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わらび山の会

4/

4/

5/22 天覧山 RCT 4 名

5/

柴翆山岳会

4/13 設立総会・懇親会

5/

6/ 5 伊豆ヶ岳クリーンハイク

7/15～17 南ア・甲斐駒～仙丈岳交流山行

あすなろ山岳会

4/ 2 北越谷公園 花見 7名

4/17 常陸・高鈴山

4/23～24 南会津・七入 7名

5/ 2～ 3 上越・谷川岳、坂戸山 2名

5/14 安蘇・鳴神山

5/29 奥日光・千手ガ浜～黒檜山

6/19 赤城・荒山高原～鍋割山

彩山友会

4/

5/

5/

埼玉勤労者山岳連盟・南部ブロック協議会 ５月例会

2016 年 5 月 19 日（木） 於：パルコ 市民活動センター

出席…伊藤正勝、矢木加代子、冨田皓、大内 武 、磯野京子、澤藤俊昭、高梨正久、水谷克明

小松勝浩、池田 稔、尾手利雪、高野久美 他…柴翆山岳会（黒沢、工藤、長谷） 10名

（4月ブロック会議参加者…伊藤、冨田、澤藤、小松、磯野、尾手）

１、 県連活動報告と今後の予定！

4/11 救助隊役員会

4/13 沢ネット打ち合わせ会 15 名

4/15 三役会議

4/16 岩ネット 日和田 17 名

4/24 足尾植樹 、わらび総会

4/27 第 13 回理事会

5/11 三役会義

5/ 9 登山学校運営委員会

5/11 沢ネット打ち合わせ会

5/14～15 捜索搬出訓練 都幾川村・雷電山

5/14 登山学校 開校式 30 名＋

5/16 救助隊役員会

２、４月～５月の主な山行報告と今後の予定！

三郷山の会

4/ 3 難台山花見ハイク

4/24 高岩山～御岳山 16名

5/ 3～4 北ア・奥穂岳 6名

5/22 天覧山 RCT 4 名

5/29 南大菩薩・滝子山

6/ 5 伊豆ヶ岳クリーンハイク

6/24 大菩薩・牛の寝通り

5/21 岩ネット 日和田

5/25 第 13 回理事会

5/29、6/5 県民クリーンハイク

5/29 沢ネット（西丹沢・マスキ沢）

6/ 4～5 〃 （東北・二口沢、山菜採り）

6/ 6 救助隊役員会

6/11～12 登山学校「計画から下山」大小山

第19回全国自然保護講座 神奈川

6/18 沢ネット（奥多摩・水根沢）

6/19 遭難安全担当者会議、意見交換会

6/25～26 全国女性担当者会議

7/ 2～3 関東ブロック救助隊合同訓練

5/2 天神尾根～谷川岳
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３、28 年度ブロック活動と役員体制について！ 確認

＊今期の活動方針！

・クリーンハイクを成功させる。

・ブロックの交流企画を工夫して実施する。他ブロックにも交流を呼びかける。

・自然保護活動と学習会を行う。

【役員体制】

ブロック長…伊藤正勝（わらび山の会）

事務局 …澤藤俊昭（あすなろ）

会 計 …冨田 皓（三郷山の会）

各会委員 …大内 武、磯野京子（三郷山の会）高梨正久（あすなろ）矢木加代子（わらび）

水谷克明（彩山友会）小松勝浩、池田 稔（紫翆山岳会）

【各会役員】 三郷山の会 わらび山の会 あすなろ山岳会 彩山友会 紫翆山岳会

会長 … 冨田 皓 伊藤正勝 黒沢方三 水谷克明 若林信彦

副会長… 佐藤順子 小高幸男 池田 稔

磯野京子

事務局… 八木原健一 金田雅彦 澤藤俊昭 井上 小松勝浩

評議員… 佐藤順子 矢木加代子 高梨正久

（八木原健一）

理事 … 佐藤久子 武笠真次

尾手利雪

高野久美

全国 … 佐藤久子 伊藤正勝

【各会 会員数】

三郷山の会 40 名 わらび山の会 31 名 彩山友会 6名

あすなろ山岳会 4名 紫翆山岳会 10 名 合計 91 名

【ブロック会議】 昨年と同様 パルコ９階 市民活動サポートセンター

原則として 毎月 第３木曜日か金曜日 PM 7:00～

【具体的な主な活動】

＊県民クリーンハイキング 6/ 5 奥武蔵・伊豆ヶ岳

＊親睦交流・企画山行…交流ハイキング （ / ）技術交流山行（ / ）

雪山交流会 （ / ）

＊その他
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４、県民クリーンハイク計画について！

月 日 ６月 ５日（日） 日帰り 集合 南浦和駅武蔵野線ホ―ム 午前６時５０分

西武秩父線 正丸駅 午前９時００分

場 所 奥武蔵・伊豆ヶ岳

関東ふれあいの道「伊豆ヶ岳を超える道」ハイキングコース

持 物 お弁当、水筒、雨具、筆記具、地図、その他 軍手

＊共同食…

交通費 大人 約 2,500 円、子供 1,000 円

歩行時間 約 ４時間

主 催 埼玉県勤労者山岳連盟・南部ブロック協議会

クリ―ン埼玉県民運動の協力団体として、毎年埼玉の山でクリーンハイクを実施して

います。

申し込み あすなろ山岳会 澤藤俊昭 ☎ 048-296-9882

わらび山の会 金田雅彦 ☎ 048-258-0348

三郷山の会 八木原健一 ☎ 048 985-7889

彩の山友会 水谷克明 ☎ 048 625-6305

紫翆山岳会 小松勝浩 ☎ 048 287-9350

【コ―ス】

三郷駅＝＝南浦和駅＝＝新秋津…秋津――正丸駅……大蔵山分岐……五輪山……

6:30 6:53 7:13 7:23 8:50～9:15 9:45 10:25～30

…伊豆ヶ岳（昼食)………小高山……正丸峠………大蔵山分岐……正丸駅 （交流会）―

11:00～12:00 12:30～45 13:10～30 14:00 14:40～16:15

―――秋津駅…新秋津駅＝＝南浦和駅＝＝三郷駅

17:15 17:30 18:00 18:20

歩行時間 約４・０時間

＊服装は運動靴、シャツ・ズボン、帽子着用のこと。

＊雨天の場合 小雨決行

＊具体的な取り組み方と準備

・当日担当者と役割 CL…伊藤 会計（冨田） 記録（各会）

写真（各組）

・備品…ゴミ袋（大 40 枚、小 40 枚 、軍手(60 手)、他

購入…小袋 4(伊藤) 秤（伊藤）、ハサミ(各会)、

ゼッケン・ノボリ（各会）

・駅頭宣伝…なし

・ゴミ回収 飯能市環境課クリーンセンター 042-973-1010

西武鉄道・正丸駅（ゴミ仕分けと一時保管連絡）

・その他 昼食交流（昼食…各会で用意）、他 歌集 名簿…冨田へメール（３班）

予算、参加費（交流会費）は？ ブロック補助 10,000 円（飲み物代）

＊参加者把握

三郷山の会（ 15 名 ）、わらび山の会（ 7名 ）、あすなろ（ 2名～ ）

彩の山友会 ( 5 名 )、紫翆山岳会 （ 8名 ）
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５、県連活動と全国活動から！

＊第 22 回遭難防止・安全教育担当者会議、意見交換会のお知らせ！

6月 19 日(日) 高鼻コミセン AM 9:30～ PM 2:00～

＊各 委員会活動報告

第 21 期登山学校 開校式 5/14 受講生 30 名締め切り

岩ネット 報告 5/21

救助隊活動報告 5/14～15 救助要請～初期活動 於…小川町雷電山

＊その他 詳細…全国連盟ニュース 第 23 号 参照

熊本地震災害救援募金の件

第 19 回全国自然保護講座 6/11～12 神奈川県立山岳スポーツセンター

全国女性担当者会議 6/25～26 全国連盟事務所

全国遭難対策担当者会議 7/ 2～ 3 全国連盟事務所

第 1回「山の日」記念全国大会 8/11～12 長野県松本市・上高地

長野県登山計画書 提出の義務化

６、その他

埼玉県連 50 周年記念事業 実行委員会立ち上げ

ブロックから 2 名ぐらい 三郷山の会（１名）わらび・あすなろ（１名）

期日予定 2017.9.30～10.1 頃 予定？

5/2 谷川岳からオジカの頭

岩ウチワ 天神尾根で 5/3 坂戸山山頂から八海山・中の岳 5/14 鳴神山で カッコウソウ

次回の南ブロック会議は ６月１６日 （木）PM7:00～ 於：パルコ市民活動センター です。

忘れずに参加をお願いします。


