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増山城址より牛岳を望む 小木 清 画

10/3

東一の越～黒部平
○ 11/18（日）大辻山
晩秋の立山山麓の山
○ 11/25(日)・26(月)
自主企画

御在所岳＆養老山
○ 12/9(日)
冬枯れの二上山

10/14

10/21

三方岩岳・野谷荘司山

野 麦 峠

寄 稿

高橋 洋一さん
山の○×話

自転車 考

小さな奇跡 大きな災い ②

その 4

荒井 英治さん

★弓道四段合格の話
☆「山の日」制定を！

北陸地区登山研修会の案内
〈読図の基本と実施〉
11/11(日) 立山青少年の家

参加申込は 10 月 28 日に締め切りましたが、参加したい方は（L）背渡健治
さんに問い合わせてください。

晩秋の立山山麓の山
冠雪した弥陀ヶ原を望む
木々の葉を落した山は、晩秋から初冬へ
の季節の移ろいの時期を見せてくれます。
目の前に広がる弥陀ヶ原から立山、薬師
岳、毛勝三山はすでに雪化粧し、その美しい
山稜を望む。

1,361ｍ
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】
長尾峠

長尾山

奥長尾山

ブナ平

北尾根分岐

山頂

カンバ平
往路を下る

・ 登り：2 時間 下り：1 時間 30 分
・ 標高差：540ｍ
・技術度★☆☆☆☆

体力度★★☆☆☆

（L）荒井英治
【参加申込】11 月 11 日まで FAX57-8180 岩井へ
【装 備】
無雪期の装備ですが防寒対策（手袋・帽子・フリース・
暖かい飲み物など）を怠りなく！

自主企画の案内

堀井企画
1,212ｍ

御在所岳 ＆
養老の滝 養老山
859ｍ
養老公園は紅葉まつり開催中。モミジが紅く染まるトンネ

【行 程】
25 日

養老の滝の紅葉狩りと養老山登山

26 日

御在所岳登山

・ 宿泊は湯ノ山温泉「ホテル ウェルネス鈴鹿路」

ルを歩き養老に滝へ。そこから登ります。

・ レンターカー利用（10 人乗り）

御在所岳は奇岩と展望の山。ここも登山口は紅葉の時期。

【費 用】 17,000 円

登りがいのある山です。

（交通費 7,000 円、ホテル 8500 円、予備費 1,500 円）

【募集人数】10 人 受付先着順
・ 申込は 11 月 10 日まで 堀井へ FAX25-2792
携帯 090-1314-6394

御在所岳・地蔵岩

※ 養老山 標高差 500ｍ 歩行時間 4 時間 30 分
・技術度・体力度とも★☆☆☆☆
※ 御在所岳 標高差 700ｍ 歩行時間 6 時間 30 分
養老公園の紅葉

・技術度★★☆☆☆
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体力度★★★☆☆

【集合・出発】JR 伏木駅前 8 時 30 分
【コース】
伏木駅

勝興寺

平和の鐘

国泰寺

自然休養村

義経岩

左・雨晴海岸から

大師ヶ岳

立山連峰を望む

雨晴駅

下・秋の二上山

JR で伏木駅へ
歩行距離 約 14km 5 時間
技術度・体力度とも★☆☆☆☆
（コースは予定で変更もあります）
【参加申込】12 月 2 日までに岩井 FAX57-8180

もうこんな時期になりました

のおしらせ

電停
志貴野中

広小路

至伏木
文 中学校

と

き：12

月 16 日（日）

ところ：そば処「たけのこ」

高岡市役所

高岡高校

ココ
卍

会費など詳細は次号会報№147 でおしら
せします。

第 15 回定期総会の日程が決まりました
○ ２０１３年２月３日(日)

11 時より（総会議事終了後懇親会を予定）

○ 古洞の森（小杉駅より送迎バスあり）
（詳細は後日お知らせします。会員の皆さんの出席をお願いいたしたく予め日程をお
知らせします）
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メンバー：（L）岩井富雄、他１４名

東一の越にて

【行 程】
薬勝寺 P 5：30

立山駅 6：30

ケーブル乗車 7：00・7：10
室堂 8：10～8：25
東一の越 11：00
～12：30

美女平発 7：35
一の越 9：35～9：45

タンボ平で昼食 12：00

黒部平 14：25

黒部平ロープウェー14：40
立山駅着 16：30

♨

室堂着 15：25
薬勝寺 P 19：00

東一の越を下る

ＴＳ：念願の東一の越に足腰の達者なうちに行くことができ
てうれしかったです。

ＡＫ：天気も良く、紅葉のすばらしさに感動しました。
ＲＮ：今日の東一の越は山全体が紅葉で最高でした。
ＳＴ：立山の紅葉はすばらしかった。東一の越まで行けてよ
かった。

ＫＫ：東一の越への山行は初めてでした。紅葉の中を歩いて
東一の越から鬼岳の黒部側の岩稜

いっぱい楽しみました。

ＮＯ：紅葉の盛りの東一の越を歩くことができて幸せな一日
でした。
“私もあのように美しくなれるだろうか…散
らずに”

ＹＨ：悪天候も予想される中、好い天気となって立山の紅葉
を心行くまでタンノウしました。後立山連峰の稜線
に雲がかかっていたのがチョット残念！

ＳＭ：素晴らしい紅葉で感動！しました。
ＳＦ：雨にもあわず、暑くも寒くもなく雄大な山岳の紅葉に
大満足の一日でした。

ＮＨ：初めてのコースでしたが、素晴らしい紅葉と皆さんの楽しいオシャベリで楽しく歩くことができました。
ＫＳ：このコースは 10 年来の悲願。達成でき感動。
IT：汚れのない紅葉がよかった。
TI：平日企画で 15 人の参加があり、L として嬉しかった。久しぶりに美しい紅葉に出会えて感動しました。思
ったより易しいコースでした。東一の越で折り返してもいいかも…。

EN：立山の裏側を見たのは初めてで、紅葉の美しさは最高でした。ジョークのきびしくもユーモラスな会話も楽
しませてもらいました。

KH：紅葉真っ盛りの心地よいトレッキングができました。多分最初で最後の東一の越となるでしょう。初参加
であるにもかかわらず、会の皆さんの温かい心遣いが嬉しく、こんな幸せな一日を味わうことができる
とは…。本当に感謝の一言です。
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メンバー：
（L）野開律子、
（SL）他９名

・ 薬勝寺 P 出発

6：55

・ 登山口出発

8：20

・ 三方岩岳出発

9：20

・ 野谷荘司山着

10：47

出発 11：30

・
・ 登山口着

13：30

・ ふくべ大滝

14：10

・ くろば温泉

15：15

・ 薬勝寺 P 着

17：20

三方岩岳山頂にて

ＫＭ：三方岩岳は紅葉のピークでした。初めて

ＴＳ：砂礫の山肌と紅葉が青い空にとても良く

三方岩岳、野谷荘司山の登って、
「また

マッチングしていて美しかった。

登りたい山」が増えました。
（L）野開

ＳＦ：今回も天候に恵まれ紅葉を満喫。ふくべ

さんにふるまってもらった抹茶がとて

の滝が養老の滝（お酒）ならばなお良

も美味しかった。ありがとうございま

かった。

した。

ＳＴ：紅葉がすばらしかった。山頂での「チョ

ＴＫ：好天の今日を山行日とされた（L）に感謝

コ付き抹茶」も格別でした。

です。秋の一日、紅葉と山歩きを楽し

ＨＫ：頂上の紅葉、ふくべの滝

むことができました。“ありがとう”

ともにきれい

でした。最後の登りきつかった…。

ＴＫ：天候に恵まれ、絶好の紅葉見物でした。

ＴＫ：秋晴れに恵まれ、登るほどに紅葉が美し

立山のそれと異なり、低木の色合いも

くなり、皆さんの大声で感激しました。

よかった。
（L）ご苦労様でした。

来年も来たいですネ。

ＮＨ：前回の一の越に続いて、最高の紅葉を楽

ＲＮ：久しぶりに（L）をしましたが、参加者の

しめ幸せいっぱいです。体のメンテナ

協力でコースタイムぴったりの山行と

ンスを行い、これからも元気に山行を

なり、満足でした。ありがとうござい

楽しみたいと思います。

ました。
野谷荘司山山頂にて
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ＳＴ
私にとって今年 3 度目の山行。
定刻 7 時前に全員集合し、
（L）から 1/25000 の地形図を受け取り注意事故に耳を傾けた。聞けば（L）は
4 日前に夫君と事前調査山行をされてきたとのこと。頭が下がる思いだ。2 台に分乗し、一路白川 IC へ。肌
寒いが青空が広がる絶好の登山日和を予感させる。IC を降り、白川郷の名物「どぶろく祭」のポスターを見
てしばらく行くとスーパー林道に入り、九十九折に高度を上げるにつれ木々の葉が色づき始めて三方岩岳駐
車場へ。そこにはすでに 50 台くらいの先客あり。
登り始めて高度を上げるにつれナナカマドなどの紅葉が濃くなってくる。30 分で頂上 1736ｍに着いた。
「好天の紅葉見頃」に付近は人がいっぱい。早々に野谷荘司山を目指した。左手に広がる谷は一面鮮やかな
赤色と黄色に染まり、“息を呑むような”美しさだ。1 時間余りで頂上 1797ｍに立つ。錦秋に彩られた山、
眼下に鳩ヶ谷ダムの湖水、遠くに槍ヶ岳・穂高連峰そして乗鞍岳が望む。
『山は晴天に限る』と！
ここで昼食タイム。ここで（L）が茶席を開き抹茶を振る舞い「けっこうなお手前で…」と思わず口に出
る。山頂で絶景を背にいただいた一服は“心やすらぐ”ひとときもいただきました。
駐車場に戻ると満車。あきらめて通過する車も多い。20 分ほど車を走らせ「ふくべの大滝」を見物し、帰
路についた。
（L）はじめカメラ担当、運転手のみなさん、ありがとうございました。

野点風景

【メンバー】
L：堀井泰則、他９名

【行 程】
薬勝寺 P 6：00

飛騨河合 PA 7：00

野麦の館 9：00

旧野麦街道口 9：30

地蔵堂 11：20
12：35

野麦峠展望台 12：05（昼食）

峠・お助け小屋 12：45

信州川へ下る

ワサビ沢橋（信州側入口）13：

30

野麦街道宿場（塩沢温泉で♨）後、帰路

へ

薬勝寺 P 18：30

車提供してくれた峯さんとＭさんに無理を言いまし
た。というのは、下山口まで車を運んでもらい、逆コ
ースで歩いて登り、本隊と合流して「来た道を戻る」
ことをお願いしました。
野麦峠・お助け小屋前にて

おかげで、効率のよい行程をプランニングできまし
た。サンキューベリュマッチでした。
（Ｈ）
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ＹＨ：雲ひとつない青空と紅葉。木々の間からのぞく乗鞍岳。この季節の最高の山旅でした。昔、飛騨の娘
らが過酷な生糸の生産に従事するために通った歴史街道を踏みしめました。

ＫＭ：天候に恵まれ、最高の紅葉が見られて幸せな気分です。（L）の天運に感謝！
ＳＴ：紅葉最高！昔の野麦街道のカラマツの色も良かった。
ＳM：よい天候に恵まれ、豊かな自然の恵みの紅葉でマイナスイオンを沢山身体に吸収しました。心身のリ
フレッシュで明日への活力になりました。

ＮＨ：３連チャンの“紅葉登山”を大満喫です。ここで一句『サラサラと 紅葉踏みしめ 野麦の路』。
あゝ、早く雪が来ないかなぁ―。

ＳＦ：『錦秋に 女工史偲び 落ち葉踏む』
ＴＷ：みんなと一緒に歩けて大変うれしい。自分では“もうダメ”と思っていたが本当によかった。今後も
こんな企画をしてほしい。

ＫＨ：久・久・久しぶりの山行。何もかも最高。明日からまた頑張れます。
KA：その昔の歴史を偲びつつ、鮮やかに紅葉した野麦街道歩き。すばらしかった！
ＭＷ：いつも無口になってしまう（？）私ですが、今日は大いに話し、笑い、楽しくすごせました。今回は
『三島野 SC の会員でよかった』と実感しました。

あゝ 野麦峠
ＫＨ

野麦峠＝生糸―女工哀史、大竹しのぶ――行ってみたい！と中学時代から徐々に膨らんでいった野麦峠
への想い。古希にしてやっと念願かなう。
朝霧の中、紅葉がはじまった山々を愛でながら快適なドライブ。登山口に着いた時は文句なしのピーカン。「中
ほうふつ

部、北陸自然遊歩道」に指定された道はよく整備され、歩きやすい。奥入瀬を髣髴とさせる谷川の流れ、風に吹
かれて語りかけるような木々のこえ。あの女工さんの辛さなどすっかり忘れ、自然にどっぷり浸かり安らぐ。が、やは
道は狭くなり、ジグザグにつけられた急勾配。また、想いは女工さんへ。整
備されているとはいえ登山靴を履いていてもこの辛さ。雪道をわら靴で長い
道のりを歩き、やっとたどり着いた峠道「ここを越えれば飛騨…」の思いが

野麦街道の峠道

りそうは甘くなかった。「お助け小屋」への案内標識に沿って登りはじめると、

彼女たちを力づけたのだろうか。そして、その辛さに耐えた彼女たちはその
後、幸せになれたのだろうか。“幸せになっていてくれたらいいのになぁ～”
戦後の貧乏、高度経済成長、バブルの崩壊、そして老後不安と変化
の多い時代を生きてきた私でも、“私のほうが余程幸せなのではないか”と
考えさせられる峠道でした。
そして歩ききりました！みんなと一緒に、最後まで♪♪
．．．．
幾病息災となってからはいつも途中リタイア。それでも「行きたい・
登りたい！」みなさんへの迷惑を省みず（すみません）。以後、自
覚して頑張ります。
今回のような★１つの企画をたくさんお願いします。これで又、
元気に毎日を過ごせます。
三島野スポーツクラブは最高です。
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峠道から乗鞍岳を望む

小さな奇跡 大きな災い ②

山の○×話

高橋 洋一

落した財布
★

あれこれ考えながら駐車場に戻り、未練がましく見渡せば日も翳った木立の中に白い建物。あれは確かトイレ。

解散後に寄ったな…でも中に入らず裏の木陰で…ん？待てよ、あの時！騒ぐ心をおさえて木立に急ぎ膝くらいに伸
びた草を掻き分けると…オーマイゴット！分厚い？長財布が「待っていたよ」と言わんばかりに草の間に立ってい
たのです。当日私が穿いていた腰紐クライミングパンツは、前にジッパーが付いていないのでパンツを下ろさない
と用を足せず、その時逆さになったポケットから落ちたのでしょう。とにかくラ
ッキー！先ほどまでの意気消沈は何処へやら、嬉々として楽器を受け取りに急ぐ。
その夜は仲間達が待っているライブハウスで間抜けな話を肴に大いに盛り上が
り気分は上々のセッション。帰ったのは当然“午前さま”でした。
★

うな

しかしその夜から異変が…。明け方なぜか悪夢に?魘され起き上がったもの
おぼつか

の悪寒、悪心で足元も覚束ないほどでした。二日酔いするほど飲んでもおらず、
そういえば 2・3 日前から喉が痛く“風邪気味か”というふしがあったような…。朝食時も起きる気力もなく、心
配した家族から「病院に」と諭されたのですが“風邪ごときで医者など”と強がっていました。しかし「インフル
エンザでは大迷惑、歳なんだから下手すると死ぬよ！」と罵られ、引きずられるように病院へ。熱を測れば 40 度
近く、人気のないところに隔離されたあげく諸々の検査の結果は〈肺炎・高血圧・糖尿・その他の臓器にも異常の
疑いあり〉と。即入院の告知。車椅子に乗せられて運ばれたのはナースセンター前の個室です。何で？初めての入
院に気も動転。下手な看護婦の痛い点滴、栄養士の説明で一日 1,300Kcal の減塩食。今までの食生活からすれば喉
も通らぬものでしたが、それでも早く治りたい一心、クスリと思い残さず食べていました。入院 2 日目少し熱も下
がり始めた朝、日の射す窓を開ければ何と、正面に立山連峰。南は砺波アルプスと 180 度の展望。少し救われたよ
うな気分になりました。残雪の山々は見飽きず毎日のように双眼鏡で眺めていたのですが、突然、窓を開けないよ
う指示されました。わけを訊ねると近所の住人から覗かれているとの苦情があ
ったそうです。ナンノコッチャ！昼は運動もできず、夜は眠れず朝方まで DVD
三昧の堕落した入院生活。しかし、約 2 週間後の検査で炎症反応やその他の数
値もほぼ正常値に戻り、やっと退院の許可となりましたが、投薬と 1,300Kcal
の減塩食は家でも続きます。勿論 NO アルコール。以前からみれば健康的な食
生活で体調は良くなると思っていたのですが、薬の副作用なのか意に反して不
眠や幻覚、また腹部・胸部の只ならぬ違和感や体重の減少で知りの肉も削げ落
ちて車の運転も儘ならず、「絶対何か異常がある」と不安に苛まれました。こ
のままでは今年 12 月の誕生日（70 歳）まで持たないのではと思いパソコンに遺言やコレクションの分配などを書
き込み真剣に身辺整理し、
“家族のみの葬儀の手筈や山河への散骨まで考える日々でした。家族も見かねて”一度セ
カンドオピニオン（第二医の所見）とか試してみれば“と言われ、夏も終る頃、意を決し設備の整った病院へ行き
ました。2 泊 3 日の精密検査の結果は…『特に気になる異常は認められません』？？？あの尋常でない違和感は一
体なんだったのでしょう？えもいわれぬ複雑な心境でした。不安が消えたわけではありませんが光明が見えたのは
確かです。
★

そんなある日、友人より「会津に私用があるので気晴らしに東北旅行でもしないか」と誘いがありました。一

度は行きたかった所なのですが震災後でもあり、被災地寄りを外れ会津から磐梯、蔵王、八幡平まで一般道と山岳
道路を利用した計画で約 2,000km のロングドライブ。お天気にも恵まれ、旨いものを食べ、快適な１週間を過ごし
生き返ったような気分で戻ったのですが、待っていたのは……それは新たな災難の始まりだったのです。
（次号へつづく）
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その 4

荒井 英治

秋、大和路を走る。飛鳥川での辺で
自転車でブラブラ、といってもスタート時点では
モンスーン地帯に生活する人々にとって最大の関

目的（テーマ）や目的地はそれなりに持っているの
ですが、途中で気が変わってまったく別の方向へ行

心事。

ってしまうことも良くあることです。

飛鳥川遡上

め、その水を構成員が、公平に、調和的に配分する

は変更後のもので、最初の目的は石舞台古墳等、飛

ために『ムラ』の掟が生まれ、それが集合合体して

鳥周辺ある遺跡を訪ねて回ることでした。

ところ

大規模化してやがて巨大権力『クニ』に変化してい

が、古墳周辺の水田の用水がどこからきているのか

ったとすれば、奈良が日本で初めての古代中央集権

が知りたくなって、急遽予定変更して、飛鳥川を遡

国家の発祥の舞台となったのには、少なくとも、そ

上して取水口を捜して廻ることに。

の初期においては、奈良盆地の地形と水の流れが大

取水水門は大抵、水位を嵩上げするための堰とセ
ットになっていて赤ペンキが塗ってあり、あたりの

水の絶対量を確保するために治山治水に努

きく作用しているのではと想像を膨らませて楽しん
でみます。

つづく

飛鳥

次回は桜井市の『大神神社』で出会った若い神主

川のような小さな河川にある堰は我々が登山に使う

さんとの会話を天皇制と絡めて私的ツブヤキを書き

縮尺の地形図には記載されてもいないので、自分の

ます。

地形の起伏を考慮するとすぐ見つかります。

注、大神神社：奈良県桜井市にある神社で「おお

住む金山地区の農業用水の源流を探して谷筋を歩き
回った経験が生きます。

みわじんじゃ」と呼びます。

どこの地域でも同じです

背後の三輪山

が、農業用水を辿って走ると、先祖のコメに対する

をご神体としています。

この地域は大和王

思い、それを得るための創意・工夫の跡が偲ばれま

権の発祥の地とされていて、卑弥呼の居た土

す。

地ではと近年有名になった『纏向遺跡』等た
くさん古墳や大規模な住居跡などが発掘され
ているところ。

スキーシーズンがやってくる！
12 月になると冬将軍が雪を連れて日本を訪れる。
晴れた日には雪化粧した立山連峰が神々しく映える。
そんな景色が山好きにはたまらない。
そこで…見るだけじゃ飽き足らないエネルギッシュ
な会員諸氏にすすめたい。
「雪の山の懐で楽しむこと」

コスト万能の潮流の中で、放棄されて荒廃した田

を！

畑をみると、
『これで本当にいいの？ 先人が長い年

スキーをはじめませんか。『若い時以来やっていな

月に亘って、大変な労力と工夫を注いで開墾・維持

い』方大歓迎。初めての方歓迎です。手取り足取りの

してきた食糧生産基盤を先細りさせていいの？

“親切なご指導”が鮮やかなパラレルターンの滑りを

い

ゲレンデに描きます。

まにバチが当たるのでは？』と愚痴のひとつも言い

問い合わせは、
〈スキークラブ・レッドウイング〉

たくなります。

林 憲彦 or 堀井泰則へ

愚痴話は措くとして、稲作と水の関係は
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一人でも多くの
会員の参加を！

第 3 回北陸地区登山技術研修会（北陸 3 県勤労者山岳連盟共催）
＜読図の基本と実地＞
目

的

積雪期の山スキー、かんじきハイキング＆夏季の沢登りには｢読図」が不可欠。自立
した登山者が少しでも多くなるように一人ひとりが｢読図｣技術を身につけて欲しい。
そんな考えからこの研修会を企画した。

2012 年 11 月 11 日（日）ＡＭ９；00～ＰＭ4：00
国立立山青少年自然の家
富山県中新川郡立山町芦峅寺字前谷１
師
福 永 眞 幸 氏（前 富山勤労者山岳会 会員）
容 〈机 上〉

日 時
会 場
講
内

地形図（１／25000）の見方・使い方＆コンパスの使い方
〈実 地〉
青少年自然の家周辺の山＆沢（谷）で地形図と地形の照合を行い、
コンパスの使用法をマスターする。
集合時間・場所
薬勝寺池駐車場 ＡＭ8：00 集合
参加費
500 円（昼食代、交通費含む）
参加申込 11 月 5 日まで 岩井ＦＡＸ5７－8180

★コメント
地形図を読めれば、山でのトラブルで一番多い『道迷い』を防げるだけでなく、実際に登山やサ
イクリングに行かなくても、地形図を眺めながらその地域の歴史やその地域の風景を想像して楽
しむこともできます。地形図にはものすごく大量の地理情報が収蔵されていて、例えば、ダム→
導水管→水力発電所→送電線→変電所の流れを辿ってみるのも楽しいことで、富山県がかって
『電源王国』と言われた訳が納得できます。この機会をきっかけとして地図と遊ぶ楽しみを見つ
けられるかも。 参加を強くお薦めします。（県労山理事・三島野 SC：荒井）

世話人会では以前から「三島野スポーツクラブの団体旗を作ってはど
うだろうか。」という意見が出ていました。そこでとりあえず安価ででき
る小旗を何本か作成することにしました。記念集合写真で使ったり、参
加者が多い山行時に迷子にならない為の目印として活用したいと思って
います。
緑色の布地に
白抜きの文字です

東一の越山行で早速その効果が発揮できました。美女平からのバス乗
車で、旗を見た係員が団体扱いして優先的に乗車手配をしてくれました。
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弓道四段に

道を極める

野開 律子
弓引き狙い定める

弓を使う競技で、アーチェリーとよく比較されますが弓道はとにか
く的に中（あた）ればいいので、アーチェリーは中った位置により得
点が異なります。
弓道の弓の長さは２ｍ２１㎝ 和弓はアーチェリーより長く的の直径
は３６cm で的までの距離は２８m あります。弓道は一射ごとに真を
求め・心の美･身体の美を磨くスポーツで、心身を磨く人間形成を目的
としたスポーツです。私のように趣味として楽しむ人も多いようです。
弓は「型」をマスターすれば余分な力を使わず引くことが出来ます。
しかし「型」をマスターし的を射抜くためには「射型」の練習、修練
が必要です。弓道の魅力は的に中った時の気持ちの良さ、爽快感がな
んとも言えません。また姿勢が良くなり、集中力がつき、道着･袴を着けると気持ちが引き締まるのです。そ
して一生楽しめハンディなしに同じ土俵で競い合うことが出来るなどと弓道を通して人間性を育成できれば
と思っています。
今回の昇段審査にのぞみ約１０カ月間の集中練習でした。これからも体力の続く限り昇段を目指し修練に励み
たいと思っています。

「山の日」をつくろう
日本勤労者山岳連盟や日本山岳協会など山岳 5 団体が２年前に協議会をつくり、国民の祝日として「山の日」
の制定を目指しています。
「山の日」の制定は多くの国民が山に目を向けてもらうことで、豊かな自然を次世
代に引き継ぐことが狙いです。その「声明文」を紹介します。
わが国の国土は、７割近くが広い意味での山であり、

その多くを森林が覆っています。

古くから日本人は山を信仰の対象として崇め、森林の豊かな恵みに感謝し、

自然とともに生きてきました。

山の恩恵は渓谷の清流を生み、わが国を囲む海へと流れ、

生きとし生きるものを育むだけでなく、豊かな心も育んできました。

わが国の文化は、
「山の文化」と「海の文化」の融合によって

その根幹が形成されてきたと言われています。

わたしたち山を愛する５つの山岳団体は、

国民祝日としての「山の日」の制定を提案します。

「山の日」は、

日々の生活と文化に結びついた山の恵みに感謝するとともに、

美しく豊かな自然を守り、育て、

次世代に引き継ぐことを国民のすべてが銘記する日です。

この運動を通じてわたしたちは、登山者の安全と健康に寄与し、

登山の楽しみを広く伝えたいと念願します。

すでに祝日となっている「海の日」と対をなして、

日本に住むすべての人々が、山という自然を見つめなおし、

深いかかわりを考える日にしたいと思います。

わたしたちの提案に賛同され、

より多くの方々、団体より、ご理解とご支援、

「山の日」制定協議会

ご協力を賜りますようお願いいたします。

●

日本山岳会・日本勤労者山岳連盟・日本山岳会・日本山岳ガイド協会

・日本ヒマラヤンアドベンチャートラスト
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野口 邦和 監修
日本勤労者山岳連盟 編集

書籍紹介

桐書房
600 円（＋税）A5 判 80ｐ

本書の特徴は、①原発事故以降の登山、山歩き、ハイキン
グなどでの注意点や疑問などに「Q＆A」形式で読みやすく答
えています。②放射能に関する基礎知識が得られます。③若
い世代にも伝えたい放射能が及ぼす人体や食物への影響につ
いてなど、登山者のみならず誰もが知ってほしいし伝えてい
ってほしいことにもふれています。
労山会員は 500 円（送料不要）希望部数を事前に入金のこと。入金確
認後に発送します。送料は全国連盟が負担します。
振込先：郵便振替 00180-0-212568 日本勤労者山岳連盟事務局
「労山時報」№453 2012.11 月号より

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

TEL

所

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

副代表

黒川

射水市戸破栄町 1313-1

56-6755

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

会計担当

荒井 英治

射水市上野 465

56-3058

会報担当

堀井 泰則

高岡市石瀬 748-6

25-2792

代

表

衛

世話人会は原則毎月の第一・第三月曜日に開催いています。11 月は 5 日(月)・19 日(月)
です。ご出席をおねがいします。また、会員はどなたでも自由に出席でき「登りたい山」
「運
営について」などの要望を言うことができます。気軽に遊びに来てください。
尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。

◇ 紅葉の山を愛でる企画はすべて二重丸でした。何より天候が…「山は晴天に限る」ですネ。でも油
断は禁物です。秋山は！
◇ 登山・山歩きにとどまらずいろいろな楽しみと修行は人生を豊かにします。弓道、サイクリング、
音楽（バンド演奏）などをたしなむ会員がいる当クラブの豊かさ、懐の深さがうれしい。
◇ 「山の日」が制定され、自然を愛し、それを孫の代まで、それ以上の永遠に残すのは責務です。
せ

い

◇ 忘年会の案内を載せる季節になってしまいました。時の経るのを早く感じるのはトシの所為だと人
は言うが…いいじゃないですか。もっともっと早く感じるまで生き延びたいです。
会報についてのご意見などお寄せください。山の出来事の面白い話も。
堀井まで E メールアドレス ho-748-6@p1.tcnet.ne.jp へ FAX 25-2792
三島野スポーツクラブのホームページの IRL
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html です
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