
山岳会 行事のご案内に関して 

秋冷の候、木々の葉も鮮やかに色づいてきました。寒暖差の激しい日が続きますが、どうぞお体

にお気をつけてお過ごしくださいませ。 

 

さて、今回は今年度冬期の日本山岳会 岐阜支部 行事のご案内をお送りさせていただいており

ます。以下の内容の資料の有無をお確かめください。 

 

1. 岐阜山岳 

2. 第三期山行のご案内 

3. 新年会のご案内 

4. 写真展・写真募集のご案内 

5. 第三期山行・新年会出欠の返信はがき 

 

第三期山行・新年会に関しては、同封の手紙にてご返答ください。 

 

なお、今回よりメールでの配信をご了承くださいました皆様には、1. 岐阜山岳以外の資料はメー

ルにて送付いたします。 

出欠のはがきも同封しておりません。 

出欠に関しては、Emailでの返答でお願いをいたします。 

 

期日は １０月２６日（金）となります。 

 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 東明 



平成 30年度Ⅲ期山行案内 

 

記録的な猛暑を乗り越え元気に秋を迎えられた方、夏バテを引きずってる方など様々とは思いま

すが…皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

さて、３０年度のⅢ期（１２月～３月）山行の希望を取ります。下記の紹介文を参考にし、メール

配信の方はメールで参加したい山名を書いて返信してください。郵送の方は、同封のハガキに６２

円切手を貼って参加希望の有無をお知らせください。１０月２６日までに返信して下さい。名前を

お忘れなく！参加希望者には、後日担当者から詳しい山行案内の連絡がありますので登山計画書の作成

などの打ち合わせに参加してください。もしも担当者から詳しい案内が届かない場合は連絡ミスや忘れ

ている場合がありますので担当者に確認をお願いします。 

 参加希望を提出した山行を欠席される場合には、必ず担当者にその旨を電話もしくはメールにてお伝

えください。 

※メールの場合は受信確認されてない場合も考えられますので、担当者は必ず返信をしてください。

欠席者は担当者から返信メールが無い場合は電話等で確認をとっていただきたいと思います。 

 

 

（Ａ）例会 

１、１２月例会 二度と登りたくない山シリーズ むね山（点名、上野   905.4ｍ） 

１２月２日（日） 

体力；★ 技術；★ 危険；★ 

 むね山は、小島山の北にある地図上は無名の二等三角点の山。2.5 万図では、ちょうど境目にあ

ります。 

 「揖斐のマチュピチュ」「天空の茶畑」と最近人気の高い揖斐川町春日六合の上ヶ流集落より取

付きます。上ヶ流より小島山の西側の谷に乗り入れる林道に入り、途中のゲートから歩きます。林

道をさらに詰め、枝道に入り、途中から踏み跡を頼りに沢から小尾根を歩き頂上。晩秋の静かな山

歩きが楽しめます。 

集合場所；美濃国分寺駐車場 

集合時間；７時 

2.5万図 ：美束（岐阜 12－１）、池野（岐阜８－３）、谷汲（岐阜７－４） 

担当  ：堀 義博  〒503-0981 大垣市桧町 352-2 

               携帯  090-1830-8083 

 

２、１月例会 天王山（538m） 

１月２０日（日） 

体力；★  技術；★  危険；★  

登山口は大矢田神社から 



大矢田本殿は江戸時代初期の 1672年（寛文 12年）、拝殿は 1671年（寛文 11年）再建であり、と

もに重要文化財に指定されている[1]。また、楼門は 1723年（享保 8年）再建であり、美濃市指定文

化財である[2]。 

重要文化財指定財の矢田神社散策後、登山開始です。ゆるやかな傾斜ののんびり登山です。山頂か

らは美濃市が一望できる眺望の良い山です。 

 登り 1時間半 降り 40分 

 担当 古田 大 

 

３、２月例会 鳩吹山 （３１２ｍ） 

２月２４日（日） 

体力：★  技術：★  危険度：★ 

 可児市の西端にある山であり、地元の方には里山として親しまれている。 

 北側には木曽川が流れている。北斜面は急勾配の岸壁が多く、その岩の上からは日本ライン下り

の観光船を見降ろすことが出来る。山頂からは恵那山、笠置山、中央アルプス、御嶽山の山々を望

むことが出来る。山頂は三等三角点。 

 鳩吹山より継
つ

鹿
が

尾山
おやま

（２７３ｍ）へ足を延ばし冬の散策を楽しむ予定。 

  集合時間： ８：００ 

集合場所等：別途連絡 

 担当 馬渕 等 

 

４、３月例会 今西錦司記念山行 柳ヶ瀬山(439．2m) 別名「中尾山」 Ⅳ等三角点 

３月３１日(日) 

体力：★  技術：★  危険度：★ 

この日は、平成３０年度支部行事最後の日曜日に当たります。滋賀県長浜市余呉町と福井県敦賀

市刀根の県境にあり、山頂には 賤
しす゛

ケ岳の合戦(1583年)で柴田勝家軍が陣を築いた「玄蕃
げんば

尾
お
城跡」

(別名：内中尾山城)があり、遺構は国の史跡に指定されています。周囲はよく手入れがされており

公園のようになっていて、東側は大きな眺望が望めます。登山口は、①余呉町柳ヶ瀬地区と②北陸

道柳ヶ瀬トンネル刀根側口の２カ所がありますが、①のコースを予定しています。一日の山歩きに

は、最適なコースだと思います。 

  

    地  図：中河内  1/２．５万(岐阜) 

    集合場所：伊吹薬草の湯  駐車場 

    集合時間：午前 ８：００ 

    登山口 ：   ９；３０ 

    柳ヶ瀬山：  １１：３０～１２：１０ 

    登山口 ：午後１３：４０ 

    伊吹薬草の湯 駐車場 １４：５０  解散 

 担当 高木基揚 
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（Ｂ）バリエーション山行 

１、 鎌ヶ岳（1161ｍ△なし） 

１２月１６日（日） 

体力 ★★  技術 ★★  危険 ★★ 

鎌ヶ岳は、三重県と滋賀県の境、鈴鹿山脈に在り、山体が突きでた鋭鋒で岐阜の百々ヶ峰山頂か

らそれと分かる。山上からは伊勢湾を一望にできる。 

登山道は、三重県側に多い。今回は鈴鹿スカイライン旧料金所Ｐから三岳寺～馬の背尾根を登り、

下山は三ツ口谷、長石谷又は、長石尾根を下ります。どのコースを採るかは会合で決めましょう。 

実行動：６時間、累積標高：1000ｍ、岩場あり、渡渉あり、尾根道はアップダウンありです。人

の少ないコースです。エスケープルートはほとんど有りません。 

集合場所  岐阜県庁 駐車場 

集合時間  ＡＭ６：００ 

行動予定  長良川右岸堤防道路～木曾三川公園経由 

 鈴鹿スカイライン旧料金所駐車場 ７：４５ 

登山口  ８：００ 

      山頂  １１：３０～１２：３０ 

      登山口 １５：００  

      岐阜県庁 駐車場  １７時 （解散） 

地図：御在所山、伊船 （１/2.5万） 担当 神山敬三 

 

 

※技術委員会より 

今年度、雪山に行きたい。初めてだけれど．．．という方は、雪山初心者を記載してくだ

さい。必要な装備があります。また、装備は買うだけでは使えませんので、雪の降る 11 月

までに装備点検を含めたトレーニングを個別に実施します（技術委員会）。 

 

２、雪山 

１月２７日（日） 

 1 月に、踏み跡の無い新雪を、かんじきでラッセルします。どの山にするかは、未定ですが、東海北陸

道沿いのアクセスのよいところ、テント前泊、7 時間ぐらいの行程を基準に、山とルートを決めたいと思

います。越美国境、郡上、荘川で、頂上に立ちたい冬山があれば、参加希望に手を挙げていただいて、

その想いを実現する計画をつくりましょう。11 月までに、みんなで計画を作ります。 

 担当 鈴木寛人 

 

３、伊吹山（1377ｍ△一等三角点） 

２月３日（日） 

体力 ★★★  技術 ★★  危険 ★★ 

冬期の伊吹山登山は上野ルートと呼ばれる旧伊吹山スキー場を通るルートが一般的ですが、関西



方面の方の雪山入門コースということもあって天気の良い日は平日でも行列ができるほど混雑して

います。それに対し今回計画する上平寺尾根～弥高尾根を通り直登するルートはあまり人が入らず

踏み跡すら無いです。当然登山道は埋まって分かりませんので地形図を読みながらの山行となりま

す。読図を楽しみながら山頂を目指しましょう！ 

ワカン、クランポン（アイゼン）、アイスアックス（ピッケル）アバランチトランシーバー（ビー

コン）は必携です。 

集合場所  道の駅 池田温泉 駐車場南側 

集合時間  ＡＭ５：３０ 

行動予定  上平寺登山口  ６：３０ 

      山頂  １２：００～１２：３０ 

      登山口 １６：００  

      道の駅 池田温泉 駐車場  １７時 （解散） 

地図：関ケ原 （１/2.5万） 担当 山田昌孝 

 

４、滝波山（1412.5ｍ）岐阜百山 

２月 １７日（日） 

    体力；★★★（往復 13.9キロ）  技術；★★  危険；★ 

 滝波山は美濃と越前の境をなす越美山地に位置する関市最奥の山で、岐阜百山に入っています。 

一度は挑戦したい山でもあります。 

岐阜支部では、残雪期以外でも挑戦したメンバーがいますが、一般的には残雪期に登る山になって

います。山頂からは白山、能郷白山、荒島岳が望めます。 

林道に雪が無ければ登山口ｹﾞｰﾄまで車が入り、距離を稼げるが、手前から歩いても 3.4 キロ程であ

る。 

川沿いを歩き、尾根を下る左回りの周回コースと林道を詰めて、ピストンするタイプがあります。 

2018年の豪雨で 7/13に山腹の崩壊が見られると、ニュースで報告されていてルートに不安もあり

ます。 

今回は、林道を詰めてピストンする計画としました。林道の分岐を間違えないように、各自判断し

てもらいたい。 

林道終点あたりの取付きは急登であるが、キックステップを効かせて登ることができます。 

尾根に上がれば、スノーシュー、ワカンを利用したほうが良いでしょう。運が良ければ、山頂付近

の樹氷を見ることができるかもしれません。 

下りは、同じルートをたどりますが、急斜面での尻セードなども楽しめるでしょう。 

集合場所；山県市役所 

集合時間；6：00 （板取温泉にて最終トイレ） 

行動予定；7：10車止め（約 510ｍ）－7：40 ｹﾞｰﾄ－9：20取付き地点（約 1000ｍ）－ 

11：30山頂～13：00－14：20取付き地点－15：15 ｹﾞｰﾄ－15：30車止め 

地図： 門原（１/２.５万） 担当 山本善貴 

 

５、天狗森山（1338ｍ△なし）橋ケ谷山（1420ｍⅢ△） 

３月 １７日（日） 



体力；★★  技術；★★  危険；★ 

中津川方面にはロクロ天井や焼山など岐阜百山、続岐阜百山の山々が近くにあります。 

今回、天狗森山の計画ですが、近くに橋ケ谷山（三等三角点）があり、ｾｯﾄでの山行にしました。 

恵那 ICで降りて３６３号、阿木の風神神社（かざかみ）に向かう。最終トイレは、そこをお借

りして、済ませましょう。車止めスペースは３台分ほどです。林道を３．５キロ歩いて登山口

に向かうので、分岐を間違えないようにしたい。川へ降りて、５～６分程で登山口につきます。 

急な登りもあるが、40分ほどで反射板のある天狗森山山頂につく。 

秋は紅葉がきれいな場所である。山頂からは御嶽山、乗鞍岳、笠置山などを見ることができま

す。 

次は分岐まで戻り、橋ケ谷山に向かいます。３５分ほどで山頂に着きます。山頂からの展望は

よくないが、焼山を見ることができます。山名プレートと三等三角点があります。 

下りは笹の道のスリップに気を付けて急な登山道を下る。あとは、長い林道歩きが、疲れた足

のストレッチになるでしょう。 

 

   

集合場所；中濃総合庁舎駐車場 

集合時間；７：００ 

行程予定；風神神社８：１５－ゲート前８：４０－９：５０登山口－１０：２５天狗森山

山頂－１０：４５分岐－１１：２０橋ケ谷山１１：２０～１３：２０－１３：３５登山口－１４：

３０ゲート－１６：００中濃総合庁舎 

      

地図；美濃焼山（１/２.５万） 担当 山本善貴 

 

 

(Ｃ) 

１、国内山行委員会より 

 しばらく休止していたリハビリ登山を１０月から再開いたします。１０月２８日、１１月１８日、

１２月２３日の予定で計画中！詳細は後日連絡しますので協力をよろしくお願いします。 

 また、来年度山行に入れて欲しい山があれば、書いてください。 


