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春夏秋冬

登山での体力と登山知識
久保田幸江
今年５月のＧＷ山行、３泊４日のテント泊の縦走に久々に参加しました。日頃の体力
トレーニングは皆無、前回大型ザックを背負ったのはいつなのか思い出せない程の私が、
参加したい、でもトレーニング…、でも久しぶりに行きたい…、を繰り返し最終決意し
たのは１か月程前だったように思います。焼け石に水のようなトレーニングをし、ちょ
っとやったという僅かな自信を持ち、なんとかなる、という甘い言葉を自分にかけ、縦
走当日を迎えました。日帰り組の方には、ありがたいことに別れるところまで荷物を持
ってもらえて体力も温存できたはずでしたが、想像していたより早く体力は消耗し、Ｓ
Ｌを預かりトップを歩く私のスピードが出ず、毎日タイムスケジュールを押すことにな
り、２日目になると共同装備も減らしてもらいなんとか頑張れる状態。私よりずっと年
上の大先輩に荷物を持ってもらうという、なんとも情けないことになりました。
これは日頃のトレーニング不足の結果であり、反省。それでも行動を共にした仲間の
おかげで、体力トレーニングが不十分な私が４日間の縦走ができ、山の会の仲間はあり
がたいと感じた山行でした。これが単独山行であれば確実に達成できていません。
この縦走の最終日、遠方より四国に来ていた登山者の道迷いに遭遇しました。３人パ
ーティーで来ていたグループのリーダー自身が体力消耗し歩くのが遅くなったため、同
行の２名を先行させて宿泊予定の有人小屋まで先に行くように促し、その２名が暗くな
っても小屋にたどり着けず、近くの山頂まできているが、小屋のある下山方向が分から
ず、小屋の人に助けを求めてきましたが、最終的には全く反対の方向に下山してしまっ
た、というような状況でした。翌朝、道迷いの２名の後を追い無事が確認でき、またリ
ーダーの１名とも連絡が取れたことが確認できました。１つのパーティーがそのように
分かれて別行動になったことには驚きましたが、また、そのリーダーについてきたとい
う２名の方も地図もコンパスも持っておらず、標識頼りに歩いていたようです。もし、
地図とコンパスを持っていて使い方さえ知っていれば、暗くて周りの景色が見えなくて
も、山頂から小屋の方向は分かったはずです。この出来事から、登山は誰かについて行
くのではなく、自分で知識を持っていないといけない、と改めて考えさせられました。
自分の行きたい山は自分で計画、実行できるように教育してくれる善通寺山の会で学
べていることはとても恵まれています。また、今回の山行で４日間一緒に行動を共にし、
荷物を持ってくれた仲間、行きの日帰り組の仲間、帰りにお迎えに来てくれた仲間、安
全登山に力を入れてくれている山の会に感謝の縦走でした。今後、自分が安全に山歩き
するための体力トレーニングをし、また、山の知識も習得していきたいと思います。
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定例山行案内

岩登りトレーニングの案内
■日

程

2019 年 8 月 4 日（日） 8 時より

■場

所

大屋冨（坂出市）

■C

L

森山み

■持ち物

ハーネス

ヘルメット

クライミングシューズ

昼食

飲み物など

参加される方はメールにて再度案内しますので返信されるか森山みまで連絡下さい

※場所や持ち物がわからない人はお知らせください。
岩と触れ合って、岩に親しみましょう
定例山行案内

岩トレ－６
■日 程 ：

2019 年 9 月 7 日（土） 8:00～15：00

■場 所 ： 大屋富の岩場（坂出市） 8：00 現地集合
■Ｃ Ｌ ： 佐藤（直）
参加希望者は、9 月 4 日（水）までに佐藤（直）へご連絡ください。
リーダー養成講座

読 図
山登りでの遭難の原因で一番多いのは道迷いです。地図とコンパスを使うのは、特別
な山登りをする人だけが対象ではないのです。道に迷わないために、安全に歩き危険を
回避するために、遭難しないために読図は登山者の重要な知識です。
じっくり読図をしながら山歩きを楽しみましょう。
■日 程

２０１９年９月８日（日）

■場 所

阿讃山脈の予定

■目 的

地図とコンパスを使い
こなす

■Ｃ Ｌ

久保田幸江

■準備会

２０１９年８月２７日（火）
１９：３０～事務所にて
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Ｅｎｊｏｙ登山教室４

一ノ森～剣山～次郎笈
ＣＬ：平村栄一

■日程：２０１９年８月２５（日）
■場所：一ノ森～剣山～次郎笈
■目的：白馬岳登山に向けてトレーニング山行
■ＣＬ：平村栄一

定例山行案内

湯

桶 丸１３７２ｍ

■日

程

2019 年 9 月 15 日（日）

■場

所

徳島県

■目

的

奥深い湯桶丸にてツガやヒメシャラの原生林を楽しむ

■C

L

三倉

■準備会

8 月 26 日（月）１９：３０～

湯桶丸は那賀川最奥の山です。
なかなか行くことが困難な奥深い山だったのが、最近の林道網の発達によりアプローチ
がずいぶんと楽になり、登山道もよく整備されていて、比較的短時間で山頂に立てるように
なりました。
山頂からは天気が良いと、北は剣山系、南は千本山や魚梁瀬方面が一望できます。
登山道は夏でも人工林や天然林に覆われている為、比較的に歩きやすいです。

4

山行案内

L-危険個所の対応
記） 三野
1.

日

程：8/18（日）

2.

場

所：未定（日帰りで可能な簡単な場所）

3.

準備会：8/8(木)

4.

内容：一般の登山中に遭遇する（かもしれない）危険個所での対応方法を学ぶ。


19：30～

普段持っている８ｍｍロープ、スリング、カラビナの使い方を基本から学習し
ます。



フィックスロープの張り方、通過の仕方、回収の仕方。急斜面を補助ロープを
使って安全に降りる方法。ロープを使って簡単な引き上げをする方法などです。

山行案内

白馬岳（Enjoy 登山教室）の会員への案内
記） 三野
1.

日

程：9/20（金）夜～9/23（月）

2.

場

所：白馬岳（猿倉～白馬岳～栂池（未定））

3.

準備会：8/28(水)
※準備会は 8/28 にしますが、バスと山小屋の手配が必要なので、参加希望の方は早
めに連絡をください。

※Enjoy 登山教室では、毎月座学と実技を行って、目標の白馬岳登頂を目指しています。
貸し切りバスを利用して信州方面に登りに行く貴重な機会なので、今回は会員の皆様も
一緒にいかがでしょうか。
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栂海新道

個人山行案内

中村ム

栂海新道

白馬岳から北に日本海まで下り海

水浴も可能というルート。中村ムは 25 年ほど
前に経験あり。現在までのところ久光氏大平氏
が参加予定。他会の参加者もありうる。避難小
屋泊自炊予定ですが,テントを持つ可能性もあ
り,テント縦走並みの体力は必要。後半は低山
で,暑さとの闘い。しかし時期が遅いと朝日小
屋営業期間と積雪が問題。大雪渓もあるしアイ
ゼン必要か。一旦定例山行年間計画に採用され
かけたのち,個人山行に変更されたと解釈して
います。
Enjoy 登山教室白馬岳行きに便乗できる場合
9/20 金晩出発=バスなど＝9/21 土 八方白
馬猿倉→白馬尻→白馬山荘泊メシ付き
9/22 日 白馬山荘→朝日岳朝日小屋泊メシ付
9/23 月 秋分の日 朝日小屋→犬が岳栂海避
難小屋泊 自炊要寝袋
9/24 火 平日 栂海避難小屋→親不知 1651 1801++JR++善通寺坂出

Enjoy 登山教室白馬岳に便乗できない場合 車の運転のため帰り 1 日余分に必要。
9/20 金晩出発=バスなど=9/21 土 八方白馬猿倉→白馬尻→白馬山荘泊メシ付
9/22 日 白馬山荘→朝日岳朝日小屋泊メシ付
9/23 月 秋分 朝日小屋→犬が岳栂海避難小屋泊 自炊要寝袋
9/24 火 平日 栂海避難小屋→親不知 1514 1941++糸魚川++白馬=どこか 泊
9/25 水 平日 ＝善通寺
糸魚川 617=バス=752 蓮華温泉→朝日小屋に直接行くと 1 日短縮できる
もう少し涼しくなってからも可能。秋季最終日程案 10/11 金-10/16 朝日小屋営業
期限による。
準備会 9/06 金

それ以前に Enjoy との連携と人数確定必要。
中村ムに早めに連絡を。
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個人山行案内

木曽御嶽山
中村ム

噴火は落ち着いているようです。今年 GW に久光氏と個人山行で,ワカンラッセル∔吹雪
のため 2750m で引き返したル-トのリベンジ。

金曜晩+土日で可能。剣が峰は 10/16 まで登頂可。
案 10/11 金晩発=10/12 土 濁河温泉小坂登山口→飛騨頂上剣が峰往復五の池小屋泊
10/13 日 五の池小屋→濁河温泉=善通寺
もう少し早い時期もありうる。

準備会 9/06 金
希望者は 中村ムに連絡を
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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

10

日

定例山行・ハイキング・教育山行名

CL 予定者

6

Enjoy 登山教室－6（五岳山）

森山み

19

岩トレ-7

三野

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

3

拡大-8(三瓶山)

中村れ

9

岩トレ-8

久保田ゆ

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

30~12/1

L 総合力

佐藤た

7

納山祭

事務局

14

岩トレ-9

中村む

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

12

拡大-10(箸蔵街道)

塚田

18

岩トレ-10

柏原

25~26

三嶺~天狗塚

森山み

8

岩トレ-11

若宮

9

拡大-11(大神山神社周辺)

平村

29~3/1

L 雪山

佐藤た

11

12

1

2
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定例山行

三 嶺
記録

大平

■日 程 令和元年７月７日
■場 所 三好市東祖谷名頃
■目 的 三嶺の自然に親しむ。コメツツジを愛でる。
■参加者 ＣＬ：久光 ＳＬ：大井
会計：中内 記録：大平

装備：村上ま
中村む 黒淵き

会員外：堂崎 吉崎 升形 土屋 倉富
■費 用 距離：193km×24×４

写真：黒淵た

医務：三倉

阿部け 正田
村上

一人 1090 円

コースタイム
山の会事務所５：１５＝＝７：４０名頃駐車場９：０５・・・ダケモミの丘
・・・１２：００三嶺頂上・・避難小屋１２：５０・・・ダケモミの丘・・・
１５：３０登山口

週間天気予報では雨のようで会員外のひとも多いし中止だなとおもい、観る映画も決
めていたのだが、幸か不幸か当日は予報がはずれ梅雨の晴れ間となった。本来の皐月晴
れというやつです。駐車場には結構車が多い。朝から日差しがきつい。登山口から稜線
の道を登る。以前と違って近頃はこの尾根道が一般登山道のようです。樹林帯なのでそ
れほど暑くない。登山口からの林道をよこぎり、ダケモミの丘を過ぎ、すこし行くと樹
林帯が終わり展望が開けてくる。大岩の下を通り急勾配を上がり頂稜に出ると一面の笹
原が現れ目の前に池、右手に避難小屋がみえる。コメツツジの群生の中、頂上をめざす。
山頂からの三百六十度の眺めはすばらしい。しばらくの間綺麗な景色を楽しみ避難小屋
でゆっくり休み、下山の途に就く。天気も良く想っていたほど暑くもないので気持ちよ
く下ることができた。久しぶりの夏の三嶺だがやはり良い山だ。人気があるのがよくわ
かる。
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組織拡大山行

三嶺山（1,893m）
感想

中内

山の会に入会後、五座目となる三嶺山は、四国で最も美しい山と言われている。山
行計画では「三嶺の自然に親しむ。コメツツジを愛でる」ということで、とても楽し
みにしていた。しかし時期は、梅雨の真っただ中、予報では、午前中曇り午後少々雨
ということで、多少不安を感じながらの出発となった。しかし名頃登山口に到着する
と、参加者の中に、晴れ男晴れ女が多くいたのか空は快晴、まず重い体を準備運動し
てからの出発。標高１６００ｍぐらいまでは、下草の無い樹林帯の中を淡々と登って
行き、途中シカ予防柵を横目にダケモミの丘を越え、高い樹木が減り始めると笹が増
え始め、さらに登って行くと比較的急なガレ場があり、こわごわと登って行った。無
事登りきると、右に小屋、左に三嶺山頂の別れ道に着き、池の横を通り山頂を目指し
た。途中でシカが走るのが見えた。
やっとの思いでたどり着いた山頂はすごい絶景であった。剣山、前回の拡大山行で
登った黒笠山、今度登山予定（エンジョイ登山入門）の塔の丸を見ることができ、目
的のコメツツジは、山体を包む笹原に点在し、その花は少しであったが、名前の通り
米粒大の白い可憐な花であった。決して派手さはないが、愛しく感じるように静かに
咲いていた。
リーダー曰く、この山は何回も登っているが、こんなにいい天気は初めてとのこ
と、参加者皆がとても素晴らし絶景に感動したようである。
今回の登山、CL,SL の適切な引率により、とても思い出深い山行となった。改めて
CL,SL をはじめ参加者全員にお礼と感謝を申し上げたい。これからも新しい山との出
会いを求めて、山行に参加したいと思っているところである。
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定例山行

Enjoy 登山教室

読図・

塔の丸

■日 程

2019 年 7 月 21 日（日）

■場 所

徳島県 三好市

■天 気

雨

■目 的

登山教室 第 3 回実技 「読図」

■参加者

CL：森山、講師：久保田ゆ・佐藤た・三野・久保田と（記録兼務）
装備・医務：平村、会計：若宮
受講生：13 名 合計＝20 名 バス利用（和光観光）

善通寺山の会事務所（発）5：00＝＝貞光ゆうゆう館＝＝
夫婦池駐車場（着）7：30（発）8：10…登山口 8：40…三角点 1579.4M 10：45…
折り返しのコル 11：20…登山口 13：00…夫婦池（着）13：05（発）13：20
＝＝貞光ゆうゆう館＝＝事務所着 16：00
注：登山教室の為、コースタイムは参考になりません。
4：45 スタッフ事務所集合、車を他場所へ移動させる。間もなく受講生が集まり出
して会の駐車場はいっぱいになる。前回の実技では善通寺市役所の駐車場を利用させ
てもらったが、6 時にならないと開門しないという事で事務所に置く事になった。
バスに乗り込み出発、貞光ゆうゆう館で休憩、そして受講生を 1 名ピックアップし
合計 20 名で夫婦池の駐車場を目指す。台風は過ぎたものの、湿った空気の影響か葛籠
を過ぎたあたりからバスのフロントガラスに水滴がつくようになる。夫婦池の駐車場
でバスを降りると弱い雨が降っていた。全員カッパの上下を着てのスタートとなる。
駐車場でストレッチをしてから４班に分かれて地図を正置し池の方向、建物の方向、
そして現在位置を確認する。そしてコンパスで進行方向を定めて登山口へと進んだ。
初めての事でコンパスの操作に戸惑っていた受講生も、何回か繰り返すうちにスムー
ズに出来る様になってきた。
車道のカーブが地形図と合っているか確認しながら登山口に・・ここでもう一度コ
ンパスで進行方向を確認し山道に入る。樹林帯に入ると雨も気にならずむしろしっと
りとした緑がきれいだった。稜線まではトラバース道、進行方向に対して傾斜の向き
を確かめたり、道がカーブして初めに合わせたコンパスの向きとずれてくる事、地形
図の谷やコルはどこか確認して稜線まででた。稜線に出て樹林帯が切れるとさえぎる
物がなくなり本降りとなった雨や谷から吹き上げてくる風が強く、受講生には 1500M
を超える山の悪天候がどうゆうものかを少し体験する形になった。このまま読図を続
けることが困難になり、受講生の安全も考えて、初めての三角点から下ったコルで引
き返す事にした。
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このような山行でも受講生の顔は明るく元気で、美しい笹原の稜線を鹿の群れが横切
る光景に歓声をあげたりして、天気の良い日にリベンジしたいと言う方が多かった。
途中ツエルトを出して体験したりもした。
下山も樹林帯に入り雨風が落ち着くと読図山行を再開し、駐車場につくまで実技を
続けた。
「座学と実技で学ぶ安全登山のための基礎講座」座学報告

第 3 回「地図の読み方とコンパスの使い方」
柏原
■7 月 10 日（水）19：00～21：00
■善通寺市民会館 2F 中会議室
■講師：久保田ゆ
実行委員長：森山み
委員：大井、音地ゆ、柏原、久保田と
佐藤た、平村、三木、三野、若宮
受講生：中内、正田、横田ほか会員外
11 名
去る 7 月 10 日の水曜日に、久保田ゆ講師による Enjoy 登山第 3 回座学「地図の読み
方とコンパスの使い方」講義が、善通寺市民会館 2F 中会議室で行われた。
今回は、前半 30 分でスライド解説、後半 45 分で受講者を 3～4 人で構成される 4 つ
の班に分け、各テーブルに委員をつけ個別に指導する演習の形式をとった。練習問題
は、4 問あり、それぞれ制限時間を設け、答え合わせを問題ごとに行った。久保田ゆ
講師は、常に各テーブルを回り、委員による指導のフォローを適確に行っていた。
初の講義スタイルで、いくばくかの不安
がなかったわけではないが、講師と委員の
連携により期待を裏切らない刺激的な講義
となり、大盛況に終わることができた。
講義は、まず、なぜ山に地図とコンパス
を持っていかなければならないのかという
問いから始まった。山にも車が走る道路の
ように登山道や標識があるではないかと。
道路や標識が整備された下界ですら交通事故は絶えない。その多くは、不注意や道
交法違反といったヒューマンエラーである。登山に地図とコンパスを持っていかない
ことは、無免許運転をすることに等しく、自殺行為である。2017 年の事故原因のトッ
プは、道迷いで全体の 40％を占める。安全登山には、読図の学習は避けて通れない。
では、科学技術が発達した現代の登山において、地図とコンパスの代わりに GPS や
12

スマホはダメなのであろうか。GPS やスマホの画面では、広範囲をパッと見ることが
できない。拡大・縮小機能はあるものの、効率が悪いうえに画面が小さいので見にく
い。また、地図・コンパスよりも重く嵩張るうえに、落としたり、雨に濡れると壊
れ、ちょっとした暑さや寒
さで動かなくなる。はたま
た、電池、バッテリー切
れ、故障にいつ見舞われる
かを予測することは登山者
にはできない。
以上のことから、登山に
おける地図とコンパスの優
位性が証明されたが、さら
に、問いは、山に同行する
誰かがそれを持っていたらいらないんじゃないかということに移った。
山は過酷なので、一方が遭難して別行動をせざるをえない状況に陥ることもある。そ
ういった場合、自分の身は自分で守るということが原則で、自分の装備と読図力を用
いて困難に対処しなければならない。しかし、それは、地図とコンパスの使い方が分
かっていればの話である。単に、地図とコンパスを持っていればいいということでは
なくて、使い方が分からなければ持っていても意味はないのである。
これらの問題意識に応える形で、講義は、進行した。限られた紙面なので、その一
部始終を記すことはできないが、エアリアなどの登山地図と地形図の比較では、それ
ぞれの特徴（利点）と難点をポイントで分かりやすく解説し、基本的に登山でははっ
きりと等高線が分かることに分がある地形図を持っていくことを推奨し、等高線の読
み方の解説では、標高やコースのアップダウン、地形が読み取れること、見慣れてく
ると、それ以外にも等高線からいろいろな情報が得られることが強調された。
技術的には、地形図を買ったら、磁針方位は西偏約 7°00′等の記述に則り、磁北
線を引いてコンパスと方位を一致させるが、分度器を使って引いてもズレるので、正
確さを追及するために受講生に配布した資料に磁北線の引き方の表を添付して解説し
たり、パソコンに磁北線をつけて地形図を印刷する方法などを紹介したりした。
プレートコンパスの名称と役割の指導では、リングとプレートの矢印の役割や、コ
ンパスを使う際の注意点を解説し、地図の正置や目的の山（進行方向）をどうやって
プレートの矢印で示すかなどを実演した。さっそく、班ごとに演習形式で実践してみ
たが、初挑戦では難しいポイントもあるため受講生には、いくつかミスが見受けられ
た。たまたま、私が気づいたので指導したが、できるようになるととてもうれしそう
な笑顔をみせてくれたのでこちらもうれしくなった。
地図とコンパスを用い、善通寺市民会館からお大師さんの裏にある香色山の方向を
指す課題であったが、それができると応用編で自分で鶴ヶ峰の方向を指す受講生がい
るなど、参加者はほんとうに山が好きなんだなあと実感した。
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個人山行

イタリア ドロミテ～ベニス周遊

世界遺産

トレ・チーメ トレッキング
記録 大西・田中

■日 程：令和元年 6 月 18 日～6 月 26 日の旅行の内
6/20 ドライブ観光＆6/21 トレ・チーメの報告（大西）
■場 所：イタリア ドロミテ
■目 的：海外の山を楽しむ
■参加者：ＣＬ/中村れ ＳＬ/田中み・大西（トレ・チーメのみ） 写真/田中み
医務/池田

記録/田中み・大西 会計/江戸（会員外）田中し（会員外）

■費用：全行程の費用 一人約 276,676 円 ①+②+③の合計
①サイクルツアー旅行代金一人 227,800 円 ②Wi-Fi 代一人 1,876 円
③他：一人約 47,000 円（合計

2287.1 一人 382 ユーロ）

（詳細：食事 9 回 1347 チップ 212 乗り物 553.1

税金他 175 単位：ユーロ）

■コースタイム 6 月 18 日～6 月 21 日まで
18 日高松 17:40～✈～18:55 羽田 00:1～✈カタール航空（所要時間 12 時間）～19 日
6:00 ドーハ（東京から時差 -6 時間）8:05～✈～13:20 ヴェネチア（ドーハから時差
-1 時間）14:30～🚘～15:42 ホテル…夕食と観光…20 日ドロミテドライブ・ホテル
9:00～🚘～ジアウ峠～🚘～11:16 ポルドイ峠～昼食～15:11 フネス谷～17:20 ホテル
フライト約 19 時間 30 分。待ち時間を入れると 2 日がかりでイタリア着。遠かった！

でも、疲れはさほど感じなく、楽しむぞぉ～の気合が入る。
4 連泊するアンティックなホテル・ビクトリアにチェックイン後、歩行者天国の街ブ
ラ～食事はピザ屋。一皿の量が多くて食べきれなかったことも思い出になった。
到着 2 日目はガイドさんの案内でタクシー終
日ドロミテ観光。空は青く気分も快晴で車内は
笑顔に～ジアウ峠でグラセ峰を眺める。
次はポルドイ峠からロープウエイに乗り雪の
ピッツ・ポエ（3152m）を眺め、雪道を歩く。

ピッツ・ポエで、はしゃいだ後は、ドロ
ミテで一番高いセッラ峠(2240m)からサッソ
ルンゴ（3179m）の岩山を眺め、そして、や
っと嬉しいランチです。

ガイドさんがイタリア語で前菜から
デザートまで注文して下さる。見た目も
美しく、全て美味しく頂いた。
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今日最後の観光は、車でしか行けないフネス谷。
岩山背景に素朴な風景は魅力でした。観光客は私達の
み！とてもいい一時を過ごせました。ベンチがあるの
で今回好評の後ろ姿撮影（Ｅさんの影響）
ガイドさんから「こんなに笑いの絶えないパーティ
は初めてです」のお言葉。静かなフネス谷に私たちの
声は教会まで届いたかも～

21 日ホテル 8:00～🚘～トレチーメ・アウロンツォ小屋 8:48…一周トレッキング…
12:30 アウロンツォ小屋～昼食～バスでミズリーナ湖 14:46…散策…17:10 ミズリーナ湖

～18:00 ホテル着 田中夫妻：ロカテッリ小屋往復～15:55 ミズリーナ湖で合流
バスでアウロンツォ小屋の予定が、ガイド
さんのアドバイスでタクシーに変更。時間短
縮になった。今日も青空、最高の出発である。
歩き始めから雄大な風景に圧倒される。
登山口のアウロンツォ小屋から平坦な山
道を 30 分ほど歩くと、ラヴァレード小屋に
着く。その場所からトレ・チーメ背景に記念
撮影。田中さんご夫妻とここでお別れし自由
トレキングです。4 名はトレ・チーメ一周コ
ースに進んだ。垂直の岩山トレ・チーメの主
峰は間近で眺めると大絶景。そこからは、360
度はるか彼方まで岩山の光景が広がってい
る。右側を見上げると豆粒のような小さな岩
歩きの登山者がいる。目の前では自転車で周
回の若者。背丈以上の雪の壁を私たちは触り
ながら歩く。ロカテッリ小屋には寄らず周回コースに下る。軽装の登山者も多い。小高
い所に座って風景を眺めたり、池近くの山小屋では椅子に座って寛いでいる方多数。チ
ビッ子にも出会う。私たちはいつものように時間を気にしながら歩く。それでも時折足
を止め撮影を楽しんだ。お蔭で一周 5 時間予定が、4 時間弱でトレッキングを終えた。
トレ・チーメは、全ての人がそれぞれ楽しめる別世界の山だった。
帰りはバス。ミズリーナ湖で下車し、ぐるっと散策。その為帰りのバスの便が合わず
待っていると、先に帰っていると思った田中さんご
夫妻がバスから降りて来られ奇跡の合流になった。
ラヴァレード小屋で別れた後、私達が寄らなかった
ロカッテリ小屋（閉まっていたよう）まで歩かれたと
のこと。岩の主峰、同じ光景を眺めたようです。夕食
はワインで乾杯～今日も無事一日が終わった。
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コースタイム 6 月 22 日～6 月 26 日

田中記

6/22 （土）曇り雨
ホテル 9:00 発…コルティーナ・ダンペッツォ発
ブライエス湖行バス乗り場 11:10
12:20 ブライエス湖一周 14:00
15:25 ドッピアーコ駅前 16:15 発

10:10 ドッピアーコ駅前着 10:50…

ブライエス湖 11:30 昼食
ブライエス湖発 14:31

ドッピアーコ教会前 15:06

コルティーナ・ダンペッツォ着 17:00

天気予報は雨という事で予定のトファーナをカットしてブライエス湖だけを楽しむ
事にする。9:00 にホテルを出て 9:29 発のバスに乗る予定だったがコルチナのバス乗り
場には時刻表の掲示がない！ここでは乗れないのかと思う。前日ドッピアーコ行のチケ
ットを買おうとしてもチケット売り場の叔母さんは不親切で要領をえなかった。ガイド
の鈴木さんがホテルへ送ってくれた時刻表だけが頼りだったのだが・・
不安な気持ちでバスを待っているとドッピアーコ方面に行く日本人のご夫婦に会い
間違いなくここから 10:10 発のバスが出る事がわかりホッとする。ブライエス湖への乗
り換えの要領もこのご夫妻から聞いて助かった。
バス会社がドロミテバスと SAD バスがありここ
はドロミテバスの時刻表しか掲示されていなかっ
た。信じられない！ドッピアーコ駅前で下車して
ブライエス湖行のバスへの乗り換えは時間のない
宝探しのようだった。Mrs.Edo が駅から 10 分位先
のバス停を奇跡的に見つけて 2 分待ちで無事に乗
車出来る。ブライエス湖までのバス旅はヨーロッ
パの可愛い田舎町を駆け抜けステキだった。
ブライエス湖は思ったより大きい駐車場を持ち
大勢の観光客で賑わ
っていた。こちらのテレビドラマの撮影場所になったそう
で最近人気スポットとなったそうだ。
昼食をとり、雨のブライエス湖を半時計回りに散策す
る。湖の回りは高山植物の宝庫！でもこちらの人達は全然
花には興味なさそうで写真を嬉しそうに撮っているのは
私達だけだった。
雨なので早めに帰る。ドッピアーコ駅前の
乗り換えで又、コルチナ行のバスの表示がない！
駅構内に聞きに行っても人影がない！無人駅だった！
バスが来る度に「Will this bus go to Cortina?」を連発！
バスを待つドイツ人の叔母さんが見かねて
「待っていたらきっと来るから」と言ってくれたのを信じて待っていると 1 時間後にや
っと来た！やれやれ！「料金は後で」と運転手が言うのでそのまま乗車する。下車時に
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会計の Mrs.Edo が料金を払おうとすると顎で「Get out of the back！」と合図される
バスをおりて運転手に払おうとするとさっさとバスは行ってしまった！唖然！！
色々な所でバスのチケット売り場を聞いても「in bus!」と言われチケットを買え

なかったのに！！どうなっとん！運転手さんが面倒くさかったのかなぁ？？
6/23 (日) 快晴
ホテルビクトリア 8:25 発…トファーナゴンドラ乗り場 8:50…9:15 着
ファローリアゴンドラ乗り場発 9:30
ローリア展望台駅

ファローリア展望台駅 9:40…散策…10:50 ファ

1:00 途中駅下車…12:45 ホテル着 昼食 14:00 コルチナ発

🚘 ベニス着 15:55🚢ホテルケッテイ着 16:20
今日は半日のハイキング予定でここでは一番高いトファーナ(3244m)
へ行く予定だった。ゴンドラ乗り場まで地図とスマホのルート検索で歩いて行くが場所
が分からない。近くにいたイタリアおじさんに聞くと英語が分かるお姉さんを連れて来
てくれた。お姉さんの言うことには「ゴンドラのメンテナ
ンスで来シーズンまで営業していない」と・・・！ファロ
ーリア（2123m）に変更し乗り場へ移動する。ファローリ
アはシルベスター・スタローンの映画クリフハンガーのロ
ケ地。会計の Mrs.Edo はもう慣れたもので全員の片道チケ
ットを購入し展望台駅までゴンドラで行く。100 ユーロを
出したら偽札探査機にかけられていた。時間があまりないので、ロケのあった昔のゴン
ドラの駅跡まで行ってみる
コルチナの町や行けなかったトファーナやクリスタ
ッロ、遥にトレチーメが開けて見え素晴らしかった。少
しでも高い所へ行ってみようと山頂へのコルまでスキ
ーゲレンデの急な登りを上がる。増々景色が開けてい
く！お天気も良く最高だった。後で調べるとこのゲレン
デを登ると約 1 時間で山頂まで行けるみたいだった。時
間がないので下りのゴンドラで下り途中駅で下車して
コルチナの町までハイキングした。誰もいない森、沢山の高山の花、キリスト像、ゆっ
たりした緑の森の中の休憩は至福のひと時だった。
ホテルまでもどりゆっくり昼食をしてベネチアへ車で移動した。
ベネチアまで約 3 時間移動。ベネチアで専用車を降り水上タクシーでホテルに向か
う。素晴らしい水上都市に皆大興奮。夕食はスマホの経路案内を駆使してこの地の名物
を頂く。
6/25(火) 快晴
ホテル

ベニス空港✈カタール空港✈成田空港

17

東横イン成田泊

初日にお世話になったガイドさんのご厚意で午前中ベニス観光を案内してもらう。
念願のイタリアのチョット高級なレストランにも連れて行ってもらって大満足した。
このガイドさんは「こんなところに日本人」に出演依頼のきた相当面白い人だった！
イタリア人のご主人とジビエレストランを経営しつつガイドさんもやっている山形出
身の方！日本に帰国の際にはうどんツアーにご招待する約束をする。
午後専用ボートでベニス空港へドーハを経由して帰国した。
6/26(水) 曇り
東横イン成田

東京観光

羽田✈高松

本隊は 101 コースから 105 コースを左回りに田中チームは 101 コースを往復した。

膝を痛め仕事も忙しく山の会の山
行には参加出来なくなった私にとっ
て、思い切って長期の休みをとり、
気の置けない会の仲間と海外の山で
自然を楽しむ事が山の会に留まれる
理由の一つです。セレブなマダムではありませんから（笑）日々を頑張って稼ぎ又次回
行きたいです！！「安く楽しく安全に！！」みんなで頭を悩ませて作りあげていく善通
寺山の会の海外ハイキング！！次回は是非ご一緒しましょう！！
コルティーナ・ダンペッツォがミラノとの共催で 2026 年の冬季オリンピック会場に

なり楽しみが増えました！
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個人山行記録

羊蹄山
記録

正田

■日 程 令和元年 6 月 30 日（日）～7 月 3 日（水）
■場 所 北海道
■目 的 羊蹄山でご来光を見る
■参加者 CL：阿部

SL：北岡 記録会計：正田

年始の箸蔵街道山行最中に決まった北海道羊蹄山ツアー。北海道の天気予報が不安な
中梅雨入りの四国を旅立ち、いざ北海道へ！
岡山空港から飛行機に乗り、お昼には新千歳空港に到着。レンタカーで倶知安のペン
ションを目指す。途中お昼休憩に支笏湖に立ち寄った。しとしと霧雨が降る中、ホタテ
の塩ラーメンを食べながら明日の天気を心配する。信号のない山道を 2 時間ほど走り、
倶知安の町に着いた。スーパーでレーションを各々買い出しする。おにぎりやパンなど
買っていると、ある人のかごにビンが入っていた。アルプスの小屋泊ではないので、お
酒は自分で持ってあがらないといけない。またある人は、ワインを選んでいた。なんと
ワインを入れ替える用のプラティパス持参だとか。私は、今晩用と山用にとビールを購
入。（もちろんサッポロです）
登山口を確認してから、ペンションに到着。感じの良いオーナーが出迎えてくれた。
ペンションの外装もかわいいし、お部屋も洗面所もかわいいし、なんといっても夕食に
大満足。大盛りサラダに、マリネ、スープにグラタンにハンバーグ。本当に明日山に登
るのかというくらい食べた。食後はザックのパッキング確認。お互いのザックを背負い
ながら、いかに軽量にするのか、無駄なものはないか思案した。（お酒は必須）
登山当日、翌日に下山する真狩登山口にてガイドさんと合流し、比羅夫登山口に向か
った。なんとか雨は免れた。羊蹄山は１合目、２合目と標識があるとのこと。今日は 9
合目を少し過ぎた避難小屋を目指す。4 合目くらいまでは登山道がよくわかり、緑豊か
なジャングルのような風景が広がる。倶知安の町やスキー場を眺めながら、一合ずつ休
憩して登った。6 合目から 8 合目はぐいぐい登り、距離も長かった。7 合目あたりから
雨が降り出し、カッパを着る。9 合目に出ると視界が広がったが、雨、霧のため景色は
見えない。もやもやした中の 20 分ほど歩いて、避難小屋に到着。うっそうとした霧の
中から現れた小屋は少し幻想的だった。
13 時半に小屋に着き、濡れたカッパを干したり、雪解け水を汲みに行ったりした。板
場でマットと寝袋で寝るのは初めてなので、わくわくした。14 時には食事の準備がス
タート。ガイドさんがビールを６缶も持ってきてくれたので、乾杯。飲みながら、ガイ
ドさんの作るパエリア作りを見物。山の中での調理道具や工夫が大変参考になった。15
時には小屋晩餐が始まった。パエリヤとスープ、ワインにローストビーフ、本当にここ
は山小屋かと思うくらい贅沢した。1 週間交代の管理人さんがガイドさんのお知り合い
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で、かつ大変面白く、たくさん笑わせてもらっ
た。北海道の山の話やガイド事情など 19 時ま
で盛り上がった。
2 時過ぎに起床し、2 時半小屋出発。ご来光
を目指し、頂上に向かう。アルプスや富士山と
違って、他に登山客もいなく、暗闇を歩いてい
く。夜露にぬれた草木のきれいさに感動しつつ、
一生懸命歩く。外輪山にでると、風が本当に強
かった。日の出の時間にカメラを構えると、ガスか雲がみごとになくなり、日の出を見
ることができた。天気予報が悪かっただけに、ご来光が見られて本当によかった。そこ
から 15 分ほど歩いて、頂上に到着。北海道滞在一番のお天気で見渡す限りの雲海。雲
海を見渡しながら、頂くコーヒーは格別。この感動の景色をいつまでも眺めていたかっ
たが、小屋を目指し下山開始。2 時半に小屋を出て、6 時に小屋に戻った。なかなか長
い道のりだった。
朝食を済ませ、真狩登山口を目指す。雨が降ったりやんだり、カッパを着たり脱いだ
り、雪で倒れた木をまたぎながら、くぐりながら、雨でぬかるんだ道をおりていった。
疲れもあったが、なんとか 12 時過ぎに下山。またまたお天気に恵まれ、初めて羊蹄山
の全貌を見ることができた。
お世話になったガイドさんと別れ、温泉
で汗を流し、一同札幌へ向かう。夕方には
ホテルに到着し、ジンギスカンとサッポロ
で乾杯。最終日は、市場で海鮮丼、北海道
大学見物、空港で豚丼と大変満喫した。北
海道の 100 名山を登れたこと、おいしいも
のを食べたこと、旅先で出会った人たち、
なによりお酒大好きトリオで、心の底から
リフレッシュできた登山旅行になりまし
た。
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個人山行報告

知床硫黄山 1562.3m
松岡あ、つ
■日 程

2019 年 7 月

5～8 日（金～月）

■場 所

北海道 斜里町

■目 的

知床硫黄山の自然に親しむ。道東の自然を満喫する。

■参加者

3 名 CL・写真：松岡つ SL・会計・装備：音地よ 医務・記録：松

曇り

岡あ（会員外）
■費 用

レンタカー約 429ｋｍ（3263 円）
、ガイド料 17,000 円／人、その他

◆ 7 月 5 日（金）曇り

事務所 7：30＝＝高松空港 9:35→→→（羽田）→→→14：20 女満別空港＝＝＝16：00 斜
里町ウトロ 民宿（泊）
梅雨前線が南九州に大雨を降らす頃、女満別空港経由で夕方には斜里町に入った。途中の
A-COOP で、飲料水・行動食・朝食など購入。ウトロに入って、明日の待ち合わせ場所であ
る知床自然センターを下見した。
「知床温泉民宿 たんぽぽ」に宿泊し、夕食は民宿の隣に
ある海鮮処「番屋」で、海鮮丼 2750 円、なめたカレイの定食 1500 円などをいただいた。
温泉のお湯は黒っぽく濁って、舐めると少し塩辛かった。雨が降りだしたが、天気予報を確
認、21:30 就寝。
◆ 7 月 6 日(土) 濃霧～曇り
3：30 起床、朝食＝＝知床自然センターP5：00 ガイド合流＝＝5：40 カムイワッカ湯の滝
……6：00 硫黄山登山口……7：00 旧硫黄採掘地……7：50 新噴火口上部……9：20 硫黄川
（沢終点）…（雪渓）…11：30 稜線……12：11 山頂……14：35 沢終点……15：45 新噴火
口上部……17：00 旧硫黄採掘地……17：35 登山口……18：00 カムイワッカ湯の滝＝＝18：
30 知床自然センターP＝＝18：50 民宿（泊）
起床、
部屋で朝食、
宿泊者は登山客が多いようで、
縦走組らしい大きなザックも見かけた。
知床自然センター駐車場で、ガイド「知床倶楽部」石田氏と合流。ガイド車でカムイワッカ
湯の滝手前にある登山者用駐車場に駐車。（一般車が入れるのはここまでで、夏休み時期は
通行制限がかかり、8：00 台始発のシャトルバスしか通れ
ないので、硫黄山への登山はテント泊のみとなる）
北海道の日の出は早い（6 日ウトロは 3：42）
。濃霧の中
でも早朝からカムイワッカ湯の滝への観光客がいる。湯の
滝は霧ではっきりと見えず。20 分ほど林道を歩くのだが、
エゾシカの群れに遭遇する。6：00 登山口の標識から、霧
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の露いっぱいの林床を徐々に高度を上げてい
く。ゴゼンタチバナ、シラタマノキなど、早速
珍しい植物が出迎えてくれる。
硫黄山は 1936 年に中腹から水蒸気噴火を起
こし大量の溶融硫黄を海にまで流し込んだ。旧
硫黄採掘地は戦前、火薬を製造するのに欠かせ
ない硫黄を採るために、朝鮮から強制的に連れ
てこられた労働者が働かされ、収容されていた
建物があった場所である。土台の石組みが残る。
硫黄は採掘されつくした。そのあと、硫黄臭が漂う岩場を歩く。大きなアオダイショウの抜
け殻があった。地熱があるため生息しやすい環境らしい。
火山の噴出物である大きな岩は、高さがあって足が届かず膝も使う。1 号火口（新噴火
口？）付近を経由、登山道沿いにも黄色い硫黄が噴出した跡があり、穴が開いているところ
は有毒ガスが噴き出しており、手を入れると温度が高い。生卵を置いて登って下山時に温泉
卵・・・なんてことを言えるのも今のうち（笑）
。
新噴火口最上部でカッパ装着、これは霧の水分で体が濡れるのを防ぐため。ハイマツ樹林
帯はトンネルになっていて、しっかりした枝
を持っては、倒木やハイマツの根、岩をよじ
登りながら歩く。全身、濡れた。沢に下る直
前で「↑至硫黄山」の道標を初めて確認した。
下りはまさかの激下り、枝とお尻使いでしの
いだ。谷側切り立ったようなトラバース道も
あった。
突然、前が開けた。硫黄川に到着、下流側
には数本のロープが張られており、これより
下流に行ってしまうと滝がいくつもあって
危険だそうだ。石田氏はガイド仲間から、沢の雪渓は断続的に融けているとの情報を得てい
た。硫黄川の上流を見ると大きな岩がゴロゴロしており、正直、途方に暮れた。実はこの時
点ですでに予定タイムを過ぎており、3 時間以上歩いていた。
小休憩後、気合を入れ直し、滑らない
ように注意しながら、慎重に上る。雪の
下から現れた岩肌にエゾコザクラがあ
ちこちにピンクの可愛らしい花を咲か
せ、私達を励ましてくれる。ところどこ
ろに残る雪渓、柔らかい雪質なのでア
イゼンは着用せず登っていく。考えて
みれば、岩をよじ登るとか、ハイマツの
トンネルに難儀するより、雪渓の方が
歩きやすい。それゆえ、登山道は沢とさ
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れたようだ。
時々、雪渓を高巻きしながら、いつしか標
高は 1200ｍ付近。噴火熱により白色変質化
した石もあるガレ場。東側尾根にかかる雲
は時折晴れ間が見えだした。
石田氏が右手にシレトコスミレを発見。
数分、撮影タイム。他に北海道固有種のメア
カンキンバイやメアカンフスマなど。ガレ
場をゆるやかに南～南西方向へ右折。
（左手
に降りると遭難者多数のウブシノッタ川で
迷わないように簡易なロープが張られている）
ザックを置いて、ストック・水のみで溶岩ドームの岩場をよじ登る。きついが、美しい花々
に囲まれる。左手に 3 つ目の雪渓。羅臼岳からの縦走はここをトラバースするという。
12：11 見事な 1 等三角点の硫黄山に登頂（1,562.3ｍ）記念撮影。霧のため景色は望めな
かったが、山頂付近もチングルマ、イワウメ、エゾノツガザクラなど高山ならではの花々が
あって撮影に忙しい。
霧のために高度感がなく、高所恐怖症には幸いし、無事岩場を下った。荷物を背にあとは
黙々と下っていく。大岩を尻滑りしながら降りる。沢終点ポイントで休憩して、気合を入れ
直し、激坂を登坂し、再びハイマツ樹林トンネルへ。木に頭をぶつけたり、尻餅をついたり
しながら歩く。新噴火口最上部に到着、ようやく霧が取れてきた。カッパを脱ぎ、さらに下
る。
左手、
ハイマツがはげたところは新噴火口、有毒ガスが発生しており近づけないそうだ。
旧硫黄採掘地からは、
湯煙立つカムイワッカ川が見える。
噴出する湯の温度は 80 度以上。
ミズナラなど美しい広葉樹林帯の中を歩き、17:35 登山口に出た。再び、エゾシカ親子に遭
遇し、カムイワッカ湯の滝駐車場へ。振り返ると、西日を浴びて知床硫黄山の山頂付近が雲
に見え隠れしていた。
帰路の車中から、羅臼岳にうっすらとアーベントロートがかかっているのが見えた。羅臼
岳は丼を伏せたような独特の形状である、斜里町側からは整備された登りやすい登山道で、
羅臼町側からも登れるが難路らしい。天下の百名山であるから登山者も多い。民宿で、夕食
を共にした他の泊り客は一様に「知床硫黄山」というと不思議そうな顔をしていた。シレト
コスミレが見たかったから、なんて、とても言えなかった（笑）
。しかし、目的は達した。
何より安全に下山した。消費カロリーは 4000kcal 超だった。エゾシカのたたき、カスベの
唐揚げ、あまい生ウニ、サツキマスや水蛸の刺身、カレイ 2 種・・・地ビールが美味しい。

◆ 7 月 7 日（日）霧、曇り
民宿 8：00＝＝知床自然センター……フレペの滝……センター＝＝以久科原生花園 ＝
＝川湯駅前｛森のホール｝＝＝摩周湖第 3 展望台＝＝網走監獄＝＝ホテルひがしもこと
（泊）
◆ 7 月 8 日（月）曇り、霧
ホテル 8：00＝＝サロマ
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ワンポイント講習
教育

スズメバチ対策
記録

若宮一輝

今年も暑い季節がやってきました。毎年この時期になるとハチの出現に怯える事になり
ます。そこで簡単ですが刺されないようにする為の対策と刺されてしまった時の対応を
説明したいと思います。
登山中に遭遇するハチの代表はスズメバチが多いです。この時期に遭遇する確率はヘ
ビやクマよりも多いです。活動時期は５月～１１月で特に８月～１０月の暑い時期が多
いと言われています（猛暑の年などはさらに活発になるそうです）
。
登山道を歩いていると知らず知らずにハチの巣に近づ
いたりします。その場合に先ず１～２匹でハチが現れます。
この時にカチカチと顎を鳴らして威嚇してきます。この時
点で手で振り払ったり大声を出して走って逃げたりせず
に慌てずに頭を低くしてゆっくり後ずさりするようにそ
の場を離れて行きます。１０ｍから２０ｍくらい離れれば
安心といわれています。大事なのはハチを刺激しない事で
す。
ハチは匂いにも敏感です。香水や整髪料なんかにも寄ってきますので登山に行くとき
は出来るだけそういった物は使用しない方が良いです。一般的に黒い色に目掛けて飛ん
でくると言われていますので夏場の山行には明るい色の帽子などを被るのも対策の一
つになります。
もしハチに刺されてしまったら
１．刺された箇所に針が残っていたら速やかに取り除く。
この時にあまり針を強く摘まむと針の中に残っている毒
が体内に流れてくるので出来るだけゆっくり抜き取るこ
と。ハチの毒の中には攻撃フェロモンが有るのでも他のハ
チも寄って来ます。慌てずに急いで行動して下さい。
２．刺された患部を摘まんだりポイズンリムーバなどで
毒を体外に排出し水で患部を十分に流してください。この
時に口で直接吸い出したりしてはいけません（ハチの毒は
水溶性なので水に溶けるので）。ちなみにポイズンリムーバは一度使用しても水洗いす
れば再利用出来ます。
３．医薬品の中に抗ヒスタミン系のステロイド薬が有れば塗っておく（一般的な虫刺さ
れやかぶれに対する塗り薬です）。登山を中止しすぐに下山して下さい。この時に出来
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るだけ患部を冷やして下さい。
４．下山したらすぐに病院で診察を受ける。
アナフィラキシーショック（アレルギー反応）
症状として刺されてから大体３０分以内で現れると言われています。一般的にハチに２
回刺されたら発症すると言われていますがこれは１回目に刺
された時の毒素に反応してアレルギー体質になるからだそう
です。しかし元々アレルギー体質の人は１回目に刺された時
に症状が出る場合もあります。逆に言うと何回刺されても症
状が出ない人も居ます。以前ハチに刺された事がある方など
自分がアレルギー体質なのか気になる方は病院の血液検査で
調べてもらえるので検査してみるも良いと思います。
人を刺す習慣の有るハチは、スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチの三種類です。ア
レルギー反応を起こす毒素はこの三種類とも持っているので刺された時の対応は同じ
だと考えていてください。

暑い夏がやってきましたね 熱中症に注意しましょう

熱中症予防対策
・エアコンや扇風機の使用
・こまめな水分塩分補給
・スイカ・トマト・ナス・かぼちゃ・キュウリなど
旬の野菜を摂る
・バランスの良い食事を摂る
・通気性の良い衣服の着用
・十分な睡眠をとる
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊
2019 年度第 4 回運営委員会

7 月 18 日（木）

出席：阿部け、大井、柏原、久保田ゆ、中村れ、三野、村上し、村上ま（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
・7 月 26 日（金）18 時半より、山の会前庭にてバーベキュー大会。飲んで帰れな
い人には中村の家を開放・・・ごろ寝。
・7 月 12 日、市民会館総会。市民会館祭りは 2020 年 2 月 1～2 日
○山行部
・会長提案の山行部の若返りについて議論。
○会報部
特になし
○県連
・7 月 23 日さぬき山脈トレイル実行委員会。
・8 月 18 日午前、遭難を考える集い。午後、拡大三役会議。
■各実行委員会の進捗状況
○自然保護
・8 月 11 日の「山の日」に石鎚山にて携帯トイレを使用したい。
・五色台クリーンハイクにて、県連が新しいコースを検討中。
○組織拡大
・9 月の拡大山行『剣山～ジロウギュウ』と 11 月『三瓶山』のリーダーを変更。
・11 月は祖母山を設定予定。
・新プリンターを購入予定。
○エンジョイ登山教室
・7 月 21 日（日）
「地図とコンパス」の実技山行『塔の丸』は受講生 16 名中 13
名の参加。会員 7 名と合わせ 20 名。バスを利用。
・エンジョイ実行委員会と拡大委員会が協力し合いながら会員拡大を進めていき
たい。
・岩、沢、雪などは入会前の参加は認められない。希望者がある場合は、受講の
途中からでも入会してもらい、手続きを踏んだ後参加してもらいたい。
・拡大山行の参加者がエンジョイ登山教室の受講を希望した場合は途中からの出
席を認めたい。
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＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊
記録
第4回

三野

２０１９．７．１６
（出席者：佐藤、三木、久保田ゆ、大井、若宮、三野）

議題
5.

ヒヤリハットの検討


濡れた木の根でスリップして、斜面方向に滑り、木と木の間に手が掛かり止ま
った。



原因：歩き方の基本が出来ていない。



6.

木の根に靴を乗せない。やむを得ない場合は、母指球付近で慎重に乗る。

木の枝がたくさんある場所は、リーダーが注意喚起したほうが良い。

拡大山行について
18 名参加。
（うち会員外 7 名。
（うち登山教室生徒 3 名。））

7.

夏山合宿
準備会終了。5 名参加予定。山中 2 泊(燕岳、常念岳)

8.

運営委員会からの提案についての検討


山行部若返り。
安全で活発な山行の為には、多様な人材の持っている知識と経験を生かす必要
がある。難度の高い山登りになるほど蓄積が必要。単純に年齢制限による若返
りを行うのは、時期尚早ではないか。若返りに向けて、準備を進めつつ世代交
代を行う。その為には、少人数であっても、レベルの高い定例山行を継続して
実施してはどうか。



山行部から教育活動を分離。
考え方は合っている。しかし、諸般の事情により現在は山行部で掛け持ちして
いる。現状のままで分割した場合、どちらも手薄になり虻蜂取らずになる恐れ
はないだろうか。人材を充実させることと並行に考えることが必要である。



組織拡大委員会と山行部の合体。
目的が別の機関なので、一体化させる事は目的にそぐわなくメリットはない。



組織拡大活動と Enjoy 登山教室との連携。
〈背景〉上記二つは、どちらも山の会の活動であるが、昨年度の計画時に別々
に起案されたままで、バラバラに動いている。
〈検討事項〉目的はどちらも会員拡大であるので、来年度は連携を検討しては
どうか。


登山教室卒業生のフォローアップを組織拡大実行委員会で行う。（会の山
行に積極的に誘う）



拡大山行参加者に対して、登山教室への途中参加を勧める。
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9.

来年度の計画立案時に両組織合同の検討会を持つ。

ワンポイント講座
9 月：秋山の気象（担当：久保田と）
10 月：低体温症（担当：北岡）
11 月：冬山装備（担当：大井）

10. 次回日程 8/20（火）

＊＊＊事務局からのお知らせ＊＊＊
■会員数の動向
会員数 ５５名

(うち家族会員

8 名)

■７月例会の出席者数
参加者

２５名

最近では多めの出席者数でした。
定例山行の報告に加え、個人山行イタリアドロミティのスライドも有り、盛沢山の報
告を楽しみました。
■会費納入のお願い
会費納入がお済みでない方は、会計担当の森山さんまでお願いします
■事務所周りの草刈の件
9 月は山行部が担当です。よろしくお願いします。日程がわかるようでしたら他の部
署の方も協力をお願いします。

28

＊＊＊県連ニュース＊＊＊
2019 年 7 月 17 日（水）

第 5 回理事会開催 於：善通寺山の会

■各会からの会員動向
正会員数２３３名、家族会員２１、合計会員数２５４
■会員拡大運動
・高松勤労者山の会
一般参加募集登山

8/4 剣山を計画 会員外 3 名参加予定

・さぬき山歩会
7/12 夜～ 会員 3 名を含む 14 名でマイクロバスをレンタルして蝶が岳に行
った。
・あけぼの山の会
市民ハイキング講座＆実技実施により 3 名入会予定
・塩飽山の会
市民登山バスにて 1 名入会、ジモティから 1 名入会
■ヒヤリハット報告
○ 高松勤労者山の会
東赤石

62 歳 一般参加の女性 東赤石～八巻の周遊ルートで実施したが、

特に下りで時間がかかり、9 時間の行程となった。
■行事報告
○四国ブロック遭難対策講習会 6 月 23 日 於：高知市中央公民館
①講演「元気で登山を続けるために、疾病と登山」沼田久美子医師
②「ヘリ救助の基礎知識」高知県消防防災航空隊
③デジタル簡易無線のススメ」八重洲無線
参加状況 高松：2 名、五色：2 名、あけぼの:2 名、塩飽：3 名、善通寺：1 名
○全国自然保護講座 7 月 6～7 日 於：徳島 神山温泉
風力発電について、メガソーラーについて、リニア新幹線について
阿部会長参加 全国から 35 名参加
■行事予定
○遭難を考える集い 8 月 18 日（日）ＡＭ
各会の過去の事故事例を一覧にして報告する予定。
○拡大三役会議 8 月 18 日（日）ＰＭ
①会員拡大及び会運営上の課題・問題
②ヤングメンバーズの立ち上げ
③2020 年四国ブロック交流ハイキングの計画（主管：香川）
○四国ブロック沢登り研修及び研修【初級】8 月 24～25 日
当初予定の富郷渓谷キャンプ場から鞍瀬渓谷に変更予定
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＊＊＊Enjoy 登山実行委員会ニュース＊＊＊
7 月 24 日(水)
大井、柏原、久保田と、佐藤た、平村、三木、三野、森山み(長)、若宮

会計係 平村→森山み
連絡係 次回の座学の案内を受講生に再度行う
7 月 10 日(水) 座学「地図の読み方

コンパスの使い方」講師：久保田ゆ

会員外の受講生の出席率が高くよかった
7 月 21 日(日)実技「読図山行(塔ノ丸)」講師：久保田ゆ、佐藤た、三野、CL：森山み
悪天のため途中で引き返した
ヒヤリハットなし
虫刺されがあった→次回から受講生の装備欄に虫よけスプレーを追加
読図がよく分かった受講生と曖昧であった受講生の両方がいた
8 月 7 日(水) 座学「天気の基礎知識」講師：佐藤た
山の天気と里の天気の違い
実技「読図山行(塔ノ丸)」参加の受講生には案内済→残りの受講生に再案内
8 月 25 日(日)実技「ミニ縦走(一ノ森～剣山～次郎笈)」講師：佐藤た CL：平村
参加予定の実行委員：三野、三木、久保田と、久保田ゆ
トラバース道など危険箇所確認
熱中症、日焼け、虫刺され対策
9 月 20 日(金)～23(月)実技「白馬岳」CL 三野
大雪渓を登る装備に、ストックとヘルメットを追加

次回日程
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8 月 28 日(水)

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（山行記録文）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。
用紙

Ａ４版

余白

表題の上２５ｍｍ 下２０ｍｍ 左右３０ｍｍ

表題

明朝体 太字

本文

明朝体 １１ポイント

２０ポイント 外枠を入れる

表題と本文の間 １１ポイントで１行空ける
コースタイム

１１ポイント 外枠を入れる

コー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。

●

無断でネットに転載しないようにしてください。

編集後記
７月は、梅雨のさなかの三嶺山行 天気は、雨予報でしたが嬉しい
事に当日は、朝から段々と晴れてきて、久し振りに沢山の参加者で、
色々な話に花が咲き景色も最高で楽しい山行でした。
８月も、暑くなりますが、暑さに負けずに皆で声かけして、山に行
きしましょう！！
黒渕き
【表紙のことば】

梅雨の中休みで、快適な山行だったようですね。
山頂はもうすぐです。きれいな雲を背景に
小屋の見える景色は抜群です。
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月
9月
木 例会
1 日 救助隊トレーニング岩
金
2 月
土
3 火 会報印刷部会
日 岩トレ・拡大大山
4 水
月
5 木 例会
火 事務局会議
6 金 栂海新道木曽御嶽山準備会
水 登山教室座学
7 土 岩トレ
木 剣山～次郎笈準備会・危険個所準備会
8 日 読図実技
金
9 月
土 合宿燕岳～常念岳
10 火 事務局会議
日 自然保護山行
11 水 登山教室座学
月
12 木
火
13 金
水
14 土
木 運営委員会
15 日 湯桶丸
金
16 月
土
17 火
日 L危険個所対・遭難を考えるつどい 18 水
月
19 木 運営委員会
火
20 金
水
21 土 ｴﾝｼﾞｮｲ白馬岳
木
22 日 原稿締切
金
23 月
土 四ブロ沢小足谷
24 火
日 原稿締切・登山教室一の森～次郎笈 25 水
月 湯桶丸準備会
26 木
火 読図実技準備会
27 金
水 白馬岳準備会
28 土
木
29 日 拡大剣山～次郎笈
金
30 月
土 救助隊トレーニング岩
◆月会費：１，１００円◆申し込み・問い合わせ先 ☎(0877)22-0036 佐藤孝雄
◆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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