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多くの参加で成功させましょう！

■ ６月４日 日( )

労山全国一斉クリーンハイク

登山セミナー

■ ６月１１日 日( )

三島野ｓｃ

６／２５ 日( )頸城駒ヶ岳

７／２ 日( ) 白木峰
７／２２～２３ 北八ヶ岳

○

大日山

燕 岳

５／１４ 感想

５／２～３ 感想 金井洋子

山行報告

○

筍掘り ＆ ＢＢＱ

５／７

守田清子
○

健康と体づくりコーナー

加藤日出子 さん

岩井富雄

「登山時報」購読のお願い

代表

（日） 労山富山県連盟共同企画

全国の労山いっせい
て、城光寺野球場の駐車場まで車で移動し、そこで３班の
グループ編成を行います。それぞれのグループは違ったコ
（負釣山）

ースを城山を目指してゴミ拾いしながら歩きます。城山で
各人が拾ってきたゴミを纏めてゴミの種類と重さを測り、
記録します。11：00 家持像公園に各コース・拡販が合流し、

昨年のクリーンハイク

《行動予定》
：午前８時３０分に高岡市職員駐車場に集合し

昼食後 12：00 解散し、出発地点まで戻る。
《参加申込》：５月２４日まで
回収したゴミ

岩井富雄 FAX０７６６－５７－８１８０
と会報№200 で案内しましたが、一人でも多くの参加を募
りたく、6 月 2 日まで参加受付をします。

2017 年クリーンハイクを成功させよう
日本勤労者山岳連盟自然保護委員会
労山クリーンハイクの歴史では、1960 年代後半から東京、滋賀、兵庫などの会・クラブが清掃登山を実施
し、1974 年 10 月に第一回全国自然保護強化月間を設け「全国一斉クリーンハイク」が始まりました。翌年か
ら 6 月第一日曜日を全国清掃登山の日と定め、今年で 44 回目を迎えます。昨年は台風や全国的な天候不順の
影響で中止した会・クラブが多く、参加者、ゴミの量とも例年の 7 割でした。43 都道府県連盟で、369 の会・
クラブが 357 のコースで取り組み、参加者数は 5,782 名、回収したゴミは約 5.4 トンでした。
クリーンハイクは、登山者が誰でもどこでも取り組むことのできる自然保護の第一歩です。山を汚さず傷つ
けないという登山者のモラルを高めることができます。運動として取り組み、広範な登山者に山の自然の大切
さをアピールできます。ポスター作りや後援名義などを組み合わせ、自治体などと相乗効果を高めることがで
きます。今年も 6 月の全国一斉クリーンハイクに向けて準備し、実りあるものにしましょう。

1. ゴミは山に捨てないようにし、持ち帰りましょう。
2. 捨てられているゴミを見つけたら持ち帰るようにしま
しょう。
3. 登山者・ハイカーだけでなく、一般旅行者・外国人に
も声をかけ、ゴミの持ち帰りを呼びかけましょう。
4. すべての登山者・ハイカーが、山と緑の番人、山岳自
然を守る番人としての自覚を持ち、山歩きを楽しみま
しょう。
2017 年 6 月

日本勤労者山岳連盟
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（日）
【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺Ｐ
（現地直行も可）
【参加申込】6 月 2 日まで岩井富雄へ
ＦＡＸ0766-57-8180

【講習内容】
○ 三点支持〈急な岩場の登り・下りの練習、急斜面の
トラバースなど〉
○ 岩のゴーロの歩き方
○ 渓流の徒渉の仕方
などを繰り返し行います。
※徒渉とは川や沢を歩いて渡ること

世話人会から
どんな登山にも体力と技術は多かれ少なかれ必要です。星が★や★★であっても部分的に急な登山
道があったり、片側が深く切れ落ちていたりすることがあります。もちろん、2,000ｍを超える北ア
ルプスなどの高山では岩稜帯を登る・下ることなしに目的は達成することはできないでしょう。“険
しい所は行かない”ではすまされないのが登山です。いろいろな場面に対応できる訓練にすべての会
員が参加してほしいと思います。例えば、今夏の「五色ヶ原企画」では全体的には★★☆☆☆でコー
スの多くは豊かな高山植物を愛でながらルンルンに歩けますが、浄土山への最後の登りや龍王岳への
わずかな岩稜帯の急登、獅子岳からザラ峠の下りは急斜面のジグザグの下りなど気の抜けないところ
もあります。訓練は安全登山を完遂するために行うものです。ぜひご参加を！

1487.4ｍ

（日）

糸魚川から白馬方面に向かうＲ-148 の左手に
厳つい鎧をまとったような大きな山が目を引き
ます。まるでテーブルマウンテンのようにも見え
ます。
海谷山塊の鬼ヶ面山、鋸山、雨飾山なども近く
に見ることができます。
三島野ＳＣでは 2001 年に根知谷側から登りました。今
回のルートはその反対側海谷ルート。
海谷三峡パーク…ハシゴ場…ブナの泉…頸城駒ケ岳山頂
下山も同じルート
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
標高差 800ｍ 登り 3 時間 下り 3 時間
体力度★★☆☆☆ 技術度★★★☆☆
参加申込は 6 月 15 日まで堀井泰則へ
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いよいよ夏山シーズンの幕開
け
（日）

1,596ｍ
白木峰は標高 1,596m と特別高い山ではありませんが、太

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺 P
8 合目登山口

富山市八尾町／飛騨市

白木峰山頂

池

古から気象条件等が複雑に作用し穏やかな美しさをもつ山容
が形成され、特徴ある植物を育んできたと考えられています。

塘巡り

登山口

歩行時間

約 3 時間

標高差 300ｍ

体力・技術★☆☆☆☆

白木峰では、ブナの芽吹きから始まりシャクナゲやワタス
ゲ、夏には環日本海を代表するニッコウキスゲが咲き乱れま
す。秋に入ると、真っ赤に色づいたナナカマドや、山腹は紅

【参加申込】

葉で燃え上がります。

6 月 22 日まで

山頂周辺からは、立山連峰、御岳、槍、穂高、白山の峰々
や富山湾が望めるなど景観が見事です。

（土）

（日）
縞枯山の縞に立ち枯れ林

◆ 7/22
麦草峠 2100ｍ
戻り

茶臼山 2384ｍ

縞枯山 2403ｍ

中山 2496ｍ

黒百合ヒュッテ

白駒池

（泊）
歩行時間 7 時間
◆ 7/23
黒百合ヒュッテ
ッテ

西天狗岳 2646ｍ

丸山 2330ｍ

黒百合ヒュ

麦草峠

体力度・技術度とも★★☆☆☆
〈L〉的場邦夫
（詳細は次号会報№202 を参照してください）

（土）

右・西天狗岳

左・東天狗岳

歩行時間 6 時間

（日）
単純標高差 約 450ｍ

室堂～浄土山～龍王岳～鬼岳～獅子岳～ザラ峠

体力度・技術度とも★★☆☆☆

～五色ヶ原山荘 泊

参加申込は 7 月 25 日まで（夏山のハイシーズンで

同じコースを戻る

山小屋は混み合うことが予想されます）

立山連峰を五色ヶ原に向かっての稜線歩き。黒部の

テント泊の受け付けも行います。

谷を挟んでそびえる白馬岳から針ノ木岳の稜線のパ

（詳細は次号会報№202 に掲載します）

ノラマと、今が盛りと咲き乱れるお花畑を愛でるハイ
ライトコース。
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2,763ｍ

メンバー：
〈L〉堀井泰則、
〈SL〉的場邦夫、岩越理代、加藤日出子、金井洋子
【行程記録】

1 日目

5/2

2 日目

5/3

薬勝寺 P

5：00

中房温泉 P

8：10

登山口出発

9：10

燕山荘

8：30

第一ベンチ

9：50

合戦小屋

9：10

第二ベンチ

10：50

第三ベンチ

10：20

第三ベンチ

11：30

第二ベンチ

10：50

富士見ベンチ

11：50

第一ベンチ

11：30

合戦小屋

14：00

登山口

12：15

15：00
16：30

有明荘にて♨入浴と昼食

朝食後、燕岳山頂を往復
6：25～8：00

後、帰路へ

14：00

薬勝寺 P 18：10

上・燕岳山頂

合戦沢の頭
燕山荘

右・満員のテント場
と燕岳

（昼食）

ひとくち感想
的

場：2014年の燕岳の時は第二駐車場に止めれたが今回は満杯で路駐しました。これだけで今回は登山者
の多さで小屋の混雑が想像出来ました。メンバーの日々の行いのお蔭か？天候に恵まれ、絶景の展望
に見とれたせいか？体力の衰えの為か？小屋に着いたのが大幅に遅れたがお蔭で割とゆったりとし
たペースがもらえ大満足でした。二日目も快晴で山を下りたくない気持ちでした。
メンバーに感謝・感謝！！

加

藤：残雪の多さと急登でまさに雪山登山です。富士山と槍に見守られながら、山頂に辿り着く事が出来
ました。山頂からの 360 度展望は圧巻!!!白い雷鳥にも出会えた感動の連続の山旅に感謝です。

岩

堀

越：合戦小屋までは苦しみましたが、槍さまが姿を見せてくださってからは、「私は登る！」と闘
志が湧き、少し身体が軽く感じられたのが不思議でした（※歩行ペースは特に変化なし）。雄大
で美しい春山を見ることができて嬉しかったです。リーダー、パーティーの皆様、ありがとうご
ざいました。
井：体調絶不調。さらに前夜の睡眠不足。L とは名ばかりで皆の足を引っ張りながらなんとか登頂でき、
素晴らしい晴天のもとに広がる北アルプス最深部の白い峰々が望めたのは SL とパーテェーのお蔭で
した。この 3 週間ほど前から微熱（37℃くらい）と咳が続き、
「今に良くなるだろう」と放っておい
たがいっこうに良くならず、燕岳の日も迫ってきて慌てて医者に行った。そんな中、車中で仮眠をと
った姿勢が悪かったためか、左肩に激痛がはしり動かない。痛みで寝むれなかった。
それが出発の 2 日前。「行くべきか、止めるべきか」
「SL と相談
すべきか」と悩んだ。翌日、医者で注射してもらい肩の痛みも和ら
ぎ、微熱の無くなった（咳は出るが）。決行することを決意したも
のの興奮していたのか前夜の睡眠は 2～3 時間。体調によっては登
山口の有明荘で待機も選択肢としていた。
というわけで皆さんから非難されそうだが、幾度も登って知って
いるルートであることと好天候と仲間の助けで燕山荘に辿り着き
ました。夕食後は朝までひたすら眠った。翌日の体調はかなり好く
通常のペースで山頂往復と下山できました。ありがとう！

天を突く花崗岩の岩峰と槍ヶ岳（燕岳にて）
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雪山に初挑戦！

感激した二日間
金井 洋子

今年、スキーにも参加させて頂いた。
。この時、堀井さんから「金井さんはスキーもでき
さんはスキーもでき
るから燕岳に登らんか？いいぞー」と勧
勧められた。20 数年前に整形外科に医師に誘われ
われ
白山に登ったことを思い出し「いいですね
いいですね～、ぜひ行きたいです」と返事をした。
しかし、退職後は老いを日々感じている
じている自分。同行していただく方の迷惑にならないよ
にならないよ
うに体力をつけようと３つを守ることにした
ることにした。
１．仕事場の駐車場から更衣室までを軽
軽ジョギングで休まずに行く。
２．3 回/週は２ｋｍをゆっくりと走る
る。
３．畑をする日は、堆肥を一輪車で運ぶ
ぶ。
これに加えトレッキングシューズを新しくした
しくした。靴擦れしないように仕事の日は履いて
いて通勤。リュックにペットボ
トルのお茶を 1Ⅼ入れて軽ジョギングで
ジョギングで通勤、更衣室までの 11 段×5 の階段をゆっくり
をゆっくり休まずに駆け上がる。時
にはめげそうになることや、ここまでしなくても
ここまでしなくてもいいんじゃないかと思うことがあった
うことがあった。だが、やはり一旦決めた
ことを断念することが許せない自分があ
があり目的達成ができるまでと努力した。
雪山にはアイゼンは必要！会報にも載
載っていた。燕岳に登った友達に相談すると必要物品
必要物品の 1 つだからと貸して
くれた。
さあー、いよいよ山行にいくぞーと思
思い、胸をわくわく躍らせていた。実は前日に職場
職場の歓迎会があり、夜中の
12 時までお酒を飲み帰宅。朝の 3 時起
時起きの山行出発となった。
3 日、天気は快晴。朝 9 時 10 分に中房登山口
中房登山口を出発。途中山すみれが可愛く綺麗に
に咲いていた。大きな自然の
中でひっそりと顔を出しているすみれにこんな
しているすみれにこんな自分であったら・・・と想像しながら登山
登山を進めて行った。時々で
はあったが、堀井さんの痰の絡んだ咳と
と軽い喘鳴が気になった時、
「風邪気味で、昨日まで
まで寝ていた。中止しようと
思っていたが・・・」と話された。
『あー
あー、誘った手前もあり初心者の私の為に無理をして
をしての強行登山なのでは・・』
と考えた。そのまま、ゆっくりと第 1 ベンチまで
ベンチまで進んだ。ここから、初めてアイゼンを付
付けての登山開始となった。
事前に車の中で着用方法を堀井さんから
さんから学んでいた為か思ったよりスムーズに着用することができた
することができた。
歩き始めると、トレッキングシューズの
トレッキングシューズの足先とアイゼンに隙間ができている為か上手く
く歩けなぁ～と感じながら前
に進んでいった。途中で、アイゼンの先
先を踵に向けて押し込む、また、ひもを締め直し
ししながらなんとか合戦小屋
までたどり着くことができた。なんと、
、残雪が多いことにびっくり！！『ここから、燕山荘
燕山荘まで登るのか・・迷惑
にならないようにしよう』と心に決めながら
めながら昼食を摂った。カップラーメンがとても美味
美味しく感じた。
『塩分不足で
あったかなぁ～』と考えた。これから進
進む雪山道を見上げると、中学生時代のノルティックスキー
のノルティックスキー訓練を思い出し
た。しかし、あの時代より 50 年経過している
している今、体力・気力の衰えた自分。登ることができるか
ることができるか不安があった。
しかし、今まで自分なりに、迷惑がかからない
がかからない様にと努力してきた自分を試すチャンスがきたぞ
すチャンスがきたぞー！と思い直し、
合戦尾根の急登で喘ぐ人

再
再び登山開始した。時に堀井さんの体調不良症状が
が出現、的場ＳＬの気遣い
の
の言葉・写真撮影など休憩を細目にとり 16 時過ぎに
ぎに燕山荘に到着できた。
自分
自分が心配していたより、スムーズに登山ができた
ができた気がする。訓練の効果が
あったと
あったと考えた。ここまでの道のりで、的場ＳＬのリーダーシップ
のリーダーシップと体力・
知力
知力に感動を覚えた。また、山は人間性も養ってくれることを
ってくれることを改めて感じた。
山
山のぼりをする人には悪い人はいない！！との祖父
祖父の言葉を思い出させてく
れた
れた。
アルバイトかなぁ～と思われる青年に部屋まで案内
案内してもらった。この部

屋で飲んだビールは格別美味しく感じた
じた。これは、無事に小屋までたどり着いた達成感
達成感・同行メンバーに迷惑を掛
けなかったこと・山男の人間性に触れたことと
れたことと考えた。
夕食までの時間、堀井さんはぐっすり
さんはぐっすり寝むれた様子。また、夜間も熟睡気味。ここで
ここで、専門職自分が発揮！『痰
の量が多い、それも湿性。咳嗽、軽度の
の喘鳴。しかし、浮腫なし。発熱なし。軽度の心不全症状
心不全症状かな？・・様子観
察必要と自己判断する。明日の症状観察
症状観察しかかりつけ医の診察を勧めるとした』が『ここまで
ここまで、自分の身体に鞭を
打って自分たちに登山の楽しさや良さを
さを教えようとしてくれる堀井さんや的場ＳＬに感謝
感謝の思いでいっぱいであ
る。』
『この思いを私が彼らに返せれるのは
せれるのは継続して三島野Ｇ登山やスキー計画に参加するこ
することだと思う。今後もな
るべく多く参加できるように頑張りますので
りますので、見捨てずよろしくお願いします。

6

4 日は 5 時 45 分に朝食。その後、
またアイゼンを履き燕岳へ。
天気は今日も快晴。両日共快晴であるのは珍しいらしい・・平生
の行いかな？お天気お母さんがいるからかな。うふふ～・。昨夜
は良眠できた堀井さんの体調は良さそうで安心！！また、また、
アイゼンの調子が不調。的場ＳＬの言葉から考えると、靴とアイ
ゼンがあっていないことが判明。私の靴は子供用である、アイゼ
ンは大人用でそれも借り物である。ことから、靴にあったアイゼ
ンは必須と確信した。次回からの雪山登山は自分のアイゼンでと
学習した。
アイゼンの調子が不調のまま燕岳に登頂。快晴である。そして、
周りの眺めも最高、解説付きで感激。雷鳥も３羽見ることができ
た。
ゆっくり下山、堀井さんの体調も昨日より良い。メンバーの体調も良い。無事に有明荘まで。ここで、入浴・昼
食をとり帰路へと向かった。
今回の山行で触れることができた山好きの方の人間性・寛大な気持ちや、達成感を味わせてくれた山行体験を元
に、今後の人生を楽しく・自分らしく過ごせるよう今後も山行に参加継続をしていきたいと思います。
今回の山行を企画していただいた方々に感謝します。こんな、私ですが今後もよろしくお願いします。

だい にち ざん

（日）

1368ｍ
石川県加賀市

登 山口 (515m)加賀 大日山 (1368ｍ )・加賀 甲

山行メンバー

(1312ｍ)・標高差 853ｍ

Ｌ的場邦夫、背渡健治、守田清子、3 名
07：30 真砂駐車場

登り 4 時間 30 分、下り 3 時間 30 分 TOTAL

07：43 大日山池洞新道登山口

8 時間 00 分

09：30

大日避難小屋（加賀甲） (食事)10：20

11：30 加賀大日山山頂(小休止)12：00
12：40 大日避難小屋（小休止）13：10
15：13 池洞新道登山口
15：25 真砂駐車場

ひとくち感想

的

場：天気は上々と思い、出発したがチョットガスがかかり青空は見えなかったが、まずまずの天気。贅
沢は言えません罰が当たる！！この日出会った、加賀市の若者五人組、高山の古希二人組、小松市
の二人組、加賀市の老人、帰りの避難小屋で焼き肉、焼きそばを御馳走して下さった福井の四人組
等々有難う。新緑のブナ、イワウチワ、カタクリ、ザゼンソウの花等々、帰りの避難小屋でようや
く青空と白山が見え大満足の山行でした。

背

渡：山は下見と本番の回数を重ねると、その山の魅力が分かる山でした！！
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白山眺望とカタクリの『大日山』
守田 清子
馴染みのない山ですが、石川県では人気の山のようなので参加させていただきま
した。シャクナゲで有名な富士写ヶ岳登山口の赤い橋を横目で見ながら、車はどん
どん進みます。前日の降雨で心配された未舗装の道幅の狭い個所も難なくクリア。
神社横の駐車場には、すでに数台の車が停まっていました。早速準備して私たちも
出発します。
今日のメンバーは、１名欠席で３名になりました。ベテランの先輩お２人にペー
スを合わせていただき、おかげ様で私にとっては、大変恵まれた山行でした。
天気は晴れの予報ですが、ガスがかかっています。池洞新道登山口からいきなりの急登が始まりますが、一
汗かいたところで、ブナ林のなだらかな尾根筋になりました。新緑の中を気持ちよく登ります。高度を上げる
につれ、気持ちよい登山道は雪どけのぐちゃぐちゃに変わり、そのうち残雪に隠れ、しばらく薮こぎの急坂を
登り終えると、笹原の中に避難小屋が見えました。加賀甲の頂上です。
食事を終えて早々に、ガスが晴れるのを祈りながら、大日山に向かいます。小屋から大日山までの登山道の
いたるところに、カタクリが群生していました。ガスっているため蕾ですが、花の色が濃く大きいものが沢山
ありました。踏んでしまいそうなくらいで、まさにカタクリの山です。
登り返しの谷で登山道をはずれ、雪渓を直登することになりました。避難小屋から一緒に来た地元の方が、
夏道は薮で無理だと言われたからです。快調に雪渓を登っていったのですが、上部で薮になり悪戦苦闘してい
る時に、いきなり異臭がして咳が止まらなくなりました。『何だ、これは！』 幸い暫らくするとおさまりま
した。後でわかったのですが、念のため持参した熊よけスプレーが、枝に引っ掛かり弾みで噴射されたようで
す。貴重な？体験でした。
大日山山頂に到着すると、次々に登って来る人たちで頂上は大賑わいです。しかし残念ながら、ガスが晴れ
そうにないので、方位盤で白山の方向を確かめ、下山することになりました。
徳助新道を周遊するルートは、急傾斜と薮が多いということで、私の脚力を考慮してもらい、往路を戻りま
した。下り始めて暫らくすると、だんだんと空が明るくなってきて、カタクリも花弁をそり返し始めています。
登り返して避難小屋が見えてくるころには、青空と新緑と残雪が、みごとなコントラストで目に飛び込んでき
ました。そして、小屋で休憩している間に、何と真っ白な大きな白山が浮かび上がっています。その手前には、
さっき登った大日山が三角形の端正な山容を見せ、眼下には小松の市街地が姿を現していました。白山が見ら
れてよかった！
白山の眺望を堪能した後、スリップしそうな急坂も何とかコケずに、コシアブラやタラの芽をゲットしなが
ら、無事下山できました。
熊スプレー体験やカタクリの試食(美味しかった！)。また親切心の助言に立腹されたり、焼き肉をご相伴さ
せていただいたり、雪渓を登ったり(夏道がちゃんと出ていたことが後でわかった)と、ハプニングが多く、賑
やかで楽しい山行でした。お付き合いいただきましたお二人に感謝申し上げます。
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（日）
参加者：荒井英治、岩井富雄、背渡健治、林 憲彦、寺山秀行、堀井泰則、的場邦夫、山田 格
高井増美、岩井さんファミリー、林さんファミリー （17 名）
今年も野開さんの御好意で、筍掘りを楽しむことができまし
た。今年はタケノコの出方は“裏年”とか。それでもあちこち
に顔を出す芽を見つけては、歳を忘れて鍬を振って頑張ってみ
たものの、幾度か振ったら“いやでも歳を思いだし”愚痴をこ
ぼしながらも新鮮なタケノコをつぎからつぎとゲット。
子どもたちは自分が掘り出したタケノコを「これは私のタケ
ノコ」と抱えていた。掘ったタケノコを分配してみるとかなり
の量になって、それぞれのお土産になりました。
また、小杉駅からの 1 時間余りのウォーキングはそれなりに
歩き応えもあり、日頃目にすることのない風景や街並みが新鮮
に映り和気藹藹のおしゃべりを楽しみました。

第 2 ステージ BBQ
送迎バスを利用して「古洞の森」が宴会場。早速
予約してあった材料を鉄板の上に並べ、まずはビー
ルで乾杯。食べきれないほどの牛肉・豚肉と野菜が
ここでも歳を忘れて食欲旺盛。食べきれないはずが
食べきった。採ってきたばかりのタケノコも輪切り
にして焼き胃袋の中に納まってしまった。
和太鼓演奏を楽しみ、古洞の湯に浸かるもの、古
洞の池周回散策をするなどして各々自由にすごしま
した。

好きなスポーツで健康維持
加藤日出子
三島野クラブ入会以前に大病で手術の経歴。完治後は歩く事制限や後
遺症等ありましたが、健康の為にとボウリングを始め経過観察～～やわ
やわ里山歩きを楽しんでいたが、物足りなさを感じ三島野クラブに入会
した。それから登山希望するも、膝痛で「手術」宣告される（ガーン!!!）
他病院での筋力トレーニングで膝痛軽減し、登山や新日本スポーツ連盟
のパークゴルフ＆今シーズンはスキーにも（驚き(@_@)）挑戦しました。
自身は好きなスポーツで健康維持かなぁ～と思うのです。
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を購読しませんか

代表 岩井富雄
「登山時報」は日本勤労者山岳連

盟の機関誌です。

『機関紙（きかんし）とは、政党

や各種団体などの機関（主に執行機

関）が組織お よびその 見解等の広

報、宣伝、会員や同じ階層に向けた

情報交換などのため定期的に発行

する 新聞で ある。同種の構造を持

つ雑誌形態の出版物は「機関誌」と

呼ばれる。
』
（ goo
国語辞典より）
私たちの三島野スポーツクラブ

も「会報 三島野スポーツクラブ」

を毎月発行し、機関誌としての役割

を果たしています。機関誌なくして

組織は成り立ちえないといえるで

しょう。

「登山時報」を一人でも多くの会

員で支え、より内容豊かな機関誌と

して発展させましょう。

今年の総会で、三島野スポークラ

ブの創立メンバーでもあり、相談役

の山田格さんが「もっと多くのクラ

ブ会員が購読してほしい」と発言さ

れていました。

毎月発行され、３１０円です。

見本誌を会報といっしょに届け

ましたので、ご希望される会員は岩

井富雄までご一報ください。

〔三島野スポーツクラブ世話人会〕
任務分担

氏

名

住

所

TEL

携帯

代 表

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

090-5177-9255

副代表

背渡 健治

高岡市五福町 11-45

23-2446

090-7080-2617

副代表

的場 邦夫

氷見市十二町 1037-36

23-2446

090-4320-5325

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

090-1314-6394

事務局

小坪 哲彦

射水市中太閤山 5-59

56-3028

090-4684-4198

世話人会は上記の方々と、川渕 順正、林
加藤日出子、甲
〔相談役〕山田 格

憲彦、山本 則夫、岩越 理代、

厚子で構成します
〔監事〕上田 千秋、竹内 啓子

6 月世話人会は 6 日(火)と 20 日（火）７時 00 分～8 時 30 分とします。
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）
会員どなたでも参加できます。お気軽においでください。
至 大門

至 富山

でしたが、金井さんと守田さんの感想からその山行の様子や魅
力が語られています。
◇ クリーンハイク・登山セミナーの企画は労山・三島野 SC なら
ではの催しだろうと思います。意義あるものにしたいですね。
◇ 2020 年の東京五輪までに「憲法 9 条を変える」と述べた安倍
の砦 9 条を戦争できるように変えるなどもってのほかです。労

AOKI

首相。五輪の政治利用は五輪憲章に反します。ましてや、平和
山趣意書の冒頭の一節に「登山の正常な発展は、軍国主義の支
配と侵略戦争の拡大によって著しく阻害されてきた」とありま
す。戦後 70 年の今、再びそんな日本にしてはならないと考え

元町西部交差点
至 太閤山

る今日この頃です。

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
携帯 090-1314-6394
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

◇ 燕岳 5 人と大日山 3 人の参加がちょっと少なかったのは残念

はなみずき

小杉駅

