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 春夏秋冬 

新型コロナ下で考えたこと 

                       村上誠美 

 

新型コロナが話題にのぼり始めて一年近くなるが、相変わらずすごい勢いで広がり、

新聞もテレビもどこもここもその話題で賑わっている。『春夏秋冬』くらいはちょっと

違った話題、楽しい話題に持っていこうと考えるが、やはり新型コロナが邪魔してほか

のテーマが思い浮かばない。 

しかし考えてみればいい時期に会長にしてもらったものだと思う。100 年に一度ある

かないかの事態に会長として直面できる私は何と運が良いのだろう。とは言っても、こ

の状況を生き延びての話だが。 

思えば昨年度会長選挙を経て会長に就任した時、私は二つの事を立候補の動機として

挙げた。一つは、一度くらい会長を選挙で選ぶことがあってもいいのではないかと思っ

たこと。二つ目は会長という役割のイメージ的なハードルをもう少し低くしたかったこ

とである。 

昨年度のエンジョイ登山教室の開校式で、会長としての挨拶を要請されたがお断りさ

せてもらった。これに関しては様々な批判があることは知っているが、私自身は当然な

対応だったと考えている。理由は、私はその事に全く関与して来なかったのに開校式だ

け出て挨拶することに抵抗があったこと。そして、立派な実行委員会を立ち上げて何回

も検討を重ね、開校にこぎつけた実行委員長がおり、これ以上会長の出番など必要ない

と思ったことである。つまり始まりから終わりまでエンジョイ登山教室実行委員会で完

結させる方がすっきりしており、ふさわしいと考えたのだ。今でもそう思っている。 

各部会、実行委員会を支えてくれている会員は実にしっかりしており、しかも有能で

ある。運営委員会では、年齢の割に未熟な私が少し過激な発言をしても、やんわりとた

しなめてくれ、軌道修正してくれる。なるほどと思うことがよくある。すっかりおじい

ちゃん扱いである。 

 

例外もあるだろうが一般的には、男性は年齢を重ねるにしたがって頑固で手に負えな

くなるとよく言われる。女性は割合柔軟でありながら、毅然とした決断をすることがあ

る。新型コロナに対する対応でも、各国女性リーダーの決断と、しがらみにとらわれな

い清さは目を見張るものがある。もちろんマイナス面もあるのだろうが、男性よりまじ

めで賢明な人が多いような気がする。変な調整をしない医大の合格率などでもそれはう

かがえる。この時代、あまり女性論的になると怖いからこの辺でやめておくが。 

現在の男女会員の比率は男性約 60％、女性は約 40％である。役員の男女の比率も同

じであるが、いつか 50/50 の比率に持っていき、女性会長の登場も期待したい。 

 



4 

 

案内  

岩トレ(基礎技術確認＆ブラッシュアップ) 
記） 三野和哉 

 

1. 日 程   ：9/27（日） 

2. 場 所 ：大屋富 

3. 対象者 ：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 (参加希望者は、三野まで連絡をください。) 

参加希望者のレベルに合わせて、岩登りの基礎知識と技術の確認をします。 

見よう見まねでやっている岩登りや、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、再確認もします。 
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     教育 

 

 

 

 

◆ 日 程    ２０２０年 ９月２０～２１日（日、月）  

◆ 場 所    愛媛県 石鎚山系 

◆ 目 的    石鎚の鎖場の体験、テント泊、避難小屋泊の体験 

◆ C  L    若宮  

◆ 準備会    ９月 ６日（日）１８：００～ 

 

 四国最高峰の石鎚山から瓶ヶ森までの縦走を考えています。リフトで成就社まで登り

山頂を目指します。途中の鎖場は希望者は登りたいと思っています。 

宿泊は一泊、テント保有者はテント泊、それ以外の方は避難小屋に宿泊する予定です。

詳細は準備会で相談したいと思います。 

 

 

定例山行案内 

石鎚山から瓶が森 
                                中村玲子 

 

■日 程：9 月 19 日（土）20日（日） 

■目 的：初秋の四国の山を楽しむ 

■ C   L：中村れ 

■準備会：9 月 9日（水）19：30～ 山の会事務所 

 

瓶が森林道を利用

して、快適な山登り

を楽しむ。「国民宿舎

石鎚」に宿泊予定 

宿泊初めての方で

も気軽に参加してい

ただけます。初秋の

石鎚山系を堪能しま

しょう。 

 

 

定例山行案内 

          石鎚山～瓶ヶ森     

                          CL：若宮  

記録 若宮一輝 
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登山教室最後の山行となります。久保谷から谷沿いを歩き「三頭越」に抜け、讃岐山

脈の最高峰「竜王山」へ縦走し、浅木原に下って久保に戻る周回登山となります。 

讃岐山脈には阿波と讃岐とを結ぶ昔の峠道が、今も沢山残っています。中讃で代表的なの

は箸蔵街道と三頭越で、阿波からは木材や木炭、借耕牛が運ばれてきたようです。江戸時代

になって社会が安定し、人々の生活が良くなってくると四国の八十八カ所巡りや金毘羅参

りの参道としても利用されました。三頭越にはその名残の立派な鳥居が今も残ります。 

さて、歩行時間は 6 時間ほどで休憩時間を入れると 7 時間となります。今からトレーニ

ングを行って体力をつけておいて下さい。 

 

❖日 程  ２０２０年１０月４日（日曜日） 

❖参加者  登山教室受講生と引率者 

❖場 所  三頭越から竜王山縦走 

❖目 的  総合力を養う(バテない歩き方、読図、体力養成、スリングとカラ

ビナの使い方) 

❖Ｃ Ｌ  佐藤孝雄 

❖準備会  準備会は行いませんので、参加希望者は９月２０日までに佐藤まで連絡

下さい。 

      電話番号：0877-22-0036 

❖概念図 
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拡大山行案内 

笹ヶ峰（１８６０ｍ） 
 

 

■日 程 令和２年１０月１１日（日） 

■場 所 愛媛県西条市 

■目 的 四国の山の秋をたのしむ。 

■準備会 ９月２３日（水）19：30～事務所 

■C L 大平惠紀 

 

 年度計画では石鎚山になっていましたが、混雑が予想されますので笹ヶ峰に変更しま

す。笹ヶ峰は名前のとおり頂上付近は一面ササにおおわれていて眺めのいい山です。 

あまり危険な箇所も厳しいとこもなく比較的登りやすい山です。余裕があれば ちち山 

まで足をのばしてもいいかと思っています。準備会でみんなと相談して決めます。 

 

 

山行予定表変更分 
 

3 登山教室-山の魅力と危険 佐藤た

5-6 定例9 （沢-2）面河谷 音地ゆ 　 遭難を考える集い・拡大三役 　

6 定例10 （岩黒山から筒上山）　　 大井 13 Enjoy登山教室-6 平村 30 Enjoy登山教室-6 佐藤た

19-22 定例11 西穂～槍 若宮 (大屋冨)我拝師 (応急処置、修了式)

石鎚(鎖場)～瓶が森(↑アドバイザー) 佐藤た

19-22 定例12 草紅葉の尾瀬沼・至仏山 中村れ

石鎚～瓶が森 27 岩トレ-6（ブラッシュアップ） 三野 　 　

4 模擬捜索訓練 柏原 1 登山教室-山の天気 佐藤た

11 【拡大】-3（石鎚山） 大平 　 ミニ縦走 佐藤た

　 　

18 岩トレ-7 佐藤な

25 定例13 （三鈷峰） 音地よ

31 　 未定 県連女性交流登山 　正田

1 1 岩トレ-8 石川 　

20 【拡大】-4（落合峠～烏帽子山） 佐藤な 　　　 8 クリーンハイク（五色台） 　影

　 14,15 　救助活動の基礎技術訓練 　

21-23 定例14 関東の山 中村む 　

29 〈シリーズ〉島3「四国の山」 若宮

6 岩トレ-９ 中村む

13 〈シリーズ〉島4「四国の山」 三倉 　5 ○納山祭

　

19,20 定例15 （大山） 久保田ゆ

20 〈シリーズ〉島5「四国の山」 黒渕き

26～3 【合宿】冬(鳳凰三山)「四国の山(縦走)」 石川か

10 【拡大】-5（箸蔵街道） 黒渕た

17 〈シリーズ〉島6「香川の山」 矢野 16 岩トレ-10 佐藤た

24 定例16 （雪山）東赤石 柏原安井 　 　

31 〈シリーズ〉島７「香川の山」 香川

30,31 定例17(雪山(大山))石鎚 佐藤た

　 　 　

6,7 市民会館写真展 山下

14 〈シリーズ〉島8「香川の山」 正田 13～14 救助隊合同トレーニング　雪

27,28 定例18(雪山(大山)) 森山み 21 岩トレ-11 池田ひ

(↑アドバイザー) 佐藤た

28 〈シリーズ〉島9「香川の山」 大西

7 定例19 (スノーシュー)大山 平村

14 【拡大】-6（星ヶ城山） 阿部け 7 県連総会

21 〈シリーズ〉島10「香川の山」 塚田  

20,21 定例20(雪山(大山)) 三野

28 岩トレ-12 久保田ゆ

28 〈シリーズ〉島11「香川の山」 北岡 　

4 ○総会

11 〈シリーズ〉島12「四国の山」 影 11 岩トレ-1 佐藤な 10 救助隊総会

18 〈シリーズ〉島13「四国の山」 村上ま

25 定例1（讃岐山脈） 大井 　 　

３

２

４

９

１０

１１

１２

１

時期 山域・テーマ ﾘｰﾀﾞｰ 時期 ﾘｰﾀﾞｰ、講師 時期 テーマ 担当者 時期 山域・テーマ ﾘｰﾀﾞｰ

教育山行等 座学 会及び県連行事
月

山域・テーマ
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3 登山教室-山の魅力と危険 佐藤た

5-6 定例9 （沢-2）面河谷 音地ゆ 　 遭難を考える集い・拡大三役 　

6 定例10 （岩黒山から筒上山）　　 大井 13 Enjoy登山教室-6 平村 30 Enjoy登山教室-6 佐藤た

19-22 定例11 西穂～槍 若宮 (大屋冨)我拝師 (応急処置、修了式)

石鎚(鎖場)～瓶が森(↑アドバイザー) 佐藤た

19-22 定例12 草紅葉の尾瀬沼・至仏山 中村れ

石鎚～瓶が森 27 岩トレ-6（ブラッシュアップ） 三野 　 　

4 模擬捜索訓練 柏原 1 登山教室-山の天気 佐藤た

11 【拡大】-3（石鎚山） 大平 　 ミニ縦走 佐藤た

　 　

18 岩トレ-7 佐藤な

25 定例13 （三鈷峰） 音地よ

31 　 未定 県連女性交流登山 　正田

1 1 岩トレ-8 石川 　

20 【拡大】-4（落合峠～烏帽子山） 佐藤な 　　　 8 クリーンハイク（五色台） 　影

　 14,15 　救助活動の基礎技術訓練 　

21-23 定例14 関東の山 中村む 　

29 〈シリーズ〉島3「四国の山」 若宮

6 岩トレ-９ 中村む

13 〈シリーズ〉島4「四国の山」 三倉 　5 ○納山祭

　

19,20 定例15 （大山） 久保田ゆ

20 〈シリーズ〉島5「四国の山」 黒渕き

26～3 【合宿】冬(鳳凰三山)「四国の山(縦走)」 石川か

10 【拡大】-5（箸蔵街道） 黒渕た

17 〈シリーズ〉島6「香川の山」 矢野 16 岩トレ-10 佐藤た

24 定例16 （雪山）東赤石 柏原安井 　 　

31 〈シリーズ〉島７「香川の山」 香川

30,31 定例17(雪山(大山))石鎚 佐藤た

　 　 　

6,7 市民会館写真展 山下

14 〈シリーズ〉島8「香川の山」 正田 13～14 救助隊合同トレーニング　雪

27,28 定例18(雪山(大山)) 森山み 21 岩トレ-11 池田ひ

(↑アドバイザー) 佐藤た

28 〈シリーズ〉島9「香川の山」 大西

7 定例19 (スノーシュー)大山 平村

14 【拡大】-6（星ヶ城山） 阿部け 7 県連総会

21 〈シリーズ〉島10「香川の山」 塚田  

20,21 定例20(雪山(大山)) 三野

28 岩トレ-12 久保田ゆ

28 〈シリーズ〉島11「香川の山」 北岡 　

4 ○総会

11 〈シリーズ〉島12「四国の山」 影 11 岩トレ-1 佐藤な 10 救助隊総会

18 〈シリーズ〉島13「四国の山」 村上ま

25 定例1（讃岐山脈） 大井 　 　

３

２

４

９

１０

１１

１２

１

時期 山域・テーマ ﾘｰﾀﾞｰ 時期 ﾘｰﾀﾞｰ、講師 時期 テーマ 担当者 時期 山域・テーマ ﾘｰﾀﾞｰ

教育山行等 座学 会及び県連行事
月

山域・テーマ

時期 山域・テーマ ﾘｰﾀﾞｰ 時期 ﾘｰﾀﾞｰ、講師 時期 テーマ 担当者 時期 山域・テーマ ﾘｰﾀﾞｰ

教育山行等 座学 会及び県連行事
月

山域・テーマ

3 登山教室-山の魅力と危険 佐藤た

5-6 定例9 （沢-2）面河谷 音地ゆ 　 遭難を考える集い・拡大三役 　

6 定例10 （岩黒山から筒上山）　　 大井 13 Enjoy登山教室-6 平村 30 Enjoy登山教室-6 佐藤た

19-22 定例11 西穂～槍 若宮 (大屋冨)我拝師 (応急処置、修了式)

石鎚(鎖場)～瓶が森(↑アドバイザー) 佐藤た

19-22 定例12 草紅葉の尾瀬沼・至仏山 中村れ

石鎚～瓶が森 27 岩トレ-6（ブラッシュアップ） 三野 　 　

4 模擬捜索訓練 柏原 1 登山教室-山の天気 佐藤た

11 【拡大】-3（石鎚山） 大平 　 ミニ縦走 佐藤た

　 　

18 岩トレ-7 佐藤な

25 定例13 （三鈷峰） 音地よ

31 　 未定 県連女性交流登山 　正田

1 1 岩トレ-8 石川 　

20 【拡大】-4（落合峠～烏帽子山） 佐藤な 　　　 8 クリーンハイク（五色台） 　影

　 14,15 　救助活動の基礎技術訓練 　

21-23 定例14 関東の山 中村む 　

29 〈シリーズ〉島3「四国の山」 若宮

6 岩トレ-９ 中村む

13 〈シリーズ〉島4「四国の山」 三倉 　5 ○納山祭

　

19,20 定例15 （大山） 久保田ゆ

20 〈シリーズ〉島5「四国の山」 黒渕き

26～3 【合宿】冬(鳳凰三山)「四国の山(縦走)」 石川か

10 【拡大】-5（箸蔵街道） 黒渕た

17 〈シリーズ〉島6「香川の山」 矢野 16 岩トレ-10 佐藤た

24 定例16 （雪山）東赤石 柏原安井 　 　

31 〈シリーズ〉島７「香川の山」 香川

30,31 定例17(雪山(大山))石鎚 佐藤た

　 　 　

6,7 市民会館写真展 山下

14 〈シリーズ〉島8「香川の山」 正田 13～14 救助隊合同トレーニング　雪

27,28 定例18(雪山(大山)) 森山み 21 岩トレ-11 池田ひ

(↑アドバイザー) 佐藤た

28 〈シリーズ〉島9「香川の山」 大西

7 定例19 (スノーシュー)大山 平村

14 【拡大】-6（星ヶ城山） 阿部け 7 県連総会

21 〈シリーズ〉島10「香川の山」 塚田  

20,21 定例20(雪山(大山)) 三野

28 岩トレ-12 久保田ゆ

28 〈シリーズ〉島11「香川の山」 北岡 　

4 ○総会

11 〈シリーズ〉島12「四国の山」 影 11 岩トレ-1 佐藤な 10 救助隊総会

18 〈シリーズ〉島13「四国の山」 村上ま

25 定例1（讃岐山脈） 大井 　 　

３

２

４

９

１０

１１

１２

１

９

１０

１１
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3 登山教室-山の魅力と危険 佐藤た

5-6 定例9 （沢-2）面河谷 音地ゆ 　 遭難を考える集い・拡大三役 　

6 定例10 （岩黒山から筒上山）　　 大井 13 Enjoy登山教室-6 平村 30 Enjoy登山教室-6 佐藤た

19-22 定例11 西穂～槍 若宮 (大屋冨)我拝師 (応急処置、修了式)

石鎚(鎖場)～瓶が森(↑アドバイザー) 佐藤た

19-22 定例12 草紅葉の尾瀬沼・至仏山 中村れ

石鎚～瓶が森 27 岩トレ-6（ブラッシュアップ） 三野 　 　

4 模擬捜索訓練 柏原 1 登山教室-山の天気 佐藤た

11 【拡大】-3（石鎚山） 大平 　 ミニ縦走 佐藤た

　 　

18 岩トレ-7 佐藤な

25 定例13 （三鈷峰） 音地よ

31 　 未定 県連女性交流登山 　正田

1 1 岩トレ-8 石川 　

20 【拡大】-4（落合峠～烏帽子山） 佐藤な 　　　 8 クリーンハイク（五色台） 　影

　 14,15 　救助活動の基礎技術訓練 　

21-23 定例14 関東の山 中村む 　

29 〈シリーズ〉島3「四国の山」 若宮

6 岩トレ-９ 中村む

13 〈シリーズ〉島4「四国の山」 三倉 　5 ○納山祭

　

19,20 定例15 （大山） 久保田ゆ

20 〈シリーズ〉島5「四国の山」 黒渕き

26～3 【合宿】冬(鳳凰三山)「四国の山(縦走)」 石川か

10 【拡大】-5（箸蔵街道） 黒渕た

17 〈シリーズ〉島6「香川の山」 矢野 16 岩トレ-10 佐藤た

24 定例16 （雪山）東赤石 柏原安井 　 　

31 〈シリーズ〉島７「香川の山」 香川

30,31 定例17(雪山(大山))石鎚 佐藤た

　 　 　

6,7 市民会館写真展 山下

14 〈シリーズ〉島8「香川の山」 正田 13～14 救助隊合同トレーニング　雪

27,28 定例18(雪山(大山)) 森山み 21 岩トレ-11 池田ひ

(↑アドバイザー) 佐藤た

28 〈シリーズ〉島9「香川の山」 大西

7 定例19 (スノーシュー)大山 平村

14 【拡大】-6（星ヶ城山） 阿部け 7 県連総会

21 〈シリーズ〉島10「香川の山」 塚田  

20,21 定例20(雪山(大山)) 三野

28 岩トレ-12 久保田ゆ

28 〈シリーズ〉島11「香川の山」 北岡 　

4 ○総会

11 〈シリーズ〉島12「四国の山」 影 11 岩トレ-1 佐藤な 10 救助隊総会

18 〈シリーズ〉島13「四国の山」 村上ま

25 定例1（讃岐山脈） 大井 　 　

３

２

４

９

１０

１１

１２

１

時期 山域・テーマ ﾘｰﾀﾞｰ 時期 ﾘｰﾀﾞｰ、講師 時期 テーマ 担当者 時期 山域・テーマ ﾘｰﾀﾞｰ

教育山行等 座学 会及び県連行事
月

山域・テーマ

３

２

４

１１

１２

１
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定例山行 

初級登山教室 丸笹山〜赤帽子山 

記録：大井 

■日 程 令和 2年 8月 9日（日） 

■場 所 徳島県三好市 

■目 的 初級登山教室「地図とコンパスの使い方」 

■参加者 CL・講師：久保田ゆ 講師：佐藤 装備・医務・会計：久保田と 

 記録・写真：大井 参加者：音泉、永森、植林、粟飯原 計８名 

■費 用 1,950 円/人（162km） 

■コースタイム 

  

 コロナ対策のため、４台の車に分乗してラ・フォーレ横の丸笹山登山口駐車場へ。車

を降りると、標高 1450ｍのおかげで地上より少しひんやりしている。間隔を十分に取

り体操をして、いざ出発・・・しない。今回は地図とコンパスの使い方講習のため、地

図とコンパスを取り出し現在地の確認をする。夫婦池からの車道を上がった場所なので

現在地は把握しやすい。しかし、丸笹山へ登る登山道は２本ある。どっちだ？正確に方

位を把握するために、登山口に立ち、地図とコンパスを使って進むべき方向の登山道に

コンパスをセットする。胸の前に構えるとコンパスが進むべき方向を指している。参加

者それぞれが確認した後に出発。丸笹山まで方向が変わる時や分岐がある時にはその都

度地図とコンパスを使って確認しながら登る。はじめは地図とコンパスの使い方に戸惑

っていたが、参加者は学ぶ意欲が高いので繰り返すうちに作業が早くなった。 

 時間をかけて、丸笹山の頂上に到着。頂上では適度に風が吹き、剣山をガスの合間に

見ることができとても心地よかった。次の赤帽子山まではいくつものピークとコルがあ

るので、先に地図で確認して出発。ピークとコルに来るたびに地図のどの場所か確認し

ながら、赤帽子山頂上に着いた。 

 山頂で休憩＆記念撮影。手前の 1619 のピークと赤帽子山の頂上ではどちらが高いか

覗き見る。ふと、山頂に 1611 の三角点がないことに気づいた。辺りを見渡しても三角

点がない。地図とよ〜く見比べると、実際の尾根は頂上からまだ北へ伸びており、念の

ため奥まで行くことになった。10 分ほど歩くと、1611 の三角点を発見。実は地図には

三角点のあるピークが赤帽子山と記載されているのだが、実際は一番高い手前の 1620

のピークに赤帽子山の看板が設置されていたのだった。 

 帰路は爽やかに揺れる笹原や神秘的な苔むした谷を通り、駐車場へ到着。参加者から

は地図とコンパスの必要性やこれからも山行で積極的に使いたいという声が聞かれた。 

05:30 事務所出発＝貞光ゆうゆう館＝夫婦池駐車場 07:30 体操・講習 08:30 登山開始 

…09:45 丸笹山 10:10…10:55（休憩）11:10…11:55 赤帽子山（1620 ピーク）12:30… 

…12:40 赤帽子山（三角点）12:45…13:30（休憩）13:40…14:35 夫婦池駐車場 15:10＝ 

＝貞光ゆうゆう館＝17:15 事務所・反省会 
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定例山行報告 

夏山合宿（大川山～二軒茶屋三角点～財田） 
                                    柏原 

 

■日 程：令和 2年 8月 18日（火）～8月 19日（水）晴れ 

■場 所：仲多度郡まんのう町、三豊市財田町 

■目 的：新型コロナウイルスに負けない精神力と体力をつける 

■参加者：ＣＬ・医務・会計・装備・記録・柏原、サポート・真鍋 

■費用：17km×24＝408円（柏原渓谷～大川山キャンプ場）＋12km×24＝288 円＝696 円 

 

8 月 18 日（火）柏原渓谷 15：00＝（コンビニ経由）＝16:00 大川山キャンプ場駐車

場・手続き、シャワー、夕食後 17:00就寝  
サポートの真鍋さんに、大川山の頂上直下にある大川山キャンプ場駐車場まで送って

もらう。この日は、直前まで中内さんと私と 3人で沢登りをし、疲れているはずなのに、

待っているから家でシャワーを浴びてきたらと優しい言葉をかけてくれたり、晩御飯の

コンビニ弁当やアルコールの買い出しに付き合っていただいたりとたいへんお世話に

なった。シャワーのお湯がすぐでるようにすると管理人さんが言ってくれたので、お言

葉に甘え、着くなり 2分 200円のシャワーを浴び、近くのコンビニでチンしてもらった

弁当をビールとともに山頂で食べたが、弁当は暖かく、ビールはキンキンで非常に満足

した。 

ふだん、山の会がない日は、20 時には寝ている私なので計画通り、17 時にシュラフ

に入るが、一瞬で眠りにつき翌 3 時半まで爆睡した。蚊がおらず、涼しく快適だった。

寝る前に近くに長毛の猫が来て眠りだしたが、朝の出発時にも動かず寝ていた。猫とい

っしょに外で寝てもよかったなと思った。起こさないようにパッキング、朝食、準備運

動をして出発する。 

8 月 19 日（水）3：30起床・4：00出発…4：10大川山(1060m)…5：00大平山(976m) 

…6:30 東山峠 7：00 出発…8:50登尾山（887m）9：00出発…12：00JR讃岐財田駅 

今日の昼は、新月なので、星はきれいだが、月明かりがなく真っ暗である。月が出て

いれば問題ないが、新月だとヘッドランプをつけていても暗い。頂上直下の登山道には、

いつもの一ヶ所あるロープをなんとか確認することができた。急斜面を終え、大平、大

平山の三角点を越え、讃岐山脈稜線と江畑みちの分岐につくと、車道横のビニルハウス

近くの梢で子猫 2匹の目が光っていた。一瞬フクロウのヒナかと思ったが、細い声でニ

ャーニャー言うので、子猫と分かった。キャンプ場で夕方から早朝にかけてとなりで寝

ていた長毛の猫といい昨日今日とは、妙に猫に縁があると思った。 

束の間の生き物との再開に心が癒されたが、ここからは、また、私一人で財田まで縦

走しなければならない。昨年から今年にかけ讃岐山脈ロングトレイルの調査で山の会の

メンバーと調査で数回訪れたが、たいへんだったけどあの時はなんて楽しかったんだろ

うとメンバーのかけがえのなさを振り返りつつ、孤独に耐え、縦走路を進んでいると、
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だんだんと明るくなってきた。鳥のさえずりやセミの鳴き声がこだまするようになり、

元気がでてきた。 

途中、三角点の写真を撮り、ゴミを

拾いながら進んだ。茄子カンやストラ

ップ、おかしの袋、タバコの吸い殻な

どお馴染みの登山者の忘れ物に加え、

バイクのミラーや反射板の破片などを

拾った。バイクや自転車は、入っては

ならないように四国の道では、入り口

に柵があるが、心ない人が少なからず

いるのだろう。途中、個人的に縦走路

で一番きれいだと思って写真を撮ったところがあるが、真新しいバイクの轍を見つけ、

興ざめした。これでは、写真展に出品できない。しかたなくメモリーを削除した。バイ

クの人もきれいだから走りに来るのだろうが、ぜひ、次回からは、歩いて来てほしい。

我々登山者も、わざとではないにしてもゴミを落とさないようにしなければならない。

ゴミを拾っているとカケスの羽根が目につき、ついでに何枚か拾った。 

昨日の柏原渓谷といい、本日の大川山からの讃岐山脈縦走路といい、アブがほとんど

いなかった。キャンプ場の管理人さんとも話したが、今年は少ないようである。峠やピ

ークなど沢が近いところには、少しいてついてきたが、ヒノキの匂いがするとすぐにい

なくなってしまい、すこしさみしい気がした。植林が多いので仕方がないことではある。

キンモンガやシマヘビを数匹か見たが、生き物はそれくらいで、下山後かわいいウリ坊

が二頭私を出迎えてくれた。親を恐れて周辺を探したがいなかった。 

財田へ下る道の展望台で腰に巻くコルセットを発見し、ゴミとして持って帰ろうとし

たが、忘れた人がよく来る人かもしれないしと考え直して、東屋のテーブルの濡れない

ところへ置いて帰ったが、途中、高齢の登山者に会い、ここにはよく来るとおっしゃる

ので、もしかして展望台にコルセットを忘れてませんかとたずねたが、前からあるんや

と言われ、ゴミとして持って帰ったほうがよかったかなと後悔した。登り返すのも少し

億劫な距離だったのでそのままにした。昨日、今日を通じ、唯一出会った登山者だった。 

今回の合宿は、新型コロナウイルスの影響で、日程を短縮、参加者は私だけで、場所

も県内で行ったが、前日に個人山行を絡め、沢登りで 15km、縦走で 20km歩いたのでそ

れなりに充実した。私は、職場で毎週 10 万歩歩くのを目標にしているが、たった 2 日

間の合宿で 7万歩以上歩いてしまった。沢の疲労を残しつつ、縦走に挑むつもりだった

が、早寝早起きが災いし、ふだんの疲れまでとれてしまった。縦走は、ポリタンクに水

10ℓを入れ、下山後流したが、負荷としては、もう少し重くしてもよかったかなと思っ

た。また、思ったよりペースが上がり、午前中に下山してしまったので、当初考えてい

た 30ｋｇ、30ｋｍコースでもよかったかなと思った。2日目夜に県連会議と日程が重な

ったので大事をとったが、これからは、コロナに負けないようアグレッシブに攻めてい

こうと思う。夜のボッカトレが恐ろしくて参加できないことが多々あるが、今回の合宿

でメンタルは鍛えられたと思う。 
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定例山行記録 

轟九十九滝 
記録 村上しのぶ 

 

■日 時  2020 年 8月 16日（日） 

■場 所  徳島県海部郡海陽町 轟九十九滝 

■目 的  日本の滝百選を巡る 

■参加者  CL：三倉 SL：村上ま SL：香川 会計：大平 写真：松岡つ 

      装備：安井 医務：吉崎 中内  記録：村上し  9名 

■費 用  走行距離：往復 421Km  高速代・ガソリン代 6,230/1人 

■天 候  晴れ 

コースタイム 

 事務所 6：00―――善通寺 IC―――7：00 鳴門西 P―――7：20徳島 IC 

 8：35日和佐道の駅―――9：55登山口 10：10・・・10：15轟神社・・・ 

 10：25本滝・・・10：40二重の滝・・・不動滝・・・11：15横見の滝・・・ 

 11：20船滝・・・11：25丸渕滝・・・鳥返しの滝・・・大鳥小鳥滝・・・ 

 三十三才滝・・・12：00鍋割りの滝・・・13：00登山口―――17：10 事務所 

 

 当日も朝から異常に暑く、滝巡りの計画を立ててもらったのはうれしい。今回も

密を避け車 4台に分乗して、出発。登山口までは約 4時間のドライブ。途中 3 回の

休憩をして「とどろきの館」のある登山口駐車場に着いた。館は休館していたが、

トイレの使用は可能だった。 

 駐車場で軽く準備体操をしてから出発。轟大権現、轟神社にお参りして 10 分ほど

で、轟の滝 本滝に着いた。滝に近づくとミストを浴びて、暑い中気持ちが良い。

本滝から少し引き返し、赤い欄干の橋を渡り次の二重の滝へ向かう。すぐに急な石

段があり結構きつい。「二重の滝までは石段できついですが、それ以降はあまりきつ

いところは無い」との案内が書いてあ

ったので長い石段を頑張る。気温は高

いが、木陰を歩くのでひなたを歩くよ

りうれしい。そうはいっても酷暑なの

で頭から脚まで汗でビショビショ！！

15分ほどで二重の滝に到着。二重の滝

を過ぎてまた少し階段があり、沢沿い

を進む。沢はきれいな水が流れてお

り、ごろごろと大きな岩が転がってい

る。次は不動滝だが看板がなかったの

で、気が付かないまま通り過ぎたようで、4つ目の横見の滝に着いた。船滝、丸渕
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滝、鳥返しの滝、大鳥小鳥滝、三

十三才滝と次々見学しながら進

む。最後の鍋割の滝までは少し時

間がかかった。鍋割の滝へ向かう

道はそれまでの沢沿いの道を離れ

て登っていく。沢に近づき、ちょ

うど 12：00に鍋割の滝到着。滝の

上には、小ぶりの鳥居と祠があり

鍋割神社があった。「これより上に

滝はありません」の看板がある。 

10個の滝を 2時間程で回って帰

れるとのことだったが、それよりは少し時間がかかった。滝はどこも水量があり、

楽しむことができた。 

 帰りは「道の駅日和佐」で休憩の後、各自自由に事務所に向かった。マイナスイ

オンに癒された一日であった。 

 

 

個人山行報告 

石鎚山から瓶が森 
記録 正田 

 

■日 程  ２０２０年７月２３日～２４日（日・月） 

■場 所  愛媛県西条市 

■目 的  テント泊縦走の経験 

■参加者  ＣＬ：若宮 記録写真：正田 

■費 用  高速 1,470円×２ 駐車代２日分 1,000 円 ガソリン 4,600 円 

 

コースタイム１日目 

５：４５出発＝＝善通寺 IⅭ＝＝西条 IⅭ＝＝８：００リフト乗場・・・８：３０成就

社・・・９：４５一の鎖・・・１０：５０二の鎖・・・１１：３０山頂・・・１１：５

０天狗岳・・・１４：４５土小屋・・・１７：１０伊吹山・・・１７：５０しらさ小屋 

 

 予定ではテント泊だったが、雨模様のため小屋泊に変更になった。縦走以前に石鎚山

に登るのが初めてで今更ながら石鎚という山に感動した。初日は雨に降られることはな

かったが、コロナで自粛していたため、泊りの重さがとてもきつい。耳にしていた鎖場

を横目に歩き、山頂に到着。子供連れの登山客も多かった。天狗岳までそろりそろりと

歩き、記念写真。石鎚は初めてだし、なかなか満足したが、ここからがスタート。 

 土小屋までは下りで、気持ちよく歩けた。モンベルが併設されたきれいな施設だった。
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お水を無料で入れていただ

き、大変ありがたい。そこか

ら山に入ったり道路にでた

り、ひたすら歩く。今回「爆

冷スプレー」を持参したのだ

が、暑いときにはクールダウ

ンになって気持ちよかった。

ただ、お肉を身にまとっているせいか「爆冷」ではなく「冷」くらいの体感だった。 

 初日の終盤は伊吹山。道のりはすごく地味。草が茂り、

チクチクする花？草？が足にあたり地味に痛い。視界も悪

く、ここが頂上かなと思っていたら、看板発見！今日一の

喜びだった。石鎚のように人もいないし、晴天というわけ

でもないが、景色をひとり占めしたようななんともいえな

い気持ちになった。歩かないとこの気持ちは味わえない。 

 途中途中の登山道で笹が刈られたところがあり、登山道

整備の重要さを身をもって感じた。少しの間でも草をかき

分ける手間が省けると、体力も温存するし、本当に歩きや

すかった。 

 やっとの思いで小屋に到着。きれな２階建で大

人数で宴会ができそうだ。中を覗くと先客がい

た。伊予富士から来たそうで、明日は石鎚を目指

すという。初日はテント泊で荷物も多く手慣れた

感じだった。愛媛の方でいろいろな山行話が聞け

ておもしろかった。 

 荷物を置くやいなら即行で乾杯。各自棒ラーメ

ンを作り、明日に備えて就寝。 

 

コースタイム２日目 

７：００しらさ小屋・・・９：３０子持権現山登山口・・・９：４５瓶ヶ森登山口・・・ 

１０：２０白石小屋・・・１０：５０瓶壺・・・１２：３５鳥越・・・１４：００常住・・・ 

１５：００登山口・・・１６：００駐車場 

 

 ６時起床でそろそろ準備。案の定２日目は朝からカッパ。工事中の山荘シラサを横目

に藪へ突入。山の会で「藪こぎ、藪こぎ」と言っていたのはこのことか。藪の中を進め

ど進めど藪の中。何事も経験と思い最大限気持ちを上げて登った。子持権現辺りで視界

が悪く道迷いになった。登山道から少し下ってしまい、なんとかよじ登ったが、すぐ下

には舗装された道路が見える。一瞬「何をやっているんだろう」と思ったが、そんなと

ころでも一人健脚な登山者に遭遇し元気をもらった。 

 やっとのことで登山口へ下りると、コースタイムから１時間以上オーバーしており瓶
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ヶ森頂上は断念。白石小屋での休憩を目

指し、歩きやすい道をいく。小屋は開い

ておらず、どうにか雨がしのげるところ

で腹ごしらえ。降り続ける雨で服も手袋

も浸水状態だった。瓶壺を見て、西之川

へとひたすら下る。足元が悪く、道は狭

いし、横に滑ったら死にそうな感じ。雨

で濡れた枝がどれも蛇にみえてしかた

がない。前半のロープやはしごを慎重に

通過する。いつもならつるっと尻もちを

つくが、落ちたら死ぬかと思うと、疲れた中でも足に力が入る。登山教室の歩き方を思

い出して、「そろりそろり」とひたすら歩

いた。西之川を下る間中「そろりそろり」

を少なくとも１００回以上は心で唱えた。 

 慎重に歩いたおかげで、危険はなかっ

たが鳥越まで恐ろしく時間がかかった。

「まだここなのか！」と思ったが、歩くし

か道はない。終始気のぬけるところはな

かったが、なんとか林道まで下山。子持権

現で遭遇した登山者（東之川）とも再会し、

安堵。 

 山頂が終わるころには、一刻も早く下

りたいし、車に乗りたい気持ちが爆発す

るのだが、到着した途端また行きたくな

る。体力つけて、技術を覚えて、知らない

コースに行きたい。自粛中の山ロスがは

じけたように、山への思いが爆発中です。 
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 個人山行報告 

 

柏原渓谷 
                                   柏原 

 

■日 程：令和 2年 8月 18日（火）晴れ 

■場 所：綾歌郡綾川町 

■目 的：沢歩きに慣れる 

■参加者：ＣＬ・装備・記録・柏原、SL・真鍋、医務・会計・中内 

■費 用：68km×24×2台÷3人＝1088円 

コースタイム 

5：00事務所発＝（コンビニ経由）＝6:00 相津登山口 1台駐車＝6：30入渓地・6：

45準備運動後入渓…6：50チョックストーン滝…8：30Tatuta の森 8：50発…9：50

柏原渓谷出渓…10：10前山西峰登山口…11：10 貞重四等三角点（546.5m）…12：30

前山西峰…前山東峰（643m）13：10…14：45相津登山口＝15：00入渓地（反省会後

解散） 

林野庁水源の森百選に香東川源流にあたる大滝山水源の森とともに指定されている

柏原渓谷は、約 4kmにわたり、水量豊かな県下屈指の渓谷美を誇るが、自宅から車で 20

分の距離にもかかわらず、これまで私は、一度も訪れる機会がなかった。ちなみに、中

内さんは、2 日前の日曜日に定例山行で徳島県の轟山水源の森に行っており、四国に 9

つ指定された水源を 2 ヶ所制覇し、1 週というハイペースで今回見事 2 冠を達成した。 

事前に、どのような渓谷か調べたが、情報に乏しく、数枚の写真と地形図から計画を

立て、笠形山とともに南北で柏原渓谷を形成する前山の北側の相津登山口に 1台をデポ

し、貞重三角点を経て、西峰、東峰を縦走し、下山することにした。15ｋｍ、8時間行

動の長丁場である。渓谷を形成するくらいなので、600m 代であっても前山の尾根や谷

は、深く急峻であろうから、沢登りよりも、藪漕ぎや縦走が核心になり、たいへんと予

想された。 

入渓地付近に駐車し、2分ほど下ると、写真で見た一番有名な光景が目の前に広がっ

た。自然が作り出した奇岩と怪岩によって構成されたチョックストーンの滝である。い

きなりここかよというのが正直な

感想だった。渓谷のスケールの大き

さに感動しつつ、私がコケやイワタ

バコの群生に目を奪われている間

に、SL がツルツルでホールドに乏

しい左壁をフェルトシューズで突

破すると、中内さんは、同じライン

を選ばず、果敢にもシャワークライ
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ミングで滝の直登に挑んだ。初の沢登りであるが、い

きなりズブ濡れも厭わないそのチャレンジ精神は、

我々の数倍勝っていた。それでも水流に負けそうに

なったが、最後は、SL とのファイト一発で乗越した。

このような滝やゴルジュがたくさん出てきたらおも

しろいぞとゾクゾクしたが、その後は、この滝ほどの

難所は出てこなかった。いきなり、出だしから登りが

いがあったが、沢の核心が初めにあるというのもな

かなかオツで好感が持てる。 

その後の渓相は、穏やかなものの、ところどころ出

てくる小ゴルジュの泳ぎや瀞のへつり小滝の高巻

き、ゴーロの歩きなど飽きない。しかし、禁止されて

いる焚火の跡や、ビールの缶、空気が入ったままの、

浮き輪やビーチボールなどのごみがたくさんあり辟

易した。せっかくの渓谷美が台無しであった。使用済

みの幼児の紙おむつまで捨てられており、少し悲しくなった。誰一人と会うことはなか

ったが、後から遊ぶ人も悲しいと思う。 

途中に休憩した柏原渓谷キャンプ場では、自販機で冷えたジュースを買い、管理人さ

んと世間話をし、子ども達の声がする淵に立ち寄り、高い岩から飛び込むところを見せ

てもらった。子どもだけで遊べるような安全な淵なので、流れはなく、少し澱んでいた。

そのため、サービス精神溢れる私でもいっしょに遊んであげるというまでの勇気はでな

かった。また、ここでは、笠形山への登山道を確認することができた。次回、行こうと

思っている笠形山南面の黒部渓谷の下山路に使用できそうだなと思った。 

管理人さんの話では、柏原渓谷の渓谷美は上流も続くと

のことだったが、実際に遡行してみると印象としては、下

部のそれには及ばないと感じた。CL と SL の一致した意見

では、県内では、前回遡行した来栖渓谷のほうが全体的に

水はきれいということに落ち着いた。 

1時間ほどで、出渓し、少し車道歩きをして、貞重の三角点に向かう前山西峰登山口 

に入る。沢沿いの道なので水量が豊かなら沢登りを続行するつもりであったが、水が 
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少ないので並行する登山道を進んだ、上部で竹藪に阻まれたので、急峻な尾根に取り

ついて、やっとの思いで三角点に着く。赤テープはほとんどなく、読図をがんばるが、

西峰付近で赤テープ通りに道を進み、ルートを外した。戻って地図を確認すると、赤テ

ープのない方に西峰があった。図根三角点も探し、少し離れたところで確認した。ここ

から、東峰までは、30 分と予想したが、5 分ほど遅くなっ

た。しかし、目的の 643m の頂に、ヒヤリハットもなく全員

でたてたことは、非常にうれしかった。 

下りは、あてにしていた登山道が、道路工事の影響で分断

されており、うまくルートにのれず、尾根や谷の弱点を探し

て、なんとか送電線の巡視路に到達し、車を停めた隣の集落

に下山した。車道を登り返し、デポ地点へと戻った。思った

通り、沢登り後の藪漕ぎと下山がたいへんだった。 

今回の個人山行の目的は、沢歩きに慣れることだったが、

それぞれ、わらじ、フェルトシューズ、ラバーソルのまま、

沢登りで 5km、藪漕ぎや下山で 10km 歩いたので、沢靴での

歩行にかなり自信を持つことができ、じゅうぶんにその目

的を果たせた。沢シーズンは、まだまだ続くので、来月は、

黒部渓谷、美霞洞渓谷等に挑戦したい。 

 

個人山行報告 

一の森 剣山  
       記録 中村ム  

 

■日程 2020 08/09 日 - 08/10月 ■場所 徳島県 三好市 美馬市 那賀郡那賀町 

■山名 一の森・二の森・剣山   ■目的 四国の山を楽しむ 

■参加者 CL中村れ SL 記録中村ム 写真中村し 医務中村あ  

コースタイム 

08/09 日 曇り 善通寺 07:30＝見の越第 2 P 10:20→刀掛け→キレンゲショウマ 

群生地→14:00一の森ヒュッテ 泊 

三頭トンネル・貞光経由で見ノ越へ。山の日の連休のためかいつもの駐車場は満

車。第 2駐車場まで下ると十分空いていた。準備体操ののち山道を直接見ノ越に上が

り、例のごとく西島駅、刀掛けへ。そこから剣山北面のキレンゲショウマ群生地に。

長い梅雨で開花が遅れたおかげで、ハデな黄色い花がみられる。ミズキ目アジサイ科

ということだが、どこがアジサイに似ているのかまったく判らない。 

殉難碑のところで稜線に出て、雨がぱらつき始めた中を一の森ヒュッテに到着。宿

泊者は 7人。コロナ対策として 3段ベッド 6人用の部屋にカップル 2人ずつで泊まっ 

た.休憩後夕食となり、アメゴのから揚げ,ソバ米ぞうすいなど。夕日は見れず、徳島 

平野の夜景は少し見えた。台風接近のため夜半かなりの風雨だった。テント組は下山



20 

 

するか西島のテン場に張ったもよう。 

コースタイム 

08/10 月 風雨 一の森ヒュッテ 7:00→二の森 7:20→剣山→10:20 見ノ越第 2P ＝ 

貞光 12:30＝柏原渓谷＝14:50善通寺 

 

台風接近ため西日本随一の日の出は見

れなかったが、東の方の雲が切れて、焼

山寺・徳島市内・吉野川・眉山・淡路島

方面まで見ることができた。朝食後カッ

パに身を固めて出発。殉難碑から尾根道

を二の森をへて剣山山頂に向かった。木

道ではかなり風が強く冬山経験のないメ

ンバーにはきつかったかもしれない。剣

山頂上ヒュッテに逃げ込み, あめゆやう

どんをいただく。剣山頂上ヒュッテの宿

泊者は比較的多いようだ。山頂三角点を往

復した。視界は悪い。ジロウギュウはあき

らめ下山にとりかかる。山頂から外れると

風は弱まり、結構登山者が上がってくる。 

見ノ越からさらに下り第二駐車場の車に

戻り貞光経由で帰路につく。4 人全員が運

転要員のため楽である。柏原渓谷を偵察に

行き、車のすれ違いに苦労した。コロナを

口実に安易な山行に終始しているようで体

力急低下をきたしそう。中村ムはコロナに

ついては悲観論。日本人の半数 6000 万人の感染による(集団)免疫獲得まで流行が延々と

続き、致命率２％として 120 万人死亡予想。武漢や NZ のように強力な対策をとってほし

い。ワクチンにしても 60 年ほど前のソ連製ポリオ生ワクチンのような痛くなくて甘い話

(1960 5606 人→1961 2436 人→1962 63 人→1963 20 人)はそうあるものではない。遠方へ

「旅行に」行きたいのだがなかなかむずかしい。 
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ＫＹＴ 1回目続き   危険予知トレーニング（ＫＹＴ）   講師 佐藤た 

 

１．アクシデント（低体温症）・野生動物襲撃・悪天候・病気・落石 

アクシデントが起こる原因 防 止 対 策 

発汗による体温低下 1.汗をかかないペースを心がける。 

2.速乾性の下着を着用。 

【まとめ】  

・汗を極端にかかないペース配分は必要です。ただ発汗には個人差があるため難しいところがあります。 

・準備会でしっかりと説明してください。 

乾きにくい下着の着用 3.事前指導。 

【まとめ】 

・準備会で説明しておきましょう。  

休憩時の防寒を怠る  4.相互注意。 

【まとめ】  

・特に寒い季節では重要なことです。リーダーはチェックを怠らないように。 

高齢で感覚が鈍くなり衣類

の調整がうまく行えない 

5.声掛け指導する。  

6.周囲による観察（顔色、疲労度など） 

【まとめ】  

・高齢者とか初心者がいる場合、注意と指導、そして行動中の観察も怠らないようにしましょう。 

エネルギー、水分不足   7.正しく適切な水分・栄養補給を心掛ける。  

【まとめ】  

・エネルギーが不足すると体温を維持するための機能(筋肉のふるえ)が働きません。体液(水分・塩分不

足)が減少すると内臓、筋肉、脳 への酸素とエネルギー供給が不足して体の機能が働きにくくなり、

低体温症を促進します。 

天候の急変による雨濡れと

風で体温低下  

8.早めの衣服調整。  

9.早めの雨具着用。  

10.予備下着の携行、着替え 

【まとめ】  

・天候急変の場合、樹林帯では荒れ具合は多少軽減されますが、森林限界を超えるともろに影響を受け

ます。対策は樹林帯を抜ける前に行っておく必要があります。  

・天候の急変には前触れのサインが出ます。その一つが観天望気で、雲の名前とその雲が現れた時の気

象の変化を学びましょう。 

肌着に綿を着用 11.事前指導。 

【まとめ】  

・準備会で説明しておきましょう。  

休憩時の汗冷え  

 

12.休憩時の衣服調整を指導。  

13.風の当たる所を避けて休憩。  
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14.適切な休憩時間。 

【まとめ】 

・夏であれば風は体を冷やすため熱中症防止効果が期待できますが、寒い季節では低体温症の原因とな

りま すから、防風衣を被るなど の対応が必要となります。 

・長い休憩は体温を奪う原因となります。１回の休憩時間は５分～１０分程度ですが、午前中と午後に

１回の長めの休憩を入れるのは疲れを抑える効果があります。 

防水・防寒着、保温着など 

の不備・不携行 

15. 計画書と携行品のチェック。  

16.計画時、目的地の気温や天候の事前調査や予測。 

【まとめ】  

・不備は初心者にありがちな行動です。不携行は計画書を適当にしか見ない人の行動です。準備会でし

っかりと説明及び指導して下さ い。  

・事前調査も準備段階で行う事柄です。リーダーに当たった方は忘れないようにしましょう。持ち物に

も影響しますよ。 

急な気温の低下  9.早めの衣服調整。  

17.山行の中止、下山。  

【まとめ】  

・急な気温の低下は寒気の侵入によって起こります。原因には気圧配置の変化、寒冷前線の通過があり

ますが、これらは事前に気象情報 に目を通しておけば予測できます。 

疲労、怪我、病気による長 

時間の行動中断  

衣類の選択ミス 

18.ツエルトの使用。  

19.ガス、ガスヘッド、コッフェルの携行。  

17.山行の中止、下山。 

【まとめ】  

・トムラウシでの大量遭難事故はまだ記憶にありますが、まさにこれが当時の状況でした。  

・皆さんからいただいた回答をしっかりと行えば、あのような事故は防げます。  

・行動を中断すると体温は急激に低下します。ゆっくりとでもいいので歩いていれば体温は維持されま

す。怪我人等が出て長時間留まる場合はツエルトやテントを設営して、その中で対処しましょう。 

・衣類の選択ミスは、初心者にありがちな行動です。準備会でしっかりと説明しましょう。 

【低体温症全体のまとめ】  

・人は恒温動物ですから、一定の範囲内に体温を維持する機能が備わっています。体温が上がりすぎる

と「熱中症」になり、低くなりすぎると「低体温症」となって、いずれの場合も生死にかかわります。  

・体温が下がる原因として「発汗や雨による濡れ」「冷たい環境温」「風」「雪」などが挙げられますが、

特に注意を要するのは「濡れと 冷たい風」です。山では両方が関わるため急激に体温を奪われ危険な

状況に陥ります。  

・オーバージャケットと雨具は外部からの濡れと風を遮断するツールですから、早めに着用すれば体温

の低下を抑えることができます。  

・吸湿速乾性のある登山用の肌着と中間着ることで、発汗に伴う肌の濡れを軽減しドライ状態に保つこ

とができます。綿素材の衣類は 水分の外部放出ができにくい素材のため、濡れた肌から蒸発熱を奪わ

れるため低体温症にかかりやすくなります。  
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・低体温症にかかると脳の働きが鈍くなり判断力が低下します。周囲の人は異変を感じたら注意と指導

を心がけて下さい。相互チェッ クは未然防止の有効な手段です。 

・森林限界を超える山に登る場合は、超える前に風対策を講じることが必要です。  

・風が強い場合は積極的にツエルトを使用し、風を防ぎ休憩をとりましょう。 

・2000m を超える山では通年、低山でも秋から春までは防寒具は必須の装備です。 

 

２．野生動物の襲撃 

イノシシ 1.静かに退避。  

2.夜間の行動を避ける。 

サル 3.食料を外に置かない。  

4.威嚇しない。 

スズメバチ 5.黒い衣装を避ける。白っぽい服装。  

6.整髪料・香水などをつけない。  

4.威嚇しない。  

7.殺さない。 

マムシ 

 

8.草むらに注意。 

4.威嚇しない。 

マダニ 9.笹薮に注意。  

10.明るい色の服を着て見つけやすくする。  

11.忌避剤を体に塗布する。  

12.下山後速やかに着替える。 

予見の怠り 13.解りません  

出会い頭に遭遇 4.威嚇せず逃げる。  

道に迷い野生動物のテリ 

トリーに侵入  

14.速やかに引き返す。 2.夜間は行動しない。 

【まとめ】 

・被害例が多いのはスズメバチです。 

・スズメバチの活動時期は５月から１１月です。危険な期間は子育ての７月から１０月。特に危険なの

は９月から１０月。  

・スズメバチを見つけたら静かにして、飛び去るのを待つか姿勢を低くしてゆっくりと遠ざかる。騒ぐ

のは危険。 

・刺されたら傷口から毒液を絞り出し水で傷口を洗います。あと抗ヒスタミン剤を塗り、直ちに下山し

て救急指定病院へ行きましょう。  

・イノシシと遭遇したら、目をそらさず後ずさりして遠ざかり、静かに去るのを待ちましょう。威嚇し

たり大声を出すと驚いて突進してくることがあります。子連れのイノシシは特に注意が必要です。  

・予見の怠りでは回答が「解りません」と書かれていました。予見とは山では野生動物に遭遇する可能

性が高いことを常に意識して、行動することだと考えます。そして遭遇した場合対策も考えておく必

要があります。  

・ヒルは回答には出ませんでしたが、ヒルの出る山域が拡大する傾向にあります。四国外の山へ行く場
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合は事前に調べておくことを勧めます。 

 

３．悪天候 

ガスによる視界不良 1.動かない。 晴れていても山では天気が変わりやすい  

2.事前に気象情報を確認する。 突然の天気変化  

3.山行中止、下山を検討  

状況判断ミス 4.解らない 天気予報で当日の気象情 報を得なかった 

5.観天望気を勉強する。  

6.スマートフォンを活用。  

天候急変の予知能力不足  3.山行中止、下山を検討。 

【まとめ】  

・悪天候は突然にやってくるものではありません。かならず予兆があります。ただし気象に対する知識

が不足している場合、予兆は見逃されることになります。そのため突然悪天に見舞われたとなります。  

・そのためにも、登山前に気象情報を入手し、高気圧、低気圧、前線、寒気の動きを把握しておくこと

が重要です。  

・観天望気は短時間に起こる気象の変化を読み取るための知識です。雲の種類と流れから事前に天候の

変化を知ることができます。 ⇒十種雲形と寒冷前線、温暖前線が近づいた時に起こる雲の変化を勉強

しておけば観天望気は行えますよ。  

・最近は温暖化の影響で気象の変化が激しくなっています。過去の経験則では測れない事象が起きると

判断し、早めの退避行動をとることが重要です。巻き込まれたら、安全な場所でツエルトを被り通り

過ぎるのを待ちましょう。 

・テレビ、ラジオ、新聞の天気予報は町の予報です。山でも活用できますが、山は湿った空気が侵入す

ると山の斜面に沿って上昇するため雲が発生し、天気が悪くなることを覚えておきましょう。湿った

空気は海から風に流されてやってきますから登山前日の天気図を 見て、登りたい山に海からの強い

風が吹き込むか否かで見分けます。  

・スマートフォンが使えれば、雨雲の動きをリアルタイムに把握できます。ただし電波の届くことが条

件。  

・雷害を防ぐためには積乱雲に巻き込まれないこと。近くに積乱雲又は雷鳴が聞こえたら、避難準備を

考えましょう。雷雲は上空の風に 流されて移動します。登山前日の 500hPa 高層天気図を見れば風

の方向が解りますよ。雲の進行方向が解れば、積乱雲と遭遇しても近づくか遠ざかるのかが解るため、

避難行動は安心して行えます。  

・状況判断ミスでは対策が解らないとの回答でした。今まで説明した気象に関した知識が無ければ、状

況判断ミスを犯すのは必然だと思います。対策は「気象に関した知識を身につける」ことと、常に「雲

の変化と動きに」気を配ることだと思います。 

 

４．病気 

体調管理の不備 1.登山を中止してもらう。 体調不良で参加  

2.健康状態の観察。 

【まとめ】  
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・自己責任の部分ですが、その行為によって他のメンバーにも迷惑がかかることを自覚しておきたいも

のです。 

突然の発病  3.山行中止、全員でサポートしながらエスケープ。  

4.状態によって救助要請。 

【まとめ】  

・高年齢者になるとリスクは高くなります。持病がなくても高齢化に伴って体力、環境への適応能力は

低下します。山は環境変化の厳しい場所ですから、体調が悪くなり発病に至る可能性も高くなります。

特に持病持ちの方は要注意で、そのことをリーダーには伝えておきましょう。  

 

水分補給がおろそか 5.顔色、発汗状態、唇の渇き状態、足の痙攣などの健康状態を観察。  

6.水分と塩分補給を指示。 

【まとめ】  

・水分不足は熱中症の原因となるばかりか、身体に様々な悪影響を及ぼす原因となりますから、持病な

どがあれば発症しやすくなると 考えられます。  

・喉の渇きを覚えなくても、こまめに水分・塩分補給は行ってください。 

持病の発病  7.常備薬、とんぷくなどの服用。  

8.山行中止、全員でサポートしながらエスケープ。  

9.状態によって救助要請。 

【まとめ】  

・持病持ちでかつ突然の発作が起こる可能性を秘めた方は、必ず薬を持ち歩き、保管場所をリーダーに

は教えておきましょう。発作が起 こった場合、他者が服用を手助けする必要があります。特に狭心症

歴のある方は要注意です。 

健康観察を怠る  10.計画書の注意事項などに実施を記入、注意する。  

事前の体調チェックを怠った 

【まとめ】  

・体調確認はリーダーの朝一番の仕事ですので忘れないようにしましょう。  

・行動中の顔色などの観察もリーダーの仕事ですよ。  

・体調が悪いと感じたら早めにリーダーに伝えましょう。これはメンバーの仕事です。 

【病気まとめ】  

・登山界は高齢化が進行しています。善通寺山の会も例外ではありません。 

・自己責任の部分が大半ですが、同じメンバーとして登山した以上は互いに助け合うことも必要です。 

・持病は必ずリーダーに伝えておいて下さい。  

・登山は生きがいを得ることと、体と心の健康を維持・増進させるための優れたスポーツです。その為

には自己管理という節度を持ち登山を行う必要があります。他者への配慮を欠いた行為はあってはな

りません。 

 

５．落石 

浮石の自然落下 1.落石の多い所では、なるべく谷側をあるく。 
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 2.注意喚起。 

先行者による落石  3.見つけたら大きな声で注意喚起。  

4.石の多い場所は落とさないように注意深く歩く。 下りで浮石をける  

5.すり足で歩かない。  

6. 下山もゆっくり歩く。 

状況判断ミス  2.大きな声で注意喚起する。  

急な斜面は崖をトラバー

スする 

7.間隔を取って進む。 

2.大きな声で注意喚起。 

【落石まとめ】  

・落石は他人を死傷させる原因となります。山には至る所に落石の危険がありますから、まずはそのこ

とを意識して行動することが必要です。  

・落石を起こしたり、見つけたら大声で「ラク」と叫んで周囲へ注意を促してください。  

・体力に余裕がなくなると注意力が散漫となり、不用意に浮石に触れる原因となります。知識や技術は

あっても体力に余裕がなくなると、人はその知識と技術を活かせなくなります。体力は安全登山に一

番必要となる登山要素です。 

❖皆様から頂いた回答を基にまとめを行いましたので、この資料は皆様の財産だと思います。山で有意義

に活用ください。 

❖まとめに関しての疑問・不明な点は遠慮なく問い合わせ下さい。  

❖登山とは  

登山は他のスポーツに比べて文化的要素の多い、優れた文化活動の一つです。衣食住を伴うスポーツは

登山だけです。それを、ありのままの自然の中で 行うのですから、様々な危険や困難に遭遇することは仕

方ありません。問題は仕方ないで終わらせてはダメだと言うことです。仕方ないを、科学的な知識と鍛え

られた体力と確かな技術で乗り越えるのが登山の有るべき姿なのです。そのためには登山者の努力が欠か

せません。  

登山の良いところは自分の体力に合わせて山を正しく慎重に選べば、誰でも登山が行えるところにあり

ます。だからこそ登山はブームとなったのです。 ところで、人は成功体験を重ねると欲が出て「我を忘れ

た行動」に走りがちになります。「あの人に上れたのだから、私にだって?」との思いを沸き上がらせて、対

抗心を燃やします。そして、その繰り返しが体力と技術の伴わない錯覚の自信となって、遭難への深みへ

と入っていくのです。  

遭難事故は今も減る気配を見せてはいません。登山者が高齢化しているのも原因の一つにあげられます

が、高齢化による体力の低下を冷静に自覚さえできれば、山の難易度を落として登山が行えますから、事

故を減らすことは可能です。それが実行出来ないのが現状であり、困ったことです。  

登山は学ぶべきことが沢山あります。何度も言いましたが一番必要なのは体力です。次いで知識と技術

となりますが、知識では「気象」、「地勢学」、「熱中症・低体温症・応急処置などに関した医学」などがあ

り、技術では「歩行技術」、「装備の使い方」、「ロープの操作」、「読図」などがあります。あまりにも学ぶ項

目が多いのですが、どれも安全登山に必要不可欠なものばかりです。一つずつ時間をかけて覚えるのが最

良の方法ですが、登山教室に真面目に参加すれば苦も多少は軽減され、楽しく学べます。勉強と言われる

と拒絶反応が起こりそうですが、知らない知識や技術を覚えた時に得られる満足感は、 人間の持つ知識欲

の表れでもありますから、その本能を大いに刺激させたいものです。 
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊ 

 

第 6 回運営委員会ニュース 2020 年 8 月 20 日（木） 

出席：阿部（ZOOM）、大井、柏原（ZOOM）、久保田ゆ、中村れ、三野、村上し 

   村上ま、安井（五十音順） 

 

■会員の動向 

 ・入退会なし 

 ・会員数 64 名（内家族 8 名） 

 

■各部・実行委員会報告 

 ①事務局 

  ・新型コロナ下、例会中止中。 

   山行写真は各山行の担当者が 30 デイズアルバムにアップしている。 

   ほかに、会員の誕生月にバースデーカードを送り、好評。 

  ・会費に関しては、今月から口座を開設、振込が開始された。 

 ②山行部 

  ・8 月 30 日（日）高丸山は、CL が山地から三野に変更。８月 19 日に準備会が 

あり、7 名参加予定。高丸山、雲早山をピストンの予定。 

  ・ヒヤリハット：教育山行『雲辺寺山』にて、T 氏が登山口から 30 分ほどの地 

点で座り込む。熱中症の初期症状か？大井が付き添い下山。 

  ・山行の新型コロナ対策は、消毒を徹底し、指針を守りながら続ければ大丈夫との 

   結論。 

  ・トランシーバーを購入予定。 

 ③会報部 

  ・山行のデータベースを矢野が作成中 

 ④県連 

  ＜8 月 19 日県連理事会報告＞ 

  ・大滝神社付近の通行禁止の件 

  ・9 月 6 日（日）丸亀体育館別館にて 

   午前：遭対会議。各界のヒヤリハットを検討予定。 

   午前：坂出山の会の分離脱退の件。 

   出席：安井（理事）、三野、柏原、久保田と  ＊ウェブ会議可。 

  ・8 月いっぱいをもって、塩飽山の会が現在の事務所を退所の予定。 

   =＝落ち着くまで善通寺山の会の事務所を無料で使ってもらいたい。 

 ⑤組織拡大実行委員会 

  ・10 月 11 日（日）に予定している拡大山行『石鎚山』は新型コロナ下の 3 密 

   を避けるため、西条市『笹ヶ峰』に変更。 
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  ・会員募集アプリ『ジモティー』を活用したい。 

■各種提案事項 

 [ 議題１] 新型コロナ対策 

  ・8/3、8/11 の会長メール参照。当面この方針で進める。 

  ・岩、沢は通常の山行に比べ、接触感染の可能性が高いため、手の消毒を徹底する。 

  ・登山時報 8 月号に、「消毒をこまめにし、すれ違い時や話をする時などはタオ 

ルなどで口を覆う必要」を説いている。 

 [議題２]40 周年記念山行に関して 

  ・次回までに実行委員を選抜したい。 

  ・次回までに実行案を考えてくる。ex. 『四国の島の山を登り尽くす』など。 

 [ 議題３]ホームページの管理について 

  ・現在、安井、黒渕、村上し、久保田と他、6 名が更新している。 

 

21:00 終了。次回は 9 月 17 日（木） 

  

＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊ 

記） 三野和哉 

第 5 回 2020/8/5 

1. 今月、来月の行事   

 

(1) 8/7 轟九十九滝   CL 三倉 

(2) 8/30 高丸山   CL 山地→（変更）三野 

(3) 9/6 財田川源流   CL 音地 

(4) 9/6 岩黒山～筒上山  CL 大井 

(5) 9/19 石鎚鎖場～瓶が森 CL 若宮 

(6) 〃  石鎚～瓶が森  CL 中村れ 

 

2. 夏山合宿 

8/13,14  GL：柏原 山域：剣山～天狗塚→(変更)阿讃山脈 

 

3. ヒヤリハットの検討 

(1) 雲辺寺  

 ●熱中症（熱失神の疑い） 

●状況：登山開始から 30 分くらいして、しんどいのでゆっくり歩いていたが

しばらくして座り込み、その後寝転がる状態になった。 

足を上げて休むと３０分くらいで回復したので、メンバー１名が同行して下山し

た。(携帯とトランシーバーにて本隊と状況を共有した。) 

貧血の既往歴あり。 
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4. 最近の新型コロナウィルスの状況についての登山方法の検討 

●指針を守ったうえで、県外への登山も可。 

 

5. 装備購入 無線機(144MHZ)：担当(音地)、体温計：担当(三野) 

 

6. 次回日程：9 月 15 日(火)曜日 場所：事務所 

 

 

＊＊＊県連ニュース＊＊＊ 

2020 年 8月 19 日（水）  第 54 期 第 6回理事会  於：丸亀しわく山の会事務所 

■事故/ヒヤリハット 

〇丸亀しわく山の会→沢-丸石谷川 事故 肋骨骨折 

〇丸亀しわく山の会→沢-皇子渓谷 ヒヤリハット 太腿に大痣 

〇観音寺あけぼの山の会→ヒヤリハット 大座礼山 転倒 

 

■県連活動/会員数 

〇7月 17日（金）メディア委員会 於：善通寺市民会館 2F中会議室 ジモティー 

〇7月 31日（金）組織部 県東部会員倍加計画の目標と方向性 

〇8月 4日（火）讃岐山脈ロングトレイル実行委員会 於：善通寺山の会事務所 

〇8月 17日（月）自然保護委員会 第 40 回五色台クリーンハイクの中止 

〇ヤングメンバーズクラブの立ち上げ 

 〇県連会員数 268（前月比＋2） 総会目標 300 

 

■具体化の論議や決定事項 

 〇新型コロナウイルスへの対応 

   さぬき山歩会→県内の山行に限定、丸亀しわく山の会→宿泊山行中止 

   自然保護委員会→五色台クリーンハイクの中止決定→理事会承認   

〇9月 6日（日）遭難対策会議・拡大三役会議 9時半～16時 

於：丸亀市体育館別館第 1・2会議室 

 

■行事・その他 

 〇四国ブロック協議会 ～12時 道の駅「有明」2F 各県会長＆理事長 

 〇労山新基金担当者会議 13時～17 時 有明公民館 2F 各会担当者 

 ○次回第 7回理事会 10月 21日（水）19：30～ 開催場所未定 
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＊＊＊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 ） 

 

■ 8 月例会の報告 

 善通寺市民会館の会場定員制限の為、メール・SNS にて山行報告を実施 

 （9 月例会の同様の状況と予想される） 

 

■ 会費の納入について 

  例会での集金が出来ない状況にある為、下記に振り込みをお願いします。 

 

〇ゆうちょ銀行同士  

記号 16390  

番号 8105251  

名義 ゼンツウジヤマノカイ  

 

〇その他から  

店名 六三八(ロクサンハチ)  

普通 0810525  

名義 ゼンツウジヤマノカイ 
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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。 

 

 

編集後記  

産直で小玉スイカの苗を買って、初めて育

てました。 

我が家のフェンスに這わせ

たら花芽が付き段々大きく

なり、嬉しくて毎日、観察をしています。1 個

目は 7 月の末頃食べました、お店に負けない

位に美味しかったです。この 2 個は 8 月の末

頃の収穫予定です楽しみです。 

会報部 黒渕清美  

【表紙のことば】 

 

轟九十九滝、読んで字の如くたくさんの滝、水量豊富で、 

うどん県人にはうらやましい急流でした。 

水の傍は涼しいと皆さん思われたかもしれませんが、 

汗も滝のように流れ下りました。 

秋の紅葉の季節も美しいのでは？また、行きましょう。 

 

                     

                 



 

 

 
1 火 会報部会 1 木 例会

2 水 2 金

3 木 例会 3 土

4 金 4 日 ミニ縦走

5 土 沢  財田川源流 5 月

6 日 岩黒山～筒上山・石鎚～瓶が森準備会6 火 事務局会議

7 月 7 水

8 火 事務局会議 8 木

9 水 石鎚～瓶が森準備会 9 金

10 木 10 土

11 金 11 日 拡大　笹ヶ峰

12 土 12 月

13 日 13 火

14 月 14 水

15 火 山行部会 15 木 運営委員会

16 水 16 金

17 木 運営委員会 17 土

18 金 18 日 岩トレ7

19 土 石鎚～瓶が森 19 月

20 日 原稿締切石鎚（鎖場）～瓶が森 20 火 山行部会

21 月 21 水

22 火 22 木

23 水 拡大笹ヶ峰準備会 23 金

24 木 24 土

25 金 25 日 三鈷峰　　原稿締切

26 土 26 月

27 日 岩トレ6 27 火

28 月 28 水

29 火 会報部会 29 木

30 水 30 金

31 土

◆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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