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本号内容 

１．第 10回運営会議（1/13岳連事務所）報告 

２．広島県および近辺のバックカントリースキー適地

紹介② 

３．岳連短信（寄贈御礼） 

 

１．第 10 回運営会議報告 

（事務局長 西部 伸也） 

当連盟では毎月第 2 水曜日に 19 名の理事と事務局

スタッフが集まって、当連盟の折々の方針/事業計画

を決定/承認する運営会議を行っています。運営会議

で決定された主な方針/事業計画は『もみじ』やホー

ムページに掲載しているところですが、今月はコロナ

禍で多くの連盟行事/山岳ＳＣイベントが中止になっ

て紙面に空きがありますので、やや詳しく報告するこ

ととします。 

 

日時：1月 13日（水）18:40～20:30 

場所：岳連事務所 

出席者：（理事）山田、亀井、大田(Zoom)、後藤、豊

田、錦織、永津(Zoom)、西部、堀内(Zoom)、森本、

内藤、三村、近藤(Zoom)の 14名、（事務局）平田、

杉本、このほか岡谷顧問 

配布資料： 

① R2.12.09運営会議議事録（2頁） 

② R3.01.06 指導部会議事録（3頁） 

③ R3.01.05 Withコロナ禍での R3年度事業計画編成

方針(案) & 理事のコメント（3頁） 

④ R3.01.08 1/7緊急事態宣言に係るスポーツ庁事務

連絡の冒頭ページ（1頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ R3.01.13 2021年度 登山教室受講者募集! （3頁） 

⑥ R3.01.13 2021 年度 登山教室カリキュラム案(２

年生) （1頁） 

⑦ R3.01.13 2021 年度 クライミングスクール受講

者募集! （2頁） 

⑧ R3.01.15 もみじ 203（1/13運営会議用）（9頁） 

議題： 

1. 承認が必要な案件＆状況報告 

①JMSCAジュニア普及情報交換会（2/13日 16時～18

時 Zoom会議）の参加者決定（従来は理事長が出席） 

会議は主に登山の分野のジュニア育成がテーマ 

出席者は山田・岡谷・村井（各自宅で）とする。 

②来年度の事業計画（案）の審議 

・特にスカイランの日程決定が重要 

恐羅漢は 10/24実施 広島湾岸は？ 

指定管理者候補は 3つ―2月中旬に決定か 

【その後 1/29に山田会長より、指定管理者が㈱ア

グリヒバゴン（西城建設㈱の別会社、社長：石川芳

秀氏(西城建設会長)・副社長：荒木卓夫氏(元西城

支所長、西城町職員時代はスカイラン担当、支所長

として 2度スカイランのスタ−タを務める)）に決定

したという連絡が入りました。】 

スカイランにハイキング部門を設定できないかと

いう打診もあり。 

次期スカイランチーフは 2/10に決定したい。 

・岳連例会山行はどうするか？ 県民ハイキングとの

兼ね合いも要検討 

③JMSCAブロック代表コーチ会議での情報によれば、

広島県はＳＣ競技施設が遅れている。サッカースタ

ジアム建設に際して要望ができないか？ 京都の例 

題字デザイン 今村みずほ   編集 西部伸也 

一般社団法人 広島県山岳・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ連盟 

〒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 
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のように。→亀井副会長が主担当になり取り組む。 

2. 主なイベント等の反省・報告 

国際交流奨励賞への応募⇒発表は２月上旬 

20年にわたる韓国大邱広域市山岳連盟との交流を

元に応募した。 

3. 各部報告 

・指導部（森本） 

来年度事業実施希望調査があり、夏山リーダー講習

会を予定している。 

2月の冬山技術研修会（大山）は中止とする。 

JMSCA研修会(2/13～14大山)は 1/9に中止の知らせ

が JMSCAホームページに掲載されている。 

・競技部（錦織） 

パラクライミングジャパンシリーズ（3/13～14福山）

の支援で山口以外の中国各県は OKの返事。 

ブロック大会種別予選通過枠の変更案が出ている

（フルエントリーの種別をなくし、かつ、どの県も

出場できるように）。 

岡山県から JMSCAへの要望書が提出された（ZOOM会

議での研修会実施に関連して） 

・高体連部（内藤） 

新人大会はもみのき森林公園で 2/6日帰りで実施 

4. JMSCA関連の報告・計画 

1/16 JMSCA 創立 60 周年記念式典・祝賀会（東京）

⇒中止 

2/14 JMSCA理事長会議 ⇒ Zoom会議 

5. 中国ブロック協議会 

3/6(土)か3/7(日)（10:00～12:00か18:00～20:00）

でリモート会議の予定（3/7 は山口県が不都合らし

い）。広島県出席者の人数が多い場合は岳連事務所

に集まる。 

6. その他 

次期役員変更案があれば 2月のうちに。 

 

 

 

２．広島県および近辺のＢＣスキー適地紹介② 

（事務局長 西部 伸也） 

前号に続き、広島県および近辺の初心者/初級者向

けＢＣ（バックカントリースキー/スノーボード、山

スキー）適地紹介です。今回は備北エリアとその近辺

を紹介します。 

今シーズンは 12 月半ばから中国山地も豊富な積雪

に恵まれてきましたが、1 月半ば頃より暖かくなる日

が増え、雪もいくぶん少なくなってきました。ここで

紹介するエリアの一部ではＢＣが難しくなっている

かもしれませんが、新たにまとまった降雪があればま

た可能になるでしょう。 

 

エリア紹介 

⑩三瓶山東の原 

三瓶山東麓の東の原にはかつて「さんべ温泉スキー

場」が営業していたが、2009-2010 シーズン以降は営

業されなくなった (現在は冬季以外に観光リフトが

動くのみ)。けれどもスキー場跡地は牧草地であるの

で、雪が積もれば現在もスキーやスノーボードを楽し

むことができる。駐車場もすぐそばに広いものがあり

便利である。 

跡地トップから標高差 30 数ｍの登りで大平山(854

ｍ)のピークに立つことができるので、大平山まで登

るのがお勧めである。ピークからは男三瓶や子三瓶な

ど三瓶山の全容を俯瞰することができる。 

三瓶山でもう一つお勧めなのは、ＸＣ(クロスカン

トリー)スキーである。北の原キャンプ場には安価な

(3時間 500円・1日 1000円)レンタルもある。ＸＣの

適地としては北の原一帯、車で移動して東の原一帯、

さらにはサイクリングロードを利用して北の原～東

の原を行き来することもできる。 

 

(左)XC 練習（2010.12.25）  (上)東の原と女三瓶（2011.2.6） 
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⑪赤来高原 

島根県飯南町の赤名地区の武奈ヶ平山(724ｍ)の北

西、標高 500ｍ前後の高原にはかつてリフトも架かる

小さなファミリー向けのスキー場があったが、やはり

10年少々前に営業をやめてしまった。三瓶山東の原と

異なり、跡地の上部には木も茂っているが、下部には

広々とした雪原が広がっている。跡地までは国道 54

号線から 700ｍほどの距離である。 

 

赤来高原スキー場跡地（2018.2.26） 

 

 

⑫毛無山緑地公園 

庄原市高野町の毛無山山麓にある毛無山牧場のす

ぐ手前には毛無山緑地公園があり、駐車場やトイレ

(冬期も使用可)がある。積雪期は駐車場の除雪は行わ

れないが、駐車場のすぐ先で現在「産業廃棄物保管場

所」施設の工事が行われており、そこに至るまでの道

路が除雪されているので、工事が休みの時には詰所前

の広く除雪された所に駐車できる。 

緑地公園から牧場にかけては、北広島町の八幡高原

と似た感じで、小さな小山もある雪原が広がっている。

滑降を楽しむには、駐車場のすぐ東側になる祠のある

小ピークや牧場上部へと通じる雪をかぶった道路の

脇にある小ピークなどが良いだろう。また駐車場の南

東側一帯でスキーハイキングを楽しむのも良い。 

なお、緑地公園駐車場・工事現場までは南側の国道

432号線から 2.5kmほどの距離である。 

 

 

毛無山緑地公園。背後は毛無山（2019.2.12） 
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⑬吾妻山 

ドルフィンバレイ (旧ヒババレイ )スキー場が

2005-2006 シーズンをもって営業を終了した影響で休

暇村吾妻山が冬季営業をやめて以降 (来シーズンか

らは冬季以外も閉鎖)、アプローチが難しくなった吾

妻山であるが、樹木の少ない斜面が山頂の四方に広が

っており、広島県では深入山と並ぶＢＣ好適地と言え

る。問題はアプローチだが、12月前半や 3月後半辺り

で休暇村まで車で上がれるようだと、お手軽に楽しむ

ことができる。 

初級者に最もぴったりのスロープは、かつてロープ

塔が設置されたスキー場でもあった「小坊主」である

が、慣れてくれば、山頂から東西南北四方に滑降する

のが楽しい (東側の大膳原に向けては急斜面ではあ

るが)。 

 

ロッジ裏の原池と小坊主。右の斜面を登れば山頂（2019.3.8） 

 

 

⑭県民の森 

比婆山など、県民の森の六ノ原周辺の山々には吾妻

山のようなオープン斜面は少ない (池ノ段・立烏帽子 

 

山・竜王山などの山頂一帯は開けてはいるものの、ア

プローチがややハード)が、その代わりにブナの林を

縫ってのツリーランが楽しめるという魅力がある。特

に比婆山は、スキー場のリフトトップから近く、割と

お手軽である (今シーズンはスキー場が休業中のた

め、ボトムから歩かなければならないが)。木をうま

く避けてターンできるようになれば、比婆山はぜひと

もトライしたい山である。なお、比婆山に限らないが、

ＢＣではヘルメットの着用は必須である。 

初心者向けにはスキー場への入口となる金屋子神

社周辺でも練習することができるが、ファミリーのソ

リ遊びの邪魔にならないように。 

また、出雲峠への広めの道の往復や峠一帯の開けた

スロープで楽しむのも良い。 

 

比婆山御陵～スキー場間のブナ林（2012.3.30） 
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⑮道後山 

道後山は西隣の比婆山連峰と比べるとやや積雪が

少ないようだが、山頂一帯には広い雪原や樹木の少な

いスロープが広がっており、深入山や吾妻山と並んで

広島県のＢＣ名山と言ってよい。 

一番お手軽なのは、スキー場トップの月見ヶ丘一帯

で、1088から南に延びる稜線ではちょっとしたツアー

気分が楽しめる。稜線の南端付近までは傾斜も緩く多

少アップダウンがあったりするが、そこからスキー場

の中間部へ向けての尾根筋が頃合いの斜面である(途

中には丸太でできた鳥居もあったりして、面白い)。

また、その尾根筋の北側、食堂/休憩所の裏手には、

かつてＴバーリフトもあったらしい開けたスロープ

があり、そこでも楽しめる。 

スキー場から岩樋山も含めた山頂一帯までは標高

差 200ｍほどの登りだからそんなに苦労でもないので、

山頂との間の樹林帯の下りが安全にこなせるように

なれば、ぜひとも訪れたい。山頂一帯の雪原と白いピ

ーク群は、天気が良ければ感動ものである。中腹にあ

る東屋から先の登りルートは、岩樋山に直登してもよ

いし、東側の鞍部に向けてトラバース道をたどっても

よい。 

北側の持丸山(多里大山)も含めて、縦横無尽に滑走

できるのが道後山の魅力で、ウロコ板だととりわけ楽

しめる。 

 

 

 

 

 

 

月見ヶ丘南陵にある鳥居（2017.1.22） 

 

山頂一帯。中央は岩樋山（2016.2.11） 

 

⑯三平山 

三平山は広島県からだと蒜山高原のすぐ手前の鳥

取/岡山県境の山で、深入山同様、岡山県側の半分は

草地になっており、蒜山高原から眺めると、冬には白

い斜面が大きく横に広がる印象的な山である。山頂か

らは 360度の展望で、とりわけすぐ北側の大山南壁や

烏ヶ山の姿が圧巻である。 

駐車地点となる県境の登山口から県境に沿って登

ることもできるが、滑降コースとなるとやはり樹木の

無い東側が良い。ただし、深入山同様、雪崩もよくあ

るので、コース取りに注意しなければならない。東側

の登山口に滑り降りた後は、雪の林道を歩いて駐車地

点に戻ることになる。 

 

蒜山高原からの三平山（2011.3.5） 
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⑰奥大山（木谷・三ノ沢） 

春になって中国山地西部の雪も少なくなってくる

頃、なお豊富な積雪を湛えており、なおかつ広島から

近いのが、大山や氷ノ山であるが、とりわけ大山周辺

の奥大山や鏡ヶ成は広島からも比較的近く、ちょっと

足を延ばすにはよい所である。近年雪は少なくなって

きたが、例年だと鏡ヶ成辺りでは 4月上旬か中旬まで

ＢＣが楽しめる。 

奥大山で初級者にも手頃なのは、奥大山スキー場

(現在休業中)のすぐ横にある木谷の右岸台地から文

珠越付近の谷を詰めるコースで、技量に応じて高度を

上げればよいが、1250～1300ｍくらいまでが手頃だろ

う。 

三ノ沢に入るには、大山環状道路の冬期通行止が解

除されるまでは奥大山スキー場あるいは鍵掛峠から

歩かなければならない。文殊堂の横から沢に入り、大

堰堤を超えて 1300～1400ｍあたりまでは中斜面とい

った感じである。これも技量に応じて高度を上げれば

よいが、春も時期が遅くなってくると、上部には落石

が多く転がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

大山三ノ沢。中間部に大堰堤（2011.4.17） 

 

文珠越え付近（2019.1.13） 
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⑱鏡ヶ成 

鏡ヶ成には短いリフトが 1本動いているスキー場が

あるが (もう 1本の長いリフトは近年稼働してないよ

うだ)、スキー場だけでなくその周辺や向かいの象山

など、至る所に好スロープがある。駐車場からすぐに

繰り出せるので、便利でもある。 

初級者向けのツアーコースとしては、烏ヶ山の北東

稜にある 1230ピークの往復や烏ヶ山南の 1180ピーク

東側の広い谷にある巨大ブナの往復、鬼女台(きめん

だい)往復、さらには西側の城山 1056ピークの往復な

どが考えられる。これらのツアーはクロスカントリー

スキーでも楽しめる。鏡ヶ成にも比較的安価なＸＣレ

ンタルがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鏡ヶ成からの烏ヶ山（2010.3.30） 

 

 

３．岳連短信 

１．寄贈御礼 

三原山の会『筆影』No.491（2月号） 

福山山岳会『会報』R3.2月号 

広島やまびこ会『やまびこ』No.776（2月） 

広島山岳会『山嶺』第 866号（R3.1月） 

広島山稜会『峠通信』第 740号（2月） 

『中信高校山岳部かわらばん』第 690・691・692 号

(2/8・2/7・2/10) 

 

 

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。 

〇会員団体で会報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下さい。 


