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撮影日：2010 年 7 月 8 日
撮影場所：ラーチ・バレー（Ｌａｒｃｈ Ｖａｌｌｅｙ）からテン・ピークスを望む
コメント：かがりび山の会は平成２１年に創立１５周年を迎えました。
記念行事の一貫として海外登山を企画、８人の参加でカナディアンロッキーを登りま
した。
青空に連立する岩峰のカナディアンロッキーの雄大な景観の感動は楽しかった。山
の思い出と共に生涯の宝物として記憶されました。
山本尚徳／かがりび山の会
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私の一名山
― 男のロマン 1839 峰 ―
かがりび山の会 川口

光雄

｢ヤッホー！」と私は何処の山頂に立ってもこ
の歓喜の雄叫(おたけび)をあげています。
これは私流に「山よ！惚れたぜ！」のヤとホで
あるとギャグっています(真実は SOS 用語)……。
そこに至るまでの強い意志とか行程の厳しさと
か、絶景展望の山ほど感動も大きく声も高くな
ります。
この度本文を書く事になりちょっと考えました。

1839 峰を背にヤオロマップ山頂にて

百完登の光岳、三百完登のペテガリ岳、毎年の富士登山、自称｢痛快登山｣で残雪期の笈ケ岳、小雨
のカムエク、一日ニ座の石狩岳・ニペソツ山等、候補になるがやはり「1839 峰」になる。異国感有
る北海道山群の中でも中部日高の主稜線から西に外れ一際目を引く孤高の鋭鋒です。平成 18 年 6 月
24 日 25 日にかけて信頼する仲間と登りました。早朝に晴天の剣山を登り終えコイカクシュサツナイ
沢出合いからアタックする。初めは快適な渡渉でしたが上二股に着いた頃には小雨から本降りにな
る。山靴に履き替え一人 5L 強の水を用意し、気合を入れ標高差約千米の夏尾根の頭を目指しました。
取り付きから深い笹のトンネルだがトップを歩く私はその濡れ道で高級山時計を拾い思わずニッコ
リ

(しかしこれは後で先行隊のツアーガイドに返すことになるが、そのガイドの女性はベッキー

並の美人で、野獣達はベッキリ？)。
本題に戻ろう！ 時々の土砂降り、急登の連続、重い荷物でしんどいけれど何故か心は熱く燃え
ている。1300 米のテン場を過ぎた頃から小雨になる。そして急登の尾根から岩稜となると一投足で
夏尾根の頭に着く。雨で展望は無い。テントを張り、平井シェフ製のハヤシライス等を肴に酒をあ
おり爆睡しました。翌朝 3 時起床。ピーカン！360 度の大パノラマで、1839 峰の勇姿も遥か眼前に
聳えたっている。まるで神様が今日の舞台を用意してくれたようで感謝します。
今日は身軽で笑顔で出発。コイカクシュサツナイ岳は直ぐに着く。ここからはハイマツに攻撃され
るが、ピラミダルな鋭鋒が近づくので励みになる『恋人よ直ぐに逢えるからね！』と楽しみ乍らヤ
オロマップ岳に着く。ここからが又ハイマツ、潅木のブッシュ、両側が切れ落ちた稜線が厳しく迎
えてくれる。そして最後の急坂を乗り越えると、ついに憧れの 1839 峰のピークに立つ！大展望と達
成の感激に歓喜の『ヤッホー！』を声高らかに叫びました。眺むれば、北にカムエク、南にペテガ
リ等日高の山々が連なっている。我々のテントも小さく見える。青空の下何とも言えぬ気持ちで、
しばし寝そべる……。下山途中に残雪をかき氷にして食べたりするが、テン場に戻った頃は、長い
稜線にガスが掛かり、この山旅に幕を降すかのようでした。同行の平井・石井両氏に感謝します。
山よ友よ、ありがとう……。
以上ですが山は私にとって『清新の泉』です。人生は山と人との出合いでより充実します。これ
からもサムエル・ウルマンの『青春』の詩を忘れず新たなるロマンを求めて……。
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千葉県勤労者山岳連盟

２０１１年度（第４５期）総会を召集します
加盟会
県連盟

代表者
理事 の皆様

２０１１年１月１９日
千葉県勤労者山岳連盟
会長 広木国昭

千葉県勤労者山岳連盟 規約第６条にもとづいて、下記のとおり２０１１年度
（第４５期）総会を招集いたします。
本総会では、山での事故を防ぐこと、会員の減少傾向を打破して組織拡大に取
り組むこと、個人会員制度導入、山岳自然保護運動などについて活発な議論が
期待されます。
お忙しいと思いますが万障お繰り合わせの上、ご出席をお願いいたします。
記
日 時
２０１１年 ３月 ６日（日）午後１２時開会
会 場
千葉県スポーツセンター内・宿泊研修所 大ホール
議 題
１、２０１０年度（第４４期）活動報告および会計報告について
２、２０１１年度（第４５期）活動方針および予算について
３、組織強化・会員拡大の具体的活動について
４、個人会員制導入について
５、房総の自然を守る運動について
６、千葉県連盟第 4５期 役員の選出、その他
総会の構成
１、各会の代議員は１０名に１人を選出して下さい。
（千葉県連盟規約・第６条（１）②による）

記念講演

追

代議員の登録締切りは２月１７日（木）とします。
２、傍聴希望者の締切りは２月１７日（木）とします。
自然保護に関する記念講演を計画しています。
講師など詳細については、後日ご案内をします。
以 上

記
千葉県連盟では、役員の欠員状態が続いています。
特に、事務局・会計体制の弱体が県連盟活動に大きな影響を与えています。
ちばニュース編集・ホームページの運営・事務局・会計の協力いただける方を
急募しています。
現状を打破し 800 名の千葉県連盟建設のためには、絶対に必要な体制です。
各会の皆さんに、ご協力をお願いします。
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労山千葉県連・定期総会にむけて。
ふわくハイキングサークル

う沢

喜久雄

追原から鬼泪山～愛宕山へ
２０１１年の新年を明るい気持ちで迎えました。
長引く不況の元で何が明るかったのか。それは１昨年と昨年２年続きで、千葉県連
が取り組んできた、“房総の山岳自然保護運動”の「鬼泪山から山砂採取問題」にス
トップが掛けられた報が、年末に舞い込んで来たからです。
「鬼泪山からの山砂採取する程の公共事業は現時点では見当たらない」と結論づけ
た千葉県土石審議委員会からの報告が森田知事に提出され、１２月の県議会での質問
に「土石審の結論を尊重する」と森田知事が答えたからです。
これを受けて“鬼泪山国有林を守る市民の会（岩崎二郎会長）”は「鬼泪山そのも
のと国有林も関山湧水も守られることになりました」との声明を発表し、関係者に“勝
利宣言”が送付されました。
一昨年定期総会で“鬼泪山守る”特別議決が決定されてから、千葉県連を挙げて＊
房総半島の自然の学習会＊鹿野山、鬼泪山の現地調査ハイキング＊クリーンハイキン
グを企画しての取り組み＊労山全国連盟への要請と署名運動＊対県、対環境省交渉＊
独自の守る会“山人の会”の結成、等々の活動が展開されて勝ち取られた結果でした。
さて表題の“追原”とは、何でしょうか。追原は、「おっぱら」と読みます。県内
第二の長流の小櫃川上流部の七里川に県営ダムを構築し、七里川の清流をダム湖底に
沈め、追原に遣る巨樹“追原の楓”の命まで危うくするダム湖造成に反対する運動を、
県連が中心となり県自然保護連合の総力を結集して、“ダム建設中止”を勝ち取り、
清流と巨樹を守りぬいた運動を指します。
この追原の運動は、千葉県連として本格的な山岳自然保護運動であり、七里川の清
流と追原の巨樹を守るの一点で、他団体（県自然保護連合・三番瀬を守る会・盤洲干
潟を守る会・東大演習林職員団体他）と共同した運動を展開した結果、勝ち取られた
成果でした。
この様な千葉県連の運動の実績の上に立ち、今後何年かかけて取り組みたい課題が
「愛宕山」です。愛宕山とは何でしょうか。
これは言わずと知れた房総半島の最高峰（４０８ｍ）の山であり、この山がアメリ
カ軍と自衛隊のレーダー基地として占領されて居り、我々山男やアウトドア派が自由
に山頂を踏むことの出来ない状況となって居る山です。
千葉県で最高峰の基地を撤去させて、自由に登ることの出来る山にしようと言うの
が、“愛宕山”問題です。この問題は、様々の要素を含んでいる問題です。
もちろん“平和憲法（特に九条）を持つ事にも関連して、何の規制もない県内の山を
自由に歩きたいとの願望もあると思います。この提案をきっかけとして、千葉県連盟
内で議論をふまえて、山岳自然保護運動の一環として取り組んでほしいと切に思いま
す。
２０１１年 正月
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✿✿ハイキング委員会リレーエッセイ✿✿
房総の山・春の花
ふわくハイキングサークル 中原 紀代治
房総の山で、四季の花を観て歩くのが、
私の楽しみの一つです。
房総の１月は、郡界尾根縦走やロングハイ
クで見られる、コショウノキ、オニシバリ
です。コショウのきは、白のジンチョウゲ
と見分けが出来ないほど良く似ています
が、白ジンチョウゲには実が成らない、コ
ショウノキに実が成り辛いので「胡椒の
木」の様です。同じ仲間のオニシバリは、
夏に落葉するのでナツボウズと呼ばれま
す。樹皮が鬼を縛れるほど強いので、オニシバリの名前が付けられようです、グミの様
な実も成ります。
自宅でロウバイやニホンスイセンが咲きますが、スイセンの観賞は、保田の嵯峨山や
佐久間ダム周辺などで香りは最高でしょう、最近は 12 月から咲いています。これらは
冬の花です。Ⅰ月末には関東で一番早い桜、“元朝桜”が花嫁街道入口の抱湖園で咲き
ます。寒桜の中でソメイヨシノに近い花です、蜜を吸いにメジロが集まり周辺のお花畑
は、菜の花が満開となります。房総の春の始まりです。
２月になると１月から咲くヤブツバキ、アセビ、梅の花、フキノトウやヒメオドリコ
ソウ、です。私の、梅花の観賞は、昭和の森や長柄のふるさと村が近いので行きます。
３月は、スハマソウ（雪割草）が清和のフルーツ村などできれいな花が観られます。
他にはセリバオーレン、シュンランなどですが、年々花が、少なくなっています。
桜は、フサザクラやマメザクラが早く、カワズサクラが咲き、末にはソメイヨシノが
咲き乱れます。 野草で、イチリンソウ、ニリンソウ、カタクリ、ウラシマソウ、花々
です。カタクリは昭和の森や、泉自然公園で観られます。
東大演習林で咲く、サツマイナモリの白い花も珍しい花です。コケリンドウもきれい。
４月は、ウツギ、ヤエザクラ、ウワミズザクラ、キヨスミミツバツツジ、クマガイソ
ウ、ヤマツツジ、ヤマフジなどが次々と咲きます。七里川付近で白い花のツクシショウ
ジョウバカマは、珍しいです。
5 月は、新緑と合わせて、ヒメウツギ、ハコネウツギ、テイカカズラ、ヤマフジィ等
の樹木の花も最高です。昨年は、クリーンハイクで、見たことの無い花を見つけ、何の
花か分らず、千葉中央博物館に問い合わせで、希少種の「クサナギオゴケ」であること
が分った。この様に、散歩道や、近くの里山を歩く時に足元や、景色の変化を見ながら
歩くと楽しみが倍増します。
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☆.:*:自然保護委員会リレーエッセイ☆.:*:

手賀沼クリーンハイク
岳人あびこ 高橋 重

かつて湖沼水質ワーストワンで有名だった千葉の手賀沼。
我孫子市、柏市近在の会員が多い当会では、現在はワースト１０圏外になった
手賀沼のクリーンハイクを行っている。
例年のように天候に恵まれた４度目の実施は、11 月 28 日。鳥の博物館前の「水
の館」をスタートし、志賀直哉邸跡などを始めとした文人が愛した湖畔の我孫
子市側から、柏市側の一周 20km の出発。スタイルはリュック、足回りは登山靴
やスニーカーなど。カン、ビン、ペットボトル、吸殻、一般ゴミなどの係りを
決めて火バサミで拾いながら湖岸裏通りの「船戸の森」を越える。企業に買わ
れて門の閉まった武者小路邸跡を見て今日の最高点 20m に近い根戸城跡の堀を
歩き、柏ふるさと公園まで菊や皇帝ダリア、家庭菜園のホウレンソウなどを見
ながら楽しいハイク。沼南側のサイクリング道路は、ランナーも走っており賑
やかだ。
第１回目は柏市側の北千葉導水路でサケ一匹を釣り上げるところや、カワセ
ミが飛ぶのを見た。2 回目はアフリカのホオジロカンムリヅル、目の前から飛び
立つキジやタナゴ･モロコなどが釣れているのを見たりした。今回もカワセミや
我孫子市の鳥、オオバンや羽を休めている白鳥など、汚いイメージなどは全く
なく、自然が残っていることを目で感じる。柏市側で毎日清掃しているという
トラックに出会い、収拾したゴミを回収してもらった。
「沼南道の駅」でほぼ中間点、ここで下山？する人もいるが、食事類も買え
るのでランチタイムに丁度良い。この先のハス群生地から反対側にある水の館
が見えるが、沼東端のフィッシングセンターまでが一番長く感じられる。10 月
31 日、8000 名が参加した「手賀沼エコマラソン」が開催されたこともあるのか、
湖の周囲は草も刈られてカン、ビンやペットボトルなどゴミ類がとても少ない。
これまでのクリーンハイクでは 20kg 程度だったゴミが今回は約６kg だった。我
孫子市側の滝ノ下公園を過ぎるとゴールの水の館は近い。
4 回目の参加者は 16 人、8 時にスタートしたクリーンハイクは 15 時前に終了
した。
今後は、回収したゴミを受け取ってもらえるよう協力依頼を進め、
「日本 100 名
湖沼」となるよう地元の自然や歴史を楽しみながら、一味違うクリーンハイク
を続けたいと思う。
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会議報告

第１１回（１２月度）救助隊例会報告

（教育遭難対策委員会合同）

日

時：平成２２年１２月２１日（火） １９：００〜２１：００

場

所：県連事務所

出席者：高橋隊長、横山副隊長、渡辺、神山、平井、田中、徳永、角掛
議

題

１）２０１１年度救助隊活動方針の確認。（関口事務局長）
２）２月５日（土）１２：１５〜教育遭難対策委員会主催の救急法机上講習会
には、隊員は極力参加の事。
３）救助隊総会は上記講習会当日の２月５日

９：００より同所で開催する。

隊員は全員参加をお願いします。
４）関東ブロック深雪訓練（２／２６〜２７）の千葉県連締切は１／１５。
昨年までは個人参加だったが、今年度からは救助隊として参加する。
ML で隊員に参加を再確認し、事務局（関口・吉田）でまとめる。
５）３月の実技訓練は引き上げ・引き下ろしシステムの勉強を行う。
日時：３月５日（土）８：００〜

天覧山にて

（横山副隊長）

＊ 隊員は警察・消防の捜索終了後の３次捜索に関して、ノウハウやニュース等を収集
しておく事。
◎ スキー交流会 １／２８（金）〜２９（土）尾瀬岩倉スキー場
締切

次回例会

１／１０

幹事：渡辺

１月１７日（月）１９：００〜 県連事務所
２月２１日（月）１９：００〜 県連事務所

委員会報告

第六回ハイキング委員会 1 月 11 日

県連事務所

出席者 桑原、佐川、大田、天野、中原、吉沢、高見、
議題
1、27 回ロング・14 回平日山行 反省
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7名

悪天候で残念でしたが別のコースに行けたのでそれなりに良かった。
ハプニング（ヒル）に出会ったのも思い出になる。リベンジ考える。
決算報告
残額は県連会計に算入で了承。
2、15 回平日山行 実施
春
2011 年 5 月 12 日（木）
① 沼津アルプス
② 玉原高原 ブナと残雪
（決定次第報告）
秋
2011 年 12 月 1 日（（木）
追原コース 紅葉狩り（リベンジ）
3、28 回ロングハイキング実施
月日 2012 年 1 月 28 日（土）～29 日(日) 会員のみ。
山域 ① 追原～四朗治コース
② 麻綿原コース
③ 新コース（君津ケルン提案）
決定次第報告
4、ちばニュース掲載引き続き行う事にする。 タイトル（山への想い）雑感
原稿掲載の順番
2 月中原、3 月加藤、4 月川上(関口)、5 月小川、6 月佐藤、
シリウス山の会 石原様 退会にともない繰り上がります。
前月の 20 日までに「ちばニュース」取敢えず事務局 渡辺のメールに投稿。
その他
海外記念トレッキング
全国 6 月
ブータン（ＨＰ参照）申込みは広木会長に早目に申し込む。
県連 10 月 ネパール 9 日・14 日コース（ＨＰ、ちばニュース参照）
次回委員会

2011 年 3 月

6日

(日)

県連総会後ロビー

出来るだけ総会に参加してください。
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終わって懇親会。

委員会報告

海外委員会報告
■開催日：１月１１日
■開催場所：県連盟事務所
■出席者：塚口委員・吉武委員・小池委員・土屋実行委員 広木県連会長
■議題：
千葉県連盟４５周年記念トレッキングについて
１．１０月実施のトレッキングコースの検討
・ エベレスト街道、アンナプルナ周辺で、１５日プラン・９日プラン
で検討をすすめる。
２． ７月予定の、花を見るトレッキングコースは、日数、交通条件など詳
細データを検討する。
３． 今後の予定について
・ ２月中に、コース・費用を決定し募集チラシを作成する。
・ ３月６日の県連盟総会で募集開始する。
４． 実行委員会への参加協力を理事会、各会に要請する。

委員会報告

第 7 回自然保護委員会報告

■開催日：1 月 13 日（木）19:00～20:10
■開催場所：県連事務所
■出席者：５名
菅井(ちば山) 栗山(東葛) 外山(こまくさ) 高橋(あび
こ) 徳田(市川)
■議題：
１．今年度の総括 と 来年度の方針の確認
総括を受け、方針の一部を強化修正案が出た。
２．その他
来年度の委員会開催予定日を仮決定
3/10, 4/14, 5/12, 7/14, 10/13, 1/12
今年度実施できなかった千葉の山の継続山行を 11 月下旬か 12 月初めに行う
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今月の登山時報から（2011 年 2 月号）
【特集 いま、なぜ個人会員制なのか？-5】
1. 未組織登山者の立場から 山梨・山の会事務局長 菊池健一さん
山梨・山の会設立以前に未組織登山者の一人であった自分の体験を踏まえると
現在の個人会員制の案には違和感を抱く。現在の案は本来なら単位山岳会の所属
にすべきところを地方連盟の所属にしただけで本来の意味の個人会員制とは違う
ようだ。このままでは顔の見えない地方連盟〃個人〃会員相手に山行管理や遭難
救助など煩雑な作業を引き受けざるを得ない連盟役員の苦労や不安が払しょくさ
れることはないであろう。今の案は個人会員ではなく連盟会員のように見える。
集団で歩くことのみに意義を見出すのならば、多くの山岳会がそうであるように
同世代のヒューマンな関係のうちに衰退の道をたどるのはむしろ自然であろう。
単独や少人数で静かに山を歩く登山者は昔から大勢おり、登山文化の一翼を担っ
ていることを忘れてはならない。
個人会員を原則ネット会員として新メデイア戦略とリンクさせるのは大いに評価
できる。ネットを通じて色々な情報が提供されるのはメリットである。
2 .生き残りを賭けて 千葉県勤労者山岳連盟会長 広木国昭さん
千葉県連は 2010 年 3 月の第 44 期総会で「800 人の千葉県連盟をつくろう」を合
言葉に会員拡大に取り組むことを決議した。このまま会員減少が続けば県連活動に
大きな影響が出るとの危機感を持った生き残りを賭けた取り組みである。具体的な
取り組みは次の 4 本柱からなる。①既存の会が新しい仲間を迎える取り組みの実施
②新しい会を立ち上げる③現会員を退会させない取組の実施④個人会員制の導入。
個人会員制については、県連盟内に個人会員の受け皿を作り講習会、技術教育、
安全教育を行い、既存の会と同レベルの山行管理を行い、一般会員と同等の権利
サービスを受ける というものである。全国連盟の基本構想案は既存の会と個人会
員が新しい組織を構築していく具体的指針であると評価する。全国案が地方連盟
の制度との統合を視野に入れるとしたので、それを踏まえて現在案をさらに検討し
て 2011 年度から実施したい。
【生物多様性の恵みを大切にし、登山文化の発展を】
2010 年 11 月東京青梅市で開かれた「第 15 回全国登山者自然保護集会」について
全国連盟自然保護委員長 浦添嘉徳さんの報告である。
小川潔氏の基調講演は好評だった。内容は「天祖山の自然保護運動」「圏央道と高
尾さんの自然保護」
「生物多様性保全の意味」など。
「生物多様性の保全と登山者の
役割」については 登山者は第一に登山者以前に市民として考えることが大事であ
り①加害者にならない（山で一般生活と同じように求めない）②生きものの立場か
ら考える、第二に、自然モニタリングのセンサーになること、定点観測を山小屋や
山林などの現場勤務者が担い、移動観測を登山者が引き受ける ことなどを指摘さ
れた。
記
鶴田秀雄
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県 連連絡先
千葉県勤労者山岳連盟
〒262-0033
千葉市花見川区
幕張本郷 1－29－18
レジデンス幕張台 101
043－306-1190
（Tel/Fax）
H.P.：
http://www.cwaf.jp
ちばニュース投稿：
newstoukou@cwaf.jp
事故一報：
ken-ichi@f4.dion.ne.jp

(Fax) 043-271-4704
（教遭委員長・岡田賢一）
連盟費振込先
郵便振替口座
00160－３－481509
千葉県勤労者山岳連盟
新特別基金払い込み先
口座番号：ゆうちょ銀行
00130-7-595190
加入者名
佐藤勝子
〒272-0023
市川市南八幡 1-25-16

2
月
号

2011 年度（第 45 期）

定期総会開催のお知らせ
■開催日：2011 年 3 月 6 日（日）12 時開会
■受付開始：11 時 30 分より
■開催場所：千葉県総合スポーツセンター内
宿泊研修所大ホール
■議題：
１．2010 年度（第４４期）活動報告および会計報告について
２．2011 年度（第４５期）活動方針および予算について
３．組織強化・会員拡大の具体的活動について
４．個人会員制導入について
５．房総の自然を守る運動について

ちばニュース編集部員・HP 部員の募集
ちばニュース編集部員、HP 部員を急募しています。
部員の欠員状態が続くと発行にも影響してきます。
HP では、動画もどんどん取り入れていく予定です。
「我こそは・・・」と思う方、「少しだけなら・・・」と考え
ている方、どんな小さな内容でも構いませんので、渡辺まで
ご連絡ください。在宅でできる内容もたくさんありますよ！
お待ちしています。

編集後記
◆各地で雪による被害報道がされていますが、昨年のような大きな事故はなくほっと
しています。しかし、小さな事故は残念ながら後を絶ちません。ハインリッヒの法則を
あ
忘れずに・・・1：29：300．県連内の事故も二桁を超えてしまいました。 ○
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千葉県総合スポーツセンター

総会会場はここです。
大ホールにて開催します。

■ 千葉都市モノレールをご利用の場合
スポーツセンター駅下車
■ バスをご利用の場合
JR 稲毛駅 京成バス
「草野車庫行」 スポーツセンター下車
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県連カレンダー
2月

3月

1 火 第11回役員会19：00～県連事務所

1 火 第12回役員会19：00～県連事務所

2水

2水

3木

3木

4金

4金

5 土 救急法机上講習会

西部公民館12：15～

5土

6日

6 日 2011年度第45期定期総会千葉県総合スポーツセンター

7月

7月

8火

8火

9水

9水

10 木

10 木

11 金

11 金

12 土

12 土

13 日

13 日

14 月 第12回編集部会19：00～県連事務所

14 月

15 火

15 火

16 水

16 水

17 木

17 木 第1回理事会19：00～西部公民館

18 金

18 金

19 土

19 土

20 日

20 日

21 月

21 月

22 火

22 火

23 水

23 水

24 木

24 木

25 金

25 金

26 土 関東ブロック深雪訓練（救助隊）

26 土

27 日

27 日

〃

28 月

28 月
29 火
30 水
31 木

ちばニュース
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2011年2月号Ｎｏ．214

発行：千葉県勤労者山岳連盟〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-29-18レジデンス幕張台101号室
発行人：岡田正勝

043-306-1190（ＴＥＬ＆ＦＡＸ）

編集人：渡辺敦子
ホームページ：http://www.cwaf.jp
事故一報：ken-ichi@f4.dion.ne.jp （教育遭難対策委員会/岡田賢一/FAX）043-271-4704
日本勤労者山岳連盟：03-3260-6331（ＴＥＬ）/03-3235-4324(FAX)

