
２月７日(水)／１４日(水)

１３名出席 １１名参加

《会勢報告》①善通寺 30代女性、会員の紹介

②あけぼの 59歳男性 元会員

③ 〃 5?歳女性 ②の奥さん

県連総会以来で２７－２１の６名増になりました。

《各会のヒヤリ及び事故報告》 なし

《行事報告》

◎組織部 第5回拡大担当者会議の報告 １月29日

・３月４日県連総会までに全会が１名以上の拡大

を必ず！

・理事会を拡大形式にして論議する。

◎讃岐山脈ロングトレイル実行委員会 ２月５日

・参加５人(高松①、山歩①、塩飽②2、あ①)

・讃岐山脈ロングトレイル…分水嶺や登山道を基

準にする。

・讃岐山脈ロングトレイルをＨＰに載せていく等

◎メディア委員会

・登山学校募集要綱をＨＰに掲載
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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 №51-12 2018.2.27

☆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

さぬき山歩会では、讃岐

山脈縦走路を少しずつ歩こ

うと呼びかけて、今回は鵜

峠～中尾峠の登山口と下山

口に車２台を置いて縦走す

る計画でした。ところが、

前日から何十年ぶりかの大

雪となり、平野部も積雪で

讃岐山脈に登る前から白銀

の世界、当日の朝も雪が降

り続いていました。使用す

る車が一台しか雪道に対応

出来なかったことから、鵜

の田尾トンネルの周辺を周

回する予備のエスケープルー

トに計画を変更して実施し

ました。

国道318号線の鵜の田尾トンネルの香川県側に

車を置いて、積雪を踏みしめながら鵜(うのたお)

峠まで荒れ果てた旧国道を歩き、鵜峠からはストッ

クとアイゼンを着けての縦走となりました。途中

の急斜面ではザイルで斜張りしながら通過したた

め時間を浪費し、北上畑山で昼食をとりました。

今回は雪山を楽しむことに主眼を置いた山行に変

更し下山後に温泉でゆっくりするため、次回の縦

走取付きを考慮して直下にある林道までが一番近

い北上畑山から樹林帯の急斜面を下ることになり

ました。藪も雪に埋もれて気持ち良く下れてすぐ

に林道にでましたが、次回の藪こぎが頭をよぎり

ました。林道にはしっかり新雪が積っているため、

いつもならだらだら長く続く下り道も、サクサク

と踏みしめて楽しく歩くことが出来ました。今回

の山行は参加者から冬山を満喫できたと好評でし

た。これで、讃岐山脈縦走は大坂越・大山・北上

畑山が繋がり

ました。次は

北上畑山～中

尾峠を縦走す

る予定です。

(記:阿部)

詳細はイン

ターネットで

さぬき山歩会

を検索しＨＰ

またはFaceboo

k?をご覧くだ

さい。

讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙの整備を開始!!
さぬき山歩会：２月４日(日)鵜(うのたお)峠(376m)～北上畑山(659m)



・讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲをＨＰに頁を作って随時掲載

・3/4総会議案書もタイムリーに掲載していく

◎救助隊役員会 2月9日 高松 参加6人

・2017年決算・2018年予算について審議

・今後のトレーニングについて、基礎編の修了者

は応用編のトレーニングに進む。

◎第52回県連総会に向けて

・総会議案書(案)について討議

・各委員会の交通費精算

・副会長を善通寺から推薦してほしい

《行事予定》

◎全国連盟総会(東京) 2月17日･18日

阿部全国理事、市原評議員が参加

◎本年度の活動予定 全国連盟の行事予定を追加

・６/２,３全国女性担当者会議(東京)

・６/30,７/1全国遭難対策担当者会議(東京)

・８/10,11第２回山の日記念全国集会(伯耆大山)

・９/15,16 全国ハイキング交流集会(静岡)

・11/23,24 全国登山研究集会(愛知県新城市)

◎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(久万高原)

・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
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救助隊雪山合同トレーニング

に参加して 塩飽山の会 吉田

◇実施日 平成30年2月17日～18日

◇場所 伯耆大山元谷周辺

◇内容 ①『雪上での支点作成』

②『雪崩埋没者の捜索と掘り出し、低体温

症患者の加温梱包、搬送までの一連の流れ』

7：00に善通寺を出発～10：00過ぎ、宿泊先のやま

びこ荘旅館崋山に到着。昼食を済ませ11：30には雪

上訓練を行うため、旅館を出発しました。旅館より

徒歩5分ほどにあるリフトに乗って大山スキー場（西

日本随一のスケール）へ行き、訓練にふさわしい場

所を散策しました。

◇17日の訓練 12：15～16：00

『ビーコンとプローブが使える』、『埋没者の

掘出しが正しく行える』と『雪上での支点作成』

・ビーコンを使っての訓練は去年の石鎚山でもやっ

たのですがすっかり忘れていました。今回の訓練

では一連の流れと流れにおけるポイントの意味等、

いろいろ

聴きながら

訓練ができ

たので充分

に理解 で

きました。

・支点作成

の訓練も支

点作りにふ

さわしい傾

斜と豊富な

積雪のある場所がたくさんあ

り、ピッケル～土嚢袋、レジ

袋～小枝（スノーボラード）

～Ｔ型スノーバー等を使って

の支点の作り方とポイントを

スムーズに学ぶことができま

した。各々の支点を作っては

1人、2人、3人と徐々に荷重

をかけて支点の強度を確認し

ました。なかでも3本の小枝

を使った支点（スノーボラー

ド）の強度には驚きました。訓練に適した環境の中、

7人での訓練でしたので、支点（ピッケル、土嚢袋等）

が崩壊しない工夫（溝を切る、固く踏み固める、テ

ラスの奥行を十分に、袋詰めの雪は固く等）細かい

ところまで全員練習ができました。その後、旅館に

もどり1時間ほど、ツエルトを使ったシート搬送梱包

の予習を行いました。入浴を済ませ18：30より夕食

＆地ビール、ワインを楽しみ、部屋に移動し23：00

頃まで話に花が咲き、楽しい宴会となりました。

◇18日 9：30～12：00

『雪崩埋没者の捜索と掘り出し、低体温症患者

の加温梱包、搬送までの一連の流れ』

・7：45に元谷を目指し旅館を出発、9：00に元谷に

到着。天候は晴天・無風・０℃と山行には絶好の日

でした。元谷から上を眺めると、大山ブルーの中を

たくさんの登山者たちが山頂を目指していました。

・9：30～12：00ビーコンを使っての埋没者の捜索に

始まり、掘出し～加温梱包～搬送までの一連の流れ

を元谷から大山寺本堂まで谷筋に沿って訓練しまし

た。広大な自然の中で行う救助訓練はとても臨場感

あふれる訓練でした。

・13：00過ぎに帰路につき、16：00過ぎに善通寺に



会 1/22～2/25の山行内容 2018年 ３ 月予定 ４ 月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

01/28 ◎大永山ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 加藤 2
/28 ◎綱付～チチ山 藤田 2 17-18 ◎雪山 ？高

02/04 ☆国見山 三宅 3
/11 ☆石鎚山 藤田 2 25 ◎気分一新山行 ？
/12 ◎石鎚 黒川ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 川尻 3松

未報告高 11 ◎鞆の浦(広島)
02/25 ◎竜王山･遠見山(庵治 田尾Ｈ
01/28 ◎阿讃 大山～鵜峠 阿部 6 01 ◎花見登山 総会
02/03 ☆矢筈山～高仙山 阿部 1 11 ◎阿讃 北上畑～中尾峠山

/04 ◎阿讃 鵜峠～北上畑山 阿部 5 17 ◎阿讃 中尾峠～額峠 15 ◎ ？歩
会 /25 ◎蒜山 阿部 2 25 ◎阿讃 額峠～高仙山 29 ◎鋸山

01/28 ☆女木島 宮武ｱ 6 03 ○総会
02/03 ☆紅ノ峰岩トレ 宮武ｱ 4 15 ◎紅ノ峰五

/11 ◎腕山 松浦 2 17-18 ◎吉田の岩場 22 ◎里山色
/12 ☆勝賀山～赤子谷 宮武ｱ 2 22～7 ☆ネパールトレ 30 ◎里山の
/12 ☆烏帽子岩 塚原 1+α 24-25 ☆関西の岩場峰

31 ☆石鎚山

02/28 ◎余木崎～田野々越 植松 9 03 ☆善通寺５岳山
/04 ◎和気アルプス 11 ☆寒風山さ

未報告か /11 ☆烏帽子山 18 ◎曼陀峠～雲辺寺山
/12 ☆ ？ 21 ☆城山 岩ﾄﾚい
/18 ◎男木島 25 ◎城山 ｺｰｽ整備で
/25 ◎田野々越～曼陀峠

01/28 ◎陽だまりﾊｲｸ 琴平～ 白鞘 13 03 ◎岩トレ 大屋冨 01 ○総会
02/04 ◎里山 王越山 高寺 9 10 □山サロン 07 ◎大屋冨 ザイル祭り

/10-11 ◎お亀小屋往復 吉田 4 11 ◎阿讃③ 境目～御所野 08 ◎東宮山・川井峠塩
17-18 ◎東赤石～西赤石 14 □山サロン

/24-25 ◎かにツアー丹後 前田 13 25 ◎寒峰(福寿草) 15 ◎阿讃 御所野～飽
22 ◎七岳山ﾛﾝｸﾞｳｫｰｸ

01/23 ☆花折山･三ツ石山･山上 松岡ﾄ 8 03 ◎讃岐の富士
/27-28 ◎三嶺尾根 カヤハゲ西 森山 5 10-11 ◎雪山実技 08 ◎七岳山

02/04 ◎讃岐の富士 猫山･鷲の山 松岡ﾄ 8 15 ◎梶が森善
/11 ◎三嶺尾根 牛の脊 柏原 7 25 ◎与治山・城山 22 ◎奥工石山
/14 ☆五瀬山･高山･坂子山 松岡ﾄ 6通
/18 ◎鏡ケ成 ｽﾉｰｼｭｳ 三木 5
/22 ☆大川山 音地ﾖ 5寺
/25 ◎鬼の城山・犬墓山 松岡ﾂ 10

01/28 ◎塔の丸ｽﾉｰｼｭｰﾊｲｸ 安東 5+1 03-04 ☆石鎚山
02/04 ☆国見山 三野 3 09 ☆七宝ﾄﾚｲﾙ③ 08 ◎花見山行 ？

/08 ☆七宝トレイル① 山下 3 11 ◎播蛇森 雪割桜あ
/08 ☆国見山 岩倉 2 18 ◎那岐山(岡山) 28-29 ◎大永山～我蔵越
/10-11 ◎三嶺 八丁小屋 安東 4 24 ◎里山⑬ 博打･妙見山け
/15 ☆恩原高原 小西 2
/17 ◎里山⑫ 真平山～ 星川 7+2ぼ
/18 ☆国見山 石川ｼ 2+1
/20 ☆大野権現山(広島) 岩倉 1の
/23 ☆阿蘇山 岩倉 3
/25 ◎四国100山 楢原山 小野 8
/25 ☆赤星山 篠原 2+1

01/28 ◎前山(三木町) 篠原 8観
未報告音 02/11 ◎遍路 曼荼羅～出釈迦 野田 8 11 ◎端王山・えんとつ山

/25 ◎世田山・笠松山 18 □まさかの時の対処法Ｈ
県 02/17-18 救助隊 雪山ﾄﾚ大山 ７名
連 五③・塩②・善①・あ①
な
ど
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■
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◎
例
会
山
行

☆
個
人
山
行

☆日時・会場 ３月４日(日) １３時～ 善通寺市民会館にて

☆論議の中心点 ①讃岐山脈ロングトレイルの整備（香川の労山ここにあり）

②３００会員回復３ケ年計画の２年目 いよいよ山場
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