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お知らせ 

                              

国民の祝日「山の日」8 月 11 日 

記念行事について 
 

 

一般社団法人 広島県山岳連盟 

 会 長  京 オ  昭 

 皆様方には、時下ますますご清栄のこととお慶び申

し上げます。 

 さて、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝す

る」ことを目的として、８月１１日が国民の祝日「山

の日」として制定され今年から実施されます。 

 山岳連盟ではこれを記念して、８月１１日(木祝)に

比婆山周辺（庄原市西城町）で、2 つの行事を開催し

ます。 

皆様方におかれましては、いずれかご希望の行事に参

加し、第１回目の「山の日」を盛り上げていただくよ

う、お願い申し上げます。 

 なお、１人が複数の行事へ参加することは、行事運

営の都合上できません。ご了承ください。 
 

 集合時刻・場所は、いずれの行事も８月１１日(祝) 

１０時「ひろしま県民の森公園センター」です。 

記 

１ 第３回「県民ハイキング」 

 (1) 対 象 者  一般県民（岳連加盟団体員・個

人会員も参加可能） 

 (2) 内  容  一般県民のみなさまに、比婆山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の遊歩道歩きをゆっくりと楽しんでいただく。 

 (3) 参 加 費  岳連加盟団体員・個人会員： 

５００円、一般：１,０００円 

 (4) 雨天扱い  雨天中止（前日１９時の天気予

報で、当日の６～１２・１２～１８時のい

ずれかの降水確率が５０％以上の場合） 
 

２ 自然保護指導員研修会 

 (1) 対 象 者  自然保護指導員、自然保護に関

心がある方で、岳連加盟団体員・個人会員

の方（一般県民も参加可能） 

 (2) 内  容  比婆山をゆっくり歩きながら、

講師の指導のもと、登山道沿いに自生する

植物観察の方法を学ぶことにより、今後の

自然保護指導員活動の資質の向上を目指

す。当日開花している花の解説を中心に研

修を行う。 

 (3) 参 加 費   

岳連加盟団体員・個人会員：１,０００円、

一般：２,０００円 

 (4) 雨天扱い  雨天決行 
 

 ７月２９日（金）までに、添付の申込書に記載して、

山岳連盟事務局に申し込んで下さい。 

 

 

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。 

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 

http://hiroshima-/
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トピックス 

 

皆様の活動を支援します 
―山域を守るための活動を行う団体、募集 

 

 日本山岳遺産事務局(山と渓谷社内)では「山域を守

るための活動を行う団体」の支援を募集している。 

主な要項は次のとおりです。 

 

申請団体の条件 

①法人格を有する団体。又は、同程度に社会的な信

頼を得ている任意団体であること。 

②山岳環境保全などの活動を、特定の山岳エリアで

3 年以上行っている団体であること。 

③助成金拠出対象事業の実施状況、予算、決算など

の財政状況について、当基金の求めに応じて適正に

報告できる団体であること。 

 

2016 年度の助成金総額：200 万円が助成金の用途と

して認められるもの 

①2017 年度の活動として認められるもの 

②私財・物品の購入など。又はこれらの修繕などの

経費。 

③専門家などへの謝礼金等。 

④旅費、交通費、宿泊費、食費、通信連絡、現地事

務所の光熱費等の経費。 

⑤資料の翻訳、印刷、出版等に係る経費。 

 

申請締切日：2016 年 8 月 31 日 

 

審査機関：2016 年 9 月 1 日～9 月 30 日 

 審査の結果、助成団体及び助成金額を確定します。 

 

助成金支払日：2017 年 3 月（予定） 

 

日本山岳遺産基金とは 

 日本の山々がもつ豊かな自然、文化を次世代に継承

したいために山と渓谷社が設立した基金です。 

 「山岳環境保全」「安全登山啓発」「次世代育成」を 

目的に、日本山岳遺産の認定と認定地で活躍する団体

への助成金拠出および広報支援、各種イベント、キャ

ンペーンの開催など様々な活動を行っています。 

 

問い合わせ 

 詳しくは日本山岳遺産基金のウエブサイト

（htto//sangakuisan./sakei .co.jp）をご覧ください。 

 日本山岳遺産事務局 

 （山と渓谷社内 Tel 03-6744-1900（代） 

 

 

 

春の雲月山 山焼きに参加して        

  

 

写真提供 福永やす子 

 

さびしい岳連からの参加者 

      多くの参加者を望みます 

 

           理事 福永やす子 

毎年、4 月の第二土曜日に島根県県境の雲月山で山

焼きが行われます。昨年まで岳連から加盟団体に情報

を流しておりましたが、今迄の参加者リストの方には

高原の自然館からお知らせが届くだろうと軽い感じ

で当日を迎えました。私は優先順位で手帳に記してい

るので毎年欠かさず参加して山焼きを体験し楽しん

でおります。なんと今回は山岳関係の方が 5 人と寂し

い限りでした。 

PR のため、遅ればせながら報告します。 

以前は 50 人を超える参加者でどのグループにも知

った方がおられて、初心者でも防火帯作りに参加して

交流を深めた思い出があります。 

参加申し込みをすると事前に自然館から班分けをさ

れた封書には共通認識の安全対策マニアルが入って

いて初心者にも判りやすく「なぜ草原保全が必要か」

「火入れ参加の注意事項」「火入れの仕組み」「準備品」

などを理解して 500 円を払って一日ボランティアを

行います。500 円には保険代と炊き込み弁当とうどん

が地元の方のサービスです。昨年から作業後のお風呂
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券も戴けます。前置きはこの位で・・・。 

４月９日(土曜日)前日までの天気も良好で今日は山

焼き日和で北広島町に向いました。開会式を済ませ午

前中は班ごとに色分けしたゼッケンを付けて防火帯

作りに移動。地元の草刈り機隊が５ｍ位の防火帯を刈

った後で我々ボランティアがレーキを使って草を寄

せて防火帯を完成。午前の作業を終え昼食場所に集合

する頃、地元の消防団のメンバーが続々とやって来ま

す。ミキサー車で水も運ばれて来て消火の準備もＯＫ。

皆で昼食。一緒に汗を流したメンバーでの交流で話が

はずみ、午後は１５リットルの水を背負った消防団と

一般参加と準備されたヒノキの枝をそれぞれ持って

火入れの作業で班ごとにスタンバイ。ヒノキの枝で火

を擦って鎮火さすのです。今年は良く乾いてとても迫

力があって見事な山焼きでした。怪我人も無く無地に

終了。頂いた芸北オークガーデンの入浴券で疲れを癒

して帰宅した。 

なぜ山焼きが必要か。北広島町に生物多様性が残る

自然を維持し、今迄継続されて来た草原保全活動を理

解して戴き高齢化が進む地元の方の助けとなるよう

今後、山岳関係者の皆さんが多く参加して戴きますよ

うよろしくお願いします。  

 
雲月山山焼き参加者のメンバー 

写真提供福永やす子 

 

第 3回登山教室を終えて 
 

日時 6･11（土）～6･12（日） 

登山方法 テント泊山行 

山域 瓶ヶ森～石鎚山 人数 14名（スタッフ含む） 

 2 年生第 3 回目は岩稜歩き、歩荷トレーニンがで四

国の瓶が森～石鎚山へ行ってきました。2 年生は発遠

征なので睡眠不足で登りはつらかったようです。 

 今回も CLと SLはリーダー育成クラス生が担当しま

したが、しっかりパーテイーを纏めて歩くことができ

ました。（指導部 森本 覚） 

 

岩稜歩きと歩荷トレーニング 

登山教室2年 川口 浩 

 

今回の山行の目的は「岩稜歩きと歩荷トレーニング」

で、瓶ヶ森～石鎚山を歩荷した。通常のテント泊山行

の装備にロープが増えただけだと思うのだが、なぜか

今までで一番重い装備になった。 

２２:００時に横川駅を出発して石鎚山のロープウ

ェイ乗り場へ。予定時刻の６時３０分に出発。瓶ヶ森

までの登山道はほとんど登りで、蒸し暑さもあって重

いザックを担ぎながら歩くのはきつかった。瓶ヶ森を

超えると下りが続き楽になったもののシラサ避難小

屋に着く頃にはもうヘトヘトだった。 

避難小屋に着いても今回は食担なので疲れたと休

んではおれず、ザックからシュラフ他と調理に必要な

ものを取出し調理作業に参加した。今回は山奥さんが

夕食、私が朝食のメニューを担当した。食材は、山奥

さんが鍋に放り込めば済むように調理済みだった為、

調理を初めて出来上がり迄とても早くできた。その他、

食坦以外の料理をいくつも調理して頂けたので十分

な夕食となった。 

 朝、誰かの目覚ましで起き、身支度をして食事の準

備。昨日、戻しておいたアルファー米と乾燥大根菜を

取出し、雑炊と、大根菜入りの味噌汁、魚肉ハンバー

グを焼いたものを皆さんに作って頂いた。こちらも調

理を始めて出来上がるまで早くできた。まあ料理が苦

手な自分としてはまあまあ良くできた方だと思う。皆

さんに作ってもらったのだが。 

 土小屋を経て休憩をした後、チェストハーネス、カ

ラビナ、スリング、ヘルメットを準備して東稜ルート

へ。岩や木の枝、笹などを掴みながら登り進む。ビレ

イして頂きながら岩場を登る。雨で岩が濡れているた

めに滑りやすく足もどこに置いていいのか分からず、

教えてもらいながら登った。そうこうしながら天狗岩
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を経て石鎚山山頂に到着。靄があって山頂の景色を眺

めることはできなかったが、とてもいい体験ができた。

皆さん、ありがとうございました。 

 
 

写真提供 久保田征治 

 

第 3回 登山教室を終えて          

日時 6･19（日） 登山方法 日帰り山行 

山域 木の宗山～松笠山 

人数 10 名（スタッフ含む） 

 

2016 年度 1 年制第 3 回目は、１２ｋｇ

以上の荷物を担いで木の宗山～松笠山へ

行ってきました。今回は土砂降りの雨での

行動開始でしたが、次第に天候は回復し計

画通りのルートで歩けました。 

（指導部 森本覚） 

 

木ノ宗山～松笠山縦走 

登山教室 1年 宮本 政明 

 

1 年生 第 3 回の登山教室は、荷物を担いで歩く“12

㎏を担いでみよう”と言うテーマで、木ノ宗山～松笠

山を縦走した。前回までの荷物が７㎏だったので、今

回は+5 ㎏を担ぐことになった。500cc のペットボトル

で重量を調整。提げると重いが、背負うと問題はない。

天候は雨。7 時 58 分上深川駅を出発。フードに当た

る雨音を聞きながら登山口へ向かう。竹林へ入り、木

の宗山へと登って行く。良いペースで引っ張ってもら

い、気持ちよく頂上まで登る。「雨は上がるよ」の声

でレインウエアを脱ぐ。ん…少し寒い？ いや…シャ

ツもパンツもベチョベチョだ‼。頼むぞストームクル

ーザー。これは、雨か？それとも、汗か？ みんなは

濡れていないのか？ 等々考えているうちに休憩が

終わる。三田ヶ峠へ向かう下りは、入口から急坂。慎

重に足場を選ぶ。山頂直下の展望台まで行くと、霧が

晴れ見晴らしがいい。ここで、クロスベアリング法の

説明を受ける。次に目指す三田ヶ峠､二ヶ城山も確認

できた。下りは、まだまだ続く。踵の靴ズレの痛みも

下りでは和らぐ。次の登りに備えて、ここで気持ちを

整える。二ヶ城山の登山道には地図に載っていない山

名や標高がラミネートして表示してある。整備して下

さる方々へ感謝。鉄塔 3 箇所を通り抜け頂上へ。蝦蟇

ヶ峠へ下り菰口憩いの森で休憩。トイレの前に懐かし

い手押しポンプがある。松笠山へ登り八畳岩へ。天気

は回復し展望に恵まれる。あとは駅へ向かい 1400ｍ

を下るだけ。途中、境内を通過。松笠観音寺。お水が

おいしいらし。ここからは参道を通る。濡れて滑りや

すい石段が膝に来る。参道なのにガレ場もある。こち

らから登るのは大変そうだ。龍泉寺まで下り解散する。

大丈夫だと思った荷物も、１日担ぐと肩が痛い。途中

でザックを調整すればよかったと反省。時刻は17時、

日没まで時間がある。少しだけ歩いて帰る事にする。

しばらくしてラーメン屋を通過。後戻り。入る？シャ

ツもパンツもベチョベチョだ!! 今回は、間違いなく

汗だ。 戸坂駅から+4 ㎞。ここで終了。ごちそうさ

までした。今回も無事山行を終える事ができました。

山岳連盟スタッフの皆様、上級クラスの皆様 お世話

になりました。これからも宜しくお願い致します。 

 

写真提供 森本 覚 
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第３回クライミングスクール報告          

                                 

日 時：６月５日（日） 

場 所：クライミングジムセロ 

 

初めてのクライミングスクール 

受講生：虎谷 眞澄 

 

雨天で天神川のセロです。ずっとクライミングスク

ールに入りたく思っていて、諸事情で許されず、しば

らく山からも離れていました。ようやく１０年後に念

願かない、よかったね、と言ってくださる方もいらっ

しゃいましたが、４０歳ならともかく、その歳になっ

て、何のためにクライミングなんか始めるのか、その

歳でやってもしょうがない、といろいろな方に言われ

ました。確かに、高いところは苦手です。賢くもあり

ません。ビレイしてもらっているから大丈夫、と言わ

れても、落ちたらどうしよう、と思ってしまいます。

（ビレイで落ちたり、ぶら下がったりする模擬体験も

機会あればしてみたいと思いました。）日頃の山行に

クライミングは必要ないかもしれません。でも、沢行

き、雪山行き、予期せぬ登山道崩壊等の危険個所で、

確実に安全に通過するために、少しでも技術を身につ

けたいと思っています。 

一か月に一度の講習で、その間練習できるお仲間が

まだいないので、次の講習まで不安な時間を過ごして

います。出来ないなりに、少しでも頭を整理していか

ないとと思っています。 

今回の講習は、ハーネスと必要な装備の装着をパー

トナーと確認しあうことから始まりましたが、まだ流

れが確実に自分のものになっていないので、ハーネス

に必要なもののみを自信を持って配置することがで

きませんでした。その後、柱を使って、リード＆フォ

ローの方法を練習し、次に、実際にトップロープの掛

けてある平面の垂直壁でリードを下からビレイしま

した。最後に立体垂直壁をリードにビレイされて登り、

天井近くの工事現場のような狭い足場（実際はもっと

狭い場所で作業すること多いと思うので、速く正確に

作業できるようにならないと危険と思いました。）で

セルフビレイした後、次に登る方を今度はリードとし

てビレイしました（最初のステップの余分なロープを

引き上げることを忘れました。）。その後、ラッペルで

懸垂下降しましたが、オーバーハングの壁の下降は初

めてで降り方がわからず、足を離してロープにぶらさ

がれ、とおしえていただき、ロープにぶら下がること

になぜか罪悪感のあった私のぶら下がり初体験でし

た。 

クライミングスクールに入らなければ、一生知らな

かったであろう ATSとエイト環。使用方法を教えてい

ただいて、その有能性に感激しながらも、頭が悪いの

でその仕組みがまだよく理解できていません。危険を

伴う実際の岩では、確実な理解と迅速に操作できる技

術が必要と思います。インストラクターの皆様には、

各回とも、根気よくとても丁寧に教えていただいて、

感謝しています。８回の講習ですが、少しでも確実な

技術を身につけ、これからの山行の幅を拡げていきた

いとと思っています。これからもご指導宜しくお願い

致します。ありがとうございました。 

 

クライミングスクール報告             

 

雨を恨みながらの参加 

花田純子  

 

集大成としての 3 年目のクライミングスクール第 3

回目は、雨のため、貴重な１日を CERO となり、雨

を恨みながら参加です。 

本日の課題は、マルチのシステム確認とリードのビ

レイ練習でした。１年目は「マルチって何？どこを登

るの？」と理解不能でした。後者の疑問は今もやや残

っていますが、安心して下さい！今は理解出来ていま

す。指導員のお手本にも納得が出来、意気込んでスタ

ートしたものの、セルフを取った後から、若干のアド

リブにもう、わたわた・・・自分が何をどうしていい

のか分からず撃沈・・。次の課題であるリードのビレ

イは、リードの安全と登りの妨げにならないようなロ

ープ操作はクライミングの基本であるが本当に緊張
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の時間です。が、落ちてくださる指導員の方が大変だ

なと、毎回感心をしまいます。指導員の方から、実践

的な技や、ルートファインディング能力を磨くこと、

か弱い女性のビレイポイント、ビレイの立ち位置など

貴重なアドバイスを頂けました。外岩では得ることが

出来なかった事を勉強することが出来たと思いまし

た。 

スクール終了後は、撃沈したマルチの復習をはじめ、

初相手のビレイをする緊張感、他のスクール生や指導

員と交流を持てた充実した自主練となりました。しか

し、登り始めたが、ビレイヤーが手袋の装着を忘れる

という一コマがありました。安全な環境に助けられ登

り切る事が出来ましたが、大きな反省となりました。

安全確認をしたが不十分であったこと、2 人の責任で

あり基本中の基本であり外岩では絶対にこの様な失

敗はないように肝に銘じておきます。 

閉店間際まで指導員の方と同年代のスクール生と

「外岩行きたい～・山岳会について・自分の山スタイ

ル」など女子トークまでしてしまいました。「びびり」

の性格が後押しをして外岩に行くチャンスを掴めな

かった私は、今年でクライミング卒業を考えていまし

たが、もしかして外岩仲間出来る？もしかしてクライ

ミング続けられる？と、嬉しい収穫が出来ました。 

この時期に雨が降りＣＥＲＯでのスクールとなった

ことに少し感謝し、来月は、外岩に行けるように天気

になりますように～。 

 

 

第１５回「山の日」県民の集い    

 

八幡高原会場、臥龍山登山道整備に参加 

 

 理事 福永やす子 

 

広島県山岳連盟は６月４日(土)に１６名が参加して

臥龍山周辺の登山道整備を行ないました。 当日９時

１５分に山麓庵前の広場に集合して、広島県山岳連盟

と日本山岳会広島支部合同の開会式を実施。 実行委

員会事務局の河野さんの司会で、ひろしま｢山の日｣実

行委員会の前垣副会長の挨拶後、日本山岳会広島支部

の兼森支部長挨拶・広島県山岳連盟の野島副会長挨

拶・斎陽子さんによる｢山の日宣言｣があり、各団体毎

に作業要領を確認して、車で現地に向かいました。 

作業は、菅原林道出会いから山頂に向かう A 班と雪

霊水から山頂へ登り、菅原林道に向かう B 班に分かれ、

各班草刈機 2 名、チェンソー1 名、片付け隊 5 名の 8

名づつで作業を行いました。 

山頂付近の登山道が倒木や登山道に張り出した枝

で荒れていたので、草刈機２台で登山道の左右を刈り、

チェーンソーで倒木や枝打ち、ノコギリ・鎌で刈り残

した草や枝を切って整理して行きました。 午前中は

A 班と B 班が合流した所で、１１時過ぎに作業を終え

記念写真を撮って、雪霊水前で昼食休憩をしました。 

 午後は、A 班は車で猿木峠へ移動し、猿木峠から霧

ケ谷間を整備、B 班は雪霊水横のトラバース道から猿

木峠間を１４時迄整備しました。 

 整備が完了し雨が降り始め閉会式会場へ移動。 閉

会式は高原の自然館の白川学芸員の講評を頂いて１

５時に閉会しました。 

今年は皆さんの協力のお蔭で計画以上の整備がで

きました。 

広島県山岳連盟では、来年以降も地元の希望する登山

道を整備していく予定です。 今後ともよろしくお願

いします。         

    

 

登山道整備メンバー 写真福永やす子 
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岳連短信                   

 

１、寄贈御礼 

 

 ①福山山岳会会報（会長 江種幸男） 

平成２７年７月 

写真（楽しみはテントの飯と初林檎） 

巻頭言・天気についての研修会(7･2)・山行計画（熊

山 7･3 岩登り夏山トレーニング 7･10 燕岳～

常念 7･15～7･19 大山 7･17 白山 7･21～7･24）

ほか 

 

 ②三原山の会 筆影（会長 津深山鈴子） 

２０１６・７月号（NO436 号）7 月行事予定表（福

田頭 7･3 勉強会（パソコン活用）7･8 白滝山・

黒滝山 7･24 ）比婆山国際スカイラン報告ほか 

 

２、山岳・辺境文化セミナー2016 

   日時：9･24（土） 

場所：西区民文化センター開催 

 

    今年の「山岳・辺境文化セミナー2016」は 9

月 14 日（土）14:00 広島市西区区民文化センタ

ーで開催される。 

①演 題・講 師 

「道の旅には罠がある」 

ノンフィクション作家 高野秀行氏   、

②日 時 2016･9･24（土）14:00 

③場 所 広島市西区民文化センター 

④参加費 

    2,000 円（会員 1,000 円）高校生 500 円 

⑤主 催 広島県山岳連盟 

 

３、平成 28 年度中高年安全登山指導者講習会 

（西部地区） 

   10･8（土）～10･10（月）、剣山周辺開催 

    

主な要項 

①期 日 

    2016･10･8（土）～10･10（月） 

②会 場 

    徳島県美馬郡つるぎ町『ラ・フォーラムつる

ぎ山』剣山周辺 

③主 催  

    （独）日本スポーツ振興センター  

国立登山研究所 （日本山岳協会 

④後 援 

    スポーツ庁 徳島県 

⑤主 管 

    徳島県山岳連盟 

⑥趣 旨 

   中高年の体力等に応じた登山知識や技能につ

いて習得するとともに研究協議を行い、中高年

登山指導者の養成と安全な登山の普及を図る。 

⑦定 員 

    50 名程度 

⑧参加費 

    22,000 円（2 泊 5 食、情報支援会費、傷害保

険料、資料代等） 

⑨申し込み先・締切日 

    日本山岳協会 電話 03-3481-2396 

    平成２８・９・９（金） 

 

４、臥竜山他山道整備 

  ①日 時：6 月 4 日（土） 

  ②山 域:臥竜山周辺 

 

 
写真提供 福永やす子 

 

５、雲月山 山焼き 

  ①日 時:：4 月 9 日(日) 

  ②山 域：雲月山 

 
 

写真提供 福永やす子 
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岳連短信（続き）  

 

６、ひこばえ写真展開催 

 
 第 16回山を楽しむ「ひこばえ写真展」は 6月 21日 

（火）～6月 26日（日）までの 6日間ＮＨＫギャラ 

リーで開催された。展示点数は会員を中心に 42点展 

示され、京オ昭岳連会長はじめ岳連会員ら約 400人が 

来場された。 

 

７、小五郎山から藪ケ峠の笹刈り終了 

 

6月2日、小五郎山頂上に刈り払機が唸りをあげて、

最後の笹を刈った。昨年の10月16日より笹刈り作業が

始まった。ここの笹薮は密生していて泳ぐような薮コ

ギを強いられていた。そのため縦走路は歩く人も少な

かった。 

8名の有志により、水平距離約4.2kmを作業日数15日

延べ作業人員52名で作業を終えた。幅２ｍ程の登山道

が現れ、冠山～寂地山～右谷山～小五郎山の快適な縦

走路が出来上がりました。是非多くの方にこの道を歩

いてもらい、道を踏み固めて笹が再生しないように願

つています。（広島山岳会 吉村光俊） 

 

事業計画 8 月（案） 

 
8･4（木）登山教室①②机上（三篠公民館） 

8･6（土）～10（水）インターハイ（岡山） 

8･7（日）クライミングスクール⑤（三倉岳） 

8･10 (水) 運営委員会⑤ 

8･11（木祝）第 1 回山の日記念全国大会（上高地） 

8･11（木祝）岳連例会⑦（比婆山） 

8･11（木祝）県民ハイキング③山岳連盟 比婆山 

8･11（木祝）自然保護研修会 

8･17（水）クライミングビギナーズレッスン 

8･20（土）～11（日）登山教室②（浦折谷・奥三段峡） 

8･24（水）指導員養成座学（三篠公民館） 

 

 

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。 

 
 

 

山の風景 63 

 

花尾山（665ｍ 山口県長門市） 

頂上より下山する 

 

 2016･6･11 写真提供 仲井正美（ひこばえ） 
 

 
 

 

訂 正 

 

「もみじ 151」訂正 

 

2 頁 4 行目（追加） 

      安藤和巳 （安藤縦走会） 

3 頁 25 行目 大広哲也⇒大平哲也 

3 頁 13 行目 大広哲也⇒大平哲也 

 

 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  今村みずほ  編集  仲井正美 


