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日本勤労者山岳連盟（富山県連盟） 

新日本スポーツ連盟 

 

  
 

№ 255 
2021年 12月 1日 

代表 岩井 富雄 

射水市宝町 1364-35 

TEL・FAX 57-8180 

12 月・1 月の企画案内 

・12／18～19 富士を愛でる山旅 

     高川山&三方分山 

・1／1   元旦登山 二上山 

・1／16   尖 山 

山 

山行報告 

白鳥山 10／24 

猪臥山 11／3 

高頭山 11／21 

第 24回定期総会 
2 月 5 日 

登山装備を考える 



 

 

【行程】 

■12/18(土) 集合・出発 薬勝寺池 P 6 時 00 分   

安房峠経由松本 IC  中央高速道  大月IC  初狩登山口   

高川山山頂    下山は登山路を下る 

標高差 約 450ｍ 登り 2 時間 下り 1 時間 15 分 

ホテル緑の休暇村 宿泊 

■12/19(日) ホテルチェックアウト 7：00 

登山口出発 8：00  三方分山  精進峠  パノラマ台  

登山口の周回コース 13：00 予定  

薬勝寺池 P 19 時頃 帰着予定 

単純標高差 500ｍ 累計標高差 約 800ｍ（距離 7km）5 時間 

体力度・技術度とも★☆☆☆☆ 

【装備】 

防寒対策（手袋、帽子、ウエアーなど）、ストック、軽アイゼ

ン（チェーンアイゼン）、温飲料、1 日目昼食、行動食、ヘッ

ドランプ（軽アイゼン無い方 応相談） 

【参加申込】12月 5日まで堀井泰則へ  SMS 090-1314-6394 

【費用】18,000 円（宿泊費、交通費、雑費） 

一日目の計画を「日向山」から「高川山」に変更しました。

日向山登山口までの林道が 12 月から閉鎖となるため。 

12／5 大辻山は参加申し込みを締め切りました 

 

 

(土) (日) 

さんぽうぶんざん 

 

山梨県富士河口湖町 1422ｍ 

& 

たかかわやま 

 

山梨県大月市/都留市 976ｍ 

二座とも富士山の展望が売りの山です。

高川山山頂からは、360度の展望が広が

り、富士山を目の前に望むことができま

す。『山梨百名山』『秀麗富嶽十二景』の

山でもあり、初心者からベテランまで人

気がある山です。 

三方分山は前号№254に記載。 

 

 

上・高川山山頂より富士山 

下：パノラマ台より望む富士山 

 

5 時 30 分に城光寺球場駐車場に集合出発

し、7 時頃に二上山山頂を予定しています。 

事前の参加確認はしませんので、参加希望者

は出発時間に来てください。尚、他のルートか

ら登られるのも自由です。7 時に山頂で落ち合

いましょう。〈L〉は的場邦夫です。 

 

元旦登山 二上山 

  

 
 

右は過去の元旦登山・山頂写真 
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(日) 

【集合・出発】薬勝寺池 P 8時 00分 

【行程】横江登山口   尖山山頂   往復 

標高差 300ｍ 体力度・技術度★～★★ですが、積雪状態

によって変わります。 

【装備】カンジキ orスノーシュー、ストック、防寒対策、

温飲料 

【参加申込】1月 6日まで山本則夫へ 

SMS 080-1964-4053 

カンジキ登山 
 

 

 (日) 

カンジキ登山 第二弾 

 

※詳細案内は次号会報№256に記載します。 

 

立山町 

559ｍ 

 

上市町 

757.6ｍ 

 

と き  2月 5日（土） 10時より 

ところ  古洞の森 
 

昨年の第 23回定期総会はコロナウイルスの感染対策のた

め、総会資料を送付し、各審議事項を文書で確認・承認す

るという異例の方法で開催しました。 

今、コロナウイルスの感染状況が落ち着いていると判断

し、会員一同が集まる総会を開催したいと思います。会員

の皆様におかれては上記の開催日を、予め空けていただき

参加してくださるようお願いし、案内いたします。 

尚、会食などについては世話人会で検討し、次号会報№

256でお知らせします。  

第 22回総会風景 

三島野スポーツクラブ会員継続確認について 
 クラブが所属している日本勤労者山岳連盟（労山）の 2022年度会員数申請が、12月 20日となって

います。そのために退会希望者は 12 月 15 日までに岩井富雄代表に「退会希望する」旨の連絡を

お願いします。  090-5177-9255  0766-57-8180 
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【行程記録】 

薬勝寺駐車場 6:00→坂田峠登山口 7:20 

 →金時の頭 8:10 →白鳥山 10:10 

→白鳥小屋 11:05→ 坂田峠登山口 13:20 

 

メンバー： 

〈Ｌ〉加藤日出子 的場邦夫 塚 良昭  

仲西雅子 島倉津也子 高井増美 宮本久子 

守田清子 

 

 

加 藤：7月の白鳥山企画は天候不順で中止になっって、今回は白鳥山リベンジ登山です。お天気にも恵

まれて山小屋屋上展望台からは、雪化粧した朝日岳・劔・雄山が素晴らしかった。下りは山姥

洞経由で周回。渓谷跨ぎや急勾配でスリリング感満載だった。 

守 田：お天気に恵まれたおかげで山頂からの雪化粧した山々が素晴らしかった。下山時の山姥コース

は、鼓ヶ滝や山姥ノ洞など見どころがあり、変化に富んだ楽しい周回ルートだった。 

的 場：好天に恵まれ楽しい山行になりました。頂上では 360度のパノラマに山座同定を楽しめました。

紅葉はいまいち(ー_ー)!! 

 塚 ：晴れて気持ちの良い山行でした。展望台からは 360 度の眺望が素晴らしく、また変化にとんだ

登山道でした。 

高 井：まだ、陽がたかいうちに登山靴を洗えた。帰宅時間が早くてよかったわ。（かなりのぬかるみで

した）そして.....リーダーの加藤先輩とその仲間に感謝します。さりげない気遣いのリーダー

は、最高でした。また、見晴らし最高の白鳥山。やはり、山は人を穏やかに、優しくしてくれ

る。満足感でいっぱいでーす。ありがとう！！ 

宮 本：金時坂を上り山姥コースを下り大満足。白鳥山山頂小屋の梯子を登り屋上からの展望は槍ヶ岳

に登った気分でした。 

島 倉：約 3ヶ月ぶりの登山でした。快晴で里山を満喫できました。 

  

 

 
１２８７ｍ 

朝日町/糸魚川市 

 

白鳥山登山に参加して+ 

仲西 雅子 

朝６時薬勝寺駐車場を出発。天気は晴れの予報。山行きには絶好の日になりそうで高速を走ると空が明

るくなり始め、山々がすっきりと現れ始めました。今日は楽しい一日になりそうと浮き浮きした気持ちに

なりました。 

予定時間より早い７時 20分頃から、坂田峠コース登山口より登り始める。登り始めは急坂や階段ロープを

使って登るところやぬかるんだところもあったがそこをぬけると緩やかな坂道となり、周りの景色を眺め

る余裕もできました。紅葉には少し早いようでしたが、ナナカマドの実が赤く色づいていました。 
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また、登山道の木々の切れ間から見えるまわりの山から段々上っているのがわかり頂上が近いと感じる事が

できました。山頂近くになると脇に雪が少しありましたが、日が当たる場所では暑く感じるほどでした。そし

て、落葉広葉樹の樹林帯をぬけると山頂に到着。青いどっしりとした白鳥小屋があり、はしごを登り屋根の上

からの眺望を楽しんだ。360度のパノラマで、雪をかぶった山々も見渡せ天気が良く日本海と空の境界がわか

らないほどの青空も広がっていて素晴らしい景色に出会え、頑張って登ってきた甲斐があったと思いました。

下山は安全を考え登って来たときとは違う山姥コースを下山した。途中に沢渡渉や鼓ヶ滝、山姥伝説の山姥の

洞があり紅葉のきれい所だろうなと思った。何事もなくメンバーの皆さんが 13時 30分頃に無事下山ができた。 

白鳥山のグレーディングは体力、技術共に★２で皆さんについて行けるか心配でしたが、なんとか一緒に登

ることができ少し自信がつきました。頂上からの素晴らしい絶景をみると途中しんどくなるところもありまし

たが、頑張ったご褒美をもらったようでした。お世話をしてくださった方には感謝です。大変ありがとうござ

いました。 

 

 

 

  山行報告   
 

メンバー；(L)的場邦夫、(SL)加藤日出子、(写真)堀井泰則、塚 良昭、島倉津也子、草 進、上田千秋、 

山本則夫、仲西雅子、宮本久子、松田理恵子 

 

【 行程記録 】 

薬勝寺公園駐車場出発  6:30 

登山口     出発  8:00 

標高 1281ｍ       9:10 

標高 1452ｍ       10:30 

頂上 1519ｍ    着  11:10 

  （昼食休憩） 出発  11:50 

標高 1450ｍ       12:00 

標高 1198ｍ       12:30 

標高 1033ｍ       13:20 

登山口         13:30 

薬勝寺公園駐車場着   15:15 

 

ひとくち感想 

宮 本：五箇山を過ぎると空も晴れて、わくわくする。カラマツ、ブナ、真っ赤なカエデの紅葉に興奮しなが 

ら楽しい山歩き。時計廻りで散策道を登りアップダウンを繰り返し、唐松、ブナ林、色鮮やか楓の紅葉

を楽しみながら見飽きる事がない楽しい山行でした。皆さん有難う御座いました。 

的 場：初めて登る山なので下見をしたかったが出来なかった。が、ヤマップで直前の活動報告を見て自信を 

持って猪臥山に行く。紅葉は丁度見頃で天候も良く登山道も整備され気持ちの良い山行になった。 

草 ：オー，ワァー、オー、ワァーの連続で全山紅葉の表現に詰まるなどし、カラマツ林の景観も凛と林立

する素晴らしき植林をも堪能し感動した山歩きでした。皆さんありがとう感謝します。 

11／3 猪臥山 （水・文化の日） 

1519ｍ 

高山市清見 
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島 倉： 秋晴れの気持ちのいい日に素晴らしい紅葉と里山を満喫しました。 

加 藤： ナナカマド、モミジ、ダテカンバが鮮やかに色付き、登山日和で気持ち良く、猪臥山ロードの紅葉

と眺望は絶景で楽しい歩きでした。 

松田理： 久しぶりの山行でした。青空と黄葉・紅葉した木々、足元の様々な落ち葉と発酵しかけた香り、

やっぱり自然の中を仲間と歩くのは楽しいなあ。 

塚 ： 天気に恵まれ最高の山行でした。紅葉のトンネルをくぐりながらのハイキング気分で、山頂からは

御嶽山·乗鞍岳·白山が望めました。 

仲 西： 天候もよく絶好の山登り日になりました。赤や黄色に色づいた紅葉はちょうど見頃でとってもきれ

いでした。頂上近くには遠くにうっすら雲がかかった御嶽山もみえました。高く伸びたブナ林のな

かを歩き心癒やされた一日でした。 

上 田： 秋晴れの今日、真っ盛りの紅葉を存分に目に焼き付けて登りました。「きれい！」「最高！」「圧巻！」

「鮮やか！」「絶景！」感動でまだまだ言い尽くせない位の紅葉で彩られた猪臥山でした。 

山 本： 久しぶりの登山、祭日にしては登山者が少ないように思いました。朝方道路が濡れて小雨が降って 

いましたが、五箇山ぐらいから青空となり紅葉が真盛り、最高の登山日和となりました。 

 

          がんばって猪臥山       堀井泰則 

8 月の八郎坂・弘法平以来の久しぶりの登山。初めて挑む山でしたが、登山口 1050ｍ、山頂 1519ｍの単純

標高差を見て“たいしたことない山だ”と山登りの難易度を甘く見て参加しました。が、アップダウンがいくつ

もあって、自分にとってはなかなかの山で、がんばって・がんばって三島野ＳＣの仲間に助けられて登頂を果

たすことができました。 

 

朝起きて出発するときに、路面がぬれていて昨夜は雨ふりだったことがわかりました。飛騨は降っていただ

ろうか、降っていたら登山道はぬかるんでいるだろうか。などと久しぶりの山歩きを不安げにまだ暗い我が家

を出発しました。 

薬勝寺池Pから出発するときには天候が良くなる兆しを感じ

ながら出発。五箇山・白川郷辺りで、車中から見る山々の紅葉

が陽を受けて鮮やかに目に飛び込み“すご～い”と思わず声が出

た。まさに紅葉が“満開”である。 

猪臥山散策登山道入口の案内板から出発。急登が 1200ｍ辺り

まで続き、心拍数があがるが、休むと一気に下がる。正直なも

のだ。登山道は根曲がり竹や草が刈られ整備されていて歩きや

すい。谷を挟む山の斜面一面が赤や黄色に染まって”山装う”姿

を見せてくれる。四季の山の変化は幾度見ても嬉しい。 

稜線に出て、高い樹々が少なくなって視界が広がり猪臥山の山頂が見えてきたが、まだ遠

い。いくつかのアップダウンを繰り返しながらの登山道はきつく、足に疲労がたまって痙攣

をおこしてしまった。歯を食いしばって登ることとなって山頂にたどり着いた。山頂からは

展望を遮る樹木が無く 360 度見渡せた。山頂の展望方位盤の前に立ち、盤に刻まれた山名

に指を置きながら「この山は登った、この山はまだ」と僅かな登山歴を披露するかのように

口にしていた。 
猪臥山頂の方位盤 
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下りコースは彦谷コース。登りコースのようなアップダウンのないひたすら下る登山道。「ここを登りに使

ったらきついだろうな…」の声が聞こえる。一気に林道まで下り、その林道をひたすら歩くことになったが、

林道脇の色づく山の斜面にカモシカ親子を発見。じっとこちらを見下ろして

動かない。予期せぬカモシカとの対面は“グリコのおまけ”をもらったような

ちょっと得した気分になりました。 

 

なまけた日常のツケが今回の登山でまわってきてしまった。再び反省。こ

れを何度繰り返したことやら・・・。今度こそ、心入れ替えて体力アップに

励まなければと思った猪臥山登山でした。 

 
明るい稜線を歩く 

▼必ず持っていくもの一覧 
アイテム 説明 

①レインウェ

ア 

山の天気は変わりやすく、雨に濡れると体温が一気に下がるので、必ず持っていたい持

ち物の一つ。 

②ヘッドライ

ト 

山では暗くなると道が見えなくなるので必須。携帯などのライトでも代用可能だができ

るだけ手が自由になるヘッドライトが理想。 

③ザックカバ

ー 

ザックが雨で濡れるのを防ぐもの。大きいビニール袋で代用もできるが、風に飛ばされ

ないようにゴムで止めるなどの注意が必要。 

④タオル 汗を拭いたり、首に巻いて日焼けを防いだり、意外と登山には欠かせないアイテム。 

⑤登山計画書 

遭難した場合にこれを元に捜索をするので必ず提出しよう。登山に行く前に家族に共有

するなどし、下山したらその旨も必ず連絡しよう。 

⑥コンパス 
道に迷ったり、進む道に悩んだ時にも使える。スマホや時計のコンパス機能もあるが、

地図と合わせて使いやすいのはコンパスである 

⑦地図 
自分がどの道で登るのかを確認するために必要。携帯アプリなどでも見れるが、地図の

方が大きくて見やすい。 

⑧筆記用具 地図に線を引いたり、登山記録を残したりと何かと使用。 

⑨スマートフ

ォン(携帯) 
万が一の時の通信手段、GPS 機能、地図、カメラなど様々な機能があり便利なアイテム。 

⑩モバイルバ

ッテリー 

いざという時にスマホが使えない！とならないようにスマホとセットで持っておきた

い。 

⑪ティッシュ 何かと使えるので持っておきたい、トイレットペーパーやウェットティッシュでも OK。 

⑫ゴミ袋 山で出たものは、全て持ち帰るのがマナー。必ずゴミは袋に入れて持ち帰ろう。 

⑬お金 山荘でごはんを食べる時や、飲み物を買う時など意外と登山中にもお金が必要。 

⑭行動食 

軽くて、カロリーの高いものを選ぼう。チョコや柿ピーなど移動中に食べやすいものが

オススメ。 

⑮水筒(水分) 

傷口の洗浄や調理にも使える水とミネラルなども一緒に補給できるスポーツドリンクな

どを分けて持っていると良い。ペットボトルのままでも OK。 

 

ザックの中に入っていますか？ 

ここで紹介するのは無雪期の日帰り登山の装備です。日帰りだからヘッドランプは…降水確率ゼロ

だから雨具は…連れて行ってもらうから…などと手を抜いてはいけません。下記の装備は必ずザッ

クに入れて山に向かいましょう。 
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山行報告  

 

１１月２１日(日)  

11203ｍ 

【 行程記録 】 

メンバー 

（Ｌ）岩井富雄（ＳＬ）的場邦夫 塚 良昭  

宮本久子 島倉津子也子 仲西雅子 浦 幸江  

岩 井：落葉が落ちた直後でフカフカしていて「サクサク」と気持ちの良い足音を聞きながらの登山でした。

登山口と頂上の温度差が大きいと感じました。 

的 場：すっかり木々の葉は落葉して山は明るくなっていました。頂上のブナも落葉していて明るかった。

滑りやすいところも最近雨が降っていないので大丈夫だったが、落ち葉で木の根がわからず靴で払

いながら歩くのも楽しかった。 

宮 本：槍ヶ岳開山の播隆上人の碑の前を通り登る高頭山。一度は登りたいと思っていました。「急登でキ

ツイぞ！」と言われていたので覚悟していましたが（L)のペースが良く、落葉でフカフカの登山道

を暑い、寒いと言いながら楽しく登れました。企画、下見、皆さん有難う御座いました。そして播

隆上人に感謝。 

 塚 ：大変整備された登山道で、落葉後のブナ林が素敵でした。また三枚滝への道が紅葉も残り、さなが

ら渓谷のようで感動しました。 

島 倉：登山ガイドには、木の葉が落ちた晩秋もしっとりとした味わいがある。と載っていた。うまかった

です。 

仲 西：曇り空でしたが日が当たるとあたたかな日となりました。導水管は圧巻でその横を並行しながら進

んでいきました。ブナの森は冬支度が始まったようで、ほとんどの木々は落葉しそのおかげで、頂

上からの見晴らしも良く雪をまとった山々が見えました。三枚滝へも立ち寄り無事下山することが

できました。お世話をしてくださった皆さんありがとうございました。 

高 頭 山 

 登山口（7：25）→展望地980m（9：10）→頂上

（10：15）昼食頂上（10：50）→分岐三枚滝11：

55→三枚滝12：30    三枚滝分岐13：00→

登山口14：00 

 

富山市(旧大山町) 

 

ひとくち感想 
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た か ず こ や ま 



万歩計は 23000 歩 
                                            浦 幸江 

私は、いつも体力度・技術度を参考にして参加を決めます。体力に自信がないからです。今回は、久しぶり

の三島野の山登りです。 

 高頭山ヘ向かう途中の道は、まるで、かのＴＶ番組「ポツンと一軒家」に出てくる様な細くて怖い道でした。

天候は暑くもなく寒くもなく山登りにピッタリです。 

登山口から登り始めると、体が熱くなってきました。ずっと登りばかりの道を歩き続け、時々見晴らしのよ

いところに出て、景色を眺める。太い導水管の側を歩き、紅葉の道を歩き、杉葉(すんば)の道を歩き、ブナの

道を歩く。高頭山の頂上に着いたのは 10 時半頃。3 時

間歩き続けました。 

 昼食後、下山。落ち葉がカサコソ音を立てる道を滑ら

ないよう注意して歩く。分岐点で三枚滝まで足を伸ばす。 

歩いている時「ゴー」という低い音がする。まるで冬

が列車に乗って訪れているかの様な風の流れを感じる。

あー、これから本格的な冬が訪れるのだな。 

 ご褒美の様な晩秋の一日。美しい紅葉、楽しいおしゃ

べり、気持ちよい疲れ。なんて私達は、ラッキーなのだ

ろうとしみじみ思った一日でした。駐車場で歩数を見る

と、23000歩を優に超えていた。明日からは筋肉痛が待

っている。 

次は大辻山にチャレンジです。 
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左の写真は、2011年 9月に剱岳に登った翌日の帰りに、午前 9時頃に

剣山荘から別山乗越への登り途中に振り返って撮った剱岳にかかる笠雲

です。天気予報は下り坂と聞き、1日目に剱岳に登ってしまい、2日目の

帰路にみくりが池♨で入浴し、室堂に着いた午後 2 時頃には雨が降り出

しました。「笠雲が出たら数時間後に雨」の観天望気がピタリと当たった

山旅でした。                    （堀井） 

観天望気とは、自然現象や動植物の様子などを観察することで、当日や翌日

の天気を予想すること。現在のように気象衛星などを使用するわけではな

く、目視により判断するため、長期的な天気の変化は分かりませんが、短期

的な天気の変化には有用だと言われています。 

 

「梅雨の夕焼け朝まで持たぬ」  梅雨は、夕焼けになっても翌日天気が悪いことも。 

「朝霧は晴れ」 高気圧におおわれていると朝霧が発生しやすい。日中は快晴に。 

「朝霧は晴れ」 高気圧におおわれていると朝霧が発生しやすい。日中は快晴に。 

「朝焼けは雨の兆し」 赤みが強い朝焼けは、雨になることがある。 

「遠くの音が聞こえると雨になる」 低気圧が近づくと上空に暖かい空気の層ができるため。 

「ツバメが低く飛ぶと雨になる」 ツバメのエサになる虫が低く飛ぶためだと言われている。 

「タンポポがしぼむと雨になる」 湿度が上がると、タンポポの花はしぼむ。 

 

 

観天望気 
と 

ことわざ 



 

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、林 憲彦、山本 則夫、加藤日出子、 

塚 良昭、で構成します。     〔相談役〕山田 格   〔監事〕上田 千秋、守田 清子 

12月の世話人会開催は 12月 7日（火）と 12月 21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。 

 

 
 

 

   

◇ コロナウイルスの感染が落ち着いていて抑制されていた山への想いが、“一気に”でなく、徐々に解かれて

いくような活動になってきました。第 6 波が来るのか気になりますが・・・。 

◇ 秋色に染まる山歩きの様子が猪臥山と高頭山が良く伝わってきます。先日テレビで「“錦”秋」の錦という

言葉の使い方について語られているの耳にした。錦鯉、錦の御旗、錦を飾る、錦鶏（金鶏）、錦眼鏡（万華

鏡）、また、お相撲さんの四股名で琴錦や富士錦というのもあった。錦とは「高級で美しい紋様のある絹織

物の総称」（広辞苑）だと今更ながら知りました。 

◇ 登山の装備は「安全対策」です。夏でも低体温症になります。日帰りでも夜は必ずやってくるし、腹は減

ります。つまずいて転んだりします。そのための対策が装備です。「ハイキング ABC」の再読を！ 

 

 10 

申込受付中 

 

1部 1,430円（送料・税込） 

壁掛けタイプ 364㎜×515㎜ 

Ｂ4中綴じ・28ページ  月曜始まりカレンダー 
申込締切 12／10問い合わせは 堀井泰則まで 

mailto:horii.yasunori@rouge.plala.or.jp
mailto:kab@p2.tcnet.ne.jp
mailto:horii.yasunori@rouge.plala.or.jp
mailto:kab@p2.tcnet.ne.jp
http://sportstoyama.namaste.jp/kaihomokuji.html

