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《表紙からのメッセージ》  

 

岳友会創立 30 周年記念企画としてモンブラン登頂を目指し、2007 年 7 月にフランス、

シャモニへ遠征した時の写真です。この年のモンブランは、現地の山岳ガイドによると雪の

状態が悪く雪崩の危険が高いとのことで、残念ながら登頂を果たすことができませんでした。

これは一緒に行った妻がラックブランで撮影した写真です。朝日に照らし出されたモンブラ

ンと湖に映る景色が美しい、思い出に残る最高の一枚となりました。 

 

 

８月の予定 

５日（土）  例会山行『比叡山・三石岳・八王子山』 

10日（木）~1４日（月）40周年記念・上高地集中登山 

２６日（土） 定例会議 

目   次 



私のひとりごと 

                               

 

「いくつ峰を越えただろう～～」 

長い尾根をこなして次の尾根を登ったり下ったり、繰り返しの山道。 

友と一緒に汗を流し、幾つもの山頂に立つことが出来たよろこび。 

山波を見返り、自然の雄大さに、エネルギーが湧いてくる。 

「いくつ峰をこえただろう～～～」っと懐かしいアルバムをひもといで見た。 

 

今から２０数年前友達と湖南岳友会に入会し「野洲の３人娘です」っと 

自己紹介をしていた。その友達も止めて私１人が未だに岳友会員。 

思えば長い月日が過ぎたなぁ～～～ 

 

苦しい登山で何時の時も、今も変わらず思う事は“生きている事を実感”する 

雄大な山の懐に、生きる源があると思う。 

 

 

自然に逆らわず、時の流れに身を任せて、居心地

の良い森の中で過ごす時間は最高。 

 

これからも、出来るだけ長く、 

いくつも峰を越えたい。 

連なる稜線を歩きたい。 

 

湖南岳友会の４０周年に関われた喜びを感じている私です。 

 

 

２ 



８月定例山行案内 

   比叡山 三石岳（６７５．６ｍ）八王子山（３８１ｍ） 

                                

                                        

真夏の 8月、杉の木立が続き日陰の多い、比較的涼しい奈良坂、中尾坂を登り 

おみくじの創始者の元三大師堂（四季講堂）、横川中堂を経由して、横川行者道を 

歩きながら目的の三石岳、八王子山に登頂します。日吉神社の東本宮を通り坂本へ。 

 

・ 日時 8月 5日（土曜日） 

・ 集合場所  京阪坂本駅 8:00 

（野洲駅 6:46発 膳所乗り換え 7:29発 京阪坂本駅着 7:50） 

・ 行程  京阪坂本駅➡奈良坂➡不動堂➡中尾坂➡鐘楼➡元三大師堂➡横川中堂➡ 

     横川行者道➡三石岳➡八王子山➡日吉神社（東本宮）➡京阪坂本駅 

              行動時間 約 6時間  歩行距離 約 15㎞ 

・ 持ち物 一般登山用品 弁当 水分多め 行動食 

・ 申し込み 7月 29日 ミーティングまでに！ 

        

  雨天中止時は前日１８時までに連絡致します 

 

   

中尾坂でお出合した弥勒菩薩様      
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前泊山行報告        大長山1671.4㍍～赤兎山1628.7㍍ 
 

 

日 程 ： 6月10日（土）～11日（日）       天 気 ： 6/10 晴れのち雨    6/11快晴 

参加者 ：  6 名 

 

6月10日（土） 

 2台の車で、13：30野洲駅→北陸自動車道→16:00東山いこいの森 

この日は朝から快晴でしたが、福井県に入ると雨が降り出し本降りとなるが、東山いこいの森に着く頃には雨

も小降りになっていたが、テント泊が初めての方ばかりでしたので、テント設営は諦めバンガロウ泊とした。 

（テント泊デビューはお預けとなりました。） 

6月11日（日） 

 雨でテント設営が出来なかったのは残念でしたが、夜は皆さんと囲んだ鍋は美味しく、お酒も進み熱い山ト

ークで盛り上がりました。明日に備えて早めに就寝しました。 

翌朝は晴天の中の山行になりました。登山口駐車場も早くからいっぱいです、小原峠から大長山に出る稜線

辺りは残雪が溶けてドロドロの登山道、登り詰めて山頂手前から白山連峰とご対面、優雅で迫力があり釘付け 

になりました。山頂で白山連峰を眺めながらランチタイム。次は赤兎山に向かいます、少しバテていますがタ 

ムシバ、サンカヨウ、ムラサキヤシオなどのお花に癒されながらアップダウンを乗り越えて赤兎山に登頂、こち

らの眺めも最高でした、西側と南側からと眺められて大満足でした。 

コース・タイム 

05：00 起床→06：45 東山いこいの森・出発→07：15 登山口・着→07：30 出発→07：35 衣服調整→ 

→08：15 小原峠→08：50 苅安山→10：05 大長山・着-ランチタイム-発11：00→12：05 苅安山→ 

→12：30 小原峠→13：10 大船分岐→13：30 赤兎山→14：25 小原峠→15:05 登山口→ 

→16：00 勝山温泉センター→17：00 帰路→20：00 野洲駅 
           大長山                               赤兎山 

 
                                大長山＿白山＿別山＿三ノ峰 
 

４ 



6 月例会山行報告 

金糞岳(1317m) 白倉岳(1271m) 

 

日 程：6 月 18 日(日) 

参加者： 19 名 （Ａ班 Ｂ班に分けて出発） 

コースタイム： 

 高山キャンプ場 8:35⇒蓮上口○Ｐ  9:15→小朝頭 9:53～10:05→大朝頭 10:40 

 金糞岳山頂 11:00〈昼食〉11:45→白倉岳 12:10～12:30→山頂 13:05～ 

 13:10→小朝頭 13:56→蓮上口 14:30 

天 候：曇り時々晴れ 

 

梅雨時期の山行とあってお天気が心配されましたが、山頂に近づくにつれ晴れ間がのぞいて、

さほど暑くもなく快適な山行でした。 

山頂からの眺めは薄雲りながらまずまずの眺めで、白倉岳へ向かう稜線からは美しく山々が

眺められました。いつか白倉岳から延びる稜線を歩きたいと思う山でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

クマに注意！リスクの高い山です 

一人では危険です 

こんな樹林帯の中を歩い

ていきます 

展望が開けると奥伊

吹が望めます 

こちらは金糞岳からの眺望 すこし

ぼんやりです 

白倉岳から延びる尾

根です 

５ 



山頂で 全員集合 

梅雨時期の曇り空、連状口駐車場に総勢 19 名が集合し朝礼。 

（ＣＬの「朝礼始めます！」の号令で、、、、） 

恒例のラジオ体操、全員がキレのある動きで、さすが山の会。 

登り、下りを何回か繰り返すと金糞岳頂上に到着。展望はいいのですが、 

あいにくの曇り空、見えている遠くの山々はぼんやり。 

白倉岳への尾根歩きは景色もよく気持ちよかったです。 

サプライズでＣＬ，Ｓ Ｌの担ぎ上げてくれた西瓜が冷たくて美味しくて 

乾いた喉に優しくて、、、、ありがとうございました。        

 

山の名前が変わっているなと思いましたが山行案内を見て納得。昔は周辺で製鉄が行われて

いただなんて知りませんでした。  山

行当日は曇り空。風もなく蒸し暑かった

ので大汗をかきましたが、お昼にいただ

いた、冷たく甘いスイカにも助けられ、

滋賀県で標高第 2 位の金糞岳からの景色

を楽しむことができました。伊吹山には

登ったことがあるので、第 3 位の御池岳、

4 位の雨乞岳にもチャレン 

ジしたいなと思います。  
 

伊吹山に次ぐ、金糞岳。何故か 2 番目は

武奈が岳 あたりか？と勝手に納得してた。 

登山口までは、ドライブ登山でグングン標高稼いでもらって、楽勝と思ったけれど。歩き始

めたら結構なアップダウンで、意外としっかり歩かされた。 

山頂ではサプライズのスイカに元気をもらい、白倉岳ピストン

の稜線は想像以上の絶景で、なかなかやるやん、金糞岳。 

天気の良い日、季節を変えて、また来よう！ 

リーダー、サブリーダーさん、素敵な山をご紹介くださり、あ

りがとうございました。  

 

金糞岳は、滋賀県内では伊吹山に次ぐ標高第 2 位の山であり

ながら、未だ未踏でいずれの日にか訪れたいところの一つでした。 

 この度の山行で、金糞岳のピークが踏め、一つの目標を達成することができ大変満足して

います。 

 金糞岳の頂上は開け、一方向に眺望が望めます。金糞岳から白倉岳への縦走路は、一部が

岩場で変化に富み、縦走ルートも一望できる大変眺望が素晴らしいところです。 

 山行当日は、登山者も少なく、静かな山旅を楽しむことが出来ました。 

                              

一口感想 

こちらは岳友会レディース 

６ 



7月度例会山行報告 

                                         

 山域：湖北 山名：山本山【324,4m】～賤ヶ岳【421,1m】  

 

実施日： 2017年 7月 2日（日）曇り  

参加者：  13 名 

 

JR河毛駅 08：20＝山本山登山口まで歩行（5,5k）09:30着 

朝日山神社登山口（09：40）→山本山（10：40）→熊野越（11：25）

→西野水この下標識（12：00）→木戸峠（12：15）→磯野山（12：45）

→P360,4（13：00）→山梨子峠（13：15）→リフト終点（13：30）→ 

賤ヶ岳（13：40～14：40）→大岩山（15：35）→江戸登り口 16：02     

JR余呉駅 16：10乗車 

経験不足の私にとっては、梅雨時期の山を決めるのは難しいです。 

前日の予報は降水確率 40～50%、日中は雨 1mmの予報で思案所です。 

当日になり登山道はサクサク歩けると思いきや予想外で、この日は湿度MAXで汗が噴き出ます。 

Iさんが背負子で持参したお楽しみの荷を途中で分散することになり、持てない分は 

今飲んじゃおうということに。頂上はまだ先、昼時間はすでに 1時間以上過ぎて皆さんお疲れの様子。 

お待たせのランチタイムとなりました。 

本日のサプライズは、Gさんの手作り抹茶ゼリーと麦の泡ジュースです。 

「こういう山行もたまにはいいよね」と笑顔満載です (^O^)  

雷が鳴りはじめたのでお楽しみもほどほどにして、カッパを用意して下山となりました。  

一時間に一本しかない電車になんとか間に合い乗車と共に激しく降り始め雨にもあたらず終えました。 

CLは全員で無事に下山させることです。暑い時期は体調不良になりやすく勉強になりました。 

山の紹介 

1583年(天正 11年)羽柴秀吉と柴田勝正が覇権を争った「賤ヶ岳の戦い」の戦場跡。 

山頂付近には戦跡碑、戦没者の碑があります。また、琵琶湖八景の一つで、竹生島が浮かび 

奥琵琶湖と滋賀県一の高峰の伊吹山、´日本のウユニ´と称される余呉湖など湖北が一望されます。 

           山本山                       賤ヶ岳 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月入会新会員さんご紹介 

7月新会員さんご紹介 
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新会員として「山本山～賤ヶ岳縦走」に参加させていただきました。 

湖北の山から見下ろす琵琶湖や余呉湖はとても新鮮でした。 

今の私にとっては、体力以上の山だったように思いますが、 

ご迷惑をかけつつも、皆様のおかげでなんとか最後まで同行させていただき 

いろいろなお心遣いに、お一人お一人に感謝の気持ちでいっぱいです。 

ありがとうございました。 これからも宜しくお願いいたします。 

                                                                                                       

 

 

 

会員での最初の山行に参加させてもらった。 

前日からの不安定の天気で、心配しましたが快晴になりよかったです。 

山本山は、低いながらも上りばかりで頂上に着く頃には熱中症？と思うくらいしんどかったです。 

でも、いただいたキュウリで元気になりましたが…  

次の賤ヶ岳は、行けども行けども着かないのでは？ 

と思うくらい長い道のり挫けそうになりかけました。 

でも、休憩や楽しいお喋りをしながらの歩きは頑張ろうという気にさせていただきましたし、 

絶品なデザートで元気になりました。 

長い山行でしたが、皆さんがいろいろと気遣っていただき 

どうにか無事に終えることができ良かったし、嬉しかったです。 

多分一人では、途中で諦めてリタイアしていたでしょうが 

皆さんと一緒に山行させていただき頑張れました。 

ありがとうございました！これからも、 

皆さんと一緒にいろいろな山にチャレンジしたいと思っているのでよろしくお願いします。                       
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２０１７年６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 

6/1     六甲山 （twenty-cross・シェ－ル槍・長峰山）   3   ○ 

6/3     両白山地      大日ヶ岳   1     

6/3     湖南アルプス 太神山 矢筈ヶ岳 笹間ヶ岳   1 1   

6/4     阿寺山地      小秀山   1     

6/4     鈴鹿山系 / 高室山（清掃登山） 清掃登山 16 5 ○ 

6/9     弥仙山 664ｍ   3 1 ○ 

6/10     比叡山 三石岳・八王子山   2     

6/10 ～ 6/11 美濃山塊・大長山～赤兎山 教育係 6     

6/11     品谷山(881m)・廃村八丁   6 2   

6/11     三ノ峰、別山 (両白山地)   8   ○ 

6/14     音羽山～醍醐寺   3 2   

6/15     安曇野・有明山 2268ｍ   1   ○ 

6/17     御在所岳    2     

6/17     鈴鹿 御在所前尾根（アルパインクライミング）   1 1   

6/18     金糞岳 例会 18 1 ○ 

6/18     比良山系 武奈ヶ岳   3     

6/24     三上山二ノ越（岩登り練習）   12     

6/26     伊吹山   1     

6/27 ～ 7/12 ノルウェ－・フィヨルド旅行   4     

※ 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。 
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