
 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

会員と千葉県連盟をつなぐ

 

ちばニュース

 
２０１５年 ６月号 

 

 

 千葉県勤労者山岳連盟 
Ｃｈｉｂａ Ｗｏｒｋｅｒｓ Ａｌｐｉｎ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ 

 ２０１５年 ６月１日発行  通巻２６６（毎月１回発行）

 

千葉県連盟創立５０周年記念事業 

バリ島トレッキング募集開始 

 

 



 

               ６月号目次 

 
 ・ 目 次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
 ・ ４月理事会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
 ・ ５月理事会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
 ・ 会・クラブ紹介「東葛山の会」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
 ・ 創立５０周年山行「バリ島トレッキング」お誘い ・・・・・・・・・・・６ 
 ・ 自然保護シンポジウムのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 
 ・ ワンコイン講習会のお知らせ ・・・・・・・・・女性委員会  ・・・・・９ 
 ・ ウィークディ山行のお知らせ ・・・・・・・・・ハイキング委員会 ・１０ 
 ・ 県連便り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 
・ ６月・７月予定表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

東葛山の会は、１９７７年に「鎌ヶ谷ハイキングクラブ」としてスタート 
１９７８年に「東葛山の会」に改称した。 
 山行を中心にした会運営を実施し、会報・定例会・ホームぺージが充実 
し、大変まとまりの強い会の印象がある。 
山行は、海外遠征も多く充実した山行を実施している。会員数５８名中 
１０名の１００名山完登者がいるとの事です。１００名山を目指す人は、 
東葛山の会に転籍するのも良いかと思われる。 
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２０１5 年 4 月度理事会報告 
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■開催日時：4 月１６日（木）19：00～ 

■開催場所：船橋市西部公民館 

■出席：ちば山、茂原、船山、松戸、ふ

わく、あびこ、こまくさ、東葛、シリウス、

かがりび、らんたん、遠足クラブ、民医

連、岳樺、アルパイン、自然保護、ハイ

キング、教遭、救助隊、会長、理事長、

副理事長、会計（山翆会理事兼任）、  

以上２３名 

■配布資料 

・2015｢初級登山講習」の案内 

・５/31 県連統一ｸﾘｰﾝﾊｲｸ計画 

・自然保護シンポジウムについて 

・50 周年実行委員会について 

・県連 50 周年第６回実行委員会資料 

■議題 

１．委員会・救助隊報告 

＊教育遭難対策委員会（岡田） 

1)4/4 マチガ沢雪技、９会５４名参加。

ちばニュースに報告予定 

２)初級登山教室案内。5/24 までに参

加申込のこと、大越まで 

＊救助隊（吉田重） 
１)上記雪技の実技内容についての統  
一のため２度マチガ沢に入った。延

べ 20 名参加 
２)4/25,26 の沢トレは５月へ変更、日  
 にちは未定 
＊ﾊｲｷﾝｸﾞ委員会（桑原） 

・7/23 吉尾氏追悼山行、5/20 下見に

桜庭（船山）同行  

＊自然保護（菅井） 
1)5/31 ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 場所：鬼泪山、小  
 雨決行。13 時より報告会開催予

定、詳細は未定 
 
 
 

 

 

2)11/14 自然保護ｾﾐﾅｰ 
・メインテーマは「自然保護運動の歩

み」とする 
・鵜沢氏の講演の他、博物館職員にも  
 房総の自然について講演を依頼予定 
3)4/25,26 足尾植樹祭 ７名参加予定 
＊女性委員会（広木） 
・6/21 ワンコイン講習 場所：西部公  
 民館、男性の参加大歓迎 
２．災害支援報告（吉田哲） 
・4/18,19 場所：牡鹿・谷川浜 ９名

参加予定 
・今年度より会費の値下げ 
 正会員 1,000 円 賛助会員 500 円 
３．50 周年関連（広木） 
・各実行委員会へ理事等の参加をお  
願いしたい 
・海外登山の参加者の対象は？→県連  
 の会員であれば OK だが観光目的は  
 断る 
・房総の山 50 の対象は？→白紙の状  
 態なので、実行委員会でつめていく 
４．新年度を迎えて各会より報告 
 新役員体制、行事等について報告を

いただいた。詳細はページ数の都合

により割愛 
５．新加盟クラブ紹介(徳永） 
・千葉アルパインクラブ 
 ４月１日発足、７名のメンバーでス  
 タート。沢や岩などのバリエーショ  
 ン中心に活動していく 
■ 今後の理事会日程について 

・5 月 21 日（木） 場所：西部公民館  

 時間：19 時より  
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２０１5 年 5 月度理事会報告 
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■開催日時：5 月 21 日（木）19：00～ 

■開催場所：船橋市西部公民館 

■出席：ちば山、茂原、船山、松戸、ふ

わく、こまくさ、東葛、シリウス、かがり

び、らんたん、遠足クラブ、民医連、岳

樺、自然保護、ハイキング、教遭、救助

隊、会長、理事長、副理事長、会計

（山翆会理事兼任）、  以上２1 名 

■配布資料 

・2015 年度事故報告 

・第 9 回ワンコイン講習会 

・会組織アンケート集計 

・第 16 回ふれあいハイキング 

・房総の山 50 一覧（2 種類） 

・ネパールに救援の手を！、他 

■議題 

１．委員会・救助隊報告 

＊教育遭難対策委員会（岡田） 

1)事故一報。君津ケルン、西上州・鹿

岳滑落事故、新特別基金未加入 

２)初級登山教室案内。5/10 下見を行

った。内容については、5/29 ミーティ

ングにて最終決定する。 
＊ﾊｲｷﾝｸﾞ委員会（桑原） 

・7/23 吉尾氏追悼山行、5/20 下見を

行ったが、増水で徒渉不可→前日

ロープをフィックスする予定  

＊自然保護（菅井） 
1)5/31 ｸﾘｰﾝﾊｲｸ 27 名参加予定 
2)11/14 自然保護ｾﾐﾅｰ 
・鵜沢氏講演の他、博物館職員に 45
分ほの講演を依頼した。テーマは

「房総の自然」 
・会員の多い会には 20 名ほどの参

加をお願いしたい 
 
 
 

 

 

＊女性委員会（広木） 
・6/21 ワンコイン講習 内容について 
 は、教遭の初級登山教室とダブらない 

 ようにしたい 

＊組織（戸石） 

・会組織アンケート集計報告 

＊救助隊（吉田重） 
・5/23,24 丹沢沢トレ 11 名参加予定 
・教遭の初級登山教室に講師派遣 

 ・6/13,14 ロープワーク訓練 

２．ふれあいハイキング（桜庭） 

・第16回を2016/5/22に実施予定、場所  

 は安房高山 

・6/20 に下見をするが、山の会より参加 

 者を出して欲しい 
３．50 周年関連（広木） 
・海外登山下見済み 
・房総の山 50 の候補はあがっている 
 ので、5/28 の委員会で決定したい 
４．ネパール支援募金 
・全国連盟の口座が手続き中なので、 
 千葉県連は別口座で集約し全国連盟 
 に送金する 
５．災害支援（吉田哲） 
・定期総会を終了して 15 年度の活動 
 をスタートした 
・6/20,21 で福島に入るので協力をお 
 願いしたい 
６．他 
・「登山時報｣購読拡大に向けての要請 
・関東地区青年懇談会への会員派遣に 
 ついて 
■ 今後の理事会日程について 

・6 月 18 日（木） 場所：西部公民館  

 時間：19 時より  
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『東葛山の会』紹介 
会長  安彦秀夫 

＜会の生い立ち＞ 
１９７７年３月２８日（月）に、『鎌ヶ谷ハイキングクラブ』として産声を発しました。 
初年度は、設立発起人３名が中心になり会運営を進めていました。 
１年後の１９７８年３月２６日の総会で、当時の在籍会員でもって新たな役員選出をし、 
更に会則を設け、本格的な会活動を始動させました。 
活動内容を考慮して、半年後の１９７８年１０月１日の臨時総会で、現在の『東葛山の会』

に改称し、今日に至っています。 
＜会員情報＞ 
 会設立後半年間に実施されたハイキングで、急激に会員が増えましたが、定着率が非常に 
悪く、一時は２０名前後まで落ち込みました。 

 現在（５月１日時点）の会員数は、５８名（男性、女性各２９名）、平均年齢は６７．９歳 
（最高８６歳、最低３９歳）と非常に高くなっています。 

＜山行内容＞ 
 高年齢者が多いこともあり、ハイキングが主ですが、難易度の異なる会山行を原則月３回 
（大半が日帰り）実施しています。また、個人山行も盛んで山域も全国に及んでいます。ハイ

キングの他、雪山（スキー含む）、無積雪期の縦走も実施しています。 
 また、『日本百名山』の完全踏破を目指す会員が多く、会・個人山行を問わず、盛んに北か

ら南まで全国の山々に足を延ばしています（現時点での完登者１０名）。 
＜例会開催・会報発行・記念誌発行＞ 
 毎月第１・３水曜日に例会を開催し、山行の案内・報告、各専門部（山行部、会報部、事務

局等）からの連絡、会員からの連絡、机上講習などを実施しています。 
また、設立年１２月１日に第１号『山びこ』（手書き）を発行し、第４５号から『やまびこ』

に改称し、第９０号からワープロ編集になり、毎月欠かすことなく今日に至っています。（今

年の５月号が、第４５０号でした）。 
また、５年ごとの節目の年には記念誌の発行もしています。 

＜今後の課題＞ 
 年齢構成が非常に高く、山行時の事故が大いに気になるところです。併せて、このままでは、

活動がじり貧状態になるのでは…ということが、最大の悩みです。この状態からどのように

して脱却し発展させていくかが、今後の大きな課題です。他会との交流をしながら解決策を

模索していきたいと考えています。 
併せて、ホームページの充実を進め、会員を始め外部に対しても情報発信をし、新たな会員

の入会に繋げて行きたいと考えています。 
 

  
玉原高原 スノーハイク   望年山行 千畳敷ホテル 
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2015/5/29/Fri.
創立50周年記念実行委員会

＜期　日＞ 2015年 10月14日（水）～20日（火）＜6泊7日＞ホテル5泊、飛行機1泊

または、 10月14日（水）～19日（月）＜5泊6日＞ホテル4泊、飛行機1泊

＜トレッキング＞ インドネシア　バリ島
① バトゥール山 （1717ｍ）  　バトゥール湖畔に温泉あり 約６時間
②-1 アグン山主峰（3142ｍ） バリ島最高峰　ブサキ寺院コース　 約13時間
②-2 アグン山南峰（2900ｍ） パサールアグン寺院コース 約10時間
③ バトゥカル山 （2276ｍ）    バリ島第２高峰 約10時間/下見なし

＜募集人数＞ 30名　（原則先着順）　
※登山道は土埃・火山灰が舞います。呼吸器系に問題のある方は考慮願います。

＜費　用＞ 約20万円：　航空券往復、燃油サーチャージ、ホテル5泊（朝食込）、送迎バス、
　チャーターバス(日本語ガイド)、登山ガイド(英語)、一部食事○印、一部観光入場料等

＜申込方法＞ 1）参加希望者は、申込先（安彦）まで『参加申込書』をメールにて請求してください。
　メールには、必ず、『氏名』、『所属会名』、『携帯電話番号』等を記入願います。
2）送付される『バリ島サンライズ・トレッキング参加申込書』に必要事項を記入し、
　『パスポート（写真のある見開き2ページ）』のコピーと一緒に
　申込先（安彦）までメール送付してください。
3）申込金（3万円）納入については、8月上旬～中旬に改めてご連絡します。

＜申込締切＞ 2015年7月12日（日）　　　　※7月下旬に旅行会社に正式依頼します。

＜結団式・説明会＞ 2015年9月初旬～中旬に、『船橋市西部公民館』（予定）にて開催します。
その際に、『旅行費用（残金）』を徴収します。

＜問合せ・申込先＞ 安彦秀夫（あびこひでお）　東葛山の会 　トレッキング（登り）は、深夜から

E-メール： mt25hm4abichan49@gmail.com 　明け方までの登り一方のルートで

携帯電話： 090-5827-0571 　ヘッドライトは必携です。

＜日　程＞ 参加者決定後、改めて現地旅行会社と調整します。

日　時 （✈：飛行機、⇒：チャーターバス、…：歩行） 宿泊地 朝/昼/夕

①10/14（水） 8：30 成田空港第1旅客ターミナル4階北ウイング
移動 ガルーダ・インドネシア航空Fカウンター付近集合

成田空港発11：00（GA881）✈✈✈デンパサール空港17：25着

＜通関＞⇒（送迎バス：約3時間）⇒ホテル　 　 （仮眠）

②10/15（木） ホテル発3：00⇒プランジャティ村登山口発3：30…バトゥール山頂着6：00…

バトゥール山登山 (日の出観賞/朝食)…火口一周(約1時間)…トヤブンカ村/ホテル着9：30…

＜全員で登頂＞ …休憩/温泉プール⇒昼食/湖畔のレストラン⇒ホテル （仮眠）

③10/16（金） ホテル発前日21：30⇒ブサキ寺院着23：00/登山口発23：15…第１ピーク6：00

アグン山登山 …アグン山主峰着6：20（日の出観賞/朝食）下山開始7：00…

（主峰または南峰） …ブサキ寺院着12：00⇒昼食⇒ホテル
ホテル発前日23：30⇒パサールアグン寺院着1：00/登山口発1：15…

＜コース選択制＞ …アグン山南峰着6：15（日の出観賞/朝食）下山開始7：15…

…パサールアグン寺院着11：00⇒昼食⇒ホテル ＜バリ舞踏鑑賞＞

④10/17（土） フリータイム　＜オプションは下記参照＞
ホテル発8：30⇒ウルン・ダヌ・ブラタン寺院/ブラタン湖⇒ギギッの滝⇒

⇒テガララン（棚田観賞/昼食）⇒ホテル　　 （仮眠）

⑤10/18（日） ホテル発前日23：30⇒バトゥカル寺院着1：00/登山口発1：15…

バトゥカル山登山 …バトゥカル山頂着6：30（日の出観賞/朝食）下山開始7：30…

＜6泊7日コースのみ＞ …バトゥカル寺院着11：30⇒昼食⇒ホテル

⑥10/19（月） ホテル発8：30⇒タマン・アユン寺院⇒ジャティルウィ（棚田観賞/昼食）⇒

⇒タナロット寺院（夕日観賞）⇒夕食⇒デンパサール空港＜チェックイン＞

⑦10/20（火） デンパサール空港発0：25（GA880）✈✈✈成田空港着8：25

移動（帰国） 通関後解散

＜注＞5泊6日コースは、⑤バトゥカル山登山の日程がなしで、1日早く（10/19）帰国します。
＜注＞食事　　弁：弁当、ホ：ホテルレストラン、機：機内食、○・△：外部レストランでの昼食・夕食、×：各自払い
＜注＞山頂で日の出を迎えるように深夜ホテル発です。午後は、天候が崩れるので午前中に下山します。

 ☆　バリ島トレッキングの募集が始まります。上記〈申込方法〉に沿って申し込みをお願いします。

　　　　〈問合せ・申し込み〉は、個人です。注意事項などで負担をかけない様にして下さい。

（歩行時間：休憩含む）

<食事>

　『赤道直下の山々と名所旧跡・世界遺産』等を、県連の仲間と一緒に体感しましょう！

バトゥール
湖畔

行　　　　　　程　

--- 機/-/-

飛行機 ホ/○/○

ウブド 弁/○/×

ウブド ホ/△/×

ウブド 弁/○/×

弁/○/×

-/機/×

バトゥール
湖畔

日本勤労者山岳連盟 千葉県連創立50周年記念海外登山

バリ島サンライズ・トレッキングへのお誘い

　『バリ島に山があるの…？！』、『千葉県に山があるの…？』という
共通の先入観（？）を抱いているハイカーが多いのではないでしょうか？

（時刻は予定です。）

6

mailto:mt25hm4abichan49@gmail.com


＜記入例＞ 受理日： №

記入日：2015年○月××日

参加希望コース 希望するコースに○印を記入してください↴

① 6泊7日コース　2015年10月14日（水）～20日（火） <現地ホテル5泊、機中1泊> ○

② 5泊6日コース　2015年10月14日（水）～19日（月） <現地ホテル4泊、機中1泊>

基本情報 20150602

フリガナ チバ ノボル

氏名 姓 千葉 名 登

性別 男性

生年月日（西暦） ****年**月**日

年齢 満**歳 （出発日2015年10月14日（水）時点）

所属会名 ******山の会

労山遭対基金加入口数 5 口 （３口以上加入）

郵便番号 ***-****

住所 千葉県***市○○○○

自宅電話番号 **-***-*****

携帯電話番号 ***-****-*****

E-メールアドレス ｍｔ25ｈｍ****＠****

携帯メールアドレス nihon100yama@****

パスポート情報 ★申込書提出時に、一緒にパスポートコピーも提出してください。

氏名（ローマ字表記） 姓 CHIBA 名 NOBORU (半角大文字入力)

旅券番号 TH*******

有効期間満了日 ****年**月**日

入国時有効残存期間 *年**ヶ月 (６ヶ月未満は、新しいパスポート取得必要)

連続空白３ページ有無 有 （連続空白3ページ無い場合、ページ数増加必要）

※有効なパスポートを持っていない場合は、旅券番号欄に『申請中』と記入してください。

※パスポート取得後、直ちにコピーを提出してください。

緊急連絡先情報

フリガナ チバ アユミ

氏名 姓 千葉 名 歩

続柄 妻

郵便番号 ***-****

住所 千葉県***市○○○○

自宅電話番号 **-***-*****

携帯電話番号 ***-****-*****

トレッキング希望 参加する登山に○印を記入してください。

① バトゥール山 1717m 全員で登頂します！

②-1 アグン山主峰 3142m

②-2 アグン山南峰 2810m

③ バトゥカル山 2276m ①6泊7日コース参加者のみ挑戦！

※ トレッキング（登山口から山頂まで）は、真っ暗な中をヘッドライトを頼りに登ります。頑張るのみ！

　◆　この用紙は記入例です。正式参加申込書は、安彦さんにメールで請求して下さい。

○

日本勤労者山岳連盟 千葉県連創立50周年記念海外登山

バリ島サンライズ・トレッキング参加申込書

どちらか一方を選択してください。

○

○

×
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                                 自然保護委員会 

  

創立 50 周年記念事業のメイン行事として、千葉県連盟の自然保護運動の歴史を後世に

伝え、今後の自然保護運動の力になる事を目的に、「自然保護セミナー」を実施します。 

２０１５年度は、以下の２点を実施します。 

 

１、鬼泪山周辺のクリーンハイクの実施。（５月３１日（日）実施） 

山砂採取計画の凍結を勝ち取った運動を振り返り、鬼泪山の現状を県連盟共通のもの

とする。 

 

２、自然保護シンポジウムの開催。 
 

・ 行事名  ： 自然保護シンポジウム（千葉県連盟 自然保護運動のあゆみ） 

・ 開催日  ： ２０１５年１１月１４日（土） 

・ 会  場   ：  千葉市文化センター （千葉市中央区ツインビル）） 

・ 日 程 

・ 13：00 開場 

・ 13：45 講演 

１ 房総の自然 「地質と植物の特徴」   博物館職員  

２  千葉県連盟 「自然保護運動の歩み」  鵜沢 喜久雄氏 

              房総有料道路 追原ダム 鬼泪山山砂採取反対運動の取り組みと教訓 

・ 房総半島の現状と、今後についての討論   

 鵜沢喜久雄氏、博物館職員、自然保護運動団体代表者   

        ・ 千葉県の開発行為と自然保護について 

・ 千葉県の産廃処理の現状とその影響について 

ついての報告と意見交換を行い、今後の自然保護運動のあり方を考える。  

・  17：00 閉会 

 ◆  今回の企画の意図について。 

・ 講演者の、鵜沢さんには本セミナーのテーマである、「千葉県連盟の自然保 

護運動の歴史と教訓」を中心に講演をお願いする。 

    ・ 千葉県の自然破壊の現状を正しく理解する。 

・  自然保護とも関係が大きい、房総半島の地質や自然についての講演の開催。 

講師は、千葉県博物館職員にお願いした。 

 

千葉県連盟創立５０周年事業「自然保護シンポジウム」について 

自然保護セミナーを、千葉県の自然保護団体との交流・意見交換の第一歩としたい。 

東京オリンピックの施設建設で、鬼泪山の山砂が再びターゲットになることが危惧 

されている。鬼泪山は自然保護運動のシンボルです。 

 房総は近くて良い山がある、ある日厳重な高い鉄製の囲いが出来る。中は見えないが

トラックが頻繁に出入りしている。ガードマンが警戒して覗くことも出来ない。 

山砂を採取した跡地に、山間の凹地に産廃処理場が出来る。ハイカーにも、産廃業者 

にも、房総には近くて良い山が沢山ある   
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体に優しい  トレーニング 

実施日 ２０１５年 ６月２１日（日）１３時～１６時 

場 所 船橋市西部公民館・体育レクリエーション室（２Ｆ） 

（ＪＲ総武線下総中山駅下車）      

参加費 ワンコイン（５００円） 

講 師 荒井 美穂 先生   

当日は、個人の相談にもお応えします。 

ワンコイン講習会とは 

 女性委員会では、いつまでも山に行ける体力を維持するために 

「楽しく学ぶ・正しく学ぶ」をテーマに実技講習を行なっています。 

大勢の参加をお待ちしています。特に男性の参加を歓迎します。 

第９回ワンコイン講習会 
主催 千葉県連盟女性委員会   

問い合わせ先：千葉県勤労者山岳連盟 ホームページ事務局への問い合わせまで 

講 師 紹 介 

・ 最新のトレーニング法で、初心者からアスリートまで、幅広く指導しています。 
・ 障害者・高齢者 機能回復トレーニング講師。 
・ 企業の健康管理アドバイサー。 
・ 個々の悩み、希望に親切、ていねいに応えてくれます。 
・ 第８回ワンコイン講習会・事故防止交流集会 などでお馴染みです。 

毎度おなじみの 

楽しく学ぶ 正しく学ぶ 
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第 19 回  県連ウイークデー山行募集 主催 ハイキング委員会 

山行日  2015 年 07 月 23 日（木） 日帰り バス利用  雨天決行 

行き先    谷川：ゼニイレ沢～一ノ倉沢   

テーマ 50 周年記念行事の一環として・吉尾弘さんの（レリーフ）慰霊。 

集合場所と時刻   Ａ車 ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前 6 時 15 分集合出発 
Ｂ車 鎌ヶ谷市役所 6：00 集合出発＝新松戸（流経大前） 

6：30 分集合出発 
行 程     中型バス（27 人） 2 台（関越道：高坂ＳＡ合流） 
        
23 日 千葉発 6：15＝松戸発 6：30＝関越道＝（高坂ＳＡ）＝水上 IC＝土合白毛門駐車場 10：00 着 
  （準備：体操していざ出発） 
10:30 出発―1ｈ―湯檜曽川・一ノ倉沢出会 11：30 ゼニイレ沢（レリーフ参拝往復）12：30―20― 
一ノ倉沢 12：50 散策（ヒョングリ滝・衝立岩・滝沢リッチ等見学）13：30―1ｈ―駐車場 14：30 着 
15：00 乗車 帰路    各地 19：00 着予定 
  歩行 約 4 時間 00 分 休憩含む （但し渡渉箇所ありますので遅延あり） 
注：雨天でも散策出来ますので決行します。雨具の用意はお忘れなくお願いします。 

当日は濡れてもよい服装で（又は着替え持参）来てください。         

●道路状況によりスケジュールや時刻等は変更となる場合があります。 
※故吉尾弘 略歴 1937 年（昭和 12 年）4 月～2000 年（平成 12 年）3 月 13 日 日本の登山家 
 日本勤労者山岳連盟顧問・千葉県勤労者山岳連盟創設 指導者 
 1957 年（昭和 32 年）、3 月 29 日に谷川岳一ノ倉沢滝沢リッジ積雪期登攀成功・そのた各地岩壁・ 
 海外の山登頂・2000 年 3 月 13 日滝沢リッジ登攀中滑落死。 

 
1/25,000  水上：茂倉岳 

募集人員  50 名  （千葉発 25 名・鎌ヶ谷発 25 名） 

費 用   7,000 円～7,500 円 バス料金値上げの為未定、 

持ち物  山行に必要装備：コンパス（雨具必須） 

申込み〆きり  7 月 10 日（火） と定員になり次第 

       尚、バス予約の為早めに申込みお願いします。 

申込先  各会で纏めて桑原までお願いします。 
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千葉県勤労者山岳連盟（千葉労山） 

◎ 県連盟事務所 
 〒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 
 ＴＥＬ・ＦＡＸ： 043-306-1190 
 Ｅメール：rousanchiba@grape.plala.or.jp 
 ＪＲ総武線幕張本郷下車、海側 徒歩５分 

（県連事務所に常駐者はいません） 
 
◎ 千葉県連ホームページ 
      http://www.cwaf.jp 
県連盟への問い合わせは、上記ホームページ

事務局への問い合わせまでお願いします。 
◎ 加盟会会員の事故一報送付先 

教遭委員長・岡田 賢一 
ken-ichi@f4.dion.ne.jp 
Ｆａｘ：043-271-4704 

  事故一報は、全国連盟事務局にも必ず 
送付の事。 

◎ 「ちばニュース」原稿送付先 
   機関紙委員会・広木 国昭 
     danphiro@zpost.plala.or.jp 
◎ 連盟費振込み先 

郵便振替口座 00160-3-481509 
千葉県勤労者山岳連盟 

◎ 東日本大震災・支援金振込み先 
  口座番号：ゆうちょ銀行 
      ００２４０－８－９８４１９ 
  加入者名：ＮＰＯ法人 ちば労山ゆう 
       代表者 吉田 哲治 
◎ その他、県連盟、全国連盟への、 

ご意見・問い合わせなどは・広木まで 
 
 
  

 

ＮＰＯ法人「ちば労山ゆう」 

 「ちば労山ゆう」とは、東日本大 
震災を支援するために、千葉県勤

労者山岳連盟を母体として活動

を始めた、被災者支援ＮＰＯ法人

です。 
◎ 「ちば労ゆう」への入会は 
千葉県連盟ホームページから 
常時入会出来ます。 

・入会申し込みは   
http://www.cwaf.jp/contact/10-2/ 
・「ちば労山ゆう」への問合せは 
http://www.cwaf.jp/contact/09-3/ 
  

◎ 支援活動日のお知らせ 

・６月２０日・２１日（福島） 

・７月１１日・１２日（石巻） 

◎ 支援物資販売活動について 

  皆様のご協力により、交通費の

補助に役立っています。 

引き続きご協力をお願いします。

三陸・気仙沼直送の支援物資は 

「おさしみわかめ」「さしみこんぶ」 

「くきわかめ」「すき昆布」 

「とろろこんぶ」 

 牡鹿半島の 「塩蔵わかめ」 

常時在庫あります。 

 も 

用意しています。 
 
宅配も、相談下さい。 
広木 国昭 

danphiro@zpost.plala.or.jp 
  

支援物資に関する問い合わせは 
下記アドレスに連絡を！ 
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　　　行事予定 　　　　行事予定

1 水 1 月

2 木 2 火 県連役員会

3 金 3 水

4 土 4 木

5 日 5 金

6 月 6 土 初級登山講習

7 火 県連役員会 7 日        〃

8 水 8 月

9 木 9 火

10 金 10 水

11 土 ＮＰＯ支援活動 11 木 50周年実行委員会

12 日 　　　〃 12 金

13 月 13 土

14 火 14 日

15 水 15 月

16 木 県連理事会 16 火

17 金 17 水

18 土 18 木 県連理事会

19 日 19 金

20 月 20 土 ＮＰＯ支援活動

21 火 21 日 　　　〃　　　　ワンコイン講習会

22 水 22 月

23 木 ウィークデイ山行 23 火

24 金 24 水

25 土 25 木 組織委員会

26 日 26 金

27 月 27 土

28 火 ＮＰＯ役員会 28 日

29 水 29 月

30 木 ５０周年実行委員会 30 火 ＮＰＯ役員会

31 金

　　　　　　　　　　　県　連　活　動　予　定　表

７月 ６月

発行者　：　千葉県勤労者山岳連盟

　　　　　　　〒２６１－００１３　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

　　　　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０４３－３０６－１１９０　（事務所に常駐者はいません）

発行責任者　：　吉田　哲治　　　　　　編集責任者　：　広木　国昭

問い合わせ先　：　千葉県勤労者山岳連盟ホームページ　事務局への問い合わせ
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