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第 ３９ 号                            平成 30年 5月 1７日 

   

 

 

 

一斉ハイキング   

５６名の参加ありがとう 

恒例の４月１４日（土）の一斉ハイキングは、曇り空のもと５６人（３１％）の方々が 

参加して頂き有難うございました。今冬は、近年にない倒木が目立ちましたが、季節が巡り

木々の芽吹き、花々も見られて春本番を迎えられたことを節に感じられました。 

グレードＡ～Ｄの５コースのグループが、昼前に菩提寺山(248m)山頂に全員が揃う企画

で、全員無事に昼前には山頂に到着しました。寒風を避けての昼食を早々と済ませ、会歌を

合唱し、会長からは今年も皆さんが健康で楽しく、そして安全登山をとの挨拶がありまし

た。次に恒例になったリーダーの話などなど。更なるクラブの結束力を感じました。 

午後はコース毎にめいめいが目的場所へと下山しました。予定より早く最寄りの矢代田駅に着

き無事に恒例の行事が終わりました。 

最後に紙面をお借りして、この計画に尽くしてくれた総務企画部のみなさん。それに担当

幹事が時間をかけて下見をしていただき、お陰で一斉ハイキングができ感謝いたします。 

 

コ ー ス 
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Ｄ 
合 計 

男性 ５ ４ ６ ４ ４ ２３ 

女性 ７ ９ ６ ６ ５ ３３ 

合計 １２ １３ １２ １０ ９ ５６ 

 

  

桜公園コース 大沢公園コース 

  

高立山コース さつき山コース 

  

菩提寺山山頂 248mで楽しい昼食 西山三山コース 大沢公園 
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山の遭難防止を考える 

1322会 長 N/S 

「遭難しやすい人、危ない人」 

年々増加を続ける山岳遭難、2015 年の発生

件数は 2508件、遭難者数は 3043人で過去最多

となりました。「自分だけは大丈夫」と思って

いても、明日は我が身かも知れません。 

遭難をどうすれば防ぐことができるのか。 

ひょっとして自分は「遭難予備軍」になってい

ないだろうか。 

 

●落石を招きかねない人 

岩場やクサリ場で自分が登るのに精一杯の人

は、見ていてとても危なく感じます。気持ち

に余裕がなく、腕力で一気に登ってしまおう

として、そのクサリや目の前の岩しか見えな

くなっているのでしょう。浮石に触れて落と

してしまったり、そこまでではなくとも足を

バタバタさせて、落石の危険性を増したりす

る人をよく見かけます。 

こういったタイプが多いのは、主に年長の男

性です。逆に体力や腕力に自信がない、と口

にする女性のほうが、危険な箇所を見極めつ

つ慎重に進むので、結果として難所をうまく

通過できている場合が多いように感じます。 

●岩稜コースの危なっかしい登山者 

どう見ても危なっかしい、この場に来たこ

とが間違いではないかと思えるような人の姿

も、山ではチラホラと目に入ります。 

その日は西穂高岳から奥穂高岳に向かう途

中、長い岩場を登りきり天狗ノ頭を通過した

先で、悲痛な表情の若い女性とすれ違いまし

た。よく見ると、涙をこぼしています。どう

やらあまりの岩場の厳しさに、心が折れてし

まったようでした。男性がひとり同行してい

たのですが、その人も岩場に不慣れなよう

で、片側が切れ落ちたトラバース区間で足を

震わせていました。「大丈夫ですか？ 引き

返すことも考えたらいかがですか？」と声を

かけたのですが、「ここまで来たら行くしか

ない！ 引き返すことはできない！」と叫ば

れてしまいました。「あのふたりは長い岩場

を下ることはできたのだろうか？」と、一緒

に歩く同行者とも心配しました。 

【ヒヤリハット目撃例】雷が

響いているのに避難しない人                      

３年前、大菩薩峠に向かう稜線を歩く途中、

親不知ノ頭のピークに差し掛かったところ

で、雨がパラパラ落ちてくると同時に、頭上

で雷がゴロゴロと鳴り響きました。そのとき

近くにいた人が、おもむろにザックを下ろし

てレインウェアを着始めたのです。急げば避

難小屋に駆け込むこともできたのですが。稜

線で雷に遭遇した場合は、濡れを防ぐこと以

上に、まずは雷を避けなければいけません。

このようにリスクに対しての優先順位を間違

えている。 

【雷とは？】                

雷が発生するときには、一定の天候パターン

があります。山のふもとと山頂の気温差があ

るときなどは、雷が発生する可能性が高いの

で、登山の前日には必ず最新の気象情報を確

認することが大切です。天気予報で「大気の

状態が不安定」と伝えられるときにも要注意

です。また、実際に山で行動していて、「雷

がくるかもしれない」と感じるときがありま

す。下から熱い上昇気流がわいてきて、空気

が動いているのがわかるときには、雷に対し

て警戒をします。行動中も、常に空の様子を

チェックし、雲や空気の流れに敏感になるこ

とが雷を避けるために大切なことです。    

「週刊ヤマケイ」2017/05/26号より抜粋 



3 

 

岩殿山（ランチハイキングから一転…救助要請と顛末。岩殿山口から浅利口） 

 

【ヒヤリハット事例】転倒、遭難 

2016年 09月 10日(土) [日帰り]   

エリア：多摩・高尾 ハイキング 行動：２人 

岩殿山登山口 12:5013:05丸山 13:1013:25岩殿山

14:2515:30天神山 15:5016:10救助要請～搬送

17:2017:35稚児落し 18:05浅利登山口 

 

予想外の場所で予想外の事故。 

 

土曜日、自分が朝イチに用事があったため

「ランチハイキングで軽めに歩きますか…」

という流れに。 

そこで 30分ほどで上まで登れる岩殿山へ行く

ことにしました。 

岩殿山、全行程 3時間程度で周れるショート

コースですが、今回は少し違いました。 

鎖場を過ぎて稚児落としへ向かう途中のこ

と。 

天神山のピークを過ぎたあたりの緩い下りの

道でそれは起こります。 

湿った赤土の登山道で後ろを歩いていた同行

者が足を滑らせ転倒。 

仰向けに倒れたのですが、少し身体を捻った

らしく足を強打したとのこと。 

全く力が入らず自力で立ち上がるのも難しい

状態。 

とりあえず立ち上がらせて肩を貸しながら歩

き出すも、右足は踏ん張れない状態につき左

足とストックで少しずつしか進めず。 

20分ほど歩いてみたものの 200m程度しか歩け

ず、これ以上進むのは

難しいとのこと。 

この時点で救助要請と

なりました。 

同行者はヘリで搬送、

自分は同行者の荷物を持って徒歩で下山。 

ヘリ出動となり警察も動きましたので、登山

口にて上申書の作成と報告を行いました。 

一連の対応完了後、搬送先の病院へ向かいま

す。 

状況を確認したところ、大腿部骨折で 2～3週

間の入院が必要とのことでした。 

平地でも有り得る普通の転倒だったのです

が、打ち所が悪かったことで重症となってし

まいました。 

前を歩いていたにも関わらず後方を歩く方へ

の注意喚起が不十分だったことと、危険地帯

を抜けた後の気の緩みから引き起こしてしま

った今回の事故。 

初心者同行の難しさを考えさせられた 1日と

なりました。 

消防、警察、病院と各所の皆さま、ご迷惑を

おかけしまして申し訳ありませんでした。 

また大変お世話になりましたことを併せて御

礼申し上げます。 

岩殿山は縦走コースの場合、鎖場や岩盤のト

ラバースがあり危険の伴う山となります。 

危険箇所については注意を払って歩くかと思

いますが、それ以外の部分では散漫になりが

ちです。 

今回も緩い傾斜の普通の道で事故が発生しま

した。 

自身の反省と注意喚起として、本記録を公開

したいと思います。 

 

出所：ヤマレコ「安全登山」より抜粋
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１．秋葉山遊歩道草刈り整備                       総務企画部 1588 M/K 

 日頃お世話になっている秋葉山に感謝の気持ちを込めて、気持ち良い遊歩道にしたいと 

思い、下記のように、遊歩道の草刈りを計画しております。どうか皆さんのご参加ご協力を

お願します。 

当日、直接集合場所にお集りください。    

① 日 時  ９月８日（土）午前８時～１０時（小雨決行） 

② 集合場所  秋葉湖東側どんぐり広場の水芭蕉側駐車場 

③ 集合時間  午前８時００分  

④ 作業場所   ・秋葉湖脇木もれ陽の遊歩道登山口 

階段付近 

・熊沢公園階段付近とトイレ前 

・小口若宮廟方面及び階段下から 

T字路付近と池脇道と階段 

⑤  作業内容  下草刈、小枝刈り払い 

⑥ 支 度  長靴・軍手・作業着・雨具・虫除け（蚊取り線香など 

⑦ 作業用具  会で準備します。 草刈り機、のこぎり鎌、お茶（参加者全員に） 

⑧ 詳 細  総会資料 14ページご覧ください。 訂正：９日（土）を８日（土）に。 

 

２．会で加入している保険                     事務局長 1562 M/S 

総会資料２０ページ“ハイキング・登山等参加者の留意事項”の 

“２．参加中の事故”はレクレーション保険に加入しており全員が対象者です。 

１．保険適用範囲 

総会資料の行事におけるハイキングや登山途中の怪我や事故によります。 

① 自宅から集合場所と解散場所から自宅まで（寄り道は適用外）の往復途上の事故。 

移動手段は徒歩、自転車、バイク、マイカー、バス、電車等いずれでも適用される。 

② 会の行事に参加中の事故：山行、草刈りなど総会資料に掲載の行事と登山道整備、 

ボランティア（今年度なし）。 

２．保険適用外 

①  参加申込み無しでの参加    ② 登山計画書の参加者名簿に記載されていない人 

③ 急性心不全などの心疾患、熱・日射病、高山病、靴ずれなど 

④ 担当幹事の下見時の事故 

総会資料２０ページの熟読と遵守をお願いします。 

 

３．ホームページ 

時流に合わせたホームページを公開しております。 

スマートフォン、タブレット、パソコンから見られます。 

●メール仲間募集：更新したときに連絡します。現在５２名の方がメール仲間です。 

E-Mail                           宛に連絡をお願いします。 

◇ 編集あとがき   

一斉ハイキングが無事終了しました。いよいよハイキングや登山の季節となりました。

健康でマナーの遵守と安全登山の励行で山行を楽しみたいものです。 

                             発行 広報 N/S 

 

  


