会報

日本勤労者山岳連盟（富山県連盟）
新日本スポーツ連盟

№ 184
2016 年 1 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

木瓜

小木 清 画

」

三島野スポーツクラブは 1999 年に発足して以来、着実な活動を積み重ねてきました。これまでの
16 年間で 500 回を超える企画を実施してきました。わずか 10 人余りでスタートし、新しい仲間を迎
えながら、企画もより豊かなものに発展してきたと思います。これからもそれを受け継ぎ重ねて発展
していきたいものと思います。
総会は、そのために会員みんなが顔を合わせ、交流する唯一の機会です。万障繰り合わせて出席い
ただきますようお願いいたします。
世話人会代表 岩井富雄

◆日 時

1 月 31 日（日）
午前 10 時より
◆ところ

古洞の森
尚、総会終了後、
新年会・懇親会を行いますので、
合わせてご出席をお願いします。

上：昨年の総会

左下：懇親会

※ 総会の事前に議案書・資料を届けます。出
欠確認とやむを得ず欠席される会員の委任状
も同封します。
※ 当日受付で会費の納入の受付を行います。
※ 懇親会はお酒がでます。マイカーは厳禁で
すので送迎バスを運行します。
高岡駅南口（瑞龍寺口）9：15 発⇒小杉駅南口
9：40 発です。ご利用の方は 5 分前に集合して
ください。
※ 新年会・懇親会会費は 2,500 円です。
※ 終了時間は午後 3 時頃を予定しています。

総会会場で会報を飾ってきた小木清さんの絵の表紙、会報№136（2010.5 月）から会報№184
（2016.1 月）までの表紙 67 枚を一挙展示する予定です。ご期待を！
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歳の初めに、すがすがしい気持ちで二上山の山頂から初日の出を！
北陸の地ではなかなか初日の出は見られませんが、運が良ければ…もしかして…立山連
峰の一角から昇る朝日が拝めるかもしれません。
○ 朝 6 時 00 分 城光寺競技場の駐車場に集合し
てください。
○ 事前の参加申し込みはありません。その時集ま
った人で時間厳守で出発します。
○ 約 2 時間～3 時間の歩行時間です。

合はカンジキが必要になる場合があります。
○ 防寒対策とヘッドランプを忘れずに！

(日)

立山に向かうと左手に見えるきれ
いな三角錐の山。
杉木立の中を歩いて山頂に立つと
雪化粧した鍬崎山と弥陀ヶ原と立山
連峰の展望が楽しめます。

559ｍ

【出発・集合】８時００分 薬勝寺 P
【行 程】
横江登山口から往復
標高差 300ｍ

２０１４年の元旦・二上山

○ 〈L〉は岩井富雄です。もし、積雪量が多い場

風景、下山すると初日の出

しれません。

を背にしました。後光が射

しているよう。

○ 帰りに二上射水神社に初詣をするのもいいかも

2012 年の尖山雪上ハイク

歩行時間 約 2 時間 30 分

体力・技術とも★☆☆☆☆

【装 備】
防寒対策は必須、温かい飲み物（テルモス）
、
カンジキとストックほか通常の装備
【参加申込】
1 月 4 日まで岩井まで FAX 0766-57-8180 へ

スキーの自主企画 案内とお誘い
◆1 月 10 日(日)

栂池高原スキー場

問い合わせと申し込みは 林

憲彦

電話 82-6035 携帯 090-8099-2954

堀井泰則 電話 25-2792 携帯 090-1314-6394
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わたしをスキ
ーに連れてっ
て～

in

(日)
手軽に雪の里山を体験できるコースで、カンジキ・スノーシューが
無料で借りることができます。

頼成山

【集合・出発】8 時 30 分 薬勝寺 P
【コース】 森林博物館からスタートし、ひよどり山 197ｍ・天狗山 192ｍを周回して戻る。
歩行時間 約 3 時間

体力・技術とも★☆☆☆☆
詳細は次号 №185 会報でお知らせいます。

初冬の二上山歩きと忘年会
メンバー：
〈L〉岩井富雄、背渡健治、的場邦夫、小坪哲彦、林 憲彦、山本正則、川端友嘉、熊木龍己
甲かほる、熊木廣子、長谷部節子、宮本久子
〔忘年会〕上記メンバーに古川三郎、堀井泰則、續池 巌、續池静子が参加し、山本正則が不参加。

【行程記録】

〔林

憲彦

記〕

高岡駅からバスで来た人やマイカーで来た人と「国泰寺前」バス停で合流、
国泰寺前で待っていた人と合流し全員が揃った（8：10）。
まず、古刹国泰寺にお詣りする。苔むした本堂前の庭を横切り、臨済宗国
泰寺派のお寺らしく質素な本堂でお詣りしました。そして三重塔へまわる
（8：27）。本堂裏手を回って、石段を登り見学。
国泰寺山門を抜け左に折れて「白山林道」を歩く。林道なので足元の気遣
いもなく楽しく会話しながらウォーキング。自然休養損との分岐で右に折れ
林道を進み、さらに右へのヘアーピンカーブで大師ヶ岳に向かう。すぐに届
くと思っていたのが間違いで結構歩きました。
（9：25）大師ヶ岳の山頂に着いたのですが、雨で合羽を着ていて展望台
のベンチに座る気にもなれず、霞んで展望も良くないので早々に下山。
〈L〉
は“来た道を戻るのは面白くない”と南に向かって下った。ようやく登山の
雰囲気となってスリップに注意しながら下った。
自然休養村へ向かい、さらに太田方面へと歩を進めた。計画にあったかど
うか定かではありませんが、重要文化財の「武田家」を訪れて見学（10：45）。
伏木勝興寺本堂が再建された時の余材で建てられたという風格ある昔の豪農
の住宅であった。
そして「越の庭」へ（11：30）
忘年会で“ただ飲むだけ”でなく山歩きもあって楽しい企画でした。

忘年会のスナップ
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自主企画山行報告
1413ｍ
山梨県忍野村

1669.9ｍ
山梨県北杜市

メンバー：
〈L〉堀井泰則、
〈SL〉的場邦夫、加藤日出子、高井増美、藤井洋子
【行 程】
11/28

薬勝寺 P 6：00 →日向山・矢立石登山口 10：30 →日向山頂上（昼食）12：10 →登山口 14：05
→忍野村センターハウス 16：20

11/29

忍野八海散策 6：45～7：45

センターハウス出発 8：30 →石割山登山口 9：10 →

石割神社 10：05 →石割山頂上 10：40 →平尾山 11：50 →登山口 12：30
山麓の石割の湯で♨入浴と昼食

薬勝寺 P 19：25

帰路へ

左・日向山山頂にて
右・石割山山頂にて

堀 井：期待したとおりの山行となって“大満足”なり。富士山は偉大なり！日本の山の象徴的存在！
藤 井：快晴に恵まれ、三山すべて心洗われる気持ちになりました。日向山の白い山肌と奇岩。おまけに
新雪を踏む。二日目の忍野八海に映る逆さ富士に感激。眼前に聳える大きな富士山を眺めながら
に石割山・平尾山のウォーキングは最高でした。

加 藤：富山県は時雨模様で寒い。向かう道中は小春日和で爽快。突然“ドッカーン”と雪化粧した富士
山が陽射しで輝き、その美しい姿が目に飛び込む。雪で覆われて広がる大展望に感激。石割山は
403 段の階段を登りきると、石割神社の御神体の大きな岩が祀られ、岩の周りを三回まわって「良
いことありますように～」祈願しました。二日間、天候に恵まれ最高の登山となりました。

高 井：11 月上旬に気が付いた。私、「大殺界」の年だったんだ（やはり…どおりで…）しかし、今回の
パワースポット巡りで好い“気”を十二分にとり入れました。ありがとうございました。
心身ともにしなやかに、思い切り伸ばすことがこれからの人生を乗り越えられる原動力になると
信じて。好奇心を全開にし、着実に確実にゆっくり一歩一歩前進していこうと思いました。
2016 年が皆々様におかれましても素晴らしい年となりますように！

的 場：富山県は時雨模様で寒い！向かう道中は小春日和の青空で爽快。雪化粧した富士山が日差しを受け
て輝く美しい姿が目前に飛び込む。当初の予定ではなかった日向山の登りで富士山を眺め山頂に
たどり着く。雪で覆われた山頂からの大展望に感動。石割山は 403 段の階段を登りきると、石割
神社に二つに割れた大きな岩が祀られていた。岩の周りを三回まわって「良いことがありますよ
うに…」と祈願。2 日間天候に恵まれて最高の登山となりました。感謝！
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感想

富士山を愛でる山旅

堀井泰則

きれいな裾野を広げる三角錐の富士山。雪の帽子をかぶったその姿は何度見ても飽きることはない。
これまで“この姿を見る企画”として 2013 年に三つ峠山、2014 年に大菩薩嶺をやはりこの時季に登り、好天の
もとで富士山を仰いできました。
その第三弾の企画を山中湖畔から登る「石割山と近くの忍野八海めぐり」を計画しましたが、一泊二日の日程で
は時間の余裕がありすぎることがわかって「もう一山、手頃でいいとこはないか」と思案していた。会報の作成と
並行していたタイミングで、小木さんから提供された表紙の絵が『日向山』とあった。
“ムムム…これはどこにあっ
てどんな山だ？”と調べたら、なんと山梨県の山で行く途中で“ちょっと寄り道気分で登れるかな？”となって追
加して計画を練り直しました。
出発の朝、冷たい雨がこの富山の地では当たり前のように降っていましたが
「ひと山越したら、変わるぞ。きっと！」と言って出発した。平湯峠では路肩
に雪があって、冬タイヤに換えておいてよかったと思えるほどでした。が、安
房トンネルを超え高度を下げるとその雪も少なっていき、島々あたりで青空が
広がりはじめ松本市内に入ると太陽がギンギラと照り、わずか 2 時間余りの移
動でおこったこの空模様の急展開に車中で歓声があがるほどだった。
日向山登山口は関東方面のナンバーを付けた車が所狭しと路肩に並んでい

日向山登山道より

た。次々と登り始める登山者に遅れてはならじと出発した。葉を落とした木々
は落ち葉の絨毯の登山道をつくり、陽が地まで届き明るく、
木々の隙間から景色を見ることもできた。この時季ならでは雰
囲気を楽しんで登った。頂上に着くとたくさんの登山者が昼食
タイム。われわれも花崗岩が風化してできた奇岩群の向こうに
八ヶ岳連峰。振り返れば甲斐駒ケ岳が迫る絶景を楽しみ昼食と
した。
一路、忍野村の宿・センターハウスへ。目の前に大きな富士
山が迫る絶好の場所にあり、外観は洋風の素敵な宿。館内も小
奇麗にされていて“感じいい”と一同の感想。しかも忍野八海
はすぐそこ。夕食はフランス料理（？）我が家の食卓にはのぼ

宿の前から

らない洋風。もちろんナイフとフォーク。「箸ください」など
と言っては雰囲気を壊してしまう。ワインのボトルをもらって乾杯した。
翌朝の食事前の静かな忍野八海散策が良かった。昨日、車中から見た雑踏だったそこはカメラ構える数人以外誰
もいない。冷気が漂う静寂な忍野八海散策は、富士山と湧水池群のコラボレーションを楽しむわずか 1 時間でした
が今回の山旅の「一服の清涼剤」となりました。
朝食後、石割山へ。すでに登山口の駐車場はいっぱいで路肩にスペー
スを見つけて駐車した。石割神社で大きな岩が割れている狭い間を潜っ
て宮社に手を合わせ、それぞれが勝手な願いを叶えてほしいと神頼み。
山頂からは富士山がほしいままに眺められる。さすが「富士山の絶景ポ
イント」である。だが、その富士山を背景に写真を撮ろうとしても標識
がない。そこで、どうでもいいところに立て掛けてあった山頂標識をか
かえて運び写真スポットに据えてパチリ。周りの登山者は“この様を唖
然としてみていた”が我も我もとその標識を使ってパチリ。去る時は元
に戻しておいたことは言うまでもない。平尾山までの縦走はいつも目の
忍野八海と富士と

前に富士山があって「頭の中が富士山だらけ」になるほどだった。

晩秋から初冬にかけて日本海側と太平洋側ではまるで日照が異なり、みぞれや時雨模様を避けて山を楽しみたい
という企画がこれまですべて成功した。
次の企画が帰りの車中で出ていた。日向山からの帰りの車中から見えたきれいな山容の山を的場さん“気
になる山が…”と指さした。それは茅が岳。一年後はあの頂を目指している夢を見ながら帰路を急いだ。
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総会で今年のクラブの企画が出されますが、会員諸氏は力量や諸条件で登る山・登れる山を調べて考
えておられるだろうと思います。また、季節によっても違ってくるでしょう。
山と渓谷社が「好きな山」のアンケート調査の結果を発表しています。ベスト 10 を以下紹介します。

1 位 穂高岳

6 位 富士山

トップに君臨し続けるダイナミックな岩峰群

遮るもののない神々しさが際立つ独立峰

2位

7 位 燕岳

槍ヶ岳

天を衝いて鋭くそそり立つ山域のランドマーク

花崗岩に彩られた優美な姿と好展望の山

3位

8 位 赤岳

剱岳

峻険な岩の鎧をまとった百名山屈指の難峰

風格ある姿でそそり立つ八ヶ岳連峰の盟主

4位

9 位 谷川岳

白馬岳

お花畑と大雪渓を要する北ア北部の名峰

上越国境に立ちはだかる谷川連峰の主峰

5位

10 位 甲斐駒ケ岳

北岳

ナンバー２に恥じない威風堂々とした南アの盟主

白い山肌が目を引く南アルプスの名峰

三島野 SC の企画山行で「穂高岳」「槍ヶ岳」「剱岳」
槍ヶ岳

「白馬岳」
「北岳」
「燕岳」
「赤岳」のピークに立っていま
す。もちろんベスト 10 は年ごとに変わるでしょう。そ

小木

して、会員の皆さんの“登りたい山・ベスト 10”を思い
描いてみてはいかがでしょうか？

清 画

三島野 SC の会員で会報の表紙を飾る絵を提

多くの人が鑑賞、楽しみました

供していただいている小木清さんの水彩画展『や
ま、山と花と果実と』が 12 月 1 日から 6 日まで
小杉展示館で開催されました。
やさしい色彩で描かれた絵は小木さんのやさ
しい心が描いているのかもしれません。
6 日間のロングランの開催でしたが、多くの人
が訪れて鑑賞されました。三島野 SC 会員もたく
さん来場され、お気に入りの絵を求められた会員
もおられました。
三島野 SC はこの水彩画展開催を祝して、ささ
やかながら胡蝶蘭の花鉢をお贈りしました。
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今年 2016 年から国民の祝日
わが国の国土は、7 割近くが広い意味で山であり、その多くを森林が覆っています。古くから日本人は山を信
仰の対象として崇め、森林の豊かな恵みに感謝し、自然とともに生きてきました。山の恩恵は渓流の清流を生み、
わが国を囲む海へと流れ、生きとし生きるものを育むだけでなく、豊かな心をも育んできました。わが国の文化
は「山の文化」と「海の文化」の融合によってその根幹が形成されてきたといわれています。
私たち山を愛する 5 つの山岳団体は、国民の祝日として「山の日」制定を提案します。「山の日」は、日々の
生活と文化に結び付いた山の恵みに感謝するとともに、美しく豊かな自然を守り、育て、次世代に引き継ぐこと
を国民のすべてが銘記する日です。この運動を通じてわたしたちは、登山者の安全と健康に寄与し、登山の楽し
みを広く伝えたいと念願します。
日本に住むすべての人々が、山という自然を見つめなおし、深いかかわりを考える日にしたいと思います。
「山の日」制定協議会
日本勤労者山岳連盟・日本山岳協会・日本山岳会・日本山岳ガイド協会・日本ﾋﾏﾗﾔｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾄﾗｽﾄ

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

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〕
的場邦夫、 林 憲彦、 宮本久子、
甲 厚子、島倉津也子、岩越理代
と右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

TEL

所

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、1
第４月曜日 25 日とします。
尚、開会時間は７時 00 分～8 時 30 分です。

月は、第２月曜日 11 日と

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）

◇ 総会を成功させましょう。そのカギは多くの会員が出席することです。万障繰り合わせて１月３１日
は「三島野スポーツクラブ総会」として日程を空けてください。
◇ 「雪と遊ぶ」
「雪山を楽しむ」企画が続きます。雪の降らない地方の山好きにとっては“よだれの出る
ような”ことです。日向山で下山する人とすれ違ったとき、
“雪の上を歩きました！”と感激したよう
に声をかけられました。地の利を活用しましょう。
◇ その反対が「富士山を愛でる山旅」の企画です。ちょっと遠距離の移動になりますが、気候の違いを
実感しながら楽しむのも一興ですね。
◇ 「登山」はどんなに工夫しても一定の費用がかかります。また、装備を整えるにしても。会員の多く
は年金生活者です。消費税 10％になれば宿泊費や交通費などそれだけ負担が増えます。
「軽減税率」
という言葉がメディアから流れて、まるで負担が軽くなるような錯覚が…。くらしと平和が保たれて
こそ登山を続けることができるのではないでしょうか。
◇ 忘年会・新年会シーズンですが、飲んで楽しむことは活力にもなるでしょう。でも、心がけましょう
日頃からの「体力アップ」を！いよいよの時、結果がでますから…。

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
E メールアドレスを
http://sportstoyama.namaste.jp/misimano/misimano.html です
確認してください
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