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一般社団法人 広島県山岳連盟
〒733-0011 広島市西区横川町 2 丁目 4-17
電話・FAX

（０８２）２９６－５５９７

Ｅ-Mail：hgakuren@lime.ocn.ne.jp
URL：

http://hiroshima-gakuren.or.jp

郵便振替口座 01380-6-37958

平成 24 年度定期総会開催へ
日時：2012 年 5 月 12 日（土）15:30～
場所：ホテルチューリッヒ東方 2001
平成 24 年度定期総会は 5 月 12 日（土）午後 3 時
30 分からホテルチューリッヒ東方 2001 で開催される
ことになった。会員の皆さん、多数ご出席ください。
案内状は近日中に発送される。
主な議題は
１、平成 23 年度事業報告
２、平成 23 年度決算報告、監査報告

写真は総会提出議案を慎重審議する 4 月 11 日開催さ

３、平成 24 年度事業計画

れた理事会

４、平成 24 年度予算案

比婆山スカイラン：20 回記念なので記念植樹（桜）

５、その他

を計画、県に問い合わせ中である。
普及部：ひろしま山の日（6 月 3 日）の準備状況。

このたびの総会では、日山協加盟金の改正に関連し
て、
「平成 25 年度からの岳連加盟金改正について」協

指導部：指導員の復活申請（5 名）予定。

議することになっている。

平成 23 年度決算書について：提出資料を協議の結果

理事会開催報告（2012・4 開催）

形式等につて監査（税理士）の指導を受け、総会提

日時：2012 年 4 月 11 日（水）19:00～20:30

出資料については三役に一任する。なお、「平成 25

場所：岳連事務所

年度からの岳連加盟金改正について」：現在の加盟

出席者：京オ・山田・山内・野島・岡谷・村井・松島

金のかなりの部分は日山協等の会費に拠出してい

伊東・仲井・宇山・池本・永津・福永や・藤

るので今後の重要課題として取り組んでいくこと

田・名越・後藤・佐藤・林

になった。

拡大運営委員 香川・事務局 落海 計 20 名

事務局：岳連ホームページがリニューアルされたが、

主な内容は次のとおりである。

最新情報を適宜更新するために担当者を決定し、その

各部からの報告

担当者がＨＰを更新できるような体制を整える。

事業部：登山教室は 5 月から開催方向で準備している。

その他
三倉岳の人口登攀壁保守点検作業報告書を大竹市に提出する。
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前回の「私の百名山」中国新聞 HP ブログ発信の経
緯に続き、
「私の百名山」
“心惹かれた一景”を、山の
写真を主に 9 回に分けて連載します。
北海道
1. 利尻残照（利尻山 1719 m）

2. 蝦夷富士（羊蹄山 1893 m）
羊蹄山

撮影：2004.9.19

羊蹄山は強風と雨をついての登山だった。翌日、ニ
セコアンヌプリに登った。その日は素晴らしく快晴に
恵まれ、山頂に立つと正面に美しく裾野を流した羊蹄
山があった。
羊蹄山は蝦夷富士とも呼ばれているが、富士の名を
冠して恥じない山だと思った。
連絡船のデッキにて 1976.5.3
3. 大雪の鏡（旭岳 2290 m）
北海にそびえる春山の利尻山 1719 メートルに挑ん
だ。中腹から雪が舞う強風に遭い、雪山の恐ろしさを
思い知らされ八合目で登頂を断念した。
翌日、後ろ髪惹かれる思いで稚内港行きの連絡船に
乗りこんだが、海上から眺めた利尻の残照は今でも脳
裏から離れない。折しも陽は傾いて西の空が茜色に染
まり、利尻の白嶺が夕焼けに照らされていた。やがて
利尻島が遠く離れていくにつれて海面に残照が広が
り、太陽が静かに北海に沈んだ。
鏡池に映る旭岳

登頂に失敗した失意の利尻山登山であったが、海上

撮影：2002.8.16

の利尻の残照に心惹かれた。それから利尻島を訪ねて

大雪山系二度目の登山で、やっと最高峰の旭岳の頂

山頂に立ったのは、29 年も経った 2005 年の夏になっ

上に立った。山頂を後にして、旭岳の秘めされた鏡池

ていた。

や摺鉢池を訪ねた。
湖面に影を落とす旭岳の姿は美しかった。まさに天

（備考）写真が老朽化して変色していたので、挿し絵

上に秘めされた、大雪の鏡だと思った。

にしました。
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雌阿寒岳の登山を終えて摩周湖に寄った。まさに
“霧の摩周湖”だった。ところが摩周湖展望台に立つ
と、みるみるうちに霧が晴れて絶景が広がった。
振り返ると、二日後に登る予定の斜里岳が、雲を破

北海道 (続)

って泰然と聳えているではないか。思わず凝視した。

4. 知床の山々（羅臼岳 1660 m）

仲間と「ラッキー！」を乱発しながら歓喜した。
6. 荒涼とした火山（雌阿寒岳 1503 m）

山頂を目指す登山者 撮影：2003.8.11
雌阿寒岳 七合目付近 撮影：2003.8.10

羅臼平から最後の急坂にとりつき、溶岩ドームの羅
臼岳の頂に立った。左手にオホーツク海。右手に北方

ハイマツの樹海をしばらく登って行くと、山道には

領土の一つ、国後（くなしり）島が浮かんでいる。目

マイズルソウやゴゼンタチバナ、そしてホタルブクロ

と鼻の距離しかない、近くて遠い島になっているのが

が咲いて気分を和ませてくれた。

むなしい。
一度は訪ねてみたいと思っていた最果ての地。今、
しっかりと知床の地を踏んでいる。万感胸に迫る思い

やがて火山礫の荒涼とした景観となった。まるで月
世界のようだ。山仲間のＩさんとＯさんが「月の砂漠

を～♪」と歌い出した。振り返ると、阿寒湖を俯瞰し

だ。思わず知床旅情「～遥か国後に白夜は明ける♪」

て右奥に雄阿寒岳が聳えている。まるで絵画を見るよ

を口ずさむ。

うで気持ちがいい。
まもなく雌阿寒岳の山頂に立った。目の前に火口と

5. 斜里遠望（斜里岳 1545 m）

噴煙越しに美しい姿をした阿寒富士が見えた。

岳連短信
１、広島では 6 月の第 1 日曜日を
ひろしま「山の日」としています
森林や山をよくしていく運動のきっかけづくりとして、この日に広
島県下の各会場で、山の手入れなど実体感型の多彩なプログラムを取
り入れたひろしま「山の日」県民の集いを行なっています。

摩周湖展望台から望む斜里岳 撮影：2003.8.10

２、第 20 回比婆山国際スカイラン 5･20 開催
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20 回大会なので、参加人数を増やして、岳連内の団
結力アップを図る。地元庄原市や西城陸協や比婆の森

広島の山

②

の後援で、岳連の単独主催。ぜひ成功させるために各

山名

市町村名

部、加盟団体の協力望む。4･14 現在 505 名参加登録。

37 女鹿平山

1091,4 吉和・筒賀

戸河内

38 毛無山

1082,5 芸北

石見坂本

39 内黒山

1082

三段峡

40 小室井山

1072,2 吉和

湯来

山愛好者を対象に、個人会員の募集をしています。個

41 大佐山

1069

芸北

臥龍山

人会員に入会していただくと、岳連が主催する事業

42 高岳

154,3

芸北

（各種講習会・研修会・登山教室・クライミングスク

43 白滝山

1053

東城

ール）に会員価格で参加できます。四季折々の岳連例

44 多飯が辻山 1040,3 東城

備中矢田

会山行を楽しんでいただけると共に山の最新の情報

45 大峰山

1039,8 湯来

津田／湯来

を入手できます（年会費 3,000 円）
。問い合わせ・申

46 鬼が城山

1030,9 佐伯

宇佐郷

47 畳山

1029

大朝

48 黒石山

1021,7 比婆新市

49 熊山

1018,9 比和

50 大平山

1014,9 加計

加計

51 大箒山

1013,3 戸河内

加計

52 飯山

1009,4 東城

小奴可

アクテビッティに対応する機能的な商品がそろって

53 湯来冠山

1004,4 湯来

湯来

いる。4 月 19 日はサバイバル登山家服部文祥氏によ

54 三国山

1004,4 西城

道後山

るトーク＆スライドショウがあった。モンベル広島紙

55 大鬼山

1004

高野

比婆新市

56 中野冠山

1002,9 芸北

石見坂本

57 毛無山

1000

高野

阿井

58 塩石山

1000

湯来

湯来

３、岳連個人会員募集しています
岳連では当連盟の加盟団体に所属されていない登

し込み先

733-0011 広島市西区横川町２－４－１７

一般社団法人広島県山岳連盟事業部
TEL/FAX 082-296-5597
４、モンベル広島紙屋町 4･19 グランドオープン
２フロアー約 40 坪の店内には、各種アウトドア・

屋町店

中区紙屋町 1 丁目２－２２ 広島トランベェ

ールビルデング 1･2 階

営業時間 10:00～20:00

高さ

地図名

戸河内

三段峡／臥龍山
小奴可

大朝

高野
口和／比和／高野

（以上標高 1000ｍ以上

５、岳連ホームページをリニューアルしました

58 山紹介）

2012 年 1 月 4 日から岳連ホームページをリニュー
アルしました。広島県山岳連盟→検索でアクセスして

編集部より

ください。会報「もみじ」も閲覧できます。

○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

６、寄贈御礼
ＪＡＣ

気軽にお寄せください。編集の都合で一部手直しす

Hiroshima（日本山岳会広島支部報第 43

号 2012･4･1 発行

ることがあります。ご了承ください。

28 頁）

○会員団体で会報発行されたら岳連事務局までご恵

主な内容：公益社団法人日本山岳会広島支部ルーム

送下さい。随時紹介します。

設立の募金を展開・平成 24 年度例会山行計画・岳連

○この会報はメール配信しています。配信ご希望の方

創立 70 周年記念山岳・辺境文化セミナー「生きがい」

は岳連事務局までメールアドレスをお知らせくだ

人生の最高峰を目指して

さい。

プロスキーヤー・冒険家三

浦雄一郎・ほか。

題字デザイン
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