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

№ 196
2017 年 1 月 1 日
代表 岩井 富雄
射水市宝町 1364-35
TEL・FAX 0766-57-8180

雨晴海岸の朝陽 小木 清 画

と

き：2 月 5 日(日) 10 時より

ところ：古洞の森
総会終了後、新年の懇親会を行います。
お酒を飲まれる方は送迎バスをご利用ください。
尚、懇親会終了時間は 15 時 30 分頃を予定しています。
また、入浴もできますので準備してきてください。

三島野スポーツクラブが発足して 17 年余。この総会を節
目に活動をふりかえり、これからどんな企画をたてて活動
していくのか。会員の声を交流し、さらなる発展を展望で
きる総会にしましょう。
また、年間で最も多くの会員が顔を合わせる機会でもあ
ります。
「あんまり参加していないので…」などと言って遠
慮しないでください。そんな会員こそ参加してほしいので
す。
懇親会でお酒を酌み交わし、感動した山行のこと、クラ
ブのことなどを語り合える場にしましょう。

◆ 総会資料は 1 月下旬に送付する予定です。
出欠確認・欠席の場合の委任状のハガキを同封します。

◆ 無料送迎バスを運行します。5 分前に集合してください。
あいの風高岡駅瑞龍寺口 9 時 10 分
あいの風小杉駅南口

9 時 30 分

◆ 懇親会会費は 2,500 円です。
◆ 当日、自慢の山岳写真や風景写真、山行スナップなどがあ
ればお持ちください。展示したいと思います。
上の写真は昨年の総会と

総会をみんなで成功させましょう！

懇親会風景

そのカギは“一人でも多くの会員の出席”です
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身近な雪の里山を楽しみましょう
（日）

【出発・集合】9 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
古洞ダム P
展望台

あずま屋
富山天文台

どんぐり橋東屋
古洞ダム P

歩行時間 約 4 時間
（条件によってコース変更もあります）
【装備】カンジキ or スノーシュー、防寒対策、
温かい飲み物、ストック、スパッツ
【参加申込】
1 月 12 日まで堀井へ
FAX25-2792 or SMS090-1314-6394

自主企画（的場）
（土）予備日 翌 26 日(日)
幽玄な雰囲気が漂う雪原のブナ林を歩き
山頂から雪の大日岳と大日平、称名渓谷を俯瞰
1,420m

1,320m

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
ゴンドラで山頂駅

瀬戸蔵山

大品山

登山路を下る

歩行時間 登り 2 時間 45 分 下り 1 時間 30 分
体力度・技術度とも★★☆☆☆
【装備】カンジキ or スノーシュー、防寒対策、温かい飲み物、
ストック、スパッツ
【参加申込】2 月 15 日まで
的場へ SMS・携帯 090-4320-5325
雪のブナ林を瀬戸蔵山に向かう
2013 年 2 月
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山
山行
行報
報告
告

（日）

メンバー：L 岩井富雄、松田光恵、岩越理代、
高井増美、松田はる美、松田理恵子、宮本久子
【行程記録】
・薬勝寺 P 7：45
城ヶ平山山頂 10：00
13：15

大岩駐車場 8：50
ハゲ山 12：15（昼食）

花の家 13：15

大岩 P 14：05

岩 井：快晴となって、絶好の登山日和でした。城ヶ平山山頂に着くと皆がいっせいに歓声をあげた。見事
な展望に！3～4 回登っていますが、こんなにはっきりと剱岳、大日岳、毛勝三山などがくっきり・
はっきり見ることは初めてでした。能登半島もはっきり見ることは初めてで心に残る山行でした。

松田光：12 月にもかかわらず好天に恵まれ、雪をまとった剱、大日、毛勝の山稜を満喫できた山行でした。
三つの頂で大パノラマを堪能し、感動しました。途中ぬかるんだところもあったけれど、登山道は
整備されており、十二分に楽しめました。帰路に立ち寄った「花の家」の主人の話も興味深く聞き
ました。

宮 本：天気良く、山頂では 360 度の眺望を楽しみ、ふるまっていただいたみそ汁・コーヒーも大変美味で
した。大岩登山口からの古民家“花の家”への周回は程よいアップダウンあり、史跡ありで、椿の
花にも心癒されました。

高 井：今年の〆の山行。山頂からの立山連峰、富山平野、富山湾の眺めは富山県人として誇ることのでき
る景観を堪能できました。富山の山で〆。ありがとう、最高！

松田は：2 回目の体験登山ありがとうございました。天候にも恵まれ、城ケ平山山頂から愛する富山平
野そして立山連峰の眺めは見事でした。多くの山々がある越中富山に住みながら、知らない山
がたくさんあり“今までどうして登山をしなかったんだろう…”もっと早くにそれに目覚めな
かったんだろうと思う日々です。
岩 越：山道は手入れされ、歩きやすく、富山平野や剣岳・毛勝三山の展望が素晴らしかったです。岩井さ
んのお味噌汁で体が温まりました、ありがとうございました。

★☆☆☆☆でも展望★★★★★に大満足の山歩き
松田理恵子
久しぶりの山行に参加できました。体力度・技術度ともに★☆☆☆☆。これなら今の私
でも迷惑をかけずに登れるかなと楽しみに出かけました。富山県にはいろいろなレベルで
楽しめる魅力的な山がいっぱいあるのですね。三島野スポーツクラブに入って知ることができました。
大岩登山口には車が数台止まっており、今の季節でも人気の山なんだなと思いました。出発したときは寒かっ
たのですが、登り始めると風もなくて天気も良く少し登るともう汗ばみはじめ、みな途中で上着を脱いで調整し
ました。登山道は地域の方によってよく整備されており歩きやすかったです。途中、城の石垣跡らしきものもあ
ったり、畑や水田の跡もあったりして、この深い山の中に人々の暮らしがあったことを想像しながら歩きました。
城ヶ平山頂に着くとそこは３６０度のパノラマで、遠く能登半島も見られ、あれが先端だ、あれが新湊大橋だと
みんなでその見晴らしの良さに見とれました。反対側には、雄大で凛とした姿の剣岳、毛勝、猫又から奥大日ま
で、雪をかぶった山々の稜線がくっきりと見え、最高の景色でした。ちなみに私はどの山にも登ったことがあり
ません。今のところはうっとりと眺めているだけですが、いつかはぜひ連れていってください。
（次ページへ）
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しばらく休憩した後、もう少し先のハゲ山まで行くことになりました。下って登ってまた下り。もったいない
なあと言いながら歩きましたが、思ったよりも早くにハゲ山に到着。このかわいそうな名前はニックネームかと
思いましたが、ちゃんと「ハゲ山４６５ｍ」との標札がありました。先におられた方に集合写真をお願いし、楽
しみな昼食。リーダーの岩井さんが重い水を運んで作ってくださった味噌汁や、メンバーの皆さん持参のコーヒ
ーもいただき、素晴らしい景色の中でおいしくいただきました。岩井さんから、行動食と非常食の違いを説明し
てもらいました。非常食は非常時のためのもので、基本的には持ち帰りのものと聞き納得。今までの私は、弁当
の他のお菓子くらいに考えていました。
さて、山を下り始めてすぐに、両足の太ももの筋肉が痛い。前回の僧
ヶ岳の悪夢がよみがえり、どうしようかと焦りましたが、やっぱり我慢
できずにヘルップ！

本当に情けない気持ちでしたが、「筋肉スプレー

が効くよ」「塩をなめて」「この薬、粉だけど飲んで」「お茶よりスポー
ツドリンクの方がいいよ」
「塩飴もなめて」
「歩くのを少しゆっくりにし
よう」と全員の皆さんに助けていただき、また歩き出すことができまし
た。本当にありがとうございました。どれも、次回からの山行には必ず
持参します。その前に、もっと鍛えなくては駄目ですよね。
痛みが取れてくると道沿いの植物にも目をやるゆとりも生まれ、季節
外れのツツジや早咲きのツバキに驚いたり、残り少ない紅葉した木々の
美しさを楽しんだりしながら。浅生登山口に下りました。映画「おおか
みこどもの雨と雪」のモデルとなった民家に立ち寄り山道の整備も行っ
ておられる話も伺いました。車道とはいえ結構急な道を歩き、大岩登山
口駐車場に到着。皆さんのおかげで、無事、帰ることができました。天
候にも恵まれとても満足した今年最後の山行でした。皆さん、本当にお
世話になりました。またこれからもよろしくお願いします。

(土)

と

参加者：
〈L〉背渡健治、岩井富雄、小坪哲彦、的場邦夫、林 憲彦、寺山秀行、長谷部節子、△熊木龍己、
△川端友嘉、※古川三郎、※宮本久子、※桶本一栄、※堀井泰則、※續池
（△は二上山のみ

※は忘年会のみ

の参加です）

大師ヶ岳散策コース
越の庭 9：00
紅葉谷

気多神社
雨晴海岸

鉢伏山裏側道

大師ヶ岳

越の庭 13：00

散策グループは入浴し、サッパリして『忘年会』に合流。
参加者がちょっと少なく残念でしたが、この一年の山行の
思い出話や来年の企画などを語り合いながら、予定数量を
オーバーで“酒や酒や！”の追加で盛り上がりました。
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巌、※續池静子

12／23～24

憲彦、堀井泰則、金井洋子、
参加者：林

加藤日出子、松田理恵子、
作嶋千昌（会員外）

全国スキー協・北信ブロック（長野、福井、石

川、富山）主催のスキー指導者養成の企画ですが、
指導者でない人も参加できる「初滑り」部門に参
加してきました。

この暖冬でも“さすが志賀高原”雪がありまし

た。1 日目は 9 時 30 分から 15 時まで、2 日目は

8 時 30 分から 12 時 30 分まで雪舞うゲレンデを

“歳を忘れて”滑走。時々、指導者からのワンポ

イントアドバイスを受け、目に見えて上手く変わ

る人もありました。

アフタースキーは参加者５１名が一堂に会し

て交流会。豪華な料理とワイン・日本酒・ビール

はいやがうえにも雰囲気を盛り上げてくれまし

た。

全員ケガなく、帰路につきました。
（堀井 記）

黒川 衛 （三島野スポーツクラブ相談役）

一二月一六日、肝不全のため死去。６４才。

三島野スポーツ クラブ発足 時の１９９９年 から

衛さん〔クロちゃん〕を偲ぶ

２０１０年まで代表を務めました。

黒川

三島野スポーツクラブ代表

岩井富雄

黒川 衛さんの突然の訃報を聞いて本当に驚きました。お元気だった

と思っていましたので一時呆然とするくらいでありました。心からご冥
福をお祈りします。

黒川さんは、三島野スポーツクラブ設立に中心的に携わってこられ２

０１０年までの１１年間代表を務め、経験浅いメンバーの中で数多くの

山行リーダーを買って出てくれました。

黒川さんとの出会いは、三島野スポーツクラブ設立準備を居酒屋でお

酒を酌み交わし、そして準備山行をしたことが始まりです。登山は自然

の中で行うスポーツで文化活動である、誰もが山に登れるようにしなけ

ればならないとよく言っておられました。
昨年から国民の祝日として「山

の日」制定されましたがこれも黒川さんの叫びが届いたのではないでし
ょうか。

また黒川さんは、安全登山について熱心で毎年、雑穀谷での三点支持、

岩場でのバランスのとり方また立山山麓、利賀スキー場などで雪山登山

の訓練、ロープの結び方、地形図の読図の講師を積極的に引き受け、ク

ラブの質的向上の為になくてはならない存在でした。

いま、走馬灯のように在りし日の北アルプス剱岳はじめ中央、南アル

プスの山々を一緒に登ったことを思い出しています。

クロちゃん、安らかにお休みください。クロちゃんの意志をこれから

の三島野スポーツクラブで必ず引き継いでいきます。
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訃 報

年々高齢化する会員がいままでどおり、日本アルプスの岩峰に攀じる
ことや縦走すること、日帰りでも標高差 1,000ｍ近い山を登って下る（雨
飾山、荒島岳、金剛堂山、人形山 etc）などは、
“以前に登ったことがあ
る”からといってこれからも登れるわけではありません。
しかし、山に魅せられたものにとって“…でも登りたい”と思う気持
ちは当然だろうと思います。しかし、それは〔体力度★★★☆☆～★★
★★★〕となって、参加することを躊躇したり、断念することにならな
いとも限りません。
“そんなことは十分にわかっている”とそれぞれが独自の訓練に励ん
でおられるでしょう。「週に何回か、二上山に登っている」とか「ウォ
ーキングを何㎞も」とか「ジムに通っている」など…。

屋内でもできる 山筋ゴーゴー体操の活用を！
登山事故をなくすために、快適に登り、下るために科学的に解析したトレーニングのための冊子『山筋ゴ
ーゴー体操』を今一度読み返してみましょう。「どの筋肉がどんな時に働くのか、その筋肉はどうしたら鍛
えられるのか」をわかりやすく図をつかって解説してあり、しかも、最も大切な継続するための記録ノート
の付け方まで教授しています。いますぐに実践しましょう。『継続は力なり』です。続けてこそ効果があり
ます。ちょっとした暇を見つけてできることですから。
12 月から 3 月までの時期は外での活動がしにくい季節です。
「こたつに入ってテレビ」から「こたつから
出て」山筋ゴーゴーで体をいじめましょう！
総会で今年の企画（案）が提案されます。★☆☆☆☆から★★★★★で表示されますが、ぜひ、ワンラッ
クアップを目指しましょう。
より山の魅力を楽しみ、より深い感動をこころに残すために！

スキークラブ レッドウイング からの案内
１／13(金)

日帰り 妙高杉の原スキーの企画

妙高山を背にゆったり斜面を滑走しましょう。
スキー場トップは標高 1,800m。眼下には野尻湖と妙高高原村の雪原が俯瞰でき、右手に雪の黒姫山も
見ることができます。
【集合出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
【費用】交通費 3,000 円とリフト券代（シニア割引あり）
【参加申込】
1 月 6 日までに連絡してください
林

憲彦 SMS or 携帯 090-8099-2954

堀井泰則 SMS or 携帯 090-1314-6394
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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

1 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。
2739-1
◇ 会の運営の最大の節目ともいえる「定期総会」の日は万難を排して出席を！日頃逢えない人と山のこ
とに限らず“日常のこと”も語り合える場ですから…。後日、総会資料などをお送りします。
◇ 雪国であるはずのわが故郷に雪が降らない！除雪の手間が省けるのは“寄る年波には大助かり”だが、
なにか物足りないこころが、なにかが欠けている風景を感じながら「スキー企画」や「雪山歩き」の
プランを立てています。
◇ 加齢による体力低下を顕著に感じている編集子。みんなもそうではないかと老婆心で「山筋ゴーゴー」
の活用を啓蒙したかった。何もしなかったらマイナス。すこしでもやればプラス。止めればマイナス。
続ければプラス。こんな簡単な計算を頭でするのではなく、身体でしましょう！（己に言ってます）
◇ 「岳書のすすめ」は“登山は文化”を深化させるために必須と思います。数多く出版されている山岳
雑誌や山岳小説など、登山に関わる諸出版物をひとつでも手元においてひも解いてはどうでしょうか
◇ 東京オリンピックに湯水のごとく税金がつぎ込まれようとし、一方でわが年金者はつつましくしなが
ら、楽しみの山歩きのために節約する。追い打ちをかけるように年金削減法が自民・公明・維新で強
行採決された。この歳になるまで働いてきたのに…。
「怒！」
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・スマホ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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西本武志（全国労山会長）著

副代表

「人と山」より抜粋

56-3028

「登り、読み、書く。この三つが揃っていなければ一人前の登

射水市中太閤山 5-59

山者とはいえない」――このごろでは、もうほとんど耳にしなく

小坪 哲彦

なってしまったが、昔の人は折に触れて、こんな言葉を吐いた。

副代表

要するに“文武両道”を極めないうちは、いっぱしの登山者面は

57-8180

できぬというわけである。別な表現をすれば、登ることばかりに

射水市宝町 1364-35

憂き身をやつしているようでは、ろくな登山者になれない。本物

岩井 富雄

の登山者になりたかったら、すべからく、よく勉強すべし、とい

代 表

うことになる。うまいこといったものではないか。

TEL

所

もっとも、こういう説教めいたいい方には、反発も批判もなく

はなかった。登山に読みも書きもあるもんか。黙って登ればいい

んだ、ベラ棒め！――と。けれども、わたくしなどは、語呂とい

い、響きといい、その意味するところといい、おおいに結構な「教

え」であると受け止めて、いろんな本を読みあさったり、下手な

文 章 を 書 く こ と に 夢中 にな っ た 記 憶 が あ る 。そ のご 利 益か ど う

か、とにもかくにも、かれこれ四〇年近くも山登りを続けてこら

住

れたし、読み書きも嫌いになったり、苦手になったりせずにすん

名

でいる。残念ながら、いまだに三拍子揃った一人前の登山者には

なれないでいるが。

氏

どんより曇った空と、雪降る日々が続いては、山への想いや意

欲がそがれるのは、誰もが同じ。

それを逆手にとって「晴耕雨読」してはどうだろう？書店を覗

いたり、図書館に足を運んで山岳書や山岳小説、ドキュメンタリ

ーなどがいろいろあります。

あなたのこころのなかに、新たな意欲がわいて、春の雪解けま

で待てない！『雪の峰に立ってみたい』となるかもしれません。

任務分担

