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登山活動︑技術向上︑遭難防止︑

加盟を促す必要がある︒積極的な

る﹂ と認識したい︒もちろん登る

随する活動である︑﹁登るためにあ

先させ︑登ること以外はそれに付

︶

万一の場合の山岳保険のための日

あると承知していてもである︒辞

ことは各加盟山岳会に任せ︑岳連

ジュニアと中高年登山者の育成

馬には良い山がたくさんあり︑日

山協共済会加入︑自然保護︑自然

は最重要課題の一つです︒ジュニ

本有数の第一級の岩場も控えてい

はもっと大所に立って山岳会活動

目をお願いし︑小泉俊夫︑吉田直

ア育成はすぐに会員が増える︑岳

環境保護の啓発などを ﹁一緒に進

羽野順一前会長の2期4年間の

人新副会長︑角田守︑高橋守男新

連の力になるなど即効薬的に結び

がやりやすいよう支援することで

後を受け︑辞馬県山岳連盟の会長

副理事長を迎えて佐藤光由理事長

めましょう﹂ と︒

をお受けすることになりました︒

ら関わり︑理事︑常任理事︑海外

計画が始まった一九七〇年春頃か

岳連とは酵馬初のヒマラヤ登山

私共都道府県山岳連盟も活動内容

準備を進めているが︑それに伴い

から新公益社団法人へ移行すべく

日本山岳協会は平成二十五年度

あ
る
︒

組織としても頼れ︑非常に有用で

の世代の皆さんの社会的経験など

も一時の勢いは無いにしても︑こ

承知すべきである︒中高年登山者

ずつ位はどうしても欲しい︒十一

内十一市の公的施設に最低一カ所

ボルダリング用ボードくらいは県

ングボードは少し先送りとしても︑

したい︒本格的なリードクライミ

は先ず施設の拡充への活動を開始

グ施設の極端に少ない本県として

競技︑国体であるがクライミン

登山研究会委員長︑副理事長︑理

を会員向けだけに留まることは許

岳連運営はこれまでは良い意味

市長や群馬県当局へ働きかけたい︒

︒
る

事長︑副会長などを務めさせて頂

されず﹁不特定かつ多数の者の利

での ﹁委員会任せ﹂ で釆たが︑こ

来年は醇馬が国体のブロック大会

つくものではないが︑将来へ向け

きましたが︑会長は責任の大きさ

益の増進に寄与すること﹂︑分か

れからは委員会相互あるいは委員

担当である︒

を中心に強力な布陣で着実に活動

重さが違います︒緊張感を持って

り易く言うと年間予算の半分以上

長以外の岳連理事︑会員が全委員

指導者は必要であるが︑高校生

全岳連会員のご支援ご協力をお願

任に当たって参ります︒

を岳連会員外の登山関連活動に使

会にもっと関心を持ち︑眼を光ら

や中学生が遠くまで出かけるため

ての布石︑下地づくりと心得て︑

登山界は今︑激変・縮小期にあ

わなくてはいけない︑ということ

せ︑関わることでの活動の活性化︑

を進めて参ります︒

るように思います︒日本の時代の

である︒

い致します︒

変わり目︑世の中の動きと無縁で

ませんが何をするにも原資が必要

済もそう簡単に復活しそうにあり

い舵取りが要求されています︒経

はなく︑地方岳連も登山界も難し

はならない︒県内には勤労者山岳

盟山岳会を増やす努力もしなくて

当然とし︑組織強化のためには加

加盟山岳会が会員増を計ることは

これらの活動を進めるためにも

で言いにくいが︑今の岳連活動は

身が最近はあまり登っていないの

ば︑やはり登ることである︒私自

岳連活動では何が根幹かといえ

します︒

下し支援︑ご協力よろしくお願い致

なわない︒一緒に進めましょう︒

は競技力強化︑どころか普及もか

ニングが出来るようにならなくて

の父兄や顧問教師の負担を減らし︑

です︒これも大問題です︒

連盟にも加盟していない山岳会︑

本末転倒の活動になっていないだ

適正化を図る︒これは日本山岳協

本年度の役員改選に伴い副会長

山岳愛好会︑同好会がたくさんあ

ろうか？とにかく登ることを最優

手を煩わせなくとも近場でトレー

三人︑副理事長二人体制となりま

る︒それらの皆さんに働きかけて

会も全く同じである︒

した︒角田二三男副会長には四期

二二三二遣う
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二〇二一年五月二十七日︵目︶

業計画・同収支予算が審議され承
認されました︒

︽平成二十四年度事業計画︾

一連難防止活動の推進

谷川岳を中心とした地域の遭難

防止のためのパトロールの実施︑

救助活動及び救助隊の技術の向上
のため訓練を行う︒

五 島連会報の発行

﹁山岳ぐんま﹂ の発行を通じ︑

会員の結びつきと啓発を図る︒

六 海外登山の計画

第二回上州武尊山スカイ

第十次岳連ヒマラヤ登山を計画

す
る
︒

七

ビュートレイルの支援

第二回上州武尊山スカイビュー

トレイルのコース調査と︑山岳

二 国民体育大会への参加と選手
強化

コースにおける競技運営を支援す

午後六時から︑群馬県山岳連盟平

成二十四年度総会が前橋市内の上

第六十七回国体山岳競技関東ブ

主催 上州武尊山スカイビュー

トレイル実行委員会

期日 平成二十四年九月二十九

日︿土︶〜三十日︵日︶

会場 利根郡川場村 上州武尊

㈲日本山岳協会主催行事等に参

八 第二十八回群馬県民の日記念

︒
る

毛会館で開催されました︒

清流国体﹂︵岐阜県︶ への参加と

ロック大会 ︵東京都︶ 及び ﹁ぎふ

議事進行し︑女屋等志事務局長

好成績を目標とする選手強化を推

総会は︑規約に従い羽野会長が

が議案書に基づき説明し︑平成

進する︒

三 ㈲日本山岳協会主催行事等へ

二十三年度事業報告︑同収支決算

報告等の議案が審議され︑異議無
く承認されました︒

の会長・副会長の役員改選が行わ

加するとともに︑各会相互の交流

事業﹁第三十五回県民登山大会﹂

山周辺

れ︑理事会から会長に八木原因明

を深め︑研修会等を通じて技術の

の開催

の参加と各会の交流

氏︑副会長に角田二三男︑小泉俊

向上︑岳人としてのモラルの高揚

続いて平成二十四・二十五年度

夫︑吉田直人の三氏が推薦され選

﹁ぐんま山と森の月間﹂ 協賛イ

日
︵
日
︶

期日 平成二十四年十月二十一

集し︑県民登山大会を開催する︒

として︑一般県民から参加者を募

んま山の日﹂ 制定記念事業の一環

ベント及び﹁県民の日﹂ 及び ﹁ぐ

を図る︒

美化運動等の推進に協力する︒

のゴミ持ち帰り運動︑谷川岳等の

自然観察会を開催︑また︑尾瀬

四 自然保護活動の推進

任されました︒

また︑総会で監事に水野金太郎︑

藤沼隆男両氏が選出されました︒
事務局長には女屋等志氏が会長か
ら選任されました︒

引き続き八木原新会長により議

事が進行され︑平成二十四年度事

ま
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会場 赤城山南面

主管 個人会員委員会

九 各種研修会及び講習会の開催

登山指導委員会及び遭難対策委

員会が主管して︑県民一般及び岳

連会員を対象に登山技術講習会を

開催するとともに︑登山指導員の

資質の向上を目的に研修会を開催

す
る
︒

十 個人会員の組織と活動支援

未組織登山者又は岳連会員以外

の登山団体に対して個人会員を組

織し︑安全登山の普及と活動に関

する情報サービスを提供する︒

十一岳連事業収入の確保

岳連の事業・事務を円滑に推進

するため︑平成二十五年版山岳写

真カレンダーの制作頒布などの事

業を行い︑自主財源を確保する︒

十二 創立七十五周年記念車業

平成二十八年度に岳連創立

七十五周年記念事業を計画するた

め︑準備金を積み立てる︒

十三 その他

平成24°25年度

群馬県山岳連理役員及び専門委員会名簿
（平成24年6月11日現在）

謬擬 態畿

議

八木原因明（ミヤマ）

謬饗 繋議

車

萎曇角田二三男（高体連）小泉俊夫（前橋）吉田直人（墳）

水野金太郎（沼田）藤沼隆男（大間々）
草

議

佐藤光由（ミヤマ）
事

一角田 守（前橋）高橋守男（高体連）
一 ◎長谷川 勇（中之条）

饗宴

委員

一一◎女屋等志（ミヤマ）
考案◎岡安茂能（高体連）
ヽ 饗＿翳￣一◎小暮文彦（墳）梁瀬佐市（沼田）櫻澤 斉（沼田）

饗一
露撥 翼◎角田
※対比地守（前橋）○星野俊充（墳）※山田精一（高体連）
昇（高体連）岩井英芳（個人）石橋 修（独峰）

＿一重⑥赤松久宇（太田）○堀越利通（登商会）※新井好司（高体連）松田龍彦（前橋） ￣茂木稔（独峰）岩崎年伸（高体連）斉藤健（登商会）

饗一

富貴富
謹

暮

轍

：個
∴串 撥饗

謬一 ￣曇一◎鋤持典之（墳）※田島崇行（登高会）飯塚敏宏（ミヤマ）

繋萎 ◎斎藤長作（松井田）※松本 博（前高OB）三田治宣（太田）

麗一

草

中華

季ヰ

人

一一 ◎見城正造（沼田）

亘妻
馨 粥

露 ＿一⑥阿部 源（ミヤマ）※山越稔雄（登商会）新井邦光（高崎）長田厚実（沼田）
箋 根岸良夫（県観光物産課長）林 康宏（県スポーツ健康課長）
襲柘植 求（競技委員会、ウォールストリート）

一三山崎孝利（吾妻）萩原孝志（安中）永井仲之（渋川岳想）串橋早馬（信越化学）中島正二（水上）
∃ニーI＝ト

車

謂

山ヽ

、

、

＼

一一一菱田中洋史（高体連）関口達也（富士重工）山本泰司（アイスエクストリーム）鹿田雄三（桐生）
曇原口慎太郎（太田）鋤持英司（中之条）豊野則夫（石遊）小和田和貞（くヤマ）野口勝広（松井田）
萎髪桑髪￣植木康夫（前高OB）石井達幸（伊勢崎）毛呂憲治（前橋）清野啓介（沼田）
桑＿橋本 勝（日本山岳写真協会）前原 勉（大間々）町田幸男（シグマ）
一局：

曇一三女屋等志（ミヤマ）

◎常任理事・委員長 ○常任理事・副委員長 ※副委員長

平成24，25年度

群馬県山岳連理顧問

参与

中曽根弘文 羽野順一（墳）

小林次郎（登高会）石井謙一郎（伊勢崎）田中成幸（登高会）渋滞真一（墳）
中原正喜（ミヤマ）月岡武久（星稜）吉田茂作（前事務局長）田中肛借（鵬翔）
太田忠行（独峰）加藤藤夫（富士重工）樋口宗平（桐生）水野金太郎（沼田）
惇田正也（高体連）中澤安信（伊勢崎）牛久保 拓（伊勢崎）井下隆弘（伊勢崎）
村上泰賢（倉渕）竹山繁男（独峰）松永幸雄（沼田）寺内正明（前高OB）
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をしなかったので人数あつめに躍
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しかし︑今回も高崎山岳会の参

次に︑毎朝通勤途中に散歩して

Bコース 山麓駅−山頂駅−大日

児島哲夫講師︒

根岸︑関口︑花と山の会から

︹スタッフ︺岡田︑阿部︑長田︑佐竹︑

北林︑井上︑清水︑星野︑梅田︒

︹メンバー︺小島︑一場︑柳︑山川︑

山頂駅−山麓駅

−日光白根山山頂−大日如来−

Aコース 菅沼登山口−弥陀ケ池
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天候 小雨−曇りのち晴れ

期日 七月二十二日︵日︶
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如来−日光白根山山頂−坐禅山

−六地蔵−山頂駅−山麓駅

バーの気持ちは憧れの
日光白根山登山の期待

襲診「麗二薮I捗「麗鯵錠I霞園

に膨らんでいる︒A

Aコースのリーダー

醸鬱鬱籍藷

︹メンバー︺新井︑江原︑入江︑塩原︑

の登山口まで更にバス

コースの十六名は菅沼

︹スタッフ︺山越︑吉田︑沼居︑森田︒
移動して︑其処から歩

堀
口
︒

内容

のゆったり移動で︑七時頃に丸沼
は岡田氏が務め︑全体

き始める︒

高原スキー場に着く︒此処で︑長

の安全やベース配分な

今回は上州観光㈱の大型バスで

田氏の指導の下に︑全員で準備運

特別講師の児島氏も︑

http：／／annapurna．jp

どを上手くリードし︑

此処からBコースの九名が︑八時
樹木や草花の解説を判

十二時前に山頂に着き︑記念写

念写真を撮る︒楽しい有意義な交

班も無事山頂駅に着き︑全員で記

B班を待つ︒一時間ほど遅れてB

A班は二時過ぎに山頂駅に着き︑

に聞き入る︒

ピングの講習があり︑全員が熱心

食後は阿部氏による有意義なテー

ら太陽が顔を出すようになり︑昼

天気もこの頃になると︑雲間か

で一番嬉しいひと時である︒
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山になっ

また︑各自がゴミ袋
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着くが︑山頂から東京
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（存）山とスキーの庸葎 躍
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