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第３２期 臨時総会 開催のお知らせ
下記の通り第32期臨時総会を開催致します。
各会におきましては代議員の選出をお願い致します。代議員は、会員10名につき1名、10名
までの会は1名選出して下さい（2月1日現在の会員数）。但し、代議員は本連盟の理事･会
計監査を除きます。
また、次期新理事の推薦をお願い致します。
記
日
受
会

議

時：２０１１年３月１３日（日） １０時００分〜１６時３０分
付：９時４５分
場：市民活動支援センター（クリーンセンタービル4F）
※ 横浜市中区桜木町1-1-56 みなとみらい21
※ 045-223-2666
※ 桜木町駅 下車徒歩６分
※ みなとみらい駅 下車徒歩8分
題：(１) 規約改正・改廃
(１) 上期の活動報告・下期活動方針
(１) 個人会員制度について検討

丹沢・広沢寺の岩場清掃集会２０１１（第１２回）
日時；２０１１年３月６日（日）、９：００〜１２：００（集合8：30）
場所；丹沢・広沢寺の岩場（集合場所；広沢寺前駐車場）
内容；岩場と周辺道路の清掃と、地元の里山作り運動への協力
持参品；軍手とゴミ袋
備考；雨天決行
連絡先；［広沢寺の岩場を守る会 事務局］
〒186-0003東京都国立市富士見台1-27,1-21-106
安村淳方
電話／ファックス042-575-6131
mgorilla@ma.ejnet.ne.jp
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ハイキング委員会

２０１１年度ハイキングリーダー学校入校案内
ハイキングリーダー学校では、登山の基礎技 術の習得、安全山行に対する知識、統率力を身 に付けるよ
うにします。目標としては新入会員の講師ができ、夏山一泊程度のリーダーが出来る事とします。
記
期 間：２０１１年４月７日（木）〜１１月１８日（金）
講 習：机上講習と実技山行（内容は右表による）
資 格：会の推薦を受けた人、持久力のある人
人 数：１０名
受講料：１００００円
場 所：「かながわ県民センター」
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 045-312-1121
時 間：ＰＭ７：００〜９：００
加藤正敏（藤沢山の会）
〒253-0052 茅ヶ崎市幸町6-13-206
℡．0467-87-7080/090-8081-4661
清藤秀子（川崎ﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）〒250-0875 小田原市南鴨宮3-26-1-102
℡．0465-48-2153/080-5055-2708
※講習内容によって安全確保のためスリンゲ、 カラビナ、ヘルメット、沢シューズ、ハーネス 等の装備、
テント泊ではシュラフ、エアマット、大きめのザック（45ℓ〜50ℓ以上）が必要になりお 持ちでない方は購
入費用がかかります。
切りとり

第17期ハイキングリーダー学校受講申込書
氏名
住所〒
所属会名
主な山行歴

抱負・要望

生年月日

男・女

血液型

電話
携帯
遭対基金

口

型
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20 11年ハイキングリーダー学校日程及び内容
日 程
4/7
（木）

4/10
（日）
5/12
（木）
5/15
（日）
6/4 〜5
（土〜日）
6/16
（木）

講 習
入校式・机上講習

（木）

（土〜日）
1 0/20
（木）
1 0/23
（日）

計画書・報告書の書き方

地形図

加藤

703号室

地形図の見方

（1 /250 00鎌倉）

清藤

安全山行（歩き方・持ち物）

日帰り装備

清藤

地図の見方

地図・コンパス

ロープワーク

シュリンゲ

シュリンゲ・ カラビナの使い方

カラビナ

ロープワーク

日帰り装備

三点確保・岩場の通過

ヘルメ ット.ハーネス

山行

1泊山行

一泊装備

田村

十二ヶ岳/ 山梨

行動中の判断と対応

（テント .ビバーク）

三浦

机上講習

天気図の見方

筆記用具

増田

かな がわ県民セン ター

セルフレスキュー

筆記用具

清藤

かな がわ県民セン ター

応急処置

三角布

川歩き・沢とはどんな所

日帰り装備

沢を安全に通過する

沢装備

一泊山行の装備

筆記用具

加藤

かな がわ県民セン ター

リーダーシップ

一泊装備

加藤

集合場所

メンバーシップ

（テント泊）

清藤

JR八王子駅

山行計画の作り方

筆記用具

清藤

かな がわ県民セン ター

ミーティング

地図

地形図にな い道

日帰り装備

ハイキングリーダーとは

山行
森戸川から二子山
机上講習
岩場の通過
山行
鷹取山/ 湘南

山の天気

山行（予備日8/ 21）
葛葉沢/ 丹沢
机上講習
山で の生活技術
山行
赤岳/八ヶ岳
机上講習
山行計画
山行
世附権現山/西丹沢

かな がわ県民セン ター

703号室
増田

集合場所
京急追浜駅
集合場所

703号室

703号室
増田

集合場所
小田急秦野駅

役割分担

加藤

地形を読む

山行

修了山行

（日）

未定

自分達の力で歩く

修了式

修了書授与

（金）

集合場所
京急新逗子駅

増田

天気の予想

11/6

1 1/18

場 所
かな がわ県民セン ター

救急法

10/1 〜2

講師（予定）
中山

（木）

9/15

持ち物
筆記用具

机上講習

（日）

内 容
労山の考え方・会活動

7/21

8/7

ハイキング委員会

集合場所
小田急新松田駅

日帰り装備

当山

集合場所

筆記用具

全員

県連事務所

小林

小林宅

反省会・懇親会

オプション・交流山行
3/18 〜20

雪山ハイキング（１７期生） 湯の丸山/小諸

一泊装備

4/15 〜17

交流山行

佐渡島/新潟

一泊装備

7/23 〜24

沢登り体験（１７期生）

大滝沢/米沢

一泊装備

増田.清藤
中山

JR港南台駅集合
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お知らせ
日本勤労者山岳連盟第２９期第１回評議会が 、２月１９日２０日、東京・晴海グランドホテ ルで開かれ
ます。主な目的と主要な課題は次のとおりです。
(1) 「労山新総合戦略」の組織戦略の要 （かなめ）のひとつとなる「個人会員制度」導入に ついての論
議。
(2) 山岳会、クラブの現状とあり方、そしてその強化についての具体的提案。
(3) 労山遭対基金を適用除外にする当面の課題。
(4) 重大事故多発の総括と一層の遭難対策活動の強化の提案について。
(5) 地球温暖化など変化する山岳自然の保護の活動について。
(6) 青年や少年に登山や自然の魅力と楽しさ、大切さを伝える活動の強化について。
議案書は理事・事務局長のメーリングリストで後藤理事長が配信しています。ご覧下さい。

第34回
日時
場所
議題

２０１１丹沢クリーンハイク第２回実行委員会

２月２１日(月) １９時３０分〜２１時
かながわ県民サポートセンターﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ６０３
役員分担、コース選定、チラシ作成準備、他など

※各会の自然保護委員の方、
クリーンハイクに参加してみ
たい方の出席をお待ちします。
クリーンハイク実施日
５月２９日 日曜日
水質調査 および 前夜祭
５月２８日 土曜日

１月２４日

自然保護委員会議事録

■出席者 大用(川崎HC)・渡辺(相模 AC)・三
上(こぶしの会)・磯部(地平線の会)・高橋、
萩原(藤沢山の会)・伊藤(横浜HC)・関根、千
葉(みずなら)・大日向、仙頭(AC横浜)・黒井
(雪童)・吉崎(柴笛)
◎第一部：自然保護委員会
■小勉強会 第二回
千葉さんより、前回話題に上ったエコ検定
の試験内容からの、抜粋資料の提出を受け、
主に水資源について意見交換を行った。
・水は飲み水のことが問題視されがちだが、
それ以外にも、人間の生活に必要な水の形態
は様々である。
・この先の時代には、水戦争が起こるとい
われている。
・水そのものの、汚染の問題。
・他国の排出する汚染物質が、日本の水に
及ぼす影響。

・日本の急峻な地形は、水を蓄えることが
出来ない。冬に雪が積もることで、一年を通
して、水が豊富にある。
また、ブナなどの豊かな森林が水を蓄え、
人に供給してくれている。
↓
地球温暖化の影響で、雪と森に危機 →
日本の水資源が枯渇する可能性
■報告・その他
・湯河原幕岩清掃集会に、自然保護委員会
から、渡辺さんが参加。
・２月６日(日)丹沢大山・里山交流会 へ
是非ご出席下さい。他団体の行事に出席する
ことで、自然保護の意識が深まります。
◎第二部：クリーンハイク実行委員準備会
■クリーンハイク実施日決定
５月２９日 日曜日
水質調査 および 前夜祭
５月２８日 土曜日
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実行委員は出来るだけ両日共参加されたい。
■実行委員会議の予定
日程：２月２１日・３月２８日
４月２５日・５月９日
５月２３日・５月３１日 全６回
場所：県民サポートセンター
時間：１９時３０分開始〜２１時
※開始時間厳守
■議案・その他
・「雨天中止」は残念なので、予備日を設
けてはどうか。
→保険、救助隊、などの関係上難しいので
はないか。メリット、デメリットの両方を測
る必要がある。
・コースを限定して「雨天決行」としては
どうか。
・「雨天決行」の場合でも、林道だけでは
なく、登山道も対象コースへ含めて欲しい。
・林道脇の傾斜地など、ロープが必要な場
所を清掃する態勢を整えたい。
・分別回収を徹底して欲しい。
・秦野市の可燃ゴミ、不燃ゴミ、の分別基
準を確認し、各会に周知徹底を図り、チラシ
に明記する。

・実行委員会で勉強会を行うかどうか。
上記について、２月以降の実行委員会で話
し合い、決定する。
■係分担
・委員長 ： 次回の実行委員会で決定
・副委員長： 同上
・事務局 ： 関根・吉崎
・会 計 ： 伊藤
・水質調査： 萩原 ※各所の担当会は、
募集せず指名とする。
・報告集 ： 三上 ※６月２７日報告書
提出締切。７月末発行予定。
作成を手伝えるひとは協力
する。
■確認事項
・一般参加者は雨天参加不可。
・公園使用・・実行委員長らで、公園緑地
課へ挨拶に行く。
・クリーンハイク期間は、連盟ニュースを、
自然保護委員会とクリーンハイク実行委員会
のメーリングリストへ配信する。
・実行委員会への交通費は、連盟費より支
給あり。

1月 事務局長会議

手、ゴミ袋を持参して下さい。
○1/24(月)に第１回クリーンハイク実行委員
会が有ります。
【２】各会からの報告(怪我・トラブル等報告)
＜横浜HC＞丸尾真知子です。54名です。会
員の増減が有ります。連盟ニュースにも載せ
て戴きましたが、35周年記念としは成功裏に
終わりましたが、これからの活動について見
直す時期ではないかと言う意見が出ていて、
会員を増やしたいと思っています。事故等で
報告する事はありません。私のミスで前回報
告の事故がそのまま連盟ニュースに記載され
てしまいました。
＜藤沢＞中河原昭夫です。97名です。100名を
目指しています。毎月1名ほどの問い合わせが
有りますので、4月には到達出来るのではと思っ
ています。4/24(日)に総会があります。今年
度30周年と言う事で色々な取り組みをして来
ましたが、記念山行として佐渡に行きました。
また、カナディアンロッキーに行ったり、丹
沢を西から東に縦走(3泊4日)しました。今は
最後の記念誌作りに取り組んでいます。2月の
終わりには50ﾍﾟｰｼﾞほどの記念誌を発行したい

議事録

2011年1月11日(火) 7:20開始、
司会：池上事務局次長
出席者：小池(川崎労山)･池村(川崎HC)･砂原
(柴笛)･神谷(AC横浜)･丸尾(横浜HC)･中河原
(藤沢)･神野(ﾅｰｹﾞﾙ)･蝦名(相模AC)･荒矢(み
ずなら)･横田(雪童)･磯部(地平線)･栗田(や
ま++)･青柳(山ﾌﾞｷ)･藤井(ﾒｰｸﾞﾘ家)
理事等：中山(会長)･蝦名(財政)･三上(機関
誌)･池上(事務局次長)･西川(事務局部員/記
録)
【Ⅰ】県連からの連絡事項（連盟ニュース１
月号参照）
○「こまくさﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ」から脱退申請書が
出され、常任理事会で承認されました。（1月
31日付）
・会員が高齢になった事と、会員が減少（6名）
したためとの事です。
○1/16(日)幕山(湯河原)清掃が有ります。ア
ルパインの会だけでなく、ハイキングの会の
方も清掃にご協力下さい。
○3/6(日)の広沢寺の岩場清掃が有ります。軍
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と思っています。山行につきましては、雪山
が始まり、12月に富士山、1月は八ヶ岳集中登
山（赤岳鉱泉）をやります。
＜みずなら＞荒矢達夫です。40名になりま
したが、古い会員は岩が多いいのですが、新
人は縦走やハイキングをやる人が多く、どう
すれば定着してくれるか課題です。事故等で
報告する事はありません。
＜やま++＞栗田 彰です。16名です。準会員
として3ヶ月間見極め期間が有ります。嬉しい
事に23歳の女性が入会しました。平均年齢51
歳でしたが、50歳を切る事ができそうです。
事故等で報告する事はありません。
＜川崎HC＞池村洋司です。男性51名、女性4
9名の100名です。女性が減って、平均年齢も
上がっている。若い人が入ってこない。夏に、
若い女性が2名来たので私が説明したんですが
入会しませんでした。平均年齢を聞いておじ
けづいたのか？。若い女性に魅力的な山登り
を伝える方法が有ったら教えて下さい。ヒヤ
リハットは全て報告する様に会員に義務づけ
て有りますので、毎月あがってきます。転倒
（足が滑って尻餅をついたとか、手をついた）
が多く、原因は体力低下があげられます。1月
は室内定例会を止めて月末に「新年会」をやっ
て意見交換（懇親会）をする予定です。
＜メーグリ家＞井藤親子です。8名で変わり
ません。会の方に報告する事が有るか聞いて
みたんですが、ありませんと言う事でした。
＜川崎労山＞小池秀子です。43名です。平
均年齢は52〜3歳ですが、最近若い人が入会し
て、40代の人が活発に活動しています。ヒヤ
リーハットは、暮れに行われた雪トレで、テ
ント内で夕食の準備をしている時に起きまし
た。ガスのカートリッジと五徳がしっかりと
はまっていなかった。コッフェルの持ち手が
変わった時、自分が持ちやすい様に五徳の上
で動かしたら、カートリッジと五徳が更にゆ
るみ、横から火が出た。大事には至らなかっ
た。
＜川崎柴笛＞砂原浩二です。37名です。12/
30-1/3で霞沢岳の計画でしたが、天気予報が
悪く登るのを諦めたが、下に降りたら晴れ間
が見えて来た。今年は予報が悪かったから、
事故が少なかったのかも知れません。
＜雪童＞横田佳幸です。19名です。12月上
旬に八ヶ岳で雪上訓練、年末に三伏峠から烏
帽子岳、年末年始に西穂、鋸岳、涸沢岳等に

行っています。雪が多かったが、事故無く下
山出来ました。
＜山ブキ＞青柳百合子です。7名です。望年
山行で丹沢山を目指して行ったが、会員外の
男性が尊仏からみやま山荘に行く途中で、狭
窄症？なのか、足にしびれがきた（つったの
とは違う）と言う。寒かったのでカッパを履
く様に言うと持って来ていない。お湯を飲む
様に言うと、これも持って来ていなかった。
他の会員のお湯を飲ませて進む事にしたが、
また同じ症状が出たため尊仏小屋に戻る。次
の日無事下山する事が出来ました。男性は年
に１回位しか歩いていない61歳の方です。計
画に対して反省しました。
正月に韓国の北漢山（ブッカンサン836ｍ/ソ
ウル近郊）に行く。氷と岩山で緊張しました
が、眺めが良く楽しんできました。雪はさほ
ど多くは無く、頂上までワイヤーロープが付
いていました。
（註）「腰部脊柱管(せきちゅうかん)狭窄(きょ
うさく)症」は、骨の老化によって、神経を通
す空間（脊柱管）が狭くなり、神経を圧迫す
ることで起こる病気です．「腰痛」のほかに、
「歩いたり立ったりしているときに、痛みや
しびれが生じる」という特徴的な症状が現れ
る病気です。（ホームページより/西川）
＜地平線＞磯部津輝子です。7名(女4男3)で
す。今年は心を入れ替えて事務局長の石田美
帆に代わって出席したいと思います。望年山
行で奥只見に行きました。300台の車が閉じ込
められた時でしたが、少し外れた場所だった
のでギリギリセーフでした。会員所有の古民
家に泊まったんですが、雪が多く道路から古
民家まで畑の中を胸までのラッセルで凄いこ
とに成りました。女性が12名、男性が2名で雪
遊びをして楽しんで来ました。
青柳さんと北漢山に行って来ました。この
向こう側に、仁寿峰(インスボン)と言う岩登
りの岩があります。それがつるっとした岩で
す。ソウル市内で−12℃で東京よりずっと寒
いです。ガイドさんの話しによると、以前イ
ンスボンで岩に取り付いていた人が、急に天
候が悪化して、登ることも下る事も出来ずに2
0数名が亡くなった事が有ったと言ってました。
＜相模AC＞蝦名政次です。35名です。8〜10
日に、八ヶ岳に11名集中登山をしてきました。
北八ヶ岳は、スノーシューが多いですね。頂
上は風が強かったんですが、樹林帯は問題あ
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りませんでした。
3月にファーストエイドを計画しています。
全国の藤巻さんに一昨年やって貰い、非常に
良かったので今年もお願いする予定です。ま
た今回は他の会の方にもオープンにする予定
です。日程は、未定ですが、4月になるかもし
れません。
＜AC横浜＞神谷 敬です。37名です。冬山頑張
りたいと思います。
【３】その他
＜総会（規約改正）について＞西川
○ 事務局長が不在だった事もあり、規約集
が整備されていませんでしたので、ワードに
打ち直して見ました。今日お渡ししましたの
は1/6(月)に行われました常任委員会で確認さ
れた試案です。この後、1/31(月)に行われる
常任委員会で、総会資料として原案が決定し

ますので宜しくお願い致します。
○ 「臨時総会の召集通知」を用意しました
ので、代議員数（レジメに記入済）分を、お
持ち下さい。
○ 議案書（規約）について確認。左側が＜
現行規約＞、右側が＜改正案＞です。
○ 新理事の推薦をお願い致します。
＜会計担当＞蝦名さんから
○ 県連の会計は1/31で決算です。連盟費納
入状況は100％全部納めて戴いています。有り
難うございました。
＜機関誌担当＞三上さんから
○ 連盟ニュースの印刷が偏ってしまい、申
し訳有りませんでした。次回気をつけます。
「会報作り懇談会」をもう一度計画しますの
で、宜しくお願い致します。

2月常任理事会 議事録
2011/02/03（敬称略）
日時：2011/01/31
19:30〜21:50
参加：中山(司会)・池上・三上・蝦名・増田・
大用・西川（事務局部員/記録）
（海輪氏欠席連絡有り）
１ 臨時総会
１．第１・２議案書
① 総会議事日程について
・ 開会宣言は、議長団がやる。
・ 第1号から第４号議案まで有り、各号
議案毎に採決する。
・ 三上氏に作成依頼
② 総括（1号議案）、方針（２号議案）
について確認
・遭難対策部総括（4頁）の、最後の10行
について確認が必要。
・「ハイキングリーダー学校日程及び内
容」等の表については、「資料」として
別に掲載する。
２．第３議案書
① ｢講師選任に関する規定｣６条（17頁）
・ 2010年3月14日とする(昨年の総会の
日）
・ （注）は、削除する。
② 「常任理事･理事選出基準に関する規
定」3条（25ﾍﾟｰｼﾞ）に追加
・ 「常任理事は規約28条に基づき各部
または委員会より2名以上選出する」と、
変更して提案する。

２

③ ハイキングリーダー養成学校テキス
トを臨時総会に方針として提案するのか。
(蝦名)
・ 提案する。（中山会長）
・ 教育部のアルパインリーダー学校に
も似たようなテキストがあるが、整合性、
統一性はあるのか。基本的な考え方、諸
道具の使い方、登攀等々の技術に違いは
無いのか。現在、教育部＝アルパインリー
ダー学校の構図になっている気がするが、
教育部は県連全体の基本的な考え方、諸
道具の使い方、登攀等々の技術を決めて、
アルパイン、ハイキング各学校はこれに
基づいて指導教育・実践することが本来
の姿であると思うが。（蝦名）
・ 全くその通り。今後教育部と連絡を
取り、話合いの場を作るようにする。
（中山会長）
・ ついでながら、遭対部・救助隊にも
同じようなことが言えるのではないか。
今はアルパインに偏っていると思われる
各種講習会等の中からハイキングでも出
来るものはハイキングにおろしてゆくこ
とが不公平感をなくすことだと思う。
（蝦名）
(註) 第33期から「教育部」は、「遭難
対策部」と統合される事が内定している。
（西川）
④ 議長団要請書：中山氏が作成。
連盟ニュース

９
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１．巻頭言の担当
① ２月号：中山氏
② ３月号：増田氏
③ ４月号：大用氏
２．２月号の記事確認
３ 日程
① ｸﾘｰﾝﾊｲｸ第2回実行委員会（2/21(月)）：
事務局長会議で呼び掛けをして欲しい。
② 第１･2議案書････作成･印刷：三上氏
③ 第３議案書･････作成：西川氏、印刷

４

（2/7(月)13:00〜）：西川・池上氏
その他
① カモの会より「会員登録について」
・ 後藤理事と中山会長から回答が出て
いますが、総会で説明する必要が有る。
② 会計の蝦名氏から常任理事を辞任す
る旨を再度表明････後継者未定の為、常
任理事会「預かり」とする。
（文責：西川）

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

12/23 鷹取山（４）
12/25-26 城山（６+１）
12/25-26 赤 岳主稜 〜阿弥 陀北 稜
（１+２）

川崎ハイキングクラブ
12/18-19 大 野山 、高 松
山/西丹沢(10)
12/18-19 鷹ﾉ巣 山/奥 多
摩(4)
12/19 六国見山、散在 ヶ
池/鎌倉(12)
12/23 真鶴半島/伊豆(6)
12/26-27 塔ﾉ岳/丹沢(1)
12/26 川苔山/奥多摩(9)
12/26 湘南 平、 吾妻 山/
湘南(9)

報告:川上勝夫

報告＝岸

横浜ハイキングクラブ

横浜こぶしの会

計38名（男23：女15）平均

報告＝丸尾真知子

報告=南雲哲男

2/18 陣馬山(中央線沿線)
2/20 手の ひ らの 中の 目
黒（東京都）
2/20 浅間 尾根 (奥多 摩)
雪山の基礎技術
2/27 松田山（丹沢）
3/6 日 ノ出山（奥多 摩）
例会山行
3/12 扇山（中央線沿線）
4/8-10 谷川岳 雪洞掘り

歳

1/30 奥 日光 ・戦 場 ヶ原
1/16 湯河原幕岩(1+1)
(スノーシュー)(1+20)
1/21 霧積(1+1)
1/30 乾徳山(3+1)
1/22 塔の岳(3)
1/22-23 赤岳 (県連 リー 1/31 湯河原幕岩(1+3)
ダー学校)(1+6)
1/25 河又(1+1)
1/29 高尾山(1)

計54名（男22：女32）平均62歳

1/8 本社ヶ丸-鶴ヶ鳥屋山(3)
1/13 例会（33）
1/9 大山(1)
1/9 伊豆/玄岳（５）
1/12 鍋割山(6)
1/10 鎌倉七福神・祇園山(13)
1/15-16 谷川岳講習会(11)
1/16 高松山(13)
1/19-21 金峰山・朝日岳(2)
1/20-23 草津温泉スキー(10)
1/30 餅つき山行 景信山 〜高尾山 1/22 沼津アルプス(8)
1/22 達沢山-京戸山(2)
(31)
1/26 高川山(下見4)
1/22-23 南八ヶ岳/赤岳(県・8)
他会に通知したい事項
23年度役員選挙準備開始

1/7-10 ｹﾞﾚﾝﾃﾞｽｷｰ野沢
1/9 塔ノ岳
1/9 高川山(3)
1/6-7 丹沢(2)

平均62歳

房総(20)
予定
1/30 曽我 丘陵 /松田 新
春ハイク
2/5-6 北八ヶ岳
2/6 丹沢 白山(丹沢)例会
山行
2/11 多摩 川沿 い、 30キ
ロウオーキング
2/11 鋸山（千葉県）
2/16 臼杵山（奥多摩）

直哉

1/9 塔ノ岳(1)
1/9 高尾山(1)
1/9-10 白毛門,谷川岳(3)
1/14 河又(1+1)
1/15 四阿山(2)
1/15-16 タカ マタ ギ(県
連救助隊訓練)(2+10)

歳

1/15-16 谷川岳（３）
1/16 湯河原・幕岩（３）
1/22-23 北八ケ岳・天狗岳(6)
1/23 丹沢・塔ノ岳（３）

計100名（男50 女50）

12/31-1/1 竜ヶ岳、 パノ
ラマ台/富士五湖(7)
1/3-6 藤原 岳/鈴 鹿山 脈
(6)
1/4 港七福神/東京(4)
1/8 小田 原七 福神 /小 田
原(15)
1/9 真鶴 半島/伊豆(例 会
山行)(27)
1/8-10 夏沢峠/八ヶ岳(6)
1/15 伊予ヶ岳 〜富山/南

アルパインクラブ横浜
1/1 三頭山(1+3)
1/1-2 谷川岳(白毛門,天
神尾根)(4)
1/8 鷹取山(2+4)
1/8-9 赤岳(2)
1/8-10 赤岳 ・ジョ ウゴ
沢(4)

秀子 計43名（男27 女16）平均

12/29-30 大同心・雲稜ルート(2)
1/2 奥多摩・三頭山（５）
1/3-4 奥多摩・御前山〜大岳山(2)
1/8 湯河原・幕岩（１+１）

計25名（男18人

1/13 室内例会(11)
1/25 運営委員会(5)
1/29 三浦アルプス
2/6 早戸大滝

2月(予定) 2/10 例会
2/6 高川山
2/11 鍋割山
2/27 十日市 場駅 〜新 治市民 の森
（バランストレーニング）
2/14-16 越後湯 沢・ 岩原高 原ス
キー

女7人） 平均55歳
2/9 室内例会
2/17 愛鷹山
2/22 運営会
3/26 総会
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藤沢山の会

報告=中河原昭夫

1/4 丹沢･大山(7)
1/5 運営委員会
1/5 丹沢･浅間山 聖峰(11)
1/8 富士周辺･大丸山､金丸山(1)
1/8 南関東･大楠山(1他)
1/8-9 八ヶ岳･赤岳(3)
1/8-9 八ヶ岳･硫黄岳(5)
1/8-10 八ヶ岳･硫黄岳､天狗岳(5)
1/8-10 南関東･房総郡界尾根(2他)
1/11 機関誌印刷･発行
1/12 室内例会(38)
1/13 奥武蔵･伊豆ヶ岳(3)
1/15 鐘ヶ嶽北尾根･大山(4他1)

相模アルパインクラブ
12/23-26 富士山(1)
12/26 塔ヶ岳(1)
12/29 丹沢三峰(1)
12/31-1/1 大菩薩(2)
12/29-1/2 旭岳東稜→ 赤
岳(1)
1/4 大山南稜(3)
1/4-5 城ヶ崎(1)
1/5 大山南稜(1)
1/5 丹沢三峰(1)

やま＋＋
1/4 初詣 登山・明神明 星
(5)
1/8-9 蓼科山（３）
1/8-9 雪崩講習・白馬(1)
1/12 例会

2011年2月号
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計97名（男47：女50）平均64歳

1/15-16 丹沢･塔ヶ岳(4)
1/17 入会説明会（２）
1/19 30周年実行委員会
1/19 丹沢･仏果山､辺室山(8)
1/19南関東･鎌倉､散在ヶ池(5)
1/19 丹沢･塔ヶ岳(1)
1/22 箱根伊豆･沼津ｱﾙﾌﾟｽ(6他)
1/22 南関東･鋸山(2)
1/25 箱根･白銀山(7)
1/26 室内例会(35)
1/29-30 富士周辺･富士五合目(6)
1/30 丹沢･大山北尾根(5)
1/31 南関東・房総、富山(6)

報告:水村和也

12/25-1/7 ニ ュージーラ
ンド(ワナカ /ク イーン
ズタウン周辺)(2)
1/8 大山南稜(1)
1/8-10 北八 ｹ岳縦 走(黒
百合平集中山行)(3)
1/9 -10 稲子 岳 南壁 ・北
八 ヶ 岳( 黒百 合 平 集中
山行)(2)
1/9-10 北八 ｹ岳(黒 百合

報告: 栗田

2/2 運営委員会
2/5 箱根伊豆･玄岳(会ﾊｲｸ)
2/6 奥武蔵・棒ﾉ嶺(4)
2/6 南関東・花嫁街道(5)
2/8 機関誌印刷･発行
2/9 室内例会
2/11-13 北関東･武尊山(雪山実践)
(8)
2/12 大菩薩･源次郎岳(会ﾊｲｸ10)
2/19-20 上信越・黒斑山
2/23 室内例会
2/26 南関東･二子山､田浦梅林
2/27 富士周辺･双子山(雪山ﾊｲｸ)

計34名（男24：女8）平均

平集中山行)(6)
1/15-16 タ カマ タ ギ(救
助隊訓練)(3)
1/16 幕岩(2)
1/16 葉山 ア ルプ ス縦 走
＋ 森戸川源 流(中沢)遡
行(1)
1/16 大山南稜(1)
1/21 市道 山 から 奥多 摩
荷子田(1)

彰

歳

1/22-23 赤 岳 真 教寺 尾
根(1)
1/21-23 赤岳(2)
1/22-23 湯川(1)
1/23 幕岩(4)
1/23 大山南稜(1)
1/23 ヨモギ平〜大倉(2)
1/21-24 由布岳・九 重山
(阿蘇山)(1)

計16名（男11：女5）平均49.6歳

1/15 滝子山（５）
(2)
2/23 例会
1/22-23 新年会・黒斑山、 2/5-6 雪崩実技講習 （御 2/26 鍋倉山
角間山、村上山(10+3)
泉水）
1/26 例会
2/9 例会
1/30 大山三峰・マイナー 2/11-12 雪山、
登山時報 ２月号 目次
パウダー天国 森吉山 三尾彰 03
掌編小説 もう一度逢いたい 高岡太郎 06
連載 クイズ 地図読み迷人
村越真 宮内佐季子 09
野鳥との出会い ハクセキレイ
福井壽彦 小枝琢三 10
シグナル 創立50周年を越えて、
新たな登山文化の構築を 斉藤義孝 12
特集 いま、なぜ個人会員制なのか？（5）
四国の意識は 阿部哲也
未組織登山者の立場から 菊池健一
生き残りを賭けて
広木国昭 13
第29期第1回評議会議案は何を目指すのか
本誌編集部 18
生物多様性の恵みを大切にし、登山文化の
発展 を／第15回 全国登山者 自然保護 集会
浦添嘉徳 20

第22回全国海外登山集会
広木国昭 22
人と組織を育てるリーダー論 北海道登山
研究集会から
大谷守正 23
新規加盟団体の紹介 無双・転生
26
山で気になるカンキョーの話 菊池敏之 27
JWAFクリック 28／全国連盟の活動 31
連載 碧い南の島だより
雨宮節 30
専門委員会活動報告 32／編集後記 34
インタビュー ひと 圓尾勝彦さん
桑村昌子 35
地元会員特選ミニガイド
三重・七洞岳/小嶋弘幸
大阪・明ヶ田尾山/国枝宏子
36
ブックエンド 『星になる日と化ける日と』
他 加納公子 他
38
会報えつらん室
橋口晴彦 40
オススメ山道具 フリーズドライのおいし
いカレー
笹原芳樹 42
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2011年2月号

県連のスケジュール
２月

３月

４月

1 火
2 水 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校机上

1 火
2 水 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校修了

1 金
2 土

3 木

3 木

4
5
6
7

4
5
6
7

3 日 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校入学説
明会
4 月 常任理事会
5 火
6 水
7 木 HCL学校入校式机上講習

8

金
土
日
月 連盟news印刷
火 事務局長会議/連盟news発行
救助隊運営会
水
木
金
土
日
月
火
水

金
土
日
月 連盟news印刷

8 火 事務局長会議/連盟news発行

8 金

9
10
11
12
13
14
15
16

水
木
金
土
日 臨時総会
月
火
水

9
10
11
12
13
14
15
16

17 木 事務局部会

17 木 事務局部会

17

18 金
19 土 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技
20 日 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技
21 月 クリーンハイク第2回実行
委員会
22 火
23 水
24 木

18 金
19 土
20 日

18
19
20

21 月

21 木

22 火
23 水
24 木

22 金
23 土
24 日

25 金

25 金

6 土
27 日

26 土 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ卒業山行
27 日 ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ卒業山行
28 月 クリーンハイク第3回実行
28 木
委員会
29 火
29 金
30 水
30 土
31 木

9
10
11
12
13
14
15
16

28 月 常任理事会

土
日
月
火
水
木
金
土

HCL学校実技
連盟news印刷

事務局長会議

HCL学校ｵﾌﾟｼｮﾝ企画
HCL学校ｵﾌﾟｼｮﾝ企画
日 HCL学校ｵﾌﾟｼｮﾝ企画
ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技
月
火
水

クリーンハイク第4回実
25 月 行委員会
26 火
27 水

２０１１年度の全国的な規模の集会・会議予定
第29期第１回評議会
2月19日〜20日(東京・晴海グランドホテル〉
第25回雪崩事故を防ぐための講習会
2月11日〜13日（中ア・千畳敷）
全国基金担当者会議
6月18日〜19日（神奈川・三浦）
労山創立50周年記念
6月20日〜7月4日（予定）
ブータントレッキング （ブータン チョモラリ・リンシ）
全国山岳遭難対策協議会
7月
（東京・）
全国ハイキング交流集会
9月17〜1日日（静岡・伊豆長岡の予定）

