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2017 年度 「県民ハイキング」計画案 

年間9回実施予定 里山中心初心者向け 

 

 昨年から始まった「県民ハイキング」は好評のうち

に終わり、第 2年目を迎える事になった。平成 29（2017）

年度計画（案）は次の通りである。 

 

2017県民ハイキング実施案 （回数、実施日、担当団

体、山域名、集合場所、集合時間） 

 

⑪6･11(日) 山稜会 中野冠山（山縣郡北広島町才乙 

       芸北支所 10:00 

⑫7･2（日）可部山岳会 福王寺(安佐北区可部町) 

      JR 阿戸帆待川 9:00 

⑬9･10(日) 県庁山の会 小室井山（廿日市） 

      モミの木森林公園 10:00 

⑭10 月  山岳連盟 未定 スケジュール調整中 

⑮11･3（日）宮島太郎の会 宮島三角点と合戦史蹟め

ぐり（宮島） 宮島（島側） 8:30 

⑯12･3（日）パイオニア 曾場ケ城山（八本松町） 

      ＪＲ八本松南口 9:00 

⑰2018･1･21（日）広島やまびこ会 宗箇山・大茶臼

山（西区） ＪＲ横川駅南口 9:00 

⑱2･18（日）マツダ親和会山岳部 天狗岩（安芸郡坂

町） ＪＲ小屋浦駅 

⑲3･25（日） 三峰会 ふたばやま～牛田山（東区） 

  東照宮入口（駅北口徒歩 8 分） 9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地獄岩にて海田湾を背景に 2017･2･19 

写真提供マツダ山岳部 

 

2016 年度県民ハイキング実施報告    

①2016･6･5 山岳連盟 世羅･男鹿山 633,7ｍ 

 「広島山の日」メイン会場で実施予定であったが、

主催者側の雨天中止連絡で、中止とした。 

②7･3（日）可部山岳会 可部冠山 735ｍ 

  参加者 55 名 可部峠で、菓子とコヒーがふるま

われた。足痙攣の 1 名を途中付添い下山。下山間

際に雨に会う。 

③8･11（日）山岳連盟 比婆毛無山 1143,7ｍ 

  49 名参加 山の日記念日、自然保護植物観察と同

時実施。現地では庄原市の行事も多くあった。山

頂で携帯簡易トイレを披露した。 

④9･11（日）県庁山の会 小室井山 1072,1ｍ 

    49 名参加 モミの木森林公園による送迎バ

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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スが出された。山頂は展望がないが、植樹が

好評だった。 

⑤10･23（日） 広島山稜会 恐羅漢山 1346ｍ 

    48 名参加 立山コース～山頂から夏焼コー

ス。山頂で津頭夜見、トイレ説明。ひえばた

小屋でコヒーと菓子がふるまわれた。 

⑥11･20（日）三原山の会 高山・新高山 190,2ｍ 

    75 名参加 出発直後雨に会う。山城ガイドの

説明有。加盟団体の人が説明中に食事行為が

非難の的に。参加者が足骨折、ヘリ搬送で入

院した。 

⑦12･4（日）広島やまびこ会 宗箇山 491ｍ 

    雨天中止としたが、エントリー70 名中、当日

42 名の参加者があったので、会の山行として

雨の中歩いた。 

⑧2017･1･22（日）ひこばえ 岳浦山 682ｍ 

    47 名参加 ひこばえ準備のバスは一般参加

者は使わなかったが、全員自力で参加。近年

開拓された道を歩いた。豊田氏が倉橋歴史講

座実施。トイレ設置の収納に手間取った。下

山時会員が道迷いかけた。 

⑨2･19（日）マツダ親和会 日浦山 345,4ｍ 

    52 名参加 カープ関連の熊野神社参拝。山頂

の伐採で芸北の山々の展望がよかった。下山

後観音免公園、海田ふるさと館を見学。 

⑩3･26（日）広島三峰会 呉婆々宇山 682ｍ 

    会員 19 名参加 前日まで降水確率が微妙で

あったが、好天となり実施。小方さんの呉

婆々宇山、水分峡周辺の伝説説明を受けなが

ら歩いた。 

ひろしま「山の日」 県民の集い 

 2017 年 ６月４日（日）9:00～

15:00 

広島県内 13 市町 14 会場で開催 

会場 ○大崎上島町会場 

大崎上島文化センター及び神峰山 

 東広島市憩いの森公園・もみのき森林公

園 

広島市森林公園・広島県緑化センター・中

央森林公園・福山ふれ愛ランド・酒屋地区

憩いの森・野呂山・八幡地区・鷹ノ巣山・

オソラカンキャンプ場・マロンの里・せら

夢公園他 

 

フォト俳句                

 

背に朝日 頬に川風 桜土手 

  俳句写真  江種幸男（福山山岳会） 

 

 

春山の遭難防止対策について 

2017 年 4 月 14 日 

都道府県山岳協会（連盟）会長様 

長野県知事 阿部守一 

長野県山岳遭難防止対策協議会長 

               （会長:長野県知事） 

春山の遭難防止対策について（依頼） 

 本県における山岳遭難防止対策活動につきまして

は、毎年格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申

し上げます。 

 平成 28 年に長野県で発生した遭難件数は 272 件、

遭難者は 303 人であり、過去最多を記録した平成 25

年の 300 件を下回っておりますが、依然として多くの

遭難事故が発生しております。また、平成 29 年 3 月

末では、遭難件数は 42 件、遭難者は 53 人で、前年比

で遭難件数は 8 件の増加、遭難者は 9 人の増加となっ

ており、極めて憂慮すべき事態が続いております。 
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 今後、本格的な春山シーズンを迎え、多数の登山者

が当県の山岳に入山することが予想されますが、春山

では、天候の急変により吹雪になり低体温症等で行動

できなくなったり、雪崩に巻き込まれる等の遭難が多

く発生しています。 

 こうした状況を踏まえ、当協会では、登山者に対す

る指導活動等春山登山の遭難防止対策に万全を期し

ているところでありますが、貴職におかれましても以

下を参考にしていただき、春山の安全登山及び遭難防

止について広くご指導くださいますようお願い申し

上げます。 

 特に、平成 29 年 3 月 5 日に発生した長野県消防防

災ヘリコプター墜落事故を受け、遭難発生時の救助対

応の不足が見込まれるため、山岳遭難防止に向けてよ

り一層のご協力をお願い申し上げます。 

 

長野県内の春山の情報について 

当協会発行の「春山情報」を、登山計画立案や登山指

導等に活用願います。また、入山時には直前の山岳状

況を確認するよう指導するほか、つぎの事項について

指導してください。 

（１）登山口や近くの JR 駅等に登山相談所が置か

れている場合には、入山時に必ず立ち寄り、

登山道や積雪などの山岳状況を確認してか

ら入山する。 

（２）下山した場合は、登山相談所等に登山コース

の積雪状況等を連絡し、より正確な相談活動

ができるよう協力する。 

（３）長野県登山安全条例に基づき、登山計画書を

事前に作成し提出する。 

 

県下全域の山岳情報については 

○長野県警察本部地域部安全対策課（TEL026-235-

3611） 

○長野県警ホームページ 

http://www.pref.nagaao.lg.jp/police/sangku/index.h[

a] 

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2 

長野県観光部山岳高原観光課山岳高原観光係 

（長野県山岳遭難防止対策協議会防止対策部） 

(課長)丸山賢治 （担当）野口昌克 

電話 026-235-7251   FAX 026-235-7257 

 

 

満開の櫻と可部茶臼山２２９ｍ 

 

岳連短信 

１、春山登山の事故防止に関する緊急通知につ

いて 

一般社団法人広島県山岳連盟会長様（広島県教育委員

会事務局教育部スポーツ振興課長） 

2017･3･28（通知） 

このことについて，スポーツ庁次長から別紙写しの

とおり通知がありました。 

 ついては，事故防止に万全を期すよう登山者に周知

してください。 

特に，高校生及び高等専門学校生（１～３年生）以

下の児童・生徒については，原則として冬山登山は行

わないよう改めて指導してください。 

 

２、「ひろしま北里山ガイドブック」発行 

 このほど広島北西部の里山を楽しむためのガイド

ブックが発行された。広島市安佐北区、安芸高田市、

安芸太田町、北広島町の 20山が紹介されている。執筆

者は松島宏氏（本連盟理事・広島登山研究所代表）で

コースタイム、アクセス、特徴及び山の概要について

写真、地図入りで紹介されている。簡単な登山の基本

http://www.pref.nagaao.lg.jp/police/sangku/index.h%5ba
http://www.pref.nagaao.lg.jp/police/sangku/index.h%5ba
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も掲載されている。連絡先は安佐北区地域おこし推進

課 TEL０８２－８１９－３９０４  47頁 

 

 

３、三徳山投入堂 4 月 18日入山可能 

 昨年 10 月に鳥取県中部を襲った地震で参拝道が被

害を受けた国宝三徳山投入堂（三朝町）への参拝が 18

日、再開の見通しとなった。管理する三仏寺がインタ

ーネットのクラウドファンデング(CF)で資金を確保。

3日、迂回路整備に着手した。 

 投入堂は三仏寺の奥の院で三徳山（約 900㍍）の中

腹にある。昨年 10月 21日に同町で震度５強を観測し

た地震では、ふもとの同寺から約 1キロの参拝道の途

中にある文殊堂（国重要文化財）の岩盤に長さ約 15㍍、

深さ約２㍍の亀裂が入り、入山を禁止した。（中略）同

寺の維持管理は入山料収入に頼っており、ツアーのキ

ャンセルなどが相次いでいるため、ＣＦによる資金確

保に着目した。（中国 2017･4･4） 

 

写真は４月 18日開通した投入堂 

 

４、テーピング技術研修会開催要項 

―登山とスポーツクライミング 

主催  広島県山岳連盟 

１、趣旨 

  我々が行う登山は他のスポーツと違い行動時間

が極端に長いうえ、身体のトラブルがあってもすぐに

医療機関で診察が受けられない場合が多くあります。 

ですから日ごろからトラブルを起こさないように予

防したり、現地で生じたトラブルを改善したりする方

法を学ぶ必要があります。 

 今回は張るだけ治療法の決定版「キネシオテーピン

グ法」の研修を行います。 

 

2、日時 平成 29年 6月 25日（日）受付 9:00  

    研修時間 9:30～15:00（昼休憩 1時間程度） 

３、場所 広島市東区牛田新町 1丁目 8番 3号 

      ひろしんビッグウエーブ 会議室 

４、参加資格 加盟団体員及び一般登山者 

５、募集人員 50名 

６、講師 外部講師 キネシオテーピング協会 

中四国支部指導員 高 義輝（タカヨシテル）先生 

７、研修内容 キネシオテーピング入門講座「登山に

役立つキネシオテーピングを張ってみよう」 

８、参加費  

非会員 5,000円（テキスト代研修用テープ代含む） 

個人会員加盟団体員 3,500 円（テキスト代研修用テ

ープ含む） 

学生 2,500円（テキスト代研修用テープ含む） 

研修用以外でテープを希望される方  

1,400円（5ｍ1本） 

＊参加費は研修会の当日、現地にてお支払いください。 

*参加費には交通費と食費は含まれておりません。 

＊同時に個人会員の申し込みもできます。その場合に

は別途年会費 3,000円が必要です。 

９．申し込み問い合わせ 

 別紙の参加申込書に必要事項を記入し山岳連盟事 

務局あてに FAXまたはメールしてください。 

〒733-0011広島市西区横川町 2丁目 4-17  

一般社団法人 広島県山岳連盟事務局  

TEL/FAX（082）296-5597（月～金 13:00～18:00） 

e-mail hgakuren@lime.ocn.ne.jp 

10、申し込み締め切り 6月 15日 

11、持参物 腕や足にテープを張るので服装はＴシャ

ツ（ノースリーブがおすすめ）短パン 

床に寝て張ることもあるので下に敷くレジャー

シート・エアマットか銀マット 

mailto:hgakuren@lime.ocn.ne.jp
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テープを切る鋏 筆記用具 昼食（弁当）等 

12、その他 記録用の静止画撮影は結構ですが、動画

の撮影は遠慮ください。 

 

５、登山道（千町原・臥竜山）整備 

日時：6･3（土）9:00～15:00 

集合場所：時間：場所 6･3（土）9:00北広島町八幡高

原 高原の自然観前 

目的：「山の日」県民の集い北広島町八幡高原会場登山

道整備 

登山道整備場所：北広島町千町原登山口～臥竜山山頂

（登山道整備は変更の可能性あり） 

活動予定：8:30～9:00 高原の自然観前受付 

     9:00～9:20 開会式 

     10:00～14:30 登山道整備 

     14:45～15:00 閉会式 

募集人員・締切 20名 5･25（土） 

持参品：登山具一式・帽子。タオル・弁当・飲料水・

雨具・救急セット・作業着（のこ・鎌・

チェンンソー・草刈機・ヘルメット） 

チェンソー・草刈機持参の方はお知らせください。 

参加申し込み 〒733-0011広島市西区横川町 2-4-17 

        広島県山岳連盟事務局 

  TEL/FAX （０８２）２９６－５５９７ 

 

６、ひこばえ写真展（NHK）予告 

 

  第 17回ひこばえ写真展が今年も開催され 

ます。下記の通り開催されますので是非ご来場 

ください。 

 

名称 第 17回ひこばえ写真展 

開催場所 ＮＨＫ広島放送局３階ギャラリー 

開催期間 平成 29年 6月 20日（火）～ 

6月 25日（日）まで 

 利用時間 9:30～18:00まで（最終日は 17:00 

 

７、受贈誌御礼 

① JAC Hiroshima 63号 2017･4･1 

日本山岳会広島支部報 発行人 兼森志郎 

編集人 国枝忠幹 例会山行計画 ニュージー 

ランド山岳会へ先遣隊訪問 宮島弥山に安全祈 

山登山ほか 24頁 

②筆影 446号 2017･5発行  

三原山の会会長積山鈴子 5月行事予定表  

高山・新高山報告 みはらし連山報告ほか 

③スポーツひろしま 126号 平成 29･3･24発行 

  広島県体育協会 12頁 

④ひろしまの緑 ７２ 2017･4発行 

  広島県みどり推進機構 8頁 

⑤登山月報 577頁 平成 29･4･15発行 

  日本山岳・スポーツクライミング協会 14頁 

 

⑥山岳おおさか 平成 29年春号  

大阪府山岳連盟広報誌 おおさか 50山 生駒山を 

読図で楽しもう 4月 7月イベント案内 スポーツ 

クライミングを観戦しよう 

⑦中信高校山岳部かわらばん 610号 

  2017･4･22編集責任者 大西 浩 

 大町岳陽高校の 3月合宿（山のスキー三昧） 

⑧会報（福山山岳会 会長 太田裕介）平成 29･5 

 新会長挨拶 事務局便り 山行予告 山行報告 

連休登山の警告 春山も雪崩・滑落・天候の急変に 

要注意ほか 

 

 

 

登山道整備の一コマ 
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トピックス                 

 

注目のスポーツクライミング（リード）で 

 中野稔選手が日本一に 

 

 2020年東京オリンピックの追加種目に決定された 

スポーツクライミングに注目が集まる中、3 月 4 日～

5 

日に日本のトップクライマーたちが集い、「スポーツ 

クライミング日本選手権リード競技大会 2017」が開催 

された。 

 広島のベテラン中野稔（CERO）選手が、ボルタリン 

グ種目のワールドチャンピオンを抑えて、初優勝した。 

中野選手は、国民体育大会においても広島県代表とし 

て活躍し、将来は、指導者としての夢も膨らむ。 

 

 

事業計画 平成 29(2017)年 5 月 

 

5･1(木) 登山教室①② 机上（三篠公民館） 

5･3（土）～4（日）高体連・県総体（大佐山） 

5･10(水) 理事会・決算・運営会議 

5･13（土）～14（日）スカイランリハーサル 

5･14（日)登山教室②（天応烏帽子山岩山） 

5･14（日）クライミングスクール（三倉岳） 

5･17（水）スカイラン実行委員会 

5･17（水）ＣＢＬへの講師派遣（県立体育館） 

5･20（土）登山フェステバル 

5･20（土）～21(日) 比婆山国際スカイラン大会 

5･20（土）～21(日)ボルタリングユース日本選手権（鳥

取倉吉） 

5･24（水）岳連例会山行②（備前坊山～堂床山） 

5･27（土）29年度定期総会 

5･28（日）ハイキングスクール②（明神山～絵下山） 

5･31（水）スカイラン反省会 

 

 

 

 

山の風景 74                 

    

可部線あき亀山駅から茶臼山(229ｍ)望む  

 2017･4･10 

     写真 仲井正美（ひこばえ） 

 

 

広島「山の日」県民の集い 

    2017年 6月 4日（日）9:00～15:00 

広島県内 13市町 14開場で開催 

    大崎上島文化センター及び神嶺山ほか 

 

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
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さい。 

題字デザイン 今村みずほ   編集 仲井正美 

 


