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電子版機関紙 発行責任者 武笠真次

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-1-5ふじビル２階

TEL&FAX:048-838-0640

・3/15 埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例の一部改正についての要望書提出（別紙参

照） ・3/30 第6代理事長 山本辰平さんを偲ぶ会 場所：労山全国連盟事務所18:00～

★救助ヘリ有料化問題

埼玉県議会にて全国連盟役員と共に全国連盟の文書を各会派議員に渡した

埼玉県会議員から手に入れた文書を理事会席上で解説

★偲ぶ会について ★新特別基金決定案件

・3/10第12回三役会議1.総会資料作成について 2.加盟団体総会へ理事長名のメッセージを送る

・3.防災ヘリの有料化（別紙参照）

・事故一報 2/11大菩薩嶺 新座山の会 女性 75才 熱傷

・交付申請 3/1 北ア大日岳 所沢ハイキングクラブ 女性 53才 中手骨骨折

・交付申請 3/6 両神山 大宮労山 男性 52才 肩関節剥離骨折

・第50期定期総会 委任状現在8名受理 役員推薦書現在13名受理

・団体ロッカー確保 浦和パルコ（H29.4～H30.3)払い込み済

・会場確保 6/18浦和コミセン 遭難防止委員会、意見交換会

★総会議事進行表、印刷は25日土曜日13:00から、各委員会会計報告状況・・まだの委員会は23日厳

守、選管（岩岡さん→瀬下さん）、資格審査（岩岡さん→千葉さん）、書記（宇田川さん→加藤さん）

役員候補推薦書を提出して下さい（大宮、北本、峠の3会よろしくです）、理事長・事務局長・各ブロッ

ク副理事長候補 武笠さん、尾手さん・岩岡さん、矢吹さん?又は加藤さん、高野さん、北部は全く未

定、総会資料・・連盟費一覧は財政作成、遭難対策基金説明資料 ★遭難対策会議の部屋確保

・3/16 会計監査 ★会計監査終了しました 決算書説明・・財政の矢吹さんが説明

予算書説明・・矢吹さんより様式改良提案からの決定

なし

・第12回理事会レジメをホームページ用に点検

・第13回理事会への各担当からの転記作業

★41号をアップします。★中部ブロック雪山報告

・報告、連絡無し

県連サイト
県連サイト http://www.tozan.justhpbs.jp/kenrenhp/index.html
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石巻震災復興支援 4月14日(金)～16日(日)

参加者募集中！ 申し込みは、各会ごとに瀬下まで。参加者の氏名、住所、年齢を明記してくださ

い。

足尾春の植樹デー4月23日(日)午前9時30分 銅親水公園集合・持ち物 飲料水、軍手、雨具、昼食

各ブロックごとに参加をお願いします。今年は昼食時に甘酒が出ます。

群馬県連、千葉県連、全国連盟等参加★石巻復興支援参加者更に募集★春の植樹デー更に募集

・3/6 平成28年度 救助隊 総括会議

1. 装備確認 2. 2016年度総括 3. 2016年度活動報告、会計報告 4. 2017年度活動計画案、会

計予算案、役員体制 5. 救助隊員名簿の確認（22人）、組織体制 6. 遭難時のフローシート

7. フルスケッドストレッチャー説明資料

・3/27 浦和パルコ 偶発性低体温症への対応の学習会

★ストレッチャー購入方向で

・４/26～5/14 三郷山の会 アメリカ西部（ヨセミテ、ザイオン、グランドキャニオン）

・第50期埼玉労山総会資料集に掲載

3月6日 22期登山学校準備運営委員会 3月6日現在 申込者 8人

4月3日 運営委員会 5月14日 開校式 22期・・現在8人

3月11日（土） 阿寺の岩場にて、参加11人（飯能2、所ハイ3、山なみ3、わらび1、新座1、彩の山友1）

※6年前の東日本大震災の14時46分に全員で黙とうをした。

合わせて、4月14日（金）夜～16日（日）までの県連自然保護委主催の東北支援の呼びかけをした。

新年度第1回は、4月15日（土ー第3土曜日） 阿寺の岩場にて。集合は東吾野駅8時12分着 雨天の

時は、入間市のベースキャンプ（インドアー）

年間行事（交流バスハイク、全国連交流集会出席、講演会）は、無事終了

会計報告も終了し、残金26,683円返金済

次年度、役員の選任 ★年間行事終了

資料のとおり

なし
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西 部

北 部

中 部

南 部

ブロック 会議日程 ブロック長

服部

東北コミセン 参加者 7団体12人

議 題 2月26日行ったスノシューハイクの結果

参加者・埜歩歩11・新座8・峠山9・山なみ11・所ハイ15・ビスタ

ーリ5・合計59人バス代大￥145,800 小￥108,000 高速代

￥28,910 計￥282,710 参加費￥5,000 スノーシュー代

￥2,500 天気かよくコースが良かった また物足りないメ

ンバーもいた途中まで山に登った班もいました トレース

を自分で作ったスノーシュ（女）サイズが合わず途中で外

れたなど 帰路はトンネル付近で事故で大渋滞に巻き込

まれ所沢着がPM10:00頃でした

＊県連50周年記念祝賀会参加申し込み

参加予定者・新座2・峠山6・山なみ6・ビスターリ3・現在17人

各団体まだ浸透していません（・西部ブロックの担当者

及び県連理事のいる団体はその点定例会等で 協力お願

いします。）植樹祭について 4月23日（日）旧足尾銅親水

公園AM9:30開始 コースは昨年と同じ戸四郎沢6．7コース

少し階段を登る 川越ウェスタ前AM6:10集合 6:20出発

参加費￥5,000 予定 帰路 荒神山またこの近くの温

泉（個人負担）の2通り

東北震災支援活動石巻 参加者予定者 峠山1 ビスタ

ーり4 計5人 詳細：4月にブロック長と一部担当者が変

わりますので次回にて 次回4月13日です

資料の通り、ブロック長未定

雪山山行 3月11日(土)～12日(日) 日白山 テント泊

クリーンハイク 6月4日(土) 破風山

50周年記念地図読み山行 10月21日(土)実施予定 場所未

定次回ブロック会議4月19日（水）資料のとおり

雪山交流バスハイク 3月5日(日) 奥日光・山王帽子山

戦場ヶ原スノーシュー 28人参加

クリーンハイク 6月4日(日) 鐘撞堂山

50周年記念山行 10月実施予定 場所未定

次回ブロック会議4月20日（木）

資料のとおり

伊藤

羽竜

石川 ブロック長交替

2017/3/9

2017/3/16

2017/2/15
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○50周年記念事業実行委員会

★50周年実行委員会報告

★パーティ券確認、各ブロック長より各会代表へ趣旨説明をお願い

加藤さんからチケット番号抽選会の実施等の発案（理事長賞等）説明

★記念誌寄稿のお願い

岩岡さんが取り纏め担当

〇第50期定期総会

・3/26（日）場所：高鼻コミセン大会議室 PM1：30～4：30

・3/25(土)13:00～16:00 印刷 浦和パルコ9Ｆ市民サポートセンター

・3/26(日)11:00 理事集合 会場設営 全員

・議長：中部、北部、書記：西部・南部

・司会：尾手、選管：瀬下、資格委：岩岡、受付：嶋田・佐藤、矢吹 懇親会；木村、写真；高橋、

・記録：宇田川

最後のあいさつ：木村 （別紙総会議事進行表案による）

・第50期総会議案書作成（木村）

・第50期総会資料集作成（武笠）

・総会垂れ幕作成印刷

・来賓 全国連盟 副理事長 藤元理津子氏（案内送付済）

〇その他

●福島の子ども達と夏休み●

関東ブロック 第1回実行委員会 場所：労山全国連盟事務所4/１ 13時00分-17時00分予定

武笠出席

＊ 「ハイキング・セカンドステップ」第二版発売中 大量購入割引あり

＊ 「山筋ゴーゴー体操」DVD付き新版発売中 大量購入割引あり

〇次回 三役会議：2017年4月14日（金）場所：さいたま市サポート活動センター

○次回理事会日程：2017年4月26日（水）場所：さいたま市サポート活動センター

5/13日進山岳会総会


