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第51期第9回三役会議：さいたま市コムナーレ９F さいたま市市民活動サポートセンター中央ラウ
ンジ 2018年12月18日（火）19時30分～21時20分、出席者：岩岡、矢吹、高野、尾手、武笠（三役5名全
員出席）
1．八ヶ岳立場川事故報告（意見具申のまとめ）について
(1) 資料は別紙参照・・・ページ設定、事故者3名の名前⇒Ａ、Ｂ，Ｃに置換（ワードソフトにて） (2)1
月20日（日）八ヶ岳立場川事故報告（まとめ）提出
2. 11月11日（日）植樹実績報告書他について
平成30年度森林ボランティア育成事業収支精算 事業費総額102,415円
比較増減 県補助金
100,000円 精算額 100,000円
0円
事業主負担金
2,412円 精算額
2,212円
▲200円
3. 財政:概算報告について（矢吹さん）※来月三役会議1月17日（木）にて報告予定
（書類を全国連盟川嶋事務局長へ12/17提出、12/20全国連盟理事会で審査、結果は理事長の携帯
にメール連絡が来る予定）
（1） 2017年度安全対策基金報告（決算） （2） 2018年度安全対策基金申請
4. 遭難防止・安全教育委員会について
1月20日 浦和駅西口市民会館うらわ 9:00-12:00 605集会室
※理事出席確認は12月26日（水）理事会にて確認。
（1）アルパインNPOさいたま事故報告・・・上野氏へ依頼予定。
（2）八ヶ岳立場川事故報告（まとめ）提出、発表者：理事会で検討、選出する。
（3）ＫＹ事例発表・検討
5. 評議会について 51期評議会 1月20日 浦和駅西口市民会館うらわ 13:00-17:00 603・
605集会室 出席者：理事
名/15名，評議員
名/32名（17名出席で成立）/司会、垂幕：尾手事
務局長/受付、交通費精算：矢吹，高野（PM～）※理事出席確認は12月26日（水）理事会にて確認。
第50期議長：南部・北部、書記：西部、中部 ⇒ 第51期議長：西部、中部、書記：南部・北部
1. 第51期（2018年度）活動報告・総括 （1）組織拡大、（2）新特別基金、（3）事故防止、（4）埼玉労山
震災支援活動
2. 専門委員会活動（1）事務局（2）専門委員会各担当報告
3. ブロック活動：ブロック長他報告
4. 2019年度埼玉労山人員表（2018年10月末）代議員登録数、評議員数、理事、監事報告
5. 2018年度（第51期）予算(案）について提示・説明。
（1）全国評議会2月16日（土）、17日（日）評議員：尾手氏、埼玉労山活動状況報告
（2）関東ブロック深雪搬出訓練＆交流会2月23日（土）、24日（日）町田隊長、日高副隊長、武笠（関東
ブロック事務局）
※次回三役会議：1月17日（木）浦和コムナーレ さいたま市サポート活動センター中央ラウンジ
19:30-21:20
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○第33期第１回評議会 2019年2月16日（土）～17日（日） ホテルコンチネンタル（東京都府中市）
・埼玉県連盟 評議員1名（尾手出席予定、傍聴武笠（16日のみ）出席予定）・地方連盟活動報告提出
依頼（尾手）○地方連盟組織数報告○関東ﾌﾞﾛｯｸ救助隊深雪搬出訓練（東京都連主管）2019年2月
23日（土）～24日（日）谷川土合周辺○安全対策基金申請

○平成30年度森林ボランティア育成事業植樹実績報告、収支精算

・都連ニュースNo.394配信・ちばニュース12月号配信
・評議会のお知らせ、遭難防止安全教育担当者会議のお知らせ配信
・加盟団体登録人員督促全国連盟へ報告（別紙）
・安全登山講演会（沼田久美子氏）アンケート結果返信（別紙）・労山カレンダー162部
・3月24日（日）県連第52期定期総会場所確保（浦和コミセン）会場費払込み済

特になし

理事会議事録のホームページ用への点検
理事会レジメの事前記入

連盟費未納の団体：1団体パル・プランチ（１月納付予定）
各委員会着地概算費用提出（１２月中）
各委員会最終経費報告・根拠提出期限（１月期理事会まで）

1)12月01日森林公園で安全登山の為の実技講習会が12団体、参加者38人とスタッフ8人講師2名で
実施される。＊捻挫した人の足と手首をテーピングで固定する方法 ＊ツエルトの張り方 ＊心臓
蘇生のやり方
アンケート調査では実技講習会の良さを言及する答えが多く、参加者もリピータ
ーが多い。毎年実施希望。
２）12月8日関東ブロック女性委員交流登山会（太平山・晃石山）に埼玉県から10名参加。*東京、埼
玉、千葉、群馬、茨城、栃木県から64名参加。男性会員のサポートで初の交流会は良い一日になる。
山筋ゴーゴー等を行った。
3）12月17日に定例会で安全登山の為の実技講習会の反省会と会計を閉じる。
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以下2点12/11掲載
・ろうさん彩登山61号
・第17回全国連盟登山研究集会in愛知集会

○自然保護
2019.4/12(金)～4/14(日)
埼玉労山石巻震災復興支援 4/12夜発、4/13ホヤの養殖(貝の紐通し作業)お手伝い、4/14原発被
災地を歩く(ガイド福島県連盟村松孝一さん)
詳細は近日中に発表いたします。
2019.4/21(日)
足尾銅山跡植樹、今回は一画の植樹を埼玉県連盟にお願いいしたいと栃木県連盟の森初芳さんよ
り依頼が来ています。現地に集合後、埼玉県連盟で指定された一画を植樹します。

①2019年度救助隊員継続・辞退確認結果
継続者9名
武笠理事長、水谷、木阪、木村、佐々木、日高、上野（司）、上野（は）、町田
辞退者10名
安田、若木、駒崎、尾手、高橋、柴山、柿田、小林、花田、小川
②1/21（月曜）
救助隊総括会議
浦和コミュニティーセンター（浦和パルコビル10階）第6集会室
③関東ブロック委員会主催・深雪救助技術交流会（東京都連主管）
参加者3名予定 武笠理事長、日高、町田

所沢ハイキングクラブ：アフリカ タンザニア キリマンジャロ（5,895m）2018.12.28（金）～2019.1.6
（日）山行計画書：2018.12.17（火）受理日：2018.12.18事務局：野村、全国連盟へ提出済。小泉恵子 (所
沢ハイキングクラブ) 12/28-1/6 キリマンジャロ

遭難防止安全教育担当者会議 1月20日

浦和駅西口市民会館うらわ

9:00-12:00 605集会室

・11/26 運営委員会 ・12/1、2 総合学習登山 鍬柄岳、荒船山 参加者23名（受講者10名スポット3
名サポート1名運営委員9名） ・1/7 運営委員会
・1/12、13 雪山入門 谷川岳土合周辺・1/28 運営委員会・2/2 閉校式

特に無し
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○立場川事故報告書（案）報告
内容は別紙 のとおり。１．八ヶ岳立場川事故報告（意見具申のまとめ）について
（１） 資料は別紙参照・・・ペー ジ設定、事故者3名の名前⇒Ａ、Ｂ，Ｃに置換（ ワードソフトにて）
（２）1月20日（日）八ヶ岳立場川事故報告（まとめ）提出
〇1月評議会
51期評議会 1月20日 浦和駅西口市 民会館うらわ 13:00-17:00 603・605集会室
出 席 者： 理 事
名/15名， 評議 員
名/32名 （17名出 席で成立）/ 司会、垂幕 ：尾手 事 務局
長/ 受 付 、交 通 費精 算： 矢吹， 高 野（PM～）※ 理事 出席確 認は12月26 日（ 水）理事会 にて 確認
→ 武笠 、尾 手、岩岡 、矢吹 、高野、瀬下、町田は確認 第50期議長： 南部 ・北部、書記：西部 、中
部 ⇒ 第51期議長：西部、中部、書記：南部 ・北部
1. 第51期 （2018年度）活 動報 告・総括 （1 ）組織拡大、（2）新特別 基金、（3）事故防止、（4）
埼玉労山震災支援活動
2. 専門委員会活動（1）事務局（2）専門委員会各担当報告
3. ブロック活動：ブロック長他報告
4. 2019年度埼玉労山人員表（2018年10月末）代議員登録数、評議員数、理事、監事報告
5. 2018年度（第51期 ）予算(案）について提示・説明。
〇遭難防止 ・安全教育担当者会議
1月20日 浦和駅西口市民会館うらわ 9:00-12:00 605集会室
※理事出席確認は12月26日（水）理事会にて確認。
（1）アルパインNPO さいたま事故報告・・・上野氏へ依頼予定。
（2）八ヶ岳立場川事故報告（まと め）提出、発表者：理事会で検討、選出する。
（3）ＫＹ事例発表・検討
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ブロック長

磯部

伊藤

羽竜

矢崎

東北コミセン参加者7団体8名
議題 2019年2月24日(日）スノーシュ－ハイク 一部の団体より異論が出
ましたが、昨年と同じ高峰高原及び周辺で決定 レンタル用品の借りやす
さ コース等がわかるなど！ 参加人数1月までに把握する．
アクセス みよし観光 参加費￥5,000 別途レンタル￥2,500など細部1
月。11月18日の鍋交流、楽しかった等新しい会員参加しある会では友人が参
加した
県連関係 12月1日の女性委員会での安全講習会（応急処置）も模様が出
ました。11月23．24日の愛知登山研究会 組織について1労山の意義 後継
者づくり、若者対策 各団体の拡大等など伝える。
11月25日安全登山講演会でのなかで持病の方は特に注意との話もました。
今後の県連の日程をの確認 1月20日遭難防止 評議会3月24日の定期
総会 4月12～14日東北支援石巻 4月21日足尾植樹祭など。
次回は1月17日(木)7：30～9：00東北コミセン

南部ブロック会議＆忘年会：浦和駅東口さいたま市市民活動サポートセンタ
ー9階19:30-20:20 参加者4団体7名
雪山交流会 3/3 スノーシューで検討。28 名 中型バス
①鹿沢高原(村上山スノーシュー、スキー、温泉）②ノル水上スキー場
③水上・吾妻耶山以上３案の中から検討し、詳細は1月ブロック会議で決定し
ます。1月南部ブロック会議＆新年会:1月18日（金）浦和駅東口さいたま市市
民活動サポートセンター9階19:30～
次回予定及び議題
(ア) 次回2019年1月23日（水）大宮シーノ９階ロビー19:00～
① 2019年2月16日（土）：中部ブロック交流会（担当：瀬下、加藤）
多くの人が参加するよう各会でご連絡願います。
参加連絡はできるだけ1月末まで！食材、弁当予約するのでキャンセルは1
週間前までにしたいと思います。雨でも実施しますがその場合室内での講
習になります。
担当は瀬下さん、加藤さんです。鍋担当は加藤さんにおねがいしました。
連絡は瀬下まで
② 2019年3月9,10日：雪山山行詳細
③ 今期の総括について、来期の年間予定案

・適宜ブロック会議開催検討中

〇次回 三役会議：2019年1月17日（木）場所：さいたま市サポート活動センター
○次回理事会日程：2019年1月30日（水）場所：さいたま市サポート活動センター
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