
 

 

 

 

 

 

会 報 
 

日本勤労者山岳連盟（富山県連盟） 
新日本スポーツ連盟 

 

  
 

№ 148 
2013 年 1 月 1 日 
代表 岩井 富雄 
射水市宝町 1364-35 
TEL・FAX 57-8180 

三ツ峠から富士を望む 小木 清 画 

【今月号の内容】      定期総会の案内     

好評連載  山の○×話   自転車 考    新日本スポーツ連盟 県連盟の新理事長に荒井英治さん 

1.2 月企画  元旦登山 二上山  カンジキハイク頼成の森  大品山・瀬戸蔵山 

シーズン到来 初滑り in志賀高原   書籍紹介 忘年会報告   

 

 

 



 

 

と き  ２月３日（日） １０時３０分より 

ところ  古洞の森 
 

尚、終了後に昼食を兼ねて懇親会を行います。 

会費は３０００円です。また、入浴もできますが

各自の負担となります。 

懇親会でお酒も入ります。また、雪の時期でもあり、無料の送迎バスを

運行します。ご利用下さい。 
高岡駅南口 9：40 出発   小杉駅南口 10：00 出発です。 

帰りの運行は、懇親会終了後となります。 

懇親会では 2012 年に実施された「企画をふり返って」の写真

をプロジェクターを使ってスクリーンに大写しすることを予定し

ています。 

会員の皆さんの記録・写真があればご提供をお願いします。 

（堀井まで連絡してください） 

 
前回の総会の模様です 

 

三島野スポーツクラブの会則に基いて開催します。昨年の活動報告と決算報告、そして今年の活動計画

と予算をみんなの意見を交換し決めます。また、今年の山行企画についても「案」を参考に会員の要望や

意見を聞く機会にしたいと思っています。 
さらに、規約の一部改定や、運営についての提案も予定しています。 
なお、総会資料と出欠確認（委任状）は後日送付します。 

 

 

 

前回の総会後の懇親会 
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冬の古洞の森 

 

 

秋 東一の越 

夏 

北
岳 



 

 

【集合・出発】朝 5 時 30 分に城光寺競技場 P 
【歩行時間】約 4 時間   技術・体力とも★★☆☆☆ 
      L:岩井富雄 
【装備】カンジキ、防寒対策は必須 
尚、申し込み締め切りは過ぎましたが、当日の受付は可 

 
 

【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺 P 
【歩行時間】約 3 時間 

標高差：出発地 106ｍ 最高地点 197ｍ 
技術度、体力度 ★☆☆☆☆ 

【装 備】カンジキ、ストック、防寒対策 
【参加申込】1 月 13 日まで FAX57-8180（岩井） 

 

 

心新たに、新しい年を迎える

恒例の企画 

 

 

雪の中に林立するブナのたたずまいは神々しくさえ感じる 

その静寂な自然の中を歩いてみませんか。 

 

詳細な計画などは次号の

会報で案内します。  

3 12 月企画 12/9 の「初冬の二上山」は荒天が予想されたため中止しました。 

参加者 
背渡健治、的場邦夫、荒井英治、堀井泰

則、林 憲彦、小木 清、野開律子、甲

かほる、宮本久子、黒川 衛、川端友嘉、

熊木龍巳、熊木廣子、岩井富雄、小竹伸

子、小竹茂樹、堀カツコ 

 

 
今年は会場を会員の小竹さんのご子息が新装開店したばかり

の「竹の子」で行いました。玄関ドアに「貸切」の札が懸けられ

“我々だけの空間”が準備されていました。 

真新しい店内で酒を酌み交わし、『きつかった山のこと』『今度

登りたい山』などを語り合いました。 

 

 

雪
の
里
山 

雪
の
頼
成
の
森
を
歩
く 
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次ページへ続く 

「クラブの企画をできるだけ多くの会員の声を聞いて企画したい」とアンケートを実施しました。25 名

の会員（60％）から回答を得ましたので、その結果を報告します。 
総会でこの資料をもとに意見交換し、それらを参考に世話人会で『2013 年の企画』を決める予定です。 

会 員

№ 
希望する山・山域 

残雪期 春の山 夏の山 秋の山 
13376 牛岳・大辻山・白

鳥山 
山菜バーベキュー（天蓋山）
大辻山 

薬師岳・穂高連峰縦走 妙高山・明星山 

13379  大品山・鍬崎山・袴腰山 
三方山・猿ヶ山（五箇山） 

唐松岳～五龍岳縦走 
笠ヶ岳・常念山脈縦走 

八郎坂・中山・雨飾山 
奥丸山 

13378 金剛堂山・牛岳 負釣山・医王山・袴腰山 
白木峰、小白木峰 

西穂高岳・大日連山縦走 涸沢・鍬崎山・焼岳 

13381          富士写ヶ岳 
1. 五箇山から井波までの道宗道（20 ㌔）を 4～5 回に分けて歩きたい。 
2. 東笠山（登山道の無い山だが頂上が素晴らしい）へも行ってみたい。 
3. 瑞牆山（みずがきやま 2200.2ｍ・日本 200 名山）頂上が素晴らしい。帰りは清里高原へ寄ろう。 
4. 日向山（1640ｍ）長野、往復 3 時間。甲斐駒ケ岳の登山口近く、頂上は砂岩でできていて奇岩多し 

帰りに白州のサントリー工場見学でウイスキー飲み放題だよ。 
13382 二上山 大地山 白山・立山 中山 
13387  天蓋山 槍ヶ岳・表銀座縦走 雲の平方面 
13389 上高地・四十八滝 富士写ヶ岳・権現岳（糸魚

川市）・烏帽子山（黒部市） 
笠ヶ岳・大日岳・槍ヶ岳 
西穂高岳・剱岳 

弥陀ヶ原・中山・野麦峠 

13392 
17333 

  燕岳・御嶽山 涸沢・天蓋山 

13396 初雪山・鹿島槍ヶ岳 高三郎山・頚城駒ケ岳 烏帽子岳・野口五郎岳 
白馬三山縦走・唐松岳～五

龍岳縦走・朝日岳 

赤谷山・妙高、火打山 
金山 

13395  高落葉山・金剛堂山 朝日岳 大門山 
13397 初雪山・鹿島槍ヶ岳 猫又山・鍬崎山 朝日岳・白馬岳 高妻山・七姫山・明星山 

籾糠山 
 上高地・タカンボ

ー山・四十八滝・ 
早乙女山・唐松岳 
燕岳・爺ヶ岳 

 唐松～五龍縦走 
南ア甲斐駒、仙丈ヶ岳 
常念岳～蝶ヶ岳縦走 

 

13399 上高地・立山 富士写ヶ岳 穂高連峰縦走・ 
八ヶ岳・仙人池 

雨飾山・涸沢・弥陀ヶ原 

13402 上高地・尖山 
四十八滝 

福地山・城ヶ平山・ 
頚城駒ケ岳 

八ヶ岳・焼岳 四阿山（あずまやさん） 
八郎坂・籾糠山 

13405  能登の低山 僧ヶ岳・白馬＆朝日岳 
白木峰・尾瀬ヶ原・火打山 

東北地方の山々（安達太

良・磐梯・早池峰・栗駒・八幡

平・八甲田など） 
13409 燕岳・ 

カンジキハイク 
田中高原・白鳥山 種池山荘～針ノ木岳縦走 

槍ヶ岳～穂高岳縦走 
涸沢・焼岳 

13417 燕岳・唐松岳 天蓋山・雨飾山・富士写ヶ

岳 
白山 
種池山荘～針ノ木岳縦走 

高妻山・ 
四阿山～根子岳 

13411 金剛堂山・小糸山 
松ヶ窪・マッキン

平・八乙女山・宝

達山 

天蓋山・権現岳 甲斐駒ケ岳・仙丈ヶ岳 
蓼科山 

明星山・奥丸山・黒姫山 
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会 員

№ 
希望する山・山域 

残雪期 春の山 夏の山 秋の山 
13413 福地山・燕岳 

北八ヶ岳（蓼科

山・横岳） 

能郷白山（1617.3ｍ） 
頚城駒ケ岳・高ボッチ山 
南木曽岳・弥彦、角田山 

高峰高原（小諸）・槍穂

縦走・谷川岳・東北の山 
磐梯山・妙高、火打縦走 
苗場山 

13415 上高地・初雪山 富士写ヶ岳・御在所岳 
尾瀬ヶ原 

常念山脈縦走・白山 
南ア赤石岳 

風吹岳・天蓋山・甲武信岳
（奥秩父の深田 100 名山） 

13416 3 月タカンボー山 
5 月白鳥山 

富士写ヶ岳 槍ヶ岳（上高地から無理の

無い日程で） 
東一の越～黒部平（2012
企画で行けなかった） 

13418 残雪の常念岳・五

龍岳、高落葉山 
高頭山 

白木峰 小白木峰・白鳥山 
金剛堂山 

大渚山・大日山・ 
大明神山 

医王山・雨飾山・鍬崎山 
・三方岩岳 

？ 松ヶ窪（430ｍ） 
マッキン平（316ｍ） 
笹津山・小糸山 

大鷲山・濁谷山・高落葉

山・高清水山・高三郎山・

鉢伏山・鳥ヶ尾山 

風吹岳・水無山・権現岳 
・鉾ヶ岳 

米山・大谷山・奥丸山 

 
このアンケートであげられている山・山域の体力度・技術度は確定していません。未経験の場合は登

山地図や山の紹介本、インターネットなどで調査し世話人会で確定したいと思います。また、ここにあ

げられていない山や山域も「企画」になることがあります。 
会企画として実現しなかった場合には「自主企画」として実施することができます。この場合、事前

に世話人会に提出し確認のうえ会報などで会員に周知したいと思います。 

 第 32 回定期総会 

三島野 SC が加盟する新日本スポーツ連盟・富山県連盟の総会が 12
月 2 日に行われ、当クラブから岩井・黒川・續池・野開の 4 名が代議員

として参加しました。 
議事は活動報告、会計報告、予算など。また加盟するクラブの活動報

告もありました。役員の改選が行われ、林憲彦理事長が退任し、新理事

長として再び三島野 SC の荒井英治さんが選ばれました。 
詳報は「スポーツの仲間 inTOYAMA」をお読み下さい。 

 

〈目次紹介〉 創造的登山とは何か／飯田高校山岳部長 渡辺衛先生／ヒマラヤ堕落

論／十勝岳、奇跡の生還／山と職業／北海道の山を空から見れば／都会における山／

山は死んだ／アルプスの山と人／西欧の山岳会と遭難対策／ヨーデル／遠かったゴサ

インタン／登山における「記録」の意味／遭難の報道記事／無知と加害者を支援する

無知／遭難と磁石／「〈創造的な登山〉とは何か」余禄／メスナーの 8000ｍ峰全山登

頂／「魔の山」富士山／夏休み、オジサンたちはヒマラヤをめざした／50 歳から再開

した山歩き／高年登山家・7 人のサムライ／中高年登山者たちのためにあえて深田版

『日本百名山』を酷評する／あとがき 
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書籍紹介 新版 

 

本多勝一 著 
朝日新聞社 発行 
620 円＋税 
 

 



山の○×話    月まで届くか？我がパートナー ④ 

高橋 洋一 
 
★ 我が良きパートナー。約 20 年、山に河に過酷な使用に耐えてくれた頑丈が取り得の「マイ、トラック」

です。 
 
★ 一昨年の 9 月、会報の表紙でお馴染みの O 画伯とその仲間達から「頚城駒ケ岳」（1,487ｍ）への誘いがあ

り、私の車で出かけたのですが通常の海谷コースへの道を誤り、見た目も険しい大神堂側からの労山バン

ドとなってしまいました。村はずれからの指示路は急登坂、急カーブ。車のすり替えもできない作業道を

思わせる狭い路でしたが重い車体を四駆、ローギヤーに落し何とか標高 600ｍの避難小屋まで辿り着き、

駐車したところエンジンルームからただならぬ異音が？ボンネットを開けてみれば何と！クーラント（冷

却水）が沸騰しサブタンクから噴出していました。オーバーヒートだったのです。思いもかけぬトラブル

に唖然としましたが幸いエンジンへのダメージはなく、帰りまで冷やせば、後は下るのみで案ずることは

無かろうと重いメンバーには黙し出発しました。尾根を歩き始め、やがてバンドの取り付きに屏風のよう

に切り立った岩壁には圧倒されます。絶壁に鉢巻をしたようなバンドは鉄梯子や恐竜の口の中を思わせる

オーバーハングなどでスリリングでしたが、ガスで視界が悪かったこともあり、さほどの畏怖感はありま

せんでした。しかし頂上直下のブナ林帯までは 50 度以上はあろうかと思う急登（崖？）です。梯子や鎖

の連続で、かなり体力を必要とする難所でしたが勢い任せで何とかピークを過ぎ、一息ついた途端、桃が

経験したことが無い激しい疼痛と脱力感におそわれ座り込んでしまいました。先を歩いていたメンバー達

の姿はすでに見えず焦りますが、歩行も困難な状態に頭もパニック状態でした。必死に足を揉み解くこと

数分間、少し痛みがやわらいだ感があったので付近にあった枯れ木を杖

に這うように後を追いました。10 分も経ったでしょうか頭上に話し声

が聞こえ、どうにかメンバーに追いつき、何事も無かったように装って

はいたものの、まだ残り足の痺れや車のことを思うと内心穏やかであ張

りません。頂上からの眺望は潅木ごしに大きく雨飾山、西には白馬岳、

後立山も望め、しばし、宴を楽しんでいましたが、ガスの吹き上がりが

酷くなり早々の下山となりました。幸い下りは案じていたほど足の痛み

も感じず余裕が出たのかスナップ写真など撮りながら登山口まで戻り、

心配していた車の水温も異常なく、無事帰路につきました。 
 
★ 翌日、共々にドック入りしたところパートナーはラジエーターに水垢が溜まりエンジン冷却不全に。幸い

早期発見で薬品洗浄と数回のクーラント交換で回復し大事に至りませんでした。人に例えれば欠陥にコレ

ステロールが溜まる動脈硬化のようなもので血液（冷却水）の流れが悪くなったものです。ちなみに私と

いえば加齢による坐骨神経痛？の疑いもありとか。車も人と同じ老化現象が起きるものと改めて感じまし

た。思いがけないアクシデントもありましたが貴重な山行経験、私自身もパートナーにとっても身の程を

知る良き機会でもありました。以後、互いに庇いあいながら無理のないアウトドアを心がけています。 
 
★ パートナーは現在、走行距離・約 30 万キロ、順調に行けば数年後には月面への到達距離〈380,000 ㌔〉

に達するでしょう。しかし、その前に私が星になるのが早いかも…。 
                                   次回へ 
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秋、大和路を走る。大神神社の辺

で・・・天皇さんのこと 
先々月号で若い神主さんと絡めて天皇制について

云々と書いてあって、ギョッとされ身を引いた方も

おられたのでは。「山仲間の会報に何を持ち出すんだ。

この不心得者が！」と。 最初のコラムで「この人

まともかいな」と注意書きがあった様にやはり「危

ない人」？なのかも・・・と。ご安心ください。 私

はそれ程の『非国民』？でも無政府主義的コスモポ

リタンでもマッドネスの人でもありませんので。 

ただ、納得いかないことは納得のいくまで何十年で

も追い続けるマムシのようなシツコイところが欠点

でもあり長所でもある人と心得ております。 
さて、前置きはこれくらいにします。 
前回と同様、近鉄橿原線橿原神宮駅前の安ホテル

からマイ自転車を未明の道路にひっぱりだして東方

10㌔にある桜井市の大神神社に向けて朝靄の中をペ

ダルを漕ぐ。 神社に着く頃には太陽も昇りはじめ

て、神社の背後に鎮座する三輪山のどっしりとした

山体が日の光にシルエットとして浮かぶ。 社叢の

冷気の中、参道を歩いて本殿まで行く。 
そんな時間帯に参拝客の姿などなく、二十歳過ぎ

の若い神官一人が淡いブルーの袴と白衣の装束で参

詣客用のオミクジや御札を開店前のお店に並べてい

た。 彼の清々しい様子に惹かれて、話しかけると、

まだ余裕のある時間帯なのか、面倒臭さがらずに、

話し相手になってくれた。 素朴で純真そうなその

若者と話をしていると、不思議と心が静まり、温か

な気分に身体が満たされてくる。 大神神社のこと

とか、奈良の古代史のことなどを話すなかで、彼が

自分の身の上話を少し聞かせてくれた。 彼はこの

大神神社近くの小さな神社の神主の息子で、中学、

高校の頃は、自分が片田舎の神官の息子であること

に劣等感か引け目かを持っていたそうで、自分の出

自に肯定的な感じは持っていなかったとのこと。  

高校か大学は神官養成の学校に入って、そこで、先

生にそのことを話した時に、先生から返ってきた言

葉が「それは勿体ない。あなたは、天皇家の祖先が

発祥したといわれ

ている三輪山山麓

の地域に生まれ育

って、そこの神官の

家系に繋がってい

る。とても恵まれて

いる。 羨ましいく

らいだ。」だったと

のこと。先生のその

話を聞いてから、少

し自信がもてるよ

うになって、今は自

分の職業に満足しているという。 そんな身の上話

を一旅行者に聞かせてくれる青年の人の良さにこれ

が奈良地域の人情風土なのかと益々奈良が好きにな

ってくる。 彼の話の中に「天皇さん・・・天皇さ

ん・・・」の言い回しが何回も出てきて、天皇のこ

とをこういう風に言っている人（あるいは地域）が

あるのかとホッとするような安らぎに似た驚きがあ

った。 
太平洋戦争敗戦後、象徴天皇制に変わったとは言

え、いまだに明治維新から 8 月 15 日の終戦の日まで

続いた絶対君主制の名残が日本人の頭上を薄い霞か

ベールのように覆っていて、事実に直に対峙するこ

とを避けて通るような臆病なメンタリティを温存さ

せている。もっと気楽に気ままに天皇を論じるよう

な言論風土になっても良いのではと感じているので、

この青年の「天皇さん・・・」のニュアンスがとて

も気に入ったのです。 
日本近代史の中で『天皇』が持っている圧力はと

っても大きくてそれを隠れ蓑にして戦前においては

幾多の悪党が跋扈して日本人や中国、極東・東南ア

ジア地域の人たちに無念の思いをさせてきた。 そ

の抑圧感と、この若者が発する『天皇さん』という

言葉の持つゆるやかさとおおらかさ、このギャップ

について次回、少し書いてみたいと思います。 
そのあとは話題を

転じて、自転車の楽し

み方の具体例をいく

つか並べて、「自転車

ってこんなに面白い」

というコマーシャル

をします。 
 

 

その 4   荒井英治 
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「冬はスキーを楽しみたい」という三島野 SC の有志を中

心にスキークラブ『レッドウイング』をつくって活動してい

ます。自称“中級”や“若い時やったけど…”や“これから

始めます”や“指導者資格者”などバラバラなレベルの愛好

者の集まりです。 

毎年恒例の「初滑り」は全国スキー協の北信ブロック（長

野・富山・石川・福井）の有志が集って行っています。今回

は林、堀井、甲か の 3 名が参加し好天に恵まれたゲレン

デにそ
．

れなりの脚前
．．．．．．

のシュプールを描いてきました。 

「これから始めようかな…」と思っている人には相談にの

ります。 

 

三島野スポーツクラブ運営役員 

任務分担 氏  名 住   所 TEL 
代 表 岩井 富雄 射水市宝町 1364-35 57-8180 
副代表 黒川  衛 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 

〔世話人会〕 
賀久 博幸、甲  厚子 
小坪 哲彦、的場 邦夫 
續池  巌、寺山 秀行 
野開 律子、林  憲彦 
山田  格 
と左記の方々で構成してい

ます。 

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。1 月は 7 日(月)・21 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。 

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 

  
   

  

   
◇ 11 月頃からは日本海側の気候は「時雨もよう」の冷たい雨の日が多くなる。そのために中止とし

た「二上山」ですが、「元旦の二上山」に期待しよう！ 
◇ 岩井さんの忘年会のあいさつに“この一年多くの企画を実施したが、一件の事故もなかったことが

大変良かった”とありました。忘年から望年へ！ 
◇ この季節になると「オフ シーズン」的ココロになりがちです。が、モチベーションを高めるため

の一策が“山の思い出を語り合うこと”“山の本に接すること”ではないでしょうか。「こんなこと

をしています」の情報があれば知らせてください。 
 

12／22（土）～23（日） 
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