
３月の県連総会から約半年。この間の各会の取り

組みを振り返ると共に、「会員拡大３ヶ年計画の２

年目の今年、仲間づくり運動の飛躍をどう勝ち取る

か」をテーマに論議しました。

８月26日(日)午前、県連盟所属の８団体26名が善

通寺市民会館に集いました。

１）初めに阿部会長が挨拶に立ち、「県連創立50周

年の節目を契機として、各会が同じ方向に向けて

なにか取り組んだらどうかということで、“讃岐

山脈ロングトレイル構想”を提案した。各会が団

結して取り組み、県内外に紹介すればインパクト

があり魅力的な取組になる。ひいては、会員拡大

に繋がっていくと思う。」と表明、「拡大三役会

議では、各会が一同に会し県連のあるべき活動、

考える機会がすくないので、この機会に各会から

いろいろな御意見を出して頂きたい。」

２）会員拡大３ケ年計画について････組織部：山下

2017年度第１年目の増減は＋27－21で微増にと

どまった。2018年度の第２年目、８月まで進捗状

況は17名増、18名減でこれからが鍵。登山学校、

ＨＰ、写真展、口コミによる入会。昨年末に実施

した会員の年齢構成調査では、20代、30代の会員

は全県で15人と一割に達していない。

第２年度目標は275名。８月度現勢は258名、残

りは17名。各会で割るとあと各会２名増やせば目

標は達成できる。

会員の登山要求に応えて、登山・ハイキングを

大いに楽しみながら、会員の協力を得て全県的に

紹介活動をすすめたい。元会員への働きかけもし

て行きたい。また、ＨＰやＳＮＳで各会の日常活

動を発信し、県連行事についても大いにマスコミ

発信して取組みたい。

３）「讃岐山脈ロングトレイル整備構想」について

･･････実行委員会 阿部会長報告

「香川の登山運動に責任を持つ。地元の山を大

切にして行く」という視点に立って、皆さんの意

見・提案を聞きながら進めていきたい。

実行委員会では、各会での登山道調査・ルート

整備にとどまっているが、「行事を起こさんと県

民にアッピール出来ない。岡山県でも縦走に取り

くんでいるが、どのようにするか、アウトライン

について示して欲しい。」

「行事をやるとなるとかなりの労力が要る」な

ど、参加者から賛否意見があるところ。「ロング

トレイル80km、90㎞になると数日かかるが、区切っ

てプレ大会を行っ

たら」との意見

も出て、まず、

構想の具体化に
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ついて、実行委員会に検討を委ねることになった。

４）各会から活動報告 意見交流

高松労山） 創立50周年記念写真展

を瓦町フラッグ で開催した。

さぬき山歩会） ７月に募集登山甲

斐駒・仙丈ヶ岳 のバス登山、新入

会員含め１５名参加。HPを見て １

名、登山学校から２名入会。

塩飽山の会） ７月に市民登山白馬

岳、一般参加12 名。まだ、入会者獲得に至ってい

ない。飯野山で 第二土曜日に山サロン開催してい

るが、敷居が高 いのか一般参加は少ない。讃岐山

脈トレイル東か ら５回実施、10月から再開する。

五色の峰） 登山学校から２名入会。紅の峰岩や蝶ヶ

岳登山に参加。

さかいで山の会） 元会員２名再入会、30代の対象

者２名いる。阿讃山脈は今年１月から４回実施。

西のほうから進める。地元の里山城山の登山道ロー

ドマップ作製。山の会の知名度を高めたい。

善通寺山の会） 会員拡大委員会を設けて取組みを

強めている。会の看板のリニュアル、カラーポス

ター・チラシの作成、各所配付して宣伝。ＨＰ、

ブログ、フェースブックを活用し、誰もが閲覧で

きる。

あけぼの山の会） 会のチラシを山においている。

６月写真展開催(中央公民館)、来場者に毎回案内

し交流を深めている。写真展から１名入会。クリー

ンハイキングでも一般の人にご案内している。ま

わりの愛好者との関係を大切にしている。

高松ハイキング） 高齢化で組織活動が困難な状況。

５）今年度後半の県連行事について

➀ 10/28四国ブロック遭難対策講習会････遭対：川尻

講演「登山における気象の考え方と実践」

講師 気象予報士の野尻栄一氏

講演「防災ヘリ現場からの提言」

講師 香川県危機管理課 防災ヘリ隊員

新しいチラシを配布、披露。参加目標が１５０名

なので、各会の尽力と、会外からの参加も重視。

②10/20-21第6回女性交流登山in梶ヶ森････坂上理事

新たに「山筋ゴウゴウ体操」を組み入れました。

一泊・日帰りでもＯＫ！各会から多くの参加を呼

び掛けた。

③11/11第38回五色台クリーンハイキング･･安井理事

9/12水 自然保護委員会開催し、具体化する。

６）その他

救助隊から9月岩場の合同トレーニング、11月讃岐

山脈で模擬捜索訓練の案内がありました。

７）まとめ(閉会の挨拶)･･････市原県連理事長

遭難対策でココヘリ加入状況は、県連で９名。

県連各行事について実施要領・チラシを作成し、

マスコミに配布し対応する。

10/23-24愛知県新城市で開催予定の全国登山研究

集会への参加について要請した。

８月１９土・２０日の両日、四国ブロック第４回

沢登り・交流会が面河渓で愛媛県連主催で開催され、

善通寺山の会から４名が参

加しました。

◎ 善通寺山の会事務所を

４時半に出発。７時半に

面河渓駐車場。入渓して金

山谷出会が１０時半、 番

匠谷１２時、登山道にて石鎚スカイライン長尾尾根

展望台へ１３時。

反省会ののち解散１３時半－－事務所１６時半。

☆ 面河本渓の水量は数日前に降った雨でいつもよ

り水が多い。

各会ごと、グループに分かれて入渓してすぐに大

岩の合間を縫うように歩く。

谷は広く明るい。水量が多いので、深いところは

ロープを数回出し確保した。

予定よりも早く番匠谷に到着。集合写真を撮り、

急登の登山道を４０

分登り石鎚スカイラ

イン道に出た。アブ

もおらず天気に恵ま

れた沢登りだった。

赤石山系の谷とは

違う谷と美しい沢が

印象的でもあり、四

県の会の方達とも交流できた充実の山行だった。

【善通寺山の会 阿部け】
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８月３日から１６日まで、カナダ・バンクーバー

のスコーミッシュに岩登りに行ってきました。会か

らは、Ｍｉ武よさんと、Ｔｕ原氏と私（Ｍｉ武あ）

との３名。他に、関西からのクライマーが７名参加。

３日は、関西国際空港近くのホテルに宿泊。４日

は香港経由でバンクーバーに到着し、タク

シーで宿舎に向かいました。

５日は、宿舎近くの【Ｔｈｅ Ｓｍｏｋ

ｕ Ｂｌｕｆｆｓ】エリアへ行きました。

《Ｋｒａｃｋ Ｒｏｃｋ》で、「Ｆａｉｒ

ｙ Ｒｉｎｇ」（５．６）をリードしまし

た。出だしはハンドクラックで、上部は広

くなります。

６日は、【Ｔｈｅ Ｃｈｉｅｆ】のハイ

キング、ピークハントに行きました。

７日は、同じく【Ｔｈｅ Ｓｍｏｋｕ

Ｂｌｕｆｆｓ】エリアの７本を登りました。

８日は、ボルトルートを求めて長距離移

動しました。スコーミッシュ５０のトレイ

ルに入ってから【Ｃｒｕｍｐｉｔ Ｗｏｏ

ｄｓ】エリアです。

９日は、レストです。

10日は、いよいよ、待ちに待った、【Ｔ

ｈｅ Ｃｈｉｅｆ】の《Ｔｈｅ Ｅｐｒｏ

ｎ》へ行きました。快適な５．７のスラブ。

ベーリーナイス！！ 念願のエプロンのルー

トがが登れました。

11日は、再度、【Ｔｈｅ Ｓｍｏｋｕ

Ｂｌｕｆｆｓ】エリアへ。

12日は、観光へ。再び、市内バスに乗っ

て、Ｓｈａｎｎｏｎ Ｆａｌｌｓへ。

13日は、【Ｓｈａｎｎｏｎ Ｆａｌｌｓ】

エリアの「Ｓｋｙ Ｗａｌｋｅｒ<ＴＯＰ

１００>」（５．９・

５Ｐ）を登りました。

14日は帰国日です。

再び、香港経由で、

１６日に帰ってきま

した。

★念願のスコーミッシュの岩場を登ることができま

した。<ＴＯＰ100>のルートを４本登れました。

５．７までのルートは傾斜がなだらかですが、５．

８からは立ってきます。リードで５．7を。トップ

ロープで５．１０ａを登ることができました。

★泊まった、スコーミッシュ・アドベンチャー・イ

ンは、シャワー・トイレ・キッチンは共同。冷蔵庫

は部屋毎に収納ケースがあり、問題なかった。

★物価は日本より高い。税金は外税で分かりにくい。

ビールも高かった。ワインよりも税金が高い。

【五色の峰のブログより編集 詳細は同ブログへ】
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会 7/23～8/19の山行内容 ９ 月予定 １０月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

07/28 ☆奥白根山 林正 7 06-08 ◎小豆島 岩登り
08/04 ◎逆瀬川 沢登り 川尻 4 09 ○西赤石－学校 14 ○笹ケ峰－学校
/07 ☆西赤石山 一村 9 15-16 ◎石鎚山系 沢登り 19- ☆メラピーク
/09- ☆南アルプス縦走 高木 1高
/09- ☆室堂～奧大日 藤田ｶ 2 25- ◎九州法皇山脈
/10- ☆黒部五郎～薬師岳 三谷 1
/11-12 ○剣山 －学校 加藤
/15 ☆剣山南面 川尻 1松
/19 ☆皿ケ峰 藤田ﾌ 2
/27 ☆千本山 一村 12
/31- ☆富士山 藤田ｶ 1

09 ◎葦獄山(広島) 14 ◎八塔寺山(岡山)高
ハ 08/11 ◎高鉢山(綾川町) 田尾 5

09 ○西赤石－学校山
08/11-12 ○剣山－学校 吉原 1 23 ◎塔の丸 14 ◎讃岐山脈ﾄﾚｲﾙ歩

会 /19 ◎三嶺 阿部 5 30 ○天狗塚－学校 28 ○ －学校

07/28 ☆赤星 皇子渓谷 06-08 ◎縦走五
/29 ☆大屋冨 08 ☆紅ノ峰 岩ﾄﾚ 13 ☆剣山～次郎笈ﾊｲｸ色

08/04 ◎大剣谷沢登り 宮内 2+1 15-17 ◎御在所岳 内藤壁 20 ◎紅ノ峰の
/04-16 ☆ｶﾅﾀﾞｽｺｰﾐｯｼﾕ 岩 宮武ｱ 3+7 21-25 ◎日向神の岩場峰
/14-25 ☆ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾛｯｷｰ 岩 ﾊｲｸ 塚原 1+1 30 ○天狗塚－学校

07/22 ☆天狗塚 武丸 4 02 ◎那岐山 07 ◎猪ノ鼻～東山峠
08/03-05 ◎八ヶ岳 植松 9 09 ☆稲叢山 07-08 ☆綱付森～三嶺さ
/11-12 ○剣山・一の森 植松 3+9 16 ☆石鎚山 東陵 14 ○笹ケ峰－学校か
/14 ☆黒沢湿原 植松 1 17 ☆三ケ森い
/18 ☆大山 三ノ沢･剣が峰 武丸 3 22-24 ◎妙高･火打山 27 ☆烏帽子山で
/19 ◎三嶺 桑野 5

06 ◎キノコ狩り塩
08/04 ◎床鍋沢 沢登り 山内 4 15-17 ◎雲ノ平 06-08 ◎久住連山

22-24 ◎八ケ岳縦走 13 ○山サロン飽
/25 □ビアパーティー 坂上 22 14 ◎讃岐山脈 相栗～立石

07/21-25 ☆仙丈･間の岳・北岳 佐藤ﾀ 3 06-08 ◎栗駒山善
08/05 ☆野地峰･黒岩山 松岡ﾄ 5 07 ◎石鎚山
/11 ◎三嶺 携帯ﾄｲﾚ山行 黒渕ｷ 5 15-17 ◎朝日連峰 14 ◎読図山行通
/11-14 ◎平ケ岳(夏山合宿) 安井 6 16 ◎岩トレ 21 ◎岩トレ
/23 ☆床鍋谷 柏原 3 19 ☆友内山寺
/26 ◎赤帽子山 山下ﾐ 6 29 ◎岩ﾄﾚ研修

07/26 ☆三鈷峰 小西 3+1
08/02-05 ◎妙高･火打 安東 9 09 ◎西赤石山トレ山あ
/03 ☆剣山 岩倉 2 14 ◎比婆山
/04-06 ☆鹿島槍 恵美 1 21-24 ◎市民登山 立山３山け
/06-08 ☆富士山 石川ｼ 1+6
/10-15 ☆針ノ木～烏帽子 荻田 7ぼ
/21 ☆矢筈山 岩倉 3

□納涼例会 横田 16の
/26 ◎雲辺寺トレ山 井下 9+7

07/28-05 ☆雨飾山、妙高山 青野 4観
08/05 ◎銅山越 十鳥 7 16 ◎国見山 14 ◎中津山音
/26 ◎東赤石山 青野 30 ◎丸笹山 28 ◎剣山Ｈ

県 01-02 救助隊岩場訓練 20-21 女性交流 梶ケ森
連 08/18-19 四Ｂ沢登り教室 善④
な
ど
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☆０３日(木)１９時 ～ 登山学校⑤ 計画と安全登山

☆０７日(金)１９時半～ 遭難対策委員会 善通寺

☆０９日(日) 登山学校実技⑤ 西赤石山

☆１２日(水)１９時半～ 自然保護委員会 善通寺

☆１９日(水)１９時半～ 第６回理事会 県連

☆３０日(日) 登山学校 交流登山① 天狗塚
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