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〇労山基金運営委員会10月28日・・・労山全国連盟事務所19:00-21:30

・埼玉労山交付申請無し 全国連盟で死亡事故有り

〇10月20日（土）21日（日）20日（土）PM3:00開会 東京都連盟50周年登山FESTA 場所：鳩ノ巣バン

ガロー ・お祝いに理事長、瀬下理事参席。

○日本山岳会埼玉支部より1/19安全登山講演会の後援依頼による承認書提出

県連サイト http://www.tozan.justhpbs.jp/kenrenhp/index.html

〇事故検証報告会

出席：三役・武笠理事長、岩岡副理事長、矢吹副理事長、尾手事務局長/大宮勤労者山岳会・長谷川会

長、岡野副会長、鈴木氏、Ｈ氏、羽竜氏、塩田氏、結城氏

司会：尾手事務局長

・検証前に現地警察に事故点の緯度・経度を求めった教えて戴けなかった。

プロジェクターで現場写真を撮影して現場状況について鈴木氏、Ｈ氏から報告がありました。

検証結果、現場の特定は出来なかった。いくつかの映像で滑落地点はここだろうという推定した

場所について確認しました。

・三つの柱：①大宮勤労者山岳会の対策、②所沢ハイキングクラブの対策、③県連の対策

・事故のまとめについて：大知遭難防止・安全教育担当一人に負担感を与えない様、配慮戴きたい。

大宮勤労者山岳会：岡野副会長、結城氏から具申があった。

〇叩き台の素案を作成

・大宮勤労者山岳会、所沢ハイキングクラブへメールを配信。意見、修正を各々の会・クラブがメール

で返す。

〇事故報告まとめのロードマップ

・11/13（火）三役会議まで素案まとめ、11/14（水）大宮勤労者山岳会、所沢ハイキングクラブへメール

で配信。11/20（火）迄にメール返信で修正・付足しを返す。11/27（火）全員のコンセンサス、素案につ

いて検討する。

12/18（木）最終確認：大宮勤労者山岳会、所沢ハイキングクラブへ確認、12/26（水）理事会で承認。

1/20（日）遭難防止・安全教育担当会議で「八ヶ岳立場川事故報告まとめ」を提出予定。

2018年11月23日～24日（金、土）第17回全国登山研究集会 愛知

場所 愛知県民の森モリトピア愛知 テーマ「誰もが登山できる喜びを広げ

登山文化と労働運動を次世代に継承し発展させよう」で参加を呼びか

けています。

各団体の会員の拡大とHP開設を支援する 更に停滞している組織への支援

強化 次世代の育成 安全登山のための山行計画と提出 山行管理

中高年登山者のために体力強化 登山時報の購読拡大など（以上全国連盟）
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・県連交流バスハイクを10/27（土）催行

・全国連盟ハイキング交流集会（伊豆長岡）9/15.16 参加報告 80名参加（埼玉からは5名）

◯10月5日以下4件 ・ろうさん彩登第59号 ・県連登山安全講演会告知 ・安全登山のための実技

講習会(主催女性委員会)告知 ・第21回全国ハイキング交流集会参加報告

◯10月18日以下1件

・第3回みちのく潮風トレイル報告（自然保護委員会活動へ掲載）

◯19日以下2件

・第3回みちのく潮風トレイル報告掲載：自然保護委員会活動へリンク付け ・南部ブロック会議報告

女性委員会の例会が11月5日（月）

18:30 武蔵浦和コミセン集会室9であります、12月１日の安全登山の為の実技講習会の事前準備と

して委員の勉強会を開きます。

・山筋ゴーゴー体操の要望有り・・・検討してみる

○連盟費未納4団体 山楽童人グループノマジ、日和田アルパインクラブ、あすなろ山岳会、パル・

ブランチ

○第四期分の全国連盟費を納入

・理事会議事録のホームページ用への点検 理事会レジメの事前記入

○配信

・秩父アルペンクラブだより9月号 ・秩父アルペンクラブだより10月号

・11/11植樹の案内（自然保護委員会） ・11/25安全登山講演会の案内（遭難防止安全教育）（現在理

事含め20名の申し込み有り） ・12/1安全登山の為の講習会の案内（女性委員会）

・12/8関東ブロック女性交流登山の案内 ・都連ニュースNo.392

・第16回日本山岳文化学会よりの案内 ・カレンダー注文書（現在81部注文有り残り69部 三郷山の

会10 所沢ハイク4 峠山の会10 秩父アルペン3 北本山の会5 埜歩歩富士見山の会17 やま

なみ7 新座山の会12 NPOさいたま5 日進山岳会8） ・ちばニュース10月号

○会場確保

・2019/1/20遭難防止安全教育担当者会議 場所：さいたま市民会館うらわ

・2019/1/20評議会 場所：さいたま市民会館うらわ

会場利用料払い込み済

○山と溪谷社「山と溪谷1月号付録 山の便利帳」についての事務所確認依頼（変更なし）

○救助隊装備品（ロープグラブID）修理引き取り
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・紅葉の八甲田山とみちのく潮風トレイル

9/28(金)～10/1(月) 参加者23名で無事終了しました。事故なく、八甲田山やみちのく潮風トレイ

ルの種差海岸や浄土ヶ浜を歩きましたが、全般に好評でした。来年度も実施したいと思います。

・県連植樹 11/11(日) 秩父市高篠峠

現在、秩父アルペン4名、飯能労山4名、日進山岳会4名、北本山の会2名、所沢ハイク5名の5団体・19

名の申込あり。 保険加入やとん汁準備のため申込締切は11/4(日)。

○11月5日（月曜日）夜、浦和にて女性委員会主催

「安全登山講習会」の打ち合わせと役員実技練習状況により、捻挫足首固定、心臓マッサージ、ザッ

ク担架搬送

○10月25日（木曜日）

救助隊学習会に向け講師お二人との検討会。

①隊員から提供された実際の遭難事例案件

（高エネルギー激突時の腰部脊椎損傷とその他の損傷の症状の違い・事後進行する神経圧迫等）

②開放骨折と単純骨折の対応の決定的違いと骨の感染に対するゴールデンタイム

③脊椎損傷時の内部出血による事後経過と神経圧迫を防ぐためのゴールデンタイム

④鼠蹊部で脈拍を感じない場合でも心拍継続があると考え対応すべきこと

（心停止判断は山中では困難という認識を持つこと）

⑤裂傷箇所に蛆が発生してしまう状況の実際と意味

⑥骨折がある場合の搬送リスクと留まって固定するリスクの優劣判断（意識の有無での違い）

⑦心拍正常で意識が無い状況が示すもの

※現在、講師を含み12名の参加者なので、部屋の容量的にもう少し増やすことが可能

案として隊員一人につき１名まで、自身の身近にいるセルフレスキュー時にリーダー的な動きを要求

される立場の山ヤさんを連れて来ることを可能とするのはどうか？

但しあくまでセルフレスキューの初歩を学ぶ場ではないので、それを認識して貰える方に限りたい。

それは可能か？

○1月21日（月曜）救助隊総括会議に向け、隊員継続意思の確認と会計清算

○1月下旬（候補日は1/19、20、26、27）積雪期訓練

○2019年2月23日24日（土日）の関東ブロック技術交流会参加者確認

・10月16日八ヶ岳立場川事故検証報告会、場所：パルコ上さいたま市市民活動サポートセンター９階

19:30-21:20（三役会議） ・11月25日（日）安全講演会（議題にて）

山行報告案件がないため、海外集会(11/25予定)を中止にしました。
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○11月25日（日）午前、海外集会

・今年度の海外集会は以下の経緯により開催しないこととしました。報告案件をいくつか打

診させて戴きましたが諸々の理由で固辞された方等々、候補案件が集まりませんでした。

来年度は是非、海外委員会を開催したく各山岳会ならびに会員各位のご協力を賜りたく宜

しくお願い致します。

〇11月25日（日）午後、安全登山講演会

「自分にあった登山を継続のために元気に帰ってくる！」講師：沼田久美子氏、プロフィール

：神奈川県出身・総合内科医 現在は労山全国連盟遭難対策部員、東京都連盟石神井山の

会副会長

2018年11月25日受付13:00より、講演13:30～15:30(質疑応答含め16:00終了予定。さいたま

市浦和コミュニティセンター（パルコ上10階）第14集会室、締切：11月18日（日）

〇受付：嶋田、髙野 〇横断幕：尾手 ○資料：尾手 〇司会：尾手 〇挨拶：武笠理事長又

は岩岡副理事長 ・参加理事：武笠、岩岡、髙野、尾手、瀬下、海妻、高橋、嶋田 理事は

12:4510Fロビーに集合

〇県連事務所について

・事務所事務経費分担金（家賃）請求書について9月理事会で報告（矢吹副理事長）

・事務所分担金協力団体について（4団体）：①埼玉県勤労者山岳連盟②新日本スポーツ連

盟・理事会③スキー協議会④テニス協議会

・今後の方策・・・前回実情調査した結果を踏まえて事務所を継続するか、否かの確認。継続

に賛成多数であるが総会までにまとめる。

・10/1 運営委員会

・10/6 岩登り初級 机上講座 北浦和カルタスホ－ル

参加者25名（受講者14名ｻﾎﾟｰﾄ2名運営委員9名）

・10/7 岩登り初級 実技講座 日和田山ゲレンデ

参加者27名 （受講者14名ｻﾎﾟｰﾄ1名運営委員11名＋1）

・10/29運営委員会

・11/3 天気の見方 机上講座 浦和コミュニテイセンター

・11/4 天気の見方 実技講座 岩殿山 ・11/26運営委員会

・12/1、2 総合学習登山 鍬柄岳、荒船山
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〇次回 三役会議：2018年11月13日（火）場所：さいたま市サポート活動センター

○次回理事会日程：2018年11月28日（水）場所：さいたま市サポート活動センター

西 部

北 部

中 部

南 部

ブロック 会議日程 ブロック長

磯部

PM7:30東北コミセン8団体9人参加

テーマ11月18日（日）予定の鍋交流 AM11:00集合

嵐山渓谷交流会開始 PM2:00終了予定、各団体周辺のコ

ース、鍋の種類、参加人数の確認 その他

参加予定 埜歩歩 新座山の会 峠山の会 所ハイ や

まなみ ビスターり 日和田 飯能 以上8団体80名位参

加予定

＊H31年2月24日（日）スノーシューハイク場所12月までに決

める

県連 関係11月11日（日）高篠峠植樹祭

東北災害支援活動石巻H31年4/12 ~14日

足尾植樹祭H31年4月21日（日)終了後の行先も検討

労山カレンダー等

＊みちのく潮風トレイル、八甲田山参加者より報告

次回11月8日(木) 同じ

中部ブロック会議：11月21日(水)大宮駅東口ソニックシティ７

階 ・11月17日（土）：地図読み山行、名栗（担当：遠藤）

南部ブロック会議：浦和駅東口さいたま市市民活動サポー

トセンター9階19:30-21:20

＊秋の交流バスハイク!

期 日 １1月18日（日）雨天決行 バス 日帰り

山 域 上越・吾妻耶山（1,255m）～猿ヶ京温泉「まんてん

星の湯」 募集員 40名 第二次集約 10月18

日現在27名 中型バスに変更募集締切り

・次回会議11月15日（木）

伊藤

羽竜

矢崎

2018/10/18

2018/10/11

2018/ ・適宜ブロック会議開催検討中


