
1

愛知県勤労者山岳連盟機関紙

２０２２年９月２９日発行

Ｎｏ．５９２号 （第５４期 ５号）

〒454-0055

名古屋市中川区十番町 2-8

栄和産業(株)ビル 2F

TEL/FAX 052-654-1411

http://aichirousan.web.fc2.com/

登山時報「クラブ紹介」に掲載！東三河山ぽ会

登山時報掲載に寄せて 理事長 佐藤和男

東三河山ぽ会を、登山時報のクラブ紹介に推薦したのは、愛知県連の中で、一番多くの会員を

有しているからです。会のホームページを見ると低山からバリエーションまで様々な会員の要求

に答え山行が取り組まれ、事故防止の為の安全教育も行っていることがわかります。ここ数年の

コロナ禍の中でも合宿が取り組まれ多くの会員が参加しています。また書籍もいくつか発行して

いて、明神山、本宮山に登る幾つかのルートの紹介本や、最近では三河・北遠ふるさとの山の本

を出していて、会で力を合わせて取り組んできたことが伺えます。会の大小はあると思いますが、

これらの事から学ぶべきことは多いのではと思います。発行される登山時報をぜひお読みくださ

い。
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登山時報クラブ紹介 東三河山ぽ会

誰もが楽しめる制度が充実している山岳会

「みんなで企画し、みんなで歩く。」

1984年 7月の会の発足以来、欠かすことなく月刊で発行してきた会報の表紙に記載されているキ

ャッチフレーズである。まさにこの言葉を地で行く会になります。

会員数は、現在、愛知県で最大規模となる 150余名が在籍しており、20代から 80代で構成され

ています。ありがたいことに毎年 20名前後の方にご入会いただいており、そこにはもちろん初心

者も大勢含まれています。

そこで会としては、例年、主に初心者を対象とした春と秋の登山教室（基礎編）と冬前の登山

教室（雪山編）を企画し、それぞれ座学 5講座程度と実技山行を実施しています。講師も会員が

担当し、受講生はもちろんのこと、教える講師にとっても有意義な教室となっています。

毎月開催される月例山行は、会員みんなが参加しやすいようレベルの異なる 3本を用意し、アル

プスなどの百名山や地元の山、バリエーションルートや雪山登山、沢登りなどバラエティーに富

んでいます。それに加えて、春山や夏山・冬山の合宿も行っており、毎回 3～4本の山行が企画さ

れるが、今年の夏山合宿に限っては初級や中級コースを中心に 10 本もの山行が企画され、会員

各々が参加し楽しんでいます。

これら会主催の山行や自主山行含めて年 400本前後の山行が計画され、延べ 2000人を超える会

員が山行に参加しています。会としては安全登山を合言葉に安全には十分に留意しており、山行

前には提出される全山行計画書を事前にチェックし、時にはアドバイスや指導を行っています。

夏山合宿の前や秋には、救助訓練も実施して会員の安全意識を高めています。

また年配の会員が増えてきたことに伴い、上記の月例山行とは別に、四季を感じながら歴史探索

などのゆっくりとした山行を平日に毎月行っています。時には体力維持を目的に地元湖西連峰を

中心としたトレーニング山行も行っています。

その他、植物などの定点の自然観察や環境保護を中心としながら、年 2回の清掃山行や最近で

は各種自然保護団体とも連携した活動も行われています。

創立 40 周年を迎えるにあたって

これまで 5周年毎に著名人の講演会を中心としたレセプションや会員の山行記録を集めた記念

誌の作成、地元の山にクローズアップした山行案内本を発刊してきました。

特に山行案内本は、10周年の『わたしたちの明神山』に始まり、20周年の『東三河の山』、25
周年の『わたしたちの明神山・改訂版』、30周年の『東三河の名峰・本宮山』、35周年の『三河・

北遠ふるさとの山』などを発行し、販売もしてきました。案内本を作成するにあたっては、会員

がそれぞれ分担してルートを何度も登り、記事を書いては修正しを繰り返しまとめたものです。

その甲斐もあり、直近の 35 周年『三河・北遠ふるさとの山』は、1000冊をも販売することが出

来ました。当然ながら苦労もありますが会員の実力を高めながら、記憶に残る取り組みになって

います。

2024 年には創立 40周年を迎えますので、会員みんなで何かまた楽しいことが出来ればと思っ

ています。

最後に

以前にこの誌面の会報紹介のコーナーで「じゃんだらりん部」を取り上げていただき、その際

に「じゃんだらりん部」とは、はてどういった組織なのか？との記事がありました。せっかくの

機会ですので紹介させていただきます。

「じゃんだらりん部」とは、クライミングや沢登り、雪山山行などのアルパインを志向するグル

ープです。名前は、この地方の方言に由来し、「いいじゃん（いいね）」、「そうだら～（そう
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でしょう）」、「食べりん（食べてね）」などと使います。どこかの山で、ヘルメットを被って、

腰にジャラジャラと金属をぶら下げた三河弁を話す集団を見つけたらお声掛けいただければと思

います。

三百名山もない愛知県にただ山が好きというだけで 150名を超える仲間が集っています。これ

からもそれぞれの山 Life を楽しみながら「みんなで企画し、みんなで歩く。」を続けていければ

と思います。

創立 35周年を記念したレセプション

山行案内本『三河・北遠ふるさとの山』が中日新聞で紹介されました

登山教室の様子
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夏合宿報告 あつた勤労者山岳会

山名 :笛吹川東沢釜ノ沢東俣～甲武信岳

日程 :8月 6日(土)～7日(日) 参加者:6名
大気が不安定で、初日一時的に雨に遭いましたが、それ以外はまずまずの天気でした。

水量が多く、滑り易くて緊張する場面もありましたが、5 回のトレーニングで培ったメンバーシ

ップで乗りきり、楽しい合宿になりました。

第 54 期 第６回 理事会議事録

2022年 9月 15日(木) 19時 30分～21時 30分
出席者：□廣田(同志会)、□松本(東三河)、□佐藤(あつた)、□吉川(同志会)、
■井土(東海)、 □榊原(ありんこ) 、■河村(春日井)、■樋口(同志会)
■安江(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・□小鍛冶(犬山)、□中橋(若駒)、(スルジェ)
(アリス)(ちんぐるま)(親子) (低い山)(山歩会)(半田 F) ■は欠席連絡者

司会= 安藤 議事録＝ 佐藤、 労山愛知チェック＝No.592号(10月)小野塚

ゴミ搬出＝山本

次回理事会＝＝⑦9月 29日(木) 代表者会議 10月 2日(日)
１．報告事項――

事務局――労山愛知予定、No.592。――進捗状況

リソグラフの枚数チェック(カウンタ)――記入漏れがある。

リソグラフの使用については、インクが契約に入っているか確認する。

代表者会議準備 会場＝労働会館東館ホールを予約

資料集日程＝＝理事長、各部報告書＝9月 8日(木) 15日理事会にて討議

資料集＝9月 1５日

代表者会議段取り

当日の役割分担を決めました（司会、記録、受付、写真）

遭難対策部――合宿報告会 8月 26日に行いました。
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7月 2-3日登山学校、沢登りと地図読み。テント泊。コロナ発生。

詳細――次回報告

労山愛知 No.590、591参照。――続、

全国理事会第 7回 9月 29日(木)欠席。 9月 15日(木)全登研実行委員会

財政―― 中間報告 6月末、代表者会議資料

自然保護部――担当者会議 7月 15日(金)
女性部―― 担当者会議 9月 11日(日) 山筋ゴーゴー体操実施した。全国連盟から、石田

先生含め 4名、県連から 2名、17名の参加。

教育部―― 第 3回 担当者会議 8月 18日(木) 、労山愛知 No.591参照

組織部――組織担当者会議 ――9月 8日(木)
会員数状況。――別紙参照。

自然保護 藤内前壁ルンゼ、以前の確保技術訓練用タイヤが放置されている。撤去が必要。

来期の清掃登山で撤去したい。

２．当面の課題――代表者会議を目途に

準備状況―― 各会の代表者会議出席者の確認を進める。

9月 30日に印刷

遭対部 9 月 9 日（金）54 期第 3回遭対担当者会議の報告

2022年 9月 9日（金）19：30から第 3回遭対担当者会議を開き、10山岳会 11名が参加しました。

【出席者】名倉（くらら）、竹河（みどり）、神谷、堀（ASC）、添田（ありんこ）、洞井（半

田 F）、高井（春日井）、松本（東三河）、樋江井（若駒）、廣田（同志会）、佐藤（あつた）

事故報告 5件と上半期遭対部の活動報告をしました。

1.事故報告

NO.1 階段状の緩い下りで、丸太で滑り右足首を捻った。【事故発生日時】2022年 4月 12日（土）

13時 00分頃【山名・山域】丹沢山・丹沢【事故者】女性 61才【受傷の程度】右足関節外果骨

折【事故の概要】塔ノ岳から丹沢山でアップダウンを繰り返し緩い下りで、13時頃露出した丸太

で滑り右足を捻った。ゆっくり歩いてみやま荘に到着。翌日、自力下山

▲反省・指摘など・危険個所ではなく階段状の緩い下りでゆるみがあった。・滑りやすい木道は

注意が必要。

NO.2 後ろ向きでピックを刺しながら下山中、傾斜が緩んだと勘違いして、前向きになり、石突

を刺した際、足が滑り 250ｍ位滑落した。【事故発生日時】2022年 5月 22日（日）12時 24分【山

名・山域】前穂高岳・北アルプス【事故者】女性 47才【受傷の程度】歯牙破折、左第 11助骨

骨折、左前腕挫創、全身打撲【事故の概要】11時頃、前穂高岳登頂後ピックを刺しながら後ろ向

きで下山。シャーベット状の雪で、ピックが抜けやすかった。ダイレクトルンゼが終わった頃傾

斜が緩んだと勘違いして、前向きになり、石突を刺した際、足が滑り 250ｍ位滑落した。自力で

岳沢テント場に到着。痛みが引かないので、救助要請、ヘリで搬出。▲反省・指摘など・後ろ向

きから前向きに姿勢を変えた際、下りが怖いという気持ちがあり、焦りもあった。・経験年数が

浅いが、そこに行く技量はあったのか・会員外との山行が多く、力量が把握できなかったのでは。

NO.3 合宿トレーニングで、岩場で懸垂下降を行ったところ、右側に振られ岩壁にあたり、その

際右手首を木にぶつけた。【事故発生日時】2022年 7月 9日（土）14時 30分【山名・山域】立

岩・東三河【事故者】女性 71才【受傷の程度】右手首骨折【事故の概要】合宿訓練の一環とし

て、岩場での訓練を行い、最後に懸垂下降を行ったところ、下降してすぐ右に振られ、岩壁と衝

突。その際右手首を木にぶつけた。▲反省・指摘など・垂直におりなかったのでは・半マストで

下降したのが良くなかったのでは・久しぶりで緊張していたのでは

NO.4 廃寺跡から神石山に戻る際、あと 10分位のところで崩れ落ちるように横に倒れる。
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119番に救助要請を入れ、搬送される。無届山行【事故発生日時】2022年 8月 15日 17時 50分【山

名・山域】神石山・弓張山地【事故者】男性 67才【受傷の程度】脱水症【事故の概要】神石山

から廃寺跡に着き、神石山に戻る際、2回転倒して、その後、神石山まで 10分位の所で、崩れ落

ちるように横に倒れる。意識障害、会員に連絡して救助要請、総勢 28名で搬出。▲反省・指摘な

ど・無届山行であり、単独でなく良かった・水分摂取不足・疲労の蓄積、先日も山行に行ってい

た。

NO.5 U字溝の赤土で滑りやすい斜面に差し掛かったところ、右足を着いた時にグキっと音がし

た。ストックを使い下山【事故発生日時】2022年 9月 4日（日）11時 30分【山名・山域】岩籠

山・敦賀三山【事故者】女性 66才【受傷の程度】右足くるぶし腓骨の亀裂骨折

【事故の概要】岩籠山より登りと同じルートを下山開始、30分位の所で、U字溝の赤土の滑りや

すい斜面で右足を着いたとき、グキッと音がしたそのままストックを使い自力下山。帰宅後、骨

折と診断。▲反省・指摘など 危ない個所では慎重に歩く

上半期について

第 54期無雪期救助訓練

6月 13日（月）無雪期救助訓練（机上）

参加者 くらら（2）、同志会（2）、ふわく（1）、東三河（2）、かわせみ（1）、じねんじょ（6）、
犬山（1）、半田（8）、ASC（2）、あつた（1）25名
2022年 6月 26日（日）（実技）

コーチ・スタッフ（１１）参加者（２１）：ふわく（１）、同志会（２）、くらら（４）、東三

河（２）、半田 F（６）、ASC（２）、じねんじょ（３）、犬山（１）36 名

第 54期 救急救命法講習会

2022年 6月 25（土）09：30～16：00 県連事務所にて開催されました。

参加者 あつた 3名、ASC2名、かわせみ 2名、くらら 2名、じねんじょ 7名、同志会 3名
半田 8名、東三河 3名、ふわく 1名、マップ 1名、若駒 1名 11山岳会 33名
第 54期確保技術講習会

机上講習を 6月 6日（月）19:30～21:30 県連事務所とリモートで開催しました。参加者は 37名（半

田 5、東三河 4、あつた 3、じねんじょ 6、かわせみ 1、同志会 2、ASC4、くらら 7、若駒 3、ふわ

く 1，犬山 1）実技講習は、6月 19 日（日）大津市比良げんき村人工登攀壁で開催。講師・スタ

ッフ 13名（半田 2、東三河 1、あつた 1、じねんじょ 6、かわせみ 1、同志会 1、ASC1）、受講生

21名（半田 1、東三河 3、あつた 2、じねんじょ 3、同志会 2、ASC2、くらら 6、若駒 1、ふわく 1）
の合計 34名

下半期の予定

1/23 積雪期救助訓練（机上） 1/29 積雪期救助訓練（実技）

11/13 東海ブロック雪崩講習会（机上） 1/14～15 東海ブロック雪崩講習会（実技）

遭対担当者会議 9/9・ 11/4・ 2/3
合宿連絡・報告会議 冬山 12/9連絡会議 1/20 報告会議

8/26 第 54 期夏山合宿遭対報告会議を開きました

2022 年 8 月 26 日（金）19：30 から、県連事務所で、夏山合宿遭対報告会議を開き、6 山岳会 7

名が出席しました。【出席者】樋江井（若駒）、洞井、小栗（半田 F）、神谷（ASC）、松本（東

三河）、廣田（同志会）、佐藤（あつた）・当日、提出された報告書は、6 山岳会 14 件、（内 1

件は合宿会議後）ありました。各会から報告書の概要を報告してもらい、その都度、質問・指摘
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などの討議を行いました。

〇質問・指摘等は下記の通りです。

・出発前に風邪と思いこみ、下山後、コロナ陽性だった。他のメンバーは、陰性が、確認された

ことについては、個人の責任にせず、会としての対応が必要。・赤岳展望荘に向かう前の下りで

転倒、ねん挫したが、湿布とテーピングで対応・ストックの固定が外れた。締めが甘かった？・

雨の中、合宿を取り組み、、テント生活のみに終わったが、新人には、次につながる。涸沢ヒュ

ッテが休業していた影響か、50 張り位しか、テントがなかった。

山岳会

名

山域 コース 日程 人

数

備

考

若駒 神童子谷 大川口～神童子谷～稲村ヶ岳山荘～ク

ロモジ尾～観音峰登山口

8/10～12 5

半田Ｆ 北穂高岳、

涸沢岳、奥

穂高岳

上高地～涸沢～北穂高

～涸沢岳～奥穂高岳～

上高地

7/30～8/1 11

東三河 A 金峰山 瑞牆山荘～金峰山～金峰山小屋～瑞牆

山荘

7/16～18 7

B 硫黄岳～赤

岳

やまのこ村Ⓟ～赤岳鉱泉～硫黄岳～硫

黄岳山荘～赤岳～文三郎～やまのこ村

Ⓟ

7/17～18 12

C 富士山 御殿場口新 5 合目～赤岩八号館～剣が

峰～大砂走り～御殿場口新 5 合目

7/23～24 5

D 御嶽山 濁河温泉～継子岳～五ノ池小屋～濁河

温泉

7/24～7/26 3

F 荒川三山～

赤石岳

椹島～千枚岳～赤石岳

避難小屋～椹島

8/5～8/8 3

G 唐松岳 八方尾根ゴンドラ～唐松岳山荘～唐松

岳～唐松岳山荘～八方尾根ゴンドラ

8/6～8/7 7

H 鳳凰三山 御座石鉱泉～地蔵岳～

観音岳～薬師岳～御座石鉱泉

8/11～12 4

Ｊ 槍ヶ岳～北

穂高岳

上高地～槍ヶ岳～大キレット

～北穂高岳～上高地

8/18～20 4

あつた 甲武信岳 笛吹川東沢釜ノ沢東俣～甲武信岳 8/6～7 5

蝶ヶ岳 上高地～徳沢～蝶ヶ岳～徳沢～上高地 8/11～13 4

剱岳 馬場島～早月小屋～剱岳～馬場島 8/27～28 4

同志会 槍ヶ岳 新穂高温泉～槍ヶ岳～新穂高温泉 8/5～7 5

教育部 9/21(水) 第 4 回教育担当者会議を開きました

日 時：9 月 21 日（水）19 時 30 分～ （zoom 会議で実施）

参加者：あつた（坂木）、くらら（吉田）、同志会（樋口、吉川）、かわせみ（野村、佐伯）半

田Ｆ（細江）、ありんこ（榊原） 計 6 山岳会 8 名

(1)第 3 回教育担当者会議の確認

前回の担当者会議の議事内容を確認しました。
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(2)各会代表者会議の資料について

10/2 各会代表者会議の教育部の資料の確認をしました。

(3) 下期の活動について

①雪山安全講習会

・雪山安全講習会を実施する中で、実施状況の紹介や受講の呼びかけを行っていきます。また、

最終日にアンケートを取り、その結果の反省会もしたいと思います。

・講師担当の件ですが、講座が zoom のみでの開催となりましたので、昨年同様に最少人数（ス

タッフ 0または 1名、講師１名で実施を考えています。講師・スタッフについては、zoom の

設定に慣れている昨年実施したメンバーとしました。

・実技については、各会の教育担当者会議出席メンバーでサポートしていくこととになりまし

た。

②交流山行等

・下期も上期同様に各会から様々な要望を出し合い、みんなで考えてこととなりました。

・「交流山行は各部ごとに行う必要があるのか？」「各部で行っている交流山行の特色はある

のか？」「交流が目的なら、各部ごとでなく県連での実施がよいのでは？」等の意見があり

ました。来年以降どうしていくか理事会に提示していくこととなりました。

・来年も各部ごとに行うなら、教育部らしい交流山行を考えていくこととなりました。

また、各会の参加するメンバー（初心者あり）によって、交流の内容（危険個所の通過等）・

山域（岩場の難易度等）を検討していくことになりました。

(4)次回の第 5 回教育担当者会議を 2022 年 10 月 6 日（木）に 19 時 30 分より zoom 会議で実施し

ますので、各会から奮って参加をお願いします。

第 54 期雪山安全講習会について

コロナ禍での第 54 期雪山安全講習会をどのように開催していくか担当者会議・理事会で決定し

ましたので、報告します。

①7-8 月と新規コロナ感染者数が急増し、愛知県では１万人を超える新規感染者が当たり前の状

況でした。９月になり、ピークアウトしたと思われ、徐々に新規感染者数が減少してきていま

す。感染予防対策（マスク等）をして、行動制限なしで活動することが徐々に行われています。

②県連活動（登山学校）でクラスタの発生がありました。

当初は、講座も実技も感染予防対策しながら、コロナ禍以前のように実施することを考えてい

ました。現状、愛知県で毎日１万人を割ったものの数千人が感染しています。このことから、あ

る程度感染することは仕方がないという意見もありましたが、県連活動が要因でクラスタを発生

させることは避けたいとの意見で一致し、見直すこととしました。

講座については、公共交通機関での移動時の感染リスクも考慮して、53 期同様に、zoom での開

催のみとしました。

また、実技は、狭い空間で食事・就寝をともにするテント泊は中止とし、日帰りのみ実施とす

ることとしました。もともと、日帰り・テント泊の日程があったことから、テント泊の日程を活

かし、実技を２回実施することとし、１回当たりの受講生を最大 10 名に抑えて実施するとしまし

た。

以降に、第 54 期雪山安全講習会の案内（連盟員向け）と 2022 雪山安全講習会の案内（一般向

け）をします。第 54 期雪山安全講習会の案内は、各会で雪山に取組む会員の方に案内していただ

き、誘い合って参加して下さい。

また、2022 雪山安全講習会の案内は、各会に入会しそうな方に声掛けをして会員拡大の一助と
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なればと思っていますので、活用願います。また、その他の一般の方として、一般登山講座の受

講生・三重山好会に声掛けをします。

余談ですが、昨年同様に講座②「冬山の気象」は、気象予報士会東海支部の大矢市に講師をし

ていただきます。大矢氏は、過去「冬山フェスタ」でも講座を担当しています。気象事故を分析

した書籍も出版されていて、むずかしい気象の話しをわかりやすく説明してくれます。せっかく

の機会ですので、ぜひ、各会での参加を呼び掛けて下さい。よろしくお願いします。

第 54 期雪山安全講習会を開講します! (11/7～)

第 54 期雪山安全講習会を以下のように開講します。

積雪期における生活・行動技術、安全対策等、雪山の基本的な知識・技術を体系的に学習します。

これから雪山を始める人が安全に雪山に登れるように、また、雪山の基礎が身につくようにとカ

リキュラムを設定していますので、誘い合って奮って参加して下さい。

１．受講対象者 ：・冬山の基礎技術を学ぼうとしている人

・冬山登山を再開するための復習をしたいと考えている人 等

２．申し込み方法：愛知県勤労者山岳連盟教育部（e-mail:aichirousan@gmail.com）

・ 10/30(日)までに氏名、所属山岳会名を明記してメールして下さい。

３．実施形式 ：講座は zoom 会議で実施します。（zoom のインストール要）

「学びたい」と思う講座をチョイスして受講ができます。

講座受講は無料ですので、この機会をぜひ活用しましょう！

４．カリキュラム

日 程 テーマ 内 容

講座①11 月 7 日（月）

19:30～

冬の装備と生活技術 ・冬山の特徴（無雪期と積雪期の違い）
・冬山の服装／装備と使い方
・冬山の行動食／非常食／食事メニュー
・テント泊等の生活技術

講座②11 月 14 日（月）

19:30～

冬山の気象 ・天気の基本（高気圧、低気圧等）
・冬山の天気の特徴（夏との違い）
・雪が降る仕組み
・冬の代表的な気圧配置
・冬の天気の周期
・高層天気図の見方
・冬の遭難事例から見た天気
・気象情報の見方、集め方

講座③11 月 21 日（月）

19:30～

積雪期の行動技術 ・行動における積雪期の特徴
・雪面での歩行の仕方／休憩の仕方
・アイゼン／ピッケルワーク
・滑落停止技術
・ラッセル／ワカンでの歩行
・確保技術

講座④11 月 28 日（月）

19:30～

冬山の危険と安全対策 ・積雪期の事故の特徴
（滑落、雪崩、低体温症、凍傷 等）

・事故事例から学ぶ／事故発生時の対応

打合せ 12 月 5 日（月）

19:30～

実技山行打合せ ・交流山行実施要領＆山行計画書から、
装備等の確認と役割分担

・訓練内容の確認・交通／費用の確認

実技山行（日帰り）

12 月 18 日（日）

▲山域候補

千畳敷

・積雪の状況により山域の変更／日程の
延期あり

実技山行（日帰り）

1 月 22 日（日）

▲山域候補

千畳敷

・積雪の状況により山域の変更あり

※今期は、コロナの影響を考慮して、実技（テント泊）を中止し、日帰りで実技山行を実施

（日帰り実技山行を１回当たりの受講生 10 名として２回に実施します。）
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2022 雪山安全講習会のご案内
愛知県勤労者山岳連盟

雪山を「楽しく安全に登る」ために、必要な基礎知識の習得を目指し、雪山初心

者を対象とした講習会を開催します。純白な雪に包まれた山は美しいです。一方で

厳しさもあります。

これから雪山に親しみたい方に対し、厳しいが「楽しく安全に登る」ために、お

役に立てばと

思います。多くの方々の受講をお待ちしています。ぜひ奮ってご応募下さい。

１．日程＆カリキュラム

日 程 テーマ 内 容

11 月 7 日（月）

19:30～

講座①

冬の装備と生活技術

・冬山の特徴（無雪期と積雪期の違い）
・冬山の服装／装備と使い方
・冬山の行動食／非常食／食事メニュー
・テント泊等の生活技術

11 月 14 日（月）
19:30～

講座②
冬山の気象

・天気の基本（高気圧、低気圧等）
・冬山の天気の特徴（夏との違い）
・雪が降る仕組み
・冬の代表的な気圧配置
・冬の天気の周期
・高層天気図の見方
・冬の遭難事例から見た天気
・気象情報の見方、集め方

11 月 21 日（月）
19:30～

講座③
積雪期の行動技術

・行動における積雪期の特徴
・雪面での歩行の仕方／休憩の仕方
・アイゼン／ピッケルワーク
・滑落停止技術
・ラッセル／ワカンでの歩行
・確保技術

11 月 28 日（月）
19:30～

講座④
冬山の危険と安全対策

・積雪期の事故の特徴
（滑落、雪崩、低体温症、凍傷 等）

・事故事例から学ぶ／事故発生時の対応

２．講習会の会場： zoom 会議での受講となります。（URL 等を別途お知らせします。）

３．受講料 ：無料です。

４．申込み方法 ：①氏名②メールアドレス③受講したい

講座を、愛知県勤労者山岳連盟の

メールアドレス

（aichirousan@gmail.com）に

送付下さい。

(申込み締め切り)

受講講座の 1 週間前

(問合わせ先)

aichirousan@gmail.com へ

メールで問合せ願います。
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組織部 第４回 組織担当者会議報告

2022年９月８日(木)
県連事務所：午後 7時～

出席者：あつた（森田）、春日井（落合）、かわせみ(白水)、くらら（安藤）、同志会（吉川）、

Zoom参加：ありんこ（榊原）、じねんじょ（後藤）、みどり（上平）、若駒（長谷部）、

1) 組織数の推移・入退会理由――

各会の取り組み・特徴など

一般登山講座関連の入会状況――[代表者会議資料]に掲載

2) 全国登山研究集会 10 月 29-30 日、東京・府中

レポート募集 9月 30 日締め切り、

参加者募集―― 参加予定者の欠員があり、補充で参加者を募集している。県登研を考慮

し教育部や女性部などから参加者を募集する。

3）組織部交流山行――

日程 第 1回 10月 23 日 山域、――養老山、段取り・確認状況

計画書を提示し、訂正などした。

4)労山運動の理念――課題① ハイキングと登山についての違いについて ――意見交換した。

②元会長・伊藤氏 「県連の仲間の知恵と力を合わせて

すばらしい登山活動を創造していこう」 ――次回の課題とする。

③連盟規約 第 第 3条 (目的) ――次回の課題とする。

学習する際の留意点

1 言葉の問題――権利としての登山、労山運動の理念、――普段あまり使わない言葉を

正確に理解する、分かり易く説明できるように努める。

“運動”とは、“ある目的の為に力を尽くすこと”というだけでなく、“目的を実現するために

人に働きかける”こと。自由民権運動、選挙運動、平和運動―――体制(組織)

“組織”とは、団体または社会を構成して、有機的な働きをする統一体。

“組織的” “一定の秩序に従っている。”「――活動」

2 原典に当たり趣旨・意味を確かめることと、創始者の思いや考え方に触れる。

---(例)伊藤文書三俣山荘創設者

3 連盟規約第 第 3条 (目的)

「加盟団体の自主的・民主的活動」を基礎とする。

加盟団体が自主的・民主的に活動していることを前提としている。

加盟団体の構成員――連盟員・会員の自主性が尊重され、民主的に運営されている。

加盟団体がお互いに自主性を尊重し、民主的ルールに則って県連が運営されている。

総会や代表者会議の運営、理事会の運営。

理事会では、理事各位が会の代表として尊重され、県連全体の立場に立って活動して

いる。

5) 第 55 期一般向け登山講座、

日程・募集要綱――修正箇所を議論し、訂正箇所を確認した。

国見岳のルート工作か、新しい箇所の下見・開拓する必要あり。



労山愛知 No.592

12

自然保護部 9月 16 日（金）第 3 回自然保護担当者会議

2022年 9月 16日（金）県連事務所で 19 時 30 分より開き、8 山岳会 9 名が参加しました。【出席

者】大田（春日井）、高津（ふわく）、松野（かわせみ）、山田（同志会）、藤井（若駒）、山

本（みどり）、大倉（くらら）、奥村、佐藤（あつた）

内容は、上半期の報告を話し合いました。

1 鈴鹿山系清掃登山は、コロナウイルス感染が減少傾向の中、無事、行うことが出来ました。

町の対応も協力的で、スタッフのロープウェイ料金も補助してもらい、また、ゴミの分別は

燃えるゴミと燃えないゴミの分別で済みました。

2 藤原岳のハルサキヤマガラシ駆除作業については、昨年度はほとんど咲いていなかったが、

今年はかなり回復？していて、清掃登山時において駆除作業をおこなった。

3 藤原自然観察会に山の会「くらら」の皆さんが参加しました。

4 51回以後の清掃登山については、代表者会議等などで議論を進めていく

54期下半期の予定

各会合同清掃登山

10/16 春日井三山 春日井峠、スルジェ、アリス

10/23 西尾茶臼山 同志会 10/29 猿投山 ふわく

11/13 海上の森 くらら、若駒、あつた、 中止 みどり

次回の自然保護担当者会議は、10月 7日に、県連事務所で 19時 30分より開きます。

女性部 女性部便り

9 月 11日(日)に豊橋市民センターにおいて東三河地区では初めての、山筋ゴーゴー体操講習会

を４山岳会（東三河山ぽ会、若駒山岳会、みどり山の会、春日井峠の会）18名の参加者で開催を

しました。

参加された皆さんは、山筋ゴーゴー体操が初めての方も多く、石田先生、久保全国連盟副理事

長、山筋ゴーゴー体操推進委員の宇田川さん、サポーターの谷脇さんが中心となって分かりやす

く丁寧に指導をして頂きました。

参加者からの声です。

阿賀谷早苗さん：年をとるごとに登山がきつく感じていましたが「いくつになってもトレーニン

グの効果はある!」の言葉は勇気づけられました。後半は山筋ゴーゴー体操の実施、きついトレー

ニングもあり自分の筋力の弱さを感じました。筋トレメニューは、7項目あり丁寧な指導を受け、

自分の身体の筋力状態を確認しながら受けられ、筋力のない事がよく解りました。山筋ゴーゴー

体操を日常生活習慣になるよう頑張り安全登山を楽しみたいと思います。

新原俊弘さん：60〜65歳過ぎたら登山していても筋肉量は減っていく事にビックリしました。椅

子を使っての山筋体操では、はじめて体幹が弱くなっている事を感じました。体操は少しの時間

が有れば部分的にやれると思いました。すべての体操をクリアしても短時間で行うことができま

す。次の日は腹筋と太腿の痛みを感じ歩行もおぼつかない。これは、絶対効果があると思います。

戸田典孝さん：今回全国連盟ならびに愛知労山の協力で石田良恵先生直々に山筋ゴーゴー体操の

意義、効果的なトレーニング方法の講習受講の機会を頂けました。当日の実践講習では、先生の

優しいお人柄（たとえ、能力が劣っていても誉めてのばす）と、懇切な指導のお陰で、楽しく気

持ち良く取り組めました。『今後も出来る範囲で続けて行こう！』と前向きな気持ちで帰路につ

くことが出来ました。

岡田早苗さん：山筋ゴーゴー体操は加齢と共に減少する筋肉量を効果的な筋力トレーニングによ
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り減少を抑えることができ、怪我をしない安全に少しでも長く山の登れる体づくりができるとい

うことでした。体操の実技指導をうけましたが、それほど難しい体操ではありませんでした。6
つの基本体操は時間にして 10分～15分ぐらいなので、誰でも気軽にできそうな内容です。いつ

までも安全に登山が楽しめるよう、山筋ゴーゴー体操をしばらくやってみようと思っています。

そして自分だけでなく、山ぽ会の同年代や先輩の皆さんに、怪我をしないで山歩きをするために

もこの体操を是非お伝えしたいと思いました。

第 21 回雪崩事故防止のための講習会

机上講習会 2022年 11月 13日(日) 9時～17時（受付開始 8時 30分～）

場所：愛知県連事務所

愛知県名古屋市中川区十番町 2-8 栄和産業(株)ビル 2F
定員：20名
参加費：¥2,000-（テキスト代含む）

持ち物：筆記用具、マスク、ビーコン(お持ちの方、なくても可)
実技講習会 2023年 1月 14・ 15日(土・日)
場所：長野県小谷村 栂池高原スキー場及びその周辺

定員：10名
参加費：¥18,000-（宿泊費含む）

主催：日本勤労者山岳会連盟（東海ブロック）

講習内容：雪崩の基礎知識、雪崩事故防止のための基礎知識、雪崩捜索救助の基礎知識等

お申込先：東海ブロック雪崩講習会事務局 佐藤 和男

E-mail：k-310-satou@dream.jp

※机上講習において、対面での講義を基本としますが、遠方等で出席を迷われている方は

上記までご相談願います。(ZOOM でのライブ配信も検討中です)
机上講習当日の昼食は室内飲食可とします。

コロナ禍の社会状況により、緊急事態宣言が発令された際には中止もあり得ますのでご理解願い

ます。なお、中止の場合机上講習は 11/1までに、実技講習は 12月末までに判断してそれぞれ

ご連絡致します。

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】 急に季節が進みました。 今年は 6 月の「ニセの梅雨明け」直後の一週間の猛暑のせいで、紅葉

が今一つ綺麗にならないと予想されているそうですが、最近は大抵のことは予想が当たりません。6 月の猛暑の

頃は全国で大変な水不足が懸念されていましたが、ふたを開けてみたら・・・。 いろんな事があった夏も終わり

です。 （事務局 井土）
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Schedule 2022
10 月 11 月 12 月

1 土 若手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習会 1 火 1 木

2 日
若手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習会

代表者会議
2 水 2 金

3 月 3 木 3 土

4 火 4 金 遭対担当者会議➃ 4 日

5 水 5 土 5 月
雪山安全講習会

実技山行打合せ

6 木
教育担当者会議⑤

女性部会⑤
6 日 6 火

7 金 自然保護担当➃ 7 月 雪山安全講習会① 7 水

8 土 8 火 8 木
組織担当者会議⑦

女性部会⑦

9 日 9 水 9 金 冬山合宿連絡会議

10 月 10 木
組織担当者会議⑥

女性部会⑥
10 土

11 火 11 金 11 日

12 水 12 土 全国自然保護集会 12 月

13 木 組織担当者会議⑤ 13 日
全国自然保護集会

雪崩講習会（机上）
13 火

14 金 14 月 雪山安全講習会② 14 水

15 土 15 火 15 木 理事会⑩

16 日 16 水 16 金 自然保護担当➅

17 月 17 木 理事会⑨ 17 土

18 火 18 金 自然保護担当➄ 18 日
雪山安全講習会

実技山行

19 水 19 土 労山登山学校交流会 19 月

20 木 理事会⑧ 20 日 労山登山学校交流会 20 火

21 金 21 月 雪山安全講習会③ 21 水

22 土 22 火 22 木 教育担当者会議⑦

23 日 23 水 23 金

24 月 24 木 教育担当者会議⑥ 24 土

25 火 25 金 25 日

26 水 26 土 26 月

27 木 27 日 27 火

28 金 28 月 雪山安全講習会④ 28 水

29 土 全国登山研究集会 29 火 29 木

30 日 全国登山研究集会 30 水 30 金

31 月 31 土


