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拡大山行 

西赤石山（1,626m） 
 

■日 程  令和４年 11 月 20日(日) 

■場 所  愛媛県新居浜市 

■目 的  晩秋の西赤石と歴史遺産探訪 

■準備会  11月 7日（月）１９：３０～ 山の会事務所にて 

 

 西赤石山は赤石山系に属し、特徴として西赤石・東赤石山周辺にのみ、マグマが冷え

て固まった「カクセン岩」や「カンラン岩」が分布して、それらを下から包み込むよう

に「三波川変成岩類」が広がっていることが挙げられます。この周辺で大規模な地殻変

動があったことを裏付けており、激しい地殻変動や高熱による岩石の変成が顕著で、希

少な鉱物も産出されていました。1690年、赤石山系の南斜面で、銅鉱石の大露頭が見つ

かり、住友が別子銅山を開坑し、その後 1973 年に閉坑するまで 283 年間にわたり操業

を続けました。 

 旧別子山村は別子銅山で栄え、明治の最盛期には 1 万人余りが居住していましたが、

採鉱の中心が新居浜側へ移った途端に人口は激減し人口 300 人に満たない山村に戻っ

てしまいました。今回は旧別子山村側の日浦登山口からのコースを選定しました。 

 別子銅山の遺跡が残るルートからダイヤモンド水を経て銅山越えを目指し、稜線から

は石鎚山の雪景色が見られるかもしれません。但し、今回は拡大山行ということもあり、

銅山越えから先の稜線歩きで危険な状況が想定された場合は途中で引き返すかもしれ

ません。 

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。 

 

         

 

 

 

 

今年 2 回目のロープワーク実技講習会です。前回受講できなかった方は無論のこと、

まだ自信のない方もぜひ受講しましょう。 

別子銅山の

傭人社宅跡     

 

リーダー養成講座 

登山者のためのロープワーク 
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内容は、危険個所の通過や、バテ気味のメンバーがいる場合、ロープを適切に使うこ

とで安全を図り未然に事故を防止しすることが可能となりますので、そのためのロープ

の使い方を学びます。 

 

❖日 程  ２０２２年 １１月 ２７日 

❖場 所  筆ノ山（禅定寺～筆ノ山～大坂峠） 

❖   

❖目 的  ロープ操作の基礎技術及び応用技術の習得 

❖内 容  ロープの結び方/ロープの使い方/応用練習 

❖持ち物  スリング 2枚、カラビナ 2枚、弁当、水、登山できる服装と装備 

◇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であれば誰でも受講できます 

❖準備会  11月 18日(金曜日)１９時３０分～ 事務所にて  

      スリングとカラビナ持参ください。 

❒覚えておきたい技術 

 ・ナインノット ⇒簡易ハーネスにかけたカラビナとロープの連結に使用します。 

 ・ガースヒッチ ⇒立木を利用して支点を構築するときに使用します。 

 ・クローブヒッチ ⇒セルフビレー用として使用します。 

 ・ムンターヒッチ ⇒ロープで人を引き下ろす場合に使用します。 

 ・シートベント ⇒簡易ハーネスを作るときに使用します。 

◆講習の内容 

 ・岩場でのロープによる安全確保 

 ・急坂でのロープフィックス 

 ・足元のおぼつかない人を安全に下ろすためのロープ操作など 

 

 

 

定例山行案内 香川の島シリーズ  

 粟 島 

紫谷山～阿島山～城山(じょうのやま)222ｍ 

 

■日 程   2022 年 12 月 11 日（日）  

■目 的   ゆったりとした島時間で、絶景を楽しむ 

■場 所   香川県三豊市詫間町 

■    

■準備会   11 月 14 日（月）19：30～ 事務所にて 
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 須田港(詫間町)より、船に揺られること約 15 分。瀬戸内海に浮かぶ粟島。 

紫谷山→阿島山→最後に標高 222ｍの島で一番高い城山へ里山歩きで 360 度パノラ

マビューの絶景を一緒に楽しみましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    定例山行案内 

岩トレ ⑨ 
                                                音地ゆ 

 

■日 程  ：12 月 11日（日）  

■場 所  ：香川県坂出市の大屋冨の岩場 

■目 的  ：岩登り・アイゼントレーニング 

■     ： 

■準備会  ：無 

 

 大屋冨にて冬山に向けてトレーニングをします。 

12 月 11日 7 時 30 分に林田のハローズに集合して現地に向かいます。 

アイゼン・ロープ（持っている人）を持参ください。 
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  山行案内 

大  山 
 

 

■ 日 程 令和 4 年 12 月 17 日（土）18（日） 

■ 場 所 鳥取県 大山  

■ 目 的 雪山に慣れよう 

■    

■ 準備会 11 月 24 日（木） 19:30〜 山の会事務所 

 

 さあ、やってまいりました、雪山のシーズンが。毎年 12 月恒例の大山雪山です。サ

クサクと歩く新雪。青空と白銀のコントラスト。四国ではなかなか味わえない雪山が楽

しめます。 

 1 日目は元谷周辺で基本的な歩行練習。2 日目は夏山登山道で弥山頂上まで行きます。 

 感染症対策・小屋の専有を防ぐため 9 名までは元谷避難小屋。10 名以上の参加者が

あった場合は民宿に宿泊します。 

 ※初めて雪山に参加される人や雪山に慣れていない方は必ず準備会に参加下さい。 

 

2022 年度の山行、ハイキング、行事の予定です。 

 山行部から発表された予定（日程は変更の可能性がありそうです） 

月 日  

12 25 「四国・中国地方の山」（初級）⑧ 

1 7～9 L-Ⅱ雪山テント縦走 

 8 箸蔵街道 

 15 「四国・中国地方の山」（初級）⑨ 

 15 岩トレ-10 

 22 「四国・中国地方の山」（初級）⑩ 

 28～29 L-Ⅱ石鎚東稜 
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定例山行報告 

次郎笈（1930ｍ）を越えて奥槍戸山の家 

 

■日 程   2022 年 10 月 2 日（日） 快晴 

■場 所   徳島県 那賀市  

■目 的   登山+山の家で美味しくご飯を食べる 

■参加者   6 名  

(うち会員外 1 名)   

■費 用   走行距離 170ｋｍ 1,600 円/人 

コースタイム 

事務所 4:30＝6:50 見ノ越駐車場 7:10…8:15 西島駅…9:05 剣山との分岐… 

9:55次郎笈…11:25 奥槍戸山の家 12:20…14:10次郎笈…15:00剣山との分岐 

…15:55西島駅…16:50見ノ越駐車場 17:05＝19:30 事務所 

定例山行として、見ノ越を起点に、はるばると次郎笈を越えて向こう側に下りた所に

ある「奥槍戸山の家」で、名物の美味しいカレーを食べて

帰るという、計画行動時間が約 9 時間にも及ぶ、ロマンを

感じる山行に参加した。 

スタートは、何時もの見ノ越駐車場だが、剣山は目指さ

ずに次郎笈への分岐を目指す。私にとっては初めてのルー

トであり新鮮だ。 

早速、鹿の鳴き声が

聞こえるが、姿は確認

出来ない。しばらく樹

林帯が続いた後、視界

が広がると当面の目

的地である次郎笈が

姿を見せる。 

更に緩やかな登山

道を進むと剣山から次郎笈へ向かう分岐に

合流する。この道は剣山系の主要なルート

であり、幅も広く整備されていて歩き易く、

次郎笈までの美しい稜線や三嶺、天狗塚を

一望できる。 

次郎笈のトラバース路への分岐を過ぎる

と急勾配で岩が露出した登山道となる。そ

こを小学生に追い抜かれながら登ると、頂

上では快晴の下、360 度の素晴らしい展望

を楽しむことが出来た。 

次郎笈 

見ノ越駐車場 

奥槍戸山の家 
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次郎笈頂上から、奥槍戸への道の入口には、道迷い防止

のための注意喚起の立て看板が立っている。我々はそちら

へ行くのが目的なので意図的に進むと、これまでの広い登

山道とは異なり、狭くて急勾配な下り道になる。同じ山の

家方向に下る登山者も多く、メンバーから「カレーが売切

れにならないか」との心配の声が上がる(笑)。 

下りを急ぎたいものの、途中からは笹原の急斜面での長

いトラバース道になり、道幅もかなり狭い上に低い側に傾斜しているため、うっかりし

て踏み外すと転落してしまう危険な道である。 

途中の折り返しの眺望ポイントからは、眼下

に山の家が見えるがかなり遠くに感じた。更に

しばらく進むと樹林帯の歩きやすい登山道と

なり目的地に近づいていることが分かる。 

樹林帯を抜けた先に、山の家が姿を現した。

正面に少し紅葉した大きなモミジの大木があ

る、赤い屋根のとても雰囲気の良い建物だ。 

早朝から動き続けているため、お腹もかなり空いていた。

残念ながら、この日は店主が不在のため、SNS で有名な「お

とこ気カレー」は無く、普通のカレーとカツカレーの二者択

一であった。足りずにドーナッツを購入する人もいた。 

あっという間に美味しく食べ終えて、支払いに行くと「見

ノ越からの人は 100 円値引き」のおまけ付きだった。抜群のピーカン天気でもあり、お

腹も一杯になったので、小屋前広場に置かれている熊（人形）に並んでお昼寝したり、

モミジの木の枝にぶら下がったブランコで遊んだりする人もいた。 

お腹も満たして十分に休めたので、復路の次郎笈への厳しい登り返しに挑むこととな

った。CL が登り始めのペースをゆっくりで進んでくれるものの、疲れが出たのか後続

が遅れてしまう。結局、次郎笈までに２回の休憩を入れることとなり、序盤に出来た時

間の貯金を取り崩した。ただ、その休憩のお陰で素晴らしい展望をゆっくりと楽しむこ

とができた。苦戦して次郎笈の頂上に戻った頃にはオンスケジュールとなった。 

 次郎笈からの下りも急勾配であり、魔の

二時を過ぎていたので、声をかけながら慎

重に下りる。その後の西島駅方面への分岐

手前の緩やかな登りで、脹脛を攣った人が

出て、小休止を取る。回復を待つ間に雄大

な展望を満喫出来た。その後、脹脛の回復

状況を確認しながら、ゆっくりと下山を続

け、無事に見ノ越駐車場に戻れた。 

今回の山行は、早朝から夕方までの長丁場であったが、お天気もとても良く、会員外

の参加者もあり、終始、和やかで和気あいあいとしたとても楽しい山行となった。 

次郎笈 

奥槍戸山の家 誤表示 

次郎笈 
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定例山行報告 

笹ヶ峰 1859.6m 

                               

 

■日 程   2022 年 10 月 5 日（水） 小雨時々曇り 

■場 所   愛媛県 西条市 高知県 いの町 

■目 的   初秋の笹山を歩く 

■参加者   8 名  

 

■費 用   車 3 台 208.8km 3670 円/人 

 

事務所 6:00＝＝（いよ西条）＝＝8:15 笹ヶ峰登山口 8:35……10:25 丸山荘………11:50

笹ヶ峰山頂 12:35……13:25 丸山荘………15:00登山口 15:20＝＝＝17:45 事務所 

 

今回の山行の胆は、止まなかった雨と登山口ま

でのダートな林道だろう。ずいぶん前にこの未舗

装道路を歩いたことがあるが、その時より路面状

態は経年浸食でひどくなっている。運転要注意。 

登山道は最初急登で、3 分の 1 地点にある宿と

いうところと 3 分の 2 地点の丸山荘でやや緩やか

になっている。桧の植林帯やブナを中心とした広

葉樹林帯が 4 分の 3 で、残る山頂付近は笹の吹き

さらしである。木の橋や雨のためにできたと思われるプチ渡渉を数回の他は普通の登山

道で、笹を刈って整備してくださっている。一部笹の深いところがあって足元が見えづ

らいので岩などに注意が必要である。 

雨は霧雨程度でそれほど不快でなく、気温も低いので汗もあまり書かずに下山できた。

カッパで我慢して歩いたご褒美に、山頂では青空となり絶景の雲海と雲間に見え隠れす

る石鎚やちち山を臨むことができた。沢は白く激しいしぶきをあげ轟音で流れ落ち、雨

降りのご褒美はもう一つ、なんとニホンヒキガエル 7 匹に出逢った。 

どんな山行にもきっといいことがある。いつか寒風山～ちち山を縦走してみたい。 
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定例山行報告 

大山道（川床～大休峠～一向平） 

野田ケ山 1344ｍ矢筈ケ山 1358.6ｍ 

      記録  

 

■日 程  2022 年 10 月 8 日（土）～９日（日） 曇り 

■場 所  鳥取県 大山町 琴浦町 

■目 的  大山 大休峠で小屋泊・初秋を楽しむ 

■参加者  ５名  

          

■費 用  ガソリン代  走行距離往復 415ｋm  9,600 円／１人 

 

＜コースタイム＞10 月 8 日 曇り 

 事務所 5：10＝＝＝蒜山ＩＣ＝＝＝7：50 一向平（車デポ）8：05＝＝＝（環状道路） 

 ＝＝＝9：00大山Ｐ＝＝＝9：15川床登山口 9：40・・・10：35香取わかれ・・・ 

 12：20大休峠（1112ｍ）避難小屋 12：50・・・13：40野田ケ山（1344ｍ）13：45 

 ・・・14：25（小屋）泊  

 5：10 事務所を 2 台の車で出発。一向平で車をデポしてから大山Ｐに着くと、3 連休

の初日とあって登山客の車でいっぱいだった。川床登山口あたりに車を駐車し、登り始

めた。昨日までの雨に濡れた落ち葉や大きなドングリを踏みしめながら進んで行く。川

床から大山寺への「川床道」は石畳が敷かれた古くからの道で、歩きやすいはずなのだ

が、きれいな石畳が残っている所は少なかった。古くなった石畳がでこぼこの岩になっ

たり大きな水たまりを作ったりして、逆に歩きにくくなっているため注意して進む。 

 10：35「香取のわかれ」に着く。ここは、開拓者として香川県から多くの人が移住し

た（取られた？）らしく、このような名前がついたらしい。なるほど・・・。大休峠に

近付いてくると、メンバー達はどうしてもキノコに目が向いてしまう。この辺りはキノ

コの宝庫なので、「小屋泊ならキノコ鍋ができるよ」言われたからだ。白、茶、オレン

ジ色などきれいな色のキノコや、ボーロくらいの小さなものから巨大なキノコまでさま

ざまなキノコを次々に見つけるメンバー達だが、採って食べる勇気はなかった・・・      

避難小屋へ着いて一休みしたら、野田ケ山へ。

登山者が少ないためか道が狭く荒れている。人

の背以上のササが道を覆い、先頭のメンバーは

びしょ濡れになった。雨が降りそうで、すぐに

下山して小屋に帰る。この小屋は水場もトイレ

もないと聞いていたが、中はきれいでトイレも

あり、ホッとした。早く着いたので、ゆっくり

とおしゃべりや食事を楽しみ、早めに就寝。だ
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が、小屋泊が初めての私はあまり眠れず・・・。口笛のような鹿の鳴き声や窓から差し

込む月の光に誘われて、真夜中に小屋の外へ出てしまう。真っ暗な森の上に満月に近い

月がぽっかりと浮かび、その上を霧が流れていた。 

＜コースタイム＞ 10月 9日 曇り 

 起床 6：00（朝食）避難小屋 7：00・・・8：10 矢筈ケ山（1358.6ｍ）8：20・・・ 

 9：10小屋 9：20・・・11：00大山滝 11：40・・・12：35一向平＝＝＝（昼食） 

＝＝＝14：40川床登山口（車回収）＝＝＝（溝口ＩＣ）＝＝＝17：10事務所 

 

ゆっくりと 6：00に起床したので、少々あせりつつ朝食をとり、7：00に矢筈ケ山に

出発。この山は紅葉が進んでおり、黄色く色づいた葉が散り始めていた。上るにつれて、

烏ケ山、三鈷峰や大山、その向こうに日本海が見

えてきた。頂上では３６０度視界が広がり、素晴

らしい眺めだった。 

 下山して小屋に戻ると、荷物を持って一向平へ

出発する。途中で大山滝を見る。滝つぼの方へ下

りる道にはロープや鎖があり大変だったが、すさ

まじい滝の迫力を間近で感じることができた。 

 一向平まで後少しの所で、見えてきたのが長い

階段だ。やっと登り切ったと思えば、最後に工事

現場にあるような下の透けている階段がまたもや

続く。冷や汗をぬぐいながら上り切り、やっと一

向平へ到着。私の初めての小屋泊も、頼もしいメ

ンバーに支えられ無事終了だ。 

 今夜は満月。あの小屋を月が静かに照らしてい

ることだろう。 

 

 

 

定例山行報告 

北アルプス 笠ヶ岳(2,898ｍ) 

 

 

■日 程   2022 年 10 月 8 日（土）～11 日（火） 

■場 所   岐阜県 高山市 

■目 的   静かな名峰を満喫する 

■参加者   2 名 

■費 用   走行距離 1,160ｋｍ 約 62,500 円/人(山小屋他 3 泊食事含む) 

 



 

12 

 

10 月 8 日（1日目） 曇り 

事務所 5:00＝13:00 新穂高温泉駐車場 13:20…14:55 わさび平小屋泊 

10 月 9 日（2日目） 曇りのち、みぞれ交じりの風雨 

わさび平小屋 5:40…5:55 笠新道登山口…10:50杓子平…12:35抜戸岳山頂… 

12:55抜戸分岐…14:20笠ヶ岳山荘…15:00 笠ヶ岳山頂…15:20笠ヶ岳山荘泊 

 

かねてからの念願であった初めての北アルプスへ

の山行に参加出来た。 

1 日目は、山の会事務所を早朝に車で出発して昼の

時間帯で移動し、13:00 頃に新穂高温泉の登山客用の

大きな駐車場に着くと殆ど満車の状態だった。 

10 分程歩くと登山指導

センターがあり、登山届

を提出して佐俣林道に入

った。1 時間程で、わさび

平小屋に到着したが、こ

こまでに見た景色もこれ

までとは異なりスケールの大きさと美しさに驚かされた。夜には綺麗な星空が見え翌日

の好天を予感した。 

2 日目は、早朝に出発して、急登で知られる笠新道にチャレ

ンジした。登山道は樹林帯の中で、ゴロゴロとした大きな岩が

連続のツズラ折れが多く慎重に登った。登りが一段落する杓子

平まで 5 時間程急登が続いたが、途中から谷の向かい側に穂高

連峰が見え始

め、続いて大キ

レットや槍ヶ

岳も見え、その圧倒的な姿に感動した。

お天気が良かったためか、ヘリコプター

が大きな爆音とともに沢の上をひっき

りなしに飛行していた。 

杓子平からは、紅葉したカールの向こう側に笠ヶ岳山頂や山荘も見えた。ここから再

度、急登になり、標高も 2,500m を越えて森林限界を越えた。空気が薄いためか、何時

も以上に心拍数が上がってしまい、立ち止まっては呼吸を整える必要があり CL から遅

れてしまった。 

やがて抜戸岳の稜線に出てから、一旦、抜戸岳山頂に向かう。特徴のある平板状の大

きな岩が並ぶ道を往復したが、この稜線からは、北側にある雲ノ平方面の黒部五郎岳な

どの山々や富山湾まで一望できた。また、目的地の笠ヶ岳山頂へ向かう稜線方向も素晴

槍ヶ岳 大キレット 

わさび平小屋 
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らしい眺めで、頂上がまだ遠いことを認識した。 

稜線を歩き出すと、少し曇ったかと思うと、直

ぐにみぞれ交じりの雨に変わり、雨具を付けた。

何回かの登り下りの後、笠ヶ岳山荘に到着した。

ザックを山荘にデポしてから、岩だらけの急勾配

の道で、直ぐ近くの山頂に向かった。頂上も雨と

ガスのみであったが、満足感で一杯になった。山

荘まで戻ると、明日には今年の小屋仕舞いとのことで宿泊客も 5 人のみであった。なん

と小学 6 年生で日本百名山を本日達成した少年と母親も居て、夕食後には山の話で盛り

上がった。消灯後、風雨の音がかなり大きかった。 

  

10 月 10日（3日目）強風と雨のち曇り 

笠ヶ岳山荘 7:00…9:20抜戸分岐…12:30 笠新道登山口…13:40登山指導センター 

…新穂高温泉駐車場 14:40＝14:50 奥飛騨温泉「旅館 焼乃湯」泊 

10 月 11日（4日目）晴れ 

  旅館 焼乃湯 8:30＝16:25 事務所 

 

3 日目、朝起きて朝食に向かうものの、軽い高山病のため

か、胃のムカツキ感があり食べることが出来なかった。 

その後の昨夜からの風雨が強いので、出発時間を検討した

が、待っても大差が無いと言うことで 7:00 には出発した。

この日は私が前を歩くこととなった。山荘からの稜線歩き

は、強風と雨で体を揺らされながら、眺望なしの厳しい歩き

となったが、ふと見ると目前に雷鳥が現れてくれた。歩いて

近づくと登山道に沿って何分間も道案内してくれて、しばらく可愛らしい姿を楽しめた。

その後、今度は２羽が揃って道案内してくれるという幸運もあった。 

 抜戸分岐からも風雨での長い岩場の下りとなったが、慎重な歩きで無事に笠新道登山

口に到着した。その後、佐俣林道を歩き登山

指導センター到着し、宿の時間待ちで休憩

した。その後、駐車場から奥飛騨温泉「旅館

焼乃湯」に移動し、温泉も十分に楽しめた。 

 翌日に車移動と言う優しい行程のお陰で、

北アルプスデビューができて、今後の課題

も確認でき、大変有意義な山行になった。 

 

 

 

 

 

笠ヶ岳山頂 笠ヶ岳山荘 
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定例山行報告 

雲辺寺山 927ｍ 

 

 

■日 程   2022 年 10 月 9 日（日） 曇り時々雨 

■場 所   香川県 観音寺市 

■目 的   天空のブランコに乗り 札所を詣でる 

■参加者   9 名  

会員外 2 名 

■費 用   現地集合 0 円/人 

コースタイム 

粟井ダム駐車場集合8：00……8：10四国の道登山口……9：10一升水……10：00十二

丁……11：15雲辺寺……11：40山頂広場（天空のブランコ）12：30……12：50無線

中継所（北嶺）三角点……15：00粟井ダム駐車場 反省会後解散 

 

どんよりとした天気の中、粟井ダム駐車場に続々とメンバーが集合する。天気予報では、

「午後から雨」。下山まで持ちこたえてほしいと願いながら、出発する。 

 緩やかな階段が続く。今日の参加者は女性が 8 割

を超えるためか、列のあちこちで賑やかな声が聞こえ

る。道中、地面が栗色に染まるほどの毬（いが）が落

ちている。木を揺らして毬栗を落とそうとしたり、落

ちている毬を足で踏みつけて栗を探したり…。やっと

見つけた１個の栗でも大歓声。きっと、多くの栗は、

山のお猿さんたちのお腹に入ってしまったのだろう。 

 5 分くらいの小休憩を何度か取り、山頂に向かう。

道端にひっそりとたたずむ丁石が見守ってくれてい

る。秋色の花（ほとんど名前がわからずじまい…）に

癒されながら、四国 66 番札所雲辺寺へ。表情豊かな

五百羅漢が迎え入れてくれる。 

参拝をすませた後、スノーパーク跡地の芝生広場へ。

あいにくのお天気だが、若者や家族連れなど多くの人

が思い思いに写真を撮っている。“インスタ映え”ス

ポットであることを実感する。昼食タイムを挟み、私

たち一行も“天空のブランコ”を楽しみ、撮影会を開

く。（インスタ映えするかどうかは？？？） 

 下山途中、無線中継所（北嶺）奥の三角点に立ち寄る。身長ほどの草が生い茂る中、SL

の K さんについていく。藪深い場所で、三角点を確認する。 

 

五百羅漢 

毬いっぱい 
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雨がパラパラと降ってきたため、一気にくだる。緩やかな下りではあるが、姦しい声が静

かになり、足が少しずつ重くなっているのを感じる。小休憩を取りながら、無事に下山。粟

井ダム駐車場にて反省会の後、解散する。 

 いつもは、ロープーウェイで簡単に参拝できる雲辺寺だが、自分の足で登るのは格別だっ

た。“遍路ころがし”と呼ばれる「関所寺」を参拝できた喜びを感じた山行だった。 

  

 

 

 

定例山行報告 

三鈷峰 1,５１６ｍ 

 

 

■日 程   2022 年 10 月 16 日（日） 晴れ 

■場 所   鳥取県 大山町 

■目 的   三鈷峰に登り紅葉を楽しむ 

■参加者   9 名  

 

■費 用   走行距離 380ｋｍ 4960 円 

 コースタイム 

事務所 5：00＝＝＝7：35 大山駐車場 8：00………8：30 大神山神社 8：40……9：30 下

宝珠越 9：40………10：15中宝珠越……11：00上宝珠越 11：20……11：50 ユートピア

小屋分岐 12：05……12：20三鈷峰 12：40……13：30上宝珠越……14：25中宝珠越……

15：05 下宝珠越 15：15……16：15大神山神社……16：50大山駐車場 17：00＝＝＝＝ 

19：50 事務所 

 

朝５時前に事務所に集合する。辺りはまだ暗いが，天気予報では晴れということで，

気持ちはもう三鈷峰に向かっている。途中の休憩場所を高梁と蒜山のサービスエリアに

すると確認し出発する。落合ジャンクション辺りまでは霧がかかっていて視界が悪かっ

雲辺寺参拝（M さん撮影） 山頂にて 
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た。蒜山サービスエリアに着く頃には，明

るくなって大山の姿が見えていた。 

 駐車場から大神山神社までは，石畳の

坂が続く。一部苔むした道を滑らないよ

うに気をつけて上っていった。石段を上

ると登山口のある大神山神社に着いた。 

標識を確認し，下宝珠越の方に進む。苔

むした岩や石が転がっている道を滑らないように気をつけて上る。しばらく行くと林道

に出合う。そこからはかなりの急登で地面を這っている木の根っこを，手でつかみなが

ら落ちないように上っていく。下宝珠越からはブナがきれいに色づいたところを抜けて

いく。大きな段差があるところや頭の高さに木が横たわっているところでは、お互いに

声をかけながら進んでいった。 

デコボコの少ない岩場の急登は，滑らないように両側にある枝や木の根をつかんで，

体を持ち上げていく。補助のロープはあるが頼りすぎない

ように心がけた。木の根がむき出しになっているところは

階段のように上っていく。木の根の間に置いた足は抜けに

くいので，小さな歩幅でゆっくりと進む。急登で道幅も狭

いので，油断したら滑り落ちそうなところがいくつもあり，

緊張の連続であった。 

 ユートピア小屋分岐から三鈷峰の頂上を見ると，西側は

切り立った岩場で反対側は木が生えている。はたして登れ

るのだろうかと不安になったが，ここまで来たら登るしか

ない。岩場では石が転げ落ちたら危ないので，前後の間隔

をあける。前の人の上り方を参考に，一歩一歩慎重に進む。

見た目だけでなく，手や足の感覚を研ぎ澄ます。 

頂上からは３６０度の景色が広がっている。中でも大山の雄大さには圧倒される。紅

葉が青空に映えてとても美しい。いつまでも見ていたいなと思った。 

下りは，来た道を下りていく。リーダー

のかけ声を聞いて，登り以上に時間をかけ

て慎重に下りていった。全員が無事に駐車

場まで戻った時には薄暗くなっていた。時

間はかかったけど，楽しくて充実した一日

になった。 
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定例山行報告   

六甲縦走 
                            記録  

 

■日 程   2022 年 10月 23日 晴れ 登山口気温 22℃ 

■場 所   兵庫県 神戸市 

■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 

■参加者    

        

■費 用   バス代 7400 円 電車代 620 円 

 

7:00善通寺インター高速バス＝＝9:04高速舞子駅――9：24ＪＲ塩屋駅 9：35…… 

10：50旗振山……11：50鉄拐山……11：38おらが茶屋手前(昼食)……12：54 栂尾山…

…13：22横尾山……14：30下山……14:50 妙法寺駅……17:30 高速バス……19:43善通

寺インター着 

 

高速バスは 3 列シートでゆったりと快適な移動

でした。その後の電車で塩屋駅に着き出発です。急

な坂道の住宅街をぬけると登山口です。山王神社

で今日の山行の安全を祈ります。いきなり山道に

変わり、緩やかな階段を登り、尾根歩き旗振山山

頂、鉄拐山山頂、たくさんの人で溢れていました。 

おらが茶屋手前に展望の良い屋根付きの休憩所

があり昼食タイム。そこまでは家族連れが多いが、その先は住宅街、400段の階段があ

るので登山の人ばかりになります。階段ではさすがに皆、無口になります。稜線歩きで

栂尾山、横尾山を通過すると、地面が岩場になってきました。 

はしごのような急な下り階段につくと、目に飛び込んできた景色は、とても大きな岩

場。馬の背です。両脇の裾には住宅街と車がバンバン走る

高速道路。何とも不思議な景色でした。大きな岩場の間を

通るルートがいくつもあり、自分で選びながら登ることが

出来て、とても面白かったです。 

下山して妙法寺駅へ。舞子駅でバスの時間まで余裕があ

るので、公園に震災復興の為に建てられた、鉄人２８号を

見に行きました。   

六甲縦走路は、毎日の散歩を楽しむ地元の方や遠方から

の登山客で賑わっていて、皆に愛されている山でした。是

非この先の縦走路も参加したいです。 
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   香川県連主催 

女性交流登山 
                                記録 

 

■日 程  2022 年 10 月 23日（日） 

■場 所  我拝師山 

■目 的  県連の女性交流と登山技術の向上(ロープワーク) 

■参加者    2 名 

■費 用  0円 

コースタイム 

8：00五岳の里公園駐車場（挨拶、ロープ説明（佐藤た）読図）―9：20大坂峠 

ロープ説明―ロープワーク 12：00我拝師山頂（昼食・無線交信・ロープワーク）― 

―13：00出釈迦寺奥の院―五岳の里公園駐車場近辺 15：20 

 

香川県勤労者山岳連盟主催の女性交流登山

が開催され、善通寺山の会の参加者は 2名と少

なかったが、全体では 40 名の参加で 8 つの山

岳会すべての会から参加があった。 

8：00五岳の里公園に集合（吉原保育園北側）

塩飽山の会Ｔさんから挨拶があり、Ｓ．Ｔさん

からロープの収納の仕方説明、ラジオ体操をし

て読図をしてから大坂峠に向けて出発。筆の山

チームと我拝師チームに分かれ登山開始。善通寺山の会は我拝師山に登る。登山途中に

ロープワーク実施する。 

① 支点の構築、②ロープの結び、③ロープのブレーキング技術、④ロープの張り込み 

⑤フィックスロープの通過の技術、⑥フリクションヒッチ  

上記のロープ技術の確認を行った。覚えているつもりでもロープワークは難しい。 

我拝師の急な傾斜では各会でロープワークを行う。山頂でもロープワークで、ロープワ

ーク三昧の一日となった。救助隊の皆様ありがとうございました。五岳の里公園横のキ

ュウイ畑のおいしいソフトクリームを食べて流れ解散となった。秋晴れの気持のいい一

日となった。 

 

 

 

 

 



 

19 

 

定例山行報告 

栂海新道 朝日岳 長栂山 犬が岳 白鳥山 
記録  

 

■日程 202209/29 木-10/03 月 ■山域山名 飛騨山地朝日岳犬が岳 ■山行形態 縦走 

■山の所在地 富山県朝日町 新潟県糸魚川市 ■ ルート経験あり。 

■目的 北アルプスから日本海まで長い縦走を歩きとおす。 

■参加者 CL渉外装備食料医務記録 １名 

■乗用車往復 1240 ㎞ 平均燃費 15.3 ㎞/ℓ 81ℓ 162 円/ℓから 13120 円 (28円/kｍで

34720円)ETC21930 円 タクシ-10000 円(1000 円引き) 越後トキめき鉄 450円 交通費計

45550円 朝日小屋 12000 円 栂海山荘カンパ 2000 円 計 59500円 

 

9/29木-30金 晴れ 善通寺 1600=播但道若狭道北陸道=2350 有磯の海 SA仮眠 430＝

朝日 IC＝朝日町黒東タクシ-500=北又小屋 615→940イブリ山→1135朝日小屋泊 

Ｏ氏の愛犬が重体となり一人

で行くことになった。ウシロタ

テに富山側から入るのはめずら

しい。有磯の海 SA で仮眠。大伴

家持以来歌枕とされる。朝日町

泊の黒東(こくとう)タクシ-Pに

クルマを置き。タクシ-でデコボ

コ道を北又小屋にゆっくり向かう。登山届をフォルダ-にはさんで出発。少し下ってダ

ムを見て吊り橋を渡ると道はよく整備されており,鎖など過剰でないかと思うほどだ

が,雪が解けて凍った下りを考えるとありがたい。イブリ山までは合目表示が部分的に

残る。しだいに富山平野,能登半島などが見え始め草木の黄葉が目立つ。池塘など高山

の雰囲気になり朝日小屋に到着。妨げるものなく朝日 雪倉 しろうま 旭が見える。夕

食は超豪華でたぶん全員がカメラを構えた。布団に足をのせ熟睡した。 

10/01土 晴れ 朝日小屋 530→600 朝日岳→945 黒岩山→1105サワガニ山→1245犬が

岳→1255栂海山荘 

 夕食と異なり朝食はなし。と言ってもパン･ますのすし等々を注文しておくことはで

きる。しかし中高年男など朝に白ご飯とみそ汁さえあればという声もある。霜のおり

た木道を朝日を浴びる立山･剣岳を眺めながら登る。なだらかな山頂を超え北面に出る

と次々に池塘,雪渓,草黄葉,紅葉があらわれる。早くも赤い栂海山荘,白く光る白鳥小

屋を含む縦走路が姿を現す。若い女性等白鳥小屋まで一気に下ったり,日本海から登っ

てくる人もいらっしゃる。水場の整備は完璧で北又の水場まで 10 分で往復楽勝。崩壊や

道の付け替えがみられる。栂海山荘はアラ 80のボランティアによりペンキ塗りなど修

理中。トイレも整備され屋根もできていた。南方は主稜を流れ落ちる滝雲と背後に剣

のシルエット。北方は日本海がかすむ。 
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10/02 日-10/03 月 晴れ 栂海

山荘 525→黄連山 630→菊石山

720→750 下駒ケ岳→855 白鳥

小屋→1105坂田峠→1150尻高

山→1240二本松峠→1255入道

山→1355 栂海山荘登山口→親

不知駅 1551++1608泊駅→黒東

タクシ=朝日 IC=北陸道若狭道

播但道明石鳴門=善通寺 

 寝袋カバ-で少し寒かっ

た。火打や高妻のシルエット

に朝日を見てやせ尾根を進

む。細かい急な登り下りや崩

壊が目立ち全行程中もっとも

やっかい。白鳥山から最後の

剣岳や日本海.糸魚川側の海

岸が見える。以後遠方の景色

は見られない。シキ割(幼年

期的地形？)を過ぎ、親不知

を迂回する昔の街道を横切

り,低山らしい樹林になった

道を延々と下ると自動車道に

出て,栂海新道は終了。  

自動車におびえながら 8号

を進み親不知駅に着いた。海

に飛び込むような余力はな

い。交流電化区間なのに一両

編成のディ-ゼルカ-にのり泊

駅に戻り,黒東タクシ-Pでク

ルマを回収。帰路についた。

仮眠を取ろうとしたがあまり

眠れず,明るくなる前に帰り

着いた。 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

個人山行報告 

由布岳 1584ｍ 

 

 

■日 程   2022 年 10 月 13 日（木）～15 日（土） 

■場 所   大分県由布市 

■目 的   九州の名山を楽しむ 

■参加者   1 名  

■費 用   車 1 台 往復（キャンプ場までほか含めて）約 400ｋｍ 

       フェリー代 25,620 円 高速代：西条ＩＣ～大洲ＩＣ 3,620 円 

コースタイム 

10 月 13 日（木）くもり 

 実家 四国中央市 20:00＝＝＝23:00 八幡浜港 

10 月 14 日（金）晴れ 

 八幡浜港 0:20――          ―3:10 別府港（船内休息）5:30＝＝朝食＝＝7:40 登山口 

 8:30・・・10:35 マタエ 10:45・・・11:00 西峰山頂 11:10・・お鉢回り・・ 

12:00 東峰頂上 12:15・・・12:25 マタエ 12:40・・・14:15 登山口＝＝＝ 

城ヶ原オートキャンプ場へ 

10 月 15 日（土）晴れ 

 城ヶ原オートキャンプ場＝＝由布院観光＝＝由布院駅 12:10＝＝＝13:00 別府港 

 14:00――         ――16:45 八幡浜港＝＝＝19:30 実家 四国中央市 

 

 1 年ほど山行に行ってなく、未知の山に行きたくて、九州の由布岳 1584ｍ（豊後富

士）に行ってきた。登山口からヒューヒューという鹿の鳴き声が聞こえ、20 分ほど登

ったブナ林で鹿が前方を横切り歓迎してくれた。由布岳は双耳峰であり、西峰と東峰へ

の分岐のマタエへ 2 時間ほどで着いた。 

 今年山頂付近で滑落事故もあったため、西峰への核心部はヘルメットを被り慎重に取

り付いたが、ホールド・スタンスは多く

あり難しくはなかった。落ちたら大けが

か死ぬようなところだけども。山頂火口

を一周するお鉢回りをして下山した。天

気は晴れで展望はすばらしかった。 

 翌日、初めて由布院へ来たこともあ

り、観光客の一人として通りを歩きコー

ヒーを飲み、名物のハチミツソフトクリ

ームを食べた。忘れていた旅を思い出さ

せてくれる由布院行きだった。 
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個人山行 

学能堂山 1,021m 高見山 1,248m 

 記録 

 

■日 時  １０月１５日〜１６日 

■場 所  奈良県 

■目 的  奈良の秋山を歩く 

■参加者  ３名（うち会員外１名) 

■費 用  交通費 39,648 円 食料 4,800 円 走行距離 728km 

 

10 月 15 日(土) 大平材木店 5:00＝＝10:00 針 IC＝＝11:00 登山口…11:50 コスマ峠…

13:00 学能堂山…15:00 登山口＝＝16:30 赤目グリーンビレッジ 

10 月 16 日（日） 赤目グリーンビレッジ 7:00＝＝7:30 曽爾高原 9：00＝＝10:00 高見

峠…11:00 高見山…12:00 高見峠＝＝19:00 大平材木店 

 

 沢に沿って杉や檜の人工林のなかを行くと三峰

山と分岐のコスマ峠に出る。 

 尾根伝いに歩き白土山を過ぎ一度下って急斜面

を登り緩くなって学能堂山。山頂は視界を遮るもの

がなく３６０度の展望。遠くに明日登る高見山が見

える。三角形の形のいい山だ。来た道を引き返し登

山口。 

曽爾高原のススキは、穂は出ているが葉はまだ青

い。それでもいい景色だ。 

 高見峠からブナ林の登山道を登る。霧で視界は悪

いが、苔が美しい。50 分ほどで高見山頂上。 

 学能堂山も高見山も登山者は少なく静かでいい

山である。 
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個人山行報告 

讃岐山脈 登尾山 887.3ｍ 

       記録 

 

■日 程   2022 年 10 月 2 日（日） 晴れ 

■場 所   香川県まんのう町 

■目 的   讃岐山脈縦走路のコースガイドの作成 

■参加者   ３名 

■費 用   ガソリン代  走行距離往復 40Km  400 円／１人 

＜コースタイム＞ 

事務所 6:30――7:02 駐車場 7:15…8:07 展望所 8:14…8:48 分岐 8:57…9:01（Ｐ789.9

ｍ）…9:29（Ｐ748ｍ）…9:40（Ｐ807.6ｍ）…9:42 分岐 9:55…10:50 登尾山（887.3ｍ）

10:55…11:23（P833ｍ）鉄塔 34番…11:36 鉄塔 33 番…11:55（Ｐ779.3ｍ）12:21…12:41

（Ｐ833ｍ）12:50…13:20（Ｐ887.3ｍ）13:30…13:55 分岐…13:57（Ｐ807.6ｍ）…14:18

休憩 14:29…14:39 分岐…15:02展望所 15:15…15:44 駐車場――17:00事務所 

 

県連の讃岐山脈縦走コースのガイド作成のため、8 月 28

日の続きを作成するために山行を実施。前回に駐車した箸

蔵街道の途中にある林道まで車で行く。 

二軒茶屋への分岐までは同じ登山道を歩く。登山口から

しばらく整備された歩きやすい道が続くがその後急登があ

る。 

分岐までの途中、展望所によってみる。展望所といって

も周りに木々が生い茂り展望は無い。今年はキノコが豊作

らしく登山道で沢山のキノコをみた。直径 20センチぐらい

ある大きな物や、白くて丸いのや紫等々いろんな種類のキノ

コがあった。お花もテイショウソウ、ツルリンドウ、コウヤ

ボウキ等見た。尾根の分岐の手前にお薬師さんがあり、ここ

までくると分岐はすぐだ。 

尾根に出ると今日はここからが調査対象、748ｍのピークま

では比較的なだらかな尾根歩き。Ｐ748ｍを下ったコル過ぎる

と少し傾斜のある上り、なだらかな道を行き、調査対象 2 点

目Ｐ807.6ｍの三角点があり、すぐに分

岐がある。この分岐は間違いやすく真

っすぐ行きそうになるが、右へ下る道

へ行かねばならない。間違わないよう

持参の標識を木に取り付けた。次の調

査地点 887.3ｍのピークへ向かう。ここ
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は地図には山名が表示されてないが、「登尾山」の看板があり一等三角点が立っている。 

833ｍのピークは送電線の鉄塔のところにある。鉄塔には番号が振られており、五つ

毎に赤く塗られているとの豆知識を聞いた。鉄塔に着くと 34 番とあり、三角点はすぐ

そばの草むらにあった。 

いよいよ最後の調査地点 779.3 のピーク

には 12 時前に着いた。ここは 32 番の鉄塔

があった。ここで大休止昼食を頂く。 

帰りは、また同じ調査地点を記録しなが

ら歩く。石仏の分岐のところからの下りは、

展望所まで以外に距離があると感じた。上

りと下りでは距離感覚が違うものだ。 

今回のコースは樹林帯の中を歩くため展

望はほとんど望めない。なだらかな尾根歩

きが多く、直射日光にさらされないのは歩

きやすいが少し盛り上がりに欠けるコース

かもしれない。ペースはゆっくりで疲れな

い歩き方だったが、距離 12.8ｋｍで行動時

間 8時間 35分（休憩込み）はしんどかった。 

 

 

 

個人山行報告 

讃岐山脈 東山峠～ 

        記録 

 

■日 程   2022 年 10 月 15 日（土） ■天 候  晴れ 

■場 所   香川県まんのう町 

■目 的   香川県連・善通寺山の会担当・讃岐山脈の地図を作る 

■参加者   5 名  

 

■費 用   ガソリン代  走行距離往復 35km  500 円／１人 

＜コースタイム＞ 

事務所 7:00――7:45東山峠 8:05…8：30休憩 8:40…8:52ログハウス…8:55分岐…9:24

（P813ｍ）分岐 9:33…9:49 鉄塔 31番…10:00（Ｐ779.3ｍ）鉄塔 32 番 10:10…10:30（Ｐ

813ｍ）…10:53 休憩 11:00…11:35東山峠 11:55…12:30（Ｐ751ｍ）…12:43鉄塔…12:45

休憩 12:50…13:00（Ｐ800ｍ）13:05…13:25（Ｐ751ｍ）…14:07東山峠――14:47 満濃

池あずまや反省会後解散 
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讃岐山脈コースガイド作成の第三弾。天気が

良く気持ちよく東山峠へ向かう。山道をくねく

ねと走り、峠に着いた。駐車場は特に無く道路

横の空きスペースに 2台を停めた。 

 準備運動をしてまず前回の到達点 779.3ｍ

のピークを目指す。今回は、東山峠から西方向

と東方向へそれぞれ往復する。 

 登山口を見ると急な登りで、バイクの轍らし

き跡があり登りにくそうだ。歩けそうなところ

を選びながら急登を進む。急登がしばらく続い

た後、歩きやすい登山道になり、また急登にな

った。途中ログハウスと古いバスがあ

った。次に分岐があり、その次の分岐

がチェックポイントの 813ｍのピーク

である。鉄塔があり、前回の 779.3ｍのピーク

かと思ったが、一つ前の 31 番の鉄塔だった。

少し進むと次の鉄塔が見え 32 番鉄塔だった。

鉄塔の横の草むらの中に三角点があった。ここまで急登、登山道に水が流れ削れて歩き

にくい所もあり思ったより時間がかかった。こちらの登山道は樹林帯の中で展望は無い。 

 東山峠に下りて休憩後、反対の登山口から東方面へ向か

う。やはり最初は急登だ。急登を抜けると、今日初めて唯

一展望が開け、大川山などの眺望を楽しんだ。こちらの登

山道は午前中の西方面に比べて歩きやすい。地図を見ると

東西同じくらいかと思ったが、歩きやすさの違いでこちら

は早く歩くことができた。ただチェックポイントの 677.1

ｍの三角点は気づかず通り過ぎてしまい、帰りに確認する

ことにした。751ｍのピーク過ぎるとまた鉄塔に出会った。

鉄塔では登って作業をしているようだった。邪魔にならな

いよう、少し進んだところで休憩した。その後、本日の一

番東のポイントである 800ｍのピークに着いた。ここから

引き返し、帰りは慎重に 677.1ｍのチェックポイント三角点を探しながら歩いたが、ち

ょうどそのあたりは尾根筋より登山道が少しトラバースしており、見当たらなかった。

SL がヤブだらけの尾根に入り三角点を見つけたが、ここのポイントは一般の方は入れ

ないだろうと思われる。 予定より少し早めに東山峠に下りて、本日の調査は終了した。 
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個人山行報告 

讃岐山脈 大川山 1043ｍ～樫の休場～ 

         記録 

 

■日 程   2022 年 10月 19日（水） ■天 候  晴れ 

■場 所   香川県まんのう町 

■目 的   香川県連・善通寺山の会担当・讃岐山脈の地図を作る 

■参加者   ６名 

        

■費 用   ガソリン代  走行距離往復 64Km  600円／１人 

 

＜コースタイム＞ 

事務所 6:25＝＝7:25大川山山頂駐車場 7:42…7:57神社…8：00大川山（1043ｍ三角点）

…8:48 大平山（948.3ｍ）8:55…9:05 ﾋﾞﾆﾙﾊｳｽ…9:36 大平山（976.6ｍ）9:42…10:35

（864.7ｍ）10:46 休憩 11:00…11:03 樫の休場…（11:32…ルート外れる…11:58）…

12:25（800ｍ三角点）12:50…13:01 車道 13:13…13：27 樫の休場 13:33…13:58 休憩

14:05…14:30 大平山（976.6ｍ三角点）14:35…14:56 ﾋﾞﾆﾙﾊｳｽ…15:05 大平山（948.3ｍ

三角点）15:10…15:45大川山三角点…駐車場 16:15＝＝17:15事務所 

 

今回で最後の讃岐山脈のルート調査

となる。大川山の頂上のキャンプ場ま

で車で向かう。今回のコースは三角点

800ｍの所までの往復である。ストレ

ッチ体操後、まずは神社に向かいその

近くの三角点を確認した。道々栗のイ

ガが沢山落ちており、つい栗の実を拾

うのに夢中になってしまった。 

 大川山の頂上からは、急坂の下りから始まる。滑らないよう慎重に下る。その後は

広々とした快適な登山道を進む。948.3ｍのピークに

は大平山というプ

レートが掛かって

いた。そこからし

ばらく行くと、林

道に出て、そこに

ビニールハウスが

ある。イチゴが栽

培されているよう

で、作業をされて
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いるのか声が聞こえる。猫ちゃんも何匹か走っていた。

なだらかな登山道の後、急登があり、次のチェックポイ

ント 976.6ｍの三角点に着いた。こちらも大平山のプレ

ートがあった。864.7ｍの三角点を過ぎ、樫の休場で休

憩したつもりだったが、休憩したところは、少し手前だ

った。樫の休場から少し進んだところで竹藪があり、今

回 2名が剪定鋏持参していたので、ササや枝を通りすが

りに切りながら歩いた。草が生い茂った道を抜けたとこ

ろで舗装道路に出た。地図には無い道路だ。登山道が分

かりにくかったが、下るところを見つけて降り始めた。

かなり荒れた急坂を少し

下ったところで、道が違

うのではと確認すると、本来のコースよりずれているこ

とが分かり、先ほどの舗装道路まで戻った。 

 しばらく舗装道路を歩き本来のコースに戻った。なだ

らかな登山道の後少し登りがあり、最後のチェックポイ

ント 800ｍの三角点に 12 時過ぎに着いた。ここで前回

と同じポーズで写真を撮った。ここからは同じルートを

引き返しながら、チェックポイントの記録をとる。帰り

は道が分かっているのでスムーズに進んだ。 

この日天気は良かったが、気温が高くなく、登山道は

ほとんど樹林帯で日が当たらないので、休憩を長くして

いると寒くなった。樹林帯は展望は無いが、木立の中を

歩くのは気持ちが良い。樫の休場と大川山のキャンプ場

からは展望を楽しむことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山中は行動食を食べよう 

長い時間歩き続ける登山では、大量のエネルギーを消費します。そのため、こま

めに行動食で栄養補給をすることが大切です。“お腹空いてないから食べなくてい

いや”と食べないでいると、シャリバテなってしまいます。 

ワンポイント 

登山のエネルギー補給 

    ～行動食、きちんと食べていますか？～ 
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① 食べるタイミング 

行動食を摂るタイミングは、小腹が“空く前”がベスト。食べたお菓子やおにぎりが、

エネルギーに変換されるまでは時間がかかるため、早めに食べるようにしましょう。一

気にたくさん食べると血糖値が急上昇し、身体に負担となってしまうこともあるので、

休憩のたびにこまめに食べるのが良いです。 

② 登山の燃料となるエネルギー 

［炭水化物］体と脳のガソリン（おにぎり、パン、麺類、果物、あめなど） 

  吸収が早く、速やかにエネルギーに変わる栄養素 

［タンパク質］体を作る栄養素（魚、肉、卵、大豆など） 

  エネルギー補給というより、登山後の回復のために摂取するのがよい 

［脂質］脳の機能・ビタミンの運び屋（くるみ、バターなど） 

  エネルギー効率は最も良いが、分解に時間がかかるため即効性は期待できない 

③ それでも登山中にバテてしまった場合は？ 

すばやくエネルギーになる『炭水化物』を摂取しましょう。特にブドウ糖はすぐに吸

収されるため、バテからすぐ回復したい時に有効です。ブドウ糖は、すばやく吸収され

るという利点がありますが、長時間の登山にはそれだけでは不向き。持久力を保つため

には、ゆっくりと吸収される果糖や脂質などと組み合わせるのが効果的です。 

④ 下山したら 

登山した日の夜は、筋肉の疲労を回復させるという意味で、タンパク質を多めに摂る

のが良いでしょう。 

 

 

 

おすすめの山 行きたい山 

                               

 

おすすめの山は・・ 

針ノ木岳―蓮華岳―七倉岳―船窪岳―烏帽子岳 の縦走です。凄く印象に残っていて、

それぞれの山が雪渓 樹林帯 岩場とバリエーションに富んだコースでした。 

初めての小屋泊まり、七倉岳山頂直下にたつ船窪小屋はランプと囲炉裏で、夕方にな

ると囲炉裏に火が入り、あまりにも煙が目に染みて皆が小屋から逃げ出しました。 

食事は小屋のお母さんの手作り味噌で味噌和えや味噌汁 山菜の天ぷら 古代米、囲

炉裏を囲んでの夕食でした。この食事を目当てに登って来る人も多いそうです。 

烏帽子小屋も印象的で、温かいビーフシチューでした。うちの会の人がごはんのおか
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わりの時、調理場のお兄さんに普通盛りでとお願いしたのに、出てきたのは漫画のよう

なてんこ盛りのごはんで、食堂で笑いがおき和んだエピソードがありました。 

 

行きたい山は・・ 

白山 2702ｍ 奈良時代の初めに開山 

       高山植物の宝庫 ７つの火口湖をもつ日本三名山 

       山頂には白山ひめ神社の奥宮があり 

日の出１時間前に太鼓がなり山頂で日の出を迎える 

乗鞍岳 3026ｍ 畳平のお花畑 

       山頂部にはいくつもの火口湖が点在している 

乗鞍高原や五色ヶ原には滝や池も多く豊かな自然に恵まれている 

他には 立山雄山 鹿児島県の高千穂 です。 

               

✻✻✻ 会 報 部 だ よ り ✻✻✻ 

 

会報掲載の原稿に用紙、余白、表題、本文等に書式がありますが、記録、定例山行 

案内を作成する時フオ-マットがあり利用すると便利です。新しい会員で慣れていない

方は是非利用してください。フォーマットの件は、会報部にお尋ねください。 

 

【編集後記】 

 新型コロナが流行して数年になりますが、まだまだ収まる気配がしません。 

時間が経つと危機感が薄れてきますが、ワクチン接種をし、予防に気を付けています。 

早く会内の制限を緩和し、以前のように山行を楽しめるようになるといいと思います。 

 

 

 

【表紙のことば】 

  

 

 

 

 

10 月 16 日の三鈷峰の山行で集合写真です。

当日は天気に恵まれて山頂付近は紅葉の真

っ盛りでした。 

紅葉は三日で１００ｍ下がると言われてい

ます、もう少しの辛抱ですね。 

 



 

 

 
1 火 会報部会 1 木 例会

2 水 2 金

3 木 3 土

4 金 4 日

5 土 　　　　個人山行大杉谷 5 月

6 日 香川の島③豊島・岩トレ8 6 火

7 月 西赤石準備会 7 水

8 火 8 木

9 水 9 金

10 木 例会 10 土

11 金 11 日 香川の島④粟島・岩トレ9

12 土 12 月

13 日 クリーンハイク五色台 13 火

14 月 粟島準備会 14 水 事務局会議

15 火 山行部会 15 木 運営委員会

16 水 事務局会議 16 金

17 木 運営委員会 17 土 大山

18 金 ロープ操作準備会 18 日

19 土 19 月

20 日 原稿締切・拡大西赤石・救助隊 20 火 山行部会

21 月 21 水

22 火 22 木 箸蔵街道準備会

23 水 23 金

24 木 大山準備会 24 土

25 金 25 日 原稿締切・四国中国の山⑧

26 土 26 月

27 日 L-Ⅰ、Ⅱロープ操作 27 火

28 月 28 水

29 火 会報部会 29 木

30 水 30 金

31 土

◆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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