
雪の霞沢岳(2646m)西尾根
五色の峰 佐伯 先史

◾ 2022年1月7日(金)

20:00に大阪駅前を車で出発。深夜2:00頃、沢

渡の駐車場に到着。３時間程度の仮眠。

◾ 1月8日(土)

5:00 起床。予約しておいたタクシーで移動。

6:30 釜トンネルをスタート。トンネルを歩

くのは初めて。ゆるく続く登り坂

に足取りは重い。

7:30 標高1,500m付近、『松本

砂防工事事務所』の看板を

目印に斜面に取り付いて、

登山開始。

10:30 標高1,930m付近に幕営適

地を見つけ、テント設営。

11:25 当初は明朝のアタックの予定であった

が、この日はこの上ない快晴だったので

予定を変更して、2,646mの山頂を目指し

て出発。しかしながら、この時点で､私は

既に疲労困ぱいでした。睡眠不足、サラ

サラの新雪でアイゼンが効かないもどか

しさ、急登の連続、重いザック、少々頭

痛あり。そして寒さに身体が慣れていな

かったせいか全身に変な疲労感あり…

他のメンバー２人に励まされながら約

二時間かけてなんとか2,200mまで到達し

たものの、時間切れのためここで引き返

しました。快晴で山頂からの絶景が待っ

ていたのに違いなかったのに、メンバー

には申し訳ないことをした…。テントに

戻り１泊め。19:00就寝

◾ 1月9日(日)

7:00 起床。前夜の打合せで、午前中は強風予

報だったので､あえて

早朝アタックはせず。

10:10 再アタック開始。

13:45 山頂到達。完璧では

ないものの〝12時間

睡眠〟のおかげか､ま

ずまずのリズムで歩

けた。しかしながら、

山頂からの視界はほ

ぼゼロ…(>_<) 風強し。

山頂直下に少し岩稜帯があったので、

ロープを出して懸垂下降。本番の山での

懸垂にやや緊張するも、無事に通過。

テントまで戻って２泊め。20:00就寝。

疲れているはずなのに､なかなか寝付けな

い。でも、久しぶりの達成感に満足。
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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 №55-11 2022.2.5

☆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

☆０２日(水) 県連理事会⑪ １９時 善通寺市民会館

☆０４日(金) ヤングメンバーズ役員会
☆０９日(水) 県連理事会⑫ １９時 善通寺市民会館

☆18･19日(日) 全国連盟第35回定期総会 ホテルコンチネンタル府中



2022.１《 》３００会員を早期に回復しよう！

2017.3- １月 ３月～ 次総会55総 １月
4年増減 増減 入 会 者 増減計 標 残会員 会員数 目

+1高松労山 + 4- 11 +1 女30HP + 6- 217 ２１ 20

高松Ｈ + 5- 12 24 6４

山歩会 +24- 10 -1 + 4- 9 832 35２７

五色の峰 + 9- 5 +2 男3?知人/男5?知人 + 3- 3 111 12１１

坂出Ｈ +15- 32 -12 －12 15０

+1しわく +30- 16 +1 女51 +11- 861 ６４ 63

0善通寺 +31- 27 +1-1 女3?知人 + 9- 864 ６５ 65

あけぼの +24- 9 +1 男36紹介 + 5- 7 445 47４３

観音寺Ｈ + 6- 9 + 3- 3 624 30２４

県合計 148-131 +6-2 +41-52 41270 300２５９

◾ 1月10日(月)成人の日

5:00 起床、下山。今日は快晴。北アルプス

の山嶺が朝日に輝いていました。

雪山に向かう身体と気持ちが準備不足で

あったことを大いに反省し、今後に備え

たいと痛感しました。

善通寺市民会館 19～21時 11/13名

Ａ）各会の活動報告

◎仲間づくり運動

五色が岩場訓練参加

者から２名。高松がＨ

Ｐで１名。丸亀・善通寺・あけぼのが紹介で

各１名。＋６－２＝４名の増で、会の総会目

標の達成は、高松･丸亀･善通寺の３会。全県

会員数は２５９名で昨年総会時現勢２７０名

まであと１１名。

※県連総会に向けて各会の総会目標達成

のために最大限の努力を行おう。少なく

ともあと１１名は何としても。

Ｂ）コロナ対応について
高松：急な拡大で論議できていない

高ハ：まん防期間中の例会山行は延期

山歩：三密を避け県内は原則として現地集合

五色：まん防中は例会山行を個人山行に変更

丸亀：まん防中は室内例会と例会山行を中止

善寺：県内のみの山行に制限し、現地集合

観あ：里例会やあけぼの教室は中止

例会山行は止め個人山行のみ。100㎞

以内、県内優先とする。

観ハ：島しょう部は中止。県内でも近場に。

Ｃ）この間の活動をふりかえって
①ヤングメンバーズの件について

ヤ)活動休止の話は突然のこと。冬山装備

を揃えたのに。独立なんて毛頭考えて

いない。

三)今日の理事会は総会準備の論議に入っ

ているので時間が取れない。28日(金)

に臨時理事会を開催するので、その場

で意見公開したい。

Ｄ）県連総会の議案作成の作業
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香川県勤労者山岳連盟

第56回定期総会のご案内
日時：３月６日(日)１３時～

場所：善通寺市民会館

議題：活動総括と来年度活動方針

【代議員】 高松③・高ハ②・山歩③・五色②・しあ

く④・善通寺④・観あ③・観ハ③ ＋県連役員

1／28臨時理事会での論議概要

三）活動停止ではなく、一旦立ち止まっ

て原点から振り返ろうという提案だ。

｢ヤングメンバーズクラブ｣という名

称が、間違ったメッセージを送ったか

もしれないと反省している。

ヤ）ヤングの活動をどう思っているのか。

三）同年代会員の交流が進み、ヤング主

体の交流山行も行われ、県連活動に活

力をもたらした。全国的にも余りない

活動だから色々な試行錯誤もある。み

んなで協力して作り上げていきたい。

８会が少なくとも｢総論賛

成｣の水準には持って行きた

い。この一年間の活動の総

括と来年度の希望をまとめ

て欲しい。

ヤ）集まりをもってまとめます。



会 12/27月～1／26日の山行など 2022年２月予定 ３月予定

名 月 日 山 行 名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

12/29 ☆石鎚山 本多 1 06 ☆石鎚山
/29 ☆三嶺 東 1+1 11-13 ☆伯耆大山
/31-01 ☆伯耆大山 東 1+1 19-20 ☆氷ノ山 19-20 ◎伯耆大山

01/03 ◎石堂、矢筈山 川尻 6
高 /06 □読図講習 川尻 7

/09 ☆塔の丸 藤田ﾌ 2
/10 ◎大永山(氷瀑) 加藤 2

◆里例会 9/13
松 /16 ◎西鈴尾谷川(氷瀑) 加藤 3

/16 ◎ちち山 川尻 4
/16 ☆三嶺 藤田ﾌ 2

◆運営委 6/27
/29 ☆紅ノ峰ＲＣＴ 井上 2

高 01/01 ◎屋島 市原 2
ハ /18 ☆大麻山(鳴門) 4 ◎男木島 水仙

01/01 ◎初日の出 屋島 阿部 7+1 06 ◎虎丸山 06
/05 08 ◎剣山◆里例会 12+3

山 /08 ☆ぐるりん志度 大野 2+2 12 ◎堂山縦走 15
/09 ◎大麻山(鳴門) 阿部 6 20 ◎讃岐(鵜峠～北上畑) 24 ◎讃岐( )

歩 /10 ☆庵治７座 大野 2+7
/14 ☆大麻山(鳴門) 大野 1+7

会 /18 ◎大麻山(鳴門) 阿部 4
/30 ☆大川山 阿部 2

01/05 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 3 05 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 05 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
五 /08 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 3 11-13 ☆編笠山～赤岳 12 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
色 /08-10 ☆霞沢岳(北ア) 佐伯 1+2 12 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 19 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
の /15 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 2 19 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 26 ◎県外( )
峰 /16 ☆伊吹山(滋賀) 佐伯 1 20 ☆大山弥山尾根

/22 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 3 26 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
/29 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 4+1 25-26 ☆西穂高西尾根

12/29 ☆塔の丸 中村ｶ 2 06 ☆伯耆大山 05 □山サロン 観天望気
/31 ☆石鎚山 中村ｶ 1+1 12 ◎五岳山

丸 01/02 ☆国見山 中村ｶ 1+1 19 ◎城山巡り⑥ 13 ◎志々島
/03 ☆剣山 谷口ｵ 1+3 26-27 ◎伯耆大山 19-20 ◎田ノ浦キャンプ

亀 /06 27 ◎蟠蛇ケ森 21 ◎寒峰 福寿草◆里例会 21
/07 □山サロン 山内 7 26 ◎大屋冨ＲＣＴ

し /09 ◎岩清尾山 中村ｱ 14+1 27 ◎鎌田池花見ハイク
/09 ☆剣山 中村ｶ 3

わ /15 ◎紫雲出～三崎 前田ｱ 18
/15 ☆塔の丸 中村ｶ 1+1

◆運営委 7く /18
◆里例会 18/20

/28 ☆丸笹山 中村ｶ 1+2
/30 ☆石鎚山 谷口ｵ 1+5

12/28-30 ☆北八ケ岳 中村ﾑ 5 06 ☆鵜峠～中尾峠
/30 ◎石鎚山 村上ﾏ 3 13 ◎屋島 13 ◎ＲＣＴ大屋冨
/30-31 ◎石鎚山 安井 4 20 ◎檀特山 20 ◎鷲の山

善 01/06 27 ◎ＲＣＴ大屋冨 20 ◎曼陀峠◆里例会 24
/08-10 ☆北八ヶ岳 中村ﾑ 2+2 27 ◎紫雲出山

通 /09 ◎箸蔵街道 松岡 22+5
/16 ◎尾瀬山 平村 3

寺 /16 ◎剣山 中村ﾑ 10
/20 ※毎火･金に夜間訓練 ※毎火･金に夜間訓練◆運営委 8
/30 ◎クレーター５座 14

12/30 ☆国見山 三野 5 06 ☆大川山 03 ◎岡山・毛無山
01/02 ☆雲辺寺初詣 星川 9 12 ☆三嶺 13 ◎広島・三倉岳

/02-03 ☆石鎚山 原 1+1 20 ☆七宝ﾄﾚ②加嶺-大浜 19 ○七宝ﾄﾚ③大浜-三崎
/03 ☆寒風山 安東 2 27 ☆伊予富士 20 ◎愛媛・伊吹山

観 /08 ☆大麻山 星川 4 27 ◎阿佐尻山(福寿草)
/08-09 ◎伯耆大山 三野 10+2

音 /09 ☆鋸山～豊受山 吉田 4
/09 ☆雲辺寺 真鍋 1

◆里例会 24+1寺 /12
/14 ☆寒風山 岩倉 1

あ /15 ☆寒風山 篠原ｼ 2
/16 ◎箸蔵街道 交差 井上ﾋ 12+5

け /22 ○七宝トレ① 鹿隈～加嶺 山下ﾏ 12+4
/22 ☆五岳山 星川 3

ぼ /22 ☆寒風山 安東 2
/22 ☆三嶺 遠藤 1

の /25 ☆皿ケ峰 岩倉 2
◆運営委 7/26

/29-30 ☆天狗塚 原 1+1
/30 ☆堂山 真鍋 1+
/30 ☆国見山 安東 3

観 01/06 06 ◎高尾木山◆里例会 10
/16 ◎貴峰山 三野 12 13 ◎広島

Ｈ /20 23 ◎中寺廃寺 20 ◎飯野山◆運営委 14
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