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白馬村営頂上宿舎と白馬鑓ヶ岳
小木 清 画

第 20 回定期総会の報告

三島野スポーツクラブのレベルアップをめざす

2 月・3 月企画案内
来拝山／上高地散策／猿山岬

〔山行報告〕元旦・二上山 尖山 太閤山雪上ハイク

とき
ところ
〔出席会員〕荒井英治、岩井富雄、川淵順正、小坪哲彦、
背渡健治、塚 良昭、新田俊明、林 憲彦
古川三郎、堀井泰則、的場邦夫、山田 格、
山本則夫、岩越理代、上田千秋、加藤日出子、
甲 厚子、甲かほる、松田理恵子、竹内啓子
守田清子
真新しい雪をかぶった道を踏んで、会場の「古洞の湯」に足を運
んできた会員たち。早速、受付で会費の納入と任意の労山共済寄付
金の手続をすませた。衝立や柱に張りだした A4 版の 30 枚ほどの
山行の集合写真が会場にちょっと彩りをつくっている。
定刻の 10 時に進行役の背渡健治副代表が会員数 47 名中 21 名の
出席、委任状 26 名で総会の成立を確認して開会を宣し、議長に古
川三郎さん、書記に甲かほるさんを選出して議事に入りました。

１）2017 年の活動報告（岩井代表）と 2017 年決算報告（荒井会計担当）・会計監査報告（竹内監事）
が行われ、一括して審議されました。
◆クラブ装備品の酸素スプレーは 3 本あると記されているが、見たことがない。また、一度使ったら再使用が
できるものなのか？
―――装備品を保管している担当者から「酸素スプレーの確認がされていません。確認します」
◆酸素スプレーは各個人で準備すべきでは？という意見も出ていました。
◆「三島野スポーツクラブ」の小旗 3 本のうち 1 本しか残っていない。
―――できるだけ速やかに補充します。
◆「クマ撃退スプレー」も確認する必要があるのではないか？
―――有効期限は調べてみる必要がある。また、噴射安
全ピンが無くなってガスが漏えいし、眼に強い刺激をう
け涙が止まらなかったことがあった。熊から命を守る大
切なものなので、有効に使えるように管理したい。
◆クラブ管理の装備品と保管場所を一覧表にしてはど
うか。
◆無線機は利用しているのか？
―――毎回、すぐに利用できるように点検している。無線機は（外部への）緊急連絡用ではなくパーティー内で
の連絡が目的である。
議長から「世話人会開催ごとに議事録がネット登録者に送られて、クラブでの動きがわかり大変重宝していま
す。また、会報も期日にきちんと届き、本当にありがとうございます。
」の発言がありました。
活動報告、決算報告、会計監査報告の一括採決が提案され、拍手で承認されました。
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2）2018 年度活動方針(案)（岩井代表）・2018 年度予算(案)（荒井
会計担当）・2018 年度企画について（堀井世話人）一括提案され
討議に入りました。
〈主な質問・意見を記します〉
◆このクラブに入って 2 年経ちました。自分なりに体力をつけたつもり
でいたが、まだまだ体力がついていない。
「三島野の山行には無理だ」と
言われショックを受けたこともあった。個人の力で体力や技術を高める
のは難しい。クラブで教えてほしい。新しく入られた方も言っておられ
ました。最も夏山のいい時に気軽に登れる計画を立ててほしい。
◆8 月 11 日山の日企画に世話人会で追加された「乗鞍岳」が記載されていません。白山と同日の企画となります。
◆11 月下旬～12 月上旬に“富士を愛でる山旅”を必ず企画します。この時季は山梨県の晴天率が高く、好天の山
旅が期待できます。
◆8 月二泊三日で白馬岳・朝日岳は参加者のレベルや希望で、イブリ尾根から朝日岳のピストンに変更する可能
性もあります。白馬岳も人気があるのでできるだけ実現したい。
◆会報に記載される感想文をもっと男性にも書いてほしい。いろいろな人に書いてほしいです。
◆私がリーダーだったら「ひとくち感想」だけにするので気軽に参加を！
討論の後、議長から活動方針案と予算案の一括承認の提案があり、拍手で承認されました。

代表に岩井富雄さんを再任
世話人会に新しく新田俊明さん、塚 良昭さんが
加わります。
以下、2018 年の三島野スポーツクラブの運営を
担当するメンバーです。
（敬称略）

総会終了後、相談役の山田格さんの発声で
「乾杯」。アルコールがまわれば口もまわる。
あちらこちらに座ができて話に花が咲きま
した。

代

表

副代表

岩井富雄
背渡健治 的場邦夫

会計担当 荒井英治
事務局

小坪哲彦

世話人

岩越理代、加藤日出子、甲 厚子、川渕順正、
塚 良昭、新田俊明、林 憲彦、堀井泰則、
山本則夫

監

事

相談役

上田千秋、竹内啓子
山田 格

会報編集発行委員 堀井泰則、甲 厚子、甲かほる、
松田理恵子

守田清子
新田俊明
塚
有澤真知子
朴木美芳

良昭
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（日）
立山町 899ｍ
【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺池 P
【行程】立山青少年の家から往復
累計標高差 約 400ｍ

歩行時間 4 時間

体力度・技術度とも★★☆☆☆
〈L〉荒井英治
【装備】カンジキ or スノーシュー、ストック
防寒対策、温かい飲み物
【参加申込】2 月 8 日まで岩井富雄へ
FAX 0766-57-8180 or SMS 090-5177-9255

（日）
新緑・盛夏・紅葉の上高地の喧騒から解放された上高地。静寂なそこは雪化粧した穂高連
峰とケショウヤナギと梓川が織りなす“得も言われぬ”たたずまいを見せてくれる。
【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺池 P
【行程】坂巻温泉に駐車し、釜トンネルから
梓川に沿って河童橋を往復
歩行時間 5 時間
体力度・技術度とも★☆☆☆☆
〈L〉岩井富雄
【装備】カンジキ or スノーシュー、ストック
防寒対策、温かい飲み物
【参加申込】3 月 8 日まで岩井富雄へ

上・白い穂高連峰を仰ぐ
右・田代池の木道橋

FAX 0766-57-8180 or SMS 090-5177-9255

（日）
奥能登に春の訪れを告げる
雪割草をたずねる
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の
南砺市旧利賀村

(日)

旧スノーバレー利賀スキー場

白く雪を抱いた山岳風景は美しく、どんな形容詞をも
って表せばいいかと言葉を探すが、その感動を伝える言
葉はいつも舌足らずになってしまう。
今年も…今年こそ…雪山の魅力の一端に触れてみま
しょう
【集合・出発】8 時 00 分 薬勝寺池 P
【訓練内容】

のトラバース（横断） 急斜面の登り方と下り方

◆急斜面
他

9 時 30 分～昼食～15 時 00 分の予定です。
【装備】カンジキ、アイゼン、ピッケルを持ってくる
防寒対策、温かい飲み物、昼食など積雪時の装備
【参加申込】3 月 1 日まで岩井富雄へ

昨年の訓練の様子

滑落制動の仕方

上・スノーバレー利賀

◆ピッケルの持ち方

◆アイゼンの装着
右・滑落防止訓練

と歩き方

◆カンジキ装着と歩き方

FAX 0766-57-8180 or SMS 090-5177-9255

(日)

春の三島野登山セミナー

詳細は次号会報№210 でお知らせします
ここ数年で 10 人を超える会員を迎えました。
そこで改めて登山・ハイキングの基本的な技術や考え方を学
ぶことが必要ではないかと考えました。
「山の登り方・下り方」
「食料について」「ザックの詰め方」「地図の読み方」「パーテ
ィーのあり方」等々を、経験豊かな会員は学んで“初心”に立
ち返えり、経歴の浅い会員は知識をより広く深く身につける機
会になれば「より安全に」「より楽しく」登山・ハイキングが
できると確信しています。
会員こぞっての参加で“まなび、交流”のセミナーにしたい
ものです。
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○ 二上まなび交流館で
○ 9 時 30 分から昼食をはさ
んで 15 時までを予定して
います

メンバー：
〈Ｌ〉的場邦夫、岩井富雄、林 憲彦、背渡健治、守田清子、甲 かほる、背渡法子（会員外）

【行程記録】

陸上競技場発Ｐ 5:28
展望台 6:55

松の広場 6:30
二上山 7:05 着 7:19 発

展望台 7:34

松の広場 7:50

陸上競技場着 8:27

ひとくち感想

的

場：

出発時刻の五時半は冷たい雨、メンバーは岩井さん、甲さん、守田さん、林さん、新年の

挨拶を交わし出発する。登山道はうっすらと積雪が有り滑り易く最悪の状態だ。雨が、やが
て雪になり頂上近くで背渡夫妻と合流する。頂上には7時10分ごろに到着する。今年の山行の
無事を祈りお参りし、写真を撮り下山する。天気が良くなかったけど気分は最高でした。

林

：

始めから終わりまで雲の切れ間がなく残念でした。しかし高岡市の夜景が綺麗なのが印象
的でした。いつまで登れるかな？と案じつつも今年も元気に登れたことを喜んでいます。

守

田：

あいにく天候には恵まれませんでしたが、新年の初めに好きなことができたことがすごく
嬉しく感激でした。誘っていただきありがとうございました。

岩

井： 今年も、みぞれが降る中での登山でした。登山道は、ぐちゃぐちゃの中歩きましたが、それ
でも今年の豊富などを話しながら歩きました。
ところで私の今年の目標はテント泊にこだわりたいと考えています。自主企画として会報で
発表します。

背
甲

渡：
か：

迎春。今年も楽しく山へ行く ワン～犬！
迷う天気予報でしたが予定していたことはやろうと登ってきました。やっぱり登ってよか

ったです。さわやかな気持ちで二上射水神社にお参りしてきました。良い年になりますように。

6

１月 21 日(日)

山行報告

カンジキ登山

尖 山

立山町
559.4ｍ

メンバー：
〈L〉背渡健治・岩井富雄・塚 良昭
小坪哲彦・高井増美・的場邦夫

ひとくち感想
背

渡： 雪のないカンジキハイクなんて涙。でも
頂上で雨と風に会わなかったので良しと
しよう。

岩 井： 雪の少ないのにビックリしました。
雪が少ないため登山道はぐちゃぐちゃで滑り易く慎重に歩きました。幸い天候は良かったです。

塚

: 雨を覚悟していたが、曇りで途中晴れ間もあり良い山行でした。雪が少なくてかんじきを持たず
に出発。私は初ルートなので楽しみにしていた夏椿峠からの下山が、雪がまったくなく、ぬかるみ
の悪路のため取りやめになり残念。気軽に登れる山なので次回に期待。

小 坪： 昨年秋以来の山行で、どの程度筋力が落ちているのかの確認山行でした。幸い筋肉痛になること
もありませんでしたので、低山なら皆さんについて行けるかな？？と認識できた一日でした。

高

井： 大寒を迎えたのに、まるで、春の尖山！気持ちの良い登山でした。この時期にこんなに清々しく、
心地よい汗をかけて、今日という日に感謝！

的

場： 例年だと尖山の登山口に近づくにつれ積雪が多くなるのに今年は逆です。薬勝寺のほうが雪が多
いです。登山口付近の田には雪がない、びっくりです。登山道は圧雪の雪がある程度でした。山行
が終わるまで雨が降らず、たまに太陽が出る天候に恵まれ良かったです。ラッキー！！

報告

太閤山ランド
1 月 28 日(日) カンジキウオーキング

メンバー：
〈L〉岩井富雄・林 憲彦・岩越理代・塚 良昭

ひとくち感想
塚 ： 意外に天候に恵まれ風もなく良いハイキングでした。
雪の量も質もよく、気持ちよくカンジキハイクできま
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した。運動不足、ストレス解消に最適でした。またお願いします。

林 ： 「岩井さんからカンジキウォーキング」のお誘いを受け、参加しました。2 年ぶりのスノーシュ
ーで少し不安がありましたが、何とか皆さんについて歩け、少し自信になりました。またお誘いが
あれば行きたい気持ちです。

岩

越： ドカ雪の次の日が息子の大学センター試験で毎日気を張り続けていましたので、たまにはリフレ
ッシュしなきゃと思い参加しました。雪は程よくしまり、久しぶりの散歩を楽しむことができまし
た。長靴よりも登山靴でアルミカンジキを装着した方が、ずれなくてよかったかな。それにしても、
いろんな意味で春が待ち遠しい！

太閤山ランドへカンジキハイクに行ってきました。
岩井富雄
私の思いつきで、26 日お昼頃メールで「28 日（日）、カンジキハイクしませんか」と、連絡の取れる範囲
で参加を呼び掛けたところ 3 名参加され 4 人で楽しいカンジキハイクをすることができました。
申し込みなし現地 9 時 30 分集合にしましたので、人数、名前も分からない状態でしたが、急な企画にも
関わらず、林さん、塚さん、岩越さんの姿にビックリ・・。園内は管理棟前広場にドラム缶ほどのマキスト
ーブがあり暖を取りながらカンジキを装着し 9 時 50 分出発しました。雪がたっぷりと有り風もなく少し歩
き始めると汗ばんできたので温度調節をしなければならないほどの、カンジキハイク日和で絶好のコンディ
ションでした。
女池の池面にはカモ 100 羽位？がいて、凍った池面をよちよち歩く姿を見て、冬だけの光景だと思いまし
た。園内は結構アップダウンがあり、誰でも簡単に気軽にカンジキハイクが楽しめることがわかりました。
歩行距離 6.3ｋｍで駐車場着は 13 時 10 分でした。
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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

代

世話人会は上記の方々と、川渕 順正、林
甲

憲彦、山本 則夫、岩越 理代、加藤日出子、

厚子、塚 良昭、新田俊明で構成します

〔相談役〕山田 格

〔監事〕上田 千秋、竹内 啓子

2 月世話人会は 13 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。

◇ 雪降りしきる様をあったかい暖房完備の部屋で椅子に座り眺めていると、なんでかわからないが“あ
ったか～い牡蠣鍋をつっつきながら山好きの仲間と…”という「妄想」が脳裏に浮かんできた。
「妄想」
を「現実」にしてくれるカミサマがいてほしいなあ。
◇ 総会の出席者の顔ぶれがイマイチ寂しかった。新しい会員と古い会員が和して山を語り、人生を語り
合いながら生きる意欲を高める三島野スポーツクラブしたいですね。
◇ 雪の季節の山行報告は雪国ならではだと思います。雪上訓練もあります。
“雪と戯れる”つもりで参加
してください。

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。
9

登り、読み、書く

携帯

「登り、読み、書く。この三つが揃っていなければ

TEL

一人前の登山者とはいえない」――このごろではほと

んど耳にしなくなってしまったが、むかしの人は折に

触れて、こんな言葉を吐いた。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

憂き身をやつしているようでは、ろくな登山者にはな

れない。本物の登山者になりたかったら、すべからく、

よく勉強すべし、ということになる。なかなかうまい

所

こといったものではないか。

もっとも、こういう説教めいたいい方には、反発も

住

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

名

な文章を書くことに夢中になった記憶がある。そのご

氏

利益かどうか、とにもかくにも、かれこれ４０年近く

任務分担

も山登りを続けてこられたし、読み書きも嫌いなった

▲

りせずにすんでいる。残念ながら、いまだに三拍子そ

▲

ろった一人前の登山者に慣れないでいるが。

▲

労山会長・西本武志 著「人と山」２０９頁より

先の総会で企画山行で「感想文」の担当になることに幾つか

意見が出された。その論議にちょっと関わるかなと思い、また、

（ほりい）

この一文に私は共感するものがあったので編集担当の我儘で誌

面を割かせていただくことにした。

▲

