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笠ヶ岳 平湯温泉より

山行報告

2/26(日) 雪の瀬戸蔵山・大品山

1/1

小木 清 画

元旦 二上山

1/22 古洞の森

スキー企画の報告と案

3/15(水)平日企画 上高地 散策
3/26(日) 雪上訓練

資料

健康長寿と運動

幽玄な雰囲気が漂う雪原のブナ林散歩。
大品山頂から雪の白い峰々が展望できる。立山と大
日岳、目前に三角錐の鍬崎山、そして、大日平、称
名渓谷も俯瞰できる。

（土）
翌 26 日(日)

予備日

【集合・出発】7 時 00 分 薬勝寺 P
【行程】
1,320m

1,420m

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 2 時間 15 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

山頂から立山連峰が…

里は春の息吹を見ることができるが、そこはま

（水）平日企画

だ雪の世界。釜トンネルを抜けるとでっかく焼岳
が姿を現す。
大正池に映る白い穂高連峰、葉を落としたまま
のカラマツ・ケショウヤナギと梓川、河童橋から

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺Ｐ
【行程】釜トンネル
田代池
トン碑

大正池ホテル

河童橋

田代橋

梓川右岸

仰ぐ穂高の吊り尾根。

大正池

夏の喧騒から解き放された静寂な大自然と山岳

ウエンス

風景にふれる散策。

釜トンネル

第十九回定期総会
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〇２月５日 日( １)０時より

2012 年

〇古洞の森

田代池にて

総会終了後、懇親交流会

ＦＡＸ

すでに、出欠確認を行っていますが、欠席と返事され

【参加申込】3 月 5 日まで○○へ

た方で「予定が変更になった」などで出席可能になった

応じます）
、防寒対策

方があれば出席大歓迎です。

【装備】カンジキ or スノーシュー（無い方は相談に

尚、当日、年会費（１万円）の納入を受け付けます。

体力度・技術度とも★☆☆☆☆

また、懇親会会費は２５００円です。

送迎バス は 高岡駅南口９時１０分 小杉駅南口９時２０分

歩行時間 約 4 時間

（日）
私たちは雪を抱く山の美しさは、富山平野から見る北アルピス・立山連峰見て知っています。さらに、
その一角に入り込んで見る峰々の気高さに感動を！
そのための訓練です。
旧スキー場のゲレンデの斜面を利用して
・アイゼン歩行 〔急斜面の登り 下降 トラバース〕
・ピッケルの使い方
・滑落防止
などを実施します。
そして、スキー場トップ（1300ｍ）まで登ります。
先日、旧利賀スキー場の土砂崩れが発生し、
「天竺の湯」や「スノーバレー利賀」へ通じる県道が、
通行止めになっていると報じられています。迂回路ができない場合は場所の変更も検討します。

山
山行
行報
報告
告

(日)

メンバー：
〈Ｌ〉的場邦夫、岩井富雄、背渡健治、熊木龍己、岩越理代、甲かほる、熊木廣子
この時期にすれば、良い天気にめぐまれ歩いていても
汗がジワリと出てくるほどでした。
城光寺Ｐに雨の中的場、山田、岩越、甲ゕ、岩井集合
で山田さんに駐車場で見送りしてもらって 5 時３５分頃
に出発、道中スリップをしながらも順調に頂上に到着で
きました。
しばらくすると背渡さんと合流、少し遅れて熊木さん
夫婦が来られて頂上で 7 人、久しぶりに賑やかな登山に
なりました。

（岩井富雄）

4 名で 5 時 45 分に出発するが、登山道に雪は無く雨でぬかるんで滑りやすくなっていたので慎重に
進める。途中、松の広場で休憩を取り頂上目指し登るうちに、だんだん明るくなり雨も小やみになって
きた。6 時 55 分に頂上に着く。今年の登山の安全と、天候が良くなる様お願いしてお参りを済ませ記
念写真を撮る。しばし歓談して、下山しました。陸上競技場集合出発も良いけど頂上に集合（登り口自
由）も良いと思いました。

（的場邦夫）

登りは雨でぬかるんだ泥で転びそうになってしまいました。やはり長靴必須ですね。
今年一年、安全で有意義な登山ができますようにと祈りました。
下山時に聴こえた鐘の音は、もしかして、三島野メンバーさんが？？？
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（岩越理代）

山
山行
行報
報告
告

（日）

〈Ｌ〉堀井泰則、岩井富雄、背渡健治、寺山秀行、福島忠義、的場邦夫
【行程記録】
薬勝寺Ｐ7：00
古洞ダム 10：05

古洞ダム

あずまや 8：45

どんぐり橋 9：30

古洞の湯で入浴、ランチ

天文台 9：50

薬勝寺Ｐ12：00

自動シャッター撮影の集合写真に間に合わ
なかった集合写真 どんぐり橋にて
走るが届かず

カメラ位置を近くして成功

ひとくち感想

福 島：そこは自然豊かな空間。ダム湖の古洞池を古洞ダムからどんぐり橋を通るコースを周遊してきました。
冬季に来たのは初めてだったので、カンジキを履いて「雪上ハイク」と思っていたが、予想以上に積
雪が少なくカンジキは不要でした。
道中には動物の足跡やイノシシが掘ったと思われる無数の大きな穴があった。春に向けて足慣らしト

背

レーニングを兼ねた自然を満喫する“癒しのハイキング”でした。
渡：一句啓上。“雪の中 仲間と歩けば 増す楽しさ”

的 場：正月で怠けていて体重が 2 ㎏も増えた重たい体に長靴を履いて歩く。もし雪がたくさんあってカンジ
キを履いてラッセルしながら歩いていたらどうなっていたことか。幸い雪が少なくカンジキを履かず
に済んだことはラッキー！

岩 井：雪がほとんどなく、カンジキなしのハイキングになりました。このコースは眺望は良くないが、渡り
鳥の通り道になっているようで、鴨の鳴き声を聞きながらの散策でした。

堀 井：真冬らしい積雪を期待したが、ツボ足で行ける状況に肩透かしを食ったカンジきハイク。でも、１ヶ
月半ぶりのハイキングができて満足。古洞の湯レストランのランチバイキングにいつかガッツキたい
ものだと横目で見ながら帰ったのが心残り…。

寺

山：今回、“冬はハイキングのシーズンオフではない。”北陸・富山なら
での「地の利」を活かした楽しみ”(会報 12 月)のフレーズにひかれ
て参加しようと思いました。
さて、前日の天気予報は北陸・新潟積雪 80 センチと報じていた。
家から見える二上山の標高 150 メートル辺りは積雪があるようには
見えない。当日の朝高岡ではみぞれであったが、目的地に近くなる
につれ止んできて曇り空である。歩くコースには雪が少ししか積も
っていないのでカンジキは必要なかった。楽な雪上ハイクとなった。
8 時 5 分から歩き始め古洞ダムから古洞の池を渡る半周コースで 10
時に出発点に戻った。約 2 時間のハイクで万歩計によれば 8400 歩
ほどだった。途中、ウサギの足跡や、イノシシが木の根を食べるの

積雪少なく長靴で

〔お詫び〕

に掘り返した斜面に残る跡などが目についた。“立山を眺める特等

〈Ｌ〉に午後から抜き差しならぬ用

席”という展望台への手前で休憩した。

事が生じて、急遽、出発時間を１時

今年は暖冬で雪上ハイクらしくならなかったが、お湯に入り昼食
後帰路についた。冬のハイクも一興でした。

間早めましたが、その旨の連絡が一
部抜けて、多大な迷惑をかけまし
た。お詫び申し上げます。 （堀井）

4

とやま医療生協 発行
「虹のまち」より

健康長寿と運動
富山協立病院 整形外科 石井佐宏 医師

運動器の栄養
運動器への栄養について考えてみましょう。
筋肉ならタンパク質、骨ならカルシュームという答えが返ってきそうですが、今回は「機能的な」栄養のお
話。筋肉を強くするには、筋肉トレーニングです。いくらマッサージで気持ちよく揉んでもらっても、関節を
動かしてもらって動きが良くなっても、筋肉は自ら意識して使わないことには決して太くなりません。
高齢になっても筋トレは有効です。もともと筋肉が若者より細いので、少し太くなるとその違いは歩行など
で実感できるでしょう。

地道な筋トレは必ず報われます！
昔から「老化は脚から」といいます。
（足ではなく
下肢です。
）現代の便利な生活環境下では、身体の移
動に最も重要な太ももの筋肉は３０歳から毎年１％
ずつ減ります。ということは８０歳では半分…。転
びやすくなるわけです。

筋肉ポンプ
実は、筋肉は静脈の流れに非常に大きな役割を担っています。動脈血は心臓というポンプから全身に押し出
されますが、静脈血はそうはいかない。流れが遅いため逆流しないために弁があります。ここでポンプの役割
をするのが筋肉です！
歩くときにふくらはぎの筋肉が縮む、つまり太くなります。すると、当然その筋肉近くの静脈が圧迫され、
弁があるため血液が心臓方向にのみ押し出されて流れる仕組み。
年をとってくると脚や足がむくむ方が多いのですが、筋肉が減ったことも一
因です。

骨への栄養
寝たきりの方の骨は、骨粗鬆症に拍車がかかって全身の骨が極めて薄く危う
くなっています。ずばり、骨の栄養は過重です。体重がかかると骨髄の中の血
液がジュワ～と周囲の骨（皮質骨）に染み込んでいくのです。

関節への栄養
関節の中の骨の先端はクッション作用を持つ関節軟骨で覆われていますが、ここには栄養血管がありません。
関節軟骨への栄養分は、関節内の骨膜から分泌されています。つまり、関節を動かし
て初めて栄養が行き渡るのです。
関節が痛くなってついつい動かさなくなると、関節軟骨だけでなく近くの靭帯や筋
肉まで縮んで、関節全体が硬くなります。（関節拘縮）
まとめますと、運動器の栄養は運動！お忘れなく。

継続は力なり「山筋ゴーゴー」で筋力 UP を！
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（日）

参加者：林 憲彦、堀井泰則、山本則夫、加藤日出子
甲かほる、金井洋子、竹内啓子、松田理恵子
ほか会員外 2 名、

今冬は降雪量が全く少なく、例年は道路脇に雪壁となっている上信越道は路肩に少しあるだけ。しか
し、前日から西高東低の冬型になって雪降りしきる中スキー場に。
なら

圧雪車で均してないゲレンデに降りしきる雪が積もり、荒れた雪面にいつもの足前が発揮できないも
どかしさを感じつつガンバッテ滑った。初参加の山本さんは“例年春スキーをやっているが、こんな時
期のスキーは何年ぶりかなあ”と達者な滑りを披露されていました。
9 時にゲレンデに出て、15 時過ぎまで滑走しました。昼食は全員が期せずして同じもの「うどん・ミ
ニカレーセット」で満腹になって再びゲレンデに。
杉野沢温泉「苗名の湯」で冷えた体を温めて帰路につきました。

（堀井泰則）

今シーズン初めてのスキー。杉の原スキー場へ行ってきました。
スキーが新しくなったこともあってか、今日は少しうまく滑れました。今
まで練習してきた成果がいよいよ実ってきたかなと自己満足しています。
（甲かほる）

30 年振りのスキーです。友達のスキー板で初滑りに挑みました。無謀にも今年は何故か挑戦意欲満々
です。初回の志賀高原では転びながらも何とか滑れたぞと嬉しくなって、スキー板購入しました。
二度目の妙高杉ノ原スキーに参加したのですが、新しいスキー板はスピード感が違う。スピードが半
端無いチョー怖い!!!!
新雪(フワフワ)天候も晴れ間無く悪条件の中転倒しまくりです。立つ事もでき無くて立つ事が至難の
技です。皆さんに助けて貰って、起き上がるのは上手になったかな(笑)。無理しないで楽しみたいと思
います。此からも宜しくお願い致します。

（加藤日出子）

スキー企画の案内
（土・祝）
参加希望者は 2 月 5 日まで 林 憲彦 090-8099-2954 or 堀井泰則 090-1314-6394 へ
SMS で申し込んでいただければ幸いです。

(日)

(月)

およそ１８，０００円 宿泊（一泊二食）
お問合せは 林 憲彦まで
申込はお早めにお願いします。
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大湯

リフト料・昼食代・交通費など

2ｍ～3ｍの積雪の野沢温泉でス
キーを楽しみ、古くからの温泉街
のにぎわいと温泉巡り（大湯など
13 の源泉）も…。
野沢温泉は日本のスキー発祥の
地です。

共同浴場

〔費用〕

あきひさ

山口耀久 著

二〇〇八年平凡社から復刊

単行本 一四〇四円

こんなすてきな本が、ずっと絶版のまま放置されているのはどうしたわけで

しょう。不思議な話です。残念な話です。わたくしは、本書には、戦後、日本

人登山者が著した数多い作品のうちでも、最高、最良の折り紙がつくと言って

はばからないのですが…。

これから読もうとする向きには先入観を与えないように、内容まで立ち入る

ことは遠慮しておきますが、仮に、わたくしのすすめにのって読んだ後「つま

東、西、南の三方を山に囲まれた富山

県は全国屈指の〈山岳県〉である。越中

平野から眺める山なみの美しさは他に

類を見ない。

本書は、越中平野から見える山やまを

らぬ、くだらない」などとお感じになった読者がいたとしたら、土下座してお

詫びしてもいいとさえ思います。

越中山座同定グループ編

隅から隅まで調べ上げ、その山名を詳し

く図示解説したユニークな〈山岳図巻〉

である。
（略 ）
〈越中山座の諸相〉と題す

る解説は、十一人の執筆者の分担になる

ものだが、自然破壊に対する告発や行政

当局への鋭い批判、注文もあって、単な

る〈図巻〉に終わらせていないところが

いい

西本武志 著「山と人」の山の本との対話・書評より

北日本新聞社出版部 発行一九七八年

近年復刻版が刊行 三八八〇円

この項、日本勤労者山岳連盟会長

2017 年度の三島野スポーツクラブの代表と世話人会 2 月 5 日の総会で選出されます。次号会報から新
しい役員体制を記載します。

2 月世話人会は 7 日(火)と 21 日（火）とします。
時間は７時 00 分～8 時 30 分です。
2739-1
◇ なにより総会を成功させましょう！それは一人でも多くの会員が参加し、
「さあ、今年も元気にチャレ
ンジするぞ」となることだと思います。
◇ 冬が来ないんじゃないだろうか…と思える暖冬に、カンジキを持って入った古洞の森は“薄っすら雪
化粧”程度の積雪に気負いが肩透かしを喰ったカンジかな？
◇ 元旦の二上山頂はチョット賑やかだったようですね。例年より多くで記念写真が撮れて、見るほうも
なにか嬉しいです。
◇ 暖冬かと思っていたら、会報編集中にチョット「どか雪」
。これで 2 月の雪山カンジキハイクはそれ
らしくなって楽しめそう。初めての方大歓迎、心配せずとも大丈夫です。みんな雪国育ちですから。
◇ この時季はどうしても外へ出て体を動かすことが少なくなります。鍛えましょう！「体の運動器の栄
養は“運動”
」だそうです。また「晴耕雨読」で山の本などに接して、知識を豊かにし山に向かう心を
高めてはいかがでしょうか。

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。

