
３月５日の県連総会と50周年祝賀会を
受け、各会の総会が終了しました。新し
い態勢で、花と新緑の季節を迎えた山々
への登山・ハイキングが始まりました。

☆3/25 高松労山 １１名出席

会創立50年を終え、大きな転機に。会員を増やし

会の活性化が急務。声かけの重視とＨＰの立ち上

げを急ぐ。楽しく集える会を維持・発展させたい。

会長：川尻寿彦 事務局長：矢野伊佐夫

※林会長さん５０年間ご苦労さんでした

☆3/29 五色の峰 名出席

☆4/1 さかいで山の会 １８名参加

リーダー養成を目的とした山行を実施する

会長：植松正志 事務局長：宮武誠一

☆4/1 あけぼの山の会 ２０名参加

各会員が目標をもって山行する。若手会員の入会

をすすめ、経験と技術を引

き継ぐ。

会 長：三野雄二郎

事務局長：山下正文

☆4/02 さぬき山歩会 名参加

☆4/02 塩飽山の会 ２３名参加

自由に話し合える例会運営に努める。会員が希望

する登山や企画を大切にする。飯野山山サロンの

継続、市民登山7/14～17中央ア木曽駒・宝剣岳、

誰でも参加できるバスハイクを行う。登山の質の

向上と技術習得のため、ＲＣＴ、冬山を多く計画

会長：池内憲司 事務局長：前田 隆

☆4/02 善通寺山の会 名参加

☆4/02 観音寺ハイク １３名参加

会員の減が続いている。とにかく拡大、拡大。

会長代行：石川敬諭 事務局長：沖崎康弘

☆4/09 高松ハイク １３名参加

里山と島めぐりハイクを中心に楽しいハイクを

会長：市原義博 事務局長：－－－－

----------------------------------------------

＝救助隊総会を開催＝
４月８日(土）夜、救助隊定期総会を観音寺あけ

ぼの山の会の事務所で、隊員３５名中、２４名の参

加(愛媛から２名)で開催しました。今年度の重点方

針は下記のとおりです。

①隊員を増やすための活動
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☆登山とハイキングの 香川県勤労者山岳連盟
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☆力をあわせ何としても 高松市松縄町1005-4
３００名会員を回復しよう 電話：087-865-7521

ろうさんＫＡＧＡＷＡ

県連盟だより

◎１２日(金)登山学校実行委員会② 19時半～ さかいで山の会事務所

◎１６日(火)登山学校 座学①装備 19時～ 坂出勤労者福祉会館

◎１７日(水)県連第３回理事会 19時半～ 高松：県連事務所

◎20･21日(金)四国ﾌﾞﾛｯｸ交流ハイク 13時半～ 高原あれあいの家天狗荘

◎２８日(日)登山学校 実技① 城山



②救助隊員の更なる救助技術レベルアップとそ

の維持

③コンパニオンレスキュー技術の普及活動

④行事への個別呼び掛け強化

⑤活動のオープン化推進（行事予定の事前配布

と呼び掛け方法の工夫）

⑥救助技術の研究活動（必要に応じた技術委員

会の開催）

⑦事故防止のための諸活動

⑧他団体、組織との連携

訓練に外部講師を

呼んで講習したらど

うかなど意見が出ま

した。県連理事長が

全国連盟へ外部講師

についての問い合わ

せをする事にしてい

ます。

----------------------------------------------

◇◆県連第２回理事会報告◆◇
４月１９日(水)19時半～県連事務所

理事１１名＋林50周年委員長が参加

《会員数報告》 ＋５－９＝２４８名

《会員拡大計画について》

各会総会では全会で拡大目標が明確になり総計で

３００名を越えた。会員拡大に向けた市民登山・公

開登山の計画等も具体化が進む。４月から会員拡大

担当者会議を各月で開催する。

《県連ニュースの再刊について》

当面組織部の責任で発行する。編集委員会を組織

する。各会の動きや山行状況、理事会報告など掲載。

月1回発行、原稿依頼があった時には協力お願い。

《県連50周年委員会より》

◎50周年記念誌の配布 現会員数にプラスして

◎会計報告 真柴理事から

県連予算特別会計：300,000円

参加会費： 127,000円

ご祝儀： 25,000円

収入合計：452,000円

会場関係費：31,300円、オードブル：55,000円

飲物：31,200円、記念誌発行費用：183,600円

写真代20,000円、その他雑費を合わせ

支出合計：327,030円

実行委員他の交通費が未精算ですが１０万円程

の黒字決算になる予定です。最終決算にて、県連

よりの支出の費用を決めることにします。

《行事予定》

◎四国ブロック交流ハイキングの参加申し込み

開催場所 高知県・高原ふれあいの家天狗荘

開催日時 ５月２０日１３:３０開始

２１日終日ハイキング

5/20現在、香川からの参加者２３名になり

◎県連登山学校＝「2017坂出市民登山学校」

場所 坂出市勤労福祉会館(変更)

第１回 5月16日(火) 登山の装備

申し込み締め切り：5月11日(木)

現在の応募情況、県連H.Pを見て一般２名です。

各会で受講生を募って下さい。

----------------------------------------------

☆会員拡大担当者会議を開催☆

３カ年計画で３００名会員を回復するために偶数

月で「会員拡大担当者会議」偶数月に開催すること

にしました。４月２１日(金)の夜、善通寺事務所で

第１回会合を行い、県連組織担当と５会の代表が参

加しました。

【論議になった主な点】

◎全会で会員拡大目標が決定されたことは画期的。

◎毎年会員の１割程度は退会が出るのは明らか。

◎拡大は会を元気にし、経験や技術継承の鍵。

☆若い人の入会も続いている。登山やハイキング
の愛好者が減ってはいない。各会が魅力的な山
行やハイキングを精力的に取り組むことが必要。

☆拡大の鍵は口コミ。それを支える資材も必要。

☆ＨＰやブログは非常に有効。全会で開設できる
よう県連メディア委員会は尽力する。
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会 3/16～4/16の山行内容 ５月予定 ６月予定

名 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

3/19 ☆女木島 三宅 3 3～4 ◎権田山 3･4 ◎大滝山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
26 ◎飯野山 松家 3 3～6 ◎北アルプス高
27 ☆高見山・鬼ガ城山 一村 1+12 13･14 ◎小豆島 岩登り松

4/2 ◎大屋冨 初級岩登り 三谷 5 20･21 ◎四ブロ 天狗高原 24･25 ◎沢のぼり労
2 ☆尾野瀬山 一村 1+1 28 ◎新緑を楽しむ山行山
9 ◎紫雲出山 加藤 5

3/12 ◎大久野島(広島) 田尾 10 4 ◎竜王山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ高
14 ◎五台山(兵庫)松

4/9 ◎日山(仏生山) 田尾 13Ｈ

山
未報告 未報告 未報告歩

会

五
未報告 未報告 未報告色

の
峰

19･20 ◎三本杭・目黒鳥屋 植松 6 3～5 ◎石鎚山系 04 ◎城山ｸﾘｰﾝﾊｲｸさ
26 ◎城山 桑野 12 07 ◎毛無山・白馬山か

4/02 ◎寒峰 植松 4 14 ◎カガマシ山 25 ◎石立山い
16 ◎東山峠～大川山 武丸 8 28 ◎城山 登山学校実技で

3/16 ◎大屋冨ＲＣＴ 森 6 3～6 ◎高千穂・開門岳 04 ◎飯野山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
18･19 ◎東赤石～西赤石 山内 5 13 ◎山サロン 10 ◎山サロン塩
29 ◎寒峰 福寿草 前田 10 14 ◎大屋冨 ザイル祭り 18 ◎岡山の山

4/02 ◎山サロン 瀧下 10
/15 ◎土佐矢筈山 萱原 12 28 ◎七岳山 28 ◎大屋冨ＲＣＴ飽
/29 ◎赤星～翠波峰縦走 坂上ﾊ 15

善
未報告 未報告 未報告通

寺

04 ◎紫雲出山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ15-25 ☆ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾚ 横田 1 07 ☆西赤石
あ 17-20 ◎北八ケ岳 安東 5 13･14 ☆赤石～我蔵越

4/02 ◎花見 金見･大谷山 星川 11 25 ◎筒上・手箱 ＋沢け 20･21 ◎四ブロ 天狗高原
06 ☆阿讃縦走③ 安東 6 27-30 ☆利尻・礼文ぼ 28 ◎雲早山
16 ◎東宮山 前川 8の
23 ◎鷲が山読図教室 島田 9
29 ☆我蔵～翠波高原 山下ﾏ ※6/4～11写真展

3/19 ◎谷上山 田淵 5 07 ◎笹ヶ峰 04 ◎紫雲出山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ観
4/9 ◎東山森林公園 藤村 21 ◎三方山 18 ◎鉢ヶ峰音
/23 ◎野寺峰 十鳥 28 ◎伯耆大山Ｈ

起点 〈会員拡大の目標〉
2016末 2018.3 2019.3 2020.3

高 松 ２４ ３０

高松Ｈ １２ １５

山歩会 １８ ２０ ２５ ３０

五 色 ７ １０

さかいで ２９ ４０

塩 飽 ４８ ５０

善通寺 ６０ ８０

あけぼの ３０ ３１ ３３ ３５

観音寺Ｈ ２７ ３５

合計 ２５５ ３１１

次回は県連理事会前の６月１２日(月)19時半～善

通寺山の会で開催します。それまでに各会では下記

の諸点の具体化をお願いします。

①全会が会員拡大の成果をあげ、経験を持ち寄り

ましょう。

②口コミや会宣伝

用の資材を持参

しよう。

③担当者の連絡表

を作ります。
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