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２月19日
・岩ネット阿寺の岩場事故の事実関係の確認と問題点の洗い出し
・八ヶ岳立場川事故報告書再考、大知理事案検討
・50周年記念誌作成状況
・財政（各委員会他会計報告状況・2017年度決算書・2018年度予算書・会計監査予定）
・全国総会報告（全国連盟費・海外登山・ろうさんパートナーズ・その他）
・関東ブロック協議会打ち合わせ（2018年度予算・福島の子ども達と夏休み・その他）
3月7日
・八ヶ岳立場川事故報告書再考、大知理事案検討
・ネットの凍結または廃止の論議について
・50周年記念誌作成状況と印刷日程の確認について
・財政（各委員会他会計報告状況・2017年度決算書・2018年度予算書・会計監査）
・埼玉労山第51期総会資料作成状況印刷日程について
・その他

2/20新特別基金運営委員会 全国事務所19:00～
交付申請承認：所沢ハイキングクラブ男性（68歳）
・事故一報（大宮労山）

・全国連盟総会2月17日(土）・18日（日）代議員：武笠（17日のみ）、尾手、高野、（佐藤）
17日総会後、関東ブロック会議19:30～ 関東ブロック役割分担表調整・確認、福島の子供たちと夏
休みについて等
・3/4東京都連盟総会出席予定（尾手）

・配信 労山ﾒｰﾙﾆｭｰｽ第34号 自然保護部震災復興支援案内 全国連盟インターネットアンケート
調査3件提出
・3/25 第51期県連総会案内（委任状、役員推薦書）現在：委任状４名、役員推薦書３名
・議案書の印刷3/24
・5/26(土）新特別基金説明会会場確保 浦和コミュニテイセンター
・ロッカ－申し込み（市民活動ｻﾎﾟ-ﾄｾﾝﾀ-）
・50周年記念誌会紹介文書督促
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・各委員会他会計報告状況・2017年度決算書・2018年度予算書・会計監査予定3/７
・決算未提出 西部、中部、北部、救助隊、海外委員会

・第33回全国総会栄誉功労賞贈呈者：町田理事、瀬下理事、永年会員：新座山の会10名、深谷こまくさ
10名、 ・三郷山の会1名、飯能労山1名、上福岡やまなみ1名。
・埼玉県連出身全国連盟理事、大澤達雄、久保典子、佐藤久子。
・専門委員 大澤達雄（組織）、柴山利幸（組織）、久保典子（女性委員会）、佐藤久子（ハイキング）
・伊藤正勝（ハイキング、労山基金）、武笠真次（労山基金）

・第11回理事会議事録をホームページ用に点検
・第12回理事会への各担当からの転記作業
・3月25日（日）の総会時に「機関紙交流コーナー」を設置するので、各会に最近の機関紙持ち寄りを
お願いしたい。

・No,51ろうさん彩登 2018/2/6発行
・2/1西部ブロック活動報告、2/1中部ブロック、南部ブロック会議議事録1月PDF掲載

・特にありません。

総会に向けての議案整理、50周年記念誌の原稿作成

○石巻震災復興支援 4月13日(金)～4月15日(日) 参加費 21,000円
申込みは各会ごとにメールで瀬下まで
○足尾植樹 4月22日(日) 各ブロックごとに現地集合 集合10時 銅親水公園

・総会に向けての議案整理
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・2月24日（土）～25日（日） 関東ブロック交流会 宇都宮にてハイキングレスキュー
講師は日本登山医学会・認定山岳医委員長 草鹿元 氏（自治医大教授）
武笠理事長、瀬下自然保護委員長が2日間出席、佐々木副隊長、小川隊員、町田隊長が土曜日のみ
参加
・3月5日（月）救助隊年間総括会議 浦和コムナーレ10階会議室

・第51期定期総会議案書提出資料準備
・八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故検討会意見書まとめ、資料の目録作成、 現場確認時期の調整等
実施「山行計画書」作成の為
・第26回遭難防止・安全教育担当者会議（安全登山講演会）開催の資料の作成他調整等準備

・１月講座「雪山入門」講座 2018年1月13日－1月14日
実施場所
13日：白毛門登山口駐車場周辺、14日：谷川岳周辺宿泊場所 土合山の家
・『閉校式』2018年2月3日（土）会場：「カルタスホール」
受付14：00 閉校式14：15～15：00 懇親会15：30～16：30[同会場]
・来期「2018年度 第23期県連登山学校」開校に向けて
開校式 2018年5月19日（土）会場：北浦和東口「カルタスホール」
・3/5運営委員会

・2/17(土）に岩ネットを阿寺の岩場で実施。
参加13名、(飯能1、彩の山友1、所ハイ3、大宮5、山なみ2、新座1）
特記；1名がトップロープで「がんばれコツオくん」（5.9）を登攀中、核心部で足を上げた時右ひ
ざを岩に強打した。すぐ冷したが痛みが続いたので、車で東吾野駅に送っていき帰宅。その後通院
した結果、骨折やヒビなどなく、打撲であった。事故一報は所属会から出す予定。所属会に計画書を
出したかどうかを岩ネットを開始の時に確認し忘れたのは私の落ち度で、今後気をつける。

・総会

3/21飯能勤労者山岳会

3/24富士見市峠山の会

・総会

4/1くまざさ、4/1新座、4/8埜歩歩、4/11紫翠山岳会、4/15三郷
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ブロック長

小島

伊藤

羽竜

石川

西部ブロック第8回定例会 参加団体8団体9名
・2月25日予定のスノーシューハイク高峰高原 参加予定
49名 参加費 ￥6,000＋スノーシューレンタル代\1,500
別途 6:20ウェスタ川越前 出発 南大塚経由 車坂峠
みよし観光2台 担当中川ビスターリ小畑 埜歩歩
・４月22日予定 足尾植樹祭 みよし観光 大型バス 参
加費 \5,000 終了後 松川渓谷往復1時間40分程度
参加人数
・次回 次期の役員 代わる団体は新役員を同行させる
4月13～15日東北復興支援石巻定例会で伝える
3月25日の51期県連の総会 高鼻コミセン 50周年記念
寄稿 県連の財政について値上げ等 組織委員から2017
年10月31日現在の会員数＋2名に ついて意見交換 ま
た次年度の西部ブロックの予算減かなり意見あり 八ヶ岳
滑落事故県連の対応の報告 次回3月9日（金）

・2/25日光湯元スノーシューハイクブロック参加21名
・次回ブロック会議3/22
・中部ブロック交流集会 団体 23名 北本自然公園にて開
催。2/17
北本駅西口9:45→(バス)→北本自然学習センター駐車場
10:00～12:00 北本自然観察公園内でバードウォッチング
(自然学習センターの学芸員（祝さん、高野さんと)→(徒歩)
→北本野外活動センター13:00～15:45 交流会(会食、各会
の報告） 三郷山の会7人含む。
NPOアルパインさいたまのクラブハウス虹にて二次会
・3/10（土）～11（日）雪山山行 稲包山 赤沢峠
個人山行を合同で行う位置づけで実施
・次回ブロック会議 3/14（水）大宮シーノビル9階
・報告無し。

以下ネット ワークについて凍結 に するか廃止 にするか審議、審議が決定したら規約に決定事
項を反映 させる。〇ネッ トを凍結する理由
県連 は 講 習 会形 式 で要望 に応えて来ましたが、 県連が 何 かして くれる 、理事 会は要望 に応
えられ るので はとこ の10年 間、加盟 団体会員 の皆様に幻想を抱 かせてしまっ たこと は理 事
長( 理 事 会) の 責 任 で あ る こ と 、 最大 の原 因 で あ り ま し た 。そ れ が 大 き な 沢 ネ ッ ト の死 亡 事
故、岩ネットの事故(ケ ガ)に結び付い たことです。個々人がガイドに習って繰り返し正 しい知
識を持 つこと等もスキルアップに繋が り、安全やネット の在り方を考える機会と捉えます。
・沢事故の現場検証の日程を具体化する。(救助隊とも相談）
・大 知 試案 ： 県連の責任を加筆 する理由を整理し総会で示す(三役会で再検 討する時 間が十
分とれなっかた。・ネット ワークの凍結、廃止の審議は次回3/12(月 ）理事会 にて
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〇事故の今後について
こ の間 のネットで発生した事故を受け、主にネット の凍結か廃止かについて議論を し、以下を
確認した。
・ネット ワークは、廃止することとした。
・沢事故の現場検証の日程は、6月～8月で今後具体化 することした。(救助隊とも相談）
・技術継承については、今後継続検討していくことと した。
〇50周年機関誌委員会
・3/18午後1時さいたま市混むなー れ9階 記念誌印刷作業
・未提出の部分の確認と督促をしていくこと
〇第51期定期総会
・3/25 13：30～
印刷は3/24 13：00～
当日理事 の集合は10：30
・議長は南部と西部、書記は中部と北部
・司会は尾手、選挙管理委員会は瀬下、受付は矢吹・高野・岩岡。
・総会議案書作成は尾手 さん、資料集は武笠さんで進めている。
・決算案・予算案については、本日提案通りで総会に提案する。
・来賓として全国労山の浦添さんにお願いする。
〇その他
リニアモー ターカーの署名・・・労山全国連盟・自然保護委員会 へ提出。
・現在341筆集まっている
・埼玉労山としては1000筆目標
・5月の締め切りは一旦延期されている
・全国で1万筆になったら国会に持っていく予定

＊ 「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：2018年4月16日（月）場所：さいたま市サポート活動センター
○次回理事会日程：2018年4月25日（水）場所：さいたま市サポート活動センター
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