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石割山から富士山を望む

4／15 お花見ハイク
4／30 富士写ヶ岳

5／3～4 北ア 唐松岳
5／20 中宮山
5／27 高坪山
6／3
クリーンハイク

小木 清 画

山行報告
残雪の上高地散策
感想

竹内啓子

自主企画 中ア・木曽駒ヶ岳
奥多摩・三頭山と八ヶ岳・阿弥陀岳の事故記事

（日）
園謝橋の背景に広がる満開の桜は一見の価値あり
交通手段は「あいの風鉄道」を利用します。
小杉駅 9：53 発 高岡駅 10：03 発に乗車してくださ
い。石動駅着は 10：18 です。
石動駅から城山公園へ行き、周回して昼食。“花よりだ
んご”の花の下の宴。各自の飲み物は各自で用意してき
てください。
運賃は片道 小杉乗車は 460 円、高岡乗車は 360 円
〈L〉林 憲彦
参加申込は 4 月 5 日まで林 憲彦へ FAX 0766-82-6035

石川県加賀市

（月/祝）

941.9ｍ
登山口と山頂

【集合・出発】薬勝寺池 P 7 時 00 分
歩行時間 登り 2 時間 45 分

下り 2 時間

累計標高差 888ｍ
体力度・技術度とも★★☆☆☆
【参加申込】4 月 20 日まで岩井富雄へ
FAX 0766-57-8180 or SMS 090-5177-9255

予備日 5／5
（木/祝） （金/祝）

黒部市宇奈月／長野県白馬村 2695.8ｍ

【集合・出発】6 時 00 分 薬勝寺池 P
【行程】
5/3 八方スキー場のゴンドラ・リフトを乗継
八方山荘

左・唐松岳山頂へ向かう

唐松岳頂上山荘

三島野パーテェー

5/4 唐松岳頂上を往復後下山

下・山頂標識と剱岳
（2016 年実施）

登り 3 時間 30 分 下り 2 時間 30 分
体力度・技術度とも★★★☆☆
【装備】
アイゼン、ピッケル、ストック、防寒装備、他
雪山の装備
【参加申込】4 月 23 日まで
的場邦夫 SMS 090-4320-5325
堀井泰則 FAX 0766-25-2792
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三島野 SC 初めての企画
ブナの新緑が美しい白山展望の山

(日)
1340ｍ

石川県白山市
中宮山山頂

歩行距離：9 ㎞
歩行時間：登り 3 時間
下り 2 時間
標高差：600ｍ
体力度・技術度★★☆☆☆
詳細な案内は次号会報に記載

(日)

高坪山

1014ｍ 南砺市（旧平村）

新緑の木々が清々しい里山歩き
修験僧・道宗が五箇山から井波の瑞泉寺へ通
った道宗道を地元の「会」が整備した。
高坪山への山行はこの道宗道の宮谷尾根の登
り口から、いきなりの急登で始まる。
標高差 625ｍ 登り 3 時間

下り 2 時間

体力度・技術度 ★☆☆☆☆
詳細な案内は次号会報に記載

(日)

全国労山いっせい

クリーンハイク
《行動予定》：午前８時３０分に高岡市役所駐車場に
集合して、城光寺野球場の駐車場まで車で移動し、そ

昨年のクリーンハイク

こで３班のグループ編成を行います。それぞれのグル

二上山

ープは違ったコ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。昼食後、帰り
は登ってきた道を戻るか、別の道を下って城光寺野球
場の駐車場まで戻ります。高岡市役所駐車場に帰着す
るのは午後１時 30 分ころになります。
尚、詳細なルートは次号会報でお知らせします。
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山行報告

3 月 18 日（日）

残雪の上高地散策

メンバー：（L）岩井富雄

的場邦夫 塚 良昭 背渡健治 小坪哲彦 川渕順正 松田光恵 高井増美 松田はる美
甲 厚子 松田恵理子 竹内啓子 背渡法子 林 憲彦 甲かほる

【行程記録】
薬勝寺駐車場出発

６：００

平湯バスセンター着 ７：５５
臨時バス発

８：４５

中の湯着

８：５５

大正池ホテル着

１０：１０

田代橋着

１０：５５

河童橋着

１１：２５

河童橋発

１２：００

田代橋

１２：３０

釜トンネル出口

１４：００

中の湯バス発

１４：２０

平湯バスセンター駐車場発

１５：４０

薬勝寺駐車場着

１７：４０

上・河童橋で記念写真

下・大正池と穂高連峰

ひとくち感想
岩

井：良い天気に恵まれ大勢の人数でしたが、皆さん
の協力でなんとかリーダーを務めることができ
ました。

的 場：晴れて良かった。林道沿いの雪崩がすごかった。
背 渡：天気は最高、楽しい山行でした。感謝 感謝！！
背渡法：優しい人達ばかりでホッコリしました。
小 坪：上高地では初めて雪崩の痕（しかも数か所もの）を歩く体験ができたとともに好天に恵まれ汗ばむ
散策を楽しみました。

甲 厚: 素晴らしい天気の一日でした。白く輝く峰々、澄みきった空気。何回(５回目)来ても良い所です。
高 井：かなり最高の天気、仲間、気分でした。ありがとう。癒されました。
松田は：「雪の上高地」お洒落な響き。上高地から眺めた穂高連峰を見て、穂高のどこかの山に今年、登り
たいと思いました。

川 渕：3 月とは言えさすがに上高地は、昨年も一昨年も氷雪の世界だった。足元の危険性から、今年はア
イゼン持参したが、寒さが緩く不要だった。逆に暖かさ故に、あちこちで雪崩跡を見ることに…。
誰もが普通に通う散策道を、一気に押し下す雪崩の凄さと怖さ。観光地ながら、これも春山の横顔。

塚 ：上高地は 30 年程前に、家族で一泊旅行をして以来です。新緑の上高地も良いけれど、雪景色の上高
地は、静かで美しかった。
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松田理:真っ青な空に輝く山々。今年も来てよかったなあと楽しく歩きました。たくさんの参加者でに
ぎやかでした。浮かれすぎて、すってんころりん。痛かったです。

松田光：2 年ぶりの上高地で、積雪がどの程度か気にかけながらの出発でした。釜トンネル内は明る
く、真っ暗な中を歩いた前回が嘘のよう。トンネルを出たら真っ青な空と雪化粧の山々。最高

林 ：昨年と打って変った好天に恵まれ、ラッキーの一言です。左から西穂・奥穂・前穂・明神岳と見渡
せ、梓川に映った山並みは写欲をそそられ、思わず何度もシャッターを切りました。できればもっ
とゆっくり歩き周りの風景を楽しみたかったと思います。

甲 か：こんなに雪の多い上高地は初めてです。なだれのあとにも出会い、雪の怖さも感じてきました。
今回は地図で調べていったので、焼岳、西穂高岳、奥穂高岳、吊尾根、前穂高岳、明神岳がしっか
り把握でき嬉しかったです。帰り平湯温泉から見た真っ白な堂々とした笠ヶ岳に感動。もう少しゆ
とりがあればよかったのですが、みなさんとご一緒できた楽しい山行に感謝です。

言うことなし！ 雪の上高地散策
竹内 啓子
大勢が参加しました
三島野スポーツクラブととやまウオーキングクラブの合同企
画とあって、総勢１７名が集まりました。空は抜けるような青
空その代わり空気は冷たい中、6 時、4 台の車に分乗して元気に
出発しました。神岡で休憩。気温は１℃ 車窓から眺める風景
は霜で白く、田畑の溝には薄く氷が張っていました。
平湯バスターミナルから中の湯へ路線バスで移動
8 時 10 分、
平湯バスターミナルに到着。駐車場で準備を整え、
45 分に臨時バス組と乗用車組に分かれ中の湯(釜トンネル前)へ。
気温は－2℃。空の青さは冴え渡っていきます。
トンネルは照明で明るかった
トンネル内は真っ暗だからね、ということでヘッドランプを準備したのですが、トンネル内は照明が灯って
いてアレッ！ そして日曜日とあって工事もなし。釜トンネルを 25 分、次の上高地トンネルを 10 分、トン
ネル内を三々五々思い思いに歩きました。
大正池ホテル前→田代池→田代橋→河童橋
9 時 40 分、トンネルを抜けると青空に飛行機雲が斜めに走りシャッターチャンス。足元は雪が凍っている
ところもあり転倒を警戒してよちよち歩き。道を遮るように雪崩の跡が幾箇所もありました。でも全体に雪が
固く足が沈まないのでとても歩きやすかったです。
やさしい色合いのカラマツ林、現れてくる山々の荘厳さ､梓川の清らかな流れ、化粧柳の赤色の芽吹き、雪
に映える白樺などに、「わあーっ、きれい！」「あの山はなんて言うの？」などと姦しく興奮する人、カメラ
を向ける人とさまざまでした。
河童橋の袂で昼食
11 時 30 分、河童橋の袂で記念撮影をしました。梓川の側に設けられ
ているテーブルベンチには、訪れた人たちがたくさんいらっしゃって辺
りの景色を堪能しながら昼食を楽しんでいらっしゃいました。わたした
ちも早速昼食にしました。
過去に上高地散策を経験している人から、「今年は雪が少ないねえ」「ベ
ンチに座るどころか、風を避けるために建物の軒下で立って食べたこと
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もあった」などのお話を聞きました。今回の上高地は最高のようです。空は青いし、温かいし､雪は固く歩き
やすいし。
でも、山の天候は変わりやすいことも体感しました。ふっと空が白っぽく変わり風が少し吹いただけで、急
に肌寒く感じられました。

笹をおいしそうに食べるお猿さん

帰り道は、対岸の道を通って
12 時、帰りは河童橋を渡って、行きとは反対側の道を歩きました。
同じ景色も反対側から眺めると違った雰囲気がありました。雪の積も
り方もちがいます。「雪は今年のほうが少ない。いや今年の方が多い
気がする」という話で盛り上がりました。それぞれの経験を話される
のですが、初めてのわたしには分かりません。でも雪崩の起きた跡を何か所も見たとき巻き込まれたらと想像
し、自然の凄さを知りました。
釜トンネルは 11 度の傾き
余談ですが、釜トンネルの入り口に 11 度と表示されてい
ました。この斜度はとても面白かったです。下っていくと
足が前へ前へと自然に動いていくのですが、呼吸はちっと
も苦しくありません。面白くてついつい足の動きに任せて
いると、いつの間にやらトンネルを抜けていました。若い
人は一気に走って行かれました。
みんな元気に帰りました。リーダーいろいろお心遣いいた
だきありがとうございました
真っ白な笠ヶ岳

14 時、釜トンネル前(中ノ湯)に全員が揃い、又バス組と

車組に分かれて平湯ターミナルへ（14 時 35 分）。そしてお風呂に浸かって 15 時 40 分帰路に着き、17 時 40
分薬勝寺池の駐車場に到着、解散しました。
リーダーにはたくさんお心を遣わせてしまいました。みんなが足を滑らさないように言葉をかけ、計画通り
にいくように時間に注意し・・・・。おかげで雪の上高地をたっぷりと楽しむことができました。ありがとう
ございました。

私たちが「登山セミナー」をやっていた 3 月 25 日にその事故は起きま
した。阿弥陀岳南稜で 7 人が滑落し、3 人の死亡が確認されました。2600
ｍ付近のかなり危険な所でこれまでも事故が発生しているという。この
グループ 7 人はザイルを繋いで移動していたという（アンザイレン）。
かなりの経験を積んだグループと思えますが事故は起きてしまいました。
先頭が急斜面（60 度くらいといわれている）を落ちたら支えきれるだろ
うか。まして、2・3 人が滑落したら「全員もろとも」は明らかな結果だ
ろうことは容易に推測できます。

初心者を真ん中にして繋ぐ

【アンザイレンの効果】ロープで繋がっていると初心者は安心します。その安心感が正しい歩行をうみだしま
す。恐怖心があると簡単な場所でも重心が正しく足に乗せていない状態になりやすく、滑落の危険性が増大し
てしまいます。安心感が良い意味で大胆な行動となり、歩行の安全性をうみだします。これがアイザイレンの
心理的効果ともいえます。
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（木）

（金）

メンバー：
〈L〉的場邦夫、塚 良昭、新田俊明、堀井泰則、加藤日出子
一日目
薬勝寺Ｐ6：00----菅の台バスセンター9：
30---しらび平 10：45---千畳敷 11：10 休憩登
山準備ホテル出発 11：50---乗越浄土 13：25--中岳頂上 13：50－－－ホテル着 15：40 宿泊
二日目
天候不順の為登山断念ホテル 8：55---バスセ
ンター9：45----昼食後帰路へ 14：30

ひとくち感想
塚 ：憧れの雪山デビューが出来ました。夏山とはまた違い、静かな澄みきった空気の中に佇むと、神々し
いまでの山々が圧倒的な迫力で迫ってきます。急な斜面をキックステップとピッケルワークで、息を
切らせながらようやく乗越浄土まで辿り着き、一息入れる。しかしそれから中岳まで道中が厳しかっ
た。体験したことのない強風に身体か吹き飛ばされそうになり、ピッケルを突きたて、必死にしがみ
つき身体を支え、風が弱まるのを待つ。そんな事を何度か繰り返しながらようやく中岳に辿り着く。
その頃にはエネルギーが切れたようでだんだん身体が動かなくなる。小休止の後、駒ヶ岳山頂に向け
て出発するが、しばらく行くとまた強風が襲って来る。今度は止みそうにもない。リーダーの判断で
引き返す事になる。山頂にまで辿り着く体力は残っていなかったので、私としては十分に雪山体験が
出来たので申し分なかった。リーダーそして仲間に感謝。

新

田：群青色の空と 360 度の大展望、そして容赦なく吹き付ける強風。今回の山行は我々5 名で雪の木曽駒
ヶ岳を独占した気分にさせてくれました。

藤：駒ヶ根に予定より 30 分も早く着きました。バスとロープウェイを乗
り継いで千畳敷駅へ、ロープウェイからは南アルプス連峰「あっ富
士山!!

北岳・間ノ岳・塩見岳・甲斐駒ヶ岳」絶景に歓喜だった。数

年前の夏のロープウェイは 3 時間待ちで乗車。今回シーズンオフは

ホテルを背に出発

加

定時で余裕でした。しらび平駅（1662ｍ）から一気に雲上の別世界
へと、千畳敷ホテルに（2612ｍ）到着した。天気予報では明日悪天
候なので、今日直ぐアイゼン等装備し登る事となった。千畳敷カー
ルから乗越浄土の上部は、斜度は結構厳しいが登りきった。中岳へ
と向う途中に強風に煽られ、ピッケルで身体を支えるのが精一杯だ
ったが、どうにか中岳山頂に辿り着いて駒ヶ岳を目指すも、更に強
風「無理引き返そう!」と決断。集合写真も早々に切り上げ下山する。
下りの前半は怖々だったが、後半はスリル感を楽しめた。カールを
降りて下から見上げると、かなりの急斜面と白銀に輝くロケーショ
ンの中に浸って感動した。愉しい山旅でした。Thank you
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強風の稜線を行く（後は宝剣岳）

堀

井：雪を抱く中央アルプス千畳敷とそこから見上げる山岳景観を楽しみにし
て、まだ体力に不安を感じながら無謀かと思いつつ挑んだ。千畳敷カール
の雪上の斜面を登るにつれ心拍数が上昇し、
頻繁に足を止めて呼吸を整え
た。斜度 40 度くらいあるだろうか、急登をようやく登りきって乗越浄土
に着いたとき“ここまで登れば充分”という思いだった。自分の体力のた
めに遅れたことをメンバーに詫びる思いで、
小屋かげで待つことを告げて
先行してもらった。ゆっくりと 2,900ｍの稜線を中岳を目指した。紺碧の
空と陽光に映える白銀の稜線と宝剣岳の岩峰の景観に見とれシャッター
を切った。強風のなか何としても辿り着きたかった 2,924ｍ中岳について

宝剣岳の岩峰を背に

先行の仲間と合流できた。ホテルに帰って風呂に入りくつろぐといっきに疲れが体中に出てきた。疲
れすぎたからかアルコールも進まない。夕食の大好物の「ソースかつ丼」も半分残してしまった。
天気予報の「今晩から下り坂で明日は悪天候」に“今日のうちに登れるところまで登ろう”という L
の判断が功を奏した。翌日は昨晩から降った雪が 20～30 ㎝あるだろうか、風に舞う小雪のなか山を
下りた。

的

場：平日の低料金企画で木曽駒が岳を企画したが、天候の為二日目の予定を一日目に変更して
木曽駒を目指したが時間が足りず中岳までの山行になりメンバーにすみませんです。でも、一日
目天気がもって良かった。二日目は吹雪でした、残念！！次に期待してください。

雪上訓練 3/11(日)
の報告
旧スノーバレー利賀スキー場
参加者--岩井富雄、堀井泰則、背渡健治、新田俊明、塚 良昭、的場邦夫、
守田清子、荒井英治、松田はる美、朴木美芳、高井増美
8：00 薬勝寺Ｐ発→9：20 旧利賀スノーバレー着
気温は低く雪面はバリバリに凍っているが、その上に 3 ㎝ほ
どのザラメ状の新雪が載っていて、アイゼンを使用しての訓
練、ピッケルによる滑落制動の訓練にはイマイチの雪面状
態・・・

9：30〜11：10 ①アイゼンの着脱練習、②アイゼンを付
けての緩斜面の登行・下降の練習（アイゼンの爪を引っ掛け
ないように、少し両足を左右に広げて歩くよう注意して）、
③ピッケルを使った滑落制動（アイゼンの爪を雪面に着けな
いように注意して）
・・・

11：20〜11：40 リフト中継建物内で昼食・・・11：50 ④
雪面の崖でのアイゼン着用して、登攀と下降の反復練習、⑤急
斜面のトラバース下降の練習、⑥急斜面での滑落制動の練習１

3：50〜14：40 天竺の湯で入浴 → 16：00 薬勝寺Ｐ帰着
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高 井：充実した１日でした。体験、体感は、大事ですね。アレコレ

ひとくち感想

学ぶことができましたが、雪の上で大の字になって、ぼーっと
空を見上げる私がいました。よかった！参加して、本当によか
った。親切にご指導いただき、ありがとうございました。
さぁ！季節を感じて、楽しみ挑戦するぞ！

背 渡：利賀での訓練が最後かも!?
的 場：訓練はやればやる程身に付きます。体に浸み込ませて忘れないようにしています。
岩 井：薬勝寺駐車場を出発したときは良い天気でしたが、お昼頃に雪が降り、街はだいぶ春らしくなって
きたが山はまだ冬の季節と感じました。

守 田：ピッケルを使った急斜面のトラバースや登り方・降り方を教えていただき、実際繰り返し練習でき
ました。また、滑落制動の訓練には不向きな雪質で、斜面に転がっても滑らないのでとても楽しかっ
たです（訓練にはならないけど！）。貸切のゲレンデに思い思いに足跡を残し、大変有意義な楽しい
一日でした。春の雪山いいですね！

堀 井：「雪上訓練」といえど、久しぶりの山に向かうということに心が高まり、12 月の企画「富士を愛でる・・・」
ではかなりバテてみんなに迷惑をかけたが、今回はどの程度の“迷惑”になるだろうかという不安
をもちながら参加しました。以前ほどの体力にはまだまだですが、回復の兆しを感じた一日でした。

松田は：初めてのアイゼン。雪上訓練なのに、アイゼン
も持たずに参加しているわたし。快く「これ、つ
かわれ」と愛用のアイゼンを貸してくださった先
輩。有り難かったです。また、利賀スキー場が立
派な施設なのに営業が出来ない現実に切なさも感
じました。もっともっと雪の富山が輝ければいい
なと感じた雪上訓練でした。

塚 ：雪上訓練初体験です。アイゼンは練習してきまし
たが、歩き方等いろいろと先輩にアドバイスを頂
き有り難い。ピッケルの使用は初めてで、滑落制
動訓練は何度も練習して何とかできるようになる
が実際は滑落したら終わりだとの先輩の言葉に心
を引き締める。良い体験でした。

新 田：雪上訓練は初めて雪山へ行く人には事前に経験して欲しい貴重な訓練だと思いました。
荒 井：午前と午後たっぷりと時間があったので充実した雪上訓練が出来た。満足。出来れば本格的なアイス
バーン斜面であればもっと良かった。

初めての雪山訓練
朴木 美芳
3 月 11 日(日)旧スノーバレー利賀スキー場での雪上練習に参加しました。参加者は男性 7 名、女性 4 名。
8 時に楽勝寺 P を出発して、旧スノーバレー利賀スキー場に 9 時 15 分頃到着。それぞれウェアや荷物の準
備開始。皆さんはマイアイゼン、マイピッケルを持っておられる経験豊かな登山家ですが、私はというと、何
も持たず、恥ずかしながらのスキーウェアでの参加でした。岩井先生から、アイゼン、ピッケルを貸していた
だきました。
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9 時 30 分頃からアイゼンの脱着の仕方を教えてもらいました。アイゼンには爪の数が 10、12 など色々な種
類があることも初めて知りました。
次にピッケルの持ち方、たすき掛けで利き腕で尖った方を前向きに持つか、又、手首から紐で繋げて持って、
不測の事態でも絶対手から離さないことが大事であると教わりました。
その後、雪面での実践練習。キックステップの仕方を繰り返しながら、急斜面の登下降。私も含め、皆さ
ん汗だくでした。急斜面でのトラバースの仕方、方向転換の仕方、滑落を想定してのピッケルを使っての制動
練習、足の向きなど盛りだくさんの経験でした。
11 時 30 分頃、山頂で昼食をとり、その後下山しながらも転んで止
まる体勢の練習をしました。それでも何より「滑落しないことが一番」
「滑落
という言葉を頭に刻みました。
帰りは天竺温泉で汗を流し、全員無事に帰途につきました。初めて
の体験はとても楽しく、気持ちのいい一日となりました。ありがとう
ございました。

高岡市二上まなび交流館
〔参加者〕 岩井富雄、川渕順正、小坪哲彦、背渡健治、清水敏夫、塚 良昭、福島忠義、古川三郎、
堀井泰則、的場邦夫、松田光恵、山本則夫、有澤真知子、加藤日出子、清水なをみ、竹内啓子、
中川佐智子、朴木美芳、松田理恵子、森田絹代、高畑貞子（会員外）
9：15～12：00 「バテずに歩くには」「服装について」「食料と飲
み物」「地図の読み方」「山の天気」などの項目を『目で見る
ハイキング ABC』の DVD をプロジェクターを使ってスクリー
ンに大きく映し、各項目ごとに堀井、岩井、小坪がそれぞ
れ担当して解説しました。
12：00～12：45 昼食休憩
12：45～14：45 「装備について」背渡、「スリング（簡易ハーネ
ス）の装着」的場が担当して説明、実施。ツェルトの使い
方・張り方を行った。

ひとくち感想
岩 井：長時間の学習会を世話人だけで講師を務めながら進めたことは私の記憶では初めてだと思います。
濃密で内容のあるセミナーであったと思います。

的 場：新しい発見もあり再認識することもありました。また来年もやりましょう
新しい発見もあり再認識することもありました。また来年もやりましょう!!
塚 ： 先輩方の経験談・コンパスの使い方など大変に勉強になりました。
背 渡：大変勉強になりました。
小 坪：久々に多くの仲間に会える機会に恵まれたことが何よりでした。
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川 渕：山では自分の身は自分で護る。背渡さんの必携持ち物やパッ
キング術は大いに参考になりました。

松田光：初めての登山セミナーは大変勉強になりました。
堀 井：本当に登山の基本「ＡＢＣ」を学ぶ機会になりました。あと
は実践あるのみ。それと体力づくり!!

古 川：百聞は一見に如かずＡＢＣ。
山 本：バックパックの方法を実際にみせてもらい、非常に参考に
なりました。

清水敏：大変勉強になりました。今後登山に活用していきたいと思
います。

松田理：少しでも軽くしたいと持ち物を減らすことばかり考えて
いましたが、反省させられました。

朴 木：地図、コンパスの使い方をちゃんとマスターしたいです。
加 藤：日頃解かっている様でも改めて学ぶこともあり良かった
です。

熱心にまなぶ

セミナー風景

有 澤：身近な雑誌や周りの人を見聞きした程度の知識しかなかったのです
が、経験豊かなメンバーからのいろいろな知識を学べました。

竹 内：午前中のパワーポイントでの講義、日頃何気なくやっていたことを
しっかり見直せてとてもよかったです。午後の背渡さんの「装備」
のお話、なるほど！しっかり考えてあると感じました。少しでもま
ねをして安全に山行を楽しみたいと思いました。

森 田：すごーく勉強になりました。
清 水：参加できて良かったです。大変勉強になりました。
中 川：今日はありがとうございました。
高 畑：午前中は基礎的な講習で再度勉強をし直したようです。午後は登山用品の工夫を見て感心しました。
手入れの良さにも感銘しました。安全は道具のメンテナンスが大事であることを改めて思いました。
スリング、ツェルト等、実際にデモンストレーションをして楽しかったです。

みとうさん

「このくらいの雪なら…」奥多摩・三頭山（1531ｍ）で 13 人遭難
この 13 人は中国人向け SNS で集まったメンバーで、今回が初
対面の人、登山靴を履いていなかったり、軽装の人も多かったとい
う。
「このくらいの雪だと大丈夫だと思った。途中で雪が強くなり、
危ないと思ったが…」と遭難者は述べていたという。まさに起こる
べくして起きた遭難事故といえます。
メンバーの経験や力量もわからない。春山の天候についての知識
もない。装備も春山に対応していない。など、遭難事故につながる
リスクが満載だったようです。
（NHK モバイルニュース ネットより）
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〔三島野スポーツクラブ世話人会〕
任務分担

氏

名

住

TEL

携帯

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

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

所

080-8695-6639

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

◇ 雪上訓練と登山セミナーに参加された感想を読んで「やってよかった！」と実感。特に初めての「ハ
イキング ABC」の DVD を使っての学習と実践は担当された方の努力もあって好評だったようです。
◇ 上高地は今までの最高の参加者で賑やかでしたね。しかも、天候に恵まれて焼岳や穂高連峰が美しく
感動した様子が語られて、行けなかった人は“ウラヤマシイ～”です。
◇ 自主企画の木曽駒ヶ岳の項では、天候の悪化を察知して日程を繰り上げて決行したことはよかったで
すね。機敏に対応して結果を出せたことは、これからの山行にも生かしたい教訓だと思います。
◇ 会報を作成中に雪山遭難の報道が 2 件ありました。大きな遭難事故でした。あまり資料がない中でネ
あお

ットと新聞記事を見て載せてみました。こんな事故が必要以上に雪山への恐怖心を煽ることにならなけ
ればいいのだが…。
◇ 表紙を飾っている山の絵を新たに 3 枚提供していただきました。今月の「石割山」は 2 年前の“富士
山を愛でる山旅”でこの絵の景色に感動した時を思い出させてくれました。

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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世話人会の開催場所が変わります

この四月から 月二回開催していた世話人会は、こ

れまで利用させてもらっていた医療生協「はなみず

き」から中太閤山コミュニティーセンター に変

更になります。この施設の管理を担当されている山

田格相談役の御好意によるものです。

小杉 IC

至

世話人会はどなたでも自由に参加することができ

太閤山ランド入口

ココ

ます。第一と第三の火曜日開催を原則としています

至

三島野 SC 山行
のいつもの
集合場所

老人ホーム

が、祝祭日や山行企画などによって変更する場合も

P

あります。必ず会報を参照してください。

新湊方面

薬勝寺池

四月の世話人会は第一火曜日の３日と第三火曜日

２２日です。

至
ソレミューズ小杉

