
３月から４月にかけて、県

連盟加盟各会の総会が開催さ

れ、新しい体制での新年度の

活動に突入しています。各会

で決定された重点方針と新役

員の概要です。

【高松勤労者山の会】 ３月２４日

①会員拡大３０名の達成 ②山の写真展の開催

③登山学校の成功 ④ＨＰの早期開設

会長：川尻寿彦 事務局長：加藤高志

【高松ハイキングクラブ】 ４月８日

①事故無くハイキングを行う

②例会ハイキングに多くの会員が参加する

会長：未選出 事務局長：市原義博

【さぬき山歩会】 ４月１日

①登山学校とＨＰを利用して会員拡大

②７月に南アルプスバス登山を成功させる

会長：谷本雅彦 事務局長：牟礼幸治

【山岳同人 五色の峰】 ３月３日

①会員拡大

②緊急時連絡網マニュアル2018年度版作成

会長：宮武 淳 事務局長：未選出

【さかいで山の会】 ３月３１日

①城山のコース整備(ｲﾗｽﾄﾏｯﾌﾟを作成する)

会長：植松正志 事務局長：宮武誠一

【塩飽山の会】 ４月１日

①ＨＰやＳＮＳで認知度アップし会員拡大

②冬山登山、岩トレに積極的に取り組みレ

ベルアップをはかる。あわせて陽だまり

ハイク、ロングウォークを実施する

会長：池内憲司 事務局長：前田 隆

【善通寺山の会】 ４月１日

①個人山行の奨励

②自立した登山者育成のための教育講座の実施

会長：石川勝正 事務局長：山下真理亜

【観音寺あけぼの山の会】 ３月３１日

①七宝・浦島トレイルの設営と広報

②若手会員の入会に注力。会員３３名の達成

会長：三野雄二郎 事務局長：山下正文

【観音寺ハイキングクラブ】 ４月１日

①活発な活動・運営を継続するための会員拡大。

３０名目標の達成

会長：未選出 事務局長：沖崎康弘
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県連盟だより

☆各会総会が終了し新年度に突入!!

☆意欲的な山行で会を活性化し
300会員回復にメドをつけよう!

４月１４日(土)１９時から

善通寺山の会事務所にて救助

隊総会が開催されました。参

加者は隊員３９名中２５名。

委任状１２名でした。愛媛か

らも３名の参加がありました。

阿部県連会長の挨拶に引き

続いて、佐藤隊長の挨拶があっ

て、塩飽山の会の前田さんの

司会で始まりました。

２０１７年度の活動報告、

決算報告の後、２０１８年度

の方針、予算案の提案があり

ました。

今年の活動の特徴は、昨年

に行われた、「危急時対応講

習会」を各会への出前講習で、

要請があれば行うということ

です。

今回の総会で特に問題になっ

たことは、①アマチュア無線

のクラブ局（県連）の継続に

ついて ②県連のホームペー

ジの救助隊の担当者をどうす

るか ③ヘリココの問題点

④出前講習の講師養成でした。

特に、③では、全国連盟で

ヘリココの導入が提案されて

いるが、我々の救助隊が２年

前に模擬捜索訓練で使用した

際に、讃岐山脈のようにブッ

シュの多い山域では、ブッシュ

が邪魔をして電波が十分に届

かないという問題があったこ

とを、全国連盟は検証してい

るのかということが話されま

した。

今年度の役員体制では、三
野副隊長が退かれて、代わり
に高松労山の川尻さんが就任
しました。（五色：宮武 淳）



４月１８日(水) 県連事務所にて １２／１３

◎会勢の推移 (３・４月理事会報告分)

この２月間で＋７－１３＝▼６と大きく後退

高松＋１、高ハ－１、坂出＋４－３

塩飽＋１－２、善通寺＋１－４、観ハ－３

◎ヒヤリハット報告

☆あけぼののＴさん72歳男。４月１４日(土)１３

時半頃里山の会４０名ほどで七宝山登山。南七

宝からの下りで転倒し足を骨折。車道間近であ

ったため消防署救助隊に救急搬出されて入院。

◎会員拡大3ケ年計画について 組織部 山下理事

・各会総会を終えて各会から報告

・年度末の会員退会１３名、入会７名でマイナス

６名になり前に戻ったが、３ヶ年計画の今年度

２７５名到達を目指して取り組む。

・高松労山写真展 7/19〜25 高

松河原町フラッグ (旧天満屋ビ

ル８F)

・あけぼの山の会写真展 6/3〜10

観音寺中央公民館

・５月16日の県連理事会は拡大形

式で組織担当者にも参加しても

らい会員拡大問題を中心に論議

≪行事予定≫

◇2018初級登山学校 植松理事より

・応募情況 一般８人、30〜40代

が多い。各会よりの受講者を受

け付けます。

城山山頂、ＨＰ、ベースｷｬﾝﾌﾟ

で見て、西讃からも応募者。

・５月15日締切 募集努力が必要

・５月21日開校日。

・登山学校実行委員会

５月９日(水)19半〜県連事務所

◇5月19日〜20日四国ブロ交流ハイク

(愛媛・久万高原町ふるさと休暇村)

・参加確認 ２９名

高松⑥、高ハ②、山歩会？

五色③、さかいで 、塩飽⑥、

善通寺⑥、あけ④、観ハ②

◇第２回讃岐山脈ロングトレイル実行委員会

４月２５日(水) 19:30〜 県連事務所

・大滝山以東の登山道調査及び整備状況について

・ロングトレイルの具体化について

・各会で担当山域を決めたらどうか！

・登山時報のミニガイドに讃岐ロングトレイルの

一部を紹介しています。

◇四国ブロック遭難対策講習会(香川県連主管)

10月28日 香川県立文書館を予定

・講演「山の天気、町の天気」

講師：野尻英一(気象予報士56才)

・講演「防災へりについて」

講師：防災ヘリ隊長

※全国連盟提供資材

・ハイキングＡＢＣのＤＶＤ

版が出来ました。

県連で10枚購入し各会に

配布する。
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・労山リーフレットの配布に協力して下さい。

会の紹介欄がありますので記入し全国連盟へ。

≪労山よりの依頼文書（メールにて配信）≫

◎核兵器廃絶2018国民平和大行進

香川県６／１０〜６/２４

６月10日徳島県から香川県に入り県内を行進し

て、６月24日愛媛県に引き継ぐ。

◎アルファ米共同購入について パンフレット配

信しています。市価より割安です。

いつでも注文できます。県連にて数量まとまる

と送料が不要になります。

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

讃岐山脈ロングトレイル

実行委員会①の報告････
･

◎日時 2018年４月25日19:30〜21:00

◎参加者:６人(高松、高ハ、山歩会、塩飽、さかい

で、あけぼの)

①各会の取組状況について

・塩飽－東から県境を清水峠辺りまで縦走した。

中尾峠から大窪寺辺りは県境の下道を歩いてる。

・さかいで－西から県境を猪

ノ鼻峠まで縦走した。猪ノ

鼻峠辺りは尾根筋を大きく

外れている。

・山歩会－東から分水嶺を歩

いている。中尾峠から尾根

筋を矢筈山を辺りまで整備

中。

・高松－香川県分県登山ガイドで歩いた部分つい

て説明があった。)

・他の会－過去に讃岐山脈を登った内容の説明が

あった。

②課題と対応方法

◎どんな情報を集める必要があるのか？

必要項目を分県ガイドから抽出し洗い出した。

次回委員会までにこまかく必要項目をまとめた

記録票を作成して情報をとりまとめを行うこと

とした。

公共交通機関を利用する登山案内、駐車場の場

所、ポイント間のコースタイム、水場、テント

場等を明確に1/25000の地図に明記することが

必要である。

◎道標等の整備について

統一した道標を整備することを検討していく

が、当分の間は仮道標を必要な場所に各会独自

に作成して設置する。型と素材は、蒲鉾板のよ

うな木片板(大きさは自由)の表に「讃岐山脈ロ

ングトレイル」のみ表示し、裏面に会名、日時

等をし記載する。

◎課題整理表に課題を抽出し、整理する。

スケジュールを今後整理するが、各会は当分

独自の判断で縦走路調査、整理を進める。
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山の写真展のご案内
☆観音寺 ６月３日(日)～10日(日) 観音寺中央公民館

主催：観音寺あけぼの山の会

☆高 松 ７月19日(木)～25日(水) 高松瓦町ﾌﾗｯｸﾞ（旧天満屋８階）

主催：高松勤労者山の会



会 3/22～4/22の山行内容 2018年 ５ 月予定 ６ 月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

03/25 ◎岩登り 大屋冨 三谷 7 03-06 ◎北ア 春山 02-03 ◎大滝山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
/25 ☆旭ケ丸・中津峰山 一村 1+12

04/01 ☆中津明神山 藤田 2 17 ◎大滝山－学校
/04-08 ☆剣山系縦走 高木 1 27 ◎虎丸山 学校高
/08 ◎ボルダリング 加藤 2
/08 ☆鋸山～豊受山 藤田 2
/10 ☆鷲ケ峰(女木島) 一村 1+10松
/12 ☆大谷山(わらびとり) 三宅 4
/15 ☆伯耆大山 松家 2
/22 ◎稲積山岩登り 加藤 6

13 ◎千ガ峰(兵庫県) 03 ◎龍王山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ高
ハ

03/25 ☆讃岐山脈整備 矢筈山 阿部 2 03 ☆讃岐山脈ﾄﾚ 女体山 03 ◎女体山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
04/01 ◎双子山花見ハイク 阿部 6山

/29 ◎讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ 阿部 4 17 ◎大滝山歩
会 /30 ◎西赤石山 阿部 10 27 ◎虎丸山－学校 24 ◎讃岐山脈ﾄﾚ

03/24 ☆大滝山ハイク 松浦 2 02-06 ◎北八ガ岳縦走 02-03 ◎紅ノ峰 ＋ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
/24-25 ☆関西の岩場巡り 宮武 2 13 ☆紅ノ峰五
/31 ☆烏帽子岩 塚原 1+α 26 ☆工石山ハイク 17 ◎大滝山－学校
/31 ☆石鎚・夜明峠 宮武 8 27 ◎虎丸山－学校色

04/01 ☆紅ノ峰 宮武 3
/01 ☆近畿ﾌﾞｯﾛｸ搬出講習会 塚原 1+αの
/12 ☆烏帽子岩 塚原 1+α
/14 ◎紅ノ峰ザイル祭り 宮武 6峰
/21 ☆烏帽子岩 塚原 1+α

03/25 ◎城山コース整備 荒木 7+2 04-05 ◎剣山～天狗塚交差縦 03 ◎城山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
04/01 ◎阿讃ﾄﾚｲﾙ(六地蔵～猪鼻) 三好 11 06 ☆西赤石さ

/08 ☆東光森 村井 8 13 ◎奥神賀山・高板山 17 ☆樫戸丸か
/15 ◎中津明神山 植松 7 21-24 ☆奥秩父３山い
/22 ☆豊受山・鋸山 27 ☆奥工石山で

03/25 ◎寒峰(福寿草) 林 12+1 02-06 ◎立山３山 室堂定着 03 ◎飯野山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
04/08 ◎東宮山花見山行 高寺 14 05-06 ◎剣山 09 □山サロン

/14 □山サロン植物観察会 田中 10 12 □山サロン塩
/15 ◎讃岐山脈 菅谷～竹屋敷 山内 12 13 ◎翠波高原
/21 ◎大屋冨ザイル祭り 前田 7+1 27 ◎讃岐⑤中山峠-大滝山 24 ◎毛無山(岡山)飽
/22 ◎七岳山 吉田 12+1
/28-29 ◎剣山～三嶺縦走

03/25 ◎与治山～城山 松岡ﾄ 6 28-06 ◎上越国境稜線 03 ◎大麻山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ善
04/08 ◎七岳山 柏原 12

/15 ◎梶ヶ森 松岡ﾂ 14 23 ◎東赤石山通
/21 ◎大屋冨岩トレ 三野 8 29 ◎笹ヶ峰
/22 ◎奥工石山 久光 8寺

03/23 ☆寒峰 荻田 4 03-04 ☆大永山-赤石～我蔵 03 ◎稲積山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
03/24 ◎浦島ﾄﾚ整備⑤妙見～高専 星川 10+2 03-10 □山の写真展

/25 ☆寒峰 石川ｼ 1 13 ◎佐々連尾山 17 □危急時対応講習会
/26 ☆寒峰 小西 2あ

04/01 ◎七宝山 山桜見学 田中 11 26-27 ◎高丸～雲早交差縦走
/04 ☆赤星山 横田 7
/05 ☆高知 沖の島 岩倉 2け
/09 ☆阿佐尻山 岩倉 1
/15 ◎七宝山岩ﾄﾚ 三野 5
/17 ☆白州山＆森林公園 岩倉 5ぼ
/20 ☆赤星・鋸山 岩倉 1
/20 ☆蒜山 山下ﾌ 1
/22 ☆赤星山 横田 3の
/22 ☆国見山 安東 2
/26 ☆東光森山 岩倉 3
/27-29 ◎荒島岳(福井) 横田 8

04/08 ◎伊吹島 青野 8 03 ◎稲積山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ観
13 陣ヶ森(高知) 17 ◎佐々礼尾山音

/22 ◎端岡･大禿･猪尻山(国分 篠原 5 27 大座連山Ｈ
県 19-20 四Ｂ交流ハイク 久万 03 各会一斉清掃登山
連
な 30-01 救助隊 沢訓練
ど
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☆１６日(水)１９時半～ 県連盟第２回拡大理事会 善通寺

☆１９日(土)・２０日(日)四国ﾌﾞﾛｯｸ交流ﾊｲｷﾝｸﾞ 久万高原

☆２１日(月)１９時～ 登山学校①装備 松縄流石中央公園

☆２７日(日) 登山学校実技① 虎丸山(417㍍)

☆３０日(水)１９時半～ 讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ実行委員会②
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