
☆☆ ３００会員回復３ケ年計画の進行状況 ☆☆

起点数第１年度第２年度合計増減 現会員数 各会総会
17.2末 17.3～02 18.3～02 ～19.02 19.02 増減 目 標 残数

高松勤労者山の会 ＋1 ＋2 ＋3 ３０ ３２４ ２７◎３

高松ハイキングクラブ ＋1－2 －5 ＋1－7 ▼６ １５ １０１１ ５

◎３ ◎１さぬき山歩会 ＋1－1 ＋5－2 ＋6－3 ２０１８ ２１

山岳同人 五色の峰 ＋4－2 ＋4－2 １０ １７ ９◎２

さかいで山の会 ＋6－5 ＋4－4 ＋10－9 ３５ ５２９ ３０◎１

塩飽山の会 ＋2－2 ＋4－2 ＋6－4 ５０ １４７ ４９◎２

善通寺山の会 ＋9－4 ＋3－13 ＋12－17 ▼５ ７０ １５６０ ５５

◎９ ◎６観音寺あけぼの山の会 ＋5－4 ＋8 ＋13－4 ３３３０ ３９

観音寺ハイキングクラブ ＋2－3 ＋2－3 ＋4－6 ▼２ ３０ ５２７ ２５

県合計 ＋27－21 ＋32－31 ＋59－52 ２７５ １５２５３ ２６０◎７

第５３回定期総会は、３月３日午後１３時から

善通寺市民会館で、代議員定数２５名の内、出席代

議員２１名、委任代議員４名のもと開催された。全

国連盟浦添理事長より、祝辞のメッセージが寄せら

れた。

はじめに阿部会長が挨拶し、県連３００名台回復

三ヶ年計画を立て各会も目標を立てて前向きに取り

組んでいるが、昨年同様に一進一退で目標を捕捉す

るに至っていない。２０１９年度は三ヶ年計画の最

終年度、是非３００名会員の目標達成に向かって取

り組みたい。並行して讃岐山脈ロングトレイル構想

をすすめ、今年はコースガイドをまとめて成果とす

るとともに、また、みんなでコースを歩いて内外に

解りやすく県連や各会をアッピールして行きたいと

決意を述べられた。

市原理事長報告では、県連盟の重点方針の提案を

行った。

➀各会・各会員の希望や条件に応じ、会山行や個人

山行を更に活発に展開する。

②讃岐山脈ロングトレイルの整備を全会で取組み、

２０２０年５月の四国ブロック交流ハイキングで

公開し実施する。

③次世代に継承するために全会横断の「ヤングメン

バーズクラブ」（仮称）を組織して、若手会員の

交流と山行をすすめる。

④地域の愛好者に頼りにされる会・クラブをめざし

て、本気で会員拡大の手立てを尽くし４０名の純

増を成し遂げ３００名会員回復を達成する。

⑤ハイキングクラブ会員の減少している現状を打開

するために、ハイキングクラブの再建・強化をす

すめる。山の会としてもハイキング愛好者への働

きかけを強める。

組織部では、県連

だよりを毎月発行し、

各会の動向や山行状

況をお知らせした。

また、拡大理事会や

拡大三役会議を開催

し、各会の取組みを

交流し具体的な手立

ての論議を行った。会員拡大３ケ年計画の進捗状況

は現在会員数２６０名で、２ケ年目の目標２７５名

には届かなかった。

２０１９年方針では県連重点方針に基づき、➀地

域の登山・ハイキング愛好者に頼りにされる会・ク

ラブづくりをめざす。若者層をつかむためにも、ハ

イキング層への働きかけを重視する。②全県の団結

で会員拡大３ケ年計画を必ず達成する。③「拡大運

動の定石」を各会で具体化する。

今年も登山学校を観音寺で開催するほか、四国ブ

ロック交流、女性交流登山、救助隊訓練に積極的に

取組み、安全登山と登山技術の啓蒙・普及を行う。

メデイア委員会では、県連ホームページの改善、

３月予定のHP開設支援講習会の開催に期待する意見

が多かった。また、テレビ会議の利用についても賛

同する発言があった。文責：事務局 前田 隆

＜会員拡大についての意見＞

●登山学校終了後に、アンケートを実施する。

・登山学校に参加しての感想
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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 №53-1 2019.3.25

☆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

☆もっともっと安全で意欲的な山行を旺盛に

☆讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙの調査・整備を完成させよう

☆３ｶ年計画最終年。300名を必ず回復しよう



・今後、山の会に入

会の意思確認

・フォローとして、

山の会からの定例山

行のお誘い をして

ほしいかどうか？な

ど。

せっかく興味を持っ

て、登山学校に参加して頂いたので、ご縁を大切に

今後に繋げていけたらと思います。

●登山学校終了後、別の日に卒業式のような形で修

了証を渡す機会を設け、茶話会・情報交換会を実施

してはどうか？

受講生同士の交流と山の会へのお誘いを兼ねての開

催はいかがでしょうか？

飲み会、打上げとなると費用がかかることになるの

で、お菓子程度で開催してはいかがでしょうか？

●各年度で開催する担当山の会で登山学校修了後か

らサポート体制をとる。アンケート内容からフォロー・

プッシュする。

★植松理事さんには、登山学校でお世話になりまし

た。登山学校担当者の植松さんが毎年のフォローは

負担になるので、各年の山の会がフォローして繋げ

ていくのがいいのかなと思いました。

★県連盟のことは、よく知らなかったので、どのよ

うな組織なのか、今回総会に参加させていただいて、

理事の皆さんが役割分担で動かれていることがよく

わかりました。

色々と書いてしまいましたが、なんとか会員拡大

に繋げられたらという思いからですので、ご検討い

ただけたらと思います。 塩飽山の会：Ｙｉ

《各会が総会を開催》
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(２) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５３－１ 2019.3.25

山岳同人 五色の峰 ３月２日

☆重点方針 ①安全登山

②ブログで山行案内 仲間づくり

☆会員目標 １０名

☆代表：宮武 淳 会計：塚原寧記

会報：宮武よし子

高松勤労者山の会 ３月２３日

☆重点方針 ①ＨＰの内容充実 随時更新

②例会山行の充実（HPに年間予定）

③毎月一般募集山行の実施

☆会員目標 ３０名

☆代表：川尻寿彦 事務局長：加藤高志

労山四国ブロック

交流ハイキングのご案内
日時：５月１８土、１９日

◎１８日（土）13:00開会・・講演・・・17:00・・夕食・交流・・20:00

◎１９日（日）朝食・・8:00・・登山・・12:30解散

◇講演：高城山周辺の自然について
天神丸風力発電計画について････など

会場：ファガスの森・高城（徳島県那賀町、剣山スーパー林道沿い）

登山：高城山／砥石権現／樫戸丸／天神丸

費用：バンガロー（5棟、20人、布団あり）/大部屋（20人、寝袋持参）/テント20-30人
２食付費用：バンガロー・・・\4500 大部屋・テント・・・\3500



2/25～3/25の山行内容 ４月予定 ５月予定会

名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名
02/25 ☆篠山 一村 1+10 06 ◎飯野山 ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ
03/02 ☆石鎚山 井上 1 14 ◎岩ﾄﾚ 紅ノ峰 12 ◎石堂山

/10 ☆阿佐尻山 井上 6 21 ◎寒風山～笹ケ峰高
/12 ☆中連寺峰 一村 1+10 27-29 ◎春山合宿 25 ◎皿ケ峰
/17 ☆寒峰 藤田ﾌ 3松
/21 ◎讃岐ﾄﾚ 余木崎 加藤 6
/24 ◎岩ﾄﾚ 大屋冨 三谷 5

06 ◎花見 女木島高
03/24 ◎福山・幸山 田尾 8+3ハ
03/10 ◎讃岐ﾄﾚ 竜王山～坂元 阿部 2 07 ◎お花見ハイク 02 ◎西赤石山

/17 ◎讃岐ﾄﾚ 大滝～竜王山 阿部 4 14 ◎讃岐ﾄﾚ 竜王山～滝奥 02-05 ◎立山山
歩

/31 ◎石鎚山 阿部 7 28 ◎鋸山 26 ◎銅山峰会
/31 ◎京都ﾄﾚ 東山 真柴 2

01/26 ☆志々島ハイク 宮武ｱ 1+4 02 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 総会 06 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
/27 ☆石鎚山ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 宮武ｱ 2+4 03 ◎五岳山ハイク 07 ◎里山

02/02 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮武ｱ 2+2 09 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 13 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
/03 ◎中蓮寺～若狭峰ハイク 宮武ｱ 3 10 ◎里山 14 ◎七宝山ＲＣＴ五
/07 ☆磯砂山ハイク 塚原 1 16 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 20 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
/08 ☆東高座の岩場 塚原 1+α 17 ◎里山 21 ◎里山色
/08-10 ☆八ケ岳ｱﾙﾊﾟｲﾝ 田中 1+1 21 ☆寒峰 福寿草 27-28 ◎拇岳ｱﾙﾊﾟｲﾝ
/09 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮武ｱ 2+1 23-24 ◎吉田ノ岩場の
/10 ◎石鎚山 宮武ｱ 2 30 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
/14 ☆烏帽子岩 塚原 1+α 31 ◎里山峰
/16-17 ○救助隊 伯耆大山 3
/23 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮武ｱ 3+2
/24 ◎白鳥ｱﾙﾌﾟｽﾊｲｸ 宮武ｱ 2

03/10 ◎讃岐ﾄﾚ 真鈴～三頭越さ
/10 ☆伯耆大山か
/17 ◎三嶺い
/21 ◎讃岐ﾄﾚ 三頭～竜王で
/24 ◎城山整備

02/28 □ＳＮＳ検討会 山地 15 03-06 ◎立山～別山
03/02 ◎ＲＣＴ 大屋冨 森ｶ 8 13 □山サロン 11 □山サロン
09 ☆東赤石山 山地 4+2 14 ◎讃岐⑫ 雲辺寺～ 12 ◎讃岐ﾄﾚ⑬ ～余木崎塩
09-10 □カニツアー 河野 8+1 20 ◎大屋冨ＲＣＴ
10 ◎南大王～梶ケ森福寿 瀧下 8 21 ◎天ぷら山行 竜王山 25-26 ◎三嶺～天狗塚
16-17 ◎氷ノ山 森ｶ 5 27 ◎赤星～翠波 ｶﾀｸﾘ飽
17 ◎四国の道 五瀬山 藤井ｶ 9 29-05 ◎屋久島 宮之浦岳
24 ◎讃岐ﾄﾚ 六地蔵～雲辺寺 森ｶ 14

03/03 ◎七宝山 塚田 7+1 06 ☆横倉山 03 ◎堂ケ森
/09-10 ◎伯耆大山 雪山技術 佐藤ﾀ 8 14 ◎七岳山 03-06 ◎堂ケ森～大座礼山善
/17 ◎剣山 大井 12 21 ◎寒風山 05 ◎西赤石山
/17-18 ☆伯耆大山 縦走 三野 2 21 ☆白州山 06 ◎大座礼山通

26 ◎城山・猫山寺
02/25 ☆里山 城山･猫･鷹丸山 島田 7 03-05 ◎木曽駒ヶ岳あ

/26 ☆三鈷峰 岩倉 2 14 ◎七宝山ＲＣＴ 05 ◎西赤石山
03/02 □あけぼのｽｸｰﾙ 三野 19-21 ◎由布岳・祖母山け

/17 ◎讃岐ﾄﾚ⑥ 中蓮寺～東山 山下ﾏ 14 28 ◎実技①－鋸山 ｶﾀｸﾘ 28 ◎実技②－銅山峰ぼ
/24 ◎天狗塚 小西 7
/31 ◎花見 城山･猫山･鷹丸山 島田 14の

観
03/17 □まさかの対処法 沖崎 9

28 ◎実技①－鋸山 ｶﾀｸﾘ 28 ◎実技②－銅山峰Ｈ
19-20 ◎四国交流ハイク県

連
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☆１３日(土)１９時半～ 救助隊定期総会 観音寺

☆１６日(火)１９時～ 市民ハイキング講座① 観音寺

☆１７日(水)１９時半～ 県連盟第２回理事会 高松
☆２８日(日) 市民ハイキング講座実技① 鋸山のカタクリ

(３) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５３－１ 2019.3.25


