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京都労山『六つの合い言葉』 

（一） 私達は、山を勤労者の身近なものにする為に力を合わせよう。 

（二） 私達は、登山によって健康な身体と豊かな心を育てよう。 

（三） 私達は、登山によって助け合う心と友情を深めよう。 

（四） 私達は、多くの人達と交流し山を愛する仲間を増やそう。 

（五） 私達は、力を合わせ正しい山のモラルと高い技術を生み出そう。 

（六） 私達は、安全で確実な登山思想を身につけよう。 
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無雪期搬出訓練をしました！ 

救助隊  花折 敬司 

６月２６日（日）に、大文字山安祥寺林道入り口にて無雪期搬出訓練を実施しまし

た。参加者は受講生と斑リーダー・補助リ―ダーで５２名でした。今回は、受講者に

ついては力量別（８の字結び・簡易ハーネスが作れるかどうかで）にA・B・C・Dの４

つのグループに分かれて実施しました。 

始めは「簡易ハーネスの作り方」を全員に覚えてもらい、次に「８の字結び」を覚

えてもらいました。また、ロープの途中に作る8の字も作ってもらいました。 

次にクローブヒッチ（インクノット）とムンターヒッチ（半マスト）結びの練習で

す。何回もやるうちにできるようになりましたが、ムンターヒッチは簡単なようで難

しいようでした。 

それらができるようになったら、簡易ハーネスに６０ｃｍのスリングを二本付けて、

横に張ったロープをトラバースする訓練をしました。これは、実際の鎖場で、支点を

通過するときを模してやるものです。一本のスリングを支店で外してその向こうのロ

ープに掛け、もう一本を後から掛けるというものです。剱岳や槍ヶ岳の鎖場で役立つ

ことでしょう。 

その後、少し急な斜面で、転落した人の様子を見に行くために、斜面を下る訓練を

しました。その一つは、ロープに１ｍ毎位にコブシくらいの輪を作り、それに簡易ハ

ーネスで二本のスリングを掛け替えながら降りていき、登り返すというものです。 

最後は、繋いだ細引きでムンターヒッチを作り、救助者を引き降ろしたり引き上げ

たりする訓練です。細引きのつなぎ目を、ムンターヒッチを通すのがなかなか厄介で、

一気に「エイッ」と力を込めてやらないと通りません。何回も練習し、皆さん、何と

かできるようになったようです。 

このような訓練は、山で何かあった時にすぐ対処できるようにするためのもので、

出来るだけ多くの会員に身に付けて欲しいものです。次は、来年２月に雪上での訓練

をします。たくさんの参加をお願いいたします。 

カラビナスルー 丸い輪の上り下り ムンターヒッチの確保 
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事務局長会議報告 （各会と連盟の活動報告・意見交換・情報交換を目的に開催） 
 ７月５日ｐｍ７：００から WEB 会議。参加山の会→乙訓、右京、洛中、左京、 
亀岡、西山、やましな、伏見、Lantan、山城、福知山、丹後、連盟から２名参加。 
各会の活動報告（前月の例会や集いの実施状況・予定等）各会・クラブ機関誌参照 
・[乙訓]＜例会＞6 月 1 日ゆっくりハイク双ヶ岡から左大文字 17 人、5 日クリーンハ

イク愛宕山 18 人、24 日北山花脊 11 人、26 日夏山トレ鎌ケ岳 10 人＜予定＞7 月２日

入門教室六甲、30 日～８月１日夏山集中穂高岳＜その他＞6 月 19 日総会４５人 
・[左京]＜例会＞６/5 クリーンハイク瓢箪崩山 12 人、18 日貴船山 5 人、＜その他>６

月２９人総会１６人+委任状８人、金比羅クライミングは月１回続ける。 
・[伏見]＜例会＞6 月 5 日クリーンハイク 17 人、12 日金比羅岩トレ 12 人、12 日京都

トレイル 10 人、25～２６日霧ケ峰・美ケ原 8 人、＜予定＞7 月 10 日夏山トレ武奈

ヶ岳、24 日夏山トレ竜ケ岳、＜その他＞７月３日総会、１５周年記念イヤーとする。 
・[Lantan]6 月実績 21 山行参加 29 人（+26）7 月予定 7 企画あり 
・[山城]6 月 21～22 日富士山眺望 4 名、5 日総会 16 人、７月 11～13 日尾瀬方面予定 
・[洛中]＜例会＞6 月 5 日登山教室実技①大文字山 23 人、19 日登山教室実技②金比羅

～翠たい山 18 人、低山トレ２回（8 日松尾山 12 人、28 日裏大文字 11 人）＜予定

＞７月 3 日登山教室実技③武奈ヶ岳、22 日～24 日夏山集中バス八ヶ岳、30 日低山

トレゆっくり山行比良八雲ヶ原、＜その他＞登山入門教室で４名入会 
・[西山] 6 月 6 月～8 日九重山縦走 9 人、11 日六甲縦走④最高峰から宝塚 6 人、18 日 
 雪野山 20 人、＜予定＞７月 30 日～31 日 初級修了山行白山、７月４名入会（初級） 
・[右京]6 月 12 日 U ターン京都トレ③（京見峠～二ノ瀬）10 人、25 日金比羅クライ

ミング 6 人、＜予定＞7 月 21 日比叡山ぐるつと１周、31 日Ｕターン京都トレ 
・[明峯]＜例会＞6 月 5 日クリーンハイク北山 27 人、26 日金勝アルプス 13 人、＜予 
 定＞７月 10 日京都トレイル②伏見稲荷～蹴上 9 人、６月 19 日 総会 38 人 参加 
・［やましな］＜例会＞6 月 5 日クリーンハイク 27 人、12 日明智越え８人、30 日会員

交流企画ボウリングとランチ 10 人、＜予定＞７月 11 日自然観察会高尾・清滝、30
日会員交流企画東洋亭ランチパーテイ＜その他＞日帰り山行での緊急連絡先の取扱 

・[亀岡]6 月１日 牛松山 ５日クリーンハイク行者山 
・[丹後] [福知山]から山の会の現状の報告があった。 
連盟の取り組み、活動報告 連盟の取り組みや活動状況を連盟事務局から報告。 
・救助隊 6 月 26 日 無雪期搬出訓練 52 名 レベル分けで実施した。 
・第１５回初級登山学校スケジュール確定。[京都労山８月号で発表] 
・冬山勉強会実施要項決定 一般・単発コースを設けた。[京都労山８月号で発表] 
８月度の事務局長会議は、休会とする。（報告のみ） 
 ９月６日は、連盟事務所で行うが、WEB 併用とする。 
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組織拡大委員会ニュース №３        

ハイキングクラブ舞鶴山遊会の取組みより 

身近に親しまれている山の新たな魅力を伝える、地元を知り尽く 

した会ならではのタイムリーな企画！ 
 

 
先月号の丹後山の会の報告に続き、北部からもう一つ公開山行の取組み 

のニュースです。 HC 舞鶴山遊会では６月４日のクリーンハイクを、今年度は 

「由良ヶ岳」で公開山行としても実施しました。１８名の一般参加があり、１９名 

の会員によるサポートで山行は大いに盛り上りました。 

行きやすい近場の山、無理なく安全に登山ができるということで、これまでに 

        なく多くの参加が得られました。今回はその取組みを紹介します。 

 

☆楽しく安全に山登りを楽しみたいとの思いに応えた取組み 

活動制限が続き、会でも思い切った公開行事が打てない中、今年度は毎年定例で

実施しているクリーンハイクを公開山行とも位置付け、会を上げての取組みとしました。     

地元に広く親しまれている山を会のメンバーと一緒に楽しんでもらうとともに、その中で

会との接点を深め、入会につながる機会が広がればとの思いです。 

「由良ヶ岳」は参加しやすい近場の山。安全で初心者の人でも無理なく山登りができ、

山頂からの景観の良さ、四季折々の山野草との出会いなど山の魅力満載です。 

    

 ☆宣伝も工夫を凝らし、山登りの魅力をより多くの人たちに 

    会のホームページはもとより、地元のタウン誌・パレットにも参加案内を掲載し広くお

誘いを行いました。会で案内チラシも作成し、会員の友人・知人へのお誘いに活用し

ました。またクライミングジムでの置きチラシで利用者に知らせる手立てもとりました。 

   そうした中で参加申込者は、２０代１名、３０代２名、４０代２名、５０代４名、６０代８名、

７０代１名の計１８名と、幅広い年代の方々から申込みがありました。 

   企画を知るきっかけはホームページ、タウン誌、会員つながりからと、ほぼ同数でした。 

  

☆山行の中でもみんなと登る楽しさを伝え、積極的に会をアピール！ 

多くの一般参加者があったため、つながりや体力・登山経験を加味して５グループ

に編成しました。清掃登山は会員のみのグループが担当しました。 

地形図の配布とルートの解説を始め、同じグループの会員が山での安全で疲れない

歩き方、山の景色、植生、地質などの説明を行ない、山の楽しみ方についてアドバイ

スしました。 

下山時には会の活動や毎月の山行を紹介し、しっかり会をアピールしました。 
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    参加者からは、「一人で登るときより楽に感じられた。リーダーのペース、歩き方のア 

ドバイスが勉強になった」「急坂があり大変だったが、山頂での景色がステキでしんどさ

が吹っ飛んだ」「グループ編成もよく、やさしく接していただき感謝、このような企画があ

ればまた参加したい」などの感想が寄せられました。 

 

 ☆この取組みの中で新たな山仲間を会へ 

山行中、山行後を含め会員の働きかけで２名の方が入会されました。これは会員 

のつながりで参加された方です。 

今回の公開山行、会が始まって以来というほどの参加人数でしたが、その中で参加さ

れた会員からも一般参加者との交流が図れ、楽しかったとの感想が出されました。 

     新入会員には毎水曜日の里山トレーニング山行や、月２回の定例会などへの参加

を勧め、装備や歩き方など現場でのアドバイスや疑問に答えていきたい。 

 

 ☆「登山できる喜び、仲間が広がる喜び、学び高め合う喜び」を中心軸に！  

    ホームページへのアクセスも多く、今後さらに内容も充実させその中で会員募集を

積極的に進めていきたいと考えています。 

    会員個々が日常的に入会の働きかけがしやすいように、会の宣伝名刺を作成し、あ

らゆる場での活用を図っています。新入会員の人も山好きな知人に、これを使って気

軽に入会を勧めています。 

    会では会員の登山要求や体力に合った山行の企画が取り組めています。 

   “登山は楽しい、山仲間がふえるといいなあ、山の会はいろんなことが学べる”と思える

山行、会の活動ができているかどうかを大切にし続けています。 

（編集：大江） 
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第１５回初級登山学校開催案内 
 

 

  第１５回初級登山学校を１０月より開きます。 

 各会・クラブより多数の方々が受講されることを希望します。 

 教育遭難対策委員会一同こころよりお待ち申し上げます。 

 

  第１５回初級登山学校応募に関して「受講資格」の①につい 

 て「労山基金５口以上加入している者」と規定しました。 

 

受講者を対象としたガイダンスを９月２２日（木）・開催致し

ます。開催場所については後日連絡いたします。 

 
 

 

                  教育遭難対策委員会 
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２０２２年～２０２３年  

第１５回初級登山学校募集要項 
コース                        普通 講師養成 

目的 ①安全登山思想・基礎的登山技術を普及できる

リーダーを育成する。 

②無雪期 3000ｍ級山岳一般縦走のリーダーを

育成する。 

連盟教育活動を次世代に発展継

承する人材を育成する。 

到達目標 ①無雪期 3000ｍ級岩稜縦走の実践（西穂高岳

から奥穂高岳の縦走など） 

②冬季低山の縦走 

①初級登山学校での実技コーチ 

②独自分野での講座メニューの

構築 

募集人員 １５名 若干名 

受講料 ３５０００円 ※１ １５０００円 ※１ 

受講資格 ➀労山基金５口以上に加入している者。 

➁個人賠償保険に加入している者。 

①労山会員で労山基金１０口及

び個人賠償保険に加入してい

る者。 

②初級登山学校修了又は教育遭

対委員会が認める者。 

申し込み ①申し込み用紙に必要事項を記入の上当委員会に提出すること。 ※２ 

②受講者の確定はガイダンスで行う。 

必須事項 近畿協議会の雪崩講習会を受講する。 近畿協議会の雪崩講習会を受講

する。 

備考 搬出訓練・救急法は公開行事になる。 

受講者注意事項 ➀講座および実技山行のときは講師および補助講師の指示に従う。   

②実技山行及び修了山行をはじめ、連盟内で万一事故が発生すれば受講生は連盟

救助隊と共に捜索救助活動に全力を挙げる。 

③実技山行及び修了山行において事故が発生した場合、捜索救助活動の費用は各

人が加入している労山基金及び山岳保険並びに個人賠償保険で対応し、これを

越える費用は事故当事者の負担とする。 

※ １机上及び実技の交通費や宿泊料、テーピングの材料費等は含まない。 

※ ２申込用紙は、各会に配布する。受講希望者は必要事項を記入の上、所属会を通してＦＡＸまた

は郵送で、９月１５日までに連盟に送付すること。京都労山ＨＰからでも入手できる。申込用紙

には所属会初級担当者についても記載すること。 

※ 開講前、受講生を対象に９月２２日（木）ガイダンスを開く。 

講師及び実技コーチ（予定、敬称略） 

花折敬司（明峯労山） 坪山芳樹（明峯労山） 川辺昭治（右京労山）横井 功 （明峯労山）網岡 

修（らくなん） 網岡国江（らくなん） 奥西一博（らくなん） 田原 裕（伏見山の会） 花折 

忍（明峯）山下建男〈右京〉馬場重明（西山ＨＣ）村上晃弘（洛中）坪山未来（明峯） 永田潤平

（（西山ＨＣ）小川 繁（乙訓） 西田道明〈乙訓〉他 

 

 

 

主催   京都府勤労者山岳連盟 
615-0013 京都市右京区西院松井町７－１ Tel：075-312-8059 Fax：075-315-7039 

問い合わせ先：教育遭対 山下建男   E メール：yamasnsan326@gmail.com 

                                      TEL:０９０－３１８４－８３９３ 
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第  １ ５ 回  初  級  登  山  学  校 
                                    受  講  申  込  書 

２０２２年    月    日 

                        京都府勤労者山岳連盟教育遭対委員会御中 

  第１５回初級登山学校募集要項及び裏面の誓約書を遵守することを確認して 

［             ］コースの受講を申し込みます。 

  受講希望者氏名（直筆） 

 

 

    【  受  講  希  望  者  の  履  歴  】 

氏名 

 

 

年齢 性別 

住所 〒 

 

 

℡ 

生年月日 

 

 

 

Ｅメールアドレス 

 

携帯番号 

 

 

コールサイン 

 

勤務先（住所と名称）〒 

 

 

℡ 

労山基金加入口数 

所属山岳会（名称と連絡先） 

 

 

所属山岳会初級担当者氏名 

Ｅ‐メールアドレス           ℡ 

 

個人賠償保険の加入有無 

緊急連絡先（住所と氏名）〒 

 

 

℡ 

緊急連絡先との関係 

 

 

 

直近５年間の主な山行歴（月を明記のこと） 
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第１５回初級登山学校日程表 
２０２２年 

 １０月２日（第一・日） 

    机上学習１ 

  ＜     ＞ 

 ９：００～ ９：２０ 開講式 

 ９：２０～１２：００ 安全登山思想とパーティー論 

１２：００～１３：００ 昼食 

１３：００～１５：００ リーダー論と目的論 

１５：００～１７：００ 登山の歴史と労山運動 

１０月１６日（第三、日）   実技１  ボッカトレ山行 ＜武奈ヶ岳北稜＞ 

１０月２３日（第四、日） 

机上学習２ 

＜           ＞ 

９：００～１２：００ 読図と読図山行 

１２：００～１３：００ 昼食 

１３：００～１５：００ 無雪期実技山行の説明と装備 

１５：００～１６：３０ 雪山歩行技術 

１６：３０～１７：００ 積雪期実技山行の説明と装備 

１１月５・６日（土・日）    実技２ テント泊縦走登山 ＜比良全山縦走＞ 

１２月  ４日(第一日)     実技３ 読図山行     ＜瓢箪崩山＞ 

１２月 １１日（第二、日）    実技４  アイゼン・ピッケルワーク ＜リトル比良＞ 

机上学習３      近畿ブロック 雪崩講習会 

１２月１０日（土） 大阪労山事務所 9:30-17:00 登山者の為の雪崩学 

１２月１１日（日） 須磨浦海岸 10:00-17:00 ビーコン学習 

２０２３年１月 ７日～９日（土・月）  実技５ 雪山生活と滑落停止及びビーコン（八ヶ岳） 

１月２０・２２日（金夜・日） 実技６ 近畿ブロック雪崩講習会＜岐阜・大日岳＞ 

１月２９日   （四・日）  実技７ 積雪期搬出訓練（主催、連盟救助隊） 

２月１９日（第三、日） 

机上学習４ 

＜           ＞ 

 ９：００～１1：００ 雲の話と地上天気図 

１１：００～１２：００ 高層天気図１ 

１２：００～１３：００ 昼食 

１３：００～１４：００ 高層天気図２ 

１４：００～１７：００ 地上天気図の書き方 

３月１１・１２日（土日）実技８  雪山テント泊と雪上歩行訓練＜比良・八雲又は荒島＞ 

３月２６日（第五、日） 

机上学習５ 

＜           ＞ 

９：００～１１：００ 
救急法・応急処置 

１１：００～１２：００ 

１２：００～１３：００ 昼食 

１３：００～１５：００ 岩登り① 概念と装備  

１５：００～１７：００ 岩登り② 確保技術 

４月１６日（第三、日）   実技  ９ 岩稜縦走トレーニングとそのための技術 

４月２３日（第四、日）   実技１０ 岩稜縦走トレーニングとそのための技術 

５月２１日（第三、日）    実技１１ 岩稜縦走トレーニングとそのための技術 

   ５月２７・２８日(土･日)    実技１２ 夜間登山とビバーク 

６月１１日（第二、日） 

机上学習６ 

＜           ＞ 

 ９：００～１２：００ テーピング 

１２：００～１３：００ 昼食 

１３：００～１５：００ 遭難対策 

１５：００～１７：００ 修了山行ミーティングと計画書 

６月１８日（第三、日）   実技１３ 岩稜縦走トレーニング①＜Ｙ懸尾根から焼杉山＞ 

６月２５日（第四、日）   実技１４ 無雪期搬出訓練（主催、連盟救助隊） 

７月 ２日（第一、日）     実技１５ 岩稜縦走トレーニング② ＜Ｙ懸尾根から焼杉山＞ 

７月 ９日（第二、日）    実技１６ 岩登り⑤―予備日 

７月２８～３０日（金・日） 実技１７ 修了山行「西穂高岳から奥穂高岳の縦走」 

                 雨天順延に際し予備日を８月２５～２７日とする。 

８月２２日（火）     机上学習７ 「まとめ」と修了式 

 

京都府勤労者山岳連盟 

〒615-0013 京都市右京区西院松井町７－１、℡075-312-8059、Fax075-315-7039 

     問い合わせ先：教育遭対 山下建男    E メール： yamasansan326@gmail.com 

                                                       TEL：090-3184-8393 
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2022 年～2023 年  第 7 回 冬山勉強会 実施要項 
【対象】 

これから冬山を始めようとする方、及び、再チャレンジを目指す冬山経験者。 

【開講目的】 

技術・体力・理論を身に付け、厳冬期 3,000 ㍍級の冬山を目指す。 

この取り組みを通じて冬山の登山技術の継承を図る。 

コロナ禍の中で、新しい登山様式を確立し、冬山技術を伝えていく。 

 

【机上学習日程と講習項目】於：リモート参加もしくは連盟事務所（何れも木曜日） 
月 日 机上学習及びミーティング 月 日 机上学習及びミーティング 
8 18 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ/冬山の気象・装備 1 12 冬山での確保法 

9 8 防寒・低体温症への対応 2 16 コンパニオンレスキュー 

10  13 積雪期登山の歩行技術 3 24 春山の気象 

11 17 冬山の幕営生活技術 4 13 次年度の計画 

12 15 雪崩の危険性・行動判断    

 
【実技山行日程と講習項目】 
月   実技山行 備考 
8 28 ○単体力ﾄﾚ 15 ㎏～  比良 リトル比良～釈迦岳 

9 11 ○単ﾎﾞｯｶﾄﾚ 15 ㎏～  比良 ワンゲル道～堂満岳 

10 1.2 ○単体力ﾄﾚ 15 ㎏～  中ア 空木・越百岳 

11 3 ○単公開 アイゼントレ リトル比良 白坂 

11 26.27 冬山テント泊と歩行訓練 中ア 木曽駒ヶ岳 

12 11 アイゼントレ 金比羅山 ワイケン尾根・沢 

12 17.18 ○単公開 富士山雪上訓練 富士山吉田ルート 佐藤小屋近辺 

1 21.22 近畿ブロック雪崩講習会 岐阜 大日岳 

1 28 初級冬山バリエーション  比良堂満岳中央稜もしくは堂満ルンゼ 

1 29 ○単積雪期搬出技術講習会 救助隊企画 

2 11.12 雪洞山行 部子山 

2 25.26 雪山縦走 鈴鹿の山 前夜発 
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3 11.12 雪山ピークハント 笈ヶ岳 前夜発ピストン 

3 25.26 雪山ピークハント 北ア 爺ヶ岳 柏原新道経由 

4 16 アイゼントレーニング 金比羅山 ワイケン尾根 

5 3-5 春山登山  槍ヶ岳 新穂高温泉よりピストン 

 

【机上学習会場】  

於：京都労山事務所＆リモート参加  19：30～21：00 

【参加費】・単発コース：3,000 円 ・一般コース：10,000 円 

（受講料には雪崩講習会受講料および、実技山行の交通費は含みません。） 

【参加資格】・冬山の技能を身に付け、冬山に登る意思のある方。       

・労山会員で、新特別基金 10 口加入する方。 

【募集定員】 ６名（一般コース）＋6名（単発コース） 

 

【その他】 

※気象勉強会への参加を推奨する 

※ガイド登山ではありません。各山行の登頂を保証するものでは有りません。 

【申し込み及び問い合わせ先】 

 メールアドレス：zrxshock@yahoo.co.jp 携帯電話：090-5065-3946 坪山芳樹 
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救助隊事務局 

 

         無雪期搬出訓練速報 

 

無雪期搬出訓練を 6 月 26 日 9:00～15:00 に大文字山安祥寺林道入り口付近で

実施しました。受講者 33 人、スタッフ 19 名、合計 14 労山 52 人（昨年は 11 労山

40 人）の参加でした。応急手当は担当会の都合で実施しませんでした。 

 

これまでの搬出訓練は応急手当の後にハイキング班の搬送とロープを使って

の引き上げ引き降ろしをする組織レスキューが主でしたが、今回も、細引きやカ

ラビナなどの緊急装備は持っているだけではダメ。使えるようにしなければダメ

との教訓からハイキングの手持ちの装備を使ってセルフレスキューをしました。 

 

ただ、細引きだけでは中々、遭難者の救出まではできません。しかし、訓練を

繰り返せば、最低限、転落者の所まで転落者の様子を見に行き転落者の状況が分

かります。また、応急手当ができる可能性も広がります。条件が良ければ救出も

できます。 

 

今回は昨年の反省から、 

① 8 の結びは知らない。作れない。多分作れない。 

② 8 の字結びは作れる。簡易ハーネスは作れない。多分作れない。 

③ 8 の字結びも簡易ハーネスも作れる。 

の３つのレベルに応じた班を作りレベルに応じた訓練をしました。 

 

訓練は昨年と同様に手持ちのスリング、安環（環付きカラビナ）、平カラビナ、細

引きを使って 

①スリングで簡易ハーネスを作る。 

②各種の結び方を覚える。 

フィギアエイト・オン・ア・バイト フィギアエイト・フォロースルー（8 の字） 

クローブヒッチ（インクノット） ムンターヒッチ（半マスト） オーバーハ

ンドノット（丸結び） 

③ クサリ代わりに張ってあるロープを使ってカラビナスルーで歩く。 

④繋いだ細引きに丸結びを作ってカラビナを掛けて山の斜面を登り降りする。 

⑤繋いだ細引きを使い半マストで確保して山の斜面を登り降りする。 

を行いました。 
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今回の訓練の評価や参加者の感想は次号でお知らせします。 

 

 

スタッフ 19 名―ご協力、ありがとうございましたー 

明峯  ：花折忍  坪山芳樹 花折敬司 坪山未来 

樹の根 ：平田和子  

洛中  ：四辻隆雄 内野美樹   

らくなん：網岡修 網岡国江 奥西一博  

Lantan ：青山聡美 髙岩光  

伏見  ：野元修 氏野博文  

やましな：青山郁夫  

右京  ：西脇英俊 村上明彦 西村澄子 

左京  ：岩根浩 

 

受講者 33 名―みなさん、お疲れ様でしたー 

福知山 ：金山信教 金山晶子 塩見優子   

田辺  ：和田千惠 森本竜二 相川広秋 今村ひとみ 井上尚子 川田真理  

西川洋 小林尚子  

樹の根 ：氏野恵子  

伏見  ：尾﨑清司 奥田千代子 武本匠司  

西山  ：永柳辰夫 吉谷由美子  

乙訓  ：笠置孝史  

やましな：天谷とり子 佐藤あつ子 臼井知子 中村みさ子 星野敦子  

右京  ：山下建男 石田久夫 吉野あけみ 坂本雅恵 

洛中  ：吉川みふみ 山本幸子 市田知子  

WOA 亀岡：菊沢政夫 

らくなん：西岡妙子 

明峯  ：中居孝子 

B 班。半マストでぶら

下がって「痛いよ～」

の体験をしました。 

丸結びを作って斜面の

登り降りをしました。 

B 班。みんな並んでイン

クノット、半マストの

結び方の練習です。 
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連盟女性委員会山行報告           

裏六甲・蓬山峡・滝巡りコース 

【山行日】 ２０２２年 ６月１９日 （晴） 
【参加者】 女性委員 CL 平田・SL 三橋 （右京・３名）（左京・２名） 
                 （樹の根・６名）   計１３名 
 
【コースタイム】有馬口９：３０～山王神社１０：０８～東山橋１１：００～ 

逢山峡～仏谷分岐ロスタイム（約２０分）１１：４０～茶園谷途中 
１２：００（昼食２５分）～横谷～小川谷～１３：３０～ 
紅葉谷道、湯槽谷分岐１４：２０～有馬温泉駅１６：１０着、解散 

 
報告・感想 
数日前の天気予報では降水確率が高く悩ましい位だったが、当日は嘘の様に晴れ渡
った。有馬口駅で挨拶の後、山王神社へ向かう。古い神社のようだが、きちんと手
入れされ守られている様です。見上げると高架線が見える、そこを目指して進む、
高架下を進み行くと右手に有野川、水遊びに興じている子供達の歓声が聞こえる。
水は澄んでいる様に見えた。唐櫃台から伸びた林道の合流点、東山橋に到着、古い
コンクリートの橋で苔むし、見過ごしてしまいそうな橋です。其処から蓬山峡の 
渓谷美を楽しみ進む、コンクリート道が延々と続き暑い。 
滝の音が微かに聞こえて来る、茂った木々の間から下を覗くと飛沫を上げて流れ落
ちる猪ノ鼻滝が見えた。此の辺りが沢登りの終了点かな？暑くて浴びたい気分でし
た。暫く進むと蓬ケ山へ続く分岐、此処は通行止めのクサリが掛けられている。 
暫く真っすぐ進むと直ぐに分岐が出て来る、仏谷へ向かう分岐と思い込み、上へ伸
びた緩やかな林道を登っていった。又暫くして分岐が出て来たので右手を茶園谷と
思い進んでいると、途中道が違うのでは？との声に地図を見直す。スマホの歩行軌
道とコンパスを見合わせ正置すると東方面へ行くはずが南西へ向いて歩いていた。
（シュラインロード方面のようでした） 
仏谷方面の分岐を見落とした様です。分岐でコンパスを出し確かめる事を怠った
CL の責任。参加者には 0.5 キロのアルバイトをさせてしまった。早々に分岐へ戻
り東方向へ軌道修正、茶園谷を行く。切り立った狭いシラケ谷を右に見て更に進む、
此の林道には思いがけず木いちごの赤や黄色の果実がタワワに実り、行く先々で甘
くて自然の味を堪能した！横谷方面は良く判らなかった。途中昼食休憩していると
コンクリート枝道から下って来た一人の登山者に出会う【地図には書かれていない
道、帰って確かめると人口スキー場方面へ行く道のようですが、定かでは無い】 
本日の出会いは、登山口で犬と散歩中の女性、お茶を手に持って散歩の男性、此の
枝道の男性、下山途中の紅葉谷で若い男女二人が我々一行を追い越して行ったのみ
でした。 

昼食後、小川谷林道先からコンクリート道が無く成り、熊ザサが生い茂る細い登
山道や背丈を超える木々をかき分け、倒木を跨ぎ、片側が切れ立った急峻な場所を
注意しながら行く、気が抜けない難路です。此処でも目の前に実った木いちごの赤
や黄色の実をパク付き進む。来年は弁当箱持って沢山摘みジャム作ろうか？何て言
葉も出る位でした。小川谷へ注ぐ一跨ぎの流れに着く、水は冷たく手を浸すと汗が
引っ込む。休憩後、落ち葉が積み重なったフカフカの雑木林の中、喘ぎながら赤府
や微かな踏み跡を捜し見て進む。六甲有りきな急峻な岩場に出た、足場はしっかり
しているので数分のフ～フ～で通過。暫くして平坦なクマザサ道に出る。一息で紅
葉谷・番匠屋畑尾根分岐到着。自然林を目一杯楽しむコースでした（コンクリート
道以外。）ドライブウエイを横切り極楽茶屋跡前の展望所で、眼下に広がる神戸の
町並みを眺望。分岐へ戻り一路有馬温泉駅目指して紅葉谷下山開始。 
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紅葉谷コースは百間滝や白石・白龍滝と冬場は氷瀑が有名ですが見学中止。 
崖崩れでう回路通過、ゴロゴロ石や段差が大きい所も有りで疲れもピークです。 
水流音を遠く微かに聞きながらの下山と成った。有馬温泉ロープウェイ駅へ無事 
到着。休憩後、集合写真を撮り解散とした。 

 
裏六甲は切り立った深い谷が多く、崩壊が激しいのか？殆どの谷に新旧混じって

砂防ダムが出来ている。コンクリート道はその作業道のようです。 
紅葉谷コースは爽やかな新緑に満たされ、青空に青紅葉が太陽光線を浴びて美し

い、奥深い森の様相を見せてくれた。錦秋の頃、再び訪れてみたいと思いました。
皆様お疲れ様でした。その後、有馬温泉饅頭賞味しましたか？ 
                          記 平田和子 
                           
                      疲れも吹っ飛ぶ素敵な 
                      笑顔の参加メンバー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 
♡ 紙面の余白を借りて、少しお知らせ、御案内させて頂きます。 
 
１１月１２日～１３日、近畿ブロック女性委員会交流会を実施します。 
 
（１２日）阪急嵐山駅前広場１２：００集合、松尾山登山、後 
     宇多野ユースホステル泊（参加費７，０００円） 
（１３日） 御室８８ケ所巡りを企画、１円玉を８８ケ持って（お賽銭です） 
 
参加希望の方は是非宿泊をお願いします。詳細は各女性委員へお聞き下さい。 
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クライミング委員会山行 報告 

クライミング ≪落合の岩場≫ 記：青山 

日：5 月 29 日(日) 晴れ 

メンバー：坪山(明峰)、内野(洛中)、林(らくなん)、青山大(やましな) 

 

 久しぶりの委員会山行。3 年ほど前から行きたいと話し合っていた落合の岩場、

雨で中止やコロナで延期やでようやく行くことができた。 

 

 午前中は川に面した日当たりの良いルートを。保津川下りの観光客に手を振り

ながら、各々目標ルートにトライ。 

暑くなってきた昼からは右面に移動し、日陰になった前傾壁のクラックルートを。

普段あまり使わない手の甲を痛めながら、17 時ごろまでクライミングを楽しんだ。 

 

【クライミング委員募集のお知らせ】 

※クライミング委員会では、委員志望者を随時受け付けます。 

希望される方は、各山岳会を通じてクライミング委員会までご連絡ください。 

連絡先：kr_climb@yahoo.co.jp 
 
※委員について 

・登攀要素を含む山行(クライミング・沢登り・雪山など)を目指している方 

・新特別基金 5 口以上、またはそれらに準ずる山岳保険に加入している方 



京都府連盟～登山道倒木整備報告     

連盟登山道整備担当：青山郁夫 

 

6 月 19 日晴れ L やましな:青山郁夫 青山久子  右京：西村 西脇 

南禅寺 8:56—9:20 休憩 9:28--9:37 金魚の池周辺整備 16:36—17:07 南禅寺 

 

 今回は前回の続きの太い木と登山道に倒れ掛かっている木、堤防の上の木を整

備しました。 

太い木は西脇さんが 1 人で切って緩斜面をコロに乗せて据え置き場まで 4 人が

かりでよいしょよいしょと運び上げました。（今日はロープがなかったので 1/5 シ

ステムは使わず）登山道に倒れ掛かっている木は切った瞬間に切っている人の方

に落ちないようにヒモで引っ張りながら切りました。２つとも結構、切りがいが

ありました。堤防の上の木はもっと簡単に切れるかと思いきや水分を含んでいる

ので実に固かったです。 

最後の 1 本も横倒しなのでノコギリの歯が食い込む。テコで押し上げてつっか

い棒を木の下に入れてやっとの思いで切る。切り終わってつっかい棒を外せば本

日の作業は完了と言う時にヒヤリハット発生。 

 

状況：つっかい棒を外すために棒で思いっきりつっかい棒を突いた瞬間、つっか

い棒で支えていた木が落下。突いた棒が落下した木とその下にあった木に

挟まりビュンと跳ねて木と木に食い込んだ。棒が跳ねた瞬間、突いた棒は

突いた棒を持っていた人の左胸を直撃。後ろにのけぞり前のめりに倒れこ

んだ。暫く休んで何とか歩くことができた。 

原因：①危険予知不足。つっかい棒で支えていた木がつっかい棒を外したらこん

なにも落下とは思っても見なかった。 

②もしも、つっかい棒で支えていた木がつっかい棒を外した時に突いた棒

がどういう動きをするか考えていなかった。 

対策：①つっかい棒を外したらつっかい棒で支えていた木はどういう動きをする

か予知する。（木が下まで落ちることも予知する） 

②突いた棒はつっかい棒を外したらどういう動きをするか予知する。（木が

下まで落ちて突いた棒が下の木に挟まれ飛んで食い込むことあるとも

予知する） 

 

後で考えればつっかい棒は棒で突いて外すのではなく 1 人がテコで木を持ち上

げつつ、つっかい棒にヒモを巻いて 3 人で思いっきりヒモを引っ張ってつっかい

棒を外すべきだった。 

受傷者は幸いなことに左胸のポケットに嗜好品とその殻入れを入れておりこ

k.y
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の 2 つがクッションの役目をして衝撃を和らげた。また、たまたまライターを右

胸のポケットに入れていたので突いた棒が固定物に当たらなっかた。 

翌日も左胸の痛みが取れず息を大きく吸うと胸が痛くなるので病院受診。「レ

ントゲンも CT も写るヒビは見当たらず。日にち薬です」と言われた。良かった。 

 

西脇 

30cmover の木を切るのがこんなに大変だったとは思わなかったが、協力しあ

い、やりとげた。また参加したい。 

西村さん 

人数が多いとずいぶん楽ですね。 

青山久子 

4 人だったからこそ今日の作業はなし得たと思います。金魚の池にカモのつ

がいが住みついているみたいです。これからも安全に作業ができるよう、が

んばります。 

青山郁夫 

 みなさんにご心配をお掛けしてすみませんでした。これからはもっと慎重に危 

険予知をしてケガの無いように安全第一で倒木整備に励みます。 

 

 

 

 

 

この写メを

撮った大分

後にここで

ヒヤリハッ

ト発生 

整備前       整備後        整備中        据え置き状態 

とても大きい    すっきり       木を引っ張ってます   

整備前       整備後      コロを使って運搬   据え置き状態 
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京都府連盟～登山道倒木整備報告     

連盟登山道整備担当：青山郁夫 

 

7 月 2 日晴れ無風 猛暑猛暑 京都は 38.6℃ 

L やましな:青山郁夫 青山久子  池本光明 右京：西村澄子 

南禅寺 8:48—9:07 登山道整備 13:17—13:33 南禅寺 

 

 今回から 2019 年 8 月から 12 月にかけて 8 回、延べ 39 人参加して 43 本伐採し

た新島襄のお墓の南の登山道の現場の T 字路から更に南の登山道の上部に横たわ

る倒木の整備です。 

以前は倒木の下を少し頭をかがめるだけで通れたのですが段々、倒木が下がっ

てきて今では、よいしょと腰を折り曲げて潜らなければ通れません。他にも歩く

と頭をぶつける木もあります。1 年かけてここを安全に歩けるように整備したい

と思っています。 

倒木は登山道を横断して倒れているので登山道の上の部分を切っている時に

登山者が通過するととても危険。まずは迂回路作りの為に道の脇の枝を切ること

にしました。 

今日の京都の気温は 38.6℃。ここは日影だけど無風で暑い暑い。枝を切ってい

る時も、切った枝を運んで据え置いている時も倒れるくらい暑い。熱中症予防と

反省会の余力を残すために枝切りだけして昼過ぎに終了しました。 

 

大失敗のヒヤリハット 1 件。 

池本さんに蹴上駅集合時間を間違って 1 時間早めに連絡してしまいました。予

定時間が過ぎても誰も来ず。池本さんの携帯が au だったので（au は今朝の 1 時

半頃からずっと不通状態）どこにも連絡取れない。1 時間右往左往されました。

本当にごめんなさい。今後、重々気を付けます。 

 

池本：うそみたいに暑かった。ビールを飲みたいしか考えられなかった。 

西村：ホントに暑かった。（瘦せるかな？） 

青山久子：今回は新島襄のお墓の南側の T 字路の南の山道に場所を移しての初 

回です。少しでも登山者が腰をかがめなくても歩けるよう頑張ります。 

       

こんなになってます    整備前       整備後      枝の据え置き状態 
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京都府連盟登山道倒木整備 ―大文字山を整備しよう 
これまで登山道を使った感謝の念と恩返し 多くの登山者の安全のために 

 

今月も月 2 回程度、整備を行います。土曜日は新島襄のお墓の南の T 字路付近の倒

木、日曜日は金魚の池周辺の倒木を整備します。 

これまでと同様に参加者の力量に応じて、力のある人はノコギリで倒木伐採、力

のない人は小枝集め、小枝整理と分担して行いますので誰でも参加できます。ご安

心下さい。 

切った木は 1/3 システムや 1/5 システムを使って運搬します。 

登山道整備は京都大阪森林管理事務所の承認を得ています。 

みんなで頑張って楽しく整備しましょう。参加をお待ちしています。 

 

雨天、まん防措置、コロナ緊急事態宣言発令時等は中止します。 

 

★実施日： 8月 20 日（土）新島襄のお墓の南の T字路付近 

8 月 21 日（日）金魚の池周辺 

 中止の場合は 8月 22日（月）8月 24日（水）に延期します。 

 雨天予想の場合は前日の 19時までに判断して中止のみ連絡します。 

★申し込み締め切り：実施日前の月曜日 

★集合場所：南禅寺の入口の中門を入った所（タクシー乗り場）9時 00分 
★参加申込先：連盟登山道整備担当 青山郁夫  

080-3797-4392 携帯メール 2382m.ikuo1025@ezweb.ne.jp  
個々か会でまとめて申し込んで下さい。 

★参加条件：労山基金を含め山岳保険加入者 

 

★持ち物：マスク、カッパ、ヘッドランプ、レスキューシート、タオル、ホームセン

ターや百均で売っている安いゴム手袋（なければ軍手）､お茶、お弁当、

救急薬品 ヘルメット（必携）、ノコギリ、長靴（任意）等  

★共同装備：岩登りのロープ、スリング、ビナ、滑車、熊手 

★その他 

 ・作業の前には危険予知を相互に行い安全作業に努める。 

 ・歩行中、整備中でも必要に応じてマスクを着用して下さい。。 
・通常のソーシャルディスタンスは２m です。整備中は呼気が強くなるため適度に

離れて行動して下さい。 
・パーティは少人数のパーティに分け時間をずらすなど、多人

数で歩かない、作業をしない工夫をするーーこの心配ありま

せん。大文字山登山道倒木整備もあやかりたいです。 
・体調が思わしくない時は参加を取りやめて下さい。 
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2022 平和行進報告 

今年も平和行進東京－広島コースが 6 月 21 日、山科より京都入りした。

やましな山の会の仲間 5 名が迎えてくれたが、コロナのため今年も中央か

らのリレー旗がなく、寂しい思いをした。中央からの通し行進者もなく、府

内通し行進者 2 名が紹介された。ラクト山科公園で引き継ぎ集会を行った

後、蹴上まで移動し昨年に続きそこから市役所までの短縮行進となった。 
22 日は向日市競輪場前から JR 長岡京駅前のバンビオ広場、大山崎町役

場までの行進に西山 HC の仲間 4 名が参加した。その後八幡市へ移動した。 
23 日は宇治市、24 日は府南部の網の目行進、25 日は休養日、26 日は精

華町、木津川市を行進し、奈良市の般若寺で無事奈良へ引き継ぎができた。 
綾部－亀岡コースは、6 月 28 日から 7 月 2 日まで行進が行われた。 
富山－広島コースは、7 月 2 日に舞鶴市の JR 松尾寺駅前で福井から引き

継ぎ、7 月 4 日に河梨峠で兵庫に引き継ぐまでの 3 日間行進が行われた。 
京都市内網の目行進は、6 月 21 日に滋賀から引き継ぐ前に山科で行われ

た他、7 月 2 日に市内各地から京都市役所までの行進が行われて、京都府下

の行進がすべて終了した。 
文責 安達正明（常任理事） 

 



－２４－ 

－連載企画第 2 回－ 登頂順二百名山登頂記録①      乙訓山の会 小川 繁           

№189 三瓶山 (男三瓶山 1126m) 初登頂 1964 年５月小５の時の遠足 
三瓶山に初めて登ったのは、1964 年５月小５の時遠足での事。その時は定の松

登山口から男三瓶山を往復した。その頃は山頂付近にオキナグサが沢山生えていたの

を覚えている。黒百合と間違えたので印象深い。バスに酔いやすいので行きも帰りも

戻してばかりいたのを鮮明に覚えている。 
 

    再登頂 2009. 11.21(土) 単独山行 11.21(土)～23(月) 中国地方山行中 

21(土)02:00 自宅～名神道～中国道～R54～一路三瓶山を目指す。 

   08:10 女夫松Ｐ。登山口横に廃業した宿泊施設があり、全山１周に便利なの

でそこのＰを利用する。 

   08:18 女夫松Ｐ～先ずは孫三瓶山に向かう。入口に熊注意の看板。落葉松等

の樹林の中の枯葉が敷かれた急登。霰がパラついてきた。 

   08:55 孫三瓶山。深い下り～登り返しの向こう正面に子三瓶山が見える。そ

の右に男三瓶山が更に深く下り登り返している。女三瓶山へ向かう稜

線を行く。初めは岩場の急な下り、やがてなだらかになり、クヌギ等

の雑木林の中の道を進む。 

   09:21 太平山。その名の通り広く平らな山頂。ベンチが置かれ眺めも良い。

少し下った所に室内池(火口湖)の展望台があり、手前に地蔵の祠があ

った。正面にテレビの中継用アンテナが立ち並ぶ女三瓶山が見え、右

から三瓶温泉スキー場からの登山道が合流している。アンテナ施設点

検の人が登って来た。 

   09:38 女三瓶山。木製のデッキ状の展望所からは全山が見渡せ、室内池も見

える。アンテナは BSS、NHK 等８基。道標に従って行くと廃道に入

る。ブッシュが茂っていて棘が服に引っかかり、外そうとして指に刺

さった。少し手前にもう１本整備された道があったのに引き返さずに

行ってこの始末。20m 程で整備された道に合流した。前方の岩場に

２人の人影が見える。急登を登りその老夫婦２人を追い越す。登山道

に雪が着いてきた。5～10cm 位なのでアイゼン無しで何とか登る。 

   10:13 男三瓶山。少し手前に避難小屋があったが閉鎖されていた。誰もいな

いので三角点石にカメラを置きセルフタイマーで写真を撮る。踏み跡

の無い展望台まで行きそのまま子三瓶山へ向かう。急な下りが雪で滑

る。室内池と周りの紅葉を見下ろしながら下る。一旦風越峠まで下り、

また子三瓶へ急登を登り返す。 

   11:00 子三瓶山。孫三瓶山へは後少し。振り返れば雪を被った男三瓶山の荒々

しい南壁が広がる。室内池を囲む三瓶外輪山が一望出来る。ここから

の下りも登り返しも急だが距離が短い分ありがたい。 

   11:22 孫三瓶山。やっと 1 周して帰って来た。熊避け鈴を鳴らしながら下る。 

   11:50 女夫松Ｐ。シャツを着替え、浮布池～定の松～ススキ原等を観光して

14 時頃出雲の実家

へ帰郷。墓参を済ま

せ、17 時からの高校

時代の友人との小宴

会に備えて仮眠。 
 

 山行記録も写真も無かったので再

登頂して記録を残す事にした。故郷

の山は懐かしかった。 
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8 月号案内 
表紙の写真 表紙の言葉 安達 正明さん（西山ハイキングクラブ） 

2003 年夏 ドロミテ（イタリア） 

岩峰の連なるドロミテは、フェラータ

と呼ばれる、梯子、ワイヤーのルートが

続いている。カラビナをかけ替えながら

登る。 

岩峰に挑戦するグループと、岩峰を眺め

ながら麓を散策するグループに分かれて

取り組んだ。 

帰りにはみんなでベネティアを訪れた。 

ドロマイトとはこの地で産出する鉱石で

ある。 

もう 20 年近くも前の思い出の山である 

 

＊『連載企画 乙訓山の会・小川繁さんの『二百名山登頂シリーズ』が始まりました。百名

山よりもアプローチが遠かったり、登山道が不明瞭だったりして難コースが多いと聞きます。

1964 年の三瓶山に始まり、今年 8 月には二百座目の以東岳を目指します。注目です。 

 

＜お知らせ＞ 

「提案 情報 投稿」原稿を募集しています。連載企画の内容でも OK です。 

労山会員の方やお知り合いで連載を引き受けてくださる方をご紹介ください。 

例えば「野鳥に詳しい方」「高山植物、野草に詳しい方」「コケやきのこに詳しい方など会

員みなさんに知識を広めてくださる方を募っています 

 

【投稿先】 京都府勤労者山岳連盟 機関誌委員会 高野 寛 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hirossan-1954@nifty.com  

＊原稿サイズ B５版 １行約 36 字 １頁約 36 行  

＊字体 ＭＳ明朝体 １１Ｐ 余白 上、左、右 各２０mm  下 ２３mm 

 



２０２２年 京都府連盟 月間予定表 

８月（葉月・AUG） 

１ 月 自然保護委員会 

２ 火  

３ 水  

４ 木  

５ 金  

６ 土  

７ 日  

８ 月 常任理事会 

９ 火 救助隊事務局会議 

10 水  

11 木 山の日 

12 金  

13 土  

14 日  

15 月 京都労山印刷日 

16 火  

17 水  

18 木  

19 金  

20 土 大文字山登山道整備 

21 日 大文字山登山道整備 

22 月 常任理事会 

23 火 気象勉強会 

24 水 女性委員会 

25 木  

26 金  

27 土  

28 日  

29 月  

30 火  

31 水  

 

 

９月（長月・SEP） 

１ 木  

２ 金  

3 土 
自然観察会（中池見湿地） 

大文字山登山道整備 

４ 日 大文字山登山道整備 

５ 月 自然保護委員会 

６ 火 事務局長会議 

７ 水  

８ 木  

９ 金  

10 土  

11 日 ﾊｲｷﾝｸﾞ委員会・らくなんトレイル 

12 月 常任理事会 

13 火 救助隊事務局会議 

14 水  

15 木  

16 金 やまびこ利用日 

17 土  

18 日  

19 月 敬老の日 

20 火 京都労山印刷日 ハイキング委員会 

21 水  

22 木 初級登山学校 ガイダンス 

23 金 秋分の日 

24 土  

25 日  

26 月 常任理事会 

27 火 気象勉強会 

28 水 女性委員会 

29 木  

30 金  

   

 


