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巻頭言
山を、そして登れる環境を守ること
理事長

後藤真一

去る９月１日、秦野市遭難対策協議会登 山救助隊
のメンバーとして、市長から正式に委嘱状 をいただ

を同じくした同志の集まりで完結させるのが本来の
姿ではないかと思う。会独自の清掃登山、公開教室、

いた。市長室に入ると、古谷秦野市長はじ め市観光
課の職員、そして神奈川新聞社秦野支局長 やカメラ

身障者交流ハイクなど伝統的に継続されている会も
たくさんある。頭の下がる想いだ。一方で、自分た

マンがいらっしゃった。何か恥ずかしい気もしたが、 ちが登ることだけで他に助力をしない風潮も最近は
表丹沢の素晴らしさ、そして登山者を少し でも守ろ 趨勢になっている。残念ながら自分の周りも全体的
うとする地道な心意気に、気を引き締めさせられた。 にはそのような無風状態にある。
例えば、沢に行くにしろ、ｗｅｂで過去の記録を
僕らはついつい自分たちが登ることだけ を考えが
ちだ。登山道を切り開いたり、整備したり 、草刈り 調べたり、遡行図をダウンロードして持っていった
をしたり、土砂防止をしたり、山を守る森 林を再生
したり、標識を立てたり、小屋を営んだり 、有事の

りする。挙句「あの滝は高さが違う」とか「ルート
が間違っている」とか。沢は周期の中で変化したり、

際は捜索救助をしたり、はたまた岩場の支 点を整備
したり、その他にも様々な後ろ盾に尽力さ れている

大嵐が来れば簡単に滝ひとつだって埋まってしまう。
ならばこそ、自分たちが遡行した最近の情報を、他

方々がどれだけいるのか、今一度その想い や努力を
思い描いてみたい。そして、楽しく、達成 感を味わ

の遡行者のために公開すればよいではないか。その
ような山行録の公開ひとつであっても、後進の方々

えるのは、自分たちだけの力ではないこと を再考し
たい。登山も何もかもＴａｋｅ＆Ｇｉｖｅなのだ。

に対してＧｉｖｅすることになる。別に初心者の報
告だって、文書が稚拙であったって関係ない。その

だからこそ、他の登山者たちやクライマ ーたちに
対して、また、この素晴らしい楽しさを与 えてくれ

遡行者がそのとき感じたことを素直に記せばよいだ
けだろう。「怖かった〜」でもよいと思う。僕らは

ている自然に対して、自分たちができることをフィー
ドバックすることが何といっても肝要だと 痛感して
いる。

連盟や会の中だけでなく、広く登山者のためになる
ことを今後更に考え実行していくための活動を今後
も模索しながら実行に移していくと思う。そうでな

私たち山岳団体は、そのために過去様々 な取り組
みを実施してきた。クリーンハイク、植樹 、水質検

ければ、いずれその怠りは自分たちに還ってくるで
あろう。

11月の自然保護集会はその考え方を改めるのによ
査、行政との交渉、教育活動、救助訓練・ ・。未組
織や単独者には到底不可能なこの登山を守る活動を、 い機会だ。是非、多くの連盟員（一般参加者もＯＫ）
恩返しするために行ってきた。
僕は、これらのＴａｋｅ＆Ｇｉｖｅに基 づく自ら

が参加していただくことを望みます。自分のできる
「恩返し」を「Ｇｉｖｅ」していきましょう。

の意思から発する活動を、本来は山岳会と いう目的

全国登山者自然保護集会

第２回実行委員会開催のお知らせ

１１月１５、１６日に開催される全国登山者自然保護集会の実行委員を招集します。
各会会員２０名につき１名の選出をお願いします。
２０名以下の会については１名の選出をお願いします。
以下の通り実行委員会を開催します。
日時 ２００８年１０月６日（月） ２０時〜２２時
場所 県民サポートセンターＲ７０８
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大雨、および雨がもたらした危険に注意しましょう
遭難対策部
皆さん、夏休みの山行はいかがでしたでしょうか？
８ 月初 頭に は、 西丹 沢（松 田署 ）、 北ア ルプ ス
（長野県警）などから遭難多発による注意 の呼びか
けがありましたが、幸い神奈川労山内での 事故報告
はなく、無事に8月を終えられたことと思います。
さて、連日のように続く雨、ゲリラ豪雨、 雷、と各
地で短時間での記録的降雨量が発生しまし た。その
影響は山にも及んでいるものと思われます 。沢にお
ける水量の増加や水温の低下はもちろんで すが、土

田村

砂崩れや落石で難易度、危険度が上がっている可能
性があります。そして登山道においても、泥寧化、
崩壊、倒木、浮き石などの危険が考えられます。く
れぐれもお気をつけください。
また、雨や雷による事故を防ぐため、天気予報
に注意するとともに、観天望気術、雨に備えた装備、
早立早着、ゆとりを持った行程で、山行に望んでく
ださい。

定期理事会のお知らせ
以下 の通り定 期理事会 を開催し ます。理 事
の方の ご参集を お願いし ます。ま た、理事 を
出され ていない 会はどな たか代表 の方の出 席
をお願いします。
定期理事会
日時 ２００８年９月２１日
１３時〜１７時
場所 川崎市総合自治会館
神奈川 県川崎市中 原区小杉 町3丁目1
番地 TEL：044-733-1232
内容 ２００ ８年度前 半のまと め。後半 の
予定。全国自然保護集会について等。

常任理事会議事録

添氏も参加。そこで分科会の方式についてつめる。

１０月の常任理事会は9月21日の理事会に詰め込み、
１０月６日の常任理事会を自然保護集会実行委員
会に変更 。 県民サポー トセンター R708（２０時
〜２２時）
クライミングコンペについて（後藤）
全国自然保護集会関連 （後藤）
第１回ミ ーティング 9月 18日（ 木）県民 サポート
進捗状況 名義後援依頼：神奈川県緑生課と交渉中。
センター705号。
秦野市環境保全課はＯＫ。秦野市長と会 う機会が
ルートセットは交渉中。初心者向けコースｏｒ初
あり感触良好。
心者教室。
収支予算の見直し予定。
救助隊（海輪）
９月４日の実行委員会の状況。案内が８ 月であっ
8/6 ４都県救助隊合同ミーティング
たので、委員呼びかけは直前となる会が多い。
8/19 第一回定例会開催 ８名参加CPR訓練実施。
県の交渉（磯部）
丹沢秦野市の遭対協議会に後藤理事長が登録。
県内の自然保護団体へは案内を送付（磯辺）
自然保護（大用）
マスコミ:記者クラブに案内（磯部確認）
他地方連盟の分科会の内容が知りたい。全国に問
タイムスケジュール案の説明（後藤）
い合わせする。
分科会形式について。基調講演後に各分 科会のさ
連盟ニュース（三上）
わりを案内した方がよいのでは？
巻頭言を常任理事で持ち回り。今月は後藤氏担当。
９月４日の実行委員会に全国自然保護委 員長の浦
日時 2008年9月1日 １９時〜２２時
出席者 渡辺、後藤、海輪、増田、三上、大用、
蝦名、田村、磯辺、村松（記）
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会計報告（蝦名）
白嶺岳和会は入金。
ハイキングリーダー学校（増田）
8月31日の沢実技 は天候不順 のため中 止。沢の 補
講は来年か？
遭対部（田村）
雪崩ビーコン机上参加者１０名ほど。
今月は登山の基礎講習会など実施予定。
事務局長会議（村松）

８月１２日に実施。参加会少ないので来年度は８
月は休止を検討。
リーダー学校報告（後藤）
スポーツ連盟について（田村）。月間神奈川スポー
ツ総会報告では決算予算が不明。→決算書、予算
は入手済みなので各事務局長に配布する（村松）
ホームページについて（後藤）鳥越氏が多忙のため
他の担当者を至急手配する必要がある。

2008年度雪崩ビーコン机上及び野外実習の案内
2008年8月8日
この記事がお手元に届く頃には締め切り は過ぎて
いるのですが、まだ参加可能ですので、早 急にお申
し込みください。冬山に入られる方はもち ろん、ス
ノーボードや山スキーを志す方も、是非ご 参加くだ
さい。（労山会員外の方も、参加可能です）
中山氏からの案内
最近起きた事故からの教訓はビーコンを 持ってい
ても使えない（早く探せない）、また全員 が持たな
いなど雪崩の危険に対する認識が甘く、こ のことは
雪崩の危険を察知することも出来ないとい う現実を
示すものです。雪山に入る登山や滑走には 雪崩の危
険が常に付きまといます。
学習の本来の目的は雪崩の危険を予知し て回避す
る＝つまり事故を起こさないことです。し かし、現
実は事故は起きうるものと考えて、万一の 備えが必
要です。備えとはビーコン、ショベル、プ ロープを

実施要項
（１）机上学習 9月19日(金)19：00〜20：50
かながわ県民センター 402号室（横浜
駅西口）
下記の野外実習の事前に行う机上学習で
す。実習に参加される方でビーコン訓練の
経験の ない方は必ず参加してください。
講習内容
ある範囲内での単数ビーコンの発見 ５
分以内
電波誘導法の実際
機種による操作の違い
組織だった捜索、必要な装備品 など
持ってくるもの
ビーコン（持っている人）、筆記具

神奈川県勤労者山岳連盟

遭難対策部

所持し、これによる訓練をしておくことです。仲間
が埋まった ら5分以内に 捜し出し て、呼吸 のできる
ようにすることです。条件が悪ければ生きている仲
間の命を守ることに専念しなくてはいけません。で
はどうするのでしょうか。
ビーコンに関しては電波の特徴、ビーコンの機能
を理解しなくては使えません。ひとりを探せるよう
になったら2人、3人が埋まった場合の練習をしましょ
う。それも １人で探 すとき、 2人 で探すと きは違っ
てきます。視界がある場合、現場が曲がっていて見
えないとき、けがをして動きが悪いとき、こんな場
合には捜索救助は至難のことになります。しかるに
これが現実です。ビーコンの練習を適当にやってい
ては現場で使えないというのはこうしたことを予想
して訓練をしていないからです。すべてが好条件で
やっと5分で見 つかった 。だから できると 錯覚して
いませんか。

（２）野外実習 9月23日（火）県立四季の森
公園 （JR横浜線 中山駅下車10分）
９時に四季の森公園北口、または８時
半に中山駅改札口に集合
上記もしくは８月７日の机上学習を受講
しているか、ビーコン訓練の経験のある方。
講習内容
ビーコン捜索の体験。複数捜索ができる
ようになるまで行います。
持ってくるもの
ビーコン（持っている人）、筆記具、昼
食。
動き回るので、動きやすい服装で来てく
ださい。

№284

５

2008年9月号

申し込み方法
下記の内容を記載し、メールもしくはFAXにて９月５日までにお送りください。
メール ： kanagawa̲soutai@yahoo.co.jp
FAX
： 050-3488-3765 （番号を間違えないように注意してください）
参加費
机上のみ ： 500円
両方、もしくは実習のみ ： 3,000円
（8月7日の講師コー スに参加された方で、23日の実習で補助講師をし てくださる方は、参加費を免除
します）
なお、１２月２０日（ 土）には谷川岳天神平にて「雪の中でのビーコン実 習」を行う予定です。詳細
は後日の案内となりますが、こちらにも是非ご参加ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
雪崩ビーコン学習への申し込み
１：氏名
２：住所
３：連絡先
メール（ある方）：
電話
：
４：ビーコン訓練の経験の有無
５：ビーコンの有無

あり ／ なし

なし
あり（機種名をお知らせください）

６：講習に際しての希望、質問など
７：申し込みコース

机上のみ

実技のみ

両方

自然保護委員会
２００８年８月２５日（月）19:５0〜21:00
出席者 川崎HC（大用）、地平線の会（磯 部）、横
浜HC（宮原、関根）、久良岐HC（三上）緑 星スキー
と山の会（北野）、横浜こぶしの会（田辺 ）、カモ
の会（石田）藤沢山の会（高橋、萩原）
＊

全国自然保護集会（１１月１５日〜１６日）
分科会の１つを神奈川県労山で担当 すること
になり、水質調査を長年行っているので「山の

水」を取り上げる。
＊ 水質調査について勉強

（講師 小林朋子さん）

＊９月４日(木)自然保護集会実行委員会のあとテー
マ、企画を考える
全国労山に要請 − 水質等の調査をしている県
に、調査、対策などを報告してもらう。

６
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登山の基礎講習会

申し込み締め切りは9月19日(金)です

》
2008年8月 神奈川県連・遭難対策部

◇講習会の内容
以下のような内容で企画中です。
(1) なぜ今「登山の基礎」なのか？
(2) 自然の中でのリスク管理
(3) 気象の基礎
(4) 登山の運動生理学
(5) 登山に適したウェア
(6) 登山における姿勢と歩行
(7) 基本的なロープワーク＆シュリンゲの使い方
(8) 登山者の日常の健康管理
(9) 山での通信手段
など
◇参加費用
労山会員 2,000円、一般 3,000円
◇申し込み
＊神奈川労山、遭難対策部 (担当：湊）
メール：kanagawa̲soutai@yahoo.co.jp
電話・FAX：050-3488-3765
または、各会の県連遭対部員に申し込んでください。
＊各会で参加を募っていただくとともに、友人知人にも声
をかけてあげてください。

年度の講習会の様子

毎年、充実したテキスト内容とわかりやすい説
明で好評の「登山の基礎講習会」を今年も下記の
要領で開催します。是非参加してください。
◇日 時 と 会 場
2008年9月27日(土) 9時30分開始予定
「かわさき健康づくりセンター」
京浜急行またはJR南武線「八丁畷」徒歩8分
電話 ０４４−３３３−３７４１
http://www.kenkou-kenshin.or.jp/center.html
◇対 象
登山の初心者、および
もう一度基礎から学びたいと思っている人。
労山会員に限らず一般の方の参加も歓迎します。

7
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予定お知らせコーナー

２００８年トリコシアキオ写真展in横浜のお知らせ
『トリコシアキオ写真展 〜 山よりも大きく・花よりも小さく 〜 』
会場：横浜・山手２３４番館
横浜市中区山手町２３４−１
開期：２００８年９月１１日(木)〜９月１６日(火)
開館時間：１０：００〜１７：００(※最終日は１５：００までの予定)
(入場無料)

第10回東日本女性登山交流集会inいわて
２００８年１０月１１日(土)〜１２日(日)
◆場 所 南部富士見ハイツ11 日11 時30 分迎のバスが盛岡駅から出ます（希望者は連絡下さい））
◆ 岩手県雫石町鶯宿（おうしゅく）１０−７５−２
◆ ☎ 019-695-2311 FAX 019-695-2629 http://www2.ocn.ne.jp/~haitu33/
◆ 募集人員100 名
◆ 参加費 12,000 円
◆ 当日受付南部富士見ハイツにて、10 月11 日（土）12 時から
◆ 申込み・問合せ先岩手県勤労者山岳連盟川村雅子
住所 〒020-0102 盛岡市上田松屋敷28-11 E-mail masakohi@hkg.odn.ne.jp
電話＆FAX 019-662-4096 （留守電有） 携帯090-6689-6843
◆参加費の振込先 郵貯銀行記号１８３３０−２ 番号１４２７４００１口座名義 岩手県勤労者山岳連盟
◆申込〆 切り 8月31 日（日） 参加申込書と参加 費振込の確認を もって、参加 の申し込み受付 といたしま
す。県連、会単位で申し込み下さい。キャンセルは9月25 日（木）までお受けいたします。
10月11 日（土）講演会 午後1 時〜４時テーマ 「女性とスポーツ環境」 石田良恵先生

第２回

神奈川県勤労者山岳連盟クライミングコンペのお知らせ

４０周年記念行事とし て昨年開催したクライミングコンペに引き続き今年 もクライミングコンペを開
催します。 各会の皆様においては、スタッフ、参加者募集などでご協力をお願いします。
第１回スタッフミーティング ９月１８日（木）県民サポート センター７０５号。
日時 ２００８年１１月２９日〜３０日
場所 神奈川県山岳スポーツセンター （秦野市大倉）
神奈川県勤労者山岳連盟理事長

後藤真一

・相模ＡＣ アルパインクライミングの指導者が
事務局長会議報告 ８月１２日
いない。
出席会 アルパインクラブ横浜、横浜ハイ キングク
・山ブキ 北岳草すべりで滑落を目撃（滑落者は
ラブ、横浜こぶしの会、藤沢山の会、小田 原ナーゲ
無事）。草すべりは気をつけたい。
ル山の会、相模アルパインクラブ、みずなら山の会、
その他
やま＋＋、山ブキの会 以上９会
新規連盟加盟 「山岳素行童人メーグリ家」 会
県連からの報告：
員３名 代表 後藤理事長
・常任理事会報告
お知らせ
・全国自然保護集会について。
１０月６日の常任理事会は中止します。（９月
・「雪崩ビーコン机上及び野外実習」の案内
２１日の定期理事会に含ませます）
・「登山の基礎講習会」の案内
第２回自然保護集会実行委員会
活動報告から
日時 １０月６日 ２０時〜２２時
・ＡＣ横浜 玄倉林道引き続き通行止めの案内。
場所 県民サポートセンターＲ７０８
・横浜ハイク 草津元白根山のこまくさ の群落が
素晴らしい。
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神奈川県勤労者山岳連盟各会の活動報告と予定
川崎勤労者山岳会

報告：小池

秀子

計42名（男

女

）平均

川崎ハイキングクラブ
7/17 大岳山(1)
7/19-21 唐松岳(1)
7/20 乾徳山(1)
7/20-21 富士山(3)
7/21 大霧山(1)
7/22 滝子山(1)
7/22-23 剱岳(2)
7/24-25 燧ヶ岳(3)
7/25-26 会津駒ヶ岳(12)
7/26-27 日光白根山(8)
7/26-27 田代山 ・帝釈山

アルパインクラブ横浜
8/3-4 唐松岳(2)
8/2-3 奥穂〜西穂(2)
8/3 大倉-塔が岳-蓑毛(1)
8/4-5 八 ヶ岳 阿弥 陀南
稜・北稜(2)
8/3 小川山(2)
8/3-4 西丹沢 中川川 大
滝沢 マ スキ 嵐 沢＆ 鬼

報告＝真子和美

報告=田辺美由紀

計106名（男51 女55）
8/1-4 白馬三山(1)
8/2-3 西沢渓谷(3)
8/3-4 苗場山(4)
8/3 御岳山(23)例会山行
8/3 倉岳山(4)
8/4-10 黒 部五 郎岳 ・雲
の平・薬師岳(3)
8/7-10 白山(1)
8/8-10 仙 丈ヶ 岳・ 甲斐
駒ヶ岳(8)
8/9 大室山(6)

平均

歳

8/9-10 小川谷廊下(4)
8/11-13 赤岳(1)
8/11-15 聖岳・光岳(4)
8/12-16 裏銀 座・穂高縦
走(4)
8/12-16 雲の 平・ 三俣
蓮華岳(5)
8/12-17 黒部五郎岳・槍ヶ
岳(4)
8/13-15 唐松岳(1)

計38名（男23：女15）平均39.1歳
8/10 伊豆城山(2)
8/10 檜洞丸(1)
8/13 小川山(3)
8/13-17 剱岳・ 立山三山
(5)
8/16 伊豆城山(2)
8/17-19 白馬岳(1)
8/17-20 立山・前剣(5)

8/18-19 勘七の沢(2)
8/20-23 鹿島槍ヶ岳(1)
8/23-29 折立 -黒部五 郎高天 ケ原-読売新道-黒
部ダム(1)
8/24-26 北鎌尾根(2)
8/31 伊豆城山(2)

計62名（男23：女39）平均60.4歳
三峰神社
〜硫黄岳名(4)
9/21 八間山〜野反峠
8/19-21 笠ヶ岳(4)
8/24 甘利山〜千頭星
山行予定
9/13-14 雲取山 鴨沢〜

計29名（男20人

女9人） 平均51歳

9/6-7 奥多摩ハイク
(3)
8/8-11 利尻・礼文(2)
9/6-7 奥多摩沢
8/15-19 燕岳・餓鬼岳(1) 8/21-24 奥穂・焼岳(1)
8/23-24 北八ヶ 岳・蓼科 8/29-31 北岳・間ノ岳(1) 9/13-15 虎毛沢

藤沢山の会
8/1-4 槍ヶ岳(７)
8/2-5 赤石岳(２)
8/4-8 黒部五郎岳(４)
8/11-14 大雲取谷(２) 8
/13-16 鹿島槍ヶ岳（７）

報告＝熊谷博美

7/12-13 会津駒ケ岳(8)
7/21-23 伯耆大山(12)
8/3-5 白馬〜雪 倉〜朝日
岳名(6)
8/10-12 八ヶ岳 ・美濃戸

横浜こぶしの会
8/1-4 薬師 黒部五郎(1)
8/1-3 戸隠・高妻(3)
8/2 奥多摩(2)

誠

石沢(2)
8/3 山梨甲府幕岩(2)
8/9 蛭が岳(1)
8/9-13 剱岳北方稜線(4)
8/10 カサメリ沢(2)
8/10-11 八ヶ 岳 全 山縦
走(1)
8/10 北海道羅臼岳(2)

横浜ハイキングクラブ
7/5 丹沢山〜蛭ヶ岳(7)
7/5-6 岩櫃山(5)
7/6-9 日高・幌 尻峠・ア
ポイ岳(4)
7/13 草津 本白根山(22)

報告:二瓶

(4)
7/26-29 木曽駒 ヶ岳・空
木岳(4)
7/26-30 秋田駒 ヶ岳・乳
頭山(5)
7/27 葛葉沢(7)
7/29-30 北横岳 ・縞枯山
(2)
7/30 鬼ヶ岳 十二ｹ岳(1)
7/30 湯ノ丸山(2)
7/31-8/3 白馬三山(5)

歳
トレッキング

8/14-17 剣岳周辺
8/1-3 燕岳〜常 念岳〜蝶 8/9-12 剣岳
8/12-17 剣〜五 色ケ原〜 8/22-25 北海道
ケ岳
8/11-21 シャモニ
薬師岳〜雲ノ平
8/2-3 富士山御殿場口
モ ンブラン登 攀
8/8-10 小川山
8/2-3 富士山吉田口

報告=清水

守

8/14-17 燕岳（３）
8/14-17 北鎌尾根（３）
8/22-24 夏山合 宿・八ヶ
岳（１７）
7/31-8/24 イ ンドヒマラ

小田原ナーゲル山の会

報告＝青木義隆

計82名（男37：女45）平均61歳
ヤ（３）
9/6 飯盛山
9/6-7 富士山
9/13 箱根
9/13-15 剣岳、

9/20-21 大雲取谷、
10/11-12 岩手 山・ 女性
集会

計32名（男19：女13）平均45歳

8/9-11 白峰三山(1+5)
8/5-6 飯豊山(1+1)
+1)
7/26 川浦 谷海ノ溝洞(奥
8/10 小川谷廊下(5)
8/4-8 ヌピナイ 左股〜中 8/9 鶏冠谷右俣(3)
美濃)(1+5)
ノ川 神威北東面 直登沢 8/9-11 暑 寒別 岳・ 南暑 8/15-16 三岩岳(3)
7/26-7/28 笠ヶ岳(1+4)
寒別岳(1)
(1+2)
8/1-3 爺ヶ岳・鹿 島槍(1

№284

相模アルパインクラブ
7/26-28 小川山(2)
8/02 広沢寺(2)
8/02 蜂谷川・坊主谷(2)
8/03 水根沢(5)
8/2-3 小川山(4)
8/1-3 本沢川 黒石谷(1)
8/1-11 カ ナダ ・ス コー
ミッシュ(1)

報告:水村和也

8/11-12 越後駒ケ岳(1)
8/7-11 立 山連 峰・ 剣岳
源次郎尾根(3)
8/11-12 小川山(1)
8/10-13 黒部上ノ廊下(3)
8/11-13 白馬三山(1)
8/10-13 薬師岳(1)
8/11-16 小川山(1)

久良岐ハイキングクラブ
7/31-8/2 剣岳(2)
9/6 室内例会

9/18-20 常念岳 燕岳
10/4 室内例会

計30 (男 26: 女 4 )

報告:青柳

山岳素行童人メーグリ家

彰

計7名（男

8/30〜31 北陸・毛勝山（1+1）
8/31 道志・御正体山（3）
9/6〜7 やま++祭・清里
9/10 勉強会・救急法②
9/14 奥多摩・沢登り
9/20〜21 北ア前衛・有明山
9/24 9月例会

：女7） 平均63歳

性委員会
10/12 鞍掛山(岩手)女性
10/18-19 会津駒
委員会
10/13 八幡平（ 岩手）女

報告：後藤真一

9/13-15 西吾妻／中津川(沢2+1)
9/3 丹沢/葛葉川(沢1+1)
9/3 奥武蔵／名栗河又or北川(FC1+1)
8/31 御坂／三ツ峠（県連Ｌ学校ア ルパイン補講AC1
+13)
8/23 谷川／東黒沢（県連Ｌ学校沢実技 沢3+7)
8/20 西丹沢／玄倉川水系同角沢(沢2)
8/18 表丹沢／弘法山〜蓑毛越(ﾊｲｸ1)
8/16 西丹沢／第六天〜高松(無雪登山1)
8/13-16 北ア／北鎌尾根〜西穂高(AC1+3)

平均35歳

計16名（男11：女5）平均46歳

〜千枚岳縦走（4）
8/20 勉強会・山行リ ーダーとメ
ンバーの心得
8/22 丹沢・大野山（2）
8/27 8月例会・百合丘（13+1）
8/30〜31 南ア・黒戸 尾根〜甲斐
駒ガ岳（1）

8/16-17 三つ峠〈中止〉
8/22-24 槍ヶ岳
9/13-14 大菩薩峠

8/16 井戸沢 那須 沢 夏合宿(2)
8/16 城山 伊豆 ＦＣ(2)
8/15-17 八久 和川下 部 朝日 沢
夏合宿(4)
8/23-24 小室川谷 大菩薩 沢 (4)
8/23-24 不動沢 瑞牆 RC(3)
8/30-31 小川山 奥秩父 RC(2)

8/13 北鎌尾根(4)
8/3 大雲取谷(4)
8/3 越沢バットレス(5) 8/14-15 北岳-間ノ岳(6)
8/8-10 槍ヶ岳-西穂-奥
穂(3)
8/10 丹波川本流(4)

報告:栗田

8/2-4 北ア ・白 馬岳〜 雪倉 岳〜
朝日岳〜蓮華温泉（5）
8/2-4 南ア・白峰三山縦走（3
8/9 奥多摩・逆川沢登り（6）
8/12〜 16 東北・岩手 山、秋田駒
ケ岳（2）
8/13-17 南ア・ 赤石岳 〜荒 川岳

8/2 高尾山
8/3 高川山〈中止〉
8/7-9 北岳

10/10-12 山行予定

計62名（男39：女23）

7/27 河又の岩場(7)
7/27 一ノ倉沢烏帽子岩・
奥壁南稜(2)
8/2 小川谷(4)
8/2-3 北岳-間ノ岳(7)

やま++

山ブキの会

計6名 (男4 女2) 平均58歳

8/12-16 柳又谷 北ア 沢 夏合宿
(3)
8/13-16 滝谷 北ア 岩 夏合宿 (2)
8/13-16 末沢川〜岩井 又 朝日 沢
夏合宿(4)
8/13-15 大蛇尾 川 那須 沢 夏合
宿(2)

報告:志村杏子

7/19-21 鹿島 槍・ 五竜
岳(4)
7/19-20 剱岳 ・長 次郎
雪渓(4)
7/20-21 南八ヶ岳(4)

歳

スカール縦断(2)
8/12-16 白馬・ 雪倉岳・
8/23-24 小川山(5)
朝日岳(1)
【 予定 】
8/13-17 小川山(1)
8/19-9/4 日高 連峰 南部
8/9-17 小川山(2)
(1)
8/14-17 屏風岩東壁(1)
8/30-9/2 奥穂高岳(1)
8/22-24 ナルミズ沢(2)
7/31-8/24 イ ンドヒマラ
ヤト レッキング ・ザン

報告:天野

8/2-3 雑魚川外ノ沢 志賀 沢 (4)
8/2 マスキ嵐沢 丹沢 沢 (1)
8/3 小川谷出合 丹沢 沢 (3)
8/3 小川山 奥秩父 FC (2)
8/9-10 蝶ヶ岳 常念岳 北ア PH(2)
8/11-15 八久和 川下部 朝日 沢
夏合宿 (3)

カモの会

計42名（男30：女12）平均

報告:三上茂

さがみ山友会
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計3名

(男3

女 ) 平均42歳

8/10 奥多摩／川乗谷(FC1+5)
8/09 奥多摩／多摩川水系水根沢谷(沢2+11)
8/08 東丹沢／本谷川水系オバケ沢(沢1)
8/06 秦野／八国見山(ﾊｲｸ1)
8/05 秦野／頭高山(ﾊｲｸ1)
8/03 西丹沢／加入道山〜大椿 〜大室山〜犬越路(無
雪登山1)
8/1-3 甲府幕岩・カサメリ沢(FC1+3)
※９月に２名女性入会予定
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登山時報 ９月号 目次
連載わたしの一名山 富士遠望 嶋和夫 04
全国連盟 隊 難峰マ カルーに 登頂（下）
橋本 久 09
いっせいに声をあげれば共済を守れる
本間照光 18
風力発電建設計画の問題点
浦添嘉徳 14
“労山の宝” 山田達郎 デナリから還ら
ず
井芹昌二 13
<普段着の山>北アルプス焼岳 鈴木澄雄 03
2009年労山カレンダー 入選作品
08
野鳥との出会い ライチョウ 小枝琢三
福井壽彦 10
シグナル サミットは終わったけれど…
斉藤義孝 12
連載 碧い南の島だより
雨宮 節 20
山で見かけるミョーな人たち 菊地敏之 21

不思議を発見する山歩き

霧島山（１）
小泉武栄 22
第28期全国女性担当者会議の報告
池原登美子 24
現代岩場事情 宮崎 庵・鹿川の試み（上）
三澤澄男 25
JWAFクリック 26/ 専門委員会活動報告 29
全国連盟の活動32/ 事務局から編集後記34
インタビュー ひと 木村輝佳さん
35
地元会員特選ミニガイド北海道・平山／藤
本悦子 福島・半田山／大西真一
36
ブックエンド 『由良川源流 芦生原生林
生物誌』
渡辺弘之 38
あらかると 不健康依存症 原 真 39
会報えつらん室 全国一巡版
40
オススメ山道具 ポイズンリムーバー
笹原芳樹 42

県連のスケジュール
９月
1
2
3
4

月
火
水
木

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

常任理事会

全国自 然保 護集会 第１ 回実行
委員会開催
関東ブロック交流会
関東ブロック交流会
遭対部会
事務局長会議 連盟news発行

１０月
1
2
3
4

水
木
金
土

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水

16 火

事務局部会

16 木

17 水
18 木

救助隊定例会
ＨＣリーダ学校机上講習
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｺﾝﾍﾟスタッフ会議

17 金
18 土

19 金

雪崩ビーコンの机上学習

19 日

20 土
21 日
22
23
24
25
26
27
28
29
30

月
火
水
木
金
土
日
月
火

理事会
常任理事会
登山リーダ養成学校机上講習
雪崩ビーコンの実技学習

登山の基礎講習会
ＨＣリーダ学校実技講習
ＨＣリーダ学校実技講習
自然保護委員会

登山リーダ養成学校実技講習
全国登山者自然保護集会
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