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菅平高原にて
小木
清 画
好評連載

ＧＷ残雪の北アルプス〈後立山連峰〉
シャクナゲ咲く富士写ヶ岳
筍掘り

山の○×話
▽牛 岳（脇谷の水場から）
自転車 考
▽早春の二上山の歴史探訪
▽最後のルート金剛堂山

高橋洋一
荒井英治

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
春の北ア 入門コースです
2,006m

【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

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〕 岩井富雄

地蔵ノ頭 1,676ｍ 9：30

小遠見山 11：30～12：00
♨

・標高差 約 500m ・体力度★★★☆☆

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
【装 備】
アイゼン、ピッケル、防寒対策（手袋・帽子・衣類など）、テルモス（温かい飲み物）他は通常の装備

地蔵の頭
五龍岳

JR を利用します。小杉発 8：18

高岡発 8：34 です。

この電車の出発時間の 10 分前に集合してください。
帰りは金沢発 14：55 or 15:30 を予定します。
金沢への片道料金 高岡から 740 円

小杉から 820 円

【装 備】
歩きやすい装備。昼食と嗜好品は自由にお持ち下さい。
【参加申込】4 月 7 日まで岩井 FAX 57-8180 へ

コースは当日（L）の背渡さんが発表します。
金沢の街をよく知る（Ｌ）の背渡さん曰く「昨年も歩いた
ので、コースはひと工夫したい。今回は花ひらく桜がわれわ
れを迎えてくれるだろう」
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上・兼六園の桜」

好評でした。今年は“満開の桜と金沢の町散策”に期待！

左・金沢の街並みを歩く

昨年は桜の開花が遅れて蕾を観賞しました。金沢の街散策が

光城山は麓から山頂（912ｍ）まで 1500 本の
桜並木。2013 年の見ごろは 4 月下旬から 5 月上
旬と発表されています。
長峰山は北ア・常念山脈と安曇野の展望台。

【集合・出発】4/27

6 時 00 分 薬勝寺 P

【行 程】
4/27 安曇野 9：30 安曇野散策（美術館・道祖

ここで宿泊

神めぐり）16：30 宿
4/28 光城山・長峰山トレッキング（約 5 時間）

安曇野の
大自然に囲まれた
古き良き時代の
農家民宿

17：00 帰着予定
標高差：約 350ｍ
体力度・技術度★☆☆☆☆
（L）堀井泰則
【参加申込】4 月 10 日まで（宿泊予約のため）

上・道祖神

岩井 FAX 57-8180 ＆ 堀井 FAX 25-2792 へ
【費 用】交通費、宿泊費 他

右・光城山
からの展望

15,000 円

アルプスは豊富な残雪をまとって
登山者を迎えてくれる。ほどよく締ま
った雪が登山路をつくり、冬とはくら
べものにならないくらい友好的な「春
の雪山」が楽しめる。

4 日(土・祝)

2,669.8 ｍ

冷池山荘前に鯉のぼり
（後に鹿島槍ヶ岳）２００９ ５月

予備日

2,889ｍ

【集合・出発】5/2 4 時 00 分
【行 程】
5／2：扇沢登山口 7：30

柏原新道から冬道へ 8：20

南尾根とのジャンクッションピーク 11：00（昼食）11：30
爺ヶ岳南峰 13：00～13：20
5／3：山荘発 5：00
～9：00
00

冷池山荘 15：30

布引山 6：40

鹿島槍ヶ岳 8：45

冷池山荘着 10：30～11：00

扇沢登山口 16：00

爺ヶ岳南峰 13：

小杉薬勝寺 P 20：30

標高差 5/2 登り 1300ｍ下り 300ｍ

5/3 登り 800ｍ下り 1500ｍ

体力度★★★★☆ 技術度★★★☆☆ （L）堀井泰則
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【費 用】約 15,000 円
【装 備】冬山に準じた装備
アイゼン（10 本爪以上）
、ピッケル、テル
モス、は必携、他通常の装備
【参加申込】4 月 24 日まで
岩井 FAX 57-8180 堀井 FAX 25-2792 へ

新緑のブナ林に咲くユキツバキ、ユキグニミツバツツジ
…そして群生するホンシャクナゲを愛でる山歩き
石川県加賀市山中温泉

941ｍ
昨年は６月下旬に企画しましたが、この山の
“うり”であるシャクナゲの花は終っていた。
花と新緑が美しいときに登ろうと企画。

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】
登山口 7：00
前山 10：00

富士写ヶ岳 9：30
登山口着 12：30

標高差：約 750ｍ
体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
（Ｌ）背渡健治
【参加申込】4 月 30 日まで

上・ホンシャクナゲ

岩井 FAX 57-8180

右・ミツバツツジ

【参加費】3,000 円（交通費ほか）

今回もノビちゃんのご好意で開催す
ることが出来ました。指定された竹林の
タケノコを掘って・掘って・また掘って、
お土産もあるかも…。

【集合・出発】９時 00 分 小杉駅南口
【日 程】
＊ 小杉駅南口より黒河まで約 6 キロをウォーキング
＊ 竹林で筍掘り
＊ 旬の竹の子と持ち寄った山菜を賞味しながら昼食
【参加申込】5 月 1 日まで 岩井 FAX 57-8180

昨年の筍掘り

【参加費】実費です。昼食と嗜好品は各自持参。

風景

お酒を飲む方は車の運転厳禁！

この時期は G・W や土・日は「雪の大谷ウォーク」で混
雑し、ケーブル乗車に数時間待たされることがあります。
それを避けるために平日に実施する企画です。
Ａコース：雄山 3003ｍへの登山 本格的春山登山です。

画にします。
詳細は次号№152 に記載します。
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上・ＧＷの室堂と雄山

誰でも雪に抱かれた雄大な立山連峰の魅力を楽しめる企

左・雪の大谷

Ｂコース：雪の大谷と室堂周辺散策

利賀・脇谷の水場から高峰北方稜線を登る

メンバー：
（Ｌ）賀久博幸、（ＳＬ）堀井泰則
岩井富雄、小坪哲彦、的場邦夫、
長谷部節子、宮本久子
行

程

薬勝寺Ｐ6:00

道の駅 利賀 7：00（休憩）

登山口 7：25（歩き始めからカンジキ装着し、
下山まで外せず）
ｍピーク 8：45
987.1ｍ10：05

稜線鞍部 8：45
牛岳神社 9：45

833
三角点

牛岳神社で昼食と読図 10：

30～11：20 下山

833ｍピーク 12：10

上・登山口

稜線鞍部 12：35

登山口着 13：05

左・明るい尾根道

岩
堀

井：春山の新しいコースの発見でき、また登りたいコースでした。賀久さん ありがとうございました。
井：天気良く、北アルプスのパノラマと白山。そして、利賀の山々の山なみの展望は最高でした。雪

のブナ林、雪庇のあるヤセ尾根など変化に富んだコースは楽しかった。
長谷部：天気も良く、腰痛をおして登りました。治ったのかな？

山に関して情熱だけは燃えているつもりです。澄みわたった頂に立てば、日常のストレスを忘れ
させてくれる魅力があります。そんな山登りを終わりにしたくないという思いで、“腰のヘルニア発
症”4 ヵ月後から「二上山」「呉羽山」「古洞の森」を歩き、スイミングも…とリハビリを重ねたうえで
今回の牛岳に臨みました。パーティの足手まとい覚悟で。――しかし、晴れておだやかな日和だ
ったためか、思いのほか体調良く完登できました。
リーダーやメンバーに大変感謝しています。
（長谷部節子）
的

場：天候に恵まれて今日も気分良く山行ができました。牛岳山頂からの眺めが最高でした。
(Ｌ）の賀久さんに感謝！

宮 本：天気が良く、牛岳がこんなにいい山とは！！最高でした。
小坪哲：積雪のある今の時期にしか登れない登山道を行く牛岳。地元にこんなに素晴らしい山があったと
は！頂上では剱・立山・薬師・槍・笠・白山 360 度の大パノラマを満喫でき、この登山道に導
いてくれた(Ｌ)の賀久さんに感謝一杯です。

山頂の牛嶽神社の鳥居前で
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参加者：
（Ｌ）小木 清、荒井英治、小竹茂樹、小竹伸子、熊木廣子、背渡健治、
高橋洋一、竹内啓子、長谷部節子、堀カツコ、堀井泰則

【行 程】
二上射水神社 10：00

わらじぬぎ坂 10：10

大杉神社 10：30

164ｍピーク 11：10

キャンプ場 11：35
（昼食）～12：40
13：10

下山

城山 11：55

守山城二の丸・三の丸跡
二上射水神社 14：00

美宅雅利さんの守山城の史跡の説明を聞きな
がらゆっくり歩きました。途中の登山道脇に可
憐な花が咲き、マンサクが花ひらき、ネコヤナ
ギが芽吹いて早春のたたずまいの二上山でし
た。この企画には高岡年金者組合の方も参加さ
れ 18 名の隊列になり、静寂な山道がにぎわいま

上・登山道で現在地
を確認中
右上・竹ヤブの中
「ここに廓跡」
右下・守山城でその
歴史を聞く

した。

※くるわ[廓] 城、とりでの回りのかこい のこと

季節を感じ、二上山再発見の山歩き
竹内啓子
城山の歴史探訪と二上山散策を楽しみに麓の二上射
水神社集まったのは 20 名弱。はじめのご挨拶で“皆さ
んの行いが善いので晴天に恵まれました」とあったよ
うにスッキリ晴れ上がったすばらしい一日になりまし
た。
講師の美宅先生を先頭に「わらじぬぎ坂」を訪ね、
続いて旧二上山道を進んでいくと、乾いた落ち葉がカ
サコソ軽やかな音を立てます。足元にはドングリがたくさん落ちていて、土に根を下ろしはじめているもの
も見受けられます。見上げれば木々は芽吹いたばかりで空は広く青く澄み、そよ風がやさしく、頭上からはま
だちょっと下手なウグイスのさえずりが聞こえてきました。
日陰の花の道では、オーレン、キクザキイチリンソウ、やスミレの花、アオキの実やシダ、ショウジョバカ
ひなた

マが。日向ではマンサクの黄色い花が待っていてくれました。
城山に到着し、越中支配の拠点となった守山城の歴史を聞き、本丸・二の丸・三の丸跡を歩いていると、16
世紀に生きた神保、上杉謙信、佐々成政や前田利長といった歴史上の武将が見えてくるようでした。矢をこし
らえるために植えた“矢竹”のことや、敵の侵入を防ぐ狭い“土橋”での戦略方など美宅先生のご説明はとて
も興味深いものでした。
家持像の近くではカタクリの蕾も見つけられた早春の二上山！ありがとうございましたッ！！

〈私のひとくち感想〉

〈私のひとくち感想〉
天候に恵まれた日でした。身近な二上山の守山城の歴史を学ぶ
ことができました。「矢竹」のことが印象的でした。
勉強しながらの山行もいいですね。
（熊木廣子）
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いつも目前にある二上山の歴史再
発見。明日からは違って見えるかも…
こんな企画またお願いします。
（背渡健治）

〈私のひとくち感想〉

〈私のひとくち感想〉

お天気も良かったし、山道の乾いた落ち葉のクッション

私がいま働く職場は小矢部川の川べりにあ
り、城山・二上山は目の前に大きく見える。し

が心地よかった。
解説員の人の説明がとても具体的で、中世、戦国時代の
戦の様子が現実味を帯びて想像できた。富山県の三大山城

かしあまり登ったことがない。車で万葉ライン
のドライブなら何度か走ったが…。

（増山城・松倉城・守山城）の中で守山城がダントツで最

今回の「山旅」
（といえるかな？）で歴史と

重要山城であったことが、そこを居城とした城主の身分格

史跡を知り“目からウロコ”でした。歴史・観

式から推測できるとの話には納得。矢竹（弓矢の矢に使用

光資源が少くなっている高岡の宝ではない

した）の話もためになった。

か！明日からそんな目で山を眺めながら仕事
しよう。
（堀井泰則）

これからの里山歩き・低山登山が一味違ってきそうです。
（荒井英治）

1,638ｍ
この峰をめざす

古川三郎、的場邦夫、甲 厚子
【日 程】
6：50

薬勝寺Ｐ出発

7：30

道の駅「利賀」

8：16

スノーバレー利賀 着

9：00

リフト始発に乗る

9：20

リフト頂上駅

9：45

1,352ｍピーク

11：18

気温 10℃

岩 井：薄曇でまずまずの天気でした。カンジキ無しで歩けたが、
ザラメの雪で歩きにくかった。頂上地点では強風に雪粒が
舞い上がり顔目を直撃し痛かった。休憩せず下山。
頂上着が予定時間に遅れること 35 分は反省！

10：15 人待ち峠
小休止（薄日

稜線のピークから

金剛堂山を望む

メンバー：
（Ｌ）岩井富雄、荒井英治、小坪哲彦、

古 川：頂上での暴風はいままで経験したことのない強烈なもの
風強し）

1,473ｍピーク 曇 10℃

11：50 小休止 気温 7 度
12：35 金剛堂山（前金剛）着
頂上には先着の山スキーの男女 2 人組
スノーボーダー1 人。
身体が吹き飛ばされそうになる猛烈な風
気温さほど低くないが、体温が奪われる

11：44 下山開始

で、愛用の帽子が吹き飛ばされ、今更ながら山の怖さを痛
感しました。

的 場：初めてリフトに乗っての金剛堂山。頂上付近から強風に
遭い大変でしたが、このルートは皆さんが薦めるだけのこ
とがあり、“流石！”と感動させられる味わいがありまし
た。

甲 厚：今年初めての山行。楽しかったです。（風がなければも
っと）

小坪哲：吹き上げる強風に目の前の仲間との会話が全く聞き取
れず、立っているのもやっと。でも山から下りれば、これ

13：11 風陰で昼食。すぐ出発

もまた楽しい思い出の一つ。計画書どおりに 15：30 に無

14：25 1,225ｍ

事下山できたことが何よりの成果だった。天竺温泉もまた

15：35 スキー場Ｐに下山

格別でしたぞ～！

天竺温泉で入浴

18：10 薬勝寺Ｐ帰着

荒 井：天気は薄日か曇で気温もそれほど低くはなかったが、強
風には参った。この強風でパーティの損失は手袋 1 と帽
子 3。下山時はバテバテ状態。スキー場が今期で閉鎖とい
うことで、そこに働く人たちの表情が気になっていたが、
これまでとなんら変らない表情で応接されていた。時代の
流れか。
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最初で最後？
的場邦夫
今年でスノーバレースキー場の営業が最後とのニュースを聞き、リフト運転している間に『お別れの稜
線ルート』金剛堂山山行が企画された。予定されていた「小遠見山」企画日を変更してまで決められた。
初めてのコースなのでワクワクして参加しました。岩井リーダー、小坪さん、荒井さん、甲厚子さん、
古川さんそれに私と 6 名が来年からは運転されないリフトに乗って 1300ｍの稜線に着き、いよいよ登山開
始する。皆はツボ足で、私はカンジキを付けてスタート。1352ｍ、1384ｍ、1406ｍ、1441ｍ、1473ｍの
ピークを登ったり下ったりして頂上直下まできた所で、ものすごい強風にあおられ何とか頂上の祠までた
どりついたが、口も開けられない強風は食事どころではない。頂上での休憩もそこそこに小金剛まで下っ
て昼食とした。下りコースは栃谷コースの夏道ルート。その間に二人が帽子を飛ばされるアクシデント。
下山ルートは朝登った幾つものピーク
を右手に見ながら雪を踏む夏道ルートを
下った。
初めてのスキー場トップからの稜線コ
ースは登りがいのある気持ちのよいコー
スでした。もし、来年もリフトが動いた
らチャレンジしたい。
今度は剱岳が見られたらいいな。

いろんなおしゃべりをしましょう。
山のこと・クラブのこと・それ以外に
も家計のやりくりや社会への不満もあっ
前回の女子会のスナップ

手づくり弁当、惣菜持込自由入室前に買い物ＯＫです。
参加費は無料
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田部井淳子

てもいいです。

山行くというのは「家を空ける」ということ。男性は会社に行くなどの

のカラオケＢＯＸ

習慣がありますから「オレ行ってくるぞ」の一言ですむのでしょうが、女

どこで 小杉駅南口まえのクワトロブーム

性の場合には山行の予定をなかなか切り出せない方も多いでしょう。

10 時にアルプラザ前に集合

私自身、山に行くときに考えるのは「これこれこういう理由で私は山に

4 月 8 日（月）

つ

行くんだ。だからわかってちょうだい」という家族に対する言い訳、とい

い

問合せは 56-3223 へ

うか自己正当化。家族の了解を取り付けるまでドキドキしています。

野開さんが世話人です。

山の○×話

私の漬物記 ⑥
高橋

洋一

★ 先日あまりにも暖かな日和に誘われ、外浦の巌門へ釣りに出かけたのですが潮はベタ凪。水温も低く釣
りになりませんでした。それではと磯に渡ると波打ち際の（岩海苔）
は時期は過ぎ赤黒く干しあがっていましたが、潮溜まりの（ワカメ）
（カジメ）最近話題の（ナガラモ）
（アカモク）などは採り頃でした。
また（ナマコ）（サザエ）いまが旬の（岩ガキ）も獲れました。時間
もあるので近くの丘陵地を散策すると道端には（ツワブキ）が新芽を
出し、あちこちに（シュンラン）の蕾も見えます。廃田には（タネツ
ケバナ）や（イヌノフグリ）（オドリコソウ）の花盛り、畦には（ノ

イヌノフグリの花と実

ビル）
（アサツキ）も萌えだし、斜面には（キブシ）のかんざし花、
（イ
タドリ）の赤い芽、気の早い（ゼンマイ）の綿帽子も、荒地には小紫
の蕾をつけた（ハマダイコン）も群生してお増す。野生の大根で根茎
は硬く雑草扱いをしていますが、結構美味しく私は漬物などに利用し
ます。
★ 突然話は変りますが、私の生まれ育ちのせいなのか漬物が好きで食卓に欠かす事はありません。2 月初
旬、お天気を見計らい、今年最後の白菜を仕入れに毎年予約している中能登の農家に出かけました。こ
この雪掘り白菜は玉も大きく甘味があり糠漬けに最適です。白菜は四つ割にし、約 3 日寒干すれば甘
味は増します。強めの押しで塩漬け、たっぷり水が上がったら煎り糠に唐辛子、昆布、ざらめ（その他、
好みでニンニク、柚子や干した果物の皮を入れることも）で軽めの押しで漬け込み、2 週間もすれば食
べられます。春になり気温が上がったら小分けし冷蔵庫へ。酸味
が増したら一晩塩出し粕煮など、また古漬けになったら糠いわし
と大根をそそぎ、いるし等で調味すれば能登の郷土料理カイヤキ
になります。自己流の白菜の糠漬けですが、我ながら良く出来て
いると自画自賛しています。今食べごろなのは去年の暮れ漬け込
んだ（捻りタクアン）大変好評で、来年のリクエストをいただき
ました。これから春になれば山菜の（ウド）や（ワラビ）は勿論
ですがグローブのように大きな（新ミョウガ）の味噌漬けや（ラ
高菜（上）とその漬物

ッキョウ）の塩・甘酢漬け（タケノコ）（ヤマゴボウ）（この辺
ではフジアザミの根）、夏には（ミョウガ）（秋の晩生ミョウガ
のほうが大きく充実して美味しいようです）
、お馴染みの（茄子）
（胡瓜）
（青唐辛子）葉は佃煮に、秋には（かぶら）
（人参）
（ス
グキ大根）
（野沢菜）(高菜)、初冬は例の（タクアン）や（白菜）
（蕪）の糠漬け、ニンニク漬け、キムチ類は本場の人に習った
のですが、材料などは奥が深く難しい漬物です。また漬物とは

云えませんが釣った魚（黒鯛、鯵、鯖、ふくらぎ）なども粕や味噌に漬けています。
以上、私の思いつきの漬物記でしたが、その他、美味しい材料、漬け方があれば是非教えてくださ
い。
次回へ
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その ６

荒井英治

自転車が体にいい４つの理由
① ストレス解消。心地よいスピードが精神的開
放感を与えてくれます。
② ペダルを踏むときに大腿筋を使うので、多く

てマイカーを持つことは難しいだろうし、なによ

の血液循環が要求される。一定時間続けるこ

りも私自身も、ささやかな年金暮らしの中で車検

とで心肺機能アップにつながります。

やガソリン代や車の買い替え等を思うと、次の車

③ 前傾姿勢では大腿四頭筋、腸腰筋、ハムスト

は考えられない。

これで家とその近辺の狭い世

リングの筋肉が使われます。これらを鍛える

界でしか暮らせないのか。
・・・ ジリ貧に陥って

ことによって、足の筋肉のバランスが良くな

いく中で救世主が現れた。
（というより、ずっと以

り、スタイルもきれいに。

前から空気のように自分らの傍にいたのに、気づ

④ 運動神経が鍛えられます。無意識のうちにバ

かなかっただけでした。
） それは自転車。車検も

ランス感覚も養われます。

ガソリン代も掛からない、駐車スペースも車庫も

以上は２０１２年１２月会報に載った『スポー

不要。

ツのひろば』№４２７からの抜粋です。

これを活かさない法はない。そこで私は

自動車にできて自転車に出来ないことってあるだ

私も③の「スタイルもきれいに」以外は体で確

ろうかと考えてみました。あります、たくさんあ

かめているのでまったく同感です。

りました。①遠くの山にはいけない。②空調完備

精神的、身体的健康維持には自転車はとっても

の移動式快適個室空間がもてない。③カミさんか

有効なものですが、私がこれとは別に、特に強調

らのハラスメントを晴らすための絶叫可能な空間

したいのは、「自転車は、財布にやさしい、『地球

が持てない。などなど、挙げたら切りがないほど。

にやさしい』
（こんな言葉よく使うね！環境負荷の

やはり自動車は人生を享受するための必需品な

小さいというべきか）乗り物・運搬車であるとい

のか。ではこれからの若い世代や高齢年金生活者

うことです。

は人生を楽しむことが相当制限されていくのかと

そして、２１世紀の地球に暮らす人間の標準装

悲観的な気分になってしまいます。

ところがそ

備の娯楽兼生活道具」になっていくだろうという

うとばかりもいえません。というよりもその逆の

希望的予感を抱いています。

ような気がします。

このごろ、我が家の前をママチャリを漕いで通
勤している若者をよく目にするようになった。
最初のころは交通違反が重なって免停を食らった
人かなと考えていたが、どうもそうではなくて家
の事情でマイカーが持てない若者らしいことが判
ってきた。

私らが若かった頃は就職すれば車を

もつのが当たり前だったのに。

そういう経済事

情の若い人たちが今後益々増えてくるだろうこと
は明らかだ。

他人事ではなく、自分の家庭を振

り返ってみても、わが子の職業を考えれば自活し
10

山の
身体を
考える

筋トレの添え物のように捉えられやすいが、それは誤解である。日常生活の中での動作も山での行動も身体は

しなやかに、ゆとりを持って動けることが望ましい。この、しなやかな動きができるために必要な条件の一つが
柔軟性であり、柔軟性を高めるために行う主なものがストレッチである。

運動を行う前に行うストレッチ運動の目的は靭帯や筋の柔軟性を高める、関節の可動範囲を広げる、血行をよ

４・特に登山中は休憩時間に少なくとも

る」などの大きい動きには腸腰筋、股関

登山中に足を上げて岩場や急坂を「登

股関節、腰、大腿前側

してもよい。

③ 近くの壁や木を両手で、同様に伸ば

す。

いように注意し、裏側の筋を伸ば

② 両手を前膝に置き、後膝が曲がらな

地面にしっかり着ける。

① 両脚を前後に広げ、後脚のかかとを

くする、身体をリラックスさせるなどの効果が期待され、運動後の疲れた筋肉の疲労回復にも不可欠となる。し
特に登山の下山直後は筋疲労が激しいことから、登り以上に下山後のストレッチは重要となる。

ストレッチを
行う上での注意
１・筋温が上がらない状態（寒い）では
ジョキングなどを軽くしてから行う。
２・反動を使わずゆっくりと筋を引き延
ばす。
３・形だけでは効果がないので、すべて

２～３種類を行う。

節、大腿前側の筋の働きが不可欠。また、

の運動を２０秒～３０秒行う。

５・息は止めずに、どこの筋肉を使って

重いザックは腰や肩に負担がかかるの

② 後脚のかかとは持ち上げて行う。

押し出す。

踏み出し、両手で腰を前にゆっくり

① やや広めにかたあしをし、一歩前に

く。

で十分にこの部位もストレッチしてお

いるか意識を筋に集中して行う。

ふくらはぎ、アキレス腱
山歩きには重要な働きをする部位の
筋群、ふくらはぎやアキレス腱が十分動
けるようにゆっくり伸ばす。足首やひざ
のじん帯を緩めることで捻挫などにな
りにくくする。
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たがって、どのような状況であっても運動や筋トレの前後などには必ず十分なストレッチ運動がのぞましい。

この項は「登山時報」
からの抜粋です

石田良恵
女子美術大学名誉教授（スポーツ生理学）

発行者 富山県郷土史会 昭和 37 年発行

書籍紹介

絶版（アマゾンで中古品あり）
高岡市立図書館にあります
『そそり立つ雄山の霊峰、神秘をたたえる黒部の深谷、薬師の手鏡というべき有峰
湖、いまや国際的名勝地として（略）古来の文人墨客がいかに眺めてきたか…（略）』
本書のあとがきの一節です。
本書には、日本の山岳史に名を連ねる小島烏水、ウェンストン、深田久弥、田部重
治、冠松次郎、柴崎芳太郎など、また、泉鏡花、中村汀女、柳田国男などの文人が「立
山と黒部」に関わる詩句や随想を書き綴られている。原始から変ることなく残されて
いる神秘の自然の魅力が、読むものに力強く、やさしく伝えてくれます。

立山の雪を仰ぎて声放つこの清きもの地の上にあり
与謝野晶子
輪を描く鷲のすがたも小さく見え奥大日のうえの空澄む 中西悟堂（日本野鳥の会創立者）
〈本書に紹介されている詩句より〉

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

〔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。

◇ 春の花の山、陽春と残雪。そんな企画がラインナップされています。それぞれの興味と力量で参加しまし
ょう。「challenge ＆ enjoy」を！
◇ 恒例の筍掘り、ノビちゃんお世話になります。楽しいですヨ。
◇ 「女たちが元気なとき、その会、その社会は健全に発展します」
（編集子）。大正時代の“米よこせ”騒動
は越中の女たちが立ち上がり、全国に広がりました。三島野ＳＣも…です。『女子会』に元気な姿を見せ
てください。
◇ 連載されている二つの記事が好評です。「楽しみに読んでいる」という声を聞きました。
◇ “山への想い”
“挑戦する意欲”
“山のあれこれの興味”がなくては「なんでつらい思いをして…」となり
ます。山に関する書籍や絵画、写真などに触れ、山へのモチベーション高めるチカラになります。
登山は文化です。

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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