３月例会案内（Ａランク）

１９Ａ１５

田尾山「美村が丘」（５４８ｍ）
美馬市脇町にある山で地図に山名の記載はないが、展望がよく北には阿讃山地の山並、
南には四国山脈と紀伊水道までが見渡せるパノラマの絶景が広がります。テ・レイケ公園
（脇町）より美村が丘まで、昔の生活道だった尾根道を歩きます。
【実施日】 ２０２０年３月 ５日（木曜日）
【計画会】 ２０２０年２月２５日（火曜日）午前１０時～山の会事務所
【Ｃ Ｌ】 山田正一
【Ｓ Ｌ】 島野敏子
【所要時間】約５時間
【地形図】 １／２５０００「脇町」

３月例会案内（Ｂランク）

１９Ｂ１１

日明山 ＜坂州高丸山＞ （９３９ｍ）
地形図に山の名前は載っていないが地元では高丸山とも云われる木沢のシンボル的
な峰。山友の例会では初デビューでは希望があれば国会議事堂に使われた大理石の採
掘跡にも行きます。
【実施日】 ２０２０年３月２１日（土曜日）
【計画会】 ２０２０年３月 ５日（木曜日）午前９時３０分～山の会事務所
【Ｃ Ｌ】 中野裕司
【Ｓ Ｌ】 参加者の中からお願いします。
【歩行時間】約５時間
【地形図】 １／２５０００
「長安口貯水池」

３月例会案内（Ｃランキング）

<県内の藪山>

１９Ｃ１３

種穂山 （３６３ｍ)～ 高越山 （１１３３ｍ）

種穂山から高越山へ至るルートは藪に覆われ明瞭な道はないが、歩きがいのあるお
もしろいルートです。 特に種穂山からの分岐は要注意！地図、コンパス、GPS など
を駆使しながら高越山を目指します。
【実施日】 ２０２０年３月１５日（日曜日）
★山の難易度★
【計画会】 ２０２０年３月 ３日（火曜日）
標高差
1307ｍ
50 点
１９：３０～山の会事務所
登山時間
7 時間
5点
【Ｃ Ｌ】 岸上 務
高山度
1133m
6点
【Ｓ Ｌ】 参加者の中からお願いします。
険しさ
0点
【歩行時間】約７時間
迷いやすさ
6点
【地形図】 １／２５０００「脇町」
計
67 点

４月例会案内（山友ハイキング）

２０Ｈ０１

眉山 （２７６.７ｍ）
蔵本グランド前に集合後、地蔵院からお花見を楽しみながら、
眉山最高点を目指します。
【実施日】 ２０２０年４月１日（水曜日）
桜の開花状況により実施日を
数日ずらす場合があります。
【計画会】 実行委員会で行います。
【Ｃ Ｌ】 廣野 稔
【Ｓ Ｌ】 参加者の中からお願いします。
【歩行時間】約４～５時間
【地形図】 １／２５０００「徳島」

やまなみウォークラリー
ＪＲ鴨島駅から眉山まで、吉野川の素晴らしい展望を楽しみながら歩いて
みませんか。かなりの長丁場ですが、自分の力を試す絶好の機会です。
【実施日】
【担当者】
【参加費】

【受付時間】

２０２０年３月２９日（日曜日）雨天決行
機関誌部
・鴨島コース １，０００円
※ 会員は割引します。
・僧都コース
５００円
両コースとも高校生以下は無料です。

・鴨島コース 午前６時１０分～７時４０分
・僧都コース 午前１０時～午後１時
【お願い】
名東町僧都のチェックポイントでのサポートに協力お願いします。
【計画会】
実施しません。
受付時間内に来てください。
【申込方法】 担当に参加費を添えて申し込んでください。
【当日の受付】参加申込書に事前に必要事項を記入して受付で渡してください。

７月例会案内（Ａ・Ｂランク合同）

２０Ａ４・Ｂ４

夏の尾瀬 ＜再掲＞
Ａ・Ｂランク合同で至仏山に登ります。
その後、Ａランクは尾瀬ヶ原から尾瀬沼までハイキング、
Ｂランクは燧ヶ岳登頂を目指します。
（Ｂランクの方でＡランクへの参加、ＣランクでＡ、Ｂランクへの参加も可能です。）
【実施日】
【計画会】
【Ｃ Ｌ】
【Ｓ

Ｌ】

２０１９年７月２６日（日曜日）～３０日（木曜日）
２０１９年３月 ７日（土曜日）午後１時～山の会事務所
Ａ：加地幹夫
Ｂ：河野 順（総括）
参加者の中からお願いします。

－行動計画（案）－
７ 月２ ６日 （日 ）
徳島 ⇒⇒ 尾瀬戸倉
７ 月２ ７日 （月 ）
＜ Ａ・ Ｂ合 同＞ 至仏 山登 頂
尾瀬戸倉⇒⇒鳩待峠 ・ ・・至仏山・・・鳩 待 峠・・・尾瀬ヶ原（ Ａ ：山ノ鼻 泊）
・・・尾瀬 ヶ 原（Ｂ：竜宮 泊）
（標準歩 行 時間：５時間５０分 、 Ｂは＋１時間２５分 ）
７ 月２ ８日 （火 ）
＜ Ａ＞ 尾瀬 ヶ原 ・尾 瀬沼 ハイ キン グ
尾瀬ヶ原・・・ヨッピ吊り橋・・・見 晴 ・・・沼尻・・・尾 瀬 沼東岸
（標準歩行時間：６ 時 間２５分）
＜ Ｂ＞ 燧ヶ 岳登 頂
尾瀬ヶ原・・ ・（ 見晴新道）・・・燧ヶ 岳 ・・・（長英新道）・ ・ ・尾瀬沼東岸
（標準歩行時間：８ 時 間２０分）
７ 月２ ９日 （水 ）
＜ Ａ・ Ｂ合 同＞ 尾瀬 沼周 辺ハ イキ ング
尾瀬沼東岸・・・ 大 江湿原・・・小渕沢 田 ・・・大清水⇒⇒尾 瀬 戸倉（予定）
（標準歩行時間：４ 時 間４５分）
７ 月３ ０日 （木 ）
尾瀬戸倉⇒⇒ 徳島
【費 用】７万５千円程度 （概算、参加者２５人、北陸道経由、大型バス利用で試算）

申込み期限： ２０２０年２月２９日（土）迄
申込先
： 河野 順 TEL 090-8973-7832

まだまだ余裕があります、ご参加お待ちしております。

２０２０年度

高越山（こおつさん）ランク判定登山

１、趣 旨
会員が高齢化するなか、会員自身が自らの体力を把握することによって、例
会山行のスムースな実施と安全登山に寄与する。
高越山ランク判定登山は強制するものではありません。例会山行に参加さ
れる方は、自らの判断により登録ランクに○印をして提出ください。
２、実施日
日曜日は８時３０分、木曜日は７時３０分に登山口を出発とします。
下記日程で都合のつかない方は、自主的に日時を設定し登山をしてください。
５月末までに山行部へ提出ください。
各日とも
３月２２日（日）８：３０～
雨天等で中止する場合があります。
３月２６日（木）７：３０～
４月５・１２日（日）８：３０～
４月１６・２３日（木）７：３０～
５月１７日（日）８：３０～
５月７・１４日（木）７：３０～
３、コース（ピストン＝登山口から高越寺を往復）
ふいご温泉登山口 … 鉄塔コース … 中ノ郷
４、登山時間と荷重の目安
Ａランク：登り３時間程度、

…

…

高越寺

登山口

下り３時間程度

荷重６kg 以上

Ｂランク：登り２時間４５分以内、下り２時間以内
Ｃランク：登り２時間３０分以内、下り２時間以内

荷重８kg 以上
荷重８kg 以上
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ランク〇印をしてください

