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日本山岳協会 自然保護委員会報告 

 

自然環境の保全に 

国民の総力を結集すべきである 

 

森 智昭 

 

 自然保護委員会総会は、去る９月 12 日～13 日の 2

日間、福島県苗代町の「磐梯青少年交流の家」で開催

された。全国 25団体、114名の参加者があった。 

 開会宣言の後、松隅自然保護委員会委員長を始め役

員の挨拶があり、基調報告から始まった。講師は磐梯

山噴火記念館佐藤公副館長で、テーマは「1888 年の

磐梯山の噴火とジオパーク」であった。内容は最近の

御嶽山の噴火を初め、国内各地の火山活動ともあいま

って、なか中興味深いものがあった。 

講演の後、総会議事に入った。 

 自然保護委員長より、平成 26 年度事業報告と平成

27 年度の事業計画の発表があり、続いて各都県の活動

報告に入った。 

 各都県によって、山の気候、高さ、数、人気度等そ

れぞれの違いがあって並列の評価はできないが、それ

ぞれ各岳連とも独自の計画を立て自然保護に取り組

んでいる姿が見て取れた。私たちも少し参考にさせて

頂きたいと思った活動を少し列記してみる。 

（次頁へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶する松隈自然保護委員会委員長 

 

 

 

自然保護委員会総会風景 

 

 

 

一般社団法人 広島県山岳連盟 

〒733-0011 広島市西区横川町 2丁目 4-17 

電話・FAX  （０８２）２９６－５５９７ 

Ｅ-Mail：hgakuren@lime.ocn.ne.jp  

URL：  http://hiroshima-gakuren.or.jp 

郵便振替口座 01380-6-37958 

http://hiroshima-/
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各県の活動状況 

県 別 内 容 

群 馬 花、蝶､鳥以外の岳人らしい自然観察会の実

施。 

岩 手 ジュニア育成事業による底辺の拡充。 

茨 木 一般参加者を募集しての清掃登山（筑波

山）。 

埼 玉 60 周年記念事業として県内の 60 山を優先

的に 3か月間に各山岳会が選び清掃登山を

実施。 

神奈川 県と 10年間に亘って８haの分水源林に覚

書を交わし、県の助成金で「森づくりボラ

ンテア」を実施。不良立木の間伐、倒木の

整理、伐採木を活用したシイタケの稙菌」

等。 

山 梨 山岳トイレの設置と整備。トイレの有料化

を検討。鹿の食害対策として、防獣ネット

の設置、植樹の実施。 

長 野 ストック使用による「山の荒れ問題」に取

り組む。ストック使用の指導。規制区域の

検討。 

兵 庫 次世代育成の為、子供たちを連れての行事

計画。 

 

 

 

広島県の活動状況を発表する 

広島県山岳連盟自然保護委員長 小田里子さん 

  

 

表彰制度を設けては 

 自然保護憲章にある「人間の思い上がりを捨て、節

度ある利用に努め、自然環境の保全に国民の総力を結

集すべきである。」とある。この憲章にそって私達自

然保護の指導者は、諸活動以外に、登山者に対する（特

に若い人たちを対象に）指導と育成に当たることを忘

れてはならないと思う。そして、団体・個人の色々な

活動に対して、岳連として実効性のあった活動に対し

て表彰する制度を設けてはいかがであろうか。全国の

先駆けとして。 

 自然保護という大きな概念の中で何を取り組んで

いくか、という目標と持続性のある体制、方策はもと

より、なにより大切なことは、中心となる人たちの熱

意であると思う。（広島県山岳連盟自然保護指導委員） 

 

 2015年度 第 5回 登山教室をおえて 

山域：高岳～聖岳・掛頭山～臥龍山を縦走 

 期間:8･22（土）～８・２３（日） 形態:テント泊山行 

山域：高岳～聖岳・掛頭山～臥龍山 12名参加 

2015年度の第 5回目は「テント泊装備を担いで距離を歩

く！」といきたかったのですが炎天下での行動の為、計画

距離を短めにしてキャンプ場で実技講習の時間をとりまし

た。1日目は高岳～聖山、2日目は掛頭山～臥龍山を歩

きました。今回の食料係は料理に不慣れな男性コンビで

したが、美味しい料理が出来ました。（指導部 森本 覚） 

  

食事担当で学んだことを今後に生かしたい 

登山教室 1 年 川口  浩 

 8 月 22・23 日、芸北の高岳～聖山、掛頭山～臥

竜山を縦走するテント山行に参加しました。 

 

 一日目、雨も上がって青空の中、樽床橋駐車場を
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出発。樽床橋登山口から急勾配を登って高岳山頂へ

到着。頂上は見晴らしがよく、聖山や臥龍山を見る

ことができました。聖山を下山後、テント場となる

二川キャンプ場に移動。 

 早い時間にキャンプ場に到着したこともありロ

ープワークについて講習をして頂きました。簡易ハ

ーネス、フリクションヒッチの作り方とフィックス

ロープの支点を通過する方法、環付カラビナを使っ

てクローブヒッチで降下する方法などを実践。時間

が経つとすっかり忘れてしまうので自分でときど

きやってみることが必要だと感じました。 

 

皆さんのアドバイスと協力で 

 おいしい料理をつくる 

 夕方になり食事の時間。私は今回のテント山行で

初めて食事を担当しました。ウェブサイトから山の

食事の記事を探し、おいしそうで、自分達でも出来

そうなものを探し、同じ食事担当とメールで相談し

ながらメニューを検討。しかし、メールだけで話を

進めるのは難しく時間もかかるため、会って打ち合

わせ。料理を試作し、経験者の方に重量や材料につ

いて助言して頂きながら進め、どうにか山行に間に

合わせることができました。 

 ところが当日、食事の準備を始めると、料理に必

要な鍋と空いている鍋の容量が合わなかったり、ガ

スバーナーで湯を沸かすのに思ったより時間がか

かったりと予定通りにいかないことが多い。そんな

状態からでも、おいしい料理にできたのは登山教室

の皆さんのアドバイスと協力のおかげでした。 

 二日目は朝６時から千町原登山口近くの駐車場

を出発。朝日の中、気持ちよく二川キャンプ場から

掛頭山山頂、臥龍山山頂と歩くことが出来ました。

下山後に暑い中、頂いたスイカはとてもおいしかっ

たです。 

 今回、食事担当で学んだことを今後に生かしたい

と思います。 

 

2016 年 8 月 11 日国民の祝日「山の日」 

写真提供 松本 正和 

 

岳連短信                  

 

１、2015 雪嶽山（ソラク）登山・八公山山岳

祭参加交流親睦登山大募集 

目 的： 韓国大邱市山岳連盟との交流、八公山山

岳祭への参加・雪嶽山 2708ｍ登頂、クライミング大

会応援・韓国・大邱の観光 

日 程： 

10 月 20日（火） 

13:00 広島駅出発 16:00 下関着  

18:30 乗船 星希（ソンヒ）号 19:45 出港 

10 月 21日(水)  

8:00 釜山国際港着 9:00束草（ソクチョ）に移動（マ

イクロバス 13;00昼食 18:00束草着 宿舎 夕食 

10 月 22日（木） 

7:00 起床・朝食 8:00雪嶽山登山開始（雪嶽洞登山

口（50 分）飛仙○（2 時間）陽爆山荘（1 時間半）

喜雲閣待避所（2時間）小青峰（30分）中青山山荘

泊 昼食・行動食あれば弁当・夜自炊・寝具レンタ

ル コンロとガスは準備します。 

10 月 23日（金） 

7:00 起床・朝食 中青山荘から五色に下山 5時間 

休憩・昼食・温泉 12:00 大邱に移動 18:00 大邱観

光ホテル宿泊 歓迎会？ 

10 月 24日（土） 

7:00 起床・朝食 午前中大邱市内観光 八公山へ移
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動・登山と観光 16:00 八公山山岳祭会場へ到着 

22:00 まで大 46 回八公山山岳祭に参加 八公温泉

観光ホテルに宿泊 

10 月 25日（日） 

7:00 起床・朝食 9:00 クライミング大会の応援 昼

食 14:00 大邱へ移動・買い物他 大邱壽城観光ホ

テルに宿泊 

10 月 26日（月） 

8:00 ホテル出発 慶州観光 公立博物館 石窟庵

（ソックラム）ほか 14:00釜山へ移動 

16:00 釜山着 17:30 乗船はまゆう 21:00 出発 

10 月 27日（火） 

7:45 下関港着 9:00下関出発 

11:00 広島着 解散 

 

 フェリー2泊 ホテル 4泊 山小屋 1泊（自炊）行

動食 2日分 夕食と朝食準備 あとは外食と旅館食で

す。フェリーには食堂があります。下関で買い出しも

できます。 

 広島県山岳連盟と大邱広域市山岳連盟の草の根の

手作り交流です。旅行会社のツアーとは基本的に違い

ますのでご理解の上参加ください。宿舎や食事等への

クレーム等は控えてください。韓国の岳人との交流が

主目的です。20人程度まで限定して募集します。経費

は概算で 12万円くらいを予定しています。 

 国際部長の松島がお世話いたします。現地では大邱

の国際部長で副会長の李英哲（イヨンチョル）氏他、

東元会長・高校連盟の先生方にお世話になります。期

間は少々長いのですが交流を中心にゆっくりと楽し

みたいと思います。韓国の岳人と友達（チング）にな

りましょう。韓国との岳人との交流、韓国山岳の経験、

文化交流・観光と盛り沢山です。八公山山岳祭は大邱

岳連の手作りの年に一度のお祭りです。各加盟団体が

それぞれテントを出して交流します。広島県山岳連盟

の親善大使の自覚を持って参加しましょう。現地対応

は今からお願いするので若干の変更がありますので

ご理解ください。登山は中級です。（9･9運営委員会提

案） 

 

行事計画(予定)10 月 

9･30（金）～10･1(日)  

第 55回中国高等学校登山大会（岡山・毛無山） 

10･4(日)  

第 7回クライミングスクール（天応烏帽子岩） 

10･10（土）岳連例会山行 播磨アルプス 

10･14(水) 第 7運営会議 

10･17（土）広島県自然保護研修会（西区民文化セン

ター）講師 波田健一「季報予報士から見た環境変化」 

10･20(火)～10･27（火）雪嶽山（ソラクサン）登山・

八公山山岳祭交流親善登山 

10･21（水）第 1回スカイラン実行委員会 

 

山の風景 54 

鷲峯山（鳥取）９２０ｍ 

 2015･7･5  写真提供 森 智昭（ひこばえ） 

 

編集部より 

○この会報は、皆さんの提出原稿を編集して発行して

います。岳連行事・山の情報・行事参加の感想など

気軽にお寄せください。編集の都合で一部手直しす

ることがあります。ご了承ください。 

○会員団体で会報発行されたら岳連事務局まで恵送

下さい。随時紹介します。 

○この会報はメール配信しています。配信ご希望の方

は岳連事務局までメールアドレスをお知らせくだ

さい。 

題字デザイン  今村みずほ  編集  仲井正美 

                                   


