
３年ぶりの市民登山
①創立４０周年記念「富士山登山」

さぬき山歩会 １６名＋２名

会創立は1981年５月で初回と30周年に「富士

山登山」を実施。昨年が40周年「富士山登山」

の予定でしたがコロナ禍で今年に延期し、18名

が参加しました。

７月16日(土)3:30高速三木駐車場を15名がバ

スで出発、12:20富士吉田１合目の馬返しに到着

後、生憎の雨模様の中を14名が吉田ルート下部、

富士山裾野の富士樹海を一直線に５合目の佐藤

小屋まで登りました。廃れてしまった信仰の道

ですが、登山道はきちんと整備され歴史的遺構

も見ることができます。本隊出発後バスをスバ

ルライン(5合目駐車場)に回送後、佐藤小屋まで

向かい16:20に本隊と合流です。夕食はカレーサ

ラダのセットでしたが、カレー・ご飯とも食べ

放題で大満足。宿泊スペースは個別にパテーショ

ンで区切られカプセルホテル並みのスペースが

確保されコロナ対策は完璧で寝具完備。早めの

就寝です。

７月17日(日)３:00霧雨

の中小屋を出発。６合目

までで３名が体調不良等

で登頂断念し佐藤小屋で

待つことに。７合目まで

登ると雨も上がり８合目

では眼下に雲海となり、

足元に華麗な虹を眺める

ことができる幻想的

な世界でした。ここ

までで２名が登頂を

断念し、佐藤小屋まで下山することに。結局10

名が頂上し内６名が御鉢を巡りました。また、

５合目駐車場４:30出発の別隊３名と頂上合流予

定が、登頂断念により本８合目で合流し５合目

駐車場まで下山、バスで河口湖畔の温泉ホテル

へ行き山行の疲れを癒しました。

7月18日(月)富士山を眺望後、帰途につきました。

②八方尾根・唐松岳
丸亀しわく山の会 １９名＋４名

坂出を朝５時に集合とのことで遅刻しないで

行けるか心配でしたが、誰も迷惑をかける人も

なく定刻前にチャーターバス（トイレ付）で出

発しました。コロナの影響で２年間遠征を中断

していて久しぶりの北アルプスの景色が楽しみ

です。しかし、現地の天候が心配ではありまし
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☆登山とハイキングの 香川県勤労者山岳連盟
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☆力をあわせ何としても 高松市十川西町199-4
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県連盟だより

☆０３日(水) 岩場:大屋冨整備準備会 １９時半 しわく山の会

☆０５日(金) 讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ実行委 １９時半 しわく山の会

☆１７日(水) 県連理事会⑥ １９時～ 県連事務所

☆１９日(金) ＨＰ担当者会議 １９時半 県連事務所

☆２１日(日) 四ブロ沢のぼり交流会 高知：穴内川



た。移動のバスの中で今回の山に関する情報や登山

の注意事項につづき、クイズ・なぞなぞで盛り上が

りました。予定より少し早く今夜の宿「ひまわり」

に到着しました。

翌朝、７月１７日（日）は、宿で準備してもらっ

た「おにぎりの弁当」と「ゴンドラ・リフトの往復

券」を持ち、５：56宿を出発しました。ゴンドラの

駅に始発（６：30）より１５分前に到着するとすで

に券売の前に列ができていました。我々は、この状

態を想定して事前に手配していたのは正解でした。

６：30標高７７０ｍの八方駅からゴンドラリフト

で出発しました。標高１３９０ｍの兎平でリフトに

乗り換えました。周囲は雲はありますが晴れており

足元のギボシなどの花や周囲の景色を見ながら高度

を上げていきます。標

高１６８４ｍの黒菱平

の乗り換えではニッコ

ウキスゲの群生が迎え

てくれました。くるっ

と花びらをまわしたク

ルマユリもかわいかっ

たですね。最後のリフト乗り場では、眼下に雲海が

見えました。久しぶりの雲海に感激です。最後のリ

フトで標高１８５０ｍの八方池山荘前到着しました。

全員揃って、トイレもすまし記念撮影。ここから

唐松に登る組（早く登る組６人・ゆっくり組１２人）

と八方池山荘泊り４人とに分かれて行動です。予定

より大幅に早く７：30からの登山開始でした。久し

ぶりの雲海の上を気分よく登れました。８：35八方

池に到着。残念ながら白馬三山は雲の中で写真には

納めることができませんでした。

八方池をすぎると登山装備を必要とする山域です。

道の脇にはチングルマやエンレイソウにシラネアオ

イ、ニッコウキスゲ、ウツボグサ、ホタルグサ、タ

カネヤハズココハ、ゴゼンタチバナ、コイワカガミ、

ヨシバシオガマなどなどが楽しませてくれました。

扇雪渓は大きな雪渓です。なかなか終わりがこな

い感じでした。少し雪渓の中を歩きますがスタンス

が切られており雪も安定していました。

丸山ケルンに到着して昼食をとっているとパラパ

ラと小雨が降ってきましたが、すぐ止んでしまいま

した。最後の岩稜帯を乗り越すと目指す唐松岳の頂

上山荘が見えました。１３：07到着。先発隊は１時

間以上前に到着。雲が迫り、周辺のピークは見えま

せん。もっと雑魚寝かと思っていましたが結構余裕

のあるスペースがあ

りました。

夕食の１７：00ま

で随分と時間があり

ましたが、景色も見

えずでしたのでみん

なが集まっている食堂に行くとビールとワインで盛

り上がっていました。「黙食をおねがいします」の

張り紙の前で大盛り上がりです。歓談していると今

回参加した会員さんで彼女ときているカップルが、

実は結婚していた事実を聞きました。入籍はしてい

るが式はまだ挙げていないとのことでしたので二人

を囃し立てワインで三々九度を行い私の変な祝詞も

つけくわえました。

夕食後は、星空も見れなく１８時から就寝。布団

は湿ってましたが、持っていったスリーピングシー

ツが気持ちよく寝れました。３時に起きると雨はや

み視界はよくなっていました。３：45準備してご来

光を見るために唐松岳山頂を目指しました。ヘッド

ライトの明かりが山頂に向かって点々と続いていま

した。風はまだ強く吹いていました。夜明け前の頂

上に着くとみんな到着していてご来光をまっていま

した。結局、頂上はガスの中で何も見えないまま明

るくなってきてしまい集合写真を撮って下山となり

ました。コマクサを探しながら下山すると小屋のす

ぐ近くに沢山咲いていました。

ご来光は残念でしたが、コマクサが見れて良かっ

たです。小屋で朝食をいただき、６時過ぎに山小屋

を出発して下山開始

です。しかし、白馬

三山や五竜はガスの

中でした。花咲く道

を降りていくと上がっ

てきた人から「雪渓

でクマが出た」との情報を聞きました。雨にも合う

こともなく景色を堪能しながら無事下山しました。

八方池山荘が近づいてくると次々木道を登ってくる

登山客が出会いました。中には、ロングスカート出

来てる人もいました。八方駅前で全員合流し１１時

すぎに出発。三連休の最終日で渋滞もありましたが、

バスの中ではゲームやクイズになぞなぞをしながら

坂出２３：45無事帰着しました。翌日からの天気図

を見ると唐松周辺は雨で大荒れにみえます。天候不

順の中まことにラッキーな山行でした。

※ブログより抜粋編集しました。
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2022.7《 》３００会員を早期に回復しよう！

2017.3- ７月 入会者 ３月～ 次総会1702 56総 ７月
5年増減 増減 増減計 標 残起点 会員 会員数 目

高松労山 +10- 13 + 1 324 21 25２２

高松Ｈ + 5- 12 女40学校 211 4 6４

山歩会 +29- 19 +2-1 男24 + 8- 2 118 28 35３４

五色の峰 +12- 8 - 1 27 11 12１０

しわく +41- 24 + 1- 5 547 64 65６０

善通寺 +40- 35 -4 - 6 1160 65 70５９

あけぼの +29- 16 +1 男28知人 + 2- 3 530 43 47４２

観音寺Ｈ + 9- 12 - 3 427 24 25２１

県合計 189-182 +3-5 +12-20 33253 260 285２５２

29 0坂出Ｈ +15- 44

７/20水19～21 善通寺市民会館 14/14名

Ａ）会勢報告など

◎７月は３－５で減勢。山歩会は40周年記念行事

＝富士山の企画でさらに＋２名。あけぼのは最年

少会員の入会。

☆全県では昨年同期より＋１２名となっている。

Ｂ)この間の県連活動について

１）７／１讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ実行委③

・コース紹介という形で公開する。過重負担

にならないように、コース整備にはこだわ

らず、年１回程度の踏破を行う。

・丸亀の瀧下さんに情報を集中する。

・看板などの見積をすすめる

２）７／2･3全国遭難対策担当者会議 仙台

・教育、捜対担当の善通寺の三野さんが出席

・9/11遭難を考える集いで報告

３）７／17四ブロ遭難対策講習会への参加 ・

・すばらしい講師陣

・29名 愛⑨徳⑪高②香川⑥(高ハ①善②あ③)

・9/11遭難を考える集いで報告

４）各会から県連委員会への委員の派遣を

◎自然保護委員会

◎女性交流登山

◎讃岐山脈ロングトレイル委員会

◎ヤングメンバーズ委員会

☆各会のＨＰ担当者を登録する

Ｃ)当面する活動／その他について

１）仲間づくり運動の本格的な前進を

いよいよ３年ぶりの本格的な夏山シーズン

が到来。全会が対外的な行事などを精力的に

計画し、仲間づくり運動の前進をはかろう。

各会の総会目標にこだわろう。

２）大屋冨ゲレンデの整備をすすめる

・準備会の開催を ８／３水 19半 しわく

・県連内で広く参加をつのる

３）9/11日 拡大三役会の準備をすすめる

・9/11日９時半～12時 遭難を考える集い

13時～16時 拡大三役会

・各会の活動交流

・仲間づくり運動の飛躍を

※事前アンケートを集約する

４）県連｢交通費助成規定｣の改定作業をすすめる

・藤田会計の試案を参考に、８月の三役会議

で論議して提案する

５）全国会議への参加をつのる

・10/1･2日 全国ハイキング交流集会 山口

・10/29･30日 全国登山研究集会 東京
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四国ブロック沢登り交流会の案内

穴内川支流宮の谷

☆８月21日(日)☆
集合写真撮影 ８時に入渓

南国ＩＣ、大豊ＩＣから約３０分。繁藤橋か
ら穴内川左岸に入り、ダム堰堤をすぎて１本
目の大きな沢。１０台ほどの駐車ができます。



会 ６/27月～７／27火の山行など 2022年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

02 ☆菊千代谷(雲早山) 加藤 3 07 ◎登山学校 剣～一の森 03-04 ◎ﾖｯﾄ山行 しまなみ
03 ◎登山学校 二子山 東 3 10-14 ◎立山・大日岳
03 ☆笠形山～竜王山 平井 1+2 10-15 ◎剱岳 八ツ峰 チンネ 17-19 ◎御在所岳高

◆里例会 1214
16-17 ◎伯耆大山 駒鳥～三鈷峰 川尻 3

◆運営委 11松 25
23 ◎大剣沢 沢登り 川尻 5
31 ◎大屋冨ＲＣＴ

07 ◎登山学校 剣～一の森高
ハ

02 ◎夏トレ 飯野山 大野 3 07 ◎登山学校 剣～一の森 04 ◎矢筈山
03 ◎二子山 登山学校 阿部 7+3 11 ◎伊予富士 10 ◎早朝 堂山山

21 ◎宮の谷 沢登り 13 ◎西熊山06 ◆里例会 18+1
10 ◎夏トレ 飯野山 阿部 9 23 ◎剣山 17 ◎早朝 屋島歩
12 ◎三嶺 阿部 3 27 ◎雲付山 18 ◎笹ケ峰
16-18 ◎富士山 夏山バス 阿部 16+2 23-26 ◎宮之浦岳会
24 ◎瓶ケ森 阿部 5
31 ◎皇子ケ渓谷 沢+ﾊｲｸ

7/02 ☆虎丸・本宮・那智山 1 06 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
09 ☆瀬場谷 沢登り 1+4 13 ◎紅ノ峰ＲＣＴ五
17 ☆北八:稲子岳南壁 1+3 11-13 ☆源次郎尾根色
23 ☆西種子川 沢登り 1+2 20 ◎紅ノ峰ＲＣＴの

27 ◎紅ノ峰ＲＣＴ峰

07/02 ◎西赤石 夏山ﾄﾚ 山内 18 07 ◎瀬場谷 沢登り 03 □山サロン・ﾅｲﾄﾊｲｸ
07 11 ◎黒沢湿原 11 ◎雲早山◆里例会 25
09 ☆伊予富士～瓶ケ森 乾 1+1 ﾞ 18 ◎笹ケ峰丸
16-17 ☆槍ケ岳 乾 1+4 23-25 ◎八ケ岳(本沢～天狗)亀
16-18 ◎唐松岳バス登山 吉田 19+4 24 ◎讃岐城跡巡り⑥し

◆里例会 27わ
22-23 ☆石鎚北壁・吹井の岩場 松浦 3+2く
25-26 ☆九重山 小野 1

◆運営委 626
30-31 ◎剣山 山と沢

07/03 ◎黒笠山 安井 4 07 ◎石鎚北壁 05-08 ◎北岳
/07 07 ◎瓶ケ森◆里例会 20
/10 ◎皿ケ嶺 音地ﾖ 12 11-13 ◎白馬岳 24-25 ◎三嶺・綱付森善
/21 20-21 ◎面河本谷◆運営委 9
/24 ◎烏ケ山 森山 5 28 ◎中四国の山⑤通
31 ◎中四国の山④

寺

※毎火･金に夜間訓練 ※毎火･金に夜間訓練

07/01 ☆石墨山周回 安東 3 04-06 ☆鳳凰三山 04 ◎綱繰山～西山
/02-03 ◎テン泊山犬嶽 井下 5 07 ◎兵庫：雪彦山 10-11 ◎瓶ケ森 テント泊
/03 ◎徳島：山犬嶽 真鍋 9 22 ◎寒風山 16-19 ◎穂高連峰集中
/06 28 ◎東赤石山・八巻 29 ◎八面山◆運営委 9
/08 ◎野鹿池山・黒沢湿原 篠原ｼ 9観
/09 ☆瀬場谷沢登り 原 1+4
/09 □あス 山行計画 井原 12音
/12 ☆皿ケ嶺 山下ﾖ 6
/12 ☆東赤石山 遠藤 1+1寺

◆里例会 26/13
/16 ◎財田川源流 沢入門 原 5あ
/16-17 ☆滋賀:伊吹山 井下 5
/17 ☆東赤石・八巻 吉田 4け
/17 ☆ハネズル山 石川ｼ 1+α
/17-19 ☆西穂・独標 真鍋 1+1ぼ
/23-24 ☆テン泊 剣山 原 2
/23-26 ☆穂高連峰 遠藤 1+1の
/24 ◎大山の三鈷峰 山下ﾏ 14
/24 ☆佐々礼尾山 三野 3+1

◆里例会 24+1/27
/27-30 ☆雲ノ平 横田ﾐ 1+ﾂ
/27-30 ☆立山～薬師岳 井原 2+ﾂ
/27-31 ☆穂高～槍 原 1

07/07 07 ◎蒜山 04 ◎二ツ岳観 ◆里例会 11
◆運営委 9/21

/24 ◎瓶ケ森 杉原 9 21 ◎寒風山 18 ◎塔の丸Ｈ

07/17 四国遭難対策講習会県
(高ハ①/善②/観あ③) 21 四国沢登り教室 穴内川

連
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