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確保技術講習会の机上講習を開きました

2021年 6月 7日（月）19：30～県連事務所で確保技術講習会の机上講習はコロナ対策を踏まえ、

事務所とオンラインで開催しました。

参加山岳会（オンライン含む）：東三河 8名、くらら 4名、同志会 1名、若駒 4名、半田 6名、

かわせみ 7名、犬山 3名、あつた 2名、講師、コーチ・スタッフ 10名
はじめに事故事例から何が危険かを知ることが大切であり、事故は起こしてはいけない事を考

えてほしいという事から説明に入りました。安全にクライミングをする為に、落下スピード、衝

撃、ロープの伸びと種類、規格。スリングの材質、種類。カラビナの種類、強度。確保器につい

ての操作による荷重変化。支点に必要な要素。確保支点の位置などについて学び、実技について

の説明をして終了しました。実技は、7月 18日滋賀県・比良山岳センターで行います。
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新任役員挨拶

新任のあいさつ

理事長 佐藤 和男 (あつた労山)
コロナウイルス感染が収まらない中、県連総会は場所を刈谷産業振興センターに変えて無事に行

うことが出来ました。各会の皆さんの協力に感謝申し上げます。また、総会で出された貴重な意

見を考慮して取り組んで行きたいと思います。愛知県連は今、会員数で 900人を割るところに来

ています。なんとしても会員数を回復するために具体的な県連の方針を出して各会の皆さんの協

力を得て取り組んで行きたいと思います。また、山岳事故もコロナウイルス感染禍の中でも多く

起きています。県連盟は事故防止にも力を尽くして取り組んで行きます。課題は多くありますが、

頑張っていきたいと思います。

県連の発展のため尽くします

副会長 松本佳宣（東三河山ぽ会）

今期より副会長に選任されました松本佳宣です。コロナ禍の中、なかなか名古屋へ出る事ができ

ませんが、リモートでの会議や講習会など愛知県連でも新たな取り組みがされています。微力で

はございますがお手伝いできればと思っています。まだまだ分からない事ばかりですが新役員の

皆さんと力を合わせ取り組んでいく所存ですので宜しくお願い致します。

第 53 期定期総会 議事録

2021年 5月 9日(日)
今回新型コロナウィルス感染防止の為、広い会場を確保。刈谷産業振興センターにて開催した。

9：30から開会。 (文中敬称略)
司会（榊原）から議事日程の報告があり、開会の宣言を副会長よりあり、

森会長より開会の挨拶：昨年は文章による総会を行ったが、今年は、感染防止対策を取り対面で

総会を始めることが出来たが、これからどうしていくのか、未来志向の話をして頂けばと思い

ます。女性の参加者も増えていくと良いと思います。以上、開会のあいさつとします。

司会より、資格審査委員の選出提案。吉田(山の会くらら)、倉重(犬山マップ)、
資格審査委員会報告：総会の成立状況は、39名の参加で総会は成立。

続いて、議長団の選出に内橋（東三河）、小島（春日井）を選出。書記は村田（スルジェ）、

深津（あつた）。

選挙管理委員会は、兼子（みどり）、大石（アリス）、望月（ふわく）、鈴木（東三河）を選出。

これ以降、議長団による議事進行。

選管より理事・役員の立候補受付の説明。

初めに全国連盟からのメッセージの紹介。【資料集・労山愛知 No.576掲載】

1号議案の報告。

理事長よりのあいさつ（佐藤）：この一年はコロナウイルス感染の中、昨年は、書面決議の総会

となった。また昨年は山岳 4団体の登山の自粛要請があり登山に対して大きな制限がかかった。

また、コロナ禍の中でのソロテントの推奨、ことしの GWでの単独事故、悪天の中での遭難事

故が目立った。愛知県連は、コロナ禍の中、多くの県連行事ができなくなったが、ZOOM を使

ったオン、オフラインの会議では多くの会員が参加した。

組織拡大では早く 1000名の会員を回復したい。
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遭対部（佐藤）52期の活動方針を説明し、コロナ禍の中での多くの講習会が中止になったが、確

保技術講習会はWEB併用の会議で多くの会員が参加した。合宿については、冬山合宿で若駒

山岳会が行った。また、この GWでは同志会と若駒山岳会が取り組んだが悪天のため、行われ

たのは若駒山岳会の 1パーティのみだった。事故については 9件ありクライミング関係の事故

が目立った。第 53期においても、事故防止、安全対策のため各種講習会を取り組んで行きたい。

自然保護部報告（佐藤）：第 52期においては清掃登山が中止になった。また、各会合同清掃登

山は 10山岳会が取り組んだ。

第 53期は今年の清掃登山は、コロナ禍の中、昨年に続き中止にしました。ハルザキヤマガラ

シの駆除、各会合同清掃登山に取り組んで行きたい。また、リニア署名にも取り組みたい。

教育部（榊原）報告：第 52期の活動は、コロナ禍で十分な話し合いが出来なかった。

第 53期は、担当者会議の開催、各種講習会の周知、労山運動の理念、教育活動の交流をおこな

う。

組織部・事務局（吉川）報告：労山愛知の発行WEB化での早い発行。今後、各会の状況を載せ

たい。組織の面では、平均年齢が上がっていることが資料集にて分かる。今年は平和行進が行

われ、参加していきたい。

規定の整備について一年間各会で議論していただきたい。理事会等の指針についても見ていた

だきたい。

女性部は事務局長が読み上げた。52期は、女性部の活動はコロナ感染拡大の為、全面中止となっ

た。53期は、先の見通しづらい状況ではありますが、「山筋ゴーゴー体操」を中心とした体力

の維持、向上に向けた活動を、状況に応じリモート等での開催などを行いたい。また、安全登山

に向けて他の専門部とも連携を取りながら講座等の開催にも取り組んでいく。

【労山愛知 No.576掲載】

【1号議案の質疑】

洞井（半田）：質疑回答集を作ったその後のやり取りがない。規定の整備委員会の構成は？

教育部コーチ会議の関係についての質問がありました。雪山講習会の名称の変更はどこで承認

されたか？労山運動の理念とはなにか？安全対策基金についての解釈は何か？

愛知県連の年齢構成で半田Ｆの構成で乖離があり、言ってほしかった。自然保護部の第 50期ま

ではとかいてあるが、今は 53期なので間違いでは？などの質問がありました。

回答（事務局）：書面決議を行ったが代議員定数を変えるとかいろいろ考えた。その後のやり取

りについては限界がある。小委員会についての構成の説明、回答した。小嶋：春日井峠、岩田：

スルジェ、馬場：ふわく、小鍛冶：犬山マップ、佐藤：あつた、榊原：ありんこ、

吉川：同志会の７名。

榊原（教育部）：登山学校をどうやって発展させていくか報告がほしい。雪山安全講習について

は個人にお願いしていたのでやり方を変えた。氷雪技術よりも雪山講習の方が入りやすい。安全

対策基金の件は全国連盟から各連盟で考えればよいと言われた。半田からスタッフは出してい

ないと言われたが、やってもいいと言われた。労山の理念を伝える活動は、魅力、皆で企画、

行うのがいいのかと思う。

佐藤 (自然保護）第 50期ではなく第 50回の間違いです。全国連盟と県連での組織数の相違は，

入退会時の報告をきちんと行えば良いこういう間違いは防げる。

洞井（半田）：文章で反対か賛成かを問えば、そこで書けば、何でも承認されるものではない。

40年続いてきた登山学校を愛知県連としてどうなのか考えてほしい。役員選考でなぜ推薦がい

るのか？必要がないと思っている。そのために選挙がある。あえて書く必要があるのか？

榊原 (教育部)：話し合う場を設けてほしい。きちんと説明してきている。

【11：00～11：15まで休憩。】
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【発言】 弘中（春日井）：愛知県連の魅力は登山学校と思うが運営マニュアルを作ってほしい。

話は違うが、連盟規約第 11条の規定に対して、ふわくは守ってないのでは？理事会としてどう

していくのか？規定を変えないのか？

(理事会)：今後どうするかについては今後の課題。これまでの流れを把握することが必要。

岡本 (ふわく)：昨年の代表者会議でも出たが、当時の理事長の洞井さんからの説明で、認められ

ている。決議されている。機関決定されていることだ。

弘中 (春日井）：議事録があるなら示してほしい。規約に盛り込んでほしい。

洞井：県連盟からそのことについて質問を受けたことはない。1978年にできてから急速に大きく

なった会で、ふわくの中で議論してきた中で県連盟に加盟してきた会員について連盟費は払わ

れてきている。解決されてきている。規約で縛っていくのは否定的である。一つ一つを突き詰

めていくと排除につながるのではと思う。

弘中：ふわくの加盟団体人数は何人なのか？規定をきちんと見直してほしいい。

【12：00～13：00迄昼休み――13：00再開】

洞井：議事録があるなら出してもらってもいい。ふわくから報告されている人数分の連盟費は出

されている。ふわくの連盟費が間違って出されている訳ではないはずで、間違って出されてい

れば、大問題になる。そんなことはないはずだ。そのことを理事会としてはっきりしてほしい。

理事会で検討する話ではない。

弘中: 加盟団体の構成員は 1名につき 300円だ。ふわくの構成員は 79名なのか？ふわくは労山

で 78名、ふわくで 600名は通用しないと思う。

岡本（ふわく）：洞井氏よりの経過を初めて知ったが、このことを会に持ち帰ったら、やめたら

どうだという話が出ると思う。もう少し何らかの形で説明していただいて、全員がだめだという

なら、除名していただいていい。個人的な責任で会へ持ち帰る。

村田（スルジェ）：会員が減っていくときはこういう話が出る。この問題をあまり杓子定規に掘

り下げていくのは良くない。墓穴を掘ると思う。今は変わり目に来ていると思う。前向きな話を

した方がいいと思う。労山の趣意書に権利としての登山が書かれているが、若い人も入ってき

ている中、分裂してほしくない。

洞井：組織原則の問題、ふわくには、責任はない。労山に入りたい人を排除することはない。今

の現状に問題はないと思う。

弘中: 組織部で検討して規定を直せばいいのでは。ふわくから、連盟費を 250人にしてくれたと

か言ってきたときに、結論を出さずに先送りしてきたからそうなったのではないか？このまま

ではふわくの会員が 100人から 79人さらに 10人と減って行ってもふわくを会員と認めてもい

いのか？そういうことをはっきり決着したい。規約を変えればいいと思う。

理事長：弘中さんが言われるように、規定に違反しているとは、思いません。私が労山に入って

から、そういうことになっている。今のふわくの労山の方は踏ん張って頑張っていると思いま

す。規約を変えることではなくこのままでいいと思います。

西尾（理事）：県連盟で「くらら」が加盟してきた時点でそうなっています。規約を変えないと

立ち行かないのかと思う。白黒つける必要はない。

【第 2号・ 3号議案の提案と説明】

第 2号議案を読み上げて説明。一番逼迫するのは、年度末、年度初めで資金が必要のため。

第 3号議案も読み上げて説明。

質問、脇田（じねんじょ）：第 2 号議案に特に反対はないが議案については、一時的な対応だけ

で、それだけで済んでいくのかという共通の認識が必要。第 3号議案については、活動年度と財

政年度のずれが、生じるという事。総会に報告する時間がなければ止む負えないと思うが、あま

り会計年度と活動年度を話さない方がいいと思う。やり方は工夫すればあると思います。
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吉川 (事務局）：第 2号議案はとりあえず当面のところで。第 3号議案は財政問題などの議論を

する時間をとった方ががいいのではというところで提案させてもらった。

樋江井（若駒）： 改定案 10条は翌年なのか？

吉川 (事務局）：同年の間違いです。

質問 樋江井（若駒）：会からの意見は会の中でいろいろ役をやっているので、理事会などもリ

モートでやっていただけるとありがたい。

佐藤理事長：今のコロナ禍の中では、そういうこともやっていきたい。

【4号議案の報告、説明】

井川（財政）：第 52期の決算は、コロナの中大きな出費はなかった。また家賃の値引きを大きか

った。(特別会計などの説明を行った。)
（半田）決算案の枠の一番下に、書かれている労山安全対策基金の使い道は決まってないと思

う。当時の会計に話してもらいたい。

脇田（じねんじょ）：3 期前に予算案の提案で登山学校から繰り入れてもらったり、赤字の予測

があったので安全対策基金を一般会計に組み入れなければいけない状況だった。登山学校、講習

会を入れて総会で提案をした。どのように有効に使うかは、登山学校の役割，期待がある中で皆

さんの中で議論していただきたい。

蜂須賀（若駒・監査）： 第 3号議案のところで、活動期間と会計年度がずれるのはおかしい。

実務的なことをどうしていくかについてはいろんなやり方があると思う。こうゆう予算の方をし

ているところはないと思う。

吉川 (事務局）：会計年度と活動年度は 2 月末で、総会は 3 月の第一日曜日開催で、最大でも 1
週間しかない中で、予算編成や県連の財政見通しなどの議論する時間がない。1月 2月の予算と

しては、別途こういうものがあります、と計上する。

会計監査報告を行った。

加藤（ちんぐるま）：会計年度が終わってないのに決算が出来ますか？

吉川 (事務局）：仮締めした時点で監査を受けて、その後の支出については後で確認した。

加藤（ちんぐるま）：規約の改定(案)のさきがけのような気がする。

蜂須賀（若駒）：会計を議論する場がないなら、総会をずらしたらどうか？

吉川 (事務局）：県連の行事予定では新年度の時期になるから、難しい。

洞井：会計年度を合わせるのは本末転倒では？活動期間に合わせて行わなければいけないのでは。

基本的には総会に基づいて行っていく。今のやり取りはずれているのではないかと思う。

井川（財政）：期日末で会計処理が大変だったので、変えていただくとありがたい。

吉川 (事務局）：全国連盟でも 12月末会計年度であるが、特に問題になっていない。労働組合で

も決算後に予算案を編成し総会を開いて予算を決めているのがある。

蜂須賀（若駒）：会計期日の前に会計監査を行うことは、今後やめてほしい。

脇田（じねんじょ）：第 3号議案についてですが、年度の末に会計処理を行ったことはない。

1ヶ月前に決算して監査を行った。残りの期間は次年度に回した。12月に締めると 1月以降に

大きな行事があるとずれてくるのではと思う。

【第 5号議案・予算の説明】第 53期予算案の説明をした。

井川（財政）：第 52期も大きな出費はなく第 53期も少し黒字になると思います。

洞井：先ほどと同じ質問だが、欄外の 4番は決まったことでしょうか？

佐藤理事長：これだけでは説明不足と思います。4番については削りたい。

【休 憩】

榊原(教育部)：午前中説明した通り、労山安全対策基金について、全国連盟から各県連で使い

道を決めればいいと回答がありました。
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加藤：専門部で女性部の予算が少ないのはどうしてですか、そういう話なら 2 万円をプラスする

べきではないですか？

洞井：必要なものは経常費として挙げておく。県連登山学校は今期も 7山岳会から 15名参加し

てきている。安定的に続けていることに対して安全対策基金をいろんな行事に使うのはどうか

と思う。おかしなことだと思う。

議長：採決は、第 1号議案は過半数で、第 2号、第 3号議案は、出席者の 3分の 2以上で、

それぞれ可決します。第 4号 5号議案は一括して採決をします。

【採決の結果】 第 1号、2号.3号議案はそれぞれ賛成多数で可決。第 4号 5号議案は一括で賛

成多数で可決されました。続いて行われた第 6 号議案役員選挙は立候補者全員が信任されまし

た。

選挙結果は次の通り。

会長：廣田(同志会)、副会長：松本(東三河)、理事長：佐藤(あつた)、事務局長：吉川(同志会)、
財政：井川(ふわく) 会計監査：蜂須賀(若駒)、渡辺(山歩会)、理事：吉田・安藤(くらら)、榊原

(ありんこ)、井土(東海)、山本(みどり)、河村(春日井)、中根(ふわく)、佐伯(かわせみ)、樋口

(同志会)、後藤(じねんじょ)、小野塚・倉重(犬山), 脇海道(ＡＳＣ)

【退任のあいさつ】 西尾（くらら）氏より退任の挨拶を受けました。

【信任のあいさつ】新役員を代表して。

廣田会長：昨年は開けなかったが、今年はこういう広い場所で開催できだがコロナ禍の中未来志

向で県連活動を行っていきたい。

最後に、理事長から、今日、出された意見を大切にこれからの運営に携わっていきたい。

終了。

第 53 期 第１回 理事会議事録

2021年 5月 20日(木) 19:30～20:30
出席者：佐藤 (あつた)、小野塚・倉重(犬山マップ)、河村(春日井) 、吉田・安藤（くらら）

山本(みどり)、吉川・廣田 (同志会) 計 6山岳会 9人
司 会：佐藤 (あつた) 書記：廣田(同志会)

1．報告事項

事務局――

1）総会記録のまとめが出されているので、来週までにチェックする。

2）「労山愛知」577号：内容は総会の詳細報告、新役員紹介、等

原稿締め切り：6月 12日。 ※事務局は 575号のデータを犬山マップへ送ること。

3）全国連盟関係

全登研集会（2022）へ向けての課題別講演会が今年開かれる――理事会全員・組織部・各会代表

者・組織部その他多数に参加登録を呼びかける。

救助技術交流会――遭対担当者会議で話し合い、参加希望者あり。費用は前例を確認する。（担

当：佐藤理事長）

全国自然保護講座――各会に案内し、希望者を募る。隔年開催、今年は京都二条駅集合。※山歩

会に参加されるか問い合わせる。

全国機関誌会議――聴講予定：佐藤・廣田。ほかに希望者あれば追加可。

全国ハイキング活動者会議：担当は吉川事務局長。
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福岡県連平和資料館署名――出席理事で署名した。

財政――

自然保護部――6/6ハルザキヤマガラシ駆除にふわく、あつた参加。三重県庁から 2名参加予定

女性部――部会日程未定

教育部――部会中止。

遭難対策部――5月 14日。合宿連絡会を遭対担当者会議に変更して開催。7山岳会 8人出席。

同志会の 3計画は悪天候予想のため中止。若駒が木曽駒ケ岳に変更して実施した。

各会の現状報告、6月の各訓練、第 3回全国救助技術交流会（福岡）の参加者の確認。

組織部――組織担当者会議 ：5月 13日(木)。4山岳会 4人出席。

組織数が 900人を切った。

交流山行：6/27金華山で地図読み・日程は調整検討中。7/18宮路山・五井山で実施予定

２.総会の振り返り

・受付で何人か見過ごしがあり、代議員証の渡し漏れがあった。受付集中時には 3人必

要。

・選管マニュアルが必要ではないか。

・例年と会場が違ったので、忘れ物がないか不安だった。

・議論内容がわかりづらかった。

３．その他

・今期の役員名簿を作成したいので、各会から事務局へ送ってほしい。（様式は全国連盟の書式）

・平和行進：今年は行進なし。旗も来ない。日程は 5/31～6/11
※53期役員・理事の「任務分担一覧」表の未定箇所を確認する。（今回レジメ P4）
※53期理事会各分担等一覧に基づき年間の司会・議事録・レジメ作成・ゴミ搬出・トイレチェッ

ク・事務所整理・労山愛知チェックを行う。（今回レジメ P3）
※5/26 19:00に ZOOM のテストを行う。県連事務所と各自宅をつなぐ予定。

第 53 期第 2 回 理事会議事録

2021年 6月 3日(木) 19時 30分～21時 00分
出席者：□廣田(同志会)、◇松本(東三河)、□佐藤(あつた)、□吉川(同志会)、□井川(ふわく)、
■井土(東海)、 ◇榊原(ありんこ) 、■河村(春日井)、◇樋口(同志会)、□中根(ふわく)、
■脇海道(ＡＳＣ) □吉田・□安藤(くらら)、□山本(みどり)、■佐伯（かわせみ）、

◇後藤(じねんじょ)、■小野塚・□倉重(犬山)、
(アリス)(ちんぐるま)(親子) (低い山)(山歩会)(若駒) ◇は ZOOM 参加 ■は欠席者

司会＝廣田（同志会） 議事録＝中根（ふわく）

報告事項

事務局――

1)総会記録のまとめ――あつた、深津さん作成の詳報整理。保留事項などを整理、確認した。

2)「労山愛知」577号：総会の詳細報告、県連新体制の紹介など進捗を確認。

3)各部の任務分担――別紙(案)の確認、自然保護部長は未定。

4)今後の理事会は ZOOM 併用となるため準備要員が必要。役割分担に組み入れる。

5)全国連盟関係

全登研集会へ向けての講演会――理事会全員・組織部・各会代表者その他多数登録する。
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進捗の確認。6月 15日（火）締め切り。

救助技術交流会――7月 3日（土）、福岡にて開催。洞井(半田 F)・神谷（ASC）さん参加

予定。補助金の基準を決めるべきではとの意見、次回整理して事務局より提出。

全国自然保護講座――各会に送付し、希望者を募る。

全国機関誌会議――6月 20日（日）、ZOOM で開催。理事会(佐藤・廣田)にて対応する。

全国ハイキング活動者会議──6月 26日（土）、ZOOM にて参加予定、吉川。

財政――連盟費納入を締め切り日に遅滞なくお願いしたい。各理事も留意して欲しい。

自然保護部――担当者会議は 7月まで開催しない。6月 6日（日）藤原岳のハルザキヤマガ

ラシ駆除は緊急事態宣言下につき、あつたの有志のみで実施予定。

教育部――登山学校が開校。6月 24日(日)予定の交流山行は中止。

東海ブロック──Web用機材購入について、使用料、保管場所などを報告。とりあえず 1年間の

契約にて進める。

遭難対策部──夏山合宿連絡会、7月 9日（金）開催予定。

組織部――組織担当者会議、6月 10日(木)実施予定。

交流山行：6月 20日(日)洞山～金華山、7月 11日(日)五井山、宮路山

で実施予定。

一般登山講座：Ｗｅｂ参加も募集する。三重山好会からは歓迎された。

２.総会での問題点の整理

──今回出された質疑より、問題点の洗い出し。

・前回総会の質疑回答集作成後のやり取りがない

・安全対策基金補助金、欄外 4項
・労山運動の理念

・役員選考に所属山岳会の推薦が何故必要か

・ふわくの連盟費問題

──等今後の対応必要事項を確認した。

遭対部 ７月１６日、夏山合宿遭対連絡会議を行います

下記の通り、夏山合宿遭対連絡会議を行います。合宿を取り組む山岳会は、コース別に計画書を作成し

各 30 部持参して下さい。遭対担当者は、取り組みの有無にかかわらず出席して、山岳情報を共有し、計

画書を検討する中で、危険予知など安心安全登山をどう進めるかを共に追求しましょう。

【と き】2018 年 7 月 9 日（金）19：30～21：00

【ところ】県連事務所

【出席者】リーダー（または代理）、遭対担当者（山行管理者）

救急救命法講習会のお知らせ

自分達の普段山に持って行く装備でできる救急救命法を学びましょう

コロナ禍においても山岳事故は増えています。各会においては夏山に向け取り組んでいると思い

ます。自分達の普段山に行く装備でできることを学びたいと思います。各山岳会では、是非積極

的に参加者の組織をされるようお願いします。

1 救急救命法講習会
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6 月 26 日（土）9：30～16：00 県連事事務所で救急救命法講習会を行います。講師は、東三河

山ぽ会の森和之さんです。普通の山行で携帯する装備を使って、対応・処置します。参加費＠1000

円。

申し込みは、各会の理事を通して下さい。申し込みは、所属山岳会名、氏名、住所、生年月日、

遭対口数、血液型、電話番号、緊急連絡先を明記の上、各会の理事・遭対担当者を通して、県連

遭対部の佐藤か、登山学校事務局（tozangakko@gmail.com）まで申し込んで下さい

自然保護部 7月 16 日（金）第 2 回自然保護担当者の案内

コロナウイルス感染の中、今期も昨年に続き鈴鹿山系清掃登山を行うことが出来ませんでした。

つきましては 7月 16日（金）に、第 2回自然保護担当者会議を行います。万障繰り合わせの上ご

出席ください（代理も可です）。内容は、今後の課題、各会合同清掃登山に向けて、リニア署名

などについて。

組織部 第 53 期 第 2 回 組織担当者会議

2021年 6月 10日(木)
県連事務所：午後 7時～

出席者：あつた（森田）、同志会（吉川）、春日井（落合）、くらら（安藤）、スル

ジェ（杉田）、計 5山岳会 5名
Web参加： ありんこ（榊原）、犬山（倉重）、東三河(松本・大村)、同志会(樋口) 、

じねんじょ(後藤)、 計

自己紹介

１） 組織部体制と各会 集計担当者 従前 春日井峠：弘中 第 53 期くらら、安藤

理事会――吉川・樋口(同志会)、後藤(じねんじょ)、安藤(くらら)、(倉重)(犬山)

一般登山講座会計担当――昨年の担当者が今年度できない為、交替の必要あり。

各会の専門部・集会等の実施状況。――調査をしました。各会の集会等見学の日程を立てたい。

２） 第 53 期一般向け登山講座、日程――別紙

講師の件、―― ファーストエイド講座に名南ふれあい病院医師 早川純午先生に依頼しました。

実技山行 ＣＬ．ＳＬ――各会より募集をします。

組織部交流山行を次の通り実施します。 ――6月 20 日洞山～金華山(地図読みコース)

7 月 11 日(日)宮路山～五井山

スルジェ 1名、同志会 3名、犬山 1名、あつた 1名、犬山 1名

みどり(コロナ禍の為不参加)、

３） 労山運動の理念についての学習――分野と基本的見方

労山運動の理念、即ち労山の運動を進めていく為の理念であるから、簡単に全てを述べること

のできるものではないのではないか。下記の様な分野(分類)で考え、継続的・系統的に学習を積

み重ね、発展させてていきたい。

第一、 趣意書の内、登山の権利・他について――経済的な契約行為としての権利義務では

なくて、憲法上の人間らしく生きる権利としての“権利“

基本的人権、自由及び権利、個人の尊重、生命・自由及び幸福を追求する権利、
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第二、“労山運動の理念とは何か“について――”何を学ぶか”

①労山草創期の人達の思いや考え方に学ぶ、

――「私と登山、伊藤・長野県」「草創期を語る、登山時報

②労山の歴史――労山創立の社会的背景、日本の登山史

③趣意書、

④規約の目的部分＝理念であると同時に組織論、

⑤運動論――登山の良さを拡げることと、会員と組織の拡大・強化、

(Ex) 【第 53 期総会第 1号議案 P9】

⑥登山とは何か――人間の全面的な発達をうながすものとしての“遊び“

人間としての「生きることを謳歌する」ものとしての“遊び”

生命の大切さ 【登山学校テキスト P9、P12】

第三、④～⑥運動の中で不断に発展させるもの。運動・実践し、経過や結果を検証し

実践的・理論的に発展させる――という立場が大切。

①～③は時代背景と当時の人達の考え方などを学びながら、現代にどう生かすか、を考え学ぶ。

第四に、分かり易く簡潔に説明する。

「安く、楽しく、安全に」「ハイキングからヒマラヤまで」――単なるスローガンではなく、

誰でも分かり易く労山を説明できるようにすること。

４） 次回、第三回組織担当者会議 7月 1日 PM7 時より。

Web での会議参加希望者は事前に連絡ください。

教育部 中止連絡と次回開催案内です

愛知県の緊急事態宣言は解除、まん延防止等重点措置へ移行となりましたが、変異株の感染拡

大もあり、まだまだ安心できる状況となっていません。

５,６月に引き続き、予定していた教育部の交流山行と教育担当者会議を中止します。

【中止した教育担当者会議＆交流山行】

・ 6/24（木）教育担当者会議 ← まん延防止等重点措置のため

・ 8/22（日）教育部交流山行 ← 準備（会議で打合せ）ができないのため

以上が、中止する日程です。よろしくお願いします。

※8/26（木）教育担当者会議からのスタートとしますので、よろしくお願いします。

（8/26 はコロナ禍で集合での開催が難しい場合、zoom 会議とします。）

全国連盟より 全国ハイキング活動者会議基調報告

恐れず、あなどらず、コロナと対峙したハイキング活動を！

全国ハイキング活動者会議基調報告 全国ハイキング委員会委員長 田上 千俊

2021年 6月 26日
１、労山創立 60周年とハイキング分野での活動の経過

1960年に創立された労山は当初ハイキングからのスタートだった。その後、吉尾弘さんの入会

や多くの登山家の支援（特に第 2次 RCCメンバーなど）で 1978年にはネパール・パビール峰に

初登頂するまでに成長した。この創立 10~20年の間、雪山やクライミングをめざす登山者と無雪
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期登山を中心とするハイカーとの間に組織的な矛盾が広がり、第 8 回全国総会から第 15回まで

様々な議論が展開された。その特徴的なものをあげると、①登山者と登山愛好者を区別すること

が必要。②ハイキングの会は優れた登山家と活動家の源泉である。③年に数回しか山に行かない

ハイカーが、毎週山に行っている人と同じ分担金を払っているが、それ相応の見返りはあるのか。

など、特に「分担金軽減問題は議論が長引き、1977年の全国登山者研究集会でも議論された。1978
年第 13回全国総会には趣意書（案）が提案され、その中で「国民の求める登山は決して同一のも

のではない。」「そぞれの意識や年齢、生活条件よって多様な形態と内容の登山が求められてい

る。その実現に力を尽くすことによってのみ登山の創造的発展も可能である。」と初めて登山の

多様性に言及した。

1980年第 14回総会に「HCは山岳会と違い、遭対活動や技術教育に費用が掛からない。従って

全国連盟費を低減すべきだ。」との連盟内の要望もあり、正式議題として提起された「HCの連盟

費軽減問題」は前述の趣意書案の議論ととともに 2年間議論された。が、第 15回総会で「全国連

盟執行部は本案件を撤回する。」と明快に宣言し、この問題に終止符をうった。

この 2年間「ハイキングのスポーツ否定論」や「技術不要論」などが横行したが、その前後、各

地でのハイキングクラブの誕生と発展、全国的な民主的な議論で克服されたといえよう。いくつ

かの例として、1980~81 年にかけて「群馬県連盟 HC協議会」は登録会員を倍加、香川県連盟では

構成員の 6 割を HCの会員が占めるに至った。又、兵庫県連盟・明昭山の会は 82 年 1 年間で 98
名の入会者を迎え、同年 11月に結成された神奈川県連盟・みろく山の会は半年弱で 150名の会員

を擁する会に発展した。（同会はその後、労山を脱退した。）

1986年第 17回総会、1988年第 18回総会では規約改正が行われ、大きな改善と前進が見られた。

第 2条「この連盟は登山・ハイキング･･････を発展させる。」とハイキングを明記し、第 26条「連

盟費は地方連盟ごとの加盟団体数によって算出し、その金額は総会において定める。加盟団体の

加盟費及び連盟費は地方連盟が別に定める。」とし一定額の全国連盟費を納入すれば、加盟団体

の連盟費は地方連盟の裁量で決められることとなった。1989年第 11回全国登山研究集会（札幌）

の 4つの分科会のうち第 4分科会では「遭難対策と安全登山」として「中高年登山の体力と安全」

が取り上げられるまでになった。

2000年に入っても全国的なハイキングブームは発展し、94年第 7回全国ハイキングリーダー学

校（奈良）138名、2001年第 14回全国ハイキング交流集会（和歌山）258名、07年第 16回全国

ハイキング交流集会（兵庫）135名、11年第 18回全国ハイキング交流集会（静岡）112名、14年
第 19回全国ハイキング交流集会（岐阜）114名と、経験・交流を積み重ねた。しかし 2015年あ

たりから「会員の高齢化」や「大型クラブと 30名未満のクラブとの差」などが少しずつ表面化し、

全国集会でも 50名前後しか結集できない状態へと変化が出始めた。2016年度の脱退・解散は 13
会・クラブ（HC という名称の会は 3 会）、2017年度は 10 会・クラブ（同 2 会）、2018年度は

16 会・クラブ（同 4 会）2019 年度は 22 会・クラブ（同 3 会）、2020 年度 15 会・クラブ（同 4
会、但し横浜 HCは 95名、脱退理由は労山の方針と合わない。）いずれも半数以上が高齢化を脱

退・解散の原因にあげており、すべての会が 30名以下の会員数である。又、登山技術の面でも IT
化が進み、「スマホを活用した地図読み」など会員の要求が多様化、多くのクラブで対応を迫ら

れる状況となってきている。

2、2020年、コロナ禍が襲いかかる 感染対策は事故・遭難対策と同じ

2020年度は皆さんがすでに体験した通り、コロナウイルス感染症が世界的に蔓延。従来のほと

んどの登山活動が否定され、新たな生活を守る活動が優先される情勢となった。このパンデミッ

クで多くの会・クラブが一時的にせよ活動を中止せざるを得なくなった。

全国ハイキング委員会が実施したアンケートによると①ほとんどの活動を中止した会・クラブ

②あらゆる工夫で 50％以上の山行（個人山行も含む）を実施した会・クラブ③さらに工夫を重ね

70％程度の山行を実施した会・クラブと大きく 3つに分けられる。「バスハイクを中止した会」
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は多くの退会者が発生、バスハイクを「定員の 6割以下」として実施した会が退会者 0という回

答もあり、特徴的な内容である。交通手段をマイカーのみに限定し、乗車定員を 5割以下として

実施している例もある。

又、「コロナチェック」と称して感染対策のガイドラインを制定して、運営委員会等はオンラ

インに切り替えて実施している会・クラブが少なくない。又、会議室にシールドを設置したり、

二酸化炭素濃度計を設置したりするなどの会も見られた。

このような厳しい情勢の中で 2020年度、会員を 20名、15名と増やしている会・クラブがある。

詳細な報告は活動者会議でとお願いしているが、そのひとつは北海道道央連盟の「スマイル・マ

ウンテン・クラブ」（ハイキング部門をもつ総合山岳会）である。山行ではソロテント泊を推奨、

入会者 20名のうち 12名が 40歳以下、5名が 50歳代という 10年以上前の労山を想起させるよう

な活動である。又、香川県連盟の「善通寺山の会」は 15名の入会者を迎えている。入会者の年齢

も 40歳以下、50歳代、60歳代それぞれ 3名と若い仲間をも獲得している。

2020年度中に会員を増やしたり、退会者を食い止めたりした会・クラブの特徴は「感染対策を

やりながら山行を追い続けた」ことにあると言える。当初、訳の分からない感染症だったコロナ

ウイルスは半年、1年と経つうちにその正体がだんだん明らかになってきた。コロナ対策は山岳

事故・遭難対策と同じで、事例を真摯に学ぶことで再発を防げる。体温を測定し、発熱者は当然、

山行中止。無症状感染者との遭遇の可能性もあるので「マスクの着用、消毒・手洗いの励行、ソ

ーシャルディスタンスの確保」など厳守するなどが言われている。

登山技術や遭難対策にいちばん必要なことは科学的な分析と理解ではないだろうか。けだし、

コロナ対策も「怖い、怖い」だけでは「スーパーにも行けなくなる。」メディアや医療関係者か

ら科学的な知恵と知識を取り入れ、積極的に山行活動に生かしていく。このことがこれからのハ

イキング活動に必要なことではないだろうか。

3、今、後退すればハイキング活動の展望は遠のく 恐れず、あなどらず前進しよう！

第 34回総会（2020年 2月）である代議員が「60歳代だろうが、とにかく会員を増やすことだ。

増やさなければ全てが後退する。」という発言を聞き、ささやかな感動を受けた。少なくない会

や地方連盟、全国連盟の役員は「若い仲間を増やそう！」と呼びかけている。そのこと自体間違

ってはいないが、60歳代でも 70歳代でも「山を歩けない人が入会してくることはあり得ない。」

40歳代、50歳代が多く入会してくることは会・クラブの将来にとって頼もしいことではあるが、

元気な 60 歳代、70 歳代が入会しても会活動は十分継続・発展させられる可能性はある。組織活

動、会員拡大の基本は「年齢にこだわることのみではなく、数的な拡大」をすることであると思

う。「数が増えれば質が向上する。」いわゆる科学的弁証法である。もちろん、高齢者が増える

と、高齢化に伴う独特な安全対策をとる必要が生まれることは自明である。

1980年~90年代にかけて、ハイキング分野での活動は多くの分野の仲間に支えられながら、大

きく前進し、労山の一翼を担ってきた歴史がある。総合山岳会に比べて「バスハイクや大人数で

の登山」というコロナ禍の直撃を受けた山行スタイルで発展してきたハイキング分野での活動は、

今、大きな岐路にたたされている。この「全国ハイキング活動者会議」で大いに経験を交流し、

議論を戦わせ、お互いに前進する展望を切り開こうではありませんか！
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第 53期役員・理事 任務分担一覧
今年度、下記の様に理事会での役割分担で県連の業務を進めていきますので、宜しく願います。

役 職 名 氏 名 所属山岳会
任務分担

第 53期

会 長 廣田 猛 名古屋山岳同志会 遭対

副 会 長 松本 佳宜 東三河山ぽ会 組織部

理 事 長 佐藤 和男 あつた労山 遭対部長 自然保護

事務局長 吉川 幸一 名古屋山岳同志会 事務局長 組織部長

財政 井川 まり子 ふわく山の会 財政

理 事 中根 一泰 ふわく山の会 遭対部

理 事 小野塚篤治 犬山マップ 遭対部

理 事 脇海道 卓 名古屋 ASC 遭対部

理 事 榊原 昭夫 ありんこ 教育部長 労山愛知

理 事 吉田 剛 山の会くらら 教育部

理 事 佐伯 篤 かわせみ山楽会 教育部

理 事 井土 伸一 東海山岳会 労山愛知

理 事 山本 良夫 みどり 自然保護

理 事 河村 恵子 春日井峠の会 女性部長

理 事 樋口 寿樹 名古屋山岳同志会 組織部

理 事 後藤 茂樹 じねんじょ山の会 組織部

理 事 安藤 安泰 山の会くらら 組織部

理 事 倉重 広子 犬山マップ 女性部(組織部)

会計監査 蜂須賀英明 若駒山岳会 －－

会計監査 渡辺伸雄 名古屋山歩会 －－

ご意見、ご要望・投稿・写真などはメール、または県連事務所あてに郵送してください。

http://aichirousan.web.fc2.com/ e-mail:aichirousan@gmail.com

【編集後記】 緊急事態宣言も解除になって、今は少し落ち着いて来た感じでしょうか？ ワクチン接種もだいぶ

進んでいるようで、このまま収束に向かって欲しいものですね。（事務局 井土）
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Schedule 2021
7 月 8 月 9 月

1 木
組織担当者会議③

女性部会③
1 日 1 水

2 金 2 月 2 木
組織担当者会議⑤

女性部会④

3 土 登山学校実技MC 3 火 3 金

4 日 登山学校実技MC 4 水 4 土 登山学校実技C

5 月 5 木 組織担当者会議④ 5 日
登山学校実技C

一般向け登山講座実技①

6 火 6 金 6 月

7 水 7 土 7 火

8 木 8 日 山の日記念全国集会 8 水

9 金 夏山合宿連絡会議 9 月 山の日記念全国集会 9 木 理事会⑥

10 土 全国自然保護講座 10 火 10 金 遭対担当者会議③

11 日 全国自然保護講座 11 水 11 土
一般向け登山講座③

全国ﾊｲｷﾝｸﾞ交流集会～12

12 月 12 木 12 日 一般向け登山講座実技②

13 火 13 金 13 月

14 水 14 土 14 火

15 木 理事会④ 15 日 15 水

16 金 自然保護部会② 16 月 16 木 教育担当者会議④

17 土 17 火 17 金 自然保護部会③

18 日 確保技術講習会実技 18 水 18 土

19 月 19 木 理事会⑤ 19 日

20 火 20 金 20 月

21 水 21 土 21 火

22 木 (海の日) 22 日 登山学校実技 MC 22 水

23 金 (スポーツの日) 23 月 23 木

24 土 24 火 24 金

25 日 25 水 25 土 一般向け登山講座④⑤

26 月 26 木 教育担当者会議③ 26 日

27 火 27 金 夏山合宿報告会議 27 月

28 水 28 土 登山学校実技 M 28 火

29 木 29 日
登山学校実技 M

一般向け登山講座①②
29 水

30 金 30 月 30 木 理事会⑦

31 土 31 火


