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早いもので、もう新年度が始まりました。昨年度、皆さんは善通寺山の会で満足

のいく山行を楽しめましたか？ 

 

 

最近の山行状況は、少ない定例山行に大勢の参加者がワッと集まっているようで

す。これを見て、たくさんの会員が「参加できる山行」を求めているんだなあと実

感しました。 

 

定例山行は、運営委員会と山行部が計画して総会で承認されるのですが、総数や

目的の山は、会員数やニーズによって年とともに移り変わっています。10 年ほど

前は、定例山行を増やして、ほぼ毎週何かの行事が計画されている状況でした。ま

た、数年前には「定例山行が多すぎて、個人山行が組めないのでは？」という意見

で、空白の週末を多くするために、数を減らして「企画・実行型の個人山行」の奨

励を試みました。そして、今年度は先に述べた状況から、定例山行を思い切って多

くしました。 

 

以下は、定例山行を計画する時に気を付けていることです。 

⚫ 新入会員が「登山の楽しみ」に目覚めていってもらえる事。 

《山登りを通じて達成感や充足感、仲間との交流を味わえる。》 

⚫ 長くいる会員にも満足してもらえる。 

《年とともに行きたい山、行ける山が変わってくるので、変化が必要です。》 

⚫ リーダーの養成。 

《リーダーをする人がいなくなると山の会は成り立ちません。》 

「山行への欲求」と「山仲間と会への愛」がリーダーを支えています。 

それともう一つ、経験するとわかりますが、山行リーダーだけが得られる

喜びがあります。皆さん、リーダーが当たることを嫌がらないで下さいネ！

  

⚫ ツアー登山とは違う楽しみ。 

《参加者自らが、山行を計画・実行できる企画型登山。とそれを手助けする

「テーマ」の設定。》 

 

今年度は、前半はコロナの影響が残りますが、さて後半はどうでしょうか？まさ

に「自立した登山者」となって、周囲に引きずられない状況判断で山行を楽しみま

しょう。 

 

 

 

春夏秋冬 

年間の山行計画について 

記） 三野和哉 
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伯耆大山 

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

定例岩トレ案内 

岩トレ-１ 
 

■実施日：２０２１年４月１１日（日）９時～１５時 

■場 所：大屋富の岩場（坂出市） 

■Ｃ Ｌ：佐藤な 

 定期的に実施している岩登りトレーニングです。ロープワーク技術の勉強にもなりま

す。準備会は行いませんので、参加希望者は４月８日（木）までに佐藤なへメール等で

ご連絡ください。 

 

定例山行案内 

高知県 中津明神山（1540m） 

 

 

■日 程  2021 年 4 月 18 日（日） 

■目 的  パラグライダー舞う一等三角点の山を訪ねる 

■場 所  高知県と愛媛県の県境に位置する 

■C L   村上誠美 

■準備会 新型コロナの状況下、密を避けるため準備会は開きません。 

     参加される方は 4 月 7 日（水）までに村上までご連絡ください。 

■体力度 往復 3 時間 30 分 体力技術とも１度 

 

穏やかな春のひと時を過ごすにはもってこいの山みたいです。天気に恵まれれば、頂上か

らは北に石鎚山系の山々、南に四国カルストの稜線、東には遥かに剣山系の山々が望めると

の事。 

登山口周辺にはパラ

グライダーの基地もあ

り、にぎわっているそう

です。 

＊参加される方は、希望

の担当、車を出せるかど

うかもお知らせくださ

い。 
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定例山行案内 

讃岐山脈 大川山（1043ｍ）~竜王山（阿波竜王 1060ｍ） 

 

■日 程 2021年 4月 25日（日） 

■目 的 讃岐山脈の中心 2座の尾根を結ぶ 

■場 所 香川県まんのう町 

■Ｃ Ｌ 中村れ 

■準備会 4月 8日（木曜日）19時 30分～ 善通寺山の会事務所 

 

讃岐・阿波県境である讃岐山脈の中心大川山と竜王山の尾根を交差縦走する。 

このコースは一泊二日のコースですが、山頂まで自動車道路がついているため山頂に車

を停めて交差縦走をする予定です。新緑の春の讃岐の山をたっぷり楽しみませんか？ 

歩行時間は７時間～８時間です。 
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新年度のはじめにリーダー予定者向けに行っていますが、今年からは希望者の受講も

可能です。 

さて、山での遭難事故は減る気配が見えません。毎年のように山では 300名前後の方

が亡くなられていますし、救助要請する数も増え続けています。単純計算では毎日どこ

かの山で 3.2名の方が怪我をし、3.3名の方が無事に救助される状況にあります。登山

は趣味として行う行為ですが、これは他の趣味やスポーツと比較すると異常な数値です。

これが、登山は危険だと世間から言われる理由です。そして登山者の事故の増加によっ

て、登山者あこがれの山を抱えた自治体の財政的な負担も大きくなりつつあります。業

を煮やした自治体の一部では登山条例を制定して登山計画書の提出を義務づけ、未提出

の登山者が事故を起こした場合、捜索費用の一部に充てるための過料を請求するといっ

た行動が現実に行われています。 

人の行動の自由は保障された権利ですが、これは己の取った行動に責任が持てる人

(自己責任)に当てはまる権利です。事故を起こしても、即「助けてください!!」ではな

くて、自分たちの力で可能な処置を行った上で、かつ救助要請を行うのが自立した登山

者であり、自由な行動を許された登山者でもあります。 

登山はパーティーを組んで行われることが多いため、統率者であるリーダーが事故防

止で果たす役割はメンバーよりも大きくなります。しかし、最初から全てを兼ね備えた

リーダーなど存在しません。今尊敬されるような立場のリーダーも最初は何もわからず

に頼まれてやりながら、回数を重ね経験を積むことで獲得してきた能力に他なりません

ので、心配は無用です。その手助けとなるのが今回のリーダー学習会です。ぜひ積極的

に出席ください。 

 

❖日 程  ２０２１年 4 月 14 日 19 時 30 分～ 

❖場 所  善通寺市民会館 

❖講 師  佐藤孝雄 

❖目 的  安全登山の要であるリーダーのあり方を理解する 

❖内 容  リーダーと事故との関係/リーダーの役割と仕事/最初から完全な 

リーダーなどいない/リーダーは経験を積み作られる/その他 

◇受講者  必須受講者⇒今年の山行リーダー予定者、個人山行を行う人、リーダー

養成講座受講者 

      任意の受講者⇒学びたい意欲のある会員 

 

 

リーダー学習会案内 

リーダーの役割と仕事 
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拡大山行案内 

ちち山（1855ｍ） 

 

■日 程 2021年 4月 29日（祝） 

■目 的 あけぼのつつじを見る 

■場 所 愛媛県新居浜市 

■Ｃ Ｌ 石川 

■準備会 4月 13日（火曜日）19時 30分～ 善通寺山の会事務所 

あけぼのつつじを見に行く山行です。大永山トンネル口から土山越を通り、ちち山を往

復します。往復で 6～7時間くらいです。 

 

定例山行案内 

西又山 1360ｍ 

                

 

■日 時  ：5月 2日（日） 

■場 所  ：高知県安芸市 

■目 的  ：シロヤシオを見に行く 

■C L   ：音地洋子 

■準備会  ：4月 12日（月） 19：30～山の会事務所 

 

 高知県でも奥深く限界集落の一つ別役（べっちゃく）が起点です。天然ブナ林や自

然林（ブナ、ゴヨウツツジ、モミ、ツガ、ヒメシャラ、イチイ）は見事のようです。

シロヤシオも咲いているでしょうか。 
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       定例山行案内    

西赤石山 1626ｍ 

CL 阿部 

  

  ■ 日 程 ２０２１年５月９日（日） 

  ■ 場 所 愛媛県 西赤石山 

  ■ Ｃ Ｌ 阿部 

  ■ 準備会 ４月２６日（月）１９時３０分～ 事務所 

 

別子銅山から史跡をめぐりながら西赤石山を目指して登ります。 

ツガザクラ、アケボノツツジ、新緑の春の一日を過ごしたいと思います。 

ルートは準備会にて決めたいと思いますのでお集まりください。 

 

 

定例山行案内 

名頃～剣山 1955m～塔の丸 1713m 
               ＣＬ：安井 昌史 

 

■日 時  ：5月１日（土）～5日（水）  の内 2日 

■場 所  ：徳島県三好市 

■目 的    ：剣山系のＧＷを満喫する 

■準備会  ：4月 1６日（金） 19：30～山の会事務所 

 

 2019年末～202０年始にかけて２泊３日の冬山登山で実施した山域をＧＷに１泊２

日で実施するものです。 

行程としては、初日は名頃駐車場から三嶺を経由して丸石避難小屋泊、二日目は剣山

～丸笹山～塔の丸から名頃に降りるルートを想定しています。 

ある程度の体力が必要

ですが、感染対策を実

施して久しぶりの山で

の宿泊登山を楽しんで

みませんか。日程につ

いては、参加者の都合

に合わせたいと思って

います。興味のある人

は準備会に参加お願い

します。 
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定例山行報告 

伯耆大山１７０９ｍ 

森山み 

 

■日 程   2021 年 ２月 ２７～２８日（土～日） 晴れ 

■場 所   鳥取県 大山町 

■目 的   八合尾根と弥山尾根のトレース 

■参加者   ４名 CL：佐藤た SL：三野 会計：若宮 記録・写真：森山み 

■費 用   走行距離 374ｋｍ ガソリン 9,072 円×2 台  

       高速 9,040 円×2 台     9,060 円/人  宿代 9,500 円/人 

  コースタイム 

事務所 4：50＝＝＝7：25 やまびこ荘駐車場 8：05………8：30 大神山神社……    

9：20 元谷………10：00 七合尾根取付き……11：00 引き返し・休憩……   

14：50 トレーニング終了 ……１5:10 元谷 ………16：10 やまびこ荘泊 

 

  春が近づいているのか数日前から天気予報はこ

ろころと変わり心配したが、まずまずの予報で当日

を迎える。途中いつもの南光河原駐車場で登山届を

提出して、今日の宿のやまびこ荘の駐車場で準備を

して出発する。大山寺までの参道は雪はなく、大神

山神社からはちゃんとした雪道になりそこそこ雪

はあるようだ。時々すごい風の音が聞こえてくる。 

 元谷の避難小屋でハーネスとアイゼンを装着して出発するが強風のため八合尾根か

ら七合尾根に変更となる。七合尾根は何年か前にみ

んなでラッセルして登った尾根だ。取付きまで来る

と北壁がよく見渡せ今日登るルートが見える。八合

尾根は恐竜の背のように上部はギザギザしているが

七合尾根はなだらかだ。三野さんトップで登ってい

くが、時々飛ばされそうなぐらいの風が吹く。油断す

ると吹き飛ばされるので、必死の思いでついて行く。

標高を上げるにつれ絶え間なく風が吹き付けるようになり、これ以上登るのは危険とい

うことで引き返した。風が吹かない斜面まで来ると

一安心した。まだ午前中なので明日に向けてロープ

を使用しての登り方や中間支点の取り方、斜面の歩

行訓練、スノーバーやピッケルを使用した支点の作

り方を実際にやってみた。今日の雪は訓練にぴった

りで斜面をアイゼンで下る時、足を斜面にフラット

に置けていないと何度か指摘されて、自分が歩いた
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後を見ると確かにその通りで、教えてもらった通り、親指から置く感じで後ろ脚はお尻

のすぐ後ろに置く感じを意識すると出来るようになった。来シーズンまで忘れないよう

にしよう。最後に雪で支点を作るスノーボラードで懸垂下降をして終わりとした。今日

の泊りは、コロナ感染防止のためいつもの避難小屋やテントではないので元谷を後にす

る。宿では温泉であったまり焼肉にビールで乾杯、デザートにコーヒーまで頂いて８時

頃にお開きとした。 

コースタイム 

やまびこ荘 6:15………7:20 元谷………8:00 取付き………12:45 テラスで休憩……… 

13:20 山頂………14:00 ６合目避難小屋………14:40 元谷……… 

15:20 やまびこ荘駐車場 15:55＝＝＝18:40 善通寺山の会事務所 

朝早くからボリュウムたっぷりの朝食を用意してくださりエネルギー満点で出発す

る。薄暗い中、昨日と同じ参道を元谷に向けて歩く。

心地よい小鳥のさえずりが春を感じさせる。元谷の避

難小屋には寄らず弥山沢を取付きまで詰めていく。ゴ

マ粒のように別山や弥山尾根に取付いているのが見

える。順番待ちをして若宮さんトップで森山がビレー

をして時間短縮のためあとの二人も繋がって登る。も

うこの時点でシステムがどのようなのかはよく分か

らないのだが、現場に応じて臨機応変にできなけれ

ばならない。先行パーティで混雑しているうえに、

前を行くパーティに散々文句を言われたようで若

宮さんはかなりダメージを受けていた。リーダー曰

く、このような優しいルートは簡単なのでビレーポ

イントが空いたらどんどん行って良いそうで、いち

いち待っていたら日が暮れてしまうとの事。難しい

ルートはきちんと待つそうです。上からそこの岩場浮

いとるのがあるので気を付けてと注意される。そした

ら前のパーティが頭ぐらいの石を落として谷に転がり

落ちていった。色々なことを想定していかに自分のパ

ーティを安全に導くか考えながら行動しないといけな

い。混雑を抜けたのでまたトップを若宮さんに任せる。

すぐ後ろを登っていたのと、このルートは三回目なの

で色々なことがよく見えた。雪山の登山技術や総合力をつけていつか挑戦してみたい。

最後はコンテで登り稜線の手前のテラスでロープを

外した。レーションを食べて一息つく。山頂は南風が

強く、記念写真だけ撮り下山する。六合避難小屋で装

備を外し元谷まで一気に駆け降りる。誰も歩いていな

い雪面を歩くのはとっても楽しい。あっという間に元

谷で春の陽気が降り注いでいた。 
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定例山行報告 

淨願寺山 239m～石清尾山 234.4m～小山 168.8m 

黒渕孝行 

 

■日 程   2021 年 3 月 ４日（木） 晴れ時々曇り 

■場 所   香川県高松市 

■目 的   香川の里山を歩く 

■参加者   １２名 CL：大西 A 班 SL：黒渕き B 班 SL 装備：音地よ  

       写真：三木 医務：梶原（A 班）升形（B 班）会計：松岡つ 松岡と 

 池北 永森 池田た 記録：黒渕た 

■費 用   走行距離 59.2ｋｍ 870 円/人 

  コースタイム 

事務所発 6：10＝＝＝小山登山口 7：10………8：20 淨願寺山……8:45 野山…9:05 切通 

……9：30 猫塚………10：30 石清尾山(昼食)11:10……12：15 切通……野山 

……13：30 淨願寺山……13:40 小山……14：05 登山口＝＝＝15：20 事務所 

 

今回は地元香川の山を歩くという事で、高松の

中心部から程近い山を CL が企画してくれました。

平日の山行なので朝の通勤ラッシュを避ける為、

高速道路を高松西 IC 迄、走り、登山口に到着し

ました。準備体操を済ませて山に入ります、全体

的になだらかな傾斜の登山道はよく整備され歩

き易い

です、

このコースには多くの古墳があり、古くから

開けていた事が想像されます、興味深く見学

しながら歩いて行くと、途中の峰山にはアス

レチックコースが整備されていて、先生に引

率された可愛い幼稚園児達を見かけました。

そこからは少しで石清尾山に到着して、立派

な展望台に上り、素晴らしい眺望を眺めなが

ら昼食を摂り瀬戸の景色を楽しみました。休憩

後は折り返して、小山経由で登山口に戻り、今

日の山行を終えました、我、香川にも知らない

素敵な山が有ることを再認識したと共に、大事

にしたい里山だと感じました。 
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拡大山行６記録   

笠形山  ７６２ｍ 
記録 三倉 

 

■日 時  ２０２１年 3月 14日(日) 

■場 所  笠形山  香川琴南 

■参加者 阿部 村上し 音地 黒渕清 松岡艶 黒渕孝 安井 平村 永森 

    吉崎 池田 池北 高尾 大平 升形 圖子 三木 三倉 

■費 用  ガス代 ４０円 

    事務所からの参加者１２名 ４８㎞×４台  ４００円／人  

 

いつもよりゆっくりな集合時間に少し戸惑い 計画書を確認する 

琴南公民館に駐車し現地集合組と１８人の山行になった。駐車場にはトレランのグルー

プもいた。山道の整備に来られたようだ。 

トレランの方達の中に 以前善通寺山の会の方との再会に笑顔がほころぶ。 

山道は程よく整備され、落ち葉のク

ッションが足に優しい。 

花粉症にビビりながら参加した

が、山の香りや春の芽吹きに癒され

症状が全くでない 

山頂前の尾根歩きは景色を楽しむ

７６２ｍの山頂は樹林の為に展望

はない。 

７７１のピークを目指す 途中ツ

ツジや桜が咲き始めていた。  

赤い鉄塔に到着。大休憩をとりジェ

ットボイルを使ってみる。沸騰が早

く注ぎやすい！ 
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下りは音地さんとしのぶさんがコースを把握していてくれたので、分岐が多くわかり

にくかったのに、少しコースを変えたりして、楽しみながらあるけました。 
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定例山行報告 

愛宕山 232ｍ～金刀比羅宮～大麻山 616ｍ 

梶原 

 

■日 程   2021 年 3 月 21 日（日） 曇り後雨 

■場 所   香川県琴平町 

■目 的   早春の里山を登る 

■参加者   16 名 CL：塚田 1 班 SL：香川 2 班 SL：松岡 3 班 SL：黒渕た 

装備：音地 写真：村上ま 医務：村上し、黒渕き、三木 会計：岩崎 

記録：梶原 

■費 用   走行距離  16ｋｍ  150 円/人 

  コースタイム 

事務所 7：05＝＝7：20 琴平公園駐車場 7：35…7：45 展望台…8：20 愛宕山山頂… 

8：45 金刀比羅宮大門…9:45 奥社…10:10 葵の滝…10:45 竜王社…11:15 大麻山山頂 

展望台(昼食)11:45…12:05 林道口…14:20 駐車場＝＝14：45 事務所 

 

天気予報では春の嵐が来るとのことで、天候を心配しな

がら出発するが、スタート時には雨も殆ど上がり寒くもな

く良い感じで愛宕山に登り始めた。桜やツツジも咲き始め

で迎えてくれて正に「早春の里山を登る」感じとなった。 

登山道は綺麗に整備されているが、最初は階段続きで歩

き難い。間もなく琴平公園の展望台に出ると、周囲が見渡

せると共に郷土の偉人「大久保甚之丞」像が迎えてくれた。

この頃は天候も殆ど回復して絶好の登山日和となった。 

展望台から大麻山方面に金刀比羅宮大門が見えるものの

本宮は霧の中で見えなかった。この眺望も登

山したから見える景色であり、何時もとは違

った金刀比羅宮表参道を見ることが出来た。 

展望台を後にして、愛宕山の山頂(232ｍ)を

目指し、柔らかでフカフカな登山道を登ると、

間もなく山頂に到着した。とても歩きやすい

里山である。 

愛宕山を下った後、金刀比羅宮大門前から

表参道に入り、何時もの石段を登って本宮か

ら奥社を目指す。畏敬の念を持ちながら、金刀比羅宮の表参道を大きなリュックを背負

って集団で登るという貴重な経験である。本宮と奥社にお参りして、奥社手前から大麻

山登山道に入った。少し下ってから緩やかな登山道が続くが、滑りやすそうな所もある。 
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登山道途中の防火帯からの眺望で、雲の上に

飯野山と五色台が頭を出しているのが見え

た。まるで富士山を見るような感じで中々見

ることの出来ない素晴らしい光景だ。 

葵の滝を過ぎて暫くすると直登に近い登り

になり、登り終えると竜王社に到着した。この

頃から雨が降り始め、各人が雨具を付けたり

傘をさし始めた。 

大麻山山頂に向かう頃には、ガスのため視界が無くなり黙々と進む。暫くすると山頂

の三角点（616m）が有り、更に進むと展望台があるはずだが、視界不良で中々見えな

かった。やっと屋根付きの立派な展望台に到着して昼食となった。風もあり気温が 10℃

と寒く、そのお陰で山での温かいカップラーメンと

ホットコーヒーがとても美味しく感じられた。 

寒くなったので早々に帰路につく。少し来た道を

戻り、途中から南側斜面の林道に入った。雨は直ぐ

に止むと予想していたものの、その後も降ったり止

んだりで視界は全く無いが、それもまた良いもの。 

途中、道ばたに咲いている花や、花のように見え

るキノコなどに感心しながら、緩やかな道を下り続

けた。牛屋口で旧金比羅街道に入り歴史を感じながら歩き、再度金刀比羅宮表参道に戻

った。参加者全員で相談して、表参道にある山の会の会員さんのカフェに寄り道し、し

ばらく歓談してから駐車場に戻った。今回が事務所から最も近い山行記録かも知れない。 
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個人山行報告 

伯耆大山 1709ｍ 
                                    柏原 

 

■日 程：2021年 1月 16日（土）～17日（日） 

■場 所：鳥取県西伯郡大山町 

■目 的：冬山の生活技術を学ぶ 

■参加者：ＣＬ・装備・気象・記録・柏原、医務・食料・運転・会計・片山 

■費 用：（往復 380km×24円＋高速料金 4380円×2＋駐車場代 1000円）÷2＝9440円 

 

1月 16日（土）雨のち曇り 

ファミリーマートまんのう町炭所店 4:30＝（坂出北 IC～溝口 IC 経由）＝7:00 南光

河原駐車場（仮眠・9：30起床後準備）10：00…12:00六合目避難小屋…13:00弥山山

頂（1709.3m）…13:10頂上避難小屋・夕食後就寝 21：00 

 

 勝に不思議の勝あり。負に不思議の負なし—————————————『常静子剣談』 

 

 平戸藩九代藩主松浦静山は、心形刀流の使い手でもあった。若くして隠居し、教えを

尊び技術を守るなら、たとえ勇気が備わってなくとも平常心で勝つことができるが、教

えに背き、技術を違えば必ず負けるとの意を込め、剣術書の中に冒頭の一節を記した。 

今回の登山の前週、CLは、四国の山を縦走したが、ビバークした後、敗退した。厳し

い状況下で事故もなく、無事に戻れたのでホッとしていたが、その後、参加者 2 名が、

手に凍傷を負ったことが分かった。本人に確認したところ、1 名は、四国の山をなめ、

粗末な手袋で参加していた。もう 1名は、登山中にスマホを操作するため、素肌をさら

していた。縦走中、嫌われるんじゃないかというリスク覚悟で、しつこいほど再三にわ

たって、年長の両者に対して、手袋と目出し帽の注意喚起と指導を行ったが、分かった

うえで、それに背く違反であった。まことに不思議な敗退はないということを今回ほど

痛感したことはない。 

以前、私は、入会初年度の冬合宿で、八ヶ岳の阿弥陀北稜を訪れたが、合宿の CL が

取りつきで写真を撮る際、手袋を脱ぎ、片方の手袋を谷へ飛ばしたことがあった。本人

が回収することは、不可能なので、私がとってきたが、正直、ヤレヤレと思った。しか

し、もっと驚いたのは、翌日、SLに荷物を整理するように指導された他のメンバーが、

尾根上で手袋を飛ばしたことである。また、やるんじゃないかとじっと様子を観察して

いたので、私が咄嗟にフライングキャッチして事なきをえたが、案の定そのルートは敗

退した。そのメンバーが四国の山をなめ、不十分な手袋で参加していて凍傷になったと

いうことを聞き、悲しい気持ちになった。今回の凍傷で今度こそ手袋や目出し帽の重要

性に気付いてもらえたらと思う。 

さて、今回の大山は、冬山に登りたいという動機で入会した新人の片山さんと、彼女
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が入会前の昨年夏に登ったという弥山まで夏山登山道をトレースする計画である。頂上

小屋で 1泊するので、天候に恵まれれば、日中の大山ブルーと黄昏の星空と米子の夜景

を背景にした剣ヶ峰の冬景色、朝の日の出といった美しい景色が堪能できると思ってい

たが、当日は、暦のうえでは、大安を上回る吉日とされる天赦日で日柄はよかったが、

足元が悪く、天候には恵まれなかった。それでも、本人にとっては、初の冬山登山であ

るが、登山の教えを尊び、技術を守ったので楽しんで帰ってもらうことができた。 

まんのうのコンビニに集合し、坂出北 IC から高速に入る。寒冷前線が中国地方に長

く伸びているため、蒜山 SA あたりで一度雨に降られると予想された。車で前線を追い

越したあと、南光河原駐車場につくあたりで再び、寒冷前線に追いつかれるので、一雨

あると予想し、出発を遅らせて登る戦略にした。 

蒜山 SAに到着すると、予想通り雨が降り出した。休憩

で車を降りると 30cmほど雪が積もっているのでテンショ

ンが上がった。再び、雨がやみ高速を下りて、大山に向か

っていると、日が昇り、大山の雄姿を拝むことができた。

片山さんが皆生温泉というのを知っているそうなので、

明日、米子経由で帰ろうかなどと話している間に南光河

原駐車場に着いた。10 時前には、雨はやむが、翌日、未

明に駐車場は少し積もりそうなので、明日帰りやすいよ

うにチェーンを付ける。事前に家で練習してもらってい

たので、手際がよかった。一人で練習した時は、30 分以

上かかり苦労したそうである。 

作業が終わるとすぐに大粒の雨が降り出

したので、車内に駆け込み、9時半まで待機

することにした。昨晩よく寝ていたものの、

どこでもいくらでも寝れるので、私は爆睡し

たが、雨の中、片山さんは起きていたようで、

目覚めると、我々より後に来た車から、雨の

中、数パーティーが出発していたと教えてく

れた。 

 雨がやんだので、準備して出発する。片山さんは、体力があり、足腰が強く、歩行も

しっかりしているので、出発時間の遅れを取り戻すほどグングン進んでくれた。汗をか

くと寒くなるので、体を熱くしないようにアドバイスするとうまく調節していた。1合

目あたりからすでに 150cmほどの積雪があり、この時期にしては、本格的な冬山を体験

することができよかった。 

6合目避難小屋あたりでは、雨の中、出発していたパーティーが登頂後に下山してい

てすれ違った。少し風や視界がよくなってきているので今がチャンスとのことだった。
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小屋でアイゼンを付けアタックを開始する。途中、最後

のパーティーに会い、もう上は誰もいないが、雪も降ら

ず風もやんでいると教えてくれた。 

 無事山頂に着いた頃は、少し風が吹いていた。展望が

ないのですぐに頂上避難小屋に入る。シャンパンで祝杯

をあげ、登頂を祝う。鍋を仕込んでもらう間に、気象通

報を聞き、天気図から、明日の未明から明け方にかけ、

積雪は少ないものの風が強いと判断し、皆生温泉を麓の

豪円湯院に変更し、風がやむ 8時まで出発時間を遅らせ

ることにした。 

 キムチ鍋と白ワインに舌鼓を打ちつつ、将来の夢を聞

いてみると、意外にもパン屋さんになりたいとのことだ

った。『しあわせのパン』というロードムービーを観て以来、山でパンを焼いてコーヒ

ーを出したいそうである。私も学生時代にユーロスペースで『ゴダールの映画史』を観

て人生変わったが、人の人生を変える映画はあるんだと感じた。ゴダールは先頃、『奇

妙な戦争』という映画を最後に引退すると表明した。完成が待ち遠しい。 

 

1月 17日（日）雪のち曇り 

6：00 起床・朝食後準備 8：00…頂上避難小屋待機 9：00 下山開始…9：30 六合目避

難小屋…10:30南光河原駐車場…11:00豪円湯院 14:00＝（溝口 IC～坂出 IC経由）＝

18:00着 

 

朝、目覚めると寒いので何度かと問うので、小屋

内の体感からして外の温度計は－10℃と予想した

が、雪をとりに行くとき確認してもらうとドンピシ

ャであった。寒いので片山さんは温泉のことしか考

えられないと騒いでいた。 

雪を溶かし、水を沸かして、朝食をとり、使用し

た 2 階を掃除して、8 時に出発準備ができたが、雪

がちらつき。やや風が強いので 1階で待機している

と、単独の登山者が登ってきた。雪まみれなので、

いっしょに箒で雪を小屋の外へ掃き出す。共同作業

で打ち解けたので、お勧めの冬山はどこかとお聞き

すると冬富士を進めてくれた。 

9 時になると、天候が回復し始めたので、下山を開始した。1 時間半ほどで下山し、

登山口で記念写真を撮るため、三脚をセットしていると、今から登ろうとしている登山

者の方がたくさん撮影してくれた。念願の温泉につかって温まる。帰りに近くのモンベ

ルによると、片山さんは、手袋のアウターを購入していた。蒜山 SA で蒜山そばを食べ

香川に戻った。 
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知って得する「登山とエネルギー補給」 
❖はじめに 

登山中に消費するカロリーはマラソンランナーとほぼ同じ 2500k カロリーくらいだと言わ

れます。マラソンとの違いはカロリーの消費に費やす時間で、登山が 7 時間前後なのに対し

て、マラソンは 4 時間前後と短い時間でカロリーが消費されます。言葉を換えれば、マラソ

ンは登山よりもハードな運動だと言えます。 

さて、マラソンのテレビ中継で見覚えがあるように、一定の距離に水分等の補給中継地が

あります。選手たちはここで水分と塩分と糖質補給を行い、身体が疲労して動けなくなるの

を防いでいます。これは自動車のガソリン補給に例えることができます。登山も同様でマラ

ソンに比べると時間をかけてエネルギーは消費されますが、適度な水分・塩分・糖質補給を

行わなければハンガーノック(燃料切れ)を起こして動けなくなることがあります。マラソン

選手は動けなくなっても町中を走るため迅速に他人の救援を受けることができますが、登山

は自然の中で行うため、自分で何とかするか又は仲間に手助けしてもらう以外に方法はあり

ません。ハンガーノックを防ぎ、快適に安全登山を行う上で、エネルギー補給のタイミング

と何を補給すべきなのかを理解することは、とても重要なことです。 

食べた物がどのような仕組みと経路をへて体の中に貯蔵され、貯蔵されたグリコーゲンが

筋肉を動かす仕組みをできる限り簡潔に解説します。 

 

1.筋肉を動かす力 

(1) 燃料は糖質と脂質 

 私たちの体は食事から摂取した炭水化物や脂肪をそのままエネルギーとしては使えま

せんので、生命を維持するためには、ATP に作り変える必要があります。 

 

(2) 食べ物がグリコーゲン・中性脂肪ととなって貯蔵される仕組み(炭水化物の摂取例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胃で消化 
腸で吸収された糖はブ

ドウ糖に変換され血管

に送り出される 

 

 

血中の余剰ブドウ糖は

インスリンの力を借り

てグリコーゲンに変換

され肝臓で貯蔵 

 

肝臓に貯蔵しきれず

余った糖はグリコー

ゲンとして貯蔵 

 
それでも余った

糖は、中性脂肪と

なり貯蔵される 

 
肝臓 

筋肉 
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 (注 1)肝臓に蓄えたグリコーゲンは血中の血糖値維持に使われる。 

筋肉に蓄えたグリコーゲンは筋肉を動かすために使われる。 

貯蔵量は肝臓 100g、筋肉 300g 程度。 

 (注 2)脳、赤血球のエネルギー源は血中を流れるブドウ唐。 

 (注 3)インスリンは血中の余剰ブドウ糖をグリコーゲンと中性脂肪に変換するのに欠かせ

ない。 

 

(1) 筋肉を動かす力 ATP(アデノシン 3 リン酸)が作られる仕組み 

❒注⇒ATP は筋肉を動かすエネルギーを生み出します。蓄えたグリコーゲンも中性脂肪も 

ATPに変換しなければ筋肉を動かす力にはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注 1)解糖系⇒グリコーゲンをグルコースに分解しピルビル酸を生成。その過程で ATPが

作られる。有酸素条件でピルビル酸はミトコンドリに送られて ATP が作られるが、

無酸素条件下では乳酸に変換される。 

(注 2)ミトコンドリアは細胞の中に存在する器官。この量が多いほど工場の生産性は高ま

り、沢山の ATPが作られる。ただし酸素は必須条件。強い運動、飢餓状態を作るト

レーニングによってミトコンドリアは増やすことができる。 

  

脂 肪 グリコーゲン 

ミトコンドリア(ATP 生

産工場)  

 

脂肪は前処理

を経て工場に

運ばれる 

ATP 

筋肉を収縮 

乳 酸 

ピルビン酸 

2.

解

糖

系 

血液中に蓄積

されて再利用

される 

3.酸化

系 

筋肉中の 

1.クレアチン 

酸素あり 

酸素無

し 
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回路名 

無酸素系 有酸素系 

1.ATP-PC系 2.解糖系(乳酸系) 3.酸化系 

エネルギー産生に

必要な物質 

クレアチン グリコーゲン ピルビン酸、脂肪 

エネルギーの特徴 爆発的な運動 強度の高い運動 ゆっくり長く続く運動 

持続時間 8秒 60秒 長時間 

酸素の必要性 なし なし あり 

その他 骨格筋の中に存在

するが、量はとて

も少ない。 

ATP-PC系が枯渇する

と働く ATP 産生回

路。グリコーゲンの

貯蔵量に限界あり。 

ATP 生産工場は複雑構

造のため、生産までに

時間が必要。脂肪の貯

蔵量は多い。 

  

 

2.運動中に使われるエネルギーの種類 

 

 

 (注 1)VO2maxとは、最大酸素摂取量を表す。100％は最もきつい運動。 

① 軽いウオーキングなどの楽な運動では、主に血中の遊離脂肪酸が ATP産生の原料として

使われる。糖の消費量は少ない。 

② 運動強度が増してくると(息が上がる状況)血中のブドウ糖と筋肉に貯蔵されたグリコー

ゲンが ATP 産生の原料として多く使われる。①に比べて脂肪の消費量は少ない。運動時

間が長くなると、貯蔵されたグリコーゲンの量が少なくなるため相対的に脂肪が燃料と

して使われる割合が多くなってくる。 

更に運動の継続時間が増すと、貯蔵されたグリコーゲンは枯渇するため、ハンガーノッ 
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① クを起こすことがある。 

注⇒血糖値が急激に低下し動悸、冷や汗、意識障害、手足の痺れ、体の震え、最悪の場合 

は死に至るケースもある。 

 注 1⇒ハンガーノックを起こさないためには、糖質の補給が欠かせない。 

 

3.まとめ 

 糖  質 脂質 

筋肉のグリコ

ーゲン 

肝臓のグリコ

ーゲン 

血中グルコー

ス 

中性脂肪 

体の貯蔵量 300g 少ない 100g 少ない -       注 1 6kg 多い 注 2 

エネルギーの供給

場所 

筋肉 全身 全身 脳、赤血球以外

の全身 

補給の必要性 高い 高い 高い 不要 

補給する食べ物 炭水化物 炭水化物 炭水化物 脂肪 

楽な運動での使用

料 

消費量少ない 消費量少ない 消費量少ない 相対的に多くな

る    注 3 

息の上がる運動で

の使用料 

 

消費量多くな

る 

消費量多くな

る 

消費量多くな

る 

相対的に少なく

なる 

キツイ運動時の消

費量 

2時間程度で

枯渇 

2時間程度で

枯渇 

2 時間程度で枯

渇 

殆ど使われなく

なる 

注 1⇒インスリンの働きによって血糖値は一定に保たれている。不足した時は肝臓のグリコ

ーゲンが放出されて血糖値が一定に保たれる。   

注 2⇒体重と体脂肪率によって異なる。60kg×10%=6kg 

注 3⇒相対的とは糖質との比較 

注 4⇒中性脂肪は酸素の力を借りなければ燃料として使えない。そのため息の上がらない有

酸素運動で沢山消費される。 

注 5⇒グリコーゲンは無酸素でも有酸素でも燃料として使える。ただし貯蔵量は少ないため

枯渇するので補給は欠かせない。 

注 6⇒山では腹がすく前、喉が渇く前に糖質と水分を補給する。身体が欲しがった時は既に

遅い。1時間に一回は糖質と水分の補給が必要。 

注 6⇒トレーニングによって心肺機能を高めて、ミトコンドリアの量を増やせば限られたグ

リコーゲンの消費を抑えて、脂肪の燃焼を多くすることができる。これがトレーニン

グの効果。 

注 7⇒燃料補給以外に水と塩分補給も忘れてはならない。 

注 8⇒下山後は速やかに糖質の補給を行う。 

注 9⇒筋肉中グリコーゲンが枯渇すると筋肉(タンパク質)を分解してエネルギーとして使用

する非常事態回路が働くため、体に良くない。 

以上 
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気になる最近のニュースから 

他人事ではありません!! 

【記事転載】 

危険なコースで下山、女性が滑落死 ガイドの男性を書類送検 

去年３月、神奈川県山北町にある丹沢山系の山の尾根で、神奈川県秦野市の４６

歳の会社員の女性が登山道から滑落して死亡しました。 

 捜査関係者によりますと、当時、民間の団体が認定する「登山インストラクタ

ー」の５９歳の男性が女性のガイド役を務めていて、警察が詳しく調べたところ、

予定より遅れたため事前の計画を変更し、危険性があるコースを通っていたことが

わかったということです。 

 その際、男性はザイルを使うよう指示するなどの安全管理を怠っていたというこ

とで、警察は、こうしたずさんな対応が事故の原因になったとして、８日、男性を

業務上過失致死の疑いで書類送検する方針です。 

 これまでの調べ対し男性は「亡くなったことに責任を感じている。女性の技術を

過信して、対策を怠っていたかもしれない」などと話しているということです。 

 

❖記事を読み解く 

 記事の標題にガイド登山であったことが書かれていることから、山の会には、私

には関係ないことと短絡的に決めつけないでほしい。業務上過失致死罪とは名の通

り業務上の過失によって相手を死なせた場合の罪ですが、業務上の意味を法律的に

ひも解くと「人が継続(反復)して行う行為であって、公私の別や報酬・利益・欲求

を伴うかどうかは問わず、またその人の主たる業務との区別も必要ない」としてい

ます。該当するのがプロガイドは当然としても、果たして山岳会のリーダーも当て

はまるのかと言ったところが気になります。 

1. 山岳会の山行は業務に該当 

山岳会は年間に数十回に及ぶ山行を行っているため、これは「人が継続して行

う行為」に該当すると考えられます。従って業務と言った言葉とは無縁の活動で

はないと思って下さい。そのうえで、では会の山行で重大な事故が起きると民

事・刑事の責任は問われるのかが気になります。結論から言えば、現状の裁判事

例を目にする限り、責任を問われた判例はほぼ無いのが現状です。ただし、ゼロ

とはならないことは知っておいて下さい。 

2. 過失と注意義務 

 過失と注意義務は関連していて、注意義務違反が起きた場合に過失責任が問われ

ることとなります。注意義務には、「結果予見義務」と「結果回避義務」と  



25 

 

 

 

 

があってどちらも十分に尽くされたにもかかわらず事故は起きてしまった場合

は、「不可抗力」として責任は軽減ないし免除されます。 

1. 山岳会のリーダーと注意義務 

 危険の予見とは事前にルートのどこにどのような危険があるのか調べ知って

おき、その場での対策も考えておくことです。これは訴訟問題とは関係なく、

普段の山行でリーダーが行うべき仕事の一つです。例えば、途中から登山道は

不明瞭となるとか、小さい岩場が出てくるとか、登山道の一部が崩落している

等です。しかし、実際問題として予見には限界があって、現場に行かなければ

解らないことが多いのが現実です。 

予見の限界を知ったうえで必要になるのが速やかな「危険回避」行動です。

回避を効果的かつ効率的に行うためには先頭者の果たす役割が大きくなりま

す。なぜなら先頭者こそが真っ先に危険(注)を目にするためです。その意味で

リーダーはパーティーのどこを歩くべきなのかはとても重要なテーマですが、

盲目的に最後尾となっているのが現実の姿です。一般的に全体の様子を見られ

るため最後尾を歩くことが多いのですが、危険が予想される場面では先頭に立

ち、パーティーの安全を図るための危険回避行動をリードするのがリーダー又

は準じた技量を持つ経験者の役割となります。安易にリーダーは最後尾の考え

は捨てましょう。 

(注)危険個所は登山者の経験値と登山の趣向によって違ってきます。実はこ

れが大きな問題点で、例えリーダーが先頭を歩いていても危険と感じなければ

対策は講じられません。ここに課題があります。 

 

2. 山岳会の活動の盲点 

 基本的に山岳会内の登山行為で起きた問題は、法律問題化しないと述べまし

たが例外があります。 

①  パーティー内の体力及び技術差が大きいパーティー 

 登る山の難易度とも関わりますが、明らかに初心者がいきなり登る山で

はないと世間が思うところに、初心者を連れて行く場合は、リーダーには

注意義務が発生します。特に雪山や岩登り、岩稜歩き、沢登では責任は重

くなります。 

②  登山教室、岩登りトレーニング等 

 登山教室は教師と受講生の関係が成り立つため、引率型登山に近くな

り、事故を起こすと訴訟リスクは高くなります。岩登りトレーニングでは

判例があります。 
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①  公募登山 

 会員拡大の募集山行も該当しますが、会員外が事故を起こすと注意義務

違反が問われます。従ってこの目的の山行では、危険の少ない安心して歩

ける山を選ぶ必要がありますし、募集者にどのような危険があるのかを事

前ら知らせる(説明責任)ことも求められます。 

2. 訴訟について 

 民事と刑事がありますが、共に被害者又は被害者の家族の訴える行為が必要

となります。従って遺族が訴えを起こさなければ、裁判とはならず責任を問わ

れることはありませんが、引率者に道義的責任は一生付きまといます。 

さて、山岳会会員が山で亡くなった場合、その遺族と山岳会が生前の会員と

同様に良好な市民同士の関係を維持できる保証はありません。遺族の家族にし

てみればむしろ憎しみの感情が残ることすら考えられます。日本人は往々にし

て相手の善意を期待する傾向がありますが、被害者にしてみればむしろ逆の、

責任を取らせたい感情の方が上回ると思われます。そのようなこともあって訴

訟のリスクは年々高くなる傾向にあります。 

 

3. 本事故例に学ぶ 

①  予定より遅れたため事前の計画を変更したこと 

 これは会の山行でもよくあります。この件での問題点は三つあります。

一つは、計画にはないコースを選択したこと。すなわち計画変更行為で

す。これも起こりえることですが、その前にリーダーが考えることは予定

時間のオーバーを回復させる見込みの有無です。ないのであれば潔く退却

すべきでした。ただ記事を読む限り上りで起きた事故なのか下りなのかが

不明です。下りであれば遅くなったため早く下れるコースに変更したこと

も考えられますが、その場合は上りの段階で時間オーバーがあったと思わ

れるので、その時点で引き返すべきでした。上りでの変更でしたら、その

時点で時間のオーバーですから退却すべきでした。要するに下りに要する

時間を担保しておくという当たり前のことができていないところに事故が

つけこんだと思われます。 

 二つ目は危険なコースの選択です。コース変更では余程のことが無い限

りはやってはならないことです。危険コースの選択以外に方法がないので

あれば退却が原則です。それでも登るのであればロープは必須です。使わ

なかったのはまさに注意義務違反の一つ「結果回避義務」を怠ったもの

で、遺族の感情も理解できます。 
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 三つめは既に述べましたが、予定時間をオーバーした時の行動対策で

す。時間の取り返しができるのであれば行動の継続も考えられますが、無

理だと判断したら、潔く退却するのが登山のセオリーです。その時の判断

基準は、下りの時間確保の可否と夕暮れ時間です。どちらかでも否となれ

ば即退却です。 

 

①  ロープを使わなかった 

ロープのことは前述しましたので省きますが、危険個所での対策にロー

プは欠かせません。使うためには知識と技術が必要ですので、毎年反復し

て練習し、いつでも使える状況にしておくことが重要です。 

②  女性の技術を過信し対策を怠った 

 人の善意を危険個所で期待することが危険な考え方です。よく見受けら

れる光景に危険個所での声掛けがあります。注意喚起が目的ですが、対策

としては相手の善意に期待する行動です。なのでスリップすると転落しま

す。対策とはスリップしても下まで落ちてしまわない方法で安全を確保す

ることなので、そこのところをはき違えないようにして下さい。声掛けが

有効なのは、登山道上にある浮石、木の根、落ち葉、木の枝、急な下りで

落ちても重大事故にならない場所などとなります。 

❖危険個所の定義についての考察 

 難しい課題ですが、とても重要なことでもあります。一つの考え方として 

「ここで躓いて転倒又はスリップしたら谷底まで転落し重大な事故になる箇所」。

この定義の課題は危険個所が多くなることです。例えば谷沿いの登山道を歩く場

合、谷側に転倒すれば谷底まで墜落します。その場合は登山道の状況も考慮し判断

します。登山道が良く整備されたところでは危険個所としません。また樹木がたく

さん生えており、どこかでひっかかる場所は対象外とします。 

【最後に】 

 登山中の事故はどこで起きるか予測のつかないところがありますが、確実に言え

るのは目の前にある危険は最適な対策を取れば安全に通過することができます。一

番困るのはなんでもないようなところで石や木の根に躓き転倒することです。これ

だけは予測不能です。なぜなら登山道上に石ころや木の根は至る所にありますか

ら、この全てを危険だとは誰も感じなくなっています。そんな条件下であっても、

その頻度と量が多くなったら、リーダーは声掛けで注意喚起を行って下さい。事故

には個人が自己責任で行動する以外に防ぐことができないものと、リーダーの判断

と対策によって防ぐことのできる事故があることを覚えておいて下さい。 

 以上 
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＊＊＊運営委員会ニュース＊＊＊ 

第 13 回運営委員会 2021.3.18（木） 

出席：阿部、柏原、久保田ゆ、中村れ、三野、村上し、村上ま、安井、正田＝会計報告 

 

■会員の動向 

・退会：なし ・会員数：62 名（家族 8 名） 

■各部・実行委員会報告 

①事務局 

 ・来年度事務局長は中村玲子が担当予定。 

 ・名簿の更新は当面、久保田幸江が担当の予定。 

②山行部 

 ・来年度山行予定表の 5/16 の山行は中村れから阿部に変更。 

③県連 

 ・会計担当が藤田さんに交代。 

 ・全国連盟の体制が一般財団法人に変わる。 

 ・労山基金は中止。 

 ・県連理事会は当分善通寺市民会館を使用。 

④組織拡大実行委員会 

 ・拡大山行『笠形山』は 18 名参加。会員外 1 名（大平知人） 

 ・総会議案書に来年度の公開山行のチラシを挟み込んで欲しい。 

⑤県連ヤングメンバーズクラブ 

 ・4/24~25『天狗塚～三嶺縦走』を予定。参加者は大井、柏原ほか他会から 4 名。 

 

■善通寺山の会第 41 回総会議案書案の検討 

①会計報告＝正田 略 

②山行部会活動のまとめと方針、山行活動のまとめと方針 略 

③総会の準備に関して 略 

＊＊＊山行部会ニュース＊＊＊ 

 

1. R3年度の山行計画の立案、検討 

・前半は、コロナの影響が続くとみて、県外の長期山行は控える。 

・パーソナルテント使用の縦走も、幕営地の寡占にならないような配慮が必要。等 

2. 教育山行の内容、回数の検討 

「難易度の低い日帰り山行のリーダー」、「夏山縦走、岩、沢、雪山を担う登山リー

ダー」に分けて一部 OJT方式を活用した教育山行を組む。 

3. 次回日程：4月 20日(火)曜日、 場所：事務所 
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＊＊＊県連ニュース＊＊＊ 

 

【第 55 回定期総会報告】 

日  時 2021 年 3 月 7 日（日）13：00～16：00 

場  所 善通寺市民会館 

 

■ 出席者  代議員 25 名 出席 22 名 委任状 3 名 

 

■ 2020 年度活動報告と 2021 年方針案の提案 要旨 

 総括 

 理事会 

 組織部  

・活動報告 300 会員回復 昨年 2020.3 会員数 266 名 2021.2 会員数 270 名 

     4 名増 

  ・方針 早期に 300 会員回復を目指す 

 教育遭難対策  

・活動報告 各会の事故報告の集約他 

・方針 事故報告集約 「遭難を考える集い」開催 講習会参加 

 登山学校運営委員会  

・活動報告 「初級登山講座」は新型コロナ感染拡大により中止 

・方針 「安全で楽しい山登り講座」開催 

各会で「ワンポイント講座」開催を支援 

 自然保護委員会  

  ・活動報告 「五色台クリーンハイク」は新型コロナ感染拡大により中止 

  ・方針 「全国一斉登山」「五色台クリーンハイク」の実施 

       五色台クリーンハイク 40 周年記念誌発行 

 メディア委員会 

  ・活動報告 ジモティー学習会実施 

  ・方針  県連ホームページ運用 委員全体インターネットスキルの向上 

 救助隊 

  ・活動報告 新型コロナ感染拡大により活動は中止 

  ・方針 合同トレーニング（基礎技術、雪山）の実施 

      出前講習実施 

 女性交流会 

  ・活動報告 新型コロナ感染拡大の影響で県内で交流登山実施 

  ・方針 女性交流登山 10 月 24 日（日）に実施 

 ヤングメンバーズクラブ 

  ・活動報告 結成山行「牛の背～三嶺～剣山」実施 
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  ・方針 安全に留意し多様で意欲的な山行を実施する 

 讃岐山脈ロングトレイル委員会 

  ・活動報告 各会担当のコース調査を行った 

  ・方針 引き続きコース調査実施  

四ブロック交流ハイクでロングトレイルの一部分縦走 

 労山四国地方協議会 

  ・活動報告 新型コロナ感染拡大によりすべて中止 

  ・方針 四ブロ交流ハイク 5 月 16 日」（日）大川山～竜王山 実施 

      （大川山 3 コース→大川山～竜王山に変更賛成多数にて可決） 

      四ブロ沢遭難対策講習会 四ブロ沢登講習会等 実施 

 

質疑応答 

 Q 四ブロ交流ハイクを新型コロナ感染防止のためコースを大川山 3 コースから 

大川山～竜王山の日帰りに変更とする。他県からの参加に考慮して 9：00～ 

15：00 の行動となる。その場合集会をどの時点で行うのか？ 

A 実行委員会にて詳細は決める。 

 

■2020 年度決算報告・監査報告・2021 年度予算 

質疑応答 

 Q 決算案 事務所共用費の備考欄計算式に 9×3600 円抜けている。 

 Q 予算案は前年の予算と比較するべき 

 Q 予算案 事務所共用費備考欄計算式に 9×3600 円抜けている。 

・労山基金 第一種基金が無くなった。全国連盟が一般法人の資格を取るため 

 貸し付けが起こることが問題なので。 

・ヤングメンバーズについて、県連で 50 歳以下が 50 名程いるので、若い会員に知ら

せて活発に活動してほしい。 

・ヤングメンバーズの山行に参加しての感想：ハードな山行でなくても、初心者でもい

ける山行をしていきたい。 

 

 

■各会の状況・方針などを発表 

下記の内容が多かった。 

・ハードな山行、飲食を伴う山行、宿泊を伴う山行を控えた。 

・屋外で密にならない交流。 

・県外山行は自粛。 

・車での移動は、乗車人数を少なくした。 

・登山口で各自集合して山行を行った。 

・スマホを活用した登山をもっと理解したい。 
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＊＊＊事務局からのお知らせ＊＊＊ 

🌸総会のご案内 

＊日時 4月 4日（第Ⅰ日曜日）13時受付 （13時 15分～17時） 

＊場所 善通寺市民会館 3階青少年レクリェーション室 

場所の設定がありますので、協力いただける方は 12時～ 

総会の受付で会費の集金を行ないます。ご協力よろしくお願いします。 

＊会費 一年分 1100円×12＝13200円  半年分 1100円×6＝6600円 

   3か月分 1100×3＝3300円  

出来るだけお釣りの要らないようにして頂くと、とても助かります。 

住所、メールアドレス、緊急連絡先など変更がある場合は、手持ちの紙に書いて 

事務局員にお渡しください。ご協力をお願いします。 

例会の参加者がだんだん少なくなっています。たくさんの会員が参加したくなるような 

ご意見やアイデアを募集中です。事務局員大募集 

 

＊＊＊会 報 部 だ よ り＊＊＊ 

編集後記 

 年々桜の花が咲くのが早くなっていますが、とくに今年ははやいようです。このごろ

は近場に桜のきれいなところがあるので遠出をしなくても花見ができます。 

花の名所巡りはしたことはないのですが、四十年くらい前に友人を訪ねた時案内された

北海道静内の二十間道路桜並木は見事でした。 

                                 大平惠紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ渦の中、県内の里山の山行が増えまし

た。 

お天気も良く、高松にある浄願寺山山頂。 

皆さん良い笑顔で楽しそうですね。 



 

  

1 木 例会 1 土

2 金 2 日 西又山・名頃～塔の丸

3 土 3 月

4 日 総会 4 火

5 月 5 水

6 火 6 木 例会

7 水 事務局会議・登山教室座学 7 金

8 木 大川山～竜王山準備会 8 土

9 金 9 日 別子銅山史跡巡り

10 土 10 月

11 日 四国の山中津明神山・岩トレ1 11 火

12 月 西又山準備会 12 水 事務局会議・登山教室座学

13 火 ちち山準備会 13 木

14 水 リーダー学習会 14 金

15 木 運営委員会 15 土

16 金 名頃～塔の丸準備会 16 日 四ブロハイク・ｴﾝｼﾞｮｲ六ﾂ目山

17 土 17 月

18 日 土佐矢筈・ｴﾝｼﾞｮｲ大川山 18 火 山行部会

19 月 19 水

20 火 山行部会 20 木

21 水 21 金

22 木 22 土

23 金 23 日 原稿締切日・登山教室ﾛｰﾌﾟ操作

24 土 24 月

25 日 讃岐山脈原稿締切日 25 火

26 月 別子銅山準備会 26 水

27 火 27 木

28 水 28 金

29 木 拡大ちち山 29 土

30 金 30 日 岩トレ2・矢筈山と女体山

31 月

◆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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