
11月23日・24日新城市モリトピア愛知で開かれた

労山全国登山研究集会⑰に参加しての感想です。

☆労山趣意書の内容をみんなのものに

「理念を失った組織は必ず衰退する」が世の常で

す。1978年２月に制定された「日本勤労者山岳連盟

趣意書」に立ち返り、常に活動の指針にすることが

求められています。そのためには、趣意書の内容を

噛み砕いて、みんなのモノにすることが大切です。

趣意書の内容は４本柱になっています。①「権利

としての登山」、②海外を含む「登山の多様な発展」

③「遭難事故の防止」、④「自然を守る」です。

日本勤労者山岳連盟は1963年に設立されましたが、

その当時からの運動の核心は「権利としての登山」

でした。「官製」や｢社製｣でなく、勤労者自らの要

求にもとづく、自ら自身のための文化・スポーツ＝

ハイキング・登山

運動です。

趣味の水準に留

まらず、文化・ス

ポーツ活動の一環

になるよう活動水

準を引き上げましょ

う。組織部：山下

1

☆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 №52-10 2019.1.1

☆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

日本勤労者山岳連盟

第17回全国登山研究集会に参加して《その２》

力を合わせ飛躍の年に
香川県勤労者山岳連盟 会長 阿部 哲也

新年明けましておめでとうございます。今年も

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年の決意としましては、まずは、県連盟会員

３００名の回復です。

各会が会員拡大目標を持ち、県連盟と一丸になっ

て３年計画で取組み、今年度が２年目となってい

ます。各会が前向きに取組み、県連盟でも登山学

校受講者の勧誘、ホームページ(HP)やブログ、パ

ンフレット配布一般の登山者に県連盟や各会の存

在をアピー ルして、会員拡大を推し進めています。

新入会員はある程度見込まれ、足掛かりは出来た

ものの同数の退会する会員が

あり、一進一退で衰退は無く

なったものの目標を捕捉する

までには至っいません。

このことは、会員拡大とも

に各会が会員のニーズに応え

られる魅力ある会作りと運営

をする必要であると思いで

「県連だより」を発行し、毎

月各会の活動内容を掲載するなど、啓発活動にも

取り組んでいます。

今年は、会員拡大３カ年計画の最終年度になり

ます。様々な会員拡大に向けた方策を実施し、各

会と県連盟が一丸となって、300名の目標を達成し

たいと思います。各会の皆さんのご協力をお願い

します。

次に、讃岐山脈ロングトレイルの取組みです。

昨年度から「讃岐山脈ロングトレイル」を設営し、

県連盟が主体 となってコースガイドをまとめ、歩

いてもらう取組みを進め ています。現在、各会に

コー スを歩いて状況を確認してもらっており、県

連盟が主体 となってコースガイドをまとめるため

の実行委員会を立ち上げています。

今後は、コースガイドをまとめて、県連HPやパ

ンフレット等によりその都度紹介し、県連盟や各

会の取組み・登山活動状況を積極的にマスコミ取

材や自治 体にコース整備等を働きかけて、協力要

請してい くことで、讃岐山脈ロングトレイルの認

知度を高めていきたいと考えています。

これらの活動を通じて、外部の登山者・ハイカー

に県連盟や各会を知ってもらい、入会案内するこ

とにより会員拡大に繋がる一助となればと考え、

各会の更なる協力を呼びかけている次第です。



☆労山趣意書の内容を噛み砕き、みんなのものに

①「権利としての登山」

日本勤労者山岳連盟結成の１９６０年代から追及してきた労山理念の核心＝「権利としての
登山」は、それから５０年経過した2011年(民主党時代の議員立法)に 「スポーツ基本法の前、
文」として法制化された。我々の主張の先駆性が輝いている。

（2011年議員立法で成立） 1961年のスポーツ振興法を全面改正スポーツ基本法

前文 スポーツは、世界共通の人類の文化である。
スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であり･･･
人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するもの････
健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠････
スポーツの国際的な交流や貢献が､国際相互理解を促進し､国際平和に大きく貢献･･

第三条（国の責務）

第四条（地方公共団体の責務）

第二四条（野外活動及びスポーツ・レクレーション活動の普及奨励）

国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現のため
に行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動及びスポーツとして行われるレク
レーション活動を普及奨励するため、野外活動又はスポーツ・レクレーション活動に係
るスポーツ施設の整備、住民の交流の場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずる
よう努めなければならない。

大前提----平和でこそ楽しむことができる登山・ハイキング
「経済 「男女」ともに平等な社会でこそ、登山の多様な発展が望める」

しかし現実は、労働環境や社会環境ともに逆に悪化している。権利の実現のためには、普段
の「運動」と 「力」が必要である。国や自治体に「責務」を果たしてもらうためにも 「数、 、
こそ力」で頑張ることが決定的に重要。

ハイキング､軽登山､縦走､沢登り､岩登り､冬山② 「登山の多様な発展」海外登山を含む

基礎技術の習得 日常的なトレーニング 救急法 救助隊③「遭難事故の防止」

豊かな自然環境を守る クリーンハイク 携帯トイレ④「自然を守る」

１２月１９日 善通寺にて ８会より１９名参加

《会勢報告》 ＋２－２＝２５２名

・五色 ＋１（男31歳山の子紹介) －１

・善通寺 －１

・あけぼの ＋１（女52歳ｸﾘｰﾝﾊｲｸ）

《会員拡大３ケ年計画の達成のために》

①第17回全国登山研究集会の報告

☆山下理事より報告(別紙) ＋阿部・前田

－－－頑張っているﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞや山の会が多い－－

会独自のハイキングスクール、初級登山学校開

催、県連主催の初級登山学校・中級登山学校を開

催して会員を増やし、レベルアップを図る (岡山・

京都他)。体験山行に積極的に取組む(奈良)。

ホームページを通じて入会してくる人が非常に

多い。ホームページの刷新、頻繁に更新を図る。

若者受けする編集や楽しい雰囲気

の写真も多く取り入れて工夫(道央、

名古屋)。お金を払ってＨＰをリニュ

－アルした会もある(東三河)。

登山を総合的に発展させる努力
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(名古屋)。国民の多様な登

山要求に応えていく活動。

バックカントリーやフリー

クライミング、ボルダーな

ど楽しんでいる方にも声を

かける(道央)。

若者が入ってこないと会

は活性化しない。山の会の敷居を低くして、広く

宣伝して入会させ(チラシや名刺の活用)会員に体

験させる努力を山の会は惜しんではならない。止

めて行く人も多いが、残る人も多い(道央)。また、

会の高齢化に伴い70代でも登山出来るよう企画を

工夫して取り組む。

会運営では、会員が各部会に所属し事務局・遭

難対策・教育部など会活動を支える部会に－関わ

り方の多い少ないはあるにせよ－何らかの形で会

活動に参加する。会員の自主性を尊重し、会員の

活動を自由に追求できるよう、会は保障するよう

努める(名古屋)。

２月に報告集が発行されるので、各会で購入し

て役員会で正面から論議して欲しい。

②３００名回復３ケ年計画の進行状況 山下理事

・総務省社会生活基本調査2016によると香川県の

登山・ハイキング人口は、つり、ジョギングにつ

いで多い５９千人。その１／４を入会対象者と推

計すると、２０〜７４差人口の２･５％＝１万５千

名ほどと思われる。

・県連盟最高時の８５年当時４９０名の内、山の

会は２０１名から２２３名で横ばい、ハイキング

クラブで２８９名から２９名と大きく後退。大き

な建物を建てるためには、しっかりした基礎が必

要です。ハイキング層への働きかけを重視する。

現ハイキングクラブの再建と、「山の会」でも多

くのハイキング愛好者に働きかけを広めることが

ポイントになる。３００名会員回復２年目目標で

ある２７５名を達成すべく、全会が各会の総会目

標を達成しましょう。

【各会の取組みについて】

☆高松労山････登山学校や普通の山でお試し山行を

行うのは良い。ホームページを立ち上げたけど、

中味が充実していないので改善が必要。

「お客さん会員」をなくして、専門部に入っ

て活躍できるようにする。新会員は専門部に入っ

て何をしたらいいのか解らない会員がほとんど

で、山行を通じて早く組織になじんでもらうよ

う先輩会員の努力が必要。

☆あけぼの････バス登山、クリーンハイク、写真展

に参加された方、４０名にハガキを送ってお試

し山行の案内。

例会の一回は、教育遭対部がワンポイント学

習を取り入れ。

新人には、担当者を付けて要求がどんなもの

かを聞いて、山行にさそっている。

☆さかいで････特定の会員同士で無届山行がある。

☆五色の峰････新しい若い会員が２名増えた。つな

がりで対象者を増やして行きたい。

☆善通寺････個人山行を励行しようとやってきたが、

行く人は行くけど余りうまく行っていない。百

名山に登ろうとか目標をもたないと・・・

会員は専門部会に所属して活動することになっ

ているが、来ない人は来ない状況。

会の連絡先に、個人名・携帯番号を公表する

のは抵抗感がある。

☆塩飽････会員拡大は進んでいないが、会のロゴマー

クと缶バッジを作成。2019年市民登山のバッジ

も作る。チラシは、楽しそうな写真を入れ固く

なり過ぎないよう編集して作成して活用する。

会の名刺も作成中。ブログアップは、担当者を

決めて早くアップするようにしている。

魅力ある山行を行う。山行部会に沢山来ても

らって、会員に希望の山のアンケートを取って

様々な山行を企画している。定例山行の参加も

多く、例会には２０数名集まって活気が出てい

る。質が下がっているので、考えていかないと。

☆山歩会････リーダーが少ない。後追いが多い。女

性でリーダーになる人がないので今後の課題。

今年の遭難対策講習会のパンフレットは有効

で良かった。

《行事予定・その他》

◎２０１９年度県連活動予定は１月理事会で論議

◎三月末でのヤフ－ブログの閉鎖に伴い、ＨＰ開設

説明会の開催

を計画。全国

連盟から、Ｈ

Ｐデザイナー

を呼んで開設

説明会を２月

頃の土曜日に

計画する。
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会 11/20～12/24の山行内容 2019年１月予定 ２月予定
名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名

11/23 ☆剣山・次郎笈 井上 1 03 ☆赤星山 02-03 ◎アイスクライミング
/24 ◎大屋冨ＲＣＴ 三谷 4 03-04 ☆堂ケ森 09-10 ◎大山東面
/25 ☆女体山･矢筈山･大窪寺 三宅 4 09 ◎アイスクライミング
/30 ☆高越山 井上 1 12-13 ◎氷ノ山 24 ◎岩登り

12/01 ☆善通寺五岳 一村 1高
/04 ☆中蓮寺峰 一村 1 26-27 ◎アイスクライミング
/08 ◎峰堂山・雲附山 一村 13
/09 ◎石鎚山 藤田 4
/15 ☆陣ケ峰 一村 11松
/14-16 ◎伯耆大山 三谷 5
/24 ◎障子山・牛ノ峰 一村 10
/24 ☆三嶺 井上 1
/28-02 ☆南ア 赤石岳 三谷 2

高
12/16 ◎日生諸島めぐり 田尾 7+5

ハ 27 ◎土佐神社と仏ケ峠 24 ◎竜王山・遠見山
11/25 ◎讃岐山脈 女体山～額峠 阿部 4 01 ◎初日の出 屋島 03 ◎讃岐整備
12/02 ◎讃岐整備 額峠～奥山 阿部 3 06 ◎讃岐整備 奥山～中山 10 ◎讃岐ﾄﾚ山

/16 ◎皿ケ嶺 阿部 8 14 ◎讃岐ﾄﾚ 高仙～中山峠歩
会 / 24 ◎讃岐ﾄﾚ 額峠～高仙山 阿部 4+1 27 ◎大川山 24 ◎ ？

11/23-25 ◎小豆島・吉田の岩場ＲＣ 宮武ｱ 4+8 05 ◎紅ノ峰ＲＣ 02 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
12/01 ☆竜王山 宮武ｱ 1+5 06 ◎里山 03 ◎里山

/01 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 1+1 12-14 ◎剣山～三嶺 09-10 ◎剣山～三嶺五
/02 ◎二ツ岳 宮武ｱ 2 19 ◎紅ノ峰ＲＣＴ色
/07-10 ☆吉田の岩場ＲＣ 塚原 1+α 20 ◎里山 23 ◎紅ノ峰ＲＣＴの
/08 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 1+3 26 ☆里山 志々島 24 ◎里山ハイク峰
/11 ☆紅ノ峰ＲＣＴ 宮武ｱ 2 27 ☆石鎚山ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ
/15 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮武ｱ 2+6
/20 ☆烏帽子岩ＲＣＴ 塚原 1+α

11/23 □救助隊 救急法講習会 8 02 ☆石鎚山 02 ◎城山初詣さ
/24 ☆砥石権現 植松 4 03 ◎城山初詣 03 ☆石鎚山か
/25 ◎城山紅葉ハイク 桑野 10+2 06 ◎讃岐山脈 東山～竜王 13 ◎讃岐山脈 東山～竜王い

12/02 ◎西赤石 植松 4 13 ☆剣山 20 ◎剣山で
/23 ◎笹ケ峰冬トレ 山下 4 20 ◎鷲ケ頭山

11/22-24 ◎木曽駒ケ岳 池内 7 02-03 ◎剣山 年明け山行 02 ○山サロン
/23 ◎東温アルプス 坂上ﾊ 5 03 ◎讃岐山脈⑩ 猪ノ鼻～

12/02 ◎讃岐山脈⑧ 大川～東山 吉田 10 13 ◎陽だまりﾊｲｸ野根山峠 09-11 ◎伯耆大山 元谷小屋塩
/08 ○山サロン 体力テスト 山内 9 19 ○山サロン 計画書 17 ◎陽だまりﾊｲｸ
/15-16 ◎石鎚山 表と東陵 吉田 10 20 ◎讃岐山脈⑨ 猪ノ鼻峠 23-24 ◎カニツアー
/22-24 ◎八ケ岳 硫黄岳 前田 6 26 ◎七岳山縦走飽
/24 ◎陽だまりハイク 雨滝山 藤井ｶ 8
/29-30 ◎腕山 山地 4

11/22 ◎須磨アルプス 三倉 5 30-03 ◎冬山合宿 南八ヶ岳 02 ◎ＲＣＴ善
/22-25 ◎根子岳 久光 7 06 ☆箸蔵街道 03 ◎讃岐の富士

12/09 ◎讃岐の富士 青浦山 松岡ﾄ 6 13 ◎讃岐の富士 10 ◎国見山通
/09 ◎大屋冨ＲＣＴ ｱｲｾﾞﾝ 中村ﾑ 5 20 ◎ＲＣＴ
/15-16 ◎伯耆大山 中村ﾑ 5 26-27 ◎二ノ森寺
/18 ☆国見山 阿部 5

11/23 ☆赤星山 石川ｼ 1+α 02 ☆雲辺寺初詣 03 ☆七宝ﾄﾚｲﾙ④
/25 ◎讃岐山脈②余木崎～大谷 横田 10 06 ☆讃岐山脈④ 中蓮寺 09-11 ◎北八ケ岳
/25 ☆伊予富士 石川ｼ 1+3 13-14 ◎石鎚山 冬山教室 17 ☆七宝ﾄﾚｲﾙ⑤あ

12/02 ◎雨ケ森(高知) 石川ﾐ 10 19 ○稲積ｽｸｰﾙ 歩行技術 24 ◎皿ケ嶺 陽だまりﾊｲｸ
/05 ☆稲積～七宝山 安東 5 20 ☆七宝ﾄﾚｲﾙ 紫雲出山け
/09 ○讃岐山脈③ ～雲辺寺 山下ﾏ 8+1 27 ◎恩原高原ｽﾉｰｼｭｰﾊｲｸ
/13 ☆伊予富士 岩倉 2ぼ
/15 ☆天霧～黒戸山 安東 5+1
/18 ☆丸笹・烏帽子 岩倉 1の
/23-24 ◎伯耆大山 小西 8
/29 ☆七宝ｼﾞｵｻｲﾄ 前川
/30 ☆七宝ｼﾞｵｻｲﾄ 前川

12/02 ◎女体山 石井 5観
13 ◎大川山 17 ◎紫雲出～三崎灯台

/16 ◎竜王山～横山 篠原 11 27 ◎興昌寺山 24 ◎３ＳハイクＨ
県 16-17 ◎救助隊トレーニング
連
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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

☆１６日(水)１９時半～ 県連第10回理事会 高松
☆ メディア委員会
☆ 讃岐山脈ロングトレイル実行委

(４) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５２－１０ 2019.1.1


