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平成 25 年 新春懇談会 

〖平成 24年 11月理事会 報告〗 

11月 13日(火)午後 7時 30分～ 

 

 

 

 

 

前葉より 

 昨年の報告と今年の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 巻 頭 言  埼玉県山岳連盟 会長 森下 健七郎 

 

      今年度の総会も滞りなく終了し、本年度の埼玉岳連の活動が本格的に始動しました。 

      さて、上部団体の日本山岳協会が公益社団法人として新たな旅立ちに突入致しました。 

神﨑会長からは「登山界の社会的評価を大きく変えて行くチャンスと位置づけたい」旨の決 

意も表明されています。 

そういう流れの中で、当山岳連盟としても新たな社会的な枠組み・位置付けを認識・自覚 

しながら、各種の新たな課題に立ち向かって行かなければなりません。 

具体的には、各種事業を一つ一つキチンと実施して行くことが基本です。 

また、新たな組織作りに向けて今後も幾つかの新たな提案を提示し、会員の皆様方の協力 

を戴きながら、解決すべく奮闘をしたいと思います。 

今年度は、特に「個人会員制度」が発足されたので、これを軌道に乗せる事が重要と思っ 

ています。それには、是非とも各委員会での強力な協力・支援をお願いします。 

私も会長を仰せつかってから、はや６年目に入ります。 

会長職最後の１年として、次世代の岳連活動が活発化して行く為の組織作りの基礎を築ける 

ように頑張って行きたいと思っています。 

 

 

 私も会長を仰せつかってから、はや６年目に入ります。 

会長職最後の１年として、次世代の岳連活動が活発化して行く為の組織作りの基礎を築けるように

埼玉県山岳連盟 平成２５年度評議員総会 
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≪岳連報 45 号目次≫  

 

１ｐ： 評議員総会開催・巻頭言 

２ｐ： 評議員総会・議事録-1 

３ｐ：  同 上  議事録-2 

４ｐ：  同 上  議事録-3、会計監査報告他 

５ｐ： 個人会員委員会発足、海登委・総会報告 

６ｐ： 叙勲のお知らせ、緊急避難講習会報告 

７ｐ： H24年度第 5回常任理事会 報告-1 

８ｐ：  同 上  報告-2、 

９ｐ： 県体育賞授与式、山岳切手発行について 

10ｐ： 天覧山利用規定について  

 11ｐ： Ｃ大会ﾘｻﾞﾙﾄ、参与会名簿、編集後書 

12ｐ： 広 告：田中産業(株) 

※6p 写真/文提供 ：体育賞授与式・天野 賢一 

※7p 写真提供    ：講習会・伊藤 正孝 

平成 25 度埼玉県山岳連盟 

[評議員総会 報告]                                      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会挨拶の森下会長 

                                                

[県岳連 評議員総会] 14:30～16:30 

(1) 開会の言葉：石倉昭一副会長 

  「お忙しい中、評議員総会にお集まり、いただき

ありがとうございます。 
定刻ですので平成 25 年度評議員総会を始めさ

せて頂きます。 

（2）会長挨拶：森下健七郎会長 
   「平成 25年度の評議員総会にお集まりいただき 

有難うございます、春の天候の悪化などがありま 
したが本日は大変穏やかな日に恵まれての開催

となりました。本年は役員の改選は有りません

が、昨年度は改選に合わせ改変を勧めてまいりま
した。そして会費の値上げ、年度途中から岳連カ

レンダーの作成販売を提案させて戴きました。 
この間、皆様方のご尽力により成果を上げるこ

とができました。又昨年度の総会の場で承認され

た個人会員、新たな参与規定、表彰規定など積み
残しがあり本日は充分な審議を戴きたく、今年度

は頑張っていきたいと思います。昨年は会長の職

を辞したいと申し出ましたがもう一期と押され

て、続けることが出来ました、あと 1年務めさせ

て戴きますが次期体制について皆様の忌憚ない

ご意見を頂けたらと思います。 

どうぞ宜しくお願いします。 

 (3) 議 事 

①議長選出 

議長：川口市登山同好会会長・相沢重夫 

  今回は、事務局長の推薦（※注１）で、川口市

登山同好会：相沢重夫会長にお願いします。 

拍手で承認。 

（相沢）昨年度から会長に就任した相沢です、馴

れない役ですがどうぞ宜しくお願い致します。 
 議事録署名人は、川越山の会・五十雀の岩井田正

昭評議員にお願いします。 

②総会成立宣言 

  出席 23 名、代理人 7 名、委任 9 名 計 39 名の

出席で定足数 60の 1/2以上となり、成立を宣言し

ます。               ⇒加藤事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤事務局長より『議事成立』の宣言 

 

第１号議案 
 平成 24年度事業報告。総務以下各委員会の委員長

が説明。 
 ［事 務 局］   加藤事務局長 

［指導委員会］   野村指導委員長 

［競技委員会］   土屋競技委員長 

［選手強化委員会］ 宇津木選手強化委員長 

［遭難対策委員会］ 瀬藤遭難対策委員長 

［海外登山委員会］ 鈴木（百）海外登山委員長 
［自然保護委員会 （代）柳原自然保護副委員長 

［ジュニア委員会］  大石ジュニア委員長 
［広報委員会］   岩井田広報委員長 

［企画委員会］    長谷川企画委員長 

 

第２号議案 

 平成 24年度会計報告。一般会計と強化関係、特別

会計について報告。     加藤事務局長 

監査報告  内容は適正である事を報告致します          

岩武監事 
【質問】熊谷壁稜山岳会：八ツ田会長 

2点の質問をしたい。 

①負担金について：受取金額が当初予算額より多 

いのはなぜか。 

 ②繰り越し金額が大幅に増えている理由について 
 【回答】加藤事務局長 
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・24年度は会費の値上げ、カレンダーの制作販売、 

各種大会の成功等で、収入が増加。各委員会の努

力で支出の減もあり、残高が増加した。皆さんの

ご協力と関係者の努力によるところ大。 

ありがとうございました。 
・会費の値上げが成立したためとの説明あり。 

・第１号議案、第２号議案、    ⇒一括承認 

 

第３号議案 

規則等の改正・制定について４項目５つの提案が 

事務局長より説明され、審議。 

（１）「専門委員会設置規則」の一部改正について 

 ・個人会員募集に絡み、担当する委員会を設置。

「個人会員委員会」とする。 

 ・「第 2条（委員会）(10)個人会員委員会  
１・個人会員を組織 ２・未組織登山者への安

全登山に関する情報サービスの提供 ３・その

他 委員会に必要な事項 

 ・平成 25 年４月 15 日一部改正施行。 
（２）「個人会員規則」の制定について 

 ・会員の責務、団体との関係の条項を入れる。 

・平成 25年４月 15日から施行する。 
（３）「参与に関する規程」の制定について 

 ・新規「参与会」を発足。今後は「県岳連を支え 
ていく会」とする。 

・「希望により『個人会員』に同時登録することが

できる」の条項を追加し、社会人山岳会のＯＢ等

にも対応できるようにする。 
（４）「慶弔規程」の制定について                                   

・近年慶弔に関する事象が多く発生。その都度では
なく統一した対応が取れるように提案。 

（５）「表彰規程」の制定について 

・これまで特別な場合を除き表彰をしてこなかった 

が、近年表彰に値する事象が発生してきたので表 
彰の判断基準として提案。 

・質疑の後、第 3 号議案      ⇒一括承認 

 

第４号議案 

 平成 25年度埼玉県山岳連盟組織について 
 (1)個人会員委員会が設置されたことにより、委員

長を長谷川茂氏（企画委員長と兼任）とする。 
 (2)参与に関して、推薦のあった 5名に、森下会長

推薦で 10名の推薦があった。 

 退会は吉田山岳会及び獨協大学山岳部の 2 団体あ
りました。現在 60団体です。 

会名の変更があり[夢の童夢創造ｾﾝﾀｰ]が「山狂舎」
に変更。 

参与会について森下会長から補足説明があり、参

与会については本日現在 7 名程参加予定ですが、

未回答の方については会長推薦し、再度お願いを

する予定です。          ⇒承 認 

第５号議案 

 平成 25年度事業計画。 

事務局 今年度から理事会・常任理事会の開催日

は毎月第 2水曜日に変更になりました。 

指導委員会 以下 （1号議案報告者と同じ委 

員長が総会資料の計画説明）  承認。 

 主な事業としては、①第４回全国高校生ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

選手権大会の開催（12/22-23・加須市民体育館）

②日山協自然保護指導員総会（山岳自然保護の集
い中央大会）の開催（9/14-15小川元気プラザ）。

③ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ指導員養成講習会（日山協）の開

催 10/26-27、11/9-10・加須市民体育館）。その

他、海外登山委員会では、今年も講演会の開催を

検討中、選手強化委員会では、東京国体での活躍、
企画委員会からは「第２回秩父夏休み親子自然観

察教室」の開催、個人会員委員会の活動開始等が

提案された          ⇒承 認 

 

第６号議案 
25年度予算案。加藤事務局長より説明。⇒承 認  

 今年も増収が期待されるが、堅実な予算案とする。

日山協への負担金は計算式が変更になり増額にな

る。カレンダー作成も昨年度の反省を生かして今
年も作成する等。 

 以上で、予定された議案は終了。相沢議長の解任。 

その他 
① 森下会長の「公益社団法人日本山岳協会の競

技部長」就任依頼の件について説明があり、 
全員一致で応援する旨、承認される。 

② 表彰 感謝状及び写真額贈呈 大野文雄氏

「阿寺の岩場・平戸の岩場の開拓に対し」 

③ 「第７回田中名誉会長賞」の授与。 

『第 7 回田中賞』大野文雄氏の代理で田中名誉会長
から受け取る新井宏司氏（奥武蔵 WV会長） 

 

 今年は、「東吾野の『阿寺の岩場』及び『平戸の 

岩場』の開拓・公開事業」に対し「飯能・虎秀や 

まめクラブ 大野文雄氏」と、「武甲山表参道丁
目石の改修事業の尽力」に対し「秩父山岳連盟・

代表：浅見豊氏」が受賞。金一封（各５万円）が

贈られた。（賞状は後日届ける。）また、特別賞 
として「岐阜国体・天皇杯４位・皇后杯３位」の

好成績を挙げた「選手強化委員会・代表：宇津木

秀二氏」が受賞。金３万円が贈られた。 

（４）閉会の言葉 

最後に、古峰 孝副会長の閉会の言葉で、総会を終
了した。          16時 30分終了 
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左から田中名誉会長、森下会長、相沢議長、 

石倉副会長、古峰副会長、福田副会長。 

 

（※注 1):評議員総会の議長選出方法について 
(平成 23 年度より実施)、加盟団体を 4 ﾌﾞﾛｯｸに分け

て順番で委嘱していく｡ 加盟団体を番号順で 

 Ⅰ:1 川口市登山同好会 ～ 16山と自然を楽しむ会 
 Ⅱ:17 桶川山の会    ～ 30新電元工業山岳部 

Ⅲ:31 所沢市役所山の会 ～ 46加須ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ･ﾋﾞﾅ 

 Ⅳ:47 幸手山岳会      ～ 60山遊人 
の 4 ﾌﾞﾛｯｸに分け､順に議長を選出｡一昨年はⅢﾌﾞﾛｯｸ

(加須ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ･ﾋﾞﾅ)､昨年はⅣﾌﾞﾛｯｸ(小鹿野山岳会)､
今年は､Ⅰﾌﾞﾛｯｸ川口市登山同好会:相沢重夫会長に

お願いした｡      以 上    (文責:加藤事務局長) 

******************************************** 

評議員総会出席者 【最終】敬称略 
◆評議員総会出席者 ＜敬称略＞            

 １．川口市登山同好会   ：相沢 重夫 
２．ＵＤ・Ａ・Ｃ     ：岩武 成秋 

 ３．浦和山岳会      ：田中 文男 

 ４．浦和西岳友会     ：北田 紘一 
５．あゆむ山の会     ：佐藤 求 

 ６．桜草山の会      ：芝田 信子 
 ７．遠峰山岳会      ：天野 賢一 

 ８．大宮アルパインクラブ        ：石倉 昭一 

 ９．深谷山岳会      ：塚越 国雄 
１０．たらっぺ山の会        ：福田 靖 

１１．熊谷アルムハイキングクラブ ：小高 英雄 

１２．壁稜山岳会      ：八ツ田 政男 
１３．熊谷山岳会      ：長谷川 茂 

１４．奥武蔵ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ   ：新井 宏司 

１５．エコー山の会          ：平塚 久米男 

１６．山岳同人埼玉          ：栁下 明男 

１７．高体連登山専門部      ：森下 健七郎 
１８．加須ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  ：古峰 孝 

１９．ボルシチ              ：矢萩 実 

２０．小鹿野山岳会          ：柳原 政一 

２１．熊谷山旅会            ：宮脇 卓士 
２２．浦和渓稜山岳会        ：風間 進 

２３．彩・岳悠会            ：笠原 数浩 

◆代理人 

 １．大宮山岳会            ：塩谷 壽子 

 ２．恵流峰会              ：逸見 照三 
 ３．東部登高会            ：門出 郡平 

４．蓮田山岳会            ：板橋 秀吉  

５．加須ＣＣ・ビナ    ：足立 昌代 

 ６．大宮岳稜会      ：田中 正行 

 ７．川越山の会・五十雀  ：岩井田 正昭 

◆委任（代表者） 
１．グループ・ド・ピオレ   ：(倉持 聡志） 

２．ＪＲ大宮山の会       ：(吉田 秀夫) 

３．新電元工業山岳部   ：(内田 達也) 

 ４．山狂舎        ：(横山 伊佐夫) 

５．アルパインクラブ・とだ ：(岩崎 繁夫) 
６．無名山塾       ：(金澤 和則) 

 ７．槻岳友会       ：(大平 征徳) 

８．ＴＭＧＣ       ：(竹腰 昌信) 

 ９．アルパインクラブ山遊人 ：(小川 元章) 

※評議員の変更、代理人等の確認違いで、開会時と

数が違っております。訂正しお詫び申し上げます。 
******************************************** 

[会計監査・第 1 回理事会 報告] 

期 日：平成 25年 4 月 14 日（日） 

会 場：北本中央公民館 第 3 会議室 

［会計監査］    11:00～12:00 

０ 会計監査を実施  

監  事   ：佐藤求,岩武成秋, 
会計担当   ：加藤富之, 

選手強化担当 ：小茂田利孝 

［第 1回理事会］13:30～14:30 

１ 13時より会場準備、資料の綴じ込み 
２ 13時 30分～ 第１回理事会 

【協議事項】 

１ 理事の確認（名簿の訂正）所属委員会について 
２ 総会について 

① 規則等の改正・制定について 

(1)「専門委員会設置規則」の改正と「個人会

員規則」制定 
   (2)「参与に関する規程」  

(3)「慶弔規程」 

(4)「表彰規程」 
 ②個人会員委員会の設置と委員長について 

３ 表彰について 「阿寺の岩場・平戸の岩場」開

拓に対し感謝状を贈る。 

４ 田中名誉会長賞について→４件の候補を田中名

誉会長に推薦２件が受賞,１件は特別賞とする。 
５ その他 総会資料の訂正等  

※会員名簿は後日郵送。 

 

【理事会出席者】 

１．川口市登山同好会   ：柴崎 英保 
２．浦和山岳会      ：田中 文男 

３．浦和西岳友会     ：渋谷 直克 

４．あゆむ山の会     ：野村 善弥 
５．桜草山の会      ：堀江 伸子 

６．遠峰山岳会            ：天野 賢一 

７．大宮山岳会        ：塩谷 壽子 

８．大宮ｱﾙﾊﾟｲﾝｸﾗﾌﾞ           ：石倉 昭一 

９．深谷山岳会      ：加藤 富之 
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10. 壁稜山岳会    ：石井 茂 

11. 熊谷山岳会    ：長谷川 茂 

12. 恵流峰会    ：逸見 照三 

13. 奥武蔵ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ  ：新井 宏司 

14. エコー山の会   ：岩本 吉男 
15. 山岳同人埼玉   ：栁下 明男 

16. 蓮田山岳会    ：岡野 敏 

17. 高体連登山専門部・東：宇津木 秀二 

18. 高体連登山専門部・西：小茂田 利孝 

19. 高体連登山専門部・北：大石 智章 
20．加須ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ：道浦 陽司 

21. B７（ボルシチ）   ：矢萩 実 

22. 加須ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ･ﾋﾞﾅ ：土屋 正昭 

23. 小鹿野山岳会   ：柳原 政一  

24. 無名山塾    ：鈴木 百合子 

25. 大宮岳稜会    ：田中 正行 

26. 槻岳友会    ：仙波 義雄 
27. 川越山の会・五十雀 ：岩井田 正昭 

28．熊谷山旅会    ：宮脇 卓士 

29. 浦和渓稜山岳会    ：瀬藤 武 

30. 彩・岳悠会    ：笠原 数浩 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人会員委員会 発足向けて準備会を開催 

《個人会員委員会の委員募集のお知らせ》 

 

埼玉県山岳連盟では､平成25年度より｢個人会員｣ 

を募集します｡その運営を担うのは､｢個人会員委員 

会｣です｡そこで､只今｢個人会員委員会の委員｣を募 

集しております｡個人会員の面倒を見てくれる方､一 

緒に運営を考えていただける方､たまには一緒に山 

に行って下さる方を募集します｡是非､あなたも個人 

会員委員会の委員になって下さい。また､そんな方を 

ご存じでしたら推薦して下さい｡ 

◆個人会員委員になるには､ 

長谷川・個人会員委員長、加藤事務局長､天野理事長

に連絡してください｡自薦､他薦を問いません｡ 

【今後の予定】 

① 4月 7日14時~｢個人会員委員会｣設立総会 

② 4月14日｢評議員総会｣にて､規約改正で承認｡ 

③ 4月15日より｢個人会員｣募集開始｡ 

④ 6月16日14時~｢個人会員総会(説明会)｣開催 

問い合わせ先  

○埼玉県山岳連盟･個人会員委員長 長谷川 茂 

TEL:048-523-1223 Eﾒｰﾙ:aiaiabc@amber.plala.or.jp  

○埼玉県山岳連盟・事務局 加藤 富之   

Eﾒｰﾙ:bunta@ps.ksky.ne.jp 

○埼玉県山岳連盟・理事長 天野 賢一 

Eﾒｰﾙ:evergreen2000@nifty.com 

 

海外登山委員会総会 報告 

 
堂平山『星と緑の創造ｾﾝﾀｰ』天文台内にて 

平成 25 年度 海外登山委員会 総会報告 

 

【期  日】平成 25 年 4 月 6 日 PM6:00~PM7:00 

【会  場】ときがわ町 堂平山『星と緑の創造ｾﾝﾀｰ』 

【出席者】鈴木（百）委員長,天野賢一,岩井田正昭,

大山光一,加藤富之,風間進,塩谷壽子, 

鈴木直樹,山際登志男 

 

1 号議案【平成 24年度事業報告】 

【例会開催】5/22、7/3、9/4、11/6、2/5 計 5 回  

【事 業 等】 

① 4/7 海外登山委員会総会  飯能市 参加 10 名 

  ② 6/6 谷口けい・講演会『未踏のﾙｰﾄ･未踏の地へ』  

大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨﾋﾞﾙ 参加 98 名 

  ③ 12/1 海外登山報告会兼忘年会 

市民会館うらわ  参加 20 名 

【海外登山】 

①ｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾟｰｸ登山隊:4/13~5/1 大山光一･今雪雅夫 

  ②ｻｶﾞﾙﾏｰﾀ登山隊:5/ 1~5/31 大山光一  

③ｽﾄｯｸｶﾝﾘ登山隊:7/23~8/1 山際登志夫･山本弥生 

【日 山 協】 

① 海外登山遭難対策研究会･ 

国際部委員会 6/23~24  出席:天野･鈴木(百) 

② 海外登山女性懇談会『女性 2 人､西ﾈﾊﾟｰﾙを語る』  

12/11  出席:烏･加藤･鈴木(百) 

③ 海外登山技術研究会『海外登研 50 年を振り返

る』2/23~24  出席:天野･加藤･烏･塩谷･鈴木(百) 

④ 新日本ﾋﾏﾗﾔ協会  3/3  出席:天野･加藤 

  2 号議案【平成 24 年度決算報告・監査報告】               

【収入の部】報告詳細省略 
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【支出の部】  同上 

【収支決算】  同上 

【会計監査】  同上 

以上､会計･会計監査の報告があり議案承認可決 

なお､関係団体会議等の出席者の交通費の補助につ

いては､24年度は未払となっております｡これについ

て追加総会議案として審議し､25 年度会計で支払う

ことを議決いたしました｡次回の例会以降､順次出席

者にお支払いいたします｡ご了承ください｡ 

3 号議案【平成 25 年度事業計画及び予算計画】 

【例会開催】 5/21,7/2,9/3,11/5,2/4 の 5 回を予定 

【事 業 等】  

 ①  4/6  海外委員登山会：総会 

② 12/７ 海外登山委員会:忘年会 

【海外登山】 

 ①5/30~6/22  2013 無名山塾ﾃﾞﾅﾘ遠征登山隊 

 鈴木(百) 他  

【日 山 協】 

 ①6/22~23  海外登山遭難対策研究会･国際部会 

 ②12/10    海外登山女性懇談会 

 ③2/22~23  海外登山技術研究会 

④毎月第 2 火曜日 日山協海外登山常任委員会 

 (加藤･烏･鈴木百の 3 名が出席) 

【予算計画】計画詳細省略 

以上の議案はすべて承認可決。 

記 事務局･風間 進 

 

  

 

 

 

 

 

      

評議員総会にて 

 

≪2013 年春の叙勲・田中名誉会長に旭日小綬章≫ 

4 月 29日に発表された春の叙勲で埼玉県内 189名

の内から『旭日小綬章』を田中文男県岳連名誉会長

（元日本山岳協会長・79歳）が受章されました。 

 受章を祝し日山協及び埼玉県岳連の共催として 

『田中文男氏の叙勲を祝う会』を開催します。 

 

発起人 （公社）日本山岳協会 会長 神﨑 忠男 

          埼玉県山岳連盟 会長 森下健七郎 

         平成 25年 6月 16日 明治記念館 

 

 

緊急避難講習会に参加の皆さん 

「積雪期緊急避難講習会」に参加して 

防衛医大山岳同好会主将 5 年 林 哲也 

 平成 25 年 2 月 23 日~24 日に一泊二日で谷川岳の

麓で行われました｢積雪期緊急避難講習会｣に参加さ

せていただきましたので､少々所感を述べさせてい

ただきます｡ 

今回は下級生が定期試験期間中であったため､本

校の学生は私のみの受講で､私にとっては､昨年 12

月に那須岳で行われた｢雪山講習会｣と 1 月に大宮で

行われた｢新春懇親会｣に続く 3 回目の県岳連行事へ

の参加でした｡ 

 本校の山岳同好会でも年に数回の積雪期の登山を

おこなっており､私も入学してから何度か参加して

おりました｡そして､現在では後輩を指導する立場に

なっているため､積雪期登山について最低限のこと

は知っているつもりになっておりました｡ 

しかしながら､今回の講習会で｢知らなければいけ

ないのに知らなかったこと｣をとてもたくさん学ば

せていただき､目からｳﾛｺの連続でした｡雪洞を作る

技術やﾂｪﾙﾄでのﾋﾞﾊﾞｰｸの方法などはもちろんとても

重要かつ興味深かく､雪崩に巻き込まれたひとの救

助法も実践を意識した訓練を何度も繰り返すことが

できて身体に覚えこませることができました｡ 

しかし何よりも印象的だったのは､雪洞の中が外に

比べてとても暖かく､くつろぐことができる空間で

あることを実際に経験できたことです｡雪洞で寝た

ことがなかった私にとっては､講習前には雪洞が崩

れてこないかという不安がありましたが､実際には

中で火を使って調理しても崩れることはなく快適に

過ごすことができました｡今回この講習会に参加さ

せていただいて､これまで自分が非常事態における

正確な対処法を知らないまま山行を続けていたこと

に驚きを覚えました｡今後は今回習得した知識･技術

を本校山岳同好会の後輩に伝えるとともに､繰り返

し訓練し技術の向上に努めたいと考えております｡ 

 この度､色々なことを教えてくださった講師の先生

方､その他の参加者の皆様には､本当にお世話になり､

ありがとうございました｡今後も防衛医大山岳同好

会の学生は､ｲﾍﾞﾝﾄに参加させていただきたいと考え

ておりますので､何卒よろしくお願いいたします｡ 



(7)平成 25年 5 月 31日           埼 玉 岳 連 報            通巻第 45 号 

 

【常任理事会(第5回)報告】 

3月12日(火)19:30～北本市中央公民館 

              （○計画、●終了） 

０：出席：森下会長･石倉副会長･福田副会長･古峰 

副会長･天野理事長･計良指導副委員長(代理)土屋 

競技委員長･宇津木選手強化委員長･岩崎自然保護

委員長･大石ｼﾞｭﾆｱ委員長・鈴木海外登山委員長･

岩井田広報委員長･長谷川企画委員長･加藤事務局

長･塩谷事務局 

欠席：瀬藤副理事長(兼遭対長)･野村指導委員長 

 

１：開会挨拶(石倉副会長)  

24年度最後の常任理事会、宜しくお願いします｡ 

２：挨  拶(森下会長)  

総会前､最後の常任理事会です｡総会に向けて宜し

くお願いいたします｡ 

 

３：報  告  

①2/16   ：日山協ｼﾞｭﾆｱ委員会｢秩父夏休み親子

自然観察教室｣の発表長谷川企画委員長 東京 

②2/22    ：切手｢日本の山岳ｼﾘｰｽﾞ第2集｣発行  

③2/23-24 ：積雪期緊急避難講習会 14名参加(含

む講師4) 2日目は悪天候で短縮 谷川  

④2/23-24 ：第8回ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ  

東京国体と東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに向けて､都心で開催｡ 

埼玉県勢も健闘｡参加者多数でﾎﾞﾙﾀﾞﾘ ﾝｸﾞ人気 

を反映｡予選ABﾙｰﾄは難易度に差が大きかった。  

東京  

⑤2/23-24 ：第51回日山協海外登山技術研究会 

※50年の総括をした｡ 東京  

⑥2/24    ：川口市岳連創立50周年記念式典 

※150名を上回る参加者と多彩な事業 川口  

 

４：協  議 

(1)評議員総会に向けて  

①事業報告  

②会計報告 各委員会は事務局に報告をお願いし

ます｡  

③事業計画 特に新規事業等について  

ｱ)｢山岳自然保護の集い･中央大会(第37回自然

保護委員総会)｣開催 

･主催:（公）日本山岳協会･主管:｢山岳自然保護

の集い･中央大会｣実行委員会 

･9/14-16 ：埼玉県立小川げんきﾌﾟﾗｻﾞ 

ｲ)｢山岳指導員(ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ)養成講習会｣開催 

･主催:日本山岳協会(企画)主管:埼玉岳連･ 

10/26-27､11/9-10の4日間｡ 

ｳ)｢第4回全国全国高等学校選抜ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ選手権

大会｣開催･12/22-12/23 

ｴ)｢秩父夏休み親子自然観察教室｣開催担当 

(主管):企画委員会･8/9-8/11 

ｵ)｢ｶﾚﾝﾀﾞｰ｣の作成※担当｢実行委員会｣式で､企 

画実践※写真は会員から公募ｶ)｢個人会員委員

会｣関係 

④予算案 今年度と同様の計画とする｡  

⑤参与･個人会員･各種規約について  

⑥第 7回｢田中名誉会長賞｣について 

※推薦 地方岳連､団体からの推薦は無し｡  

◆常任理事会による推薦は以下の通り4件 

①飯能の岩場の開拓:大野文雄氏  

②国体で活躍:岐阜国体埼玉県選手団  

③ｴﾍﾞﾚｽﾄ南北登頂:大山光一氏 

④武甲山表参道丁目石の修復:秩父市岳連  

(2)参与の推薦(申出)について <加藤事務局長>  

･規 約  追加項目｢第7条 参与会員は､希望に

より｢個人会員｣に同時登録することができる｣  

･参与候補者について 4/12現在推薦:新井宏司

氏､中田弘氏､栁下明男氏､山口定男氏  

常任委員会からの推薦:川口市岳連の方､各会の

OBOGの皆さん等に働きかける｡  

･今後3月11日申出書による推薦受付｡4月14日の

理事会にて､会長が候補者の｢推薦｣承認、4月14

日の評議員総会にて公表｡ 

(3)個人会員委員会について <加藤事務局長>  

○規 約  準備会､個人会員委員会で確認｡  

○募集要項 別紙参照  

○構成ﾒﾝﾊﾞｰ:各委員会から1名(常任理事以外)､ 

指導員､自然保護委員､各会から｡ 

･指導( )､競技(井上昇)､選手強化( )､遭難対

策( )､海外登山( )､自然保護(堀江)､ｼﾞｭﾆｱ()､

広報(笠原数浩)､企画(長谷川)､事務局(加藤) 

○今後の予定･ 

3/12構成ﾒﾝﾊﾞｰ(委員)の推薦 

4/7(日)｢個人会員委員会｣の設立総会 

4/14(日)｢評議員総会｣にて個人会員制度の提案 

4/15(月)個人会員の募集開始 

6/16(日)個人会員総会14:00~北本公民館 

(4)表彰規程について <加藤事務局長>  

･｢表彰規程(案)｣(感謝状の項目を追加)→承認｡ 

4/14の評議員総会で､大野文雄氏を表彰｡ 

(5)その他  

･4/14の評議員総会に｢日本山岳会埼玉支部｣の 

松本さんがｵﾌﾞｻﾞﾊﾞｰとして参加｡ 

･｢秩父夏休み親子自然観察教室｣の県の後援取

り付け→承認 

･｢秩父夏休み親子自然観察教室｣広報に掲載の

手続き→承認 

･｢山岳指導員(ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ)養成講習会｣の要

項(詳細)→日山協は未  
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５：各部からの報告 

 

①指導委員会<計良指導副委員長> 

●2/23-24：積雪期緊急避難講習会･14名参加(含む

講師4) 谷川  

○4/28-29：氷雪技術に関する指導員の教育と研 

 修及び A級･B級主任検定員養成講習会･上級指 

導員養成講習会(4/15締切) 富士山  

○25年度指導委員会予定 

6/30：指導員総会研修会(13:30~16:30)埼玉会館 

10/20：登攀講習会 天覧山 

1/18-19：積雪期講習会 那須 

3/1-2：緊急避難講習会 谷川岳 

10/26-27､11/9-10：ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ指導員養成講

習会(日山協企画･埼玉岳連主管) 

※平成26年度にｱﾙﾊﾟｲﾝの指導員､上級指導員養

成講習会を開催するに当たり､平成25年度は準

備期間とし､26年度に受講をされる方を公募し

ていくとともに該当者は､25年度の講習会に参

加していただきたい｡25年度中に共通科目Ⅰと

なる､NHKの通信講座を修了していただきたい｡ 

②競技委員会<土屋競技委員長> 

●2/23-24 第8回ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ東京大会

(駒沢ｵﾘﾝﾋﾟﾂｸ公園屋内球技場):役員:土屋、観

戦:森下会長他 

○3/25 公認ｺｰﾁ､上級ｺｰﾁ養成講習会・専門科目講

習会、説明会、日本体育協会理事監事室 

※締め切り3/20受講条件:5.12がﾘｰﾄﾞでき､全国

大会出場経験者｡ 

○4/7 日山協競技委員総会東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸを見据え

た協議:ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｺｰﾁ資格 東京 

○25年度大会予定 

5/26 第14回KAZOｸﾗｲﾐﾝｸﾞｶｯﾌﾟ(兼国体予選会) 

加須市※ｾｯﾀｰ:小沢信太,鈴木ゆうき 

6/9 第26回県民総合体育大会ｺﾊﾞﾄﾝﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞｶｯ

ﾌﾟ(兼国体予選会) 川越市 

12/8 第26回県民総合体育大会ｺﾊﾞﾄﾝﾛｰﾌﾟｸﾗｲﾐﾝ

ｸﾞｶｯﾌﾟ 加須市 

12/22-23 祝第4回全国高等学校選抜ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ選

手権大会 加須市 

★平成27年度関東ﾌﾞﾛｯｸ大会(埼玉大会)を見据

えた準備を!!→ﾘｰﾄﾞとﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞを同一会場で

開催できるように→会場地､宿泊地等事前調整 

③選手強化委員会→<宇津木選手強化委員長> 

●2/23-24 第8回ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ東京大会

(駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園屋内球技場) 

※女子3名､男子11名計14名参加 

●3/10 強化練習会 

講師:小沢信太選手:7名 川口ﾊﾞﾝﾌﾟ 

○3/30-31 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ･日本ﾕｰｽ選手権2013ﾐﾚｰｶｯﾌﾟ  

印西市選手:12名参加 引率:森下･小茂田･宇津木  

④遭難対策委員会 

●2/23-24 積雪期緊急避難講習会 谷川  

⑤自然保護委員会 <岩崎自然保護委員長> 

●2/23 椎茸栽培用木材伐採13名参加 寄居 

○4/6 原木の運び出し予定｡ 

○3/30 自然保護委員総会13:00~ 

埼玉県自然の博物館会議室 

□講演会 講演&実地｢秩父山地の地質について 

講師:楡井尊氏(県立自然の博物館) 

◇学習会｢自然保護憲章について｣ 

講師:松隈豊氏(日山協) 

○自然保護指導員の更新該当者には､岩崎委員長

より連絡｡ 

○自然保護指導員｢腕章｣と｢登録証｣の切替あり 

○4/29 小鹿野町二子山清掃登山開山式後に実施｡ 

○平成25年度の｢奥武蔵自然公園清掃登山｣は､ 

6/8 芦ヶ久保駅にて開会式後､各ｺｰｽに分かれて

清掃登山の予定｡ 

⑥海外登山委員会<鈴木海外登山委員長> 

●2/23-24 日山協･海外登山技術研究会･ 

参加者：天野･鈴木･加藤･塩谷八王子ｾﾐﾅｰﾊｳｽ 

○4/6-7 海外登山委員会総会ときがわ町にて 

○6/ 日山協海外登山委員総会兼海外登山遭難研

究会東京 

○12/ 海外登山報告会の予定｡ 

⑦ｼﾞｭﾆｱ委員会 

⑧広報委員会 

●2/12 岳連報第44号の発行 

○5/末 岳連報第45号の発行予定 

⑨企画委員会 

○個人会員委員会では､お世話になります｡ 

⑩事務局 

○埼玉県体育協会より賛助会員の募集について･

依頼→会長より名誉会長へ 

●2/24 川口市山岳連盟創立50周年記念式典 

○3/7-13 大宮山岳会｢60周年記念写真展 

さいたま新都心駅けやき広場 

○3/16 平成24年度埼玉県体育賞授与式 

(さいたま共済会館)野村/天野 参加 

       ※詳細は次頁参照  

 

 

by.mi 
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○6/2 ｢丹沢ﾎﾞｯｶ駅伝競走大会｣の案内. 

○11/8-10 第52回全日本登山体育大会茨城大会 

○3/27-28 日山協ｼﾞｭﾆｱ登山教室｢なすかし雪遊び

隊｣国立那須甲子青少年自然の家 

○4/29 第27回二子山開山式小鹿野:二子山･股峠 

 

６.閉会挨拶（福田副会長） 

長時間にわたる慎重な審議、ご苦労様でした。 

 

 

 

平成24年度埼玉県体育賞授与式 

 

優秀選手賞是永敬一郎選手 

≪埼玉県体育（功労）賞に野村善弥・指導委員長、 

優秀選手賞に是永敬一郎選手が受賞≫ 

 

平成 24 年度埼玉県体育賞授与式が平成 25 年 3 月

16 日､さいたま共済会館において行なわれました｡ 

式典には上田清司知事をはじめ多くの来賓の方々 

がご臨席され､ﾛﾝﾄﾞﾝ五輪金ﾒﾀﾞﾙのﾚｽﾘﾝｸﾞ･米満選手

も特別賞受賞に出席するなど華やかな雰囲気のなか

開催されました｡山岳からは､長年にわたり山岳技術

の普及や指導員養成に貢献された指導委員会委員

長･野村善弥氏(あゆむ山の会)が競技団体･学校体育

団体の功労賞を受賞されました｡ 

 また優秀選手賞は昨年 3 月のﾕｰｽ選手権優勝､是永

敬一郎選手が受賞となりました｡この優秀選手賞は

なかなかﾊｰﾄﾞﾙが高く､国民体育大会を除く全国大会

での優勝者､もしくは体協の認めた全国大会で 3 位

以内｡またはｵﾘﾝﾋﾟｯｸ､世界選手権での入賞者かその

他の国際大会での 3 位まで､という規定があります｡

いずれもなかなか厳しい条件のため､そう簡単には

受賞できない賞となっています｡残念ながら優秀選

手の授与式出席者は代表者のみとなっているため､

是永選手の式典参加はありませんでしたが､代わり

まして賞状の写真を掲載させていただきます｡ 

本県の国体選手(少年男子)である是永選手の受賞

がなお一層の活力となり､埼玉県選手団が昨年以上

の好成績を収めることを期待したいと思います｡ 

埼玉県山岳連盟理事長  天野 賢一 

******************************************** 

「日本の山岳切手シリーズ・第二集」 

に両神山が登場 

埼玉県山岳連盟 名誉会長 田中 文男 

 

本年二月二十二日に、「日本の山岳シリーズ・第二

集」が発行された。第一集の発行は、二〇一一年（秋

の風景）なので、一年数ヵ月ぶりである。ご承知の

ようにこのシリーズには、毎回十県の山々が登場す

る。年度内一回の発行予定なので四十七都道府県推

薦の山々が全部出揃うには、最低五年は、かかって

しまう。実に気の長いシリーズであると同時に売れ

行きが悪いと中断されてしまう恐れがあるとかで、

提案者であり、助言と監修を行っている身としては、

少々悩ましい限りだ。幸いな事に第一回の売れ行き

は良かったようで、ようやく今回の二回目の発行と

なった。ラッキーな事に早くも私達のふるさとの山

「両神山」が採用され、地元の両神郵便局では、手

元にある分が即日完売されたそうだ。今回の発行は、

（春の風景）だったが、切手の図案化にふさわしい

写真の入手が困難を極め、切手デザイナーの方の頭

を相当悩ませてしまった。次回の第三集は、本年９

月の発行予定で、風景は冬。絵になりそうな山ばか

りなら良いが、県によっては難しい山もあるので、

デザイナーや企画進行の方々は、またまた頭を悩ま

せそうだ。可能な限り地元山岳連盟や協会の方々の

写真を採用させて頂き、自分の写真が切手になって

日本中を、いや、世界中にまで広がっていくという

名誉と喜びを得て頂けると私はうれしい。 

なお、第一集は山梨県側から見た富士山、第二集は

静岡県側から見た富士山が別枠で登場。今後、神奈

川県側から見た富士山が切手化される予定にもなっ

ており、世界遺産の登録記念にふさわしい切手がで

きあがりそうだ。もし、第五集目までが完成し、売

れ行きが良かったなら、その続編を発行して頂きた

いと欲張ったお願いをしている。いずれにしても地

元の山岳連盟・協会の皆さんから推薦された山々を

切手化していける事は、登山愛好家としても、切手

コレクターとしても楽しい事だ。   （原稿ﾏﾏ） 



(10)平成 25 年 5月 31 日           埼 玉 岳 連 報            通巻第 45 号 

 

≪天覧山の岩場の使用について≫ 

 埼玉県山岳連盟では昨年より天覧山の岩場につい

て、地権者の方とその利用方法について協議を重ね

てきましたがこの度、利用ﾙｰﾙ等の策定が終了しまし

たのでお知らせ致します。 

 

 

現地に設置された『御高札』制作・大野文雄氏 

 

 ≪天覧山の岩場利用のﾙｰﾙ≫ 20130301 

(1) はじめに 

この岩場は能仁寺様の私有地内に有り､このﾙｰﾙに

従って利用することを条件として能仁寺様のご厚

意により使わせていただくものです｡能仁寺様及

び近隣住民の方々に迷惑のかからぬよう､ﾏﾅｰを守

りﾙｰﾙに従って岩場を利用してください｡ 

(2) 利用申し込み 

岩場の利用にあたっては､所定の用紙に必要事項

を記入し､能仁寺様までFAX(042-974-5346)でお

申し込みください｡ 

用紙は､能仁寺様(http://noninji.com/index.html)

または埼玉県山岳連盟(http://saitama-mf.com/)

のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしてください｡ 

(3) 責任の所在について 

岩場および入山経路､駐車場における事故･盗難に

ついては能仁寺､埼玉県山岳連盟､自治体､地元自

治会では一切の責任を負いません｡すべてにおい

て自己責任とします｡ 

(4) 駐車場 

境内駐車場､近隣道路の路肩は駐車禁止です。 

(5) 入山経路 

天覧山登山口から遊歩道を経由し､岩場の上部か

らｱﾌﾟﾛｰﾁしてください｡参拝以外の目的では境内､

及び墓地は通行禁止です。 

(6) 岩場周辺 

-1.ﾄｲﾚ 山頂下の公衆ﾄｲﾚを利用するか､携帯ﾄｲﾚ

を持参してください｡ 

-2.周辺の樹木､植物の伐採､採集は厳禁とします｡ 

-3.むやみに樹林内に立入り､周辺を踏み荒らすこ

とのないよう注意してください｡ 

-4.火気厳禁です、ｺﾝﾛ等は天覧山の休憩所にて利

用してください｡焚き火･ｺﾞﾐ焼却等も一切禁止。 

-5.岩場の使用後は清掃してください｡すべてのｺﾞ

ﾐはお持ち帰りください｡ 

(7) 岩場の利用 

-1.ﾁｮｰｸの使用後は､岩場のｸﾘｰﾆﾝｸﾞしてください｡ 

-2.ﾋﾟﾄﾝ､ﾎﾞﾙﾄ等の設置禁止｡ただし安全上の問題

から何らかの処置が必要な場合は埼玉県山岳連

盟まで事前に御連絡ください｡ 

-3.樹木をﾋﾞﾚｲに使用する場合は必ず養生を施し､

表皮等を痛めないようにしてください｡ 

(8) 近隣への配慮 

-1.騒音 大声､奇声を発したりﾎｲｯｽﾙ等は使用禁

止｡その他騒音となる行為は禁止とします｡ 

-2.近隣の住民の方に会われたときは､必ず挨拶を

してください｡また岩場を利用しに来た旨をき

ちんと説明してください｡ 

(9)利用時間帯 

午前9時～夕方4時(ただし5～10月は夕方5時まで) 

(10)報 告 

岩場で事故が起きたときは自己責任において処理

し､事故処理後すみやかに顛末を能仁寺まで報告

してください｡ 

          天覧山曹洞宗武陽山能仁寺 

     埼 玉 県 山 岳 連 盟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二子山開山式 

平成２５年４月２９日 

第２７回二子山開山式が快晴のなか、股峠にて盛大に 

開催され、県岳連からは森下会長以下多数の会員参加が 

ありました。式典終了後は「埼玉県山岳連盟・自然保護委 

員会」主催による股峠及び登山道周辺の清掃作業を行い 

ました。 

股峠周辺、林道登山口周辺、ローソク岩基部、中央稜取 

付き付近等のゴミ拾いを行いました、後日報告書が発表さ 

れます。近年注目されている岩場でもあり、いつまでもこの 

良好な環境、景観を保ちたいものです。    @miwaida 
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大会リザルト 全記録      8位までの：入賞者 

《第3回全国高校生学校選抜クライミング選手権大会》 

    加須市民体育館ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｵｰﾙ 2012/12/22-23 

    個人リード男子      個人リード女子 

    8位：古畑 和音    10位：坂井 絢音 

14位：渡邊 海人    48位：滝澤 佑奈 

41位：青木 大輔    62位：木村 明日香 

83位：秋元 啓太 

     学校別男子       学校別女子 

    8位：伊奈学園     15位：上尾南 

（渡邊＋秋元）       （滝澤＋木村） 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

《2012クライミング日本選手権 マムートカップ》 

    東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ    2013/1/5-6 
ﾘｰﾄﾞ男子              ﾘｰﾄﾞ女子 

3位：小澤 信太       3位：尾上 彩 

11位：是永 敬一郎 

16位：波田 悠貴 

31位：加藤 亮央 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

《第8回ﾎﾞﾙﾀﾞリング・ジャパンカップ東京大会》 

駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園屋内球技場 2013/2/23-24 

     男子           女子 

5位：杉田 雅俊      4位：尾上 彩 

23位：小澤 信太     10位：三上 智子 

39位：佐々木 政明    33位：坂井 絢音 

43位：加藤 亮央 

51位：浅田 史樹 

55位：是永 敬一郎 

65位：佐藤 竜馬 

67位：波田 悠貴 

69位：杉 卓洋 

73位：安田 和義 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

《第 15回 JFAユース選手権 2012 ミレーカップ》 

印西市 市立松山下体育館 2012/3/24-25 

[女子ｱﾝﾀﾞｰﾕｰｽ B]  

9位：金子 桃華   川越市立仙波小､RC川越 

[男子ｱﾝﾀﾞｰﾕｰｽ B] 

6位：加藤 悠生   市立富士見中 

9位：小滝 岳人   ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ 

14位：奥墨 鴻太   PUMP1 

[男子ﾕｰｽ B] 

5位：波田 悠貴   春日部市立緑中、ｴﾅｼﾞｰ/ﾛｽﾄｷｬﾆｵﾝ 

[女子ﾕｰｽ A] 

2位：坂井 絢音  川越市立砂中、RC川越 

[男子ﾕｰｽ A] 

1位：是永敬一郎 京北高校､PUMP1 

10位：加藤 亮央  市立富士見中 

 

[男子 ｼﾞｭﾆｱ] 

5位：古畑 和音   越谷東高校､三郷 Nose 

28位：八戸 大紀   小松原高校 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

《第 5回ｼﾞｬﾊﾟﾝﾕｰｽ“ﾏｳﾝﾃﾝ・ｲｸｨｯﾂﾒﾝﾄ・ｶｯﾌﾟ》 

浜松市ｽｸｴｱ・ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2013/4/27 

リード男子ｼﾞｭﾆｱ、ﾕｰｽＡ 

1位：是永 敬一郎  埼玉 

3位：波田 悠貴    埼玉 

7位：加藤 亮央    埼玉  

リード男子ｼﾞｭﾆｱ、ﾕｰｽ B 

10位：加藤 悠生    埼玉 

 

   今年度から実施された参与会に登録された方々は 

以下の通りです。        （現在募集中です） 

平成 24 年度埼玉県岳連 『参与会会員』 

名誉顧問 浅見 豊    恵流峰会 

名誉会長 田中 文男  浦和山岳会 

参   与 新井 宏司  奥武蔵ワンダーフｫーゲル 

参   与 武井 正男  深谷山岳会 

参   与 中田 弘     

参   与 栁下 明男  山岳同人埼玉 

参   与 山口 定男  我峰人信越山の会 

        平成 25年 5月末現在 

 
 ［HAT-J news］から転載 

   日本ﾋﾏﾗﾔﾝ ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ ﾄﾗｽﾄ no88 ﾆｭｰｽ 

山のﾄｲﾚを考えるｼﾘｰｽﾞ<山小屋からの報告㉝>抜粋 

埼玉県山岳連盟「岳人の家」から 

   埼玉県山岳連盟・岩崎自然保護委員長の執筆で 

 3 ﾍﾟｰｼﾞに渡り「岳人の家」について詳しく紹介さ 

 れている、冒頭に（県岳連・自然保護委員会が行 

っている和名倉山の植林や下草狩り、親子自然観 

察会等の観察会、役員会議の拠点に活用している） 

とあり他の委員会、山岳会による使用頻度を高め 

てこの施設の有効活用を是非お勧めしたい。 

なお「岳人の家」の使用にあたっては、下記自 

 然保護委員会に直接お問い合わせください。  

高岡正彦：自然保護委員会 副委員長 

fax048-663-2152/e-mail<wanakura2036@yahoo.co.jp> 

                広報委 岩井田                    

【編集後書】 

某日、「阿寺の岩場」ｵｰﾌﾟﾝ前のささやかな祝宴を 

東吾野にて開催、大野文雄氏を始め、宮崎秀夫氏、

森下会長、加藤事務局長他、開拓、整備に協力し

たﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ関係者が多数集まって深更まで話が弾

みました。 

    みんなとっても熱い人。 @miwaida 



(12)平成 25 年 5月 31 日           埼 玉 岳 連 報            通巻第 45 号 

 

 


