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春夏秋冬

シロもみじと歩く
阿部恵子
先日、組織拡大山行の烏帽子山縦走のために下見登山へ行ってきました。
コロナ自粛宣言以来、７カ月ぶりの登山でした。
山を忘れたわけではなかったけれど、山に向かわねば気持ちもいつか向かわなくなる。
マスクを着けて山なんて歩きたくない、会話せずに歩
くなんて楽しくない。
言い訳を作って山から遠ざかっていました。
夏が終わり始めた頃、色づく木々を見つめだし、そ
んな折に組織拡大登山の話が飛び込んできました。
委員長をしながら今年は一度も山の楽しみを会員に
伝えることもできていない。
こんなことで組織を拡大するための企画をしてい
る意味がないと思った。
しかしながら、半年以上も山を歩かないと不安が募る。
よし飯野山へ行こう。みんなと登る練習から再開しよ
う。彼岸花が月夜に染まる夜でした。
下見登山の当日は緊張の朝でした。靴紐を締めると心
が引き締まる。「さあ出発しましょう」
歩き始めると忘れかけていた冷気を全身に受け一歩一歩
と足をおろす。どこからともない山の香りが私を山に誘
い込む。大好きな秋の香り。みつばもみじは黄色く色づ
き鳥の声が道案内をしてくれる。
久しぶりの山歩きが嬉しいやら楽しいやらで忘れかけていた山の感触を体中に浴び
目を覚ましたような気持でした。
空はこんなに青かったのかと思うと目頭が熱くな
る。
山は逃げないとよく聞く言葉ですが山へと呼び戻し
てくれたのは山の会の仲間であり
山を続けることができるのは人の心のぬくもりだと
感じた山復帰の日でした。
頼りない委員長ですがぬくもりを大切に山の楽しさを繋いでいけたらと思っています。
これからも組織拡大委員会に力をいただけたら幸いです。
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案内

岩トレ 9 アイゼントレ案内

■日程 202012/06 日

8:30-16:00 小雨決行

■場所 大屋冨の岩場(坂出市)8:30 現地(オレンジヒュッテ前)集合
■担当 中村ム
初めてアイゼンをつけても、雪の上ならけっこう歩けますが、雪岩ミックスの部分ではそうはいきません。アイゼンをつけて岩の上
を歩く練習をして、雪の冬山・春山どこでも行けるようになりましょ
う。ふくらはぎや太ももの筋力をつけると有利です。場所の分からな
い方は、善通寺山の会事務所(720)で拾っていきます。
用意するもの:出っ歯のアイゼン、硬い登山靴。ヘルメット、ハーネ
ス、手袋、カラビナ、スリング 昼食 ある人はロープ、確保器など。

定例山行案内

四国の山 大谷山
CL：若宮

◆ 日

程

２０２０年

◆ 場

所

豊浜町 讃岐山脈

◆ 目

的

阿讃縦走路の西の起点を歩く

◆

L

若宮

C

◆ 準備会

１１月２９（日）

１１月 １５日（日）１７：３０～

阿讃縦走路の西の起点の余木崎から大谷山を目指して歩きます。
海抜０メートルから山頂を目指す流行りの SEE TO SUMMIT になります。快適な縦走路
が歩ける良いルートです。詳細は準備会で。
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定例山行案内

丸笹山

(１７１１)

■日 時

2020 年 12 月

13 日 日曜日

■場 所

徳島県

■目 的

静かな稜線漫歩を楽しむ

■準備会

11 月

■C L

三倉裕理

27 日

金曜日

赤帽子山

(１６２０)

１９：３０より事務所にて

丸笹山と赤帽子山の縦走
歩行距離は８．３㎞ ４時間程の山行です
山頂は天気に恵まれたら３６０度パノラマ展望が楽しめます
12 月の山行なので もしかしたら初雪で真っ白な

誰も歩いていないところを

歩くのもいいな~~って思っています

定例山行案内

四国の山 雲辺寺
■日

時

2020 年 12 月 20 日（日）

■場

所

（香川県）徳島県

■目

的

四国の山を楽しむ

■Ｃ

Ｌ

黒渕清美

■準備会 12 月 10 日(金）

19:30～ 山の会事務所

参加お待ちしています！！
天空のブランコに乗って
遊んでみませんか❓

6

定例山行案内

雪山

「大山（1729m）」

毎年恒例の冬山大山。今年はコロナウイルス感染予防を考慮して、日帰りとなってい
ます。夏道登山道の山頂往復を予定しています。雪山は装備が多くなるので、体力トレ
ーニングやアイゼンを着けて歩行するトレーニングにも参加して、安全に登りましょ
う！！
準備会で雪山に必要な装備の説明も行います。詳しくは準備会にて。
装備の準備やトレーニングを考慮して、早めの準備会としています。
■日 程

２０２０年１２月２０日（日）

■場 所

鳥取県西伯郡大山町

■目 的

雪山体験

■Ｃ Ｌ

久保田幸江

■準備会

２０２０年１１月２５日（水）

「大山」
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２０２０年度の山行・ハイキングの予定です。総会の議案書からは変更されて
います。
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。
ただしコロナ関連で予定が変更される場合があります。
月

日

定例山行・ハイキング・教育山行名

CL 予定者

12

26~1/3

合宿 四国の山（縦走）

石川か

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

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

28

香川の山

北岡

11

岩トレ-１

佐藤な

11

四国の山

影

18

四国の山

村上ま

25

定例１（讃岐山脈）

大井

1

2

3

4
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登山教室報告

三頭越～竜王山
■日 程 2020 年 10 月 4 日（日）
■場 所 香川県まんのう町
■目 的 縦走体験と今までの振り返り
■天 気 曇り
■参加者 ＣＬ講師：佐藤 ＳＬ医務：久保田 装備：平村 写真：若宮 記録：正田
受講生：音泉、粟飯原、十鳥、植林

９名

コースタイム
道の駅「ことなみ」7：00＝＝三頭越着 9：30＝＝寒風峠着１１：00＝＝竜王山着
11：40
讃岐竜王着 13：00＝＝浅木原着 14：30
今日は登山教室最終実技。阿讃山脈を縦走しました。地図の読み方や歩き方を意識
しながら歩きました。谷沿いで石がゴロゴロあり、滑りそうなところの足の置き方や
丸太のまたぎ方、ばてない歩き方をおさらいしました。
この度歩いた峠道は、かつて讃岐国と阿波国を結ぶ主要な道のひとつだった。徳島
県側からは金刀比羅宮参詣のための金毘羅街道として、香川県側からは三頭神社参詣
道として往来も盛んだった。三頭越には鳥居が残っており、徳島県側の石額には「金
毘羅大権現」、香川県側には「三頭山大権現」と刻まれている。（講師談）
歴史の話も交えながら、アップダウンのある山道を
気持ちよく歩きました。コロナの影響で信州の遠征が
なくなりましたが、和気あいあいと楽しく学べまし
た。ボッカや定例でこれからますます体力技術に磨き
をかけていきたいですね。
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定例山行

笹ヶ峰
記録：吉﨑
■日 程

2020 年 10 月 11 日(日)

■場 所

愛媛県西条市

■目 的

四国の山の秋を楽しむ

■参加者

CL:大平、SL・車:村上ま、SL・車:平村、医務:十鳥、医務:升形

会計:横田、装備・車:安井、写真・車:大井、SL・車:中村む、医務:黒渕き、黒
渕た、村上し、池田た、高尾か、記録:吉﨑、会員外:多田、池北 17 名
■費 用

距離 204km、1 人 2420 円

■コースタイム
事務所 6：00＝＝(いよ西条)＝＝7：50 笹ヶ峰登山口 8：10……10：10 丸山荘
10：25……11：40 笹ヶ峰山頂 12：15……13：20 丸山荘 13：30……15：15
笹ヶ峰登山口 15：30＝＝(いよ西条)＝＝17：35 事務所
台風 14 号の接近が心配されたが、天気予報は台風一過の晴天・・・のはずが、高速
で雨が降り出しテンションが下がる。
笹ヶ峰林道は、初めは舗装されているが、途
中で悪路に豹変する。林道奥の登山口駐車場に
は既に数台駐車されていた。ストレッチを行い、
3 班に分かれてスタートです。ゆっくり、ゆっく
り歩きます。水引草がぽつぽつと咲いた登山道
を沢と並行して登って行くが、沢の水量が多く、
すごい迫力。宿という開けた場所を通過してか
ら、登山道にも水が流れ出ている。鹿の鳴き声が時々聞こえるが姿は見えず。見上げる
と丸山荘らしき屋根がちらりと見えるが、近そうで遠く、なかなか辿り着かない。木造
2 階建ての丸山荘は横長で、昔の学校のような見た目。新型コロナの影響か営業はして
おらず、トイレは使用できる状態ではないそう。
丸山荘を後にしてすぐの林は、黄・赤・オレンジ色の落ち葉で登山道が賑やかだ。濡
れた落ち葉に隠れた石で滑らないよう慎重に進む。笹原に出た辺りから一気に青空が広
がり、最高の景色に皆のテンションも急上昇。西側の遠くに石鎚山の姿も見えます。笹
が一面に生い茂る斜面をジグザグに進んで行くと「笹ヶ峰まで 20 分」の標識が・・・
20 分では着かない。笹は山頂近くまで生い茂り、コメツツジも見られた。山頂(1859.7
ｍ)は遮るものがなく、眺望がよい。
下りで会員外の靴底が剥がれ、結束バンドで応急処置を行う。辺りが薄暗く、滑りや
すい中で、皆ケガ無く下山できて何よりだった。
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定例山行

大川山
記録：吉﨑
■日 程

2020 年 10 月 25(日)

■場 所

香川県まんのう町

■目 的

秋を楽しむ

■参加者

CL：音地よ、SL：中村れ、医務：池田た、装備：村上し、
写真：植林、松岡つ、升形、十鳥、記録：吉﨑 ９名

■費 用

なし

■天 候

晴れ

■コースタイム
琴南公民館駐車場 7：40＝＝7：50 柞野道駐車場 8：10……10：40 中寺道駐車場
……11：30 大川山 12：10……13：00 中寺道駐車場……13：45 中寺廃寺跡……
13：50 中寺展望台……14：45 柞野道駐車(反省会後に解散)
琴南公民館駐車場に集合し、車に乗り合わせて柞
野道(くにぎのみち)駐車場へ向かう。駐車場には、四
季の植物の写真を掲載した大川山(だいせんざん)へ
の行き方等の地図がある。
柞野登山口から柞野道を進んで行くと、山道には
栗・アケビ・朴葉と謎の巨大キノコが・・・それから
キノコの山のように、色々な謎のキノコが顔を出し
ている。ムラサキシメジは紫色の毒々しい色味だが
食べられると聞き、鍋物や味噌汁が頭をちらつく。
雲ひとつない秋晴れに恵まれたが、汗ばんだ体には日陰は寒いくらいだ。
車道に出ると、急傾斜の登りの繰り返しで心が折れそうになる。中寺道(なかでらみ
ち)駐車場奥にいちごのビニールハウスがあり、横の道を行くと思っていたが、
『地図と
コンパスで確認』の声が・・・コンパスの赤い矢印はビニールハウスの方向を指してお
らず、見ると登山道がある。またしても読図の大切さを痛感する。
大川山まで後少しの所で急傾斜が再び現れる。車道の傾斜以上だ。
大川山神社では参拝者と登山者に会ったが、登山道では誰にも会うことはなかった。
下山時に中寺廃寺跡と中寺展望台に立ち寄る。展望台から見る大川山(1043m)はとても
遠くに感じた。
コウヤボウキ、テイショウソウ、ヤマハッカ、トリカブト、コシアブラ、ミヤマシキ
ミ、センブリ、アキノキリンソウ他、多くの山野草などが見られ、また違う季節にも来
てみたいと思わせる山だ。
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個人山行報告

七宝山
柏原
■日 程：2020 年 8 月 23 日（日）曇り
■場 所：香川県三豊市、観音寺市
■目 的：七宝山に登頂する
■参加者：ＣＬ・記録・運転・柏原、医務・会計・井上（会員外）
■費 用：28km×26＝728 円÷2≒一人 364 円
コースタイム
事務所 6:30＝7:30 志保山登山口…7:45 志保山風穴…8:10 志保山（426m）…9:20 七
宝山（445m）……9:20（七宝山山系最高地 449m）‥…高野山（444m・一等三角点上之
山）…10:10 稲積山（404.0m）…11:00 稲積山登山口＝（父母ヶ浜経由）＝14:00 事務
所
定刻に志保山登山口近くの駐車場を出発。10 分で風穴に着く。酷暑であることが嘘
であるかのように、中はとても涼しい。この時は、分からなかったが、後に 8～9 月の
ペルー沖の海水温が下がっていることが判明し、今年は、3 年ぶりのラニーニャに入っ
たとのことである。どうりで、夏熱いわけだが、ラニーニャだと偏西風が蛇行により南
下するので、日本列島に寒波が入りやすくなり、昨年までの暖冬ではなく、降雪が期待
できるようになる。四国はそれほど降らないかもしれないが、特に、12 月は、山陰地方
の降雪が例年よりも多くなるので、冬合宿前の大山の雪上訓練が楽しみである。大雪に
なるかもしれないが、冬山シーズンが楽しそうなので今期は、気合いを入れて、谷川岳
や八ヶ岳に行ってみたい。
途中、単独で下山中の男性トレイルランナーに会い、私たちより先には、ご夫婦が 1
組登られているとの情報を得る。志保山の頂上では、そのご夫婦に声をかけていただき、
曇りで展望がきかない中、晴れていたらこんな景色が広がっているよと教えていただい
た。親切な方で、帰りに駐車場まで戻ると、高瀬の観光協会が作成した七宝山のパンフ
レットを、私の車のフロントガラスに置いてくださっていた。また、会の Facebook の
ページに載せた今回の七宝山の記事に、志保山東峰がおすすめと書き込みをくださった。
その後も天候は回復せず、七宝山、七宝山山系最高地つず、一等三角点上之山を経て、
天空の鳥居で有名な高屋神社のある稲積山を目指す。手前で、不老長寿の泉に立ち寄り、
英気を養い、目的地に着くとちょうど晴れ間になり、江甫草山、有明浜が美しく見えた。
小休止していると、石段から天空の鳥居をくぐって若い男女のグループ 5～6 名が、息
を切らしながら登ってきた。トイレの方に自動販売機があるよと教えると、礼を述べ、
駆けて行った。
帰りに七宝山の岩場を見物しようと、井上くんを誘って下山していると、井上くんが
12

先に、真新しいゲレンデの標識を見つけた。そこから入って岩場に到着すると、その威
容に感動したのか、井上くんが、ゲレンデ登ってみたいですと言うので、秋に岩トレに
行く約束をした。
念願叶い、10 月 18 日に大屋冨の岩場に個人山行でいっしょに行ってきたが、本人が
やりたいと言うだけあって、とてもがんばっていた。しかし、先に帰った井上くんが、
不注意で岩場に携帯電話を落としたようで、たまたま見つけて翌日、朝から芋掘りで便
があったので自宅まで届けたが、開口一番、携帯落とすと運気が上がるんですよと屈託
のない反応が返り、全く反省していないご様子だったので、口には出さないものの心の
中でヤレヤレと思った。
七宝の岩場も機会があれば、登ってみたいものである。下山後、ちょうど満潮の時間
なので父母ガ浜に寄ってひと泳ぎした。新型コロナの影響でプールや海に行けなかった
ので、とても満足できた。次回は、七宝山の全山縦走に挑戦してみたい。

教育
個人山行報告

石鎚山

東陵ルート
記録 若宮
記録 若宮一
◆ 天候 曇りのち晴れ

◆ 日程
輝
◆ 場所

２０２０年１０月８日（日）

◆ 目的

バリエーションルートの歩行

◆ 参加者

CL・記録：若宮 SL・医務：三野

愛媛県 石鎚山系

装備・会計：正田(４名)
◆ コースタイム
１０月８日（日）
山の会事務所 5:00＝＝善通寺 IC＝＝西条 IC＝＝土小屋 7:30 出発 7:50・・東稜取
り付き 9:15・・矢筈岩 9:50・・南尖峰 10:45・・墓場尾根 11:30・・天狗岳 12:30・・
弥山山頂 12:50・・二の鎖小屋 13:30・・土小屋 15:00＝＝西条 IC＝＝善通寺 IC＝＝
山の会事務所 18:00
13

当初の計画では面河川支流の中沢を遡行する予定でしたが前日に台風１４号が通過
し沢の水量が増えて危険との判断で中止に。代替えルートでこの東稜ルートに決定しま
した。
当日山の会事務所を出発し土小屋に向かいま
した。天気予報では晴れとの事でしたが土小屋に
向かうまでは小雨模様。土小屋に到着し準備も
早々に出発するも相変わらず天気はいまいち。当
日は紅葉のピークでものすごい数の登山者が山
頂に向かい歩く中私たちのパーティーもゆっく
りとしたペースで東陵基部に到着。ここからはバ
リエーションルートとの事でしたがしっかり踏
み跡も有りルートを外す事もなく順調に高度を
上げて行きます。矢筈岩に到着する頃には天気も
回復し素晴らしい景色が目の前に広がります。
無事に南尖峰に到着し一呼吸入れて三野さんと
私で墓場尾根の偵察に向かいます。途中で地元の
方にルートの説明を受けながら先端に到着。ここ
も落ちたら怪我では済まないような場所ですがす
れ違うのも困難な程の登山者が。ネットなどで情
報が公開されるのも良し悪しなどと考えながら正
田さんが留守番している南尖峰に帰り先を急ぐ事
に。
天狗岳、弥山山頂と渋滞している登山者をかき分けて一気に二の鎖小屋まで下山しま
す。ここで大休止を取り昼食を食べて後はのんびり土小屋まで下山しました。
結局終わってみれば天候も途中から回復し紅葉がピー
クのなか墓場尾根まで行ってこれ充実した一日でした。準
備段階から三野さんに指示を仰ぎながら山行当日まで同
行出来たことは大変良い経験になりました。これからも上
級者の方とこういった山行を経験して行きたいと切に願
うばかりです。
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讃岐山脈ロングトレイル調査

県境～大坂越
記録 柏原

■日程：2020 年 10 月 14 日（水）晴れ
■場所：香川県東かがわ市、徳島県鳴門市、板野郡板野町
■目的：携帯電話でポイント撮影
■参加者：ＣＬ・装備・記録・運転・柏原、サポート・会計・松岡と、医務・多田（会
員外）
■費用：150km×26 円＋高速代片道 1680 円＝5580 円÷3≒一人 1860 円
コースタイム
事務所 6:45＝（善通寺 IC～引田 IC 経由）＝7:50 県境四等三角点の取りつき 8:00…
8:03 県境四等三角点（40.45m）…8:20 県境四等三角点の取りつき 8:25…8:55 瀬戸内
海国立公園大坂峠園地 9:20…10:35 展望台（392.56m）10:45…11:05 大坂越＝12:00
（昼食・吉本食品経由）＝14:00 事務所

6 時 45 分に事務所を出発。高速を使用し、8 時前に南側にある国道 11 号沿いの県境
四等三角点の取りつきに着く。準備運動をしてさっそく出発し、取りつきから約 3 分の
三角点に到着する。三角点から北を調査すると、風が吹きすさぶ火曜サスペンス劇場の
ラストシーンのような岸壁に出た。下へ下りてみたかったが、覗き込んで海岸側から干
潮時に問題なく取りつけると判断し、下降は
せず、次回訪れた際にそのシークリフを落と
すことに決めた。釣り師から仄聞したところ
によると、文化 5 年（1808 年）に伊能忠敬
が、測量目的で讃州引田から船で阿州板野郡
碁之浦へ上陸したそうで、この辺に碁浦番所
という関所があったようだ。11 号の切通し
以前は、街道が海岸線を通り、かなりの難所
であったと考えられる。
再び、11 号の駐車地点に戻り、サポートの松岡さんにキーを手渡し、車道で瀬戸内海
国立公園大坂峠園地の看板が目印のガードレールへ向かってもらう。CL と会員外の多
田くんは、11 号南側の掘削された斜面から徒歩で取りつくことにした。CL 先頭で壁の
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弱点をつきつつも、時おりシダでルートを失うということが 2 度 3 度あったが、その都
度、下部でソーシャルディスタンスを保った多田くんが獣道を発見しくれて危機を脱し
た。
稜線にでると、北に瀬戸内海、南
に目指す大坂峠が目の前に広がっ
ていた。ここまで、ゴミが全くな
く、人の入った形跡がなかったが、
高度を上げるにつれ、大量のゴミ
が出現し、悲しくなるとともに、大
坂 峠 園 地 が 近 づ い て きた と 感 じ
た。ガードレールをまたぐと、ちょ
うど松岡さんが車を停めて歩いて
くるところだった。
再会を喜び東屋へと進む。休憩していると、板野から来た男性に声をかけられた。こ
こから見ると香川県は思ったよりずっと広いねーと感激して何度もおっしゃるので、重
ねて、ここから見える以上に香川はもっと広いんですよと伝えるとかなりの衝撃を受け
ていた。御仁からは、パラグライダーのスタート台と着地場所を教えてもらい、とても
勉強になった。
駐車地点の県道 1 号線に着くと、古い道路
標識が腐食して横たわっていた。下山口に車
をまわすため、車に乗り込んだ松岡さんと別
れ、徳島県鳴門市と香川県東かがわ市の標識
の境に沿って車道を横断し、歩いて尾根に取
りついた。途中、ムベ（トキワアケビ）が尾
根上に転がっていた。ムベは蔓がないのと実
が割れないことでアケビと区別できる。
ここからは、しばしば、竹林や、笹藪
に悩まされ、たいへん苦労した。展望台
直下では、ススキの藪こぎが最後に待っ
ていた。がんばってススキを抜けるとバ
ードウォッチングに勤しむ男性が二人
いらっしゃった。お二方は、パラグライ
ダーのスタート台について土日に愛好
家が封鎖している鎖を開錠して飛んで
いることを教えてくれた。彼らがお目当ての鳥としては、先ほど我々が藪をこいだばか
りのススキ林の中にハイタカがいた。
展望台からは、徳島県の鳴門市と板野郡板野町の群市境を徳島県道１号線と交わる大
坂越のところまでトレースした。急峻な尾根であったが、四国のみちが並行して走って
いたので、ルートを取りやすかった。末端は切通しで、サポートの松岡さんが、サポー
16

トカーとともに待ってくれていた。
ちょうど昼前なので、下道を使って多田くんがネットで探してくれた三本松のうどん
屋吉本食品へ直行した。多田くんと松岡さんは、温かいかけ、私は、冷たいぶっかけを
注文した。西讃出身のメンバーで構成されたパーティーなので、東讃のうどん屋に疎く、
全員が名前を知らず、初めて訪れたうどん屋だったが、期待を上回るとてもおいしいう
どんで、私のなかでは今のところ生涯ベストのうどん屋として心に残った。また、行き

たいなと思っていたが、多田くんは、早くも、耐え切れずに数日経って、単独再訪を果
たした模様である。
次回も、松岡さんのサポートで、再び 1 号線の大坂越から取りつき、讃岐山脈の稜線
上にある徳島県板野郡板野町の四等三角点展望台（392.56m）を経て、ロングトレイル
に入り、東かがわ市の四等三角点境（479.74m）、三等三角点鉢伏（439.38m）、徳島県板
野郡上板町の四等三角点畑（537.08m）を順に調査し、東かがわ市の一等三角点大山
（691.3m）まで縦走する予定である。興味・関心があり、都合の合う方は、ぜひ参加し
ていただきたい。

17

個人山行報告

恵那山

2,191ｍ
記録 安井

■日 程

2020 年 10 月 23 日（土）～24 日（日）

■場 所

長野県阿智村

■目 的

百名山の一つを踏破する

■参加者

安井

■費 用

走行距離 ：

530ｋｍ×２＝1,060ｋｍ

高速代

約 1 万円 ×２＝約 2 万円

10 月 23 日

：

恵那山

雨のちくもり

琴平自宅出発 7:30＝瀬戸中央自動車道・山陽道・新名神・名神・中央自動車道経由
＝16:50 広河原登山口着

先月に引き続き 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。
高速道路の昼間移動の渋滞を避けるため金曜日に休みをもらい金土曜日の山行としま
した。おかげで渋滞もなく順調に進み、早く着きすぎたら何をして時間をつぶそうか
と考えていたところ、ナビに入れた住所が間違っており、全然別の場所に案内されま
した。こういう点が一人山行の弱点です。色々人に聞きながら何とか、当初予定の黒
井沢登山口近くまでたどり着いたものの、７ｋｍ手前で工事のため通行禁止となって
いました。（情報入手不足でした）
山行中止も頭をよぎりましたが、まだ時間も 15 時過ぎであり、予め調査していた別
の広河原登山口から登ることとしました。
広河原登山口は中央自動車道の恵那山トンネルを抜けてすぐの園原ＩＣを降りて約
30 分ほどで到着しました。登山口の駐車場は 30 台位は止められる場所で、男女 1 室
ずつのトイレが設置されていました。金曜日の雨上がりの夕方でもあり、車は私の 1
台だけでした。
最近の熊出没情報を聞いていると、暗いうちからの出発は控えようと考えました。
夜中 1 時頃にトイレで目を覚ますと、数台の車が到着していました。3 時半ころには出発
する人もいて、熊対策を聞くと、鈴はつけていくとのことでありました。鈴は持参してお
り、4 時過ぎにも出発する人があり、4 時 40 分に出発しました。

10 月 24 日
3:30 起床

曇りのち晴れ
4:40……5:10 林道終点…… 8:10 山頂 ……8:20

……10:25 林道出合

10:55

道・瀬戸中央自動車道 ＝＝

避難小屋 8:35

登山口着 ＝＝中央自動車道・名神・新名神・山陽
17:10

琴平自宅着
18

30 分程林道を行くと、登山口の表示があり、
登山開始です。途中 1/10 毎に標識が整備されてお
り、どれくらいまで登ったのかが分かりやすくなっ
ていました。
途中の登山道は歩きやすく、四国の山と変わらな
い景色でしたが、背丈ほどに茂った笹が昨日の雨で
ぬれており、雨具をつけての山行となりました。シカらしき鳴き声が時々聞こえていまし
たが、帰り道で刈り払い機で笹刈りをしている人がおり、聞いてみると、シカは見たこと
がないとのことで、笹は十分茂っていまし
た。
林道終点から 3 時間ほどで山頂につきまし
た。山頂には展望台があり、登ってみました
が、遠くの山はあいにくのガスで全く見えま
せんでした。天気が良ければ、南アルプス、
八が岳、中央アルプス、北アルプスまで見え
るそうです。展望台への手すりには霜が付着しており、水たまりには氷も張っていまし
た。山は冬景色が近づいています。
三角点のある山頂から少し行くと、避難小屋とトイレがありました。避難小屋には非常
用のストーブが設置されており、中は 5 名位がゆっくりと泊まれるくらいの広さでした。

広河原コースは一番新しいルー
トで、危険個所もなく、最短コー
スですが、途中あまり展望が良く

恵那山

ないのが難点とのことです。
2 回続けて、調査不足によるル
ート変更となってしまい、直前の
情報入手が重要だと再認識しまし
た。

広河原登山口
黒井沢登山口
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個人山行報告

奈良県大台ケ原＆兵庫県須磨アルプス
村上 誠美
■日 程

2020 年 10 月 23～25 日（日）

■場 所

奈良県、兵庫県

■目 的

低山の紅葉を愛でる

■参加者

CL その他：村上誠美

■費 用

距離 671,5 ㎞×21=14100 円 高速 16530 円 計 30630 円

コースタイム
10/23 自宅 19:10＝＝高松自動車道経由＝＝
10/24 00:20 大台ケ原ビジターセンター駐車場着・仮眠
6:30 起床 7:30・・・東大台コース周遊・・・11:30 大台ケ原ビジターセン
ター駐車場 12:00＝＝17:00 須磨浦公園駐車場・車中泊
新型コロナ下であまり遠くへは行きにく
い雰囲気の中、逆に行きたくなるのは性格
か、年のせいか分からない。夜の高速道路
をひた走るのは慣れているとは言え、やは
り緊張を強いられる。インターチェンジを
降り、街を通り抜け、やがて山深く続く細
道を 2 時間近く走り続けるのだが、気が付
けば深い霧に包まれた大台ケ原ビジターセ
ンター駐車場に到着していた。真夜中なの
にすでに半分以上が車で埋まっていた。
6 時起床の予定だが、外はまだガスに包まれ、薄暗い。6 時半起床。ゆっくりして 7 時半
出発。途中出会った男性から、子熊を見かけたので注意するようにと、早速脅されるが結構
人もいるので心強い。前日の雨で道に敷き詰められた枯れ葉が濡れそぼっている。満開の紅
葉を期待してきたのだが、少し遅かったようである。初めての大台ケ原なので例年と比べよ
うもないが、期待値も少し高かったのかもしれない。
時間が早いので人もさほど混んでなく、いい感じで緑の笹原に彩を添える紅葉樹を楽し
みながら最初のピークである日出ヶ岳を目指
す。途中の展望台から見る伊勢湾が朝日に照り
映えてまぶしい。
道はほとんど整備されており、まったく危な
げない。日出ヶ岳への登りも人がすれ違えるほ
ど広幅の木造の階段が続いていてここは観光
地なんだとあらためて思った。
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40 分程で日出ヶ岳に着き、次に正木峠を
越え正木ヶ原を目指す。緩やかな登山道が続
き、子連れ、家族連れのハイカーが増えてき
た。マスク姿は多くはないが、意外と若い人
のマスク姿が目立った。正木ヶ原は広い笹原
に囲まれた何のことはない広場だった。少し
休憩を取り、水分補給。
さて、この日のメインイベント大蛇嵓（だ
いじゃぐら）に続く狭い道はすでに大勢の団体、家族連れが並び待つ状態。鎖に囲まれた展
望岩は狭く不安定な凸凹状態で油断な
らない。慎重に最前部に着く。観光案内
に『約 800m の断崖の上にあり、大蛇の
背に乗ったようなスリルを味わえます』
とあるように、少なくない緊張感を強い
られる。そして眼前には大峰山系のパノ
ラマが広がり、その奥深さを目の当たり
にする。感動の一瞬だ。
予定ではここからシオカラつり橋ま
で長い下りが続くとの事。ということは後に
待つのは長い登り？考えないようにしよう。
幅１ｍ程の長いつり橋を渡りながら沢の流
れにかぶさるような紅葉を楽しむ。そし
て 40 分ほどの急な登りを息も絶え絶えに登
る。ビジターセンターの建物が見えたときは
ほっとすると同時に、4 時間ほどの濃密な時
間ともこれでお別れかと、満足感と裏腹の寂
しさもチョッピリ味わった。

コースタイム
10/25 7:00 起床、8:00 出発・・・8:30 鉢伏山上（ロープウェー中間地点）
・・・
8:40 旗振山・・・10:08 栂尾山 10:20・・・横尾山・・須磨アルプス・・
11:30 東山・・・12:00 妙法寺駅＝＝電車＝＝12:30 須磨浦公園駐車場
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須磨浦公園駅を 8 時ちょうどに出発。鉢伏山ま
でロープウェーがあるが、30 分弱なので歩くこと
にする。道案内の標識がポイントポイントにある
ので、迷うことはない。振り返ると大阪湾があり、
明石海峡大橋が遠くに臨める。そして先の方向を
見やれば神戸の街が広がっている。山に登ってい
るのに海が見え、町が見えるというのはあまりな
いので少し変な感じがする。
旗振山（252,6m）を越え、鉄枴山（234m）を超えると一旦街まで下り、スーパーの前や
歩道橋風の通路を通り、また山にとりつく。知らなかったが、須磨アルプスは六甲山全山縦
走路の一部分であり、須磨浦公園駅はそのスタート地点であるらしい。道理でそれ風の男女
が良く追い抜いていくんだなと納得した。
高倉台を過ぎ、栂尾山（とがおやま）山
頂（274m）に１０時過ぎ到着。今回のコ
ースの中間辺りになる。展望台があり、休
憩しながら眼下の神戸の街を眺めること
ができる。
今回はポイントとなる山頂間が
短いので、
疲れた感じがせず、
休憩も短い。
10 分位歩くと、須磨アルプスの西の端に
ある横尾山（312,1m）に到着。このコー
スの最高地点だ。
ちなみにアルプスと呼ば
れる由縁は、途中の『馬の背』と称される岩稜地帯にあるとの事。確かに一見どこかのキレ
ット風の険しさを感じさせる。しかし何せ距離が短いので、あれ？もう終わったの？という
感じで通り過ぎてしまった。あとからあとから人が続くので繰り返し味わうことができな
いのが残念。
あとは東山山頂（253m）を
越え、妙法寺の街を目指して
ひたすら歩くだけの消化試合
みたいな気持ちでいたら、町に
下りて来てからがなかなか大
変だった。地図通りに妙法寺駅
から電車に乗るつもりで駅を
探すのだが、これがなかなか見
つからない。自分の方向音痴の
せいかと考えてみるが、どうや
らそれだけではない。メイン道
路と駅の間にスーパーがデンと横たわっていたり、突き当りになっていたりと、狭い範囲で
迷路のようにややこしい。地元の人には何でもないのだろうが、知らない街なので、結構疲
れる。5～6 人に尋ねてやっと駅に辿り着いた。やれやれ・・・。
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ワンポイント講座

秋の気象
秋から冬にかけての気象の特徴と山行における注意点
森山み
日照時間の短さ
秋は日没時刻がどんどん早くなります。それに加え、樹林帯や谷間のコースではもっ
と早く日が暮れてしまいます。夏山と同じような工程ではなく日暮れの早さを考慮した
計画を立てることが大切です。
秋の山は変化が大きく変わりやい
日中は日差しを浴びて汗を流すほどですが、朝晩は冷え込みます。また高山では 9 月下
旬になれば雪が降ることもあります。さらには冷たい秋雨が降ったり、発達した台風が
上陸したりすることも多いです。秋は、天候の急変による気象遭難が多く、事前の天気
予報のチェックはもちろん、悪天候は無理をせずに、中止や、引き返しなどの判断を下
すことも大切です。
【秋雨前線】
夏の間日本列島を覆っていた、太平洋高気圧の勢力が後退し、南下してきた冷たく乾い
た性質のシベリア高気圧の間に形成されるのが秋雨前線です。前線が停滞するとシトシ
トと冷たい雨が降ります。台風が近づくと大雨を降らすこともあります。
【台風】
暖かい海上で発生する熱帯低気圧が発達したもので、熱と水蒸気が発達源で、暖気のみ
からなります。山岳地帯では、山の斜面に沿って上昇気流が発生するため雲が発達しや
すく、激しい雨にいっそう注意しなければなりません。台風が通過しても台風が及ぼし
た大雨により、沢の増水や崖崩れのために、安全な道が危険個所になることもあります。
【移動性高気圧、帯状高気圧】
大陸中部から移動してくる比較的暖かい高気圧に覆われるときは、秋晴れの天気が期待
できます。秋が深まるにつれ東西に帯状に連なった移動性高気圧がやってくるようにな
ると、さわやかな秋晴れの天気が続くようになります。
【温帯低気圧】
日本で低気圧といえば、通常温帯低気圧のことを指します。南からの暖かい空気と冷た
い空気とがぶつかり合うことで発生します。温暖前線と寒冷前線を持つのが特徴です。
寒気と暖気がそれぞれ強まったときに発達し、山で大荒れの天気をもたらします。11 月
中旬以降は低気圧が発達して日本列島を通過しその後、冬型の気圧配置となることが多
く、山は次第に冬山へと変わっていきます。
押さえておきたい山の天気と平地の天気の違い
①山は気温が低い
100m 山を登ると約 0.6℃気温が低くなります。
標高 2000m で 12℃気温が下がります。
②山は風が強い
山では空を吹き渡ってくる風がもろに当たります。地表面の影響を受けにくいので稜線
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付近では、強風時に吹きさらしになります。風があると体感温度は、風速１ｍで１℃下
がります。気温が低く濡れて風にあたると、低体温症を引き起こします。また、栄養不
足、脱水、不眠などバテた状態で風雨にあうと疲労凍死の危険があります。
③平地で天気が良くても山は天気が悪い
上空に寒気があるとき、山に向かって湿った風が吹く時など、平地の天気予報は山では
通用しません。町は良い天気でも、山頂付近は暴風雨などになっていることは普通です。
④山は平地より早く天気が崩れる
⑤天気が崩れる時、山では天気が急変する
秋の山に登るときの注意点
天気図や天気予報などで必ず事前に天気の情報を仕入れ、当日の天候変化を予測します。
登山中も天候には気を配ります。
「低気圧の通過」「寒冷前線の通過」「寒気の流入」「一時的な冬型の気圧配置」など特
に悪天候になりやすい気象変化は注意が必要です。
山の気象は難しいです。気温の変化は体力を想像以上に奪います。寒暖を繰り返しな
がら季節が進んでいきますので、寒い日に当たった時に山はどんな状況になっているの
か、あらかじめ想定しておくことは大事です。安全で楽しい登山になるように、十分な
装備と心構えが必要です。
新人紹介

池北美智代さん
Ｑ どこで善通寺山の会を知りましたか？
Ａ 市民会館入り口の会員募集のポスター

Ｑ 善通寺山の会に入会されたきっかけは？
Ａ 笹ヶ峰への公開山行に参加して

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 富士山

屋久島

雄山

八ヶ岳

Ｑ 山の会の印象はいかがですか？
Ａ わきあいあいと楽しそう♪

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 楽しく
瓶が森

Ｑ 最後に自己アピールをお願い致します。
Ａ 自他ともに認める、みーはーです。
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊
第８回運営委員会 2020.10.15（木）
出席：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）
■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
・11 月の納山祭は新型コロナの状況により中止とする。
②山行部
・9 月 15 日山行部会、各山行の検討。
・夏山合宿＝柏原渓谷と大川山
・笹ヶ峰でヒヤリハットがあり、CL より報告の予定。
③会報部
特になし
④県連
特になし
⑤組織拡大実行委員会
・9/28 拡大会議。来年度の拡大山行は 6 回。会員外の参加者の保険は大平担当。
・10/11 拡大山行『笹ヶ峰』 参加者 17 名で、会員外 2 名。内 1 名（女性）が
11 月より入会予定。
・11/3（祝日）落合峠～烏帽子山。準備会：1017（土）
・拡大山行参加の会員外参加者に専用スタッフを付け、要望・質問などに的確に
答えられるようにしたい。
■各種提案事項
[ 議題１]新型コロナ下での山行について

① 山行の乗車定員は現在 3 名だが、前席に 2 名座るのなら後ろに 2 名座っても同
じではないのか？そこで、
定員を 4 名にしてほしいという会員からの提案あり。
＜回答＞下図の様な風の流れを考えるとやはり 3 名までが適当だと思います
ので、今まで通りで行きたいと思います。
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開窓

飛沫もこれに乗って流れ
るものと思われる

進行方向

風

開窓

＊＊高速道路走行中も換気の為、前後の窓を対角線状に 1～2 センチ開けるよ
うにお願いします。車の前の送風口（ベンチレーター）も開けるようにお願
いします。暖房をオンにしながらすれば、少しは寒くないかも。

② 今年度の冬山登山は工夫が必要。
③ 山行形態は、各自感染対策を万全にすることで、今までの形を継続したい。
・乗車前の体温計測、手の消毒、マスク着用。
・山行中はマスクを外し、2m くらい距離を開けて登る。
・休憩中、頂上ではマスク着用か距離を取る。
・マスクをしない場合はタオルなどで口を覆い、飛沫が飛ばないように注意する。
・観光地などには寄らない。コンビニなども最低限にし、再度車に乗る時は手
を消毒する。
・・・などの対策を取った上で県外の山に登ることを認める。
＊仕事の関係で県外へ出ることを制限されている会員には心苦しく思いますが
可能な限り自由な登山を目指すことは山の会の義務であり、宿命、天命と考え、
広い心で認めて頂きたい。
[ 議題２]40 周年記念山行について
・新型コロナの状況と来年度のエンジョイ登山教室との兼ね合いにおいてしばらく
の延期を考えたい。
[ 議題３]会計中間報告の実施について
・現在のところ、預かり分はあるが、立替分は無し。
○来年度から会費を 100 円値下げし、月 1000 円としたい。
・古い印刷機の積立金が不要になったことと、会報をデジタル化したことにより
紙代が減ったことで値下げの可能性が出てきた。
・年度末の決算を待って、4 月から値下げの方向で再度検討する。
[ 議題４]ホームページの管理について（継続テーマ）
・拡大山行の案内をホームページの目立つところに掲載したいが方法がわからない。
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＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊
第 7 回 2020/10/20
記）三野和哉
1. 今月、来月の行事
(1) 9/19 石鎚鎖場～瓶が森 CL 若宮 4 名参加、空身で 2、3 の鎖を登った。特に
問題なし
(2) 〃
石鎚～瓶が森
CL 中村れ 特に問題なし
(3) 10/11 笹ヶ峰(拡大)
CL 大平 ヒヤリハットあり(2 件)
(4) 10/11 石鎚東稜
CL 若宮 中沢のコンディション不良の場合の予備コ
ースとして、計画、実施。特に問題なし。頂上は、人出で足の踏み場もない状
態。東稜、墓場尾根方面も混雑していた。中には、自力で登れず他パーティー
のロープを借りて登るパーティーもあった。ネットの功罪を強く感じる状況で
あった。
2. ヒヤリハット 【笹ヶ峰】
1. 靴底のソールが剥がれた。(会員外)
・原因：用具の知識と点検不足。
・対策：用具の知識を学び、必要な点検とメンテナンスをする。
2. 濡れた木の根でスリップ。横に半回転してザックで止まった。
・原因：疲労からくる注意力の欠落か？
・対策：体力、技術の向上。
3. ワンポイント講座 10/7(例会) 担 当：大井
・テーマ：装備 冬季に使用する装備、衣服等の注意点
・対 象：低山、ハイキング
4. 40 周年記念山行
全員参加型の為には、コロナが落ち着くまで延期してはどうか。
5. コロナ下での冬山のスタイルについて
・テントでの生活技術の習得が難しい。
・地理条件によっては、メステントで食事、就寝は、個人テント。
・避難小屋でのソーシャルディスタンスの確保。
→混雑が予想される時期の小さな小屋利用は避ける。
→山小屋、旅館等の宿泊施設の利用。
6. 装備
・共同装備一覧表の更新
・購入検討：1. 20ｍ、30ｍロープ各一本
2. デジタル無線機*１セット
3. ジェットボイル(大)
7. 来年度の山行についての検討
・現状：拡大を含めて定例に大勢の参加が集中している。
→定例を増やす。同じ日に違うタイプの山行を組んでもよいのでは？
→登山の楽しみの拡がりを体験できるような山行を組む
．．
(例：途中で一泊するのんびり沢歩き等)
・現状：中級レベルが不足
8. 次回日程：11 月 24 日(火)曜日 場所：事務所
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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 ）
■ 10 月例会の報告
10 月 14 日（水）19：30 より

22 名参加（内会員外 2 名）

2F 中会議室は、コロナウイルス対策の会場定員制限の為、3F 青少年レクレーショ
ン室に変更。
・中会議室

20 名まで

・青少年レクレーション室

30 名まで

■ 会費の納入について
振り込みの方は下記までお願いします。
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

■納山祭について
本年度は新型コロナウイルス感染拡大予防の為、誠に残念ながら納山祭は中止とな
りました。来年度は開催できることを祈っております。
■事務所草刈りについて
10 月 24 日（土）事務所前駐車場及び建屋近辺に除草剤を散布しました。
本年度の除草清掃にご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。
例年より駐車場はきれいに保てたのではないかと思います。来年度もご協力よろし
くお願いします。
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＊＊＊県連ニュース＊＊＊
2020 年 10 月 21 日（水）

第 7 回県理事会

於：善通寺市民会館

理事 13 名参加
理事 1 名 Web にて参加
讃岐山歩会の Web システム：Cisco Webex Meeting を利用
■各会の会員数の推移
高松労山

:16 名

高松ﾊｲｷﾝｸﾞ：5 名

さぬき山歩会：32 名 4 名が Web にて入会、主にｼﾞﾓﾃｨ、市原氏が援助会員となる
五色の峰 ：10 名

さかいで山の会 ⇒ 坂出ﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ(植松会長)11 名でｽﾀｰﾄ

丸亀しわく山の会 ： 61 名
あけぼの山の会：
県連合計

善通寺山の会：

42 名

64 名

観音寺ハイク ：24 名

： 265 名

■ヒヤリハット
9/21

丸亀しわく山の会

寒風山下山中

笹原に３～４ｍ滑落

ロープで引き

上げた。66 歳男性
10/11 善通寺山の会

笹ヶ峰下山中

木の根で滑って転倒 60 代男性

■その他
○さかいで山の会の問題
さかいで山の会は県連から脱退、宮武会長は退会したとのこと。今後は不明。
植松氏の呼びかけで総会を実施したが 7 名の参加で不成立となった。
改めて、9/27 に坂出ハイキングクラブとしてスタートした。
○大滝山登山道問題
10 月 23 日に香川県山岳連盟の木村会長と懇談予定。
香川県みどり保全課の竹川担当が小豆島山の会（岳連所属）会員のつながり
○女性交流登山
11 月 8 日に各会（現在：善通寺山の会、丸亀市しわく山の会、あけぼの山の
会、高松労山が参加予定）で実施し、10 時に無線交信する。
〇全国連盟の安全対策基金申請の件
通常年は安全対策への取組という名目で 10 万円補助を受けて（救助隊に 6 万
円、登山学校に 4 万円予算化している）いるが、今年は登山学校も未実施であ
ることから、申請しない。
〇全国自然保護後集会
11 月 7,8 日に浜松で実施される全国自然保護集会に安井理事が出席予定、
自然保護の予算の中から、費用の一部を負担する
○次回理事会
11 月 19 日（水）
：

本来高松での実施予定であるが、高松事務所は狭く、

流石公民館が予約できなかったことから、善通寺市民会館での開催となる
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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
秋になり山行にはとても良い季節となりました。紅葉も楽しみです。
いつまでも新型コロナウイルスの感染が収まらず、予防措置をしながらの山行。不自
由ですが活動を続けるには、気を付けるしかありません。

表紙の言葉

秋の笹ヶ峰山行、頂上あたりはきれいな紅葉が見られました。
その下で元気なチームをパチリ。
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11月
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

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

12月

岩トレ8
会報部会
拡大 落合峠～烏帽子山
例会
関東の山準備会

1 火 会報部会
2 水 例会
3 木
4 金
5 土
6 日 岩トレ9
7 月
女性交流登山
8 火
9 水
事務局会議
10 木 雲辺寺準備会
11 金
12 土
13 日 四国の山 丸笹山
個人剣山～天狗塚
14 月
大谷山準備会
15 火 山行部会
16 水
17 木 運営委員会
18 金
運営委員会
19 土
20 日 雲辺寺・大山
関東の山
21 月
原稿締切
22 火
23 水
山行部会
24 木
大山準備会
25 金
26 土
丸笹山準備会
27 日 原稿締切
28 月
四国の山 大谷山
29 火
30 水
31 木
◆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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