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<リレーエッセイ> 

“ 71 歳 同級生 写真展 ”  

比良雪稜会 西村高行  

 

今年３月、“71 歳 同級生写真展”が和邇文化センター(大津市和邇)で開催された。 

私の和邇小学校・志賀中学校の同級生約 80 人を生き生きしたその人らしい今の姿を一

人一人写真に撮ったもの。縦 80ｃｍ・横 60ｃｍ位の大きなパネルがズラッと並び、壮

観であった。 

 

一昨年の秋、私の母校 和邇小学校の古希記念同級会が開かれた。それに東京から参

加したｋ君が、70 歳の同級生が趣味・仕事や地域のことなど、いろんな形で頑張って

いたり楽しんでいたりすることに感動し、プロの写真家である彼は、そんな皆の今現

在の姿を写真に残せないか･･･と血が騒いだのが発端。 

その冬からｋ君は１年余をかけ、東京から何十回も滋賀へ通い、同級生の協力を得

ながら、志賀中学校の同級生も含め 、一人づつ写真を撮り溜めていったもの。当然滋

賀以外在住もあり、遠くは北海道札幌まで足を運んだり、最も標高の高い場所は比良・

打見山頂の 1100ｍ。これは私である。山好きを知って“山の上で撮ろう”と言ってく

れ、登山姿での撮影となった次第。 

 

同級生の絆というのは凄い。何十年の空白も一瞬で埋めてしまう。 

写真展の打ち合わせには 30 人位が集まるし、前々日の会場準備・前日の展示作業、終

了翌日の片付けにも沢山が集結。 

そして会期中(７日間) 彼はずっと在廊し、同級生は連日 10 数人が集まり、受付や案

内等をしながら、話の花が満開で毎日が同級会状態！ 

この企画は反響大きく、同級生やその家族だけでなく沢山の方が見えた。文化セン

ターの方によると、来場者は過去最高とのこと。 

旧交を温められただけでなく、お互いにいろいろな生き方に接し、刺激と勇気がもら

えた。膨大な時間(お金も)を費やし、この写真展開催にこぎ着けてくれたｋ君の熱い思

いと行動力に感謝感謝である。  

 

山仲間は厚い信頼と絆で結ばれていて最高の仲間と思っているが、同級生というの

も それに負けず強い絆で繋がっていて つくづくいいものだと実感した。 
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＜講習会案内＞ 

しし岩・金毘羅岩トレご案内 

秋山の季節となりました。涼しくなった岩場でクライミング練習を行います。 

岩場での三点支持、ルートファインディングやロープワークは登山の基本です。初

心者の方は初歩から練習します。経験者はロープワーク技術を確認・点検する場とし

ます。 

 

日時：北小松  しし岩  ９月２９日（日）  

   京都大原 金毘羅 １０月 ５日（土）  

集合：しし岩 JR 堅田駅 8 時または北小松楊梅の滝登山口駐車場 8:30 

金毘羅 JR 堅田駅 8時または大原現地駐車場 8:30 

行程：堅田駅 8時＝現地駐車場 8:30…岩トレーニング…現地駐車場 15 時（解散） 

装備：通常のハイキング装備+ヘルメット クライミングシューズ ハーネス  

スリング 確保器 カラビナ等クライミング用具一式 あれば 50 メートルロ

ープ  

申込締切：しし岩 ９月２４日(火)  金毘羅 １０月１日（火） 

（配車の都合により定員に達し次第締め切ります。） 

申込先：谷内 携帯 09022809979 E-mail tomo-hira3rose@iris.eonet.ne.jp   

※荒天・雨天が予想される場合は前日 20時までに参加者にメール連絡します。 

 

＜案内＞ 教育部・遭対部共催 2019 年度第 3 回初心岩登り教室 

剣や槍に登りたいけど少し自信がない人のための岩登り「初めの一歩」です。 

縦走などで出てくる岩場を自信を持って登れるようになりましよう。 

実施日 9 月 2８日(土) 

場所 三上山・二越の岩場 

募集人員 ５名 

場所が狭いので定員になり次第打ち切り 

再受講してもＯＫです 

締切り  9 月 2４日(火) 

参加費  500 円 

用意する物   

mailto:tomo-hira3rose@iris.eonet.ne.jp
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ヘルメット、通常の山行に持って行く装備、持っておられればカラビナとシュリンゲ 

内容 

基本的なロ－プワ－ク(８の字結び・クロ－ブヒッチ･フィッシャ－マン結びなど) 

三点支持での登下降＆トラバ－ス 

申込・問合せ先 友永まで連絡してください。 

電話番号 077-524-5618  メ－ル yt19481013@yahoo.co.jp  です。 

 

 

＜案内＞    教育部・遭対部共催 2019 年度第２期地図読み教室 

 道迷いが遭難の原因の一つになっています。地図を読めるようになりましよう。 

合せて磁石も使えるようになってください。初心者が対象です。 

場所 音羽山とその周辺 

募集人員 10 名(再受講も可)(定員になり次第打ち切り) 

締切り    10 月 2 日(水) 

テ－マ   「地図に親しもう」 

参加費   ４回分 2000 円(ハイキングＡＢＣをお持ちなら 1700 円) 

        再受講の方は 1000 円 

       再受講の方は初めて参加される方にアドバイスをお願いします。 

座学    10 月 5 日(土) 13 時から県連事務所  

         ハイキングＡＢＣを使って主に地図の見方と磁石の使い方について行ないます 

用意する物   

筆記具(赤のボ－ルベンは必ず) 、30 ㎝くらいの線引き(定規)、磁石 

   お持ちならハイキングＡＢＣ 

 ※地図はこちらで準備します。 

内容 

尾根と谷の見分け方、等高線について、磁北線の引き方、磁石の使い方、現在地の確

認など１回目の実技のコ－スを参考に実施します。 

実技日 

第１回実技 10 月 19 日(土) びわ湖放送横～音羽山～平尾 

        現在地の確認の方法と磁石の基本的な使い方ほか 

第２回実技 11 月 9 日(土)  京阪大谷～音羽山～若葉台 

         参加者で現在地を確認する。磁石を使いながら進む。遠くの山の確認ほか 

第３回実技  11 月 16 日(土)  国分団地～国分山～若葉台分岐～瓦ヶ浜 

mailto:yt19481013@yahoo.co.jp
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         前２回の復習と応用ほか 

 ※実技の計画書は山行実施の 3 日前くらいに送ります。 

申込・問合せ先 友永まで連絡してください。 

電話番号 077-524-5618  メ－ル yt19481013@yahoo.co.jp  です。 

 

 

＜案内＞     比良縦走大会のご案内（再掲） 

恒例の県連主催比良縦走大会を下記のとおり開催しますので、皆さま多数ご参加く

ださい。 

今年は高島音羽～リトル比良～釈迦岳～イン谷口ゴールです。 

１ 開催日  ２０１９年 ９ 月２９日 (日)  雨天の場合中止 

２ コース  ８：００ ⇒ 高島音羽大炊神社スタート 

     １２：００ ⇒ 寒風峠チェックポイント通過時間 

             釈迦岳→カラ岳手前→登山リフト跡 

１６：３０ ⇒  イン谷口 ゴール 必着 

３ 集 合 ＪＲ近江高島駅７：３０ 集合 ⇒ 徒歩で大炊神社 

４ 参加費 1,000 円 (保険等諸費用含む)実施日当日徴収します。 

５ 申込先 各会県連理事 （最終集約今村理事） 

６ 締め切り ９ 月 １３ 日 (金)  

７ 注意事項 

① 参加資格 

コースを十分把握している個人もしくはリーダがいるパーティ。 

個  人 労山会員で新特別基金の加入者。 

パーティ 基金加入者がリーダ。 

一般加入者も含めグールプ行動厳守となります。 

②  道迷い、けが、事故等トラブルについて主催者は責任を負いません。 

８ その他 近くに温泉施設比良とぴあ（露天風呂有）で日帰り入浴できます。 

 

  

<案内>    「全国女性交流集会 in 和歌山」実施要項 

― 和歌山から 新たなつながりを ― 

２月の全国連盟評議会で決定された「全国女性交流集会 in 和歌山」を、全国連盟主

催（女性委員会担当）、和歌山県勤労者山岳連盟の主管により開催します。 全国の労

mailto:yt19481013@yahoo.co.jp
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山会員が一同に集い、安全登山，誰もが楽しめる登山のために登山技術の交流など全

国の地方連盟で取り組まれている経験を交流すること。そして、登山における女性特

有の課題や悩みなどを率直に語り合い、全国の仲間が情報交換できる集会の場とする

ことを目的にしています。                     

■日 時  2019 年 10 月 26 日（土）13：00 開会～27 日（日）12：00 閉会 

■会 場  和歌山県和歌山市 紀三井寺ガーデンホテルはやし（宿泊所） 

        住所：和歌山市紀三井寺６７３ 

        ＪＲきのくに線・紀三井寺駅より徒歩５分 

■参加費    ①１１０００円 （１泊２食 交流会費付き） 

        ②日帰り参加者 資料代 ５００円 

           ③日帰りで交流会に参加される方は、夕食・交流会費５５００円 

■参加対象   労山会員及び全国の登山者  

■募集定員   100 名 申し込み書・（振込入金）  窓口）所属理事まで 

■講 演    豊田 ふみよ 氏                  

           「登山で輝く女性たち」 ―登山がもたらす生理効果― 

【日 程】 10 月 26 日（土） 

12：30～受付開始 13：00～開会あいさつ 

   13:１0～13；30  基調報告  全国女性委員会 委員長 久保 典子 

   13：30～15：00  講演   豊田 ふみよ 氏 

   15：20～17：40  地方連盟からの活動報告  第 1日目閉会  （諸連絡） 

   18：00～19：00  温泉入浴・休憩  

19：00～21：30  夕食・懇談・交流会 （差し入れ大いに歓迎） 

      10 月 27 日（日） 

７：00～８：00  朝食 

   ８：00～11：20  分科会―女性と登山―  

            A 登山における女性の課題 （自立、トイレ問題等）、 

            B 新しい登山形態は？ 

            C 事故を起こさないために 

   11：30～12：30  各分科会の報告・閉会 

☆ この集会では各地方連盟会・会員からの活動報告・分科会のレポートをＡ４版１

～２枚程度で募集しています。レポート送付先は下記の問い合わせ先と同じです。 

■問い合わせ先  全国労山事務所 女性委員会 

  TEL；０３－３２６０－６３３１ 

         FAX；０３－３２３５－４３２４   E－MAIL； jwaf@jwaf.jp 

■参加申込締切   ９月 30日（月） 

mailto:jwaf@jwaf.jp
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☆講師；豊田ふみよ氏のプロフィール         

・1958 年京都生まれ、大阪育ち。 

・早稲田大学で博士（理学）取得。 

現在奈良県立医科大学で医学生に人体生理学の脳・神経科学分野を教えている。 

研究は生殖行動のメカニズムの解明。 

・軽登山歴は 17 年。標高 3000m 前後の山に登るようになってからまだ７年。 

６年前、奈良県勤労者山岳会に入会した際、会員の皆さんの若さと健康的な美し 

感銘を受けた。以後、登山が人体にもたらす効果に俄然興味がわき、登山の人体生

理学について日々学んでいる。 

 

 

＜打合せ報告＞   

2020 年近畿ブロック搬出技術講習会 第 1 回打合せ 

日時  ：2019年 7月 17日（水）19時 30分～ 

出席者：京都；青山、西村、高岩 滋賀；友永 

議題  ： 

１．講習会概要 

２．（１）日時： 2020年４月５日（日） 

       岩、尾根、セルフレスキュー  8時受付 8時 30分～15時 30分 

        ハイキング            9時 00分受付 9時 30分～15時 00分 

（２）場所： 岩、尾根、セルフレスキュー  やぐら、百条岩周辺 

        ハイキング            滋賀県連で探す 

（３）担当  岩、尾根、セルフレスキュー  全体の司会及び進行・・青山 

        ハイキング            全体の司会及び進行・・友永、西村 

３．基本テーマ 

岩（初級）    ：レスキューの基本を行う 

岩        ：基本的に組織レスキューを行う。 

尾根       ：基本的に組織レスキューを行う。  

セルフレスキュー：基本的に手持ちの装備を前提としたセルフレスキューを行う。 

ハイキング    ：基本的に手持ちの装備を前提としたセルフレスキューを行う。 

  個々の内容については各府県連に一任する。 

８．テキストおよびテキスト代 

 ●ＰＤＦ化して各府県連のホ－ムペ－ジに掲載し、出来るだけ参加者にプリントアウトしてもらう。 

 ●岩、尾根、セルフレスキュー、ハイキングとも共通である。 
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 ●講習会赤字軽減のために資料代として今年は 1部 500円で参加者に任意購入してもらう。 

(参加費とは別料金） 

 ●各府県連でテキストの内容をチェックしてもらい、変更点や削除、追加する項目を滋賀県連 

の友永まで 

 9月 15日までに連絡してもらう。滋賀がテキストの訂正を行う。 

９．案内チラシ、事前参加集約表、当日申込書 

 (1)案内チラシ 

   滋賀が原案を○月○日までに作成して送付する。 

   各府県連、各所属会は原案をアレンジして作成する。 

    原案は別紙参照。（ワード作成） 

 (2)事前参加集約表 

   申込書を各府県連のホ－ムペ－ジに掲載し、参加者に各項目をチェックしてもらい事前

に集約できるようにする。 

ホームページ掲載用申込書は○月○日までに京都で作成する（高岩） 

パソコン、スマホがない者はペーパーで申し込みを行う。 

注：上記方法については詳細検討の必要あり 

ハイキングは各府県連が集計して滋賀県連にメ－ルで送る 

岩は各府県連が集計して京都府連にメ－ルで送る。 

事前参加集約表の申込み締め切りは○月○日とし○月○日までに滋賀京都に報告する。 

 (3)当日申込書 

    滋賀が準備→尾根搬出、岩搬出、セルフレスキュー分は京都に送る 

12．受付、案内体制 

  受付及びテキスト販売⇒岩、レスキュー、尾根班、ハイキング班共、各府県連 1名出す。 

  案内・誘導       ⇒ハイキングは各府県連で要員を出す。(必要人数の決定） 

                 岩、レスキュー、尾根班は案内・誘導はしない 

13．参加費ほか 

  ハイキング 500円 

  岩、尾根、セルフ 1000円 

  テキストは希望者のみ 500円で配布。出来るだけホ－ムペ－ジからプリントアウトしてもら

う。 

15．受付方法 

 ・参加者は事前にネットで申込書を書いてもらい、当日参加者の申込書と合わせて班分けを行

う。 

 ・申込書は班編成後に各班の班長に渡す。 

  （講習会終了後、各班長は申込書を本部に返す） 
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18．今後の予定  

 滋賀、京都の次回打合せ 2019年 9月 19日(木) 19:30～ 

  来年の講習会に向けて準備が始まりました。私一人では荷が重いので救助隊事務局、救

助隊の方でなくても良いので協力していただける方を求めています。やっても良いと思う方友

永まで連絡してください。 

2名くらい欲しいです。よろしくお願いします 

 

 

2019/7/16（火） 近畿ブロック自然保護委員会報告   司会 大阪労山 澤村 

報告   中島英雄 

１． 各府県連報告（トピックス） 

京都：7/1（月）第５回自然保護委員会より（平尾）  

第 55 回クリーンハイク 実施結果報告は「京都労山」8 月号に掲載。土壌調査 14

会が 19 ヵ所で県連 N 配信先 兵庫県 蟹沢; 県連 N 配信先 徳島県 天野和幸; 

県連 N 配信先 奈良県; 県連 N 配信先 兵庫県 蟹沢 Pｈ測定。結果は「京都労山」

8 月号に掲載他 

 奈良：ちびっこ遊び隊、クリーンハイクの一環事業で水質検査実施や自然観察会を 

計画中。トイレマナーの啓発と大台の自然保護の歴史という課題です。 

クリーンハイクについては 109 名の参加で、ゴミ集計は 198.65Kg でした。（高橋） 

 兵庫：兵庫では 6 月 2 日の全国一斉クリーンハイクは六甲山ビジターセンターで実施 

しました。仮設トイレを借りてきての実施です。また年 6 回行なっている会や毎

月行なっている会もあります。（塚本） 

 大阪：自然保護委員会より（澤村） 

  リニア新幹線署名、六十谷周辺の太陽光発電反対署名を継続集めておられます。 

クリーンハイク報告 7 月 1 日に大阪府など自治体に報告書および礼状を郵送済み。 

  各地域の状況は別紙。（参加総人数は 26 の山域で 614 人、ゴミ収集量は 561ｋｇ） 

  北大阪のぼろう会の猪名川河川敷クリーンハイクの報告。プラ製のごみが大半。 

    （別紙報告はこの報告には添付していません） 

 滋賀：第 47 回クリーンハイク（清掃登山）報告。飯道山、三上山、雪野山では子供

の参加が多かった。参加者に配る「しおり」の編集をしました。会計報告は大阪で

はザクッと締め切っているということでした。本日参加は中島のみでした。（中島） 

和歌山：欠席 

２．近畿ブロック交流ハイキング  

日程：１０月１９日（土）  場所：友が島  

集合：JR 新今宮駅 ８時３０分  南海難波駅 ８時３０分 
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目的：自然観察＆プラスチックゴミの回収 

費用：南海の格安きっぷを購入。船は１日５便、往復 2,000 円 

 詳しい案内は大阪で作成する。 

３・全国自然保護担当者会議 11 月 16～17 日で開催 全国連盟事務所 

４．７/6～７ 自然保護講座 近畿では大阪２、兵庫１、奈良１、滋賀１人参加 

   詳細は別に報告の文書を参照ください。 

５・次回の自然保護委員会開催日時  

10 月４日（金）10：00～ 環状線西野田駅 大阪労山事務所 

 

 

＜報告＞       2019 年 労山自然保護講座に参加して 

「大規模開発による山岳自然破壊影響を探る」 

―剣山系における大規模風力発電建設計画と山岳自然保護― 

 7 月 6 日～7 日 徳島県神山町神山温泉＆コットンフィールドで 2019 年 労山自然

保護講座が開催され、参加してきました。主催は日本勤労者山岳連盟自然保護委員会、

主管：徳島県勤労者山岳連盟です。 

 7 月 6 日 13：30 より全国自然保護委員の瀬下啓司さんの司会で講座は始まる。開

会宣言を全国労山浦添

理事長、開会の挨拶を

徳島県勤労者山岳連盟

天野和幸理事長の「剣

山系大規模風力発電計

画に対する反対運動に

ついて」の報告があ

り、基調報告で全国自

然保護委員会竹本幸造委員長の報告の後、基調講演を徳島大学飯山直樹特任准教授

（NPO徳島保全生物学研究会・かみかつ里山倶楽部）により「剣山系風力発電計画と徳島の

自然」という課題で約 1時間 15分お話と質疑がありました。 

徳島県中央部の剣山の東に連なる天神丸～高城山の山系に１基 2３00Kｗ～３45０Kｗの

風力発電機を 42基建設計画に対して徳島の山岳 4団体が反対運動を始めました。この地域

には貴重な植物も多く、動物も生息しています。絶滅危惧種のツキノワグマ、サンショウウ

オ類の心配です。建設に伴い大型資材の搬入のための道路改修が必要です。費用は誰が

負担するのか。（２Mｗクラスの風車の長さはタワートップ 28ｍ、タワーボトム 4m、発電機 18.5

ｍ、ブレード 39ｍの荷物です。全てトレーラーで運ぶ計画ですので、既存の道路を拡幅しな

徳島県勤労者山岳連盟    天野和幸理事長 
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ければなりません。）徳島県とオリックス株式会社への署名集めをしています。（オリックスへ

の署名は未提出）署名用紙が手元にありませんが、取り組みを提起します。予稿集にはリニア

中央新幹線静岡県大井川の水資源減少問題の概要も載っていて、全国自然保護委員会竹

本幸造委員長の報告がありました。  

 17 時 30 分に講義は終わり入浴・夕食タイムとなる。各自負担で温泉に入り、各自

注文した料理をいただきました。殆どの人は生ビールで乾杯です。宿泊は神山温泉か

ら徒歩 5 分のコットンフィールドという屋外に点在した施設です。女性用１棟と男性

用１棟の借用です。20時から交流が始まりました。参加者が 17人と少なくて、親しく

交流できました。準備してくれた徳島労山や、日本勤労者山岳連盟自然保護委員の皆

様ありがとうございました。 

 7日はファガスの森までバスで送って頂きました。国道ですがバスがやっと通れる位

のところもありましたし、雲早トンネルを抜けて木沢村に入り剣山スーパー林道までは

舗装していない道路が続きます。木沢村で使用していたバスを運転手付きでチャーター

してくれていました。乗用車での走行は無理です。 

 記念山行はファガスの森から高城山までのピストンです。高城山の先の無線中継所まで

行きましたが、ガスも晴れてきて剣山方面も望めましたが、三嶺や剣山は結局見えませんでし

た。 発電した電力を売電する予定の送電線が近くを通っていました。四国電力の 110Kv（11

万ボルト）か 178ｋｖ（17万 8000ボルト）の幹線のようです。 

                                          自然保護部 中島英雄 

 

 

 

 

 

ファガスの森ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ   建設省高城山レーダ雨量観測所 
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＜再掲載＞ 

 

  

　　　登山祭典予告　　秋のワンディハイクをご一緒しませんか

実施日　2019年10月27日（日曜日） *雨天中止

目的地 集合場所 歩行時間 コース 参加費 申込先・担当山岳会 定員 締切

A   　 滋賀山友会 　 　

京阪坂本 約６時間 無動寺道→大比叡→延暦寺境内→ yamatomo2017@gmail.com 30名 10月20日

比叡山 比叡山口 (雨天中止) 本坂→日吉大社前　 ５００円  077-525-2245(faxのみ) 　 　

8:00 　 エスケープルート　ケーブルにて下山 　 080-9566-9044 　 　

B 湖南岳友会（北村）
京都 ＪＲ山科駅 約６時間 ＪＲ山科駅→毘沙門天→大文字山→ konan.gakuyukai@gmail.com 20名 10月20日

トレイル 9:00 (雨天中止) 如意ケ岳→長等山→ＪＲ大津駅 １００円 090-5246-5009 　

 　 　 　

C ＪＲ堅田駅 ３時間 堅田駅・小野駅・和邇駅（貸切バス） 一般 比良雪稜会(西村) 50名 定員に

湖北 7:00 (雨天中止) 長浜市余呉町菅並→七々頭岳→ 3500円 077-594-0454(ＦＡＸ可) なり次

七々頭岳 ＪＲ小野駅 上丹生（貸切バス）→ 中学生以下 kazuyo-buna@river.sannet.ne.jp 第締切

（ななずがだけ） 7:10 和邇駅・小野駅・堅田駅 3000円

ＪＲ和邇駅  ※野点を行います バス代・抹茶

7:20  菓子代含む

貸切バスに   

　乗車 　  

Ｄ  

ＪＲ河瀬駅 約4時間 河瀬駅→登山口→荒神山神社→ 200円 ちごゆり山歩会   

荒神山 9:10 (雨天中止) 展望台→→荒神山公園→河瀬駅  柴田英男 20名 10月22日

 0771-23-0845（fax可）

　

Ｅ  

大文字山 ＪＲ大津京駅 約6時間 JR大津京駅→法明院→長等山→如意ケ岳 彷徨倶楽部 10名 10月23日

8:00 (雨天中止) →大文字山→法然院→哲学の道→南禅寺 200円 谷内　資康
　蹴上(15時予定)  tomo-hira3rose@iris.eonet.ne.jp  

　法然院からは自由行動 090-2280-9979  

◇　天候やその他の事情で、コースを一部変更する場合があります。歩行時間には、休憩時間は含まれていません。

【問い合わせ・申し込み】
　参加希望の方は、申込先へ電話,FAX、メール等でご連絡下さい。定員があるコースはお早めに願います。
　参加申込書は、当日参加費と共に、受付にお出し下さい。

【持ち物】　　　　
　昼食、飲物、雨具、防寒具、地図、着替え、ごみ袋、健康保険証（写し）、登山する服装と靴。

【注意事項】　　
　各コースとも、集合場所までとその先一部の交通費は参加者の個人負担となります。
　主催者は、事故の場合、可能な範囲で応急手当をしますが、その後の責任は一切負いません。
　参加者それぞれの責任に於いて行動して下さい。当日、体調が良くない方は、参加を見合わせて下さい。
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ぐうたら会長のつぶやき 

 先日約 1 年ぶりにエアコンをつけたら少しも冷えないので点検してもらいました。ガスが抜

けているとの事で、新しいエアコンに買い替えたのですが、取り付けまで 1 週間かかると言わ

れました。その間熱中症になるのではと心配しせっせと缶ビ－ルを飲み続けたが、逆効果で

汗が噴き出てしまいました。夜も寝つけず何もする気にもならず、ぐた～と毎日をすごしてい

ました。何とか新しいエアコンがついたので缶ビ－ルを飲みながら涼しく高校野球をみていま

す。暑い日はこれに限ります。どんなに実力があっても 6 つもエラ－をしたら勝てません。近

江高校は残念でした。  

 少し時季外れですが、5 月 5 日に行った音羽山周辺の記録です。      

観音口 8:20---8:35 愛宕大社 8:45---9:20 310m+Ｐ9:35---10:25 361m10:35---10:55 若葉台

分岐---11:15 堰堤 11:30---12:00 観音口 

 どこから取付こうかと思って、地図を検索すると若葉台の上部から階段の記号があった。

観音口でバスを降り、猿ではないけれど高い所、高い所と団地の中を行く。一番高い所らし

い場所に階段を見つけた。急な階段を登ると愛宕大社のお堂があった。お参りをしていたお

じさんに「どこに行くの」と尋ねられた。この尾根を登ると言うと「道なんかないよ」と言われた。

念のため山行の安全を神様にお願いして出発。お堂の裏から雑草で覆われた踏み跡を行く。

バキバキと散乱する枯れ枝を踏んで行く。古いテ－プが見当たらないのが嬉しい。地図でナ

イフリッジを期待していた細い尾根は、ただ単に細い尾根だったのでガッカリした。細い尾根

を過ぎると 310m+のピ－クへの急な登りが始まる。枯れた木が多いので気を付けて枝をつか

みつつ登る。息も絶え絶えになんとかピ－クに立つ。膝休めに少し長めに休んで出発。短い

急な下りを済ませ鞍部に出る。こんな狭い鞍部ではないはずだと思いながら行くと登りとなる。

磁石を出し方向を確かめると北のほうに向かっている。ここは南西に進むはずだと下って、

鞍部で方向を確認し進むと、比較的新しい赤テ－プのある鞍部に出た。とうとう赤テ－プに

遭遇してしまいちょっとガッカリした。左右から浅い谷が迫った鞍部を進み 361m への登りとな

る。急な登りを木にすがりながら右に左にと登り続ける。よろよろとストックにすがりながら登

って行く。10 時 25 分 361m のピ－クに立つ。ここからは通いなれたコ－スだ。若葉台の分岐

まで行き、ジグザグの道を下り溜池で休む。谷沿いの道を下り林道に出る。堰堤の先でバス

が行ってしまうのを見送った。 

 思ったより面白い尾根だった。あの一つのテ－プが無かったらもっと良かったのにと思った。  

9 月は日程が取れないので 10 月 12 日(土) 福知山線の近くにある虚空蔵山に行きます。 

10 月 12 日(土) 9 時 藍本駅集合 

コ－ス 藍本駅～登山口～虚空蔵山～八王子山～草野駅 

参加していただける方は 10 月 8 日(火)までに友永に連絡してください。 

電話番号 077-524-5618  メ－ル yt19481013@yahoo.co.jp  です。 

mailto:yt19481013@yahoo.co.jp
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