
県連初級登山学校が開校
県連初級登山学校が5月16日から坂出市で始まり

ました。受講者は16名と例年より少人数ですが、今

年は30才台を中心に若い参加者が多く活気のある登

山学校になりそうです。

9月18日まで講義5回、実技5回、計10回の講習で

す。今年の実技は、木曽駒ヶ岳、加賀白山と本州の

山で2回実技を行います。7月20日の講義は、村上充

さんを講師に、歩行技術講習を行います。村上さん

は陸上競技のコーチで、独特な理論を持っておりユ

ニークな内容の講義になりそうです。受講者以外の

参加も歓迎します。

市報の掲載が６月号になり、参加者が増えるもの

と期待しています。（担当理事：植松正志）

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

四国ブロ交流ハイクに参加して

高松勤労者山の会 矢野 伊佐夫

四国ブロック交流ハイキングが、５月２０、２１

日に高知県高岡郡津野町の高知ふれあいの家天狗荘

で開催されました。全体で６５名。香川県から１８

名(高松労山４名、高松ハイキング１名、塩飽５名、

善通寺１名、あけぼの４名、五色の峰３名)参加。

２０日フィルドワーク(天狗の森で植物観察、カ

ルスト台地散策)、交流会(雪山賛歌などの合唱あり)、
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意欲的で多彩な夏山計画を成功させよう
－ 仲間つくりに全会が足を踏み出そう!! －

梅雨が明ける７月中旬まであと一月半。各会で多彩な夏山計画が具体化されていることと思います。魅力

ある山行が山の会の命です。夏山は誰もが参加できます。会員拡大の好機です。県連３００会員回復の為に

も全会が仲間づくりに本格的に足を踏み出しましょう。

《６／４ 第43回各会一斉登山を大勢の参加で取り組もう》

会名 山域 集合時間と場所
【高 松】 大滝山 ９時
【高松ハ】 竜王山 ９時 元奥の湯温泉
【山歩会】 女体山 ９時 大窪寺駐車場
【五 色】 紅ノ峰 ９時 県総合運動公園駐車場
【さかいで】 城山(川津ｺｰｽ) ８時半 城山山上駐車場
【塩 飽】 飯野山 ８時 飯野コミセン
【善通寺】 大麻山
【あけぼの】 紫雲出山 ８時 観音寺市役所
【観音寺ハ】 紫雲出山 ８時半 箱峠登山口



スターウォッチング、２１日は天狗の森から黒滝山、

大引割、小引割と竜馬脱藩の道(四万川小学校から

韮ケ峠)の２コースの交流ハイキングが実施されま

した。今年は少し変わった趣で行われました。

私は、２０日のフィルドワークは天狗の森で植物観

察に参加。小さな山野草の説明があったが、何の野

草か判別できませんでした。天狗森周辺はカルスト

の石灰岩地形で珍しい草が多いそうです。交流会で

は、高松労山は出来上がったばっかりの分県登山ガ

イド「香川県の山」の紹介をしました。そして酒の

力で他の会と交流を深めました。スターウォッチで

は支配人直々の説明で久しぶりに星を観察。このあ

たりは足摺の航空ポイントがあることから飛行機が

たくさん見えました。

２１日は天狗の森から黒滝山、大引割、小引割の

コースに参加。大引割、小引割は山に突然現れた深

さ３０ｍの垂直の割れ目。柵も無く、自然のままで

覗き込むと怖いです。国の天然記念物に指定されて

います。セラピーロ－ド経由で天狗荘へ。帰路途中

道の駅布施ケ坂、風の駅葉山風力発電所ＰＲ館でも

他の会と交流しながら高松へ帰りました。

他県・他会と交流することで今まで知らなかった山

の会の様子を知ることがてきて勉強になりました

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

◇◆ 県連理事会③の報告 ◆◇

５月１７日(水)19時半～善通寺

代理含め理事１２名が参加

◎会勢報告 観音寺ハ＋２、あけぼの＋１

善通寺 －２ ＝２４９名

◎ヒヤリ及び事故報告 特にナシ

◎この間の取り組みやこれからの行事について論議

☆県連50周年行事の会計報告 真柴理事から

最終的な県連負担金を決定しました。

収入：452,000円、支出：355,430円

差引＋96,570円、県連負担金は203,430円

☆記念誌「50周年の歩み」を香川県図書館に寄贈

しました。図書館より受領御礼のハガキが届い

ています。

☆これからの行事予定について

◎拡大担当者会議②の開催

・６月12日(月)１９時半～ 善通寺山の会

・全会が拡大の成果をあげて参加しよう

・入会をすすめる資材を持ち寄ろう

◎救助隊の「危急時対応講習会」について

これまでは数十人規模で一日の講習会を行っ

ていましたが、今回は内容的にも深くして講

師養成をめざして開催することにしました。

対象は救助隊員＋各会２名とし、受講者は各

会で講習会をひらくこととします。

・６月17日(土)９時〜18日(日)

・五色台休暇村

・一泊２食 １２０００円／人

現在の参加予定は２４名

隊員１５名、会員９名です
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会 4/17～5/21の山行内容 ６月予定 ７月予定
名 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

03･04 ◎大滝山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ高
未報告 未報告松

労
24･25 ◎沢のぼり山

04 ◎竜王山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ高
未報告 未報告松

Ｈ

山
未報告 未報告 未報告歩

会

4/29 ☆剣山－ 宮武 1+1 04 ◎紅の峰ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 1-2 ◎救助隊合同トレ五
5/2-4 ◎唐松岳 宮武ｱ 3 10-11 ◎備中 ＲＣと蛍 6 ◎紅の峰ＲＣＴ色
13-14 ◎吉田の岩場 宮武ｱ 4 24 ◎紅の峰ＲＣＴ 24-26 ☆北岳ﾊﾞｯﾄﾚｽの
20-20 ◎四ブロ交流ハイク 宮武 3 25 ◎笹倉湿原 27 ◎紅の峰ＲＣＴ峰

◎ハネズル山 桑野 7 04 ◎城山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ4/30
◎筒上･手箱 桑野 3 11 登山学校－雲辺寺 09 登山学校－伊予富士さ 5/3

3･4 ◎筒上･手箱･笹倉湿原 植松 5 16 ◎東赤石(夏山ﾄﾚ)か
5 ☆東赤石 植松 3 23 ◎梶が森い
7 ◎毛無山・白馬山 宮武 7 25 ◎石立山 28-30 登山学校－木曽駒で
11-14 ☆大菩薩･雲取･両神 亀山 6
21 ◎カガマシ山 桑野 5

4/29 ◎赤星－鋸山 坂上ﾊ 17+1 02 ◎三嶺
5/3-6 ◎開聞岳・高千穂峰 前田 5 10 ◎山サロン 08 ◎山サロン塩
5･6 ☆剣山・一の森 池内 4+1 18 ◎那岐山(岡山) 14-17 ◎市民登山 木曽駒
13 ◎山サロン 前田 9 25 ◎大屋冨ＲＣＴ飽
14 ◎大屋冨ザイル祭り 池内 10 30 ◎沢のぼり
20･21 ◎四ブロ交流ハイク 前田 5

善
未報告 未報告 未報告通

寺

04 ◎紫雲出山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ4/23 ◎高松・鷲の山 島田 9
27 ☆岡山 白州山 岩倉 4 04-11 ※第11回山の写真展 09 ◎三ケ森
29 ☆我蔵－赤星－翠波 山下ﾏ 8
30 ☆七宝山ＲＣＴ 篠原 3 23 ◎三鈷峰あ 25 ◎筒上・手箱 ＋沢
5/2 ☆鋸－豊受 安東 3 30 ☆わさび沢け 27-30 ☆利尻・礼文
3-5 ☆三ケ森－高縄半島 井原 3ぼ
7 ◎兜－西赤石 星川 8の
12 ☆東三森山 岩倉 2
16 ☆我蔵－権現越 (篠原) 1+2
18 ☆財田駅－中連寺 安東 5
21 ◎四ブロ交流ハイク 横田 4

4/23 ◎野時峰 十鳥 04 ◎紫雲出山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 02 ◎赤星山観
5/7 ◎笹ヶ峰 石井 18 ◎鉢ヶ森音
21 ◎三方山 篠原 9Ｈ

3

■
各
会
の
山
行
一
覧
と
こ
れ
か
ら
の
山
行
予
定

◎
例
会
山
行

☆
個
人
山
行

(３) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５１－３ 2017.5.25

◎０７日(水)登山学校座学②地図ｺﾝﾊﾟｽ 19時 ～ 坂出勤労者福祉会館

◎１１日(日)登山学校 実技② 雲辺寺

◎１２日(月)会員拡大担当者会議② 19時半～ 善通寺山の会事務所

◎17･18日(土日)危急時対応講習会 ９時 ～ 五色台休暇村

◎２１日(水)県連第４回理事会 19時半～ 高松：県連事務所


