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2004年度
2004年度（
年度（03/
03/11～
11～04/
04/10）ＥＰＥ
10）ＥＰＥクラブ
）ＥＰＥクラブ活動報告
クラブ活動報告
連番

例会No.

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

実施年/月/日

担当

奈良教育大学実習林か
28 OＰ12
2003/11/2
ら清水峰

板谷、宮平

29 一般17 播州・小野アルプス

紀伊埜本、神
阪

30 OＰ13 台高・池木屋山

31 一般18 丹波・白髪岳

32 一般19 鷹ノ巣山～桶居山

33 一般20 学文峰～井谷の峰

34 OＰ14 大峰・三ツ塚

35 一般21

2003/11/9

2003/11/23～
宮平、山倉
24

2003/11/30

2003/12/13

2003/12/21

2004/1/11

金剛山南尾根・西の行
2004/1/18
者堂跡

仙谷、森坂

板谷

参加者
数

コース・タイム・担当者コメント

参加者

南海河内長野駅から車に分乗7:30⇒大塔村宇井⇒奈
良教育大学付属自然環境教育センター(計画書提出)
10:00登山口→十坪平→トチノキ回廊→7号鉄塔
→13:20山頂→尾根道→9・8号鉄塔→15:40登山口
JR大阪駅中央噴水前7:40 姫路行快速、加古川乗換小
野町駅→アザメ峠→惣山→小野富士→紅山184→岩山
→福旬峠→小野町駅

板谷佳史、宮平良雄、神阪洋子、岩崎真美子、保木道代、岸本
久仁雄、長瀬茂正、長瀬繁子、板谷直美、安田久美子、磯辺秀
雄、藤本富美子、平田雅江、本郷善之助、柴田弘子

15

紀伊埜本節雄、神阪洋子、奥中種雄、仙谷経一郎、宮平良雄、
紀伊埜本博美、板谷佳史

7

近鉄吉野線大和上市駅9:00 車に分乗⇒11:20宮の谷林道終 宮平良雄、山倉康次、山倉慶一、板谷佳史、長瀬茂正、長瀬繁
点→高滝を経て14:00奥の二の俣(泊) E.P.E例会で珍しく快晴 子、仙谷経一郎、畑山禮子、安部泰子、柴田弘子、保木道代、
となり、紅葉の宮の谷を辿る。高滝の下までは観光気分のハイ 西村晶、森坂紀男
カーが一杯、かっての台高の秘境も格が下がったものだ。奥の
二股に テントを張って焚き火が出来上がった14:00頃には早く
も宴会モードに突入した。
11/24-9:00→10:00池
木屋山→12:00泊地へ 今日も晴れの筈が期待はずれで明
け方から雨の中、池木屋山頂に上がるが展望皆無で寒々して
いる。早々に下山してテントを引き払う頃には本格的に降りだ
すが、人の気配がしない台高の雰囲気を味わえた。

仙谷経一郎、森坂紀男、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、宮平
9:45JR古市駅発→10:55住山登山口→12:00白髪岳
13:15→14:20松尾山→住山登山口→15:00JR古市駅 良雄、神阪洋子、津川洋子、田中智子、田中節子、横内まみ
11名+一頭にて白髪岳山頂に立つ頃には強風と小雨のため ね、板谷佳史、＋森坂家愛犬まる
早々に下山して風を避けて昼食。松尾山にいたる頃には天気
回復し、丹波の風景を味わいながら下山する。

13

11

山枡

JR大阪駅中央噴水前→8:15 8:30発⇒曽根駅タクシー 山枡初好、板谷佳史、宮平良雄、神阪鐵志、神阪洋子、長瀬茂
分乗⇒鹿島神社→鷹ノ巣山→桶居山248→JR御着
正、田中智子、田中節子、横内まみね、岸本久仁雄、宮田秀
晴、大西幸孝、斉藤よし子、安部泰子、安部政治、安部美乃
里、安部知洋

17

竹中、本郷

南海高野線 千早口駅9:23→地蔵谷→ジルミ峠
本郷善之助、宮平良雄、西村晶、西村美幸、斉藤よし子、安田
→10:25学文峰414→上峠→460→11:25上峠付近昼食 久美子、板谷直美、大西幸孝、仙谷経一郎、岸本久仁雄、和田
12:00→12:30井谷の峰(591)→13:00叶山→13:40取り付 晴次、高木俊夫、野口秀也、板谷佳史、竹中喜三郎
き→14:05千早駅

15

宮平、森坂

9:00虻峠→10:30観音平→12:00観音峰→三ツ塚頂上 宮平良雄、森坂紀男、板谷佳史、仙谷経一郎、長瀬茂正、長瀬
を経て同峰より洞川に延びる尾根を下降→14:30洞川バ 繁子、大西啓子、戸塚純子、大西幸孝、斉藤よし子、畑山禮
ス停
子、安部泰子、保木道代、岸本久仁雄、山枡初好、田中智子、
本郷善之助、竹林英

18

天見駅9:50→島の谷→10:45ブンタ谷出合→水線
岸本久仁雄、磯辺秀雄、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、和田
11:05→11:40稜線→11:45鉄塔12:35→12:45西の行者 晴次、村本俊弘、三原秀元、宮平良雄、横山寿夫、長瀬茂正、
堂跡→13:35柱本バス停→14:35紀伊見荘
長瀬繁子、板谷佳史、山倉康次、山倉知子、山倉慶一、山倉千
尋、仙谷経一郎、奥中種雄、安田久美子、畑山禮子、大空清
岸本、磯辺、竹
繁、翁長和幸、翁長あいこ、斉藤よし子、山田春雄、津川洋子、
中
伊東ナナ子、大西幸孝、欅田克彦、田中節子、黒原みどり、横
内まみね、田中智子、黒澤百合子、寄川都美子、岩崎憲代、寺
島直子、松島真佐子、中井希久子、加福輝之、加福豊子

41
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例会No.

行先
一般：一般例会
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担当

コース・タイム・担当者コメント

参加者

岸本久仁雄、磯辺秀雄、竹中喜三郎、紀伊埜本節雄、紀伊埜
本博美、和田晴次、本郷善之助、神阪鐡志、神阪洋子、田倉宣
正、田倉あけみ、村本俊弘、三原秀元、宮平良雄、宮平由紀
子、宮平晶子、山枡初好、横山寿夫、長瀬茂正、長瀬繁子、板
谷佳史、山倉康次、山倉知子、山倉慶一、山倉千尋、仙谷経一
郎、安部泰子、安部美乃里、安部知洋、細見育代、深井英司、
奥中種雄、安田久美子、畑山禮子、大空清繁、翁長和幸、翁長
あいこ、前本康央、前本佐智子、前本野歩、前本庸平、斉藤よ
し子、山田春雄、津川洋子、伊東ナナ子、大西幸孝、欅田克
彦、田中節子、黒原みどり、横内まみね、大北繁和、大北邦子、
田中智子、黒澤百合子
JR大阪中央噴水前8:30 8:36快速⇒塩屋10:10→旗振 和田晴次、仙谷経一郎、奥中種雄、長瀬茂正、岸本久仁雄、津
山10:30→鉄拐山11:30→栂御山12:10→横尾山
川洋子、加福輝之、横内まみね、板谷佳史、畑山禮子、宮平良
12:50→板宿分岐13:30→13:30板宿着
雄

板谷

参加者
数

紀伊見荘15:30→19:00

紀伊埜本代表や翁長会長の楽しいあいさつや参加回数上位
者の表彰など、趣向を凝らした進行で時の経つのを忘れて過
ごしました。

36 懇親会 新年会・紀伊見荘

2004/1/18

岸本、磯辺、
竹中

37 一般22 六甲・須磨アルプス

2004/1/25

和田、仙谷

38 OＰ15 伊吹山

2004/2/1

本郷、板谷

39 一般23 奥山・雨山

2004/2/8

竹中、仙谷

40 OＰ16 大山

2004/2/20～
21

紀伊埜本、宮
平

41 一般24 加西アルプス

2004/2/28

山枡、神阪

54

11

JR大阪中央噴水前7:45→8:00快速→9:43近江長岡⇒
タクシ登山口→10:30リフト三合目10:55→五合目
12:30→12:35伊吹山頂14:00→五合目14:30→三合目
→ゴンドラで登山口15:30→JR近江長岡へ

本郷善之助、板谷佳史、宮平良雄、深井英司、奥中種雄、安部
泰子、大空清繁、斉藤よし子、伊東ナナ子、大西幸孝、黒澤百
合子、加福輝之、津川洋子、近藤さとみ、長瀬茂正、仙谷経一
郎、森坂紀男、前本康央

18

南海泉佐野駅9:00 バス犬鳴山行⇒土丸下車→雨山
→小屋谷山→永楽ダム→大阪体育大前

竹中喜三郎、仙谷経一郎、奥中種雄、三原秀元、黒原みどり、
田中節子、横内まみね、黒澤百合子、今本佐千子、中井希久
子、野口秀也、畑山禮子、本郷善之助、岸本久仁雄、磯辺秀雄

15

②登山組 ２０日 ペンション→13:40豪円山山頂散策
→16:００ペンション ２１日 大山駐車場8:50→10:00六
合非難小屋 引き返し ペンション13:30⇒昼食15:00⇒
大阪駅18:00着
JR大阪中央噴水前7:40 8:00姫路行快速.加古川乗換
⇒粟生駅乗換⇒北条鉄道下里下車→善防山前山→善
防山山頂13:05→笠松山山頂13:40松山→権現堂
→14:30-北条鉄道 長(おさ)駅
播州は

①スキー組 紀伊埜本節雄、仙谷経一郎、野原勇、畑山禮子、
黒澤百合子。②登山組 宮平良雄、長瀬茂正、岸本久仁雄、神
阪鐡志、神阪洋子、本郷善之助、田中智子、横内まみね

13

山枡初好、神阪鐡志、神阪洋子、安田久美子、小坂知恵子、津
川洋子、長瀬茂正、仙谷経一郎、板谷佳史、柴田弘子、横内ま
みね、田中智子

12

岩山の多い所、この善防山はなかでも目立つ山域で稜線から
の風景もアルペン的、クライミングエリアも散在しているようでそ
れを目的にしても１日充分に楽しめる。

42 OＰ17 大峰・大天井岳

43 一般25 六甲・座頭谷～宝塚

2004/3/7

2004/3/13

岸本、長瀬

近鉄阿倍野7:10 7:20発急行⇒下市駅8:32着 車に分 岸本久仁雄、長瀬茂正、宮平良雄、板谷佳史、仙谷経一郎、西
乗⇒10:00洞川10:23→12:09五番関トンネル入口12:３５ 原戦男、奥中種雄、岩崎真美子、畑山禮子、保木道代、斉藤よ
→14:05大天井岳14:30→15:18小天井岳→16:00洞川 し子、伊東ナナ子、津川洋子、戸塚純子
スキー場16:15→洞川14:04

14

山枡、岸本

阪急梅田駅2F 8:30⇒宝塚9:20⇒9:40知るべ岩バス停 山枡初好、岸本久仁雄、長瀬茂正、保木道代、黒澤百合子、畑
→屏風岩9:57→大谷出合11:00→大谷乗越13:05→塩 山禮子、田中智子、田中節子、黒原みどり、柴田弘子、仙谷経
尾寺14:00→宝塚14:45
一郎、大西幸孝、斉藤よし子、安部泰子、安部美乃里、奥中種
雄、加福輝之

17
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例会No.

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

44 OＰ18 台高・薊岳

実施年/月/日

担当

2004/3/20

宮平、板谷

45 一般26 金剛山・妙見谷

2004/3/28

紀伊埜本、安
部

46 一般27 北摂・大岩ケ岳

2004/4/4

岸本

47 一般28 桜井・音羽三山

2004/4/11

紀伊埜本、安
部

48 OＰ19 湖北・横山岳

2004/4/25

本郷

コース・タイム・担当者コメント

参加者

近鉄あべの7:20 7:10特急⇒上市駅8:30 車に分乗
宮平良雄、板谷佳史、長瀬茂正、安部泰子、仙谷経一郎、大西
⇒9:30大又→12:40薊岳→14:00明神平→16:15大又。 幸孝、伊東ナナ子、村本俊弘、保木道代、斉藤よし子、近藤さと
主稜線に上がると風混じりの雪となり冬山気分。残雪の痩せ尾 み、細見育代、山枡初好、田中智子、飛田典男、川守田康行、
根に少し手間取る人もいたが、ほぼ予定通りの時間で真っ白に 黒澤百合子、畑山禮子、津川洋子、三原秀元、宮田秀晴、本郷
なった明神平に到着した。
善之助
＋犬クマ
河内長野8:30⇒千早登山口→妙見谷→金剛山頂→文 紀伊埜本節雄、安部泰子、奥中種雄、長瀬茂正、板谷佳史、田
殊尾根→河内長野
快晴ポカポカの春陽気 中智子、仙谷経一郎、山田春雄、野口秀也、紀伊埜本博美、保
の中、のんびりハイキングを楽しみました。
木道代、黒澤百合子、和田晴次、柴田弘子、岸本久仁雄、磯辺
秀雄、豊西文一
ＪＲ道場～千刈ダム～大岩ケ岳～丸山分岐～東山橋～ 岸本久仁雄、岸本美奈子、斉藤よし子、大西幸孝、板谷佳史、
道場
桜のタイミングは正解、天気は雨で外れでした。
加福輝之、長瀬茂正、宮平良雄、奥中種雄、安部泰子、安部美
乃里、遠藤（古谷）、細見育代、横内まみね、西野勇治
初夏をうかがうような陽気、山里の桜は見ごろ、尼寺は静寂・空 紀伊埜本節雄、安部泰子、田中節子、田中智子、横内まみね、
は春霞・・・看板のとおりでした。
神阪鐡志、神阪洋子、津川洋子、畑山禮子、大西幸孝、本郷善
之助、奥中種雄、斎藤よし子、仙谷経一郎、紀伊埜本博美、板
谷佳史
9：15杉野～白谷出合～五銚子の滝～横山岳～東峰～ 本郷善之助、宮平良雄、長瀬茂正、安部泰子、仙谷経一郎、伊
鳥越のコル～網谷林道～15：30杉野
こんな花 東ナナ子、保木道代、田中智子、黒澤百合子、奥中種雄、神阪
種類の多い山行き初体験、手を加えていない山道も珍しい、美 洋子、村浪義光、三原秀元、近藤さとみ

板谷

参加者
数

22

17
15
16

14

しい山でした。

49 OＰ20 四国・西赤石～東赤石 2004/5/1～3

仙谷、長瀬

50 一般29 犬鳴山

2004/5/9

磯辺、板谷

51 一般30 虚空蔵山

2004/5/15

山枡、神阪

52 OＰ21 大峰・七面山

2004/5/19

宮平、岸本

5/1 大阪午後10時（車組）発 5/2 午前2時東平着
（仮眠）
5/2 船組と合流 9：00東平～銅山峰ヒュッテ前（テント
設営）銅山峰ヒュッテ～銅山峰越～西山往復～10：30銅
山峰ヒュッテ（泊） 5/3 6：00銅山峰ヒュッテ～東山～西
赤石山～カブト岩～10：10銅山峰ヒュッテ（テント撤収）
～東平～帰阪
南海線泉佐野駅9:01⇒犬鳴山バス停9:55→10:25行者
の滝10:45→11:45高城山12:20→犬鳴山バス停15:00
解散

53 OＰ22 大峰・釈迦ガ岳

長瀬、板谷

6

磯辺秀雄、板谷佳史、仙谷経一郎、伊東ナナ子、田中節子、田
中智子、安部泰子、横内まみね、宮平由紀子、山下登志子、長
田千鶴子、岸本久仁雄、岸本美奈子、北村照代、久保文子、奥
中種雄
9：10ＪＲ藍本駅～虚空蔵堂～山頂～八王子山～山上山 山枡初好、神阪鐡志、神阪洋子、長瀬茂正、奥中種雄、伊東ナ
～油井～14：45ＪＲ草野駅
ナ子、津川洋子、仙谷経一郎、安田久美子、畑山禮子、田中智
子、田中節子、柴田弘子、宮平良雄、横内まみね、黒澤百合
子、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美
7：30河内長野⇒Ｒ１６８篠原⇒舟の川地獄谷出合～林 宮平良雄､岸本久仁雄、長瀬茂正、長瀬繁子、仙谷経一郎、伊
道終点登山口～七面尾～西峰～東峰往復～アケボノ 東ナナ子、津川洋子、斉藤よし子、大西幸孝、畑山禮子、黒澤
平～16：00地獄谷出合
期待通り静かで奥 百合子
深く、シャクナゲ、白ヤシオ、赤ヤシオ等こころいくまで味わえ
た。

2004/5/29～
30

仙谷経一郎、長瀬茂正、田中智子、柴田弘子、保木道代、津川
洋子

5/29 13:30河内長野駅前集合R168⇒旭⇒17:30不動
木屋谷林道に駐車（泊）
5/30 7:00キャンプ地発～古田の森～釈迦ガ岳～古田
の森～不動木屋山尾根下降～13:00登山口

3/6

長瀬茂正、板谷佳史、岸本久仁雄、奥中種雄、仙谷経一郎、田
中智子、黒澤百合子、神阪洋子、柴田弘子、柴田友宏、 畑山
禮子、江本恭子、江本由貴、長瀬繁子、安部泰子、斎藤よし
子、竹林英、横内まみね、飛田典男、山枡初好

16

18

11

20

2004/10/E現在

2004年度
2004年度（
年度（03/
03/11～
11～04/
04/10）ＥＰＥ
10）ＥＰＥクラブ
）ＥＰＥクラブ活動報告
クラブ活動報告
連番

例会No.

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

実施年/月/日

担当

54 一般31 天王山とサントリー見学

2004/6/5

竹中、仙谷

55 OＰ23 蒜山

2004/6/8～9

岸本、磯辺

コース・タイム・担当者コメント

参加者

阪急長岡天神駅8:50→9:15長岡天満宮9:30→10:00奥 竹中喜三郎、仙谷経一郎、安田久美子、岸本久仁雄、奥中種
海印寺→11:10柳谷観音11:55→12:20浄土谷、天王山 雄、田中智子、田中節子、宮平由紀子、伊東ナナ子、紀伊埜本
取付→13:20天王山13:40→14:30サントリー山崎
節雄、紀伊埜本博美、高見宣子、川崎喜美子、神阪洋子、津川
洋子、横内まみね、欅田克彦、大西幸孝、深井英司、宮田秀
晴、野原勇
6/8・・・10:５０休暇村『蒜山高原』11:40出発→12:40五 岸本久仁雄、磯辺秀雄、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、神阪
合→13:54下蒜山→14:04中蒜山山頂→15:32上蒜山山 鐵志、神阪洋子、奥中種雄、大西幸孝、欅田克彦、安田久美
頂→16:31五合→18:１０『蒜山高原』
6/9・・・9:20出 子、岩崎真美子、岸本美奈子、横山寿夫
発スカイライン⇒11:20鍵掛峠⇒帰阪 予想に反しまずま
ずの登山日和となり自然の大景観を楽しみ、花を愛でる楽しい
山行となりました。宿舎でも和気あいあい時の経つのも忘れる
愉快な登山談義に大いに花を咲かせました。

56 一般32 七種山

2004/6/12

和田、山枡

57 OＰ24 三津河落山

2004/6/20

板谷、安部

58 一般33 和泉・側川谷

2004/7/4

紀伊埜本、板
谷

59 OＰ25 比良・口の深谷

2004/7/11

本郷、山倉

60 OＰ26 大峰・モジキ谷

2004/7/18

宮平、長瀬

61 一般34 金剛山・カトラ谷

2004/7/25

岸本、磯辺

62 一般35 箕面～勝尾寺

2004/8/1

和田、本郷

63 一般36 金剛山・南尾根

2004/8/8

紀伊埜本、神
阪

ＪＲ福崎駅タクシー⇒野外センター～七種山～七種槍～ 和田清次、山枡初好、本郷善之助、田中智子、宮平良雄、長瀬
野外センター⇒タクシー福崎駅
茂正、紀伊埜本節雄、神阪洋子、畑山禮子、横内まみね、黒澤
百合子、仙谷経一郎、板谷佳史
台風荒天のため中止
河内長野⇒側川谷林道終点～清水ノ滝～本谷～桧原 紀伊埜本節雄、板谷佳史、大西幸孝、畑山禮子、細見育代、駒
越～トラの尾～五つ辻～側川谷林道終点
井万生子、田中智子、横内まみね、神阪洋子、紀伊埜本博美、
伊東ナナ子、岸本久仁雄、宮平良雄、仙谷経一郎、長瀬茂正、
奥中種雄、安部泰子、斉藤よし子、欅田克彦
堅田駅バス⇒坊村～明王谷林道～奥の深谷～金糞峠 本郷善之助、山倉康次、細見育代、駒井万生子、安部泰子、大
～大川口～比良駅 前日の雨で水量多く奥の深谷に変 西幸孝、伊東ナナ子、田中智子、横内まみね、畑山禮子、深井
更。
英司、奥中種雄、山枡初好、宮平良雄、斉藤よし子、岸本久仁
雄、長瀬茂正、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、小林若一、飛田
典男、川守田康行、宮田秀晴
ＥＰＥクラブとしてスリルと緊張のグレードの高い沢登りを体験し 宮平良雄、長瀬茂正、長瀬繁子、細見育代、大西幸孝、田中智
ました。谷の詰めでルートを外し時間をロスしてしまい、しっかり 子、山枡初好、山倉康次、安部泰子、畑山禮子、黒澤百合子、
歩いた長い一日でした。
欅田克彦、板谷佳史、柴田弘子、本郷善之助、保木道代

金剛登山口～黒栂谷道～カトラ谷～国見城跡～細尾
谷～ロープウェイ前

岸本久仁雄、磯辺秀雄、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、神阪
鐡志、神阪洋子、奥中種雄、横山寿夫、大西幸孝、伊東ナナ
子、宮平由紀子、高見宣子、寺島直子、畑山禮子

箕面～箕面の滝～開成皇子の墓～勝尾寺～箕面の滝 和田清次、本郷善之助、岸本久仁雄、岸本美奈子、奥中種雄、
～箕面
宮平良雄、田中智子、高見宣子、板谷佳史、大西幸孝、横内ま
みね
河内長野駅前⇒バスケーブル前～久留野峠～千早峠 紀伊埜本節雄、神阪鐡志、神阪洋子、岸本久仁雄、奥中種雄、
～南尾根～紀見峠駅
和田清次、板谷佳史、磯辺秀雄、西村晶、西村美幸、宮平由紀
子、山下登志子、畑山禮子、伊東ナナ子、津川洋子、紀伊埜本
博美、横山寿夫

4/6

板谷

参加者
数

21

13

13

19

23

16

14
11

17

2004/10/E現在

2004年度
2004年度（
年度（03/
03/11～
11～04/
04/10）ＥＰＥ
10）ＥＰＥクラブ
）ＥＰＥクラブ活動報告
クラブ活動報告
連番

例会No.

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

実施年/月/日

担当

コース・タイム・担当者コメント

参加者

板谷

参加者
数

8：39名張⇒10：15大峠～古光山南峰～古光山～11： 長瀬茂正、山枡初好、宮平良雄、欅田克彦、神阪洋子、保木道
55フカタワ～後古光山～長尾峠～亀山～15：20曽爾高 代、田中智子、高見宣子、黒澤百合子、大西幸孝、＋くま（犬）
原駐車場
名張より車で乗合、一台は長尾峠に置いて、
64 一般37 曽爾・古光山

2004/8/21

長瀬、山枡

65 OＰ27 ヨーロッパ・トレッキング 2004/9/2～12 岸本、和田

66 一般38 六甲・菊水山

67

O28

台高・堂倉谷

68 一般39 屯鶴峰・観月会

2004/9/12

2004/9/18～
19

2004/9/25～
26

板谷、磯辺

飛田、宮平

紀伊埜本、宮平

大峠より登る。古光山南峰迄は、ぬかるみの急坂と言うより、急
斜面で登り難かった。古光山迄は痩せ尾根が有り、又古光山
の降りは、岩場混じりの急斜面で、フィクスロープが何段も有り
落石に注意しながら、かたまって降る。後古光山の登りもフィク
ス有り、下りはのんびりと長尾峠迄下り、亀山からの展望を楽し
み、亀山峠経由で曽爾高原迄行った。稜線の距離は短いが、
変化の有る山行でした。《東大阪のあまご》
9/2 関西空港11：25⇒アリタリア航空13：25「ミラノ」行
ミラノ：１泊 コルチナ・ダンペツット：４泊 グリンデルワルド：３泊
チューリヒ：１泊 コルチナに連泊して周辺の山々を３日間、移
動日を挟んでグリンデルワルトでも３日間、たっぷりとハイキ ン
グを楽しんできました。平均年齢６０台半ば（女性の年齢は推
定です）果たして身体のほうが耐えられるか、それが心配でした
が無事消化できました。まず涼しかったこと（汗はほとんど出な
かった）、夕方早くホテルに帰ってゆっくりできたこと、それに全
部ホテル泊にしたことが全行程を消化できた要因だったと思い
ます。１月の新年会でこの話が出てから約半年間、何度も会合
を持ち、アトラス・トレック社にプロの助言をもらってこの計画が
出来上がりました。男性陣には若い頃憧れたドライ・チンネとア
イガーを真近に見て、参加者の半数を数えた女性たちにはイ
ンスブルックとインターラーケンの町の散策と買い物も楽しんで
もらえたのではないでしょうか。最後に企画は和田氏と水田氏、
水田氏にはアトラス社との窓口にも、記録及び報告は奥中氏に
お願いしました。

10

岸本久仁雄、和田清次、岸本美奈子、紀伊埜本節雄、紀伊埜
本博美、神阪鐡志、神阪洋子、水田恵夫、深井英司、奥中種
雄、本郷善之助、横山寿夫、畑山禮子、宮平由紀子、山下登志
子、田中智子、高見宣子、津川洋子

18

9：05 菊水山駅～9：50 菊水山山頂～11：10鍋蓋山～13：20 板谷佳史、磯辺秀雄、大西幸孝、長瀬茂正、黒澤百合子、伊東
布引滝～14：10 三宮
ナナ子、横内まみね、安部泰子
ヨーロッパ組が関空に着く頃、ローカル色豊かな菊水山駅を出
発、残暑も和らいで爽やかな六甲を味わった。帰りは北野の外
人街をぶらつき、大阪駅ではジョッキの山を築いた。
9/18 8:30 大和上市⇒大台駐車場～日出ガ岳～堂倉小屋
飛田典男、宮平良雄、長瀬茂正、長瀬繁子、山倉康次、山枡初
9/19堂倉小屋～本谷遡行～１４：２５駐車場
好、細見育代、安部泰子、田中智子、柴田弘子、黒澤百合子、
天気予報かんばしくなかったので、テントをやめ堂倉小屋利用 大西幸孝
2日目、天候回復、途中から堂倉谷本谷であることを確認、その
まま引き返さず本谷を遡行。
昔懐かしいドンズル峰にて月見の宴。宅地開発がそばまでせま
り、最近開通した南阪奈道路や国道165がすぐ脇を走るわりに
は忘れ去られたように人もおらず静かな環境。翌朝は泉州山岳
会西村氏により「ロープの結び方教習会」最近の登攀用具とそ
れを使うためのロープの結び方を学ぶ。

5/6

紀伊埜本節雄、宮平良雄、山倉康次、山倉知子・慶一・千尋、
三原秀元、近藤さとみ、村本俊弘、西村晶、岸本久仁雄、磯辺
秀雄、奥中種雄、本郷善之助、長瀬茂正、山枡初好、田中智
子、深井英司、欅田克彦、畑山禮子、黒澤百合子、仙谷経一
郎、神阪鐡志、神阪洋子、大西幸孝、斉藤よし子、秋田文雄、
津川洋子、安部泰子、安部政治・美乃里・友洋、細見育代、高

8

12

35
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2004年度
2004年度（
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）ＥＰＥクラブ活動報告
クラブ活動報告
連番

例会No.

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

実施年/月/日

担当

69 一般40 比良・岩阿沙利山

04/10/2

山枡、本郷

70 一般41 六甲・最高峰

2004/10/10

岸本

71 OＰ29 台高・国見山

2004/10/16

山枡、長瀬

72 一般42 大洞山～尼ガ岳

2004/10/24

本郷、奥中

73 OＰ30

大峰・大普賢岳～七曜 2004/10/30～
宮平、長瀬
岳
31

コース・タイム・担当者コメント

参加者
数

参加者

9:25 音羽～11:00 岳山～１２：５５ 岩阿沙利山～16:00 北 山枡初好、本郷善之助、寄川都美子、寺島直子、柴田弘子、長
小松
近江高島に着くと雨、深井氏が不参加を伝えるためわ 瀬茂正、神坂洋子、横内まみね、黒澤百合子、田中智子、伊東
ざわざ駅まで来て下さり、頭の下がる思い。バスで音羽まで行 ナナ子、畑山禮子、斉藤よし子、岩崎真美子
き、傘をさして歩を進める、神社の横から雑木林を行くと、松茸
がありそうな所を通過。やがて白坂という花崗岩が露出した台
地に着く、小雨が降り続いている。岳山を通過、岩阿沙利山の
手前、樹林の中で少し早いが傘をさしての昼食。岩阿沙利山を
過ぎる頃より雨が止み出すが視界は一向に良くならない。涼し
そうな名前の寒風峠より少し降った所に楊梅の滝の展望台。暫
く降るとアスファルト道に出て駅はもう近い。
8:40 阪急芦屋川～ロックガーデン～風吹岩～雨ガ峠～12：30 岸本久仁雄、横山寿夫、斉藤よし子、近藤さとみ、奥中種雄、板
本庄橋（昼食）～一軒茶屋～14：40 有馬温泉
谷佳史、加福輝之、宮平良雄、磯辺秀雄、欅田克彦、紀伊埜本
9:30 大又～12：20 伊勢辻～14：20 国見山～15：00 明神平
～17：10 大又

節雄
山枡初好、長瀬茂正、長瀬繁子、紀伊埜本節雄、宮平良雄、板
谷佳史、奥中種雄、岩崎真美子、田中智子、安部泰子、欅田克
彦＋犬クマ
本郷善之助、奥中種雄、柴田弘子、山下栄、近藤さとみ、伊藤
ナナ子、竹林英、神阪洋子、欅田克彦、田中智子、野口秀也、
安部泰子、長瀬茂正、長瀬繁子、山田勝敏

晴の大阪を発ち、歩き始める頃には曇りとなる。三つの
ピーク（雌岳、雄岳、尼ケ岳）はガスの中、一時は小雨
が降り雨具を着ける。残念ながらあたりの景観はゼロの
ままであった。
三重県の新鮮な空気をいっぱい吸い、和気藹々の一日で 宮平良雄、長瀬茂正、畑山禮子、黒澤百合子、神阪洋子、岩崎
R309白倉谷出合いから車、人とも通行止めとなり急遽計
画変更
真美子、近藤さとみ、斉藤よし子、欅田克彦、板谷佳史、飛田典

10／30 Ｒ３０９白倉谷出合⇒13：30和佐又
男、山倉康次、川守田康行
ヒュッテ～14：30笙の窟(泊）
10／31
7：00笙の窟～大普賢岳～国見岳～七曜
岳～無双洞～笙の窟～14：30和佐又ヒュッテ
通行止めのおかげで行者還の新設ロッジ風小屋宿泊は逃
したが、他には誰も居ない懐かしい笙の窟で一泊できて
かえって幸い。 雨の中を担ぎ上げたビールで夜更けま
で騒いだ。翌朝は雨もほとんど降らず、人の来ない大普
賢岳・七曜岳の山頂に立つことができた。 無双洞を経
て岩本新道分岐から再度笙の窟へ登り返しテント、シー
ト等を回収。和佐又ヒュッテ駐車場へ・・・。視界度に
かけるが、素晴らしい紅葉した場面も随所にあり、なか

２００４年度参加者数 一般例会：26回470名、オプション例会：19回270名
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板谷

14

11
11
15

13

参加者総数

740

