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定例山行案内 

歴史散策 中世山城跡と勝賀山～赤子谷 
  

■日 時 2021 11/21日        ■目 的 歴史散策 

■場 所 香川県高松市         ■Ｃ Ｌ  

■準備会 11/05金 1930- 事務所 

 

 中世という時代区分は西欧史の中世(西ローマ滅亡 476-東ローマ滅亡 1453 あたり)

の輸入品である。日本版は鎌倉･室町時代が相当し,最近は少し前の清盛や院政時代も

含めるかもしれない。どちらも都市の衰

退,地方の時代,騎乗など,多少似ている。

中世の前が古代で後が近世。よって朝鮮

半島から掃き落とされあわてて築かれた

城山(きやま)は古代山城。玉藻城･丸亀城

は近世の城。それ以外の勝賀城や天霧城

など多くが中世の城ということになる。

承久の乱(1221)で鎌倉の尼将軍マサコ側

について勝ち組になった香西氏の本拠が

勝賀山城である。赤子谷から勝賀山だけ

では物足りないと思われるので,根香寺ま

で回って 1周を考えています。歴史以外

に地学・地形の方も考える余裕があるか

な。 
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非常時の共同装備としてロープがありますが、ロープを安全に使いこなすためには、

事前学習によってロープ操作の技術を習得しておくことが必要です。あいまいな知識に

よるロープ使用はかえって事故を誘発する原因になりかねません。めったに使わない技

術であるため、一度覚えたが長い間使ったことが無い場合などでは、いざとなった時に

は使えない場合が多いと思います。いつでも使える状態に技術をキープしておくために

は、毎年一回は練習を続ける必要があります。 

特に山行のリーダーとサブリーダーをする方にとっては、必須の技術ですよ。 

❖日 程  ２０２１年１２月５日(日曜日) 

❖場 所  五岳山の中山と火上山の中間 

❖目 的  ロープ操作の基礎技術習得 

❖準備会  １１月２５日 １９時３０分から事務所にて行います。 

準備会にてロープの結び方を講習しますので、スリングとカラビナを持

参ください。 

❖リーダ   

❖受講者  山行リーダー及びリーダー養成講座受講者と受講を希望する会員。 

❖ロープ操作に必要な知識と技術 

 ・スリングを使ってチェストハーネスが作れる。 

 ・カラビナの正しい使い方ができる。 

 ・オーバーハンドノット、ダブルオーバーハンドノット、ナインノット、ムンター

ヒッチ 

  が作れる。使用方法を理解している。 

 ・立木を使った支点が作れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例山行案内 

ロープを安全に使うための講習会 

 

〇印以外の使い

方は厳禁。 

理由はカラビナ

が小さな力で破

断するため。 
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定例山行案内 

岩トレ 9 
                                 

 

◆ 日 程    2021 年 12月 12日（日） 8:30～15:00位 

◆ 場 所    大屋冨の岩場 

◆ 担 当     

 

 今シーズンの雪山のリーダーを担当される方はアイゼントレを行いますので参加

してください。その他雪山参加をお考えの方も参加してください。道具の確認も兼ね

て使用する冬靴とアイゼン、厚手の手袋をお持ちください。 

 通常のクライミングの練習や岩場の歩行訓練などの方も参加大歓迎です。 

 

 

 

 

定例山行案内 

歴史散策 内場城と笠松山 834ｍ   
 

■日 程   2021 年 １２月 １２日（日）  

■目 的   戦国時代の城跡を訪ねて 

■場 所   高松市塩江町 

■Ｃ Ｌ    

■準備会   11 月 29 日（月）19：30～ 事務所にて 

    

内場城と笠松山に行こうと思います。 

希望者される方は、山の会事務所までお集まりください。 

お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-SA-NC のラ

http://himejijo-jpn.info/photo2.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


5 

 

定例山行案内 

大山 1709ｍ 
 

 

■ 日 程 令和 3年 12月 18（土）19日（日） 

■ 場 所 鳥取県 大山 

■ 目 的 雪山を体験する 

■ Ⅽ Ｌ  

■ 準備会 11月 24日（水） 19:30〜 山の会事務所 

 

 雪山のシーズンがやってきました。早くキラキラの世界を歩きたいですね。 

今期初の雪山なので、慣れていない方も参加できるよう、旅館の宿泊を予定しています。 

 体力・装備等分からないことがあれば準備会に参加ください。準備会では雪山の装備

や服装についてお知らせします。宿の予約があるので、準備会は１ヶ月前に行います。 

 

 1日目：元谷付近で雪上トレーニング 

 2日目：夏山登山道で頂上まで 

     メンバーが多い場合、登頂組 

     と６合目組に分けます 

 

 

 

 定例山行案内 

高鉢山 ５１２ｍ 
 

 

■日 時   ２０２１年 12月 19日 日曜日 

■目 的   大相～歩く絶景の高鉢山 

■場 所   香川県綾川町 

■Ｃ Ｌ    

■準備会  12月 6日 月曜日 19時 30分より事務所にて 

 

 

高鉢山は讃岐七富士の一つです 歩き始めはなだらかで景色を楽しみながら歩きまし

ょう 

コースから少し外れ所に全国三大風穴の一つがあり 是非行ってみたいと思います 
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２０２1 年度の山行・ハイキング・行事の予定です。 

会報に案内を載せている以降の予定です。スケジュールに入れて参加しましょう。 

月 日 定例山行・ハイキング・教育山行名  

12 30～2 L-Ⅱ縦走（四国）  

1 

9 「組織拡大」箸蔵街道  

9 岩トレ-10  

16 剣山  

16 中世寺院跡巡り、久保から尾の瀬山  

29～30 L-Ⅱ石鎚東稜  

30 クレーター五座めぐり  

2 

6 塔の丸  

12～13 L-Ⅱ氷ノ山  

13 日本最古の山城跡と屋島  

20 壇特山  

27 岩トレ-11  

27 春を求めて「荘内半島」  

3 

6 スノーシュー（鏡ヶ成）  

13 「組織拡大」皇踏山  

13 岩トレ-12  

20 南北朝時代の城跡、鷲の山  

20～21 大山南面  

27 江戸時代の国道、曼陀峠を歩く  

4 

10 真鈴峠から大川山  

17 岩トレ-1  

24 アケボノツツジ薬研山  
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定例山行報告 

燕岳 2,763ｍ 

 

 

■日 程   2021 年 10 月 2～4 日、晴れ 

■場 所   長野県安曇野市 

■目 的   秋の燕岳を楽しむ 

■参加者   6 名、 

           

■費 用   45,130 円/人(宿泊費：21,150 円、交通費：23,980 円(タクシー1,380 円、

バス 1,300 円含む))、走行距離：1,237ｋｍ 

 

10 月 2 日(土)、3 日(日) 

事務所 7：05＝＝＝安曇野 IC＝＝＝15：00 ペンション メープルリーフ(安曇野市)宿泊 

ペンション 5：10＝＝＝6：05 中房温泉駐車場 6：30……10：00 合戦小屋……12：00 

燕山荘 13：00……13：30 燕岳……14：25 燕山荘 

 

 心配された台風は逸れ、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置も解除された秋晴れの

なか出発。安曇野市のペンション メープルリーフに前泊。温泉(樽風呂)につかった後、

夕食にフランスの田舎料理をコースで頂く。 

 翌朝、各自朝食を済ませて、登山口付近の駐車場の混雑を見込んで手配しておいたタ

クシーで中房温泉駐車場へ。準備体操を終えて少しすると体が冷えてくる。登山道は整

備されており歩きやすく、四国では見かけないおしゃれハイカーに次々追い抜かれる。

大きな笹を両脇に歩を進め、第二ベンチを過ぎた辺りから紅葉がちらほら見られ出し、

第三ベンチから段差がきつくなる。透明感のある花崗岩の岩場に手を当ててみると、水

を含んだようなひんやりとした冷たさが伝わってきて心地よい。 

富士見ベンチから富士山は木の茂みで見えず。合戦小屋でおしるこを食べると意気込

んでいたが、暑さと価格に怯み断念する。合戦小屋を過ぎてから展望がよくなり、景色

ががらりと変わる。富士山は遠くにぼんやりだが、槍ヶ岳は小槍、孫槍まではっきり見

えた。ダケカンバの黄色と白い幹、ナナカマドの赤が鮮やかだ。 

燕山荘までもう少しの所で 1 人に両下肢の不調がみられ処置を行う(合戦小屋での休

憩時に筋肉が冷えたためと思われる)。燕山荘に到着後、不調者は小屋で休んでもらい、

5 名で燕岳へ向け出発。イルカ岩にメガネ岩、白い花崗岩は遠くから雪のように見える。

山頂は狭い。雷鳥とホシガラスは見られなかったが、雷鳥は天気が良いと現れないと聞

き納得する。 

食堂で夕食を終え、部屋に戻り少しすると、窓から見える槍ヶ岳と一番星が夕焼けに

映えてきれいだった。星空を見に外へ出ると燕山荘の上に大きな北斗七星と天の川が

見えた。いつまでも見ていられる。テント場のオレンジ・緑・青・黄色の光が暗闇の
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中に浮かび上がり幻想的だ。 

ダウンを着てコロナ対策のインナーシーツに潜り込み 20 時 30 分消灯。夜中に暑く

なりダウンを脱ぐ。 

 

10 月 4 日(月) 

燕山荘 6：00……6：45 合戦小屋……9：40 中房温泉駐車場 10：45＝＝＝温泉公園北口

駐車場 12：00＝＝＝安曇野 IC＝＝＝21：40 事務所 

 

朝食後 5 時 40 分、ご来光を見に外へ。気温は 6℃でそれほど寒くない。 

中房温泉駐車場発のバスの時刻に合わせて予定より 1 時間早く下山開始。防寒着を着

て出発するが、しばらく歩くと汗ばんでく

る。滑らないよう歩幅を狭くして歩く。平日

なのにすれ違う登山者が多く、サンダルに素

足、地下足袋姿の若者に驚く。第一ベンチか

らは急な下りになるので、腰を落として手を

使い慎重に進む。硫黄の臭いがしてきたら登

山口まで後少し。 

バスでペンション近くの登山者専用駐車

場まで戻る。安曇野 IC へ向かう途中で安曇

野産りんご「秋映(あきばえ)」を購入し、蕎麦

を食べ帰着。 

 

 

 

合戦小屋からの紅葉 

  イルカ岩 
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定例山行報告 

一ノ森 1879.2m～槍戸山 1824.6m 

  

 

■日 程   2021 年 10 月 10 日（日） 晴れ～曇り 

■場 所   徳島県 美馬市と那賀町 

■目 的   秋の山を楽しむ 

■参加者   5 名  

   

■費 用   走行距離 200ｋｍ 2600 円/人 

  コースタイム 

事務所 5：00＝＝＝5：50 道の駅貞光ゆうゆう館＝＝＝7：15 見ノ越＝＝＝8：00 剣山

龍光寺登山口 8：20………8：30 劒山本宮劔神社………10：40 一ノ森ヒュッテ………

11：20 槍戸山山頂………12：10 一の森山頂………12：55 登山口 13：20＝＝＝17：20

事務所 

自粛明けの山行は、紅葉期待で賑わう剣山を横目に眺める初めてのコースに挑戦する

ことにした。登山口がちょっと遠いが安心の運転で無

事到着。T さんは実家に近い道の駅で合流し、実家産

のユズと甘酒をメンバーへのお土産に！ありがとう

ございました。 

見ノ越から落石の多い道を谷に下ったコリトリ（垢

離取）という所から登ることもできるが、今回は剣山

龍光寺まで舗装道があるのでそこから登った。 

時折、キュインと鹿が鳴いている。山は鹿の食害で

見事に地面がむき出しで、登山道を外れないようロープが張ってあった。道は荒れ気味、

ザレていたり小石がゴロゴロしていたりでとても歩きにくい。めぼしい植物は何もなく

唯一トリカブトだけが鹿の食料とはならない

ようだ。ナナカマドの赤い実がたくさん、紅葉

は始まったばかり、標高によって赤いカエデ系

の葉やブナの黄葉で楽しめた。 

一ノ森ヒュッテに近づいた稜線では見事な

白骨林となり、展望は讃岐山脈を越えて瀬戸大

橋まで見えた。ただ、南からの雲が絶えず湧き

上がっては消え、剣～次郎岌の稜線は見え隠れ

するばかりだった。槍戸山へは笹の稜線歩きが

気持ち良い。 

コースは往復、SL のテンポ良い下りで予定

より早く帰着した。 
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  登山学校報告 

剣山 1955ｍ 
 

 

◆ 日程    ２０２１年 １０月 １７日（日）   

◆ 天候    雨 

◆ 場所    徳島県 美馬市 

◆ 目的    縦走体験 

◆ 参加者   講師他 4名 

        受講生８名 

◆ 費用    マイクロバス 1人 5850円 

◆ コースタイム 

 

 

 

 

 

 

 8 月の予定だった登山学校の縦走山行。コロナの関係で延期なったが無事に開催

する事が出来ました。 

 当日は朝から雨で気温も寒く計画通りに歩けるかなという状況での出発。 

 見ノ越に到着し S さんがバスの中で天

候不順のため縦走は中止し山頂に上がっ

てみて行けるようなら次郎ギュウまでと

の判断で出発しました。 

 雨のためカッパを着込んで歩き始めま

した。受講生の方々の歩行も危なげなく順

調に西島駅に到着し休憩所で一休みし山

頂に向かって出発。尾根ルートを順調に上

がっていき刀掛けの松を通過し山頂ヒュッテに到着。この辺りから山頂からの吹きお

ろしが強く山頂尾根は強風が吹いているのが分かりました。皆装備を整え覚悟を決め

て山頂に向かいます。尾根に上がると爆風で油断していると身体が吹き飛ばされそう

でした。木道を通り無事に山頂に到着しましたがのんびりも出来ず集合写真を撮り、

次郎ギュウの事など誰も口にすることなく下山を開始しました。 

 帰路は大剣神社を通り西島駅に到着。一休みし見ノ越まで下山しました。後は待

機していたマイクロバスで帰路につき琴南の駐車場で解散となりました。 

 天候が悪く剣山ピストンという少し物足りない内容でしたが受講生の方々も皆健

脚だったというのもあり無事に終えることができ良かったです。 

10月 17日（日）

5:20道の駅琴南 5:30出発＝＝7:20見ノ越・・8:15出発・・9:20西島駅・・ 

10:40山頂ヒュッテ・・10:55山頂・・11:15下山開始・・12:20西島駅・・ 

13:25見ノ越＝＝15:50道の駅琴南 
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組織拡大山行記録 

剣山 １,９５５m 
 

 

■日 程   2021 年 10 月 17 日（日） 雨のち曇り 

■場 所   徳島県 三好市 

■目 的   一般参加者と会員が一緒に登り，紅葉を楽しむ 

■参加者   １５名  

 

        

■費 用   走行距離 162ｋｍ 1440 円/人 

  コースタイム 

事務所 6：30＝＝＝7：00 貞光ゆうゆう館＝＝＝＝8：25 見ノ越 8:40……9：55 西島駅

10：10………10：30 刀掛けの松……11：00 頂上ヒュッテ 11:20……11：40 剣山山頂…

…11：55 頂上ヒュッテ……12:35 西島駅……13:45 見ノ越 14:00＝＝＝15：20 貞光ゆう

ゆう館 15：35＝＝＝16：40 事務所 

 

 今日の天気はどうかな？と心配しながら，事務所に集合した。事前に天気を調べて

くれていた方が，今日は C 判定だと・・・。天気予報では，次第に曇りになると言わ

れていたので，雨さえ降らなければいいとみんな期待しながら出発した。 

 見ノ越に着くまで，ずっと雨。駐車場に着く手前で，剣神社の階段を上っている登

山教室のメンバーの姿が見えた。さあ，わたし

たちもと登山の準備をし，体操をして出発した。

相変わらず雲におおわれ，景色は見えない。ず

っと小雨が続いていたので，西島駅では全員が

カッパを着ていつ本降りになってもいいよう

に備えた。 

 西島駅を出て山頂に近づくにつれ，下りてく

る人たちが口をそろえて，山頂は暴風雨だと言う。山頂の手前までは雨は降っている

ものの風はそれほどでもなかった。 

不安になりながらも登り続けて，ようやく山頂ヒュッテに着く。ここですでに暴風雨。 

体が冷えたので建物のかげで防寒対策をして，昼食をすませる。山頂に行くのは希望

者だけと言われたが，結局は全員が山頂に行くことになった。 

 山頂までは，風に吹き飛ばされないように手すりのロープを持って慎重に進む。い

つもは３６０度の絶景が広がる山頂だが，景色どころではない。山頂が今日ほど遠く

に感じたことはなかった。山頂では記念撮影もそこそこに，下りていくことに・・・ 
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雨で滑りやすいので，足元に注意しながらひ

たすら下りて行った。西島駅を過ぎたあたり

から，靄が晴れて近くの木々が見え始めた。

ブナの林が日本画のように見える。 

苔むした岩，倒木，祖谷川の谷の源流なども

見えた。残念ながら例年の紅葉は見えなかっ

た。雨で見えなかったのもかもしれないが，

異常気象のせいかもしれない。 

 見ノ越からの帰り道では，しだいに雲がなくなって，山々や民家などもよく見える

ようになった。無事に帰路につけてほっとした。 

 

 

 

 

定例山行記録 

歴史散策 大麻山 616.3ｍ 

                              

 

■日 程   2021 年 10 月 23 日（土） 

■場 所   香川県 善通寺市 

■目 的   歴史散策 

■参加者   5 名  

           

■費 用   各自現地集合 ガソリン代¥0 

■天 候   曇り、晴れ 

       

コースタイム 

 10/23（土）地蔵池駐車場 7：20・・・7：57 寺田古墳・・・ 8：15 経塚・・・ 

  8：30 椀貸塚・・・8：55 展望園地 9：05・・・9：35 葵の滝・・・10：00 

  防火帯・・・10：35 竜王社・・・11：15 三角点・・・11：25 展望台 12：00 

  ・・・12：35 工兵道・・・12：55 展望園地・・・14：05 地蔵池駐車場 

 

 

 緊急事態宣言のせいで山行日程が重なったため、当初の予定をずらしての実施とな

った。参加者５名と和気あいあいとした雰囲気の山行だった。 

 駐車場で軽く準備運動をして出発。６月に登山道整備をしたコースを進む。前回も

堰堤の工事をしていたところはまだ通行止めで、迂回のため急な斜面があり、慎重に 
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歩いた。 

今回は歴史散策なので、まず寺田古墳によってみるが、荒れ果てており石がゴロゴ

ロしているのみであった。案内板も朽ち果ててい

た。次に行った経塚は石積みの丸い窪みがあっ

た。経塚とは経典を土中に埋納した塚のこととの

こと。椀貸塚も荒れており石がゴロゴロ、昔もて

なしの際、椀が足りない場合この塚から椀を借り

たという伝説がある。 

 今回、登山道は草も茂っておらず、展望園地も

きれいだったが、周りに木が茂っているので残念

ながら展望は無い。工兵道から葵の滝、防火帯、

竜王社を通り頂上へ向かったがどこも草が刈られ

て整備されており、展望も楽しむことができた。歩きながらアケビの実を取ったり、

植物の写真を撮ったりのんびりとした山行であった。 

 頂上展望台では、飯野山、五色台、瀬戸大橋等の展望を楽しんだ。頂上付近は鉄塔

が沢山あるが、オレンジと白に塗られた鉄塔もあり、東京タワーのようだった。 

 近くの里山ながら、急な登りもあ

り、歩きごたえがあった。だいぶん

涼しい季節になり、汗も余りかかず

に歩るくことが出来、楽しい時間を

過ごすことができた一日だった。 
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 定例山行報告   香川県連女性交流登山 

綾歌三山 城山
しろやま

375ｍ猫山 468ｍ大高見
おおたかみほう

峰 504ｍ 
 

 

■日 程：2021年 10月 23日（晴れ) 

■目 的：女性が自立した登山を実施 

■参加者：6名  

             

■費 用：なし 

 

コースタイム 

綾歌森林公園 8：30集合 9：00 開会式 9：15出発 ― 10：10城山 10：15 ―  11：

05猫山：25   ― 11：45ロープワーク 12：20 ―  12：50小高見峰 12：55 ―  13：

20大高見峰 13：30―15：45森林公園駐車場（反省会・解散) 

 

 森林公園駐車場に開会式 30分前に集合するが、すぐに満車となる。開会式前に準備

体操と地図の確認を行う。公園の芝生広場で 6団体が集合すると、総勢 50名近い。 

善通寺山の会は女性だけの参加だが、他の会は男性参加も多くみられた。散歩会阿部

会長が挨拶し集合写真撮影の後それぞれ日程コースが違うので各会ごとに出発する。 

 私達は、右側ルートのなだらかな坂をゆっくり進む。出発時は少し肌寒く感じだが

登り始めると汗ばむくらいになる。遊歩道と合流する手前の大きな山ももの木は 

毎年たくさんの実がなり、Yさんはこの木の山ももでジャムを手作りし美味しくいた

だいたそうだ。 

 遊歩道を進みレオマワールドが見えた頃に、登山道入り口があり少し登ると城山山

頂である。絶好の天気で、讃岐平野が一望できる素晴らしい景色である。他の会と記

念写真を撮り合い親交もはかれた。 

 10時からの他の会との無線交信もトラブルなく交信できたので課題の一つをクリア

できた。猫山へは遊歩道を通らず、こねこの道というかわいい呼び名の登山道を歩

く。こねこ山を過ぎると 

あずまやがあり、休憩している会を横目に猫山に向かう。猫山に入ると急登になり、

ロープがある岩場もあった。山頂は見晴らしは良くないが木陰で小休憩をとった。 

下りも長い急坂でロープにしがみつきながら慎重に歩く。少しひらけた斜面で課題の

ロープワークを行う。各自、木にロープを結びスリングとカラビナで降りる練習をし

た。ロープワークは何度も練習し実践でスムーズできなければいけないと思うのだ

が、なかなか難しい。 

 阿弥陀越では先に下山した、さんぽ会最高年齢 84歳の男性が笑顔で出迎えてくれ
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た。猫山の急傾斜を登山された

パワーには感心させられた。 

 分岐点で見過ごしそうになっ

た小高見峰を越え、大高見峰に

到着したが展望がないので少し

先の高見峰神社まで行く。木々

の合間からは景色は見える。 

 下山は猫山をトラバースし

た。山道は整備され小さな沢が

あったり、センブリ草などの野

花が咲いて目を楽しませてくれ

る道であった。 

 他の会との交流もできて、それぞれ山の変化を楽しめた山行でした。 

 

 

 

      

 

 

 

 

◆ 日程    ２０２１年 １０月 ３・４日（日・月）   

◆ 天候    快晴 

◆ 場所    富山県 北アルプス 

◆ 目的    体力、歩行技術の確認。北アルプスの紅葉を愛でる 

◆ 参加者   １名 

◆ 費用    走行距離 1200km  高速料金 21320円（往復）  52520円/1人 

◆ コースタイム 

 

 

 

 

 

 

 定例山行の槍穂が中止になり不完全燃焼な気持ちをぶつける思いから早月尾根から

の剱岳ピストンを計画しました。 

 ソロ山行だったので夜行での移動は止め前泊して万全の態勢で臨みました。 

個人山行報告 

           剱岳 2999ｍ 早月尾根 

                          

記録 若宮一輝 

10 月 2 日（土） 

0:00 坂出 IC＝＝14:00 立山 IC＝＝18:00 馬場島荘駐車場（車中泊） 

10 月 3 日（日） 

3:50 出発・・8:20 早月小屋（小休止）・・10:00 小屋発・・13:05 山頂・・ 

13:40 下山開始・・16:00 早月小屋（テント泊） 
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 初日、早くに目が覚めて予定より 30分程早く出発。高低差 2200ｍの長丁場だが早月

小屋までは頑張って行くと決めていました。結果 4 時間 30 分程で到着し（ＣＴ5 時間

40 分なので 0.8 位のテン泊装備にしてはまずまずのペース）その後の行動時間に余裕

が出来ました。一番乗りで小屋でテントの手続きを

して一等地にテントを張り一休みします。 

 行動用の荷物をザックに詰めて 10 時にテン場を

出発。時間に余裕が有るので急がず所々で休憩し、

写真をとりながら徐々に高度を上げていきます。標

高 2000ｍを越えた辺りから紅葉も始まっていて天気

が良いのもあり良い写真が沢山撮れました。テン場

を出発してすぐに下山してくる人と多数すれ違い、

当日は日帰り組が多く泊り組より多い印象を受けました。 

 標高 2800ｍを越えた辺りから岩場が始まりま

す。下から見上げている時は殆ど垂直に見え、こ

れを確保も無く登るのかと思いましたが実際はし

っかりとルートがありそれ程苦労することなく登

れます。 

 

別山尾根からの合流地点までくれば後はもう少し

です。ゆっくり登っていくと向こうに小さい祠が

見え山頂に到着です。 

 快晴で 360度の視界でした。別山尾根から立山に向いて地獄谷の煙が昇るのも良く見

えます。源次郎尾根、八ツ峰、北方稜線なども良く見え剱岳の全貌を楽しめる事が出来

ました。 

 後ろ髪を引かれる思いも有りましたが、また来るぞとの想いを持ち下山を開始します。

まだ時間は余裕が有りますのでゆっくり下山します。日帰り組はもういない時間帯だっ

たので周りにも人はいなく初秋の空気を独り

占めするような気分になりました。小屋の近く

まで降りて来た時にソロの男性が上から追い

ついてきました。暫く話しをしながら同行して

いましたがなんと日帰りでこのまま馬場島ま

で降りるとの事。もう時間は 16 時頃で暗くな

り始めようかという状況です。何だかな、と思

いましたがお気をつけてと声をかけてお見送

りしました。 

 テン場に着いて夕食を済ませてゆっくりしていると日没です。奥大日岳の辺りかな？

の向こうに日が沈んでいきます。真っ暗な中ヘッデンをつけて歩き出し日没まであっと

いう間の一日でしたが充実した一日になりました。 
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10 月 4 日（月） 

5:40 起床・・7:00 早月小屋出発・・10:30 登山口到着・・11:00 馬場島荘出発＝＝ 

立山 IC＝＝坂出 IC＝＝0:00 自宅 

 さて二日目は下山するだけです。しかし目覚めてから何か体が重いような感じでなか

なか腰が上がりません。下山しないと帰れないのでむりやり朝食を取りテントをたたみ

パッキングを済ませてザックを担ぐとやけに重く感じます。前日が充実し過ぎて燃え尽

きてしまったのか、はたまた単純に疲れてていたのかは分からないです。この日も天気

は快晴で暑いくらいです。出発した時点で水が１Ｌ弱しかなく不安でしたが工程の半分

も来ないうちに 3分の一くらいに減ってしまい残りは節約しながら歩いたので最後の 1

時間位は本当にきつかったです。 

 ヘロヘロになりながら登山口まで降りてきて急いで車の中にあった飲み物をガブ飲

みして何とか生き返る事が出来ました。後は荷物を車に詰め込み早々に馬場島を後にし

帰路につきました。 

 

 剱岳、最高に良かったです。次は無雪期の源次郎尾根か 5月の残雪期辺りの早月を登

りたいかななどと考えています。どなたか一緒に行きませんか？。 

 

 

個人山行記録 

蝶ケ岳 2677ｍ 

                              

 

■日 程   2021 年 10 月 2 日（土）～4（月） ■天候 晴れ 

■場 所   長野県 松本市 

■目 的   秋の北アルプスを楽しむ 

■参加者   2 名  

■費 用   走行距離 自宅～片道 624ｋｍ＠24  ガソリン代¥29,952 

       高速代 往¥1,880+9,340 復¥6,540+¥1,880(深夜割引) 合計¥49,592 

コースタイム 

 10/2（土）自宅 8：20――善通寺 IC――山陽道――名神――中央―― 

――長野――15：20 安曇野 IC――16：20 三股駐車場 泊 

 10/3（日）三股駐車場 5：05・・・5：20 登山口・・・5：55 力水・・・ 

     7：40 まめうち平・・・11：30 テン場・・・11：40 頂上 12：30 

     ・・・14：20 まめうち平・・・15：15 力水・・・15：30 登山口 

     ・・・15：45 三股駐車場 16：00――――安曇野 IC 

 10/4（月）―――0：30 自宅 
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 全国の緊急事態宣言が 10 月 1 日から解除になったため 9 月に計画していた蝶ケ岳山

行を実施した。同じ日程で燕岳もありこちらのメンバーは 2 名となった。 

 当日は移動のみなので出発は遅め、ガソリンを入れ高速に乗る。運転を交代しながら

3 時過ぎようやく安曇野 IC に着いた。駐車場に向かう前に、今日の夜と明日の朝の食

料を買うためにスーパーに寄り、買い物をしていると、何とここで燕岳メンバーと遭遇、

すごい偶然でした。燕岳組は宿泊施設にお泊りですが、こちらは駐車場の車で就寝。 

買い物後、三股駐車場迄 10Km 以上山道を行く。途中で野生の猿の親子がいて、子ザ

ルがとてもかわいかった。第二駐車場を通り過ぎ、第一駐車場に着くと数台分のスペー

スしか無かった。トイレの近くが空いておりそこへ駐車した。下りてきた登山者の車が

出ていくが、新たに駐車する車も次々来る。早めに就寝したが車内も狭く、夜中も車が

来るのでライトの灯りと、エンジン音、駐車場に置いてるコーンにぶつかる音などであ

まり眠ることが出来ない。 

朝 4 時に起き上がったが結構寒くダウンを羽織った。ヘッドランプを点け用意をし

て、5 時過ぎに駐車場を出発した。15 分程歩き登山口に着き、登山届を出した。 

歩き始めるとすぐに鉄の小さな橋を渡り、少し行くと蝶ケ岳と常念岳の分岐の標識が

あり左の蝶ケ岳の方へ行く。小さな沢の流れは木道を渡していて歩きやすい。それから

鉄製だけど結構ゆれるつり橋を渡っ

た。最初はなだらかな所が多い。急な

登りの所はしっかりした木製の階段

が設置されており、頂上までずっと

沢山階段があった。歩きやすいが、登

りの階段はしんどい。バテないよう

にゆっくりゆっくり登っていく。

次々に他の登山者に抜かれたが、あ

まり疲れることがなく汗もかかずに

済んだ。1905ｍピークそばのまめう

ち平という開けたところがありそこ

からしばらくは平坦な道が多い。さすがに最後の急登ではしんどくて汗をかいた。 

6 時間超かけて頂上に着くと、ウェディングドレスの女性と正装の男性がおり結婚式

か？カメラマン、スタイリストの方などもいたので結婚記念写真を撮っていた？皆さん

ここまでよく登ってきたなと思う。因みに新婦の足元は白いスニーカーだった。頂上は

広く展望も抜群で槍穂など 360 度見渡せる。天気がよく紅葉もしており本当に素晴ら

しかった。頂上を楽しんだあと、蝶ケ岳ヒュッテでカルボナーラと中華丼をそれぞれ頂

いた。下山が遅くなるといけないので、食事後すぐ下山開始。 

下りは疲れているので、転倒しないよう気を付けながら慎重に歩いた。木製の階段は

頑丈に作られていて頼りになる。木をつないでいるネジも新しい所が多く定期的に取り

替えているのだろうと思われる。 

長い下りだった。やっと登山口に着くと、クーラーボックスに冷たい飲み物を売って
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いたので、購入した。登山口から駐車場までが疲れた足には結構遠くに感じられたが、

第二駐車場に止めていたら、もっと歩かなくてはいけなかったので良かった。 

今回の山行バテないか心配だったが、かなりなスローペースで登ったので大丈夫だっ

た。紅葉も景色も堪能出来た良い山行であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXT（ヤングメンバー香川）報告 

石鎚東稜 1982ｍ 

 

 

■日 程   2021 年 10 月 6 日（水） 晴れ 

■場 所   愛媛県 西条市 

■目 的   次世代の登山界を担う人材を育成する 

■参加者   ２名（観音寺あけぼの山の会）（善通寺山の会） 

  コースタイム 

 

土小屋登山口 9：30…11：20 南先鋒（1982m）…11：45 天狗岳（1982m）…12：00 

石鎚山弥山（1972m）・石鎚山頂上山荘（昼食・休憩）14：30…16：30 土小屋登山口 
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香川県勤労者山岳連盟ヤングメンバ

ーズクラブは、次世代の登山界を担う人

材を育成する思いを込め、愛称を NEXT

として活動することにした。 

今回の山行は、NEXT となってからの

記念すべき初山行である。CL は、この

山行の直前、小川山での若手のためのク

ライミング講習会に参加するため、長野

県を往復していたが、私を石鎚東稜に誘

ってくれたように元気一杯であった。講

習会の内容は、県連盟だよりに掲載され

るので、そちらを参照されたい。 

第 3 回目となった講習会であるが、谷

川岳で開催された初回に私も参加した

のだが、気圧の谷の通過で、天候が優れ

ず、一ノ倉沢烏帽子沢奥壁に取りついた

ものの、あえなく敗退した。そのため、

第 2 回からは、天候の安定する小川山に舞台を移し、現在に至るそうである。 

無雪期の石鎚東稜は、渋滞するほど人が来るので、お互い有給をとって、週の中日、

平日水曜日に計画して、静かに山を楽しむつもりだったのだが、まだ紅葉が早いにもか

かわらず、土小屋の駐車場は、満杯でかなり下まで車道を下って、やっとの思いで駐車

し、第 3 ベンチの東稜基部まで、多くの登山者とすれ違いながら歩いた。 

東稜自体は、平日なので、渋滞までには至らなかったが、それでも、我々以外に 30

人以上は、取りついていた。そのため、天狗岳の頂上は、50 人弱、弥山頂上は、100 人

を優に越える登山者が休憩しており、賑やかであった。私は、日曜日の山でもこんなに

多くの人を見たことはないので、石鎚山は人気の山なんだなあと軽い衝撃を受けた。 

東稜自体は、天気も良いので、天狗岳と同じ標高 1982m の南先鋒がかっこよく、ま

た、その間の中沢の窓の笹原が美しく眺められ、快適そうな藪漕ぎができそうだなと感

じた。CL は、前々から中沢に行ってみたいそうで、私は、来年にでも面河渓谷の沢登

りの詰めに使うのも便利だなと思った。 

石鎚神社頂上山荘でカレーを注文し、腹ごしらえし、神社でお守りを見るなどして、

休憩した後、土小屋ルートで車まで戻った。戻っていると、食堂の厨房から登場し、下

山準備をしていた従業員と思しき女性が、土小屋登山道の中ほどで、大きな荷物をしょ

って我々を軽々と追い抜いて行った。食堂内でパッキングをする姿が印象に残っていた

ので、追い抜いてもらう際に話しかけると、元気に通勤しているそうだった。そのパワ

フルさに現代の強力かと思った。 
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■日 程  2021年 10月 8日（金）～9日（土） 

■場 所  山梨市北杜市  瑞牆山 

■目 的  百名山の一つを踏破する 

■参加者  １名  

■費 用  走行距離 ： 700ｋｍ×２＝1,400ｋｍ 

      高速代  ： 約 1.4万円 ×２＝約 2.8万円 

 

 

 

 

 昨年からの withコロナでの 4回目の単独遠征登山となります。予定より少し遅い 7

時 20分に出発しました。片道約 700ｋｍの単独運転でしたが、高速道は順調に流れ、

ほぼ予定通り 16時 20に駐車場に到着しました。約 100台止められるところに、15台

程度が止まっていました。この山はほとんど日帰りのため、夕方はすいています。遅

出発の人たちが下山して帰っていくと、徐々に

車中泊の車が集まってきます。  

 私の方は毎度のイモ焼酎の湯割りとつまみで 19

時ころには就寝となりました。標高が 1500ｍほど

あり、月のない夜空には天の川がぼんやりと見

え、織姫星と彦星も確認できました。  

      

 

 

 

 

 

翌朝予定より早く目が覚めたので 3時に起

床 4時出発とした。 

最初は平たんな山道で問題なく進む。富

士見平を過ぎたあたりで先行者を発見し

た。同じような人もいるものだと思った。5

時半ころからだんだん夜が明けてくる。南

に富士山が顔をのぞかせてきた。大ヤスリ岩の迫力がすごい。 

  

10月 8日 晴れ 

琴平自宅出発 7:20＝新名神高速道・伊勢湾岸自動車道・東海環状道・中央自動車道

経由＝16:20 瑞牆山荘駐車場着  

 

個人山行記録 

瑞牆山
みずがきやま

 2,230ｍ 
   

10月 9日 晴れ 

3:00起床 4:00……4:45 富士見平…… 6:45 瑞牆山頂 7:00 ……8:50 駐車場

着 9:10 ＝＝ 増冨ラジウム鉱泉 10:30＝＝ 19:00 自宅 
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段々と岩場歩きになってくる。鎖場やはしごをいくつか超えて   

進むが、特に危険な箇所はない。出発から 3時間弱で瑞牆山頂 

に到着した。ただ一人の先行者がもう下りかけていたのを引き  

留めて、写真を撮ってもらう。 

360度雲一つなく、八ヶ岳から、甲斐駒からの南アルプス、富 

士山と山頂に五丈岩を頂く金峰山が見える。 

残念ながら北アルプスは八ケ岳の後ろに隠れて見えない。 

 

  下山し始めると

だんだんとすれ違う人に出会うようにな

る。登山時は暗くて見えなかった景色が美

しい。富士見平の少し下からは瑞牆山の全

景が見られた。また登山開始部の森のなか

の登山道も美しかった。 

 

    

下山すると、出発時にはまだいっぱいになっ

ていなかった駐車場は満車になっており、路駐

禁止の札の横にも車があふれていた。 

 帰りに最寄りの増冨ラジウム鉱泉につか

り、疲れをいやした後、帰路についた。 

大ヤスリ岩と南アルプス 

瑞牆山全景 

百名山の遠征時に毎回思うのは、夜行運転して翌朝登山というような無理をせず

に、昼間移動で夕方着の車中泊、翌日早朝出発がいろいろな面で最適な手法だと思い

ますので参考にしてください。 
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個人山行報告 

石鎚山 1982ｍ、瓶ヶ森 1897ｍ周回 

 

 

■日 程   2021 年 10 月 18 日（月）～19 日（火） 

■場 所   愛媛県 西条市 

■目 的   山小屋泊で 1 泊 2 日のロングトレイルを経験する 

■参加者   １名  

■費 用   走行距離 180ｋｍ 約 14,000 円/人(山小屋 1 泊 2 食含む) 

   

10 月 18 日（1 日目） 晴れ 

自宅 6:00＝8:00 西之川駐車場…8:30 登山口…11:20 成就社…12:00 八丁坂鞍部… 

13：00 夜明峠…14:00 弥山…14:40 天狗岳…15:00 弥山…石鎚山山頂小屋泊 

 

今年７月、山の会の L-Ⅱ山行で堂ケ森、二ノ森経

由で石鎚山から土小屋への縦走路を歩けた。その時

に中学生で登った西之川からの表参道で石鎚山山

頂に上がりたいと強く思った。さらに二ノ森方面か

ら伸びる石鎚山系縦走路は瓶ヶ森まで続いている

ことに気付いたので、瓶ヶ森まで行って東之川から

西之川に戻る 30 キロ程度までのロングトレイル周

回ルートを設定した。日帰りでは無理なので、夕日

と御来光が見られるように山頂小屋泊とした。 

1 日目、西之川から気持ち良くスタートするも、

案内板もあり安心していたことと、気持ちが高揚し

ていたためか、最初の分岐を見落として沢の手前でロストに気付く。直に引き返して（ロ

グにも記録有）本来のルートに戻り樹林帯の中を気持ち良く登る。しばらくするとロー

プウェイの運行音が聞こえ始めると間もな

く成就社に到着した。成就社の拝殿から石鎚

山の山容を見上げると、身が引き締まる思い

がすると共に歴史の重みを感じた。 

神門をくぐると一旦下りになるが、幅広い

参道で歩きやすいものの木製階段が多いの

が難点だ。その後、登りになり夜明峠では瀬

戸内海方面への展望も広がる。さらに登ると

紅葉の向こうに石鎚山北壁が迫力満点で姿

を表してくれた。感動の一瞬だ。 

さらに登ると試しの鎖があるが、ザックも大きいのでスルーして登り続けると、二ノ
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鎖下の鳥居付近ではテント泊の登山者も見かけた。巻き道の階段でようやく石鎚山山頂

に到着し、頂上山荘にチェックインしてか

ら空身で天狗岳に向かう。歳をとったのか

天狗岳までの岩場が怖く、三点支持で慎重

に移動し何十年か振りに天狗岳に立った。 

今回は山頂上小屋泊なので、ゆっくりと

夕日が見られた。7 月に歩いた堂が森と西

の冠の間に夕日が沈み、赤く焼けていた。 

小屋泊なので山頂社の夕拝神事にも参

加し、夜空に輝く星達や翌朝の雲海の向こ

うから登る御来光も堪能できた。 

10 月 19 日（2 日目） 晴れ 

6:40 弥山発…8:20 土小屋…9:30 よさこい峠…10:00 伊吹山…10:15 山荘しらさ 

10:50 同発…12:10 瓶ヶ森登山口…13:00 瓶ヶ森…13:30 瓶ヶ森避難小屋… 

15:00 新道分岐…16：00 東之川…16：20 西之川駐車場＝18：20 自宅 

 

2 日目、急ぎ足で土小屋へ下るが途中で朝

食のおにぎり弁当を食べたり、衣服調整した

ため、土小屋到着が 20 分遅れとなった。 

その後、瓶ヶ森への縦走路に入ると良い雰

囲気のトレイルになる。倒木も沢山あったり

胸くらいまでの笹漕ぎがあったりしたが、楽

しく歩いた。眼下には時折、瓶ヶ森林道が見

えて安心感がある。 

やがて山荘しらさに到着して、ラン友さん間で有名なスープカレーを美味しく頂きお

腹を満たした。その後もトレイルを続けて瓶ヶ森山頂に順調に到着し、振り返ると遠く

に石鎚山の全容が見える。あんなに遠くから来たのかと自己満足しながら眺めた。 

 瓶ヶ森山頂からは下りだけだと安心していたが、登山道は急下り過ぎで、かつ何回も

岩場の小さな沢を渉ることとなり、慎重に行動したため 30 分以上余計に時間を要した。

樹林帯に入ると順調に下ることが出来て、

十分明るい内に東之川に到着し、その後

は車道で西之川駐車場に戻った。 

 周回ロングトレイルは、当初目標通り

出来たが、計画段階でもう少し時間の余

裕を持つべきだったと反省している。 
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NEXT（ヤングメンバー香川）報告 

阿波矢筈山偵察 

 

 

■日 程   2021 年 10 月 24 日（日） 晴れ 

■場 所   徳島県 美馬郡つるぎ町 

■目 的   片川からの北尾根偵察 

■参加者   5 名 （さぬき山歩会） 

          （観音寺あけぼの山の会）（五色の峰）（善通寺山の会） 

   

事務所 7：00＝8：40 木地屋橋 9：10…9：30 片川林道終点…10：00 北尾根取りつき…

（北尾根偵察・リミット 11：00 下山開始）…12：00 木地屋橋＝13：30 事務所・解散 

 

貞光線（国道 438 号線）から、つるぎ町

役場一宇支所（旧一宇村役場）を経て、古

見橋で右折し、県道 304 号を西に向かう。 

NEXT メンバーによるつるぎ町役場一

宇支所への事前の電話確認で、県道 304 号

は、通行可能だが、木地屋橋のヘアピンか

らの林道大惣線が土砂崩れのため、復旧の

目途が立っておらず、通行不能との情報を

得ていたため、地形図上では、黄線の県道

304 号が白線の林道大惣線に変わるヘアピ

ンの広いカーブに 2 台停車し、100m 下の

木地屋橋まで徒歩で下って右岸へ渡るこ

とにした。橋の手前で渓流釣り好きの大平

さんが、釣りエサとなるブドウムシのプラ

スチックケースの破片が落ちているのを

見て、ケースの形状から、これは、かなり

古いものだと鑑定していた。 

橋を渡りきると、突然、先月の令和 3 年 9 月に完成したという、真新しい林道が目の

前に現れたので、皆歓声を上げた。岩盤を切り開いて、純白の道路が続いており、取り

つきまでのアプローチが想像したものよりも格段に楽になっていた。眼下には、片川の

美しくも、激しい流れが広がり、木々の間から、向こう岸のヘアピンに停車した 2 台の

車が見え隠れする林道を皆で心地よく進んだ。 

祖谷山系は、その渋さから、四国山地の裏銀座と形容されるが、盟主である矢筈山の
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北尾根に至っては、もちろん、登山日和の日曜日でも登山者が一人もいるわけはなく、

おそらく、9 月に完成した林道を我々が登山者として初めて歩いているのだろうと胸を

膨らませながら歩くこと 10 分で、登山口に到着した。 

長年、修羅場を潜り抜けてきた経験によると思われる本能的な直観（エピボレー）か

ら、思いのほか、厳しい道であると取りつきから一目で分かり、偵察の役割は果たした

と考え、この時点で 11 月 7 日の親睦山行は、落合峠からの一般ルート一択と判断した。 

古いエアリアには、北尾根のコースタイムが 3 時間とあり、お昼を頂上で食べる計画

にしてはいたものの、11 時までに稜線に達しなければ、即下山するというリミットを

決めていたため、その時間まで無理をせず、北尾根の偵察をすることにした。 

結果、予想通り、稜線に時間内に達することができず、下山を開始した。こちらも、

古いエアリアでは、頂上から下山 2 時間とあるが、北尾根の半分ほどしか登っていなか

ったので、1 時間で木地屋橋に戻ることができた。 

片川や支沢が美しく、北尾根も登り甲斐あるルートなので、次回は、偵察ではなく、

沢登りや冬山でチャレンジしてみたいと思わせるに充分で、まさに秘境の名に値するよ

うな通好みの素晴らしい山域であった。 

 

①食べないとどうなるのか？ 

◆疲労 

 登山開始１～２時間を過ぎたころに急に疲労が襲ってくる 

◆脳の働きが低下 

  眠気や、集中力・判断力・平衡感覚・思考力などの低下 

  →注意散漫で転びやすくなる 

 

ワンポイント 

登山の食糧、エネルギー補給 
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②登山中は何を食べるといい？ 

５大栄養素［タンパク質／糖質／脂質／ビタミン／ミネラル］ 

タンパク質・・・体を作る（ボディ・エンジンの材料） 

糖質・脂質・・・力や熱になる（ガソリン） 

ビタミン・ミネラル・・・体の調子を整える（オイル・潤滑油） 

登山の燃料となるエネルギー ＝ 糖質 ＋ 脂肪 

 

③登山中は糖質を主に摂ろう 

脂肪は補給せずに動き続けても、体内には約 7日分の蓄えがあるが、糖質は 1～

2時間しか蓄えることができない。 

◆飴，チョコレート，キャラメル（糖類） 

     →速効性があり、バテた時に効果的 

◆ご飯，麺類，パン（デンプン類） 

       →効果が長持ち。腹もちがよい 

 

④いつ食べるか？ 

◆朝食はしっかりと 

   ・できれば歩き始める２時間ほど前に 

   ・量はしっかりと満腹になるくらい食べて OK 

◆登山中は定期的に少しずつ食べる 

    →朝早く出発して、お昼まで食べないと「シャリバテ」に 

 

⑤どれくらい食べるといいか？ 

◆通常生活の消費エネルギー 

   成人男性：１,５００kcal 成人女性：１,２００kcal 

◆登山での消費エネルギー 

   登山で消費するエネルギー＝7メッツ×体重×時間 

      7メッツ×６０Kg×６時間＝２,５２０kcal 

◆登山で必要なエネルギー 

   通常生活の消費エネルギー＋登山での消費エネルギー 

 

最後に・・・ 

登山した日の夜も、筋肉の疲労を回復させるという意味で、たんぱく質を

多めに摂ることを心がけよう 

     →肉や魚、卵、乳製品、大豆製品など 



 

 

 
1 月 1 水

2 火 会報部会 2 木 例会

3 水 岩トレ８・宮島準備会 3 金

4 木 例会 4 土

5 金 勝賀山準備会・遍路道準備会 5 日 L-1、Ⅱロープ操作

6 土 6 月 高鉢山準備会

7 日 雨島～竜王山・救助隊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 7 火

8 月 8 水 事務局会議

9 火 9 木

10 水 事務局会議 10 金

11 木 11 土

12 金 12 日 内場城址と笠松山・岩トレ9

13 土 13 月

14 日 五色台ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 14 火

15 月 15 水

16 火 山行部会 16 木 運営委員会・写真展

17 水 女体山準備会 17 金

18 木 運営委員会 18 土 大山

19 金 五色台遍路道 19 日 　　　　高鉢山

20 土 20 月

21 日 勝賀山～赤子谷・原稿〆切日 21 火 山行部会

22 月 22 水

23 火 宮島 23 木

24 水 大山準備会 24 金

25 木 ロープ操作準備会 25 土

26 金 26 日 原稿〆切日

27 土 27 月

28 日 拡大女体山 28 火

29 月 笠松山準備会 29 水

30 火 会報部会 30 木 四国縦走

31 金

◆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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こめつつじ　　No485
 発 　行：善通寺山の会　会報部  発行日：2021/11/2

 住　 所：香川県善通寺市下吉田町143-1  Ｔ Ｅ Ｌ ：（０８７７）６２－９９６５

 発行人：村上誠美  編集責任者：村上しのぶ

11月 12月

      

   
ダイキ

    

    

ブティック

市
役
所

善通寺山の会

事務所

（井上工務店）

Ｎ

商工

会議所

喫茶 善
通
寺
駅

郵
便
局

さ
く
ら
や

駐
車
場

テ
ナ
ン
ト

市民

会館
四
国
学
院

喫茶

      

   ダイキ
    

    

市
役
所

善通寺山の会

事務所

（井上工務店）

（西内産婦人科） Ｎ

商工

会議所

喫茶

駐
車
場

テ
ナ
ン
ト

市民

会館
四
国
学
院

喫茶

郵
便
局

社
会
保
険

事
務
所


