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わらび山の会

5/22      天覧山 RCT         4 名

6/ 5      伊豆ヶ岳クリーンハイク      7 名

6/18      三つ峠           

7/16   谷川岳

7/23～24  南ア・北岳

彩山友会

5/21      日和田 RCT                 １名

6/ 5      伊豆ヶ岳クリーンハイク     2 名

あすなろ山岳会               

5/ 2～ 3  上越・谷川岳、坂戸山       2 名

5/14      安蘇・鳴神山

6/ 4      奥日光・千手ガ浜～黒檜山

6/ 5      伊豆ヶ岳クリーンハイク      4 名

6/19      上信越・烏帽子～湯の丸山

6/24～25 那須・二岐山、他

埼玉勤労者山岳連盟・南部ブロック協議会 ６月例会（報告）

               2016 年６月 16日（木） 於：パルコ 市民活動センター

出席…伊藤正勝、矢木加代子、冨田皓、大内 武 、磯野京子、澤藤俊昭、高梨正久、水谷克明

   小松勝浩、池田 稔、尾手利雪、高野久美 他…               ９名

  （5 月ブロック会議参加者…伊藤、冨田、大内 、澤藤、小松、池田、高野 他…柴翆山岳会 3名）

                                                                                10 名

１、 県連活動報告と今後の予定！

5/11      三役会義

5/ 9   登山学校運営委員会

5/11      沢ネット打ち合わせ会   11 名

5/14～15 捜索搬出訓練 都幾川村・雷電山

5/14      登山学校 開校式     30 名＋

5/16   救助隊役員会

5/21      岩ネット 日和田     17名

   5/22      全国自然保護講座 神奈川

5/25  第 13 回理事会

   5/29、6/5 県民クリーンハイク

   5/29      沢ネット（西丹沢・マスキ嵐沢）

   6/ 4～5      〃 （東北・二口沢、山菜採り）

   6/ 6      救助隊役員会、登山学校運営委員会

２、５月～６月の主な山行報告と今後の予定！         

三郷山の会

5/ 3～4   北ア・奥穂岳       6名           
5/22      天覧山 RCT         4 名

5/29       南大菩薩・滝子山

6/ 5      伊豆ヶ岳クリーンハイク  14 名

6/12      大菩薩・牛の寝通り         5 名

7/ 2～ 4 羽黒山とさくらんぼ狩り、秋田駒

7/10      天覧山 RCT

7/31      南ア前衛・蛭ケ岳          

7/        花の山

7/        谷川岳

8/21      金峰山

8/25～28  北ア・蓮華温泉～白馬、朝日岳

8/28      奥多摩・御岳山、鳳凰三山

翆山岳会

6/ 5      伊豆ヶ岳クリーンハイク  8 名

7/15～17  南ア・甲斐駒～仙丈岳交流山行

  6/10       三役会

6/11～12   登山学校「計画から下山」大小山

       第 19 回全国自然保護講座 神奈川   

6/18   沢ネット（奥多摩・水根沢）

6/18～19   救助隊搬出訓練（豆焼沢）

6/19       遭難安全担当者会議、意見交換会

6/25～26   全国女性担当者会議

  6/29   第 14回理事会

7/ 2～3    関東ブロック救助隊合同訓練

  7/ 2～3    登山学校「登山と運動生理」

8/ 6～7    登山学校「山での救急法」

9/ 3～4    関東ブロック役員交流会 長瀞

＊県連ＨＰがサーバーエラーで閲覧出来ませ

ん。

原因は？・・・
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３、ブロック活動と今後の活動について！       

①県民クリーンハイク報告と総括！

   月 日     ６月 ５日（日） 日帰り 集合 西武秩父線 正丸駅 午前９時００分

  場 所    奥武蔵・伊豆ヶ岳（851m)～正丸峠

      コース   関東ふれあいの道「伊豆ヶ岳を超える道」ハイキングコース

   正丸駅…大蔵山分岐…五輪山…伊豆ヶ岳（昼食)…小高山…正丸峠…大蔵山分岐…正丸駅

      ・４班編成    かめ岩コース、五輪山コース

歩行時間  ３時間～４時間

参加者   三郷山の会（14名）、わらび山の会（ 7 名）、あすなろ（ 4名）、彩山友会 ( 2 名)

     紫翆山岳会 ( 8 名）

                                                        合計 5団体  35 名

ゴミ量   燃えるゴミ   紙、他  ２袋（7.0ｋｇ） ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ      1 袋（ 1.0ｋｇ）

燃えないゴミ   缶、他  ５袋 (8.0ｋｇ） 空き瓶    ２袋（13.4ｋｇ）

合計   29.4ｋｇ

      ゴミ処理と回収

   ＊回収ゴミ一時預かり場所…正丸駅・改札裏

    ・今回、西武鉄道ならび飯能市への事前連絡を忘れ、6/5 早朝に本社にメール、正丸駅で  

     確認したところ、西武秩父駅から許可指示が出ている事で一時預かりしていただきました。    

     また、飯能市役所については 6/6 朝に回収依頼のメール、始業時に電話をして当日午前

     中に回収していただきました。来年度は忘れないように注意します。

具体的な取り組み準備、反省  

・当日担当者と役割  CL…伊藤正勝 会計（富田）記録（各会）写真（各組）

・備品…ゴミ袋（大 40 枚、小 40 枚 、軍手(60 手)、他  購入…小袋 4(伊藤)

   秤（伊藤）、ハサミ(各会)、ゼッケン・ノボリ（各会）

・駅頭宣伝…なし

    ・ゴミ回収  飯能市産業環境部 資源循環推進課 産業廃棄物対策係  ☎ 042-973-1166

                      西武鉄道・正丸駅（ゴミ仕分けと一時保管 メール連絡）

     ・その他  班編成（4 班）とコース設定

              交流会

    【クリーンハイク  会計報告】

    支出  交流会・飲み物代    焼酎・ワイン、氷   3,400＋          円

             ゴミ袋・軍手代                             600                円

                雑 費       CDR 送料、他                  円

                                                            支出合計           円

    【コ―スタイム】  正丸駅集合 9:00

        正丸駅……大蔵山分岐…元気プラザ分岐…かめ岩……五輪山……伊豆ヶ岳（昼食)…

9:30     10:00～10     10:20    10:50 11:20～30   11:50～12:45    

      …五輪山……小高山……正丸峠……大蔵山分岐……正丸駅 (ゴミ分別、交流会）   

       12:55 13:10～25  13:50       14:20        14:45～17:10
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    【記録と写真・参加記】  各 会報・ニュース  参照

②今後の南部ブロック活動！

  ＊秋の交流バスハイク  

   期 日 10月 23 日    11 月  日    

   場 所  ①小鹿野・般若山～釜の沢五峰 3H   札所、鎖・岩場、交流会向き

        ②西上州・烏帽子、三ツ岩 4H 紅葉、岩峰群、コース変化

             黒滝山     3H         〃

         ③その他         ＊場所については各会で検討し、８月会議で詳細を決定

   目 的  交流、他

＊その他の活動

親睦交流・企画山行…技術交流山行   （  /  ）

                      雪山交流会   （  /  ）

４、県連活動・全国連盟活動 から

＊第 22 回遭難防止・安全教育担当者会議、意見交換会

              6/19 高鼻コミセン AM 9:30～  PM 2:00～    

＊各 委員会活動報告

＊岩ネット

＊第 21 期登山学校     6/11 「計画から下山まで」 6/12…実技 大小山 受講生 31 名＋13 名

  ＊沢ネット            5/29 （西丹沢・マスキ沢)  6/ 4～5（東北・二口沢、山菜採り）

     ＊自然保護委員会   9/30～10/2   みちのくトレイル  参加者募集中

＊その他    詳細…全国連盟ニュース 第 23号  参照

熊本地震災害救援募金の件

第 19 回全国自然保護講座 6/11～12   神奈川県立山岳スポーツセンター

全国女性担当者会議   6/25～26   全国連盟事務所

全国遭難対策担当者会議 7/ 2～ 3   全国連盟事務所

第 1 回「山の日」記念全国大会 8/11～12 長野県松本市・上高地

登山計画書 提出の義務化…長野、山梨、静岡、新潟

  ＊アプリ「コンパス」利用の促進 電子データでの提出がベター

５、その他

埼玉県連 50 周年記念事業 実行委員会    

    三郷山の会（磯野京子）わらび・あすなろ（伊藤正勝）

  期日予定  2017.9.30～10.1  頃  予定？

次回 7 月の南ブロック会議は、中止です。

8 月の南ブロック会議は 8 月 18 日 （木）PM7:00～

        於：パルコ市民活動センター です。

    ＊議題  10 月交流バスハイキング計画、他

             忘れずに参加をお願いします。                           6/4  奥日光・千手ケ浜 クリンソウ
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   伊豆ガ岳山頂での集合写真

   埼玉労山南ブロック 県民クリーンハイキングに参加して

日 時  ６月 ５日 (日)  電車利用、日帰り  

山 域    奥武蔵・正丸駅～伊豆ガ岳(771m) 関東ふれあいの道｢伊豆ガ岳を超える道｣

参加者    CL 澤藤俊昭、小林弘義、賀集きく江、他        計 ３５名

【記録】

今年は奥武蔵・伊豆ガ岳で西武線正丸駅から大蔵分岐を経て、途中か

ら２班に分かれて私達は名栗元気プラザへの分岐から急登するかめ岩・

五輪山コースを登り、帰りは全体で正丸峠を経て正丸駅に戻るコースで

した。

一週間前に中部ブロックの仲間達が伊豆ガ岳を清掃した後とあって、全

体的に山のゴミ量は少なかったのですが、かめ岩を越えて五輪山の尾根道に出るまでにはそれなりに皆さん

のごみ袋の中身も増えて、伊豆ガ岳山頂下の岩場を登る｢男岩コース｣と巻いて登る｢女岩コース｣分岐にゴミ

をデポして、山頂をめざします。

伊豆ガ岳山頂ではもう一班はすでに到着していて、私達も山頂で写真を撮った後昼食にしました。最

後に参加者全体で集合写真を撮り、全体で小高山から正丸峠を経ての下山です。

この下りでは、皆さん本領発揮？してか斜面の遠くまで缶類やビン類のゴミを集め始め、デポしてあ

ったゴミと合わせ、結構なゴミ量となり、皆さんのザックやゴミ袋の中は一杯です。（私もザックが大

きい為に、３袋ものビン・缶類の袋を担いで下りました。）

正丸駅で、ゴミの分別した結果はビン（大 2袋）、缶類（大 5袋）プラ(大 1袋)燃えるゴミ(大 3袋)

合計 29.4 ㎏でした。分別したゴミを正丸駅に一時預りした後は、恒例の交流親睦会です。

ビールだけは自分で購入して喉を潤した後は、ブロックで用意されたワインや焼酎で２時間楽しい交流

が出来ました。（私達はさらに池袋に寄り道して、21時過ぎに無事帰宅）     澤

大蔵山分岐           山頂での昼食        斜面のゴミを拾う仲間たち

                       
回収されたゴミの分別      交流親睦会で

                          タツナミソウ

          ＊芝ハイキングクラブ 事務局ニュースから


