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第26回遭難防止・安全教育担当会議開催のお知らせ
日 時：6月24日（日曜日）午前9時受付／午前9時30分開会～午前11時30分頃閉会予定
場 所：高鼻コミュニティセンター ２F 視聴覚研究室

2018年度代表者意見交換会開催のお知らせ
日時：6 月24 日（日）13：30～16：50 （13：00～受付）
場所：高鼻コミュニティセンタ－ 2F 第5 会議室
町田氏提案の講習会の扱いについて
・県連主催での講習会は実施しない
北関東ブロック労山基金実務講習会について
関東ブロック役員交流集会6月16日（土）～17日（日）山梨県連・山梨山の会主管
役員体制ホームページ掲載について

・5/26北関東ブロック労山基金実務講習会 浦和コミセン 埼玉労山19団体出席
・5/22労山基金運営委員会 労山事務所2Ｆ19:00～
・給付申請承認:アルパインクラブNPOさいたま(男性)室内壁の事故

・事故一報
・交付申請

大宮労山
アルパインクラブNPOさいたま ・理事会合宿

議題で説明

・第51期役員体制表作成（別紙）
・第51期年間計画表作成（別紙）変更が有れば尾手事務局長へ連絡する
・配信：6/24遭難防止安全教育担当者会議案内、6/24代表者意見交換会案内、9/28～10/1みちのく
潮風トレイル案内、千葉県連ニュ－ス
・埼玉労山加盟団体へは連絡先一覧（別紙）にてメール（BCC）で送付

会員減少と若者対策それに会員の高齢化による後継者不足と各団体悩みが尽きない
各団体創意と工夫しながら解決して欲しい
昨年6月に会員拡大の意見交換をしましたそれを具体的な行動として
１ 友人、知人の山の愛好家、健康志向など対話を重ね会山行等体験登山に誘う
２ 地域のコミセン スポーツ店など登山の案内などポスター掲示してもらう等
３ 県連として会員が10名以下の団体は会員の拡大に特に力を入れてはどうか
４ 各団体のHPの活用方法
５ 埼玉労山2017年10月末会員登録人数に対して+2名の増員など計画

・無し
-1-

ろうさん彩登 No,55

2018年06月16日

埼玉県勤労者山岳連盟

埼玉県連参加の各団体に連盟費の納入依頼を送付済み。
各委員会・各ブロックへ予算の仮払い予定。

・4/25ブロック長名変更「西部:磯部、北部:矢崎」
・4/25西部ブロック会議議事録4月
・4/25 2018.4東北支援参加報告
・4/25中部ブロック会議議事録4月
・4/25中部ブロック2018.06クリーンハイク案内
・4/25北部ブロック会議議事録3月
・4/25クラブ紹介 く名変更
ハイキングクラブやまなみ→登山クラブやまなみ
・No.54ろうさん彩2018.5.13発行

・5月14日に女性委員会があり、今年度の役割分担と活動方針を検討しました。
・12月に講習会を企画している、内容は検討中。

・6月3日（日）伊豆ヶ岳クリーンハイクに参加します。
・全国ハイキング交流集会：9月15日（土）～16日（日）静岡県伊豆長岡温泉に参加します。
・交流バスハイク：10月13日（土）に主催行事として催行を提案いたします。谷川岳に日進山岳会メン
バーも参加して交流できればと考えています（紅葉時期で混雑が難点、山頂は無理かも）

6/3(日)クリーンハイク
各ブロックごとに実施をよろしくお願いいします。参加人数とゴミの量(燃えるゴミ、燃えないゴミ、
ビン、缶)の報告をお願いいたします。
報告先：瀬下理事
9/28(金)～10/1(月)
紅葉の八甲田山とみちのく潮風トレイル
参加費 38,000円
参加者募集中。28名で締切。
11/11(日)
高篠峠にて昨年植樹した場所の整備。
同日に新たな植樹も実施予定。現在秩父市役所森づくり課に問い合わせ中。
5/6(日)
茨城県連の里山保全運動、筍狩りに元理事の木村さんと参加してきました。瀬下
6/16(土)～17(日)
関東ブロック役員交流会
武笠さん、尾手さん、高野さんとともに参加予定。瀬下
7/7(土)～8(日)
全国自然保護集会 静岡県椹島東海フォレスト リニア新幹線建設反対運動
瀬下参加予定
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・無し

・6/22（金）夜～6/23（土）
バリエーション訓練、阿弥陀岳南陵付近
※参加する救助隊メンバーにより未実施になる
・今年度予算を頂いた後、学習会講師交渉開始
（民間救助隊長、国際山岳医の２名）

・ 2018年6月22日(金)夕方～23日(土)「八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故」現場検証（県連主催）
6月12日(火)に事前打合せを計画調整（理事長）
・ 2018年6月24日(日)09：00受付「第26回遭難防止・安全教育担当者会議開催」高鼻コミュニティセ
ンター2F視聴覚研究室
・ 2018年6月30日(土)12:30受付～7月1日(日)12：00「全国遭難対策担当者会議開催」全国連盟1F会
議室
参加者：尾手、市原、大知
・ 「八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故」まとめ報告準備

・5/14 運営委員会
・5/19 開校式 北浦和カルタスホ－ル 受講生16名
・6/4 運営委員会
・6/9 計画から下山まで 机上 浦和コミセン 受講生１６名 スポット１名 運営委員１１名
・6/10 計画から下山まで 実技 大小山 受講生１６名 スポット２名 運営委員１１名

・4/1新座山の会総会
・4/1登山クラブやまなみ総会
・4/7所沢ハイキングクラブ総会
・4/8埜歩歩富士見山の会総会
・4/１１紫翠山岳会総会
・4/15三郷山の会総会
・4/15わらび山の会総会
・5/12日進山岳会総会
・5/15北本山の会総会
・6/24大宮労山総会
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ブロック長

磯部

参加団体8団体8名
県連報告 6月24日 高鼻コミセン 午前中遭難防止安全
教育担当者
6月24日 同上
午後 各団体代表者会議
9月28日～10月1日 みちのく潮風トレイル八甲田山の案内
足尾＊4月22日の報告参加費1人\3,800 バス乗車39名
埜歩歩6新座4峠11やまなみ6ビスターリ6飯能9所ハイ4
西部ブロック
意見 早い時点で参加人数の確認が取れていましたら
（参加費の関係で）増えていたかもしれんません。
松木沢渓谷賛否両論でしたがはじめてなの（銅山あと）で
良かった方多かった。
6月3日のクリーンハイク東武東上線小川町役場14時集合
山は官ノ倉山 仙元山当周辺の山 参加者予定8団体約80
名
雨天時の連絡方法
担当者 やまなみ小島 新座佐藤 仕分可燃 缶 ビン
プラチック 4袋に分ける。
11月18日（日）鍋交流 嵐山渓谷 担当者 所ハイ礒部 飯
能田原 日和田伊藤 次回 6月14日(木)7,8,9月は休会

部

2018/5/17

南 部

2018/5/24

伊藤

・5/24ブロック会議
・6/3（日）クリ－ンハイク 東吾野駅集合 飯能アルプス
天覚山～大高山～吾野
・次回6/21(木）

中 部

2018/5/

羽竜

6/3(日)クリーンハイク 伊豆ヶ岳にて実施予定。
7/18(水)ブロック会議19:00～大宮シーノビル9F

北 部

2018/

矢崎

○第 ５回「福島 の子供 たちと夏休み」保養プロジェクト
7/30(月)～8/1(水)神奈川県三浦市三浦市YMCA グローバル ・エコ・ヴィレッジ
事務局 ： 武笠 、尾 手 実行委 員： 高野、瀬下埼玉県連盟 からスタッ フを２～３人出せるか検討 。
自己負担7,000円程度。ご支援 のお願いあり。登山時報６月号32ページ参照 。
埼玉労山加盟団体へ寄付募集（振込先：全国）をメールにて配布次回第３回実行委員会
6/19(火)19:00～都連盟事務所
〇6/24（土）遭難防止担当者担当者会議 代表者意見交換会
・案 内 は 送 付 済み （ 尾 手 ） ・資料40 部準 備 す る ・理事 出 席者： 武笠、 岩 岡、 尾 手、 瀬 下、 大
知、市原、町田、奥村、海妻、矢吹
理事：9時集合 会場設営
遭難防止担当者担当者会議
9：00受付 9：30～11：30
・司 会：市原 ・記録：大知 ・受付：瀬下、矢吹 代表者意見交換会 13：00受付13：30～16：30
・司 会：尾手 ・記録：海妻 ・受付：瀬下、矢吹
〇次回 三役会議：2018年6月12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：2018年6月27日（水）場所：さいたま市サポート活動センター
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