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巻頭言
救助隊

海輪

利昭

一つの専門部としての救助隊をご紹介し
ます。

とです。
特に遠隔地の事故では、現地での公的機関

世の中には組織として必要だけど、機能

の二次的な立場に立ってフォローアップ的

しない方が世の中の為になる組織がありま
す。

な業務に従事することが多くなると思いま
す。

もっとも身近なのは消防署です。消防署
では毎朝、車両や装備品の点検をおこない

しかし、私たちは丹沢と奥多摩と云う山
域をかかえており、緊急時には小回りが効

隊員も日々消火の訓練や救助訓練をおこなっ

く活動が可能です。

ています。でも実際には火災や事故がなく
出動がない方が良いのです。警察も同じで

２００８年度は６３名の方が隊員として
登録し、訓練の日には自分の登山を控えて

しょう。世の中が安定していて犯罪や事故

大勢が参加して実施することができました。

がなければ出動はしないからです。
２００９年度も多くの参加者で、一人ひ
救助隊は同じような位置づけです。毎年、 とりが技術や知識を持ち帰れる訓練を実施
出動時に備えて岩場でのセルフレスキュー
や搬出技術の訓練、捜索から搬出までの総

していきます。
最後に「救助隊」と云うと何か専門的で

合訓練、雪山における捜索や搬出の訓練等・・・

特殊な人たちと云うイメージがあることを

を実施し、捜索法や装備類の使用方法、ロー 聞きました。
プワーク、支点の設置などを学んでいます。
そんなことは全くありません。普段はハ
また、年に２回、他の都県連救助隊との合
同訓練（講習会）が開催され、交流を深め

イキング、縦走、沢登り、岩登り、バリエー
ションや積雪期には（山）スキーを楽しん

ています。

でいる仲間です。

今の時代、レスキューは公的機関が中心
となって取り組み、搬出についてはヘリコ

これからも多くの県連会員の参加と支援
をよろしくお願いします。

プターの使用が中心となることは当然のこ
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県連盟事務局長会議についての提案とおねがい
２００９．３．１５
３月１５日川崎市生涯学習センターにて

副会長

中山建生

議の中身や質を改善したいとする意見、常

２００９年度県連盟理事会を開催しました。 任理事はすでに手一杯の仕事をしておりこ
活動内容と決算、今年度の活動と予算が承 れ以上は無理であること、親の介護で申し
認されました。詳細は連盟ニュース他でお
知らせします。
県連盟事務局長として１５年間、私たち

訳ないが時間が取れないなど現状を報告す
る人などで先に記載したとおり後任を決め
るところまでいきませんでした。

は村松君の活動に支えられてきました。私
の在任中も連盟の要として実務、連盟ニュー

さて４月は先に控えたクリーンハイクに
ついて担当者の一人である磯部理事が進行

ス、理事会、そして総会の準備に開催にと

司会を務めます。５月は会の登山が活発に

縁の下の仕事をしてきました。このたび子
育てという申し入れがあり、後任の手配を

行われる時、また新入会員を迎えての教育、
安全登山の実施などを中心にして会議を進

理事会でとしましたが選任が出来ませんで
した。連盟の活動の人材不足や会との連携

めたいと考えます。参加される皆さんは会
の抱えている問題や連盟に対する意見や要

の弱体化がこの背景にありますが、事務局

望を持ち寄って下さい。５月の会議はまず

長会議は継続して行うことにしました。
ついては皆さんに以下のことをお願いす

皆さんの会からの意見や要求、あるいは不

るものです。先の９月理事会に後任を決め

す。これらを理事会へ、そして担当する委

ることになりますが現在理事として任命さ
れた人達、さらには会から理事の補充をし

員会に上げて６月には第一回目の回答をし
ます。その場で回答できることは速答しま

たなかで事務局長にふさわしい人事をした
いと考えます。その間は４月は磯部津輝子

す。
連盟も皆さんにはたくさんの期待と要求

副理事長が、５月は中山副会長が、６月は

を持っていますがそれらは追ってというこ

渡辺三男会長が事務局長代行として会議を
主催します。

とにしましょう。どうせ集まって意見を聴
くなら言って良かった、反論して良かった

理事会での発言は現状を考え隔月に開い
たらどうか、事務局長会議は単なる報告会

とする会議としたいとするものです。喋っ
ても得にはなりませんが、損にはさせませ

でなく積極的な討議の場としたい、ハイキ

んので奮ってご出席を。各会の総会や例会

ングとアルパインと分けて開けないかと会

の日程をお知らせください。

満や不平を聞き取る機会としたいと考えま

４

№291

2009年4月号

№291

■コース一覧
集合場所
時間

大

倉

８：３０

ヤビツ峠
９：００

コース名
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ

伊勢原駅北口
８：３０
Ｎ

大倉高原
大倉尾根(花立)
大倉尾根(塔ノ岳)
丹沢山
鍋割山
新大日
戸沢林道
西山林道
表尾根ニノ塔
表尾根三ノ塔
岳ノ台
イタツミ尾根
大山下社
大山日向薬師
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ゴミ
集積所
大倉
大倉
大倉
大倉
大倉
戸沢出合
戸沢出合
大倉
ヤビツ峠
大倉
ヤビツ峠
ヤビツ峠
ヤビツ峠

清掃場所

歩行時間
目安
約４時間
約５時間
約６時間
約８時間
約６時間
約５時間
約４時間
約４時間
約４時間
約４時間
約３時間
約３時間
約３時間

大倉〜大倉高原〜堀山の家
堀山の家〜花立山荘
花立山荘〜塔ノ岳
塔ノ岳〜丹沢山
二俣〜後沢乗越〜鍋割山
戸沢出合〜新大日
大倉〜戸沢出合
大倉〜二俣
ヤビツ峠〜ニノ塔
ニノ塔〜三ノ塔〜大倉に下山
ヤビツ峠〜岳ノ台
ヤビツ峠〜大山
下社〜大山〜ヤビツ峠に下山
日向薬師〜 見晴台〜大山〜ヤビ
ヤビツ峠 約５時間
ツ峠に下山

体力
一般向け
一般向け
健脚向け
前夜戸沢泊発
健脚向け
健脚向け
一般向け
一般向け
一般向け
一般向け
一般向け
一般向け
一般向け
健脚向け

＊ Ｊ／Ｍ／Ｎコースは、入山口と下山口が異なります。ご注意ください。
■申込先・方法
（郵 送） 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-18-2 永田ビル3Ｆ
神奈川県勤労者山岳連盟 クリーンハイク実行委員会宛
（メッセージプラス）０５０−３４８８−２７６５
(メール) cleanhike2009@k-rouzan.net
■申込み締切
５月２２日(金)まで
■ ０９年丹沢クリーンハイク・参加申込書
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏

性別

名

男･女

（参加者１人につき申込書１枚です。）
生年月日（西暦）･年令
年

月
（

日
才）

希 望
コース

〒
住

所

連絡先電話：
メールアドレス：

所属団体
（あれば）

＊ご記入いただいた個人情報は保険加入時、報告書、ご案内の送付のみに使います。
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心騒ぐ5月連休の登山・山岳会の活動と連盟の運動
2009.4.1
暖冬とは言え年末から降り始めた雪は３月一杯
まで残りそうです。３月初め伊豆や熱海では梅が
咲き桜の開花を報せるようになりました。花を求
めてのハイキングも楽しい旅となります。
私の専門分野の雪崩教育も３月初めの谷川岳を
もってひと区切りとなりました。全国連盟の評議
会が開かれ、そして県連盟の理事会と続きました。
これから皆さんの会でも大枠の活動が決められ年
間の予定もこれに合わせて会ごとに組み立てられ
ます。県連盟の当面する大きな活動は５月のクリー
ンハイクです。昨年の11月には丹沢にて全国登山
者自然保護集会が開かれ、地球温暖化をテーマと
した報告と労山がこれまでの自然保護活動の成果
や各地の活動を伝える機会となりました。自然保
護や保全の活動も単に山岳だけでなく都市でも農
村でもさまざまな問題を抱えていることが分かり
ます。登山者だけの問題ではなく地球規模の生存
や将来に関わり世界中の人達が解決すべき問題と
して受けとめるようになりました。今年は活動に
新たな工夫が加えられより多くの人達が関心を持
ちクリーンハイクに参加するよう呼び掛たいと思
います。
さて労山は多くの人達に登山を楽しむ機会をと
考えて公開登山やハイキングを企画してきました。
仲間たちが増えることで新鮮な気持ちと励ましを
得てきました。ときには新入会員の教育や登山に
手が回らず困惑することもありました。楽しいは
ずの登山で事故が起きるとかならず会の指導や点
検の不備が指摘されたからです。そして会員が年
を取れば取るほど自分の要求に執着しています。
出掛けて帰ってくるまで心配の種は消えないので
す。登山が自分の要求だけにとどまるなら仲間を
増やして会を楽しくしようという雰囲気はなくな
ります。他人の面倒を見ていては自分の登山が出
来ないと思うからです。全国や県連盟が仲間を増
やして楽しい会づくりを訴えても馬の耳に念仏で
す。こうした考え方が会を支配すると山岳会とし
ての機能はマヒしていきます。ひとりひとりの力
が集結して二倍にも三倍にも、また外に向けての
社会的な活動をしないからです。厳しく言えばこ

副会長

中山

建生

れは勤労者山岳連盟の理念に反したものとなりま
す。
５月連休明けから平和行進が開始されますが、
多くの会員はこうした活動に参加をしていません。
なせでしょうか。自分の登山とは関係ないと思っ
ているからです。登山は平和であってこそ実現で
きるスポーツです。第二次大戦に例を取れば明ら
かなように国策にそうスポーツ以外はすべて禁止
されました。基地の見える横須賀の山にはだれも
立ち入ることが出来なかったのです。今日の戦争
は核兵器が使われます。神奈川に原爆が落とされ
れば相模湾や東京湾の船舶は爆発を起こして沈み
火の海となり、陸地にあるものも大半は燃えて人
間も生きてはいません。こうした現実に被爆した
人達や基地反対にたちあがった人達、大半は私よ
り年上ですが、杖をつきながら平和行進に参加し
しています。平和行進には元気な若い人達も参加
します。年寄だけでなくて本当に良かったと安堵
します。勤労者山岳連盟の歴史やこれまでの運動
の成果や失敗を語る人達は少なくなりました。ど
のような志をもって立ち上がったのか、山岳会づ
くりをめざしたのか皆さんは自分の目で、体で確
かめる必要があります。何をするにしてもよく考
えもせずに漫然と行動していてはいけないと思い
ます。自分たちの要求や生き方を自らが決めるこ
とです。だから、山岳会の活動に傍観した態度を
取るのもいけないと思います。否というならそれ
もひとつの生き方です。自分で決めたことには責
任が持てるからです。
５月は多くの会が新しいスタートを切っている
か、これから総会を迎える時期であると思います。
連盟は連盟の行動と活動を通じて皆さんに労山活
動を訴え参加を呼び掛けるつもりです。皆さんは
連盟に意見と要求を返していただくことが大切な
役割であると考えます。５月からの平和行進は広
島長崎の仲間たちにつながれます。クリーンハイ
クは県内の登山愛好者や自然に関心をもつ人達と
連帯した行動となります。
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第26期（2008年度）登山リーダー養成学校終了！
教育部

後藤

３／２８(土)〜２９(日)卒業山行をもって０８年度リーダー学校も無事終了しました。
卒業山行は、初級が越後 ／八海山、中級は南八／赤岳天狗尾根。八海山は初 日、小雪の後は快晴のバー
ジンラッセル。日曜朝まで降雪３０cmでホワイトアウトの下山。
天狗尾根は両日とも快晴の快適な登攀となりました。

（八海山／千本檜避難小屋）

（八海山スキ−場にて）

（赤岳／天狗尾根）

２００８年度受講者
初級―― 森・溝呂木(横浜HC)、大澤(相模AC)、神野 (小田原 ﾅｰｹﾞﾙ)、横 内・佐藤充・後藤 知・竹井・芝
崎・鳥居・宮澤(カモ)、池田(やま++)、木村(一般）※計13名
中級――関(横浜HC)、藤田・吉川(相模AC)、阿部・金子(みずなら)、佐藤政(カモ)、田中・飯塚(一般）
※計8名

（08/08初級：釜ノ沢）

（08/12 富士山）

（08/08中級：東黒沢）

（09/01初級：赤岳）

（08/10

（09/02

三ツ峠）

タカマタギ）

なお第２７期（２００９年度）は４／５事前説明会兼机上講習会からスタートします。
３／３１現在の申込者は 、初級１６名（横浜ＨＣ１名・相模ＡＣ２名・みず なら１名・カモ４名・一般
８名）、中級２名（小田原ナーゲル１名・相模ＡＣ１名）、
０８年度中級から補助講師１名（一般）です。
特徴としては一般（無所 属）の方が８名に及んでいることです。未組織登山 者に対する労山のような山
岳団体が働きかえる役割がいよいよ重要になってきたことを実感させます。
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神奈川県勤労者山岳連盟定期理事会報告
事務局 村松
去る３月１５日(日)に、神奈川県勤労者山岳連
盟の２００９年度定期理事会が川崎市生涯学習プ
ラザに於いて理事１８名の会計監査１名の参加の
もとに開催されました。
まず、理事長の２００８年度のまとめと２００
９年度の展望について、そして各部の２００８年
度の活動報告と２００９年度の予定が報告され、
続いて２００８年度の会計報告、会計監査報告、
２００９年度の予算案の提案が行なわれたのち、
活発な質疑応答がなされました。
なお、今回の理事会で理事２名の退任が承認さ
れ、理事は２４名から２２名体制となりました。
最後に昨年１１月に開催された全国登山者自然
保護集会の全体報告と会計報告が行なわれ理事会
を閉会しました。

神奈川県勤労者山岳連盟２００９年度定期理事会
記録
ACY 小野
３月１５日 １３時〜１７時
理事数２４名
出席１８名
欠席届数２名
＊理事長挨拶＊
最近の経済状況を反映してか、登山環境は大
変きびしい。山岳会会員数も減少をたどってい
る。
未組織登山者を教育活動を通して組織登山者
へしていきたい。反面、現状では指導員不足に
陥っている。
その打開策として、関東ブロックでの登山学
校的なものを進めている。
労山に入っている意義等ネットワーク作りを
していきたい。

組織。脱退した会があり、連盟員減少。
予定。月一回の事務局長会議の開催。連盟ニュー
スの発行。
＊遭難対策部＊
部会の実施。関東ブロックへの参加。
講習会のマンネリ化、部員のモチベーションの
低下。会場の予約が早くとれず案内が遅くなっ
た。
講習会参加者の減少。会独自で実施してるので
はないか。
来期。部会の立て直し。確保講習会の復活。経
験者向け講習会の実施。派遣出張の講習会を行
う。
＊救助隊＊
出動は無。（事故報告はあったが）
クリーンハイクでの無線。セルフレスキュー。
沢での搬出訓練。関東ブロック冬山捜索搬出合
同トレーニング（神奈川主管）
メンバーの顔ぶれの固定化。新しい隊員をどう
増やすかが今後の課題。
運営会の参加人数の減少。
トレーニングの回数を減らした。
４月５日、救助隊総会の開催。

＊教育部＊
登山リーダー学校の開催。
中級 ９名
初級 １３名 の参加。
１年間の取り組みについて。
中級はもう少し内容を濃くやっていく。初級に
ついてはいままで通り。
連盟外へも広く募集する。

＊ハイキング委員会＊
連盟員より８名参加。
４月開講から１１月終了まで、地図読み、ザイ
ルワーク、ビバーク、天気、テント泊等を行っ
＊事務局＊
た。
月一回の事務局長会議の開催。
その他の活動。初級雪山、湯の丸山。佐渡島交
出た話題から・・・。新人のフォローについて。
流山行を行った。
ブログの作成。幽霊会員等。
来期も４月から１１月で行う。別に初級雪山、
連盟ニュースの発行。巻頭言の掲載。登山ショッ
佐渡島交流山行、西湖キャンプを行う予定。
プに置いてもらっている。
財政。連盟費は滞りなし。
各部活動報告
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＊自然保護委員会＊
クリーンハイクの実施。雨のため、林道のみと
なった。８５名参加。
前日の水質調査、１２か所採取。見晴らし小屋
にて前夜祭。
中止になった一般参加の方を各会のクリーンハ
イクに紹介。
全国自然保護集会を神奈川の丹沢で開催。分科
会で山の水は大丈夫か。について発表。
２００９クリーンハイクの開催。
実行委員会立ち上げ。委員会開催時に勉強会を
開き、多くの参加を募集。
自然観察会の実施予定。
＊会計＊
収入５，２２６，９５５円
支出５，２２６，９５５円
会計監査 ２月２７日実施
人材不足、２名体制が望ましい。
その他

９

全国評議会報告
全国の財政、新特別基金について
メディア戦略
質疑応答
教育部の予算について。
救助隊、全国集会へ参加。
ハイキング委員会、生徒募集について。
＊決算、予算の議決＊
決算 承認
予算 承認
新事務局長の選任
決まらず。９月までに決める。
全国自然保護集会報告
参加者よりおほめの言葉をいただいた。
会計報告。実行委員への交通費支給。
以上

09クリーンハイク第２回実行委員会
以上で実行委員会を終了して講演会を行う。
日時 ２００９.３.３０(月)１７時〜２１時
場所 県民サポートセンター
出席者(１６名) 高橋、萩原(藤沢山の会)、
吉岡、吉田(川崎HC)、関根、宮原(横浜HC)
磯部(地平線)、樋浦(雪童)、砂原(芝笛)、
青柳(山ぶき)、森谷(小田原ナーゲル)、
三上、小町(横浜こぶし)、大日方(A.C.Y)、
柴田(やま＋＋)、石田（カモの会）、
議事
１、「2009年丹沢クリーンハイク」に対す
る県の後援承認の回答書(３月９日付)の受
領を報告。
２、一部未定の係の役員を決定。
３、実施要領の諸々の質疑に対して、意思
疎通の統一を確認。
４、HC前夜祭、５月３０日（土）、於:大倉
尾根｢見晴茶屋｣１８時開宴(夕食後。歌声を
開催)会費一泊２食3,500円。飲み物各自持
参。寝具茶屋にある。申込は各会の委員へ。

議題「丹沢の17年間の水質検査」
講師、小林朋子さん（職業能力開発総合大
学准教授）
小林さんは元労山会員で17年間県連の水
質調査を担当してきました。近年は「大腸
菌群」から「大腸菌」の解析に変えたこと、
大腸菌は人だけでなくいろいろな動物や鳥
からも出ることもあるとか、１７年間の水
質調査の取り組みを講話されました。
日程
０９クリーンハイク第３回実行委員会は、
４月２０日（月）19時より県民サポートセン
ターで行います。
なを、第４回実行委員会（５月１８日（月）
開催）には県職員の講話を予定しています。

№291

10

2009年4月号

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：小池

秀子

計42名（男28 女14）平均

3/15 奥武蔵
3/21-22 安達太良山スキー
3/22 幕岩

3/8 幕岩
3/14 〃
3/14-15 八ケ岳石尊稜

2/28-3/1 白ケ門
2/28-3/1 八ケ岳（赤岳）
3/7-8 八方ゲレンデスキー

川崎ハイキングクラブ

報告:二瓶

2/14-15 石 楠花平 /奥日光 (８)ス
ノーシュウ
2/14-15 三頭山/奥多摩(３)
2/15 よこやまの道/多摩・ 町田市
(17)ウォーキング
2/15 縞枯山/北八ヶ岳(12)雪トレ

アルパインクラブ横浜

2/15
2/18
2/18
2/21
2/22
2/22

誠

計106名（男51 女55）

本仁田山/奥多摩(３)
浅間尾根/奥多摩(６)
滝子山/中央沿線(１)
幕山/湯河原(11)
幕山/湯河原(11)
十二ケ岳・小野子山／群馬

報告＝岸

横浜ハイキングクラブ

報告＝真子和美

報告=田辺美由紀

3/1 百蔵山(3)
3/20-22 巻機山85)
3/21-22 宮ヶ瀬・蛭ヶ岳(1)

藤沢山の会
3/1 浅間尾根(8)
3/7 明神ヶ岳(6)
3/7 広沢寺(10)
3/15 蓼科山(4)

3/19-22 鳥海山山スキー(1+4)
3/21-22 安達太良スキー(1+1)
3/29 逗子・鎌倉(6)

報告=中河原昭夫

やま++

女9人） 平均52歳

4/3-4 マチガ沢雪トレ(6)
4/25-26 両神山
5/1-4 鹿嶋槍が岳

計85名（男38：女47）平均61歳
他１４山行
4/2 大室山
4/18 天ぷら山行・三浦
4/19 ２８回定期総会

報告:水村和也

5/3-4 弥彦山
5/11-12 硫黄岳

計41名（男29：女12）平均

歳

3/20-21 城山・海金剛(1) 3/20-21 天狗岳(1)
3/20-21 小同心 クラック 3/19-21 茂倉 岳〜谷川岳
(5)
(1)
3/27-29 小金沢連嶺
3/21 城ケ崎(2)
3/21 大 山・ 梅の 木 尾根
(1)

3/10 小櫃 川水系/キンダ
ン川(2)
3/11 幕岩(1)
3/14 広沢寺(4)
3/15 モミソ岩(14)
3/20 ずっこう山(1)

３／１ 大山・マイナー（１）
３／８〜９ 三頭山（１）
３／２１ 羽広山ＢＣ（２＋１）

山行予定
4/4 岩殿山
4/5 扇山〜百蔵山
4/11 日ノ出山
4/29 大野山

計28名（男19人

3/21 天子山塊(8)
3/20-22 鳳凰三山(9)
3/21-22 天狗岳
3/22 鎌倉天園(9)

相模アルパインクラブ
2/25-28 野沢山スキー(1)
3/01 広沢寺清掃(15)
3/07-08 秋葉山 ・鳳来山
(1)
3/07-08 戸隠(1)
3/08 広沢寺(1)

歳

3/21 川又(2)
3/22 高尾山(1+1)
3/28 河又の岩場(2)
3/28-29 富士山(3)
3/29 高尾山(1)
3/30 阿弥陀岳北稜(1+1)
3/31 ミツバ岳(2)

計58名（男21：女37）平均61歳

(13)
2/1 高川山(10)
3/1 幕山〜南郷山(8)
2/7 三つ峠山(10)
3/7 笹尾根(7)
2/9-11 湯沢スキー(9)
3/21 神楽山〜御前岩〜菊花山
2/15 曽我梅林(5)
2/22 三浦アルプス(南尾根コース） 3/29 鍋割山(トレーニング山行）

横浜こぶしの会

平均61歳

(４)
2/28 草戸山/高尾(８)
3/1 大霧山/奥武蔵(１８)
3/9-10 宝剣岳/中央アルプス(１)
3/11-12 畦ケ丸/西丹沢(２)

計38名（男23：女15）平均

3/13-14 八甲田 山(1)ガイド 山ス
キー
3/14-15 赤岳主稜(3)
3/15 扇山(1+多数)
3/15 二子山(1+1)
3/20-21 根子 岳,栂池 高原山 の神
尾根(3)

3/1 聖人岩(3)
3/3 八ヶ岳南沢大滝(2)
3/7 聖人岩(2+1)
3/8 白毛門(2
3/9 沼津アルプス(1)
3/9 越沢バットレス(1+1)
3/10-11 キナバル山(2+2)

歳

報告: 栗田

彰

計11名（男8：女3）平均49.5歳

３／２１ 早戸大滝（３）
３／２８ 浅草岳ＢＣ（５）
３／２８〜２９ 八海山（県連）

４／４ 神楽峰ＢＣ（４）
４／１２ 総会
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山ブキの会
08/12/2 倉岳山
08/12/7-8 北八 ヶ岳 北
横岳
08/12/12 高尾山
08/12/18-19 塔 の岳、丹

報告:青柳

2009年4月号

計7名（男

沢山
08/12/28 高水三山
09/1/3 景信山
09/1/12 高尾山〜景信山
09/1/17-18 鍋割山

11

：女7） 平均63歳

09/2/8 鍋割山
09/2/11 景信山
09/2/22 高川山
09/3/1 日の出山
09/3/15 岩殿山

09/3/19 景信山
09/3/29 大山(丹沢）
09/4/12 総会
09/4/24-25 西上州

事務局長会議報告 ３月１０日
出席会

川崎 労山、川崎ハイキングクラブ、川崎柴笛クラブ、アル パインクラブ横浜、横浜ハイキングク
ラブ、 横浜こぶしの会、藤沢山の会、小田原ナーゲル山の会 、相模アルパインクラブ、久良岐ハイ
キングクラブ、雪童山の会、やま＋＋、山ブキの会 以上１３会

県連からの報告：
・定期理事会の案内。
・自然保護委員会報告。
・連盟ニュ ースの電子化（ＰＤＦ）に伴い、必要部数を聞く。会 によってはペーパーレス（完全電子文
書化）しているところもあるが、ほとんどは紙配布。
活動報告から
・川崎勤労者山岳会 乾徳山で山菜山行予定。
・川崎ハイキングクラブ 餅つき山行。今回は飲酒あり。次回から山行中の飲酒は禁止とする。
・川崎柴笛クラブ 事務局長交代。
・アルパインクラブ横浜 キナバル登山 女性４名
・横浜ハイキングクラブ 三つ峠でアイゼンワークのつもりが雪なし。
・藤沢山の会 てんぷら山行を三浦で実施。 4/19総会予定。
・相模アルパインクラブ セルフレスキュー講習会実施。
事故・ヒヤリハット報告
・鍋割山で 山行中に足がつり動けなくなる（６０代女性）: 足 がつったときはどういう対処がいいか？
とうがらし入りマー油、タイガーバームがいいのでは？ 芍薬甘草湯を前もって飲むとよい？
その他
・３月１日に広沢寺清掃集会の参加報告 地元の里山作りに協力

登山時報 ４月号(2009) 目次
連載 わたしの一名山
鹿島槍ヶ岳 大関康史 04
新連載 エッセイ 山そしてメディア
加藤久晴 22
山のスケッチ 春の山と花 山岸久子 08
淡路島 最高峰 諭 鶴羽山と 灘黒岩水仙 郷
大津清泰 09
第28期第2回評議会報告
14
筑波山・女体山頂上 鈴木澄雄 03
野鳥との出会い ホオジロ
小枝琢三 福井壽彦 10
シグナル 谷川二題
温暖化とトレイルラン 斉藤義孝 12
森守ボランテイア 守橋隆義 13
クマに耳をとられちゃった 山本雅祥 20
第23 回全国雪崩 事故を防ぐ ための講習 会
酒井正裕 有安孝浩 24

新規加盟団体の紹介
日進山岳会 杉山元泰 26
連載 碧い南の島だより 雨宮 節 21
山で見かけるミョーな人たち 最終回
菊地敏之 27
JWAFクリック 28／全国連盟の活動
31
専門委員会活動報告 32／編集後記
34
インタビュー ひと 河野洋之さん
田上千俊 35
地元会員特選ミニガイド
群馬・ひとぼし山/三浦尚
千葉・高塚山/鵜沢喜久雄 36
ブックエンド 『攪乱と遷移の自然史』他
堀川虎男 他 38
あらかると地球温暖化か寒冷化か 原真 39
会報えつらん室
40
オススメ山道具 B.D.のプロテクターとアッ
クス
笹原芳樹 42
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県連のスケジュール
４月
1
2
3
4
5

水
木
金
土
日

５月

登山リーダ養成学校説明会
救助隊総会

1
2
3
4
5

常任理事会

6 水

登山リーダ養成学校机上講習

6 土

7 火

7 木

ＨＣリーダ学校机上講習

7 日

8
9
10
11
12
13

水
木
金
土
日
月

8
9
10
11
12
13

金
土
日
月
火
水

ＨＣリーダ学校ｵﾌﾟｼｮﾝ計画
ＨＣリーダ学校ｵﾌﾟｼｮﾝ計画
連盟news印刷
事務局長会議 連盟news発行

8
9
10
11
12
13

月
火
水
木
金
土

14
15
16
17

火
水
木
金

14
15
16
17

木
金
土
日

14
15
16
17

日
月
火
水

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

6 月

ＨＣリ-ダ学校入校式机上講習

ＨＣリーダ学校実技講習
遭対部会
連盟news印刷
事務局長会議 連盟news発行

登山リーダ養成学校実技講習
第３回ｸﾘｰﾝﾊｲｸ実行委員会
全国理事会／救助隊運営会
事務局部会

５月度常任理事会

金
土
日
月
火

６月
1
2
3
4
5

ＨＣリーダ学校実技講習
登山リーダ養成学校実技講習
第４回ｸﾘｰﾝﾊｲｸ実行委員会
全国理事会／救助隊運営会
事務局部会

第５回ｸﾘｰﾝﾊｲｸ実委ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

水質調査 ｸﾘｰﾝﾊｲｸ前夜祭
２００９クリーンハイク

月
火
水
木
金

常任理事会
登山リーダ養成学校机上講習

ＨＣリーダ学校実技講習
救助隊訓練
ＨＣリーダ学校実技講習
救助隊訓練
遭対部会
連盟news印刷
事務局長会議 連盟news発行

登山リーダ養成学校実技講習
全国理事会

ＨＣリーダ学校机上講習
事務局部会
ＨＣﾘｰﾀﾞ学校ｵﾌﾟｼｮﾝ計画
ＨＣﾘｰﾀﾞ学校ｵﾌﾟｼｮﾝ計画

自然保護委員会

2009年度の全国的な規模の集会・会議予定
全国自然保護担当者会議
全国ハイキング交流集会
西日本女性担当者交流集会
学生団体沢登り講習会
第12回自然保護講座
中央登山学校・指導者セミナー
ＭＦＡインストラクター養成講座
第９回全国救助隊交流集会
第８回ヤングクライマーズフォーラム
第11回東日本女性登山交流集会
第21回全国海外登山集会

11月14日〜15日 （長野・信濃大町）
９月12日〜13日 （未 定）
６月６日〜７日 （大分県久住高原）
６月
６月13日〜14日 （栃木県足尾町）
７月上旬 東京・全国事務所
秋 （未 定）
10月24日〜25日 （富山県・登山研修所）
６月12日 （神奈川県横浜）
秋 （ ）
11月 28・29日 （千葉県）

