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・5/23労山新特別基金制度運営委員会
・7/1～2新特別基金全国担当者会議新
・特別基金アンケート（事務局長が返答）
・賠償保険会社変更について…三井住友海上に変更になった。

・5/12 第2回三役会議
・5/15 50周年記念事業第10回実行委員会
・5/28 50周年記念講演、記念式典
・6/13 第3回三役会議
・6/18 第24回遭難防止・安全教育担当者会議

・6/18 2017年度臨時評議会及び意見交換会

以下を配信
・福島の子供たちと夏休み
・2017年度臨時評議会意見交換会のお知らせ
・第24回遭難防止・安全教育担当者会議のお知らせ
・労山メールニュース第30号
・登山時報（2017_6月号）カレンダー募集
・2017平和行進チラシ
・理事名簿作成

2017年度連盟費納入の通知を5月10日に28団体へ送付済み。
納入済み：6団体

・6月18日（日）浦和コミュニティーセンター10F 7集会室
PM1：00開場 1：30分より開催 「会員拡大と若返りの意見交換」

・第2回理事会レジメをホームページ用に点検 ・第3回理事会への各担当からの転記作業
・50周年記念誌委員会、第一回日程を6月27日（火）としました。

・電子版「ろうさん彩登」 第41号、第42号掲載

・5/1第1回女性委員会 ・6/7女性委員会交流会（美の山） ・11/25安全登山のための実技講習会
・12/2～3第8回女性と登山安全集会 場所 埼玉県国立女性教育会館
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・2017年11月11日(土)県連バスハイク（赤城もしくは那須周辺）
・2018年01月28日(日)ハイキン委員会主催の講演会
（講師は、理事長と瀬下さんでさいたま新都心の環境省の方に依頼予定）
・全国のハイキング交流集会はほぼ決まっています。
9月16（土）～18日（月・祝日） 約35名募集
越後湯沢駅 徒歩10分 参加費20000円
16日 受付〉13：00 講演 地図の見方と活用法 講師 宮内佐季子 他講習 あり
17日 登山 飯土山 大源太山 （交通費各自）
18日 映像により学習 11：30 解散

・クリーンハイク
各ブロックごとに参加人数、回収したゴミの量(可燃・不燃)を報告してくださ
い。 軍手とゴミ袋を50周年記念祝賀会の際にお配りします。
・みちのく潮風トレイル
9月29日(金)夜行～10月1日(日)
宮城県石巻市金華山にて宮城県
連盟石巻労山と合同でみちのく潮風トレイルの道づくりボランティア作業を行います。詳細は別紙
案内にて。
・県連での埼玉県における植樹への取組
5月10日(水)に武笠理事長、瀬下、吉本ほか3名で秩
父市森づくり課の方3名と現地視察済み。 また、秩父市農林振興センターにて補助金申請につい
て問い合わせ。 書類が整えば補助金が出る見込み。11月12日(日）場所は秩父市の高篠峠付近。
詳しい案内は日程が決まり次第速やかに配信します。

・フルスケッドストレッチャー購入 ・5月14日 救助隊員基礎技術訓練 非公開岩場2ケ所
懸垂下降時ロープ結束点通過時の、使い易い技術の検討 カウンターラッペルに依る介助
懸垂下降時の、注意点や要点の検討 エキスパンションボルトに依る懸垂下降支点構築

・三郷山の会4/26～5/14アメリカ ヨセミテ 5/11～12 インドネシア バトゥール山
・
5/26～6/3南米ペルー マチュピチュ

・6/18 遭難防止安全教育担当者会議浦和コミセン10F

第8集会室AM9:00受付

アグン山

AM9:30～11：30

・5月14日 開校式 浦和コミュニティーセンター ・第1回講座「計画から下山まで」
・6月11日 机上講座 カルタスホール ・6月12日 実技講座 栃木県 太平山

・5／20（土）阿寺の岩場参加者17名（飯能2、所ハイ4、蕨1、橡1、山なみ3、新座3、大宮1、彩の山友2）
・次回6月17日（第3土曜日）日和田、9時岩場集合。
雨天時、入間市インドア－「ベースキャンプ」10時集合

なし
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・4/30 奥多摩・逆川 5人参加 (大宮2、新座1、彩1、パートナーズ1)
水量が多く寒かった為、1人が低体温症になりかけ途中で遡行中止。
焚火をして温かいものを食べて回復。Ｌが直前に受けていた救助隊の低体温症の講習が
活かせた。
・5/10 打合せ 17人参加 (大宮5、所沢3、彩2、新座2、上福岡2、飯能1、三郷1、パ1）
・5/27 奥秩父・竜喰谷 予定
・6/3～4 東北二口山塊・大行沢 予定
・6/11 セルフレスキュー
予定
・6/24～25 安達太良山・石筵川 予定

ブロック

西

南

部

部

会議日程

2017/5/19

2017/5/18

ブロック長

小島

・議題
クリーンハイク場 所西吾野 吾野地域行政センター
PM2:00集合
・50周年券5月15日現在53枚配布 中部3枚 武笠理事長
1枚 残3枚です
・4月23日足尾銅山植樹祭参加者 計41名
埜歩歩8
新座5 峠8 山なみ5 所ハイ6 ビスタリー4 飯能5
桜が満開でよかった かなり上まで登った
荒神山も時間的にまあまあで 来年植樹祭後どこえ行
こうか？
・6月4日のクリーンハイク
集合時間等西吾野 地域行政センターPM2:00 各団体
のコース 参加人数確認70名位 雨対策も確認 担当奥
村 桑木野
・50周年祝賀会会場の確認
時間変更 抽選会など5月15日の実行委員会での話を
伝える。
・11月19日の50周年記念の西部鍋交流会場所 飯能の河
原で決まる

伊藤

・クリーンハイク 6月4日(日)
外秩父鐘撞堂山
・次回ブロック会議 6月23日(金)

中

部

羽竜

・クリーンハイク 6月4日(日)
皆野町 破風山にて実施予定
・次回ブロック会議 6月21日(水)

北

部

石川

ブロック長交替
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〇50周年記念誌編集委員会
・発行 は2018年3月25日
・編集委員 の構成は各ブロックから1人と理事 会メンバー数人とし た。理事からは、武笠 ・尾手
・瀬下 ・岩岡。
・6/27（火 ）浦和パルコ9階に第一回目の委員会を開 催予定 、それまでに各 ブロックから委 員
を選出 する。
・掲 載内 容 メモ や40 周年誌 ページ ネ ーシ ョン 表が出 され た。編 集委員会 に向 け て三 役 会 で
検討 する。
○臨時評議会及び意見交換会
・6/18(日） 浦和コミュニテイセンター10階
・議題 役員補充（市原完治氏、石谷 シズ子氏）
○50周年記念事業実行委員会
・5/15 浦和パルコ9階 第10回実行委員会
〇第24回遭難防止安 全教育担当者会議
・6/18(日） 浦和コミュニテイセンター10階

・5/13日進山岳会総会・5/16北本山の会・6/25大宮労山

＊ 「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6月13日（火）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6月28日（水）場所：さいたま市サポート活動センター
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