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南フランス オブセバドワ頂上より 小木 清 画

3 月・4 月の
企画案内

山の身体を考える

の 2 回目

自分の現状を知る

牛岳／二上山／金剛堂山

山行報告
大品山・瀬戸蔵山
感想

堀カツコと堀井泰則

荒井さんの〈自転車

考〉その 5

秋・大和路を走る

part2

書籍紹介

田部井淳子さんの
「人生は 8 合目からがおもしろい」

利賀・脇谷の水場から高峰北方稜線を登る

987ｍ
【集合・出発】6 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】登山口（脇谷）8：00
下山 12：40
標高差 480ｍ

稜線 9：45

稜線 14：00

833ｍピーク 10：30

牛岳山頂 12：00

登山口 15：00

体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆ （Ｌ）賀久博幸、
（ＳＬ）堀井泰則

【参加申込】3 月 4 日まで

岩井 FAX 57-8180 へ

【装 備】カンジキ、ストック、防寒対策（帽子・手袋・ウエアーなど）、テルモス、ほか積雪時の装備

春山を楽しみながら、同時に「山城」としての二上山と、その周辺の砦跡や郭跡 etc 訪ねる。講師
に〈山城の研究家・元高校教師〉の美宅雅利さんを招き、登りながら説明を受けます。
【集合・出発】10 時 00 分

山麓の二上神社Ｐ

【行 程】 登る前に近くの『わらじぬぎ坂』の郭跡を訪ねる。
神社裏より登る

（少々急登あり）旧二上道に出る

キャンプ場を

経て「悪王子神社」を通り城山頂上へ（城山遺跡の見学・説明）
昼食

二上山山頂を経て二上まなび交流館コースを下る

駐車場

所要時間 約 4 時間 体力度・技術度とも★☆☆☆☆
〈資料代 200 円〉

（Ｌ）小木 清
【参加申込】3 月 9 日まで

岩井 FAX 57-8180 へ

二上射水神社

スキー場トップからの積雪時限定の稜線歩き
1,638ｍ

今年でスキー場閉鎖・もう歩けなくなるコースです
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】スノーバレー利賀リフト
9：30

人待ち峠 10：30

（夏道を下る）

スキー場トップ 1320ｍ

金剛堂山 12：30～13：00

スキー場 15：00

登りは大小 8 回のアップダウンあり、累計標高差 約 550ｍ
下りはいっきに下る
体力度★★★☆☆ 技術度★★★☆☆
【装 備】積雪時の装備
2008 年の金剛堂山

【参加申込】3 月 13 日まで 岩井 FAX 57-8180 へ

来年から稜線からの金剛堂山が不可能となり、急遽、小遠見山は 4 月 7 日（日）に日程変更し企画した(世話人会)
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春は雪解けと同時に雪割草やカタクリの
花が一面に咲き乱れ、山菜の宝庫となる。
481.7ｍ 新潟市（旧巻町）
【集合・出発】6 時 00 分

薬勝寺Ｐ

【行 程】
北陸自動車道 巻潟東ＩＣ
00（昼食）12：45

角田岬登山口 9：30

登山口 14：00

角田山頂上 12：
帰着 18：30

弥彦♨

標高差 480ｍ 体力度★★☆☆☆ 技術度★★☆☆☆

越後平野から角田山

【参加申込】3 月 24 日

岩井 FAX 57-8180 へ

2,006m

真っ白な北アルプス・後立山の稜線が
3 月 20 日予定を変更
【集合・出発】 5 時 00 分

目前に広がる早春の 2,000m の尾根歩き

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

見返り坂 1,740m 10：00

一ノ背髪 1,892m 10：45

13：40

スキー場出発 14：30

山頂駅 14：00

〔L〕 堀井泰則

体力度★★★☆☆

地蔵ノ頭 1,676ｍ 9：30

小遠見山 11：30～12：00
♨

地蔵ノ頭

帰着 18：30

技術度★★★☆☆

【参加申込】4 月 1 日まで岩井 FAX 57-8180 へ

お花見ハイクの食事風景

八尾城ヶ山にて

JR を利用します。小杉発 8：18 高岡発 8：34 です。
昨年は桜の開花が遅れて蕾を観賞しました。金沢の町散策が
好評でした。今年は“満開の桜と金沢の町散策”に期待！

宿は川のほとりの「民宿そば処 ごほー

桜とともに北アルプス・安曇野一望

でん」食事は家庭料理のバイキング。

“春は名のみの風の寒さや”早春賦の地元。

一泊二食 6800 円です。10 名の予約済。

春の訪れは、行きつ戻りつの日々。そんな中、一斉に春
の花が咲き誇り、ふと見上げれば、ピンクの帯が光城山
の斜面を咲きあがる。

一日は美術館や道祖神めぐり。もう一
日は桜と北アルプスの展望台の山へ。
詳細は次号でお知らせします。
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メンバー：
（L）岩井富雄、荒井英治、堀井泰則、的場邦夫、堀カツコ
行

程

薬勝寺 P 7：00

ゴンドラスキー場 P 8：15

大品山 12：15(昼食)12：50
国際 H ♨

荒

ゴンドラ頂上駅 9：10

瀬戸蔵山 13：40

頂上駅 14：30

瀬戸蔵山 10：15
ゴンドラ P15：00

薬勝寺 P 17：30

井：快晴の天気でよかった。能登半島、富山湾、大

辻山、大日岳、立山、北ノ俣岳まで見られて気
分爽快。テレマークスキーでの登山は久しぶり
でとても満足しました。予想していたもののス
キー登山の強みと弱点を痛感した。急斜面の下
りは登坂シールを着けたままで下るほうが良
いことが判ったことは大きな収穫だった。
岩 井：
「山は晴がいい」と改めて思いました。氷点下 6℃
～10℃。快晴で雪面が眩しい。ブナ林で枝か
ら舞い落ちる雪が背中に入って思わず身震い。
楽しいカンジキハイクでした。
堀 ：素晴らしい天気。同行の人たちの忍耐とフォロ
ーに助けられて元気に“完登”
。感謝！！
堀 井：私の雪山は 2000 年のこの大品山から始まっ
た。それ以来の二度目の雪の大品山。新雪と寒
気とブナ林と青空。ベストコンデション雪山登
山でした。雪山にいっそうはまりそうです。

的

場：今年三回目の山行で最高の天候に恵まれ幸せでした。もっと汗をかくかと思っていたがでませんで
した。気温が低かったからかな？真っ青な空、真っ白な雪。とにかく景色が素晴らしかった。仲間
に感謝です。今度はもっと多くの人と行きましょう。

の
登山ブームが多くの団塊の世代を山に向かわ
せ、登山のための学習、訓練などは眼中になし…
で事故も多く発生しています。
山が好きな人・山へ憧れている人 etc…
老若男女問わず仲間の輪を広げるために作り
ました。
すでに、数ヶ所の店舗等の掲示板に貼ってもら
えることになりました。掲示場所がありましたら
連絡してください。増プリントして届けます。
サイズは A2 版でカラー刷りです。
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『復活できるかな？自信もっていいかな？』雪の大品山に立つ
堀 カツコ
不安と興奮であまり眠れなかったが、起きてみれば昨夜の雪がウソのような快晴。
氷点下 6℃から 8℃の中をゴンドラ乗り場へ向かう。日の出前のオレンジ色の空に立山連峰の稜線がくっき
り浮かぶ。この景色を見るのはどれだけ振り？スキー場駐車場は「雪まつり」があるとかで、まだ 8 時過ぎな
のに満杯状態。
ゴンドラ頂上駅で降りてツボ脚で行くか迷ったが新雪が深いの
でカンジキヲ装着。それでも“ズボッ”と沈む。沈まないよう、転
ばないよう気をつけながら進む。ブナの大木についた樹氷がキラキ
ラ輝く。要所要所で休憩しながらカメラのシャッターを押す。感動
の連続！
出発の薬勝寺 P で会ったグループと同行となり、三島野 SC に知
り合いがいるとかでクラブの PR に余念のない人も…。
いつの間にか瀬戸蔵山に立った。元気だった頃のことが忘れられ
ず「ここで U ターン」は思わなかった。そして、大品山に向かって出発。目前に鍬崎山が雄々しく聳え立っ
ている。『久しぶりだね～ここまでおいでよ』と鍬崎山が呼んでいるよう。それは無理・ムリ・むり！！憧れ
るだけで充分です。
鍬崎山

瀬戸蔵山からは登る人が少なくなり、雪も深くなる。ヤセ尾根の急
登の雪面が崩れる。先行する我がパーティーのオトコは私の歩幅に合
わせて踏み固めながら登ってくれる。お陰でヘトヘトになりながらも、
おにぎりを美味しく食べる余裕を残して大品山に着いた。
相変わらず気温は氷点下なのかキリリと冷えた空気が漂う。大日岳、
大辻山が手が届くかのように近く、どれだけ眺めても飽きない。
どなたの精進のお陰か、この日一日だけが好天となりました。久し
ぶりの雪山を満喫し、少し自信にもなり“これを機に復活できれば…”

と甘いことを考えることができた楽しい山行でした。

雪山の魅力をはじめて知った大品山、再びその山に
堀井 泰則
山の専門店のコージツがまだ高岡にあった時にカンジキを買った。三島野 SC 企画の 2000 年 3 月 3 日に雪
の大品山へ行くために。前夜に登山靴にカンジキを履く練習を何回もし、初体験の雪山への期待と不安を抱い
てその日を迎えて雪山を歩いたことを昨日の様に覚えている。ホワイトアウトで霞むブナ林の美しさ、コース
を外れて大下りしたこと、寒気を遮るためにツェルトをかぶっておにぎりを食べたことなど…。
それからは堰を切ったように残雪の春山に登るようになった。その年は大辻山

2000 年の大品山

2 回、白鳥山。2001 年は金剛堂山、初雪山、唐松岳、毛勝山といっきに北アル
プスへ。2002 年以降も毎年つづいた。
その私の雪山登山の「記念碑」と言える“雪の大品山”に、それ以来の訪れで
した。新雪をかぶった静寂なブナ林の中を深雪を踏んでいくと“あの時”がよみ
がえってきました。
今回は天候に恵まれて雪を抱く立山連峰、富山平野の大パノラマの「豪華付録」が付き、ますます雪山に憑
かれそうです。
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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）

個人差が広がり、六〇歳で足腰が不自由になり山を諦めてし

まった人と、一方では八〇歳でもヒマラヤの登る気力に満ちト

レーニングを続ける人など雲泥の差が生じることになる。

下肢に筋量の減少の結果、山での移動のペースの低下、早い

疲労、膝の故障などの現象を「年のせい」と諦めるのでなく、

からの抜粋です

細くなった大腿部の筋肉量を改善していくために、筋トレを開

始することが山行を左右することになります。

この項は登山時報

石田良恵

私たちの身体には 400 種類以上の筋があり、さまざまな場面で生命活動を営むために働いているが、
その中で登山中は主に下肢にある大筋群と呼ばれている大腿筋、下腿三頭筋などが絶え間なく動いてい
る。登山で使う主な筋あるが、弱くてもよいという筋はなく、弱い部位はケガや故障の誘因となる。
① 大胸筋 この部位の筋が弱いとザックが後ろに引かれるので背中に負担がかかる。
② 僧帽筋 ザックを背負うのに必要で、弱いと背中や肩に負担がかかる。
③ 腹筋
登

姿勢を維持し、前屈にならずに登りで脚を上げる動作でも欠かせない。また、腰痛を予防し、
山中のバランスの維持ために重要。加齢の影響を受けやすい。

④ 脊柱起立筋 体幹の進展にかかわる筋で、姿勢を維持し、重い荷物に耐えるために必要。
⑤ 大臀筋とハムストリング（大腿後部） 大臀筋は骨盤の働き、股関節の進展にかかわり、ハムストリン
グは膝を曲げる、膝を後に蹴り脚の持ち上げに関わることで両方は深く関連している。
⑥ 大腿四頭筋 膝を伸ばす、腿を上げるのに使われるので、登山では常に使う重要な筋肉。加齢の影響で
最も減少しやすい。ここが弱いと下りで膝への負担が大きくなり、膝の障害の誘因となる。
⑦ 前脛骨筋 この部位が弱くなるとつまづきやすくなり、転倒骨折の誘因となる。高齢女性は特に注意。
⑧ 下腿三頭筋 ふくらはぎにある主な筋で、爪先立ちするときに働く。岩場や雪渓などの爪先立ちが必要
な場合に使われる。下りで体重負荷により筋肉痛になりやすい。
筋力は筋肉の量と質により決まる。トレーニングの最初の頃は筋力アップしているのに量はあまり増えな
い。一方、筋線維が増え神経系での改善が行われ、トレーニングを続けることで筋肉量も増えてくる。
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天皇を徳川幕府打倒のための錦の御旗として、そ
れが成った後は、明治維新政府の権威付けとして、
利用し、富国強兵を国家目標と定めて帝国列強諸国
のサバイバルゲームのリングに恐る恐る上り、世界

その 5

恐慌の中で富国に頓挫し、強兵のみに特化して、天

荒井英治

皇を絶対化・神格化して日本人の意識を忠君愛国の

秋、大和路を走る。大神神社の辺
で・・・天皇さんのこと
part 2

臣民・兵卒へと絡めもって行き、国家消滅寸前まで
いった僅か 80 年の日本の近代化の歴史がある。
一方、長い目で見ると、日本

錦の御旗

列島の西半分に紀元前後にあっ
た小さな国々が統合して行き、4

去年のいつだったか、韓国のイ・ミョンバク大統

世紀ごろに三輪山山麓の巻向川

領が従軍慰安婦の件に関して、天皇に謝罪の言葉を

の小さな扇状地上に日本初の中

求めた云々の新聞報道があった頃、我がウワノ村の

央集権的クニ・
『ヤマト王権』が

営農組合の農作業の終わった後の酒宴の場で憤慨の

成立し、それが、物流、人の交

声を何人かから聞いた。国内向け政治的リップサー

流、政治や文化の中心地として

ビスの発言とは言え、李大統領は要求相手を間違っ

継続しそこに天皇という中心が

ていて、浅慮で非礼とは思ったが、かといって、仲

存在し続けてきて、飛鳥の時代

間の言葉に単純に同調する気にはなれなかった。

から今日まで或る時期は実質の

戦前・戦中に日本が朝鮮人に与えた屈辱と現在の韓

権力者として、或る時期は武家

国民の心情に想像が及んでいるのかいないのかとい

権力に権威・権限を授ける存在

う疑問とは別に、天皇を擁護することで自分たちが

として、また文化の中心的存在

『日本ムラ』の一員であることを確かめ合っている

として様々な姿、形で日本列島

ような安易な甘えのようなものを感じたから。

上の人間社会の要所に存在し続

『菊のご紋』の禁忌(タ

けてきたその重みと厚み。古事記や万葉集に漂う明

ブー)感覚・・・どこか触

るく開放的な古代ロマンの世界を愛好する自分とし

れてはいけないとい

ては、天皇をもっと相対化し、偏狭な独善的な天皇

う・・・畏怖・畏敬の感

像とは違った、考古学や歴史学の科学的、実証的な

情は、昭和天皇の『人間

知見に裏打ちされたリアルで重層的な天皇像が普及

宣言』と、『国民に開か

していけばよいなと思います。

れた皇室、国民に親しま

次回からは本来のテーマ「自転車」について書き

れる皇室』という戦後の皇室改革によって相当薄ま

ます。

ってきているが、皇室尊崇感情の濃淡、あるいは有
無を、日本国民であることの暗合、時には踏み絵の
ような仕掛けとして未だに生きている。
個人の尊厳（人間皆、平等、対等、同格という共
和制の思想）と天皇という制度の共存という曖昧な
現実への違和感。
大神神社で出会った若い神官、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・おおら
かさと、
『天皇陛下』という言葉の持つ、封建的上下
関係を暗黙のうちに強いるような堅苦しさとのこの
ギャップは何なのか。
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書籍紹介
著者：田部井淳子 発行：主婦と生活社
定価：1200 円＋税
福島県三春町という小さな田舎町の印刷所の五女として生まれて 70 年。振り返
ってみると、いろいろなことを体験したなぁーとつくづく思います。
エベレストがなかったら、このような経験をすることはまずなかったろうと思う
と、感慨もひとしお。ここまできたわたしの日常を隠さずお知らせすることになり
ました。
（まえがきの一節から）

〈目 次〉
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人生は 60 歳からがおもしろい
山が教えてくれた生きる知恵
心と体の健康がものをいう
人が好き！田部井式サービス精神と人づきあいのコツ

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

高岡の図書館にありました。
各地の図書館に問い合わせてみて
ください。

〔世話人会〕
TEL

所

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

黒川
衛 賀久 博幸、
甲
厚子 的場 邦夫、
寺山 秀行 野開 律子、
林
憲彦
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。4 月は 1 日(月)・15 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。

◇ 雪の大品山でカッちゃんが復活の兆し？“努力するものは報われる”のでしょうか。みなさんも「負けじ！」
とチャレンジしてください。３月から企画が多彩になってきます。
◇ 二上山は郷土の身近な山。こんどは「歴史的観点から」の企画がでました。随伴される講師からどんな歴
史が語られ、知ることができるのでしょうか。楽しみです！
◇ 「年々筋力が衰える」そんなことはあたりまえだ！とわかっているつもりですが…。先日の大品山に編集
子も参加し、やっとのおもいで山頂に辿り着きました。おもえば、昨年の 11 月以来の山。しかも、まと
もなトレーニングなし！「自分の筋力の現状を知らなかった」でした。
◇ 好評の高橋さんの「山の○×話」今回お休みです。荒井さん「自転車 考」は前回休みましたが今回は掲
載できました。山のいろいろなこと、スポーツを通じて感じたことを「会報」で交流できれば本望です。

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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