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参加者：瀬下、柴田、上野、岩岡
・9月23日理事会について、主に9/27評議会と3つの特別委員会について
・コロナの影響に関係して、今年度の県連会費について
・県連の会計年度と活動期間、現状通り会計年度は2月締め、活動は3月締め
・10/25予定の秩父下草刈りの日程変更 ⇒ 11/15に
・カレンダー、昨年と同様にとりあえず150部申し込む、昨年実績は182部
・新たな県連加盟の問い合わせに関して
・議案書と資料集の印刷：9/23の16：00～、理事会の前に、40部作製

・特筆事項なし

・11月22日（日）に大宮高鼻コミセンにて予定されていた海外登山集会、講習会は中止とする。

・理事会レジメ作成と理事への配信
・全国連盟などからの情報提供の各加盟団体への配信など
・評議会で配付する今年度議案書、資料集40部の印刷は本日完了。各理事の協力に深謝。

連盟費納付状況：
今年度総額1,986,960円のところ1,872,060円受納済み（9月15日現在）。
※納期遅延は5団体→口頭にて団体名報知して各ブロックでの会合時に督促依頼。
退任理事への謝金：武笠氏21,000円、奥村、海妻、嶋田各氏へ2,000円を支出する。

2020.7ホームページ再開

7/16南部ブロック議事録掲載
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少子高齢化また新型コロナ感染の対策等 厳しい状況の中の組織減少に歯止めがかからない。し
かし、家族登山、若者の仲間、ネットグループによる登山、沢、クライミング等が盛んになり、また、最
近トレランで奥武蔵、奥多摩など低山で多く見られます。それらの人々に
⓵未組織登山者へ 会、県連のHP宣伝 チラシ
配布など 加入を勧める
②友人知人の山の愛好者に意識をもって 定例山行、個人山行など誘い体験させ将来入会しても
らう
③新規団体の獲得を検討
④2019年10月末現在の会員登録プラス2名の拡大と 将来の会員数700名達成目指すなど
以上9/27評議会に提案する

9月5日（土）13:00～18:00、6日（日）9:00～11:20 全国連盟女性担当者会議にWeb(Zoom)参加（新
井）テーマ：女性と登山における課題を探る
一日目：全国連盟からの報告、講演：武井真理氏（登
山時報に「子づれさんぽ」連載中）、沼田久美子医師 の２名、全体会議＝地方連盟の取組報告で埼
玉県連女性委員会の昨年度の安全登山講習会について報告した。 二日目：自由討論。地方連盟や
各クラブで「女性と登山」についての取り組み、山でのトイレ問題、などについてディスカッション。
※女性委員会の存在意義について疑問が出ている。「女性、男性と分ける意味があるか」等。

ハイキング計画概要 期日11月28日（土）晩秋の奥武蔵ハイキング 西吾野駅から高山不動・関東
八州見晴台を経て吾野駅 標高差約500ｍ コースタイム5時間30分 または正丸駅から伊豆が
岳に登り西吾野駅 標高差550ｍ コースタイム5時間30分 詳しくは理事会で説明→資料あり、
次回理事会までに各会で検討されたし。

・登山道関係 23日理事会で登山道についての基本的な考えを出していただきます。資料当日配
布。
・50コース選定で一緒に登山道の現状把握・改善の調査をお願いする。以上橋本
→橋本理事より「登山道」について資料をもって問題提起あり。要検討。
・秩父高篠峠植樹地下草刈り 2020年11月15日(日) AM 9:00 道の駅ちちぶ集合 少数精鋭で
実施 詳細は別紙案内で
・全国自然保護集会 2020年11月7日(土)8日(日) 静岡県立三ヶ日青年の家 『気候危機で壊さ
れる山岳自然!地球温暖化で環境を考える』 瀬下出席予定

・特になし
・11月22日（日）予定の海外登山集会は、発表事例がないことから今年は見送りとしたい。
→特に反対意見なし、見送り決定。

・予定していた登山技術講習会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現在まで、全て中
止している。来年2月に予定しているスキー交流会が実施出来るか検討中。
・山行分野別活動グループについて、9/27活動支援金をお渡しする予定。
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〇今年度4月以降の実施済訓練山行〇
4/4（土）秩父矢岳北尾根・バリエーション尾根
5/29（日）秩父熊倉山聖尾根・バリエーション尾根
6/7（日）秩父大持沢左岸尾根・バリエーション尾根
6/20（土）神流川小倉沢金山沢右俣～両神山八丁尾根・遡行
6/27（土）群馬県榛名黒岩クライミン・登攀
7/5（日）ときがわ町新柵山～らんとうば不動～ぶな峠付近・登山道
7/11（日）上武国境宗四郎山・登山道
7/19（日）大雪渓～白馬岳・登山道
7/24（金）那須那珂川黒川源流～赤面山・遡行
8/1（土）岐阜県高山市高原川沢上谷・遡行
8/2（日）佐久志賀の岩場クライミング・登攀
8/8・9（土日）奥秩父大洞川和名倉沢～二瀬尾根・遡行
8/15・16（土日）足尾渡良瀬川仁田元沢～石塔尾根・遡行
8/22（土）奥秩父滝川豆焼沢～黒岩尾根・遡行

9月7日運営委員会市民サポセン：来年度5月より開校決定（コロナ感染の状況による）コロナ禍の中
カリキュラムを再検討し受講人数は15名に絞って再開（会場の人数制限が有る為）開校にあたって
すでに15名の申込みがありキャンセルが有った場合を除き新規募集はなし。

会議
日程
西部

9月
8日

斎藤

南部

7月
16日

伊藤

中部

羽竜

北部

小暮

1.例年実施していた鍋交流は参加団体無く中止とする
2.従来、会場として使用していた志木東北コミセンは広い会場が利用でき
ない→10月8日ウェスタ川越南公民館を利用する
3.ブロック長を含め、年次持ち回り担当一覧表を提案中
8月30日小楢山交流バスハイクのコース選定（当初西沢渓谷で予定でした
がコース通行止めのため小楢山に変更して実施18名参加） 今後もできる
限りコロナ対策を実施の上交流活動は実施する。
次回9月24日
コロナ禍の関係で活動休止中

9月のブロックの会議は中止しました。

〇次回三役会議日程：2020年2月12日（水）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2月26日（水）場所：さいたま市サポート活動センター
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○ 9/27の評議会
・高鼻コミセン大会議室
・9：00～12：00、理事の集合は8：45、カギをもらい会場準備
・進行時間目安：9：15～9：35 理事長あいさつと2020年度全体方針など（瀬下）
9：35～10：15 3つの特別委員会についての提案
さいたま山旅おすすめルート50（上野）・登山祭典（瀬下）・組織拡大（柴田）
10：15～10：25 休憩
10：25～11：15 質疑応答 検討討議
11：15～11：45 全国連盟理事紹介、退任理事あい さつ、2020年度理事紹介
11：45～12：00 片付け、部屋返還
・議長：西部 小林（登山クラブやまなみ） 中部：加藤理事対応
・書記：南部 鹿喰理事対応
北部：橋本理事対応
・当日 の理事の分担
受付: 柴田、鹿喰、新井、浦田（4名にて出席確認、交通費支出、資料手交等対応 する）
※町田理事欠席
○ 3つの特別委員会 ・さい たま山旅 おすすめルート50
＜経過報告＞
特別委員会 埼玉の山旅おすすめルート50
9/9 第一回委員会を開催しまし た
参加者
担当理事 上野、橋本 、町田、鹿喰
その他
高橋理事、加藤理事（リモート）、瀬下理事長
三郷・高野、新座・山本、峠・新井
計12名
＜担当理事提案＞
9/27 評議会で おすすめの山旅 アンケートを配り、広くルートの募集を開始 する
第一回締切10月末、第二回締切11月末
アンケートから本の完成までの流れ
① 会員アンケートで、おすすめルー トを挙げてもらい、踏査・執筆が可能か尋ねる
2020.10 〜12
② アンケート結果などを参考に.委員会にて50ルートを選定
2021.1
③ 総会で50ルート の承認を受け、踏査・執筆担当を決める
2021.3
④ 各会員による踏査、原稿提出2021.4 〜2022.11（こ の1年半の間に実地調査 する）
⑤ 本の完成、総会にて配布
2023.3
＜意見追記＞
1.FAXで回答できるようにすべき 2.アンケート用紙のデザインを再検討されたし
3.コースごとに1枚とする
4.特別企画 のアンケートは1人1枚とする工夫を
○ 3つの特別委員会 ・組織拡大
＜担当理事提案＞
全国的 に見 て も 労 山会 員数 は2001 年 の23,779名から2018年 は18,805名と 減少。埼 玉 県連
においても高齢化が進み、漸減傾向にあ る。各会の会員増、新規加入団体の募集が急務。
1.会員数が伸びている会 の取り組 みを知る（登山講習？ホームペー ジ？）
2.埼玉労山募集チラシの作成を検討する
3.過 去、会 員 募 集 の定番で あ っ た「 公 開 ハイ ク」を 復活 させ る方 策はな いか 。旅 行業 法 、 そ
の他をクリアする方法を検討 する。
＜追加意見＞
県連 の組織担当からも同様意見あ り→事務局で取 りまとめする
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○ 3つの特別委員会 ・登山祭典
＜担当理事提案＞
各会 の埼玉労 山 の仲間 たちが集 ま り親交を深めるイベントを 企画していく。文字どおり山を
志す仲間で盛 り上が る"祭り"であ る。こ のような企画は40周年の記念イベントとして開催し
て以来 しば らく行 わ れてい ない 。新 しい体 制と なっ たこ の機会 に再び埼玉 労山に元気を取
り戻 し たい 。新型コロ ナウ ィル スの影響によりまだ開催時期は見透せないが、2021年秋 の開
催に向けて 今から準備を進めてい く。
理事 数名と各会からの委員で 構成 する登山祭典特別 委員会で内容を煮詰め、楽 しく有意
義なイベントにしたい。
■開催日時:2021年10月または11月の土日(1泊2日)
■開催場所:県内または近隣のキャンプ場(貸切)
■内容
□1日目(土曜日)
13:00～
★シンポジウム「登山と人生」 コーディネーターあり
①20代～30代
登山と結婚 登山と子育て
～就職、結婚 、子育てという3大北壁を越えて
②40代～50代
仕事 の重責と登山 50歳からの山登り
～子育てから解放されて自分の山を
③60代～70代
登山と健康 毎日サンデー の登山
アルパインクラ イミングはいつまて出来るか
16:00～
★大交流会
①「ともしび」 の方を招いて 山の歌を歌おう
②各会からの出 し物
□2日目(日曜日)
9:00～ 午前中に解散予定
★登山技術講習会
会員に広く意見を募りいくつかの企画を用意
例 クライミング初級 救急法 地図読み机上講習
＜追加意見＞
ハイキングの企画を加えるべきではないか
40周年 の経験に学 ぶべきものがある
○評議会で の検討資料 の作成
3つの特別委員会についてのレジュ メは担当理事名の記載も含めて事務局でまとめる。
おすすめるーと50についてのアンケート用紙は特別委員会で準 備する。
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