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わらび山の会

3/ 5      奥日光・光徳牧場雪山交流      9 名

3/18      秩父地図読み

   

あすなろ山岳会               

3/ 5      奥日光・光徳牧場雪山交流     3 名

3/19      八王子城跡～富士見台

4/ 3      片倉城址、城山カタクリの里～

                  草戸山

4/14      小鹿野・長留川～秩父     5 名

4/15      甲府・帯那山

5/  ～    新潟・二王子山、他

埼玉勤労者山岳連盟・南部ブロック協議会 ４月例会

               2017 年 4 月 20日（木） 於：パルコ 市民活動センター

出席…伊藤正勝、矢木加代子、冨田皓、磯野京子、澤藤俊昭、水谷克明、小松勝浩、池田 稔

尾手利雪、高野久美  他…                      ７名

    （3 月ブロック会議参加者…伊藤、矢木、磯野、澤藤、小松、尾手 ６名）

1、県連活動報告と今後の予定！

3/ 3     三役会議

3/ 5  南部ブロック 奥日光雪山交流バス

           県連山スキーネット

3/ 6      登山学校運営委員会、救助隊総括会議

3/11～12  中部ブロック 雪山交流会（日白山）

3/11      岩ネット（阿寺岩場）     11名

3/13      救助隊総会   浦和パルコ10F

3/16      南部ブロック会議

3/18      岩ネット  日和田RCT

3/22      第13 回理事会

3/26      50 期総会

3/27      救助隊・低体温症学習会

２、3 月～4 月の主な山行報告と今後の予定！  

三郷山の会

＊ 3/ 5     奥日光・光徳牧場雪山交流 11名

＊ 3/11～12 八ヶ岳           8 名

＊ 3/18     茨城・宝筐山        6 名

＊ 3/19     秩父・大ドッケ       4 名

＊ 3/23     玉川上水          4 名

＊ 4/ 2     茂木・焼森山～鶏足山  11 名   

＊ 5/29  谷急山

＊ 4/ 9     石和温泉桃源郷       5 名   

＊ 5/21     天覧山+++++++岩トレ

＊ 4/24  常陸・高岩山～御岳山

4/ 3      登山学校運営委員会

4/14      三役会議

4/15      岩ネット（阿寺岩場）

4/14～16  石巻震災復興支援

4/23   足尾植樹

4/26      第 2 回」理事会

5/14      登山学校開校式

6/18    評議会、安全登山遭難対策会議

柴翠山岳会

3/ 5      奥日光・光徳牧場雪山交流    3 名

4/ 9      毛無山－十二ヶ岳

4/30～5/1 瑞牆山金峰山

5/21      天覧山岩トレ
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＊ 5/20～21 奥秩父・雲取山

＊ 5/21     足利・大小山

３、第 50 期埼玉県勤労者山岳連盟総会 報告！  3/26 (日）13:30～  さいたま市高鼻コミセン

  議題

   49 期県連活動報告と専門委員会活動報告、ならび決算報告、監査報告……原案通り承認！

   50 期県連活動方針案骨子と専門委員会活動方針案……原案通り承認！

      ＊ブロック活動報告、活動方針案についてもブロック長より報告。

   50 期予算案提案……会員数減により、昨年度比較マイナス予算 承認

   50 期県連新役員選出……留任   新任    退任  

   その他                   詳細はＨＰ 総会報告 参照

（参加代議員）

    三郷山の会…富田、佐藤、磯野  わらび山の会…近藤、伊藤   あすなろ…澤藤

彩山友会  …水谷       紫翠山岳会…小松

（当日担当役員）書記…富田

             

４、29 年度ブロック活動と役員体制について！

＊今期の活動方針！

・クリーンハイクを成功させる。

・ブロックの交流企画を工夫して実施する。他ブロックにも交流を呼びかける。

・自然保護活動と学習会を行う。

・ブロックの定例会を開催して、各会の山行報告や計画、情報を共有する。

・さらに活発なブロック活動をめざす。

  【役員体制】

    ブロック長…伊藤正勝（わらび山の会）

    事務局  …澤藤俊昭（あすなろ）

    会 計  …冨田 皓（三郷山の会）

    各会委員 …磯野京子（三郷山の会）八木加代子（わらび）       （彩山友会）

          小松勝浩（紫翠山岳会）池田 稔（紫翠山岳会）

【各会役員】 三郷山の会 わらび山の会 あすなろ  彩山友会     紫翠山岳会

     会長 …冨田 皓   伊藤正勝   黒沢方三    水谷克明   若林信彦

     副会長…佐藤順子   駒崎弘安                池田 稔

         磯野京子

     事務局…八木原健一  金田雅彦   澤藤俊昭 井上     小松勝浩          

評議員…佐藤順子   矢木加代子  高梨正久         小松勝浩

     理事 …尾手利雪   武笠真次         

         高野久美

     全国 …佐藤久子   伊藤正勝

  【各会 会員数】

    三郷山の会    39 名      わらび山の会  31 名    紫翠山岳会   10 名

        あすなろ山岳会  4 名   彩山友会    6 名       合計 90 名
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５、県民クリーンハイク計画について！       

  月 日     ６月 ４日（日） 日帰り 集合 南浦和駅武蔵野線ホ―ム   午前６時５０分

                       東武東上線 寄居駅     午前９時００分

  場 所    外秩父・鐘撞堂山（330m）～円多良湖～羅漢山

                 戦国時代の歴史を語る史跡と武州寄居十二支守り本尊まいりコース

  持 物    お弁当、水筒、雨具、筆記具、地図、その他 軍手

                 ＊共同食…

  交通費    大人 約 2,500 円、子供 1,000 円      

  歩行時間   約５時間

  主 催   埼玉県勤労者山岳連盟・南部ブロック協議会

               クリ―ン埼玉県民運動の協力団体として、毎年埼玉の山でクリーンハイクを実施して    

          います。

  申し込み  あすなろ山岳会  澤藤俊昭   ☎    

         わらび山の会   金田雅彦   ☎

         三郷山の会    富田 皓  ☎

                彩の山友会    水谷克明   ☎

        紫翠山岳会    小松勝浩   ☎

  【コ―ス】 南尾根コース

  三郷駅＝＝南浦和駅＝＝北朝霞…朝霞台―志木―小川町――寄居駅……水道施設…大正池分岐……

   6:33      6:57  7:06   7:14  7:17   8:04～10 8:26～9:30  10:00     11:00        

    …鐘撞堂山（昼食)…北尾根十字路…… 円良田湖………羅漢山……少林寺……善導寺……正龍寺

    11:10～12:15      12:45       13:00～10  13:40～14:00 14:10    14:25    14:35～45

     ―寄居町役場（分別）――寄居駅（交流会）――朝霞台…北朝霞駅＝＝南浦和駅＝＝三郷駅

       15:15～30            15:45～16:30       17:15   17:30     18:00      18:20                                                 

                                               歩行時間  約４時間

＊服装は運動靴、シャツ・ズボン、帽子着用のこと。

＊雨天の場合  小雨決行

【具体的な取り組み方と準備】

・当日担当者と役割  CL…伊藤正勝  会計・記録…  写真…食料…

・備品…ゴミ袋（大 40 枚、小 40 枚 、軍手(60手)、他  

     購入…小袋 4(伊藤) 秤（伊藤）、ハサミ(各会)、

          ゼッケン・ノボリ（各会）

・駅頭宣伝…なし

・ゴミ回収  生活環境エコタウン課 〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居 1180-1

Tel：048-581-2121（内線 221・222）

               東武鉄道・寄居駅（ゴミ仕分けと一時保管連絡）

・その他  昼食交流（共同食…    各会で用意）、他 歌集  参加費（昼食・交流会費）は？

   ＊参加者把握 ５月ブロック会議  

    三郷山の会（  名）、わらび山の会（  名）、あすなろ（  名）彩の山友会 (  名)
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    紫翠山岳会（  名）

６、県連活動と全国活動から！

①埼玉県連 50 周年記念事業

記念講演とレセプション 5/28 (日)  会場・朝霞市民会館

講演会…私の山仲間たち” 川嶋高志  全国連盟事務局長  会費 無料     三郷  6～

13:00開場、13:30受付、14:00開演～15:30閉演         蕨      ５～

レセプション…会費制 4,500 円  パーティー券 はブロック単位で配布 15 枚あすなろ 1

15:45 開場、16:00 受付、16:30 開宴～18:45 閉宴       紫翠     1

           出席者確認 3月1次集約・4月2次集約⇒武笠実行委員長宛へ集約送付

                          来賓  7名

        ＊ブロック  各会の紹介   その他

記念山行 （各ブロック毎で）H29年・秋   10月記念登山⇒原稿をもらう（11月）

記念誌  記念誌委員会を4月に立ち上げ、3月総会で各会に原稿依頼、埼玉労山会員全員へ配布

      記念誌は 印刷誌＋ＣＤで検討

②各 委員会活動報告

第 22 期登山学校受講生募集中

石巻震災復興支援  4/14～16

足尾植樹  4/24        

岩ネット 報告

救助隊総会 報告

その他

7、その他                           

                                4/3 城山カタクリの里で

                        

次回の南ブロック会議は 5 月 18 日 （木）PM7:00～

於：パルコ市民活動センター です。

忘れずに参加をお願いします。
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