
遭難を考える集いを開催

９月11日AM善通寺市民会館で、7団体19名が参

加して集いが開かれた。(高松労山③、高松Ｈ①

山歩会①、丸亀④、善通寺③、あけぼの⑥、観

音寺Ｈ①)

集いは市原副会長の司会で行われ、県連・三

野教育遭難対策部

長(善通寺)から

「登山事故は無く

ならない。自分の

事として事故防止

に努めてもらいた

い」とあいさつで

始まった。

☆各会からのヒヤリ・ハット事故報告。３団体。

丸亀しわく山の会：2021年11月～2022年7月の間、

ヒヤリ・ハット20件収集し、事故の種類・要因・

年齢構成を分類し、ヒヤリ・ハットの削減に努

めることで重大事故防止に努める。あけぼの山

の会：転倒による手首骨折事故と転・滑落によ

る頭部擦過傷事故の２件。善通寺山の会：心疾

患・不整脈の症状が出て救急搬送した事例１件。

☆７月全国遭難対策担当者会議－三野部長報告。

2021年全国の山岳遭難事故について、事故の

目的・態様別では、道迷いが41.5％と最も多く、

次いで転倒16.6％、滑落16.1％を占めている。

年齢層別では、60歳以上の遭難が48％、死者・

行方不明者が72％と高くなっている。労山内で

は、道迷いは少なく、転倒が4割、転・滑落3割

を占めている。2022年に入って労山内で5件の死

亡事故があり、3件の死亡事故について紹介。

①宮崎県鉾岳２月、宮崎県64歳男性(山の会・会

長)。山頂直前で心疾患・死亡。

②北八ケ岳・東天狗岳1月、佐賀県3人の内71才

女性、ビバーグ低体温症・死亡。

③伯耆大山冬季登攀２月、兵庫県2人の内50才男

性、9号目ビバーグ低体温症・死亡。

①心疾患をもっており、登ってはならない人

が登った。②、③荒天で時間オーバー、トラブ

ル時点で引き返していれば助かる事故だった。
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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 №56-08 2022.10.3

☆力をあわせ何としても 高松市十川西町199-4
３００名会員を回復しよう 電話：087-887-5567

ろうさんＫＡＧＡＷＡ

県連盟だより

☆０２日(日) 救助隊 岩場での訓練 大屋冨ゲレンデ

☆０４日(火) 自然保護委員会④ １９時半 県連事務所

☆１９日(水) 県連理事会⑦ １９時～ 善通寺市民会館

☆２１日(金) ヤング大麻山キャンプ １８時～ 現地集合

☆２３日(日) 女性交流登山 五岳山 ８時～ 五岳の里市民のつどいの丘公園

ヤングメンバーズ委員会

大麻山キャンプのご案内
ヤングメンバーズの活動

を再稼働します。第一弾の

イベントとして「大麻山キャ

ンプ」を開催し、各会の若

手会員の交流と、今後の委

員会活動への声を集めたいと思っています。多く

の方の参加をお待ちしています。

■集合：大麻山キャンプ場(善通寺町2830-193)

■日時：10月21日(金)18時～(仕事終わり次第集合)

■各自の持参物

食べ物・飲み物・テント・宿泊用具

９月６日にヤングメンバーズ委員会①を善通寺

山の会で開催。４会より６名が参加して論議。



2022.9《 》３００会員を早期に 回復しよう！

2017.3- ９月 入会者 ３月～ 次総会1702 56総 ９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 + 3- 1 224 21 25２３

高松Ｈ + 5- 12 211 4 6４

+1山歩会 +29- 19 +1-1 女 49知人 +11- 318 28 35３６

五色の峰 +12- 8 - 1 27 11 12１０

しわく +41- 24 +1 女 52ＨＰ + 3- 5 347 64 65６２

善通寺 +40- 35 -2 + 1- 9 1360 65 70５７

あけぼの +29- 16 + 2- 3 530 43 47４２

観音寺Ｈ + 9- 12 - 3 427 24 25２１

県合計 189-182 +2-4 +20-25 30253 260 285２５５

29 0坂出Ｈ +15- 44

☆遭難事故を起こしやすい人

◎体力不足の人 ◎登山成果にこだわる人

◎過去の経験にこだわる人

◎山を過小評価する人

◎高年齢の人 ◎人の話を聞かない人

◎町の常識を山に持ち込む人

◎自分の力量がわかっていない人

◎あせっている人 ◎装備をケチる人

◎他人のフミ跡に頼る人 ◎歩くのが速すぎる人

◎荷物が必要以上に大きい人

○自信過剰の人 根拠のない自信

○トレーニングが嫌な人 さぼる人

○雑な人 ○面倒くさがりな人 ○プライド高い人

☆リーダーの行動規範

①メンバーの能力(体力･技術)を評価する

②ルートの状況を研究する

③必要な装備や技術を見積もる

④全ての情報をメンバーに告知する

⑤メンバーの積極的な参加を促す

⑥メンバーを安心させる

⑦ルートｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの変化やメンバーの状態が変化

しても適応できる

⑧全ての決定では必ず説明する

⑨セルフレスキュー指揮がとれる

⑩自己評価を欠かさない

拡大三役会議での論議
午後は、３月の県連総会から半年が経過した時点

で、各会の会長はじめ幹部に集まってもらい、活動

交流と総会方針の総達成をめざしての意思統一を行

いました。７会から２０人が参加しました。

１）この半年間の活動を振り返って 前田理事長

①３月県連事務所を移転 Web環境も整う

②5/15 四国交流ハイク実施 37名＋15名

③6/05 各会一斉清掃登山 ８会１０６名

④6/26 救助隊活動の再開 大屋冨に２７名

⑤6･7月 東部地区登山学校の開催

⑥7/17 四国遭難対策講習会 ２９名参加

⑦8/3､9/5 大屋冨ゲレンデの整備に着手

⑧9/6 ヤングメンバーズ委員会の活動再開

２）山行状況､事前アンケートから

３００会員の回復、活動の改善 山下局長

①活発な山行活動が行われているか

リーダー養成はどうか

・個人山行の少なさはどうしてか

把握はできてるか

・丸亀 毎月の山行部会開催 ４分野で追求

１)軽登山 ２)無雪期 ３)沢冬岩 ４)レク

・観音寺あ 入会３年程でリーダー挑戦

＋ベテラン補助

②会の運営上でのこだわりや工夫は

・運営委員会の未確立 高ハ/五色

・里例会 月１回 山歩／善通寺

０回 高ハ/五色

③３００会員の回復を何としても

この５年半で+208-204=+4 全国は-12.4%

・倍加で目標達成の山歩会

1)うごける会員増 2)お試し会員制度

3)平日ｸﾗﾌﾞ 4)40周年山行

・東部会員倍加委員会 2021年よりワンデー

方式で開催 参加は少ないが好評 学習

意欲強し

・善通寺 登山学校の宣伝 広報で
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第10回女性交流登山のご案内
善通寺の五岳山を舞台にした交流登山で、登山に

必要な技術を反復練習し、安全登山をめざします。

日時：2022.10.23(日）午前８時～15時

場所：善通寺 五の里市民集いの丘公園 駐車場集合

全体集会ののち大坂峠へ

班分け：Ａ班 筆の山～香色山

高松、山歩会、高松Ｈ､あけぼの、観Ｈ

Ｂ班 我拝師山 善通寺、丸亀しわく

各会、交流しながら地図読み、ロープワーク、

無線交信などを実施

持参物：登山の服装、カラビナ2枚（HMS型、安全環付）

ソウスリング120～150cmと60cmを各1本、

昼食、水、紙地図、コンパス、その他装備



会 ８/29月～９／25日の山行など 2022年１０月予定 １１月予定

名 月 日 山 行 名 ＣＬ 参 加 日 山行名 日 山行名

09/03 ◎ﾖｯﾄ山行 しまなみ 林ﾏ 2+1 02 ◎救助隊訓練 02-06 ◎石立山
/04 ☆塔の丸 藤田ﾌ 2 08-09 ◎吉田の岩場 12 ◎橘の丘ｷｬﾝﾌﾟ
/08 16 ◎黒笠山 13 ◎五色台ｸﾘﾝﾊｲｸ高 ◆里例会 11
/10 ☆女性交流ﾛー ﾌﾟﾜー ｸ 川尻 6 17 ◎大屋冨岩ﾄﾚ 20 ◎救助隊訓練
/11 ◎大屋冨トレ 川尻 7+1 23 ◎五岳山女性交流 27 ◎奥工石・白髪山松

29-30 ◎石鎚山東稜/22 ◆運営委 11
☆天狗の森 藤田ﾌ 2/24

高
13 ◎五色台ｸﾘﾝﾊｲｸハ

09/03 ☆飯野山 大野 2 04 ◎平日 06 ◎紅葉ハイク
山 /04 ◎阿波矢筈山 阿部 6 08 □登山教室①計画書 08 ◎紅葉登山

/07 15 □登山教室②地図 12 □登山教室④地図◆里例会 21+3
歩 /10 ☆飯野山 大野 2 16 ◎讃岐山脈 13 ◎五色台ｸﾘﾝﾊｲｸ

/13 ◎西熊山 阿部 6 22 □登山教室③天気1 19 □登山教室⑤天気2
会 /17 ◎里山－牟礼7座 大野 3 23 ◎女性交流 五岳山 27 ◎笹ケ峰

/23-26 ◎宮之浦岳 40周年 阿部 10+1 30 ◎紅葉ハイク

五 09/03 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 2
色 /17 ◎紅ノ峰ＲＣＴ 宮内 2+1
の /24 ☆寒霞渓・高頭山 佐伯 1
峰 毎土曜 紅ノ峰ＲＣＴ 毎土曜 候ノ峰ＲＣＴ

09/01 01 □山サロン 05-06 ◎矢筈山～黒笠山◆里例会 19
/11 ◎雲早山 関 9 02 ◎銅山峰 ｷﾉｺ狩り 12 ◎上蒜山・中蒜山
/15 08 ◎不入山 19 ◎大屋冨ＲＣＴ丸 ◆里例会 26
/23-25 ◎北八ケ岳 前田 8 08-09 ◎女木島ｷｬﾝﾌﾟ 27 ◎城巡りﾟ亀
/24 ◎岡本城他 瀧下 8 16 ◎天狗塚し

23 ◎五岳山女性交流わ
29-30 ◎吉田岩場ＲＣＴく
30 ◎天狗の森ﾊﾞｽﾊｲｸ

09/01 02 ◎剣山～奥槍戸 06 ◎島－◆里例会 25
/15 05 ◎笹ケ峰◆運営委 7
/24-25 ◎三嶺～綱付森 中村ﾑ 4 08-10 ◎笠ケ岳 17-18 ◎伯耆大山善

6 08-10 ◎大山 ｽｷｰ場～大山滝 20 ◎西赤石山
◎雲辺寺山通

16 ◎三鈷峰
16 ☆栂海新道寺
16ｶ23 ◎六甲縦走

※毎火･金に夜間訓練 ※毎火･金に夜間訓練 ※毎火･金に夜間訓練

09/02 01 □登山学校 座学･訓練 04-06 ☆高野山観 ◆運営委 10
/04 ◎綱栗山～西山 交差 吉田 11 01 ☆石鎚山 13 ◎五色台クリンハイク
/05-06 ☆富士山 2+1 02 ◎天霧山～黒戸山 23 ◎讃岐 余木崎－曼陀音
/08 ☆平家平～冠山 安東 2 06-07 ☆氷ノ山 27 □あ教 写真 中寺廃寺
/08-11 ☆斜里･羅臼･雄阿寒岳 1 07-09 ☆雨飾山寺
/10 □あ教 七宝山 テント設営 井下 14 16 ○剣山 市民ﾊﾞｽ
/11 ☆比婆山 石川ｼ 1+2 19 ◎勝賀山・根来寺あ
/13-17 ☆槍ケ岳～双六 石川ｼ 1+1 23 ◎五岳山女性交流
/14 31 ◎三嶺け ◆里例会 23
/24 ☆天狗塚～牛ノ背 山下ﾏ 5
/24-25 ☆由布岳 井下 4ぼ
/25 ☆三嶺 藤川 4
/26 ☆大麻山 大沢 5の

◆里例会 21/28

◆運営委 1009/01
09 ◎赤星山 13 ◎五色台ｸﾘﾝﾊｲｸ観

/15 20 ◎虎丸山Ｈ ◆里例会 12
30 ◎国見山

02 ◎救助隊訓練県
21 ◎ヤング大麻キャンプ 13 ◎五色台ｸﾘﾝﾊｲｸ
23 ◎五岳山女性交流連
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