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埼玉労山53期総会の議案書、資料集作成、議事進行表を確認
議案書の印刷3月27日（金）PM4,00 市民活動センター９F 瀬下

岩岡 高橋

柴田

橋本

9月5，6役員交流会神奈川県 自然保護福島県の子供たちの交流 8月下旬に茨城県 9月12（土）
～13（日）全国ハイキング委員会（関東地方）
全国連盟役員推薦大澤副理事長退任 労山基金運営委員へ 新任 武笠 久保副理事長 佐藤
理事留任

大宮労山山スキーで事故報告あり
さいたま市市民センターサポートセンターロッカー使用料の支払い
システム変更手続き瀬下 岩岡へ

名義変更

岩岡へ

・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
・2020年度活動予定表案を作成
・総会準備

議案書通り
所ハイより今後の会の運営の報告あり

今年度の会計監査日程：2020年3月12日木曜日14：00～17：00 各ブロックの会計報告早めに提出
場所:理事会と同様
日程調整に若干手数を要した
次年度は3月の三役会の前な
どあらかじめ決めて おく手もあり

特になし

-1-

ろうさん彩登 No,75

2020年3月15日

埼玉県勤労者山岳連盟

2020年02月17日西部ブロック2月会議報告掲載
2020年02月17日「スキー交流会」報告ーー遭難防止安全教育委員会主催
2020年2月6日ろうさん彩登74号発行
2020年2月3日2020埼玉労山石巻震災復興支援参加者募集案内掲載
2020年2月3日県連第53期定期総会案内掲載
2020年2月3日西部ブロック1月会議報告掲載
2020年2月3日埼玉県50の山旅（埼玉県の山のグレーディング作成）

1石巻震災復興支援 4/11(土)～4/12(日)
参加費21,000円 4/11(土)正午 仙台駅東口観光バス駐車場集合 12:30～14:00名取トレイルセ
ンター見学、映像視聴、学芸員の方のお話。14:00～15:30津波復興祈念資料館「閖上の記憶」へ。館
内でお話と資料映像視聴、閖上の街をガイドの方と見学。4/12(日)牡鹿半島谷川浜にてホヤの養殖
貝の紐通しボランティア。18:30仙台駅で解散。申込〆切３月末日。参加者募集中❗ (2/23現在参加希
望者14名、28名〆切)熱いイベントに是非ご参加を‼。
足尾植樹 4/26(日) 銅親水公園9:15集合
。ブロックごと、または会ごとにお集まりください。昨年から始めた埼玉県連盟指定の場所に植樹し
ます。各自2リットルの空のペットボトルとスーパーのレジ袋をご持参ください(水と土の運搬用)。
みちのく潮風トレイル 10/3(土)～10/5(月)仙台駅集合、解散。電車と船を利用。宮城県塩竈市浦
戸諸島～松島海岸を歩きます。詳しい内容は後日。

・2019年度ハイキング委員会の会計決算書作成

ニュージーランド トレッキング(ロイズピーク 他) 2/22-3/1 大宮労山

１月26日運営委員会市民サポセン/2月1日24期登山学校閉校式：カルタスホール14名参加/25期登
山学校パンフレット作製及び受付開始、次期の定員は20名を予定。現在16名申込の為残り４名になり
ますのでご希望の方は申込お早めに。25期定員20名 キャンセル待ち 3月2日運営員会
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●2/1～2/2土日・・雪山訓練山行（双子山～蓼科山周回テント縦走）ノートレース部分多く体力的に割
とハードだった。
●2/8土・・関東ブロック技術交流会（秦野山岳スポーツセンター）
●3/7土または3/8日・・雪山訓練山行（天候とメンバーにより山域選択）
●3/20～22金土日・・雪山訓練山行（天候とメンバーにより山域選択、2日または3日）
●3/28土曜・・春山雪上訓練（マチガ沢の残雪状況に依り他の山行に振り替え）
●4/5日曜・・春山雪上訓練予備日又は上越国境付近の雪山
●4/11～12土日・・雪山訓練山行（天候とメンバーにより山域選択）
●4/18～19土日・・雪山訓練山行（天候とメンバーにより山域選択）
●5/10日曜・・訓練山行・近郊バリ尾根
●5/16土または17日・・訓練山行・近郊バリ尾根
●5/23土曜・・訓練クライミング
●5/24日曜・・野外技術訓練、100m下へ滑落した登山者の救出と救急車までの数Kmの搬送
●5/31日曜・・訓練山行（鷹巣谷）遭難防止・安全登山委員会と共催？
●6/6土曜・・訓練山行（鶏冠尾根）遭難防止・安全登山委員会と共催？
●6/7日曜・・訓練クライミング
●6/13～14・・訓練山行・遡行または高度慣れ
●6/20土または21日・・遡行または高度慣れ
●6/27土曜・・野外技術訓練、負傷者の岩場からの救出と搬送途中の沢の下降
●7/4～5土日・・訓練山行・アルプス岩稜帯縦走
●7/11～12土日・・訓練山行・泊りの遡行
●7/18土曜・・訓練クライミング
●7/23～26連休・・訓練山行・縦走
●8/1土または2日・・訓練クライミング
●8/8～11の内2日間・・訓練山行・アルプス岩稜縦走
●9/5～6土日・・訓練山行（ウツボギ沢～ナルミズ沢）
●以後、月に2回または3回の訓練山行予定

① 2/15-16、尾瀬岩鞍スキー場を会場に、30名の参加で、スキー交流会を実施しました。報告をホー
ムページの載せました。
②スキー交流会の場に集まった会員に呼びかけ、埼玉県連盟の山スキーグループ・シーハイル埼玉
の結成しました。ラインのグループを作り情報交換を始めています。今シーズン、何回かの合同山ス
キーを行う予定です。
③現在、救助隊と共催で、次のような登山力アップ講習会を各方面の協力を得て、実現させるべく
行動しています。
1. 4月 雪上訓練
2. 5月 沢登り入門
3. 6月 岩尾根の通過
4. 6月 フリークライミング入門
5. 9月 沢登り実践
6. 11月 地図読み
7. 2月 スキー交流会
8. 3月 雪山テント泊
④沢登り講習会などにも力を発揮する新しい沢登りグループの結成に向けて活動中です。沢爽と
も来年度に向け話し合いを続けています。
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○ 第53期の3つの特別委員会について
・埼玉の山旅ベスト50 上野 高橋 橋本 町田 鹿喰
・登山祭典
瀬下 岩岡 小畑
・組織拡大 各会の組織拡大意識づけ 柴田 加藤 新井 新座（新人）
① それ ぞ れ のイ メージ 山 旅 ベ スト50具 体的な 方向 づけ（ 目的）埼玉労山と して推奨 する
山旅/登山祭典記念イベントとして（40周年記念のイメージ）泊りがけでやりたい
②理事 の分担 各理事の担当分担を決める
③理事以外 の委員会への参 加 特に組織拡大について減少傾向 の中（特別委員会 の設置）
○ 2020年度 の活動予定表案について
・総会に向けて、未記入部分を埋めていく
・別紙活動予定表あり
○ 2020年3月29日開催 の総会
・進行表の確認 ・理事 の当日分担
・次期の理事監事案
・3月27日（金）16：00から印刷作業、現行は19日までに事務局 へ
○ 今後 の日程など
今後 の日 程についてコロナウイルス感染拡大により（日程が変更することもあ ります)

ブロック

2020/2/13

西部

会議
日程

ブロック長

田原

東北コミセン19:30～20：30参加者7団体8名
＊2020年3月29日(日)県連総会53期(大宮市民会館)予定ＰＭ1：00
＊4月11/12日(土/日)東北支援活動宮城県石巻市谷川浜 参加者募集中
西部B関係15名予定
＊西部ブロック役員ブロック長と役員の交代 斎藤祐一 川越ビスタ―リ
ブロック長予定
＊埼玉県の山旅ベスト50の作成と埼玉山のグレーディングの選定の案があ
ります。 ＊各ブロックの主催のイベントに他のブロックのおよび会員以外
の友人参加の声かけ活動の推進など
＊2020年4月26日栃木県足尾植樹祭例年通り＊昨年10月31日 現在会員
登録608 昨年624名会員登録マイナス16名 県連総会用マイク西部から
借りています
2020年度の活動方針 4つの目標
⓵登山力を高める 登山学校を引き続き行う（登山学校） 山筋ゴーゴ体
操や安全講習会の実施（女性委員会） ②組織力強化 会員数（県連登録
人数）2～3年後に700名目標に各団体が会員募集の取り組む（組織委員会）
③会員交流を深める 4ブロックの活動をさらに支援
④埼玉と日本
の自然を守る 各ブロックのクリーンハイク 足尾の植樹祭と高篠峠の植
樹地の整備 東北支援活動と 秋のみちのく潮風トレイルの実施 ＊西部
ブロック2月23日(日)スノーハイク（湯ノ丸池の平）現在38名参加予定 参
加費￥5,000次回3月12日(木)
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2020/2/14

南部

会議
日程
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ブロック長

①県連活動報告②各所属会活動報告③3月1日交流ハイク「大楠山」三浦半
島―立石海岸（地図読み）詳細打合せ
次回４月16日
伊藤

雪山山行 3/14(土)～3/15(日) 二岐温泉二岐山。14(土)正午ブナ山荘
駐車場集合。15(日)14:00同解散。申込みは羽竜さんまで。申込み〆切3/4。
次回ブロック会議 3/18(水)大宮シーノビル9F。
中部

2020/2/4

北部

羽竜

小暮

・クリーンハイクは6月7日秩父美の山で実施、担当は秩父ア
ルペン
・5月9日に講演会 演題：「三浦雄一郎氏の南米遠征に同行し
て」講師：朝日新聞記者金子元希氏を北部ブロックとして実施
する。
・他各会からの報告をして情報交換
次回9月3日

〇次回三役会日程：2020年3月13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3月29日（日）場所：さいたま市サポート活動センター
＊ 「ハイキング・セカンドステップ」第4版発売中 大量購入割引あり定価400円
30部以上1部350円
＊ 「山筋ゴーゴー体操」DVD付き新版発売中
大量購入割引あり
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