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朝霧の中を歩く（雨飾山） 小木 清 画

登山セミナーの報告
7 ページ～9 ページ

梅雨明け間近の季節の深緑が豊かな自然を醸し出し
高山では雪解けの後に、お花畑がひろがります
「道宗道」とは
道宗は 500 年余り前の五箇山の住人で、浄土真宗

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ

本願寺の蓮如上人の教えを受け、篤い信仰生活をお

【行 程】
〈Ｌ〉岩井富雄
薬勝寺Ｐ6：00
（竜の背中）

くりながら五箇山地方に真宗の教えを広げた。

縄が池着 7：30 発 8：00
尾根 9：00

高清水山 10：00

長年通い続けた道がいつしか「道宗道」と呼ばれる

ひだまり峠 9：30

ようになった。その行程は全長 30km で、そのほと

杉尾峠 10：30

杉山砦跡 10：45（昼食）11：30
30

月に一度の井波の瑞泉寺へのお参りを欠かさず、

んどが尾根筋の山道です。道宗は暗いうちに歩き始

新山峠 12：

め、その日のうちに井波・瑞泉寺に着いたと伝えら
れています。

新山峠口 14：00

（登山口にデポした車を取りに戻り、帰路へ。途中
で温泉入浴を予定しています。
）

右・整備された道宗道の道標

技術度★☆☆☆☆ 体力度★★☆☆☆

下・ひだまり峠

【参加申込】今回は 7 月 4 日まで受け付けます。
FAX 57-8180（岩井）まで

2,702ｍ

白 山
山のあちこちに
お花畑が広がる
歴史ある信仰の山

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】 〈Ｌ〉的場邦夫
1 日目

平瀬道登山口(1290ｍ)8：30

屋(2020ｍ)10：30
室堂 14：15
2 日目

大倉山避難小

カンクラ雪渓 12：15～13：00

（御前峰へ往復 約 1 時間）

（御前峰からお池めぐり）約 2 時間

室堂 8：30

平瀬登山口 12：30

昼食と大白川温泉後帰路へ
標高差 登り・下りとも 1,400ｍ
技術度★★☆☆☆ 体力度★★★☆☆
【費 用】12,000 円（宿泊費 交通費 雑費）
【参加申込】7 月 7 日まで（宿泊予約のため）
ＦＡＸ57-8180（岩井）へ

御前峰を見ながら弥陀ヶ原を歩く
右・朝日を受ける御前峰と白山神社奥宮
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泊

3,180ｍ
昨年の夏、東鎌尾根から挑んだ槍ヶ岳は台風接

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ

近のため、槍の穂先を目前にして撤退。

【行 程】 〈Ｌ〉堀井泰則
1 日目

新穂高温泉

鏡平

今度は西鎌尾根から槍の穂先をめざします。宿

双六小屋（泊）

登り標高差 1450ｍ 歩行時間 7 時間

泊のヒュッテ大槍は食事の評判が良くアットホー

2 日目

ム的だとか…。

双六小屋

千丈沢乗越

樅沢岳 （西鎌尾根）

槍ヶ岳山荘

ヒュッテ大槍（泊）

双六小屋周辺はお花畑が期待できます。

登り標高差 500ｍ 歩行時間 6 時間 30 分
3 日目
る

ヒュッテ大槍

槍平

槍ヶ岳

飛騨沢を下

新穂高温泉

下り標高差 1650ｍ 歩行時間 10 時間
技術度★★★☆☆ 体力度★★★ ☆
【費 用】25,000 円（交通費 宿泊費 ほか）
【参加申込】7 月 20 日まで ＦＡＸ57-8180（岩井）
事前の打合せ会を 7/21（月・祝）小杉いろりの里で
19 時より行います。

※

は 0.5 です
槍ヶ岳山頂からの大槍ヒュッテ

鬼岳

龍王岳

雄山

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行 程】 〈Ｌ〉未定
室堂から浄土山に登り五色が原方面に向かって稜線を歩
きますが、帰路のバス時間によっては途中で折り返すこと
もあります。

※
は 0.5 です。
技術度★☆☆☆☆ 体力度★ ☆☆☆

【費 用】5,000 円（交通費 ほか）
獅子岳から振り返る

【参加申込】7 月 3１日まで ＦＡＸ57-8180（岩井）

夏山自主企画
Ｌ／的場邦夫
ＳＬ／堀井泰則

北アルプスの奥、お花畑とダイナミック
な
詳細な企画案内
は次号会報で！
山稜を眺め歩く山旅です

おんたけ
3,063ｍ
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メンバー：Ｌ／荒井英治、ＳＬ/峯 周二、伊勢治雄、背渡健治、林 憲彦、古川三郎、的場邦夫、瓶田真寿美、
岩越理代、甲かほる、竹内啓子、宮本久子、加藤日出子、上田千秋、高橋洋一、小木 清
〔行 程〕
薬勝寺Ｐ7：30

つくばね森林公園 8：50

若杉集落跡 9：07
唐木峠 10：07
岐 11：43
12：38

登山口出発 9：37
高落葉山・草沼山分

高落葉山山頂 11：50（昼食）
草沼山山頂 13：30

13：48 縄が池散策 15：00

林道へ

ゆ～ゆ～ラン

ド花椿 15：55～17：00 帰路へ

ひとくち感想
峯 ：白山が近くに見え、北アルプスの山々と砺波平野が一望。大木が茂るブナ林が美しく、癒されたこころ
に活力が湧いてくるようでした。

甲 か：高落場山では散居村の砺波平野、白山、薬師岳などが眺められてすばらしかった。どこからでも水が流
れていてびっくり。ブナ林から出てくるのかな？

岩 越：高落葉でも高落場！？ふかふか落葉の道宗道。昔の人も踏みしめて歩いていたのでしょうね。それにし
ても暑かった。木陰でのランチが美味しかった。高橋さんの甘い卵焼きが美味しかった。

古 川：登山道はきれいに整備されていたが、縄が池の駐車場にタバコの吸殻が落ちていた。マナーを守っても
らいたいものです。

林 ：ブナの古木（大木）に出会い、その逞しさを自分に取り入れられるようソット触れ、力をもらった登山
でした。

加 藤：久々の登山。水芭蕉の花は終っていましたが、無事に遂げられ楽しかった。
宮 本：登りは深く積もった落葉で滑りやすく、これが高落場→高落葉かな。ブナ林の中は気持ちよく歩いて、
「クリーンハイク」を忘れていました。

竹 内：スッキリ青空。下界は暑いだろうに高落場山はブナ林の深緑が気持ちよかった。そのブナの大きく逞し
かったことに「自然の偉大さ」を感じました。

上 田：ブナ林が美しいクリーンな山でした。頂上の展望も良かったし、木陰での昼食も楽しかった。
背 渡：さすが高落場山。枯れ葉の多い山でした。
．．
的 場：あまり顔を見ていなかった先輩方に会えて、いろんな話が聞けてよかった。クリーンハイクの獲物はナ
イロン・ペットボトルの蓋などチョットだけでした。でも、晴れてよかった。

瓶 田：クリーン登山でしたが、ゴミはあまりなく登山道はきれいでした。それだけ登山者のマナーがいいわけ
で良いことですね。連日真夏日が続く中で暑さが心配でしたが、樹林帯を登るのでそれほどでもなか
った。ブナ林がとてもきれいで心洗われる想いでした。

伊 勢：登山道は落ち葉が多く急な登りでは足の置き場に困り登りづらかった。天候もよく展望もきいて楽しい
山行だった。

荒 井：下見に来たときは雨とガスで視界が悪く、分岐点で左右どちらか不安になったが、今日は視界もよく案
して歩けた。
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近くて遠い草沼山
高橋 洋一
高落場、草沼、高清水、ひだまり峠から降りれば梨谷川。麓の縄ヶ池林道わきには森林組合に管理委託した
僅かな持ち山もあるのですが、いまや場所も定かではありません。一帯は 10 数年前までは身近で多目的な遊
び場でもありましたが、ある出来事を境になぜか遠くなってしまいました。
余談ですが、毎晩酒を欠かせない私は最近、健康？のため平日は節酒（禁酒ではありま
せん）週末はご褒美にスコッチを頂きます。今回の行事前夜は知人の来訪で過ごしてしま
い少し心配でしたが、翌朝わりと快適に現地に向かいました。
“クリーンハイク”というの
でゴミ？入れを腰に歩き始めたのですがいっこうにゴミは溜まらず、また分岐点から予期
もしない急登で心臓もバクバク、足はヨレヨレ、頭はワヤワヤで思考不能？「ミズナラの木をクヌギ、椿の実
を栃の実」と言い放つなど、何かおかしいな？やはり酒のせいか…と不安を抱きながらもなんとか付かず離れ
ず歩くことができました。
高落場での昼食後ほどなく草沼山に。やはり否が応にもあの日と同じ情景がまざまざと蘇ります。眼下にひ
だまり峠、上には高清水のツインピーク。
あの日は２００１.９.１１のアメリカ同時多発テロのあった 10 日後、月曜夕方のことでした。突如、次男
が交通事故で意識不明の状態で搬送されたとの報で病院に駆けつけました。集中治療室の廊下には泣き伏す妻
や娘、土下座する加害者親子、気の毒そうに事情聴取する警察などで混乱。とても現実とは思えない悪夢のよ
うでした。
その日、次男は憧れの愛車だった同じ年のアメリカ製大型バイク「ハーレーダビットソン」の手入れをして
試乗していたところ、国道交差点を前方確認せず直前右折したピックアップトラックと衝突したものです。両
車両とも大破し次男は 10ｍほど飛んだとのこと、現場写真からその凄まじさを知りました。
数時間も経った頃。突然、治療室から「痛い！痛い！」と叫ぶ声、どうやら気が付いたようでした。暫くし
て救急医から状況説明があり、それによると大小１０数ヵ所の骨折（手術）
、靭帯損傷（移植）、致命的ではな
いが多少の内臓損傷、脳挫傷…まさに満身創痍。生きているのも奇跡的で、バイクが大型で体も強靭だったの
が幸いしたのだろうと言われ、治療は『リハビリを含め１年かかるものとお考え下さい』とのことでした。ICU
（集中治療室）から重症室に約３ヶ月やがて個室になり車椅子に乗れるまで回復したものの、それからのリハ
ビリ（手足の屈折、歩行）が大変でした。私も毎日朝晩、車椅子をホールまで押し歩行訓練を泣き笑いしたも
のです。約１年後、次男は転職を余儀なくされて国家資格に挑戦、合格祝いに二人で国内一周のドライブ旅行
に出かけたものでした。
全身に残る傷跡は消えることはありませんが、今は平穏に家庭を持ち過ごしてい
ます。
今晩あたり久しぶりに呼んで酒でも…高落場山の帰路そんなことを思い巡らして
いたところ突然、ふくらはぎに激痛が走り蹲ってしまいました。触らぬ神に祟りな
しと冷ややかに行過ぎる会員の中から一人の男性が“これを舐めなさい”と差し出
してくれたのは飴ならぬ岩塩でした。おかげで数分後には不思議に回復したようで
す。お名前は失念しましたがまさに天使のような方でした。紙面を借りて御礼申し上げます。
帰って調べたところ、私の症状は前夜の飲酒による脱水。当日の多汗で塩分不足に陥ったのが原因でした。
岩塩にはナトリウム、カリウムを多く含み、このような症状には効果的で適量の水分と併用すれば点滴と同じ
効果が得られるそうです。初めての経験でしたが大変勉強になりました。今後、己をわきまえて予告の道宗道
を楽しめたらと思っています。
草沼山…何か忘れ物したような不思議な気持ちは何でしょう？ ６月１日 by／SUKEBE／J.J
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雨・雨・雨…で撤退
テント前泊組が出発した時は曇り空。糸魚川ＩＣから小谷に向かう途中から雨が降り始めましたが、トンネ
ルを抜けると雨がやんでいたり、小谷温泉のキャンプ地では降っていた雨が止んだ。食事は雨上がりの屋外で
楽しむことができた。
翌日早朝４時起床。降り続く雨がやみそうもなく日帰り登山〈Ｌ〉の的場さんに連絡し、登山は中止とした。
ここでツァー登山を目撃。15～20 人にガイド 3 人が雨の中準備運動を始め、係員から弁当とお茶が配られ
ていた。見ると「登山客」の装備はヒドイ。100 円ショップで売っているような合羽に靴はスニーカーでスト
ックは無し。昨日、下山した人の荒菅沢の残雪情報を聞いている私は「無事に登れるのか」と案じられずにい
られなかった。
わが三島野スポーツクラブは登山のための機会を設けたり、情報を提供しています。今回のこのツァーを『他
山の石』として安全登山をめざしたいものだと思いました。

（岩井 記）

必ず、また来ます！
峯 周二
前日から、初めて挑戦する雨飾山にワクワクした気持ちであった
が、梅雨時期の天候に心配していた。それがあたって小谷の道の駅
あたりで雨になってきた。はずんでいた心が沈んでいく。しかし、
登山口キャンプ場に着いた頃は雨もあがり、テントの設営にかかっ

雨上がって夕食で山談義

た（初体験）
。曇り空のもと木のベンチをテーブルにして夕食。食べ
朝の雨の登山口

ながら呑みながら山談義に花が咲いた。私も多くの山を経験し「語
りたい」と思いました。
〈Ｌ〉特製のカレーライスはピリッと最高に美味しく満足してい
るところにポツリと雨が…。早々に寝床に着いたが雨脚はいっそう
激しくなっている。朝になっても雨は止まず、山はガスッていて登
山は中止となりましたが、頂上に向かって「必ず、また来ます！」
とこころで叫び帰路に着いた。

山と渓谷社 編・発行
Ａ５判 ２９６ページ
価格 １９８０円＋税
本書に収録した用語のカテゴリーは登山（含むクライミング）技術・用具一般、地形・
地学・地名（山名）（国内主要山岳を含む。海外山岳一部）、山岳気象・雪氷、登山者
俗語など、登山雑誌や登山関連書籍で使われている主要な用語からマニアックな用
語まで。 辞書的な使いかたのほかに、読み物としても楽しめる一冊です。 また巻末
には「山岳概念図（北アルプス、中央アルプス、南アルプス）」、「日本百名山、二百
名山、三百名山データ」、「日本の山岳標高ベスト 100」、「ヒマラヤ山脈全図、8000
ｍ峰 14 座データ」、「谷川岳、剱岳登山条例」、「登山用具各部の基本名称」、「標準
装備表」、「ルート図（トポ）の記号と実際の地形例」、「クライミングのグレイド」、「日
本登山史概略」などの資料も収録しています。
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6 月 28 日・29 日
国立青少年自然の家
来 拝 山
《参加者》 岩井富雄、小坪哲彦、背渡健治、荒井英治、堀井泰則、古川三郎、福島忠義、的場邦夫、
林 憲彦、的場邦夫、峯 周二、上田千秋、小竹伸子、加藤日出子、甲 厚子、甲かほる、神田恵美子、
島倉津也子、長谷部節子、堀カツコ、堀川克子、宮本久子
【日 程】
1 日目
9：00～10：35 山の緊急時対応について

講師 加藤勇樹さん（立山消防署）

10：50～11：20 年を重ねて、なお山に挑む身体づくり

お話 古川三郎さん

11：20～11：50 登山におけるリーダーの役割について

お話 堀井泰則

（昼食休憩）
13：00～ 1／25000 地形図の磁北線引きと折りたたみ方
そのあと、来拝山登山しながら読図訓練を予定していたが、降雨のため中止。小坪さんの
指導でストレッチ講習。
15：00～ これまでのクラブの山行写真を見ながら懇談。
夕食後、時間をおいて 20：30～22：00 懇親会
2 日目
昨日できなかった読図学習で来拝山へ（大辻山 白岩川ルート登山は増水のために中止）
下山後、昼食弁当を食べ帰路へ
左・緊急時の講習
上・古川さん語る
下・地形図に磁北線引く

参加者全員集合

外国人人宿泊者と交流

7

登山セミナーひとくち感想

来拝山山頂にて

瓶 田：三角巾の使い方はとても参考になりましたが忘れ
てしまうので時々思い返してやってみたいと思
います。古川さんや堀井さんのお話もとても有
意義で少しでも生活の中に取り入れたい。

堀 ：各講師の話がとてもためになりおもしろかった。
残念は雨が降ってきて読図の登山ができなかっ
たこと。ヤットカット参加したのに…。

島 倉：立山町消防団の加藤氏の話がわかりやすく、
かつ、カッコよかった。

峯 ：頂上では視界悪く、風強く、今にも雨が降りそうでしたが、シャクナゲの当たり年らしく花を咲かせて
群生するそれはすごいインパクトを感じました。ブナ林の新緑の景観も素晴らしく、マイナスイオン
を沢山いただきました。

堀 川：一日のみの部分参加でようやく今年のデビューとなりましたが、気恥ずかしさで始めは後の方で応急措
置法を聞きました。でも、皆さんのフレンドリーな対応にすぐに打ち解け、初めての読図作業も何と
かついて行けました。実地で学ぶのは次の機会の楽しみに残して、懇親の意義深いセミナーとなりま
した。お世話ありがとうございました。

福 島：救急救命士の加藤氏の実践をまじえたケガの救急措置は非常に役に立つお話でした。古川氏の体力を維
持するための日頃の訓練方法も楽しく聞かせてもらい、堀井氏のリーダーの役割についての知識のお
話しも勉強になりました。これからの登山に役立てたいと思う。

古 川：立山消防署の加藤さんの三角巾講習と話が大変参考になりました。テーピングの講習も再度企画してほ
しいと思います。

林 ：古川さんの健康に対する姿勢と実行力に大変感銘を受けました。私も古川さんの何分の一でも実行しよ
うと思いましたが、持続できるか自信がありません。

甲 か：加藤消防士の救急措置、傘寿・古川さん、晴れ男・堀井さんのそれぞれの奥の深いお話を聞き、日々の
生活の中に取り入れて頑張りたいと思いました。いつまでも元気で、若くいたいなぁ…。2 日目は読図
体験学習。晴れてよかった。

長谷部：参加してよかった！わからんことが解って…。食事も大変美味しかったです、しかも安価で。
神 田：皆さんが熱心にトレーニングに励んでおられることに刺激を受けて、“私もやらねば…”と思いました。
消防士の話の中の「無理をしない」の言葉が胸にしみました。

小 坪：男女各 9 名での懇親会、久々に楽しく語り合えたことがよき思い出となりました。皆さん有難う。
背 渡：今回のいろいろな話がこれからの人生の参考にできれば！？
的 場：三角巾の使い方、磁北線の引き方、地図のたたみ方、古川さんの登山のための日常の過ごし方、堀井さ
んの登山に対する考え方（モチベーション）等々いろいろ勉強になりました。また参加します。

加 藤：救急時の三角巾で処置する方法を学び災害時にも役立てたらと思いました。磁北線を引き、さあ来拝山
へと意気込んだら雨降り。でも翌日に実行で来てよかった。

甲 厚：古川さんの体力は日々の努力の賜物と感心しました。これから“自分で登る登山”でいきます。
上 田：救急救命士の講義は三角巾の使い方を教えていただき有意義でした。古川さんの年齢を感じさせない体
力は日頃のトレーニングにあり。とても感服しました。学習した読図を復習しながら登った来拝山で
はコンパスが正確な位置を示してくれました。とても勉強になったセミナーでした。

小竹伸：学習することは大切ですね。全ての講師の話が大変勉強になりました。十分言いますが、案内ハガキに
日程・予定がわかるように書かれていると有難かったです。

荒 井：1 日目は雨で読図の実地訓練はできなかったが（翌日実施）室内でのストレッチの指導は説得力があっ
てためになった。身体のケアをもっとしようと思いました。三島野に講師を務めれる人材が豊富だと
心強く感じました。

宮 本：古川さんの日頃の生活習慣に対する“信念”に感服です。何事も続けることが大切。少しでも見習い二
上山トレーニング登山を続けたいと思っています。

堀 井：2 日目の企画に参加できませんでしたが、どっぷり山にかかわる話に浸かり、会員の心開いた交流もで
き良かった。年に一度は持ちたいものですこんな機会を。
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来拝山記録（読図訓練登山）
立山青少年の家 8：30

来拝山山頂 9：40～50

大丸山経由

立山青少年の家 11：15

登山セミナーに参加して
峯 周二
立山消防署の加藤さんからケガの応急措置の三角巾の使い方をは
じめて学びました。そして、わが三島野 SC の最長老・古川さんの
規則正しい生活習慣（ストレッチ、腕立て屈伸 60 回、自宅近辺の
1

掃除と除雪、スポーツジムで訓練、二上山の定期登山 26 回／年、
足裏カナヅチ打ち 500 回）などの話を聞き、感動感激。堀井さんの

2

リーダーの役割・リーダーシップのこうさつも未熟な私に大変刺激
になりました。先週の雨飾山に続いて雨で中止を危ぶまれた来拝山
登山は 2 日目に読図学習をしながら登れてよかった。初めて登った
山で立山信仰ゆかりの山だとか。低山ながら急な登山道は濡れて滑
りやすく、変化ある登山道は程よい刺激もあって楽しかった。心残
りは増水のため、初めての沢登りができなかったこと。
3

最後に、立山青少年自然の家の施設使用ルール、夕べのつどいの
他団体との交流などいろいろ社会勉強になりました。
企画・準備された方々ありがとうございました。
1.アジアの若い女性と交流

2・話に花が咲いた懇親会

3.パソコンモニターで過去の山行をみんなで覗き見る

登山セミナーを終えて

岩井富雄

今回の「登山セミナー」6 月 28 日・29 日の二日間の日程で立山青少年自然の家で開催しました。
「山での緊急救急」のテーマで立山町消防署から加藤優稀氏を講師に招いて、実践的な三角布を使って
ケガをした腕や足首の固定の仕方や、出血時の止血の仕方などを丁寧に教えていただきました。
また、古川さんから“アンチエージング”の身体づくりについて、日頃のたゆまぬ努力の具体的な日々
のすごし方の話は聞く人に感銘と刺激をあたえてくれたと思います。
夜の部はチョット？お酒も入って有意義な交流ができたと思います。それぞれの山への想いが語られま
した。こんな語らいが意欲を高め、挑戦する心を昂らせるきっかけになるだろうと思いました。
多くの会員の参加で有意義な「セミナー」になったのではないかと思っています。これからも新たなテ
ーマをもって計画したいと思いました。また、立山消防署が快く講師を派遣していただいたことに感謝し
たいと思います。ありがとうございました。

夏山に向けて多くの山好きが山へ向かいます。
“誰かいっしょに”“北アルプスに行きたいな
あ”と
思っている人がおられたら誘ってください。
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氏

名

住

所

TEL

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

三島野スポーツクラブ会報

任務分担

労山機関誌「登山時報」

７月号に掲載されました

三島野スポーツクラブ運営役員

〔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 7 月は第一・第三月曜日 7 日（月)・
21 日(月)です。ご出席をおねがいします。またこの日は『槍ヶ岳企画』事前打ち合わせ会を行います。
参加者は出席されますように。
尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。

◇ 初めての一泊の「登山セミナー」は「一口感想」から一定の成果を当クラブにもたらしているとい
ってもいいのだろうと思います。そして、もう一回り参加者を多くし、企画内容についても会員の
要望なども聞きながら次回へと繋げたいものです。

．．．．．
◇ 「近くて遠い草沼山」の寄稿は「高橋さん復活」を願っていた会報編集担当は、満面の笑顔で紙面
をつくりました。でもよかったですね息子さん。
◇ 夏山企画が満載です。そのための体力づくりは今からでも遅くありません。古川さんの“爪の垢を
せんじて…”の決意と気楽なこころで！
◇ この夏はエルニーニョ現象が発生するとか。ゲリラ豪雨がまた日本列島を襲うかもしれません。異
常気象が「通常気象」化している昨今です。
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
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