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基金調書通りに承認された︒

第九次醇馬岳連ヒマラヤ登山

を計画する︒

七︑第十三回山田昇記念杯登山

騨馬県山岳連盟平成十四年度総

等志氏︑遭難対策部長・松永幸雄

尚︑総務部長兼事務局長・女屋

の議事を終了し閉会した︒

案書通りに承認が行われて︑総会

れた︒これら上程された議案は議

金等の内訳案とともに一括審議さ

す
る
︒

一助とする登山競争大会を開催

い︑登山の啓蒙・普及・発展の

登山の基本である体力を競い合

氏の業績を後世まで伝えるため︑

平成十四年度群馬忠通総会報常

いて女屋事務局長から提案され︑

競争大会の開催

次に平成十四年度事業計画につ

引き続き富山前副会長から提案さ

会が︑五月十八日㊥午後六時から

氏︑登山指導部長・阿部源氏︑海

︽平成十四年度主要事業計画︾

醇馬が生んだ登山家︑山田昇

前橋市の上毛会館において︑五月

外登山部長・後藤文明氏︑自然保

れた平成十四年度予算並びに補助

定例理事会に引き続き開催され

期日 十月五目〜六日︵土〜日︶

本総会は役員改選期に当たって

一︑遭難防止活動の推進

︒
た

防止のためのパトロールの実施︑

事業﹁第二十五回県民登山大会﹂

また︑監事は竹山繁男氏が留任︑

にかわり羽野順一氏が就任した︒

両氏に加えて︑勇退した富山真氏

って総務部・編集部・遭難対策

女屋事務局長が︑総会議案書に従

始めに︑平成十三年度事業報告を︑

議長を会長が担当して進められた︒

各会の交流

三︑日山協主催行事等への参加と

とする選手強化を推進する︒

競技会における好成績達成を目標

よさこい高知国体 ︵高知県︶ 山岳

ロック大会︵千葉県︶ への参加と︑

指導員会及び遭難救助隊が主

催

九︑各種研修会及び講習会の開

会場 子持山周辺

期日 十月二十七日㈲

催する︒

者を募集し︑県民登山大会を開

一環として︑一般県民から参加

﹁県民の日﹂ 制定記念事業の

八︑第十八回群馬県民の日記念

議事に先立って星野会長が挨拶

救助活動および救助隊の技術の向

の開催

会場 武尊山 ︵利根郡川場村︶

に立ち︑難しい時代にあって組織

上のため訓練を行う︒

谷川岳を中心とした地域の遭難

れた平成十四・十五年度役員が報

を固めるには︑責任ある者がそれ

二︑国体への参加と選手強化

おり︑先に理事会において推薦さ
告され︑拍手多数によって承認さ

ぞれの持ち場できちんと仕事をす

星野光会長は引き続き留任︑副

新たに水野金太郎氏が就任した︒

部・登山指導部・国体部・海外登

日山協行事等に参加するととも

第五十七回国体山岳競技関東ブ

理事会をこれまでリードしてき

山部・自然保護部・事業部・クラ

議案審議は︑岳連規約に従って

ることだと激励した︒

れ
た
︒

長谷川勇氏はそれぞれ留任した︒

護部長・小泉俊夫氏︑事業部長・
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会長には留任の田中成幸・大沢清

た八木原因明氏は︑日本山岳協会

導員の資質の向上を目的として

管して︑一般会員を対象に登山

研修会を開催する︒

に︑各会との交流を深め︑研修会
てのモラルの高揚を図る︒

イミング部の各部にわたって説明

四︑美化活動等市民運動への参加

の専務理事並びに国際部国際交流

続いて平成十三年度会計収支決

技術講習会を開催し︑併せて指
し︑常任理事として岳連会計を担

算報告並びに平成十三年度基金調

尾瀬のゴミ持ち帰り運動及び谷

等を通じて技術の向上︑岳人とし
当することとなり︑かわって名塚

書報告が会計担当の富山前副会長

川岳等の美化活動等の推進に協力

進するため︑平成十五年版山岳

を行い︑拍手多数で承認された︒

秀二氏が新しく理事長に就任した︒

によって説明され︑また︑第五十

す
る
︒

写真カレンダーの作製・販売な

委員長就任を機として理事長を辞

また︑副理事長には佐藤光由・小

六回国体関東ブロック大会山岳競

五︑岳連会報の発行
山監事から適正に処理されていた

六︑海外登山の計画

会員相互の結びつきと啓蒙を図る︒

岳連の事業・事務を円滑に推

どの事業を行い︑自主財源を確

保する︒
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十︑岳連事業収入の確保

長に岡安茂能氏︑国体部長に赤松

林達也両氏が就任︒更に︑編集部

って説明され︑これらについて竹

技会決算報告が女屋事務局長によ
越利通氏が新たに任に就くことに

との監査報告がなされ︑決算書∴

﹃山岳ぐんま﹄ の発行を通じ︑

久宇氏︑クライミング部長には堀
なった︒
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十一︑スキー 山岳博物館資料調
査の推進
利根郡水上町に建設が計画され
ている﹁スキー・山岳博物館﹂に展
示する山岳資料の調査を推進する︒

十二︑二〇〇二年﹁国際山岳年﹂
の啓発
山は形も大きさも様々である︒

救助訓輔と救助隊編成
永

幸

群馬岳運遭難対策部長
松

雄

それぞれ得た知識を持ち帰り︑今

後の活動に生かしてくれるものと

平成十三年度の三回目の救助訓

練が三月九・十日︑妙義ロックガ
思います︒
編成となりました︒

平成十四年度の救助隊は左記の

ーデンで開催されました︒

今回は岳連会員の他に︑辞馬県

赤道から極地まですべての大陸に︑

山岳連盟の救助訓練に参加させて
くれということで︑辞馬労山︑高

雄︑副隊長 小暮文彦︑町田幸男︒

のなかに存在している︒何千年に
もわたり︑貴重な資源の源泉とし

崎広域消防︑栃木の広域消防が参

隊員 梁瀬佐市︑清水福治︑山田

森戸健太郎︵登高会︶︑内山栄︑茂
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高さも違い︑様々な気象︑生態系

て︑水︑エネルギー︑生物の多様
加し︑三十名を超える参加者があ

前日の九日の晩に松井田山岳会

木茂昭︑柳田淳︑角田守 ︵前橋︶︑
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顧問 西山年秋︑隊長 松永幸

性を育んできた︒また︑文化とレ
りました︒

のお骨折りで妙義湖畔のボート小

清水裕千 ︵むすび︶︑小沢勝 ︵独

重之︑綿貫剛 ︵沼田︶︑堀越利通︑

クリエーションの中心としての役

急激なグローバル化︑都市化︑大

屋をお借りして交流会を持ち懇親

割も担っているが︑山岳地域では

規模観光開発が進み︑山岳地域社

二 ︵太田︶︑松永英明 ︵ミヤマ︶︒

弘︑金子茂敏︑武井幸一︑長山栄

峰︶︑剣持典之 ︵墳町︶︑阿久津幸

今回の訓練の目的は︑日頃救助

を深めました︒

隊として組織的な救助活動に対処
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会の生活や資源が脅威にさらされ︑

渇︑地域経済の衰退および環境劣

山岳地域は︑世界規模で資源の枯

実際の登撃で二人・三人で事故に
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国連では︑山岳地域の生態系維

遭った時︑どのように対処したら
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する訓練を実施してきましたが︑

持の重要性に関する認識を深める

の方法を確認し︑今後の隊として

良いのかというセルフレスキュー
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化の問題に直面している︒

ため︑二〇〇二年を国際山岳年と

の活動をよりレベルの高いものに
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認定し︑国連食糧農業機関が中心
となり︑政府︑非政府機関︑他の

しようというものでした︒

昨年秋の滋賀で行なわれた白山

国連機関と連携を進めている︒国

際山岳年は︑山岳地域の環境保全

が中心となり︑ロックガーデンで︑

主任講師をした︑副隊長の町田君

発展させることを目的としている︒

自己脱出︑負傷者のプルアップ︑

協の岩場でのレスキュー講習会で

このため︑岳連主催行事に︑﹁国際

プルダウン等の訓練を実施しまし

ことで︑山岳・低地社会の福利を

山岳年﹂ の冠を付けて啓発活動を

た︒時間不足でしたが︑参加者は

および持続可能な開発を促進する

推進する︒
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もあるが︑なかなか思うように捜

を習う︒中級は︑確保技術を中心

用具の基本的な使い方︑滑落停止

今年度最初の講習会である雪上

ス地帯でのロープのつけ方等︑盛

式︑タイトロープビレー︑クレバ

平成十四年三月十七日㈲︑谷川

幸男の両氏にお願いし︑今回は雪

技術講習会は︑四月二十一日㈲小

ティーが早々に切り上げる中︑参

崩についての講習を実施した︒渡

講師は︑昨年同様︑岳連副会長

加者も大変前向きな姿勢で講習を

り沢山のメニューを︑田中氏が熱

で㈲日本アルパインガイド協会の

受け︑予定通り終了することがで

雨降る中︑谷川岳マテガ沢にて︑

傾斜が出やすいか﹂ など︑初心者

田中成幸氏と︑岳連指導員会委員

き
た
︒

辺氏の ﹁雪崩とは﹂ から始まり︑

でも分かりやすい説明が行われた︒

長の阿部源氏︒田中氏に中級者を︑

く指導してくれた︒雨天で他パー

また︑弱層テストでの判断基準︑

阿部氏に初級者を対象に指導して

二十五名が参加して実施された︒

ゾンデの使い方 ︵実際に人間を突

頂いた︒

毎回同じ会である傾向になってき

各講習会に参加する山岳会が︑

いた時の感触など︶ についても話

分かれ︑講師の指示で行動する︒

ないのはもったいないと思う︒不

学べる場としての講習会に参加し

ている︒せっかくの新しい技術を

二班とも用具 ︵ピッケル︑アイゼ

参加の理由には会員不足もあると

マテガ沢出合に集合し︑二班に

である雪崩ビーコンの正しい使用

ン︶ の各部分の名称と用途等の説

思われるが︑各山岳会から一人で
も二人でも参加してくれればいい

明が行われ︑ストレッチを行った

後︑移動︒S字手前の適当な場所

実技講習を行った︒ビーコンを使
用して︑いかに早く埋没者を救出

方法について︑二班に分かれて︑

それから︑今回のメインテーマ

たとの声があった︒

され︑参加者から大変勉強になっ

﹁誘発する要素は﹂︑﹁どれくらいの

ティングアックスビレー︑大阪方

し出せず︑時間がかかり過ぎたり
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なと思う︒
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高体連登山専門部委員長
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五月十日〜十二日︑榛名山を会場

今年度の県高校総体登山大会が︑

〜群馬県のキャンプ場〜

﹁県営キャンプ場﹂ はどうか︑谷川

としか言いようがない︒赤城山の

県営キャンプ場の多くは ﹁貧相﹂

いるわけではない︒ただ︑轄馬の

るが︑決して贅沢な施設を望んで

に行われた︒毎春の県高校総体登

岳はどうか︑尾瀬はどうか︒

県高校総体

山大会は︑榛名山︑赤城山︑子持

国体クライミング競技

今春から国体山岳競技にクライ

〜部活動としての山岳部〜

山の三会場をローテーションして

実施しているが︑榛名山を会場と

する大会は︑毎年の事ながら︑難

技は葬り去られた︒競技の客観性︑

ミングが導入され︑かたや踏査競

﹁県営榛名湖少年キャンプ場﹂︑

是正される方向なのだろう︒しか

公平性という点からすれば格差が

題山積の大会となる︒

であり︑﹁登る榛名のキャンプ場﹂

れっきとした ﹁県営キャンプ場﹂

しかし︑そのキャンプ場の水場

の立場からしても︑クライミング

のも事実であり︑高校山岳部顧問

り出された不公平さが生じている

し︑新たな不公平さ︑人為的に作

やトイレは ﹁貧相﹂ としか言いよ

である︒

うがない︒テントサイトも水はけ

が悪く︑今回︑大雨のため浸水し

たテントが数張りに及んだ︒管理

棟もない︒贅沢な施設を望んでい

るわけではない︒ただ︑榛名富士

ンプ場がある︒どこかおかしい︒

を挟んで豪華な県営のオートキャ
ただ︑そう思うだけである︒

関東高校登山大会で近隣都県の

キャンプ場を利用することが多い︒

その度に思うことは︑﹁山岳県轄

馬﹂ の名にふさわしいとは言い難

い︑醇馬のキャンプ場の実状︑山

小屋の実状である︒繰り返しにな
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を選び︑初級は︑主に雪上歩行︑
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生徒を引率しない平日の出張に

﹁出にくい﹂ 学校現場の実状があ

の競技化は早計ではなかったか︒
毎春︑一年生を勧誘するその時︑

る︒詳しいことには触れないが︑

い﹂実状が確かにある︒それなら

山岳部の魅力を並べ立てる︒何よ
ドであること︑﹁山懐﹂ に抱かれて

ば週休二日制になったことだし︑

とにかく︑﹁参加したくてもできな

の豊かな体験︑それが売り物であ
土・日に行えばいいだろうという

り︑自然の山が山岳部のフィール

る︒そして︑私たち顧問が教員で

仕事以外については時間的には現

での十三枚としますが︑作品の撮

表紙を含め︑一月から十二月ま

レンダーが出来るように進めてい

在何もできない状態であり︑何れ

影時期が片寄ることが多く︑毎回

製作準備にはいるというパターン

は他の仕事も出てくることを考え

きたいと考えております︒

ますと︑効率的なカレンダーの製

シーズンの作品にご協力いただき︑

選考に苦労をしますので︑オール

の繰り返しが続き︑カレンダーの

作販売とともに︑メンバー構成等

連外からも広く協力を得て新鮮な

基本的には岳連会員の応募としま

ものが得られればと考え︑岳連関

々前向きに検討をしていく時期に

大半は岳連を主体に県内の山岳

係者を通しての紹介も併せてお願

指摘もあるだろうが︑週休二日制

関係者の方々を通して売り捌いて

いいたします︒

ある以上︑山岳部の活動は教育の

いただいておりますカレンダーで

採用させていただきました作品

すが︑内容充実という観点から岳

すが︑県外への発送もあり︑特に

につきましては︑四つ切りにしま

来ているかと思います︒

ほならないものだろうか︒生徒を

二〇〇〇年九月水上町で行われま

した原画︑カレンダー三部の他︑

の導入は︑むしろ︑学校現場をさ

引率する上で必要とされる︑ある

日本登山体育大会には︑全国から

した辞馬岳連主管の第三十九回全

〜再興を目指して〜

高体連登山部指導者講習会

の中枢とは成り得ない︒

あって︑高体連登山専門部の活動

しなければならない︒﹁できること

いと思っても授業を苦労して交換

は重い︒指導者講習会に参加した

誰に相談することもできず︑責任

ある︒指導する自信も持ちえず︑

なりたての顧問が生徒達と ﹁山

った配慮を望みたい︒

的に管理職が働きかける︑そうい

そういう場への顧問の参加を積極

得る知識・技術習得の研修を行う︑

連会員の方々にこれまで以上の作

行く予定ですかぐそのためにも岳

も地道ながらもこの事業は続けて

Rも出来たことと思います︒今後

に加えていただき︑轄馬の山のP

参加された岳人への記念品の一つ

お返しいたしますが︑カレンダー

ただきましたネガは責任をもって

募を期待しております︒ご協力い

められましたので︑より多くの応

謝礼に進呈することが理事会で認

今回からは五千円相当の商品券を

心配なのは︑それまで中心とな

高体連では六月︑九月︑二月の

懐﹂ に抱かれての豊かな体験を共

の仕上がり前後になりますので宜

なら早く交代したい﹂︒そう思うの

品応募の協力と共に︑是非とも販

今後のカレンダー製作の計画に

つきましては︑これまでは発注に

間に合うように作品の応募をお願

いしてまいりましたが︑これから

は年四回程度四季それぞれの作品

をお願いいたします︒

今後とも事業部に対するご理解

しくお願いいたします︒

︐111

t
l

ンフレット等によりお願いをし︑

谷

まいりました︒これまで大きな問

年間応募の方向にもっていき︑多

長

一九八八年以来︑岳連及び関係

題や赤字等もなく現在に至ってお

くの作品の中から選考を出来るよ

群馬岳連事業部長

くお願いいたします︒

売・購入にもご理解をいただきた
に結びつくと思うのだが︒

ひいてはそれが高校山岳部の発展

年間三回︑指導者講習会を行って

指導者講習会への出張を﹁伺う﹂

有し︑顧問の醍醐味を実感する︑

士見峠周辺で行われるリーダー冬

のではなく︑﹁命じられる﹂︑そう

るので︑限られた内容になってし
まうのは致し方ないが︑六月︑九

月の講習会は指導講習委員会が内
容を吟味し︑充実した講習会とな
っている︒

者の方々の理解と協力のもと︑製

りますが︑選考︑発注︑販売依頼︑

を集めたく︑各会へ文書或いはパ

盛時には三十名以上の参加者を見

作・販売を続けておりますカレン

うにし︑より素晴らしい内容のカ

しかし︑ここ十年︑講習会への

たが︑今は半減し︑十五名程度で

収支報告で一年が過ぎ︑直ぐ次の

参加者が減少し︑固定化している︒

事業部の今後の計画について

季講習会のコース調査を兼ねてい

は人情であろう︒

裁

いる︒二月の講習会は︑三月に富

あろうし︑競技を通して得られる

からの発展は望むところであり︑

いは︑事故の発生を未然に防ぎ︑

なりつつある︒

っていたベテランの顧問が突如︑

万が一の時にも適切な対応を取り

との山行を計画することも困難に

転勤となり︑その後任を命じられ

競技は競技として割り切るべきで
達成感も大いに ﹁教育的﹂ である︒

た︑全く登山の経験がない顧問で

一環であって︑目指すは ﹁安全で
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らに多忙にし︑今や土・日に生徒
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