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１. 活動報告を岩井代表から、会計報告が荒井会計担当世話人から行われ、承認されました。活動報告の

「山行企画参加記録」に 11/25～26 実施の「御在所岳」が抜けているので修正され、2012 年の山行

回数が 40 回に訂正されました。 
２. 2013 年の活動計画が岩井代表から提案があり、堀井世話人から 2013 年の企画についての「提示さ

れている案」に固執することなく時宜を得た会員からの要望・意見を反映させて決めたいので、世話

人会にそれを届くようにしてほしい。との補足説明がされた。 
３. 2013 年予算について荒井会計担当世話人から提案説明をおこなわれました。 

 

議長に川端友嘉さんが選出され、記録係に小

坪さんが任命されて議事に入りました。 
冒頭に岩井富雄代表があいさつに立ち、『安全

に、楽しくスポーツを、登山・ハイキングをす

るために三島野スポーツクラブがいっそう活動

の質を高めつつ、会員が気軽に参加できるよう

にしたい。』また、スポーツを楽しむ環境を「行

政改革の名の下にだんだん劣悪になろうとして

いることへの懸念にもふれられました。 

深い雪に包まれた昨年とはうって変わり、雪のない古洞の森の施設の一室を会場に会員 22 名の出席（委

任状 16 名）で行われ、出席率は 52.4％・委任状を含めると 90.5％で総会は成立。また、オブザーバーと

して入会希望の則武 明さん、則武英公子さん、竹内啓子さん、堀川克子さんが出席されました。 
以下、総会の要旨を報告します。 

 
 

2月3日(日)10時より 

古洞の森にて 

 

４.その他 
〔マイカー提供の謝礼に着いて〕世話人会で決定した内容の報告が堀井世話人から行われました。 
これまで走行距離に関係なく、距離（km）×40 円として算定していましたが、200km までは ×40 円

201km から 500km までは ×30 円 501km 以上は ×20 円として算定することになりました。タクシ

ーなどで行われている基本料金＋走行距離に準じた考え方です。 
ガソリン代高騰のおり、ご協力をお願いします。 

予算案は 2 つの案が提示されました。「何とか会費を少しで

も安くできないか」という世話任会の討議をふまえ、1 案は従

来の考え方（活動費 9,000 円＋労山特別基金 1,000 円）で、2
案は年 1,000円活動費を減額する考え方で作成したものです。

討議の中で、「減額する 1,000 円は労山特別基金を増額して事

故に備えるべきではないか。」という意見が出され、それを第

三の案として浮上しました。 

ここで審議を一時中断し、緊急に世話人会を開いて検討した結果、会員を拡大することなどを通じ

て収入の増をはかること、活動内容を充実しつつ改善ができるか等をこれからの課題とする事と

し、今年度は従来どおりの 1 案で運営したいと再提案。満場一致で可決しました。 
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５.代表、世話人会および会計監査の選出 
会則第 7 条にもとづき、この一年の活動の中心となっていただく役員の改選をしました。クラブ創立以

来代表の任を永く務められた副代表の黒川さんと世話人会の續池巌さんから退任の申し出があり、2013
年度の世話人会が次のように選出されました。 

 
〈代表〉岩井富雄  〈副代表〉背渡健治・小坪哲彦  〈会計〉荒井英治  〈会報担当〉堀井泰則 
〈世話人会〉賀久博幸、甲 厚子、黒川 衛、寺山秀行、野開律子、的場邦夫、林 憲彦  
◇三島野 SC 相談役を新設し、今回で退任される山田 格さんを「相談役」としてクラブの運営のアド

バイスをお願いすることになりました。創立にかかわり、永年にわたる多くの経験を三島野 SC の“知

恵袋”として貢献していただけます。 

総会終了後、オードブルを囲みビールで乾杯。第二部

の懇親会がスタート。沖縄の酒「泡盛」、屋久島の焼酎「御

岳」、「ミカン」一箱の差し入れがありました。お酒で滑

らかになった口舌があちらこちらに話の輪ができ、山の

話に花が咲きました。 
今回、プロジェクターを使って 2012 年の記録写真を大

写ししてこの一年をふり返りました。 
『いつものように和やかな雰囲気でした。スクリーン

に写された写真を見て、山へ行くココロがそそられまし

た。昨年はいろいろ忙しくて行けなかったけど、今年は

新たな山登りに挑戦してみたい』と上田さん。 
『あまり行った事のない南アルプスの企画がほしいで

すネ。マイカー提供の謝礼の改定は適切だと思った。少

なくない人が思っていたんじゃないかな…。それと、送

迎バスの手違いはまずかった。 

 

 

代表に岩井富雄さん、副代表に背渡健治さんと小坪哲彦さんを選出 

新たに相談役として山田 格さん 

 

 

 

不愉快な思いを待た
．．

された人
．．．．

も、素通りした人
．．．．．．

も持ったと思います。それと…

もっと料理を豪華にしてほしかった。新年会を兼ねているんだから』と感想を

橘さんから聞きました。 
 

 

 

3 



 

 

 

 

 

 

【集合・出発】 5 時 00 分 薬勝寺 P 
【行 程】 
とおみスキー場ゴンドラ 8：30  山頂駅（アル

プスだいら 1,500m）9：00  地蔵ノ頭 1,676
ｍ 9：30  見返り坂 1,740m 10：00   
一ノ背髪 1,892m 10：45  小遠見山 11：30～
12：00   地蔵ノ頭 13：40  山頂駅 14：00 
  スキー場出発 14：30  ♨  帰着 18：30 
〔L〕 堀井泰則 
体力度★★★☆☆  技術度★★★☆☆  

【参加申込】3 月 13 日まで岩井 FAX 57-8180

スキー客で賑わう山頂駅から、まだ冬のたたずまい

のブナ林を歩きます。林立するブナ林の静寂と美しさ

に心が奪われるでしょう。 

【集合・出発】 7 時 00 分 薬勝寺 P 
【行 程】 
立山山麓スキー場 ゴンドラ 8：30  山頂駅着

8：45 発 9：00  瀬戸蔵山 10：00  大品山 
11：00  瀬戸蔵山 11：40(昼食)12：10 
山頂駅 12：30  山麓駅 12：45  

〔L〕岩井富雄  
体力度★★☆☆☆  技術度★★☆☆☆  

【参加申込】 2 月 10 日まで 
岩井 FAX 57-8180 へ 

【装 備】 
防寒対策（手袋、帽子、ウエアーetc）カンジキ or
スノーシュー、温かい飲み物（テルモス） 
共同装備：ツェルト 
 

 

 

1,420m 1,320m 

 

 

瀬
戸
蔵
山
の
ブ
ナ
林 

山
頂
か
ら
立
山
連
峰
が
… 

2,006m 

 

真っ白な北アルプス・後立山の稜線が 

目前に広がる早春の 2,000m の尾根歩き 

アイゼン・ストック・

ピッケル・防寒対策な

ど冬山に準じた装備が

必要です。 
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◇メンバー：（L）岩井富雄、古川三郎、的場邦夫 
◇行 程：陸上競技場 5：30  滝分岐 5：50  ナラの広場 6：15  頂上 6：40～6：50 

滝分岐（滝見学）7：47  陸上競技場 8：13 

 

二上山山頂にて 

古 川：新雪を冠した頂上。登山道は私たち三島野ト

リオだけ（例年はいくつかのの踏み跡と人

を見かけたが）。正しく今年の幸運を感じた

清々しい初登山でした。 
的 場：登りはじめは大変な雪でした。駐車場の積雪

は 25cm くらいで“大丈夫かな”と思いま

したが、（L）の判断で出発しました。自分

にとって初めての元旦登山で「とにかくつ

いて行くしかない」と最後尾についていき

ました。 
岩井さんと古川さんでトップを交代しながら頂上へ。祠に今年の安全登山を願ってお参りしまし

た。途中の積雪は平均 35cm でした。下山時に滝を見、開けたところに着いた時には雪も止んで、

元旦の太陽が顔を出し、その綺麗さと清々しさが感動的でした。「元旦登山万歳！」 
岩 井：出発の P で 15cm ほどの積雪。ツボ脚で歩き始めたが、気温が高く、雪の重みが木々の枝が弓の

ようにしなって垂れ下がり、雪の枝を払いながら歩きました。道中は 30cm くらいの積雪。今年

の二上山は私たちだけで足跡もなく“2013 年の初登頂”の征服感に浸りました。行動中は時々

雪も舞っていましたが、この登山が終わりを迎える頃に雲の切れ間に太陽が出て明るくなり『今

日来てよかった』と感じました。今年も登山・ハイキングへのチャレンジを心新たにした『元日

登山』でした。 
 

  

◇メンバー：（L）背渡健治、小坪哲彦、宮本久子、的場邦夫 
◇行 程：薬勝寺 P 9：00  頼成の森 9：20  登山口 9：45   
ヒヨドリ山 11：00  天狗山 11：35  展望台 11：50（昼食）  
 四季の広場 14：05  登山口 14：40 

宮 本：久しぶりに思う存分歩き、楽しかった。 
背 渡：楽しいハイキングでした。今年も宜しく。 
小坪哲：穏やかな日和に恵まれ、4 時間半にわたる今年初

めての山歩きを楽しみました。参加で来てよかっ

た！ 
的 場：初めて履いたスノーシュー。初めての頼成の森。

初めてづくしで感激の雪上ハイクでした。（L）に

感謝・感謝！ 
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山の○×話    意地悪な山菜採り ⑤ 
高橋 洋一 

 

★ 狩猟本能、好奇心満たし、そして適度な運動、欲張りな私の山河や海の楽しみ方です。 

 

★ 一昨年の 5月末、城端町の打尾川に釣りを兼ね、山菜採りに行きました。打尾溜池から釣り歩きしながら

数キロ上流に向かうとやがて大きな砂防ダムに着き、魚止めとなります。近くには水芭蕉で有名な縄ヶ池

に至る若杉林道が通り、石畳の塩の道（旧五箇山街道）として有名な若杉集落の跡地があります。源流近

くの谷間はガレ場が多く、太く肥えた「ミヤマイラクサ」（地方名 イラ菜）が群生しており、「モミジガ

サ」（地方名キノシタも相性がいいのか大概一緒にある）も交じり、たちまち麻袋一杯になりました。葉

を処理するため足場の良い場所に荷を降ろしたところ何か見覚えのあ

る花が、「オッ！」それはプリーツスカートを広げたような野生ラン「ク

マガイソウ」でした。見渡せば２平方メートルぐらいに３０数株の纏ま

った群落。それにしても昨今の野草ブームの中、業者などに乱獲され探

しても中々お目にかかれない野草が何故こんな林道近くに盗掘？もさ

れず残っているのが奇跡的にさえ思います。提灯花はかなり色褪せ萎れ

ていましたが、時期が合えばそれは見事でしょう。 

 

★ （採った「イラクサ」は漬物タルに塩漬けにし、冷蔵保存すると生より

旨みが増し、さすが“山菜の女王”とも言われる味わいがあり、１年楽

しめます） 

 

★ そして昨年５月半ばにタイミングよく若杉林道、冬季閉鎖解除の報があり、ワクワクしながら集落跡まで

急ぎました。しかし谷に下りると日当たりの良い水際には「ワサビ」の白い花は見えますが、北東斜面に

はまだ残雪があり少し早かったようです。案の定「イラクサ」もまだ２０センチ余りで採るには少々早す

ぎました。例の「クマガイソウ」は？…目印に覚えていた栃の木の影に急ぎましたが…場所を間違えたの

か？見当たりません。それとも採られてしまったのか？と。這うように落ち葉を避けると小さな「ギボウ

シ」状の若葉が点々とありました。特徴ある葉の中に花芽も見え、紛れもなく「クガイソウ」です。株数

も昨年とほぼ同じ、あれから誰の目にも触れずにいたのか…と思うと独り占めしたい気分になり、思わず

ほくそ笑んでしまいます。来週あたりが見ごろか、と考えつつ戻ろうとしたその時、突然！頭上から「こ

んにちわー何かありますかー」と声が、「エッ！」驚いて見上げれば１０数メートル上を通る林道から、

いかにも
．．．．

という風体のオバサン軍団が身を乗り出しています。瞬時に私のコンピューターがはじきだした

答えは「イヤー何も無い所ですネー、今年は大雪だったので遅れているのでしょうかネー」でした。 

 

★ 過去には山菜やめずらしい野草を吹聴したばかりに無念な思いをしたことも多々あり、本能的な反応だっ

たのでしょう。暫く曖昧な会話をし、早々にその場を離れましたが、「私有物でもあるまいし、教えてあ

げればよかったかナー」何と強欲な山菜採りジジィか…と後味の悪い複雑な心境でした。 

しかし、今年も無事なのかなぁー“あの「クマガイソウ」は…。” 

次回へ 

 

クマガイソウの群落 
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かし、加齢に伴い筋肉量および筋線維数は減少し、

特に速筋線維（※）が早く萎縮をはじめる。それと

同時に神経系機能も低下し、速い動きや判断力も落

ちてくる。 
筋肉の減少は山でのバランス力にも影響し、簡単

につまづき、転倒にもつながりかねない。 
右図は労山に所属する 50 人の女性の測定結果で

ある。年齢を横軸に縦軸は LBM（除脂肪体重）を

示している。この図はたとえ山に登っていても、全

身の筋肉量が年齢とともに落ちていることを示し

ている。              次号へ 
 

 

確かに登山の特徴からして、先を争うこともなく、100％の力を発揮することもなく、自分のペース

で登れることから年齢に関係なく山を楽しめる。若い時から続けていたものも、子育て後に始めたもの

も、定年後から始めた者も、それぞれの理由に関係なく体力さえあれば、例え 100 歳になっても山は受

け入れてくれる。しかし、そこには落とし穴があり、良いことずくめではない。自然の摂理としての加

齢や老化による身体の変化を見逃すわけには行かない。体力に見合った体の使い方をしないと思わぬ事

故にも遭遇しかねないことは多くの事例が示す事実である。 
 

加齢に伴う筋力の退化・萎縮 

人の身体は宿命として、加齢とともにすべての期間や機能が退化・萎縮の方向に進む。その中でも私

たちの体力行動の源である筋肉量は成長期を過ぎると次第に減少する方向にあり、特に 60 歳代を境に

その度合いが急速に表れる。特に身体活動が不活発という状況下では筋細胞の萎縮が目立ってくる。 
 
登山をしているだけでは年々筋肉量が落ちる？ 

長年、登山をしている人は、山に登ることが筋トレで、筋肉は維持されていると考えがちである。し 

なぜ 50 代以降の事故が多いのか 

毎年、死亡事故を含む山岳遭難事故が発生している。特に女性に注目す

ると 60 歳を超す事故者の 70％以上が無雪期での転倒・滑落である。それ

らの事故内容を労山の資料から見ると「小石に足をとられ、足をひねって

捻挫」「登山道の枠板の段差にひっかかり転倒、両手を突いて手首を骨折」

「草付でスリップ転倒し、骨折」などちょっとした事から転倒して重傷を

負うことが多くなっている。  

労山発行の「登山時報」に、この 1 月から連載が始まった「山の身体を

考える―100 歳になっても登れるためには」は加齢に伴う体力の低下に悩

むわれら三島野スポーツクラブにとって関心のあるテーマであろう。 
『山の魅力・楽しさを今年も…』と思っている人には必読の連載と思い

ます。 
ここでその要点と思われるところを紹介したいと思います。 

山
の 

身
体
を 

考
え
る 

女子美術大学名誉教授（スポーツ生理学） 石田良恵 
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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 小坪 哲彦 射水市中太閤山 5-59 56-3028 
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 
的場 邦夫、寺山 秀行 
野開 律子、林  憲彦 
黒川  衛 
と左記の方々で構成してい

ます。 
〔相談役〕 山田 格 

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。3 月は 4 日(月)・18 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 

◇ 総会の報告を今号で行うために発行が遅れました。ご了承を！ 
◇ 新しい仲間が 4 名増えました。早速、総会・懇親会に参加され「三島野 SC 良い点」の一端を知ってい

ただいたと思います。「悪い点？」も…。 
◇ 何かと話題になるのが「体力」。今年のプラン(案)について『みんなと一緒に登れるだろうか』『自分は

どこだったら行けそうか』など、交々口にする場面に遭遇する。体力にあった山を選び、ペース配分も

考えて登りましょう。でも、体力を維持する努力は必要だと思います。 
◇ 「体罰」がスポーツ界に蔓延している実態が暴露され、大きな社会問題になっています。戦争中の旧日

本軍の習慣の古い体質を今も残しているとの説があります。スポーツの世界の「民主的改革」が求めら

れていると思います。 

書籍紹介 
ヤマケイ文庫（山と渓谷社 刊） 

987 円 
加藤文太郎 著 新編 単 独 行 

大正から昭和にかけて活躍した登山家・加藤文太郎による単独登山の記

録と登山に関するエッセイで綴られた遺稿集。 
著者は新田次郎作の「孤高の人」のモデル。会社勤めの傍ら単独で当時

の常識を覆す槍ヶ岳冬期登頂や北アルプス縦走などを成功させ、「不死身の

加藤」といわれた。その日誌とさまざまなエピソードからは、彼の驚異的

な体力や強靭な精神力だけでなく、謙虚で研究熱心な側面が覗える。昭和

初期の登山について知ることのできる一篇。 
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