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頸城駒ヶ岳にて

小木 清画

10 月・11 月企画案内
◆県スポーツ連盟 交流と研修の集い

10/17～18
立山山麓山野スポーツセンター
◆10/25 大門山・赤摩木古山
◆11/1 高坪山
◆11/22～23 石割山(自主企画)

編笠山～権現岳～三ツ頭
わくわく山行 ベスト山行 宮本久子
・労山機関誌「登山時報」の普及について
・剱岳カレンダーの紹介
・小さな旗の大きな威力

予告

12/5 忘年会と二上山企画

労山北信越交流登山

参加申し込みは締め切りました

新日本スポーツ連盟・富山県連盟 主催

（土）

（日）

スポーツ交流と研修会

――日 程――
10/17

〈スポーツ交流会〉
三島野 SC は極楽坂山登山に参加しますが、他へ

登山、ウォーキング、パークゴルフの各種目で実施
の参加も可能です。

登山参加者は７時 00 分・薬勝寺 P 集合、出発。夕食後、交流・懇親会を開催します。
10/18（午前）

『体幹を鍛える』

講演と実技指導
講師：泉

9 時 30 分～11 時 30 分

敏郎先生

【参加申し込み】10 月 10 日まで 岩井富雄 FAX57-8180 へ
※日程の部分参加が可能です。
（登山・交流会・講演と実技指導のうちどれに参加するか？）
参加申し込み時に知らせてください。

〔山名由来〕
だいもんざん

あか まっこ やま

1572ｍ

1501ｍ

大門山：
「白山に向かう尾根の入り口にある大きな門」
という説と白山越中禅定道の入り口の大門とする説
がある。
赤摩木古山：山頂から奈良岳に向かう左に赤茶けた岩
肌が由来。

ブナ林は晩秋のたたずまいを見せ、
山頂から冠雪した白山を望む
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
薬勝寺 P 6：00

ブナオ峠 7：30

赤摩木古山 10：35
12：05

大門山 9：50

大門山 11：35（昼食）

ブナオ峠 13：45

♨入浴し、薬勝寺 P 帰着 16：00
〈L〉岩井富雄

体力度・技術度とも★★☆☆☆

【費用】2,500 円
【参加申込】10 月 17 日迄
岩井富雄（FAX）0766-57-8180 へ
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葉を落とした木々の梢に晩秋のたたずまいを見
落ち葉を踏みながら里山を歩く…

（日）
南砺市（旧平村）相倉
1014ｍ
【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
登山口 8：45
9：45

林道獅子越線合流点 9：20

高坪山登山口 10：10

獅子越峠

（往路を下る）

登山口に 12：15 帰着し昼食。♨入浴後、帰路へ
〈L〉背渡健治

歩行時間 3 時間 30 分

体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【参加申込】10 月 25 日迄
岩井富雄（FAX）0766-57-8180 へ

11 月の自主企画

(日)

(祝)
1413ｍ

頭に雪の帽子をかぶり、裾野を広げる富士山の気高い姿
は、日本人の心に癒しと誇りをもたらせる。
2013 年三つ峠山、2014 年大菩薩嶺から富士山を仰ぎま
した。
そして今年は山中湖畔近くの『富士山展望の稜線歩き』
を企画しました。
企画の詳細は次号会報で案内します。

は雨天のため、中止しました
焼岳に登るのを楽しみに、その日の家事などの用事をやりくりしてその日を迎えましたが、あいにくの雨模
様。予定時間の 5 時に薬勝寺 P に集まったものの「解散」
。
“この日一日は身も心も登山日”としていたのでこのまま帰るのも勿体なく、せっかくだから K さんと二上
山を歩くことにしました。二上山に近づくと雨が止み、陽も射してきたのです。早朝の静かな山道をおしゃべ
りしながら山頂へ。するとビックリ！M さんが立っている。
「家に帰ろうとしましたが…」とのこと。M さん
のおかげで大師ヶ岳まで足を延ばすことができました。途中の竹林は青々と雨上がりの鮮やかさ。山道は竹の
落ち葉が白く彩っていた。山頂でおいしいコーヒーをいただき山談義。
家に帰った 10 時頃には大雨。大師ヶ岳に大満足し、
「焼岳中止」は納得の一日でした。
1
帰ってから O さんから電話があり、同じ思いで二上山に歩きに行き、すれ違いになったことを知りました。
同行できればもっと楽しかっただろう。
（宮本久子）
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八ヶ岳連峰（南八ヶ岳）

（土）

（日）

メンバー：
〈L〉的場邦夫、背渡健治、堀井泰則、岩越理代、宮本久子
【行動記録】
権現岳山頂

9/19
薬勝寺 P 6：00

登山口 観音平 10：15～40

雲海 11：47

押手川分岐 12：44

14：43～15：00

編笠山山頂

青年小屋 15：37

9/20
4：30 起床
7：18
～45

青年小屋出発 6：15

権現岳山頂 8：20～30
木戸口 10：37

岩峰ギボシ
三ツ頭 9：25

観音平 13：15

小渕沢道の駅で♨入浴後 14：50 帰路へ
薬勝寺 P 19：35 帰着

岩 越：天候に恵まれました。編笠山山頂手前の急登は、へこたれそうになる
ほど長かったですが、とにかくペースを一定に保ちました。青年小
屋はゆったりとした雰囲気で、お料理も美味しかったです。翌日、
権現岳手前のギボシの岩場や鎖場は少々スリリングで緊張しまし
た。山頂で鋭い岩峰にしがみついて満面の笑顔で記念写真を撮って
もらいました。そして、三ツ頭の稜線から振り返ると自分たちがこ
こまで辿ったルートや南八ヶ岳の山々が見え感動モノでした。楽し
編笠山へ樹林帯を行く

かったあ―。

背 渡：日本海側から山ひとつ越せば晴天！日本中のアルプス、富士山が最高
でした。山小屋は見た目は悪いが、小屋の人たちの対応、料理は★
★★でした。帰りの車中で、人生・健康・料理 etc の話で盛り上がり
早く到着した感じだった。また、労山・三島野 SC の旗の“威力”
は凄かった。旗を見た人から「どこの県の労山？」と声がかけられ
た。今シーズン最高の山行でした。

堀 井：はじめての山域・ルートは新鮮でした。南八ヶ岳のアルペン的雰囲気
を楽しむことができました。次は権現岳からキレットを超え赤岳・
阿弥陀岳を歩きたいと思いました。八ヶ岳はいい山だ！

的 場：ルート経験のない編笠山・権現岳のリーダーを無謀にも引き受けてと
ても心配でしたが、メンバーの協力とチームワークで無事に遂げる
ことができホッとしました。山行は事前の下調べどうり、鎖場、岩
青年小屋「遠い飲み屋」赤提灯

場がありで登り応えがあり、思った以上に大変でした。こんどは赤
岳・阿弥陀岳まで行きたい。

募集定員 8 名になりましたので、募集を打ち切りました。
参加の要望がまだ寄せられましたがご容赦ください。
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わくわく山行 今年のベスト山行
宮本久子
南八ヶ岳は 2010 年に「赤岳～横岳～硫黄岳」の縦走に参加し、充実した山行だった思い出があります。今回は、
その南の山域で初めてのコースにワクワクの山行。
薬勝寺 P を出発してひたすら登山口観音平に急ぐ。登山口近くに「道の駅・小渕沢」があり、そこに立ち寄って
休んだ。そこにはみやげ物や日帰り温泉があって帰りの楽しみにとっておき、登山口観音平へ。
登山口観音平は標高 1560ｍ。編笠山 2524ｍへは約 1000m の登り。苔
が地面を覆うカラマツの原生林の中を登りはじめる。熊笹とシャクナゲの
群生そして、大きな岩がゴーロゴーロの急登となって呼吸も荒くなる。途
中途中呼吸を整えながら、程よいペースのお蔭でぐんぐん高度を稼いでい
った。やっとの思いで樹林帯を抜け編笠山の山頂にたどり着いた。バンザ
ーイ！
雲海の上に富士山が姿を見せ、南アルプスも遠くに見えた。めざす権現
岳と八ヶ岳連峰の盟主・赤岳が目の前に聳え立ち、疲れが吹っ飛ぶ。他県
青年小屋へのゴーロ
の労山の仲間と感激をにぎやかに交歓しました。
編笠山を後に青年小屋へ。急な下りは大きな岩が一面に重なり覆って小
青年小屋 夕食風景
屋まで続き、気が休めない。これは火山の産物でしょうか？
登山口から 5 時間ほどでようやく小屋に着いた。青い屋根に錆の浮く古
いトタンの外壁。居酒屋風の赤提灯がさがっておでんのにおいがプンプン
匂ってくる。オーナーはじめ皆さん素朴でゆったり。食事は美味しく、特
に豚汁は最高。デザートに甲州ぶどうも…サービス満点。5 人一部屋で感
じの好い山小屋でした。
翌朝、権現岳めざしてゆっくり出発。気温低く防寒対策して歩き始めた
が、「汗ばむと脱ぎ、風で寒さを感じると着る」を繰り返した。蔽ってい
たガスが流れ富士山や甲斐駒ケ岳などが見えると歓声をあげた。岩峰ギボ
権現岳山頂に立つ
シに近づくと険しい岩場となってストックをしまってザックに着けた。リ
ーダーから三点支持とクサリに体重をかけないように声がかかった。その
声掛けに気を引き締めた。
権現岳登頂。ピークに立
って気が晴れ晴れする。嬉
しい。大きな岩が積み重な 蓼科山
る岩峰の頂上は一人立つの
がやっとで、峰の岩を囲ん
北横岳
で記念撮影。仲間に感謝で
す。目の前に聳える赤岳へ
縞枯山
は 2 時間で行けるとか。
ここから三ツ頭は登山者
も少なく静寂な稜線歩きで
した。草紅葉、シャクナゲ、
中 山
ウスユキソウ、ミヤマリンドウ、赤い実をつけたゴゼンタチバナ、
天狗岳
マツムシソウ、イブキジャコウソウ、コゴミグサなどを目にする。
夏沢峠
立ち枯れの木が現れて樹林帯が明るくなる。地表に這う根に注意し
ながら黙々と下る。樹林帯に入るとキノコがあちこちに出ている。
硫黄岳
キノコ汁の美味しい味付けの話や、相撲の話などに盛り上がりなが
横岳
らいつの間にか登山口に着いた。
阿弥陀岳
天気良く、私にとって今年の best one の山行になりました。
赤岳
帰路の道中、反対車線の上高地方面から帰る車が長い列をつくり
権現岳
渋滞。それを横目に私たちはスムーズに帰ることができました。あ
りがとうございました。
三ツ頭
編笠山
夏沢峠を境に、北八ヶ岳：樹林帯が山頂近くまで続き、比較的なだらか
な峰が多く、湖沼も点在する。
南八ヶ岳：主峰・赤岳 2899ｍをはじめ横岳、阿弥陀岳、権現岳などの
するどい峰々が連なり、急峻な地形となっている。
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八ヶ岳連峰 地形図

○ 12 月 5 日（土）

トレッキングのコース、参加費など

○ 国分浜の「越の庭」

次号の会報（№182）で案内します。

2017 年
カレンダーの紹介

剱岳山岳ガイド
稲葉秀樹 制作・監修

〈雪と岩の殿堂〉厳しいだけにそれだけ美しい名峰です。
立山信仰登山・先達の流れをくみ、厳しさに鍛えられたス
キルで案内する剱岳山岳ガイド
そんな山岳ガイドと行く登山をカレンダーにしました。

左：表紙
冬の晴れた剱岳
山頂
下：1 月
冬の剱岳をめざ
し番場島へ

剱岳及び周辺、八甲田や利尻山まで、先達する山岳ガイド
の雄姿をクライアントの目線で撮っています。
写真技術は稚拙ですが、行った人にしかわからない、息の
聞こえるような、そんな雰囲気を感じていただけたら嬉し
いです。

【稲葉秀樹の略歴】
登山家・竹内洋岳氏と世界第二の高峰「K２」に登頂。富山県山岳警
備隊勤務の後、山岳ガイドとして独立し、映画「点の記」
「春を背負っ
て」で山岳ガイドとして活躍。
2017 年、5 月 突然の病で倒れ、回復めざしてリハビリ中。

一部 1500 円ですが、三島野スポーツクラブは 1000 円の価格です。
なお、売上金は稲葉氏への見舞金とされます。
希望者は堀井泰則まで連絡してください。

小さな旗の大きな威力
これまで何回声をかけられただろう？この旗を見て「あっ労山」
「私
たちも…です」から始まる全国の労山の仲間との交流。
5 月の鹿島槍・冷池山荘で寒さでストーブを抱えるようにして暖を
とっていたら「松江アルペンクラブです。その小旗いいですねえ」と
鹿島槍へ登ってもう一泊するとか。
「松江は遠いちゃ」と。
どこでだったか、「静岡からですか」と聞かれた。
「富山やちゃ」と
いうと怪訝な顔。三島市と間違われたようだった
わずか、40～50 ㎝の小旗は意外に大きく見えるらしい。
そこには「日本勤労者山岳連盟」の文字があり、その威力であるこ
とも肝に銘じなければなるまい。
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全国連盟 副理事長 石川 友好

い ま 、労 山が 発行 して いる 機 関誌 「労

と こ ろで 、い まの 「登 山時 報 」の 内容

山時報」が大きな危機を迎えている。労 は、労山全国の活動を伝えるだけでなく、
山会員の高齢化により、山を引退したり、 さまざまな登山記録や各地の山案内、地
年 金生 活で財 政的 に厳しく 、購 読を中 止 方 連盟 や各会 の活 動の様子 、さ らには 大
する会員が増えている。
「登山時報」をこ 地震のネパールの状況など、実に多彩な
も 目を 引くカ ラー 写真が誓 われ 、魅力 あ

れ まで 通り発 行し 続けるた めの 財源的 基 内 容が 掲載さ れ、 書き手も 多い 。見た 目
盤が危うくなっている。

こ のこ とは、 労山 のこれか らの 組織的 課 ふ れる ものと なっ ている。 ある 著名な 登
題を検討してきた「組織基本問題調査会」 山家から匿名で「各頁とも、なかなかよ
で も大 きな検 討事 項となり 、そ の答申 を く でき ていて 、楽 しく拝見 しま した。 い
受 けて 、全国 理事 会は「登 山時 報」購 読 ず れも 多岐に わた り、労山 の力 に敬服 し

◇

◇

「 登 山時 報」 は、 編集 委員 会 を中 心に

す。

者 拡 大 の た め の キ ャ ン ペ ー ン を 実 施 中 ま す」 の言葉 が寄 せられた こと もあり ま
だ。
◇

こ う した 状況 は、 ひと り労 山 だけ の問 機 関誌 として の基 本を踏ま えな がらも 、
題 では ない。 出版 界でも「 活字 離れ」 が 内 容を 多彩に 魅力 あるもの にと 努力し て
す すむ なかで 、書 籍売上の 減少 や各種 雑 き た。 これが 絶え ることが ない よう、 ぜ
ろ しく 。各地 方連 盟で、そ れぞ れの会 ・

誌 の経 営難が 言わ れている 。山 岳雑誌 も ひ 全国 の労山 会員 の皆さん のご 協力を よ
同様だ。

しかし、
「登山時報」は単なる雑誌では クラブで担当者を決め、読者の普及と拡
な く、 労山の 機関 誌だ。そ れは 、労山 の 大 に取 り組む とと もに、ご 意見 や記事 を
主張や活動を労山内に伝える重要なメデ 寄せていただくようお願いします。
ィ アで あり、 対外 的には労 山を アピー ル
す る顔 だ。何 とし ても労山 会員 みんな の
力で守り支えなければならない。
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月一回発行 310 円

三島野スポーツクラブ会員の購読を！

汗をかき、これでもかこれでもかと疲れた足を一歩一歩前に出して到達したピークに立った喜びは何

ものにも代えがたいものです。
「がんばった自分へのご褒美」であり、「達成感は明日を生きる源泉」に

なるでしょう。

こんな素晴らしいことを会員相互に交流して、より豊かに膨らませてくれる。また、参加できなかっ

た会員には意欲を触発することにもなるでしょう。これが機関誌の役割ではないでしょうか。

全国の労山のクラブは幾百もあります。それぞれがかなりレベルの高い運営をされていることは「登

山時報」の会報紹介からうかがえるし、今春、鳳凰三山縦走の時〈Ｌ〉が小屋の管理人に「雪山装備を

しっかりしてくること」をきつく言われたとき、労山だと名乗ると一変して「ああ、労山ですか。じゃ

大丈夫ですね」と言われたと聞きました。いろいろな実績を全国の仲間が積み重ねた証だといえます。

ただ、山に登るその刹那だけ楽しみだけでなく、それ以上のものが登山という行為を通じて私たちに

残してくれる。だから「スポーツ」であり「文化」なのではないでしょうか。

ひとりでも多くの会員が「登山時報」を購読されることを願っています。 （代表 岩井富雄）

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

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

〔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が、
１０月は、第 1 月曜日 ５日・第 3 月曜日 19 日とします。
尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。

◇ 天気が予定を狂わすことは、間々あること。だが、当人にとっては大変な“狂い”であることがいや
がうえにも訴えかけていました。でも、しっかりフォローできストレスがたまらなかったようですな。
二上山は救いの神が宿る山でもあるかな…。
◇ それにしても夏の天候は不順でした。お盆を過ぎてから急に夏が逃げていったようでした。
「また企画
して！白馬大池」の声も聞こえましたが、来年も大池は埋まらず水をたたえているでしょう。
◇ 反して、八ヶ岳は…。羨ましがらせてコノー！と言いたくなる。地形図でどんな山かある程度知るこ
とができますが、やはり行ってみてわかることが多いですね。
◇ 秋の企画もラインナップ。県西部の山２峰は三島野企画はハツモノかな？地元の山を愛しましょう。
自主企画・東北 安達太良山と磐梯山は初めての企画。秋色の山、刈入れが終わった山里の風情を楽
しみながら歩きましょう。
◇ 機関誌「登山時報」について、登山時報から転載しました。会にとって機関誌（会報）が無くなった
ら「命とり」です。それはどんな組織でもいえることです。とりわけ、
（強制力のない）自主的に運営
している会にとっては会員同士をつなぐ役割と、会と会員のパイプ役をしてくれるからです。もちろ
ん、わが三島野スポーツクラブもしかりです。
◇ 企画を立てる季節はもう冬までやってきました。参加申込するときはそんな心構えも忘れずに！

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 horii.yasunori@rouge.plala.or.jp
ＦＡＸ 0766-25-2792
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

E メールアドレスが
変わったぞ～
インターネット「三島野スポーツクラブ会報」で検索し、その会の名称をクリックすると全
ページカラーで見ることができます。

