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笹ヶ峰（火打山山麓）

5 月と 6 月企画の案内

小木

清 画

山行報告

女性の 女性による 女性のための

〔女子会〕開催案内
クリーンハイク参加の呼びかけ
三島野 SC

登山セミナー案内
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塔倉山
感想 伊勢治雄

4/10 お花見ハイク

※5

月 3 日の富士写ヶ岳の参加申込は締め切りました。

※5

月 7 日予定していたタケノコ掘りは中止となりました。

(日)

山頂から 360 度の大展望がすばらしい。
目前に大日岳、弥陀ヶ原、称名滝。その背景にまだ雪を
残す立山連峰の稜線が広がる。

1361ｍ・立山町
【集合・出発】7 時 30 分 薬勝寺 P
【行 程】 長尾峠から往復
標高差 約 570ｍ
登り 2 時間 下り 1 時間 30 分
体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
〈Ｌ〉堀井泰則
【参加申込】
5 月 5 日まで堀井へ FAX 0766-25-2792

女性会員の 女性会員による 女性会員のため

開催の案内
５月１４日（木）

クワトロブーム・カラオケ（小杉駅南口）

午前 10 時から午後 1 時頃まで
山小屋に着くと“ヤアー

登ったねぇビールで乾杯！”と

いう女性グループに会いました。何年か前の薬師岳山荘での
ことです。そのエネルギーに圧倒されそうになりました。ま
た、女性の元気な山岳会は活発だという声も聞きます。

小杉駅

わが三島野 SC 女性会員は半数を超え、新たな会員も増え
アルプラザ

ています。
「もっと元気に！三島野 SC」のために。いろいろな要望
や女性ならではの感性を交流したいと思います。多くの参加
を待っています
ランチを食べながらワイワイ ガヤガヤやりましょう。

参加できる方は５月７日（土）まで岩井富雄へ連絡し
てください。FAX 57-8180 です。
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ココ

(日)
おい

つるし

1,000ｍに満たない山だが、急登あり、やせ

やま

尾根ありで登りがいのある山。山頂からは栂
海新道の山々と白馬岳、毛勝山。転ずれば黒
959.3ｍ

入善町／朝日町

部川扇状地と日本海を望むことができる。

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
黒部 IC

黒部川・愛本橋

オコ谷峠登山口

明日温泉前

負釣山山頂（往復）

〈L〉荒井英治
標高差 630ｍ
登り 2 時間 15 分 下り 1 時間 30 分
体力度・技術度とも★★☆☆☆
帰りはバーデン明日で♨入浴します。
【参加申込】
5 月 25 日まで 岩井富雄 FAX 0766-57-8180 へ
労山では“豊かな自然を後世に伝え残す”ために
1974 年から「清掃登山」を行っています。毎年 400
以上の山岳会・クラブから 10,000 人近い参加で、
多くの登山道のごみを回収しています。
三島野スポーツクラブも毎年実施しています。山
登りを楽しみながらも登山道脇に落ちている「菓子
袋」「落し物」をさがし拾って歩きましょう。

全国の労山仲間と連帯

クリーンハイクに参加を！
岩井富雄

4 月 15 日に熊本地震が発生した。その被害の様子はテレビや新聞で報道され、皆さんも関心を持って
それを見ておられることでしょう。この日本の自然をいかに後世に伝え残していくかを考える機会と思い
ました。
もちろん、自然の形だけを残すのではありません。それと関わって暮らしている私たちが災害の中でい
かにそれを克服し次世代につなげていくかという大きな問題だと思います。一個人では到底叶いません。
地域の連帯と同時に、それに向き合う行政を抜きに解決できないと思います。
東日本の地震からの復興も未だに“道半ば”であり、ましてや福島原発の被害からの復興は全く見えて
いないといっても過言ではありません。自然を壊すことは生活とくらしを壊すことにつながります。
山歩き、登山をこよなく愛する「三島野スポーツクラブのみなさん」そんなことに目を向けながら、小
さいことからでも自然を守る活動に関わりましょう。私たちが息をきらし、疲れた足を一歩一歩すすめて
高嶺をめざす道から一つたりともゴミを残さない。動植物を傷めない。これがクリーンハイクの目的だと
おもいます。
会員諸氏のこぞっての参加を！
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開催の案内
とき

6 月 19 日(日)

ところ

立山山麓 雑穀谷

岩場の三点支持や急斜面のトラバース（横断）などを練習します。
詳細な企画内容は次号№189 で案内します。

安全登山のための技術を！
代表 岩井富雄

5 月に入り目にも鮮やかな新緑を迎え、ハイキング、里山登山の季節がやってきまし
た。1 月の総会以後 4 月末で 8 回の企画をしましたが、良い天候に恵まれ中止すること
なく順調に実施することができました。
さて世話人会では、登山セミナーについていろいろ検討しています。セミナーの内容
には大きな変化はありませんが、（一部新しい内容有りお楽しみに）本格的な夏山登山
に向けて、安全に楽しく登るため是非参加されることを呼びかけます。
登山技術を確実に習得するには時間がかかり、地道な訓練も必要です。重要なのは、
技術を頭ではなく、体で覚えることです。過去に参加したかも再認識するために是非参
加してください。
今夏の南八ヶ岳縦走７/16（土）～18（月・祝）、
白馬岳７/30（土）~31（日）、
爺ヶ岳～針ノ木岳縦走 8/６（土）～8（月）
などの企画に参加したいと思っている会員は、この登山セミナー参加し 7 月までの日
帰り登山企画に積極的に参加して体を「山慣れ」してください。また、日頃から散歩す
るなどして体を鍛えれば気持ちに余裕ができ、安全で楽しい登山になると思います。

2015 年の訓練の様子
左・三点支持
下・読図

三点支持で槍ヶ岳の穂先をめざし、岩場を攀じる
2013 年三島野 SC
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山
山行
行報
報告
告

とうのくらやま 730ｍ

立山町

〔メンバー〕
〈L〉岩井富雄、伊勢治雄、小坪哲彦、
寺山秀行、長谷部節子、藤井洋子、
宮本久子、宮崎さやか、的場邦夫

〔行程記録〕
8：00 薬勝寺 P
9：20 登山口出発
10：00 「双嶺の会」の碑（600ｍ）
10：45～11：25 山頂（昼食）
12：30 登山口 着
13：40 岩室の滝
大岩の湯で♨入浴後、帰路へ
15：20 薬勝寺 P 着

宮 崎：初めての参加でした。皆さん優しく、楽しんで登ることができました。登る時、下る時のポイントや植
物の名前、山の名前などを教えていただきました。ありがとうございました。帰りに桜をたくさん見る
ことができ、きれいな滝も見ることができました。好い一日でした。

藤 井：★一つ印でも楽しい山登り。下りの歩き方を岩井さんに指導していただき“少しは上手になったかな”。
イワウチワは今が見ごろ。桜並木もドライブできました。感謝、感謝です。

宮 本：天候に恵まれ和気藹藹たのしく登りました。帰りの桜並木が素晴らしく、幸せな気分になりました。
長谷部：天気も良く、岩室の滝も良く、行程もちょうどよく大変楽しかった。
伊 勢：久しぶりの山行にやや不安がありましたが、歩くごとに体も慣れ口も弾み、さらに“専門”のコシアブ
ラにも遭え楽しい一日でした。

的 場：初めての山でワクワクして登りました。意外と急登の箇所もあり楽しかった。岩も石もない登山道でし
た。マンサクとタムシバの花が目を楽しませてくれました。おまけの岩室の滝と大観峰の桜並木は感激
ものでした。

小 坪：北日本新聞社刊行の“富山の百山”に載ってはいるものの、登山口は既に廃村となっているかのような
部落の外れにあり実に分かりにくく、リーダーの事前山行なしにはとても登山口まではたどり着けない
状況でした。岩井リーダー、事前調査を有難うございました。
途中、岩うちわの群生地がありちょうどピンクの可憐な花が見ごろで心が和みました。
頂上で登山道を整備された黎明山の会のご夫婦に出会い苦労話が聞けたことも思い出となりました。

岩 井：当日は、薄曇りながらも登山日和で楽しい山行でした。コースは、杉林をしばらく歩いてすぐに急登で
トラロープが設置してあったので目桑の合流点まで急登続いたがスムーズに登れた。途中、桜のお花見な
らぬ岩ウチワのお花見で岩ウチワに感謝感激。頂上に着くと遠く剱岳の稜線は雲に隠れて見えないものの
近くの大辻、礼拝山が見ることができました。
帰りは、吉峰で風呂に入る予定が混雑を予想して大岩不動の湯へ向かうことにし大観峰自然公園へドライ
ブ。途中数キロ？ほどの桜並木で 2 年分ほどのお花見をした気分になりました。

寺 山：杉林を抜け尾根に出ると立山連峰の山々が指呼の距離で見える。それぞれの峰の山名を言いながら
頂上に着いた。頂上の看板で山座同定ができた。大辻山、毛勝山、雄山など。
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登山道は天まで届く（塔倉山感想）
伊勢治雄
体験登山参加者 1 名（宮崎さやかさん sun0 years）を含め 9 名の参加。出発前ミーティングは本日限定の
若返りと、八分咲きのきれいな桜と相まって和やかな雰囲気である。
8：00 薬勝寺 P を出発。登山口に 10 台はゆうに駐車できる場所があり、登山口入口には立派な「塔倉山登
山口」の立派な石柱が建てられていて管理が行き届いている様子がうかがえる。
9：20 登山開始。少し登ると杉林となる。杉の樹林はきれいに枝打ちされ管理が行き届いていて、おかげで
林の中は明るい。杉林を過ぎるといよいよ登りとなる。イチゲが花をつけている。高度を上げていくにつれ勾
配が強くなり、設置されている補助ロープを頼りに登山道に張り出している木
の根を足場にネマガリタケを掴みながら身体を保持し登った。所々に座布団く
らいの残雪がある。イワイチョウの群生地は今が見ごろと花がひらいていた。
マンサクも今が花の真っ盛り。タムシバは少し花がひらいていたが少し時期は
早いのだろう。
10：40 頂上。風もなく寒さを感じることもなく、余裕をもって昼食タイム。
頂上からは東側と南側の眺望が特に良いが、曇天ではっきりした眺望は期待で
きないが、剱岳をはじめ毛勝三山、大辻山、来拝山,鍬崎山、越中沢岳、鷲岳、
鳶山、黒部五郎岳などかなり遠望できる。頂上に簡易な展望図（看板）が設置
されていた。

この看板は「双嶺の会」の手によって平成 12 年から

毎年雪解け後に設置しているとのこと。冬季は外して保管し、翌年の雪解け後
に建てているとのこと。そして、一週間前にまた設置され、われわれがそれを
見ながら山座同定したのであった。
われわれは山の案内板など漫然と見ているが、こんな苦労話を聞かされると山を管理している関係者への感
謝の思いが湧いてくる。いろいろな山にこんな話があるのだろうと思いを巡らせた。頂上で偶然出会った「双
嶺の会」メンバーの老夫婦が次の山仕事で頂上を離れる際に、老主人に『奥さんは品があり、きれいな方だよ。
気をつけて』とエールを送ると『上手なこと言われるね』と老主人の笑いながらの返事を聞きながら見送った。
午後からの老夫妻の仕事はきっとはかどったに違いないと思う。
われわれも下山準備を整え、11：25 下山を開始した。途中、ハンサムな外人の男性と美しい女性そして子
供たち 3 人の家族連れに出会った。女の子は父親似なのか人形のようなかわいい子だった。8 歳くらいの男の
子に『How are you?』
『Its cloudy today』と声をかけたら、不思議な顔で“このジジィ何言うんだい”見た
い顔をしていたが、外人の父親は『Oh！Oh!』とにこやかに答えてくれた。いっときの楽しい会話を交わした
ものの、急な下りの連続にいっときの心の余裕も許され
ない。僅か 300ｍ程度の連続する急な下りは振り返って
見上げると、まるで天まで届くような塔が立っているよ
うに見える。「塔倉山」の山名の由来は…？
ここ数日の好天で登山道は乾いて安全に歩けるが、雨
天時ぬかるんだ時は難儀する山である。200 名山の一角
に位置する里山であるが、実に登り甲斐のある山である。
推薦してくれた宮本さん、選定してくれた世話人会、そ
してリーダーに感謝です。
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報 告
〔メンバー〕岩井富雄、小坪哲彦、寺山秀行、林 憲彦、堀井泰則、甲かほる、高井増美
荒井英治（自転車参加）
【行程】
〈あいの風とやま・ＪＲ高山線を利用〉

○行き：高岡駅発 7：45

小杉駅発 7：54

富山駅着 8：05 （高山線）発 8：14
東八尾着 8：42
○帰り：東八尾駅発 14：08
発 14：48

富山駅 14：33

小杉駅 14：58

高岡駅

着 15：05
昼食時の酒類など嗜好品は各自持参。
歩行時間は 2～3 時間

岩

井：例年より早く開花して満開の時を過ぎていたのが
残念でした。川辺り周回 5Km 歩いた後持ち寄った
嗜好品を食べ飲み、楽しく懇談できて楽しかった。

堀

井：自然とは人間の手であれこれできないことが残念
というか…。本来なら満開の桜が待っていたはず
が「暖冬」で残り少ない桜を探して歩くことにな
った。こんなこともあるさ…と花見酒をあおった。

高 井：人生の大先輩のお話に癒され、仲間として受け入れられてうれしく思いました。ウォーキングしなが
ら話し、笑い、そしてそれぞれが持ち寄った食材、調理、お酒をいただきました。どっぷり甘えた私。
さぞかし満開だったら素晴らしいだろうと歩きました。“明日からの活力”をもらった思いです。楽
しく参加できました。ありがとうございました。

甲

小

か：神通回廊を川からのさわやかな風を受けながら、１万２千歩ほど歩きました。気分も爽快になり
ました。楽しい会話をしながら、おでんやアツアツの焼き肉、お好みのドリンクなどもあって
心もお腹も満たされました。ありがとうございました。
坪：初めての“塩の千本桜”満開を過ぎ散り初めではありましたが、その規模の壮大さに圧倒されました。
次の機会にはぜひ満開のタイミングで訪れたいものです。岩井さんの煮しめ、堀井さんの焼き肉、林
さんのエビフライ、高井さん＆甲さんのフルーツ盛り合わせが…最高でした。

林

：桜は満開ではなかったが、好いコースで来年の満開のとき
また歩きたいものです。

寺

山：あいの風鉄道と高山線乗り継いでゆったり旅。潤滑剤のア
ルコールが入って和気藹藹の会話がはずんだ。桜は……だ
ったが。

荒

井：1 週間前ほどにここに来たとき満開で絶景だった。ここま
で自転車で走るのは良いコースでした。
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♪ 雪よ 岩よ 我らが宿り
俺たちゃ町には住めないからに

今号の小木さんの表紙を飾っている

「雪山讃歌の碑」は笹ヶ峰高原にあるも

のです。

この歌は大正末から昭和初期にかけ、山とスキー

を 愛 する 京 大生 ら が笹 ヶ峰 に 毎年 ス キー 合 宿に 集

った際、アメリカ民謡「オーマイダーリンクレメン

タイン」に替え歌として西堀栄三郎（第一次南極観

測隊の越冬隊長）らが作詞したもので、その後京大

山岳部の歌となり、ダークダックスやデークエイセ

スが歌って一躍有名になりました。

また、この碑は群馬県嬬恋村の鹿沢温泉にもありま

す。昭和２年１月、鹿沢温泉でスキー合宿をした京大

山岳 部 は天 候 の 悪化 に よ り宿 に 閉じ 込 め られ て し ま

った。そのときつくったのが雪山賛歌。これを記念し

下・鹿沢温泉にある歌碑

昭和４６年に台字は西堀氏直筆による「雪山讃歌」の

碑が鹿沢温泉に建立されました。

上・笹ヶ峰の碑

三島野スポーツクラブ運営役員
任務分担

氏

名

住

所

TEL

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、岩越理代
と左記の運営役員で構成しています。
〔相談役〕 山田 格
黒川 衛
〔会計監査〕
竹内啓子・加藤日出子

5 月世話人会は 10 日(火)と 24 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）

◇ 熊本や大分を襲った地震は、
“いつ・どこで発生するかもしれない”という思いを皆さん抱かれたと思
います。近くの九重連山は？阿蘇山の噴火は？しかし何より原発が怖い。今回の断層帯は伊方原発と
川内原発に接しているからです。いまだ見えぬ福島の放射能からの脱出があるから…。
◇ いよいよ春本番！残雪や木々の芽吹きに自然の移ろいを五感で感じながら山歩きを楽しみましょう。
そんな企画にチャレンジ。
◇ 三島野 SC 初めての山「塔倉山」は登り甲斐の山だと感想からうかがえました。山頂標識を設置して
いる人と会えて、この山行が参加した人に「山に関わる人の大切さ、素晴らしさ」みたいものを得ら
れたようですね。多分、全国の一つ一つの山にそんな“功労者”が存在しているのだろう。編集子は
黒部源流の山小屋と新道を無償でつくった伊藤正一さんを連想しました。
◇ 『女子会』
『登山セミナー』ぜひ成功させたいです。新たな峰をめざすために！歩いたことのないコー
スを楽しむために！意欲（モチベーション）を高めために。それはきっと生きるモチベーションにつ
ながると思うから…。
◇ いまから夏山に向けて体力と気力の充填を！筋力は年齢に関係なく増強できると「ためしてガッテン」
でやっていました。

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 horii.yasunori@rouge.plala.or.jp
ＦＡＸ 0766-25-2792
ネットで会報の閲覧ができます。〔三島野スポーツクラブ〕を検索し、〔会報〕をクリックすると
これまでの発行済みの会報が全頁カラーで見ることができます。

