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中山より剱岳を仰ぐ 小木 清 画

5／３ 富士写ヶ岳
４／６ 角田山

昨年も登りました。石楠花とブ
ナ林と白山の遠望

雪割草とカタクリの大群落そし
て、灯台と日本海。

４／１３ お花見ハイク
七尾市の小丸山公園と市街散策

４／２７～２８ 燕岳
残雪の名峰に立って北アルプス
のど真ん中の峰々を展望。

５／１１ お花見ハイク

山行報告
瀬戸蔵山＆大品山
西穂独標
仁王山

七尾市の小丸山公園と市街散策
新連載

５／２７～２８ 燕岳

GPS と登山
林 憲彦さん

残雪の名峰に立って北アルプス
のど真ん中の峰々を展望。

会員の山行報告

漆山岳

賀久博幸

木々の芽吹きや花々の彩りに
里山の春の訪れを感じる山旅です
481.7ｍ
新潟市
【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
海辺のＰから桜尾根を登り、灯台コースを下ります。
（前回と同じコース）
登り 2 時間

下り 1 時間 45 分

体力度・技術度とも★☆☆☆☆
帰着予定時間は 18 時 30 分
【参加申込】3 月 31 日までに FAX57-8180 岩井へ

昨年の企画では季節はずれの雪に見舞われて、咲く雪割草の花やカタクリの群落に雪がおおってしまい
ました。そのリベンジ企画です。春の日射しを受けた花を愛でることを楽しみに…。
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【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】七尾 9：30

寺院めぐり

小丸山公園 11：30～13：00
旧跡訪問～15：00

帰着 16：30

〈Ｌ〉荒井英治
【参加申込】4 月 6 日まで FAX57-8180 岩井へ
小丸山公園で花見の宴をささやかながら行います。
嗜好品は各自で自由にお持ち下さい。但し、帰りにマ
イカーの方は飲酒厳禁です。

【参加費】1,500 円（交通費、入館料、雑費）
右上・前田利家が居城にした小
丸山城の図
左と下・桜の小丸山公園
例年、４月中旬に桜まつり
が行われる

下・明治の館
室木家

上・一本杉通り
「高澤ろうそく店」
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つばくろ

だけ

残雪の北アルプスを体験し、
その魅力が更なる山想いに
いざな
あなたを 誘 うでしょう

2762.9ｍ

残雪期の北アルプス入門の人気コース
① 登山道が整備されていて、ヤセ尾根や岩稜がないの
でビギナーにはアイゼンワークの練習になる。
② 宿泊の山小屋「燕山荘」が人気の小屋で、名物とな
った山沼健至オーナーのトークショーが楽しい。
③ 山荘前から槍ヶ岳から裏銀座の峰々の雪を抱く
上・夕暮れ時の槍ヶ岳遠望

北アルプスの大パノラマが展望できる。

右・夕暮れ時の燕岳山頂

④ 花崗岩が風化して造形された岩のモニュメントと
雪のコントラストが美しい。

いずれも燕山荘前から
（2011.5 月 堀井撮影）

⑤ その他いろいろ…。

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】 無雪期はコースタイム 4 時間 30 分ですが 6 時間のゆっくりペースで登ります
4/27

登山口出発 8：45

合戦小屋 12：15（昼食）13：00

4/28

朝食後 燕岳山頂へ往復

下山出発 9：00

国民宿舎「有明荘」で♨＆昼食 ～13：15
標高差 約 1,200ｍ

燕山荘 15：00

合戦小屋 9：45

登山口 11：45

小杉薬勝寺Ｐ 16：45

技術度★★☆☆☆ 体力度★★★☆☆

〈Ｌ〉堀井泰則
【装 備】
アイゼン、ピッケル（ストックも可）、防寒対策〔帽子・手袋・ウエアー（フリース、ダウンジャケッ
トなど）・防水の靴・サングラス・温かい飲み物（テルモス）〕
、昼食、行動食、その他別紙参照
【参加申込】4 月 20 日まで FＡＸ 57-8180（岩井）へ 問合せは 堀井 090-1314-6394 へ
【費 用】15,000 円（交通費、山小屋代、保険、その他）

941ｍ 石川県加賀市山中温泉
【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺 P

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
山頂からまだ雪を抱く白山を望む

【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
新緑のブナ林

【参加申込】4 月 26 日まで
岩井 FAX 57-8180
シャクナゲ

山 頂
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【参加費】3,000 円（交通費ほか）

会員のタケノコ栽培農家のご好意
によって開催しています。会員の家族
も含めて楽しく交流しましょう。
飲んで、「旬」を食べて、お土産も…
「旬」の山菜料理の持込み大歓迎！
【集合・出発】8 時 30 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

ココです

＊ 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

東太閤山

【参加申込】4 月 30 日まで 岩井 FAX 57-8180
【参加費】実費です。昼食と嗜好品は各自持参。

太閤山ランド

お酒を飲む方は車の運転厳禁！

ローソン

ウォーキングせずに黒河の野開宅へ直行される方は
10 時 00 分頃に集合してください。

都合で直接に竹林に行くことも可ですが連絡を必ず！

取立山（とりたてやま）は、石川県白山市と福井県
勝山市にまたがる標高 1,307 m の山。加越国境に
位置する両白山地の山で、恐竜渓谷ふくい勝山ジ
オパークや奥越高原県立自然公園[3]内にある。特
に福井県内有数の水芭蕉群生地と知られており、
シーズン時には多くの登山客でにぎわう[4]。
【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】
北陸自動車道・丸岡ＩＣ
登山口 7：30～45

Ｒ147 経由
大滝 8：15～30

こつぶり山(1264ｍ)9：30～45
11：00～11：45

取立山（1307ｍ）

登山口 13：00

勝山♨「水芭蕉」で入浴し、帰路へ
薬勝寺Ｐ16：30 帰着予定
累計標高差 約 450ｍ
技術度・体力度とも★☆☆☆☆

自主企画案内

堀井企画

【参加申込】5 月 11 日まで岩井 FAX 57-8180
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ

長野県生坂村
990ｍ
昨年の企画の光城山から長峰山を歩い
ていて、オッチャンに声をかけられた。
「京ヶ倉はいい山だから…」と。そこで
早速調べ、企画しました。

【行 程】
こや城登山口 9：00～9：30

北陸自動車道・Ｒ-147 経由
京ヶ倉山頂 11：00～30
大城登山口 13：00

大城(919ｍ)12：00

こや城登山口 14：00

標高差 約 500ｍ 技術度・体力度 ★★★☆☆
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メンバー：Ｌ／堀井泰則、峯 周二、的場邦夫、甲かほる、
瓶田真寿美、長谷部節子
【行 程】
薬勝寺Ｐ 出発

ゴンドラ麓駅発 8：20

ゴンドラ山頂駅 8：35～50

瀬戸蔵山 12：00

大品山 10：50（昼食）11：30
山頂駅 12：45

瀬戸蔵山 12：00

ゴンドラ駐車場 13：10

グランドサンピアで入浴後、帰路に着く
薬勝寺Ｐ15：50 着

ひとくち感想
甲 ：カンジキを履いての山行は初めてでしたが、たく
さんのご指導のおかげでお尻で滑ったりしな
がらも無事に楽しく雪山をすごせました。

長谷部：とびっきりにいい天気で、“うれしくて楽しくて”友達（山は友達）にも会えてとても嬉しかった
的 場：ブナに咲いた“雪の白い花”が青空に映えて、とても美しかった。天候に恵まれた今日は上々でした。
峯 ：雲ひとつない良い天気で、大辻山・毛勝三山・大日岳そしてかっこよくそびえる鍬崎山の雪の山岳風
景とブナ林に最高に癒されました。カンジキも足に馴染んで心地よい一日でした。

瓶 田：思いもかけなかった真っ青な空と輝く太陽、そして真っ白な雪。久しぶりに近くで見た鍬崎山のあま
りの美しさに感動しました。大日連山や大日平・弥陀ヶ原も一望できて、あらためて私の人生で山
と出会えたことを感謝した一日でした。

堀 井：前日の冬型から一転してチョー好天気の雪山歩きとなって happy＆happy でした。しかも、この天
気が「我々が山に居たとき限定」で小杉に着いた時には雨粒が落ち始めた。
“神は見放さなかった”

白銀の世界につつまれて

堀井 泰則

出発日の前日は春 3 月には珍しい激しい雪降りとなり、予報も「明日も寒気が…」と報じていて不安が募る
が、「決行か撤退かは現地で決めよう」「せめて瀬戸蔵山まででも行けたら…」と思案を巡らしながら、激しい
雪降りを眺めていた。
仕事から帰って夕食を済ませてからザックに必要なものを詰め込む。昼はインスタントラーメンにやきとり
の缶詰とおにぎりを準備。行動食に大福餅を２コ。温かいお茶と水。ダウンを重ね着用に準備してパックング
した。
朝起きてすぐに外の様子を見ると“降っていない！”
。しか
も朝霧が出ていて好天が期待できそうだ。チョット早めに家
を出て「すき家」で朝朝食。最近の山行の早朝出発のパター
ンとなってしまった。
最近購入した古びた 8 人乗りハイエースは、今回の参加者
6 人とその荷物・装備を積んでも余裕のスペースができた。
ゴンドラスキー場の駐車場にはこの好天気に誘われたスキ
ーヤーやボーダーが次々入ってくる。かなりの低温を予想し
ていたが、それほどでもない。
雪のブナ林をゆく
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ゴンドラに乗ってスキー場ゲレンデを見下ろすと気持ち良さそうに滑る姿が見え、「山をやめてスキーも有りか
な」とさえ思えてくる。
山頂駅でカンジキを履いて出発準備。真っ青な空が広がり、向かう方向に

ピラミダルな鍬崎山

は先行者のトレースがはっきり着いており迷うことは無い。雪原の林立する
ブナ林の枝に白い花を咲かせたように霧氷がついていて素晴らしい景観を
醸し出している。その中を粛々と進む。およそ 50 分で瀬戸蔵山。ここから
の大日岳と大日平、弥陀ヶ原、その間をえぐるように深い谷をつくっている
称名渓谷の雪景色が俯瞰できて『もう、満足』。大品山までのル－トはいっ
たん下って、急斜面のトラバースと急登を登り詰めてなだらかな山頂に立っ
た。目前にそびえる鍬崎山がとっても立派な姿で座っていて、誰かが言って
いた“越中のマッターホルン”らしい雰囲気もチョットうかがえる。ここで
．．．．．．．．．
昼食とし、周りの景色を味わいながらインスタントラーメンを食した。『大
日岳の横に剱岳がのぞいていたら言うことなしだがなぁ』と大日岳に隠れて
いる剱岳の雄姿を想像しながらアルプスのパノラマを眺めた。
下山途中の瀬戸蔵山でにぎやかな中高年のグループが休んでいた。そのグループの名が『K２』だという。世界
の名峰の名を身の程知らずにもよくぞ付けたものだ“己を知れ”と心でつぶやいた。
雪も緩んできて木々の枝の雪が落ちてきて背に入る。そのたびに見上げるブナの上に広がる青空がとてもまぶし
く、最高の雪山歩きを楽しんでいる実感がわいてきた。
帰路、だんだん雲が空をおおってきて陽射しもなくなってきた。小杉辺りで雨が落ちてきて今回の山行が“神が
かり的”なわずかな晴天のもとでできたことに「神に感謝し、仏に来世の極楽浄土」を祈念し、今週末の西穂独標
の予定も“かくありなん”と期待しつつ家路についた。

2701ｍ

メンバー：L/堀井泰則、小坪哲彦、的場邦夫、峯 周二、瓶田真寿美

ロープウェー乗車 8：50
西穂山荘 10：55～11：20

西穂高口出発 9：30

的場

新穂高温泉 8：10

堀井

薬勝寺 P 出発 6：00

小坪

〈行程記録〉

丸山 11：40

独標 13：30～50

西穂山荘 14：45～55

西穂高口 15：55

ロープウェー16：15

新穂高温泉 16：45

ふたくち・三口感想
瓶田

的 場：薬勝寺 P を堀井号(三島野スポーツクラブのロゴ
峯

マーク入り)でスタートし、新穂高温泉へ。そこは
前日の雪で道路は凍結し、気温－4℃で 2500ｍを
超える山は寒いだろう。

熱くなれば脱ぐつもりで着込んで出発。汗ばんで山荘に着いて脱ぐつもりがそのまま独標に向かった。
前日の降雪でアイゼンがあまり効かず苦労した。「体感温度は－20℃ですぞ」。着込みすぎが動きにくく
していたが、ここで脱ぐわけにいかない。独標からピラミッドピーク、西穂高岳山頂がガスが切れて望
めた。下山途中から青空が広がって視界が開け大パノラマを満喫して山荘に帰着し、お互いの健闘をね
ぎらった。
（次ページへつづく）
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小 坪：2011/３/20 についでの西穂独標。昨日の降った 40～50 ㎝の新雪をものともせず西穂山荘・丸山までは
前回と同じコースタイム。しかし、独標に立ったのは 40 分遅れとなってしまった。丸山からの稜線が
前回同様、南極並みのブリザード（行ったことはないが）のごとくの強風と吐く息が口の周りで凍る
寒さとのたたかいでの結果である。独標直下の一番の難所では 12 本爪アイゼンの前爪 2 本の威力で登
りきることができ、その威力を痛感させられた山行となった。前爪 2 本に感謝！

瓶 田：独標への岩稜の急な登りは、はじめてピッケルを雪面に打ち込みながら登りました。必死でしたが下り
がもっと大変で、子供サイズの身長の私は次の足場に届かず緊張しました。足のなが～い皆さんが羨
ましかったです。稜線はものすごい風でしたが、ゴーグルとスキー用マスクが威力を発揮してそれほ
ど寒さは感じませんでした。冬山には必携ですよ。

堀 井：新穂高温泉の登山口駐車場に着いて登山準備を人の多さにビックリ。独標山頂では 15～20 人くらいが
ひしめいていたことにビックリ。今まで見たことのない光景でした。無事に春山か冬山か判別できな
いような条件の 2700ｍ峰登山を完遂できバンザイでした。

峯 ：初めての 2000ｍ以上の高山の春山（冬山に感じた）。山頂への登りと下りの集中力・緊張感。独標山頂
に立てて最高の感激と達成感でした。

初挑戦 雪の北アルプス・西穂独標
峯 周二
前日はわくわくドキドキの楽しみと緊張感で仕事も手につかなかった。夜は山行計画書に「気象条件次第で春
山が冬山になる」との記述があり、電話でカンジキも持参することと防寒防風対策の再確認の連絡も入ってアイ
ゼンの装着などを練習し、装備の確認をしました。
この山行のために装備を思い切って購入した冬用の防寒手袋（約 2 万円）
、冬山用ウエアー（約 5 万円）
、そ
れにピッケルとアイゼン（12 本爪）も確認。
寝床に入ったのは 23：30 分頃だったが興奮（心配性）していてなかなか寝付かれず、うとうとしつつ熟睡
できないまま 3 時頃に目が覚め、見知らぬ世界に行くような“新感覚”でした。
薬勝寺 P を出発し、青空が見えてルンルン気分で雪山の景観を楽しみに新穂高温泉へ。ロープウェーの乗車券
購入でまとめて 5 人分買ったのは良かったが、ザック料金を含めて買ったしまった。
（反省）
ロープウェーからの北アルプスの山々の真っ白な絶景に感動。美しい笠ヶ岳、鋭い岩峰の槍ヶ岳、これから行
く西穂高岳の稜線。新しい世界への冒険に思えて少年のようにワクワクした気持ちでした。
西穂高口駅（2156ｍ）は気温－10℃くらいだろうか。いきなり銀世界に飛び込んだ
ような感覚で、新雪も多く真っ青な空とのコントラストが美しい。
登山道はしっかり踏まれたトレースが付いていて登山靴だけで西穂山荘へ。山荘でお
にぎりを食べ、前夜の練習を思い出しながらアイゼンを装着（手がかじかんで手間取っ
た）
。さあ！出発。初めて使うピッケルをにぎって気合を入れました。
丸山まで快調に登る。風も強く、体感温度は－15℃くらいだろうか。鼻から口あたり
アイゼンを装着する峯さん

がこわばってきました。

西穂独標が目の前にして、どうしたことか両足の膝の上あたりが急に硬くなり、何が起きたのか自分でもびっ
くりしてわからない。痛みで前に進めない。こんなアクシデントに襲われましたが、水分と糖分の補給を受け、
ゆっくりとしたペースに落としてもらってどうにか独標頂上に立ちました。雲の切れ間から素晴らしい雪の山岳
風景を楽しみました。
「自分の登山史の新しいページを綴った」と一人で感動していました。
山頂からの下りは恐怖心の連続で（技術度★★★☆☆は★★★★☆だ）危険を感じた。前を下る瓶田さんに迷
惑をかけないよう気遣いしながら緊張・集中して下りました。膝の痛みはどこかに行ってしまいました。
ようやく山荘に戻り、緊張感も和らぎ、膝の痛みも少し良くなってこころもルンルンの余裕が出てきて、アイ
ゼンを外し珈琲を飲んで“あっかり”しました。
帰りの車中で今回の「春山登山」を省みていました。膝の痛み原因として「睡眠不足」「体力不足｣「技術力」
などを考えました。まだまだ経験不足で体調管理の重要さ（特に雪山）を教えられた一日でした。
次の新たな峰（私は峯）へ、雪山へ。一つ一つ経験を重ねて挑戦していきたい。
そして、ますます山にハマっていきそう（妻は心配するのでナイショ）
。
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旧八尾町
1516.6ｍ
メンバー：L/賀久博幸、岩井富雄、的場邦夫、
峯 周二、長谷部節子
〔行程記録〕
薬勝寺 P5：00
～6：30

大長谷温泉（登山口）6：00

第一東屋 8：00

15（昼食）12：10
第一東屋 13：41

仁王山 11：
第二東屋 13：20

大長谷温泉 14：15
薬勝寺 P 16：25 着

♨入浴し、15：20

ひとくち感想
い
的 場：雪山 up・down なしの登りっぱなし標高差
1000ｍはきつかったです。でも、天候に恵まれて最
高の感激でした。

峯 ：最高の天候で山々が連なる景観は美しかった。最後までカンジキを履いての長丁場に疲れ果てま
した。

岩 井：カンジキが使用不能となるアクシデントで迷惑をかけてしまいました。カンジキの点検も必要だ
と痛感しました。前々日頃に降ったらしい雪と急勾配のルートで疲れましたが、好天ですばらし
い景色を楽しみました。

賀 久：天候も良くのんびり雪山を楽しんだ。上部の風の通るところクラスとして、けっこう登山者も多
く一部ツボ足でも行けた。帰りに入った大長谷温泉が良かった。

仁王山登頂の記

的場邦夫

登山口の大長谷温泉に予定時間より早く到着し、準備を整えて出発。登り始めてまもなく岩井さんのカン
ジキの留め具がはずれて雪の中に埋もれて行方不明となってしまった。応急処置をして再出発。杉林の林道
を歩きながら“これなら楽勝”と思ったのも束の間。いきなり横の崖に取り付き〈L〉がどんどん直登して
いきました。私もそのトレースにあわせてカンジキで後を追うが、ズボズボ雪に埋まってラッセルを余儀な
くされて苦闘。
スノーシューとカンジキの違いなのか？体重差なのか？カンジキ不調の岩井さんを最後尾と
し、峯さんと交互に先頭に立ってラッセル。
こんな調子では仁王山に立てるだろうかと不安になってきました。その頂は前の山に隠れて見えない。気
を取り直して登り始めると、後続の登山者が追いつき「あなた方のトレースで楽させてもらいました」の言
葉を残して先に行ってしまった。次に追ってきたのは犬。すごい勢いで雪の中を駆けていった。第二東屋で
休憩後また後続に追いつかれ「トレースができていて楽させてもらいました」と感謝されてしまった。その
グループは高岡 HC だという。
「ここからは私たちが先に行きます」の言葉はうれしかった。そこから頂上
までそのグループの踏んだ後を登ることになってちょっと楽、ようやく仁王山山頂に着きました。標高差
1000ｍを登りきった達成感にひたり、展望を満喫しました。
ところで我々を追越し駆けて行ったあの犬が頂上にいました。びっくりでした。頂上にいる皆はこの犬の
正体は誰も知らない。下山後、地元に人に聞くと温泉の近くの家の犬だとのこと。それにしてもすごい犬で
した。
下山後、温泉に浸かって“健脚向き”雪山登山を遂げたお互いの健闘を讃えました。
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会員からの
山行レポ

漆 山 岳

1390.3ｍ 飛騨市（旧神岡町）

メンバー：賀久博幸 他 3 名
コースタイム：西漆山集落 7：00

漆山岳 10：25

長尾尾根分岐 11：50

実施日

2014.3.1

長尾尾根

西漆山集落 14：30
この山行は 25 人のメンバーと 3 月 2 日に登る予定でしたが、仕事の都合で“健脚者”3 人とその前日に登
ることにした。西漆山集落の外れに車を駐車し、そこからすぐに尾根に取り付いた。登るにつれて杉林からブ
ナ林となり、かなりの樹齢を重ねた立派なブナも点在する。天候は曇りで時々雪がちらついて遠くの展望は多
分ダメだろう。取り付きの尾根は段階的に三ヶ所の急登がある。雪の状態は下部は 30cm くらいのラッセル、
上部はクラスト（表面が凍っている）していてラッセル無しで登れた。お陰で予想よりかなり早めに頂上に着
いた。ピストンにするか周回にするか頂上に着いてから決めることにしていたが、この時間でピストンは昼ま
でに降りてしまって早過ぎる。周回コースを決め、明日登ってくるパーテェーのためにマーキングテープを自
分たちの名前を記して木々の枝に取り付けた。
頂上で記念の集合写真を撮って、広く気持ちのいい稜線を南に長男分岐へ。そこで昼食、コーヒーを飲んで
マッタリとした。
（
「マッタリ」とは、ゆっくりとしたさま、緩慢なさまを意味する長野県伊那地方の方言。近
畿でも使われていたよう。
〈編集子調べ〉
）
これから長尾尾根（長い尾根
なので名づけられたと地元の
人から教えてもらった）を下る
だけ。この尾根も広く、素晴ら
しいブナ林が目を奪う。標高
600ｍくらいにはナメコの跡が
すごく多く 11 月頃に薮こぎを
して『ナメコ採り山行』をした
いものだ。尾根の下部は尾根が
細くなり雪も少なくなってツ
ボ足で下り、沢を渡渉して出発
点の西漆山集落に着いた。
この漆山岳は前から登りた
いと暖めていた計画だった。
明日登るパーテェーのリー
ダーに登山ルートをマーキン
グする約束をして決行した登
山でした。
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と

ＧＰＳ

第１回

林

憲彦

日頃登山にＧＰＳをもって参加し、時々皆さんから質問などが有りました。今回会報に投稿させてもら
う機会が出来ましたので、私の少しばかりの知識で「登山とＧＰＳ」についてお話しします。
そもそもＧＰＳとは皆さんご存知のようにＧｌ０ｖａｌ・ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ・ｓｙｓｔｅｍから
来た言葉で平たく言えば「地球的規模で位置情報を把握する装置」です。
人工衛星を利用して自分が地球上のどこにいるのかを正確に割り出すシステムで、米軍の軍事技術の一
つで、地球周回軌道に３０基程度配置された人工衛星が 発信する電波を利用し、受信機の緯度・経度・高
度などを数 cm から数十 m の誤差で 割り出す ことが出来ます。
これらと類似したしシステムはロシア・ＥＵ・インド・中国でも開発が進められているが、本格的運用
に至っていません。
ここで皆さんに特に強調したいのは、登山においてＧＰＳは大変便利ですが、万能ではないという事で
す。
ポータブルＧＰＳは電子機器ですので電源として必ず電池がいると言うことです。電池が無くなるとた
だの重たい荷物でしかありません。
電池は化学反応で電流を発生させるため、気温の変化に敏感で、冬山では電池の容量低下をあらかじめ
知っておくと共に、予備の電池を用意した方が安心です。また、電池周辺に「ホッカイロ」等充てておくの
もいいと思います。
また里山や樹林帯でＧＰＳに頼りたくても、天空が樹木に覆われていると電波が届きにくくなり測位で
きないこともあります。
以上の理由から、登山ではＧＰＳに頼るのではなく地形図とコンパスの読図の訓練を怠ることなく、
ＧＰＳはその補助と考えてください。（次回からはＧＰＳの種類・誤差・利用方法を説明いたします）
主な GPS を紹介します

ヤマナビ

PhotoPlace

Empex map21EX

Garmin etrex30j

ただいま会員募集中！！
あなたのまわりに「いっしょに山歩きをしたい」「北アルプスに登ってみたいけど…」という人がお
られたら声をかけてください。『三島野ＳＣに入って、安全で楽しくいっしょに登りましょう』と。
三島野ＳＣでは新しい会員を大歓迎しています。
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に多くの女性の参加を！
◆ 4 月 5 日(土) 午前 10 時に

※ 山に行く時の夫や家族への気兼ね

小杉「アルプラザ」前に集合し、カラオ

前夜の準備が大変

ケ BOX クアトロブームで行います。

※ 泊まりがけの時の家族の理解

※ 翌日の家事を終えておかねば…と

※ 子や孫の世話が…

◆ 費用は実費。持込みは自由です。

etc・etc 自由にクドキアイマショウ
でも、まとめは「今年もやるぞ！」
「アルプスの峰

◆ 問合せは野開 56-3223 へ

に立つぞ！」と〆てくださいネ。

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

所

TEL

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

代

〔世話人会〕
賀久 博幸、 甲 厚子
的場 邦夫、 野開 律子、
林
憲彦、 峯
周二
宮本 久子
と左記の方 々で構成して
います。
〔相談役〕 山田 格
黒川 衛
〔会計監査〕
寺山 秀行・加藤日出子

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４月は 7 日（月)・21 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。

◇ 残雪の山の企画が 3 月に多彩に実施しました。山に春の息吹はこれからという感じの雪山の様子が
報告からうかがえます。でも、日射しがあると“そこに春が来ている”雪上ハイクが楽しめますね。
◇ しかし…2700ｍの北アルプスは冬装備がなくては行けません。ピッケルを打ち込んで登る、アイゼ
ンの前爪を蹴り込んで足場を確保する岩場の登りは貴重な体験だと思います。
◇ さあ！春です。4 月・5 月はそれを満喫する企画が満載です。昨年の企画を「もう一度」が 2 つあ
ります。同じ山の異なった山登りを感じてみましょう。
．．．
◇ 燕岳は誰でも登れる入門コース。多くの会員のチャレンジを期待しています。あなたの山の世界が
広がります。
◇ 「竹の子掘り」は例年多くの会員やその家族も参加してにぎやかに開催されています。ことしもノ
ビちゃん世話になります！「今年は参加したい」と早めに仕事を休む予約をした編子です。

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 yasu0126@p1.tcnet.ne.jp
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

メールアドレスが
変わりました
よろしく （堀井）

