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春夏秋冬

“わざわざ”山の会
大井浩二

「もう師走か。一年は早いなぁ。」という声が聞こえてきそうですが、今年は新型コ
ロナウィルスの影響で様々な対策や変更があり、慣れない環境で例年より長く感じた人
も多いのではないでしょうか。
こめつつじ 12 月号の 2020 年まとめとして、コロナ以外・・・と思いながらも、今年
はコロナの話題を切っても切り離せません。思い起こせば、山の会でもインターネット
総会にはじまり、県外山行の自粛や乗車人数の制限、事務所二階には手作りパーテーシ
ョンが登場するなど様々な対策が取られました。
前回（2020 年 3 月号）に「今年はテント泊が熱い！」と言いながら、私は一回もテン
ト泊を行うことができませんでした。これは大きな反省です。しかし、パーティーでの
テント泊は３密そのものであり、コロナ禍の現在では従来の方法ではテント泊山行を実
施することができません。しかし、人間は賢いもので、「みんなで一つのテントに泊ま
る」ことができなくても、
「みんなで一つずつのテントで泊まる」ことによって 9 月の
石鎚山の様に実施した山行もありました。
どうして“わざわざ”そこまでするのでしょうか？そもそも、インターネットの普及
した現代は山の会に入らなくても情報を入手できます。なのに、どうして我々は“わざ
わざ”山の会に入っているのでしょうか？
答えは善通寺山の会では、生きた情報や本物の経験が得られるからだと思います。そ
の反対は、インターネットの情報だけでは生きた情報にならず、ユーチューブを見るだ
けの疑似体験では本物の体験になりません。コロナ禍でも皆で知恵を出し合い、工夫し
て山で泊まること。ソーシャルディスタンスを保ち、消毒を徹底して、必要な場合はマ
スクを着用して山へ行くこと。これらは、“わざわざ”山の会に入っているからこそで
きることだと思います。
今後もウィズ・コロナが続くなか、“わざわざ”善通寺山の会に入ってくれた方々の
ために。そして、これから“わざわざ”山の会に入りたいと思う人のために、教育山行
や楽しい定例山行、沢や岩・雪などのバリエーションに富んだ山行を！と心に誓う歳末
です。
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晩秋の天狗塚風景 5 選
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4

山行案内

雪の三嶺
■日

程 ： 令和２年１２月２９、３０、３１のいずれか

■場

所 ： 徳島県三好市

■目

的 ： 冬の四国の高峰を体験する

■Ｃ

Ｌ ： 石川 勝正

■準備会 ： １２月１８日（金）１９：３０～
事前にメールで案内します
冬山の合宿ということでしたが、新型コロナ対策をしたテント泊
山行をできなかったので、日帰り雪山山行とします。

定例山行（組織拡大山行）

箸蔵街道（初詣山行）
ＣＬ：黒渕た

■ 日時

：2021 年 1 月 10 日（日）

■ 場所

：徳島県三好市

■ 目的

：初春の箸蔵街道を会員と一般参加の方が一緒に歩き
山の楽しさと会の雰囲気を体験して貰う。

■ ＣＬ

：黒渕た

■ 準備会

：2020 年 12 月 2３日（水曜日）
山の会事務所にて

19:30～

2021 年の新しい年明けの山行です一部の方は冬
山合宿で年末から、正月にかけ山行される予定みたい
ですが、組織拡大委員会では会員の方や一般参加の方
をお誘いして毎年恒例の箸蔵街道を初詣も兼ねて歩
きたいと思います。気温が下がれば雪も期待出来るか
も知れませんね！？

大勢の参加をお待ちすると共

に、知り合いの方へのお誘いをお願いします。
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定例岩トレ

大屋冨岩登り
初めての方の参加を歓迎します。登山靴で岩場を安全に歩く技術は全ての登山者に必
須の技術ですよ。冬の大山を目指す方もロープワークを学ぶ良い機会となります。
❖日 程

２０２１年１月１６日（日曜日）９時～１６時まで
現地集合。場所がわからない方は佐藤まで連絡下さい。

❖場 所

坂出大屋冨ゲレンデ

❖内 容

初めての方 ⇒登山靴での岩場の歩き方
経験者

⇒ロープ操作、確保の基礎、ロングロープでの同時登攀

❖Ｃ Ｌ

佐藤孝雄

❖持ち物

ヘルメット、安全ベルト、スリング、カラビナ、
タイブロック(持っている)
マイクロトラクション(持っている人)、弁当、飲み物

❖申し込み 準備会は行いませんので、佐藤まで連絡下さい。

山行案内

紫雲出山と妙見山
大井
■ 日 程

令和 3 年 1 月 17 日（日）

■ 場 所

香川県三豊市

■ 目 的

世界が注目する香川の山を歩く

■ Ｃ Ｌ

大井

■ 準備会

12 月 28 日（月）

紫雲出山と妙見山

19:30〜 山の会事務所

ニューヨークタイムズが「2019 年行くべき 52 カ所の旅行先（52 places to go in
2019 New York Times）
」として７番目に選んだのが「瀬戸内の島々」です。その写真に
使われているのが紫雲出山からの眺め。世界中の人々の垂涎の的がこんなに近くにある
なら見に行きましょう。
行動時間は６時間程度。人数が多ければ、交差縦走も考えています。詳しくは準備会
にご参加下さい。
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定例山行案内

雪山 東赤石山（1702Ｍ）
ＣＬ 安井
■日 程：令和３年１月２４日(日)
■場 所：愛媛県新居浜市
■目 的：初級冬山を楽しむ
■準備会：１月８日（金）１９：３０～ 山の会事務所にて
日本 200 名山である愛媛県の東赤石山に登ります。
今回は床鍋から権現越を経ての東赤石山往復のルートを考えています。
雪次第ですが、冬山での 1,000ｍの標高差の日帰り往復になりますので、それなりの
技術と体力は必要だと思います。
詳しくは準備会にて決めたいと思いますので、
参加よろしくお願いします。

権現越から東赤石山

ヤングメンバーズクラブ結成山行

四国の山
柏原

■日 程

： 2020 年 12 月 31 日(木)～2021 年 1 月 1 日(金)

■目 的

： 初日の出を見る

■ C

： 柏原

L

■準備会

： 12 月 8 日(火)19:30～ 善通寺山の会事務所

県連内の会横断的なネットワークであるヤングメンバーズクラブの結成山行を四国
の山で行います。具体的な山は、善通寺山の会事務所で行う、12 月 8 日の準備会で決定
します。年齢を問わず、ヤングメンバーズクラブの結成に賛同される方は、どなたでも
参加できますので、ご気軽にご参加ください。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況いかんでは、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。
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個人山行案内

八ヶ岳西面アイスクライミング
柏原

■日 程

： 2020 年 12 月 26 日(土)～28 日(月)

■目 的

： 氷と戯れる

■ C L ： 柏原
■準備会

： なし

美濃戸から入り、赤岳鉱泉に定着して、アイスキャンディ、ジョウゴ沢流域、裏同心
ルンゼといった八ヶ岳西面エリアの氷瀑を登攀し、アイスクライミングの技術を磨きま
す。メンバーの力量によっては、硫黄岳往復、赤岳往復等の雪山登山に変更します。
新型コロナウイルスが、流行しているため、準備会は行わず、メールや電話で直接柏
原まで問い合わせいただく形になります。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況いかんでは、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。

概念図
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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

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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定例(拡大)山行報告

深淵･落合峠から烏帽子山
記録

中村ム

■日程 2020 11/03 火 文化の日
■場所 徳島県三好市
■目的

■山名 落合峠 落禿 前烏帽子 烏帽子山

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。

■参加者 1 班 CL 班長佐藤 N 会計池田た 副班長中村れ 記録ク中村ム ク堂崎
2 班 SL 班長ク安井 医務升形 装備粟飯原 副班長ク阿部け
横田 副班長大平 写真吉崎
■距離 120 ㎞ ６台＋高尾`s

3 班班長ク平村 医務

4 班班長装備ク村上ま ク高尾か 植林 香川仁 正田
17 人 合計 17280 円 １人 1020 円

コースタイム
11/03 曇り晴れ

善通寺 500=吉野川ハイウエイオアシス=650 深淵=営林署小屋手前

P730→1030 落合峠 1045→落禿 1120→前烏帽子 1230→1330 烏帽子山→1520 営林署小屋
手前 P ＝吉野川ハイウエイオアシス=1730 善通寺
真っ暗な中 17 人の大部隊が事務所に集合。
三密を避けるためクルマも合計 7 台。猪の鼻ト
ンネルを越え、まだ暗い吉野川ハイウエイオア
シスに集結。加茂谷から桟敷峠に上がり、深渕
の松尾川(春の木尾)ダム湖湖畔でトイレ休憩。
黄葉がきれい。CL らの事前の調査が功を奏し 1
か所の駐車場に 7 台収めることができた。
4 班に分かれヘルメットを着用して出発。烏
帽子山に直登する道を分けると川に沿って進
む。崩壊が激しく、鉄製の橋や梯子の残骸が転
がっている。道が完全に途切れて、ロープを使
って下ったところがあった。濡れた黒い岩で滑
った。谷川を渡り最後は急な斜面を登り、県道
44 号に出た。烏帽子山が見え無事落合峠に到
着した。クルマが複数台停まり、自転車で
上がってきた人もいた。サガリハゲ･三嶺･
天狗塚など周囲の山が見える。
快適な笹原の縦走路を、池塘や露岩を眺
めて西に進む。最高地点(1683ｍ)の落禿を
過ぎると鎖場を下り,マユミの木がピンク
だった。前烏帽子に上がると寒峰への道か
10

ら分かれ、北に向かう。最後は左に急な崖を見
ながら烏帽子頂上にはいあがった。それほど待
つこともなく全員勢ぞろいすることができた。
山頂から事前調査済みの樹林帯の下山路を深淵に下った。黄葉の落ち葉がきれいであ
ったが、樹の皮がシカにやられている。おくやまにもみじふみわけなくシカのこえきく
ときぞ・・・的状況も見られた。比較的安全な道で、俳句談義も聞かれた。営林署小屋
跡に集合し駐車場に戻った。深淵・桟敷峠を経て、暗くなるまでに幹線道路に戻ること
ができ、無事善通寺に帰り着いた。
中村ムは 40 年ほど前に深淵-落合峠間の山道で落石を右下腿に受け、結局前烏帽子ま
でで引き返した、おかげで、烏帽子山が徳島県で登ったことのない山の代表になってい
た。今回ヘルメットをかぶった万全の態勢で登頂できてうれしかった。

女性交流登山報告

紫雲出山
■日 程：2020 年 11 月 8 日
■場 所：香川県三豊市詫間
■目 的：女性の自立を目指す登山と香川県女性の交流
■参加者：CL・講師・写真・車：中村、S L・車：音地、 装備：升形、
医務・車：堂崎、会計：池北、記録・車：粟飯原
■費 用：距離 70km 一人 1120 円
コースタイム
7：000 山の会事務所出発=8：00 ビジターセンター(車 2 台デポ)=8：15 紫雲出山山頂駐
車場=8：45 駐車場出発=10：10 箱崎登山口=11：40 三崎灯台(昼食)12：10=12：20 立石
休憩所(学習)13：00=13：30 室浜=14：00 ビジターセンター=14：15 紫雲出山駐車場=15：
30 山の会事務所
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前日の雨は止んだが出発時は曇り空、車 4 台で出発しビジターセンターに向かう間に
雲の隙間から青空がのぞいている。ビジターセンターに車を 2 台デポする。紫雲出山山
頂駐車場に行く途中、一匹の可愛いウリ坊が駆け足で車道を横切った。
山頂駐車場は風が冷たく感じだが、上着を重ねるほどではなさそうである。ストレッ
チを行い、中村 CL が準備してくれた資料を見ながら地図とコンパスの使い方を学習し
出発する。
遊歩道を行くと山頂展望台があり穏やかな瀬戸内海と島々に紅葉がマッチして絶景
である。
山頂から石畳の遊歩道を下って行くと山道に入る。イノシシ注意標識どうり、山道は
イノシシ(ウリ坊のお母さんかな？)が土を掘り返している箇所が目立つ。
ついこの間までうるさかったセミの鳴き声もまったくなくなり、静かな山道を下って
いく。新田の城跡を通り箱峠に出ると、中村 CL が無線で通信する。他グループの山行
も順調のようである。
箱峠の市道から仁老浜に向かう途中に 100 円の看板、無人直販所で立ち止まる。朝採
りつやつやの野菜達が並んでいる。まだ先のある山行途中で重荷になるが、本日の戦利
品をザックに詰める。女性グループならではの光景かな。
仁老浜に到着すると誰も居ない砂浜で潮の香りと風が心地よい。
小休憩し三崎灯台へ向かう。要所で地図とコンパスで位置確認しているが、標識もあり
平坦で歩きやすい。
三崎灯台で昼食休憩し、立石休憩所でロープワークの学習を行う。先日の山行でロー
プを使用したばかりなので、トレーニングの重要性を実感する。聞き慣れない結び方に
難しく感じていたが、愉快なゴロ合わせで行うと簡単に結べている。繰り返し練習し覚
えるようにしたい。
室浜分岐まで戻り室浜へ向かい下っていく。室浜からは車道を 30 分程下り、ビジタ
ーセンターへ全員無事に到着できた。瀬戸内海の風景と紅葉を両方楽しめた山行でした。

12

個人山行報告

勝賀山
記録 多田（会員外）

■日

程：2020 年 10 月 24 日（土）晴れ

■場 所：香川県高松市
■目 的：勝賀山に登頂する
■参加者：ＣＬ・装備・柏原、会計・松岡と、医務・記録・多田（会員外）
■費 用：62.5km×24 円＝1500 円÷3＝一人 500 円
コースタイム
事務所 8:25＝（赤子谷登山口 1 台デポ）＝9:00 根来寺駐車場 9:10…10:00 桑崎池…
11:20 勝賀山三等三角点（364.04m）11:35…12:00 赤子谷四等三角点（297.51m）12:10
…赤子谷登山口 12:20＝12:30（昼食・釜あげうどんてら屋檀紙店）13：00＝13：10 赤
子谷登山口 13:20…13：45 牛舎…14:00 根来寺駐車場 14：20（反省会後解散）

高校の先輩である柏原さんからお誘いを頂き、人生の大先輩の松岡さんと 3 人で勝賀
山、赤子谷の縦走に参加してきました。
前日の夜、レーションと飲み物をザックに入れて車に積
んで準備完了。早めに就寝しました。が、当日の朝、まさか
の二度寝で集合時刻に柏原さんからの電話で起こされる大
失態！あわてて事務所へ向かいお二人と合流、8 時 25 分に
車二台で事務所を出発しました。
今回は根来寺からスタートして一旦下り、勝賀山を登っ
て赤子谷へ縦走、一旦下って根来寺まで登るルート。松岡さ
んが最後の登りが不安とのことで、赤子谷からの下山地点
に松岡さんの車を置き、1 台に乗り合わせて根来寺に到着。
準備を整え、9 時過ぎにスタートしました。登山なのに下り
から始まるのが新鮮です。イノシシに掘り返されたフカフ
カの腐葉土に拳大の石が混じる、どこで滑るか分からない
登山道を下ります。途中クルミを拾う女性 2 人組にお会いしました。一帯にクルミがた
くさん生えてるようで、登山道には落ちたクルミの葉が一面に広がっていました
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根来寺からの下り斜面を抜けると、地形は谷あいのフラットに変わり、目の前の景色
は住宅地に、眼下には海が見
えてきました。ため池の堤防
を渡って勝賀山の斜面へ移り、
北面から登坂開始です。しば
らくは柑橘園の作業用に作ら
れたコンクリート路面を登り
ました。植えられたミカン、レ
モン、スウィーティ？、デコポ
ンなど、多種の柑橘を見なが
らミカン談義に花が咲きつつ、
道端に生えていたザクロを味
わいつつ果樹園エリアの舗装路を抜け、いよいよ登山道に突入。
北からの登山道の路面は根来寺からの下りと同じく石が混じったフカフカ腐葉土。滑
りやすく、そこそこ急な路面をグイグイ登る松岡さんに引っ張られる形となりました。
一回の休憩を経て、クヌギ、コナラといった里山でおなじみの木と、所々生えたキノコ
を眺めながら登っていると 30 分ほどで景色が開け、地形は平坦に。途中に作られた展
望台で眼下に広がる高松の港湾地帯をひとしきり眺め、一応写真も撮影。休憩もそこそ
こに山頂を目指します。
展望台からは、ヤツデやツバキなど、人の手が入っていることを感じられる遊歩道の
ような景色に変わり、数百年前はお城だったことを実感しました。さらに進むと不意に
稲刈りのような切られた枯草の匂いが漂ってきました。なにやらエンジン音も聞こえま
す。音の出所を耳で辿ると、地元の方が草刈りされていました。綺麗な登山道はマメに
手入れされてこそなんですね。
そして、登頂。山頂は城跡の
盛り土が残されており、城門跡
が入口になっていました。お城
があった当時訪問された方々
は、ここで緊張しながら門戸を
叩いたんだろうなと考えると、
何も知らずに登ってきた私もな
んとなく緊張してきました。畏
多くも入城してみると、城内で
は高さ 20m 以上ありそうな立派
なクロマツが迎えてくれまし
た。給水しながら地元の有志の方が置いてくれている資料に目を通し、休憩がてら近辺
を散策。が、前日の雨の影響で 10m 前後の強い北西の強風。寝坊のせいでザックに上着
を詰め忘れ、服装は半袖のまま。この時期に半袖では寒すぎて体力を消耗しそうだった
ので、三角点を確認して早々に次のピークを目指しました。
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城跡から赤子谷へ至るルートは傾斜こそ緩いもののあまり手入れされていないよう
で、途中から道が荒れ始めました。登山道は笹に覆われ、所々倒木が目立つ景色に変わ
り、見落としたツルや切り株に足を取られることが増えました。日向かつ風裏になって
いたおかげで薄着の私にはポカポカ陽気が心地良かったです。途中、木立が薄い場所か
らは高松の市街地が見え、近くなのに遠くへ来たような錯覚を覚えました。
そして赤子谷三角点へ到着。大して
疲れていない上に眺望もイマイチな
ので、写真だけ撮影してすぐに下り
へ。下りのルートは南向きの斜面で日
当たりが良いせいなのか、路面が花崗
土に変わりました。笹に覆われた上に
急傾斜、かつ木の根が多いので、慎重
に足を進めます。
下りはあっという間に終わり、松岡
さんの車へ。この時点で僕の寝坊が祟
ってスケジュールが押し、12 時を過ぎ
ていたので根来寺へ登る前にお昼ごはん。
今回は檀紙交差点南側のてら屋さんで冬の
定番、しっぽくうどんを頂きました。
腹ごしらえを終えて赤子谷からの下山地点
まで戻り、松岡さんは車で、柏原さんと私は徒
歩で登山を再開しました。ここからは車道と登
山道が交差する場所で松岡さんと都度合流し
ながら根来寺まで登ることになりました。車道
部分はつまらないということで、かなりのハイ
ペースで歩きます。車やバイクでは何度も走っ
た知ったる道でしたが、徒歩だからこそ見える
景色を楽しみつつトレーニングのつもりで柏
原さんについていきました。
合流する度に地図を見せられながら松岡さ
んからルート案内して頂いたんですが、気にな
った脇道を進んで気づけば根来寺に到着。
心配してるであろう松岡さんに電話を入れて根来寺で再合流、現地解散となりました。
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個人山行

石鎚山
記録：堂崎
■日 程

2020 年 10 月 24 日（土）

■場 所

愛媛県西条市

■目 的

初めての石鎚登山と紅葉を楽しむ。

■参加者

ＣＬ・装備・医務：平村 ＳＬ・会計・写真・記録：堂崎

■費 用

走行距離 217km ロープウェイ往復乗車券 2,000 円 駐車料金 700 円
6,500 円/一人

コースタイム
事務所 5：00＝＝＝6：35 ロープウェイ駐車場……ロープウェイ下谷駅 7：10……山頂
成就駅 7：40……8：00 成就社……9：25 前社森 9：35……10：00 夜明峠 10：10……
10：30 二の鎖小屋……11：15 石鎚山頂 11：30……12：00 二の鎖小屋 12：40……12：
50 夜明峠 13：00……14：10 成就社……15：40 ロープウェイ下谷駅……15：50 ロープ
ウェイ駐車場＝＝＝17：50 事務所
実は石鎚山に登るのは今回が初めてだ。以前から登ってみたいと思っていたため、と
ても楽しみだった。しかもちょうど紅葉のシーズンと重なり、楽しみが増す。
混雑を予想して、早めに出発する。高速は、いよ西条で降りる予定だったが、工事中
のため出口が閉鎖されており、いよ小松で降りることに。それでも 6 時半過ぎにはロー
プウェイ駐車場に到着する。駐車場には県外ナンバーの車がすでに何台も停まっている。
身支度を整え、7 時ごろにロープウェイ乗り場に着くと、始発は 7 時 40 分にも関わら
ず、もう 5、6 人が列をなしている。その後もどんどん人が増えていく。すると、予定
より早くロープウェイが動き出した。シーズン中は臨時便が出ているようだが、まさか
始発時間が早まるとは思わず、ラッキー♪
山頂成就駅の気温は 5℃。準備体操をして出発。天気もよく、空気が澄み、とてもす
がすがしい。しかし、成就社に着くころには次第に空が雲に覆われ始める。神門を抜け
ると、木の葉が赤や黄色に色づき、とてもきれいで癒やされる。
八丁鞍部に着き、整置する。しかし、すっ
かりきれいサッパリ忘れており、また一から
習う。不甲斐なさを感じながら、今度こそは
忘れまいと何度も思ったことをまた思う。こ
のあたりから尾根に出始め、風が強く吹いて
おり寒い。
試しの鎖場は混雑しており、迂回路を通り
前社森へ。以前はここに茶屋があったそうだ
が、今はその跡形なく建物だけが残っている。
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一の鎖場も混雑しており迂回する。石鎚山を歩
いていて驚いたことは、思ったより階段が多いこ
とだ。大山の夏山登山道を思い出す。
二の鎖小屋を抜け寒さが一段と厳しくなったと
思ったら、霧氷ができていた。二の鎖場の前を通る
と、今までの鎖場は混雑していたのに、なぜかここ
には全く人がいなかった。不安はあるけれど、登っ
てみたくなり鎖に手をのばす。しかし、岩登りに慣
れてない私は最初の一歩目から悪戦苦闘だった。
靴が岩の隙間に挟まり抜けなくなったり、うまく
足の置き場を見つけられず右往左往したり…。や
っとの思いで登りきったと思ったら、次は三の鎖
が待っていた。登れる自信が無かったので、念のためにと簡易ハーネスを装着する。ゆ
っくりゆっくり鎖の輪に足を引っかけ、後ろを振り返ることなく一心不乱に登る。よう
やく登りきり山頂に到着したが、視界は雲で真っ白。しかも風が冷たく強風だ。その強
風で雲が飛ばされ、一瞬顔をのぞかせる天狗岳の姿は、霧氷に覆われとても美しい。な
んとも言えない姿である。
下山時には天候が良くなり、二の鎖小屋からは登る
ときには真っ白で何も見えなかった眺望が開け、瓶ヶ
森がきれいに見えた。
成就社に到着すると、本殿から石鎚山がくっきりと
姿を現している。帰りのロープウェイは整理券を渡さ
れたが、長く待たされることもなく無事下山。
登山者は多かったが、早めの行動を心掛けたおかげ
でゆとりを持って登ることができた。今回も色んなこ
とが学べ、楽しい楽しい山行だった。次回は違うルー
トから登ってみたいと思う。

個人山行報告

沢登り 小足谷川
記録 片山
■日 程：2020 年 10 月 25 日（日）晴れ
■場 所：愛媛県新居浜市
■目 的：沢登りの基本である滝の直登と高巻きを覚える
■参加者：ＣＬ・装備：柏原、医務・会計・記録；片山
■費 用：往復 167km×24 円＋高速料金片道 700 円×2＝5408 円÷2＝一人 2704 円
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コースタイム
事務所 6:00＝（善通寺 IC～三島川之江 IC 経由）＝7:45 旧別子銅山日浦登山口 7:55
…8:10 小足谷疎水道と収銅所説明板…8:20 小足谷川取りつき・遡行開始 8:25…10:00
遡行終了…10:30 銅山越（1294m）
・昼食 11:00…11:55 日浦登山口駐車場 12:00＝（三
島川之江 IC～善通寺 IC 経由）＝13:45 事務所 14：00（反省会後解散）
今回、初めて沢登りというものを体験させていただ
きました。
10 月末だったので少し寒かったですが、水はとて
も綺麗だし、天気も良く、紅葉も見ることができてと
ても良かったです。
事務所を定刻の 6 時に出発しました。同時刻に、烏
帽子山の偵察に向かわれる佐藤なさんのパーティー
がいらっしゃったので、ご挨拶をしました。大平さん
と佐藤さんには先日の岩トレでお世話になったばか
りですが、阿部さんと初めてお目にかかることができ
てうれしかったです。
旧別子銅山日浦登山
口に着き、駐車場を探すと 9 台置けるうちの最後のスペ
ースに置くことができてラッキーでした。さっそく、沢靴
に履き替え、準備運動をしてから登山を開始しました。15
分ほどで、小足谷疏水道と収銅所について説明のある立
て札から左手に下る道があることを発見し、沢に最も接
近したところで、ロープを出して入渓地に下降しました。
沢登りというものがあることすらも今年に入って知っ
たぐらいだったのですが、下流から上流を経て、源頭を詰
め、水流に逆らいながら、石の上や水の中をひょいひょい
とすすみ、また沢が大滝やゴルジュに阻まれたり、崩壊や
倒木で通れなくなったりしている時には、迂回路として
山肌を登る高巻きを行っていると、まるで鮭か猿にでも
なったような気分でした。ほんの少しですが、沢登りの基
本になる滝の直登も行いました。
遡行を終了し、目的地の銅山越に
着くと、コガラが鳴いていました。
お昼ご飯を食べていると、ボーイス
カウトの子たちが、大勢で登ってき
て賑やかになりました。物住頭と西
赤石山を登るとのことでした。
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帰りの銅山峰辺りでは、新居浜の街や西赤石山や大座礼山などの絶景パノラマが広が
っていました。登山口に戻ると、駐車場は、置けなくなった車でいっぱいになっていま
した。近くの車道の路肩も車で溢れ返っていました。事務所に戻ると、若宮さんご夫婦
がいらっしゃり、歓談して帰りました。
沢登りは、作られた登山道を決められたルートで歩いて登っていく一般的な山登りと
比べると、とても野生的で自由なものでした。
ただ、自由なぶん、自己責任のもと危機管理はより徹底して行わなければならないと
も感じました。
晴れていても、前日の雨によって増水していないか、足場が悪くなっていないかとい
ったことに加え、ホワイトウォーターや釜の対流など生死に直接関わる水流・水量など
の重要事項の視点ももつことができました。これらのことは、経験を積み、実践的に学
んでいかねばと思います。
岩トレもしかりで少しでも上半身を
使った翌日には筋肉痛でバキバキにな
りますが、それがまた新鮮で楽しいです。
ロープワークで行動の幅が広がるこ
とも今回の沢登りで身をもって感じた
ので、それらの技術を自分のものにでき
るように頑張っていきたいと思います。

個人山行報告

石鎚山 北壁ダイレクトルート
記録
◆ 日程

２０２０年１１月１日（日）

◆ 場所

愛媛県 石鎚山系

◆ 目的

マルチピッチクライミングの技術向上

◆ 参加者

CL・装備：宮武淳 SL・医務：石本信也
記録・会計：若宮一輝(３名)

◆ 天候 曇り

（宮武・石本両氏は五色の峰所属）

◆ コースタイム
山の会
１１月１日（日）
4:00 坂出 IC＝＝西条 IC＝＝6:40 土小屋 6:55 出発・・9:00 三の鎖・・
9:20 下山開始・・10:50 土小屋＝＝西条 IC＝＝14:15 坂出 IC
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若宮

以前から希望していた石鎚山北壁のマルチピッチクライミングに五色の峰の方々
が行かれるとの事で同行させてもらいました。昨年宮武さんと同計画でクライミングル
ートの取り付きまで行き天候不良で撤退した経緯があり今回はリベンジも兼ねての計
画でした。
当日朝四時に集合し出発。この時点で
星が綺麗に出ていて風もなく天候は良好
な感じ。順調に目的地に向かっていまし
たが瓶ヶ森林道に入る辺りからガスが出
てきて風も吹いてきました。土小屋に到
着する頃にはガスガスの中風も吹いて気
温も低く寒い。
準備もそこそこに出発し最初の目的地
の三の鎖の広場に向かいます。二の鎖小
屋の辺りからは完全にガスの中強風になりメンバーのテンションもダダ下がりの様相。
帰ろうかなどと言い出すメンバーの尻を
叩いて取り合えず三の鎖に到着するも状
況は変わらず２０分ほど停滞したものの
状況は悪くなる感じで無念の撤退となり
ました。そうと決まれば山頂には目もく
れず一気に土小屋まで下山しました。結
果朝３時に起床し片道３時間掛けて目的
地まで行き軽いボッカトレをしただけの
一日になりました。
帰りの車の中で次はどこに行こうここに行こうなどと会話に花が咲き次回の計画も
早々に決まりそうな帰り道でした。

讃岐山脈ロングトレイル調査報告

大坂越～大山
記録 多田（会員外）
■日 程：2020 年 11 月 9 日（月）晴れ
■場 所：香川県東かがわ市、徳島県鳴門市、板野郡板野町、板野郡上板町
■目 的：讃岐山脈ロングトレイル調査（携帯電話でポイント撮影）
■参加者：ＣＬ・装備・柏原、サポート・会計・松岡と、医務・記録・多田（会員外）
■費 用：150km×24 円＝3600 円÷3＝一人 1200 円
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コースタイム
JA 長炭出張所 7:00＝8:40 大坂越 8:50…9:10 展望台四等三角点（392.56m）…10:00
境四等三角点（479.74m）10:05…10:40 鉢伏三等三角点（439.38m）10:45…11:40 畑
四等三角点（537.08m）11:45…12:00 大山越（松岡さん合流）…12:35 大山一等三角
点（691.31m）12:40…13:10 大山越 13:20＝（うどん屋どんどん経由・反省会）＝15:00JA
長炭出張所
11 月 9 日、二回目の讃岐山脈ロン
グトレイル県境調査隊出動してき
ました。
メンバーは前回と同じく、松岡さ
ん、柏原さんと私の 3 名、ルートは
大坂峠展望台から大山までの区間
です。三角点を確認しながら進みま
す。
前回下ってきた大坂峠展望台の
登山口である大坂越に車で到着。軽
くストレッチした後、8 時 51 分、柏
原さんと 2 人で登山を開始しました。段差の大きい階段ばかりの登りで心拍数が上がり
ましたが、最近会得した呼気中心の呼吸で酸素を体内に取り入れながらペースを落とさ
ないよう登ります。途中のアカマツエリアでは自分で採ったことはないマツタケを探し
つつ、道端のムラサキシキブ風の実をつけた木に目を楽しませつつ…9 時 4 分、展望台
に到着。あっという間の登りでした。
軽く給水している間に前回の調査で三角点の視認を忘れていたとの話があり、周囲を
探索。ほどなく見つかりましたが、前回の山行で 50 センチ横を歩いていたにも関わら
ず、地味すぎて、全く気づいていなかったことが発覚しました。少し立ち位置をずらす
と木立がなくなって見晴らしが良くなり、北は引田の街並み、南は吉野川の河口周辺の
市街を一望できました。どちらも見慣れた景色で
すが、山上からの眺望は違った感慨を覚えました。
最初の登りは大して疲れなかったので、休憩も
そこそこに登山を再開。尾根を右に見ながら整備
された広めの道を西へ進むと、道を北に分岐する、
香川県側に向かう登山道がありました。入口には
紐が張られていましたが、整備されすぎた道はつ
まらないので紐を乗り越えて登山道へ侵入。今度
は尾根を左手に見つつ、地図を確認しながら少し
進みました。が、進路が尾根から大きく逸れそう
だったので、一旦藪をこいで尾根筋へ直登しまし
た。尾根上は小さな木が多く歩きづらいので、ル
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ートを尾根の少し北側にずらして斜面を西へ進みました。しばらく木立の中を歩くと地
形が緩くなり、方向を見失いそうになったので、尾根南側の整備された広い道に復帰し
ました。
さらに進むと、やや開けた道に変わり、こんな山奥には不似合いな、やたら綺麗な東
屋が現れました。大坂峠の展望台にはかないませんが、大きな木がなく、なかなかの眺
望でした。少し給水して 9 時 35 分ごろ登山を再開。
さらに進むと、道が尾根の南側に大きく逸れていき、やがて行き止まりになりました。
途中、尾根に向かうと思われる草に埋もれた石段があったことを思い出し、引き返して
登ると、両脇を生えっぱなしで大きく育ったアセビに囲まれました。所謂バブルの遺物
と思わしきアセビ公園に侵入した模様です。管理の気配を全く感じない荒れた公園の中
に立つ案内看板が異様でした。
アセビのトンネルを抜けると景色は尾根筋を辿る登山道に変わりました。竜王山への
分岐を左に進
み、さらに足
を進めると 1
つ目の小ピー
クに到着。こ
こからは標高
差 30m 内外の
小さなアップ
ダウンを繰り
返します。
さらに 3 つ
ほど小ピーク
を超え、県境
から北に伸び
た尾根を辿
り、10 時 3 分、境山山頂に到着しました。分
岐点から北向きへ下ってのコル、さらに登り
に入る区間は尾根の地形が緩く登山道らし
きものが見つけられなかったので尾根のよ
うに見えた地形を辿ってピークを西回りし
ての境山ピーク到着でした。しかし、明確な
登山道ではなかったので、帰路では県境へ戻
るルートを再検索。すると、立木の幹につけ
られたピンクテープを発見。やはり往路では
無駄に西回りで迂回していました。大したロスは生じないものの、ここでは目に見える
尾根よりもテープを探して辿る方が最短ルートのようです。無事県境の尾根へ戻り、気
を取り直して西へ進みます。
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小ピークを 2 つほど超えたコルが笹原になっていました。攻略に無駄に体力を使う必
要もないので、南側に巻き、笹原のエッジに沿って再度尾根に戻ります。３つほどピー
クを超えると 10 時 42 分に鉢伏山山頂に到着。さらに進むと分岐点に出ました。小ピー
クを２つ３つ通過、現れた分岐では標識に従って右への道を進み、12 時 00 分、車道と
交わるコルに出ました。
大坂峠以降は同じ景色が数時間続く、忍耐の
区間でしたが、予定時刻に松岡さんと合流し、
大山を往復し、14 時に車に乗って、途中でうど
ん屋に立ち寄って帰りました。
次回の讃岐山脈ロングトレイル調査は、大山
越～鵜の田尾峠の交差縦走だそうです。

個人山行報告

天狗塚、牛ノ背、お亀岩避難小屋
柏原
■日

程：2020 年 11 月 14 日（土）快晴

■場 所：徳島県三好市、高知県香美市
■目 的：来たるべき冬山シーズン到来に向けての偵察
■参加者：ＣＬ・柏原
■費 用：180km×22 円＝3960 円
コースタイム
自宅 6:00＝＝8:30 躄峠登山口…10:00 天狗塚（1812m）…11:50 お亀岩…13:25 第三
西山谷出合…13:40 取りつき…15:20 牛ノ背…16:30 第二西山谷右俣出合 16:45＝＝
19:00 自宅
定刻 6 時に自宅を出発。今回の主たる目的は、近いうち訪れる冬山シーズンに向けて、
下降路に目印をつけに行くことである。また、今回は、お亀岩避難小屋の改修工事がど
んなものなのか、確認する偵察も兼ねている。国道 439 号から、西山林道に入る。
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ラニーニャと北極振動で豪雪に見舞われた、3 年前の建国記念日に、牛ノ背北尾根に
挑戦したが、悪天で頂上直下が吹雪いて、視界を失いだだっ広い稜線にある頂上を探す
のに苦労した。それに先立つ、アプローチでは、天狗塚に行くという、地元徳島県連所
属のパーティーが西山林道のカーブでスタックしていたので、朝から命がけで車を押し
て脱出に協力すると、その中に知人がおり、声をかけられたので、ここから歩いたら時
間的に天狗塚は厳しくなるからやめたほうがいいよと助言すると、脱出後、いやしの温
泉郷からの三嶺に変更するため引き返した。
（帰りに道の駅にしいやでばったり再会し、
お互いの登頂を祝った。
）
我々は、途中、スコップで林道の雪を除雪し、無理せず、車を目的地よりだいぶ手前
に駐車するなどして、持参した赤旗を使い切りながら、なんとか頂上に辿り着くことが
できた。
しかし、予想通り、下山路は、猛吹雪でホワイトアウトし、登高時に苦労しつつも、
意識的にしっかりと着けていたトレースは一瞬で完全にかき消され、視界ゼロの中、同
ルート下降ながら、地図とコンパスに頼る下山を強いられた。
牛ノ背は、沢登りで視界良好の夏場に訪れても、
峰が広いので下降路の尾根を見つけるのが難しい。
冬場は、ホワイトアウトすると地形が読みづらく、
豪雪で埋まると谷筋も平たくなってしまい、尾根っ
ぽく見えるので誤って下降したら雪崩にやられる。
四国の山は、とても深いので、道迷いをすると遭難
の恐れがある。冬は、その危険性がさらに高まるが、
今年度は、2 月までは、ラニーニャが続くので、な
おさら警戒するに越したことはない。
ということで、躄（イザリ）峠登山口から、天狗
塚を経て、牛ノ背の下降路に赤テープを張り付けに
行った。これで迷うほうがおかしいというくらい、
親の仇のように目印をつけ、スカっとしたところで、引き返してお亀岩避難小屋に向か
う。躄峠で振り返り、天狗塚の雄姿を写真に納める。お亀は、工事中で、春まで使用禁
止だが、屋根を修理したところで、工事は、中断していた。腐食が見つかったので、垂
木を木で支え、足場を組んだまま作業が途中になっているので、右半分を使用するのは、
危険である。見た感じ、ほぼほぼ完成に近いので、春に工事を再開したら、すぐ終了で
あろう。
今シーズンの冬季は、緊急避難時に限って、お亀は使用可能で、なるたけ、使わない
のが無難である。それでも、もしもの場合、冬場に避難小屋が開いているのと閉まって
いるのでは、精神的に天と地ほどの開きがあるのでよかった。ホッと胸を撫でおろし、
少し離れた水場へと向かう。相変わらずよく冷えていて美味しい。
ここまで登山者に会うことは、全くなかった。人気の山域だが、新型コロナウイルス
の影響もあるのだろう、人気がしない山に変貌していた。静かに景色を楽しむには、こ
れほど素晴らしいシチュエーションはなく、雲一つない快晴で、地球上でただ一人、こ
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の場の贅沢なご褒美を満喫した。しかし、山頂直下はシカだらけで、私の姿を確認する
と、ピョンピョン跳ねて逃げることが何度もあったので、美しい稜線のミヤコザサがシ
カの食害で影響を受けて無残な姿に変わるのは、時間の問題と考えられる。北極振動に
よる今年のドカ雪で頭数が抑制されるのを切に願う。
お亀からは、近道の第三西山谷を駆け下り、1 時間ほどで、出合に達し、5 分程西山
林道を登って駐車場に着く。私が朝来たときにはなかった車が 1 台あったので、後続パ
ーティーが入山したようである。続いて車で帰り道の第一西山谷と第二西山谷右俣の尾
根に取りつく。一般登山道と違い、人工林の整備ぐらいしか、人は入らないところなの
で、ここでも人はいなかったが、年代物のゴミはたくさんあった。西面の下降路に目印
をつけ、本日 2 度目の牛ノ背登頂を果たす。
牛の背西面の笹原にも、多くのシカの群れに遭
遇した。新型コロナウイルスの影響で、登山者の
いない笹原は、シカにとって天国なのだろう。我
が物顔でいたるところにシカがいた。例年になく、
バンビがたくさんおり、飛び跳ねている。シカの
食害対策は、行われているが、現実には、駆除が
思うように進まないのでシカは増加傾向にある。
罠にかかるシカもいるが、罠だけでは、おっつか
ないので、ハンターの方にたくさん撃ってもらわ
ねばならない。ここ数年のエルニーニョで、暖冬
が続き、シカの数も飛躍的に増えているが、今年
こそ豪雪を期待し、元の気候に戻ることで、三嶺
頂上付近のシカが全滅することを期待する。
山では、シカにしか会わなかったが、第二西山谷を下っていると出合付近で、躄峠登
山口で見た軽が西山林道を下っているのを谷から確認した。無事帰ってきたようである。
これで下降路の不安が払拭できたので、今シーズンは、心置きなく、豪雪が期待でき、
視界がきかないこともあるかもしれない牛ノ背の尾根を集中的にトレースしてみたい。
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ワンポイント講座

基本的な「計画書の装備」と「秋冬の服装」
大井浩二

１、計画書の装備
ヘッドランプ・・・遠くと手元を照らせる山メーカーのもの
ホイッスル・・・金属製は寒冷時に唇が凍って張り付くのでプラ製
細引き・・・靴紐やツェルトを貼る際にも利用できる
緊急カード・・・有事の際に確実な情報を書き記し、伝達する
非常食・・・・・・カロリーメイトなど保存ができ、高カロリーのもの
三角巾・・・応急手当に使用。捻挫の固定にも使える
水筒・テルモス・・・テルモス（サーモス）は保温水筒のこと
スリング・カラビナ・・・危険箇所の通過の際に使用するので２セットが基本

２、秋冬の服装
秋冬の服装は、
「濡れない」
「暖かい」「すぐ乾く」ことが選択の基準。
「濡れない」ために、アウターはゴアテックスなどの防水透湿性のあるものを。近年
は各社独自開発の素材も高い防水透湿性持つ物も多い。「暖かい」のは、フリースやダ
ウンジャケットだが、ダウンは軽くて小さいが、水に濡れると保温性が下がるので取り
扱いに注意が必要。“アクティブインシュレーション”と呼ばれる新しい保温着も登場
しています。なお、ヒートテックは、山で
は使用には向きません。
「すぐ乾く」のは、
化繊やウールの素材。夏と同様に綿素材は
絶対にダメ。秋冬の山でも意外と汗をかく
ことが多く、汗が乾かないまま冷風にさら

アクティブインシュレーション・・・通気
性のある中綿入りのウェア。素材が適度
に保温しつつ衣服内の蒸れを放出してく
れる。保温性があるのに、着たまま行動が
できる。

されると低体温症の原因になります。
また、
「濡れない」
「暖かい」
「すぐ乾く」

衣服を夏山と同様に“重ね着（レイヤリング）”すること重要になってきます。３枚重
ねが基本で、気温や行動に応じて、薄くしたり、増やしたりします。肌に直接当たる「ベ
ースレイヤー」は、化繊かウール素材のものが必須です。下半身も、必要に応じて同様
の素材のスパッツやタイツを着用するといいでしょう。中間着としての「ミドルレイー
ヤー」にはフリースなどの中間着を着用します。休憩時や低温時には、薄手のダウンを
きるなどして、体温調整をします。２枚重ねて着用も OK。そして、風雪から身を守る
「アウターレイヤー」には、防水透湿性のある、しっかりしたジャケットを着用します。
積雪時には雨合羽では頼りないので、高価ではありますが雪山へ行くには専用のジャケ
ットが必要です。巷でもアウトドアウェアが流行っているので、普段でもみんなの注目
を集めること間違いなし！
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊
第９回運営委員会 2020.11.19（木）
出席：阿部、大井、柏原、久保田ゆ、三野、村上し、村上ま、安井（五十音順）
■会員の動向
・入退会：11 月池北美智代さん入会、黒木智佳さん 7 月にさかのぼって退会。
・会員数：64 名（家族 8 名）
■各部・実行委員会報告
①事務局
・11 月恒例の納山祭は新型コロナの関係で中止。
・会員 1 名が今年度に入って会費が納入されておらず、何度も連絡しているが返
信なし。手紙で最終連絡を取って返信なければ、自動的に退会とする。
②山行部
・12 月例会でのワンポイントは『低体温症』講師:三野
・以下の装備を購入予定
ジェットボイル（20000 円）、デジタル無線機 2 台（1 台 3～40000 円）
8 ㎜ 20m と 8 ㎜ 30m のロープ各 1 本（1 本約 8000 円？）計 12～140000 円
・1 月 7 日の山行の CL は交替。例会での案内も誰かにお願いしたい。
③会報部
・新入会員の十鳥氏が加入。QR コードを作成して頂いた。
・会報のグラビアを A4 サイズにし、4～5 ページ分掲載したらどうか？との提案。
④県連
・11 月 18 日理事会あり。県全体で 264 名。ジモティーなど SNS によるものが
多い。
・各会新型コロナ下での山行に特に変化なし。岡山、鳥取までは行っている模様。
・大滝山登山道に関しては学連などとも協議中。
・11 月 4 日に女性登山があり、相互無線交信を試みた。
・安井委員が浜松の全国自然保護集会に出席。オオクラヤストミさんの基調講演。
・ロングトレイルの打ち合わせ。善通寺は中蓮寺峰から大川山。
・高松３会が合同で登山教室を開催予定。
・12 月 8 日ヤングメンバーズクラブの打ち合わせ予定。
・11 月 29 日四ブロ協議会
・2021 年のカレンダーが 12 部入っている。希望者は申し出てほしい。
・1 月 20，21 日の善通寺市民会館の予約を取ってほしい。
⑤組織拡大実行委員会
・11 月 3 日（祭日）
『落合峠～烏帽子山』
（CL:佐藤な）においてヒヤリハット 1 件
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・1 月 10 日（日）
『箸蔵寺～財田駅』ハイキング（CL:黒渕た）
・来年度の拡大山行は次の予定（変更もありうる）
4 月 29 日（祭日）
『二つ岳』
（アケボノツツジ）CL:石川か、SL:大平

＊会員外や初心者が参加予定なら高知の工石山の方が良くないかとの意見あり。
7 月 4 日（日）
『大座礼山』
（ブナ並木）CL:正田、SL:村上し
10 月 17 日（日）
『剣山』
（紅葉）CL:黒渕た、SL:堂崎
11 月 14 日（日）
『大窪寺～女体山』（イチョウ）CL:北岡、SL:吉崎
1 月 10 日（日）
『箸蔵寺～財田駅』（初詣ハイク）CL:中村れ、SL:升形
3 月 13 日（日）
『皇踏山』
（小豆島）CL:白川、SL:松岡つ
⑥写真展

2021 年度は新型コロナの関係で市民会館まつりは中止。
＝12 月に有志を募り、SNS などを使った写真展ができないか検討の予定。
■新型コロナ下の山行について

当面、感染状況を見ながら現在の条件で山行を継続する。
① 山行中は互いの距離を十分とりながら登る。
② 休憩中、頂上ではマスク着用を忘れない。すれ違い時は口をタオルなどで覆う。
③ 車は、5 人乗りは 3 人乗車、8 人乗りは 4 人乗車までとする。
④ 車内では、各人マスクを着用し、左前部と右後部の窓を若干開け喚起する。高速道
路上でも同様。
⑤ 事務所では、入退室時に手を消毒する。
⑥ 事務所ではマスク着用、窓を開け喚起に気を付ける。シールドの無い部屋では各人
の距離を十分空ける。
※最新情報
スーパーコンピューター富岳の分析によると
① 外気導入モードでエアコンをつけると 1 分程で社内の空気が入れ替わる
② エアコンを強くするほど早く入れ替わる
③ 窓を少し開けるとさらに早く入れ替わるだろうとのこと
④ エアコンをつけずに窓を少しくらい開けても社内の空気は滞留し続けるとのこと
スーパーコンピューターがどこまで信用出来るか分かりませんが、参考にはなると
思います。
異常の情報に基づいてどの方法をとるかは、各自にお任せしたいと思います。
ただし、車内では必ずマスクを着用のこと。
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＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊
（第 8 回 2020/11/24）
記） 三野和哉
1.

今月、来月の行事
(1) 11/3

2.

落合峠-烏帽子山(拡大)

CL 佐藤な

・ヒヤリハット有

(2) 12/13 丸笹山、赤帽子山

CL 三倉

・積雪に注意が必要

(3) 12/20 雲辺寺

CL 黒渕き

・

(4) 12/20 大山

CL 久保田ゆ

・日帰り、夏道コース往復

(5) 1/17

香川の山

CL 変更(矢野→大井)

(6) ２月

大山

CL 変更(森山み→佐藤た)

〃

ヒヤリハット 【落合峠-烏帽子山】
★橋が崩落している箇所で、急な斜面を Fix ロープに確保を加えて通過したが、２
名が体制を崩した。
⚫

必要性を認識して Fix に確保を加えているので、適切な処置であったのではな
いか。但し、確保方法、簡易ハーネスの種類の選択等は正確な技術が必要であ
る。

⚫

リーダー、サブリーダークラスの人は、ロープが必要な状況では素早く正確に
対応できるスキルが必要であるが、普段は使わない技術なので、必要な時に躊
躇なく使用できる為には、普段からの反復練習が必須である。

⚫

ロープを持っていても使えなかったら猫に小判であり、うろ覚えの間違った使
い方は、却って大きな惨事を招く可能性もあることを認識する。

⚫

来年度も「危険個所の通過方法」の講習を計画し、リーダーに技術を身につけ
てもらう。

※その他(パーティーの適正人数について)
⚫

最近の山行は、大人数のパーティーが多いが、Fix 通過等の悪場が出てきた
場合、ものすごく時間がかかることが予想される。
また、現状は数パーティーに分けて対応しているが、CL が全体を正確に把
握するのは困難ではないだろうか？その場合、パーティーの安全は、SL 任せ
になってしまい、SL の技量が非常に重要になる。
また、コロナ対策からも、大きなパーティーは好ましくない。
そこで、大勢の参加希望があった場合は、メンバーを分けて別の山に行く等
の方法も有効ではないだろうか。(運営委員会で検討してもらう)

3.

計画書の掲示、報告書の提出ができていない山行が多い。
⚫

計画書：承認後、山行当日までに事務所の掲示板に貼ってください。

⚫

報告書：山行後速やかに計画書と一緒に掲示板に貼っておいて下さい。山行部
で整理します。
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4.

ワンポイント講座

12 月例会 担 当：三野

・テーマ：低体温症について
5.

装備
・購入決定：

6.

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)

次回日程：12 月 15 日(火)曜日 場所：事務所

＊＊＊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 ）
・黒木智佳さん退会
■ 11 月例会の報告
11 月 3 日（水）19：30 より 22 名参加
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。
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＊＊＊県連ニュース＊＊＊
2020 年 11 月 18 日（水）

第 54 期 第 8 回理事会

於：善通寺市民会館 3F

■事故/ヒヤリハット
〇観音寺あけぼの山の会が他パーティーの遭難現場に遭遇
（丸亀しわく山の会も翌 25 日に笹ヶ峰に入山）
→10 月 24 日笹ヶ峰～沓掛山（1 人はぐれ遭難し翌日発見）
10 名で 3 班に分かれての下山中にはぐれ、翌日本人から連絡があり 14：00 に発見
■県連活動/会員数
〇10 月 23 日（金）大滝山問題で木村康夫香川県山岳連盟会長と懇談
→第 2 回 11 月 27 日（金）県知事宛の要望書内容の検討
〇10 月 27 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
→次回 12 月 4 日（金）19：30～

於：善通寺山の会事務所 パワーポイント作り

観音寺あけぼの山の会 余木崎～中蓮寺峰
善通寺山の会

中蓮寺峰～大川山

坂出ハイキングクラブ 大川山～竜王山
高松勤労者山の会

竜王山～中山峠

さぬき山歩会

中山峠～鵜ノ田尾峠

丸亀しわく山の会

鵜ノ田尾峠～坂本

〇11 月 7 日（土）～8 日（日）2020 全国自然保護集会 IN 浜松（安井理事参加）
於：静岡県立三ヶ日青年の家 主管県静岡県連・主催者全国連盟
大蔵善福「消える氷河・山岳異変！温暖化を止めるのが人間の知恵」
堂ヶ森からニノ森間のシコクシラベの枝打ちに関する問い合わせ

太田正博

〇11 月 8 日（日）第 8 回女性交流登山→11 月 16 日（月）反省会
→高松労山とあけぼのの間で無線交信に成功、丸亀と善通寺は失敗
観音寺あけぼの山の会

城山（坂出市） 女性 10 名、男性 7 名

善通寺山の会 紫雲出山 女性 6 名
丸亀しわく山の会 虎丸山 女性 6 名 男性 2 名
高松勤労者山の会 大川山 女性 3 名 男性 6 名
〇11 月 13 日（金）第 2 回県東部会員倍加委員会 組織部 於：流石公民館
→共同で少人数の登山教室を開きたい 大滝山キャンプ場使用、岩登り 2、3 回
第 3 回 12 月 18 日（金）於： 流石公民館

19：30～

〇県連会員数 266（前月比＋2） 総会目標 300
■行事・その他
〇ヤングメンバーズクラブの立ち上げ→12 月 8 日（火）19：30～
於：善通寺山の会事務所

各会で中核になれそうな人の集まりをもつ
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〇四国ブロック協議会 ～12 時 道の駅「ことひき」2F「集い」各県会長＆理事長
〇労山新基金各会担当者会議

13 時～17 時 観音寺市総合コミュニティセンター

2F 各会担当者（大井山行部員参加）
○次回第 9 回理事会 12 月 16 日（水）19：00～ 善通寺市民会館 3F

＊＊＊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、下記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

上２５ｍｍ

表題

MS 明朝 太字 ２０ポイント 外枠を入れる

本文

MS 明朝 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
○ 原稿の提出は早めにお願いたします。
○ 無断でSNSに転載はしないようにしてください。

原稿送付先アドレス

村上しのぶ

shinobu0402@outlook.jp

表紙の言葉
落合峠～烏帽子山の一コマです。今回は峠の手前の廃道に近い
道をたどって、危険な場所の通過の学びが出来たようです。
背中のヘルメットが粋ですね。

編集後記
各地で紅葉がよくなってきますね。皆さんコロナ対策をしてカメラを持って出かけまし
ょう。

Goto トラベルを利用して丹後地方のお寺に出かけました。
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12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
31

1月
火 会報部会
1 金 ﾔﾝｸﾞﾒﾝﾊﾞｰ結成山行
水 例会
2 土
木
3 日
金
4 月
土
5 火 会報部会
日 岩トレ9
6 水
月
7 木 例会
火 ﾔﾝｸﾞﾒﾝﾊﾞｰ結成山行準備会
8 金 東赤石準備会
水
9 土
木 雲辺寺準備会
10 日 拡大 箸蔵街道
金
11 月
土
12 火
日 四国の山 丸笹山
13 水
月
14 木
火 山行部会
15 金
水
16 土 岩トレ10
木 運営委員会
17 日 香川の山紫雲出山・妙見山
金 三嶺準備会
18 月
土
19 火 山行部会
日 雲辺寺・大山
20 水
月
21 木 運営委員会
火
22 金
水 箸蔵街道準備会
23 土
木
24 日 原稿締切 東赤石
金
25 月
土 八ヶ岳
26 火
日 原稿締切
27 水
月 紫雲出山・妙見山準備会
28 木
火 雪の三嶺
29 金
水
30 土
木 ﾔﾝｸﾞﾒﾝﾊﾞｰ結成山行
31 日 香川の山・石鎚山
◆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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