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ハイキング委員会

２０１２年度ハイキングリーダー養成学校入校案内
ハイキングリーダー養成学校では、ハイキング・登山の基礎技術の習得、安全山行に対する知識、統率
力を身に付けるようにします。目標としては新入会員の講師ができ、夏山一泊程度のリーダーが出来る事
とします。
記
期 間：２０１２年４月５日（木）〜１１月１６日（金）
講 習：机上講習と実技山行（内容は４頁です）
資 格：リーダーをやる意欲があり、会の推薦を受けた人。
人 数：１０名
受講料：１００００円
場 所：「かながわ県民センター」
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 045-312-1121
時 間：ＰＭ７：００〜９：００
加藤正敏（藤沢山の会）
〒253-0052 茅ヶ崎市幸町6-13-206
℡．0467-87-7080/090-8081-4661
清藤秀子（川崎ﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）〒250-0875 小田原市南鴨宮3-26-1-102
℡．0465-48-2153/080-5055-2708
※講習内容によって安全確保のためスリンゲ、カラビナ、ヘルメット、沢シューズ、ハーネス等の装備、
テント泊ではシュラフ、エアマット、大きめのザック（45ℓ〜50ℓ以上）が必要になりお持ちでない方は借
りるか、購入費用がかかります。
切りとり

第17期ハイキングリーダー学校受講申込書
氏名

生年月日

男・女

住所〒

電話
携帯

所属会名

労山基金

主な山行歴

抱負・要望

口

血液型

型

４
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「ファーストエイド講習会」のご案内
2012.01 神奈川県連・遭難対策部
山でアクシデントが起きた時はどうずればいいでしょうか？その場の持ち物を使い、自
分たちで即座にできるファーストエイド（応急処置）の技術を学びましょう！
主催：神奈川県連・遭難対策部
講師：高津久美氏(都岳連遭難対策委員)
日程：２０１２年２月１２日(日)
場所：藤沢市村岡公民館 ２Ｆ第一和室
藤沢市弥勒寺１−１−１
電話０４６６（２３）０６３４
ＪＲ藤沢駅北口から徒歩１５分
服装：汚れてもよい動きやすい服装
タイムスケジュール：
受付０９：００
講習０９：１５〜１２：１５
１２：４５〜１６：４５

休憩
終了予定

昼食：休憩時間に各自（時間に余裕がないため、
研修室内で飲食してください）
費用：労山会員：1,000円・一般：2,000円
対象：登山・ハイキング・クライミングなどの愛好者
主な講習内容：
必携装備の紹介、出血のコントロール、体位の変換、包帯の使い方、捻挫・打撲・
骨折の処置、疾病、総合的なシミュレーション
持ち物：三角巾、筆記用具
※ 持っている方のみ（新規購入不要）：救急パック、スーパーのビニール袋、ス
トッキング、ストック、折畳傘
申込先：留守電・ＦＡＸ：050-3488-3765
e-mail：kanagawa.soutai@gmail.com
※申込締切：１月２９日（日）

№324 2012年1月号

６

２０１１年度

全国自然保護担当者会議に参加して
みずなら山の会

１日目。開会の挨拶等の後、尾瀬ビジター
センター勤務の安類氏による尾瀬沼尾瀬ヶ
原周辺の植生被害の実態とその対策につい
て、写真を交えながらお話をされました。
鹿だけのせいではないかも知れないが、実
際数年前から比べると尾瀬から花々が極端
に減っているのは確かで、水芭蕉・ニッコ
ウキスゲなど、景色が一変して、色合いも
寂しくなる一方です。
次に鵜飼一博氏より南アルプスの植生被
害の状況報告がパネルを使いながら、あり
ました。
どちらも、鹿数の増え方スピードに追い
つかず、その対処法に柵をつかったり、地
元の猟友会による固体制御など、なかなか
追いつかないのが現状だそうです。
自然を守るためのお話を聞きながら、そ
の自然の一部だった鹿をいかに排除したら
よいかを考えながら、話を聞く。
チョッと不思議な気分を感じました。
２日目は４ッの分科会に別れ、私はクリー
ンハイクの取り組みについてのコーナーに
参加しました。
６名の参加でしたが、静岡・山口それぞ
れ各県で取り組みは異なるようで、県単位
でなく各会合同でコースを選択して行なっ
ているとの事でした。
神奈川のようにヒル問題があるかと思う
第３３回定期総会のお知らせ
日時：３月１１日(日) 10:00〜17:00
場所：戸塚法人会
議案：３２期のまとめ、決算／方針、予算
３２期の新役員の選出

拡大常任理事会のお知らせ
日にち：２月２９日(水)
場所 ：(１月１０日現在未定)
議題 ：新役員体制ほか

関根さち子

と、山口ではヒルはぜんぜん問題ではなく
それよりも熊出没があって、それが悩みだ
そうです。
各分科会終了後、３グループに別れ放射
能測定を試みました。
建物の周りの草地の上、コンクリート歩
道、落ち葉が固まった吹き溜まりっぽいと
ころなど、ほんの近いところでも、セシウ
ム濃度が０．２〜０．５と違うのに知識が
ほとんど無い私には、以外でした。
以前、神奈川主催で丹沢で行なわれた時、
手伝わせてもらったときの活気を今回も感
じることが出来たし、１日目夕食後の懇親
会の楽しさ、お酒は飲めなくても充分騒い
でおしゃべりして、皆で歌をうたってと、
明日は歩くわけじゃないからと、夜遅くま
で過ごしました。
閉会後、栃木県担当の方ご好意により、
東照宮奥にある日本最古の堰堤をご案内頂
き、明治に作られたと言う木や石積の堰堤
を見にいきました。
この間の台風で道がかなり荒れていた為、
途中で引き返しましたが、昔の人は機械等
もなく、よくこんな工事をするもんだとホ
ント驚きでした。
２日間とても有意義な勉強をさせていた
だき、また楽しい時を過ごすことが出来、
ありがとうございました。
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自然保護委員会議事録11/28
記 関根
参加者・
渡辺（相模AC）、大用（川崎HC）、磯部
（地平線の会）高橋・萩原（藤沢山の会）、
伊藤（横浜HC）、青柳（山ブキの会）、
関根（みずなら山の会）、三上（こぶし
山の会）、大日方（横浜AC）
➀

ボランティア報告
神奈川労山より１８名参加。１１/３〜
１１/６の日程で行なわれた。報告会およ
び感想を述べあった。

石巻市長よりガレキ撤去の依頼がきて
いるので、来年３月以降に再度ボランティ
アに行きたいと思う。
日程は３月１７日〜２０日または２３
日〜２５日の２案のいずれでどうでしょ
うか。
➁ ２０１２年のクリーンハイク実施日・・・
５月２０日とします。

自然保護委員会報告

2011.12.26(月)
記 伊藤

出席者：
相模AC(渡辺) 川崎HC(大用) 藤沢山の
会（高橋、萩原）地平線の会（磯部）

登山時報

１月号

７

みずなら山の会（關根）横浜AC(大日向)
横浜HC(伊藤)
① 定期総会議案書の資料の検討
2011年度活動報告書原案（大用さん）
を精査しました。
2012年度の活動予定：
クリーンハイク（実施5/20 水質調査5/19）
1月~準備開始
第2回震災ボランティア実施 4月以降
丹沢山域の放射能測定（セシウム）
労山主催団体・他の自然保護団体への参
加
自然観察会
②その他
○労山のホームページに丹沢大山自然再生
委員会HPにリンクを張ることを了承する。
○丹沢の山行でセシウム検査をした報告
（関根さん）
○水質調査の小林朋子さんが放射能測定器
とセシウム検査についてのお話。
○全国自然保護担当者会議に参加して（關
根さん）
詳細は連盟ニュース参照
○関東ブロック会議1/14に渡辺三男さんが
出席する予定。県連三役から一名出てほし
い。東日本大震災支援活動について。
※「2012クリーンハイク」実行委員会は201
2年1月30日（月）19:30~県連事務所で開始
します。各会から実行委員の選出及び出席
をよろしくお願いします。
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１２月度事務局長会議報告

拡大常任理事会報告
2011年12月21日
於 県連事務所

19:15〜21:30
出席
川崎労山、川崎ＨＣ，ＡＣ横浜、こぶし、
藤沢、相模、みずなら、かもの会、山＋ 内容要約
12月常任理事会は、拡大して開催。15名
＋、メーグリ、おるた、Ｍ＆Ｃ、池上、
参加。来期役員体制について討議。現実的
三上、入木田、西川さん怪我で欠席
な実行可能な体制の構築を目指して全会員
の協力を。全国総会のための個人会員制度
１、県連からの連絡事項
１２月度常任理事会報告、震災ボラン の可否の討議を各会で。
12月事務局長会議での不用な発言および
ティア活動のＤＶＤ配布、
「かなスポ」のダウンロード方法につ 川崎ハイクの抗議、メールでの中傷は慎重
に。
いて、11月会員数の全国への報告、
震災ボランティアの派遣及びボランティ
救急法講習会２月予定 他
ア支援金の新設。
２、各会からの報告
ヒヤリハット
＊ 雪トレ時アイゼンはずれによるスリッ 出席者 中山、後藤、田村、池上、三上、
西川、入木田、海輪、増田、清藤、大用、
プ
＊思わぬ怪我、筋トレの必要と「やまき 宮沢、加藤、丸山、三浦
んごうごう体操」の紹介（ＹＨＣ）http:
１、県連総会の会場について 戸塚法人会
//www.jwaf.jp/upload/news/129.pdf
地図；http://www.totsuka-houjinkai.co
＊雪トレで登攀中、ピッケル落とす（お
m/map.html
るた）
３／１１（日）予定 予約9時〜5時
＊雪が少ないので、雪トレ４月に実施
２、教育部 12/3-4済 雪上実技 八ヶ岳
（Ｍ＆Ｃ）
次回1/21〜22予定 八ヶ岳
その他
２月初旬より来年度募集予定
＊外登山 クンブハカルナ（KUMBHAKARNA、
ガッシャブルム7710）かもの会 2012プ ３、組織部 会員数610名（昨年度647名37
名減） 減った会；小田原ナーゲル、相
レ（春）
模ＡＣ。 増えた会；芝笛ク
計画書は、各会１部配布
４、全国連盟 役員選考会について、全国
理事会（月１回）に出席できる人で部署
を明確に
※１１月の活動報告の中で訂正があります。
メディア局不足（ＰＣに強い人求む）
地平線の会の報告に｢ブータンのチョモラリ｣
海外委員会 登山活動はしないが、海外
とあるのは、ブータンのジョモピーク(４７
集会を継続させる
１４ｍ)に訂正します。
青年学生委員会 イベントを５回のシリー
ズとして青年・学生に対するアピールが
必要
全国総会 2/18−19予定 出席3名＋後藤、
田村
５、ハイキング委員会 清藤
ハイキン
グ学校：今期は終了。初心者が多く、リー
ダー養成につながらないのでは、ないか？
テキストについて 内容が古いので改修
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したい。
今期 マイナス計上、安全対策基金より
補填可能とのこと。
６、自然保護 大用
10/30済 自然保護再生シンポ． 神奈川
再生委員会への相互リンク依頼あり（許
可）
12/3〜4済 伊豆自然観察会 及び震災ボ．
報告会 ８名
７、救助隊 海輪
11/4済 セルフレスキュ講習会
1/14−15 雪上搬出訓練 1/10締め切り
幹事会 ＡＣ横浜
８、遭対部
2/12予定 救急法講習会 村岡公民館
９、12月事務局長会議における川崎ハイク
出席者との誤解と抗議メールについて
１２月事務局長会議において川崎ハイク
より２０年永年表彰証について２０数名
の対象者のある旨の発言の際、池上次長
より“え・うそ・ほんと”と驚きの発言
に対し川崎ハイクの出席者は気分を害し
て激怒した。
また後日 事務局長会議を怪我で欠席し
たこの間の事情を知らない西川さんが、
表彰証は全国へ送ってくださいとメール
したところ職務怠慢である旨の抗議メー
ルが理事長宛に送られた。
以上の件で、池上さんは理事を辞職の意
を表している。
→ メールでの抗議は、感情的な対立を巻
き円滑なコミュニケーションの妨げにな
るので、直接会うか、電話等で話し合う
ようにして欲しい。（ネチケットを守ろ
う）
１０、来期役員体制について
１月中旬をめどに、役員選考を
組織体制を見直して 現実的な対応が必
要
１１、神奈川ボ．活動支援金カンパの新設
今後の県連で震災ボ．活動を行うための
支援金として従来の義援金http://www.jw
af.jp/upload/info/255.pdfとは異なりま
す
１２、個人会員制度について

９

各会での意見をもとに２月全国総会にて、
代議員が賛否表明する
決定された場合、地方連盟も５年をめど
に受け入れる必要
個人会員に対し救助隊は、出動義務なし？
現役会員が、殆ど個人会員となり、連盟
の運営が出来なくなるという懸念？
各会、会員がまずは議案を読んで欲しい。
↓ 以下のURLでダウンロードできます。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?si
d=box-l-zqkwo6iysvkwpkpnlg4adqoew4-1001
&uniqid=c1c80c21-ba04-4173-86b8-4efa46c
06c8f&viewtype=detail
2.4M 3Pです
１３、総会議案について
次回討議 次回拡大常任理事会

１／５

拡大常任理事会議事録
2012/01/05 19:20〜
中山・後藤・西川・蝦名・増田・三上・入
木田・加藤・三浦・丸山・山崎
＜欠席連絡＞海輪（風邪）・三瓶（仕事）・
磯部（会の例会）
[１] 報告
○ハイキング委員会（加藤）
・受講者からの感想、評価をまとめまし
た。これは総会資料には加えません。
○自然保護委員会（三上）
・12月に放射能測定（塔ノ岳、蛭ケ岳西
側）をしています。これを公表すべきか
論議してもらいたい。もともとみずなら
が独自で行ったもの。
今後も測定はする予定。→参考値ならば
ＯＫ。
・1/14（土）の関東ブロック会議には三
役が出てもらいたいと要望。
[２] 議題
○全国総会代議員（西川）
・代議員−−海輪・西川・
○・前回資料P27「呼び掛け」の肩書き日程
は取る。その他同様なものも取る。
○・活動支援金の口座は誰にするか総会ま
でに決めてください。
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○・各専門部会の活動報告・方針・収支報
告がまだハイキング委員会しか出てきてい
ない。
○・定期総会タイムテーブルの確認
→集 合 時間 は 理事 、 議長 団 9:30に訂 正
（中山）
→教育部の発表者は三瓶理事に訂正（後
藤）
遭難対策部発表者は後藤と追記（後藤）
○事務所オープン化に伴う4月事務所使用ス
ケジュール確認
○報告・方針・収支報告
・1/31〆のものを足並みそろえて事務局
長会議に出す。
・遭難対策部、救助隊、自然保護委員会
は大至急総括、方針を事務局に提出のこと

○捜索救助要請規定について（中山）
・指揮権、特に要請会が先行して現地に
行っている場合。また部分的役割を要請さ
れた場合。
→要請があった時点で指揮権を双方で確
認する
○個人会員制度について
・県としての総括はまとまらず。
○新役員体制について
・三役は総選挙化。まずは各会から理事
候補を出してもらう。
○・退任意向−−西川、丸山(会からの後継
が出てこないのであと2年は続ける)、増田、
中山、池上(済)、後藤、加藤(△)
文責

後藤

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 http://www.geocities.co.jp/kawasakirousanhp/
報告：小池秀子

1/15 湯河原・幕岩
12/23-25 伊豆・城山
1/21-22 白毛門
12/29-30 八ケ岳・大同心
1/7-10 白馬・八方尾根スキー
1/14-15 谷川岳・西黒尾根（県連）

12/3-4 伊豆・城山(2)
12/4 湯河原・幕岩(5)
12/9-11 谷川・天神平(16)
12/11 丹沢・大山(2)

川崎ハイキングクラブ

計42名（男27 女15）

http://homepage2.nifty.com/kawasaki̲hc/
報告:川上勝夫 計100名（男50 女50）

11/16 サルギ尾根・日の出山/奥
多摩(9)
11/19-20 ユーシン,鍋割山/西丹
沢(5)
11/20 都電荒川線の旅/東京都(8)
11/20 九鬼山/大月(8)
11/23 黍殻山/丹沢(15)
11/26 扇山/中央沿線(5)
11/27 神代植物公園/調 布(10)
11/27 大平山/北鎌倉(10)
12/3-4 天城山/伊豆(8)
12/3-4 中山乗越/南八ヶ岳(2)
12/4 草戸山/高尾(23)

12/10-11 奥多摩三山縦走/奥多摩
(7)
12/11-12 南郷山・幕山/湯河原(1
4)
12/11 三方山/青梅丘陵(7)
12/11 岳ﾉ台/丹沢(13)
12/14 笹子雁ヶ腹摺山/中央沿線
(3)
1/2 明神ケ岳
1/7-9 大菩薩連嶺
1/8 宝登山
1/8 大平山
1/9 池上

1/15 神山・駒ケ岳
1/15 大楠山
1/14-15 犬越路避難小屋-大室山
⇔檜洞丸
1/18 深川七福神
2/5 景信山
2/11-12 天狗岳
2/15 大山
2/19 青梅
2/26 高柄山

川崎柴笛クラブ 機関紙｢柴笛レポート｣
報告：砂原浩二
12/3-4 八方尾根新雪トレーニン
グ(11)
12/4 鎌倉(1+2)
12/3 景信山(1)
12/9-11 涸沢岳西尾根(2)
12/9 城山(1+1)
12/11 塔ノ岳(8)
12/10 鎌倉天園(1+2)
12/10 湯河原幕岩(1+1)
12/17-18 八ヶ岳アイス(2+1)

http://www.shibabue.com/page/page-1.htm
計41名（男26 女15）平均48歳

12/18 高尾山(1)
12/17-18 丹沢山(1+1)
12/17-18 阿弥陀岳南陵(1+1)
12/17 越前岳〜位牌岳1+(1)
12/18 塔ノ岳(6)
12/20 城ヶ崎(1+1)
12/23-24 雲取山(1+2)
12/23-25 硫黄岳〜阿弥陀岳(9)
12/21 カーネルロック(1+2)
12/23-24 東天狗岳(1)

12/23-25 広河原沢アイス(2)
12/25 二子山(1+1)
12/23-25 燕岳(1+1)
12/24-25 硫黄岳〜阿弥陀岳(3)
12/29-1/2 山田牧場スキー場〜上
高地(1+1)
12/29 湯河原幕岩(8)
12/31 城山(1+1)
12/30-1/1 蝶ヶ岳(2)
12/30-1/3 霞沢岳西尾根(4)
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アルパインクラブ横浜 http://acy.jpn.org/
報告＝岸

直哉

計38名（男23：女15）平均

12/3-4 富士山・吉田口ルート(3)
12/3-4 五竜岳・遠見尾根(5)
12/11 十勝岳・三段山(1+1)
12/12-14 ニセコ連峰（ニセコアンヌプリ）(2+4)

歳

12/17 半面山(1+1)
12/17-18 富士山・吉田口ルート（雪上訓練）(14)
12/23 八ヶ岳・広河原沢3ルンゼ(3)
12/28-31 富士山・吉田口ルート(3+2)

横浜ハイキングクラブ 会報｢四季｣ http://yokohamahc.web.infoseek.co.jp/
報告＝丸尾真知子
12/8 室内例会(36)
12/4 日向山(17)
12/11 白山-順礼峠-七沢
温泉(望年山行・31名)
12/18 鍋割山(12)

12/15 大山(7)
以上会山行
12/4明神ケ岳(2)
12/23 武川岳(5)
12/24 源次郎尾根(2)

計52名（男21：女31）平均62.5歳
以上個人山行
1/12 室内例会
1/8 矢倉岳
1/11 鎌倉ビートルズコー
ス

1/15 白鳥山
1/19-22 草津スキー
1/22 大洞山〜三国山
1/29 景信山(餅つき山行)
以上会山行

横浜こぶしの会 会報こぶし http://www.justmystage.com/home/smikami/index.html
報告=三上茂

計21名（男14人

女7人） 平均

歳

12/4 大山(新人歓迎山行) 12/17-18 忘年山行・大 12/22-23 雪ﾄﾚ・天神平 1/12 室内例会
(6)
菩薩嶺(11)
(6)
1/24 役員会
12/10 精進湖(1+1)
12/20 役員会
12/30-1/2 八丈富士

藤沢山の会 会報｢稜線｣

http://outdoor.geocities.jp/akio̲saito21/
報告=中河原昭夫
計98名（男44：女54）平均62歳

12/3 奥武蔵・丸山(1･他)
12/3-4 伊豆･天城山(1)
12/４ 丹沢・表尾根縦走(5)
12/4 大菩薩・源治郎岳-ｷﾘｶﾞ尾根
(6)
12/5 奥多摩・棒ﾉ折れ山(4)
12/5 南関東・衣張山(6)
12/7 運営委員会(12)
12/10 箱根・忘年山行 ①明星ヶ
岳(5) ②白銀山(12) ③浅間山
(12) ④丸岳(7) ⑤神山(3)
12/11 箱根･忘年山行 ①長尾峠
(14) ②明星ヶ岳(6) ③芦ノ

山ブキの会

報告:青柳百合子

11/3-6 東北震災支援ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ(自然委員会）
11/13 三つ峠（新婦人ら
くらくハイク）
11/22 景信山

カモの会

湖西岸歩道(16)
12/10 南関東・鎌倉散在ヶ池(5)
12/11 箱根伊豆・幕岩(1+他)
12/13 機関誌印刷･発行(16)
12/14 室内例会（３５）
12/17 箱根伊豆・石垣山(17会ﾊｲｸ)
12/17 箱根伊豆・三国山(5)
12/17 北関東・筑波山(1)
12/17-18 八ヶ岳・北八ヶ岳(4)
12/17-18 八ヶ岳 硫黄岳､天狗岳
(3)
12/18 丹沢・広沢寺(2･他)
12/23 奥多摩・能岳-虎丸山

計7名（男

12/24-25 富士周辺･富士山(19・
雪山実技)
12/25 静岡・突先山、牛ヶ峰(3)
12/27-29 南ア・入笠山(4･他)
1/4 運営委員会(14)
1/7 富士周辺・竜ヶ岳(27)
1/10 機関誌印刷・発行
1/10-12 東北・秋田駒ヶ岳(3)
1/11 室内例会
1/16 入会説明会
1/21-22 八ヶ岳・北八ヶ岳
1/25 室内例会
1/28 南関東・衣張山

：女7）

平均66歳

12/18-19 忘年山行（大 1/3 景信山
11/23 高水三山
倉尾根〜塔の岳〜表尾 1/4 要害山
11/26 鳥の胸山
1/9 陣馬山（例会）
根〜蓑毛）
12/5 大山（ヤビツ峠〜
12/24 茅ヶ岳
下社）
12/25 大山
12/11 花立

http://www.kamonokai.com/hp/index.html
報告:渡辺
計51名（男33：女18）

12月03日 八ヶ岳／ジョーゴ沢、
裏同心ルンゼ(6)
12月03日 富士山／雪上訓練(4+16)
12月04日 荒船山(1)
12月04日 陣馬山、高尾山(1)
12月05日 背振山(2+4)
12月06日 ニュージーランド・ミ
ルフォードトラックトレッキン
グ＆マウントクック・フッカー
バレーハイキング(6)
12月08日 八面山(1+8)
12月10日 富士山カモ雪上訓練(21)
12月11日 越沢バットレス(2)
12月17日 阿弥陀岳北稜＆硫黄岳

〜横岳〜赤岳縦走(4)
12月17日 八ヶ岳・天狗岳 クリ
スマス山行(5)
12月17日 上越／天神平 雪上訓
練(1+28)
12月17日 八ヶ岳／大同心大滝、
三叉峰ルンゼ、他(2)
12月18日 野岳(2+2)
12月18日 富士山(4)
12月23日 天狗岳(2)
12月23日 塔の岳ボッカトレ(1)
12月23日 阿弥陀北稜(2)
12月23日 赤岳〜阿弥陀岳(2)
12月23日 八ヶ岳裏同心(3)

12月23日 本匠（大分）(2)
12月23日 八ヶ岳 裏同心ルンゼ
(1+1)
12月24日 八ヶ岳西面 小同心ク
ラック・中山尾根(2)
12月25日 川苔山(1)
12月29日 八ヶ岳 硫黄〜赤岳(4)
12月29日 黄蓮谷右俣(2)
12月30日 甲斐駒・仙丈ケ岳 正
月初詣山行(3)
12月31日 群馬県（高田山）(1+1)
12月31日 塩見岳(4)
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Ｍ＆Ｃ

http://blog.mandc.moo.jp/
報告:岡崎広士 計７名（男５：女２）

+2)
連谷右俣(2+3)
ゼ小同心クラック(2+1)
12/3-4 前穂高慶応尾根
12/24 幕岩(1+3)
12/11 広河原沢 南稜(1+ 12/18 幕岩(1+3)
(2+2)
12/25 幕岩(1+3)
12/23 幕岩(1+3)
1)
12/4 幕岩(1+1)
12/23-25 甲斐駒ヶ岳、 12/31-1/3 前穂高岳北尾
12/11 幕岩(1＋他)
12/5 鷹取(1+1)
根(2+2)
黄連谷左俣、七丈暴(1
12/5 八ヶ岳 裏同心ルン 12/17-18 甲斐駒ヶ岳黄
事故や怪我の報告：北尾根にて、一人が左手中指、小指を凍傷になる。

県連のスケジュール
1月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

２月

拡大常任理事会

連盟news印刷

事務局長会議
アルパインＬ学校机上

雪崩机上講習会
関東ブロック会議
14 土 救助隊雪上訓練
15 日 救助隊雪上訓練
16 月
17 火
18 水
19 木 ハイキング委員会
20
21
22
23
24
25

金
土 アルパインＬ学校実技
日 アルパインＬ学校実技
月
火
水

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

水 アルパインＬ学校机上
木
金
土
日
月 常任理事会
火
水
木
金
土
日
月 連盟news印刷

15 水
16 木
17 金

15 木
16 金
17 土

18 土 アルパインＬ学校実技
全国第30回総会
アルパインＬ学校実技
19 日
全国第30回総会
20 月
21 火
22 水
23 木
24 金
25 土

18 日

27 金

27 月 ＣＨ第１回実行委員会
自然保護委員会
28 火
29 水 拡大常任理事会
ＣＨ実行委員会準備会
自然保護委員会

31 火

2012年2月18日-19日

常任理事会
ｱﾙﾊﾟｲﾝＬ学校修了式

第３３期定期総会
連盟news印刷

事務局長会議

19 月
20
21
22
23
24
25

火
水
木
金
土 ｱﾙﾊﾟｲﾝＬ学校卒業山行
日 ｱﾙﾊﾟｲﾝＬ学校卒業山行
ＣＨ第２回実行委員会
26 月
自然保護委員会
27 火
28 水
29 木
30 金
31 土

２０１２年度の全国的な規模の集会・会議予定
全国連盟総会

木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

14 水

26 日

30 月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 火 事務局長会議

26 木

28 土
29 日

３月

