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＜エッセイ＞ 

クライミングという共通言語 

 

ちごゆり山歩会 濱本 健二  

 

 二十歳のころ、労山に出会い、ロッククライミングを覚えた。 

 京都大原の金毘羅から北アルプスの穂高、黒部に場所を移し、東鐘釣山や屏風岩

のアメリカンエイド第２登を目指し、垂直の草付きガリー、５０メートルノーピン

のリードで胃袋がひっくり返る様な思いや、厳冬期の錫杖、雪崩で叩き落され宙ぶ

らりんになった先行者の救助作業中、さらに大きな雪崩に埋もれたり、氷点下２５

度、宝剣直下Ｆ沢でのシュラフレスのビバーク等、いつ死んでも不思議ではない

日々を過ごした。 

 その後、子宝に恵まれ、いつしか仕事に軸足を置くことを強いられ、単身赴任先

の東京でクライミングジムの存在を知った。 

 外岩用のアゾロのクレッターシューズで登り始めたが、垂壁以上は歯が立たず、

何足か新しいシューズを履きつぶし、Ｔ-Ｗａｌｌ江戸川橋で４度目の冬を迎えた。 

 東日本大震災を経て故郷に帰り、その後金沢、仙台、徳島、高松と転々としたが、

どの地に行ってもクライミングジムの仲間が温かく迎えてくれ、充実した休日を過

ごせた。 

 人見知りが激しい私でも、アットホームな雰囲気の中で、言葉の通じないフラン

ス人や娘と同い年の風俗嬢等と一緒に課題を読み解いた。 

 垂直の壁に働く重力、人種、年齢に拘らず平等に作用する。 

 ホールドのフリクション、エッジのサイズ、表現方法は色々、カチ、ガバ… 

仲間のチャレンジには「ガンバ」の掛け声…魔法の言葉で連帯が生まれる。 

 クライミングシューズとチョークバックさえあれば、東京のフランス大使館アタ

ッシェ、仙台の風俗嬢、高松の外科医師でも壁の前では同じクライマー… 

 日常で全く接点の無い同士なのに、壁を前にすると僅かな単語だけで旧知の友の

ような関係が成立する。 

 

 さあ皆さん、東京 2020 を目前に、万国共通言語のクライミングにチャレンジし

ませんか。 
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＜案内＞ 

 

雪山を楽しもう！ 

--- 雪山基礎講座 2020 開講のお知らせ --- 
 

この講座は、経験はないけれど雪山を登ってみたい、あるいは少し経験はある 

が、もっといろいろな雪山を登ってみたい、そんなひとが対象です。 

雪山は美しい。そこに身を置く素晴らしさはどんな言葉をもっても表現できま 

せん。でも、雪山は危険もいっぱい。実戦的な技術と知識を学び安全に雪山を楽 

しみましょう。この講座が求めるものは「雪山への真摯な憧れ」です。素晴らし 

い白銀の世界へ踏み出しましょう。「わくわくする山」目指して、いざ。 

■日 程：2019 年 12 月～2020 年 5 月 

・毎月 1～2 回の山行を通じて、雪山に必要な知識と基礎的な技術を実戦的に 

学びます。連続して受講して頂くのが理想的ですが、毎回独立した内容なの 

で都合の良い回のみの受講も歓迎します。 

・12 月初旬にオリエンテーションを行い、日程を調整し装備を確認します。 

■会 場：2019 年度は八ヶ岳硫黄岳、奥美濃大日岳、北アルプス唐松岳および 

爺ヶ岳で実施しました。2020 年度も受講者のみなさんの希望を踏ま 

えてこれらに準じた山域で実施します。 

■講 師：秋田誠（彷徨倶楽部、日体協登山上級指導員）およびクライミング研 

究会々員 

■主な講習内容： 

1．雪上歩行（キックステップ、アイゼン、ワカン、スノーシュー） 

2．ピッケルワーク（ピオレトラクション、耐風姿勢、滑落停止） 

3．雪上ロープワーク（スタンディング・アックスビレー、懸垂下降） 

■募集人数：8 名程度 

■受講料：各回 2,000 円、申込金不要。その他、実技山行の交通費、食費、装 

備費など 1 回につき実費 10,000 円程度が必要です。 

■申込み（問合せ）と期限： 

090-3727-3721（秋田）またはメール dekameno@gmail.com 

期限 11 月 30 日（金） 

 
雪洞訓練、大日ヶ岳 

 
爺ヶ岳  
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＜案内＞ 

教育部・遭対部共催 2019 年度第 4 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 11 月 30 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 11 月 26 日(火) 

参加費  500 円 

用意する物   

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＞      近畿ブロック 2019 年度雪崩講習会案内 

雪山登山・バックカントリースキー・など雪山を楽しむ方に必須の、雪崩に対する知

識と対処法について実践的に学ぶ 

 

講習内容・日時・場所 

理論講習  ：日時：2019 年 12 月 14 日（土）10：00～17：00 

場所：大阪府勤労者山岳連盟事務所 

 ビーコン講習：日時：2019 年 12 月 15 日（日）10：00～17：00 

  場所：須磨浦海岸 

 実技講習  ：日時：2020 年 1 月 18 日（土）～1 月 19 日（日） 

        場所：長野県 栂池高原周辺 ＊宿泊：鷲の家（0261-83-2608） 

mailto:yt19481013@yahoo.co.jp
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参加費     3,5000 円（含交通費,１泊２食代；滋賀県連会員は 10,000 円補助有） 

 理論講習のみ：3,000 円  理論・ビーコン講習のみ：5,000 円 

定員      基本クラス２０名 初めて受講する方 

        中級クラス１０名 基本クラス修了者 

申し込み    県連事務局⇒近畿ブロック雪崩講習会事務局 

申し込み締切  11 月 17 日（日） 定員なり次第締め切り 

詳細は県連事務局に案内パンフレットがあります。理事に問い合わせください。 

 

 

 

＜依頼＞ 

「事故一報・ヒヤリハット事例」提出のお願い 

県連では毎年総会資料に遭難事故報告を載せていますが、全国連盟の総会資料を基

にしているのが現状です。 

２０１９年度（2019.2～）から事故一報を県連として把握・保管することを理事会で

決定されました。そこで、会員皆さまもご認識にいただくとともに、各会担当者は

「事故報告及びヒヤリハット事例」の報告をお願い致します。 

         提出先 事務局長・宮内 

これまで県連では事故の際、労山基金申請書に県連理事長名で押印はしていますが、

事故報告そのものは、県連に提出されていません。ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

第 41 回 近畿ブロック搬出技術講習会（案）のご案内 

尾根搬出・岩搬出・岩のセルフレスキュー コース 【事前申し込み制】 

● 日時 2020 年 4 月 5 日（日）8:00 受付開始 8：30～15：30 雨天決行、

警報発令中止 

● 場所 百丈岩やぐらおよび百丈岩周辺（JR 道場駅より徒歩約 30 分） 

● 内容 引き上げ引き下ろしシステムのレスキュー、背負い方法等のレスキューシ

ステムを実践で学ぶ。 

● コース 

・尾根コース・岩コース（初級者・経験者コース） 

・岩セルフレスキューコース； 
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いずれのコースも事前受付となります。（岩セルフレスキューコースは先着10

人です） 

●装備 

・尾根コース：ヘルメット＊、ハーネス＊、自己確保用装備＊、安全環付カラビナ
＊  スリング＊、デイジーチェーン又はパス、確保器＊、カラビナ＊等 

・岩コース・岩セルフレスキューコース 

ヘルメット＊、ハーネス＊、自己確保用装備＊、確保器＊、安全環付カラビナ＊、

デイジーチェーン又はパス＊、カラビナ＊、クイックドロー＊、スリング＊、アブ

ミ、ハンマー等 

＊は必須装備です  

上記の他、各コースとも一般装備（行動食、水筒、雨具等）必要。 

●対象者 

・岩登りの経験があり、搬出技術の向上を目指す方。 

・「岩セルフレスキューコース」は搬出技術講習会の参加経験者で主に岩登りを

される方のみとします。 

・新特別基金、又は、それに準じる山岳保険加入者。 

●参加費 1000 円   

●テキストは出来るだけ事前に各連盟のホ－ムペ－ジからプリントアウトしてく

ださい。  当日、必要な方は 500 円で販売します。 

●申し込み方法 

参加していただける方は 3 月 9 日（月）)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。 

＜特記事項＞ 

●雨天決行です。当日の朝の 7 時 30 分時点で警報発令時は中止します。 

●訓練中の事故等に対しては自己責任での安全確保をお願いいたします。各コース

ともヘルメットのない方は参加できません。 

●前夜泊は鎌倉峡河原にてテント泊可能です。（場所に限りがあります） 

●お車でお越しの方へ 

・当日はたくさんの参加者が予想されます。出来るだけ公共交通機関をご利用下

さい。 

車の場合は、道場駅前の駐車場か鎌倉茶屋管理の奥の駐車場（いずれも有料）を

ご利用下さい。 

・道場駅からやぐら前まで路肩は駐車禁止とします。 

・百丈岩やぐら前は講習会場として使用しますので駐車できません。 

・夜間遅くに来られる方は、近隣住民の方へのご配慮をお願いします。 

mailto:yt19481013@yahoo.co.jp
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第 41 回 近畿ブロック搬出技術講習会（案）のご案内 

ハイキングコース 

●日時 2020 年 4 月 5 日（日）9：30 受付開始 9：50～15：30 雨天決行 

●集合・会場  

 明日都浜大津 4F「ふれあいプラザ」ホ－ル   TEL 077-527-8351 

 〒520-8530 滋賀県大津市浜大津 4 丁目 1-1         

●持ち物 山行時の装備一式 

（昼食、水筒、雨具、ストック、三角巾、スリング＜120cm・60～100cm＞、

カラビナ等） 

●内容  応急手当、搬出技術 

●対象者 ハイキングの山行リーダー及びハイキングでのレスキュー技術の習得

を目指す方。 

●参加費 500 円 

●テキストは出来るだけ事前に各連盟のホ－ムペ－ジからプリントアウトしてく

ださい。 当日、必要な方は 500 円で販売します。 

＜特記事項＞ 

●講習中の事故等に対しては自己責任でお願いいたします。 

●軽登山靴、または運動靴で参加可能です。 

●参加していただける方は 3 月 9 日（月）)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。 

  

※まだ案の段階です。変更があるかも知れません。 

 

 

 

2019 年度 第 7回理事会議事録 

9 月 18日（水）19：00 - 20：30   司会 宮内 記録 飯野 

出 席：友永、宮内、中島、池田、高玉、田中、古川、今村、渡壁、藤関、飯野 

欠 席：（連絡）濱       （理事会定数 11名） 

議  事： 

1. 9/29 比良縦走大会について 

・担当 教育・遭対部 今村・藤関・飯野 

・コース 近江高島駅 7:23 着 8:00 大炊神社スタート～高島音羽～リトル比良 

mailto:yt19481013@yahoo.co.jp
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～釈迦岳～リフト跡～イン谷口 16：30ゴール必着  最終バス 16：40 

・スタッフ関係 チェックポイント 12：00寒風峠  3名（藤関・宮内・飯野） 

ゴール イン谷口   2名（友永・高玉） 

スイーパー  4名（濱・田中・池田・今村） 

・参加人数 5 名（雪稜会 4 名 彷徨 1名）一般参加者の保険（締切 9/26）→友永 

・準備 参加者名簿、完歩証、当日受付→友永 

地図、スタッフの携帯電話番号一覧、写真担当→今村 

チェックポイントの果物ジュース→宮内 イン谷ゴール接待品→高玉 

・中止の時の連絡 前日 17 時発表彦根気象台予報に於いて開催日の滋賀北部の 

降水確率 50％以上の場合、ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄで中止連絡。各会理事が参加者に連絡する。 

・実行委員長 今村  ・報告書の作成 今村・友永  ・会計 飯野 

＜コース確認、下見、テープ表示＞ 9 月 23日（月）今村・田中・藤関・飯野 

2. 登山祭典（10/27）担当 組織部 濱・藤関・飯野 

・コース各会決定（別紙）→ チラシ印刷（発注）配布（８/２０済み） 

3. 各部報告 

組織：会員数動向  

合 計： （前年度末比   201/206 97％）  

  

教育・遭難対策：・9/28 第 3 回岩登り 三上山 2 名参加予定   

・10/5 ハイクセミナ－座学 2 名参加申し込み  

・10/19 11/9・11/16 ハイクセミナ－実技 

機関紙:9月号 8/20発行済み 10月号 原稿締切 9/15 印刷・発送 9/20  

自然保護： 

・7/5-6 第 22回労山自然保護講座(中島参加)・7/16 近ﾌﾟﾛ自然保護委員会  

・10/4 近畿ブロ自然保護委員会 

財政：8月に第 3 期連盟費 請求済み シャクナゲへ連絡(宮内から) 

救助隊:・9/19 近ブロ搬出講習会第 2 回打ち合わせ 

・10/30近ブロ搬出講習会全体第 1回打ち合わせ 責任者 友永 会場選定中 

ＳＫＩ－ＮＥＴ・ＣＳＳ： 報告無し 

４．その他： 

山 友 岳 友 雪 稜 彷 徨 ちごゆり シャクナゲ 

73／73 49／50 44／44 13／12  17／17 5／5 

合 計  2019.8E/2019.6E 

201／201 100％ 
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・全国自然保護担当者会議（11/16～17 全国労山事務所 10/25 締め切り） 

・各会の事故報告を県連事務局に報告の件（提案）  

 ・事故発生時の事故一報を、各会より全国連盟と、県連の両方に提出すること。 

 １１月号県連ニュースで周知する。 

・10/16近ﾌﾟﾛ代表者会 19 時 30分～ 大阪府連事務所 

 

 

 

2019 年度 第 8回理事会議事録 

日 時：2019 年 10 月 10日（木） 

出 席：、宮内、中島、池田、高玉、田中、古川、今村、渡壁、藤関、飯野 

（理事会定数 11名） 

欠 席：（連絡）友永、濱 

議  題： 

1. 比良縦走大会について 雨天で中止。（参加予定 雪稜会 4名、彷徨 1名） 

問題点  

① 昨年(参加予定 9名)よりさらに参加人数の減少した点 

 ・ 昨年よりロングｺｰｽに変更したが、比良全縦に戻すのがいいのか 

②  県 連の大行事の 1つである「比良縦走」が軽く見られているのではないかという点 

 ・ 岳友会の 10/6 比良全縦走(栗原～高島) 実施されている 7名 寒風峠の手前から

楊梅の滝へ下山。 「全縦」にこだわる熱意のあるリーダーの存在がある。 

・ ＣＳＳクライミング教室が当日に実施されている。 

⇒県連として、日程変更を要請すべきであった。 

   ・ 来年度について 

    ＊ 次回 11/14理事会までに各会で意見集約して、提案できるようにする。 

      ＊ 県連縦走を存続させるか、新しく交流の場として企画を考えるか 

2. 登山祭典について 組織部・濱、田中 

現在の参加人数  雪稜 定員で締切り 彷徨 3名 岳友、山友 募集中 

保険代一般１００円のみ県連納入 氏名・年齢  

保険申請 期限 １０/２４（木） 友永受付 

 

 ３． 組織：会員数動向 （前年度末比  202/206   98％） 
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・遭難対策 9/28 三上山→中止 

        10/5 ハイクセミナ－座学 1名参加 

        10/19 参加者がないので 10/26に延期予定 1名参加予定 

・機関紙部   11月号 10/15締め切り 10/21～印刷発行  

12月号 11/15締め切り 11/20印刷発行予定 

・自然保護部  10/4 近ﾌﾞﾛ自然保護委員会 

           10/19 近ﾌﾞﾛ交流ハイキング （参加予定 中島・近藤） 

           2020 1/10近ﾌﾞﾛ自然保護委員会 

・救助隊     10/19 第 2回京都・滋賀打合せ→滋賀 1名・京都 3名参加 

           10/30 近畿ブロック全体打合せ→県連事務所 19時 30分から 

           11/15 第 3回京都・滋賀打合せ→場所未定  

都合のつく理事の方も参加してもらえれば歓迎です。 

 ・ＣＳＳ 「雪山基礎講座 開講」 11月号に掲載   ・財政  ・ＳＫＩ・ＮＥＴ  

４．その他 

    ・全国自然保護担当者会議（11/16～17 全国労山事務所 10/25 締め切り） 

     ・10/16近ﾌﾟﾛ代表者会 19 時 30分～ 大阪府連事務所 

   ・労山カレンダー 申し込み受付中  

各会まとめて ちごゆり５、岳友 3 雪稜 8 山友 10、 

   ・栄誉功労賞の申請 推薦１名  

   ・永年会員賞 20年以上在籍の会員 各会でまとめて窓口･宮内まで 12/31 

   ・組織数の報告 11 月末の男女別人数報告 窓口・宮内 12/25まで 

     ・第３４回労山 総会 ２０２０年 2/15～16 東京  代議員選出準備 １名 

   次回第９回理事会 11 月 14 日（木）19：00 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 友 岳 友 雪 稜 彷 徨 ちごゆり シャクナゲ 

72／73 51／50 44／44 13/12  17／17 5／5 

合 計  2019.9E/2019.8E 

202／201 101％ 
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近畿ブロック自然保護委員会報告 2019/10/4（金） 

 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：9/2（月）第 6 回自然保護委員会より（平尾）  

自然保護セミナーが 9 月 13 日（金）に芦生の森の豊かな自然と北陸新幹線延伸

についてありました。北陸新幹線が京都丹波高原国定公園・芦生の森を通り、京

都府南部から大阪へ向かう方向で計画が進んでいる。 

 奈良：ちびっこ遊び隊はすいか割りが好評だった。来年度も取り組む方向。 

クリーンハイク一環事業でセミナー観察会を 10 月 12 日（土）『紅葉を楽しみな

がら大台ヶ原の自然を考えよう』を計画中。（高橋） 

 兵庫：10/3（木）第 4回自然保護委員会より 9/13（金）労山の森つくりで下草刈、

9/23（月）甲山勤労者山岳会の自然観察会を実施 10/19 近畿ブロック交流ハ

イキングには 11 名参加予定。（中原） 

 大阪：9/12（木）自然保護委員会より（澤村） 

   リニア中央新幹線による南アルプスの自然を壊させない署名を引き続き収集。

六十谷から東側に計画していた太陽光発電計画で事業主体が事業廃止を通告。

雲峰山から六十谷駅間のハイキング道の自然は守られる。 

 滋賀：7 月６日～7 日徳島県神山町で開催の 2019 年労山自然保護講座「大規模開発

による山岳自然破壊影響を探る」の報告をした。本日の参加者はどなたも参加

していなかった。（中島・池田） 

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 南国の別天地でチョッピリごみ回収 

集合：JR 新今宮駅（滋賀）８時 20 分くらい  

新今宮駅 8 時 27 分発・区間急行 紀ノ川駅で加太線に乗り換え、 

   難波駅８時 25 分発・区間急行     〃 

   加太港 11 時出航  帰りは最終 16 時 30 分 

   参加が 60 人を越えると臨時便となり 11：30 発になるかも 

   船に乗る時は登山靴からすぐにぬげる履物にしてください。 

費用：南海の格安きっぷ;往復 1,400 円。船賃;往復 2,000 円 

加太港までの案内 事前に行っている和歌山が実施。 

参加申し込みは自然保護部中島英雄まで 

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 

次回の自然保護委員会開催 2020 年 1 月 10 日（金）10：00～ 大阪労山事務所 
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＜報告＞ 

 

金毘羅岩トレ 報告  CSS（クライミング研究会） 

日程：10月 5日（土） 

参加者：谷内 CL（彷徨倶楽部）、達摩、家邉（湖南岳友会） 

行程：江文神社 9:00～北尾根～Y懸 15:56～江文神社 17:00 

 

 北尾根にてロープワーク、器具の説明、岩登りの基本をレクチャーしていただき、マ

ルチピッチクライミングの練習、懸垂下降の練習をしました。 

お手本を見せていただき、後に続きます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

いろいろアクシデントもありました。 

集合時間に１名来られず、現地にでも連絡取れず。日にちを間違われたとのことでした。 

北尾根の取付きはヒルがいて被害者 1名。次に谷内さんの財布が落下、懸垂下降して

無事回収。船に移動するも日陰で濡れて登攀断念、北尾根から Mフェイスへ懸垂下降し

ようとロープを降ろすと、クライマーがいて怒られた。 

最後に Y懸で懸垂下降をしたが斜度が緩くかえって難儀でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとしたアクシデントもありつつ（笑）、丁寧に教えていただき、さらにチャレンジ

してみたいと思いました。ご指導ありがとうございました。 

 

（谷内）お疲れ様でした。ロープワークは日ごろから練習して自分のものにしてくださ

い。クライミングがもっと楽しくなると思います。 
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ぐうたら会長のつぶやき 

 今回の近畿ブロックの搬出講習会の担当は京都と滋賀になっています。滋賀はハイキング

を担当する事となりました。まだ時間がありますので都合をつけてたくさんの方に参加してい

ただきたいと思います。 

 また前回の和歌山は 8 班を受け持ちました。滋賀もそれくらいの班を受け持って欲しいとの

希望です。各会に講師とスタッフの派遣もお願いします。また当日の受付や道案内などの人

手も必要です。年が明けてからお願いする予定です。皆さんのご協力をお願いします。 

歳をとると昔の事が思い出されます。初めて九重に行った時の記録です。その割には

淡々とした文章だなと思ってしまいました。 

 九重山群    1972 年５月 19～20 日    

５/19 生憎の天気で雨の九重登山となった。７時 18 分発の急行「日田」で小倉を発つ。10 時 10

分に豊後中村に着き、10 時 15 分のバスで牧の戸峠へ向う。一つ手前の牧の戸で降りようとする

と、運転手さんが「もう一つ先ですよ」と教えてくれた。牧の戸峠への乗客は一人だったので話が

弾んだ。牧の戸峠で下車、雨の中セメント道を沓掛山へ向う。視界はゼロ、ミルクの海の中を頂

上へ。沓掛より久住へ向う。少し風が出て来た。立派な道をわけなく避難小屋へ、昼食後山頂へ

向う。相変わらずミルクの海だ。やっと久住分れで視界が少し広がる。山頂は風が強く、視界も悪

いので早々に下山、法華院へ向う。北千里で視界が開ける。１時間と少しで法華院へ到着。雨は

まだ降っている。坊ケツルまで行き、休憩舎に泊まる。 

５/20 夜半より風が強くなり天気が心配だったが、翌日は晴天となった。４時半起床、食事をすま

せ５時半出発。急なガレ場の道を 40 分で段原へ着く。風が非常に強く飛ばされそうだ。小屋より

ワンちゃんが道案内をしてくれた。山頂は強い風で寒かった。写真を２,３枚撮って下山。段原より

ミヤマキリシマの蕾の中を、火口を半周して黒岳との鞍部へ急に下る道を下る。風穴より急な登

り約 40 分で山頂の高塚へ着く。山頂より阿蘇の山々が霞んで見え、由布、鶴見の山々も良く見え

た。山頂より風穴へ下り大戸越へ向う。所々道が荒れている。大戸越より平治岳へ、ミヤマキリシ

マの開花時は最高の山となるだろう。休憩後（ここまででスタミナ切れの模様で疲れが大変酷か

った）坊ケツルへ下山。土日を利用してキャンプしている人や、大船登山のグル－プで坊ケツル

は賑やかだ、まだまだ人は増えそうだ。昼食後 13 時 20 分出発。雨ケ池を経て登山口へわけなく

到着。今日は大変天気が良く、展望も良かったが風が強く閉口した。今晩の九重は人が多いだろ

う。帰りにすれ違ったバスには大勢の人が乗っていたから。 

 書き残した文章と言うのは凄いもので、50 年近い昔の事も色んな場面を思い出せます。初

日は雨で展望のない道を歩きながら心細かった事、次の日、犬と歩きながら一人歩きの寂し

さを紛らした事、道が荒れていると簡単に書いているが、さんざん道を探し回って苦労したこ

となど、逆に書き残さなかった事がたくさんあったなと思い返しています。 

 11 月は予定が詰まっています。計画は 12 月に立てます。 
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月 日 県連・全国行事 月 日 各会の行事 会名

1-13 ネパール　エベレスト街道 彷徨

2 三輪山（山辺の道） 雪稜
2-4 南ｱ・大無間山 2-3 雨乞岳　イブネテント泊 岳友

（ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ登山講座2019/CSS） 4 比良飲み水調査・放射線調査 雪稜
10 地蔵谷山 雪稜

10 武奈ケ岳 ちご
14 理事会 16 六甲縦走 彷徨

17 湖国観音巡りと鶏足寺の紅葉 岳友

17 青竜山・男鬼山 雪稜
23 体験山行　比良・武奈ケ岳 山友

23 救命救急講習会（北消防署） 雪稜
23-24 氷ノ山 岳友
23-24 総会(山梨 茂木山) 彷徨

24 私市ハイキング ちご
24 紀見峠～岩湧山（ダイトレ） 雪稜

30 ミーティング 岳友
30 土倉山 雪稜

30-2 香港の山 彷徨
1 比叡山 岳友

12/2 雪山基礎講座2020 8 善峰寺～ポンポン山 雪稜

オリエンテーション 8 竜王山（読図） 岳友
14 忘年山行（武奈ケ岳）・忘年会 雪稜

14-15 忘年登山(十二坊)総会・忘年会 ちご
12 理事会 15 ダイトレ（槇尾山） 彷徨

15 六甲山 岳友

21-24 野沢ゲレンデスキー(ｽｷｰﾈｯﾄ) 18 ミーティング 彷徨
21 ミーティング 岳友

28-1/1 妙高ｹﾞﾚﾝﾃﾞｽｷｰ(ｽｷｰﾈｯﾄ)

1 初日の出山行（権現山） 雪稜
4 新春登山（武奈ヶ岳） 彷徨
5 愛宕山・新年会 岳友

12 新春山行（武奈ケ岳） 雪稜
11or19 ミーティング ちご

16 理事会 17-19 志賀高原ゲレンデスキー例会 山友
19 堂山（アイゼントレーニング） 岳友
22 ミーティング 彷徨

25 ミーティング 岳友

26 武奈ケ岳 岳友

26 菜の花なぎさ公園&三上山 ちご

30 代表者会議・理事会

会名略号　山友：滋賀山友会、岳友：湖南岳友会、雪稜：比良雪稜会、ちご：ちごゆり山歩会

　　　　　　　シャク：シャクナゲ溯行クラブ、彷徨：彷徨倶楽部

　　　　　　　ｽｷｰﾈｯﾄ；山スキーネット滋賀、CSS：クライミング研究会滋賀

行 事 予 定

12

11

1



 

 

２０１９年１2 月号の原稿は、１1月１５日〆切です。 

原稿の投稿先は tfurukawa@dj8.so-net.ne.jp まで、 用紙サイズは B5、

フォントは本文 10.5～1１、タイトル 12～1４、余白はやや狭いとし、 

使用する写真は 200KB 以内としてください。 

皆様のご協力をお願いいたします。 
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