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電子版機関紙 発行責任者 武笠真次

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-1-5ふじビル２階

TEL&FAX:048-838-0640

県連サイト https://www.rosansaitama.com/

1.カレンダー申し込み状況12/10現在182冊

2.埼玉労山評議会ならび第53期総会の2019年活動報告、2020年活動方針（案）について

(1)活動報告＊事務局まとめ/＊専門委員会各担当理事/＊総会資料集：理事長評議会以降作成

・2019年活動報告/・2020年活動方針（案）の作成

※2019年度議案書を担当理事へ配布し、新理事等に配慮する。事務局長：作成と配信。

3.組織調査票提出状況について

6～7団体提出受領、6月に調査して変更の無い団体10～11団体。12月25日迄、全国連盟へ会員数を

報告する。

4.全国連盟役員の推薦、栄誉功労賞の贈与申請の手続き再確認

＊第34期総会に向けて労山全国連盟役員選考会：期日11月28日19:00-20:30、会場：全国連盟事務

所、埼玉労山出身の全国連盟理事3名継続、専門員会7名継続、新任は無い旨を報告した。

議事録別紙参照（Web理事を増やす努力：1,000規模の県連・府連から選出を全国理事長から要請等）

(1)栄誉功労賞選出者名について 理事役員名: 上野 司

(2)各会・クラブへ選出依頼、提出状況

(3)全国連盟役員推薦について 理事会で提出済み。

6.その他

3月29日総会会場予約（事務局）：大宮市民会館のみで他の会場予約が不可であった。マイクを使用

する場合は音響装置が各3部屋共通のため、この3部屋を予約しない使用できない。会場費用が

16,000円台で費用を節約することが基本と捉え、自営で音響装置を用意して2部屋予約とした。

〇労山基金運営委員会12月25日（火）全国連盟事務所19:00-22:00

・埼玉労山申請・運営委員会で確認後、12月25日埼玉労山理事会で報告予定。

令和２年元旦

埼玉県勤労者山岳連盟理事長 武笠真次
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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

・全国連盟などからの情報提供の加盟団体への配信など

・カレンダーの実務：22団体で合計182冊の県連取扱でした。

・各加盟団体の会員数などの把握と全国への報告の実務

・2019年度活動報告と2020年度活動方針の取りまとめ開始

●11/30（土）「安全登山のための実技講習会」場所：稲荷山公園（西武池袋線・稲荷山公園駅）

講師：佐々木純子さん（県救助隊副隊長）参加者：45名

●12/9（月）朝霞台ジョナサンにて、第4回女性委員会を開催。今年度の実技講習会の反省と参加者

のアンケートの結果をを踏まえて、来年度の講習会内容について意見を出し合った。

22019年12月1日 2019年『安全登山のための実技講習会』実施報告掲載

2019年12月10日 全国女性交流集会10/26 IN和歌山 報告掲載

2019年12月1日 安全講演会山筋ゴーゴー体操参加報告掲載

ろうさん彩登72号発行

会員を増やす活動を続ければ、年間2～3名は増加し、組織の強化、後継者も育ちます。

①労山、登山理念で学習を定期的に行い、理解してもらい会員の定着化高める

②会員を迎え入れられる楽しい定例会、会山行等

③すべての会の会員を増やす計画の行動を

④各会がHPの活用と継続と刷新

⑤個人山行を含め友人を（ハイキング、登山会 クライミング等）各ブロックの交流イベントに誘う。

各地域の公民館、スポーツ店等に会員募集等のポスターの掲示をしてもらう。

⑥遭難事故防止と登山者教育の学習を推進しよう。など

＊2019年度52期活動報告済み 53期は未定ですが年明けに報告しますが

県連会員数2～3年後に700名を目標に具体的な取り組み計画が主体

〇＊第2回労山全国連盟役員選考会 期日：11月28日19:00-20:30、会場：全国連盟事務所

武笠、瀬下出席

〇関東ブロック雪崩講習会（関東ブロック事務局：埼玉労山三役）：11月理事会で紹介

日 時 2020年1月18日（土）9時 ～1月19日（日）14 時

場 所：谷川岳天神平及び白毛門登山口・土合山の家周辺、宿 泊：土合山の家、JR上越線土合駅徒

歩5分、Tel. 0278-72-5522 集 合 1月18日（土）9時 土合山の家

〇2020年1月19日（日）（AM)遭難防止安全教育担当者会議に向けて・・・議事録にて

〇2020年1月19日（日）（PM)評議会に向けて・・・議事録にて

連盟費は全団体完納となりました。ご協力に深謝。



No,73ろうさん彩登　 2019 12 30年 月 日 埼玉県勤労者山岳連盟

- 3 -

●【講習会サポート】

11月30日（土曜日） 女性委員会安全登山講習会講師 佐々木副隊長、狭山市稲荷山公園

●【関東ブロック救助隊技術交流会】）（神奈川県救助隊主幹）

秦野市野外活動センター及び広沢寺の岩場 2月8日～9日（土日）町田参加

●【野外技術訓練】

1月5日（日曜日）欠席者への補講、11月17日とほぼ同じ内容

●【救助隊主催山行】一般参加可

救助隊員として必要歩行力を維持向上するための山行

12月21日（土曜日）金曜夜発 日光白根山菅沼ルート往復

シーズン当初アイゼン慣れ山行

1月12日～13日（日月）予定 雪上訓練各種・・場所未定

2月1日～2日（土日）予定 雪山・・場所未定

3月7日～8日（土日）予定 雪山・・場所未定

3月20日～22日（金土日）予定 雪山・・場所未定

遭難防止安全教育委員会

①安全登山マニュアル、寄せられた原稿を編集し、印刷会社に入稿しました。注文数は予備も含め

800部です。年明けには出来上がると思いますので、1/19に各会に配ります。

②1/19午前中の遭難防止安全教育担当者会議への参加呼びかけを、評議会とともに再度行ってい

ただければと思います。当日、安全登山マニュアルの小冊子を会員数分持って帰って欲しいという

お願いも入れたいと思います。

③2/14-15の山スキー交流会、現在のところ20人の申し込みがあり、準備を進めています。

11/24、海外登山集会を開催しました。(3年振り？)

参加者全14名(うち県連理事6名)参加しました。

・評議会に向けた活動報告、来期活動方針を作成 ・山筋ゴーゴー体操講習会の報告書を作成

12月2日運営委員会 12月7ー8日総合講座15名参加 次回雪山入門1月11ー12日土合山の家予定

2020.4/11(土)～4/12(日) 石巻震災復興支援 参加費21,000円(15名参加の場合)。4/11(土)正

午に仙台駅東口観光バス駐車場集合。宮城交通バスをチャーター、みちのく潮風トレイルの名取トレ

イルセンター見学の後牡鹿半島へ。4/12(日)朝からホヤの養殖ボランティア。15:30現地発、石巻に

てお土産購入、仙台駅18:30解散予定。詳細はチラシを参照してください。
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1.各専門委員会などから出されている活動報告案と活動方針案について

(1)活動報告案･･･活動報告は“案”ではなく報告であるから“案”と表現しない。

(2)第二号議案2020年度活動方針(案)、2020年度予算（案）について

・前文(総括分)埼玉労山は･･･ と 〇4つの目標の間に2020年度活動方針案 のタイト

ルを入れる。

①登山力を高める

・登山学校に若手を登用し、引き続き実施していく(登山学校) の“若手を登用し”を削除し

表現

を訂正 → 登山学校は引き続き実施していく

②組織力を高める

連盟に入っているメリットがわからない。

連盟費を各会に還元してもよいのかな。

3項目として ・労山基金を入れると良い。

他の山岳保険等と比較しても交付金が高額、メリットは大きい。

そのためにも最低3口を義務づける。もっと宣伝すべき。

「埼玉の山旅ベスト50」の作成を期待する。

万一、遭難した場合の具体的な行動の仕方を学習する講座があると良い。

③会員交流を深める

埼玉労山フェスタの開催に向けて動き出す。過去にも同じような催しがあったが、各会で

固まって飲み会をしていることが多かったが、真の意味での「交流」が図れるようにしなけ

ればならない。

④埼玉と日本の自然を守る（自然保護委員会）

「登山道整備・管理」という項目を入れてもいいかな。 他県にはすでに山のグレーデ

ィングが作られている。埼玉でも作成する方向で活動したい。

(3)専門委員会活動報告

●女性委員会 女性委員が西部ブロックの会に集中しているので他のブロックからの参加

を要請する。

●海外委員会 海外登山・トレッキング集会に参加して「楽しかった」活動報告に詳しく載せ

て次回の参加を呼びかけるようにしたらいいかな

●組織 会員数が減少している。いろいろやっているが、拡大につながらない。

(4)作成時期、検討時期を一考する必要があるのでは。

※ 1月19日評議会に向けての議案準備として、未だの部分は、1月11日（土）とする。

2.理事役員・専門委員会継続の確認

○ 2020年1月19日の遭難防止安全教育担当者会議に向けて

日時 2020年1月19日(日) 午前9時00分受付開始

午前9時30分開会～午前11時30分頃閉会予定

場所 高鼻コミュニティセンター

議題

1 『安全登山マニュアル』についての報告、質疑応答、討論

2 今年度の埼玉県連盟所属会員の遭難事故について

参加対象

・各会の遭難防止安全教育委員会担当者

・山行分野別活動グループ関係者

・遭難防止安全教育活動に関心を持つ会員

※ 各会担当者の交通費は当日支給します。金額が判るようにして頂くと助かります。
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会議

日程

南部

バスハイク11月10日黒滝山21名参加 次回3月1日交流ハイク オリエンテ

ーリング予定。次回会議1月16日伊藤

〇次回 三役会議日程：2020年1月17日（金）場所：さいたま市サポート活動センター

○次回 理事会日程：2020年1月2９日（水）場所：さいたま市サポート活動センター

西部 田原

定例会第6回PM19：30～20：30 東北コミセン

参加団体7団体8名

県連報告 カレンダー完売 西部関係182部に対して73部 40％

11月24日山筋ゴーゴ―の報告あり好評

11月30日緊急救助法（すぐに役立つ）45名参加

（場所がら）参加者はほとんど西部ブロック関係

2020年1月19日（日）遭難防止 評議会 高鼻コミセンで

2020年4月11日～12日宮城県石巻市災害復興

各会永年会員章の人選

組織委員会による報告各会の10月31日登録の人数 所ハイを除き前年に

比べややマイナス

2020年2月23日（日）スノーシューハイク湯ノ丸 池ノ平スキー場 アクセ

スみよし観光45名\163,000 参加者約40名 1人\5,000 用具別

\2,000～3,000 下見1月29日（日）

当日AM6:20ウェスタ川越～現地地蔵峠10:00着予定～15:00現地出発18:30

着予定 登山届は各会で提出

次回で参加人数の確認 １月16日東北コミセンPM7:30～

中部

11/23(土) 地図読み講習山行 道志村大室山 雨天のため中止。

2020.2/29(土) 中部ブロック交流会 参加費1,500円。埼玉県北本市にて

AM 自然学習センターにてバードウォッチング PM 野外活動センターに

て交流会 詳細はチラシを参照してください。チラシが必要な方は瀬下ま

で。※中部ブロック以外の方のご参加も歓迎いたします。

2020.3/14(土)～3/15(日) 雪山交流山行 場所未定

次回ブロック会議 2020.1/22(水) 大宮シーノビル9F 19:15～

羽竜

北部 小暮

紅葉の時期も終わり、一般登山は少なくなってきています。

寒い時期なので鍋山行や氷瀑見学山行等工夫して行っています。

次回2月4日

12/12

12/19


