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 春夏秋冬   

おもてなし    

阿部け 

 

４月から始まった「組織拡大山行」もすでに２回が終わりました。 

４月は寒風山では２０代の会員外の参加者が３名参加していただき平均年齢の若いパーテ

ィーで歩いてきました。 

その中に山には興味はあったけれども、登る機会がなかったという初チャレンジの女子が

一名参加してくれました。 

県外からの参加とあって、準備会に参加できなかったので、私は少し気になっていました。 

それほど厳しい山だとは思わないが初めて歩くなら厳しいのではないだろうか？ 

当日の天気はどうだろう？暑すぎて水分不足にはならないだろうか？ 

雨なら準備物はどうするべきなのか？ 

登山靴は私の足のサイズが合ったので、それを履いてもらおう。 

会員外の保険はどうするべきか？いろいろ調べ日帰りハイクの保険を滑りこみで２日前に

振り込むことができました。 

準備をしていると、あれもこれもと見えなかったことが見えてくる。 

登山初心者の方をエスコートするのは思った以上に気になることだらけでした。 

 

登山当日は神様が味方してくれたような晴天でした。 

心配した初心者の彼女はとても元気で、とても楽しそうに歩く。 

カメラを向けると両手を広げて笑ってくれました。 

「初登山はどうだった？」と聞くと「とても気持ちよかったです。また山に行きたいです」 

答えてくれました。 

その言葉は私にとって何よりのご褒美に思えたのです。 

山の楽しさを感じてもらえた。山の感動を伝えることができた。幸せの時間を分けること

ができた。 

なぜかそれですべて良いと思えてしまいそうになる。 

いやいや、会員を増やすことに繋げることが役目の山行だから、それで満足するわけには

いかない。 

と心の奥のほうで説き伏せる自分もいましたが第一回目の山行は成功に思え満足感に満た

された一日でした。 

 

残り１１回の企画の山々にはどんな人と出会えるのだろう？どんな感動をもらえるのだ

ろう？ 

会員のみんなと一緒に、山の楽しみを伝える「おもてなし」ができたらよいなと思ってい

ます。そんな、おもてなしを通して私たちも登山を楽しみましょう。 
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組織拡大山行案内 

三嶺（１８９３ｍ）     
                                                   

 

日 時 ７月７日（日） 

場所  徳島県 東祖谷 高知県 物部 

目的  三嶺のコメツツジを愛でる。 

C L  久光  S L 大井 

 準備会 ６月１７日（月）１９：３０～山の会事務所 

 

高知県物部と徳島県東祖谷の境にそびえる三嶺は徳島側ではみうね、高知側ではさん

れいと呼ばれる自然豊かな山です。この時期コメツツジの小さな白い花と出会うことが

出来ます。タイムリミットを決めて、光石経由で白髪山登山口から、東祖谷名頃から、

どちらかで考えています。 

     詳細は準備会で決めたいと思います。まずは準備会へ！！ 

  

秋のコメツツジです。７月は青々して、白い小さな花が咲いています。お楽しみに！！ 
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■日 程  2019 年 7 月 28 日（日） 

■場 所  未定 

■目 的  水しぶきを浴びて沢登りを楽しむ。（予定） 

■Ｃ Ｌ  佐藤（直） 

■準備会  7 月 13 日（土）19 時 30 分～山の会事務所にて 

 

 2019 年間予定表に定例「沢」となっています。場所は、次のようなことを考慮してこれか

ら決めたいと思います。参加希望者は準備会にご出席ください。 

・日帰りできること。朝の出発は早くなると思います。 

・過去に会で行って、情報があること。 

・エスケープルートを取り易いこと。 

使う技術の予習 

・懸垂下降の技術は 6 月や 7 月の定例岩トレに参加して、ぜひ予習して下さい。 

用具の確認 

・沢シューズなど必要な用具の確認をして下さい。 

山行案内 

定例「沢」 

 

 

 

6 月岩トレ案内 

鳴滝ボルダー 
                              柏原                      

 

日 時 6 月 8日（土） 

場 所 徳島県美馬郡つるぎ町 

目 的 ボルダリング 

準備会 6 月 7日（金）１９：３０～ 事務所にて 
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 行事案内 

        ３ＳＡＢＣＤＥと応急処置 
 

 山行中に怪我人や病人が出ても、すぐさま病院まで運び医者に診てもらうのは

困難です。そんな時に役立つのが３ＳＡＢＣＤＥと応急処置です。無論何も処置

せず時間をかけて病院まで運ぶのも一つの方法ではありますが、それでは症状を

悪化させてしまうため、傷病者の回復と社会復帰は遅れ、症状が重い場合は、生

死に関わってくる場合も出てきます。ぜひ身につけたい知識と技術のひとつです。 

 

￭日 時： 令和元年６月１６日（日曜日）９時～１５時まで 

￭場 所： 善通寺市民会館 

￭講 師： 大原（国際山岳看護師） 

￭対 象： 山の会会員 

￭その他： 動きやすい服装、三角巾、水、弁当、ザック、ストック 

❏大原さんは国際山岳看護師の有資格者です。ぜひこの機会に受講されることを

お勧めします。希望される会員は、６月１３日までにメールにて佐藤まで連絡下

さい。 

 

 

 行事案内 

        リーダー学習会の開催 
 

 毎年年度初めに開催しておりましたが、今年は少し遅れての開催となります。 

内容は、リーダーの役割と仕事及び登山事故と法律の関係について、解りやすく

解説します。山岳会の山行では事故が起こっても法的な責任は問われないと思っ

てはいませんか。その確率は低いのですがゼロではありませんよ。堅い難しいお

話しではありませんので、今年リーダー予定の会員は是非とも受講しましょう。

勿論、それ以外の会員の受講も大歓迎です。 

 

￭日 時： 令和元年６月２１日（金曜日）１９時３０分～ 

￭場 所： 善通寺山の会事務所 

￭講 師： 佐藤孝雄 

￭対 象： リーダー予定者及び組織運営に携わる会員。 

受講対象外の会員の受講も問題ありませんので興味ある会員は受講 

下さい。 
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２０１9 年度の山行・ハイキングの予定です。 

会報に案内を載せている以降の予定です。スケジュールに入れて参加しましょう。 

月 日 定例山行・ハイキング・教育山行名 CL 予定者 

8 

4 拡大-5 大山 佐藤な 

10～15 合宿(縦走) 大井 

11 自然保護山行 実行委員 

18 L 危険個所対応 三野 

25 
Enjoy 登山教室－4（一の森→剣山→次郎

笈） 
平村 

9 

15 定例（湯桶丸） 三倉 

21~23 Enjoy 登山教室－5（白馬岳） 三野 

24~25 四ブロ沢登り(小足谷) 平村 

29 拡大-6（剣山~次郎笈） 平村 

6 Enjoy 登山教室－6（五岳山） 森山み 

10 

20 拡大-7（天狗塚） 阿部け 

22 L コンパニオンレスキュー 音地ゆ 

27 県連女性交流登山 北岡 

11 

3 拡大-8(三瓶山) 中村れ 

10 クリーンハイク（五色台） 実行委員会 

24 定例（烏ヶ山） 若宮 

23~24 個人（京都トレイル東山コース） 平村 

30~31 L 総合力 佐藤た 

12 

7 納山祭 事務局 

15 拡大-9(大坂峠) 村上し 

21~22 雪山 1 佐藤た 

29~1/3 合宿（縦走） 三野 
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軟弱登山隊縦走記                               

堂ヶ森～瓶ヶ森縦走 

記録：佐藤孝雄 

 

 昨年四国で初めてとなるロングトレイルコースが開設された。ルートは愛媛県の保井

野から堂ヶ森を経て四国山地を縦走し、野地峰を経由し高知県の大川村へ下る、全長約

６０ｋｍに及ぶルートである。大座礼山から野地峰までは歩く人も少なく、ロングトレ

イルを開設するに当たって新たに整備された区間であり、自然の趣の強く残った面白い

コースとなっている。 

 さて、テント泊を伴う縦走登山は、 

登山者の総合力を高めるのに適した 

登山形態であるが、当会ではめっき 

りと行う人は少なくなってしまった。 

こんな言い方をすると叱られそうだ 

が、登山力を高めるには日帰り登山 

を何十回と行っても、重荷を背負っ 

た数日に及ぶ縦走登山１回にとても 

叶わないと思っている。全ての登山 

者が登山者としての資質を高めることを目標として、厳しい登山を行うわけではないの

だが、その一方で誰もが望む事故を起こしにくい登山者となるためには、己にとって厳

しい登山も時には課さなければ、実現できるものではない。そんな思いもあって実現し

たのが、今回の縦走であったのだが・。とんだハプニングに巻き込まれてしまった。 

  

￭メンバーと登山期間 

・ＣＬ：久保田と ＳＬ：久保田ゆ 装備・医務：音地ゆ 食料：大平 

 記録・写真：佐藤た  

・登山期間 ５月３日～５月６日 

 

【記録】 

￭５月３日 天気：晴れのち曇り午後雷 

 タイム⇒保井野発(7:20)→空池(9:25)→梅ガ市コース分岐(10:40)→堂ヶ森(11:30)→二

ノ森(13:58)→石鎚山(17:00)→二の鎖(17:30) 

 四国の山で縦走登山を行うのはやっかいである。公共交通機関がほぼ使えないため、

自家用車を使わざるを得ない。だが困ったことに、登山口に残した車の回収ができなく

なってしまのだ。そのため、誰かの善意に頼らざるをえない。今回は堂ヶ森日帰り組を

作り、同乗させてもらうことで解決したが、仲間達には感謝である。 

 保井野登山口には四国外も含めた数台の車が駐車しており、１０連休中の登山でもあ
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り、静かな山歩きは望めそうにはないと半ば諦めて７時２０分に出発。牧場跡と植林地

を過ぎると落葉広葉樹の緑が目に眩しくなってくる。我々軟弱登山隊は、我を張らず物

わかりも良すぎ、プライドも気にせず善良かつ真面目なので、体力の無いことに負い目

を感じることは無く、後から追いかけてきた登山者には快く道を譲り、おまけに「気を

つけて！」と、余計なお節介まで、やいてしまうのだ。 

 空池を過ぎるとシャクナゲの 

生えた急な尾根道に変わる。花 

芽は見当たらないため今年は不 

作のようだ。アルミ製の梯子が 

数カ所出てくるが、取り付けた 

方も大変だったと思うが、梯子 

上を歩くのも滑りやすいため気 

が抜けない。尾根から右へトラ 

バース気味に進むと笹の刈り払 

われた尾根に出る。梅ガ市コースと 

の分岐で、ここからは堂ヶ森の山頂がよく見える。 アルミの梯子は要注意 

 

     堂ヶ森山頂にて 

避難小屋をやり過ごし、五代の分かれ目指し快適な笹原歩きを楽しむ。これぞ四国の

山歩きの神髄。信州の３０００ﾒｰﾄﾙ級の山とは違った味わいはこれなのだと思う。岩も

高山植物もいいのだが、たおやかな山並みを覆い尽くした、微風に揺れる笹原は登山者

のギスギスと尖った感情を取り除き、芯から心地よさを体感させてくれる。大げさだが、

生きていて良かったとさえ思えてくる程の、心地よさなのだ。 

 二ノ森手前から雷様が突然怒り出す。昨日の高層天気図で寒気の侵入が予測されたた

め、今日は雷様に会えると予想をしてはいたのだが、嬉しくはないご対面となってしま

った。場所は石鎚東方高知県方面のようだ。こちらに近寄らないことを祈り、雲の流れ

を絶えず観察して歩く。 

 石鎚山が近づくにつれて、雷鳴は益々激しくなった。なのに雷様が怖くは無いのか？

我ら軟弱登山隊の歩行ペースは全く上がらないのだ。雷様は絶対俺たちには近づかない

と身勝手に判断して、決めつけているとしか思えない。我らは神風登山隊なのだから

と・・・。 

堂ヶ森分岐にザックの残し、反射板の

立つ山頂へ１１時３０分に到着。記念

写真を撮って山頂を後にし、分岐まで

下る。日帰り組とはここでお別れなの

で、感謝の気持ちのこもったハグでお

礼に変えたいと思ったのだったが、善

良かつ真面目な日本人である我らに、

そんな勇気は出てはこなかった。 
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 時折ポツンと顔に落ちる雨滴を感じ、１７時丁度に石鎚山山頂に着く。頂上小屋の宿

泊者だろうか、夕方の礼拝のため山頂神社へ集まる登山者の数は、５０名は越えていた

ようだ。私達は早々に退散し、二の鎖避難小屋に向かって下る。今宵はテント泊の予定

ではあったのだが、石鎚山の神はこの快適な小屋になぜ泊まらないのかと私達に問いか

けてきたため、ご厚意に甘えて予定を予定どおりに変更し、素直に後悔もなく小屋に泊

まることを決定してしまった。 

 

￭５月４日 天気：晴れ 

 タイム⇒二の鎖小屋発(6:15)→土小屋(8:15)→よさこい峠(9:55)→しらさ峠(11:05)   

→瓶ヶ森登山口(13:05)→瓶ヶ森避難小屋(14:35) 

 寒気は東方へ抜けたため、今日は雷様に会うこともなく、安心して歩けそうだ。 

雲は無く青空が広がり、天気は快晴。 

 谷筋に所々根雪の残ったトラバース道を 

歩いて土小屋に向かう。土小屋の駐車場は 

登山者の車で、ほぼ満車状態。トイレ休憩 

を済ませて、白石小屋から縦走路にはいる。 

昨年は笹藪に覆われて足下の見えなかった 

登山道も、見違えるように蘇っていた。笹 

は刈り払われて、ロングトレイルに相応しく 

歩きやすく変貌している。 

ワサビの茂った湿地を越え谷で水を補給し、よさこい峠を目指す。今日の行程は短 

いため、慌てず騒がずゆったりと歩く。バイクの爆音が身近に迫り始めて、車道の交差

するよさこい峠に出た。この車道のおかげで山に興味のない者も、車を使えば２０００

ｍ近い山岳絶景を気軽に楽しめるようになったのだが、この是非を問われても、今は答

えられない。 

二三十代の頃なら即座に反対だと答 

えたが、今はアプローチ短縮と称し 

た恩恵も享受しているため、心境は 

複雑だ。登山者の中には車道ができ 

、縦走の楽しみが無くなったと嘆く 

登山者もいるが、それは誤解だと思 

う。車道は何度も横切るが、昔の縦 

走路を忠実に歩けば、今でも堪能に 

値する優れて自然は残されている。車道が走っただけで、その山域全体を嫌いになるの

はあまりに、短絡的思考だと思うのだが。 

 伊吹山を越えて再び車道に出ると、しらさ峠である。ここから子持権現に向かう。 

あけぼのツツジの咲いた登山道を進み、子持権現の右側斜面を巻くように歩くと、子 

持権現の登山口に出た。鎖を掴み山頂に登るのも悪くはないのだが、誰も登ろうとは 

言わないので阿吽の呼吸とやらで、後ろ髪を引かれることも無くパスする。再び車道 
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に出て瓶ヶ森の登山口まで歩く。明日の水はここで補給しておく必要があるため、一 

旦瓶壺まで水くみに立ち寄ることにする。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

    霊水の湧き出す瓶壺             宴会モード 

 霊水を美味しくいただき、一人２～３リットルの水をザック入れ、２０分ほどの 

緩やかな上りをこなして、避難小屋に到着。まだ時間は十分にあるので、小屋の前の 

日当たりの良い場所にシートを敷き、紅茶を沸かす。紅茶には気付け薬のウイスキー 

をたっぷりと注ぎ込み、午後の紅茶を楽しむ。夕食にはスープスパゲティーと呼ぶら 

しい変わった食べ物を初めて食する。美味なり。 

 

￭５月５日 天気：晴れ 

 タイム⇒小屋発(5:25)→瓶ヶ森山頂(6:00)→西黒森山(7:30)→東黒森山(10:15)→伊士 

富士(11:15)→寒風山(14:25)→瓶ヶ森(16:30)→丸山山荘テント場(17:00) 

 今日は長丁場なので早めに出発する。瓶ヶ森からの下りも笹が刈られているため歩き 

やすい。一旦車道との合流点にある吉野川の源流碑の建つコルに下り、西黒森山に向か 

って上り始める。コルから５０分ほどの歩きで西黒森山への分岐着。ここでリーダーは 

山頂はパスしようと提案したのだが、これに軟弱登山隊員は反旗を翻し、善通寺山の会 

の沽券に関わる？とばかりに猛反発したため、若きリーダーは古参会員の鬼の形相に驚 

き、提案はすぐさま撤回された。分岐に荷物を置き、急な斜面を直登すること５分で西 

黒森山に到着。 

 自念子ノ頭を越えると車道が真下に 

迫り、例のテレビコマーシャルに出た 

光景が蘇る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「ようきた」といって出迎えて

くれた、西黒森山 

 

自念子ノ頭の下り 
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 この季節は自然の織りなす四季の移ろいを身近に感じられる。冬枯れの樹木の幹の色 

が際立ち、その中に季節に目ざとい植物たちが瑞々しい緑のアクセントを折り始めるた 

め、緑は特に際立つ。 

 伊予富士まで上ると山頂は、登山者で埋め尽くされてしまった。日帰りで上るには手 

頃な山なのだろう。それにしては直下の下りは厳しい。行程はまだ長いので、休憩はそ 

こそこに桑瀬峠を目指す。１２時４０分桑瀬峠着。軟弱隊の体力に余裕が乏しくなって 

きたため、リーダーの粋な計らいで、初めての大休止とする。岡山から来たという、お 

ばちゃん・おじちゃん隊に「頑張って」と励まされてしまったのだが、彼らも我々を一 

目見て、軟弱隊だと気づいてしまったのだろうか。 

 １３時を少し回り 

多少元気の出た体を 

前に前にと移動させ 

寒風山に向かう。 

 一度の休憩を挟み 

１４時２５分に到着。 

先客にお願いし、初め 

て全員で写真に収まる。 

 寒風からの下りも 

笹の刈り払いができていたために快適に下る。一方で軟弱な体は徐々に悲鳴を上げ始め 

た。笹ガ峰は一歩ずつ近づくのだが、歩みは一段と遅くなり始める。最後の踏ん張りど 

ころとばかりに気合いを入れて、１６時３０分山頂に立つ。風も出てきたため早々に 

山頂を後にして、丸山山荘に下る。 

 １０連休も終盤なので、丸山山荘に人気は無く、キャンプ場は独占状態となった。小 

屋泊まりの登山者は３名とのことであったが、この３人パーティーが大変な状況を作り 

出してしまうのだった。 

 強い風の中、小屋前の広場にテントを建てて食事を取り、早々に眠りにつく。何時頃 

だったろうか、小屋の主人がテントまでやってきて、宿泊予定の登山者がまだ到着しな 

いので山頂まで見に行ってほしいと、打診があったらしい。その時私は眠りについてい 

たが、会話の内容は断片的に聞き取れてはいた。しかし睡魔には勝てずしばらくの間は 

目は開けることができなかった。睡魔を払いのけ眠い目を空けて、何があったのかリー 

ダーに尋ねると、前述の話を聞かされた。知ったしまった以上放っては置けないため、 

とりあえず小屋に行って、主人からことの詳細を聞くことにした。 

主人によると、３人パーティーの男性リーダーがヘバッタため、残りの女性２人で先 

行し、丸山山荘まで行くようにいわれ、夜道を迷いつつ笹ヶ峰山頂まで来たが、山頂か

ら丸山山荘に向かう下山ルートが解らないと、助けの電話が小屋に入ったらしい。主人

は寒風山方向の縦走路に出れば、下山路は解ると伝え電話を切ったが、１時間以上経っ

ても２人は小屋に着かないため、心配になって私達のテントを尋ねたのだった。これは

探しに行くしかないなと覚悟を決めていたが、主人はもう少し様子を見ると言うので従

った。更に１時間近く待ったが、彼女たちは一向に姿を見せないため、山頂まで私と音

 

 

 

賑わう、伊予富士山頂 

寒風山の山頂にて 
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地で探しに行くことにし、１０頃に軽装で小屋を出発する。樹林帯を抜けて笹原の上り

に差し掛かった時、私の携帯が鳴った。主人からの電話で、ヘッドライトの明かりが誰

のものか知りたいので、一度ライトを消すように言われる。遭難者ではなくて私のライ

トだと確認が取れたところで主人からは、そこから下山するように指示された。 

理由は聞かなくても明快だった。遭難者が正規のルートを下っていればライトの明か 

りは、小屋からも確認できたはずだが、そのような明かりを目にすることはなかったた

め、彼女たちが別のルートを誤って下山中だと、主人は理解したのである。 

小屋に戻ると主人は、遭難者の携帯へ電話を入れるが電波事情が悪いため、繋がらな

い。私達の携帯も使って何度も試みるが、繋がっても直ぐに切れるため会話ができない。

そうこうするうち、１１時過ぎだったろうか、遭難者から電話がかかってくる。現在位

置が知りたくて尋ねるも、彼女たちにはさっぱり解らないため、スマホを使ってヤマッ

プに接続し、現在位置を確かめるように依頼する。再度の連絡から彼女たちが高知県側

の国道１９４号線方向へ向かい、下山していることが判明する。登山道を全く逆の方向

へ下っていることを伝え、彼女たちの現況を尋ねると、１名が下山中に右の手首を負傷

して左手しか使えないと、言ってきた。これ以上の下山は危険だと判断し、彼女たちに

はその場所に留まり、ビバークするように指示し、明日の早朝に電話を入れることを確

認し、電話を切った。私達が寝袋に入ったときは、時計の針は０時を過ぎていた。リー

ダーと相談し、明日の縦走は中止とし、私達も彼女たちの下山コースを辿ることにした。 

 

￭５月６日 天気：晴れ 

 タイム⇒テント発(5:50)→笹ヶ峰山頂(6:50)→高知県側の笹ヶ峰登山口(8:50)→迎え

の車に合流し乗車(11:00)→ＪＲ伊予西条駅(12:10)→善通寺(14:00) 

 起床後遭難者に電話を入れると、元気な声が帰ってきたため安心する。後を追っかけ 

ることを伝えて電話を切る。笹ヶ峰山頂から電話を入れるが全く繋がらないため、ショ 

ートメールを使い伝言を入れる。山頂から南へ下るルートを使うのは初めてだったが、 

各所にテープによるコース指示があり迷うことはないのだが、傾斜はきつく、コース後 

半にはロープを設置した急斜面が数カ所出てくるため、夜間の下山は危険である。彼女 

たちの一人が右手首を負傷しただけですんだのは、幸運だったと言えそうだ。林道に下 

り遭難者に合流する。いたって元気なので安心するも、無茶をしてしまった彼女たちに 

はタップリと説教し、右手首の応急処置を行う。 

彼女たちをＪＲの西条駅まで送りとどけて、私達は善通寺に向かって車を走らせた。 

 

￭顛末記 

 林道を歩きながら話を聞くと、地図もコンパスの使い方も知らないと平然と言ってい 

たが、さすがに懲りたのか勉強しますと、反省の弁を聞かされた。それにしてもリーダ 

ーと称した男性の行動は不可解である。地図の読めないメンバーに初めてのコースを先 

行させたり、テントを持ちながら使わずにパーティーを分割するのは、どのような根拠 

があってのことなのだろうか。本件はリーダーが遭難事故を作り出す、あってはならな 

い事例で、リーダーの役割を考えるきっかけにしてほしいと願っています。 
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  定例山行 

堂が森 
正田 

 

■日程 令和 1年 5月 3日(金) 

■場所 愛媛県久万高原 

■目的 縦走チームと歩く 

■参加者 CL平村 SL若宮 記録・会計正田 

■費用 高速代＋ガソリン代＝2,100 円 

コースタイム 

事務所 4:50-保井野 7:00-保井野発 7:30-小休止 9:50-稜線 11:30-頂上 11:30-縦走組と

わかれる 11:50-下山開始 12:00-駐車場 15:00-事務所 17:00 

天候晴れ 

 今年度は月 1回登山を目標に 4月の寒風山ぶりの登山。縦走チームご一緒するので朝

の集合が早かった。登山口までは今まで経験したことのない悪路。Wさんの大きい車が

落ち込まないかハラハラした。 

 無事駐車場に着き、出発の準備をする。それにしても縦走チームの荷物は大きいし重

そうだ。ペースはゆっくじわじわ登り始める。途中までなだらかコース。新緑の木々を

眺めながら進む。少しずつ険しくなるが、「縦走チームより荷物も軽いし、こちらがへ

たばっていては恥かしい」と思いながら歩いた。休

憩ごとに大軍の虫、虫除けスプレーのいる季節。 

 視界がひらけて、稜線が見えてくると気分が上がる。

どの山でもこの瞬間が一番壮快だ。 

 頂上での集合写真、風が少し冷たかった。お昼を食

べながら、縦走チームのコースを眺める。 

次回はテントや食料を背負って私も縦走したいと思

った。頂上でお見送りするのもなんともいい経験に

なりました。帰りは 3人になったパーティで足元に注意しながら下山した。 
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  定例山行 

                 西赤石 
正田 

   

 

日程  令和 1年 5 月 5日(日) 

場所  愛媛県新居浜 

目的  アケボノツツジを楽しむ 

参加者 CL:石川 SL カメラ:阿部け 医務:池田た 

            会計:三木 装備:影 記録:正田 池田ひ 中内 会員外:井上、佐藤 

費用  高速代＋ガソリン代＝2,100 円 

 

事務所 6:30-東平駐車場 7:40-頂上 11:35-頂上発 11:55-銅山越え 13:25- 

東平駐車場 15:45－事務所 17:00 

 

天候晴れ 

 組織拡大 2 回目は西赤石。会員外 2名の参加となった。目的は満開のアケボノツツ

ジ。車 3台で出発する。 

  マイントピア別子に到着し、出発準備。時間

が早いのか観光客はまだ少ない。駐車場から東平

貯鉱庫跡が見えた。 

 鉱山の洞窟や案内標識を見ながら平坦な道を歩

いた。徐々に登り始めると封印していた気持ちが

爆発。「痛い、足が痛い(涙)10連休だし、お花

が見頃っていうし、と欲を出したばっかりに一昨

日の筋肉痛が癒えることなく登り、重い足を上

げながらストック様に頼る。「あーなんでこん

な予定を入れたのか」後悔がつのるが、登らね

ばならない現実。縦走チームに比べればと奮い

立たせる。途中ロープの箇所で下りの登山者に

励まされ、なんとか頂上へ。アケボノツツジは

例年より残念とのことだが、私は満足。それよ

り足が痛い。ゴツゴツした岩場ももう少し堪能

したかったが、なんせ足が痛い。 
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食べるものはしっかり食べ、飲むものはしっかり飲み、いざ下山！だらだらと長い下り

だったが筋肉痛に筋肉痛が重なり、なんだか痛くなくなったような錯覚になった。無心

で歩きやっと駐車場(涙) 

  連続登山でほんの少し強くなった気がするが、そんなのは気のせいで、数日たてば

元どおり。 

10連休後半はハードでしたが、組織拡大山行は会員拡大のため、余裕をもって参加

したいと思いました。 
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定例山行記録 

四ブロ交流ファガスの森 砥石権現 
記録中村ム   

 

■日程 2019 05/18土–19日 ■場所 徳島県名西郡神山町 那賀郡那賀町 美馬市 

■山名 戸石権現 ■目的 勤労者山岳連盟四国ブロック交流とハイキングと講演 

■参加者 CL中村れ SL久光 会計安井 記録中村ム 

 

5/18土 曇り 善通寺 8:00出発＝山川・美郷経由＝11:30 ファガスの森  

講演会 夕食 20:00頃就寝  

 

遅い集合時間で助かる。久光ラ

ンドクルーザーで出発。三頭トン

ネル、くらら(倉羅)峠別名経の坂

峠を越え,岳人の森で休憩。土須峠

雲早トンネルから非舗装の剣山ス

ーパー林道へ。予定より早く、フ

ァガスの森に着いた。 

昼食後 ⓵徳島大学環境防災セ

ンター特任准教授飯山直樹氏の

｢剣山系風力発電計画と徳島の自

然｣、②．日本野鳥の会徳島県支

部三宅武氏の｢野鳥と風力発電｣、

③愛媛風車 NETの黒田太士氏の

｢風力発電が地域に与える影響｣ 

の講演があった。①は学校の先生

のよく準備できた講義でプリン

トもしっかり。クマやこうもりが

絶滅危惧種。風力発電機は高さが 175mになるこ

とにおどろく。天神丸高城付近は風が強く、人

が少なく、国立･国定公園でもないことから狙わ

れたよう。標高 1200m以上,20度以上の急傾斜

地で崩れやすいなどから本来不適。②は大川原

高原などの野鳥の減少例も挙げられた。③は超

低周波騒音の他、航空灯の一晩中続く閃光やス

トロボのようにチラチラ駿河風車の影が不快。

過疎集落の衰退を招く引き金になる。山と人のとのつながりを、という訴えである。 

夕食-宴会はイノシシ鹿肉を使ったジビエ料理やコシアブラの天ぷらもいただいた。
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愛媛山の子の太田氏には 飛行機の残骸の写真を見せていただいた。西黒森につき上

げる主谷(おもだに)の遡行中に発見した第 2次世界大戦中の墜落機で 軸の周りをシ

リンダーが囲む空冷レシプロエンジンと思われる。自分は 20時ころに寝てしまったが、

23 時ころまで宴会は続いていたようである。 

  

5/19日雨 6:00起床朝食記念撮影 7:30=登山口 745→8:45砥石権現→ 

ファガスの森 10:30→11:00登山口=15:00 ころ善通寺 

 

日曜は残念ながら雨。起床朝食全体記念

撮影ののち、クルマでスーパー林道を砥石

権現近くの登山口まで行き,山頂往復。古

い地図にはない道だがよく整備されてい

た。落葉広葉樹の新緑がきれいだった。少

しはシャクナゲも咲いていた。さらに稜線

を西へたどりファガスの森に帰着。うどん

をいただいた。スマホ GPS は不調。歩い

て登山口に置いたクルマに戻り、行きと同

じルートで香川まで帰った。距離 205㎞  

交通費など 1人 2040 円 食事宿泊  

4000円 
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定例山行報告 

Enjoy登山入門「城山 375ｍ・猫山 476ｍ」 
                              久保田ゆ 

 

日 程  平成３１年５月２６日（日） 

場 所  香川県丸亀市 

目 的  登山教室第１回実技「歩き方の基本」 

参加者  ＣＬ：大井、講師：佐藤た、会計：平村、装備：久保田と、記録：久保田ゆ 

     北岡、中内、会員外８名    合計１５名（受講生 10 名、スタッフ 5 名） 

距 離 往復 30km 200円／人 

 

山の会事務所 7:00====7:25 綾歌森林公園 P(現地集合 8:00) 8:00～9:20講義 

登山開始 9:30…11:00城山(昼食)11:50…13:25猫山 13:45…15:20綾歌森林公園 P 

(反省会)16:00====16:25山の会事務所 

 

最近山の会会員になった人と一般受講者を募集

しての Enjoy登山入門 1回目の実技山行。今回は、

城山・猫山で「歩き方の基本」を学ぶため 10 名の

受講生と 5 名のｽﾀｯﾌが参加。事務所集合の人は 2

台の車に乗り合わせ 7:00 事務所出発。現地集合時

間の 8:00前には全員到着。早速、駐車場で講師佐

藤さんより安全登山のﾎﾟｲﾝﾄの講義を受ける。睡眠

時間は充分？朝食は食べた？計画書に書かれた装

備は持っている？水分とｴﾈﾙｷﾞｰ補給のﾀｲﾐﾝｸﾞなど

を教わった。駐車場すぐ横の広場に場所を移し、靴ひもの締め方、街歩きとは違う山で

の体重移動をしての歩き方の説明を受け、実際に

やってみる。また近くの池の土手斜面を利用して、

靴底を斜面に対してﾌﾗｯﾄに逆ハの字での上り下り

を何度も繰り返し行った。受講生は真剣そのもの

である。最後にｻﾞｯｸの紐の締め方を教わり、たっ

ぷり 1 時間半の講義を受けた後、城山に向けて出

発。5 月にしては高温

の 31 度の予想気温で

あったが薄曇りでそれ

ほど暑くない。樹林帯をゆっくり登る。20分程で衣服調整、

水分･ｴﾈﾙｷﾞｰ補給の休憩。急斜面では横向きに歩いたり、足

の置き方を変えるだけで滑りにくくなることを教えてもら
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ったり、花の名前や木のことなど足を止めながらゆっくり歩きで城山の頂上へ。頂上か

ら眺めは少しモヤがかかっているが眺めが良いところだ。木陰に集まり昼食ﾀｲﾑ。昼食

後は CLの号令でｽﾄﾚｯﾁを行い、猫山に向けて出発。城山からの下りは急斜面で滑りやす

そう。そんなところは横向きに歩けば足をﾌﾗｯﾄに置くことができて滑りにくく、また膝

に負担が少ないこと、また小さな石につま先を置くことで少しでも傾斜が緩くなり滑り

にくいことを教わり実践。ｽﾘｯﾌﾟする人はいなかった。猫山の急な登りや岩場部分もゆ

っくり登り、皆体力に余裕を持って登れている様子である。猫山の山頂の見晴らしは良

くないが広い木陰で涼しく、ゆっくり休憩した。また下りも急なので慎重に下る。ﾚｵﾏ

ﾜｰﾙﾄﾞの軽快な音楽が聞こえる中、下山。下山後に公園で反省会を行った。受講生の方

もｽﾀｯﾌも山での実践歩きで知識を習得し、充実した１日になったようだ。 

 

［受講生の感想］ 

・歩きやすいﾍﾟｰｽで息が上がらず楽に歩けた。登り方、下り方の歩き方が勉強になっ

た 

・滑りにくい下りの歩き方が分かった 

・ゆっくり歩いたら楽なことが分かった 

・仲間と歩く時はいつも皆について行くと息が上がるが、自分のﾍﾟｰｽでゆっくり歩く

と楽に歩けることが分かった 

・下りの歩き方を意識して歩かないと滑りそうになるので意識して歩いたが、自分で

歩き方がきちんとできていたかどうか分からなかった 

・下りは疲れて意識しながら歩かないと滑りそうだった。これからも意識して歩きた

い。 

・ひざが少し震えるような感じがしたので鍛えないといけないと思った 

・里山歩きを時々しているが初めの頃は下りで足が耐えられなくなっていた。筋肉を

つけないといけないと思った。今日の歩き方は勉強になった 

・体力はないけれどゆっくりﾍﾟｰｽで楽だった。石がｺﾞﾛｺﾞﾛしているところも歩き方を

教えてもらった通りに歩くと歩き易かった 

・今まで自己流の歩き方をしていたが、特に下りの歩き方が勉強になった 
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Enjoy登山教室報告 

座学と実技で学ぶ安全登山のための基礎講座 

開校式、座学「登山に必要な装備と使い方」 
                                    柏原 

 

■5月 8日（水）19：00～21：00  

■善通寺市民会館 

■講師：佐藤た 実行委員長：森山み（司会） 

委員：大井、音地ゆ、柏原、久保田と、平村、  

三木、三野、若宮  

受講生：北岡、中内、正田ほか会員外 10名  

 

 定刻に森山み実行委員長の進行で開校式が

滞りなく開催された。時間がないので、さっ

そく、佐藤た講師の座学「登山に必要な装備

と使い方」がスタートした。 

 開口一番、講師より「今回の受講生は、皆

さんお若いので・・・」との発言があった。

確かに、平均年齢 58 歳の我が会からすると、

若手と呼んでいる年代の人ばかりであった。

若い人たちの安全登山に対する関心の高さ

を身をもって感じる。 

 入念に準備されたスライドに沿って、登山

靴、ザック、服装などの装備の使い方が順に

講義された。受講生が、皆、熱心にメモをと

りつつ、聴講するので、自然と講師にも熱が

入っていた。私も新人会員のころ、同様の講

義を受けたが、爾来、装備に関する考え方が根本的に変化したといっても過言ではない。

今回、受講された安全登山に対する意識が高い方々にも、実にためになり、刺激的な内

容であったことと思う。 

 講義の中盤には、講師が実物の装備を手に取り、登山用品店での自分にあったものの

選ぶという実演があれば、受講生に実際にザックを背負ってもらって、体に合う合わな

いを判断する手順の解説があるなど、受講生の集中を途切らせない工夫が各所に織り交

ぜられていた。その実践的な指導に、応えるかのごとく受講生も真剣な眼差しを講師に

向けていた。 

終盤は、講師、実行委員、受講生との間で講義の内容に関する、活発な質疑応答がな

された。ここに、その一部始終を書き記すことはできないが、鋭い指摘もいくつかあり、



22 

 

そのやりとりには、運営側と受講生との熱意が形として現れていく過程を感じさせるも

のであった。 

 次回の実技に関するオリエンテーションの後、実行委員長による閉幕の挨拶で、第一

回登山教室が終了した。後日行われた実行委員会では、委員内では、概ね成功裏に終わ

ったという意見の一致をみた。しかし、反省すべき点がまったくなかったわけではなく、

受講生に違う資料を配布したこと、硬い講義になったことなどが今後の改善点として挙

げられた。私個人の感想としては、全体としてバタバタしたが、初回としては、緊張感

のあるよい座学ができたように思う。 

最後に、本講座を広く一般に公開する趣旨を述べておく。言うまでもなく、今も昔も、

登山界の抱える最大の悩みは、遭難事故である。いかに事故を減らし、安全登山を実現

するかが永遠の課題であることに異論をさしはさむ余地はなかろう。 

一方、近年の若い登山者の間では、SNS を用いた「ネット登山」なるものが広く行

われている。「どこそこの山に登るから行く人は駅に何時に集合」と、SNS に投稿する

だけで成立してしまうある意味便利な登山である。だが、そこに登山の知識や技術を教

えてくれるような学びの場や機会というものは存在するのだろうか。畢竟、書籍やネッ

トの情報が頼みの綱となるが、机上で技術を習得することは、そんなに甘いもんではな

く不可能に近い。ともすれば、ネット上の私的で責任のない情報には、誤ったものも含

まれるが、もし、そんなものを鵜呑みにするような登山者が増えたら、山で何が起こる

かは、容易に想像できよう。 

 善通寺山の会が、結成以来、会員に向け、間断なく行ってきた教育活動は、今や、遭

難事故が逓増する我が国の登山界に一石を投ずる段階にあるといえる。束縛を感じなが

らも組織に所属していれば、学びの場と機会は平等に与えられる。現在、つつがなく会

員たちが登山を Enjoy できるのは、長い期間、教育の恩恵に与った賜物である。その

ことを決して忘れてはならない。それは、近頃、隆盛の「ネット登山」に起因する遭難

事故に対抗する最も有効な手段が教育活動であることを正確に物語ってさえいよう。今

回の基礎講座が、受講者の安全登山に役立つことができるなら、会としてこれに勝る喜

びはない。 
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ワンポイント講座 

            マダニ 
柏原 

現在放映中の山 P主演の医療ドラマ『インハンド』にかわいらしいマダニが登場しま

すが、つい先日、私も県内でキチマダニに吸血され、生まれて初めて皮膚科で手術をし

ました。 

私が、はじめてマダニを間近にみたのは、学生時代の夏休みに一ノ倉で行った合宿の

最終日に登攀を終えて、一ノ倉沢の出合に下り、さあ帰るかなとひと息ついていたとき

でした。靴を脱いだ同期の靴下の上に黒いビー玉のようなものがびっしりとついていて、

皆ではがしてやるとブチュッと血がでるのですが、ヒルでもないし何なんだろうと思い

ました。気持ち悪いので、靴を脱いで各々確認すると彼とザイルをつないでいた後輩に

も同じビー玉がそれ以上についており、ゾッとしました。その後、その謎の生物にお目

にかかることが何度かありましたが、まさかでかいダニであるとは思ってもみませんで

した。たまたま、ユクスキュルの『生

物からみた世界』を読んで、あれは

マダニだったんだと確信し、以後、

夏山では、アブやヒルとともにダニ

にも血を吸われないように気をつ

ける習慣がつきました。 

最近では、マダニが SFTS（重症熱

性血小板減少症候群ウイルス）を媒

介することが、広く報道されていま

す。そこで、今回のワンポイント講座では、国立感染症研究所のデータを紹介しながら、

SFTSに焦点を絞り解説します。 

まず、表 1のとおり 2019 年現在、404 件の症例報告のうち、死亡例が 65 例となって

います。これは、有効なワクチンや

特効薬が存在しないため、致死率

16％と非常に高いもので、注目すべ

き数値です。 

続く、図 1からは、SFTSの発症時

期は、毎年 4 月から 8月にかけて多

いことがわかります。これは、春か

ら夏にかけて活発に活動し、秋に、

産卵を終え、成ダニが死滅するマダ

ニの生態と関係があります。 
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最後に図 2 ですが、地域別にみますと、SFTS は、西日本に発症例が多いということ

が読みとれます。このことから、

西日本の山に入山する際には、特

にマダニに吸血されないように、

長袖を着用するなどの対策を心が

ける必要があるといえます。 

 

 

 

 

＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊ 

2019 年度第２回運営委員会  ５月１６日（木） 

出席：阿部け、柏原、村上し、村上ま、三野、安井 （あいうえお順） 

 

■会員動向 

会員数 55 名（家族 8 名） 

■入退会 

なし 

■各部報告 

○事務局 

 ・新入会員・退会は共になし 

 ・7 月 26 日（金）18 時半から事務所前庭でバーベキュー大会を開きます。たく 

さんの人に参加、協力をお願いしたい。 

○会報部 

 特になし 

○山行部 

 ・会長提案について検討 

 ・ゴールデンウィーク中の山行（堂が森～平家平）中に遭難騒ぎあり。 

  笹ヶ峰の小屋にて、夜中に小屋の主人が来て、宿泊予定の関東の男女二名のパー 

ティーが疲れて来られないらしいので見に行ってもらえないかとの事。見に行 

ってみたが、頂上に見当たらないので小屋に戻ると、動けないので南の斜面でビバ

ークすると連絡が入っていた。夜明けまで待って探しに行き、南の斜面で出合い、

一緒に下の林道まで下った。女性の方が手首を骨折しており、処置をしてあげ、迎

えの中村車で駅まで送った。 

  ・また、その山行中に参加者の一名が石鎚山弥山の下りで転倒したが、無傷だった。 

  ・10 月 6 日（日）ブラッシュ岩トレ 

  ・6 月 21 日（金）年間ＣＬにリーダーの役割などを説明 

  ・6 月 5 日（水）承認者会議 
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  ・6 月 16 日（日）市民会館にて救助隊の出前講習。内容は初期対応、応急処置 

■各実行委員会の進捗状況 

①自然保護 

 ・労山の自然保護講座があり、県連で何人か募っていく予定。 

・5 月 15 日（水）県連拡大三役会議。善通寺からは 5 名出席。現在県連全体で 

253 名。 

  ・讃岐トレイルの件。 

②組織拡大実行委員会 

  ・5 月 20 日（月）に拡大実行委員会があり、20 時から県連メディア委員会の阿部 

県連会長による勉強会を持ちますので多くの人に出席して欲しい。 

  ・拡大山行の保険手続きを誰か手伝って欲しい。＝＝拡大の中で会計係を一人作って

はという意見。 

  ・プリンター購入希望あり。 

 ③enjoy 登山学校 

  ・5 月 26 日（日）の登山教室（城山～猫山）は受講生 15 名、会員 5 名参加。 

  ・委員長は森山み 

■前回の会長提案（山行部、教育部、拡大実行委員会の分離・統合案）に関する意見 

交換 

＊ 詳しくは運営委員会議事録参照の事。 

 ＊次回は 6 月 20 日（木） 

 

事務局からのお知らせ 

 

＊会員の動向 

会員 55 月名（内家族会員 8 名） 

＊5 月月例会の報告 

5 月 9 日(木)善通寺市民会館 

参加者 23 名 

ワンポイント講座 マダニ 柏原ひ 

5 月の連休もあり、たくさんの山行がありました。 

「西赤石」と「寒風山」の山行報告は 6 月例会でお願いします。 

 

＊6 月例会は 6 日（第一木曜日）19 時 30 分～ 

善通寺市民会館 2 階中会議室です。 

＊スライド枚数のお願い 

日帰り山行はスライド 10～15 枚でお願いします。 

＊会費まだの方は森山み までよろしくお願いします。 

＊夏のビヤーガーデンを開催します。 
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7 月 26 日(水)18 時 30 分～ 

善通寺山の会事務所横の駐車場 

費用 2000 円位 差し入れ大歓迎 キャンプ用のいすを持っている方はご持参ください。 

 

＊＊＊県連ニュース＊＊＊ 

 

2019年 5月 15日（水）  19:00～21:00 

第 3回（拡大）理事会開催   於：善通寺市民会館 

県連 阿部会長、市原理事長をはじめ各県連理事、各会から会長、事務局長又は運

営委員長、組織部長又は会員拡大委員長が参加。合計約 20名。 

   

■2019年度の主な実施項目 

 ①300名会員拡大 

 ②登山の普及と技術の向上 

 ③遭難防止対策 

 ④自然保護 

 ⑤女性交流 

 ⑥讃岐山脈ロングトレイル構想の実現 

■300名会員拡大 

 ○各会総会での議論・決定内容と具体的な手立て 

 ○仲間づくり この間の特徴的な取り組みや入会状況  

   ①さぬき山歩会  楽しい雰囲気のＨＰ ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ 若い会員の連続入会 

   ②塩飽山の会   スポーツやろうよ！への登録からの連続入会  

   ③あけぼの山の会  多様な活動で地域の愛好者の信頼 8 名の連続入会 

 ○「拡大運動定石」を各会で真正面から具体化する 

■各専門部からの報告 

 ○メディア委員会  5月 20日（月）に善通寺で開催予定 

 ○讃岐山脈ロングトレイル 5月 22日(水)高松で開催 

■行事予定 

 ○5月 18 日～19日 四国ブロック交流（徳島県ファガスの森）22名参加予定 

  内 善通寺から 4名参加 

 ○6月 2日（日）第 46 回各会一斉清掃登山  

 ○6月 23 日（日）四国ブロック遭難対策講習会 10:00～15:00 

   高知市中央公民館（かるぽーと 11F） 

 ○7月 6日～7日 第 22回労山自然保護講座 

   徳島県 神山温泉ホテル四季の里会議室 

   講演会：天神丸風力発電について 

   登山：高城山 
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Ｅｎｊｏｙ 登山教室 第２回実行委員会報告      ２０１９年５月２２日（水） 

 

佐藤た、平村、久保田と、久保田ゆ、三木、若宮、真鍋、音地ゆ、三野、柏原 

 

1. 開校式出席者１４名（受講者） 

・書記→平村 

・受付→森山・三木 

・写真→柏原 

 

2. 前回登山教室の反省 

・皆熱心に受講していた。 

・雰囲気が少し硬かった。 

 

3. ５月の実技（猫山、城山）参加人数 

 ・受講者：１１名   サポート：５名   計１０名 

  

4. 次回座学 ６月１２日（水） 

 ・スタッフ７名参加予定 

 ・準備物 

   ＊プロジェクター・パソコン・名札→森山みが担当 

   ＊山行計画書→若宮が担当 

 

5. ６月実技（寒風山）について 

・サポート７名 

・５月２６日の実技（猫山）の時に、寒風山の参加確認をする。 

・猫山の欠席者については、担当者が５月３１日までに参加確認をしてＣＬの若宮に

連絡する。 

 ・計画書は６月の座学の時に配布する。欠席者には郵送する。 

 ・寒風山準備会は６月７日（金）、バスが使えたら使う。 

 

※次回の実行委員会日程 ６月２６日（水） 
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会 報 部 だ よ り 

会報掲載の原稿の書式について 

 

○ 会報掲載の原稿は、パソコン等で書かれる場合は、会報採用の書式で作成下さ

いますようお願いいたします。 

《案内・報告・記録》 

・用紙  A４版 

・余白  表題の上２５ｍｍ 下２０ｍｍ 左右 ３０ｍｍ 

・表題  明朝体 太字 ２０ポイント 外枠を入れる 

・本文  明朝体 １１ポイント 

表題と本文の間 １１ポイントで１行空ける 

コ－スタイム  １１ポイント 外枠を入れる 

コ－スタイムと記録文の間  １１ポイントで１行空ける 

記録文の書き方の順序  表題→日程→場所→目的→参加者→費用→ 

     《コースタイム→記録文（２日以上の場合繰り返し）》 

*できるだけ概念図も入れる 

 

✯ 原稿の提出は早めにお願いいたします。 

✯ 提出先は、メールでの原稿依頼に記載しています。 

 

編集後記 

 ５月の中旬、詫間のフラワーパーク浦島に行き、大変綺麗だったので写真を撮って来

ました。皆様も一度行かれたらいかがですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

表紙の言葉 

堂が森~笹ヶ峰へのひとこまです。本文中にもあり。 

快適な歩きですね。 
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1 土 1 月

2 日 大麻山クリーンハイク 2 火 会報部会印刷

3 月 3 水

4 火 会報部会印刷 4 木 例会

5 水 5 金 個人・知床硫黄島

6 木 例会 6 土 岩トレ

7 金 7 日 拡大・三嶺

8 土 岩トレ 8 月

9 日 拡大・黒笠山 9 火 事務局会議

10 月 10 水 登山教室座学

11 火 事務局会議 11 木

12 水 登山教室座学 12 金

13 木 13 土

14 金 14 日

15 土 15 月

16 日 応急処置 16 火

17 月 17 水

18 火 個人・ヨーロッパアルプス 18 木 運営委員会

19 水 19 金

20 木 運営委員会 20 土

21 金 21 日 原稿締切　登山教室・塔の丸

22 土 22 月

23 日 登山教室・寒風山 23 火

24 月 24 水

25 火 25 木

26 水 26 金

27 木 27 土

28 金 28 日 定例沢

29 土 救助隊トレーニング沢 29 月

30 日 原稿締切 30 火 会報部会印刷

31 水

◆月会費：１，１００円◆申し込み・問い合わせ先　☎(0877)22-0036  　佐藤

◆山の会ブログ　　　　　　　http://bｌogs.yahoo.co.jp/zyamanokai

◆山の会ホームページ　　http://ｚ-yamanokai.kwaf.jp
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