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アルプスの春の峰

4 月・5 月の企画案内

陽春の北アルプス

5／3 立 山
5／12 沼の原湿原

爺ヶ岳

小木

山行報告

高落場山

4／14 弥彦山・多宝山
4／21 大倉山
4／28 南保富士
自主企画

南フランスにて

雪上訓練 in 利賀
4/28～29

上高地雪上ハイク
登山時報で紹介されます

三島野スポーツクラブ

清

冬の寒さや雪から解き放された自然は、残雪と
新緑がまぶしく映えて“山笑う季節”。
われわれも手足を伸ばしてアクティブに！

登山口弥彦神社は遅咲きの桜が見
新潟県弥彦村 頃。山頂に弥彦神社奥の院があり、360

＆
634ｍ

度の展望。さらに多宝山へ。カタクリの大

633.7ｍ

群落が迎えてくれます。

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺池 P
【行程】北陸自動車道 燕三条 IC

弥彦神社

登山口

登山口

弥彦山

多宝山

弥彦温泉♨し、帰路へ

18 時 30 分帰着予定

登り標高差 約 600ｍ 多宝山へ
上 越後平野からの
弥彦山と多宝山

体力度・技術度とも★☆☆☆☆ 〈L〉堀井泰則
【参加申込】4 月 4 日まで堀井泰則まで

右 2017 年
弥彦山から多宝山へ

FAX 0766-25-2792 SMS 0901314-6394 へ

上市町／魚津市
1443ｍ

三島野ＳＣ初めての企画です

早月川河畔の孤高の山 剱岳・毛勝三山の展望がよい

【集合・出発】薬勝寺池Ｐ7 時 00 分
【行 程】
早月川の剣橋を渡って桑首谷登山口から登り、登山路を下る
〈Ｌ〉新田俊明
標高差 869ｍ

登り 4 時間 下り 3 時間

登山口標識

体力度★★★☆☆ 技術度★★☆☆☆
1200ｍ付近より残雪のある登山道となる。
【装 備】
手袋、帽子など防寒対策・ストック・スパッツ・温飲料
他 無雪期の装備
【参加申込】4 月 11 日までに新田俊明 SMS 090-8097-5223 へ

山頂から残雪の北アルプス

朝日町
727ｍ
【集合・出発】薬勝寺池Ｐ8 時 00 分

山頂からの展望がよい。
富山湾から能登半島、親不知の複雑な海岸線
が一望でき、黒部川扇状地の田植え前の水を
たたえたこの季節ならの景観が俯瞰できる。

標高差 460ｍ

歩行時間ゆっくり 3 時間

七重滝へ足を伸ばすことも可 〈Ｌ〉荒井英治
体力度★☆☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆
【参加申込】4 月 18 日まで荒井英治へ
SMS 080-8695-6639 へ
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的場邦夫の自主企画

立山町/大町市

〜

2669ｍ

【集合・出発】12 時 00 分 薬勝寺池Ｐ
【行 程】
4/28 大町温泉郷 で前泊
4/29 扇沢登山口 5：30

冬期登山ルート南尾根

爺ヶ岳 11：00～11：30
扇沢登山口 15：30

登山路を下る

小杉薬勝寺池Ｐ20：00

標高差約 1280ｍ
体力度★★★★☆ 技術度★★★☆☆
【参加申込】4 月 15 日まで的場邦夫へ
SMS 090-4320-5325

爺ヶ岳南峰

後方は剱岳

【装 備】冬山の装備 アイゼン、ピッケル、ストッ
ク、防寒対策

【集合・出発】5 時 00 分 薬勝寺池Ｐ
【行 程】
室堂から一の越

雄山山頂を往復

登り 3 時間 下り 2 時間 標高差 550ｍ
体力度★★☆☆☆ 技術度★★★☆☆
【装 備】
アイゼン、ピッケル（ストック）、防寒対策、温飲料、
サングラス ほか通常の登山装備
【参加申込】
4 月 23 日まで
※この時期（ＧＷ）は「雪の大谷観光」などで混雑が
予想されます。また、登山者も多いと予想できますので、
早い時間のケーブルに乗ることが必要です。
出発時間の変更もあるかもしれません。

【集合・出発】
6 時 00 分 薬勝寺池Ｐ

妙高市斑尾高原

【行程】
湿原周回コース約７Km

標高 1000m に位置する斑尾高原は、豊か
な森と水に恵まれ、3 つある湿原のうち最大

歩行時間 約４時間

の広さと花の豊富さを誇る原生花園・沼の原

体力・技術とも★☆☆☆☆

湿原は、春雪解けと共に水芭蕉、リュウキン

【参加申込】

カが咲き始め群落を形成し、金黄色のじゅう

5 月 2 日まで堀井へ

たんを敷き詰めたように咲き、まばゆい程の

SMS 090-1314-6394

彩りを見せる。
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山行報告

２月２４日(日)

高落場山

南砺市 1,122ｍ

行程記録
薬勝寺Ｐ６：５３ ⇒ 駐車場７：５３ ⇒ 唐木峠９：０５ ⇒ 頂上 １０：３０～１１：３０
唐木峠１２：３０ ⇒ 駐車場１３：１４ ⇒ 桜ヶ池温泉⇒ 薬勝寺ｐ１５：４５

メンバー L 塚 良昭 岩井富雄 的場邦夫
川渕順正 村 昭二 棚田清志

的場：

メンバーの日頃の行いが良かったのか？リ
ーダーの強運か？素晴らしい晴天に恵まれ
頂上では眼下の砺波平野の散居村や立山連
峰、白山に連なる山々そして近くの五箇山の
山々。素晴らしい展望を満喫しました。感謝
感激！！

川渕： この日は朝から晴天で放射冷却現象。積雪表面はカチンカチンで、登りは登山靴のままで登攀。
葉がすっかり落ちた樹林の間から陽光がさし、木の長い影が雪上に伸びている。高落場山は春から
秋の季節には何度か登ったが、積雪時の山行は初めてだった。雪面に反射した光がキラキラして
清々しい。頂上から白山、人形山、金剛堂山など、青空の下にどっしり構え、360 度の眺望は見事
でした。下りはトレースもしっかりあったが、カンジキハイクを楽しむべく、トレースから逸れて
歩く。若干雪は緩んできたが、つぼ足での踏み抜きの心配がまず無い。そして未だ誰にも踏まれて
いない雪の傾斜を縦横に歩けて実に楽しい。時折動物の足跡が点々と続くのを追ってみるのも一興
だった。リーダーや同行者に感謝申し上げます。

岩井：

晴天に恵まれ頂上は３６０度の大パノラマで気持ちがスッキリしました。久しぶりの山行でスト
レス解消になりありがとうございました。

棚田：

薄く積もった新雪の下の堅い雪をアイゼンの爪がしっかりと捉える。ブナ林の急登を自在にコー
ス取りして一歩一歩登る。頂きの上には真っ青な空が広がっていて、そこで見える景色に期待が
膨らむ。願ってもない好天の雪山で気のおけない仲間と至福のひと時が過ごせました。

村

：

天候に非常に恵まれ頂上は３６０度の絶景。頂上には５～６人、途中東京からの４人とも会う。
また、次回を楽しみに待っています。
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絶景雪山大パノラマの高落場山
塚

良昭

今日は快晴の予報で天気の心配はない。期待に胸を膨らませながら薬勝寺池 P を出発。1 時間程で 304 号
線の五箇山トンネル入り口に到着。道路右側に除雪された大きな駐車場がある。先客の車が 3 台、日曜日にし
ては少ないようだ。早速準備を済ませ道路左側の除雪車が格納されている除雪センター建物の裏側へ行く。そ
こが山のとりつき、登山口になる。一週間程前の下見の時より雪が減り一部地面が見えている。前回はアイゼ
ンを付けて登ったが、今日は雪も締まりつぼ足でいけそうだ。
杉林の斜面をトレースを辿りながら進む。30 分程登り体が温まってきたので体温調節。ダウンとソフトシ
ェルを脱ぎ軽装になる。気温が低いので登り続けても汗をかくことはなかった。1 時間程で若杉集落跡登山口
から登る夏道との合流点である唐木峠に到着。ここからは夏道を辿って行くことになる。段々と視界も開けて
きて、葉を落としたブナ林の間から晴れ渡った山々を眺めながら、気持ちの良い尾根道をアップダウンを繰り
返しながらゆっくりと高度を上げていく。途中で下山してくる女性の単独登山者と擦れ違う。確か前回も会っ
た方だ。今ではどこへ行っても女性の単独登山者と出会うことができる。それだけ登山がメジャーなスポーツ
となり、かつ元気な女性が多いということだろうか。次に男女のカップルと擦れ違う。今ごろ下山してくるの
だから、皆かなり早い時間から登山を開始したんだろうな・・・
坂を登り切り草沼山方面からの三差路
で最後の休憩をとり右に行く。山頂まで
はあとひと息だ。明るい尾根道たどりほ
どなく高落場山頂上に到着した。標高は
1122 メートルで「いい夫婦」の語呂合わ
せで人気がある。展望は格別で、澄み切
った青空に雪の衣をまとった北アルプス
の峰々が光り輝いている。剱岳・立山・
薬師岳。毎年雪上訓練をしているスノー
バレー利賀が見える。その右手には昨年
3 月の残雪期にアイゼンで登った金剛堂
山が間近にそびえている。よくもまあ、
あんな遠い処まで登ったもんだ。眼下にはたいらスキー場があり、そこからの登山道も山頂まで延びており、
前回来た時には福光の 77 歳の男性がスノーシュウで上がってこられた。
3 時間程かかったと言っておられた。
スキー場の向こうには昨年の春に山行した、こんもりと丸い高坪山があり、後方には人形山がそびえる。南
西には笈ヶ岳・大笠山・大門山と連なる。またその山並みの彼方には霊峰白山が威容を誇っている。北西には
イオックス・アローザスキー場と医王山が大きく広がり、北には砺波平野の散居村が見え、その向こうには富
山湾が広がる。雲一つ無い青空に無風で 360 度の絶景。年に一度有るか無いかの山行日和。ゆっくりとおに
ぎりにラーメンをすすりながら、見飽きることなく１時間程過ごす。この頃には次々と登山者が到着し山頂が
賑わう。下山は雪が緩んできたのでカンジキを付け、思い思いのコースを下る。これが子供のころの雪遊びを
思い出し何とも楽しい。実に充実した一日でした。
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山行報告

３/10(水)

旧利賀スノーバレースキー場

雪上訓練

メンバー：（L）的場邦夫、堀井泰則、岩越理代、塚
新田俊明、荒井英治、

良昭、守田清子、棚田清志、

【行程記録】
薬勝寺池 P 出発 8：00
訓練開始 9：30～11：30
アイゼンの脱着・雪面の歩き方・トラバースの仕方・
斜面の登り方・下り方・ピッケルの使い方等・
1060 メートルの休憩場まで登る
昼食 11：30～12：10
訓練再開 12：10～13：40
滑落停止訓練・斜面の下り方・ピッケルアイゼンの
使い方・雪崩についての講習等
天竺温泉にて入浴後帰着

ひとくち感想
的場： 平年より雪が極端に少なくてびっくりです。今日は気温も高く雪が重く滑落防止訓練に苦労しました
が、無事に終了しました。

新田： 木曽駒ヶ岳の山行に備えて雪上訓練に参加しました。今シーズン初めてのアイゼンを装着しての山
歩きでした。朝装着したときには気付かなかったのですが、昼食後に再度装着しようとして靴とアイ
ゼンがキチンと合っていなく、かかとが浮いた状態にしかならないことがわかりました。原因は昨年
登山靴の底の張り替えをした後初めてのアイゼン装着で、張り替えた靴底が以前のものより数ミリ大
きかったためうまくはまらなかったのです。これまで自分ではアイゼンの調整をしたことが無く、ド
ライバー等の道具がいるものと思い込んでいたため今回はかかとが浮いた状態で装着したまま下山し
ましたが、木曽駒ヶ岳の山行の時に気付いていたら相当焦っていたと思います。今回の雪上訓練に参
加したことに意味があったと強く感じました。靴底を張り替えた時はアイゼン装着を確認しましょう。

塚 ： 道中全く雪がなく心配したが、スキー場にはある程度の雪があり一安心。しかしザラメ状の柔らかい
雪のため足が取られる。また滑落停止訓練は滑らず苦労したが、矢張り年に一度の雪上訓練の必要性
を痛感した。

守田： 残念ながら訓練向きの雪質ではありませんでしたが、素早いアイゼンの装着やピッケルの使い方、滑
落制動訓練の機会に参加できてよかったです。繰り返し行わないと身に着かないですね！お土産の堅
豆腐と湯葉と行者にんにくの佃煮でビールがすすみました。

荒井： 雪面が緩んでいて、凍った斜面での滑落停止が出来なかったのは残念。もう少し時期を早めにした方
が良いかも。でも一通りの訓練が出来て良かった。滑落しないに越した事はないけれど、滑落してか
らの対処法は頭で理解していても出来るものではありません。何度もやると身体も少しは覚えてくれ
るみたいですね。的場さんが一生懸命シリセードで坂道を作ってくださいました。
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岩越： 滑落しないに越した事はないけれど、滑落し
てからの対処法は頭で理解していても出来るも
のではありません。何度もやると身体も少しは
覚えてくれるみたいですね。的場さんが一生懸
命シリセードで坂道を作ってくださいました。
それから、雪の見極め方【ハンドテスト法】を
荒井さんの指導でおさらいしました。後でスコ
ップでの【コンプレッションテスト法】はネッ
トでおさらいしました。それにしても、この時
期のこんな雪の日はワカンが不可欠です。車に
取りに行けばよかった😝

堀井： 積雪が少なく、気温も高い。雪面はやわらか
くて訓練の条件悪し。でも今シーズン初めてア
イゼンを着けて雪の斜面を登ったことが何よりの訓練だった。

「雪上訓練 in 利賀」に参加して
棚田清志
３月下旬の「木曽駒ヶ岳」山行で３０００ｍ級の雪山の景色を見るための欠かせない訓練と思い、地域行事
などの万難を排して参加する。
スノーバレー利賀への道中は雪が少なく、積雪が心配されたが、やっぱり雪もあるところにはちゃんとあっ
て、量は十分だ。ただ、暖冬で今日も春を感じさせるような日和でゲレンデの雪は腐っていた。それでも、２
回目のアイゼンを履いて、初めてのピッケルを握ると一端の「山男気分」になるから、これは危ない。「自分
の歳を考えなさい。」と、どこかから天の声が聞こえてくるようだ。
それでも、一歩一歩高みに向けて登り始める。途中で、斜面をトラバースする時の足の置き方。直登とする
時のキックステップの仕方。急登の登下降でのピッケルの使い方と足の置き方を訓練する。これは何度もやっ
て身体に覚え込ませなくてはと思った。 リフトの降車場で昼食をとる。その後、下山しながら弱層テストで
雪の状態を確かめたり、ピッケルを使用した滑落制動の訓練をしたりする。雪が腐っていてうまく滑らないの
で、苦肉の策でナイロンを敷いて滑り、途中で制動体勢
に入る訓練を皆で順番に繰り返す。１回、２回、３回と
繰り返すと少しずつ感覚が分かってくる。ただ、一番大
切なのは滑落しないことだと強調されていた。
この訓練で学んだことは滑落訓練以外、実際の山行の
中で実践していくことが大事だと思った。自分の力量を
見極め、安全に雪山を楽しみたいとの思いを強くした。
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山行報告

3 月 1７日（日）

雪の上高地カンジキハイク
メンバー：（L）堀井泰則、的場邦夫 小坪哲彦 川渕順正 林 憲彦 村 昭二 島倉津也子 堀川克子

【行程記録

】

薬勝寺駐車場出発

６：００

釜トンネル

８：４５

大正池ホテル着

９：１５

河童橋

１１：４５

バスセンター昼食 １２：０５
大正池ホテル発

１３：２０

釜トンネル出口

１４：２０

平湯の森入浴

１４：４５

薬勝寺駐車場着

１８：１５

ひとくち感想
堀井

トンネルを抜けると雪模様。新雪が 20～30 ㎝くらいあってその下の路面は氷結していた。こんな
新雪の上を歩く上高地もいいもんだ。気温が低く手袋の中の手が冷たい。梓川と落葉したケショウ
ヤナギの赤い小枝とカラマツと背景の山岳が、鮮明さをぼかすように小雪がちらつき美しい風景を
醸し出していた。何回来ても、その時々の風景がいい。

的場： 勝寺は曇りの天気だったが上高地は雪が時折ちらつく生憎の天候。でもこれも上高地だ。トンネル
を抜けたところが凍結して滑り易く一度転倒しそうになる。新雪が積もり凍結が見えにくくなって
いた。穂高、焼岳は見えませんでした。残念！！

小坪： 昨夜来から降り積もった 20 ㎝あまりの新雪で歩きにくく、小雪混じりの天候で視界も悪く、昼食
時は吹雪と真冬に舞い戻った今年の上高地でした。

川渕： 雪に覆われた静寂な冬の上高地散策。この山行企画に毎年参加し、今度が 4 回目。来るたびに違っ
た感動があり、それが面白い。今年は暖冬とは言え、当日とその前日は寒気団の到来で全国的な寒
さ。ことさら上高地は凍えるような寒さだった。トンネルの中以外は全て雪に覆われ、氷雪に冴え
返る世界だ。チラチラ小雪が昼過ぎには吹雪になり、周囲の山々も全く見えず、ひたすら雪道を歩
く。吹きっさらしながら、屋根のあるバスターミナルに辿り着き、凍り付いたベンチに腰掛け、昼
食休憩時、突然の吹雪にザックごと飛ばされそうになった。食事時は手袋を脱ぐため指先が特に冷
たい。足先も徐々に冷えてくる。短時に食事を終えて歩き出す。帰路も厳しい氷雪道だったが、6
本爪の簡易アイゼンのおかげで、滑って転倒することは無かった。帰りに浴した「平湯の森」は桃
源郷に思えた一日でした。

村 ： 朝は寒かった。昼ごろより河童橋付近は吹雪。そのなかで昼食を立って食べる。初めての経験。
林 ： 大変気温も低く、お昼のコンビニ弁当が凍り付く寸前で美味しくなく味噌汁で胃に押し込むほどで
した。前日の積雪で例年トンネルからは舗装道路を歩くルンルントレッキングでしたが今年はずっ
とアイゼンを付けての歩行でした。アイゼンに跋扈がついて困りました。跋扈がつかないように、
これからは雪がつかないワックスを塗ってくる必要があると感じました。
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島倉： 2 年ぶりの参加です。送られてきた山行計画書を何度も読み返しては士気を高め楽しみと不安でモン
モンと当日をむかえましたが朝集合場所でなじみのやさしい目をした面々に逢えると春がやってき
たようなポカポカ気分に包まれました。上高地のまだまだ厳しい冬景色もしみじみとよかった。
なごりの雪を見ながら 2 年間を取り戻すしかないと決めました。またよろしくお願いたします。

天気が一日ずれていたらなあ・・～凍結と新雪の上高地～
堀川

克子

上高地散策の翌日は、全国的に爽やかに晴れ上がった。思わず「ああ、一日遅かったなぁ」と、ため息交
じりに青空に映える早春の立山連峰を眺めた。前日の上高地は、冬の眠りから未だ覚めない凍結と新雪の世
界だったからだ。

長いトンネルの向こうは極寒の世界
約マイナス６度の気温。体感温度はそれほどでもないと感じるが、釜トンネル入口で出発の準備をする中
に粉雪が舞う。昨日からの新雪が凍結した道に覆っている。じっとしていると手足がかじかんで深々と冷え
込んでくる。釜トンネルの斜度１１度の長い登り勾配を歩くうちに、体がうっすらと汗ばんできた。通常の
２倍着込んできたのがやや過剰気味だと気付いたが、遅れないように歩くのみ。
トンネルを抜けると、いよいよ凍結と新雪の銀世界だが、ここで慣れないカ
ンジキに時間をとられ、同行の皆さんに迷惑をかけてしまったので、足手まと
いにならないように、転倒しないように、足元に意識を集中して黙々と歩いた。

釜トンネル出口まであと…

やがて、大正池から梓川沿いに出ると、次々に撮影スポットにさしかかる。「このあたりが、澄み渡った
青空に白銀の焼岳、穂高が映えるスポットだ」とリーダーの説明に目を凝らす。でも、見えるのは水墨画の
ように霞んだ山すそ。「墨絵の世界も珍しくて幻想的。これもまたいい」などと言いながらも、写真には収
めなかった。

気遣いに感謝
あいにくの天候で昼食場所がバスターミナルになり、到着するころには、吹雪が強まり、それぞれが風を
避けて昼食をとることに。立食スタイルで暖をとりながら、
エネルギー補給に集中した。何と言っても、温かい飲物
が一番で、元気回復。
帰路は林道を辿ることとなったが、冬期間の運動不足
から遅れ気味になった私に合わせてリーダーが歩いてく
ださった。こうして、26000 歩余りの散策を楽しく
終えることができたのは、参加された皆さんの配慮のお
かげと感謝したい。

骨に染みた平湯温泉
３０年ぶりの平湯は、乳白色の硫黄泉で冷えた老骨
によく染み、温まった。３年前に痛めた右足首には、

トンネルを抜けると降りしきる雪だった

特にマッサージで労わった。さて、翌日すぐに痛みが
出ないのは年のせいだが、翌々日になっても大した痛
みが出ないのは、もしかしたら入湯効果ではないかと
思った。それならば、今度は是非とも「晴れの上高地」
に会いに行きたいものだと思った。
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全国の労山の仲間にわがクラブが紹介されます
の 5 月号№531 で三島野スポーツ
クラブが見開き 2 ページカラーで
紹介されます。
登山時報編集部から三
島野スポーツクラブの紹
介の掲載依頼があり、原
稿と写真を送りました。
そのゲラ刷り（左）が
届きましたので発行前に
お知らせします。発行さ
れればこの登山時報を全
会員にお届けする予定で
す。

登山時報４月号で会報が紹介されました

登山時報を読みましょう
日本勤労者山岳連盟の機関誌「登山時報」は、労山運動の趣旨に基づいて編集されています。自然を
守る・安全登山・登山は国民の権利の労山の理念と全国の仲間との交流。労山専門部の活動紹介などを
記載している 40 ページ小冊子です。毎月発行され、３１０円です。
申込は岩井代表、または荒井英治まで連絡してください。
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登山中にすれ違う登山者から、小

旗を見 て声をかけられ る言葉あ り

ます。「私たちも労山です。○ 県
×
の会です」
「ニホンサンガクレンメ

イですか？ふーん」
「労山ですね。以前、私も

会員でした」などなど・・・。

その小旗も汚れくすんできました。また、

紛失して一本しかありません。そこで、ヨコ

５０センチ・タテ３５センチで緑の布地に白

抜きの文字で新規作成しました。富山県と大

きく記したのは、これまで何度か「静岡県か

らですか」と『三島野』が静岡県の三島市と

誤解されることがあったからです。

これからも「三島野スポーツクラブ」の旗

を高く掲げて登山道を闊歩しましょう。

クラブの小旗つくりました

〔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

表

岩井 富雄

射水市宝町 1364-35

57-8180

090-5177-9255

副代表

的場 邦夫

氷見市十二町 1037-36

74-6434

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

080-8695-6639

世話人会は上記の方々と、川渕 順正、林 憲彦、山本 則夫、岩越 理代、加藤日出子、甲 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

4 月の世話人会開催は 4 月 10 日（水）と 4 月 16 日(火)の午後 7 時からです
会場は中太閤山コュミニティーセンターです。

◇ 雪の山の条件はその時の天気などの条件でさまざまだと改めて思いました。天気に恵まれた高落葉山、腐っ
た雪（暖気で緩んだ雪のこと）の雪上訓練の利賀、寒気で新雪が覆った上高地。“三者三様”の様子が報告か
ら伝わってきます。この会報編集中に「木曽駒ヶ岳」に登っている報告もまた雪の山岳の魅力のハナシになる
ことと思います。次号に掲載します。
◇ 4 月から 5 月にかけての企画は、
“残雪、花、新緑”の季節の移ろいを体感させてくれるバラエティに富んで
いると思います。
“暖かくなってから”とマンを持している会員諸氏の参加を待ってま～す。
◇ 立山は山好きはもちろん県民の「郷土の誇る山岳・自然」
。残雪や夏や紅葉のシーズンには室堂ターミナルや
美女平駅は人でごった返すほど。さらに多く人を呼び込むためのロープウェーや高級リゾートホテルなどの建
設計画に、山小屋関係者や登山家の多くが自然破壊の心配をされ、推進する県もその声を無視できなくなって
いるようです。
（3／26 付け 北日本新聞）

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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