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春夏秋冬 

今年度の半分を終えて 

 安井   

 

 今年も３Ｑが終わりとなります。４月からの年度としても半分が過ぎたことになり

ます。善通寺山の会としては、昨年度のエンジョイ登山の受講者の入会、今年度のエ

ンジョイ登山の中止による、受講希望者の入会ということで、会員拡大ができている

のは良いことではありますが、今年は何といっても、武漢発症と言われている肺炎に

振り回された年になります。 

 

  今年はたくさんのことがありました。年明け早々に、ゴーン氏が日本から脱出、さら

にイギリスのＥＵからの脱退という大ニュースがありましたが、その後発生した上記の

疫病により大ニュースが忘れられようとしています。疫病の影響で東京オリンピック、

パラリンピックの延期や安倍総理の辞任といった重大な事態になっています。 

 安倍総理は 7 年 8 か月にも及ぶ長期の政権運営お疲れさまでした。私の知る限りで

は、最高の総理大臣でした。病気を克服し、3度目の総理大臣就任を心よりお待ちして

います。 

 

ところで、善通寺山の会は来年度には 40周年を迎えます。40周年記念山行をどうす

るのかについて運営委員会で何回も討議をしましたが、上記疫病の影響もあり具体的な

話が進みませんでした。疫病の影響がなかなか収まらないようなら、40 周年はパスし

て 45周年を目指してはどうかという意見もありましたが、40周年という節目のけじめ

が必要ということで、実施することを今回の運営委員会で決定しました。 

 具体的な実施時期、内容については、運営委員会の中でも様々な意見があり、決議に

は至らず、一度実行委員会を開き、そこで討議してもらうこととなりました。 

 運営委員会の中で出た意見としては、①実施期間については、疫病の影響もあり、 

1 年ではなく 2年かけて実施するという意見から、逆に短期集中型とし、例えば讃岐

山脈・瀬戸内海から大川山に集合するといった意見。②実施内容としては、足摺岬～

今治、四国百名山、花の山を追いかける、瀬戸内の島の山 100 選、歩き遍路の山、三

角点踏破 などが出ました。実行委員会の参考にしてください。 

 

 ちなみに、結婚 40 周年はルビー婚だそうです。こじつけですが、善通寺山の会もル

ビコン川を渡るときが来たようです。全員一丸となって 40 周年記念山行を成功させま

しょう。 
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 定例山行案内 

岩トレ-7 
 

■日 程 ： ２０２０年１０月１８日（日） ８：３０～１５：００ 

■場 所 ： 大屋富の岩場（坂出市） ８：３０現地集合 

■Ｃ  Ｌ ： 佐藤（直） 

 参加希望者は、１０月１６日（金）までに佐藤（直）へご連絡ください。 

 

定例山行案内 

岩トレ-7 

 

■日   程  ：  １１月１日（日） 8:00～14：00 すぎまで  

■場  所 ： 大屋富の岩場（坂出市） 

■担  当 ： 石  川 

 

    8:00に現地集合、事前にＺメールでお知らせしますので、参加希望者は、 

石川まで連絡お願いします。 

 レベルに合わせたトレーニングを行うようになると思います。 

 

 

山行案内 

第 8回香川県連 女性交流登山 
                                  中村れ 

 

女性交流登山は「女性の自立を目指し香川県連の女性交流を深める」目的で毎年行っ

てきました。今年はコロナ感染予防のため、集合形式の交流登山は止めて、各会が随所

で山行を行ない、かつ山行目的を共有しながら、無線機等で交流を図ろうと考えていま

す。地元の山を楽しみながら、各会の必要な技術トレーニングをおこないます。楽しく

為になる山行にしたいと思っています。ご協力、ご参加よろしくお願いします。 

 

■日 時：11月 8日（日） 

■場 所：県内の山(準備会で選定します。) 

■目 的：女性が自立した登山を実施し、登山で必要な技術の反復練習を行う。 

■準備会：10月 16日（金）19時 30分から 善通寺山の会事務所にて 
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 定例山行案内 

大川山 1043M 
音地洋子 

 

■ 日 程   2020 年 10月 25日（日） 

■ 場 所   香川県まんのう町 

■ 目 的   香川県の山に登る 

■ Ｃ Ｌ   音地洋子 

■ 準備会   10月 9日（金） 

   19：30～ 

 

10月の三鈷峰の予定でしたが、

新型コロナの影響で遠方へは

いけませんので三嶺に行きた

いと思いましたが、止む無く県

内の山に変更させていただき

ました。おなじみの山ですが、

季節に応じて違った風景が楽

しめると思います。古寺廃寺も

楽しみです。 

 

 

 

定例山行案内 

拡大-4「落合峠～烏帽子山」 
 

 

■日 程  2020 年 11 月 3 日（火曜・祝） 

■場 所  落合峠～烏帽山の縦走（徳島県三好市） 

■目 的  会員と共に山の楽しみを感じてもらえる山の会ならではの山行をして、会

員数を増やしていく。 

■Ｃ Ｌ  佐藤（直）（ＳＬ安井さん） 

■準備会  10 月 17 日（土）19 時 30 分～山の会事務所にて 

 比較的に体力が要りそうです。参加希望者は準備会にご出席ください。 

（参考）２万５千分１地形図「阿波中津」（南隣りは「京上」） 

 各標高：登山口（深淵川の車道橋付近）1080m、落合峠 1520m、三角点 1683m、寒

峰分岐 1660m、烏帽子山三角点 1670m、通過する標高点 1499m、（最初の登山口 1080m） 
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定例 14関東の山 山行案内 

  関東山地 北奥千丈(2603)金峰山(2595)甲武信ヶ岳(2475)  

担当 中村ム  

 

60代の致命率 5％?のコロナ禍だが、山行予定表では関東のままなので、関東山地を

1 番目に持ってきます。山の選択は理由が特になければ高い順にと考えた結果です。

本当は縦走をやりたいのですが。ご意見お寄せください。 

準備会 11/05 木 1930- 11月例会翌日の予定 

（案 1）  11/20 金 善通寺 2000=中央道 8h14= 

11/21土 =600長野県川上村毛木平 P→4h甲武信ヶ岳 甲武信小屋泊 

11/22日 甲武信 600→1000 毛木平 P=1h04=1200大弛峠→北奥千丈国師往復 大弛峠泊 

11/23月 大弛小屋 600→900金峰山→1200 大弛峠=9h29=2200 善通寺 

毛木平(1460ｍ)、大弛峠((2360ｍ)と登山口が高いのがありがたいところ。いずれの

小屋も 11月末まで営業だが、定員より人数を絞っている模様。いずれもテン場併設。

運転要員確保と どこまで雪山に備えるかが問題。他にミズガキ山も候補に挙がる。 

（案 2） 

 秋が深まると夏カゼでないコロナの状況は悪化する可能性が高く、四国案も考えて

います。剣-三嶺縦走は年に 1

度はやりたいところです。 

11/21善通寺=2台以上で=見ノ

越に一台置く=西山林道天狗塚

登山口→天狗塚→オカメか三

嶺か白髪でツエルト泊。天気

悪ければ小屋泊？ 

11/22 テン場→高の瀬→丸石

→剣山→見ノ越＝天狗塚登山

口=善通寺  
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２０２０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 

11 29 四国の山 若宮 

12 

5 納山祭 事務局 

6 岩トレ-9 中村む 

13 四国の山 三倉 

20 定例-15（大山） 久保田ゆ 

20 四国の山 黒渕き 

26~1/3 合宿 四国の山（縦走） 石川か 

1 

10 拡大-5（箸蔵街道) 黒渕た 

16 岩トレ-10 佐藤た 

17 香川の山 矢野 

24 定例 16 東赤石 安井 

31 香川の山 香川 

31 定例 17 石鎚 佐藤た 

2 

14 香川の山 正田 

21 岩トレ-11 池田ひ 

27～28 定例 18（雪山（大山）） 森山み 

28 香川の山 大西 

 

7 定例 19（スノーシュー）大山 平村 

14 拡大-5（星ヶ城山） 阿部け 

21 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 
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定例山行 

高丸山、雲早山 

記録：吉﨑 

 

■日 程  2020 年 8月 30日(日) 

■場 所  徳島県 上勝町、那賀町、神山町 

■目 的  夏山を楽しむ 

■参加者  CL・車：三野、SL：正田、写真・車：黒渕た、医務：黒渕き、 

      装備：香川、会計：横田、記録：吉﨑 

■費 用  距離(往復)269km、高速(往路 1台)1910 円、1人 2400 円 

■コースタイム 

事務所 5：00＝＝(鳴門 IC)＝＝8：05高丸山登山口 8：30……9：05三つ尾の峠

……9：45高丸山山頂 10：00……10：30旗立て……11：20 高丸山登山口 11：35

＝＝12：45 雲早山登山口 12：55……(沢コース)……14：30 雲早山山頂 14：45 

……(尾根コース)……16：30雲早山登山口＝＝(美馬市経由)＝＝19：35事務所 

 

立秋を過ぎても連日の猛暑。それでもワレモコウやキキョウが咲き始め、秋は確実に

近づいている。日の出前に事務所を出発。登山口横の駐車場でラジオ体操を行い、さあ、

高丸山から元気にスタートです。 

高丸山登山口には身長を超える大きな標柱があり、しばらく遊歩道を進む。苔むした

水場の３つの蛇口からは、冷たい沢の水が出て

気持ちいい。頭上のブナ、カエデなどの葉が陽の

光に照らされ、緑が透けて涼しげだ。 

三つ尾の峠で地図とコンパスで現在地と登山

道の確認を行う・・・が、久し振りのコンパス登

場に汗が流れ出てくる。要所要所で立ち止まり、

地図を広げ確認を繰り返す。地図を見て、先の地

形も予想してみる。 

 高丸山山頂(1438.6m)には立派な石碑があり、穂を伸ばしたススキに秋を感じる。下

りは旗立て経由で高丸山荘を経て登山口に到着。途中、鮮やかな赤い実をぎっしりつけ

たマムシグサが所々に見られた。 

駐車場から車で雲早山(くもそうやま)へ向

け移動するが、車中は涼しく「もう、高丸山だ

けでいいじゃないか」と思ったり。しかし、車

は 1 時 間程 で雲 早ト ンネ ルに 到着 。        

歩く予定だったトンネルから登山口間も車で

剣山スーパー林道を慎重に進み、林道沿いの

雲早山登山口に到着。 
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登山口すぐの鳥居をくぐり、沢沿いをしばらく登る。沢が途切れた辺りにトリカブト

が少しだけ咲いており、鹿の親子が 2 頭、また 2 頭、弾むような白いお尻がかわいい。

鹿は近づいても逃げず、子鹿がこちらをじっと見ている。 

登山道が分かりにくいため、地図と地形を照らし合わせ、確認しながら登るが、皆が

我先にと地図を広げる。高丸山の時とは別人だ。 

景色が開けたと同時に白骨樹が広がる。山頂はすぐそこだ。雲早山山頂(1495.9m)に

は、雲早神社の社と狛犬が鎮座し、高丸山も見える。 

下りは西に伸びる尾根を行くが、木の根だら

けの急勾配で慎重に進む。登山道沿いにはシャ

クナゲが多く、花が咲く 5月頃にはシャクナゲ

のトンネルを歩くことになるだろう。林道に下

りたら登山口まで後少し。「もう一山登れそう」

と、元気な声が聞こえうなずく。「楽しかった」

と言えるのは、まだ体力が残っているからだと

実感した。 

 

 

定例山行 

財田川の源流を歩く 
記録：池田 博 

 

■日 程 令和 2 年 9 月 6 日 

■場 所 香川県まんのう町塩入 

■目 的 財田川の源流を歩く 

■参加者 CL 装備 医務 音地ゆ  SL 記録 池田 博  

■費 用 ￥1,120（一人¥560） 走行距離 37 ㎞ 

■コースタイム 

 6：00 善通寺集合出発  6：50 塩入浄水場  7：10 沢取付 

 9：45 車道に出る    10：40 塩入浄水場  11：00 出発 11：45 善通寺・反省会 

 

心配した台風の影響もなく良い天気で、まさに沢登日和である。 

すいている道を快適に走り、塩入上水場の近くに車を止める、すぐ下が沢ですぐに取り

付ける、ささっと準備をして少し回り込めば沢である、スケールはこじんまりとしてい

る。 

準備会の時はそれほど期待はしてなかったのだが、何となく沢登感がある、取り付い

てほどなくしてスケール感のある滝が出てくる、約 7ｍほどの高さロープを出してもよ

いかと思ったが、近くに来ると、いけそうそのまま登る。程よい大きさの岩を飛び越え

ながら進む。 
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12345…なんと 7 つの連続した滝、釜付きであるドボンと飛び込み少し泳ぐ、どんど

ん滝を超えていく・・・・水は生ぬるくそうなんです、水量がそれほど無いだから冷た

くない水がよどんでいる所は岩の上がぬるんでいる、滑りやすいが楽しい沢である、滝

を登りきるとなめが続く、すぐにまた 3 段の滝もちろん釜がある、それなりに深さもあ

り、足がつかない 

しかし音地さんは濡れないように登ってくる、すぐまた滝が見える高さ 7ｍほど、飛

び込んで泳いで滝の下まで行く微妙なバランスで登るが下は水なので安心感がある、そ

の上にも滝がある、どれほど滝があるのか、どれもそれなりに登れる、結構楽しめる。 

1 時間ほど登ったところで、ゆっくり休憩する、良い意味期待外れ楽しい沢登だ。 

休憩後すぐ滝が出てくる、泳いで、登って、何度繰り返したことか、夏場もう少し雨が

降っていたらもっと楽しい沢登であっただろうと思うと少し残念である。 

後半も生ぬるい水ではあるが、沢登感 75 パーセント？ぐらいの登りが続くそして突

然コンクリートの堰堤が、横の車道に出て楽しかった沢登も終わりである、9：45 まだ

まだ早い時間であるが楽しかった余韻の中ゆっくり音地さんと話をしながら塩入上水

場に向かう、1 時間ほどで塩入浄水場につく、疲労感全くなし、すごく快適な沢登であ

った、久しぶりの沢登でとても楽しめた 1 日でした。 

 

 

定例山行報告 

初級登山教室 我拝師山 

森山み 

 

■日程  2020 年 9 月 13 日（日） 

■場所  香川県善通寺市 

■目的  初級登山教室「危険個所の歩き方」 

■参加者 ＣＬ平村、講師佐藤た、ＳＬ若宮、装備久保田と、写真久保田ゆ、医務大井 

     記録森山み、正田、黒木、栗飯原、植林、十鳥、音泉、永森 

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

コースタイム 

出釈迦寺奥の院 P7：30 集合 7：50…8：30 奥の院～10：30（岩場の歩き方）～ 

11：00 休憩…11：25 我拝師山山頂～12：50（ツエルトの張り方）～13：20 休憩～ 

14：30（三角巾の使い方）…14：55 奥の院…16：00 出釈迦寺奥の院 P 16：20 解散 

 

 ようやく残暑も落ち着いてきたが、今日は少し蒸し暑い。岩場なので長袖が好ましい

が湿度に弱いので半そでに団扇を持参。奥の院まで山の歩き方の復習をしながら登る。

車道歩きで歩き方に集中できるので、講師は歩き方を繰り返し注意している。山に入る

といつもの歩き方ではなく、二軸歩行で体重移動の山歩きが大切だ。山に入ったら「山

歩き」と意識しないといけない。 
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 奥の院で休憩し、岩場の歩き方の実技に入る。まずはチェストハーネスの仕方を教わ

る。長くて太めのシュリンゲを両手で頭上に背中に垂らして持ち、右手だけ肩に通して

～とわかりやすく覚えやすい。しかしすぐに忘れてしまうので復習が大事だ。 

 岩場では三点支持で歩くことを教わる。常に三肢で体を支えて、一肢だけを自由にし

て次の手がかり、足場へと登り降りすることで岩場を安全に通過することができる。間

にスタッフが入り慎重に登る。下りはロープを使用して安全に下る方法を実践する。今

日は日差しがなく稜線は風が通り過ごしやすくて助かる。 

 奥の院で休憩後山頂に登る。山頂ではツエルトの張り方を学ぶ。緊急の場合はかぶっ

て使用したり、細引きと立木を利用した張り方、ポールを使用しての張り方、ロープを

使用しての張り方を実践した。ロープでの張り方で使用する「オーバハンドノット」「ク

ロブヒッチ」「クレムハイスト」を練習して昼食にした。 

 山頂は木陰でまたセミがのんびりと鳴いていて、なんとものどかで心地よい。昼食後

は三角巾の使い方を学んだ。腕を骨折した時の処置の仕方を練習した。三角巾もツエル

トも使用する機会がなければよいのだが、登山は自然相手で何が起こるかわからない。

またすぐに助けも来てくれないので、何でも自分達で対処できなければならない。いつ

自分の身に予期せぬ出来事が起こるかもしれない。備えあれば憂いなしで何度も繰り返

し、もしもの時の備えが少しでもできて、自信と安心に繋がればと思う。 

 下山もスタッフが間に入り気を付けて下る。いつも思うのだが受講生の皆さんは講師

の言うことを真剣に聞いて意識して実践しているので、驚くほど下り方が上手い。自分

のほうがきちんとできていないように感じてしまう。いやもっと真剣に下り方を意識し

て歩かなければいけないのだろう。講師の受講生に対する惜しみない愛情と受講生の真

剣な学びに触れ、自分も登山力を高めていかなくてはと思った。 

 

 

定例山行記録 

石鎚山（鎖場）〜瓶ヶ森 

記録 大平 

 

■日 程 2020 年 9 月２０〜２１ 

■場 所 愛媛県西条市 

■目 的 荷物を背負っての鎖場の通過ント泊縦走の経験 

■参加者 ＣＬ若宮 写真医務佐藤た ＳＬ会計正田 装備記録大平 

■費 用 車 10180 高速 5880 駐車場 1700 一人￥4,440 

 

 20 日コースタイム 

 事務所 5：00＝＝山頂駅 7：55・・8：30 成就社・・10：35 一の鎖  

・・11：30 二の鎖小屋・・12：00 弥山・・12：20 二の鎖小屋 12：40 

 ・・14：30 土小屋・・16：20 よこい峠・・17：30 しらさ峠 
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 つぎつぎと後続者にぬかれながら歩き成就社で一息ついてゆっくり出発。四国外の人

が多いようだ東京弁らしき話声が聞こえる。木の階段を一つ一つ踏み高度を稼ぐと一の

鎖にとりつく。大勢のひとで渋滞している。二の鎖も三の鎖も同じで数珠繋ぎの状態。 

三の鎖を登り切り弥山にでるとものすごい人出で、うちの村祭りより多い。二の鎖小屋

で一服して土小屋で缶ビールを調達して縦走路を行く。途中水を補給してよさこい峠か

ら伊吹山に登り、降ってしらさ峠につく。各自テントを張り、軽め宴会をして就寝。 

 21 日コースタイム 

 テン場 6：05・・7：55 子持権現登山口・・8：30 瓶ヶ森登山口・・9：25 男山 

 ・・9：45 女山・・11：55 台ヶ森鞍部・・15：10 東之川・・15：50 駐車場 

 

 一人テントは快適だった。なによ

り気兼ねせずに小便に行けるのがい

い。今日の縦走はほとんどヤブコギ

のようだ。一部わかりにくいところ

もあり歩きづらいササをかきわけて

登ると子持権現の鎖元に出る。男山

に登りながら振り返ると雲海の上に

石鎚山が見える。素晴らしい眺めだ

しばし見とれる。瓶ヶ森は何度来て

もいい。私の初恋の山です。 

所々崩れている長丁場の道を慎重に下り東之川到着。土小屋までは人が多かったが縦

走路と東之川への下りではあまり人に会わなかった。天候にも恵まれ良い山行だった。 

 

 

 定例山行報告 

土小屋-石鎚-土小屋-瓶が森 
記録 中村ム 中村れ 

 

■日程 202009/19土-09/20日  ■場所 愛媛県西条市久万高原町高知県いの町 

■山名 石鎚山 伊吹山 瓶が森   ■目的 初秋の四国の山を楽しむ  

■参加者 CL中村れ SL村上ま 装備黒渕き 会計黒渕た 記録写真中村ム 

医務池田た 香川仁 

距離 297㎞ 費用 4240円/ひとり+宿泊 2食 8800円 

 

コースタイム 

 09/19土 晴れ 善通寺600→900瓶が森P→土小屋国民宿舎940→1230弥

山→1250天狗→1600土小屋国民宿舎泊 
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当初の天気予報ははずれ久しぶりの好天。クルマ 3台の遅い出発で高速を西条へ。

194号寒風山トンネルを高知県側に出て、寒風山隧道出口まで上がり、UFOライン

の景色を楽しんだ。瓶ヶ森駐車場に中村ステップワゴンを置き 2台を土小屋国民宿

舎 Pにクルマを置いた。 

国民宿舎から直接石鎚への道が出ている。

比較的なだらかな道を東稜,大砲岩を望み前

進。東稜への分岐を過ぎて 2の鎖元小屋成就

からの道と合流して休憩。ここから鉄の階段

など人工的な道が多くなり、冬のアイゼンで

は要注意ということになる。弥山に着くと二

ノ森堂ヶ森方面がよく見える。村上氏が中村

れ池田たを連れて天狗を往復。岩は乾いてお

り困難はなかったようだ。下りは同じ道を戻る。けっこう花が咲いているのだが、中

村ムはリンドウやトリカブトレベルまでしかわからない。 

国民宿舎の宿泊者はかなり多かった。宿泊はカップル 2組が 1部屋に 2人ずつ、1

名が 1部屋。他の 2名は車中泊、ただし 1名

は小屋で食事という変則的な対応になった。

食堂では互い違いに並べるなどコロナ対策が

とられていた。 

 

 

 

 

コースタイム 

09/20 日 晴れ 土小屋国民宿舎 700－916伊吹山-1000しらさ峠— 

1208瓶が森登山口（車の回送）瓶が森登山口 1300-瓶が森山頂 1400— 

1500瓶が森登山口駐車場-1830-善通寺山の会事務所（反省会） 
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 中村ムさんは以前よりの足の不調のため今回は車の回送担当をお願いした。 

6名で石鎚国民宿舎を 7時に出発、今日も天気がいい、土小屋の駐車場すぐ横に瓶

が森縦走路の道標があり歩きやすい登山道が続く。伊吹山は見晴らしが良く石鎚がき

れいに見える。しばらく歩くとしらさ峠に到着した。 

しらさ山荘は現在工事中で、開店したら利用したいものだ。工事現場に簡易トイレ

が 5つ置いて有り、誰でも利用できるようになっている。しらさ峠から、やぶ漕ぎと

言う情報を、こめつつじ 9月号に記録が載っていたので、少し登山道に入ってみる

も、元に帰って瓶が森林道の車道を歩く。気温は高く車道歩きは案外時間がかかり疲

れてくる。途中登山道に入ってみるもうまくいかず、やはり車道を歩く。子持ち権現

を見ながら瓶が森林道の駐車場近くの展望台で中村れは昼食のラーメンをいただく。

無線で中村ムさんが瓶が森林道駐車場に着いているのを確認して、車の回送を香川さ

んと二人でしてもらう。他の人は駐車場でおしゃべりタイム。 

瓶が森林道駐車場は満車で、車の横や後ろで、キャンプやバーベキューなど楽しん

でいる家族ずれなどで賑わっている。 

予定どうり 13時から瓶が森登山口から登山開始。整備された登山道で男山から女山

に登り休憩する。たくさんの登山客だが、密まではいってないようだ。筆りんどうが

満開で秋の風景を引き立ててくれる。 

途中瓶壺も覗きに行き、無事駐車場に到着すると、塩飽山の会メンバーがバーベキ

ューをしていた。塩飽山の会は保井野から寒風山トンネル駐車場まで 2泊 3日の山行

だそうで、「善通寺山の会の山行を参考にさせてもらった」との事。こめつつじが役に

立っているようだ。車の後ろにつけた「善通寺山の会ステッカー」で善通寺山の会が

来てるのが良くわかり宣伝になると好評だった。 

帰りの林道は、バイクのツウリング、何かの大会でゼッケンをつけて歩いたり、走

ったり様々な人たちでにぎわっている。それぞれ、コロナ禍の中で秋を楽しんでいる

ようだ。 

予定どうり山の会事務所に到着した。久しぶりに秋の爽やかな泊り山行となった。 

 

 

 

個人山行報告 

前 山 
                                    柏原 

■日 程：2020 年 9月 20日（日）晴れ 

■場 所：香川県綾歌郡綾川町 

■目 的：前山東峰に登頂する 

■参加者：ＣＬ・記録・運転・柏原、医務・升形、装備・増田（会員外）、 

運転・井上（会員外）、会計・大崎（会員外） 

■費 用：60km×26円×2台＝3120 円÷5≒一人 620 円 
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コースタイム 

JA長炭支店発 8:00＝（前山東峰登山口配車）＝9:00 相津登山口着 9:05発…9：15龍

神の滝（5 分見学）9：20…10:00 谷道と尾根道の分岐…10：10 林道側前山登山口取

りつき・休憩 10：40…10：55前山東峰（643.1m）11：05 出発…11：55前山東峰登山

口（昼食）・（車回収）12：25＝12：35柏原渓谷取りつき（休憩）13：00＝13：10JA長

炭支店 

 

定刻に JA 長炭店を 2 台で出発。序盤、琴南に入りかけるところで、井上くんと同じ

く、大型バイクを乗りまわす増田くんが、ふだん、軽に乗ることがないので、私の隣で

激しく車酔いする。目的地まで 20 分足らずだが、少しでも増田くんが休めるように配

車の順番を変更し、かつ道のよいルートを選んで大回りする。相津登山口で増田くん以

下 2 名に待機してもらい、私と井上くんで、往復 30 分かけて、前山東峰登山口に 1 台

配車して戻ってくる。 

目論見通り、増田くんは、復活し、先ほどのことが嘘のようにめちゃめちゃ元気にな

っている。ホッと胸をなでおろし、予定時間の 9時頃に全員で出発する。ほどなくして、

稲穂の垂れ下がる田園風景に到着し、写真を数枚撮る。10分後、龍神社の鳥居が登山道

に現れ、その先の龍神の滝に進む。水量は少ないが、立派な釜があり、水が透明でとて

も美しい。涼しいのでここで服装調整を行う。滝の見学をしている間に、大崎さんが先

日、虹ノ滝に行った話をしてくれた。けっこう人がいたみたいである。今回の山行は、

日曜日であるが、下山するまで登山者と会うことはなかった。前山は、いつでも静かで

よい山である。 

頂上まで 500ｍという標識を直上し、急な登山道に入ると、だんだん道が不明瞭とな

ってくる。尾根を進んでいたが、尾根と谷道の分岐が現れ、トラバースするいやらしそ

うな谷道のほうが明瞭であったが、地形を鑑

み、安全そうだが、急でわかりにくげな尾根

を選択する。しばらくの間、滑りやすい急登

と格闘し、やっとのことで、ゆるやかな稜線

にたどり着き、休憩する。それぞれ、学生の

頃、升形さんはバスケ部、大崎さんは剣道部、

井上くんは柔道部、増田くんは山岳部だった

ので、これぐらいの急登はものともせず、と

ても元気である。 

突然、傾斜がなくなり、マツの岩稜帯が現れ、

目の前には、目指す前山の雄姿、後方には、

飯野山、五色台、屋島などの大パノラマが広

がった。ここまで、植林による樹林帯で展望

がよくなかったので、歓声が起こる。ふと足

元に目をやると、マツバにまみれたウバタマ

ムシがいた。成虫は、マツバを食べ、幼虫は、
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枯死したマツの木を食べる大型のタマムシである。私の自宅やその周辺は、ヤマトタマ

ムシだらけで、夏季、ブーンというタマムシのホバリングの羽音を聞かない日は、まず

ないが、ウバタマムシは見たことがない。どうもマツ林が広がるところにしか生息しな

いようである。飛ぶ姿を見たかったが、トコトコ歩いていた。 

 

岩稜を過ぎると、前述の谷道と合流するであろう、分岐があった。皆、進まなかった

谷道のことを覚えていて、さっきの道はここにつながるのかーと感慨深げだった。その

後、少し下り気味に進んでいると、真新しい林道が突如現れた。ヒノキの実や松ぼっく

りが無数に落ちていて、道のいたるところにそれらの実生が芽生いていた。 

林道突き当りは、三差路になっていて、東西に長く走る開発中の未舗装の道路となっ

ていた。前山東峰を目指し、少し東に進み、取りつきを見つけ、そこで休憩した。増田

くんに最近おもしろい動画何かないのと尋ねるとヒロシキャンプというのを教えてく

れた。井上くんと私は、知らなかったが、女性陣はよく知っていて盛り上がり、しばら

く経ったところで、増田くんの説明になかったヒロシが芸人のヒロシであるという重要

な事実が浮上した。そこは、初めに教えてくれていてもよかったのではなかったのかと

増田くんに対して感じた。 

そうこうするうちに、東峰と西峰の分岐を経て、前山東峰頂上に立った。増田くんが

写真を撮るのが上手なので、代表して 4人の集合写真を撮ってくれた。ここから、配車

先の前山東峰登山口へ向けて、下山を開始する。5分ほどで、戸石、水ヶ本の集落が見

渡せる絶景ポイントに出た。増田くんは、香川にこんなところあるなんて、ほとんど秘

境ですねといたく感動していた。ここからの眺めは、水ヶ本から入って笠形山を縦走し

て前山を眺めるという登高意欲を我々に抱かせるに十分な光景だった。 

その後、尾根を正確に辿るが、だんだんと急峻になってきた。ルートを外さないよう

慎重に進むが、かなり、下ったところで、ついに背丈ほどのウラジロの大群に一面尾根

を覆われ、ルートを失った。万事休すかと思われたが、とりあえず、尾根を井上くんと

2 人で泳ぐ感じでシダラッセルして偵察に向かった。必死の思いで尾根をラッセルした

が、大岩に阻まれた。ウラジロに溺れながら、ロープを使えば安全に突破できるので、

弱点を探すが、ふと、もっと苦労せず岩の右手を大きくトラバースできんじゃねと思い、

再びシダの海を登り返し、井上くんに皆と同じ場所に待機してもらい、シダの生え際ま

で戻って、ルートを探した。果せるかな、西側にトラバース道がシダに隠れているのを

発見し、容易に下ることができた。トラバース中に左手を見上げると大岩が確認でき、

尾根のラインもシダの下に想像できた。 

10分で、下山口に到着。井上くんと私で、相津登山口の車を回収に向かう。ちょうど、

お昼なので、待っているメンバー3人には、その間、30分ほどで昼食をとってもらうこ

とにした。増田くんは、来るべき車酔いに備え柏原渓谷上流のせせらぎで十分にリラッ

クスしていたとのことである。 

それでも、大事をとって、帰りはじめて 10 分で柏原渓谷の下流に立ち寄り、滝やイ

ワタバコの葉を見学したり、渓谷を泳ぐお魚と戯れたりして、疲れをとり、酔わないよ

う細心の注意を払った。ここに至って増田くんは、今朝の時点では、どうしても思い出
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せなかった小学生のときに家族で柏原渓谷に訪れた記憶が鮮明に甦ったと述べた。その

甲斐あってか、後半 10 分のドライブで酔うこともなく、無事にバイクを停めたところ

まで帰ることができた。 

車酔いはあったが、ヒヤリハットもなく、計画通りのコースタイムで充実した山行に

なった。柏原渓谷は、紅葉の時期にバイクで再訪してみたい。 

 

 

 

      相津の田園風景 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

戸石・水ヶ本集落 

 

               龍神の滝 

 

 

 

ウバタマムシ 
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■日 程  2020 年 9月 20日（日）～21 日（月） 

■場 所  長野県茅野市  蓼科山 

■目 的  百名山の一つを踏破する 

■参加者  安井 

■費 用  走行距離 ： 650ｋｍ×２＝1,300ｋｍ 

      高速代  ： 約 1万円 ×２＝2万円 

コースタイム 

 

 

 

 

  

 withコロナでの山行部の指針に則った単独遠征登山となります。複数名での参加の

場合、個人テント泊が厄介です。夜行運転での日帰り弾丸登山なら、3名参加可能で

すが、気楽な昼間移動の個人山行にすることとしました。長時間運転が気にならなけ

ればお勧めのプランとなります。個人的にはもう数回企画しようと考えています。 

 連休中の高速道路の昼間移動に渋滞はつきものです。まず京都で渋滞にはまり、そ

の後も渋滞が予想されたことから、新名神から伊勢湾岸自動車道・東海環状自動車道

のルートを選択しました。長島スパランドでの渋滞があった位でしたが、車で 10 時間

のドライブとなりました。 

 大河原峠登山口まで行くはずだったのですが、昨年の台風 19号で車道が崩れ 7合目

登山口から奥は通行止めとなっていました。（情報入手不足でした） 

7合目登山口は駐車場が数か所あり、併せて 70台位は止められる場所でした。16時 

に着いたので車は比較的少なかったのですが、日暮れ前までに下山してきた人と入れ

替わりに、車中泊して翌日登山する車がどんどん入ってきました。 

一人だとすることもなく、翌日夜明け頃までに山頂につくことを考えて、3時起

床、4時出発とし、19時ころに就寝となりました。3 番のシュラフで少し寒い位で、

ダウンを着込んで、初めてのアウトバックでの車中泊となりました。 

 

コースタイム 

 

 

 

9月 20日 くもり 

琴平自宅出発 5:50＝瀬戸中央自動車道・山陽道・新名神・名神・伊勢湾岸自動車

道・東海環状自動車道・中央自動車道経由＝16:00 7合目登山口着  

 

個人山行報告 

蓼科山  2,530ｍ 

安井   

9月 21 日 曇りのち晴れ 

3:00 起床 4:00……5:20 蓼科山荘 5:35 …… 6:10 山頂 6:35 ……8:10 

登山口着 8:20 ＝＝中央自動車道・東海環状自動車道・伊勢湾岸自動車道・名神・

新名神・山陽道・瀬戸中央自動車道 ＝＝ 17:00 琴平自宅着 
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3時起床、4時出発で登山開始で

す。登山道は歩きやすく、1時間半程

で、将軍平にある蓼科山荘に着き、夜

が明けてきました。外来者用のトイレ

は 200 円の有料となっていました。手

持ちの小銭が少なく、188円で勘弁し

てもらうこととしました。 

 

代わりに帰りにルリビタキのカラビナを 1,000円で購入

しました。 

 

 

 

 山荘から頂上までは東赤石の頂上付近みたいな、花崗岩ばかりの急斜面でした。足

はどんどん行けといっているのに、心

臓が勘弁してくれと言っており、久し

ぶりに太ももが筋肉痛になるくらいで

した。山頂からは 360度の展望でし

た。槍穂・乗鞍・御岳・中央アルプ

ス・南アルプスが全貌できました。 

 下山中に非常にたくさんの人と擦れ

違い、どこから登ってきたのか不思議

に思いましたが、下山してみると、路上駐車の列が数百ｍにわたっており、納得しま

した。 

帰りも同じルートにしましたが、長島スパランドの渋滞は昨日以上となっていまし

た。 
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★登山は健康に良いスポーツ★ 

登りたい山の頂に立つためには、自分にそれだけの体力があることが必要です。自分

の体力に合った登山は、筋力を強化し、心肺機能を高めてくれます。山道を登ったり下

ったり、またザックを背負って長時間歩く登山は、運動強度が高く、運動時間が長いこ

とが健康にいいとされています。 

 

★登山は危険なスポーツ★ 

ただ、「登山は健康にいい」といいながら、「登山は危険」なスポーツでもあります。

登りたい山の頂に立つためには、自分にそれだけの体力があることが必要です。しかし、

筋力や心肺機能などのトレーニング不足によって、行きたい山に体力が追いついていな

いと、ケガや病気を引き起こしてしまいます。「登山は危険」にしているのは、登山者

自身なのです。 

では、「体力があればいいのか？」というと、登山に適した体力ではない場合があり

ます。登山では、つまずきやスリップ、バランスを失うことで、転倒や滑落、転落につ

ながります。つまり、脚力やバランス能力、筋力が不足しているとこのような事故につ

ながります。トレーニングを工夫し継続することが必要で、怠れば転倒や滑落を起こし

てしまうことになります。 

 

過去 15年の登山事故の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンポイント 

登山と体力 

久保田ゆ 
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★登山力を鍛える３つの基本トレーニング★ 

① スクワット 

総合的な登山体力や脚筋力、ヒザ関節痛への抵抗性 

 

ポイント 

・肩幅程度に脚を開き、両手を前に

出す 

・つま先とヒザを同じ方向に向ける 

・イスに腰を掛けるつもりでお尻を

下げる 

・ももが床と平行になるくらいまで

ヒザを曲げてから伸ばす 

② 上体起こし 

体幹(姿勢)の安定性、腰痛に対する抵抗性 

ポイント 

・足が浮かないようにする 

 

 

 

 

 

 

③ 脚上げ 

腹部の深層の筋（腸腰筋など）を鍛え、体幹（姿勢）を安定させる、足を持ち上

げる筋の強化 

ポイント 

・背中、両手を床につける 

・両ヒザを曲げて床から持ち上げ

る 

・両ヒザをお腹の方に近づけ、ゆ

っくりと元に戻る 

 

 

 

これらのトレーニングでは、本番の登山より大きな負荷をかけることが大切。また、

登山では筋力を長時間持続させる「筋持久力」が求められるため、ウェイトを持たず、

自分の体重を使って回数を多くする方がよい。トレーニングの頻度は週に２～３回を目

安にするとよい。 

慣れるまでは、１０回×３セット 
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慣れてきたら、１５回×３セット 

さらに強化は、１５回×５セット 

★究極の登山トレーニングは「低山トレーニング」★ 

・登山以外のトレーニングは、基礎体力をつけるためのトレーニングであり、登山で使

う筋群を全て鍛えるためには、登山が最適 

・月間およそ 2,000m の山登りが効果を発揮しますが、１回で 2000m の距離を歩くと、

腰やヒザなどを痛める原因となるので、月２～４回に分けるとよい（毎週 500m が理想） 

 

 

低山トレーニングを取り入れていると、月一回の登山をする人たちを比べた結果、

ほぼすべてのトラブル項目で低山トレーニングの効果が見られる。 

■低山トレーニングの効果 

 ・歩く運動なので、腰やヒザにかかる衝撃が少ない 

 ・心配機能や登山に必要な筋群を鍛えられる 

 ・歩行技術の練習になる 

■次の課題を設定することで、自分の弱点を克服する工夫もできる 

 ・いつもより少し早く歩く 

 ・ザックをいつもよりも重たくする 
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新人紹介 

 
 

 

 

Ｑ どこで善通寺山の会を知りましたか？ 

Ａ 北岡さんの後輩の看護師さんからの紹介です。 

 

Ｑ 善通寺山の会に入会されたきっかけは？ 

Ａ 雪山登山に挑戦したくて！ 

 

Ｑ 今までの登山歴は？どんな山に登ったのでしょうか？ 

Ａ 初めての登山が 2 年前の屋久島、次が 1 年前の富士山、今年に入ってから剣山、

石鎚山、大山、伊予富士、天狗塚など。 

 

Ｑ 山の会の印象はいかがですか？ 

Ａ 気さくに声をかけていただいてとても有難いです。賑やかに登山ができそうで楽

しみにしています。 

 

Ｑ これからどのような登山をしたいですか？登りたい山は？ 

Ａ テン泊登山や雪山登山がしたいです。 

 

Ｑ 最後に自己アピールをお願いします。 

Ａ ランニングが趣味だったり、トレイルランニングを軽くしてみたりと体力には自

信がありますが、道具を揃えて本格的に登山を始めたのは今年の 4 月からで、まだ

まだ初心者です。 

知識や技術が追い付いていないところが大いにあるので、山の会でイチから勉強

し、岩トレやボッカトレーニングにもできるだけ参加して基礎知識と基礎体力の向

上にも努めたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

とっても頼もしい仲間が増えました。うれしいですね～。 

山での活躍を期待しています！ （会報部Ｍ） 

 

 

 

 

 

片山 雅さん 
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊ 

 

第 7 回運営委員会 2020.9.17（木） 

出席：柏原、久保田ゆ、中村れ、三野、村上し、村上ま、安井（五十音順） 

 

■会員の動向 

 ・入会：片山雅さん（会員の紹介） 

 ・退会：小林英夫さん：歯科勤務の為、新型コロナの現状ではしばらく山に行けそ 

うにない事が理由。今後も継続して」山行の案内はしていきたい。 

 ・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、当面例会は市民会館 3 階青少年レクリエーションセンターにて 

開催。 10 月 14 日（水）、11 月 4 日（水）、12 月 2 日（水）19:30～ 

 ②山行部 

  ・9/6（日）財田川源流：音地ゆ、池田ひ 2 名。楽しかった。 

  ・9/6（日）岩黒山～筒状山は台風予想の為中止。 

  ・8/18（火）夏山合宿＝大川山 CL:柏原サポート：真鍋 

  ・8/18（火）沢登り＝柏原渓谷 CL：柏原、真鍋 

 ③会報部 

  ・七宝山、前山の記録をお願いします。 

④ 県連 

  9/6（日）午前中＝遭対委員会 

 午後＝拡大三役会議 

       ・塩飽山の会が 9 月いっぱいで今の事務所を退所の予定。当面、会合 

        はコミュニティーセンターを利用。 

       ・坂出山の会は県連脱退の予定。 

        植松さん他 10 数名は新しい名称の会を作り、県連に残る予定。 

       ・各界の状況 

        さぬき山歩会はジモティーなどで少し入会。 

        五色の峰は 20～30 代数名入会。 

       ・11/8（日）女性交流登山開催の為、9/23（水）に高松で会合。 

 ⑤組織拡大委員会 

  ・フェイスブックに載せたチラシを見て、10/11（日）の笹ヶ峰（CL:大平）に男 

女 2 名申し込み。 
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■各種提案事項 

 [ 議題１]山行部からの『新型コロナウィルスと共生する時代の登山方法』以降の変 

化への対応 

    ・山行部としては、現在の状況下で新型コロナ対応が的確にできていれば、 

小屋泊、テント泊を問わず、また四国外のアルプス、八ヶ岳、関東の山を 

問わず、特に規制はしない。 

    ・冬山に向けて、小屋泊、テント泊をいかにするか工夫が必要。 

    ・一人用テントが必要な場合、会で購入するのでなく、すでに持っている人 

から一時的に借用するという事もありでは？ 

   ○今後、沢登りの CL、SL を育てることが急務。 

 [ 議題２]計画書提出の件 

   ○最近計画書の提出が遅いものが連続して見られる。承認者委員会からルール 

を守ることを徹底するよう通達を配信して欲しい。 

特に、運営委員、ベテランは一般会員の手本になってほしい。 

 [ 議題 3]40 周年記念山行の方向性について 

① 案として 

・讃岐山脈の境界線を歩く  ・四国 100 名山を歩く  ・歩き遍路の山 

・足摺から今治まで踏破する  ・花の山を追いかける  ・海抜 0m から 

の登山  ・個人テントを沢山張って宴会し、次の日から山行を実行した 

りするのも面白いかも etc. 

 

 

＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊ 

（第 6回 2020/9/15） 

記） 三野和哉 

1. 今月、来月の行事   

(1) 8/30 高丸山、雲早山  CL 三野 ７名参加 予定通り、ヒヤリハット無し 

(2) 9/6 財田川源流   CL 音地 2 名参加 予定通り、ヒヤリハット無し 

渓のスケールは小さいが、滝、渕もあり初心者のト

レーニングにはいい場所であった。泳ぎもありベテ

ランのオジサン二人にも、十分楽しめたようです。 

(3) 9/6 岩黒山～筒上山  CL 大井 台風の為中止 

(4) 9/19 石鎚鎖場～瓶が森 CL 若宮 4 名参加予定 

(5) 〃  石鎚～瓶が森  CL 中村れ ７名 〃 

(6) 10/11 石鎚山(拡大)  CL 大平 会員外２名参加予定、要サポート体制 

 

2. 夏山合宿 

8/18,19  CL：柏原 (8/18 を個人山行とした。) 
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 8/18 柏原渓谷 (個人山行 3 名)、ヒヤリハット無し 

 8/19 大川山～財田駅(合宿？１名)、  〃 

 

3. ヒヤリハット検討 期間中無し 

 

4. ワンポイント講座 10/7(例会)  

 ・担当：森山み  

 ・テーマ：気象 秋～冬にかけての気象の特徴、山行における注意事項等 

 

5. 新型コロナウィルス時代の登山スタイルでの冬山について 

 個人テントと冬山の気象条件、無人小屋の混雑への対応等 

 

6. 装備(購入済) ・無線機(icom デュアル機)、使い方マニュアルの作成：担当(大井) 

  ・体温計 

 

7. 次回日程：10 月 20 日(火)曜日 場所：事務所 

 

 

＊＊＊県連ニュース＊＊＊ 

2020 年 9月 6日（日）   

ＡＭ：遭難を考える集い ＰＭ：拡大 3役会議 於：丸亀市立体育館別館 

■遭難を考える集い 

  全国遭難対策者会議の報告    藤田理事（高松労山）    

  事故報告及びヒヤリハット報告  各会から 

   

■拡大 3役会議 

〇中止となった行事 

  四ブロ関連 

     5月交流ハイク、7月遭難対策講習会、8月沢登り研修会 

 県連関連 

     6月クリーンハイク、10月女性交流ハイク、11月五色台クリーンハイク 

○さかいで山の会の問題 

  10名余りが植松氏についていく。9/12 設立準備会、9/27 設立総会 

さかいで山の会は県連から脱退の方向 

○大滝山登山道問題 
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〇各会の会員拡大の状況 

 総会時会員数 9 月会員数  

高松労山 19 16  

高松ハイク 6 5  

山歩会 26 29 ＳＮＳ等で入会 

五色の峰 6 10 
ブログにて岩トレの状

況を配信の効果あり 

しわく 56 59 ＳＮＳ等で入会 

善通寺 57 64 拡大山行等で入会 

あけぼの 45 42 60 歳オーバーが多くリ

ーダー育成が課題 

観音寺ハイ

ク 

25 24  

合計 266 269  

■その他 

 ○次回理事会 

    10月 21日（水）： 善通寺市民会館にて開催。Web参加も可能。 

 

 

＊＊＊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 小林英夫さん（都合により）入会者 片山 雅 （北岡さんの紹介） 

 

＊9月例会 

9 月 9日 （水）善通寺市民会館 3階青少年レクレーション室 

参加者 24 名参加 

３階の青少年レクレーション室（３０名以下利用可）で久しぶりに例会を開催しました。 

当面 ３階の青少年レクレーション室を使用予定です。水曜日しかレクレーション室が

空いていないので、水曜日に開催予定です。 

 

これからの例会予定 

１０月１４日(水) １１月４日（水）、１２月３日（水）で 

 

善通寺市民会館 3 階青少年レクレーション室の予約です。 

 

お間違いのないようにご参加ください。 
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＊事務所使用方法（コロナ対策として） 

山の会事務所の入室時、退出時に手指のアルコール消毒をしてください。 

マスク着用、ソーシャルでスタンスを取り、大きな声で話さないようにしてください。 

2 階は仕切りをしてありますので、9人までの会議は可能です。 

部屋の換気をしてください。 
 

 

＊＊＊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 

○ 書式は原則であり、必要に応じて余白の調整は違和感のない範囲でかまわない 

● 原稿の提出は早めにお願いいたします。 

 

編集後記 

 うちには二匹の犬がおります。クロとコロです。雑種です。コロはちょっとというか

だいぶバカです。しかし今まで飼ってきた中でいちばんかわいいです。通学の小学生の

人気者です。飼い主も犬も年寄りなので夜明け前に散歩に出ることがこの夏はおおかっ

たのですが、そのおかげで雲一つない空のきれいな星や朝日、朝焼けに出合ました。 

 

表紙の言葉 

  

 

 

 

 

 

 

 

先日の山行の、氷見二千石原と石鎚です。いつみても

笹原はきれいですね。 

また雲のたなびく様子が素晴らしいです 

 

 

 

 



 

 

 
1 木 1 日 岩トレ8

2 金 2 月 会報部会

3 土 3 火 拡大　落合峠～烏帽子山

4 日 登山教室ミニ縦走 4 水 例会

5 月 5 木 関東の山準備会

6 火 事務局会議 6 金

7 水 7 土

8 木 8 日 女性交流登山

9 金 大川山準備会 9 月

10 土 10 火 事務局会議

11 日 拡大　笹ヶ峰 11 水

12 月 12 木

13 火 13 金

14 水 例会 14 土

15 木 運営委員会 15 日

16 金 女性交流登山準備会 16 月

17 土 落合峠準備会 17 火 山行部会

18 日 岩トレ7 18 水

19 月 19 木 運営委員会

20 火 山行部会 20 金

21 水 21 土 関東の山

22 木 22 日 原稿締切

23 金 23 月

24 土 24 火

25 日 大川山　　原稿締切 25 水

26 月 26 木

27 火 27 金

28 水 28 土

29 木 29 日 四国の山

30 金 30 月

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

例会会場
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