
もう10月というのに残暑が続き、また、週末

毎の悪天で登山もままならない事態になってい

ます。しかしあと２週間もすれば秋晴れになり、

山々の紅葉も一気に進みます。

四国の山や里山に出かける好機到来です。ま

わりの愛好者を誘って、意欲的で楽しい山行を

旺盛に展開しましょう。

８月10日から13日にかけて、会員4人で焼岳、徳

本峠に行ってきました。当初の予定は徳本峠ではな

く、涸沢、奥穂高岳でしたが、台風接近のため予定

を1日短縮しました。

10日夜に高松を出発し、11日7:25に上高地着。キャ

ンプブームのためか小梨平キャンプ場は大盛況。場

所取りに時間がかかったものの、梓川近くの穂高連

峰を望める場所にテントを設営することができまし

た。10:04焼岳登山口に到着。きれいな樹林帯を進

んでいくと、かすかに硫黄の匂いが漂ってきました。

12:32焼岳小屋に到着。昼過ぎになりガスが出てき

ましたが、山頂に向かいました。今までの樹林帯と

は打って変わって

硫黄の噴気が噴き

出す岩場が続き、

さすが活火山とい

う感じ…。少し気

分が悪くなりつつ

も14:04何とか山頂

に到着。下りの樹林帯がとても長く感じられ、17:2

0に登山口着。小梨平に戻り、皆でワイワイ鍋を囲

みました。

12日は6:26に小梨

平を出発、7:26明神

口着。徳本峠に向か

う登山者は少ないも

のの、歴史ある登山

道をのんびり楽しみ

ながら歩くことがで

きました。9:57徳本

峠着。天気が良かったため展望台から穂高連峰と明

神岳が望めました。来た道を戻り、11:58登山口着。

明神口から嘉門次小屋、穂高神社奥宮に寄り道しつ

つ自然探勝路を歩いて小梨平に向かいました。自然

探勝路は穂高連峰のビューポイントがたくさんあり、

写真を撮りつつ楽しみながら歩くことができました。

15:30小梨平着、食堂に立ち寄り皆で生中を飲みま

した。

13日は上高地7:00発のバスに乗り、温泉と白川郷

に寄り道して20時に高松に戻ってきました。

３日間とも天気に恵まれ、初めての上高地を満喫

することができました。今回は北アルプス超入門編

ということで穂高連峰を眺めるだけでしたが、もっ

と力をつけていずれは奥穂高岳、西穂高岳に挑戦し

たいと思いました。【國方 茉依】

８月末の四ブロ沢登り教室が流れ、次の週も天候

不良により見送り、やっとの思いでほぼ10年ぶりの

沢登りとなった。過去に３度ほど来ているので特に

問題はないと高をくくっていたが後で問題が発生。

沢登りは、文字通り登山道のない谷や渓流部の滝

や小岩を越えていく、夏のみに行えるスリルのある

登山である。
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☆登山とハイキングの 香川県勤労者山岳連盟
普及と向上に全力をあげよう №53-7 2019.9.25

☆力をあわせ何としても 高松市松縄町1005-4
３００名会員を回復しよう 電話：087-865-7521

ろうさんＫＡＧＡＷＡ

県連盟だより

☆登山の好時節。意欲的で楽しい山行を旺盛に！

☆全会の大爆発で､300会員を必ず回復しよう

11～２月を拡大月間とし総会目標の総達成を！



わさび沢

の特徴とし

ては、林道

の橋のとこ

ろから入渓

し、右岸側

から支流が

流入する当

りまでは大

石小石が数百ｍ程度続く。中間部の１㎞程度は、３

～10ｍ程の滑滝が適度に連続し、途中に10～20ｍ程

度の３段程度の連続した滝が核心部で、中間部の最

後に25ｍの滝が現れる。そこを過ぎると、後半部の

約１㎞は小滝と大小の岩をのり越えて我蔵越えへの

登山道に合流して終了となる。

さて、久しぶりの沢登りで、少しの不安と、よし

登るぞといった意気込みを持って沢に取付いた。最

初はほぼ河原登りで小滝等を直登して２人とも快調

に進んだ。中間部も５ｍ程度の滑滝は流れの中を直

登するなど沢登りの醍醐

味を十分に味わった

５ｍ程度を超える大きい

滝は巻道と行って横の土

の斜面を慎重に登った。

（ここが一番気を遣う）

下山路を見失う
25ｍの一番大きな滝の

横を巻いて通過して１時

間40分程度たって休憩し

たところで（ここが登山

道との合流点であった）、

そろそろ登山道との合流

点やから慎重に登ろうと

言って登りだした。ここ

からが間違いであった。

というのは、スマホのＧ

ＰＳ機能が上手くいかず、

地図と高度計で登ってい

たが、地図にある右に登

る折れ点が無かったこと

から上を目指したのであ

る。そして、標高１１０

０ｍ付近に登山道らしき

ものを発見し、ここを合

流点として下山を開始し

た。ところがすぐに道がなくなり、２～30分程度下

流に向けて道を探すが見つからない。そこで、計画

の場所とは別の所に来ているかもしれないというこ

とで、元の沢に戻ることとした。

元の沢を少し下ると上から道が見えた。なんとさっ

き休憩した所ではないか。沢には看板もあったが小

さいし、上からはよく見えるが、下からは見えにく

かった。２人でほっとして、敬天の滝を眺め、疲れ

て本当に長い岐路についた。

今回の山行で感じたことは、ルートを間違えた時

の対処方法についてはもう少し勉強の必要があると

思った。【遠藤 国男】

《会勢報告・会員拡大運動》

９月度は塩飽－３、五色－１＝２４９名で３カ年

計画出発点より４名の後退。ただ10月には高松ハが
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労山理念の柱である「自然保護運動」

の取り組みとして、40年近く営々と続

けてきました。登山者のマナーは大き

く改善しましたが、ゴミの不法投棄は

続いています。

◇実施日 令和元年11月10日(日)

◇実施山域 五色台一帯

◇実施規模 ２００名

◇各コースと担当者名

・白峰寺コース（白峰寺～一本松）

五色の峰

・国分寺コース（一本松～中山）

観音寺あけぼの山の会

観音寺ハイキングクラブ

・下笠居コース（下笠居～ｵﾚﾝｼﾞﾊﾟｰｸ）

さぬき山歩会

・大崎の鼻コースＡ（中山～阿弥陀越）

善通寺山の会

・大崎の鼻コースＢ（黒峰～阿弥陀越）

塩飽山の会

・大崎の鼻コースＣ（大崎の鼻～黒峰）

さかいで山の会

・休暇村コース 一般参加者

・赤子谷コース（赤子谷～中山）

高松勤労者山の会

高松ハイキングクラブ

◇作業開始 午前９時（会の都合で

開始時間の変更可）

◇作業終了 午前11時30分

◇昼 食 12時～12時30分

◇全体集会 12時30分～

クラフトハウスにて

・当日収集したゴミ等の集計発表等

・自然保護に関する講演

※ゴミの集積場所（旧中山料金所跡地・

白峰寺コース車道沿い空きスペース）

トラックは、各コースで準備する（他

コースと調整可）

主催：香川県勤労者山岳連盟

共催：みんなでスポーツさかいで

後援（予定）：環境省中国四国地方環

境事務所四国事務所、香川県、高松

市、坂出市、丸亀市

※ 全行事終了後、県連

ヤングメンバーズクラ

ブ(仮称)立ち上げの意

見交換会を開催します。
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３名、あけぼの３名、観ハ１名の入会予約あり。い

よいよ３００名回復の山場に突入。

高松：４月から一般公募に２名ほど参加、毎月実施。

山歩会：平日山行を実施。目標の25名まで残１名。

塩飽：総会目標55 名に到達したが ３月に入会者

２ 名が退会、本人 の〝どんな登山 がしたいか

〟追 求弱く期待に添 えなかった。

善通寺：エンジョイ登山学校実技で受講生と交流。

入会表明１名あり。その人が入会を勧めている。

あけぼの：ハイキング講座受講生より入会３名。

写真展、公募山行などの繋がり人に後半山行の案

内はがきを送る予定(昨年は42通)。新入会員に援助

者を付けてサポート。

観音寺ＨＣ：ハイキング講座受講生入会表明１名。

五色の峰：紅の峰岩登り参加者で入会対象者１名。

◇このままの延長では３００会員の回復は困難。11

月～来年２月の４カ月間を会員拡大月間に設定し、

月２回(第一第三水曜)の集約で、成果や取り組み状

況をニュース発信する。

◇各会の繋がりを再整理し、山行誘いや入会工作を

徹底しよう。県連登山学校参加者を再整理し、各会

からの働きかけを行おう。

《8/18拡大三役会議の具体化について》

➀大滝山一部通行止め問 題について

現地は「県民の森」 でもあるし、県内屈指

の高山でもある。香川 県の担当課と懇談の場 を

早期に持ち、この間 の経過の正確な把握、 今後

の方向性などを論 議していきたい。そし て、岳

連などの他山岳 会にも呼びかけていき たい。市

原理事長が日 程調整を行う。なお、 高松労山か

ら、当問題 での意見書(Ａ４一枚) の提案があり

ました。

②ヤングメンバーズクラブ(仮称)の立ち上げ

11月10日五色台クリー ンハイキング終了後、

ヤングメンバーの意見 を聞く機会を設ける。

その為にもｸﾘｰﾝﾊｲｸへ の参加を呼びかける。

③2020年四国ブロック交流ハイキングの会場

中讃三団体(塩飽、善通寺、さかいで)で会場選

定を急ぐ。塩入温泉、まんのう公園、県青年会館

《各部局からの報告・その他》

①女性交流登山 10月27日(日)女体山～大窪寺

善通寺３名、あけぼの４名、塩飽５名、高松２名

徳島２名 計16名

山歩会・高松ハイ クも同日に同じコー スで例

会山行を組んでいるので参加を呼びかけ。

②赤石山荘の存続問題について

今年で小屋閉鎖、年内は当 番制で維持。

署名活動して要請し、新居浜市が視察に来たが、

その後の動きなし。四ブロで議論し、愛媛県知事

への要請を検討していく。あらゆる繋がりで。
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９月１日に開催された大屋富の岩

場での救助隊のトレーニングに、高

松４、塩飽３、善通寺５、愛媛２人

の計16名が参加しました。

予定では、前日からの開催でした

が、折からの雨で、岩場が濡れてい

る予想で、日曜だけになってしまい

ました。当日も、午前中は雨の予報

でしたが、昼過ぎに少し降っただけ

でした。

最初に、ロープの結び方の講習を

行いました。「ラビットノット」、

「ワイヤー南京」、「ブリッジプルー

ジック」、「クレイムハイスト」な

どの結び方をやりました。

この後、懸垂下降のバックアップ

の取り方をやりました。

次に、トップの確保からの脱出の

実技を行いました。各グループに分

かれて、それぞれ行いました。

その後、ダブルロープを使って、

トップが墜落した想定で、テンショ

ンのかかったロープを固定して、そ

れを登り返して、フリーのロープを

固定して負傷者の位置まで懸垂下降

する。そして、振り分けで、負傷者

と一緒に下降するという実技も、各

グループ毎に行いました。

最後に、セカンドの負傷を想定し

たトレーニングも行いました。セカ

ンドの確保から脱出して、カウンター

ラッペルで、セカンドと一緒に下降

するというやり方です。

★当日は、天候にも恵まれて、全員

が同じトレーニングを実施しました。



8/26～9/23の山行内容 １０月予定 １１月予定会

名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名
09/01-03 ☆乗鞍岳山麓、五色ヶ原 林正 1+5 02-03 ◎ＲＣＴ

/02 ☆笹ヶ峰～ちち山 井上 1 12 ◎ＲＣＴ 09 □五色台キャンプ
/06-09 ☆蓮華温泉～白馬岳 井上 1+3 14 ◎石鎚山紅葉(募集)
/08 ◎土佐矢筈山(公募) 川尻 6+1高
/14-15 ☆ＲＣＴ(小豆島吉田) 三谷 4
/14-16 ◎弥山川・八経ケ岳 井上 5
/16 ☆ＲＣＴ(大屋冨) 三谷 4松
/22-23 ◎因島奥山(ﾖｯﾄ山行) 林正 3+2
/23 ☆剣山・次郎笈 三宅 1+3
/28-29 ◎ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ・芋炊きＣ

06 ◎塩塚峰高
雨天でナシ

27 ◎女体山ハ
08/26 ◎三嶺 山下 3 07 ◎石鎚山 03 ◎虎丸山山
09/08 ◎讃岐ﾄﾚ 大川山～東山峠 阿部 2 13 ◎讃岐ﾄﾚ 東山峠～猪鼻 18 ◎四国の山歩

/16 ◎伯耆大山 阿部 8 27 ◎女体山会
08/29 ☆烏帽子岩ＲＣ 塚原 1+α 05 ☆剣山～一ノ森ﾊｲｸ 02 ◎紅ノ峰ＲＣ五

/31 ◎紅ノ峰ＲＣ 宮武ｱ 2+3 05 ◎紅ノ峰ＲＣ 09 ◎紅ノ峰ＲＣ
09/05 ☆駒形岩・烏帽子岩ＲＣ 塚原 1+α 12 ◎紅ノ峰ＲＣ 16 ◎紅ノ峰ＲＣ色

/07 ◎紅ノ峰ＲＣ 宮武ｱ 2+4 19 ◎紅ノ峰ＲＣ 23 ◎紅ノ峰ＲＣ
/12 ☆駒形岩・烏帽子岩ＲＣ 塚原 1+α 26 ◎紅ノ峰ＲＣ 30 ◎紅ノ峰ＲＣの
/14 ◎紅ノ峰ＲＣ 宮武ｱ 2+2
/16 ☆六甲山 塚原 1+3峰

09/08 ◎三徳山 武丸 10 03-04 ◎三嶺～天狗塚さ
/12-15 ☆唐松～五竜岳 亀山 5 13-14 ◎蒜山三山か
/22 ◎伊吹山 植松 20 ☆石鎚山い
/23 ☆矢筈山で
/29 ◎石墨山 田中

09/07 □山サロン 山内 11 05 □山サロン(ＳＮＳ) 03 ◎三徳山バス登山
/08 □高知酒造巡り 田中 15+5 06 ◎讃岐山脈 09 □山サロン塩
/14-15 ◎三嶺～天狗塚周回 山地 5+1 12-13 ◎石鎚山 面河～
/28 □ＲＣＴ善通寺ジム 12-14 ◎九重山
/28-29 ◎野根山街道 19-20 ◎裏大山紅葉飽
/29 □大川山キノコ狩り

09/07 ◎ＲＣＴ 佐藤ﾅ 3 06 □危険箇所(リ)善
/08 ◎笠形山(ﾘｰﾀﾞｰ養成) 久保田 5 12-14 ☆木曽御岳
/15 ◎明神山 三倉 19 ◎ＲＣＴ通
/29 ◎剣山～次郎笈(拡大) 20 ◎天狗塚(拡)

22 □ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝﾚｽｷｭｳ(リ)寺

08/26 ☆石鎚山 東陵 土屋 1 05-06 ◎面河～石鎚山ﾃﾝﾄあ
09/08 ◎石鎚山 卒業山行 安東 15+9 14 ◎讃岐山脈ﾄﾚ 整備

/12 ☆剣山～槍戸 岩倉 2 19 □あけぼのｽｸｰﾙけ
/13 ☆三本杭 土屋 2 23-24 ◎蒜山三山縦走
/14 ◎八巻山～東赤石 小野 7ぼ
/15 ☆ワサビ沢沢登り 前川 2
/19 ☆金時山 三野 1+1の
/26-29 ☆唐松～五竜岳 横田ﾐ 4

08/30 ☆御嶽山 06 ◎傾山・朝日山観
09/08 ◎石鎚山 卒業山行 5+4 17 ◎塩塚峰

27 ◎伊予富士Ｈ
08/31-01 ◎救助隊岩トレ16名 27 ◎女性交流 女体山 10 五色台ｸﾘｰﾝﾊｲｸ

高④・五②・塩③・善⑤・愛②県
連
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◎
例
会
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行

☆
個
人
山
行

☆ メディア委員会

☆１６日(水) 県連拡大理事会⑦ 善市民会館 19時～

☆２３日(水) 讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ実行委 高松 19時半

☆２７日(日) 女性交流登山⑦ ７時 長尾道の駅
女体山～大窪寺
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