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電子版機関紙 発行責任者 瀬下 啓司

県連サイト https//www.rosansaitama.com/

参加者：瀬下、上野、橋本、岩岡

・この後の全国ハイキング集会、若手のためのクライミング講習会、全国登山研究集会、関東ブロッ

ク救助隊交流会について、それぞれ参加者を明日の理事会で確認していくこととした。

・９月１１日午前の評議会は今までの理事会議事録を編集して取り組み報告の文章をつくり、それをも

とに３つの特別委員会・ミニ講座・各委員会・ブロック活動の報告をすることで準備していく方向を

明日の理事会で話し合うこととした。

・９月１１日午後に「おすすめルート担当者会（仮称）」を市民会館おおみやで実施することとした。

・今後の理事会の中に、おすすめルート・会員拡大・登山祭典・年度予算などテーマ別に少し時間を取

って話し合える進め方にして検討していくこととした。

・全国遭難対策担当者会議

7/2(土)～7/3(日)宮城県仙台市 瀬下出席

エスポールみやぎ 北海道から沖縄県まで、47名の参加あり。今年になって労山ですでに5件の死

亡事故があり、遭難防止対策の重要性を改めて感じた。

・全国自然保護講座

7/9(土)～7/10(日)滋賀県・福井県 瀬下出席

大津市 比良げんき村 39名の参加あり。福井県の美浜町で計画されているメガソーラー発電建

設の問題点を討論。現地視察。300年生きたブナ林を大量に伐採して行う風力発電はクリーンでも

エコでもない。

☆今後の全国連盟主要会議

中でも10月の全国登山研究集会は近隣の東京での開催なので、4つの分科会すべてに参加するく

らいに人員を派遣したい。

・全国ハイキング集会

10/1(土)～10/2(日)山口県セミナーパーク（理事が参加することで調整中）

記念講演と交流分科会、交流ハイキング

参加費: 4,000円(1泊２日)

・若手のためのクライミング講習会

10/1(土)～10/2(日)小川山、廻り目平周辺

参加定員15名。(50歳くらいまで)

労山からの講師10名 参加費: 7,000円(1泊2食)

〇若手理事の参加を勧められるが、募集締め切りについて確認するということで保留中

・第18回全国登山研究集会

10/29(土)～10/30(日)ホテルコンチネンタル(東京都府中市) 参加費: 8,000円(1泊2食)

記念講演 伊藤圭氏(三俣山荘支配人、労山創設者伊藤正一氏長男)

分科会 1.山小屋の諸問題 2.登山道と遭難対策 3.岩場のマナーとアクセス問題 4.魅惑のトレ

イル、その楽しみ方

オプション10/2 高尾山での読図体験 室内ジム

〇追加で理事２人の参加が決定（三役は参加予定）
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7/16時点連盟費27団体（未納入4団体） 1,524,070円（約90％）ご納入確認。

全国連盟費第２期分 ６月２０日支払い済。

・関東ブロック役員交流会

9/3(土)～9/4(日)神奈川県 足柄ふれあいの村

神奈川県連盟主管

9/3 12:30集合 会議、夜懇親会

9/4 会議 10:00解散

参加費１人5,000円 申し込み締切7/31

参加者を決め、参加申込みを。

〇理事２人の参加について、申し込みは各自で神奈川県連に申し込むこと。（瀬下理事長からメール

を送信するとのこと。）

・関東ブロック救助隊交流集会

10/22(土)～22(日)、埼玉県連盟主幹で実施。民宿長瀞荘を20名で予約済。ストレッチャーを使った

搬出訓練とファーストエイド講習会を実施予定。日程と場所を関東ブロック所属の各県連盟に配信

済。

〇このご時世なので野外での交流会のみを追求したい。（救助隊担当理事より）

・関東ブロック自然保護交流集会

11/26(土) 千葉県連盟主管

午後3～4時間程度のZoom会議

※峠山の会の白澤勝男さんの写真が2023年の労山カレンダーに選ばれました。

※登山時報8月号23ページに大宮勤労者山岳会の綱川由紀子さんと長谷川貞子さん、飯能勤労者

山岳会の千葉正幸さんの日和田山でのクライミングの記事が写真付で紹介されました。

・理事会レジメ作成と理事への配信

・全国連盟などからの情報提供の各加盟団体への配信など

・加盟団体の「会報」の各加盟団体への配信

・理事会会場などの予約

・９月２１日（水）ミニ講座会場確保：市民会館おおみや集会室６

〇特にありません。

・ろうさん彩登93号掲載、西部ブロック会議報告掲載、南部ブロック会議報告掲載、みちのくトレイル

案内掲載。

山筋ゴゴ―体操講習会講師依頼、全国連に提出。 会場昨年と同じ北浦和カルタスホール希望

〇11月27日（日）実施予定。事務局より会場予約お願いします。アクセスが便利な駅の近くでお願い

します。（担当理事より）
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県連ハイキング計画（案）期日：11月12日（土）場所：大高取山（越生町）ＣＴ4ｈ45ｍ 越生駅8：10集合

弘法山－越生梅林－大高取山－桂木観音－越生駅14：00 9月チラシ配布10月集約 担当者事調

査実施

・6/27運営委員会、7/2登山と運動生理机上講座12名参加運営委員6名、

・7/3実技講座 那須岳13名参加運営委員6名次回救急法は9月に実施予定です。

・クリーンハイク

各ブロックで実施された記録を瀬下まで報告してください。(場所、日程、参加人数、ゴミの量)

本日ゴミ袋を配布します。今回は軍手の配布はありません。

・2022.東北復興支援&みちのく潮風トレイル

10/1(土)～10/3(月)

参加費およそ10,000円(ただし仙台までの往復の交通費、10/2の夕食代、10/3の朝食代は含まず)

参加定員16名、申込み締切9/19(月)

行程 10/1 名取トレイルセンター見学、「閖上の記憶」(館内見学、ガイドによる被災地見学)、石巻

にて宮城県連・石巻労山の皆さんと大交流会 10/2 「石巻緑のハイキングロード」登山道整備

10/3 みちのく潮風トレイルウォーキング(船を乗継 桂島～野々島～寒風沢)

〇いくつかの会から参加希望が報告。移動手段等の調整を実施中

・2022年の登山道に関する要望書作成する。埼玉県の登山道に関し所属会にアンケートを実施する。

アンケート案後日提案。陣見山登山道整備を9月7日（水）に計画。5人程度。協力依頼メールを8月に

所属会に送る。

〇来年のGWもしくはお盆の時期にインドのヒマラヤで山スキーは難しいが、トレッキングや簡単な登

攀を検討中。評議会の時にできれば、その内容を報告するか、または、過去に４，５回実施したインド

での活動内容の報告を検討したい。

10月に、沢登りグループ沢人と共催で、初心者向け沢登り教室を行う予定です。チラシを作りました

ので、配信願います。

〇チラシ配布は８月下旬を予定

先日の埼玉県中央地域の集中的な豪雨により、ときがわ町も山崩れなどの被害が発生しており、10

月22日、23日関東ブロック救助隊技術交流会会場となる里山の確認と整備を、7月16日に行った。山

はたっぷりと水を吸っており、踏み後は未だ川の様で、太い枝がそこかしこに大量に落ちていた。幸

い会場付近は、大きな崩れは無かったが、踏み後の路肩が水を含み柔らか過ぎて、全ての箇所の確

認は危険があり出来なかった。他県連よりクライマーの参加が見込めるなら、この会場で行いたい

ので、取り合えずホッとした。
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会議

日程

埼玉の山旅

登山祭典

会員拡大

今年度の実施は見送り、来年の秋に実施する。日程は2023年10月21日

(土)、22日(日)に決定。次回会議は9/12(月)19:30～浦和コミセン9F

・県境リレー登山理事会担当ルート・仙元峠－棒の嶺間（案）当初の10月29日－

30日の日程は変更する、1日目浦山大日堂キャンプ泊、2日目大日堂－仙元峠、

蕎麦粒山、棒の嶺、さわらびの湯下山CT8.5ｈ 理事、会員で希望者を募ります。

担当の決まったルートの実施状況、未定ルートの検討状況

・踏査の報告も原稿完成の報告もあまり上がって来ません。踏査はある程度進ん

だところもあると思いますが、その情報が上がって来ていません。原稿のアップ

ロードの方は、やはりパソコンでのアップロードが重荷になっているのだろうと

推察いたします。 流れを変えるために

① 到達状況の調査を改めて行う

② 今後の踏査で、参加者を広く募集できるものについて、広報する

③ アップロードを促進する機会を作る例えば、9/11評議会の午後、どこかで踏

査担当者会議を開き、パソコンを持ち寄ってのアップロード実務研修会を開く

〇PC研修会に関しての会場の環境等を確認する。

〇指導できる適任者を複数体制する。④ 広報のためにニュースを発行する

などと考えています。

ミニ講座
次回は7月14日（水）19：00～20：30、浦和コミセン第１３集会室

テーマ： 「ハイキングの魅力を語る」講師 ： わらび山の会 伊藤正勝

さん 17人参加

・県境リレー登山理事会担当ルート・仙元峠－棒の嶺間（案）当初の10月29日

－30日の日程は変更する、1日目浦山大日堂キャンプ泊、2日目大日堂－仙

元峠、蕎麦粒山、棒の嶺、さわらびの湯下山CT8.5ｈ 理事、会員で希望者を

募ります。担当の決まったルートの実施状況、未定ルートの検討状況

・踏査の報告も原稿完成の報告もあまり上がって来ません。踏査はある程

度進んだところもあると思いますが、その情報が上がって来ていません。

原稿のアップロードの方は、やはりパソコンでのアップロードが重荷になって

いるのだろうと推察いたします。

流れを変えるために

① 到達状況の調査を改めて行う

② 今後の踏査で、参加者を広く募集できるものについて、広報する

③ アップロードを促進する機会を作る

例えば、9/11評議会の午後、どこかで踏査担当者会議を開き、パソコンを持

ち寄ってのアップロード実務研修会を開く

〇PC研修会に関しての会場の環境等を確認する。

〇指導できる適任者を複数体制する。

④ 広報のためにニュースを発行する

などと考えています。
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○ 「埼玉県内の登山道についての要望書」（別紙あり）0

橋本さんより説明あり。10/4 (月)埼玉県庁 環境部 みどり自然課で要望書を手渡す。瀬

下、橋本、小畑の3名で実施。

○ 9月26日中止の評議会の代替え

・11月28日の午前、海外登山集会が中止になったので、どこかの委員会で使用する予定があ

れば使用してほしい

・来年1/16 予定では代表者会議だが、評議会としてはどうか。（会場はまだ取れていない）

・10/12 の3役会議で決定する

○ 来年度のカレンダー

昨年度は150部注文で30部追加したが、今年は150部を販売するのがやっとだった。来年度

は最初の注文を100部とし、あとで追加注文にする。

〇次回 三役会議日程：2021年8月8日（月）場所：Zoom

○次回 理事会日程：2021年9月28日（水）場所：浦和コミセン第４集会室

会議

日程

南部 伊藤

西部 金原

7/14会議。クリーンハイク6月中各会実施。「燃えるゴミ」32ℓ、スーパー袋8.1

袋「燃えないゴミ」30ℓ。その他、登山靴の底、折れたストック2本。「不法投

棄」原付スクーター日高市役所環境課に依頼済。テレビ、タイヤ、ゴルフバッ

ク東秩父村保健衛生課に依頼済。次回11/10

中部

・クリーンハイク

9/23(金)(祝)芦ヶ久保丸山 ※ただし各会単独の実施も可。

・地図読み山行

11/19(土)道志 大室山

・交流ハイキング

2023.2/12(日)候補地 宝登山、鐘撞堂山

次回ブロック会議9/14(水)大宮シーノビル9F 19:00～

羽竜

北部 小暮

ブロック会で各会の活動内容の交流、クリーンハイクの実施

状況等確認。登山祭典委員の検討を行う予定。熊トレ写真展

を熊谷中央公民館で開催8月23日－28日（葉書参照）

〇写真展の案内は理事会から各会に配信する。

次回ブロック会議9/14

7月は会議休止です。次回ブロック会議9/1

7/14


