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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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「山地図とメディア」 

 

女性委員会 委員 小室澄枝 

 この頃の山登りと言えば必ずと言っていい程の人がスマートホンを持って歩い

ている。 かくゆう自分も手放せなくなっている、地図をみながら、写真を撮り

ながらととても便利になった。位置情報だって分かるし、いざという時には役に

立つこともある。 

 3 年ぐらい前の登山時報に「地図読み迷人」と言うのが載っていた、早速 J と

言うアプリをダウンロードし、この取説を持ってポンポン山に行って見た。知っ

ている道なので迷うことはないが、スマホと取説を見ながら悪戦苦闘。 

道々今何時何分です、とか標高は今何メートルですとか、はては少し休憩され

てはどうですかとか・・・うるさい（声を消すことも出来たみたい） 

これは常に使い続けなければ忘れてしまう、しっかり自分のものにしなければ

元のもくあみ、2回ぐらい使ったかな？  もう忘れたよ～。 

 ひと昔前はどうしていたんだろうと考えてみた、近場の山、例えば北山あたり

へ行くときには地図とコンパスを持って行った。思わぬところに林道が出来てい

たりしたが方角が分かればたどり着けた。 

山独特の匂い、小さな草花、虫達、鳥の声、山には山の空気がある。五感を澄

ませば獣道だって分かるしある程度方角もつかめた。 

 後期高齢者となったおばばにはスマホの使い方、パソコンの使い方、すべてに

時間と労力がいる。 ま、頑張りまっしょ！！ 
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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） 
 ８月の事務局長会議は休会（報告のみ） 
各会の活動状況(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] 
・[伏見］＜例会＞７/2「金比羅岩トレ」８人、10 日比良武奈ヶ岳(夏山トレ)10 人、  
 17 日御在所岩トレ８人、１７～１９日塩見岳５人、22 日越前日野山３人、24 
 日愛宕つつじ尾根～竜ヶ岳（夏山トレ）１２人＜予定＞８月４～６日夏山特別例 
 会甲斐駒・千丈ケ岳、13 日熊野古道・紀伊路Ⅱ、19～21 日前穂・奥穂高、20 
 日越前・文殊山、２８日比良白滝山＜その他＞７月３日第１４期定期総会２４人、 
 １５周年を記念して、記念イヤーと位置づけ、１５の記念山行を企画する。 
・[Lantan]＜例会＞７月活動、１９例会参加２４名+２７名＜予定＞８月 ７例会 
 ９月 ４例会、10 月３例会。会員男性４+女性５＝９名 
・[洛中]＜例会＞７月 3 日登山教室実技武奈ヶ岳受講生９+スタッフ 12 人、９日 
 金毘羅岩稜トレ１４人、22～24 日夏山集中登山八ヶ岳 29 人、２８～３０日 
 黒戸尾根から甲斐駒ケ岳２人＜予定＞８月 20 日低山トレ（愛宕山・地蔵山・月 
 輪寺）、20～22 日前穂北尾根、２６～２８日鳳凰三山＜その他＞７月末会員数 
 会員９２名+休会８名＝１００名、登山教室１３名の中４名が入会。 
・[西山]＜例会＞６月２６日初級実技ポンポン山 20 人、７月９日いろんな道ポン 
 ポン山 10 人、10 日初級実技沓掛山～松尾山 17 人、10 日三上山１２人、13 日 
 西山トレイル９人、30～31 日初級終了白山１６人＜予定＞８月 13 日愛宕山、

16 日大文字山火床 22 日～24 日四阿山 26～28 日八柱山、26～28 日旭岳～黒岳 
 31 日三点支持実習＜その他＞会員１３６人（男性３９+女性９７）会友 20 人 
・[左京]＜例会＞７月９日金比羅６人、１６日大文字山５人、１８日愛宕ツツジ尾  
 根 5 人、２１～２２日木曽駒ケ岳 4 人＜予定＞８月１１日比良ヤケ山、28 日八  
 淵の滝ソーメン山行＜その他＞11 月２～３日秋山テント泊山行の計画 
・[乙訓]＜例会＞７月１～４日後立山縦走４名、２日入門教室六甲を歩く８人、花 
 の白山２人、夏山集中穂高岳１４人＜予定＞８月１１～１５日以東岳～朝日岳 
 縦走、２６～２８日北八ヶ岳縦走＜その他＞会として久し振りに大きな山に登れ 
 た。何度かのトレーニングをし、新人会員も参加できた。 
・[明峯]＜例会＞７月３日インドアクライミングやまびこ２０人、10 日岩稜歩き金

比羅６人、１３日成田山と明王院３人、２４日体力トレ大文字山１２人＜予定＞ 
 ８月７日園部胎金寺山、１１日タカセ～大布施、27 日白滝山、＜その他＞10 月 
 読図教室、公開山行大日ケ岳、８月つどい「山に役立つヨガ」 
 
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。 
９月度の事務局長会議は、連盟事務所で行う。WEB 併用とする。 
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組織拡大委員会ニュース №４        
 

京都田辺山友会の取組みより 
 

☆山登りの楽しさと感動を伝え、次へつながる運動へ 

田辺山友会では、一泊の「市民春山登山」と日帰りの「市民秋山登山」を毎年実施し、

多くの京田辺市民の登山・ハイキング要求に応えてきています。今回の「市民春山登

山」では一般の申込み９名を含む２８名が参加し、「愛鷹山～金時山」１泊２日のバスツ

アー 

を楽しみました。 

山行では一般参加者と会員が混在したグループ分けを行い、会員のサポートととも

にお互いコミュニケーションが図れるようにしました。往復のバスの中では会の活動や

毎月の山行例会を紹介し、会のアピールも欠かしません。 

参加者からは「参加費用も安く、楽しかった。また次も参加したい」などの感想も出さ

れました。地域に根付いた運動として続けていくことの大切さを実感しています。 

    

 ☆より多くの市民の目に触れる市の広報誌への掲載は効果的 

    会のホームページや、地元京田辺市の広報誌で広く参加を募りました。またこれまで

に参加してくれた人たちにもお誘いの連絡を行いました。 

    そうした中で参加申込みは２８名を数え、５０歳以上の方が多く、中には親子での参

加もありました。申込みのきっかけは広報誌を見てという市民が多かったようです。 

   「市民登山」も「初心者のための登山教室」も京田辺市の広報での案内が決め手です。

市民からの信頼感も高く、毎回多くの申込みがあります。 

 

☆山登りの楽しさと奥の深さを知った登山教室の魅力 

    「市民春山登山」とは別に２０１９年から始めた「初心者のための登山教室」を４月より

４回にわたって開催しました。 

２０名近い受講生が参加し、会の教育部を中心とした会員・スタッフの指導の下、登

下降時の歩行テクニック、読図の基本、ロープワークなど初歩の登山技術を学びまし

た。６月に行われた修了式には１９名の受講生が参加し、欠席の１名とともに無事修了

証が授与されました。 

修了生からは様々な感想が寄せられました。教室での教育部のサポートに感謝す

るとともに、登山教室の重要性を再認識されたようです。 

   「楽しくもつらい教室だったが、会員の方々の暖かさと優しさを感じた」・「登山の歩き方、

ペースが分かった」・「ロープ、コンパス、YAMAP の使い方を教えていただき参考になっ
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た」・「満足！登山を続けたい教室でした」・「山の実技が楽しく、会のメンバーの方々が

やさしく指導していただき勉強になった」・「貴重な体験になりました」・「また参加させて

いただきたい」・「今後も自分に合った山にチャレンジしたい」 

などの感想が数多くだされました。 

 ☆こうした取組みで新たな山仲間を会へ 

    ４回に及ぶ実技教室の中で、すでに入会を考えておられた方もありましたが、登山教

室修了式において１１名が入会されました。６０代７名、50 代 4 名といずれも積極的な

方々ばかりです。 

     新しく入られた会員はまずは会の専門部に所属してもらい、各部の行事に関わる中

で会にもなじんでいただきます。順次、例会山行等を通じて現場での指導・アドバイス

を行い、さらなる成長が図れるようにします。 

 

 ☆できなかったことができる喜び、感動を分かち合う仲間が広がる喜び 

「登山教室」は登山のすそ野を広げていく確かな取組み  

    田辺山友会ではコロナ禍で日程の延期などを余儀なくされながらも、継続して 4 年間、

毎年「初心者のための登山教室」を開催してきました。これまでも教室を通じて毎回１

０名程度の方々が入会されています。 

    京田辺市をホームグラウンドとする当会では、自治体の広報を活用し、広く登山に興

味のある方々の受講を促しています。何回かの座学・実技山行の中で登山知識・技術

を高め、登山に対する不安感を払しょくし、楽しく安全にいつまでも続けられる山登りを

めざしています。 

（編集：大江） 

 

 

 

 

 

 

 
市民春山登山の一コマ（会報より転載） 
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自然保護委員会コーナー 
 
＜報告＞ 第 25 回全国自然保護講座 in 滋賀   

『300 年生きたブナの森を伐採する 
美浜・新庄ウインドファーム発電事業の問題を考える』 

                           文責 平尾 
今年の自然保護講座は、全国で広がる大型風力発電事業計画により福井県美浜

町の野坂山地で胸高周囲 300ｃｍ以上、300 年生きてきたブナの巨木が伐採され

ようとしているなか、この問題を考えるため講座と現地視察が計画されました。 
 
・日 時：7 月 9 日（土）13 時～10 日（日）15 時 
・場 所：比良山岳センターと野坂山地（庄部谷山）の計画現地 
・参 加：全国（山口、岡山、奈良、和歌山、滋賀、愛知、神奈川、東京、千 

葉、埼玉、京都）38 名 うち京都 4 名（左京、らくなん、田辺 2） 

       
□1 日目 
【基調講演】「美浜・新庄ウインドファーム発電事業から考える環境アセス」  

若松伸彦氏：日本自然保護協会（NACS-Ｊ）理事 
   風力発電は、自然エネルギーで大切だが立地が問題。八甲田山など全国で自

然度の極めて高い尾根筋などに計画され問題になっている。環境アセスは手続

きを定めた法で、開発事業を止めるためのものではない。止めるには最初の段

階（環境アセスは、配慮書→方法書→準備書の順に行われ、各段階で都道府県

知事、市町村長、環境省、一般の意見が聴取され、説明会がある）最初の配慮

書段階で問題を指摘し業者に諦めさせることが大事。ネットの環境アセスメン

トデータベース「ＥＡＤＡＳ イーダス」で既設・進行中の開発事業が地図上

でチェックできる。監視し早目に動きをつかみとりくむことが大事。NACS-J
では、その地域の人々が気づいていないが全国的な視点から重要な自然の価値

を訴えてきた結果、白神山地のブナ原生林の世界自然遺産登録に繋がった。  
【地方連盟からの報告】 

①徳島県連（片山委員）：四国地方における風力発電について 
 剣山系天神丸風力発電計画は 2021 年 5 月に㈱オリックスが中止を表明 
②長野県連：長野県内山岳の風力発電建設計画（2007 年当時の概要） 
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概要：2007 年入笠山と根子岳にあわせて 46 基の建設計画が持ち上がったが、

「山岳地での大型風力発電は疑問、クリーンであっても立地場所によっては

エコと限らない」と各種団体と取り組んだ結果、発電計画は中止となった。

林事務局長から代理報告、労山自然保護憲章の「ふるさとの山をもとう」を

大事に。 
③静岡県連（竹本委員長）：南アルプスの自然、環境を壊すリニア計画につい

て  
 南アルプス直下のトンネル工事で、大井川が減水し下流の住民生活に影響す 

ると静岡県が知事をあげ反対、工事はストップしている。 
④千葉県連（山本委員）巨大ウインドファーム事業計画について 
 全国の風力発電計画を紹介。「風力発電を地域から考える全国協議会」2022

年 5 月設立（12 道県 6 団体他参加） 
※京都の丹後半島の計画について、資料を提出し予稿集に掲載されました。 

□2 日目 
【現地視察】 野坂山地 風力発電計画予定地の視察 

6 時 30 分マイクロバスと車で出発、福井県三方郡美浜町新庄の関電変電所の先

の駐車場へ。関電の巡視路の急登の先には樹齢 300 年といわれるブナの巨木が何

本も見られた。庄部谷山直下の作業用林道と建設された風力計測塔まで上り発電

事業計画地の現地を視察した。（美浜町のこの山域では、環境省の巨樹・巨木デー

タベースに幹周 300ｃｍ以上のブナ巨樹が 2021 年 11 月の確認で、73 本も登録

されている） 
 

   
変電所、若狭湾     風力計測塔の前で  
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参加者の感想 
                         田辺山友会 原田和嘉子 

高校の理科教員という職にあったため、以前より自然保護や原子力発電の問題

には関心があり、福島の原発事故以来、自然環境や生活に負荷のかからない電源

についていろいろ勉強してまいりました。その中で国が進める再生可能エネルギ

ーにも多様な問題点があることを知りましたが、今回のセミナーで若松先生のお

話を伺い、自然破壊、景観破壊を伴う風力発電がいろいろなところで計画されて

いることに衝撃を受けました。特に八甲田山は一昨年の秋に登ってその紅葉のす

ばらしさに感動しましたので、そんなところに巨大な風車が並ぶなんて想像もで

きません。また同時期に青森の六ケ所村も訪問しましたが、広大な敷地内に核燃

料の貯蔵施設と風力発電の風車が立ち並ぶ風景を見て、過疎の地方に負担を押し

付ける政府のエネルギー政策に暗澹とした気持ちになりました。ただ、住民の反
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対で阻止できた計画もあったことは自然保護運動とって明るい希望です。 
風力発電は原子力、火力に替わる有効な発電方法ですが、どこに作るかが問題で

あり、生態系や自然を壊してでも利益が得られると思えばどこでも風車を立てら

れるように規制緩和、法改正（改悪？）をしてきた政府のやり方には大きな疑問

を感じます。洋上風力発電は環境への負荷が少なく、期待できる発電方法と考え

られていますが、最近の新聞記事によりますと、工事の条件を備えた基地港湾が

圧倒的に不足しており、その少ない海域を大手企業連合が独り占めして、港湾を

占用してしまっているという問題も発生しているようで、目標の 1000 万キロワ

ット（原発 10 基分）に到達できるのはいつのことかわからない状況だそうです。

だからといって政府は場当たり的なルール改正をするより、長期的な視点でエネ

ルギー問題を考えていってほしいと思います。 
次の日の現地視察には参加できず残念でしたが、たくさんの知らないお話を聞け

て大変勉強になりました。若松先生、企画していただいた皆様方に心より感謝申

し上げます。 

 
 「北陸新幹線京都延伸計画の見直しを！」 

街頭・登山口での署名活動のとりくみ（3） 
 

7 月 23 日(土) 8 時 30 分から 1 時間、叡電出町柳駅前で第 3 回目の署名活

動に取り組みました。チラシを渡し対話し 27 筆集めました。（内、9 時 30 分

から 1 名が 1 時間署名行動を続け 5 筆） 参加者 8 名：左京 4、西山 1、や

ましな 1、らくなん 1、田辺 1 
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〜2022年度  京都労山 自然保護セミナー 案内〜 

テーマ ＜北陸新幹線延伸計画の環境問題を考える＞ 

講 演：「京都の地下水」 

講 師：谷口真人氏（総合地球環境学研究所 副所長） 

講演の後、質疑応答を30分程度予定しています。 

 

日 時：11月11日（金）19：00〜20：50 

場 所：「ひと・まち交流館 京都」（河原町五条下がる東側） 

    ○市バス「河原町正面」前 ○京阪電車「清水五条」下車徒歩約10分 

参加費：100円（資料代等） 

申 込：各会自然保護委員または、 

            担当:入江 メール shinobuirie0205@gmail.com  まで       

 

◎今、北陸新幹線延伸工事による様々な環境破壊が危惧されています。 

 今年度のセミナーでは、地球規模での研究や、社会の中の科学としての地下 

 水の研究に長年取り組んでこられた先生に「京都の地下水」をテーマに、講 

 演をお願いしました。 

 市民として、また山と自然を愛する山岳会の仲間として、古来から京都の生 

 活と文化を支えてきた地下水を、延伸工事による破壊から守るために、まず 

 正しく知り、理解を深めるための企画です。 

◎会員以外の一般参加も可能です。関心がある方、京都の地下水について知り 

 たいという方をぜひお誘いください。 

◎事前に質問を受け付けます。当日参加できないが知りたい、工事による影響 

 など、地下水に関する疑問や不安があれば、上記申込先までどうぞ。 

 質問の締め切り：10月11日(セミナー参加の方は会場でも質問できます。) 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

〜北陸新幹線署名活動 in 大文字山頂 案内〜 これが最後！ 

日 時：10月1日(土) 11時山頂集合 1時間 (銀閣寺登山口に10時集合でもOK) 

 当日朝6:55の天気予報で京都府南部降水確率70%以上の場合中止します 

延伸工事の計画を知らないという人が多いのです。署名活動が啓発になります。     
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救助隊事務局 

         無雪期搬出訓練報告 

 

実施日：6 月 26 日晴れ 9:00～15:00 場所：大文字山安祥寺林道入り口付近  

受講者：52 人、スタッフ 19 名、合計 14 労山 52 人  

福知山 3 名 西山 2 名 田辺 8 名 樹の根 2 名 乙訓 1 名 亀岡 1 名 伏見 5 名  

左京 1 名 やましな 6 名 洛中 5 名 Lantan2 名 明峯 5 名 らくなん 4 名 

右京 7 名 

 

受講者 33 名 スタッフ 19 名 ３つのレベルで 4 班に分けて実施 

A-1,A-1 班 12 名 8 の結びは知らない。作れない。多分作れない。 

B班     7名  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。 

D-1,D-2 班 12 名 8 の字結びも簡易ハーネスも作れる。 

 

青山救助隊長：初めの挨拶 

これまでの搬出訓練は応急手当と搬送訓練、ロープを使っての組織レスキュー

を行ってきましたが、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

て訓練をします。 

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、最低限、転落

者の所まで降りて行って転落者の様子を見に行くことが出来れば転落者の状況が

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。そのためにロープワークを学び丸結びや半マストで登り降りができ

る力量を身に着ける訓練をします。 

 

花折副隊長：終わりの挨拶 

 ご苦労様。日頃会ではやらない事をやったと思う。会に戻ってやって下さい。 

今回の訓練内容は何かあった時に使える技術です。冬の訓練も来年も有ります。 

たくさん参加してもらいたい。 

 

救助隊総括 

① 受講者 33 名の内、昨年参加は 12 名、今回初めて参加は 21 名(64%) 。 受講者で金毘

羅でよく見かける人はほとんどいなかった。ハイキング層主体の搬出訓練ができた。 

② コロナの影響で参加者が少ないかなと心配したが多くて良かった。連所属会員の安全

意識の高まりを感じられた。 

③ 昨年の反省からレベル分けで班を組んだのはレベルに応した教え方ができて良かった。 
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④ 訓練内容も受講者の要望、期待に沿えることが出来て良かった。特に丸結びによる登り

降りは初めての参加者にとって新鮮なものだった。 

⑤ 丸結びも半マストも支点の作り方を教えていない。支点は一番重要。次回は支点の作り

方にも力を入れる。 

⑥ 細引きによる半マストについて 

・搬出訓練が危険な方向に向かっていると思う。受講者で外岩をしているのは 33

人中 2 人だけと思われるが半マストを覚えたい気持ちが前面に出ている。 

・細引きを繋いで行うハイキングでの半マストの確保や登り降りは岩登りの半マス

トより難しいこと、ピッが満足にできないようでは半マストは危険である。ピッ

が出来るようになってから半マストを覚えてもらう。 

・半マストはやめてはどうか？ 

 ・半マストはこう言うやり方もあることを知ってもらうために続けた方が良い。 

・「半マストで確保する時は素手で確保は危ない。生命にかかわる。手袋をする」

の意見は逆で軍手をはめて半マストをするのは生命に関わると思う。滑落した時

に軍手で本当に止められるのか？ 

★救助隊事務局で軍手をはめてのピッを含めた細引き半マストの検証を 8 月 12 日

（雨天時は 13 日）にポンポン山で行う。 

 

受講者の要望意見 

① テキストは初心者には図面での説明が結び方など分かりやすく忘れてもまた

見直し出来るのでよかった、との意見もあったがテキストは分かりにくい等の

改善を求める意見も多数あり→改善を検討します。 

② 滑落救助を一本で行ったが、順番待ちに時間かかった。２本で行えれば良かっ

た、との複数の意見有り→1 班 3 人のスタッフでは受講者の安全確認のために

は 1 本が限界です。 

③ 過去の事例からも学びたい→訓練の中で事例紹介の項目を持つのは困難。事例

紹介は班リーダーの判断に任せます。 

④ 半マストについて 

･ピッが前面に出過ぎている。半マストを重点に勉強したい。 

･半マストを理解してから結び目通過をやった方が良い。 

･経験のないものが、半マストとピッを一緒に練習するのは難しい。 

･半マストの確保は手袋をはめて行う。 

→この件は総括の項目参照。 

・「ピッ」はすぐに終わったので、何回もやった方が良い→班ﾘｰﾀﾞｰに任せます。 

・半ﾏｽﾄで降りる練習はこういう下り方があるというﾃﾞﾓ→班ﾘｰﾀﾞｰに任せます。 

⑤ アンケートに受講生、スタッフ区分、参加コースにレベル区分があると良い 

→次回は実態に合うようにします。 
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⑥ ぜひ北部もしくは亀岡辺りで国有林がある場所で参加できたら嬉しいです。 

→希望があれば救助隊出前出張に声を掛けて下さい。出前します。 

 

講師・受講者の感想等（QR コードアンケート 31 名 60%提出も含む) 

・A 斑では８の字結びができない方が半分いたので、基礎から何回もおさらいし

ながら取り組めた。 

・レベルに応じた班分けは継続してほしい 

・A～D の力量別に分けて行ったのが良かった、ありがたかった、との意見が講師、

受講者で多数あり。 

半面、八の字結びと簡易ハーネスで分けるのはどうかな？も 1 名あり。 

 

・繰り返しが大事。今日の収穫を一つか二つだけでも持ち帰ってほしい。 

・本日身に付けたことは、山行や会のつどいなどで繰り返ししないとすぐ忘れてしま

うもの。意識して繰り返し行い、他の方に教えて行って欲しい。 

・たまにしかしないので、家に帰って復習をしてほしい。教えることは学ぶことなの

で、会に帰って皆さんが先生になって教えて欲しい。 

・実際に遭遇したときに、しっかりできるように覚えておいて欲しいし、各会でも広

めてほしい。 

・簡易ハーネスはスリングが細いのや脇の下に入れると痛いことが体験してもらって

良かった。 

 

・いつも会で「カラビナ、スリング、持ってきてください！」と言われていたが、結

局、何に使うのか分からなかったが、今回の講習でこういう場面で使うのかイメー

ジがついて良かった。 

・会で山に持って行く物を持って来て下さい、と言われていたスリングなどの実際の

使い方のイメージがつかめた。 

 

・支点作りとカラビナを掛けるのを納得できた。 

・細引きの繋ぎ方が簡単になった。 

・急斜面をカラビナスルーで登るのは難しい。 

・カラビナスルーの時も基本は三点確保で登る。 

・丸結びが有効なことなど新しい知識を得る良い機会になった。 

・短い細引きを使用するなど、実際にしてみたことがなかった。また、その細 

・引きを半マストでの確保に使えると知れてよかった。 

・ロープを使っての救助法は実際やってみてよく分かった。 

・ピッは難しい。 
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・カラビナスルーは支点内に 2 人いるのは危険。1 人が落ちると 2 人共落ちると云う 

事がよく分かった。。 

・テンションがかかるとロープが思った以上に伸びて事故につながるのが分かった。 

 

・ﾛｰﾌﾟﾜｰｸと言っても種類も多くて 1 つでもいいから覚えて帰れたらと思う。 

・今日は帰って思い出すまで頑張ろうと思う。 

・家に帰ってスリングやカラビナを片付けるのではなく、手元に置き練習を重ねて行

きたい。 

・復習し、身体で覚えて若い人に伝えたい。繰りし練習が必要。又、勉強したい。 

・繰り返しでこそ学べる。緊急時にすぐに出るよう練習したい。 

・以前に学んだことを思い出すことができた。これからの山行に役立てたい。 

・ハイキングにおいても大切な知識なので若い人に教え繋いでいくことが大切。 

・今回、身に付けたことを会で広げていきたい。 

・覚えたことを練習したい。また、会に向けて発信したい。 

・会に持ち帰って復習したい。 

・初めての参加。ハイキングで使える内容だった。会に持ち帰って知らせたい。 

また、全員が持物としてカラビナ、スリングを持つ必要がある。 

・新入会員など、ｽﾘﾝｸﾞ､ｶﾗﾋﾞﾅが揃っていない人もいる。会にしっかり広めたい。 

・忘れずに、他者にも伝えていきたい。 

 

・毎回新しい収穫があるので、いつも意義のある訓練だと感じている。 

・回数を重ねる毎に勉強出来た。 

・いつもしないことをして為になった。実際にもやってみたい。 

・登山する者として、基本として押さえておくべことはｾﾙﾌﾚｽｷｭｰだとわかった。 

・今回の訓練が、今後生かされる場面が必ずあると思う。一年に一回ではなく、日頃

から繰り返し練習しておくことが大切だと思う。 

・実際事故が起きた場合これだけ大変ということわかり事故を起こさないということ

を伝えなければいけないと思った。 

・独りで頑張れる根性も不足してもので、学習要素の有る山行やこのような訓練で自

分を追い込んで行くしかないなと思っています。 

 

・半マストは取り扱いをなれないと危険なので転落者救出は丸結びで降りて欲しい。 

・ムンター引き上げ下ろしは、見ていて不安でした。私がビレイしてもらう側なら怖

くて断りますね。十分にマスターして実践しないと危険だと思います。ピィ！の時

には全員両手を離していました。自己ビレイもこちらから言ってもやらない。普段

から安全対策はどうされているのか？ベテラン揃いの D 班でさえそのような感じ

でした。怖いですね。 
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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。 

 

初級登山学校関連資料は連盟ホームページよりダウンロード、 

詳細記入の上メールにて受付も可とします。 
 

 

                  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。 

※ メールにて受付も可 

 

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  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＞ 

机上学習３      近畿ブロック 雪崩講習会 

１１月２６日（土） 大阪労山事務所 9:30-17:00 登山者の為の雪崩学 

１２月２７日（日） 須磨浦海岸 10:00-17:00 ビーコン学習 

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＞ 

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２１日（三・土）   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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ご g 豪華北部豪華北豪華北部部の 

 
 

 
京都労山交流会のお知らせ 

主管 北部（舞鶴労山、舞鶴山遊会、福知山山の会、丹後山の会） 

 

 

２年延期していた京都労山交流会を、今年は規模を縮小して日帰りで実施しま

す。 

大江山に登り、山頂で北部の豪華食材が当たるクイズ大会をします！ 

３年ぶりの開催です。３年間の積もる話に花を咲かせ、北部の秋の味覚をお楽

しみください。 

みなさまにお会いできるのを楽しみにしています！ 

 

日程  ２０２２年１０月１６日（日） 

集合場所・時間 日本の鬼の交流博物館上の駐車場 ８：００集合 

        （福知山市大江町仏性寺 909） 

※日本の鬼の交流博物館にスタッフがおり、誘導します。 

行先  大江山 

行程  駐車場～鍋塚休憩所～鳩ヶ峰～千丈ヶ嶽（交流会）～（ピストン）～

駐車場 （コースタイム４時間４５分） 

参加費 無料 

装備  日帰り一般装備  

豪華食材が入るようザックは大きめをお勧めします！ 

申込  ９月２５日（日）までに各会でとりまとめ、舞鶴山遊会・辻信行宛に

メール、郵送で申し込んでください。 

    メール tsuzi2014@yahoo.co.jp   

    住所 〒625-0052 舞鶴市行永 2034-6 

    申込時に所属会名、氏名、携帯番号、各会留守本部をお知らせくださ

い。 

その他 朝の検温、マスク着用等の感染予防対策をお願いします。 

北部の豪華食材が当たる！ 



－１９－ 

2022 年度 京都労山ハイキング委員会 公開ハイク 

  第 3 回「比叡山」 (848.3m) 山行報告 
 

山行日   : 2022 年 6 月 12 日 (日)    天候:  晴れ 

受講生   : 11 名   (男性 4 名、女性 7 名) 

スタッフ: CL 田中(伏見) SL 山本(明峯) 近藤(右京) 奥田(らくなん)       

山下(西山) 和田(田辺) 6 名  合計 17 名 

コース : 8.:30 浄土寺橋～９:15 茶山～10:50 てんこ山～11:00 

石鳥居～11:20 水飲対陣跡碑～12:30 ケーブル比叡駅(昼食) 

～13:50 大比叡山頂～1４:50 ケーブル比叡駅(解散)    

 全行動時間  6 時間 30 分 

 

 コロナ禍の中、今回で 3 回目の山行。市街地のどこからでもその姿を仰

ぎ見ることができる市民に親しまれている山・比叡山の大比叡(848.3m)

山頂へ行く。 

 

北白川仕伏町バス停からバプテスト病院の横で、班編成、自己紹介、スト

レッチを行い出発、トレイル標識の下には道祖神が置かれている所もあっ

た。大山祇神社や清沢口石切り場跡を見て瓜生山山頂(301m)からてんこ

山(442.3m)を見て石鳥居から急斜面を下り沢に何箇所かの木の橋(滑りや

すい)を渡る。水飲対陣跡(トレイル標識 68) 

ここから高度を上げる、かなりキツク何回も休憩を取り、電波塔前で京都

市街地の展望が良かった。やどり地蔵にお参りしてケーブル比叡駅に到着、

遅めの昼食。 

 

スキー場跡にはジキタリスの花が白とピンク色で綺麗に咲いていた。通過

してガーデンミュージアム比叡、四明岳(838m)駐車場に到着。前方に車

の進入をさえぎるロープを通過し小高い茂みの中にある大比叡の一等三角

点到達。 

復路は同じコースをとりケーブル比叡駅で解散。ケーブルでの下山(3 名)、

他 8 名は雲母坂登山口へ下山。 

 
参加者からは、「ずっと登りたかった比叡山にやっと登れました、とても良

かったです」との感想が複数ありました。   

 

次回 9/11(日)  らくなんトレイルです。 



－２０－ 

  女性委員会、紅葉山行 

 

天王山 （２７０，４ｍ） 

 

 歴史ある身近な山、色付き始めた紅葉を楽しみながらゆっくり歩いてみませ

んか？ 

 

日 時 ： 10 月 30日（日） 

 

集合場所： 阪急大山崎駅 ８：５０  ＪＲ山崎駅 ９：００ 

 

装備  ： 日帰り一般装備 

 

コース ： 椎尾神社 ⇒ １７烈士の塚 ⇒ 頂上 ⇒ サントリー山 ⇒ 展望所 ⇒

小倉神社 ⇒ 阪急西山天王山駅 

       （コースは多少変更になるかもしれませんが、初級です。） 

 

申込締め切り ： 10 月 25 日（火） 

       

申し込み ： 各会の女性委員又は 

      乙訓山の会 小室澄枝まで ０９０－６９１５－９５６２（Ｃメールで） 

      氏名、所属会名、電話番号、緊急連絡先を必ずお知らせ下さい。 
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【クライミング委員会 山行案内】 

 

岩稜登攀・マルチピッチクライミング 

 
シングルピッチでのトップロープクライミングで終わらず、マルチピッチクライミ

ングや日本アルプスなどのバリエーションルート(岩稜登攀)などクライミングでの

ステップアップを目指してみませんか？ 

 

≪目 的≫○岩稜登攀・マルチピッチクライミングの楽しさを共有 

○ロープワークなど登攀技術の共有と向上 

 
≪内 容≫○金毘羅山ロックゲレンデ 北尾根での岩稜登攀 

○システム練習など 

 
≪対象者≫○クライミングでのステップアップを目指している方 

○労山基金 5 口以上、またはそれに準ずる山岳保険に加入している方 

 
≪装 備≫○上記ルートに必要な登攀装備と日帰り登山装備一式 

※各自自己判断でお願いします 

○ロープ 1 本(シングルロープまたはダブルロープ、５０ｍ以上) 

 

≪ 日 ≫ 10 月 23 日(日) ※雨天中止 

集合場所：江文神社 7 時 30 分 

 
≪定 員≫ 6 名 ※最少催行 3 人 ※※先着順(京都労山会員優先) 

 
≪申込連絡先≫ クライミング委員会メール kr_climb@yahoo.co.jp 

※計画書のフォーマットを送りますので、必要事項を記入し返信して下さい。 

 

≪申込締切≫ 10 月 4 日(火) 



－２２－ 

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 20 日晴れ ある事情で出発が遅れた 

L やましな:青山郁夫 青山久子  

蹴上駅 11:08－南禅寺 11:14—11:51登山道整備 16:17—16:56南禅寺 16:57－蹴上駅

17:03 

 

 今回は 2 人だけ。ちょっと寂しい。金魚の池は昨日の大雨で増水。豊かな水面

に映る陽が綺麗。緑の木々。とても静か。と感慨にふけったいたらいつものキョ

エがやって来た。レジ袋をリュックの中に入れる。 

さて、今日は、まずは残っていた倒木の枝切り開始。2 時間ほどで終わり、枝

だけでは物足らないので 1 本切ることに。3 本候補があり、あれにしよう、これ

にしよう、これがいいかなと話し合って頭をかがめないと通れない倒木を切るこ

とに決めた。 

根元から切るのが安全か、途中から切るのが安全か危険予知をして慎重に見極

めて根元から切り始める。切り落とした瞬間に木が足元に落ちることを考慮して

途中から細引きで木を引っ張り気味で切る。ミシミシと音がし始めてやがてドス

ーン。無事、切断完了。次に途中から切断。やはり二人で交代して切ってもしん

どかった。切り落としたのは太さは 26 ㎝、長さ 5ｍ程。運ぶには 3 分割はしない

と無理なので次回の宿題。暑かったけど整備をした跡を見るのはすがすがしい。 

 

内輪のヒヤリハット 1 件 

朝、出かけようと玄関を出たら何かがすっと脇を走って行った。ん？ 我が家

の家ネコ脱走。右左を確認しないで道路を横断して向かいのお家の庭へまっしぐ

ら。失敗！ 玄関を閉めるのを忘れてた。このままでは出かけられない。約 2 時間

たってニャーと戻ってきた。良かった。やれやれと倒木整備に出発した。 

原因：家を出た時に玄関ドアを直ぐに閉めなかった。 

対策：玄関を出たら玄関ドアは直ぐに閉める。脱走はダメとネコを教育する。 

 

金魚の池は増水    整備前        整備中        整備後 

していました     切ったのは中央の木  頑張ってます     

やったね 
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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： 9月 3日（土）新島襄のお墓の南の T字路付近 

9 月 4日（日）金魚の池周辺 

 中止の場合は 9月 23日（金）9月 24日（土）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年 第 18回全国登山研究集会 

参加申込書 
 

都道府県連盟           団体名                  

 

【代表者】 氏名            電話                

        

メールアドレス                              

 

参加者名 会員番号または住所・電話番号 性別 年齢 分科会 オプショ

ン希望 

  

 

男 

女 

   

 

  

 

男 

女 

   

 

  

 

男 

女 

   

 

 

30日の分科会は下記の中から選択して番号を記載してください。 

① 第１分科会「山小屋の諸問題」 

② 第２分科会「登山道と遭難対策」 

③ 第３分科会「岩場のマナーとアクセス問題」 

④ 第４分科会「魅惑のトレイル、その楽しみ方」 

 

オプション参加 希望する方のみ下記のアルファベットを記載して下さい。 

 （Ａ）高尾山での読図体験（スマートフォン・アプリ利用） 

 （Ｂ）高尾山での読図体験（国土地理院（２万５千分の１）地形図利用） 

 （Ｃ）ＰＵＮＰⅡでのクライミング体験  

  会場からの交通費は往復約600円、クライミングジムは使用料が4,200円かかります。 

 

送付先：郵送 〒１６２－０８１４ 東京都新宿区新小川町５番２４号 

                   日本勤労者山岳連盟・事務局あて 

    ＦＡＸ ０３－３２３５－４３２４ メール jwaf@jwaf.jp 

 

参加費（8,000円）の振込先は、参加者に申込受付後、連絡します。振込が確認されて 

正式な申込受付となります。 



－２８－ 

登頂順二百名山登頂記録②                乙訓山の会 小川 繁           

№139 荒船山 (1422m)   初登頂 1971 年夏 職場の友人と３人で登る 
荒船山に初めて登ったのは 1971 年夏の事。当時私は群馬県館林市にある会社に

勤めていて、その時は職場の山好きの先輩に誘われ友人と３人で神津牧場登山口から

登った。牧場の柵の傍に見た事のない青紫色の美しい花が揺れていた。後で調べて猛

毒のトリカブトと分かったがその鮮やかな色に心魅かれた。 

内山峠～トモ岩へ登り、大きな船の艫の様な奇妙な形と共に切り落ちた断崖絶壁の

凄まじさが印象に残っている。山頂の行塚山(経塚山)まで登り往路を戻り下山した。 

往復５時間程のハイキングだったが好天に恵まれ良い思い出として残っている。 
 

再登頂 2017 年 11 月３日(金) 乙訓山の会例会山行(３人) 

 荒船山に再登頂したのは 2017 年の秋。妙義山に登るべく会に山行提案し、同行

の２人の希望で登る事になった。 

３(金)07:00 西山天王山駅～大山崎 IC～名神道(京都観光の車で大渋滞)～中央道(工

事渋滞)～相次ぐ渋滞で予定より３時間以上遅れて内山峠着。駐車場から

トモ岩の迫力のある山塊が

見える。 

   16:00 内山峠から美しい紅葉に彩

られた雑木林の中を登る。稜

線に出てヤセ尾根を左に大

きく回り込み、小さな沢の一

杯水の水場を越え、岩場を過

ぎて笹原に出る。木立の間に

黒々としたトモ岩が垣間見

える。 

17:00 トモ岩に立つと木立の間にとても大き

な夕日が空を赤く染めながら沈んで行

く。際まで行くとその断崖絶壁の凄ま

じさに足がすくむ。近年この山で亡く

なった漫画家を偲ぶ。彼もこの場から

落ちたのだろうか？後で宿の人に聞い

た話だと若い母親が幼い子供を連れて

ここに登り自分だけ生還したそうだ。

とてもミステリアスな話に心が騒ぐ。 

17:30 時間的に遅いので登頂を諦め戻る事にす

る。下る途中だんだん暗くなり足元が見

え辛くなって来てヘッドランプを点けな

がら大急ぎで下る。 

18:30 内山峠着。すっかり暗くなり宿へ急

ぐ。 
 

 長野県や群馬県の山に登っていると、荒船山の異

様な姿が目を引く。山深い山域の中のシンボル的存

在で良い目印になっている。 

 この荒船山に２度も登るとは思っていなかった

が、今回時間が無かったので急ぎ足でトモ岩までだ

が登る事が出来、初めて登った時の感動や、一緒に

登った懐かしい友の顔までもが思い出された。 



－２９－ 

京都労山 9 月号案内 

表紙の写真と表紙の言葉   氏野 博文さん（伏見山の会） 

 

２００７年夏 高天原山荘  

薬師沢小屋から大東新道・黒部渓谷の岩場を経由し、峠を越えると北アルプス最深

部にある高天原山荘にたどり着く。折立からだと約１３時間かかる山奥の静かな山

荘だ。 

さらに小屋から２０分ほど下った標高 2100ｍの渓流に湧く秘湯中の秘湯、高天原

温泉がある。渓流の脇から白濁した温泉が湧き出ている。４ヶ所ある温泉は、１ヶ

所のみ女性用として仕切りがある。他は石積みがあるだけの天然温泉だ。水晶岳か

ら下りてくる人を遠くにのぞみ温泉に入る。体に硫黄の匂いがしみつく。 

 山荘の屋根をみると真ん中がへこんでくねりと曲がっている。雪の重みでこうな

るそうだ。夜になるとランプに灯がともる。携帯もつながらない一般社会から隔離

された秘境の山荘だ。 

高天原に魅せられて２０１７年夏に再び

訪れた。山荘は２０１５年に改築され、

屋根がまっすぐになっていた。温泉の位

置もかわっていた。台風などの影響で流

され、位置がかわるそうだ。もう一度い

ってみたい温泉付きの山荘です。 

 

 

＜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。 

【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 

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  

   

 

 

 

 

１０月（神無月・OCT） 

１ 土 
北陸新幹線署名in大文字山頂 

冬山勉強会・空木岳 

２ 日 初級登山学校机上学習１   ・空木岳 

３ 月 自然保護委員会 

４ 火 事務局長会議 

５ 水  

６ 木  

７ 金  

８ 土  

９ 日  

10 月 スポーツの日 

11 火 常任理事会  救助隊事務局会議 

12 水  

13 木  

14 金  

15 土  

16 日 
京都労山交流会（大江山） 

初級実技１ボッカトレ＜武奈ヶ岳北陵＞ 

17 月 京都労山印刷日 ハイキング委員会 

18 火  

19 水  

20 木  

21 金 やまびこ利用日 

22 土   

23 日 
初級登山学校机上学習２ 

公開ハイク・金勝アルプス 

24 月 常任理事会 

25 火 気象勉強会 

26 水 女性委員会 

27 木  

28 金  

29 土 全国登山研究集会（ﾎﾃﾙｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ） 

30 日 
全国登山研究集会（ﾎﾃﾙｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ） 

女性委員会天王山展望コース 

31 月  

 


