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第51期 埼玉労山 第11回三役会議報告
2019年01月17日（木）19時30分～21時20分
さいたま市コムナーレ９F さいたま市市民活動サポートセンター中央ラウンジ
出席者:岩岡、矢吹、高野、尾手（欠席）、武笠
1. 財政:概算報告について（矢吹さん）
(1) 別紙参照：2018年度（51期）決算（案）ならび2019年度（第52期）予算（案）について
2. 遭難防止・安全教育委員会1月20日 浦和駅西口市民会館うらわ 9:00-12:00 第605集会室
(1)アルパインNPOさいたま事故報告（1月20日）
(2) 八ヶ岳立場川事故報告（まとめ）提出
3.埼玉労山51期評議会について
日時：1月20日 浦和駅西口市民会館うらわ 13:00-17:00 第603・605集会室
出席者：理事 12 名/15名，評議員 19 名/32 名
/司会、垂幕： 尾手事務局長/受付、交通
費精算：矢吹，髙野
第51期議長：西部、中部、書記：南部・北部 ※各ブロックへ早目に周知しておく！
評議会資料作成状況（集約）報告：事務局長・尾手氏欠席（体調不良）の為、19日印刷時に確認する。
第51期 埼玉労山 第1２回三役会議報告
〇2月19日（火） 19:30-21:20：浦和駅東口パルコ上さいたま市市民活動サポートセンター
出席者：岩岡、高野、尾手、武笠、矢吹（欠席）、アルパインクラブNPOさいたま上野氏（理事会三役の
要請で出席）1.2月27日（水）拡大理事会「学習会」に向けて
(1) ネットと山行管理メモ：理事会（案）
・アルパインクラブNPOさいたま上野氏ヘ(1)について説明
(2)上野さんが表明された内容（案）を確認
(3)2/18（月）意見交換会会議/集約内容の報告（上野氏）クライマーズ彩、沢爽の方々出席。
(4)・・(2)上野さんが表明された内容（案）と(3)意見集約された内容を(1) ネットと山行管理メモ：理
事会（案）のポイント1.の標題と1.(4)2019年度以降の内容について岩岡副理事長が修正して三役と
上野氏ヘメール配信して内容を確認して戴き問題なければ2/27（水）拡大理事会「学習会」の資料
とする。印刷は事務局で、理事へは後日、メール配信する。
(5)進行表について
・司会：尾手事務局長・挨拶：理事長、ネットと山行管理メモ：理事会（案）についての説明：岩岡副理事
長
・講師（アドバイザー）労山全国事務局長川嶋氏へ依頼事項を確認：①山の法律学、②労山基金：会を
ま たぐ場合の基金加 入方法、③ 個人賠償、④主催 者賠償保険2.次回三役会議：3月12日（火）
19:30-21:20：浦和駅東口パルコ上さいたま市市民活動サポート中央ラウンジで調整完了。
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〇労山基金運営委員会1月22日19:00-22:00労山全国連盟事務所
労山基金交付認定：埼玉労山無し
〇労山全国連盟第33期第１回評議会
日 時：2019年2月16日（土）午後１時開会。2月17日（日）正午閉会
於：ホテルコンチネンタル（京王線 府中駅 下車 徒歩３分）
住所
〒183-0055
東京都府中市府中町1-5-1、電話042-333-7111、
http://www.hotel-continental.co.jp
出席対象：各地方連盟の評議員、正副会長、理事、監事、評議員の数は、東京、兵庫は３名、愛知、京
都、大阪は２名。
上記以外の連盟の評議員は１名。
埼玉労山評議員：尾手事務局長、傍聴者：2/17（日）瀬下理事、全国連盟運営委員：労山基金2/16（土）
武笠理事長
◇労山全国連盟第33期第１回評議会議案
・1号議案
第33期上期の活動総括と第33期下期（2019年度）の活動方針
・2号議案
第33期上期の財政活動総括と第33期下期の財政方針、予算の策定
・3号議案
その他
◇今評議会の主な目的と主要な課題は、次のとおりである。
(1)組織の強化と拡大について
(2)山岳事故を減らす教育・啓蒙活動を含めた遭難対策活動について
(3)山岳自然保護活動とリニア問題への取り組みについて
(4)登山時報やホームページ、メールニュースの活用について
(5)平和と登山など社会に訴える活動について
〇労山全国連盟第33期第１回評議会
日 時：2019年2月16日（土）午後１時開会。2月17日（日）正午閉会
於：ホテルコンチネンタル（京王線 府中駅 下車 徒歩３分）
埼玉労山評議員：尾手事務局長、全国連盟運営委員：労山基金2/16（土）武笠理事長、傍聴者：2/17
（日）瀬下理事
資格審査委員：阿部全国理事 評議員定数55名、評議員出席数54名、委任状13名で計57名、評議
会は成立。
◇労山全国連盟第33期第１回評議会議案・・・以下1号～3号議案が2日間で討議され、過半数で賛成
可決されました。
・1号議案
第33期上期の活動総括と第33期下期（2019年度）の活動方針
・2号議案
第33期上期の財政活動総括と第33期下期の財政方針、予算の策定
・3号議案
その他
〇労山基金運営委員会2月26日19:00-22:00労山全国連盟事務所
労山基金交付認定：？
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〇遭難防止・安全教育委員会1月20日 浦和駅西口市民会館うらわ 9:00-12：００ 第605集会室
(1)アルパインNPOさいたま事故報告（1月20日）
(2)八ヶ岳立場川事故報告（まとめ）提出
〇 埼玉労山評議会について
51期評議会 1月20日 浦和駅西口市民会館うらわ 13:00-17:00 第603・605集会室
出席者：理事12名/14名、評議員19名/定数32名、司会：尾手事務局長/受付、交通費精算：矢吹，高野
第51期議長：西部・野瀬（所沢HC）、中部・坂本（くまざさ）、書記：南部・冨田（三郷）、北部・佐野（上里
HC）
〇開会の挨拶：尾手事務局長、理事長挨拶
〇第51期活動報告：理事長〇第51期各専門委員会報告：各担当理事〇51期各ブロック（中部・西部・南
部・北部）担当
〇第52期活動報告、各専門委員会説明（一括）理事長、第52期各ブロック（中部・西部・南部・北部）担
当
※質疑・討議、討論終了後、各議案別に採決
〇第52期埼玉労山総会代議員定数の確認：57名
※1月20日に行われて「第27回遭難防止・安全教育担当者会議」「第51期第１回評議会」のなかで、立
場川遭難事故の反省として、岩ネットと沢ネットの活動を止めることにした前総会の決定に対して支
持できない旨の発言をきっかけにして、様々な議論がなされた。そこで理事を臨時招集して今後、。
2月27日に拡大理事会「学習会」を持ち、話し合う場を設ける全国連盟川嶋事務局長に講師（アドバ
イザー）を依頼することを決め、評議会で報告した。詳細は別途関係者に連絡する。
〇閉会の挨拶：尾手事務局長
〇拡大理事会「学習会」パルコ上浦和コミュニティセンター10階「IT学習室」2月27日（水）19:00－
21:20
予約・支払い1月21日14時頃（会場予約利用時間18:00-21:30）1月21日16時頃全国連盟川嶋事務局長
へ講師（アドバイザー）の依頼文メール送付、1月22日川嶋事務局長から予定を開けて置く旨を全国
連盟事務所で確認。
〇労山基金交付申請：埼玉労山所沢ハイキングクラブ（女性）地方連盟事故確認書：理事長確認
2019.1.23
〇2月27日（水）19:00-21:20
ンラー10階IT研修室
詳細は三役会議議事録

拡大理事会「学習会」開催場所：浦和コムナーレ：浦和モミュニティセ

・秩父アルペンクラブ会報1月、都連ニュースNo.395、ちばニュース1月号配信
・自然保護委員会足尾植樹、石巻震災復興支援の案内配信
・上里ﾊｲｷﾝｸﾞクラブ役員変更 ・全国連盟評議会出席者及び活動報告送信
・2/19加盟団体へ3月24日（日）県連総会のお知らせメール配信
①総会案内と委任状、②役員推薦用紙、③代議員数一覧表
尚、当日都合にて出席出来ない会の代議員は委任状にて事務局の方へ提出お願い致します。
・2/20加盟団体へメール配信：ちばニュース2月号PDF、都連盟ニュース396号PDF
・2/21海外山行計画書（3/14-3/26渡航）：全国連盟、埼玉労山海外委員会（加藤委員長）、理事長へ
メール転送配信
・2/27浦和駅東口パルコ上さいたま市市民活動サポートセンターロッカールームアンケート2/28締
切提出予定※加盟団体メール配信リストにブロック長、事務局長のアドレスを追加、いない場合は担
当理事へ配信
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特になし

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

2018年度埼玉県連盟費29団体完納
各委員会決算結果報告
理事後期旅費清算予定：2月27日拡大理事会で清算。※欠席者は事前に要連絡のこと！
・理事交通費他精算

以下2点1/18掲載
・ろうさん彩登山62号
・11/18南部ブロック交流バスハイク報告（南部ブロック会議11月25日報告分）
以下2点1/23掲載
・中部ブロック会議報告1月
・北部ブロック会議報告1月
以下2点2/2掲載
・中部ブロック雪山交流山行案内掲載
・関東ブロック女性交流山行報告（12/8実施）

•
2019年の安全登山の為の実技講習会は11月30日に予定
•関東ブロック女性交流実行委員会開催の案内があり。
2月20日（水）浦和パルコ9階サポートセンター
12:00～ （ 昼食含めて）
1 交流会のまとめ と 今後の取り組み（全国女性交流会、関東ブロック役員交流会）
2 各県連の取り組み等

51期ハイキング委員会報告と52期活動予定の作成（総会向け）
総会に向け５１期報告と５２期活動計画の検討。

・3/14（木）～3/26（火）ハイキング：オーストラリア・コジウスコ・ブルーマウンテン・ウルル
三郷山の会・会員5名（女性：3名、男性：2名）

〇県連活動サポート報告、議題で発議・討議。
・2/26労山基金運営委員会に武笠理事長出席時に八ヶ岳立場川事故報告書：労山全国連盟川嶋事
務局長へ1部、臼井遭対部部長へ1部提出予定（理事長）
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〇東日本大震災・石巻震災復興支援、みちのく潮風トレイル下見 1月26日（土）・27日（日）「北山崎」
瀬下1名
〇東日本大震災・石巻震災復興支援 2019年4月12日（金）夜発～14日（日）※加盟団体へ再度要請
アピール配信する。
4月13日（土）石巻市牡鹿半島谷川浜においてホヤの養殖（貝の紐通し）お手伝い、4月14日（日）福
島県へ。福島県連村松孝一さんご案内による原発被災地見学。
〇旧足尾銅山「春の植樹デー」2019年4月28日（日）参加、栃木県連盟の森初芳さんより、埼玉県連
で１区画の植樹をお願いしたいとのご依頼を受けています。連休中ではありまｓがなるべく多くの
ご参加をお願い致します。
4/12(金)～4/14(日) 2019石巻震災復興支援 4/13(土)牡鹿半島谷川浜にて漁業支援
4/14(日)福島県連村松氏による原発被災地案内 参加費 24,000円 申し込みは瀬下まで
4/28(日)旧足尾銅山跡植樹
9:15 銅親水公園集合
今年は栃木県連からの要請で、埼
玉県連が植樹する場所が指定されています。(階段を数100段上がったところ)参加費無料 参加
人数を把握したいので、参加される方は瀬下までご連絡ください。

1月21日月曜日19:30～21:10・浦和コミュニティーセンター第6集会室
山岳実技訓練並びに外部講師等による学習会内容検討の後、自主学習会
①筋肉中に多く含まれるKイオンの血液中への流出による高カリウム血症（致死性の不整脈・頻脈
等）
②血液中のMb（ミオグロビン）という蛋白質濃度が高まり、コーラ色の尿（Mb尿）の出現、Mb分子によ
り尿細管が詰まり、無尿から腎不全へ病態が一気に進む
①②の２つの生命に関する危機的な状態を招く可能性のある山岳での要因は
●熱中症のうち、最悪段階である熱射病
●滑落或いは落石等を受けての筋挫滅
●雪崩埋没等による2時間以上の圧迫
などが考えられる。
上記要因に依り、横紋筋融解症をきたしてしまったが故に、①②の病態となり、生命の危機的状態に
あっと言う間に陥ってしまう。
熱中症から死亡に繋がってしまった、ある山岳事故の詳細な状況を基に、何故死に至ってしまった
のか医療の素人でも、横紋筋融解症発症の推測が可能な身体症状とはどの様なものか？
○関東ブロック救助技術交流会 2/23～2/24 白毛門山付近 土合山の家泊 2名参加
三班構成：各班指導者一名につき、第一班は町田が指導者に指名されました。
○BC遭難事例救助隊救助活動シミュレーション検討＆意見交換 救助隊LINEグループ内にて
※現地消防山岳救助隊と合同救助前提
○二子山中央稜3ピッチ目リード事故事例（50mダブルロープ使用時、最終ランナーは30m地点）
レスキュー技術検討＆意見交換 救助隊LINEグループ内にて
※登攀パーティ2名でのセルフレスキュー前提

・1/12、13 雪山入門 参加者21名（受講者8名スポット3名サポート1名運営委員9名）
・1/28 運営委員会・2/2 閉校式
3月4日（月）19:30-21:20：浦和駅東口パルコ上さいたま市市民活動サポート
運営委員会 第24期登山学校(開校式5/18北浦和カルタスホ－ル）募集パンフ配布他
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〇 拡大 理 事 会 「 学 習会 」 パル コ 上浦 和コ ミ ュ ニ テ ィ セン ター10 階 「IT 学習 室」2月27 日（ 水 ）
19:00－21:20
（会場予約利用時間18:00-21:30）
全国連盟川嶋事務局長 に講師（ アドバイザー）を依頼 することを決め、評議会で報告した。
1月21日 川嶋事務局 長へ依頼文送付 、2月27日確約を戴く。詳 細は事務局から関 係者へ連絡
する。
(課 題） 〇山 行 管理 ：岩 ・沢 のサー クル 活 動の支 援とスキル アップのための講習会 の是非 （内
容も含めて）
◇ネッ トと山行管理メモ（2019.1.25埼玉労山三役会 ）2/27拡大理事会レジメの内容について
検討、確認
内 容 の見 直 し検 討：①ネット活動を 止めた経緯など記載する。②規約 の一部 改定とサークル
活動要綱（案）について作成する。
◇3月24 日 の埼 玉労山総 会 まで には方向 性を 出して承認 を得る 。今後話 し合い の期間 も設
けて6月遭難防止・安全教育担当者会議まで三役会議・理事会を含めて計画する。但し、事故
再発防止を考えて1年間の期間を設け、じっくり話し合い の場を設ける。
〇立場川事故報告書
全国連盟遭難対策部提出 に際して の報告書の内容の確認
〇財政概算報告、今後 の中長期展望 について
評議会で不在 の理事がおられたので再確認で概算を周知する。
2018年度（51期）決算（案）、2019年度（第52期）予算（案）
連盟費について今後の展望を紹介する。
○拡大理事会「学習会」に向けて
・浦和駅東口パルコ上10階IT研修 室.2月27日（水）19:00-21:20
・司会： 尾手事 務局長・挨拶：理事長、ネットと山行管理 メモ：理事会（ 案）についての説明：岩岡
副理事長
・講師（ アドバイザー）労山全国事務局長川嶋氏 へ依頼事項を確認：①山の法律学、②労山基
金：会をまたぐ場合の基金加入方法、③個人賠償、④主催者賠償保険
・資料配布
①ネットと山行管理メモ：理事 会（案 ）、②理事役員へ第51期埼玉労山第12回理事会レジメ
〇埼玉労山第52期総会について
〇 浦 和駅 東 口 パ ル コ 上9階3 月24日 浦 和 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン ター 第15 集 会室 （ 会場 予 約 時 間
9:00-17:00）
役員10:00集合、会場設定準備、会場：13時00分受付、13時30分開会、16時30分閉会予定
議 案：2018年度活動 報告 、2018年 度会計決算 ・会計監査報告 、2019年度 活動方針(案)、2019
年度予算(案)
2019年度役員選出（理事候補4名予定有 り）
〇第52期総会資料作成について（案）
評 議会 で 作 成 した各 委 員会 ・ブロッ ク等で 修正があ れあ ば再 考して提 出、締切 予定（ 案）
3/17（日）一週間前 までに事務局長尾手氏へ提出 すること。

富士見峠山の会3/31、所沢ＨＣ4/6、登山クラブやまなみ4/7、くまざさ山岳会4/7
富士見峠山の会3/31、所沢ＨＣ4/6、登山クラブやまなみ4/7、くまざさ山岳会4/7、わらび4/13、
三郷山の会４/14、紫翠山岳会4/18
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ろうさん彩登 No,63、64

ブロック

2019/2/15

南部

2019/1/18

南部

2019/2/14

西部

2019/1/17

西部

会議
日程

2019年4月7日

埼玉県勤労者山岳連盟

ブロック長

磯部

磯部

伊藤

西部ブロック定例会１月１７日(木)東北コミセン参加者７団体７名
2019年2月24日(日）スノーシュウハイク、昨年と同じ高峰高原及び周辺、参
加人数1月現在35名、アクセス みよし観光大型済 参加費￥5,000 別途
レンタル￥2,500など、3班に分けて行動する 担当小島（やまなみ） 上田
（埜歩歩） 広岡（ビスターり）、当日川越ウェスタ前6：20発～現地14:00発～
川越ウェスタ前18：30着予定
11月23.24日の愛知登山研究会 組織について
１労山の意義 後継者づくり 若者対策 各団体の拡大等など伝える。
今後の 県連の日程をの確認 1月20日遭難防止 評議会 3月24日の
定期総会 4月12～14日東北支援石巻 4月28日足尾植樹祭など。
来期4月以降の日程を確認する 新しい役員の選出 西部 県連等を伝
える
足尾の植樹祭の日程でかなり意見が出て連休初日で現地に予
定どうり到着するのか？ いずれにしても２月に参加者の目安を確認
次回は2月14日(木)7：30～9：00東北コミセン
第8回西部ブロック定例会議 参加7団体8名
県連 自然保護委員会４月１２日～１４日東北災害復興支援石巻参加者
来月の定例会まち ４月２８日の足尾植樹祭来月 バスみよし観光
手配済み 参加者の確認のみ
２月２７日遭難防止会議でのアルパイン系の件 県連の方針を伝え
全国の川島氏を招いて代表者会議を開催するPM7:00伝える。
スノーシューハイク
場所 高峰高原 参加団体6団体40名現在
5組に分かれて行動する 参加費￥5,000レンタル別料金
14:30現地出発~19:00川越着予定
担当小島責任者
会計報告 下見が（スノーシュ）がないので余る
ハンドマイク
今まで個人的に借りていたのが \6,000以内で購入（磯部担当）
県連総会３月２４日
次回３月１４日場所と時間同じ
役員 ４月以降ほとんど顔ぶれ同じ ブロック長 田原 飯能労山予定
南部ブロック定例会１月１8日(金)パルコ上コムナーレ：さいたま市市民活動
サポートセンター19:30-21:20
3月3日日帰り 雪山・スノーシュー交流バスハイク
募集人員：25名 場所：水上スキー場～吾妻耶山（1,255m）、大沼スノーシュ
ー※帰路には水上温泉で入浴し、帰りのバス内ではいつもの楽しく飲みな
がら交流が楽しみです。
3月3日日帰り 雪山・スノーシュー交流バスハイク中止（募集人員不足）
次回ブロック会議3/22（金）

伊藤
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ブロック

2019/2/16

中部

2019/1/23

中部

会議
日程

2019年4月7日

埼玉県勤労者山岳連盟

ブロック長

羽竜

羽竜

〇2019年1月23日（水） 中部ブロック会議報告
参加者：6名大宮（羽竜）ハイジ（遠藤）北本（瀬下）くまざさ（崎山）
日進（加藤）岩ツバメ（欠）アルパインクラブＮＰＯさいたま(園部)
パル・ブランチ（欠）山岳童人グループノマジ（欠）クライミングさいたま
（欠）
〇2019年2月16日（土）中部ブロック交流会（担当：瀬下、加藤）
(ｱ) 交流会の構想説明（担当：瀬下、加藤）
① 北本自然観察公園でバードウオッチング、後野外活動センターで交流会
を実施
② 北本駅9：15集合し路線バスで自然観察公園へ移動する。
③ 参加費は1500円。瀬下はバードウオッチングに参加する。
④ 具材の加工は瀬下が準備し北本駅まで運ぶ。
⑤ 加藤氏が活動センターまで運ぶ。鍋奉行担当は加藤さんにお願いする。
⑥ 各会の活動報告は10分位とする
⑦ ゴミの回収は北本ゴミ袋でNPO虹に置かせてもらい後に瀬下が処理す
る
⑧ 参加状況確認：大宮4人、ハイジ2人、北本3人、くまざさ3人、日進2人、
NPOさいたま2人（現在16名）2月8日申し込み期限
〇2018年度中部ブロック雪山山行（担当：羽竜）
期日：2019年3月9日~10日
実施場所：小出俣山（おいずまたさん）1749.1ｍ
集合場所： 9日10時30分：群馬県利根郡みなかみ町相俣 川古温泉前駐
車場（車乗り合いの場合は事前に連絡ください）
コース9日：川古温泉（11：30）＝千曲平橋登山口(13：00)～オゼノ尾根当りテ
ントＰ 10日：テンバ（6：00）＝オゼノ尾根＝小出俣山(9：30)＝テンバ（12：
00）テント撤収（12：30）＝川古温泉(14：00)解散
テンバで交流会実施予定
(ア) 次回2019年3月26日（火）１９：００ 大宮シーノ９階ロビー
① 2019年度活動予定作成 ② クリーンハイク場所検討 ③ その他
〇2019年2月16日（土）中部ブロック交流会（担当：瀬下、加藤）
参加者：
(ｱ) 交流会の構想説明（担当：瀬下、加藤）
① 北本自然観察公園でバードウオッチング、後野外活動センター交流会を
実施
〇 次回ブロック会議
2019年3月26日（火）19:00 大宮シーノ9階ロビー
① 2019年度活動予定作成
② クリーンハイク場所検討
③ その他
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ブロック

2019/1/18

北部

会議
日程

2019年4月7日

埼玉県勤労者山岳連盟

ブロック長

矢崎

2019年１月18日（金） 場 所 寄居ガスト
出 席 者:秩父アルペンクラブ
木 暮 昇氏：ブロック事務局長
ハイキングクラブ上里
坂本由起雄 氏
深谷こまくさ山の会
千 葉 鉄 男 氏
熊谷トレッキング同人 橋 本 義 彦 氏
議
題
① ６月２日のクリーンハイクついて
今年の担当は熊谷トレッキングで、ゴミを拾う山の候補としては
丸山・菅の倉山などが出たが詳細については次回の会議に報告する。
② 足尾植樹祭について
4月28日（日）足尾親水公園にて開催します。
③埼玉県連の理事の件
現在北部ブロック担当の理事が不在のため県連の情報が入ってこない。
ついては、熊谷トレッキンの橋本さんに理事をお願いする案が出てい
るが、次回会議までに決める予定です。
次回の会議は、2019年4月24日（水）16:00 寄居ガストです。

〇次回 三役会議：2019年3月11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：2019年3月20日（水）中止
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