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冬の御岳山（東京都青梅市）  小木 清 画 

 

◆ 11／13(日) 籾糠山 

◆ 〔自主企画〕11／26(土)～27(日) 

富士山を愛でる山旅 

 

○12／4(日) 城ヶ平山 

○12／17(日)二上山 ＆ 忘年会 
 

 

焼 岳 10/15 
感想 福島忠義 

能郷白山 10/23 
感想 續池静子 

報告 
労山・東日本女性登山交流集会 

荒井英治 ＆ 岩越理代 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

 
 

この時季、北アルプスの稜線は白く
雪をかぶり、里山の木々は葉を落とし、
晩秋から冬のたたずまいと化していく。 

そんな自然の季節の移ろいの中で
山歩きを楽しみましょう 

 （木・祝） 
 参加申込は 10 月 25 日で締め切りました 

かや が たけ 

 （日）  
1,744ｍ  岐阜県白川村／飛騨市 

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ 
【行程】 
天生峠Ｐ  天生湿原  カラ谷分岐  水平探勝路

ブナ探勝路  籾糠山   登山路を下る 
標高差 450ｍ 歩行時間 5 時間 
体力度・技術度とも★☆☆☆☆ 
【費用】2,000 円（交通費、入山料ほか） 
【参加申込】 
11 月 3 日まで 小坪哲彦へ 

FAX 56-3028 or SMS 090-4684-4198 

 
（土） （日）  ＆  

 

1704ｍ 山梨県北杜市／甲斐市 1598ｍ 山梨県忍野村 

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺Ｐ 
【行程】 〈Ｌ〉堀井泰則 
●11／26 茅ヶ岳登山 深田久弥記念館から往復  

登り 3：00 下り 2：00 標高差 750ｍ 
体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆   
忍野八海近くの宿「忍野高原ホテル」 

●11／27 富士山絶景の山・杓子山登山   
登り 2：15 下り 1：45 標高差 約 500ｍ 
体力度★☆☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆ 

【装備】無雪期の装備ですが防寒対策が必要。 
【費用】15,000 円（一泊二食宿泊・交通費ほか） 
【参加申込】11 月 15 日まで 堀井泰則へ 

FAX 25-2792 or SMS 090-1314-6394 
※募集人数は 8 名（先着）としていましたが 
8 名の参加申込があり、締め切りますのでご了承く

ださい。 
 

今回で『富士山を愛でる山旅』企画は 4 回目。

時雨模様のなか出発し、長野県に入ってくると

天候は一転して「快晴」となって太平洋側気候

となる。こんな条件を利用しての山歩きです。 

しゃくしやま 

 

 
 

深田久弥終焉の山の碑 

杓子山頂から望む富士

 

 

右・天生湿原 

下・天生湿原の

紅葉 

自主企画 
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山梨山の会との交流登山について調整中 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 (日) 
446ｍ 
上市町 

 
(土) 

 

 
と 

 

【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺Ｐ 
【行程】  〈Ｌ〉岩井富雄 
大岩登山口から上の平を経由し城ヶ平山へ。 
ハゲ山（465ｍ）に足を伸ばし、 
浅生（あそ）登山口に下って大岩へ戻る。 

歩行時間 約 4 時間 標高差 ＋－400ｍ 

体力度・技術度とも★☆☆☆☆ 
【参加申込】 11 月 25 日まで岩井富雄へ 
 FAX 57-8180 
 

山山山行行行報報報告告告   

 
(土) 

 
2,455ｍ 

メンバー：〈Ｌ〉背渡健治、川渕順正、 
小坪哲彦、福島忠義、的場邦夫 

【行動記録】 
薬勝寺Ｐ     5：00 
中の湯登山口   7：45 
リンドウ平    9：15 
南峰・北峰分岐  10：30 
頂上（北峰）着  10：50 
      発  11：55 
登山口      14：05 
入浴後、帰路へ 薬勝寺Ｐ17：50 

 

 

 

広々とした山頂は城跡で、360 度の眺

望が楽しめる。特に毛勝山、剱岳、大日

岳が輝いて見える。 

初心者でも四季折々に楽しめる山。 

どのルートで初冬の二上山を歩く

か未定。3～4 時間程度の歩行時間で

す。下山し、国分浜の「越の庭」で入

浴。さっぱりして、さあ～今年の締め

くくりの“宴”となります。 

詳細な案内は 

次号№195 で 

お知らせします 

上・山頂直下の噴煙口 

左・山頂（北峰） 
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小 坪：雲一つない快晴のもと数年ぶりに訪れた焼岳。近いうちに火山噴火するのではと思わせるほどに、か

つて経験したことがない激しい噴煙と噴気孔の多さに驚嘆！まさしく活火山！ 
川 渕：朝日岳に山行に続く 2,000ｍ超級の登山。今回も雨に遭う気がしなかった。予想通りの秋晴れの晴天。

森林限界を超えると真っ青な空の中に、焼岳の北峰と南峰が聳える雄姿が現れる。そして鞍部の北側の

火口から白い噴煙をあげている。なんと壮観なこと。頂上に着いてから峰の周りを見渡すと、火口だけ

でなくそこかしこの岩の隙間から噴煙が…。いつ爆発しても不思議ではない思いがする。頂上付近で昼

食をとったが、周囲の登山者のみんなが御嶽山の噴火が蘇える様子。何事も起らなかったが、せめてせ

っかく持ってきたヘルメットを着用すべきだったか？そんな心配を余所に、頂上から見た 360 度の山々

のパノラマはなんと素晴らしかったことか。 
的 場：今回珍しく男だけのパーテェとなりました。やはり女性に参加してほしかったが、天候良く最高でし

た。噴煙が以前登った時に比べて多く不気味。ヘルメットを被っていたが何事もなく良かった。 
背 渡：天気最高！紅葉イマイチ！頂上はハバラナマ。 

北アルプスの活火山 焼 岳 

福島忠義 
山歩きに久しぶりに参加することができました。睡眠不足が続き少し不

安な面もありましたが、陽光に照らされた遥かな山容の絶景を眺めなが

ら、無事に歩くことができました。大展望が素晴らしく、印象に残った百

名山・焼岳でした。 
薬勝寺を出発して 2 時間余りで登山口付近に到着。すでに駐車場や周辺

の路肩には車がいっぱい並んでいる。予想はしていたが…。駐車場所の確

保に手間取ったが、ドライバーの技術で何とか駐車できた。 
 

少し疲れがきたのか、歩きにくい。気合と根性で登ろうと自ら

を叱咤する。リーダーの頃合を見計らって休憩を入れてくれるが

「休憩！」の掛け声が聞こえるとホッとした。高度を上げ、間近

に迫る岩峰の焼岳が見事です。コルにたどり着いて休憩。すぐ下

の火口湖・正賀池のエメラルドグリーンに入ってきた。マグマで

熱しられて勢いよく噴出する水蒸気。含んだ硫黄で変色している

岩。触ると熱いくらいだった。 
山頂直下の登りは中尾峠からの登山者も合流し、下る登山者も

あり大変混雑。            （次ページへ） 
 

ふと空を見上げれば雲一つなく青い空が一面に広がっている。今日は絶好の山歩き日和の天気になりました。 
7 時 40 分に仕度を整え、いざスタート。新中の湯登山口を出発です。右側眼下に車道を眺めながら、なだら

かな道が続きます。木漏れ日射す樹林帯の中を歩くと清々しい気持ちなります。上部の道路から転落したとみ

られる車の古い残骸が放置された横を通り過ぎると間もなく勾配のある道となってきた。眠気を覚まそうと気

合を入れ直した。大きなブナの木立が見事です。しばらく道を進んでいくと、倒木あり、窪地ありでやがて勾

配がきつくなり、岩の段差や木の根の張り出した登りとなって、念入りに足下を注意。足腰に負担をかけない

ように意識してゆっくり・歩幅を狭く歩を進めた。 
いつしか登山道はたくさんの登山者とすれ違うようになり、周りは賑やかで楽しい雰囲気に包まれた。ほど

なく歩くとクマザサが生い茂る周りのナナカマドが色付いていて、晩秋を感じる風景となってきました。しか

し、梢の葉は落ちて少なく期待した鮮やかな紅葉の予想が見事に外れました。どのあたりで旧中の湯ルートと

合流（2060ｍ付近 下堀出合）するのかと思いながら歩いていたが、判らず過ぎてしまった。木々の間から遠

くの焼岳山頂・北峰と南峰、そして立ちのぼる噴煙が見えてきた。いつの間にか展望のない樹林帯から抜け、

森林限界に達したようだ。ここまでおよそ 2 時間。辺りはゴロゴロと火山岩の転がる風景に変わり、踏ん張り

どころです。目前に見える北峰と南峰のコルをめざし、ジグザグにつけられた登山道を登る。ふと立ち止まっ

て振り返ると、一面に広がる笹原のグリーンが陽光を受けて鮮やかに輝き、その美しさに感動した。 
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(日) 

 

1617.5ｍ    
福井県大野市 
／岐阜県本巣市 

やっとの思いで山頂（北峰）にたどり着くと登山者でいっぱい。これには驚くことしきり。それぞれが思い

思いに絶景を眺め、昼食をしている。 
山頂に立った瞬間に眼に映った大展望。遮るもののない北アルプスの峰々の大展望は感動モノでした。また、

眼下の梓川と上高地にも感動。緑色の焼岳小屋やその奥遠くに西穂山荘も見ることができた。山頂の混雑を避

けてコルまで下り腰を下ろした。山頂周囲の景色を眺めながらのんびり昼食時間とした。混雑の山頂を避けて

多くの登山者がここで賑やかに昼食を楽しんでいる。 
見飽きない大展望を惜しみ、その余韻を焼き付けて下山しました。 
登山口近くの中の湯温泉でゆっくり温泉に浸かり、至福のひとときを過ごしました。 
最高の山歩日和でした。 

山山山行行行報報報告告告   

メンバー：〈Ｌ〉的場邦夫、岩井富雄、小坪哲彦、 
續池 巌、林 憲彦、甲かほる、 
高井増美 續池静子、長谷部節子、 

  能郷白山登山記録 

5:33 薬勝寺池公園駐車場出発 

6:28 尼御前ＰＡ 

7:00 福井北ＩＣ 

8:33 温見峠 

8:43 登山開始 

9:13 休憩・体温調整 

9:47 休憩 

10:15 前衛峰 

11:04 能郷白山山頂 

11:35 下山開始 

12:09 前衛峰 

13:20 登山口到着 

14:55 水芭蕉（風呂）・着 

15:46 水芭蕉（風呂）・発 

18:35 薬勝寺池公園駐車場到着 
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小 坪：いやぁ―遠かった、登山口まで往復７時間。でも、整備されていていい山でした。これが第一印象。

次回はもうしばらくしてからね。〈Ｌ〉の事前調査などありがとう！大成功の山行でした。 
續池巌：頂上から眺めた山々は紅葉が進み、吹く風も肌寒くて秋の到来を感じた。７年前６月に登った時、頂

上付近のお花畑は花々が咲き乱れていた。次はまた花の季節に登りたい。登山口から直ぐに始まる急

登で皆さんから後れをとった。日頃近くの二上山丘陵を歩き足腰が衰えないようにしているつもりだ

ったが、確実に体力が低下していることを感じた次第です。 
的 場：薬勝寺から 3 時間かけて温見峠登山口にたどり着き、山行開始。黄葉のブナ林の登山道が気持ち

よく、天候にも恵まれて満足した山行でした。 
長谷部：紅葉はまずまずでした。天候もまずまずでした。能郷白山は初めての山だったので大変楽しみに

していました。たいへん立派な山でした。個人で行くには遠すぎて二度目はありません。 
高 井：美しいブナ林を歩く私はまるで女優にでもなったかの気分――見事な風景とそこに清々しい気持

ちでいる私でした。 
岩 井：登山口まで 200ｋｍの遠い山でした。いい天気に恵まれ、白山も望めました。登山道はよく整備され

て見晴らしも良く、急登には固定ロープが設置されていて気持ち良く安全に登られました。 

 



 

《感想》 能郷白山 

續池静子 

５時３０分、２台の車に分乗して薬勝時池駐車場を出発する。北陸道を走ると空が明るくなり始める。天気予報

が良い方に変わり雨の心配は少なくなった。福井県大野市を通り、真名川ダム湖周りを走る。ダム湖から温見峠

までの国道１５７号線は道幅がとても狭くて曲がっていて運転が難しそう。標高１０１０Ｍの登山口温見峠に着く。

車が既に１１台駐車。２００９年６月に登った時には居なかったカップラーメンなどの販売車から声がかかる。小

さな仮設トイレもあって登山者の便宜を図っていて嬉しい。 

装備をし、ストレッチ体操のあと、８時４５分リーダーを先頭に出発。標高が上がるにつれ山々の紅葉が進んでい

たので、これからの登りが楽しみになる。登山道はいきなり標高差４００Ｍの急登でゆっくり登る。途中太いロー

プが３カ所あり、石を落とさないよう注意する。１４９２ｍのピークを過ぎると緩やかな登りとなり頂上が見えて

きた。ナナカマドの真っ赤な実や真横にのびる臥龍ブナの形が面白い。ドライフラワーになったオヤマリンドウが

沢山ある。登山道は幅広く下草刈りなど整備がされていてがたたかった。１０時５５分全員元気に頂上に着く。標

石は一等三角点本点で、久しぶりに大物三角点にタッチできて感動した。前は辺りの中高木で見晴らしがよくな

かったが、木々もササも伐り払われてすっかり展望が良くなっていた。少し先のもう一つの熊野白山権現社が

祭られたピークへ向かう。枯れた草原の中を行き、１１時５分昼食休憩となる。展望はよく木々が染まり緑の笹と

のコントラストが美しい。標高が高くなったので強く吹く風は寒い。着衣で保温する。前回登った時は神社の辺り

の草原は高山植物が競うように咲きみだれ長居をしてしまったが今回は花の季節はすでに終わり、周りの紅葉

を楽しむだけだった。 

下山は来た道を戻る。「登山時報」で、下山時にストックのストラップは腕に通すと転倒した時外れなくて腕を

骨折した事例の記事を見ていたのでストラップは腕にかけずに下る。急坂はゆっくりと慎重に下る。登山口の車

販売の方に地元産の柿のおもてなしを頂き美味しかった。 

勝山で温泉に入りさっぱりしました。長時間の運転をして下さった的場さん小坪さんありがとうごさいました。 
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甲 か：遠く遥か福井県と岐阜県の県境の能郷白山の山行。加賀白山を開いた泰澄上人が白山から見渡した時

にこの山が目に留まり、ここに白山信仰の山を開いたという。頂上から見た 360 度の山々がきれいで

した。今日は 19,000 歩あるき、天候も良く心も体もリフレッシュできました。 
 林 ：とにかく登山口までのアプローチが長く感じました。運転手さんに感謝！整備された登山道、山頂か

らの眺めも良く、歩き応えのある山でした。10 月 9 日の材木坂登山で自信がつき、今回も遅れること

なく下山できたのが何よりの収穫でした。 

背 渡：天候最高！紅葉イマイチ！頂上はハバラナマ。 



  

  第 15 回東日本女性登山交流集会 in とやま の報告   荒井英治 

 10 月 9 日（日）、10 日（月・祝）の 2 日間に亘って立山少年自然の家と周辺で行われた『第１５回東日本女

性登山交流集会 in とやま』に 120 名が参加しました。遠くは青森県からの参加者も数名おられました。三島野

スポーツクラブからも運営補助の男性４人を含めて 11 人が参加しました。9 日は午後１時からオープニングコ

ンサートで始まり、主催者、関係者のあいさつの後、柏 澄子さんが『女性に向けて、人生それぞれのステージ

で息長く山を楽しむには』の演題で話されました。残念ながら私は裏方の雑務ため、終わりの部分しか聞けな

かったのですが、柏さんの飾らない率直な話しぶりがとても好感が持てました。女性特有のハンディや悩みな

どの質問に対して恥ずかしがったり、照れることなく答えているのが印象に残りました。 
 柏さんの次は富山大学理学部地球科学科の石崎泰男先生が『活火山～弥陀ヶ原の噴火史と現状』という演題

で講演され、プロジェクターでスクリーンに写真や図表を映しながら、およそ１０万年前から始まった弥陀ヶ

原の噴火の歴史と現在の活動の状況を話されました。そして今後、御嶽山のような死傷者が出るような噴火の

可能性については答えるのを控えられました。 ただ、もしも御嶽山のような規模の噴火でも、大勢の観光客

で賑わう立山の場合は死傷者の数が桁違いに大きくなると言われました。 現在でも噴火が起きていないわけ

ではなく、握り拳程度の岩石を飛ばすような小噴火が人知れず起きていることを、その噴石の写真を映しなが

ら指摘されていました。とにかく弥陀ヶ原火山の歴史は大枠では研究されているが、近年（１万年間あるいは

2～3 千年間）の噴火の細かな研究はまったくされていなかったようで、やっと 2、3 年前から県の予算がつい

て調査が始まったばかりとのこと。何か所も試掘の溝やボーリング掘削でデータを蓄積してからでなければ、

無責任な発言は出来ないのでしょう。 
 2 人の講演の後は、3 つの分科会に別れてそれぞれのテーマで講義とデスカッションがありました。私は第３

分科会『立山杉の生態と特徴』に出ました。コメンテーターの平さんは無花粉杉の発見者として林業の世界で

は有名な方ですが、その場では無花粉杉のことについては全く話されず、立山杉の自然木の不思議さと、成木

になるまでに何百年もかかるとという成長の遅さ、光と水と土の３生育条件を上手くクリアして親指くらいの

太さの木になるのが奇跡と思えるくらい大変なことだと言われました。こんなにも細かに、深く自然の生態を

観察しているのかとすごい人だな感心しながら聞いていました。 
 その後は分散交流会と懇親会とつづき第１日目は終わりました。 
 2 日目は交流登山でした。これについては省略します。 〈以上〉 
 

「全国から到着する仲間をむかえるぞ！」と意気

込んでいましたが、打ち合わせ不足などでテレコ

レしたことが少々残念でした。しかし、講師から

様々なことを学びました。二日目、待ちに待った

スケッチでしたが、生憎の曇り空で称名渓谷はガ

スっており、帰ってから仕上げました。 

しかし、我が家にお手本（会報の表紙）が沢山あ

ることに気づきました。 

皆さんもやってください。楽しいですヨ。 

――岩越 

  

  

オトコが女性交流会に参加しました。全国の仲間が

色々な工夫をしながら女性ならの活動や新しい仲間

を迎えるための努力の経験も交流しました。 

三島野ＳＣにとって初めての全国規模の企画への

参加でしたが、こんな交流の機会は積極的に参加すべ

きだと痛感しました。お酒の入った交流で藤元委員長

から単位クラブの交流を積極的にやってほしいと言

われ、これからの課題とすべきと思いました。 

――堀井 
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参加者：岩越理代、上田千秋、加藤日出子、金井洋子、甲かほる、熊木廣子、松田理恵子 
（荒井英治、岩井富雄、林 憲彦、堀井泰則） 



東日本女性登山交流集会 「ライチョウという鳥 立山のライチョウ」講演の報告 

岩越理代 
〔ライチョウの一年〕 
立山周辺のライチョウは厳冬期に亜高山帯である称名地域にいることが多い。3 月頃にはオス・メスが別々の集

団で室道周辺まで上がってくる。羽の色は全体に真っ白で黒い羽が少し見える程度。4 月下旬～5 月にはオスの求

愛行動が始まり、オスとメスとが一緒に砂浴びをする姿や、オスどうしの縄張り争い行動が見られるようになる。 
6 月頃には営巣・抱卵の時期を迎える。立山周辺では平均 6 個の卵が産み落とされ、約 21～23 日間の抱卵の後、

例年であれば 7 月初旬～中旬頃（今年は雪が少なく 6 月 25 日と早かった）にヒナが巣から出てくる。 
ヒナは葉を食べる。この時期の山はまだ寒く、5 分程度葉を食べて母親の羽に隠れて 15 分ほど保温してもらう状

態。この時期に人間が執拗に追いかけるような行動は、ヒナの体温や体力を奪いかねない行為であり、静かに見守

ることが大切である。 
7 月～10 月に換羽とともに成長し、ヒナ（初生羽が生えている）は約 28 日で幼鳥、約 60 日後に若鳥となり、約

90 日後に独立していく。 
〔ライチョウの生息分布〕 
ライチョウ（キジ目 学名 Lagopus muta＝ウサギの足の意味）はアラスカで誕生したとされる。世界には 19

種類のライチョウが生息している。それらは森林性ライチョウ、草原性ライチョウ、ツンドラ性ライチョウに大き

く分けられる。ライチョウ・ヌマライチョウ・オジロライチョウの 3 種だけが夏場とは違い冬に白くなる。世界に

は推定 560～760 万個体、日本には 3000 個体が生息しているとされる。 
〔ライチョウの調査〕 
毎年調査を続ける中、5 年に 1 回生息調査を行っている。巣や個体の確認、フンの状態からも数をかぞえている。

小さな糞が数多くあれば、縄張りを持つオスがいると推測し、大きな糞がある場合には近くに巣＝メスの存在があ

ると推測されるという。 
立山周辺では、標高 2300ｍ以上に生息していることがほとんどであるが、同じ富山県でも朝日岳周辺では 1930

ｍの地点で生息が確認されることが多い。 
ライチョウの営巣といえば、一般的にはハイマツの印象があるのだが、じつはハイマツのみではない。立山では

ハイマツ 60％、ササ 16％、ほかにホンドミヤマネズにも営巣する。 
〔観察の楽しみ……ライチョウの形態や行動〕 
・鋭い爪（アイゼン）と尖ったくちばし（ピッケル）を持つ 
・鼻孔まで羽毛に覆われている 
・足も羽毛で覆われている 
・1 本の羽毛は分岐羽（後羽）が長く発達し、二重構造をしており保温性に優れる 
・放熱を最小限にするため全体的に体が球体である 
・夏には雪解けの泥水が付いて重くならないように足指の羽毛は抜ける 
・赤い肉冠はオスのみにあるのでなく、色や形は多少違うがヒナ・メスにもある 
・ライチョウは飛べないのでなく、飛ばないことが多いだけ 
・ライチョウは 41 科 137 種の植物を摂取する 
・一般的な鳥の換羽は年 2 回だが、ライチョウは年 3 回 

① 部分換羽〈ボディの換羽〉② 完全換羽 ③ 部分換羽 
オスとメスの区別がつけにくくなる時期があり、脇羽で見分けることができる 

・天敵の襲来時に母鳥が鳴き声をあげると、ヒナはフリージング（不動）する 
母鳥の「解除」の鳴き声を発するまでそれが続く 

〔これからの課題〕 
さまざまな文献により、温暖化がライチョウに及ぼす影響が懸念されている。現在までの約 40 年間は縄張りの

数は減少していない様子だが、気温が高くなることで低標高の縄張り数に変動がないか、巣の位置に変化はないか

など観察していく必要がある。 
〔まとめ〕 
今回ライチョウについて話したが、ライチョウだけを守ればいいというものではない。生態系全体を守っていく

ことが大切である。その後、ライチョウの写真をたくさん見せていただき講義終了となった。 

 
手前がオス、奥がメス 
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□ 12 月 23 日（金・祝）～24 日(土) 
□ 志賀高原スキー場 
□ 参加費 12,000 円（宿泊費、交流会費等）リフト代と交通費は別途です 
【お問い合わせ】 林 憲彦 ☎82-6035 090-8099-2954  堀井泰則 ☎25-2792 090-1314-6394 

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 

11 月世話人会は8 日(火)と 22 日（火）とします。 
時間は７時 00 分～8 時 30 分です。 

2739-1

 
 

◇ 季節は巡ってすぐに冬を迎える。誰かが言っていたなあ“日曜日まで遠いけど、一年はすぐ経ってし

まう”と。 
◇ 晩秋…この言葉に何か切ない響きを感じてしまうのは何故だろう。心ときめく春、エネルギッシュな

夏、そして実る秋が過ぎ去って、活動の鈍る凍てつく冬を待つ時季だからだろうか。そんな晩秋を

active に活動し、そして、舞う落ち葉に romanticism を感じて豊かに生きましょう。 
◇ クラブとして東日本女性登山交流集会に初めて参加。元気に活動する全国の女性に触発されました。

三島野 SC の女性パワーもだんだんと UP しているように思います。オトコもガンバロー。 
◇ 9 月企画は雨に打たれてショボってしまいましたが、10 月は良かった！焼岳の感想は参加できなかっ

たものには「うらやましい！」です。三島野 SC 企画に初めて山「能郷白山」も良かったですね。 
◇ 「スキーやりたい」希望者に叶う企画が出ました。上手い、下手ではないんです。楽しく雪と戯れ、

それなりのスピードを楽しみ、スキー場上部からの雪の山々を眺める楽しみもあるのです。 
 
 

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フルカラーで見ることができます。 




