
6/5各会一斉清掃登山

大麻山登山道整備
善通寺山の会 参加15名

草刈り機で刈る人を集めた１班と、刈った草

や落ち葉を熊手で掃除する２班に分かれて行動

した。１班５名、２班10名。

地蔵池に7：00に集合して、全員で体操をした

あと、１班は軽トラックと乗用車に分かれて車

で出発した。残りの人は歩き。大石登山口で、

車を降りてすぐ50ｍくらい草が多いところを機

械で刈った。終わったころ２班が到着した。１

班は展望園地まで歩き、展望園地を草刈りした。

ベンチにかかる木の枝も切った。展望園地は、

木が大きくなっていて、展望少なめ園地となっ

ている。昔は、白っぽく風化した花崗土が広がっ

て美しかったそうだ。今は、草と木が侵食して

きている。草刈りが終わったころに、２班と合

流。1班は、先行して葵の滝に行った。葵の滝で、

草刈りをした。草丈、ひざ下くらい。例年と比

べて少ない感じ。２班が到着するころに草刈り

終了。ついでに滝の下の方にかかる小さな木を

伐採した。２班が片付けをしている間に、防火

帯を横切る箇所を刈りに行った。両側から笹が

繁っている。歩けないほどではないが、綺麗好

きモードで刈り刈り。午後から雨の予報もあっ

て、本日はここまで。龍王社と山頂にはいかな

いことにした。葵の滝で昼食。曇りのせいもあっ

て、ひどく暑くはなかった。適当に休憩して、
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☆登山とハイキングの 香川県勤労者山岳連盟
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☆力をあわせ何としても 高松市十川西町199-4
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ろうさんＫＡＧＡＷＡ

県連盟だより

☆０１日(金) 讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ実行委 １９時半 しわく山の会

☆02土03日 全国遭難対策担当者会議 仙台市

☆１７日(水) 四ブロ遭難対策講習会 松山市

☆２０日(水) 県連理事会⑤ １９時 善通寺市民会館

☆



下山開始。

２班が丁寧

に落ち葉を

掃除してき

たので、見

違えたよう

に歩きやす

くなった。

落ち葉を落

として、綺

麗に地面を出すのには、10名*半日もの人出が要る

のである。登山道のありがたみに感謝。人が歩かな

い登山道は、維持に多くの手がかかる。案内・紹介

をして、人が適度に歩いてくれるようになれば、自

然に歩きやすくはなる。

今後の課題。一部道が細く斜めに傾いているので、

来年はトンガ隊を組織するか？または、大麻山登山

道維持隊を組織して常時活動とするか？であれば、

早々に準備して人助けと自己満足の迷宮に引きずり

込まれる奇特な人に魔法をかけねばなるまい。

救助隊 活動を再開
「クライミング基礎技術講習会」

６月26日、坂出市大屋冨の岩場で、香川勤労者山

岳連盟・救助隊主催の「クライミング基礎技術の講

習会」が開催された。コロナ禍での２年ぶりの活動

再開である。

県内の救助隊員と会員が27名参加した。(高松勤

労者山の会８名、山歩会１名、五色の峰１名、丸亀

しわく８名、善通寺４名、観音寺あけぼの４名、愛

媛１名)。講師は、救助隊・隊長で善通寺山の会所

属の佐藤孝雄氏。

初めて

参加され

た会員も

多く、今

回はクラ

イミング

の基礎技

術を重点

的に学ぶ

講習会に

なった。支点の取り方、ロープワークの基本などを

徹底的に学んだ。

秋10月２日(日)に開く次の合同トレーニングでは、

実践的な岩場

での搬出訓練

を行う予定で

あり、多くの

参加を期待し

ている。

記：理事長

前田 隆
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2022.6《 》３００会員を早期に回復しよう！

2017.3- ６月 入会者 ３月～ 次総会1702 56総 ６月
5年増減 増減 増減計 標 残起点 会員 会員数 目

高松労山 +10- 13 + 1 324 21 25２２

高松Ｈ + 5- 12 211 4 6４
男46ﾈｯﾄ

山歩会 +29- 19 +3 女47紹介 + 6- 1 218 28 35３３
女41家族

五色の峰 +12- 8 - 1 27 11 12１０

しわく +41- 24 + 1- 5 547 64 65６０

善通寺 +40- 35 -1 - 2 760 65 70６３

あけぼの +29- 16 + 1- 3 630 43 47４１

観音寺Ｈ + 9- 12 - 3 427 24 25２１

県合計 189-182 +3-1 + 9-15 31253 260 285２５４

29 0坂出Ｈ +15- 44

６/15水19～21 県連事務所 11/14名

Ａ）会勢報告など

◎６月は３－１で増勢。山歩会は延期していた40

周年記念行事＝富士山を７月中旬に行うが、参加

希望者の入会をすすめて＋３名。

☆全県では昨年同期より＋１４名となっている。

Ｂ)この間の県連活動について

１）第49回各会一斉清掃登山について(Ｐ１)

・６／５日に全会で実施

・県知事からのメッセージが届く

・６／８水に集約、総括の委員会

２）６／３讃岐山脈ﾛﾝｸﾞﾄﾚｲﾙ実行委②

・今年中に完結させるように取り組み強化

・コース紹介という形で公開する。過重負担

にならないように、コース整備にはこだわ

らず、年１回程度の踏破を行う。

・坂出の分担区域を調整する。

・丸亀の瀧下さんに情報を集中する。

３）６／４女性交流登山担当者会議①

・第10回女性交流登山を10月23日(日)に実施

・山域はＡ：筆の山～香色山 Ｂ：我拝師山

・ロープワーク／無線交信

・全会からの担当者選出をすすめる

Ｃ)当面する活動／その他について

１）全国遭難対策担当者会議への出席

・７／２土・３日 仙台にて

・教育、捜対担当の善通寺の三野さんが出席

２）四ブロ遭難対策講習会への参加を ・

・７／１７日 松山市内 会場は60人定員

・市原車に乗り合わせて参加

３）各会から県連委員会への委員の派遣をお願い

します。７月県連理事会⑤までに

◎自然保護委員会

◎女性交流登山

◎讃岐山脈ロングトレイル委員会

◎ヤングメンバーズ委員会

☆各会のＨＰ担当者を登録する

４）仲間づくり運動の本格的な前進を

コロナも落ち着きを

みせ、いよいよ３年ぶ

りの本格的な夏山シー

ズンが到来。

全会が対外的な行事

などを精力的に計画し

仲間づくり運動の前進をはかろう。各会の総

会目標にこだわろう。

５）県連｢交通費助成規定｣の改正を論議

県連事務所の移転、燃料費の高騰などに伴

い｢助成規定｣を改定したい。藤田会計の試算

も参考に、予算額もふまえて９月拡大三役会

で決定したい。

６）大屋冨のオレンジヒユッテの修繕費（10万円

ほど）については、県連捜対基金積立（225

万円）から負担する。

この春から丸亀がヒュッテの修繕を行って

いるが、長らく救助隊などで活用してきた経

緯もあり、丸亀だけに負担を強いるのは忍び

ないとの判断で。
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会 ５/30月～６／26日の山行など 2022年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

05/30-03 ☆尾瀬 川尻 1 02 ☆菊千代谷(雲早山) 07 ◎登山学校 剣～一の森
06/01 ☆剣山 藤田ﾌ 2 03 ◎登山学校 11-15 ◎立山・剱岳夏山合宿
/04 ◎大滝山キャンプ 平井 5 18-19 ◎伯耆大山 駒鳥～三鈷高
/05 ◎大滝山クリンハイク 平井 8 23 ◎大屋冨ＲＣＴ
/09 31 ◎床鍋 沢登り◆里例会 10
/12 ◎天狗塚 川尻 5
/18 ☆八反奈路(奥白髪山) 本多 2松
/19 ◎大滝山 登山学校 加藤 4

◆運営委 13/23

/05 ◎竜王山ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 市原 2 07 ◎登山学校 剣～一の森高
/19 ◎登山学校 大滝山 市原 1 20 ◎黒沢湿原ハ

06/05 ◎女体山ｸﾘﾝﾊｲｸ 阿部 9 02 ◎飯野山 夏山ﾄﾚ 07 ◎剣山
/11 03 ◎雲辺寺山 ◆里例会 16+2
/11 ◎飯野山 夏山ﾄﾚ 大野 9+1 03 ◎二子山 登山学校 21 ◎矢筈山
/18 ◎飯野山 夏山ﾄﾚ 大野 5+1 12 ◎三嶺 23 ◎瓶ケ森歩
/19 ◎大滝山 登山学校 阿部 5 16-18 ◎富士山 夏山バス
/26 ◎三嶺 阿部 6+1 24 ◎瓶ケ森会

31 ◎皇子ケ渓谷 沢+ﾊｲｸ

02 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 06 ◎紅ノ峰ＲＣＴ
09 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 13 ◎紅ノ峰ＲＣＴ五
16 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 13-15 ☆北鎌尾根色
16-18 ☆剱岳源次郎尾根 20 ◎紅ノ峰ＲＣＴの
23 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 270 ◎紅ノ峰ＲＣＴ峰
30 ◎紅ノ峰ＲＣＴ

06/02 02 ◎西赤石 夏山ﾄﾚ 07 ◎瀬場谷 沢登り◆里例会 28
/03-08 ☆九州６座 韓国～開門 白井 1 03 ■山サロン ﾅｲﾄﾊｲｸ 11 ◎黒沢湿原丸
/05 ◎飯野山ｸﾘﾝﾊｲｸ 田仲 22+15 16-18 ◎唐松岳バス登山 ﾞ亀
/11 □山サロン 観天望気 瀧下 13
/16 30-31 ◎剣山 山と沢し ◆里例会 23
/18 ◎大屋冨ＲＣＴ 岩稜歩き 松浦 10+1わ

◆運営委 7く /21
/25 ◎寒風山 ｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞ 土田 7

06/02 03 ◎黒笠山 07 ◎中四国の山⑤◆里例会 21
/05 ◎大麻山ｸﾘﾝﾊｲｸ 安井 10 ◎皿ケ嶺 11-14 ◎白馬岳
/12 ◎本島 黒渕ｷ 8 17 ◎岩黒山 21 ◎中四国の山⑥善
/12 ◎三頭越～竜王山 大井 18 24 ◎烏ケ山 28 ◎中四国の山⑦
/15-19 ☆利尻・礼文 松岡 9 31 ◎中四国の山④ 31通

◆運営委 9/16
/26 ◎落合峠～矢筈山 村上ｼ 10寺

※毎火･金に夜間訓練 ※毎火･金に夜間訓練 ※毎火･金に夜間訓練

06/05 ◎七宝山ｸﾘﾝﾊｲｸ 横田ﾋ 21+3 03 ◎徳島：山犬嶽 04-06 ☆鳳凰三山観
/08 08 ◎野鹿池山～黒滝山 07 ◎兵庫：雪彦山◆里例会 23
/11･12 ☆瓶ケ森・石鎚山 原 2 16 ◎財田川源流 沢入門音
/12 ◎瓶ケ森－東黒森交差 石川ｼ 17+1 24 ◎大山の三鈷峰 24 ◎西～東赤石山
/17･18 ☆金峰山・瑞牆山 横田ﾐ 1寺
/18 ☆稲叢山 安藤 2
/18 ☆山犬嶽 真鍋 1+1あ
/19 □あｽｸｰﾙ 赤星山 歩行石川ﾐ 18
/19 ☆東赤石山 石川ｼ 1+3け
/21 ◎岡山森林公園 三野 6

◆里例会 27+1ぼ /22
/25 ☆尾野瀬山 星川 4
/26 ◎奥白髪山 田中 10の

06/02 07 ◎蒜山◆里例会 12
/05 ◎七宝山ｸﾘﾝﾊｲｸ 田淵 11 10 ◎三嶺観
/16 21 ◎寒風山Ｈ ◆運営委 13
/19 ◎堤山･倉掛山･十瓶山 青野 11 24 ◎瓶ケ森

06/26 ◎救助隊 岩場訓練 佐藤 26+1県
高⑧山①五①丸⑧善④あ④ 17 四国遭難対策講習会 21 四国沢登り教室 穴内川

連
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