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１
登山時報を購読しよう。
連載 ヒマラヤの東
中村保
新事務所オープン
シグナル 再び、大日岳裁判の判決を考える 斉藤義孝
ローレライ クライミングからハイキングまで 楠良寛
短期集中連載 いま改正保険業法を考える
不思議を発見する山歩き 小泉武栄
気象情報の見方と使い方 野尻英一
全国女性担当者会議が開催される
青年学生委員会 沢登り講習会
避難小屋を訪ねて 奥秩父･白泰山避難小屋 堀内一昭
インタビュー ひと 鈴木澄雄さん
地元会員特選ミニガイド 新潟 岡山
オススメ山道具 熊よけグッズ 笹原芳樹

連盟ニュース
２５９

神奈川

8
2006.8.8

県連のスケジュール
●8月
1
2
3
4
5
6
7
88
99
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

●9月
救助隊会議
常任理事会

遭対部会
事務局長会議

ハイキング実技
事務局部会
リーダー学校 机上

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

23 水

23 土

24 木

24 日

25
26
27
28
29
30
31

金
土
日
月
火
水
木

リーダー学校 実技
リーダー学校 実技
自然保護委員会

ハイキング懇談会

25
26
27
28
29
30

●10月
1
2
救助隊ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（無雪期） 3
常任理事会
4
救助隊会議
5
6
7
8
9
理事会
10
遭対部会
11
事務局長会議
12
13
ハイキング机上
14
15
16
17
18
リーダー学校 机上
19
事務局部会
20
21
22
リーダー学校 実技
遭対部 登山の基礎(机上)
リーダー学校 実技
遭対部 登山の基礎(実技)

月 自然保護委員会
火
水
木
金
土 ハイキング実技

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

ハイ キン グ 実技

常任理事会
救助隊会議

事務局長会議
遭対部会

ハイキング実技
事務局部会
リーダー学校 机上

遭対部講習会 岩の確保技術

｢登山の基礎｣講習会案内
県連留守本部
理事会のお知らせ／ハイキング委員会報告
｢丹沢大山クリーンピア２１｣総会の報告
ＡＣ横浜
ハイキングクラブ懇談会のお知らせ
常任理事会報告/事務局長会議報告/自然保護委員会報告
全国連盟新事務所オープン
「ヒマラヤ国際映画祭Tokyo2006」開催のお知らせ
神奈川県勤労者山岳連盟各会の活動報告と予定
登山時報８月号紹介／県連のスケジュール

23 月
24 火
25
26
27
28
29
30
31

水
木 教育部会
金
土
日
月 自然保護委員会
火

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
発行責任者 後藤 真一
編集責任者 村松
勝
TEL/FAX 045-434-2726
http://www.k-rouzan.net/

遭難対策部 2
3
4
羽生田麻衣 5
5
6
7
7
8
10

９

２

●｢登山の基礎｣(バランスアップ講習会)のご案内 ●
2006.06.25 神奈川県連・遭難対策部
平成１５ 年警視 庁の統計 による山 岳遭難の 発生原 因は「道 迷い」 が３
８ ％でトッ プ。そ して第２ 位は「転 倒、転落 、滑落 」の３つ を合わ せた
ものが３７％となっています。
普段の歩行とバランスがいかに大切かが分かります。
次回の講 習会の メインテ ーマは「 歩行時、 岩場で のバラン スの改 善」
で す。「自 分は大 丈夫だよ 」という 貴方！ 今いち ど、ご自 身のバ ラン
ス感覚を見直してみてはいかがですか？「バランスボール」や「平均台」
などを使ってゲーム感覚で楽しく、バランス力を身につけましょう。
その他「 登山の 運動生理 」「山の 気象の基 礎」な どのほか 、「ツ ェル
ト の立て方 」「携 帯電話の 使い方」 など、実 践に即 した話題 を紹介 し、
い わば「ハ イキン グ学校の コンパク ト版」と も言う べき内容 になっ てい
ます。

■ 対象者：
登山の初心者、基礎から学びたい方。歩行や岩場でのバランス
に不安のある方。
◆ ９月２３日（土）机上講習会の主な内容 ◆
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

登山やハイキングの事故・遭難の原因と対策を考え、安全に楽しめるようにしましょう。
登山やハイキングで体調を維持する「運動生理学」「健康管理」の基礎を学びましょう。
歩行時の「姿勢・バランス」の重要性を再認識し、改善する方法を考えましょう。
万一の時のための「リスク管理」について考えましょう。（ツェルトの使い方など）
「連れて行ってもらう」から「パーティ全員がリーダーとなれる」ことを目指しましょう。
山で役に立つ「気象の基礎」を学びましょう。
「携帯電話」の実践的な活用方法を学びましょう。

◆ ９月２４日（日）実技登山（丹沢・鍋割山）の主な内容 ◆
(0) 準備運動、
(1) 当日の気象傾向の予測
(2) 地図を見てルートの地形の特徴を理解
(3) コンパスの使い方
(4) パーティを編成してオーダーの確認
(5) 行動食の内容チェックと、水分摂取の方法
(6) ストックの使い方
(7) 急な登下降、岩場での姿勢およびバランスの確認
(8) 谷と尾根で携帯電話のアンテナ本数の違いを確認する
(9) ツェルトの設営
(10) 補助ロープ、シュリンゲ＋カラビナの使い方
(11) 下山後の整理運動

◆ 参加費用：３０００円 ◆
（※ 机上＋実技セット価格。実技のタクシー代こみ。個別受講はできません）

相模勤労者山岳会
6/24 マスキ嵐沢(3)
6/24 同上(2)
6/24-25 ヌク沢(3)
6/25 マスキ嵐沢(3)
6/25 ヤ ビツ 峠〜 三ノ 塔
（県連読図講師）(2)
6/25 鍋割山(1)
6/25 湯河原・幕岩(8)
6/29-7/2 ガイ ド協 会講
習会 （剣岳・源 次郎尾

みずなら山の会

報告

水村和也

計37名（男27：女10）
7/15-16 甲斐駒ヶ岳(1)
7/16 勘七ノ沢(3)
7/15-16 小川山(7)
7/15-16 富士山(1)
7/15-18 薬師岳 ・雲ノ平
(2)
7/16-19 東北・ 森吉山・
桃洞沢(3)
7/22 鬼石沢(3)
7/23 セドノ沢左俣(3)

根と別山）(1)
6/30-7/24 海 外登山・バ
ルトロ氷河(1)
7/3 小川谷廊下(1)
7/4 小川山(1)
7/4-5 大洞川・井戸沢(2)
7/7 勘七ノ沢(1)
7/8-9 富士山(1)
7/14 ヤゲン沢(1)
7/15 八ヶ岳・権現岳(1)

報告

小川眞澄

計33名

7/14-16日 赤岳 天狗尾根 7/29 鷹取(8)
7/30-8/2 黒部 五郎 、双
(5)
六、笠(4)
7/15 伊吹山(8)
8/4-5 谷川一ノ 倉烏帽子
7/19 B-PUMP
南稜(4)
7/22 鷹取(2)
8/4-6 別山、奥大日(2)
7/25 役員会

久良岐ハイキングクラブ
7/5-6 至仏山 中止
7/26-27 剱岳 強風中止

横浜山楽会
8/9 例会
8/20 兜山
8/22-24 餓鬼岳

雪童山の会

報告

8/9-11 蝶ヶ岳
8/19-21 白峰三山

9/7 例会
9/9 塔ノ岳
9/16-18 キャ ンプ 山行

やま＋＋
7/1 勉強会
7/12 勉強会
7/22-27 大雪山縦走(3)
7/25-29 羅臼岳 ・斜里岳

報告

栗田

(2)
7/26 例会
7/28 棒ノ折山(2)
8/5-7 甲斐駒（ 黒戸）・

開催は8月14日〜17日、19日〜22日、
場所は東京渋谷区のNHKふれあいホールです。
上映スケジュールについては、下記の公式
サイトをご参照下さい。
http://www.himalaya-tokyo.net
チケットぴあ各店舗にて発売中です。
問合せ先：
ヒマラヤ国際映画祭2006Tokyo事務局

計17名 (男9

9/2 室内例会
9/16-17 奥鬼怒

女8) 平均63歳

花火
湯の丸高原キャンプ場
9/14-15 白毛門
10/5 例会
10/6-8 清 内路 村・ 納涼

後藤 亨

7/1 丹沢・小草平沢(2)
7/2 丹沢・ 山伏峠〜沖ビリ沢〜樅ノ木 沢〜樅ノ木沢
の頭〜山伏峠(2)
7/2 丹沢・モミソ岩(セ ル フ レ ス キ ュ ー ト レ ー ニ ン グ )(1)
7/6 丹沢・小草平沢〜塔ノ岳〜小丸尾根(2)
7/11 丹沢・一の沢橋〜土沢・一の沢〜三国峠(1)
7/12 広沢寺・弁天岩(岩トレ)(4)

8/12-15 ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑ・飛騨
尾根・前穂北尾根(2)
8/11-15 野口 五郎 ･鷲羽
(2)
8/13-17 朝日連峰(7)
8/24-27 北鎌尾根(2)

計9名 (男5女４) 平均58歳

報告、佐竹範明

報告

女13名）平均53歳

8/4-6 薬師(1)
8/5 水無川本谷 、沖の源
次郎(2)
8/9 例会
8/12-16 劔チン ネ左稜線
(4)

三上茂

7/30-31 至仏山(2)
8/5 室内例会

(男20名

7/23 マ スキ嵐沢 鬼石沢
(リーダー学校講師)(1)
7/22-23 富士山(1)
7/24-27 大日 三山〜立山
三山(1)
7/29-30 七時雨山(1)
7/28-8/1 朝日連峰(以東・
大朝日・祝瓶)(1)
7/29-8/20 海外登山 イ ン
ド ヒ マ ラ ヤ ト レ ッ キ ン グ (1)

計20名 (男

女

) 平均

歳

7/15 三つ峠(中央カンテ、クーロ アール、権兵衛、
草溝他)(2)
7/23 丹沢・大倉尾根 〜塔ノ岳〜書策新道(ボッカト
レーニング)(2)
7/23 三つ峠(空間リッジ、地蔵右)(3)
7/23 谷川・一の倉沢(中央カンテ取付まで)(2)
7/23 乾徳山・旗立岩中央岩稜ほか(登山口まで)(5)

彰

計13名（男7：女6）平均44.8歳

仙丈ヶ岳、
8/7-11 乗鞍岳・槍ヶ岳
8/9 勉強会、
8/13-14 鳳凰三山、

8/19-20 和賀岳
8/23 例会、
8/27 沢（場所未定）

(財)NHKインターナショナル
TEL：03-3464-1823
FAX：03-3770-1829
長々失礼いたしました。
ぜひご鑑賞をご検討いただければ幸いです。
(財)NHKインターナショナル 国際事業部
小山(オヤマ)るな

８
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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：佐々木利江

計49名（男31

女18）平均

歳

7/1-2 (3)丹 沢・ﾓﾐｿ岩ﾚｽ 7/16-30 ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ｱﾙﾌﾟｽ 7/30 登 ）沢 実技 ・ 水根 8/23 ４０周年記念山行ﾐｰ
ﾃｨﾝｸﾞ
沢(8)
(4+1)
ｷｭｰﾄﾚ
その 他１５ 雨 天中止 8/30 例会
7/22 準 会山 行・ 岩ﾄﾚ、
7/5 運営委員会
の山行３
日和田山(7)
7/15-16 西丹沢 ・桧洞丸
8/6 岩ﾄﾚ・つづら岩
7/26 例会
(3)

川崎ハイキングクラブ
6/17-18 入笠山(10)
6/21-22 筑波山・男体 山
(7)
6/25 総会(83)
7/2 三頭山 (例会山 行)(2
7)
7/8 南大菩薩(8)

アルパインクラブ横浜
7/1-2 谷川岳 馬蹄形縦
走(2)
7/1-2 沼津 位牌山(1)
7/1 丹沢 三ノ塔 〜塔ノ
岳(2)
7/ 1- 2 丹 沢 モ ミ ソ 岩
（救助隊自主訓練）(4)

報告

樋渡輝彦

7/12 運営委員会
7/15 鍋割山(9)
7/22-23 谷川岳-平票山
7/22-24 鳥海山・月山
7/22-25 白馬岳
7/27-30 後立山連峰
7/28-30 火打山・妙高山

熊谷博美

報告 白鳥松男

7/15-16 茶臼岳 (那須)雨
6/25 茅ヶ岳(21)
7/1 鷹 取山 ・岩 トレ (雨 天中止
7/19 三 国山 (箱根 )雨天
天中止)
中止
7/8-9 苗場山(14)
7/20-22 越後 駒ヶ 岳 雨
7/13 例会

横浜こぶしの会
6/30 -7/2 十勝 岳、大雪
山旭岳(1+4)
7/15-17 三 峰三 山(4)１
６日下山
7/15-16 薬師岳(2)中止

横浜わらび山の会

報告

田辺美由紀

7/7-9 八甲田(5)
7/8 読図山行 松田山(8)
7/15 教育 モミソ沢(14)
7/10-22 中国四姑娘山(8)

7/15 丹沢 塔ノ岳(1)
7/15 丹沢 丹沢山(1)
7/15-16 甲斐駒 尾白川
本谷(!)
7/15-16 北岳(1)
7/15-17 爺が岳 〜鹿島槍
ケ岳(1)

7/22 丹 沢 塔 の岳 〜ヤ
ビツ峠(1)
7/22-23 小川山(4)
7/22-23 尾瀬 が原 尾瀬
沼(1)
7/23 瑞 がき カサ メリ
沢の岩場(2)

計55名（男19：女36）平均59歳
8/20 平標〜仙ノ倉山
8/20-23 越後駒ケ岳
8/27 丹沢 葛葉沢

天中止
7/23-24 尾瀬沼
7/27-30 薬師岳(北ア)
8/10 例会
8/11-15 聖岳〜光岳

計27名（男17人

女10人） 平均50歳

8/6 金時山
駒・黒戸尾根)(7)
7/21-22 乗鞍(1)中止
8/10-14 白馬、 朝日岳(1
7/22-23 西丹沢 鬼石沢 7/29-8/2 穂高(1+2)
+1)
7/31-8/4 栗駒 鳥 海山
（１）リーダー学校
(1+1)
7/23 金時山(5)中止
7/28-30 慰霊 登山 (甲斐 8/4-5 至仏山(1+2)

報告：籾山輝夫

7/1-2 天城山、城ケ 崎(1 7/23-8/3 日高 山系 天
塩岳 .暑 寒別 岳 、余 市
1)
岳、狩場岳、大千軒岳、
7/1-2 一夜山(4)
ﾆｾｲｶｳｼｯﾌﾟ山、ﾆﾍﾟｿﾂ山
7/14-24 中国タークーニャ
(2)
ン(1)
7/27 定例会(15)
7/15 櫛形山(6)
7/28-31 秋田駒 ケ岳、乳
7/22-23 蓼科山(2)

藤沢山の会

平均58.6歳
8/26-27 九鬼山-高柄山
8/26-27 一切経山・ 家形
山
8/27 天覧山・多峰主山
8/31-9/3 朝日連峰
9/3 岩殿山・例会山行

計42名（男23：女19）平均37.4歳

7/8 大菩薩連嶺(1)
7/7 小川山(3)
7/8-9 小川山(3)
7/8-9 三ツ峠(3)
7/12 高 尾山 （マ ラ ソン
トレーニング）(2)
7/15 小川山(5)

横浜ハイキングクラブ

計111名（男50 女61）
8/4-5 富士山
8/6 横 浜ウォーキン グ例
会山行
8/9 運営委員会
8/16-17 至仏山・皇海山
8/23 例会
8/25-26 二子山

報告

清水

7/15 二十六夜山(5)
7/29 小草平沢(13)
7/28-30 針ノ木岳(9)
8/4-7 鳥海山

守

計18名

(男7

女11)

頭山、森吉山（2）
8/1-5 立山連峰 、唐松岳
（9）
8/12-17 聖.赤石.荒川岳
縦走（1）
8/24 定例会
8/26-27 一切経 山、東吾

妻山 栗駒山(6)
8/26 大蔵高丸(6)
9/3 棒の折れ山
9/6-7 飯盛山他
9/16-18 武尊山
9/24 わらび山（奥多摩）
9/28 定例会

計93名（男42：女51）平均60歳
嶺
8/11-14 白峰三山
8/17-20 夏山 合宿 甲斐 9/17-18 教育 大雲取沢
駒・仙丈
9/2 自 然観 察 大 菩 薩連

県連留守本部

下記複数にて対応の予定です。（７月２０日現在）

４

７
参加した羽生田さんより報告あり。別紙
参照
７月３１日
③2006年度クリーンハイクの報告書の確認
参加者
・三上さん編集、作成により報告書完成。
吉岡、高橋、三上、大用、萩原、大日向、
・参加者へ次回の自然保護委員会（８月
羽生田、石田、清水（記録）
２８日）で送る予定。
・自然保護委員会の資料として、林道ゴ
議題
ミの写真、地点、反省等を集めたものを
①名簿、メーリングリストについて
作成していく予定。持っている他会につ
・名簿では確認がとれていない会もあり、
いては催促していく。
今後連絡していく。
その他
・また、出ていない会については今度の
今後、自然保護委員会の中で会計報告や
理事会で確認していく。
予算などをより把握しやすいよう、明確に
・メーリングリストは今わかっている人
出していった方がよいのではないかという
で流していく。
②クリーンピア２１に報告
案が出た。

自然保護委員会議事録

理事会のお知らせ
以下の様に理事会を開催します。理事の方々
はご参集お願いします。また、理事を選出さ
れていない会は代表者の出席をお願いします。
日時
場所

内容

２００６年９月１０日 １３時〜１７時
川崎市中小企業婦人会館
神奈川県川崎市中原区新丸子東
３−４７３−２ Tel.044-422-2525
２００６年度前半のまとめと後半の進
め方について。

東急東横線
・目黒線『武蔵小杉駅』南口下車徒歩１分
ＪＲ南武線『武蔵小杉駅』西口下車徒歩５分
南武線からは、連絡通路にて東横線南口に出るのが便利です。

ハイキング委員会報告
丹沢ビバーク山行 ６月１７日〜１８日
山行中に道に迷いビバークとなる設定でし
たが梅雨の時期でもあり、天気予報も考えて
尾根の在る所にし、雨の中でも歩きやすい様
コースも変更しました。
初日は晴れ間も出て、目的地に着くまでは
降られませんでしたが、林道歩きが長く感じ
ました。夕方から雨になり、翌日は朝食後、
大倉へ下りました。
予定より易しくなりましたが、雨の時期、
リーダーとしての判断、決断を考えてほしい
ものです。 受講者６名、講師３名
＜受講者の感想＞
丹沢ビバーク山行
渡辺和代
最近の丹沢にはヒルが多いという情報あり。
ヒル除け剤を念入りに塗る。出発早々一匹発
見！登山道は湿って暗く、じわじわと恐怖感
が増してゆく。見つける毎に神経は過敏にな
る始末。階段を上り、ヤビツ峠につくやいな
や靴下を脱ぎ点検する。以前はこんな風では
なかったのに・・・。考えてしまう。

日本勤労者山岳連盟
新事務所オープン
加藤

正敏

休憩後、トップを交替して岳ノ台へ。ここ
からは空も青く明るく一汗かく。富士山、箱
根の山々も遠望できる。コンパス講習後、又
トップを替わり、林道を行く。トップの心得
や花の名前を教わりながら戸沢へ。
１９時頃、各々思い思いのしたくで就寝。
夜半、激しい雨。覗くと雨が矢の様だった。
翌朝４時起床。豪華なラーメンの朝食後、
小雨の中をあっという間に大倉へ着いた。
大雨という天気予報の為、東尾根でビバー
クということに事になった。本来のビバーク
とは違うのだろうが、講師の方々の指導、体
験談などを聞く事が出来、大変有意義な山行
でした。

〒162-0814 東京都新宿区新小川町５番24号
電話 ０３−３２６０−６３３１
ＦＡＸ ０３−３２３５−４３２４
フリーダイヤル ０１２０−４４−２７４２
（平日10時〜18時）
Ｅメール jwaf@jwaf.jp
ホームページ www.jwaf.jp
ＪＲ・地下鉄 飯田橋駅 下車 徒歩10分
飯田橋駅から目白通りを江戸川橋方面へ歩い
て大曲バス停手前のコンビニ（ローソン）の
角を曲がり約50ｍ歯科医院の角を入る。

「ヒマラヤ国際映画祭Tokyo2006」開催のお知らせ
8月14日より、私共で主催する「ヒマラヤ国
際映画祭TOKYO2006」のご紹介をさせてくださ
い。
当映画祭は『日本勤労者山岳連盟』様の後
援もいただいております。
会員の方への告知をしていただければ幸い
です。
'環境'を切り口に、ヒマラヤに関する、山
の厳しさ、偉大さを強烈に伝えるドキュメン

タリー作品16本を上映いたします。
1956年の日本隊によるマナスル世界初登頂
の記録（「マナスルに立つ」）、エベレスト8
000mを越える場所で友人の生死を分ける判断
を迫られる実録フィルム（「運命の高峰」）、
盲目の男性が世界初のエベレスト登頂を目指
した記録（「盲目のクライマー」）など、山々
を目指す皆様にぜひご覧頂きたい映像です。
(１０ページに続く)

５

「丹 沢大 山ク リー ンピ ア21」総 会の 報告

・平成17年度決算報告（案）について
・平成18年度事業計画（案）について
第29回丹沢大山クリーンピア21の総会に、県 ・平成18年度予算（案）について
連自然保護委員より1名出席してきましたので、 ・クリーンピア21会報の発行について
・KANAGAWA Clean Wave Networkの実施につい
報告します。
て
１．丹沢大山クリーンピア21とは※
丹沢大山クリーンピア21は、丹沢大山国定公 ５）特記事項及び意見交換要旨
登山者のモラルが向上し、現在の登山者が捨
園を中心とした山域とその周辺地域の自然を美
てるゴミは少なくなっています。しかし、昔に
しく保存し、良い環境を整備するために、ゴミ
持ち帰り運動を推進している会です。会の活動 捨てられたビンなどのゴミや、林道の不法投棄
には、神奈川県内のボランティア団体、企業、 のゴミなど、重量のあるゴミが多くあります。
組合、行政などが参加しています。なお、活動 これらの状況について各参加者から、重量のあ
の経費は会費（賛助金及び県や市町村からの負 るゴミを下ろすための予算措置の希望や、ボラ
ンティアが集めたゴミを確実に行政でひきとっ
担金など）や、寄付金などから得ています。
てくれる対応を望む声が出されました。
※参考資料：総会配布物
また、県連からは、登山者として今後課題に
２．神奈川県勤労者山岳連盟とクリーンピア21
感じているのは登山道整備やトイレのゴミであ
の関係
県連は、クリーンピア21の清掃活動事業の中 り、姿勢として清掃活動を続ける意義はあるが、
から活動助成金を得て、「丹沢クリーンハイク」 不法投棄のゴミについては登山者としての関わ
の活動資金にあてています。平成18年度の丹沢 り方が難しい状況であるという、クリーンハイ
クリーンハイクは、県連自然保護委員会が中心 ク実行委員反省会で出た意見を伝えました。
これらに対し、事務局（自然環境保全センター
になって準備を行い、5月28〜29日に水質調査
と登山道及び林道の清掃活動を実施しました。 内）から、重量のあるゴミの搬送についての予
算措置については今後検討するということ、ま
３．総会の報告
１）日時：平成18年7月6日(木)15：00〜16：00 た、不法投棄ゴミについての事務局の捉え方は、
林道や里のゴミも含めてきれいにすることが丹
２）場所：神奈川県自然環境保全センター
３）出席：クリーンピア21参加団体より計約50 沢全体をきれいにすることであると考えている、
との回答が出されました。
名（県連自然保護委員より1名 羽生田）
なお、トイレゴミに関するの啓発については、
４）議事及び報告
事務局も今後考えていきたいとのことでした｡
・平成17年度事業報告（案）について

「ハイキングクラブ懇談会」のお知らせ
2005年の２月より、ハイキングクラブ同士のコミュニケーションの必要性を感じて、ハイキ
ング懇談会を実施しています。2ヶ月に一度、県連事務所に集まって、ハイキングクラブの山行
の多様性、安全山行、事故事例やヒヤリハットの検証、教育活動や運営活動の悩みなどを話し
てまーす。是非多くの会や会員の方の参加を期待しています。各会の知恵と力をあわせて喜び
あふれるハイキングライフを楽しみましょう。
次回懇談会のお知らせ
●日時･場所 ８月３１日(木)１８：３０〜 県連事務所
●テーマ
①なんたって教育活動が大事だけど、会での教育は どうやっているの？
②お話 基本の基「装備について」 −装備も日進 月歩。安全登山と装備を語ろう−
大賀 由普さん（東京 むさしの山荘店主)

６

常任理事会議事録
日時：2006年8月2日（水）19:30〜22:00
会場：県連事務所
出席者：渡辺会長・後藤理事長・鳥越副理事
長・小竹・吉岡・押本・増田
議事内容：
１．7/13（木）新スポーツ連盟との懇談会を
渡辺・後藤・村松出席で実施。新スポ連と
の交流が会員にとって希薄になっていると
感じたため、双方の活動内容と今後の交流
について紹介し合いました。継続して実施
していこうと思います。
次回は９月理事会の後日予定。
２．組織部（小竹）
各会に組織調査票を記入してもらうよう
既に配布したが、回収僅か。
メール、ＦＡＸ、郵送、事務局長会議等
で早めに提出をお願いします。
３．ハイキング委員会（増田）
8/20はハイキングリーダー学校実技／葛
葉川本谷を予定。場合によっては途中林道
まででエスケープも考慮。渡辺会長も講師
参加予定。
４．教育部（後藤）
・7/3リーダー学校補講／源次郎沢での事故
報告
・8/26〜27リーダー学校実技は、初級が奥
秩父／釜ノ沢東俣、中級が現時点では奥利
根／ナルミズ沢を予定。
５．救助隊（後藤代行）
・7/29神奈川６名で沢チームレスキュー技
術確認。翌7/30埼玉・千葉合同でチームレ
スキューの流れをトレーニングしたが幾つ
か課題を残した。
・9/2救助隊メンバー任意参加者でセルフレ
スキューのおさらいを予定。（鷹取山予定）
・10/14〜15関東ブロック合同レスキュート
レーニングを予定。
６．財政（押本）
・４月以降分の連盟費を未納の会がまだあ
るので至急支払いをお願いします。
・もし県連へ救助要請する事故があったら、
要請を受けた救助隊員は、押本さんにも一
報を入れて下さい。（救助費用捻出のため）

７．女性委員会について（小竹）
現在神奈川では女性委員会として正式に
活動していないので、今後どのようなこと
を実行していくか、来月常任理事会で継続
審議をしていきたい。
８．山スキー協議会（小竹）
オフシーズンの内に現在ＭＬ登録してい
るメンバーから世話役を決めたい。
ミーティングを９〜10月上旬頃実施。例
えばＧＰＳ講習会などをこの協議会が主催
となって実施してみることも一つの切り口。
９．対外的内容（後藤）
・静岡県連40周年記念レセプション−渡辺
会長参加予定
・全国連盟評議会（9/3）−9/2〜関東ブロッ
ク評議会と併せて後藤理事長参加予定

事務局長会議報告
７月１１日
出席会
川崎労山、川崎ＨＣ、ＡＣ横浜、横浜ＨＣ、
横浜こぶし、横浜わらび、藤沢山の会、小田
原ナーゲル、みずなら、久良岐ＨＣ、さがみ
山友会、横浜山楽会、雪童山の会、地平線の
会、裏山探検隊、やま＋＋ 以上１６会
県連からの報告：
遭対部講習会「登山の基礎」の案内。
リーダー学校での事故の報告。
活動報告
さがみ山友会：ホームページを一新した
ところ入会希望者が増加。
横浜わらび：喜寿のお祝い山行実施。
天候が悪く中止した山行が多いとのこと。

