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代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

春の夢の平 小木 清 画

３月
〘雪割草と福寿草をもとめて〙

丸山（南砺市旧井口村）
猿山岬（能登半島・輪島市旧門前町）

３月２２日
雪上訓練

労山県連主催

立山山麓スキー場付近で実施
交々感想を語る
カンジキ登山

４月

小佐波御前山

早春の里山

八乙女山（南砺市旧井波町）
お花見＆バーベキュー

掲示にご協力を！

旧井口村
495ｍ
【集合・出発】8 時 30 分 薬勝寺 P
【行 程】
井口 ゆ～ランド花椿 9：30
丸山頂

往路を下る

福寿草群生地
ゆ～ランド花椿（入浴）

薬勝寺 P 15：00 帰着予定
〈L〉的場邦夫 体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【装 備】残雪の状態によって必要かもしれませんの

福 寿草 の群落 に春 の

でカンジキを用意してください。

息吹きを感じ、砺波平野

【参加申込】3 月 8 日まで FAX57-8180 岩井まで

に広がる散居村の早春
の景観を！

コース：深見口１０時３０分→分岐点１１時３０分→猿山岬灯台・昼食１３時３０分→娑婆捨峠
Ｐ→登山口１３時５０分→猿山頂上１４時３０分・休憩→分岐点１５時００分→深見口１６時０
０分→車で移動→じんのびの湯１６時２０分→薬勝寺１９時３０分
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P

娑婆捨峠
猿山

灯台

【装 備】
通常の無雪期の装備
〈L〉的場邦夫 体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【参加費】約 2,000 円（交通費、資料、入浴費）
【参加申込】3 月 22 日まで FAX57-8180 岩井まで
雪割草の花の最盛期。
咲き誇る花に非日常の
空間が広がります。
200 ｍ の 断 崖 の 上 に あ
る白い灯台。その向こう
に日本海の水平線が…。

Start＆goal

自主企画案内

【集合・出発】5 時 30 分 薬勝寺 P
【行 程】
利賀スノーバレーP
ここから夏道

地元の名山です。とりわけ残雪期の雪を

登り 4 時間

抱く山並みが幾重にも広がる景観は、雪山

樹林帯を登り片折岳

前金剛 （往路を下る）
下り 3 時間

〈L〉岩井富雄 体力度・技術度とも★★★☆☆

の醍醐味を十分に味わえます。

【参加申込】3 月 6 日まで FAX57-8180 岩井まで

クラブでは幾度となく企画し、実施した
コースです。
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富山県勤労者山岳連盟主催
日
場

『雪上訓練』のお知らせ

時：３月２２日（日）午前８時～午後１時
所：らいちょうバレースキー場

富山県勤労者山岳会のベテラン会員の指導で春山登山、残雪期登山に欠かせない滑落制動、積雪の弱層テス
ト、雪洞体験などを学びます。
三島野スポーツクラブのメンバーで春の残雪期の登山を経験された方が何人もおられますが、冬山の登山技
術をしっかりと身につけている方はあまりおられないのでは。アイスバーン状態の斜面をトラバース中にスリ
ップや転倒した時、ピッケルによる滑落制動に失敗すれば死に直結することもあります。また春山といえども
天候の急変で風雪の中で一晩ビバークといった事態も起きます。そんな事態に陥った時の対処法を身につけて
いれば、大きな事故に至らずに無事に登山口までたどりつくことができます。残雪期・春山登山をやる人は是
非参加してください。
《参加できる人》

過去に春山登山や残雪期登山を経験したか、これから始め

ようと思っている人で、ピッケルとアイゼン（またはカンジキ）をもって
いる人（持っていないが参加してみたいと思う人は相談に応じます）
《必要な装備》 通常の冬山の服装、ピッケル、アイゼン（またはカンジキ）、
冬用登山着（無ければ古い雨合羽か汚れてもよいジャージの上下）、小型
スコップを持っていればそれも持参。
【集合・出発】

午前７時 薬勝寺Ｐ

【参加申込】３月１３日（金）まで ＦＡＸ0766-57-8180（岩井)
【参加費】 一人３５００円（交通費、ゴンドラリフト券、入浴代）
【その他】 昼食は各自持参。入浴セットお忘れなく
三島野 SC はこの企画に積極的に参加することを世話人会で確認しました。
春山企画(自主)に南ア・鳳凰山があります。参加したいと思っている人は必ず参加してく
ださい。

南砺市井波の瑞泉寺へ道宗が通った道でもあり、早春の
里山の息吹を感じながら登ります。
【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺 P
【コース】閑乗寺から林道に沿って八乙女山山頂へ
登り 2 時間 下り 1 時間 体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【参加申込】3 月 31 日まで FAX57-8180 岩井まで

この企画の詳細は次号の会報
で案内します。
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富山市大沢野町
754ｍ
メンバー：〈L〉峯 周二、
〈SL〉的場邦夫、岩井富雄、林 憲彦、上田千秋、加藤日出子、長谷部節子
7：30

薬勝寺 P 出発

8：10

猿倉スキー場 P

9：50

御前山(345ｍ)手前で休憩

12：15

小佐波御前山 小屋着（昼食）

13：00

小佐波御前山 出発

15：00

風の城

15：30

猿倉スキー場 P

帰路、ユートピア“越中”で♨

ひとくち感想
岩 井：今冬初めてのカンジキ歩行でした。これからのカンジキハイク・登山のいい訓練になりました。午
後から天候が回復して楽しい雪山ハイクになりました。

加 藤：意外とたくさんの積雪（2ｍ以上？）ときびしい急登を慣れないカンジキを履いての登山でした。
何度もコケました。カンジキに慣れることは大切だと思いました。小佐波御前山はい～い山でし
た。県内の近いところにいい山がたくさんありますね。また、季節を変えて登りたいと思いまし
た。天気のも恵まれて最高！

上 田：午後から天気が回復し、とても楽しいカンジキ登山になりました。事前に下見をされた〈L〉
〈SL〉
に感謝です。

長谷部：小佐波御前山の雪の多さにびっくり！帰りは青空も見えて満足でした。
林 ：何度か登った小佐波御前山ですが、積雪期は初めてで侮れない山だと実感しました。御前山と小佐
波御前山でリタイアしました。加齢に伴う体力の衰えは如何ともしがたい…。
〔言い訳：私持って
いるスノーシューは 70 ㎝と長く、登山には不向きだということが…〕

的 場：はじめてクラブ所有のトランシーバーを今回使いました。これを持っていると携帯電話より安心感
があり、今後も使いたいと思いました。
（携帯の圏外でも通話できる）

峯 ：下見したときより積雪が倍以上ありビックリ！猿倉山、御前山、小佐波御前山へのルートに先行登
山者のトレースが付いていて、どうにか頂上下の避難小屋に除雪して入り昼食としました（雪山
登山用のスコップを持っていってよかった）
。時折、青空も出て北アルプス、富山平野、下を流れ
る神通川の川面や対岸のすばらしい景観を楽しみ、癒されたカンジキハイクでした。

右・小屋は雪の下

左・雪を踏んで登る
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楽しかったカンジキで登る雪山
上田千秋
雪の多かったこの冬は「冬眠」と決め込んでいた私でしたが、２月１日の総会で小佐波御前山に下見に参加
されたメンバーから“とてもよかったよ”との感想を聞かされて、
「俄然、登りたい！」気持ちになりました。
そのために、まず二上山に登りトレーニング。昨年の牛岳でカンジキを履くのにてこずったり、途中で紐が緩
んだりした苦い経験を思い出し、登山靴に履く特訓も！？
そして当日はみぞれ混じりの雨模様の中、猿倉スキー場から登り始めました。すでに踏まれたトレースをカ
ンジキで歩く雪の感触は雲の上を歩いているようで楽しい。すぐに体がポカポカです。しかし、登れどもどん
よりした灰色の雲に覆われて展望はゼロ。でも雪をまとった木立の美しさは冬ならでは…です。御前山に着い
た頃にはうっすら視界が開け、水墨画を見るような幻想的な景色がそこにありました。雪質もサラサラのパウ
ダースノーに変っていました。
さらに小佐波御前山を目指します。途中、子供連れのパーテェーや三角
点で引き返してきたカップルに会いました。林道を超え山頂への急登はさ
すがにきつかった。山小屋まではトレースも無く、展望台へ行くスノーシ
ューの登山者と〈L〉がラッセルして道をつくりながら、２～3ｍある積雪
に埋もれた山小屋にようやくたどり着きました。そして、人一人がやっと
通れる雪の空洞の先に小屋のドアを見つけ中に入ることができました。
山小屋で昼食を摂れたのは有
難かった。お腹を満たして下山開始。山小屋から出るとお天気が一変
していてそこには青空が顔を出し、一面の雪原がキラキラ輝き、まる
で別世界が広がっていました。みんなで踏み登ってきた長く続く一本
の踏み跡が輝いて見えます。展望も開けて眼下の富山平野も神通川も
スッキリ見渡せます。「風の塔」では新港大橋も望めました。
とても快調に下山できたのですが何度も転んでしまいました。また
しても課題（小玉スイカを股に挟んだくらい開いて足を平行に運ぶ）
が残りました。
でも、仲間のおかげでとても楽しいカンジキ登山となり、雪山が大好きになりました。
林さんによると『小佐波御前山はクラブ発足準備当時に登った思い出の山』だとか。身近に楽しめる山とし
て、花の季節・紅葉の季節にも登ってみたいと思いました。

ひとくち知識

天気ことわざ

春に三日の晴れなし

3 月から 4 月にかけて大陸から移動性の高気圧がやってきます。この高気圧
が日本列島を覆っているときの北アルプスで“真っ青な空と白い雪の峰々”の
大展望を満喫したことがよくあります。
ときには翌日は横殴りの雪の中を下山したことも。
東京の過去 10 年のデータで 2 月、3 月、4 月がどれだけ晴天が続くか調べて
みました。2 月は冬型の気圧配置が続いて、4.7 日と晴天が長く続きます。でも、
暖かな春の 3 月、4 月は 2.5 日と 3 日続かないんですね。
まさに「春に三日の晴れなし！」です。
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スノーシューの功罪（全くの私見）

林 憲彦

先日の小佐波御前山トレッキングでの体験をもとにお話します。
当日スノーシューをはいて登ったのは私だけで、他のメンバーはアルミ製カンジキか立山カンジキでした。
歩き始めは三島野 SC のほかにも登山者がいてトレースもクッキリ。１０分くらいスノーシューで歩いたと
ころで、足への負担が重く感じたのとトレースがしっかりしていたので「ツボ足でも大丈夫」と判断し道の傍
らにデポ。御前山までは先行の人の踏み跡を辿って快調に歩き始めましたが、車
が走れる林道を過ぎ登山道に入るとトレースもメチャクチャで歩きにくくなり
ました。カンジキの皆さんは少しの荒れた雪上でもスイスイ。ツボ足の私は難渋
しました。
（スノーシューを担いでこれば良かったと反省）
登山道から 20 分ほどでトランシーバーもあり連絡が取れるので、一人ゆっく
り行くことにしました。しかし、５分くらい歩いたところでツボ足ではキツく引
き返すことにしました。が、トランシーバーも届かなくなり後方から登ってくる
登山者に伝言を頼み下山。
猿倉山から少し下ったところで、私の遅れを心配した〈L〉が避難小屋から急
遽駆けつけてくれて合流しました。
〈L〉に感謝、感謝！
前置きが長くなりましたが、私の持っているスノーシューは長さが 60ｃｍ、重さ 1 ㎏（500cc のペットボ
トル 2 本分）あり長時間歩行には不向きです。
（カミさんの立山カンジキは 500g、プラスチックのカンジキは
もっと軽いかも）また、カンジキとスノーシューの踏み跡の大きさは違っていてカンジキの後は歩きにくいこ
とも分かりました。
〔結論〕スノーシューはアップダウンの少ない原野を歩くのに適していますが、急な登り下りのある登山に
は不向き。登山ではカンジキと決めたら、みんながカンジキにするほうが良い。――みんなが歩幅を決めて歩
けば付けた踏み跡がだんだん固く締まって後の人が歩きやすくなります。また、ツボ足でいけるところでは脱
いでザックに括りつけて歩けます。
以上ささやかな体験からの感想です。参考になれば幸いです。

よくある話 『
忘れ物』

年をとると体の弱りもさることながら、物忘れがひどくなる。

加齢による脳の退化と、年寄り特有の「準備したがザックに入れ

なかった」類の思い込み、勘違いが関係している。中でも多いの

は登山靴、カンジキ、ストック、手袋、スパッツなどたくさんあ

る。集合時間が決まっており、取りに戻っていては置いてきぼり

にな る 。

私は忘れ物の常習犯。いつもみんな顔が揃ってから、得意の「あ

りゃー！」が出る。そんな時のためではないが、車のトランクに

は常時いろいろな装備を積んでいる。それこそ、いつでも登れる

ものが揃っているのだ。残雪期の山で登山靴を忘れ、あいにく車

にも無く、登山口の知人宅に駆け込み、長靴を借りて参加した。

忘れもの中で一番多いのはやはり登山靴。山に登るのに信じられ

ない話だが、使った後、手入れをしてそのまま乾かして忘れるケ

ース が 圧 倒 的 に 多 い 。

今まで装備を忘れても、参加断念のケースはなく、会員同士で

融通して凌いでいる。しかし、実際山に入ってから気がついた時

は、あるもので工夫して凌ぐしか術はない。

テント泊で、食器がない、箸がないなどは可愛いほうで、ヘッ

ドランプ、行動食、テントのフライがない、バーナーがあるのに

ガスがない、シュラフを忘れたケースまで物忘れもさまざま。ビ

ニールの細引きやナイロンシートなどかさばらない物は、忍ばせ

ておくと、いざというときに助かる。現場に入れば、あるもので

凌ぐ術も登山技術の一つと心得ればよい。

トイレに行った後、ワンピッチ動いてから、
「財布がない…」青

くな っ て 呟 い た 。
「どこでなくしたん？」
「トイレしたところ」
「ト

イレ何処でしたの」「財布なくしたところ……」
「？？？」。
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人目につくところに貼ってください。
例えばスポーツショップ・スーパーマーケット・体育館、
ホールなど公的施設などです。
２判（ А
３の２倍）の大きさです。
А
希望する方は堀井まで連絡してください。
昨年は十数箇所に貼り 出し、ポスターを見て の問い合わ

せが数件ありました。
春の里山散策しながら、
道の傍らで見つけることが
できかも…。

ふきのとう
雪消えした春一番に顔を出す山菜ふきのとう・・・

小さなつぼみを食べるのが一般的ですがのびたものでも花を取り「ふきみそ」や油炒め等
とてもおいしいですよ

こごみ
山菜のコゴミは、ふきのとうと同じ雪消えの頃、山々の沢や湿地帯で大量に群生していま
す。てんぷら、胡麻和えで…。

タラノメ
雪消えした春一番に顔を出すふきのとう・・・小さなつぼみを食べるのが一般的ですがの
びたものでも花を取り「ふきみそ」や油炒め等とてもおいしいですよ
山菜で人気 NO.1 でしょうか。開くと７列の葉をもち幹（枝）に長い針（バラのとげ）で
武装しています。太い若芽はは多少のびすぎても先端部分はやわらかです。
香り・味わいともに山菜の王様。
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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

山が好き、岩が好き
吉野和記遺稿集

氏

日本勤労者山岳連盟

任務分担

九州地区協議会 編
１５００円（
＋送料）

４判 ２１６Ｐ
А

戦後の 民主 化の中 で労 働組 合が多 数で きて働

く登山 者が増 えたが 、今 ま での山 岳会で は民主

的な働 く人達 の要求 に応 じ ること はでき なかっ

た。こ こに働 く人達 の要 求 に応じ る自主 的な山

岳会と して労 山が生 まれ た が、こ の本の 中に育

ち行く姿が記録されている。

また、『登山を考える』の中にある「山と人」

「山はなぜ山なのか」
「講 中 登山 」
「山のこころ」

「アルピニズムについて」「ハイキング考」「登

山は人 間的な もの」 など も 考え深 めたも のと思

われる 。昨今 、この よう な 論考は なかな か読む

機会が 少ない ので、 この 文 章は貴 重なも のとな

っている。
（労山時報３月№４８１より）

三島野スポーツクラブ運営役員

〔世話人会〕
的場邦夫、 林 憲彦、峯周二
宮本久子、甲 厚子、島倉津也子、
岩越理代
と左記の運営役員の方々で構成
しています。
〔相談役〕 山田 格
黒川 衛
〔会計監査〕
竹内啓子・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。
3 月は第 2 月曜日 9 日・第 4 月曜日 23 日(月)です。ご出席をおねがいします。
尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。

◇ 積雪が少ないですねぇ。子供の頃、雪を山のように積んでカマクラつくってあそんでいたのがウソみたい
です。でも、山にはちゃ～んと降っているんですね。小佐波御前山の報告と写真で知りました。そして、
安心しました。雪山が身近にあってこそ北陸・富山ですから！
◇ 春を探しに出かけましょう。猿山や丸山で春の訪れを実感できます、きっと。
◇ 新しい会員を迎えることは「クラブの活性化につながります」
（岩井代表の総会あいさつ）
。ポスターを貼
り出す機会に山愛好者がいれば声をかけましょう。
◇ 北陸新幹線開通の報道が過熱報道気味です。富山に東京から、首都圏から観光客が押し寄せてくるかのよ
うな「幻想」です。便利になることはよいが、でも“オレ、これから生涯何回乗ることが…？１回いや２
回…いや、乗ることがないかもしれないなあ”。でっかい税金と借金までしてつくった最新交通機関に醒
めた気持ちになっています。
◇ 2 月が 28 日までと気がつくのが遅かった。おかげで会報作りにしわよせが生じ“粟を食って”スパート
しました。

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 URL
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html です
インターネット「三島野スポーツクラブ会報」で検索すると全ページカラーでご覧頂けます
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