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山行案内
5 月ハイキング 例会山行

那岐山（1255ｍ）～後山（1334ｍ）
【期

日】５月７日（土）～８（日）

【集合場所】宮内串戸駅【集合時間】７時３０分

【山

域】中国山地東部

【交通手段】自家用車

【参加費用】実費
【行

程】５月７日：宮内串戸駅(7:30)→登山口(11:30)→那岐山(13:30～14:00)→第３駐車場
(16:00)→後山キャンプ場(17:30)
５月８日：後山キャンプ場(7:00)→舟木山 (9:00)→後山(9:20)→駒の尾山(10:20)→
後山キャンプ場(13:20)→宮内串戸駅(17:30)

【装

備】ハイキングに適した服装、昼食・非常食、地図、ヘッドランプ、テント泊装備

【地

図】 1/25,000

【リーダー】ＣＬ 岸本 ＳＬ吉岡

【申 込 先】岸本 電話 090-3505-0026

【申込期限】４月２８日まで

【山行の呼びかけ】氷ノ山後山那岐山国定公園の主要な一部をなす中国百名山の２峰、那岐山と
後山の新緑と山野草の咲く登山道を歩いて見ませんか。５月連休を山で楽しみ締め括り
ましょう。
5 月ハイキング 例会山行★里山ロングトレイル

野貝原～極楽寺山
【期

日】５月２８日（土）

【山

域】佐伯区

【集合場所】ＪＲ宮内串戸駅前

【集合時間】８時３０分

【交通手段】広電バス（吉和車庫行き）

【参加費用】バス代３３０円

【行

程】明石(8:45)→のうが高原(11:00)→昼食→泉水峠(13:00)→七曲峠(14:00)→後畑［ア
ルカディアビレッジ分岐］(14:30)→極楽寺本堂(15:30)→ＪＲ廿日市駅(18:00)

【装

備】ハイキングに適する服装＆装備・ヘッドランプ必携

【地

図】1/2500 廿日市

【リーダー】CL 高見沢

【申 込 先】高見沢 E-mail osky@star.bbexcite.jp 携帯：080 6349 7844
【申し込期限】５月２２日まで
【山行の呼びかけ】のうが高原から古い峠を横断しながら極楽寺までの尾根伝いに縦走します。
すこしヤブ道になりかけて地図とコンパスと山勘が必要かも知れません。ただ里山に近
いので比較的安心して歩け、地図読みのトレーニングにもなりますよ。
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山域研究その① 十方山南山麓
【期

幻の押ヶ垰断層帯を歩く

日】４月２４日（日）

【山

域】十方山

【集合場所】JR 宮内串戸駅

【集合時間】７時半

【交通手段】自家用車相乗り

【参加費用】交通費分担

【行

程】7:30 宮内串戸－8:30 戸河内道の駅－9:30 那須集落…797.4 ピーク下…イデガダニ…
坂根…14:30 押ヶ垰…15:30 那須…17:30 宮内串戸（車２台でデポ）

【装

備】藪漕ぎにはならないと思いますがそれなりの服装、ヘッドライト、コンパス、昼食・
非常食、雨具、地図、防寒具、水

【地

図】 1/25,000 野入

【リーダー】ＣＬ 藤井

【申 込 先】藤井三郎 sabuchan-gogo@green.megaegg.ne.jp

電話 090-6404-6061

【申込期限】４月１７日まで
【山行の呼びかけ】２０１６年度の山域研究は西中国山地の山の中を歩く他、島根県との県境、
廿日市市の境界踏破、あるいは炭焼きの跡を記録するなどバラエティーに富んだ山行を
予定しています。今回その①は、十方山の南山麓に 広がるという「押ヶ垰断層帯」を歩
いて、芽吹き始めた西中国山地の春を感じたいと思います。春の花や山 菜もしっかりと
味わえますよ。

山域研究その②
【期

立岩山・市間山

日】５月２２日（日）

【交通手段】運転手付きレンタカー
【行

【集合時間】７時
【参加費用】会規定による

程】宮内串戸駅 7:45→戸河内 8:45→登山口（林道白谷線）9:00→市間山 10:30→立岩山
（昼食）11:45～12:15→982ｍピーク 13:45→吉和 15:00→宮内串戸駅 16:00
＊自家用車の場合は回送時間が別途必要

【装

備】ハイキングに適した服装、昼食・非常食、雨具、地図、ヘッドランプ

【地

図】 １/25,000 戸河内

【申 込 先】中井登 電話 0829-36-3671

【リーダー】ＣＬ 中井登
【申込期限】５月１５日まで

【山行の呼びかけ】今回のコースは稜線の縦走路は、立岩山の頂
上を徐き展望は無いが、自然豊かな新緑の「なら」や
「ブナ」の林は見ものである。そして立岩山からは廿
日市市と広島市佐伯区の境界線上の尾根筋を下ります。
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教育講座Ⅲ
【期

実践クライミング＆岩体験講座

日】５月２９日（日）

【山

【集合場所】天応ＪＲ駅

域】天応烏帽子岩山

【集合時間】９時２０分

（ＪＲ参考 宮内串戸 8:07…五日市 8:14…広島 8:40…天応 9:16）
【交通手段】公共交通
【行

【参加費用】交通費実費

程】① 天応岩場到着後 基本ロープの結び方復習
② 装備の装着、ハーネス、ロープの装着

③ 岩場３点確保の実践

④ トップロープでのフリークライミングの体験
【装

備】通常のハイキングの服装（動きやすい物）昼食、飲料水

【クライミング装備】ハーネス、ヘルメット（工事用、バイク用可） 、クライミングシューズ、
カラビナ、スリング等お持ちの方及び借りられる方は持参してください。
【予定講師】安達会長、岩トレメンバー
【申 込 先】土屋政昭 電話 090-3171-1903 Ｅメール tsuchiya-m@sky.megaegg.ne.jp
【申込期限】５月２０日
【山行の呼びかけ】 これから登山の山域、巾を広げる為には岩稜帯歩き沢登りと大切な技術が必
要になってきます。是非この機会に基本的なロープの結び方から岩場の３点確保クライミ
ングを体験してみましょう。
※５月１２日例会でロープの結び方ミニ講座しますので参加してください。

バリエーション例会山行
【期

阿蘇 根子岳

日】５月１４（土）～１５（日）

【山

域】阿蘇山

【集合場所】ＪＲ宮内串戸駅

【集合時間】８時３０分

【交通手段】レンタカーｏｒ自家用車

【参加費用】会車両規定による

【行

程】１４日宮内串戸 8:30～（山陽、中国、九州道）熊本ＩＣ13:30～14:30 宮路（ヤカタ
ガウド登山口近辺幕営）
１５日 見晴新道登山口 6:00…8:30 天狗の肩～（コル、天狗岩、西峰）～地蔵尾根分
岐 11:30…13:00 見晴新道登山口～簡保の宿入浴 14:30～19:30 宮内串戸

【装

備】クライミングに適した服装（寒さ対策も）、行動食・非常食、雨具、地図、ヘッドラ

ンプ、クライミング装備１式 シュラフ、マット 夕、朝食
【共同装備】テント、テントマット、ランタン、ツェルト、救急セット、ロープ
【地

図】 阿蘇／九重

【リーダー】ＣＬ 土屋

【申 込 先】土屋政昭 電話 090-3171-1903 メール tutiy-mv@sky.megaegg.ne.jp
【申込期限】４月１６日まで
【山行の呼びかけ】県外クライミング幕営山行―阿蘇山

根子岳、崩壊の激しい鋸状岩峰（七

面山）の東峰と西峰の間にそそり立つ天狗岩、脆い岩場を慎重に登攀後、懸垂下降を
繰り返し西峰に縦走します。
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白

７月例会山行
【期

山（2702m

日】７月１５日（金）～７月２０日（水）

御前峰）
【山

域】白山

【集合場所】JR 宮内串戸

【集合時間】２０時

【交通手段】乗用車（予定）

【参加費用】？

【行

程】１５日（金）JR 宮内串戸駅 20:00…１６日（土）市ノ瀬 8:00…別当出合 10:00…砂
防新道…15:00 白山室堂泊
１７日（日）白山室堂 7:00…御前峰・剣ヶ峰・大汝峰 13:00 …15:00 南竜ヶ馬場泊
１８日（月）8:00 南竜ヶ馬場…10:00 別山…別山市ノ瀬街道…15:00 白山温泉泊
１９日（火）白山温泉 9:00…16:00 宮内串戸駅
２０日（水）予備日

【装

備】宿泊ハイキング装備（寒さ対策）昼食、非常食、雨具、地図、ヘッドライト

【地

図】1/25000 白山

【リーダー】ＣＬ舞田

【申 込 先】舞田 takashi.maitaken@gmail.com

【申込期限】４月２８日（木曜日）

【山行の呼びかけ】富士山・立山と並び「日本の三名山」に名を連ねる白山は、奈良・平安時代、
都人から「越のしらやま」
「越のしらね」と呼ばれ、親しまれていました。高山植物群落地
と山頂の大小 7 つの火口湖をめぐります。また白山が日本有数の「野生動物の高密度生息
地帯」でほ乳類や鳥類など花畑で見ることができると思います。
※行程は参加人数が決まりしだい日数を含めて再検討をいたします。また山小屋の予約状
況により、テント泊等も検討いたします。申込期限を早めにしていますので、よろしくお
願いします。

高鉢山～安駄山～長者山
【期

日】５月１日（日）

【集合場所】広島駅

【山

域】安佐北区・安芸区

【集合時間】７時５３分発車時刻までに９番乗り場

【交通手段】ＪＲ芸備線 広島駅 07:53 発 三次行
【参加費用】ＪＲ乗車券（広島～上三田 ５８０円）
【行

程】JR 上三田駅(9:00)…安駄山 734m(10:30)…高鉢山 705m(13:00)…湯坂峠(13:40)…長
者山 571m(16:00)…ミノコージ峠(16:30)…みどり坂団地(17:30)…JR 瀬野駅(18:00)

【装備】ハイキングに適する服装＆装備・ヘッドランプ必携

【地図】1/2500 中深川

【リーダー】CL 高見沢・SL
【申込先】高見沢 E-mail osky@star.bbexcite.jp 携帯：080 6349 7844
【申し込期限】４月２８日（木）まで
【山行の呼びかけ】里山ロングトレイルのなかで、距離の長さよりアップダウンの厳しさに特徴
があります。展望はほとんどありません。なぜこんなコースを歩くのか！？自問自答をしながら
もはるばる踏破したときの充実感は大きいです。厳しい山域に入る前のトレーニングには最適で
す。チャレンジャー待ってます！！
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蓮華寺山・高城山

ハイキング定例

３月１３日（日）晴時々曇
【参

加

者】森田（CL 記録）
、中井、浅井田、出羽、吉岡、仲

【コースタイム】安芸中野駅（9:23）･･･蓮華寺山（10:24）･･･ピーク 428ｍ三角点（11:07）･･･
高城山（11:48～13:07）･･･瀬野川駅（14:15）
登山口の真言宗蓮華寺で準備を整えて、出
発する。四国八十八箇所をなぞらえた８８の
石仏を数えながら登る。それはそれで楽しい。
八十八番目の石仏を過ぎるとほどなく蓮華寺
山頂に着く。雑木が伸びすぎて眺望が少し遮
られるのが残念だ。蓮華寺山からは下りがち
な稜線を高城山に向かう。暑くなく寒くなく
の天候で、小休憩を何回かとって、最後に急
登を登りきると高城山頂である。昼食後に、
ロープワークの練習などして、瀬野川駅方向
に下る。団地上からは、私も初めてのスカイ
レールを経験して駅に到着、無事終了した。

奥山～七国見山（456ｍ）

ハイキング定例

３月５日
【参

加

者】８名

【コースタイム】 宮内串戸駅 7：35～8：50 白崎（蒲刈ふるさと自然のみち入口）～9：30 奥山登
山口～10：35 奥山～11：15（108Ｐ地点）～11：26 七国見山登山口～12：13 七
国見山 13：20～13：47 西楽寺～14：12 ウオーキングセンター下山
今日は安芸灘とびしま海道の七つの島の内

通車で７２０円の有料ですが島内で１０００

一番大きな上蒲刈島の最高峰西の奥山から東

円以上の買い物をすれば帰りは無料になりま

の七国見山横断ハイクです。安芸灘大橋は普

す。
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歩き七国見山から北西に派生するはっきりと
した尾根に取り付きます。最後の長い急な木
段をこえ七国見山の頂上です。
木造の立派な展望台。南面は広く立ち木を
伐採し眺望を確保されてました。ところが、
山名由来の七つの国の一つも見えることもあ
りませんでした。下山途中の西楽寺あたりか
らやっと眼下の眺望。また山側を振り返れば
猪捕獲用の罠檻の中にはたくさんのミカン。
しかしカゴの入口は閉じたまま…春の陽光の
中のんびりミカン畑を眺めながら奥山登山口。
三角点の有る奥山を過ぎ鎌苅トンネル上部
を下り１０８Ｐ地点から林道を少し東方面に

見事な岩壁が広がります。
下山後は県民の浜温泉、オーシャンビュー
のラドン温泉で汗を流しおまけに満開の河津
桜も愛でることもでき天気予報で予定を繰り
上げての好天の一日でした。

早春の行者山・傘山

自主山行

縦走

３月２０日（日）
【参

加

者】T 屋ＣＬ・N 井、A 田、D 羽、Y 岡、H 田（量）
、H 田（明）、M 田、M 崎、N 沢、I
飼、S 家（記録）

【コースタイム】玖波駅 8:30～行者山 9:40～笠山登山口 10:30（東尾根）11:30～傘山 13:00～（西
尾根）傘山登山口 14:00～憩いの森キャンプ場 14:40～玖波駅 15:10
皆さん、お久しぶりです！S 家です。3 月の

花粉症の鼻をぐずぐずさせながら、さあ出

三連休、久々に広島に帰り、真ん中の 20 日に

発！歩き出してすぐに D 羽さんから鎖コース

バリエーションがあるとの事で、それに参加

と稜線コースに分かれようとの提案があり、

しようとリーダーのモリモリに連絡すると、

鎖コース８名、稜線４名に分かれる。僕は鎖

「え～！聞いてな～い！」それに「予定ある
し。
」S 家さ～ん、リーダーやって～って、言
ってきた。相変わらず面白い。結局、T 屋Ｃ
Ｌによる個人山行となり、早春の行者山、傘
山を企画して頂いた。
玖波駅８：３０集合で電車に乗ると、なつ
かしい顔ぶれが手を振ってくれた。その中に
予定があると言ってたモリモリもいて、
「何や
ね～ん！いてますやん」といつもの調子で話
が始まる。 本日参加の皆さんも到着。今回
復帰する I 飼さんも参加してくれている。
彼とは、お正月には会ったけど一緒に山に
行くのは去年 2 月の雪の蒜山下見山行以来だ。
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コース。 石鎚神社神田山教会の向かって左

送電線付近を歩いていた時にペースが速いと

側を登っていく。９：００石鎚神社の鳥居下

言う人と、遅いという人、いろいろである。

に着き、衣服調整。上を見上げると大きな鎖

鳥のさえずりが聞こえだした。春真っ最中だ。

が見える。行者山も鎖は行者以外は登坂禁止

小展望台を過ぎ、１１：００反射板着。さっ

と言われている。そんな光景を横目にどんど

さと通り過ぎようとするが、後方より「ここ

ん登っていく。前を歩く A 田さんが「あ～え

で休憩ですよー！」の声があり、小休止。こ

ら、あ～しんど」と言っているが、長年の登

のままでは予定より早く着くそうだ。 猪飼

山経験からの脚力でバッチリ登られている。

氏が珍しくバテている。２ケ月ぶりの山だと

稜線コースへ行った人たちとも出会い、

言っているが、出発した時に聞いたら半年ぶ

９：４０石鎚神社 行者山頂上着。３１３.

りと言っていた。やはりテキトー男である。

５ｍ。阿多田島、猪子島がよく見える。 少

そのうち、天狗の踊り場という大岩に出る。

し休憩しここから２時間かかる傘山に向かっ

高度感がすごい。阿品台の海がよく見える１

て出発。今日は黄砂が少なく眺望もいい、と

１：２３ ６４９.９ｍ 傘山山頂着。すぐに

の声があったが、広島でよく聞く黄砂も大阪

集合写真。なんと N 井さんが撮ってくれる。

ではあまり黄砂の話は出てこない。頑張って

小さな三脚を付けたカメラで記念撮影。ちょ

歩いていると、I 飼氏がすべってお尻からハ

っと参加せんうちにまあ変わったなあ。お昼

デにコケた。再入会資格は「すべらない人」

の宴会が出来る場所へ移動し早速各自、共同

なんですけど、と僕がからかう。いつも彼を

装備を出してお鍋の準備。いつもながら鍋奉

いじって歩いている。いじられる方もなぜか

行が多いが、今回は H ちゃんが昨日頑張って

楽しそう。１０：１２ 一旦舗装道路に出る。

野菜やお肉をいっぱい切って事前に用意して

風が出て汗をかいた背中を通り過ぎる時、冷

くれていた。しかしこちらが用意している間

たくて寒くなった。すぐに山道になり、１０：

にあちこちで一杯飲り始めている。何だかん

３０一息岩着。名前の通りここでいっぷく。

だとお昼も進み、向こうでは D 羽さんが防水
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袋、シュラフのたたみ方の講習をしている。

しばし休憩。その後錦龍の滝を見学。道の分

１３：３０を出発と決め、更に一杯飲んだり、

岐にある大きなトレッキングカードの看板を

コーヒー飲んだりしてだらだらと過ごす。一

見ながら何処へ行くか、あーでもない、こー

度飲むとスイッチが入り、又飲みだす。猪飼

でもないと決めている。ご当地をよく知って

氏も調子に乗って飲みすぎ、あとの歩きで遅

いる人が多いので、みんな主張して大変だ。

れがちになる。彼も久しぶりにみんなと会い、

次は展望台へ。これまたずっと登り。ま、そ

テンションが上がったんだろう。二次会の時

りゃそうだ。１５：３０展望台着。大竹の町

間迄少しあるので、下山コースの変更をやい

が一望出来る。しかしまあ、やっぱり佐伯の

やい言って決めている。結果、錦龍の滝コー

人は足も強いが、みんなよーしゃべるわ。そ

スを歩き出す。舗装道路に１４：００頃出る。

んな感じでついに大竹メープルヒル病院の横

傘山西口の登山道があった。横幅人ひとり分

へ皆さん無事下山。１６：３０ まだ二次会

の道だが、下山道は歩きやすい道で、広島県

もあるでー！！いや～、久しぶりに参加させ

らしいなあと感じた。関西の里山ではあまり

て頂いたけど、すぐに普段もよく会っている

こういう道はないような気がする。下って先

ような気持になれ、楽しい一日を過ごすこと

ほどお昼を食べた位置を見上げると、結構高

が出来ました。次回もまた楽しい登山が出来

いなあと思った。錦龍公園迄、春の日和の木

る事を楽しみにしていたいと思います。ぜひ

漏れ日の中、落ち葉で埋まった道の上を歩く。

またご一緒しましょう！

憩の森に１４：４０着。少し広めの原っぱが

ありがとうございました。

あった。また一杯飲む人やトイレの人など、

尾鈴山 1405ｍ 市房山 1721ｍ

自主山行

【期日・コースタイム】
・３月２８日 宮内串戸 8:00→都農ＩＣ→ 尾鈴キャンプ場 16:00
・３月２９日 尾鈴キャンプ場 6:00→尾鈴山 9:14→長崎尾 10:20→矢筈岳 10:53→白滝展
望所 12:00→キャンプ場 14:20→一ッ瀬ダム→市房山キャンプ場 17:20
・３月３０日 市房山キャンプ場 7:30→登山口 8:13→市房神社 8:36→市房山 11:04→市
房神社 12:43（昼食）13:35→登山口 13:50

→湯山温泉 17:30

・３月３１日 湯山温泉 8:30→市房ダム湖（1 万本の桜鑑賞）9:30→人吉ＩＣ 11:00→宮
内串戸 18:00
【参加者】Y 岡 CL、T 屋 SL、D 羽、M 田、H 田、N 沢

尾鈴山：曇り後晴れ
４時起床、外は真暗で寒い、朝食を済ませ
６時出発、尾鈴キャンプ場０℃。
甘茶登山口まで尾鈴林道を歩く、尾鈴山瀑

布群、滝とミツバツツジ咲いていて飽きない。
林道分岐着、駐車場横に登山者記帳台で記
入をすませる。林道に駐車禁止と大きく書か
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れてあった。
登山開始、登山口から急登、ゆっくりペー

今回は時期が早く咲いていない。長崎尾頂上
はケルンが積まれて展望はない。矢筈岳ピス

スで歩く、１０分足らずで 1 合目に到着、立

トンするが頂上からの展望はない。登山道は、

派な合目標示がある。６合目あたりからヒメ

倒木があり障害物コースである。

シャラの木が目立つ。展望は、９.５合目の展

林道分岐から白滝コースは、階段とゴロゴ

望所だけだ。鳥居をくぐり尾鈴神社、万吉山

ロ石でとても歩き難くかった。白滝展望所で

分岐があり尾鈴山山頂に着く。山頂は広いが

滝を見ながら昼食。白滝展望所からも急な下

展望はない。頂上で写真を撮る際の名言「写

り。白滝から駐車場までの長いこと。幾つか

真を写さなくても心の中に写している」そう

の滝、手掘りトンネル、尾鈴トロッコ道を歩

だ。長崎尾に向かう。縦走路には、シャクナ

き駐車場着。

ゲ、ヒカゲツツジ、アケボノツツジの花が 4

市房キャンプ場に移動中、車窓から、桜が

月下旬から５月にかけ？綺麗に咲くそうだ。

満開でとても綺麗だった。市房キャンプ場の
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バンガローは広く、綺麗で良かった。美味し

いカレーライスを食べお酒を少々飲み就寝。

市房山：曇り後雨
気温１０度、 林道を２キロ車で上がりさあ
出発と思いきやストックを忘れＵターン

は白い物も混じり風も強くなり記念撮影もそ
こそこに下山一気に神社まで下り昼食 ちょ

皆さんゴメンなさい(-_^)

っと早いが宿に入る 温泉の気持ち良かった

参道には大きな杉の木が数多く在り大人が

事

６人でやっと手が届く位だ 根が出て苔蒸し

*\(^o^)/*

余談／市房ダム湖の一万本の桜が満開で湖

た道を神社まで上がりお参り５、６、７、合

面に市房山や桜が映え見事な景色にうっとり

目まで順調に上がり８合目辺りからガスが上

企画をして下さったＹさんに感謝

がって来て雨になるカッパを着て山頂辺りで

五 里 山

自主山行

３月１６日(水）
【参 加 者】T 屋、N 井、Y 岡、N 本
【コースタイム】御境(9:10)～登山口の鉄塔(9:40)～最初のピーク(10:50)～1158 ピーク
(12:30-13:15)～御境(15:40)

雪が少ないのは解っていましたが、御境ま

でした。最初のピークを過ぎると急坂が出て

で車で行けて、五里山に雪が残っているのは

きて、ここからはルートファインディングが

この時期だけです。進めるところまで行って、

必要です。

往路下山ということで。出発しました。
縦走路に入る前の鉄塔から。やはり雪はあ
りません。
最初のピーク(国土地理院の地図の‘五里山
の’山のところ)までは、薄い踏み跡もあり、
テープも細かく付いていました。標高を上げ
るにつれ春山らしい雪道になり、快適な登路

雪と藪のミックスで、特に帰路は難渋しま
した。京ツカ山手前の 1158 ピーク。ビールが
美味しかった。向こうに京ツカ山が見えた。
今度は縦走するぞと思いながら、元来た道を
帰りました。
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バリエーション通信
４、５月のバリエーション計画
■地域研究（年間計画）
・押が垰断層帯を歩く（４月２４日

CL 藤井）＜まど４月号山行案内参照＞

・市間立山縦走と市境界線の尾根（５月２２日 CL 中井）＜まど４月号山行案内参照＞
以下のトレーニング、山行は期日、場所、ＣＬ等の変更の可能性があります。
バリエーション山行の案内は「佐伯山の会バリエーションＭＬ」へ登録し山行案内を随時チェックして下さい。
登録に関する問い合わせは

高見沢<osky@star.bbexcite.jp>まで。

■岩トレ（年間計画

/ 岩場不定）

・４月 ９日（土）
：CL 金子
・４月１６日（土）
：CL 南場
・５月 ８日（土）
：CL 安達
・５月２１日（土）＠天応：CL 土屋
・５月２９日（日）＠天応：CL 森崎

■廿日市市境界線を巡る山道（不定期）
・４月３０日 大峰山周辺の境界線 ：CL 高見沢

■ボッカトレ

廿日市市境界線をめぐる山道全行程

・４月１０日（日）
：CL 高見沢＠恐羅漢周回
・５月 ７日（日）
：CL 南

場＠白木山ダブルピストン

■クライミング
・５月３日（CL 南場）雪彦山
・５月１４～１５日（CL 土屋） 阿蘇根子岳 ＜まど４月号山行案内参照＞

