
例年より早く梅雨が明け、猛暑の日々
が続きます。各会ではアルプスへ、海外
へと積極的な山行が計画されています。
熱中症に気をつけて、安全で楽しい山行
を行いましょう。まわりの登山愛好家に
声をかけ、一緒に出かけましょう。そし
て会員に迎えましょう。

☆大雪渓の白馬岳(塩飽)
７/13(金)～16(月)、長野・富山・新潟にまたが

る白馬岳山域へ。一般参加12名を含む総勢37名が参

加し、観光組４人と登山組33名に分れました。

◎１日目７月14日 猿倉から白馬岳大雪渓

６:55 猿倉登山口に到着、３班編成で順次、登山

開始。８:45

白馬尻小屋で

トイレ休憩。

９:30 大雪渓

の入口でアイ

ゼンを装着し、

大雪渓に望み

ます。ガスが

かかったり、晴れたり抜群の青空を見て感動。ゴロ

ゴロ、石のふれあうような音がしていると思ったら、

落石です。ちょっと怖かったです。

12:15葱平(岩室)に到着、ここで昼食。12:45アイ

ゼンを外してきつい岩場を登り、まもなく雪道のト

ラバースを慎重に小幅で歩きました。

かなり日差しもきつくて、汗が吹き出します。水

分も足らなくなり、軽い高山病か、深い深呼吸をし

てゆっくり登りました。15:50 白馬岳頂上宿舎に到

着し、同じ班のみんなと抱き合って喜びあいました。

自然に涙があふれ出て、感動の瞬間でした。

今日の宿泊は、二段ベッドの部屋で女性15名＋お

孫さん男子9歳は、全員同じ部屋に泊まる事ができ

ました。17時夕食・バイキング料理で、品数が多く

てプチケーキもあり満足。21時消灯。疲れているの

に、全然眠れません。ベランダに出てみると、星空

が近くに感じられ、街の灯りにも感動しました。

男性２名が絵はがきを買って山荘のポストに投函

すると聞き、私も翌朝、絵葉書を買って自分宛への

お手紙を書き、宿舎入り口のポストに投函しました。

【記録：横関育代】

◎２日目７月15日(日) 白馬岳から蓮華温泉

食堂の掲示板に「平成29年大雪渓で落石による死

傷者が２名」と書かれていた。昨日、霧の中、他の

班の足元近くを落石が走ったと聞いて、改めて「途

中で休まないよう」教えられたことを噛みしめた。

６：20白馬岳頂上宿舎を出発。晴天で、外気温は

すでに19度を指していた。白馬岳へ向けなだらかな

登りを40分程、白馬開発の創始者である松沢貞逸の

レリーフに敬意を表し、その後15分ほどで2932㍍の

白馬岳頂上に到着。真っ青な空に涼風を受けながら、

360度の眺望を堪能した。

三国境への道中、Sさんが念願のコマクサの群生

を見つけて、初めて目にしたので写真に撮ったのだ

がなんとピンボケだ。残念！

８：25三国境（2751㍍）に

到着。左に行けば雪倉岳、朝

日岳を右にとり、新潟県の最

も高い山、小蓮華岳（2766㍍）
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を目指した。尾根伝いによく踏まれた道を、右に遠

く富士山、左に白山？を見ながら50分程で到着。9:0

0を過ぎ暑くなってきた頃、右手に昨日の大雪渓か、

米粒のような一列の集団が見え結構な坂を登ってき

たものと感心した。

10：10頃船越の頭をすぎ白馬大池（2380㍍）まで

は、今まさに咲き競ったお花畑を、あれはハクサン

イチゲ、これはチシマギキョウ、向こうはクルマユ

リと名前を教えてもらいながら堪能した。どなたか

の感想は、「どの花も色が濃く、みな綺麗。純粋だ

から可憐なんだ」とか。

11：10大池で昼食をとり11：40出発。もう下るの

みと思っていたのだが、岩場で足元が不安定、強い

日差しを受けてなかなか大変だ。

13：00天狗の庭（2093㍍）を、汗を拭きつつ超え

て進むと蓮華温泉まであと40分の標識。いくつかの

段差をのりこえ登って下ること１時間半余り、15：2

5やっと蓮華温泉ロッジ（1475㍍）に到着。とりあえ

ずビールを一杯頂き生き返る。

ご褒美は露天風呂か、男性3人

で仙人になれる白濁の「仙気の

湯」と、透明の「黄金の湯」を

巡った。硫黄の強いにおいの中、

大自然に囲まれ私らだけの一人

占め。こんな贅沢はないな。

18：30食堂に全員集合、無事到

着を祝い賑やかな夕食。どの顔

も笑顔で、達成感に満ち溢れて

いた。乾杯！

私自身は、富士山以来20年ぶ

りの山小屋山行で、ついて行けるか心配だったが、

申し分ない天気と「体調の悪い人は皆で助け合う山

仲間」を見て元気をもらい、なんとか完歩できた。

【記録 臼井昭稔】

☆甲斐駒･仙丈(山歩会）
今年の夏山は、海の日を利用して南アルプスの仙

丈ヶ岳と甲斐駒ケ岳に１５名で登りました。

７月13日(金)夜に高松をバスで出発し、翌朝の４

時半過ぎ仙流荘駐車場に到着しました。

７月14日(土)、仙流荘から北沢峠までは林道バス

に乗りますが、駐車場は一杯、バス待ちの長蛇の行

列で大混雑していました。バスは臨時のフル稼働で

すが、結局、1時余り遅れて北沢峠に到着しました。

北沢峠から10分程の所にある本日のお宿、長兵衛小

屋に受付後、１時間半程度遅れて１日目の目的の仙

丈ヶ岳に向かいました。時間的に小仙丈ヶ岳迄の往

復になりましたが、夏山を満喫することができまし

た。

２日目の７月15日(日)は甲斐駒ケ岳に登りました。

長兵衛小屋を朝４時前に起床し、北沢峠経由で、甲

斐駒ケ岳に登りました。

天気が素晴らしく良く、右手に北岳、その先に富

士山を眺めながら歩き、左手遠方には北アルプス、

中央アルプスなど眺望出来て、夏山を満喫すること

ができました。

北沢峠から仙流荘ま

での林道バスは登り同

様に長蛇の列で下りも

大混雑になっていまし

たが、団体扱いで予約

ていたため、予定より

一時間となったものの

スムーズに乗車出来ま

した。下山後、昼神温

泉まで移動し「リフレッ

シュ in ひるがみの森」

に泊まって疲れた体を

温泉で癒し一泊しまし

た。

７月16日(月)は旧中山道の妻籠宿と馬籠宿を観光

して帰郷しました。

・高松勤労者山の会は結成５０周年を迎えています。

半世紀の活動を振り返り、７月19水～24火の一週間、

高松フラッグ10階で「50周年写真展」を開催しまし

た。１００点近い写真がテーマ毎に展示され、毎日

５０～６０人の人が鑑賞し、大変好評でした。

特に、山の

花、里山、海

外登山コーナー

などが好評で、

アンケートも

たくさん寄せ

られ、今後に

つながりそう

です。
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６月３０日から７月１日

にかけて、救助隊の沢での

搬出トレーニングがワサビ

沢で行われました。ワサビ

沢の駐車場に着いたときも

雨が降り続いていて、急遽、

観音寺のあけぼの山の会事務所に移動して訓練を行

いました。まずは、資料に基づいて、①カラビナ

②レスキューに必要なロープの結び方 ③支点作成

（流動分散と固定分散の使い分け) ④引き上げシ

ステム（１／３システム・１／５システム）につい

てそれぞれ講習がありました。特に、引き上げシス

テムでは、階段の支点を使って実技を行いました。

７月１日は、８時過ぎからワサビ沢で実技をしま

した。沢でのコンパニオンレスキューということで、

＜パーティを組んで遡行中、倒れた人を発見する＞

という想定でした。Ａ・Ｂ各班に分かれて実施。終

了後、骨盤骨折の応急処置の講習がありました。

最後に、斜面を各班毎に背負い搬送で斜面を１／

３で引き上げて登山道を登山口まで搬送しました。

駐車場に戻って、最後に３ＳＡＢＣＤＥの実技講

習を受けて、「本日終了」となりました。

７／１８水 「あけぼの」にて １０名出席

≪ヒヤリハット報告≫

①6/23(さかいで) 金峰山(2600ｍ)3日目富士見

小 屋付近、低体温症発症。症状判断が難しい。

②7/15(塩飽) 白馬大池から下りで一般女性65歳

が数㍍滑落(石車)、負傷無し。

≪行事報告≫

◎県連初級登山学校 植松理事

７月３０日(月) 第４回講義「天気」、

８月１１〜１２日(日)実技「剣山」

９月３日(月) 第５回講義「計画と安全登山」

９月９日(日)実技「西赤石山」

◎組織拡大について 山下理事、

７月度＋６－３で現勢258名。総会以降+16-17

・あけぼの写真展 来場者400人。四国新聞報道。

入会者１名(1名入会)

・高松50周年写真展 来場者 数百人

・市民登山 7/13～16

山歩会＝甲斐駒・仙丈 １５名 入会２名

塩 飽＝白馬岳(25名＋一般12名)

≪行事予定≫

◎８月２６日(日)拡大三役会議

９〜１２時 善通寺市民会館

・会員拡大３ケ年計画の２年目

２０１８年度目標＝２７５名 残１７＋減数

・各会の主な活動報告と意見交流

・若い会員を増やさないと、若い人の定着弱し。

・讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙの中間報告

◎８月２９日(水)讃岐山脈ロングトレイル実行員会

１９時半～ 高松

・調査票にもとづいて各会で実施したことを報告

しまとめを行なう。中間まとめ。

・ロングトレイルの一区間を選定して実施してみ

たらどうか！・モデルコースを作って進める。

◎９月1日〜２日岩場での合同トレ―ニング(大屋冨)

※基礎コースと応用コースで行う。初心者も参加

出来ます。
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会 6/25～7/22の山行内容 ８ 月予定 ９ 月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

07/14-15 ◎逆瀬川沢登り高
/19-25 □写真展 〈未報告〉 〈未報告〉松
/21-22 ○伯耆大山－学校

11 ◎高鉢山 ◎葦獄山(広島)高
ハ

05 ◎皿が峰
07/13-16 ◎ﾊﾞｽ登山 甲斐駒仙丈 阿部 14+1 11-12 ○剣山－学校 09 ○西赤石－学校山
/21-22 ○伯耆大山－学校 坂東 2 16 ◎ ？歩

会 23 ○天狗塚－学校

03-16 ☆ｶﾅﾀﾞ ｽｺｰﾐｯｼｭ
07/12 ☆烏帽子岩 塚原 1+α 08 ☆紅ノ峰 岩ﾄﾚ五
/14-16 ◎蝶ケ岳 宮武ｱ 5 15-17 ◎御在所岳 内藤壁色
/21-22 ○伯耆大山－学校 24-25 ☆四万十キャンプ 22-24 ◎四国の山縦走の
/28 ☆赤星 皇子渓谷 30 ☆紅ノ峰 岩ﾄﾚ峰
/29 ☆大屋冨

07/08 ☆石鎚東陵 03-05 ◎八ガ岳
08-12 ☆北海道４山さ
15 ◎東赤石－西赤石 19-20 ◎皿が峰 納涼テントか
16 ☆腕山 〈未報告〉い
22 ☆天狗塚で
29 ◎砥石権現

04 ◎床鍋沢 沢登り
08-09 ◎落合峠ベース塩

07/13-16 ◎市民登山 白馬岳 池内 25+12 15-17 ◎雲ノ平
/22 □救助隊出前講習 坂上 12 25 □ビアパーティー 22-24 ◎八ケ岳縦走飽
/28･29 ◎大剣沢／剣山

07/05-09 ☆幌尻岳、アポイ岳 大平 5善
/08 ☆大ボシ山 松岡ﾄ 7 11 ◎三嶺(携帯ﾄｲﾚ)
/13-16 ◎富士山 平村 5 11-14 ◎合宿 平ケ岳～荒沢岳 15-17 ◎朝日連峰通
/13-16 ☆槍ケ岳 村上ﾏ 9
/22 ◎わさび沢 三野 5 26 ◎赤帽子山 29 ◎岩ﾄﾚ研修寺
/22 ☆人形仙 松岡ﾄ 8

06/25-27 ☆北岳 岩倉 1 02-05 ◎妙高・火打山
/27-30 ☆会津駒・吾妻・磐梯山 横田 3 09 ◎西赤石山トレ山

07/02 ☆雲辺寺ﾄﾚ山 井下 7+1 10-15 ☆針ノ木～烏帽子あ
/09 ☆雲辺寺ﾄﾚ山 星川 3 21-24 ◎市民登山 立山３山
/12 ☆寒風→笹ケ峰 小西 2 25 □納涼例会け
/13-16 ☆涸沢、奧穂・前穂 遠藤 2 26 ◎雲辺寺トレ山
/15 ☆床鍋沢 前川 3ぼ
/15-16 ☆石鎚山 石川ｼ 1
/17-19 ☆笠ケ岳 岩倉 1の
/22 ◎三鈷峰 石川ｼ 9
/26 ☆三鈷峰 岩倉 3

06/30-08 ☆高妻山、四阿山 青野 5 28-05 ☆雨飾山、妙高山観
05 ◎銅山越 16 ◎国見山音

07/22 ◎鷲ケ頭山(愛媛) 元木 26 ◎東赤石山 30 ◎丸笹山Ｈ
県 06/30-01 救助隊 沢訓練 18-19 四Ｂ沢登り入門
連 高③ 五③ 善⑤ あ③ 愛媛③
な
ど
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☆０９日(木)１９時半～ 遭難対策委員会 善通寺

☆１１土・１２日 登山学校実技④ 剣山

☆１８土・１９日 四ﾌﾞﾛ沢登り講習会

☆２６日(日) ９時～ 拡大三役会議 善通寺市民会館

☆２９日(水)１９時半～ 讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ実行委 県連
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