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・労山新特別基金管理制度運営委員会：臨時6/12（月）、第2回6/27（火）
2017年全国労山新特別基金担当者会議資料作成の検討 日時：2017年7月1日（土）13時～2日
（日）12時、会 場：ホテル・機山館 出席予定（市原、佐々木）・関東ブロック協議会福島の子供たち
と夏休み第4回実行委員会 全国連盟事務所3階 19:30～ 夏休み実施予定日 8月1日～3日、
寄付金のパンフ配布中 目標35万円 詳細は別紙報告のとおり。 参加予定：所沢HC（吉本、藤岡）
わらび（駒崎）川越HCビスタ－リ（廣岡）新座（嶋田）北本（瀬下）

・2017年度臨時評議会
浦和コムナーレ10Fコミュニティセンター第９集会室13:30
・2017年代表者意見交換会 同上
・秩父市50周年記念植樹森林整備助成金計画書申請準備、申請6/29（木）武笠・吉本秩父市農林振
興センター担当者柏瀬氏へ提出、打ち合わせ
・新特別基金交付申請：富士見峠山の会（女性）事故発生：2017/3/12、
・50周年記念記念誌編集委員会6/27（火）浦和コムナーレ9F 19:30

・配信
・みちのく潮風トレイル道づくりボランティアのお知らせ修正版配信
・埼玉労山50周年記念植樹のお知らせ
・埼玉労山50周年記念誌原稿依頼のお知らせ
・役員補充のお知らせ

・連盟費：28団体中22団体納入済み
・50周年収支
収入＝積立金：350,000円＋祝賀会参加費等：549,000円＝899,000円
支出＝祝賀会：711,195円＋運営委員交通費等：75,490円＝786,685円
残金＝112,315円
※残金は記念誌作成費として使用する。

◯2017年6月18日(日)組織委員会主催:代表者意見交換会

・第3回理事会レジメをホームページ用に点検
・第4回理事会への各担当からの転記作業
・第一回50周年記念誌委員会、日程6月27日（火）、準備。6月18日の意見交換会でお知らせ。
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・6/14
・6/14
・6/20
・6/22
・6/24
・6/24
・6/24

電子版「ろうさん彩登」第43号掲載
県連クリーンハイク中部・北部報告掲載
岩ネット年間計画、2017年度スローガン変更
新座山の会ホームページアドレス変更
2017年5月28日(日)埼玉県連50周年記念祝賀会西部ブロック関係の写真掲載
2017年11月12日(日)埼玉労山50周年記念植樹ボランティア募集のお知らせ掲載
2017年9月29日(金)夜発-10月1日(日)
みちのく潮風トレール道づくりボランティアのご案内掲載:自然保護
・6/24 2017年6月18日(日)組織委員会主催:代表者意見交換会（差し替え予定）
・6/24 2017年6月8日(木)西部ブロック会議報告掲載
・6/24 2017年6月21日(水)中部ブロック会議報告掲載

・6/7 親睦交流登山 美ノ山（新座、埜歩歩、ビスターリ、所ハイ、やまなみ）
・6/17 12/2、3「女性と登山全国集会」女性委員会委員長藤本理津子氏より要請にて国立女性教育
会館へ下見・廣岡 （ビスターリ）・次回委員会 9/4 朝霞台ジョナサン19時～

・ハイキング講演会、2018年1月28日(日)に決定、講師は環境省の自然保護官の似田貝さん。
講師謝礼金はご辞退との事。 武笠理事長、瀬下さんのご尽力により実現。
・県連バスハイク、11月11日(土)赤城山、もしくは那須朝日岳周辺、日進山岳会の11月定例山行もジョ
イントとして参加人数の確保へ
・今年度ハイキング委員会のメンバーの件、50周年記念の会場にて澤藤さんにお願いしてご快諾を
頂きました。
・全国のハイキング交流集会9月16日(土)～9月18日（祝）越後湯沢 9/17は大源太山登山 参加者
および参加経費（会議20000円）については、県連から1人参加予定。

・・9月4日（月曜日）パルコ10階 室内技術検討会
新フルスケッドストレッチャー操作方法
捜索方法の作戦会議
・9月10日（日曜日）捜索搬送現場訓練検討
・実際の捜索では、遭難者所属会などからのメンバーと救助隊が共同しての捜索搬送になるので、
県連傘下山岳会メンバーの参加者を募集「行方不明者を救助隊員と共に探そう」
・開催場所・・丸山（駐車場が有る）（比較的平坦な山なので迷い易い）
・10月14日（土曜日）・10月15日（日曜日）
遭難防止・安全教育委員会、ハイキング委員会、救助隊共催
14日・・ハイキングリーダー・ファーストエイド・セルフレスキュー講習会
15日・・登攀系セルフレスキュー技術交流会
行動不能になったフォローの救助・降ろしパターンと引上げパターン
・11月25日（土曜日）県連女性委員会主催講習会への担当者派遣

-2-

ろうさん彩登 No,44

2017年7月10日

埼玉県勤労者山岳連盟

・みちのく潮風トレイル道づくりボランティア 日時：2017 年9月29日(金)～10月1日(日)
集合：9月29日(金) JR 南浦和駅西口まるひろ前午後10時 参加費：29000円(参加者20名の場
合)(貸し切りバス代、チャーター船代、宿泊費、保険料、9/30 夜と10/1
朝の食費)
行程概要：9/30 鮎川港から金華山へ、みちのく潮風トレイル道づくりボランティア、水沼東部セン
ター泊、石巻労山の皆さんと大交流会、震災のスライドとお話。自炊 10/1 福島県新地町へ立ち寄り
みちのく潮風トレイルを歩く(鹿狼山)、昼食後、帰路へ
申し込み：各会ごとにメールにて瀬下まで
・埼玉労山創立５０周年記念植樹ボランティア募集
期日2017 年11 月12 日(日) 集合道の駅果樹公園あしがくぼAM 10 時
解散 同 PM 2 時(予定) 参加費500円(保険代)
※但し4月の石巻震災復興支援または9/29～10/1 のみちのく潮風トレイルに参加された方は無
料です。 ※注現地(秩父市高篠峠付近)に行くには車が必要です(道の駅あしがくぼより車で30分
ほど)。このため、
このイベントにされる方は各会ごとに車を出して下さるようお願いいたしま
す。なお、車を用意できない
方で参加を希望する場合はご相談ください。若干名であれば道の
駅あしがくぼより車に相乗りできると
思います。なお、道の駅あしがくぼは西武鉄道芦ヶ久保駅のすぐ前にあります。
申し込み：各会ごとに参加者の住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、瀬下までメールで

・三郷山の会4/26～5/14アメリカ ヨセミテ 5/11～12 インドネシア バトゥール山
・5/26～6/3南米ペルー マチュピチュ 7/７～23スイス サンモリッツ
・日和田アルパインクラブ 6/28～7/8 カナダ スコーミッシュ周辺
・パルブランチ/アルパインクラブNPOさいたま
8/ インドヒマラヤ

・6/18 遭難防止安全教育担当者会議

浦和コミュニティーセンター10F

アグン山

第8集会室

第1回講座 計画から下山まで6/11 机上講義 カルタスホール 受講生 24名+スポット1名
6/12 実技 太平山 受講生 22名+スポット1名
第2回講座 登山と運動整理7/1 机上講義 カルタスホール・北浦和公園 7/2 実技 茶臼岳

・6月17日（土）日和田山で実施。
参加者13名（飯能2、彩の山友2、所ハイ4、山なみ1、新座2、熊トレ1、わらび1）
・次回は、7月8日（第二土曜）、伊香保の黒岩予定。7時30分に高坂サービスエリア集合。
締め切りは7月1日（土）まで。雨の時は、入間のベースキャンプ。
・特記 6月24日（土）ＰＭ5:30～6:00、「ＢＳ1」で塩田さんのコンペ3位が放映される。
・6月24日（土）初心者の岩トレ

なし
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実施済
・5月27日 奥秩父一ノ瀬川・竜喰谷 11人 (大宮4、所沢2、やまなみ2、飯能1、彩1、パートナー1)
・6月3～4日 二口山塊大行沢・樋の沢 14人 (大宮6、所沢4、新座2、やまなみ1、パートナー1)
・6月11日 セルフレスキュー 奥秩父滝川本流付近 13人 (大宮3、所沢4、やまなみ2、彩2、新座
1、飯能1)・6月14日 打合せ 17人 (大宮4、所沢4、やまなみ2、飯能1、彩3、三郷1、パートナー1、新
座1)・6月24～25日 安達太良山・石筵川 7人(所沢2、やまなみ1、飯能1、彩1、三郷1、パートナー1)
先行者の滑落死亡事故に遭遇し、入渓１時間足らずで下山
・6月26日 安達太良山・杉田川 5人(大宮2、所沢2、新座1) ・7月23日 尾瀬・小淵沢

ブロック

西

南

中

北

会議日程

小島

部

部

部

部

ブロック長

2017/6/23

2017/6/23

伊藤

羽竜

石川

・50周年記念祝賀会 9団体54人参加（埜歩歩6 日和田1
新座11 峠山6 山なみ6 所ハイ18 ビスターリ3 飯
能2 橡1）
・6/4(日）西吾野地域行政センター集合 参加者9団体76
人（埜歩歩13 日和田4 新座14 峠山11 山なみ9 所
ハイ6 ビスターリ9 飯能9 橡1） ゴミ合計33.08㎏（燃
えるゴミ16.62㎏、ビン10.36㎏、缶6.2㎏）
・50周年記念誌の実行委員６月27日西部ブロックはB長の
山なみ小島さんに決まりました
・9月29～10月1日の東北みちのくトレイル金華山、11月11日
（日）県連ハイキング委員会のバスハイク、11月26日（日）安
全登山講演会、30年1月28日（日）ハイキング委員会講演
会、以上県連の連絡を伝える
・11月12日（日）予定の埼玉県植樹祭の件幾つかの団体から
意見があり、会山行と同じ日である、なぜ今やるのか
・11月19日（日）50周年記念 西部鍋交流 飯能の河原
担当小島B長 伊藤（日和田）
＊西部ブロック会議は7月8月9月は休み(予算の関係）
・6/4(日）クリーンハイク鐘撞堂山
参加者37名（三郷山の会14、わらび山の会10、あすなろ2
彩の山友1、 紫翠山岳会4、登山学校3、その他3）
ゴミ合計4.05㎏（燃えるゴミ1.5㎏、ビン缶7㎏、ペットボト
ル0.55 ㎏ 燃えないゴミ0.5Kg、空き瓶1.5Kg）
・50周年記念記念講演15名
・50周年記念山行11/19 破風山・次回8/
・6/4(日）クリーンハイク破風山
参加者20人（大宮労山9、日進山岳会2、浦和くまざさ2、ハ
イジアルペンクラブ3、北本4） ゴミ合計15.5㎏（燃えるゴミ
8㎏、ビン缶7㎏、ペットボトル0.5㎏）50周年記念・地図読み山
行は日程変更、11月18日(土）もしくは25日(土）のいずれか。
・6/4(日）クリーンハイク日向山・参加者30人（熊トレ16 深
谷こまくさ6 秩父アルペン6 HC上里2
・ゴミ合計27㎏（燃えるゴミ13.3㎏、燃えないゴミ13,7㎏）
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〇50周年記念誌編集委員会
・発行 は2018年3月25日
・編集 委員の構成は各ブロックから1人と理事会 メンバー数人とした。
各ブロックからは、西部：小島、南部：伊藤、中部：羽竜、北部：菅野。
理事からは、武笠・尾手・瀬下 ・岩岡 。
・6/27（火）浦和パルコ9階に第一回目の委員会を開催。第二回７/24
・掲載 内容メモや50周年誌ページネーション表が出された。
○臨時評議会及び意見交換会
・臨時 評議会
・6/18(日） 浦和コミュニテイセンター10階 10名+理事10名
○50周年記念事業実行委員会
・記 念 品(名 入 れ時計 つきペン立て)費 用75449円(115件 ） 会計 担当理 事 に報告、精算 済 、残
10 ・川嶋氏 の冊子残あり
〇第24回遭難防止安 全教育担当者会議
・6/18(日） 浦和コミュニテイセンター10階
〇 その他
・防災 ヘリ署名活動案作成中 次回理事会で

・5/13日進山岳会総会→日進山岳会総会終了、次年度以降理事の輪番制を決議
・5/16北本山の会・6/25大宮労山
・6/11熊谷ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ同人 20周年記念パーテイ（全国連盟女性委員会委員長 藤元理津子氏の講
演「登山の楽しみ方」）

・50周年記念会場費精算状況の確認
・第24回遭難防止・安全教育担当者会議（6月18日開催予定）
・臨時評議会および意見交換会最終調整（6月18日開催予定）
・埼玉県防災航空隊の緊急運航業務条例の改正に伴う運用への要望書
・50周年記念誌編集委員会の立ち上げ

＊ 「ハイキング・セカンドステップ」第二版発売中 大量購入割引あり
＊ 「山筋ゴーゴー体操」DVD付き新版発売中
大量購入割引あり
〇次回 三役会議：2017年7月11日（火）場所：さいたま市サポート活動センター
○次回理事会日程：2017年7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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