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安全登山講習会「安全なハイキングのために」9/11

救助隊主催 ビバークと搬出講習会のご案内11/12-13
関東ブロック｢雪崩事故を防ぐための講習会｣2017/01/21-22
▽(公益法人)山岳スポーツ指導協会 第2回｢プロが教える安全登山講座｣10/22 18時 ▽マ
ウンティンゴリラ登山学校第12回机上講座 10/22 14:00-16:00｢安全登山のための運動生
理学とトレーニング学｣
▽第16回全国登山研究集会11/5-6
▽第20回全国ハイキング
交流集会11/5-6 ▽２０１７労山カレンダー受け付け開始
―９月号参照―

「事故一報」の送付先です。
＊「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
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《報告》
○第35期上期定期理事会9/11
4
○安全登山講習会「安全なハイキングのために」9/11/安全登山講習会アンケート
ハイキング委員会 清藤秀子 8
○新日本スポーツ連盟神奈川県連盟第３回常任理事会9/29
9
○9月度事務局長会議9/13
6
○自然保護委員会9/26
3
○１０月常任理事会議事録10/03
3
○2016.09.14全国遭難対策部から抜粋 事故一報
8
○神奈川県勤労者山岳連盟各会の活動報告と予定
11
川崎労山、川崎ＨＣ、川崎柴笛クラブ、ＡＣ横浜、横浜ＨＣ、横浜こぶしの会、藤沢山
の会、相模ＡＣ、みずなら山の会、カモの会、Ｍ＆Ｃ、Grazie
○県連のスケジュール10月-12月/2016年度の全国的な規模の集会・会議予定
14
◇[機関誌] 『登山時報』10月号 2p・『スポーツの広場』11月号 10p
◇原稿募集：『自由投稿欄』原稿をお待ちしてます。
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10月度常任理事会議事録
H28年10月3日（月） 県連事務所19：15〜21：30
出席：渡辺、入木田、早川、伊藤健、丸山、三上、
加藤、若澤、清藤（記録）
欠席：小林、三瓶
【連絡・報告】
＊9/21全国連盟第7回理事会開催・・・三上さん
報告
＊10/9〜10東日本女性交流集会・・・神奈川から
数名参加
＊10/15〜16関東ブロック自然保護集会・・・神奈
川欠席
＊11/5〜6全国登山研究集会・・入木田（みずな
ら）、早川（相模AC全国理事）、三上（こぶし全国
理事）
5日・・・三浦（KHC）、丸山（藤沢山の会）
6日・・・伊藤（KHC ）、清藤（KHC全国ハイキング
委員会）
神奈川県連では早川理事から詳細を配信してい
ますが引き続き理事、運営委員は参加を検討し て
欲しい。
＊11/12〜13全国自然保護集会・・・神奈川県連
では石巻植樹ボランティアと重なる。
＊全国女性委員会・・・磯部、関根氏が委員とし て
出ている。神奈川県連で立ち上げを検討している
が、中心メンバーで活動出来るような体制が望まし
い。
＊他委員に香取・特別基金管理委員、清藤・ハイ
キング委員になっている。
＊事故一報・・・9/25湯河原幕岩にてクライミン グ
中、次の支点にロープ をかけようとしている時に身
体の態勢が崩れて落下、右踵骨折した。相模ACよ
り事故報告書提出済み。
＊50周年記念事業・・・植樹、登山整備の調整行う。
【事務局】
＊事務局長の不在が続いている、運営に支障をき
たさないよう現状を保っているのが実情である。

＊2017カレンダー80部届いています 。現金と引き
替えです。
財政
＊丹沢ボラ ネット よりクリーン ハイク水質検査協力
金13,088円雑収入として繰り入れ。
＊安全対策基金申請しました
【専門部活動報告】
自然保護委員会
＊11/12〜13 9月に予定し ていた東日本震災復
興支援が中止となったが、植樹ボランティアを行う
事になった。
救助隊
＊11/12〜13 日帰り装備で ビバークと搬出講習
会を行う。昼頃解散になります。
遭対部
＊読図講習会は 申し込みがなく中止となった。参
加費用が高いとの声があった。講習内容をGPS、ス
マホで目先を変えてみたらどうか。
教育部
＊10/1〜2 三つ峠で クライ ミング 実技、ボルト の
打ち込みが多かった。小屋泊まりで交流ができた。
ハイキング委員会
＊9/11田上氏講演会29名参加でアンケート実施。
10/1〜2赤岳実技・2日雨のため登頂せず小屋か
ら下山した。10/20机上、10/23読図実技。
【他】
＊9/26神奈川県連盟新日本スポーツ連盟第3回
常任理事会・議事録参照
バ トミント ン大会若い人が多かった。卓球協は登
録が62名増えた。
「スポーツのひろば」購読数を増やす取り組み。
12/2（金）読書会「オリンピックを主題に」をテー
マに横浜市連盟（2F）18：30〜で行います。
＊第2回新スポ懇談会・・・三上さん報告
＊他全国資料参照
以上
次回常任理事会 11月7日（月）19：15〜

自然保護委員会報告9/26
皆様へ。5年目の東北支援活動は県連独自の取組は中止しました。
石巻で取り組まれる行事に参加する形で実施します。
現在、参加状況は自然保護委員会を中心に5名です。どうぞご参加ください。
概要
●日時 11月12日（土）〜13日（日）
●内容 石巻里山の上品山（じょうぼんさん）のつつじ植栽100本と市民ハイクに参加
●アクセスと移動 石巻まで電車利用、現地はレンタカーで移動
●申し込みは自然保護委員会メーリングリスト
●問い合わせ 磯部まで（０９０−６１０４−４５１４）
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第35期上期定期理事会議事録
H28年9月11日（日）
県連事務所２F会議室 12：10〜15：00
＊理事会開会：司会・丸尾
・議長団選出 議長・佐藤、副議長・蝦
名、書記・加藤、資格審査・神谷
＊資格審査 16名出席：理事会は成立する。
＊県連理事長あいさつ
・大きな事故はないが病気が増えている。
登山届の義務化が増えている。
登山者のマナーが落ちてきている。県
連は来年50周年を迎えるので、50年を振
り返り将来につなげられる様にして行き
たい。
[ 2016年度上期前半の報告、後半の予定 ]
〈事務局のまとめ〉：三上
・事務局長不在で日常業務を行っている。
連絡メールや、連盟ニュースの発行が遅
れてご迷惑をかけています。登山時報の
普及、労山カレンダーの80部超の普及。
・組織：会員を増やしましょう。
・会計：半期の収支の状況説明。
〈遭難対策部のまとめ〉：丸山
・7月のファーストエイド講習会を部内講
師で行った。昨年度の県連内事故14件。
・事故一報が県連への提出が徹底されて
いない。
〈教育部のまとめ〉：三瓶
・半期のリーダー学校報告、講師陣の不
足が慢性化している。ジャンルごとにス
ポット講師陣もお願いして行きたい。
〈救助隊のまとめ〉：早川
・訓練を季節毎に定期的に行っている。
来年３月にも講習会を入れた。また、訓
練だけではなく、合同山行も開催した。
今後は遭対部との連携を具体化させてい
く方針。
〈ハイキング委員会のまとめ〉：加藤
・今期から「初級登山学校」に名称変更
をした。講師陣の高齢化によりどうする
か。
〈自然保護委員会のまとめ〉：渡辺
・クリーンハイクの前夜祭でトラブルあ
り来季から検討していく。

・石巻震災ボランティア活動は、バス料
金高騰、参加者の減少の為中止。
〈50周年記念事業実行委員会報告〉：加藤
・実行委員会への結集が弱く、なかなか
進展しない。
＊新理事（丸尾）、新会計監査（門前）の
承認
＊連絡事項、その他：清藤
〈休憩〉13:35~13:50
[ 討論・質疑応答 ]
Ｑリーダー学校のオープン参加について。
Ａ以前からやっているので連絡を。
・救助隊主催の、１１月の講習会はビバー
クと搬出講習会とした。遭対部と連携し
て行う。
・教育部やハイキング委員会の非常勤講
師は救助隊でも対応するので、必要があ
れば声を掛けて欲しい。
Ｑ事故一報の書式がわからない。
Ａメールで送ります。
Ｑ各部の行事が重なる。
Ａ 連絡を取って調整していく。
・登山時報の普及。山++は増えた。各会
ももうひと押ししたら。
Ｑ救助隊と遭難対策部は統合したら。
Ａ人材が少ないので検討していく。
Ｑクリーンハイクはゴミが少なくなって
いる。
Ａ来年は40回記念になるので何か考えて
いきたい。
・高齢化にたいして。
一斉に辞められると困る。役職に就く
と辞められない。理事は皆で分担して負
担が増えないように。事務局長がいない
のは異常事態である。
・理事の引継ぎ。
先輩が後輩に伝える。自分たちの会は
自分で守るという意識が必要。
行きたい山へ登るだけでは自分の行動
範囲をせばめる。
＊まとめ・採決：拍手で承認。出席19名+オ
ブザーバー参加１名
＊閉会のあいさつ：県連会長
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《会・クラブ紹介コーナー》№3

川 崎柴笛 クラブ
１９７４年に川崎労山のメンバーが独立して創立、今年で４２年目を迎えます。会の名称は、
柴笛（草笛と同じ）を吹くように楽しく登山に親しみましょうと言う趣旨です。創立当初は、
柴笛ハイキングクラブも併設し、オールラウンドな山をめざしていたのですが、会員のほとん
どが２０代の若者という事もあって、先鋭的なクライミング傾倒して行きました。また、独立
時のもめ事もあって、しばらく東京都連盟に属していました。
神奈川県連に復帰してからも、全国連盟のチョーユー遠征隊に先鋭メンバーが参加するなど、
全国的にも少しは名が知られた会でしたが、さらに力量を拡大しようとした矢先に、鹿島槍ヶ
岳東尾根での雪崩事故により７名が犠牲となりました。神奈川県連ばかりでなく、全国の労山
会員等々の協力、支援を得て、半年以上の捜索活動を継続し、どうにか全員の遺体を回収する
ことができました。その後、毎年、慰霊祭を開催し、今年、鹿島槍ヶ岳大谷原で３３回忌を迎
えることができました。３０年以上にわたる慰霊は、事故の規模が大きかったこともあるので
すが、慰霊と言う取り組みの中で遭難の恐ろしさや悲しさが、我々の目の前にあることを感ず
ることができ、安全であることが登山の中で最も重視しなければならないことを確認する場と
もなっています。

鹿島槍

会の特徴は、教育山行が毎月開催され、基礎的な登山技術を学ぶ場が保障されています。も
ちろん、フリークライミングから沢、冬山、アイスまでメニュー化されており、ハイキングで
と入会された方も、いろいろなクライミングに目覚めることができるようになっています。た
だ、アスリート的なクライミングには力量的にも距離があり、身の丈にあった地道な登山がで
きるようになっています。しっかりとした技術を身に付け、趣味として長く山を楽しみたい方
にはぴったりです。いまはやりの一人テントに個人食の山ではなく、大きなテントでわいわい
と鍋をつつき、ちょっぴりのお酒も楽しんで、快
晴の岩や冬山に元気よく出かけるタイプの山岳会
です。
山は、理屈や筋肉量で良し悪しが分かれる場で
はなく、その人がいかに豊かな自然や空気の中で、
山を楽しむかを問う、感性の世界です。友情とか
信頼なんてアナログな言葉が真正面から飛び込ん
でくるところであるからこそ、柴笛クラブの価値
があると考えています。居心地のよい山岳会をめ
ざしています。

教 育ア イス クライ ミング

現在の柴笛クラブは、３０名程度の小規模な会と
なっています。他会と同様に、会員の入れ替わりが
多く、創立当初のメンバーは皆、６０歳を超えてし
まいました。とは言え残っている方はほとんどいま
せん。したがって若い会員が会を支えており、特に、
女性が運営の中心となっています。昔の柴笛のよう
な山女、山男然とした、こわもてはおらず、優しく、
知的なメンバーがきめ細かな取り組みをすすめてい
ます。
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2016.09.13事務局長会議議事録
平成28年9月13日(火)
県連事務所19:00〜20:25
出席：益田(川崎労山）、佐藤(川崎ＨＣ）、仙頭(ＡＣ
横浜）、津田(横浜ＨＣ）、斉藤(藤沢山の会）、
遠藤(ナーゲル）、若澤(相模ＡＣ），石塚(みず
なら）、田所(カモの会)、青柳(山ブキの会)、杉
山(M&C)、
入木田、三上（以上常任理事）、中河原、丸尾
（以上事務局部員）
欠席：川崎柴笛、こぶし、緑星、さがみ山友会、地
平線の会、山++、雪童山の会、メ ーグリ家、
Grazie
司会：入木田、 書記：丸尾
【１】県連からの連絡事項
▽9月5日（月）に常任理事会開催。議事録は連盟
ニュース9月号参照。
▽50周年記念事業： 記念誌はＣＤ化か、記念植
栽、記念講演を予定（横山勝丘氏、田上千俊氏な
ど現場で活躍の人の講演はすでに実施すみ）、レ
セプションなし。次回実行委員会10月11日（火）
▽9月11日（日）に定期理事会開催。出席者19名
＋1名。活発な意見交換ありました。議事録別紙。
１． 9月事務局長会議の日程など連盟ニュース掲
載の行事日程に誤りがあり混乱を招いた経緯を説
明。事務局長不在で日常業務を行っている。連盟
ニュースは事務局が中心となって印刷前に 点検す
ることに。
２． 自然保護委員会：クリーンハ イク前夜祭に お
いて飲酒ト ラブルがあり登山者のモラルが 問われ
たが、迷惑行為になる行動は慎んでほしい。石巻
震災ボランティ アはバス代高騰、参加者減により今
年は中止。
３． 救助隊： 8/27-28 夏季訓練(大滝キャンプ場)
19名参加
４． 遭対部： 読図講習 9/29机上 10/15実技
５． ハイキング委員会： 9/11 1県民サポートセン
ターに て「安全登山講習会」主催。講師は全国理
事の田上千俊氏、参加者29名。わかりやすい資料
で目からうろこのアドバイス多々。ご自身の事故の
話も説得力大。終了後のアンケートで は96％の方
が「参考になった」と回答。質疑応答活発。
６． 11/5-6 全国登山研究集会、全国ハイキング
交流集会が国立オリンピック記念青少年セン ター
にて同時開催され る。詳細は 連盟ニュース9月号
参照。
７． 定期理事会の自由討論で役員、会員の 高齢
化が問題となった。若手の 育成を含め初級登山学

校の講師陣育成を県連とし て取り組む方途を考え
たい。また以前のように 教育部、遭対部、救助隊の
一体化、一層の連携を進め てはど うかという意見
が 出された。11/12-13の救助隊主催の講習では
遭対部長丸山氏に講師として参加いただく。
８． 9/3-4 関東ブロック役員交流集会開催：埼玉
県秩父郡長瀞町長瀞、長 瀞荘に て参加者16名
（神奈川県より若澤常任理事1名）。各連盟の活動
報告の 後、各連盟が独自に作成している講習会
資料など の友好的な交換、有効利用について合
意を行う。午後の宝登山登山は雨天のため中止。
９． 2017年度労山カレンダーは県連として80部申
し 込み。各会から の申し 込みは 11月事務局長会
議にて。
１０． 山岳スポーツ指導協会（山指協）の安全講
座のチラシ完成。「プロが教える安全登山講座」5
回が予定されている 。第１回は10月22日（土）18：
00より山本正嘉氏（鹿屋体育大学教授）の「安全
登山の為の運動生理学とトレーニング学」（資料代
500円）が神保町の「山と渓谷」社会議室で予定さ
れ ているが特に労山会員のために新宿区新小川
町の日本勤労者山岳連盟事務所にて14：00〜16：
00に特別に講演をしていただくことになった。参加
費は無料で講演後新著「安全登山の 為の運動生
理学とト レーニング」（東京新聞社）を販売し 、サイ
ン会を行なう。ロングセラー「登山の運動生理学百
科」がパワーアップされている。申し込みは各会で
まとめてほしい。
【２】各会からの報告（ケガとかト ラブル報告：ヒヤリ
ハット 含む）
[川崎労山] 会員は1名増えて33名。事故報告：7
月伊豆ヶ 岳下りで 30代男性足首ひねり左足腓骨
骨折。10月例会で事故総括。7月に70代の男性シャ
モニーのオートルート踏破。
[川崎ＨＣ] 117名。連盟ニュース9月号にクラブ紹
介記事掲載されている。8グ ループ制だが7，8月
は8割が個人山行でグループを超えて活発な活動
が めだった。6月26日定期総会行われたが役員に
大きな変動なし。11月秋の交流山行予定（キャン
プ中心）。
[ＡＣ横浜] 休会中の会員10名、月に1名くらいの
見学者あり会員数は微増。会員は自分の好きなジャ
ンルに特化し始めている（ボルダリング、岩登り等）。
[ 横浜ＨＣ ] 8月よ り事務局長交代、石塚氏就任
（昨年事務局長会議に出席）。8月は会山行、個人
山行活発に行われている。ヒヤリハット なし。
[藤沢山の会] 1名増で105名に。8月17日〜21日
にかけて27名が4パーティに分かれて木曽駒ケ岳
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恒例の集中合宿実施。
[ナーゲル] 23名。8月例会で3名見学者あり。7月
塩見岳、8月小川山、谷川岳。
[相模ＡＣ] 34名。例年広沢寺にて無料講習会を
開き入会者募集していたがこのところ減少気味。
最近小川山に会所有のテント を常時張ったままで
のクラ イミングが多く問題化し ている 。会の ベテラ
ンが高齢化しているが40代の若手が育ってきてい
る。アルパイ ン系に 戻れ そうな予感。ヒヤリハット ：
丹沢の沢で落石あり。上から落ちてき た石をよけた
が足元の岩にあたって跳ね返りヘルメットの下から
顔面にあたり軽傷。落石については目を離しては
いけない。
[みずなら山の会] 4 0名。ちらほら見学者あるが、
必ずお試し 山行に 参加してもらってい る。机上で
入会1年弱の会員より天気講習がありよい内容だっ
た。ヒヤリハット：①黒部五郎岳に てトレイ ルランの
女性転倒目撃、出血し山小屋へ。短パ ン、素足は
危険。②折立に下山する途中70代男性（ペースメー
カー装着）下山できず急斜面に停滞。手持ちのロー
プで確保して救助した。
[カモの会] 79名に増加中。平均年齢37歳。毎月

10名以上の見 学者あ り会員の 出入りが 激しい の
で入会手順変更。会との相性を確認してもらうため
必ず月の集会に参加させてから入会してもらうこと
に。最近は沢よりもアルパイ ン系が増加。4月入会
者には7月縦走トレーニングを行った。
[山ブ キの会] あ まり山行に 行っていない。2ヶ 月
に1回会議をしているが計画を立てられない。ヒヤリ
ハット：7月高尾城山〜小仏峠間で滑って転倒した。
気が付けばアルミ製のストックが30度曲がっていた。
ケガは無し。
[Ｍ＆Ｃ] 計画書では なく下山確認後に報告書を
入力する方式をとっている。実際には 報告書の数
の3倍近く登ってい るもの と思わ れる 。クライミング
が目的の 山行が 多い。山岳会出身者が 少なく一
人ずつ好きなことをやっている。10月終わりに会費
を集金しそれを使って年に一度プ ロガイドを雇って
セルフレスキューなどの講習を行っている。海外登
山あ り。10月には 66歳男性がマナ スル 単独登頂
成功（シェル パ2名同行）。年配の方は 自分を震い
たたせることが中心になっているように見える。
以上

救助隊主催 ビバークと搬出講習会のご案内（暫定版）
● 実施日 １１月１２・１３日（土日）
● 場所 表丹沢戸沢（戸川林道終点）
● 集合時間 現地に１３時、参加者各自で集合
● １２日（土）の講習内容
ツェルトの張り方。
ビバーク（不時露営）の体験。ツェルトと日帰り装備のみ、マット、シュラフ無しでの露営訓練。
夕食は非常食程度。朝食はしっかりと摂って頂きます。火気、コッヘルは携行している前提です。
救助隊員が安全管理のために待機しています。
時期的に寒くなっているので、参加者各自耐えられる時間まで。厳しくなったらシュラフ使用。
● 参加者持参装備
ツェルト、防寒着、シュラフ、マット、夕食（非常食の前提）、朝食、１３日の行動食（適宜）
その他日帰り山行の装備。火気、コッヘルは各自判断。
● １３日（日）の講習内容
登山道から滑落した場合のセルフレスキューとファーストエイド講習。
６〜８㎜×１０ｍ程度の補助ロープ、カラビナ２〜３枚程度を携行している前提。
トレッキングポールとテープを使った応急担架の作成、ツェルトを使用した梱包と搬出等、自分で行う搬
出方法の講習。
終了時間１２時（予定）
● 参加者持参装備 補助ロープ、スリング（ １２０㎝ 以上を１本以上、６０㎝スリング１本以上） カラビ
ナ２・３枚 行動食（適宜）
● 参加費 １人２０００円 ● 申し込み締め切り １０月２８日
注意事項
安全管理につきましては、充分に注意して開催しますが、万が一傷害事故が発生した場合につきまし
ては、法的な問題が生じてしまいますのでご自身の保険でご対応お願い致します。
講習内容や参加要項、持参装備の詳細につきましては、１０月１３日の救助隊運営委員会にて調整し
た上で、再度ご案内を致します。
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安全登山講習会報告

登山ブームの中、全国遭難事故が年々増加
している。全国連盟も例外ではなく転倒、滑
落事故による大けが、疾病による死亡事故も
多く報告されている。神奈川県連では近年報
告数は少ないものの全国でワースト３に入っ
た時期もあった。
1017年度は神奈川県連設立50周年にあたり、
安全登山に対する意識を共通認識として再確
認してもらおうと全国連盟常任理事「田上千
俊氏」をお招きし講習会を開催した。
アンケートを実施した結果、全国連盟内で
実際に起きた事故事例、疾病実例の報告で事
故時の対応は80％以上の関心があり実際に起
きた時、遭遇した時に知識がないと的確な対
応が難しいのではないかと講習会の必要性を
強く感じた。

数人の方のコメントでは自己の経験を通し
て説明した内容が良かった。負傷時高エネル
ギー障害の場合必ず頸椎を保護するなど重要
と感じた。他はパワーポイントの背景、写真
の中の文字、トラロープは使用しないとのご
意見もありました。
ハイキング委員会 清藤秀子

安全登山講習会アンケート
H28年9月11日
29名中26名が回答
１．講習内容は参考になりましたか。
参考になった 96％
まあまあだった0％
２．どんな所がよかったですか。（複数回答）
岩場、鎖場の通過方法
31％
段差や悪路の歩き方
23％
ストックはどうするか
50％
実際に起きた事故事例・死亡事例
65％
脳疾患、心疾患の実例
61％
事故に遭ったときの対応 81％
低体温症について
46％
３．どんな講習会を開いてほしいですか。（複数回答）
安全登山講習会
46％
セルフレスキュー・CPR法（心肺蘇生）
42％
運動生理学
50％
他 ファーストエイド講習会
4％
ハイキングで使えるロープワーク 4％
＊パワーポイント背景の青色は必要なかったのでは？
＊写真の中の文字はスッキリ見えるようにしたら？
＊トラロープは使用しない方が一番だと思う
上記３項目のご意見がありました。
ハイキング委員会まとめ
2016.09.14全国遭難対策部から抜粋
・手首・腕の骨折が７名。
事故一報 16142〜160188
47件、49名
・足首・膝の捻挫が8名、膝の靭帯損傷・関節損傷が５名。
26名が転倒(無雪期登山19名 沢登り6名 クライミング1名）。・手指首 損傷３名 、右肩脱 臼・打撲 が３名、 左腕捻 挫・
９名が転 ・滑落（ 沢登り４ 名、無雪 期登山 ４名、ク ライ 左胸打撲が各１名。
ミング１名）
・頭部裂傷・前歯損傷が４名。
３名が無 豊期登山 での落石 。虫剌さ れ、病 気、歩行 中、 ・所属連 盟は東京 が９名、 兵庫が８ 名、埼玉 が４名 、奈
クライミング中が各２名。
良が３名 、千葉・ 滋賀・京 都・大阪 ・岡山・ 広島が 各２
テント撤収中、作業中、滝滑り中が各１名。
名、道央・栃木・群馬・神奈川・石川・長野･静岡・岐阜・
・病気２ 名は同じ パーティ 、越後駒 ヶ岳で 脱水・熱 中症 山口・香川・福岡・佐賀・鹿児島が各１名。
でヘリ救助。
・男女比は男性16名、女性33名
・虫剌され２名はスズメ蜂とブヨ。
･年齢構成は20代１名、30代４名、40代４名、50代 12名、
・足首・大腿骨および下肢の骨折が５名。
60代17名、70代10名、80代１名。
・骨盤・尾胝骨 ・肋骨・胸骨 ・鎖骨・右肩 の骨折が８名 。
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新日本スポーツ連盟神奈川県連盟
第３回常任理事会報告9/29
【出席】石川、藤本、今野、吉越悦子、田口、吉越
貴幸、松野、吉成
１、この間の活動について
（１）第５４回神奈川県スポーツ祭典
① 9/4 年齢別水泳大会→かなスポ10月号参照
② 9/11 陸上競技大会→かなスポ10月号参照
③ 9/11 バレーボール大会（女子）４チーム→
優勝：ピンクパンサー
④ 9/25
〃
（男子）８チーム→
優勝：Ｋ２
・明治大学と早稲田大学の同好会が参加。リー
グにも加盟。
⑤ 9/19 バドミントン大会→１８０人が参加
（若い人が多い）。
（２）第２回関東ブロックスポーツセミナー(9/3、4）
・かなスポ10月号の山岸さんの報告参照
（３）2016年度神奈川県ランニングセンター総会(9/8)
→月刊かながわスポーツ１０月１日号参照
（４）卓球協より・後期登録で６２名増え、１５０
０名を超えた。全国卓球協が新体制になって若
干不安もあるが１２月、１月の全国大会にむけ
準備をすすめている。
（５）県労山より 第３回福島の子どもたちと夏休
みプロジェクトに参加して かなスポ10月号参照
（６）月例マラソン・他
・よこはま月例→9/18WBGTが23だったので１０
kmを実施したが、湿度高く一人熱中症で倒れた
（回復したが）。夏の大会は慎重にやらないと
いけない。
・川崎月 例→9/25 WBGT25〜 26で１０ km中止し
５kmとした。1100人（こども３００人）参加。
・ウォーキング→12/10に関東ブロック交流ウォー
クを計画。会員の中で山に行きたいという要求
がある。
２、秋から年末年始にかけてのおもな大会・行事等
について

（１）10/2
ミックスバレーボ ール大会（９チー
ム）保土ヶ谷公園体育館
（２）10/9
第３８回河原駅伝（７４チーム）
※10/4 19時〜20時 河原駅伝大会
実行委員会開催を開催します
（３）11/6
スポーツ祭典サッカー大会決勝
（４）11/23
多摩川チャレンジ フルマラソン（申
込受付中）
（５）12/17、18 スキー協オープニングフェスティ
バル→５、６０人規模の予定
年末年始 第５０回記念ス キー祭典を実施し
ます。（記念行事計画中）
（６）2017年1/8 第４４回新春マラソン
・安全面の配慮からサイクリ ングコース使用せ
ず、３０kmはマラソンコース２往復（ 10kmと20
km）となります。それに伴い スタート時間の変
更（10km９:３０、30km１０:３０）、 受付７:
３０〜となります。
（７ ）今年の神 奈川労連 駅伝大会は 12月4日(日)と
決まりましたので、関係者の協力をお願いします。
３、「スポーツのひろば」オーバ ー３００＆読者会
について
（１）減誌と増誌の状況→現状ど ちらもなく３００
部を維持しています。
（２）増やす努力→見本誌の活用 。ニュースや大会
パンフの空スペースに宣伝を載せる。
（３ ）「読者会 」を１２ 月２日（ 金）１８ :３ ０〜
横浜市連盟事務所で行います。
・テーマ｢オリンピックを主題に｣・ゲスト(未定)
４、その他
（１）横浜市施設利用申込システムの再登録について
・県連盟、横浜市連盟、サッカー協のはまっこカー
ド登録を５名の横浜市在住役員 の本人確認を添え
て提出手続きします。
（２）日本共産党の県議団、横浜 市議団から県への
要求や施設要望のよびかけがありました。
（３）全国祭典グッズ（復興支援 シリコンバンド）
普及に努めましょう。
以上
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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 機関誌：｢あざみ｣

http://sangakukai.wix.com/kawasakirouzan
計32名（男17 女15 ）
平均年齢50.1歳

報告：山崎弘樹
09/03
09/03-04
09/03-04
09/10-11
09/15-17
09/16-17
09/15-17
09/17-18
09/23-24

那須 那須岳（茶臼〜三本槍） 縦走(1+1)
南八 硫黄岳〜赤岳
縦走(4)
奥多摩 雲取山
PH雨天中止
湯河原・西伊豆 幕岩〜城山
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ(登山学校：岩)(6)
北ア "白馬〜杓 子岳〜白馬槍〜唐松岳 "
縦走(1+1)
山梨 十二ヶ岳
岩トレ(1+7)
山梨・静岡 富士山
PH(1)
谷川連峰 谷川岳
PH(2)
奥武蔵 廻り目平(小川山） ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ(1+2)

川崎ハイキングクラブ

09/24-25
09/25
09/25
10/01-02

南八 硫黄岳〜赤岳
縦走(1+8)
奥武蔵 日和田山、等
縦走(3)
丹沢 塔ノ岳
PH(2)
南ア 仙丈ヶ岳、小仙丈ヶ岳
５０周年記念山行、慰霊山行(14+4)
10/02
大月 九鬼山
PH(3)
10/07-10 飯豊連峰 飯豊山
縦走(6)
10/15
大山山系 伯耆大山（弥山）
PH
10/22
湘南 鷹取
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ
10/23
湯河原 幕岩
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

http://homepage2.nifty.com/kawasaki̲hc/
報告:原 重徳
計118名（男60 女58） 平均年齢63歳

08/14-21 能郷白山/青梅黒姫山 (5)
08/17-18 二上山/葛城山/金剛山 (1)
08/22
比叡山
(1)
08/17-21 荒川三山（南アルプス）(2)
08/19-21 唐松岳（北アルプス）(3)
08/20-21 北八ヶ岳
(9)
08/25
室内例会
08/24-27 大山（鳥取）
(1)
08/27-28 甲斐駒ヶ岳(南アルプス)(5)
08/27-28 櫛形山
(4)
08/27-30 裏銀座（槍ヶ岳） (2)
08/30-09/04 聖岳/光岳(南アルプ

ス）
(3)
08/30-09/04 双六岳/槍ヶ岳/南岳(2)
09/02-04 木曽駒ヶ岳/宝剣岳（中
央）
(4)
09/02-05 雌阿寒岳/斜里岳 (10)
09/03-04 天狗岳（八ヶ岳） (2)
09/09
大岳
(4)
09/10
石老山
(11)
09/10
地 図と測量の科学館
（筑波）
(7)
09/10-12 西穂高岳（北アルプス）(2)
予定

10/15-16 玉原高原（群馬）
10/16-18 燕岳（北アルプス）
10/29-30 竜ヶ岳/大室山
10/30-31 迦葉山/皇海山
11/03
奈良倉山（中央線沿線）
11/05
戸倉三山（奥多摩）
11/05
戸倉二山（奥多摩）
11/06
日向山
11/12-13 菰釣山（道志）
11/19-21 東海自然歩道を歩く
（香嵐渓）
11/20
城山/弁天山（秋川丘陵

川崎柴笛クラブ 機関紙｢柴笛レポート｣
報告：鮎川一朗
09/03
大山・高取山
(1)
09/03
鳴岩川河原木場沢 中止
09/03
三ツ峠 屏風岩
(2)
09/03
塔ノ岳・丹沢山
(1)
09/03
塔ノ岳・丹沢山
(1)
09/03-04 針の木岳、蓮華岳
(2)
09/04
塔ノ岳
中止
09/10
米子沢
(3)
09/10
塔ノ岳
中止
09/10
丹沢主稜
(2)
09/10-11 北岳
(1+1)
09/10-11 槍ヶ岳
(1)
09/10-11 阿武隈川 白水沢左俣＆
南沢
(2)
09/10-12 衝立岩ダイレクトカンテ

http://shibabueclub.blogspot.jp
計28名（男15 女13）平均50歳

と中央カンテ
中止
09/11
本仁田山
(2)
09/15-16 餓鬼岳・唐沢岳・燕岳
（丸山新道）
(1)
09/17
戸隠山
(1+1)
09/17-18 妙高山・火打山
中止
09/17-18 北横岳〜双子池〜雨池〜
白駒池〜縞枯山 (3+1)
09/17-19 滝谷ドーム中央稜 中止
09/18-19 葛根田川
(3)
09/18-22 栂海新道（白馬岳〜親不
知）
中止
09/19-21 八幡平〜岩手山
中止
09/22-24 上高地〜横尾本谷 中止
09/24-25 柏木〜山上ヶ岳〜洞川 中止

09/24-25 火打山・妙高山
(1+1)
09/24-25 倉戸山、鷹巣山
(2)
09/24-26 衝立岩ダイレクトカンテ
と中央カンテ
中止
09/24-26 双六岳・三俣蓮華岳・槍ヶ
岳
(2)
09/24-27 涸沢・上高地
(1+2)
09/25
P1尾根・西岳
(1+1)
09/25
三ツ峠 屏風岩
(5)
09/25
上平寺〜中尾根〜伊吹山 (1)
09/25-26 小川山
(2)
09/25-28 表銀座
(1+1)
09/28
越沢バットレス
(2)

アルパインクラブ横浜 http://acy.jpn.org/wp/
報告＝岸
09/03
09/04
09/06

八ヶ岳・天狗尾根 (2)
蔵王（ ZAOス カイ・ファ
ン レース)
(1)
瑞牆(ボルダー)
(1)

直哉

09/09-10
09/09-10
09/10
09/10

計 27名（男 20：女 7）平均

西穂高岳
(1+1)
瑞牆山・金峰山
(2)
西丹沢・沖ビリ沢 (3)
甲斐駒ケ岳
(1)

09/17
09/22-23
09/24-25
09/25

歳

三ツ峠
(5)
涸沢(滝谷悪天敗退) (4)
燕岳
(1+3)
八ヶ岳(全山ラン) (1)

横浜ハイキングクラブ 機関誌｢四季｣ http://yokohamahiking.com/
報告＝津田嘉樹
09/10 広沢寺 (クラ イミ ング講 習
会）
(13)
09/08 月例会
(42)
09/11 旭岳（大雪山）
(10)

計61名（男30：女31）平均65.9歳

09/25 陣馬山・景信山・高尾山(7) 09/05 大岳山
(3)
：以上 会・県山行
09/12 黒岳(大雪山）
(9)
09/03 塔ノ岳
(2) 09/28 鍋割山
(3)
09/03-04 蝶ケ岳
(1+1)
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09/29-30 奥又白池(テント泊）(1+1)
09/30 小樽山
(2)
：以上 個人山行
[１０月予定]

横浜こぶしの会

2016年10月号

10/07-08 徳沢峠
10/15 二子山(岩稜登山講習会）
10/15 百蔵山
10/16 谷川岳（バスハイク）

12
10/23 南大菩薩（湯ノ沢峠）
10/29 丹沢桧岳・鍋割山
10/30 大菩薩連嶺・滝子山
：以上 会・県山行等

http://yokohamakobusinokai.cacao.jp/
報告=渡辺国彦
計19名（男11人 女8人） 平均 61歳

09/03 高松山（こぶし祭り）(10)
09/09 大山
(1)
09/10 高尾山
(1)
09/15-17 北アルプス 大天井岳
(1+4)
09/16-18 尾瀬燧ヶ岳〜至仏山(3)

09/17 丹沢表尾根
(1)
09/18 四阿山
(1+他)
09/25 日和田山〜巾着田
(6)
10/01-02 根 名草 山〜日 光澤 温泉
〜鬼怒沼
(3)
10/09 弥彦山

藤沢山の会 会報｢稜線｣

10/10
10/10
10/16
10/17
10/22

飯綱山
谷川岳
雨飾山
荒島岳
川苔山

http://fujisawa-yamanokai.com
計106名（男50：女56）平均66歳

報告=山本博生
09/03
三頭山
(6)
09/03
南秋川熊倉沢左俣 (1+他)
09/10
戸倉三山（Vハイク）(6)
09/10
御正体山
(11)
09/10
辺室山〜大山三峰 (3+他)
09/12-16 白馬岳〜栂海新道(1+他)
09/16-18 谷川岳万太郎本谷(1+他)

09/17

明 神ヶ 岳〜明 星ヶ 岳
（会ハイク）
(8+他)
09/17
大丸山
(3)
09/17
ユーシン渓谷
(3+他)
09/18-19 平ヶ岳
(1+他)
09/21-22 岩手山
(2)
09/22-25 針ノ木岳〜北葛岳(4+他)

09/24
高松山
(4)
09/25
巻機山米子沢
(1+他)
09/25 大野峠-丸山(会ハイク)(7)
09/26
大山
(4)
09/27
恵能野川〜岡松ノ峰
(Vハイク）
(5)

相模アルパインクラブ 機関紙｢こだま｣ http://sagamiac.sakura.ne.jp/
報告:川上昌宏
08/27-28 小川山 (2+1)
08/28
鬼石沢 (4+14)
09/02
大山
(1)
09/03
滝子山
(1)
09/03
大菩薩嶺 (1)
09/03 富士山 ・主杖流 し
(1)
09/03-04 甲府幕岩 (1+1)

09/03-05 秋 田駒ヶ岳 ・
鳥海山
(2)
09/05
苗場山 (1+1)
09/06
武尊山 (1+1)
09/09 富士山須走 (き の
こ狩り)
(1+1)
09/09
広沢寺
(1)
09/10
広沢寺 (1+1)

計35名（男25：女10） 平均55.1歳
09/10 八 ヶ岳・杣 添尾根
(1+1)
09/10 丹沢・表尾根 (1)
09/10
つづら岩
(2)
09/10
広沢寺
(2)
09/10
湯河原幕岩 (1)
09/10-11 小川山 (2+2)
09/16-17 火打 山・妙高

09/17
09/17
09/17
09/18

山
表尾根
富士山
鍋割山
丹沢山

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)

みずなら山の会 機関誌：みずなら http://www.mizunarayama.com
報告:石塚順子

計43名 (男25 女18) 平均61歳

09/前夜発03-04 奥秩父 小川山(ガマスラブ・春もど
り雪等）
岩登り(12)
09/前夜発03-04 奥秩父 3日廻り目平-金峰山/4日廻
り目平-小川山-八丁峠 ハイキング(1+1)
09/06 横須賀 鷹取 桜エリア
クライミング(5)
09/10-11 野尻湖・白砂山 10日弁天山-野尻湖分岐エビ山-野尻峠/11日堂岩山-白砂山-堂岩山
一般登山(4)
09/前夜発10-11 北ア(鹿島槍)10日爺ｹ岳/11日-鹿島
槍南峰⇔北峰
一般登山(1)
09/10 湯河原 幕岩
クライミング(2)
09/10 横須賀 鷹取 桜エリア
クライミング(4)
09/10 甲府 幕岩(森の散歩道） クライミング(1+2)
09/10 奥秩父(金峰山)大地峠-朝日岳-金峰山
一般登山(1)
09/11(前夜発）河口湖 三つ峠 クライミング(2+2)
09/12 大雪山系(旭岳) 朝日岳
一般登山(1+3)
09/15 横須賀 鷹取(南面・桜エリア）クライミング(2)
09/17 裏妙義 三方境分岐-丁須の頭 一般登山(2+1)

カモの会

09/17 丹沢(丹沢山) 塔の岳-丹沢山(ピストン）
トレーニング(1)
09/17 丹沢(丹沢山）塔の岳(ピストン)トレーニング(1)
09/17-19 小川山・甲府幕岩 甲府幕岩・小川山
クライミング(2)
09/23-25 小川山 23日廻八幡沢/24日セレクション/
25日八幡沢
クライミング(1+1)
09/24 丹沢(丹沢山）丹沢山
トレーニング(1)
09/前夜発25 奥秩父(小川山）ペンギン岩
ルート開拓(1)
09/25 広沢寺 広沢寺
クライミング(2)
09/25 丹沢(大山）大山山頂-見晴台 ハイキング(7)
09/25 丹沢(丹沢山）丹沢山
トレーニング(1)
09/25 奥多摩 越沢バットレス(第2スラブ左ルート）
クライミング(1+2)
09/前夜発25 秩父(両神山）八丁峠-東岳(ピストン）
一般登山(1)
09/27 横須賀 鷹取山 南面
クライミング(3)
09/28 横須賀 鷹取山 南面
クライミング(6)

http://www.kamonokai.com/hp/index.html
報告:田所芳文 計83名（男47：女36） ヤマレコhttp://www.yamareco.com/

09/01 High Note Trail :Overload &Decker Loop
09/03 【L学リクエスト】 三ツ峠・マルチ特訓
ハイキング(1)
アルパインクライミング(8)
09/02 蓮華岳〜針ノ木岳〜スバリ岳
09/03 富士山(吉田ルート)無雪期ピークハント/縦走(2)
無雪期ピークハント／縦走(1+2)
次ページへ
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09/03 小川山
フリークライミング(6)
09/03 白山 大白水谷
沢登り(4)
09/03 稲子岳南壁
アルパインクライミング(4)
09/03 船形連峰 大倉川笹木沢
沢登り(4)
09/03 富士山(御殿場口)無雪期ピークハント/縦走(1)
09/03 燧ケ岳
無雪期ピークハント／縦走(1+3)
09/03 西穂
無雪期ピークハント／縦走(1+1)
09/10 小川山
フリークライミング(13)
09/10 檜洞丸
無雪期ピークハント／縦走(2)
09/10 釜ノ沢 東俣
沢登り(5)
09/10 白山
ハイキング(6)
09/10 明神岳東稜?明神岳主稜 アルパインクライミング(3)
09/10 カサメリ・小川山
フリークライミング(3)
09/10 甲斐駒ヶ岳 無雪期ピークハント／縦走(1+1)
09/10 釜川右俣
沢登り(3)
09/10 瑞牆山
フリークライミング(2)
09/10 三ッ峠
アルパインクライミング(2)
09/10 赤岳天狗尾根 アルパインクライミング(1+4)
09/11 金峰山
無雪期ピークハント／縦走(2)
09/12 鳥海山
無雪期ピークハント／縦走(1+5)
09/15 雲ノ平周回
無雪期ピークハント／縦走(3)
09/15 【代替案】妙高山〜火打山
無雪期ピークハント／縦走(1+1)
09/16 富士・奥秩父・志賀ロングハイク
無雪期ピークハント／縦走(1)
09/17 Yosemite National Park フリークライミング(2)

Ｍ＆Ｃ

13

09/17 ［光岳代替案］火打 妙高
無雪期ピークハント／縦走(3)
09/17 〔代案〕八ヶ岳／小同 心クラック・大同心南
稜?ドーム アルパインクライミング(2)
09/17 【代替案】 谷川岳/烏帽子沢奥壁変形チムニー
アルパインクライミング(2)
09/17 谷川岳 一ノ倉沢烏帽子沢奥壁変形チムニー
アルパインクライミング(1+2)
09/17 北川の岩場
フリークライミング(5)
09/17 烏川滑谷沢右俣
沢登り(4)
09/22【代替】大朝日岳・月山
無雪期ピークハント/縦走(3)
09/24 龍王岳東尾根
アルパインクライミング(2)
09/24 ヌク沢左俣右沢【代替案】
沢登り(4)
09/24 八ケ岳（天狗岳?赤岳?編笠山）
無雪期ピークハント／縦走(1+2)
09/24 代替】三ツ峠・岩トレ アルパインクライミング(4)
09/24 【代替】鍋割山
ハイキング(2)
09/24 瑞牆マルチ
フリークライミング(2)
09/24 蓼科山
無雪期ピークハント／縦走(1+4)
09/24 三つ峠
講習／トレーニング(3)
09/25 小川山
フリークライミング(1+1)
09/25 伊豆三山(城山・発端丈山・葛城山)
ハイキング(1)
09/27 三ツ峠
講習／トレーニング(2)

http://mandc.moo.jp/
報告:宮原 誠
計31名（男21：女10） 平均46.2歳

09/03 湯川
フリー(1+2)
09/03 瑞 牆 天鳥 川北 沢右 岸スラ
ブ
フリー(1+1)
09/03 小川山、瑞牆 フリー(1,3)
09/03 富士山 御殿場口
トレッキング(1,4)
09/03 小川山、瑞牆 フリー(1+3)

09/04 甲府幕岩
フリー(2)
09/09 北穂東 稜〜滝谷クラ ック尾
根〜滝谷ドーム中央稜
アルパイン(1+1)
09/10 小川山
フリー(1+3)
09/11 下棚沢
沢登り(3)
09/17 一ノ倉 沢本谷下部?4ルンゼ

09/17
09/19
09/19
09/23
09/25
09/25

アルパイン(2)
角田山 トレッキング(1)
モミソ沢
沢登り(1)
ヨセミテ
フリー(1+3)
両子山 トレッキング(1)
オツルミズ沢 沢登り(1)
小川山八幡沢 フリー(1+1)

Ｇｒａｚｉｅ http://ocha-time.xsrv.jp/
報告：中村祐子
09/03-04
09/03-04
09/03
09/04
09/10-11

三ツ峠 クライミング(1+他)
小川山 クライミング(3+他)
広沢寺 クライミング(4)
広沢寺 クライミング(4)
小川山 クライミング(2+他)

２０１７労山カレンダー

計12名（男6：女6）

平均年齢41歳

09/10 赤岳天狗尾根 バリエーション(5) 09/17-19 北岳
ＰＨ(1+他)
09/10 丹沢・木の又小屋 ボッカトレ(2) 09/22-25 月山・大朝日岳 縦走(1+他)
09/10 瑞牆山 クライミング(1+他) 09/25 湯河原幕岩 クライミング(4)
09/17-25 ヨセミテ国立公園
クライミング(1+他)
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県連のスケジュール
日

曜

１ ０月

1

土 初級登山学校／ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞ実技

1

火

1

木

2

日 初級登山学校／ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞ実技

2

水

2

金

3

月

3

木

3

土

4

火

4

金

4

日

5

水

5

土

全国登山研究集会

5

月

6

木

6

日

全国登山研究集会
全国理事会⑧

6

火

7

金

7

月

常任理事会

7

水

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ机上

8

土

8

火

事務局長会議

8

木

救助隊運営会

水

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ机上
ﾌﾟﾛが教える講座②

9

金

常任理事会

日 曜

１ １月

日 曜

１２ 月

ﾌﾟﾛが教える講座③体力筋力
全国労山望年会

常任理事会

9

日

東日本女性交流集会

9

10

月

東日本女性交流集会

10 木

11

火

12

水

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ机上

12 土

救助隊のビバーグと搬出講習会
12 月
全国自然保護集会

事務局部会

13

木

救助隊運営会
全登研実行委員会

13 日

救助隊のビバーグと搬出講習会
初級登山学校実技山行
13 火
全国自然保護集会

連盟ニュース発送

14

金

14 月

14 水

救助隊運営会

連盟ニュース印刷/事務局部会
11 金
50周年実行委員会

10 土

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ実技

11 日

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ実技

15

土

関東B自然交流集会

15 火

15 木

16

日

関東B自然交流集会

16 水

16 金

17

月

17 木

18

火

18 金

19

水

19 土

19 月

20

木

20 日

20 火

21

金

21 月

21 水

22

ﾌﾟﾛが教える講座①運動生理学
土 18時／ マウンティンゴリラ登 22 火
山学校第12回机上講座14時

22 木

23

日

24

月

24 木

25

火

25 金

25 日

26

水

26 土

26 月

27

木

27 日

28

金

28 月

29

土

29 火

29 木

30

日

30 水

30 金

31

月

初級登山学校机上講習

初級登山学校実技

自然保護委員会

17 土
初級登山学校学校修了式

23 水

18 日

全国理事会⑩

23 金
全国理事会⑨

24 土

自然保護委員会

27 火
自然保護委員会

28 水

31 土

２０１６年の全国的な規模の集会・会議予定
全国登山研究集会・全国ハイキング交流集会 11月5日6日
（国立オリンピック記念青少年総合センター）
労山全国自然保護集会
11月12日13日 (つくば市筑波ふれあいの里)
関東ブロック｢雪崩事故を防ぐための講習会｣
実技(谷川岳)
2017年01月22日23日
机上(全国連盟事務所) 2016年12月04日 13:00
12月07日 19:00/12月14日 19:00

