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日本勤労者山岳連盟（富山県連盟）
新日本スポーツ連盟

№ 160
2014 年 1 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 57-8180

初日の出（和歌山県みなべ町にて） 小木 清 画

１月と 2 月の企画案内
◆ 二上山元旦登山

◆ 1／16

山行報告
三ツ峠山

と

初冬の二上山

尖 山

今年も安全登山で
山への想いを深化させ
生きる力を産み出しましょう

第 17 回定期総会の案内と召集について

新雪の呉羽丘陵を歩きます。里山の魅力を手軽に楽しめるコ
ースです。晴れたら北アルプスの大パノラマが広がります。

【集合・出発】9 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【ルート】
茶屋峠Ｐから城山方面を歩きます。 帰着予定は 15 時 00 分

行動時間 約 5 時間

〔L〕 荒井英治
【参加申込】1 月 12 日までに岩井富雄へ FAX 57-8180
【装 備】カンジキ、ストック、防寒対策（帽子、手袋、ウエアー、温かい飲み物（テルモス）、など）
※ 呉羽山の富山観光ホテルで♨します。

カンジキを持って
いない方で、チャレン
ジしたい方にはカン
ジキを準備しますの
でその旨を申し込み
時に書いてください

559.4ｍ

神々しいまでの静寂さと雪に覆われた木々の中を登り、たどり着いた尖がった山頂からは
眼下に富山平野、目を転ずれば立山連峰を仰ぐ 360 度の展望がほしいままに。
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【コース】
横江登山口

尖山山頂

夏椿峠

横江登山口
登り 2 時間

下り 1 時間 30 分

技術度・体力度とも ★★☆☆☆
2011.1 月の尖山三島野企画

詳細は次号の会報№161 で案内します。
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私たちの三島野スポーツクラブは 1999 年 4 月 26 日に 15 名で発足しました。以来、17 年目を迎え、
これまでいろいろな経験と学習を積み重ねて「より豊かで、より安全な」山行企画を実施できるように発
展してきたと思います。会員は 47 名（2014/1/1 現在）となり、全ての会員がよりいっそう心寄せること
のできるクラブにしたいと思っています。
ついては下記の要領で標記の総会を開催し、新しい年 2014 年のさらなる発展を期する運営をしたいも
のと思っています。より多くの会員の参加をお願いいたします。

（世話人会）

○ 2 月 2 日(日) 10 時 30 分より
○ 古洞の森

総会終了後、懇親会を行います。
「2013 年をふりかえる」と題して 2013 年の企
画のメモリアル写真をプロジェクターをつかっ
てスクリーンに映します。
なお、懇親会会費は 3,000 円です。

＊ 活動報告
＊ 決算報告
＊ 活動計画
＊ 2014 年度予算
＊ 2014 年の山行企画について
＊ その他

お酒が入りますので、送迎バスを運行します。
高岡駅南口 9：40 発
小杉駅南口 10：00 発です。
利用希望者は時間厳守で集合してください。
（同封の「継続と出欠」の用紙に必要な事項を記入し返送して
ください）
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自主企画
三ツ峠山山頂を仰ぐ

【メンバー】〈Ｌ〉堀井泰則、岩井富雄、峯周二、
甲

厚子、瓶田真寿美

【日 程】
1 日目

薬勝寺Ｐ 6：00

11：20（昼食）11：45
達磨石 13：05
15：00
2 日目

三ツ峠グリーンセンター
登山口出発 12：05

股のぞき 13：45

八十八大師

三ツ峠山荘 15：50
三ツ峠山荘 7：20

開運山 7：35～40

三ツ峠山荘 8：00～15

送電線鉄塔 9：25

天上山 10：25～35

ロープウェー駅 11：00

ロープウェー下山駅 11：05
口へ 11：30

川口湖畔で昼食

タクシーで登山
薬勝寺Ｐ 18：40

ひとくち感想
堀

井：企画した思惑通りの山行で、おもいっきり富士山を眺めました。やっぱり「富士は日本一の山」だ
．．．．
と私は認定しました。

瓶

田：初めての参加で不安な私を色々サポ－トしてくださりメンバ－の皆様には感謝です。久しぶりに見
たでっかい富士山、沢山のエネルギ－を貰いました。お天気も良くて本当に綺麗でした。

峯

：雄大な富士・南アルプスを飽きるほど眺められ“俺の心も雄大に！？”河口湖の「かぼちゃ・ほう
とう」は美味しく最高でした。ただ一つ残念は、山荘の整理整頓が雑で残念！…わがままかな…。

岩

井：アップ、ダウンが無くほとんど登りのコースでした、登山道が整理され冨士山を見ながらで疲れが
感じない登山でした。
雨が降らないので登山道は乾燥していてスリップの心配はしなくても良いので気持ちよく歩くこと
ができ楽しい登山でした。

甲

厚：白く輝く富士の山を見ながら登り、三ツ峠山荘ではコタツに入って山談義。翌日は市場を踏みなが
ら、圧巻の富士見。富士山三昧の 2 日間でした。

こんな赤富士も見た
かったのですが…

初冬の三ツ峠山を訪ねて

1785ｍ

瓶田真寿美

初めまして。瓶田です。と言っても「なんて読むの？」と思われた方がほとんどだと思います。「かめだ」
と言います。9 月に入会しましたが参加するチャンスがなくて、今回初めての参加です。今後とも宜しくお願
いします。
初めてなのに、山小屋泊でアイゼン使用と言う事で随分悩みました。でもお天気にも恵まれて行って良かっ
たと思える山行となりました。
薬勝寺Ｐを 6 時に出発した時には小雨でしたが名立谷浜で休憩をした時にはどしゃぶりの雨になりました。
さらに妙高高原の辺りでは雪になり、たんぼも山も家々の屋根も真っ白でした。私の不安な気持ちに更に拍車
を掛けます。しかし、車を進めるうちに青空が広がって山梨に入る頃から、八ヶ岳や甲斐駒、仙丈ヶ岳が見え
ました。そしてついに待望の富士山が見えた時には感動しこれから登る三ツ峠山に想いを馳せました。
三ツ峠グリ－ンセンタ－で各自用意した昼食を食べた後再び車に乗り、数分登った所にある駐車場まで行き
ました。ここにはトイレも完備してあります。三ツ峠山には 4 つのコ－スがあります。日本ウォ－キング協
会が認定しているだけあって登山道はとても整備してあり地元の小学生も安全に登れるようになっています。
駐車場を 12 時に出発し、達磨石、股のぞきと順調に高度を上げて行きます。股のぞきでは交代して木の股
から雪を頂いた富士山を眺めました。いつ見ても富士山は「でっかいなあ」と思いました。1605ｍにある「八
十八大師」
。ずらっと赤いよだれかけを掛けたお地蔵さんが並んでいます。でもこれだけ並んでいると少し不
気味に感じました。81 体が現存しているそうです。頂上
が近づくにつれて屏風岩が見えてきました。屏風岩を回り
こむように登山道が付けられています。クライミングのメ
ッカだそうです。見上げるような垂直の壁です。
出発から 4 時間ようやく三ツ峠山荘に着きました。なん
と泊り客は私達 5 人のみで貸切です。小屋の前から富士
山がよく見えました。部屋の窓からも良く見え炬燵にあた
りながら段々と暮れ行く富士山を堪能しました。
翌朝、富士山は雲に隠れて見えず、朝食を摂った後、開運
．．．
山にから身で登りました。残念ながら全く見えません。三ツ
峠山は、開運山・御巣鷹山・木無山の総称です。小屋に戻り
身支度をした後かちかち山ロープウェ－に向かって下山開
始です。登山道には雪がないのですが、10 ㎝はあろうかと
思われる霜柱が沢山あってザクザク踏みしめながら下りま
した。ロ－プウェ－の富士見台駅まで来ると沢山の観光客で
溢れていました。朝見えなかった富士山も優雅な裾野を持つ
富士山らしい姿を見せてくれました。やっぱり「富士山は日
本人の心だなあ」と感動しました。河口湖に下り予約してあ
ったタクシ－に乗り、三ツ峠グリ－ンセンタ－の元の駐車場
に戻りました。リーダ－を始めメンバ－の皆様には本当にお世話になり楽しい山行となりました。感謝です。
来年は年女で還暦を迎えますが、午のように元気で野山を駆け回れたらと願っています。
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＆
二上山メンバー：〈Ｌ〉賀久博幸、甲かほる、宮本久子、瓶田真寿美、長谷部節子、岩井富雄、背渡健治
福島忠義、林 憲彦、的場邦夫、峯 周二、
（堀井泰則）
忘年会参加者：岩井富雄、賀久博幸、背渡健治、福島忠義、林 憲彦、堀井泰則、的場邦夫、甲かほる、
宮本久子、瓶田真寿美、長谷部節子
【行 程】
米島のコンビニに集合 8：30
出発 8：40

城光寺の滝 8：45

奈良の広場 9：30
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（車で城光寺Ｐ）

展望広場 9：50

大師ヶ岳 10：45

二上山山頂 10：

あずまや 10：55

大師ヶ岳頂上 11：10（昼食）11：45
岩 13：30

松の広場 9：25

雨晴海岸・義経

越乃庭 14：10

忘年会は安価で、しかもたくさんの料理が次々出て食べき
れないほどでした。酒も入って滑らかなになったクチが山の
話を盛り上げ、交流しました。

ひとくち感想
福

島：地元の人々に親しまれている二上山。歩き始めは荒れた登山道でしたが、登るに従い雪道となり“サ
クサク”と音をたてながら気持ちよく歩けました。時々視界が開けて遠望でき、楽しい山歩きでし
た。

瓶

田：二上山は 10 年ほど前に登ったきりなので、今回は初めてのようなものでした。二上山の奥深さに驚
きました。数年ぶりの雪山で少し疲れました。家からのアプローチが遠かったせいもありますが…。
今度は新緑の頃に登りたいと思いました。

峯

：二上山を歩いたのは中学生以来です。ドライブで万葉ラインはよく走りましたが…。雪まじりの天
候でしたが、登山道が全て新鮮に感じました。孟宗竹の林の道の静かなたたずまいに癒されました。

岩

井：心配していた天候は時々雪やみぞれに降られたが、この時期としては「まあまあ」だとおもいます。
展望台に立った時に晴れ間がのぞき、そこからの見晴らしの良かったのが印象的でした。登り口で
は雪化粧程度の積雪は登るにつれ多くなり、多いところでは 20 ㎝ほどでした。

甲

か：二上山山行は初めてでした。今日は一番素敵なコース。竹林がずっと続いて心が癒される道でした。
これからも二上山を愛します。ありがとうございました。

的

場：二上山山行は今回の大師ヶ岳ルート～殿山ぶどう園コースは初めてでとても良かった。
〈Ｌ〉から“ル
ートはまだまだたくさんあるよ”と聞いたので、次の二上山が楽しみです。
〈Ｌ〉に感謝！！

背 渡：二上山再発見！楽しい山行でした。忘年会も腹いっぱい食べて飲んで最高。
長谷部：今日は大変うれしい登山でした。“こんなの大好きヨ！”
宮 本：初めてのルートでワクワク。一人ではとても無理なロングコースでしたが〈Ｌ〉のおかげで雨と雪
の中でしたが楽しい山行でした。

林

：ケガが癒えて 1 ヶ月。ようやく登山ができるようになって
喜びでいっぱいでした。今日のコースは大変楽しいコース
でした。

賀

久：皆さんよく頑張って歩きました。季節によっていろいろな
ルートがあります。また企画したいと思います
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たかが二上山、されど愛すべき山でした
－

二上山より日本海へそして忘年会 －
甲 かほる

数日前から冬将軍がやってきた。これは大変。日曜日の山行ができるのだろうか。もし行われても、「全身
ずぶぬれ、リュックもびちょびちょ」だ。思うだけでもぞっとする。
ところがどうだろう。リーダーが「予定通り行う。冬に雪や雨はつきもの。どうして取り止めるのか。」と
言っておられるとの情報が入ってきた。
それでは、リーダーに従って、万全の準備をして二上山山行に臨もうと、リュックをナイロンで二重に包ん
だり、使い古しの象印の魔法びん（たくさんあるのでもったいない）に沸騰したお茶や白湯を入れ、保温袋で
包んだり、昼食時には温かい汁物をと考え、初めて「豚汁ワンカップ」を買ってきたりした。おかげで寒さ知
らず、快適な山行ができた。
集合場所に行くと、雨は止み、そんなにも寒くもない。ご厚意で堀井「新
車」等で、城光寺滝駐車場まで移動。その日になってみなければ分からない
って本当だと思った。
さあ、出発。雪は、もう２０センチは積もっている。ちらちら雪も降って
きたが、気にならない。静かな冬枯れの森の中をサクサク、しとしと歩きな
がら、自分が吸い込まれていく。
恥ずかしいが、自分の知っている二上山は、
「万葉ラインを車や徒歩で行く」コースのみ。
ところが、どっと流れている城光寺の滝、ずっとずっと続く竹林、松の林、ときどき青空のもと見えた高岡
の町、静かな富山湾等が私たちを迎えてくれた。２７４m 二上山、城山、大師ケ岳等、毎日、西方に見てい
るこの山々が、こんなにも感動させてくれるとは。実際に、自分の足でゆっくり歩くことによって得られるも
のだと思う。大伴家持さんもそうだったのかな。
リーダーの話も面白い。二上山に登るコースは２０以上も
あり、いろいろ組み合わせればまだいくつものコースがつく
れると。「ここを行けばどこにつながるか」「ここは、どうし
ても行けなかった」など、冒険男の顔がちらり。１１月の上
州道でのなめことり、夏の沢歩き、春山の魅力、800ml テル
モスの威力の話等では逞しい山男の顔が見えた。熱い熱いコ
雪積もる二上山山頂

ーヒーごちそうさま。

雨晴海岸へ下りてから、女岩、義経岩、男岩も確認できた。最後に、日本海富山湾の海水にタッチして今日
の山行は終了。今日のコースは、一番いいところどりのコースだと聞いて、
「本当に来てよかった。リーダー
さんありがとう。
」と感謝、感謝。本日のコース名は、ちなみに「二上賀久新道」なり。次は、元旦登山を目
指そうかな！！

終着

越の庭での忘年会は、林さんの怪我快気祝いにもなった。
今日の山行のために、何度も奥さんとも登ったりして足を鍛
えたと聞いて「さすが」と思った。的場さんがこんなに早く
治って活動開始できたことに対して褒め称えているのを聞
いて、その通りと納得。
料理は、いつもみんな平らげる私でも、食べきれないほど。
肌、肩こり、腰痛、胃腸に効くという温泉にも入って、いっ
ぱいの元気をもらった二上山山行だった。
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雨晴海岸 義経岩前にて

山と渓谷社 刊

書籍紹介

山野井孝有 著

1,890 円
著者は世界的登山家である山野井泰史さんの父親です。
著者は息子である山野井泰史とその妻妙子さんとの関わりを語っていま
す。登山家を息子に持ったことの不安、苦しみ、そして生きがいが率直に
書かれています。
表題の「いのち五分五分」は、自身が高齢になってきてこの世を去るこ
とと息子さんが登山でなくなること、どちらが先に亡くなるか五分五分で
あるということでつけたそうです。
御一読してみてはいかがでしょうか。
編集子も早速、本の取り寄せを申込みました。

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が 1 月は 6 日（月)・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。

◇ この時期の北陸の天候は時雨や雪が普通です。しかし、
「表日本」は晴れる日が多い。冠雪した富士山を飽
きるほどに仰いだ山旅が伝わってきました。
◇ 郷土の誇るべく“二上山”
。その誇るべく初冬の二上山を歩くよろこび、たのしさがとてもよくわかりまし
た。
◇ そんな雪国の地の利を生かした「カンジキハイク」により多くの会員が親しんでほしいですネ。
◇ 総会があります。
「万障繰り合わせて」参加してください。三島野スポーツクラブのこの一年を振り返り、
次のいい一年を展望する大事な機会です。

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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