
７月19日(水)19時半～ 観音寺
代理を含め12名が参加

◎会勢報告 山歩会＋１ 61歳 男 ﾈｯﾄを見て

塩飽 ＋１ 70歳 男 登山学校

あけぼの－１，観音寺ハ－１=248名

◎各会のヒヤリ及び事故報告

◆7/2 ワサビ沢男性、沢靴両方ともフェルト底

剥がれ、靴底張り替えたが修理不良が原因。

◆7/15 宝剣岳男性78才転倒、左頬・上唇擦過傷、

軽傷で清水洗浄し大事に至らず。

◎2017年坂出登山学校 植松理事から

・7月5日第3回講義「山の天気」講師 阿部哲也

・7月9日第3回実技 伊予富士 12名＋10
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☆登山とハイキングの 香川県勤労者山岳連盟
普及と向上に全力をあげよう №51-5 2017.7.25

☆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

木曽駒ヶ岳･宝剣岳へ恒例の市民登山
塩飽山の会 森 美津子

山域・期間：木曽駒ケ岳・宝剣岳 7月14日～7月17日

山行形態：縦走、参加：32名（会員18名、一般14名）

地域の登山愛好者に責任を持つ山の会として、また会員の登山要求

を実現する場として市民登山は続けられてきました。今年の宝剣岳、

木曽駒ケ岳登山は、市民登山としては初めの山域でした。一般参加者

は例年に比べ多くはありませんでしたが、事前に参加者の登山経験や体力などを検討し、登山ルートを

縦走組と木曽駒ケ岳往復組とに分けました。安全対策として宝剣岳の岩場ルートがある為、山行１週間

前に岩登り講習会を実施し一般参加11名中５名が参加しました。

《１日目15日》 千畳敷08:30に出発し、宝剣岳山荘前で宝剣組全員がハーネスと確保用のシュリンゲ、

カラビナを装着しました。他の登山者の待ち時間もあり11：00に頂上着。数名の人が宝剣岳の大岩

の上に登り、ばんざいポーズして写真に納まりました。一般参加者からは「このロープ(簡易ハーネ

ス)をつけて歩いたのでとても安心感があった」と。

昼食後12：00から歩き始め、13：15木曽駒ケ岳山頂、14：05に頂上木曽小屋に到着しました。夕

食時、救助隊である78歳の小屋番さんから山で事故に遭った時の対処法について貴重な話を伺い、

木曽前岳に沈む夕日を眺めました。

《２日目16日》 7：00に頂上小屋を出発、8：37千畳敷カール着。極楽平～島田娘を9：35～11：25で往

復し、12：20しらび平駅へ降りました。花の名前をみんなで語り合い、互いに体調を気遣う様子は

美しく、だれもが登れる市民登山はすばらしいと感動しました。

その夜の宴会では、みんなで一合まいた、ゴキブリ音頭を踊り、山の歌を大合唱。会員からは入

会の訴えが口々に語られ、清らかな気持ちで、全員無事に帰路に着けました。

いよいよ夏山本番です!!
意欲的で多彩な山行やハイキングを精力的に



・7月28〜30日実技④「木曾駒ヶ岳2956m」

受講生10名＋さかいで10名 計20名

・9月5日(火)講義⑤「計画と安全登山」

・9月15〜18日第5回実技「白山」

・今後の交流登山

10月15日(日)伯耆大山

11月05日(日)矢筈山

・10月4日(水)登山学校実行委員会

登山学校の総括と来年度の予定

◎新特別基金全国担当者会議 市原

７月１日(土)〜２日(日) 東京

・新特別基金の名前の変更検討。ネッ

トで引いても山岳保険では出てこない。

・安全対策基金として認識が低い。資

器材の援助について来年度の総会に諮る。

・ゲレンデスキー交付対象要望あり。

山行や訓練の一環で交付対象。

・山行計画書の提出義務について、無

届山行死亡事故が絶えない。会の中で教

育の徹底はかる。

全国連盟では柔軟に対応、なんらかの

形で事前に連絡して無届登山を無くして

行きたい。

・県連から要望として、救助隊、登山

学校の助成金の増額要望。(会員300名を

割ると減額)

◎県連盟だより 組織部・山下理事

・全会から原稿が掲載され、各会の取り組みが解っ

て充実してきた。

・各会の原稿責任者を明確にしたい。

・全会員への配布と活用をすすめて欲しい。

◇四国ブロ沢登り研修・交流会
開催日 8月19日(土)〜20日(日)

集合：面河ダム湖笠方キャンプ場泊

実技研修：面河の割石川にて

参加締切 8月10日

愛媛 太田 yamaeyukou@kni.biglobe.ne.jp

◇救助隊「岩場での合同トレーニング」

期間 ９月２日(土)〜３日(日)

場所 大屋冨の岩場

◇8/11｢山の日｣記念山行の実施を 市原
高松ハイクでは、飯野山登山を計画している。

各会においても、昨年に引

き続き山の日記念山行を位

置づけて取り組んでもらい

たい。
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「沢での搬出トレーニング｣ 救助隊

７月１日から２日にかけて救助隊
の沢での搬出トレーニングを行いま
した。場所は、二ツ岳北面のワサビ
沢です。愛媛から７人の参加があり、

総勢22人でした。
１日は、樹林帯の中で、ロープの

結び方とムンターでの引き下ろしを

一人と二人を行いました。
次に、１／３と１／５での引き上

げもしました。
最後に、テント場で先日に危急時

対応講習会で学んだ３ ＳＡＢＣＤ
Ｅを実施して終了しました。
夜は、各パーティー毎にバーベキュー

をして懇談しました。

２日は、沢を遡行しながら、３Ｓ
ＡＢＣＤＥを実施しました

①腰盤骨折でヘリ要請。
②頸椎骨折で沢の増水のため移動
必要。

③下腿部骨折のためにザックで担
いで１／３で斜面を引き上げて
登山道を搬送。

二日間共に快晴で暑かったです。
久しぶりにワサビ沢で出来て良かっ
たです。 事務局長：宮武

2017女性交流登山のご案内
日時：１０月２２日（日）日帰り 7:30三豊市役所集合 16:00解散

場所：七宝山縦走 吉津峠･･志保山426ｍ～七宝山445ｍ～稲積山～高屋神社

※申込み締め 9月19日(火) 翌20日理事会で最終集約



会 6/26～7/23の山行内容 ８月予定 ９月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

7/2 ◎子持権現～瓶が森ﾞ 本多 2高
/16-17 ◎三瓶山 川尻 4 11-13 ◎夏山 10 ◎ボルダリング

16-18 ◎瀬戸内ヨットｸﾙｰｽﾞ松

高
7/15-17 ☆山歩会の針ノ木岳 2 11 ◎飯野山松
7/22 ◎五段公園(愛媛) 田尾 9 24 ◎志保山Ｈ

山
7/14-17 ◎針ノ木～蓮華岳 谷本 8 11 ◎四国の山歩

会

03-08 ◎赤木沢～雲ノ平五
/8 ☆紅の峰ＲＣＴ 宮武ｱ 2色
/16 ◎友内山 宮武ｱ 3の

26-27 ☆四万十川ｷｬﾝﾌﾟ峰

7/02 ◎塔の丸 植松 6 06 ◎国見山 03 ☆天狗塚さ
/09 登山学校－伊予富士 植松 10+12 10 ◎稲叢山か
/16 ◎東赤石(夏山ﾄﾚ) 三好 8 19-20 ◎梶が森 15-18 登山学校-加賀白山い
/23 ☆高城山 植松 7 24 ◎高越山で
/28-30 登山学校－木曽駒 植松 10+10

/2 ◎三嶺 市民登山ﾄﾚｻﾝ 白鞘 9+1 05-06 ◎剣山+沢 大剣谷
/8 山サロン 坂上 14+1 09-10 ◎石堂山～矢筈山塩
/9 ◎岩トレ 大屋冨 坂上 11+5 11-15 ◎涸沢定着 15-18 ◎八ガ岳
/14-17 ◎市民登山 木曽駒 坂上 18+14 19 ビアパーティー 23-24 ◎氷ノ山飽
/16-17 ☆一の森～次郎岌 山地 1
/29 ◎赤星山+沢皇子渓谷

7/1-9 ☆スイストレッキング 村上 14 05-06 ◎御塔谷 沢登り
/02 ◎三嶺 音地 6 06 ◎岩トレ 大屋冨
/08 ◎岩トレ 大屋冨 石川 4 10-14 ◎夏山合宿 白根三山
/09 ◎大麻山 三倉 4 16-18 ◎黒部下の廊下善
/14-17 ◎南ア 悪沢・赤石岳 中村 4 23 ◎岩トレ 大屋冨通
/16 ◎わさび沢 佐藤 6寺
/19 ☆綱付森 音地 6
/23 ◎平家平 大喜多 7
/30 ◎笹倉湿原

6/25-28 ☆利尻山・礼文島 安東 5 04-06 ◎市民バス 加賀白山
7/2 ☆裏寒風山 石川ｼ 1+1
/6 ☆東黒森 岩倉 2 11-16 ☆薬師－雲ノ平 15-18 ◎奧穂高集中
/9 ◎西赤石 白山ﾄﾚ山 井原 6+9あ
/11-13 ☆白山 下見 小西 2 26 納涼例会 23-24 ◎船上山(鳥取)け
/16 ☆三鈷峰 石川ｼ 2+1ぼ
/17 ☆赤星山 雲ノ平ﾄﾚ山 荻田 7の
/21 ☆三鈷峰 岩倉 3
/23 ◎梶が森 白山ﾄﾚ山 石川ｼ 10+10
/25-29 ☆尾瀬 安東 4

7/2 ◎赤星山 香川 5 04-06 市民バス 加賀白山 10 銅山越観
/14-17 ☆燕岳 青野 7 06 ◎一の森音
/22-30 ☆甲武信ｹ岳・雲取山 青野 4 20 ◎四国カルスト 24 黒沢湿原Ｈ

救 7/1・2 わさび沢救助訓練 22人(愛媛７人) 02･03 救助隊 岩登り救助
助
隊 19･20 四ブロ沢登り教室
等
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◎19土･20日 四国ﾌﾞﾛｯｸ沢登り研修・交流会 面河：割石川

◎27日(日)９～12時 遭難を考える集い 善通寺市民会館

新特別基金の説明 加入の促進

◎ 〃 13～15時 拡大三役会議 善通寺市民会館
会員拡大３ケ年計画の具体化と実践の交流

(３) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５１－５ 2017.7.25


