
１月１７日(水)１９時半～

県連事務所 １１名出席

《会勢報告》

善通寺で20・30代の女性が入会。昨年の県連総会

以来のべ２３－２０で微増。

《事故・ヒヤリハット報告》

◆五色の峰 八ヶ岳にて後発組がビバーク、警察

と民間救助隊出動 全国連盟へ事故一報提出

◆善通寺山の会 寒風山にて下山中にアイゼンを

足に引っ掛け転倒、２名巻き込む。負傷無し｡

《行事報告》

◎2018高松登山学校 植松理事

・登山学校実行委員会1月10日 高松県連事務所

募集要領が完成。県連ホームページに掲載、地

元の山の登山口やマスコミ等に配布予定

◎組織部 会員拡大 山下理事

・県連総会に向けて会員拡大にもう一踏ん張り。

・補充調査 各会の男女別年代別構成

一年間の山行状況表を作成して配布

・来年度は編集委員会を立ち上げてだより発行
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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 №51-11 2018.1.25

☆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

香川県勤労者山岳連盟
理事長 市原 義博

2018年になり周りを見渡して見ると、冬季オ

リンピックの韓国開催に、北朝鮮が急遽参加表明

して何かとニュースになりますが、平和を脅かす

国が突如平和の祭典に参加するなど私は少し違和

感を感じています。国内では、安倍政権の暴走は

ますます顕著になるのでは？リニア新幹線では談

合し、春闘では、官製春闘で労働者の声無しの情

勢との認識です。

労山では、全国連盟総会が２月に開催され、懸

案の諸課題が論議されます。

香川県連では、昨年50周年事業が善通寺偕行社

にて盛大に行われ、全国連盟浦添理事長の挨拶や

直井元理事長の講演内容を聞き、思いを新たにし

た会員も多かったと思います。

３月４日の県連総会を目前にして、議案書の準

備等は各会よりの担当理事の協力のもと順調に進

んでいます。

県連総会方針の柱は、①阿部会長を中心として

「讃岐山脈ロングトレイル」の調査・整備に着手

します。初年度としては、東は大阪峠より西は愛

媛県境の余木崎までのコース調査を行います。そ

して、「かがわ労山ここにあり」を県内や全国の

愛好者に発信し、組織強化につなげていきたいと

考えています。②10月には4年前に開催しました

遭難対策講習会を香川県連主管にて開催を予定し

ています。③今年の初級登山学校は高松地区を対

象に開催します。④仲間づくりでは、後退から前

進に転じた今年の取り組みを土台に、３００名回

復３カ年計画の２年目として全会の飛躍を勝ち取

りたいと考えています。

昨年は、高松の登山者が剣山にて低体温症にて

亡くなる事故も発生しています。登山には、技術

と知識を持つことが遭難を起こさない大事な事柄

です。基礎知識をしっか

り身につけた労山の仲間

を増やす活動が遭難事故

を減らすことに通じると

思います。県連盟総会ま

での１月余り、全会が自

ら掲げた仲間づくり目標

を達成するために、もう

一段の奮闘をしようでは

ありませんか。私もその

先頭に立つことをお約束

いたします。

県連総会を仲間づくりの高揚の中で!!
全会があと１名以上増やし、県連総会目標の達成を



◎自然保護委員会 安井理事

・リニア新幹線で南アルプスの自然

を壊さないで要請の賛同署名推進

・会計報告 次年度の活動について

◎女性交流会 横田理事

・女性委員会40周年記念「第8回女性

と登山全国集会」の報告。２ペー

ジの報告分を配布。

◎メデｲア委員会 平村理事

・行事等をホームページに掲載

・Facebookの取り組み

◎讃岐山脈ロングトレイルの具体化

1）実行委員会の組織について

2）全長120ｋｍ 各会の分担山域

3）共通調査項目

4）今後のスケジュールについて

早急に準備会を開催する事にし

ました。準備会２月５日午後７時

30分より高松県連事務所 各会１

名以上の参加を。

《行事予定》

◎雪山での救助隊合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ伯耆大山 宮武理事

・期日 2月17日〜18日 宿泊 やまびこ荘

宿泊費9000円、申込み期限：2月5日迄

・2月17日07:00善通寺集合

・ビーコン捜索、３ＳＡＢＣＤＥ、低体温症保温

梱包、ストレッチャー搬送

・2月9日 高松事務所役員会を開催

◎３月４日の県連総会に向けて

・「県連定期総会の招集について」を配布。

３月４日(日)１３時～ 善通寺市民会館にて

代議員数(県連理事は除く)

高松③・高松ハ②・山歩会②・五色②

さかいで③・塩飽③・善通寺④

あけぼの③・観音寺ハ③ 合計２５人

県連理事の推薦は各会２名

・事務局各担当者（備品管理・財政・）1月末に

て決算資料を作成します。

・各担当理事は、次回２月７日の理事会までに総

会議案書・各委員会の交通費清算書を作成して

メールにて理事長に送ってください。

・各委員会・救助隊・県連の次年度の行事計画・

予定について 事務局作成計画案の検討。

・２月14日の理事会にて議案書の最終確認。２月

24日午後1時より議案書の印刷、製本作業。

・真柴理事より、決算に伴う確認事項の報告。

◎全国連盟総会(東京)2月17日〜18日 阿部・市原

《来年度の四国ブロックと県連行事予定》

５／19土20日 四ブロ交流ハイク(愛媛岩屋寺)

６／３日 第42回各会一斉清掃登山

６／30土１日 救助隊 わさび沢での合同トレ

８／18土19日 四ブロ 沢登り研修

９／１土２日 救助隊 岩場での合同トレ

10／20土21日 県連女性交流登山

／28日 四ブロ遭難対策講習会(香川)

11／11日 第38回五色台ｸﾘｰﾝﾊｲｸ

／18日 救助隊 模擬捜査訓練

２／16土17日 救助隊 雪山での合同トレ

３／３日 県連第53回定期総会
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会 12/25～1/21の山行内容 2018年 ２ 月予定 ３ 月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

12/29-30 ◎堂ケ森 加藤 2
/30 ◎石鎚山 藤田 3 10-11 ◎鏡岩ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 10-11 ◎伯耆大山高
/31-05 ◎八ケ岳 三谷 1

01/05 ☆ ？ 一村 1+18 25 ◎気分一新山行 ？
/07 ☆白髪山 藤田 2松
/19-20 ◎ﾂﾅｸﾘ山・西山 加藤 4
/28 ◎大永山ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

11 ◎鞆の浦(広島)高
01/14 ◎鷲ガ頭山(愛媛) 田尾 8 25 ◎竜王山･遠見山(庵治Ｈ
01/01 ☆白山 阿部 1

〃 ☆屋島 喜岡 2 11 ◎阿讃 鵜峠～中尾峠 11 ◎阿讃 中尾峠～女体山山
〃 ☆堂山 佐藤 2 18 ◎阿讃 女体山～額峠歩

会 /08 ☆阿讃 一本松越～大山 阿部 2 25 ◎剣山 25 ◎阿讃 額峠～奥山
/21 ◎阿讃 竜王山～一本松越 阿部 4
/28 ◎阿讃 大山～鵜峠 阿部 4

12/27 ☆城山～猫山 宮武ｱ 2 03 ☆紅ノ峰岩トレ
/29 ☆堂山 土田 1 10 ◎里山 ？ 11 ◎里山 ？
/30-03 ◎八ヶ岳登攀 宮武ｱ 4 17-18 ◎吉田の岩場五

01/06 ☆堂山 土田 2 25 ◎里山 ？ 25 ◎里山 ？色
/13 ☆紅ノ峰 宮武ｱ 5の
/14 ☆三峰山 塚原 1峰
/18 ☆烏帽子岩 塚原 1+α

01/02 ◎城山(初詣) 中村 9+1 04 ◎和気アルプス 03 ☆善通寺５岳山
/03 ☆石鎚山 植松 4 11 ☆烏帽子山 11 ☆寒風山さ
/07 ☆銅山越・西山 村井 7+1 12 ☆ ？ 18 ◎曼陀峠～雲辺寺山か
/14 ◎本島３山 三好ﾏ 9 18 ◎男木島 21 ☆城山 岩ﾄﾚい
/21 ☆剣山 村井 9+2 25 ◎田野々越～曼陀峠 25 ◎城山 ｺｰｽ整備で
/28 ◎余木崎～田野々越 植松 9

12/29-30 ◎笹ヶ峰 池内 7+3 04 ◎讃岐山脈③ 03 ◎岩トレ 大屋冨
01/02-03 ◎剣山～一の森 坂上 4 10-11 ◎三嶺縦走 10 □山サロン

/06-07 ◎氷ノ山 森ｶ 6 17-18 ◎東赤石～西赤石塩
/13 □山サロン 体力テスト 吉田 13 24-25 ◎かにツアー丹後 25 ◎寒峰(福寿草)
/14 ◎塩生山･博打山･妙見山 林 14+4飽
/20-21 ◎讃岐山脈② 大山越～ 森ｶ 6
/28 ◎陽だまりﾊｲｸ 琴平～ 白鞘 14

12/30-01 ◎谷川岳 柏原 4 04 ◎讃岐の富士 猫山 03 ◎讃岐の富士
01/07 ◎雲辺寺 山下ｼ 12+1 11 ◎三嶺尾根 10-11 ◎雪山実技

/14 ◎寒風山 宮脇 10 18 ◎鏡ケ成 ｽﾉｰｼｭｳ善
/17 ☆島ケ峰 音地ﾖ 5 24-25 ◎ 雪山実技通
/20-21 ◎東赤石山 ｻﾞｲﾙﾜｰｸ 石川 5寺
/23 ☆三石・花折・山上山 松岡ﾄ 8
/27-28 ◎三嶺尾根 光石～

01/01 ☆大座礼山 前川 1
/02 ☆雲辺寺 星川 6 10-11 ◎剣山系 11 ◎播蛇森 雪割桜
/03 ☆五岳山 横田 3 17 ◎里山⑫ 真平山～ 18 ◎那岐山(岡山)
/04 ☆雲辺寺 安東 2 25 ◎四国100山 高縄山 24 ◎里山⑬ 博打･妙見山あ
/05-06 ☆石鎚山 岩倉 1+1
/06-07 ◎鏡成・烏ケ山 三野 9け
/07 ☆伊予富士 石川ｼ 1+1
/12 ☆上蒜山 小西 2ぼ
/13 ◎里山⑪中山･火上･山条･ 星川 7
/20-21 ☆北八 天狗岳 岩倉 1の
/21 ☆国見山 三野 3
/28 ◎塔の丸ｽﾉｰｼｭｰﾊｲｸ 安東 5+1

観
01/14 ◎伽藍山･六ツ目山(高松) 篠原 10 11 ◎遍路 曼荼羅～出釈迦 11 ◎端王山・えんとつ山音

28 ◎大相山(三木町) 25 ◎世田山・笠松山 18 □まさかの時の対処法Ｈ
県
連 17-18 救助隊 雪山ﾄﾚ大山
な
ど
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◎05日(月) 讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｰﾙ実行委員会① （高松)

◎07日(水) 第11回県連盟理事会 （善通寺)

◎09日(金) 救助隊 役員会 (高松)

◎14日(水) 第12回県連盟理事会 （高松）

◎17土18日 救助隊 雪山合同トレ 伯耆大山
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