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わらび山の会

＊10/ 7～ 8  奥武蔵・日和田山(登山学校)          

＊11/ 4～5   道志・倉岳山(登山学校）    3名

＊11/19      皆野・破風山（南ブロ記念山行）13名

＊12/ 2～3  西上州・鍬柄岳～荒船山(登山学校)

＊12/16   景信山忘年ハイク

あすなろ山岳会               

10/17      榛名・掃部ヶ岳～榛名湖温泉

10/29      皆野・美の山桜守ハイク      5 名

11/19      皆野・破風山（南ブロ記念山行）  2 名

11/21～23  冬山入門（北八ヶ岳・天狗岳）

12/17      西上州・御荷鉾山

彩山友会

埼玉勤労者山岳連盟・南部ブロック協議会 １1月例会

     2017 年 11 月 17 日（金） 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…     ５名

（10 月ブロック会議参加者…伊藤、磯野、小松、澤藤     ４名）

1、県連活動報告と今後の予定！

10/ 2      女性委員会

10/ 7～8   登山学校「初級岩登り」 日和田山

10/14      セルフレスキュー講習会  ―雨中止―

10/16      50 周年記念誌委員会

10/17      三役会

10/15      救助隊技術交流会    ―雨中止―

10/21      岩ネット  古賀志山

10/25      第７回理事会

11/ 4～5   登山学校「天気の見方」倉岳山

11/12      50 周年記念植樹

２、10 月～12 月の主な山行報告と今後の予定！  

三郷山の会

＊10/ 1     奥久慈・男体山

＊10/ 7～ 8 奥秩父・金峰山

＊10/ 7～ 8 奥武蔵・日和田山(登山学校） 3名

＊10/15     丹沢・大山

10/17～20 東北・栗駒山、奥入瀬～八甲田山 4名

  10/27     茨城・宝筐山

＊10/29     奥秩父・両神山  雨で中止

＊11/ 3     丹沢・大山          6 名

＊11/ 3～4  中央沿線・大菩薩嶺      3 名

11/ 4     丹沢・塔の岳～大山、弘法山

＊11/ 5  道志・倉岳山(登山学校）    3 名

11/ 5     栃木・塩原渓谷        4 名

＊11/11     西上州・鍬柄岳、荒船山    3 名

＊11/11     那須・朝日岳(県連)      3 名

＊11/12     妙義・相馬山         9 名

＊11/19     皆野・破風山（南ブロ記念山行）18名

＊11/23     八王子城址

＊12/ 2～3  西上州・鍬柄岳～荒船山(登山学校)

＊12/ 9～12 18 切符の旅 近江富士・三上山

12/17    オリエンテーリング 越生

12/23     道志・秋山二十六夜山忘年山行    

紫翠山岳会

＊10/ 7～ 8  奥武蔵・日和田山(登山学校) 3名

＊11/ 4～ 5  道志・倉岳山(登山学校）   

＊11/19      皆野・破風山（南ブロ記念山行） 7名

＊12/ 2～ 3  西上州・荒船山(登山学校)

12/ 9～10 忘年山行 入笠山

11/18      岩ネット フリークライム安全講習

11/25      県連女性委員会主催講習会

11/26      海外集会 (浦和コミセン) 中止

安全登山講演会(高鼻コミセン)

11/27      登山学校運営委員会

11/29      第 8回理事会

12/ 2～3   登山学校「総合学習登山」荒船山

12/ 2～3   第8回全国女性と登山交流集会

12/20      第9回理事会

1/28      ハイキング講演会

奥日光・ 紅葉
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３、ブロック活動と今後の活動について！       

埼玉県勤労者山岳連盟 創立 50 周年記念

  皆野アルプス・破風山 南部ブロックバスハイク計画

日 時  １１月１９日（日） 日帰り バス利用 集合 三郷駅北口 6:00 南浦和駅西口 6:45

山 域  秩父、華厳の滝～破風山(627m)～満願の湯 (皆野アルプスと関東ふれあいの道)

            ＊コース、他   別紙・地図パンフ  参照

歩行時間 華厳の滝コース…約 ４時間  水潜寺コース…約 ３時間   

持ち物  弁当、行動食、テルモス、雨具、地図、コンパス、筆記具、健康保険証、持病薬、

他 防寒具 入浴具、替着   

参加費    ６，０００円 （バス代、入浴料 、交流会費、他）

交流会  皆野・水と緑のふれあい館 (入浴後、交流会) 中広間利用  14:00～17:00

      〒368-0053 埼玉県秩父郡皆野町下日野沢 4000  ☎ 0494－62－3026

参加者  40名   三郷…18名、わらび…13名、紫翠…7名、あすなろ…2名

【コース・班編成】   別紙  4 班  

総括リーダー  伊藤（わらび） SL:澤藤（あすなろ）小松（紫翠）磯野（三郷） 会計：富田（三郷）

班長・副班長  別紙

写 真     別紙  各班毎になるべく参加者全員のスナップ写真があれば最高です。

   ＊集合写真は ①華厳の滝 ②山頂 ③満願の湯かふれあい館

【コース予定】

三郷駅北口＝＝南浦和駅西口＝＝嵐山PA＝＝花園 IC＝＝皆野 IC＝＝34 番札所バス停（水潜寺参拝）＝

6:10 発      6:45～7:00 7:55～8:15 8:30     9:00           9:30～50        

＝華厳の滝駐車場（華厳の滝散策）＝登山口…大前……天狗山…大前山……如金峰…………札立峠……

    10:00～30                   10:40 11:10    11:30   11:45     12:15      12:30～40

……破風山(昼食)…休憩舎…モミジ平……猿岩…風戸分岐……風戸………満願の湯、合歓の湯（入浴・交流会）

13:00～30                 14:15      14:30           15:00～17:00  

＝＝皆野 IC＝＝花園 IC＝＝三芳 PA＝＝＝南浦和駅西口＝＝三郷駅北口

17:30     18:15     19:00～20    20:00     20:30 着  予定

  ＊脚力に自信のない方は、34番札所・水潜寺～巡礼古道・関東ふれあいの道コース  

    （歩行時間 １時間短縮出来て、満願の湯でのんびり入浴休憩出来ます。）

＊天候や交通事情により、コースを変更する場合があります。

＊昼食は時間的な都合もありますが、山頂では軽食とし、入浴後に交流会を行います。

＊夕暮れが早く、また朝夕は寒くなりますので防寒具・ヘッドランプ等は必携です。

また、地図・パンフは前に配布した地図をお持ちください。

【具体的計画・内容と確認について】

①バス会社 七福神観光（車庫 三郷）

   バス代 135,000 円（消費税込） 45+補助 8 53 席 特大車

車庫 埼玉県三郷市高州 1-265-1    ☎  048-951-1578 FAX  767－7719

   乗務員  石川  ０９０－３９１８－２６６４

    乗務員仮眠休憩場所  満願の湯 or ふれあい館で確保



3

②入浴休憩・交流会について

＊入浴は「満願の湯」入浴希望者と「水と緑のふれあい館」希望者に分け、入浴料金については 500 円を

会費から負担しますが、その他は各自で負担願います。

満願の湯（割引後 810 円）  ふれあい館・合歓の湯（会員登録後 500 円）

＊交流会は「水と緑のふれあい館」で 15:40～17:00

天ぷら、から揚げ、枝豆、他 飲み物等は予算内で少し用意しますが、持込みは自由ですので

参加者の皆さん独自での持込みやカンパは大歓迎です。

【50 周年記念交流会  次第】    司会：澤藤

１、ブロック長挨拶      伊藤  

２、乾杯           富田

３、歓談、山の歌、常識テスト、他    

４、埼玉労山と私、これまでの活動や登山をふりかえり   各会 １～２名

５、県連の発展を願い、今後の抱負、希望等

６、閉会           武笠理事長

              何か楽しい企画・ビンゴ・抽選会 等

③事務備品の準備、他

   横断幕（30×180 ）他 作成、しおり、歌集、山の常識クイズ、他

      景品：クオカード 10 枚(500 円)、他登山用品店に要請は石井のみで他 モンベル・好日山荘は止めました。

④会計 予算について

   別紙 参照   原則 飲み物等はすべて持込みにしていただきました。

   購入と準備は、都合により手分けして購入（榎本さん、澤藤、富田さん、他）当日積み込み

⑤その他

４、県連活動と全国活動から！

①埼玉県連 50周年記念事業報告と今後の予定！

■創立５０周年記念植樹報告 11/12     県民の森（秩父市高篠峠付近）参加者  名

■記念山行 （各ブロック毎で）   別紙・募集パンフ 参照

    ＊参考  北部ブロック（中央沿線・高川山）中部ブロック（中央沿線・本社ヶ丸 地図読み）

         西部ブロック（飯能河原集中 鍋交流）

■記念誌 委員会・加盟団体紹介原稿  締切りを11月末に延期。

各委員会活動…過去の総会資料データから10年（2007～2017）分の原稿を作成する。

〇50周年記念誌編集委員会    10/17  12/ 4

・予算10万円の内訳試算確認（別紙：50周年記念誌費用試算のとおり）

・記念誌…10人に1冊、ＣＤ…20人に1枚 予算との兼ね合いもあり試算案で進める。

・各ブロック 記念山行 原稿は１２月末を確認。
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②各 委員会活動報告！

＊女性委員会   11/25   安全登山講習会    12/2～3 第 8回女性と登山全国集会

＊第 20 期登山学校  

11月 第7回講座   天気の見方  11/ 4～5   道志・高畑山～倉岳山   33名

       12月 第8回講座  総合登山    12/ 2～3   西上州・金鍬山～荒船山

＊岩ネット報告  10/16  入間 BC   10/21 古賀志山 RCT   10/28 初心者日和田岩トレ

11/18 フリークライミング安全講習会 「日和田山」9時～ 雨天 ＢＣ10

その他 水谷さんジムトレ、毎週月・水・金。川越の「ロッククラフト川越店」。午後1時～。申し

     ＊救助隊      

10/14    ハイキングリーダー・ファーストエイド・セルフレスキュー講習会  ―雨で中止―

10/15    救助隊セルフレスキュー技術交流会   ―雨で中止―

  ＊自然保護委員会

11/12       記念植樹 県民の森・高篠峠付近   40 名

        詳細はＨＰ・彩登で

＊ハイキング     

    11/11      県連交流ハイキング(那須朝日岳)   26 名

                        強風により、峰の茶屋手前で終える

  18” 1/28      ハイキング安全登山講演会  環境省の自然保護官の似田貝さん

          みちのく潮風トレイル講演会と合同で計画中

５、その他

  労山カレンダー  販売

１２月の南ブロック会議は １２月２１日 （木）PM7:00～

    於：パルコ市民活動センター です。

議題 交流バスハイキング総括、その他 各会の冬山について

その後忘年会です。忘れずに参加をお願いします。  

                                 


