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代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
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日向山（山梨県北杜市）

小木

清 画

(土)

トレッキングの実施要領
【集合・出発】国泰寺前 8 時 30 分

忘年会

【行程】

トレッキング参加者入浴後の 13：00～15：00

国泰寺前バス停 8：00
大師ヶ岳 9：20

国泰寺 8：30

アッパレハウス分岐 10：35

会費は 4,000 円です。

越の湯 11：55
【参加申込】

12 月 2 日まで岩井富雄

FAX57-8180 へ

行程と参加受付の締め切りを変更しました

国泰寺前バス停 7：51 着 を利用してください。
※ 小杉からは小杉駅 7：14 発

高岡駅 7：22

を利用してください。

国泰寺

国泰寺前バス停

※ バスは氷見行き 高岡駅前④のりば 7：31 発

大師ヶ岳

※ 申込時に〔トレッキングと忘年会に参加〕or
〔どちらかのみ〕をお知らせください。
〔どちらかのみ参加〕がわかるようにしてくだ
さい。

【集合・出発】6 時 00 分

二上陸上競技場前

△ 参加希望者は当日上記場所に来てください。事前申し込みは行いません。約 3 時間の行程です。
△ 積雪がある場合、カンジキが必要になります。〈L〉岩井富雄まで問い合わせてください。

展示作品は購入することができま

□ 12 月 1 日(火)～12 月 6 日(日)

す。会場で小木さんに購入希望作品

午前 9 時から午後 5 時まで（入室は午後 4 時 20 分まで）
但し、最終日 6 日は午後 3 時で終了します

をお伝えください。
尚、開催日程の後半になると「売

□ 射水市小杉展示館（射水市戸破茶屋町）

約済」がでますので、早めの観覧を

□ 入場無料

おすすめします。

□ 後援

日本勤労者山岳連盟

三島野スポーツクラブ
2

会場の地図は会報前号№182 の
８P を参照してください。

と

き

1 月 31 日（日）

発足して満 17 年が経ちました。い
ろいろな企画を積み重ね、一人でも多

午前 10 時 30 分より

くの会員が集う「三島野 SC 」を目指
してきました。これからもより発展す

総会終了後、懇親会を行います

ところ

る「三島野 SC」にするため意見交換

古洞の森

しましょう。
会員皆さんが一番多く顔を合わせ
る機会でもあり、こぞって参加される

高岡駅南口と小杉駅南口から送

ようお願いします。

迎バスを運行します。

体力と気力の

わが三島野 SC 会員の構成年齢が一年一年高齢化してくる。それは体力と気力の衰えになっていない
でしょうか？「★or★★しか参加できない」という声も聞きます。
そこで“アンチエイジング”にチャレンジして「来年は★★★くらいは行けるようになろう」という
気概をもって野外活動が少なくなる北陸の冬を、トレーニングの機会として能動的に生活しましょう。
また、コタツに入ってミカンを食べながらテレビもいいが、山の本にふれる機会として時間をとって
はどうだろう。「こんな山があるんだ！登ってみたい」「この山は無理かもしれないが、この山なら登れ
そう」とか、遭難事例などを読むことは体験を省く“転ばぬ先の杖”の机上学習でもあります。
図書館のスポーツ本コーナーを利用する。会報で紹介された本を手に取ってみるのも良いのではない
でしょうか。山への意欲が触発されトレーニングへの行動につながることでしょう。

筋肉は年齢に関係なく鍛えられる

登山に必要な筋肉

遭難事故の半分以上が「転倒・滑落」です。ち

（山筋ゴーゴー体操より）

ょっとした凹凸に足を取られたり、木の根に躓い
ても転倒しないリカバリーができるのは筋力で
す。遭難・事故の多くは下山時に発生しています。
「疲れて踏ん張りがきかない」
「岩場で恐怖を感じ
て岩の突起に手や足を確保できない」は筋肉疲労
に起因することが多いといわれています。
教本「山筋ゴーゴー」を参考にして 30 分でも 1
時間でもトレーニングをやりましょう！次のシー
ズンはワンランクアップの山歩きが可能になるよ
うに！
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1571.6ｍ

1501.0ｍ
南砺市
旧上平村

参加者

〈L〉岩井富雄、
〈SL〉的場邦夫、小竹茂樹、川端友嘉、熊木龍己、小坪哲彦、續池 巌
桶本一栄、小竹伸子、熊木廣子、高井増美、續池静子、長谷部節子、
（会員外）宮前スミ

【行程記録】
6：00

薬勝寺 P

7：05

登山口 P 着

7：20

出発

7：45・8：30 休憩
9：05

赤摩木古山との分岐

9：25～40
9：55

大門山頂上

赤摩木古山との分岐

10：25～11：00
赤摩木古山頂上
11：30

大門山との分岐

12：05・12：40

休憩

13：05

登山口 P 着

13：50

くろば温泉

16：20

薬勝寺 P 帰着

これからの意欲が湧いた大門山・赤摩木古山
川端 友嘉
こんかいは日曜日の催行で、私の予定とタイミングが合い参加できました。何年か前に登った山で、今年 2
回目の登山でした。念のため前回はいつかと会報で調べたら、なんと 3 月 29 日の猿山岬でした。これだけ間
が空くと山を歩く感覚を忘れてしまい、自信もなくなり不安を抱きながらの参加となりました。
その日曇り空の薬勝寺へ、顔を忘れてしまったからか、初めて会うような気もする人もおられます。3 台の
車に分乗し登山口へ向かった。山間に入り、紅葉が我々を迎えてくれ 7 時過ぎに大門山登山口に到着。久しぶ
りの「これから登山！」という緊張感の期待を胸に準備完了。
〈L〉岩井さんの掛け声で出発。私にとってはいきなりの急登の試練。半年のブランクが大きく、紅葉を楽
しむ余裕など全くありません。
〈L〉からトップの後ろ二番手に付くようにとありがたい声がかかり、感謝しな
がら登った。赤摩木古山への分岐点にさしかかった頃より私の体も、以前を少し思い出したようで、紅葉の素
晴らしい景色も目に留まるようになってきました。
大門山で小休憩後、引き返して赤摩木古山へ向かう頂上で 360
度のパノラマを見ながら早めの昼食。そして下山。心配していた
膝も持ちこたえてくれ、1 時過ぎに無事下山できました。ゆっく
り「くろば温泉」に浸ったことは言うまでもありません。
言い訳になるかもしれませんが、この間、毎日伏木の山を少々
歩いていましたが、「本番には勝てない」ことがよくわかりまし
た。来年に向けて、今の伏木の山歩きを続けながら、もっと積極
的に数多く「本番」に参加したいと思っています。そして、三島
野スポーツクラブの☆スター☆「古川大先輩」を目標に進みたい
と思っています。
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續池静：初めての山で楽しかった。落ち葉がふかふかして、下山時すべりやすく注意した。ちょうど体力に合っ
た山行でした。

的 場：紅葉の山を十分楽しみました。天気も良く楽しい山行でした。
川 端：久しぶりの山。紅葉のきれいさを見ながら…と思っていましたが、疲れバテてそれどころではありませ
んでした。トレーニングの大切さが身に染みました。

長谷部：天候もよく、歩くペースもよく大変楽しい山行でした。
續池巌：前に猿ヶ山い登ったとき気がかりになっていた大門山に登ることができてよかった。キノコがなくて残
念でした。

小竹茂：紅葉が大変素敵な山行でした。メンバー14 人のおかげです。
小竹伸：あきらめていた紅葉を見ることができました。それにしても…こんな急登だったっけ？！
熊木廣：天候に恵まれ、紅葉を見ることができました。落ち葉を踏みしめての登り・下りでしたが、地面が見え
ず木の根や石がわからず足の踏み場に危ない思いをしました。なんとか行ってこれたので感謝していま
高 井：感謝！山に登れたことに感謝です。春から環境が変わり身動きがとれ
なかった私ですが、ようやく来ることができ感動です。自然・体力・
人とのかかわり――すべてに今は感謝の気持ちでいっぱいです。あ
りがとうございました。

小 坪：久しぶりに心地よい汗をかきました。天候に恵まれて楽しい山行でし
た。

桶 本：春以来３度目の山行。転んだ・転んだ！３回もです！不思議にケガな
し、アザなし…皆さんのおかげです。

續池巌：前に猿ヶ山い登ったとき気がかりになっていた大門山に登ることが
できてよかった。キノコがなくて残念でした。

熊木龍：朝の気温が低く、汗もかかずに登りました。大門山の樹々に霧氷が
びっしり。久しぶりの登山でした。

南砺市（旧平村）相倉

（日）
参加者

1014ｍ

〈L〉背渡健治、
〈SL〉的場邦夫、堀井泰則、小坪哲彦、續池 巌、寺山秀行、古川三郎
甲かほる、續池静子、熊木廣子、高井増美、藤井洋子、小竹伸子、桶本一栄、宮本久子

【行程記録】
7：00

薬勝寺 P

8：07～20

宮谷尾根登山口 P

林道・獅子越線―獅子越峠
―登山道探索

10：45 高坪山登山口
11：15～12：00 高坪山頂上（昼食）
12：23 高坪山登山口
林道を下る
14：05 宮尾尾根登山口 P
14：20 細尾峠

左上：登山口へ林道歩き

14：45～15：50 花椿温泉

左下：黄葉の盛り

16：30 薬勝寺 P 着

上：彼方の景観を見る
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絵にも描けない美しさ
寺山秀行
11 月 1 日五箇山の中心に位置する高坪山の山行に参加した。この日は 2、3 日前
からぐずついた天候だったので心配だったが、見事に晴れた。そのせいか朝はぐっ
と冷えた。私にとっては実に 4 年ぶりの参加だ。登山口へ今日はいい天気、日ごろ
の行いなどと言いながら向かうと前方に白い雲が見えた。山から谷へ下りてゆく雲
が出ており滝雲と續池さんに教わった。10 月の研修会での泉先生のから実技指導を
受けた準備体操を思い出し登り始めた。
最初は、山行き計画書の“いきなり杉林の急登”との道宗道の宮谷尾根登り口に
とりついた。足元はぬかるんでおり登りはまだしもこの道はおりたくないなァと思
いながら行くとどうも反対の方向だというので戻った。登りなおして林道獅子線合
流点から獅子峠に 9 時 45 分についた。
晴れた空に目を向けると、東に日が西に月が浮かんでいる。さらに、雪
をかぶった剱岳が遠望でき、目の前の谷には赤や黄色の絵の具を置いた
ような紅葉・黄葉の雄大な景色がみられる。さらに反対側には白山が見
え、まさに“絵にも描けない美しさ”であった。
“フレッシュな紅葉”な
どと言いながら 11 時に高坪山の山頂に着いた。ゆっくりと昼食をとり
林道をたどって下りた。すると登りの時には登るのに気を取られていた
のか背後の山をよく見ていなかったのか、真っ赤に燃えるドウダンツツ
ジの紅葉であった。
も みじ

も

い

紅葉の語源は「揉み出づ」だという。 色づく木々を見れば、目に見えぬ染色家の手が、木の葉に潜む鮮や
かな色を、1 枚 1 枚ていねいに揉み出しているようでもある……仕上げは秋空に映える赤に染め上げる、…（中
日春秋）よりを実見した 1 日でした。
井波の街の散策はやめて、ゆーゆランド花椿で入浴し帰路についた。天候もよく紅葉もきれい眺望もよし、
大儲けの 1 日でした。そして久しぶりの参加でしたが暖かく迎えてもらえ会の皆さんに感謝、感謝です。

的 場：紅葉が素晴らしく、下山は登山道を使わず林道を紅葉に染まる山を眺めながら歩いたのがよかった。
背 渡：心配していた天気は晴れ！最高の紅葉！国土地理院の地形図に書かれていない山道を探すのに GPS は
頼りになる。的場さんありがとう。

小 坪：秋晴れの中、木漏れ日射すブナ林を落ち葉の絨毯を踏みしめて歩く心地よさと、全山紅葉を満喫しつ
くした一日でした。二度も調査してくれたリーダーのおかげです。有難う。

堀 井：初めての山。天気良し、季節良し、メンバー良し、リーダー良しの best 山行でした。こんな素晴らし
い秋色に染まる山だとは知りませんでした。

高 井：ありがとうございました。素晴らしい一日でした。何よりも最初のウォーミングアップ（道迷い）が
自信とつけさせ、無事下山できたのです。

續池巌：ナメコ＆クリタケが採れた！！
桶 本：先週（大門山・赤摩木古山）に続いての参加です。今回は滑らずに行けました。山々の赤・黄・緑が
とてもきれいで、幸せな気分になりました。

小竹伸子：尾根から滑るように流れる滝雲。太陽が顔をだし空が青く澄み渡る。紅葉の谷・尾根。息をのむよ
うな活き活きとした紅葉に出会えました。道に迷ったこともご愛嬌。
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（次ページにつづく）

熊木廣：今秋は二回も（先週の大門・赤摩木古）快晴の紅葉の山に登ることができました。よく歩いて行っ
てきました。

續池静：良い天気で紅葉の山を堪能しました。途中の「トレーニング」もちょっとスリルを楽しめました。
藤 井：ススキのアーチを通り抜け、思いもよらないロッククライミング？をし、皆のアドバイスでやっとの
思いで林道に下りました。山の赤・黄・緑の三段染めは見事でした。

宮 本：初めての高坪山は楽しみに参加しました。紅葉が活き活きというかフレッシュというか…久しぶりに
素晴らしい紅葉に出会え、感激しぱなっし！でした。

甲 か：自然がたっぷり残っている高坪山でした。富山にはまだまだ生きたい山が多くあるな。紅葉が素敵で
した。

桶 本：先週（大門山・赤摩木古山）に続いての参加です。今回は滑らずに行けました。山々の赤・黄・緑が
とてもきれいで、幸せな気分になりました。

小竹伸子：尾根から滑るように流れる滝雲。太陽が顔をだし空が青く澄み渡る。紅葉の谷・尾根。息をのむ
ような活き活きとした紅葉に出会えました。道に迷ったこともご愛嬌。

富山ウォーキングクラブとの共同企画

(日)
メンバー

〈L〉林 憲彦、荒井英治、小坪哲彦、寺山秀行、福島忠義、的場邦夫
甲かほる、長谷部節子 （ウォーキングクラブ 5 名）

【行程記録】
薬勝寺 P 9：00
（凧温泉で入浴）

水道つつじ公園 10：30

三千坊山 12：00

脇之谷内 13：30

薬勝寺 15：00

林 ：登山道はよく整備されていて、今日も数
名の方が刈払機などで雑草を刈ったり、
頂上の不動尊の雪囲いに精を出してお
られました。安心して登れ感謝！です。
冬枯れのなか、展望はいまひとつでした
が、かすかに灘浦海岸も望めてみなさん
にいい汗を流してもらえたのではない
かと満足しています。

長谷部：落ち葉を敷き詰めた絨毯の道を気持ちよく歩きま
した。満足なハイキングでした。
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（次ページに続く）

的 場：時雨れる季節の里山企画でしたが、日頃の行いがよかったのか、リーダーの強運のお蔭か、晴天には
ならなかったが寒くもなく雨にもならず、整備された登山道と林道を紅葉を楽しみながら歩きまし
た。気持ちの良い山行でした。感謝！

福 島：以前から気になっていたが、未だ登ったことがない三千坊山。三千坊山保勝会の方や地元の皆さんが
手入れされた道はしっかりと整備されて歩きやすかった。頂上からは少し霞んでいたが、遠くに能
登半島や日本海が見渡せて爽快。市街地から近くて豊かな自然が残り絶好の里山でした。

荒 井：二上山程度の標高なら…と軽い気持ちで参加した。でも意外と疲れた。捨ててもだれも拾わないよう
な履き古した靴のせいだろうか？頂上付近の尾根の片側が深く切れ落ちていて”ここから落ちたら
確実に死ぬな“と思った。里山でも危ない個所は結構あるものだ。登山道を整備しているボランテ
ィアの人たちが弁当を広げていた。こんな作業はなかなか無償ではできないことだ。感謝！

小 坪：三度も下見されたリーダーと、おふくろの実家の縄張りで、“辺り一帯は知り尽くしている”サブリ
ーダーのおかげで晩秋の里山歩きを楽しむことができました。凧温泉もまた抜群でした。

甲 か：自然がたっぷり残っている高坪山でした。富山にはまだまだ生きたい山が多くあるな。紅葉が素敵で
した。

寺 山：朝出がけに計画書を見ると体力・技術が★★☆☆☆だったので“エッ”と思いました。が、気持ちい
い汗をかきながら落ち葉が厚く積もった道を登って展望台に着いた。氷見の海が見え、紅葉した木
の向こうに二上山が見える。家に帰り着くと１万４０４８歩でした。

歴史の山

里山を歩く
福島忠義

都合によりクラブの企画に久しく参加することができませんでしたが、今回の「三千坊山トレ
ッキング」企画に参加できて満足でした。三千坊山は静かで自然豊かな里山なので、気軽に山を
歩きたいときには最適だと思いました。
9 時 30 分頃、水道つつじ公園に到着後、下山先の脇之谷内に帰りの車をデポし戻るまで公園内
を散策。
出発の準備をして公園駐車場から歩きはじめ、公園内の高架配管の下を潜り抜けしばらく散策
い から べ
道を行き五十辺集落を過ぎてリンゴ園の赤く実を付けた木を見ながら登山道へと向かった。歩き
進むと白山池・鍾乳洞、そしてさらに行くと塩売石（昔、能登志雄町の塩売り商人が牛に塩を乗
せて通った道らしい）もあった。
えん どう
10 時 45 分江道登山道との分岐に到着。登山道は三千坊保勝会や地元の有志の方々の手入れによ
って整備されて快適に歩くことができた。落ち葉の上をガサガサ音を立てながら軽快にリズムを
とるように足を運ぶ。曇っているが風もなく穏やかな天気なので快く歩くことができた。いった
やぐら
ん林道に出、また登山道へ。そして、展望 櫓 のある山頂に着いた。山頂では数人の方が周囲の環
境保全の活動に精を出しておられた。感謝！ありがとうございます。
展望櫓からの展望は遥か能登半島や富山湾が遠望できる。残念ながら立山連峰は霞んでいた。
展望櫓の上で昼食。みんなで輪になり楽しくおしゃべりをしながらのさながら「昼食会」
。
近くの展望の良い自由広場で日本海や遥かな山々の眺望を楽しんだ。そして下山 12 時 50 分。
脇之谷内への下山道は木小木の梢の葉は少し落葉していましたが、まだまだ色鮮やかな紅葉を残
し印象的でした。登山道脇の草花を楽しみ愛でながら下山しました。
下山地、脇之谷内集落に到着。帰りは皆が行く「凧の湯」に浸りたかったが用事があって一人
帰路に着いた。
標高わずか 264ｍの里山・三千坊山。何度も歩きたくなる自然豊かな山でした。春には小鳥のさ
えずりを聞きながら山野草や山菜の芽吹きを楽しむことができるだろう。
今日一日楽しい山歩きができました。
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フルマラソン初参加

やったぜ完走
岩井富雄

快晴の下、富山マラソン２０１５は、高岡市役所前スタートし新湊大橋、富
山市内駆けぬけ富岩運河環水公園へめざしました。
私は、朝５時に起き食事前に３０分ほど２㎞走りウォーミングアップ、朝食
し家を７時出発、７時２５分現地到着、すでに会場は人、人、ひと…であふれ
ていてスタート前のウォーミングアップはほとんど出来ない。手荷物を指定さ
れたトラックに預け７時４５分スタート整列、私の整列地点は皆さんご存知の
「手打ち蕎麦・竹の子」より７０ｍほど中川寄りでこの時私は体を冷やさない
ために整列したランナー達に囲まれるように中に入る、スタートまで１時間余
り周りのランナーと会話とウォーミングアップし号砲の合図を待つ、息子に見
送られながらスタート合図から６分後にやっとスタートラインを通過できま
した。
スタート地点から古城公園周辺、高岡大仏前の通り、山町筋、
赤祖父（南）の折り返し点（５ｋｍ）、芳野中学校までは多くの
ランナーで混雑し、自分のペースで走ることが出来なかった。し
かし三女子から庄川の堤防に入るとランナーが少なくなり、良い
景色、沿道から住民の温かい声援をもらいながら気分良く走るこ
とが出来ました。
庄西町から新湊市街１５ｋｍ地点過ぎ沿道で三島野スポーツ
クラブの旗を振っている孫２人を発見、息子・嫁・嫁の母４人にハイタッチし、餅１個食べ大応援受け元気に
なり、再度気分の切り替えができ元気に飛び出した。
今日のコース一番見どころの新湊大橋からの立山連峰、富山湾の眺めが素晴らしくランナーの中には、走る
のをやめてカメラのシャッターを切る人も多かった。しばらく走るとクラブの長谷部節子さんの応援する姿を
発見、握手し元気をもらって走りだした。
八町地点で再度孫たちの「じいちゃんガンバレ」の声援を過ぎてから気づき戻って握手、予想していない声
援は嬉しく疲れを感じ始めていたので元気取り戻すことが出来た。
出発して４時間、３６ｋｍ地点通過。“よし自分の作戦通り！”と思いながら走る、しかし３７ｋｍ付近で
足首の痛みを感じたので練習も含めて１００ｍほど初めて歩くことにしました。以降、走る・歩くを繰り返し
た。ゴール近くの大勢の声援にビックリしながら気持ちの良いフィニッシュ出来ました。
家へ帰って、息子の嫁さんがゴール手前数百メートル「お父さん、ガンバレ」と呼びかけながら並走したが
振り向いてくれませんでしたと妻にメール送っていたことを知り、家中みんなが応援してくれて私は幸せ者だ
と思いました。
全体として、幼稚園から高校生、大学生、住民からの温かい声援に気持ち良く走ることが出来、元気もらい
ました。
今後は、いつまでも登山、ハイキングを続けるために近くの運動公園で１週間に２～３回５ｋｍほどトレー
ニング続けようと思っています。
会員の皆さんも、楽しく、登山、ハイキングを続けるために日頃から運動をしましょう。
私の体験から、長く運動を続けるコツは“毎日やるんだ！”と決めつけると長続きしない、気軽に１週間に
２～３回ほどの気持で行うと長続きします。
。
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三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

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

〔世話人会〕
的場邦夫、 林 憲彦、 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。

12 月は、第 1 月曜日 7 日・第 3 月曜日 21 日です。
会員はどなたでも参加できます。お気軽においでください。
尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。
会場は小杉駅南口近くの射水市三ヶ（元町）2739-1「はなみずき」です。
（布や寝具店横）

◇ 今回の会報に登場する山はすべて「わが故郷の山」
。そして、
“こんないい山がこんなところにあ
ったんだ！！”と参加者の口から交々語られています。10 月から 11 月の季節は里山歩きに最適
な時期。木々が色づき豊かな色彩で山を飾る様に感動しっぱなしの話が報告に満載です。
◇ こんな地元の山企画は参加者が比較的多く、賑やかな山歩きとなって楽しさが倍増する感じです
ね。やはり、「安・近・短」は庶民の大切なキーワード。
◇ 加齢は「臭い」だけではありません。肉体の衰えも始まります。だが“ちょっと待ってください”
トレーニングでそれをストップする。または最小限にする努力で新しい峰に立ち、新しい感動を
得ることができます。努力しましょう！わがクラブに見本になる人が…。
◇ クラブの代表の岩井さんの「フルマラソン挑戦」の記は彼の頑張りと、家族を大切にするやさし
い心が伝わってきます。これからも三島野スポーツクラブを頼みますよ！
◇ 『おぎ きよし水彩画展』が楽しみです。会報のコピー原本の表紙絵をあらためて広げました。
2010 年 5 月№116 から 2015 年 12 月№183 までになりました。これだけの枚数を並べると壮観
です。これを定期総会の会場でなんとかして一挙展示したいと思っています。乞うご期待を！

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

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。
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