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

№ 195
2016 年 12 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

黒部峡谷 下の廊下Ｓ字峡
吉井
覚 画

参加申込は 11 月 25 日に締め切

(日)

(土)

りましたのでご了承ください。

と

〔二上山散策〕 歩行時間 約 3 時間
伏木国分・
「越の庭」 9：00 集合・出発
気多神社から大師ヶ岳 経由 雨晴海岸
〔忘年会〕
入浴後、13 時 00 分より

会費 4,000 円

〔参加申込〕

上・うっすらと積もった

12 月 5 日まで 背渡健治まで

雪を踏んで歩くことも

FAX 0766-23-2446 or SMS 090-7080-2617
右・酒を酌み交わして山

（すべて参加・二上山のみ・忘年会のみ）のいずれ

談義に花が咲く

かも必ず記して申し込んでください。

(日)
【集合・出発】 5 時 30 分 城光寺陸上競技場の駐車場
【コース】約 2 時間あまりの歩行時間
【参加申込】12 月 27 日（土）までに 岩井へ FAX 57-8180
当日の直接参加も可
【装 備】積雪があればカンジキが必要です。防寒対策は必須

次号会報№196 で
詳細な案内をします

(日)

冬はハイキングのシーズンオフ
ではありません。
北陸・富山ならではの「地の利」
を活かした楽しみを！
２０１２ １月
三島野企画
古洞の森

行動時間は休憩含め４時間くらいで
す。
森の木々に雪をかぶって神秘的な雰
囲気を醸し出しています。
カンジキの無い方は相談に応じます
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11／3 予定でしたが

（土）

悪天候のため順延

メンバー：
〈L〉岩井富雄、川端友嘉、熊木龍己、
的場邦夫、熊木廣子
【行程記録】
薬勝寺 P 8：00

立山山麓ゴンドラ 9：00

極楽坂山 9：30

瀬戸蔵山 11：00

龍神の滝・百間滑 11：45(昼食) 経由
粟巣野スキー場

ゴンゴラ駐車場 13：30

入浴後、帰路へ 薬勝寺 P 16：00

岩

井：予定していた 11/3 が悪天候で 11/5 に変更したことが正解となった。その日は風もなく天気に恵
まれ格好の登山日和で雪の立山連峰がきれいに見ることができました。山頂付近にはうっすらと
雪が残っていました。下りの百閒滑は急な勾配で下りにしてよかった。

熊木龍：日を変更して登山日和。瀬戸蔵山の紅葉がきれいでした。下りは急な階段ばかりでたいへんでし
た。

的

場：ゴンドラ頂上駅に着いたら登山道に雪がありビックリ。瀬戸蔵山の登山道と百閒滑の下りは急な
雪道でした。快晴のもと紅葉が映えて綺麗でした。特に龍神の滝は感動的でした。

熊木廣：朝から快晴。好い登山日和になりました。ゴンドラを利用して山頂をめざしました。山頂には雪
があり、雪と落ち葉を踏んでの登り下りでした。龍神の滝で雲一つない青空に紅葉と滝の景観は
素晴らしかった。途中、美味しいコーヒーをいただきホッと一息。ありがとうございました。

去りがたい気分になった瀬戸蔵山
川端 友嘉
10 月会報に〔瀬戸蔵山〕体力・技術とも★☆☆☆☆が載っている、しかも雨の降
らない日として定説ある 11 月 3 日（木）これを除いて参加する日は無いと思ってい
た処、町内の熊木さんからも誘いを受け二つ返事申し込み完了、山行計画書も届き気
分はもうバッチリ！
11 月 3 日（木）前日の天候は何処やらの雨、時折強く降る雨、それでもと思い定
刻薬勝寺 P へ７名の兵が集まっている、ところが誰一人強行派はいなく岩井（L）さ
んより本日中止、5 日（土）に再チャレンジと提案あり、都合の悪い方、会社へ行っ
てからの人、思い思いに帰宅・・・都合よい方は・・・
11 月 5 日（土）こんな日が年に二度と無いと思うようなよい日となり、薬勝寺 P に集まったのは 5 名。今
年まだ一度も参加していない山歩き、体力も自信が無く本年はだめかと思っていたところだったがいざ挑戦。
ゴンドラ駐車場に到着、陽射しは益々強く感じる、一昨日の雲は何処へ行ったのだろうか？ゴンドラ山頂へ
近くなるにつけ下に白いものが〔チラチラ〕山頂では１０㎝ぐらいの積雪があった。山頂付近を散策、紅葉も
一段と綺麗さを増し目に焼きつく、年甲斐も無く極楽坂山の〔愛の鐘〕鳴らし、ふざける等 20 分程費やす。
これも久し振りに参加する私の為に、岩井（L）さんの計らいであったことは云うまでも無い（感謝）
―次ページへ―
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いよいよ落ち葉と新雪を踏みしめながら歩く、私自身新雪の上を歩くこと初めて。靴の感触が何とも心地良い、
いつの間にやら〔瀬戸蔵山〕へ・・眼前にカメラのレンズを絞って撮ったような新雪の山々が大日・奥大日・別
山・立山連峰・鍬崎山等 etc・目に焼き付けて下山へ（10 時）
急傾斜の連続、何ともきつい、上がってくる人とすれ違う、ふと自分と重ねてみれば下りでよかった、コース
が反対ならばと冷汗がでる。ラッキーラッキー。程よく行くと休憩、しかも岩井（L）さん持参してきた下ったコ
ーヒーに癒されて・・・
ここまでくれば高低差もそれほど無い遊歩道を歩き、龍神の滝・百間滑を経由・粟巣野スキー場頂上へ、腹ご
しらえをして粟巣野スキー場を経由・・・13 時過ぎゴンドラ駐車場へ・・・空はまだ真青、雲ひとつ無い、周り
は紅葉この上ない条件、このまま、ずうっと居たい様な気持
しかし一日の疲れ（？）を取るべき入浴へ・・・・16 時過ぎホームグランド薬勝寺 P へ・・・

予定していた籾糠山は登山口天生峠への R-360 が通行止めになっ
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ていた為、急遽、福地山に変更した。

1,672ｍ

（日）

岐阜県高山市

メンバー：
〈L〉小坪哲彦、熊木龍己、福島忠義、堀井泰則、松田光恵、的場邦夫、甲かほる、
熊木廣子、高井増美、宮本久子、松田はる美（会員外）
【行程記録】
・薬勝寺 P

6：00

・R-360 閉鎖で天生峠へ行けず U ターン 7：00
・福地温泉 P

9：00

・福地山登山口 9：20

尾根ルートを登る

・福地山 頂上 12：00（昼食）12：40
谷ルートを下る
・登山口 14：20
福地温泉 石動の湯に入浴
薬勝寺 P

小

15：30 帰路へ

17：40

坪：山行目的地の籾糠山に向かって国道 360 号線を天生峠へと 2 ㎞くらい車を進めたところで、冬季通行
閉鎖のゲートに阻まれて籾糠山登山を断念し、（まさかの思い出したが、メンバーのみなさんに L と
して調査不足をお詫びします）急遽、近隣の手頃な山「福地山」と狙いを定めて高山経由で福地温泉
に向かい“福地山 1671.7ｍ”山行となりました。山頂からは雲一つない晩秋の空に映える薄く雪をゐ
ただ唱穂高連峰は圧巻 f でした。「来てよかった！」との声に癒された思いのほろ苦い山行でした。

堀

井：2 ヶ月の間、訓練もせず怠惰なくらしをしていてこの登山。とにかくきつかったし、パーテェの足を
引っ張ることになった己を反省。「鍛えなおすぞ！」と決意した。焼岳・新雪をかぶった槍・穂高連
峰の稜線を眺めて“登ってよかった”山行でした。

的

場：晴天の中、整備された登山道に落ち葉が敷きつめられ歩くたびに“サックサック”と音がリズムを刻
み気持ちが良かった。避難小屋には熊が爪を研いだであろう痕跡があり、防止のために 5 寸釘がびっ
しり打ち込まれていたのにはびっくり。初冠雪の笠ヶ岳、槍・穂高連峰、乗鞍岳、焼岳の素晴らしい
眺めを楽しみました。いい山でした。

高

井：急きょ変更した福地山って？と思って登ったらいい山でした。雪の峰々が見え、登山道もしっかりし
ていて、なにより天気が良かったから万歳でした。
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宮

本：急な変更で、思いがけず初めての福地山。登山道に設置された標識の素敵な字が目に留まりました。
展望良く、新穂高ロープウェーの西穂山頂駅や西穂高岳、奥穂高岳、槍ヶ岳、南岳などが雪化粧した
姿で目にすることができ感無量になりました。

福

島：空は快晴、山歩きには最高です。しかし山間の道路はすでに冬支度で通行止め。そこで行き先は籾
糠山から福地山に変更された。この迅速な対応と判断も最高でした。落ち葉を踏みしめてジグザグな
登山道を歩きながら、時折眼下を眺める。紅葉も終わり葉を落とした木々の梢越しに広がる奥飛騨温
泉郷の景観が印象的でした。山頂に辿り着いて遥かな山容を眺めた。眼に映る冠雪した北アルプスの
峰々が青空に映えて素晴らしかった。登山口に温泉もあり、楽しく登れて魅力ある福地山でした。

松田光：防寒対策を心配しながら準備したが、この日は絶好の天候に恵まれ汗だくとなった。冠雪した笠ヶ岳、
槍ヶ岳、穂高連峰、焼岳の山並は絶景！道中は紅葉も楽しめ満足の一日だった

熊木龍：籾糠山登山口への道が通行止め。L の判断で平湯の福地山に変更になり、
9 時頃から登りはじめ頂上へ 2 時間 30 分で到着。頂上からの景色を眺めな
がら昼食。北アルプスの雪景色を眺め、また、紅葉もたいへん綺麗でした。

熊木廣：6 時薬勝寺 P 集合に自宅を 5：20 出発。寝坊するのでは…と思い目ざまし
時計を久しぶりにセットした。そして、白川郷からの道が冬季閉鎖のため
福地山に変更し向ったが、途中雲の中になって不安だったが徐々に青空に
なり、
“今日も天候に恵まれたな”と確信。一路、福地温泉へ。登りはじめ
は杉林の中の急登を進む。谷川コース・稜線コースの分岐は〈L〉の判断で
コースが決定。途中４ヵ所の展望台があり木は落葉して遠くまで見ること
ができ、雪をかぶった槍が岳や穂高岳、また乗鞍岳を眺めながら頂上を目

穂高連峰を眺める面々

指しました。もう少しという所で疲れ、少し遅れて頂上に立った。
“ここま
で登ってきたのにやめないぞ！”と自分を激励し達成しました。これ以上
の山は無理かな…という思いが頭を過りました。下りは登りとは別コース。
途中のあずまやの柱がクマにかじられてえぐられ、予防の釘が打ち付けら
れえていました。下山した時は足が重くて前に進まない状態。眺望と紅葉
が美しい山でした。

松田は（お試し参加）：体験登山ありがとうございました。
晴天の元、初めての福地山から眺めた穂高連峰はほんとうに美しく、日頃
のストレスを忘れることができました。ひとりではなかなかのぼれない山
に連れて行ってもらい嬉しかったです。たくさん登山を経験されている皆
さんが、それでもまだまだ登りたいと話されている姿を見て、山には皆さ
んを魅了する大きな力あることをあらためて感じました。

まだまだ山に目覚めたばかりの 1 年生ですが、これからもいろいろな
山に登れたらいいなあと思っています。
元気な松田はる美さん
左上・樹林帯は木々の葉を落として明るい登山道
左下・目前にそびえる焼岳

大キレット
槍ヶ岳 大喰岳

中岳
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南岳

西穂高岳

前穂高岳

奥穂高岳
明神岳

諦めずコース変更で北アルプスの麓の山、福地山へ
甲 かほる
本日１１月１３日は、日本中が晴天との天気予報。１１名は気分よく白川郷
へ。ところが、白山白川郷ホワイトロード（旧白山スーパー林道）は冬季閉鎖
になっていてびっくり。しかし、全員がっかりもせず、何とかどこかの山へは
登れるだろうと思っているようでした。相談された結果、高山市奥飛騨温泉郷
の福地山へ行くことになりました。これも初めての山です。
平湯の駐車場から冠雪の笠ヶ岳が、私たちを迎えてくれました。次にクマ牧
場近くを通って、福地温泉郷の登山口（標高９６０ｍ）へ到着。早速、登山準
備開始。いよいよ出発というときになって、右足が靴の中でガワガワになっている。ちょっと待ってもらって
確認すると、左足に２枚重ねてはいていました。本当に不思議なことがおきたのでショックでしたが、注意を
払って登れよとの忠告をもらったと思って気を引き締めながら登りました。とにかく青空の下、気分は爽快。
ジグザグの急登がしばらく続き、唐松の紅葉が現れました。空にそびえる唐松。吸い込まれそうです。登山
道には、ホオノキの葉、コナラ、ブナなどの枯葉のじゅうたん。カサカサ、サックサック。
残念ながら、紅葉の最盛期は少し前だったようです。
焼岳が見え始めました。白煙は見えませんでしたが、だんだん近くに大きく見えます。
第一展望台近くからは、槍ヶ岳、中岳、南岳、穂高連峰（西穂高、奥穂高、前穂高等）明神岳が、ずっと見
えてきます。麓の蒲田川、福地温泉街も見えます。本当に絶景です。
憮然平１３８１ｍ（むぜんだいら）にはこの地をこよなく愛された篠原無然さんの銅像がありました。それ
から第４展望台へ、乗鞍岳展望台へと汗をかきかき、ブナ林も通りながら登りました。
１６７１．７ｍ福地山の山頂に１２：００到着。手前には、笠ヶ岳も見えます。
江戸時代、富山河内生まれの修行僧 幡隆上人が笠ヶ岳に登ったときの話を思い出しました。「向かいに天
までも聳え立っている槍ヶ岳を見てぜひ開山をし、多くの人々に登ってほしい」と。まったくそうだと思いま
した。自分も、幡隆上人の気持ちを味わえるなんてなんだか嬉しくなりました。思ってもいなかった今日の山
行での体験は、なんだか得したような気分です。
今日も、なかまといっしょに元気に楽しく登れたことに感謝で
す。
下りは、谷川コースを滑らないように注意しながら、少しルン
ルン気分で下りれました。初参加のはる美さんのさわやかなトー
クも心地よかったです。
天然温泉 むかしばなしの里「石動の湯」
（５００円）にゆった
りとつかり、一日の疲れを流しました。本当に昔話のお風呂だっ
たので、またまたびっくりでした。
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（日） 自主企画

（土）

10 月に開催された「全国労山 東日本

＆
1704ｍ

山梨県北杜市／甲斐市

女性交流登山集会」のとき、山梨・山
1598ｍ

山梨県忍野村

の会との交流登山が話題となり、およ
そ１カ月前に連絡を取ったところ山梨

メンバー：
〈L〉堀井泰則、
〈SL〉的場邦夫、岩越理代、甲 厚子、 山の会での企画もある中で対応してい
加藤日出子、高井増美、森田絹代、清水なをみ（会員外） ただき実現した、はじめての「交流登
《山梨山の会・斎藤賢司、川島万里子、藤田勝美》

山」でした。

【行程】

11/26

11/27

5：30

薬勝寺 P 出発

8：00

忍野八海散策

9：23

深田久弥公園着

8：50

忍野八海 出発

9：46

勝沼 ぶどうの丘

10：00

出発

11：20 女岩

10：45 ぶどうの丘出発

12：50 茅ヶ岳山頂着

11：42 昇仙峡

（昼食）

（ﾛｰﾌﾟｳｪｰと昼食）

13：30 茅ヶ岳山頂出発

13：38 帰路へ

15：25 登山口着

18：20

薬勝寺 P 着

（山梨 山の会に御礼の挨拶）

15：37 出発
16：50

加

民宿 大臼荘着

山頂にて（後景に八ヶ岳）

藤：東日本女性交流集会で「１年に一回山梨県の企画登山をしている」と話したせいかでしょうか？今回
は山梨山の会の 3 人の参加で有意義な交流登山となりました。ガイドしてもらいながらの茅ヶ岳登山
は楽しさが倍増しました。女岩からの急登・岩場もあり、富士山を見ながら登ると深田久弥終焉の地
を示す碑があり、そこからしばらくで山頂に立つことができました。山の会の方からコーヒーや新鮮
なリンゴをいただきました。今後も交流登山が盛んになるよう期待したいです。

的

場：今年は富山県側には雪がなかったが、松本に近づくと雪が有りびっくり、峠には除雪した形跡が有り
路肩に雪が山盛りになっていた。
昨年、
“富士山を愛でる山旅”で日向山に登り下山した時に、正面にドーンと見えていて来年はあの山
（茅が岳）に登ろうと決め、それが叶った茅が岳。今回は、山梨山の会の斉藤賢司さんにガイドして
頂くことになり楽しみ倍増する。登山口で待ち合わせ合流してお互い自己紹介しているともう一人急
遽駆けつけて下さった川島真理子さんも合流し、登山開始する。いろいろ、山梨の山の話を聞きなが
ら登っていると苦しさも半減しどんどん高度を増し、稜線に出ると富士山がドーンと見えて来た。又
そこには深田久弥終焉の墓碑が有った。
頂上では又、山梨山の会の藤田さんが待っていてくれました。
皆で記念写真を撮り、山梨山の会のおもてなしを（リンゴ、漬
物、思いやり）受けながら昼食をとる。感謝感謝、深田久弥が
この山に登った理由は頂上で 360 度展望してみて解った様な気
になりました。無事下山し、又の再会を期し、山梨山の会のメ
ンバーとお別れする。
二日目は、あいにく雨模様となり、山梨ぶどうの丘と昇仙峡の
観光となり、これもいいかなと思いました。来年も富士山を見 明るい樹林帯の急登をジグザグに登る
るぞ！！
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高

井：関東・甲信越に悪天候をもたらす予報の低気圧も何のその！
晴天の茅ヶ岳の途中から雪は無く、登って素晴らしい・スバラシ
イ景色に感動！富士山に感動！！宿の夜の“ワインパーテェ”楽
しかった、最高！！

清水な：七尾から森田さんと初めて参加させていただきました。前の晩は
寝れないくらい緊張して家を出たのですが、帰りの車中では寝て
ばっかりで、あっという間の楽しい山登りの旅でした。ありがと
うございました。またお願いします。

堀
上・茅ヶ岳山頂から仰ぐ富士山
下・忍野八海の湧水池の逆さメンバー

井：晩秋から初冬にかけてのこの企画は 4 回目。二日目は悪天候
で杓子山からのでっかい富士山を見ることはできなかった
が、茅ヶ岳はよかった。登り甲斐あり、展望良しの名山なり。
山頂から眺めた奥秩父の金峰山、瑞牆山に登りたいなぁ…。
体力をつけよう！そのためにも。
山梨山の会のみなさん、ありがとうございました。

甲

岩

厚：久しぶりの山行でした。諏訪湖辺りより快晴に期待が…。
登山口からの登りは落ち葉を踏みながら、心地良い風を受け、
女岩からは急登では木々の間から富士の姿に癒されて頂上
へ。富士山、八ヶ岳。金峰山・瑞牆山などの大パノラマ。す
てきな茅ヶ岳でした。山梨山の会の皆さんからのりんご・コ
ーヒー・漬物ありがとうございました。2 日目はあいにくの曇
り空。忍野八海や昇仙峡などの観光もまた満足。
越：初日は天候にも恵まれ、久しぶりの山行・茅ヶ岳を楽しめま
した。山梨山の会の方々の心のこもったおもてなしをいただ
き嬉しかったです。また、翌日は忍野八海、勝沼、昇仙峡と
観光できて楽しい旅でした。

齋藤賢司さんより

川島万里子さんより

とても楽しい皆さんで、楽しく山行できました。杓子山は残念
でしたね。8 月末に珍種のナンバンギセルを見かけたことがあり
ました。また、美味しいお土産ありがとうございました。3 人で
美味しくいただきました。また来県の際はおしらせください。

皆さんと一緒に歩けて楽しい山歩
きでした！また山梨にいらしてくだ
さいね。ます寿司ごちそうさまでし
た。

次年度 2017 年の企画のためのアンケートを行います。
できるだけ多くの会員が希望し、参加したいと思える企画を提案したいと思っています。これまで
届けてきた資料や山岳雑誌、インターネットなどから情報を参考にしてください。
また、会員それぞれの体力や経験、技術が異なりますが、「自分だったら行ける。登れる。」
「トレ
ーニングに励んで挑戦しよう」という山やコースも想定してみてはいかがでしょうか。

どんな企画を打ち出せるかは会の活動の最も大切なこと
と思いますので全会員の声を参考にして、世話人会で検討し総会で提案したいと思っています。
アンケート用紙と返信用封筒を会報に同封して届けます。

返信用の封筒には切手が入っていますので利用してください。
12 月 10 日まで返信が届くようにお願いいたします。
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楽しんだ山旅

山とグルメとワインと

七尾から参加させて頂きました。森田です。
今回は「富士を愛でる山旅」でした。
出発の日の朝は小雨が降っていました。諏訪湖の辺りは数日前の寒波で降った雪
が残っていて、今から私たちはスキーに行くのか？と思うほどの風景で、車の中は
「せっかくの山行なのに・・・」という重い空気が漂っていました。しかし、濃い
ガスを通り抜けるとそこにはきれいな富士山の姿が！たちまちみんなのテンション
アップ！！にぎやかな車内となりました。
茅ヶ岳の登山口では山梨県の山の会の方が待っていてくれました。いろいろなお
話をしながら道中はとても楽しかったです。斉藤さんの登山靴は GORO のオーダーメ
イド。黒のレザーにこだわりの赤い靴ひもが素敵でした。川島さんは清里で赤レン
ガというペンションを経営されているんだとか。行かねばなりませんね。藤田さんは頂上で待っていてくれました。
リンゴを剥いてくれ、コーヒーも入れてくれました。とても美味しかったです。お世話になりました。ありがとう
ございました。
茅ヶ岳は深田久弥の終焉の山ということで途中に碑がありました。碑の前で写真を１枚。
誰かが「深田久弥が写るかもしれないぞ！」と。本当に写っていたらちょっと恐い気もしま
すが、それが深田久弥ならば山好きには光栄なことですね。頂上からは富士山がバッチリ見
えました。歌にあるとおり頭を雲の上に出した姿で。きれいでした。やっぱり富士山はいい
ですね〜。朝の心配をよそに、お天気も良く、気持ちよく歩く事ができました。登山道は落
ち葉が一面に落ちていて、カサカサと音をたてて歩きました。これは秋ならでは。楽しいの
ですが、葉っぱの下に大きめの石が隠れていたりして、要注意でした。
宿は忍野の民宿。この宿では忘れられないような出来事がありました。
まずは部屋に入ってファンヒーターとホットカーペットで暖まっていたら、突然真っ暗に。
急に電化製品をたくさん使ったのでブレーカーが落ちてしまったようでした。電気がもどり、
寒いのでお風呂に入ろうと浴室に向かうと浴室から「きゃー。ぎゃー。」と言う声が。先に
入っていた高井さんの声でした。何事かと思ったら、浴室が寒い・・・。湯船のお湯がぬるいというか冷たい・・・。
お湯を全開で湯船に投入！でも浴槽側にお湯を出していたらシャワーのお湯が出ない・・・。浴槽側のお湯をゆる
めるとシャワーは出た！でも、湯音調節がなかなか難しい・・・。いろいろ大変なお風呂の時間でしたが、ここま
でくるとなんだか可笑しくなってきました。笑えました。お笑いのネタみたいなものですね。夕食はワインを飲み
ながら、お腹いっぱい食べました。
翌日、当初の予定では扚子山のはずでしたが、山のコンディションは良くないだろうということで観光に変更。
この時期は冷えやすいので無理はいけませんから。
予定を変更してまず向かったのは勝沼のワイナリーぶどうの丘。ワインの飲
み放題〜！じゃなかった、試飲のし放題（1100 円）。ツマミがほしいなぁと言
いながら飲んでいたのは堀井さんです。私ではありません！！
少しづつですがいろいろ飲んでみました。ワインは銘柄によって大きく違うん
ですね。日本酒派の私も楽しめました。もちろん気に入ったものを１本購入。
次は昇仙峡へ。紅葉も残っていて、キレイな景色でした。ロープウェイ頂上
からはまたも富士山。前日と違って、この日は頂上が雲の中でした。そして、
ほうとうで昼食を食べ、帰路につきました。
車中はほとんどの時間うとうとしていまし
た。すみません。ずっと運転してくれた的場さん、堀井さんに感謝です。
富士山を愛で、山歩きを楽しみ、ワインを楽しみ、渓谷を眺め、ほうとうを食
べ・・・。山とグルメを楽しむという、それはそれは贅沢な旅でした。
本当に楽しかったです。
ご一緒してくださったみなさま、ありがとうございました！
アタマを雲に
隠した富士山
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発足して満 18 年が経ちました。い
ろいろな企画を積み重ね、一人でも多
くの会員が集う「三島野 SC 」を目指
してきました。これからもより豊かに

と

き

2 月 5 日（日）
午前 10 時 30 分より

ため意見交換しましょう。
会員皆さんが一番多く顔を合わせ
る機会でもあり、こぞって参加される
ようお願いします。
前回の総会後の懇親会

総会終了後、懇親会を行います

ところ

活動し発展する「三島野 SC」にする

古洞の森

高岡駅南口と小杉駅南口から
送迎バスを運行します。

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

12 月世話人会は 6 日(火)と 20 日（火）とします。
時間は７時 00 分～8 時 30 分です。
2739-1
◇ もう年末。12 月と 1 月の企画。寒さに負けないで“雪を楽しむ”行動を！雪の中でも歩くと汗をかく
ほどですから…。積極的な参加を待ってま～す。
◇ 企画実施にあたっての「臨機応変」が功を奏した瀬戸蔵山と福地山。前者は天候を見て日の変更。後
者はアクセスが理由の変更。いずれも大変感動的な展望が望め、参加した会員が満足されている様子
があふれています、感想に。
◇ 10 月の労山東日本女性登山交流集会がきっかけで“交流登山”らしきものができました。
「富士山を
愛でる山旅」で茅が岳で山梨・山の会の方々には本当にお世話になりました。より充実した交流に発
展させたいものです。
◇ 企画はクラブ運営の重要な柱と云ってもいいでしょう。ぜひ皆さんの希望・声をきかせてください。
ワクワクするような企画を提案したいものです。
◇ 今回の表紙を飾っているスケッチは編集子の友人の絵を載せました。南砺市の方です。

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。
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