
山登りが好きな人
であれば、一度はエ
ベレストに登ってみ
たい、登れなくても
よいから近くで見る
だけでもと思うこと
は、至極当然なこと
と言えましょう。高
みを目指す、人の本
質に係る当然のこと
だからです。わずか
30年（1950年～1980
年）足らずの間に、
人の足跡を知らない

高峰の頂きや未踏の大地は、ことごとく歩き・登り尽く
され、以前の姿は消え去ろうとしています。その代表的
な一つがエベレストです。
世界中から頂きを目指す人達の行列が頂上に至る雪稜
を埋めつくし、登る人・下る人の群れが大渋滞を引き起
こしています。
立派な装備に身をかため、先駆者たちが開いたルート
を辿り、各々の想いを叶える姿は歴史の必然と言えばそ
れまでですが、これほど多くの人が世界中から、最高峰の
頂きを目指す日がこようと、誰が想起できたでしょうか。
今から61年前、在ネパール英国大使館のパーティーの
席で私が発言した話題がもとで、日本がエベレストに登
るとしたら『日本でオリンピックが開催される1964年か』
など、10名近い新聞記者の都合のよい誘導尋問に引き込
まれ、その応答が共同通信を経て世界中に報道されてし
まいました。「日本隊、1964年にエベレスト計画」となっ
てしまったから大変でした。当時の事ですから一国のエ

ベレスト登山計画は話題性としても大きな興味の持てる
計画でした。
『何たる発言をしたか』日本山岳会や関係者からお叱り
の手紙は30通を超えました。オリンピックとエベレスト
は、どこの国の記者にとっても都合のよい記事になると
の、彼等の勝手判断から報道されたものでした。
この事もあってか、日本のエベレスト登山については、

最初からの係わりを入れると半世紀を越えて懐古するこ
とになります。1964年の1月に、当時の三田副会長から、
エベレスト登山委員会の「企画・総務」の担当をやって頂
きたいと懇願されたのが、ことの始まりでした。1965年
の渉外担当責任者と重なっていましたがお引き受けしま
した。さらに、酸素装置の開発から膨大な量の物資の輸
送責任まで押し付けられ窒息しそうな有様でした。私の
家は当時神戸市内でしたから、東京は仮住居でした。神
戸東京の往復は苦しく多忙を極めましたが楽しい日々で
あったと回想新たです。
国中から集まった登山隊向けの物資は予想をはるかに

上回り、装備・食糧や日用雑貨を含めた寄贈品は倍近い
ものとなりました。この処理が実に大変でした。どんな
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令和2年度活動報告（抄）

会員動向

令和3年3月末で会員223名、準会員9名、会員会友14
名、支部会友30名の計276名
令和2年度活動実績について

新型コロナが日本を襲い、異例の1年でした。3～5
月と12～2月の山行や行事の多く、例えば「山の日講演
会」や新年会などを中止し、スケッチ展は次年度に延期
いたしました。その中にあって、自然保護全国大会を関
西支部主管で10月に吉野で開催し、「著者と語る会」を11
月に開催することができました。

また、登山文化研究会は日本山岳会本部の特別事業補
助金を得て継続して活動し、3月に研究会報告書を発行
いたしました。登山教室に於いては重廣恒夫会員に続く
指導者を育てるための指導者養成講座を実施継続してお

ります。
さらに会員の山行動向や考えの傾向、世代分布のアン

ケート調査を行い、その結果を踏まえて、山行について
はベテランと新人の交流を図るため夏山合宿、岩場歩き
トレーニングを新たに始め、沢登り例会を定例化するこ
とができました。

令和2年度の活動詳細は以下のとおりです。
▪総務委員会

・総　会　　　書面により開催　参加者34名
・評議員会　　中止（4月9日　議案書案メールにて送付）
・役員会　　　7回開催
・委員会　　　2回開催（書面による）
・支部報発送　4回開催
【公益事業】（山の日関連行事）
・山の日講演会　8月30日（日）　中止
・第30回藤木祭　9月27日（日）　中止

に小さなものでも寄
贈者の誠意を考える
と、返品、処分する
事など出来るもので
はありませんから、

「現地に持っていこ
う」とか「ネパール
政府に寄贈しよう」
等々、見解は様々で
した。「そんなことは
平林に任せておけ。
何か考えてくれるか
ら」が大塚さんの口
癖でした。隊長の松
方さんだけが「どう
なった、大変だね」
と労をねぎらって下
さったのですが、こ

の余った物品の処理には困り果てたものです。
山麓行進（キャラバン）に出発する際は、1016人のポー

ター分で約30トンの荷物になっていましたから、寄贈品
などを現地に持参し、ネパールの人々に活用して頂くこ
とも出来ず、無駄になってしまいました。今でも気にな
ることの一つとなっています。

それよりも、最も気を遣い工夫した事は、一つの荷物
がポーターの事故で失われることが起こった時に、登山
活動で重要な機能が失われてしまうことです。ですから
通信機器や医薬品等々、登山隊に必要不可欠で固有な装
備については、隊員一人一人にそのポーターを監督する
義務を課し運用しましたが、勝手気ままな輩に苦労した
ものです。またベースキャンプに集結した物資も、いざ
詳細に荷上と配備や消費を計算すると無駄が多く、リー
ダー達の反省が目立ちました。山に登る技術など不用で、
大形の登山計画にはリーダーシップの発揮できるマネジ
ャーや個々の隊員の準備を進める行動力が重要であるこ
とは言うまでもありません。

ベースキャンプ以上の登山活動では登攀隊長を補佐
し、進んで計画を推進する役目を自らに課し、活動した
ものと自負の念を強くしております。50年が過ぎた今日
でも、支えられた隊員達仲間や多くの協力者の方々に対
する感謝の念と共に、その思いひとしおであります。

エベレストの頂上でシェルパの儀礼として、チャタレ
ーが青空高く投げ上げたツアンパの粉塵の飛び去るなか
に、死亡した成田隊員や山で遭難した友人達の笑顔を見
た一瞬の出来事がありました。しかしこの幻覚はいまだ
に心に深く、50年の懐古の中で最も強い印象の一つとし
て刻まれ、残っています。

アイスフォールを越えて

令和3年度（公社）日本山岳会関西支部総会� （令和３年４月書面による）
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【共益事業】

・夏季懇親会　8月30日（日）　中止
・新年会　1月20日（水）　中止
▪財務委員会

・4月8日　令和元年度（平成31年度）会計監査実施　出
席者5名

・財務委員会　4回開催
・財政検討会　1回開催
・室料支払いを、銀行ATMの振込から自動引落しに移

行（2020年12月分より）
・郵便局の「ゆうちょダイレクト」に加入（2021年2月より）
・支部報広告主1社減、新規1社契約
▪山行委員会

・委員会　6回開催（メール会議2回含む）
・「山行ひろば」　奇数月の6回（中止含む）の開催（参加

者延べ48名）
【公益事業】

・登山教室　座学・初級・中級・上級（延べ82名受講）
・「山の日」の関連行事「わんぱく探検」　中止
【共益事業】

・ゆるやか山行　10回（中止含む）実施 参加者延べ97名
・しっかり歩こう　8回（中止含む）実施 参加者延べ20名
・月例会　　　　12回（中止含む）実施 参加者延べ57名
・六甲山を歩く　4回（中止含む）実施 参加者延べ6名
・沢登り例会　　9回（中止含む）実施 参加者延べ21名
・岩場の訓練　　7回（中止含む）実施 参加者延べ11名
・雪稜シリーズ　3回全て中止
・夏山合宿　　　9名参加
・陽だまり山行、支部スキーツアーは中止
▪安全委員会

・委員会　4回開催
・遭難対策体制の検討を行い、緊急連絡網を作成
・登山計画書提出を呼びかけた　総提出件数　137件
【共益事業】

・安全登山講習会　2回実施（中止含む）
▪自然保護委員会

・9月25日､ 自然保護全国集会準備会合
・現地打合せ　3回
・全国集会を10月に開催（関西支部より16名参加）
【公益事業】

・日本山岳会関西支部本山寺山の森
｢本山寺山森林づくりの会｣ を実施団体とする保全活動 
20回実施。

・東お多福山ススキ草原保全 ･ 再生活動　2回実施

・大台ヶ原の利用に関する協議会　コロナ対策の為欠席
▪図書委員会

・委員会　5回開催
【公益事業】

・山の日関連行事「著者と語る会」　11月15日（土）　大
阪セルロイド会館　参加者36名

▪広報委員会

【共益事業】

・支部報180号～183号発行
・ホームページに会員ページ開設
▪その他

スケッチ同好会

【公益事業】

・第5回グループ展　中止
【共益事業】

・例会　2回実施　中止4回　参加者延べ25名
登山文化研究会

・3回実施　参加者延べ17名
【共益事業】

・登山文化研究会報告書　3月10日発刊

令和3年度活動方針（抄）

関西支部設立90周年を4年後の2025年に控え、90周年
記念事業プロジェクトを立ち上げます。まず事業内容を
検討立案し、決定したうえで具体的な内容の実行に移り
ます。同時に4年後は日本山岳会の創立120周年でもあ
り120周年記念事業の一環としての古道調査にも協力実
施いたします。

また、関西支部を活性化させるためにも若い人たちを
育成するシステムが必要です。その手段として山行のよ
り活性化を目指し、次世代の指導者を育て、安全登山技
術の向上を目指すために本部からの特別事業補助金によ
る登山指導者講習会や遭難防止のための講習会を実施し
ます。

さらに総務委員会と図書委員会を再編し、総務委員会
と新たに行事委員会を設置することで90周年への対応を
図ります。

令和3年度の活動詳細は以下のとおりです。
▪総務委員会

・組織の充実を目指し、各種会議および各委員会活動と
の連携と効率化を図る

・総会の開催
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・支部ルームおよび図書類の管理・整理
▪財務委員会

・財政の健全化に向け、引き続き取り組む。
会員減少（退会や永年会員の増加）による収入減、広告
主減、登山教室未開催による収入減等による支部財政
への逼迫材料に対し、会員募集、広告主募集を図る。
今後、支部会費の送金手数料は個人負担でお願いする。

▪行事委員会

【公益事業】（山の日関連行事）
・「山の日」講演会　令和3年8月開催
・第30回藤木祭　　令和3年秋開催　芦屋・高座の滝前
・「著者と語る会」　令和3年11月開催
【共益事業】

・夏季懇親会　令和3年8月開催
・新年会　　　令和4年1月開催
▪山行委員会

・山行の充実を図り、幅広い層の参加者を募る

・会員の体力や技術力アップのための山行や講習の実施
・新規リーダーを育成し、後継リーダー層の拡充を図る
・山行委員会　4回開催
・山行ひろば　6回開催
【公益事業】

・登山教室の初級、中級、上級を開催
・「山の日」関連行事として「わんぱく探検」　1回開催
【共益事業】

・遭難防止対策講習の実施
・ゆるやか山行　7、8月を除き毎月1回開催
・月例会　毎月1回
・「六甲山を歩く」　年4回開催
・その他　沢登り例会、比良山系を歩く、雪稜シリーズ、

岩場トレーニング、夏山合宿、スキーイベント、海外
山行等の継続開催

▪安全委員会

・山行委員会と協力して安全登山を目指す
・登山計画書の書き方を説明し提出数向上を図る
・遭難対策体制の確立を継続して行う
▪自然保護委員会

【公益事業】

・｢日本山岳会関西支部本山寺山の森｣ での森づくり活動
を実施する。
保全活動を ｢本山寺山森林づくりの会｣ で毎月第一木
曜､ 第三日曜に実施する。

・東お多福山ススキ草原保全 ･ 再生活動に参加する
・自然観察会を開催する
▪広報委員会

・支部報184号～187号の刊行
・ホームページの随時更新
▪その他

・スケッチ同好会　例会を隔月開催、第5回グループ展
を開催

・登山文化研究会　隔月6回開催、年度末に報告書を発
刊

令和3・4年度役員及び監事（候補）
支 部 長 茂木完治　　（13568）
副支部長 水谷　透　　（9582）
　 同 辻　和雄　　（10624）
理　　事 斧田一陽　　（8203）
　 同 小黒節郎　　（14331）
　 同 加藤芳樹　　（14413）
　 同 黒田記代　　（14591）

山の日関連行事

「山の日講演会」のご案内
無料・定員50名（先着順）
日　時： 9月5日（日）　午後2時開場受付 

2時15分開演
演　題：「女性で目指す8,000ｍ」
講演者：遠藤京子氏
会　場：OIT梅田タワー2階204号室
※申込は同封ハガキに63円切手を貼って8月5日迄

に申込下さい。ハガキでの先着順にて受付ます。
※マスクをご着用下さい。

「夏季懇親会」のご案内
日　時：9月5日（日）　午後4時30分～
場　所：大阪梅田「大東洋」　電話06-6312-7525
会　費：5,000円
参加申込は
※同封ハガキに63円切手を貼って8月5日迄に申込

下さい。
※2日前迄に連絡なく欠席された場合は相当の金額

を頂戴します。
※氏名・メールアドレス・電話番号をお書き添え下

さい。（必須）
※連絡先：（行事担当）豊田哲也　☎090-6433-3108
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総会の出欠ハガキから
＊91歳となり、体力が衰えて歩行困難です。
 4486 三木　亮

＊ゆるやか山行：標高差200ｍが限界、ヨレヨレ。スキー
は継続中。 5314 金井健二

＊体調良好、健康維持に努めています。年々知人が少な
くなっていきます。 5408 広瀬貞雄

＊裏山歩きもスキーストック使用しています。
 5483 清瀬祐司

＊先ずは健康に送っています。皆様によろしく。
 5590 塚崎義人

＊相も変わらず金剛山に通っています。今は冬鳥を、こ
れからは春の花を追いかけます。 6798 川田哲二

＊コロナ禍の中、山行もままならず、テレビの百名山等
を鑑賞して昔の山行に想いを馳せています。

 7112 羽田英彦

＊公害喘息3級のため交通機関に乗れず、タクシー利用
（免許返還）。歩かないとフレイル。昔が懐かしい。

 7965 西尾敏子

＊世界的なコロナウイルスの一刻も早い収束を期待して
います。 7971 高木　稔

＊2020/3/5～31、1年3か月ぶりに訪ネしてきました。
日本で私の周りの人がそうだったようにネパールの

　 同 豊田哲也　　（15727）
　 同 岡田輝子　　（15763）
　 同 中久保忠伸　（16326）
監　　事 新本政子　　（6550）
　 同 金井良碩　　（6987）

総会議案は、出席申込数37名（支部会友3名含む）のう
ち、議決権所有者数34名中、31名の賛成により承認され
ました。

1.令和２年度一般会計収支報告（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

909,527 15,000

181,000 656,880

181,000 94,131

28,000 44,065

789,000 448,819

支部報広告掲載料 154,000 56,894

事業収入 241,000 0

受取利息 2 422,000

支部特別事業補助金 100,000 29,059

5,000

821,681

2,588,529 2,588,529

2.貸借対照表（令和2年3月31日現在）

121,543

463,193

236,945 821,681

3,191,776 3,191,776

0

4,013,457 4,013,457

収入 117,000 収入 0

支出 162,380 支出 0

収入 0 収入 0

支出 11,201 支出 46,630

収入 0 収入 0

支出 0 支出 31,730

収入 0 収入 24,000

支出 0 支出 32,360

収入 0 収入 0

支出 9,405 支出 0

収入 0 収入 100,000

支出 28,294 支出 100,000

小　　計 収入 -181,000 241,000

支出 422,000

個別事業収支表

支部報

次年度繰越金

銀行預金 内訳

郵便貯金 一般会計

金銭信託 特別会計

合　　計 合　　計

資　産　の　部 負債及び正味財産の部

現金 剰余金

合　　計

本日会計監査を行い、正確であることを認めました。

令和3年4月14日

合　　計

著者と語る会 -28,294 

登山文化研
究会報告書

-46,630 

令和２年度実績

-31,730 

0
自然保護
全国集会

公益社団法人日本山岳会関西支部

監事　　　中村　久住　　　　　 　　㊞

監事　　　金井　良碩　　　　　　　 ㊞

令和２年度支部会計報告書

収　入　の　部 支　出　の　部

前年度繰越金 府岳連会費

本部運営交付金（181名） 借室費・集会費

　書籍売却代金

送金手数料

旅費交通費他

事業費

雑費

本部事業助成金（181名） 通信費

入会金報奨金(7名) 事務用品費

支部会費（238名）

山の音楽 0

新年会 0

藤木祭 0

山の日講演会

支部総会 -11,201 

-9,405 

東お多福山
保全再生事業

-8,360 

レスキュー
講座

登山教室 -45,380 

本山寺山
森林づくり

0

令和2年度支部会計報告書

1.令和２年度一般会計収支報告（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

909,527 15,000

181,000 656,880

181,000 94,131

28,000 44,065

789,000 448,819

支部報広告掲載料 154,000 56,894

事業収入 241,000 0

受取利息 2 422,000

支部特別事業補助金 100,000 29,059

5,000

821,681

2,588,529 2,588,529

2.貸借対照表（令和2年3月31日現在）

121,543

463,193

236,945 821,681

3,191,776 3,191,776

0

4,013,457 4,013,457

収入 117,000 収入 0

支出 162,380 支出 0

収入 0 収入 0

支出 11,201 支出 46,630

収入 0 収入 0

支出 0 支出 31,730

収入 0 収入 24,000

支出 0 支出 32,360

収入 0 収入 0

支出 9,405 支出 0

収入 0 収入 100,000

支出 28,294 支出 100,000

小　　計 収入 -181,000 241,000

支出 422,000

個別事業収支表

支部報

次年度繰越金

銀行預金 内訳

郵便貯金 一般会計

金銭信託 特別会計

合　　計 合　　計

資　産　の　部 負債及び正味財産の部

現金 剰余金

合　　計

本日会計監査を行い、正確であることを認めました。

令和3年4月14日

合　　計

著者と語る会 -28,294 

登山文化研
究会報告書

-46,630 

令和２年度実績

-31,730 

0
自然保護
全国集会

公益社団法人日本山岳会関西支部

監事　　　中村　久住　　　　　 　　㊞

監事　　　金井　良碩　　　　　　　 ㊞

令和２年度支部会計報告書

収　入　の　部 支　出　の　部

前年度繰越金 府岳連会費

本部運営交付金（181名） 借室費・集会費

　書籍売却代金

送金手数料

旅費交通費他

事業費

雑費

本部事業助成金（181名） 通信費

入会金報奨金(7名) 事務用品費

支部会費（238名）

山の音楽 0

新年会 0

藤木祭 0

山の日講演会

支部総会 -11,201 

-9,405 

東お多福山
保全再生事業

-8,360 

レスキュー
講座

登山教室 -45,380 

本山寺山
森林づくり

0

個別事業収支表

3.令和３年度一般会計収支予算(令和3年4月1日～令和4年3月31日）

821,681 15,000

180,000 655,000

180,000 100,000

40,000 40,000

725,000 450,000

支部報広告掲載料 168,000 30,000

事業収入 895,000 25,000

受取利息 0 事業費 1,017,000

100,000 20,000

757,681

3,109,681 3,109,681

収入 300,000 収入 0

支出 250,000 支出 20,000

収入 250,000 収入 0

支出 250,000 支出 40,000

収入 300,000 収入 0

支出 300,000 支出 32,000

収入 0 収入 35,000

支出 30,000 支出 35,000

収入 0 収入 10,000

支出 50,000 支出 10,000

収入 895,000

支出 1,017,000
小　　計

令和３年度会計予算書

収入の部 支　出　の　部

事務用品費入会金報奨金（10名）

前年度繰越金 府岳連会費

本部運営交付金（180名） 借室費・集会費

本部事業補助金（180名） 通信費

雑費

0

-32,000

0

著者と語る
会

-20,000

-40,000

個別事業収支表

令和３年度予算

0

予備費（次年度繰越金）

合　　計

登山文化研
究会報告書

支部会費（210名）

送金手数料 

旅費交通費

-122,000

東お多福山
保全再生事業

支部報

山の日講演会・
夏季懇談会

-50,000
レスキュー

講座

藤木祭 -30,000

新年会 0

合　　計

支部特別事業補助金

本山寺山
森林づくり

登山教室 50,000

支部総会

個別事業収支表
3.令和３年度一般会計収支予算(令和3年4月1日～令和4年3月31日）

821,681 15,000

180,000 655,000

180,000 100,000

40,000 40,000

725,000 450,000

支部報広告掲載料 168,000 30,000

事業収入 895,000 25,000

受取利息 0 事業費 1,017,000

100,000 20,000

757,681

3,109,681 3,109,681

収入 300,000 収入 0

支出 250,000 支出 20,000

収入 250,000 収入 0

支出 250,000 支出 40,000

収入 300,000 収入 0

支出 300,000 支出 32,000

収入 0 収入 35,000

支出 30,000 支出 35,000

収入 0 収入 10,000

支出 50,000 支出 10,000

収入 895,000

支出 1,017,000
小　　計

令和３年度会計予算書

収入の部 支　出　の　部

事務用品費入会金報奨金（10名）

前年度繰越金 府岳連会費

本部運営交付金（180名） 借室費・集会費

本部事業補助金（180名） 通信費

雑費

0

-32,000

0

著者と語る
会

-20,000

-40,000

個別事業収支表

令和３年度予算

0

予備費（次年度繰越金）

合　　計

登山文化研
究会報告書

支部会費（210名）

送金手数料 

旅費交通費

-122,000

東お多福山
保全再生事業

支部報

山の日講演会・
夏季懇談会

-50,000
レスキュー

講座

藤木祭 -30,000

新年会 0

合　　計

支部特別事業補助金

本山寺山
森林づくり

登山教室 50,000

支部総会

令和3年度会計予算書
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支部山行20-54　ゆるやか山行「里山探訪2」

歴史と文化を訪ねて

「太郎坊宮・赤神山・箕作山・小脇山」
小林三喜男

3月25日（木）雨後曇

雨がぱらつく中、近江鉄道、太郞坊宮駅に九時半集合。
昨年11月以来の久しぶりの再会となる。

駅前広場で雨具準備、準備体操を行う。
久保リーダーより、長年例会に参加されていた平井先

生がご逝去されたことの報告があり、皆さんで黙祷を捧
げたのちスタート。参道の行く手に突き出した鋭い三角
形の山が迫る。中腹から巨石が点在し、異様な風景に圧
倒される。赤神山（太郞坊山）と呼ばれ天狗伝説が残る信
仰の山だそうだ。

鳥居を潜り、742段の急な階段を喘ぎながら登り、阿
賀神社（太郞坊大権現）に到着。

流紋岩の巨石群に覆われ､ 階段の傍らには沢山の神様

が配置されて、まさにパワースポットだ。好天であれば、
眼下に湖東平野を望み四方を見渡せるのだが、あいにく
の雨で、眺望は望めず。

夫婦岩の間を恐る恐る潜り、参道から登山路に分け入
り、赤神山分岐点から赤神山頂を目指す。道すがらショ
ウジョウバカマの群生に遭遇し一息する。

滑りやすい尾根路を登り､ 最初のピーク赤神山350ｍ
に到着。休む間もなく下った所にある、みつくり君休憩
所で雨を凌いで、早めの昼食をとる。

箕作山372ｍを通過し、三等三角点のある小脇山373.4
ｍで集合写真を撮る。アセビ、ミツバツツジが見頃。

小脇山は三方を見渡せる景勝地と言われている。古く
は佐々木氏の山城跡、明治時代に米相場を伝える旗振り
場跡の看板があったが、見過ごしてしまった。

ピーク最後の岩戸山325.7ｍは赤神山に匹敵するくら
いに見応えのある山だった。聖徳太子が爪で刻んだと言
われる十三仏周辺は赤神山同様、流紋岩巨岩が鎮座して
いて、神域になっているようだ。至る所に派手な前掛け

人々も正体不明のコロナに捲き辟易している様子がう
かがえた。観光立国のネパールはこのままでは成り立
たない。一日も早い終息を願うばかり。

 10086 倉内司郎

＊3月からぼつぼつ里山歩きをしています。身体のあち
こちにガタがきて、痛みをなだめながら暮らしていま
す。 10540 上田典子

＊一昨年キナバルへ。体力の劣化を否応なく思い知らさ
れました。ご盛会を祈ります。 14289 村田梯章

＊コロナ禍なんとか体力維持の裏山登りに努めていま
す。 14322 前田正彰

＊地元川上村に就職して1年6か月が経ちました。昨年
は10年ぶりに地元の白髪岳に登頂しました。今年は大
峰山にでもまた登ろうと思っています。

 14439 横谷好則

＊昨年はコロナの関係で行事にほとんど参加できません
でしたが、今年は何とか参加したいと思っています。

 14586 山本義博

＊週2・3回近くの摂津峡辺りを散策してます。
 15107 薦田佳一

＊コロナ禍のため登山をすることが減りました。近くの

スポーツジムで週3～4回トレーニングをしています。 
 15310 余島精一

＊山歩きを控え平地歩きに「三角点探し」を加えた事が、
山とは違った障害物等があったりと確認の難しさに面
白さを感じている処です。 15328 魚津清和

＊神戸は変異株ウイルス増殖中。暫く自重します。
 15702 助川　征

＊山のぼり、沢のぼり、ひきつづき本年もつづけていま
す。 15715 伊藤美沙

＊仕事も替わり、ようやく支部の活動に少しずつですが
参加できるようになりました。コロナもありますが、
皆様とご一緒できる事をうれしく思っています。

 A0051 上森文子

＊先日、紀北の雲山峰に山行してきました。関西支部の
催しに参加したく思っています。 A0285 福山茂光

＊コロナ禍で自粛を強いられたので足腰が衰えました。
 90011 小林三喜男

＊支部山行で皆様にお会いしますので宜しくお願いしま
す。 90031 野村　康

＊今年4月より支部会友で入会しました。よろしくお願
いします。 90043 宇都宮　浩

支 部 山 行 報 告
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をした石仏がにこやかに迎えてくれる。整備された石段
を下り、竹藪を抜け十三仏登山口に到着。

万葉の森の案内看板に従い、船岡山152ｍに登り、天
智天皇と額田王の愛を交わした相聞歌碑、蒲生野遊猟を
催したという、ロマン漂うイベント広場で集合写真を撮
り､ 最寄りの近江鉄道市辺駅にて歩行終了。近江八幡駅
改札口で解散した。

雨で眺望に恵まれなかったが、変化に富んだコースに
恵まれ、楽しい一日を過ごす事が出来た。

太郎坊宮まで急こう配 742 段の苦行　　写真提供：魚津清和

【コースタイム】

近江鉄道太郎坊宮前駅9:40～10:20太郎坊宮～10:57赤神
山～11:15みつくり君休憩所11:37～11:52箕作山～12:33小
脇山～12:50岩戸山～13:06十三仏～14:22万葉の森～14:50

近江鉄道市辺駅
【参加者】

久保和恵、山内幸子、黒田記代、新本政子、岩崎しのぶ、
魚津清和、坂口和子、助川征、野口恒雄、橋本圭之輔、
深澤優子、松村文子、山崎詮、山下政一、青木昭、金川
清弘、黒岩敦子、小林三喜男、髙木知子、田頭夏子、田
中アキヱ、淡野隆久、中田栄、播戸日出夫、横山規江
 　計25名

支部山行20-55　月例会（3月）

「高円山461mと若草山342m」
黒田記代

3月27日（土）快晴

桜満開の快晴日。お花見親睦山行である。近鉄奈良駅
から高円山－春日奥山遊歩道－若草山と奈良公園を囲む
山を一周するハイキングだ。

近鉄奈良駅前でおなじみの行基さん噴水前に集合。興

福寺の三重塔（国宝）に立ち寄り、興福寺境内から春日大
社境内を通り、“ささやきの小道”から高畑に抜け、高円
山登山口に向かう。登山口から30分位で大文字の火床に
到着。8月15日（終戦記念日）に大文字の送り火が行われ、
奈良市内が一望できる所。これから行く若草山も見える。

ゆっくり眺望を楽しみ、2等△白毫寺432mに立ち寄
り高円山461mへ。ちょっと早めのお花見昼食をすませ、
旧柳生街道・滝坂の道でおなじみの首切地蔵へ。トイレ
休憩後、春日奥山遊歩道を歩き若草山へ。途中、歓喜天
と鴬の滝に立ち寄る。

若草山は三重（さんじゅう）の山で、頂上には三等△三
笠山342mがあり鴬塚古墳となっている。三重目の山か
ら二重目の山、一重目の山へと下り、東大寺の境内から
近鉄奈良駅に戻った。朝に奈良公園の桜が満開の発表が
あった日でラッキーなお花見山行となった。

【コースタイム】

近鉄奈良駅9:05～10:18高円山登山口～10:50大文字の火
床～高円山（昼食）12:01～12:28首切地蔵～13:21鴬の滝～
14:27若草山～15:43近鉄奈良駅

【参加者】

新本政子、井川浩彰、池尻英明、山内幸子、黒田記代
 計5名

高円山の火床からの眺め　　写真提供：井川浩彰

若草山　　写真提供：井川浩彰
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1～3月「本山寺山森林づくりの会」活動報告
 武田壽夫

◎コロナ対策への協力等により､ 6定例活動日中､ 2日

の活動に止めざるを得なかったが､ 地域行事への参加、

モニタリング調査区の現況確認などの成果を得た。

◆日　時：令和3（2021）年1月3日（日曜日）

気　象：晴
活動エリア：45林班に-01
活動内容：（午前）安全祈願､ 地域行事参加（本山寺参拝、

初寅会参観）　（午後）過密広葉樹の除伐､ 枯損
木･倒木の処理

参加者：猪川 誠､ 石原順子､ 斧田一陽､ 倉谷邦雄､ 黒
山泰弘､ 武田壽夫､ 宮本 廣､ 茂木完治 計8名

◆日　時：令和3（2021）年3月4日（木曜日）

気　象：晴
活動エリア：45林班に-03､ 44 ･ 45林班一帯のモニタリ

ング調査区巡視と現況撮影
活動内容：枯損木除伐と倒木処理 ほか､ 並びにモニタ

リング調査区現況確認
参加者：猪川 誠､ 倉谷邦雄､ 黒山泰弘､ 薦田佳一､ 武

田壽夫､ 中村賢三､ 宮本 廣､ 山田真也､ 山本
國夫 計9名

個人山行（2021年1月～3月）
安全委員会に提出された個人山行登山計画書

1月1日 六甲山
1月3日 京都東山・大文字山
1月3日 京都・北摂ポンポン山
1月4日 京都瓜生山
1月9日 六甲山
1月13日 大阪府能勢歌垣山
1月15日 大和葛城山～二上山
3月4日 宝塚市武田尾馳渡山
3月3日 八甲田山（スキー山行）
3月6日 六甲山・ロックガーデン・キャッスルウォール

3月6日 比良山系リトル比良
3月7日 泉南甲山
3月11日 奈良県葛城市麻呂子山
3月13日 六甲山
3月14日 泉南東山
3月18日 赤目・倶留尊高原学能堂山
3月20日 比良山系釈迦岳・堂満岳
3月23日 大阪府高槻市ポンポン山
3月24日～29日　大峰山脈吉野～熊野本宮
3月26日 和泉葛城山～滝畑ダム
3月27日 比良山系武奈ヶ岳
3月28日 須磨アルプスバリエーション
3月31日 金剛山地万才山

会 務 報 告
2020年度第9回役員会

（2月17日）中止

2020年度第10回役員会議事録

日時： 2021年3月10日（水） 18時 ～20時

30分

場所：大阪セルロイド会館
出席者：茂木、水谷、辻、新本、岡田、
斧田、黒田、中谷、金井、中村、豊
田、橋本、小黒、中久保

支部長コメント

コロナ禍にて今年初めての役員会開
催となるが、総会を控え重要議案を論
議いただきたい。
議事

1．新委員承認について

重廣恒夫氏が山行委員として承認さ
れた
2．総会議案書案について

第1号議案（令和2年度活動報告）：
各理事から報告
第2号議案（令和2年度支部会計報
告）：財務担当理事より報告
第3号議案（役員等の選任）：茂木支

部長より提案
・新組織図提案があり、事務局長は

支部長の直属扱いとする
・安全委員会の講習、座学、実技に

ついては、山行委員会と担当を調
整整理する。

・図書委員会を廃止して、所管業務
を総務委員会と行事委員会に振り
分ける。

第4号議案（令和3年度活動方針）
・自然保護委員会と広報委員会を除く

各委員長及び同好会担当より提案。
第5号議案（令和3年度会計予算書）
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・財務委員長より提案。

3．支部会費振込手数料について

支部財政が逼迫する中、振込手数料
を会員の皆様に負担してもらうよう提
案する。
４．その他

・支部90周年事業については、新役員
会で検討する。

2020年度第11回役員会議事録

日時：2021年４月７日（水）18時～21時

場所：梅田東ビル316号室
出席者：茂木、水谷、辻、新本、岡田、
斧田、黒田、中谷、金井、中村、豊
田、小黒、中久保

議事

1．総会議案書作成の為、第1号議案
～第5号議案の最終確認を行った。

2．新型コロナ禍拡大中の行事について

・総会　書面で実施する。
・会計監査は予定どおり実施する。
・評議員会・懇親会・例会等支部行事

は全て中止する。

・個人山行は支部としては関知しない。
3．「山の日講演会」

講師：遠藤京子氏
日時：8月29日（日）又は28日（土）
会場：未定

４．その他

・国立登山研究所発行「安全登山ハン
ドブック」は、300部注文する。  

（内訳：支部会員260部、府岳連及び
登山教室40部）

・ナンガマリⅡの報告書残部について
販売努力するよう提案があった。

❖❖❖　新入会員・会友紹介　❖❖❖
会員種別 会員番号 氏　　名 住　　所

会 員 16704 加藤淳史（22歳） 京都市上京区

1月5日 三役会議
14日 支部事務処理
25日 入会打合せ

2月2日 財務事務処理
8日 古道調査打合せ

15日 特別事業補助金打合せ
3月8日 支部事務処理

9日 支部事務処理

3月10日 支部報発送作業
11日 支部事務処理
14日 支部事務処理
17日 総務引継会合
18日 図書委員会
22日 図書委員会
24日 財務委員会
25日 自然保護委員事務処理

3月28日 山行ひろば
29日 支部事務処理
31日 山行委員会

Room目録（2021年1月～3月）

2021年7月～9月　山行委員会行事案内

※後尾に申込み先連絡先掲載【いずれも締切厳守】

21-19　月例会（7月）

「高安山～信貴山縦走」
日　時：7月4日（日）
集　合：高安山駅前9:40　（近鉄信貴山口9:30発に乗

車して下さい）
コース：高安山駅～高安山～弁財天滝分岐（滝往復）～

松永弾正屋敷跡～信貴山頂上～朝護孫子寺
（縁起絵巻見学）～信貴山山下駅

地　図：2.5万分の1「高安山」
備　考：雨天中止
申込み：6月27日（日）迄（担当：茂木完治）

21-20　第1回古道調査

「葛城修験の道」葛城二十八宿友ヶ島序品窟

日　時：7月25日（日）
集　合：南海電鉄加太駅9:50
コース：南海難波駅8:15（特急）→9:13和歌山市駅9:23 

→9 :47加太駅～常行寺～行者堂～加太港
11:00（友ヶ島汽船）→11:20野奈浦桟橋～南垂
水分岐～閼伽井跡～虎島（序品窟第1経塚～
観念窟～東の覗）～閼伽井跡～深蛇池～野奈
浦桟橋16:30→加太港～加太駅

地　図：2.5万分の1「加太」
備　考：歩行時間5時間　歩行距離約7km  

※友ヶ島汽船の欠航により中止になる可能性
があります。また潮位の状況により危険と判
断された場合は、虎島へは渡りません。  
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※古道調査の方法について事前に連絡・相談
します。詳しくは参加者に通知します。

申込み：7月16日（金）迄（担当：永井 和）
21-21　沢登り例会

「白倉又川ゴルジュのキャニオニング」（上級者）
日　時：7月31日（土）～8月1日（日）
集　合：31日　吉野川本沢川林道終点駐車場11:00
コース：31日　白倉又川林道下の谷でトレーニング。

近くで泊。
1日　本沢川駐車場～白倉又川ゴルジュ上河
原～50m大滝～駐車場

備　考：岩登り道具一式、ウエットスーツ、ライフジ
ャケット

申込み：7月17日（土）迄（担当：茂木完治）
21-22　夏山合宿

「立山と剣岳」
日　時：8月8日（日）～12日（木）
集　合：8日　立山駅12:00
コース：8日　立山駅→美女平→室堂平～雷鳥平キャ

ンプ場
9日（上級）：雷鳥平～一ノ越～龍王岳岩稜～
一ノ越～雷鳥平

（初中級）：雷鳥平～一ノ越～立山～真砂～別
山～別山乗越～雷鳥平
10日　雷鳥平～別山乗越～剣沢キャンプ場
11日　剣沢キャンプ場～剣岳～剣沢キャンプ
場
12日　剣沢キャンプ場～別山乗越～雷鳥平～
室堂平

地　図：2.5万分の1「剱岳」「立山」
備　考：上級者による龍王岳岩稜登攀と中級以下の立

山縦走、および全員での剣岳登頂  
各自テント持参のこと

申込み：7月25日（日）迄（担当：茂木完治）
21-23　月例会（8月）

「（飛騨）猪臥山1518.8m及び荘川沢登り」
日　時：8月20日（金）夜～22日（日）
集　合：西梅田・大和ハウス本社前21:00
コース：21日　辻山荘着辻山荘→猪臥山登山口～（卯

の花街道ルート）～猪臥山～（中央ルート）～
猪臥山登山口→辻山荘  
22日　辻山荘→荘川入渓口～（沢登り）～入渓
口→辻山荘→西梅田

地　図：2.5万分の1「猪臥山」

備　考：猪臥山登山・沢登り共、初心者向き。
沢登り用具必携（沢靴貸出25cmまで1000円/
人）
山荘使用料3000円/人

定　員：7人まで
申込み：7月31日（土）迄（担当：辻　和雄）

21-24　岩場トレーニング

「六甲・蓬莱峡」
日　時：9月12日（日）
集　合：阪急バス　宝塚駅8:27発　有馬温泉行に乗車
備　考：ハーネス、ヘルメット、登攀具、クライミン

グシューズなど
申込み：9月8日（水）迄（担当：江村俊也）

21-25　関西アルプス踏査

「比叡アルプス」　
日　時：9月19日（日）
集　合：銀閣寺道バス停9時
コース：瓜生山～比叡アルプス～一本杉～壺笠山～京

阪穴太駅
地　図：2.5万分の1「京都東北部」
備　考：詳細は申込者に連絡します。
申込み：9月10日（金）迄（担当：重廣恒夫）

21-26　月例会（9月）

信仰の古道「庄兵ヱ道」を歩く
日　時：9月23日（祝・木）
集　合：近鉄生駒駅中央改札口9時
コース：生駒駅～宝山寺～教弘寺～靏林寺～暗峠越道

～千光寺～元山上口駅
地　図：2.5万分の1「生駒山」「信貴山」
備　考：歩行距離約9km　歩行時間約6時間
申込み：9月16日（木）迄（担当：岩崎しのぶ）

21-27　第2回古道調査

「葛城修験の道」葛城二十八宿神福寺跡第2経塚
日　時：9月25日（土）
集　合：南海電鉄加太線西ノ庄駅9:40
コース：南海難波駅8:15（特急）→9:13和歌山市駅9:23 

→9 :39西ノ庄駅～西念寺～神福寺址第2経塚
～佐瀬川（慈眼院）～猿坂峠～甲山～横手（八
王子社）～八王子峠～金輪寺～孝子駅

地　図：2.5万分の1「加太」「淡輪」
装　備：歩行時間6時間半　歩行距離約12km

※古道調査の方法について事前に連絡・相談
します。詳しくは参加者に通知します。

申込み：9月17日（金）迄（担当：永井 和）
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スケッチ同好会

【報　告】第41回　八尾常光寺と長瀬川桜並木

日　時：2021年4月2日（金）
参加者： 浦上芳啓、岡田輝子、金井良碩、河野直子、

久保和恵、薦田佳一、嶋岡　章、高木知子、
田頭夏子、野村哲夫、播戸日出生、横山規
江 計12名

【案　内】第43回　六甲山牧場

日　時：2021年7月26日（月）
集　合：阪急六甲駅　午前9時
申　込：2021年7月19日（月）まで
　　　　 金井良碩（携帯）090-8206-9566 

Eメール：kanai-y@w4 .dion.ne.jp
備　考：雨天中止
申込者には、詳細を連絡します。

【案　内】第44回　能勢妙見山

日　時：2021年9月27日（月）
集　合：能勢電妙見口改札口前　午前9時半
申　込：2021年9月20日（月）まで
　　　　雨天中止

　　　　河野直子（携帯）090-6960-9998
　　　　E-mail：yamaboushi2352＠gmail.com

スケッチ同好会展覧会のご案内

日　時：9月13日（月）～17日（金）
会　場： 大阪市立総合学習センター5階　ギャラリー B

大阪駅前第2ビル

八尾の桜

21-28　ヒマラヤ登山塾

「日本山岳会のヒマラヤ登山を振り返る」
日　時：9月26日（日）
開催時間：15:00～17:00
開催場所：ロッジ梅田店会議室（参加人数に応じて変

更あり）
備　　考：資料代として500円徴収
申し込み：9月17日（金）迄（担当：重廣恒夫）

21-29　六甲山を歩く

「丹生山系歴史の道を歩く」
日　時：9月29日（水）
集　合：地下鉄谷上駅9:40
コース：谷上駅前9:59～10:30市バス衝原10:40～義経

道～丹生山～帝釈山～岩谷峠～双坂池～稚子
ケ墓山～肘曲り～大滝口～箕谷駅

地　図：2.5万分の1「淡河」「有馬」
備　考：歩行距離約13km　歩行時間約6時間

ヒガンバナ（別名は曼殊沙華）の見頃時期です。
申込み：9月22日（水）迄（担当：松仲史朗）

21-30　ゆるやか山行【里山探訪2】歴史と文化を訪ねて

「東おたふく山・蛇谷北山」六甲山系の山
日　時：9月30日（木）
集　合：阪急芦屋川駅前広場9時10分
コース：阪急芦屋川駅BS→東おたふく山登山口BS ～

石の宝殿～奥池BS
地　図：2.5万分の1「宝塚」
備　考：歩行距離約7km　歩行時間約4時間30分
申込み：9月20日（月）迄（担当：久保和恵）

岩崎しのぶ　sinobunr4822@nike.eonet.ne.jp
江村俊也　　tobi.osaka@me.com
久保和恵　　uncletorys05-kazu@nifty.com
重廣恒夫　　tsuneo.shigehiro@outlook.com
辻　和雄　　tsuji.kazuo.b@gmail.com
永井　和　　nagai.kazu@gmail.com
松仲史朗　　mgjqk966@ybb.ne.jp
茂木完治　　yib03510@nifty.com
関西支部　　kansai.jac@canvas.ocn.ne.jp

申込み先一覧
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ステップアップ登山教室　一般募集
（会員参加可能、但し有料　1回1,500円）

・登山教室座学　8月3日（火）
・リーダー養成講習座学　8月7日（土）
・初級（登山に必要な知識・技術・体力養成）

7月3日（土） 六甲アルプス
8月14日（土）　裏六甲アルプス
9月4日（土） 広照寺山～高畑山

・中級（藪山歩きを通じて岩場の通過と登攀具使用法）

7月13日（火） 枯木ヶ谷～金剛童子山
8月24日（火） 屏風川中俣谷～鎌ヶ谷左ルンゼ
9月14日（火） 屏風川右俣谷～中俣谷

・上級（基礎的な岩登り、沢登り、積雪期登山）

7月8日（木） 百丈岩
8月19日（木） 不動岩
9月9日（木） 三ツ下谷

登山教室の詳細内容については関西支部のホームページ
をご覧ください。

関西のアルプス踏査� 
その昔、イギリス人鉱山技師ウイリアム・ガウランド

が飛騨山脈調査の際そこから見える山脈を、ヨーロッパ
のアルプス山脈に因んで「日本アルプス」と紹介し、の
ちに日本山岳会初代会長となった小島烏水によって名付
けられた「北アルプス」「中央アルプス」「南アルプス」
をはじめとして、日本国内には〇〇アルプスと呼ばれる
ご当地アルプスは多い。

今回は多紀アルプスや鈴鹿アルプス・兵庫アルプスな

ど30に近い関西のアルプスを2025年にかけて踏査する予
定です。兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・
滋賀県・三重県のご当地アルプスを、日帰り登山から縦
走登山など多岐にわたったコースと登山形態で実施しま
す。会員・準会員・会友の皆様の参加をお待ちしていま
す。

資料ご希望の方は下記へ連絡ください。
tsuneo.shigehiro@outlook.com　重廣

「関西のアルプス踏査」「ヒマラヤ登山塾」開始のご案内

関西のアルプスを登る（2021～2025）
県別 アルプス名 コース名 距離 難易度

鳥取県 浦富アルプス 網代～岩本～田後～桐山 初級
用瀬アルプス 三角山～おおなる山～洗足山 中級

兵庫県 兵庫北アルプス 扇ノ山～氷ノ山～日名倉山 30km 上級
兵庫中央アルプス 藤無山～東山～黒尾山 20km 上級
兵庫南アルプス 笠杉山～段ヶ峰～雪彦山 20km 上級
兵庫東（加美）アルプス 三国岳～千ヶ峰～笠形山 20km 上級
西脇（三草）アルプス 9km 初級
小野アルプス 岩山～紅山～惣山 6.5km 初級
加西アルプス 善防山～笠松山 7km 初級
上郡アルプス 生駒山～大観峰～羽山 5km 初級
新龍アルプス 亀山～的場山～鶏籠山 6km 初級
須磨アルプス 栂尾山～横尾山～東山 初級
多紀アルプス 小金嶽～三岳～西ヶ岳 中級
播磨アルプス 高御位山～鷹巣山～地徳山 6km 初級
摩耶アルプス 熊内～行者茶跡～摩耶山 10km 初級
六甲アルプス No.37～岩尾根～東尾根 4km 初級 ＊登山教室にて実施
裏六甲アルプス 蓬莱峡～剣山～ナガモッコク 初級 ＊登山教室にて実施
神戸アルプス 菊水山～城ヶ越 初級

岡山県 和気アルプス 和気富士～神ノ上山 初級
大阪府 大阪アルプス 天保山～帝塚山～聖天山～茶臼山～御勝山 23km 初級

和歌山県 紀泉アルプス 雲山峰～大福山～札立山 20km 中級
奈良県 大和アルプス 吉野山～玉置山 50km 上級
京都府 比叡アルプス 地蔵谷～一本杉～壺笠山 10km 初級 9月19日（日）実施
滋賀県 湖南アルプス 太神山～矢筈ヶ岳～笹間ヶ岳 初級

金勝アルプス 落ヶ滝～鶏冠山～狛坂摩崖仏 8km 初級
鈴鹿アルプス 霊仙山～御在所岳～油日岳 50km 上級
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ヒマラヤ登山塾   
世界中を襲ったパンデミック、COVID19の収束が見通

せません。インドやネパールの感染状況を見ると、ヒマ
ラヤ登山やトレッキングの再開は難しい状況です。遠の
いたヒマラヤですが、それを少しでも身近にするために

「ヒマラヤ登山塾」を企画しました。これまでの日本山
岳会のヒマラヤ登山を振り返り、新たな夢の醸成を目的
としたものですが、ヒマラヤ登山のスライドやビデオの
映写を中心とした気軽な会合です。ヒマラヤの山容や
人々の暮らしを見てみたい方々の参加を歓迎します。
資料ご希望の方は下記へ連絡ください。
tsuneo.shigehiro@outlook.com　重廣

1．ヒマラヤ登山講演会（写真・映像主体）概要

①実施スケジュール

2021年 9月： 日本山岳会のヒマラヤ登山を振り返る
　　　10月：世界最高峰エベレストの登山の歴史
　　　11月：世界で一番美しい双耳峰ナンダ・デヴィ
　　　12月：白き氷河の果ての山Ｋ2

2022年 1月：ヒマラヤ鉄の時代ラトックⅠ峰
　　　2月：第2次大戦後初開放のチョモランマ北壁
　　　3月：五大宝蔵の山カンチェンジュンガ縦走
　　　6月： 極地法とアルパインスタイルの山マッシ

ャブルム・ブロードピーク
　　　7月：衛星生中継チョモランマ交差縦走
　　　8月：日中国交回復20周年の山ナムチャバルワ
　　　11月：世界初の挑戦マカルー東稜
　　　12月：関西支部の山ナンガマリⅡ峰

②実施要領

・事前申込制とする（開催日10日前に締め切り）
・資料代として1回500円を徴収する
・会場は「ロッジ梅田店会議室」とするが、参加人数に

応じて変更する

2021年7月～11月　登山教室・関西のアルプス踏査・ヒマラヤ登山塾スケジュール

登山教室初級

7月3日（土） 六甲アルプス
8月14日（土） 裏六甲アルプス
9月4日（土） 広照寺山～高畑山

10月2日（土） 上之岳～鳥飼岳～昼ヶ岳
11月6日（土） 大船山

登山教室中級

7月13日（火） 枯木ヶ谷～金剛童子山
8月24日（火） 屏風川中俣谷～鎌ヶ谷左ルンゼ
9月14日（火） 屏風川右俣谷～中俣谷

10月19日（火） 白石谷～六甲最高峰
11月16日（火） 鎌ヶ谷～ナダレ尾山～左俣谷

登山教室上級

7月8日（木） 百丈岩
8月19日（木） 不動岩
9月9日（木） 三ツ下谷

10月7日（木） 五助谷
11月11日（木） 大月地獄谷

登山教室座学

8月3日（火）

リーダー養成講習会座学

8月7日（土）

関西のアルプス踏査

9月19日（日） 比叡アルプス

ヒマラヤ登山塾

9月26日（日）

「山行ひろば」開催案内
支部ルームに集まり、登りたい山の話をしましょう。
会員間の交流を図る場としてご利用下さい。
7月28日（水）、9月29日　支部ルーム18:30～20:30

（担当：黒田記代 kuroda2822@kcn.jp ）
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2021年7月～9月　自 然 保 護 行 事 案 内

1．日本山岳会関西支部本山寺山の森森づくり活動 

（本山寺山森林づくりの会活動）

活動日： 7月1日（木）、7月8日（木）、7月18日（日）、
7月25日（日）、8月5日（木）、8月15日（日）、
8月26日（木）、9月2日（木）、9月12日（日）、
9月19日（日）、9月30日（木）

作業内容 ：倒木処理、人工林林床整備、常緑広葉樹除
伐、杭止棚積、步道整備など

集　合：JR京都線高槻駅北アルプラザ前8時40分
◦体験作業、森林観察、入会歓迎です

2．東お多福山ススキ草原復元活動  

（東お多福山草原保全・再生研究会活動）

活動日：7月14日（水）、9月29日（水）
予備日：雨天など中止の場合、翌週同曜日
作　業：内容ネザサ刈払い、秋のモニタリングなど
集　合：JR神戸線芦屋駅南口8時30分

3．自然視察会・森林観察会

◦本山寺山の森観察体験参加見学

期日集合上記本山寺山森林づくりの会活動日と同じ
◦東お多福山観察会

7月22日（木）、8月21日（土）、9月22日（水）
集合9時　東お多福山登山口バス停

4．アオバヅクのヒナの巣立ち観察会

期　日：7月16日（金）
内　容： 毎年この時期に見られるアオバヅクのヒナの

巣立ちを観察します。野間の大ケヤキも観察
の予定です。

集　合：能勢電鉄妙見線妙見口駅9時30分
申込み ：7月12日（月）迄

斧田一陽（全般）
☎/FAX 072-633-6556、090-4037-4542

武田壽夫（本山寺山の森） ☎090-2042-9101
田島聖子（東お多福山活動、観察会）  公078-411-3837
河野直子（アオバヅクのヒナの巣立ち観察会）

☎072-751-8784
締切：開催日の2週間前まで

問い合わせ・申込み先

支部報の広告をご覧になってますか。現在岳人＆モンベル、イワタニ・プリムス、フ
ァイントラック、ロッジ、ケンコー社の5社が広告を載せてくれています。その会社
の良い所、良い商品、会社が利用者に知ってほしいことなどを紹介することにしました。
1回目は山岳雑誌の岳人です。

支部長のスポンサー紹介　その１
岳人＆モンベル

今更言うまでもないが、モンベルはアウトドアスポー
ツの総合メーカーで、その種類や品ぞろえの凄さは『岳
人』で連載している「Dr. Mの山道具考」が連載70回越
えてもネタ切れにならずに続いていることからでも
わかる。

そして私がモンベルに一番感じたのは軽量化へのこ
だわりである。軽量化を目指すとモンベルに突き当
たることがしばしばだった。シュラフ、シュラフカバー、
ダウンジャケット、レインウェア、タープなど軽量ゆえに
モンベルから購入したものだ。400g足らずの寝袋を
購入したのは10年前だったか。さすがに中間期はき
ついが夏用として今でも重宝している。ダウンジャケ
ットの約200gのものをミドルレイヤーとして愛用してい

るが、最近のカタログに出ているプラズマ1000ダウンジ
ャケットはさらに軽量化されて130gである。軽量ダウ
ンはふわふわ感が損なわれるのが難点であるが。

私は一昨年春にヒマラヤで谷中5泊の沢登りを行っ
たが敗退した。次にやるのは新型コロナ後の来年秋
になるだろう。そうすると私は75歳になっている。
70歳過ぎて身体の衰えを感じるようになった。この
沢登りの成功のための一番のカギは軽量化である。
10kg以下にしたい。1週間分の食料は一人当たり
3.5kg必要、ギア、ロープは欠かせないので生活用品を
軽量化する必要がある。私が今一番注目しているの
は寝袋で、ドライシームレスハガーに注目している。シ
ュラフカバーを削れるので、私の現在のシステムより
も500g軽量化できるのは魅力だ。
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全国山岳古道調査いよいよ始まります

支部報第182号でもお知らせしました、日本山岳会
創立120周年事業の一つである「全国山岳古道調査」が
いよいよ始まります。皆様のご協力がなければ、とて
も完遂できない大事業です。ふるってご参加くださる
ようお願いいたします。
①関西支部では2月末にプロジェクト・チームを立ち上

げ、支部から本部に推薦する候補の選定をおこない、
3月末に5本の山岳古道を本部に提出しました。そ
の他支部会員個人からも3本提出されました。全国
からは220本にのぼる古道が推薦されました。

②4月末の本部の選定会議で、第1回の山岳古道調査
の対象が決まり、関西支部は「葛城修験の道」を担
当することになりました。「葛城修験の道」は昨年日
本遺産に指定された「葛城二十八宿」の経塚や行所

をめぐる行者道です。友ヶ島の第一経塚から大和川
沿岸の第二十八経塚まで、和歌山・奈良・大阪の三
府県にまたがり、総延長150kmを越す長いトレール
です。7月から調査を始めます。7月と9月の計画
を支部報の山行委員会行事案内にあげましたので、
御覧下さい。

③「葛城修験の道」以外にも、追って調査すべき山岳古
道が選定され、支部に提示される予定です。

④支部プロジェクト・チームのリーダーおよび本部プロ
ジェクト・チームとの連絡役は永井和がつとめること
になりました。よろしくお願いいたします。

なお、関西支部の山岳古道調査に関するご質問、
お問い合わせは、以下にお願いいたします。
kodo-kansai-jac@googlegroups.com　永井

〈編集後記〉

☆ゴールデンウィークのお天気の日、コロナ禍からのしばし
の脱出を求めて六甲山に出かけました。高座の滝からのメイ
ンルートは大渋滞。七曲りの少し先からマイナールートに入
り、人がいなくなったのを見計らってようやくマスクを外し
ました。「ぷはぁ～」5月の香り、5月の風。山の空気をダイ
レクトに吸い込んで山頂に到着すると、救急車が出動してい
ました。 （中村三佳）

第184号 2021（令和3）年6月10日　発　行
 発行所　〒530-0015　大阪市北区中崎西1-4-22
 　梅田東ビル 3 階　304号室
 　　　　公益社団法人 日本山岳会関西支部
 　　　　e-mail: kansai.jac@canvas.ocn.ne.jp

 　　　　郵便振替口座　00930-6-55950
 発行者　茂木完治
 編　集　加藤芳樹　中村三佳
 制　作　株式会社　双陽社　　大阪市北区堂島2-2-28

支部会費の納入について
過去、関西支部会費の送金手数料は関西支部で負

担しておりました。しかしながら、ここ数年は支部
財政の逼迫が続いており、支部財政の健全化の第一
歩として、この送金手数料を会員にご負担いただく
ことが総会で了承されました。

（支部総会の令和3年度活動方針の財務委員会の項
参照）

今まで赤色の払込書（関西支部負担）でしたが、 
今後は青色の払込書（会員負担）に替わります。

支部会費未納の方は、お手元の赤色の払込書にて
納入いただくようお願いいたします。

なお、支部会費の納入期限は7月末です。
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イワタニ・プリムス株式会社
www.iwatani-primus.co.jp

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-12-20

私
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人
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自
然
を
つ
な
ぐ
道
具
を

提
案
し
ま
す
。

URL 一覧 QRURL 一覧 QRロッジ オフィシャル　https://www.e-lodge.jp/
ロッジプレミアムショップ
　楽天 　https://www.rakuten.co.jp/e-lodge-2
　Yahoo　https://store.shopping.yahoo.co.jp/lodge-premiumshop/
ブログ http://blog.goo.ne.jp/lodge4
検索エンジンで「ロッジ」を検索してください。

ロッジ オフィシャル　https://www.e-lodge.jp/
ロッジプレミアムショップ
　楽天 　https://www.rakuten.co.jp/e-lodge-2
　Yahoo　https://store.shopping.yahoo.co.jp/lodge-premiumshop/
ブログ http://blog.goo.ne.jp/lodge4
検索エンジンで「ロッジ」を検索してください。

大阪店　TEL　０６-６３４１-５５７８
大阪市北区梅田1-2-2　大阪駅前第2ビル 1F

京都店　TEL　０７５-２２２-０３６３
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200
　　　　　　　　　　 千代田生命御池ビル1階

営業時間　11：00 ～ 20：00

大阪店　TEL　０６-６３４１-５５７８
大阪市北区梅田1-2-2　大阪駅前第2ビル 1F

京都店　TEL　０７５-２２２-０３６３
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200
　　　　　　　　　　 千代田生命御池ビル1階

営業時間　11：00 ～ 20：00

ハイキング用品から本格登山 ・ クライミング用品まで、
最新の山登り道具をたくさん揃えています。
経験豊富なスタッフ一同、 100％接客をモットーに
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

夏山シーズン到来！

夏山シーズン到来！

新商品続々入荷中 !!

新商品続々入荷中 !!

ツイスターケイン
バイフォーム レギュラー

￥7,590

●サトウキビ由来のEVAフォームで
　環境に優しい。
●底付き感の少ない優れたクッション性。
●保水しにくく、濡れた際の重量増も
　少ない。

ビッグアグネスのマットが2021年
にリニューアル！
環境に優しく、優れたクッション性
の使いやすいマットです。

厚み／13mm 
使用時／51×183cm 
収納／18×51cm 
R値／1.7 
重量／397g

（税抜価格：￥6,900）

輸入元：㈱ケンコー社　TEL：06-6374-2788
※カタログをご希望の方は、弊社までご連絡くださいませ。


