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槍ヶ岳～
奥穂高岳

春夏秋冬

ボッカトレーニング

2019 年 12 月からコロナウイルス感染が広がって 3 年目となります。マスクや手洗い
はかかせません。三密も避け、外食も控えて、毎日窮屈な生活を強いられています。高
齢者は外出を控えてフレイル（健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体機能や認
知機能の低下がみられる状態のこと）になる人も多いと聞きます。
私は退職して時間がある時は朝 9 時に出釈迦寺の駐車場に山の仲間と集まり、出釈迦
寺奥の院（禅定）までボッカトレーニングをしています。とても楽しいひと時です。花
公園（五岳の里

市民ふれあいの丘公園）に足を延ばすと丁度 1 万歩になります。春は

桜、夏は紫陽花、秋は紅葉、冬はたまに雪と自然の変化が楽しめます。コロナ感染が激
しい時は 1 人ずつ別々に時間をずらして登ります。
ラインの「我拝師トレ」では 15 人の仲間とつながり色々な情報が入ってきます。
山登りは屋外で一人でもでき、このコロナ禍でありがたいスポーツだと思います。
登頂回数 5000 回以上の K ご夫婦を見習いトレーニングに励みたいと思っている今日
この頃です。
さて、善通寺山の会では家庭の事情や体調など色々な事情で退会され現在会員は 58
名となりました。60 名を切ったのは残念です。退会はありますが入会者を迎える努力
が必要です。拡大山行や定例山行にも山に興味がある方を誘いましょう。
退会された方も事情が許せば、また山にご一緒したいものです。それぞれのスタイルで、
長く山を楽しみませんか。

定例山行案内 四国小屋泊まり

おカメ岩ヒュッテで宴会+三嶺綱付森
9 月 24-25 の定例山行四国小屋泊まりについて 現在考えている案を公開します。
予約なしの無人小屋泊まりなので、差し替えや比較的直前の変更がありえます。
■実施日 202209/24 土-25 日
■場所 徳島県三好市 高知県香美市
■準備会 9/14 水 1930■目的 四国の小屋で宴会を楽しむ
予定案
9/24 土 善通寺 0430=(2h23 88.9 ㎞西山林道経由)=天狗塚登山口 0730→
1020 天狗峠→1050 おカメ岩ヒュッテ睡眠場所取り 1110→1210 西熊山→
1330 三嶺 1340→1450 西熊山→1530 おカメ岩ヒュッテ泊
9/25 日 おカメ岩ヒュッテ 530→620 天狗峠デポ→740 分岐→900 綱付森 910
→1020 分岐→1210 イザリ峠→1250 天狗塚→1320 イザリ峠→1510 天狗塚登
山口=(2h23 88.9 ㎞西山林道＝1830 善通寺

定例山行案内

見ノ越～奥槍戸山の家
■日 程

２０２２年 １０月 ２日（日）

■場 所

徳島県那賀郡那賀町

■目 的

登山+山の家で美味しくご飯を食べる

■
■準備会

２０２２年 ９月 １２日（月） １９：３０～事務所にて

奥槍戸山の家は車でも行ける場所
にありますが、登山も楽しみながら
美味しいごはんが食べたい、美味し
いカレーが食べたい、と私の欲望を
満たすため歩いていきます。
剣山を経由しないコースを考えて
いますが、希望によりコース変更も
検討します。歩行時間は約７～８時
間の予定です。歩行距離も長くなる
と思いますので、体力もしっかりつ
けて行きましょう。

←奥槍戸山の家

定例山行案内

笹ヶ峰（1860ｍ）
■日 程 10 月 5 日（水曜日）
■場 所 愛媛県新居浜市
■目 的 初秋の笹山を歩く
■
■準備会 9 月 20 日（火）

19：30～

笹ヶ峰は四国山地西部の石鎚山脈に属する山で、日本二百名山及び四国百名山の一つ
です。山名はなだらかな山頂部が一面のいぶきざさに覆われている事に由来します。
緑の楽園を訪ねてみませんか。

定例山行案内

岩トレ７
■日 程：2022 年 10 月 2 日（日）

※9 日から変更しています

■場 所：大屋冨の岩場
■
必要な装備：ヘルメット、ハーネス、カラビナ、スリング、クライミングシューズ、シ
ングルロープ
どうぞよろしくお願いいたします。

定例山行案内

笠が岳 （2,898ｍ）

■日 程：令和４年 10 月 8 日(土)～10 日（月）
■場 所：岐阜県高山市
■目 的：静かな名峰を満喫する
■準備会：9 月 12 日（月）１９：３０～

山の会事務所にて

笠が岳は槍穂連峰の西側に位置し、夕方は槍穂連峰の夕映え、朝は槍穂連峰からの
ご来光を楽しむことができる、静かな展望抜群の百名山です。
登山口の新穂高温泉とは標高差が 1,800ｍほどあるので、初日は 1 時間余りの行程
でワサビ平小屋泊、2 日目に笠が岳登頂し、山頂小屋泊して翌日に下山する行程を計
画しています。スポーツの日の 3 連休を利用して昼間の車移動で可能なコースとなっ
ていますが、もう一日休めるのであれば、奥飛騨温泉でゆっくりしてから帰ることも
可能です。特に難しい場所もないので、7 時間位登れる体力があれば参加できます。
槍穂連峰の雄姿を眺めに行きませんか。詳しくは準備会にて決めたいと思いますので、
興味のある方は参加よろしくお願いします。

抜戸岳からの笠が岳

笠が岳から夕映え
の穂高連峰を望む

定例山行案内
いっこうがなる

川床～大休峠～一向 平
■日 程

2022 年 10 月

8～9 日（土～日）

■目 的

大山・大休峠で小屋泊、初秋を楽しむ

■場 所

鳥取県 大山町・琴浦町

■
■準備会

9月

21 日（水）19：30～ 事務所にて

その昔、金毘羅街道と同じように、大山寺に参るための道が「大山道」として各地に
通っていたそうです。そのひとつ「川床道」は石畳が敷かれた緩やかな道で、川床～大
休峠～一向平の道は、古くから倉吉方面からの参詣や寺で催していた牛馬市の牛馬の通
り道として賑わっていました。今は中国自然歩道として整備されています。
紅葉には早い日程ですが、色づきかけた森林浴もよし、歴史を感じるもよし、大休峠
の避難小屋でゆっくり休日を過ごしましょう。避難小屋に荷物を置いて、野田ヶ山、矢
筈ヶ山にも登り、翌日は大山滝に下ります。寝袋、マットが必要です。（キノコ狩りの
方は自己責任でお願いします）

定例山行案内

雲辺寺

927ｍ

■場 所

香川県観音寺市

■日 程

2022 年 10 月 9 日 (日)

■目 的

天空のブランコに乗り 札所を詣でる

■
■準備会

9 月 27 日

(火)

事務所にて 19:30～

粟井ダムより 四国のみちを歩くルートです
雲辺寺は最高峰に位置することから

『四国高野』と呼ばれています

本尊は弘法大師が刻んだと言われる秘仏 千手観音菩薩像です
山頂は絶景で ブランコやいろんなフォトフレームで楽しみましょう
定例山行案内

六甲縦走（塩屋駅～旗振山～鉄拐山～栂尾山）
■日 程

２０２２年

１０月 ２３日（日）

■目 的

変化に富んだ縦走路や明石海峡・神戸の街並みを楽しむ

■場 所

兵庫県神戸市

■
■準備会

１０月３日（月）１９：３０から 事務所にて

六甲縦走路５６ｋｍ中の最初の７．４ｋｍを歩きます。ＪＲ塩屋駅をスタートして、
旗振山（252m）
、鉄拐山（234m）
、栂尾山（274m）、馬の背を経て妙法寺駅がゴールで
す。住宅地や公園や 400 段の階段など、標高は低いですが変化に富んだ道と明石海峡や
神戸の街並みを楽しめます。
交通手段は、神戸三ノ宮まで高速バス、三ノ宮駅―塩屋駅をＪＲ、帰りの妙法寺駅―
三宮駅を神戸市営地下鉄を予定しています。交通費が約 7,600 円かかります。
塩屋駅からスタート

須磨アルプス

定例山行案内

三鈷峰 1516ｍ
■日 時

：10 月 16 日（日）

■場 所

：鳥取県西伯郡大山町

■目 的

：宝珠尾根から三鈷峰に登る

■
■準備会

：9 月 26 日（月）

19：30～事務所にて

大山の稜線の北東にあるピークで、仏教の仏具「金剛杵（独鈷、三鈷、五鈷）」の
三鈷の形に似ていることから、名がついたそうです。花で有名なユートピア小屋が近
くにあります。晴れていれば展望は良く北東に野田ヶ山、矢筈ヶ山から甲ヶ山、勝田
ヶ山に続く山並み、北に日本海
が広がるそうです。紅葉も楽しみです。

個人山行案内

栂海新道
北アルプス稜線から日本海まで抜けてみましょ
う。後半低山なので暑そうで朝日小屋が閉まる前の
10 月を選んでいます。白馬岳から下るのなら山中
3 泊。北又から朝日に入るなら山中 2 泊になりま
す。
■実施日 10/06 木-10/10 月
■場所 長野県白馬村富山県朝日町新潟県糸魚川市
■準備会 9/06(変更有)

２０２２年度の山行、ハイキング、行事の予定です。
会報に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

10

11

日

曜日

定例山行・ハイキング・教育山行

23

（日）

女性交流登山

23

（日）

26

（水）

備中松山城～臥牛山

30

(日)

読図山行

6

（日）

香川の島シリーズ③

6

（日）

13

(日)

クリーンハイク五色台

20

(日)

拡大・西赤石

20

(日)

27

（日）

手箱山

岩トレ 8

救助隊登山道での搬出・搬送
L-Ⅰ、Ⅱロープ操作

定例山行報告

搭丸 １７１３M
記録
■日 程

202２年 ７月 ３１日（日） 曇り

■場 所

徳島県 つるぎ町

■目 的

笹の原を歩き、剣山山系の眺めを楽しむ

■参加者

７名

■費 用

走行距離 １６１ｋｍ １３００/人

コースタイム 天気 曇り

事務所 6：00＝＝＝6：50 道の駅７：05……8:20 登山口 8:40……9:55 尾根 10:10…
11:10 頂上 11:30……12:30 休憩 12:40……13:30 登山口 13:45……14:30 道の駅 14:45
……16:10 事務所…
今まで何度も来た登りやすい山だが今回のルートは、夫婦池から登るルートで
急な登りは少ないが良く整備されている。
初めは樹林帯を歩くが緩やかな登山道で一面に苔が生えていて美しい自然が残って
いる。
時々ガスがたちこみ蒸し暑いが、風があり
大変気持ちがいい。
参加者一名の他は何度も参加しているので
心強い。
一休みの時ある人が地図を見ながら現在地
は何処かたずね地図を見ながらあ-やこうや
と言いながら読図の勉強する。
突然聞かれると分からない人が多くいた。
読図山行ではないが皆さん地図を持って来ているのでたまには読図の勉強もいい。
やがて尾根に出るがガスっていて風が強く前方ににはラクダの背中のような稜線
が続く。晴れていれば見晴らしのいい尾根だ。対面には剣山山系の山々を望む事ができ
る。山の会で同じ日に剣山山系の山行に行っ
たチーム見えるかと冗談を言いながら歩く。
ガスっていて頂上が見えずピークが見える
と頂上だと言いながらダミーの頂上が沢山有
りなかなか頂上に着かない。尾根にには所々
に小さな花が咲いているが花の詳しい人がい
ないので残念。ダミーのピークを何度も超え
ると頂上に着いた。

頂上は風が強く時々ガスが飛び美しい景色が目の前に広がる。
風が強いので早々と食事を済ませて下山。
帰りは時々晴れ間が見え美しい景色を眺めることが出来た。

頂上はまだまだ先

搭の丸、概念図

定例山行報告

三嶺 1893m～天狗塚 1812m（L-Ⅱ）
■日 程

２０２２年

７月３０日（土）～7 月３１日（日） 雨のち曇り

■目 的

夏山縦走

■参加者

７名

■費 用

走行距離：195 km 食料：3,950 円 2,100 円/１人

コースタイム

7 月 30 日 16:00 事務所集合,出発＝＝18:30 いやしの温泉郷着
7 月 31 日 4:30 起床 5:40＝＝5:50 登山口 6:20・・・9:53 三嶺山頂・・・
10:15 三嶺ヒュッテ,下山 10:50・・・14:00 いやしの温泉郷・・・
14:30 車回収・・・17:10 事務所着
7 月 30 日 16 時に事務所に集合して車２台で出発した。雨が降っていないが、空は雲
で覆われ天気が心配だ。高層天気図を見ると日本全体で大気の不安定域にあり、上昇気
流が発生している。雨が予想される。林道でのキャンプは土砂崩れのリスクがあるため
中止にして、＜いやしの温泉郷＞まで行ってキャンプを行うことにした。道中雨に会い
ながら＜いやしの温泉郷＞に着いたが、休業中で誰もいなかった。付近を歩くと、「ど
うぞ、お使いください。」と言わんばかりの東屋（あずまや）あり、お借りすることに
した。（ごめんなさい）東屋での夕食～宴会は予想通り楽しく、親睦を深めることが出
来た。テントも不要で、マットとシュラフだけで快適に寝ることが出来た。
翌朝朝食をすませ、5:40 に車で登山口付近へ出
発した。雨は降っていない。到着後、講師より話
があった。
「今回は中級以上の登山学校で、各自が
リーダーになったつもりで、リスク評価をしながら
登山を進めるように！」緊張が走る。私に出来る
だろうか？そして、リスク評価表が渡された。
ルート・自然条件・パーティー状態のリスク評価

東屋

を登山途中で繰り返し行い、山行計画の見直しを
判断していく。
「三嶺までは登山道がない所を進むの
で、登山口も自分で見つけるように。」地図を片手に
登山口を探すが、どこかわからない。なんとか登れる
場所を探し出し、6:20 SL の S さんを先頭にスタート
した。ぬかるんだ道なき道をつづら状に登って行く。
いつも以上に慎重に登って行く。7:50 スタートから
460m 登った 標高 1530m 地点で、２回目の休憩を

出発前のミーティング

行った。そしてここからは、私がリーダーとして先頭を歩くように指示があった。
緊張しながら進んで行くが、やはり良いルートがわからない。雨も降って来た。空を見
ると低い雲が西から東へ流れている。この雲と一緒に雨も流れて、山頂では晴れるだろ
う。と思っていたが、これがなんと・・・。CL より声が飛ぶ「皆が歩きやすい場所を
歩くように！」
「目的地を目指して最短ルートを選ぶように！」そして標高 1609m
の三角点まで来た。この辺りは平坦で歩き易い。さらに進むと急登が始まり、ガスも出
て来た。講師より声が飛ぶ「急登を歩きすぎ！緩やかな場所を歩くように！」雨は強く
なり、視界も悪くなる。雨具を着ることにした。雨は止む気配がない。少し行き休憩を
取った。CL より声が飛ぶ「雨の時の休憩は短めに。体が冷えてしまう！」そしてやっ
とササ道に出ることが出来た。しかし視界は最悪。三嶺が全く見えない。磁石と地図で
方向だけは間違わないように進む。私の天気予想
は全く外れた・・・。今度は南からの強風を受け
る。CL から声が飛ぶ「強風で視界が悪い時は間隔
を開けずに、固まって進むように！」強風に飛ば
されぬよう進み、9:53 三嶺に到着した。
強風の為三嶺ヒュッテまで行って休憩することに
した。２時間程のリーダーであったが、通常以上
に疲れた。三嶺ヒュッテでこれからの事を話すこ
とになった。「リスク評価表」に沿って評価を行った。
私は＜ぬかるんだルート状態＞ ＜強風・雨による天候悪化＞
＜三嶺到着時刻が予定より 30 分遅れている（出発が遅れた
為で登山ペースは遅くなかったが）＞の３つの悪い状態がある
と評価して、ルート見直しを提案した。皆もほぼ同じ評価で、
CL の判断で天狗塚へは向かわず、いやしの温泉郷へのルート
で下山することにした。
先頭を D さんに交代して 10:50 出発した。ぬかるんだ所もあ
ロープによる下山

り慎重に進む。途中危ない箇所でロープを使った。丈夫な立木

にロープを回して下り方向にロープを垂らす。
垂らした２本のロープ持ちながら下って行く。簡
単な方法で安全に下ることが出来る。ロープ回収
もたやすい。そして観光モノレールを潜って下山
を続けて 14:00 に「いやしの温泉郷」に到着した。
天候は回復していた。暑い・・・。車を回収し
て登山終了となった。今回登りの厳しい条件での
リーダー体験を行い、リーダーの難しさを体験す
ることが出来た。良い結果ではなかったが、良い
経験が出来たと思う。実力をつけて、次回リベン
ジしたい。

三嶺

定例山行報告

瓶ヶ森 1897ｍ
■日 程

２０２２年

８月７日（日）

曇り時々晴れ

■目 的

瓶ヶ森 UFO ライン林道と山頂の絶景を楽しむ

■参加者

11 名

■費 用

走行距離：260 km

3,670 円/１人

コースタイム

6:00 事務所集合,出発＝＝高速善通寺～西条＝＝8：40 登山口 8：55・・・9：38 男山
9：48・・・10：10 女山（大休止）10：40・・・11：15 避難小屋・・・11：35 瓶つぼ・・・
12:05 登山口・周辺花の散策（自由散策）12：35＝＝16：00 事務所
6：00 事務所を出発。善通寺インターから高速に乗り、途中入野で休憩して西条で下
りる。長い寒風山トンネルを出て、大きく左へ曲がって林道を登って行く。くねくねと
つづら折りの道を行く。
「天空へ続く道」と言われる UFO ラインの入口に到着。外の温
度は 21℃で車の窓を開けると涼しい。バイ
クでツーリングの人たちにすれ違う。
登って行くにつれ、運転手さんに申し訳な
いくらいに素晴らしい山々の景色が広がり
感動する。登山口近くになるとガスが上が
ってきて、あっという間に周りの山々は見
えなくなった。
8：40 登山口到着。下山してきた人が「頂
上はアブがたくさんいましたよ」と声をか
けてくれた。準備体操をして出発。
きれいに刈られた笹の間の道を登って行く。曇っ
ていて涼しいのに湿度が高いせいか汗が止まらな
い。途中、花を見つけては名前を教えてもらった
り、写真を撮った。
9：38 男山の山頂に到着。ほこらの前で休憩を取
り水分補給。ここから女山までの道は高い木もな
く笹原の中を歩く。「曇った空を念力で晴らせよ
う」という会長さんの言葉の後に空に晴れ間が見
えて来た。念力が通じたのかも！と笑いあった。
石鎚山が遠くに見えたが残念ながら頂上は雲に隠
れていた。

10：10 女山山頂に到着。早めの昼食を取る。頂上はアブやハエが多く、食事を始めよ
うとするとたくさん飛んで来る。冷やしそうめんを持って来ていた人が多かったが、座
って食べておれず、虫を払いながら立ったり、移動したり。
「立ち食いそば」ならぬ「立
ち食いそうめんやなあ」と和んだひとときだった。
女山から見える氷見二千石原（ひみにせんごくはら）は、一面に緑の笹が揺れ、その上
に空と遠くに山々が見える風景。ずっと見ていたい景色だ。
第一キャンプ場をちょっと覗いて瓶ヶ森避難小屋へと進む。避難小屋はまだ新しくき
れいな建物だ。積雪時には二階の小さな扉から出入りするらしい。扉の下から梯子が伸
びていた。
笹原をさらに下り、標識を確認しながら瓶つぼ
に到着。笹原から流れる小川の水が直径 1ｍほど
の丸いくぼみに流れ込んでいる。透明度の高い澄
んだ水が溜まっていてキラキラしている。手を入
れてみると冷たく、飲んでみるとくせのない味だ
った。ペットボトルに水を汲んだり、タオルを濡
らして体を冷やした。
ここからは、登山口へ向かう。1２：0５下山。
集合時間を決めて 30 分ほど周辺を自由散策する。
花の散策に出かける人、写真を撮る人、おしゃべ
りをする人などそれぞれに過ごした。
駐車場でストレッチをして帰路に着く。まだ早い
時間なので UFO ラインでは登って来る車やバイ
クに何台もすれ違った。私もまた違う季節にも訪れてみたいなと思った。

定例山行報告

石鎚山 1982m 北壁
■日 程

2022 年 8 月

■場 所

愛媛県 西条市

■目 的

岩登り（L-Ⅱ）

■参加者

4名

6～7 日（土、日）

コースタイム
8 月 6 日 曇り一時雨
事務所発 5：40＝＝（善通寺 IC～西条 IC、寒風山トンネル、瓶ケ森林道経由）＝＝土
小屋駐車場、発 9：10…二の鎖避難小屋着 11：25、発 13:00…鎖道…弥山頂上 13：40、
休～14:30…天狗岳方面へ往復～15:20…避難小屋帰着 16:00、小屋泊
(Ｉ．Ｋ：善通寺発 21:00＝＝土小屋駐車場着 0 時頃、車中泊)
3 名がＷの車で先発。二の鎖小屋に近い水場は極少量で汲める程は無い。一時雨があ
り、小屋の屋根から流れ落ちる雨水を鍋に受けると 20 分くらいで 600CC になった。岩
が濡れたので北壁は登らず、荷物を小屋に置き、鎖道を二の鎖、三の鎖と上った。頂上
で大休止し、天狗岳の向こうの大砲岩辺りへ行くことにした。近くまで行ったが再び雨
になり小屋に戻った。小屋泊は我々だけだった。
コースタイム
8 月 7 日 曇り一時晴れのち一時雨
起床 5：30、
（Ｉ．Ｋ：土小屋発 5:30…二の鎖小屋着 7:10、3 名と合流）発 7:30…8：
00 三の鎖の下、休～8:20…（トラバース）…北壁取付き点 8:50、待機、登攀開始 9:20
…（ダイレクトルート）…登攀終了 12:50 、下山開始 13:10…小屋帰着、発 14:00…
東稜取付きベンチ、雨 14:30…土小屋駐車場着 15:35、帰路へ 15:45＝＝（往路と同
じ）＝＝事務所着 19:00、反省会後解散
雨で壁が濡れたので、前夜に後発のＩさんに連絡し計画より 1 時間合流を遅らせた。
朝は日が射し山頂が見えていた。Ｉが合流し出発。三の鎖の下からトラバースし、壁が
広く見え始めた位置で、通常は灌木との境を斜上すると思われたが少し崩れているよう
で、踏み跡は灌木の中へ続いていた。踏み跡をたどり進み、すぐ茂みの中を上へ行き、
右に戻る形で取付き点に出た。そこで岩が乾くのを待ち 30 分ほど待機した。
薄日が射し始め、ダイレクトルートを登攀開始。ルートの選択理由は、他に比べ少し
濡れていても人工で登れるからである。Ｍ、ＷとＩ、Ｓの二組に分かれ、それぞれ 1 ピ
ッチ目はＭ、Ｉがトップ。2 ピッチ目はＷとＳがトップとなった。ビレイ点にはリング
ボルト 2 個、RCC ボルト 3 個ほどが打たれている。Ｍが左上してから右に曲がるコース
取りをし、ロープが大きく屈曲する。凹角でアブミを使い始めるのが見えた後、次のビ
レイ点の少し下で「重い」という声が聞こえた。この頃一番日射しが強くなり、見上げ

る真正面の光に顔が焼ける感じがした。
2 組目のＩはまず真上に進み、少し左へ行ってから緩やかに右へ曲がるコース取りを
した。ダブルロープが交叉しないよう下からＳが声を掛けた。Ｉは長いスリングも含め
ヌンチャクの形で 10 セット程度持っていたと思うが、次のビレイ点の下で足らないら
しく、前のＷから借りていた。
セカンドのＳは、出だしから難しいと思った。まだ湿った小さなスタンスを爪先で乗
る感じだ。すぐアブミの架け替えの人工登攀になった。次のビレイ点のＩの足元にある
ハーケンは深く打たれていた。そこにアブミのカラビナを架ける細いスリングを通すた
め、そのまた下のピンにフィフィを架けて体を安定させた。アブミを持たないＩはどう
やったのか、下からは遠くて分からなかった。
2 ピッチ目の出だしは、前回の記憶ではリングの無いボルトにナッツのワイヤーを架
けアブミを架けたが、今はステンレスのボルトも打ち足され安心感がある。終了点まで
残り 5～6ｍでハーケンを探したりしたが、終始アブミの架け替えで順調に登った。上
でＩをビレイしながら、3 人で真下にできたブロッケンを眺めた。

夏合宿

白馬岳（の辺り）
記録
■日

程 令和４年８月１０日（水）〜13 日（土）

■場

所 長野県 白馬村〜小谷村

■目

的 テント泊縦走で北アルプスを楽しむ

■参加者
計５名
■費

用 31,550 円/人（民宿２泊含む）

■コースタイム
8 月 10 日（水） 21:00 事務所出発 〜
8 月 11 日（木） 6:00 道の駅白馬（朝食） 7:00 モンモン栂池 7:45 発 …
栂池高原駅 ゴンドラリフト・ロープウェイ 9:00 自然園駅 … 12:05 白馬乗鞍岳 12:35 …
14:30 自然園駅 ロープウェイ・ゴンドラリフト 栂池高原駅 … モンモン栂池 16:30
8 月 12 日（金） 松本市内

ショッピング＆観光

8 月 13 日（土） 8:00 モンモン栂池発 〜 16:00 事務所着
出発当日の夕刻、合宿のグループ LINE に「台風が来てますね〜」の文字が。夜の高速を
走りながら気象状況について情報収取するが、あまり良い気象条件ではなかったので、未明
に縦走を中止する判断をした。少しでも北アルプスの雰囲気を味わうために、1 日目にゴン
ドラとロープウェイを使って白馬大池までの往復をすることにした。
夜通し高速を走り、6 時に道の駅白馬に到着。駐車場は県外ナンバーの車でいっぱい。朝
食を外のベンチで食べたが、仮眠する時間は取れなかった。7 時に民宿（モンモン栂池）で、
宿泊日の変更を伝え、不要な装備は車に残して、歩いて 10 分ほどのゴンドラリフトの駅へ
向かう。ゴンドラリフトとロープウェイで一気に標高 1800ｍへ。行動するには丁度良い涼
しさだ。あたりは栂池自然園となっており、ここまでは観光客も多い。ビジターセンターで
登山届けを出して、登山道へ入る。
歩き始めてからしばらくは四国の山と変わ
らない。そこそこ急な登りが続く。2000ｍを越
えたところで小休止。荷物は軽いが、寝不足も
あって、快調とは言えない足取りだ。周囲はガ
スっているが、たまにガスが晴れると周囲の
山々が見渡せる。10:40 天狗原に着く。天狗の
ポーズで写真を撮り、再び歩き始める。途中雪
渓を渡り、北アルプスに来たなーと感じる雰囲
気になってきた。12:05 白馬乗鞍岳に到着。大池山荘まではあと 30 分だが、ガスもかかっ
ていたため引き返すことにした。帰路は順調に進み、14:30 栂池自然に到着した。ソフトク

リームを満喫して、ロープウェイとゴンドラで下山した。
全体を通して、すれ違う登山者を見ていて気づいたことは、みんな荷物が小さい。マット
を外付けしているので、テント泊だと思うが、60Ｌぐらいの大きさに収まっている。我々よ
り大きなザックのひとはごくわずかだ。軽いのは良いが、アルファ米ばかりじゃものたりな
い。我々は民宿まで帰ると、持参した食料があったので、民宿の庭でポークソテーと夏野菜
炒めを堪能した。これが山で食べたらもっと美味しかったのだろうが、なにより仲間と食べ
ることが最高に美味しい。朝食も食料担当さんが
工夫して持って来てくれた、しらす丼としじみ汁。
コロナ禍ではあるが、工夫してグループで行動す
る楽しさが山の会にはある。白馬岳には登頂でき
なかったが、絆が深まった夏合宿であった。

定例山行報告

天狗の森 1485ｍ
記録
■日 程

２０２２年

８月 21 日（日）

■目 的

日本３大カルストの四国カルストを見る

■参加者

6名

■天 候

曇りのち小雨

■費 用

走行距離：368 km

高速代２台分 8,660 円 計 4,880 円/１人

コースタイム

事務所 5：20＝＝6：25 南国 P＝＝須崎東 IC＝＝8：15 登山口 8：45・・・9：30 休憩
・・・9：40 天狗高原（1485ｍピーク）・・・10：15 姫百合平・・・10：30 小ピーク
・・・11：05 黒滝山（1367ｍ）
・・・11：30 セラピロード分岐・・・12：00 大引割・小
引割 12：30・・・12：58 分岐・・・13：30 姫百合平との分岐・・・14：30 登山口 14：
50＝＝須崎東 IC＝＝南国 P＝＝善通寺 IC＝＝17：50 事務所
今回は高原を歩く山行のため、暑さを避けられると期待した。登山口へ向かう高速走
行中も涼しかった。道中から霧が立ち込めており、駐車場に着いた時もガスっており、
景色は見えなかった。
各自準備運動をしてバンガロー下の登山口に向かう。そばまで行ってみると工事中の
コーンとバーでガードされていた。その横の道はガードが無かったが帰りに通る予定の
道（セラピロード）だったので、ガードを超えて天狗の森へ向かった。もう一か所ガー

ドがあったが横から行った。バンガロー、キャ
ンプサイト、アスレチックコース入口横を抜
けると展望台があったが、ガスのため何も見
えない。途中、瀬戸見の森というところがあっ
たが、天気が良ければ、瀬戸内海が見えるとい
うことだろうか？気温は低いが、湿気が多く
汗をたくさんかいた。湿気が多い場所のため
か、苔がとてもきれいだった。
登山道には色々な花が咲いていたので、写真を撮りながら、一時間程で今回一番高
い標高 1485ｍのピークに着く。ここは工程のまだ 3 分の 1、先へ進む。姫百合平とい
う 1308ｍのピーク、もうひとつ小さなピークを過ぎ、ようやく黒滝山に着いた。黒滝
山からの下り、ヒメシャラの並木を抜け、セラピロードとの分岐へ向かう途中マムシ
に二回も遭遇、とても怖かった。分岐から 30 分で最終目的地、大引割・小引割に着い
た。ここで大休止。引割とは岩の裂け目のことで覗くと、怖いくらい深かった。深さ
30ｍ程あるらしい。ここまでほ
とんど、竹の高い笹や、木々に囲
まれ天気が良くても見通しはない
ところが多い。
昼食後、帰りのセラピロードを
歩きだしたところで小雨が降りだ
したが、雨具を着けるほどでもな
かった。分岐までは登りがあった
が、セラピロードはわりと平坦
で、道には木材のチップが撒かれ
ており、非常に歩きやすい。今回花をたくさん見たのだが、帰りの登山道にはキレン
ゲショウマが群生している場所があり、一部咲いていてとてもラッキーだった。
山行中天気もあまり崩れず、植物も楽しめた山行だった。

定例山行報告

面河本谷（沢登り）
■日 程

2022 年 8 月 20 日（土）～21 日（日）

■場 所

愛媛県 久万高原町

■目 的

登山リーダー養成（LⅡ）

■参加者

2名

■費 用

走行距離 370ｋｍ

8150 円/人

【20 日曇り夜雨】事務所発 5：40＝（高速：善通寺 IC～松山 IC、国道 33 号）＝面河渓
着、発 9：05…入渓 9：40…金山谷出合 11：50…番匠谷出合 13：20…魚止の滝 15：00…
ビバーク地 15：45、各自ツェルト泊
【21 日雨のち曇り】起床 4：30、発 5：50…御来光の滝 6：50…愛大小屋 8：40…面河登
山口 11：30…駐車場 12：05＝（往路と同じ）＝事務所着 16 時、反省会後解散
今回のルートは、2009 年 7 月に自分も参加した会の記録があり、昨年には番匠谷出
合から上半分を個人山行で登ったので、ルートファインディングの心配は無かった。全
国的に不安定な天候が続いていて、特に雨に注意した。結果的に、雨は初日の夜 8 時か
ら降り始めて翌日 10 時頃まで降った。入渓の時点で水量は少なく見えたが、下山した
時は上熊渕で二倍くらいに増えたものの濁ってはいなかった。大した悪天にはならず、
計画通り順調に御来光の滝まで遡行して、愛大尾根を上り面河尾根を下山した。

私たちが登山を楽しむ山は、山の生き物にとっては生活の場です。彼等からすると人
間は危険生物でもあります。とりあえず人間から見た山の危険生物について書いてみ
ます。
1. 熊
ヒグマは北海道、ツキノワグマは本州、四国（徳島県高知県の県境付近）に生息し
ています。遭遇した場合、静かに後退し距離をとります。両手を上げヒトを大きく
見せたりする事も必要です。クマが 5ｍまで近づいたら熊の顔に熊よけスプレーを
噴射しましょう。クマが接近したらうつ伏せになり首を両手で覆って熊の攻撃に備
えましょう。子熊がいれば親は狂暴となりますので十分に気を付けてください。
2. 毒蛇
日本ではマムシ、ヤマカガシ、ハブが毒蛇となっています。草むらやヤブの中を歩
くときはゆっくり歩き足元に蛇が居ないことを確認して歩いてください。蛇を見つ
けたら放置すると蛇の方から逃げていきます。蛇の攻撃範囲は体長の 1/2～2/3 程
度のため 1.5ｍ以上離れていれば安全です。
3. スズメバチ
危険なものはオオスズメバチかキイロスズメバチです。両者は森の土中、樹洞、
木、崖、家屋の軒下、壁に巣を作ります。ハチは黒い物、甘い匂いに寄って来るた
め整髪料、香水、柔軟剤使用には気を付けてください。スズメバチが接近してカチ
カチと警告音を発したり、毒液を噴射したりし始めたら要注意で、ゆっくり（秒速
1ｃｍ程度）巣から離れましょう。
4. マダニ
山林の下草や笹の葉に取り付いていて通りかかった動物（人を含む）の呼気に反応
し、動物に吸着し吸血します。なるべく獣道や荒廃道を避け、草や木の葉に触れた
場合、忌避剤を散布すると予防効果があります。下山後、衣類や皮膚をチェック
し、ダニが吸血していれば医療機関を受診してください。ダニに咬まれて発症する
場合がありますので受診しておけば安心です。
その他にもヒル、蚊、アブ、ブユなど迷惑な虫がおります。服装を整えて被害を少な
くしてください。

私のおすすめの山

低山、里山はおもしろい

前回のＭ氏に続いて私も里山について少し書いてみたいと思います。
若い頃は山と言えばより高い山、刺激を感じられる山行をしたいと思っていましたが、
ここ何年も比較的低い山や里山歩きに良く参加しています。年齢と共に自分の判断力や
体力を慎重に考えるようになったこともありますが、実は低い山は意外におもしろいと
感じるようになったのです。決して楽なだけではありません。
思うに、低山（1000ｍ未満）には登山の難しいところや大変な部分が凝縮して存在し
ます。それは
① 道に迷いやすい。 多くの高い山、有名な山にはコース上にはっきりした標識がつ
けられており、また登山道自体も良く整備されていますが、低山には必ずしもそれ
がありません。農道や作業道が多く、おまけに道をそれたらすぐ谷筋に入り込んで
しまいます。つまり山容の把握や地図読みができなければ、安易に入りこめないの
が低山なのです。
② 傾斜が急である。 低い山程登山道の傾斜は急です。ほとんど直登に近い山もあり
ます。高い山だと底面が広く好きなだけジグザグに道を付けられますが、低山は
体積的にそんな余裕がないのか、ゆったりジグザグにというより一気に稜線に向か
うべく斜面が急なところが多いのです。そしてその急斜面をばてないように歩くテ
クニックが求められます。歩きの達人になる必要があるのです。
③ 心理的な油断。

低い山のイメージにはすぐ登れる、すぐ戻れる、簡単な装備しか

必要ないなどがあると思いますが、高くても低くても転ぶときは同じです。転んで
捻挫したり、骨折などすれば動けなくなる可能性は十分あります。死亡事故も同じ
ように起きます。山に油断は禁物です。山に相応しい靴、雨具、医薬品、十分な水
は最低限必要です。他に何がいるかは自分の登山をイメージして考えてください。
逆に考えると、低山を安全に自由に登れるようになるということは、高い山も同様に
安全に登れると考えてよいと思います。ただ一つだけ低山では得られない技術がありま
す。それは樹林帯をはるか下に見る高度におけるバランス感覚です。常に樹林帯に囲ま
れた山ばかり歩いていると、岩壁と空しか見えない風景の中で体のバランスを整えるの
に時間がかかります。だからそこに至る過程をゆっくり味わいながら登ることで徐々に
バランス感覚を獲得していくのです。
更に安定した岩場歩きをしたいと考えるなら、里のゲレンデで岩登りの訓練を繰り返
すことで岩と友達になれば良いでしょう。
『里山、低山は結構楽しい』と思えるようになって登山の楽しみの幅がぐっと広がっ
たように思います。それは若い人たちにも早く味わって欲しい経験です。高い山、低い
山、厳しい山、楽しい山など幅広く経験を積んで欲しいものです。
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10月

例会

1 土
2 日 見ノ越～奥遣戸・救助隊大屋冨
3 月 岩トレ7( 10/2)・六甲準備会
伊予富士・岩トレ6
4 火 会報部会
北岳
5 水 笹ヶ峰
栂海新道準備会
6 木 例会・栂海新道
事務局会議
7 金
石鎚山準備会（市民会館）
8 土 笠ヶ岳
大山大休峠～
9 日
10 月
Enjoy座学・遭難を考える集い
11 火
笠ヶ岳準備会・奥槍戸準備会
12 水 事務局会議
13 木
西熊山三嶺～天狗塚準備会
14 金
運営委員会
15 土
16 日 三鈷峰
槍ヶ岳～奥穂
17 月
拡大石鎚山
18 火 山行部会
19 水
山行部会・笹ヶ峰準備会
20 木 運営委員会
大山大休峠準備会
21 金
22 土
23 日 原稿締切・手箱山・女性登山
西熊山三嶺～天狗塚
24 月
六甲縦走（10/23）
原稿締切
25 火
三鈷峰準備会
26 水 備中松山城～臥牛山
雲辺寺準備会
27 木
28 金
29 土
30 日 L-Ⅰ、Ⅱ読図
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
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