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平成 25 年度 岳連会員例会山行計画 

灰が峰・花見山行（4 月） 

北アルプス常念岳（7 月）など 

 

会員の交流の輪を広げよう 

 

 
平成 25 年度岳連会員例会計画が発表された。これ

は加盟団体会員と個人会員の交流の輪が広がるよう

昨年から計画実施されているもので、多くの方の参加

を期待している。山行計画は次頁に掲載しているが、

年間 19 回の山行が計画されている。 
 実施計画の要項は次のとおりである。 
 
参加資格は岳連加盟団体員・個人会員 
   日帰り 1,500 円、テント泊 2,000 円 
 
参加資格 
岳連加盟団体員、個人会員（登山教室・クライミン

グスクール受講者含む）の方で日本山岳協会山岳共済

会の山岳遭難・捜索保険又同等な保険の加入者。 
参加費（当日払い） 
 日帰り：1,500 円 テント泊：2,000 円 貸し切り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バス・宿泊施設・自家用車便乗は実費負担。 

○コースは変更となる場合があります。費用・集合場

所・時間等は、決定後メール等でご連絡します。貸

し切りバス利用の山行は、予定人数にならない場合

には現地集合（乗合）になることがあります。 
○参加を希望される山行を事前に申し込みいただい

ても結構です。 
○机上講習会も自由に参加いただけます。但し、登山 

教室受講者以外の方は 1 回 500 円いただきます。 
 
参加条件有山行は、何度か例会に参加され、歩く体

力と装備があると判断出来る方。 
集合は一部を除き広島駅新幹線口 8:00 集合。遠方

山行時は早朝出発。 
 
連絡申し込み先 
（一社）広島県山岳連盟事務局 
〒733-0111 広島市西区横川町 2 丁目 4-17 
電話・FAX 082-296-5597 （月～金 13:00～18:00 
e-mail hgakuren@lime.ocn.ne.jp 
 

広島県山岳連盟事務局当番 
       開所時間 13:00～18:00 

月曜日 岩内 平田 
火曜日 萬行 落海 
水曜日 平田 落海 
木曜日 平田 
金曜日 岩内 萬行 

 運営会議（第 3 水）には平田・落海両氏が交代出席 

 

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 
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平成 25 年度岳連会員例会計画 
 

実施月 内 容 

4 月 13 日（土）灰ヶ峰（花見山行）ＪＲ＋路線バス 

広石内―白糸の滝ー江ノ藤山ー灰ヶ峰ー広 

24 日（水）経小屋山（わらび狩り）（廿日）ＪＲ 

5 月 6 日（祝）十種ヶ峰（ヤマシャクヤク）（山口市徳佐） 

神角八幡宮―自生地ー十種ヶ峰山頂ー野外活動セン

ター  貸切バス 早朝出発 

6 月 9 日（日）十方山（安芸大田町）貸切バス早朝出発 

立石登山口ー十方山ー恐羅漢山又は内黒峠 

19 日（水）安芸アルプス （広島市安芸区）ＪＲ 

瀬野駅ー坂山ー鉾取山ー原山ー洞所山ー城山ー鐘ヶ

燈籠ー熊野 

７月 14 日（日）～15 日（日）大山 1 泊 2 日（大山町）

貸切バス 1 泊 早朝出発 ユートピアお花畑＋船

上山ー甲ヶ山ー矢筈ヶ山 参加条件有 

26 日（金）～30 日（火）北アルプス常念岳（長野

県）中房温泉ー燕山ー大天井（泊）－常念岳―蝶ヶ

岳（泊）―上高地（泊） 貸切バスのみ登山教室合

同 夜発：バス１山小屋 3 泊 参加条件有 

 

8 月  21 日（水）鉢巻山（呉市）JR 天応駅―上山―天応

烏帽子岩山―鳴滝―鍋土峠―鉢巻山―八畳岩―呉 

9 月 7 日（土）大峰山（広島市最高峰からの大パノラマ

（広島市佐伯区）貸切バス 西大峰山登山口―西大

峰山―大峰山―大峰山登山口 

10 月 12 日（土）～13 日（日）石鎚山（紅葉） 

貸切バス山小屋 1 泊 石鎚ロープウエイ前―（下谷

コース）－夜明峠―鎖場―石鎚山山頂―天狗岩山頂

泊（小屋泊）－（面河峡コース）－愛大小屋―面河

峡 参加条件有 

23 日（水）大野権現山（ベニマンサク）（廿日市市）

JR＋路線バス 佐伯工業団地 BS―大野権現山―お

むすび岩―ベニマンサク湖―烏帽子岩―上峠 BS 

 

11 月 2 日（土）三段峡（紅葉）貸切バス  

聖湖―三段峡―猿飛―黒淵―三段峡正面入り口 

12 月 1 日（日）鈴ヶ峯（忘年山行）（広島市佐伯区）JR

西広島駅―柚木城山―315ｍ峰―鬼ヶ城―鈴ヶ峯－ 

新井口（忘年会） 

11 日（水）周防大島縦走 貸切バス 早朝出発  

文殊堂―文殊山―嘉納山―嵩山―源明山―笛吹峠 

平成 26

年 1 月 

5 日（日）新年登山（宮島）（廿日市市）ＪＲ＋船 

岳連新年互礼会に参加 

11 日（土）右田ヶ岳・西目山（防府市）貸切バス 

早朝出発 右田小学校―石船山―右田ヶ岳―尾根ル

ートー勝坂―西目山―大日コース大日 

2 月 8 日(土)～9 日（日）比婆山（雪山山行）（庄原市）

貸切バス（8 日山行 9 日山岳レスキュー研修）参加

条件有 

19 日（水）曾場ヶ城：水ヶ丸山（東広島市）ＪＲ 

八本松駅―曾場ヶ城―水ヶ丸山―瀬野駅 

3 月 16 日（日）猿政山（春山山行）登山教室合同（島根

県奥出雲町）貸切バス 早朝出発 内尾谷―猿政山

（往復）参加条件有 

俳句五題 
富澤哲郎（岳連参与）  

初日出 迎えに登る 子ら元気 
 
山頂で 目をかがやかし 初日待つ 
 
高い峰 月光あびて 神々し 
 
山ガール 安全を祈り 神妙に 
 
雪の山 急ぎ下るが 日が暮れる 

（2013･2・7） 
 

第 21 回比婆山国際スカイラン 
2013･5･19（日）10:00 スタート 

申込み期間：1･7（月）～4･19（金） 

参加費：Ａ・Ｂコース一般 5,000 円 中高生 3,000 円 

     Ｃコース 参加者一律 1,000 円 

申込み：岳連事務局 電話・FAX 082-296-5597 
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「私の百名山」心惹かれた一景 その 9 
広島三峰会 会長 小方重明 

 

中国・四国・九州 編  
29. 厳冬期の縦走（大山 1729 m） 

剣ヶ峰へ トレース 写真撮影：1983.2.27 

冬の大山は極寒の世界だ。厳冬期に何度か大山に登

ったが、雪稜を縦走中、突然、目の前の雪庇が割れて

表層雪崩になって落ちていった。生きた心地がしなか

った。冬の大山、慎重に用心！用心！ 

 

30. 朝焼け（剣山系 次郎
じ ろ う

笈
ぎゅう

 1930 m ） 

剣山 1955mの山頂から 撮影：1978.5.1 

早朝、剣山の頂上に立った。その日は快晴で、瀬戸

内海・紀伊水道・太平洋が一望にあった。そして目の

前には、朝日に照らされた次郎笈が美しく横たわって

いた。 

 

31. 白骨樹（石鎚山 1729 m） 

白骨樹間に垣間見る 撮影：2012.10.24 

笹一面に敷きつつまれた瓶ヶ森。白骨樹が乱立して

エキゾチックな光景を呈していた。白骨の樹間から垣

間見る石鎚山は、いかつく武骨だった。 

 

32. 海上アルプスの山（宮之浦岳 1935 m） 

屋久島の最高峰 撮影：1966.5.6 

テントや食料など 25 キロのリュックを担いで、海

抜ゼロの安房港から宮之浦岳を踏む屋久島縦断に挑

んだ。二日がかりで山頂に立って、東支那海や太平洋

を見下ろした。その夜は花ノ江河で野営をしたが、夜

半から激しい雨に降られた。翌日も雨は降り止まずス

コールのような雨の中、不明瞭な悪路を歩いて、湯泊

の海岸へ下山した。思わず救われた心地だった。 

縄文杉が発見される前の、屋久島が静かな秘島だっ

た頃の遠い昔の体験であった。 

（「私の百名山」は今回で終了です。ご愛読ありがとうございました。） 
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山の風景 25 
生口島 牡蠣山（尾道市） 
 

写真提供 森 智昭（ひこばえ） 

 
 

 

岳連短信 
１、ひこばえ写真展開催 

 第 13 回山を楽しむ「ひこばえ写真展」は次のとおり開催。 

日 時：6 月 18 日（火）～6 月 23 日（日）9:30～18:00 

（最終日は 17:00） 

場 所：ＮＨＫ広島放送局「ＮＨＫギャラリー」 

山を楽しむ写真が約 40 点展示されます。 

 

故郷 広島の山 
渡辺公子作曲 大岡義明作詞 

（平成 5 年 一部改正平成 19 年） 

 

１、高き恐羅の 嶺越えて 

 砥石 眼下に聖湖か 

熊笹の丘 十方山 

    アー 広島 ふるさとの山 

 

２、岩のキレット 窓が山 

  三倉の 三岳も岩の剣 

   馬の背またいで 鎌倉寺 

    アー 広島 ふるさとの山 

 

３、石仏たずねて 白滝へ 

  望むは 四国の連山に 

   夕日に浮かぶ 野呂の山 

    アー 広島 ふるさとの山 

 

 ４、比婆を歩いて 烏帽子山 

 御陵の御霊 吾妻山 

 眺めば大山 雪の城 

    アー 広島 ふるさとの山 

 

５、胸突き八丁 白木山 

     街並み広がる 呉婆々宇へ 

    武田の山より 三滝寺か 

     アー 広島 ふるさとの山 

 

６、海を渡れば 紅葉谷 

    かえでを拾って 弥山岩 

    向かう古鷹 安芸小富士 

     アー 広島 ふるさとの山 

 

 ７、出湯つかって 湯来の山 

   滝のしぶきで 身を洗う 

   竜頭のせせらぎ 天上山 

    アー 広島 ふるさとの山 

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。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。 
 
○各研修会、講習会へ参加された方は積極的に報告書を

提出ください。随時掲載いたします。 
 
○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。 
題字デザイン 今村みずほ   編集 仲井正美 

 


