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一エ ッセイー

「まえにならうな」

彿往倶楽部 :高田 忠雄

近くの小学校の校庭に、子供たちが集まっている。「はぁ～い !みんな

整列～ !J「 まえにならえ !J。 先生の号令に、前の人の背中に向かつて両

手を突き出している。子供の時に誰もが習つたこの動作。「まえになら

え !」 とは「前に倣え」。前と (の人と)同 じ様にしなさいとい う意味。

もちろん、横へ整列する「よこにならえ !」 も同意である。このことを知

ったのは、ずっと後のことであった。長い間 「まえにならえ」は、そうい

った動作で、単に並ぶことだと思っていた。自分の怠慢さはさておき、あ

の時、先生が意味もしつかりと教えてくれていたのか～と今も思 う。

往々にして、人は「モノゴト」が繰 り返されてくると、はなから「そう

いうものだ」と決めてかかる傾向がある。自分たちの行動を、パターンを、

入力 してしまう。それに慣れると、本来の目的、趣旨からはずれて本末転

倒のことになってしまっていることにさえ気づかないことになってない

か。 想 うに～、いろんな会議などで、スケジュール通 りに進行させるこ

とに懸命になって、進行させること自体が目的と化 していないか。「皆様

方のおかげをもちまして本 日の会議も無事終了することができました。ご

協力ありがとうございました」と、決まり文句の終りを告げるあいさつ。

何か白々しいと感 じつつ、終わる。 頭がマンネリ化 しないためには、広

角度。違ったアングルでモノゴトを考え、みる努力が必要ではないか。時

には 「まえにならえ」「よこにならえ」を「前に倣 うな」「横に倣 うなJに

置き換えて考えることが必要ではないか。前のことは一旦止めて、違 うこ

とを考えることも必要ではないか。自分が思 うことは発言しないともつた

いないし、考えを発言 しないと、いいアイデアはうまれてこないのではな

いか。そんなことに気づかないで (いや、気づきながらも)十年一日のごと

しのことを繰 り返 していないか、再チェックしてみないか～。「言(ゆ )う

(湯)だけなら、風呂の窯や !Jと 、おしかりが聞こえてきそう～。

リタイア老人のひとりごとですので…。 ―おわリー
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速報    総会のお知らせ 

 

第４１回 定期総会  
 

日時：３月１２日（日） １３：３０～１８：００ 

 

１３：００開場 

 

場所：滋賀県立スポーツ会館２階 
 

滋賀県大津市御陵町４－１（昨年と同じ所です） 
 

 

 

 

★詳細は次月号でご案内致しますが、各会におかれまし 

ては、代議員選出等ご準備方をお願いいたします。 

 

 

代議員数は各会員数により下記の通りとなります。 

 

【会員数】    【代議員数】 

１０名まで・・・・・・ ２名 

１１名～２０名・・・・ ３名 

２１名～５０名・・・・ ４名 

５１名～１００名・・・ ５名 

１０１名以上・・・・・ ６名 
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スマホ活用してはる？？ 

--- スマホで山をもっと楽しく --- 

救助隊 

お友だちやご家族に言われて、LINEするためにガラ携からスマホに替

えたあなた。通話料に見合うほど活用してますか？ せっかくのスマホ、

山で使い倒しましょ。 

 
やまスマホ超々入門講座 

〔日 程〕第 1回 1月 24日（火）19：15 - 20：45 

第 2回 1月 31日（火）19：15 - 20：45 

1回だけの受講も OKですが、2回受講がお勧めです。 

〔会 場〕県連事務所 

京阪石坂線「粟津」駅下車 2分（下の地図参照） 

〔内 容〕 第 1回 スマホの基本操作 

ホーム画面にアイコン、写真の PC転送、 

スクリーンショット、コピペ、アプリ入手 

などを学びます。 

第 2回 アプリ紹介 

GPS、雨レーダーなど山で便利なアプリの 

紹介と使い方。 

〔受講料〕1回 500円 

〔申込み／問合せ〕TEL 090-3727-3721（秋田） 

又は e-mail：marumeno@yahoo.co.jp 

☆ 申込むときにスマホの OS（i-phone／アンドロイド）を 

連絡してください。 

〔締め切り〕2017年 1月 23日（月） 

 

石山 

大津京 
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第 38 回 近畿ブロック搬出技術講習会のご案内 

▼尾根搬出、岩搬出、岩のセルフレスキュー 

 日時：2017 年 4 月 2 日（日）7:30 受付開始 8：00～15：00  雨天決行、警報

発令中止 

 受け付け 百丈岩やぐら前 受け付け後の集合はやぐらの奥の河原 

 場所 百丈岩周辺（JR 道場駅より徒歩約 30 分） 

 内容 ファーストエイド 吊り上げ吊り降ろし、引き上げ引き下ろしシステ 

ムのロープレスキュー、背負い方法等のレスキューシステムを実践で学ぶ。 

 コース 

 尾根コース・岩コース（初級者・経験者コース） 

 岩セルフレスキューコース 

※受付にて希望コースを申し出てください。（岩セルフレスキューコースは先

着 10 人です） 

 装備 

 尾根コース：ヘルメット＊、ハーネス＊、自己確保用装備＊、安全環付カラビナ

＊、スリング＊、デイジーチェーン又はパス、確保器、カラビナ等 

 岩コース・岩セルフレスキューコース 

ヘルメット＊、ハーネス＊、自己確保用装備＊、確保器＊、安全環付カラビナ＊、

デイジーチェーン又はパス＊、カラビナ＊、クイックドロー＊、スリング＊、ア

ブミ、ハンマー等 

※ 1 ＊は必須。 ※2 上記の他、各コースとも一般装備（行動食、水筒、

雨具等）必要。 

 対象者 

 岩登りの経験があり、搬出技術の向上を目指す方。 

 「岩セルフレスキューコース」は搬出技術講習会参加経験者で主に岩登りをさ

れる方のみとします。 

 新特別基金、又は、それに準じる山岳保険加入者。 

 資料代 

1 部：300 円をいただきます。昨年の資料とほぼ同じです。 



 ６ 

昨年の資料をお持ちの方は訂正分のコピーをお渡しします。 

★参加を希望される方は事前に所属会を通じて氏名・性別を各府県連盟へ連絡お願

いします。 

＜特記事項＞ 

 雨天決行です。当日の朝の 7 時 30 分時点で警報発令時は中止します。 

 訓練中の事故等に対しては自己責任での安全確保をお願いいたします。ヘルメッ

トのない方は参加できません。 

 前夜泊は鎌倉峡河原にてテント泊可能です。 

 

 

 

 

 

第 38 回 近畿ブロック搬出技術講習会のご案内 

▼ハイキングコース 

 日時 2017 年 4 月 2 日（日）9：00 受付開始 9：30～15：00 雨天決行 

 集合・会場 京都府中小企業会館【京都市右京区西院東中水町１７番地】 

電話 075-314-7171 

JR 花園線丹波口駅より徒歩約 10 分／西大路五条下がる東側すぐ 

阪急電車西院駅より徒歩 15 分、又は、市バス 2002 番 205 番乗車、

西大路五条下車 

 持ち物 山行時の装備一式 

（行動食、水筒、雨具、ストック、三角巾、スリング＜120cm・60～100cm＞、 

カラビナ等）昼食 

 内容 応急手当、搬出技術 

 対象者 ハイキングの山行リーダー及びハイキングでのレスキュー技術の習

得を目指す方。 

 資料代 1 部 300 円 昨年の資料とほぼ同じです。 

昨年の資料をお持ちの方は訂正分のコピーをお渡しします。 

申し込み・問合せ先 

滋賀県勤労者山岳連盟救助隊事務局まで (担当者未定)決定次第お知らせします。 
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＜特記事項＞ 

 講習中の事故等に対しては自己責任でお願いいたします。 

 軽登山靴、または運動靴で参加可能です。 

 参加を希望される方は事前に所属会を通じて氏名・性別を各府県連盟へ連絡お願

いします。 

 車でお越しの方へ 

会場には駐車場がありますが他団体含め多数の方が利用されると満車になり

ます。会場近くのコインパーキングをお探し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜申し込み・問合せ先＞ 

滋賀県勤労者山岳連盟救助隊事務局まで      

 (担当者未定) 

決定次第お知らせします。  
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２０１６年度 第 12回 理事会報告 

1月 11日（水）19:00～20:30 県連事務所 

出 席；秋田、北村、友永、奥野、宮内、堀部、大月、長谷川、中島、池田、東郷 

高玉、西村(記録）（理事会定数 15 名） 

欠 席；小林、佐藤、 

★下記の議題について、報告 協議 決定しました。 

1．40 周年記念行事について（討議） 

  ・40年の歩み(仮)作成  担当→2017年度理事が決定してから詳細を詰める。 

・祝賀会開催  担当→友永、奥野、中島 

別紙 

  

２. 総会議案書検討（協議） 

 ・各部からの活動報告について検討（協議）する。 

・総会までの日程 

1/25(水) 第 13回理事会(議案検討 2・決算・予算案検討) 

 2/8(水) 代表者会/第 14回理事会(議案検討、決算・予算案検討) 

 2/15（水）  議案書印刷、製本、発送⇒ 午後 1 時から開催 

 3/1(水)  第 15回理事会(総会準備・資料集印刷) 

 3/12(日) 第 41回県連定期総会(滋賀県スポーツ会館) 

  

３．各部報告 

組織部；前月末の会員数（2016・12Ｅ／2016．11Ｅ） 

 山友会 84/84 岳友会 47/45 雪稜会 51/52 彷徨  18/18 

     ちごゆり 17/16  シャクナゲ 5/5  合計  222/220 （100.9％） 

※前年度末比 222／232 95.7％      

教育部、遭対部、財政部、CSS ：特になし 

自然保護部：1/7 近畿ブロックの会議は欠席 

SKI-NET : ニセコ 

機関誌部：2 月号の原稿締切 1／15 印刷・発送 1／20 

    理事会報告(友永)、リレーエッセイ(彷徨・高田)、搬出講習会案内 
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救助隊：12/16 搬出打合わせ報告 京都 

    技術研修会「山にスマホを活用しよう」1/24、1/30 の２回講座  

夜県連事務所にて 

１/27  搬出打合せ 近ブロ全体 

2/15.3/15 搬出打合せ＆講師研修 

         3/25 近ブロ全体講師研修 

4/2 会場 京都市中小企業会館 

           滋賀県より講師 3人派遣 

 

４ その他 

 ・滋賀民報の連載について 2 月～12 月(月１回)原稿 800 字「登山教室 山を安全に楽

しく」 

  北村、友永、2 人が順にまわす 労山の宣伝にも活用する  

・第 24回近ブロ雪崩講習会 2017年１月 28日(土)～29日(日) 堂満ルンゼ周辺 

‣第 1回評議会 2017/2/18～19 晴海グランドホテル(秋田会長参加予定) 

・第 51回六甲全山縦走大会 兵庫県連  3/12(日) 

■ 次回第 13回理事会 1月 25日（水）19：00 ～ 

 

第１回 県連 40 周年祝賀会打合せ   

2016 年 12 月 21 日 県連事務所 

参加者 奥野、中島、友永 

１. 実施日 

2017年 11月 12 日(日) 40 周年の締めくくりとして実施。 

２. 形態 

創立以来現役で活動しておられる村田(湖南岳友会)、西村(比良雪稜会)、柴田(ちご

ゆり山歩会)各会長と寺川元会長を交えて「滋賀県連創立の頃(仮)」のお話を座談会

形式で行った後で懇親会を行う。 

創立以来の現役会員３名の方を表彰してはどうか。 
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他にいないか各会に確認すること。 

３. 場所 

大津市内またはその近辺で探す。 

・会場候補⇒大津市立市民文化会館 ４か月前から受付、ただし複数の場合は

抽選。抽選に外れた場合のことも考えておく。 

・120 人の会場、オードブル等会館のレストランに依頼する必要あり。 

  持ち込みできるかは不明。 

・会場費 9：00～17：00 で 10,000円程度 

４. 招待状の範囲 

全国連盟、近畿ブロック、滋賀岳連、清掃登山協賛自治体、新日本スポ－ツ連盟、

山岳ショップ、県連役員ＯＢ など 

５. 会費 

3000 円 

20周年では51万円ほどかかっているので、もっとかかるのではないかと思われる。

詳しい予算については改めて考えるが 70 万円くらいかかるのではないか。 

・20 周年は会費 2000 円であった。 

・2017 年度予算に計上する必要がある。 

・参加者 100 人で見込み経費の半額は会費で賄えるのではないか。 

６. 各会への呼びかけ 

各会へは案内状を出し会員に参加を呼び掛けてもらう。 

・20 周年は、はがき 300 枚以上で会員全員に案内しているが、今回は各会へ案内を

送り会員へ周知してもらう(経費節減)。 

７. その他 

・しおりの作成 

・古い写真を募集し会場に掲示する。 

・祝賀会までに「40 年の歩み」も作り終えるたい。 

・40 年の歩みは、県連で印刷し経費はかけない。会員配布で 250 部程度印刷する。 

次回 １月 16 日   予算の検討を行い案をつめる。 

 



ぐうたら理事長のつぶやき

本年度は全国女性担当者会議に 2名 、全国自然保護集会に 1名 の方が参加 してくれまし

た。参加 したからと言ってす ぐに成果が上がるものではありませんが、全国の様々な人た

ちと交流 した り、活動の経験談を聞 くことによって視野も広 くなるし、今後の活動のヒン

トなどを得る事が出来ると思います。来年度 も全国に行事や会議に積極的に参加 していた

だければ嬉 しく思います。

自然保護集会に参加された報告に「自然保護憲章Jの事が書かれていました。会員のど

のくらいの方が自然保護憲章のある事をご存 じなのか、その内容を知っておられる方はど

のくらいおられるでしょうか。こう言 う私 もある事は知っているし、読んだ事もあります

が、十分理解 しているかと言 うと自信がありません。この機会にもう一度読み返 してみよ

うかと思っています。そんなきっかけをみなさんに与える事も参加 した成果だと思います。

私は滋賀県内の二等以上、500m以上の三角点を訪ねる山行をしています。先日そのお話

をしたところ「アルピニス トと′ヽイカーがまとめた一等三角点総覧」 と言 う本を送ってい

ただきました。その中から何回かに分けて書いてみたいと思います。

滋賀県内には 11個 の一等三角点があります。「呉枯の峰 531.9m」「伊吹山 1377.3111J「 深

溝村 87.OmJ「箱館山 547.Om」 「饗庭野西 263.lm」 「饗庭野東 233.7m」 「阿弥陀山 453.6

mJ「雨壷山 136.9mJ「雪野山 308.8m」 「蓬莱山 1173.9m」 「比叡山 848.lm」 です。深溝

村、饗庭野西、饗庭野東には山名がありません。饗庭野西、饗庭野東は自衛隊の敷地内で

一般の人は許可なく立ち入れません。饗庭野西は不発弾のため立入禁止です。残念ながら

武奈ケ岳は一等三角点ではありません。

一等三角点アラカル トです。最高は嬉 しい事に赤石岳 3120.lmで す。最低は野付崎 1.8

mです。最北端は宗谷山(北海道)、 最南端は沖の鳥島(東京都)、 最東端は南鳥島(東京都)、

最西端は久米島 1(沖縄県)です。最古選点は岩科村、達磨山、冠ケ岳で明治 10年 に選ばれ

ています。設置された最も古い三角点は筑波山で明治 11年 に設置されています。

ハイクセ ミナー第 3回 目は「音羽山」に戻って 2月 18日 (土)に 行きたいと思います。

8時京阪大谷駅集合で、大谷～音羽山～若葉台分岐～若葉台を歩きます。

また昨年雪が無 くて苦労 した堂満岳にもリベンジしたいと思います。こちらは 2月 25日

(土 )に 実施 したいと思います。 8時比良駅集合で山頂は目指さずラッセルをしたいと思い

ます。雪が無ければ中止です。

参加 していただける方は音羽山は 2月 15日 、堂満岳は 2月 22日 までに友永まで連絡 して

ください。

電話番号 077-524-5618 メールはメ19481013@yahoo.cO.jpで す。
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行 事 予 定

月 日 県連 "全国行事 月 日 各会の行事 会 名

2

4-5 f8雷大山 (CSS)

2

4 定倒由行 (場所未定 ) 岳 友

5 汁谷～長池周回スノーハイク
5 ノヽ幡曲 ち

代表者会、第 14回理事会 5 三上山～鏡山 山 カ

比良口中井新道～ヤケオ曲 山 友

雪森講習会 スキージャム勝山(スキーネット) 』2 打見山～栗原 雪稜

16 運営委員会 岳友

16 ミーティング 篠径

18-19 全国連霊評議会 (東京 ) 19 綿向彙・機氷ハイキング 岳友

19 第38理定期総会 雪 織

19 おまかせ山行 ちご

25-26 シヤルマン火打～放山 (スキーネット) 25 探鳥ウォーク 山 方

25 比良`鳥谷山 山友

25 ミーティング 岳友

26 余呉一周 雪稜

26 :坂山 山友

3

4-5 法恩寺山 (CSS)

3

4-5 妙高スキー (スキーネット) 未 定 月ヶ瀬 (梅巡リウォーク) ちご

福井和泉～大日岳稜線 (スキーネット) 3月 例会 (場所 ,思案中) 岳友

12 県連総会、第1回理事会 5 袴腰曲～立木曲 雪稜

16 ミーティング 衝 撞

18-20 〉高スキー 黒姫山(スキーネット) 13 鈴鹿 /御池岳 岳 友

19 沖ノ島巡リウォーク ちご

26 総会&ミーティング 岳友

26 高御位由(兵庫県) 雪 援

4 4

2 3月 例会 (場所・思案中) 岳友

8-9 五竜遠見尾根 (スキーネット) 9 第46固定期総会 山友

9 武奈ケ嶽北尾根～二重嶽 雪 稜

16 金糞岳 岳友

20 ミーティング 笏雀

23 倶習尊由 雪稜

29 ミーティング 岳友
29 三十三FEl山 (公開野点山行 ) 目稜

会名略号 山友:滋賀山友会、岳友 :湖南岳友会、雪稜 :比 良雪稜会、ちご:ち ごゆり出歩会

シャク:シャクナゲ潮行クラブ、紡復:彿径倶楽部

スキーネット:山スキーネット滋賀、CSS:クライミング研究会滋賀
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滋賀県勤労者山岳連盟は 

本年 40 周年を迎えました 
 

 

 

 

 
原稿の投稿先（3 月号は 2017 年 2 月１５日〆切） 

メールアドレス okunoyutaka@yahoo.co.jp まで 
 

原稿はＢ5 サイズ、フォント 10～10.5 で、使用する写真は 

200KB 以内として下さい。皆様のご協力をお願い致します。 
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