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●三役会議
8/22さいたま市活動サポートセンター19:30-21:20
・沢ネット事故報告 八ケ岳立場川本谷滑落死亡事故事前打ち合わせ
・関東ブロック役員交流会・・武笠理事長出席予定
・福島の子供たちと夏休み振り返り実行委員会 埼玉労山で実施について検討
・50周年記念植樹、東北復興支援みちのく潮風トレール

・新特別基金制度
運営委員会 8/22 19:30-22:00 全国連盟事務所2階
・関東ブロック「第4回福島の子供たちと夏休み第5回実行委員会(振り返り)プロジェクト」8/23
19:00-21:00 全国連盟事務所3階
・子供たちの事で良かった点、反省点。
・車両7台分精算する方を 確認。資料集作成中で参加した方の一言を掲載する。
・来年埼玉労山に東京都連から実施依頼あり。・・実施可能県は、埼玉県と栃木県のみ
・県連の皆さんへ趣旨を分かり易く伝えることを説明した。

・福島の子供たちと夏休み 埼玉労山で実施について 検討
8/27八ケ岳立場川本谷滑落死亡事故検討会
さいたま市活動サポートセンター13:00-16:00
出席者 県連理事三役 遭難防止・安全教育担当関係者、救助隊関係者 大宮労山関係者
所沢ハイク関係者 沢ネット関係者
※第2回目を開催する予定
・捜索活動交通費他精算の件と警察署他挨拶の精算に関する打ち合わせ
関係者の会、県連理事から沢ネット、救助隊長2名分は県連が負担する。また、救助隊長が睡眠不
足の為、車の運転を交代するために迎えに行った副隊長分も県連が負担する。
・埼玉労山が来年、再来年関東ブロック事務局を輪番で実施予定
・福島の子供たちと夏休みの来年の受入れ先は9月2日（土）、3日（日）の関東ブロック役員交流会で
方向、受入の体制を検討し、埼玉労山で引き受けるかは今後の課題であり、検討中である。また、趣
旨などを皆さんに理解戴くことが第一に必要であり、今後について費用面等も含めて9月理事会で
検討する。
・事故一報 大宮労山 所沢ハイキングクラブ２

会場確保
・11/26 午前 海外集会 場所 浦和コミュニティーセンタ－
・11/26 午後 安全登山講演会 場所 高鼻コミセン
・「クライミングさいたま」は中部ブロック所属とする。
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・・第5回理事会レジメをホームページ用に点検
・第6回理事会への各担当からの転記作業

8/22ろうさん彩登第45号ホームページアップ

女性委員会の例会を9月4日から9月11日に変更
・11/25 安全登山講習会（ファーストエイドとセルフレスキュー第２回）
・12/2～3 第8回女性と登山全国集会 嵐山（国立女性会館）12/2（土）午後～12/3（日）午後2時
※1、テーマは「女性委員会40年から学ぶ。語り合おう登山の楽しさ・厳しさ」
※2、12/2・・講演：講師 石田良恵氏。12/3・・分科会、閉会集会
※3、詳細は後日送られてくる予定。

・ハイキング講演会、2018年1月28日(日)に決定、講師は環境省の自然保護官の似田貝さん。
講師謝礼金はご辞退との事。 武笠理事長、瀬下さんのご尽力により実現。
・県連バスハイク、11月11日(土)赤城山、もしくは那須朝日岳周辺、日進山岳会の11月定例山行もジョ
イントとして参加人数の確保へ
・今年度ハイキング委員会のメンバーの件、50周年記念の会場にて澤藤さんにお願いしてご快諾を
頂きました。
・全国のハイキング交流集会9月16日(土)～9月18日（祝）越後湯沢 9/17は大源太山登山 参加者
および参加経費（会議20000円）については、県連から加藤が参加。
http://www.jwaf.jp/activity/working/data/2017/170613_01.pdf
埼玉県は埜歩歩富士見山の会 小畑美沙子様 笠井美佐子 様が参加申し込みをされています。

9/29～10/1
みちのく潮風トレイル金華山道づくり
現在参加者20名。本日の理事会で申し込み締め切り。現在、石巻労山、宮城労働山の方と当日の動
きなど詳細を打ち合わせ中。川越ウェスタに集合。
11/12(日)
埼玉県連盟50周年記念植樹 秩父市「高篠峠」に再び戻った形となった。傾斜があるので安全対
策を考慮して注意しながら実施したい。参加者申し込み受付中。参加費保険代500円（ただし、潮風
トレイルに参加された方は、無料）
8/19～8/20
全国連盟自然保護講座 尾瀬山の鼻
全国より、27名参加。「尾瀬でニホンジカとの共生を考える」講演と意見交換。環境省自然保護官、
庄司亜香氏によるシカの食害跡や自然観察などを行った。初めて野生のクマを見た。
10/14～10/15
関東ブロック自然保護集会「奥多摩ねねんぼう」瀬下出席予定
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・連盟費：29団体中26団体納入済み。未納3団体（ハイキングクラブ上里、パル・ブランチ、あすなろ山
岳会）・八ヶ岳立場川本谷滑落死亡事故事故検討会（8月27日）に参加した方の交通費を県連から支
出した。ただし、今後の交通費は検討を要す。・「福島の子供に夏休みを」にかかわる費用を支出す
る。・9月の理事会で、理事の3月からの交通費を渡します。欠席しないようにお願いします。

★遭難連絡対応
①8月2日水曜・・・・北ア下山遅延２日間（メール連絡のみ）
②8月12日土曜・・・八ヶ岳滑落（救助隊長のみ、個人資格で現地対応、第５報までの連絡）
★9月2日月曜・・・・・室内学習会（遭難状況報告と救助隊対応検討・新ストレッチャー操作練習）
★9月10日日曜・・・・中止とする。
★10月14日土曜・・・ハイキングリーダーファーストエイド・セルフレスキュー講習会
★10月15日日曜・・・登攀系セルフレスキュー技術交流会

・11/26（午前） 海外集会；浦和コミュニティーセンター
候補として、柴山さん（パル・ブランチ）他2名の登攀。北本山の会のドロミテの方の候補あり。

・11/26（午後） 安全登山講演会；高鼻コミニュニティーセンター
※講師は、悳（いさお）氏を検討している。

・第3回講座 山での救急法
8月5日 机上講座 カルタスホール 受講生 20名
8月6日 実技講座 日和田山周辺 受講生 21名
・第4回講座 地図読み
9月2日 机上講座 カルタスホール
9月3日 実技講座 高水三山

・8・9月は、沢ネット事故があり、活動を自粛しました。
・11/18（土）「フリークライミング安全講習会」、日和田山の岩場、9時～。雨天時はベースキャンプ10
時～ ※ 内容はトップロープクライミングとリードクライミング

なし

・7/22 尾瀬・小淵沢 雨天中止
・8/12～13北ア・赤木沢 天候不順の為変更 ⇒ 八ヶ岳・立場川本谷
立場川本谷で滑落による死亡事故発生。現在事故検証中。
第2回事故報告検討会は三役にて日程調整予定。
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伊藤

会議なし。11/19（日）鍋交流。飯能河原にて。
11/19 埼玉県連盟50周年記念山行

破風山 次回9/21

中 部

羽竜

11月18日(土)埼玉県連盟50周年記念地図読み山行（本社ケ
丸山） 予備日 11月25(土) 次回9/20

北 部

石川

10/22 埼玉県連盟50周年記念山行

高川山

○県連諸活動における交通費について
・八 ケ岳 立 場 川滑落 事 故対応： 沢ネ ッ ト担当、 救助 隊隊 長、副隊長（ 隊長睡眠不 足の為 、副 隊
長が車両運転をフォロー）
・福 島 の子 供 たち と夏 休 み 自然 保護委 員会 吉本 氏 が下 見、瀬 下氏が 神奈川 県連 事 務所 ・
食事担当者会議出席
・八ケ 岳立場川本谷滑落事故報告検討会 交通費参加者全員へ支給
〇50周年記念誌編集委員会
・編集 委員：武笠・尾手 ・瀬下・岩岡、西部：小島、南部：伊藤、中部：羽竜、北部：菅野
・各会 に依頼した会紹介原稿締切 りを11月末に延期。
・各委 員会の10年（2007～2017）分の原稿については8月の理事会までに過去の総会資料デ
ー タを
事務局で準備し、各委員会へ提示データにより10年（2007～2017）分の原稿を作成する。
※結構大変で、ある分のみ9月理事会で渡す予定。
・５０ 周 年 記念山 行で 使用 する垂れ幕は編集委員で 作成し、各ブロックへ配布 する（9月理 事
会で配布予定） 次回の編集委員会は9/5（火） 浦和コミセン9階、19:30～
〇 その他
・関東 ブロック役員交流集会 出席予定者 武笠理事長他
・数 年 前 の秩 父 ブ ド ウ沢遭 難 事故報 告 書 に つい てハ イジ アル ペ ンクラブ会員 よ り 問 い 合 わ
せについて都連 より情報を提供した。
・埼玉県防災 ヘリ の署名については、少し待って ほしい 。また、8/11付け産経新聞に掲 載され
た川島事務局長の対談記事が出 た。配信予定。

・

＊ 「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：2017年9月21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：2017年9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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