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 春夏秋冬 

山行活動再開 

村上しのぶ 

 

 

 6月から条件付きではありますが、善通寺山の会の山行が復活しました。自粛生活

の中では、休日に時々禅定寺へ行っておりました。暑くなってきてからは人がいると

きだけマスクを着用。自粛中は常連さんに加え、ご家族で登られる方もいましたが、

ソーシャルディスタンスは保たれる人数でした。 

 6月の山行は県内の山に限られましたが、里山も楽しいものでした。山の少ない香

川県ですが、まだまだ行ったことのない山もあり、低山であっても決して侮れない歩

きごたえのあるコースもあります。先日行った猫山、かわいい名前の割にはきつい登

りがあり、長いコースで結構へたりました。 

久しぶりに会った会員もおり、山行はただ登るだけではなく、会員同士のつながり

が良いものだと思います。ただ、今は近寄って話をするのは禁物ですが一緒に山を楽

しめるのは嬉しいです。 

早く新型コロナのワクチンや薬が開発されるとよいのですが、新型コロナが解決し

ても、また新しいウィルスが出てくるのでしょう。今回の自粛は、いろいろな対応を

考えるきっかけになりました。善通寺山の会では、メーリングリストを利用した総

会、ZOOMを使った会議、デジタルを利用することが増えました。また学校の授業や、

会社でも在宅のリモートが増えたようです。外出自粛が無ければ ZOOM を使うこともな

かったと思います。家にいながら会議ができるのは大変便利ですが、やはり実際に会

う方が、スムーズに議事を進めることが出来ると思います。事務所に飛沫防止の手作

り透明仕切りを設けたので、9人までなら会合が出来るようになりました。 

香川県内では 4月末頃から 7 月 9日まで 2か月以上も感染者が確認されていません

でした。しかし 7月 10日に感染が確認されてから毎日のように感染者が確認され、浜

田県知事より 7月 18日から 7月 31日まで感染警戒期の対策として、県外への不要不

急の外出を控えるようにとの発表がありました。今後の状況はまだ不確定ですが、山

行の範囲が広がり、どこでも行けるようになれることを今は楽しみに待ちたいと思い

ます。新しい生活様式を

守り、健康に注意しなが

ら、体力を維持し、会の

仲間と一緒に山行を続け

ていきたいと思います。 
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定例山行案内 

夏山合宿 
                             柏原 

 

 ■日 程 ： 8 月 13 日(木)～14 日(金) 

 ■目 的 ： 新型コロナウイルスに負けない精神力・体力をつける 

  ■C  L ： 柏原 

 ■準備会 ： 8 月 7 日（金）19：00～ 事務所にて 

 

 令和 2 年度善通寺山の会の合宿、一発目は、四国山地剣山から三嶺を経て天狗塚縦走

です。今回は、参加者 3 名までは、車 2 台で下山口に向かい 1 台を配車し、見ノ越の登

山口から縦走します。参加者４名以上の場合は、交差縦走の戦術をとります。 

 案内を書いている 7 月下旬は、浜田香川県知事より 31 日まで感染警戒期とされてい

るものの、8 月の合宿は、実施可能とみて計画しました。感染警戒期延長の場合は、讃

岐山脈で合宿します。 

 なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況いかんでは、県内の山行であっても、CL の

判断で、直前に中止する場合もありますので、ご了承ください。 

 

 

定例山行案内   

轟
とどろき

九十九
く じ ゅ う く

滝
たき

 
 

 

■日 程  ２０２０年８月１６日（日） 

■目 的  日本の滝百選を楽しむ 

■場 所  徳島県海部郡海陽町 

■C  L    三倉裕理 

■準備会  ２０２０年８月 7 日 金曜日 

 

吉野川源流が入山禁止のため予定変更します。 

 

日本の滝百選や四国の水辺八十八か所に選定されています。 

滝の水音を聴きながらの 爽やかな山行に参加しませんか。 

詳しくは準備会にて・・・・・ 
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  定例山行案内 

財田川の源流を歩く 
 

■日 時  令和 2年 9月 5日（土）～9月 6日（日） 

■場 所  まんのう町塩入 

■目 的  財田川の源流を歩く 

■ C  L    音地裕二 

  

 新型コロナの影響で県内

の沢を詰めることにしまし

た。2日間ですが泊も懸念

されますので、日帰りで沢

を歩く予定です。 

塩入温泉の奥東山峠に向か

う道沿いの沢を歩きます。 

ご期待ください。 

 

 

 

 

 

山行案内 

岩黒山〜筒上山＜交差縦走＞ 
大井 

 

■ 日 程 令和２年９月６日（日） 

■ 場 所 愛媛県・高知県 土小屋〜岩黒山〜筒上山〜名野川 

■ 目 的 四国の景色を見ながら稜線を歩く 

■ C  L 大井 

■ 準備会 ８月 21 日（金） 19:30〜 山の会事務所 

 

 新型コロナウイルスに伴う新しい生活様式に対応して、一台あたりの乗車人数を減らし

一つの山に何台もの車で行くことも増えました。それを利用して交差縦走（入山口と下山口

に車を置き、途中で車の鍵を交換する）に行きませんか？ 

 場所は、石鎚山東南の岩黒山〜筒上山です。土小屋発グループと名野川発グループに別れ

て登ります。県外自粛の動きが広がった場合は相当の阿讃山脈に変更します。 

 行動時間は約５時間。詳細は準備会で。 
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 定例山行記録 

綾歌三山鷹丸山+小高見峰+大高見峰 

                     記録 香川 仁 

 

■日 時 2020年 6月 21日(日) 

■場 所 香川県綾歌三山+鷹丸山+小高見峰+大高見峰 

■目 的 地元の山を楽しむ 

■参加者 CL安井 昌史 

    1班 SL大平 村上し 吉崎 (医務)松岡つ (写真)黒渕た (記録)香川 

    2班 SL音地よ 三木 黒渕き (装備)村上ま (医務)升形  

    山行参加者 12 名 

■天 候 晴れ 

コースタイム  

事務所 7.00-7.30 綾歌森林公園駐車場ー7.45 登山口ー8.15 第二あづまやー8.40 

城山山頂ー9.55鷹丸山 10.05ー10.50 猫山山頂 11.00ー12.00 小高見峰 12.15ー 

12.40大高見峰 12.45ー高見峰神社昼食 13.00ー14.15 猫山トラバースー 

第 4あづまやー琴ケ浦ー15.30登山口 反省会 

 

令和 2年 2月頃から徐々に新型コロナウイルスの影響から山の会の活動が自粛する

ようになり、年次総会も初のオンライン総会となりました。それ以来、山の会として

の公式な活動は休止状態となりました。 

 6月に入り一部のメンバーによる活動が再開が始まりましたが、総勢 12 名に及ぶ山

行は今回が初めてとなります。 

 7：30に綾歌森林公園駐車場に到着して準備運動の後、二班に分かれてソーシャル

ディスタンスを守りながら 7.45登山口から城山を目指します。少し急斜面の登山道

を、まだ寝ている身体に鞭打って登り続けて 30分、第二あづまやで休憩しましたが、

山桃がたわわに実っていて皆で一口味わった。少し酸っぱいが甘味があり、意外に美

味しかったです。 

 城山は戦国時代の山城跡で、山頂までに曲輪や土塁、堀切が段々と造られ、堅牢で

かなり保存状態が良いようです。本丸跡の山頂からの眺めは素晴らしく、琴平から坂

出までを一望に見渡せます。 

 しばらく休憩して、急斜面を駆け下りて通常のコースは猫山に向かうのですが、今

回は鷹丸山に向かいますアップダウンのある道を約 1時間歩いて鷹丸山(387.4m)山頂

に到着。小休止していよいよ猫山の急登に挑みます。45 分登り続けて 10.50 猫山

(467.7m)山頂に到着。今回一番の急登の道でしたので、さすがに疲れます。 

 小休止して急斜面を下って、峠から小高見峰を目指してまた登り始めます。 

少々メンタルが辛いところです。 

約 1時間かけて、ようやく小高見峰(467m)に到着。 

 休憩後、今回の最高度地点の大高見峰(503.9m)に到着しました。やれやれです。近
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くの高見峰神社まで移動して昼食休憩。 

 こんな高い山頂に昔ながらの神社が立派に祀られていることに感動を覚えました。 

ここまで約 5時間、身近な里山もコース次第では変化のあって歩きごたえのある山行

となることを実感しました。13.00 に下山開始。登ってきた道を下りますが、猫山で

はトラバースして琴ケ浦方面の道で下ります。沢が流れる道を下るので、涼感たっぷ

りで心地良く歩けました。 

 15.30無事登山口まで戻ってきました。 

 約 8時間、アップダウンもあり景色も良く変化の富んだ楽しい山行でした。 

身近にこんな整備されたコースがあったとは知らず嬉しい発見でした。天気に恵まれ

て全員元気に歩き通せたことに感謝です。 

 

定例山行報告 

志保山 426m～稲積山 407m  

                              黒渕清美 

 

■日 時  2020 年 6 月 28 日 （日曜日） 曇り 時々晴れ 

■場 所  香川県三豊市仁尾町 

■目 的  三豊市周辺の山を楽しむ。 

■参加者  CL・山下み SL：村上し SL：大平 写真：黒渕た 装備：香川 

         会計：音地よ 医務：吉崎 記録：黒渕き 三木 

■費用 一人 330 円（走行距離：3１ｋｍ） 

コースタイム 

事務所出発 7：00＝登山口 7:30・・出発 7:50・・風穴 8:10・・志保山 9:05・・七宝山 

9:40・・稲積山 11:00・・七宝山展望台 11:25・・七宝山(昼食)12:40・・志保山：13: 

30 風穴（説明）・・登山口 14:35 事務所 15:05 （反省会） 

今回歩いたコース 

CL の説明の下コロナ対策して、車４台で出発す

る。梅雨が真最中だが天気は回復傾向だ、30 分程で

目的の駐車場に着いた。７～８台停める所があった。

CL の号令で体を解して地図とコンパス合わせて出

発する。暫く舗装した道を歩くと直ぐに登山口に着

き、其処には風穴の看板が有り、どんな感じか？創

造しながら歩いていると、きゃぁー！の SL の声に

(@_@)、登山道の狭い所で、蛇が居てビックリした

のでしょう。ストックでよけてもらい進むと風穴に

着く。説明版があり、手作のベンチも有りいい休憩

場所だ。冷気が漂いとても涼しい、内部には温度計

があり 12 度を指していた。一息ついて暫く進むと
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志保山に着いた。眺めは最高！瀬戸内海が広がり素晴らしい眺めだ、有名なイリコの島、

伊吹島が見える。水分補給して進むと、七宝山直登コースへの標識が有り進む。登山道

は湿っていて滑りそうだ。登山道の急登等、危ない所はロープを張り丁寧に整備されて

いた。感謝しながら歩いていると直ぐに着いた。其処には大きな桜の木があり、おまけ

にお手製のブランコまである、吉崎さんがちょっと座ってみてイイ感じみたい。此処も

景色が良いので春にはお花見が楽しめそう！登山道は木々が茂っていて木漏れ日の中

がとても歩きやすい、途中に猪の仕掛けがあった。この山も猪が多いのだろう！？鳥の

さえずりを聴きながら進むと七宝山に着く。此処からは暫く緩やかな道が続く、暫く進

むと七宝山系（志保山）の最高地（地図）４４９ｍを通過する、次は上之山で其処には

大きな三角点あった。 

暫く進むと高屋神社の天空の鳥居に着く。此処から見下ろすと急勾配の石段と有名な

有明浜の砂浜が見えた、日本一の絶景に

思わず見とれた。高屋神社はコロナの影

響か？人はいなくて私達の貸し切り状

態だ、此処で昼食を取り満足して下山を

始める、途中で自転車の人や数人の人達

が登って来た、風穴まで下りると手招き

する人がいて説明を受けた、此処は昔、蚕を保

存していた場所だそうです。この方は約 8 年

前に藪に埋もれた風穴を発見されて、登山道

も整備されたそうです。ステキな出会いに、と

ても暖かい気持ちに成りながら登山口に着い

て終了になった。皆で整理体操して事務所に帰り反省会をした。天気とか熱中症等不安

だったが、天気も回復傾向で、とてもいい一日だった。 

 

 

定例山行記録 

初級登山教室・大川山 

 

 

■日 程 2020 年 6月 28日（日） 

■場 所 香川県 まんのう町 

■天 気 くもり 

■目 的 初級登山教室「山歩きの基本を学ぶ」 
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 ■参加者 CL・装備：久保田ゆ、講師：佐藤た、医務：三野 

写真：正田、古川、音泉、黒木、植林、粟飯原、十鳥 

永森、記録：久保田と 

コースタイム 

琴南公民館（集合）7：00＝＝車で移動＝＝随神門（発）8：00・・・ 

大川山山頂 12：30・・・随神門 15：00＝＝車で移動＝＝琴南公民館 

 

一般公募のＥｎｊｏｙ登山教室が新型コロナの影響で中止になり、新入会員のみを 

対象とした初級登山教室を行う事になった。今回はその一回目の実技で大川山で「山

歩きの基本」を学ぶ。 

 感染拡大防止の為、琴南公民館に各自集合して簡単な自己紹介、ストレッチをした

後車で随神門へ移動、登山開始となった。 

 日常、歩くと言えば足の裏で地面を蹴って歩くが、登山の歩き方は太ももを上げて

下すだけ・・を意識しながら登って行く。休憩時には水分補給やレーションの取り方

などを教わった。山頂手前の植林の中の急斜面と山頂直下の中寺廃寺方面の急斜面を

つかって教わったことを反復した。 

 山頂手前の遊歩道は緑がきれいで気持ちがいい、神社の下の広場で昼食を食べる。

初対面の人も多くいるが皆楽しそうに話している。それにしてもブヨが多いのには参

った。 

 神社にお参りして下山開始。浮石を滑り止め代わりにする方法や段差の降り方など

も教えて貰いながら下山した。 
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  定例山行 

石鎚山系 瓶ヶ森 1,897ｍ 
記録：堂崎 

      

■日 程   2020 年 7月 5日（日） 

■場 所   愛媛県西条市 

■目 的   四国の笹原と雄大な眺望を楽しむ 

■参加者   ＣＬ・装備：石川 ＳＬ・医務：村上ま 食料・会計：高尾か  

        記録・写真：堂崎 

■費 用   なし（各自） 

コースタイム 

事務所 5:10＝＝＝7：10東之川登山口(車を 1台駐車)＝＝＝7：50名古瀬登山口より

上の登山口 8：00……9：05常住……10：20鳥越……11：55 瓶壺 12：15……13：25 男

山……13：45 女山(瓶ヶ森)14：00……17：20東之川登山口 17：30＝＝＝20：30事務

所 

 

 天気予報では曇りとなっていた梅雨真っ只の中、天候の

期待と自分の体力の不安を抱えて瓶ヶ森へ向かう。高速道

路の車中から見える景色は、今にも大雨がきそうな空模

様。小雨ちらつく中、登山口に到着する頃には雨は上がり、

晴れ間も見えるように。 

今回は名古瀬登山口から男山、女山を巡り、東之川登山

口へ下るロングコースを歩く。まず、東之川登山口にあら

かじめ車一台を置いておく。その後、別の車で名古瀬登山

口より上の登山口に駐車し、そこから歩き始めた。 

歩き始めて 20 分程でザレ場があり、ロープも設置され

ている。斜面は崩れやすく足をとられてうまく歩けず、滑

りながら渡りきる。 

常住を過ぎると、マムシに遭遇。地面とマム

シの体の色が同化していて見つけにくい。それ

を素早く見つけた先頭を行くＳＬの観察眼に

驚く。鳥越までいくつか木の橋を渡ることにな

るが、濡れていてとても滑りやすくなっている。

石がゴロゴロしているところもあり、転倒や落

石に注意しながら慎重に歩くものの、何度もつ

るっと滑りそうになる。しかし、他のお三方は

そのようなことなくスムーズに歩いている。羨

望と尊敬の眼差しを向ける。 
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鳥越から瓶壺まではさらに厳しく、ジグザグ

の急登が続き、梯子やロープなどの設置個所も

多い。出発から延々続く登りにうんざりしなが

ら、なんとか登りきる。 

瓶壺到着のタイムリミットぎりぎりの時刻

に、湧水湧き出る瓶壺になんとか到着する。水

はとても冷えていて気持ちよく、水の流れる音

も心地いい。もうここがゴールでもいいな…と

若干思いつつ、昼休憩をとる。 

瓶壺を後にすると、視界が一気にひらける。笹原が一面に広がり、風が抜けて涼しい。

笹原から直接男山へ向かう登山道があるはずだが、今ではここを通る人がほとんどいな

いのか、笹に覆われていて道が見えない。それ

でも進んでみるが、途中で完全に道を見失った

ため、一旦元の登山道へ戻り、瓶ヶ森駐車場側

から男山へ登るルートに変更する。藪漕ぎ後の

男山への登りは、今まで以上に苦しく足が重く

感じられた。休憩を取りながらゆっくりと登る。

男山山頂にはちょうど山伏が二人おり、石鎚山

と瓶ヶ森について少し説明してくれたが、疲れ

のせいもあり話が右から左へ抜ける。 

男山から女山へは 20 分ほどで着いた。晴れていれば眺望が素晴らしく石鎚山を眺め

ることができるそうだが、あいにく今日の空模様では望めない。けれども、やっとの思

いで登った山頂は十分に気持ちを満たしてくれる。 

きつい登りが終わりあとは下るのみ。そう

思うと気持ちは上がり、やる気になる。…と、

そう思っていたが、いざ下ってみると登りよ

りもきつかった。何度も沢をまたぎ、木の橋

を渡り、苔むした石がゴロゴロしている上を

歩き、登りよりも注意力が増す。また足への

疲労もこれまでの歩行で十分蓄積されてお

り、下りがとても長く感じられ、苦しい。 

東之川登山口へは到着予定時刻を大幅に

オーバーして到着したが、なんとか無事下山できたことに安堵した。その直後に突然雨

が降り出す。登山中は一度も雨に降られなかったことに皆で日頃の行いを褒め合う。そ

の後車を回収し、現地で反省会を行い、現地解散となった。 

登りも下りも厳しく、自分の体力・筋力不足を十分に痛感させられ、とても疲れたが、

今回無事登ることができたのは、他の 3人の方たちの存在が大きい。心強く、精神的支

えになっていた。このメンバーで登れてよかったなあとしみじみ思った。 
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定例山行報告 

来栖渓谷 
柏原 

 

■日 程：令和 2年 7月 12日（日）曇り 

■場 所：香川県さぬき市、東かがわ市 

■目 的：沢歩きに慣れる 

■参加者：ＣＬ・SNS・記録・運転・柏原、医務・会計・真鍋 

■費 用：42km×24＝2000 円÷2≒一人 1000 円 

コースタイム 

事務所 5:30＝6：20道の駅ながお…6：50 入渓…9：00 長尾谷三角点…11：00石田女

体山（昼食）…11：50長尾女体山…12：00矢筈山…15：00道の駅ながお＝17：00事

務所 

沢登りの前々日、事前トレーニングで紅ノ峰に行った帰りに、取りつきの水量を確認

した。しばらく雨が続いたので、紅ノ峰に向かう途中にある 80mという県内最高落差を

誇る稚児ヶ滝が勢いよく流れていた。前日にメンバーが沢登り用のスネあてをモンベル

に買いに行った際は、もっと流れていたそうなので、確実に

水は引いてきていると判断された。 

紅ノ峰の岩は乾いていたので、十分にトレーニングし、車

で移動し、来栖神社で水量を確認すると問題なかった。それ

にしても、水が透明で美しく、明後日の遡行の期待が膨らむ。 

翌 11 日が雨だったので、当日の水量は、偵察時より多か

ったが、遡行可能と判断し、渓流靴を履き、入渓した。標高

が低いので、水は暖かく気持ちよい。小滝が連続するが、堰

堤の高巻き以外すべて直登した。来栖渓谷の上部は、長尾谷

と呼ばれ、近くに三角点があるようなので予定通り、猛烈な

藪漕ぎを強いられそうな谷の上部はパスし、三角点を目指

す。 

急登なので、沢靴では、登りにく

いが、無事到着すると、眼下に門入ダムをはじめとした美し

い景色が広がっていた。三角点周辺は、シルトでお腹が長い

ウスバカゲロウがいたので、坂出市と東かがわ市で確認され

ているヒメウスバカゲロウかなと思い、写真を撮ったが、ウ

スバカゲロウのようだった。近くにアリジゴクがいそうな地

形だったので、産卵に訪れたものと考えられる。 

ここから、石田女体山まで、市境を進むが、両サイド切れ落

ちたスリリングな藪漕ぎが続いた。石田女体山の三角点は、

登山道のど真ん中にあり、非常にシュールな光景だった。長
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尾女体山は、アジサイが満開で目の保養になった。矢筈山は、イワツバメが乱舞し、瀬

戸内海と高松市街がきれいだった。下山後、亀鶴公園に寄り、散策して事務所に戻った。 

今回の沢は、事前に岩トレを行い、取りつきの確認もしたことで、スムーズに遡行で

きた。次回は、キャニオニングをしに訪れたい。 

 

 

 

定例山行報告 

初級登山教室「雲辺寺 927ｍ」 
                              久保田ゆ 

 

日 程  ２０２０年７月１９日（日） 

場 所  香川県三豊市 

目 的  初級登山教室「バテない歩き方の実践」 

参加者  CL:久保田と、講師:佐藤た、SL･装備：平村、医務:三木、写真:大井・正田、

記録:久保田ゆ 

         受講生:古川、永森、植林、黒木、粟飯原、十鳥、井崎 

                   合計１４名（受講生 7名、スタッフ 7名） 

コースタイム 

山の会事務所 5:50====6:40 雲辺寺ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山麓駅 P(現地集合 7:30) 7:30～8:15 講

義(歩き方･地図正置)、登山開始 8:25…(車道歩き)…9:00 登山口 9:10……12:30 雲

辺寺(昼食)13:15……14:00～14:50 講義(ｽﾘﾝｸﾞ) ……15:50 雲辺寺ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山麓駅

P(反省会)16:20解散====17:15 山の会事務所 

 

西赤石山の予定だった今回の登山教室。新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽが再び拡大の影響で、急遽県内

の雲辺寺に変更となった。場所が分からない人だけ事務所に集合し、他の人は現地集合。

駐車場で山での歩き方やザックの背負い方など、前回 6 月実技の復習の講義を受け、ま

た地図の正地の仕方を教えてもらう。ｽﾄﾚｯﾁの後、

出発。始めは地図を見ながら車道歩き。少しずつ暑

くな

り始

め

た。

車道

歩き

30分

程で登山口に到着。ここから山道に入る

が、入り口から少し藪になっており歩き
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にくかった。50m程で少しマシになったが、次第にｼﾀﾞの藪が広がり、かき分けながら歩

くので体力を消耗する。30 分程歩くと快適な登山道となったが日陰ばかりだが湿気が

多く蒸し暑く、1名体調不良でｽﾀｯﾌ 1名と下山した。雲辺寺ｽｷｰ場の下に出てくると、ｽ

ｷｰ場の中を歩かせてもらうが、それまでの木陰から一変、日差しが丸当たりで暑かった。

ｽｷｰ場にはﾕﾘの花が所々に咲いていて綺麗だった。12:30 雲辺寺到着。標高が高いから

かまだアジサイの花も綺麗だった。雲辺寺で大休止。昼食後、再度ｽﾄﾚｯﾁをして下山開

始。下山途中でｽﾘﾝｸﾞでのﾁｪｽﾄﾊｰﾈｽの作り方、危険個所でザイルを張ってくれた時の渡

り方を学んだ。駐車場で反省会後に解散。 

 

 

  

初級登山教室 感想    

「バテない歩き方の実践」 雲辺寺 
受講生 植林 

 

 まず初めに、講師の佐藤さん、CL の久保田さんをはじめ、スタッフの皆さまには、今回の山

行の実施に際しては大変お世話になり、さまざまな技術を学び、無事に下山できましたことに

お礼申し上げます。 

 今回のテーマは「バテない歩き方の実践」ということで、自分ひとりのときとは歩き方が全く違

うことを実感しました。ひとりで歩くときは、最初から負荷のかかるやや速いペースで歩きはじめ

て、呼吸が乱れたら休憩する、という歩き方をしていましたが、一定のペースで長く歩くための

速さを体験させていただきました。おかげで最後まで呼吸が乱れることなく、これなら長時間歩

けそうだと思いました。 

 はじめて購入したコンパスやスリング、カラビナの使い方も教えていただきました。  

 私はよく里山歩きをしていますが、道しるべのテープを目印にしています。道に迷うことも多

いのですが、今回、コンパスを使っての地図の見方を教えていただき、分岐点で迷わないため

にすべきことを学びました。実践的に身に着けるために、慣れた山でも積極的に使ってみたい

です。 

 スリングやカラビナは、これまでの山行でスタッフの方々がいつもザックにつけられていたの

を見て、どのように使うものか興味がありましたが、自分で装着して使ってみる方法を教えてい

ただきました。実際に必要な時に使えるようにするには、定期的な練習が必要だと思いました。 

 新型コロナウィルスの影響で、行く山の選び方や移動方法なども制限されていますが、当面

はこの状況下で山歩きを楽しむ方法を見つけ、長く続けたいと思います。 

   

 

 

 

 



15 

 

  

初級登山教室 感想    

「バテない歩き方の実践」 雲辺寺 
受講生 粟飯原 

 

 はじめに、コロナウイルス感染拡大により直前の山行計画の変更など、久保田俊行 C

Ｌ、佐藤孝雄講師、任務をしていただいた皆様のご協力で山行できた事に感謝いたしま

す。 

 私はもともと、運動音痴で体力に自信がありませんでした。これまでにも体力づくり

に色々チャレンジしましたが、長続きしませんでした。ただ、自然は好きなほうだった

ので、山へ行ってみたいという気持ちで山登りはどうだろう。。。と始めてみたのが最初

でした。 

 自分のペースで里山を登っていると、それなりに山歩きを楽しめるようになりました。

そして、最初の一歩から私も大きなザックを背負って、知らない山に登ってみたいとい

う憧れが、だんだんふくらみました。その想いが、登山教室に参加させていただくきっ

かけとなりました。 

 出発前、佐藤講師からスリング、カラビナ、コンパスを受け取りました。使い方はま

だわかりませんが、新しいカラビナを取り付けた自分のザックを見ると、少しずつ山の

道具が増えていくのが嬉しかったです。 

 コンパスの使い方を練習しました。コンパスのクルクル回る針を見ると目が回りそう

になりました。試行錯誤しながらですが、地図とコンパスがピッタリと合うと、なるほ

ど〜と納得です。 

 上りでは、水分塩分栄養、休憩の取り方、体温調節など学びました。自分の体調変化

を早めにリーダーなどに報告することで、適切な対処をうけることができると実感しま

した。 

 前回の、大川山で教えていただいた「山の歩き方の基本」を心がけ、私は歩く練習を

しました。 

 下りでは、危険な箇所でのスリングとカラビナの使い方を教わりました。自分の身を

守るための道具は、きちんとメンテナンスし大事に取り扱いしないといけないと思いま

す。 

 これからも、トレーニングで体力をつけ、山行では体力の消耗を防ぐ工夫ができるよ

うになりたいです。そして、山登りは楽しいんだという想いで、次の山へとつなげてい

きたいです。 
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定例山行報告 

伊予富士(1756ｍ) 

記録 升形 

 

 

◼ 日 程：2020 年 7 月 19日 

◼ 場 所：愛媛県西条市 

◼ 目 的：会員拡大とコロナ影響下に久しぶりのストレス解消 

◼ 参加者：1 班 CL/村上ま 医務/香川 記録･写真/升形 

◼ 費 用：2,860 円/人 

 

コースタイム(1 班) 

山の会事務所 5:30 集合 5:35 発＝6:15 入野パーキング 6:25＝7:30 寒風山トンネル P

…8:00 寒風山登山口…9:10 桑瀬峠 9:15…11:05 伊予富士山頂 11:30…12:50 桑瀬峠

12:55…13:35 寒風山トンネル P…14:15現地解散 

 

 山行のため久しぶりの早起きをし、マスクを着用して 5 時半集合。身体チェックで体

調不良の方なく車 6 台で事務所を出発する。入野パーキングでトイレ休憩、高速を下り

加茂川の河原でキャンプしている人たちを羨ましく眺め、川沿いから山の中へと続く国

道 194 号線を走行。5,432m の長い寒風山トンネルを抜け左折、ナビで見ると新体操の

リボンが動く様な山道をしばらく走ると寒風山トンネル駐車場に到着する。 

 装備を分配し、3 班と 4 班は車に乗り込み主谷分岐登山口へ向かう。1 班と 2 班は各

自で準備を済ませ 8 時に寒風山登山口より出発する。歩き始めは勾配がきつく何ヵ所か

ロープがあった。30 分程度歩いた所で間隔を開けたまま水分補給と衣服調整を行う。 

 M 氏はお手製のフェイスシールドを着

用し、歩行しながら「伊予富士は天空の縦

走路である」と話してくれる。天候に恵ま

れその景色を想像しながらしばらく足を

進めると、隈笹が一面に広がり桑瀬峠に到

着。途中で抜かれた方々が休憩しており、

私たちも腰を下ろす。 

 

 木陰が無く徐々に日差しもきつくな

り、寒風山を背に歩く。途中でちょっぴり風を感じながら 3 回目の休憩。先に到着し

ている 3 班と 4 班に手を振り、山頂を目指す。斜度が大きくなり息を切らしながらゆ

っくり登る。先に下山し始めた 3 班と写真を撮り合いながらすれ違い、歩き始めて 3

時間半で伊予富士山頂に到着。
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 山頂からは北東に寒風山、西に瓶ヶ森に続く稜線が綺麗で想像以上の眺望だった。 

 1 班と 2 班で集合写真を撮影。昼休憩後は東黒森へ向かう 2 班を見送り 1 班は U タ

ーン、勾配が緩やかになったところでストックを出し歩く。12 時、振り返ると伊予富

士は雲に覆われ山頂が見えなくなっていた。 

 左の下腿が攣り始めやばいと思った瞬間、K 氏が振り返り「眠い」と訴えられる。5

分間の睡眠タイムで私の足も復活する。桑瀬峠まで歩き下山 2 回目の休憩。13 時半頃

から雨音がし始めるが、木の葉に守られ駐車場に到着。2 班と 4 班の車も同時に到着す

る。 

 雨は土砂降りになり、駐車場横の東屋で会計と反省会を行い解散となる。 

 運転手の皆さんありがとうございました。 

 

 

 

定例山行報告 

伊予富士（1,756m）～東黒森山（1,735m） 

2 班 黒渕孝行 

 

■日 時  2020 年 07 月 19 日 （日曜日）   

■場 所  愛媛県西条市 

■目 的  会員拡大とコロナ影響下に久し振りのストレス解消 

■天 候  晴れ時々曇り 

■参加者  CL：中村ム SL： 黒渕き 記録写真：黒渕た 

医務：横田  4 名 

           

■費用 一人 2,860 円（走行距離：242ｋｍ） 

コースタイム 

事務所 5：35＝善通寺ＩＣ・・7:30 新寒風山トンネル駐車場 7:55・・9:55 桑瀬峠 

11:05 伊予富士 11:25・・12:25 東黒森・・13:00 主谷分岐登山口・・ 

13:30 新寒風山トンネル駐車場（反省会）解散 

 

 今回の公開山行には会員、一般参加者を含めて 17 名の参加があり、折からの新型コ

ロナの感染予防対策として、全体を四つの班に分けて一つの班４～５名の人数でソーシ

ャルディスタンスに気を付け、休憩時にはマスク着用等の対策を講じてスタートしまし

た。1 班は寒風山トンネルＰ～伊予富士の往復、2 班は寒風山トンネルＰ～伊予富士～

東黒森～主谷分岐登山口迄縦走、3 班は逆の主谷分岐登山口～伊予富士～寒風山トンネ

ルＰの縦走 4 班は主谷分岐登山口～伊予富士往復を全体ＣＬの村上ま氏の苦心の計画

となりましたが私は 2 班の報告をします。 

 ２～3 日前からの天気予報では曇り時々雨の予報なので雨を覚悟していましたが、 
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事務所に集合すると東の空はキレイな朝焼けです、高速道路を快調に車を走らせると約

二時間で新寒風山トンネル駐車場に到着です、此処で３，４班は主谷分岐登山口迄、車

で移動して両方からの交差縦走のスタートです。 

 私達も１班のメンバーと一緒に登山口から山に入ります、最初は登山道も少し荒れて

いるのか、滑らない様に気を付けてゆっくりと歩きます、約 1 時間で寒風山への分岐点

の桑瀬峠に到着しました、此処では涼しい風が吹き抜けて汗を掻いた体を冷やしてくれ

ていい感じです、ここから我々は分岐を伊予富士へと進みます、これからの道は笹が多

くて少し歩きにくい感じですが着々と歩を進めますと、伊予富士の急登にかかり、黙々

と登ります。 

2/3 位の所で 3 班グループが降りて来て車のキーを受け取り、頂上まで一気に登ります 

頂上は見晴らしもよくて景色を楽しみながら昼食にしました、まあ握り飯の旨い事、

大満足の後、東黒森を目指し

て下り又登ると頂上に着き

記念撮影のあと、主谷分岐登

山口まで下ります、しばらく

降りると我々の車らしきも

の見えて笑みも浮かびます。 

下山口目前で雨がパラパラ

として来ましたがギリギリ

セーフです。 

 車に乗り込み寒風山トン

ネル駐車場へ車を走らせる

と雨が本降りです、運がいい

ですね～！？駐車場では全員が揃っていて此処で会計を済ませたのち、反省会をして解

散となり各車が安全運転で帰り楽しい山行の終了となりました。 

 これからも当分はコロナウイルスの影響で山行も行き難くなるかも知れませんが、皆

で知恵を出して楽しい山

歩きが出来れば良いなと

感じました。 
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  定例山行 

東黒森 1,735ｍ・伊予富士 1,756ｍ 
記録：堂崎 

      

■日 程   2020 年 7月 19日（日） 

■場 所   愛媛県西条市 

■目 的   会員拡大とコロナ影響下に久しぶりのストレス解消 

■参加者   3班 ＣＬ・若宮か ＳＬ：大平 医務：池田た 記録・写真：堂崎  

              若宮さ（会員外） 

■費 用   距離 242ｋｍ  2,860円/人 

 

コースタイム 

事務所 5:35＝＝＝7：30寒風山トンネル駐車場 7：45＝＝＝8：15主谷分岐登山口 8：

30……9：00東黒森 9：15……10：03伊予富士 10：45……11:55 桑瀬峠 12:05……12:50

寒風山トンネル駐車場 14:15＝＝＝16：20 事務所 

 

 次はいつ県外の山へ行くことができるのだろ

う、と思いながら寒風山トンネル駐車場に向かう。 

 今回は参加人数が多く、コロナウイルス感染拡

大予防のため参加者を 4 つの班に分け、各班それ

ぞれ違うコースを歩く。3班は主谷分岐登山口から

東黒森を経由し伊予富士登頂後、寒風山登山口へ

下りる。 

 まず、一旦全員寒風山トンネル駐車場に集合す

る。1、2班はこの登山口から登り、3、4班は 3台

の車に分乗し、主谷分岐登山口から登る。天気の心配があったが、予想外の天候に恵ま

れ、陽射しがサンサンと降りそそぎ、暑い。登山口から 30 分程であっさり東黒森に到

着する。早い。山頂からは次の目的地である伊予富士が見える。普段なら次の目的地が

見えても、ああ、まだまだ遠いなぁ…しんどいなあ…と思うところであるが、今日は余

裕がある。主谷分岐登山口から東黒森ま

で笹が生い茂り歩きにくい箇所があっ

たが、東黒森から伊予富士まではもっと

笹が深く、足元が見えにくい。段差や岩

などが笹に隠れて見えず、何度も転びそ

うになり、まるで罠のように思えてくる。

さらにアザミの花の棘が体のあちこち

にちくちくと刺さり痛い。花を愛でる清

らかな気持ちが失せていく。登山道から
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の見晴らしは良く、目指す頂と通り過ぎてきた道を見渡すことができ、下を見やるとテ

レビＣＭで話題になったＵＦＯラインもよく見える。 

 10 時過ぎには伊予富士山頂に到着する。予定よりだいぶ早い。山頂からの展望は抜

群に良く、周囲の山々を一望できる。しばらく休憩していると山頂からは、寒風山登山

口から登ってきた班の姿が見えてくる。こちらも下山するため出発する。途中行きかう

ところで交差縦走のため、車の鍵を交換する。登山道でこうして会員の人たちとすれ違

うことなどないため、見知った顔を見てなんだかうれしくなる。 

 伊予富士を出発してからは陽が陰り、雲に覆われ始める。桑瀬峠で休憩中にポツッと

ひとしずくきたため、休憩を切り上げ下山を急

ぐ。桑瀬峠からは急な下りが続き、ロープが設

置されている場所もあり、慎重にゆっくり下る。 

下山後しばらくすると雨が降り始め、やがて

本降りに。雨の降る前に下山できたことに一安

心しつつ、他の班の人たちは大丈夫だろうかと

心配になる。その後、全員無事揃い、現地で反

省会を行い、現地解散となった。 

 

 

 

 

定例山行 

東黒森～伊予富士 1735ｍ～1756ｍ                                         

                                記録 大西 

 

■日程：令和２年７月 19 日（日曜日） 天気：晴 下山後雨 

■場所：愛媛県西条市 

■目的：会員拡大とコロナ影響下に久しぶりのストレス解消  

■参加者：4 班（5 名） ＣＬ／中村れ  ＳＬ／村上し  医務／高尾   

記録・写真／大西  会員外／本田 

■費用：一人 2860 円（ガソリン代：高速道路代） 走行距離 242km 

■コースタイム 

事務所 5:30＝7:45 寒風山トンネル駐車場＝東黒森登山口 8:32…東黒森山頂 9:15 

…10:15 伊予富士山頂 10:45…東黒森 11:50…12:26 東黒森下山口（2 班・桑瀬峠～ 

伊予富士～東黒森縦走組と合流）13:05＝13:45 寒風山トンネル駐車場（反省会） 

14:20＝＝16:30 事務所解散 

 

香川もコロナ感染が増え、県外自粛の雰囲気ですが、誰一人キャンセルすることなく
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登山決行になった。その上、雨予報が一転し雲の切れ間に青空～嬉しい出発である。 

18 名参加の伊予富士。リーダーＭ氏は、コロナと体力差対策で少人数体制の 4 班に

分け、交差縦走組と東黒森～伊予富士、桑瀬峠～伊予富士のピストン組を計画した。 

我が 4 班は、東黒森～伊予富士ピストン。足が丈夫でない私も歩けるコースです。 

寒風山トンネル駐車場で注意事項や配車等の説明を受けそれぞれ移動。 

UFO ライン（雄峰ライン 未確認飛行物体の目撃情報が多いことと、「雄峰」をかけ

てつけられた呼び名だといわれる）からの山並みを楽しんでいると黒森山登山口に着い

た。 健脚の縦走組が先発し、私達 4班

はそのあとをマイペースで歩く。 

振り返り石鎚山の雄姿や UFO ライン

を眺める。登山道沿いの花を愛でる。ミ

ヤマニガイチゴの実をＣＬが味見する

と名の通り苦かったようだ。 

下界では味わえないヒンヤリ風に幸

せを感じる。もうすぐ伊予富士山頂！ 

チームを少人数に分けたことで足並

みが揃い、それぞれが楽しめる山行にな

ったような気がします。また歩きたい～

私は、そんな感想の山行でした(^^♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊予富士会員外参加者ひとこと感想 

 

安田さん 歩きやすい楽なコースにしてもらって良かった。景色も素晴らしかった。 

 

若宮さん 楽しかった。たまに夫婦で山行に行ったことがあったが、今後も機会があれ

ば行きたい。 
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 ワンポイント講座 危険予知トレーニング（KYT） 

先月号続き 

２．道迷い・疲労 

ア ク

シ デ

ント 

① アクシデントが起こる原

因 

② 防止対策  

 

道 迷

い 

落ち葉で登山道と分岐が見

えにくい 

1.コースアウトしていないか不安になったら早めに確

認する。  

2.チェックポイントとコースタイムは大幅にずれてい

ないか確認する。  

3.コンパスによる進行方向の確認。  

4.地形図と地形の確認。(分岐などの要所では地図で現

在位置を確認) 

5.ＧＰＳの活用。  

6.事前に情報収集（コース経験者やネット）  

7.周りをしっかりと観察しながら歩く 

里山は道標がなく、作業 

道、獣道に惑わされる  

変化の少ないバカ尾根 

【まとめ】  

・踏み後のわかりづらさと消失、地図に載らない道の分岐や獣道は道迷いの発端とな

ります。他にもピークからの下りは尾根が分岐するため、間違った尾根に入りやす

くなります。発生のきっかけとなる場所は危険を感じない場所ですが、そこでの間

違った行動の選択がのちになって道迷いとして顕在化しますので、こまめに地図と

コンパスとを使って現在地の確認と進行方向の確認を怠らないようにしましょう。  

・皆さんが対策として考えた赤字の項目を要約すれば、不安要因(落ち葉で登山道が

隠れている)、ピーク、分岐、チェックポイントでは必ず地図で現在地を確認するこ

とだと思います。  

・GPS は日本の衛星によって飛躍的に精度が高まったため、読図でも現在地の確認

が困難となった場合は有効なツールとなります。パーティーに一台は持っておくの

もよいと思います。  

・コンパスを使った進行方向の確認は、本事例の場合特に欠かせません。そのため読

図の勉強はしっかりとしておきましょう。 

地図読みができない   1.読図のトレーニングをする。 

2.読図の出来るメンバーと行動する（単独行動しない） 

【まとめ】  

・登山はあるがままの自然を対象としたスポーツ・レクレーションです。町にあるよ

うな人の手による「道標」を過大に期待してはダメです。日本に近代登山が入ってき

たのは明治期に入ってからですが、当時は地図もないため探検登山と言われていまし

た。もともと登山には探検的な要素(道がわかりにくい)もあるわけですから、読図の
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勉強を行うことは、「安全・安心登山を目指す」登山者としての必要義務だと思ってい

ます。 

天候悪化による視界不良   1. 視界が回復するまで行動しない。  

2. 山行前に天気予報のチェック。 

3. GPS の活用。 

【まとめ】  

・ホワイトアウトという言葉がありますが、周囲が白一色で何も見えなければ、人は

同じ場所をぐるぐると徘徊する行動を取ります。本状況下では 1.項の周囲が見渡

せるまで待機が良いのですが、問題は何時まで待てばよいのかが解らない点です。

時間の制約によって行動を起こす場合は GPS が有効です。ない場合は地図とコン

パスを使って進行方向を特定し、先頭者を後続者が誘導しながらゆっくりと進みま

す。地図から危険個所のあることが予想される場合は、ロープを安全確保のために

使用します。  

・2 項は勿論必須事項ですが、晴れ予報であっても山では雲や霧に覆われて視界不良

になることはよく起こりますから、油断は禁物。 

油断  1.メンバー相互による注意喚起。  

2.ルート経験があっても油断しない。 

3.話に夢中になる。 

【まとめ】  

・人はどこかで必ず息抜きをする生き物です。そしてその時に心に油断が起きるもの

です。油断によるミスを防ぐためには相互の注意喚起は効果があります。1 メンバ

ーであっても、おかしいと感じたらそのことをリーダーに告げてください。  

・会話も油断の原因となります。なんでもない下りで事故が多い原因の一つに「おし

ゃべり」があります。 

要所毎の読図を怠る 1.CL/SL よる注意喚起。  

2.お互いに声をかけて習慣にする。  

3.計画書の行動予定に「読図する」と記入。 

【まとめ】  

・集団の行動では先頭者の動きに疑いを持たずに追従するといった人の特徴がありま

す。後ろから歩く人も地図とコンパスで現在地を確認することが必要です。一番実

行してほしいことは、休憩時に地図上でこれから歩くコースの先読みです。具体的

には、分岐の存在、登山道が斜面をトラバースするのか尾根に出るのか、尾根の右

をとおるのか左なのか、傾斜の具合、鉄塔など目標物の有無などとなります。  

・3 項の発想は面白いのですが、効果は疑問です。なぜなら山行中は計画書を出して

見る人は少ないためです。    

分岐の見逃し 1.メンバー相互による注意喚起。  

2.分岐までのコースタイムは大きくずれていないか確

認。  

3.地図の先読み。  
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4.道迷いしそうな場所を事前にチェックしておく。  

【まとめ】  

・1～3 までは今までの解説と重複しますので省きます。  

・4 項はとても重要なことです。登山前のチェックシート作成をすすめていますが、

実行者は少ないようです。「要所毎の読図を怠る」の項で先読み項目をあげました

が、その作業を登山前に行ってペーパーに書いて持っていくのです。プラスする項

目は標高です。例えば標高 750m に分岐あり、右へ進むなどと書いておきます。こ

れをポケットに入れていつでも取り出せるようにしておきます。750m を過ぎても

分岐が現れない場合は、どこかで道を間違えた可能性が高くなります。チェックポ

イント表に通過するたびにチェックを入れておけば、道迷いを起こした場合の引き

返す地点も明確になります。  

赤テープなどの目印が見

当たらない 

1.赤テープに頼る山行をしない。 

【まとめ】  

・皆さんから書いていただいた対策に尽きます。テープは誰がつけるのでしょうか。

登山者であったり、林業作業者であったり最近は地籍調査でも同様のことが行われ

ています。付けた人の目的は全く違いますから、信用はしないで下さい。道迷い事

故の中に、赤テープに誘導された結果、道に迷ってしまった事例が幾つも出てきま

す。  

現在位置の確認を怠る 1.CL/SL よる注意喚起。  

2.お互いに声をかけて習慣にする。  

3.計画書の行動予定に「読図する」と記入。  

4.休憩の都度、もしくは時間ごとで、現在地の確認をす

る。 

【まとめ】  

・今までの対策と重複しますので、解説は省きます。 

疲労 

 

登山未経験者の体力不足 1.事前にトレーニングを促す。  

2.登山未経験者にあわせたペース配分。  

3.歩き方の指導。  

4.ストックの使用。  

5.疲労度の観察。  

6.荷物チェック（重さや余分な物が無いか？）  

7.連れて行かない。  

経験・年齢に関係なく参加

者の体力不足  

  

 

【まとめ】  

・未経験者が参加する場合は、準備段階で参加予定者の体力を確認することが必要で

す。不安を感じたら連れて行かないのが鉄則です。連れて行く場合はコースや山の

選定をやり直すことも選択肢の一つですが、これを怠り何とかなるだろうと楽観的

に考えるのは、事故を作り出す行為とも言えます。  

・登山は体力と経験値が登山者の安全を左右するスポーツです。日頃から体力トレー
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ニングを行っておきたいものです。必要なのは心肺機能の強化、大腿四頭筋の強化、

バランス感覚の改善、視力・聴力の確保などです。トレーニングをやらない人は自

分の体力に合わせて山とコースを選択してください。  

・体力の弱い人に合わせて登山計画をたてることも必要です。  

・ストックは体力の弱点を補う優れた道具ですが、使い方を間違えると事故につなが

ります。  

・重い荷物は登山の大敵となります。あれば便利程度の荷物は持たない、他人に分け

る食料は持たないことを実践しましょう。  

・山では平地とは違った歩行技術が必要です。この良し悪しは体力の消耗に影響しま

す。しっかり学びましょう。  

落ち葉で滑り余計に脚力

を使う  

 

1.歩き方の指導。  

2.ストックの使用。 

【まとめ】  

・歩き方の指導は必要ですが、いきなり現地で会得できる保証はありません。何を教

えるかがポイントとなります。歩幅をうんと狭くし靴底を全部地面につけてゆっく

りと歩いて下さい、程度のことなら実行できますよ。  

・ストックはバランスが保持できるため有効です。歩き方とセットで使いましょう。  

適度に休憩を取らなかっ

た  

1.メンバーにより注意する。 

【まとめ】  

・パーティ登山では休憩の取り方は難しく、体力強弱により休憩間隔には個人差が出

てきます。体力のある人は早く休みすぎるといつまでたっても自分のペースがつか

めませんし、体力の弱い人は早めに休憩を入れなければ体力が持ちません。弱いメ

ンバーに合わせて取ることになりますが、休憩場所の選定は安全第一で考えましょ

う。時間が来たからと言って危険個所での休憩は絶対に行わないこと。 

エネルギー・水分不足  

  

  

1.適切な休憩。  

2.正しい水分・栄養補給。  

3.季節や行動予定にみあう、水分量や食糧の準備。 

【まとめ】  

・体力があっても、エネルギーと水分・塩分の補給を怠ると人は歩けなくなります。

糖分補給と水分・塩分は休憩毎に補給して下さい。糖質の入った飴玉をしゃぶるだ

けでもエネルギー補給の効果があります。夏場は熱中症のリスクが高くなりますか

ら、体液濃度を維持し体温の上昇を抑えるため、汗をかかなくてもこまめな水と塩

分の補給が必須です。  

・必要な水分量は、前回にお送りしました転倒のところに、計算式を書いてあります

ので確認してください。  

道に迷い予定時間以上歩

いた  

1.現在位置の確認・読図を怠らない。  

2.行動時間には余裕を持つ。  
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【まとめ】  

・道迷いは様々な事故の誘発原因で、スリップ、転落、転落、衰弱や疲労のきっかけ

となります。  

・そのためには、道に迷わず計画どおりに登山は終える必要がありますが、対策は道

迷いの項に書いてありますので省力します。 

歩くペースが速い  

  

  

 

1.ＣＬが気をつける。 

2.正しいペース配分を勉強する。  

3.先頭者の後方確認。  

4.行動予定には余裕を持つ。 

【まとめ】  

・歩くペースは体力の弱い人に合わせるのが鉄則です。最初のピッチは極端ゆっくり

と歩き３０分ほど歩いて休憩を取ります。最初のピッチは体を運動モードに切り替

えるためのウオームアップ時間であること、及びその日のメンバーの体調を確認す

るためです。最初からサッサと早く歩くと必ず誰かがヘバる可能性が高くなりま

す。2 ピッチ目以降からは通常のペース配分で歩きます。  

・先頭者は時々後方を見て、遅れ気味の人や体調の悪い人はいないか確認しましょう。

いればペースを落とします。  

・CL はペース配分を先頭者任せにせず、気が付いた時点で指示することが必要です。 

初心者に合わせたペース

配分になっていない  

  

1.先頭者の後方確認。  

2.経験者による初心者の観察と注意。  

3.行動予定には余裕を持つ。 

【まとめ】  

・「歩くペースが速い」の項と対策は同じなので省略します。  

・3 項は計画段階で考えておくべきことです。開催義務を理由とした準備会になって

いないか、自問してみて下さい。 

行動時間が長い  

  

  

  

1.事前計画の見直し。  

2.日程の延長。  

3.荷物の軽量化。  

4.体力に合った山の選択。 

【まとめ】  

・計画段階での問題点ですが、キチットした準備会を行えば事前に対策の取れる課題

です。初めてリーダーになる人は準備会マニュアルが事務所にありますから、読み

ながら準備会を進めてください。  

・昔から遭難事故の要因は、準備段階から作られると言われてきましたが、今も状況

は同じです。山行承認に際して指摘を受けることの多い人は要注意ですよ。 

睡眠不足  

  

  

1.前日の睡眠時間を考慮した計画を立てる。  

2.山中泊では、深酒や夜更かしを控える。  

3.寝つきが悪い場合、睡眠導入剤の使用。 

【まとめ】  
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・若い人は多少の睡眠不足でも気にならない人が多いようですが、年齢を重ねると睡

眠不足は確実に体力の低下をもたらします。遠方へ車を使い出かける時、今でも夜

出発し早朝に登山口に到着しそのまま登山を開始することがありますが、体力面を

考えると良い登山プランとは言えません。休暇の問題もありますが極力昼間の出発

とし、登山口で十分な睡眠を取って登山を開始するようにしましょう。 

荷物の持ちすぎ  

  

  

1.荷物チェック（重さや余分な物が無いか？）  

2.事前にメンバーで持ち物を計画、余分な物を持たない。  

3.体力に応じた共同装備を考慮する（全体量/個人量） 

【まとめ】  

・1 項は初心者には必要です。不安心理が働くため、余分な荷物を持ちがちになりま

すから。  

・2 項は計画書に書いた装備を持つことを粘り強く指導すれば克服できます。準備会

でそのことをしっかりと説明しましょう。  

・3 項は今までもそのようなことを考慮し、配分を行っていると思いますが、今一度

振り返ってみてください。 

登山開始時のハイペース  

  

  

1.正しいペース配分を勉強する。 

2.開始 30 分の休憩を取る。  

3.先頭者への注意。  

【まとめ】  

・「歩くペースが速い」の項を参照ください。 

細かなアップダウンによ

る体力消耗  

  

1.ペースを落とす。  

2.急な登りの途中で休憩しない。  

3.使う筋肉が変わるので適宜ストレッチをする。 

【まとめ】  

・基本は「歩くペースが速い」項と同じ対策です。  

・登りは歩幅を狭くし重心を軸足に移しながら、重心移動を推進力に変えながら体を

持ち上げて前進させます。そうすれば余分な体力の消耗が防げます。筋力まかせに

体重を持ち上げるのは体力の消耗が激しくなり、バテの原因となります。  

・休憩時のストレッチは筋肉を緊張から解放できるので効果があります。ぜひお試し

ください。特に山頂で休憩し下山に移るときは、ストレッチを行って下山してくだ

さい。筋肉には使い続けると固くなり、柔軟性がなくなる特徴がありますよ。 

  注: 赤字は現地で行える対策。水色は現地での対応ができない項目。  

❖GPS について⇒地図を持たず GPS を頼りに登山行う登山者が増えています。使うことに問

題はありませんが、それでも地図とコンパスは必需品です。機械 

類は電池が切れると使えませんし、壊れることもありますから、読図の知識は必須です。 

 

 

 

 



28 

 

ワンポイント講座 
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  特別寄稿 

キャニオニング・自然・新型コロナ 
世界的キャニオニア田中彰さんを囲んで 

                                    柏原 

 

日時：2020 年７月 3日（金） 

参加者：柏原（善通寺山の会）、阿部こ（善通寺山の会前会員）、富田（五色の峰）、 

水沼（まんのう町地域おこし協力隊） 

 

 上記のキャニオニングに関心がある若手 4名で、世界的に有名な渓谷冒険家の田中彰

さんの高知県大豊町の自宅を訪ね、たいへん貴重で刺激的な時間を過ごしてきた。そこ

で一部始終を記すことはできないものの、その一端をここに報告する。 

 ファミリーマートまんのう町炭所店に集合し、富田くんの運転で、キャニオニングの

第一人者田中彰さん宅へ向かう。高知県に入り、ちょうどお昼になったので、田中さん

お奨めの近藤ストアの鯖の押し寿司を購入し、皆で食べる。まるごと 1本の鯖が寿司に

使われており、その頭をひっくり返すと、寿司がいっぱいに詰まっていた。絶品である。 

 ついでに、ナイラギの寿司も食べてみたが、色がきれいで味も最高であった。ナイラ

ギという魚を知らなかったので調べてみるとカジキのことであった。雨の中、お店の前

で分け合って食べたが、皆、食欲旺盛なので、鯖もナイラギもすぐになくなった。 
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実は、田中さんから晴れたらキャニオニングのお誘いを頂戴しており、たいへん光栄

で、ずっと前から楽しみにし、てるてる坊主を作って晴天を祈っていたのだが、前会員

の阿部くんが雨男ということも関係してか、あいにくの天候で残念ながらキャニオニン

グは中止になった。翌日から、令和 2年 7月豪雨が九州地方を襲ったことは、記憶に新

しく、被災者の方々には心からお見舞い申し上げるとともに、早期の復興をお祈りする。 

近藤ストアから再び乗車し、ご自宅近くまで来たところで駐車すると、運よく郵便屋

さんに遭遇し、田中さん宅を教えてもらう。郵便屋さんの情報をもとに歩いて行くと、

家の窓から「よく分かりましたね。近くまで来たら迎えに行こうと思っていたのに。」

と田中さんが、優しく声をかけてくださった。 

初めてお会いするので、一同、緊張していたが、非常にジェントルで素晴らしい方な

ので感激した。玄関を教えてくださり、さっそくお邪魔させていただいた。部屋にあが

ると、そのお洒落な雰囲気に圧倒され、1名が古民家の民宿みたいですねと口にすると、

本当に今夏から、古民家民宿＆ガイドを行う予定とのことだった。8月 5日に営業開始

だそうで、ある程度田中さんのことを知っている方がよいとのことで、SNS を通じて営

業なさるそうである。驚くべきことに、宿泊者は、川遊びは、小学生から、キャニオニ

ングなどハーネスが必要なアクティビティは、中学生から田中さんといっしょに楽しめ

るとのことである。 

私を含め、皆、大西氏の『渓谷登攀』のキャニオニングの章や「情熱大陸」の田中さ

んの放送回の影響から、田中さんの大ファンであるため、長時間にわたって質問攻めに

し、たいへん申し訳なかったが、田中さんは、すべての質問に丁寧にお答えくださった。 

キャニオニングの装備、技術、水流の性質、渓谷の知識、台湾遠征、動機や青春時代

のことなど、その話全てに感銘を受けた。 

また、歓談中に「さえみどり」というお茶をいただいたが、そ

の美しい色とおいしさに衝撃を受けた。お茶師という職人のお

話もしてくださり、たいへん勉強になった。ご自宅の庭にも茶の

木が自生しており、摘んで飲むそうである。 

欧州は、キャニオニングが盛んなものの、日本においては、ア

ウトドア系の雑誌で特集

を組まれることすらなく、田中さんのキャニオニ

ングの講習に参加する人も、趣味でキャニオニン

グを楽しんでいる人ではなく、商売でキャニオニ

ングを行っている人ばかりだそうである。 

田中さんの夢は、趣味でキャニオニングを楽し

む人を増やすことだそうである。残念ながら、四

国には、趣味でキャニオニングをする人がいない

とおっしゃっていたので、ここぞとばかりに、ぜ

ひ、趣味でキャニオニングをしたいのでごいっし

ょさせてくださいとお願いした。私も、学生時代から長年、キャニオニングに関心があ

ったものの、その機会に恵まれなかったが、田中さんにお会いできたことで前進したよ
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うな気がする。 

今年は、春に台湾の牧山濁水渓卡社渓(カーシャーシー)から帰ったら、ニューギニア

の渓谷やネパールの渓谷に遠征する予定だったが、新型コロナウイルスの影響で偵察に

も行けていないとのことだった。早く世界が落ち着き、海外遠征が可能な世の中になっ

てほしい。田中さんは、自然を非常に愛しており、その話からは、まるで人間から自然

の声を聞いているかのような錯覚に陥る。 

台湾の渓谷は深く、最近世界で 2 番目に大きな木が発見

されたそうである。その木を調査するため、また、台湾に行

こうと思っているそうである。未知のものに非常に心惹か

れるそうで、誰も行ったことのない渓谷に挑戦するモチベ

ーションもそこからきているそうである。 

最後に、山と渓谷社から届いたばかりという「渓谷登攀 T

シャツ」の封を開けて見せていただいた。台湾の渓谷がプリ

ントされたとても素晴らしい T シャツだった。 

 

＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊ 

 

第 5 回運営委員会 2020 年 7 月 16 日(木) 

■会員の動向 

・退会：1 名（家庭の事情） 

・会員数 64 名（家族 8 名） 

■各部報告 

①事務局 

 ・市民会館 2 階中会議室は 14 名の制限があり、しばらく例会の開催は無理。 

 ・例会ができないので、会員にバースデーカードを送っており、好評。 

  ・会費は大体 OK。メールにて振り込みをお願いする予定。 

②山行部 

 ・新型コロナウィルス下における山行予定の訂正表は、一旦承認。 

 ・ヒヤリハット：7 月 5 日（日）の瓶が森下りにてＣＬが熱中症の初期症状？ 

         塩飴を 2 個食べ、症状改善。塩分、糖分の不足？ 

         6 月 25 日（木）の城山にて 2 名がよそ見により、転倒しかけた。 

 ・7 月のワンポイントレッスンは『熱中症』 

 ・無線機と体温計を購入予定。 

③会報部 

 ・会報部の矢野がデータベースを担当。 

 ・Ｋ委員がデータベースを作成する目的で 2 年以上前に持ち帰ったままになって 

いる『こめつつじ』30 年以上分を早く返してもらいたい。 

  ・ＰＣのホームページを誰かに引き受けてもらいたい。 
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④県連 

 ・坂出山の会の会長が交代予定だが、県連脱退の意向。 

・ＵＩＡＡ（総合登山技術ハンドブック）の購入依頼が来ている。現在、会員 5 

名と会が一部購入予定。 

⑤組織拡大実行委員会 

 7 月 20 日実行委員会開催予定 

■新型コロナウィルス対策 

①8 月以降の山行のやり方について 

・2020 年度山行・登山教室・県連行事・予定表の見直し 

  ＝一旦承認の上、ウィルスの状況を見ながら臨機応変に変更を加える。 

 ・車の乗り合わせについて（決定事項の確認） 

  各車、マスク着用、手の消毒、窓を対角線状に開ける（風の出る方をを広めに 

開ける）などした上、 

１、4～5 人乗り乗用車：前部に 2 名、後部に 1 名 合計 3 名 

２、7～8 人乗り乗用車：1 列目に 2 名、2 列目に 1 名、3 列目に 1 名 合計 4 名 

ただし、会員が 1 名または 2 名で乗りたいと申し出た場合はこの限りではない。 

■40 周年記念山行の方向性について 

・方向性が決まったら、あとは実行委員の考えを尊重したい。 

・経験のある人を入れてしっかりしたものにしたい。 

■会員外の保険の運用方法について 

・前回の運営委員会で、「労山の短期掛け捨て保険は、引き受けてくれる会社がなく 

 中止の見込み」としたが、事実誤認。 

 『短期掛け捨てプラン』は継続。 

 『行事主催者賠償責任保険』は中止。 

 『個人賠償責任保険』は中止になったが、『ココヘリの個人賠償責任制度』に引 

き継いだらどうか？ 

＝捜索するときヘリを使って探してくれる。 

 一般人は年間３６５０円、労山が入る場合は割安。 

 会で会員に勧めてみたらどうか？ 

 

＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊ 

第 4回 2020 年 7月 14日 

記）三野和哉 

1. 今月、来月の行事   

(1) 7/19  伊予富士 

(2) 7/19 西赤石(登山教室) 

(3) 7/23,24 天狗塚、三嶺 CL 中村れ 

(4) 7/26 岩トレ CL 音地ゆ 
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(5) 8/16 吉野川源流 CL 三倉 

(6) 8/30  高丸山 CL 山地 

2. 夏山合宿 

8/13,14 剣山～天狗塚 GL 柏原 

3. ヒヤリハットの検討 

(1) 瓶ヶ森 下山時に熱中症で送れるメンバーがでた。 

 足に力が入らなくなり、10ｍ程度遅れが出たが、塩飴 2 個を食べて回

復した。 

報告書では、熱中症と判断しているが、症状から低血糖症(シャリバテ)

も疑われる。 

(2) 城山 観光対象があるほぼ平坦地で、１名が木の根に足を取られて転倒し、

もう 1 名も同じ木の根に足を引っかけた。(転倒はしなかった) 

1 名はカメラをしまう体制で肩から転倒した。(とっさに受身を取った

ので、怪我はなかった。)もう 1 名は、下をよく見ていなかった。 

歩きながらの他の動作は禁物。また、近くに目を奪うものがある時は、

殊更足元の注意が必要である。メンバー各自が気を付けることが最も

重要であるが、CL も状況により注意を促す。 

4. ワンポイント講座 メールで流したあと、原稿を次回の会報に載せてもらいたい。 

5. 装備購入 無線機(144MHZ)と体温計 

6. 次回日程：8 月 6 日(木)曜日 場所：市民会館 

 

 

＊＊＊事務局からのお知らせ＊＊＊ 

 

＊会員の動向 

会員数 64名（内、家族会員 8名） 

退会者 北山哲博さん 残念ながら 7月から都合により退会されました。 

＊7月例会 

引き続いて新型コロナ感染対策のため中止。 

7 月の山行は 30days でお楽しみください。 

＊会費納入について 

会費の振込先についてお知らせします。周知が遅くなり申し訳ありません。 

ゆうちょ銀行 

六三八(ロクサンハチ)支店 

普通預金 0810525 

コロナの影響のため例会で集金することが難しい状況です。 

振込にて対応よろしくお願いいたします。    会計 正田 

＊事務局では、バースデイカードをお届けしています。 
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＊＊＊県連ニュース＊＊＊ 

2020 年 7月 15 日（水）   第 5回県理事会 於：丸亀しわく山の会事務所 

   理事 9名参加 

   理事 3名 Webにて参加 

   讃岐山歩会の Webシステム：Cisco Webex Meeting  を利用 

■新型コロナへの対応 

  各会の状況を報告 

  7月に入り、各会活動を再開している。山行は県内が中心であるが、四国内、中国

地方の山行も予定している。 

   

■各会の会員数の推移 

 高松労山 :18 名         高松ﾊｲｷﾝｸﾞ：6名 

 さぬき山歩会 ： 26名       五色の峰 ：9名  

 坂出山の会 ： 20名（会長が宮武氏に交代） 

 丸亀しわく山の会 ： 55名   

善通寺山の会： 65名  

 あけぼの山の会： 42名     観音寺ハイク ：24 名 

  県連合計 ： 265名  

■その他 

 ○さかいで山の会の問題 

    植松会長が体調不良で入院により、会長が宮武氏に交代した。  

    6月に臨時総会を開催し、県連からの脱退を決議した。 

    一方県連の会費が 7月 14日に振り込まれており、9月までは在籍となる。 

    ⇒ さかいで山の会は登山学校で集まった会員が多い中で、意見が合わず脱退

に至ったことは残念。植松氏は現在退院しており、再建したい意向。 

 ○大滝山登山道問題 

    10年位前からもめていたが、昨年正式な申し入れがあり、通行禁止となった。 

    7月 14日に香川県みどり保全課に相談した。香川県は受動的立場。 

    なんとか通行できるようにならないか、県連として、新たなルートを提案する。 

    一部崖を含む国有林のみのルートを検討し県に要望書を提出する。 

 ○拡大 3役会議 9月 6日（於:善通寺） 

    午前中の遭難対策会議にて討議する各会のヒヤリハット事例を集める。 

    開催予定の善通寺市民会館では 30名は収容できないので、他を検討する。 

 ○次回理事会 

    8月 19日（水）： 丸亀しわく山の会事務所にて開催。Web参加も可能。 

            当面は部屋が広い、丸亀しわく山の会事務所にて実施予定 
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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。 

 

   ・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。 

● 提出先は、メーリングリストでの原稿依頼に記載しています。 

 

編集後記 

 

楽しみにしていた遠征も中止、山は逃げないとは言え、そう若くもない自分が歳をと

りいつコロリ・・・と行くかもわからない年齢になりました。山の会のお蔭で同年齢の

方々よりは多少は元気でも、目に見えないウイルスは脅威です。とにかく油断せずに、

酒を出す店での外食やカラオケ、ジムなどを避けて、マスク着用、手を洗いまくり、黙

って食事、人との距離を取り、普段の生活の中で感染予防を頑張りましょう。 

いつか夢のお花畑に行く日を楽しみに～！ 

 

【表紙のことば】 

 

 

伊予富士山行の一コマです。 

縦走路の先に目的地が見えています。 

わくわく感がありますね。 

向こうに見えているのが伊予富士です。 

 

 



 

 

 
1 土 1 火 会報部会

2 日 岩トレ5 2 水

3 月 3 木 例会

4 火 会報部会 4 金

5 水 5 土 沢  財田川源流

6 木 例会 6 日 岩黒山～筒上山

7 金 轟九十九滝準備会 7 月

8 土 8 火 事務局会議

9 日 登山学校丸笹山～赤帽子山 9 水

10 月 10 木

11 火 事務局会議 11 金

12 水 12 土

13 木 夏合宿剣山～天狗塚 13 日

14 金 14 月

15 土 15 火 山行部会

16 日 轟九十九滝 16 水

17 月 17 木

18 火 山行部会 18 金

19 水 19 土 石鎚（鎖場）～瓶が森

20 木 運営委員会 20 日

21 金 岩黒～筒上準備会 21 月

22 土 22 火

23 日 原稿締切 23 水

24 月 24 木

25 火 25 金

26 水 26 土

27 木 27 日 岩トレ6

28 金 28 月

29 土 29 火 会報部会

30 日 高丸山 30 水

31 月

◆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

例会会場
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