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参加：瀬下、高橋、岩岡、財政の柴田
・11月24日の海外登山集会 ⇒ 理事会議題として司会者や受付係を決めていく
・
同
安全登山講演会 ⇒
同上
・11月10日の下草刈り 集合時間や交通手段などを理事会で確認していくが、今般の大雨の
影響でそもそも現地に行けるのかなどの調査をする
・カレンダーは各加盟団体に案内済み。理事会でお渡しの方法（理事会時の手渡しや郵送など）
について確認していく
・基金の関東ブロック実務講習会は、以前に不参加を確認し、全国には連絡済み
・財政状況について、予算書・8/31までの実績、10/31の手元現金、各加盟団体の会費納入状況、
概算収支予想の資料が出され、ほぼ年間予算通りで推移していることを確認した。
・新たな加盟団体の申し出の対応と進捗 ➡その後大きな進捗は無し
次回：11月12日（火）

〇労山基金運営委員会10月22日（火）全国連盟事務所２F 19:00-22:00
埼玉労山交付申請および承認無し
〇関東ブロック実務講習会：場所：全国連盟事務所1階 13:00-16:30
・10/19（土）･･･栃木2、埼玉9（30会）、千葉7（17会）、神奈川5（19会）、東京５ 合計29名参加
埼玉：大宮勤労者山岳会１、熊谷トレッキング同人１、橡山岳会１、所沢ハイキングクラブ１、新座山の会
１、ハイジアルペンクラブ１、三郷山の会2、わらび山の会1、県連・運営委員：武笠・伊藤正
※来年度にて全国連盟60周年を迎える事となる。

・安全講演会（講習会）山筋講座 開催要項（パンフ）・申込書、開催場所地図等労山全国連盟事務局
小池氏へ提出。・山と溪谷社「山と溪谷1月号付録 山の便利帳」掲載情報確認：労山全国連盟川嶋事
務局長へ郵便番号、住所、電話番号FAX兼務の記載変更無しを報告。・埼玉県勤労者山岳連盟名義
講演承認書 ➡公益社団法人日本山岳連盟支部長・松本敏夫様へ10/25提出・2018年度安全対策基
金決算報告書類＆2019年度安全対策基金申請書ならびに同左書類10/25提出

・理事会レジメ作成と理事役員へ配信
・理事会議事録の理事役員へ配信
・全国連盟などからの情報提供の加盟団体への配信など
・カレンダーの実務 ➡現時点で5団体より申し込みがあり、3団体に手渡し済み。2団体にはレター
パックにて発送予定。
・各加盟団体の会員数などの把握と全国への報告の実務開始
➡各団体に配信し、10月末時点での各団体の所属会員数の報告を依頼する。
・全国連盟役員の推薦、栄誉功労賞の贈与申請の手続きが全国連盟から来ている
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組織委員会 10月31日現在の会員登録の報告書
会員を増やす活動を続ければ、年間2～3名は増加し、組織の強化、後継者も育ちます。
①労山、登山理念で学習を定期的に行い、理解してもらい会員の定着化高める。
②会員を迎え入れられる楽しい定例会、会山行等 ③すべての会の会員を増やす計画の行動を
④各会がHPの活用と継続と刷新 ⑤個人山行を含め友人を（ハイキング、登山会 クライミング
等）各ブロックの交流イベントに誘う。各地域の公民館、スポーツ店等に会員募集等のポスターの掲
示をしてもらう。
⑥遭難事故防止と登山者教育の学習を推進しよう。など
➡引き続き各団体は会員数の増加に努める。

・10/21時点未納団体は1団体のみ（連絡は取れている）
・後期納入予定は2団体･･･10月末期限（殆どは前後期一括受納済み）
➡10月よりの消費税率改正に伴う各理事の交通費のヒアリングを実施。

・10月21日（月）第3回女性委員会を開催。11月30日（土）「安全登山のための実技講習会」について
場所：稲荷山公園（西武池袋線・稲荷山公園駅下車）9:30集合、参加費500円、講師：佐々木純子さん、
町田週一さん、各会で参加を取りまとめて嶋田理事へ。 ➡10/30時点で約20～30名の参加申し込み
・10月24日（木）第2回女性委員の交流登山（7名参加）天覧山にて鍋料理のあと、11月30日の実技講
習会に向けてテーピングの実践を行いました。
・10月26-27日全国女性交流集会に参加（嶋田さん、久保さん） 埼玉県連女性委員会の活動につい
て報告を行いました。

2019年10月22日全国ハイキング学校参加報告掲載
2019年10月22日南部ブロック10月会議報告掲載
2019年10月13日早池峰山とみちのく潮風トレイル2019年10月4日～7日報告
2019年10月13日西部ブロック10月会議報告掲載
2019年09月29日ろうさん彩登70号発行

10/4(金)～10/7(月) 早池峰山とみちのく潮風トレイル 参加者15名。雨もありましたが無事終了し
ました。これからも実施しますので応援よろしくお願いいたします。
11/10(日)秩父高篠峠植樹地 下草刈りその2 先日の台風19号により、現在高篠峠へ向かう林道
が、ときがわ町側及び芦ヶ久保側ともに通行止めの状況です。本日の理事会までに状況が変わら
ない場合は中止とします。
11/16(土)11/17(日) 全国自然保護担当者会議 東京事務局にて 全国連盟自然保護専門委員とし
て瀬下出席。
2020.4/11(土)～4/12(日) 石巻震災復興支援 今回は夜行ではない形で実施します。仙台にて集
合解散、仙台でバスをチャーターする予定です。

-2-

ろうさん彩登 No,71

2019年11月8日

埼玉県勤労者山岳連盟

※11月11日（月曜）室内学習会 19:00～21:10 浦和パルコビル
ＣＰＲ（胸骨圧迫いわゆる心臓マッサージ）
※11月17日（日曜）野外技術訓練 時刻と目的地は、訓練主旨により11月14日に連絡予定
ロープピッチ２ピッチ程度の懸垂下降とロワーダウンによる捜索
※11月30日（土曜日）女性委員会主催講習会へのサポート

特になし

①11.9岩場の通過、救助搬出訓練
現在までのところ、三郷山の会から5人、上里ハイキングクラブから3人、アルパインさいたまから
7人の参加申し込みがあります。当日、4人×4班くらいのグループを作り訓練をする予定です。 ➡
10/30時点での参加者申込者数約20名
②安全登山マニュアルについて
原稿は10月末を目処に集めています。11月末までに編集を終わらせ、年内に入稿、1/19の遭難防
止安全教育担当者会議で全会員分配布の予定です。
③1.19遭難防止安全教育担当者会議
安全登山マニュアルの説明と今年度の事故状況について報告、質疑応答の予定です。
④2/15-16 山スキー安全登山講習会
以下の要項で、本委員会主催の山スキー安全登山教室を開催します。11月初頭に案内を作ります
ので、各会宛て配信願います。 ➡追記．山スキーを通じての団体を超えた交流も目的の一つ

10／5岩登り机上講座 武蔵野浦和コミセン 講師尾手 受講者19名 運営委員10名参加
10／6岩登り実技講座 日和田山ゲレンデ 受講者18名 運営委員9名参加 10／28運営委員会
次回天気の見方講座 カルタスホール／丸山にて実施

・2019年全国ハイキング学校（9/28～29、ホテル・コンチネンタル府中）に参加しました。（報告書作成
済み）
・県連交流ハイキング（10/19催行予定）は予定したコースが台風19号による洪水被害で通行止め、
二次災害も予想されたため、無念の中止としました。
・安全登山講演会（11/24）の準備として、石田良恵先生による「山筋ゴーゴー体操講習会」の案内パ
ンフレットを作成しました。
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○ 海外登山集 会（11月24日予定）について
・当日の司会者や受付係の確認
➡司会：加藤理事、受付：柴田理事、上野理事、担当者集合時間：朝8時50分
・各団体への案内送 付再確認 ➡岩岡事務局長より案内の再配信を実施
・講師2名分 の謝礼(500円？ 、1000円？)と交通費 ➡謝礼としてQUOカード（1000円）準備済。
交通費は当日 の実費精算。受領確認として出金伝票を柴田理事により準備。
・参加者名簿作成 ➡受付時に来場者 に記帳を依頼し名簿を作成。
・資料を印刷 して配るか？ ➡加藤理事にて準備。
・高鼻コミュニティセンター事前接続確認 ➡加藤理事により確認済。
・プロジェクター接続ケーブル にHDMI端子用のがなかった場合の対処 ➡確認済。
○ 安全講演会（11月24日予定）につい て
・当日の司会者や受付係の確認 ➡司会：嶋田理事、受付：海妻理事、橋本理事
・講師 への謝金 、負 担部署などの確認 ➡謝礼金2万円（負担内訳：女性委員会1万円/ ハイキン
グ委員会1万円 ）
・参加人数集約状況、集合時間、各自の交通手段など
100名 規模 ： サポ ーター 人員1 名 （ 久 保 典 子氏 ） ➡4名 （ 増 員調整中）、宿泊費 のみ 県 連負 担、
交通費は労山全 国連盟
➡ｻﾎﾟｰﾀｰ人員確 保のため事前 に参加者人数の把握が必 要（参会者25名 に対してｻﾎﾟｰﾀｰ1名
必要 ） ➡事務局 より各団体に参加人数申告の依頼を配信する
➡11/8まで に参加人数を確認し全国連盟へ連絡する
➡宿泊必要なく県連負担となる宿泊費経費は発生 しない 。
○ 財政中間報 告
・現時点の現預金残高 ➡1,059,808円
・期末まで の収支予想（昨年度の実績勘案） ➡次年度繰越予想額：815,809円
・来 年度 以 降 の予 算 の考え方に ついて ➡毎年赤字予算と なっている。来 期予算に つい ては
詳細 に積み上げて作成 すべきでは。
○ 2020年1月19日について
1月19日高畠コミュニティセンター にて、午前：遭難防止安全協議委員会、午後：評議会
開催決定 。
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ブロック

会議
日程

西部

2019年11月8日

ブロック長

田原

2019/10/10
2019/10/17

南部

中部

伊藤

羽竜
2019/10/23

北部

埼玉県勤労者山岳連盟

小暮

定例会議東北コミセンコミセン19:30～20:30 参加者8団体
①カレンダー注文書受付中 ②6月9日皇海山系の転落事故 ③
10月31日現在の会員登録の人数報告昨年実績の＋2名の拡大 ④県連バ
スハイク10月19日予定 ⑤10月19・20若手のクライミング奥秩父小川山講
習会 ⑥11月10日高篠峠の埼玉県植樹祭 ⑦11月24日安全登山 講演会
13:30高鼻コミセン ⑧安全登山実技講習会 9:30稲荷山公園集合
＊早池峰山みちのく潮風トレイル埜歩歩の参加者から詳しくレポートがあり
来年はぜひ参加をとの呼びかけがありました。
鍋交流飯能河原11月17日（日）集合11:00頃参加予定8団体90～100名位コ
ースは天覧山多峯主山付近 鍋 式次第は次回 2020年2月23日スノー
ハイク場所も
次回 11月14日（木）
➡台風被災により鍋交流会は中止が決定
於：パルコ 市民活動センター
6名参加
＊秋の交流バスハイク!
期 日11月10日（日） 雨天決行
バス 日帰り
山 域 西上州・黒滝山・観音岩（870m）～不動寺
参加費 5,000円（バス代、他）
持ち物 弁当、行動食、水、防寒具、雨具、保険証、地図、替着、他
員
25名 （中型バス）次回12／19

募集

11/23(土) 地図読み講習山行
台風19号の影響で高尾山系の登山道が荒廃しているため、場所を小仏峠
城山から道志山系大室山に変更します。
2020.2/8(土) 中部ブロック交流会 ➡日程変更を検討中、2/29への変更が
有力
例年通り北本自然学習センターにてバードウォッチング、北本野外活動セン
ターにて交流会。
3/14(土)～3/15(日) 雪山交流山行 場所未定
次回会議 2020.1/22(水)大宮シーノビル9F

報告事項特に無し。
次回：2月4日

〇次回三役会日程：2019年11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：2019年11月27日（水）場所：さいたま市サポート活動センター
＊ 「ハイキング・セカンドステップ」第4版発売中 大量購入割引あり定価400円
30部以上1部350円
＊ 「山筋ゴーゴー体操」DVD付き新版発売中
大量購入割引あり
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