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　 　県連ニュース　№6-2

岐阜県勤労者山岳連盟

機関誌「ろうさん」（第123号）

2018年12月23日発行  県連機関誌部

　　各 会 の 近 況 報 告

◎ 船山１４７９．４ｍ 二等三角点 ２．５万図 位山（７００回記念） 

 

山行日 ２０１８年１１月１８日（日） 天候 晴れ時々曇り 

 

参加者 ４８名（女性３１名 男性１７名） みのハイキングクラブ 

コースタイム          

関市役所Ｐ６：３０＝孝子ヶ池公園（トイレ休）＝久々野防災ダム湖（あららぎ湖）Ｐ９：

００～９：１０・・・船山山頂１１：００～１１：２５・・・展望台１１：３０（昼食）～

１２：４５・・・船山山頂１２：５０・・・船木花木園遊歩道を散策・・・久々野防災ダム

湖１５：１０～１５：２０・・・（温泉、車単位で自由）・・・関市役所Ｐ１８：００ 

感想・雑記 

 紅葉の名残を少々感じながら登山口へ。静かなあららぎ湖が迎えてくれた。 

登山道で目につくのは、丸木橋。劣化した橋で隙間あり、ぐらぐらして滑りやすい。ＧＬが

何度も振り返って安全確認の声かけがあった。ゆっくり歩き、周りをよく見ながら歩いた。

落葉木の隙間から位山の山容が見える。丸木橋を１０カ所以上過ぎ、檜の森を抜け、苔むし

た自然林の登山道を広葉樹や針葉樹の落ち葉を踏みながら歩いた。 

 山頂部は高山方面への電波通信施設が乱立していた。山頂の東側の巨石には舟山神社の

社殿があった。この神社は麓の無数河の人々にとって雨乞の神様。江戸時代以前は田に引く

水路も泥水が多く水温が低く稔りが悪いうえ、雨が降らないと飢饉になった。つまり、切実

な願いの基に築かれた神社である。 

その先にはアルプスを望む展望台があった。御嶽山、乗鞍岳、西穂高、奥穂高、北穂高、南

岳、中岳、大喰岳、槍ヶ岳、笠ヶ岳、三俣蓮華、黒部五郎岳、水晶岳、十石山・・・とみん

なの声が聞こえてきた。 
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夢中になっているみんなにＣＬが呼びかけ、セレモニーが始まった。若くて元気のいい２

人の司会者が進行役。最初は創立者のＳさんの挨拶。「今から２３年前の１９９５年、１回

目の結成記念山行以来のメンバーが今日は５人、生き残って参加しています。ここまで前進

できたのは世話人の方々のおかげで今日があります。・・・」次は、顧問代表のＳさんの音

頭で乾杯。「８００回、１０００回と続きますように。みのハイクの未来に乾杯」くす玉を

Ａ子さん。美味しい手作りレモンケーキ・バナナケーキをありがとう。写真の時の手作りの

横断幕も素晴らしい。Ｔさんありがとう。風船で７００回という文字を工夫してくださった

Ｓ子さん。ありがとう。「酒が飲めるぞ」を元気よく歌って閉め。 

最後に新入会の方の感想。福井県大野市のＹさん「大長山、赤兎での印象がよくて入りまし

た。」関市のＮさん「３回目です。素晴らしい皆さん、よろしくお願いします。」郡上のＳさ

ん「同じ郡上のＫさんの厳正な審査のもと入りました。昭和２０年生まれです。」・・「若い！」

のかけ声あり。最後は、世話人代表のＨさん「わがクラブも７００回。歴史的なことです。

仲良く和気藹々で１０００回を目指して・・」そして、楽しい会が終了。 

山頂に戻り花木園を散策。ゴヨウマツ、イチイ等の原生林である。「ぎふ百山」の一つに

選定され、飛騨三霊山の一つで、飛騨高地で独立峰のように位置し飛騨富士の異称を持つ。

もう少し展望台で山々をゆっくり眺めていたかったが、予定時刻になったので山に別れを

告げ下山した。下山後は、久々野の切手果樹園に４８人も寄り、リンゴを買って帰った。 

記録担当 後藤香代子 
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晩秋の蝶が岳～槍・穂高の展望台～ 

 2018年10月27（土）28（日）  

瑞浪山の会：髙木雅信（リーダー、記録、食糧）、酒井春海（車）、梅村生一 

 ＜コースタイム＞－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（１日目・曇）上高地12：20～徳澤14：10 

（２日目・晴）徳澤5：35～長塀山8：40～蝶ケ岳9：40／9：55～横尾 12：10／12：25～ 

徳澤13：20/14：00～上高地 15：30 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 

 

 昨年、一昨年と続けてこの時期に三俣か

ら蝶ヶ岳に登った。紅葉まっ盛りの安曇野

から上がるにつれて季節が進み、稜線に出

ると突然目の前に真っ白な槍穂が現れて一

気に真冬の景色になる。 

 今年は上高地の紅葉を愛でてから蝶ケ岳

に登ろうと、徳澤キャンプ場泊で計画した

ところ 2 名の同行者があり、宴会付きで山

を楽しむことが出来た。 

（1日目）天気予報は、前日の悪天が尾を引

いて、午前中は雨と出ていた。そこで出発時

刻を遅らせて上高地に着いた頃には雨は上

がっていた。バスターミナルで出会った下

山して来た登山者には雨具をつけた人も多

かった。 

 紅葉シーズンの上高地とあって混雑を予

想していたが悪天との天気予報のせいか人

は少なく、駐車場も空いていた。徳澤キャン

プ場も数張りのテントしかなく、気兼ねな

く早い時間から宴会を始めた。 

（２日目）薄暗いうちに歩き始めた。最初の

急登を登り切った辺りになると霜柱が目立

つようになり、池には氷が張っていた。曇っ

てはいたが、空は明るくこの先の晴天を期

待させた。オオシラビソの林に邪魔されて

山々の展望はない。 

 ２年前の12月に今回と同じ徳澤泊で蝶が

岳に登っており、何となくその際の道筋を

覚えていて、雪の窪地だったところがこの

季節は池になっている。その池を過ぎると

ハイマツ帯になり、すぐに稜線、そして隣の

槍穂が見えてきた。青空だが、槍穂にだけ雲

がかかっている。 

 ともかく、山頂に立ちしばらく待ってい

ると槍ヶ岳は雲に隠れたり、雲から出たり

している。しかし、いくら待っても穂高岳の

雲は取れない。 

 仕方がないので、蝶が岳ヒュッテを過ぎ

た先から横尾に下った。稜線からすぐに樹

林帯に入るが所々の林の切れ目から正面に

槍穂が見える、やっぱり曇ってはいるが。標

高のグラフを見るとわかるように横尾への

道はひどく急である、そのせいか、すれ 
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違う多くの人が「山頂までどのくらいです

か」と尋ね、残酷な答えを聞くことになる。 

 この道は横尾小屋のすぐ脇に出る。小屋

は冬支度の真っ最中で、危なかしい手つき

で雨樋を外す作業をしていた。 

 ほぼ水平な道を歩いて徳澤に戻り、テン

ト撤収後、上高地まで行きタクシーで沢渡

へ、入浴後帰宅した。 

 

＜徳澤でキャンプ＞ 

 

 

 

＜槍ヶ岳は時々見える＞ 

 

 

＜横尾小屋は冬支度＞ 
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秋山 山行報告【中津川労山】 

中津川市内にある標高 1,000m 以上の山 27 座を会山行として登る取り組みを始めました。 

その中から秋に登った４座と木曽駒ケ岳の山行記録を紹介します。 

 

■山名 男埵（おだる）山 1,343m   

■登山口 中津川市神坂 

■山行年月日 2018 年 9 月 12 日 

■行程・タイム記録          

 中津川市役所⇒柳樽林道ゲート⇒登山口⇒ 頂上 ⇒ 登山口 ⇒ 柳樽林道ゲート 

  7:00     7:45      8:25  10:25-10:45  11:55    12:35    

※ 駐車場情報、台数トイレ等：林道ゲート前に駐車する。方向転回できるスペースあり。2 台可能、車

高の高い車で行くこと。 

・林道は大半が地道で所々に凸凹があるので、車高の高い車で入る必要がある。   

・しばらくは林道を歩く。登山口から尾根までの中間あたりから急な直登の笹薮が続く。滑らないように

注意が必要。 

・急登を登りきると山頂の西に出る。尾根から東へ 15 分ぐらいで三角点のある頂上に到達。  

・帰りは、テープを確認しながら下る。笹薮は急な下りで、笹を踏みながら下りることになるので、滑ら

ないように注意する。         

・何処も見晴らしはない。 

・藪漕ぎ入門コースとも言えよう。 

・地図、コンパスは必携。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■山名 横川山 1620ｍ・ 南沢山 1564ｍ   

■登山口 富士見台 萬岳荘 

■山行年月日 2018 年 10 月 14 日 

■行程・タイム記録 

中津川市役所 ⇒ 萬岳荘 ⇒ 富士見台 ⇒ 横川名水 ⇒ 横川山 ⇒ 南沢山  

7:00      8:15     8:48     9:25    10:20      10:50 発 11：33  

⇒ 横川山 ⇒ 横川名水 ⇒ 富士見台 ⇒ 神坂小屋 ⇒ 萬岳荘 ⇒ 中津川市役所  

11:58     12:37    13:17    13:25     13:40    14:50  

※ 駐車場情報、台数トイレ等：萬岳荘手前 ７台 トイレ萬岳荘 

・小雨の中、雨具を着て歩き、富士見台で雨が上がった。 

・笹原の緑と紅葉の始まり黄色・赤が綺麗でした。  

・御嶽山・南アルプスなど雲にかくれていました。  

・２７座でお勧め出来るコースだとおもいました。 

 

 南沢山頂近くから富士見台・恵那山を望む 
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■山名 高時山（加子母）1563ｍ   ■登山口 木曽越峠 

■山行年月日 2018 年 11 月 11 日 

■行程・タイム記録 

中津川市役所⇒林道 12 番観音手前⇒12 番観音⇒木曽越峠⇒1434ｍピーク⇒高時山山頂 

6:55             8:00           8:15      8:35       9:13          9:51-10:13  

⇒1434ｍピーク⇒木曽越峠⇒林道 12 番観音手前⇒加子母道の駅⇒中津川市役所  

10:36     11:21    11:47        12:40     13:50  

※ 駐車場情報、台数トイレ等：林道待機場に駐車・トイレはなし 

今回林道は木曽越峠下標高 1100ｍを使用した普通車では底を擦る。別に峠まで行ける林道あり。 

・12 番観音横から峠までの急登は途中一箇所、登山道から外れやすい。 

・登山道は危険箇所はなし。ヒル・猿・熊も出る。 

・境界線上が登山道になっているため杭・看板を目印に歩く。 

・登山道は草刈りがしてあり歩きやすい。 

・山頂の展望は北東から北西（御嶽山から唐塩山まで）は一望。以外は木が邪魔で見えにくい。 

・加子母から御嶽山参りに使った古道の途中に木曽越峠があります。 

・古道にはかつて 33 体の観音様が祭ってあり、十数体は見つけ出した。木曽越峠には１３番観音あり 

・古道木曽越峠と三十三観音研究会が加子母にあり観音様の保護・発掘がされている様子。 

 

 

 

 

高時山山頂から御嶽山を望む 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■山名 尾城山 1133ｍ   ■登山口 加子母 番田   

■山行年月日 2018 年 12 月 11 日 

■行程・タイム記録 

中津川市役所⇒番田⇒ゲート⇒登山道入口⇒林道⇒頂上⇒林道⇒ゲート⇒ふれあいの館⇒中津川市役所  

8:00             9:05   9:20       10:50 発 11:30  12:30    13:00-13:20   14:00  

※ 駐車場情報、台数トイレ等：林道終点ゲートの駐車スペースは 2 台くらい。 

・地図、コンパスは必携。 

番田の交差点を左折し加子母中学校の前を通りすぐに左折し林道に沿って上る。すぐに舗装が途切れ砂

利道になる。所々大きな窪みがあり、車高の低い車は難儀する。林道の分岐には「尾城山」の標識がある。

ゲートから 5 分で登山道入口。頼りない踏み跡をたどり再び林道に出る。10 分ほどで登山道に入り、20

分程登ると再び登山道に出る。これを左折し登りやすい箇所を見つけ主稜線を目指す。林道、分岐が多く

注意が必要である。林道から登山道（多くは踏み跡程度）に入るポイントが分かりづらい。踏み跡から林

道に出たら必ずそこに目印をつけないと帰路で迷う。 
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■山名 木曽駒ケ岳(2956m) 上松Ａコース  

■登山口 敬神の小屋 

■山行年月日 2018 年 9 月 22～23 日 

■行程・タイム記録 

【1 日目】 

滑川砂防公園⇒敬神の小屋⇒3 合目⇒5 合目金懸小屋⇒6 合目⇒７合目⇒８合目⇒木曽前岳⇒玉の窪小屋 

7:30         7:45      8:08      11:05         12:34   14:08   15:21     17:05    17:20 

【2 日目】 

玉の窪小屋⇒木曽駒ケ岳⇒玉の窪小屋⇒下山 トラバース⇒８合目⇒５合目金懸小屋⇒敬神の小屋 

4:57        5:40         6:20          7:50            9:00      11:20          13:38 

※ 駐車場情報、台数トイレ等：滑川砂防公園にはトイレなし 15 台ぐらい 

 

・金懸小屋手前 20ｍ 木製橋が壊れかけていた。橋を使わず左斜面を迂回した。  

・金懸水辺りも崩壊、道幅がとても狭い為、滑落注意  

・金懸水辺りは崩壊していたが、水場は確保されていて水は出ていた。  

・８合目から木曽前岳の間は岩多い。段差に注意。  

・木曽前岳手前急登はステップの整備中でした。  

・玉の窪小屋から８合目のトラバースコース。硯石過ぎの沢わたりは頭上からの落石・登山道が崩れ落

ちスリップ注意。  

・台風２１号で倒木が多く、登山道をふさいでいた 

・1 日目 雨で出発時間を１時間遅くしたが、雨具を着てゆっくりペースで歩く。 

・途中、動物の鳴き声が聞こえた。栃の実などが落ちているので熊と出会って困るので、笛を鳴らしな

がら登った。 

・登山者は数人と出会う。昼過ぎからは天候が回復し夕方には夕焼けが見えた。 

・夜中、強風の音で眠れず朝を迎えた。 

・２日目 山頂でのご来光を見に出発。途中、名古屋方面の町明かりが綺麗であった。 

・山頂は多くの人でびっくりしましたが、ご来光と３６０度の山々を見て感動。 

・下山は玉の窪小屋から８合目間はトラバースコースを歩いた。 

・紅葉は始まったばかりで少し黄色くなり、ななかまどの実は赤く色づいていました。 

・連休中日で天気も良く、多くの登山者とすれ違った。 

             以上 
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【10 月会山行・体験登山】  

鈴鹿竜ヶ岳(1099ｍ) 10月 14 日(土) 
参加者：24名 内、一般参加者 3名 

＊一般参加者は、多治見ろうざんＨＰ 体験登

山参加者募集記事を見て、申し込みあり。 

＊一般参加者より 1名 11月 1日付で入会 

コースタイム： 

池田駐車場 6:00→宇賀系キャンプ場 P7:45 

遠足尾根入口 8:15…金山尾根分岐 11:15…竜

ヶ岳山頂 11:50～12:35…金山尾根分岐 12:50

…宇賀系キャンプ場 P→多治見 17:15  

※マイクロバス使用 

駐車場情報：駐車台 160台、簡易水洗トイレ有 

 感想：  

穏やかな稜線の笹草原の山容は心地よかった

です。天候に恵まれ全員無事に下山出来たこと

は何よりです。 

残雪期には、雪景色の稜線がさらに美しいで

す。 

機会がありましたら青空の日をねらって訪れ  

てみてください。 

 

 

 
【11 月新会員歓迎山行】  

南木曾岳（１６７７ｍ ） 蘭コース 

11月 3 日（土） 
参加者＝20名、内、新入会員7名 

＊2017年度新入会員歓迎山行が天候不良で実施

できなかったため2017年度新入会員も新入会

員としてカウントしました。 

＊南木曽岳は、多治見ろうざんが山行計画・山

行報告で体力・難易度の基準としていた山で

す。新しい会員に、自身の体力等の判断基準

になればと思い、毎年、新入会員歓迎山行の

定型にできたらと思います。 

＊歓迎のイベントは山の上での野点。おいしい

栗きんとんと一緒に。 

コースタイム：池田駐車場7:00発➝蘭車止めゲ

ートP 8:30～8:40…蘭登山口9:00…分岐9:20

…山頂11:00…見晴台（昼食）～12:20…摩利

支天分岐…分岐14:00…蘭車止めゲートP 

14:40～14:50➝あららぎ温泉15:10～16:00➝

池田駐車場17:30 

駐車場情報：駐車台数20数台トイレ有 頂上避難

小屋にバイオトイレ有  

急坂で梯子、階段、鎖場が続き上り下り共慎

重を要します。  

感想：  

参加者20名 内7名が2017年4月以降の入会者

でした。  
天気は曇り時々晴れで陽射しが当たると赤や

黄色の紅葉がきれいでした。こうやまきの群

生地があり大きな木が印象的でした。  

展望広場は曇っていて眺望は良くなかったの

ですが、展望台で野点をして、抹茶と栗きん

とんを美味しく頂きました。 

なによりの思い出に残る歓迎登山になったと

思います。 
 帰りにはこうやまきで作られた湯船が珍し

い、あららぎ温泉に入りました。 

 

 
 新入会員で～す。 

 

 
 新入会員から順番に一服を頂きました。 
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ケルン山岳会 「ゆっくり山行」      石綿 博 

 

【現状と成り立ち】 

現在ケルンでは四種の山行が行われています。 

 

① 会が年間計画を立てる山行で安全が審査される範囲で冬山も含め特に制限のない会山

行。定期山行。最もメインとなる山行と言える。 

② 登山技術の講習を主な目標として会が企画する山行。 

③ ゆっくり山行・・・特別な体力・技術・装備を必要とせず、行動時間を登り降りで 5 時

間以内とし特にゆっくりとしたペースで歩くことを重視した山行。年間計画で行う。 

④ 個人の自主山行。 

 

ゆっくり山行の始まりはシニア問題でもあります。どこの会でも人数的に大きな存在とな

る団塊の世代が７０代を目前にする頃かと思われます。一般的に男女共に 65 歳は体力・気

力の衰えを「フッ」とした時に感じ始める頃でしょう。社会的には 60 歳でいったん退職し

再雇用の数年も終わって本格的に無職時代が始まる・・・。そんな頃かと思われます。つま

り体力に「カゲリ」が見え始めるが時間的余裕は大幅に増える。登山に対する意欲は旺盛、

そんな時「この山行きたいけど、日程的にチョット キビシイ。」｢迷惑をかけずについて行

けるだろうか？」｢若い人ばかりの中に自分が一人だと浮いてしまったら困る。チョード良

い山行ないかなァ。｣そんな気持ちを集約すべく呼びかけがあり、数回の集まりを経てシニ

アでも『無理なく気楽に登れる』山行として、まず一年目は会山行ではなく個人山行として

スタートしました。天候に恵まれず計画の半分も行けませんでしたが、それでもシニアを中

心とする参加者が各々の見方、感じ方、捉え方でこの山行のスタイルに有効性・有意義性を

見出したのではないかと思います。2 年目からは定期山行として位置づけられシニア以外の

参加も得られる様になり今年 3 年目からは「ユックリ」登るを最重要と捉え、登り降りで 5

時間以内、特別な技術・装備がなくても年齢にとらわれず、をより明確に打ち出して行われ

ています。ゆっくり山行を今後も登山を続けていくための拠り所、支えと考えている会員も

私も含め何人かあり、大切にしていきたいと思います。 

 

ゆっくり山行計画  秋 
9 月  白草山 

10 月    釈迦が岳 

11 月  取立山 

12 月  風越山 

取立山                ２０１８．１１．１８ 

                               岐阜ケルン山岳会 

 

秋から冬に移り変わる真っ最中の季節。11 月のゆっくり山行は取立山であった。 

とは言っても立冬は 11 月 7 日であるため、冬の山行と言い切るのが正しいのかもしれない

が。今年、仕事でこもりっきりで運動不足。紅葉を一度も見ていなかった自分にとって少し

でも秋の名残を感じたい・・・。また「冠雪の白山を眺めながら周遊」という計画書が魅力

的でこれを逃してはいけないと思い、出向いた。この日の参加者は 20 代から 70 代の男女

9 名。久しぶりに会う方や初めましての方など様々であったが、移動の車の中でちょっとし

た近況報告等をし合いながら馴染んでいくのがケルンの大まかなスタイルである。私のよ

うに 30 代女子、若いようで一般社会では『・・・思ったよりいってるんだねぇ。』と言われ

がちな年頃にとっては、大先輩のお話を聞くことはとても参考になる事もあるし楽しい。何

よりこの中にいれば私たちは本当に「若い人たち」で間違いはない。実はゆっくり山行に参

加したのはまだ数回だが、大きな山の様に時間に追われる事なくコミュニケーションの中

で笑い、気持ちが満たされる. 

肝心な山の報告。11 月半ばの取立山の紅葉はやはり終わっており、木々のほとんどに葉は

残っていなかった。そして暖冬と言われていた為、白山にまだ雪はなかった。それでも登山

道は枯れ葉で満たされており、歩く度にサクサクと音がする道を踏むのは気持ちがいいし、

アプリで山座同定しながら山々を眺めるのも面白い。お昼ご飯の山頂はもっと寒くなる事

を想像したが、その日はとても暖かく 1 時間程過ごせた。その時に 11 月 23 日祝日に行わ

れるケルンの料理の達人による「鍋倉山でキノコ鍋料理登山」の参加表明をした。運良く最

高人数 14 名のメンバーとして滑り込みで加わる事ができた。気後れせず、まずは会の企画

に参加することで次の新たな楽しみへと繋げていく。取立山に参加して本当に良かった。 
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取立山                ２０１８．１１．１８ 

                               岐阜ケルン山岳会 

 

秋から冬に移り変わる真っ最中の季節。11 月のゆっくり山行は取立山であった。 

とは言っても立冬は 11 月 7 日であるため、冬の山行と言い切るのが正しいのかもしれない

が。今年、仕事でこもりっきりで運動不足。紅葉を一度も見ていなかった自分にとって少し

でも秋の名残を感じたい・・・。また「冠雪の白山を眺めながら周遊」という計画書が魅力

的でこれを逃してはいけないと思い、出向いた。この日の参加者は 20 代から 70 代の男女

9 名。久しぶりに会う方や初めましての方など様々であったが、移動の車の中でちょっとし

た近況報告等をし合いながら馴染んでいくのがケルンの大まかなスタイルである。私のよ

うに 30 代女子、若いようで一般社会では『・・・思ったよりいってるんだねぇ。』と言われ

がちな年頃にとっては、大先輩のお話を聞くことはとても参考になる事もあるし楽しい。何

よりこの中にいれば私たちは本当に「若い人たち」で間違いはない。実はゆっくり山行に参

加したのはまだ数回だが、大きな山の様に時間に追われる事なくコミュニケーションの中

で笑い、気持ちが満たされる. 

肝心な山の報告。11 月半ばの取立山の紅葉はやはり終わっており、木々のほとんどに葉は

残っていなかった。そして暖冬と言われていた為、白山にまだ雪はなかった。それでも登山

道は枯れ葉で満たされており、歩く度にサクサクと音がする道を踏むのは気持ちがいいし、

アプリで山座同定しながら山々を眺めるのも面白い。お昼ご飯の山頂はもっと寒くなる事

を想像したが、その日はとても暖かく 1 時間程過ごせた。その時に 11 月 23 日祝日に行わ

れるケルンの料理の達人による「鍋倉山でキノコ鍋料理登山」の参加表明をした。運良く最

高人数 14 名のメンバーとして滑り込みで加わる事ができた。気後れせず、まずは会の企画

に参加することで次の新たな楽しみへと繋げていく。取立山に参加して本当に良かった。 

(山下) 
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飯田 風越山 1,535m  出会い！？      岐阜ケルン山岳会 

田中秀樹 

 

 地元のネット紹介では、｛長野県南部 飯田市にある日帰り登山にはピ

ッタリ、でもそれなりに険しい信州 100 名山のひとつです。小学生でも登

り３時間下り２時間もあれば十分に往復できます｝とあります。 

 まあ、このような山を山岳会の現役会員が６時間かけて登ってきたわけ

で、県連機関紙に掲載するのは我会に対して大きな誤解を招きかねない記

事ではありますが、機関紙部長の命により以下記します。 

 

 中央アルプスの一部、随所に地蔵さんや祠、神社があり飯田市民に愛さ

れている山ということは実感できます。登山道も広く、整備されていま

す。 

山頂の展望はあまりよくありませんが、２時間ほど登った展望台からは南

アルプス、飯田の町が一望できそれなりの絶景を楽しめます。 

 私ども岐阜市からは高速を利用しても

２時間はかかります。奥美濃さらには鈴

鹿へ行くにも便利な地区に住みながら、

はたして日帰りハイクで行くメリットが

あるのか疑問に思われる向きが多数で

は？魅力的な同行者、地域特産物の買い

物、さらに天狗に会うという「事件」ま

でおまけにつきましたので、やはり山に行って後悔はないとの私の個人的

定説は崩れませんでした。以下は単なる感想文です。 
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(山下) 

（1）天狗に遭遇しました！ 

 証拠写真は右のとおりです。一本足の高下駄であります。このような

履物で人間は「それなりに険しい信州１００名山」を登れません。風貌

は長い白髪、白い顎鬚をたくわえておられました。 

 ところがこの天狗サマ、ドリップコーヒ

ーを振舞ってくださるのです。南アルプス

を一望でのコーヒーは至福のひとときであ

ります。さらにこの下駄の効用～姿勢が良

くなる健康に極めて良い旨お勧めになりま

したが硬く辞退しました。かなりの頻度で

出没される旨。日曜日に出向けばご尊顔を

拝する可能性は高いとおもわれます。 

（2）同行者がとんでもない新人でした。 

 当会へ入会して半年以上の新人が山行初参加しました。山は全くの初心

者、靴も先週このために購入した旨。身長１７０弱、吉田羊風の外見はそ

れなりの威圧感。100ｋｍのウルトラマラソンほぼ毎月こなしており、以

前は大晦日は仲間３０人と伊勢神宮に参拝後、名古屋までマラソンが恒例

の御仁であります。槍が岳は新穂高から日帰り、トレランシューズの愛用

のため今回の登山靴は非常に歩きにくい旨。私たちの常識、北アのような

登山ではデカ荷、それに耐える底が曲がらない靴が必須というのは何なん

でしょう。これで普通の主婦であります。ウルトラマラソンだけでは体に

よくないので山登りについても知識を深めたいとのこと。こうした超ポジ

ティブな方にも応えられる山岳会であることを期待されてます。これは我

が会も大変、ですよ。 

 まあ、人間長くやっておりますが、色んな出会いに遭遇するものです。

山岳会員として迷惑をかけながらしがみついているおかげかもしれませ

ん。感謝です。 
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報告者 山北三枝子

●山行目的

●山行期間 天　候 晴れ

ＣＬ 高橋望 ＳＬ 山北三枝子 加藤、金子、川瀬輝

広瀬、藤田貴、堀

●コースタイム

揖斐川町農協　７：００➡揖斐高原スキー場第２リフト終点登山口出発　８：００➡小貝月
９：２５　　　　　　　　➡頂上　９：４３～１０：０５➡避難小屋１１：２０　（忘年会）　➡閉会　１
３：２０➡揖斐川農協　１３：４５

●現地の状況

　揖斐高原スキー場の駐車場に到着すると、早朝にもかかわらず多くの車が駐車し
ており、栃の実莊のロビーには宿泊客？なのか暖を取っている男性達が数名談笑
していた。スキー場も営業にはまだ早いがオールシーズン楽しめるリゾート地と銘
打っているだけあって、キャンプを楽しむグループのテントがあちこちに設営されて
いた。夜空の星を楽しむのかフリースの巻スカートをまとった若い男女の姿もあって
ほほえましかった。　天気も良く晴れて風もなかったので、登りも下りもとても快適
だった。登山道が溝の様にえぐれている箇所は歩きづらく、捻挫などに要注意！北
側の斜面や登山道の一部に若干積雪が見られたが、足元に神経を払うほどの量で
はなかった。紅葉もゆる山のためかあまりパっとしないが、下山時には３～４組の
パーティとすれ違ったり、大垣労山の天下と思っていた避難小屋駐車場もオフロー
ド車を操ろうと言う二人組がやって来て、この場所は決して占有地ではないことを改
めて認識した。

●感想、その他の情報

　２４．２５日と二日連続の忘年会山行が無事終了しました。前夜祭組も当日組が到
着する頃には後片付けが済み、部屋も整えられて気持ち良かったです。忘年会の
総監督である北川智子さんを始め、お鍋を担当していただいた眞由美さん、園子さ
んの心尽くしの栄養満点、美味しさ爆発の超豪華な三種（芋煮、海鮮、カレー）の
お鍋は、過去に類を見ない程心に残るお味でした！！本当に御馳走さまでした。こ
の様に美味しいお鍋がたっぷり味わえるのも、毎年里芋、大根、白菜などを無償で
提供してくださる隆子さんのご芳情のお陰です。広瀬さん、伊藤広さんも丹精込め
た貴重なお野菜や妙子さん、まり子さんからのデザートの差し入れも有難うございま
した。今年は、中津川のＦ田さんに前夜祭やお鍋を味わっていただき、より交流を深
める事が出来ました。金子さんのトレイルランの勇姿も目撃することが出来ました。
洋一さんや今年参加出来なかった遠隔地にお住いの会員の皆様、家事都合で欠
席された皆々様、平成最後のお鍋は最高でしたよ！来年は是非一緒に味わえるこ
とを願っています。

2018年11月25日（日）

●メンバー

石原、伊藤広、伊藤直

河本、川口、北川智、北
川

酒井、坂田、清水、高藤 棚橋久、園子、丹羽、早川

森、安田、山根 藤田清（中津川）

親睦を図る

大垣労山　　山行報告

●山  名 貝月山(1234m)
山
域

奥美濃
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    今後の行事予定
１月２６日（土）～２７（日）　　 東海ブロック雪崩講習会　実技

２月　３日（日）　　雪上歩行技術講習会

２月１７日（日）　　積雪期　救助搬出訓練

３月３１日（日）　　第４８回定期総会　瑞浪総合文化センター

　　理事会の予定
１月２６日（土）　　第４回県連理事会　１９時～　瑞浪山の会事務所

２月２３日（土）　　第５回県連理事会　１９時～　瑞浪山の会事務所

大垣労山

岐阜ケルン山岳会 12月23日 　  　大日ヶ岳　雪上訓練

1月か2月週末   硫黄岳又は天狗岳

1月19日～20日　松倉山

多治見ろうざん 1月12日～13日　三ツ峠山と竜ヶ岳で富士山を満喫

みのハイキングクラブ

あるぱいんKANI

瑞浪山の会　Facebook 12月24日 　　　大日ヶ岳　雪上訓練

12月30日　 　　定光寺　岩場トレーニング

1月3日～5日　　甲斐駒ケ岳、黒戸尾根

中津川労山

8

各会のホームページ 　山行予定

（Facebookの登録が必要）

http://oogakirouzan.main.jp/
http://www.gifucairn.jp/
http://tajimirouzan.main.jp/tr/
https://blog.goo.ne.jp/minohaikurabu
http://alpinekani.blog9.fc2.com/
https://www.facebook.com/mizunamiwac/
http://nwac.blog69.fc2.com/
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　 　県連ニュース　№6-1

岐阜県勤労者山岳連盟

機関誌「ろうさん」（第123号）

2018年12月23日発行  県連機関誌部

2018 年度『労山山祭り in 各務原アルプス』を顧みて 

 みのハイキングクラブ 須田数一 

2018 年 10 月 21 日午前 6 時前に起床、直ぐ表に出て空を見上げる。 

『良、晴天だ』早速、支度を整えみのハイキングクラブ集合場所の関市役所に向かう。 

既に大勢の方が集まっておられ定刻前には全員集合、祭り会場の各務野遺産の森に向けて出

発。 

 我々は幹事クラブ、8 時前現場に到着し皆様をお迎えするべく用意を始めました。  

やがて続々と山祭り参加者の全員が集結され『労山山祭り in 各務原アルプス』が開会いたし

ました。 

 定刻より若干早い 8 時 25 分、佐野県連組

織部長の開会宣言に始まり、主催者（みのハ

イキングクラブ副代表）挨拶、長沢県連理事

長の挨拶、コース説明、注意事項、体操と進

み予定通り 8 時 45 分、左回り（遺産の森・・・

金比羅山・・・ 明王山・・・迫間城址・・・

大岩見晴台・・・遺産の森）及び右回り（逆

コース）の周回２コースを A～F の 6 班に分

けてハイキング開始。 

 あいにく私は、各務原市との約束で遺産の

森の古民家から離れられずハイキングには

参加できませんでしたが、このコースは今回

の為に下見山行 3 回を含め何度も登っています。 

最高到達点でも 383.5ｍと低山にも関わらず、名古屋を中心とした尾張一円、岐阜県美濃

地方の山々は勿論、御嶽山、中央アルプス、北アルプスと眺望はすこぶる良好です。  

 今日はその殆どが見渡せたのではないかと下山してきた仲間に聞くと、天気が良すぎて、

遠くの山は霞んでしまっていたとの事でした。 

 私たちみのハイキングクラブのメンバーは、よくこの各務原アルプス（関南アルプス）を、

各務原伊吹の滝から入山し各務原権現山＝岐阜権現山＝向山＝大岩見晴台＝迫間山＝明王山

＝城山＝坂祝町に至る約 18ｋｍ（地図上の距離）累計標高差 1,300m ほどを縦走されていま

す。 

 日が長くなり始める 1 月～3 月の寒い時期をお薦めしますが、そこそこ、きつい上級コー

スと思います。天気が良ければ空気も澄んでおり最高の眺望が得られます。 

（私は景色を楽しむ余裕は無いのですが） 

皆様如何ですか、是非踏破してみて下さい。 

 

 皆様がハイキングを楽しまれている頃、私達

G 班は皆様に是非昔ながら竈で作る超美味な豚

汁を味わって頂きたく古民家の竈に 3 升羽釜、

2 升羽釜を乗せて、腕を振るう。 

野菜がグツグツと炊け豚肉、お味噌を投入す

るともう古民家の中はたまらないほど良い匂

いが漂い始めました。 

やがて、下山をされた方から順に食べていた

だきました。 

お代わりされた方も多かったのではと思いま

す。皆様、味は如何でしたでしょうか。  

昼食が終わる頃を見計らい宝探しが始まり、 
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隠し場所では鵜の目鷹の目で探す。全ての

方が何かしらの宝物を手にされました。 

童心に戻り、楽しみました。 

宝探しが終了し、全員にて郡上踊りを踊る。

浴衣は着ていませんでしたが充分楽しむこと

ができました。踊りの後には全員で合唱（山

男の歌、坊がつる讃歌）を行い閉会式にて長

沢県連理事長から総括をいただき解散となり

ました。 

好天の秋を１日楽しませていただきまし

た。 

 参加していただきました会員の皆様おつかれさまでした。  

 

 

参加者総数 70 名 

大垣労山 8 名  岐阜ケルン山岳会 8 名  多治見労山 9 名 みのハイク 45 名 

（右回りコース 30 名・左回りコース 30 名・本部 10 名） 

 

コース・タイム 

（Ａ班 10 名・Ｂ班 10 名・Ｃ班 10 名）左回りコース  

遺産の森 8:45・・・金比羅山 9:50・・・ 明王山 10:00～10:10・・・迫間城址 10:35～

10:40・・・大岩見晴台 11:25～11:35・・・遺産の森 12:10 

（Ｄ班 10 名・Ｅ班 10 名・Ｆ班 10 名）右回りコース  

 遺産の森 8:45・・・大岩見晴台 9:35・・・迫間城址 10:35～10:45・・・明王山 11:10～

11:15・・・金比羅山 11:25・・・遺産の森 12:10 

※コースタイムは班により、ばらつきが有ります。 

 

今回、各班の班リーダーをはじめ、郡上踊り、合唱、豚汁ザービスなどの責任者は全て女

性会員の方により進行されました。みのハイキングクラブでは女性会員の活躍ぶりが際立っ

てきています。あわせてご報告いたします。 
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第 17回全国登山研究集会 参加報告 
 

2018 年 11 月 23 日（金・祝）～24 日（土）    岐阜県連から 5名が参加（下記参照） 

愛知県新城市の愛知県民の森（モリトピア愛知） 

 

全国から事務局も含めて約１８０人近く

が参集し、宿泊施設のキャパシティがオー

バーしていたようで、事務局曰く「こんな

に多くの人が集まることは想定外であり、

うれしいことで、活発な議論が交わせれば

良い」と期待が膨らんでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

開会後、最初に K2 に日本人女性として初めて登頂し 8,200m 地点で無酸素ビバークの後

下山した元東海大学山岳部主将の小松由佳さんの記念講演「K2 からシリアへ」がありまし

た。 

―講演会の内容と感想― 

小松さんの、K2 の高所で「まわりに命を持つものは自分しかいない極限世界の実感」と

の表現はとても共感出来、改めてアルパインクライミング、高所クライミングに主体的に

取り組む事の意義や素晴らしさを講演全体を通して感じました。（宮下征夫中津川労山会長） 

大学時代の男ばかりの登山部への入部とその体験および、登頂できなかったときの挫折、

大自然のかなで生きている、生かされていることへの感謝をなどの話を聞きました。命の

サイクルである。昔は、鶏は家で潰して食べていた時期があったが、今は、パックで売ら

れている。命をつなげるために別の命を奪っていることを忘れてはならないと再認識した。

朝早くから夜遅くまで仕事で働いても大自然に生かされている実感が薄れかけてきた今、

新たに大自然に挑戦したいという思いがこみ上げてきた。（渡邉広隆岐阜県連事務局長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大澤全国連盟副理事長から「基調報告」

があり現時点までの労山の組織活動の推移

や成果、課題が報告されました。労山会員

の減少と、高齢化をいかに防ぐか、また、

安全登山や、自然保護への警鐘も現状と課

題について報告されました。 

 現時点での組織数は 603 団体、会員数

19,029 人(労山基金加入者数 18,744 名)と

の報告で昨年より 13 団体、499 人の減少

となっています。 

 

また、全国各地の６会から個別報告が行われ、どこもわたしたちと同じ悩みがあること

がわかりました。 

北海道のバビシェ・マウンテンクラブに関しては、ホームページを作成し、写真等を多

く入れ、山以外の焚火、クライミングジムや忘年会の掲載もあり、会への敷居の低さをア

ピールしたり、会の名刺等も作成して一般への公募も行っていた。積極的でないといけな

いと思った。 

また、入会した人は、岩、雪、沢等の講習会に参加しないと会での次の山行には参加で 
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きない等の安全面での教育も充実している。会での特定の仲間だけでの山行は禁止であ

り、すべてを会に公開してその中での山行としている点もあり、仲間同士の結束を強く感

じた。なぜかというとグループを作るとその仲間だけの山行となり３年から４年で会を退

会していってしまうとのこと。 

新人教育も、コーチとつけ、新人からの質問も「昔からこうやっている」の答えでなく、

なぜこのような行動をするのかを体験させ説明する、ということも勉強になった。 

京都連盟は、連盟としての２本柱は、教育活動、救助隊活動の２本柱しかなく、教育関

しては、労山としての教育と安全登山としての登山学校、ハイキング講習会をおこなって

おり、スケジュールは約１年間であり、その中で仲間の結束ができその中から次の講師メ

ンバーを養成していっている、愛知県でも同じようなことを取り組んでいる。 

 

第 2 日目は、5 つの分科会に分かれての報告や意見交換。 

（岐阜県連各会からのレポートは下記の通り） 

 

 第１分科会「労山の組織強化・拡大、次世代育成」 

      ・参加；岐阜県連理事長・長沢近房（大垣労山） 

      ・レポート；大垣労山・河瀬道晴「会運営体制の工夫や努力」 

      ・レポート；瑞浪山の会・加藤幸作「Facebook ページの利用」 

      ・レポート；みのハイキングクラブ・堀越正栄 

「おれんじの会は人生のオアシス」 

 第２分科会「登山のための筋力維持と強化」 

      ・参加；中津川労山・宮下征夫 

・レポート；同「変形性膝関節症発症と両膝人工関節置き換術から登山復帰

を目指す」 

 第３分科会「安全登山」 

      ・参加；大垣労山・河本昇 

 第 4 分科会「若い世代の交流」 

      ・参加；県連事務局長・渡辺広隆（中津川労山） 

      ・レポート；同「若い世代の交流」 

 第 5 分科会「大開発による山岳自然破壊とどのように向き合うか」 

      -リニア新幹線による南アルプス等の自然破壊の実態-  

      ・参加；県連自然保護部長・松岡正英（岐阜ケルン山岳会） 

 

各分科会報告 

 

第１分科会     報告者；長沢近房（大垣労山） 

テーマは「労山の組織強化・拡大、次世代育成」でした。 

山に行けば若い人は多く山への要求はあるが、山岳会に入らなくてもツアーやガイド付

きであれば段階を踏まなくても山に行ける。「会というと縛られるという固い感じ」の払拭

が必要。若い会員が多い会は新入会員の大半がＨＰをみて入会してくるので低山系の山行

時のにこやかなピンナップや若い会員の笑顔を前面にした集合写真をＨＰに多く掲載して

楽しい会をアピールし会員拡大に成功している会がある。更新頻度を高めて鮮度を保つこ

とが肝要である。 

市民向け初級登山教室で拡大をしていくには登山用品店主催の技術講習会と労山の講習会

との違いのフォローをしていくべきで、外に向けた発信が必要である。入会者は翌年の登

山教室で講習や実技山行のサポートスタッフとして経験を積みながらリーダー養成につ 
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なげている。規則で縛ることは極力避けてきた会は、山行内容に応じ入会歴の若い会員

にリーダーを経験させている。 

リーダー養成講座を開催（例；座学 6 回、実技 5 回、テキスト「ハイキング・セカンド

ステップ」、テキスト・資料代、スタッフ交通費等の受講料３，０００円）している会もあ

る。入会時は準会員で一定の定例山行と新人セミナーに参加し計画書を作成できるように

なれば正会員になれる、としている会もある。「連れてってもらう」から脱し、自分で計画

して山行実施することがリーダー層への育成につながっていく。 

大人数の会の運営については、会活動のための部には全員いずれかに所属し、加えて地

域別に班に振り分け班山行を企画し、さらに趣向別のサークル（お遍路や百名山など）で

も活動し、会員は３つの関わりをもって会活動、山行ができるような体制としているとこ

ろがある。 

山の難易度・体力・技術・季節・形態等を十分配慮した登山を行わなくてはならないが、

人にランク付けするのは難しい。会員にランク付けはしていないが、夏のアルプスを目標

に一定の条件山行等をクリアするために自主的に努力する仕組みにして成果を上げている

会もある。 

旧会員・退会者等の対策として会友制度を始めた会があった。（会友＝低山の山行計画参

加ＯＫ、会の飲み会参加ＯＫ、クリーンハイク参加ＯＫ、会総会の議決権なし） 

会の規模、幹部層の状況、その他の環境によって取り組み方に工夫が必要である。 

 

第２分科会     報告者；宮下征夫（中津川労山） 

 テーマは「登山のための筋力強化」でした。幸運？だったのは登山者のための筋トレを

「山筋ゴーゴー体操」にまとめられた石田良恵先生が助言者であったことでした。 

 この分科会に提出されたレポートは、以下の通りです。  

①「遭難・事故をなくすための山筋ゴーゴー体操の取り組み」 

全国連盟女性委員会・上野美知代さん  

②「私のトレーニングのモチベーション」 

愛知・スルジェ山の会・林明俊さん  

③「変形性膝関節症発症と両膝人工関節置き換え術から登山復帰を目指す」 

岐阜・中津川労山・宮下  

④「西宮山岳会での山筋ゴーゴー体操の取り組み」 

兵庫西宮山岳会・高岡徳子さん  

⑤「体力年齢測定会と E ペース登山」 

福岡県連・大塚三紀夫さん。 

 

冒頭に石田先生から登山活動を継続するうえで筋力強化の必要性について分かりやすい

資料、数値の説明を交えて詳しくお話されました。  

その後各レポートにそって報告や意見が述べられ、質疑応答や意見は発表が行われまし

たが、山筋ゴーゴー体操の取り組みの報告によって登山を継続する為に必要な科学的な筋

トレの必要性と成果が改めて明らかにされました。 

 また「疲労が事故の背景にある」と言う事故原因解明の到達点から、福岡県連では登山

者の疲労を解析する取りくみがなされ、各参加者の 1/最大酸素摂取量 2/全身反応時間 

3/上体起し 4/脚筋力 5/長座体前屈 6/閉眼片足立ち 7/握力の測定を行い、「運動能

力測定山行」の実行のなかで心拍数や主観的運動強度、体温、水分摂取、が記録されその

登山前後の採尿で尿比重や混合物を分析、記録する事で歩き方と疲労度が測定され分析さ

れているとの事でした。 

 こうした科学的な登山における疲労の解析を安全登山に生かす取り組みが各地で取りく 
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まれている事が分かりその必要性に気づかされました。 

 私の報告は長い年月の中で膝の状態が悪化し昨年 7 月末頃には変形限界状態まで進み、

杖なしでは歩けないほどになって手術を受け山への復帰を目指すトレーニングに取り組ん

でいる報告でしたが、膝で苦しんでいる登山者は多く、この分科会でも数人から報告があ

り助言を求められました。 

 第 2 分科会での石田先生のお話や各報告者の発表は「登山だけ継続していても筋力は衰

えて行くため、登山の安全度を高めなから継続したいなら平地でも登山に使われる筋肉に

更に負荷を懸けて意識的に鍛える必要である」にまとめられるのではないかと思います。 

 私のレポートは別紙の通りですが何がしかの参考になれば、と思います。 

この体験、成果を県連や会活動に出来るだけ反映して行きたいと思います 

 今回県連からの援助で参加させていただき、ありがとうございました。 

 

第 3 分科会    報告者；河本昇（大垣労山） 

テーマは「登山のための筋力強化」でした。 

はじめに 8月以降 10名の死亡＆行方不明)事故内容一覧表紹介 

次に、事前レポート集により以下の報告がありました。 

・福島登高会(福島)山行管理フローチャート 

・ぶなの会(東京)山行規定 

・石神井山の会(東京)緊急対策マニュアル 

・半田ファミリー山の会(愛知)山行管理 

・紀峰山の会(和歌山)緊急時の対応 

・富山県山岳連盟 救助フローチャート 

・三島勤労者山岳会(静岡)遭難対策マニュアル 

・その他リポート（青森、神奈川、京都、千葉、愛知） 

 

代表されるクラブの山行管理、規定、緊急対応の仕方など学べました。 

特に印象に残ったのが愛知県連「ふわく山の会」で取り組まれている登高能力テスト（藤原岳大貝

戸コースを使って運動量測定具体的数値を示しあなたの行きたい山と行ける山を判別。）興味持て

ました。 

まとめとして 

＊死亡事故、特に二重遭難無くす 

＊裏山トレ登山など日常的な軽登山に対する遭難対策 

「遭難対策」登山を楽しむ上で永遠のテーマですが、日々の健康管理、学習、日常的コミュニケー

ションなど習慣化していきたいです。 

 

第 4 部会     報告者；渡邉広隆（中津川労山） 

テーマは「若い世代の交流」。 

若い世代とはどのくらいからわからないが私は多分若くない部類にはいっていた。会の

状況などの話を聞いたが、若い世代は、ルールや規則の縛りにあうのがいやで会に入らな

い、個人で企業の講習会等で技術は身につけられるの理由で入会しない人がおおくなって

おり、 

会としての魅力をアピールしないといけないとおもった。 

入会した会員にはしっかり労山とは！！を説明し、そのメリットとデメリットを話し安

全登山とは何を行うべきかを説明し各講習会を催してその講習会に参加しないと次のステ

ップアップの山行にはいけないことを実践している会もあった。 

安全登山に関しては、関西の会は、非常に厳しく、計画書は、２週間まえに会に申請し 
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て、山行リーダー等から OKをもらわないと再計画しなさい！！等や、別の会の会員との

山行は、技術レベルの確認を山行リーダーが行うために、別の会の山行リーダーに問い合

わせを行い、検討を行うなどの厳しいルールがあることもわかった。また、ゲレンデ等は

1日前でも計画書を出せば OKの会もある。 

 自然に対する危機感がなくファッション感覚で山にいく若者が増えており SNS や、写真

が多くホームページに上がっており、いいね！！を多くもらうためだけに山に行く人が増

えていると報告があった。 

また、仲間と山に行くことは好むが、苦しいことはしたくなく責任は負いたくないとの

こともわかった。 

今を楽しむことが好まれ、未来に挑戦する困難な山行を行うため自分一人ではなきない

ので仲間を作りそのために今行うべき山行を仲間と行う山行ではなくなってきている。そ

れは悪いことではないが少しさみしい気もした。 

いずれにせよ、各会や県連等でも同じような悩みをかかえており、ホームページや SNS

で一般への会の紹介やアピールをしている会が少しずつ成長している感じはあった。 

岐阜県連でも取り組んでおく必要がある。 

 

第 5 分科会     報告者；松岡正英（岐阜ケルン山岳会） 

「大開発による山岳自然破壊とどのように向き合うか」に参加して、いくつかのレポート発表

があり様々な活動を聞くことができました。 

１． リニア新幹線の問題点を考える 

リニアは８割がトンネルで南アルプスの地下を通過する。 

南アルプスの水量が山体から抜け出て高山植物に影響を及ぼす。 

残土の問題 窪地や谷あい沢筋に大量に投棄するとのこと 

地下水の問題 大井川の水量が１秒間に１２トンから１０トンに減る（生態系への影響） 

リニアの工事がどれだけ大きな自然破壊をするか納得してもらい反対活動を広める事が大切。 

署名活動の重要性。 

２． ハルザキヤマガラシ駆除大作戦（愛知県連） 

鈴鹿の藤原岳・伊吹山などに外来種のハルザキヤマガラシ繁殖している 

愛知労山では藤原岳のハルザキヤマガラシ駆除を花が咲く直前４月〜５月にしている。 

３． メガソーラー設置反対運動（千葉県連）  

20 年の儲けのために、ソーラー発電の美名の下に１０万本もの木々が伐採され日本最大のメ

ガソーラーが設置される。 

巨大自然林の破壊とそれにともない地すべりなど大災害の影響を引き起こすため反対運動

（反対署名活動）をしている。 

４． 剣山系大規模風力発電計画に対する反対運動について（徳島県連） 

高さ１１７ｍの巨大な風車が４２基 剣山山系稜線に設置計画 

伐採によりブナ林など自然林の衰退・ツキノワグマ、ニホンカモシカなどの絶滅危惧種の生息

域を狭めないための自然を守るための反対運動 

５． よみがえる足尾のみどり植樹活動（栃木県連） 

植樹活動をして足尾銅山跡のはげ山から緑の山にする活動を続けている 

長年の多くの人との植樹活動 

各報告を聞いて労山自然保護憲章の立場からもこのような自然破壊はやめさせ自然を守っていか

なればならないと思いました。  

以 上 
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分科会レポート 「登山・ハイキングのための筋力維持と強化」 
 

サブタイトル『変形性膝関節症発症と両膝人工関節置き換え術から登山復帰を目指す』 

                                        

岐阜県連盟 

中津川勤労者山岳会 宮下征夫 

  

 昨年（2017 年）11 月 1 日、変形性膝関節症の治療のため両膝を人工関節に置き換える手

術を受けました。以来登山活動へ復帰すべくリハビリ=筋肉トレーニングを続け現在は 1 日で標

高差 1000mほどを登下山する事が可能になって来ました。 

 約 1年を経過しただけですが、ここまでの経過や復帰を目指す取り組みをまとめてみました。 

 

(1)変形性膝関節症発症で考えられる要因 

登山を始めたのは 57年前、1961年高校の山岳部に入部した時からです。 

当時 1 年間に約 20cm も身長が伸びた成長期のなかで部活動を続け、卒業後名古屋市内の

社会人山岳会に所属してからは更に厳しい登山を実践するようになりました。 

具体的には毎週末 30kg以上の荷を背負い御在所に通いロッククライミングのトレーニングを

続けた事。2 年後地元中津川登行会に入会し登山を続けるなかで脊椎分離症となり腰椎固定

術を受け 2年間の山行中断の後復帰し 1969年に中津川労山を創立後徐々にそれ以前を超

える山行をするようになりました。こうした中で腰椎や膝関節へのストレスが蓄積したものと考え

ています。 

 

＜主要な山行歴＞ 

1969年/モンブラン・マッターホルン（ヘルンリ稜線） 

1978年/厳冬期中央アルプス全山縦走（15日間・恵那山～宝剣岳） 

1981年/インドヒマラヤ KRⅠ峰（5,000ｍまで） 

1986年/グランドジョラス北壁 

1989年/マッターホルン北壁 

1991年/アイガー北壁 

1995年/チベット・ニェンチェン・タングラⅣ峰（6,200mまで） 

1995年～2017年の間 

トレッキングガイドとして、・キリマンジャロ４回（内２回ウフルピーク登頂）・インカ道トレッキン

グ６回（距離 45km・4200m 地点含む） ・四姑娘山域、ニュージーランド、ネパール、スイ

ス、フランスアルプス（毎年平均 3 回のトレッキング）などや会山行として国内登山と共に玉

山、雪岳山、キナバル等があります。 

 

こうした登山やトレッキング、ハイキングを続けるなか、高校で登山を始めてから 36 年後の

1997 年キナバル山から下山中に右膝の後側に軽い痛みを感じて以来ゆっくりと症状が悪化し、

「変形性膝関節症」と診断されガイドとしての仕事と治療（対症療法=ヒアルロン酸関節注射や

痛み止め）を続けましたが、昨年の夏スイスハイキングの仕事では特に右膝の変形（外側への

顕著な湾曲）と痛みが激しく、歩行も困難な状態となり活動の限界を感じました。 
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＜発症の具体的な要因と考えられる事＞ 

① 身体の成長が最も盛んであった時期から過度の負担を膝にかけ続けたこと。 

② 北壁のトレーニング時期を除いて山行以外で日常的な筋肉トレーニングに積極的に取り

組まなかったこと。 

③ 膝サポーターやとりわけストックの使用開始が遅かったこと(1995年頃から使用開始) 

 

(2)人工関節による登山の可能性 

   執刀していただいたドクターの手術前の意見は「基本的に人工関節での登山は無理と考え

る」でしたが、事前の検査や手術の状況をふまえ「膝を極度に曲げ伸ばしするバーチカル・

クライミング中心の登山ではなく基本的に歩行による登山であればトレーニング次第では高

所登山を含め可能性が無いとは言えない」との見解でした。こうした中で以下のような考え

に基づいて山行を含むトレーニングに取り組んでいます。  

① 大腿筋、下腿筋の強化とともに心肺機能の強化を図る。 

② ゆっくりと体重を落としながら健康状態を良好に維持するため食生活に注意を払う。 

③ 人工関節の摩耗を押さえ長持ちさせるため強い衝撃のかかるランニングは避け早足歩

行で下半身の筋肉に負荷を懸け心拍数もあげる。 

④ 5km前後またそれ以上の歩行トレーニングは毎日連続せず少なくとも中 1日を置く。登

山後、次の登山へのインターバル確保に注意する。 

⑤ 山行や長距離歩行トレーニングの無い日は自身で設定したプログラムを室内で行う。 

⑥ 体調が良くない時、気分が乗らない時はトレーニングをしない。 

⑦ 山行ではスリップや転倒がないよう常時細心の注意をはらう。 

⑧ トレーニングを記録する。 

(3)手術 

 2017年 11月 1日東京慈恵医科大学病院、斉藤充准教授の執刀で両膝を一度に手術。 

(4)退院後 4ヶ月のリハビリ/トレーニング 

  ① 11種の筋トレ（上下腿・腹筋・背筋の強化・膝の可動域拡大） 

  ② 週 4～5回の水中歩行 

(5)4月以降、現在実践していること 

① 自宅から片道約 1.5km・標高差 200m を早足歩行で行き筋トレメニューをやって戻る。

週 3回を目標に行う。 

② 1をやらない日の現在における室内メニューは、上、下腿強化中心の 12種の筋トレ。 

③ 少なくとも毎月１回、標高差 700～1000mの登山（今年 4月から基本日帰り） 

④ 食事のコントロールと最小限のサプリメント摂取 

⑤ トレーニング記録をつける。 

 

＜これから目指すもの＞ 

人工関節を持った現在 73 歳の登山者として改めて体を鍛え、高所登山を実践して行き

たいと考えています。来年 7 月には 3 度目となるモンブラン（4810m）を仲間と目指し、その

先また何かが見えて来たならまたそこへ向かいたい。それはヒマラヤの高所へ。ツアー登山

ではなく自身の登山として是非中津川労山の仲間と行きたいと思います。 

＝以上＝ 
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分科会レポート 「労山会員拡大強化と次世代の育成」 

 

大垣勤労者山岳会 

運営委員長 河瀨 道晴 

 

― 会の運営体制の工夫や努力 ― 

 

約５０年前の設立当初は２０代の若い会員で構成され、毎日事務所に集い登山に関する知

識や技術を話し合い、会員間のコミュニケーションも盛んでした。 

現在ではコミュニケーション手段もメールや LINE などに移行し、山に関する知識や技術も

Webサイトから簡単に入手できるため、事務所に集まるのも例会、運営委員会や各専門部の会

合などが中心で、事務所に集まるという「Face to Face」の機会が減ってしまっています。仕事

の関係で頻繁に事務所に顔を出すことが出来ないという現実に対し、メールや LINE のメリットを

最大限に生かす方策でコミュニケーションを活発にする取り組みを進めています。それはメーリ

ングリストを活用した情報伝達です。会議案内、山行案内、登山計画書提出、山行速報、山行

報告や山行記録の提出などです。こうした情報を会員が自由に発信することにより会員間での

情報共有を実現しています。こう書くと何かバラ色みたいですが、課題もあります。情報の発信

は簡単に出来ますが、その情報が会員全てに伝わるわけではありません。例えば会報の原稿

作成依頼をメールで送っても期日までに原稿が届かず、電話で督促するとメールを見ていなか

ったとの回答でその企画が没になることがありました。会員の中には「時々しかメールを開かな

い」とか「あまりにたくさんのメールが来るため埋もれてしまい、結果的に見過ごしてしまう」など、

受信側の問題があり、発信側はメールを配信したから「伝わった」と思わず、直接相手に電話な

どで伝える双方向コミュニケーションが重要になります。 

次に、山行計画についてですが、年間山行計画の作成作業は前の年度の後半からスタートし、

年度末には作業を終了し新年度の総会にて承認を受けます。 

この年間山行計画は広く会員のニーズを反映するため、会員にアンケート方式で案件を募りま

す。また、各専門部には専門部としての月度定例山行計画を策定してもらい、これらを月度ごと

にまとめたリストを作成して運営委員会で採用可否を検討します。クリーンハイクや公開山行な

ど会として取り組む山行では同じ日に別の個人山行を組まないルールがあるが、それ以外では

重複することもＯＫとしています。 

数年前までは「会山行当日に別の個人山行を計画することはご法度」となっていましたが、

「○○山の紅葉が見たい」などその時期限定でどうしても行きたい場合があります。会山行と重

複した場合は時期をずらすか、取りやめるか、又は非難覚悟で強行するかとなります。また、山

行を計画した日の天候が悪く延期しようとしても会山行と重なることもあり、大変悩ましい問題で

した。 

そんな中、「自由に山に行きたい」、「山岳会は山に行ってなんぼ！」という原点回帰から今ま

で続いていた規制を見直し、先出のクリーンハイクや公開山行など会主管の行事以外は個人

山行を自由に計画して山に行けるようにしています。 

会員の山に対するニーズも多様化し、細分化しています。幸いにも西濃地方は奥美濃（揖斐 
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川水系）や鈴鹿の山にも近く、藪山登山や沢登りに適したところも多くあり、冬には山スキーと

バラエティーに富んだ山行が年中楽しめます。その結果、年間山行回数や参加延べ人数も

年々増加しています。 

会報発行と会員の連携や強化として、紙ベースで毎月会報を発行していますが、山行報告

の投稿が少なくなり、内容の乏しくなっていました。会員から「もう少し楽に記載できるようになれ

ば、出せると思う」との意見から、登山計画書（Excel）に山行速報（会報：前月実施の山行一覧

表）と山行報告書を別シートで統合し、山行速報や山行報告は計画書に記入したデータとリンク

して自動で記載できるように簡略化する改善をしました。これにより山行報告は特に会報を意識

しなくても箇条書き程度ですむため非常に出しやすくなりました。 

こうして月例会の山行報告は内容豊富な会報を参照しながらできるので役にたっていると自

負しております。しかし、まだまだ毎月の原稿集めと印刷紙折はかなり労力が要りますので会報

部員以外の会員の協力をお願いしています。その面で連携強化にはなっております。 

 

― 新入会者への丁寧親切な対応 ― 

 

大垣労山ではホームページを見て会に問い合わせが入るケ－スがほとんどです。連絡が入

った時点で労山の雰囲気を見て頂きたいので例会時に事務所に来ていただきます。事前に事

務所の場所は連絡しますが駐車場がないため公共の駐車場に会員が迎えに行きます。例会

開始の少し前に事務所にきていただき、大垣労山の入会案内を読んでもらいます。大垣労山

の特色であるロッククライミング・山スキー・沢登り・奥美濃の藪山あるいは北・中央・南アルプス

や近郊の低山等のバリエ－ションからハイキングまでの山行の話、最近盛んに海外登山にも出

かけていること、２０代から７０代と幅広い会員が在籍しており老若男女問わず活動していること

を伝えて入会を呼び掛けています。会費や労山基金の件など期中の場合の月割りの説明もし

っかりとしています。見学の方には会報「滝つぼ」（毎月発行）を 3 か月分ほど差し上げています。

そのあと例会の中での各委員会の活動や会員の山行報告など話を聞いて頂いて会の雰囲気

などを感じ取ってもらっています。いきなり会員にではなくお試しに会山行にお誘いすることもし

ています。 

入会後は歓迎山行として山でぜんざいやお鍋等を作り早く会になじんでいただけるように努め

ています。山行案内は例会時だけでなくメ－リングリストで個人山行の案内も随時連絡して誰も

が山の情報を共有できるようにしています。山の装備購入の面では遭対委員が適切に対応し

ています。例会時には「地図の読み方」「ロープワーク」「天気図の知識」などの机上講習を行っ

ています。また、実際に山で地図読み・岩稜歩行・岩トレ・冬山雪山歩行訓練等を親切丁寧に

行い山の経験が浅い方も安心して入会して頂けるように努めています。 
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分科会レポート 「労山会員拡大強化と次世代の育成」 

 

岐阜県連  

瑞浪山の会 加藤幸作 

 

― Facebookページの利用 ― 

 

 インターネットの普及した現在、山岳会に入ろうかと考えている人の多くが、ネットによる情報収

集を行い、会の状況を確認すると思われる。そのため、会員拡大のためにホームページ等を充

実させることは重要だ。瑞浪山の会では、昨年まで会員のうち一人の自前ホームページに間借

りすることで、会のホームページとしてきた。以前はこの会員が頻繁に山に行ってはページに投

稿していたので更新頻度も高く、ホームページを見て会に入ったメンバーも何人かいた。しか

し、ここの所、その会員がなかなか山に行けなくなり、他の会員の山行もホームページにアップ

されないので、更新頻度がかなり下がってしまっていた。このような問題から、皆で更新していけ

るホームページ作りを検討した。 

 検討の結果、昨年から運用を始めたのが Facebookページの利用だ。これは、Facebookの

投稿とほとんど同じ感覚で投稿できるページで、PCだけでなく、スマホからも更新できるので投

稿が簡単だ。普通の Facebookで公開すると、不特定多数の人に個人情報が見られてしまうと

いう心配があるが、Facebookページから投稿すれば、投稿者はページの管理者（うちの場合は

瑞浪山の会）として表示されるので、投稿した会員の個人情報は表に出ない。Googleなどの検

索エンジンにもかかりやすく、ページを立ち上げた数日後には、会の名前を検索した際のトップ

ページに Facebookページが出るようになった。 

 なかなか良いホームページになるのではないかと期待をして運用を始め、1年半ぐらいたった

が、下記のような問題も見えてきた。 

①投稿をするために Facebookのアカウントが必要。 

既に Facebookをやっていた会員にとっては問題ないが、まだ全くやった事のない人にとって

は、敷居が高いようだ。 

②ページのレイアウトを変えられず、全体が見にくい。 

最新の投稿はすぐに読めるが、以前にどのような投稿がされたかを確認しにくい。Facebook

アカウントをもっていない人でもページは見ることができるが、アカウントを作るようにという広告

が頻繁に出てきてしまう。 

③投稿がなかなか人目についていない。 

管理者ページからは、それぞれの投稿がどれだけの人に見られたか確認することができる

が、閲覧数がなかなか伸びない。有料広告を出したり、他の人にシェアしてもらえれば閲覧数

が増えると思われるが、なかなか難しい。 

 このように、現状としては理想通りにはいっておらず、ページからの会員拡大には至っていな

い。もっと仕組みを理解して効果的にアピールできる方法の模索が必要だ。一長一短ではある

が、会員皆で簡単に更新できるページとして紹介した。 
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分科会レポート 「おれんじの会」は人生のオアシス！ 

                               

 みのハイキングクラブ 

おれんじの会会長 堀越 正栄 

 

歴史的な高齢化社会を迎えている日本は、平均寿命が延び、今や人生百歳時代と言っても

過言でない時代に入っております。 

高齢者比率が三割と世界一の高齢化社会となっております。此の現状を鑑み、全国的にど

の山岳クラブに於いても、会員の老齢化傾向に悩み、年齢若年化対策に論争を起こしておりま

す。 

クラブ会員の老齢化が恰も

罪悪の如く囁かれております事

に、慙愧の念を抱いておりま

す。老齢化は時代の流れであ

り、むしろ前向きに対応すべき

課題としなければなりません。 

百歳時代とは健康な中高齢

層が増えることなのです。しか

しよく考えてみると、登山は年

齢に関係なく自然の恵みであ

り、健康で自然を楽しむ心があ

れば、老若男女とも平等にその状況に合わせて対応すれば、誰でも自然を楽しむ事ができるの

だと、当たりまえの事に気が付いたのです。 

実は、自分の年が増えるごとにクラブの平均年齢構成が上がり、何かクラブに対して、自分達

の高齢が老害を与えているのではないかと、悩み苦しみ何時退会しようかと決断の時期を探し

ておりました。 

しかし、長年親睦を重ねて来た仲間達と別れも辛く、前向きに発想を転換し、老いてもクラブ

の仲間達と体力相応の散策、山行、歴史文化探索を楽しめるグループをつくろうと数人の同志

と発起し、みのハイキングクラブ内に設立致しましたのが、中高齢者層グループ「おれんじの会」

です。 

そして・・・２０１７年５月に第１回「岐阜城館跡と城下町」歴史散策企画を設立記念行事とい

たし実行致しました。 

 

「会の要旨」 

慣れ親しんだ中高齢者山友と、体力的に余裕を持ちながら、地域歴史文化から学び、己を

より高揚させ、癒し人生を豊かに過ごすことを目的とする会である。 

また、自然を楽しみ、歴史的観光地域文化を楽しみ、懇親会、地域文化参加、その他時期

に適したテーマを企画し、健康と親睦を深め人生のオアシスの場に努める。  
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＜活動条件＞  

●当会はみのハイキングクラブの「中高齢者層グループ」として活動する。 

●会員とはみのハイキングクラブ会員。但し、参加希望者は会員以外でも認める。 

●行事曜日は、土、日曜日以外、三カ月に一回の企画とし、又、行事時間は６時より１６時

範囲内として、移動工程はバスの利用を基本とする。 

●参加希望者の年齢は問わない。（体力範

囲内であればＯＫ）。 

●歴史散策は、原則として専門家の説明案

内を受けること。 

 

＜おれんじの会の活動実績＞ 

２０１７年５月から２０１８年１０月 

企画テーマ「城館跡と城下町、歴史的街道」 

 

第一回「岐阜城館跡と城下町」。第二回「郡上城と城下町」。第三回「古戦場関ヶ原」。第四

回「大垣城と芭蕉散策道」。第五回「犬山城と城下町」。第六回「妻籠ー馬篭街道」。第７回

「岩村城跡と城下町」（予定１０月１７日）。 

原則として、現地専門家の歴史説明を受けて探索を致しております。 

毎回２０名前後の参加者があり、人気会に定着致してきました。 

今まで何度行っても関心のなかった所が、現地の専門的なガイドさんの説明を受け探索する

と、新たな発見があり再評価することが多々あります。 

また、歴史を自分なりに想像し、当時の時代背景や生活者の気持ちを想い、歴史から先人

達の知恵を学び、ロマンに浸りながら人生を導いてくれる同志会でもあるのです。 

汗水を流して登り、疲れて下る体力限界の山行では、味わいなかったロマンを楽しみ、心の

癒しを感じ、人生の生きがいを学び、頭と体のバランスの取れた疲労感を持って、会を終えるこ

とが出来るのが、「おれんじの会」なのです。 

今後益々、「おれんじの会」が中高齢層達の「人生のオアシス」として充実発展される事を望

んでおります。癒しの時間を快く持ち、語り合える友を有することが、百歳時代に相応しい生き方

ではなかろうか・・・。 
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分科会レポート 「若い世代の交流」 

 

中津川勤労者山岳会 渡邉 広隆 

 

今年の夏の山行中に出会った若者の食事風景等をみていると、一緒に行動するが、食事は

EPI をそれぞれ持ってきて個々に好きな食べ物を食べる、寝るときも一人用のテントを持参して

おり時間を決めてテントの中に入る、を多く目撃した。 

昔の山行のスタイルを貫いているのは、山岳部の学生、もしくは、昔若かったときに山を登っ

たことのある人たちであった。 

また、会の運営や、講習会の運営に関わるいわゆる暗い事務処理をおこなって講習会等を

成功させるよりも、好きな山に自由に好きな時にいくことが多いように感じられる。 

そんな中で会の運営体制を考えたときに、職場環境が大きく左右する。私が昔、海外に行く

ために長期休暇を申請したところ、前例がないとあっさり断られた。今日であれば、退職届を出

せと言われかねない。会一丸として取り組んでも、職場環境により参加できない等のことが多く

消極的になってしまう。ましてや、恵那山山系に位置する我が会は、恵那山系の小屋整備、登

山道の整備等もあり一番天候のいい時期に整備を行うのでなかなかほかへの山行が少なく若

年層が入ってきてもなかなか楽しい山行とならない。一例では、会の最初の山行が恵那山のト

イレ掃除であった会員もあった。 

話をもとに戻そう。それを考えると今後の会の運営体制も、最低限な運用体制で考える必要

があるかもしれない。情報共有等もあり SNS 等の情報網を活用することも考えなくてはいけない

かな。 

我が会は、安全登山上、毎週火曜日の集まりで山行計画書の概要の話をして提出は極力１

週間前にメーリングリストに流し、各会員の目にとまるようにしている、天候等で中止するときもメ

ーリングリストに流すようにしており計画書は提出するが当日中止の山行もおおくある。 

 会をまたいでの山行に関しては、隣接する会の会員との山行が最近おおくあり、ザイルを使用

しての山行は、山行前に必ずトレーニングをおこなうようにしている。ザイルを結んだとき「相棒が

落ちたら必ず止めよ、止めることができなければ、一緒に落ちろ！！」「ザイルを結ぶとは、相手

を止めることもできるが相手を巻き込むこともある、心してザイルを結べ！！」と強く言われた。 

県連としても、各個人の技術向上等もでき、その技術を会にフィードバックすることも含めて、

会をまたいだ山行も応援している。この場合の山行計画は基本的に各会に計画書を提出する

こととして自分の会の会員がいまどのような山行を行っているかを知るようにしている。その課題

としては、あってはいけないが事故があったときの体制等をどうするかも検討が必要と考える。 

 

以 上 
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雪山歩行技術講習会 西穂高 丸山 案内 

主催：岐阜県勤労者山岳連盟 

 

  今年度の雪山歩行技術講習会は、新穂高ロープウェイに乗り、西穂高山荘へ、そし

て丸山辺りまで歩いて講習会を開催したいと思います。 

今までと、内容が変わりますが、雪山の楽しさを知る講習会にしたいと思います。多く

の参加を待ってます。 

講 習 会 案 内 

１・講習会開催日 2019年 2月 3日 （日曜日） 新穂高ロープウェイ駅 8時集合 

２・参加申込   締切 2019年 1月 23日  西部 一政 （多治見ろうざん）まで 

Eメール：qq3z6zzd@biscuit.ocn.ne.jp 

                  FAX   ：0572-29-5644 

３・講習会内容について 

  １）服装チェック 防寒対策及び、雪対策 

  ２）登山靴、アイゼン装着しての歩行 キックステップ、直登下降、斜め登下降 

  ３）ピッケルの使い方 ３点支持歩行、耐風姿勢、滑落停止 

  ４）体温を冷やさない休憩方法 

  ５）その他 

 

４・スケジュール 

   ８時 開会式 新穂高ロープウエイ駅にて 

   ９時２０分 山頂駅到着 西穂山荘に向かう中で、雪山歩行の練習を実施。 

   １１時３０分 西穂山荘到着 昼食 

   １２時    西穂山荘周辺にて練習 

   １３時    丸山登頂 

   １５時    ロープウエイ駅へ下山 

   １６時３０分 閉会式 

５・装備について 

  ザック、ザックカバー、登山靴、雨具、防寒着、手袋、オーバー手袋（手袋替え） 

  帽子（耳、頬が保護出来る）、ゴーグル、ストック、アイゼン（10本歯又は 12本） 

  ピッケル、ヘッドライト、コンパス、ビーコン（持っていれば） 

  行動食、非常食、飲料水 
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６・地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロープウエイ駅にて。                駅から西穂高山荘 

 

 

 

 

 

 

 

 

西穂高山荘。                    丸山。 

 

天気が良い場合の、状況です。 

 


