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今年度も残すところ２ヶ月となりました。今年度は、新型コロナウイルスの影響によ

り、今まで思いもしなかったところでいろんな制限がかかり、私たちの山登りも思うよ

うに活動できなかった年となりました。マスクの着用や手指消毒は日常のことになり、

あらゆるところでシールドが張られているのも普通に思えてきて、始めは不便に思って

いたことも安全に生活していく上で必要なことで、どんなことにも状況に合わせて変化

していかなければいけない、ということを気づかされた１年でした。 

今までも世間では、オンライン会議推進や、子育てや介護のための在宅勤務の環境が

必要になる時代が来ている、など言われていましたが、そんな環境も必要に迫られた別

の角度からではありましたが、少しずつ環境が整ってきたように思います。山の会でも、

「総会はメールでやってみよう」と早くから対応を考えてくれた会長の提案で開催され、

対面でするより不自由ではありましたが無事に開催でき、その時の状況に合った総会が

できたのではないかと思います。 

 

こんなコロナ禍での１年でしたが、「３密を避けた自然の中なら安心」ということで、

アウトドアが人気となり、少し寒くなりかけた晩秋に、「キャンプ場が賑わっている」

というニュースをよく聞きました。実際に 11 月下旬ごろだったと思いますが、大麻山

のキャンプ場でもソロキャンプを楽しんでいる人が何人かいました。ひとりでのんびり

とした贅沢な時間を過ごすソロキャンプもいつかやってみたいと思うのですが、やっぱ

り山仲間とテントで食事をしながら楽しい時間の共有できる、テント泊山行ができる日

常が早く戻ってくればいいなぁ、と思います。 

 

また、来年度も引き続き、感染予防には気を付けての山行で始まると思いますが、安

全に楽しく山登りを楽しんでいきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春夏秋冬 

今年度の終盤にあたり 

久保田幸江  
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定例山行案内 

 おおやぶ岩トレ-11 
 

■日 程   2021 年 2 月 21 日（日）  

■目 的   岩登りのレベルアップ 

■場 所   坂出市 大屋冨の岩場 

■Ｃ Ｌ   池田 博  

■準備会   なし 

    

初心者は基本の確認、経験者はさらなるレベルアップに向けて 

 

 

 

 

 

 

 

雪山経験があり、レベルアップを図りたい会員を対象とした計画となります。特に体

力、技術の閾値は設けませんので、意欲のある会員は参加ください。 

 

❖日 程  ２０２１年 2 月 27 日～28 日 宿泊施設を使用 

❖場 所  伯耆大山 

❖Ｃ Ｌ  佐藤孝雄 

❖準備会  2 月 12 日(金曜日) １９時３

０分～ 山の会事務所 

❖目 的  雪山技術のレベルアップ 

❖内 容  27 日⇒7 合尾根を使って基礎

トレーニング 

      28 日⇒弥山尾根のトレース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例山行案内 

伯耆大山 1709ｍ 
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 定例山行案内 

      石清尾山～浄願寺山～小山 里山ハイキング 

 

予定は 2 月 28 日でしたが、平日 3 月 4 日木曜日に変更させていただきました。 

標高 200m ほどの里山縦走（約 4～5 時間）ハイキングコースです。 

歩き始めは瀬戸内海を眺め、浄願寺山では長閑な讃岐平野が望めます。 

縦走路に古墳あり。興味がある方がいらっしゃれば、姫塚も観察。 

お天気が良ければ、足元には早春の野草アマナが咲いているはず。 

長閑な一時を過ごしてみませんか。 

 

❖日程：2021 年 3 月 4 日木曜日 

❖場所：高松市峰山町～西春日町 

❖C L：大西恵美子 

❖準備会：2 月 15 日 月曜日 7:30 事務所にて 

（参加希望の方、メール頂けるとありがたいです） 

 

  定例山行案内 

スノーシュー大山 
平村栄一 

 

■日 程：２０２１年３月７日(日) 

■場 所：鳥取県大山 

■Ｃ Ｌ :平村栄一 

■準備会：２月１８日(木)  １９：３０～ 事務所にて 

日本百名山の 1つ「鳥取大山」は、冬季には真っ白な雪で覆われます。歴史や自然の

見どころが満載の鳥取大山山麓をスノーシューで散策しませんか。ふかふかの雪面を歩

くのは楽しいですよ。そして麓から見上げる冬の北壁は圧巻です！標高約 800m の大山

駐車場から、参道・大神山神社を経て標高 1000mの元谷あたりまで上り、帰ってくる 

コースを歩く予定です。 

スノーシューを持っ

ていない方でも、モンベ

ルの店でレンタルがで

きるので大丈夫です。 
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山行案内 

          拡大山行６  笠形山 762ｍ 

阿部 

 

■  日 程  ２０２１年３月１４日（日） 

■  場 所  笠形山（香川県 琴南） 

■  目 的  会員と共に歩き山の楽しみを感じてもらう 

■  C  L  阿部 （SL 村上し） 

■  準備会 ２月２２日 月曜日 山の会事務所１９時３０分～ 

讃岐山脈前衛の静かな山歩きを楽しみましょう。 

春の芽吹きを感じられると良いですね。 

山が好きなお知り合いがいましたらぜひお誘いよろしくお願いします。 

 

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 

3 

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 

4 

11 岩トレ-１ 佐藤な 

11 四国の山  

18 四国の山 村上ま 

25 定例１（讃岐山脈） 大井 
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定例山行報告 

雪山「伯耆大山 1709ｍ」 
                              久保田ゆ 

 

■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 

■参加者   CL･記録:久保田ゆ、SL：佐藤た・三野・大井、装備：平村、写真:中村む、 

会計：安井、医務：若宮、池田ひ、大平、久保田と、高尾か、堂崎 

                   合計１３名 

■交通費   （高速片道 4,520円、ｶﾞｿﾘﾝ往復 379Km×24円、駐車場 1,500 円）×4台 

コースタイム 

山の会事務所 5:00===(善通寺 IC==高速==溝口 IC)=== 8:30 大山屋内駐車場 9:05---

-(夏道登山道)----11:40 六合目避難小屋 12:00----七合目付近 12:50-----13:05 六

合目避難小屋 13:25----(夏道登山道)----14:30～15:10(二合目付近でﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)----

15:40大山屋内駐車場 16:00===(溝口 IC==高速==善通寺 IC) ===19:10 善通寺山の会

（反省会）19:30 解散 

山行前の月曜日から、寒気が入り日本海側では雪が降り続いていた。新潟県では高速

道路で数日に渡って雪で動けず停滞しているというニュースも飛び交っていた。大山ラ

イブカメラや積雪情報で山頂付近の積雪状況まで分かり情報収集が便利になった。夏道

登山道近くの南光河原駐車は、雪が積もり置ける台数が少なく、管理者の方より、置け

ても帰る頃には出られなくなっている可能性があるのでスキー場方面の屋内駐車場を

勧められ移動。駐車料金 1台 1,500 円。雪も降っていたので屋根のあるところで準備が

できたのはありがたい。駐車場内で準備体操を済ませ、30分遅れで出発。人数が多いの

で 3班に分かれて出発（1班 SL佐藤た、中村む、久保田と、堂崎。２班 SL 大井、池田

ひ、安井、高尾か。3班 SL三野、平村、大平、若宮、久保田ゆ）。 

長袖下着、長袖厚手の上着、カッパで少し寒いが、登山口までの車道を 10 分程歩く

と体が温まった。例年は 1泊 2日が恒例の雪山大山の山行だが、今年は新型コロナウイ

ルスの感染対策から日帰りとなり、夏道登山口の往復とした。登山口から雪はたっぷり

あり、サラサラの雪で歩くのが気持ち良い。時折、連日の雪で降り積もった木からの落

雪があった。落雪の直撃を受けた１名はサングラスのレンズ片方が外れた。幸い、仲間

の執念の捜索の末、見つけることができた。樹林帯を歩くので注意のしようもないが、

雪の多いときには心づもりが必要だ。 

六合目までは樹林帯を歩くので風もなく快適である。六合目は予定より 1時間以上遅

れて到着。下山開始のタイムリミットは 13 時と決めていたので、山頂までは行けそう

にないが、行けるところまで行くことにする。避難小屋でいた人の情報によると、この

日は途中で撤退する人が多いそうで、山頂を目指す人はラッセルしているようである。

疲れが出ている３名は避難小屋で待機。六合目を少し過ぎたあたりから横殴りの風が吹
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き、目出し帽を上げる。雪がサラサラで前の人の固めた雪も崩れやすく、崩れると足場

を固めて登るのに苦戦した。40 分位登った辺りで先頭の人の足が止まり前の人のトレ

ースがかき消され、視界が悪くなってきた。自分たちの歩いたトレースがあり、視界も

あるうちに下山しよう、ということになり下山開始。七合目付近まで登ったと思われる。

15分程で六合目避難小屋まで戻り、待機組と合流。 

サラサラ雪の下山は滑りやすい。登山道横にはたっぷりの新雪があるので二合目付近を

過ぎたあたりでワカンつけて歩いてみる。ワカンの威力はすごく、沈み具合がかなり緩

和された。続いて、雪洞の掘り方を教わる。雪の斜面を利用して、始めは下に穴を掘っ

た後で横に掘ると効率良く掘れるそうだ。15分程で１名入れるくらいの雪洞が掘れた。

30 分程度ワカン歩行と雪洞堀りを体験して下山。タイムリミットで山頂には立てなか

ったが、この日も１日雪が降り続き、12 月の大山にしては新雪の雪がたっぷりで雪を

満喫できた 

 

  定例山行 

三嶺 1893ｍ 

記録 堂崎 

 

■日 程   2020 年 12月 30日（水） 

■場 所   徳島県三好市 

■目 的   雪山を経験し技術を習得する。 

■参加者   ＣＬ：石川 ＳＬ：安井 装備：平村 会計・医務：升形  

       記録・写真：堂崎 

■費 用   走行距離 180ｋｍ 1,730 円/一人 

コースタイム 

事務所 5：40＝＝＝7：50 菅生いやしの温泉郷 8：15……12：55三嶺ヒュッテ 13：40 

……17：00 菅生いやしの温泉郷 17：15＝＝＝19：35事務所 

 

数年に一度の寒波到来といわれるさ

なか、今年最後の山行は慣れない雪山登

山だ。 

登山口では小雨降る中、各自着々と万全

の装備と準備体操を行い出発。雪は積も

っていないが、空気はとても冷たく、風

も強い。歩き始めは樹林帯のため、風の

影響はそこまで受けないが、ゴォーゴォ

ーと風の音が響く。奥祖谷観光周遊モノ
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レールが登山道沿

いに並走するよう

に途中まで通って

おり、何度かモノレ

ール下をくぐり抜

けながら歩く。 

標高 1,100ｍを超

えると地面にはと

ころどころ雪が現

れ始める。積雪量が

徐々に増え、アイゼ

ンを装着する。雪山でアイゼンを装着して歩くことは今回が初めてだ。リーダーより歩

き方の説明を受け、いざ実践。アイゼンを引っかけないよう意識して歩くものの、油断

するとすぐに引っかけて転んでしまいそうになる。雪山用の登山靴の重さにさらにアイ

ゼンの重さも加わり、足への負担も大きい。積雪量もどんどん増え、なかなか思うよう

に歩けずすぐに息が上がる。 

樹林帯を抜けると雪は断続的に降り続け、

強風に体が何度もよろめく。13 時前に三嶺

ヒュッテに到着。小屋横の池の水は凍って

いる。時間的に余裕がないため山頂への登

頂は諦め、小屋で一息つく。すると、今まで

ずっと曇天だった空が急に明るくなり、青

空が見え始める。小屋から山頂を見遣ると、

くっきりと山容を現している。 

下山する頃も晴天が続いていたが、次第

に曇り始め風が登山時よりもさらに強まり、

気温も下がり空気もますます冷えてくる。

登り同様、アイゼンを装着しての下りも相

当しんどい。全員怪我無く無事下山できた

が、疲労困憊だ。 

雪山ではいつもの登山と違い、楽しむ余

裕はまだまだない。いつか雪山を楽しめる

ように、さらなる体力・持久力＋雪山を歩く

歩行技術が必要だなあと実感した。 
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定例山行報告 

    箸蔵寺～二軒茶屋～財田駅 
                               記録 音地洋子 

 

■日 程  令和 3年 1月 10日（日） 

■場 所  香川県三豊市徳島県三好市 

■目 的  初春の旧道を歩き山の楽しさを体験する 

■参加者  CL：黒渕た SL：三倉 香川 平村 装備：村上ま 写真：中村れ   

      食料：堂崎 医務：升形 黒淵き 池田た 会計：村上し 記録：音地よ

松岡つ 永森 横田 粟飯原 

■費 用  車 35㎞ （往復）850 円 電車代 260円 食料 110 円 

コースタイム 

1月 10 日（日） 

山の会事務所 6：30 ＝＝＝7：10財田駅 7：28 ―――7：40箸蔵駅 7：50… 

8：50箸蔵寺の門…9：20箸蔵寺…9：50奥の院…10：00馬除…12：05二軒茶屋 

12：30…13：20石仏…13：54展望台…14：50ダムのある登山口…15：20 財田駅 

 

 毎年恒例の初詣登山、今年は雪が多く残る山行でした。32号線買田東の交差点を過

ぎると次第に周囲が雪に覆われており、少し心配になるものの無事に財田駅に到着し

電車を待つ。駅には雪景色と電車を撮るため三脚を立てて構えている方もいた。箸蔵

駅に着くとさらに山々や町が白く

覆われている。3班に分かれゆっく

り登山開始。雪は5ｃｍくらいか、

締まっているので歩きやすい。曇

り空だがしだいに晴れ間も見え衣

服調整をしながら箸蔵寺の門まで

着く。ロープウエーが動いている

が客は乗っていない様子。階段を

登り箸蔵寺に着く。トイレを借り

たが、凍りついているのか水洗の

水は出ず、手を洗う水道は水が出ていたのでバケツに水を汲みそれを流した。水が出

る暮らしがありがたく思われた。階段の雪かきをしてくれている方もおり、感謝しつ

つ登る。 

奥の院の寒桜は寒そうに小さく咲き始めていた。登山道には鳥やウサギや猿などの

足跡も見られ楽しみながら歩き、時折地図を確認し現在地を検討する。風が冷たく吹

き抜ける場所もありじっとしていると寒い。馬除けの壊れかけた屋敷を過ぎ、林道と

の出会いで地図確認。林道を少し下ると二軒茶屋への登山口がありしばらく歩くと二

軒茶屋に到着。楽しみのカップ汁粉を各自で作り昼食をとる。讃岐山脈の稜線まで登 
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りが続く。石仏に着くと冷たい風が吹き抜ける。ここからは雪が少なく落ち葉が乾い

ている部分もあり割りと歩きやすい。遠くに大麻山や我拝師、瀬戸大橋など眺めなが

ら林道に出て、急な下り坂を歩き登山口に出る。百丁石を

見て歴史を感じながらもう雪のない財田駅に到着した。 

 

 

 

定例山行記録 

紫雲出山 362ｍ 

記録 村上しのぶ 

 

■ 日 程  2021年 1月 17日（日） 

■ 場 所  三豊市詫間町紫雲出山 

■ 目 的  瀬戸の海を感じながら香川の山を歩く 

■ 参加者  ＣＬ：大井 ＳＬ：中村れ 装備：平村 写真：黒渕た 

     会計：村上ま 医務：黒渕き 記録：村上し 7 名 

■ 費 用  走行距離往復 6ｋｍ車 3台ガソリン代 1人 200 円 

■ 天 候  晴れ 

コースタイム 

箱浦ビジターハウス 7：50・・・8:20室浜・・・8：50立石休憩所・・・9：00

三崎神社・・・9：20三崎灯台・・・10：00 仁老浜・・・10：40箱峠・・・

11：10頂上まで 1.2ｋｍ・・・12：00紫雲出山頂上 12：30・・・12：40 展望

台・・・13：25大浜登山口―――13：45箱浦ビジターハウス・反省会後解散 

 

 新型コロナ対策で事務所集合はせずに、箱浦ビジターハウスに各自集合。駐車ス

ペースは広い。駐車場の前に小さな神社があったのでお参りしてから出発。 

 しばらく海沿いの車道を歩き、室浜から山道になる。なだらかな快適な道を進

む。三崎灯台の手前に三崎神社に寄った。長い石段を上がっていくとお堂の中に中

高年の男性が 10人くらいおり、中で宴会のようなものをしていた。神社の維持管理

のため年に一回この辺の神社を回っているとのこと。参拝後、三崎灯台へ向かう。 
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 灯台に行く前に、立石展望台に寄り瀬戸内海の

景色を楽しんだ。灯台は想像していた丸い建物で

はなく、四角で、ライトもＬＥＤなのか大きな電

球のようなものは見当たらなかった。灯台の先の

海岸に御幸石（おこのいし）というものがあると

いうので、海岸まで降りようとしたが結構傾斜が

きつく危険なので途中で引き返した 

 仁老浜まで四国の道を行く。途中、先ほどの三

崎神社にいた団体が乗っている軽トラに追い越さ

れた。仁老浜に着くと浜辺に、またまたさっきの

神社維持管理の

団体にであっ

た。一人の方

が、「ここはき

れいな海岸だか

ら、記念写真を

浜で撮ったら良

い」とのこと

で、全員浜に降

りて写真を撮っ

てもらう。ここ

には竜宮城の形をしたトイレがあったので利用した。少し歩いたところで池の横を

通り、箱峠に向かう。 

 紫雲出山箱峠登山口に着き、ここからは登山開始。四国の道なので途中案内看板

があり、あと〇ｋｍというのがとても励みになる。登山道はなだらかなところもあ

るが、最後の丸太階段が長くてきつく、歩みがグッと遅くなった。やっと頂上に着

きここで昼食。寒いのでカップ麺が暖かくてうれしい。頂上には喫茶店があり、そ

の横に縄文時代の家と縄文人の人形があった。観光客が人形と記念撮影していた。

昼食中ちらちらと雪が舞ってきたが、幸いすぐに止んだ。 

 下りは大浜の方へ下りる。大浜の駐車場から箱浦ビジターハウスに戻った。ビジ

ターハウスは閉まっており、外で反省会をして解散した。 

今日は歩行距離 13.4ｋｍ、天気も良く海沿いの楽しい里山歩きだった。 
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紫雲出山 

 

 

 

個人山行報告 

横峯山 279ｍ 
                                   柏原 

 

■日 程：2020年 12月 8日（火）曇り 

■場 所：香川県三豊市 

■目 的：大浜からの横峯山の登頂ルートを探る 

■参加者：ＣＬ・記録・柏原、SL・真鍋、医務・中内、会計・多田（会員外） 

■費 用：20km×2×24円＝一人 960円 

コースタイム 

荘内自然休養村センター集合（2台配車）8:00＝＝8:30 妙見宮 8：50…9:10 千貫松…

10:00標高点（156m）…10:20妙見山（320m）…11：30横峯山（279m）…12：00立石

山四等三角点（242.8m）…14:00 荘内自然休養村センター＝＝14:30 妙見宮（反省会

後解散） 

 

 横峯山山頂付近からの登山道が藪で荒れているとのことで、有志で整備してきた。 

箱浦ビジターハウス 

大浜 
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 荘内自然休養村センターに集合し、2 台配車し

て、妙見宮の鳥居の下の駐車場へ向かう。ここで、

各自、ノコギリや剪定バサミを手に登山を開始す

る。紅葉がきれいな石段を登ると、大岩がかぶさる

本殿に着く。衣服の調整をし、千貫松へ向かう。こ

ちらも、大きな岩である。岩には、千貫松の名の通

り、松が生えているが、2代目だそうで、千貫松と

いう名のわりには小振りである。裏にまわると、小

さなクラックが走っており、それにそってピトン

が数本打たれていた。岩登りのルートがあるよう

だ。 

 小休止し、156m の石仏がある標高点を目指す。

地形図では、峠になっており、今通る人はいないだ

ろうが、昔は、詫間町の香田と仁尾町の家の浦の間での往来があったものと考えられる。

家の浦には、磐長姫神社があり、大浜の船越八幡神社の境内には、磐長姫の妹の木花佐

久夜姫を祭る木村神社があるが、724 年に鎮座した船越八幡神社は、1300年続くオトグ

イ（御鳥喰＝カラスが神供をついばむ様子で神意をうかがう）を大浜と香田で行うが、

どちらの神社も香田と家の浦が氏子である。両地域を結ぶ山地に大岩が多いことから、

永遠の象徴である磐長姫神社があると推測される。 

 人類学者のフレーザーは、バナナ型神話を分類したが、皇孫たる瓊瓊杵尊が、大山祇

神の二人の娘、磐長姫（固い石の象徴）と

木花佐久夜姫（柔らかいバナナの象徴）が

嫁いできた際に、磐長姫（岩＝永遠の命）

を追い返したため、以後、人間に寿命がで

きたという起源神話は、その典型である。

石とバナナでバナナを選んだことが、人間

の死のはじまりであると説明する神話は、

古事記、創世

記、ニューギ

ニア神話な

ど枚挙に暇がない。 

 そんなことを、考えながら急登を登りきると、だだっ

ぴろい横峯山山頂に着いた。しかし、三角点や山頂の標

識が全くないことから、少し悶々としながら昼食とした。

休憩後、大浜に至るルートを探すと。話に聞いていた通

り、笹や低木の藪になっていた、皆で手分けして、草を刈

ったり、木の枝を切ったりして、ルートを整備した。夢中

になりすぎて、少しルートを外したところも整備してし

まったので、正規のルートに戻った。誤ったルートでは、イノシシが駆けていた。 
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 整備しながら、立石山三角点に着くとそこにも大きな岩があった。この辺りからは、

藪も治まってきたので、道具をしまい、下山に専念することとした。途中、登りがいの

ある岩を発見したので、整備も終わったのでボルダリングした。岩を登るのは、楽しい

なと感じた。 

 目をつけていた果樹園のある林道に無事合流し、山から下り、駐車場所まで歩き、車

を回収して、スタート地点の妙見宮まで戻り、反省会をして解散とした。 

 

 

ヤングメンバーズクラブ山行報告 

牛ノ背古味尾根偵察 
                                    柏原 

 

■日 程：2020年 12月 27日（日）晴れのち曇り 

■場 所：徳島県三好市 

■目 的：牛ノ背古味尾根の取りつきと下降路の確認 

■参加者：ＣＬ・装備・記録・柏原、SL・運転・大平（以上善通寺山の会）、 

医務・原（観音寺あけぼの山の会）、会計・運転・井上（さぬき山歩会） 

■費 用：（100km×2×24 円＝4800 円）÷2＝一人 2400 円（大平車） 

(90km×2×24 円＝4320)÷2＝一人 2160円（井上車） 

コースタイム 

財田道の駅 6:00＝＝8:00 古味尾根取りつき 8：30…10:30赤滝三等三角点（1390.63m）

…11:15標高点（1486m）…12:30古味三等三角点（1757.13m）…14:00標高点（1486m）

…15:30 赤滝三等三角点（1390.63m）…17:00 古味尾根取りつき＝＝19:00 財田道の

駅 

 

 才能ある若手にこそ、挫折を経験させなければならない。挫折は、その選手を成長さ

せる最大の良薬だからである——————ヨハン・クライフ（1947～2016）『美しく勝利せよ』 

 

 今冬は、全国的に雪が多そうな気がしていたので、のんびり冬山を楽しもうと密かに

たくらんでいたのだが、県連からの再三にわたる、早くヤングメンバーズクラブという

若手のための活動を軌道に乗せよとの圧力に屈し、急遽 12 月に全会の若手を善通寺山

の会事務所に結集し、半ば強引にやる気のある方たちに役員をお願いすることで、ヤン

グメンバーズクラブという全会横断的な若手のネットワークをなんとか実現した。 

まずは、結束を高めるためにと、1月の成人の日を含む連休に結成山行を実施するこ

とを思い立ち、牛ノ背から剣山までの縦走に挑戦することにした。取りつきは、我が会

の 30周年記念山行で、10年前の無雪期 8月に会員 4名で往復している古味尾根を選ん

だ。高低差 1100ｍの登りがいあるルートである。しかし、マイナーなルートであるため

か、積雪期のバリエーションルートとして登った先人の記録を見つけられなかったので、
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10 年前の 30周年記念山行に参加していた、会の重鎮大平さんに偵察の同行をお願いし

た。ヤングメンバーズクラブにその旨報告したところ、観音寺あけぼの山の会の原さん

とさぬき山歩会の井上さんも行きたいということで参加してくれる運びとなった。 

本稿を執筆している、1月中旬は、すでに、件の結成山行が終了しており、結果、年

末に四国地方を襲ったものをはるかに超える寒波の襲来と豪雪、悪天も関係し、初日の

行程を終えることなく、宿泊予定地の手前でビバーク。翌日早々、イザリ峠から西山に

下山するというスピード敗退を味わった。 

そこで、冒頭のクライフの言葉に戻るわけだが、私にとっては、むしろ、好天ですん

なり、小屋に到達してストーブにあたるよりも、全行程をこなして見ノ越に配車した車

で温泉に直行して暖かい湯につかるよりも、得るものは大きい気がした。サッカー選手

のクライフは、単に勝利するのではなく、美しく勝利せよと述べる。美しくない勝利を

収めるくらいなら、敗退して挫折したほうがいくらかマシである。確かに、若手にとっ

ては、挫折はいいクスリであり、成長の糧となると心底思う。今回もそうあることを希

う。 

要するに、登山は内容が重要なのであって、結局、冬山は、どれだけ、吹雪に叩かれ

たかとか、豪雪のラッセルに苦しめられたかなどによって決まる。しかし、そこに挫折

はつきものであり、山登りの醍醐味の一つになっていると感じる。挫折ではあろうが、

厳しい状況下で事故もなく、無事に戻れた経験は、いつか役に立つことがあるはずだ。 

さて、偵察は、年末寒波の到来直前であったため、ドカ雪というほどでもなかった（1

月 5 日にも積雪状態を確認したが、それほど変わらなかった）。しかし、稜線付近は、

50cm以上の積雪があり、偵察とはいえども、終始、膝上のラッセルに苦しめられた。好

天に恵まれたため、稜線に上がるまでは、美しい景色を楽しむこともできた。   

稜線からは、お決まりの強風

と豪雪、曇天や雪の吹上げによ

る視界不良に悩まされたが、ガ

ッツで乗り切ることができた。

想像した通りのハードなルート

であったが、下降路もしっかり

確認し、目的は達成した。全体的

には、ヤングメンバーズクラブ

で前日の夜にオンライン飲み会

を行い、肝胆相照らすことができていたので、当日のチームワークがよかった。帰りの

車内でも、多岐にわたる話をして友好を深めた。始まったばかりだが、開始早々の大き

な挫折を味わった現在、若手がどう成長していくのか、今後の動向に目が離せない。 

 

個人山行報告 

八ヶ岳連峰 2899ｍ 

記録 中村む 
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■日 時 202012/30水-202101/01 金  

■場 所 長野県茅野市 諏訪郡富士見町 佐久郡南牧村 山梨県北杜市 

八ヶ岳連峰 硫黄岳 2760m 赤岳 2899m   

■雪 山 ルート経験あり 

■目 的 雪山リーダーの育成。 

■参加者 CL気象柏原ひ SL医務若宮 装備会計記録写真中村ム 

■高速 ETC20750円 ガソリン実費 12845円 テン場 3000 円 P2000 円 1人約 13000円 

コースタイム 

2020 12/30水 12/31木 イオン宇多津 2220=山陽道=新名神=名神=中央道=南諏訪 IC=630

赤岳山荘 P730→945赤岳鉱泉 1300→1500硫黄岳直下→1620 赤岳鉱泉 テント泊 

 

 コロナ禍で散々な 1 年だった。年末年始に

なんとか遠出ということで八ヶ岳案ができ

た。しかしト-キョ-もんの多い八ヶ岳での山

小屋泊は 3 密で危険。食事だけ小屋で？とい

う案もあった。しかし屋形船に代表されるよ

うに飲み食いこそが感染リスクでは、という

指摘もメンバー配偶者からいただいた。結局

3 人が各自テントを持っていって別々に食事

を作って食うという、山の楽しみを半分捨て

たような計画となった。しかし山に行かない

より行く方がよいというのが大前提である。 

 山の会事務所で装備を積み、イオン宇多津で若宮氏と合流。冬型のため岡山県で雪が

降り出し、滋賀県内では除雪車について走るような状況だった。中央道ではむしろ雪が

減り、南諏訪 IC から一般道にはいりコンビニ P がつるつる。美濃戸口からさらに奥ま

で乗り入れ、赤岳山荘 Pに着く。気温は氷点下 14 度だった。 

 北沢から赤岳鉱泉を目指す。途中堰堤が凍っていて、柏原氏が登ってしまった。雪は

多くない。2時間ほどで赤岳鉱泉に着き、ト

イレのすぐ近くに 3 人が各自テントを張り

始める。雪が少なくすぐ土があらわれ、雪

をかき集めて踏んづけて竹ペグを固定した。 

 休憩後 2 名で硫黄岳の偵察に向かった。

低いうちは諏訪方面の視界が得られたが、

登るにつれ視界が悪く、森林限界上の吹雪

の中を赤岩の頭にたどり着いた。下り口が

分かるように赤旗を立てさらに硫黄岳を目

指したが直下で撤退、赤岳鉱泉に戻った。

途中すれちがう人はまったくいなかった。 

赤岳鉱泉小屋では水が無料。夕食は中村

ムの場合湯を沸かし 1 分 30 秒マカロニをゆでペペロンチ-ノソ-スをかけ、ゆで汁でポ

タ-ジュとコ-ヒ-を溶かす手抜きである。 

コースタイム 

2021 01/01 金 朝食赤岳鉱泉 420→行者小屋 525→地蔵の頭直下 710→行者小屋→835

赤岳鉱泉 930→1110 赤岳山荘 P=中央道･名神･明石鳴門=1930 イオン宇多津=善通寺 



 

17 

 

 

 ほぼ一晩さらさらした雪が降り続き晴れ

る気配がない。横岳縦走はおそらく困難で、

赤岳往復をなんとかということで、各自朝食

後真っ暗な中を出発。中山峠を越え行者小屋

に到着、テントは少数。今回は赤岳鉱泉以外

の小屋は閉まっている。 

地蔵尾根の急登を登り始めた。次第に風が

強くなりようやく空が白み始めるが視界が

良くなる気配はない。雪は少なく階段が露出

していて慎重に登る。結局お地蔵様の上、地

蔵の頭の直下で引き返すことになった。登り

は体力不足を痛感したが下りはアイゼンを

つけかなりマシであった。 

赤岳鉱泉に戻るとテント撤収下山となった。

冬型気圧配置で日本海側とちがいもうすこ

し晴れるという予想であったが、強い寒気が

加わったのが吹雪いた原因と推定。アイスキ

ャンディーでは距離を取ってアイスクライミングの最中であった。多少の新雪の中赤岳

山荘 Pまで下りクルマで帰った。北アルプスや中央アルプスは雪雲で見えないが、南ア

ルプスは甲斐駒などの雪山を望むことができた。冬型の時は南アがよいが体力面やアプ

ローチが大変。 
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個人山行報告ヤングメンバ-ズクラブ 

 古味尾根 牛ノ背 1757ｍ 

記録 中村ム 

     

■日 時 202101/09-202101/10 

■場 所 徳島県三好市 四国山地 牛ノ背 雪山 ルート経験あり。 

■目 的 牛ノ背古味尾根から剣山 の結成山行を実施して若手会員の結束を図る 

■参加者 CL装備柏原ひ SL記録中村ム 医務原芳(あけぼの) 会計井上知(山歩)) 

コースタイム 

2021101/09 善通寺 400=700クルマ回送（見ノ越）＝845 古味老健施設上 900→ 

1315牛ノ背→1830 天狗峠下泊 

 ヤングメンバ-に 60代のジジイも混ぜて

もらった。自転車が通りにくくがっかりの

新猪鼻トンネルから徳島県へ。見ノ越にク

ルマを 1台置き,古味の老健施設上に到着。 

最初から雪で真っ白で樹林帯の急登を順

調に高度を稼ぐ。徐々に樹木が減り,薄くな

った笹をさらにシカが食べている。ガスが

切れ土佐矢筈が望まれ土佐湾が光る。牛ノ

背頂上をはずしてしまうが,待望の天狗塚が

姿を現す。雪が深くなりラッセルに時間が

かかり天狗塚は迂回。足摺岬？の灯台が点

滅を始める。イザリ峠から天狗峠を経て樹

林帯にはいるが真っ暗になってしまった。

おカメ岩ヒュッテはごく近いと思われたが

無風のビバーク適地を見つけ,ロープを張りツエ

ルトを広げ平然と潜りこむ。 

コースタイム 

202101/10 天狗峠下 7:15→1030イザリ峠→1300

天狗塚登山口→1530 久保→2100善通寺 

 柏原中村は荷物を放り出し体を伸ばした状態で

ツエルト+寝袋にはいり熟睡したらしいが,他の 2

人は体を十分には伸ばせなかったようだ。①縦走

続行,②牛ノ背を下り古味に戻る,③イザリ峠から

天狗塚登山口に下る,のうち③に決定された。 
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前日より風は強く寒く視界も悪く降雪も続く。中

村ムは行動中もダウンを着続けた。メガネの着氷に

悩まされメガネをはずしたためか,鼻などに水ぶくれ

ができた。イザリ峠をつきとめそこから北東-北に下

り,樹林帯にはいり風が収まりほっとする。天狗塚登

山口からは長い西山林道を下った。久保から三嶺タ

クシーで古味の老健施設へ井上フィットを取りに行

き,見ノ越で中村ステップワゴンを回収し無事善通寺

に戻った。 

 

 

 

 

今年はオリンピック開催に伴うカレンダー変更があります。 
休日変更に注意 

 
平日が祝日になる日 7/22(木) 海の日に  

            7/23(金) スポーツの日に 

            8/8(日)  山の日に 

            8/9(月)  振替休日に 

 

祝日が平日になる日  7/19(月) 

            8/11(水) 

            10/11(月) 
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新人紹介 

            梶原正義さん 
 

 

Ｑ どこで善通寺山の会を知りましたか？ 

Ａ あけぼの山の会のラン友さんから教えて頂きました。 

 

Ｑ 善通寺山の会に入会されたきっかけは？ 

Ａ 昨年から七宝山などの里山歩きも始めましたが出来る 

  範囲で行動範囲を広げたいと思いました。 

 

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 最近では、三嶺から剣山、寒峰、伊予富士、瓶ヶ森などで、全て夏期のトレッキ

ングです。 

 数年前に夏の富士山にチャレンジして、最初は高山病になり山小屋から引き返し、

二度目で登れました。 

 

Ｑ 山の会の印象はいかがですか？ 

Ａ かなり本格的な山の会のように感じられて少しびびっています（笑）。 

「こめつつじ」の内容が豊富で毎月発行されていることがとても素晴らしいと思い

ます。 

 

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 入門レベルからの勉強を始めて、香川、四国の山々を巡りたいです。 

約 50 年前の大学 1年生の時に登った屋久島の宮之浦岳にもう一度行ってみたいで

す。 

 

Ｑ 最後に自己アピールをお願いいたします。 

Ａ 現在 67歳ですが約 10年ほどアンチエイジングを目的にジョギングやマラソンを

楽しんでいます。 

添付の写真は 50年以上振りの  

瓶ヶ森ですが、感動的なくらい雲海

が見事でした。トレッキングや山歩

きで、アンチエイジングに努めなが

ら、またこんな素晴らしい景色を見

ることが出来ればと思っています。 
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊ 

 

第 11 回運営委員会 2021.1.21（木） 

出席：阿部、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 

・1 月入会 梶原正義さん 

 1 月 21 日現在会員数 64 名 

 

■各部・実行委員会報告 

①事務局 

 ・1 月例会 出席 15 名。新型コロナなどを理由としても少ないのでは？ 

 ・吉崎さんが 1 月から入部、堂崎さんが 4 月より入部予定。今後を期待。 

②山行部 

 ・個人山行『八ヶ岳』CL:柏原、中村む、若宮の 3 名。 

  硫黄岳の下見で一日だけの予定が、荒天のためあくる日に赤岳を目指したが、 

風が強く撤退＝＝計画にない行動。 

  ・ヤングメンバーズクラブ山行『牛の背～』CL:柏原、中村ム、原（あけぼの） 

   強風の中、ラッセルを駆使して目的地を目指すも、時間切れにより 19 時ツェ 

ルトにてビバーク。次の日西山林道を下り、タクシーにて見ノ越へ移動。 

＊1 名が眼鏡が曇ることを理由に目出帽を下げて行動し、鼻に 2 度（？）の凍傷 

   ＊ほか 1 名が手袋を脱いだ状態でスマホを操作していてこれも 2 度（？）の凍傷 

   凍傷に関しては、それぞれの行動に自己責任の部分が見受けられるが、雪山で 

の強風の中日没まで強行したことは明らかに判断の遅れ。もっと早い時間にビ 

バークするか、エスケープすべきだったと思われる。 

  ・2 月に伯耆大山。旅館に宿泊し、次の日に弥山尾根など登る予定。山行案内は 

   こめつつじ 2 月号にてする。 

③会報部 

 ・岩崎さんに入部、手伝っていただくことになった。今後を期待。 

④県連 

 ・1/20 理事会。県全体で 3 名（善通寺山の会 1 名）増加で、現在 270 名。 

 ・高松三会（高松労山、高松ハイキングクラブ、さぬき山歩会）合同で登山教 

室を開催予定。 

  ・11 月と 2 月に救助隊訓練を予定。 

  ・スマホ研修があった。スマホを使って道迷いを無くしたい。 

  ・善通寺山の会の事務所利用料として 12000 円いただいた。 

  ・理事会は当分善通寺市民会館を使用。 

⑤組織拡大実行委員会 
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 ・3 月予定の皇踏山を新型コロナの感染状況を見て、高知県『白髪山』に変更予定。 

  SNS などで募集する。 

会員にも口コミで友人知人をお誘いして欲しい。 

  会員を増やすことは会員一人一人の積極的な行動が無くてはなしえません！ 

 ・写真展実行委員会 

  先日黒渕氏をリーダーとして集まり、今年 2 月の市民会館祭りが中止になった 

ことを受けて今後の方向を検討した。 

 会員拡大の一環とし、また会員の結束を図るため今年中か来年を目途に美術 

館をかり、ちゃんとした写真展を実施してはどうか？ 

  ＊運営委員会の案 

   この際 40 周年記念写真展として大々的に開催してはどうか？ 

  ＊調査結果＝美術館にて 12 月 14 日（火）～19 日（日）の間のみ空いている。 

この間で 3～4 日借りてはどうか。 

   使用料は一日に付き、960 円＋暖房費 288 円＝1248 円で、一日単位でも借りること

ができる。 

   借りるために、会則と代表者の名前を提出の必要あり。担当者は芝さん。 

 ⑥ヤングメンバーズクラブ 

  ・2/12 に善通寺で会合。 

 

 ■総会議案書原稿の検討 

 ①事務局まとめと方針 ②会報部まとめと方針 ③県連活動のまとめと方針 

 

 

＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊ 
 

1. 今月、来月の行事   

⚫ 12/20 大山  CL 久保田ゆ 

 ヒヤリハットではないが、かなり遅れたメンバーがいた。体調に問題はな

かったか。 

⚫ 12/31～ 八ヶ岳  CL 柏原 

 計画書にない行動をとった。 

⚫ 1/9～11 牛の背  CL 柏原 

 おかめヒュッテ手前で、ビバーク。2 名に凍傷発生(手指(２度)、顔面))。

実際に行動したエスケープルートを計画書に記載していなかった。 

⚫ 1/16,17 大山  CL 柏原 

 初心者との２人パーティーでは、頂上泊のリスク(翌日の天候悪化による下

山の困難)を避けるべきでは。 

 ---------------------------------------------------- 

⚫ 1/24 東赤石  CL 変更：安井→平村 
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⚫ 2/27,28 大山  CL 佐藤た 

 １泊２日《旅館を利用》、七合尾根、弥山尾根を予定 

⚫ 3/7 スノーシュー大山 CL 平村 

 元谷まで行く計画 

   

2. ヒヤリハットの検討 上記 

 

3. 会員の安全の確保について 

会長より提案された問題点について、検討した。 

 ・沢登り、冬山等のリーダーの技量、資質について 

 ・適切な山行承認について 

 

4. 山行と山行部活動について、今年度の総括について検討した。 

 

5. 次回日程：２月 16 日(火)曜日、 場所：事務所 

 

 

 

＊＊＊県連ニュース＊＊＊ 

2021 年 1月 20 日（水）   第 54期 第 10 回理事会   於：善通寺市民会館 3F 

■県連活動 

〇12 月 18 日（金）第 3回 大滝山問題で木村康夫香川県山岳連盟会長と懇談 

 県立公園や四国のみちについて、県に意見の言える場を設置していく 

 

〇1月 9日（金）～11日（日）ヤングメンバーズクラブ結成山行 

 「牛ノ背古味尾根～剣山」→お亀岩避難小屋手前 300mでビバークし敗退 

 

〇1月 12日（火）第 3回県東部会員倍加委員会 組織部 

 「県連東部地区 安全で楽しい山登り講座」を公募 10名程度で来年度実施 

 

〇1月 22日（金）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 2F 

 次回 2月 26日（金）19：30～ 於：善通寺山の会事務所 2F 

 

■行事・その他 

〇2月 12日（金）ヤングメンバーズクラブ役員会 

 於：善通寺山の会事務所 2F ヤングメンバーズクラブ結成山行の反省会 
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 〇坂出ハイキングクラブ 

  この 1年で体制づくりをしっかりやる 

  学習の充実（ロープワーク・読図・救急法救助隊出前講習等） 

  会員に基礎知識を学んでもらう 

 

 ○次回日程      2月 3日（水）19：00～ 善通寺市民会館 3F 

            2月 10日（水）19：00～ 善通寺市民会館 3F 

 

＊＊＊会 報 部 だ よ り＊＊＊ 

  

いつも、こめつつじの編集にご協力いただきありがとうございます。 

会報掲載の原稿の書式について、できるだけ下記の書式に統一して作成いただけると

助かります。 

・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 

・書き方の順序  

表題（標高）→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、コースタイムと記録文を繰り返し） 

  ＊できるだけ概念図またはＧＰＳログも入れる 

★ご協力をお願いします。 

 

編集後記 

もう 1 年以上が経ちましたね。目に見えないものとの闘い、集団免疫を獲得するまで

にはまだ年単位の月日がかかりそうです。まだまだ我慢の山の会活動、でも？この間行

動範囲を制限されたおかげで、県内の里山から讃岐山脈の四季の姿を知ることになりま

した。同じスポットでも 2 週間も開ければ咲いている花が違います。新たな発見があっ

て、楽しみになりました。登山口が近いのも魅力です。山っていいですね。 

 

【表紙のことば】 

毎年恒例の初詣山行「箸蔵街道」、今年は雪が多くふかふかの雪の中を 

歩きました。 

   長い石段を登り、箸蔵寺奥の院でお参りのあと全員で記念写真。 

   マスクで分かりにくいですが、みんな笑顔です。 

 



 

 

 

 
1 月 1 月

2 火 会報部会 2 火 会報部会

3 水 3 水

4 木 例会 4 木 例会・石清尾山～小山

5 金 5 金

6 土 6 土

7 日 7 日 スノーシュー大山

8 月 8 月

9 火 9 火

10 水 事務局会議 10 水 事務局会議

11 木 11 木

12 金 大山準備会 12 金

13 土 13 土

14 日 堂山～六つ目山 14 日 拡大笠形山

15 月 里山縦走準備会 15 月

16 火 山行部会 16 火 山行部会

17 水 17 水

18 木 運営委員会・ｽﾉｰｼｭｰ大山準備会 18 木 運営委員会

19 金 19 金

20 土 20 土 雪山大山

21 日 原稿締切　岩トレ11 21 日 原稿締切　香川の山

22 月 笠形山準備会 22 月

23 火 23 火

24 水 24 水

25 木 25 木

26 金 26 金

27 土 雪山大山 27 土

28 日 28 日 香川の山

29 月

30 火 会報部会

31 水

◆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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