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・遭難防止・安全教育担当者会議6/23（日）9:00受付、9:30-11:30 最終確認事項
前回理事会で確認した通りに進める。
・代表者意見交換会6/23（日）13:00受付、13:30-16:30、懇親会 最終確認事項
前回理事会で確認した通りに進める。
当日進行の詳細は、高橋さんが用意した用紙に従って進める。
グループ分けは当日、ブロックがなるべく重ならないように編成する。
用紙は高橋さんが40部ほどコピーしてくる。
（終了後の懇親会は瀬下さんが会場を予約する）
・加盟団体三役名簿作成状況（事務局）
加盟団体調査表：尾手前事務局長から事務局（岩岡）に届いているのは20団体分。
その20団体については、各調査表を添付し県連事務局と各加盟団体で確認作業をする。
それ以外の10団体については白紙の調査表（エクセルシート）を送り、進める。
春の総会終了後という案内で、7月中くらいに実施する。
・クリーンハイク集約、全国連盟自然保護委員会へ集約状況を報告
次回理事会の各ブロックの報告の中で確認していく。
全国への報告は、まだ余裕がある。
・財政出納長ソフト購入（財政担当理事・柴田発信）
ソフトの購入（1000円）と活用は、進める。
・理事の仕事の進め方の理解促進
6月26日理事会に、「総会議案書」「総会資料集」「年間活動予定表」などを持ちよる。現状の活
動などと照らし合わせながら、読み合わせなどをしていく。
理事は自分の担当以外の企画にも積極的に参加していく。関東ブロックや全国も同様。
・県連の企画への参加者の保険料（次回理事会の議題とする）
春の石巻ボランティア、6月と11月の植樹下草刈りの3企画対象。
次回三役会議：7月9日（火）、次回理事会：7月24日（水）
いずれも年間計画通り

〇三郷山の会より、皇海山行方不明会員の捜索救助対応（武笠、町田）
・町田救助隊長-富田会長-東京都連川嶋副救助隊長（全国連盟事務局長）との電話連絡の連携
・東京都連上平理事長へ救助出動依頼書提出準備
〇三役会議に同じ

・出納帳ソフトを購入した。
・各加盟団体の連盟費納入状況の報告があった。
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・理事会レジメ作成と理事役員へ配信
・理事会議事録の理事役員へ配信
・年間計画書作成と加盟団体・理事役員へ配信
・全国連盟などからの情報提供の加盟団体への配信など

・組織委員会6月23日代表者意見交換会：34人さんか、4テーブルで話し合い、
各テーブルの記録をもとに高橋がまとめ、事務局より各理事へ配信することとした。
・6月29日～30日 全国勤労者会館で組織委員会があり、参加します。

2019年06月16日掲載①西部ブロック6月会議報告掲載 ②中部ブロック／クリーンハイク報告掲載
2019年06月4日掲載 ①ろうさん彩登66号発行
2019年05月31日掲載 ①県連バスハイク
20191019案内掲載 2019年05月26日掲載① 0519雪上訓練参加報告掲載ー遭難安全対策②中部
ブロック5月会議報告 2019年05月21日掲載① 2019年第22回労山自然保護講座要項掲載 ②
2019県連年間活動予定掲載 ③ 2019/04/28植樹参加報告掲載 2019年05月21日 2019年度各会
運営について評議員及び代表者の意見交換会開催のご案内掲載 2019年05月21日 2019秋の早池
峰山とみちのく潮風トレイル (北山崎・碁石海岸)のご案内掲載 2019年05月21日 ろうさん彩登65
号発行

6/3（月）第1回女性委員会を開いた。参加者9名。決まったこと：6/26（水）女性委員の交流登山（大高
取山・桂木観音・鍋料理の予定） 10/26（土）～27（日）全国女性交流集会（和歌山県） 11/24（日）
石田良恵先生の講演会（女性委員会とハイキング委員会との共催） 11/30（土）安全登山のための
実技講習会（場所は未定。佐々木純子さん・町田さんに講師をお願いする予定） 女性委員が選出
されていない会に参加を呼びかける。特に西部ブロック以外から出ていただきたい。次回の女性委
員会は、9月2日（月）北朝霞のジョナサンにて19時から。

・6/7富士山ガイダンスin東京（静岡県主催）に参加、今年の登山最新情報を収集。
・全国ハイキング学校（9/28～29）参加申し込み。
・県連交流バスハイキング（10/19奥日光戦場ヶ原予定）大型バス手配済（ミヨシ観光）45人（補助席
8）まで可能。

6月3日運営委員会：浦和市民サポセン8名出席 「計画から下山まで」6月8日机上講座・受講者18名
出席武蔵浦和コミセン運営委員8名 6月9日実技講座「大平山」・受講者17名出席運営委員8名
次回登山と運動生理講座7月6日机上カルタスホール，7日那須岳予定
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・2019.6.9(日)秩父高篠峠植樹地下草刈り
あいにくの小雨の天気の中、参加者29名で実施しました。植樹した木々も人の背丈をこえる位に順
調に成育しています。皆さんご協力ありがとうございました。
参加者 西部 新座1 埜歩歩6 川越ビスターリ3 所沢HC 2 飯能4 中部 大宮3 日進2
北本1 北部 秩父6 熊谷1
・秋のツアー参加者大募集中!! 早池峰山とみちのく潮風トレイル10/4(金)夜発～10/7(月)
詳しくは別紙案内をご覧ください。

●三郷山の会より、皇海山行方不明会員の捜索救助の為、出動要請を受け、6/14早朝よりの出動を
準備した。
出動予定隊員は、町田隊長、上野（司）副隊長、佐々木副隊長、上野（は）隊員、現在救助隊員ではな
いが、急遽
柴山前救助隊長にも、一時的に救助隊に復帰して貰い応援を頼んだ。
また都連救助隊より、臼井救助隊長、川嶋救助隊副隊長、都連救助隊員の3名が、支援の為、出動し
て頂く事になった。総勢8名の捜索・救助パーティを組織し、本部を救助隊代表の武笠理事長、現場
総指揮を町田とした。最低装備として、50ｍロープを4本、スケッドストレッチャー、持ち寄れるだけ全
ての無線機。
●第5回目救助隊訓練山行 6月16日（日曜日）
越生町役場～高取山～聖人岩～高取山～越生町役場
登山道から不明瞭なラインを利用し、目的地へ至り、登攀訓練を行う。
●救助隊員室内学習会 6月24日以降の月曜日予定
CPR（胸骨圧迫）・AED実技 血圧上昇効果判定機能付き人形レサシアン使用予定
登山医学学会報告（佐々木副隊長より）

・新座山の会 パキスタン・カラコルム・ヒマラヤフーシエ谷トレッキング 5/28-6/12
・今年11/24に予定している海外登山集会は、昨年一昨年と2年間未実施。今後あり方について検討
したい旨の発言があり、理事会で検討していくこととした。

以下の内容で、6.23遭難防止・安全教育担当者会議を開催しました
①6.9に起きた鋸11峰での遭難事故について 9:35～10:00
三郷山の会 富田会長、八木原事務局長
②本委員会の今年度方針についての追加提案 10:00～10:30
1.「安全登山マニュアル」の発行
2. 安全登山講習会の追加実施
本日のアンケートも参考にして、検討
3. 予算
③学習会「遭難事故の法的責任」
10:30～11:00
④学習会「各会の山行管理に学ぶ」大宮労山・植村勇氏
1:00～11:30
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〇各加盟団体 の機関紙の県連ホームページへのアップ
・各 加 盟 団 体 の機関 紙 を 埼玉 県連 の ホー ムペー ジ に アップ しては どう か、 に つい て、「 そも
そも会報 に書いている人は自分の所属会員 に向けて書いてい るので、それを ホームページ
に出 して し まう のはい かがなも のか？」の主旨 の発言があり、ホー ムページへのアップはし
ないこととした。
〇理事の役割など
1・理事 の仕事の進 め方 の理解促進
「総会議 案書 」「 総会資 料集」「年間活動予定表」などを基に、武笠理事長より説明 があっ
た。
・ 交通費の考 え方
県 連 か ら 交 通 費 を 出 す対 象 者 は 、 「 県 連 の お 仕 事 」 を す る 人 に 対 し て 出 すも の で あ り 、
6/23 に実 施 し た遭 難防止 ・安全教 育委員会 や代表者 意 見交 換会の参加者に交通 費を出 す
のは どうか？との意見があり、今後検討を継続することとした。
〇理事会合宿
・8月23日（金 ）～24日（土）
埼玉県連理事会合宿 北本野外活動センター
バ ンガロ ーを2棟予 約済 。12名 分 。8/23(金)PM 7:30開始予定 、8/24(土)朝解散 。参 加 費用
は割 り勘、元理事 の方、理事会に興味がある方の参加も歓迎します。申込みは瀬下まで 。
〇〇加盟団体三役名簿作成
・県連事務局と各加盟団体で確認作業を実施 する予定
〇次回
○次回

三役会議日程：2019年7月9日（火）場所：さいたま市サポート活動センター
理事会日程：2019年7月24日（水）場所：さいたま市サポート活動センター

会議
日程

2019/6/20

南部

伊藤

出席、7人
・県連活動報告と今後の予定
・4月～6月の主な山行報告と今後の予定
・県民クリーンハイク報告と総括（6月2日）
比企・嵐山渓谷～大平山（179m）他
三郷山の会（24名）、わらび山の会（ 8名）、あすなろ( 2名）、紫翆山岳会
( 4名）その他 芝ハイク（ 3名） 合計 5団体、他
41名
燃えるゴミ 紙、他 （ 2.0 kg ） ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ （ 5本 ）
燃えないゴミ 缶、他 ( 7ヶ） 空き瓶 1.8ℓ （ 1本 ）
合計 5.0.ｋｇ
ゴミ回収 ＊嵐山町観光協会、嵐山渓谷バーベキュー場 管理棟（ゴミ
仕分けと回収） ゴミ袋 200円
・県連活動・全国連盟活動から
・次回9月19日
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ブロック

中部

北部

2019/6/13

西部

会議
日程
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ブロック長

田原

羽竜

小暮

6月定例会議、東北コミセンPA7;30～8:15参加者7団体8名
6月23日（日）遭難防止・安全教育担当者会議 9:30～11:30 高鼻コミセン
同
代表者意見交換会
13:30～16:30
同
7月27（土）～28（日）福島の子供たちと夏休み 宮城県連 蔵王山の寮
8月31 (土）～１（日） 関東ブロック自然保護交流会 埼玉県主
9月28（土）～29（日）全国ハイキング交流集会
東京都内
10月4（金）夜～7（月）早池峰山・みちのく潮風トレイル 参加者募集中
10月19日（土）県連交流バスハイク日光戦場ヶ原
参加者募集中
人気の登山地図 東丹沢 箱根 高尾山 発売中
クリーンハイク6月2日実施 参加者 埜歩歩14、新座14、峠山8、やまなみ9
飯能9、所ハイ7、ビスターリ11、名日和田3 計75名参加
ゴミは山道は少ない、可燃33,8kg、ビン缶43,32kg、不燃物17,86kg
計94,98kg、集合吾野地域行政センターPM2:00、コース付近の山
関八州見晴台など
次回まで10月10日(木)に11:17の鍋交流のコースと鍋料理を決定する
・クリーンハイク長瀞アルプス 6/2(日)
参加者30名頂上付近で鍋交流 可燃ゴミ22㎏ 不燃ゴミ26㎏ 計48㎏
舗装された林道の沢筋に車で来て捨てたと思われるゴミを結構な量回収
した。登山道にはほとんどゴミはなかった。
2019/6/2
北部ブロッククリーンハイク
山名：小川町官ノ倉山
参加団体・人数 熊谷トレッキング同人9人、深谷こまくさ山の会6人、ハイ
キングクラブ上里4人、秩父アルペンクラブ3人、合計22人
Ａコース（北側からのルート）とＢコース（東側からのルート）に分かれて清
掃実施
Ｂコース行動記録：小川町竹沢公民館集合9:15打ち合わせ9:30/9:45－小
休止10:20/10:30―北向不動10:40/10:45―石尊山11:20―官ノ倉山頂上
(昼食)11:35/12:20―天王池12:50/12:55－小休止13:10/13:15―竹沢公
民館13:45/14:05
公民館駐車場にて、打ち合わせを行った。2コースに分かれ同じコース
を時計回りに熊トレと上里ハイキングが行き、逆コースには案内役の輪湖
さんと深谷こまくさと秩父アルペンが行くこととした。、官ノ倉山周辺で
は、土地所有関連者から残土を盛土したいとの発表がなされ、町の課題
になっていることが紹介された。山はきれいでなかなかゴミが見つから
ない。クサイチゴの実をつまんだり、リョウメンシダを見たりしながら進
む。石尊山へは急登、鎖もついている。登ってから振り返ると小川町が良
く見渡せた。官ノ倉山との途中で逆コースの人とすれ違う。官ノ倉山山頂
でゆっくり昼食。下山路は始めのうち、ざらざら道で石車に乗らないよう
用心して降りる。天王池で小休止、ホソオチョウらしい蝶が数匹遊んでい
た。集めたごみは2班合わせて燃えるごみ0.9kg、ビニール0.4kg、金属他
0.7kg、びん・ライター・乾電池0.6kgと少なめでした。(熊トレ高橋武記)
-5-

