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春夏秋冬

これからどう登れば楽しい？
記） 三野和哉
自然の力っていうのは、やっぱり凄いものですね。つい半年前までは、こんな世の
中に変わるとは思ってもいませんでした。当たり前のように、今まで通りの春がき
て、夏が来て、
、
、
。自分の場合は、
「GW には雪のある所に行きたいけど、仕事の都合
で日にちを確定できないから、近場か、、、
、。夏は、久しぶりに北アルプスの夏山も行
きたいなあ、
、
、
。
」とか思っていたのですが、あっという間に世界中が大変なことにな
りましたね。いつまでこの状況が続くのかは、偉人凡人を問はず生身の人間にはわか
りませんが、これからしばらくの間は、登山もコロナ対応型、それも状況に応じて変
化させざるを得ませんね。
さて、最近の当会の山行の多くは、一つの大きなパーティーで一緒にワイワイと登
り、どちらかといえばツアー山行の特徴にも通じるスタイルでした。このスタイル
は、いろんな人と交流できて、とても楽しい一面もあるのですが、今回の厄災で否応
なしに変化させられます。少人数で間隔を開けて、できればマスクかバフ(鼻と口を覆
う布)をつけて(ということは、ハアハア、ゼイゼイというような激しい運動はできな
い)、アプローチの車も少人数で会話も控えて、危険度の高いルートは控える etc。「嫌
だなあ。」ですよね。しかし、ここは前向きに、消去法でなくこの状況下で積極的に楽
しめる山登りとは？一番に思い浮かんだのは、ツェルトか小さなテントとコンパクト
なコッフェルセット、それに簡素な食材を少し持って、シンプルで静かなビバーク型
山行。広いテン場もいらないし、水も幕営前に必要量だけ汲んでザックに入れておけ
ばいい。静かでマイナーなルートを、自然の一員として山に溶け込みながら登る。標
高は季節に合わせて。寒い季節は、里山がいい。薄いシュラフで十分。暑い時期は、
歩きにくいのでもう少し標高を高くする。自分では、久しくこういう山行をしていな
かったので、なんかワクワクしてきました。
また、大人数で行けないなら、複数パーティーに分かれて、別ルートで同じ山頂を
目指したり、交差縦走も面白そう。車を取り換えっこしたら単純なピークハントで
も、登りと下りを別ルートに採れる。今までは、無駄が増えるので積極的にはとらな
かった登り方だけど、逆にコロナのおかげで、楽しめたりして。
沢登りも、わざと簡単で短いルートを選び、早めにビバークサイトを決めて、夕方
に釣りと焚火をする。釣りをしない人は、ゆっくり焚火だけしても楽しいと思いま
す。四国の沢では、初日に一生懸命登ると標高が上がってしまい、ビバークサイト
は、釣りのしにくい場所になりやすいのもあって、釣りは釣り、沢は沢になりがちで
した。登行は控えめになるけど、なんか楽しそうな気がする。
紙面が尽きたけど、こうゆう状況になって山登りも一期一会だなあと実感していま
す。だから、一回一回の山行の登山道や山頂、その時のメンバーとの会遇を、二度と
ない貴重なものとして大事に楽しみたいものです。
2

城山城史跡巡り山行
2020 年 6 月 25 日

城山頂上
←明神原遺跡

不動の滝上流
←不動の滝

古代山城跡
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初級登山教室
バテない歩き方の実践

「西赤石山」

一般参加のＥｎｊｏｙ登山教室に替え、新入会員の方を対象とした「初級登山教室」を
行います。愛媛県新居浜市にある大人気の山「西赤石山」を歩きながら「バテない歩き
方」の実践をします。5 月中旬にはアケボノツツジ目当ての登山者で、渋滞が出来る山
頂付近の登山道も、この時期になると静かな山歩きを楽しめそうです。
日浦からの登山道には別子銅山の遺跡が多く残り飽きの来ない山歩きとなります。
※歩きやすい登山道ですが、1300Ｍを超える稜線歩きや山岳地帯の気候となりますの
で
登山用の装備（靴・雨具・下着等）が必要です、詳しくは準備会で・・
受講対象者：古川、井崎、音泉、黒木、永森、植林、粟飯原、十鳥（敬称略）
■日 程：2020 年 7 月 19 日（日）
■場 所：愛媛県新居浜市「西赤石山」
■目 的：バテ無い歩き方の実践
■講 師：佐藤孝雄
■Ｃ Ｌ：久保田俊行
■準備会：7 月 2 日 19：30～

善通寺市民会館 2Ｆ中会議室

新居浜市街地の南方に、東西に緩やかな
稜線を引いた三角形の頂上を持つ山が
西赤石山である。西赤石山の南西側の鞍
部は銅山越 (1294m) と呼ばれ、かつて
銅の製錬による煤煙や伐採により禿山
となっていたが、温暖地域にあって標高
が比較的低いにもかかわらず、現在では
ツガザクラやアカモノなど高山植物の
宝庫となっている。これらの高山植物は
この地域が日本における南限となる。江
戸時代は現在の鹿森ダム付近の遠登志
（おとし）から銅山越までの中持道を、
男子は 12 貫（45 キログラム）
、女子は
8 貫（30 キログラム）の荒銅を担ぎ降ろ
し、生活物資を担いで登ったという。
西赤石山の山腹は遠方から眺める山容とは打って代わり急斜面で、5 月下旬頃からアケボノツツ
ジが花を咲かせる。山頂には二等三角点、
「銅山」が設置され 1625.68m となっている。
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定例山行案内

天狗塚・三嶺
CL

中村玲子

■日 程：2020 年 7 月 23 日（木・祝）～24 日（金・祝）
■場 所：徳島県三好市
■目 的：四国の夏山を楽しむ
■準備会：7 月 8 日（水）19：30～ 山の会事務所
元々予定されていた大杉谷は三重県のため、四国の山を楽しむ企画にしました。天狗塚
に登山していやしの温泉郷のテント場で泊まります。ツエルトの張り方を練習して、基
本的にツエルトを利用して 1 人 1 張りにしたいと思います。
念のためテントも持参します。次の日いやしの温泉郷から三嶺登山を行ないます。いや
しの温泉郷では、東屋、温泉が利用できます。四国の山を楽しみませんか？準備会お待
ちしています。

定例山行案内
教育

岩トレ－５
◆ 日程

２０２０年 ８月 ２日（日） ８：３０～１５：００位

◆ 場所

大屋冨の岩場

◆ 担当

若宮

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。
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定例山行報告

大麻山登山道整備
記録：堂崎
■日 程

2020 年 6 月 7 日（日）

■場 所

香川県 善通寺市

■目 的

大麻山登山道整備

■参加者

ＣＬ：久保田と

■費 用

1班

ＣＬ：安井 ＳＬ：佐藤た 大平

2班

ＣＬ：佐藤な ＳＬ：音地よ 医務：松岡と 記録：堂崎

3班

ＣＬ：久保田ゆ

4班

ＣＬ：中村れ ＳＬ：黒渕た 写真：松岡つ 平村

ＳＬ：黒渕き

医務：山地 感想：永森

音地ゆ

なし

コースタイム（2 班）
地蔵池駐車場 7：15……9：20 葵の滝 10：00……10：55 竜王社 11：05……11：40 大
麻山展望台 12：00……14：35 地蔵池駐車場
地蔵池駐車場に 7 時に現地集合する。今年は新型コロナウ
イルス感染拡大予防のため、参加者全員が同じルートで一斉
に作業することは控え、少人数制の班に分けられ作業場を班
ごとに決め、それぞれ別行動での作業となった。
事前に決められていた班ごとに準備体操、ルート・作業内容
の確認を行い、各班は時間を 5 分ずつずらして出発する。登
山道入口を過ぎ展望園地までは古墳がいくつかあり、見学し
つつ進む。形は崩れてはいるものの古墳が意外と多くあり驚
く。ソーシャルディスタン
スを意識せずとも運動不
足のため、自然と十分すぎ
るほどの距離が空く。そんな中テンナンショウとい
う初めて目にする植物のその形に目を奪われ、一瞬
疲れが吹き飛ぶ。
工兵道中央から葵の滝までは登山道の落葉を熊
手で払ったり、邪魔になる枝を切ったりしながら進
む。葵の滝に到着すると、先に来ていた 1 班が草刈
機で作業している。私たち 2 班は刈られた草を片づ
けたり、雑草を鎌で刈ったりと休憩しながら作業す
る。
作業終了後、1 班とともに葵の滝を後にし、工兵
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道中央まで来た道を一旦戻りそこから竜王社を目指す。
ここから先も登山道の落葉払いや頭上の高さあたりに
までせり出た木の幹を伐採しながら進む。登山道には想
像以上にたくさんの落葉が落ちており、熊手がとても役
に立つ。
竜王社に着くと、2020 年 3 月と日付の入った真新し
い案内板があった。善通寺山の会が登山道整備・調査を
行い、以前は壊れていたこの案内板を何年も前から香川
県のみどり保全課に修繕してもらうよう要望をしてい
たそうで、今年になりようやく実現したそうだ。また、
ここまでの道中にあった真新しい道標も同じく新たに
設置されたものだそうだ。
予定通りの時間に山頂に到着。昼食に大平さんお手製のわさびの漬物に舌鼓を打ち、
初めて食べる桑の実の甘酸っぱさに元気を取り戻す。
帰りは往きとは違い、竜王社から奥社前分岐を経由して葵の滝まで戻る。復路では別
の班が除草してくれた道を通ることになり、暑い中作業してくれた道はとてもきれいに
なっており、歩きやすく感謝の気持ちでいっぱいになる。
駐車場まで無事下山し、班ごとに反省会を行い解散となった。
いつも自分が歩いている登山道もこうして誰かの手によって整備されていると思う
と、感謝の気持ちを忘れず安全に登山を楽しみたいと改めて思った。
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感想

6/7 大麻山登山道整備
6/2 讃岐山脈ロングトレイル調査
永森
２山行に参加し、先ずもって、久保田様 柏原様 関係者に感謝致します。 事
前準備～案内・下山までありがとうございました。
コロナが発生しなかったら、座学から学びたい思いを含め入会しましたが、気持ちを
抑えられず後先逆とは思いましたが、山行参加してしまいました。
２日ともに、気持は子供の運動会前のような緊張と興奮で、早朝から目が覚め睡眠不
足状態でした。
私は若い頃から還暦迄の休日は、コンサート鑑賞や健康悪の公営含む遊戯場三昧
でした。
還暦以降はフィットネス等、身体を動かすことに努めております。
そして、今回の大麻山については、金刀比羅宮奥の院側からと善通寺自衛隊側か
らは登った時がありますが、
東側からは未だだったので、良かったです。 登山道整備についても前々から関心が
あったので、いい経験になり良かったです。
まっ、余談ですが、何人か言ってたちょっとした問題として、展望のできない展望園
地の名称変更を望みます。
それではまとめとして、私単独で登れば、佐藤孝雄講師の「KYT」での道迷い・
疲労（知識不足+体力不足）にて未到達だったと思います。
御礼申し上げます。 ―

以上 ―

8

定例山行報告

坂出市城山「462m」史跡巡り
記録 植林
■日 程

2020 年 6 月 21 日（日）

■場 所

香川県坂出市 城山

■目 的

史跡巡り

■参加者

CL・写真：佐藤 装備・医務：堂崎 記録：植林

■費 用

0 円／人

■天 候

曇り

合計 3 名

コースタイム
事務所 6：30＝＝＝別宮八幡神社登山口 7 時 5 分、発 7 時 30 分……不動の滝登山口
7：45……不動の滝 8：26……水門跡 9：30……山頂 10：10、発 10：35……明神原
10：55……城門 11：20……不動の滝 12：45……別宮八幡登山口 13：15（現地解散）

記録
事務所に集合し、参加者が 3 名だったため、佐藤 CL の誘導で
各自の車で登山口に向かった。別宮八幡神社登山口に到着後、新
型コロナウィルス感染防止のため事前の講習を受講できずに初め
て参加した私（植林）のために、持ち物の確認や登山靴の選び方
などの簡単な講習が行われ、準備体操の後、不動の滝登山口に向
かった。

別宮登山口

雨の気配はなかっ
たが、快晴ではなく、
暑すぎない気持ちの
いい天候だった。不
動の滝までの川沿い
の道はその前の大雨
のためか少し湿って

城山ゴルフ場の看板が登山口

滑りやすかったため、注意しながら進んだ。浜街道から
雨が降った後だけに見える不動の滝は、水量豊かに流れ
ていて、近くに見ることができたのは運が良かったと思う。

水量豊かな不動の滝

弘法大師が修行の場にしたとされる小さい洞窟も見ること
ができた。岩の上の方にも仏像が置かれていた。岩の種類やそれがどのように山を形成して
いるのかを佐藤 CL が説明してくださり、ただの山歩きでは見過ごしてしまうような興味深
い視点を持ちながら歩くことができた。
ゴルフ場を横切って進むと、山頂は素晴らしい展望が広がっていた。少し休憩した後、明
9

神原では巨石が点在していた。
当時の国司
菅原道真公が雨ごいをした場所だそうだ。
当時の自然崇拝について、
また神仏習合や
廃仏毀釈にまで話題が及んだ。
最後に城門
を見学した。明らかに人が石を積んだもの
で、この地に城を築こうとしたことがわか
るが、完成した記録がなく、推測の域を超
えないが、
それゆえにロマンのある遺跡群
だった。
明神原入口。自然信仰跡の磐座(巨石)
と菅原道真が雨ごいを行った場所

ホロソ石。門の柱座として作られた。
９個見つかっている。
城門跡。遠景は坂出と瀬戸内海。瀬戸内海が一望
できるため、見張りの場所としては最適。
再び不動の滝を通り、
別宮八幡宮まで戻った。
反省会の後、解散した。
登山道を歩いたほかに
浅い谷を渡ったり、
ゴルフ場のなかを通っ
たりと、変化のある面
白いコースだった。
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定例山行報告

城山・史跡巡り 2
報告
■ 日

程

■ 場

所

香川県坂出市

■ 目

的

史跡巡り

■ 参加者

2020 年 6 月

松岡と

25 日(木)

CL: 佐藤た 写真: 柏原 装備・医務；横田

■ 費

用

走行距離 往復約 40km

■ 天

候

曇り時々小雨

記録:松岡と

コ－スタイム
山の会事務所集合 6:35 発===7:05 別宮八幡宮 7:25……7:40 不動の滝
登山口……8:10 不動の滝……9:50 水門跡……9:40 山頂 9:50……10:30 明神原
……城門……11:50 不動の滝 12;00……12:35 別宮八幡宮反省会現地解散
21 日の第一回に続いての山行で事務所に集合後各自の車で別宮八幡に直行し現地解
散しました。梅雨時期とあって何時迄もつか心配されたが小雨で終わり合羽は着ずに終
わった。
八幡宮に駐車し CL のリート゜で準備体操の後国道 11 号線の側道を南西に進み 「高
松カントリ－俱楽部城山コ－ス」 の看板が有り此処が不動の滝コ－ス登山口で 不動
の滝・弘 詳細は前回に続いているので省きますが曇っていて湿度が高く然も無風で気
温は 27~28 度だったのですが蒸し暑い感じでした.コ－ス上には案内板も多数あります
が地図読みの難しいコ－スだと思いました。又小さな沢渡りや滑りやすい濡れた石・落
ち葉に埋まった石・小さい木の切り株等注意して歩かないといけないと思いました。
今日の史跡巡りを次の句で伝えられますか?
城山路の史跡巡りや苔の花

小綬鶏に曳かれて巡る里の山

讃岐山脈ロングトレイル調査

三頭越～寒風越～杉王神社
大西
■日 程：令和２年６月２日（火曜日） 天気：晴
■場 所：まんのう町
■目 的：携帯電話でポイント撮影

＊うっかりミスでカメラ撮影です
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■参加者：ＣＬ／柏原

ＳＬ／松岡

装備／中村れ

会計／中内

医務／真鍋

記録・写真／大西

■車：乗り合わせ／現地集合
コースタイム
8:00 三頭越駐車場 8:20…9:30 三頭越 9:50…11:00 寒風越（昼食）11:20…
12:33 杉王神社（休憩）12:55…車道歩き…13:20 三頭越駐車場
梅雨入り宣言後の山行なのでお天気が心配でしたが晴れました。コロナ対策万全で
予定通り現地集合組と久保谷駐車場で合
流。挨拶とストレッチを済ませ出発です。
野草で賑わう久保谷ですが、シーズンオ
フの今日は、駐車場で一組のパーティーに
出合ったのみで静かなスタートになった。
久保谷をすっぽり覆う木々たちが日差し
を和らげ、登山道は少々荒れていましたが
意外にも快適な歩きである。アオテンナン
ショウやサワルリソウ、群生のフタリシズカ
などの出合を楽しみながら進む。気が付くと
三頭越（標高 800ｍ）の鳥居が見えた。

「会報部より三頭越の写真の発注があっ
たよ」リーダーのお言葉。鳥居を自然に
歩くショットを希望のようですが、
未熟な写真係では、かなり練習しないと無理！ということで
記念撮影のように撮りました。
休憩後、少々アップダウンが続く尾根歩きで寒風越に向かい
ます。距離は 1800m 出発～
913.1m ピークに寄る。三角点確認と思ったら側面に図根と刻
まれていて「三角点と違う」リーダーが気づく。
紛らわしい～少し奥
に小さな四等三角点
があった。
三角点基準点名「久
保谷」
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尾根の登山道は久保谷同様、日差しを遮る樹林帯。ずっと爽やかな風が吹きアップ
ダウンの歩きのきつさを和らげる。時折出合う野草たちに挨拶したり、特にギンリョ
ウソウは多く「ここにもあるよ」「ここにも」と
仲間の連呼が音符のようで愉快で楽しかった。写
真はヤブレガサとそのギンリョウソウ終わりの姿
です。
寒風越に着くと、今までの風と違って寒かっ
た。「さむかぜ」と読むようようですね。冬の山
行時の装備は要注意です。
ランチしていると、朝出会ったパーティーと再
度出会う。私達同様、地域の登山道調査隊でし
た。今日唯一の出会いです。
休憩
後、杉王
神社に下
山。寒風越と違ってかなり登山道は荒れてい
る。倒木度に、これは乗り越えて、ここは潜っ
てなど、サブリーダの様子を見ながら後に続
く。慎重に歩く箇所もあり、一個所ロープが張られていたり、古い橋を渡ったりの下
山道でした。
山道が終わって車道に出ると、日差しが強い！やはり山の空気はいいものですね。車
道歩きを避けるルートで杉王神社着。大杉を眺めタップリ休憩。
杉王神社からは長閑な車道歩きで久保谷駐車場へ。予定通り無事山行は終わった。
3 月に三頭越線で転倒死亡事故があっ
たようです。通行注意の標識がありました。
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讃岐山脈ロングトレイル調査報告

寒風越～竜王山
柏原
■日程：令和 2 年 6 月 9 日（火）晴れ

■場所：香川県仲多度郡まんのう町
■目的：携帯電話でポイント撮影
■参加者：ＣＬ・装備・記録・柏原、SL・松岡と、医務・SNS・大西、真鍋、中内
道の駅ことなみ 7:10＝7:20 杉王神社 7:30 発…9：00 寒風越（896m）9：10 出発…9：
30 竜王山一等三角点（1012.9m）…9：40 竜王峠…10：10 阿波竜王山(1059.8m)…10：
30 讃岐竜王山(1059.9m)…10：40 分岐…12：00 川上神社…12：45 杉王神社(反省会後
解散)
道の駅ことなみに定時集合。車で杉王神社へ向かう。先週、下ってきた登山道を登る。
木々が深いのでカッコウの鳴き声がよくしている。
前回の調査で、下山時に使用したルートである。途中、シソバタツナミソウを大西さ
んが、見つけて休憩をとり、写真を撮ったり、近くで眺めたりした。下山時に気づかな
かったが、登山道近くに祠も発見した。
寒風越に近づくにつれ、ポポ、ポポとハトのような鳴き声がしきりにしていたが、松
岡さんが、ツツドリではないかと言うので鳴き声の動画を検索すると、まさにツツドリ
であった。姿は見えないが、カッコウと同じくホトトギス科の鳥なので托卵をする。ツ
ツドリの名は、鳴き声が筒を叩くような響きに由来するが、確かに森の中によく響いて
いた。
寒風越に着き、休憩しながら、先週の調査でたまたま会った私の元同僚パーティーに、
同じ場所で会うんじゃないかなと冗談で言っていると、間もなく、人が下りてきた。本
当に私の元同僚パーティーだった。なかなかの偶然に喜び、ソーシャルディスタンスを
保ち歓談した。
元同僚パーティーと別れ、竜王山一等三角点へ向かう。讃岐山脈最高の一等三角点で
あるが、徳島県の三角点である。写真撮影をして阿波竜王山を目指す。阿波竜王（西竜
王）は、讃岐竜王（東竜王）より、10cm 低いが、讃岐竜王に三角点がないので、まんの
う町にある阿波竜王山の四等三角点が、香川県最高の三角点である。その阿波竜王山山
頂に着くと大きな網を持った方々と出会った。別々に、県外から来られたそうである。
途中、アサギマダラが飛んでいるのを見ながら登ってきたので、その話をしたが、彼ら
の狙いは、ゼフ（ミドリシジミ族を指すゼフィルスの略）であるとのことだった。山頂
付近にいるそうだが、今日は全く飛んでいなかったので、1 週間早かったかと嘆いてお
られた。タイミングが難しいそうである。私もいつかゼフが飛んでいるところを見たい
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なと思った。
阿波竜王を過ぎ、急登を登り切って讃岐竜王に着
く。少し、地味ではあるが、香川県の最高地点であ
る。休憩し、浅木原へ下る分岐へと向かう。歩きや
すい登山道を快適に進む。杉王神社へ向かう途中に
ある川上神社に立ち寄り、参拝する。境内にホオノ
キやケヤキの大木があり、一同感激した。ケヤキは、
大木が２本あったが、大人 3 人でないと囲めないほ
どの幹の大きさであった。杉王神社に到着したが、
前回は、間近で見たので、分からなかったが、遠く
から見ると大杉の全体が見え、その大きさがよく分
かった。今回は、梅雨の時期であるにもかかわらず、
天候に恵まれたため、分岐、三角点、神社などの調
査をしっかりすることができてよかった。

個人山行報告

大高見峰～鷹丸山
柏原

■日 程：令和 2 年 6 月 18 日（水）晴れ
■場 所：香川県綾歌郡綾川町、仲多度郡まんのう町
■目 的：破線ルートから大高見峰に登頂する
■参加者：ＣＬ・装備・記録・柏原、医務・真鍋
コースタイム
ファミリーマートまんのう町炭所店 7:00＝7:10 取りつき 7:20…8：45 大高見峰
（504.1m）…8：50 高見峰神社…10：20 猫山(1059.8m)…11：00 鷹丸山(1059.9m)…
11：30 天神社…11：45 ファミリーマートまんのう町炭所店＝12：00 取りつき（反省
会後解散）
ファミリーマートまんのう町炭所店に定時集合。車 10 分ほどで、取りつきに到着。
今回は、あまり登られていない南東の尾根から取りつく計画である。地形図通り、まず、
小さな谷の左岸に取りつき、そこから尾根へのることにした。
谷の左岸を詰める方向から尾根へと、方向転換するところに、赤テープがあった。赤
テープは、山頂までこの 1 つしかなかったので、今は、あまり登る人がいないルートな
のだと思われた。
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尾根にのると、はじめのうちは、竹林なの
で、尾根が明瞭であったが、地形図通り、針
葉樹林帯に入ると、だんだん分かりにくくな
ってきた。なかなかの急登で登りがいがある
が、核心と思われる上部の急斜面が近づくに
つれ、ノバラの藪に邪魔されて踏みあとが不
明瞭になってきた。かなり登ったので、眼下
には、種子の集落が大川山をバックによく見
えた。藪漕ぎで少し痛い思いをしながら、強
引に突破するとちょっとした笹原に出た。
そこから、地図上では北上したら大高見峰
の頂上はすぐなのだが、密集した丈の低い笹
に行く手を阻まれ、前に進めない。ここが核
心だったかと少し焦りながら、回り込んで、
両サイドを偵察したところ、左が怪しいとい
うことになり、思い切ってかなり回り込んで
みると、登山道に出た。
少し歩くとあっさり、大高見峰の三角点に
出た。梅雨時なので、草がかなり伸びていた
が、ここまでのノバラの藪の方がよっぽど成
長していたので、むしろ趣を感じるくらいだ
った。高見峰神社へ行き、休憩する。元気になったので、猫山を目指し、綾歌二山縦走
を開始する。
途中、送電塔が出てきたり、車道が出てきたり、仮設トイレが出てきたりして変化に
富んだ縦走路だった。猫山頂上に着くと、登山者が 1 名休んでいた。今日初めて出会っ
た登山者である。聞くところによると、金剛院から城山まで行って帰る途中とのことだ
った。方向が同じなので、ともに鷹丸山へ出発することにした。ソーシャルディスタン
シングを採用しつつ、会の宣伝をした。鷹丸山からは、別の１名の登山者と出会い挨拶
を交わした。
鷹丸山からは、見える山の同定を行ったが、我拝師をこの前登ったとのことだった。
善通寺山の会が過去に行っていた七岳山の説明も行った。20 分ほど下ると下山口の天
神社に到着した。神社の近くで農作業をしている女性がいたので、この辺りのことや、
神社について質問すると快く答えてくれた。礼を述べ、ファミリーマートへ向け歩いて
いると、国道 438 号沿いの旧金毘羅街道に出て、大きな金毘羅灯篭があった。眺めてい
ると遠く大川山が見えた。そういえば、ノバラの藪漕ぎで痛かった時も大川山がきれい
だったなあと感慨にふけった。
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ワンポイント講座

危険予知トレーニング（ＫＹＴ）
講師 佐藤た

５月例会のテーマだった「危険予知トレーニング（ＫＹＴ）」
、メーリングリストによって回答
と、講師からまとめが掲載されました。１回目ＫＹＴの課題は、「こめつつじ６月号」に掲載さ
れました。以下、１回目ＫＹＴ課題のまとめを転載しています。
今回のＫＹＴは、一緒になって考えることに意義があります。以下を読むことで、知識として
一時は残りますが、現場では使えません。参加して、自分の考えを出して、結果はこうだったと
いう過程が必要です。危険予知トレーニングは、参加することがまず前提での講座です。６月号
に転載の課題を再度よく見て、自分でまず考えてみましょう。そして、今後の課題にも積極的に
トライしてみましょう。

（文責

松岡つ）

１．転倒
アク

① アクシデントが起こる原

シデ

因

② 防止対策

ント
転倒

落ち葉に隠れた倒木・枝に躓

1. 先行者による注意喚起。

き・乗り上げ転倒

2. すり足で歩かない。

落ち葉に隠れた浮石を踏み

3. 踏み出した足に体重をかける前に靴底の感触で判

・すり足も一つの方法。

断。

転倒
落ち葉に隠れた地面の段差
でバランスを崩し転倒
落ち葉に隠れた木の根に足
を引っかけ転倒

4. 落ち葉の下に何かあるかも知れない、ということを
常に意識して歩く。
5. 歩幅を通常より小さくして、バランスを保つ様に歩
く。
6. 重心移動の歩行(二軸歩行で体重移動をゆっくり)
7. ストック等を使い落葉の下の様子を探る。
8. 鉛直下方に地面を踏むバランス崩しにくい歩行姿
勢を習慣付ける。
9. バランスを崩しても対応できるよう筋トレを日頃
から行う。

【まとめ】

全項共通で赤字は現場での対処可能項目。水色は現地での対応は困難な

課題事項。
❖本事例のポイントは、隠れた危険要因の想定と洗い出し。
・1 の先行者の注意喚起とは、先行者が見つけた危険を全員が共有し、危険に対処す
る方法で、大きな効果が期待できます。リレー式に情報を後続者へ知らせましょう。
⇒先頭を歩く人の登山経験と体力が重要となります。
・2 は相反する内容です。すり足は躓き事故の原因となりますから、普通の登山道で
は禁止です。しかし本事例のように落ち葉で登山道が隠れている場合は、すり足に
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よって見えないところの状況を知ることが可能です。
・3 は地面の見えない笹薮でも使えます。これを実行するためには、歩幅はうんと狭
くし後ろ足に重心は残した状態で、前足を使い靴底で確かめます。ストックを使え
ば体をより安定させることができます。
・4 の意識しておくことは重要で、意識のないところに危険を見つけ出す行為は生ま
れません。集団力学の中に集団思考の項があって、人は集団の中では「安定思考」
に陥りやすい傾向があると言われます。これは集団の中では安心感が優先し、危機
感が弱くなることを示しています。「 赤信号みんなで渡れば怖くない」はこの良い
例です。山でも同様で、メンバーは先頭者に疑いなくついていくといった、安心行
動を取りがちです。ですから道迷いが起きてから全員が迷ったことに気付くわけで
す。全員が危険に対して意識行動を取ることは重要なのですが、時間の経過ととも
に意識が弱くなることを知っておいてください。
❖水色項目は、現地での即効性はありません。技術的な内容になりますから、普段か
ら意識的して学ぶ必要があります。特に歩行技術は転倒・スリップの防止にとても重
要な技術となりますが、歩くことは学ばなくても行えるのが人ですから、殊更に意識
しない登山者が多いようです。生活圏での平坦地歩行術は山では疲労の原因となりま
す。上り下りの正しい歩行術を学べば安全度は高まり、体力の消耗も防げて、より一
層楽しい登山が実践できます。
濡れた木の切り株に乗り転

1.先行者による注意喚起。

倒

2.濡れた木は滑りやすいので、足を置かない。

【まとめ】
・濡れた木に足を乗せてはいけません。よく似た例で、木道は環境保護の名目で各地
に設けられていますが、濡れると危険地帯に変身します。濡れた木道で滑り大怪我
をした事例は沢山あります。
・濡れの原因は雨以外に、夜露、朝露、溶けた雪等がありますが、濡れた路面を滑ら
ずに歩くためには、片方の足にしっかりと重心を移動させながら歩く、二軸歩行が
対策となります。
落ち葉でスリッブし転倒

1.先行者による注意喚起。
2.落ち葉を払ったり踏み固めたりするようにして足場
を確保する。
3.足の裏全面に体重を乗せてしっかり歩く。
4.足の着地は、かかとよりつま先を重視して、歩く。
5.重心移動(二軸歩行)
6.滑ることを予測して慎重に歩く。
7.歩幅を小さめに、バランスとりながら歩く。
8.歩幅を小さくして足をフラットに置く。
9.滑りやすい場所での歩行技術を身につける。
10 歩幅を小さくゆっくり歩く。

18

【まとめ】
❖傾斜が強くなると落ち葉はやっかいです。経験豊富な登山者であっても滑ることが
多くなります。
・2 の方法は使えます。ただ限界があって、全ての落ち葉を足で払いながら登山を続
けるのは不可能です。
・正しい歩行技術を学ぶことと、傾斜が強い場合はそれでもスリップしますから、ロ
ープを使った安全確保は必要です。
下肢の疲労

1.日頃のトレーニング(スクワットで筋力強化等基礎体
力をつける)
2.初心者に合わせてゆっくりペースで歩く。
3.適宜休憩を取り、ストレッチを行う。
4.他のメンバーへ荷物分散。
5.ストックやサポーターを使用し、下肢への負担軽減を
図る。
6.水分と栄養補給。

【まとめ】
・根本原因は、①基礎体力不足②自分の体力に見合った山ではなかったところにあり
ます。これは準備会段階で把握し解消すべきことです。エントリーした人の体力等
を把握しないで、無条件に参加を認めるのはリーダーとしは無責任だと言えます。
・当日の体調不良、登山道が荒れていたため余分に体力を消耗した、急な登りが多か
ったなども考えられます。登山は山に入ってみなければ解らないこともありますか
ら、余力を残すために疲労を抑える行動をとることが重要です。他のパーティの行
動にも惑わされてはなりません。
疲労による注意力不足

1.日頃のトレーニングで体力をつける。
2.ゆっくり歩く。
3.適宜休憩を取る。
4.水分と栄養補給。
5.ＣＬの注意喚起。(危険個所での注意喚起)
6.歩くペースを落とす。
7.休憩を早めに取り、疲れないような歩き方をする。
8.ストックの活用。
9.他のメンバーへ荷物分散
10.自分の体力に見合った山を選ぶ。
11.リーダーはこまめにメンバーの体調を観察する。

【まとめ】
・赤字のことを実践し、疲労を防ぐための登山行動をとる必要があります。
・登り 4 割。下り３割、余力３割を目標として歩きましょう。
・注意して歩いても疲労するメンバーは出てきます。その場合のことも考慮し事前に
タイムリミットを設けて、引き返すタイミングを逃さないようにして下さい。疲れ
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果てると疲労は回復しません。対策は疲れ果てる前に行うこと。
・ひどい疲労者にはロープを使い安全を確保することも必要です。
登山初心者の予見能力

1.準備会などでの事前指導。

不足

2.CL/SL は登山道の状況に合わせて、歩き方など声掛と指
導を行う。(リーダーは細かく注意を与える)
3.危険個所では必ず注意喚起を行う。
4.事前に体調を聞く、観察しながらゆっくりと歩く。
5.事前に登山に対しての基礎知識を予習しておく。
6.座学で登山の基礎を学び、登山経験を積む。

【まとめ】
・初心者が参加する場合、準備段階から対策を講じること。そのため、運動歴や体力
を聞き取り把握し、目的の山の体力度と比較し、無理と判断すれば参加は取りやめ
てもことも必要。
・行ける判断をした場合、その人に合わせた行動に徹する。
・赤字部分の行動を忘れないようにしましょう。
・危険個所では積極的にロープを使用して安全を確保する。
【転倒のまとめ】
・防止対策は皆さんからの回答内容を記入しました。ただ似たような回答は集約して記入しまし
た。
・転倒事故を防ぐには、人的要因対策と自然要因対策があげられます。
・人的要因では「山の歩行技術」と「体力」がカギを握ります。他には加齢に伴う視力の低下、
聴力の低下も関係してきます。日頃から定期的にトレーニングを行うと共に、学びの機会であ
る登山教室等に積極的に参加し、登山技術と知識を学ぶことが求められます。
・下りでのオシャベリは、足元と前にある危険を見過ごす原因となります。そうでなくても人は
集団の中では安心感が強まり、危機意識が遠くなる生き物ですから気をつけましょう。景色に
見とれる、草花に見とれる、写真を撮る場合も同様に一時的に危険な状態となりますから、必
ず立ち止まって行動を起こすことを心がけてください。
・自然要因では、山に存在する危険を察知し回避行動を取ることが求められます。自然要因は経
験値で知識が深くなる部分も多いのですが、少なくとも見える危険を人に頼らずに見逃さない
ことに尽きます。KYT は経験値の少なさをカバーするための良い方法です。
・転倒事故は、凹凸や浮石、木の根などの路面特性によって発生します。管理された遊歩道でも
木道であれば気象条件が加わると危険個所に変化します。
・危険には潜在的な危険(目に直接見えない)と顕在する危険(目に見える)があります。本事例の
ような危険は目には見えないため事故が起きてから危険の存在に気づかされることはよくあ
ります。
・危険を認知しても対策を取らなければ、何の意味も持ちません。対策を講じることで危険を安
全へと変えることができます。とる対策は状況によってまちまちですが、一番簡単な対策行動に
「声掛け」があります。危険意識を高めることと危険の存在を知らせる効果を持ちますが、あく
までも「あなたまかせ」でメンバーの善意に依存した対策ですので、聞き逃したり・言っている
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ことが意味不明だったりすると効果は期待できません。この点を理解しておきましょう。
・生死にかかわるような危険個所では、引き返すか、ロープを使う以外に対処方法は見当たりま
せん。ロープ操作はリーダークラスの人達には覚えておいてほしい登山技術です。
・危険個所の定義は難しいのですが、あえて定義づけを行ってみます。 「そこで転倒又はスリ
ップすると谷底まで転落又は滑落し重症になるような場所」と定
義します。現実に山ではそのような場所は各所に出てきますが、樹林帯であれば転落しても木
で止まるような場所は、あえて危険個所からは除外します。谷底までの高低差と谷の様子(岩
が沢山露出している等)も重要な要素となります。
・転落とは斜面を転げ落ちること。滑落は滑り落ちること。墜落は空間を落ちること。転落・滑
落の原因は転倒にあり。
【番外編】
❖気象庁の予報によると、今年の夏は暑いそうです。新型コロナウイルス対策でマスクの着用
が推奨されていますが、登山中にマスクを使用すると熱中症のリスクは高くなることが予想
されます。マスクを付けずに歩く場合は 4m 程度の間隔を空けることが推奨されていますか
ら、大勢での登山は難しくなり、山岳４団体からのメッセージには５名までと明記されており
ます。
❖問題は熱中症対策です。マスクを付けて歩く場合は今までの登山よりも沢山の水分と塩分の
補給を心がけてください。持っていく水の計算式は次のとおりです。マスクを着用しない登山
「水の量=あなたの体重×登山中の合計行動時間×定数(５to ７)」
マスクを着用して登山する場合は、定数の値を６～8 として下さい。定数の数値に幅があるの
は個人差と季節差によります。
注⇒暑い夏山登山や汗かきの人は定数の値は高く設定しましょう。
❖水分とともに塩分の補給も忘れないでください。登山では水分補給ではなくて、塩分補給が
正しいと言われますが、水だけを飲んでも体の水分不足はさほど解消されません。塩分の補給
を怠ると、血液濃度を一定に保つ機能が働くため、飲んだ水は腎臓から排泄されます。これで
は熱中症は防げません。

※続きは 8 月号

知って得する!! 「夏山の雷対策」
今年の夏は暑くなりそうなので、コロナ対策だけではなく熱中症と雷対策も重要とな
りそうです。
1.積乱雲の一生
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(1)発達期
積雲が発生しもくもくと大きくなり、最初の降水が地上に達するまで、継続時間は
１０分～３０分。雲の中は上昇流のみ。
(2)最盛期

❖落雷は 5km～10km(雲の大

雲頂は成層圏に達し水平に拡がる。巻雲を伴うこ
とが多い。上昇流と下降流が発生するため氷晶同士

きさ)の範囲で起こります。
❖雷鳴の聞こえる距離は

がぶつかって静電気が発生し、雷を作る。

10km までです。

この状態が危険。継続時間は１５分～３０分程度。

例えば光ってから 10 秒後に雷

(3)衰弱期

鳴が聞こえると、340m/秒×

上昇流は収まり、下降流となるため雷は治まる。
２０分程度で雨は止む。

10 秒=３．４km 先で発雷した
ことが解ります。写真の B 地

2.積乱雲の大きさ

点で発雷だとまだ余裕があり
ますが、
A 地点での発雷だと既
に積乱雲に巻き込まれている
可能性があります。ですので、
雷鳴が聞こえたら避難では既
に遅い場合があります。閃光
が見えたら避難行動を考える
のが、避けるための方法です。
❖閃光が見えて音が聞こえな

A

B

い場合の積乱雲までの距離は

５km ～１０km

40km～50km。

3.積乱雲の進行方向
気象現象は対流圏(大気は鉛直方向に移動し、気温は上に行くほど低くなる)の中
で起こります。対流圏の上が成層圏で大気は非常に薄いため雲はできません。成層
圏までの高さは、極地方で 8km、赤道付近では 17km 程度。日本付近は 10km 程度で
す。
さて積乱雲は発達すると頭が水平方向に広がります。これは成層圏に到達した証
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拠で、地上から 10km にある雲は上層の風に流されます。従って積乱雲は上層の大気
に流されて移動します。
上層の風向を知るためには 500hPa の高層天気図を活用します。下が活用例です、
上層では風は等高度線と平行に吹きます。

等高度線で地上天気図の
等圧線と同じ。

❖太い赤線は日本付近 5700m 付近を流れる上層の風向きです。西から東へ流れている。
❖夏場は上層の風が弱くなるため、積乱雲の動きも遅くなる。
4.山での対策と対応
(1)閃光が見えたら避難行動の準備を始めると同時に、積乱雲と現在場所との位置関係
を確認し、高層天気図による進行方向を加味して、行動を決定する。
❖上層の風とは大きく違った方向へ向かうと予想されたら、行動は可能であるが、
雷雲の動きに注意は怠らないこと。東北東が北東とか東に替わることは起こりえ
るので、誤差を考慮した退避行動をとる。
(2)自分たちの方向へくると予測されたら、速やかに避難小屋、山小屋へ避難する。小
屋が無い場合は山頂、尾根や岩場や平坦地からは遠ざかり、できる限り低い場所へ
移動して退避行動をとる。
❖退避行動
雨具を付けてその場にザックを敷き、その上で膝を抱えて低くしゃがみ込む。お
尻を付けたり、うつ伏せ状態にはならないこと。避難場所は必ず一人ひとり距離
を置くこと。
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❖雷の落ちやすい場所
・山頂、尾根、高い木 ⇒周囲よりも高いところに落ちる。
・開けた場所 ⇒人のほうが高くなる。
・岩場 ⇒岩場の高い場所で落雷が起きると岩に沿って電流が流れるため、被害が
拡散される。
(3)樹林帯は心理的に安心感があるが、背の高い樹木は雷の好物なので入らないこと。
やむなく樹林帯で雷に遭遇した場合は、木の幹や枝から 4m 以上離れて退避する。尾
根から下の樹林帯へ退避することは考えられるが、その場合も木と枝から 4m 以上離
れること。下図参照。
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(4)雷鳴が聞こえ始めて３０分程度で雷はおさまり雨だけが残るので、雷鳴のトータル
時間も考えて判断すると、無用な混乱は起こらない。ただしこの法則が通用するの
は単独の積乱雲の場合。近年の豪雨では次々と同じ場所に積乱雲が発生し大きな被
害を出している。
(5)テントは危険なので、山小屋に逃げ込むこと。
(6)ストックなどは立てたままにはせず、寝かせておくこと。雷様は高いものが大好き
です。
(7)積雲が現れたら観察を続け、発達が確認出来たら早めに山小屋に避難する。
(8)早朝から視界が悪く、もやっとした状態は、湿気が多い証拠であるため積雲が発達
する可能性が高いので、午前中に行動は終える。
(9)夏山の行動時間は、１４時までに終える。
5.登山前の雷対策
(1)天気図や天気予報から寒冷前線の南下が予想されたら、その時間帯の行動を避ける
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ための対策を講じる。
(2)上空に(500hPa の)マイナス 6 度の寒気が侵入したら、発雷があるものと考えておく
こと。
❖強い偏西風が吹くと上昇した雲は拡散されるため、発達できない。
❖地上と 5700m 上空の温度差が４０度を超えると積雲は積乱雲まで発達する場合
が多い。
(3)雷予想の出された山域へは入らないことが望ましい。
(4)雷は昔から 3 日続くと言われる。理由は上空に侵入した寒気は 3 日程度居座るため。
あらかじめ山小屋でいつ発雷があったのか確かめておくとよい。
❖原因は上空の寒冷低気圧の存在で、前線を伴わない低気圧。
(5)雷予知器が出回っている。これを携行するのは早い段階で確認できるためよい方法。
【おわりに】
雷に打たれると高い確率で死に至ります。発雷の頻度は地球温暖化の影響もあって増
える傾向にあります。大きな災害は線状降水帯によって引き起こされることが判明して
いますが、登山中私たちがこれを予測するのは不可能ですから、気象ニュースなどで大
雨警報が出された地域へは、入らないことが対策となります。
寒冷前線や停滞前線に伴う雷雨は、天気図から予想ができるため天気図の見方を覚え
ておくことが必要です。泊りを伴う山行では、山行中も天気図を書いて前線の到来時間
を予測する必要があります。

新人紹介

十鳥英治さん

Ｑ どこで善通寺山の会を知りましたか？
Ａ インターネットで！

Ｑ 善通寺山の会に入会されたきっかけは？
Ａ グループで山行したかった。
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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 剣山

丸笹山

Ｑ 山の会の印象はいかがですか？
Ａ

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 剣山から三嶺縦走

Ｑ 最後に自己アピールをお願い致します。
Ａ PC にはそれなりに強いです。

＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊
第 4 回運営委員会ニュース

2020 年 6 月 18 日（木）

出席：阿部、大井、柏原、久保田ゆ、中村れ、三野、村上し、村上ま、安井（五十音順）
■各部報告
①事務局
・会員の動向

6 月入会

鳥取英治さん＝インターネットを見て山の会を知った。

会員 65 名（家族 8 名）
・市民会館は利用できるようになったが、定員を 14 名に制限され、例会として
は使えない。ただし、一年分予約しているので、準備会その他、制限に見合う
会合なら利用可能。例会は当分オンラインで続ける。
・事務所の 2 階は東名のシールドを設置したので、9 名までなら利用可能。1 階
も感染予防（手洗い、マスク、人との距離など）をして利用してください。
②山行部
・7 月以降の山行のやり方について
別紙
・新型コロナウィルスと共生する時代の登山方法。
別紙
・7 月 23～24（金）定例山行『天狗塚～三嶺』の一泊参考 CL：中村れ
個人用テントかツェルト、火器、食器など感染予防を考えた方法が必要。避難
小屋も空間を摂れば利用可か？
③会報部
・岩トレの案内は従来通り掲載し、国内、県内の感染状況に合わせて変更があれば
リーダーからメールにて通知する方法を取りたい。
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④県連
・山行に関しては 7 月から四国内で解禁。泊まりは早急かとの事。
・山岳保険は、短期の掛け捨て保険は引き受けてくれる会社が無く、中止の見込み。
思案中。
・カレンダーに載せる写真の募集が来ている。締め切りは 6 月 30 日。1000 万画
素程度。
・県連から、善通寺山の会の会員拡大の秘訣を原稿にして提出して欲しいと依頼
あり。１０００字、写真２枚、〆切は６月２２日。
今年の新入会員 13 名の入会動機の内訳
・2019 年度エンジョイ登山教室受講者 5 名
・2020 年度エンジョイ登山教室受講希望者
・インターネットを見て
・会員の紹介

3名

2名

3名

・7 月 17 日（日）に善通寺市民会館にてメディア委員会があり、村上し出席。
趣味の会会員募集アプリ『ジモティー』についての講習。
興味ある人はどなたでも出席可能。
■実行委員会報告
○組織拡大実行委員会
・7 月より拡大山行を再開、今年度エンジョイ登山応募者にも案内する。会員の
皆さんにも参加、協力をお願いしたい。
① 7 月 5 日（日）瓶ヶ森 CL:石川か
② 7 月 19 日（日）伊予富士 CL:村上ま
③ 10 月 11 日（日）石鎚山 CL:大平
④ 11 月 3 日（火 祭日）落合峠～烏帽子山
⑤ 1 月 10 日（日）箸蔵街道初詣

CL:佐藤な

CL:黒渕た

⑥ 3 月 14 日（日）小豆島『星が城』

CL:阿部

・SNS も再開し、募集チラシ、写真などをアップする予定。
・会員拡大の勢いを維持するために、新型コロナに臆することなく活動を継続し
ていく考えなので、会員の皆さんもしっかり後押しして欲しい。
■新型コロナ対策
①7 月以降の山行の方法について
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別紙
②事務所の利用について
・2 階は机に爪いのパーティションを設け、6 月 21 日から 9 名まで使用できる
ようにした。1 階も感染予防（手洗い、マスク、距離など）をしてご利用くだ
さい。
■40 周年記念山行の方向性について
山行部の資料を基に、じかいの運営委員会にて対面で検討を始めたい。

＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊
第 3 回 2020 年 6 月 16 日（火）(メールで行い、会合はしていません。)
記）三野和哉
議題
1.

「新型コロナウィルスと共生する時代の登山方法」(＝指針)の検討。合わせて今後
の山行について。
・各方面から、活動についての注意事項等が出ているが、会として山行活動の参考
にする具体的な指針を示す必要がある為、「新型コロナウィルスと共生する時代の
登山方法」を運営委員会に提案する。
・島に関しては、医療施設の充実度を考慮する必要があり、一律に面積で可否を決
められない。
・泊り山行、岩登り、沢登りについても、指針に沿った範囲で承認する。

2.

今年度の今後の山行計画を再検討する。(運営委員会の同意があれば)
・事務所で部会を行えるようになったら、対面で部員が案を持ち寄ったうえで、検
討する。
・臨時山行部会 6/26(19：30～、事務所にて)を開催する。

3.

遭難対策連絡網の検討。

＊＊＊事務局からのお知らせ＊＊＊
■ 会員の動向 2020 年 6 月 19 日現在
会員数 65 名（内、家族会員 8 名 ）
・新規入会
十鳥さん
■ ５月例会の報告
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新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
■ 会費の納入について
只今、振込先の準備中です
また、山行も県内から徐々に行われるようになると思います
事務局員が参加していれば、お渡しください。
■ 次回 7 月 2 日例会
引き続き感染拡大防止の為、善通寺市民会館で例会は中止します。
・6 月の山行報告は 30days もしくはＳＮＳで・・・依頼済み
・山行の案内はメーリングリストにて・・・ 依頼済み

＊＊＊県連ニュース＊＊＊
2020 年 6 月 18 日（水）

第 54 期 第 4 回理事会

於：丸亀しわく山の会事務所

■県連諸活動の本格的な再開について
〇組織部—――県東部会員倍加計画―――
→7 月 31 日（金）於：高松県連事務所
〇ヤングメンバーズクラブの立ち上げ
〇讃岐山脈ロングトレイル実行委員会
→未定（於：善通寺市民会館）
〇メディア委員会
→7 月 17 日（金）於：善通寺市民会館 2F 中会議室
〇救助隊
→訓練計画は、救助役と要救助役の接触が避けられないため全て中止
■行事・その他
〇6 月 21 日 労山創立 60 周年記念行事→延期
〇7 月 4 日、5 日 全国遭難対策担当者会議（藤田理事出席予定）web 会議
〇7 月 12 日 四ブロ遭難対策講習会→来年に延期
〇8 月 21 日 四ブロ沢登り講習会→来年に延期
〇国際山岳連盟（UIAA）
『総合登山技術ハンドブック（夏季 アルパイン）』
日本語版（定価 2,200 円）日本勤労者山岳連盟 60 周年記念出版 5 月 29 日発行
〇県連盟だより 7 月号予定記事
善通寺山の会「登山学校の概略と会員拡大の成果」1000 字 写真 2 枚
〇次回第 5 回理事会

7 月 15 日（水）19：30～ 丸亀しわく山の会事務所
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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

・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

下２０ｍｍ

左右 ３０ｍｍ

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
記録文の書き方の順序

１１ポイントで１行空ける
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
新型コロナウイル感染に伴う緊急事態宣言が解除され商店街など少しずつにぎわい
を取りもどしていますが、人の移動が多くなると感染のリスクが高まります。
まだ先が見えず第二波、三波が来るのを恐れ外出に慎重な人が多い様です。
また県をまたぐ移動の自粛も全国で解禁するよう検討されていますが、
山の会も 7 月に入れば県外移動、事務所等の解禁がなされる事を希望します。
夏場マスクの着用は大変で熱中症に気を付けなければいけません、もう少し辛抱です
３密を守ってのんびり行きましょう。

表紙の言葉

コロナで山行がストップしていましたが久々に再開できました。

今年度の最初の山行で三頭峠でのスナップです。
皆さんの笑顔がいいですね。
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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

7月
8月
水
1 土
木 例会・西赤石準備会
2 日 岩トレ5
金
3 月
土
4 火 会報部会
日 拡大・瓶が森
5 水
月
6 木 例会
火 事務局会議
7 金
水
8 土
木 天狗塚三嶺準備会
9 日
金
10 月
土
11 火 事務局会議
日 沢―1来栖渓谷
12 水
月
13 木
火
14 金
水
15 土
木 運営委員会
16 日
金
17 月
土
18 火 山行部会
日 登山教室西赤石・拡大伊予富士 19 水
月
20 木 運営委員会
火 山行部会
21 金
水
22 土
木 天狗塚 三嶺
23 日 原稿締切
金
24 月
土
25 火
日 岩トレ4・原稿締切
26 水
月
27 木
火
28 金
水
29 土
木
30 日
金
31 月
◆月会費：１，１００円◆申し込み・問い合わせ先 ☎(0877)22-0036
◆山の会ホームページ http://ｚ-yamanokai.kwaf.jp
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