
厳冬の阿弥陀岳(2805ｍ八ケ岳)

五色の峰／佐伯先史

１月７日の早朝、大阪を出発。晴れ。年明け

早々の本格的な雪山に、期待が膨らむ。高速道

路の諏訪湖サービスエリア、諏訪湖の眺め良し。

12:50八ヶ岳の麓、舟山十字路の駐車場に到着。

道すがら、八ヶ岳の山々の眺めもまた良し。明

日のルート確認のため周辺を散策して、早々に

食事を済ませて18時前から車中泊。日が落ちる

と、とにかく寒くてたまらない…

１月８日４時起床。外は満月で明るい。6:15

出発。分岐の標識を確認しながら、落ち着いて

歩を進める。7:40標高1894m地点に到着。ここは

テント適地ではあるが、今回のルートはピスト

ンではなく、往路は「御小屋尾根」を下山する

ので今日は通過のみ。

ここを過ぎると本格的な急登となるが、トレー

スがあるのでルートは明瞭。しかしながら、だ

んだん歩が重くなるのが分かる。年末年始の不

摂生がその原因か…(^_^;)

ひたすら樹林帯の中の急登を進む。進む。進

む。時折垣間見える〝空の青と雪の白〟の美し

いコントラストに唯一心を癒されながら、ひた

すら進む・・・大汗。

11:05第一岩峰の下部に到達。巻きルートをし

ばらく進むと、隣の阿弥陀岳〝南稜〟を広く見

渡せる展望場所に到達。厳つい形の稜線が青空

に映える。稜線上には人の姿が複数あり。･･ん？

その下方の雪の斜

面に、なにやら横に

動く〝黒い塊〟が見

える。なんか四つ足

で歩いているような

…〝熊〟だ。南稜の

稜線からは離れてい

るので、人との遭遇

の可能性はかなり低

いと思われるが、お

互いの無事を祈るの

み。

13:30 阿弥陀岳2805m山頂に到着。快晴。富士

山の美しい山容を目にして、言葉なし。とは言

え、天気は良くても吹きさらしの山頂での長時

間滞在は厳しく、

早々に下山開始。

そして、ここから

の下山が意外と長

い。「御小屋尾根

（おこやおね）」

は一般道なので危

険個所は無いが、

ひたすら続く下り

に飽きてくる。注

意散漫になりがち

な気持ちを整えな

がら、17:20日没の薄暮の中、舟山十字路の駐車

場に無事到着。そのまま大阪への帰路。途中、

諏訪湖ＳＡの風呂がありがたい。
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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 №56-12 2023.2.3

☆力をあわせ何としても 高松市十川西町１９９－４
３００名会員を回復しよう 電話：087-887-5567

ろうさんＫＡＧＡＷＡ

県連盟だより

☆０８日(水) 県連理事会⑫ 19時半～ 県連事務所

☆18･19日(日) 救助隊｢雪山訓練｣ 伯耆大山

労山全国連盟評議会 東京：

☆２５日(土) 県総会議案書の印刷 13時～ 県連事務所



2023.01《 》３００会員を早期に回復しよう！

2017.3- １月 入会者 ３月～ 次総会 昨011702 56総 １月
5年増減 増減 増減計 標 残 比起点 会員 会員数 目

+4 +8高松労 +10- 13 + 9- 124 21 25２９

高松Ｈ + 5- 12 2 －11 4 6４

+3 +11山歩会 +29- 19 +14- 418 28 35３８

五色峰 +12- 8 - 1 2 -17 11 12１０

しわく +41- 24 + 5- 6 2 -147 64 65６３

善通寺 +40- 35 + 1-10 14 -960 65 70５６

+1あけぼ +29- 16 + 4- 3 330 43 47４４

観音Ｈ + 9- 12 - 3 4 -327 24 25２１

+6県合計 189-182 +33-28 20253 260 285２６５

29 0 ※昨期11月末は252名で今期は260名の＋８名坂出Ｈ +15- 44

2023/1/18水 県連事務所にて 11＋W2/14

【仲間づくり】

１月は会員の増減なし。各会の総会目標を達成し

ているのは高松＋４と山歩会＋３。昨年同期と比べ

ると＋６名で、山歩会＋１１・高松＋８・あけぼの

＋１となっている。

県連総会の成功に向かって、今期いまだ未成果の

会や後退の大きい会の奮闘が求められている。

【事故やヒヤリハット】

12月27日、大屋冨ゲレンデにおいて高松の男性会

員(78)が単独訓練中に転滑落してグランドホール。

腰骨骨折で全治３ケ月の重傷を負った。

【讃岐山脈ロングトレイル実行委】

着地点が明確でなく迷走気味になっていたが、各

コースの情報をまとめて地図化し、県連ＨＰに掲載

することで進みだした。

【大屋冨ゲレンデの整備】

最終整備を２月４日(土)・５日(日)に行いたい。

参加できる人は朝８時半に厳島神社に集まってもら

いたい。

【県連総会の準備】

議案書作りを開始する。各専門部や委員会の総括

と方針を持ち寄って討

議し、議案書として仕

上げていく。１／18を

皮切りに、２／１・８

と論議し、25日(土)13

時に県連事務所で印刷

して完成させる。

労山全国連盟
機関誌･紙を一新しました

日本勤労者山岳連盟(労山全国連盟)の全会員を対象

とした機関誌・紙が新年度から一新されました。どち

らも電子媒体主体の発行で、全国連盟のＨＰで閲覧可

能です。 https://www.jwaf.jp/ のお気に入り登録を

◎「登山時報」 季刊 Ａ４ 40ページ

国内外の山岳情報、山域紹介､山行報告など

◎「ＪＷＡＦ journal」 月刊 Ａ４ 10ページ

全国連盟の行事や取り組み、捜対基金の申請

状況など、組織的な内容を中心に。
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(２) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５６－１２ 2023.2.3

香川県勤労者山岳連盟

第57回定期総会のご案内
日時：３月５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】

第15回

期間：2023年３月13日(月)～18日(土)

時間：１０時～１８時 ※18日は16時まで

会場：観音寺中央公民館
１Ｆ ホール

【主催】観音寺あけぼの山の会



会 12/28水～１／29日の山行など 2023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

12/28-01 ☆槍ケ岳 東 2
01/09 ◎ちち山 川尻 8+2 11-12 ◎剣山～一の森 12 ◎阿佐尻山

/12 19 ◎竜王山高 ◆里例会 8
/21 ☆石鎚山東稜 東 2 ◎堂ケ森
/22 ☆大川山 本多 3

◆運営委 8松 /26
/28-29 ☆三嶺 東 2
/29 ☆高越山 川尻 3

☆男木島水仙ﾊｲｸ高
ハ

12/29 ☆庵治７座 大野 2 02 ◎高松ｸﾚｰﾀｰ五座
01/01 ◎屋島 初日の出 谷本 14+2 04 ◎雲附山一筆書 12 ◎寒峰

/06 ◎綾歌三山 大野 3 19 ◎清風山 梅花黄蓮 19 ◎讃岐 高仙山-矢筈山
/09 ◎剣山 阿部 5 23 ◎遍路道ウォーク 21 ◎山
/11 26 ◎塔ノ丸ｽﾉｰﾊｲｸ◆里例会 11+3W
/19 ☆屋島 大野 2歩
/21 ◎庵治７座 大野 3
/22 ◎国見山 阿部 6会
/24 ◎梶が森 阿部 4
/29 ◎讃岐 中山-ｸﾏﾝﾄﾞ山-額峠 阿部 4

07-08 ☆阿弥陀岳・中央稜 05 ☆竜王山
11-12 ☆伯耆大山五

色
毎土曜 紅ノ峰ＲＣＴ 毎土曜 紅ノ峰ＲＣＴ

12/29-01 ☆北岳・白根三山 乾 1+2 04 □山ｻﾛﾝ ﾛｰﾌﾟﾜｰｸ 04 □山ｻﾛﾝ ブログ講習
01/05 05 ◎竜王山 12 ◎高清水ﾄﾚｲﾙ(岡山)丸 ◆里例会 26
01/08 ◎女体山･矢筈山 谷口ｱ 13+1 11-12 ◎伯耆大山 18 ◎大屋冨ＲＣＴ

/15 ◎那岐山 谷口ｵ 11 19 ◎庵治半島 19 ◎志々島亀
/19 23 ◎讃岐城⑧ 25 ◎青野山花見ハイク◆里例会 24
/21 ◎梶ケ森 吉田 6 25-26 ◎氷ノ山 26 ◎寒峰・福寿草し
/25 26 ◎蟠蛇が森 雪割桜◆運営委 6
/25-26 ☆大永山ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 乾 1+2わ
/28 ◎石鎚山 日帰り 乾 4
/28-29 ◎石鎚山 泊まり 吉田 7く
/29 ◎大屋冨ＲＣＴ 松浦 2

12/25 ◎遠見山 村上ｼ 11 05 ◎男木島 05 ◎大麻山
10 ◎氷ノ山 12 ◎七宝山縦走善

01/19 12 ◎讃岐 立石山～竜王 18-19 ◎伯耆大山南面◆運営委 6
/22 ◎国見山 村上ﾏ 11 19 ◎天霧～竜王山 26 ◎島の山通
/28-29 ◎石鎚東稜 森山 6 26 ◎塔ノ丸

寺
※毎火･金に夜間訓練 ※毎火･金に夜間訓練 ※毎火･金に夜間訓練

01/02 ◎初詣 雲辺寺 星川 12+1 04 ◎讃岐② 曼陀-六地蔵
/07-08 ◎氷ノ山 安東 8 11-12 ◎丸笹山テン泊 12 ◎毛無山(岡山)
/09 ☆赤星山 真鍋 2 15 ◎櫃ケ山(湯原富士) 19 ◎七宝③ 加嶺-鹿隈観
/09 ☆虎丸山 宇賀 3 19 ◎七宝② 大浜～加嶺 26 ◎阿佐尻山
/11 26 ◎那岐山 30 ◎さぬき広島音 ◆里例会 22
/15 ◎讃岐① 余木崎～曼陀 小島 12+1
/15 ☆堂山 宇賀 2寺
/19 ☆大川山 星川 4
/21 ◎七宝① 三崎～大浜 中井ﾃ 8+1あ
/21 ☆西赤石山 井上 2+1
/21 ☆赤星山整備 1+αけ
/22 ☆寒風山～笹ケ峰 小山 2
/22 ☆さぬき広島 宇賀 3ぼ
/22 ☆剣山系 遠藤 1

◆里例会 19の /25
/29 ◎皿ケ峰 井原 7
/29 ☆高瀑 小山 2+3

◆運営委 6/31

05 05 ◎袋山◆里例会 9
08 ◎国分寺カッパドキア 篠原 13観
19 19 ◎尾の瀬山Ｈ ◆運営委 10
22 ◎博智山 田淵 11

県
18-19 救助隊 伯耆大山(雪山)

連
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