
2022 年８月 25 日理事会 議事録  
日時 : 2022 年７月２１日 (木)19 時～ 於 連盟事務所 1 階会議室(ZOOM 併用)  

事務所出席者 : (6 クラブ + 常任、手話通訳)10 名 

ZOOM : (18 クラブ + 常任 6)24 名、 委任状 :４クラブ 

 
全国連盟・近畿ブロック関連以下を文書確認 
１.カレンダー写真選考（別紙）２.全国登山研究集会（別紙） 
３.兵庫労山が 60 歳以上対象 登山の筋力アップを半年にわたって測定し、トレーニン
グ方法の講習を行い、登山全体の事故を減らす研究をやるとのこと。 
各部報告 
事務局関連 
（１）川原さん 常任理事退任申し出（理事会で承認確認した） 

（２）ＨＰ版 大阪労山ニュース更新について 

 ・労山ニュースの情報を 紙で会員に配布している会もあり、 

 ａ）すでに発行された前月のＨＰ版「労山ニュース」を 更新/改訂は 問題有り。 

 ｂ）前月号を更新・改訂したのなら ８月号の「編集後記」で加筆すべき とのコメント

ありました。 

 －－＞今後は 

 １）「大阪労山ニュース」の電子ファイルを ファイル転送サービスを使って、紙版 大

阪労山ニュース 発行から遅滞なく 各会に配布する 

 ２）ＨＰ版 大阪労山ニュースは 紙版発行後 2週間以内に更新する 

組織部 
１．組織担当者会議  各会の組織担当者や運営委員（会長・理事・事務局長等）の参加を！ 

日程：2022 年 9 月 8日（木）午後 7時～9時  後日、オワフメールで参加確認 

会場：会議はコロナ感染状況を考え、連盟事務所 1F 会議室（15 人に人数制限）と Zoom によ

るリモートとの併用で会議を行います。事務所の人数は浜田が調整。事務所に参加を希望さ

れる方は浜田のアドレス(owaf2006hamada@yahoo.co.jp）へ連絡して下さい。入室が可能か

どうかを返信致します。 尚、Zoom の URL は後日連絡致します。 

内容： 

・高齢者のための取り組み等を活発に取り組んでいる 2つの会の報告 

・兵庫労山で活発に活動している会の報告（兵庫労山組織委員会から） 

・参加の各会から、会員拡大や活性化の取り組みの悩みや課題 



昨年度会員数が大幅に減少した会、会員の平均年齢が 65 才以上の会は是非参加を！ 

※会議後に懇親会を行います。（コロナの感染状況によっては懇親会を中止します） 

２．全国ハイキング交流集会 概要 各会からも参加しませんか！ 

開催日：2022 年 10 月１日（土）～２日（日） 山口県セミナーパーク   

主催：日本勤労者山岳連盟 （ハイキング委員会）  主管：山口県勤労者山岳連盟 

開催規模：70名～80 名（宿泊 40 名） 参加費：4,000 円（１泊２食・日帰り参加者は 1,000

円） 

開催内容 

１日（土）午後 12 時半受付 13 時開会 

記念講演  「ＩＴ時代の山岳遭難」（スマホを活用した安全登山） 登山ガイド 木元康

晴さん     

交流分科会 15：30～18：00   夕食後に、可能なら小規模の交流会を実施。 

①会・クラブ運営と会員拡大（役員の確保やリーダー養成、ハイキングセミナー、例会運営

等） 

②山行活動について（パーテイ編成・バスハイク・コロナ対策・トレーニングなど） 

③安全登山のために（持病対策・ココヘリ・スマホの活用など） 

２日（日） ９：00～９：30 分科会報告・閉会挨拶 

      10：00～交流ハイキングへ出発 

   ※申し込み（先着順）：全国連盟ハイキング委員会へ 

※車に同乗して行くことを希望される方がいましたら、浜田へ連絡して下さい。（4人以上

になると電車より安くなるので車を出します。） 

３．大阪労山クラブ交流会（山行）この日を空けておいて下さいね！ 

日程：2022 年１２月３日（土）夕方～  

場所：滝畑ダムの奥にある光滝寺キャンプ場  3 日（土）夕方開催 

開催内容：3日（土） 各会（各自）で食材やテント持ち込みで自由参加 夕方に全体交流

会 4 日(日)  希望者で岩湧山へ交流登山を実施 

子どもの冒険学校 
（１）夏の冒険学校 2022/7/30-31  

   3 年ぶりの泊まりの行事です。久しぶりに 野外炊飯 キャンプファイヤ ワラジ作

りを楽しみました。 

   人数 ：「子ども 15 人 大人 12 人 スタッフ 11 人 総勢 38 人」   場所 ：吹

田市立自然の家 もくもくの里  



（２）秋のハイキング：１０月３０日(日)  

   コース ： 近鉄枚岡駅～なるかわ園地    募集要項： 

http://bokengakko.aikotoba.jp/2022boshu_hiking.pdf 

（３）冬の冒険学校 ：2023 年 1 月 29 日(日) 

   コース ： 比良 イン谷口周辺 募集要項： 

http://bokengakko.aikotoba.jp/2023boshu_fuyu.pdf 

教育遭難対策部 
（１）報告事項 事故 5件 

 ・5 月 8日 13 時 15 分；下り坂での捻挫 （生駒山） 

 ・6 月 4日 11 時 45 分；頂上直下で転倒し手首の骨折（那岐山） 

 ・6 月 19 日 9 時ごろ；石を踏みひねる 右足（首？）の骨折（百丈岩登山道） 

 ・6 月 26 日 13 時ごろ；遡行中スリップ 右足骨折（和泉山脈 三国山大岩谷） 

 ・7 月 2日 7時 2分；下山時 岩でスリップし転倒 左小指脱臼 （大杉谷）  他にも

数件有り 

（２）10/29-30 の全登研  

  大阪からの報告として、ＯＷＣＣ中川氏による事故事例集の分析状況を報告予定。 

  ９月の理事会で 30 分ほど報告内容の説明頂き、大阪労山会員からのアドバイスなどを

反映頂くとともに 会員の事故対策への理解を高める。 

（３）初級登山学校  現在 3 人 

  ９月７日開校   自分で、テント泊山行が計画できるレベルを目指す登山学校です。

理事会で、ご質問ありました年齢制限の件。制限はありません。若い方からシニアまで応募

戴けます。受講案内 URL ： http://owaf.aikotoba.jp/2022Basic2.pdf 

（４）岩登り体験体験教室 

  SNS などを使い外部からも募集。  日程調整しだいですが、現在 10 名程の問合せあり。 

  ■申込は 10/11(土) 19:00 より、メールにて受付いたします。決してハードルは高くあ

りません。ふるってのご応募お待ちしております。 

募集案内 ： https://iwataiken-1.jimdosite.com/ 

（５）救助隊 ・8/23 棚卸しと装備整理  ・8/23 近畿ブロック搬出訓練ミーティング  

 ・8/28 岩搬出自主訓練  百丈ルンゼにて 集合 ９時 30 やぐら前 終了 16 時予定 

  ■内容は、10 月 2 日(日)の岩搬出訓練に向けまして、ツーロープシステム引上げを新旧

織り混ぜて、4種類の引上げ方法の検証と、バックタイアンカーの訓練 

 ・10/2 岩搬出訓練 



（６）前鬼川事故報告書 

 ・現場をよく知っている方も含め現場検証を行い、教育遭難対策部としてまとめたい。・

事故対策会議の報告をまとめ、労山ニュースに掲載する（9月部会で内容確認） 

⻑距離縦⾛委員会…9/６第２回目開催（ビラ参照） 
自然保護委員会 雷鳥の保護活動の報告 
 
各会夏山報告 下記の皆さんの発言にもあるように 
総じてコロナで小屋休業や線状降水帯など悪天で変更ができにくく自由な変更がしにく
くてもどかしさが残る夏山だった（テルル⼾⽥理事の発言） 
雑木の会（佐藤）個人山行で⽩山・祖⺟山。天気に恵まれなかった。７/17〜24 上信
越 半分雨。8/17〜⿊部源流 一日のみ好天 
高槻労山（柴⽥）北岳・会津駒ヶ岳では線状降水帯発生、その特徴を体験した 
八尾（笠井）7/6 乗鞍。初アルプスの会員も参加。雷鳥に出会う。下りは雹まじりの土
砂降りだった。 
      7/17 からの鳳凰三山は大雨で行動不可 
二十渉（あさい）7/末⽩馬三山。悪天でテント泊から小屋迫に変更。⽩馬山荘はコロナ
感染で休業。予約しても休業の場合がある。直前の確認が必要 
こもれび（̒佐々木）コロナと天候不順で 7/11 からの大峰も中止になった 
福島（日置）有志三人が北海道の山。半分は雨 
ＯＡＲ（大見）コロナ感染拡大と台風で大変だったが石鎚山には登れたが４リットルの
水が必要だった 
テンション（中根）悪天で鳳凰三山中止。槍にも行ったが悪天で苦労した 
吹⽥（蘆⽥）７月は夏山トレで六甲など。木曽駒に行ったパーティーも。山荘の休業や
悪天であきらめる会員もいた 
淀屋橋（濱崎）８月沢登り。前日大雨だったが登ることができた。８月は裏銀座。8/11.12
は午後から悪天 
豊中（岡林）有志山行多い。8 月上旬奥飛騨高山 高原川・沢上谷（そうれだに）遡行。
お盆は剣に二組。後立山一組など 
⽩峰（近藤）個人山行。トムラウシ。穂高縦⾛。奥穂小屋は休業 
たつのこ（山下）悪天で中止もあった。空木岳縦⾛は悪天で苦労した。甲斐駒から千畳
も計画したが降雨で行けなかった 
つりばし（下窪）八ヶ岳 キレット小屋はコロナで休業。赤岳でゆっくりできた。人気



なのか高校生の団体やツアー多し。中国からのツアー客もいた 
        総じて昼から雨が多い 
くすのき（⽥中）８月女性 4 人で百名山登りたいと表して北海道の山など。 
志峰会（中尾）会として久々に北小松の千石岩で登攀。元気村でテント泊。翌日沢登り。 
きたろう（高桑）燕や槍、東鎌尾根、⽩山など５グループの山行あり。総じて悪天で頂
上断念など悪条件だった。小屋のコロナ感染など苦労した 
テルル（⼾⽥）経験の浅いメンバー中⼼に例年アルプス系を企画。今年もチーム槍を結
成して成功した 
総じてコロナで小屋休業や線状降水帯など悪天で変更ができにくく自由な変更がしに
くくてもどかしさが残る夏山だった 

（以上：敬称略：文責 高橋明代） 


