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東日本大震災の支援について
2011年５月25日
日本勤労者山岳連盟
震災対策本部

３

今後は被災会員から要望の多い下記の登
山用品（被災地での日常生活にも役立つ）に
ついて、ご協力をお願いします。
登山靴・トレッキングシューズ、ザック、
雨具、ヘッドランプの４品目。
新品・未使用もしくは、ほとんど使用し
ていないものに限ります。わざわざ購入しな
いで下さい。現在、持っているが使用しない
もの、または使用する可能性が少ないもので
被災者に使ってもらいたいというものがあり
ましたら全国連盟までお送り下さい。
支援物資は、地方連盟単位でまとまって
お送り下さい。品名、サイズ、男女別など分
かる範囲で明細をつけていただけるとありが
たいです。

１．義援金について
現在、約1300万円の義援金が全国から集
まっています。ご協力本当にありがとうござ
います。
このうち会員家族の死亡・行方不明につ
いて弔慰金を２万円、会員の家屋についての
見舞金を全壊１０万円、半壊・床上浸水５万
円を第１次分としてお届けしました。
（岩手県連 家族死亡 11件、家屋全壊 1
2件、家屋半壊 11件 合計 １９７万円）
（宮城県連 家族死亡 ５件、家屋全壊
６件、家屋半壊 14件合計 １４０万円）
別途、岩手・宮城の両県連宛に義援金と ３．ボランティア
５月の連休前後には多くの方に現地へ行っ
して第１次(３月)５０万円、第２次(５月)１
ていただきました。本当にご苦労様でした。
００万円をお届けしました。
引き続き、岩手・宮城・福島県などではボ
今後も新たに判明した被災会員や被災会
員の生活再建、被災地域の復興のために義援 ランティアを募集しています。
地方連盟単位でまとまって支援出来る場
金を募集しますので、ご協力をお願いします。
合は、全国連盟事務局にご連絡下さい。石巻
市では被災会員の関係農協からボランティア
２．支援物資
震災発生直後から呼び掛けた支援物資は 募集の依頼が来ています。関東ブロックや滋
防寒衣料を中心に多くの会員から送っていた 賀・京都などで支援していただいていますが、
だきました、ありがとうございます。コンロ・ 他の地方連盟でもまとまって来ていただける
ガスボンベ、銀マットと共に被災会員と被災 場合はお願いします。
地域にお届けしました。
いし農本店発第７６号
平成23年５月19日
日本勤労者山岳連盟
理事長 斎藤 義孝

殿
宮城県石巻市中里五丁目１番12号
いしのまき農業協同組合
代表理事組合長 斎藤 賢仁

農地復旧に向けた作業支援のお願いについて
（ご依頼）
今回の東日本大震災により、本組合管内の農地も多大な被害を受け、現在生産活動の復旧に向けて取り
組んでいるところであります。
このような中で、貴組織におかれましては、災害復旧の支援活動を当地で行われる予定となっているこ
とから、農地の復旧について下記の内容でご支援を頂きたくお願い申し上げます。
記
１．期
間：平成23年６月〜7月
２．支援依頼作業：農地の瓦傑撤去及び汚泥処理
問合せ先
いしのまき農業協同組合
園芸課：佐々木 敬（園芸課長）
電話番号：0225・22・1191
労山窓口：岡 良一
電話番号：090・3123・4806
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東日本大震災 被災会員の生活再建支援について
地方連盟

各位
2011年６月３日
日本勤労者山岳盟震災対策本部

2011年３月に発生した東日本大震災では、多数の
会員が住む家を失ったり、また安定的収入の道を閉
ざされたりしています。被災された会員を全国の仲
間が支え、生活を再建し登山活動を再開できるよう
支援を行います。
現在、集まっている全国からの義援金を被災会員
の生活再建に役立てるため対象者を早急に把握した
いと考えています。各地方連盟において今月中に以
下の対象者を調査して全国連盟まで連絡して下さい。

県北部地震を含む）及びその余震により、居住して
いる家が全壊または半壊の被害を受け、生活再建の
ために多額の資金を必要としている会員。
② 同じく震災に起因し、職を失うなど収入の道を
断たれた会員。
２．連絡〆切期日
７月３日（日）までに下記の所定リストに記載
して、全国連盟までメール・ＦＡＸ・郵送でお知ら
せ下さい。
※東日本大震災ボランティア調査用紙・神奈川を次
頁に掲載。県連として６月末を目途にまとめる予定
です。
３．支援金額と支払方法
支援金額は対象者数と今後の義援金の集まり
具合により決めたいと思います。
支払方法は一時金支払いです。

１．対象者
次の①または②に該当し、所属地方連盟の理事長
が認定した会員で、当該地方連盟から所属会、氏名、
適用理由が申請された者。なお被災が集中した岩手、 ４．問い合わせ先
宮城、福島の３県のみに限定せず、全国を対象とし
〒162-0814 東京都新宿区新小川町
ます。
日本勤労者山岳連盟
電話 ０３−３２６０−６３３１
① 2011年３月11日に発生した東日本大震災（長野 jwaf@jwaf.jp

５−24
Ｅメール

平成２３年度県民協働登山道補修等技術研修会について
１ 趣旨
自然公園内の登山道の利用や保全等について関心のある県民や団体に対して、自然公園の保
全と適正な利用について必要な知識や技術を普及し、県民協働による登山道補修活動への理解を深めるた
めに研修会を実施する。
２ 日時
平成２３年７月１０日（日）１３時３０分〜１６時３０分
３ 場所
県立秦野戸川公園パークセンター会議室（２階）
４ 研修会テーマ 「登山道の保全と管理について」―新たな維持管理の提案―
５ 講師
北海道大学大学院地球環境科学研究院教授
渡辺悌二氏
６ 参加者 市町村／丹沢大山ボランティアネットワーク会員／NPO法人みろく山の会／丹沢山小屋組合
／自然公園指導員等／自然環境保全センター
第14回労山自然保護講座―秋季特別講座―の案内
上高地の自然環境・植生はどのように変化してきた
か
○講義＝「過去12000年間の上高地の自然変遷」
信州大学山岳科学総合研究所 河合小百合 特別
研究員
○報告＝「上高地明神池の二酸化窒素の測定結果に
ついて」
長野勤労者山岳連盟自然保護委員長 滝沢辰洋
○日程＝2011年9月17日（土）〜18日（日）
・2010年9月17日(土)12時 上高地西糸屋山荘に集合
① 講義；13時30分〜15時00分
②報告；15時30分〜16時30分
・2010年9月18日（日）〜19日（月）
上高地観察オプション（18日昼食以降、宿泊など
の費用は参加者負担）
① 上高地自然教室（18日日帰り）

② 涸沢〜パノラマコース（18日朝発〜涸沢（テ
ント及び山小屋泊）〜19日朝発・パノラマコース経
由〜上高地バスターミナル
③ 18日・上高地〜明神〜徳本峠〜明神〜上高地
（日帰り）
参加人数によっては、中止するコースもあります。
○場所＝長野県上高地・西糸屋山荘 ℡0263-95-220
6・95-2208
○講座参加費＝無料(現地までの交通費は参加者負
担）
○宿泊・交流会費＝9000円（一泊二食）
◎定員（25名）になり次第締め切らせてもらいます。
〈連絡先〉日本勤労者山岳連盟・自然保護委員会
担当 浦添 嘉徳（うらぞえ・よしのり）
〒162-0814 東京都新宿区新小川町5番24号
電話03（3260）6331 Fax03（3235）4324
携帯 080−2055-3887
E-mail:yoshi.urazoe@fuga.ocn.ne.jp
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第３２期下期 神奈川県連盟臨時総会のお知らせ
開催日時
2011年９月１１日（日） １７時〇〇分より２２時〇〇分まで
開催場所
かながわ労働プラザ(石川町駅
北口下車３分)

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。但し、代議員は本連
盟の理事･会計監査を除きます。
議案

① ３２期下期活動報告と
９月以降の活動予定
② 神奈川県連盟規約の改正
③ 神奈川県連盟規定の改廃

第１８回

全国ハイキング交流集会in伊豆（2011年）

実施要綱
日

時

2011年９月１７日（土）１３：ＯＯ〜１８日（日）１２：００
集会終了後は、各自自由に伊豆の温泉や海山をお楽しみください。
会 場 静岡県 伊豆長岡温泉（伊豆の国市）・公共の宿おおとり荘
（静岡県中小企業従業員いこいの家） ホームページあり
参加費 １３,０００円（１泊２食付き）
日帰りは１日につき1,000円
交 通 東海道新幹線・三島駅乗り換え 伊豆箱根鉄道「伊豆長岡」駅より徒歩１５分
※ 長岡駅と三島駅から送迎バスを出す予定（参加者に後日通知します）
車で来られる方は東名高速・沼津ＩＣより40分
主 催 日本勤労者山岳連盟 ハイキング委員会
主 管 静岡県勤労者山岳連盟
テーマ 「ハイキング文化を次代に引き継ぐために、いま何をなすべきか」
講演
（検討中）
分科会 （以下は案ですので、変更の可能性があります）
① 会員拡大と後継者育成
② 事故防止、リーダー養成と会員教育
③ 会運営と楽しい企画の立て方
募 集 １００名
申し込み 参加申込書を労山全国連盟事務局に郵送、ＦＡＸ、メール等でご送付ください。
参加費振り込み先は、申込書受付後、ご案内します。
問い合わせ 全国連盟０３−3260−6331 ハイキング委員会まで
参加申込書
地方連盟 【代表者】 氏名 電話 メールアドレス
参加者名 住所・電話番号 男女 年齢 分科会
日帰り参加の場合は、その旨を記入してください（食事は付きません）
送付先：郵送 〒162−0814 東京都新宿区新小川町5番24号
日本勤労者山岳連盟・ハイキング委員会あて／FAX O3−3235−4324/メール jwaf@jwaf.jp
※ 申込書受理後、参加費振込の案内をします
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ＨＣＬ学校実技山行２/鷹取山
○初めての岩場トレーニングということも
あり、不安一杯で参加しましたが、最後ま
でそれは払拭されませんでしたが有意義な
一日となりました。ハイキングでも必要な
ロープワークの知識と技術、よく使用され
るロープの結び方は、ハイキングのみ
ならず、緊急時などの日常生活でも役に立
つのではと思いました。
○軽くストレッチ体操を行い、一日のカリ
キュラムの説明、講師のかたの役割の説明
もなく、トレーニングが開始されましたが、
数名の講師の方による親切な指導があった
ので、なんとか？終わることができました。
○講師が言うには、トレーニングを行った
岩場は、高さ５ｍ位、傾斜は75度位とのこ
とでしたが、初心者の私には垂直に感じ、
高さ5mは、下からから見れば何でも無い高
さに感じるのですが、登って上から下をみ

７

ると、足がすくみ下を見ることができませ
んでした。
○トレーニングの中で感じたことは、講師
の方によって用語が違っていたので、山岳
界では各種方言があるのだな。ということ
を実感しましたので、コミュニケーション
をとるときは気をつけようと思いました。
○一生懸命に教えて下さった講師には申し
訳ないですが、教えて頂いた100のうち30位
しかできず、そのうち10位しか身につきま
せんでした。というのが素直な実感です。
○今後の初心者のために、恐怖感の無い高
さでのトレーニングをしたあとで、実施ト
レーニングをすると良いと思いました。今
回は、恐怖感が先にたち、ほとんど何もで
きずに終わってしまいました。
○最後に、講師の方々、親切に教えてくだ
さり、どうもありがとうございました。
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「祈る」ということ
遠藤洋之(小田原ナーゲル山の会)
人は、祈る。
人は、自らの無力を自覚し、祈る。
宗教を持たずとも、神の姿がおぼろげに見
える。
だから人は祈るのだ、と私は思う。
我等が丹沢、塔ノ岳。皆さんにもお馴染
みのピークではあるが、そこに石仏郡が鎮
座していることをご存知だろうか？記念写
真の定番であるピークを記した木製の標識
の北側にそれらはある。東を向いて並ぶ数
体の中心に石版があり、「丹沢山 東光院」
と刻まれている。東光院は山北町にある。
近隣に住む当会の会員が子供を通じてこの
寺との交流を持ち、それがきっかけでボッ
カのお手伝いをさせて頂いている。メイン
イベントは塔ノ岳山頂での「安全祈願祭」
なのだが、石仏の設置や周辺の整備作業が
毎年あり、石仏、レリーフ、それらの台座、
セメントなどを持ち上げなければならず、
祈願祭に使われる道具類やお神酒と共に我々
の背に託される。今年は県連からの応援も
頂き、６名で交替しながらまずは行者岳の
ピークを目指した。
晴れ渡った空の下を涼やかな風がそよい
でいる。５月８日朝、東光院に集合した我々
は荷物を振り分けてから県連組と合流する
戸沢へと出発した。昨秋の台風による大雨
でかなり荒れた林道も、若干持ち直してい
るように感じた。到着後、荷物を更に細か
く分け、大物のレリーフ（23kg）を６名で
ローテーションすることを確認し、優しい
色合いの新緑に誘われるように、政次郎尾
根に踏み込んだ。東光院の方々は山伏姿で

法螺貝を携帯する。登山開始や休憩後にレ
リーフを交替する時など、都度法螺貝の音
色が響き渡る。ボッカ自体は気楽な「お手
伝い」だが、寺関係者の方々にとっては神
聖な行事なのだ。自然と謙虚な「祈り」に
対し、頭を垂れる。初参加の方も瞼を閉じ
て手を合わせ、神妙な面持ちで「気」を受
けていらした。自分や仲間の無事は誰もが
願うが、山の安全を祈念する神聖な空気に
は自ずとリスペクティブになる。かく言う
私も特に宗教は持たず、都合の良い時にだ
け「神様！」を連呼する不埒な生き物だが、
こういう場にいるとちゃんと神妙な気分に
なる。八百万の神様は誰の心の中にもいらっ
しゃるのだ。
行者岳の山頂に不動明王のレリーフを設
置し「開眼祭」をしている間にも、一般の
方々が手を合わせてお祈りをして行く。明
確な「神」の姿が自分の中になくとも、人
は自然を畏怖し思わず「祈り」を捧げるの
である。自然は人を裏切らない、とか自然
は嘘をつかない、などという人がたまにい
るが、私はそうは思わない。自然はそこに
あるだけなのであり、人と契約をしたり約
束をしたりすることは決してない。自然を
美化するのは自由だが、そこに人間の驕り
があってはならない。人間も自然の一員だ
からだ。梅の花が桜の花の華やかさに嫉妬
するだろうか。その前に、桜のほうが華や
かだと感じる人の心が自然を不当に評価し
てはいないだろうか。
だが人は祈る。自然の中で祈るのは（た
ぶん）人間だけである。自分が自然の一部
であり、抗うことの出来ない運命に従うし
かないことを理解しつつも。
塔ノ岳山頂での安全祈願祭。多くの方々
と共に山の安全を祈らせて頂いた。周囲の
山々はいつもと変わらず、そこにあった。

ナマステメールニュース Vol.31 2011/05/31
本気象協会
目 次
6：平成23年度高山植物観察山行 日本高山植物保
1：第18回全国ハイキング交流集会の案内 全国連
護協会
盟ハイキング委員会
7：地方・山系別リアルタイム雨量情報（No.14）
2：2011年 指導者セミナー実施要項 労山中央登山 8：東日本地震被災地支援情報
学校（再録）
9：ナマステとコンテンツ館が全国で利用できます
3：東北の山岳ライブ映像情報（画像・動画）
（再 録）
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具・群馬労山
5：山の高度別の気温などの気象予測値情報(10)日
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第34回2011丹沢クリーンハイク速報・集計表
「２０１１丹沢クリーンハイク」は雨の中で行われました。７９名の参加者で行われま
した。水質調査２３名、 林道清掃３４名、 本部要員実行委員１５名、 救助隊７名で
す。燃えるゴミと燃えないゴミとで、７５，４ｋｇを集めました。
参加された皆さまありがとうございました。

清掃場所

山岳会名

参加人数

燃えるゴミ

燃えないゴミ

合計

川崎ハイキングクラブ

4

アルパインクラブ横浜

1

神奈川大学ワンゲル部

8

みずなら山の会

5

31.5

33.2

64.7㎏

雪童山の会

5

Ｍ＆Ｃ

1

やま＋＋

1

川崎勤労者山岳会

6

0

9.1

9.1㎏

戸川公園周辺

藤沢山の会

2

0.3

0.1

0.4㎏

大 山

柴笛クラブ

1

0

1.2

1.2㎏

34

31.8

43.6

75.4㎏

戸川林道

西山林道
(二俣まで)

合

第五回

計

クリーンハイク実行委員会議事録

日時：２０１１年５月９日
場所：県民サポートセンター
出席者：渡辺(相模AC)・永井(カモ)・大用、鈴木千
佳子(川崎HC)・磯部(地平線)・高橋勇三、萩原(藤
沢)・三上、高橋美鈴(こぶし)・伊藤(横浜HC)・関
根、千葉(みずなら)・黒井(雪童)・仙頭(AC横浜)・
森谷(ナーゲル)・北野(緑星)・青柳(山ブキ)・岡崎
(M＆C)・長野(川崎労山)・海輪、吉崎(柴笛)
○ 現時点での、震災と原発の影響によるクリーン
ハイク中止はなく、実施する方針。
○ 山小屋挨拶とコース下見の報告
４月２９日 参加者：大用、萩原、他1名
コース：鍋割山−塔ノ岳−大倉
連休初日のため、入山者が多いにも関わらず、登
山道にゴミはなくきれいだった。西山林道にはゴミ
が多かった。鍋割山荘主の話は聞けなかったが、コー
ス上危険箇所はなく、ヒルもいなかった。
堀山の家の下の辺りに少し、ゴミがあった。

５月５日 参加者：渡辺、関根、永井
コース：ヤビツ峠−イタツミ尾根−大山
大山山頂で神社と売店に挨拶。山頂と売店直下の
斜面にゴミが多い。ただし、危険がともなう斜面の
ゴミは、無理をしない範囲で拾って欲しい。一般参
加者の参加は注意が必要。十六丁目分岐にあった売
店跡のゴミもきれいに無くなっていた。休日は家族
連れが多い。
○ 高橋勇三さんからの報告
チラシを、大倉バス停の案内所と観音茶屋へ置か
せてもらい、見晴茶屋の掲示板へぶら下げた。その
後確認したところ、四日間で二十枚くらい無くなっ
ていた。その他、県庁農水課、七沢の自然環境セン
ターへ郵送した。
チラシの印刷がもう少し早いと良いと、感じた。
ゴミ収集の依頼文書を秦野市へ郵送済み。
○ 大倉のゴミ集積場所は昨年の位置から変更とな
り、有料駐車場に入ってすぐ左、観光バス駐車エリ
アとなる。トイレの山側のところ。場所の見取り図
を清掃局へ郵送済み。
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不動尻は昨年と同じ場所。ヤビツ峠はトイレの横。
○ 救助隊長 海輪さんのお話
救助隊は側面的支援を行う。各地点に腕章を付け
た隊員を配備し、大倉本部と無線中継を行う。各地
点を通過するパーティーには、協力をお願いしたい。
危険なところへ不用意に踏込まないよう注意し、安
全に進めてほしい。
伊勢原出発パーティーの出発状況・・・三上さん
から渡辺委員長へ電話連絡
不動尻下山パーティーの下山連絡・・・大用さん
から渡辺委員長へ電話連絡
丹沢山コースパーティーの折り返し連絡・・・無
線連絡。無線機は救助隊のものを貸与
救助隊員は、救急用具と補助ロープを持っている。
○ 雨天時の大倉尾根清掃範囲は、堀山の家まで。
厳守。
○ 雨天時のコース割りあては、次回の実行委員会
で決める。
○不動尻コースは、唐沢峠先の分岐が分かりにくい
ので、相模ＡＣと川崎ＨＣは一緒に行動すること。
○登山道整備の参加予定
ＡＣ横浜・・２名 藤
沢山の会・・６名
○ 要員の配備
大倉本部受付・・・実行委員 渡辺・高橋勇三・関
根・伊藤・大日向・森谷・山ブキの会 宮沢・金
沢・佐藤
ヤビツ峠受付・・・終日組 永井・吉崎
清掃へ参加組 大用・黒井・北野
大山山頂・・・大用
伊勢原駅受付・・・三上(受付終了後ヤビツ峠へ)・
川崎ＨＣ一名
○一般参加の対応 三上、吉崎で分担
次回 最終ミーティング ５月２３日(月)１９時３
０分〜
県民サポートセンター ミーティングルーム６０４

第七回 クリーンハイク実行委員会議事録
〈クリーンハイク反省会〉
日時：２０１１年５月３１日
場所：県民サポートセンター
出席者：渡辺(相模AC)・大用(川崎HC)・磯部(地平
線)・高橋勇三、萩原(藤沢)・三上、高橋美鈴(こぶ
し)・伊藤(横浜HC)・関根、千葉(みずなら)・黒井
(雪童)・大日向、仙頭(AC横浜)・北野(緑星)・青柳
(山ブキ)・岡崎(M＆C)・吉崎(柴笛)

避けようとした後続会員が、１mほど滑落し右手首
に裂傷を負う。その他、擦り傷あり。下山後、病院
にて数針縫合。県連に報告済み。全国連盟に報告予
定。
○感想など
・学生さんがとても熱心で感心した。
・ヒルが多くて難儀した。
・雨の中でも、思いの外ゴミが拾えた。
・荒天予報のため、前夜祭と登山道整備の中止の判
断がとても難しかった。
土曜日の気象予報を待っていては、間に合わない。
・清掃局への清掃中止の連絡も、週明け早朝に行う
必要があり、タイミングが難しい。
・戸川公園内にも、見えないところにゴミが落ちて
いた。
・受付に人が多すぎた。
・救助隊の方が朝の集合が早く、申し訳なかった。
・雨のため、沢の水質調査は落石の危険性を感じた。
○反省と次回への申し送り事項
・五月末は雨天やヒルの心配が多い時期なので、秋
や春に開催時期を変えてはどうか。
・雨天の場合は決行ではなく順延としてはどうか。
・雨天の場合の予備日を設けてはどうか。
・一般参加者への対応を、どのようにすればよいの
か、分からなった。
↑参加中の事故や怪我ついては一般参加者の自己責
任だが、会員も援助をして、安全性に気配りをして
欲しい。一般参加者への対応は、今後の検討課題
（渡辺委員長）
・山小屋周辺にごみが多いので、小屋の協力も得て、
集中的に行ってはどうか。
・各会の水質調査の計画書を、当日の山行管理者も
持つ様にしたい。
・水質調査を行う各会は、大倉待機の山行管理者へ、
入山・下山連絡を行う。
・登山道整備の計画書を出した方が良い。
・一般参加者の名簿を、参加コースに分けて作成す
る。
・クリーンハイク以外でも、ゴミ袋やバンダナなど
を、ボランティア行事に活用して欲しい。
・自然保護につながる活動をした場合は、自然保護
委員会へ報告をお願いしたい。助成金が得られる。
・登山道整備を、年内、日を改めて行ってはどうか。
・全体中止の基準を決めて、それをチラシにも明記
する。（例：降水確率８０%以上の場合は中止。な
ど）
・直前の金曜日に、臨時委員会を開ける態勢として
はどうか。

○渡辺実行委員長総評
昨年に続いて今年も雨となり、残念ではあったが、
事前に雨天時の対応を決めていたので、少人数なが ○報告集作成について
ら実施出来て良かったと思う。
・はじめの言葉・・渡辺委員長
・写真と感想文の締め切り・・６月中
○報告−雪童山の会
リストへ送る。
勘七沢の水質調査の際、先行会員の起こした落石を ・７月中に発行予定。

メーリング
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・折込みの作業の時期・・三上さんよりメーリング クリーンハイク実行委員会のメーリングリストは、
リストへお知らせ。協力して行う。
８月頃閉鎖。
・今回のチラシを報告集へ掲載する。
今回参加の実行委員さんには、自然保護委員会メー
リングリストへの参加をお願いしたい。
○メーリンングリストについて
本日の反省会参加者は全員参加了承。

十日町池谷・入山集落での地域おこし活動
２０１１．５ 中山建生
2004年の中越大震災から、今年で７年になります。
私は雪崩や雪の中での事故防止、安全教育をすすめ
る中で６年前から｢雪下ろし｣中の事故を無くそうと
する人たちと一緒に活動をしています。この池谷と
いう集落は今では７軒の家族が住む高齢者の山村と
いってもいいでしょう。震災により周辺の山地は崩
落、田圃は水が抜け、水路は崩壊しました。もちろ
ん県道につながる道は寸断、家の多くは半壊し、被
害のひどかったこの上にあった集落は離村しました。
ここ池谷は少しずつ変わりはじめています。昨年若
い夫婦と子供がここに移住してきたのです。
今年３月、東北地方太平洋沖大地震が発生し、東
北地方の各市町村は壊滅的な打撃を受けました。連
日被災者の様子がテレビで放映され、加えて福島第
一原発の事故が起きたことで一層深刻な事態を向か
えました。国や県は災害の復興支援や救援活動の取
り組みを開始しました。復興支援に関わる各地から
ボランティア(医療・建設・運送組合ら)を開始して
います。
この所、被災地への災害救援、そして中長期にわ
たる復興支援活動とは、私たちができることとはな
にかを具体的に考えていました。当座は被災者の救
援救助、義援金の募集と不足する物資の搬送になり
ます。その後は個人、団体ともに地域おこし、集落
の自立のために力を尽くす活動を継続することにな
ると考えています。震災直後はだれもが緊迫した意
識の中でなにかをしたいと行動します。問題はそれ
からにあると思います。この池谷集落にしても若者
が住むには生活の糧になる手段がありません。年寄
だけが残され、この村を守り生きて行きたいとの気
持ちをつよく感じますが、草取り、田植え、刈取、
やがて冬になると家も道路も深い雪で埋められます。
屋根の上の雪を放置すれば家がつぶれてしまうため、
雪下ろしと道路の除雪をしなくてはなりません。私
の関わりは雪下ろしの事故を無くすことと、屋根の
雪下ろしをして帰えります。しかし、これだけでは
村に活力を生み、人が生活することができません。
今、この地域の出身者と現地の人たちが力を合わせ
て地域実行委員会を立ち上げています。
その活動は下のとおりです。
(1) 中山間地での営農生計の確立
(2) 担い手、後継者の育成・受け入れ環境整備
(3) 耕地・山林の維持・整備
(４) 古い建物など、地域の大切なものを守り受
け継ぐ
(5) 日本全体の問題（限界集落・食料・環境）
に挑戦

と目標をかかげて、年間を通じてたくさんの人たち
がこの活動を支援し加わっています。昨年は５月に
池谷を訪れました。雪下ろしの場所、雪洞の場所、
危険のない場所を予め見ておくことでした。帰りに
山菜をたくさんもらって帰りました。ボランティア
に参加をした人たちの山菜ハイキングも企画され何
人かと話をすることができました。都市に住む私た
ちがこうした集落に住む人たちとどのように関わる
のかは大事なことです。善意の押しつけや一方的な
思い込みは役に立たないのです。しかし、こうした
ことは現地でのさまざまな体験と住む人たちとの心
の交流無くしては生まれません。さらには近くに住
む人たちの連携も必要です。農業生産や生産物の流
通、販売など一集落だけでは限界があります。私が
関われるのは集落の防災教育、 雪おろし作業の安
全実施、そして上記の(3)、(4)、(5)に関わる､こと
と考えています。そのために今年の冬からの日程を
入れました。５月と６月には池谷に出掛けてみよう
と思います。
越後川口町木沢の人たちとも出会う
以前から雪下ろしの活動に取り組む人に、越後川
口木沢にも参加をしてもらえないかと話がありまし
た。この地は中越震災の震央で大きな被害を出した
ところです。皆さんのよく知る山古志の隣集落です。
私は２月雪の降る中を川口に向かいました。手元の
地図は明瞭でも雪のなかの回廊をぐるぐる回る内に
行き止まり、また戻って峠に方に向かいました。こ
こから先は行き止まりとなり、集落の散在する所に
戻って「川口木沢とはどこですか」、「今日から雪
下ろしのボランティア活動が始まります。それに参
加をしました」。少し雪が小降りになり、周りが見
えて家の軒並みが集まった場所だということが分か
りました。「その少し手前だよ。今、車を停めると
ころを作ってやるから待ってろ」と言われ、集会場
に入れてもらいました。ストーブを付けても冷え冷
えとしてすぐ近くでようやく暖を取り、しばらくは
どうなるのだろうかと黙っていました。やがてスタッ
フがひとりふたりと駆け付けて来ました。
この地は池谷と違うのは集落の規模が大きく、全
体での村おこし、町おこしが容易ではないと感じま
した。行政と地域の連携、自立の方向、地域の特徴
を見極める、人材と資源・・・初めての参加からこ
んなことを感じ取り、自分なりに次の活動をイメー
ジして見ました。この集落から少し下ったところに
川口の温泉があり、そこから信濃川の河岸段丘を見
ました。いい所だなと感じました。温泉から戻り、
夜は地域の人たちとの交流の場となりました。餅つ
きや夕食の席で震災の様子を聞きました。村おこし
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に取り組む様子も聞きました。翌日は震災を想定し
た雪下ろしと安全作業、雪のなかに埋められた人を
捜し出して安全な場所に移動することも体験しても
らいました。一日が終わり元気のいい人たちは地域
の人の家に行き、大騒ぎをしたようです。かまくら
の中で飲み比べをした人もいました。私は疲れて先
に寝てしまいました。
２泊３日もあっという間に終わり、ここでの体験
をまとめて主催者に報告書を送りました。現地の村
おこしについても担当者に感想と意見を送りました。
震災後の復興支援に関わって思うことは臆せずに参
新特別基金についてのアンケート回答 2011/04/18
所属連盟（神奈川
）／役職名（会 長
）／氏

加をしてありのままを見る、現地の人たちの生活や
振る舞いから何を求めているのか感じ取ることでしょ
う。何年か関わるうちに心が通い、そこから次の一
歩が見つかるでしょう。私たちが必要以上に構えた
り、善意をちらつかせないだけの分別が必要です。
時にははみ出しても暖かく見守ってくれます。素直
で正直であることを忘れなければいいと思います。
福島、宮城、岩手の人たちと連帯した中長期の支
援活動はこれからです。私のわずかな経験、十日町
市池谷集落と越後川口木沢の人たちとの自立を願う
多くの人たちの関わりの一部を伝えます。

名（中山

建生）

１

現状の問題点や課題、改善点についてどのように考えていますか。(意見とその理由をできるだけ簡
潔に）
① 救助・捜索の費用について
山岳団体としての第一義的な使命は遭難事故防止であり、次に万一の場合に備えての対策、救助活動
と経済的な負担を軽減ないしはなくする制度を自前でもつことです。将来的には国や地方自治体の援助、
さらには制度的な保証を求めるべきでしょう。
救助・捜索の費用についてとの設問には、例えば直接的な費用だけでなく、間接的、ないしは後方支
援の負担をもカバーするという意味を含むのでしょうか。登山者の自らの責任と負担、組織や制度が追
うべき責任と負担を事例にそって議論をするよう求めます。
② ドア・ツー・ドア
一般的な傷害保険と同等に扱うという趣旨なら是認です。
山岳遭難に関するものとすれば登山活動ないしは登山中の行為に限定すべきです。これも具体的な事
例をあげて検討すべきです。例えば家を出るときに飲酒、途中で転んだという事故は原因が飲酒にある
からです。
③ ３倍交付
ハイカーの加入を促進するために特例を設けた制度で、当初の目的を連したものと考えます。登山と
ハイキングの区別も合理的なのか疑問があります。この制度は廃止して良いと考えます。
④ その他
そもそも特別基金の目的や趣旨がきちっと理解されるような学習の場を設けることを求めます。会員
の多くは一般の山岳保険と見ているからです。
２

現行の遭難対策基金制度との関わりで、個人会員制を論議する際の検討課題や疑問点などについて、
どのように考えますか。
私が接してきた個人会員制度に興味を示した人たちは、自力では捜索救助ができないから万一の時は
助けてほしい、金銭的な負担も軽くなるなら加入したいとするもので、会の活動や連盟の活動には積極
的に関わりたいとする意志はありませんでした。
今日、丹沢や奥多摩に登る人たちがどのような要求をもっているのか聞き取りをしていませんので変
化があるのかどうか分かりません。山岳団体の役割や責任を問うなら地方のレベルでの組織の強化や会
員拡大についての具体的な情報を公開してください。

３

安全対策基金についての意見、感想、要望
安全対策基金について これは目的をもった基金であり、一般的な連盟の活動援助金ではないと考え
ます。請求する場合に趣旨を明らかにすること、使用後は支払い内容を報告することで、基金の制度が
生きていることを連盟員に伝え、制度の趣旨を生かすよう連盟員に働き掛けをしてほしいものと考えま
す。
全国の予算組にかかる前に地方からの請求をなして、これを検討して報告するのが望ましいと考えま
す。

４

その他について（まとまった分量の意見は、1ページ以内にまとめてください）
特別基金に関する会議の内容が４点あります。事前にその概略を報告していただくことで当日の討議、
質疑が成果をあげるものと考えます。また前回までの討議や疑問点など要点をまとめていただくようお
願いをするものです。多くの会議で、引継ぎや資料の整理は主催する側で用意をするのが順当だと考え
るからです。参加者に用意させるものを、事前に読ませるものを特定して準備を円滑に進められるよう
にと望みます。
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国民平和大行進に参加して

加していた。

田村 和寿（神奈川県連副理事長
最後に、文頭でこのような活動に興味はな
相模アルパインクラブ所属） いと言ってしまいましたが、「核兵器廃絶」
に向けて気持ちを持ち続けることと、それを
「国民平和大行進」：存在は知っていたが、 アピールすることは重要であると、考えを改
興味はなかったし、出ることもないと思って めるようになりました。
いた。しかし全国理事会で労山として長いこ
５月１１日は自宅そばの海老名市役所出発
と取り組んできた活動であること、各都道府 だったので午前中のみ同行するつもりでした
県間で旗を引き継いでゆくことの重要性を知 が、天気が悪かったため、朝の出発式にのみ
り、5月7日（土）の東京からの旗の受取に参 参加しました。
加した。
（写真は新スポーツ連盟の吉成さんからいた
京浜急行の六郷土手駅で降りると、ノボリ だきました）
や旗を持った人が大勢いる。その流れに乗っ
て歩くと、すぐ公園についた。労山は自分一
人かと思っていたが、宮澤さん、磯部さんが コース上大岡〜金沢区泥亀公園
来てくれた。
５月１３日(金)快晴 池上 準子
東京から
前日の雨で旗(３枚)がビショビショ、リュッ
来た人々の
クの中に水が溜まるほどで、女の力ではポー
数の多さに
ルに付けて持つのは無理、横浜ＨＣの会から
驚いた。神
２人で参加したので助かりました。２人で端
奈川はその
を持って乾かしました。
後ろに続い
平和行進・・・今この原発事故の状況下に
てさらに大
何か行動しなくては、声を挙げなくては、と
人数になる。
参加させてもらいました。「全国通し」の行
六郷橋では
進者は鎌倉の石崎さん、「県内通し」の行進
歩道を歩い
者は保土ヶ谷の伊藤さん他２名。「全国通し」
たが、神奈
は３ヶ月かかり経済的にも自己負担できつい
川県に入っ
とか。定年退職した今だから頑張ってみよう
ては警察の
と思う、と話されていました。
先導で車道
休憩場所のコープ笹下店、六浦店でスイカ、
を一車線占
バナナ、菓子、冷たい飲料等、心のこもった
有させてい
持て成しに、疲れた（暑かった）身体には嬉
ただいく。
しく沁み通りました。
平和行進は、半世紀以上に亘って実施され
川崎駅の繁華街を周遊したのちに川崎市役
所に行き、そこで本日の行進の終了、旗の引 ていますが、私が横浜ＨＣに入会してから平
き継ぎとなった。東京からは斉藤理事長が参 和行進に参加していませんでしたので、５月
の事務局長会議で取り上げた時、各会の事務
局長にうまく伝達する事が出来たか、気にな
ります。
神奈川県労山としての取り組みは、東京か
ら静岡へ旗の受け渡しをする事で、居住地を
歩くのですから早めにコースをお知らせして、
各会から何人でも参加出来る様にすると有意
義な行進となると痛感しました。
来年の役員の課題として考えなくては。
以上
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平和行進、神奈川から静岡へ引き継ぐ
2011.5.19 中山 建生
今年は３月の東日本大震災により福島、宮
城、岩手の人達は大きな被災を受けた。そし
て福島原発の放射能汚染事故はさらなる被害
を拡大した。ここ神奈川でも横須賀に住む会
員から、原子力空母と原潜の危険について不
安を感じていると報告があった。三浦半島に
は大きな活断層があり地震への恐怖もまた強
いものがある。東日本大震災の時、1.8mの津
波が押し寄せたことも単なる不安ではなく危
機意識をもたらした。
自然災害は日本のような地震国ではこれを
当然のものとして考え、最善の備えをするこ
とが被害を押さえることになる。昨年と違っ
たのはこの危機に対して、漠然とした不安や
理屈の上での反対ではなく、身に迫った現実
問題として湯河原市民に訴えをした平和行進
となった。
マイクから流れる声も説得力を持ち、生協
の若い人達もたくさん参加した。反面、いつ
も先頭を行進していた被爆者の人達が減った
ように思う。神奈川での行進は５月７日に東
京から引き継いで、今日＝19日に静岡の仲間
に「核兵器廃絶」の旗と「平和と登山」の旗
を静岡の今井君に渡した。

５月 事務局長会議 議事録

2011年5月10日(火) 7:20開始
司会：池上事務局次長
(敬称略)
出席者：小池(川崎労山)･関口(川崎HC)･砂原&戸塚
(柴笛)･寺田(AC横浜)･丸尾(横浜HC)･三上(こぶし)･
中河原(藤沢)･蝦名(相模AC)･藤本(みずなら)･磯部
(地平線)･栗田(やま++)･青柳(山ブキ)･渡辺(メーグ
リ家)･杉山(M&C)
理事等：三上(機関誌)･池上(事務局次長)･田村(副
理事長)･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５月号参
照）
○ 2011 加盟団体調査表：総会が終了次第提出し
て下さい。
○ 東日本大震災：全国の「東日本大震災ボランティ
ア登録用紙」をもとに「東日本大震災ボランティア
＜調査用紙＞を作り、メールで送ります。
千葉県連の広木氏から「ヘドロ除去作業要請
(石巻)／5月14日(土)」が来た。義援金：昨晩（5/9）
発表では、振り込まれた金額が950万円を超えたの
で、全国事務所に持ち込まれた現金と合わせて1000
万円を超えたと思われる。
○ 2011年平和行進：お知らせをメール配信。家の

労山の神奈川の参加者が残したノートには、
山田、磯部、池上、保、角田、中河原、柴田、
太田とあり、前年度は太田君の「ひとりでの
参加は淋しい」とあった記述が、みんなの参
加で元気な様子となったのだろう。
湯河原は市役所近くの公園が休憩地となり、
町から冷たい飲み物と町長の挨拶があり、い
つものこととはいえ天気もよく和やかな雰囲
気を作り出した。私は濡れた大きな旗を広げ
て乾かし、組合せの悪い旗の部品を削って直
した。毎年、神奈川から静岡への引継ぎは平
日となる。
来年はぜひ複数の仲間たちが静岡に引き継
げるよう参加を呼び掛けよう。世界中で「核
兵器の廃絶」は大きな世論となり、各国での
反応も日本の行進を励ましと受け取っている。
ニューヨークで開かれた世界大会で各国の代
表は日本への熱烈なメッセージを送ったこと
にも現われた。
広島、長崎へと労山会員の熱い想いが伝わ
るよう平和行進が続いてきたことを感じて帰っ
た。静岡への引継ぎは開始以来ずっと続けて
きた。来年の参加は日本平和委員会の旗を持
つ。労山の旗が神奈川から静岡に渡せるよう
にと仲間の奮起を期待する。
神奈川から広島、長崎への世界大会参加へ
の願いを込めて。
近くを通る時に参加を。5/7(土)に東京から労山の
旗を川崎市役所で引継ぐ（田村・磯部・宮澤）。
○ 福島は原発の件で大変。私は農業団体に勤務、
福島県の農業団体の野本氏と交流が有り。その野本
さんが6/11(土)午後に、小田原に来て福島県の「農
業・酪農」の現状について講演してくれる。近日中
に案内が出来ので、県連盟の方々に知らせて下さい。
○ 了解しました。
＜全国からの報告＞：田村
○ 沢登り学習会：学生対象だが、若干名なら労山
会員もOKとの事。後藤理事長が責任者。
○ 尾瀬山荘が割引券（特別優待）を出してくれる。
連休後に連絡が有る予定
○ メディア局：①ナマステメールマガジンの全国
展開が始まり、労山会員誰でも受信する事が出来る。
その為にはメールアドレスの登録を。 ※ 会でまと
めるのではなく、個人で田村氏にメールする。②コ
ンテンツ館の利用をお願いしたい。震災の動画を発
信するために、1ヶ月前倒しで今月からスタートし
た。
＜丹沢クリーンハイク＞：大用
○ クリーンハイクの参加呼び掛けに来ました。大
震災が有り実施に賛否両論が有りましたが、実施す
る事になると思います（最終ミーティングは5/23
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(月)）。例年と異なる事は、雨天の時に歩くコース
を「西山林道」「戸沢林道」に「大倉尾根（堀山の
家）」を追加し、実施については各会にお任せしま
す。3回の下見をしたが登山道のゴミは殆ど有りま
せんが、大山の頂上直下の穏やかな藪の斜面の所に
缶などがまとめて捨てられていたので、そこを重点
的にお願いしたい。また、例年実施している「不動
尻コース」も頑張ってお願いしたい。
「登山道整備」は、「岳の台」ですので、クリー
ンハイクの方々と同じにヤビツ峠9:00集合。道具・
資材は県が用意、3名の方が来て指導をしてくれま
す。女性の方もOKです。県からのOKが遅かったので、
30名の処8名しか希望者がいませんので、各会から1
〜2名出して戴くと助かります。
28(土)前夜祭は例年通り見晴茶屋で実施。会費
3500円（1泊2食）で、飲み物は各自持参です。定員
30名ですがまだ空きが有りますので宜しく。
「水質調査」も、例年通り実施して戴く様にお
願いしています。
【２】各会からの報告(怪我・トラブル等報告)
＜川崎労山＞小池秀子。42名。ヒヤリハットなし。
6/26(日)の総会に向けて準備中。
＜川崎HC＞菊地和美。100名。新しいグループが
出来た。レベルの高い縦走グループから、四季グルー
プ、中ハイク、軽ハイク、ミニハイク、温泉グルー
プ等が有る。月に1回軽いウオーキングを計画。リ
ハビリ中とか、高齢の方で山に行けない人に参加を
呼び掛け。多数のグループに分かれていいるが、参
加は自由。今度の例会山行は縦走グループが担当で、
5/8(日)御嶽山・雨引山（関東ふれあいの道）に17
名が参加した。
＜横浜HC＞丸尾真知子。50名。4/15(金)まで「山
行禁止」、その後どど〜と山に行き始めた。久し振
りの山行でバテた人が多かった。ヒヤリハットはな
し。私は今週の金曜日から個人でボランティアに行
きます。今のところ労山の活動には参加出来そうに
ないので。
＜こぶし＞三上 茂。18名。こぶしのホームペー
ジを作った。教育山行、低山山行を実施。
＜藤沢＞中河原昭夫。97名（年度末に5名退会）。
今年度中には100名いくと思う。4/24(日)に65名が
出席して総会実施。山行管理規定に「車輌利用規定」
を入れた。山行は多岐に亘って実施、今は雪山に多
くの人が行っている。
＜ナーゲル＞青木義隆。22名。年度末に10名退会、
4月に2名が入会。総会は4/3(日)に実施。個人山行
は自粛して、月1回の定例山行に集中する事にした。
会長、事務局長が交代。遠藤(新)事務局長は住所・
勤務先が小田原なので、私青木が代理で出席します
ので宜しく。
＜相模AC＞蝦名政次（水村事務局長の代理）。32
名。山行の自粛はしていないが、近場に行っている。
総会が6/19(日)にあり、役員が交代する予定。
＜みずなら＞藤本慶子。40名。個人山行的な山行
が活発だった。5月連休は山スキーが多かった。雪

崩に遭わなくて良かった。
＜地平線＞磯部津輝子。7名。相変わらず山に全
然行っていません。？？ランナーズを立ち上げて走っ
ている。那須塩原の湯煙マラソンに参加、翌日に日
留賀岳(ヒルガタケ)に登った。雪が有った。隣人の
カメラマンが、長野・会津の被害状況（原発）を調
べているとの事で、レポートがまとまったら報告す
る。
＜山ブキ＞青柳百合子。7名。今日、平和行進＜
相模原〜座間＞コースに2名参加。年に1回のメイン
登山として、今年は7月末（2泊）に仙丈ケ岳に。今
そのトレーニング山行を実施中。
＜M&C＞中田正之。7名（女性2名含）に増えた。I
Tの専門科が入会したのでホームページを作る事に。
山行は連盟ニュースに記載通り震災による自粛はせ
ずに実施。ヒヤリハットはなし。
＜メーグリ家＞尾形 忠。9名。今日義援金を持参。
連盟費の請求が来ていない。私の所に請求書を。メー
ルでOK。
＜川崎柴笛＞戸塚めぐみ。34名。今日義援金を持
参。ボランティアに行っている会員が多数いる。ヒ
ヤリハットはなし。
＜司会＞5月連休中に事故が無くて大変良かった。
初めて県連の留守宅本部をやり、労山外だったが全
国で遭難事故（10名程死亡）が有り、ヒヤヒヤだっ
た。
【３】その他報告＜田村＞
・ 三上さんが担当している連盟ニュースは、メー
ル配信はカラーですので是非見て下さい。千葉の連
盟ニュースも事務局長さんに送りましたが、ボラン
ティアの取組が出ていますのでご覧下さい。
・ 「南会津へ出かけよう」のパンフレット（東
武鉄道）が来ているので宜しく。
・ 安全登山普及指導者中央研修会開催要項が来
ている。7/1(金)〜3(日)国立登山研究所（立山）。
神奈川は、アルパインリーダー学校関連の2名が参
加予定。参加には推薦状が必要、後藤理事長に連絡
を。
・ 個人的ですが、一昨日の日曜日に、元ナーゲ
ルの神野さんからボッカを手伝って欲しいと連絡が
あり丹沢に。塔ノ岳には以前から石仏が３体有り、
一番左側にある石仏と同じ様な石仏（20Kg強）を、
神野さん、ナーゲルの方たちと行者岳に運び上げた。
設置後は塔が岳に移動し、石仏の前で護摩をたいて、
安全登山を祈願してもらった。この様な方（山北・
東光院）がいることに感謝したいです。その時いた
だいた安全登山祈願のお札は、県連事務所に貼って
おきます。ナーゲルの方には是非、連盟ニュースに
書いてくださるよう、お願いします。
＜ナーゲル＞例会の時に聞いて見ます。
＜司会＞終了後会費200円で懇親会を実施。時間の
有る方はご参加下さい。
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５月 常任理事会

議事録

2011/04/25（月）19:15〜20:10（敬称略）
〔常任理事11名〕中山・後藤・田村・池上・三上・
西川・三瓶・海輪・増田・清藤・大用
欠席：三上、大用（部会出席）、後藤、増田、三瓶
＜連絡・報告＞
(1) 2011年5月連休留守宅本部：海輪
常任及び救助隊員の在宅確認をして、早急に
各会事務局長＆会代表に配信。
(2) 全国自然保護担当者会議 11月19日（土）〜2
0日（日） 日光市交流促進センター
(3) ブータントレッキング（50周年記念）は来年
に延期
(4) 自然保護講座を9月17〜19日(土〜月)に上高地
で開催予定
(5) 東日本女性登山交流集会 10月1〜2日(土･日)
山形県で予定していたが、場所を変更して実
施する。
(6)
臨時総会(9月)に向けて：中山
1) 県連盟規約と規約の改廃 ①基本的な考え
方（連盟ニュース掲載）
2) 理事選出基準に関する規定の改正提案
3) 県連規約と規定の本来の役割について
4) 32期 県連盟臨時総会の召集通知
5) 県連盟規約及び規定に関する質問と意見
(7) 連盟ニュース５月号巻頭言：池上
5月号は大船渡の体験を田村副理事長に依頼。
5/2(月)迄に三上氏に送る。6月号は中山会長が担当。
(8) 広沢寺岩場の整備（後藤理事長）：田村
岳連・JFA（日本フリークライミング協会）
等の団体と共同で実施。費用は関係団体対等で分担
する事で協議中。県労山は、全国連盟の岩場資金を
申請する。実施時期は未定。終了点を整備。
(9) 会事務所のインターネット契約（NTTコミュニ
ケーション）の変更：田村
古い契約の為料金が高い。契約変更で料金を値下げ
できる。登録者の村松勝前事務局長と連絡調整する。
(10) 2011年度 ハイキングリーダー養成学校･開校
式から
① ロープの名称／ここでは英語の表記で覚え
よう。
② テキストで使われる名称と日本語の意味を
理解して。
現在使われて普及している名称はそのまま
使うと言う事で整理したい。
＜議題＞
(1) 平和大行進の旗（3本）の受け渡し：田村
※ ホームページ有り（http://www.antiatom.o
rg/peace̲march/）
※ 受け取り：5月7日(土)（六郷土手公園）//
田村
※ 受け渡し：5月19日(木)(湯河原)／中山
※ この間の県内の日程は下記に詳しく記載。
（事務局長に連絡）
http://www.antiatom.org/peace̲march/wp-c
ontent/uploads/2011/04/kanagawa.pdf
(2) 特別基金担当者会議：田村

担当者会議6月18(土)〜19(日)（三浦海岸）へ
の出席者(１名)//田村
※ アンケートの回答//中山・田村 2通提出
※ 捜索費、ﾄﾞｱ･ﾂｰ･ﾄﾞｱ、3倍交付等について意見交
換。
(3) 神奈川県連としての大震災への取り組み：
田村
西本会長からの指示：HPに掲載する等、外部に
向けた発信も行うこと。
※ ボランティア登録用紙が出来た（全国HPコ
ンテンツ館）。指示はない。
※ 全国理事会がそのまま「大震災対策本部」
になっている。会議の議事録は発表されていない。
(4) 神奈川としてどうするか：田村
※ 個人がやる事なので、会員が何が出来て、
何をやりたいか等の情報収集をやらないと県連とし
て動けない。登録用紙、アンケートを作成･実施し
て、県連として出来る事を模索していく。
※ NGO、NPOの参加は、個人レベルで参加すべ
き。
※ 災害ボランティアセンターは、団体でしか
受け付けていない所が多く、その団体を労山の中で
作る事が出来るか。神奈川単独では難しいのでは。
※ 最低3泊4日、出来れば2週間レベルで、コー
ディネイターレベルを希望して居る。
(5) 神奈川での義援金募集：西川
※ 義援金は、震災にあった方に「すべて」を
お渡しする見舞金で、支援金はボランティアをサポー
トする寄付金とのことではないか。
※ 全国の義援金は、「被災した労山会員への
見舞金、および労山が行うボランティア活動の支援
に使う」旨を明示しているので問題ない。
※ 全国労山は、被災地に近い地方連盟、例え
ば山形に拠点を作る事は可能である。
※ 神奈川で独自に「支援金」募集については、
神奈川の活動方針を決めてから実施。
※ 8月頃に行ける様に準備、6〜7月に「参加者
研修」を企画・実施する。
(6) ナマステメール配信希望者の集計作業に関
して：田村
4月から全国展開になり、改めてメールアド
レスの集計作業を始めた。PC版とモバイル版が有り、
希望のアドレスと会名を県連に送って貰う。田村氏
が全て準備する。 ※モバイル版はナシ（後日確認）
(7) 2011年半期の予定の提案：中山
※ 9/11(日) の臨時総会に向けて７月までに
準備。活動報告（3月から8月）
※ 学習の準備 ①規約改正の準備 ②ハイキ
ング委員会 ③冬山の雪崩事故防止とビーコン実習
※ 雪崩講習会 ①勤労者山岳連盟 ②日本山
岳会 ③雪氷学会 ④カナダ雪崩協会（CAA）
★ 特定非営利活動法人「日本雪崩ネットワー
ク」（神奈川区西寺尾）代表者氏名：出川あずさ
★ 関東も全国もイマイチなので、神奈川県
独自（中山会長）でやるべきです。
(8) 丹沢クリーンハイク／無線配置：海輪
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担当：田村（大倉本部）・中山（未定）・み
ずなら田村・入木田に依頼する。
ヤビツ峠は、上の小屋で実施すると中継なし
でOKになる。
(9) 地震後の山情報 ①谷川岳：天神尾根は異
常なし（中山）。熊穴沢小屋の前でテントを張って
いたら、栃木南部の地震(震度5)が有り大揺れで、
気持ちが悪かった。また、観光客が少なく天神のロー
プウェイの売店が閉まっていた（海輪）。②富士山：
須走で200mの雪崩が有った（中山）。スバルライン
は1合目までしか開いていない（海輪）。
(10) 救助隊：海輪 救助隊の総会がまだ終わっ
ていない。クリーンハイクの無線配置はやる。
(11) 教育部：田村 リーダ学校の申込者が少な
かったので、二次募集をかける事になった。事務局
長会議で話す。終了した講義は後日補講する。
(12) 会計：田村
帳簿はまだ全てつけていない。蝦名氏から預かった
現金は、各部への一次予算と全国への支払いで終わ
る。その後、各会から120万円程の振り込みが有り、
新スポへの支払いをする。
(13) HL学校の活動状況について：清藤
例年所属会は、横浜HC、藤沢、川崎HCで、
受講生も６〜７名。今年はみずならからも受講生あっ
たが６名となっている。また、中高年のハイキング
層の考え方が、地図･コンパスを持たなくても歩け
るからと、勉強する意欲が感じられない。基本を外
す事は出来ないが、専門的な事をやると頭が真っ白
になってしまう様なので、徐々にステップアップし
ていきたい。2年位が理想と思う。
ハイキング委員会＝ハイキングリーダ学
校になっているが、「委員会」は、県連盟員対象の
イベントを企画するなど、ハイキング層に対する意
識改革について考えて欲しい。
ハイキング委員会は、ハイカー全体に働
きかける委員会である事を、部会で話して下さい。
16万円の予算については、装備をリーダ
学校用として購入するとか、講師謝礼に使って下さ
い。
(14) 事務局：池上
① 今回からレジメを事務局で作る事にした。
議事録もこれにそって作成する。次回からは資料を
早めに出して貰い、事前に見てもらう。次回開催日
を記入する。全ての部･委員会の部会開催日も記入。
② 32期(下期)県連理事・役員名簿：常任理
事に配布する。各会「事務局長一覧表名簿」と「加
盟団体調査表」も配布する。
＜次回常任理事会＞ 6月6日（月）

６月 常任理事会

議事録

2011/06/06（月）19:15〜21:30（敬称略）
出席：中山・田村・池上・三上・西川・増田・大用
欠席：後藤、三瓶、海輪、清藤
＜連絡・報告＞
① 平和大行進の旗の受け渡し：田村･池上･中山

・ 受け取り：5月7日、受け渡し：5月19日 ・
参加：9名 ・ 全国からの連絡が遅かった。
② ｢２０１１丹沢クリーンハイク｣：大用ユキ子
・ 別紙「報告」を参照。・ 雨だったので２
日間で78名の参加。ゴミ回収 75.4kg ・ 「登山
道コース」「登山整備」「前夜祭」中止。 ・ 勘
七沢の水質調査で、連盟員が滑落して右手首に裂傷
を負う。下山後病院にて縫合。 ・ 感想としては、
雨天時の対応を決めていたので、少人数ながら実施
できて良かった。5月末は、ヒルや天候不順が多い
ので、秋や春の時期に変えたらどうか。
・ 大学生8名（一般）が参加しているが、一
般参加はダメと言ったが、是非と言う事で参加。
・ 一般参加は中止として有ったのでやや問題
有り、事前に想定して対応を決めておくべきだ。
・ 実施に当たって「会の判断」と「実行委員
会（県連）の判断」の二重基準になっている。
・ 雨天時に「林道コース」に切り替わったと
ころで、「実行委員会」が責任をもって参加者の名
簿を確認すればよいのでは。
・ 「雨天」の基準についても確認が必要。暴
風でも林道清掃をやるのか。基準が必要。
・ 天気予報は、当たり･外れがあるので、選
択肢の中に「中止」を加えて欲しい。
③ 会事務所のインターネット契約の変更：田村
進めている処です。名前の頭に、「神奈川県
勤労者山岳連盟」を付けると今後の対応が楽になる。
④ ハイキングリーダー学校講習報告：清藤秀子
ハイキングリーダ学校の講師の申請用紙を作った。
現在、誰が講師を居ているか分からないので、自己
申請で書いてもらう。現在8名いる。15名〜20名の
講師スタッフを考えている。
「生徒」とは言わずに「受講生」と呼ぶべきである。
「受講生」「講師」を使う。
⑤ 東日本大震災関係：中山
・ 神奈川ボランティアが、車中２泊の日帰り
バスをやって居る。参加費6,000円。神奈川県が1,0
00万円を出して、6月下旬から8月中旬まで実施する
予定なので、参加費が安くなるはずです。遠野に拠
点が出来て、1泊コースが出来るようです。（一般
ボランティア）
・ 横浜「サポートセンター」の9階の新聞閲
覧場所に、ボランティアの切り抜き記事が有ります。
・ 支援物資の登山靴、トレッキングシューズ、
ザック、雨具、ヘッドランプは、実用品です。
＜議題＞
① 2011年6月〜9月の予定（確認）：池上
・ 8/1(月)の常任理事会を7/27(水)に実施。
② 連盟ニュース掲載：三上
・ 巻頭言の代わりに、東日本大震災の支援、
農地復旧に向けた作業支援、生活再建支援調査
について載せる。
③ 特別基金担当者会議：田村
・ 担当者会議6月18(土)〜19(日)。18(土)田
村氏出席、19(日)三上氏出席。
④ 新スポ総会（6/11(土)）：磯部
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・ 代議員数4名：田村和寿氏・池上準子氏・
小林悦治氏・当山利雄氏出席
⑤ 9月臨時総会に備えて：中山
・ 6/14(火) 事務局長会議で、議長団依頼

・ 7/27(水)の常任で、総会資料（総括･方針）
を確認。
・ 8月上旬 総会資料を印刷
・8/9(火)の事務局長会議で、総会資料を配布。

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

4/29 奥多摩・天王岩（１+７）
4/29-5/1 乗鞍〜蓮華温泉山スキー
（３）
5/1 埼玉県・川又岩（１+１）
5/3-5 奥穂高岳（８）
5/3-5 奥秩父・小川山（１+１）
5/4-5 奥多摩・御岳山地図測量調

川崎ハイキングクラブ

川崎柴笛クラブ

計42名（男27 女15）平均

査（１+７）
5/14 丹沢・大山（１）
5/14 陣馬〜高尾山（３）
5/14-15 燧ケ岳山スキー（５）
5/22 奥多摩・読図山行（１１）
5/29 クリーンハイク
6/4-5 御坂・三つ峠（岩トレ）

報告:川上勝夫

4/16 御正体山/道志(1)
4/17 鐘ヶ岳/東丹沢(5)
4/17 高取山/大山(11)
4/20 笙ﾉ岩山/奥多摩(7)
4/24 外秩父七峰縦走/秩父(10)
4/24 岩殿山/大月(11)
4/29 塔ﾉ岳、鍋割山/丹沢(3)
4/30-5/5 大峰奥駈道/大峰山(4)
5/3-6 遂ヶ岳、至仏山、笠ヶ岳(4)
5/2-4 栂池白馬(1+1)
5/3-5 唐松岳・五竜岳(5)
5/3-5 白馬岳主稜(2)
5/4 武川岳(1)
5/8 川海苔山(5)
5/8 不老山(1+2)
5/7-8 立山(1)
5/8 鎌倉山(1)
5/10 川海苔山(1)
5/14 妙義白雲山(1)

秀子

報告：砂原浩二
5/14 教育山行「無線」
塔ノ岳(8)
5/14 鎌倉山(1)
5/14-15 雲取山(1)
5/15 甲府幕岩(3+2)
5/15 道志山塊トレラン
(1+1)
5/15 滝子山(1+3)
5/15 三ツ峠(2)
5/21 白妙橋(2+3)

アルパインクラブ横浜

報告＝岸

直哉

横浜ハイキングクラブ

平均62歳

5/29 丹沢クリーンハイク
6/3-6 八甲田山〜岩木山
6/5 津久井城山 例会山行
6/11 浜石岳
6/18 鷹巣山
6/17〜6/19 巻機山
6/18 秋川渓谷
6/29-30 霧が峰

計35名（男23 女12）平均48歳

5/21 鎌倉山(1)
5/21 つづら岩(1+1)
5/21-22 金鶏山・金洞山
(1)
5/22 浅間峠トレラン(1+
1)
5/29 小川山(1)
5/29 大山(1)
5/29 クリーンハイク救
助隊(3)

5/29 クリーンハイク(1)
6/4 鹿島大谷原(4)
6/4 鹿島東尾根(4)
6/4 鹿島槍(4)
6/5 鹿島慰霊祭(13)
6/4 瑞牆山(2)
6/5 城山(2)

計38名（男23：女15）平均

5/4-5 瑞牆山・金峰山(2)
5/7-8 小川山(2)
5/15 道志村トレイルレース(1)
5/18-20 北穂高・奥穂高(3)
5/21 広沢寺(4+1)
5/22 杓子山(1+30)

5/1 西穂高岳・独標(1+1)
5/3-4 尾瀬燧ヶ岳(3)
5/3-5 小川山(2)
5/3-6 小川山(2+10)
5/3-8 小川山(1)
5/4 三俣山（九重）(1)

6/4-5 奥秩父・小川山（フリーク
ライミング）
6/12 奥多摩・川乗（沢）
6/18-19 谷川・一の倉沢
6/26 総会

計100名（男50 女50）

5/3 草戸山/高尾(6)
5/4 鹿倉山/奥多摩(11)
5/8 御嶽山、雨引山/例会山行(17)
5/14-15 南木曽岳(5)
5/15 生藤山、陣馬山(10)
5/15 鷹取山/県連HCL学校(13)
5/15 塔ﾉ峰〜明星ヶ岳/箱根(8)
5/15 曲岳、太刀岡山(8)
予定

歳

報告＝丸尾真知子

歳

5/25 鳥屋待沢(1+1)
5/25-26 爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳(2)
5/28 丹沢・水無川本谷（沢講習
会）(10+1)

計52名（男20：女32）平均63.5歳

5/5 城山〜発端丈 5/16-19 北アルプ 5/24-27 屋久島(1)
(県・12)
5/12 室内例会（27）
6/9 室内例会
ス・槍ヶ岳(2)
山（５）
5/2 高畑山〜倉岳 5/28 丹沢(水質検
5/18 曲岳-黒富士- 6/5 塔ノ岳
5/8 三ノ塔（１）
査用採水・４)
山（６）
6/11 小網代の森
太刀岡山（１）
5/10 両神山（１）
5/2 両神山（１）
5/8 鋸山（１３）
5/22 牛奥ノ雁ヶ腹 5/ 4 牛奥ノ雁ヶ腹 5/14 宮地山〜ｾｰﾒｰ 5/21 本社ヶ丸・鶴ヶ 6/12 本社ヶ丸〜鶴ヶ
鳥屋山
鳥屋山(下見 １)
ﾊﾞﾝ（３）
摺山（２）
摺山（４）
5/24-27 屋久島(3) 5/4 塔ノ岳-蛭ヶ岳 5/15 丹沢・後沢乗 5/22 蓑毛〜下社〜 6/19 鍋割山
日向薬師（１）
越(下見・１)
(1)
5/15 湘南・鷹取山
３．事務局長会議で取上げて欲しい話題/被災地へのボランティア派遣(予定、活動内容)

横浜こぶしの会
5/12
5/14
5/15
5/16

室内例会(7)
広沢寺・岩トレ(7)
HCL学校(2)
塔ノ岳(1)

報告=三上茂

計20名（男14人

5/21-22 両神山(4)
5/24 役員会((4)
5/29 クリーンハイク(2)
6/4-5 鳴虫山(4)

女6人） 平均

6/3-5 屋久島(1+1)
6/4-5 HCL学校(2)
6/9 室内例会(13)
6/10 檜洞丸

歳

6/11 沢トレ
6/18 高麗山
6/28 役員会

№317 2011年6月号

藤沢山の会

報告=中河原昭夫

5/2-4 尾瀬・景鶴山､平ヶ
岳(3)
5/2-5 奥秩父・和名倉山
(8)
5/3-5 奥秩父・金峰山甲武信岳(5)
5/3-6 尾瀬・燧ヶ岳､至
仏山（１､他）
5/4 南関東・森戸川源流
(22､他 天ぷら山行)
5/7 大菩薩・羅漢寺山
（１､他）
5/7 北関東・大小山(5)
5/7 大菩薩・雁ヶ腹摺り
山〜大樺沢ノ頭(15)
5/9 箱根伊豆・明星ヶ岳、
塔ノ峰(3)
5/10 機関誌印刷

5/11 室内例会(40)
5/13-16 北ア・西穂独標、
乗鞍岳(5)
5/14 奥多摩・高水三山
(会ハイク・7)
5/14 北関東・足利行道
山(3)
5/14 丹沢・塔ノ岳(4)
5/14 北関東･榛名天狗山
(1)
5/15 丹沢・雨山(4)
5/15 南関東・鷹取山(県
HL・2他)
5/16 入会説明会（１）
5/16-17 平和行進(4)
5/18 岩座学
5/20 丹沢・世附川金山
沢沖ﾋﾞﾘ沢(1・他)

相模アルパインクラブ
4/24 丹沢三峰(1)
4/22-24 西穂高岳(1)
4/24 高取山-仏果山-経ヶ
岳(1)
4/29 四十八瀬川(2)
4/29-5/1 小川山(1)
4/28-5/1 山伏-七面山(2)
4/29-5/1 二子山 中里(1)
5/3 丹沢・玄倉川ユーシ
ン渓谷(2)

みずなら山の会

5/21 御前山(2)
5/21 戸沢〜塔の岳(2)
5/21 雷平-大滝-丹沢-蛭
が岳-伝道(1)
5/22 広沢寺 岩トレ(10)
5/22 城山 岩トレ(2+2)

報告:森谷準一

5/2 北ア 奥穂南稜/北穂
東稜（2）
5/3 甲斐駒＆仙丈（1＋3）
5/3 燕岳〜常念岳（2）
5/3 小川山、金峰山（10）
5/3 北ア 剱岳源次郎尾
根（3）

やま＋＋

報告: 栗田

計40名 (男26 女14) 平均60歳

平均35.5歳

5/8 御岳山（1）
5/14 高尾山（2＋2）
5/14 燧ケ岳（1＋4）
5/14 六ツ石山・鷹ノ巣
山（1）
5/14 越沢バットレス（2）
5/14 山梨／甲府幕岩（2）

彰

山ブキの会

Ｍ＆Ｃ
5/4-8 剣岳北方稜線(1+1)
5/5 二子山(3)
5/5 城山(1+2)

報告:青柳百合子

計7名（男

4/23 大山三峰(中止)
4/30 高尾山
5/3 陣馬山

報告:岡崎広士
5/14 幕岩(1+2)
5/15 城山(1+3)
5/15 鷹取山(1+1)

5/15 読図山行 西丹沢/
椿丸（15）
5/21 佐久／湯川（8）
5/22 丹 沢/ 水 無川 本 谷
（7）

計14名（男11：女3）平均52歳
6/8 例会
6/22 例会

5 / 1 4 モ ミ ソ 岩 Ｒ Ｃ Ｔ 5/25 例会
5/11 例会
6/4 袈裟丸山
5/15 富士山ＢＣスキー （８）
6/5 七面山
5/21-22 硫黄岳（４）
（２）
4/2 高尾山〜景信山
4/6 花立
4/17 生藤山

歳

5/15 檜洞丸(読図）(7)
5/19 兜岩(5)
5/21 甲府幕岩(3)
予定
5/21-22 甲府幕岩(2)
5/22 マスキ嵐沢(6)
5/26-28 奥穂高岳(1)
5/27-29 西岳・荒倉山(1)

6/4-6 甲武信岳〜金峰山
5/28 水質調査(3)
〜富士見平(5)
5/29 CH戸沢林道(6)
5/31-6/11 インドネシア 6/5 新茅ノ沢〜大棚滝(4)
6/8 例会
トレッキング(1+1)
6/3-4 ヒエ平-常念岳(1)
6/4-5 岩トレ 小川山(4)

計61名（男38：女24）

5/4 日光 鳴虫山（3）
5/5 独鈷山（1）
5/5 藤原岳（1）
5/6 藤原岳（1＋3）
5/7 西上州・諏訪山、烏
帽子岳（1＋1）
5/8 丹沢/塔ノ岳（3）

6/4 丹沢・塔ノ岳(3)
6/4 丹沢・大室山(1・他)
6/4 奥秩父･太刀岡山
（岩登り実技・6)
6/5 奥多摩・戸倉三山
（１･他）
6/7 機関誌印刷･発行(14)
6/8 室内例会
6/9-10 北関東・皇海山
(1・他)
6/11富士周辺・鶴ヶ鳥屋
山(19)
6/12 奥秩父・帯那山(5)
6/18富士周辺･愛鷹山(ﾋﾞ
ﾊﾞｰｸ訓練)
6/22 室内例会
6/26 丹沢･葛葉川本谷
(沢登り実技)

計32名（男24：女8）平均

5/8 兜岩(2)
5/8 塔ヶ岳(1)
5/9 河又(1)
5/8-10 飯山-塔ヶ岳-山
中湖(1)
5/13 広沢寺(2)
5/14 菰釣山〜椿丸(1)
5/14 黒岩聖人岩(1)
5/14-15 道志山塊(1)
5/15 幕岩（県連Ｌ）(1)

報告:藤本慶子

5/11 例会(25)
5/14 読図ハイク(8)
5/15 滝子山(5+1)
5/20-22 山スキー乗鞍岳
(9)
5/20-22 ハイク乗鞍岳(2)

カモの会

計98名（男43：女55）平均64歳
5/21 箱根伊豆・万次郎、
万三郎岳(会ﾊｲｸ・14)
5/22 丹沢・広沢寺(教育・
遭対部岩実技・15)
5/21 富士周辺・幻の滝・
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾆｵﾝ(8)
5/22-23 箱根・神山(5)
5/25 室内例会(42)
5/28-29 東北・会津磐梯
山（１･他）
6/1 運営委員会(12)
6/1 丹沢・沖ﾋﾞﾘ沢-樅ノ
木沢(1・他)
6/1 丹沢山(1)
6/1 伊豆･天城山(2)
6/3 丹沢・檜岳(4)
6/4 丹沢･湯舟山、不老
山(会ﾊｲｸ・17)

報告:水村和也

5/4 畦が丸(1)
4/29-5/5 群馬県の有笠・
中里の岩場(2)
4/30-5/5 剣 小窓尾根(1)
5/4-5 両神山・赤岩尾根
(2)
5/1-6 堂津岳・蕎麦粒山・
五蛇池山・赤坂山(1)
4/29-5/6 日本オートルー
ト(1)

19

：女7）

平均65歳

5/20 高尾山
5/24 弘法山
5/27 弘法山

計７名（男５：女２）平均
5/21 甲府幕岩(4)
5/22 湯河原幕岩(2+5)
5/29 クリーンハイク

歳
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県連のスケジュール
６月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校机上

HCL学校実技１泊山行
HCL学校実技１泊山行
常任理事会

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技
連盟news印刷

事務局長会議
HCL学校机上講習

事務局部会

自然保護委員会

７月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

常任理事会
ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校机上

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技
連盟news印刷

事務局長会議

事務局部会
HCL学校机上講習
HCL学校ｵﾌﾟｼｮﾝ企画
HCL学校ｵﾌﾟｼｮﾝ企画
自然保護委員会
８月度常任理事会

８月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校机上

ＨＣＬ学校実技・沢
連盟news印刷

事務局長会議

事務局部会

ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技
ｱﾙﾊﾟｲﾝﾘｰﾀﾞｰ学校実技

自然保護委員会

２０１１年度の全国的な規模の集会・会議予定
確保の基礎技術講習
全国基金担当者会議
労山創立50周年記念
全国山岳遭難対策協議会
全国ハイキング交流集会
自然保護講座
東日本女性登山交流集会
全国救助隊交流集会
全国自然保護担当者会議

6/19 10/2 12/4(相模原市)
6月18日〜19日（神奈川・三浦）
6月20日〜7月4日（予定）
7月
（東京・）
9月17日〜18日日（静岡・伊豆長岡の予定）
9月17日から19日（上高地）
10月1日〜2日
10月1日〜2日
11月19〜20日(日光市)

