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日本勤労者山岳連盟（富山県連盟）
新日本スポーツ連盟

№ 185
2016 年 2 月 5 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

僧ヶ岳山頂

小木 清 画

1 月 31 日(日)
於・古洞の森
【参加者】荒井、岩井、小木、小竹茂、川端、川渕、熊木龍、黒川、小坪、背渡、續池巌、寺山、林、
福島、古川、堀井、的場、山本、山田、上田、桶本、小竹伸、片境、加藤、甲厚、甲か、竹内、續池静、
長谷部、藤井、堀川、松田理、宮本

以上 33 名

真冬と思えぬ穏やかな日和となったこの日、これま
でにない多くの参加を得て総会が開催されました。
久しぶり会う顔や新しい顔に「今年の三島野 SC の
活性化」を確信させる雰囲気の中、小坪副代表の司会
で開会し、会員 41 名中 33 名が参加し総会の成立が
確認され、議長に林憲彦さんを選出して議事に入りま
した。
活動報告を岩井代表が行い、会計決算報告が荒井会
計から行われました。討議では「労山趣意書の内容の
意義について」
「いろいろなスポーツを楽しむことで
は「スポーツ連盟」の諸ジャンルのクラブを活用する
こと」
「登山の難易度（★印）について」
「日頃から意
識的に体力づくりに二上山に登っている経験（一年で
72 回登った）
」の発言などがありました。
続いて活動方針案と予算案が提案され、討論に入り
ました。「クマ被害」についてクマよけスプレーの活
用やクマの習性などの意見が出されました。新しい会
員の紹介と挨拶もありました。
議案はいずれも拍手多数で採択されました。
次に今年度の世話人会、監事に選出が行われ、世話人会代表に岩井富雄さん、副代表に小坪哲彦さん、
背渡健治さんが再任となりました。世話人会は昨年と同じ構成（島倉さんが辞退の申し出があり、峯さん
は退会のため外れました）となりました。

会員の皆さんとともに楽しいクラブに
世話人会代表

岩井 富雄

三島野スポーツクラブは創立以来 16 年間、一度も遭難事故や大きな負傷者を出さずに運営してきま
した。クラブの誇りにしたいと思います。これからも『安全で楽しい登山・ハイキングを企画し、実
施したいと考えています。
今回の総会で出された意見やアンケートに書かれていた意見には「手軽な里山・低山の要望」が寄
せられている一方「3000ｍ級のアルプス」の要望も多くありました。また、登山以外のスポーツの取
り組みも出されました。会員の多種多様な要望にできるだけ沿えるよう努力したいと思います。
会員みんなに“三島野スポーツクラブの会員で良かった”と思って貰えるようにし、新しい会員を
迎えることで、三島野スポーツクラブがより活性化し、発展するために微力ながら皆さんのご協力を
得ながら努力したいと考えています。
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会報№116 から 183 の表紙 80 枚を一挙展示

背渡副代表の音頭で「乾杯」で“宴”スタート。
あちこちに山談義や暮らしの話、今年の企画など
を語りあう輪ができました。

昨年二上山に 72 回
登った 古川さん

懇親会に差し入れがありました
清酒 越乃寒梅 １升（小木清さん）
ミカン 1 箱（小竹茂樹さん）
缶ビール半ダース（堀川克子さん）
ありがとうございました。

盛会のうちに予定
時間の午後３時無 事
終了しました。
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つつ

身近な里山ハイキングを楽しむ企画です。
冬から春へ。早春の息吹を体の五感に受けて歩きましょう。

【出発・集合】8 時 30 分 薬勝寺 P
【行 程】
第 1 駐車場－－－八ガ峰－－－ひよどり山－－－天狗山－
－－見晴らしの丘－－－千光寺展望台－－－松風のみち－－
－管理車道（やまがら）－－－管理車道（めじろ）－－－お手
植え杉－－－第 1 駐車場
歩行時間：ゆっくり４時間

体力・技術とも★☆☆☆☆

〈L〉背渡健治
【装 備】
防寒対策は必須、温かい飲み物（テルモス）
、昼食
カンジキとストックほか通常の装備
※カンジキ・スノーシューを管理事務所で貸与しています。
希望者は申込時に申し出てください。

【参加申込】
2 月 11 日まで背渡健治まで FAX 0766-23-2446 へ

2013 年・頼成の森雪上ハイク

＆
196ｍ 高岡市福岡町

347ｍ 小矢部市

【集合・出発】8 時 00 分

元取山：地元で親しまれている里山。歴史散策と自然観察に良い山

薬勝寺 P

稲葉山：展望抜群。砺波平野、富山湾、石川県の宝達山、河北潟も

【行程】登山口出発 9：00
元取山 9：50

望める。

登山口 10：20

（小矢部市道の駅へ移動し）

出発 10：40

田川 11：00

牧場看視舎 11：50

稲葉山山

頂 12：10（昼食）12：40
出発点道の駅 14：00
（法楽寺鉱泉で♨）
薬勝寺 P 16：30 帰着予定
標高差 元取山 180ｍ
稲葉山 400ｍ
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
〈L〉堀井泰則
【参加申込】FAX 0766-25-2792
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堀井 自主企画
2600ｍ
（日）

2956ｍ

（月・祝）

標高 2600ｍのホテル千畳敷で宿泊し、雪のアルプ

● 費用：
〔登山バス・ロープウェー・ホテル宿泊・

スに足を踏み入れます。夜は満天の星空と伊那谷の夜

♨入浴・お土産のセット料金〕12,500 円

景を見ることができます。

と交通費・諸費で 17,000 円～18,000 円

夕食は会席料理に舌鼓を打ち、翌日、木曽駒ヶ岳を

● 参加申し込み・問い合わせは 堀井まで

めざします。

FAX25-2792 or 090-1314-6394 へ
締め切りは 3 月 5 日
ホテルが満室で 2 部屋確保できました。

残雪の千畳敷カール

募集定員は 8 名です。
1 日目：千畳敷カール散策
2 日目：木曽駒ヶ岳登頂

標高差 500ｍ

登り 3 時間 15 分 下り 2 時間
体力度・技術度とも ★★★☆☆
● 装備：
〈雪山装備〉 ピッケル、10 本爪アイゼ
ン、防寒（手袋・帽子・ダウンウエアー・テ
ルモス等）

山
山行
行報
報告
告
参加者：岩井富雄、的場邦夫
甲かほる、小木 清（山頂で合流）
【行 程】

陸上競技場 6：00

松の広場 6：40

頂上 7：10

陸上競技場 8：30

三人で陸上競技場を出発。雪はなく、濡れた斜面の登山道を滑らないように慎重に登る、予定通り日
の出前に頂上に着いた。先着は 1 グループのみ。ここで小木さんと合流し、記念の写真を撮る。山頂の
祠に「今年の山行の無事」をお祈りしてきました。
初日の出を見ることができて、幸先の良い元旦・二上山でした。

（的場 記）

元旦の朝陽うける山頂にて

初日の出
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新年二上山登山に行って
って来ました
２０１６年の登り初めとなるクラブの
めとなるクラブの恒例行
事の「二上山初日の出登山」に参加
参加できなく、１

12:35 スタート、快調
快調に登り戻ってきたのは
14:20。１時間４５分の行程
行程でした。

日に登られたみなさんに申し訳ないと
ないと思っていま
した。

２～３日雨が降っていないせいかぬかるみも
っていないせいかぬかるみも
少なくスリップの心配もなく
もなく（本当は１度尻餅を

３日朝空模様を見ると「良さそう
さそう」。カミさん
に昼から二上山へ行って来ると告げると
げると、出発時

つきました）歩くこ
とが出来ました。

になると私も行くと準備を始めました
めました。

下山して、我が

今回１／３の登山のねらいは①
①正月で食べ過

家に帰りパソコン

ぎ・飲み過ぎの体調を整える②息子
息子の４２才の厄

でＧＰＳデータを

年のお払いのお詣りを見届ける為クラブの
クラブの行事に

確認し、今日の登

参加できなかったお詫び③昨年買った
った Garmin の

山の目的が達成を

ＧＰＳでの二上山のデータが取りた
りたかった事です。

喜びで乾杯

さて、理由はどうあれ雪がないので
がないので城光寺の滝
駐車場で我が愛車「i-MEV」をデポ
をデポ。

メンバー

山行報告

〈L〉的場邦夫
的場邦夫、小坪哲彦、
林 憲彦
昨夜来からの放射冷却もあり、自宅の庭の木に薄っす
らと粉雪がかぶる朝、日差しがまぶしい。
アルペン村を過ぎても雪は無い。登り始めて 1 時間弱
で山頂に着いた。快晴のもと遮るもののない
山頂に着いた。快晴のもと遮るもののない 360 度の大
パノラマ。鍬崎山、雄山、剱岳、大日岳、毛勝三山、そ
して雪倉岳、朝日岳あたりまで雪をいただいて輝く峰々
を見ることができる。美しい！目を転ずれば富山湾、新
湊大橋もくっきり。頂上で記念写真を撮っていると続々
登ってくるパーティと山談義に花を咲かした。
ってくるパーティと山談義に花を咲かした。

下山中したが、次々と登ってくる登山者の多さにびっくり。
下山中したが、次々と登ってくる登山者の多さにびっくり。10：30 過ぎには登山口に着いた。
登山道には所々雪があり、また、氷の張っている箇所もありスパイク付長靴は大正解でした。
アルペン村に立ち寄ってお買い物をして帰路についた。薬勝寺 P に 12 時前について、各々自宅に
戻っての昼食となりました。

（小坪哲彦）

今回の山行はずいぶん悩みました。雨か？雪か？積雪はどうか？防寒は？合羽は雨用？雪用？など
など悩んだが、今日は太陽が出て良い天気。頂上からの展望は 360 度。富山平野、富山湾、立山連峰
と素晴らしく良かった。頂上で出会った人たちと山談義も楽しかった。“
“どうだ、やったぞ！”とい
どうだ、やったぞ！”とい
う気分でした。

（的場邦夫）
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自主企画報告

赤倉温泉スキー

スキークラブ「レッドウイング」と共同企画

参加者
〈L〉林憲彦、堀井泰則、續池巌、續池静子、
甲かほる、藤井洋子、竹内啓子 他 4 名

2 シーズンぶりにゲレンデへ
堀井泰則
一去年の冬、12 月に突然の激しい腰痛
に見まわれて手術。医師から『今シーズ
ンはスキーなどスポーツはひかえるこ
と』と命じられてひっそりと控えていま
した。
久しぶりのスキーに、その日の前夜、用具一式を押し入れから出して準備した。
“スキー板のエッジは錆
びていないか、板のワックスはどうか、ウエアーを、手袋を、ゴーグルを”と夜遅くまでバタバタして準
備完了。
赤倉について賑わいにびっくり。降雪が少ない中ここ赤倉が比較程多いようで人が集中したようでした。
リフト券を買うのに長蛇の列で 40 分間要してゲット。天気予報は芳しく無かったのに想定外の「素晴らし
い晴天」となって目前にでっかく妙高山が聳えている。向かいの斑尾山がきれいな山容を見せてくれる。
その奥に志賀高原の山々、上信越の山々が展望でき、野尻湖も眼下に見ることができた。
『あれが志賀の横
手山、笠岳。その奥に浅間山…』と浅はかな知識の押し売りと山座同定をひとくさりやってしまった。
全コース滑走可能となっていて、“老々男女 11 名のスキーヤー”は全国スキー協の技術指導員の長谷川
さんと林さんのアドバイスを受けながら楽しんだ。が、午前中 2 時間半、午後も 2 時間半のコーヒーブレ
イクなしの滑走は“まるでワカイモンみたいできつかった”の声も…。私も同感。
赤倉温泉スキー場に行ったのに温泉なしで帰路についた。

山旅（やまたび）という言葉を考える
私たちは時々山行企画の命題に「○○の山旅」と使ったりしている。例えば 2015 年 11 月の「富士山を愛
でる山旅」というフレーズの自主企画を実施した。
「山旅」とはどんな形態の登山を指すのだろうか。
日本登山界の黎明期（大正から昭和初期）の登山家で英文学者の田部重治（たなべじゅうじ）は次のように
述べている。
《山旅という言葉は、日本の登山を表すのに好適な表現だと私は前から信じている。ヒマラヤやアルプス
の登山を山旅と称することは、決して適切な表現とは思わない。しかし日本においては、登山の旅は、単に
頂上だけでなく、峠、高原、山湖、渓谷、森林、時には山村なども対象とする。山岳地方の旅を含み、且つ
これ等のものは、山頂に劣らず、それぞれ独特の価値を持って、登山者を誘引する魅力をもっているので、
山頂及びこれら一切のものを含む登山の旅を、山旅という言葉をもって表現することは極めて適切だと思う》
（『わが山旅 50 年』自序・前掲）
この一文を読んで登山というスポーツ・文化の奥深さと幅広さを知らされる思いがしました。だからこそ多
くの人が今日も山に向うのだろう。
（堀井 記）

田部重治（1884～1972）
富山市山室出身。東京帝大時代に出会った小暮理太郎とともに、日本アルプスや秩父の山々を歩き「日本アル
プスと秩父巡礼」を著している。後に「山と渓谷」とタイトルを変えて再版された。出版社の山と渓谷社の名
の由来もここにあり、田部の本に感銘を受けた創業者の川崎吉蔵が社名使用許諾を得た。
また、薬師岳の太郎兵衛平の太郎平小屋の名板の字も田部重治の筆によるものである。
（次ページで紹介する「書籍紹介『人と山』
」では田部重治に関することを 19 ページ使って記述している）

7

任務分担

氏

名

住

TEL

所

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

評論・随想 西本武志 著

三島野スポーツクラブ運営役員

桐書房 刊 ３７００円（プラス税）

本書は、これまでに西本さんが雑誌、

新聞 、 機関 誌 など に 発表 なさ っ た文 を

まと めた もの。「人 と山」「岳 書の すす

め」
「随想・評論」
「二つのレポート」
「山

の話あれこれ」
「追悼」の６章から構成

され た 内容 を 、一 文 一文 に傍 線 を引 き

なが ら 読み 進 むう ち に、 西本 さ んの 登

山や社会への首尾一貫した思いに頷

き、 た くさ ん の人 々 との 親交 の 深さ を

羨ましく思った。

（登山時報２月号№
の
【ブックエンド】 ヤ
492
久 保田賢 次氏の 書評 か

東京都練馬区生まれ

マ ケイ登 山総 合研究 所

１９４０年６月

西本武志 （にしもとたけし）

現在、同連盟会長

日本勤労山岳 連盟理事 長、副 会長など

を歴任

日本山岳文化学会創立に参画、副会長、

機関誌『山岳文化』編集責任者に就任

ら抜粋）

戦後７０年の節目に
登山文化発展を希って紡ぐ人と山

人と山

書籍紹介

〔世話人会〕
的場邦夫、 林 憲彦、 宮本久子、
甲 厚子、岩越理代
と左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

2 月世話人会は ８日(月)と 2３日（火）とします。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）
この一年に入会された新会員を紹介します。
（敬称略）

片境裕子（射水市）、山本則夫（射水市）、川渕順正（高岡市）、松田光恵・理恵子（高岡市）
尚、退会者は、峯周二、瓶田真寿美、小坪昭子、神田恵美子

◇ 定期総会は３３名の会員の出席。会員の８割を超える顔が会しました。編集子の記憶ではかつてない
参加率ではないだろうか。懇親会も大いに盛り上がりアッというまに時間となりました。
◇ 会報に表紙を飾る山のスケッチ・水彩画を、これまで 2010 年から 80 枚余小木さんから提供していた
だいてきました。総会会場に一挙に張り出しました。壮観でした。会報の値打を上げている一因です。
これからも表紙に負けない編集に取り組んでいこうと老体にムチ打って…がんばります。
◇ 暖冬で雪降る日が少ない。先日まとまった降雪があったものの古洞の森は路肩に少しあるだけ。いつ
もの冬なら 1ｍを超す積雪のところなのに。
◇ おかげで元旦・二上山は初日の出を拝むことができたようですね。
「大願成就」祈りましたか？尖山も
雪が少なくて“あいそなかった”かな。でも多くの登山でにぎわい「山頂でにわか交流会」ができて
よかった。
◇ 総会資料に記載された今年の企画の日程をカレンダーに書き込みましょう。
◇ いま、国会で甘利前大臣の「ワイロ」が問題になっています。私たちの税金が還流して渡っている。
甘い利をむさぼる悪代官“おまえもワルよのぉー”はテレビ時代劇だけかと思っていたが…。

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
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