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・出席：武笠、高橋、瀬下、岩岡
1.役員任務分担について
2.年間スケジュール作成状況について（事務局長）
3.ブロック会議活動内容、会議予定、ブロック担当理事について
4.6月23日（日）高鼻コミュニティセンター会場予約について
9:00-17:00予約完了
(1)遭難防止・安全教育担当者 9:00受付、9:30-11:30
(2)代表者意 見交換会13:00受付、13:30-16:30
(3)懇親会17:00～
5.その他
(1)全国連盟評議会議決集
加盟団体30部、理事役員15部配布予定
次回会議予定：5月23日（木）さいたま市市民活動サポートセンター19:30-21:20

〇労山基金運営委員会 3月26日（火）19:00-21:30 全国連盟労山事務所（武笠欠席）
埼玉労山基金申請承認2件
・大宮勤労者山岳会 女性（59歳）事故発生2018/05/01－11：30 山地域：浅草岳（積雪期登山）、原
因：転・滑落
、傷病名：左足関節果･外側靱帯損傷
・三郷山の会 女性（68歳）事故発生2018/03/11－11時30分頃 山地域：八ヶ岳連峰・赤岳（積雪期
登山）、原因：転倒、傷病名：左橈骨遠位端骨折
〇全国救助隊技術交流集会5月25日（日）新潟県新発田市

・三役会議4月16日（火）さいたま市市民活動サポートセンター9F中央ラウンジ
・足尾銅山植樹祭4月28日（日）各ブロックで一斉実施
・クリーンハイク5月26日（日）or6月2日（日）各ブロックで一斉実施。
・高篠峠埼玉労山第3回秩父植樹祭・下草刈り
・遭難防止・安全教育担当者会議6月23日（日）AM/代表者意見交換会6月23日（日）PM
・全国連盟評議会議決集・・・加盟団体30部、理事役員15部配布。理事以外の所属会・クラブは配送予
定。

・ゆうちょ銀行との取引について提案（議題参照）出席理事の了承を得ました。
・新理事は理事会参加する際の交通費を財政まで伝えて下さい。
・ブロック会議及び各委員会活動の今年度経費の仮払いを本日4月24日行いました。
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・理事会レジメ作成と配信
・年間計画書作成と配信など
〇加盟団体機関紙発行を各会・クラブにPDF電子データ化して機関紙を送ってほしい旨を伝える。
⇒県連ホームページへ掲載する。電子データに住所や電話番号を載せない、配信しない！
・加盟団体機関紙発行送付戴いている会・クラブ
①大宮勤労者山岳会②飯能勤労者山岳会③埜歩歩富士見山の会④深谷こまくさ山の会⑤熊谷トレ
ッキングクラブ⑥秩父アルパインクラブ（PDF電子データ）
・全国労山①大阪府勤労者山岳連盟②福岡県勤労者山岳連盟③滋賀県勤労者山岳連盟

特になし

4月7日掲載以下7件
①中部ブロック3月会議報告
②中部ブロック小出俣山雪山山行報告
③中部ブロッククリーンハイク案内掲載
④ろうさん彩登63.64号発行
⑤5月19日雪上訓練案内掲載（遭難防止・安全教育委員会主催）
⑥総会・写真掲載（13枚）
⑦6月9日植樹下草刈り：小川町駅集合 8:00
※県連行事の写真や報告を寄せて下さい。ホームページ閲覧が画面TOP上位に表示されるようア
ドレスの切替を準備作業中です。準備ができたら皆さんにお知らせします。

・特にありません。

・総会用資料の見直し
・9月28日（土）～29日（日）全国ハイキング交流集会（東京）
・県連バスハイク今年も実施します。

〇第24期登山学校募集現在の状況：受講者13名うち県連所属会からは3名。※理事は各会へ参加者
を募ってほしい。・初級登山学校第24期生徒募集
〇説明会と開校式5月18日（土）〇閉 校 式2020年2月1日（土）
年間8講座：①計画から下山まで②登山と運動生理③山での救急法④地図の読み方⑤岩登り（初
級）⑥天気の見方⑦総合学習登山⑧雪山入門
■説明会と開校式
5月18日（土）14時～会場：京浜東北線北浦和駅東口徒歩3分 「カルタスホール3階」
当日のスケジュール 14:00 受付開始 14:30 入学受付手続き／開会 15:00 ｢登山学校」ガイダン
ス 16:00 第１回講座 「計画から下山まで」の案内 16:15 閉会・解散 17:00 別会場懇親会(希望者）
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〇東日本大震災・石巻復興支援：谷川浜牡蠣の貝殻に種付けの準備
2019年4月12日（金）夜（車中一泊）～14日（日）参加者：16名
〇足尾の植樹祭
2019年4月28日（日）参加費無し、受付で栃木県連森氏に参加者名簿届ける。
AM9:15銅（あかがね）親水（しんすい）公園集合9:30～開会式
植樹会場（一区画）へ移動・植樹10:00-12:00
〇クリーンハイク5月28日（日）or6月2日（日）各ブロック毎に加盟団体一斉清掃実施予定
※クリーンハイク物資：西部ブロック軍手等を5月16日（木）迄に瀬下担当⇒高橋副理事長宅へ届け
る。
※自治体に於けるごみ収集～西部鉄道沿線が難しくなってきている。今後の運用について検討課
題である。（奥村担当報告）
〇第3回秩父植樹祭（高篠峠）下草刈り
・集合:6/9(日) AM 8:00 東武東上線小川町駅改札付近または、高篠峠植樹地AM 10:45
・日程:小川町駅→(バス)→白石車庫→(徒歩2時間)→高篠峠植樹地にて下草刈り(途中昼食)約2時
間
高篠峠→白石車庫→小川町
・持ち物: 歩きやすい靴、帽子、雨具、昼食、飲み物、軍手鎌(100円ショップのものでも可)
・参加費: 500円(ボランティア保険加入のため)4月の石巻震災復興支援に参加された方は無料。
・雨天で中止する場合は参加予定者にメールor電話で連絡。
〇みちのく潮風トレイル10月4日（土）～6日（月）

救助隊員訓練山行②を行います。
4月21日（日）訓練主旨は山スキー技術向上、捜索地形判断力向上。
朝発、尾瀬戸倉駐車場→バスかタクシーで鳩待峠→オヤマ沢田代登山道がある尾根→小至仏山→
至仏山→ワル沢左岸からワル沢またはワル沢・オヤマ沢中間尾根からオヤマ沢→時間と体力次第
で登り返して滑走→鳩待峠→バスで尾根戸倉駐車場
参加隊員は町田、日高、佐々木3名です。

所・特にありません。

〇県連活動サポート報告
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○新理事への理事会運営 ガイダンス
・52期理事会 役員名簿配布
・第2回理事会開催にあたり、新旧理 事挨拶：所属会 ・クラブと名前を自己紹介して戴く。
・司 会 と 記 録 ・ ・・事務 局長 が輪 番表を 作 成して理事会レ ジメ に記入 する 。今回 は司会 ：高 橋 、
書記：瀬下
・会議 の進め方・・・①から④ の順で進める。
① 議題 ⇒ ② 三 役 会（4 月16 日開 催 ） の主な 議 題 ⇒ ③ ○委 員会 等活動経 過 報 告 ・計
画 予 定 ａ ．◆全 国連盟 活 動：担 当 武笠 ⇒ ｂ ．◆ 県連盟活動 ：担当・武笠 ⇒ ｃ．◆事
務 局：担 当・岩 岡 ◆機関 紙： 担当 ⇒ 事務局に吸収 ⇒ ◆財 政： 担当 ・柴田 ⇒ ◆
組 織 ：担当 ・高橋 ⇒ ◆ホームページ： 担当 ・小松 ⇒ ◆女性：担当・嶋田、新井 ⇒
◆ ハイ キング：担当 海妻 ⇒ ◆自然保護： 担当 ・ 瀬下、奥村 ⇒ ◆救助隊：担 当・町
田 ⇒ ◆海 外：担当 加 藤 ⇒ ◆遭難防止 ・安全教育：担当・上野 ⇒ ◆登 山学校：
担当 小松 ⇒ ★ ブロック活動 報告： 各ブロッ ク担当理事 ④次回三役会議、理事会日
程確認 ・年間計画（前期・後期）
○貯金口座 の開設・ゆうちょダイレクト（ インターネットバンキング）の利用について
1.現 在 、 新座 石神 郵便 局 の振 替口 座 （ 当座 預 金） しかな く不 便→貯 金口座 （ 普通 預金 ）を 開
設したい。
2.ゆ うち ょ ダ イレ クト （ イン ター ネッ ト バン キング ） を 利用し 随時 、残高 ・移動を 確認 可能 に し
たい 。※1.2.の手続き について理 事長、事務局長、財政担当（柴田）に一任願いたい。
〇6月23日午前 の第26回遭難防止・安全教育担当者会議（高鼻コミセン）
司会：上野 9：30～11：30
案内文を事務局より各会に配信する。当日の担当は次回理事会で確認する。
〇6月23日午後 の代表者意見交換会（高鼻コミセン）
司会：高橋 13：30～16：30
案内文を事務局より各会に配信する。当日の担当は次回理事会で確認する。
〇各ブロックの担当理事 ・西部ブロック・・・高橋副理事長 ・中部ブロック・・・瀬下副理事長
・北部 ブロック・・・橋本理事 ・南部ブロック・・・小松理事
〇次回三役会議日程：2019年5月23日（木）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5月29日（水）場所：さいたま市サポート活動センター

会議
日程

2019/4/25

南部

伊藤

ブロック長…伊藤正勝（わらび山の会）
副ブロック長…冨田 皓（三郷山の会）
事務局長…澤藤俊昭（あすなろ） 会 計…磯野京子（三郷山の会）
ブロック会議報告：基本第3木曜日開催
ブロック会議：3月22日（木） 4団体 名、三郷山の会（2）わらび山の会（1 ）
紫翠山岳会(1 ) あすなろ(1 ) 彩の山友会（0)
雪山交流バスハイキング 中止
議題 クリーンハイク：6月2日（日）武蔵嵐山駅～嵐山渓谷・大平山179m
年々ゴミが減少しているなか交流を中心に考え鍋交流を検討予定
次回：5月23日（木）or5月24日（金）予定
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ブロック

2019/4/24

北部

2019/3/26

中部

2019/4/11

西部

会議
日程

2019年5月21日
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ブロック長

田原

羽竜

小暮

ブロック長 田原文子（飯能労山）8団体9名参加
議題 県連の総会 八ヶ岳遭難事故の最終の報告各団体に配信
アルパイン系について県連で承認された 遭難防止委員に報告
組織委員会での会員募集拡大 全国登山研究集会愛知での組織拡
大強化 育成
事故防止など 登山学校の受講者の募集
県連の7月までの行事 6月23日意見交換 埼玉植樹祭6月9日 など
4月28日植樹祭 参加予定 埜歩歩6 新座0 峠山5 やまなみ4
飯能1 ビスターリ4 所ハイ4 計24名バスは 28人乗り
6月2日クリーンハイク 西武沿線西吾野 ハイクは各団体検討次
回に 参加人数とコースを発表
担当 礒部 斎藤
11月17日 鍋交流
西部飯能河原
担当 田原 佐藤 伊藤
令和2年2月23日スノーシュハイク 未定 担当 小島 上田
次回 5月16日(木)
ブロック長（羽竜智）副ブロック長（加藤義彦）事務局長（瀬下啓司）
中部ブロック会議報告：3月26日（水）
参加者：大宮（1）ハイジ（1）北本（1）くまざさ（1）日進（0）岩ツバメ
（0）アルパインクラブＮＰＯさいたま(園部) パル・ブランチ（0）山岳童人グ
ループノマジ（0）クライミングさいたま（0）
議題
１．2019-3/9～10 小出俣山雪山山行報告（担当：羽竜）
ルート：9日；川古温泉手前P～林道～千曲平橋テントP、 10日：オゼノ尾根～
小出俣山往復～千曲平橋テント撤 収～川古温泉 参加者：4団体15名
２．クリーンハイク：6月2日（日）（担当：瀬下、崎山）
(ア) 実施場所：長瀞アルプス：
(イ) 集合場所：野上駅（9：30）
(ウ) 熊谷駅（8：26発）→寄居駅（9：04発）→野上駅、御花畑（8：18着）→秩父
駅（8：49発）→野上駅（9：12）
(エ) コース：①野上駅→満福寺→宝登山、②野上駅→神回り入口→宝登
山、③野上駅→長瀞駅→宝登山、宝登山で2時間位懇親
(オ) 下山：宝登山（14：00）→長瀞駅（15：00）
次回2019年5月22日（水）19:00大宮シーノ9階ロビー
① クリーンハイク詳細連絡 ② その他
ブロック長：小暮 昇（秩父アルペンクラブ）
事務局長 ：石川邦彦( 熊谷トレッキング同人)
副事務局長：千 葉 鉄 男( 深谷こまくさ山の会)
会計担当：坂本由起雄（上里ハイクングクラブ）
〇ブロック会議：4月24日（水）
議題
①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。
②6月2日（日）クリーンハイクついて
・官ノ倉山
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