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（日）

2403ｍ
【集合・出発】5 時 00 分

薬勝寺Ｐ

◆ 7/22 麦草峠 2100ｍ

茶臼山

昼食

白駒池

ニュウ

2351.9ｍ
麦草峠に戻り

黒百合ヒュッテ（泊）

歩行時間 6 時間

北八ヶ岳は三島野 SC 初めての企画。南八
ツは春・夏 4 回ほど企画しました。八ヶ岳は
南と北で違う魅力があります。主峰赤岳を擁
し荒々しいイメージの南八ヶ岳に対して、日

◆ 7/23 黒百合ヒュッテ
百合ヒュッテ

2645.8ｍ

西天狗岳 2646ｍ

丸山 2330ｍ

黒

本有数美しさと讃えられる原生林と湖沼が広
がる女性的なイメージの北八ヶ岳。黒百合ヒ

麦草峠

ュッテはこの北八ヶ岳の散策に適した立地に

歩行時間 6 時間
体力度・技術度とも★★☆☆☆

〈L〉的場邦夫

あります。ここを拠点にして美味しい料理と

【参加費】15,000 円（山小屋 1 泊 2 食、交通費、他）

スイーツ、そして美しい森を満喫してみては

【参加申込】7 月 10 日まで的場

いかがでしょうか。（黒百合ヒュッテ HP より）

ＳＭＳ090-8200-0398

or 堀井 ＦＡＸ 0766-25-2792

硫黄岳爆裂火口

赤岳

阿弥陀岳

山小屋「黒百合ヒュッテ」に 10 名で予約しましたが、
予約追加申込の場合のため締切日を早めました。

左・黒百合ヒュッテ

右・苔むす幻想的な森の登山道

（土）

西天狗岳から南八ヶ岳方面を望む

（日）
室堂～浄土山～龍王岳～鬼岳～獅子岳～ザラ峠～五色ヶ原

歩行時間 1 日目 5 時間 30 分
（時間・体力に余裕があれば鳶山往復）
2 日目 6 時間
▼体力度・技術度とも★★☆☆☆

L は背渡健治

▼参加申込 7 月 15 日まで背渡健治へ
FAX 0766-23-2446 ＳＭＳ090-7080-2617
▼参加費用 17,000 円（山小屋 1 泊 2 食、交通費、諸費）
▼事前の打ち合わせ会を 7 月 25 日（火）7：00～「はなみずき」で
行います。会報の最後ページに記載されている地図参照
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右・五色ヶ原のお花畑

▼行程は室堂から五色ヶ原〈五色ヶ原山荘 泊〉を往復します。▼

下・展望良い獅子岳頂上

▼室堂への交通手段は「直通バス」利用 or アルペンルートなります。

山の日 記念企画

薬師岳から立山三山、剱岳、毛勝山までの大パノラマが

（金・山の日）

目の前にひろがり、眼下に弥陀ヶ原、大日平。そして、そ
の向こう富山平野と富山湾につながっていく。

【集合・出発】薬勝寺池Ｐ 5 時 00 分

郷土の誇る大自然が一望できる頂に立ち、眺めようでは

立山駅始発のケーブルに乗ります
雷鳥沢 2300ｍ

新室堂乗越 2380ｍ
2511ｍ

奥大日岳

ないか。

【行程】
室堂 2450ｍ

2,611ｍ

カガミタン乗越

奥大日岳 2610ｍ

登山路を下る
登り 3 時間

下り 2 時間 30 分

体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆

室堂

【参加申込】7 月 31 日まで堀井泰則へ
ＦＡＸ 0766-25-2792
ＳＭＳ 090-1314-6394

(土)

2145ｍ
長野県栄村／新潟県津南町

(日)
苗場山はその名の通り、山頂の高層湿原にミヤマホタル
イが稲苗を植えたように生えている。池塘の数は 1000
を超えるといわれ、４㌔四方に広がっている。

展望のよい大赤沢新道で高層湿原の山頂へ
標高差 1350ｍ 登り 5 時間 下り 4 時間
1 日目 長野県栄村登山口

苗場山

（苗場山自然体験交流センターで宿泊）
2 日目 往路を下る
体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
（登山ルートの変更もあった場合、次号会報に記載します）
頂上付近の高層湿原

ば ば だに

(日)
【行程】
宇奈月温泉
トロッコ電車
欅平（散策）
祖母谷温泉
（♨入浴と昼食）戻る
欅平から祖母谷温泉 約１時間
【費用】交通費（トロッコ電車 他）4,500 円
※ 企画詳細は 8 月 1 日発行の会報№203 で案内します
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祖母谷温泉は黒部峡谷トロッコ電車
の終点 欅平駅からゆっくり歩いて
1 時間ほどの山小屋だ。

（日）
びょうがたけ 861ｍ

えぼしやま

1274ｍ

メンバー：L‣荒井英治、岩井富雄、川渕順正、
背渡健治、新田俊明、堀井泰則、松田光恵、
的場邦夫、清水なおみ、中川佐智子、松田理恵子
【行程記録】
薬勝寺 P ７：00 ⇒ 魚津インター7：30 ⇒ 嘉
例沢森林公園駐車場着 8：10 ⇒ 登山開始 8:30
⇒ 鋲ヶ岳山頂 8：55 ⇒ 烏帽子山山頂 12：13
⇒ 烏帽子山下山開始 12：58 ⇒ 鋲ヶ岳と烏帽
子山の分岐点 15：20 ⇒ 駐車場到着 15：30 ⇒
16:15 辻わくわくランド 17：00 ⇒ 薬勝寺 P
到着 17：55
烏帽子山 山頂

ひとくち感想
荒 井： 下見に来たときは３６０度のパノラマ風景で、雪の旭岳、白馬岳の山並み。眼下には富山湾、能登
半島、黒部扇状地、宇奈月温泉街が見られたが、本番ではそれがなくて残念。下山の終わりごろには
雲底が上がっていたので、もう少し下山を遅らせれば白馬連峰の稜線がみられたかも。でも、新緑の
ブナ林の中を気持ちよく歩けたのは良かった。

岩

井： 事前調査山行時より雲が多く見晴らしがあまり良くない中での出発。杉林を通りすぎ、ブナ林が見
えた時なぜか心が癒されるような気がしました。晴れていれば朝日岳、雪倉岳、白馬岳、唐松岳が見
えると思いながら歩く。展望台から宇奈月温泉街や黒部扇状地が見えるようになって天候が回復に向
かっているように思えました。烏帽子山は秋に企画しようと思いました。

的

場： 天気予報は昼から晴れると予報していたのに残念だったが雨具を出さずに山行でき幸いでした。そ
れでも頂上から市街や海が綺麗に見えました。でも白馬岳や朝日岳をまじかに見たかったです。次回
に期待！！

背
川

渡： 楽しい山行でした。もう少し山菜取りの時間があれば。
渕： 万緑の季節の山歩きは、何と爽やかなんだろう。草木の葉はどれも鮮やかで、柔らかく瑞々しい。
薫風は心地よく、小鳥の囀りも折々運んでくれる。あいにく、山々の展望は雲で見えなかったが、目
前に広がる木々の緑の眩しさは、今も瞼に蘇る。

新

田： 標高 740ｍ、新緑の嘉例沢森林公園をスタートして烏帽子
山へと向かう登山道わきにわらびを発見。しばらく進むとあ
ちこちにコシアブラの若芽が目立ち始めた。起伏の少ない整
備された登山道を進み気持ちの良いブナ林を過ぎると今度は
ゼンマイが、そして 1247ｍの山頂に近くなると残雪の中には
マンサクの花が。残雪から新緑までの季節と山菜が楽しめた
山行でした。

中

川： 2 回目の参加です。今回も楽しく行ってきました。皆様、あ
りがとうございます。土曜日は仕事なので、お楽しみ企画で
日・月だと都合が良いです。よろしくお願いします。的場さ
ん、和倉温泉も良いですが、能登島の千寿荘も良いです。
（建
物はきれいじゃないですけど…）
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新緑の登山道

堀

井： 今回の烏帽子山登山は「今の自分の体力を知る」ための登山として参加しました。今年の春山、3
月の西穂独摽・5 月ＧＷの燕岳とも体調が悪かったとはいえバテバテで迷惑をかけてしまった。その
後の初めての山行であったからです。体力の衰えを感じながら、いろいろな所用でトレーニングもま
まならず繁忙な日々を送っていたから…。無事に遅れることなく登りきることができ“ホッ”とした
と同時に、今の体力を知ることができました。烏帽子山山頂からの展望は雲にさえぎられてイマイチ
でしたが、いい山だと再確認できました。

松田光： 山行途中は雲が拡がっていたが、時折眼下に広がる宇奈月の街や黒部・富山湾に至る景色は見事だ
った。この頃は二上山登りで足腰鍛えているつもりだったが、まだまだ足りないようだ。

松田理： 少し緑が濃くなってきた登山口から、鋲ヶ岳に向かうとすでに花の時期を終えたショウジョウバカ
マ。ところが烏帽子山に向かう道には雪が残り、マンサクが花をつけまるで２カ月前にタイムスリッ
プしたような景色の中を歩きました。今回も楽しかったの一言です。ありがとうございました。

鋲ヶ岳・烏帽子山に登って
清水なをみ
私の山登りは 18 歳、大学山岳部から始まりました。七尾に来て毎年夏は白山や
北アルプスに 4 人の子をつれて、背中におんぶして、手を繋いで登り続けました。子供たちが巣立ってか
らは、
「山はいいよ～」と知人、友人、お客さんを誘って、とうとう山のぼりの会を作り、もう直ぐ 20 年
になります。目的の山に 3 歳の子は、60 歳過ぎて山登りを始めた？さんは大丈夫だろうか？から始まり全
部引き受けての登山を今も続けています。
そんな私が三島スポーツクラブの山 3 度目の参加です。前夜は計画書を広げて初めて会う人はどんな人
だろうか、初めて登る山はどんなかなとわくわくして眠れないくらいでした。さて当日七尾から中川さん
と参加しました。天気予報は曇りのち晴れ。のぞき展望台から見える宇奈月の街の上には雲がかぶさって
いました。楽しみにしていた烏帽子山頂からは眺望も白馬も唐松も僧ヶ岳も見えないけど、黒部川の扇状
地や宇奈月尾根を走る林道は見えました。
でも登山道は杉の林から、ブナとミズナラの新緑に代わり、木々の間にはピ
ンクや朱色のツツジが咲いていました。山頂近くなるとまだ芽吹き前枯れ枝に
タムシバやマンサクが咲き、足元にはワラビやゼンマイから始まり、イワカガ
ミ、ショウジョウバカマ、イワウチワが咲き誇っていました。春の山にいつも
思うのですが、北陸の里山は素晴らしい！春が登山口から上がってくるのを植
物が教えてくれます。前衛峰あたりには雪が多く夏道が分かりにくくなりまし
た。ビニール紐を目印に付けて行かれるのにはさすが達人と感心しました。山
菜を摘んだり、地図やスマホをみながら楽しい会話をしたりで結構長い尾根道
新緑のブナ林

も疲れなど微塵も感じません。一個人で参加の登山は最高でした。60 過ぎて始
めての出会い、山登りの魅力を改めて確認したように思います。皆さんそれぞ
山。事前登山など計画されたリーダーを初め、お世話された方々本当に有り難
う御座いました。
新しいクマの糞

下山のために目印を付ける

れの思い、余裕で山登りを楽しんでおられるようでした。そして計画通りに下

春の訪れを告げる花
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労山富山県連盟共同企画

全国の労山いっせい
参加者：荒井英治、川渕順正、熊木龍己、背渡健治、堀井泰則、的場邦夫、上田千秋、高井増美、
竹内啓子、松田はるみ、松田理子、宮本久子
富山ハイキングクラブ・富山勤労者山岳会 17 名
小竹集落からルートめんばー

城光寺ルート、射水神社ルート、
青少年の家コースのメンバー

12kg
・廃プラスチック

8kg
大伴家持像前で三島野ＳＣ参加者

翌日の北日本新聞で報道
６

労山県連合同で企画された「全国一斉労山ク

・粗大金属

リーンハイク」は３０名の参加で実施しました。

8kg

二上山は高岡の歴史と深くかかわった山であ

・不燃ゴミ（ビン・缶）

り、地元のシンボルであり、親しまれている山

2 本 10 ㎏

です。また、クラブの何人かはトレーニングの

・廃タイヤ

場として利用しています。

23.5 ㎏

そんな二上山からゴミを一掃しようとゴミを

・燃えるゴミ

見つけ、拾いながら登りました。

〈収集したゴミ〉

自主企画

メンバー：L 林 憲彦、甲かほる、竹内啓子、長谷部節子
【行程記録】
＜２８日（日）＞
小杉 5：25 出発 ⇒三城牧場登山口 10：00→広小場 10：35→百曲がり園地 11：05→塩くれ場 12：00
→美しの塔 12：10 昼食→塩くれ場→王ヶ頭 13：55 王ヶ鼻 14：30→ダテ河原コースを登山口へ→三城
いこいの広場 16：30→白樺ホテル パイプのけむり 17：20
＜２９日（月）＞
朝食 7：30 ホテル出発 8：00 女乃神茶屋まで車で行き、ここから登山口の「７合目登山口」まで
タクシー利用 ７合目登山口出発 9：20→蓼科山山頂 12：00 昼食出発 12：20→13：30（2,350
ｍ） →15：05 岩場→15：55 女乃神茶屋 到着
帰路へ 16：00 出発→小杉着 21：00

ひとくち感想
林 ：2 日間とも天候に恵まれ、楽しく登山できました。ただ美
ヶ原のおまけのつもりの蓼科山は結構登りごたえのある山
で、シニアが 2 日目に登る山としてはきついプランでした。

竹

内：日本って火山国なんだよね！って、やっぱり思いました。
蓼科山頂あたりは、とても広くて、それが石ばかりでした。
登りも下りも、道は石、石、石でした。カラ松林、笹原、空
の広さが印象

に残りました。2 日間とも、お天気は上々で、

楽しかったです。

甲

か：はるばる遠くの美ヶ原の王ヶ頭(2034m)八ヶ岳最北端の蓼科山(2531m)に登れて嬉しかったです。鉄平
石（平らな板石）がいっぱい。ごつごつ岩の蓼科山をおまけと思ったのは大間違いでした。また、いつ
も登山リュックには自分のエネルギー食、救急用品等々も準備することの大切さ
も学びました。企画してくださったリーダーには感謝、感謝です。

瀧

川：初夏の美ヶ原高原。360 度の大パノラマ。すばらしい青い空、山座同定、冨士山も見えました。蓼科山
は岩がごろごろ、ごつごつ。残雪もあり緊張の連続。頂上の窪地に神社があり信仰の深さを感じまし
た。
肺がん手術から３年たち、大自然に感謝。勇気をもらいました。皆様ありがとうございました。

美ヶ原・蓼科山登山

長谷部節子

薬勝寺池Ｐ～三城牧場登山口まで４時間の長旅。運転に感謝し登山準備をする。右や左に、リンドウ・ス
ミレの花に迎えられ１６００ｍの広小場に着く。これより、鉄平石（うすい石）を踏み、百曲り園地へ。
雲のない青空の下、吹き出る汗と闘いながら塩くれ場に着く。広大な牧場の中に車道があり、霧の発生時
に鐘を鳴らせる避難塔として造られた美ヶ原のシンボルタワー『美しの塔』が。ここではイベントがあり、
いろいろ食べ物をいただく長い行列。また、ホルンの演奏も聞けた。私達も昼食をとりながら休憩。
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午後は、塩くれ場の分岐にもどり、王ヶ頭(美ヶ原で１番高い地)への緩やかな道
を登る。まさに、牧歌的高原のようでした。いくつものテレビ塔とホテルのあ
る王ヶ頭頂上に着いた。ホテルの後ろには三角点や石室の御岳神社、石碑があ
った。眼下の三城牧場、遠くには霞んで見える南アルプス、中央アルプスの山々
を眺めながら休憩する。景色を楽しんだ後、王ヶ鼻に向かう。頂上には、鉄平
石があり石碑があった。
タデ河原コースを下り三城牧場登山口に着く。午後４時ごろ、近くの山荘で
の牛乳やアイスクリームはおいしかったよ。それから、今日の宿泊先『白樺平
パイプのけむり』へ。
２日目
ホテルから女乃神茶屋へ。そこからタクシーで７合目の登山口に着く。鳥居をくぐり緩やかな笹原と樹林の
中を登っていく。ダケカンバ、シラビソの樹林になって登りがきつくなり急登を過ぎると馬返しに着く。なお、
ここから蓼科山荘まで１時間。さらに５０分登りやっと蓼科山頂に着く。登りづめでしたが頂上は広くて３６
０度の展望でした。
下りは、女乃神茶屋まで急降下でした。美ヶ原のついでに登った蓼科山は来てよかった。いろいろアクシデ
ントがあったけど、ホテルでいただいた牛乳、牛乳アイス、ヨーグルトは美味でした。

「悠々自適は五年でボケると言われたら？」
川渕順正
昔読んだ本ですが、今でも妙に納得しているから、恐縮ながらその内容を紹介します。
「悠々自適」とは、仕事や俗世間から離れ、ゆったりと自分の心のままに生活すること。人間の生き方の理想とさ
れてきた境地。
不況だ、リストラだときて、年金生活はおろか雇用の安定も脅かされている昨今では夢のような境涯かもしれな
い。誰も一歩でも半歩でもそんな暮らしに近づいてみたいと考えたとしても無理はない。むしろそれが普通の感覚
だろう。
「やあやあ久しぶり。どうだい最近は？」
「うん、お陰様で会社も定年で、今は悠々自適やっているよ」
こんな会話を聞いて、うらやましいなと思ってはいけない。
お気の毒に、もうあと五年の命だなと思ってみなくてはならない。今はそういう時代だ。
元気で人生 80 年時代をまっとうしようと思ったら、
「悠々自適」なんか求めないことだよ。
人生というのはいくつになっても荷物を持っていないとダメなんだ。若い時はたくさんの荷物を持って、で、そ
こそこ歳を取ったら大荷物は片づけて。でも、全部片づけてはいけない。
小荷物を少しだけもって、それであくせくやっていくこと。
仕事でも同窓会の幹事でも、町内の手伝いでもボランティアでもなんでもいい。なにか一つ二つ持って、それで
ときどき時間に追われたりして。そのあくせく感を楽しむこと…。
と、往年の漫画家

加藤芳郎は説いておられました。

ちなみに私は、これにプラス「好奇心を持って、面白がる」ことかな。
以上
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（日）

参加者：岩井富雄、背渡健治、的場邦夫、川渕順正、荒井英治、
堀井泰則、宮本久子、守田清子
講 師：小林喜一、米澤孝信（富山労山）

訓練内容
9：00～10：20
10：20～

雑穀谷のフェイス※で三点支持の練習
スリング※の使い方とザイルの結び方

11：00～12：00 ザイルを使って渓流徒渉練習
昼食後、尖山登山
※フェイス――

凹凸の少ない、切り立った岩壁のこと

※スリング―― テープやロープを短く切ってループにしたク
ライミングの際に使用する強度の高い紐。シュリンゲともいう。
講師派遣を引き受けてくれた富山労山と小林さん、
米澤さんありがとうございました。

ひとくち感想
岩

井：今年のセミナーは初めて講師に労山会員の小林喜一さん、米澤孝
信さん両氏の解りやすく、丁寧な説明で始まりました。特に川原
での実践に近い訓練、良い天候に恵まれ最後に尖山に立ち寄って
頂上の 360 度パノラマが印象的で最高の企画になりました。
私は、多分毎回参加していると思いますが、今後も毎回参加しよ
うと考えています。会員の皆さんも初心に帰って自分が正しい歩
き方になっているか振り返る良い機会になると思います。
ロープワーク講習は解りやい説明でありましたが、自分で日頃復
習しなければ忘れそう。

宮

本：久し振りの岩場のトラバース訓練にドキドキ、ワクワク。
三点支持で岩から体を離し脚の踵をさげる体制は体で覚えていましたが手掛かり足場確保には見てい
る時はよくわかるのですがスムーズに出来ませんでした。訓練を繰り返しやるしかないと思いました。
皆さんのお陰で、おまけの尖山は爽やかに初めての夏椿峠を下り感激でした。

川

渕：訓練には最適の日和でした。8 名の参加者に対し、講師が二人もついて下さり、親切な説明でも
ったいないほど有り難たかった。三点支持の訓練は、切り立った断崖をトラバースする想定だが、
高さはせいぜい１ｍ程度。意気込んでトライするも、4 回のうち 2 回も滑落。もしこれが実際の
岩登りだったら…落名間違いなし。自分は熟せるだろうという思いを打ち砕かれ、そのあとの山
行、「尖山」の急傾斜の下りでは、慎重に確実に行動したことは言うまでもない。

守

田：岩壁のトラバース、見るとするとでは大違い！ロープやシュリンゲの結び方等も簡単そうなのに
なかなか覚えられない！意識向上のためにも参加してよかったです。爽やかな青空の下、おかげ
様で有意義で楽しい一日でした。

堀

井：何より参加者の少なかったのは残念！“年に一回はやらなければならない”ことをやってみて再
認識しました。登山の基本だから…。登山道は道路ではないのだから…。ロープワークをもっと
熟達したいと思いました。
「グリコのおまけ」みたいに登った尖山はよかった。豪華な「おまけ」
で何か得したような感じ。
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チャレンジ！ １００km ウォーキング
岩越
石川県七尾市〜小松市までの 103km。人生で一度も歩いたこ

スタート前に気勢を！

真ん中・森田

理代
右・岩越

とのない距離。怖いけど、どこまでいけるか、自分がどんなふ
うになるか試してみよう、そんな気持ちで応募したのだった。
以前七尾に住んでいたため、街並みを楽しもうと思っていた
が、スタート前からの雨は、降ったりやんだりの繰り返し。お
まけに強い向かい風の中をひたすら前傾姿勢で進むことになり、
早々から体力が奪われていった。初出場の私はペース配分がわ
からず、まずは経験者のペースについていった。しかし、それ
も限界となり単独で頑張ることにした。ただ歩行をしているだ
けなのに、脚以外の肩腰にも疲れが溜る。
“歩くってこんなに大
変だった？ ”本当に色々な発見があった。
いくら山でなく路上を歩くといっても、私は一応女子であり、土地勘のない他県での単独歩行による緊張感はハン
パない。夜間、前後誰もいない暗い道を長時間一人で歩く経験も初めて。そんな私だが、
“金沢市”の標識を見つけた
時は、素直に“私すごい”と思った。
ただ、ゴールはまだ遥か彼方。 “わかっとる、わかっとるちゃよ（心の声）
”
「脚が痛いのは気のせいです」と時々夫から LINE で安否確認が入ったが、中盤にはスマホを取り出す気力も出し
惜しむようになっていた。雨で座れず、休憩もやめたくなる程だったが、コンビニの屋根や高架橋の下で雨宿りをし
ながらストレッチし、一歩を出し続けた。
しかし、日付が翌日になろうとしているところで、ついに富山の自宅にいる夫に連絡を入れた。
「雨でぬれて寒くて
ならない。足がやばい。お迎え出動頼みます」寒くて息が白く、シューズもズボンもずっしりと重かった。GW 燕岳
登山で浮いていた足の爪がグラグラと動揺していた。
夫が来るまで CP 待機も考えたが、冷えるため行けるところまでいくことにした。しかし、痛いところをかばうと
他に無理かかるのか肉刺が潰れた。肉刺だけなら少々の痛みで済むだろうが、爪は激痛だった。私は出場の動機をふ
と思い出していた。“自分がどんなふうになるのか試してみたい。
”ああ、今それをリアルに体験しているな・・・“
やがて夫の車が私の横を通り過ぎたのを見つけた。MAX だった緊張感は瞬間そこで切れた。夫の所までさらに歩き、
国道８号線近くで無事“回収”
、チャレンジ終了となった。余談だが、その後夜中に帰宅し、風呂に入って寝る寸前ま
で、ハイになっていた私のマシンガントークは分かっていても止められなかった。
（面白いことにこの状態は幾分か軽
減したとはいえ、その後数日続いた。参加者ならこそわかるというものらしい。
）
あの日から約１週間、感染した爪は赤く腫れ激痛が続いたが、少し落ち着き普通歩行が可能となった。今回は途中
で断念したが、不思議なことに“楽しかった・頑張った・また行きたい“という気落ちの方が悔しさよりも強い。課
題や改善点はたくさん。でも、いつかは必ず完歩したい。
皆さんも一度体験されてはいかがでしょうか？

楽しいですよ。

『テレビ金沢 100ｋｍウォーク』
5 月 27 日（土）8 時 30 分に七尾市の食祭市場をスタートし、羽咋市・津幡町・
金沢市を経由して小松市にゴールする 103ｋｍを夜通し歩くイベント。
参加者 378 名 完歩率 62.9％
この企画に参加した二人の記録感想を寄稿していただきました。
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私の１００Ｋｍ歩行大会
森田絹代
今年も歩きました！
１００Ｋｍです。正確には１０２．３Ｋｍ。地図で表すなら七尾市から小
松市まで。電車に乗るお金が無かったからではありません。チャレンジで
す(^O^)／
ちなみに、以前はチャリティイベントだったので、参加するようになりま
した。
「１００Ｋｍなんて、車でも嫌だ。」とか、「物好きだ。」「ばかげてい
る。」などという人も世の中にはいます。もちろん楽なはずはないし、確
かにばかげているのかもしれません。でも辛い思いがしたくて参加するわ
けではないのです。自分はどこまで頑張れるんだろうかという好奇心のよ
うなものだったり、ゴールした時の感動や達成感を感じたいのです、きっ
と。登山も似ている気がします。山頂までは道のりは辛くても、山頂に立
った人間だけが体で感じることができる素晴らしい山の雄大さがあります。
やったことのない人にはわからない世界ですね。

完歩証をかざす森田（右）と友人

「１００Ｋｍを歩く」と聞いたとき、経験のない人にはいろんな疑問が浮かぶと思います。これまでに受けた
質問をあげ、ここでみなさまの疑問にお答えいたします。
Ｑ１．いつ、どこに泊る（寝る）の？
Ａ１．宿泊はしません。徹夜で歩き続けます。チェックポイントでは１０分ほどの仮眠をとったりします。
Ｑ２．食事はどうするの？
Ａ２．食事の時間を設けることはしません。途中のコンビニで食べ物を買い、店先で食べます。決まりごとは
ないので、ラーメン屋さんやファミレスなどを利用してもかまいませんが、タイムリミットがあるため、
ゆっくりする時間はあまりありません。
Ｑ３．トイレはどうするの？
Ａ３．食事と同じでコンビニなどを使わせてもらいます。さほど距離をおかずにコンビニはあるので助かりま
す。世の中、便利になりましたね。
Ｑ４．どれくらいの時間がかかるの？
Ａ４．タイムリミットは３１時間です。私はこれまで２８～３０時間でゴールしています。
Ｑ５．足は痛くないの？
Ａ５．もちろん痛くなります。足の裏や膝なども・・・。疲労感もハンパありません。それでもスニーカーや
インソールなどを工夫すれば和らげることはできます。
Ｑ６．帰りはどうするの？
Ａ６．歩いて帰ります！というのはウソです。さすがに歩けません。送迎バスに申し込めば金沢駅、七尾駅ま
で送ってくれます。
Ｑ７．雨が降ったらどうするの？
Ａ７．レインコートを着て、傘をさして歩きます。
幸い、これまでに暴風雨だったことはありません。
いかがですか。１００Ｋｍの世界に興味が湧いてきたんじゃないですか？
是非、来年、一緒に歩きましょう。そして、１００Ｋｍ先にある何かを体験しましょう！
今回が６回目でした。私のおバカなチャレンジはいつまで続くのでしょうか・・・(^_^;)
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「美ヶ原・蓼科山」企画実施中に事故が

発生しました。転倒による足首のケガでし

た。『 いろ いろ な トラ ブル が重 なり 大 変な

山行になりました。特に〈Ｌ〉が２日目の

蓼科山の下りで負傷し、予定時間が大幅に

遅れてしまいました。山行企画に参加する

時は各自が充分にコースや装備などを

〈Ｌ〉任せにすることなく、全員が共通の

認識を持つことが重要と認識した』との報

告が世話人会にありました。天候良し、展

望良しで快調に進んでいた山行が、チョッ

トした事故で暗転してしまいます。

労山発行「ハイキングＡＢＣ」に記され

ている５４頁を転載します。

『ハイキング・登山中の事故の半数以上

は転倒・滑落です。最も多いのが転倒で、

その原因は…（略）…。いずれも慎重に行

動していれば防げる事故です。

また下山時の事故が多いことも特徴で

す。下りは登りよりバランスがとりにく

く、足の筋肉が疲労して、体重を十分に支

えきれなくなっています。

日頃からのトレーニングで、足の筋力や

平衡感覚を鍛えておくと同時に、ストック

を適切に使って筋力やバランスを補助し

ましょう。適切な休憩もとり、一歩一歩確

実に踏みしめながら歩きましょう』

〔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

7 月世話人会は 4 日(火)と 18 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 富山
イワオ歯科

至 大門

◇ いよいよ夏山シーズン到来！これまでにない多彩な
企画が盛りだくさんです。クラブはじめての企画《北
八ヶ岳》
《奥大日岳》
《苗場山》
《秘境黒部の祖母谷温泉》

はなみずき

小杉駅

は魅力満載。
“ぜ～んぶ行きた～い”という声が聞こえ

AOKI

◇ 登山セミナー・クリーンハイクは労山三島野ＳＣなら

ヌノヤ 寝具店

てきそうです。
ではの報告だと思います。
「安全に登り、汚さず下る」
美しい山は美しいまま次に伝えていきましょう。
至 大門

◇ わが会報を飾る小木さんの表紙絵を労山機関誌『登山
時報』で活用したいという問い合わせがありました。

至 太閤山

どんな形で見せてくれるのか、乞うご期待！

元町西部交差点

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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