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県連サイト

http://www.tozan.justhpbs.jp/kenrenhp/index.html

・出席者：武笠、岩岡、矢吹、髙野、尾手、市原、大知、雁金（所沢ハイク）、鈴木（大宮労山）
・「八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故」現場検証について
・6/9の下見は中止、６/22～23の現場検証は延期、8/11～12を予定する

・6/16、17 関東ブロック役員交流会勝沼大善寺 出席者 武笠（16日のみ）、尾手、髙野、瀬下、市原
・6/30、7/1 全国遭難対策担当者会議 全国連盟1F会議室 市原、尾手出席予定

・6/24第26回遭難防止・安全教育担当者会議 出席者：理事7名 加盟団体13団体16名計23名
・6/24代表者意見交換会 出席者：理事8名 加盟団体14団体16名計24名
・事故一報（ビスターリ）5/26 伊豆長岡温泉 葛城山 転倒 左足首、左膝下骨折
・事故一報（三郷山の会）6/3 奥武蔵 天覚山 転倒 左足関節外果骨折

・配信：都連ニュース、全国連盟メ－ルニュ－ス36号、みちのく潮風トレイル案内再送

無し

・理事会議事録のホームページ用への点検

理事会レジメの事前記入

各会からの県連会費の納入状況は29団体中、20団体から納付されています。
県連から全国連盟費は、一期ニ期分を納入しました。

6/23-24に開催されるた第33全国女性担当者会議があり、鈴木が参加予定。
7月2日19時、第2回定例会、北朝霞ジョナサン。
女性委員会の関東ブロック交流登山：12月8～9日予定、栃木県太平山、50人規模で計画中。9月初旬
にチラシ出来る予定。
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6月16日に、以下の6件をホームページに記載しました。
・No55ろうさん彩登6/16発行
・2018年9月28(金) 〜10月1日(月)八甲田みちのく潮風トレール
・2018年度県連組織.役員
・2018年度活動計画表（前期・後期）
・西部ブロック会議議事録6月
・南部ブロック会議議事録5月

・6月3日（日）伊豆ヶ岳クリーンハイクに参加しました（日進山岳会から４名で参加）
・全国ハイキング交流集会：9月15日（土）～16（日）静岡県伊豆長岡温泉に参加します。
・県連交流バスハイク：10月下旬(27日 ㈯候補日）に玉原（たんばら）湿原～鹿俣山（かのまたやま）ル
ートで実施したく提案致します。「小尾瀬」と呼ばれる玉原湿原、ルートに「関東随一」のブナ林があ
り紅葉も綺麗だそうです（先週ルート下見しました）。先月提案した谷川岳はロープウエイ・登山道混
雑時期でバス足では困難なようです。

・紅葉の八甲田山とみちのく潮風トレイル
定員28名のところ、6/21現在おかげ様で26名の参加希望者ありました。定員まであと2名、その後
はキャンセル待ちとなります。
・植樹について
昨年度実施した高篠峠で再度実施予定。日程は11/11(日)。枯れてしまった木の植え替えと新たな
木の植樹と下草刈り。6/23に現地現状調査(武笠理事長、瀬下)、全体的には順調に育っています。
秩父市役所森づくり課と6/29に今年度の植樹の同意書締結予定（武笠理事長、奥村、瀬下が参加
予定）。その後、埼玉県農林振興センターへ補助金10万円の申請書作成、審査。
・7/7～8 第24回全国自然保護講座(静岡 椹島）リニア問題について 瀬下出席予定

・6/23土曜日 捜索訓練 横瀬二子山南面
（急斜面地点へ到達するためのルート取り等を訓練）
・救助隊員の募集
（遭難現場最前線まで行くための登攀的山岳技術を有し、現役活動中の会員）
「次の救助隊隊長は？」「他県連では救助隊を休止しているところもある」「救助隊の今後について
は救助隊役員会でさらに検討を」「セルフレスキュー講習、啓蒙活動などへの救助隊の関わりは三
役会で検討」などのやりとりがあった。結論には至らず継続検討扱いです。

三郷山の会(佐藤久子)、ツールド
・モンブ
ラン (6/22 〜7/2)
飯能労山(福山正明)、モンブラン (7/15 〜26)
大宮労山(7名) 、北欧トレッキング (6/29 〜7/8）
大宮労山（石村）韓国（水落山、北漢山）（6/26～27）
海外登山の計画書の県連への提出先を県連ホームページに記載することとした。
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・6月12日(火)19：30～ 「八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故」現場検証について調整、8月へ延期
・6月24日(日)第26回遭難防止・安全教育担当者会議〔参加者：理事7名 加盟団体13団体16名計23
名〕 事故一報による事例発表のみで、登山形態別の分類をしていなかったため、改めて第26回の
事故一報登山形態別の分類をして、各山の会へ「事故撲滅キャンペーン資料」として配布する。
・6月30日(土)12;30受付～7月1日(日)12;00「全国遭難対策担当者会議開催」全国連盟1F会議室
参加者：尾手事務局長、大知理事、市原理事 計3名
・6月22日(金)夕方～23日(土)「八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故」現場検証（県連主催）は、延期。
8月11日(土)夕方～13日(月)へ変更（現地検証参加者：武笠理事長、矢吹副理事長、大知・市原理
事）
・「八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故」に伴う県連主催の慰霊祭（8月実施他、日程等調整）
・「八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故」まとめ報告準備

・6/4 運営委員会
・6/9 計画から下山まで 机上講座 浦和コミュニテイセンター
参加者19名（うち1名ｽﾎﾟｯﾄ、2名ｻﾎﾟｰﾄ）運営委員10名
・6/10 計画から下山まで 実技講座 大小山 参加者18名（うち2名ｽﾎﾟｯﾄ、1名ｻﾎﾟｰﾄ）運営委員11
名
・7/2 運営委員会
・7/7 登山と運動生理 机上講座 北浦和カルタスホ－ル
・7/8 登山と運動生理 実技講座 那須岳

○ 第５回「福島の子供たちと夏休み」保養プロジェクト
・6/19 第3回実行委員会出席 尾手、髙野、瀬下
・埼玉 県 連 盟参 加予 定者 7 月30日 （ 月 ）尾手 、瀬 下 7月31 日 （ 火） 尾 手、 瀬下、 髙野 、 武笠 、
駒 崎/8月1日（水 ）尾手、瀬下 、髙野、武笠、駒崎
・カンパのお願い（全国連盟 メ－ルニュ－ス36号に掲載）飯能労山よりあり
・次回実行委員会 7/24
〇6/16、17関東ブロック役員交流会報告
2018 年6月16～17日、山梨県勝沼市民宿大善寺
出 席者：埼玉県武笠、尾手、市原、高野、瀬下(5名)、東京都5名、千葉県1名、群馬県2名
茨城県2名、栃木県1名、山梨県3名、神奈川県2名、 計21名
各 県 からの主 な報 告： 埼 玉県連 からは 、2017年 に50周年 、祝賀会 実施、記念誌 発行、秩 父市
高 篠 峠 にて 植 樹事業 を 報告 。ブロッ ク共通 の課題 ：救助 隊 、 自然保護集 会、 福島 の子 どもた
ちと夏休みなどについて 話し合った。
〇8/24(金)19:00～理事会合宿
北 本 市 野 外 活動 セン ター のバン ガロ ーを もう １棟予約 し まし た。12名 まで宿泊可 能とな り ま
した。参加希望者を再度確認させて ください。
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6月14日定例会 東北コミセン出席者7団体8名
6月24日(日）遭難防止 安全教育担当者会9:30高鼻コミセ
ン 同
代表者意見交換
13:30 同
9月28日～10月1日みちにく潮風トレイル八甲田山～青森八戸
トレイル
参加費\38,000（参加人数による）
10月13日（土）（ハイキング委員会バスハイク 谷川岳（予定）
11月11日 (日） 県連植樹を予定 秩父高篠峠昨年やりました
組織委員会 会員募集（増員）のお願い10月31日の登録人数
＋2名
2,018年福島の子供と夏休みの資金カンパ 各団
体で検討 以上伝える
6月3日クリーンハイク小川町役場 （官ノ倉山）各団体参加
人数/埜歩歩11 新座13 峠山12 やまなみ5 所ハイ4 ビスタ
ーリ13 飯能9 日和田4 合計71
全体 可燃ゴミ10,92kg
ビン2,38kg 缶3,26kg プラ5,08kg 不燃ゴミ2,00kg ペット
ポトル1,74kg 以上 反省 小川町周辺で山も少なく 官ノ
倉山が多くの団体で収集ゴミが少なかった車道にポイ捨て
が目立つ 現地の住民も川のゴミ拾い
次回の場所探し
（西武沿線） 11月18日の鍋交流 担当 礒部 田原 伊藤
（嵐山渓谷の詳細次回の定例会まで下調べ）その他の団体
はコース 参加者 鍋など決める／次回10月11日(木)東北
コミセン／その他 足尾植樹祭の後 荒神山か水沢の温泉
スノー ハイクの変わりに地図読み

6/3 クリーンハイク天覚山～大高山 5団体 42名（三郷
山の会21名、わらび山の会
8名、あすなろ1名、紫翠山
岳会6名 その他6名）
燃えるゴミ5Kg、 ペットボトル1Kg、燃えないゴミ1Kg、空き
ビン6Kg
次回9/20

★次回ブロック会議 7/18(水)大宮シーノビル9F 19:00～
★クリーンハイク 6/3に実施
参加者32名。大宮労山13、日進4、ハイジ5、くまざさ4、北本6。
ゴミの量は燃えるゴミ5㎏、ビン・缶55㎏。

〇次回 三役会議：2018年7月10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：2018年7月25日（水）場所：さいたま市サポート活動センター
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