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焼岳 中の湯登山道より 小木 清 画

５月の企画案内
○ 5／5（日）富士写ヶ岳
シャクナゲの花をめでる

○ 5／6（月・祝）タケノコ狩り
旬のタケノコを味わいましょう

○ 5／17（木）雪の立山
雄大な雪の北アルプスにふれる

角田山

3/31

金沢花見ウォーク 4/14

６月の企画案内
○

6/2

全国の労山のいっせい清掃登山

クリーンハイク

○ 6/9

大 辻 山

天 蓋 山

下山後に採取した山菜を天ぷらに

○ 6/16 三島野スポーツクラブの
登山セミナー開催について

□ 高橋さんの好評連載 山の○×話

□ シリーズ〈山の身体を考える〉
□ 書籍紹介 白旗史朗の『名峰 日本縦断』

※ 参加申込は終了しました

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、いまが盛りと咲きほこ
るホンシャクナゲを愛でる山歩き
941ｍ 石川県加賀市山中温泉
【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★☆☆☆☆

富士写ヶ岳のシャクナゲと

（Ｌ）背渡健治

新緑のブナ林

【参加申込】4 月 30 日まで
岩井 FAX 57-8180
【参加費】3,000 円（交通費ほか）

至 小杉駅

【集合・出発】９時 00 分 小杉駅南口
【日 程】

ココです

＊ 小杉駅南口より黒河まで約 6 キロをウォーキング
東太閤山

＊ 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
太閤山ランド

【参加申込】5 月 1 日まで 岩井 FAX 57-8180

ローソン

【参加費】実費です。昼食と嗜好品は各自持参。

都合で直接に竹林に行くことも可ですが連絡を必ず！

お酒を飲む方は車の運転厳禁！

昨年のタケノコ掘り風景
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雪を抱く大日連山、立山連峰、そして室堂
から弥陀ヶ原の雄大な雪原は大自然の
懐にいることを実感させてくれるでしょう。
この時期は G・W や土・日は「雪の大谷ウォーク」の観
光客で混雑し、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。

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【行 程】

雄山山頂（五月）

にぎわう室堂と

A コース： 室堂

一の越

雄山を往復。

登り 2：40 下り 2：00
体力度★★☆☆☆ 技術度★★★☆☆
B コース：雪の大谷ウォークと室堂周辺散策
体力度★☆☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
【装 備】
A コースはアイゼン、ピッケル必携です。
A・B とも防寒対策は不可欠です。

全国の労山加盟のクラブがいっせいに行動します。
三島野ＳＣも毎年この企画に参加しています。

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】長尾峠から長尾山を経て大辻山へ
登り 2 時間 下り 1 時間 30 分
標高差 540ｍ 体力度・技術度★☆☆☆☆
【参加締切】5 月 26 日まで
FAX 57-8180 岩井へ
【装 備】通常の無雪期の装備（ハイキング ABC 参照）
てんがいざん
1,527.3ｍ 岐阜県飛騨市/高山市

北アルプスの眺望広がる飛騨・山之村の名峰
登山口周辺は山菜が豊富。下山後に、採取した山菜を天ぷらなどにして楽しみます
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】山の村キャンプ場の登山口から山頂まで往復
標高差 約 600ｍ
体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
【参加締切】6 月 2 日まで FAX 57-8180 岩井へ

三島野 SC の登山セミナー開催
次ページ参照
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三島野スポーツクラブ

◇ 6 月 16 日（日）午前 9 時から午後 3 時
◇ 立山自然青少年の家

参加申込は 6 月 9 日まで
FAX 57-8180 岩井へ

プログラム：午前は相談役の山田

格さんと元代表で世話人の黒川 衛さんを講師
に「安全登山」と「登山を楽しむために」のお話を聞きます。昼食後、近くの来拝山に
登りながら読図の学習。
尚、昼食は「立山自然青少年の家」の食堂で注文しますので準備は不要です。
「登山セミナー」の参加を呼びかけます
代表 岩井富雄
会員の皆さんこんにちは。皆さんは夏の登山シーズンに向けて、プランをいろいろ考えておられることと
思います。
『クラブの企画ではどれに参加できるか』『こんなコース・山のプランができないだろうか』と。
三島野ＳＣの総会後、新しく 6 名の山愛好者が加入されました。いままでの会員も含めて登山・山歩きの
知識、経験、体力などは同じではありません。それを前提にしてクラブは運営しているつもりですが、少し
でもそれらの向上を得られたならば新たな峰に立つこともでき、危険を回避することもできると思います。
今年はこれまで 2 月から 4 月まで 7 回の企画を実施しました。これまで「雪のある時期の山」として敬
遠することが多かったと思いますが、それぞれの条件の中で完結してきました。より多くの会員の参加を望
んでいます。
さて上記の企画は、本格的登山シーズンを前に「安全登山」でよりに豊かに自然とふれあい、感動・感激
を共有できるための「準備運動」みたいものです。準備なしに本番に突入してはケガのもとです。
「疲れない歩き方」「道迷いをしないための地図の見方（読図）」「山に潜む危険の予知」などを繰り返し
学び、練習する機会です。自称ベテランも自称ビギナーもこぞって参加してくださることを切望しています。

山からゴミをなくし、山岳自然を守りましょう
2013 清掃登山・クリーンハイクアピール
日本勤労者山岳連盟は、素晴らしい山岳自然を次世代に引き継いでいくために、毎年 6 月の第一日曜日を全
国いっせい清掃登山・クリーンハイクの日として、山からゴミをなくすための行っており、今年で 40 回目を
迎えます。
昨年は、35 都道府県の地方組織で 522 の山岳会・山の会・クラブが 472 のコースで清掃登山・クリーンハ
イクに取り組みました。10,717 人が参加し、回収されたゴミは 10.36 トンでした。
全国の山からゴミをなくすことは、私たち登山者が果さなければならない大切な役割だと考えています。そ
のために、日本勤労者山岳連盟は 2007 年に「労山自然保護憲章」を制定し、山を汚さず山からゴミを一掃し、
山に負担をかけない登り方を心がけ、壊れた登山道の整備、山や自然の変化を定期的に調査するなど山岳環境
を守るための活動もおこなっています。
いつまでも楽しい山歩きができるように、登山者・ハイカーのみなさんにも下記のようなご協力を呼びかけ
ます。
記

1. ゴミは山に捨てないようにし、山からゴミを持ち帰りましょう
2. 捨てられているゴミを見つけたら、登山者・ハイカー・行楽客にゴミの持ち帰りをアピールしましょ
う。
3. すべての登山者・ハイカーが山と緑の番人・山岳自然を守る番人として自覚を持って山歩きを楽しみ
ましょう。
2013 年 6 月
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日本勤労者山岳連盟

【メンバー】
（Ｌ）堀井泰則、（SL）岩井富雄、川端友嘉、熊木龍巳、小坪哲彦、古川三郎、
的場邦夫、岩越理代、甲かほる、熊木廣子、島倉津也子、竹内啓子
行

程

下山の終点 角田岬灯台へ

5：40

出発

9：20

角田山桜尾根登山道

降りしきる雪の頂上にて

登山口出発
11：15

頂上着（昼食）

11：55

頂上出発

12：10

分岐を灯台尾根へ

12：50

岩稜の下り

13：30

角田岬灯台

13：45

駐車場着

薬勝寺 P 18：30 帰着

雪割草

熊木廣：翌日の快晴に「一日ずれていれば…」と思いました。突然の雪降りの春山登山は絶対に忘れない山
行となるでしょう。雪割草とかたかごの花はみごとでした。ありがとうございました。

甲 か：雪割草とカタクリの花を求める山行。すてきでした。ところが、途中から雪が降って…。これも初め
ての体験でよかったかな。ありがとうございました。

的 場：海抜０ｍから 481.7ｍの角田山登山は“味のある山行”でした。カタクリと雪割草の花が降り積もる
雪に逆らうようにしていた様は、どう表現してよいか…言葉が見つかりません。感謝、感謝！

岩 越：寒かったけれど、雪割草やカタクリはとてもかわいらしかったです。今度は晴れた日に行きたいです。
楽しかったです、ありがとうございました。

小坪哲：雪に見舞われ山頂で新雪にはビックリ。でもカタクリと雪割草の群生は見事でした。
古 川：標高の割りに登りがいのある山でした。が、天気がイマイチで残念でした。
竹 内：下りの階段ってきびしいですねぇ。
熊木龍：登山口より弱い雪降りのなか、山登り開始。かたかご、雪割草のお花畑でしたが雪には勝てません。
大変でした。

川 端：今シーズン初の山歩きも天候が悪いと思いましたが、災い転じて、山の高低差の気温の変化を降る雪
の状況で感じることができました。また、かたかごと雪割草の花を見ることができ、結果良し！

島 倉：雪とカタクリと雪割草のコントラストが美しかった。
岩 井：カタクリの花が多いのに驚きました。雪が降っていなかったらもっときれいだろうと思いながら
歩きました。ツエルトの設営訓練とテントロープの必要性を感じました。
堀 井：山の斜面を覆いつくすようなカタクリの群落は「日本一！」そして雪割草の多さにも感動。加えて、
激しかった“なごり雪もまた楽しからずや”です。角田山はい～い山でした。
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三島野ＳＣデビュー山行
岩越 理代
“ついに、三島野ＳＣデビュー！”まるで遠足に行くかのようにウキウキして、実は前日あまり寝付け
なかった私でした。
この日は気温が低く、寒がりの私はホッカイロを二つはりつけて、雨の中を歩きはじめました。歩き始
めるとすぐに雪割草が出迎えてくれました。この山には「一面カタクリ」の斜面がいくつもあり、これは
もう見事でしたね。冷たい雨の中、下を向いて咲いている花たちの静かな強さを感じました。
と同時に、晴れているときの様子や、喜ぶ自分の姿も勝手にイメージして
いました。
標高が上がるにつれ、雨がみぞれになり、頂上付近では雪が降り、花も
葉っぱも隠れてしまい、あ―ぁザンネン。
ただ、雪はやまないし、寒くて花どころじゃなかったんですが、逆にそ
れを楽しんでいる自分もいまして…おもしろいものですね。それもこれも、
皆さんの楽しい会話があってこそでした。感謝です。
帰宅して、山日記をつけているときについ顔がほころぶ。そんな思い出
に残るデビューとなりました。
雪にうたれてうつむくカタクリ

日を浴びてひらくカタクリ

後日 花満開の角田山に
岩井 富雄
３月３１日企画の角田山登山は雨と雪の中でユキワリソウやカタクリの
花は、ぽつぽつと寒そうに雪の間から咲いていました。斜面には、まだ
花の咲いていないカタクリを見てもう一度登りたいと思い４月１３日（土）
に別グループの人達と行ってきました。当日は乗用車で走行中雨が降りは
じめたので心配しましたが、登り始める頃には天候は回復したのでほっと
した。２０分から３０分ほど歩いた頃にユキワリソウが迎えてくれた。
つぎにカタクリが集団でお辞儀して待っていた。２時間で頂上の広場に到
着、前回は吹雪で頂上の様子が分からなかったが今回は、広いのと大勢の
人に驚いた。福島、神奈川、三重県などと聞いて改めて人気の山と実感し
た時でした。
帰りは灯台コースに向けて下山開始、この頃になると日差しが強くカタ
クリの花が午前と違い花は一斉に上を向いて私たちを迎えてくれました。
登山道の両側、斜面一面にカタクリの紫色に染まっていてビックリ、群生
地の広いのにも驚きました。下山も終わりに近づくと佐渡島が薄っすらと
海に浮かんで見え、海岸に白波が静かに打ち寄せていました。
天候不順だった「三島野ＳＣの角田山」
。

群生するカタクリ

リベンジで来年も企画しては・・・

4 月 7 日（日）実施予定の残雪の北アルプス・小遠見山企画は荒天のため中止しました
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〔メンバー〕（Ｌ）背渡健治、甲かほる、川端友嘉、熊木龍巳、小坪昭子、小坪哲彦、正力チズ子、
續池 巌、續池静子、長谷部節子、堀カツコ、宮本久子
〔行 程〕
金沢駅

武蔵が辻

にし茶屋街

近江町市場

片町（元大和本店前）

白鳥路

21 世紀美術館

香林坊

武蔵が辻

桜橋

（昼食）

横安江町商店街

届いた分のみ掲載

犀川大橋

金沢駅

犀川べりで昼食休憩

背 渡：今回は天気がよかったので犀川で桜を見ながら昼食。
にし茶屋街、元大和本店、香林坊等中心街を散策。

小坪哲：旅行会社の観光ツアーでは体験できない“穴場”を
紹介したいという（Ｌ）の熱き思いがナマで伝わって
くるコース取りに感服！一度は行きたいと思ってい
た 21 世紀美術館も（東南アジアからの観光客ではな
く、欧米からあらゆる年代を網羅して）からの団体ツ
アー客が多かったですよ。
今回参加できなかった皆さん、是非一度どうぞ。金沢の街に住んでみたい、そんな思いすら抱いた街ウォ
ークでした。背渡Ｌありがとうございました。

宮 本：（Ｌ）のガイドさんのお陰で金沢の表通り、裏通りよく歩きました。富山では味わえない花見となり、
感謝です。

甲 か：う～ん 10 数年ぶりの金沢の街散策。もうすっかり変わってしまってびっくり。隠れた名所もいろいろ
あるんですね。桜は満開でした。しだれ桜が特に気に入りました。気分もリフレッシュ。案内ありがとう
ございました。

10 時に小杉駅南口に集合し、近くにあるカラオケ BOX
の一室を貸し切って「井戸端会議」をおこないました。
登山に関する話では『自分が要望しながら都合で参加
できない』『要望を出したが企画してもらえなかった』
などの愚痴と要望が噴出し、それなら自分たちが主導す
る企画をたてることが決まりました。それは 8 月上旬に
一泊の大日連山縦走です。具体的な計画が出来れば提案
します。もちろん（Ｌ）は女性です。
お昼は各自持ち寄ったものを食べながらのトーク。家族の介護のこと、健康の話、元いた会員
はいまどうしているか、など楽しく 4 時間あまりの『井戸端会議』を終え、カラオケ BOX で一曲
も歌うことなく、身も心もリフレッシュしてお開きにしました。
「年一回はこんな“女子会”を開催したい」の声もありました。
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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）

石田良恵

この項は「登山時報」
からの抜粋です

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）ではジョギングな
どを軽くしてからおこな
う。②反動を使わずゆっく
りと筋を延ばす。③形だけ
では効果がないのですべて
の運動を 20～30 秒行う。④
特に登山中は休憩時間中に
２～３種類を行う。⑤息は
止めずに、どこの筋肉を使
っているか意識を筋ん集中
して行う。
〈３の１〉図の３
両足を開き、両膝に手を
置き相撲の「しこ」の型を
つくる。
〈３の２〉
爪先と膝は同じ方向を向
き、膝が内側に入らないよ
うに注意。片方ずつ地面に
ゆっくり近づける。
〈４の１〉図の４
片方の大腿を後に曲げ、
つま先を手で持ち、かかと
を尻に近づける。そのまま
曲げた大腿部をゆっくり後
に引っ張る。
〈４の２〉
太ももを後に伸ばす際
に、身体が前屈しない。山
では安定した木や岩につか
まって行うと良い。

〈５の１〉図の５

両脚をやや広く開き、上半身をゆっくり前屈させる。

〈５の２〉膝ウラはできるだけ

曲げずに、頭部、上半身の力を抜き、できるだけ手のひらは地面につける。
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山の○×話

自然の豊かさ――片貝川源流にて ⑥
高橋洋一

★ 先日、魚津山岳会の友人より「遊びに来いよ」と連絡があり、今年の釣りや山の情報を聞いてきました。
昼食後、片貝第二発電所まで様子を見に行ったのですがゲートが閉まっておりは入れません。帰り道、小
用をもよおしたので脇の林道で用をたしていたところ肥えた「タラ
ノ芽」が目に入りました。これは何よりの土産！“１０個ばかりあ
れば今晩の肴に”と摘み始めたのですが、所詮、狩猟本能の塊。結
局袋いっぱいに１００個くらい摘んでしまいました。勇んで帰れば
「こんなに沢山どうするの！」と叱られあちこちにおすそ分けに回
るはめに。たしかにタラノ芽は天ぷら以外、煮炊きも合わず調理法
が少ないのも確かで、残りはこっそり昆布〆にして冷蔵庫にしまい
タラノメの天ぷら

ました。

★ いつもながら話が飛びますが…本来、渓流釣りや山菜採りの興味から始めた山歩きですので、通常の登山
道、尾根筋をひたすら頂上を目指すことはありません。必然、少人数で気ままに遊べる人気のない谷間や
渓谷（渓流）に興味が湧きます。７月盛暑の頃、周囲の山々の残雪もなくなりが剱岳・長次郎谷と左脇に
見える毛勝三山のＹ字雪渓は白く残ります。以前、毎年のように片貝川上流の東又谷から右の支流に入り
毛勝三山の唯一のルートでもあった阿部木谷に暫しの涼を求めて出かけました。取水口で車を止め瀬を渡
り大きな砂防ダムを二つ越すとやがて高さ５ｍ程の雪渓の端につきますが、暖冬のせいか年々後退してい
るようです。雪渓とは云え、この頃は中央部は崩壊のためクレパスが多く、また、雪崩れの名残か落石や
折れ枝が落ちています。慎重に崖縁を利用し約１時間も登るとやがてＹ字の大明神沢雪渓に辿り着き、振
もなく、いつも周辺の散策を楽しみかえります。
★ 有数の多雪地帯と急峻な地形のためか真夏でも雪渓の
積雪は 10ｍ近くもあり、秋になっても溶けないので日

五月の毛勝谷のデブリ

り返れば遠く魚津のミラージュランドの観覧車が見えます。左へ登れば毛勝山ですが我々には装備や根性

本では一番標高の低い（900ｍ～1000ｍ）万年雪になる
と聞いています。雪解け跡から「ウド」「ゼンマイ」な
どの山菜や「クロクモソウ」
「シラネアオイ」、頭上には
「ヤナギラン」など夏の野草が芽吹き早春と真夏が混在
する不思議？な世界です。昼食の準備のため足場の良い
ところを探していたところ、突然頭上からガラガラ砂煙とともに小石が降ってきました。
『がけ崩れか！』
と身をかわし見上げれば高さ 10 数ｍくらいの狭い岩棚で２頭の雄の「カモシカ」でした。発情期なのか、
テリトリー争いなのか、とにかくどちらか絶対に落下すると手に汗して見守っていたのですが、数分後、
どちらかが岩の隙間に入り込み逃げおおせたのか見えなくなり“ホッ”としました。そういえば以前「カ
モシカ」の角や死体を見たことも…。自然淘汰とはいえ哀れなものです。また、この日出会ったのは移動
中の 10 匹近い猿のファミリー。ボス猿に威嚇され怖い思いをしました。熊の足跡も多く危険もあります
が、思いがけぬ発見や出来事があり興味の尽きない所です。
―― 次回に

白旗史朗写真集

書籍紹介
9,450 円

新日本出版社 刊

240 頁 タテ 30cm×ヨコ 26cm 箱入り

ページをめくるたび胸のどよめき
田部井淳子
雲海の上に浮かぶトムラウシの全容はこんなだったのか。燕岳から穂高
山群の未明のときの一枚は、まさに絵そのもので、自分が登ったときに見
た姿とは、全く別の姿の山の姿にビックリしました。雲や霧が自分に迫っ
てくるような力強い写真、美しい紅葉の尾根、厳しい冬の岩峰、花でおお
われた九州の山と、ページをめくるごとに胸の中にどよめきが起き、よし
また、この時期に行ってみようという思いが高ぶってきました。
特に、富士山の写真の数々は圧巻です。

三島野スポーツクラブ運営役員
〔世話人会〕
任務分担

氏

名

住

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が 5 月は 8 日(水)・20 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。

・ 自然の豊かさが満ちてくる季節になってきました。花――桜、雪割草、カタクリ、シャクナゲ etc。
そして、山菜・タケノコなどが身近にあふれてきました。それをテーマにした企画が実施され、
また、されようとしています。会員諸氏の積極的な参加を！
・ この春に天候は不可解。桜が例年より早く開花したかと思うと、突然、冬のような寒気がおそっ
てきます。
「角田山」の山頂は真冬の様相でした。途中で愛でた雪割草・カタクリが雪に見舞われ
震えているようでした。もちろん、登山者も震えていました。リベンジ登山した人がいましたが、
“羨ましい”。
・ クリーンハイクの労山アピールは三島野スポーツクラブのアピールです。山のゴミをなくそう！
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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