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交流ハイクin久万高原

久万高原町ふるさと旅行村ふるさと館に、四国各

県から男性２８名、女性３３名合計６１名、香川県

から２６名参加した。

１９日午後１３：００開会、愛媛県連・太田理事

長より、「仲間の交流と久万高原町の自然を楽しん

で下さい。」と歓迎のあいさつで始まった。

愛媛県連・赤松事務局長より、久万高原町が平成

の大合併で久万町、面河村、美川村、柳谷村の１町

３村が合併した町で、仁淀川の上流にあたり、山奥

(標高６００ｍ)にこんな町があり農業も盛んで都会

から移住して来る人も多いとご当地の紹介をした。

徳島県連・天野会長より天神丸風力発電計画の中

止を求める署名の訴えがあった。剣山東側に連なる

天神丸山系に、オリックスにより直径１２０ｍの翼

を持つ巨大風力発電が４２基計画されている。実施

されれば、山岳景色は台無しになる。風力発電自体

反対するものではないが、もろい地質の山岳地帯に

搬入道路建設工事による自然破壊の影響も計り知れ

ないものがある。

講演Ⅰ「石鎚山系の昆虫相と危険生物」
面河山岳博物館学芸員 矢野真志氏

矢野学芸員本人はカメムシの研究者、面河山岳博

物館で学芸員を務め職員と２名で運営している。入

館者を増やすため、あの手この手と努力をしている

が範囲が広くてとても手が及ばない。

初めに石鎚山系の植生について、自然林、植林、

二次林などの分布を示して、現在最も緑が多い時代

を迎えている。２万年前氷河期の遺存種が、西日本

の高標高地に限って生息し石鎚山系が南限である。

また、石鎚山系に固有種・亜種が残ったのは、険し

い地形により隔離、高地の環境に適応⇒種分化した

ためである。また、中央構造線の活動による南側の

隆起と北側の沈降、浸食作業による深い渓谷の形成

(面河渓)、最終氷期の氷河作用による岩稜部の破砕、

険しい高所が形成された。

石鎚山系には北方系昆虫コエゾセミが遺存し、こ

こだけに生息している固有種ルリクワガタやツノク

ロツヤムシがいる。また、石鎚山系にはブユやアブ

などの吸血昆虫相がおり、ウィルスを運んだり毒を
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☆登山とハイキングの 香川県勤労者山岳連盟
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☆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

☆6/3クリーンハイクを盛大に!!

☆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!

会 名 山域 時間 集合場所
◎高松 大谷山 9:00 大谷大川県立自然公園ｾﾝﾀｰ手前駐車場
◎高松ハ 龍王山 8:00 琴電瓦町／旧奥の湯温泉駐車場
◎山歩会 女体山 7:50 道の駅ながお
◎五色の峰 紅の峰 9:00 総合運動公園駐車場
◎さかいで 城山 8:00 さかいで山の会事務所
◎塩飽 飯野山 8:00 飯野コミニティーセンター
◎善通寺 大麻山 7:00 善通寺市地蔵池駐車場
◎あけぼの 稲積山 8:00 高屋神社駐車場
◎観音寺ﾊｲｸ 〃 〃 〃



持っていたりする。虫刺されにより、アレルギー反

応が長期間続く事がある。

2011年にマダニから初めてウィルスが確認されて、

ＳＦＴＳを発症すると症状は発熱、下痢、腹痛、皮

下出血等。ワクチンなど有効な治療法はなく、日本

では2005〜2018年４月で、３２４名が被患し内６１

名の方が亡くなっている。マダニから身を守るため

に長ズボンに長靴を履く。虫よけスプレー(デイー

ト１２％)をズボンやくつに。家に入る前に脱いで

干す。また、お風呂に入ってチェックして欲しい。

マムシやヤマカガシに咬まれたら、患部を強く縛っ

たり、切ったり、走らないこと。走るとそれだけ毒

が体に回るのでその日の内に病院で治療を受けて。

講演Ⅱ「安全登山」全国連盟理事 田上千俊氏

2016年に引き続き今回２回目の講演。全国連盟の

理事で現在登山時報編集委員。登山事故例を紹介し

ながら安全登山について講演された。本人もハイキ

ングのかたわらクライミングもやり、数年前、岩か

ら落ちて背骨を砕く大怪我した。今でも足裏に石を

抱いているような痛みがある。歯に衣を着せない語

り口で、時には聴衆に質問し、掛け合いしながら笑

いを誘い田上節を披露した。

☆クライミング事故例では、新人に確保させてベテ

ランがグランドホール死亡。ロープの確保個所を間

違えて、ベテランも確認せずに登って落ちた。２例

目は懸垂下降中ロープが確保器からすっぽ抜けてグ

ランドホール30ｍ墜落・死亡。ロープの末端を結ん

でいなかった。

☆冬山登山では、大山の弥山から縦走して午後天候

が急変し吹雪となりビバーグしたが翌日全員死亡。

発見されたとき、３人とも雪面に一人入れる位の穴

しか掘らず埋まっていた。講師質問なぜか？－－ス

コップを持っていたが雪洞の作り方を知らなかった。

☆滝谷出合渡渉死亡事故。女性と会員２名が滝谷特

有の鉄砲水に飲まれて下流に流され死亡。スリング

を繋いで渡渉しようとして犠牲となった。また、講

師質問なぜか？－－持ちきれなくなった。正解！

雨が止んで水が引くまで待っていたら、起こらなかっ

た事故である。

☆沢の事故の２例目、昨年日高山脈の幌尻岳で下山

中、額平川が増水し立木を支点にロープを下流に張

り渡渉しようとしたが、末端のロープがたわんで水

圧が増幅して１名が流され、助けようとした２名も

巻き込まれて３名が溺死。沢の渡渉では膝近くまで

水位があったら、水流は目視より早く危険である。

ロープを張っても弛んでいたら体重の４倍以上の張

力が掛かるので、堅固な支点に固定し３分の1引上

げ等を使ってしっかり張って使用することが大事。

また、渡渉時登山靴を脱いで、裸足より靴下を履い

ている方が滑りにくい。

その他、低体温症(富士山、十勝岳)や雪崩事故 (八ヶ

岳、氷ノ山等)を説明した。最後に、ヘリ要請では

遠慮しないでヘリを呼ぶこと。また、ヘッドランプ

による合図が有効であると。

夕食は18時半から場所を移して、バーべキュウを

頂きながら他県の会員とワイワイ懇談した。牛、豚、

鶏肉、野菜やキノコもたっぷり、他にトマト、宇和

島からジャコテンなど差し入れがあり食べきれない

程であった。親睦会はうたごえで盛り上がり、２次

会はふるさと館食堂で22時頃まで満席だった。

２日目20日(日) 5時半起床、6時半おにぎり朝食

(お味噌汁)を頂いて、天候もよろしく７時半に３コー

ス(➀岩屋寺・②石墨山・③うなめご)に分かれてふ

るさと旅行村を出発した。各コースには、愛媛県連

のリーダー(ＣＬ，ＳＬ)、サポーターが同伴・案内

してくれた。 記）県事務局長：前田

５月１６日 善通寺 １３／１３＋２

《会勢》善＋１(男63ﾌﾞﾛｸﾞ）高松ハ－１＝２５３

《ヒヤリハット》

①あけぼの 福井：荒島岳の下りで木の根につま

ずき一回転。腕に擦過傷。

②５月連休 超強風で行動困難

高松－爺ケ岳 塩飽－立山三山
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≪行事報告≫

①讃岐山脈ロングトレイル実行員会① ４月２５日

・大滝山から東側ルートの調査、倒木・藪漕ぎな

どルートとりづらいところあり。引き続き各会で

調査して情報を集める。調査にあたって、登山口・

駐車スペース、トイレ、分岐道、エスケープルー

ト、所要時間(登り・下り)、歴史・文化、コース

上のしるべ石や地蔵、峠の名称、展望の良し悪し、

動植物、水場、登山道の状況等

・標識を各会で付けていく。標識の統一「讃岐山

脈ロングトレイル」「県連と会名、日付」、ルー

ト整備後、統一標識とする案がある。

・雲辺寺から大滝山までルートが出来ている。高

松労山が担当、発行した分県ガイドで詳しく紹介。

★東側ルート整備を待ってからでは実現に時間が

かかりすぎる。当面、開かれているルートで「ロ

ングトレイル」を紹介してはどうか。

★予算は各委員会活動費として１０万円計上され

ている。看板等のロングトレイルの費用に充てる。

②県連初級登山学校 植松理事

◎申込人数 一般１９人、会員１人、合計２０名、

他に２名アクセスしています。全県一円から、

年代も20代から60代、経験１年以内、女性の申

込みが多い。県連ＨＰ、白山山頂、知り合いを

通じて申込みがあった。

◎５月２１日(月) 第１回講義「装備」、

２７日(日)実技「虎丸山417ｍ」

６月１１日(月) 「地図とコンパス」、

１７日(日)実技「大滝山945ｍ」

≪行事予定・その他≫

①10/28四国ブロ遭難対策講習会の準備

会場 香川県文書館 予約済

講演Ⅰ「山の天気、町の天気」

講師 野尻英一氏(気象予報士)

講演Ⅱ「防災ヘリについて」

講師 香川県防災航空隊

②救助隊 沢での合同トレーニング

６月３０日〜７月１日 ワサビ沢

・6月30日12:00現地集合

・7月1日朝から事故を想定し救助訓練

③その他

◎全国連盟提供資材

・ハイキングＡＢＣのＤＶＤ版各会へ配布しま

したので活用してください。

・労山リーフレット200枚まで無料

・携帯トイレ、アルファ米の注文
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○会員拡大３ケ年計画の２年目

２０１８年度目標は２７５名 残２２名

・ 2018年度３月〜会員入会８名、退会14名で2017

年度の当初に戻る。

☆県連総会で確認した「会員拡大の定石」をどう

具体化する。

➀魅力的な山行に取り組む。

②仲間づくりの重要性を全会員の共通認識に。

③労山ここにありの取り組みを行う。

登山学校、クリーンハイキング、讃岐山脈ロ

ングトレイルなど

④声掛け資材の準備

チラシ/パンフ/会報/名刺/ロゴマーク

⑤広報の徹底 マスコミ発信

ＨＰ・ブログ/フェイスブック

☆各会の取り組みについて

◎公募登山・ハイキング

塩飽･･････7/13～16 白馬岳

山歩会････7/13～16 甲斐駒・仙丈岳

あけぼの･･9/21～24 立山３山

◎山の写真展/講演会。

あけぼの･･6/3～10 観音寺中央公民館

高松･･････7/19～25 高松瓦町フラッグ

善通寺・・・・まんのう公園の施設で可能

◎里山・地元の山

城山ｺｰｽｶﾞｲﾄﾞ作成(坂出)

七宝・浦島トレイルの設

営(あけぼの)

◎高松････ＨＰを早急に

塩飽････山行持参の名刺

山歩会･･登山学校に全力



会 4/23～5/20の山行内容 ６ 月予定 ７ 月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

04/28-29 ☆西赤石～東赤石 藤田 2 02-03 ◎大滝山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
05/04-06 ◎北ア・爺ケ岳 加藤 4 14-15 ◎逆瀬川沢登り高

/13 ☆鋸山・豊受山 国方 1 17 ◎大滝山－学校 19-25 □写真展松
23 ◎岩トレ 21-22 ○伯耆大山－学校

03 ◎龍王山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ高
ハ 22 ◎愛媛・興居島小富士

04/29 ◎讃岐ﾄﾚ 中尾峠－鵜峠 阿部 4 03 ◎女体山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
/30 ◎西赤石山 阿部 9 13-16 ﾊﾞｽ登山 甲斐駒・仙丈山

05/04 ◎讃岐ﾄﾚ 中尾峠－五名 阿部 2 17 ◎大滝山 21-22 ○伯耆大山－学校歩
会 /12 ☆蒜山 阿部 2 24 ◎讃岐山脈ﾄﾚ

/20 ☆大川山 山下 1
/27 ◎虎丸山－学校 阿部

04/26 ☆烏帽子岩 塚原 1+α 02-03 ◎紅ノ峰 ＋ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 07 ◎紅ノ峰
/28-29 ☆天狗塚 松浦 2 14-16 ◎縦走登山五
/29 ☆鋸山～豊受山 宮武ｱ 2 17 ◎大滝山－学校 21-22 ○伯耆大山－学校色

05/02-04 ◎北八ヶ岳縦走 宮武ｱ 3 28 ☆赤星 皇子渓谷の
/10 ☆烏帽子岩 塚原 1+α峰
/12 ◎紅ノ峰 宮武ｱ 4

04/29 ◎二ツ岳－エビラ 植松 7 03 ◎城山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 01 ◎
/30 ☆烏ケ山 武丸 8 08-10 ◎久住・阿蘇 08-12 ☆北海道４山さ

05/04-05 ◎剣－三嶺交差縦走 村井 11 17 ◎樫戸丸 15 ◎東赤石－西赤石か
/06 ☆西赤石山 植松 5 21-24 ☆奥秩父３山い
/13 ◎笹ケ峰 4 21-02 ☆モンブラントレ 29 ◎砥石権現で

04/28-29 ◎剣山～三嶺縦走 坂上ﾊ 5 03 ◎飯野山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
05/02-06 ◎立山三山・大日岳 坂上ﾋ 7 09 □山サロン 08 ◎西赤石山塩

/05-06 ◎剣山 池内 4 13-16 ◎市民登山 白馬岳
/12 □山サロン ムンター確保 高寺 10+3 24 ◎毛無山(岡山) 22 □救助隊出前講習飽
/27 ◎讃岐山脈⑤中山～大滝山 29 ◎沢のぼり

04/25 ☆工石山 高尾ﾏ 6 03 ◎大麻山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 07 ◎大屋冨岩ﾄﾚ
/27-29 ☆木曽駒ケ岳 村上ﾏ 4 10 ○岩場の通過、歩き方善
/30 ◎小檜曽山～土佐矢筈山 矢野 9 17 ◎大屋冨岩ﾄﾚ 14-16 ◎富士山

05/02-05 ◎燕岳 中村ﾑ 3 23 ◎東赤石山 22 ◎沢入門通
/03-05 ☆石鎚～瓶ケ森 佐藤ﾀ 3
/06 ◎大屋冨岩ﾄﾚ 平村 5寺
/09 ☆高越山 音地ﾖ 7
/12 □大屋冨 ﾌﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ研修 佐藤ﾀ 9

04/26 ☆東光森山 岩倉 3 03 ◎稲積山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
/27 ☆東光森山 安東 1 03-10 □山の写真展 08 ◎三倉山(広島)
/27-29 ◎荒島岳(福井) 横田 8 17 □救急法講習会

05/03-04 ☆八経山 恵美 1 22 ◎大山・三鈷峰あ
/04-05 ☆二ツ岳→赤石山 前川 2
/04-05 ☆赤石山→二ツ岳 井原 4
/05 ☆赤石 安東 7け
/09 ☆野鹿池山 岩倉 1
/10 ☆津志岳 岩倉 2
/11 ☆雲早・高丸山 安東 1ぼ
/13 ◎野鹿池山 星川 10
/14 ☆舟窪・高越山 岩倉 1
/15 ☆雲辺寺 稚児ユリ 安東 4の
/19-21 ☆万年山(九州) 岩倉 1
/20 ☆落合峠－寒峰 前川 3
/20 ☆笠鳥山(愛媛) 石川ｼ 1+1

03 ◎稲積山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 08 ◎寒風～笹ケ峰観
17 ◎佐々礼尾山音

05/27 ◎大座礼山 石井 5 22 ◎鷲ケ頭山(愛媛)Ｈ
県 19-20四Ｂ交流ハイク 香川26/61 03 各会一斉清掃登山
連 高⑤・高ハ②・五③・塩⑥・善⑥・あ④
な 30-01 救助隊 沢訓練
ど
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■
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

☆０６日(水)１９時半～ 自然保護委員会 善通寺

☆ 〃 遭難対策委員会 高松

☆１１日(月)１９時～ 登山学校②地図 松縄流石中央公園

☆１７日(日) 登山学校実技② 大滝山

☆２０日(水)１９時半～ 県連第４回理事会 高松

(４) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５２－３ 2018.5.27


