
梅雨明けも間近。いよいよ夏山本番で
す。各地で意欲的な夏山合宿やアルプス
遠征が計画されています。各会員が目標
をもって、安全で積極的な山行に挑戦し
ましょう。

全会が奮闘! 清掃や登山道整備

１２３名で３２１㎏

６月３日の第45回清掃登山は県内９団体全てで取

り組まれ、１２３名が参加して、３２１㎏のゴミを

回収しました。

－－－－－－－－－

毎年恒例の夏のク

リーンハイクは今年

も大麻山です。草刈

りもさることながら、

登山道の整備も兼ね

て２１名の参加者が

あり２班に分かれて

登山道を整備しまし

た。全員が力を合わせ汗を流した後は心までがクリー

ンになり爽快でした。（善通寺山の会：安井）

山の写真展⑫に４00人

観音寺あげぼの山の会は、６月３日～10日の一週

間、観音寺市中央公民館で第12回山の写真展を開催

し、400人余の方が鑑賞しました。山のすばらしさ

や、この一年間の会活動を発信しました。

山の花や風景写真とともに、年間山行紹介、石鎚

山系80㎞縦走、七宝・浦島ﾄﾚｲﾙ設営、高松労山の三

谷統一郎さんのヒマラヤ登頂写真なども展示しまし

た。四国新聞が取材に来て記事が

掲載されました。

当番を決めて接待し、写真や会

活動の説明を行いました。そうし

た中で、３名の入会検討者が生ま

れました。（あけぼの：山下）

☆高松労山 「山の写真展」
７／19木～25水 瓦町フラッグ
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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 №52-4 2018.6.26

☆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

☆いよいよ夏山!! 意欲的な山行を

☆仲間づくりの具体的手立てを取り
300会員回復にメドをつけよう!

会 名 期間 山域
◎高松
◎高松ハ
◎山歩会 7/13～16市民バス登山：甲斐駒･仙丈ケ岳
◎五色の峰 7/14～16北ア蝶ガ岳 8/4～14カナダ
◎さかいで 7/8～12北海道４山 8/3～5八ヶ岳
◎塩飽 7/13～16市民バス登山：白馬岳
◎善通寺 8/11～14平ヶ岳～荒沢岳
◎あけぼの 8/3～6妙高、火打山 8/12～16針ノ木～烏帽子
◎観音寺ﾊｲｸ 6/30～7/8高妻山､四阿山 7/28～8/5雨飾山､妙高山



≪ヒヤリハット報告≫

(山歩会)5/4 讃岐山脈マダニに咬まれる。

(塩飽)6/17皿ヶ峰ブヨ発生、虫刺され。

(高松HC)竜王山スズメバチ発生。要注意！

≪行事報告≫

○第２回讃岐山脈ロングトレイル実行員会 ５/30)

・当面、第１回実行員会で確認した登山道調査・

整備を各会で行なう。

・道標は各会で付けていく。統一道標は調査終了

後に取り付ける。

・登山道調査票について、調査項目を整理して次

回実行委員会で協議して各会に連絡する。

○登山学校 ２２名＋２

・2018年高松登山学校は、受講生22名が参加し若

い受講生が多く順調な滑り出し。

・高松地区の会から多くの会員がサポーターとし

て参加し、受講生と交流も盛んに行われている。

・受講生の中に「ランチタイムトレイル」、「ビ

バーグレーション」、「まんが・山と食欲と私」

などインスタグラムに投稿し楽しんでいる様子

も紹介された。

○会員拡大３ケ年計画について

・６月度、山歩会、善通寺で各１名の会員が入会

し、前月比２名増。県連総会(3月)からの増減

は、１０増・１４減。

・山歩会、五色、あけぼので入会見込み者あり。

・会員拡大の取り組みについて、各会で具体化が

始まった。

・写真展の開催(善通寺2月、あけぼの6月400人、

高松労山7月)。

・ＳＮＳで大屋冨岩登り呼びかけ(五色の峰)て会

外から参加あり

・公募登山で、市民向けイベント(川崎市山岳協

会？)で、旅行業法違反のクレームがついて中

止になった例がある。全国連盟でも話題になっ

て、公募登山を計画している会は要注意！

〇自然保護委員会 ６月３日クリーンハイク総括

・６月３日第４５回全国一斉清掃登山

９団体 大人122名、子供1名、合計123名

可燃物96㎏･不燃物85･粗大ゴミ140＝合計321㎏

≪行事予定など≫

○ヘリココ申請期限５月３１日が延長されました。

(労山基金から補助金)

○沢での救助隊合同トレーニング

・６月３０日〜７月１日 ワサビ沢

６月３０日８時善通寺 １２時現地集合

７月１日 朝から事故を想定した救助訓練

・アマチュア無線クラブ局開局について 以前取

得したクラブ局が失効、再手続き必要。

➀２名以上の免許保持者の選任。

②クラブ局の定款。

〇第６回女性交流登山

・期日：10月20日(土)〜21日(日)、梶ヶ森山荘

・20日12時集合

13時～ﾛｰﾌﾟﾜｰｸと危急時対応3ＳＡＢＣＤＥ

・21日09:00竜王の滝駐車場集合

、山頂往復、山荘前で山筋ゴウゴウ体操

・宿泊費：9,180円(１泊2食付)
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(２) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５２－４ 2018.6.26

四国ﾌﾞﾛｯｸ第４回沢登り研修･交流会

面河渓で
夏の暑さを吹き飛ばそう



会 5/21～6/24の山行内容 ７ 月予定 ８ 月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

06/02-03 ◎大滝山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ
14-15 ◎逆瀬川沢登り高

/17 ◎大滝山－学校 19-25 □写真展松
/23 ◎岩トレ 21-22 ○伯耆大山－学校

06/03 ◎龍王山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 市原 7 11 ◎高鉢山高
ハ 22 ◎愛媛・興居島小富士

05/27 ○虎丸山－学校 阿部 4 08 ◎皿が峰 05 ◎三嶺
06/03 ◎女体山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 阿部 7 13-16 ◎ﾊﾞｽ登山 甲斐駒仙丈 11-12 ○剣山－学校山

21-22 ○伯耆大山－学校歩
会 /17 ○大滝山－学校 阿部 7

24 ◎讃岐山脈ﾄﾚ 女体～中尾 阿部 5

05/24 ☆烏帽子岩 塚原 1+α 07 ☆紅ノ峰 04-14 ☆カナダ ｽｺｰﾐｯｼｭ
/26 ☆工石山 宮武ｱ 6 14-16 ☆蝶ガ岳縦走
/27 ○虎丸山－学校 宮武ｱ 3 21-22 ○伯耆大山－学校 24-25 ☆四万十ｷｬﾝﾌﾟ

06/02 ☆紅ノ峰 宮武ｱ 6 28 ☆赤星 皇子渓谷五
/03 ◎紅ノ峰ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 宮武ｱ 3 29 ☆大屋冨
/07 ☆烏帽子岩 塚原 1+α色
/09 ☆紅ノ峰 宮武ｱ 6
/09 ☆三峰山 塚原 1の
/14 ☆烏帽子岩 塚原 1+α
/16 ☆大屋冨 宮武ｱ 6峰
/17 ○大滝山－学校 宮武ｱ 3
/21 ☆烏帽子岩 塚原 1+α
/24 ☆紅ノ峰 宮武ｱ 3

06/03 ◎城山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 植松 17 08 ☆石鎚東陵 03-05 ◎八ガ岳
08-10 ◎久住・阿蘇 植松 7 08-12 ☆北海道４山さ
17 ◎樫戸丸 武丸 4 15 ◎東赤石－西赤石 19-20 ◎皿が峰 納涼テントか
21-24 ☆奥秩父３山 亀山 6 16 ☆腕山い
21-02 ☆モンブラントレ 22 ☆天狗塚で

29 ◎砥石権現

05/27 ◎讃岐山脈⑤中山峠～大滝 池内 11 04-05 ◎大剣谷 沢登り
06/03 ◎飯野山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 田中 16+ 7 08 ◎西赤石山 ◎剣山塩

/09 ○山サロン 前田 10 13-16 ◎市民登山 白馬岳
/24 ◎毛無山と吹屋 小橋 11+ 1 22 □救助隊出前講習 25 □ビアパーティー飽

29 ◎沢のぼり

05/27 ◎笹ケ峰 村上ｼ 8 07 ◎大屋冨岩ﾄﾚ善
06/03 ◎大麻山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 中村ﾚ 21 13-16 ◎富士山 11 ◎三嶺(携帯ﾄｲﾚ)

/10 ○岩場の通過、歩き方 佐藤ﾅ 6 13-16 ☆槍ガ岳 11-14 ◎合宿 平ケ岳～荒沢岳通
/17 ◎大屋冨岩ﾄﾚ 森山ﾐ 6 22 ◎沢入門
/24 ◎東・西赤石山 大原 8 26 ◎赤星山寺
/24 ☆梅ヶ谷山 松岡ﾄ 4

05/26 ◎雲早～高丸山 黒河 6 03-06 ◎妙高・火打山
/29 ☆久住 平治・大船山 安東 5 08 ◎三倉山(広島)

06/02-03 ☆氷ノ山・鉢伏山 恵美 1 16 ☆床鍋沢 12-16 ☆針ノ木～烏帽子あ
/03 ◎稲積山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 三野 7+17 22 ◎大山・三鈷峰
/03-10 □山の写真展 島田 (400) 26 ◎雲辺寺トレ山け
/13 ☆稲叢山 安東 5
/13 ☆剣・次郎笈 小西 1ぼ
/15 ☆笹倉湿原 岩倉 1
/17 □救急法講習会 安東 (13)の
/19 ☆雲辺寺 横田 4
/25-27 ☆北岳 岩倉 1
/27-30 ☆会津駒・吾妻・磐梯山 横田 3

05/27 ◎大座礼山 石井 6+1 30-08 ☆高妻山、四阿山 28-05 ☆雨飾山、妙高山観
06/03 ◎稲積山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 斉藤 8 08 ◎寒風～笹ケ峰 05 ◎銅山越音

17 ◎佐々礼尾山 篠原 7 22 ◎鷲ケ頭山(愛媛) 26 ◎東赤石山Ｈ
県 03 各会一斉清掃登山 18-19 四Ｂ沢登り入門
連
な 30-01 救助隊 沢訓練
ど
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☆０４日(水)１９時半～ 登山学校実行委 高松

☆０６日(金)１９時半～ 遭難対策委員会 善通寺

☆０９日(月)１９時 ～ 登山学校③歩行 松縄流石中央公園

☆１８日(水)１９時半～ 県連第５回理事会 善通寺
☆21土･22日 登山学校実技③ 伯耆大山

(３) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５２－４ 2018.6.26


