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異文化との共生に思いをはせ
横浜ハイキングクラブ
北アフリカのチュニジアで起こった政権へ
の変革の波が、エジプト、バーレーン、そし
てリビアに派生し、その国々の民主の思いが
伝わり、今や世界の国々の耳目を集めている。
私白身、其の事を深刻に受け止めたところで、
どうこうなるものではない。
しかし其の波動が、身近に差し迫る問題と
して懸念されるのは、当面石油製品の価格上
昇の問題ではなかろうか。申すまでもなく、
石油の動向によって農、漁、工業といったあ
らゆる分野において、世界のメジャーの思惑
が我々の日々の生活に、大きな影響を及ぼす
からである。
このような事柄は今更申すまでもなく、誰
しもが当然の理として受け取られていよう。
私も、現役時代彼の地を訪れたのは、航海の
途時、給油のために寄港する程度あり、彼の
国の政治事情など深く知るよしもなかった。
理由は燃料代の高い日本では、航海に必要な
燃料全てを、満タンにして航海するのではな
く、日本から、石油産出国の港に入港する間
の必要な燃料だけを積み込んで出港する。そ
して燃料費の安い寄港地で、その後の航海に
必要な燃料を補給して航海を続ける方法が常
識的に、現在でも行われ、運行経費の削減の
方策となっている。
一方で、石油よりも、水の方が彼地では遥
かに高いので、港湾関係者は、当時必ずと言っ
て良いほど大きな水入れを持参し、船内の蛇
口からタップリと清水を家庭に持ち帰るのが
当然の行為のようであった。
彼らに言わせると「日本の水は旨い」そう
だが、我々はリップサービスと受け止め、常
識の範囲で黙認するのが当時の常識であった。
現在ではそのような事は無いと思うが、何し
ろ、水の一滴は、油の一滴よりも高価な地で
ある。
勿論船内の飲料水は大切であったが、飲料
水以外の水は、海水からプラントで造水して
いたので、彼らはその事をよく承知した上で
の所作である。また、彼地では生活環境の厳
しさ故か、信仰に根ざす戒律が多く、戸惑う
事が多々あった。例えば、既婚女性は、顔や
手以外の素肌を他人に、見せる様な事があっ
てはならない。とか、カメラを向けてはなら
ない。などは、外国人にも適用されるご法度
であり、日に５回のアッラーと預言者ムハン
マドへの忠誠を誓う折り等々が、生活の中に
深く浸透されていた。

増田

徹

そうゆう事とは知らない我々若者(当時は)
が、スエズ運河通行のための時問持ちで一泊
する機会を得て、初めて港の近辺を散策した
折、先輩からのこの地に関するある程度のレ
クチャを受けてはいたものの、時間の経過に
伴い、注意事項をすっかり忘れ、からだ全体
をチャドルですっぽり覆い黒い瞳をクリクリ
させる女性がいとも美しく見え、女性にカメ
ラを向けるな、の注意事頂は何処かに飛んで
行ってしまい、ついに禁を犯してしまう。
殆めのうちはさり気なくシャッターを押し
ていたが、やがて正面からカメラを向けるに
至っては、いつの問にか現れたのか、大の男
がムンズとカメラを取り上げ、フィルムを抜
き取りざま、訳の分からぬ言葉を発したかと
思った途端にカメラをエジプトの大地に叩き
つけ、あろう事に、そのカメラをドク靴の様
なもので踏み潰すではないか。
それだけではなく、東洋のちびスケ野郎に、
自国の美人をカメラで奪う罪は許し難い、と
ばかりに、グリ、グリと踏み回してくれて、
嗚呼、わが才リンバスペンは、エジプトの地
に果てナン。と、心の中で呟く余裕があれば
こそ。
帰船後、仲間同士でお前が悪い、いや、あ
いつがドジッタ。と見苦しい罵り合いが、し
ばらく続いた。 しかし大事な事は、オリン
パスペンの尊い犠牲によって、我々悪たれど
もが、異かる文化の世界から、危機を救って
くれたと言うホロニガイ思い出と共に、異文
化の中で生きる厳しさを教えられた思いであ
る。
先日、ニュージーランド南島のクライスト
チャーチが大きな震災に見舞われた。折り悪
く留学中の日本人の安否も未だに定かではな
い様だ。
早期発見の、救出の報に接したいものだ。
南島には行った事はないが、北島のオークラ
ンドは如何にもイギリス的で、どこか余所よ
そしい、雰囲気で、彼の国の人々からすれば、
肌色の異なる我々は、異邦人中の、異邦人な
のであろうか。
あの時代、或いはまだ戦争の記憶から日本
人に対する記憶が残っていたのだろうか。そ
れとも思い過ごしなのかも知れない。ともあ
れ、震災での行方不明者の、早期の救出のた
めの作業が、全力で行われる姿を映像で見る
たびに、頭のさがる思いでいる。
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新旧メンバーが集まった！新年会(やま＋＋)
【日程】 2011年１月２２日(土)〜２３日(日)
参加者：メンバー９名、元メンバー３名
【山域、メンバー】 ２２日黒斑山登山９名
２３日角間山スキー７名、村上山登山５名
【天気・コース】
２２日(土)＜晴れ＞ 登山口→ト−ミの頭→山頂→ビジターセンター
小諸ＹＨ宿泊
２３日(日)＜晴れ＞ 旧鹿沢→角間峠→角間山の西の小ピーク→旧鹿沢までスキー滑走
鹿沢高原休暇村⇔村上山
黒斑山登山
スノーシュー、ワカンで歩いたが、雪は締
まっているので靴だけ、アイゼン装着でも歩
行可能。トーミの頭、黒斑山頂は、風が弱く
思ったほど寒くなかった。浅間山は昨年の新
年会で見たときよりも少ないものの、相変わ
らず噴煙をあげている。黒斑山登頂は私は3回
目だが、浅間山は眺めるだけの山なんだとい
つも肌で感じる。

る。楽しい遊びだ。新旧会員が混じっても楽
しい、仲間とは良いものだといつも感じる。
（記：Ｈｅｉ）

スキーヤーは皆笑顔

̲

̲

今回の山行は、新旧会員が混ざって9人パー
ティー。雪山って、装備も歩きも苦労が多い
ものの、澄みきった青空、展望、雪景色を見
ながら歩いていると、みんな笑顔になる。急
斜面での滑り台では、おどおどする者もいれ の転びながらもなんとか滑り切って終了。
ば、きゃあきゃあはしゃぐ者もいる。みんな、
村上山ハイクチームと温泉で合流。源泉か
子供だ。下山途中でおやつタイム。おしるこ け流しの気持ちの良い湯に、コシのあるそば・
を作った。みんな笑顔で夢中で食べる。
自家製の野沢菜を楽しみ、帰路についた。
山歩きは、時として童心に返ることができ
（記：Ｈｅｉ）

浅間を バックにポーズ

おしるこタイム

角間山スキー
スキー組７名は、旧鹿沢温泉から入山、ト
レースの残る夏道を辿って角間峠へ向かう。
緩斜面の登りにシールがしっかり効く。角間
峠には東屋があり、ベンチ・テーブルは雪で
すっかり埋まっている。周辺の積雪は１ｍ以
上はある。Ｄちゃんが、弱層テストとして、
シャベルを使って行なうコンプレッションテ
ストを実施。ズレの量が小さく、こしまり雪
が良い具合に積もっていて、雪崩の心配は小
さい。角間山方面へシール登行していったが、
１１時半頃、途中から下降開始。フワフワの
新雪で、スキー板はよく滑る。テレマークス
キーは、新雪でもスキーの特性を活かすこと
ができるが、テレマークターンが決まった！
と思った次の瞬間・・・スッテンコロリンと
頭から雪まみれになる。テレマーカーならず、
転コロマーカーだ。アルパインのＯさんは相
変わらずビシッと決め、Ｓさんはいつの間に
かプロ級のテレマーカーになっていた。東屋
から下は、細かい立ち木が多く、油断ならな
い。元スキー場の斜面まで移動、しかし、唐
松の低木にブッシュと難解な斜面で、おのお
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村上山山頂 直下の東屋

村上山スノーハイク
スキー組とは鹿沢温泉で別れ、スノーハイ
ク組は鹿沢高原休暇村から村上山（Ｈ１７４
８ｍ）に登った。休暇村と言っても立派なホ
テルが一軒あるだけだが、駐車場には結構車
が止まっていた。足元はスノーシューか和か
んじきで登ることにした（アイゼンでも大丈
夫だったかもしれない）。
あまり聞いたことがない山なので、踏み跡
はないかも知れないと思っていたが、ホテル
の裏側からしっかりしたトレールが付いてい
た。トレールを外すと深いところでは、膝く
らいまで潜ってしまう。リーダーの指示で少
しだけラッセルの練習をしたが、慣れない者
にとってはなかなか難しい。
風もない好天で、汗ばむくらいの陽気だ。
途中１か所だけ３０〜４０ｍくらいの急登が
あったが、全体的に楽な登りで山頂に着いて
しまった。山頂は東に向かって開けていて、
南東の方角にある浅間山は見えず、北西にあ
る四阿山が望める程度だった。頂上直下の東
屋で、仲間がインスタント生姜蕩を作ってく
れた。やはり、温かくて甘いものは美味しい。
同じルートを下って駐車場に下山。下山後の
お楽しみは温泉で、鹿沢温泉・紅葉館の立ち

５

寄り湯に入った。日本秘湯を守る会のメンバー
らしく、マグネシウム・ナトリウム含みの源
泉かけ流しで、雲井の湯の看板が掛かってい
た。
蕎麦は打ち立てだったようで、野沢菜とと
もに美味しくいただいた。（記：ａｋｕｒｉ）
今年の新年会は、元メンバー３名の参加も
あり懇親会でたっぷりと旧交を温めることが
できた。又、天候にも恵まれて盛り上がった
２日間だった。

冬山集中山行（Ｈ.２３.０１.８〜１０）
相模アルパインクラブ 水村 和也
正月明け早々の連休を使って今回は北八ヶ
岳の黒百合平で集合する集中山行を行いまし
た。諸先輩方（失礼）の高齢もあってか段々
と易しい山行になってきました。
今回のパーティは３パーティで先発隊３人
はピタラスロープウェーから入山し途中の当
会おすすめの某所でテント泊をしまして２日
目に麦草峠〜中山峠を通って黒百合平に合流
しました。
もう１パーティ２人も８日発で稲子湯から
入山し稲子岳南壁を登攀して黒百合平に合流

の計画でしたが稲子岳は取り付きは雪深い樹
林帯のラッセルで早々に撤退し近場の湯川で
アイスを楽しみ近場の雪原でテン泊。翌日、
稲子湯から中山峠を経て黒百合平に合流。
本隊私を含めて６人パーティは渋御殿湯か
ら最短コースで黒百合平を目指しました。
８日から入山した３パーティは１２時過ぎ
にロープウェー駅を晴天の中を出発。積雪は
平年並みのようであった。ここ北八ツの縞枯
山から天狗岳にかけては冬山初心者コースと
して有名だけあってすれ違いが多い。小屋泊
まりやスノーシューのトレッキングが多く、
幕営道具を背負っているのは当パーティのみ
のようであった。
本来なら小屋周辺以外の幕営は禁止なのか
は知りませんが、１４時過ぎに眺望はないも
のの樹林に囲まれテンバには好都合なところ
で一夜を過ごしたようであった。
本隊は前夜発で道の駅小淵沢で２台６人が
合流してそれぞれのテントで酒盛りをする。
テントを張るところが良くなかったのか風の
通り道だったのか風が強く、フライが靡いて
いた。

６
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ボテントに顔を出し挨拶してテントの設営に
取り掛かったようでした。
総勢１１名がひとつのテントで新年集中山
行が無事達成されました。新年山行のテント
は大盛り上がりで楽しい一夜になりました。

渋御殿湯の駐車場を８：２０頃出発します。
出足からの急登ですぐさま体が熱くなってき
ます。途中体温調整でインナーを一枚脱ぎま
す。
歩き出して１時間ほどでしたでしょうか、
あともう少しで2120m付近の分岐に辿り着くと
思っていたとき、ジャンボテントの本隊を担
ぎ上げてくれていたメンバーがヘバり急斜面
で休憩する羽目に。しかもそういう時に限っ
て人の往来が多い。顰蹙の中の休憩でしたが、
私も休みたいという気持ちがありましたので、
言い出しっぺのメンバーのおかげで休憩する
ことができてホッとする。
休憩後はヘバッたメンバーが先頭になりま
したが、休憩もほとんどなく１１時過ぎに黒
百合平に到着しました。
他パーティはまだ来ている様子はなく我々
本隊が先に到着です。テントを張って雪で水
を作りながら乾杯しました。暫くしてからピ
タラスパーティが到着してきました。
一方、ピタラスパーティは某所のテンバを
８時出発。雪をかぶった麦草フュッテが静寂
の中に佇んでいるところでしばしの休憩をとっ
た後丸山に向かう。１時間ほど歩くと丸山山
頂でその先から天狗岳が見えるはずであった
が、あいにく雲の中に隠れてしまっていまし
た。
高見石小屋で休憩をしようと思っていたの
ですが、小屋の前のデッキには誰もいなく寒々
としていたので休憩を諦めて先を急ぎました。
１時間ほどで到着した中山山頂は強風が吹
いていてバランスをとるのに苦労する始末で
した。
中山峠には多くの登山者が往来し程なくし
て黒百合平に12:20到着。既にジャンボテント
が張ってありそのそばに設営した後、ジャン
ボテントに潜り込み宴会に参加しました。
もう１パーティはいうと、稲子湯から中山
峠を経て来たが途中で逸れてしまい一人が先
に到着。片割れも遅れること３０分でジャン

翌、未明トイレに行けばテントの周りは雪
で１０ｃｍほど埋まってしまっていた。つい
でにテントの周りの雪かきをしてからテント
に潜ってまた睡眠に入りました。
１０日は朝から風が強く天狗岳のＰＨをす
るかどうか決めかねていたが、反対多数で天
狗岳は中止になり下山することに。本隊は腑
抜けの６人メンバーでありました。

稲子湯から入山パーティは早々に挨拶しに
来た後東天狗岳から根石岳を縦走。西からの
強風が心地よく冬山らしい雰囲気を味わい、
夏沢峠を経て稲子湯に下山して行き、ピタラ
ス入山パーティは本隊と一緒に下山し便乗し
て帰途に着きました。
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神奈川県勤労者山岳連盟

第２９期（２０１1年度）登山リーダー養成学校

募集要項

岩、沢、読図、雪山、登山計画、気象判断など登山者必携である基礎知識、基礎技術およびパーティリー
ダーとして必要な判断や行動を目的として、神奈川県勤労者山岳連盟では本年度も「登山リーダー養成学
校」（通称リーダー学校）を下記のとおり開催いたします。
当学校は単発講習ではなく一年を通じて総合的な知識や技術を学び、また同期メンバーと目標に向かっ
て相互に助け合い、コミュニケーションを取りながら、登山本来のパーティシップの素晴らしさを習得し
ていくことを目的としております。

１．クラス及び募集人数
初級・・・１５名程度（※初めて受講される方は原則初級となります。）
中級・・・ ５名程度（※原則初級修了者。神奈川労山所属会の代表から推薦がある場合は、初め
てでも検討します。）
２．対象者
（１）１５kg程度の荷物を背負って、一日８時間程度を２日間、一般登山地図に書かれたコースタ
イムで歩ける方
（２）登山中に支障をきたす可能性のある持病等をお持ちでない方
（３）パーティーのために前向きに取り組める方
（４）机上、実技とも一年を通じ８割以上は出席可能な方（理想は１０割です）
（５）講師及び受講者間の諸連絡はＰＣメールで、計画書はＥＸＣＥＬを使用していますので、そ
のような環境の方が望ましいです。
（６）上記要件を満たす方でしたら１８歳以上６５歳程度まで年齢不問。
※今までも２０代から６０代までの受講者がおります。
３．目標
共通
初級

中級

山岳パーティのリーダーとして安全管理ができ、「人に連れて行ってもらう登山」から「自
らがマネジメントできる登山」ができるようになる。
（１）知識・技術面
①クライミング・・・必要なロープワーク、ビレイ、Ⅳ級登攀
②沢登り・・・・・・歩行、徒渉、滝登攀、高巻き、ビバーク、
遡行グレード１級程度
③読図・・・・・・・地形図準備、コンパス使用法、実際の地形判断
④登山計画・・・・・計画の重要性、計画書の作り方、安全対策
⑤気象・・・・・・・四季に応じた典型的気象パターンと対策
⑥雪山・・・・・・・歩行、雪山独自の危険性とその対応
（２）リーダー＆パーティーシップ
・パーティーの意義、リーダーとしての役割の修得
（１）知識・技術面
①クライミング・・・ロープワーク、ビレイ等を初級に対して援助、Ⅴ級登攀

８
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②沢登り・・・・・・遡行グレード２級程度
③読図・・・・・・・地形図準備、コンパス使用法、実際の地形判断を初級に対して指
導援助
④登山計画・・・・・計画の重要性、計画書の作り方、安全対策
⑤気象・・・・・・・四季に応じた典型的気象パターンと対策
⑥雪山・・・・・・・ロープを使用する初級登攀
（２）リーダー＆パーティーシップ
・リーダーとして十分機能を果たせる
４．事前学校説明会
日時：４／３（日）
１８：３０〜２０：３０
会場：かながわ県民センター７０８号室（横浜駅西口
徒歩５分）
学校の主旨や内容と、受講を希望される方の持っ
ているイメージのミスマッチを防ぐため、上記のと
おり事前学校説明会及び第一回机上講習を実施しま
す。
初めて受講を希望される方は必ずご出席ください。
なお、説明を聴いた後に入校を辞退する場合は、
４／１０（日）までに必ずその旨ご連絡をください。
連絡いただかない場合は入校希望と判断します。
５．講習予定 ※毎回机上講習後に次回実技講習の打合せを行います。
机上は原則として毎月第一水曜日の夜に主にかながわ県民センター（横浜駅西口）で行います。
机上および実技講習を欠席される場合は、都度メールにてご連絡ください。
・4/3（日）
【机上】入学説明会・装備説明とロープワーク
・4/17（日）
＜実技＞クライミングⅠ／広沢寺（予定）
・5/11（水）
【机上】登山計画
・5/15（日）
＜実技＞クライミングⅡ／湯河原幕岩（予定）
・6/1（水）
【机上】読図
・6/12（日）
＜実技＞読図／西丹沢（予定）
・7/6（水）
【机上】沢登り
・7/10（日）
＜実技＞沢登りⅠ／丹沢（予定）
・8/3（水）
【机上】夏山気象
・8/20-21
＜実技＞沢登りⅡ／釜ノ沢（予定）
・9/7（水）
【机上】マルチピッチクライミング
・10/15（土）-16（日） ＜実技＞クライミングⅢ／御坂・三ツ峠
・10/5（水）
【机上】遭難対策と救助
・11/2（水）
【机上】冬山装備・技術
・11/30（水）
【机上】冬山気象
・12/3（土）-4（日）
＜実技＞雪山Ⅰ／富士山五合目付近
・1/11（水）
【机上】法的責任
・1/21（土）-22（日） ＜実技＞雪山Ⅱ／南八ツ・赤岳周辺
・2/1（水）
【机上】深雪・雪崩
・2/18（土）-19（日） ＜実技＞雪山Ⅲ／上越・谷川周辺
・3/7（水）
【机上】修了式
・3/24（土）-25（日） ＜実技＞卒業山行／八ヶ岳周辺（予定）
※班単位で計画、行動します。
現地集合は、受講者同士の乗り合い、または講師・スタッフ車の同乗（任意）で。
交通費は各自ご負担願います。
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９

実技補講（日程、会場は決まり次第お知らせします。受講費は別途必要になります）
１月・・・労山関東ブロック協議会主催 雪崩講習
その他、遭対部主催ファーストエイド講習会、日本勤労者山岳連盟主催クライミング、沢登り講習会、
関係団体主催読図、クライミング、沢登り講習会等任意参加も可能です。日程、場所は随時案内。
６．受講費
初級

・神奈川県労山加盟会員の方・・・４５,０００円
・それ以外の方・・・・・・・・・６０,０００円
中級 ・神奈川県労山加盟会員の方・・・４０,０００円
・それ以外の方・・・・・・・・・５５,０００円
※同級２年目以降の受講者は各５,０００円引です。
※一年間の受講費です。交通費、テン場代等施設使用料、食費、宿泊費、装備費、連絡通信費、振
込手数料等は含みません。

７．山岳保険
労山新特別基金加入の方は最低５口、できれば１０口加入をお願いします。
労山以外の方は、実技前日までに捜索救助補償が必ず付いている山岳保険にご加入後保険会社名、
内容をお知らせ下さい。
８．申込〆切
２０１１年３月末までですが、定員に達し次第それ以前に締め切ることもあります。

若干名の募集
相模アルパインクラブファーストエイド講習会
相模アルパインクラブでは４月１０日（日）に全国遭
難対策部の藤升さんを講師に招いてのファーストエイド
講習会を行うことになりました。相模アルパインクラブ
で昨年も行い、大変好評だったものです。
若干名の募集とはなりますが、他会の方にもご参加いた
だきたく、ここに予告案内させていただきます。
会場等はこれからの手配となり、時間や参加費も未定
ですので正式には後日の案内となりますが、興味のある
方は予定に入れておいてください。場所は相模大野駅そ
ばの大野南公民館になる予定です。

第34回

田村＠相模アルパインクラブ

２０１１丹沢クリーンハイク第３回実行委員会

日時 ３月２８日(月) １９時３０分〜２１時
場所 かながわ県民サポートセンターﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ７０９
議題 チラシ作成準備、他など
※各会の自然保護委員の方、クリーンハイクに参加して
みたい方の出席をお待ちします。
クリーンハイク実施日
５月２９日 日曜日
水質調査 および 前夜祭
５月２８日 土曜日
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第２９期（2011年度）神奈川県勤労者山岳連盟登山リーダー養成学校申込書
希望クラス（ 初級 ・ 中級 ）
氏名（フリガナ）

性別

所属会（※無所属の方はその旨ご記入下さい）

生年月日（西暦で）
持病等

現住所 〒
携帯電話

血液型

自宅Tel
自宅Fax
Ｅmail（諸連絡用）

緊急連絡先（ご家族ＴＥＬ）
勤務先名称

勤務先ＴＥＬ

基金口数（労山の方）または加入保険会社・補償内容・事故時連絡先（民間保険加入の方）
無雪期一般ルート登山の経験（最近５年間程度の主なものを記入して下さい）

積雪期一般ルート登山の経験（同上）

無雪期バリエーション・クライミングの経験（同上）

積雪期バリエーション・クライミングの経験（同上）

沢登りの経験（同上）

あなたがリーダー学校で学習したい内容

申込先

神奈川県勤労者山岳連盟 教育部 後藤 宛

E-mail kamog-510@mbp.nifty.com
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雪上訓練の報告
救助隊

海輪

利昭

開催月日
開催場所
訓練内容

１月１５-１６日
土樽駅周辺
雪質テスト、ビーコン、プローブでの捜
索、支点構築、梱包法（シート、ストレッ
チャー）
参 加 者 相模ＡＣ３名、川崎労山３名、ＡＣ横浜
２名、川崎柴笛６名 合計１４名
１５日 天候は曇り時々晴れ。
雪質テスト、ビーコン、プローブでの捜索と支点
構築、梱包法に班分けして訓練を開始しました。講
師は私と熊谷副隊長雪質テストはショベルコンプレッ
ションとハンドテストをおこない結果は、雪上から
２０ｃｍ下、更に２０ｃｍ下と40ｃｍ下に弱層があ
り、Ｖｅｒｙ ＥａｓｙないしはＥａｓｙの状態で
急傾斜地やトラバースの行動では危険を伴う状態と
判断しました。積雪は１.２ｍと少ないものでした。
ビーコンでの捜索では３０ｍ四方の雪面をデブリ状
態に踏み荒らし、１個ないし２個のビーコンを埋設
して一人ひとりが捜索をおこないました。私は恥ず
かしながらいまだにアナログ機種を使用しており捜
索時間は３分３０秒を要しましたが、デジタルの３
本アンテナ機種では最短１分３０秒程で埋設物が１
個の場合は捜索を終了しています。全体でも５分以
上を要した人はなく救助隊としてのレベルを保って
いると思いました。

プローブでの捜索では積雪が少ないことから人の
埋没ができず、斜面を利用して横穴を掘り、穴に入っ
た人に対して上部からプローブでの感触を確認する
ことにとどまりました。
支点構築ではスノーバーと土嚢袋を使用し設置し
ました。午前中の班では雪質の状態により荷重をか
けると支点の破壊がありましたが、午後に実施した
班では荷重をかけても破壊されることはなく気温の
低下により雪質が変化していることが確認されまし
た。
梱包法ではツエルトを使用したシート梱包とスケッ
ドストレッチャーを使用した梱包法をおこなってい
ます。
初日の訓練終了後に翌日の搬出訓練予定地である
タカマタギ山下部の下見に行きましたが、道路から
１時間以上入って行っても３ピッチ以上の斜面がな
く、訓練地として適さないことが確認され足拍子岳
下部の斜面を使用することを確認して訓練を終了し
ました。
１６日
１５日夕方からの風雪が激しく、関越道も除雪車
を先頭に一列で徐行状態の走行をしている状況。訓
練開始へ向けて全員がハーネスを着装するまでの準
備をしたのですが、駐車地（土樽駅前）からの脱出
と関越道の通行止めが懸念され、訓練を中止して帰
京することとしました。
参加された皆さん、ご苦労様でした。
以上

丹沢でアイスクライミング
丹沢でも以前はよく凍ったものだが、最近は温暖
化のお陰でなかなか登れるまでは結氷しない。
期待はせずに北面でアプローチが比較的よい西丹
沢の沖箱根沢を目論んでみた。
出合まではスリーシーズンの沢と何ら変わりなく、
「こりゃあ普通の沢登りになるかな・・・」。出合
から沢を覗き込むと「おー!!」。意外にも何とか登
れそうなくらい結氷している。たしかに氷の下には
水の流れが見えるくらい薄いのだが、スクリューも
決まり「来た甲斐があったねぇ〜」と、期待してい
なかっただけに満足。今年は他会でも裏丹沢の円山
木沢などアイスが楽しめたようだ。
沖箱根沢記録 （遡行グレード：２級）
２０１１年２月７日
①沖箱根沢へは今回、マスキ嵐沢出合より大滝沢
を遡りアプローチ。沖箱根沢出合奥に早速１５ｍ滝
が見える。ここ数日冬型が緩み気温が上がったせい
か氷結状態はやや甘かった。

流芯右側を登るが、バイル・クランポンともよく
効いた。（Ⅲ級）
ビレイ点は落ち口上の１ｍ岩にロングスリングを
継ぎ足しで回して取る。この滝は左岸の山腹を巻け
るがやや悪い。
②続いて５ｍ滝。こちらも流芯右側の氷が厚くなっ
ているルートをフリーで登れた。(Ⅲ級)
ビレイ点は右側の灌木で取れる。この滝も右角か
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ら巻けそうだがやはり少し悪そうだ。
③間髪入れず２０ｍ滝。斜度は寝ている。流芯右
側をアイススクリュー２本ランニングを取り登る。
落ち口の結氷状態がほとんどベルグラ状で少し悪かっ
た。(Ⅲ級) ビレイ点は左側の灌木で取る。
④しばらくの間ナメが続き、標高７５０ｍ辺りで
垂直に近い２０ｍナメ状滝が出現する。結氷状態は
とても登れるものではなく、沢登り時期でも直登は
厳しいであろう。２０ｍ手前、左岸側のサイコロ状
岩尾根から登り、ザレ斜面を木頼りにトラバースし
て高巻く。少々悪かった。
⑤標高７８５ｍ二俣状を左に進めば３段(４段に
も見える)ナメ滝。３ｍ級で特に問題なし。
⑥標高８１５ｍ辺りで左岸側に土留(どどめ)柵あ
り。この辺りから流木群や崩壊した土留用のタンカ
ンが混じる荒れたゴーロ帯となる。
⑦標高８９５ｍ二俣は今回短い左俣へ入る。脆い
土・岩ルンゼを詰めると半分は崩壊した土留群が現

２月 事務局長会議

議事録

れ、慎重に越して、しばらくで明瞭な作業径路が続
く箱根屋沢左岸尾根に飛び出る。
遡行者：後藤真一（山岳素行童人メーグリ家、秦野
市遭対協救助隊）
安田麻衣（ＡＣ横浜）

ました。場所は物見峠(丹沢)の下り坂で、３〜４m
滑落しました。時間をロスしていたので、多少焦っ
2011年2月8日(火) 7:20開始
ていたのだと思います。砂地の上に枯れ葉が落ちた
司会：池上事務局次長
所で、足の方から仰向けに落ちたので、ザックがブ
出席者：小池(川崎労山)･渡辺(川崎HC)･砂原(柴笛) レーキ役をしてくれたと思います。石に滑ってとか、
･丸尾(横浜HC)･中河原(藤沢)･蝦名(相模AC)･関 木に滑ったと言う記憶は有りませんので、道の端を
(みずなら)･安野(雪童)･磯部(地平線)･栗田(や 踏みはずして落ちたのではと考えています。角度は
ま++)･青柳(山ﾌﾞｷ)･尾形(ﾒｰｸﾞﾘ家)
25度以上有ったと思います。足だけでは登れない斜
理事等：蝦名(財政)･三上(機関誌)･池上(事務局 面でした。滑った所が岩や石ころの多い所だったら、
次長)･西川(事務局部員/記録)
止まらないでもっと落ちているのではと思います。
別に気を抜いた訳では有りませんが、ビックリしま
【Ⅰ】県連からの連絡事項(連盟ニュース2月号参照） した。事故と言うのはこうして起きると言う事を実
○臨時総会：代議員の出席を宜しくお願い致します。 感しました。人とすれ違った訳でもなく、何故谷側
病気・急用の時は代理の方が出席出来る様に手配を を歩いたのか自分でも判りません。焦っていたのか
お願い致します。
も知れません。涸沢川から西尾根を登ったんですが、
○理事宛の議案書がここに有りますが、近日中に渡 大山三峯の北側直下に出る道で、標高差500m弱でし
せる理事が居ましたらお渡し願います。
たが、一般道に出るまで3時間かかりました。雪は
○議長団選出についてお願いします。
まだら模様に残っていて、かなりの傾斜面でしたの
①議長：藤沢、副議長：川崎ＨＣ
で、軽アイゼンをつけて登りましたら、非常に登り
②書記：横浜ＨＣ(2名）
やすかったのでご紹介します。
③資格審査委員：川崎労山・ＡＣ横浜
＊ 私(蝦名氏)も昔、静岡の山伏(やんぶし)に行っ
④選挙管理委員：川崎柴笛・みずなら
た時、八紘嶺(はっこうれい)の下りで6本歯の軽ア
○理事選出についてお願いします。
イゼンをつけて下山しましたが、凄く快適でした。
＜不足数2名＞①川崎HC
＜藤沢＞中河原昭夫です。98名です。事故が2件
＜不足数1名＞①AC横浜、②藤沢山の会、③みずな 有りました。1/22沼津アルプス縦走中の事故。13:0
ら、④緑星、⑤さがみ山友会、⑥カモの会、⑦雪童 0頃、大平山で昼食後10分程下った多比口峠の手前
山の会、⑧山ブキの会、⑨山の会おるた！
で左足が滑り、外側に捻り歩行が困難になった。場
所は乾燥した砂地の様な所だったが特に急ではなかっ
【２】各会からの報告(怪我・トラブル等報告)
た。55歳の女性。シップ・テーピング等で手当し、
＜やま++＞栗田 彰です。16名です。ヒヤリハッ 靴の上から三角巾で足首固定をして歩行をしたが痛
トが1件有りました。恥ずかしいんですが私です。 みが激しく、背負い搬送となった。搬送者がストッ
「事故」は、何でもない所で起きると言う事が判り クを使う。途中でロープ、シュリンゲ、カラビナ、
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シートを使用して背負子を作る。男性2人で交代し
てバス停まで搬送した。通常40分で下山出来るとこ
ろを1時間30分かかった。当日19時にX線で調べたと
ころ捻挫と診断された。最低3日間の安静の指示を
受ける。本人の反省としては、大平山まで急登・岩
が有り緊張したが昼食後は気が弛み、楽しくおしゃ
べりをしながら緊張が欠けていた。また前夜の寝不
足(仕事)からの疲労、ストックを持参しなかった。
まだ現在も痛みが有るとの事です。
二つ目は、男性64歳。1/15 丹沢 鐘ヶ岳北尾根か
ら大山への地図読み山行。出発前 別府の湯の入口
タイルの階段につまずき、階段のかどに膝を強打。
痛みは有ったが大した事はないと思い、その後夕方
まで9時間行動し、車で自宅に帰る。一週間後痛み
と腫れが取れず受診して骨折と診断された。
＜山ブキ＞青柳百合子です。7名です。昨年怪我
をした人が元気を取り戻す為に、弘法山で新年のミー
ティングをやりました。まだ肩が痛いそうで肩と足
のリハビリをやっていて、山に戻りたいと言ってい
ました。みんなが集まる機会が少なく、個人会員の
事も話す事が出来てよかったです。
＜地平線＞磯部津輝子です。7名(女4男3)です。
会員で山スキーをずっとやってくれた人が亡くなっ
て、追悼山行を4月に戸隠でやる予定でいます。今
度の連休(2/11〜13)で八ヶ岳 赤岳に行く予定が有
りますが情報が有れば教えて下さい。
＜川崎柴笛＞砂原浩二です。37名です。連盟ニュー
スに載せる報告が遅れてしまい、山行報告を載せる
事が出来ず、申し訳有りませんでした。
＜川崎労山＞小池秀子です。43名です。事故、ヒ
ヤリハットは有りません。
＜相模AC＞蝦名政次です。32名です。事故、ヒヤ
リハットは有りません。
＜メーグリ家＞尾形忠です。8名です。事故、ヒ
ヤリハットは有りません。
＜横浜HC＞丸尾真知子です。54名です。ヒヤリハッ
トが有りました。草津スキー場で、会員を追い越し
て前に出ようとしたが、追い越せずにぶつかってし
まい２人とも転倒。怪我にはなりませんでした。
平成22年度から、全員が１年に1回はリーダーをや
る方針になり1年が経ちましたが、上手くいきまし
たので来年度もやることになりました。今年も景信
山で餅つき山行をやりました。雪が全く有りません

でしたが、風が大変冷たく感じました。
＜みずなら＞関 徹男です。40名です。2/6 塔ノ
岳に行った帰路で、事故者に遭遇しました。3:45頃
堀山の家から30m上(№29)で、60代の男性で2人パー
ティーの1人。2人パーティー以外に７人の登山者が
居た。バランスを崩して転んだ時に、ザックが木に
引っ掛かり、ザック毎振られて頭をケガして近辺に
血が流れていた。頭は三角巾で止血して、レスキュー
シートで保温していた。事故者の意識はしっかりし
ていたが、頭を切っているので、この場所から動か
せないと言う判断でした。警察には連絡済みで救助
隊を待っている状態でした。堀山の家は閉まってい
て誰も居ないとのこと。何かやる事がないか聞いて
みたが、保温しておけば大丈夫との事で下山した。
大倉に18時に到着しましたが、救助隊には会いませ
んでした。暗くなり気温が下がってきたので、待っ
ていた人が気になりました。レスキューの携行品の
重要性と、山は早い時間に出発して余裕がないとい
けないと言う事を学びました。
1月末に大手町で人が倒れていました。私自身4年
連続で救急法をやって居るんですが、現場に行くと
恐くて全く手が出ませんね。なかなか難しいですね。
＜川崎HC＞渡辺のり子です。100名です。事故、
ヒヤリハットは有りません。1/23 新年会49名参加、
1/30 新春ハイキング50名(含会員外7名)が参加して、
新しい年をスタートしました。
＜童山の会＞安野智子です。19名です。事故、ヒ
ヤリハットは有りません。
【３】その他
＜会計担当＞蝦名さんから
○ 県連の会計は1/31で決算です。連盟費納入状況
は100％全部納めて戴いています。この後会計監査
を受け、常任理事会で承認された会計報告及び予算
案を総会当日に配布します。
＜自然保護担当＞磯部さんから
○ 丹沢クリーンハイク第2回実行委員会は2月21日
に、かながわ県民サポートセンターで行います。
○ 第1回実行委員会には、川崎HC･柴笛･AC横浜･横
浜HC･こぶし･藤沢･相模AC・みずなら･雪童･地平線
の会の10の会が出席してくれました。今年は雨天決
行で考えています。
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登山時報３月号に掲載されている︑個人会員制についての神
奈川県連盟内のいくつかの意見です︒登山時報を購読している
連盟員は少数ですので連盟ニュースに載せる事にしました︒
尚︑愛知県勤労者山岳連盟理事長の洞井孝雄氏の一文は読む
に値すると考えます︵登山時報１月号︶︒
編集室
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第２回クリーンハイク実行委員会 議事録
日時：2011年2月21日 19時30分開始
場所：県民サポートセンター
出席者：大用(川崎HC)、渡辺(相模AC)、磯部(地平
線の会)、高橋・萩原(藤沢山の会)、関根(みずな
ら)、伊藤(横浜HC)、三上・高橋(こぶしの会)、
柴田(やま＋＋)、森谷(ナーゲル)、永井(カモの
会)、吉崎(柴笛)
○実行委員長、副委員長、選出
実行委員長：渡辺三男(相模アルパインクラブ)
副委員長：永井慈子(カモの会)
○清掃コース決定 ※下段一覧参照
○清掃コースについての討議内容
・大山にゴミが多いのでコースを増やす。蓑毛−
裏参道−大山。蓑毛に受付員配置。
・昨秋クリーンハイクを行った不動尻コースを、
継続して行う。
・戸沢林道、西山林道コースは、雨天時のみ対象
とする。
・雨天時の登山道コースは、大倉尾根とする。
・二ノ塔コースは、三ノ塔コースと重なる部分が
集合場所 ・ 時間

大倉
８時３０分

ヤビツ峠
９時

蓑毛
８時３０分
伊勢原駅北口
８時３０分

№

コース名

多い為、廃止する。
・日向薬師コースは長く厳しい為、下社−見晴台
コースへ変更。
・同一コースに、複数会の担当希望がある場合、
他のコースに割り振る。
・林道の崖下を清掃対象とする提案もあったが、
危険や責任が伴う為、今回は見送る。
○水質調査担当会
勘七沢 − 雪童山の会
源次郎沢 − みずなら山の会
一ノ沢 − 地平線の会
水場 − 横浜ハイキングクラブ
名水 − 藤沢山の会
水無本谷沢 − 未定
○その他
・ポスター制作は、三上さんにお願いする。
・秦野市公園緑地課訪問は、実行委員長と高橋
(勇)さんとで日時を決め、同行者を募る。
・不動尻のゴミ回収について、伊勢原市へ連絡必
要。
○次回
３月２８日(月)１９時３０分 県民サポートセン
ター ミーティングルーム７０９

清掃場所

ゴミ集積場所

歩行時間
目安

体力

Ａ

大倉高原

大倉 − 大倉高原 − 堀山の家

大倉

約４時間

一般向け

Ｂ

大倉尾根(花立)

堀山の家 − 花立山荘

大倉

約５時間

一般向け

Ｃ

大倉尾根(塔ノ岳)

花立山荘 − 塔ノ岳

大倉

約６時間

健脚向け

Ｄ

丹沢山

塔ノ岳 − 丹沢山

大倉

約８時間

前夜戸沢泊発

Ｅ

鍋割山

二俣 − 後沢乗越 − 鍋割山

大倉

約６時間

健脚向け

Ｆ

新大日

戸沢出合い − 新大日

戸沢出合い

約５時間

健脚向け

Ｇ

表尾根三ノ塔

二ノ塔 − 三ノ塔 − 大倉

大倉

約４時間

一般向け

Ｈ

岳ノ台

ヤビツ峠 − 岳ノ台

ヤビツ峠

約３時間

一般向け

Ｉ

イタツミ尾根

ヤビツ峠 − 大山

ヤビツ峠

約３時間

一般向け

Ｊ

不動尻

大山 − 不動尻 − 広沢寺温泉

不動尻

約４時間

一般向け

Ｋ

大山裏参道

蓑毛 − 裏参道 − 大山

ヤビツ峠

約４時間

一般向け

Ｌ

大山下社

下社 − 大山

ヤビツ峠

約３時間

一般向け

Ｍ

大山見晴台

下社 − 見晴台 − 大山

ヤビツ峠

約３時間

一般向け
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３月度常任理事会報告 2月28日(月)
出席者：後藤理事長、田村副理事長、増田さん、海
輪さん、蝦名さん、大用さん、池上さん、
西川さん、三上
欠席者：中山会長（連絡あり）
議事
○1/16湯河原梅林公園環境保全活動の報告(後藤理
事長)
○広沢寺の岩場清掃集会２０１１(第１２回)３／６
の呼び掛け(後藤理事長)
○教育部
教え方の統一と呼び名の統一を、各学校で出来な
いか。ほか。
○事務局部会
臨時総会への準備
○会計
蝦名さんの代わりの会計担当をする人選について。
当面、遭難対部長の任を解き、田村 副理事長が
これにあたる。事務局部会は補佐する。
○救助隊
低体温症の実験の報告。
水質検査山行には救助隊は対応していないので各
担当会に連絡する。
○自然保護委員会
クリーンハイクの進捗状況の報告。
○連盟ニュース
1/16湯河原梅林公園環境保全活動の報告文を要請
する。
登山時報３月号掲載の個人会員制についての意見
を連盟ニュースに載せる。
○評議会報告
○関東ブロック女性委員会について
磯部理事の担当で準備を進める。
文責：三上

後藤理事長より
今月より常任理事の担当に一部異動がありますの
でお知らせいたします。
副理事長 田村和寿
担当 遭対部部長
⇒ 事務局財政（現、蝦名財政担当退任のため）
理事長 後藤真一
担当 教育部部長 兼 事務局組織
⇒ 教育部部長 兼 事務局組織 兼 遭対部
部長
財政担当変更により、各会への請求書発行等会計
業務が少々遅れますことご了承ください。
また皆様に重ねてお願いがございます。
上記２名は県連業務はもとより、全国連盟理事
（神奈川からは２名）も兼任しておりまさに兼任の
嵐のため、なかなかひとつの担当に集中できない状
況です。

そこで、各会の皆様には是非とも県連理事（もち
ろん全国理事も）の一翼を担っていただける方を広
く募集します。
担当はさまざまあります。
ご自身ならびに皆様の会員で適任者がいらっしゃ
れば立候補、推薦をご連絡ください。
例）
・事務局および事務局長
月１、２回（事務局長会議含む）の案内と参加
半期ごとの県連会議の事務業務 など
・機関紙担当（県連ニュース）
月一度の県連ニュース編集、印刷
・財政担当補助
各会からの連盟費徴収
全国連盟および新スポーツ連盟への連盟費支払
県連専門部会への補助費支払い
半期ごとの収支報告作成
・救助隊員および救助隊事務局
月１回の救助隊ミーティングの参加
年２回の県連救助隊訓練の企画、実施
関東他都県合同訓練の参加
・遭対部
年数回の遭対部主催講習会の企画、案内、当日
の運営
＊遭難事故（全国連盟ベース）の紹介と各会へ
情報共有化
＊全国連盟遭対部との情報共有と安全技術の紹介
・教育部講師および委員
クライミング、読図、沢登り、雪山、気象等得
意分野実技における指導
講師間における指導技術の標準化
教育部会計担当、受講者出欠管理、受講者習熟
度管理
・ハイキング委員会
教育部と指導内容を一にしたハイキング受講者
に対する指導
ハイキング委員会会計担当、受講者出欠管理等
・自然保護委員会
丹沢クリーンハイク実行委員会の運営
丹沢大山再生委員会、クリンピア２１、丹沢ボ
ラネット等関係自然保護団体との連携、会議体
参加 等
・全国連盟理事
毎月第３火曜日夜、全国理事会への出席
各専門部会（メディア局、遭体部、組織部、女
性委員会、学生委員会、遭対基金委員会、ハイ
キング委員会等）への参画

以上広く会員へ周知していただきますようお願い
申し上げます。
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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43名（男27 女16）平均

2/6 湯河原・幕岩（４+１）
2/6 湯河原・幕山（４）
2/6 丹沢・大山川沢（３）
2/11-12 大菩薩峠（２+１）

川崎ハイキングクラブ
1/19 北高尾稜/高尾(7)
1/22 沼津ｱﾙﾌﾟｽ/沼津(7)
1/30 曽我丘陵/松田(52)
2/1-3 上高地/北アルプ
ス(1)
2/5-6 天狗岳/八ヶ岳(7)
2/6 桜山〜白山/丹沢(22)
2/11 多摩区30Ｋmウォー
ク/多摩区(25)

2/11-13 後立山・五竜岳（２）
2/13 湯河原・幕岩（２+４）
2/16 湯河原・幕岩（３）
2/18-20 乗鞍岳(山スキー)(２)

2/11 南房総鋸山/房総半
島(3)
2/12-13 石楠花平、蓼ﾉ
湖/日光(11)
予定
3/6 日ノ出山(例会山行)
3/12 扇山
3/12 入笠山(冬山入門)
3/12 東高根森林公園(ｾﾙ
2/11-13 甲斐駒ヶ岳・黒
戸尾根(5)
2/13 高畑山(1)
2/13 鶴ヶ鳥屋山(8)
2/19 丹沢・広沢寺(1)
2/19 丹沢・表尾根(1)

横浜こぶしの会

2/26-27 谷川岳・西黒尾
根(2+3)
2/26-27 上信越菅平・根
子岳(1+1)
2/27 丹沢・表尾根(1)
2/27 権現山〜扇山(1)

計38名（男23：女15）平均
(2)
2/12 塔ノ岳(1)
2/13 湯河原幕岩(1+2)
2/15-16 白毛門(3)
2/19 笛吹川東沢・乙女
ノ沢(1+2)
2/19 三浦半島(縦走トレ

報告＝丸尾真知子

歳

ラン大会)(5)
2/19-20 タカマタギ(1+6)
2/20-21 八ヶ岳・ジョー
ゴ沢(1+2)
2/22 霧積(1+1)
2/26-27 八海山(深雪訓
練)(10)

計54名（男22：女32）平均62歳

3/6 長瀞アルプス
2/16-17 雁ガ原摺山(3)
高原スキー(8)
2/19-20 上越/タカマタ 2/22 明神ヶ岳〜明星ヶ 3/13 名倉金剛山
3/20 茅ヶ崎海岸ハイキ
岳(1)
ギ(県・１)
ング
2/27 鍋割山(1)
2/3-4 蔵王スキー(7)
3/27 丹沢・塔ノ岳トレー
3/10 例会
2/6 長瀞アルプス(2)
ニング
3/5 貫が岳
2/16 幕山〜南郷山(1)
23年度本部役員の選挙が終わりました。部員(一部)は次回例会で決定予定。

報告=南雲哲男

1/29 三浦アルプス(9)
2/6 早戸大滝(2)
2/9 室内例会(7)
2/13 丹沢・塔ノ岳(1)

藤沢山の会

4/20 笙の岩山
4/23 府中散策(ウオーキ
ング)
4/23 鷹取山(岩トレとロー
プワーク)
4/24 鹿倉山
4/24 外秩父七峰縦走

計37名（男22 女15）平均48歳

2/19-20 八ヶ岳・阿弥陀
岳南陵・北陵(3)
2/20 足尾渓谷松木沢ア
イス(4)
2/20 三つ峠アイス(2+1)
2/26-27 西吾妻山(5)

報告＝岸 直哉

2/8 越沢バットレス(2)
2/11 屋久島(1+1)
2/11 湯ノ丸山(2)
2/12 志賀高原笠ヶ岳越
えタコチコース(2)
2/12 塔ノ岳(2)
2/12 平湯温泉・四ツ岳

横浜ハイキングクラブ
2/10 例会(40)
2/6 高川山(17)
2/12 鍋割山(6)
2/27 新治市民の森・バ
ランストレーニング（25）
2/14-16 越後湯沢・岩原
他会に通知したい事項

ﾌﾚｽｷｭｳ)
3/18 明神岳
3/19-21 甲武信ヶ岳(テ
ント山行)
3/26 三浦半島猿島(春の
花見)
3/27 金時山
4/3 影信山(例会山行)
4/8-10 谷川岳(雪トレ)

報告：砂原浩二

アルパインクラブ横浜
2/3 湯河原幕岩(2)
2/4 裏妙義・裏谷急沢(1
+3)
2/5 入笠山(1+1)
2/6 城ヶ崎海岸あかねの
浜(1+2)
2/7 丹沢・沖箱根沢(1+1)

2/19-20 北八ツ岳・硫黄岳（８）

報告:川上勝夫 計100名（男50 女50） 平均62歳

川崎柴笛クラブ
2/7 仏果山(1)
2/4 湯河原幕岩(1+1)
2/5-6 谷川岳・西黒尾根
(10)
2/11 三浦富士(1)
2/11-13 飯綱高原(1+1)

歳

計25名（男18人 女7人） 平均55歳

2/13 愛鷹山(6)
2/18-21 八甲田山スキー(1+17)
2/22 運営会(3)
2/27 三浦シーサイド

報告=中河原昭夫

2/2 運営委員会
2/5 箱根伊豆･玄岳(会ﾊｲｸ 21)
2/6 奥武蔵・棒ﾉ嶺(4)
2/6 南関東・花嫁街道(5)
2/8 機関誌印刷･発行
2/9 室内例会(41)
2/11-13 北関東･武尊山(教育部・
雪山実践)(7)
2/12 大菩薩･源次郎岳(会ﾊｲｸ 7)
2/19-20 上信越・黒斑山
2/19 丹沢・黍殻山、袖平山(3)

3/10 室内例会
3/19 シダンゴ山
3/26 総会
4/2 大楠山

計98名（男48：女51）平均64歳

2/19 丹沢・辺室山､三峰山(4)
2/19 南関東・蘇我丘陵､不動山(9)
2/23 室内例会(36)
2/26 南関東･二子山､田浦梅林(17)
2/26-27 丹沢・蛭ヶ岳(雪山の集
い 7)
2/27 富士周辺･双子山(教育部・
雪山ﾊｲｸ 20)
2/28 ３０周年記念誌製本(16)
3/2 運営委員会
3/5 丹沢・白山、高松山(会ﾊｲｸ 8)

3/5 奥多摩・川苔山
3/6 丹沢・書策新道、源次郎尾根
3/8 機関誌印刷・発行
3/9 室内例会
3/10 丹沢・大山北尾根
3/12箱根伊豆・幕山(新人歓迎山
行)
3/19 南関東・房総、高宕山
3/20 道志・峰山
3/23 室内例会
3/26富士周辺・鶴ヶ鳥屋山(会ﾊｲｸ)

№314

相模アルパインクラブ
1/21-24 由布岳・九重山
(阿蘇山)(1)
1/26 城ヶ崎(1)
1/29 主稜(1)
1/29 西丹沢・畦が丸(1)
1/29 幕岩(2)
1/30 四十八滝(アイス)
(2)
1/30 葉山・ 森戸川源流
遡行／中尾根下降(1)
2/1 大山南稜(1)

カモの会

報告:水村和也

2/2 城ヶ崎(1)
2/5 幕岩(1)
2/5 湖西比良 武奈ヶ岳
(1)
2/6 幕岩(1)
2/5-6 伊豆・城山 天城
山(12)
2/6 小櫃川水系/キンダ
ン川(1)
2/6 六甲山紅葉谷 七曲
滝(1)

報告:森谷準一

2/5 湯河原幕岩（5）
2/5 八ヶ岳 天狗尾根（1+4）
2/5 日光／雲流渓谷（4）
2/5 ニュージーランド ケプラー
トラック（1+1）

やま＋＋
2/5-6 雪崩実技講習・蓼
科山７合目（５）
2/9 例会（９）
2/23 例会（１０＋１）

山ブキの会
1/3 景信山･･･新年山行
1/4 韓国 北漢山
1/10 新年会（弘法の湯）
1/18 大倉尾根（堀山の
家）

2011年3月号
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計32名（男24：女8）平均 歳

2/13 湖西連峰 多米峠〜
二川・東山(1)
2/12-13 広河原沢右俣(2)
2/13 広沢寺(1)
2/16 幕岩(5)
2/16 大山三峰(1)
2/18-19 大山・別山尾根・
中央稜(1)
2/19 塔ヶ岳(1)
2/19-20 タカマタギ(リー
ダー学校）(2)

計65名（男47：女18） 平均35.5歳

2/24
2/11 赤岳主稜（1+1）
2/26
2/11 鳳凰三山（4）
2/26
2/13 霧訪山（2）
2/19 東篭ノ塔山・黒斑山（1+4） 2/27
2/27
2/19 西上州／神津牧場（4）

報告: 栗田 彰
2/26 乗鞍スキー（３）
2/27 雪崩実技講習・蓼
科山7合目（６）
3/5-6 鍋倉山ＢＣ

報告:青柳百合子
1/23 高尾山
1/23 塔の岳
2/4 弘法山
2/6 鍋割山
2/11 景信山

2/19-20 城ヶ崎(1)
2/20 城山(2)
2/22 大山(1)
2/22-23 城ヶ崎(1)
2/23 幕岩(4)
2/26 幕岩(2)
2/25-26 伊吹山(1)
2/25-27 タカマタギ（ラッ
セルトレ、雪洞）(7)

畦ヶ丸（1+1）
沼津アルプス（2）
伊豆／城山（2）
芦安コリトルネ（2）
広沢寺（2）

計16名（男11：女5）平均49.6歳

3/9 例会
3/12 鍋割山
3/20 ミツバ岳
3/23 例会

3/26-27 角田山他

計7名（男 ：女7） 平均65歳
2/20 塔の岳
2/21 松田山
2/26 大山
3/6 幕山
3/7 例会（机上）

登山時報 ３月号 目次
スペイン巡礼の道 670km 大森康宏 03
76歳で果たした高峰登頂の夢！
ネパール・ヒマラヤ チュルー
澤田善太郎 06
山のスケッチ 東三河山ぽ会 08
連載 クイズ地図読み迷人
村越真 宮内佐季子 09
野鳥との出会い ミヤマホオジロ
福井壽彦 小枝琢三 10
シグナル わたしと山にかかわる日常あれ
これ
斉藤義孝 12
特集 いま、なぜ個人会員制なのか？（6）
代表者会議を終えて
門脇道成
積極的に通常会員への転化を 栄重光
県連討論集会を開催
津守良二
個人会員制についての私見 後藤真一 13
会員が増えた 会の活性化に向けた取り組
み
管和彦 20

3/20 秩父 セツブン草、
福寿草観察
3/21 景信山餅搗き･･･ら
くらくハイク（新婦人）

房総の豊かな自然にふれる 郡界尾根２泊
３日の縦走
広木国昭 22
新連載 山のファーストエイド vol.1
悳秀彦 24
新規加盟団体の紹介 無双・転生
26
連載 碧い南の島だより
雨宮節 26
山で気になるカンキョーの話 菊池敏之 27
JWAFクリック
28／全国連盟の活動
31
専門委員会活動報告32／編集後記
34
インタビュー ひと 草野正昭さん
鈴木澄雄 35
地元会員特選ミニガイド
福井・青葉山/北澤和彦
北海道・黒松内岳/今野平支郎
36
ブックエンド 『日本の山の34年』他
浦添嘉徳 他 38
会報えつらん室
塩田善次郎 40
オススメ山道具 フラッタブル・ウェア
笹原芳樹 42

ナマステメールニュース Vol.28
2011/02/28
本メールはナマステ（こんにちは）メールニュースに、労山特別実証区（神奈川・東京・埼玉・千葉・石川）参加の
各地方連盟が、労山全国連盟メディア局にメール配信登録をした方を対象にお送りしています。
★☆ナマステメール・モバイル☆★ Vol.26 http://www.rousan.jp/namaste/26.php
※携帯専用の為、PCの方はQRコードを読み取ってアクセスして下さい。QRコード http://rousan.jp/namasteqr.php
1：ナマステメールニュースモバイル
か）(3)
岳科学総合研究所
版にIndexを新設
5：山の高度別の気温などの気象予測 9：冬季・山岳ライブ映像等最新情報
2：2011日本冒険フォーラム（植村直
値情報(7)日本気象協会
(4)（画像・動画）
己顕彰事業）
6：2011年度ハイキングリーダー学校 10：トピックス 今世紀末には台風の
3：雪・リアルタイム防災情報(4) 気
入校案内 神奈川県連盟News2月号
強さは7％増強 IPCC5次報告予測
象庁（全国290ヶ所の積雪アメダ 7：地方・山系別リアルタイム雨量情
研究
ス）
報（No.11）
4：冬季閉鎖道路情報（主要林道路ほ 8：第13回上高地懇談会 信州大学山
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県連のスケジュール
３月
1 火
2 水 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校修了
3 木
4
5
6
7
8

金
土
日
月
火

４月
1 金
2 土

1 日
2 月 常任理事会

3 日 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校入学説 3
明会
4 月 常任理事会
4
5 火
5
6 水
6
連盟news印刷
7 木 HCL学校入校式机上講習 7
事務局長会議/連盟news発行 8 金
8

9 水

9 土

10
11
12
13
14

10
11
12
13
14

木
金
土
日 臨時総会
月

日 ＨＣＬ学校実技
月 連盟news印刷
火 事務局長会議
水
木

15 火

15 金 HCL学校ｵﾌﾟｼｮﾝ企画

16 水

16 土 HCL学校ｵﾌﾟｼｮﾝ企画
17 日 HCL学校ｵﾌﾟｼｮﾝ企画
ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技
18 月
19 火
20 水
21 木
22 金

17 木 事務局部会
18
19
20
21
22

５月

金
土
日
月
火

火
水
木
金
土
日

クリーンハイク第５回
実行委員会
10 火 事務局長会議
11 水 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校机上
12 木 HCL学校机上講習
13 金
14 土
15 日 ＨＣＬ学校実技
ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技
16 月
9 月

17 火
18
19
20
21
22

水
木
金
土
日

23 水

23 土

23 月

24 木

24 日

火

25 金

24
クリーンハイク第4回実
25 月
25
行委員会
26 火
26
27 水
27

26 土 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ卒業山行
27 日 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ卒業山行
クリーンハイク第3回実行 28 木
28 月 委員会
29 火
29 金
30 水
30 土
31 木

クリーンハイク第６回
実行委員会最終ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

水
木
金

28 土 水質調査 前夜祭
29 日 第34回クリーンハイク
30 月 クリーンハイク反省会
31 火

２０１１年度の全国的な規模の集会・会議予定
青年学生クライミング教室PART①
全国基金担当者会議
青年学生沢登り教室PART①
労山創立50周年記念
全国山岳遭難対策協議会
全国ハイキング交流集会

5月 8日（ 広沢寺または湯河原 ）
6月18日〜19日（神奈川・三浦）
6月12日（ 西丹沢マスキ嵐沢 ）
6月20日〜7月4日（予定）
ブータントレッキング(ブータン チョモラリ・リンシ)
7月
（東京・）
9月17〜1日日（静岡・伊豆長岡の予定）

