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第３回第３回第３回第３回ふれあい登山ふれあい登山ふれあい登山ふれあい登山を開催を開催を開催を開催    

  
          東武竹沢駅でのミーティング東武竹沢駅でのミーティング東武竹沢駅でのミーティング東武竹沢駅でのミーティング                                                                                                                官ノ倉山手前の官ノ倉山手前の官ノ倉山手前の官ノ倉山手前の峠峠峠峠    

  

石尊山からの下り石尊山からの下り石尊山からの下り石尊山からの下り                                                                                                                            皆さん無事に下って来た皆さん無事に下って来た皆さん無事に下って来た皆さん無事に下って来た    

第 3 回ふれあい登山が４月１４日(日）に官ノ倉山で開催され、８０人の方が参加されました。今回もよい天気に恵ま

れ、東武竹沢駅から官ノ倉山、石尊山を登って小川駅に至るコースを堪能されたことと思います。石尊山からの岩場

の下りは健常者でさえ慎重に判断しながら通過するところであり、障がい者の方にとっては怖かったかも知れません。

我々が見守る中を自分の手と足で無事に下ることができ、よい思い出になったのではないでしょうか。（事務局） 

埼玉支部報埼玉支部報埼玉支部報埼玉支部報    第第第第 9999 号号号号    



公益社団法人日本山岳会埼玉支部報 第９号（2013 年７月） 

2 

埼玉１００山候補について埼玉１００山候補について埼玉１００山候補について埼玉１００山候補について（（（（2013201320132013----7777----14141414 現在）現在）現在）現在）    
これまでに提案されている山を一覧にしました。追加がございましたら、事務局の方にご連絡下さい。これらの山

を参考にして来年度以降の計画をおこなうと聞いております。なお、山行済みになっている山も季節やコースを変え

て登るべきだという意見も来ております。既に行った山でも構いませんのでご要望があればお寄せ下さい。 

ＮＯ 山名 海抜 
埼玉 

５０山 
山行済 ５万図 コメント 

1 三宝山 2,483 ○   金峰山 一等三角点 

2 甲武信岳 2,475 ○   金峰山 荒川源流 

3 木賊山 2,469 ○   金峰山 とくさやま 

4 東破不山 2,318     三峰   

5 雁坂嶺 2,289 ○   三峰   

6 武信白岩 2,280     金峰山   

7 大山 2,210     金峰山   

8 水晶山 2,158     三峰   

9 西破不山 2,141     三峰   

10 古礼山 2,112     三峰   

11 唐松尾山 2,109     三峰   

12 十文字山 2,072     金峰山   

13 飛竜山 2,069 ○   三峰   

14 大洞山 2,069     三峰   

15 和名倉岳 2,036 ○ ○ 三峰 純粋に埼玉の山として登頂 

16 雲取山 2,017 ○ ○ 三峰 一等三角点、三支部合同登山 

17 龍喰山 2,012     三峰   

18 燕山 2,004     三峰   

19 大常木山 1,962     三峰   

20 笠取山 1,953 ○   三峰   

21 三ツ山 1,949     三峰   

22 芋木ドッケ 1,940     三峰   

23 白岩山 1,921     三峰   

24 三国山 1,830 ○   金峰山   

25 赤沢山 1,819     三峰   

26 白泰山 1,794     三峰   

27 長沢山 1,738     三峰   

28 両神山 1,723 ○ ○ 万場 2014 年度支部懇談会でのコースの一つ 

29 西谷山 1,718     秩父   

30 滝谷の峰 1,710     秩父   

31 水松山 1,699     三峰   

32 葡萄ノ頭 1,658     万場   

33 魚留ノ頭 1,618     金峰山   
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34 大平山 1,603 ○   秩父   

35 天目山 1,576 ○   秩父   

36 霧藻ケ峰 1,523 ○ ○ 三峰 三支部合同登山時に通過 

37 南天山 1,483   ○ 万場   

38 蕎麦粒山 1,473 ○   秩父 都県境 

39 秩父槍ケ岳 1,430 ○ ○ 万場 岩峰の秩父槍ヶ岳そのものは 1341m 

40 熊倉山 1,427 ○ ○ 三峰   

41 矢岳 1,358 ○   秩父   

42 日向沢ノ頭 1,340     秩父   

43 妙法ケ岳 1,332     三ツ峰 三峯神社奥の院 

44 武甲山 1,295 ○ ○ 秩父   

45 大持山 1,294     秩父 入間川源流 

46 小持山 1,273     秩父   

47 有間山 1,214 ○ ○ 秩父 2013 年度支部総会記念山行 

48 諏訪山 1,207     万場   

49 二子山 1,166 ○ ○ 万場   

50 天理岳 1,140     万場   

51 三峰山 1,102     三峰   

52 御岳山 1,081 ○ ○ 三峰 通常は「秩父御岳山」と呼んでいる 

53 父不見山 1,066   ○ 万場 2012 年度忘年山行 

54 武川岳 1,052 ○ ○ 秩父   

55 蕨山 1,044   ○ 秩父 2013 年度支部総会記念山行 

56 城峰山 1,038 ○ ○ 寄居   

57 白岩山 997     万場   

58 棒ノ折山 969 ○ ○ 秩父   

59 丸山 960 ○ ○ 秩父 支部設立記念山行 

60 長尾丸山 958     秩父   

61 塚山 954     万場 「陸地測量部」による調査、群馬の山や八ヶ岳の展望 

62 ニ子山 883     秩父 横瀬町の二子山 

63 堂平山 876 ○ ○ 寄居 2011 年度忘年山行 

64 伊豆ケ岳 851 ○ ○ 秩父   

65 黒山 842     秩父   

66 笠山 837 ○ ○ 寄居   

67 栗山 814     秩父   

68 飯盛山 800     秩父   

69 両詰山 791     万場 両神山への峠道 

70 四阿屋山 772 ○ ○ 三峰   

71 大霧山 767 ○ ○ 寄居 2011 年度忘年山行 

72 関八州見晴台 760     秩父 高山不動、ミツバツツジ 
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73 若御子山 735     秩父 麓にはシダレザクラで有名な青雲寺 

74 神山 732     寄居   

75 観音山 698     万場 札所 31 番 

76 登谷山 660   ○ 寄居   

77 金毘羅山 660     秩父   

78 日向山 633     秩父 「山の花道」（カタクリ等） 

79 破風山 627 ○   寄居   

80 高畑山 623     秩父   

81 女岳・男岳 620     寄居   

82 横隈山 594     寄居 野上駅から出牛峠を越えて取り付く 

83 釜ノ沢五峰 590     万場 札所 32 番「お船観音」も歩く 

84 蓑山 587 ○ ○ 寄居   

85 釜伏山 582   ○ 寄居 名水百選 

86 越上山 567 ○ ○ 熊谷   

87 不動山 549     寄居 陣見山の西 

88 金岳 540     寄居 堂平山から慈光寺に向かう途中 

89 陣見山 531 ○ ○ 寄居   

90 大仁田山 506     秩父 案内標がない山 

91 宝登山 497 ○ ○ 寄居   

92 大高山 493     秩父 天覚山と組み合わせ 

93 新棚山 490     秩父 ときがわ町 

94 大築山 466 ○ ○ 秩父   

95 都幾山 463     寄居   

96 天覚山 446     
秩父・

川越 
大高山と組み合わせ、西川材集積場 

97 周助山 436     秩父 飯能市中郷 

98 弓立山 427     川越 雷電山と対峙。男鹿岩がある。 

99 臼入山 421     安戸   

100 雷電山 418 ○   熊谷   

101 琴平丘陵 399     秩父 

2014 年度支部懇談会でのコースの一つ。羊山公園、

安永７年の武甲山入口の石標、秩父修験堂、 

札所２６番(観音堂)・２７番。 

102 弟富士山 386     秩父 カタクリで有名 

103 大高取山 376     川越 自然保護委員会による自然観察会 

104 物見山 375 ○ ○ 熊谷 一等三角点、第１回ふれあい山行 

105 官ノ倉山 344   ○ 寄居 2010 年度忘年山行、第３回ふれあい山行 

106 御岳山 343     高崎 特別天然記念物「鏡岩」 

107 鐘撞堂山 330 ○ ○ 寄居 第２回ふれあい山行 

108 日和田山 305 ○ ○ 熊谷 第１回ふれあい山行 

109 仙元山 299     熊谷 小川町を見下ろす 
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110 大峰山 289     熊谷   

111 物見山 286     熊谷 ときがわ町と小川町との境 

112 牛頭山 282     川越   

113 多峰主山 271   ○ 川越 天覧山から歩く 

114 金勝山 264 ○ ○ 寄居 2010 年度忘年山行 

115 堂山 250   ○ 熊谷 雷電山と峰続き 

116 車山 227     寄居 鉢形城の南方 

117 烏岳 225     川越   

118 富士山 221     川越 日和田山の東北 

119 遠ノ平山 200     熊谷   

120 天覧山 195 ○ ○ 川越 2012 年度忘年山行 

121 加治丘陵 190     
川越・

青梅 
狭山茶、奥多摩・奥武蔵の展望 

122 富士山 183     熊谷   

123 物見山 135 ○   川越 岩殿観音 

124 ニの宮山 132 ○   熊谷 グリーンタフ帯 

125 荒幡富士 119 ○   青梅 人口の山、展望よし 

126 大久保山 112 ○   高崎 新幹線の脇 

127 八国山 89     青梅 都県境の山、「となりのトトロ」、江戸名所図会 

128 観音山 77 ○ ○ 熊谷 一等三角点 

129 丸墓山 76 ○ ○ 鴻巣 稲荷山古墳の隣り 

130 ポンポン山 30 
  

熊谷 吉見百穴、吉見観音、八丁湖 

131 浅間山 20 ○ ○ 大宮 氷川神社参道を脇に入った住宅地 

   
    

  
    

（注意）間違いがあると思います。徐々に直して行きたいと思いますのでご容赦ください。 

  上記コメントで「一等三角点」とあるものは「本点」と「補点」を含みます。今後は三角点がある場合は、一等、二等、三 

等、四等の区別を入れて行く予定です。 

 

明覚駅（雷電山登山時の集合地） 
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20１３年度埼玉支部総会記念有間山登山記 右川清夫 

平成 25 年 4 月 22 日。 

奥武蔵と秩父を分ける、ひと気まれな寂峰、いく

つかのピークが南北に連なる有間山、蕨山に会員

129 名のうち 32 名の参加申し込みがあった。前日

の総会から明日の天気は雨とテレビで言われ、21

日は三陸沖を低気圧が北上、別の低気圧が本州

の南を進む。東海から東北は昼ごろまで雨や雪が

降るとの予報に戦意をそがれる。 

前日の総会からお天気は雨。しかし明日は午後

から晴れるよとの皆さんの熱意で、雨の中、富樫事

務局長の待つ大宮発のマイクロバスに乗り込む。

連絡なしのドタキャンは幹事泣かせ。事務局の苦

労に感謝をもって心して参加、不参加をはっきりし

たいもの。 

マイクロバスはまず、東上線、鶴が島駅へ。支部

長以下 3 名、さらに西武線飯能駅で飯能組をピッ

クアップ。バスは名栗川沿いに山道を登る。さわら

びの湯で乗用車の組 4 名と合流。さらに狭い、逆

川林道に入る。このころから雨はだいぶ小降りにな

ったが、林道わきの雪の堆積が、少しずつ目立つ

ようになり、遠くの山の県有林の杉の葉っぱは雪化

粧。林道の雪は登るにつれて車輪を取られるよう

になり、ドライバーと事務局の判断で逆川乗越へ

の取り付き口で全員下車。バスは有間峠へ行かず、

Ｕターンできる道幅の場所で待ってもらう事にす

る。 

 
             蕨山での記念撮影蕨山での記念撮影蕨山での記念撮影蕨山での記念撮影    

10.30 全員雨支度に身を固め登りにかかる。

11.20 逆川乗越へ出る。12.05 ころ蕨山展望台。ガ

スで展望はなかった。名郷から登ってきた女性に

シャッターを切ってもらい、全員記念撮影。さすが

寂峰というだけあって一人もすれ違う人はいなかっ

たが始めて出会ったこの二人連れの女性が山岳

会のグループに入会したいとの希望があり、事務

局の住所を控えてもらった。 

12.25 ころ逆川乗越へ。風が大分強くなり寒さに

震えながら風通しのよい、あずまやで昼食。あわた

だしく出発。橋小屋の頭を経由して有馬山最高地

点 1213.5ｍにたどり着く。13.40 

 
有間有間有間有間山山山山((((タタラの頭タタラの頭タタラの頭タタラの頭))))での記念撮影での記念撮影での記念撮影での記念撮影 

上り、下りのダラダラした尾根道は完全に冬山の

様相。気温も０度近くに下がり、最初は木の枝に降

り積もった雪が北風に吹かれて、冷たく当たってい

たが、そのうちに本格的な降雪になり、持って行っ

たストックがかなり役に立った。ストックを持たないメ

ンバーの中には、雪に足を取られてバランスを崩し、

転倒する場面も見られた。 

林道への下りはさらに急坂だ。林道に下ったとこ

ろ（ここが有間峠である）で、皮肉にも眺望が開け、

西武ドーム、スカイツリーまで見え、近くは棒の折

れ山を見られ、日差しが山肌の一部を照らす天気

に変わった。14.40 

バスの駐車地点まで約 1 時間、舗装された林道

を小粒な落石に注意しながら下る。ときどき乗用車

が有間峠まで上がって来る。バス駐車地点 15.40. 

バスで、“さわらびの湯”まで行き、ひと風呂浴び

てビールに舌鼓みを打ちあわただしい小宴会もそ

そくさと切り上げ、ふたたびバスの中で宴会。大宮

へ。 

怪我もなく全員無事で下山出来たことは御同慶

の至り。思いがけない雪に足を取られたが里に下

ると、紅つつじ、山ザクラ真っ盛りの 4 月の山だっ

た。支部長始め幹事の皆様に感謝。 
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５０山ラリー実施状況５０山ラリー実施状況５０山ラリー実施状況５０山ラリー実施状況    
 

●●●●2013201320132013....4.214.214.214.21（総会記念（総会記念（総会記念（総会記念山行）山行）山行）山行）    No.No.No.No.19191919 有間有間有間有間山（山（山（山（1213.51213.51213.51213.5mmmm））））    

大宮・鶴ヶ島・飯能→(マイクロバス)→登山口（逆川乗越）

→蕨山(1044m)→逆川乗越→橋小屋ノ頭→タタラノ頭

(有間山)→有間峠→登山口(逆川乗越)→(マイクロバス)

→さわらびの湯→(マイクロバス)→飯能・鶴ヶ島・大宮 

 (*)詳細は、「20１３年度埼玉支部総会記念有間山登山記」 

を参照して下さい。 
    

●●●●2012012012013.53.53.53.5....11118888    No.37No.37No.37No.37 大築大築大築大築山山山山（（（（466466466466mmmm））））    

八高線／東武越生線越生駅→(バス)→せせらぎバスセン

ター→(バス)→椚平入口→猿岩峠→大築山→小築山→

はっきりした道に出る→麦原入口→(バス)→八高線／東

武越生線越生駅 

 
                     大築城実測図大築城実測図大築城実測図大築城実測図    
    

 
           越生町側に下ってバス停まで越生町側に下ってバス停まで越生町側に下ってバス停まで越生町側に下ってバス停まで歩く歩く歩く歩く    

    
●●●●2013.6.12013.6.12013.6.12013.6.1----2222    No.6No.6No.6No.6    白石白石白石白石山（山（山（山（和名倉山和名倉山和名倉山和名倉山 2036.0m2036.0m2036.0m2036.0m））））    

西武秩父駅→(車)→サメ沢の林道ゲート(付近でテント泊)

→林道終点→仁田小屋登山口→仁田小屋→仁田小屋沢

ノ頭→松葉沢ノ頭→和名倉山→(往路を戻る)→林道ゲー

ト→(車)→大滝温泉→(車)→西武秩父駅 

(*)埼玉県の山として県内だけを経由して山頂に達すること

ができた。都合がよいことに笹が枯れて歩き易かった。た

だ、残念なのはシカ被害がひどいことである。行動時間は

ちょうど１２時間であった。 

 

 
         仁仁仁仁田小屋から雲取山方面田小屋から雲取山方面田小屋から雲取山方面田小屋から雲取山方面    

 
                     あと僅かで山頂あと僅かで山頂あと僅かで山頂あと僅かで山頂    

    
●●●●2013.7.62013.7.62013.7.62013.7.6    No.20No.20No.20No.20    二子山二子山二子山二子山    

 西武秩父駅→(車)→坂本→(車)→北登山口→股峠→西岳

→股峠→北登山口→西武秩父駅 
(*)樹林帯内の下りで事故(崖転落)が発生し、けが人を病院に搬送

した。大腿骨を損傷したが、当日のうちに手術して入院し、ことな

きを得ました。いずれ、ご報告する機会があると思います。 
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         二子山二子山二子山二子山からの両神山からの両神山からの両神山からの両神山    

 
                 山頂付近の稜線山頂付近の稜線山頂付近の稜線山頂付近の稜線    

 

●「５０山」の今後の実施予定 

実施予定日 山名 備考 

2013/8/3-4 

（延期致します） 

甲武信岳など 四季の山（夏山） 

2013/9 月 

（延期致します） 

三国山  

2013/11/2 物見山  

2013/12/14-15 未定 忘年山行 

2014/1 月 未定  

2014/2 月 未定  

2014/3 月 未定  
(注１)８月と９月は都合により延期させて頂きます。 

(注 2)５０山としての山行は 2013 年度で終了して、2014 年度からは

新たな 100 山をもとに計画予定。 

 

 

ハイキングレスキュー講習会を実施ハイキングレスキュー講習会を実施ハイキングレスキュー講習会を実施ハイキングレスキュー講習会を実施 

 
●日時・場所：2013 年 6 月 8 日(土)小川げんきプラザ 
●講師：埼玉県山岳連盟 瀬藤武 氏 
 
●講習内容： 

・登山の心得 
① ｢遭難は他人事｣・・・その思いこみが命取り 
② 転ばぬ先の登山届 
③ 黙って１人では山に行かない 
④ 服装・装備は大丈夫？（雨具・ヘッドランプ・ビ

バーク最低限の装備） 
⑤ 地図の読み方、装備の使い方は大丈夫？ 
⑥ 登山口はどこ？と迷っている方（計画段階からし

っかりして） 
⑦ ストックに頼り過ぎるな、危ないぞ（崖側ストッ

クは注意） 
⑧ 他人まかせは厳禁！でも困ったときはお互い様 
⑨ 探検冒険ほどほどに 
・事前の準備 
① 登山計画書の作成 
② 保険の加入 
③ 装備の確認（山行に応じた装備、誰が持っている

か、救急セット(持病の薬は各自)） 
④ 救急法の習得 
・レスキューに必要な最低限の装備 
① 補助ロープ 
② スリング（長短各３本） 
③ カラビナ 
④ ツエルト 
・セルフレスキュー救急セット 
消毒薬、救急絆創膏、ガーゼ、三角巾、包帯、テーピ

ングテープ、プラスチック手袋(感染防止；レジ袋でも

よい)、救急シート、水(傷口の洗浄)、ハサミ・ナイフ・

綿棒など 
 
以下は、実際にげんきプラザのそばの登山道で実習を

おこなった。 
・ビバーク 
ツエルト、シート、シュラフカバーがあれば暖かい。

最近は 150g くらいのツエルトもある。 
・補助ロープ 
① 悪場での登下降 
② 悪場のトラバース（フリクション・ノットをセッ

トして悪場を通過） 
③ 120cm スリングを使用した簡易ハーネス 
・簡易搬送 
① ドラッグ法 
② 背負い法 
③ ファイアーマンズキャリー法 
④ ツエルト搬送法 
⑤ テープスリングを利用した背負い 
⑥ 雨具での背負い 
 
今後も開催すると聞いています。一度は受けておくと

いざというときに使えると思います。私も、最近は懐

中電灯、雨具、スリングとカラビナを忘れずに持って

行っています。（受講者の一人である堀川） 
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陸地測量部主催の支部員による講演会 

第一回第一回第一回第一回    「その時、私は！「その時、私は！「その時、私は！「その時、私は！」」」」 

          講演者・市川章弘氏（No.5779） 

 平成 25 年 3 月 7 日(木)、午後 7 時から第一回の支

部員による講演会を浦和コミュニティーセンターで

開催しました。 
 氏は、県立川越高校山岳部、成城大学山岳部 OB で、

日本山岳会東海支部南米アコンカグワ学術遠征隊、、

日本山岳会東海支部マカルー遠征隊、成城大学ジャヌ

ー遠征隊で副隊長や登攀隊長として大活躍され、1970
年にマカルー遠征した後から 4年間運動らしい運動も

やらずにジャヌー遠征隊に参加し見事登頂。その時に

撮影した 8 ミリが NHK の特別番組に採用され、その

放映されたものを見ながら貴重な話しなどを講演し

て戴きました。 

 

 

第二回第二回第二回第二回    「その時、私は！」「その時、私は！」「その時、私は！」「その時、私は！」 

講演者・畫間弘子(ひるまひろこ)氏・(No.13902) 

 

平成 25 年 7 月 4 日(木)、午後 6 時半から浦和コミュ

ニティーセンターの第六集会室で開催しました。畫間

氏は、マナスルなど海外の山にいくつも登頂しており、

その中からマナスルの話しを中心に講演していただ

きました。講演内容は次号で紹介します。 
（陸地測量部 遠山） 

 

埼玉支部平成２５年度年間行事埼玉支部平成２５年度年間行事埼玉支部平成２５年度年間行事埼玉支部平成２５年度年間行事計画計画計画計画    
５０山の実施計画案以外の行事予定です。 

月 行事 備考 

４ １４日(日)ふれあい登山 

２０日(土)支部総会 

 

埼玉会館 

５   

６ ８日(土)ハイキングレスキュー講習会 

 

小川げんきプ

ラザ 

７ １４日(日) 森づくり 越生 

８   

９ １４日(土)・１５日(日)三支部合同登山 

未定 森づくり 

御岳山 

緑の森博物館 

１０ １３日(日) 安全登山講演会 （秋冬気

象） 

未定 秋山（八海山） 

 

１１ １７日 自然観察会（於：越生）  

１２ 未定 森づくり 東吾野 

１ １１日 新年支部懇談会 

２５日 安全登山講演会（遭難事例） 

未定 自然保護シンポジウム 

 

 

２ 未定 安全登山講習会（心肺・AED） 

未定 スノーハイク 

 

奥日光 

３   

(注)最終的な日時・場所などは今後の支部報やホームページ、メー

ルを参照下さい。 

事務局からのお願い事務局からのお願い事務局からのお願い事務局からのお願い    
 

☆上高地にある山岳研究所上高地にある山岳研究所上高地にある山岳研究所上高地にある山岳研究所((((さんけんさんけんさんけんさんけん))))のご利用をのご利用をのご利用をのご利用を是非是非是非是非おおおお

願い致します願い致します願い致します願い致します。。。。 

 

☆支部行事案内等で支部会員の方々へのメールがうまく

届いていないことが発生しております。「最近メールアドレ「最近メールアドレ「最近メールアドレ「最近メールアドレ

スを変更した」「最近メールが来ていない」等の場合スを変更した」「最近メールが来ていない」等の場合スを変更した」「最近メールが来ていない」等の場合スを変更した」「最近メールが来ていない」等の場合は、下

記宛てメールでご連絡を戴けると幸いです。自分のメール

アドレスから連絡して戴けると都合がよいです。 

stminfo@jac.or.jp 

他に、住所の変更等の場合も上記アドレス宛てメールをご

利用下さい。まことにお手数をお掛けしますが、よろしくお

願い致します。 

 

☆メーリングリストは本部サーバを利用して運用しておりまメーリングリストは本部サーバを利用して運用しておりまメーリングリストは本部サーバを利用して運用しておりまメーリングリストは本部サーバを利用して運用しておりま

すが、運用に関して次の事項をお願い致します。すが、運用に関して次の事項をお願い致します。すが、運用に関して次の事項をお願い致します。すが、運用に関して次の事項をお願い致します。 

・埼玉支部会員は全員がパソコンを使っている訳ではなく、

携帯電話のメール機能を利用されている方もいらっしゃ

います。そのため、現在はパソコン利用の方のみにメー

リングリストを使って発信しております。携帯メールの方

には各自のアドレスを指定して発信しております。 

・本部サーバによるメーリングリストではサーバに負荷を掛

けないなどの理由によって添付ファイルを禁止しており添付ファイルを禁止しており添付ファイルを禁止しており添付ファイルを禁止しており

ますますますます。従って添付ファイル付きでメーリングリストを使って

送信するとエラーになります。 

・またメーリングリストで送られて来たメールに対して返信

をすると返信メールはメーリングリストで送信されます。

従って、メーリングリストを使ってメールを発信した人に

返信をした積りでもメーリングリストの全員にメールが送

信されてしまいます。発信した人に送りたい場合はその発信した人に送りたい場合はその発信した人に送りたい場合はその発信した人に送りたい場合はその

人のメールアドレスを指定してメール送信をして下さい。人のメールアドレスを指定してメール送信をして下さい。人のメールアドレスを指定してメール送信をして下さい。人のメールアドレスを指定してメール送信をして下さい。

（本部サーバに移行する前のサーバでは発信した人に

メールが送られていましたが、本部サーバでは全員に送

信されてしまいます） 

    

埼玉支部の委員会状況埼玉支部の委員会状況埼玉支部の委員会状況埼玉支部の委員会状況    

    

各委員会からの情報です。支部委員会での情報をもと

に、支部報前号発行以降の状況を広報委員会で編集し
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たものです。 

 

●総務委員会 

［支部総会］ 

 ・４月２０日に大宮の埼玉会館で支部総会を実施。 

 ・会員数６月末日現在で支部会員 130 名、支部会友７

名。 

［全国支部懇談会］ 

 ・来年１０月に埼玉で全国支部懇談会を開催するための

項目をまとめた。なお会場は秩父市の農園ホテルを予

定。 

・２日目のハイキングコースは次の２コースを予定。 

- 両神山 ； 白井差から往復。定員制。 

- 琴平丘陵 ； 農園ホテルから徒歩。コースの最高地

点は 400m 程度であるが秩父の文化が味わえる。 

・１０月に予行演習として農園ホテルに泊ってみる。 

[三支部合同懇親山行] 

・９/14-15 に実施。１日目は御岳山御師集落「山楽荘」に

宿泊(講演会・懇親会)して、２日目は大岳山に登る。参加

申込は 8/15 が締切。 

 

●広報委員会 

[支部報] 

 ・支部報第９号編集。 

［ホームページなど］ 

 ・５０山のホームページなどを随時更新。 

 ・メーリングリストで支部会員の方にご迷惑を掛けた。 

 ・メーリングリストに対する「返信」がうるさいという指摘が

あるが、支部報で注意喚起したい。 

 

●●●●山行・集会委員会 

[50 山山行] 

 ・３月；武川岳、４月；有間山（支部総会記念山行、下見

は３月に実施）、５月；大築山、６月；和名倉山（昨年秋に

雨で登れなかったが今回は登ることができた）を実施。 

 ・次期５０山(１００山)の選定のための検討会を設置。 

[３００名山取材] 

・４月；至仏山、５月；武甲山を実施。 

・２月に北八ヶ岳（北横岳に登山）を実施。 

[海外登山] 

・来年度にネパールでのトレッキングを検討中。決まり次

第、案内して準備会を発足させる予定。 

 

●●●●自然保護委員会 

[森づくり] 

 ・３月に東吾野で枝打ちを実施。 

 ・７月に越生で下草刈りを実施。 

[他支部との連携] 

 ・６月に本部・東京多摩支部・千葉支部との合同で鹿被

害の観察などを陸地測量部と実施。（秩父の地質の観察、

霧藻ヶ峰近辺の鹿被害・熊被害の調査） 

 ・７月の全国集会に参加。 

［その他］ 

 ・委員会報を発行予定。(年２回。創刊は 10 月を予定) 

 

●安全登山委員会 

｢講習会・講演会｣ 

 ・３月に陸地測量部の支援を得て、地図読みの講習会

を実施。（机上講習会、および鐘撞堂山での実地講習会） 

・６月に小川げんきプラザで、ハイキングレスキューの講

習会を実施。 

 

●社会貢献委員会 

[行事開催] 

 ・４月１４日に官ノ倉山でふれあい登山を実施。 

 

                                        埼玉支部の同好会状況埼玉支部の同好会状況埼玉支部の同好会状況埼玉支部の同好会状況    

 

●陸地測量部 

 ・３月７日に支部会員による講演会（第１回）を実施。 

 ・７月４日に支部会員による講演会（第２回）を実施。 

 ・３月に安全登山委員会の読図講習会で藤野部長と遠

山部員が講師として参加。 

 ・６月に自然保護委員会と観察会(秩父の地質)・鹿被害

実態調査を実施。 

 ・「陸測部報」第１号、第２号、第３号を発行。特に発行時

期は決めておらず、ある程度原稿が溜まった時点で発行

して行く予定。内容は、地図・三角点・植物・地質・民俗な

ど多彩。 

 

 

埼玉支部埼玉支部埼玉支部埼玉支部のののの会員異動（会員異動（会員異動（会員異動（2013201320132013 年年年年 6666 月月月月末末末末日日日日現在）現在）現在）現在）    

入会： 菅野弘章 7703、 柴田研二 9469、 

     中嶋信隆 14729、神田道雄 12554 

退会： 片野美和 14013、岩本芳雄 12006 

 

埼玉支部の会友異動（埼玉支部の会友異動（埼玉支部の会友異動（埼玉支部の会友異動（2012012012013333 年年年年 6666 月月月月末末末末日現在）日現在）日現在）日現在）    

入会： 冨田容子 K0007 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

第 9 号をお届けします。今年は梅雨が早く終わって連日

猛暑が続いております。山にお出かけの際は、十分な水

を持って行って下さい。また、必ずご家族には行き先メモ

をお渡しください。支部のメールアドレスに入れて戴いても

構いません。（堀川） 
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