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平成 28 年度

年男子ボルタリング 8 位・国体少女リード 5 位・ボル
タリング 6 位・第 59 回全国高等学校登山大会（イン
ターハイ）優勝修道高校・新年互礼登山宮島（28･1･
10 27 名）
・国体・インターハイ報告会（28･1･22 ホ
テルセンチュリー 51 名）
。

定期総会開催

スポーツクライミング東京五輪種目に
山岳スポーツの普及・振興

２、会議（総会・理事会・全員協議会）計 5 回
３、運営委員会原則毎月第 2 水曜日
計 12 回
理事会・全員協議会・運営委員会のいずれも議事録
作成、理事・監事に配布。

平成 28 年度活動方針決まる
日時：2016 年 5 月 21 日（土）15:00
場所：ホテルチューリッヒ東方 2001
平成 28 年度定期総会は 5 月 21 日（土）午後 3 時か
ら「ホテルチューリッヒ東方 2001」
（広島市東区光町）
で開催された、開会に先立ち、豊田事務局長から「定
款の規定によりこの総会は成立している」との報告が
あった。京オ会長から挨拶があり、京オ会長を議長に
選出して議事に入った。
議題及び主な内容は次のとおりである。（詳細につ
いては総会議事録を参照ください。
）
議題
1 号議案 平成 27 年度事業報告
2 号議案 平成 27 年度決算報告・監査報告
3 号議案 役員変更
4 号議案 平成 28 年度事業報告
5 号議案 平成 28 年度予算案
その他
（入会：
「自然と文学愛好会広島」
）

挨拶する京オ会長

スカイラン 839 名申し込み
「山のお弁当」リニューアル

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告

②指導部（森本）

①事務局（豊田）

指導・遭難対策委員会
講習会・研修会 3 回、日本山岳協会主催講習会・研修
会4回
事業委員会
クライミングスクール 6 回、登山教室 25 回、岳連例
会山行 12 回、クライミング・ビギナーズ・レッスン

１、岳連全体行事：
三倉岳山開き（27･4･19）・第 23 回比婆山国際スカ
イラン（27･5･17 エントリー836 名）
・第 51 回登山フ
ェステイバル（27･5･16 岳連役員 184 名）
・県体協表
彰式（27･12･5 リーガロイヤルホテル）受賞者国体成
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（県体育館スタッフ派遣）12 回。以上開催した。
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インターハイ審査員講習会（6･19～6･21 滋賀県
このほか 4 回開催

③普及部（村井）

以上異議なく承認された。

主な活動
比婆山国際スカイラン大会
好天に恵まれ、選手 839 名申し込み、729 名が出走
し無事実施できた。
「山のお弁当」リニューアル
平成 13（2001）年開発、平成 16 年リニューアルし
た「山のお弁当」のリニューアル。広島駅弁から提案
があり 7 月 1 日より発売。

総会出席者 2016･5･21 敬称略
久保信義（広島山岳会）
・江種幸男（福山山岳会・理
事）
・菊間秀樹（県庁山の会）
・岩本朗（マツダ親和会
山岳部）
・加賀谷健一（広大山の会）
・兼森志郎（日本
山岳会広島支部）
・木村寛（タンネンクラブ）
・木梨陽
康（東広島山の会）
・森智昭（ひこばえ）
・小方重明（広
島三峰会）
・堀内輝章（広島パイオニアクラブ・理事）
・
松島宏（広島登山研究所・理事）・佐藤健（CERO ク
ライミングクラブ・理事）・豊田和司（自然と文学愛
好会・理事）
・京オ昭（理事）
。山田雅昭（理事）・岡
谷良信（理事）
・野島信隆（理事）
・村井仁（理事）
・
仲井正美（理事）
・後藤裕司（理事）
・新山まゆみ（理
事）
・西部伸也（理事）
・福永やす子（理事）・野々下
耕生（監事）
・伊東奉文（監事）以上 27 名

県民ハイキング開催へ
ふるさとの山に登ろう
8 月 9 日各山岳会の協力を得て、合計 228 名が参加
し、事故もなく実施した。
「県民ハイキング」検討会議
「県民ハイキング」の実施に向けて検討を行った。
④競技部（佐藤）
主な成績
ワールドカップリード第 2 戦（フランス）中野決勝進
出 第 2 位・世界ユース選手権（イタリア）錦織リー
ドユースＡ9 位・第 70 回和歌山国体成年男子ボルタ
リング 8 位 少年女子ボルタリング 8 位 リード 6 位

比婆山国際スカイラン、
山岳辺境文化セミナー開催
⑤国際部（豊田）
１、比婆山国際スカイラン日韓交流 5･18～5･18 歓
迎会 5･18
２、日韓高校生交流 中止
３、山岳辺境文化セミナー9･26 講師関野吉晴氏
116 名参加

比婆山スカイラン出雲峠 給水場にて

第 2 号議案

平成 27 年度決算報告

⑥県東部（江種）
安全登山研修会（6･14 福山市民参画センター 43
名 いでうち接骨院院長 日本赤十字社）
合同登山（11･15 亀ヶ岳 48 名 世話役新市山岳会）

事務局から①財産目録及び②収支計算総括表によ
り次の通り説明があった。

⑦高体連（西部）
主な活動
広島県総合体育大会（6・6～6･7 男子修道・女子五日
市）・インターハイ（8･7～8･11 滋賀県 男子修道優
勝 女子五日市 3 位）広島県新人登山大会（12･23～
15 もみの木森林公園 9 校 47 名参加）
指導者関連行事

財産目録
流動資産（現金預金）5,456,718 円
特別会計 18,821,551 円 資産合計 24,278,269 円
流動負債未払金 238,300 円 前受金 155,477 円
負債合計 393,777 円 正味財産 23,884,492 円
しだがって、前年正味財産 23,798,544 円との差異は
85,948 円プラスとなった。
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（平成 27 年度決算報告 続き）
収支計算総括表
事業活動収入は、①会費収入 985,000 円②事業収入
7,980,412 円③補助金収入 4,096,765 円④負担金収入
1,517,484 円⑤寄附金収入 300.000 円⑥雑収入 3,896
円 事業活動収入計 14,883,557 円
事業活動支出は①事業費支出 9,897,519 円②管理支出
4,900,090 円事業活動支出合計 14,797,609 円
事業活動収支差額 85,948 円

2016（平成 28）年 6 月 8 日（水）発行
松島 宏（広島登山研究所）
仲井正美（登山教室同窓会「ひこばえ」
）
豊田和司（自然と文学愛好会広島）
佐藤 健（CERO クライミングクラブ）
後藤裕司（広島大学山の会）
宇山茂之（山を歩く会・庄原）
永津信吉（マツダ親和会山岳部）
新山まゆみ（日本山岳会広島支部）
西部伸也（タンネンクラブ）
小田里子（日本山岳会広島県支部）
福永やす子（東広島山の会）
堀内輝彰（広島パイオニアクラブ）
○大広哲也（広島高体連登山部）

監査報告
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの一
般社団法人広島県山岳連盟の会計内容について、通常
必要と認められる会計基準に従って監査した結果、執
行状況及び財務は適正に処理されていると認められ
ました。平成 28 年 5 月 9 日
監査 伊東奉文
野々下耕生

広島県山岳連盟組織図に会長、副会長、理事及び担当
役員分担が記載されています。
以上異議なく承認された。

以上異議なく承認された。

第 3 号議案

役員変更について

山田理事長から「一般社団法人広島県山岳連盟名誉
役員・監事・理事名簿」（平成 28 年 5 月 21 日）によ
り提案された。
名簿は次のとおりである。

会長 京オ昭氏、
理事長 山田雅昭氏再選
新理事に大広哲也氏選出

岳連懇親会風景 比婆山屋内体育館にて

名誉役員推薦 なし
物故役員
なし
顧問弁護士 溝手康史（溝手康史法律事務所）
顧問ドクター松下耕太郎（隠岐の島町布施へき地診療所）
顧問トレーナー 片山旭（医療法人広島南診療所）

第 4 号議案

平成 28 年度事業計画（案）

（山田理事長）

安全登山を第１
山岳スポーツの普及・振興を図る

理事・監事（20＋２）○は新任

１、事業方針
日本山岳協会（JMA）の平成 28 年度の事業方針で
ある「わが国の登山界を統括する団体として、安全登
山を第 1 に、山の環境と文化に配慮した登山及び山岳
スポーツの普及・振興を図るため、関係機関・団体と
連携協力してその実現に向け努力する。
」
特に本年からは、スポーツクライミングが 2020 年
東京五輪の追加種目になることを前提に中央競技団
体としての組織強化とメダル獲得に向けた選手強化

監事 野々下耕生（税理士）
伊東奉文（広島修道大学山岳会）
理事 京オ 昭（広島山岳会）
山田雅昭（広島山岳会）
岡谷良信（日本山岳会広島支部）
野島信隆（マツダ親和会山岳部）
江種幸男（福山山岳会）
村井 仁（広島県庁山の会）
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体制を構築する。
一方、国民の祝日として平成 28 年から施工される
「山の日」（8 月 11 日）が国民にこぞって、山に親し
む機会を得て、山の恩恵に感謝する日となるように、
各種登山の普及・振興事業を全国的な視野に立って積
極的、効果的に実施する。
」方針に協力する。

その他
１、
「自然と文学愛好会広島」
（代表豊田）の加入が承
認された。
資料

広島県山岳連盟の略歴と活動

１、結成

県民ハイキングの実施
安定した財政基盤目指す

昭和 16 年 1 月結成
大正 3 年（1914）年広島県山岳同好会が創設され登
山活動を行っていたが、昭和 16 年(1941)1 月 16 日、
5 団体・120 名で「広島県山岳連盟」を結成。
平成 21 年（2009）5 月 9 日、一般社団法人広島県山
岳連盟として法人登記。

２、活動方針
（１）県民ハイキングの実施
「山の日」制定を記念し、加盟団体の活性化及
び一般登山愛好者にひろく、「山の日」を啓発
し、安全登山を指導普及する。
（２）スポーツクライミングの強化、ＰＲ
国体協議を運営する山岳競技団体として、ス
ポーツクライミングの強化とＰＲに努める。
（３）安定した財政基盤を目指す
自主財源の確保と経費節減を促進する。
長期ビジョン検討チーム（京オ・山田・野島・
村井・豊田）岳連事務所について再考ほか。
（４）その他
山岳共済の促進（平成 27 年度広島県加入数
は全国 17 位）
「減遭難」対策に引き続き取り組
むとともに、広く山岳共済への加入促進に努め
る。

２、現在会員数
29 団体、1807 名
29 団体（職域 4 団体・一般 22 団体・大学山岳部 2
校・高体連登山部（16 校）
・個人会員 43 名
計 1,807 名。
３、所属する団体（又は会員）
日本山岳協会所属
公益社団法人 日本山岳協会
公益社団法人 広島県体育協会
⇒公益社団法人 日本体育協会
広島県環境審議会
大竹市三倉岳自然公園協議会
広島県日韓親善協会

以上異議なく承認された。

第 5 号議案
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平成 28 年度予算（案）

４、事務局

事業活動収入 12,980,000 円
事業活動支出 12,950,500 円
収支差額 29,500 円
平成 28 年度予算案
科目
事務局
事業収入
事業支出
収支差額

科目
事業収入
事業手出
収支差額

3,400.000
3,600,000
△200,000

国際部

指導部

普及部

1,700,000
1,700,000
0

県東部

300,000
200,000
100,000

0
0
0

180,000
158,000
22.000
比婆山スカ
イラン
5,400,000
5,300,000
100,000

一般社団法人 広島県山岳連盟事務局
〒733-0011 広島県西区横川町 2 丁目４－１７
TEL/FAX 082-296-5597
５、活動と運営
（一社）広島県山岳連盟の運営は、事務所及び専従
員を設置していることから、会費収入他の不足分は、
執行部・運営スタッフを以下の 7 部門に分け、
（①事
務局・②指導部･③普及部・④競技部・⑤国際部・⑥
県東部・⑦高体連部）各部が事業活動を行い、余剰金
を充てて運営している。

競技部
2,000,000
1,992,500
7,500

合

計

12,980,000
12,950500
29,500

①事務局
平成 5 年事務所設置
平成 5 年（1993）から事務所を設置し、専従の事務

以上異議なく承認された。
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局員が事務処理及び総務・財務・広報・個人会員等を
統括している。
また、山岳連盟主催事業として、平成 2 年（1990）か
ら全国山岳レース（トレイルランニング）の草分けと
して「比婆山国際スカイラン」を主催。
（昨年 5 月開
催の第 23 回大会は、18 都道府県選手 836 名、岳連ス
タッフ 184 名、計 1,020 名で開催した。
）
また、今年から国民の祝日として「山の日」8 月 11
日が制定されたことから「県民ハイキング」を岳連主
催事業として実施する。

2016（平成 28）年 6 月 8 日（水）発行

から始まった、大韓民国・大邱広域市山岳連盟との交
流では、交互に高校生及び中高年登山者の交流登山を
実施し、広島県下での、草の根国際交流の一助となっ
ている。
⑥県東部
広島県東部地区（福山・三原・竹原）を中心とした
加盟団体 4 団体が同様な活動を行っている。

⑦高体連部
県高校 16 校加盟
県下 16 校の高等学校登山部（顧問 43 名、生徒 250
②指導部
名）が加盟し、競技登山及び教育登山活動のための指
19 年前「登山教室」発足
従来からの指導者養成及び遭難対策、安全登山対策、 導者育成。また、各種大会等の支援・交流を行ってい
る。
クライミングスクールに加えて 19 年前（１９９７）
から、「自分の荷物は自分で背負って、3000m 稜線の
以上
夏山縦走登山をしよう！」を合言葉に一般登山愛好者
に呼びかけ「登山教室」を実施している。

第 2 回登山教室を終えて

③普及部
15 年前「ひろしま「山の日」県民の集い」実施
登山道徳の普及啓発に加え、登山フェステバル（県
大会）の実施。15 年前（2001）から「ひろしま「山
の日」県民の集い」実行委員会の主要団体として「山
の日」を開催している。また、「自然環境委員会」で
は、山の定点水質調査、雲月山山焼き等のボランティ
アに参加を呼び掛ける等、自然環境の改善と人間と自
然との共生のリンクを目指している。

高鉢山・安駄山報告
1 年生第 2 日目は山行計画、記録の方法が高鉢山～
安駄山に行ってきました。今回は一日中雨の行動とな
りました。雨のため途中ルートを変更しましたが、そ
のことで計画時のエスケーププランや行動管理をす
るため記録などの必要性を実体験できた山行となり
ました。
（指導部 森本覚）

④競技部
平成 8･9 年国体連続優勝
広島県下で唯一「国民体育大会・山岳競技」が運営
できる競技団体として、昭和 55 年（1980）から山岳
競技が国民体育大会の正式競技に採用されて以来、平
成 8 年（1996）広島国体つづく大阪国体での連続総合
優勝等の実績を誇る。また、2020 年東京オリンピッ
クでのスポーツクライミングが正式種目になること
が予想され、キッズ・クライミング・スクール（県立
総合体育館との共同開催）や、クライミングジムを活
用することによる選手発掘等、ワールドカップ、オリ
ンピックに「広島から金メダリストを」と、選手強化
に取り組んでいる。

日時：5 月 29 日（日）
登山形態：日帰り登山
山域：高鉢山～安駄山
人数：14 名（リーダー含む）

高鉢山～安駄山

雨の中を縦走

登山教室

1 年生

内山

由貴

登山教室第 2 回は、「今度は 15km に挑戦！」とい
うテーマで高鉢山～安駄山の縦走でした。今回は、朝
からちょっと憂鬱なお天気でした。雨は午後からひど
くなりそう…レインウェアは暑いから着たくないな

⑤国際部
20 年前から日韓交流
「感動の再生産」を合言葉に、海外登山と国際交流
の支援と実施を行っている。特に、20 年（1996）前

ぁと思いながら準備。でも電車に乗って、皆さんの顔
を見てまずちょっと元気が出ました。電車の中でも、
5
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プラティパスやスタッフバッグの使い分けについて
など、いろいろお話を聞くことができました。
登り始めしばらくは、急登できつかったです。でも、
段彩図を作りながら、一度登ってしまえばしばらくは
緩やかに楽しめる…と分かっていたので、頑張れまし
た。次第に雨は強くなってきますが、樹林帯があると
かなり守られるんですよね。その威力を改めて感じま
した。

写真提供

今回は初めて先頭を歩かせてもらい、ペース配分の

久保田征治

難しさを感じました。ふだん私は決して速いほうじゃ

天応烏帽子岩山報告

ないのですが、気が急くのかいつの間にか後ろとの距
離があいてしまっているのです。その度にサポートの
先輩が助言してくださって、とても勉強になりました。

第 2 回目は岩稜歩きとロープワークで天応烏帽子岩

列が長いほど、ちょっとした遅れがどんどん蓄積して

山に行ってきました。1 年生と違い身体を確保するた

後ろの人が大変になるのですね。また先頭歩きでは蜘

めのロープワークをしました。足場はよいものの高度

蛛の巣を払うための枝を先輩が渡してくれたりもし

感がでてくると緊張からか、なかなか思うようにはな

ました。それを振り回しながら歩いていると、まるで

らなかったようです。
（指導部 森本 覚）

雨音を指揮しているようでちょっと楽しかったです。
展望が望めなかったのは残念ですが、霧に包まれた神

日時：5 月 22 日（日）

秘的な山も気持ちがいいものでした。下りの急坂はそ

登山形態：日帰り山行

んなことを言っている余裕はありませんでしたが…。

山域：天応烏帽子岩山

休憩をとる頻度についても、先輩方が細かく気遣っ

人数：11 名（スタッフ含む）

てくださっているのが分かりました。必死で登ってい

岩稜歩き・ロープワーク

るとそういうことに頭がまわらなくなってしまうの

一歩一歩足を置いて行くように

ですが、いつかこんなふうに色々なことに気を配りな
がら登れるようになりたいです。

登山教室 2 年

個人的には今回、前日にも鈴が峰から三滝寺まで
15km ほど縦走していたので、連チャンということで

加村裕子

2 年目の登山教室第 2 回目は、
『岩稜歩き・ロープワ

体力試しの部分もありました。そのぶん荷物は軽めに

ーク』というテーマでした。

してしまったものの、体力的には余裕があったのでち

山行当日は、朝から天気も良くそして気温もグングン

ょっと自信になりました。この調子ですこしずつ、成

上がっていき、登山口に辿り着くまでに既に汗だくに。

長していけたらいいなと思います。

2 年目からは、指導員の方はアドバイザーとし実際の
リーダーはリーダー育成クラスの先輩方が指導員の

お知らせ

方のアドバイスを受けながらルート設定を行い教室

本年度から「県民ハイキング」を実施します。
詳細は今号の 8 頁をご覧ください。

生を引率していきました。
私は、初めてのアイゼン尾根を歩く為リーダーのす
ぐ後ろをキープして歩きました。
急な岩場を一気に登るルートは、気温の高さもありす
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ぐに息が上がる中、瀬戸内海を見渡せる場所の度に立
ち止まってもらって景色を見て気を紛らわせて頂い
たり、「アイゼン尾根」という名称のとおりアイゼン
を付けての歩行練習の為の急な岩場を登る際、歯の跡
がついている場所を目印にしたり手と足の置き場の
ポイントを教わったり、小石を落とさないように細心
の注意を払いながら一歩一歩足を置いていくように
と教わりながら登っていきました。
烏帽子山頂では、指導員の方からロープワークで使

写真提供 久保田征治

用する装備の説明と烏帽子岩では実際にロープワー
ク指導を受けました。

岳連短信

1 年生から机上講習とテント泊山行でスリングとカラ
ビナを使ってビバークの仕方や支点の通過方法等を

１、恐羅漢山で初の過酷トレイル

教わってきており、いつも指導員の方からロープを使

県最高峰の恐羅漢山（1346ｍ）一帯の登山道や林道
を走る「ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田」が 5
月 29 日、初めて開かれた。海外からを含む男女 709
人が過酷なレースに挑んだ。恐羅漢スキー場「恐羅漢
スノーパーク」を発着点とする全長 64ｋｍの部門に
428 人、27 ㎞の部門に 281 人が出場。ロープを使って
斜面を登ったり、沢登りをしたり、恐羅漢の山頂や起
伏の激しい周辺の山谷を駆け巡った。６４ｋｍを 7 時
間 22 分 51 秒でゴールし、優勝した三原市の職員東徹
さん（40）は「走り応え十分のコース。初代チャンピ
オンになれて光栄です」と笑顔を見せた。

用する事態というのは危険な箇所な為、日頃から繰り
返し練習しすぐ出来るようになっていないといけな
いと教わっていました。岩場で実際行ってみるといつ
も言われていたことがまるで身に付いていないこと
に気づきました。
一つ一つ教わったことを確実に身に付けていくよ
うにしなければ！と改めて感じる機会になりました。
元々高いところが大好きな私としては、とても楽しみ
にしていたどん亀岩を教室生全員でよじ登り素晴ら

２、「安全登山ハンドブック 2016」

しい景色と高度感を堪能し今回の山行を終えました。

内容：登山前 4 つの点検・知っておきたい登山中 9
つの危険・山の装備とウエア・標準携行品リスト・国
民の祝日山の日 2016 年 8 月 11 日・全国山の日協議会・
日本山岳ガイド協会・国立登山研究所発行 16 頁（山
岳連盟事務所 横川にあります。）

今回の山行で学んだことは、リーダー育成クラスの方
が皆を連れていく為に事前に何度も足を運んでルー
トを選択したり当日も皆の動きを意識しながら引き
連れている動きを見て私も自分がリーダーだったら

発行

３、7 月 1 日から登山計画書の提出が必要です

ということを意識しながら今後歩いていかなければ

長野県登山安全条約が制定されました。平成 28 年 7
月 1 日から登山計画書の提出が必要となります。
対象者：長野県内の山岳を登山される皆様
対象山域と代表的な山岳：
北アルプス 白馬岳、唐松岳、槍ヶ岳、奥穂高岳など
南アルプス 甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、赤石岳など
中央アルプス 木曽駒ヶ岳、宝剣岳、空木岳など
八ヶ岳 蓼科山、天狗岳、赤岳など
志賀・苗場
岩菅山、苗場山など
戸 隠 戸隠山、黒姫山、飯縄山など
上信国境 四河山、浅間山など
奥秩父 甲武信ヶ岳、金峰山など
御嶽山 御嶽山

ということと、ロープワークを危険個所ですぐ出来る
ように繰り返し練習していくことです。
天応烏帽子岩山、とても楽しい山でした。ありがと
うございました。

国民の祝日
山の日 「8 月 11 日」
2016 年から国民の祝日となります。
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参加費：1,000 円(1 人)交通費別
申し込み：広島県山岳連盟（登る山・住所・氏名・性
別・生年月日・携帯電話番号・緊急連絡先を知らせて
ください。）締切：実施の 1 週間前まで。

提出方法
特に WEB からの提出が手軽でお勧めです。
WEB からの提出①山と自然ネットワーク「コンパス」
から⇒ ②県 HP の電子申請から⇒
紙で提出 ③郵送、持参⇒提出先長野県山岳高原観光
課、長野県内の県地方事務所（10 個所）④登山ポスト
への投函＊登山ポストのない登山口もありますので
注意⑤FAX⇒平成 28 年度 5 月スタート！コンビニから
も送信できます *対象となる山岳や登山道は必ず県
ホームページで確認しましょう！

7 月事業計画
7･3（日）クライミングスクール（三倉岳）
7･3（日）県民ハイキング②（可部山岳会・南原峡・
可部冠山）
7･7（木）登山教室 机上（三篠公民館）
7･9（土）岳連例会（押手山～白木山）
7･13（水）運営会議④
7･13（水）～19（火）日韓高校生交流（広島）
7･26（火）～31（日）合同夏山合宿（南アルプス北部）

４、ひこばえ写真展 6･21（火）より
NHK ギャラリーにて開催
第 16 回ひこばえ写真展が 6 月 21 日から NHK ギャラ
リーで開催される。山歩きの楽しさ、自然の美しさを
写した写真展です。素人ばかりの写真ですが、多くの
人に見ていただき、自然界の素晴らしさを感じ、そ
れが自然保護活動の一助になればと思っています。
出展者は約 20 人、40 点の作品が展示されます。
会
場：ＮＨＫギャラリー2 階
開催日時：6 月 21 日（火）～26 日（日）
9：30～18:00（最終日は 17:00

５、ふるさとの山に登ろう

2016（平成 28）年 6 月 8 日（水）発行

山の風景 63
岩手県八幡浜 （八幡沼）
2015･10･11 森 智昭（ひこばえ）

県民ハイキング

広島県山岳連盟では、広く県民の皆様に自然に親し
んでもらうとともに、登山の楽しみ方、登山のマナー、
安全登山への啓発を兼ね県民ハイキングを実施して
います。ご参加をお待ちしています。
実施日
山名・所在地
集合場所
担当団体
6･5(日)
男鹿山 633ｍ
世 羅 夢 公 山岳連盟
世羅町
園 8:30
7･3（日）
可 部 冠 山 735 南 原 峡 駐 可部山岳会
ｍ安佐北区
車場 9:00
8･11（木） 比 婆 毛 無 山 県 民 の 森 山岳連盟
1143ｍ
10:00
9･11（日） 小室井山 1072 も み の 木 9:30 県庁
ｍ
森林公園
山の会
10･23(日)
恐羅漢山 1334 牛 小 屋 駐 9:30 広島
ｍ
車場
山稜会
11･20（日） 高山・ 新高山 JR 本郷駅 三原山の会
198ｍ
9:00
12･4（日） 宗箇山 356ｍ
横 川 駅 広島やま
9:30
びこ会
1･22（日） 岳浦山 345ｍ
広 島 駅 ひこばえ
9:00
2･19（日） 日浦山 345ｍ
海田駅北 マツダ親
口 9:00
和会
3･26（日） 呉 婆 々 宇 山 水 分 峡 管 広島三峰会
682ｍ
理棟 8:30

編集部より
○この会報は、皆さんの提出原稿を編集して発行して
います。岳連行事・山の情報・行事参加の感想など
気軽にお寄せください。寄稿の場合は所属、役職を
記入下さい。編集の都合で一部手直しすることがあ
ります。ご了承ください。
○会員団体で会報を発行されたら岳連事務局まで恵
送下さい。随時紹介します。
○この会報はメール配信しています。配信ご希望の方
は岳連事務局までメールアドレスをお知らせくだ
さい。
題字デザイン
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