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本号内容 

１．国体中国ブロック大会報告 

２．自然保護研修会報告 

３．登山教室(第 5回)報告 

４．インターハイ（全国高校登山大会）報告 

５．県民ハイキング（螺山・茶臼山）報告 

６．中国高校登山大会県予選報告（速報） 

７．岳連短信 

 

１．国体中国ブロック大会報告 

7月 20日(金)～22日(日)に山口県セミナーパークに

て第 73回国民体育大会中国ブロック大会が行われ、

本県チームは成年女子 3位・少年男子 1位・少年女子

2位の成績を収め、少年男子と少年女子が 10月に福井

県で開催される本国体への出場権を獲得しました。 

選手・監督 

【成年女子】監督：錦織博美 選手：山下真由（日本

体育大 3年）・山口真央（広島都市学園大 2年） 

【少年男子】監督：延近昌彦 選手：千原悠（安芸府

中高 2年）・内田輝（呉港高 2年） 

【少年女子】監督：大畠修子 選手：岡崎遥（広島国

際学院高 2年）・石井杏奈（大門中 3年） 

 

7/20～22福井国体 中国ブロック大会について【報告】 

（競技部 錦織 宏美） 

まずは、猛暑の中、応援に駆けつけていただいた皆様

に感謝申し上げます。おかげさまで、少年男子、少年

女子が本国体への出場権を獲得でき、福井へ成年男子

と共に３種別で挑めることになったことで、スタッフ

一同ほっとしているところです。各種別の競技状況と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監督談は以下のとおり。 

 

【少年男子】ブロック通過枠２ 

突出する選手２名がそろう県がどこもなく、開催県

の山口が地の利を生かして優勢。残る１枠を島根、岡

山、鳥取、広島で競う混戦と予想する中、一日目のリ

ードをエース千原悠が３位タイ、セカンド内田耀が５

位タイの成績を残しチーム順位２位で終了。二日目の

ボルダリングにおいては、警戒していた岡山のエース

が初日に足首の靭帯を負傷しボルダリングのチーム

の成績が低迷する中、広島は２名がうまく力を発揮し

エース千原悠が３完登の単独１位、セカンド内田耀の

成績と合わせて、チーム順位１位で終了。２日間の総

合成績においても１位を獲得し、福井への切符を手に

入れた。 

監督談(延近昌彦)：初めての監督で選手をうまくサポ

ートできるか不安でしたが、幾度となくブロック大会

を経験している片山トレーナーの帯同サポートもあ

り、福井への切符を選手が獲得してくれて一安心です。 

 

【少年女子】ブロック通過枠２ 

こちらも、突出した選手２名がそろう県はどこもな

く、開催県の山口が地の利を生かして優勢。残る１枠

を広島、岡山で競う混戦と予想する中、一日目のリー

ドをエース岡崎遥が３位、セカンド石井杏奈が６位に

つけチーム順位２位で終了。二日目のボルダーにおい

ては、岡山に迫られる中、僅差でチーム順位２位にて

終了。２日間の総合成績において２位を獲得し、福井

への切符を手に入れた。 

 

題字デザイン 今村みずほ   編集 西部伸也 
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監督談(大畠修子)：昨年、悔しさを味わった選手(岡

崎)と共に、福井への切符を手に入れることができて

うれしい限りです。帯同してくれた佐々木トレーナー

のサポートにも大変感謝。 

 

【成年女子】ブロック通過枠１ 

日本代表クラス２名をそろえる山口が順当との大

勢の予想に対し、鳥取、広島がどこまで山口の選手を

追い詰め、焦らせることができるかという状況のなか、

エース錦織美里が大会前の練習中に肩を亜脱臼。競技

は困難と判断し急遽サブ選手と選手変更を行い、山下

真由と山口真央で大会に臨むこととなった。そんな中、

２名は二日間モチベーションを切らすことなく、今で

きることをあきらめず精一杯やり遂げる姿を、競技を

見守る少年選手たちに見せてくれた。２日間の総合成

績は３位で終了し、残念ながら福井への切符に手は届

かなかった。 

監督談(錦織宏美)：競技が最も暑い時間帯になるにも

関わらず、自分たちが競技前に隔離される時間ギリギ

リまで猛暑の中、少年選手たちを鼓舞し、自らも最後

まで精一杯あきらめずにやり遂げる姿を見せてくれ

て感謝。こういう姿を少年選手は見習って、福井へ臨

んでくれるはず。 

 

 

1日目（7/21）リード競技 

（オブザベーションを含む） 

 

 

2日目（7/22）ボルダリング競技 

 

２．自然保護研修会報告 

（普及部 小田 里子） 

広島県山岳・スポーツクライミング連盟では、8月 19

日（日）に庄原市西城町熊野 熊野神社、大羽川渓流

の傍ら、西城町油木 ひろしま県民の森公園センター

周辺にて、参加者 45名で、「2018 年度 自然保護研

修会」を開催しましたので報告致します。 

1.  目的 県内の杉巨樹番付け上位 50本中 26本があ

る熊野神社の広島県天然記念物の老杉、全国有数の巨

樹の国天然記念物の大トチ、比婆山のブナ林等を訪ね、

比婆山が育む奥深い魅力とその大切さを学ぶ。 

2.  研修会講師 伊藤 之敏（いとう ゆきとし）さん

プロフィール：森林生態調査研究所理事長、日本体育

協会公認スポーツスキー上級指導員、植物研究家、樹

木医、日本野鳥の会会員、山岳登山では岩登りや北海

道にも足を延ばした。月に３回は植物関係の案内をし

ている。庄原市在住。 

著書：「古代のロマンを秘め 

たブナの原生林」「国立公園」 

No708・2012 「広島のブナ林」 

共著「吾妻山の自然ガイド吾 

妻山の植物（草花）（樹木）」 

「食べられる植物」等多数。 

3. 活動内容 8:30受付 熊野神社駐車場 9:00開 
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会式（主催挨拶、講師紹介、概要説明、記念写真） 

9:30～11:30熊野神社大鳥居～本殿～三宮神社 植物

観察 11:30～12:00イザナミ茶屋立ち寄り（老杉の折

れた枝で造られた木工細工がお勧め）「大トチ」駐車

場に乗り合わせて移動 12:00～13:00「大トチ」及び

周辺の植物観察、昼食 13:00～14:30県民の森公園セ

ンターに移動、周辺の植物観察 14:30～15:20比婆の

森ホテル裏の木陰にて、比婆の水で沸かしたコーヒー

を飲みながら意見交換 15:30閉会式（連絡事項：岡

山県での中国五県合同自然保護研修会案内、豪雨災害

見舞金募集、自然保護指導員資格申込みについて） 

4. 伊藤之敏先生解説 

植物の種類は、標高 700～800ｍ間が一番多い。 

今回の研修会で下記の植物が見られた。 

熊野神社参道で見られた植物 （なお、熊野神社入口

の階段は出雲産の「来待石」が使われている。神様や

参拝者を迎え「来」るのを「待」つ「石」の意。） 

1.キャラボク（イチイ科）：大山でよく知られている

様に、積雪により高く伸びず横に広がる。葉はらせん

状。2.イチイ（イチイ科）：神に通ずる木として笏の

材。北海道や東北ではサカキやヒサカキの代わりに神

事に使われる。弾力性に富むところから狩猟の弓の材

に使われた。耐寒性もあり、積雪に強い。葉は対。3.

コハウチワカエデ：新しい分類体系ではカエデ科はム

クロジ科になった。4.ハウチワカエデ：この木がある

ところには熊がいる。5.スギ：・熊野神社の参道は、

巨杉を残すために迂回して造られている。・広島県の

天然記念物に「熊野神社の老杉（ろうさん）」11本が

指定されている。・「県下第 2位」と石に表示されて

いるが、1位だった芸北の「梶ノ木の大杉」は 1991年

の台風 19号で半分倒壊したので、熊野神社の「天狗

の休み木」と呼ばれている老杉（ろうさん）は県下第

1位となっている。また、天狗とはムササビの事。 

・熊野神社の杉は積雪で折れずに垂れた枝の針葉に触

れると柔らかいところから「ウラスギ」と分かった。

杉は樹皮の裂け方、樹形、枝の出る角度、葉の形や長

さ、曲がり方などで表杉と裏杉の 2系統に分類される。

ウラスギは日本海側の多雪地帯に自生する。樹皮は左

に回りながら伸びている。・檜林の林床には他の植物

は生えない。6.シャガ（アヤメ科）、7.チヂミササ（イ 

 

ネ科）、8.ニリンソウ（十字対生）、9.ウリノキ（ウ

リノキ科）、10.クサイチゴ（バラ科）、11.アキギリ

（シソ科）、12.ニワトコ（食）、13.キンミズヒキ（バ

ラ科）、14.ノブキ（キク科）：種が靴裏に着きやす

く、人が歩く所に増える。15.ミョウガ（食）16.ツリ

フネソウ（ホウセンカ科）：インパチェンスと同じ仲

間で、インパチェンスとは「種を飛ばす」の意。17.

トチバニンジン（ウコギ科）：別名竹節人参。一年ご

とに根の節が横に増え、根を掘ると何年物かわかる。

18.ウワバミソウ：茎を食す。いくら採っても増える

植物。19.マムシクサ（サトイモ科）：性転換する。

20.チマキザサ（イネ科）：葉に毛が無い。ちまきを

巻く葉に利用される。積雪に強い。クマザサとの違い

は、クマザサは葉の縁に白い隈がある。21.ヤマゼリ

（セリ科）22.オオバクロモジ（クスノキ科）：ワカ

ンの材に利用される。23.ツタウルシ（ウルシ科）：

かぶれないという人でもかぶれるから注意。24.ミヤ

マイラクサ：若い葉は食べられる。成長した葉の表面

にはトゲが現れ触ると痛い。25.ウマノミツバ（セリ

科）：食に不適。馬に食べさせる程度で馬の三つ葉。

26.ミヤマヨメナ（キク科）：ミヤコワスレはこれを

改良したもの。27.オウレンダマシ（セリ科）：葉が

オウレンに似ている事からの名。28.ヌスビトハギ（マ

メ科）：果実が盗人の足跡に似たことからの名。29.

ヤマジノホトトギス（ユリ科）30.ミヤマカタバミ（カ

タバミ科）31.オオナルコユリ（ユリ科）32.イワガネ

センマイ（シダ植物）、33.ジュウモンジシダ（シダ

植物）：葉全体を見ると十文字に見える。34.ミヤマ

カンスゲ（カヤツリグサ科）35.ハエドクソウ（蝿毒

草）：植物全体に有毒成分。36.ホウチャクソウ（ユ

リ科）：有毒植物。（なお、二宮神社お堂の扉の穴は

ムササビ（天狗）の出入り口。近くの杉の樹皮がさく

れているのは、ムササビが駆け上がった跡。）37.カ

リガネソウ（シソ科）：葉がとても臭い。38.アキカ 

ラマツ（キンポウゲ科）：秋唐松、唐松の葉を思わせ

る花をつける。39.キツネノボタン（キンポウゲ科）

40.クロタキカズラ 41.シュウブンソウ（キク科）：

秋分草 42.ミツバウツギ：三葉空木、若芽は食で美味。

43.ミツマタ（ジンチョウゲ科）44.ヤブデマリ（ユキ

ノシタ科）：黒くなった実は鳥が食べる。45.ムラサ 
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キシキブ（シソ科） 

「大トチ」周辺で見られた植物 

「大トチ」：国の天然記念物としては一番大きい。十

数年前、川水に根が掘られ弱っていた。石垣を積み保

護、現在に至り元気になった。木に付着した苔はヘラ

で取り除いた方が良い。 

46.ミツデカエデ（ムクロジ科）47.チドリノキ（ムク

ロジ科カエデ属）48.アカシヤ（マメ科）49.ミズキ（ミ

ズキ科）：宮島のしゃもじやこけしの材料に使われる。

柔らかいので建材には不適。葉は熊が食べる。50.オ

オモミジ（カエデ属）葉の鋸歯が小さい。 

ひろしま県民の森公園センター周辺で見られた植物 

51.ミズナラ（ブナ科）：葉柄が無い。52.ヤマボウシ

（ミズキ科）53.サシガンクビソウ（キク科）：先が

煙草を吸うキセルに似ている。54.キクバヤマホクチ

（キク科）：若葉は餅にいれる。55.リョウブ（リョ

ウブ科）：葉を炊いて食す。56.オオイタヤメイゲツ

（カエデ属）57.コアカソ（シソ科）58.ゴマナ（キク

科）59.ナツノタムラソウ（シソ科）60.イヌシデ（カ

バノキ科）61.イヌツゲヨメノサラ（モチノキ科）62.

ハクウンボク（エゴノキ科）：葉は紙になる。63.サ

サユリの種 64.ヤマブキショウマ（バラ科）65.ボタ

ンズル（キンポウゲ科）：有毒。66.ズミ（バラ科）

酢実：果実は酸味があるがたべられる。 

5. 意見交換 

伊藤先生によれば、渓流は石、流れ等を総称して「神

様の庭」と感じている。「スギやヒノキの常緑針葉樹

と、ブナやミズナラの落葉広葉樹が混在した山からの

水を使いコーヒーを入れると美味しい！」との事で、

比婆山からの水を使ったコーヒーを味わいながら意

見交換を行った。 

植物観察を終えての感想では、植物観察研修会に初

めて参加の人も多く「なかなか覚えられない」の感想

が多かったが、「植物にも個性があって一年を送って

いるのだなあと思った」「ただ山歩きして来たが、植

物にも目を向けようと思う」と、今回の研修会がきっ

かけで興味を示された方もいた。 

研修経験者からは、「目的に沿った内容だった」「有

意義で楽しかった」「出来れば、季節を変えて開催し

て欲しい」「知っている樹木のその中身まで知ること 

 

ができた」「ヒノキの林床とスギの林床の違いが興味

深かった」「植物の奥の深さを知った」という感想や

要望を頂いた。 

 

開会式後、熊野神社の鳥居下にて 

 

３．登山教室報告 

第 5回 2年生 8/18(土)〜19(月) 

登山形態：テント泊山行 

山域：ウラオレ谷、奥三段峡 

人数：14名（スタッフ含） 

今回の 2 年生は沢登りでロープワークの実践でした。

最近雨が降っていないので水量が少し心配でしたが

無事計画通りに実施できました。 

（指導部 森本 覚） 

8月山行を終えて 

（登山教室 2年 桑実 勲） 

 8月は初めての沢登りで準備の段階から大変楽しみ

にしていました。装備もみなさんのご意見を頂き準備

しました。当日入渓してすぐに沢靴のあまりのすべら

なさに驚きました。やはり装備はしっかりしたものが

必要だと改めて感じました。川の水も初めは思ったよ

りも冷たくなく、気持ちが良いくらいでしたが、後半

に上半身まで水につかってしまうと一気に体が冷え

体の震えが治まるのに時間がかかりました。岩稜にと

りついてのへつりも大変楽しく、すべっても川に落ち

て濡れるだけでしたので思い切ってチャレンジする

ことができました。沢登りは岩稜歩きやクライミング

に通じるような体験ができ体の使い方を学ぶ良い経

験になりました。 

 今回は楽しいこともたくさんありましたが反省す

べき点も多い山行でした。まず、記録係として山に入

りましたが、記録を主に携帯電話を使いとっています

が、水に濡れることが想定できたにもかかわらず対策 
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が不十分でした。しかもバッテリーが早々になくなっ

てしまい十分な記録ができませんでした。また、初め

ての沢登りにうかれてしまい、時間の管理も初めはで

きていましたが徐々に場に流され適当になっていき

ました。次に、計画の時間に対しての意識が欠けてい

ました。起床から出発まで通常 2時間ですが今回は 2

時間 30分かかりスタートを遅らせてしまいました。

ふり返ってみると予定にない動きや忘れ物への対応

等事前に確認ができていれば防げたことばかりでし

た。時間の遅れは焦りや最悪事故につながりますので

こちらも以後気を付けていきます。 

（写真提供 久保田 征治) 

 

第 5回 1年生 8/25(土)〜26(日) 

登山形態：テント泊山行 

山域：比婆山連山 

人数：17名（スタッフ含） 

今回の 1年生はテント泊縦走にむけての訓練で比婆山

連山に行ってきました。テント泊の装備を分担して背

負い前回より距離を長く計画しましたが全員無事歩

くことができました。 

（指導部 森本 覚） 

感想文 

（登山教室 1年 堀田 豪紀） 

今回の山行のタイトルは「テン泊縦走に向けて」。 

前回の 7月は初のテント泊ということもあり移動距

離は 2日で 20㎞程度でしたが、今回はタイトルの通

り縦走に向けての訓練なので移動距離が 30㎞と前回

の 1.5倍の距離で、プライベートの登山でも経験した

ことのない距離でした。 

1日目は県民の森から吾妻山のピストンで距離も 13 

㎞程度でしたのでテン泊装備を担いでいても比較的 

 

楽に終えることができました。 

しかし、2日目は牛曳山、伊良谷山、毛無山、烏帽

子山、立烏帽子山の比婆連山を一周する距離 16㎞を

超え、山行時間も 10時間を超えるものです。 

前日の疲労も考えて早めにストックを使って歩い

ていましたが、半分くらいの距離を歩いた烏帽子山く

らいになると足の裏と指先、膝に痛みを感じ始め、そ

の痛みは徐々に増していきました。 

後半はただひたすらゴールにたどり着くことだけ

を考えて黙々と歩く感じでした。 

これからまだ移動距離は伸びて、高低差も増え足元

の悪いところ歩くことも多くなることを考えると、も

っと脚力を鍛えておかなければいけないと感じまし

た。 

でも、自分たちで登山するときには疲れない程度の

計画しか立てないので、登山教室で普段歩かない距離

を歩き、身体にどのような異変が起きるのか感じられ

たことはいい経験になりました。 

また、今回は食事の担当で一人分の夕食 200g、朝食

100gと決められた重量の中でメニューを考えること

は、食料の重さを計ったりカロリーを考えたり普段あ

まり考えてこなかったことを考える機会になってよ

かったと思います。 

今回は朝食の担当でしたので、シンプルなメニュー

で済みましたが、2月の食事担当のときは夕食担当な

のでそれまでにある程度はメニューを考えておかな

ければなりません。 

毎回色々な担当をすることで、慣れないことなので

手間はかかりますが、少しずつ色んなことを覚えてい

けていると思います。 

 

（写真提供 森本 覚） 
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４．インターハイ（全国高校登山大会）報告 

8/3～8/7 にかけて三重県の鈴鹿山脈（御在所岳・鎌ヶ

岳）において、全国高校総体（インターハイ）登山大

会が行われました。広島県男子の代表として出場した

修道高校は、前代未聞の 100.0点満点で優勝しました。

以下、出場選手の感想文で報告に変えさせて頂きます。

（修道高校監督 内藤 弘泰） 

（編集者補足：女子代表の基町も 97.8点 12位と健闘） 

感想文（修道高校 2年 御手洗 聡） 

インターハイ出場が決まったのは 6月のこと。イン

ターハイまで 60日と限られた中で大会へ向けての準

備を始めましたが、メンバーは 2年生 3人、1年生 1

人と誰も全国大会に出場した経験が無く優勝を狙え

るようなチームではありませんでした。 

それどころか、チーム間の団結力は全く無く大会に

関することについて言い争いが絶えず、毎日喧嘩をし

ていたように思います。そんな感じで、大会に向けて

の準備は順調に進まず、このままでは大会でどんな結

果になるだろう？と不安や焦りを抱えながら過ごし

ていました。それに追い打ちをかけるかのように大会

準備中の 7月上旬に西日本豪雨が起こりました。その

影響は大きく、学校への登校は何日も禁止され 4人そ

ろっての練習ができない日々が続きました。毎週末登

っていた山も土砂崩れの影響で使えなくなり、ザック

など装備の一部も被害を受けました。さらにリーダー

が足の指の靭帯を損傷するといった怪我を負い、チー

ムは絶望的な状況となったのです。 

その危機を救ってくれたのが、昨年のインターハイ

に出場した先輩たちでした。忙しい中、大会に向けて

の準備の指導をしてくださっただけでなく、今までの

大会の経験をもとに親身になって相談に乗ってもら

い僕たちの不安を解消してくださいました。 

夏休みまでは、早朝から 4人で集まり設営の練習な

どを繰り返しました。放課後は時間の許す限りひたす

ら地形図と睨めっこ。家に帰ると寝るまでずっとペー

パーテストの資料を読み込む毎日。この時期は 1日中、

寝ている間でさえもずっとインターハイのことしか

考えていなかったように思います。このように毎日 

〝山〟と向き合う日々は本当に楽しく充実していま

した。 

 

大会 2週間前、初めて三重の山へ下見に行きました。

三池岳、釈迦ヶ岳、御在所山、鎌ヶ岳・・・。猛暑の

中での下見はとても大変でしたが、美しい鈴鹿の山々

が疲れた僕たちの心と体を癒してくれたのだと思い

ます。 

その後広島に戻ると数日間、大会に向けての最後の

準備をしました。また三重の山に登れると思うと、準

備が楽しくなってきたのを今でも覚えています。細か

い準備や大会に向けての対策は大会当日の朝まで続

きました。 

出来る限りの準備をして挑んだ大会本番。いよいよ

大会が始まったというワクワクする気持ちと共にメ

ンバー全員が今まで経験したことのないほどの緊張

に襲われていました。特に大会初日はインターハイと

いう規模の大きい大会独特の雰囲気に慣れておらず、

大会を楽しむ余裕も全く無くドタバタしながら過ご

していたように思います。また登山行動は全てのコー

スで短縮・変更が行われました。コース短縮が発表さ

れいくつかの山に登れないと分かると、とても残念な

気持ちになりましたが、それでも変化に富んだ鈴鹿の

山々を歩けたことはとても良い思い出となり、大会中

や大会後は様々な場面で全国から集まった他校の生

徒と交流することができとても良い機会となりまし

た。そしてやって来た閉会式、僕たちは順位発表を固

唾を呑んで見守っていました。優勝が決まった時は全

員がホッとした様子でした。そして何より 100点満点

での優勝だと知った時は喜びと達成感に満ちた最高

の瞬間となりました。 

いろいろな人にどうして優勝できたのか？と聞か

れますが、優勝の要因としてはやはり歴代の先輩の存

在が大きいことは間違いありません。今までの大会で

得た何十年分にもわたる失敗談や成功体験などの記

録、優勝を逃した時の悔しさや優勝した時の喜びとい

った思い、その全てを僕たちに受け継いでくださいま

した。 

その歴代の先輩の過去の記録や思いを信じ、努力し

たからこそ 100点満点での優勝ができたのだと思って

います。そして、その先輩たちに満点優勝という最高

の結果を報告できたことが何よりうれしかったです。 

三重インターハイを終え数週間が経ちましたが今 
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もなお、大会中の出来事や準備に奔走した日々を毎日

のように思い出しています。懐かしむ気持ちと共に大

会が終わってしまったことに対して淋しい気持ちも

あります。そんな中、後輩たちは次の大会に向けて準

備を始めています。まもなく引退となる僕たちも、今

大会で見つかった改善点を含めきちんと後輩に伝統

を受け継いでいき、後輩にはさらに良い登山を目指し

てもらいたいものです。 

最後に今大会を支えてくださった登山隊長をはじ

めとする役員・審査員の方々、地元の皆様に感謝の意

を表したいと思います。本当にありがとうございまし

た。今大会で登れなかった釈迦ヶ岳や羽鳥峰、鎌ヶ岳

には必ずまた登りに行きます。そして今大会の経験を

活かしこれからも山と向き合っていけたらと思いま

す。 

 

修道高校監督・選手 

 
上：8/5下山後の女子隊 下：鈴鹿山脈 

 

５．県民ハイキング（9/2 螺山・茶臼山）報告 

（可部山岳会 高田 晃範） 

9月開催の県民ハイキングは可部山岳会が担当し、

あまり知られていない地元螺山(にしやま 475m)と茶

臼山(229m)を紹介しました。 

前日の大雨警報で開催が危ぶまれたものの一転青

空となり開催が出来ることを喜んでいましたが、46名

中 6名が大雨を警戒して欠席されました。 

JR新駅あき亀山駅近くの「ふたたび神社」にて地元

の好意で茶菓子の接待を受け、開会式を行い出発しま

した。（以下、山行概略） 

最初は団地の急坂を登る。空に雲がたなびく秋晴れ

だけどしかし暑い。団地を抜け登山道に入り木漏れ日

の中をセミの声を聞きながら歩む。途中の「水場」に

は先週来た時には岩場の下に水溜まりだけだったが、

前日あれだけ降ったのに今日見ても全く同じで水が

ない。改めて山の保水力に驚く。相変わらず森の中を

歩くが突然視界が開け眼前に後で登る茶臼山が昨夜

の雨に洗われ青々しい姿を見せてくれた。螺山頂上で

昼食の後、豊田氏の螺山関連の話、森氏による山の危

険生物の話、小田氏のヘビ、ハチ、ダニの対処法の話

を聞く。 

同じ道を団地まで下り茶臼山に向かう、途中片斜面

の道を足の痛みを我慢しながら進み頂上と柳瀬の分

岐を経て頂上に達す。ここでも豊田氏の歴史講釈を聞

く。下山は柳瀬方面へ一部稜線漫歩を交えながら下っ

て行った。下りきった柳瀬キャンプ場に丁度移動アイ

スクリーム車がいて皆が行列となり渇いた喉を潤し

た。 

閉会式の後、途中旧亀山発電所の由来を聞きながら

長い道路を歩いてあき亀山駅に向かった。 
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ふたたび神社での受付・開会式 

 
亀山南から団地を抜けて螺山へ 

 
柳瀬キャンプ場にて閉会式、さらに 3kmあき亀山駅まで歩く 

トータル 11km、昼食や小休止・大休憩も含めて 6時間半 

 

６．中国高校登山大会県予選報告（速報） 

9/8～9安西高校（大雨警報で登山行動は中止） 

成績 男子①修道 99.5点 ②広島学院 99.1点  

③基町 94.2点 ④安古市 93.1点 ⑤賀茂 92.0点  

⑥五日市 91.1点 

女子①基町 98.7点 ②ノートルダム清心 98.0点  

③五日市 95.8点 

以上の学校は、10/26～28に鳥取県氷ノ山で開催され

る第 58回中国高等学校登山大会に出場します。 

 

７．岳連短信 

１．寄贈御礼 

 三原山の会『筆影』No.462（9月号） 

 福山山岳会『会報』H30.9月号 

 

２．豪雨災害関連 

このたびの西日本豪雨災害で被災された本連盟関

係者（竹原山岳会会員様：家屋全壊・避難中、JAC広

島支部会員(呉市安浦町)様：床上浸水）へのお見舞金

とすべく、9月末日までカンパを募っています。ご協

力をよろしくお願いします。 

 

３．9～10月の行事案内 

 9/30県民ハイキング第 5回（通算第 24回）小室井

山（廿日市市吉和） 

 10/5～7第 73回国民体育大会山岳競技（福井県池田

町） 

 10/21県民ハイキング第 6回（通算第 25回）鈴ヶ峰

～柚木城山 

 

４．『山岳・スポーツクライミングセミナー』の案内 

昨年まで『山岳・辺境文化セミナー』として毎年秋

に開催していた行事ですが、連盟の名称変更もあり、

今年からは『山岳・スポーツクライミングセミナー』

として開催します。 

記念すべき第 1回目は世界のトップクライマーとし

て活躍してきた平山ユージさん（日本山岳・スポーツ

クライミング協会副会長）を講師に迎え、11/4(日) 

14:00～15:30西区民文化センターにて開催します。奮

ってご参加ください。 
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参考までに、これまでの『山岳・辺境文化セミナー』

は次のゲストをお呼びして開催されました。 

回 開催年 ゲスト 

① 1993 長谷川昌美（ウータンクラブ代表） 

② 1994 藤木高嶺（登山家・ジャーナリスト） 

③ 1995 田部井淳子（エベレスト女性初登頂者） 

④ 1996 重広恒夫（日本百名山最短登山記録者） 

⑤ 1997 岩崎元郎（ＮＨＫ登山学講師） 

⑥ 1998 岩崎元郎（ＮＨＫ登山学講師） 

⑦ 1999 斎藤淳生（前日本山岳会会長・医師） 

⑧ 2000 平林克敏（エベレスト日本人初登頂者） 

⑨ 2001 椎名誠氏（作家・映画監督） 

⑩ 2002 山田淳（登山家、ｾﾌﾞﾝｻﾐｯﾂ世界最年少記録） 

⑪ 2003 大田祥子（医師） 

⑫ 2004 岩崎元郎（ＮＨＫ登山学講師） 

⑬ 2005 渡邉玉枝（登山家） 

⑭ 2006 関野吉晴（医師・探検家） 

⑮ 2007 関野吉晴（医師・探検家） 

⑯ 2008 服部文祥（サバイバル登山家） 

⑰ 2009 山野井泰史（登山家） 

⑱ 2010 山本正嘉（大学教授・登山家） 

⑲ 2011 三浦雄一郎（プロスキーヤー） 

⑳ 2012 石川直樹（写真家） 

㉑ 2013 竹内洋岳（プロ登山家） 

㉒ 2014 角幡唯介（探検家） 

㉓ 2015 関野吉晴（医師・探検家） 

㉔ 2016 高野秀行（ノンフィクション作家） 

㉕ 2017 江本嘉伸（ジャーナリスト） 

 

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。 


