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事務局長会議報告

８月８日

連盟ニュース

相模労山：奥秩父で下山遅れ。
出席会 川崎ＨＣ、ＡＣ横浜、横浜ＨＣ、 横浜こぶ
し、横浜わらび 、藤沢山の会、みずなら、相模労山、 やま＋＋： 木曽駒で滑落した他の登山者を救助 す
る。
みずなら 、久良岐ＨＣ、横浜山楽会、カモ の会、雪
事故の報告：
童山の会、やま＋＋ 以上１４会
県連からの報告：
み ずなら会 員 ７／１ ６に赤岳 県界尾根 上でて ん
かん症状発生。ヘリにて救助。入院中。
遭対部講 習会「登 山の基礎 」の案内 。定期理 事
会開催の案内。
活動報告
川崎 ハイク：三頭山で道標間違いによる 道迷い。
三頭山中央稜の道標は間違い
わらび ： 中国ター コーニャ ン。高山 のためバ ス
移動中でも高山病発症するので注意。

２６０

神奈川
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県連のスケジュール
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遭対部会

「流雲の薬師岳」写真提供：トリコシアキオ（http://tory.com/）
事務局長会議

遭対部講習会 自己脱出
ハイキング終了式
事務局部会

21 火 リーダー学校 机上
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２００６年クリーンハイク報告集をみて
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●「 登山の基 礎」(バラン スアップ 講習会)のご 案内 ●
2006.09 神奈川県連・遭難対策部
登山事 故の３７％は「転倒」が占めています。本講習会の 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 ◆
会場：横浜市神奈川スポーツセンター(045-314-2662)、９：３０受付開始
(1)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。
(2)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。
(3)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。
(4)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）
(5)「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。
(6)山で役に立つ「気象の基礎」を学びましょう。
(7)「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のでご注意ください
◆申込先◆
遭対部・田草川：０９０−２７２８−０８６３（kanagawa̲soutai@yahoo.co.jp）

救助隊全体訓練参加者募集中
救助隊登録の皆さん、日々のお勤め、山行、
お疲れ様です。10月に隊員全員を対象とした
シミュレーション訓練を予定しています。昨
年の奥多摩での捜索訓練をさらに充実させた
形での実施を考えています。県連会員がよく
入山するようなエリアを訓練場所に選定し、
現場での捜索・通信活動訓練のほか、本部も

10月14日（土）、15日（日）
作って事務的なことも含め実際にどのような
作業が必要となるか、どういう問題点がある
か等を体験・検証することが目的です。今回
は、昨年から合同でいろいろとお世話になっ
ている埼玉県連はじめ東京や千葉県連からも
参加予定です。
非常時にはいかに普段から面識があるか、

相模勤労者山岳会
7/26 小川山(1)
7/24-27 大日岳 ・立山三
山(1)
7/29 竜喰谷(3)
7/29-30 甲府幕岩(1)
7/28-30 大荒川谷(2)
7/29-30 七時雨山(1)
7/28-31 朝日連峰(1)
8/1-4 前穂・奥 穂・槍ヶ
岳(1)

みずなら山の会

報告

水村和也

計37名（男27：女10）
8/13 小川谷廊下(4)
8/12-15 表銀座縦走(1)
8/14-15 巻機山(1)
8/14-15 赤岳(1)
8/16 天王岩(1)
8/12-16 小川山(1)
8/12-15 針ノ木 岳・爺ヶ
岳(1)
8/14-16 爺ヶ岳 〜七倉岳
(1)

8/5 三ツ峠(RCT)(3)
8/6 見晴小屋ボッ カトレ
(1)
8/6 葛葉川本谷(2)
8/5-6 釜ノ沢東俣(3)
8/4-7 小川山(2)/(1)
8/1-8 赤牛・黒部五郎(1)
8/7-8 富士山(1)
8/10-11 剣岳・ 源次郎尾
根(2)

報告

小川眞澄

計33名

8/5 室内例会(4)
8/9-11 蝶ヶ岳(中止)

報告

三上茂

8/19-21 白峰三山(6)
9/2 室内例会(8)

横浜山楽会

報告

報告

計10名 (男6女４) 平均58歳

9/16-17 奥鬼怒
9/22-24 蝶ヶ岳

佐竹範明

(5)
8/9 例会(12)
9/7 例会
8/20 兜山(7)
9/9 月例 塔ノ岳
8/22-24 餓鬼岳(1)
8/26-27 瀧沢園 キャンプ 9/16-18 キャン プ山行

雪童山の会

女13名）平均53歳

9/16-18 早池峰 山、岩手
山
10/ 救助訓練

8/17-18 早池峰 山、岩手 8/27 (8)
9/2 広沢寺(5)
山(1+1）
9/9-10 五竜-鹿島槍
8/20 和田山(2)

久良岐ハイキングクラブ

(男20名

8/17-19 薬師岳(1)
7/29-8/20 海外登山 イ ン
ド ヒ マ ラ ヤ ト レ ッ キ ン グ (1)
8/19-20 北岳バットレス・
第４尾根(5)
8/7-23 ペ テガ リ・ カム
イエク・羅臼など(1)

計17名 (男9

9/30 室内例会
10/14-15 鳳凰三山

女8) 平均63歳

花火
湯の丸高原キャンプ場
10/14-15 白毛門
9/24 茅ガ岳
10/22 月例 塔が岳
10/5 例会
10/6-8 清 内路 村・ 納涼

後藤 亨

計20名 (男

女

) 平均

歳

岳-三俣 蓮華岳-水晶岳
8/10-12 野反湖 -魚野川 雲ノ平-薬師峠(2)
7/29 尾瀬 ・鳩待峠-オヤ
-読売新道-黒部湖(2)
小ゼン沢-野反湖(3)
マ沢 田代-至仏山-山の 8/2 丹沢・矢駄沢(2)
8/6 丹沢・モミソ 岩（セ 8/13-16 上高地 -西穂-奥 8/19-21 猿倉 -大雪渓 -白
鼻-鳩待峠(3)
馬岳 -杓 子岳 -鑓ヶ 岳 穂-槍-上高地(3)
ルフ レスキュー トレー
7/29 湯河原・幕岩(4)
鑓温泉-猿倉(2)
8/13-19 黒戸 尾根 -甲斐
ニング）、新茅沢(8)
7/30 小川 山（屋根岩2峰
駒ヶ 岳- 塩見 岳-聖 岳 - 8/23-24 宝川 ナルミズ沢
セレクション、他）(3) 8/6 丹沢・大倉-二俣-鍋
-朝日岳 -宝川 林道ゲー
畑薙(1)
割-塔 -三 ノ塔 -三ノ 塔
7/29-8/3 岳 沢-前 穂-北
ト(3)
8/14-17 折立 -黒部 五郎
尾根-大倉(1)
穂-槍-三俣蓮華-鷲羽-

やま＋＋
8/5-7 甲斐駒(黒戸)・仙
丈ヶ岳(7)
8/8-10 (1+2)
8/19-20 和賀岳 (4)
8/22-26 (1+1)

報告

8/23 例会(12+1)
8/26-27 ナ ルミ ズ沢 (1+
藤沢山の会)
8/26-27 千曲川 源流・甲
武信岳・三国峠(4)

小田原ナーゲル山の会
8/4-5 白馬岳(2)
8/5 至仏山(3)

栗田

彰

計13名（男7：女6）平均44.8歳

8/27-28 阿弥陀岳・赤岳・ 9/22 天狗岳
9/27 例会
硫黄岳(3)
9/2-3 やま++祭り
9/5-9 羊蹄山・ニセコ
9/13 勉強会

報告 青木義隆

計34名

8/5 (ネパール)(1+6)
8/13-16 槍ヶ岳(1)
8/13-14 船窪〜烏帽子(1) 8/16 小川谷(1+他)

8/27 釜の沢(1+他)
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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

川崎ハイキングクラブ
7/22-25 白馬岳(7)
7/26 例会(51)
7/29-30 苗場山(10)
8/4-5 富士山(3)
8/6 横浜 ウォーキング 例
会山行(22)
8/9 運営委員会
8/10-16 黒部五郎〜雲 ノ

横浜こぶしの会

熊谷博美

報告 池上準子

平均59歳
9/21 笹尾根
9/24 高尾山
9/27 例会
9/29-3 石鎚 山・ 剣山 ・
瓶が森
10/29 体力測定

8/31-9/3 朝日連峰
9/3 岩殿山・例会山行
9/13 運営委員会
9/15-18 白峰三山
9/16 鳴虫山
9/17 東沢渓谷
9/17 乾徳山
9/17-18 富士山
8/15 剱八ツ峰Ⅵ峰Ｃフェー
ス剱稜会(3)
8/15 剱八ツ峰Ⅵ峰Ａフェー
ス魚津高(3)
8/15 奥 大日 岳〜 剱 御前
(2)
8/14-15 芝倉岳 〜武能岳
(1)
8/17-19 尾瀬燧 ヶ岳、至
仏山(1)
8/18-19 白山(1)

8/18-20 南ア ルプス荒川
三山(1)
8/19-20 小川山(3)
8/20 小川山(2)
8/19-20 唐松岳(1)
9/10 沢講習会（ﾏｽｷ嵐沢）
9/13 例会
9/26 例会

計59名（男21：女38）平均59歳
9/23-24 蝶ヶ岳
9/8 例会
9/16-17 北岳
9/24-26 八方山 (岩手 花
巻）

8/20 平標〜仙ノ倉山
8/20-24 雲ノ平縦走
8/27 丹沢 葛葉沢
9/2-3 巻機山

報告

計110名（男50 女60）

計42名（男23：女19）平均37.4歳

ダム〜新穂高(1)
8/12-15 奥利根 利根川水
系水永沢（中退）(1)
8/13 剱岳(5)
8/13 剱 岳源 治郎 Ⅰ 峰平
蔵谷側成城大(2)
8/13 剱岳源治郎尾根(2)
8/14 立山三山(2)
8/14 剱岳源治郎尾根(3)
8/14 剱八ツ峰Ⅵ峰Ｃフェー
ス剱稜会(3)

横浜ハイキングクラブ
7/23-24 尾瀬沼(5)
7/27-30 薬師岳(北ア)(5)
8/10 例会
8/11-15 聖岳〜光岳

樋渡輝彦

平〜薬師岳(4)
8/16-17 至仏山・皇海山
8/23 例会
8/25-26 二子山
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

アルパインクラブ横浜
7/29 吾 妻連 峰前 川大 滝
沢(1)
7/26 菰釣山(2)
7/30 西吾妻山(1)
8/3 赤岳(2)
8/5 那須苦土川中ノ沢(2)
8/6 箱根金時山(1)
8/8 陣馬山、高尾山(2)
8/10-11 富士山(1)
8/10-14 小川山(3)
8/11-14 北アル プス高瀬

報告

歳

9/13 登）机上・岩登り
9/20 運営委員会
9/27 例会

7/29-8/20 ヒマラヤトレッ 8/11-14 南ア・ 赤石〜聖 8/18-20 焼石山(3)
8/26 丹沢・春岳沢(3)
(3)
キング(1)
8/5-6 岩ﾄﾚ・つづら岩(8) 8/13-14 焼石・ 尿前本沢 8/25-26 県連・沢(1)
他16の山行
(3)
8/6-7 日光・太郎山(3)

田辺美由紀

計27名（男17人

女10人） 平均50歳

9/9-10 こぶし祭
+6)
8/12-15 万太郎沢（中止）
8/26-27 安達太良山(1+1) 9/15-18 魚野川本流
8/25-27 小川山（６）
8/26-27 南会津守 門岳(1 9/2-3 乗鞍 焼岳(1+19) 9/29-10/1 佐渡

横浜わらび山の会
8/1 守屋山(8)
8/2 立山連峰(9)
8/4 唐松岳(74）
8/5 高妻山(2)
8/12-17 聖.赤石.荒川岳
縦走（1）
8/14 水 の塔 山、 篭の 塔
山金峰山(4)

藤沢山の会
8/1 伊吹山(6)
8/5 宝永山(9)
8/2-4 鹿島槍ヶ岳(3)
8/4-7 鳥海山(4)

報告：籾山輝夫
8/14 平が岳(2)
8/20 大山(1)
8/22-23 えび 山 白 砂山
(3)
8/26-27 一切 経山 .東吾
妻山.栗駒山（7）
8/26 大蔵高丸(7)
8/26 笠が岳(2)

報告

清水

守

計18名

(男7

女11)

8/28-30 黒斑山 、火打ち
山(2)
9/3 棒の折れ山(4)
9/6-7 飯盛山他(6)
9/16-18 赤城山 、武尊山
（8）
9/24 わ らび 山(奥 多摩 )
(4)

9/28 定例会
10/ 7 三の塔（読図山行）
10/14 真鶴半島
10/21谷川岳
10/26 定例会
10/29 雁が腹摺り山

計93名（男42：女51）平均60歳

山
他１５山行
8/11-14 白峰三山(6)
8/17-20 夏山 合宿 甲斐 9/2 自 然観 察 大 菩 薩連 9/17-18 教育 大雲取沢
10/14-15 実践・岩登り
嶺
駒・仙丈(21)
8/17-20 谷川慰霊登山(4) 9/16-17 テント 泊・金峰 10/29 クリーンハイク

コミュニケーションがあるか、が円滑な活動
の成否を左右します。なるだけ多くの隊員の
参加をお願いします（今回訓練は山の力量や
経験は不問）。参加の方はアルパインクラブ

横浜・熊谷（shuji89kuma@docomo.ne.jp）ま
でご連絡ください。なお詳細は追ってお知ら
せします。

◆山での通信方法・救助要請はどうすればいいの！？ ◆
2006年8月
皆さんは山での通信方法というと何を思い
浮かべますか？ 「山だって携帯（電話）の
時代だよ」との声が返ってくるかもしれませ
ん。確かに携帯電話が1番と思いますが、今回
は他の手段も含めて山での通信方法、および
救助要請の仕方を考えてみたいと思います。
■携帯電話
軽くてかさばらず、普段の延長で使えるの
が魅力です。電池もアマチュア無線機より長
持ちします。ただひとつの欠点・・・山で使
えるかどうかは自分がいる場所によります。
以前よりは使えるエリアが増えましたが、
やっぱり山では圏外のことが多いです。また
山頂では通じても中腹で通じないこともしば
しば。アンテナマークを見て「お！使える」
と思っても、実際は通じなかったり、すぐに
切れてしまったりすることもあります。携帯
さえあれば大丈夫と言えないのが残念なとこ
ろです。
携帯電話が通じる場所を探す際、単に高い
方に向かうだけでなく、電波の性質や通話エ
リアを意識しましょう。高速道路や町、大き
なスキー場などを見下ろせる場所で、なおか
つ、他のエリアからの電波の干渉の少ない中
腹あたりが良いと思われます。
110番に連絡しても、自分の居場所の管轄に
通じるとは限りません。現在地を正確に伝え
ることが必要です。
山の中では電源を切っておきましょう。圏
外では電池の消耗が早くなります。緊急用の
予備電池を用意しておくのも良いかもしれま
せん。
電波状況が不安定な(アンテナマークが一本の)
場合、電源を入れ直すことでそれまでつながっ
ていた電波より、より強い電波を見つけて安
定することもあります。
通話が不安定ですぐに切れてしまうような状
況でもメールならば送れる場合があります。
新世代携帯電話では高い周波数を使うものが

遭難対策部

あります。高い周波数は電波の直進性が強く、
また到達距離も短くなるので、山での通話エ
リアは減少する可能性があります。
GPS機能付きの携帯電話ですが、一部の機種を
除いて圏外では使えません。今後発売の携帯
電話には位置情報機能付きが増えてゆくはず
ですが、この場合もどうなるかはわかりませ
んので注意が必要です。
■アマチュア無線機
大きさ、重さ、免許が必要なこと、･･･携帯
の手軽さから比べると見劣りするものばかり。
でも私は無線機を持っていきます。理由は携
帯電話が通じない山域でも無線機ならば通じ
る可能性があるからです。
携帯電話ともっとも異なる点は秘話性です。
電話では第三者に話を聞かれることはありま
せんが、無線機では同じ周波数を使用してい
る大勢に話が聞こえてしまいます（ラジオや
テレビの放送と同じと考えてください）。プ
ライバシー情報が問題となる昨今、話す内容
には注意が必要です。しかしこのことは、多
数のパーティーが互いに連絡を取り合いなが
ら活動するような場合は非常に便利です。特
に救助活動では必須の道具となります。ただ
し免許を取り、普段から使いかたに慣れてお
くことが必要です。また他の電子機器にも言
えることですが、必ず予備電池を持つ、濡ら
したり高湿度の中にさらしたりはしない、の2
点を守ってください。特に冬山では電池の寿
命は短く、また湿気った装置を寒気にさらす
と、凍り付いて簡単に壊れてしまいますので
注意が必要です。
■メモ
積極的な通信はできませんが、補助として
は必須と考えます。携帯電話や無線機が通じ
る場合でも、あらかじめ伝えるべき内容をメ
モに書いておきます。こうすることで、短時
間で言い漏らすことなく伝えることができま
す。緊急連絡カード（「山と渓谷」社の安全

４
登山ノートの救助要請メモ
http://www.yamakei.co.jp/dsn/anzen/anze
n.htm が参考になります）を作っておき、山
行計画書などと一緒に常に携帯しておくとい
いでしょう。相手と話した内容や時刻もメモ
しておくべきです。
他のパーティーに連絡を依頼する場合や、
逆に頼まれた場合も、伝言ゲームを防ぐため
に口頭でなく、メモを利用した方がいいでしょ
う。山行計画書があれば、それに状況等を追
記するだけで、かなりの情報を伝えられるは
ずです。山小屋が近くにある場合、そこに救
助をもとめるような場合にも有効です。
救助が来るまでビバークする場合も、その
周辺の踏み跡や登山道に、遭難している旨と
名前、日付等のメモを目立つようにしておく
ことで、通りかかった人や捜索隊に発見して
もらえる可能性があります。
■狼煙（のろし）、煙、発煙筒
原始的と笑わないでください。確かに煙だ
けでは何も伝えることはできません。しかし、
携帯電話や無線機で救助要請をした後、現在
地を知らせる手段としてならどうでしょうか？
現在地を地図上の地点で知らせても捜索す
る側、特にヘリコプターにとってはそのエリ
アは広いので、煙を立てることで早く発見し
てもらうことができます。現在地がわからな
い場合は尚更です。
■笛
自分の所在を捜索者に知らせる上で役立つ
ものです。声よりも遠くまで届きますし、疲
れたり、怪我をしていて声が出ない状況でも
笛なら鳴らせることがあります。
■山行計画書
残してきた計画書に対し、下山連絡が無い
ことが救助要請となります（もちろん、計画
書が提出されていることが前提です）。家族
や会によって遭難が発覚し、救助活動が始ま
ります。その際、本人の状況は一切わからな
いのですから、計画書がすべてのよりどころ
になります。メンバー、ルートだけでなく、
装備やエスケープルートなどもしっかり記入
しましょう。直前に変更があった場合も、必
ずその点を残してゆく必要があります。詳細
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な計画をたてることは、何よりも遭難の防止
に役立つはずですから、いくら詳しくとも損
はありません。メンバーにも早めに渡してルー
トを勉強してもらったり、各自の家にも残し
てゆくのが理想です。（最悪は、ラフな計画
書や、計画書が無い状況で捜索しなくてはな
らないことです）
以上いかがでしたでしょうか？ すべてが
あなたの山行に必要とは限りません。でも今
まで行なってきたことにちょっとした装備の
追加や工夫をすることで事故発生時の対応が
迅速かつ正確になるかもしれません。山行計
画書を、捜索してもらうことを考えながら書
くだけでも山行がより安全なものになるかも
しれません。
■補足
救助を依頼する際は、“山での”遭難であ
ることをはっきり伝えましょう。世間一般で
は遭難というと海を連想してしまいます。
現在位置を伝える際、地形図や登山地図から
緯経度が読めれば理想的です。ただし地形図
での緯経度の表記には、旧測地系表記、新・
旧測地系併記、新測地系表記の3種類が存在し
ます。いずれの場合でも読み取れることと、
その測地系を伝えられることが必要です。
また地名や山・沢の名称は、地図によって
異なっていたり、地元では別名があったりし
ますので注意してください。山での場所を伝
えるというと難しいことのように考えがちで
すが、線と点で考えてはどうでしょうか。実
際に山で行動する箇所は、登山道や沢、尾根
などの線上です。それに、標高や、どこそこ
から10分歩いたところなどの情報が加われば、
ずいぶん特定できるはずです。
携帯電話の活用法に関しては、9月に行う
「登山の基礎」講習会でも説明いたします。
アマチュア無線機の使い方(交信方法)の勉強
会(有資格者や救助にたずさわる方対象)も検
討していますので、是非ご参加ください。

２００６年クリーンハイク報告集をみて「憲法で保障された権利」？
2006.8.19 理事 中山 建生
報告集最終ページ記載の労山（勤労者山岳
連盟）のことをして、労山の考えは「登山は
優れたスポーツ文化であり、憲法で保障され
た国民の権利である」と書かれている。
これは二つの文脈から成り立つ文章で前段は
［登山は優れたスポーツ文化である］と主張
し、後段は［登山は憲法で保障された国民の
権利である」と主張をしている。つまり国民
は登山をする権利を国から保障されているの
であるから、国はこれを奪ったり侵害しては
ならないとの意味になる。厳密に言えば「国
民は・・・」とあれば外国人は含まれず、日
本国民に限定されるから、外国人の登山は権
利として保障されないと解釈される。ところ
で、労山は近年登山についての根源的な価値
や主張を変えたのだろうか。従来、この種の
文書は趣意書に記載された「権利として登山」
であり、この意味自体明確に定義されていな
いし、これを変更した記憶がない。権利とし
ての登山が主張された理由は、当時の社会的、
経済的理由からであった。登山は他のスポー
ツと同様に評価されず、同じ野外スポーツで
あるスキーやテニスなどが一般にスポーツと
して認知され、休暇の申請をしてもすぐに認
められたのに対して、登山は娯楽、趣味とし
てスポーツ性の低いもの、また特殊な限られ
た者たちの道楽などとみられた時期があり、
登山は危険な「スポーツ」として一般には相
容れないものとする風潮も残されていた。一
時期、先鋭的な登山をする人たちは常識や社
会的なルールを守らず勝手な行動を取ったた
め、登山全体を歪め非難される口実を作った。
登山をするものたちが他のスポーツの実現に
比較して日陰者扱いされることから、勤労者
山岳連盟の会員たちは登山も他のスポーツと
同等であること、これを実行するための休暇
やクラブ設立を認めよと要求したのが「権利
としての登山」の内実であった。登山に対す
る差別扱いは当時の労働運動とも関わり、大
企業が登山をしたいとする労働者の要求を認
めないためにこれと戦うスローガンであった。
当時他のスポーツ、例えば野球ができないと
しても「権利として野球」などという主張を

どこにもされていない。ある種、登山は特殊
な立場におかれた。労働組合の青年婦人部の
活動の中で労働者の権利のひとつとして主張
をしていたからである。憲法上の権利である
主張するなら具体的な条文をあげなくてはな
らず、そう考えるとそれに該当する条文は第
１3条の幸福追求の権利か第２５条の生存権に
根拠を求めるのだろうか。これはこじつけに
成らざるを得ない。第２５条を広義に解釈し
ても健康で文化的な生活を営む権利に登山を
入れようとするのには無理がある。むしろ登
山の持つ価値が国民の生活を豊かにし、勤労
意欲を生み出すひとつの源泉として、人格の
形成や発展に寄与するものと考え、国はこう
した国民の登山要求に対して、自然環境の整
備や安全登山の普及に力を入れることが国民
の福祉、生活環境の改善、自然への親しみと
尊重など広く、豊かな生活を営む権利として
新たに主張を繰り広げることであると考える。
しかし、これは近年主張される国民のスポー
ツをする権利に基づく設備や施設の整備を求
める要求を反映したものだからである。現在
の一般的な憲法解釈の考え方は、登山が理論
上すでに憲法上の定められた権利であるとす
るものはない。私も前記の主張を明確に示す
条文上の根拠を示すことはできない。同様に
「スポーツとしての登山」この意味は登山＝
スポーツと位置付け、単なる趣味や特定のも
のたちの道楽とは違う旨を宣言をした。スポー
ツの定義は略すが、学習とトレーニングを欠
かすことのできないもの、向上心や意欲、フェ
ア−な精神などスポーツマンシップが求めら
れるとした位置付けをした背景には、従前の
因習的な徒弟制度や体罰などを当然とする誤っ
た考え方を否定し、山岳会運営を民主的で集
団的な新しい考え方を導入したからであった。
これが労山の創立の決意であったと考える。
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ハイキングリーダー学校報告

2006年度の会活動紹介
★藤沢ハイキングクラブ
会長： 大田 寿勝
副 会長： 池田 昭雄
事務局長：清水 守
・安全 登山と ワン ランク 上の山 行実現 のため に
山行 管理体 制の 改善・ 遭難対 策の強 化・リ ー
ダー教育の充実を計る。
・自然を守る運動。反核・平和運動に取り組む
自然 保護部 ：ク リーン ハイク ・観察 会・自 然
保護運動の実施。
教育 部：机 上学 習・実 技、実 践山行 の充実 。
ハイキング部：会ハイクの実施,リーダー養成
★横浜ハイキングクラブ
会長： 西川憲 男
副 会長： 千葉正 澄
事務局長：池上準子
・ハイキング（ランク１）〜熟達者（ランク６）
まで全員 が参加で きるよう会 山行の充 実を計 る。
・安全 登山・ ハイ キング 学習会 ・実技 講習会 を
開催し会員のレベルアップに努めます。
・今年度は幅広い人材育成のためハイキングリー
ダー学 校、登 山初 級、中 級リー ダー学 校への 派
遣に取り組みます。
★川崎ハイキングクラブ
会長： 小林悦 治 副会長 ：当山 利雄・ 佐藤明 子
事務局長：樋渡輝彦
・会員拡大と受入れ体制
・安全や山行とリーダー養成
・全員参加の会活動
・労山自然保護憲章の普及と自然保護活動
★雪童山の会（第７期総会）
会長： 青木武 志 副会長 ：岡崎 広士・ 成田仁 司
事務局長：後藤 亨
・６期 総会に 於い て、会 を全面 に出し た活動 の
結果、 山に対 する 個人の 自主性 が損な われる の
ではな いかと いう 反省が あり、 ６期は 地域を 限
定せず 個人重 視の 山行を 主体と して活 動して き
た。そ の結果 山行 回数は 増えた ものの 、この ま
までは 特色の ない 山岳会 として 衰退し ていく の
ではな いかと いう 危惧が 生れた 。その 反省か ら
７期の 活動方 針と して、 設立当 時の考 えに戻 り
穂高を 重点地 域に 定め、 合宿、 個人山 行を通 じ
て多く の重点 地域 のルー トをト レース すると 言
う結論に至った。
★さがみ山友会
会長： 釣 秀 平
副 会長： 奥平 学
事務局長：西村 章
・危険回避の判断能力と技術及びセルフレスキュー
の技術の向上。
・新人会員の増加と教育制度の確立
・リーダー会の強化
・ホームページの充実発展。

２００６年８月２０日・丹沢葛葉川での体験と輝き
★カモの会
会 長：岡 野 博行
副 会長； 浅原 健一
事務局長：村井 康紀
・局方針
・運営委員は２・３年目会員は原則参加とする。
・ 会長選 挙は 毎年行 う（任 期は１ 年・再 任を 認
める）
★川崎労山
・ 山行ミ ーテ ィング の実施 と計画 書の提 出を １
週間前に徹底する。
・ リーダ ー層 の指導 の一環 として 月１回 の岩 ト
レを実施する。
・ 会員拡 大の 為のホ ームペ ージ作 成の充 実を 計
る。
★わらび山の会
会 長：野 尻 邦夫
山 行部長 ：内田 道 子
事務局長：籾山 輝夫
（三役は会長・山行部長・事務局長です。）
★相模労山
会 長：蝦 名 政治
副 会長： 渡辺 三男
事務局長：水村 和也
・ より安 全な 登山を 目指し 、会員 の技術 向上 を
計る。
・会名変更
・ホームページ新規立ち上げ
・事務所閉鎖
★横浜こぶしの会
会長：川上 良一
事務局長：田辺 美由紀
・会員 がスムーズに技術 習得できるよう 年9回 の
教育山行を実施。
・ 例会ご とに 机上学 習の場 を設け 登山に 関す る
基本知識の学習をする。
・年10回の低山ハイキングを実施。
★アルパインクラブ横浜
会 長：大 江 健正
副 会長： 熊谷 修治
事務局長：山本 敬
･山を知る。高みを目指す。 仲間を大切にする。
･安全意識の啓発と啓蒙。
･40周年記念。
★横浜山楽会
１８年度活動計画
会長 原 信弘
事務局長 山口 登
①ホームページの開設を検討
②新入会員募集と受入れ態勢の検討
③会員の高齢化に伴う安全対策学習
④ 年間会 山行 の実施 春山 山行５ 月 夏 山山 行
７月 秋山山行１０月 忘年山行１２月（一泊）
新年山行１月 冬山山行２月

報告者講師
８月２０日講師４名（増田・加藤・渡辺・
中山）生徒７名での葛葉川の沢登りを通じて
新しい体験、そして経験のあるものは次のス
テップに向かうための実習を行った。
反省会の生徒の発言からは、始めは慣れずに
怖かったがだんだんスリルもあって面白くなっ
た。こうした機会にロープの結束や実際に斜
面を登ることが安全につながる機械となった
ことを実感していた。
さて、当初いくつか課題を考えていたが、
最初のへつりで生徒の能力がわかったため、
余計なことは止めて、実際に体験するホール
ドとスタンスの確認、水際の歩行、濡れるこ
とで不安を解消することに専念した。昨夜の
天気の予報は台風の北上とともに南からの風
に、太平洋にかかる薄い帯状の雲が雨をもた
らす、伊豆半島などの南部は朝から、山沿い
は正午ごろとの情報から雨の降らないうちに
沢から抜け出すことを考えていたから、途中
からトップを代わって林道までピッチを上げ
た。ことときは生徒のがついてこられるか、
体力の残りはあるのかをみていた。
葛葉川はいつもの水量より多く、林道まで
の間、沢登りの楽しみを満喫した。心配した
ヒルにも虻にも会わずに済んだし、雨が降り
増水、泥水のなかを逃げることもなかった。
しかし、いくつかの講習会参加者と重なり、
大にぎわいで滝が架かる場所では待ちの状態
となった。初心者の沢と紹介されることから、
装備を持たなかったり、技術がなかったりす
る者たちを何人か見かけた。滝のへりに立ち
撮影をするものもいた。
講師集団の反省もあった。経験の違いによ
り２グループに分けて、別行動としたが、集
合時間と予定地を明確にしておかなかったこ
とであった。双方に不安を残したことを反省
した。簡単な場所で手抜きをすることになる
と、別な機会でも同じようなことが起きるか
らである。
最後に生徒の感想をいくつか紹介しておこ
う。Ａは「面白かったので、また体験したい」、

中山 建生

Ｂは［石の上に載ったときのバランスが悪く、
泥の斜面でずるっとした。自分の課題とした
い］、Ｃは「バランスは不安、慣れてきて楽
しめた」、Ｄは「水量が違うとまた新しい発
見があった」など総じて沢登りの体験がはら
はらどきどきしても面白かったとしていた。
こうした関心や意欲が次につながると思う。
講師の一人は「頭で考えるよりは機会を増や
して慣れることです。みんな楽しそうに登っ
てよかったと思います」と語った。
秦野に戻り、会計もあり懇親会となった。
この席上ではみんなの自由発言となり、ハイ
キングと言えど必要なことは身につけておく
こと、危険なことをしないから必要ないなど
と一見分かりやすいようであいまいな基準が
危機を生むこと。ある講師は自分の体験を語
る中で大変な思いをしたこと、現地の人たち
に心配をかけたことを話すと皆真剣に耳を傾
けた。生の話のインパクトは誰にもわかる故
に雑談とはいえ今日のまとめとなったように
感じた。
ここに参加した生徒たちに必要なことは、
ひとつ上を目指す体験の中で知識の必要性、
技術の習得、メンバーとのつながり（よりよ
い集団を作る）、意欲、楽しさを感じさせる
ことだと思う。可能性を引き出し、自分の力
で登る、下りることができるように、また仲
間と気持ちを通じて楽しい安全な登山ができ
るよう常に働きかけたいと思う。
レベルアップの機会、山域を考えて提案し
たいと思う。
８月２１日

神奈川勤労者山岳連盟加入団体の紹介
№

団体名

問い合わせ先 TEL 045-430-5665 FAX 045-434-2726
会の紹介

ホームページへのリンク

入会条件・連絡先

教育

入会条件なし

登山学校あり、(机上・実技)、
搬出訓練、雪上トレあり

入会条件なし

教育山行あり

相模勤労者山岳会

ハイキングから岩のぼり雪山まで幅広く活動中。安全登山を目標に初心者には教育山行があります。落ち着いた穏や http://www.shibabue.com/page/page-1.htm
かな会です。
会員の自主的な山行を中心に各種登山活動を行っております。月2回の例会・机上学習・実技訓練、機関紙の発行・共
http://sagami.web.infoseek.co.jp/
同装備の貸し出し・ジャンル別ミーティングなど行っております。

入会条件なし

机上講習、実技訓練あり

4

川崎ハイキングクラブ

縦走。中ハイク．軽ハイク。ミニハイク．平日．温泉の６グループにより構成されて活動しているのが特徴です。又
安全教育に力を入た会運営を心がけています。

http://homepage2.nifty.com/kawasaki̲hc/

4時間以上あ歩ける事。新人教育
期間あり 連絡先：樋渡輝彦
℡03-3422-1482

登山知識 基礎技術の習得
リーダー育成

5

小田原ナーゲル山の会

ハイク、温泉山行、縦走、岩、沢、テレスキー，山スキー、アイスクライミング、まで幅広く活動中。

http://nagel.jp/

6

アルパインクラブ横浜

http://acy.jpn.org/

入会条件なし
連絡先：inqu@acy.jpn.org

雪上訓練・深雪訓練・遭難
対策訓練・登はん技術講習会

7

横浜ハイキングクラブ

仲間と共に楽しみながら自分で考え行動し、高みを目指している山好きの集まった山岳会です。横浜を中心として夏
山一般縦走、ロッククライミング、沢登り、雪山などオールラウンドに活動しています。20〜30代が中心に活動して
います。
横浜市在住者中心のハイキングクラブです。近郊の低山の日帰り、縦走、お花見会や、たまにはスキーと幅広く楽し
んでいます。

http://yokohamahc.web.infoseek.co.jp/

40〜60歳まで 連絡先：池上準子
℡045-825-9398

自分で計画して山行ができる
ようになるための教育。

8

横浜こぶしの会

『ハイキングからヒマラヤまで』を合言葉に、ハイキング､フリークライミング､縦走､沢登り､冬山､山スキー等幅広く http://kobu-shi.hp.infoseek.co.jp/
山を楽しんでいます。会員の自主性を尊重しています。

9

横浜わらび山の会

自然を通じて会員相互の親睦をはかり、｢生涯登山｣を合言葉に楽しい山歩きやハイキングを目的としています。日帰 http://www.k-rouzan.net/links/
り山行から夏山3000ｍ山行から神社、仏閣、温泉、花めぐり、又清掃登山や障害者登山など積極的に参加しています。
yokohama̲warabi̲no̲kai/index.html

10

藤沢山の会

ハイキング・沢・岩・雪山とオールラウンドな山行を実施しています。又会全体で夏山合宿・忘年・記念・新人歓迎
山行等行っています。

11

こだまの会

12

みずなら山の会

13

久良岐ハイキングクラブ

年齢制限なし・例会で行う座学、
http://www2.tba.t-com.ne.jp/fujisawa̲yama/ ミニ講座に出席 公開募集はホー
ムページのみ（湘南地域の方）
「コープ神奈川」の組合員、職員、
コープ神奈川の組合員、職員で構成しています。
パート職員 連絡先：樺沢正道
℡045-921-8180
縦走､沢登り、クライミング、スキー、冬山と幅広い活動をしています。より高いレベルの山行に安全に参加できるよ
入会条なし
http://makiyamaenchi.web.infoseek.co.jp/
うに座学と実技を学べるようにしました。
小川真澄 ℡045-785-5857
入会条件なし。
室内例会と定例山行を月に一度しています。春と秋に公開ハイキングをします。夏は縦走、冬は低山山行をします。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~m3s/
三上茂 ℡045-891-6496

14

緑と星スキー山の会

現在会として山行が行われておらず、個人山行となっている。

お問い合わせ：nori-okd@viola.ocn.ne.jp

15

さがみ山友会

沢を中心に岩・縦走・山スキー・雪稜と幅広くやっています。

http://www.geocities.jp/sagami̲sanyukai/

16

こまくさハイキングクラブ 会員の交流と健康増進を目的にハイキング、小屋泊まりの縦走をしています。

17

横浜山楽会

オールラウンドな山行をしています。

18

カモの会

縦走、クライミング、沢登り、山滑走とオールラウンドに年間３５０以上の山行を実施。２０〜３０代がほとんどで
会員数は７０名。集会は奇数月第４火曜日に横浜、偶数月第３水曜日に東京八重洲で実施、原則参加を義務つけてい
ます。ＰＣメール（携帯のみは付加）、ＥＸＣＥＬは必携です。

19

白嶺岳和会

まったく初心者でもいいんです。山の上級者になりたいと思っている方を募集します。万年初心者を卒業して、アル
プス縦走リーダーへ、アルパインクライミングも楽しい。集会は小田急線町田、相模大野周辺にて。

20

雪童山の会

21

地平線の会

22

裏山探検隊

山岳スキー・山岳スノーボード愛好者で編成。長野白馬、東北秋田周辺をホームグランドとし、積雪期の活動中心。

やま＋＋

小田急沿線（川崎北部〜相模原）を中心とした地域に住む自然大好き人間が集まって結成した小さな会です。
例会：百合ケ丘駅付近

1

川崎勤労者山岳会

2

川崎柴笛クラブ

3

23

安全登山をもっとうに取り組む会です。四季折々の山に入り，形態もさまざま、お互いの行きたい山に向かって技術
習得の出来る方、山に登ってみたい気力や熱意のある方、お待ちしています。

「仲間と共に」「安全登山の実践」「山を研究する」「夢や目標の実現」「生涯登山の実践」「総合的な山とステッ
プアップ」の六項目の会の理念と共に、学習とトレーニングにより会員各自の夢の実現を目指しています。
２０００年の会創立以来穂高地域研究５ケ年計画に取り組んでいます。
ハイキング、縦走、山スキー、海外トレッキング・登山までグローバルかつ地球にやさしくを目指してマイペースに
活動しています。

http://kawasakirousan.hp.infoseek.co.jp/

http://www.kamonokai.com/

入会条件なし連絡先：田辺美由紀 年9回の教育山行あり。
机上学習・教育山行あり
kiki@f5.dion.ne.jp
リーダー育成
４０歳以上未経験者歓迎 連絡先：
健康な体力作り
野尻邦夫 ℡046-871-1450

入会条件なし
連絡先：西村章 ℡046-247-4413
入会条件なし。℡046-849-5356
連絡先：山田日出子
50歳以上。会山行に参加後相互の
合意で決める
連絡先：山口登 ℡045-761-0274
入会時期は年に１時期ＨＰ上で。
（最近は毎年２月頃）平均年齢以
下（１８〜３３歳程度）募集。
お試し期間あり。
ＨＰ掲載のメルアドが窓口
入会条件なし 連絡先：舘田秋義
℡042-757-5066
平日夕方6時〜9時まで

ミニ講座・座学により地図が
読めるようになり、自分で山
行計画が立てられる教育。
なし
レベルの高い登山の為の座学、
実技。
なし

新人教育の他、安全登山の為
の各種講習会を多数実施
なし
なし

教育制度あり。（岩トレ,読
図、ファーストエイド,雪上
トレ,搬出トレあり）

http://www5e.biglobe.ne.jp/~yama/

安全登山の為の講習・実技を
入会条件なし 連絡先アドレス
armchairclimber@mail.goo.ne.jp 行い新入会員の教育に力を入
れています。

http://www.geocities.jp/tiheisen2004/

自然を愛し仲間を大切にする事

http://www.geocities.jp/yamaplapla/

総会総意により入会可
連絡先：大河内浩一
tel 090-2914-6784
ＰＣを保有している事。
３ケ月の準会員後入会。
例会・ 会山行に参加
連絡先：山本 文子 ℡

なし
雪山でのセルフレスキュー
読図・ＲＣＴ・セルフレス
キューを重視。山行企画し、
リーダーをこなせるように
なる事

７

◆写真展のご紹介◆
県連副理事兼遭対部長の鳥越（トリコシ）氏の写真展が開催されます！
いわゆる山岳写真の展示ではありませんが、自然の美しさをテーマにした絵画的
な写真２７点が掲載されます。スライドショーのイベントなどもあります。
自然が好きな方、写真が好きなかたはご覧になってみてはいかがでしょうか？
●詳細：http://tory.com/
●開催場所：ギャラリー Lei'OHANA （レイオハナ）
●最寄り駅：横浜市営地下鉄・センター南駅
●連絡先：045-941-6169 , http://leiohana.jp/
●開催期間および時間：
１０月５日（木）〜１０月８日（日）１１：００〜１８：００
（※特別企画：毎日１８：３０より大画面スライドショーがあります！）

自然保護委員会記録
記録：萩原(藤沢山の会)
日時 Ｈ１８年８月２８日１９：３０〜２１：１５
参加者 大用(川崎HC),金森(みずなら山の会),北野
(緑と 星スキー山 の会),児 玉（カモの 会）三上 （久
良岐HC）,磯部（地平線の会）,田辺（横浜こぶしの
会）,萩原(藤沢山の会)
①委員長作成 の今期活動報告（９月１０日の理事会
で報告）について
・４月３０日 クリーンハイク下見、５月１５日実行
委員会（県連 事務所）、７月３０日報告書作成を追
加
・６月２５日 クリーンハイク実行委員会の解散の明
記
・クリーンハ イク以外の活動、５月１４日自然観察
会（三浦市）も載せたほうが良い
②クリーンハイクの総括について
・委員長にまとめを任せて発表してもらう
・問題事項に ついては、来年に向けて話し合ってい
く

・チラシについても考える
③クリーンハイク報告書について
・写真や表が沢山あってみやすい
・写真の説明がほしかった
・水質検査、ゴミの数量など前の年と比較がすっき
り見やすく分かりやすかった。
・報告書に実行委員会の活動やまとめを載せられる
と良かった
・報告書作成について、一人に負担がかかってしまっ
たので、今後は実行委員会の役割分担を決めるとき
に、編集担当者を数名決めると良いのでは
④その他
・自然保護憲章について自然保護委員会としてどの
様に考えているか等の話あり
・クリーンハイクの会計報告はまだ個人参加者への
郵送料があるため次回に繰越
・今後の自然観察会についての話が出ました
以上

８
県民センターにて、基調講演、スライド上映 会、
各種講習会の実施
（２００７年の秋くらいをメドに）
【日程】２００６年９月４日（月）１９：００〜
(5) 県 連７００余名が 全て参画、協働 できるイベン
【場所】県連事務所
トにしたい。記念誌の発行も。
【参加】村松、 磯部、後藤、 小竹、小野寺、 押本、
(6) 定 期理事会にて検 討、採決、実行 委員会の設立
吉岡、鳥越（議事録作成）、
などをしたい。
三上（理事：オブザーバー参加）
■１．新保険業 法に関わる遭 対基金の対応基 本方針 ■５．遭対部より（鳥越）
※ 報告の詳細は別紙参照のこと。
について
＜追加議論の要点＞
＜議案＞ 新保険業法に対する基本方針の件
(1) この９月 ３０日までに「 特定保険業法 」の申請 ・遭対活 動については、 会員の方から は「何か非難
されて るのではないか 」「何か蒸し 返されるので
はしない。
はない か」といったよ うな誤解があ り、それがか
(2) 労山遭対 基金存続のため 、新保険業法 の「適用
えって 、遭対活動を阻 害してしまっ ているのでは
除外」を求め るたたかいを 「懇談会」に結 集した
ないか。
他団体とともに継続する。
北風と 太陽、技術的、 具体的な遭対 活動の前に、
(3) また「適 用除外」が実現 できない場合 のため、
遭対部 、県連上層部と 各会のコミュ ニケーション
現状の遭対基金に準じる
を見直 して、友好的な 関係を復活し 、情報交換を
「山岳保険」の設立について検討・研究もする
活発に してこそ、真の 遭対活動のス タート地点に
■２．関東ブロ ックにおける 合同救助捜索訓 練につ
立てるのではないか。
いて
(1) 労山とは 関係の無い一般 ハイカーが谷 川で行方 ■６．組織部より
不明となり１ 年が経過、遺 族より全国労山 本部に ・｢山スキーネットワーク｣を活発化させましょう。
「遺体の捜索 をしてもらえ ないか」という 依頼が ・小田原 ナーゲルなど、 一部の会から 情報が途絶え
ています。
舞い込んだ。
各会とのコミュニケーションを復活しましょう。
(2) 埼玉救助 隊の今井隊長、 神奈川救助隊 の熊谷隊
長は、救助隊 の実践訓練の 場として最適、 労山の ■７．定期総会について
社会への貢献 度アップのチ ャンスと判断し 、積極 ・日程：９月１０日（日）
・会場： 川崎市中小婦人 会館（県連ニ ュースに案内
的である。
あり）
(3) しかし関 係者の中には、 労山以外の人 間のため
に救助隊を実 践の場で危険 にさらすことに は抵抗 ・１３：００開催、常任理事は１２：３０集合
感がある、と いう意見もあ り、常任理事会 での承 ・やることが多いので、１８：００まで延長
・受付：押本＋小竹
認を依頼。
(4) 常任理事 会の意見：「万 一何かが起き たとき」 ・９／４ 各理事に召集通 知と議案書を 郵送手配しま
した。
の備え（装備 的、心理的） 、遺族や関係者 とのコ
ミュニケーシ ョンを確保、 といった周辺環 境を十 ＜内容＞
分に整えた上で、参加するなら良いのではないか。 ・あいさつ：後藤氏
(5) ★常任理 事会では、全国 の理事会で責 任を明確 ・専門部会上期活動報告
にしてとりまとめた上で実施するならＯＫだろう。 ・会計報告
・質疑応答
ということで承認されました。
・下期活動予定、方針
■３．関東ブロック雪崩学校について
・質疑応答
・日程：１月１３〜１４日（土日）
・全国労山評議会採決内容報告（発表：磯部氏）
・とりまとめ：東京都連・陶山（すやま）氏が担当
・問題点：各都 県ごとに参加 費や机上習得レ ベルが ・遭対基金に関する新保険業法適用除外
異なるので統 一化が必要。 陶山氏中心に各 都県担 ・質疑応答
・県連４０周年記念イベントに関する意見交換
当者レベルで摺り合わせることにする。
・閉会あいさつ（渡辺会長）
■４．４０周年記念イベントについて
(1) 予算が苦 しいので、事業 性のあるイベ ントにし ■８．メディア代金について
・県連ニ ュースの印刷代 がボランティ アで無料だっ
て、一般の方に参加費を支払ってもらいたい
たので 、「１月３００ ０円」を予算 に計上するこ
→ その 結果、 一般 参加の 方の県 連入会 も考 えら
とになりました。
れる。
(2) 自然観察 会、各種講習会 、などの楽し いイベン ・県連ホームページはトリコシのボランティアで管
理・運 営されているが 、これを「年 間１万円」と
トを実施したい。
して計上することになりました。
(3) 丹沢危険 マップの調査な どはどうか？ （年間事
■ 以 上 ■
業）（県連の社会貢献をアピール）
(4) 集中事業→ どこかの土日を設定して、

常任理事会報告

