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東日本大震災につつしんでお見舞もうしあげます
3 月 11 日午後 2 時 46 分いつものように工場内で製造に励んでいた時、突然、地震におそわれ
る。初めて体験するほど、横揺れが大きく長くつづく。操作中の機械が激しく揺れる。金型や工
具が棚から落ちる。工場全体もギシギシ揺れる。
東北・三陸沖を震源とする地震は翌日、東日本大震災と命名される。当初発表された震度Ｍ８.
８は 3 月 13 日には観測史上世界最大級のＭ９.０と改められる。地震が原因で大津波が発生。沿
岸部は壊滅的な被害をうける。3 月 20 日の報道によると死者・行方不明は 22000 人超。2130 ｹ
所の避難場所には 35 万人以上の人々が避難生活を送っている。
大津波の被害を受けて放射能もれを発生させた福島第１原発はこの震災により廃炉が決まる。
石井は 3 月 20 日予定していた山のかたりべを延期する。また大震災以来、激しい地震酔いに悩
まされて困っている。いまも地震がないのに体が振れる。目眩で頭がくらくらする。なにより視
力の減退が気がかりでならない。

東日本大震災お見舞い申し上げます。
負けるな 東北
がんばろう ニッポン

スノーシューズＭ＆Ｌが需要に追
いつきました。
３月中旬にパイプが入荷。組立て作
業中です。欠品にはならずに供給でき
ます。
注文下さい。

インターネット英語版用にトラブル防止目的で修理のあらましを作成しました。
国内用にも適応させていただきます。

3月7日 雪
朝から雪が降りしきる。幼いころから雪を見ると顔がほころぶ。さて、またアイゼン爪の発明
で表彰式に出席する時の降雪は受賞を祝っての天の恵と勝手に思い込む。
午前 11 時より川口市役所４階の市長室で表彰式が厳粛に行われる。もちろん私も真面目な態
度で出席する。
何十年振りの表彰式とあって緊張しっぱなし。でも嬉しいのが本音です。
「好きな山の仕事だもの、もう少し頑張りましょう」

表彰式は雪模様

表彰式
右側が川口市長
左は エキスパート・オブ・ジャパン社長
三月八日発行の日刊工業新聞に奨励金交付の記事が掲載されました。
転載して紹介します

新製品開発で
奨励金交付式

川口産振公社
【さいたま】川口産業振興公社
（埼玉県川口 市、岡村 幸四郎理事
長＝川口市長、０４８ ２･６３・１
１１０）は７ 日、「２ ０１０年度
川口新製品等 開発振興 奨励制度奨
励金交付式」 を川口市 役所で開い
た。（写真）。
１位のエ キスパ ート・ オブ・ジ
ャパン「爪角度を変えたアイゼン」
には 万円、２位のドリマックス
「大根の自動鬼オロシ機」には
万円、３位の イトコー 「手・洗浄
器具」には 万円を贈呈した。岡
村理事長は、 「産業の 街として今
後も発展する よう、し っかり応援
していきたい」と述べた。
同制度は 実現可 能な新 製品・新
技術開発に関 する提案 を奨励し、
市内産業を振 興するの が目的。１
９８５年から実施し、今回で 回
目。
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セールスプロモーター紹介
平成 23 年 3 月より弊社は松田留美とセールスプロモーター（営業）契約を結びました。
彼女は昨年、前職を退職して北アルプス三俣山荘でアルバイトを経験した筋金入りの山ガール
です。弊社の商品を携行し、皆様のお店に順次うかがいますので、よろしくお願いします。
セールスプロモーターの来店を急ぐお客様は弊社に連絡をいただければ、その旨、彼女に伝え
ます。
弊社はセールスプロモーターが営業活動をしやすいようにエールをおくります。
まつだ

るみ

松田留美 32 才 東京都出身 東京都在住.
「これから皆様のお店に伺わせて頂く松田と申します。商品の話はもち
ろん、皆様との出会い、会話を楽しみながら営業に回らせて頂きたいと
考えています。至らぬところも多々あると思いますが、宜しくお願い致
します。」
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天覧山と多峯主山

天覧山 埼玉県飯能市、県立奥武蔵自然公園の玄関口に位置する丘陵。標高 197m。登山口
の能仁寺に愛宕権現が祀られているので、かつては愛宕山と呼ばれていた。その後、徳川五代将
軍綱吉の病気平癒のお礼に十六羅漢の石仏を奉納したので、羅漢山を呼ばれるようになった。さ
らに明治 16 年（1883）明治天皇が近衛諸丘対抗の大演習をこの山から統覧したことにより、天覧山
と改名した。標高は低いが、山頂展望に恵まれる。奥武藏、奥多摩の山々、遠く富士山も望め、史
跡や文化財も点在。春の桜、初夏のツツジ。秋の紅葉など、一年を通じて見所が多く、老若男女を
問わず、憩いの場所として親しまれている。飯能駅から登山口まで徒歩 20 分。山頂へはさらに 30
分要す。
多峯主山と経塚 多峯主山は天覧山の北西に位置する標高 270.8m の山。頂上に三等三角点
をもつ。『文字通り、このあたりの山ではひときわ高く、登り口には県指定天然記念物の飯能笹が自
生しており、また常盤御前にまつわる「見返り坂」や「よし竹」の伝説がある。「よし竹」は常磐御前が
この山を登りながら「源氏再び栄えるならこの杖よし竹となれ」といって持っていた竹杖を地に立て
たといわれ、今日でもわずかながら、よし竹と呼ばれる竹の植生がある。・・・・・・中略･････・山頂に
ある経塚は石に経文を書いて土の中に埋めた塚で、岩石を釜底型に掘った穴に約 12,000 個の河
原石が埋蔵されており、明和 2 年（1765 年）の年号が刻まれた石経供養塔が建っている。』（埼玉
県が山頂に立てた説明文より転載）最短路は高麗駅武蔵台コース。登り 1 時間、下り 40 分。360 度
の山頂展望が得られる名峰｡

忙中閑なし
『続 徒然の山』の出版準備中にアイゼン爪角度の発明､インターネットの英語版､新カタログの編
集作業が加わる｡
その上､本業の商品生産に追われて､てんてこ舞いの忙しさをなんとかクリアする｡
アイゼン爪角度の発明では理論づけ説明とサンプル造りをする｡インターネットの英語版や新カタ
ログにも発明品を掲載したい｡そのための金型造りと量産体制も急がれる｡
ともあれ乗りかかった舟です｡目的地まで漕ぎつづけるしかあるまい｡やってやろうじゃん｡

安堵の山
2 月 20 日 曇天
池袋発の西武線秩父駅行き特急レッドアロー号に乗ると 39 分で飯能駅に到着する｡
天覧山は何度か登った記憶はあるが､昔の話｡飯能駅から登山口までの道順が判らず､駅員や交
番に教えてもらう｡バス停に並ぶハイカーにも聞くが､要領が得られず､タクシーの世話になる｡
ガイドブックによれば「飯能駅北口の丸広百貨店角の信号を左折､大通り商店街を西へ直進する
と観音寺がある｡この右の路地に入ると正面に天覧山が見える｡信号を直進､池の橋を渡ると天覧
山登山口の能仁寺東参道入口に至る」
登山口でタクシーを下車｡参道手前の天覧山への道標にしたがって右折､コンクリート道を登り始
める｡舗装が切れた広場が公園風の「天覧山中段」で水洗トイレや東屋が設けられている｡ベンチ
にザックを置いて装備を身につける｡
中段の先で十六羅漢像､岩場に向かう左方への道を見送ると､あっけない登りで天覧山山頂につ
く｡曇天とあって展望台からの見晴らしは雲にかすむ｡

はんのうの
てんらんざんに
やすらぎて
いきかうひとが
ほほえみかわし

天覧山山頂にて

山頂の裏側から松林を下って水田跡が残る湿原のコルにでる。右に向かい常盤御前ゆかりの緩
やかな見送り坂を登る｡
杉林の平坦路の分岐で直進する雨乞池と分かれる｡右折して長い石段を急登する｡上部にはクサ
リも張られている｡登りつめて多峯主山に達する｡
「晴れたら､東京スカイツリーも見えるのよ」
山頂を背に下り､左御嶽山神社､右高麗駅の分岐を右折する｡よく整備された道を下ると大きなガ
スタンクが近づく｡ガスタンクの右から廻り込んで武藏台団地の車道に降りる｡
真っ直ぐ下る車道をのんびり歩く｡バス停を３つすぎると右手に高麗駅が現れる｡
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宮沢湖温泉・喜楽里探望
宮沢湖のほとりに平成 21 年（2009 年）5 月に開湯した日帰り温泉｡最寄り駅はＪＲ､西武線の東飯
能駅｡飯能駅からもバスはあるが､便数は少ない｡飯能駅からイーグルバスで 15 分｡宮沢湖温泉ま
たは宮沢湖バス停下車｡宮沢湖バス停から徒歩 150m｡
埼玉県飯能市大字宮沢 27 の 49。電話 042（983）4126。
飯能駅にもどってバスの時刻表を見るが、待ち時間が長すぎる。タクシーに乗ると、10 分足らず
で玄関前に横づけてくれる。
日曜とあって大きな駐車場はほぼ満車。スペスが空くと、すぐさま待っていた車が駐車する。館内
も満員の盛況である。
岩盤浴込みの入館料 2380 円（温泉入浴料のみは 1000 円）を払うとフェイスタオル、バスタオル、
館内着、岩盤浴着、岩盤浴用敷布が入った手さげ袋を渡される。
館内はどこも清潔で小奇麗なので、よい印象を受ける。係員の接客対応もよろしい。脱衣所には
ザックが入るロッカーもある。温泉も立派なもんだ。洗い場で汚れを落としたら、岩盤浴着を着て二
階の岩盤浴室に向かう。
宮沢湖温泉のホームページを借りる。
『この温泉は美肌効果を持つナトリウムイオンと炭酸水素イオンが多く、また弱アルカリ性であるこ
とから、お肌の角質を柔らかくしツルツルにする「美人の湯」に近い効果があります』
（温泉名）宮沢湖温泉 喜楽里。（泉質）アルカリ性単純温泉〈アルカリ性低張性低温泉〉。（泉温）
32.4℃。（効用）神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢
性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進。（性状）無色、澄明、無臭、ＰＨ
9.5。湯張り時と冬季は加水するが、掛け流し式。加温、消毒をする。
温泉三昧を楽しみ、チェックアウトする。フロント嬢にバスの時間をたずねると、だいぶ待たねばな
らないらしい。
待つのは嫌いだ。タクシーを呼ぼう。
2011 年 2 月／単独行
≪タイム≫
恵比寿駅（ＪＲ）
6：58
池袋駅（西武線ﾚｯﾄﾞｱﾛｰ号） 7：15～7：30
飯能駅（タクシー）
8：09～8：20
能仁寺東参道入口登山口
8：25～8：37
天覧山中段
8：51～9：05
天覧山
9：10～9：15
湿原水田跡
9：23
雨乞池分岐長い石段下
9：48
多峯主山
10：00～10：25
御嶽神社分岐
10：30
武藏台団地車道
10：47～10：57
高麗駅（西武線）
11：15～11：24
飯能駅（タクシー）
11：33～11：38
宮沢湖温泉 喜楽里（ﾀｸｼｰ） 11：46～13：20
飯能駅
13：30～13：39
（西武線・ＪＲ武蔵野線経由）
川口駅
15：00～15：10
帰社
15：50

物造りの後継者 育成
物造りの後継者が居ない現状では Made in Japan のアイゼン、ワカン、ピッケルの生産が跡絶
えます。
募集条件
○ 山が何より好きな３０才未満の健康な日本人に限る。
○ 大学工学部卒業者。基礎学問を有し、我社商品生産を継続する努力ができる者。
○ 住居提供。初任給１０万円。各保険完備。たよれるほどに昇給がある。使い者にならないと
判断した際は解雇します。
この募集はインターネットで日本中に発信します。

レッドバット マイナーチェンジのお知らせ
レッドバットはピッケルのシャフトに取り付けられる世界唯一
の雪用スコップです。
何度かモデルチェンジをして現在のモデルになりました
が、ピッケルのシャフトの細い輸入品には固定できな
いとの要望にお応えします。
４月生産品よりシャフト押えのゴムを従来品と比べて
（従来品は厚さ 1.2 ㎜→新型は厚さ 2.5 ㎜）1.3 ㎜厚くし
ました。固定する蝶ボルトは長目のものがついています。太
いシャフトにも対応できます。これも発明特許に値します。
価格は据え置き。データも変わりません。
レッドバット裏側

便利なニッポンレッドバットシリーズ
○ レッドバットはピッケルのシャフトにセットできます。その際は石突きの穴にスコップ柄部分のボルト
をはめて蝶ボルトを締めて下さい。最新型の細身のピッケルシャフトにもセットできます
○ レッドバッド用シャフトはスノーハーケンとしても利用できる。スノーソーをラチェットで固定して柄
にもなります。雪堀り能力がアップするＤ型グリップ付き。
○ スノーソーは単体でも使え、レッドバッド用シャフトと組み合わせることで、さらに便利に使用でき
ます。レッドバッド用シャフトに収納でき、ラチェットをレッドバッド用シャフト先端の穴に入れること
で、簡単にセットできます。

機能美追求
レッドバット (SN11)
ジュラルミン製 カラー：ピンク
サイズ：222 ㎜×258 ㎜
重量：365ｇ
税込価格：￥5,460

多目的
レッドバット用シャフト (SN12)
ジュラルミン製 カラー：ブルー
長さ：54 ㎝
重量：275ｇ
シャフト上部の 6 ㎜ロープを通す穴は
スノーハーケン用。
税込価格：￥5,250

氷も切れる
レッドバット用
スノーソー (SN13)
特殊鋼(SK-5)製
カラー：ブラウン(赤色焼付塗装)
サイズ：405 ㎜×25 ㎜ 重量：115ｇ
レッドバット用シャフトに収納でき、
シャフトが柄にもなるラチェット
つき。氷・雪用鋸。
税込価格：￥4,830

