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 春夏秋冬 

 

山を楽しむ 

阿部恵子 

 

 

年が明けるとすぐに春が近づくような今季は暖冬のようです。 

冬は寒くて家に閉じこもりそうになりますがこんな暖かい冬こそトレーニングして 

春からの山に向かう準備をするのもいいかもしれません。 

 

組織拡大山行で１２月に大阪峠、１月に箸蔵街道を歩きました。 

多くの会員と会員の声かけで集まっていただいた会員外の方達と峠歩き 

手作りの煮込みうどん、ぜんざい、美味しくいただき心が温まる山行でした。 

山にはみなさんいろいろな夢や目標を持ち登られてるかと思います。 

そんな中で里山歩き、峠歩きは冬だからこその味わいがあるように思います。 

枯れ葉を踏みながら我が街を見下ろすと妙に生きていることの幸せを感じます。 

会員同士の笑顔があふれるのもよいところ。 

もっと地元ならではの眺めや山道を深めてみたいと思いました。 

 

昨年は会員のみなさまのご協力をいただき、初めての企画、会員外の方達と歩く山行

を月一で行い、にぎやかで楽しい山登りを続けることができました。 

ありがとうございました。 

会員外の方をみんなでサポートし、会話し、気持ちもリフレッシュになりました。 

新しい風はたしかに吹きました。 

春からも続けて楽しい山、ふれあう山、気持ちがひとつになれる山行を企画していき

たいとおもいますので来年度も協力をよろしくお願いします。 

こんな山に行ってみたい、あの山にもう一度登りたい、山で作って温まろう、 

みなさんのお声を聞かせてください。 

組織拡大委員会では、企画に役立てていき山をもっともっと楽しみたいと思います。 
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定例山行案内 

岩トレ―11 

 

 

■ 日 程  2020 年 2 月 11 日（火・祝）8：30～15：00 位 

■ 場 所  大屋富の岩場 

■ Ｃ Ｌ  若宮 

 

年間計画では２月８日（土）でしたが、担当者の都合で日にちを変更しました。 

 

クライミングの未経験の方も気軽に参加して下さい。岩場で岩に触るだけでも岩場の

歩行の訓練になりますよ。 

経験者の方はリードクライミングにおける登攀、ビレイ支点の構築、セカンドビレイ、

懸垂下降など一連の流れの訓練を行いたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

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 

3 29 岩トレ-12 池田 

4 

5 総会 運営委員会 

12 岩トレ-1 久保田ゆ 

19 蒜山三山 柏原 
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定例山行案内 

伯耆大山 
 

 

 リーダー養成山行として実施しますが、対象者外であっても参加を希望される方は準備

会に出席してみて下さい。 

伯耆大山は日本海に直接面した独立峰であるため、標高は低いですが山の厳しさは一

級品です。今年は今のところ雪が少ないようですが、一度強い寒気が南下し冬型の気圧

配置になると、一晩で 50cmから 1mの雪が降ることもあります。 

 初日は雪上技術を学び、二日目は雪稜の登攀を行って総合力を磨きます。 

 

❖日 程 2020年 2月 29日～3月 1日 

❖場 所 伯耆大山 弥山尾根西陵 

❖目 的 リーダーとしての資質向上 

❖Ｃ Ｌ 佐藤孝雄 

❖準備会 2 月 10 日 月曜日 19 時 30分～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1579834308/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fODgyMjkwMDFfJUUzJTgzJUFEJUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTk3JUUzJTgxJUE4JUUzJTgzJTk0JUUzJTgzJTgzJUUzJTgyJUIxJUUzJTgzJUFCJUUzJTgxJUFFJUUzJTgyJUFGJUUzJTgzJUFBJUUzJTgzJTgzJUUzJTgzJTk3LSVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyU4OC0lRTMlODMlODclRTMlODIlQjYlRTMlODIlQTQlRTMlODMlQjMlRTUlOUIlQjMlRTMlODElQUUlRTMlODIlQjMlRTMlODIlQTQlRTMlODMlQUIlRTMlODElQTclRTMlODElOTklRTMlODAlODIuaHRtbA--/RS=^ADBErFSc8tQtJEOIiwZNvqz1eI12cM-;_ylt=A2RCMY1ECileoQsARA2U3uV7
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定例山行案内 

スノーシュー 
 

■日程 2020年 03 月 08 日（日）       ■場所 未定 

■目的 スノーシューやワカンを楽しむ。      ■C L 大井 

■準備会 02/26（水） 事務所 19:30～の予定 

02/09(平村 CL)に続けてのスノーシューです。予定では 塔の丸 ということになっ

ていますが、夫婦池まで道路が通じてかつ雪もたっぷりあるといううまい話になるか

どうかわからないので、現在検討中です。他に良い案があれば教えて。 

1、 大山鏡ヶ成から 擬宝珠山 象山  

2、 メンバーの力量によっては岡山森林公園。ザゼンソウがみえるかも。 

3、 三平山 雪が十分あれば塔の丸、丸笹山。 

スノーシューやワカンはお貸しできると思い

ます。中村の家にはスノーシューが２つとワ

カン 

 

 

 

 

 

拡大山行案内 

寒 峰 
                    音地洋子 

                              

■ 日 程    2020 年 3月 22日（日） 

■ 場 所    徳島県東祖谷山村  寒峰 

■ 目 的    福寿草をみる 

■ Ｃ Ｌ    音地洋子 

■ 準備会    3月 6日 （金）19：30～ 

 

祖谷川を隔て剣山系の向かいにある祖谷山系の東端に位置し福寿草で人気の山です。 

雪の中から顔を出す福寿草が見ることができれば良いですが、早春の山を楽しみま

しょう。山頂からは烏帽子山、矢筈山、剣山、次郎ギュウ、三嶺、天狗塚、我拝師

山、飯野山、石鎚山が見えるかも知れません。 
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個人山行案内 

瓶が森周遊 
CL 中村玲子 

 

■日 程 2020年 3月 28日（土）～29日（日） 

■場 所 愛媛県西条市瓶が森周遊 

■目 的 春山を楽しみながらテント設営・重荷の歩行など身につける。 

■準備会 3 月 11 日（水）19:30～山の会事務所 

 

テント生活を体験してみませんか？ お待ちしています。 

 

 

 

 冬山合宿 

三嶺～塔の丸 
記録 正田 

 

■日 時：2019年 12月 31日（土）～2020 年 1月 2日（月） 

■目 的：冬山合宿 

■参 加：CL三野、SL安井、装備中村ム、食料大原、記録会計正田 

■費 用：3,300 円 

 

【コースタイム】 

6:00善通寺事務所＝＝8:30 名頃駐車場＝＝9:00登山口スタート＝＝11:30 分岐＝＝ 

12:45三嶺ヒュッテ＝＝13:25三嶺頂上＝＝15:45 白髪避難小屋＝＝16:00 水場 

16:30宴会スタート＝＝19:30就寝＝＝0:00 星を見るため起きる 

 

 今年は夏合宿に参加したので、冬山合宿にも参加したいと思っていました。11月く

らいから寝袋を買ったり、ハードシェルを買ったりいそいそ準備しました。 

 30日仕事納め、楽しみにしていた大晦日。日帰り組とお泊り組 9名で名頃駐車場

へ。暖冬で大山に続き、三種の神器（ビーコン、ゾンデ、スコップ）は車でお留守

番。毎度のことだが、登りはしんどくてあまり記憶がない。これでスコップを持って

雪が積もっていたら前へ進んでいなかったと思う。拡大山行で登った三嶺ですが、あ

のときの晴天と違い、少し視界が悪かった。三嶺ヒュッテで日帰りチームと合流した

ときは、ほっとした。 

 池が凍って写真を撮りたかったが、そんな余裕もなく山頂で集合写真。悲しみでい

っぱいで日帰りチームとお別れ。早く寝床に着きたいという気持ちで歩いた。途中野
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ざらしの坂道で風が強く冷たく一層前に進まなかった。白髪避難小屋が見えたときは

安心しました。 

 道中誰にも会わず、私たちだけで贅沢でした。「水場までは 50m」とあったが、なか

なか下った。さあ、お待ちかねのお食事。いつもご飯はおいしいのですが、今回は季

節感あふれて格別おいしかったです。まずは前菜のマシュマロ。いや、その前に自前

ビールで乾杯☆五目ごはんに天ぷらつきの年越しそば。大満足!!!食料のパッキング

等々大変勉強になりました。夜はすごく光る星カノープスを見ました。 

 

【コースタイム】 

4:00起床＝＝6:15 白髪避難小屋出発＝＝9:50丸石避難小屋＝＝10:30丸石山頂＝＝ 

12:20次郎岌＝＝13:45剣山山頂＝＝15:40 見ノ越駐車場＝＝（明日の登り口を確認後

宴会） 

19:00就寝 

 元旦の朝食はあん雑煮にねずみの形の生菓子。平地で過ごす以上に大晦日らしさ元

旦らしさを体験できました。 

 ぼつぼつ歩きはじめて、7時過ぎに初日の出。入会したときは年末年始を山で過ご

すと思っていなかったのでいい経験ができました。雪はなかったですが、すごくお天

気に恵まれました。そこからはひたすら歩きました。歩いて歩いて歩く。よし、丸石

☑次郎岌☑というように今日の工程を心の中で☑しながら進みました。 

 休憩とご飯をたべる以外はしんどいですが、次郎岌まで 400m、剣山まで 400m の看

板から地味に遠かったです。次郎岌からはぽつぽつと登山者に会いました。今回の集

合写真は Oさんの三脚のおかげで全員でとることが出来ました。 

 剣山の気温計では－4℃。普通だったら寒く感じるところですが、山の中だと「あー

そんなもんか」という感じでした。下りでは凍ったところもあり、尻もちをしながら

下りました。次の日の丸笠山の登り口を確認して見ノ越駐車場に下りました。 

 下りたらご飯！2 日目はハヤシ飯にアボカド。さきいかを網で焼いてもらい美味し

かったです。 

 

【コースタイム】 

5:00起床＝＝7:00 駐車場出発＝＝8:30丸笠山山頂＝＝9:10 ラフォーレ剣＝＝ 

9:25塔の丸登山口＝＝11:30 塔の丸山頂＝＝（縦走で歩いた道を地図で確認）＝＝ 

14:30名頃駐車場 

 

 さてさて最終日。網で焼いたおもちのぜんざいを頂き出発。今日は少し歩く時間が

短いと思っていましたが、甘かった。 

 まず、丸笠山まで急な登りでしたが、山頂の看板が見えたときは 3日間で一番感動

しました。登山口から登るより達成感もあって景色も抜群でした。すたすたと登山口

におりて、塔の丸の登山口へ。（登山口におりてまた登山口から登るって縦走ちゃうや

ーん。涙） 
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 塔の丸は登山教室の読図山行で途中まで登ったことがありました。が、引き返した

ところからが長かった。山頂のようなところがいくつかあって期待しましたが、いや

いや看板が見えない。やっぱり一番遠くだと思ったところが山頂でした。今回はしか

をたくさんみることが出来ました。頂上で地図を眺めながら、辿った縦走路を眺める

のは気持ちよかったです。 

 

 

 最後の下りがつらかった。転げ落ちたほうが早いんじゃないかと思うくらいのとこ

ろで、脚力も残っておらず、ずるずる尻もちをつきながら下りました。下るのに精い

っぱいで地図をみる余裕がなかったです。2020は 1回でも多くボッカに参加して登れ

る山の範囲を広げたいと思います。 

 駐車場に下りて、靴を脱ぐと開放的ですが、下りるとまた登りたくなりますね。冬

合宿もメンバーのみなさんには大変お世話になり、ありがとうございました。 
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定例山行報告 

 

三 嶺 
                                    柏原 

 

■日 程：令和元年 12月 31日（火）曇り時々細雪 

■場 所：徳島県三好市、高知県香美市 

■目 的：令和元年最後の山行を雪山で楽しむ 

■参加者：ＣＬ・装備・記録・柏原、SL・若宮、運転・会計・医務・北岡、真鍋 

■費 用：203km×26＝5278 円÷4≒一人 1320円 

コースタイム 

事務所発 5:45＝8:30 名頃駐車場 8:40発…10：40ダケモミの丘…11：40山頂直下南

面のトラバース…12：00 山頂直下の池…12：05三嶺避難小屋（休憩・12：40縦走組

と合流）13：00 出発…13：20三嶺山頂（1894ｍ）13：30 下山開始…13：50 山頂直下

の池…14：45ダケモミの丘…16:00 名頃駐車場＝（曼陀峠経由）＝19：00事務所（反

省会後解散） 

ターナーの絵画『金枝』を知らないものがいるだろうか。 

 

言わずと知れたフレイザーの『金枝篇』のあまりにも有名な冒頭の一節である。本書

において、「金枝」とは、聖なる木オークに生えた「ヤドリギの枝」を指す。『金枝篇』

のフレーズが頭によぎったのは、日帰り組の我々が先に準備運動が終わったので、縦走

組を後に残し、名頃の登山口を出発してから 30分ほど経ったころだった。 

この時期の三嶺の広葉樹林は、落葉してヤドリギが目立つ。今回の目的が雪山を楽し

むことなので、雪がないか、下ばかり向いて血眼になって探していると、北欧神話で女

神フリッグの涙とされるヤドリギの実が落ちていた。もしや、と思い見上げると、曇り

がちだが時折青空が覗く空を背に、とてつもない数のヤドリギが目に飛び込んでくる。 

興奮して、メンバーに伝えると、真鍋さんは、初めて目にしたのか、みるみるうちに

テンションが上がっていったが、北岡さんは、早朝から長時間に渡る運転と急登による

疲れによるのか反応がイマイチで、若宮さんに到っては、「山にはよくあります」と真

鍋さんに解説するといった塩梅で、両者ともに至ってクールだった。 

私は、ダンテ『神曲』、ゲーテ『ファウスト』、フレイザー『金枝篇』など古典が好き

で、特にお気に入りの『金枝篇』は、自分の人生を決定づける座右の書としている。し

かし、いかんせん長い（邦訳は現在まで 7巻）のとなかなか続刊が出ないので、待ちき

れず、最近は、専ら短い『ファウスト』を嗜んでいる。 

そんな中、フリッグの涙（ヤドリギの実）と金枝（ヤドリギの枝）を目にしたことで、

プルーストの『失われた時を求めて』に出てくるプティ・マドレーヌのように、過去の

ことが惹起され、『金枝篇』の冒頭に行き着いた次第である（プルースト現象）。一旦そ

うなってしまうと、不思議なもので、山行で目にする景色がすべて文学的絵画的に映る。 
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序盤のヤドリギのついた広葉樹林は、イギリスの画家ターナーが描く『金枝』そのも

のだった。因みに、漱石の『坊ちゃん』の中にこの絵によく似た風景のターナー島とい

うのが出てくるが、その元ネタが『金枝』である。地元松山においては、今でも小説の

モデルになった島は「ターナー島」、その島の松は、「ターナー松」と呼ばれている。 

1時間ほど経った頃であろうか、ヤドリギのついた広葉樹林からダケモミに代表され

る針葉樹林に変わり始めた頃、それまで、風は強いものの雲の合間から青空が見えてい

たくらいの天候が一変し、一面に靄が立ちこみ始めた。それは、幻想的な瞬間で、近世

水墨画の最高傑作である長谷川等伯の『松林図屏風』が今まさに立てられつつあるよう

に思えた。  

三嶺に生えているのは、ダケモミやアカマツだが、ご存知のように、普通、松の木は

幹や枝がくねくね曲がっているが、等伯の地元七尾市ではクロマツであっても、真っ直

ぐ育つので、画師もそれをモチーフとしたのであろう、三嶺ではアカマツよりもダケモ

ミの方がシルエット的に『松林図屏風』と奇妙な一致を見せる。また、等伯は、屏風を

くねくねにして置くことを、計算に入れてスフマートを施しているので、立体感があり、

空気遠近法が際立って過剰なまでにリアルである。私は、ダケモミの丘で『松林図屏風』

の内に入る錯覚を覚えた。 

少し登ると、雪がちらつきだした。真鍋さんが、その雪を細雪だと言った。確かに、

積もりそうにはない粉雪だった。しかし、その表現に谷崎の最高傑作『細雪』が連想さ

れ、そういえば作品が書かれたのは戦争末期から戦後で、私が『細雪』を読んだのも、

昭和の終わりだったなと思いを馳せ、その妄想は、ちょうど 1 年ほど前に NHK で観た、

谷崎の『細雪』の時代設定を平成のバブル崩壊期に移した「平成細雪」に至り（私は、

古典を脚色した、映画やドラマが大好きである。吉田鋼太郎が出演していた日本版の『カ

ラマーゾフの兄弟』もよかった）、ついに時代は、「令和細雪」になった、と令和元年最

終日の三嶺で思った。 

そうこうしていると、山頂直下南面のトラバースに突き当たった。計画段階では、こ

のトラバースを最大の難所と想定し、雪崩に最大限の警戒を払っていたが、何のことは

なく、雪がついてなかったので、そのまま進むことにした。しかし、そこでそれまでの

細雪が、霰に変わり、ほどなくして、強風を伴う吹雪へと変貌した。串田孫一は、『山

のパンセ』で、「山の風は山の心遣いであり」、「また、風は、山の感情の表現手段でも

ある」と定義している。「むべ山風を嵐といふらむ」、文屋康秀と同じく、なるほどとい

う気持ちになった。以来、私は、山の心や感情を風から汲み取るよう心掛けている。 

やっとの思いで、山頂直下の池に到達し、雪はないけど池はよく氷っているな思いつ

つ、あと少しで避難小屋の三嶺ヒュッテだと気合を入れる。小屋に入り、休憩している

と、冬合宿縦走組が到着した。お互いの無事を喜びあい、全員で吹雪の中、三嶺アタッ

クを開始した。美しい霧氷の登山道を抜け、ホワイトアウトした三嶺山頂に全員で辿り

着いた。我々以外に登山者はなく、会で山頂を独り占めした。名残惜しいが、皆で記念

写真を撮影後、白髪へ向かう縦走組を山頂で女性陣が泪ながらに見送った。 

さあ、あとは登山口まで下るのみである。滑りやすい急な登山道を慎重に進む。途中、

山頂直下の池を通る。北岡さんは、氷った池に並々ならぬ思い入れがあるようで、入念
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な下調べを行ったあと、2019 年の本年が没後 450 年であるブリューゲルの『雪中の狩

人』の楽し気な村人よろしく、一人はしゃぎながらスケーティングしていた。少し、寒

がっていた SL の若宮さんの背中が、私と真鍋さんという猟犬を引き連れて歩く狩人と

被る。今の状況がブリューゲルの主題とシンクロしていることに思わず、吹き出しそう

になった。500 年前の光景が眼前に映る。佐々木中『夜戦と永遠』における「何も変わ

らない、何も」が脳裏をかすめた。蓋し、名言である。 

だが、500 年前の喜怒哀楽の対比や貧富の差が今と何も変わらないにしても、山の様

相が登山時と下山時で一変することは、往往にしてよくあることである。『松林図屏風』

の世界観を呈していたダケモミの丘が、我々が下るころには、なんとちょうど今の時期

公開される円山応挙筆国宝『雪松図屏風』へと様変わりしていたのだ。目の前には、応

挙、円山派の世界が広がっていた。はからずも、今回の山行の目的である令和元年最後

の山行を雪山で楽しむが土壇場において達成されたのである。まさに、令和元年最大の

衝撃であった。雪がないかなと思いながらも、三嶺に登りに来てよかったと心の底から

思う瞬間であった。 

下山中、数頭のシカの群れに出会った。皆、雪が積もったうえに、シカのお尻が白い

ことにテンション MAXであった。パンダのお尻も白くてカワイイことで有名だが、生で

見るシカのお尻も負けず劣らずである。小鹿の場合はなおさら言うまでもない。しかし、

シカのお尻が白く目立つときは、仲間に危険を知らせるときであるので、かわいいと感

じている我々を恐れているときである。そう考えると複雑な心境になる。 

この感じだと、下界にも降雪があって、駐車場まで銀世界かもと期待したが、ヤドリ

ギの辺りで雪がなくなり、徐々に天候も回復し始め、青空が顔を覗かせた。あいかわら

ず、風は強いが、この調子だと縦走組も天気に恵まれているだろうと、安心し、皆で白

髪方面を眺めながら、合宿が成功することを祈った。そのときの、心境はまさに、家持

の「あしひきの山の木末のほよ（ヤドリギ）取りて挿頭しつらくは千年寿くとそ」だっ

た。歌に因んで、ほよの実を拾って頭に当ててお願いしてみた。 

また、登山口近くでは、ミツマタの蕾をみかけた。お札の原料だと若宮さんが教えて

くれた。人麻呂の「春さればまずさきくさの幸くあらば後にも逢はむな恋ひそ我妹」の

さきくさは、ミツマタとの説もある。厳冬期を蕾で過ごし、仲春にいち早く花を咲かせ

るからだそうである。寒い冬をミツマタを見習ってがんばろうと思った。 

帰りは、曼陀峠経由で事務所に戻った。行きの車内でかかっていたボサノヴァは眠た

くなるので、ノリのいいのをかけようと若宮さんから提案があり、マルーン 5がかかっ

たので、聴いたことがあったので何年か前の曲ですよねと問いかけると、今年の曲です

と一蹴された。まもなく、後部座席から、若宮さんと真鍋さんの寝息が伝わってきた。

また、このメンバーで山に登りたいなと思った。 
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定例山行報告 

箸蔵街道 
記録：村上しのぶ 

 

■日 程 令和 2 年１月 12 日（日） 

■場 所 香川県三豊市財田町・徳島県三好町 

■目 的 初春の箸蔵街道を歩く 

■参加者 CL 村上ま SL 安井 SL 北岡 SL 大平 医務：松岡つ 医務：三倉 

     会計：横田 SNS：黒渕た 写真：中村れ 装備：平村 記録：村上し 

     阿部け 香川 古川    

    （会員外）  升形 吉崎 堂崎 佐藤 井崎   合計 19 名 

■費 用 距離往復 35ｋｍ160 円／1 人 JR260 円／1 人 ぜんざい 110 円／1 人 

     計 530 円／1 人 

■天 候 曇り、雨 

コースタイム 

 1 月 12 日（日） 

 事務所 6:30＝＝＝6:55 財田駅 7:24＝🚃＝7:36 箸蔵駅 7:45・・・8:10 登山口・・・ 

 8:25 衣服調整・・・9:05 箸蔵寺・・・奥の院 9:30・・・11:45 二軒茶屋 12:30 

  ・・・13:00 石仏・・・13:35 展望休憩所・・・14:30 登山口・・・14:50 財田駅 

 反省会後解散 

 

 数日前から天気予報をチェック、当日は雨の予定だから仕方がないと諦めてました。

晴れ男リーダーが雨が降らないよう超能力を発揮したおかげか、朝集合時は雨が降って

おらず良かった。財田駅集合 2 名と琴平から乗って来た 2 名と合流し、箸蔵駅に着くと

残念なことに雨が降り始めました。駅で雨具を付け出発。しばらくするとやんだり、下

り展望休憩所でまた降り出し財田駅まで雨。リーダーの超能力はここまでは発揮できな

かったみたいです。 

 今回、財田駅と箸蔵駅のトイレは使用できなかった。その代わりに電車の中にトイレ

の設備があったとのこと。無人駅ではメンテが出来ないからかもしれないですね。ロー

プウェイ乗り場近くでトイレを借り

ました。次回は注意です。 

 箸蔵寺までは登りが続き、ロープウ

ェイの支柱に行くまでの間で衣服調

整をした。途中からは石段が続き結構

きつい。本殿に着いてトイレ休憩。そ

れからさらに奥の院まで、見上げるよ

うな石段を登り、奥の院の前で全員で

記念写真。境内にはカンザクラの小さ

な花が咲いていた。 
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 奥の院の端から登山道にはいる。しばらく

進んだところで、新しい登山靴がきついとの

ことでリタイアが出たので 2 名で引き返すこ

とになった。奥の院からはなだらかで歩きや

すい登山道で勾配もゆるい。サブリーダーさ

んは快調に私たちをひっぱってくれ、思いの

ほか早く馬除けに着くことが出来た。ここに

は廃屋があり、二軒茶屋はもう近い。そこから

は車のわだちなどで道がドロドロになっているところが所々あった。金網で囲った畑の

横を通り過ぎ、予定より早く二軒茶屋に着いた。早速ぜんざいの準備を皆でする。寒か

ったので暖かいものはうれしい。それぞれ皆カップ麺やおにぎり等でお昼のあと、ぜん

ざいを食べた。 

 二軒茶屋からは尾根道を少し登りがあり、

30 分ほどで分岐の石仏に着いた。快調なサブ

リーダーはどんどん進みそうになるが、ここ

でちょっと休憩、石仏を見に行く人もいた。分

岐からしばらく行って、展望休憩所に近づい

たところでまた雨が降ってきた。下りは急坂

もあり、滑らないように気を付けて降りた。下

まで降りると猪よけの金網のドアがあった。

そこから駅の大きな樹が見えるのですが、真っ直ぐは行けず、踏切の方へ大回りして駅

へ向かう。駅に着くとリタイア組 2 名と合流し、駅舎の中で反省会を行いそのあと解散

した。 

今回の山行は参加者が最高 25 人までになってましたが、都合が悪くなる人続出で結

局 19 人となった。風邪等流行っているのですね。体調管理、気を付けなくては・・・

年の初めの初詣山行出来て良かった。 
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定例山行 

三嶺・天狗塚 
記録 中村ム   

 

■日 程 2020 01/25 土-01/26 日     

■山 名 三嶺天狗塚 四国山地    ■場 所 高知県香美市 徳島県三好市 

■天 気 曇り→雪   ■山行目的 雪山を楽しみ,学ぶ     

■参加者 CL 森山み SL 会計若宮 装備山地 記録写真車中村ム 食料北岡 

    

01/25 土 曇り→雪 善通寺山の会事務所 500＝800 光石登山口→1145 稜線

→天狗峠 1400→1425 天狗塚→1545おカメ岩避難小屋 夕食 泊 

。 

通常より 1時間早く暗い中を出発。高知

道を南国 ICで出,旧土佐山田町内を通過し

195号を北上,光石登山口に雪はなかった。 

西熊渓谷をとおり,堂床でカンカケ谷の道

からわかれ,綱付森側の尾根に向かって登り

始める。道はかなり荒れており,トラバ-ス

にロ-プを出す部分もあった。尾根に出ると

わずかに残雪が見られた。 

天狗峠までの道はかなり急で,ヤブや鎖場

もあった。天狗塚の肩でザックを降ろし山

頂への急な登りをはい上がった。視界は良

く三嶺 国見 中津 矢筈 石鎚方面まで見る

ことができた。 

屋根の傷んだおカメ岩避難小屋まで戻る

と,大急ぎで水くみの後,全員で天気図を書

いた。装備担当が人数分の用紙も筆記具も

用意してくれていた。日本のかなり南方に

停滞前線。北の方はかなりの西高東低。 

夕食は北岡シェフによるホワイトシチュ

-。湯煎したバタ-200ℊで固めたペミカンを

使用。非常に好評だった。冬山ではバタ-1

人 40ℊは正解と思う。無洗米も炊き,じゃが

りこのポテトサラダも登場。宿泊者は我々

だけで,木を集めてきてスト-ブに火をつけ

宴会続行となったが,睡魔には勝てなかっ

た。暗くなるころから雪が降り始め 21 時ころには真っ白になっていた。 



17 

 

01/26 日 曇り 朝食 おカメ岩避難小屋 610→西熊山 715→930 三嶺→1120

カヤハゲ→1255 さおりが原→1400光石登山口＝1725 善通寺山の会事務所 

4時半に起きて雑

炊の朝食。真っ暗な

中出発。徐々に白み,

西熊山に到着。吹き

溜まりでは 40㎝くら

い雪がある。風も弱

く温度も高くまった

く寒くない。土佐湾

や紀伊水道の海面が

光って見える。三嶺

頂上に無事到着。他

に登山者はおらず足

跡もなかった。 

南に向かって急斜

面を下降。鎖場でロ-

プ使用。あとは楽だが滑ってこけたら泥

まみれになる道だった。カヤハゲに登る

と三嶺はほとんどガスの中。さおりが原

に向かう道に鹿よけの柵があって,ササ保

護にある程度効果があるかもしれない。 

光石からの帰り道路上に落石が多かった。雨か湿雪の融解によるものか。クルマ

酔いメンバ-がでたが,本人に運転手交替が最善の対策であった。記録を書くにあた

り自分の YAMAP GPSは稜線以外だめで,若宮さんのデ-タをいただいた。トルクの機

械の方の問題で,適当なところで交換し,中身や人間関係もリセットした方がよさそ

う。おカメの小屋は快適で,(買えたとしても)もて余しがちな別荘よりこっちを活

用する方が先決である。もっと山で泊まりましょう。 

高速 1730×2 ガソリン 280 ㎞×26=7280 食料 5893 円 ガス 2本 1260 円 3000 円/人 
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  個人山行            

石鎚山 

                            記録 阿部け 

 

■日 時   2020 年１月２６日 

■場 所   愛媛県 西條 石鎚山 

■目 的   冬の石鎚へ登る 

■参加者   CL 阿部け SL 佐藤な 村上ま 大平 高尾か 三倉 

■費 用   １人/３８６０円 交通費１台 ８５０４円 

行程 

事務所５：５５―駐車場８：００－ロープウェイ８：３０・・成就９：４０ 

八丁休憩所１０：５０・・避難小屋１１：５０・・弥山１２：４５・・夜明峠 

１４：００・・八丁１５：００・・成就１５：４０・・ロープウェイ１６：３０ 

・・駐車場１６：５０－－事務所１８：５０ 

 

天気予報では９０％の雨予報である。暖冬の今季は山では雨かもしれないと思い雨支

度に注意を払った。リフト乗り場に着くとスキー客が並んでおり早めに動いていた。 

始発から３本目の８時３０分に乗り成就駅に到着。歩き始めると雲海が素晴らしい。 

雲の上に降り立ち空は晴れ間も見える。ラッキーだ。しかも昨夜に降雪したようで、 

諦めていた雪道を歩くことができた。 

気温は厳冬期にしては高めで歩くと暑く

て最初の３０分休憩でみな上着を脱ぐ。順

調に進み、八丁、八丁休憩所、夜明峠へ到着。

ここで石鎚北面の全容が現れる。 

うっすらと岩壁に凍りつく雪とのコント

ラスで石鎚山が美しく見える。 

雲海の中からひょっこり島のように浮か

ぶ瓶が森も見える。いつもと違う景色に堪

能する。 

少なめの雪に無風と冬にしては好条件に、予報が悪かったからか登山客も少ない。 

６名で静かな冬山歩きを楽しめた。山頂に

到着すると少し休み下山することに。 

下りはアイゼンをつけ歩くが雪が少なく湿

っているので歩きづらく夜明峠で外す。 

５０分歩き１０分休むペースで歩き続け、

天気条件もよく予定ペースで成就まで下る。 

「今日はもうけたな！」メンバーの一言が

印象に残った冬山だった。 
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   Enjoy フォローアップ山行報告 

虎丸山 417ｍ・本宮山 346ｍ 
記録：堂崎 

      

■日 程   2020 年 1月 19日（日） 

■場 所   香川県東かがわ市 

■目 的   東かがわの里山を歩く。読図力向上。 

■参加者   ＣＬ：佐藤 ＳＬ：久保田と 食料：久保田ゆ 装備：平村・横田 

        写真：高嶋 医務：小林 会計：吉崎 記録：堂崎 升形 

■費 用   車 2台 往復 132.6ｋｍ  1,230 円/一人 

 

コースタイム 

事務所 6:20＝＝＝7：20とらまる公園駐車場 7：50……8：20別所登山口……10：00 

 虎丸山 10：20……11：30風呂登山口……12：15 とらまる公園駐車場 13：00＝＝＝ 

 13：10水主神社 13：20＝＝＝13：25水主コミュニティセンター駐車場 13：35…… 

 14：30本宮山 14：50……15：30水主コミュニティセンター駐車場 15：45＝＝＝ 

 16：55事務所 

 

虎丸山、本宮山、那智山は熊野三山に見立てられ、信仰の山として地元の人々に親し

まれている。今回は時間的に三山を巡るのは厳しいため、虎丸山と本宮山のニ山に登る

ことにした。 

まずはじめは虎丸山に登るため、とらまる 

公園駐車場に車を停める。全員でラジオ体操 

とストレッチをする。空気がとても冷たい。 

その後、早速コンパスと地図を取り出し正置 

する。すっかり使い方を忘れていたため、あ 

わててまわりをキョロキョロ。コンパスに地 

図を合わせているうちに、登山教室での実技を少しずつ思い出す。 

駐車場を出発し、高速道路沿いの道を進み、

別所登山口へと向かう。登山口を過ぎてしばら

く歩いても、体はなかなか温まらない。谷沿い

の道のため寒く、指先は冷たいまま。そんな中、

季節外れのコバノミツバツツジがぽつぽつと

きれいな花を咲かせており、ほんのりあたたか

い気持ちになる。地図で現在地を確認しながら

小さな沢を何度かまたぎ、ゆっくりと進む。頂

上近くになると急登になっていく。途中、展望

所からの瀬戸内海を見渡す景色が素晴らしく、

 

 

展望台からの瀬戸内海 
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自然と笑顔になる。一息ついた後、さらに急登

を２０分ほど進むと虎丸山に到着。頂上には熊

野信仰の新宮神社が祀られており、休憩小屋も

ある。頂上からの眺めもよい。 

休憩後、下る方向をコンパスで確認する。あ 

わてて再びまわりをキョキョロ。下るときこそ

道迷いが生じやすいため、しっかり確認しあう。

下りはいきなりかなりの急坂で、滑らないよう

慎重に下る。落ち葉で地面が見えないところも 

あり、注意しながら下っていると、Sさんに「みんな歩行がうまくなったなぁ」と褒め

られ、調子に乗りそうになるのを抑えつつ、気を引き締め直し慎重に下る。砂防ダムか

らは今回登山を見送った那智山を眺めることができた。風呂登山口へと下山し、とらま

る公園駐車場へ戻る。 

駐車場にて昼休憩をとり、カップラーメン 

とスープで体が温まる。うとうとしつつ車に 

乗り込み、次の目的地へ。時間配分を考慮し 

、次の本宮山登山口までは車で移動する。そ 

の途中にあるパワースポットの水主神社へ立 

ち寄り、参拝をすませ、水主コミュニティセ 

ンター駐車場へ。 

到着すると、みんなサッと地図とコンパスを取り出し、各自コースを確認している。

本宮山はコミュニティセンターから１時間ほどで登れたが、意外にも急な傾斜に息が上

がる。頂上には「くじら岩」と呼ばれる高さ約 7ｍ、周囲約 12ｍのくじらの形をした大

岩があり、息が上がったまま、その大きなくじら岩にテンションも上がる。本宮山の下

山は来た道を戻り、無事帰路に着くことができた。 

寒い季節にこそ楽しめる里山の魅力を堪能し、 

読図の復習もでき、またひとつ楽しい登山の思 

い出を増やすことができた。 

 

 

 

 

 

 

右上は水主

神社。 

 

右クジラ岩 
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新人紹介  

古川秀樹さん 

                               

 

 

64才  善通寺市にお住まいです。 

 

Ｑ どこで善通寺山の会を知りましたか？ 

Ａ 3年前から山の会に入会しようと思っていて各市町に会 

  があるのを認知していました。ズバリ的中と言うか 

  ラッキーでした。 

 

Ｑ 善通寺山の会に入会されたきっかけは？ 

Ａ 山の風景が好きで、テレビ（ＮＨＫ）とかイベントなどの放送をよく見ていて、 

登山（トレッキング）が出来たら良いなあと思っていました。 

 

Ｑ 今までの登山歴は？そして、どんな山に登ったのでしょうか？ 

Ａ 登山歴はないのですが剣山には過去に、毎年 8年間ほど行っていました。 

 

Ｑ 山の会の印象はいかがですか？ 

Ａ 会の皆さんは、山にこよなく愛着心を持って、組織的に結束力が出来ていると思わ 

  れ人と人とのつながりを大切にして取り組み、同じ趣味を共感を持ちつつ、話題が 

  つきず友人関係を持てる会だと思います。 

 

Ｑ これからどの様な登山をしたいですか？登りたい山は？ 

Ａ 初体験と言うか、知識がないのでこれから資料や本などで学んでいきたいと同時 

  に家族にも勧めて共有できたらと感じます。 

 

Ｑ 最後に自己アピールをお願い致します。 

Ａ 後悔先に立たずの精神をモットーにやらずに後悔するより行動するタイプです。 

  人生死ぬまで、勉強 

  七転び八起きの生き方が好きです。 

 

 

編集者コメント 

  登山は初体験で資料や本で学ばれるとのこと、ぜひ山の会の登山教室があります 

ので受講して頂けたらと思います。会員は受講料無料です。 
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新人紹介  

 

井崎頌子さん 

                               

 

 

Ｑ どこで善通寺山の会を知りましたか？ 

Ａ 阿部さんの紹介 

  

Ｑ 善通寺山の会に入会されたきっかけは？ 

Ａ 元から登山をしており､お友達が欲しかったので(笑) 

 

Ｑ 今までの登山歴は？そして、どんな山に登ったのでしょうか？ 

Ａ 主に群馬県の山(赤城山､武尊山､妙義山､榛名山)､筑波山､高尾山､富士山､ 

あとは地元新潟県の山です｡ 

 

Ｑ 山の会の印象はいかがですか？ 

Ａ 皆さんフレンドリーで最高!私の両親世代の方が多いのも良いです! 

 

Ｑ これからどの様な登山をしたいですか？登りたい山は 

Ａ 雪山とアルプス等上級者向けの山に挑戦したいです｡ 

 

Ｑ 最後に自己アピールをお願いいたします。 

Ａ 元気に楽しく頑張ります(^-^) 

  仕事柄､転勤が多くなるので何年いれるか分からないのですが…(泣) 

  積極的に何でも挑戦して行きたいです! 
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊ 

 

第 10回運営委員会  2020 年 1月 16日（木） 

 

■会員動向  会員数 58 名（家族会員 8名） 

■入退会 1 月に 3 名入会 （昨年 3月から通算 5名入会） 

 

■各部報告 

①事務局 上記と同じ 

②県連理事会  

 

■各実行委員会の進捗状況 

①自然保護実行委員会 

 ・来年度は実行委員会を設置せずに、大麻山登山道整備、五色台クリーンハイキ 

ングは定例山行の一部として取り組み、運営委員会が後押ししていきたい。 

②写真展実行委員会 

 ・こちらも来年度は実行委員会を設置せず、一般行事として協力者を募り、運営 

委員会が後押ししていきたい。 

③組織拡大実行委員会 

 ・1月 12 日の箸蔵街道ハイキングは 19名の参加者があったが、1名が足の故 

 

■議案書原稿検討 

・運営委員会のまとめと方針 

 四国ブロック交流ハイキングに関連して、範囲内のコースを少しづつ且つ積極的 

に整備を進めているが、県連の方で具体的な工程表を示してもらえたら取り組み 

やすくなるのでは？ 

・40周年記念山行について 

 総会でどういうものにするかアンケート調査をし、それを基に運営委員会で 7月 

くらいまでに大まかな方向性を決め、実行委員会が具体化していく。 

記念山行は 40周年目にあたる 21年度に行う。 
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＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊ 

 

（第 9回 2019/12/17） 

記）三野和哉 

     （出席者：佐藤、音地、久保田、(柏原)、三野） 

 

議題 

1. Enjoy 登山教室の実行委員会と合同で総括と計画を検討した。 

2. 今月、来月の行事 

11/30,12/1 L-総合力 CL三野  

縦走(東赤石→平家平)、５名参加、積雪あり、天候により途中からエスケープ 

12/21，22 雪山 1  CL佐藤た 10名参加予定 

12/31～1/2 冬山合宿 CL 三野  縦走(三嶺→塔の丸)、 

・参加予定者：5名。 

・三嶺のみ日帰りも同時に計画した。 

3/8 定例定例(スノーシュー)(塔の丸)  CL大井→中村む 

3. ヒヤリハットの検討  無し   無し 

4. 装備点検(12/18,19 に実施予定) 

 購入装備 (EPIガス一箱、無線機) 

 ジャンボエスパースを確認して必要であれば修理を検討する。 

5. 今年度山行の傾向及び教育活動の分析・検討をした。また、山行データの集計を 2

月末で閉めて、議案書の印刷日までに整理する。 

6. 次回日程 1/21（火） 

 

 

＊＊＊県連ニュース＊＊＊ 

 

第 53期 第 10回理事会 2020年 1月 15日 高松県連事務所 12名参加 

 

○県連盟会員数 266名（内家族会員 22名）2020．1．15現在 

 

≪300会員回復 3ヶ年計画の進捗状況と推進≫ 

 ■ヤングメンバース（仮）のアンケート集約 

・2月 22 締め切り 

■各会の活動報告 

・各会単独による登山教室の開催に意欲的 

・インターネット関連（ＳＮＳ・ブログ・Web会議）等の充実 
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○第 54回定期総会について 

・3月 1日 10：00～15：00（受付 9：30） 善通寺市民会館 

 

○救助隊雪山合同訓練 

・2月 15日～16日 伯耆大山 

 

○次年度の四国ブロック交流ハイキングの企画について 

・四国ブロックより、2月中に計画概要について通知要請。 

① 1日目の講演等交流行事の各会の要望 

② 2日目の交流ハイキングコースの設定 

 

【全国連盟】 

○全国連盟 永年会員章：各会の申請者 

・全国連盟申請済 

○全国連盟第 4回総会 

・2月 15日～16日 代議員数 1名 東京都府中市コンチネンタルホテル 

 

□ 次回 第 11回理事会 2月 5日（水）19：30～ 善通寺山の会事務所 

 

 

＊＊＊事務局からのお知らせ＊＊＊ 

 

■会員数の動向 

 会員数 58 名 (うち家族会員 8 名) 

 入会者  3 名   

 

■1 月例会の出席者数    

 参加者   会員 ２０名  会員外 1 名 

 

■1 月例会の反省 

  出席者全員に今年の抱負を言ってもらいました。実現できるといいですね。それと

出席者が少なくなっています。 

  領収書を持っている人は、2 月例会までに森山さんまで提出してください。年度末

が迫っています会費納入が済んでいない方は早めにお願いします。 
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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（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 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 

毎月遅れることなく会報を発行できるのも、原稿を書いてくれる会員の方々のお 

かげです。ありがとうございます。 

 原稿依頼時にはよろしくお願いいたします。 

 

最近嬉しいニュースがあります、新入会員さんが入会されています。 

山行に行く時は是非誘ってあげましょう❣ 

                          黒渕き                                                         

【表紙のことば】 

 

      

恒例の初詣山行の箸蔵街道、19名の参加がありました。 

二軒茶屋で昼食の後、ぜんざいを頂きました。 

     寒い中、暖かいものはうれしいですね。 

 

 

 

 

 



 

 

 
1 土 市民会館写真展 1 日 県連総会

2 日 2 月

3 月 3 火 会報印刷部会

4 火 会報印刷部会 4 水

5 水 5 木 例会

6 木 例会 6 金 寒峰準備会

7 金 烏ヶ山準備会 7 土

8 土 8 日 スノーシュー

9 日 大神山神社周辺 9 月

10 月 L大山準備会 10 火 事務局会議

11 火 岩トレ11 11 水 瓶ヶ森準備会

12 水 12 木

13 木 13 金

14 金 14 土

15 土 救助隊合同トレーニング　　雪 15 日

16 日 16 月

17 月 17 火

18 火 18 水

19 水 19 木 運営委員会

20 木 運営委員会 20 金

21 金 21 土

22 土 22 日 拡大・寒峰・原稿締切日

23 日 個人烏ヶ山・原稿締切日 23 月

24 月 24 火

25 火 25 水

26 水 スノーシュー準備会 26 木 運営委員会

27 木 運営委員会 27 金

28 金 28 土 個人瓶ヶ森周遊

29 土 29 日 岩トレ１２

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

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