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事務所清掃の報告 

７月５日 事務所の清掃および草刈りを行いました 

参加人数は以下の通りでした。                            

 宇都宮ハイキングクラブ   ６名 

 宇都宮山の会        ３名 

 県連            ２名 

   計           １１名 

 

 

 

賢治・啄木の故郷の山 岩手山 早池峰山で集おう 

ゆっくり 焦らず 前向きに 

第１０回東日本女性登山交流集会 

ｉｎいわて 

主催：日本勤労者山岳連盟女性委員会 

主管：岩手県勤労者山岳連盟 

2008 年10 月11 日(土)～12 日（日） 

 

 

２ ０ ０ ８ 年 ８ 月 １ 日 発 行 

栃 木 県 勤 労 者 山 岳 連 盟 

栃木県勤労者山岳連盟  発行責任者：増田俊男  編集責任者：橋田弘一 

321-0345宇都宮市大谷町１１０９  

http://www.geocitiesj.p/tochigirosan/ 
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◆ 場 所 南部富士見ハイツ 11 日11 時30 分迎のバスが盛岡駅から出ます（希望者は連絡下さい）） 

◆ 岩手県雫石町鶯宿（おうしゅく）１０－７５－２ 

◆ ☎ 019-695-2311 FAX 019-695-2629  http://www2.ocn.ne.jp/~haitu33/ 

◆ 募集人員 100 名 

◆ 参加費 12,000 円 

◆ 当日受付 南部富士見ハイツにて、10 月11 日（土）12 時から 

◆ 申込み・問合せ先 岩手県勤労者山岳連盟 川村 雅子 

住所 〒020-0102 盛岡市上田松屋敷28-11  E-mail masakohi@hkg.odn.ne.jp 

電話＆FAX 019-662-4096（留守電有） 携帯 090-6689-6843 

◆ 参加費の振込先 ゆうちょ銀行 記号１８３３０－２ 番号１４２７４００１ 

口座名義 岩手県勤労者山岳連盟 

◆申込〆切り 8月31 日（日） 

参加申込書と参加費振込の確認をもって、参加の申し込み受付といたします。 

県連、会単位で申し込み下さい。キャンセルは9月25 日（木）までお受けいたします。 

10 月11 日（土） 

講演会 午後1 時～４時 テーマ 「女性とスポーツ環境」 石田 良恵先生 

＊ 石田良恵先生  女子美術大学名誉教授 

経験交流 午後４時～4時45 分 司会 藤元理津子 

夕食と交流会 午後6 時～8時30 分 

10 月12 日（日） 交流登山  

１早池峰山 ２岩手山ピストン ３岩手山縦走 ４鞍掛山 

 コース 所要時間 集合場所・時間 ポイント 

１ 早池峰山 ７時間 早池峰河原の坊 頂上小屋のし尿汲取り体験 

２ 岩手山馬返しコース 往復 ８時間 馬返し登山口 一番利用されているコース 

３ 岩手山馬返し～山頂～焼走り 縦走９時間 馬返し登山口 健脚向き 

４ 鞍掛山 往復 ４時間半 鞍掛山登山口 歩き易い山です 

＊ 12 日の登山時のおむすび 270 円で注文いただけます 
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　　　　　　　②　岩手山馬返しコース　(所要時間約８時間　終了15時頃）

　　　　　　　④　鞍掛山　(所要時間約4時間　終了13時頃）

県連名 所属会名 氏　名 性別 登山コース
番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　　登山コース　　　①　早池峰山（屎尿し体験登山）　(所要時間約7時間　終了15時頃)

　　　　　　　　　　　　③　岩手山馬返し～焼走り縦走　(所要時間約9時間　終了16時頃）

　　　　　12日(日）　交流登山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込み〆切　8月31日

第10会東日本女性登山交流集会参加申込書

2008年10月11日（土）１２：３０受付開始　１３：３０～交流集会

主管：岩手県勤労者山岳連盟

所属会毎に申込み下さい

TEL&FAX

所属会代表者の連絡先

名　前 住　所

携帯　０９０－６６８９－６８４３　　E-meil  masakohi@hkg.odn.ne.jp

携帯電話番号

申込み・問合せ先 岩手県勤労者山岳連盟　　川村　雅子

〒０２０－０１０２　盛岡市上田松屋敷２８－１１　　TEL&FAX 019-662-4096

E-meil
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第２回実技山行～磐梯山～ 

 

～読図、疲れにくい歩行法、ストック活用法～  
 

日 時：2008 年 06月 15 日（日） 

天 気：快晴 

コース：宇都宮 IC⇒磐梯河東 IC⇒ゴールドライン八方台Ｐ・・・中の湯跡・・・

磐梯山頂・・・天狗岩・・ 

     ・沼の平・・・赤植山・・猪苗代登山口⇒猪苗代磐梯高原 IC⇒磐梯熱

海 IC⇒ユラックス熱海（入浴） 

     ⇒磐梯熱海 IC⇒宇都宮 IC⇒往路帰宅  

 

     

第２回実技山行は、磐梯山である。今回の実技テーマは下記の２項目です。 

（１）地図とコンパスの活用訓練 

（２）疲れにくい歩行、ストック活用の実践 

 

 事前に、地図上で指定しておいた各チェックポイントにて、コンパスで進行方向の角度を出し、座

学にて測定しておいた 方向と合っているかを確認しながら、展望のよい地点では、周りの地形を観察

して現在地が地図上のどこなのかを特定する 訓練を行った。また、今回のコースは下りが長いので、

前回講習にて学んだ疲れにくい歩行法、ストック活用法の実践を 意識して下山した。 

 今回の磐梯山は、天候に恵まれ、途中出あった常連登山者によると、こんな天気に出会うのは本当

に珍しい（３０回登って２回目 だ）そうで、素晴らしい３６０度の展望を楽しむことができた。 

 

以下、ハイキング楽校生の感想文を読んでください 
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 ＜第２回 実技山行「磐梯山」感想文＞     マロニエＨＣ 宮崎イク子 

 6 月 15 日（日）宇都宮市営大谷駐車場

を定刻とおり、７時 10 分に出発、途中コ

ンビニで お昼の楽しみのから揚げを買

い、爽やかな快晴に、わくわくドキドキし

ながら、 宇都宮ＩＣから一路磐梯山へと

向う。～気分はルンルン・・・(´∀｀

*)。 

 バスのなかで事前に予告のあったスリン

グ、カラビナの基本的使い方についての実

技指導が あった。 

大貫ＣＬ、八木沢ＳＬの指導で繰り返し練

習する・・・。 

６／２９（日）のセルフレスキュー に向

けの訓練だそうですが、これが、なにがな

んだか、さっぱりわかりません・・！？  

隣に座っている松ちゃんに、教えてもらい

やっと結べるようになった頃、ようやく登

山口に到着した。   

  
地図とコンパスで方向を確認 

絶景ポイントにて檜原湖？ 

  
木漏れ日溢れる登山道を歩く 

トラバース道から急登へ 

 登山の準備とストレッチの後に、地図とコンパスで進行方向を確認して、いよいよスタート。 初心

者の、わたしは、ただただ嬉しく、晴天の中、木漏れ日溢れる山の中へ、しばらく登ると、 温泉旅館

の跡地（露天風呂が、レトロ）登るほど変わる景色・・・ 

 

 

 

急傾斜を登りきり、休憩 

  

弘法清水小屋分岐を通過 

  

磐梯山への急登を行く 

  

一息入れる、山頂はもうすぐ！  
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  あれは、何という湖？檜原湖、秋元湖

など目を見張る裏磐梯の景色の中、コンパ

スで方向確認しながら、嶮しい山道を ひ

たすら登る。 

 平坦な道に出るとすぐに弘法清水小屋に

到着した。そこから磐梯山山頂はもうすぐ

だ、展望を 楽しみながら、ゆっくりと登

る。 

 山頂に到着するとすぐにお昼をいただ

く。お楽しみのから揚げを、猪苗代湖の素

晴らしいを眺め ながらパクリ(* ^―ﾟ)。と

っても美味しい 手づくりの、らきょうを

いただきお腹を満たして、ハイポーズです

よ！  

 さぁ～下山です。 足場の悪い、石がご

ろごろした道を、慎重に下り、途中途中

の、かわいい花の名前を、 眞知子ちゃん

に、教えてもらいコンパスでの、方向確認

も、尐しは、慣れてきたころ 最後の難関

が・・・。 

 スキー場のゲレンデを下りしばらくする

と、膝が悲鳴をあげはじめ、大貫先生から

「後ろ向きに下りると楽ですよ」との ア

ドバイス・・・。い 

 

 

ハイポーズ！（磐梯山山頂にて） 

山頂にて美味しい食事 

新緑の沼の平を行く 

   

   

 やー楽々、膝にやさしい後ろ向き歩行でした。無事、バスに到着ホットしました。 

ストレッチをして、下界の温泉で、疲れをとりさっぱりして 帰路へ。バスの中では、今後の予定（次

回のセルフレスキューや７月山行について）やロープのおさらいなど、和気藹々楽しくて、あっと言う

間に大谷駐車場に 無事到着。先生方や、皆様のおかげで、すばらしいハイクになり、ありがとうござい

ました。  

沼の平からの磐梯山 

  

天狗の庭付近からの猪苗代湖 

  

急傾斜にてストック活用 

  

後ろ向き歩行が快適だ！  
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第３回実技～セルフレスキュー講習会～ 

～事故対応の基本的技術～ 
 

 

日 時 ：2008 年 06 月 29 日（日）９時～１５時 

場 所 ：宇都宮市冒険活動センター  多目的アリーナ  
 

 八木沢校長及び大貫主任講師から、ハイキングは山という厳しい自然の中で行動するため、 ある程度は自

分や仲間のケガや病気には自力で対処していかなければならない。  今日は、最も起こりやすい事故対応

の３つ基本的技術に関する実技講習を行うとの お話があった。  
 

 ■足首や膝、手の障害への

対処 

 まず最初に、山行中に起こりやす

い「ふくらはぎ、ふともものこむら

返りや膝痛など」への対処方法から

実技指導 が始まった。 

 「キネシオテープ」の説明があ

り、別名「人工筋肉テープ」とも呼

ばれ、キネシオテープを貼ると、 

体内に隙間ができてリンパ液や血液

の流れが良くなり、酸素も栄養も体

の隅々に行き渡るようになり、貼る

だけで 筋肉の痛みや凝り、疲労の

回復も早くなるとのこと。 

 使用する「キネシオテープ」を参

加者に配布し、そのテープの使い方

について、大貫先生が自分の 足に

テーピングをして見本を示し、その

あと参加者全員が ２人１組になり

実際に、相手の足にテーピング、マ

ッサージの実技を行う。 

  続いて、足首を捻挫した時のテ

ーピング応急処置や骨折した場合の

スリングでの固定法、 手にケガを

した場合のテープを使った簡単な固

定法の実技講習を行う。  

  

  

大貫講師による 

テーピングの指導 

ふくらはぎへの 

テーピング 

ひざへのテーピング 

 

こむら返りへの 

マッサージ訓練 

捻挫した場合の 

テーピング訓練 

骨折した場合の 

スリングでの固定法 

テープを活用した手の

簡易固定法 

短い距離の移動法① 

 

短い距離の移動法② 
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■事故者の搬出法について 

 次に、ケガや病気の仲間をいかに

安全な場所に移動させるか、事故者

の搬出法についての 実技指導があ

った。 

 まず、一人で短距離を移動させる

法やスリングを使い一人で背負い搬

出する方法の訓練を行うが、 なか

なか大変である。 

 次に、事故者が自力歩行する為の

ストックを利用した松葉杖を作る訓

練を行う。これは実用的で 利用価

値が高い。更に雤具を使った背負い

搬出法の訓練を行うが、この方法は

背負われる事故者には やさしいが

背負う人への負担は大きい。 

 そこで、ザックを連結した簡易担

架を作成し搬送する訓練を行った。  

  

短い距離の移動法② 

  

スリングを使った背負

い搬出法 

スリングを使った背負

い搬出法 

ストックを利用した 

松葉杖歩行 

ストックを利用した 

松葉杖歩行 

雤具を使った背負い 

搬出法 
 

   

 

雤具を使った背負い搬出法 

  

 

 

ザックを連結した簡易担架① 

  

 

 

ザックを連結した簡易担架② 

  

 

 

ザックを連結した簡易担架③ 
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  ■ロープワークの基本訓練 

 

最後に、今後活用するロープワーク

の訓練を行う。 

 ◆スリングを使用した簡易チェス

トハーネス 

  の作り方 

 ◆支点にロープを結ぶ「ツーハー

フ」 

 ◆簡易確保に使用する「ムンタ

ー」 

 ◆「ガルーダ」での１/３引き上げ

法など 

事故対応にはもちろんですが、今

後、難場通過などに使用する技術で

すので、 各自、繰り返し練習し

て、必ずマスターしてください。 

  

スリングを使った簡易 

チェストハーネス 

ロープワーク訓練 

  

ロープワーク訓練 

  

１/３引き上げ法 

ガルーダの訓練① 

１/３引き上げ法 

ガルーダの訓練② 

１/３引き上げ法 

ガルーダの訓練③ 
 

   

 ＜第３回実技「セルフレスキュー講習会」感想文＞    野木山想会 Ｈ郷Ｅ子 

 

 この日は、本降りの雤が一日中降っていました。 梅雤時の実技講習と言う事で、屋内で出来る内容

の講習でした。 どのスポーツでも怪我等が起こりうる状況にあります。 しかし、山は下界から離れ

た特別な場所…。そこでの怪我・病気等の対処法、搬出法を今回学ぶ事が出来たのは 大変よかった思

います。ある程度は自力で対処できるようになれるといいなと思いました。 

 例えば担架ひとつ取っても、山に担架などありません。何を代用して担架を作成できるか？ ザック

３つ使用で簡易担架が出来上がってしまう。皆さんの手を利用しても、即席担架が出来る。 その場に

有る物を最大限に活用することで、さまざまな搬出法があることを知りました。 

 

 大貫先生の実技指導により頭で理解して、４班（各班：班長に５人の受講生）に分かれての実技指

導により、実際に やってみる。小グループ単位で行うことにより、班長のひとつひとつの動作をより

観察でき、質問もし易く、学ぶ側の環境が整っていました。  

 

 『イザという時のセルフレスキュー』 万が一の為の講習ですが、加齢と共に身体は衰えていきま

す。 山での怪我や病気等が、どんな形でパーティー内や自分自身に降り掛かってくるか分かりませ

ん。 セルフレスキューをマスターするこ事により、安全登山へと繋がります。 

 一日を費やしての実技講習でしたが、時間経過は早く、気付くと３時…。 完全に今回のセルフレス

キューをマスターしたワケでは無いので、家での復習も重要だと思いました。 

講師陣の皆さん、いろいろと有難うございました。  

 

 


