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と き 2月 5日（土） 

ところ 小杉ラポール  
 

〔出席会員〕荒井英治、今村和子、岩井富雄、浦 幸江、加藤

日出子、甲かほる、川渕順正、門口泰英子、塚 良昭、新田俊

明、林 憲彦、堀井泰則、松田光恵、松田理恵子、的場邦夫、

守田清子、山田 格、山本則夫 

新型コロナウイルスのオミクロン株による感染拡大「第 6波」が押し寄せる中、当初、例年通りに総会

終了後、会食して交流する予定を急所変更し、午前中の総会議事のみで終了することにしました。 

出席 18名、コロナ禍で出席を見合わせたいという会員も数名あり、委任状 17名で 35名の会員が揃い

総会が成立しました。 

 

 

 

 

総会は議長に山本則夫さん、書記に松田理恵子さんを選出して議事に入りました。 

岩井代表は「コロナ禍で当初予定を変更しつつも、2年ぶりに開催し三島野スポーツクラブの活動につ

いて話し合う機会をもつことができました。大いに意見交換をしましょう」と挨拶で述べました。 

以降、議事次第に沿って、①2021年の活動をふりかえって（堀井副代表）②2021年決算報告（荒井会

計担当）と会計監査報告（守田監事）からそれぞれ報告が行われ、拍手で承認されました。③2022 年度

活動方針（案）を堀井副代表、企画案を的場・堀井両副代表から説明提案されました。④2022 年度予算

案が荒井会計担当から提案。会見監査報告が守田監事から報告され、質疑応答にはいりました。 

まず、総会資料の誤記や予算案の数字の入力ミスが指摘され、修正したものを会報送付するときに同封

して届けることにしました。 

主な出された意見は 

・「山行報告」の感想文は負担になっている場合があるので、なくしてはどうかとの提案に対して討議さ

れた。ある程度の長文がないと山行の様子がわからないのではないかとの意見もあり、ひとくち感想を「ひ

とくち」に限らず、書きたい人は詳しく書いたり、写真や行程記録でカバーしたりすることにして、担当

を決めての「感想文」はなくすことにすることにする。 

・企画は連れて行ってもらう「ツアー」ではなく、参加者が主体的に関わって成功させなければなりま

せん。そのことを入会時にきちんと理解してもらうことが必要ではないか。という意見が出さました。 

 

総会報告の続報は 7ページに掲載 
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【集合・出発】薬勝寺池 P 8時 00分 

【訓練内容】 

・アイゼン・カンジキの着脱と歩き方 

・雪の急斜面の登り方・下り方（キックステップ） 

・急斜面のトラバースの練習 

・ピッケルの使い方、滑落制動の仕方 

Ｌ：的場邦夫 

旧スキー場の急斜面の標高差 200ｍ～250ｍを登りな

がら訓練を行います。 

【参加申込】2月 25日まで的場邦夫へ 

SMS 090-4320-5325 

 
（水・祝） 

 
 

1519ｍ 

高山市清見 の 

【集合・出発】薬勝寺池 P 6時 00分 

【行程】 東海北陸自動車道清見 IC  猪臥山トンネル南登

山口から山頂を往復   登り 3時間 下り 2時間 

標高差 622ｍ 体力度・技術度とも★★☆☆☆ 

【装備】カンジキ、アイゼン、ストック、防寒対策、温飲料、

サングラス、他通常の装備 

L：加藤日出子 

【参加申込】3月 13日まで 加藤日出子へ 

SMS 090-3885-2844 

 

 

（日） 

 

（日） 

 

と ら だん やま

687ｍ 

魚津市 

【集合・出発】8時 00分 薬勝寺池 P 

【行程】早月川上流虎谷集落登山口 220ｍから虎谷山を往復 

累計標高差 580ｍ 登り 2時間 30分 下り 1時間 30分 

体力度・技術度とも★★☆☆☆ Ｌ：塚 良昭 

【装備】カンジキ、アイゼン、防寒装備、温飲料、通常装備 

【参加申込】3月 3日まで塚 良昭へ SMS 080-8033-7427 

夏山登山路はなく、積雪時のみ登れる山。当初

予定の 4 月では残雪が少なくなって困難だと

判断し、日程を前倒し変更しました。 
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残雪の北ア・遠見尾根を登る 2021.4.25 

 

 

 



 

 
（日） と   

〔文殊山〕越前五山の一つ。養老元年（717 年）に泰澄大師が開山して以来、信仰の山として親しまれている。山上に

は三つの峰があり、北から室堂（小文殊）、大文殊（本道）、奥の院（大汝）と呼ばれている。様々な登山コースがあり、

ハイキングコースとして親しまれている。 

【集合・出発】薬勝寺池 P 6時 00分 

【行程】北陸自動車福井 IC  文殊山登山口 

文殊山登山（約 2時間）  丸岡城散策（昼食） 

帰路へ 

【参加申込】3月 24日まで堀井泰則へ 

SMS 090-1314-6394 

 

もんじゅさん 

365ｍ 福井市 

昨年のオンソリ山に続く 
“カタクリロード”登山コース 

 
（土） 

 
928ｍ 白山市 

三島野スポーツクラブの初企画。 

カタクリをはじめ、春の訪れを告げる

花々が迎えてくれるでしょう。 

 

標高差 約 750ｍ 

登り 3時間 30分 下り 3時間 

体力度★★☆☆☆ 技術度★☆☆☆☆ 

詳細案内は次号会報№259に掲載 

2合目から 3合目、イカリソウ、チゴユリ、ギンラン。 

3合目から 5合目、カタクリ咲き終わり、 

5合目から 6合目、カタクリ、コシノコバイモ見ごろ。 

6合目から 9合目、カタクリつぼみ多め、スミレ、キクザキイチゲ。 

9合目、イワウチワ、ショウジョウバカマ、山ザクラ。 

 

 

この時期にみられる花（ネットから） 

  

 

ロープウェイ（2150ｍ）から西穂山荘（2350ｍ）まで

は残雪の樹林帯。西穂山荘から稜線に出るとほとんど夏

道を歩き、西穂丸山（2452ｍ）から独標へ。 

西穂丸山まで★☆☆☆☆ 登り 2時間 

西穂独標まで★★★☆☆ 登り 3時間 

稜線から残雪の北アルプスの峰々の大パノラマが展開

します。 

 

 

2701ｍ  
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  山行報告   

【メンバー】(L) 的場邦夫、(記録) 山本則夫、（写真）草 進 

【 行程記録 】                                       

薬勝寺駐車場出発 8:00                               

森林科学館      8:15～8：40                         

朴木台         9:35                               

ヒヨドリ山        10：30                             

天狗山         11:15～11：50（昼食）           

見晴らしの丘      12:20                        

森林科学館      14:40～15:05                    

薬勝寺駐車場着   15:20  

                        

 

 

的 場： 大雪警報が注意報に変わったが頼成の森の駐車場に着いたが、まだ激しく降っていた。小降りか 

曇りになることを願って管理棟でスノーシューとストックを借りて出発。積雪が多く思うように時 

間通りに進まず新雪に膝上迄埋まりながらラッセル。スノーシューの締めるバンドのストッパーが 

劣化の為効かず苦労する。林の中は杉林の中は積雪が少なかったが何も無いところは地獄だ。特に 

林道はひどかった。2 時間以上予定オーバーした。 

山 本： 今年は去年より雪が多く、2 日前よりこの時期では珍しく強い寒気団が降りて 

きて、当日の朝外に出ると十数センチ雪が更に積っていました。薬勝寺駐車場に  

着くと参加者が 4 人のところ 3 人になったとのことで少し不安。予定どおり 8:00 

に出発、8:15 に頼成の森駐車場に着くとビックリ、１ｍ以上の積雪。それぞれカ 

ンジキを持っていましたがこの積雪ではスノ－シュ－の方が良いとの判断で森林 

科学館で借りることにした。我々が一番早くトレース跡が全くなし、更に積雪も 

多く先程の不安が的中。8:40 予定どおり登山口を出発。雪が余りにも多く、前に 

なかなか進まない。朴木台に行く最初のチェックポイントで道を間違った為、遠周りと深雪で朴木台 

到着に大幅な遅れ。スノーシューを履いても膝ぐらいまで沈み森林科学館にて昼食の予定を天狗山に 

変更となりました。途中まで交代で先頭しましたが、かなりバテギミになり的場さんにお願いして 

14：40 無事下山しました。貴重な経験をさせて頂きリーダーに感謝！感謝！ありがとうございまし 

た。 

 草 ： 管理棟でスノーシューとストックを借りルンルン気分でしたが、雪、雪、雪、ラッセル、ラッセ 

ル、ラッセルの連続で 6 時間頼成の森で這いずり回りました。素敵な新雪でしたが。悪戦苦闘の里 

山歩きで非常に疲れました。 

ひとくち感想 
 

2/23(水) 頼成の森 
雪上ハイク 
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山行報告 ２/１３ 

 (日) 
上市町 ７５８ｍ 

メンバー：（Ｌ・写真）荒井英治、岩井富雄、川渕順正、山本則夫 

【行程記録】 

薬勝寺駐車場出発（7：00）⇨上市川第二ダム道路駐車場着（8：20）⇨登山口発（8：30） 

⇨千石城山登頂（10：30）⇨下山開始（11：15）⇨登山口着（12：30）⇨駐車場（12：45） 

⇨薬勝寺駐車場着（14：00） 

 

ひとくち感想 

荒 井： ４日前に岩井さんと下見に登った時は、晴れの天気で剱岳が綺麗に望めたが、本番のこの日も薄曇

から太陽が透けて見える感じでまあまあの天気でホッとした。景色の良く見えない登山になるかも

と心配していたので。大豆入り玄米ご飯のもっちりおにぎりも美味しかった。（下見の時は慌てて

いて、圧力モードにするのを忘れて炊いたので、パラパラの生煮え玄米ご飯を勿体ない精神で我慢

して食べていた） 

岩 井： 駐車場に着き出発の準備をしている時、ストックを忘れているのに気が付き一瞬不安を感じました

がすぐに「今日はバランス訓練日」と切り替えての出発です。風も無くうす曇りながらも剱岳、毛

勝山、反対側には富山平野も一望出来楽しい山行でした。登山道は踏み固められていたので軽アイ

ゼンを最初から装着したのは良かったです。人気の山です。下山時に多くの入山者に会い少しビッ

クリ。出発時は私たちの車を含め 2 台でしたが、下山時には 20 台ほどの駐車に又ビックリしまし

た。 

山 本： 今年は雪が多く冬の里山登山には最高の年。雪山での千石城山登山は初めて。当日の天気予報では

夕方より雨との事で少し不安な気持ち。早速ヤマップにて調べたところ登山口（標高 450ｍ）まで

雪で車は入れず、ふるさと剣親自然公園下の駐車場（標高 300ｍ）までとの事。登山道の状況を調

べる為、昨日までの登山道の写真をヤマップにて探すと、しっかりとトレース跡がついてる。薬勝

寺駐車場に着くと既に川渕さんがいて、足の具合が良くなったので久しぶりに参加との事。同じ年

に三島野スポーツに入った仲間として非常に嬉しい限り。駐車場に 1時間位で到着。みんなでアイ

ゼンを履いて 8：30登山開始。雪の状態はしまっていて歩きやすい。トレース跡を行くと尾根の手

前が急登となり少し雪崩の跡を発見。不安になりましたが 10：30 に無事に頂上に到着。曇りでは

ありましたが高雲のおかげでが剱が良く見え無事下山しました。 
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山イラスト.htm
 

川 渕： 久しぶりの山行でした。 

私事ですが半年ほど前から左足裏母趾球部が痛

み、登山靴さえ履けない有様。痛みの原因が小さ

な腫瘍であることが判ったのは先月末。4 日間の

入院で切除手術したが 8針縫った。漸く傷口も塞

がり、今回の雪山ハイクを決心した。雪山の魅力

は何といっても、山一帯を包み込む静寂さと、冬

の澄んだ空気がもたらす素晴らしい眺望にある。

雪山は入山者も少なく、清冽で凛とした空間を歩

き、冬の冷たく乾いた空気を体の中に取り込む

と、五感が研ぎ澄まされ、全身が浄化されていく

ように感じられる。ここふるさと劔親自然公園は

白一色の道ながら、トレースがはっきりしてい

て、迷う心配は無い。やがて登りがきつくなった

のは尾根に出る前の 20～30 分間の急登だ。凍て

ついた雪を噛むアイゼンのありがたさを感じる。 

ここを登り切ると一気に展望が広がり、正面には端正な編み笠状の大倉山、右上に毛勝三山

が光り輝く。これから先の山頂までは、細い尾根道ながら比較的緩斜面で楽だった。そして計

画書よりも 1 時間半以上早く、頂上に到着した。頂上は広くて展望が良い。真正面に荒々しく

も冴え冴えとした剱岳の雄姿が、早月尾根を脇に広げて立ちはだかって構える。ここから見え

る剱岳はやはり周囲の山々を従えた盟主の貫禄であった。雪山歩きには、この時期しか味わえ

ない楽しさと感動があります。 
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第 24 回定期総会報告〔続報〕 

 総会資料の誤りのお詫びと訂正について 

総会で指摘された第 24 回定期総会資料の中の「2021 年度決算報告書」と「2022 年度予算書（案）」

の表中で誤った金額の提示を訂正し、正しいものを送付しますので差し替えてくださるようお願いい

たします。 

また、労山基金についての説明を求められましたが、その件についても別添の資料に付記しました

ので参考にしてください。 

 

総会資料の誤記と訂正 

◆「クラブ運営上の取決め事項」の④の大海を退会に訂正 

◆「日本勤労者山岳連盟 趣意書」の 1．権利としての登山の項の 9 行目 すべ江をすべてに訂正 

 

役員改選 代表に岩井富雄さんが再任 
世話人に守田清子さんが新たに加わり、林憲彦さんが退任。監事に草 進さんが新任されました。 

尚、林憲彦さんは三島野スポーツクラブ創立に貢献され、世話人として活動されてきました。今後も

クラブの活動のアドバイザー・相談役として関わっていただくことになりました。 

（8ページの三島野スポーツクラブ世話人名簿を参照してください） 

千石城山頂から仰ぐ剱岳 



 

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 的場 邦夫 氷見市十二町 1037-36 74-6434  090-4320-5325 

副代表  堀井 泰則 高岡市石瀬 748-6 25-2792  090-1314-6394 

会計担当 荒井 英治 射水市上野 465   080-8695-6639 

〔三島野スポーツクラブ世話人会〕 

世話人会は上記の方々と、川渕順正、棚田清志、新田俊明、山本則夫、加藤日出子、塚 良昭、 

守田清子で構成します。  〔相談役〕山田 格、林 憲彦   〔監事〕草 進、上田千秋 

3 月の世話人会開催は 3 月 7 日（月）と 3 月 22 日（火）の午後 2 時から、会場は「はなみずき」で

す。どなたでも自由に参加できます。ぜひ顔をだしてください。      

 

会報への寄稿や参考記録・感想などは編集担当のアドレスに送ってください。 

堀井泰則 horii.yasunori@rouge.plala.or.jp  甲かほる kab@p2.tcnet.ne.jp 

松田理恵子 krbara@p2.tcnet.ne.jp 

 

会報への寄稿や記録・感想などは編集担当の下記のアドレスに送ってください。 

堀井泰則 horii.yasunori@rouge.plala.or.jp     甲かほる kab@p2.tcnet.ne.jp 

松田理恵子 krbara@p2.tcnet.ne.jp 

会報『三島野スポーツクラブ』をインターネットで見るためには、まず、「スポーツ連盟

とやま」を検索し、次の画面の「三島野スポーツクラブ」をクリックし、次の画面の「会報」

をクリックすると見ることができます。 

ホームページへのアクセスは http://sportstoyama.namaste.jp/kaihomokuji.htmlを入力

して検索してください。また、スマホの場合は右のＱＲコードを利用してください。 

全ページをカラー写真で見ることができます。 

 

 
 

 

 

    

・新型コロナウイルス・オミクロン株の猛威が続いています。定期総会は開催できましたが、交流する場

が持てず寂しい思いで会場を後にしました。それぞれの山への想いや記憶などを酒を酌み交わしながら語

りあって、更なるチャレンジへの意欲を高めたかったのですが・・・。 

・冬季五輪楽しめましたか？突然の「ルール違反」がスケートやジャンプで発生し、不可解な結果をつく

り出しました。ロシアスケートのドーピングは何とも不愉快な出来事でした。本来の五輪精神が国威発揚

と金拝主義によって歪められているようです。東京五輪もそうだったように。 

・今年は雪が多いですね。頼成の森のラッセルは大変だったようです。あそこは例年はルンルンで歩いて

いたはずだったのですが…。それにしても参加者が少なかったのが残念、しかも、女性参加ゼロは寂しい

かぎりです。 

・3月・4月企画はクラブとして初めての企画が目白押し。多くの会員の参加を期待したいです。また、会

員外の“お試し参加”も期待したいです。山好きの友人に声を掛けてみてはどうでしょう。 
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