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東海ブロック雪崩事故防止のための講習会 開催

第 20 回東海ブロック雪崩事故防止のための講習会（机上）が 11 月 14 日（日）に行われました。

はじめに、愛知県連の理事長から雪崩講習会の目的について話がありました。午前は、講師の

水野さんから雪崩事故に遭わないために、または、起こさないためにどういうことに注意したら

良いか、雪崩発生メカニズム、リスクマネジメントなどについて講義がありました。

(次頁につづく）
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「事故防止は仲間の知恵で」Ｗｅｂ勉強会 開催

第 4回、第 5回教育担当者会議報告

1/29(土) 教育部 大日ヶ岳交流山行のお誘い

第 53期 第８回 組織担当者会議報告

組織部交流山行を実施しました。

緊迫感を持って会員拡大に取り組もう。

交流山行 ｉｎ 熊野古道

温故知新 No.4 「これまでの登山、これからの登山」

カレンダー

１

２

６

６

７

８

９

９

１０

１１

１２

１３

１４

１６



労山愛知 No..583

2

（表紙からのつづき）

昼食をはさんで午後からは森さんから、雪崩事故にあったらどうするかを、実際の事故事例と

して 2017年の那須岳高校山岳部の雪崩事故、3月の乗鞍岳位ヶ原での山スキー雪崩事故での状況

の話がありました。雪崩対策装備の紹介については、雪崩ビーコン、プローブ、スノーショベル

などの説明がありました。埋没者に対しての救助の方法など、ビデオを見ながら学び、質疑応答

も交えて、講座を終了しました。

実技は、2022年 1月 15日（土）から 16日（日）に栂池で行います。

机上講習参加山岳会 静岡：浜松勤労者山岳会 2名（内 ZOOM1名）、岐阜：みのハイク 4名、

岐阜ケルン山岳会 1 名、愛知：名古屋山岳同志会 3 名、東三河 1 名（ZOOM）、山の会くらら 3
名、若駒 4名、あつた 1名、近畿 1名、その他 1名。合計 21名。

講師：森（東三河）、水野（ASC）、伊左治（岐阜ケルン）、ZOOM 担当：三島（じねんじょ）、

清水（あつた）、事務局：佐藤（あつた）。

愛知県連第 53 期登山学校が終わりました

愛知県勤労者山岳連盟第 53期登山学校コーチ会議

4月から開校されていた第 53期登山学校

が終わりました。

昨年は新型コロナウイルスの感染拡大に

より、40 年以上の歴史をもつ愛知県連の登

山史上初めて実施を中止せざるを得ません

でしたが、一年のブランクは、これまで蓄

積してきた知識や技術の継承が断ち切られ、

仲間同士のつながりも疎遠になり、体力や

登山感覚の維持も難しくなるなど、登山者

自身にとっても、登山組織にとっても、大

きなダメージを与える出来事でした。

今期の登山学校をどうするか？
今年に入っても、ウイルス禍は終息するどころか、新型ウイルスの出現などによって日常生活

が脅かされている中で、コーチ会議では登山学校をどうするか、という議論が真剣に闘わされま

した。昨年は、ウイルス禍の状況をにらみながら何度か延期しつつ、開講の道を探った結果の「中

止」でしたが、先に述べたようなダメージの大きさを考えると、開講に向けて可能性を探ろうと

いう意見がコーチ会議の大勢を占めました。

この時期、受講希望者がいるかどうか、という思いだけでなく、職場や家庭環境における制約

の中で運営に関われるコーチング・スタッフが確保できるかどうかという不安材料の中でも、と

もかく、これまでのカリキュラムに準じた形で、現状でできることを可能な限り追求しよう、と

いうことで開講に踏み切りました。今期、全国の都道府県で「登山学校」が実施されたのは、愛

知県連を含めて 6 つの地方連盟のみだったと聞いています。多くの地方連盟が岩登り講習中心で

あるのに対して、トータルに理念からさまざまな登山の基礎知識、技術にわたってフルスペック

の登山学校が行われているのは愛知県連だけです。

ハイブリッド講座の導入
昨年 9 月、県連行事の多くの取り組みが中止される中で、登山学校コーチ会議が運営を担当し
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た遭対部の確保技術講習会を実施する際に、その理論講座に初めて対面とオンラインのハイブリ

ッド講座を導入しました。あの社会全体が立ち止まらざるを得ない時期に実施した確保技術講習

会でしたが、家の外の机上講座に出席することが難しいひとたちを含めて参加が広がったのは、

オンライン講座も併用して開講した成果でした。この経験から、今年の登山学校の理論講座は、

すべてハイブリッドで開講することを決めました。合わせて第一回目の「労山運動の理念」の講

座を、受講生以外に広く会員にも無料でオンラインで聴講できるようにしました（さほど多くの

聴講者があったわけではありませんが、岡山県や静岡県からの聴講もありました。愛知県の仲間

たちにもっと聞いて欲しい講座でした）。

今期は、例年のカリキュラムを削ることなく、理論講座 14回（確保技術講習会、無雪期救助訓

練、救命救急法の県連行事の理論も含む）、実技（マウンテニアリングコース 8回、クライミン

グコース 10 回）すべてを行う前提で開講しました。

マウンテニアリングコースは 3山岳会から 5 名、クライミングコースは 5 山岳会から 10 名、の

べ 7山岳会から計 15 名の受講生が集まりました。今期の登山学校は、受講生の前向きな姿勢と受

講態度にも大きく支えられました。

問題点も。これからの登山学校
不安定な状況の中で、15名もの受講生があったのは、ハイブリッドの講座開講が大きな力にな

っています。第一回の講座から最後まで、ほとんどの受講生が、対面で出席できるときは可能な

限り事務所へ、それが無理でもオンラインで、と皆勤に近い出席率での受講でした。ただ、オン

ライン配信の操作ができる人が少なく、今期は理論講座のすべてを通して、特定のメンバーに負

担をかけることになりました。運営する側の習熟が必要です。ただ、スタッフの中からは、オン

ラインの配信は、受講生の負担を減らし、コロナ対策として有効だったと思われるが、「意思疎

通」と「理解度の低下」を指摘する声も上がっています。これからの大事な課題です。

また理論講座はハイブリッドで開講できても、実技はそういう訳には行きません。登山という

性格上、すべてを受講生とコーチング・スタッフが一緒におこなうことになります。

開講に踏み切る前から、コーチング・スタッフの確保（一年間のブランクによって新しいスタ

ッフの供給ができていないこと、コロナ禍によって参加の制約を大きく受けていること）の困難

さだけでなく、参加できるメンバー自身の「山のブランク」による技術力の低下と安全性確保の

問題などが課題として挙げられていました。実技前日のコーチの打合せを半日から一日に伸ばし

て、お互いに学びあう研修の機会を作ったり、同日実施予定のマウンテニアリング、クライミン

グの各コースの実技の日程を分けたり、緊急事態宣言の発令により、急きょ山域を変更したり、

天候不順によって実技の内容を変更したり、といったさまざまな形で、可能な限りの運営を続け

てきました。来期以降、コロナ禍とあいまって、コーチの不足や高年齢化などが更に進んでいき

ます。後に続くコーチング・スタッフを育て、愛知県連の会員教育の看板ともいえる登山学校を

維持発展させていくことが大事であることを痛感しています。

厳しい状況が重なりましたが、コロナ禍の中、首をすくめて通り過ぎるのを待つような消極的

対応が多い中で、知恵を持ち寄って実施できたことは大きな意味があったと言えます。

来期も、引き続き、第 54 期の登山学校を開校する予定です。多くの山岳会の理解や支えを期待

して今期の登山学校の実施報告にかえます。 (文責：洞井孝雄)

受講生のレポートより(抜粋)
登山学校のカリキュラムを終えて、受講生に登山学校全体の受講レポートを提出してもらいまし

た。そのいくつかから、抜粋になりますが、紹介します。
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「眼からうろこ」 山の会くらら 井端里枝

昨年はコロナで登山学校自体が開催されず、２

年越しの受講となりました。

実際に参加して、まずコーチ、研修生の皆さんの

バイタリティに圧倒されました。そして他の会の

方々と交流ができることの素晴らしさ。山岳会と

いうものがよくわからなくなっていた私にとっ

ては目からうろこでした。

理論講座では登山や労山の歴史から岩登りの基

礎、地図読み、気象、沢登り、確保技術、救命救

急法など、理解が浅かったことや未経験のことな

ど、楽しく聞いて学ぶことができました。それまで、なんとなくザイルをさばいてみたり、なん

となくセカンドをやったり…と意味も装備の重要性もわかっていなかったことに気づかされ、す

べてのことには意味があるということを実感しました。実技は、コロナや天候不順で、前尾根に

ほとんど行けず残念でしたが、それでもかなり充実した半年間でした。机上、実技、そしてその

準備のために時間、体力を割いていただいたコーチングスタッフの皆さんには本当に感謝しかあ

りません。もっと、一緒に行動させてもらって、知識も経験も学びたかったです。

これから登山学校に行くかどうか迷っている人がいたら『山の引き出しがたくさん増えるよ、ぜ

ひ積極的に学んできてください！』と伝えたいと思います。今後も自分に限界を作らずに積極的

に学び、自分の幅を広げていきたいと思っています。

「後ろめたさを払拭」 若駒山岳会 藤井康範

クライミングコースを受講しようと思い立ったきっかけは、会のクライミング山行に、基本的な

ザイルワークやギアの扱い方など、知識ゼロで同行しても、足手まといになり、迷惑がかかりす

ぎると思ったことです。

天気とコロナに阻まれて制限された学校山行となりましたが、クライミング山行に参加挙手する

のに、後ろめたさがなくなったので、当初の受講目的は達成されたようです。

危険を伴うクライミングを、登山学校ではどう指導するのか、ということは、受講前から気にか

かっていました。受講生として指摘を受けながら、感触を確かめつつ考えたことは、登山学校の

指導は、「より安全な手順ややり方は、どういうものかを常に考えさせる習慣をつけさせる」と

いうことに集約されるのではないかということでした。実技の場での、個々の指導や指摘された

ことは、すぐに直すことが必要で覚えなければならないことですが、その受けた指摘の意味を考

えながら受講していけば、これからの自分のクライミングもより充実したものになると考え、指

導を受けたことは、その場だけのことで終わらせず、なぜそうする必要があったのか、山行終わ

ってからもふり返ってみるようにしました。登山学校のプレッシャーがなければ、毎晩ザイルワ

ークやカラビナ取り扱いを自習するようなこともなかったと思います。どこまで、その効果や成

果が出てくるのか、それはこれからの山岳会のクライミングで、確かめつつ活動していくつもり

です。

「もっと受講生でいたい気分」 東三河山ぽ会 赤土真澄

クライミングはほとんど初心者なので、登山学校のレベルについていけるのか不安ばかりでし

た。始まってみるとコーチの方々から基礎のキから丁寧に教えていただくことができ、覚えが良

くない私でも、少しずつロープワークができるようになってきました。一緒に受講しているメン

バーにも恵まれて、ともに学ぶ仲間がいることに感謝しました。

また、クライミングコースは、それだけに
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特化した教室と思っていましたが、リーダー論、トレーニング法、歩き方等々、自分の思い違い

や、自分の会では教わらなかったことを毎回勉強させていただきました。

コロナ、天候でコーチの方々は大変なご苦労をされ、私たちに何とか経験が積めるように考え

ていただけたことに心から感謝しています。教わったことがまだまだ自分のものになっておらず、

もっと受講生でいたい気分ですが、今後は自分で、または会の仲間に教わりながら復習し経験、

習得していきたいと思います。中身の濃い時間でした。

「アウェイ感から待ち遠しさへ」 名古屋山岳同志会 樋口 寿樹

自分の会では、「県連の登山学校のカリキュラム程度であればすべて会内で教育可能であるの

で、必ずしも行く必要がない」という風潮があり、過去 3年間は受講生ゼロであったとも聞いて

いました。会でも県連でも、アウェイ感がそこは

かとなく漂う微妙な雰囲気の中で受講開始とな

り、当初は不安感でいっぱいでしたが、カリキュ

ラムの進行に伴い、妙な不安はすべて吹っ飛び、

週末の実技が待ち遠しくなりました。

受講してよかった点は、登山の厳しさを改めて実

感できたこと。決して、会が安全をおざなりにし

ていると言うわけではありませんが、安全に対し

て口うるさく指摘する人があまりいません。この

点、登山学校は、安全に関しては非常に厳しく、

基礎に忠実に教育をしていただけたので、非常に得るものが多かったと思います。

また、県連の座学は、面前講習を前提としたプレゼンテーション資料が主流であり、より実践的

な、応用度の高い講義であったと思います。聞いていてわかりやすかったし、ノウハウ的なこと

も得るものが多かったので非常に感謝しています。

3 ケ月間集中でロープワークに取り組めたこと。ほとんど落ちこぼれではありましたが、毎日の

ようにロープを手にすることもあり、ロープ捌きは上手になりました。集中的かつ一緒に学ぶ仲

間がいるメリットだと思います。

確保技術講習会の卓越した内容。会でも同じ趣旨の講習会は実施しますが、あれほどの濃い内容

のものは出来ません。タイヤ落としだけでも経験できたことは非常に良かったです。

「長かったような短かったような」 半田ファミリー山の会 加納美和子

会では、オンライン受講も可能だが、コーチた

ちと顔を合わせ繋がりを持つことも大事なので、

なるべく事務所に行って受講するようにと言わ

れ、電車で通いました。帰りが遅くなり、またコ

ロナ感染防止が叫ばれている中、毎週片道 1時間

近くを通うのは結構大変でした。現役でお仕事を

されている人はことさらだろうと思います。机上

講座の最後の 2回は、リモートで受講させていた

だきましたが、プロジェクターでスクリーンに映

される資料が会場より見やすかったり、移動時間

がない楽な点など良い面もありました。

机上講座が終わると、蜘蛛の子を散らすように皆がさっと帰ることを思うと、やはり繋がりは一

緒に山を登ったり、テント泊をすることで出来ていくのだろうと感じます。忙しい勤労者がWEB
受講に移っていくのは時代の流れなのだと感じました。

理論講座では山岳会の意味から始まり、毎回いろいろな内容のお話が聞けて良かったです。実技
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では、コロナ禍で、宿泊の山行ができず、テント泊の基本や生活上の注意点が学習できなかった

のは残念でしたが、毎回の実技をすべて履修できました。ふり返ると，長かったような短かった

ような半年間でした。

第 53 期 第９回理事会 議事録

2021年 11月 18日（木）19：30～
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）

河村（春日井）、中根（ふわく）、吉田（くらら）、山本（みどり）、佐伯（かわせみ）、

後藤（じねんじょ）、小野塚（犬山マップ）

Zoom参加：榊原（ありんこ）、倉重（犬山マップ） 欠席連絡：井土（東海）、安藤（くらら）、

司会：佐伯・後藤 議事録：小野塚

報告事項

事務局：・労山愛知 582号、11月 18日発行完了。

・労山愛知 583号原稿一覧確認した。

・代表者会議議事録 今回詳細記録となり、各会に配布とする。

・第 54回総会の準備 次回理事会（12/16）議案作成に入りたい。

カレンダー：11/18各会出席理事に配布

全国連盟関係：・「労山登山学校交流会」参加せず。

・全国ハイキングオンライン交流集会・ 11/27（土）ＰＭ1：00～17：00
全国連盟ホームページから申し込みを。

・女性アンケート 河村氏返送済み アンケート集約の扱いに疑問もあり。

・全国連盟総会（2022年 2月）への対応：代議員の選出（3 名）、全国理事への立候補をど

うするか、正副会長・事務局長・教育部長・女性部長で対応する。

・栄誉功労章、永年会員章の申請は各会で 12月 31日までに全国労山にＦＡＸ・メールで。

届いた章の管理を中根氏（ふわく）に託す。

財政：連盟費の納入、遅れなきよう財政担当に申し入れを。

今期、家賃・全国連盟費の振込料の節約を実施している。

組織部：全国連盟の会員登録を進める。－年齢構成の基礎に

第 54期一般登山講座、申込状況 3名
交流山行 12月 5日本宮山にて実施予定。

自然保護部：秋の各会清掃山行実施状況を労山愛知 11月号に掲載

小委員会：委員の変更、新任―大沼氏（くらら） 退任―馬場氏（ふわく）。

女性部：交流山行準備状況 6山岳会 32名参加予定、雨天決行。

教育部：－

遭難対策部：東海ブロック雪崩講習、講座の参加 21名。実技 1月 15、16日栂池 12名。

冬山合宿連絡会議 12月 10日（金）19：30 県連事務所にて開催します。

遭対部 積雪期救助訓練のお知らせ 1/17 机上 1/23 実技

登山が再開されるに従い山岳事故も増えています。愛知県連も例外ではありません。万が一事故

に遭った時に慌てずに行動できるようにみんなで学びましょう。多くの連盟員の参加を待ってい

ます。

①机上【と き】2022年 1月 17日(月)19：30～、【ところ】県連事務所

ZOOMでの参加も可能です。参加費は無料です。

②実技【と き】2022年 1月 23日(日) 【ところ】御在所岳（積雪の状況により変更するこ
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とがあります）

申し込み先：各会の理事、遭対担当者を通して、下記へ

県連遭対部長 佐藤和男（電話 090-2578-1525か、e-mail k-310-satou@dream.jp まで）

12 月 10 日（金）53 期遭対冬山合宿連絡会議の報告

2021年 12月 10日（金）県連事務所で 19：30より、遭対冬山合宿連絡会議を開き、10山岳会 12
名が参加しました。【参加者】 中根（ふわく）、樋江井（若駒）、廣田（同志会）、西尾（く

らら）、神谷（ASC）、天池（アリス）、洞井（半田 F）、室岡、岩田（じねんじょ）、松本、森

（東三河）、佐藤（あつた）

議題 1. 事故報告

No.8 PA駐車場で登山準備中、階段を踏み外し転倒。【事故発生日時】2021 年 10 月 31（日）

10 時 25 分頃【山名・山域】三方岩岳・両白山地【事故者】女性 74才【受傷の程度】右手首複雑

骨折【事故の概要】三方岩岳 PA 駐車場で登山準備中トイレ近くの階段を踏み外し転倒。非常電話

で救助要請し、森林パトロールから救急車で、高山日赤で応急処置をして、帰宅。帰宅後受診▲

反省・指摘など 緊張感をもって行動する事が必要。

NO.9 下山途中に木の根に登山靴を引っ掛け前のめりに転倒。【事故発生日時】2021年 11 月 30

日（火）12時 20分頃【山名・山域】天王山・美濃【事故者】女性 72 才【受傷の程度】右腕前腕

骨骨折（ヒビ）【事故の概要】下山途中に岩が出た箇所を通過する際、岩の上に張り出した木の

根に登山靴を引っ掛けバランスを崩して前のめりに転倒。事故者に体の状況を確認して、右腕に

少し痛みがあるのでシップをして自力下山して、帰宅後受診。▲反省・指摘など 危険な個所で

はなかったので注意力が足りなかった。危険と思われないような場所でも転倒すると大きな怪我

になる事を肝に銘じ、慎重に行動することを心がける。

No.10 御在所岳一ノ谷新道を下山時、875ｍ地点で足を滑らし転倒。【事故発生日時】2021年 12

月 5日（日）13 時 05 分頃【山名・山域】御在所岳・鈴鹿【事故者】女性 63 才【受傷の程度】頭

部切り傷、頚椎骨折【事故の概要】一ノ谷新道を下山し、875ｍ地点で滑りやすい木の根っこに足

を滑らせ右谷に滑落。雑木林を 3～4 回転しながら小植木で停止した。ＣＬがロープを出して事故

者のところまで行き救助を始め、事故者の怪我の状況を確認、頭部切り傷のため出血。意識はは

っきりしているがショック状態のため動かせず、ヘリが到着するまで保温して待つ。15時にヘリ

が到着し、三重県総合医療センターに入院。▲反省・指摘など ハーネスは初めから全員が付け

ておく必要があったのでは。スリップした所が凍っていたのでは。事故の具体的な対策は事故者

の退院後の聞き取りで対策、改善点を探る。

議題 2. 冬山合宿

冬山合宿について、若駒山岳会、東三河山ぽ会、名古屋山岳同志会、じねんじょ山の会の計画の

報告がありました。コロナ禍の中、合宿を取り組むことが難しくなる中、ここ 2年位に入会して

きた仲間に対して冬山の技術や知識を身に付け経験することで、山岳会として安全な登山を取り

組んでいく事が大事なことと連絡会議の中で感じました。また、この冬はここ数年の中では、降

雪が多いようです。天候に気を付け、装備も手抜かりないようにしてもらいたいと思いました。

山 岳 会 山域 コース 日 程 人

数

若駒山岳会 八ツ 美濃戸口～行者小屋～文三郎～赤岳～硫黄岳～赤岳鉱

泉～行者小屋～美濃戸口

12/28 ～

30

4

北ア 坂巻温泉～徳沢～長塀尾根～蝶ヶ岳～長塀尾根～徳沢～

坂巻温泉

1/7～10 3
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東三河山ぽ会 Ａ 八ツ 美濃戸口～赤岳鉱泉～行者小屋～地蔵ノ頭～赤岳～行者

小屋～美濃戸口

1/2～3 6

B 南ア 尾白川渓谷登山口～七丈小屋～甲斐駒ヶ岳～七丈小屋～

尾白川渓谷登山口

1/8～9 6

C 八ツ 北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅～北横岳～麦草峠～白駒池

～麦草峠～茶臼山～縞枯山～山麓駅

1-8～9 17

名古屋山岳同志

会

A 北ア 乗鞍高原～位ヶ原山荘～肩の小屋～乗鞍岳～肩の小屋～

位ヶ原山荘～乗鞍高原

1/8～9 8

B 八ツ 美濃戸口～行者小屋～赤岳～横岳～硫黄岳～赤岳鉱泉

～行者小屋～美濃戸口

1/8～10 4

じねんじょ山の会
八ツ 渋の湯～黒百合ヒュッテ～東天狗～西天狗～東天狗～黒

百合ヒュッテ～渋の湯

12/19 20

県連冬山合宿留守宅

12/29～12/31 中根 一泰 （ふわく山の会） 080-4849-8921
1/1～1/4 廣田 猛 （名古屋山岳同志会） 080-1613-4171
その他 佐藤 和男 （あつた勤労者山岳会）090-2578-1525

今後の予定

遭対担当者会議 2/4 冬山合宿報告会議 1/14
1/15～16 東海ブロック雪崩講習会（実技）

「事故防止は仲間の知恵で」Ｗｅｂ勉強会 開催

2021 年 12 月 6 日大阪労山主催の事故事例集勉強会が、「事故防止は仲間の知恵で」をテキストに

して開催されました。

報告者は大阪府勤労者山岳連盟元教育遭対部長、大阪労山ＯＷＣＣ(大阪勤労者登攀クラブ所属。

テキストは大阪労山における事故記録第 2 集(1988-2020)。

報告の多くは、新知見として登山道事故の分類に「登山道下山中」を適用した事。事故件数 195 件

の内、事故の山行目的別ではハイキング・縦走などの事故が 80 件、クライミング系が 53 件。事故の

場所では 52％を占め、下山中は 33％を占める。最悪の事故の多くは

冬の岩壁で起き、最多の事故は登山道の下山中の事故となった。――

以後、事故の時間帯の考察、事故の際に転倒から骨折が多いこと、転

倒のきっかけ、転倒のきっかけを防ぐには歩行技術の改善が必要な事、

歩行技術の改善の為にはこれを念頭に置いたエクササイズの開発が

必要なこと、などが説明されました。また、歩行技術自体、説が分か

れていることがあり、定型的に足得られないことも問題提起されまし

た。詳細は、同記録集をご覧ください。

事故事例集「事故防止は仲間の知恵で」を販売

愛知県連では 2018 年 2 月事故事例集「他に学び、事故をなくそう」

を発行しており大阪労山の事例集はこれに続くものです。大阪労山の

事例集も県連盟で取り扱っていますので、是非お求めください。購入

は県連遭対部まで。一部 600 円。
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教育部 11/25(木) 第 4回教育担当者会議を開きました

日 時：11 月 25 日（木）19 時 30 分～ （zoom 会議）

参加者：半田Ｆ(細江)、くらら(吉田)、かわせみ(佐伯)、ありんこ(榊原) 計 4山岳会 4名

(1)雪山安全講習会の状況

講座①：33 名、講座②：38 名と多くの連盟員に受講していただいています。zoom 等の不慣れ

のから、パソコンの電源が落ちる等の不手際があり、ご迷惑をおかけしました。また、受講生

に zoomURL 等が届いておらず、受講できなかったことも発生して、今後の運営面の課題が浮き

彫りになりました。

(2)交流山行

2022/1/29（土）に大日ヶ岳で実施する雪山交流山行について、行程や合同訓練の内容の確認

をしました。

12/9(木) 第 5 回教育担当者会議を開きました

日 時：12 月 9 日（木）19 時 30 分～ （zoom 会議）

参加者：半田Ｆ（細江）、犬山マップ（渡辺）、かわせみ（佐伯）、同志会（吉川）、

ありんこ（榊原） 計 5 山岳会 5 名

(1)雪山安全講習会の結果確認とアンケートの実施

①申込み：８山岳会 33 名（半田 F:7 名、みどり:10 名、かわせみ:4 名、くらら:3 名、

スルジェ:1 名、犬山マップ:6 名、じねんじょ:1 名、ありんこ:1 名）でした。

②事前質問：4名（質問数：講座①:6、講座②:2、講座③:8、講座④:4 合計:20）

③受講数：講座①冬の装備と生活技術：33 名、講座②冬山の気象 ：38 名

講座③積雪期の行動技術 ：29 名、講座④冬山の危険と安全対策：24 名

（交流山行打合せ ：16 名）

今後の雪山講習会をより良くするために受講生から意見を募るためのアンケート項目につ

いて議論し、確認しました。

④交流山行

2022/1/29（土）に大日ヶ岳で雪山交流山行を実施します。次回に参加山岳会・参加者数につ

いて確認していきますので、呼びかけをお願いします。

(2)その他

来期にむけて、交流山行の企画や各会と教育部の関わり方が意見交換できたので、もう少し

整理して総会議案に盛り込むことを確認しました。

1/29(土) 教育部 大日ヶ岳交流山行のお誘い

１．交流山行の狙い

今期もコロナ禍のため、雪山安全講習会の実技山行を中止としました。コロナでの山行の考

え方は各会さまざまですので、講習会の実技山行としては実施できませんが、各会が自主的に

集う形での交流山行としてならと思い、企画しました。

また、会議で話し合うことも大事ですが、県連に所属している各会の教育に携わっている方々、

リーダとして山行を引っ張っている方々が、顔や性格や山の技術の力量をお互いに確認・把握

し、親しくなるところから始めていくことが大切であると思いもあります。

ぜひ、いっしょに山に登り雪山を楽しみましょう。
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２．集合場所等

①月日：2022年 1月 29日（土）

②集合場所：高鷲スノーパーク

スキー場の受付に 8:30-9:00集合

３．コース等

高鷲スノーパーク P ゴンドラ

（1回往復・ 1500円?）
ゴンドラ終点 10:00～大日ヶ岳

11:00-11:20～ゴンドラ終点 12:00
（下山後、ゴンドラ終点付近で

滑落停止訓練等を実施します。）

４．参加申込み等

・参加する山岳会は、メール（宛先：aichirousan@gmail.com）に、山岳会名・参加者氏 名を

連絡して下さい。

・山行計画書の作成等はそれぞれの山岳会で実施し、現地集合／現地解散としますので、よろ

しくお願いします。（山行計画書のたたき台は、参加表明があった山岳会にメールで送付し

ますので、よろしくお願いします。）

・冬山は初めてという方がいた場合、山岳会の枠を超え、教育部のメンバーでフォローします

ので、奮って参加願います。

組織部 第 53 期 第８回 組織担当者会議報告

2021年 12月 2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）、

Web参加：同志会（樋口)、かわせみ(白水)、(スルジェ（杉田）、みどり（清水）、)
欠席連絡：東三河(松本)、ありんこ（榊原）、犬山（倉重）、じねんじょ(後藤)、

１) 加盟団体毎会員数の動向 報告 11 月 入会の動機と退会理由――集約中の為、未報告。

２）一般向け登山講座の準備

交流山行、26 名参加予定。 講座は 6名申し込み済。

一般向け登山講座の準備と交流を兼ねて、来年度組織部関係の交流山行を実施する。

当面 3月 13 日を予定する。下半期は来期の年間計画の中で検討する。

３）ホームページについて

会員募集に役立つような HP としては、より多くのアクセスが得られるようにする必要がある。

Google 等、検索結果の上位にされる条件は、検索数、HP上の情報量の多さ、更新の頻度、

HPの体裁などとされているとみられる。

この為、楽しい山行情報(写真)、山行記録、など絶えずアップに努める、更新に努めることが肝

要。

３） 最近の入会者の状況

＊高齢者(60 歳代 70 歳代)の入会の多い会か生まれていて、それらの会では高齢化に対応

した会運営の努力がされている。仕事をリタイアして何か始める、健康の為、ということでの登山

志向とみられる。

＊ 高齢になってから初めて登山を始めた場合――歩き方ができていないので、スリップ・転
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倒から事故になるリスク。登山と自然に親しみ、人生を豊かにしようという思い。――これらにどう

応えるか、が課題となってている。

5) 第 54 期総会議案、骨子

方針部分(案)――

（１）会員拡大では早期に連盟員 1,000 目を目指す。単年度で 10％以上の会員拡大。

＊高齢化に対応会運営。

（２）会員拡大と組織建設の活動の経験と教訓を蓄積し、同時に県連盟と全国連盟の草創

期以来の経験などに学び、これらの各会での共有化に努め、各会を援助・指導できる県

連盟を目指す。

（３）県連盟主催の第 54 期一般向け登山講座の実施する。

（４）組織担当者の交流山行を実施し各会の交流を進めると共に、県連活動と組織分野で

の担い手の育成に努めます。

（５）「平和あってのこその登山」の為の活動を実施します。

2 年続いて平和行進が取りやめとなり、この分野での活動の再構築と担い手の育成が

課題となっています。できるだけ早く平和行進日程の把握に努め、参加を呼びかけま

す。核兵器廃絶と禁止条約など平和に関する情報の広報・宣伝に努めます。

6) 労山運動の理念についての学習――分野と基本的見方

各分野(分類)で考え、草創期などの文献の紹介に努め、少しずつ継続的・系統的に学習を積

み重ね、発展させてていく。

組織部交流山行を実施しました。

2021年 12月 5日(日)本宮山

にて組織部の交流山行を、26 名

参加で実施しました。山行は起

点となる長山のウォーキングセ

ンターに現地集合し、名古屋あ

りんこ山岳会会員の指導で和気

あいあいの準備運動、3 パーテ

ィにて出発しました。以降、実

施内容は別項の感想文をご覧く

ださい。

この交流山行は来年 3 月から

実施予定の一般向け登山講座の

スタッフやＰＬなどの顔合わせと交流などを目的としていました。その趣旨を十分達成できたと

は言えませんが、各会の交流という点でお互いの会の運営や山行活動に学び合い、またそれぞれ

の会員の様子なども分かりそれなりに成果があったと言えます。パーティのＣＬ．ＳＬを務めて

いただいた方々、ありがとうございました。

山行を通じて新しい会員をスルジェに迎え入れることもできました。参加者の内一般登山者は

2 名、来期の登山講座受講生 1 名、参加山岳会は、東三河山ぽ会、ありんこ山岳会、スルジェ山

の会、みどり山の会、ふわく山の会、名古屋山岳同志会、かわせみ山楽会、山の会「くらら」、

春日井峠の会、あつた労山。計 10 山岳会。
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県連組織部交流山行感想 スルジェ山の会 尾関 稲子

スルジェ山の会に入って 6年が過ぎました。何回か三河本宮山に登る計画があったのですが、

自分のスケジュールが合わず参加できませんでしたので、今回こそと申し込みました。

本宮山への登山道を歩いて、ここは砥鹿神社奥の院への参拝の道であるとつくづく実感しまし

た。自然の石を階段のように組んで作られている長くて急な道から、昔の人の信仰深さを感じま

した。また、歩きやすい道とは言えませんが、登山客や参拝客のために地元の方たちが整備して

くださっている痕跡をあちこちに感じました。

私の班は、ベテランの方、県連一般登山講座の参加者、我が会のゲスト、地元の山の会の方な

ど交流山行らしいメンバー構成になっており、他の登山者とすれ違うときや道を譲るときの声の

掛け方がいつもと違うので新鮮でした。

山頂でのランチタイムで東三河山ぽ会発足 30周年の時に編集された「東三河の名峰」という山

情報の冊子を紹介されました。我が会の 30周年では、会員がデザインした記念のオリジナルワッ

ペンを制作しましたが、次の 40周年は、「春日井三山の知られざる魅力」的な本を作るのもいい

かも、などと思いました。

ランチタイムで機関紙のことも話されていました。これまでは、精力的に発行を続けてくれた

会員がいたからよかったが、後継者がいないので困っている、という話でした。我が会も同様の

ことを心配しています。どこの会にも何かしら気掛かりなことがあるんですね。

今回の交流山行では、出発前のウォーミングアップのときに知らないストレッチを教えてもら

ったり、労山の会員になってすぐに参加した登山学校の同期二人に 5年ぶりに会うことができた

り、わたしにとっていいことがたくさんありました。天気にも恵まれたし、とても楽しい時間を

過ごすことができました。名前しか知らなかった県連財政部で会計の仕事をして下さっている方

に、はじめてお会いすることもできました。

計画を立てて下さった県連組織部のみなさん、ありがとうございました。

最後に嬉しい報告をひとつ。この山行でゲストの 1人が、入会を決断してくれました。

緊迫感を持って会員拡大に取り組もう。

第 53 期代表者会議資料集に別表のような“県連盟各会会員数の推移“(以下、”推移“)を掲載

しました。従来、総会・代表者会議資料集、通信に各会の会員数の推移の分かる資料として、”

加盟団体毎会員数の動向” (以下、“動向”)を掲載してきましたが、今回前記の表”推移“を提

示したことにより、県連盟の会員数の動きがより分かり易くなりました。“動向”では前月比で

の増減が主に見る対象となり、総会・代表者会議資料集、でせいぜい前年比しか比較して見るこ

とができず、中長期的にどのように見るか、という点では分かりにくい、見落としてきたことが

分かりました。

第 53 期代表者会議ではこの”推移“も見ながら、各会の代表者が発言されました。しかし、ま

だまだ緊迫感を持った発言、認識にはなっていないようです。第 53 期総会資料集に掲載したよう

に、会員の高齢化は確実に進行しています。現在 70 歳代、80 歳代の会員は各会の草創期に共に

会の活動を作り、山行でも共に苦楽を共にし、登山の楽しさ、厳しさを共有してきた会員でしょ

う。そうした会員が現に会員として止まり現在の会を見守ってくれていることは、現在の会にと

っても心強いことでしょう。また、そうした会員がその体力に応じて何時までも山行活動を続け

ていけることは、現在の会員にとっても山行を続けていく上で大きな励みともなるでしょう。そ

うした会づくりを心掛け実践していくことは既に現在の大きな課題、新しい課題でもあります。

会員の高齢化を嘆く必要はありませんし、会員数を減らさない会づくり、という点から見れば

新しい分野の挑戦でもあります。会員の高齢化を嘆く、ということは自ら展望を見失う事と同じ

ことです。会員を減らさない取り組みと、会員が何時までも元気で山に登れるように工夫して一

緒に取り組むこととは一体のことです。
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段階論に陥らずに 緊急の課題で取り組む

前項の経年の”推移“で見るように１０年 20 年の経緯の中で見ると県連全体では確実に会員数

は減ってきており 県連の存続に関わる課題となっています これは各会においても同様の課題

です。

会の中で会員拡大を提起した場合、議論としてでてくることに段階論があります。別稿の「山

岳会の運営(3)会員拡大」では次のように指摘されています。

「会の活動が一定のレールに乗っとっていることが必要だからといって、現在うまく活動がお

こなわれていないので、キチンとしてから拡大を！と考えるのは正しくない。」「新しい会員を

迎えることは、そのことが、会の活動に刺激を与えることにもなる。新しい人を失望させたくな

いということから活動が活発になるということもある。」

会は新入会員に対して、その様々な登山要求に応え、登山者としての成長することを願ってい

るんですよ、ということを実践の中で示してこそ、会の運営や登山活動を活発にする必要に迫ら

れ、それらをチェックしながら再構築する、という活動を通して会も成長、発展するでしょう。

そして次の様に述べています。

「まず会の内部を！と段階的に考えることは、運動をすすめる上では正しい対処方法であると

はいえない。会員拡大は、常に積極的におこなうべきであり、同時に会の活動を点検し、軌道に

乗せることは当然に必要である。」

まず、現在の取り組みから、

会員拡大は今まで各会が築いてきた方策があります。ホームページの充実と絶えず更新を行う

事、会主催の一般向けの登山講座の実施、これは地域によっては自治体の広報への掲載をできる

ようになっている会もあります、会員が良く行く里山で入会を呼びかける、――これらの活動を

更に強め継続させましょう。

会の存続に関わる会員拡大――自主的で主体的な取り組み

第 53 期総会資料集に各会の年齢構成を掲載しています。この資料は全国連盟への会員登録を基

礎資料としていますから、全国連盟への会員登録は新入会員を迎えた際と、会員が止むを得ず退

会されたときには速やかに手続きを取ってください。全国連盟 HP――申請――会員登録――申請

書類をご覧ください。

この年齢構成の資料を見れば、新入会員を迎えない限り5年後10年後の会の消長が分かります。

第 53 期代表者会議資料集の”推移“と年齢構成を合わせて見れば、会員拡大は各会にとって緊急

の課題であり、その為に出来得ることをどう構築していくかが重要であることは良く分かります。

会員拡大の方策はそれぞれの会が今までの実践と経験の中で作り出してきたものがほとんどで

す。その会の置かれている地域的な位置、行政との関係など会の特性もあります。そして会員拡

大はその会の自主性・主体性に大きく関わることです。

女性部 交流山行 ｉｎ 熊野古道

古の道を歩いてきました。

７山岳会 34 名の参加で、10 月 28 日（日）

3年ぶりの交流山行を開催しました。

事前に熊野古道センターから「苔むした

石畳が滑りやすいので十分気をつけて

行動してください」とアドバイスを貰い。

また、前日雨が降ったとの情報もいただ

いて気を引き締めて出発しました。しっ

かりとした道標が要所に配置されてお

り、これも世界遺産登録のお陰でしょう

か。山道には小さな仏様がいくつも座っ

てみえ、伊勢から熊野へ向かう祈の道だ

ったことを感じます。途中の西国一の難



労山愛知 No..583

14

所と言われている七曲がりは県連の女性たちは難なく通過。峠に上がれば蒼い太平洋に北に志摩

半島、南に紀伊の山並みが見渡せ絶景。下りは三木里の海岸までゆっくり慎重に下山。途中の木々

や岩に「世界遺産登録反対」の文字が薄く残っており、地元の住民には複雑な思いが重なってい

たことを感じました。

久しぶりの開催でしが、多くの参加者とゆっくり穏やかに歩けたことに感謝する 1 日でした。

11 月２日（木）県連事務所において女性部会を開催いたしました。参加者は【田中（若駒）、服

部（くらら）、下川（くらら）、木村（あつた）、河村（春日井峠）】の４山岳会５名で、11 月

28日に行われた交流山行の反省と 2月に開催を予定している料理講習会についての検討を行いま

した。

交流山行については、

「他の会の人達と交流ができ楽しかった。」という声がもっとも多く、山行の目的のひとつでも

ある横の繋がりを作る機会が少し作れたかと思います。また、参加者を３パーティに分けたので

１パーティの人数が多かったことと、各会の山行形態が違うので、リーダーとしてまとめるのが

難しかった。」という意見もあり、これからの企画に反映します。

２月料理講習会「筋肉を造る PartⅡ」
毎回好評の料理講習会を開催します。詳しい内容等が決まりましたらお知らせいたしますので是

非ご参加ください。

温故知新 No.4 「これまでの登山、これからの登山」 より

今回は深野一郎氏の「これまでの登山、これからの登山」から同題の文章を紹介します。

深野一郎氏は 1932 年生まれ、福岡勤労者山岳連結成・事務局長、労山九州ブロック協議

会結成・事務局長、日本勤労者山岳連盟会長などを歴任されてきました。現在、ご健在です。

下記文章は 1977 年の「登山時報」に発表され、前記の書に収録されています。ここには

労山運動の理念に関わる事柄が、そのほとんどが包含されていると言え、同時に現在でもけ

っして色あせてはいないと言えるでしょう。

数回に分けて掲載しますので、是非、一読ください。

(文中のひらがな表記はそのままにしてあります。) ［組織部長 吉川］

これまでの登山、これからの登山 (その 1)

深 野 一 郎

一、 社会運動としてみる

皆さんには「登山」という言葉は身近ではあっても、「登山運動」という言葉にはほとんど親

しみを感じられないかも知れません。「登山運動」――登山をひとつの社会運動としてとらえる

この考え方は、きわめて新しいものです。だから、登山に関する膨大な書籍、資料のなかにも、

ほとんど見当たらない言葉だといってよいでしょう。

登山をひとつの社会運動としてとらえるこの考え方が生まれたのは、おおまかには戦後のこと

です。それも日本勤労者山岳連盟の結成とその成長によって、初めて現実の内容をもつものとな

ったし、日本の登山界に影響を広げはじめたということができます。

「登山運動」という言葉は、登山と社会の結びつきを重視するということで、時として登山に

政治を持ちこむ危険な考え方だと誤解されたこともありました。いまでもそうした傾向がまった

くなくなったとは言えないでしょう。“登山は個人に属する”と考えるいわば日本登山界の伝統

的な思潮に立てば、それは異質な考え方であったし、また登山をふくむスポーツ愛好者のなかに、

なお政治を忌避する傾向が残っているからです。

また、日本勤労者山岳連盟が結成された当時、全国各地で「勤労者山岳会」を結成したひとた

ちの多くは、単に山が好きであるばかりでなく、労働組合や青年組織の積極的な活動家でした。

その人たちにとっては、登山を楽しむことと原水爆禁止運動や安保反対運動に参加することは、

同じくらい大事なことだったのです。戦前にはほとんどいなかった新しいタイプの登山者が大量
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に生まれたのです。日本登山界の主流を占めていた古いタイプの登山家たちからみれば、それは

型破りの理解できない存在であったのかも知れません。

スポーツと政治の関係
だが、スポーツと政治の関係はきわめて深い結びつきをもっているのです。「だいたい歴史的

に見てもスポーツと政治の結びつきはきわめて強く、それはスポーツのもつ本質そのものに帰因

するところ大である。」(梅村清弘『人間とスポーツ』２７８頁)と断定する人さえいます。

戦後、登山を含むスポーツが再建されるにあたって、「スポーツの政治的中立性」が相当強く

意識されたことは確かです。“聖戦”とよばれて、日本はもちろんアジア諸国に平和と繁栄をも

たらすはずの戦争が本当は侵略戦争であったという事実、そしてスポーツそのものが侵略戦争に

組み込まれ、軍国主義の強化・確立に利用されたという事実、戦後それらの事実がスポーツ愛好

家に重く、苦しい思いを残したからです。ふたたびスポーツを軍国主義の道具としてはいけない

――「スポーツの政治的中立性」をいうとき、そんな思いがこめられているといえるでしょう。

登山にしても例外ではありません。著名な登山家たちも動員されて、“戦勝記念登山”を指導

させられたり、登山を、強い兵隊をつくるための手段にかえるために協力させられたりしていま

す。戦後の登山は、その反省のうえにたってスタートした(はずである)といってよいでしょう。

ところがその重苦しい思い、胸に刻んだ反省がいつのまにか消えて、「スポーツの政治的中立

性」という言葉をふりかざして、スポーツ愛好家の政治的な無自覚さが擁護されるという状況が

生まれてきました。そればかりでなく、たとえば八田一朗氏や大松博文氏らに見られるように、

一方ではスポーツ組織を利用しての政治活動をたやすく認めながら、他方では政治的に自覚した

スポーツ愛好者の政治活動を非難し、抑圧する動きが見られるようになったのです。「スポーツ

の政治的中立性」という言葉は、いまなお重要な内容をもちながら、実際には反動的な役割を担

わされているといえるでしょう。スポーツ愛好者は真の平和と民主主義を希求する確固とした立

場に立つことが必要なのです。その点については、後で詳しく触れることにして、つぎに、なぜ

登山をひとつの社会的な運動としてとらえなければならないか、について触れておくことにしま

しょう。

登山の主役――それは労働者
戦後、登山は急速に発展しました。そのきっかけがなんであったのかについては、いろいろな

見方があります。たとえば、マナスル登頂、あるいは井上靖の小説『氷壁』などの影響をあげる

こともできるし、登山が手軽に楽しめるスポーツ・レクリエーションであることを指摘すること

もできます。また都市の過密化や公害からの脱出、自然志向の強まりなどをあげることもできま

す。ともかくも、年間を通じて登山を楽しむ人は、1,000 万人とも 1,200 万人とも数えられるほ

どに大衆化しています。まさに、国民的スポーツ・レクリエーションとなっています。

戦前と戦後の登山をくらべて一番大きな違いは、この登山の大衆化ということだと言えるでし

ょう。戦前においても、村の青年たちが農閑期を利用して近くの山へ登るとか、街の青年たちの

なかに岩登りや冬山を楽しむ者があったことは確かです。しかし、そのほとんどは学生で、社会

人であるにしても教員、銀行員、技術者などかなり恵まれた人たちでした。いまでは、そうでは

ありません。どんな小さな町工場にも事務所にも、登山の好きな人がいます。学生よりも、毎日

の仕事や生活苦に耐えながら登山をやっている社会人の活躍が目立っています。簡単にいって、

今日の登山の主役は労働者です。

登山の主役が労働者にかわることによって、登山のもつ社会的な意義もまた変わったのです。

金持ちが登ろうと労働者が登ろうと、山は山であり、登山は登山です。そこに違いのあるはずは

ありません。だが、登山の主役は誰であるかによって、その社会的意義はおおいに違ってきます。

(つづく)

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】 コロナの問題が始まってから丸二年目。年が明けると三年目に入ります。どんなことになっていくの

か、未だ予断を許しませんが、すこしでも状況が良くなることを願っています。良いお年を！ （事務局 井土）
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Schedule 2021
1 月 2 月 3 月

1 土 1 火 1 火

2 日 2 水 2 水

3 月 3 木
組織担当者会議⑩

女性部会⑨
3 木

4 火 4 金 遭対担当者会議⑤ 4 金

5 水 5 土 5 土

6 木
組織担当者会議⑨

女性部会⑧
6 日 6 日 第 54 期総会

7 金 7 月 7 月

8 土 8 火 8 火

9 日 9 水 9 水

10 月 10 木 10 木

11 火 11 金 11 金

12 水 12 土 12 土

13 木 理事会⑪ 13 日 13 日

14 金 冬山合宿報告会議 14 月 14 月

15 土 雪崩講習会（実技） 15 火 15 火

16 日 雪崩講習会（実技） 16 水 16 水

17 月 積雪期救助訓練机上 17 木 理事会⑬ 17 木

18 火 18 金 18 金

19 水 19 土 19 土

20 木 教育担当者会議⑨ 20 日 20 日

21 金 自然保護部会⑦ 21 月 21 月

22 土 22 火 22 火

23 日 積雪期救助訓練実技 23 水 23 水

24 月 24 木 24 木

25 火 25 金 25 金

26 水 26 土 26 土

27 木 理事会⑫ 27 日 27 日

28 金 28 月 28 月

29 土 雪山交流山行 29 火

30 日 30 水

31 月 31 木


