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日程 区分 内容 

７月２日（日） 例会山行 山本山・賤ヶ岳（おまかせ） 

７月 15 日（土）～17（月・祝） 例会山行 北アルプス・針ノ木～爺ヶ岳 

７月 13 日（木） 運営委員会  

７月 29 日（土） 定例会議  

 

 

芦刈園の紫陽花 

 

6 月 7 日、昨年より 3 日遅く梅雨に入りました。 

山に行けない憂うつさを、雨に洗われた紫陽花

が癒してくれました。 

 

 

目次 

今後の予定 

表紙からのメッセージ 
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私のひとりごと 

 

 

 湖南岳友会に入会して 4 年半が過ぎてゆく。 

年に 3～４回 山に登れたらいいなぁ・・ 

と入会。いつの間にか 100回を超える山行に参加している。（S山行を含む） 

一番印象深いのは、雪山に登れたこと。 

雪山に登るなんて考えもしていなかったのに・・・ 

「行ってもいいですか？」なんて言葉が出、立山 独標 猿ケ馬場 の山行に参加。 

ずーと忘れないと思う。ピッケルやアイゼンを使い、ずっと下を向いて歩いていたら、 

手が出てハイタッチ「頂上ですか？」なんて。下りは雪山を見渡しながら降りた。 

県内の武奈ヶ岳には４回 綿向山には５回 雪山に行っている。 

武奈ヶ岳では鋭いエビのしっぽや太ったしっぽを見、 

綿向山では細かくきれいな樹氷を見ることが出来た。 

もちろん 夏に登った 白山 蝶ヶ岳～常念 赤岳 仙丈ヶ岳 など  

しんどかったはずだが（顔の浮腫んだ写真がある）御来光 お花畑 稜線歩き  

いい思い出になっている。 

県内の山も たくさん参加させてもらった。 

いつか周りの山を見て名前が言えたらなぁ（独り言） 

 まだまだ 山だ！山だ！ルンルン とはいかず、準備と心構えに時間が掛かっている。 
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７月例会山行 

湖の辺の道  〜  

東には緑の湖北平野、西には青い琵琶湖が広がり抜群の見晴らしです。 

山頂には史蹟賤ヶ岳の碑や武将の像が建ち、古戦場一帯を一望することができます。 

残された石碑やゆかりの品々を目にし、歴史の一場面に思いを馳せながら歩きませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施日 ： ２０１７年 ７月 ２日 (日)    

 行 程 ： JR河毛駅＝登山口～山本山 

～大岩山～賤ヶ岳～JR 余呉駅 

              歩行時間 5時間程度  

 集合場所 ：JR河毛駅 ８：３０  

解散 JR余呉駅 15：00ごろ  

（JR河毛駅に無料駐車場あり） 

 申込締切日 ： ６ 月 ２７ 日（火）  

 

 

 

 

 

 

雨天中止は前日の予報で５０％以上の降水確率を判断材料の一つとします。 

中止の場合は７/１（土）１８時までにメール配信します。 
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7 月例会 

 北アルプス・針ノ木～爺ヶ岳    

 

 

梅雨のさなかではありますが、梅雨の晴れ間を期待して、北アルプスでも、

後立山と呼ばれる山域、針ノ木～爺ヶ岳、２泊３日の縦走を計画しました。 

参加しやすいよう「注記」を設けましたので、参照のうえ大勢ご参加ください。 

 

実 施 日 ： 2017 年 7 月 15 日（土）～17（月）・祭日 

     集合場所 ： 扇沢駐車場 ７月 15 日 午前８：００・・・★１ 

 

行 程：  

    第１日目 扇沢→大沢小屋→針ノ木雪渓→針ノ木小屋（歩行約５時間） 

    （7/15） 蓮華岳（2798.6 ㍍）往復、時間がある場合、希望者のみ 

      第２日目 針ノ木小屋→針ノ木岳→スバリ岳→赤沢岳→鳴沢岳→岩 

（7/16） 小屋沢岳→種池山荘 （歩行約７時間 30 分） 

      第３日目 種池山荘→爺ヶ岳→種池山荘→柏原新道→登山口→扇沢 

（7/17） （歩行４時間 30 分） 

          ＊爺ヶ岳でご来光、山荘で朝食後下山 

          ＊扇沢→日帰り入浴→帰路 

 

装  備：２泊の山小屋泊装備  参加者に別途配信します。・・・★２ 

食料計画：参加者に別途配信します。・・・・・・・・・・・・・・★３  

申し込み：６月 25 日（日）までにご連絡ください。  

雨天対策：３日間を通しての天気判断は難しいが、ＳＬとも相談しながら７月

13 日 午前 7：00 頃までには皆さんにお知らせします。山小屋のキャンセル

もこの日に行います。 

 

★１ Ａ案 前日の(７/14)午前 11 時頃野洲駅を出発し大町温泉郷に宿泊し

集合場所へ（本体は A 案で行きますが、時間の都合などで行けない場合は B 案

を選択ください） 

   Ｂ案 14 日の夜（夕方）野洲駅を出発し仮眠後 集合場所へ 

★２ テント泊での参加もＯＫとします。 

針ノ木 20 張:700 円 種池 25 張：600 円 

★３ 小屋泊で自炊での参加もＯＫとします。 



 

5 

 

   針ノ木小屋 ２食付き：9500 円 素：6300 円    

種池山荘  ２食付き：9300 円 素：6300 円 

 

 

  針ノ木岳から岩小屋沢方面  

 針ノ木雪渓の一部                   
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40 周 年 記 念 ・ 上 高 地 集 中 登 山（最終） 
 

 

40周年記念事業のひとつとして、上高地小梨平でテント泊による集中登山を実施する件、実施要領は下記のように最

終決定しましたので、多数ご参加ください。 

 

 

実施要領 

  

１．8月12日（土）上高地・小梨平キャンプ場に14:00～17：00の間に到着し一夜を共に過ごし、40年を振り返り 

   さらなる発展を展望する。 

 ２．コースは 徳本峠コース 槍ヶ岳コース 穂高岳コースとする。 

 ３．申し込みは7月23日（日）までに各コース担当 CLまでメールでお願いします。（他2名にも届くよう CCで） 
 

 

 

徳本峠コース・詳細   
 

8月10日（木）近江八幡集合7：00→野洲駅→沢渡駐車場→上高地→小梨平キャンプ場（風呂有り入浴可） 

          幕営料：800円 

8月１１日（金）小梨平→バス orタクシー→島々登山口→二股→岩魚留小屋→徳本峠小屋  歩行時間：7時間 

30分  徳本峠小屋泊1泊2食：9,500円 

8月12日（土）徳本峠小屋→霞沢岳→徳本峠→明神→小梨平キャンプ場  歩行時間：9時間30分 

          幕営料：800円 

8月13日（日）小梨平キャンプ場→バス orタクシー→沢渡駐車場 入浴後帰路 

          （個人装備：テント泊 or山小屋1泊 テント泊の装備はテントに置いて行動します。） 
 

 

 

 

槍ヶ岳コース・詳細   
 

8月10日（木）野洲駅6：10→新穂高登山者駐車場→50分→穂高平避難小屋  歩行時間：50分 

          穂高平避難小屋  1泊2食：8,000円 風呂あり 

8月11日（金）小屋→槍平小屋→槍ヶ岳山荘→穂先→槍ヶ岳山荘  歩行時間：8時間30分 

           槍ヶ岳山荘 1泊2食：9,800円 

8月12日（土） 槍ヶ岳山荘→槍沢ロッジ→横尾→徳沢→小梨平キャンプ場  歩行時間：７時間10分 

          幕営料：800円 

8月13日（日）小梨平キャンプ場→バス orタクシー→新穂高登山者駐車場  入浴後帰路 

          （個人装備：テント泊 or山小屋1泊 テント泊の装備はテントに置いて行動します。） 
 

 

 

 

穂高岳コース・詳細   
 

8月12日（土）野洲駅10：00→あかんだな駐車場→上高地→小梨平キャンプ場15：00 

          幕営料：800円 

8月13日（日）小梨平キャンプ場→岳沢小屋→前穂高岳→奥穂高岳→穂高岳山荘（小屋泊） 歩行時間：10時間 

          穂高岳山荘1泊2食付：9,800円 

8月14日（月）穂高岳山荘→奥穂高岳→ジャンダルム→西穂高岳→西穂山荘→ロープウェー→新穂高岳温泉 

          →タクシー→あかんだな駐車場→帰路 
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例会山行 

比良山系・御殿山から小川新道   
                                   

 

■日 時  201７年５月 21日(日)  快晴 

■参加者  計 15名 

■行 程 

08：20 野洲駅・米プラから葛川駐車場に集合 

明王院から登山開始 のっけからの急  

登です 汗が流れます。御殿山まで 

これを耐えるしかない！休憩中の皆さ 

んの背中 お疲れがにじんでます 

10：10 展望台 久しぶりに谷筋の夏道を登っ 

て来て ここで冬道と合流します   

10：30 1,097m御殿山に到着。ワサビ峠に下り  

 中峠を目指します。口の深谷に繋がる小  

さな沢を渡って 中峠へは少しの登りがあります。 

11：20 中峠（昼食） 

     いい雰囲気ですね～ 

     好きです ここ。 

     そう太くはないブナの緑が 

     アーチを作り これから進 

む小川新道を飾ってくれま      

す。20年前ここから初め 

て未知のルートに足を踏み 

入れた時の感動が蘇ります。 

あの初々しさは今の私には 

ないけど ブナの新緑は  

毎年初々しい限り。 



 

8 

 

12：05 P1,121シャクシコバの頭 まだ登りがあったんや！ふっ～です。 

12：30 オニギリ岩 

12：35 月見岩 1965年に北ア・針の木岳で亡くなった小川君の追悼ケルン 

 

そして続くガレ場の激下り 慎重に！ 

 

13：00 大橋小屋分岐には 大杉が昔のままの姿で  

たたずんでいます ずっとずっと前からこ 

のまんまです たかが 20年前なんて 大 

杉にとってほんの少し前なのでしょう。 

立寄った大橋小屋は金糞峠へ 沢を渡ると 

南比良峠へと登って行く分岐となります。 

時には難所となる渡渉も 水量減少と張ら 

れたロープで安全に渡る事ができました。  

14：10 牛コバ到着 ここからは明王谷林道をゆっ 

くりと下ります。 

15：10 下山 予定より早く無事に終えました。 

 

 

 

 

武奈ヶ岳を踏み中峠へのルートは1

時間以上余分にかかります 今日

は悩んだ末にカット。またトライし

たいですね！ 

武奈ヶ岳を背に 

御殿山頂上 
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ムシカリ（虫狩）別名オオカメノキ（大亀ノ木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名残りのシャクナゲ（石楠花） 

 

 

 

 

 

 

 

晴天のなか、とても気持ちの良い森林を歩くことができ 

リフレッシュできました！ 

比良山は他にも様々なルートがあるとのこと。 

これからも楽しみたいと思います。             

                             

 

急登で始まり、岩場あり 谷の

中 川越 など変化のある山行

でした。  1000m 足らずの

山なのに、こんなに落差がある

のか！と驚きつつ油断できずに

歩きました。疲れました。 で

も いろいろの緑の混ざった武

奈が岳 広ーい中峠  いい景

色にたくさん出会えました。    

 

 

「なんて皆んな 強いの？今日の山行最後まで歩けるかなぁ？」 

いきなりの急登を飛ばし無言で歩く集団に、不安を感じました。 

しかし、コースの面白さが不安を消してくれました。 

激下りに渡渉、新緑のトンネル、花（オオカメノキ、シャクナゲ、イワカガミ、チ

ゴユリなど）、巨木、荒れた道、巨大岩、小川君のケルンと、 

見応え歩きごたえがあり、とても楽しかったです。 

もっと比良を歩きたくなりました。           
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6 月例会山行報告 

第 45 回（清掃登山）クリーンハイク in 高室山（818ｍ） 

■実施日：2017 年 6 月 4 日（日）快晴 

■参加者：会員【13 名】 

 

一般【6 名】  

 

 

■コースタイム 

8:00多賀町役場集合―8:35佐目自然公園登山口発―9:40 P548 9:50―10:15山頂分岐 10:25－

10:45 高室山山頂着～昼食休憩～11:35 山頂清掃活動 11:55―12:20 林道三叉路 12:30 丸山方面

へ―12:55陣屋13:10―13:45南後谷登山口つかって舎(東屋)13:55―14:30佐目自然公園登山口

着―14:50 多賀町役場着 分別計量・解散 15:00 

 

■ゴミ収集量 

24.6kg 

可燃ゴミ 5.3kg、ビン 1.5kg、カン 0.8kg、 

ペットボトルなし、不燃ゴミ 17kg 

 

参考（一昨年も高室山で実施 39.5kg） 

可燃ゴミ 10kg、ビン 10kg、カン 2.5kg、 

ペットボトル 1kg、不燃ゴミ 16kg 

 

■参加費：300 円（県連納入分 200 円※+豚汁 100 円）※多賀町役場から登山口までの交通費含む 

 

今年も労山クリーンハイクが全国一斉に実施されました。我が岳友会は昨年と同じ高室山へ。 

会員 13 名、一般の方 6 名の参加をいただき清掃活動を行ってきました。当日は晴天（ヒルの出番はな

さそう）。登山口にて挨拶・アピール文の朗

読・行程説明の後ラジオ体操をして出発！
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登山道はのっけからの急登です。植林地、自然林を抜け、傾斜がゆるみ林道を抜け再び登山道へ。カルス

ト地形が出てきたら山頂はすぐそこです。 

この時期にエ

ビネランや山

芍薬に出会え

たのは昨シー

ズンの降雪が

多かったせい

でしょうか？ 

ラッキーでし

た。 

 

 

山頂は 360 度の大展望！ 私たちだけでなく他にも展望を楽しむ登山者で賑わっていました。 

さて、清掃の前に腹ごしらえ。岳友会名物豚汁をいただきながら、東西南北大展望を満喫しました。 

心もお腹も満たされ、さあ清掃開始！ とは言っても登山者が捨てたと思われるようなゴミは見当たら

ず、古いネットの残骸の針金類などが主でした。 

下山は林道三叉路から丸山方面へ。踏み跡があちこちあって地図を読みながら陣屋へ到着。そこから南

後谷へは激下り。つかって舎（東屋）で一息入れた後、集落の中を歩き駐車地まで戻りました。 
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その後多賀町役場にてゴミの分別と計量。 

合計 24.6kg は昨年より 15kg 減。 きれいになりました！ 

 

高室山山頂にて参加者全員で記念撮影 

 

←３D マップ 

 

 

↓軌跡図 
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２０１７年 5月山行記録 

山行期間 山域・山名 例会等 

参加者数 ブロ

グ 

掲載 

会

員 

会員

外 

4/29 ～  5/2 南アルプス 塩見岳   4   〇 

5/1     赤坂山   1     

5/3     大峰山系      大天井ヶ岳   1     

5/4 ～  5/5 鈴鹿 国見岳周辺   1 1   

5/4     竜ケ岳（鈴鹿）   1 1   

5/5     大峰山系      八経ヶ岳   1     

5/6     上越 谷川岳   6 4 〇 

5/7     京都北山・桟敷ｹ岳  例会 18   〇 

5/8     比良山系 ヤケ山～釈迦岳～北比良峠～烏谷山～打見山   1     

5/11     霊仙山 ヤマシャクヤク        9   〇 

5/14     比良山系  御殿山～小川新道～牛コバ 例会下見 2 1   

5/14     鈴鹿 イハイガ岳   4     

5/14     竜ヶ岳～愛宕山   5   〇 

5/14     鈴鹿山系 / 竜ヶ岳   1     

5/17     竜ヶ岳〜銚子岳   10 1 〇 

5/18     武奈ヶ岳   1 1   

5/18     湖北 山本山～賤ヶ岳   3     

5/19 ～  5/22 大峰山奥駆北部 吉野～山上ヶ岳～弥山～前鬼   1   〇 

5/20     鈴鹿山脈      イブネ   1     

5/20     鈴鹿 竜ヶ岳   1 1 〇 

5/20     京都大原 金毘羅   1 1   

5/21     比良山系・御殿山から小川新道 例会 15   〇 

5/27     竜ケ岳（鈴鹿）         

5/27     大峰山脈  八経ヶ岳   1 1   

5/27     鎌倉山～峰床山   1 2   

5/28 ～  5/29 大台ケ原（東大台・西大台）   4   〇 

5/28     六甲山 シェール槍→長峰山   1 1   

5/28     大峰山脈  大普賢岳〜行者還岳   1 2   

5/31     比良山系 摺鉢山～烏谷山～打見山   2   〇 

※ コース、人数等は、事前に提出された計画書に基づいて記載していますので、 

  実際とは異なる場合もあります。 

   近郊の三上山、音羽山などの個人山行は、通常は記載しません。 

   複数の月にまたがる山行は、両方の月に掲載しています。 

 


