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春夏秋冬 

      山を続けるために 

村上しのぶ 

 

 

 体力の低下を感じてこのままではいけないと思うのですが、トレーニングがなかな

かできません。夜のボッカトレ筆の山や飯ノ山続けている皆さん素晴らしいですね。

ナイトハイキングは自分にはハードルが高いので、とりあえず禅定寺までのトレーニ

ング月に何回か行ければと思っています。 

 登る山は自分の体力にあったところを選ぶという事もありますが、登り方によって

も行ける山はあります。 

 先日、白山に登りました。2702m の山はさすがにアプローチが長くしんどかったの

ですが、一歩一歩踏みしめながらゆっくり歩くことで、バテることはなかったので

す。後から来る登山者にどんどん抜かれるのですが、自分たちのペースを維持して息

が上がらない様にしました。コースタイムは普通よりかかってもバテないことが自分

にとっては大事だと思っています。 

 昔に比べて山の装備はどんどん充実して、機能の優れたものや軽量化されたものが

出来ています。そういった便利な山道具も体力を補うために利用していったら良いと

思います。また水分と栄養の補給も忘れずにこまめにしたいものです。疲れた時に 1

個の飴をなめるだけでも元気になります。行動中もこまめに何か食べて、栄養補給を

します。自分の好きな物を準備するのも山行の楽しみのひとつです。 

 しかし根本は、体力を維持するという事が大事なのですが、若い時に比べて筋力・

バランス感覚が落ちているということは感じています。年をとっても高い身体能力を

保って、維持しているという方も世の中には多くいらしゃいますが、色々な努力をさ

れているのでしょう。自分の体力の低下を知り、体力に合った山行に参加していきた

いと思います。できればこれからも長く山を続けていきたいので、体力維持を心掛け

ていきます。 
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案内  

岩トレ(ブラッシュアップ)(再掲) 
記） 三野和哉 

 

都合で日程を変更させてもらいます。よろしくお願いします。 

1. 日 程   ：11/9（土） 

2. 場 所 ：大屋富 

3. 対象者 ：日頃岩登りをしている人と岩トレのリーダーなど。 

4. 準備会 ：無し 

クライミングに関する知識や道具の使い方などについて、基礎技術の確認をします。 

日頃、慣例的に使っている方法の中には、「実は、こんなに危なかった。」みたいなの

もありますので、対象者の方は、必ず参加してください。 

 

 

 

 

定例山行案内 

岩トレ-９(アイゼントレ) 
 

 

■日 程 2019年 12月 14日（土） 8：30- 

■場 所 大屋冨の岩場 オレンジヒュッテ集合   

■担 当 中村ム 

 

初めてアイゼンをつけても、雪の上ならどうにかなるかもしれませんが、雪-岩ミッ

クスの部分ではそうはいきません。アイゼンをつけて岩の上を歩く練習をして、雪の冬

山・春山どこでも行けるようになりましょう。場所の分からない方は、善通寺山の会事

務所(700)で拾っていきます。小雨決行です。 

 

■用意するもの:出っ歯のアイゼン、硬い登山靴。ヘルメット、ハーネス、手袋、カラ

ビナ、スリング 昼食 ある人はロープ、確保器など。 
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     教育 

 

 

 

 

◆ 日程    ２０１９年１１月２４日（日）  

◆ 場所    鳥取県  烏ヶ山 

◆ 目的    山陰のマッターホルンと呼ばれる岩稜地帯を歩く 

◆ CL     若宮  

◆ 準備会   １１月４日（月）１９：３０～ 

 

大山主峰の南側に位置し、遠くから見ると烏が羽を広げたように見えることからこの名が

付きました。２００１年の鳥取県西部地震の影響で頂上付近が崩落したため長らく登山禁

止になっていましたが現在では禁止措置も解除され登山可能となっています。 

山頂からは大山南壁、東壁、蒜山三座などの３６０度の眺望が楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

■日 程：２０１９年１１月２３（土）～２４日（日） 

■場 所：京都  

■目 的：古都の自然を歩き、紅葉を楽しむ  

■Ｃ Ｌ：平村栄一 

■準備会：１０月２４日（木） １９：３０

～ 事務所にて 

 

※東山コースすべてを歩くと２５㎞程とな

り、時間的に厳しいので少し省略して、出発

点の伏見稲荷から大文字山あたりまでのコ

ースを考えています。 

 

 

 

 

 

定例山行案内 

          大山 烏ヶ山     

                        CL：若宮  

記録  若宮一

輝 

個人山行案内 

京都トレイル（東山コース）                       

ＣＬ：平村栄一 
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山行案内 

総合力を養う 
 

 

 登山のリーダーに必要なのは個々に覚えた断片的な知識や技術を、場毎の状況に合わ

せて総合的に判断し行動できる応用力を身につけることです。この応用力を獲得するた

めには登山の場数を踏み、リーダー経験を積む以外に方法はありません。 

 今回は登山知識や技術の試される縦走登山をとおして、リーダーとしての資質を高め

ます。 

 

❖日 程 2019年 11月 30日～12月 1日 

❖場 所 東赤石～銅山越え～ちち山分岐～平家平までの周回縦走 

❖目 的 リーダーとしての資質向上 

❖Ｃ Ｌ 三野和哉 

❖準備会 11月 13日 水曜日 19時 30分～ 

❖その他 参加条件はありません 

 

 
 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1571708962/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rdXJhc2hpLW5vLmpwL0kwMDI2MDgy/RS=^ADBd.jtBuenulDkcdUIzOmjzLuWPYw-;_ylt=A2RCL7CiDq1dDiYA3UCU3uV7
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拡大山行案内 

大 坂 峠 
村上しのぶ 

 

■日 程    ２０１９年１２月１５日（日）  

■場 所    香川県東かがわ市引田町・徳島県板野郡板野町 

■目 的    昔ながらの峠道を歩き、会員拡大につなげる 

■Ｃ Ｌ    村上しのぶ 

■準備会    １１月２９日（金）１９：３０～ 

 

 香川県と徳島県を結ぶかつての交通の要衝を歩き、古を偲びたいと思います。徳島側

から香川側へ歩きＪＲを利用して帰りたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東かがわ市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       板野郡板野町 

 

 

 

 

 

JR讃岐相生駅 

豆茶屋跡 

JR 阿波大宮駅 

展望台 

瀬戸内海 

R11 

大阪峠御番所跡 
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 山行案内 

伯耆大山 
 

 

 冬山前の事前トレーニング及び、冬山体験。 

 昨年までは山頂小屋で一泊していましたが、山頂小屋が改修中のため、今回は元谷ま

たは下山でのテント泊とします。 

 

❖日 程 2019年 12月 21日～22日 

❖場 所 鳥取県大山町「伯耆大山」 

❖目 的 ・冬山体験（アイゼン歩行、テント生活 など） 

     ・冬山前の寒さトレーニング 

      

❖Ｃ Ｌ 佐藤孝雄 

❖準備会 2019年 12月 6日 金曜日 19 時 30分～ 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1571710612/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS9pbGx1c3QvZnJlZS1iYWNrZ3JvdW5kL2xhbmRzY2FwZS1uYXR1cmUvMzg3MTk-/RS=^ADBZGSkeD1yTgla81cdb0eCdw19ZKo-;_ylt=A2RiohcUFa1dd1YADQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1571710813/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hcmFrYWJ1NjI1LmhhdGVuYWJsb2cuY29tL2VudHJ5LzIwMTkvMDIvMDYvMjMwNTE5/RS=^ADBKH55DGiJ8gVNL6LD17W3Qqua5lo-;_ylt=A2RimU3dFa1d1DsAkRqU3uV7
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山行案内  

冬山合宿 
記） 三野和哉 

 

■日 程：(案)12/30(月)～1/3(金) 参加メンバーの都合で変動します。 

■形 態：縦走 

■場 所：四国内または南アルプス等 (例：石鎚山～笹ヶ峰) 

■準備会：11/14(木) 19：30～ 

 

●内容：あまり難易度の高くない山域で、基礎技術を習得するのに最適な縦走スタイル

で行います。山域は、参加メンバーの状況に合わせます。  

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

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 

1 

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 

2 

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 

3 

8 スノーシュー（塔の丸） 大井 

22 拡大-12（寒峰） 音地よ 

29 岩トレ-12 池田 

4 

5 総会 事務局 

12 岩トレ-1 久保田ゆ 

19 蒜山三山 柏原 
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拡大山行  

 

剣山 1955ｍ～次郎笈 1929ｍ 
記録 村上しのぶ 

 

■日 程  2019 年 9月 29日（日） 

■場 所  徳島県 三好市・美馬市・那賀郡那賀町 

■目 的  親しみのある中四国の山々を歩き、会員拡大につなげる 

■参加者  CL：中村れ SL：黒渕た 写真：村上ま 医務：池田た 装備：黒渕き 

    会計：大平 阿部け 中村む 香川 真鍋 記録：村上し  

会員外：江戸   12名 

■費 用  800 円/1人 走行距離：168ｋｍ（往復）・2台 ガソリン：8,800円 

■天 候  晴れ 

 

コースタイム 

10/9（土）晴れ 

事務所出発 6:00＝＝6:55貞光道の駅＝＝8:15見ノ越 8:30…9:00休憩…9:40西島 

9:50…10:00刀掛け松…10:30剣山頂上 10:55…11:15分岐…11:50休憩…12:00 

次郎笈頂上 12:10…12:45分岐 12:55…13:25西島 13:40…14:20見ノ越（反省会） 

15:10＝＝17:25事務所 

 

 数日前から今回の山行は雨だろうと覚悟し

て、当日を迎えた。でもうれしいことに晴れ

ている。事務所に 11人集合して、車 2台に分

乗、予定通り 6時に出発した。途中道の駅に

て休憩、少し早めに見ノ越剣神社に到着、こ

こで元会員の江戸さんと合流。久しぶりに会

えて何だかうれし

い。 ストレッチを

して予定より 30分

早く出発。剣神社の

石段を登って、宿泊

所の脇の登山道から

しばらく歩くとリフトの下をくぐる。30分ほど歩いたところで衣服調整をした。 
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トップを行くサブリーダーのもと快調に歩き、西島リフトの駅に着いた。リフトは

動いており、帰りにもしバテたら乗って帰れるなと思った。ここで少し休憩して、見

晴らしが良いので景色を楽しんだ。刀掛けの松を過ぎ、登山道沿いにはススキやリン

ドウもあり秋を感じる、笹の原が気持ちいい。しかしまだ本格的な秋というほどの涼

しさは無く、ムシも多くまとわりついてくる。 

剣山頂上ヒュッテの売店も通り過ぎ頂上へ向かった。頂上までは木道を歩くので

楽々。木道で守られているため、かつては裸地化していた頂上付近も笹の原で覆われ

ている。頂上で記念撮影後、木道のベンチでお昼ご飯。これから登る次郎笈の笹の薄

緑のなだらかな稜線が見える。抹茶のお饅頭みたいな、緑のふわふわの景色がいいで

すね。 

昼食後、来た道と反対の次郎笈へ向かう。しばらく歩くと分岐があり西島へ降りる

道と次郎笈へ向かう道に分かれる。帰りもここを通るので、村上二人は荷物をデポし

て水と貴重品だけを持っていく。剣山頂上から見たときは、なだらかで見通しも良く

楽そうな登山道にみえたのですが、上り

になると結構きつく一気にとはいかず、

一度休憩をした。荷物を置いてきたのは

正解だった。次郎笈へ向かっていると、

北側のほうだけガスに覆われ始めた。で

も頂上に着くとガスも無くなり、塔の丸

や三嶺など 360度景色を楽しむことがで

きた。 

下りは大剣神社のそばの巨岩を横に眺

めながら西島へ向かう。見ノ越には予定より大分早く着いたので、剣神社の石段を降

りたところにあるお蕎麦屋さんでおそばを頂く。ちなみにおそばは 11人分しかなかっ

たので、かつ丼を頼む人もいました。お店にはほかにお客さんもあまりいなかったの

で、反省会をここで行いま

した。反省会後江戸さんと

別れ、善通寺に予定より 1

時間半早く帰着しました。

晴れ男、晴れ女のおかげ

で、天気も良く楽しい一日

を過ごすことが出来まし

た。 
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教育山行 

エンジョイ登山入門 〜五岳山〜 

記録：大井 

 

■日 程 令和元年 10 月６日（日） 

■場 所 香川県善通寺市 

■目 的 危険箇所の通過方法を学ぶ 

■参加者 CL：佐藤た SL：三野 装備・医務：平村 会計：久保田と 記録：大井    

     受講生：中内、北岡、正田、吉崎、高嶋、升形、堂崎 計 12 名 

■費 用 250 円/人（受講生保険代込み） 

■コースタイム 

 善通寺の駐車場に集合。体操、読図のおさらいをして香色山へ向かって歩き出す。数十歩

で立ち止まり、早速地図とコンパスを使って登る登山道の確認をする。香色山までの九十九

折登山道は折り返しのたびに進む方向を地図とコンパスで確認する。何回も繰り返すうち

に確認が早くなる受講生。山頂で休憩をして、次は筆ノ山を目指す。 

 筆ノ山まではコル、尾根、谷の形状を進むルートを意識しながら進む。我拝師の登りは急

でバテる人も。我拝師の頂上を超え、出釈迦寺奥の

院で昼食。あったかいスープをいただく。荷物を置

いて、危険箇所の歩き方の講習を受ける。 

 急斜面を靴のグリップを確かめながら登ったり

降りたりしてみる。次に急傾斜や鎖場を三点支持で

進む。下りは後ろ向きになって進むことも段差が大

きな場合には有効だ。積極的に手を使って難所は乗

り越える。 

最後に、チェストハーネスを作りフィックスロー

プを使った危険箇所の通過を学ぶ。ロープにぶら下

がるのを怖がっていた受講生だが、一度吊るされる

と楽しく何度もぶら下がる人も。じっくり学び、下

山する。途中であけびを見つけみんなで試食会。花

公園で休憩＆エネルギーチャージをして、駐車場ま

で帰ってきた。ストレッチをして解散。白馬岳残念

の声が多かった。 

 

 

07:00 善通寺駐車場集合（体操・説明・読図）07:30 出発…08:20 香色山…09:35 筆ノ山 

…11:00 我拝師山…11:40 出釈迦寺奥の院（昼食・講習）13:42 出発…14:45 五岳の里公園

…15:35 駐車場 
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定例山行 

組織拡大 天狗塚(1812ｍ) 
記録 中村ム 

 

■日 程  2019 10/20 日   

■山 名   天狗塚 四国山地   ■場 所   徳島県三好市  

■天 気   曇り→晴れ      ■山行目的   組織拡大山行   

■参加者 A 班 CL 車大平 SL記録車中村ム 装備車村上ま 村上し 池田た 山下み 

会計正田 音地よ 堂崎 升形 高嶋  

 B班全体 CL車阿部 SL 車平村 カメラ黒渕た 黒渕き 若宮 横田フ 高尾か 医

務松岡つ 猪熊 吉崎 小林    合計 22 名 

 

コースタイム 善通寺事務所 530=西祖谷道の駅=九鬼=830西山林道天狗塚登山口→950 

1476m→イザリ峠 1115→1135天狗塚 1200→1220池塘→イザリ峠 1305→1500 西山林道

天狗塚登山口 1520=1800善通寺山の会事務所 

 

誰も欠けることなく予定時間に

22 名全員集合。日ごろの健康管理

のおかげか。大歩危まわりで西祖谷

道の駅で休憩後祖谷川をさかのぼ

り、九鬼から西山林道(阿佐名頃林

道)にはいった。林道上部は以前の

大雨のためかかなり荒れていたが、

無事天狗塚登山口(1130ｍ)に到着。

登山口の少し東にある水たまりのあ

る駐車場にクルマをとめた。 

出発時点では曇りで、Ａ・Ｂの 2

チームに分かれ、植林帯の尾根を登

り始める。時々休憩しながら自然

林、笹の間の道を登っていくと、ガ

スの上に出て、視界がよくなる。直

前まで雨だったのか滑りやすい。天

狗峠(イザリ峠)からは。雲海上に、

土佐でない矢筈、西熊、三嶺、ずっ

と東に剣山・ジロウギュウ、はるか

西に石鎚らしき山が島のように浮かぶ。コメツツジの間のなだらかな道を進み、最後

は急登を三角形の天狗塚山頂(1812ｍ)にはいあがった。 

天狗塚山頂まで来ると、頭上だけでなく雲海の雲も少なくなり、久しぶりに晴天の
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参考になった。周囲の山の全貌がつか

め、紅葉している部分も見られた。笹の

部分はシカのケモノ道が目立つ。土佐湾

が反射で光っている。山頂を満員にして

集合写真を撮りゆっくり休憩した。下山

は登りと反対の北西側に下り、ミニ尾瀬

風の池塘を観察。ここから西は牛の背

で、広大な笹原になり亀尻峠に至るが今

回は行けない。天狗塚北面をトラバース

して岩の間を通過。イザリ峠まで戻る。 

そこからはひたすら下りとなり、滑っ

て尻もちをつく人が出る。時々休憩しな

がら、予定通りの時間配分で登山口に降

り着いた。 

クルマで林道を慎重に下り、439号か

ら西祖谷道の駅、WEST WEST のコンビニ

で補給して、善通寺市内まで戻った。中

村ムは眠くなっていて、運転を代わって

もらえてありがたかった。香川県内には

いってからの西の空の夕焼けはきれいで

あったが、日が暮れるのも早く、事務所

ではほぼ暗くなっていた。次回はおカメ

岩ヒュッテでの宴会宿泊を含む縦走登山

ができたらと思っております。 

 

■往復 187 ㎞ クルマ５台 費用一人

1110円。 
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教育山行記録 

五岳山 
記録 森山み 

 

■日 程  令和元年 10 月 20 日（日） 

■場 所  香川県善通寺市 

■山行目的 コンパ二オンレスキューについて 

■参加者  ＣＬ音地 ＳＬ久保田と 森山み 

■費 用   善通寺駐車場代 300 円 

 

香色山児童公園 7：10・・・7：35 香色山山頂・・・筆の山登山口 8：00・・・ 

8：45 筆の山山頂 9：40・・・10：15 大阪峠・・・11：20 我拝師山山頂 12：55 

・・・13：40 出釈迦寺奥の院・・・14：30 大阪峠・・・15：40 香色山児童公園 反省会 

あるのを知らなかったが直登ルートから登り始め

る。天気も良く遠くまで見渡せ低い山がポコポコと

並んだ景色は雲海も出て意外に良い。山頂で 3ＳＡ

ＢＣＤＥの説明を受ける。3Ｓは「シーン」で現場の

状況確認、「セフティー」は自分と仲間の安全確保、

「スパイン」は背骨で頭、首、背中を真っ直ぐにす

ること。ＡＢＣＤＥは順番に「気道確認」「呼吸確認」

「循環の確認」「障害（異常）を探す」「傷病者を寒

さ、暑さ、風雨、雪から避ける」でこれを 2 分で終わら

せることが目標である。続いて筆の山に向かう。途中見

晴らしの良い一枚岩の展望所に寄り道する。この時期

の里山は歩いていて気持ちがいい。筆の山山頂では指

の骨折や手首の骨折の対処をサムスプリントを使用し

て実践した。続いて我拝師山に向かう。途中の大きな岩

で歩き方の

練習をした

りして何処でも練習できるんだなぁと感心する

し、やっぱり私岩登り好きだな。我拝師山山頂で

昼食にしてツエルトの使い方を学ぶ。それから出

釈迦寺奥の院まで下り、参拝して元来た登山道を

戻り我拝師山の急な下りで負傷者を下山させる

ロープワークをした。登山口では最後に三角巾を

使用しての捻挫などの足首の固定法を練習して

農道を歩いて公園まで帰った。何度も繰り返し経験を積み重ねて少しずつでも、もしもの時

の備えができて自信と安心になればと思う。 



16 

 

女性交流集会山行記録 

女体山・矢筈山 
                            記録 音地洋子 

■日 程 2019 年 10月 27日（日） 

■山 名 女体山・矢筈山 

■場 所 香川県さぬき市 

■目 的 女性交流登山 

■参加者 ＣＬ：北岡 医務：池田た 写真：久保田ゆ 記録：音地よ 

     他会、 18人 

■費 用 1260円/一人 （往復距離 95㎞） 大窪寺からのバス代 500円含む 

コースタイム 

事務初発 6：30＝＝＝6：25道の駅ながお 7：30… 8：20譲波休憩所 …9：40 

太郎兵衛館…10：45 女体山 11：00… 11：25矢筈山 …11：50車道…12：15  

展望所…12：30大窪寺 13：30＝＝＝14：00道の駅ながお ＝＝＝16：00 事務所 

 

 Ｋ氏の 4ＷＤ新車に乗せてもらい道の駅ながおを目指す。ナビが丁寧に右レーンなど

教えてくれるので迷わず、道の駅でＩ氏と合流する。顔御見知りの方とも挨拶する。3

班に分かれ「山筋ゴーゴー体操」の説明を受けながら体操後遍路道を目指す。 

 要所、要所に遍路道案内マークがあり分かりやすい。渓谷沿いを進み譲波休憩所で休

憩になるが、ススズメバチが数匹出てきたのでそろそろと場所を変え難を逃れた。 

 女体山は車道も並走しており、太郎兵衛館は車道沿いで館は跡があるのみ。車道から

遍路道に入り木の階段を登る。山頂近くには市岩場となり「へんろころがし」らしい。 

 登りきるとようやく展望が開けるが山頂、休憩所には展望は見られない。サポートの

方と合流し、次の矢筈山へ目指す。車道に降り再び登りだす。岩場もありなかなか面白

い道で山頂には立派な一等三角点がある。記念撮影後気を付けながら戻る。大窪寺へは

ひたすら急な下りを降りていく。登りで会った人が登ってくるので思わず聞いた。遍路

道を往復しているらしい。感心しながらところどころ咲いている花を見ながら気を紛ら

わし、ようやく大窪寺に到着する。バス停には大きな白の山茶花の木があり満開だった。

ロープワークもして、満員のバスに乗り道の駅で降車。また会いましょうと挨拶し解散

となった。 

 高松労山のＣＬはきびきびと指示があり、時間通りに全員を導いており、若い人たち

の活躍にとても頼もしく思えました。来年皆さんもいかがですか。 
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報告 

エンジョイ登山教室 座学と修了式 
                     記録 森山み 

 

 

■テーマ  まさかの時の対処方法 

■日 時  10月 23日（水）19：00～21：00 

■場 所  善通寺市民会館 2Ｆ中会議室 

■参加者  講師 佐藤た 受講生 12名 

 

 

ファーストエイドとは最低限の応急処置の事であるが山での場合、全て自分たちで行

う必要がある。手順としては、安全かつ迅速に傷病者

の命に関わる怪我か病気なのかを評価し、自分たちで

やれることを確認し、それ以上は 119 番通報し救助要

請などに入る。救助要請の場合、山岳遭難であること

をまず伝え、次に現場の位置情報を伝達する。その後、

傷病の内容などを伝達する。緊急度の高い場合はヘリ

を要請。上空に 3ｍ四方の空間があればヘリ救助は可

能である。ファーストエイドには人工呼吸や心臓マッサージ、止血法、テーピング法な

どあるが今回はその中の三角巾を使用した処置を学んだ。まずは三角巾のたたみ方、そ

して止血の仕方や腕を骨折した時の使用方法を二

人組になり実践した。今回学んだ技術はファースト

エイドのほんの一部分であり、もしもの時に自分が

出来る事を増やして行けたらと思う。身近な人の命

を救うことが出来ることがあるかもしれない。 

そして、引き続き修了式を開催する。修了証書を

お渡しして登山教室を受講しての感想や要望など

を話してもらった。歩き方が為になった人が多く、やはり読図や天気の所が難しかった

ようだ。一度習っただけでマスターできるのは難しいので講師よりフォローアップ登山

の実施の説明があった。卒業後も学びの機会を持ってもらうことを目的とした、来年度

の 3月まで毎月一回の「振り返り登山」の案内があった。最後に善通寺山の会の紹介と

案内があり半年間に及ぶ登山教室を閉校した。 
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個人山行報告 

三鈷峰  （１,516m） 

                              黒渕清美 

 

■日 時  2019 年 10 月 6 日 （日曜日）  雨 

■場 所  鳥取県大山町 

■目 的  三鈷峰に登り紅葉を楽しむ 

■参加者  CL・装備：音地よ  SL：久保田ゆ 写真：松岡つ 

      会計・医務：黒渕た  記録；黒渕き  5 名 

           

■費用 一人 3,800 円（走行距離：380ｋｍ）高速代（9,040 円） 

コースタイム 

事務所 5：00＝善通寺ＩＣ・・高梁 SA・・溝口 IC・・駐車場 7:45・・大神山神社 

8:30・・下宝珠越 10:30・・中宝珠越 10:55・・宝珠山 11:10・・中宝珠越 

11:40・・元谷 12:00・・12:20 大神山神社(昼食)12:40・・駐車場 13:15 

溝口 IC・・事務所 16:00 （反省会） 

 

予定通り事務所を 5

時に出発。外はまだ薄

暗い、今日の天気は昼

からBとか？そんな天

気の調べるサイトが

有るとか !? 何とか天

気持ちそうかなと思

いながら、車を走らせ

ていると、湯原位から

細い雨になり、駐車場

に着いた時は本格的

な雨になった。駐車は

車で一杯になってい

る。トイレの軒下で合

羽を着たが、雨のせい

か気温が低くて丁度

いい。登山計画書を CL がポストに入れ、大神山神社に向かう、神社前の石畳みは濡れ

ていて滑りやすく歩き難い、暫く歩くと大神山神社奥宮に着き、神社の軒下をお借りし

て、久保田さんの元、皆で丁寧に体操をして、行者登山口入る、少し歩くと分岐があり、

ユートピア登山口に入ると汗ばんで来た、此処で水分補給、登山道は石がゴロゴロして

歩き難い、木の根っこも沢山浮き上がっている。急坂は所々にロープが張っていた、 
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此処を過ぎると、ブナ林の中は歩きやすく木々も瑞々しく綺麗だ、急登を過ぎると下

宝珠越に着いた、小休憩して又、暫く登ると中宝珠越に着いた、雨が降っているのでこ

れ以上は、安全を考えて頂上は断念して引き返す事にした。余り景色も見えなかったが、

此処まで登れたので私は満足した。 

 

ＣＬの判断で下宝珠越から宝珠山（１１８３ｍ）へ足を延ばした、頂上で記念写真を 

撮り下山した。登山口迄下り元谷まで行って、頂上方向を見上げたがガスで見えなかっ

た。大神山神社奥宮まで下山して其処の軒下をお借りして昼食を摂った。 

駐車場に戻る頃には雨も止んだ、水の流れが多いので側には行けなかったが、史跡の金

門を見学して、駐車場に戻り

下山届けをポストに入れ、登

山終了となった。(‘◇’) 

 

 

帰る途中、スキー場には可愛

い花が咲き、蝶々が留り其処

から見える後方には大山が

姿を現し暫し見とれた。 

目的は、三鈷峰だったがこの

雨の中、中宝珠越まで登れた

だけでも、いい経験が出来ま

した。又天気の良い日にリベ

ンジしたい気持ちになりま

した。 
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個人山行記録 

伯耆大山 1709ｍ 

記録 森山み 

 

■日 程  令和元年 10 月 14日（月・祝） 

■場 所  鳥取県大山町 

■山行目的 紅葉の大山を楽しむ 

■参加者  ＣＬ佐藤た 森山み 会員外 吉崎 堂崎 

■費 用  走行距離往復 377ｋｍ 高速代 9,040 円 ガソリン代 9,048 円 

      一人 4,500円 

コースタイム 

善通寺山の会事務所 5：30＝＝＝7：45博労座駐車場 8：10・・・9：50五合目・・・ 

11：15 大山山頂 昼食 12：00下山・・・12：55 元谷分岐・・・13：50 大神山神社 

・・・15：00博労座駐車場 15：15＝＝＝18：10 善通寺山の会事務所 

 

登山口近くの駐車場はすでに満車で下の大きい駐車場に車

を止めて準備する。冬と違ってスキーヤーでごった返すこ

ともなく緑の芝生が広がり気持ちの良い空間が広がってい

る。 

 途中溝口ＩＣを降りてすぐの鬼のトイレで休憩した時は、

青空 こそ無いが大山がきれい

に見えていたが、ここからは夏 道の尾根の部分が見える

だけでガスに覆われている。こ の山行は、登山教室の白馬

岳が台風のため中止になった代 わりにと言ってはなんだ

が計画された山行なのだが、秋 の大山は行った事が無か

ったし、どこかお出掛けしたか ったので参加してみた。以

前夏に行った記憶では、段差が結構きつかったのでストッ

クを一本持参して備えた。初めは参道の階段だがそれから

もずっと階段状でストックが役に立つ。三点で登るとかな

り楽になる。途中キノコがたくさん生えていたので観察や

話を聞きながらゆっくりと登

って行った。五合目には新し

く携帯トイレの小屋が設置されていて、六合目の避難小屋

は解体されて立ち入り禁止

となっていた。七合目まで来

ると雲の上になり、天気も良

く雲海がきれいだ。下山してくる人も結構いて道を譲っ

てもらいながら順調に進む。稜線に出てダイセンキャラ
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ボクが広がる木道を行くともうすぐ山頂だ。ダイセンキャラボクの赤い実は食べれるそ

うなので皆で食べてみると、これが思った以上に美味しかった。山頂小屋も修理中で工

事をしていて山頂は立ち入り禁止で仮の山頂プレートが設置されていた。何とか座る所

を見つけて気持ちの良い日差しを感じながらゆっくりと昼食を食べた。下山は元谷に下

ってパワースポットの大神山神社を参拝した。雪のない元谷は初めてで年輪を重ねた巨

大な杉にパワーをもらう。時間があったので駐車場横にある大山自然歴史館を見学する。

見ごたえがあって疲れていなかったらもっとゆっくり見てもいいなぁと思った。帰りは

蒜山ＳＡで蒜山そばを食べたりお土産を色々と買って帰途に着いた。紅葉は少し早かっ

たようなのでまた出掛けて大山の紅葉を見てみたいなぁと思う。 

  

 

 

個人山行 

中蓮寺峰〜旧猪鼻峠 

記録 大平惠紀 

 

■日 程 令和元年１０月１６日 

■場 所 香川県三豊市 

■目 的 讃岐山脈ロングトレイル調査 

■参加者 ＣＬ装備：柏原 無線中村れ 記録：大平 医務：北岡 会計：松岡と 

     無線：村上ま 

■費 用 ３００円／一人 走行距離３３ｋｍ車二台 

 

コースタイム 

山の会事務所８：１５＝＝８：５５中蓮寺峰登山口９：１０・・ 

１０：１０もみじ橋・・１０：５０中蓮寺峰・・１２：００若狭峰・・ 

１４：１５旧猪鼻峠＝＝１５：００山の会事務所 

 

中蓮寺峰登山口まで車で送ってもらい登るのは四人。しばらくは沢沿いの林道を歩く。 

もみじ橋で一息入れ階段状の急な登山道をいくとすこし緩くなりほどなく頂上到着。 

広場に東屋もあり休憩するのにはいいが展望は良くない。若狭峰へは尾根沿いに沿った 

林道を行く。林道から傾斜のきつい坂道を登ると若狭峰の三角点がある。引き返さずに

降りやすい尾根を下り古い林道跡を行って猪鼻峠に続く稜線に出るはずだったのだが 

どうやら分岐を見落としたようで引き返して途中から斜面を登り尾根伝いに歩き 

猪鼻峠。 
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊ 

2019 年度第 7 回運営委員会  10 月 17 日（木） 

出席：柏原、久保田ゆ、中村れ、三野、村上し、村上ま、安井（五十音順） 

■会員動向 

会員数 55 名（家族 8 名） 

■入退会 

なし 

■各部報告 

①事務局 

 ・納山祭は例年通り、皇子の森にて行う。 

②会報部 

 ・善通寺山の会のホームページに会報『こめつつじ』をアップし、誰でも読むこ 

とができるようになりましたので、ご覧下さい。 

③山行部 

 ヒヤリハットは無し。 

④県連理事 

 ・県連拡大理事会が 10 月 16 日にあり、会員拡大について意見交換した。 

 ・塩飽山の会のオレンジヒュッテが老朽化しており、応急処置の必要あり。 

 ・近く県連メディア委員会が Wi－Fi 環境のある塩飽山の会で催される。 

 ・来年度の四国ブロック交流ハイクを香川県が担当。場所は塩入温泉を仮押さえ 

  している。 

 ・県連ヤングメンバーズクラブの担当者として、柏原が任命される。 

 ・来年のカレンダーを今年度と同じ 12 部予約している。 

■各実行委員会の進捗状況 

①自然保護委員会 

 ・10 月 18 日は五色台クリーンハイキングの準備会。 

②組織拡大実行委員会 

 ・10 月 20 日の天狗塚登山は 22 名参加で、うち 5 名はエンジョイ登山教室から、 

  1 名はその友人。 

③エンジョイ登山教室 

 ・10 月 14 日に佐藤たをリーダーとして、伯耆大山に登山。会員 1 名、エンジョ 

イから 2 名参加。 

■柏原委員からの提案 

・讃岐山脈ロングトレイルの取り組みとして、大滝山から東の区間を数回のシリー 

ズで来年度の定例山行に組み入れたい。 

・ヤングメンバーズクラブへの取り組みとして、会内に青年局を設立したい。 

■山行部からの提案 

・来年度の山行の大きな方針を運営委員会で検討して欲しい。 



23 

 

＊＊＊事務局からのお知らせ＊＊＊ 

 

■ 会員の動向 

会員数 55 名（内、家族会員 8 名 ） 

 

■ 9 月例会の報告 

出席者 20 名 

■ 納山祭のお知らせ 

 〇日 時：12/7（土） 18：00 より 

 〇場 所：皇子の森 

 〇会 費：2,000 円/一人 飲み物各自、差し入れ大歓迎！ 

 〇毎年恒例のオークションも開催しますので出品物の提供をお願いします。 

 〇飛び入りも歓迎します。 

■ お願い 

例会にて山行報告（スライド）担当の方は早めに来て、担当者にデータをお渡し下さ

い。 

山行案内のある CL の方は出来るだけ例会に出席して下さい。 

 

 

＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊ 

 

第 7 回 ２０１９年 10 月 27 日              記）三野和哉 

（出席者：久保田、北岡、三野） 

議題 

5. 今月、来月の行事 

10/19 岩トレ CL 久保田ゆ   4名参加予定 

10/22 L-コンパニオンレスキュー CL音地 3名参加予定 

10/27 県連女性交流登山 CL北岡  4名参加予定 

11/9  岩トレ CL三野   ブラッシュアップを行う。 

11/24 定例(烏ケ山) CL 若宮   状況により、サポートをつける。 

11/30,12/1 L-総合力 CL佐藤た→三野 縦走(東赤石→平家平) 

12/21，22 雪山 1  CL佐藤た 

12/29～ 冬山合宿 CL三野   縦走 

6. ヒヤリハットの検討     無し 

7. 上半期の山行データより、山行の傾向を分析検討した。 

●拡大と、Enjoy 以外では、あまり活発に山行に行っていないのではないか？  
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●さぬきの富士シリーズで活発に山行をしていた人たちが、今年度はあまり登ってい

ないのではないか？ 

→ある程度のテーマを提示して、それにあった山を、自分たちで「探して」「調べ

て」登るというのが、(技術、体力にかかわらず)数を登ってきた登山者にとっては、

楽しめるのでは？ 

→創造的な登山・テーマ(標高や難易度にかかわらず)を企画・提案するというのはど

うか？ 

例)・歴史と絡める。 

・自分がずっと気になっていた山。 

  (山頂に何か見える、変わった山の名前等)(理由付きで) 

・島シリーズ。 

  (他会や水曜山行では例があるが) 

・各地のロングトレールをそれぞれの登り方で。 

  (宿での宿泊付き、ツエルトビバーク、カモシカ山行、等) 

・山ご飯山行。 

  (山の会では、ご飯はそこそこですぐ下山にかかるが、友達と行ったらご飯を作っ

て楽しむことが多い) 

・温泉山行。 等 

●「最近は、目的が終わったら早く降りて、早く解散して帰る。」傾向が強いのでは

ないか？ 

→例えば、下山後の温泉も(長短はあるが)、いろんなことを含めて山行を楽しんだら

よい。 

●遊びとルールの関係が、本末転倒になっていないか？ 

→登山では、安全に遊ぶためにルールがあるが、ルール順守が目的になっていないか 

以前の「月明りでの縦走」などのように、安全を裏付ける技術の範囲で、もっと自由

に創造的に登山を楽しんだらよい。 

8. 次回日程 11/19（火） 

 

＊＊＊県連ニュース＊＊＊ 

2019 年 10月 16日（水）   第 7回拡大理事会開催 於：善通寺市民会館 

■各会からの会員動向 

 正会員数２２８名、家族会員２１、合計会員数２４９  

■会員拡大運動 

 ・9月度会員 

4 名減で現状 249 名となったが、10 月入会予約あり、高松ハイク：3 名、あ

けぼの 3名、観音寺ハイク：1名 

 ・あけぼの 
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    写真展やバスハイクの参加者は高齢者が多い状況 

小学生を対象にした親子登山や、高校の山岳部への講師派遣等を検討する。 

 ・登山学校 

    過去の登山学校の参加者で未入会の人をリストアップして再度働きかけし 

てみる 

■ヒヤリハット報告 

○ 塩飽山の会 

9/13 午前 六つ目山下山時 72歳女性 直下急坂で左足関節外果骨折 

■各部報告  

 ○ヤングメンバーズクラブ   

善通寺山の会の柏原氏に担当になってもらい進める。 

まず、五色台クリーンハイクの後に会合を持つ。 

 ○大滝山縦走路一部通行止めの件 

    香川県の担当者から状況説明ができるので、場を設定してほしいとのこと。 

 ○赤石小屋を存続させる運動について 

    今年で小屋閉鎖、年内は当番制 

    11 月の四ブロ理事会にて愛媛県連に相談する。 

 ○自然保護委員会 

    五色台クリーンハイクの実施要綱が決定。 

    五色の峰の宮武氏入院により、五色の峰は不参加となり、白峰寺コースが実施

できない見込み。 

    救助隊の担当理事はさぬき山歩会の谷本氏に交代する。 

 ○オレンジヒュッテの老朽化 

    手すりの崩落等があり老朽化がひどい。応急処置が必要であり、実施について

は、各会に応援を依頼してはどうか。状況を１級建築士に相談予定。 

■行事予定 

 ○2020年度四国ブロック交流ハイキングの件 

     まんのう公園は研修棟での夕食・懇談会不可 

    塩入温泉は、ふるさと研修館で 50名収容可能、夕食・懇談会も可のため 

    仮予約を入れておく。 

 

＊＊＊Enjoy 登山教室実行委員会ニュース＊＊＊ 

                                 9 月 25 日(水) 

出席者：柏原、久保田と、佐藤た、平村、森山み 

 

9 月 11 日(水) 座学「登山計画の立て方」講師：佐藤た 

計画書を作成する方法を順序立てて指導（前半の 30 分） 

実際の計画書を見て説明（残り） 
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9 月 20 日(金)～23(月)実技「白馬岳」講師：佐藤た、CL：三野 

 台風 17 号の影響で中止→10 月に紅葉の大山でフォロー山行を行う 

 

10 月 6 日(日)実技「五岳山」CL：佐藤た、SL：三野、大井、久保田と、平村 

 危険個所を安全に歩く方法 

 組織拡大山行のチラシと会報 10 月号を印刷して受講生に配布予定 

 

10 月 23 日（水）座学「まさかの時の対処方法（ケガをした時の対処）」 

 三角巾を使った応急処置 座学後の修了式の流れの確認 

 

次回日程 10 月 30 日(水) 

 

 

＊＊＊会 報 部 だ よ り＊＊＊ 

 会報掲載の原稿の書式について 

○ 会報掲載の原稿は、パソコン等で書かれる場合は、下記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  上２５ｍｍ 下２０ｍｍ 左右３０ｍｍ 

   表題  MS 明朝 太字 ２０ポイント 外枠を入れる 

   本文  MS 明朝 １１ポイント 

○ 原稿の提出は早めにお願いたします。 

○ 無断でSNSに転載はしないようにしてください。 

原稿送付先アドレス 村上しのぶ shinobu0402@outlook.jp 

表紙の言葉 

 

   拡大山行の次郎笈です。この前もエンジョイでの山行がありましたが、 

違うメンバーですかね。 

四季を通じて何度行ってもよい山ですね。 

                       会報部 矢野 

 

編集後記 

五穀豊穣の祈りのお祭りも、稲刈りもほぼ終わりました。 

台風の影響で、山行計画の次々と中止になっているのは残念です。 

今から紅葉がよくなってきますね。皆さんカメラを持って出かけましょう。 



 

 

  

1 金 1 日 L総合力

2 土 祖母山 2 月

3 日 拡大三瓶山 3 火 会報印刷部会

4 月 烏ヶ山準備会 4 水

5 火 会報印刷部会 5 木 例会

6 水 6 金 大山準備会

7 木 例会 7 土 納山祭

8 金 8 日

9 土 岩トレ８ 9 月

10 日 五色台クリーンハイク 10 火 事務局会議

11 月 11 水

12 火 事務局会議 12 木

13 水 L総合力準備会 13 金

14 木 冬合宿準備会 14 土 岩トレ９

15 金 15 日 大坂峠

16 土 救助隊基礎技術訓練 16 月

17 日 17 火

18 月 18 水

19 火 19 木 運営委員会

20 水 20 金

21 木 運営委員会 21 土 雪山

22 金 22 日

23 土 京都トレイル東山コース 23 月

24 日 原稿締切　烏ヶ山 24 火

25 月 25 水

26 火 26 木

27 水 27 金

28 木 28 土

29 金 大坂峠準備会 29 日 冬山合宿　　　　　　原稿締切

30 土 L総合力 30 月

31 火

◆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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