2005/10/E現在

2005年度
2005年度（
年度（04/
04/11～
11～05/
05/10）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

74 一般43 飯盛山

実施年/月/日

2004/11/6

担当

磯辺、山枡

75 OP31

芦生・三国峠

2004/11/14

宮平、本郷

76 OP32

鈴鹿・仙ガ岳

2004/11/20

紀伊埜本、長瀬

77 一般44 高野山・町石道

78 一般45 京都・愛宕山

79 一般46 私市・交野山

80 一般47 和泉・三石山

2004/11/28

2004/12/11

2004/12/19

岸本、磯辺

和田、奥中

山枡、飛田

岸本、磯辺

コース・タイム・担当者コメント

参加者

JR野崎駅～野崎観音～飯盛山山頂～楠公寺～権現川ハイキ
ングコース～室池～蟹ケ坂ハイキングコース～御机神社～四
條畷神社・解散～JR四條畷駅 16：10乗車
このような
変化に富んだ素晴らしい所が身近にもあるんですね。雲一つ
無い秋空のもと、深まる秋をおおいに楽しんだ一日でした。

磯辺秀雄、山枡初好、岸本久仁雄、長瀬茂正、津川洋子、紀伊
埜本節雄、紀伊埜本博美、大西幸孝、畑山禮子、柴田弘子、伊
東ナナ子、神阪鐡志、神阪洋子、横内まみね、斎藤よし子、黒
澤百合子、欅田克彦、田中智子、山岸悟、山岸郁子、奥中種雄

9：55 生杉・三国峠登山口～三国峠山頂～11：25 長冶谷作 宮平良雄、本郷善之助、細見育代、駒井万生子、津川洋子、横
業所～杉尾峠往復～地蔵峠～15：25 三国峠登山口
山寿夫、田中智子、神阪洋子、板谷佳史、斉藤よし子、安田久
日帰りで由良川源流の散策が楽しめるなんて！！
美子、村浜孝子、長瀬茂正、長瀬繁子
紅葉もちょうど良い頃合か。
名阪国道亀山⇒石水渓（テント泊）⇒石谷川林道～不動明王 紀伊埜本節雄、長瀬茂正、安部泰子、奥中種雄、欅田克彦、黒
ピーク～東峰～西峰～白谷～林道
澤百合子、柴田弘子、長瀬繁子
素敵な山と快晴に恵まれ、鈴鹿の濃い濃い秋を満喫しました。

板谷

参加者
数

21

14

8

8：45 九度山駅～慈尊院（町石道のスタート）～雨引山分岐～
古峠～笠木峠～13：55 矢立～15：45 大門～16：10根本大
塔（ゴール）⇒16：45 バス高野山駅
好天に恵まれた、晩秋の「高野山町石道180町」を、1200年の
歴史に思いを馳せながら、２２㎞の行程を快調に、楽しく踏破し
ました。参加者全員の力強さをおおいに発揮した一日でした。

岸本久仁雄、磯辺秀雄、本郷善之助、板谷佳史、飛田典男、安
部泰子、田中智子、宮平良雄、神阪洋子、横内まみね、斎藤よ
し子、津川洋子、伊東ナナ子、大西幸孝、近藤さとみ、和田晴
次、加福輝之、欅田克彦、安田久美子

19

10:00 清滝～大杉谷～12：30 愛宕神社～水尾の分岐～水
尾～15：30 ＪＲ山陰本線保津峡駅
初冬の京都北山を訪ねました。さすがに日陰に入るとやがて来
る厳しい冬の訪れを感じますが、日が射せばのんびり暖かな陽
射しの中、約5時間30分の行動でした。 下った先はゆずの里、
水尾。ゆずの香りをたっぷり持ち帰った人も・・・

和田晴次、奥中種雄、宮平由紀子、長瀬茂正、加福輝之、北村
照代、竹中ミヤ子、山枡初好、岸本久仁雄、欅田克彦、板谷佳
史、岩崎真美子、神阪洋子、畑山禮子、横内まみね、江本恭
子、江本由貴、蛭間久子

18

9：43 ＪＲ津田駅～11：13 交野山～野外活動センター～13：
37 くろんど池～府民の森～京阪私市駅
本年最後
の例会は大阪近郊でも最もポピュラーなハイキングコースでし
た。１２月中旬とは思えない暖かい気候とあいまってなごやか
に、のんびりと辿りました。 かつての山岳会活動では目を向け
るはずもない地域なので、ＯＢ連にとっては目新しい場所でし
た。所々に点在する巨岩にもクライマーの習性としての目が行
き、結構楽しめるコースでした。
9：15南海御幸辻駅～9：35杉村公園吊橋～11：10送電線下～
11：45三石山山頂～12：35高山林道～13：45紀伊見荘
悪天の予報が大きく外れ、新年最初の例会はまずまずの登山
日和となり、参加者全員３８名が元気いっぱい、粉雪舞う三石
山山頂に立ちました。

山枡初好、飛田典男、板谷佳史、黒澤百合子、神阪洋子、横内
まみね、竹中ミヤ子、上中暁美、柴田弘子、長瀬茂正、長瀬繁
子、本郷善之助、宮平良雄、欅田克彦、奥中種雄、紀伊埜本節
雄、紀伊埜本博美、岸本久仁雄、磯辺秀雄、高木恵美子、田中
智子、江本恭子、江本由貴

1/6

紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、和田晴次、神阪鐵志、神阪洋
子、岸本久仁雄、奥中種雄、村本俊弘、磯辺秀雄、宮平良雄、
横山寿夫、長瀬茂正、長瀬繁子、板谷佳史、板谷直美、宮田秀
晴、安田久美子、畑山禮子、村浜孝子、田中智子、横内まみ
ね、津川洋子、伊東ナナ子、山田春雄、欅田克彦、黒澤百合
子、近藤さとみ、保木道代、加福輝之、長田千鶴子、上松宏
子、竹中ミヤ子、高木恵美子、翁長和幸、翁長あい子、西村
晶、西村美幸、桝田誠寛

23

38
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2005年度
2005年度（
年度（04/
04/11～
11～05/
05/10）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

2005/1/16

岸本、磯辺、山
枡、本郷、竹中

81 新年会 国民宿舎「紀伊見荘」

82 一般48 松尾山と矢田寺

83 OP33

大峰・天和山

84 一般49 泉南・お菊山

85 O34

比良・小女郎ガ池

86 一般50 音羽山・醍醐山

87 一般51 高安山～信貴山

2005/1/23

2005/1/29

2005/2/6

2005/2/11

2005/2/20

2005/2/26

磯辺、安部

本郷、山枡

紀伊埜本、神阪

宮平、板谷

和田、岸本

山枡、細見

コース・タイム・担当者コメント

参加者

紀伊見荘での新年会は今年で３回目、紀伊埜本代表の挨拶の
中で、Ｅ．Ｐ．Ｅ．クラブの将来５０周年の話にはびっくりしたり、
なるほどと頷いてみたり、夢の拡がる愉快な気分を味あわせて
いただきました。
また、恒例のアトラクションも大いに盛り上がり、古い先輩の
佐々木さん家族をはじめ、多数の仲間と共に時の経つのも忘
れ親睦を深め合った楽しい夕べとなりました。皆さんのご協力
に感謝いたします。

紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、和田晴次、神阪鐵志、神阪洋
子、本郷善之助、竹中喜三郎、岸本久仁雄、佐々木正明、佐々
木玉枝、佐々木布行、奥中種雄、村本俊弘、秋田文雄、磯辺秀
雄、大西恒雄、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、板谷直
美、宮田秀晴、安部泰子、安部美乃里、安部智洋、細見育代、
山田勝敏、安田久美子、畑山禮子、北村照代、村浜孝子、田中
智子、横内まみね、津川洋子、伊東ナナ子、山田春雄、欅田克
彦、黒澤百合子、近藤さとみ、保木道代、加福輝之、山下登志
子、長田千鶴子、上松宏子、竹中ミヤ子、高木恵美子、翁長和
幸、翁長あい子、西村晶、西村美幸、桝田誠寛

9:35近鉄富雄駅～10：10霊山寺～11：00子供の森～11：40ま
ほろば展望休憩所（矢田山）～13：15松尾寺～14：00法隆寺～
14：40ＪＲ法隆寺駅
雑木
林が多く、里山特有の落ち着いた楽しいハイキングができまし
た。矢田丘陵という言葉どおり、アップダウンのあまりない緩や
かな道を良いペースで歩きました。奈良県や大阪府側を眼下
に見渡せる展望台もところどころにあり、素敵な冬の散歩気分
でした。さすが 「大和の国」、途中の名刹、古刹では重量感あ
ふれる建築物の迫力に圧倒されるものがあります。

磯辺秀雄、安部泰子、板谷佳史、岸本久仁雄、宮平良雄、奥中
種雄、柴田弘子、上中暁美、竹中ミヤ子、欅田克彦、横内まみ
ね、畑山禮子、田中智子、斉藤よし子、伊東ナナ子、長瀬茂
正、紀伊埜本博美、高木恵美子

あまり苦労ぜずとも頂上に立てる山ですが、それにしても今回
の展望は登りがいのあるものでした。何度かよっても天候に恵
まれず、期待した展望や写真が得られない人もいます。今回始
めて訪れたにかかわらず、このような好天と展望にめぐり会えた
人は本当にラッキーでした。

本郷善之助、山枡初好、田中智子、伊東ナナ子、斉藤よし子、
近藤さとみ、保木道代、神阪洋子、黒澤百合子、畑山禮子、宮
平良雄、板谷佳史、奥中種雄、大西幸孝、欅田克彦、津川洋
子、岸本久仁雄、長瀬茂正、安田久美子、西村晶、西村美幸、
安部泰子、細見育代

途中雪模様の時もありましたが、時折暖かな陽射がさし申し分
ない天候でした。 冬のハイキングを楽しみながら、ゆっくり休
憩して辿ったにもかかわらず、終着点近鉄・信貴山下駅に到着
解散したのが、なんと午後1時30分！！ ＥＰＥクラブ始まって
以来の早い解散でした。

2/6

参加者
数

56

18

冬晴れのハイキング日和、昼食は少し寒いくらいでしたが、皆さ 紀伊埜本節雄、神阪洋子、紀伊埜本博美、高木恵美子、柴田
んの気持ちは和やかで暖かい。伝承の姫、お菊さんを偲びな 弘子、西村晶、西村美幸、斉藤よし子、伊東ナナ子、大西幸
がらよく歩きました。
孝、奥中種雄、山田春雄、磯辺秀雄、竹中ミヤ子、和田敬子、
昨年暮れに下見山行を実施した時は、わかんも用意せず大変
なラッセルだった。今回はわかんの用意周到だったし、積雪も
締まっており快調にラッセルして予定どおりの時間で山頂に立
てた。更に主稜線もクラストしており難なく小女郎峠から小女郎
谷まで行けてしまったが、冬山が毎回このように簡単だとは決し
て考えないで下さい。
9：10大谷駅～10：45音羽山～13：20高塚山～14：10醍醐山～
16：10醍醐駅
曇天でのスタートだったが、昼食時は陽だまりで風も無くなごや
かだった。最後の下りでは雪もちらつき冬枯れの山行でした。

板谷

宮平由紀子、畑山禮子、田中智子
宮平良雄、板谷佳史、深井英司、奥中種雄、柴田弘子、本郷善
之助、田中智子、斉藤よし子、保木道代、神阪洋子、黒澤百合
子、畑山禮子、大西幸孝、安部泰子、細見育代、寄川都美子、
岩崎憲代、寺島直子、岸本久仁雄、紀伊埜本節雄、村浜孝子、
伊東ナナ子、岩崎真美子

23

18

23

和田晴次、岸本久仁雄、岸本美奈子、神阪鐵志、神阪洋子、豊
西文一、豊西由美子、畑山禮子、大西幸孝、斉藤よし子、津川
洋子、奥中種雄、安田久美子、板谷直美、高木恵美子、江本恭
子、江本由貴、横内まみね、宮平良雄、欅田克彦

20

山枡初好、細見育代、駒井友理子、板谷佳史、安部泰子、奥中
種雄、安田久美子、西村美幸、畑山禮子、柴田弘子、宮平由紀
子、横内まみね、伊藤ナナ子、竹中ミヤ子、田中智子、欅田克
彦

16
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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.

88 OP35

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

北海道ｽｷｰｶｰﾆﾊﾞﾙ

89 一般52 和泉・三国山

90 O36

91 OP37

大峰・稲村ガ岳

霊仙山

92 一般53 丹波・三尾山

93 一般54 三峰山

94 一般55 青根ケ峰～吉野山

実施年/月/日

担当

2005/3/9～12 紀伊埜本、畑山

2005/3/13

2005/3/20

2005/3/26

2005/4/2

2005/4/10

2005/4/17

本郷、神阪

宮平、板谷

長瀬、山枡

山枡、和田

コース・タイム・担当者コメント

参加者

３/９ １２：３０伊丹空港集合 １３：４０発⇒１５：２５新千歳空港着
⇒１５：２５東山プリンスホテル本館着（泊） ３/１０、１１ 終日ス
キー
３/１２ ８：３５ホテル発⇒１１：００新千歳空港着⇒１２：１５発⇒１
４:１０伊丹空港着
参加者１７名のうち、スキー学校に入った者６名、自由滑走を楽
しんだ者１１名でした。平均年齢は６０歳超、単に中高年ブーム
だとは片付けられない何かが有ると思いました。 真っ白な雪の
闇に浮かぶ、東山本館のシックな佇まい。本物の温泉露天風
呂に、どっぷり肩まで浸かるえもいえぬ安らぎ。つい先刻まで、
カービングスキーの鋭い切れ味を満喫し、オンザレールに身を
託す快適な感覚。そうだ、これをＥ（エンジョイ）、Ｐ（パワフル）、
Ｅ（エレガント）と言わずして何と言おう。
冬型の天候が戻ってきて大変寒い一日でしたが、それでも林
道にはふきのとうが芽生え、春を感じながら身近にある歴史の
峠を巡りました。

畑山庄司、畑山禮子、長瀬茂正、長瀬繁子、横山寿夫、横山幸
子、深井英司、村本俊弘、山桝初好、山田春雄、達健一、篠崎
健二、田中智子、津川洋子、伊東ナナ子、紀伊埜本節雄、紀伊
埜本博美

9:30洞川～12：30稲村小屋～14：00頂上～16：30洞川
３月中旬過ぎとはいえ、まだまだ多くの残雪がある。滑落したら
止まりそうにない堅くクラストした雪の斜面が続く。要所要所で
緊張する場面の見せ場があり、久しぶりに充実した例会でし
た。
名神池田⇒米原ＩＣ⇒醒ヶ井養鱒場⇒林道～榑ガ畑～汗拭き
峠～お虎ガ池～経塚山～霊仙山コース往復
大阪から10名が車２台に分乗し、養魚場で長瀬と合流、汗ふき
峠から雪が現れる、昨日の積雪と思われる。雪がちらつき始
め、風が強くなる、経塚山辺りから、冬山状態になる！霊仙山
の三角点では寒く、又視界も利かず早々に下山。ツエルト二張
りで昼食、山中も休憩は立ったままだったので、１４時過ぎには
登山口に帰っていた。
三尾山登山口～三尾山～覗き岩～鏡峠～登山口
登山口の春日は春日の局の生誕地、三尾山頂上には三尾城
址の記念碑がある。

宮平良雄、板谷佳史、長瀬茂正、畑山禮子、黒澤百合子、大西
幸孝、安部泰子、細見育子、飛田典男、神阪洋子、近藤さと
み、本郷善之助、川守田康行

参加者
数

17

本郷善之助、神阪鐵志、神阪洋子、山下登志子、長田千鶴子、
上松宏子、高木恵美子、柴田弘子、伊東ナナ子、安田久美子、
豊西文一、磯辺秀雄、岸本久仁雄、加福輝之、欅田克彦、奥中
種雄、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、板谷佳史、板谷直美

20

13

長瀬茂正、山枡初好、畑山禮子、黒澤百合子、神阪洋子、田中
智子、柴田弘子、安部泰子、竹林英、長瀬繁子、伊東ナナ子、
宮平良雄

12

山枡初好、和田晴次、岸本久仁雄、長瀬茂正、黒澤百合子、畑
山禮子、田中智子、奥中種雄、神阪鐵志、神阪洋子、津川洋
子、近藤さとみ、伊東ナナ子、西田保、宮平良雄、紀伊埜本節
雄、紀伊埜本博美、高木恵美子、板谷佳史

長瀬、安部

榛原駅⇒Ｒ３６８神末⇒登山口～不動滝～避難小屋～三峰山 長瀬茂正、安部泰子、長瀬繁子、奥中種雄、板谷佳史、田中智
～(登り尾コース)～登山口⇒榛原駅
子、津川洋子
華やかな桜を眺めながら伊勢本街道（Ｒ3６８）を走って、のどか
な御杖村神末から往復。天気予報では午後から崩れるというこ
とだったので、樹氷登山のメッカといえどひっそりしており、その
うえ幸い雨にも会わず、めずらしく静かな三峰山でした。

岸本、磯辺

上市駅バス⇒西河～蜻蛉ノ滝～青根ケ峰～金峯神社～
水分神社～吉野駅
とんぼ伝説の蜻蛉野（あきつの）から西行、芭蕉の足跡を辿っ
て
音無川と平行した登山道を登り、歴史とロマン溢れる花の吉野
へ・・・好天にも恵まれ、往時に想いを馳せながら一目千本の桜
と素晴らしい眺望をおおいに楽しんだ。

3/6

板谷

岸本久仁雄、磯辺秀雄、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、高木
恵美子、竹中ミヤ子、横内まみね、小林若一、小林豊子、柴田
弘子、大西幸孝、津川洋子、畑山禮子、田中智子、宮平良雄、
山下登志子、長田千鶴子、奥中種雄、山田春雄、斉藤よし子、
本郷善之助、横山寿夫、西村美幸、住谷由佳里

19

7
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2005/10/E現在

2005年度
2005年度（
年度（04/
04/11～
11～05/
05/10）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.

95 OP38

行先
一般：一般例会
OＰ：オプション例会

鈴鹿・藤原岳

96 一般56 比良・白滝山

97 一般57 高槻・ポンポン山

98 OP39

実施年/月/日

2005/4/23～
24

2005/4/29

2005/5/4

担当

本郷、宮平

山枡、奥中

岸本、神阪

越前・夜叉ガ池～三周
2005/5/７～8 紀伊埜本、本郷
ガ岳

99 一般58 大和・神野山

2005/5/15

板谷、安部

コース・タイム・担当者コメント

参加者

宇賀渓をうろついて見つけた絶好の場所で豪華な宴会キャン
プ。夜は桜と満月の下で幸せな気分で眠れた。翌日も快晴、早
起きして登山口に向かい大貝戸道を登る、途中で敦賀の村浪
さんが追いかけて来て頂上付近で合流、その後天狗岩を往復
する。福寿草が豊富で皆さんさすが「花の山」・・・だと満足そう
でした。
堅田駅バス⇒坊村～明王谷林道～白滝山～オトワ池～木戸
峠～ＪＲ志賀駅
連休なのに人が少ないと思っていたら、伊藤新道取り付き点に
100名前後の団体が休憩中。お先に取り付き幸い誰にもあわず
に白滝谷出合まで歩くことできた。 水芭蕉や石楠花も観る事が
出来良かった。

本郷善之助、宮平良雄、長瀬茂正、長瀬繁子、柴田弘子、畑山
禮子、黒澤百合子、奥中種雄、欅田克彦、板谷佳史、村浪義光

板谷

参加者
数

11
山枡初好、奥中種雄、横山寿夫、加福輝之、柴田弘子、岸本久
仁雄、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、田中智子、高木恵美子、
深井英司、江本恭子、江本由貴、辻角ますみ

市営バス⇒原立石～神峰山寺～本山寺～ポンポン山～川久 岸本久仁雄、神阪鐵志、神阪洋子、神阪香里、緒方副人、中西
保渓谷～神峰山寺口
弘子、奥中種雄、板谷佳史、江本恭子、江本由貴
連休の最中ということもあり、参加者は１０名でした。それでも小
学３年生の元気な女の子２名が加わって平均年齢はぐっと下が
りました。
おかげでいつもより華やかで賑やかな山行でした。
アプローチ林道が不通となったため中止
ツツジには少し遅かった感あり、かなり上まで車が入り家族で楽 板谷佳史、安部泰子、宮平良雄、和田晴次、大西幸孝、豊西文
しめる山です。羊牧場公園もあるのが意外でした。帰路のバス 一、欅田克彦、奥中種雄、岸本久仁雄、宮田秀晴、仙谷経一
15：50まで待ち時間たっぷりの一日でした。
郎、畑山禮子、田中智子、津川洋子、伊東ナナ子、斉藤よし

14

10

20

子、田中節子、長田千鶴子、高木恵美子、辻角ますみ
（行者還岳～）
宮平

（弥山川～）
山倉

100 OP40

合同山行・大峰弥山

2005/5/21～
22
（川合～）
紀伊埜本

行者還避難小屋の素晴らしさに感激、行者還岳山頂のしゃく
なげに感激、小屋からトンネル分岐までの新緑の奥駆道に改
めて感動しました。各コースからの人達に会え、楽しい思いの
二日間でした。
途中の吊橋が流失との報にフル装備（除ヘルメット）で臨んだ
が、吊橋は無傷健在であった。おかげ様で熊渡から狼平小
屋、更に先の池の谷も登山靴で最後の弥山・八経のコルまで
歩くことが出来た。テラスから見る双門滝、仙人嵓の絶景に感
激、またトンネル西口への下山時「石楠花」「石楠花」また「石楠
花」の美しさに感激！ 現役メンバーの方々との思い出多く残る
楽しい山行でした。
川合から栃尾辻経由で弥山に至るクラシックコースを辿りまし
た。弥山には一番のりで皆さんの到着を待っていました。

宮平良雄、秋田文雄、近藤さとみ、斉藤よし子、津川洋子、畑山
禮子、大西幸孝
山倉康次、岸本久仁雄、奥中種雄、安部泰子、細見育代、川守
田康行、田中智子

7

紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、欅田克彦、横山寿夫、伊東ナ
ナ子、大西恒雄、保木道代、神阪洋子

白倉谷にキャンプした現役の方々より先行して<東大阪のあま 山枡初好、板谷佳史
ご>さんと二人で登りました。あまごさんの釣果自慢と愛犬「ク
（トンネル西口～） マ」の思い出話のせいではないですが、まともな写真が写せず
山枡
山行報告になっていません、満開のしゃくなげとシロヤシオに
酔うように静かに、静かに辿りました。

101 OP41

大峰・釈迦ガ岳

2005/5/28～
29

岸本、宮平

峠には立派なトイレが新設されていた。あちこちの山肌にピンク 岸本久仁雄、宮平良雄、奥中種雄、山下登志子、長田千鶴子、
のしゃくなげと白いシロヤシオが確認できます。 今までになく 欅田克彦、仙谷経一郎、神阪洋子、豊西文一、江本恭子、江本
満開で花芽も豊富にあり、素晴らしい景色に見惚れる。２００５ 由貴、本郷善之助、宮田秀晴
年は当たり年でした。宮田氏がバイク・ツーリングの途中で合流
しました。

4/6

7

8

2
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2005/10/E現在

2005年度
2005年度（
年度（04/
04/11～
11～05/
05/10）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

102 一般59 和泉・上山谷

103 一般60 泉南・高森山

実施年/月/日

2005/6/5

2005/6/12

担当

紀伊埜本、長瀬

磯辺、畑山

コース・タイム・担当者コメント

参加者

武田尾ルンゼの予定を上山谷に変更。本年最初の沢登りとし 紀伊埜本節雄、山倉康次、西村晶、奥中種雄、本郷善之助、宮
て基本的な練習を行いました。特にプルージック結びの活用と 平良雄、岸本久仁雄、神阪洋子、田中智子、横内まみね、保木
習得度を高めることに重点を置き、天気は上々で、終日楽しく 道代、欅田克彦、板谷佳史、大空清繁、安部泰子
練習できました。
梅雨入り宣言が昨日とは思えない好天に恵まれ、標高３００ｍ 磯辺秀雄、畑山禮子、紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、神阪鐵
に満たない低山ながら海と山の景観を楽しみ、美しい照葉樹林 志、神阪洋子、奥中種雄、和田敬子、黒澤百合子、田中智子、
を辿る稜線はとても素晴らしいものでした。
高木恵美子、山下登志子、長田千鶴子、伊東ナナ子、和田晴

板谷

参加者
数

15

19

次、仙谷経一郎、欅田克彦、豊西文一、板谷佳史

104 一般61 和泉・クレン谷遡行

2005/6/19

板谷、飛田

梅雨とはいえ雨の心配なく入谷することが出来た。沢登りも回 板谷佳史、飛田典男、本郷善之助、奥中種雄、川守田康行、山
を重ねてきたので皆さん入谷準備もすばやくなりました。また 枡初好、宮平良雄、欅田克彦、安部泰子、細見育代、神阪洋
ロープの扱いも手馴れてきて悪場もスピーディに通過できるよう 子、保木道代、田中智子、黒澤百合子
になってきました。飛田さんに下山後のストレッチ運動の指導を
受ける、これのほうが厳かった。
谷筋の急坂をジグザグに登りきり水沢峠着。ここからは樹林帯、 紀伊埜本節雄、紀伊埜本博美、高木恵美子、仙谷経一郎、欅
笹こぎ、岩峰、痩せ尾根、ガレ場のアップ、ダウンが１２、３も続 田克彦、奥中種雄

105 OP42

鈴鹿・鎌ケ岳

2005/6/25～
26

紀伊埜本

き鎌尾根ならぬ鋸尾根でした。鎌ガ岳頂上からの素晴ら
しい展望に満足しました。

106 OP43

大峰・伊坪谷から勝負
塚山

2005/7/2

山枡、山倉

悪天中止

板谷、宮平

梅雨の真っ最中、雨を覚悟の例会でした。実際アプローチで 板谷佳史、宮平良雄、仙谷経一郎、川守田康行、田中智子、江
は、短い間だが激しく降る場面もあって気がかりだったが、幸運 本
にも登山中は止み、そんなに濡れずに済んだ。残念ながら期 恭子、江本由貴、津川洋子、黒澤百合子、保木道代
待した山頂からの展望は絶無だったが、じめじめした気分を吹
き飛ばす一日を過ごせました。

107 OP44

108 OP45

学能堂山

福井・荒島岳と三ノ峰

109 一般62 滝畑４８滝～蔵王峠

110 OP46

2005/7/10

2005/7/16～
17

2005/7/24

三津河落山～日出ガ岳 2005/7/31

本郷

板谷、磯辺

山枡、山倉

7/16 11：30 水郷登山口に駐車して荒島岳を往復する。 天
候は午後から回復し、夕方には陽が射してくる。下降時に立ち
寄った小荒島岳では雲間から山頂が覗き満足して下山する。
この夜は大野市営の上小池キャンプ場に移動してテント泊。
7/17
昨夜、敦賀から来てくれた村浪さんをまじえて５名にて
三ノ峰を往復した。花の季節ということもあり大変な人気で登山
者が多い二日とも梅雨明けを予感させる暑い日でした。なお、
三ノ峰(2128ｍ)はEPEクラブ発足以来、現在までの例会中の最
高峰でした。
9:30 滝畑ダムを出発。御光滝、夫婦滝などを見ながら深タワ
への尾根を大汗かいて急登する。堀越観音から蔵王峠に出
て、16：10 滝畑キャンプ場に帰りました。心配したほど、厳しい
暑さにはならず、日陰では涼しいほどで、真夏のハイキングを
楽しみました。
昨年も例会予定になっていながら、悪天のため中止した。今回
は天候にも恵まれ、予定どおりのコースを巡ることができた。ドラ
イブウェイからわずか外れただけなのに、今や俗世間の観光地
と成り果てた大台ガ原の忘れ去られてしまった風景に触れるこ
とができた。

5/6

14

6

10

本郷善之助、板谷佳史、村浪義光、欅田克彦、保木道代

5

板谷佳史、磯辺秀雄、岸本久仁雄、和田晴次、紀伊埜本節雄、
紀伊埜本博美、神阪鐵志、神阪洋子、横山寿夫、安部泰子、豊
西文一、板谷直美、長田千鶴子、山下登志子、欅田克彦、仙谷
経一郎、和田敬子
山枡初好、山倉康次、本郷善之助、西田保、板谷佳史、欅田克
彦、神阪洋子、斉藤よし子、山倉慶一

17

9

2005/10/E現在

2005年度
2005年度（
年度（04/
04/11～
11～05/
05/10）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

111 一般63 六甲・西山谷

112 OP48

113 OP49

114 一般64

比良・ヘク谷

播州・雪彦山

2005/8/7

2005/8/28

2005/9/11

観月会／槇尾山ハイキ
05/9/17～18
ング

115 一般65 京都・皆子山

116 OP50

実施年/月/日

大台・西谷遡行

2005/9/25

05/10/1～2

担当

参加者
数

参加者

岸本、大西（恒）

六甲登山というと人ごみの中を登ることになりかねないが、今回 岸本久仁雄、大西恒雄、本郷善之助、仙谷経一郎、和田晴次、
のように上級向きとなっているような谷に入ると別。ほとんど人に 三原秀元、近藤さとみ、欅田克彦、宮田秀晴、斉藤よし子、板谷
会わずに静かな谷歩きが楽しめた。苦になるほどの暑さもなく、 佳史
昨夜の雷雨のせいか空気も爽やかに澄んで快適な六甲の谷
歩きでした。

11

山倉、安部

昼食の後、12：30頃参加者一名が３～４ｍ転落し、左眉上及び 山倉康次、安部泰子、宮平良雄、本郷善之助、板谷佳史、欅田
左膝下を打撲裂傷してしまった。遡行中止して、応急処置後自 克彦、山枡初好、細見育代、黒澤百合子、田中智子、川守田康
力で下山できたが、Ｒ３６７の下坂下付近より救急車を要請しび 行
わ湖大橋病院へ搬送した。治療・検査の後自力で帰宅でき
た。 大変お世話になった大津市救急隊に感謝いたします。

11

和田、板谷

蒸し暑くてたまらない天候と、大量の蛭の出没との格闘に終始 和田晴次、板谷佳史、宮平良雄、横山寿夫、神阪洋子、畑山禮
し、不愉快な気分の一日を過ごした。昨年の台風の影響か、至 子、欅田克彦、仙谷経一郎、田中智子、柴田弘子、本郷善之
るところで倒木の被害を目にする。「痛々しい光景」です。
助、近藤さとみ、江本恭子、江本由貴
コースの随所に岩場があり、緊張と景観は申し分ない。

14

宮平、奥中

前夜は槇尾山の公園で観月会を催し、仏岩の上に出た満月を
愛で、多いに楽しみました。翌朝は腹ごなしにハイキングにで
かけました。かつて岩登りのトレーニングに通った蔵岩を経て和
泉山脈の奇峰・猿子城山を尋ね、なごやかなひと時を過ごしま
した。

23

紀伊埜本、板谷

台風１７号の余波か、午前中は時折小雨と強風で寒いくらいで
あったが、頂上に近づく頃には陽射しがさすくらいの穏やかな
天候になった。今夏は鈴鹿、比良、播州の山で蛭の出没が相
次ぎ、今日もか？・・・と皆身構えていたが 幸いにもまったく姿
をみかけなかった。（正直よかった） 残暑の９月も終わり、いよ
いよ秋本番です。

山枡、板谷

117 一般66 滝畑～岩湧山

2005/10/16

118 OP51

2005/10/29～
岸本、奥中
30

熊野・大塔山

コース・タイム・担当者コメント

板谷

紀伊埜本、本郷

宮平良雄、奥中種雄、深井英司、山枡初好、田中智子、村本俊
弘、紀伊埜本節雄、山倉康次、岸本久仁雄、本郷善之助、秋田
文雄、仙谷経一郎、板谷佳史、森坂紀男、西村晶、西村美幸、
辻本、磯辺秀雄、大西征四郎、大西恒雄、欅田克彦、大西幸
孝、竹中ミヤ子
紀伊埜本節雄、板谷佳史、山田春雄、達健一、篠崎健二、仙谷
経一郎、奥中種雄、神阪鐵志、神阪洋子、横山寿夫、欅田克
彦、秋田文雄、紀伊埜本博美、江本恭子、江本由貴、安部泰
子、西村晶、西村美幸、西村千秋

OB会員４名とゲスト会員１名、久しぶりにハードな山行をしまし 山枡初好、板谷佳史、宮平良雄、本郷善之助、黒澤百合子
た。西谷の予備知識をほとんど収集しないまま入谷し、滝の通
過・高巻ルート探しに苦労したり失敗したりで、余計な時間とア
ルバイトを費やしてしまった。しかし、おかげで昔の伐採関係者
しか目にしたことが無いであろう、アングルで大台山系を眺める
ことができた。大杉谷や筏場道は吊橋の倒壊等で通行禁止に
なっており、一般登山道は荒れ気味となっている。そのため、こ
の付近は原始の姿を取り戻しつつあるように感じた。
かつての現役会員にとっては通いなれたボッカトレーニング街 紀伊埜本節雄、本郷善之助、奥中種雄、欅田克彦、神阪鐵志、
道を懐かしく辿りました。
神阪洋子、板谷佳史、伊東ナナ子、西村美幸、高木恵美子、辻

角ますみ、磯辺秀雄、堀木宣夫、竹中ミヤ子、仙谷経一郎、岸
本久仁雄
河内長野駅９時集合し出発、雨中のR168をひた走り、キャンプ 岸本久仁雄、奥中種雄、宮平良雄、板谷佳史、欅田克彦、保木
設営を心配していましたが、風屋ダムに到着する頃には小降り 道代、神阪洋子、山田勝敏、仙谷経一郎、本郷善之助、黒澤百
となり、サイト到着時は晴れ間も見え出しました。安川林道・マ 合子、江本恭子、江本由貴、緒方副人、平野進

タギ橋手前に設営、全員で「鍋」を囲みました。紅葉を期待して
登りましたが、頂上直下で少しの紅葉を観ただけでした。時期
的に少し早いようでした。晴天の頂上ではゆっくりと時間をとり、
360度の景観を楽しみました。大満足の山行でした。

２００５年度参加者数 一般例会：２５回４９５名、オプション例会：２０回２３４名
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19

5

16

15

参加者総数

729

