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2017 年

の報告

2 月 5 日(日)
古洞の湯

巌、續池静子、長谷部節子、林

例年は雪で埋もれているはずの総会会場は、僅かの残

背渡健治、高井増美、續池

雪が路肩にある春先のような雰囲気。送迎バスが到着し

甲かほる、川端友嘉、川渕順正、熊木龍己、熊木廣子、小坪哲彦、清水敏雄

て参加者が揃い、定刻１０時に開会しました。

厚子

終了後、お酒も入って和やかな懇親会。入会して初め

荒井英治、岩井富雄、岩越理代、小竹茂樹、小竹伸子、加藤日出子、甲

ての参加者も数人あり、山の話、人生談義などの話で日

頃逢えない人とも交流できる機会となりました。

【出席者】

憲彦、福島忠義、

藤井洋子、古川三郎、堀井泰則、堀川克子、的場邦夫、宮本久子、森田絹代
山本則夫、山田

格

2016 年に三島野スポーツクラブの仲間になりました
7月
金井 洋子
12 月 松田はる美
12 月
清水なをみ
12 月 中川佐智子
12 月 新田俊明
（敬称 略）

よろしくお願いします

総会資料の会員名簿に記載済み

司会進行 背渡健治副代表
○ 総会に先立って、三島野スポーツクラブ相談役 黒川 衛さんへ黙祷を捧げる。
2016年12月16日 ご逝去 ６４才 三島野スポーツクラブ発足時の1999年から2010年
まで代表を務める。
○

本 総 会 は 会 員 45 名 中 30 名 の 出 席 と 委 任 状 12 名 で 総 会 が 成 立 し て い る こ と を 確 認

○ 議長選任にあたり、福島忠義さんが選任され就任
1 議長就任挨拶
2 岩井代表挨拶
3

議事
1）201６年活動報告（岩井代表から説明）
古川さん作成の今年度活動参加者記録表が回覧される。

2）201６年決算報告（荒井担当から説明）
3）会計監査報告（加藤監事から報告）
活動報告、決算報告、会計監査報告につき一括提案があり、
質疑応答に入る。
質問や意見は次の通り。
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・決算報告の雑収入の事務推進費等 13,364 円は、労山分担金支払い
後のお手伝い手数

料と考えていいのか。（小坪）

――三島野スポーツクラブに事故がなかったのでその還元金として
かえってきた。しかし 毎年かえってくるともいえない。（荒井）
還元金のほかに、総会等を手伝っているので手数料としても入って
くる。（林）
・

救急セット内にあるもので、使用期限済みのものは一度整理し

たほうがいい。（小坪）
――2,3 年前にしたきりである。使用期限の分からないものもあ
る。（荒井）
一番よく携行してくれる的場さんに点検してもらってはどうでし
ょうか。的場さんお願いします。（小坪）
はい、分かりました。（的場）

議長から活動報告、決算報告、監査報告につき一括承認の
提案があり、拍手で議案通り承認されました。
4）201７年度活動方針（案）（岩井代表から説明）
5）201７年度予算（案）（荒井会計担当から説明）
6）201７年度例会企画（案）（堀井会報担当から説明）
・アンケートを元に初めてのものたくさん取り入れる。
事前調査費を有効活用したい。
・難易度、山のグレーディングを活用してほしい。
活動方針（案）、予算（案）、企画（案）につき一括提案があり、質疑応答に入る。
質問や意見は次の通り。
・3 月 26 日雪上訓練スノーバレー利賀については危険も伴うので再検討してはどうか。 （小竹茂）
――しばらく状況を見て再検討も含めて考えていきたい。（堀井）
・会にご尽力いただいた黒川さんの葬儀時に会長の弔辞はあったが、会としての弔意を香典等であらわして
もよかったのではないか。現会員に対してのあり方を検討してほしい。
―― 現時点では規約に決められてなかったので個人で行うことにした。今後、検討していきたい。
（岩井）
・三島野スポーツクラブと新日本スポーツ富山県連盟との関係について（別資料）
――スポーツ連盟の考え（自主的・民主的なスポーツ活動）にもとづいたクラブづくりから、三島野
スポーツクラブができた。将来的にはこのクラブで登山だけでなくいろいろなスポーツが楽しめ
たらいいなと考えている。時間はかかるが検討していってほしい。お知らせ 横にある本やＴシ
ャツ等、ほしい方は持っていってください。無料です。（林）
・山梨山の会３名の方と交流ができ茅ヶ岳にいっしょに登った。今後、例えば富山ハ イキングクラブとの交
流登山等ができるといいなと考えている。
・クラブの旗の作成を考えてはどうか（交流が深めれるし、記念写真に使用したい）
・ 新入会員があったときには、その都度、会報に載せることをお願いしたい。（小坪）
――会報にその都度記載するようにしたい。（堀井）
・会報作成にはたいへんなものがある。内容も充実し、工夫していきたいので今後、編集委員会をつくって
いく方向で考えています。ご協力お願いします。（岩井）拍手
・世話人会に出たくてもどこでしているのか分からない。会報に地図等を載せてほしい。（山田）
・2016 年までの記録 600 円でお渡しします。20 周年記念には気合の入ったものを作成したいと思っています。
（堀井）
・登山時報は大変参考になる。読図方法や世界にまたがる登山情報等が掲載されている。４５名中９人は少
ない。ぜひ購読してほしい。（山田）
――多くの会員の購読を呼びかけたい。希望者は岩井代表または荒井世話人まで。
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議長から活動方針案、予算案につき一括承認の提起あり、拍手多数で両案とも承認されました。
7）会代表と世話人会メンバーの選出
小坪副代表から次期の代表と世話人会の名簿の提案があり、承認されました。
再任された岩井代表から世話人会の役割分担の報告がされました。

〔代 表〕岩井富雄
〔 副代表〕背渡 健治
的場 邦夫（新）
〔会計担当〕荒井 英治
〔会報担当〕堀井 泰則
〔事務局長〕小坪 哲彦(新)
世話人：甲 厚子、林 憲彦、岩越理代、加藤日出子(新)、川淵順正(新)、山本則夫(新)
〔監事〕竹内啓子
上田千秋(新)
〔相談役〕山田 格
※ 規約には相談役の規定はありませんが、三島野スポーツクラブの設立に尽力され、永くクラブ
運営に関わってこられた経験と英知を今後も活かしたいと世話人会として依頼しています。
8）その他
① 七尾市からの総会初参加の会員の紹介 清水 敏夫さん

森田 絹代さん

② メールでの世話人会議事録の送信できます。アドレスをお知らせください。
③ 名簿の管理のお願い。 携帯電話番号をお知らせください。
④ Ａ4 版集合写真 希望があればもらってください。（すべて写真が引き取られました）
総会に引き続いて開催された懇親会への寄贈

小竹さんから、みかん 1 箱
以上

総会終了後、
「乾杯！」の音頭で懇親会となりまし
た。あちこちで談笑の輪ができ、
“酒がないゾー”の
声が出るほど（予定していた分が終了したのに…）
。
提案された「今年の企画」を巡って、
“これとこれ
は行きたい”
“この企画は私はダメだろうか”などの
話や、加齢の体力低下防止の努力なども語られたり
し、予定時間が“あっという間”に過ぎてしまいま
した。

今年もよろしくお願いいたします
代表 岩井 富雄
2 月 5 日の総会で今年も代表に選ばれました。今年も『安全で楽しい登山・ハイキング』を企画し
たいと考えています。会員皆さんの協力と積極的な参加をお願いしたいと思っております。
今回の総会は、安全の問題、会員が亡くなられたときの会としての弔意のあらわし方、世話人会に
参加したいが場所が分からないなどその他いろいろな意見が積極的に出された
総会であったと思います。ただ、今回初めて会場をレストランの所で開催した結果、聴き取り難くか
ったとことが少し残念でした。次からは元の場所でよいのではとの意見が…
総会を準備する中で此れまで以上に要望が多様になっていることが感じました。今年も世話人会の
皆さんと協力し楽しく、わくわくする様な企画を目指して頑張りますのでよろしくお願いします。
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(土)
1320ｍ

1420ｍ

メンバー：
〈L〉的場邦夫、甲かほる、宮本久子、
堀井泰則、岩井富雄、小坪哲彦、背渡健治、
新田俊明、荒井英治、甲 厚子、
守田清子（お試し参加）
【行程】
薬勝寺 P 7：00
00

ゴンドラ駅 8：30

瀬戸蔵山 10：00

頂上駅 9：

大品山 11：20（昼食・

ツェルト試使用））～12：20

瀬戸蔵山 13：10

頂上駅 14：10
ゴンドラ駅 14：30

ホテル風の森 立山で

青空と白い北アルプスを背景に大品山山頂で

♨入浴後、帰路へ

ひとくち感想
的

場：朝の天気は湿気の含んだ重い雪の落ちてくる中出発し、リーダーとして責任を感じながら出発したが
瀬戸蔵山に着く頃に青空になり上々の天候になり帰着するまで晴れてほっとしました。メンバーに感
謝です。

岩

井：薬勝寺駐車場に集合時に雪が降っていたので私はリーダーが中止宣言を期待したがリーダー行く気
満々だ。スキー場に到着した時も雪が降っていて最悪の日だと思いながらゴンドラに乗り込んだ。し
かし天候はだんだんと回復し昼食時にはほぼ快晴になっていました。行動中は常に笑いがあって楽し
い山行でした。

堀

井：天候の急転回で「雪のち晴れ」はこの山の魅力である、雪景色のブナ林、青空に聳える鍬崎山、大日
平と大日岳、眼下の富山湾と富山平野を楽しみながら深い雪の中を歩くことができました。
もっともっと体力をつけることを改めて知った山行でもありました。

甲

か：2 度目のかんじき山行。今度は上手に歩くことができとても楽しかったです。息するごとに、冷たい
空気が体に入り、澄み切った青空・雪山のすばらしさを体いっぱいに受け元気をもらいました。雪の
鍬崎山がりっぱでした。しかし、寒さ対策（手袋・飲み物等）や装備では、もっと真剣に取り組む必
要さを教えていただきました。ありがとうございました。

宮

本：ブナ林が一面真っ白積雪３ｍ、空は真っ青、大日岳、鍬崎山を目前にし久し振りのかんじきハイキン
グにわくわく。グループに感謝です。

小

坪：今年の初山行となった春山は快晴に恵まれ、今の時期にしか味わえない落葉した木々の合間から見え
る立山連峰の峰々は最高で、まさに来た人だけにしか味わうことのできない感動でした。的場リーダ
ーお疲れ様でした。

降りしきる雪は瀬戸蔵山まで

背 渡：今日ほど天気に関した山行は！！
荒 井：空の深い青がよかった。バックカントリーの若者スノーボー
ダーの滑りが見れて良かった。彼らの若さがうらやましい。
バックカントリースキーを再開したくなってきた。でも無理
か。

甲

厚：雪降る中を歩きはじめたが、瀬戸蔵山に着くころは、
真っ青な空と銀世界のコントラスト。久しぶりのカン
ジキにも心地良さを感じ、苦戦もあったが素晴らしい
いい一日でした。

5

感想

ブナ林は美しかった
新田俊明

三島野スポーツクラブの山行に初参加
冬のゴンドラ山頂駅に来たのはもう 25 年以上も昔のことになる。当時はスキーに夢
中で 1 回でも多く滑りたいとゴンドラを降りると急いでスキーを履いて滑り始めたも
のでした
今日同じこの場所で若者や家族連れがスキーやスノボーの準備をする中、リュックを担いでかんじきを装着す
ることになるとは全くの想定外でした。
3 年前に山歩きを始めた年の 11 月の山行の時に「冬になると山に行けなくなって寂しいネ」と話していると、
山の会の先輩の女性が「なーん言うとんがいね。山は冬がおもしいがいぜ。かんじき履いて山歩くが最高やちゃ」
の一言でかんじきハイクにはまることになりました。
今日の立山山麓の天気は、朝は雪のち曇りの予報通りで、雪の舞う中、的場リーダーをトップに総勢
11 名が大品山を目指してスタート。新雪は程よい深さで、かんじきハイクにはちょうどいい状況です。瀬戸
蔵山の山頂に着くころには雪もやみ青空が見えはじめ、葉っぱを落とした木々の間からまわりの山々が姿を現
してきた。大品山に着くころには青空が広がり、行く手には鍬崎山が、北には大日・奥大日その奥には毛勝三
山の山並みが、そして南にはどっしりとした鉢伏山が目前に姿を現し冬山ならではの大パノラマが堪能でき
た。やっぱり冬の山は素晴らしい。昼食後下山の途中で 2 名の若者がスノボーで新雪の斜面を滑り下りる様子
を息を凝らして見守り、そのみごとな滑りに全員で歓声を挙げるというハプニングもあり、天候にも恵まれと
ても楽しい一日でした。
今日の山行で感じたことは、この会はとても家族的な雰囲気で
それぞれが強く結びついているクラブだと思いました。楽しい山
歩きができる機会を少しでも広げたいと思い入会しました。今後
とも宜しくお願いいたします。

アットホームな楽しいパーティー

守田 清子

的場さんにお誘いいただき、お試し山行で瀬戸蔵山・大品山に行ってきました。
瀬戸蔵山山頂に近づくあたりから雪もあがり、お天気がだんだんと回復し絶好の
登山日和となりました。
山はやっぱりお天気次第ですね。新雪をかぶったブナの木々が青空に映え、な
んとも言えない清々しさです。尾根づたいで、ずっと素晴らしい景色が楽しめる
のも天好に恵まれたおかげ！

大日連山の展望が最高です。特に私は毛勝三山が

大好きで見とれていました。
また、鍬崎山の素晴らしさにも感動しました。雪の時期に鍬崎山を真近かに見
たのは初めてで、下山時に振り返った時のその山容のカッコよさは格別でした。
バックカントリーでスノボーをする若者たちに声援をおくり、青春の日々を思い起こさせてもらうという「お
まけ」もついて、無事下山することができました。お世話していただいた方々に感謝申し上げます。
また、参加された会員の皆様がアットホームで、とてもいい雰囲気の会だということが言葉の端々に伺えまし
た。楽しい山行ができ本当にありがとうございました。

林 憲彦の自主企画の予告
5 月下旬から 6 月上旬の平日に一泊二日で実施する。
宿は「白樺ホテル パイプのけむり」 募集人数は 7 名。
費用は 12,000 円前後を予定。
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（水）平日企画
【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

大正池
ウエンス

釜トンネル

歩行時間 約 4 時間
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
【装備】カンジキ or スノーシュー（無い方は相談に
2012.3 月の

応じます）
、防寒対策（ウエアー、帽子、手袋、温か

上高地散策

い飲み物、）
、温かい飲み物
【参加申込】3 月 5 日まで岩井富雄へ
FAX 0766-57-8180

（日）
実施日を変更 予定は 3 月 26 日(日)でしたが、諸般の事情により 1 週間早めました。
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）まで登る予定です。
【集合・出発】 薬勝寺 P ７時 00 分
【参加申込】3 月 9 日まで

岩井富雄へ FAX 57-8180

※ 雪山を登り、楽しむための必須の訓練です。経験者も参加してください。自主企画・西穂独標や
5 月 GW の燕岳企画に参加予定者は必ず参加してください。
定期総会で「地すべり」が発生している地域が近く、場所の変更が提起されていました。現地や天竺温泉に問い合わ
せたところ、安全に通れるし、むしろ、風評被害で困っているとのことでした。また、旧スノーバレー利賀スキー場は
第一リフト降り場まで圧雪車でならしているので、雪山登山者が来ていると天竺温泉から聞きました。
そんな情報を基に世話人会で検討した結果、予定通り実施することにしました

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P

（土）

【行程】新穂高ロープウェー

自主企画

西穂山荘 2367ｍ
2701ｍ

西穂独標

西穂高口 2156ｍ

丸山 2452ｍ

登りルートを下る

標高差 550ｍ 登り 3 時間 30 分 下り 2 時間 30 分
天候の条件などの条件で丸山（西穂山荘から 15
分くらい登ったところ）で U ターンします。
丸山までの参加も可です。★一つ減となります。

体力度★★★☆☆ 技術度★★★★☆
【参加申込】3 月 15 日まで 堀井泰則まで
FAX 25-2792
７

or SMS 090-1314-6394 へ

八尾

（日）

「花見といえば、ついて回るのはお酒」。故にこの日はマイカーを捨て、あいの風鉄道と JR 高山線を
乗り継いで八尾駅へ。そこから八尾の町並みを歩き、城ヶ山へ。
坂の町である八尾の南東に位置する城ヶ山（じょうがやま）。この山の一帯が公園になっている。昭
和 31 年開設、9.7ha。春は山全体が桜に包まれ、秋は紅葉が山を彩り、冬は銀世界に寒椿が映えわた
る。また丘陵公園としてロケーションに恵まれ、眼下には蔵造りの八尾のまち並みを、遠方には立山
連峰や富山平野、富山湾を 360 度のパノラマで楽しむことができる。

高岡駅発 8：37

八尾駅発 14：08

※桜の花の下で“宴”
。ランチ、嗜好品、飲み物は

小杉駅発 8：44

富山駅着 14：33

各自で準備してください。

富山駅着 8：55

富山駅発 15：14

※参加申込は 3 月 31 日まで岩井富雄まで

富山駅発 9：34

小杉駅着 15：23

八尾駅着 9：54

高岡駅着 15：31

FAX 0766-57-8180
坂の町

石垣の道を登る

行きは必ず各駅で遅れずに乗車してください。
帰りの時刻は未定ですが、上記の時間は参考と
して載せました。
2011 年の城ヶ山お花見ハイク

（日）
当初、平日企画として 14 日（金）としていました
が、世話人会で検討した結果「日曜日のほうが参加し
やすいのではないか」となり、日程変更しました。

634ｍ

新潟県弥彦村

【集合・出発】薬勝寺 P 6 時 00 分

弥彦山

【行程】弥彦神社登山口から往復
登り 2：00 下り 1：30 標高差 670ｍ 体力度。技術度とも★☆☆☆☆
【参加申込】4 月 6 日まで堀井泰則へ
FAX 0766-25-2792 or SMS 090-1314-6394

756ｍ

（日）
閑乗寺公園から往復 〈L〉背渡健治
標高差 450ｍ ★☆☆☆☆
歩行時間 3 時間 30 分

5/2～5/3（予備日 5/4）
北アルプス春山入門コース

南砺市井波町

山の樹々が新緑の美しさを見せ、眼下の
散居村の田には水がはられて越中の農村
の原風景が広がる。

5/7(日)

燕 岳 2763ｍ

タケノコ掘り

元会員の御好意で黒河の竹林で収穫し、新鮮

GW は多くの登山者

なタケノコと持ち寄った山菜料理で、ささやか

で賑います。クラブで 5 回、延べ 42 名の会員が登っ

な“宴”。そして、おみやげのタケノコのお持ち
帰りも…。

ています。

８

健康長寿と運動

とやま医療生協 発行
「虹のまち」より

富山協立病院 整形外科 石井佐宏医師
超高齢社会のわが国では、健康でないお年寄りが増えています。そう、ロコモ(注)です。運動器の障害が、健康
寿命を縮めているのです。一方、ご存知メタボ（別名

死の四重奏！）も飽食と運動不足の現代社会に蔓延してい

ます。内臓脂肪を燃やす運動療法の功徳は絶大です。そして「運動器の栄養は運動」でした。
（注）ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に 障害
が起こり、
「立つ」
「歩く」といった機能が低下している状態をいいます。

ロコモへの誘惑者
ロコモは特定の病気ではなく、加齢によって身体が動かしにくくなる状態です。
整形外科の主要な疾患がその誘因となることが多いので、さらりと説明します。

骨粗鬆症
国際的な定義は「骨強度が低下し、骨折の危険度が増大した骨疾患」です。知
らぬ間に骨密度が減っていて、若ければ打ち身で済むようなちょっとした転倒で骨折してしまう！
折れやすい部位は背骨、手首、肩、そして股関節。さらに、骨折は連鎖していきます。
現在わが国には 1300 万人もの骨粗鬆症患者がいながら、実際、治療を受けている人は三割に過ぎません。骨折
から寝たきりになる危険性は、脳卒中後の寝たきりより多くなったというのに。
まずは骨密度検査を受けてください。お勧めは腰椎と股関節を測定する DXA（デキサ）法。そこからスタートで
す。

変形性膝関節症
立ち上がるときに膝が痛い、階段で痛い、膝が曲げにくいなぢが初期症状です。跳びはねて関節軟骨がはがれて
も（若い時なら時期に修復されていたのに）軟骨の増殖能力が低下して剥がれたまま。不安定になった膝を軟骨の
周囲に骨の棘が形成され、次第に膝全体が変形していきます。
太ももの筋力低下に伴って進行し、О脚になって、一歩踏み出すたびに膝が外に揺れる不安定ぶりが見て取れま
す。
だからこそ、太ももの筋肉を鍛えて膝を安定させる「膝伸ばし筋トレ」が治療の原
点なのです。この筋トレは「鎮痛剤と同等の効果がある」と学会の全国調査で認めら
れました。

腰部脊椎狭窄症
散歩していると脚がしびれてくる、重くなって前に出なくなるのが主症状です。そ
れが前かがみで休むと軽くなるのが特徴。締め付けられた腰の神経が弛むのですね。
そこで、神経の血流を良くする薬、プロスタグランディンの出番となります。

「登山時報」の購読を！

代表 岩井富雄

労山の機関誌「労山時報」の普及が取り組まれています。総会では相談役の山田格さんが“もっと多くの
会員が購読を”と訴えられました。
機関誌とはその団体・組織の活動をすべての会員に伝え、加盟の全国のクラブ、山岳会と目的のために気
持ちをひとつにするために欠かすことのできないものです。三島野 SC も「会報 三島野スポーツクラブ」を
発行し、クラブと会員、会員と会員を結ぶ役割をしています。毎月の会報が届かなかったらどうなるでしょ
う。
「登山時報」は「会報」と同じ意味を持つものと言って過言ではありません。一人でも多くの会員の購読
を訴えます。
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三島野スポーツクラブ

1999 年～2016 年

をつくりました
クラブ 創立 十五周 年を 迎え た２０ １３ 年に、 こ

れまでの十五年間の活動の記録を『１５年の記録』

としてまとめ作成しました。

これか らも 会員み んな で活 動を積 み重 ねて、 す

ぐに二十周年を迎えるだろう。

そこで 、こ こらあ たり で、 その後 の分 を追加 し

ておこう とい う動機 で、中 途半端だ と思 います が

『１８年の記録』をつくりました。

記録はわが三島野スポーツクラブの足

跡です。登った山や企画を記録するだけで

なく、その時々の感動した景色や峰に立っ

た歓び、仲間とともに汗をかいて登った楽

しさ、咲く花に癒された心などが会報に綴

られて、読むとその情景がいまに蘇えって

きました。

それら多くの中から、誌面の都合もあ

り、「独断と偏見」で選び記載したことを

ご容赦願いたいと思います。

２年後に迎える二十周年には、まさに

（堀井）

名簿は４ページに記載されています。

『記念誌』といえるものをつくれたら・・・

と思っています。

４
Α版 ２６ページ
全頁カラーコピーです

コ ピ ー代 金 とし て ６０ ０円 で お届 け

し ま すの で 希望 さ れる 方は 堀 井泰 則

までご連絡ください。

総会で十一人から希望があり、

会報といっしょに送りました。

役員、世話人会、会計監査、相談役の

3 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。
。
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）

◇ 定期総会は盛会でした。が、もう一回りの会員参加があれば

至 大門

至 富山

小杉駅

とおもいました。何かと行事が多く重なっていたようで、
「出

押しです。心と体の準備を怠りなく！
◇ 昨年末で編集子は退職し『天下の素浪人』となって、日中テ
レビを見る時間ができたが、なにか尋常ではないことが耳に
恩」そして「アベ」のやること、喋ることが私たち庶民の生

AOKI

入り過ぎると感じるのは私だけだろうか？「トランプ」
「金正
活と異次元のことのように聞こえてならない。
『平和』
『基本
的人権』が軽んじられるような…。そんなことが健全なスポ
ーツ・文化に及ばないようにしなければ…と感じながら会報
の作成のキーボードを叩いています。

元町西部交差点
至 太閤山

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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ヌノヤ 寝具店

イワオ 歯科

◇ いよいよ冬眠から覚めて“アウトドア”へ！春の企画が目白

はなみずき

たいのだが…」という会員がかなりおられたようでした。

