
猛暑の夏、雨の９月もすぎ、いよいよ秋晴れ

の季節を迎えます。山々は紅葉に彩られ、登山

やハイキングに最高の季節です。

各会とも楽しく意欲的な山行が

計画されています。また、県連行

事もめじろ押しです。まわりの同

好者にも声をかけ、多くの会員の

参加を訴えます。

観音寺あけぼの山の会恒例の「市民バス登山」を

立山３山（過去：浄土山2831㍍／現在：雄山3003㍍

未来：別山2880㍍）で行い､２６名(会員16＋会外10)

が参加して晴天の縦走を楽しみました。

■ ９月21日夜９時観音寺を出発。夜どうしバスで

走って、翌22日８時過ぎに室堂に到着。

雨が激しく降っており、「これからの山行はどう

なるのだろう」と心配になる。雨雲予想図などを見

ながら、昼前ぐらいから雨はやむだろうとの判断で、

２時間ほどバスの中で待機。

幸いなことに予想が的中し、10時半頃にはぴった

りと雨はやみ、青空も出て、山にかかっていた雨雲

は風で高く吹き上げられ、これから行く立山連山が

くっきりと浮き上

がり、絶好の登山

日和となりました。

登山客や観光客

で賑わう室堂を11

時半に出発。明日

の宿舎の｢雷鳥

荘｣に不用な荷

物をあずけ、い

よいよ剣御前小

屋に向かっての

登りです。睡眠

不足が体にこた

えます。15時半

にやっとのこと

で稜線に着くと、剣岳の全容が圧倒的に迫り、参加

者から感嘆の声が沸き上がりました。

■ 23日は晴天。風が強く少し寒い朝でしたが、６

時半に小屋を出発。別山に着くと、これから歩く縦

走路が見渡せ、３６０度の大パノラマです。剣岳は

もちろん後立山連峰、その奥に妙高山、そして薬師

岳や遠くに加賀白山や能登半島までがバッチリ。縦

走路はツアー客も多く各地で時間待ちが発生。真砂

岳→富士の折立→大汝如→雄山と慎重に進む。１２

時前に雄山神社

に着く。登山者

でごった返して

いる。頂上は５

００円払ってお

祓いしてもらわ

ないと入れない。

１２時半に一ノ

越へと下る。ところがこれからが大変。登山客が数

珠つなぎで登ってくる。数百人はいそうだ。お互い

が譲りながら行き交うが、とにかく時間がかかる。

ブレーキをかけるので足にもくる。一ノ越で下山組

と浄土山組に分かれる。最終組が宿舎「雷鳥荘」に

着いたのは１７時。なんと１０時間半の行動だった。

とにかく晴天に恵まれ、アルプスの雄大な景色の
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中での縦走に、参加者一同感激の山行になりました。

■ 一般参加者のうちで１名が入会。もう一人も可

能性大で、「バス登山」が定着してきています。

９月１９日(水) 高松にて１２名参加

≪ヒヤリハット報告≫

・7/16 塩飽 赤星山土居側登山口渡沢部で足を滑

らせ転倒、右手を突いて骨折。

≪行事報告≫

◎県連初級登山学校

９月３日(月) 第５回講義「計画と安全登山」

で終了。９月９日(日)実技「天狗塚」は荒天中止。

今後の交流登山--９月３０日(日)「天狗塚」

１０月１４日(日)「笹ヶ峰」

、 ※来年度は観音寺で開催予定

◎仲間づくりの取り組み

・会員拡大3ケ年計画２年目･･2018年度目標２７５

８・９月の増減は＋１－９＝－８(あ+1、高ハ-3

山-2、善-4）で、県連総会後＋１７－２６で、

大きく後退して現勢が２５０名となった。目標

残は２５名。

理事会は、この事態を深刻に受け止めており、

全会が真剣な手立てを打たなければならない。

当面、登山学校受講生に各会が分担して加入促

進を図る。登山学校実行委員会に入会対象者振

り分け依頼した。冬山に入るこの秋口の前進が

鍵である。

◎遭難対策委員会 ８月８日(水)・９月７日(金)

・１０/２８四国ブロック遭難対策講習会の準備

・講習会のチラシ配布及び、役割分担、各会へ要員

要請を行った。

チラシについては、各県連、山岳連盟、登山用品

店に配布して参加要請を実施。

マスコミ対応では四国新聞社に連絡、県庁記者ク

ラブへの案内を行う予定。

≪行事予定≫

◎第６回女性交流登山

・１０月２０日〜２１日(日)in梶ヶ森

・参加申込み集約 現在１９名

塩飽⑤、善通寺③、あけぼの④、徳島⑦

まだ、参加申込みのない会は、早急に組織を。

≪全国連盟の行事≫

◎第１７回全国登山研究集会

１１月２３日(金)〜２４日(土) 愛知県新城市

・県連からの参加者を募集している。

・全国連盟から全登研に向けて意見募集あり。

◎若手のクライミング講習会

１０月１３日〜１４日(日)谷川岳一ノ倉沢

・参加者 善通寺山の会の柏原弘明、若宮一輝の

両名参加。県連から助成 宿泊代６０００円

【塩飽山の会事務所移転のお知らせ】
丸亀市中津町７５６－５(どろんこ亭内)
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8/30高松･山歩会･塩飽･善通寺･あけぼの：出５会

◆登山・縦走等イベントの開催について

過去に開催した阿讃山脈健脚大会、または特定コー

スの交流登山を、県連内部で実施、または外部募集

して実施する４パターンが考えられる。

メリットデメリット検討した結果、現実に出来事

ととして特定コースの交流登

山を県連内部で行事が無い20

20年3月中旬に実施する。

ただし、各会から実行委員

を出してもらい実施すること

になるため、一年半後の３月

頃に準備する。

(香川が主管となる時に四ブ

ロ交流ハイキングと併せて実

施してはとの意見も出た。)

詳細は今後詰めることとした。

◆トレイル整備について

讃岐山脈の全体地図を作成

したので、今後ルートを追記

していき、来春の県総会迄に

は、今迄の実績を地図に記入

してまとめたい。

しかしながら、報告内容が

雑でまとまっていないことか

ら、まとめるために、記入用

の報告書を作成し、県連ＨＰ

に実行委員会ページを作成し

て、ダウンロード出来るよう

にした。

これから、涼しくなってく

るので、讃岐山脈ロングトレ

イルを積極的に歩いて調査出

来るようになると考えられる。

◆次回の委員会 10月30日

19:30〜 高松県連事務所

これまで余り参加されてい

ない会・クラブから委員の参加を呼びかけています。

◆９月19日の第６回理事会の論議の中で、讃岐山脈

ロングトレイル構想とコース整備の「タイムスケジュー

ル」を明確にして欲しいとの要望が出され、具体化

をはかることになりました。
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会 8/20～9/24の山行内容 １０月予定 １１月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

リング08/26-28 ☆富士山 三宅 1 06-08 ◎小豆島 岩登り 03-04 ◎紅葉狩とﾎﾟﾙﾀﾞ
/27 ☆天狗塚 一村 11 13-08 ☆メラピーク 10 ◎五色台キャンプ
/31-02 ☆富士山 藤田ｶ 1 14 ○笹ケ峰－学校

09/14 ☆赤荒峠～国見山 一村 10 18-30 ☆エベレスト街道ﾄﾚ高
/18 ☆京柱峠～土佐矢筈山 一村 2 23 ◎御在所岳
/23-24 ◎ヨット山行 因島：奥山 林ﾏ 4 24 ◎藤原岳
/23 ☆白髪山(物部) 藤田ﾌ 2
/24 ☆矢筈峠～綱付森 一村 10松
/26 □写真展打ち上げ 川尻 11
/30 ○天狗塚－学校

14 ◎八塔寺山(岡山)高
ハ 09/30 ◎葦嶽山(広島) 田尾 7

09/02 ☆恐羅漢山ハイク 阿部 2山
/24 ☆讃岐ﾄﾚ 高仙山整備 阿部 2 14 ◎三嶺歩

会 /30 ○天狗塚－学校 漆原 4

08/25 ◎紅ノ峰ＲＣ 宮武ｱ 2+5 06-08 ◎紅ノ峰ＲＣ+植物観察 03 ◎紅ノ峰ＲＣ
/29 ☆烏帽子岩ＲＣ 塚原 1+α 13 ☆剣山～次郎笈ﾊｲｸ 04 ◎五

09/02 ◎紅ノ峰ＲＣ 宮武ｱ 2+1 14 ○笹ケ峰－学校 10 ◎紅ノ峰ＲＣ色
/09 ◎マイボードＲＣ 宮武ｱ 4 20 ◎紅ノ峰ＲＣ 17 ◎紅ノ峰ＲＣの
/13 ☆烏帽子岩ＲＣ 塚原 1+α 21 ◎紅葉山行 23-25 ◎吉田の岩場ＲＣ峰
/16-17 ◎吉田の岩場ＲＣ 宮武ｱ 5+1 27 ◎紅ノ峰ＲＣ
/30 ○天狗塚－学校

09/02 ◎那岐山 多田 7 07-08 ☆綱付森～三嶺
/16 ☆石鎚山 東陵 植松 6 14 ○笹ケ峰－学校さ
/17 ◎三ケ森 浜野 8 14 ◎猪ノ鼻～東山峠 《協議中》か
/22-24 ◎妙高･火打山 亀山 8 27 ☆烏帽子山い
/30 ◎比婆山 武丸で

06 ◎キノコ狩り 03-04 ◎小豆島：星ケ城山
09/13-17 ◎雲ノ平・薬師岳 坂上 7 06-08 ◎九重連山 10 ○山サロン塩

/22-24 ◎八ヶ岳縦走 前田 10+1 13 ○山サロン 17 ◎讃岐山脈⑦ 立石～
14 ◎讃岐山脈 相栗～立石 23-25 ◎東温アルプス飽
27 ◎ＲＣＴ大屋冨

08/23 ☆床鍋谷 柏原 3 06-08 ◎栗駒山 04 ◎五ノ丸山
/26 ◎赤帽子山 山下ﾐ 6 06-07 ◎石鎚山 10 ◎岩トレ善

09/02 ☆雪光山(高知) 松岡ﾄ 4 10 ☆笹ケ峰・三傍示山
/14 ☆石鎚山 柏原 4 14 ◎読図山行 大川～三頭 23-25 ◎根子岳通
/14-17 ◎朝日連峰 中村ﾑ 4 21 ◎岩トレ 25 ◎播磨アルプス
/16-18 ☆富士山 佐藤ﾀ 3寺
/17 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 柏原 6
/19 ☆友内山 松岡ﾄ 7

08/21 ☆石堂山 小西 3 04-07 ☆奧駆け北部 02-04 ◎久住
/26 ◎雲辺寺トレ山 井下 9+7 14 ◎比婆山
/30 ☆丸笹山 星川 4 19-21 ☆高野山あ

09/05 ☆沓掛・黒森山 岩倉 2
/12 ☆雲辺寺トレ山 横田 4+4け
/13 ☆風呂塔～火打山 小西 2
/16 ☆七宝山トレ山 安東 3+3ぼ
/16-17 ☆剣山～天狗塚 石 川 ｼ 1+3
/19 ☆三嶺～イザリ峠 小西 1の
/19 ☆石鎚成就社 黒河道 原 1
/21-24 ◎市民登山 立山３山 前川 16+10
/27-28 ☆木曽駒・宝剣岳 岩倉 1

08/26 ◎東赤石山 青野 5観
14 ◎中津山 18 ◎奥津渓(岡山)音

09/30 ◎丸笹山 田淵 28 ◎剣山Ｈ
県 11 五色台クリーンハイク
連 08/18-19 四Ｂ沢登り教室 善④ 20-21 女性交流 梶ケ森 18 阿讃 遭難救助訓練
な 28 遭難対策講習会
ど
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☆9/28日(金)１９時半～ 登山学校実行委 総括と来年 高松

☆１７日(水)１９時半～ 第７回理事会 善通寺

☆１９日(金)１９時半～ 遭難対策委員会 高松
☆20土･21日 第６回女性交流登山 梶ケ森
☆２８日(日)１０時 ～ 四ブロ遭難対策講習会 県立文書館

☆３０日(火)１９時半～ 讃岐山脈トレイル実行委 高松
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