
 

 
 

 

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 

 

   

№ 190 
2016 年 7 月 1 日 
代表 岩井 富雄 
射水市宝町 1364-35 
TEL・FAX 0766-57-8180 

 
聖 山（長野市／麻績村）  小木清 画 

 

●南八ヶ岳縦走 7/16～17 

●白馬岳 7/30～31 

●針ノ木岳から爺ヶ岳縦走 

8/6～8/8 

●唐松岳 8/11 

●穂高連峰縦走 8/26～28 

６/１９ 金剛堂山 

６/５ クリーンハイク 
負釣山 

６/１２ 登山セミナー 
In 雑穀谷 

 

自主企画 8/15～20 黒部源流周遊の山旅 

山の日制定にあたって 

日本勤労者山岳連盟理事長 
浦添嘉徳 
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 この時季を待ち焦がれて多くの登山者が日本アルプスに向かう。咲き乱れる高山植物の 

お花畑に疲れた心身が癒され、吹き出る汗を吹き抜ける涼風が拭ってくれる。 

そして、登り立つ高峰からの絶景に感動し、生きる喜びを享受する。 

さあ――行こう！チャレンジしよう！ 

当初、2 泊 3 日で計画しましたが、1 泊 2
日に変更して募集します。二日目の行程が長

くなり、帰着時間が遅くなります。 

 

 (水) 
風衝草原に群生するニッコーキスゲの花の見頃を狙った企画 

 
参加申込は 6 月 26 日で締め切りました。 
問合せは、岩井 57-8180 or 090-5177-9255 へ 

 
(土) (日) 

 

 
  

  2524m 2715m 2899m 2802m 

【行程】 

１日目 

観音平登山口  編笠山  青年小屋（泊） 

歩行時間 4時間 30分 

２日目 

青年小屋  権現岳  キレット小屋  赤岳 

中岳  阿弥陀岳  行者小屋   美濃戸口 

歩行時間 10 時間 

（時間と体力をみて判断し、阿弥陀岳を登らず、赤岳から 

文三郎尾根を下ります） 

※小杉ＩＣ着は２１時頃になります。 

体力度★★★★☆ 技術度★★★☆☆ 

〈Ｌ〉的場邦夫 

【費用】15,000 円～17,000 円 

【参加申込】７月７日まで 堀井泰則へ  

FAX 0766-25-2792 or SMS 090-1314-6394 へ 

【装備】無雪期の通常の装備 

2 日目の昼食は行者小屋で求めることも可 

 
 

 

編笠山からの赤岳(右)・阿弥陀岳(左)  小木 清 画 

  

〈Ｌ〉岩井富雄 詳しくは 57-8180（岩井）へ問い合わせて下さい 自主企画の案内 

(土) (月) 

雲の平  高天原  水晶岳  鷲羽岳  三俣蓮華岳  黒部五郎岳 

5 泊 6 日 
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(土) (日) 
【行 程】 
１日目 
白馬大雪渓  葱平  白馬山荘（泊） 
標高差（登り）1600ｍ 6 時間 

２日目 
白馬岳  小蓮華山  白馬大池  白馬乗鞍岳  栂池ロープウェー 
標高差（登り）約 350ｍ（下り）1500ｍ 6 時間 30 分 
技術度★★★☆☆ 体力度★★★✭☆ 〈Ｌ〉背渡健治 

【費 用】20,000 円（宿泊、ロープウェー、交通費、ほか） 
【参加申込】7 月 21 日まで背渡健治へ FAX0766-23-2446 
 

立山連峰の黒部湖を挟んで連なる稜線を縦走。針ノ木岳から北ア・南部の水晶岳、槍ヶ岳

方面の山並がひろがり、爺ヶ岳から双耳峰の名峰・鹿島槍ヶ岳が目前に迫る。そして、縦走

路はいつも立山連峰を従えて歩きます 

【集合・出発】薬勝寺Ｐ 5 時 00 分 
【行 程】 
1 日目   
扇沢  大沢小屋  （針ノ木雪渓） 針ノ木峠（針ノ木小屋） 

歩行時間 5 時間 30 分  標高差約 1,200ｍ 
（小屋にザックをおき、蓮華岳へ往復 1 時間 45 分） 

2 日目 
針ノ木小屋  針ノ木岳  スバリ岳  赤沢岳  鳴沢岳 
  岩小屋沢岳  種池山荘 
歩行時間 8 時間 稜線歩きですが、それぞれのピークのアップダウンがある。 

3 日目 
爺ヶ岳へ往復（ゆっくり 2 時間）後、柏原新道を下る 
歩行時間 計 5 時間  標高差 登り 250ｍ 下り 1300ｍ 

技術度・体力度とも★★★☆☆ 〈Ｌ〉岩井富雄 
【費 用】25,000 円（山小屋 2 泊 4 食、交通費ほか） 
【参加申込】7 月 26 日まで岩井富雄へ FAX57-8180 

 

 

(土) (月) 

大雪渓を登ると高山植物の宝庫が待っています。北アルプス北部の山岳

風景や白馬大池周辺のチングルマの大群落など魅力あふれるコースです。 
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上・種池山荘と爺ヶ岳 

下・針ノ木峠と針ノ木岳 

2821ｍ 2799ｍ 2752ｍ  2678ｍ 2641ｍ  2630ｍ  2670ｍ 



 

 

 

詳細な内容は次号会報№191 でお知らせします。

歩行時間  
1 日目 7 時間 00 分（涸沢小屋・泊）

2 日目 8 時間 30 分（穂高岳山荘・泊）

3 日目 9 時間 30 分 
体力度★★★★☆ 技術度★★★★★

〈L〉堀井 泰則 

登山するものの憧れの

3,000ｍの険しい岩稜を

(金) 

【集合・出発】薬勝寺Ｐ5 時 00 分 
【行 程】 
◆A プラン 唐松岳山頂を往復 
標高差 900ｍ 体力度★★★★☆ 技術度★★☆☆☆

歩行時間 登り 4 時間 30 分 下り

〈Ｌ〉背渡健治 
◆Ｂプラン 丸山ケルン(2430ｍ)まで

標高差 650ｍ 体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆

 歩行時間 登り 3 時間 下り 2 時間

〈Ｌ〉堀井泰則 
【参加申込】８月１日まで 

※A プランは背渡健治 FAX 23-2446
※B プランは堀井泰則 FAX 25-2792

 

 

 (日) 

（木・祝） 

 

日帰り 

 

 

でお知らせします。 

（涸沢小屋・泊） 
（穂高岳山荘・泊） 

技術度★★★★★ 

れの山。山と渓谷社アンケートで登りたい山

を攀じ登り、立つ峰で得る感動は自分だけのもの

 

技術度★★☆☆☆ 
下り 3 時間 

まで往復 
技術度★☆☆☆☆ 
時間 

2446 へ 
2792 へ 

 

 

高山植物を愛でながら
五龍岳・鹿島槍を仰ぐ
北アルプス北部の山岳

3106ｍ 3103ｍ 

涸沢小屋
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山 NO１ 

だけのもの 

 

 

でながら登り、白馬連峰と
ぐ。 

山岳を楽しむルート 

3190ｍ 3090ｍ 

 
涸沢小屋 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

山山山行行行報報報告告告   (日)    

メンバー：〈L〉荒井英治、林 憲彦、的場邦夫、小坪哲彦、背渡健治、堀井泰則、川渕順正、福島忠義 
山田 格、上田千秋、加藤日出子、宮本久子、長谷部節子、島倉津也子、高井増美 

 

負釣山登山記録  

2016/6/5   

場所 時刻(登り） 時刻（下り） 

頂上 10:25 10:52 

９合目 10:15 11:15 

８合目 10:11 11:19 

７合目 10:01 11:33 

６合目 9:39 11:45 

５合目 9:25 11:57 

三角点 9:17 12:08 

４合目 9:12 12:15 

３合目 8:58 12:21 

２合目 8:46 12:29 

１合目 8:36 12:40 

駐車場 8:20 12:55 

 

 

山 田：20 年ぶりの負釣山は思ったよりきつかった。久しぶりの会山行は“浦島

太郎みたい”な感じ。およそ半数の人の名前がわかりませんでした。 
堀 井：久しぶりの山。これまで 4 回登っていますが、いつ登っても“登り甲斐

のある山”でした。山頂から見えるはずの栂海新道の稜線や、剱岳、朝

日岳などが見えなかったことは負釣山登山の喜びを半減させた。 
背 渡：今年の夏山に向けての訓練の思いで登った。いろいろな課題がわかった山

行でした。し 
小 坪：久々の 15 人の大パーテェで和気藹藹

あいあい

の山行を楽しみました。山頂からの

眺望がきかなかったことが残念でしたが、トレーニング登山としては格

好の山でした。          （次ページへ続く） 

 

林 ：5～6 年ぶりの負釣山でした。記録担当を仰せつかり、皆さんが休んでいる間もメモするなど大変なこ 
とがわかりました。時折、黒部川扇状地が眼下に見ることができたが、周辺の山々霞んで見えなかっ 
たことが残念でした。これを書いている途中気付きました。ツムラ 68 は葛根湯と同じと休憩時に話し 
ていましたが、正しくは芍薬甘草湯でした。訂正してお詫びします。 

川 渕：労山全国いっせいクリーンハイクに、志高き？善男善女？15 名が入善町最高峰「負釣山」をめざした。 
15 名もの連隊は実に壮観。負釣山は標高９５９．３ｍと低山ながら、始め急な坂道、中間部はなだらか

な林道、そして勾配 45 度はあろう険しい山道と実に変化に富んで、自然豊かな山でした。帰路の北斜面

にカモシカの母子に出くわすハプニングもありました。熊の親子でなくて本当によかったー。 
福 島：予想していた通りゴミは見当たらない。（ほとんど拾うこともない）クリーンハイクでした。苦手なムシ

も思っていたよりいなく、吹く風も爽やかで快適でした。茂る木々の間から黒部川扇状地が雄大に広が

りを見ることができました。山頂から見えるはずの山並が霞んで眺望できなかったことがちょっぴり残

念でした。もう一度訪れたいものです。睡眠不足でちょっと不安でしたが、仲間と一緒に楽しく登れる

ことができて満足出した。 
的 場：今まで何回か企画されたのに参加できなかった山で、「ぜひ登ってみたい山」でした。いきなりの急登で

始まり、何度も急登があって登り甲斐のある山でした。カモシカ親子を見ることができラッキー！ 
背 渡：今年の夏山に向けての訓練の思いで登った。いろいろな課題がわかった山行でした。 
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 宮 本：はじめてパーテェの先頭を歩くことになり、最初は「ゆっくり」と思って歩きはじめましたが、その思

い以上にゆっくり歩くことが必要なことを体験しました。歩きはじめの 1 合目までの急登は体が山に

慣れていないので特に注意しなければならないことを知りました。これまでの山行のリーダーの気配

りに感謝です。 
加 藤：登山口からいきなりの急登。１合から 10 合目山頂となっていて、なかなかきびしい手応えのある山で

した。でも、最高！ 
長谷部：標高がそんなでもないのに“大変な山”でした。 
島 倉：久しぶりに履いた登山靴が嬉しかった。楽しい皆さんと良いお天気に恵まれて“やっぱり登山はいいな

あ～”。今年はあまり行けなかった昨年の分も「もとをとりたい」と思っています。 
高 井：この負釣山で自分の弱点を見つけました（自分の身体を見直すチャンスでした）。ひたすら貯筋をしま

す。６月からドンドン挑戦したいと思います。ありがとうございました。 

 

荒 井：〈L〉として、せめて登山口だけでも確認しようと下見に行

った時、小川沿いに登山口があると勝手に思い込んでい

て、小川ダム近くまで行って？…。3・4 回登っているは

ずなのにこの有様。若い時から記憶力が弱かったうえに、

最近は老人性○○が加わってきました。当日本番は〈SL〉
の宮本さんにすべてお任せ状態。最後尾にいて岩や石を観

察するだけのナマクラ〈L〉でした。 

《クリーンな負釣山でした》 

上田千秋 

三島野スポーツクラブが毎年実施している「全国労山いっせいクリーンハイク」に自然に親しみ楽しく

山登り出来ることに感謝し参加しました。 

一人でも多くの参加者をと申し込み日を延長されたことで１５名が終結しました。新調した『自然を大

切に』を掲げた旗のもとごみ袋を片手に出発しました。 

いきなりの急登に汗びっしょりでしたが先頭の女性SL宮本さんにゆっくりとゆっくりと登ってもらいま

した。そして「ごみは？」「ない！」｢見落としたかな？」「やっぱりない！！」貴重なごみを探しながらの

山登りとなりました。１５名の隊列は緑に囲まれた山道に長く続き壮観です。また、休憩時は賑やかで先

輩方の豊富な知識(１合目は一合の油の灯りが消えるところを１合目としたとか、はたまた修行僧が合掌し

た場所だとか）話がはずみます。９合目からの最後の急登を登り切ると頂上が開けました。 

その頂上は残念なことにガスがかかって展望はゼロ。方位盤を見るにとどまりました。昼食に夏ならで

はの素麺のおすそ分けを頂き、豪華フルーツの差し入れも美味しかったです。ごちそうさまでした。 

頂上直下の急坂は慎重に滑らないようにと言い聞かせながら下りました。そして、偶然にも２合目辺り

の林の中にカモシカの親子発見。寄り添ってこちらを見ています。可愛いその姿にしばし立ち止まりその

行方を見届けました。登りであんなにきつかった１合目をなんとか下り終え無事登山口到着。 

負釣山は整備の行き届いたクリーンな山でした。L、事前調査ありがとうございました。 

先頭を歩きリードしてくれた〈ＳＬ〉大役お疲れ様でした。とても楽しい登山となりました。 

 

 

拾ったゴミは 500ｇ。ガラス瓶の破片、ビニ

ール紐、布切れ、クマ出没注意の看板の破片

などでした。 
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【参加者】岩井富雄、背渡健治、堀井泰則、的場邦夫、林 憲彦、岩越理代、 

上田千秋、甲かほる、高井増美、黒川 衛(講師) 

三島野スポーツクラブ  登山セミナー 

今回は険しい岩場の登り方、降り方、トラバースを中心に練習しま

した。この夏の企画の「南八ヶ岳」「後立山・針ノ木岳～爺ヶ岳縦走」

「穂高連峰縦走」などは岩稜帯の登下降が待ち構えるルートです。ま

た、それに参加するか否かに関わらず、山登りの基本として身につけ

ることが必要と考えています。 
予定していた訓練内容（急な岩場の三点支持・ガレ場の歩き方・シ

ュリンゲを使い方・ツエルトの張り方）はほぼ行うことができました。 
終わってから称名滝まで散歩し日程を終えました。 

 

 

上 田：三点支持で岩壁のトラバースは難しかったが、教えてもらった

ことを夏山登山に生かしたい。いろいろな器具を使って確保し、

岩場を登る体験ができて良かった。 
岩 越：講師からたくさんのことを教えていただきました。岩場で踵を

下げることで岩場に安定した足場を確保できることも体験しまし

た。しかし、岩壁を下から見ていると簡単そうに見えますが、攀

じ登ってみると、手も足も出せないまま疲れが溜まってしまう状

態でした。日頃、何気ない歩行や階段登りなどで学んだ足の運び

を意識化してみようと思います。「スリングでの簡易ハーネス」と

ロープの「エイトノット」は酔っぱらってもできるようにがんば

ります。 
高 井：日常生活が忙殺されていて、「セミナー＝訓練」と思うと気が重

かった。参加して“心のゆとり”が大切だと感じた。三点支持も

心にゆとりがあれば、手足の置き場もわかるし、楽しく参加でき

ることを実感しました。人生も山登りも心にゆとりがあれば余裕

をもって行動できると思いました。楽しかったなぁ～。 
甲 か：岩場を登下降する時、足の親指の付け根と小指を意識して足場

をつくることを強調され、“スキーと同じだ”と思いました。ロー

プの結び方やしまい方は家でもやってみたいな。 

 

 

 

 上・スリングで確保して急な岩場を登る練習 

左・エイトノットの結び方を学ぶ 

上・岩壁を三点支持でトラバース 

下・称名滝へ 

 

背 渡：この訓練はベテラン、ビギナーを問わず必ず受ける必要があると再認識しました。 
林 ：ロープワークや登山靴での岩場のトラバースなどの要領を過去に学んだのになかなか思い出せなく、講師

の言葉通り日頃の練習の必要を感じました。 
岩 井：初心に帰った気持ちになって、日頃の山を歩く自分を思い浮かべながら訓練しました。 
的 場：今までより技術的に内容の濃いセミナーでよかった。毎年参加して「体で覚える」。 
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山山山行行行報報報告告告   
 (日) 

 
南砺市旧利賀村／富山市八尾町   

1,638ｍ   

メンバー：〈Ｌ〉背渡健治、〈ＳＬ〉甲かほる 
小坪哲彦、堀井泰則、的場邦夫、岩越理代、 
島倉津也子、長谷部節子、宮本久子 

【行程記録】 
小杉薬勝寺Ｐ6：00   栃谷登山口 発 7：30 
  方折岳   前金剛山頂 10：40    
中金剛 11：00（昼食）11：30   前金剛 11：
50  栃谷登山口 14：20 
天竺の湯で♨入浴後帰路へ 薬勝寺Ｐ16：40 

8 

 

 

 

島 倉：前回登った時は虫がひどかったので、その対策を万全にしていきましたが、風が強くてあまりいなくてよか

った。大きくて素晴らしい山でした。 
甲 か：初めてＳＬとして先頭を歩く経験をした山行でした。自分の考えで動けるのでとても楽しかったです。こん

な任務をさせていただいてありがとうございました。でも、みんなの意見を聞くことの難しさもいっぱい

学びました。 
小 坪：久しぶりに訪れた金剛堂山。日本二百名山ということからか関西から観光バスでのツアー団体と相前後して

登ることになりましたが、登山道が整備されていて“ずいぶん登りやすい山になった”という印象が第一

です。背渡Ｌ・甲ＳＬお疲れ様でした。夏山メーン企画に向けてよいトレーニングになりました。 
的 場：久しぶりの無雪期の金剛堂山でした。なんとか天気が持ってよかったです。樹林帯でフィドンチッドを体い

っぱいに感じ、稜線で景色のいい風衝草原を歩き良かったです。 
背 渡：前日まで天気予報は「はれ」。当日もまずまずの天気でしたが、登るにつれ風が強まってきた。そして、稜

線では強風の中、雨が落ちてきた。 
自分がＬになると風を呼ぶのかな？“嵐を呼ぶ男” 
裕次郎亡き後はオレかも…。 

 宮 本：稜線に出て暴風に遭い、頂上では体感温度が急激に

下がって上着を一枚着ました。登山道脇に咲く可

憐なササユリが心和ませ、山頂でウラジロヨウラ

クに出会い、視界の広がる稜線の笹原で気持ち良

く深呼吸。幸せな山行でした。 
堀 井：前回の負釣山に続いて久しぶりの山。この山でススタケ採りをしていて登ってきた三島野ＳＣとばったり

会って入会したことを思い出す。残雪期もいいが無雪期の前金剛から中金剛、奥金剛のなだらかに広がる

風衝草原はまさに“風を感じる”ことができる。が、今回は感じ過ぎました。防虫ネットをつけるのが遅

かった！オロロ噛まれて三日間お岩さんになっていました。 
長谷部：朝方曇りがちな晴れ。夕方から雨らしい予報だが雨具を出すことなかろうと思いつつ登り始めた。左足に

痛みを感じ、かばいながら続く急登をササユリの香り誘導されるように、ゆっくり高度を上げていく。ツ

アー登山者や幾組かに追い越されながらマイペースで美しいブナ林の中を登る。ブナの大木の幹にナイフ

で刻んだ落書きに「峯」の字が…。そして会話がはずむ。前金剛に着いたが強風で中金剛手前の低木帯の

片隅に風当たりの弱い所を見つけて弁当を広げた。帰路は登ったコースを下るのですが、左足の痛みが一

層激しくなって“どうしたもんじゃろうか？”と心も痛む。みんなの楽しい会話に励まされながら無事下

ることができました。出会った花・アカモノ、ゴゼンタチバナ、アリドウシ、ツマトリソウ、コバイケソ

ウ、マイズルソウ、ウラジロヨウラクなど。目を楽しませてもらい、楽しい山行でした。 



新しい祝日「山の日」 登山と平和 考える機会に 

日本勤労者山岳連盟理事長 浦添嘉徳 

 
今年の 8 月 11 日は、新しい国民の祝日「山の日」です。「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に

感謝する」日として、16 番目の祝日になりました。山に関する祝日は、世界で初めてといわれて

います。 
登山者・登山団体は「山の日」制定を長い間望んできました。1961 年 7 月に開かれた「夏の立

山大集会」で、「山の日」制定が全会一致で決議され、国際山岳年の 2002 年 7 月には、富士山エ

コフォーラムでも提案されました。しかし、運動には結びつきませんでした。 
 
運動が始まったのは日本山岳協会、日本勤労者山岳連盟、日本山岳会、日本ガイド協会、日本

ヒマラヤン・アドベンチャー・トラストの山岳５団体が「山の日」制定協議会を設立した 10 年４

月からです。4 種類の「山を考える」リーフレットを作成し、

会員内外に訴えました。 
翌年には自治体、省庁、環境団体、山小屋代表者ら約 100

人が参加し、「山の日」ネットワーク東京会議を開催。制定

運動を呼びかけました。 
運動がきっかけで、超党派の国会議員による「山の日制定

議員連盟」も発足。議員提案によって 14 年 5 月に法律が改

正され、祝日となりました。 
当初は、北アルプスの登山口でもある長野県の上高地で、

第一回「山の日」記念大会が開催されるなど、各地でさまざ

まな形の集会等が計画されています。ただ、登山者からは「お

祭り騒ぎで終わらせるな」という声も上がっています。 
上高地の梓川沿いの広場には、日本の山の素晴らしさを世界に紹介したウォルター・ウェスト

ンのレリーフがあります。1937 年に設置されましたが、太平洋戦争の激化するなか「敵国人の像

を掲げるのはよくない」という軍部などの圧力によって一時、取り外されていた歴史があります。 
 
この時代、陸軍主導で「大日本体育会行軍山岳部会」が結成され、登山者が戦争協力に組み込

まれていきました。「ハイキング」という用語も禁止され、自由に登山ができない状態でした。 
いま、日本の平和と立憲主義が重大な危機に直面しています。8 月は、「山の日」と同時に、広

島・長崎に原爆が投下され、日本が敗戦に追い込まれた月でもあります。登山文化が阻害され、

ウェストンのレリーフが二度と取り外されることが無いように、「平和と登山」を考える 8 月にし

たいものです。 
 
（労山理事長 浦添嘉徳氏の「山の日」にあたってのメッセージが、しんぶん「赤旗」6月 25 日付に

掲載されましたので紹介します。 ――代表 岩井富雄） 
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『土木工事や建設工事現場などではヘルメットの着用が義務化されていることは周知の事実だが、「１メート

ルは一命取る」という標語が定着していることはあまり知られていない。たった１メートルでも落ちれば一命

を取られるかもしれないから十分気をつけろ、というわけだ。いいえて妙である。…略…この標語、登山にも

十分適用しそうだからそっくりいただいてもいいくらいである。』（西本武志 著「山と人」より） 
御嶽山の火山で噴石を受けて命を落とした多くの登山者がいたことから、ヘルメットの貸し出しを始めた北

アルプスの山小屋が多くあります。ましてや岩稜を攀じ登る剱岳や槍ヶ岳、穂高岳などではいまや必携の「標

準装備」になっている。 

 

左の写真は 2015 年 8 月剱岳企画の山頂です。全員が頭にヘルメットを

かぶっています。 
自転車でもスキーでもヘルメット着用者が増えてきています。頭を衝

撃から守ることはいまや「常識」になっているといえます。 
ちなみに、いろいろなヘルメットが販売されています。有名登山ブラ

ンド品から防災とアウトドア用を兼ねたもの。折りたたんでコンパクト

になるもののあります。 
この夏、南八ヶ岳、後立山縦走、穂高連峰縦走の企画があります。準

備してはいかがでしょうか。 

 

 

▼後立山連峰  白馬岳、唐松岳、五龍岳、鹿島槍ヶ岳、爺ヶ岳、針ノ木岳など北アルプス北東部に連な

る長大な山脈。富山県側から見た場合、立山連峰の後ろ側に連なっていることに由来する 
▼双耳峰  動物の耳のように、尖った二つのピークが並んでそびえている山頂。鹿島槍ヶ岳が有名。 
▼ケルン  山頂や登山道、分岐点、徒渉点などを表すために、小石を円錐形に積んだもの。アイルラン

ド語の石塚の意。 
▼岩稜  急峻な岩の尾根。 
▼キレット  切戸。稜線が急峻に切れ込んでいるところ。穂高の大キレットなど。 
▼スリング  テープやロープを短く切ってループにしたクライミングの際に使用する強度の高いひも。 
▼エイトノット  ８の字結び。結び目が８の字になる結び方。 
▼日本二百名山  深田久弥の「日本百名山」に、深田クラブがさらなる１００座を加えて選定したもの。

これに日本山岳会がさらに１００座を加えて「日本三百名山」としている。 
▼体感温度  体に感じる温度。風速 1ｍ／秒につき体感温度は１℃下がる。 
▼雪渓  降雪や雪崩などで谷を埋めた雪が遅くまで残っている状態。稜線上に残っている場合は雪田とい

う。白馬大雪渓、剱沢大雪渓、針ノ木大雪渓は日本三大雪渓と呼ばれている。 

 

会報に載っている登山用語の解説 

 
 

双
耳
峰
・
鹿
島
槍
ヶ
岳 

双耳峰・八ヶ岳連峰 権現岳 

ケ
ル
ン 
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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   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、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 

7 月世話人会は 5 日(火)と19 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） 

 
◇ いよいよ夏山シーズンの幕開け。「夏山アルペン企画」は第５弾まで紹介されています。険しい山行企

画もありますが是非チャレンジを！ 
◇ 「山の日」企画は一人でも多くの参加で山の日制定を祝おう。と２つのプランを並行して実施します。

北アルプス・八方尾根を三島野ＳＣの大パーテェが“闊歩
か っ ぽ

”しましょう。 
◇ クリーンハイク in 負釣山の登山道はきれいでいた。が、登山道に小さな飴玉の袋一つでも落ちている

と「大自然の中の大きな異物」に感じます。わずか５００ｇでも大きな収穫です。 
◇ 久しぶりに顔を見せてくれた格さん“浦島太郎”だったとか。これからも顔見せてください。そして、

経験と知識を若い者（歳くったワカモノ）に伝えてください。 
◇ 登山セミナーでの訓練は「山慣れたものでも必要」なぜなら、あの山のエキスパート山岳警備隊もや

っているんだから！やらないと退化していきます。世話人会で“どうしたらもっと多くの会員が参加

するだろうか”について話し合っています。 
◇ 労山理事長の「山の日」にあたってのメッセージにある平和でこそ登山文化が謳歌できる。このこと

を真剣に考えることが必要な時になっていると思います。 
 

 

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。 

全国で１万人くらいの労山の仲間がいっせいにおこなっている

「クリーンハイク」は４３年の長い歴史をもっています。 
わたしたち三島野スポーツクラブも、毎年その企画に参加してき

ました。それは単なる“ゴミ拾い”ではなく、『山を、自然を大切に

する心をはぐくむ』ことにもつながります。 
そんな行動と心を一人でも多くの知らせるために、この幟旗を掲

げてこれからも続けていきましょう。 
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つくったぞー！ 

 

登山者やハイカーにアピール 




