
☆７月13日㈯～15日(月)

参加人数：49名（会員29名、一般20名）

☆７/13（土）曇り後雨 夜中は大雨

令和元年最初の市民登山は、乗鞍岳。昨年までと

は違い、初日は朝出発し、ロッヂふもとに宿泊です。

予定通り16時頃ロッヂに到着し、夕食までの時間に

リーダーたちは、明日の対策会議。その間、硫黄成

分の効いた温泉に汗を流す程度に入らせていただき

ました。夕食後は、明日のザックの中身をお互いに

チェックして、バテないように必要最小限の荷物に

まとめ、雨音を聞きながら、早々に床につきました。

☆７/14(日)曇り時々小雨

５時起床、６時朝食、カッパズボンと登山靴を着

用して、７時ロッヂ出発。８時畳平バスターミナル

（標高2702m）に到着。霧雨で周りの景色は見えま

せん。思い思いに身支度をして、班ごとに集合写真

を撮り、8：17出発です。登山道脇には、「ハイマ

ツ、コマクサ、イワツメグサ、イワカガミ」を見る

ことができ、気分はウキウキです。8：40頃不消池

（きえずがいけ）を通り、一瞬の晴れ間が差したか

と思うと、一面の雲海を見ました。また、大雪渓で

スキーの大回転練習をして

いる人たちを目撃。

９：07肩の小屋に到着。

右上を見上げると東京大学

宇宙研究所附属乗鞍観測所。

そして、足元にはハクサン

イチゲ。あなたに会いたかっ

たんです。トイレ休憩後、

剣ヶ峰をめざし、火

山岩がゴロゴロする

山道を慎重に歩きま

す。朝日岳（2975ｍ）

まで登る手前で、息

を一生懸命吸い込も

うとするけれど、なんだか苦しい。深呼吸しながら

歩くけれど、汗が落ちる。これは、軽い高山病なの

か？頭痛はしない。衣服調整と水分と塩分をチャー

ジしながら、乗鞍岳頂上小屋10：27。4班を待つ間

に、頂上限定乗鞍岳バッジを購入。ここでしか買え

ない限定品1000円なり。剣ヶ峰（3026ｍ）の三角点

にタッチしたのが、10：55.本宮でお詣りした後、

班ごとに集合写真を撮り下山開始。肩の小屋11：57、

昼休憩後、12：30冨士見岳に向けて出発。12：54冨

士見岳頂上。畳平に13：26到着。バスターミナルで、

乗鞍岳YAMAP限定バッジ（YAMAPの岐阜県フォロー画

面を切符売り場で見せる）をゲットし、14：00飛騨

高山岡田旅館へと出発。Bコースの人たちは、一足

先に旅館に到着しくつろいでいました。

15時チェックイン後、各部屋へ。温泉にゆっくり入

り、今日の疲れを癒しました。18：00からの宴会で

は、Ｔ下宴会部長の進行で各班対抗クイズやストロー

輪ゴムリレーを楽しみ、2班が優勝し、豪華景品を

ゲットしました。そして、最後に、一合まいたとゴ

キブリ音頭を踊り、和やかに宴会は終了しました。

☆７/15日（月）晴れ

５時半に起床し、朝食

までの時間、朝風呂に入

りました。そして、8：00

旅館前で朝陽を浴びなが

ら集合写真を撮り、バス

は帰路へと出発。まもな

く8：30道の駅に立ち寄り、
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県連盟だより

☆梅雨明けだ。安全で意欲的な山行を旺盛に！

☆３ｶ年計画最終年。300名を必ず回復しよう

８/18拡大三役会に成果と経験を持ち寄ろう



めいめい目当ての商品を買いもとめました。その後、

Ｔ下クイズ大好きおじさんによるクイズ大会。景品

が多くてなかなか終わらない、Ｗケンジの相方、Ｉ

内さんが早く終わらせたくて、大盤振る舞いで多賀

ＳＡに着く頃には、豪華景品もなくなり昼食タイム。

午後のビンゴゲーム大会では、Ｔ寺さん、Ｔｕ田さ

んの思い入れ景品を紹介した後、ゲームを楽しみま

した。最後に皆さんから感想を述べてもらい、今回

の市民登山で1人塩飽山の会に入会して頂くことが

できました。20世紀の会のＵ村さんによる素晴らし

い民謡の歌声を聞いているうちに、15：57津田ＳＡ

に到着。2名とお別れして、最終、琴参バス車庫に

予定時刻に帰ることができました。

怪我や事故する人もなく無事市民登山を終えるこ

とができ、楽しい3日間でした。【塩飽：横関育代】

善通寺山の会は会独自の登山学校に取り組んでお

り、若手の10数人が受講しています。

登山教室③「読図」講師：久保田幸江 他３名

座学：７ /10 善通寺市民会館

実技：7/21 塔の丸 受講生13名、スタッフ7名

善通寺市民会館で座学を行った。受講生は真新し

いプレートコンパスを地図の上に置き、使い方の基

本、そして尾根と谷、等高線など地図の読み方を練

習する。座って聞くだけでは無いので皆楽しそうだ。

そして次は実際の山での実技となる。善通寺山の

会の事務所に集合、マイク

ロバスに乗り、途中「貞光

ゆうゆう館」での休憩を挟

み、夫婦池の駐車場に着い

た。ここから目指すのは

「塔の丸」である。台風は

北へ去ったものの、湿った

空気の影響かパラパラと雨

が降っている。カッパを着て出発、受講生の

カッパは新しいのか撥水が良い。

夫婦池の駐車場で、まずは地図を正置して池の方

向や建物の方向を確認する。今日は４班体制なので

3・4人に一人講師が着く。そしてコンパスで進行方

向を定め、地図と車道のカーブが合っているか、地

形等を見しながら登山口へ向かった。

登山口からしばらくは樹林帯なので、雨もそれほ

ど気にならない。トラバースの傾斜の方向、谷の方

向等、地形図と実際会っているか確認し登山道の方

向が変わる度にコンパスの使い方を繰り返し練習し

た。

稜線に出て、樹林帯が切れるタイミングに合わせた

様に、雨風が強くなってきた。

これでは読図にならず初心者も多いので、最初の三

角点から次のコルまで進んだところで引き返す事に

なった、1500Mを超える山の悪天候がどういうもの

かも体験出来て、これも良い勉強になったのでは無
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大滝山の登山道について、香川

県みどり保全課の担当者より、通

行止めのお知らせがありました。

西照神社より城が丸について、

寺の私有地により通行止めの周知

がありました。

県では、これまで表示板をする

などして寺と話し合いをしていた

そうですが、今回の遭難事故など

で、警察の事情聴取等があったよ

うで、立ち入りを禁止にするとい

う通告がありました。つまり、登

山道としての表示は好ましくない

とのことです。

これでは、自然に親しむ権利、

登山・ハイキングの権利は保障さ

れませんし、大問題です。県連と

しても関係者と連絡を取りながら

世論を高め、従前のように通行で

きるように運動したいと考えてい

ます。

(２) ろうさんＫＡＧＡＷＡ 県連盟だより №５３－５ 2019.7.25



いかと講師の一人が言っていた。

また、稜線上の雨風を少し除けられる所でツエル

トを出して、どれだけ有効かも体験してもらった。

さんざんな読図山行だったが、受講生の表情は明る

く、美しい笹原の稜線を走る鹿の群れも見られて

後日天気のいい日にまたリベンジしたいと言う声が

多かった。

７月17日(水) 善通寺にて 11/13

《会勢報告》 塩飽＋３(61男SNS・65女SNS･77男市

民ﾊﾞｽ)で54名になり総会目標まで残１名。全県では

今期は12-16、3年通期で72-68＝＋４＝２５７名。

《会員拡大の運動》 各会からの報告

高松労山） 一般参加募集登山・東赤石山一般参加

３名、ＨＰ毎月更新、改善が進む。

山歩会） 平日山行＝平日クラブ2～3名参加。バス

登山７月12日夜〜15日上高地、蝶ヶ岳14名参加。

新入会員女性2名、男性1名参加。

塩飽） ７月13日〜15日市民登山・乗鞍岳49名参加。

一般参加20名の中の1名入会。大屋冨ＲＣＴに新入

会員２名初デビュウ。新入会員のオリエンテーショ

ンに多数参加。

善通寺） 拡大山行一般参加７名、エンジョイ登山

学校実技７月搭の丸。参加20名(受講生13名)。

あけぼの） 市民ハイキング講座講義終了。アン

観音寺ハ） ケート結果：山の会、入会１名、検討

４名、ハイキング、入会２名、検討７名の好反応。

7/28剣山。9月8日交流登山「石鎚山」予定。

さかいで） お試し山行、一般参加１名。城山トレッ

キングマップで、ケーブルＴＶ他取材受けて記事

掲載。

五色の峰） 会山行に40代女性参加。新入会員30代

男性２人と８月穂高縦走予定。

《全国理事長・組織担当者会議（東京》6/29～30

参加の阿部、市原、前田から会議の報告

２０１８年１１月末現勢１８，８０２名。これ以

上、後退を何としても喰い止めたい。来年は全国労

山結成60周年。増勢に転じて祝いたい。

今日、登山の多様性に対応し、若者が求めている

要求に応えていく必要がある。

創立以来、先輩たちが取組んで来た歴史に学ぶ。

多くの一般登山者に、他の山岳会に無い優れた活動

(登山の普及と向上と自然保護活動など)を大いに宣

伝し、当面２４，０００人会員(労山最高到達点)を

目標に取り組む。困難な事業である

が、２月の評議会のスローガン「次

世代に労山を引継ぎ、６０年を迎え

よう」を実現するため、各地方連盟

を含め全国労山の運動を前進させよ

う。

《各部局からの報告》

◎組織部 ヤングメンバーズクラブの立ち上げ

各会アンケート調査集約結果の一覧。50才以下

の会員が３７名約１５％。各会から実行委員会を

募り、集まって横のつながり作らんな！とにかく

集まりを持って、話し合う。

◎遭難対策部 ヒヤリ・ハット・事故報告

ここしばらくヒヤリ・ハット・事故報告集が出

されていない。ここ２年くらいの各会の事例を集

中する。労山基金給付事故報告書が、遭難対策部

に引継ぎされていない。・・・市原理事長に聞く。

◎女性交流登山

10月27日(日)女性交流登山計画書承認、参加募集

《行事報告》

◎6月23日(日) 四国ブロック遭難対策講習会

10:00〜15:00 場所：高知市中央公民館

➀講演「元気で登山を続けるために、疾病と登山」

沼田久美子医師(全国遭対委員)

②「ヘリ救助の基礎知識」高知県消防防災航空隊

③「デジタル簡易無線のススメ」八重洲無線

参加 高松②、五色②、あけぼの⑤、塩飽⑤

計14名、四国4県から72名参加。

◎6月29日～30日 救助隊 沢での合同トレーニング

雨で室内トレーニングに変更 参加人数10人。

高松２、塩飽３、五色２、善通寺１ あけぼの２

《行事予定》

◎８月18日(日)午前 遭難を考える集い 善市会館

主要議題 事故事例報告で遭難を考える

。県連事故報告書資料収集

◎８月18日(日) 午後 拡大三役会議 善市民会館

主要議題➀会員拡大及び会の運営上の課題・問題

②ヤングメンバーズの立ち上げ、

③讃岐山脈ﾛﾝﾞﾄﾚｲﾙと2020年四国ブロック

交流ハイキングの計画(主管：香川)

※全会が仲間づくりの成果をもって集まろう！
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6/24～7/21の山行内容 ８月予定 ９月予定会

名 月 日 山行名 ＣＬ 参加 日 山行名 日 山行名
06/26 ☆赤石～二ツ岳 04 ◎剣山・一ノ森(募集)

11-14 ◎北穂～奧穂～前穂
高

《未報告》
松

07/07 ☆伊予富士 市原 5 03 ◎剣山 08 ◎塩塚峰高
11 ◎城山 15 ☆伯耆大山
24 ☆六甲山ハイクハ

06/24 ◎西赤石 山下 3 01-04 ☆唐松岳 08 ◎讃岐ﾄﾚ 大川山－東山
07/06 ◎伊予富士 阿部 5+1 11 ◎讃岐ﾄﾚ 滝の奥－大川 15-16 ◎伯耆大山ﾊﾞｽ登山山

/12-15 ◎北ア：蝶ケ岳 阿部 14歩
/22 ◎三嶺： 山下 3 24 ◎六甲山縦走 24 ◎会
/28 ◎剣山 阿部 7 26 ◎天狗塚

07/07 ◎東赤石 宮武ｱ 2+1 03 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 07 ◎紅ノ峰ＲＣＴ五
/07 ☆西鈴尾川 沢登り 田中 1+1 04 ◎剣山ｷﾚﾝｹﾞｼｮｩﾏ 08
/15 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮武ｱ 3+3 08-12 ◎涸沢定着ｱﾙﾊﾟｲﾝ 14-16 ◎御在所岳内藤壁色
/20 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮武ｱ 3+2 16-17 ☆四万十ｷｬﾝﾌﾟ 21-23 ◎縦走
/21 ☆赤星山 宮武ｱ 1+2 28 ◎紅ノ峰ＲＣＴの

29
峰

07/07 ◎西～東赤石 01-04 ◎北岳～間ノ岳 08さ
/15 ◎三鈷峰 多田 8 12 ☆伊吹山 13-16 ☆五竜岳か

21-23 ◎鳳凰三山い
22-25 ◎立山・剣岳で

06/30 ◎銅山越（ﾄﾚ山） 池内 10+3 03-04 ◎滑床 テント泊 07 □山サロン
07/06 ◎大屋冨ＲＣＴ 山地 11 ◎三本杭 テント泊 08 ◎大正市場と周辺の山

/13-15 ◎市民登山 乗鞍岳 池内 29+20 13-15 ◎北ア 雲ノ平 14-16 ◎剣山～三嶺塩
/20 □ビアパーティー 林 26 24-25 ◎大剣谷沢～剣山 21-23 ◎北八ヶ岳
/27-28 ◎肉淵谷 沢登り 22 ◎四国の道 野根山街道
/27-28 ◎矢筈山 28 ◎大屋冨ＲＣＴ飽

29 ◎キノコ狩り

07/01-08 ☆知床硫黄岳 松岡ﾂ 2+1 04 ◎伯耆大山(拡) 07 ◎ＲＣＴ善
/07 ◎三嶺(拡) 久光 11+7 04 ◎ＲＣＴ 08 ◎読図山行(リ)

10-15 ◎燕～常念 15 ◎湯桶丸通
/21 ◎塔の丸(教) 森山ﾐ 7+13 18 ◎危険箇所(リ) 21-23 ◎白馬岳(教)
/28 ◎沢 瀬場谷 25 ◎一森～次郎笈(教) 29 ◎ (拡)寺

07/07 ◎岩黒･筒上･手箱 石川ｼ 16+1 03-05 ◎槍ケ岳 槍沢
/08 ☆平家平 小西 2 03-06 ◎槍ケ岳 東鎌 08 ◎石鎚山あ
/09 ☆瓶ケ森 岩倉 1 09 □納涼会
/12-15 ☆蝶ガ岳～徳本峠 石川ｼ 1+3 13-18 ☆立山～薬師岳 20-23 ◎唐松～五竜け
/14 ◎堂ケ森 土屋 16 18 ◎土佐矢筈
/21 ☆雲辺寺 ﾄﾚ山 石川ﾐ 9 20 ◎笹ケ峰ぼ
/23-25 ☆西穂～奧穂 土屋 1+α
/25 ☆西～東赤石 ﾄﾚ山 小西 4
/26 ☆八巻山 ﾄﾚ山 黒河 5の
/28 ◎実技④ 剣山 安東 18+12

08 ◎石鎚山 卒業山行観

/28 ◎実技④ 剣山 石井 9+6 25 ◎国見山Ｈ
06/29-30 ◎沢 救助隊訓練 24-25 ◎四Ｂ沢教室

高② 塩③ 五② 善① あ②県
31-01 ◎救助隊 基礎訓練連
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☆０５日(月)１９時半～ 救助隊役員会 善通寺

☆１８日(日)１０時～ 遭難を考える集い

☆ １３時～ 拡大三役会議 善通寺

☆24土10時･25日16時 四国Ｂ初級沢登り研修･交流会

☆31土01日 救助隊 基礎訓練
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