№359 2014年12月号

連盟ニュース
№３５９

神奈川

１

12
2014.12.17

『厳冬の挑戦』南八ヶ岳・横岳にて 撮影：鳥越章夫(http://tory.com/)

第22回関東ブロック「雪崩事故を防ぐための講習会」ご案内2015.1.17-18

「事故一報」の送付先をお知らせいたします。
＊「事故一報」の全国・県連へ迅速な連絡＊
全国窓口：労山新特別基金制度運営委員会メールkikin@jwaf.jp/ FAX03-3235-4324
県連窓口： 遭難対策部メール kanagawa.soutai@gmail.com
神奈川県勤労者山岳連盟
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-18-2 永田ビル3階
TEL/FAX 045-434-2726
http://www.k-rouzan.net/
発行責任者 入木田実文
振込先 ゆうちょ銀行 記号 10280 番号 61104271
名前 カナガワケンキンロウシャサンガクレンメイ
他金融機関からは 028 普通預金 口座番号 6110427

№359 2014年12月号

１２月号(№３５９) 目次
原稿募集：『自由投稿欄』原稿をお待ちしてます。
「事故一報」の送付先
《お知らせ》
▽第22回関東ブロック「雪崩事故を防ぐための講習会」ご案内2015.1.17-18
3
▽2015.01.18自然観察会
自然保護委員会 2
《報告》
○岩殿山感想文 （第21期HL養成学校実技山行）
川崎ハイキングクラブ 菊池英治・移川順子 4
○第１７回全国登山者自然保護集会in静岡に参加して藤沢山の会
高橋勇三 5
○第23回関東ブロック自然保護集会
5
○12.15自然保護委員会
7
○12.01常任理事会議事録
8
○11.10事務局長会議報告
9
○新日本スポーツ連盟神奈川県連盟46期第３回理事会11/27
9
○労山全国連盟メールニュース第12号
11
○神奈川県勤労者山岳連盟各会の活動報告と予定(１８会)
12-16
川崎労山、川崎ＨＣ、柴笛、ＡＣ横浜、横浜ＨＣ、こぶし、藤沢山の会、ナーゲル、
相模ＡＣ、みずなら、さがみ山友会、カモの会、雪童山の会、やま++、山ブキ、
山岳素行童人メーグリ家、Ｍ＆Ｃ、Ｇｒａｚｉｅ
○県連のスケジュール１２月～２０１５年０２月
16
○２０１４・２０１５年度の全国的な規模の集会・会議予定
2
２０１５.１自然観察会
日にち：2015.01.18

場所：三浦半島

自然保護委員会
問い合わせ先：自然保護委員

２０１４・２０１５年度の全国的な規模の集会・会議予定
○関東ブロック雪崩講習会
2015/01/17-18
○関東ブロック救助隊合同深雪訓練 2015/02 主管・神奈川
○全国連盟第31期第１回評議会
2015/02/21

２

№359 2014年12月号

３

第２２回 関東ブロック
「雪崩事故を防ぐための講習会」ご案内
主催 日本勤労者山岳連盟 関東ブロック協議会
※実技講習参加者は、事前の机上講習の受講が必須条件ですので必ず受講の事。
実施要項
◇日 時
◇場 所
◇宿 泊
◇集 合
◇定 員

2015年１月17日（土）９時 ～ １月18日（日）14時
谷川岳天神平及び白毛門登山口・土合山の家周辺
土合山の家 JR上越線土合駅 徒歩５分 Tel. 0278-72-5522
１月17日（土）９時 土合山の家
基本①クラス（初めての参加） 20名（登山・山スキー・ボード)
基本②クラス（2回目～経験者）10名（登山・山スキー・ボード)
◇受講費 実技講習 ２5,０００円 学割20,000円（共に机上講習費を含む）
（一泊二食宿泊料・講習料・資料代・ロープウェイ料金等を含む）
◇装 備 冬山装備一式、雪崩講習に必要な用具
◇締め切り：2014年12月31日
◇問合せ先・申し込み
東京都勤労者山岳連盟
担当 川嶋
Tel 03-3260-6331 FAX 03-3235-4324 Ｅメール jwaf@jwaf.jp
受講費振込先
郵便貯金口座「ぱるる」口座名 カワシマ タカシ 記号 １０３１０ 番号 ９０５６５７０１
＊受講申込みと同時に、受講費を払い込んでください、定員になり次第、締め切りとな
ります。尚、キャンセルは１月10日までとし、その後は必要に応じて実費を頂きます。
実技参加者は受講申込に際し、以下の事柄についてお知らせください。メール／FAXにて
1 氏 名・生年月日・性別
2 住所および電話番号（メール通信が可能な方は、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽも）
3 所属山岳会があれば会名、なければ所属なし。
4 新特別基金加入口数または、その他の山岳保険加入内容（保険は必ず加入のこと）
5 積雪期登山の経験年数又は積雪期に登った山。過去講習会参加の有無
6 緊急時の連絡先
7 希望講習クラス（例：一般基本①、山スキー基本①など）
※基本クラス②、山スキー基本②は原則として基本①修了者が対象となります。
・机上講習会開催のご案内 各定員４０名
開催日・時間
12 月 7 日(日)13:00 ～
12 月 10 日(水)19:00 ～
Ｂコース
12 月 17 日(水)19:00 ～
Ａコース

会場
全国連盟事務所
全国連盟事務所
全国連盟事務所

時間
４時間
２時間
２時間

定員
40 名
40 名
40 名

講師
川嶋 / 陶山
川嶋 / 陶山
川嶋 / 陶山

※休日半日のＡコース、及び平日2日のＢコースどちらかを選択して下さい。
※机上講習会だけの参加（講習料・テキスト代 2,000円）も受け付けています。
※上記以外にも机上講習があります。所属の地方連盟に問い合わせてください。
２０１３年１１月の雪崩事故を覚えていますか。
雪崩の知識があれば、事故に遭わずにすんだかもしれない。
天候・地形・行動を知れば、危ないと思われる場所には近づこうとは思わない。
山スキー・スノーボード・冬山登山を楽しもうと思う人は、ぜひ受講してください。
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第21期ハイキングリーダー養成学校山行７
川崎ハイキングクラブ 菊池英治
車窓から、市街地の間近に岩壁が見えてく
る。絶壁で立ち上がる岩殿山は、標高こそス
カイツリーと同じ634mしかないが、浅利登山
口から稚児落としを経由する周回コースでは、
アップダウンや鎖場、そして富士山の眺望も
得られるバラエティに富んだコースである。
（行動時間：約6H）
大月駅前をスタートした受講生５名、地図
とコンパスを持つ姿も、会話を交えながらの
隊列も板についてきた感じがする。だが、最
初の右折点を見落としかけた。メンバーで気
付き、講師の皆さん（３名）の指摘に至らず
修正出来た。気を引き締めて進む。
今回は修了山行であり、リーダーへの総点
検の場である。各人がリーダーの立場から歩
を進める。鎖場では「その陰に右足を置ける
ヨ!!」、分岐ポイントでは「この支尾根が地
図のここだ!!」等アドバイスし合う、この一
体感もうれしい。
一連の受講を通して、企画された山行への
参加で陥りがちな“連れて行ってもらう山行”
から卒業したいという思いが強くなった。事
前シミュレーションに基づくメンバーシップ
を発揮することで、各山行から得られる経験
も大きなものになっていくと思われる。そし
て、この養成学校は、山歩きの経験を積み上
げる土台作りに大いに役立つと感じた。貴重
な時間を割いてくれた講師の皆様に感謝申し
上げたい。また、興味ある皆さんには受講を
お勧めしたい。地図を片手に自分で考えなが
ら歩く楽しみを得られる学校である。
第21期ハイキングリーダー養成学校山行７
川崎ハイキングクラブ 移川順子
とうとう最後の実技山行となりました。数
日前の天気予報では付いていた傘マークが取
れ、気温も10月上旬並み。場所は、中央線の
車窓から何度も見ていた岩殿山。駅前にあり
標高は634m、登山口との標高差は約250m、初
級用のハイキングガイドにも載っている山で
す。実は内心、これまでの集大成の場として
は少し物足りないのでは？と思っていたので
すが、浅利登山口から入って間もなくして稚
児落しに到着すると、断崖絶壁が目の前に広

がり圧倒されました。その後送電線などを目
印に読図しながら40～50mのアップダウンを
繰り返し、進んだ先の兜岩からは鎖場、崖の
トラバース、もう一度鎖場と続きます。ちょ
うど反対方向から登ってきた一般のハイカー
からは「ここを下るんですか？」と驚かれつ
つ、一人ずつ慎重に下りました。高度を上げ、
岩殿山山頂に近付くにつれ、揚城戸跡、馬場
跡、番所跡など、かつてここがお城であった
ことを示す表示が出てきました。これほど急
峻な崖に囲まれ、どんなにか攻めにくい城で
あったろうと戦国時代に思いを巡らせました。
結局、読図、岩、鎖、ロープ、さらに歴史と
盛りだくさんで、これまでに学んだことを活
かせる充実感のある山行でした。また、講師
からは「絶対に落ちないでね！」と言われて
いましたが、セルフレスキューの回で学んだ
ことは、活かす場面が無くて本当に良かった
です。
机上学習6回、実技山行7回のハイキングリー
ダー養成学校はこれで終了です。なんだか寂
しいです。お忙しい中事前準備をしたり、温
かく、楽しく指導やサポートをしてくださっ
た講師の皆様、本当にありがとうございまし
た。岩や沢も含めて幅広く経験したことで興
味が広がり、もっとレベルアップしたいと思
うようになりました。私にはとても有意義な
期間でした。今後も機会があればよろしくお
願いします。

４
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第１７回全国登山者自然保護集会in静岡
主催・日本勤労者山岳連盟
主管・静岡県勤労者山岳連盟
後援・静岡県島田市
藤沢山の会 高橋勇三
標記について、神奈川県連として参加しまし
たので報告します。
月日 ２０１４年１０月１１日~１２日
場所 静岡県島田市山村都市交流センターささ
ま
参加者 ８４名 （宿泊７３名）
プログラム
メインテーマ― 「南アルプスの大自然を貫く
リニア中央新幹線」
10/11
13:45～14:10 集会開始、主催と主管の挨拶
14:10～15:30 講演
講師 和田秀樹（静岡大名誉教授・理学博士
地球科学専攻・
テーマ 南アルプスリニア線、大地下トンネル
の環境影響評価
16:10～17:00 各地方連盟の活動報告
18:00 夕食・交流会
10/12
９時～１２時
分科会
第1分科会 南アルプスの山岳自然とリニア新
幹線
第2分科会 山を汚さない、壊さない登山につ
いて考える
第３分科会 山岳地帯のニホンジカ、野生鳥
獣との共生を考える
会場は、ＪＲ金谷駅から大井川鉄道に乗り替
え４０分程の川根温泉笹間渡無人駅で下車
そこから送迎車で大井川支流の笹間川の上流1
5キロのお茶畑に囲まれた、自然豊かな山里にあ
る島田市営のリクリエイション施設（廃校になっ
た小学校を改造）で開催されました。。

講演は、メインテーマ「南アルプスを貫くリ
ニア中央新幹線」を考えるとして、スライドを
投影し説明を交えながら講話をされました。
東京～名古屋間、約２８６㌔（地上部４０㌔、
トンネル部２４６㌔）を超伝導リニアで結ぶも
ので、南アルプスの山岳大自然の中を貫く計画
です。
南アルプスの山岳地帯を貫通する工事は、大
気汚染や騒音・振動・水質汚染等は影響ないも
のとなっていますが、地下水、水資源、森林生
態系に与える影響は予測がつかないと述べ、新
幹線の路線は８６％がトンネルでその残土の処
置や自然環境、生態系、源流域の水質保全等の
影響に対する意見に厳しく検討していかなけれ
ばとのことでした。
２日目は第２分科会に参加し「山を汚さない、
壊さない登山について考える」と題し、各県そ
れぞれの取り組みを話されました。特に岩手県
連の早池峰山頂からの糞尿の担ぎ下ろしの作業
や、静岡県連の富士山のトイレ問題とか、山を
汚さない臭い話し合いをしました。
豊かな自然は将来にわたる国民の共有財産で
ある、これを育てていくことは登山者の重要な
責務であるということを、強く感じました。２
日間ですが、大井川支流の里山で８０余名の全
国の山仲間達と交流が出来、中身の濃い集会で
した。

第23回 関東ブロック自然保護集会
記・大用ユキ子
11月15、16日の両日、関東ブロック自然保護
集会が開催されました。今回は主管が神奈川で
もあり、神奈川県連の各会からも多くの参加者
が集まりました。観察会、基調講演、各県連の
活動報告、ハイキング、交流会等は今後の自然
保護活動にとって有意義な内容で充実した２日
間でした。
関東ブロック自然保護集会参加者
宮城県１ 群馬県３ 栃木県２ 東京都７ 埼
玉県２ 千葉県１ 神奈川県３９
１１月１５日
観察会 瀬上市民の森10:00-13:00
講師 久保浩一先生（栄高校教諭）
高村鈴子さん（瀬上沢基金）
観察会には３３名が集合場所の港南台駅に集
まり、栄高校から合流した講師の久保先生と、
瀬上沢の森を観察しながら歩きました。高校の

５
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裏手を歩いてすぐ、町の喧騒さは無くなり、こ
こが横浜か、と思うほどの自然が残さたれ昔懐
かしい田舎の風景が広がっています。小川は岩
から流れ出る清流で澄んでいて、小さな生き物
がいました。カワニナ、ヤゴ、ヌカエビ、シジ
ミ等を網で捕り観察をしました。（捕ったカワ
ニナ等は、観察後に小川に戻しました）この付
近は源氏蛍、平家蛍の自生地で６月には、人が
沢山見に来るそうです。この自然が残る瀬上沢
が開発予定地であるとのことでした。森の途中
からは、横浜市所有になっているので開発は免
れているようですが、観察会では、鳥や樹木、
小川の生き物そしてタイワンリスの食害等、興
味がそそられる話を沢山聞き、そして観察する
ことが出来ました、
基調講演１４時３０～
午後からは、会場である横浜自然観察の森「上
郷・森の家」に４５名が集まり二つの講演があ
りました。
講演１．三浦丘陵を削る上郷開発
講師 角田東一 NPO法人蛍のふるさと瀬上沢基
金理事長
午前中に観察会をした瀬上沢の一部が開発対
象区域で、面積100ｍ×68ｍ（ワールドカップコー
ト１７個分）が、商業施設用地や住宅地として
東急建設が２０１４年１月に申請を出しました。
反対運動をお越し沢山の署名を集めて、現段階
では結論は持ち越しになっていますが、引き続
き横浜市や議員に却下を、働きかけているとの
事でした。このまま緑地を破壊してしまうと、
文化遺産として残すべき価値の高い（横穴墓、
横堰、銃眼遺構）の破壊や生態系への影響は大
きく、温暖化や.乾燥化を促進して人類の生存を
も脅かす結果が考えられ、そして、署名だけで
は守りきれないので、里山の原型が残っている
この緑地の買い取りをして、自然を守っていく
為にトラスト基金を立ち上げて活動を続け、緑
地を残していく、大切さを話されました。
講演２．東日本大震災からの復興
講師 岡 良一 宮城県勤労者山岳
連盟理事長（石巻勤労者山岳会所属）
H23.3/11 12:46の大震災発生から、その後復
興は、堤防の嵩上げや南三陸町防災センター跡
地は盛り土をして以前より進んできた。人口の
減少は雄勝地区では36％もあるが内陸部は増加
している海岸には住みたくない住民の心理があ

る。復興が進んだ地域と取り残された地域があ
り、大半は更地状態のままの現状
この大震災に沢山の労山の仲間の支援を受け
入れた側の当時の状況や経験とこれからいつ起
こるかもしれない大震災に備えての経験者なら
ではの教訓や心構え準備等と、盛り沢山の内容
でした。今後は従来の活動の外に、金華山ハイ
キングやハイキングロード20ｋｍ、門脇小花一
杯運動等も組み入れた震災交流も実施していき
たいと話されました。
講演３．各県連盟からの活動レポート
参加した６県（群馬、栃木、東京、埼玉、千葉、
神奈川）から日頃の自然保護活動の報告が、あ
りました。
＊ クリーンハイクは６県が５，６月にかけて
実施されています。そして登山道のゴミは、減っ
て少なくなっているが、登山道や.林道等の斜面
の危険個所や粗大ごみ等クリーンハイクでは拾
えないような、場所にはある等、どの県も同じ
問題がありました。
＊旧足尾銅山跡の「緑の植樹デー」に参加
埼玉県は毎年１００名位が参加、千葉県も５～
６名が毎年参加している
栃木県は発足３回目から参加しており２０１４
年には、２１８名が参加した。今では国や県、
市、民間団体等が一体となって取り組まれてい
て年間では、小学生も（体験植樹）含め１万人
位が参加して植樹を続けているが、未だに禿山
の状態で、まだまだ元の山に戻すのには、時間
がかかるそうです。
＊放射線量測定の取り組みと結果報告
埼玉県は日光白根山等、関東近県の山々を測定、
今後も続け経年変化を検証していく
群馬県からは赤城山と近辺の山々の測定報告が
ありました。
＊携帯トイレアンケートの結果
群馬県の報告がありました。
＊東日本大震災の取り組みは、どの県も行って
いる
最近は意識が少し下がっている。費用が（消費
税up）高くなって負担がかかっている等。
千葉県の支援活動は特に多く月１回のペースで
実施している。
：千葉県連では、翌々年創立５０周年を迎える
にあたり５０周年事業の一つとして自然保護委
員会が千葉県の自然を守る運動に大きく関わり、
大きな成果を上げた運動をまとめ、今後に生か
すべく内容のシンポジウムを開く計画。
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；東京からは、天祖山の石灰石がオリンピック
全国女性委員会のメンバーとも小町通散策し
の開催により需要が多くなり山が無くなるので たいからと、途中自然解散。
はないかと危惧されている、残っているブナの
我々スタッフは、お天気もよく、途中ケガも
点々観察を計画している。
無く一安心で、鎌倉駅舎２階のお蕎麦屋さんで
；神奈川では登山道整備にも力を入れながらも、 お疲れ様！
クリーンハイクのゴミは少なくなっているが、
皆様ご協力ありがとうございました。
実施する事により県連に各会が集まる唯一、一
つにまとまる機会にもなっている。
等々、各県より自然保護の活動が報告されまし
た。
この後、夕食交流会が開かれ１日目が無事終了
しました。

関東ブロック自然保護集会のハイキングに参加
して
記 関根
１１月１６日朝、横浜市民の森の家玄関前で
集合写真をパチリ。
天気もよく、気持ちのよい朝です。自然観察
センター前で当日参加のメンバーと合流、トイ
レも済ませいざ出発。道幅も広く、歩きやすい
道をワイワイ・ガヤガヤ。先頭を行く渡辺委員
長は、足が長くついつい後続との間が空いてし
まうのを、後ろを確認しながら途中立ち止まり
ながら。昨日の自然観察会で勉強（？）した横
浜（神奈川県）特有の常緑樹エノキなどを観察
し、虫に強く葉っぱも落ちないため、冬になっ
ても山が緑色を保っていることなど。根っこが
地中に入り込めないため、巨木を支えるための
自然の知恵でしょうか？エノキの板根を観察し
ました。途中、横浜一高い大丸山（１５６．８
ｍ）への急階段をいくと、広い原っぱに出ます。
周りの木々の隙間から東京湾方面を望み、お水
をひと飲み。それから多少の起伏はあっても、
歩きやすい尾根道をいきます。途中トレイルラ
ンをしているお年寄り（本人は怒るかも）に団
体で歩いているのは、周りにモット気を配って
行動したほうが良いよと、半分怒られながら。
でもお互い様じゃないかしらと、ハーイ気をつ
けます。
鎌倉山方面へ、建長寺と瑞泉寺の分岐のとこ
ろにある、岩肌の展望台のしたで小休止です。
後は、瑞泉寺のところへ降りていく道をいけば、
八幡様を経由して鎌倉駅までです。八幡様・小
町通・鎌倉駅と休日の鎌倉の街中は人が大混雑
でした。八幡様のところで群馬・栃木から参加
された方たちとは折角来たのだからと、観光さ
れて帰るということでそこでお別れしました。

写真提供:藤沢山の会:西口浩市氏

自然保護委員会議事録2014.12.15
記 関根
出席者：渡辺（相模ＡＣ）・萩原・高橋（藤沢
山の会）・関根（みずなら）・磯部（地平線の
会）伊藤（横浜ＨＣ）・三上（横浜こぶし）
◆ 関東ブロック自然保護担当者会議を振り返っ
て
準備期間が短かったが好評だった意見があっ
た。
事務局を立ち上げてしたほうがもっとスムー
ズに運んだのではないか。
来年は群馬担当なので、開催日が女性委員集
会の日程と重ならないよう要望して欲しい。
◎ 報告集について 作成を三上さんに依頼
１日目
瀬上の森観察会・基調講演・各県
連のレポート・・大用報告
２日目
自然観察センター～天園～瑞泉寺
～鎌倉八幡宮ハイキング・・関根報告
巻頭文・・渡辺委員長
集合写真・スナップ写真・・萩原
参加者より随時感想文を送ってもらうように
する。
◆ クリーンハイクについて
日程 ５月３０日（土）水質調査・前夜祭
３１日（日）
クリーンハイク・
登山道整備
１月より１回目実行委員会から６月８日報
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告・反省会までのスケジュール表を作成する。
◆ 東北震災ボランティア石巻について
日程
１０月１０日～１２日とする
◆ 福島のこどもたちの保養プロジェクト
予算・・前回は１００万位の経費が掛かっ
たが、地理的条件や諸経費を含めて前回の半
分強で出来るのではないかと思われる。
場所・・神奈川県施設利用とし、足柄・三
浦・愛川の各施設に申込する（抽選の為）
南相馬教育委員会の後援を取れるよう働き
かける。
実行委員１０名・ボランティア１０名
を予定する。
◆ 自然保護委員の拡充をめざす
自然保護委員の居ない会への働きかけを工
夫したい。
委員会後、簡単な忘年会をいたしました。来
年の自然保護委員会の活動を楽しく、活発にし
ていくために皆さんよろしくお願いいたします。

常任理事会議事録H26年12月1日（月）
県連事務所19：15～21：30
出席：渡辺、小林、入木田、丸山、若澤、三上、
加藤、伊藤健、清藤（記録）
欠席：三瓶、早川
【事務局】
＊全国文書･･･12月号連盟ニュースに添付。
＊組織数の報告がまだな会は事務局まで早急に
ご連絡下さい。
＊2015年労山カレンダー86部配販売完了16,910
円一般会計に入金しました。
＊基金申請について･･･交付申請書を全国より取
り寄せ、通院証明書、事故報告書、計画書等
必要書類を添付して県連に返信用封筒に切手
を貼って提出するのではと意見が出ましたが
流れがハッキリしないので再確認。
事故報告はその都度連盟ニュースに記載し、
各会で周知してもらうようにしていきたい。
（個人名は削除する）
【専門部活動報告】
自然保護委員会
＊10月11日（土）12日（日）第17回全国登山者
自然保護集会・静岡 主催：日本勤労者山岳
連盟／主管県：静岡にて84名の参加で開催さ
れた。神奈川県で1名参加。･･･詳細は連盟ニュー
スに記載
＊11月15日（土）16日（日）関ブロ自然保護担

当者会議・神奈川県主管「上郷市民の森 自
然観察センター」にて開催された。参加者55
名 観察会、基調講演、活動報告、交流ハイ
キングを行い有意義な2日間で無事終了した。
･･･詳細は連盟ニュースにて報告
＊5月開催のクリーンハイク実行委員会が1月に
開かれます。
救助隊
＊ 11月8（土）9日（日）セルフレスキュー講習
会を鷹取山で参加者25名で実施。ハイキング系
の参加者が多かった。ロープを必要としないカ
ラビナ、スリングを用いたハーネスの作り方、
スタンダードな救助法等を行い、臨機応変な対
応の必要性を学んだ。
今後アルパイン系の救助法と交互に行ってもよ
いか検討して行く。
遭対部
＊今年度の活動は終了した。
＊遭難防止対策に関するアンケートを各会に配
布してまとめていきたい。
＊事故一報について再度周知をお願いしたい。
全国窓口と遭難対策部にメールにて迅速に連
絡して下さい。
教育部
＊11月15（土）16日（日）城山/伊豆大仁でレス
キュー講師研修9名参加で実施された
＊12月6日（土）7日（日）雪山実技山行を富士
山吉田口小屋付近で行う。
ハイキング委員会
＊21期ハイキングリーダー養成学校修了式は14
日（金）に行われ5名全員修了した。修了式で
理事長より紙面にてコメントを頂いた。
＊12月17日（水）委員会
＊1月11日（日）鎌倉バリエーションを20期、21
期受講生と講師で12名の参加で行う。
【他】
＊12月12日（金）18：30～新スポ2階事務所にて
2014年神奈川スポーツセミナー「ペップトー
クに学ぶ」が開催されます。 参加者：三上、
渡辺他数名 興味をお持ちの方参加者を募っ
ています
＊11月27日（木）新スポ理事会第3回報告･･･三
上別紙参照。
＊スポーツの広場の購読
＊全国女性委員会よりお願い 東日本女性交流
登山集会を福島で開催する際に、「こどもた
ち保養プロジェクト」の活動を知り女性委員
会で実施が検討され教育委員会、NPO法人を紹
介されプロジェクトを立ち上げ8月1日から4日
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にかけて「2014年の夏休みIN信州・安曇野小
谷」主催：全国女性委員会 協力：長野県勤
労者山岳連盟で実施されました。
1回目が終わり今後の活動の継続として、来
年は神奈川県連で主催して欲しいと依頼があっ
た。予算の調達、実行委員の選出、ボランティ
ア、実施までのタイムスケジュールなどの説
明を再度行う。
次回常任理事会 1月5日（月）19：15～

事務局長会議報告
11月11日（火）19時から20時半 県連事務所
県連；入木田、渡辺、三上
１、県連から
＊常任理事会報告 事故報告（2件）、クリーン
ピア奨励金、関東自然保護集会予定
HCリーダー修了式、教育部収支の期日統一
等、（県連ニュース11月号記載）
＊2015労山カレンダーの配布
＊震災ボランティア報告集が出来ました。カン
パ募集について
２、各会の報告
＊川崎労山 森川さん。山行計画書の電子化
に取り組んでいます
＊川崎HC 9/20と10/12 2件の転倒事故。頭
部怪我、小指骨折
＊川崎柴笛ｸ 永宮さん、夕張岳でトラバース
時滑落
＊AC横浜
ジムで手繰り落ちで強打
＊こぶし
HP1名参加
＊藤沢山の会 新しい会員の定着が課題。3件
骨折事故、高齢者の事故多い
＊ナーゲル 内田さん。定例山行で集中山行
で岩、ハイク実施で参加者多い
＊相模AC 下山遅れ
＊みずなら 平日クライミングトレ多い。12
月まで募集見合わせ
＊カモの会 古山さん、リーダー層が減少し
教育に難。
＊雪童
中田さん、13名。募集見合わせ、
事故1件既報告
＊やま++ 栗田さん
＊やまぶき 青柳さん
＊Grazie
神野さん。11名
３、自由討論
新入会員の定着。

新日本スポーツ連盟神奈川県連盟46期第３回理
事会報告
11月27日、県連盟第３回理事会が横浜市連盟事
務所で行われました。出席は石川正士、石川由
紀子、今野、佐藤静雄、佐藤好行、高橋、田口、
太田、長谷川、藤本、三上、吉越悦子（敬称略）、
吉成の
１３名。司会進行に吉越悦子さんを選出。理事
長あいさつのあと、レジメ議題にそって進行。
１、８月以降のまとめと種目・地域の活動報
告・交流
（１）主な大会・行事として、8/24第31回三浦
遠泳大会825名のエントリー（昨年より増）でよ
いコンディションのもと実施され、730名が完泳。
昨年の教訓から「安全対策マニュアル」を作成
し、安全対策に万全を期して望んだ。8/30、31
第1回関東ブロックスポーツセミナーは40名（神
奈川から9名）参加。３つの講義とスポーツ交流、
夜の交流会等で学び親睦を深めた。とくに「指
導の場面でのペップトーク」（岩崎由純氏）は
インパクトのある講義で好評だった。10/24「ス
ポーツのひろば」読者会は17名の参加で開催
（月刊かながわスポーツ12月1日号参照）。11/8
新日本スポーツ連盟スポーツ科学研究所設立に
神奈川から石川理事長と今野副理事長が出席。
石川理事長より新日本スポーツ連盟付属である
ことと設立したことの意義、研究所のめざすも
の、目的と内容等について報告（月刊かながわ
スポーツ12月1日号参照）。11/9スキー協クラブ
交流セッションについて高橋さんが報告（月刊
かながわスポーツ12月1日号参照）。11/23多摩
川チャレンジフルマラソンについて今野さんが
報告。フルマラソンにチャレンジする大会とし
て通算33回目の開催となる。マラソンの長距離
志向を反映して過去最高の900名のエントリーで
開催。総合優勝は2時間37分台のタイムで18才の
大学生。藤本副理事長は66才以上の部で見事1位
となる。
（２）第52回神奈川県スポーツ祭典の開催状況
は別紙資料のとおり。
（３）続いて種目協議会の報告。①卓球協（田
口さん）8月以降の大会と運営委員会、8月末に
新規３クラブを含めて１１３名の後期加盟があ
り総計1,305名となった（資料添付）。②県労山
（三上さん）11/15,16関東ブロック自然保護集
会に45名参加。「瀬上の森」にも行き、鎌倉ハ
イキングには25名が参加した。11月末までに県
労山の組織現勢を集計中。今後事故防止対策を
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強める（資料添付）。③ランニングセンター
（佐藤静雄さん）神奈川の陸上競技大会は陸連
公認大会ではないが独自のやり方（大和陸協と
の協力）でここ数年開催している。また複数の
陸協の協力を得るため気を使っている。月例マ
ラソンは県内3カ所で開催しているが、川崎も千
名を超える規模になってきた。④月例湘南マラ
ソン（太田さん）9月10月は連続雨で参加も少な
かった。狭い会場で開催しているため住民の方
やサーファーからクレームが寄せられ対応に追
われている。来年1月から4月に会員紹介限定で
初参加を受け付ける。⑤よこはま月例マラソン
（藤本さん）この間1500名以上の参加が続いて
いる。やはり会場が狭いので苦情が寄せられる
が、地元住民に愛される月例マラソンになるよ
う努力している。機関紙（マイロード）も加藤
さんのインタビュー記事で充実してきた。役員
が不足しているのでボランティアを募集する。
⑥月例川崎マラソン（今野さん）千人を超える
規模となった。子どもの参加が増えた。⑦ウォー
キング（吉越さん）のべ479人が参加し総延長19
7kmの関東ふれあいの道神奈川県コース（17ルー
ト）を1年半かけて踏破（2名が全コース完歩）。
来年も神奈川コースを継続してチャレンジする。
関東ブロック交流ウォーキングも成功した。⑧
健康トレーニング（石川さん）横浜での教室は
継続して行われている。まだ参加は少ないが徐々
に増えると思う。⑨水泳協（長谷川さん）年齢
別水泳大会について報告。飛び込み禁止のプー
ルなので大人の参加が減って、子どもが主体の
大会になってきた。子どもたちはこの大会に出
ることをたいへん楽しみにしている。⑩川崎・
幼児クラブ（石川由紀子さん）社会状況を反映
して小さいお子さんのいるお母さんは大変。保
育所さがしも時間外で預かってくれるかが基準。
そんななかでクラブ運営をしているが子どもた
ちはたいへん元気です。スポーツ連盟のクラブ
として民主的に親子ともども成長していきたい。
来月号の月刊かながわスポーツに子どもたちの
写真を載せてください。
（４）自治体要求では、①横浜市連盟（佐藤好
行さん）鶴見川河川敷にトイレと水道の設置を
求める陳情とその後の動きを報告（資料添付）。
川崎市と比べて遅れている横浜市の現状と改善
策を探っている。これを通じて横浜市（河川計
画課やスポーツ振興課）とも交流ができ、今後
に生かしていきたい。よこはま月例マラソンを
毎月運営していることで、地域の皆さんに喜ん
でもらえるよう貢献したい。

②対県要求と回答（別紙）
吉成から報告。県のスポーツクラブ支援が
「総合型地域スポーツクラブ」一辺倒であるこ
と。県民のスポーツ施設増設要求にたいし、既
存の施設（県立学校体育施設等の）利用と市町
村・大学などとの連携としか答えないこと。
「これまでの行政による無償の公共サービスか
ら脱却する『新たな公共』路線を『受益者負担』
を意識啓発してすすめる。これが県民が主体と
なったスポーツ振興だ」という暴論を展開。こ
れは、「規制緩和」「官から民へ」「受益者負
担」「公務員攻撃」等「新自由主義」的な国の
やり方をそのまま県にあてはめたもの。地方自
治体の役割とは何か。公共サービス・住民の福
祉の増進とはどういう意味か。を正面から問い
たださなければならない。「スポーツ基本法」
と「新しい公共」はまったく相容れません。
２、県連盟結成50周年にむけて（別紙）
石川理事長が説明。とくにあらたに国際交流
（2016年4/27～5/4フランスFSGTからランナーを
招待し、横浜駅伝、月例湘南マラソンに参加交
流）を追加提案した。
３、2014神奈川スポーツセミナー「ペップトー
クに学ぶ」のとりくみ（ビラ＆別紙）
吉成から報告。たいへん良い講義なので、ぜ
ひ成功させたい。神奈川ではこの間40名以上の
集会が行われていないが、このセミナーでその
壁を突破しよう。申込現状は18名。目安目標を
目安にあと２週間呼びかけを強めよう。インター
ネット集計（伝助）を活用しているので県連盟
まで参加報告してください。
４、スポーツのひろば「チャレンジ３００」の
とりくみ（到達別紙）
吉成から「チャレンジ３００」の経緯、現状
を報告。年内に一人が１部増やす努力をしてみ
よう、と提案。
５、年末年始の行事・活動について
（１）第48回神奈川スキー祭典（年末コース、
正月コース）
年末コースが定員。正月コースはまだ空
いている。
（２）第42回新春マラソン（1/11）
申込期間中（11月末まで）。１０kmの申
込が減るかもしれない。県連盟伝統の協力共同
の大会ですので、例年どおり種目の協力をお願
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いします。
（３）2015年新春のつどい（1/16）日程のみ確
認
６、その他
（１）2015年度県立体育センター利用申込希望
（12/5までに県連盟へ）
（２）月刊かながわスポーツ2015年1月1日号別
刷用クラブ名簿（12/5までに県連盟へ）
（３）12月18日（木）をランニング関係理事を
含めた拡大常任理事会とし、来年1月8日（木）
18時から新春マラソン実行委員会、19時か
らがランニングセンター運営委員会となります。
以上

場 所 立山山麓スキー場とその周辺
http://iwaf.jp/
４）奥羽ブロック（青森県連盟と岩手県連盟）
（青森県連盟）2015年２月１日（日）
場 所 梵珠山
（2014年2月の実施模様）
http://www.aomorirousan.net/20140
202nadaref.html
（岩手県連盟）2015年１月24日（土）～
25日（日）
場 所 （岩手側）八幡平
５）近畿ブロック： 2015年1月24日～25日
中央アルプス千畳敷カール周辺。
http://www.geocities.co.jp/Athlete/3063
/kblknadare2014.jpg
△６：植村冒険館 「北極・凍る海」の展示
（入場無料）を開催中
△７：登山届けの義務化 岐阜県は条例施行
長野県は検討中／御嶽山の噴火を機に、拡大
の動き
岐阜県では、槍～穂稜線など北アルプスの
遭難多発区域について、登山届け義務化をこ
の12月１日から施行しました（メールニュー
ス10号―10.１付）。条例には御嶽山が含まれ
ていませんでしたが、その後の噴火で、県は
御嶽山も適用区域に加えた条例改定案を12月
の県議会に提出予定です。可決されれば、来
春からの実施となる見込み。長野県も11月か
ら専従職員を配置し、有識者による条例案の
検討を進める動きがあります。長野県の阿部
知事は、「御嶽山の教訓を生かすことが大事
で、作るなら全ての山が対象だ」と語ってい
ます。また、静岡県の川勝知事は富士山噴火
を想定した訓練後の記者会見で、「噴火に備
え登山届けを出してもらうのは当然。条例化
を含めて山梨側と検討する」と発表しました。
新潟県の奥田知事も新潟焼山などを想定し条
例化の検討を明らかにしました。
こうした動きを私たちがどう見るべきか、
日本勤労者山岳連盟としても論議を深めて行
きましょう。

労山全国連盟 メールニュース
発行：日本勤労者山岳連盟 メディア局
2014年12月10日 第12号
△１：「広島山岳平和祭」（11/22～26） 広島
市で開催／アジア山岳連盟総会、創立20周年
記念行事にあわせて
△２：2014年 労山全国蓮盟「望年会」を盛大
に開催／労山事務所に うたごえ喫茶ともし
びがやってきた！
△３：第17回自然保護講座 東京都奥多摩町に
21名／天祖山登山でブナ林と石灰岩採掘を観
察
△４：.労山会員証の更新、まだの会はお早めに
△５：地方ブロックの雪崩講習会 １～２月に
各地で開催
これから雪山本番。安全登山のためには、しっ
かりとした事前の学習が大切です。雪山事故
を未然に防ぐために、各地で実施される雪崩
講習会についてお知らせします。
１）関東ブロック 2015 年１月17 日（土）
～18 日（日）
http://www.jwaf.jp/upload/info/331.pdf
場 所 谷川岳天神平及び白毛門登山口・
土合山の家周辺
２）東海ブロック 2015 年１月17 日（土）
～18 日（日）
△８：第1回 「吉備路の山 全山縦走大会」の
場 所 御嶽山麓（おんたけ休暇村付近・
参加者募集中/2015年3月15日（日）主催は、
スキー場駐車場付近）
労山元会長の守屋益男さんが実行委員長をつ
３）北信越ブロック 2015 年２月14日（土）
とめる「吉備路の山 全山縦走大会実行委員
～15 日（日）
会」、労山岡山県連が後援します。
机上は2015年１月17日 石川総合スポー
ツセンター
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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 会報｢あざみ｣
報告：森川

昇

http://www.geocities.co.jp/kawasakirousanhp/
計41名（男25 女16）

11/09 搬出訓練（机上講習＋実技）事務所＆多摩川
河川敷
11/15 湘南鷹取 岩トレ
11/16 湯河原幕岩 フリークライミング
11/24 丹沢表尾根（塔ノ岳）ハイキング
11/30 奥多摩 御嶽山 ハイキング（忘年山行）
11/30 奥多摩 越沢バットレス クライミング

川崎ハイキングクラブ

12/06
表妙義 縦走ハイキング
12/13-14 谷川岳（天神平付近）雪上トレーニング
（会山行）
12/20-21 湯河原幕岩クリスマスの城山 狩野川河川
敷にてテント泊。フリー＆ハイキング
01/10-12 新潟かぐら周辺 スキー＆スノボ三昧
01/17-18 北八ケ岳 蓼科山 登山学校（雪山）

http://homepage2.nifty.com/kawasaki_hc/
報告:市川二郎
計120名（男60 女60） 平均年齢63歳

10/18(土)
ジダンゴ山
(3)
10/18(土)
石割山（富士）
(4)
10/18(土)
高松山（丹沢読図）
(16)
10/19(日)
屏風岩（西丹沢）
(4+7)
10/19(日)
大野山
(7)
10/19(日)-20(月) 金峰山
(2+1)
10/25(土)
金峰山
(1)
10/26(日) 榛名山（外輪山）公開ハイキング(24+2)
10/24(金)-26(日) 北八ヶ岳縦走
(13+1)
10/28(火)
大山三峰
(3)
10/29(水)
妙義中間道
(4)
11/01(土)-02(日) 妙義山
(9)
11/02(日) 岩殿山（大月）県連リーダー学校 (3+5)
11/02(日)
六国峠（鎌倉）
(14)
11/03(月)
南山/下見山行
(4)
11/03(月)
笠取山
(2)
11/03(月)
檜洞丸
(6)

11/05(水)
景信山/下見山行
(4)
11/05(水)
鷹ノ巣山
(1)
11/06(木)-07(金) 足和田山
(3)
11/07(金)-09(日) 風越山（飯田）/秋山交流(24+1)
11/15(土)
南山（オリエンテーリング）(22+1)
11/15(土) 市民の森（横浜市）
関東ブロック自然保護集会(4)
12/07(日) 景信山・陣馬山（高尾）/例会山行
12/07(日)
武甲山/紅葉と日だまりを楽しむ
12/07(日)-08(月) 鬼石（群馬）冬桜を見に
12/14(日)
筑波山/紅葉と関東平野を望む
12/14(日)
ユーシン渓谷/初頭の渓谷歩き
12/14(日)-15(月) 筑波山/忘年山行（バスで行く）
12/20(土)-21(日) 丹沢主脈縦走/冬の丹沢を楽しもう
12/21(日)
行者ヶ岳（丹沢）丹沢の表尾根を歩く
12/20(土)-21(日)
景信山・石老山/交流忘年会
12/31(水)-01/01(木) 天城山/御来光山行

川崎柴笛クラブ 機関紙｢柴笛レポート｣
報告：永宮祐子
11/01 奥穂高岳-涸沢岳-北穂高岳(1)
11/01 明神岳主稜/
中止
11/01 西山林道より登り、金冷し
経由で大倉尾根を下る/中止
11/01 鋸岳～甲斐駒
(2)
11/01 蝶ケ岳/
中止
11/01 塔ノ岳、丹沢山、大倉尾根(2)
11/02 甲府幕岩
(3)
11/03 河又/
中止
11/02 大蔵高丸・ハマイバ丸 (2)
11/02 城山・湯河原幕岩
(4)
11/02 扇山と百蔵山
(1)
11/03 塔の岳
(1)
11/09 陣馬山
(1)
11/12 和名倉山
(1)
11/08 二子山中央稜
(2)
11/09 雲取山
(1)
11/08 湯河原幕岩/
中止

11/08
11/09
11/08
11/09
11/08
11/15
11/17
11/15
11/15
11/16
11/16
11/15
11/15
11/16
11/16
11/20
11/23
11/23

http://www.shibabue.com/page/page-1.htm
計36名（男23 女13）平均49歳

西穂高岳
塔ノ岳
蝶ケ岳
甲府幕岩/
鷹取
横岳・阿弥陀岳/
伊豆ヶ岳
明星山/
城山
筑波山
子持山獅子岩/
鍋割山
御在所岳
日和田山
金峰山
蛙ｹ丸山
甲府幕岩
蛙ｹ丸山

(2)
(2)
(3)
中止
(3)
中止
(1)
中止
(2)
(2)
中止
(5)
(3)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)

11/23
11/23
11/24
11/22
11/22
11/22
11/22
11/22
11/23
11/30
11/30
11/29
11/30
11/29
11/29
11/30
11/29
11/29

大室山 加入道山
(1)
大山、浅間山、高取山 (1)
湯河原幕岩
(2)
南八ヶ岳縦走
(1)
涸沢岳西尾根
(2)
燕岳
(2)
鷹ノ巣山、七つ石山 (2)
鷹取
(3)
岩湧山、槙尾山
(1)
大蔵経寺山・棚山・兜山(1)
高柄山
(3)
甲府幕岩
(3)
三頭山
(3)
甲武信ヶ岳/
中止
湯河原/
中止
大倉尾根＋表尾根
(1)
河又
(3)
ヤビツ峠から大山
(2)

アルパインクラブ横浜 http://acy.jpn.org/
報告＝岸
11/01-02
11/02
11/02-03
11/02-03
11/08
11/08
11/08

涸沢岳西尾根
(2)
鹿岳
(1+2)
瑞牆山・金峰山
(2)
槍ヶ岳中崎尾根
(5)
鷹取山(救助隊訓練)(2)
湯河原幕岩
(2)
広沢寺
(2)

11/09
11/09

直哉

計 30名（男 21：女 9）平均

鷹取山(救助隊訓練)(2)
箱根(金時山～塔ノ沢)
(1+2)
11/15-16 横浜・丹沢(遭難対策訓
練）
(17)
11/19
湯河原幕岩
(2)
11/22 広沢寺(アイゼントレ)(4)

11/23
11/23-24
11/30
11/30

歳

丹沢山
(1)
槍ヶ岳中崎尾根
(7)
鷹取山
(1)
モミソ岩/モミソ沢
(アイゼントレ)(9)
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横浜ハイキングクラブ 会報｢四季｣ http://www.yokohamahc.web.fc2.com/
報告＝中川武洋

計47名（男19：女28）平均64歳

11/30 鎌倉アルプス
以上会・県山行
11/02 滝子山
11/03 大山
11/04 景信山
11/14 大山山麓
11/18 南山
11/22 ユーシン渓谷
11/23 本社ケ丸

[１１月]
11/13 室内例会
11/20 運営委員会
11/02 岩殿山
(3+5)
11/03 箱根・山伏峠～三国山 (6)
11/14-20 タイ・チェンダオ山(15)
11/15-16 横浜～鎌倉
(3+34)
11/22
畦ケ丸山
(4)
11/24
千葉・鋸山
(6)

(14)
(2)
(3)
(2+4)
(4)
(1)
(1+5)
(1)

以上個人山行
[１２月]
12/11 室内例会
12/20 運営委員会
12/07 望年山行
12/14 高山不動尊と関八州見晴台
12/21 岩櫃山
12/27 本社ケ丸
以上会・県山行

横浜こぶしの会 会報こぶし http://http://sankamikuma.webcrow.jp/
報告=三上茂
11/15
11/16

御正体山(1+1)
鎌倉歩き(1)

藤沢山の会 会報｢稜線｣
報告=斉藤

計21名（男12人

女9人） 平均 61歳

11/22-23 ユーシン鍋割山稜(5)
11/29
千葉・三石山(10)

緑

12/13

岩殿山

http://fujisawa-yamanokai.com
計96名（男44：女52）平均67歳

10/31-11/14 アンナプルナ内院トレッキング(1+他)
11/02
岩殿山(県連HL学校）
(2+他)
11/02-03 三ノ塔～塔ノ岳西尾根～鍋割山北尾根
(会ハイク）(14)
11/02
三ノ塔
(2+他)
11/05
大蔵沢右岸尾根～大蔵高丸(Vハイク）(6)
11/05-06 大源太山
(1+他)
11/09
鷹取山(県連セルフレスキュー講習会） (2+他)
11/13
乾徳山～黒金山
(3)
11/13
都留二十六夜山(会ハイク）
(14)
11/15
丹沢栂立尾根～本間ノ頭(教育部読図）(5)
11/15-16 横浜つながりの森～鎌倉
(関東自然保護集会）(15+他)
11/15
鶴寝山～奈良倉山(Vハイク）
(3)

11/15-16 縞枯山
(9)
11/19
衣笠山～大丸山
(2)
11/20
檜岳東南尾根
(1+他)
11/22
ユーシン渓谷
(3+他)
11/22
弘法山(自然保護部）
(14+他)
11/22
鐘ヶ嶽
(5+他)
11/22-23 西丹沢縦走
(5)
11/23
西丸～東丸(Vハイク）
(8)
11/23
湘南平
(2)
11/27
震生湖・渋沢丘陵
(4)
11/27
奥多摩ネズミサス尾根～ハンノキ尾根 (2+他)
11/27-28 四阿山・浅間山
(1)
ホームページのアドレスが変更になりました。

小田原ナーゲル山の会 機関誌(月刊ナーゲル通信)Web山行報告集 http://nagel.jp/
報告＝青木義隆
11/03
11/03
11/04
11/08
11/08

湯河原幕岩
大杉谷―日出が岳(大台ケ原山)縦走
大峰山（山上が岳）周回縦走
丹沢 西沢本棚沢
マムシ岳

計19名（男14：女5 ）平均51歳
11/08 ぶどう岳
11/15 箱根（須雲川）クリーンハイク
11/15-16 奥秩父 瑞牆山
11/29 金時山他
11/30 丹沢 二十女沢

相模アルパインクラブ 機関紙｢こだま｣ http://sagamiac.sakura.ne.jp/
報告:阿部正一
10/25
広沢寺
(1+1)
10/25
妙義・基場尻川
(3)
10/25-26 小川山
(4)
10/26
丹沢主脈縦走
(1)
10/26
丹沢主脈縦走
(1)
10/27
天王岩
(1+1)
10/27 ヤビツ峠～札掛森の家(1+1)
10/28-11/04 台湾/龍洞
(LONG DONG)の岩場(3)
10/29
杓子山～石割山
(2)
10/30
天王岩
(1+1)
11/02
幕岩
(1+2)
11/02-03 小川山
(2)
11/02-04 剱岳・立山三山
(1)
11/03-08 台湾/玉山
(1)
11/03
広沢寺
(1+1)
11/03
幕岩
(1+2)

計31名（男22：女09） 平均

11/03
杓子山～石割山
(2)
11/03 丹沢山(宮ケ瀬～大倉）(1)
11/04-07 白毛門～谷川岳
(2)
11/05
幕岩
(2)
11/06-07 蓬来の岩場
(1+1)
11/07
西上州・岩櫃山
(イワビツ）(1+1)
11/08
大山南尾根・
ボッカトレ(6+1)
11/08-09 救助隊
レスキュー講習会(6)
11/09 大山南尾根・ボッカトレ(1)
11/14
白妙橋
(1+1)
11/15-16 城ケ崎・あかねの浜/
湯河原幕岩(1+1)
11/15-16 那須
(5)
11/15-16 城山
(3+1)

11/16

歳

城山(リーダー
学校講師研修）(2)
11/16
広沢寺
(2)
11/17 大山南稜(ボッカ訓練）(1)
11/17
城山
(1+1)
11/19 大山南稜(ボッカ訓練）(2)
11/19-25 屋久島の岩場
(3)
11/22
四町四反ノ沢
(1+1)
11/22
大山川
(3)
11/22-24 木曽駒ヶ岳～宝剣岳～
木曽殿越(1)
11/22-24 雲取山
(3)
11/23 大山南稜(ボッカ訓練）(1)
11/23-24 甲府幕岩
(1+2)
11/23-24 城山
(2)

№359 2014年12月号
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みずなら山の会 http://home.h02.itscom.net/mizunara/
報告:賀川紀代美

計49名 (男26 女23) 平均60歳

11/01(土)前日発-02(日) 信越/信越トレイルガイド
ツアー参加 ハイキング(1)
11/03(月) 奥秩父 二子山中央稜 クライミング(4)
11/02(月) 丹沢 平丸～姫次～蛭ヶ岳～丹沢山～
塔ノ岳～大倉 縦走(1)
11/05(水) 大仁 城山
クライミング(2)
11/05(水) 大仁 城山(西南カンテ,バトルランナー)
クライミング(3)
11/05(水) 台湾 玉山登山(地元ツアー参加)
一般登山(8)
11/08(土) 湘南 鷹取(セルフレスキュー講習会スタッ
フトレ)
トレーニング(9)
11/09(日) 湘南 鷹取（セルフレスキュー講習会)
講習会(12)
11/15(土) 奥秩父 乾徳山旗立岩中央稜
アルパインクライミング(1)
11/15(土)前日17発 西上州 妙義山縦走(上級コース)
バリエーション(9)
11/15(土) 丹沢 大倉＝塔ヶ岳(ピストン)
トレーニング(1)
11/15(土) 湘南 桜エリア
クライミング(2)
11/15(土) 大月 鳥沢～扇山～百蔵山～猿橋
ハイキング(5)
11/16(日) 横浜 横浜つながり自然観察路
ハイキング(1)
11/16(日) 丹沢 弥太郎川/大小屋ノ沢
沢登り(2)
11/16(日) 湘南 鷹取桜エリア裏 クライミング(8)
11/16(日) 城山 講師研修
クライミング(1)
11/16(日) 丹沢 七沢温泉～日向山～弁天の森～梅の
木尾根～大山～ケーブル

ハイキングバリエーション(3)
丹沢 大小屋の沢
沢登り(2)
奥秩父 甲府幕岩
クライミング(4)
湘南 鷹取
クライミング(2)
丹沢 広沢寺(リードクライミング、マル
チピッチ他)
クライミング(3)
11/19(水) 横浜 県民センター19時～21時、
会議室305 例会
11/20(木) 湯河原 幕岩
クライミング(3)
11/21(金)-22(土)前日18時出 奥秩父 21日甲府幕岩、
22日甲府幕岩or近隣岩場 クライミング(5)
11/21羽田発22(土)-25(火) 屋久島 2 2 日 宮之浦～白
谷雲水峡～縄文杉～新高塚小屋23～宮之浦岳～淀
川登山口～紀元杉～案房～平内(知人宅泊)24日ク
ライミング
縦走クライミング(2)
11/22(土)-23(日) 奥秩父 22日落合～やぶさわ峠～
笠取山(泊)23日～将監小屋～飛龍山～丹波
一般登山(1)
11/22(土)-23(日) 南アルプス他 22日 向山、23日
茅ヶ岳
ハイキング(4)
11/23(日) 丹沢 大倉＝塔ヶ岳＝大倉 トレーニング(1)
11/23(日) 湘南 桜エリア
クライミング(5)
11/23(日) 丹沢 大山沢
沢登り(3)
11/24(月) 湘南 桜エリア
クライミング(4)
11/24(月) 甲府 兜岩
クライミング(3)
11/30(日) 伊豆高原 城ヶ崎(クラックトレ)
クライミング(10)
11/30(日) 湘南 桜エリア
クライミング(2)
11/29(土)雨延期30(日)に変更 湘南 鷹取(ハイカー
含むセルフレスキュー) トレーニング(6)
11/16(日)
11/16(日)
11/17(月)
11/19(水)

さがみ山友会 会報：源流遡行 http://sagamisanyuukai.web.fc2.com/index.html
報告:早川尚武
11/08 妙義山塊 星穴岳 星穴新道
11/16 塔ノ岳

カモの会
11/01
11/01
11/02
11/02
11/02
11/03
11/03
11/03
11/03
11/04
11/07
11/08
11/08
11/08
11/08
11/08
11/08

計28 (男 23: 女 5 )

11/16 アイゼントレin広沢寺
11/15 沢納会＆沢納め

11/16 水無川沖ノ源次郎沢
11/22-23 燕岳・大天井岳

http://www.kamonokai.com/hp/index.html
報告:古山健司 計93名（男49：女44）
ヤマレコhttp://www.yamareco.com/

舟形山/無雪期ピークハント／
縦走(2)
城山/
フリークライミング(5)
大菩薩嶺/無雪期ピークハント／ 縦走(1+2)
丸山/
ハイキング(1)
高尾山/ハイキング
(1+1)
越沢バットレス アイゼントレ/
アルパインクライミング(3)
三ツ峠アイゼントレ/アルパインクライミング(4)
【代替】三つ峠アイゼン・トレ/講習／
トレーニング(2+6)
大菩薩嶺/無雪期ピークハント／
縦走(3)
鳳来/
フリークライミング(1+1)
有笠山/
フリークライミング(2)
高尾～景信縦走 紅葉ハイク/ハイキング(2+1)
赤岳/無雪期ピークハント／
縦走(1)
広沢寺・岩トレ研究会/
アルパインクライミング(9)
子持山獅子岩、裏妙義・木戸壁右カンテ
(フリーマルチ)/フリークライミング(4)
広沢寺アイゼントレ/講習/トレーニング(1+2)
広沢寺・岩トレ/
フリークライミング(3)

11/08 御岳ボルダー
フリークライミング(1)
11/09 エベレストBC・アイランドピーク(ネパール)
/
積雪期ピークハント／縦走
(1)
11/09 鷹取山 県連セルフレスキュー/講習/
トレーニング(5)
11/09 県連セルフレスキュー 講習／
トレーニング(1+2)
11/09 六甲山全山縦走大会 無雪期ピークハント／
縦走(1+
2)
11/11 表妙義 無雪期ピークハント／
縦走(1+1)
11/14 鳳来
フリークライミング(1+1)
11/15 越沢バットレス(アイゼントレ)
アルパインクライミング(3)
11/15 玄倉川中流域～檜洞～臼ヶ岳南尾根
沢登り(5)
1/15 三つ峠(アイゼントレ)
アルパインクライミング(3)
11/15 阿寺の岩場
フリークライミング(4)
次ページへ
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11/15 二子山フリークライミング
フリークライミング(4)
11/16 読図練習・大山梅ノ木尾根 ハイキング(2+1)
11/16 三ッ峠
アルパインクライミング(4)
11/16 剣ヶ峰大沢 岩樋部
沢登り(4)
11/16 陣馬山～高尾山 ﾎﾞｯｶﾄﾚ
ハイキング(1)
11/16 城山・L学講師セルフレスキュー訓練 講習／
トレーニング(3)
11/16 陣馬～高尾／リハビリハイク ハイキング(2)
11/16 荒船山
ハイキング(1+2)
11/20 屋久島(宮之浦縦走) 無雪期ピークハント／
縦走(2)
11/21 丹沢(鍋割山)
ハイキング(1)
11/21 丹沢縦走 無雪期ピークハント／
縦走(1)
11/22 双六岳(鷲羽) 積雪期ピークハント／ 縦走(2)
11/22 越沢バットレス・アイゼントレ
アルパインクライミング(3)
11/22 御岳ボルダー
フリークライミング(3)
11/22 立山滑走
山滑走(5)
11/22 生藤山
ハイキング(1)
11/22 雲取山 無雪期ピークハント／
縦走(2)
11/23 奥多摩・越沢～つづら岩まで・歩荷トレ
無雪期ピークハント／縦走(1)

雪童山の会
やま++

11/24
11/29
11/29
11/29
11/30
11/30
11/30
11/30
11/30
11/30
11/30

巣雲山
ハイキング(1)
大室山、一碧湖
ハイキング(1)
天王岩
フリークライミング(2)
鍋割山
ハイキング(1)
高尾山
ハイキング(2+1)
【募集中】北横岳プチ雪山ハイク
積雪期ピークハント／縦走(4)
九十九谷右岸尾根
無雪期ピークハント／縦走(5)
丹沢・大倉～大山～日向薬師・持久力トレ
無雪期ピークハント／縦走(1)
奥多摩～雲取山～三峰
無雪期ピークハント／縦走(2)
瑞垣山ﾎﾞｯｶﾄﾚ 無雪期ピークハント／縦走(2)
鍋割山
ハイキング(3+1)
広沢寺アイゼントレ アルパインクライミング(3)
湯河原幕岩
フリークライミング(1+3)
広沢寺・アイゼントレ(初級向け)
アルパインクライミング(10)
湯河原幕岩
フリークライミング(4)
城山
フリークライミング(3)
高尾山
ハイキング(5)

http://yukiwarabe.main.jp/wp/
報告：神谷佳宏
計12名 (男8 女4) 平均43歳
http://yamaplapla.hustle.ne.jp/xoops/
報告: 栗田 彰
計16名（男11：女5）平均54.5歳

11/09 熊伏山(1+2)
11/12 勉強会

山ブキの会
11/05
11/09
11/15
11/23

11/23
11/23
11/23
11/23
11/23
11/24

15

11/16 鷹ノ巣山(5)
11/23 天狗山・男山(2)

報告:青柳百合子

塔の岳
塔の岳
弘法山
景信山…餅搗き

計8名（男

11/26 例会

：女8）

11/15-16 関東ブロック自然保護
集会
11/19
震生湖
11/23-24 大岳山、日の出山

平均69歳

12/06 幕山～南郷山
12/17 大山
12/28 高尾山

山岳素行童人メーグリ家http://www.yamareco.com/modules/yamareco/grpinfo-76.html
報告：後藤真一
11/03 広沢寺
11/03 世附川支流大又沢・
フジモク沢
11/08 昇仙峡
11/08 塩水川水系 桶小屋沢
11/12 神ノ川水系 平石沢左俣

Ｍ＆Ｃ
11/02
11/02
11/02-03
11/02-03
11/03
11/03
11/08
11/08-09
11/09

11/15
11/16
11/16
11/23

計12名 (男5:女7) 平均

城ヶ崎
神ノ川水系 ミクボ沢右俣
丹沢・大小屋ノ沢
世附川大棚沢日陰沢遡行バ
ラシマ沢下降
11/30 三つ峠

歳

11/30 丹沢湖
12/05 セドノ沢左俣（上流部のみ）
12/06 富士山五合目付近（県連L学
校講習）

http://mandc.moo.jp/
報告:丹羽郁太 計19名（男14：女5） 平均44歳

西上州碧岩西稜
アルパイン(2)
丹沢円山木ノ頭読図 トレーニング(1+3)
甲府幕岩
フリー(1+2)
城山
フリー、マルチ(2+2)
小川山
フリー(2+2)
湯河原幕岩
フリー(3+1)
丹沢大倉尾根
トレッキング(1)
三つ峠セルフレスキュートレーニング(11)
ニュージーランドベン・ロモンドトラック
トレッキング(1)
11/10-12 ニュージーランドルートバーントラック
トレッキング(1)

11/14-15 ニュージーランドCastle Hill フリー(1)
11/15
城山
フリー(1+1)
11/15-16 北ア七倉ダム～不動尾根～東沢尾根
～竹村新道トレッキング(1)
11/15-16 鈴鹿御在所岳前尾根・藤内壁 マルチ(4+2)
11/15-16 二子山中央稜マルチ・
裏妙義木戸壁右カンテ
アルパイン(2)
11/15-16 甲府幕岩・小川山
フリー(1+1)
11/15-16 小川山
フリー(3)
11/18
河又
フリー(1+1)
11/20
屋久島千尋の滝
マルチ(1+3)
次頁へつづく
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11/21
11/22

屋久島白谷雲水峡
トレッキング(1+3)
八ツ裏同心ルンゼ～大同心北西稜～
大同心南稜
アルパイン(1+1)
11/22
屋久島木富岳
トレッキング(2+1)
11/22
丹沢菰釣山南側尾根二本トレッキング(1+3)
11/22-23 湯川・甲府幕岩
フリー(1+1)
11/22-23 屋久島白谷雲水峡～縄文杉～宮之浦岳～
紀元杉
トレッキング(1)
11/22-24 伊賀名張
フリー(3)
11/23
筑波足尾ウメコバ沢中央岩峰右岩壁右
アルパイン(3+1)
11/23
八ツ阿弥陀北西稜～中岳クーロワール
アルパイン(1+1)
11/23
屋久島千尋の滝
マルチ(2+1)
11/23
鷹取山
トレーニング(1+1)
11/23
湯河原幕岩
フリー(1+1)

16

11/23-24 北ア立山
バックカントリー(1+1)
11/24
八ツ三叉峰ルンゼ～石尊稜～横岳～大同心
稜下降～ジョウゴ沢アルパイン(1+1)
11/24
城山
フリー(1+1)
11/24
屋久島淀川～花之江河～ヤクスギランド
トレッキング(1)
11/24
湯河原幕岩
フリー(2)
11/24
丹沢青野原
トレッキング(1)
11/29-30 八ツジョウゴ沢・裏同心ルンゼ～
小同心クラック
アルパイン(4)
11/30
八ツ広河原沢3ルンゼ
(1)
11/30
奥多摩三ノ木戸
フリー(1+1)
11/30
湯河原幕岩
フリー(1+2)
11/30
湯河原幕岩
フリー(2+1)
11/30
湯河原幕岩
フリー(1+1)

Ｇｒａｚｉｅ http://ocha-time.xsrv.jp/
報告：梅谷 和広
11/03 広沢寺（アイゼントレ）

計15名（男9：女6）
11/08 柴漁港秋のさかなフェア

県連のスケジュール
日

曜

１ ２月

日

曜

日

曜

２月

常任 理事会

1
2

木

1

日

救助 隊訓練・ 関東ブロ ック下見

金

2

月

常 任理事会

3

火

1

月

2

火

3

水

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ机 上

3

土

遭難対 策部会

4

日

5

月

6

火

4

木

5

金

6

土

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ実 技

7

日

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ実 技

8

月

１月

常任理事 会

4

水

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ机上

5

木

救助 隊運営会

6

金

7

水

7

土

8

木

8

日
月

9

火

9

金

9

10

水

10

土

10

火

11

木

11

日

11

水

救助隊 運営会

12

金

12

月

13

土

13

火

事 務局長会 議

14

日

15

月

16
17

12

木

13

金

14

水

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ机上

14

土

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ実技

15

木

救 助隊運営 会

15

日

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ実技

火

16

金

16

月

水

17

土

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ実技

17

火

18

木

18

日

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ実技

18

水

19

金

19

月

19

木

20

土

20

火

20

金

21

日

21

水

21

土

関 東ブロッ ク救助隊交 流集会

22

月

22

木

22

日

関 東ブロッ ク救助隊交 流集会

23

火

23

金

23

月

CH第２ 回実行委 員会

24

水

24

土

24

火

25

水

26

木

自然保 護委員会

25

木

25

日

26

金

26

月

27

土

27

火

27

金

28

日

28

水

28

土

29

月

29

木

30

火

30

金

31

水

31

土

CH第 １回実行 委員会

救 助隊訓練 ・関東ブ ロック下 見

