令和元年支部総会報告
日 時：令和元年 5 月 18 日（土）16：25～16：50
場 所：神奈川大学横浜キャンパス 3 号館 3B-103 号室
出席者：実出席 24 名 委任状による出席 57 名（支部長または他の役員に委任）、書面による議
決権行使 6 名（全員全議案に賛成） 計 87 名
議事
永井事務局長より、平成 3１年 3 月末現在の支部会員は 148 名で、出席者 87 名は過半数を超え
ているので、本総会が成立していることが報告された。
次いで、支部規約第 15 条により、本総会の議長に込田支部長が選出された。
（１）永井事務局長より、平成 30 年度事業報告について説明があり、承認された。次いで、青木
会計担当より、平成 30 年度の会計報告の説明があり、承認された。さらに、砂田監事より、
会計監査および業務監査の結果について報告があった。
（２）永井事務局長より、平成 31 年度（令和元年度）の事業計画について説明があり、承認され
た。次いで、青木会計担当より、平成 31 年度（令和元年度）予算案の説明があり、承認さ
れた。
（３）永井事務局長より、本部または他支部主催の行事に支部を代表して出席する 1 名に限り、
役員会で承認された場合に交通費を支給する旨の提案があり、承認された。
（注）支部総会開催前に、神奈川支部公開イベントとして、神奈川大学山岳部の活動報告、神奈
川県立生命の星・地球博物館館長の平田大二氏による講演会「小仏・丹沢・箱根（神奈川の
山々の素性を探る）」を一般公開で開催した。参加者は約 40 名。
その後、場所を神奈川大学 19 号館ラックスホールの食堂に移して、懇親会を開催した。参加
者 22 名。

↑支部総会出席者
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らしめた最初のきっかけになったという意
義は大きい。また翌年発足する山岳会（のち
日本山岳会と改称）の発起人７人のうち、３
人が参加していることも注目すべきことで
ある。武田は玄倉川に登山者が多くなるのは
大正 7，8 年頃からで、その時代になると製
板業者が入って諸所に小屋ができ、宿泊でき
るようになった影響が大きいと書いている
が、そのころは寄（やどりぎ）から鍋割山稜
を越えて人々が往き来したようである。
なお、武田はアーネスト・サトウの次男で
植物学の研究で知られる理学博士、“尾瀬の
父”と呼ばれるように尾瀬の環境保護に尽く
した。日本山岳会第 6 代会長、日本山岳協会
初代会長など務めたが、丹沢における先駆的
登山や啓蒙などにも功労があった。
（『日本山

丹沢おぼえがき（４）
―はじめに塔ノ岳をめざした先駆者たち

砂田定夫
塔ノ岳における初期の近代登山について
は、『神奈川支部報』第２号の巻頭に「塔ノ
岳における近代登山のあけぼの」と題する小
文を書かせていただいたので参照されたい。
文献上で知られている記録としては、1892
（明治 25）年４月の岡野金次郎による南面
（大倉尾根）からの塔ノ岳登山を丹沢におけ
る近代登山の嚆矢としてよいだろう（岡野に
ついては『支部報』第４号参照）。
1905（明治 38）年 9 月に実施された武田
久吉、高野鷹蔵、河田黙ら 12 人による玄倉
川からの塔ノ岳登山は、前夜玄倉に一泊し、
そこで猟師の鈴木新次郎を雇い、山神峠を経
て玄倉川へ入った。山神峠か
ら檜岳山稜の西面をトラバースする古道は
現在崩壊等で廃道となっている。入渓点は逆
木（さかさぎ）と呼んでいたようだが、同角
沢出合の対岸だったようだ。そこから玄倉渓
谷を遡り、諸士平、ユーシンを経て箒杉沢に
入る。初めて目にするユーシンブルーに一行
は目を見張ったことだろう。武田は「逆木で
玄嵓川の上流を見て、誰しも感嘆これを久し
うした。閃緑岩の河床の上を漣を立てて流れ
る水は極めて清澄・・」と書いている（『明治
の山旅』
）
。武田の文から推測すると、最後は
大金沢と小金沢の中間尾根を登ったと思わ
れるが、奥野幸道は小金沢を詰めたと書いて
いる（
『足柄乃文化』第 22 号）
。この山行で、
諸士平では御料局の番小屋を確認したり、鍋
割沢出合では炭
焼小屋を見たと
いうが、当時の玄
倉川上流の様子
を伝えて興味深
い。武田が書いて
いるように、この
時の紀行を高野
が『山岳』の創刊
号
（第 1 年第 1 号）
に発表したこと
で、丹沢を世に知

岳文化学会論集』第 16 号「丹沢山地‐登山文
化小史として‐」<砂田>）参照）
写真説明：武田久吉（1883～1972） 『山と
溪谷』61 号より

山行報告
かながわ山岳誌

L コース 生藤山

平成 30 年 10 月 13 日
＜コース概略＞ JR 上野原駅～井戸バス停
～軍刀利神社～三国山～生藤山～茅丸～連
行峰～大ゾウリ山～醍醐丸～醍醐峠～高岩
山～和田峠～和田バス停
上野原駅からバスに乗り、井戸で下車し、
車道を３０分程歩く。鳥居をくぐり軍刀利神
社（ぐんだりじんじゃ）の社務所に出る。急
な石段を登ると、本殿と拝殿が現れ、さらに
奥に進むとカズラの巨木がある奥の院に着
く。ここから登山道になり、女坂と表示され
た植林帯を進む。鎌沢からの尾根に合流し、
三国山に出る。そのまま進み生藤山の頂上で
休憩し、二等三角点を確認する。神奈川県最
北の山で、
「藤野町十五名山」の表示がある。
急斜面を下ると緩やかな尾根を茅丸、連行峰、
醍醐丸へと進む。登山道から離れ、お椀を伏
せたような高岩山に登る。和田峠に下り、長
い林道をバス停に向かう。全体的に緩やかな
尾根であるが、アップダウンがあり歩き甲斐
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がある。

だ。ゴルフ場の脇を登り展望台のある頂上に
出る。大楠山トンネルに下り、一般道を佐島
入口バス停まで歩く。バスに乗り竹川で下車
し、舗装路を山崎山へ向かう。栄林寺の裏の
ヤブを漕いで山崎山へ登ると「神奈川県最低
峰 78ｍ」の標識がある。続いて扇山を目指
すが、激ヤブで踏み跡は無い。やっと頂上ら
しい場所に到達するが、表示は無い。一般者
は歩けない山だ。
＜参加者＞ 森武昭、永井泰樹、田島剛、葉
上徹郎

↑生藤山山頂
＜参加者＞ 森武昭、石村日満子、鶴田泰子、
舟根章、丸山さかえ、稲垣哲郎、大字進、永
井泰樹、田島剛、渡辺正敏、中島良行、葉上
徹郎

かながわ山岳誌 L コース 箱根屛風山
平成 30 年 11 月 10 日
<コース概略> 箱根湯本駅～箱根町バス停
～畑引山～箱根町バス停～屛風山～甘酒茶
屋～畑宿バス停～箱根湯本駅

かながわ山岳誌 H コース大楠山・山崎山

箱根町バス停から国道を進み「やすらぎの
森」にある畑引山を目指す。公園内には芝生
広場がいくつかあり、どこがピークか分から
ない。園内を散策し、一旦箱根町バス停へ戻
り屛風山を目指す。国道を歩き箱根関所跡か
らハイキングコースが始まる。急斜面の階段
を上ると芦ノ湖が一望できるが、かなりきつ
い登りだ。一旦、緩やかな尾根になり、登山
道を進むと屛風山の標識が現れる。しかし、
ここはピークでは無い。藪を抜けた雨量観測
のある広場に三角点のあるピークがあるが、
わかりづらい。一帯は、シナ、ブナ、サルス
ベリの大樹が多い。甘酒茶屋まで下り箱根旧
街道に出ると、須雲川自然探勝歩道の石畳の
道が整備されている。旧街道を何回も横切り
石畳の道が続く。畑宿まで下ると探勝歩道は
終わる。
＜参加者＞ 込田伸夫、森武昭、石村日満子、
鶴田泰子、廣島孝子、舟根章、吉澤平治、丸
山さかえ、細川治子、森静子、永井泰樹、田
島 剛、國清喜美子、葉上徹郎

平成 30 年 10 月 14 日
<コース概略> JR 衣笠駅～衣笠山～衣笠
城址～大楠山～佐島入口（バス停）～竹川（バ
ス停）～山崎山～扇山～竹川（バス停）～JR
衣笠駅
衣笠病院の西側路地を進み、細長い池を越
えると公園である衣笠山の頂上に出る。東京
湾や大楠山も見え視界は良い。一旦下り、衣
笠城址トンネルの手前を登ると衣笠城跡の
開けた広場に出る。三浦大介義明の石碑があ
る。尾根を横浜横須賀道路に沿うように進む。
現在、横須賀ごみ処理場の建設工事で迂回路
の案内通りに大楠山に進むが、かなり遠回り

かながわ山岳誌

H コース

仙洞寺山

平成 30 年 11 月 23 日
＜コース概略＞ 橋本駅～小沢バス停～仙
洞寺山～金太郎大権現～三角山～茨菰山（ほ

↑大楠山山頂
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おずきやま）～送電鉄塔分岐～谷戸～西門坂
バス停

る。さらに進むと、大きな磨崖仏に出合う。
展望台のある鷹取山に登ると東京湾が一望
できる。尾根伝いに神武寺方面に進む。神奈
川県重要文化財の薬師堂や晩鐘を見学する。
横須賀線を横切り二子山へ向かう。上二子山
には、一等三角点と展望台がある。隣の下二
子山を登るが、標識は無く心細い。次は阿部
倉山に進む。急斜面のヤブを抜けると木々が
刈りとられた頂上の広場に出る。ここから登
山道は整備されており、桜の名所となってい
る。低山とは言え二子山から阿部倉山へは、
標識が無く急な斜面もあり、一般向けのコー
スではない。
＜参加者＞ 石村日満子、冨岡一郎、舟根
章、吉澤平治、芦澤敏夫、細川治子、早川正
志、秋山典彦、永井泰樹、田島剛、國清喜美
子、中島良行、笹本忠、葉上徹郎

バスを降り、国道を北に進むと八坂神社の
鳥居がある。本殿・拝殿の裏手を登ると林道
に合流する。さらに進むと「フォレスト 21・
さがみの森」の案内板と小屋が現れる。緩や
かな尾根を登って行くと仙洞寺山に至る。標
識は無いが、赤テープで仙洞寺山 583m と記
されている。次の三角山を目指すが、ここか
ら先に標識は無い。いくつかアップダウンを
繰り返すと、急斜面に鉄パイプの手すりがあ
り、頂上に「金太郎大権現」の社がある。社
の奥を下り鉄塔の下をくぐる。尾根をのぼる
と、三角点のある三角山に着く。鉄塔まで戻
り次の茨菰山を目指す。頂上に至るまでトゲ
のあるヤブが多く難儀する。鳥屋集落の谷戸
まで下る。一帯はリニア新幹線の車両基地建
設予定地である。低山であるが、標識は少な
い。

↑阿部倉山山頂
↑仙洞寺山山頂
<参加者＞ 砂田定夫、永井泰樹、植木貞一
郎、田島剛、葉上徹郎

寄稿：2018 年締めくくりの山行

かながわ山岳誌 L コース鷹取山・二子山

石村日満子

平成 30 年 12 月 8 日
＜コース概略＞ 京急'追浜駅～鷹取山～三
角点～神武寺～沼間中学～（上）二子山～（下）
二子山～阿部倉山～川久保バス停～JR 逗子
駅

今回のﾘ-ﾀﾞ-は、この一帯を知り尽くした
地元の早川副支部長である。
一行 15 名は、集合場所の追浜駅から閑静
な住宅街の上り坂を右に左に折れながら進
む。駅から歩くこと約 20 分、正面に「鷹狩
り」が名の由来だという鷹取山が、切り立っ
た巨石の形で現れた。
階段を登っていくと、巨大岩壁のほぼ全て
に、下から頂上までクライマ－の打ち込んだ
無数のハーケンの跡があり、この日も 3 名と

改札口を出て湘南病院の脇を登り湘南鷹
取町の住宅地を進む。ショッピングセンター
の脇を鷹取山へ登る。すぐに垂直な岩肌が現
れ、クライマーがロープワークを練習してい
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11 名のグル－プが準備中であった。その岩
壁の間を通り抜けると、昭和 35 年に、藤島
茂氏によって彫られた磨崖仏に出会う。高さ
８m、幅 4.5mｎもあり、像の左足にはハーケ
ンの跡があった。像の前で、集合写真の撮影
を実施。
さらに進むと、展望台に入る手前の公園は、
開けた広場で、東京湾が一望できる。その後、
巨大岩壁の上に建つ鷹取山(139ｍ)の展望台
に到着。富士こそ望めないものの、江の島、
房総半島などが見え、これから目指す二子山
のこじんまりした姿を確認。
鷹取山を登頂した後、神武寺へと向かう。
その天台宗の古刹への途中、地図上にある三
等三角点を確かめ、満足気のメンバ－。
10:57、神武寺に到着。境内には、樹齢 400
年のホルトの巨木-別名なんじゃもんじゃがあり、眺めながら小休止。
住宅街の沼間地区に下り、かわいらしい馬
場橋や車両禁止の小さな踏切を渡り、ここで
平地にサヨナラして、急な上り坂を歩き続け
る。すると、住宅地の中に広々とした冬枯れ
た樹林帯の斜面に出る。その名も「花の森公
園」。ここの東屋にて早めのランチ。花の頃
を想像する。
ランチ後は、傾斜にゆったりした住宅が続
き、この地区の豊かさが感じられるような公
立中学校の裏山の細い道から、鷹取山の展望
台を懐かしく望む。
マムシ、イノシシに注意の看板を見ながら、
一番警戒が必要なのは、そのために設置され
た「監視カメラ」ではないかしら？と思いな
がら進む。
花の森公園からちょうど一時間歩き、簡素
な見晴台のある二子山(上の山)(207.8ｍ)に
到着。一等三角点の山だけあって、素晴らし
い展望だ。
「せっかく登ったのに、こんなに下るの」
といった声を聞きながら、急な下りを進み、
そして、その分だけ登り返し、二子山(下の
山)に到着。標識が朽ちていたこともあり、
通り過ごしてしまいそうなピ－クである。こ
こから阿部倉山までの 30 分は、急なダウン
アップで、狭く滑りやすく、荒れていて倒木
が多かった。周りは全く見通せない中、直ぐ
足元から、ほら貝ののんびりした音と、子供

たちの歓声が聞こえ続けていた。
13:56、阿部倉山山頂に到着。頂上は荒れ
ているものの平らで、最後の給水と、記念撮
影。
頂上を出発し、一気に下っていくと、最後に
赤い帽子のお地蔵さまが、六体プラス一体。
一つ曲がり下ると、3 体の道祖神が迎えて
くださり、バス道路に出た。
背後からバスがやってきて、
「間に合う！」
の、ﾘ－ﾀﾞ-の掛け声のもと、15 名は一斉に
駆けてバスを待つ列の後に続き、無事、逗子
駅行きバスに乗車した。
「終わりよければ全てよし」とﾘ－ﾀﾞ－が
おっしゃった様に聞こえました。いいえ、初
めも途中もお終いも、良かったです。皆様、
ありがとうございました。
かながわ山岳誌

H コース ヌタノ丸

平成 30 年 12 月 22 日
＜コース概略＞ 宮ケ瀬湖バス停～早戸川
橋～早戸川国際マス釣場～魚止め森の家～
ヌタノ丸～ヌタノ丸左岸尾根～宮ケ瀬湖バ
ス停
宮ケ瀬湖から早戸川に沿って林道を約 3
時間かけて歩くと、魚止め森の家の建物があ
る。
途中、猿の群れや、望遠レンズを持ったヤマ
タカを撮影する人、釣り人等に出合う。林道
を歩く間、ヌタノ丸へ直登するルートを探す
が、急な沢や尾根と川を渡渉するには水量が
あり断念する。森の家を背に本間沢を登ると
725ｍピークに続く尾根に乗る。すぐにヌタ
ノ丸に続く尾根へトラバースする踏み跡が
見つかる。踏み跡に沿って進むと、ひと登り
でヌタノマル頂上に着いた。三等三角点ある
が、植林帯の中で眺望はほとんどない。元来
た道を辿り、725m に続く尾根を下ると直接
林道に降りることができた。帰りは宮ケ瀬湖
まで 2 時間程度の早歩きで戻った。往復の林
道歩きは長いが、
H コースとしては簡単な山
行である。
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「虫沢古道を守る会」のメンバーが整備した
もの。同時に、はなじょろ道は、ヒネゴ沢よ
り共和の八丁に通ずる道路であったものを、
高松山ハイキングコースとして整備した。達
磨タケ山までは、歩き易いハイキングコース
で、頂上の展望は素晴らしい。達磨タケ山か
らダルマ沢ノ頭までは林業用の仕事道であ
り、植林帯を進む。西ヶ尾から尾根道をとお
り、高松山に至る。山頂は相模湾の展望が良
い。最後に第六天の三角点を探し田代向のバ
ス停へ戻る。
＜参加者＞砂田定夫、森武昭、田島剛、渡辺
正敏、葉上徹郎

↑ヌタの丸山頂
＜参加者＞ 永井泰樹、田島剛、清水義浩（多
摩支部）
、葉上徹郎

かながわ山岳誌 L コース 石老山
平成 31 年 2 月 9 日

かながわ山岳誌 L コース 武山
平成 31 年 1 月 12 日
コース概略 京急長沢駅～三浦富士～砲台
山～武山～京急津久井浜駅

雪のため中止。
H コース 大山三峰山
平成 31 年 2 月 23 日
コース概略 土山峠～辺室山～物見峠～大
山三峰山～不動尻～広沢寺温泉～厚木駅
かながわ山岳誌

三浦半島の先端にある、標高 183ｍの三浦
富士山頂には、浅間神社奥宮がまつら
れている。山頂手前の急な階段を登ると南側
に房総半島や東京湾が見えて展望が良い。
尾根伝いに西北に進み砲台山、武山と進む。
標高は低いがアップダウンが多い。
幹事の芦澤さんが、武山の山頂で豚汁を振舞
われ、寒い体が心から温まった。芦澤さんあ
りがとうございました。下山後は横浜にて、
JAC 神奈川支部の新年会を行い。支部の
益々の発展を祈願して乾杯をした。

土山峠でバスを下車し、急登を辺室山へ向
かう。辺室山の三角点を探し、物見峠までは
歩き易い登山道である。三峰山の北ピークを
踏むには相当な急坂を登る。ピークからクサ
リ場、梯子のアップダウンが続き息を抜けな
い登山道である。三峰山には三角点があるが、
土台がグラグラで今にも倒れそうである。昼
食休憩後不動尻へ下山するが、急なザレがあ
り注意が必要。不動尻からは林道で里山を鑑
賞しながら、広沢寺温泉へのんびり歩いた。

＜参加者＞ 芦澤敏夫、森武昭、細川治子、
國清喜美子、吉澤平治、青木まゆみ、鳥橋祥
子、稲垣哲郎、込田伸夫、石村日満子、増田
達治、中島良行
かながわ山岳誌 H コース 達磨タケ山
平成 31 年 1 月 26 日
コース概略 新松田駅（バス）～田代向～長
寿橋～達磨タケ山～ダルマ沢ノ頭～西ヶ尾
～ヒネゴ沢乗越～高松山～尺里峠～第六天
～田代向バス停
松田町寄の住民がかつて茅場（かやば）へ
向かう生活道路として使っていた古道を、

↑大山三峰山
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＜参加者＞森武昭、永井泰樹、田島剛、渡辺
正敏、葉上徹郎

＜参加者＞ 込田伸夫、森武昭、舟根章、大
槻利行、吉澤平治、高井紀栄、芦澤敏夫、稲
垣哲郎、大字進、森静子、永井泰樹、青木ま
ゆみ、田島剛、渡辺正敏、中島良行、國清喜
美子、葉上徹郎、鳥橋祥子

かながわ山岳誌 L コース 大山南尾根
平成 31 年 3 月 9 日
コース概略 蓑毛バス停～蓑毛越～浅間山
～イトヨリ峠（不動越）～高取山～念仏山～
善波峠～弘法山～権現山～浅間山～秦野駅/
善波峠～吾妻山～鶴巻温泉駅

H コース 矢倉岳
平成 31 年 3 月 23 日
コース概略 JR 御殿場線足柄駅～銚子ヶ淵
～足柄古道～足柄峠～矢倉岳～鷹落葉～鳥
手山～立山～山北駅
かながわ山岳誌

蓑毛から「大山参り道」を登り、大山から
派生する南尾根を下るハイキングコースで
ある。距離が長いため善波峠から 2 手に分か
れた。（吾妻山～鶴巻温泉駅のコースと弘法
山～権現山～秦野駅） 快晴でハイカーが多
く、高取山の頂上では昼食をとる人が大勢い
た。

足柄駅から地蔵堂川に沿って林道を進み、
整備された史跡が多いコースを歩く。花嫁が
身を投げた銚子ヶ淵という池や、源頼光対面
の滝、六地蔵、芭蕉の句碑を見ながら足柄峠
に至る。日本武尊が弟橘姫を偲んだあづまの
由来の碑と足柄関所跡、足柄山聖典堂を見な
がら万葉公園を抜け矢倉岳へ登る。雨模様で
展望はない。山伏平まで戻り鷹落葉で二等三
角点を探す。

↑高取山山頂
コース自体はとても歩き易い。念仏山、弘
法山と地蔵が多い順礼の道は「野菊と信仰の
道」と名付けられている。大山から派生する
南尾根は、距離が長く歩き甲斐のあるコース
である。

↑矢倉岳山頂
鳥手山（とでやま）分岐の急斜面を注意し
て下り、鞍部を登り返し鳥手山、立山と尾根
伝いに進む。山伏平から立山までは標識がな
いので、一般者には不向きなコースである。
＜参加者＞ 森武昭、永井泰樹、田島剛、葉
上徹郎、清水義浩（多摩支部）
かながわ山岳誌 L コース 大山北尾根
平成 31 年 4 月 13 日
コース概略 小田急秦野駅（タクシー）～三
角山～物見峠入口～一ノ沢峠～ミズヒノ頭
～西沢ノ頭～大山～春岳山～ヤビツ峠

↑念仏山山頂
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タクシーを菜の花台で一旦下り、三角山頂
上の三等三角点を目指す。踏み跡は薄く、ヤ
ブをかき分けて進み、やっと三角点を見つけ
るが植林帯の中で展望は無い。タクシーに戻
り物見峠入口まで乗車する。一ノ沢峠までは、
倒木を避けながら沢沿いに登る。界隈はモミ
の巨木が多い。急な斜面を登りミズヒノ頭付
近に来ると春なのに残雪が現れる。西沢ノ頭
を過ぎるとヤセ尾根と雪で注意して進む。大
山北尾根は残雪に覆われ、いつもと違う景色
に大満足。大山頂上はハイカーで賑わってい
た。イタヅミ尾根を下り、途中春岳山に立ち
寄り、ヤビツ峠へ下る。一ノ沢峠～ミズヒノ
頭までは道標がなく、一般向けではないコー
スであるが、大山北尾根は静かな尾根歩きを
楽しめる。

富士見茶屋でバスを降りて、30 分程登る
と廃屋の乙女茶屋が立つ乙女峠に到着する。
快晴で富士山が秀麗な姿を見せる。峠から新
緑の若葉が眩しい尾根をゆっくりと歩く。大
きな電波塔が見えると丸岳の山頂である。丸
岳の三等三角点は、電波塔の西の山にあるが、
ヤブでここからは行くことができない。山頂
からの景色は良く、煙を吐く大涌谷、箱根最
高峰の神山、芦ノ湖の青い水面、仙石原の草
原とゴルフ場が良く見える。南に延びる尾根
を進むと登山道に三等三角点のある 1,045m
峰（落合）に到着する。緩やかな尾根をさら
に進むと、富士見ヶ丘公園、芦ノ湖展望公園
で景色を満喫し、湖尻水門へ下る。このコー
スは尾根が緩やかで景色が抜群と箱根の中
でも素晴らしいハイキングコースである。芦
ノ湖キャンプ村にて有志による BBQ を行い、
テント泊後翌日解散となった。
＜参加者＞ 込田伸夫、森武昭、石村日満子、
鶴田泰子、舟根章、高井紀栄、丸山さかえ、
稲垣哲郎、大字進、田島剛、渡辺正敏
H コース 不老山
令和元年 5 月 19 日
コース概略 新松田駅（バス）～向河原バス
停～番ヶ平～不老山～（県境尾根）～大久保
山～谷ヶ山～富士見橋～御殿場線駿河小山
駅
かながわ山岳誌

↑大山山頂
＜参加者＞森武昭、石村日満子、大槻利行、
高井紀栄、丸山さかえ、稲垣哲郎、大字進、
永井泰樹、田島剛、渡辺正敏、中島良行、葉
上徹郎

向河原でバスを降り、河内川に架かる青く
塗られたつり橋を渡る。不老山への道標が現
れ、植林帯のジグザグ道を登る。登り始めは
急登であるが、炭焼き窯跡を越える辺りから
比較的緩やかな植林帯になる。伐採が行われ
ており明るい場所が所々出てくる。平らな場
所に出て、林道を横切ると番ヶ平の標識が現
れる。ひと登りすると不老山である。展望は
相模湾が少し見えるだけだ。静岡県側からは
よく登られる山で、山頂には十数人の登山者
がいた。

かながわ山岳誌 H コース 箱根白銀山
平成 31 年 4 月 27 日
雨天中止
かながわ山岳誌 L コース 箱根丸岳
令和元年 5 月 11 日
コース概略 御殿場駅（バス）～乙女峠バス
停～乙女峠～丸岳～長尾峠～1,045 峰～芦
ノ湖展望公園～湖尻水門～芦ノ湖キャンプ
村
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へと尾根を登る。三国山東登山口から急登に
なり、ブナの巨木が何本も現れる。更に登る
と登山道に四等三角点が新しく埋められて
いた。徐々に斜面が緩くなると三国山頂上に
到着する。

↑不老山山頂
昼食後、神奈川と静岡との県境になる尾根
を下る。以前は笹で覆われていたが、植林の
伐採の影響で笹がなくなり、明るい尾根道に
なっていた。大久保山、谷ヶ山を踏み更に下
る。このコースには、故翁の芸術的な道標が
沢山あり、単調な登山を楽しませてくれる。
やがて送電鉄塔巡視路の急な階段を下ると
登山道は終わりになり、駿河小山駅まで歩く。

↑三国山山頂
方向を北に取り、緩い斜面を下ると三国峠に
出て車道を横切る。ここからカヤトの斜面を
登り鉄砲木ノ頭に到着する。晴れていれば富
士山と山中湖が素晴らしい展望を披露する
が、霧で何も見えない。切通峠へと下り、登
り返すと高指山に着く。方向を西に取り別荘
地の中を歩くと吉政に出て、平野バス停まで
歩く。

↑谷ヶ山
＜参加者＞ 永井泰樹、田島剛、葉上徹郎
かながわ山岳誌 L コース 西丹沢三国山
令和元年 6 月 8 日
コース概略 駿河小山駅（バス）～明神峠～
サンショウバラ巨木～三国山東登山口～
三国山～三国峠～鉄砲木ノ頭（明神山）～切
通峠～高指山～吉政～平野バス停

↑高指山山頂
＜参加者＞ 森武昭、石村日満子、大槻利行、
高井紀栄、稲垣哲郎、大字進、永井泰樹、五
十幡愛子、田島剛、渡辺正敏

駿河小山駅から季節運航のバスで明神峠
へ行く。峠は霧に包まれ気温が低い。尾根を
東側に登り、送電鉄塔にあるサンショウバラ
の巨木を鑑賞する。美しいピンク色の大きな
花ビラが満開であった。明神峠に戻り三国山

H コース 丹沢主脈縦走
令和元年 6 月 29 日～30 日
コース概略 小田急秦野駅（バス）～ヤビツ
かながわ山岳誌
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峠～岳ノ台～菩提峠～二ノ塔～三ノ塔～烏
尾山～行者ヶ岳～塔ノ岳（泊）～大倉

13:00 越生駅前 観光案内所にて解散

※当初計画（塔の岳～丹沢山～丹沢三峰～
松小屋ノ頭～高畑山～三叉路）を雨天のため
変更した。

2018 年度の日本山岳会南関東 3 支部合同
懇親山行は、埼玉支部主催で 10 月 27~28
日に越生町ゆうパーク越生にて開催され
た。神奈川支部からの参加者 4 名は、大槻
副支部長運転の車で海老名を出発し途中、
高麗神社に立ち寄ったが、この地方はかつ
て高麗王族若光とその一族が開拓したとの
説明書があった。
懇親会に先立ちブリュワリー見学や山岳
映画鑑賞があり、また BBQ やログキャビン
での宿泊もキャンプ気分で楽しい一夜とな
った。懇親会の席上行われたチャリティー
オークションでは、慈善活動が盛んな埼玉
支部会員の温かい気持ちが感じられた。
28 日の山行はこの上ない好天に恵まれ、
鮮やかに色付いたゆず畑を眺めながらの大
高取山ハイクはとても有意義なものとなっ
た。
最後に想い出に残る企画をしていただい
た松本埼玉支部長、古川事務局長並びに支
部の皆様に心より感謝申し上げる次第で
す。（込田伸夫）

神奈川支部設立初めての一泊小屋泊り山
行である。霧雨の中ヤビツ峠でバスを降り、
すぐに岳ノ台への登りにかかる。梅雨のシー
ズンで案の定ヒルが登山靴に上がってくる。
払いながら菩提峠に到着。ヒルをチェックし
て日本武尊の足跡の表示がある道を進む。鳥
居をくぐり、日本武尊の足跡と言われる岩上
の窪みを見た後、二ノ塔、三ノ塔と表尾根を
縦走し、塔ノ岳頂上の尊仏山荘で一泊する。
このような天候なので、宿泊者は我々のグル
ープだけだった。翌日は、朝から降雨のため、
予定を変更し、大倉尾根を下ることにした。
幸い、雨は徐々に弱くなっていき、無事、大
倉バス停に到着した。ここでヒルをチェック。
今回は、都度ヒルチェックする山行となって
しまった。
＜参加者＞ 込田伸夫、中山茂樹、大槻利行、
永井泰樹、田島剛、葉上徹郎、中島良行
南関東ブロック三支部合同懇親山行報告
日 程：平成 30 年 10 月 27 日(土)～28 日
(日)
場 所：ゆうパークおごせ
参加者：当支部から込田、大槻、石村
（日)、永井の 4 名
（埼玉支部、東京多摩支部、当支
部で参加者 30 名弱）
イベント
＜27 日＞
13：00 「ゆうパークおごせ」訪問
13：30 プレイベント 「越生ブリュワリ
ー」で購買と試飲
14：00 開会挨拶・各支部役員参加者紹介
15：00 山岳映画鑑賞「天と地の間に」
16：30 入浴
17：00 ＢＢＱ親睦会・チャリティーオー
クョン
＜28 日＞
9：00 ゆうパーク出発
11：03～11：33 大高取山山頂

↑BBQ 懇親会
会場となった「ゆうパークおごせ」の施
設に先ずは、驚く。風呂は、広く、宿泊し
たロッジは、6 人単位で小さいものの、味
わい深い建屋だった。ＢＢＱ会場には、屋
根が付いており、雨天の時でも快適に実施
できる。そんな中、ＢＢＱでは、ビールや
日本酒、ワインなどを飲み続け、肉・野菜
や焼きそば等を食べながら、自己紹介、チ
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ャリティオークション（幸いにもミレーの
小型ザックを入手）などを行い、あっとい
う間のひと時だった。その後、ロッジに戻
り、多摩支部の方々と、飲みながら話は続
く。翌日、朝が比較的遅かったので、助か
ったような気分だった。大高取山山行で
は、三支部の方々と話しながら楽しく歩く
ことが出来た。ちょうど大高取山の山頂で
は、ノスリが悠々と飛んでおり、まさに大
高(鷹)取といった状況。無事、越生観光案
内所に戻り、松本支部長(埼玉)の挨拶にて
解散となった。
奥武蔵の山々は、標高が低く、植林帯も
多いのだが、史跡（寺、神社）などが多
く、山を歩いていて、歴史的な発見に出会
えるのが、楽しい。
神奈川支部の皆様にもいろいろお世話に
なりました。特に大槻副支部長には、車に
同乗させていただき、誠に有難うございま
した。(永井泰樹)
↑講演する砂田氏
イベント
11:00～14:00 講演会、昼食会
15:00～16:00 碑前祭
野澤誠司副会長
来賓挨拶
献花、詩吟、山の歌斉唱
講演「剣山頂ヒュッテの歩
み」 ヒュッテ 2 代目主人
新居綱男氏
↑大高取山山頂
全国支部懇親会山行報告
日 程：令和元年年 5 月 25 日(土)～26 日
(日)
場 所：アストリアホテル（奥日光）
参加者：当支部から込田、大槻、森、長
島、廣島、永井の 6 名
イベント
＜25 日＞
13：00 開会式（日光自然博物館）
13：30 講演会「近代登山とアーネスト･サ
トウ父子の日光への山旅」飯野達
央氏
15：00 自然博物館見学
16：00 移動

第７回小島烏水祭報告
日 程：平成 31 年 4 月 6 日(土)
場 所：香川県高松市
講演会/花樹海
碑前祭/峰山公園はにわっ子広場
参加者：当支部から込田、森、砂田、長島
の 4 名参加。
砂田氏は「小島烏水と横浜」を講
演
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16：30 アストリアホテルにて入浴
18：30 夕食・懇親会
＜26 日＞
7：40 出発 ③自由行動（ホテル～二荒山神
社中宮祠～男体山～二荒山神社中宮祠：
森、込田、永井）
8：00 出発 ①登山コース(湯元～切込湖・
刈込湖～光徳牧場ハイキング：大槻、廣島
③自由行動（用事ありのため直帰：長島）

候に恵まれ、至って満足な山行だった。
ご同行の込田さん、森さんには、大変お
世話になりました。誠に有難うございまし
た。(永井泰樹)

役員会報告
10 月役員会
時 ： 平成 30 年 10 月 18 日（木）19 時
00 分～20 時 10 分
場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、大槻副支部長、永井
事務局長、森、田島、落合、青木、
植木
委任状による出席：早川、柴山、
長島、廣岡
資料：
６－１ 平成 30 年度第 5 回役員会議事録
６－２ 会員異動
６－３ 生藤山（10/13）山行報告書 山
岳誌Ｌ
６－４ 大楠山（10/14）山行報告書 山岳
誌Ｈ
６－５ 第 35 回全国支部懇談会案内（栃木
支部）
６－６ 寄付の扱い
６－７ 登山計画書の扱い
６－８ 年間計画
６－９ 畑引山・屏風山（11/10）山行計画
山岳誌Ｌ
６－１０ 仙洞寺山（11/23）山行計画 山
岳誌Ｈ
６－１１ 武山（1/12）山行計画 山岳誌Ｌ
日

感想（男体山山行）
前日の懇親会は、ほどほどの酒量とし、
翌日の男体山登山は、万全の状態。天気
は、雲一つない快晴だった。二荒山神社に
て 500 円支払って、いざ出発(8:03)。最初
は、緩やかな自然林を登っていく。途中、
舗装路の林道に出ると、道はかなり湾曲
し、斜度は緩やかになるが、距離は長く感
じる。しかし、再び登山道となる 4 合目を
過ぎると斜度は一気にきつくなり、息が苦
しい。気がつくと、前後には多くの登山者
が目に入る。意外にも若い男女が多い。中
禅寺湖を見下ろしながら登っていくと、よ
うやく日光白根山が左手に見えてきた。こ
こまで来れば、頂上は近い。11:42、頂上到
着。

議事
［議事録の承認］
前回（平成 30 年度第 5 回）議事録は承
認された。
（資料６－１）
［報告事項］
（１）会員の異動について（資料６－２）
・物故による退会：12788 内田敏子
（２）山行報告
・森より、10/13 に山岳誌プロジェク
トＬコースとして実施した井戸 BS
～生藤山～茅丸～醍醐丸和田峠～
和田 BS について報告があった。参

↑男体山山頂
至仏山、燧ヶ岳、会津駒ヶ岳などの眺望
が素晴らしかった。特に会津駒ヶ岳が真っ
白な山容だったのが印象的だった。ゆっく
りランチタイムをとって、12:30 下山開
始。帰路も同じルートで下山し、二荒山神
社には、15:14 到着。ちょうど 15:19 発Ｊ
Ｒ日光駅行きにタイミングよく乗車でき、
帰路についた。登りは、きつかったが、天
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加者 12 名。
（資料６－３）
・永井より、10/14 に山岳誌プロジェ
クトＨコースとして実施した衣笠
山～大楠山と山崎山～扇山～竹川
BS について報告があった。参加者
4 名。
（資料６－４）
（３）全国支部懇談会の案内
来年の懇談会は栃木支部が担当。
5/25・5/26 に日光で開催。参加申し
込みは、1/20 締切とし、支部でまと
めて申し込む。
（資料６－５）
（３）支部合同会議の報告
永井より、以下の報告があった。
・寄付に関する会計上の取り扱いに関
しての説明があった。
（資料６－６）
・登山計画書の扱いについて説明があ
った。支部山行については従来通り。
個人山行については、支部のチェッ
クなしでも良いので直接本部遭難
対策委員会指定のアドレスに届け
出ることになった。その際、緊急連
絡先は１名で可。書式は特に指定な
し。
（資料６－７）
・本部でも独自に包括協定保険を適用
することになった。

担当。
（資料６－１０）
・山岳誌プロジェクトのＬコースとして、
12/8（土）に逗子市・葉山町の二子山
～阿部倉山を実施予定。リーダーの早
川が欠席のため、計画書出来次第メー
ル会議で了承を得て 11 月に入って募
集を開始することにした。
・山岳誌プロジェクトのＬコースとして、
1/12（土）に三浦富士～武山を実施す
る予定。リーダーの芦澤さんから、武
山での昼食時にトン汁（材料費 300 円
/人）を用意したいとの提案があり、了
承された。
募集は 12 月に入って行う。
（資料６－１１）
（３）その他
・森より、国土地理院からの地図修正に
関する依頼は、担当する丹沢分につい
ては地理院内の作業が遅れていると
の報告があった。
・来年も３月に支部主催のスキー・スノ
ーシュウ山行を実施することとし、宿
泊予定のロッジの都合を確認し、日程
を決めることにした。

11 月役員会
時 ： 平成 30 年 11 月 15 日（木）19 時
00 分～20 時 15 分
場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、早川副支部長、永井
事務局長、森、植木
監事：砂田
委任状による出席：大槻、田島、
柴山、長島、落合、廣岡
資料：
７－１ 平成 30 年度第 6 回役員会議事録
７－２ 会員異動
７－３ 三支部合同懇親山行報告書
７－４ ヤマテン猪熊氏による冬山気象講
習会の案内
７－５ 年間スケジュール
７－６ 鷹取山・二子山(12/8)山行計画 山
岳誌Ｌ
７－７ ヌタノ丸(12/22) 山行計画 山岳
誌Ｈ
７－８ 畑引山・屏風山 (11/10)山行報 告
山岳誌Ｌ
日

［審議事項］
（１）年間スケジュール（資料６－８）
・12/16 に予定していたレスキュー講習
会は会場の都合で 2/16（土）または
2/17（日）に変更することになった。
・プロジェクトの来年度の計画を年内
に作成し、支部報の１月号に掲載する
ことにした。
（２）山行計画
・山岳誌プロジェクトのＬコースとし
て、11/10（土）に元箱根～畑引山～
屏風山～甘酒茶屋～畑宿を実施する
予定。留守本部は植木・落合が担当。
現時点での参加希望者：12 名。
（資料
６－９）
・山岳誌プロジェクトのＨコースとして、
11/23（土）に橋本駅＝小沢バス停～
仙洞寺山～三角山～
茨菰山～中開戸バス停＝橋本駅を実
施する予定。留守本部は込田・青木が

13

７－９ 赤十字講習会申請書（レスキュー講
習会） ［当日席上配布］
７－１０ 家族登山連絡会について ［当日
席上配布］

差し替えることにした。
（資料７－６）
・山岳誌プロジェクトのＨコースとして、
12/22（土）に宮ケ瀬 BS～早戸川林道
～ヌタノ丸（往復）を実施する予定。
留守本部は次回決定。（資料７－７）
（３）その他
・森より、国土地理院からの地図修正に
関する依頼についての詳細説明があ
った。協力依頼の範囲は役員および山
岳誌プロジェクトのメンバーとする
ことを確認した。修正に関する情報は
担当の森が一元的に扱うことにした。
・森より、10/23 に支部長と小田原にあ
る県立の生命の星・地球博物館を訪ね、
平田館長と面談した内容が報告され
た。その結果、山岳誌プロジェクトの
報告書に関して全面的に協力してい
ただけることになった。現時点では、
神奈川県の地質・地形、植生、動物の
生育を予定。これに関連して、講演会
講師も引き受けていただけることに
なった。
・上記を受けて、来年度の支部総会を
5/18 に開催し、記念講演として県立
生命の星・地球博物館の、平田館長に
依頼することにした。会場は、神奈川
大学を予定し、落合さんに依頼するこ
とにした。
・本部の家族登山普及委員会から、家族
登山連絡会についての協力依頼があ
った。
（資料７－１０）
・支部報担当の田島より、負担過多の申
し出があり、意見交換したが保留とし、
支部長が関係者と協議することにし
た。
・HP の担当者の変更を当事者間で協議
することにした。
・植木より、11 月に発行した支部報の
郵送希望者 13 名に発送した旨の報告
があった・会費未納者が多数いるので、
対応する必要がある旨の指摘があっ
た。

議事
［議事録の承認］
前回（平成３０年度第６回）議事録は承
認された。
（資料７－１）
［報告事項］
（１）会員の異動について（資料７－２）
・入会：渡辺京子(16408) 新規
（２）山行報告
・永井より、10/27・10/28 に越生町に
おいて埼玉支部主管で実施した南
関東ブロック三支部合同の懇親会
と大高取山山行について報告があ
った。神奈川支部からの参加者 4 名。
（資料７－３）
・森より、11/10 に山岳誌プロジェク
トＬコースとして実施した元箱根
～畑引山～屏風山～甘酒茶屋～畑
宿について報告があった。参加者
14 名。
（資料７－８）
（３）気象講習会の案内（資料７－４）
ヤマテンの猪熊氏による冬山気象後
援会の案内があった。
［審議事項］
（１）年間スケジュール（資料７－５）
・会場が確保できたので、レスキュー講
習会は 2/16（土）に実施することにし
た。これに伴い、早川から日本赤十字
社へ講習会申請書を提出して協力を
依頼することにした。
（資料７－９）
・7 月と 11 月に支部報を発行した旨を
追記した。
（２）山行計画
・山岳誌プロジェクトのＬコースとし
て、12/8（土）に鷹取山～二子山～阿
部倉山～披露山を実施する予定。留守
本部は込田・森が担当。現時点での参
加希望者：11 名。なお、行程が長いの
で、阿部倉山で打ち切ることも考慮し
て現地で判断することを確認した。ま
た、資料の内容に一部変更があるので

12 月役員会
日
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時 ： 平成 30 年 12 月 20 日（木）19 時
05 分～20 時 45 分

場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、大槻副支部長、永井
事務局長、森、落合、長島、植木
委任状による出席：早川、田島、
柴山、廣岡、青木
資料：
８－１ 平成 30 年度第 7 回役員会議事録
８－２ 仙洞寺山・茨城山(11/23)山行報告
山岳誌Ｈ
８－３ 鷹取山・二子山(12/8)山行報告 山
岳誌Ｌ
８－４ 鷹取山・二子山(12/8)山行の感想
文
８－５ 平成 30 年度年間スケジュール
８－６ 平成 31 年度年間スケジュール
８－７ ヌタノ丸(12/22) 山行計画 山岳
誌Ｈ
８－８ 武山(1/12)山行計画 山岳誌Ｌ
８－９ 達磨タケ山(1/26)山行計画 山岳
誌Ｈ
８－１０ 2019 年度山岳誌Ｌコース踏査計
画
８－１１ アウトドアレスキュー講習会申
し込み（一般用）
８－１２ アウトドアレスキュー講習会申
し込み（会員用）

－４）
（３）案内
・落合より、来年 5 月に沢田ガイドが
実施するカムチャッカ半島クリチ
ェスカ山遠征に関する隊員募集の
紹介があった。
・支部が主催するアウトドアレスキュ
ーの申し込みを、一般用と会員用に
区分して案内することを確認した。
（資料８－１１、８－１２）
［審議事項］
（１）年間スケジュール
・平成３０年度に関して（資料８－５）
(1)新年会を 1/12 に横浜駅西口ジョイ
ナス地下２階の銀座ライオン相鉄店
で開催することにした。(2)３月のス
キー・スノーシュウ山行に関しては、
今までの経緯から冨岡監事に依頼す
ることにした。(3)３月役員会は、3/19
（火）に開催する。
・平成３１年度に関して（資料８－６）
(1)支部総会は 5/18（土）で確定。記
念講演は、神奈川大学山岳部の報告
と県立生命の星・地球博物館の平田
館長を予定。平田館長には支部長か
ら正式に依頼する。
(2)4/14（日）に大倉の神奈川県立山岳
スポーツセンターで実施する神奈
川大学山岳部のクライミング講習
会に、今年度と同様に希望者は参加
できることになった。
（２）山行計画
・山岳誌プロジェクトのＨコースとし
て、12/22（土）に宮ヶ瀬 BS～早戸川
林道～ヌタノ丸（往復）を実施する予
定。留守本部は大槻・植木が担当。現
時点での参加希望者：6 名。（資料８
－７）
・山岳誌プロジェクトのＬコースとして、
1/12（土）に京急長浜駅～三浦富士～
武山～京急津久井浜駅を実施する予
定。リーダーは地元の芦澤敏夫会員。
留守本部は大槻・永井が担当。現時点
での参加希望者：17 名。
（資料８－８）

議事
［議事録の承認］
前回（平成３０年度第７回）議事録は承
認された。
（資料８－１）
［報告事項］
（１）山行報告
・永井より、11/23 に山岳誌Ｈコース
として実施した小沢 BS～仙洞寺山
～三角山～茨菰山～鳥屋郵便局前
について報告があった。参加者 5 名。
（資料８－２）
・永井より、12/8 に山岳誌プロジェク
トＬコースとして実施した京急追
浜駅～鷹取山～上二子山下二子山
～阿部倉山～川久保 BS について
報告があった。参加者 15 名。
（資料
８－３）
また、この山行の参加者から寄せら
れた感想文が紹介された。
（資料８
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９－５ 平成 31 年度年間スケジュール
９－６ 武山(1/12)山行報告 山岳誌Ｌ
９－７ 達磨タケ山(1/26)山行計画 山岳
誌Ｈ
９－８ 大山三峰山(2/23)山行計画 山岳
誌Ｈ
９－９ 石老山(2/9)山行計画 山岳誌Ｌ
９－１０ 自然観察会の計画
９－１１ 平成 31 年度支部事業計画
９－１２ 平成 31 年度支部予算書
９－１３ かながわ山岳誌プロジェクトＨ
コース 2019 年度計画
９－１４ 平成 30 年度支部交付金使用実績
（1/10 現在）
９－１５ 平成 30 年度支部会計報告（1/10
現在）
９－１６ 講演会のタイトル［席上配付］

・山岳誌プロジェクトのＨコースとして、
1/26 に田代向 BS～達磨タケ山～ダ
ルマ沢ノ頭～西ヶ尾～高松山～田代
向 BS を実施予定。留守本部は次回決
める。
（資料８－９）
・森より、平成 31 年度の山岳誌プロジ
ェクトＬコースの年間計画が提案さ
れ、承認された。近く HP と支部報で
周知する。
（３）その他
・平成 31 年度の事業計画と予算に関し
て、本部への提出期限の関係で、事務
局長が原案を作成し、メールで役員の
意見を求めて、最終案を決定し、本部
へは期限内に提出することにした。
・支部特別予算については、提案者は支
部長とし、申請書は事務局長が作成し、
次回審議することにした。本部への提
出期限は 2 月末。
・山岳誌プロジェクトの最終報告書作
成に向けた原稿執筆依頼を今年度よ
り毎年１名の方に依頼することにし
た（原稿料の支払いが単年度に集中し
ないように分散させる）
。今年度は、
山岳宗教に関して鈴木正崇氏（昨年度
の支部総会における記念講演講師）に
依頼する予定。

議事
［議事録の承認］
前回（平成３０年度第８回）議事録は承
認された。
（資料９－１）
［報告事項］
（１）山行報告
・永井より、12/22 に山岳誌Ｈコース
として実施した宮ヶ瀬 BS～早戸川
橋～魚止め森の家～ヌタノ丸～
725m 峰～早戸川橋～宮ヶ瀬 BS に
ついて報告があった。参加者 4 名。
（資料９－２）
・森より、1/12 に山岳誌プロジェクト
Ｌコースとして実施した京急長沢
駅～三浦富士～砲台山～武山～京
急津久井浜駅について報告があっ
た。参加者 17 名。
（資料９－６）
（３）案内
・富岡より、3/4・3/5 に実施する赤倉
温泉スキー・スノーシューについて
の案内があった。（資料９－３）

1 月役員会
日 時 ： 平成 31 年 1 月 17 日（木）19 時
00 分～20 時 40 分
場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、大槻副支部長、早川
副支部長、永井事務局長、森、落
合
委任状による出席：田島、廣岡、
青木、長島、植木
監事：冨岡
資料：
９－１ 平成 30 年度第 8 回役員会議事録
９－２ ヌタノ丸(12/22)山行報告 山岳誌
Ｈ
９－３ 赤倉温泉スキー・スノーシューの
ご案内
９－４ 平成 30 年度年間スケジュール

［審議事項］
（１）年間スケジュール
・平成３０年度に関して（資料９－４）
(1)２月に支部報を発行できるように
努める。
・平成３１年度に関して（資料９－５）
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(1)4/20 に自然観察会を実施
(2)山岳誌プロジェクトＨコースの年
間スケジュールを追加記入した。
（２）山行計画
・山岳誌プロジェクトのＨコースとし
て、1/26（土）に田代向 BS～達磨タ
ケ山～ダルマ沢ノ頭～西ヶ尾～高松
山～田代向 BS を実施する予定。留守
本部は大槻・早川が担当。現時点での
参加希望者：4 名。
（資料９－７）
・山岳誌プロジェクトのＬコースとして、
2/９（土）に石老山登山口 BS～石老
山～高塚山～石老山～大明神～プレ
ジャーフォレスト～嵐山～相模湖駅
を実施する予定。留守本部は大槻・早
川が担当。現時点での参加希望者：10
名。
（資料９－９）
・山岳誌プロジェクトのＨコースとして、
2/23 に土山峠 BS～辺室山～物見峠
～三峰山～不動尻～広沢寺温泉 BS
を実施予定。留守本部は次回決める。
（資料９－８）
・永井より、平成 31 年度の山岳誌プロ
ジェクトＨコースの年間計画が提案
され、承認された。
（資料９－１３）
（３）その他
・舟根会員から提案のあった鎌倉アルプ
スでの自然観察会について、原案通り
実施することを承認した。
（資料９－
１０）
・平成 31 年度の支部事業計画と予算に
関しての説明があり承認された。なお、
本部へは締切期限の 1/15 に提出済み。
（資料９－１１、資料９－１２）
・永井より、1/10 現在の平成 30 年度の
支部会計報告と本部からの交付金使
用実績についての報告があった。
（資
料９－１４、資料９－１５）
・これを受けて、年度内の予算執行につ
いて審議し、以下のものを購入するこ
ととし、その後の対応は次回審議する
ことにした。
(1)ポータブルタイプのプロジェクタ
（永井担当、７万円程度）
(2)キャンプ用タープ（大槻担当、３万
円程度）

(3)資料蓄積のためのハードディスク
（永井担当、２万円程度）
(4)Ａ３の大きさの支部旗（永井担当、
設立時に中山さんが購入したので相
談してみる）
(5)ハンドマイク（森が担当）
・込田より、支部総会の当日の記念講演
は、県立生命の星・地球博物館の平田
大二館長が引き受けていただけるこ
とになり、本人から講演タイトルにつ
いて２案をいただいた。若干の修正意
見もあったので、今後調整することに
した。
（資料９－１６）

2 月役員会
日 時 ： 平成 31 年 2 月 21 日（木）19 時
00 分～20 時 05 分
場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、大槻副支部長、早川
副支部長、永井事務局長、森、落
合、田島、長島、植木
委任状による出席：柴山、青木
監事：砂田
資料：
１０－１ 平成 30 年度第 9 回役員会議事
録
１０－２ 達磨タケ山(1/26)山行報告 山
岳誌Ｈ
１０－３ 平成 30 年度年間スケジュール
１０－４ 平成 31 年度年間スケジュール
１０－５ 大山三峰(2/23)山行計画 山岳
誌Ｈ
１０－６ 大山南尾根(3/9)山行計画 山岳
誌Ｌ
１０－７ 矢倉岳・鳥手山(3/23)山行計画
山岳誌Ｈ
１０－８ 公開パンフレット素案
１０－９ 支出予定
１０－１０ ハンドスピーカーカタログ
１０－１１ アウトドアレスキュー講習会
資料
１０－１２ ヒマラヤアンケート
１０－１３ ヒマラヤアンケート（回答）
議事
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［議事録の承認］
前回（平成３０年度第９回）議事録は承
認された。
（資料１０－１）
［報告事項］
（１）山行報告
・田島より、1/26 に山岳誌Ｈコースと
して実施した田代向井 BS～達磨タ
ケ山～ダルマ沢ノ頭～西ヶ尾～高
松山～田代向井 BS について報告
があった。参加者 5 名。
（資料１０
－２）
・森より、2/9 に山岳誌プロジェクト
Ｌコースとして実施を予定してい
た石老山の山行は、降雪のため中止
にした旨の報告があった（参加者に
は前日に周知）
。
（３）案内
・永井より、5/25・26 開催の全国支部
懇談会（栃木部主管で日光で実施）
への参加申し込みは 6 名であった
旨の報告があった。すでに栃木支部
への申し込み手続きは完了済み。
・早川より、2/16 に実施したアウトド
アレスキュー講習会についての報
告があった。参加者 6 名。
（資料１
０－１１）
・永井より、本部から要請のあったヒ
マラヤアンケートの内容とそれに
対する当支部からの回答内容につ
いての説明があった。（資料１０－
１２、資料１０－１３）

（２）5/18 開催の支部総会当日の記念講演
会に関して、神奈川県立生命の星・
地球博物館平田館長の講演タイトル
は「小仏、丹沢、箱根ー神奈川の
山々の素性を探るー」に決定した。
また、シスバレー山行の記録を上映
する予定（落合担当）。その記念講演
会のパンフレットの素案が紹介され
た。（資料１０－８）
（２）山行計画
・山岳誌プロジェクトのＨコースとし
て、2/23 に土山峠 BS～辺室山～物見
峠～三峰山～不動尻～広沢寺温泉入
口 BS を実施予定。留守本部は、大槻
と長島が担当。
（資料１０－５）
・山岳誌プロジェクトのＬコースとし
て、3/9 に蓑毛～蓑毛越～浅間山～高
取山～善波峠～弘法山～権現山～吾
妻山～鶴巻温泉駅を実施予定。留守本
部は、植木と落合が担当。（資料１０
－６）
・山岳誌プロジェクトのＨコースとして、
3/23 に足柄駅～足柄峠～矢倉岳～鳥
手山～山北駅を実施予定。留守本部は
次回決める。（資料１０－７）
（３）その他
・永井より、平成３０年度の予算執行状
況の説明があった。
（資料１０－９）
・これを受けて、年度内に以下のものを
購入することを確認した。
(1)ポータブルタイプのプロジェクタ
（永井担当、84,240 円）
(2)キャンプ用タープ（大槻担当、
30,240 円）
(3)資料蓄積のためのハードディスク
（永井担当、２万円程度）
(4)Ａ３の大きさの支部旗（永井担当、
設立時に中山さんが購入したので相
談してみる）
(5)ハンドマイク（永井が担当、26,784
円）（資料１０－１０）
(6)残金については、電池・印刷用紙・
インクジェットなどの消耗品を購入
・四国支部から 4/6 に実施する小島烏水
祭に、当支部に協力依頼があり、砂田
監事が記念講演（小島烏水と横浜）し、

［審議事項］
（１）年間スケジュール
・平成 30 年度に関して
（資料１０－３）
(1)遅れている支部報をできるだけ早
く発行できるように努めることを確
認した。
(2)3 月役員会は、3 月 19 日（火）に
開催することを確認した。
(4)3/4・3/5 に実施予定のスキー山行
の参加申し込みは、4 名。留守本部は
永井と森が担当。
・平成３１年度に関して（資料１０－４）
(1)神奈川大学山岳部主催のクライミ
ング講習会は、4/7 に変更。
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支部長・森・長島が参加することにな
った。

・退会：9429 小林岳彦（物故）２
/15 付
・退会：11646 綿貫聚（物故）2/20
付
・他支部への転出：13020 徳永君江
（東京多摩支部へ）2/21 付
（２） 山行報告
・永井より、2/23 に山岳誌Ｈコースと
して実施した土山峠 BS～辺室山～
物見峠～三峰山～不動尻～広沢寺
温泉入口 BS について報告があっ
た。参加者 5 名。（資料１１－３）
・森より、3/9 に山岳誌プロジェクト
Ｌコースとして実施した蓑毛ℬS～
蓑毛越～高取山～善波峠～弘法山
～権現山～秦野駅（3 名の参加者は、
善波峠～吾妻山～鶴巻温泉駅）につ
いて報告があった。参加者 18 名。
（資料１１－４）
（３） 案内・報告
・込田より、3/4・3/5 に実施した赤
倉温泉でのスキー・スノーシュウの
報告があった。参加者 5 名。
（資料１
１－１６）
・永井より、5/25・5/26 に栃木支部
主管で日光において実施する全国支
部懇談会の申込みが定員（150 名）
を超えたとの報告があった。当支部
からの参加申込みは 6 名。
（資料１１
－５）

3 月役員会
日 時 ： 平成 31 年 3 月 19 日（火）19 時
00 分～20 時 35 分
場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、大槻副支部長、早川
副支部長、永井事務局長、森、落
合、柴山、青木
委任状による出席：長島、廣岡、
田島
監事：砂田
資料：
１１－１ 平成 30 年度第 10 回役員会議
事録
１１－２ 会員異動
１１－３ 大山三峰山(2/23)山行報告 山
岳誌Ｈ
１１－４ 大山南尾根(3/9)山行報告 山
岳誌Ｌ
１１－５ 第 35 回全国支部懇談会（栃木）
申込みの件
１１－６ 平成 30 年度年間スケジュール
１１－７ 平成 31 年度年間スケジュール
１１－８ 矢倉岳・鳥手山(3/23)山行計画
山岳誌Ｈ
１１－９ 大山北尾根(4/13)山行計画 山
岳誌Ｌ
１ １ － １ ０ 箱 根 白 銀 山 (4/27) 山 行 計 画
山岳誌Ｈ
１１－１１ 自然観察会 大丸山(4/20)
１１－１２ クライミング講習会(4/7)
１１－１３ 夏山山行案内（8/26～8/29）
１１－１４ 平成 30 年度支部交付金使用実
績
１１－１５ 公開パンフレット
１１－１６ 赤倉温泉スキースノーシュー
（3/4～3/5）報告

［審議事項］
（１）年間スケジュール
・平成３０年度に関して（資料１１－６）
(1) 今年度の監査（業務と会計）を関
係者で日程調整し実施する。
・平成３１年度に関して（資料１１－７）
(1)5/11 のプロジェクトＬコースの山
行に合わせて、箱根の湖尻でテント
泊のイベントを実施することにし
た。
(2)6/29・6/30 に山岳誌Ｈコースの山
行として、ヤビツ峠～塔ノ岳～丹沢
山～宮ケ瀬を１泊で実施すること
にした。宿泊は尊仏小屋を予定。
（２）山行計画

議事
［議事録の承認］
前回（平成３０年度第１０回）議事録は
承認された。
（資料１１－１）
［報告事項］
（１） 会員異動（資料１１－２）
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・山岳誌プロジェクトのＨコースとし
て、3/23 に足柄駅(御殿場線)～足柄峠
～矢倉岳～鳥手山～山北駅を実施予
定。留守本部は、込田と柴山が担当。
（資料１１－８）
・山岳誌プロジェクトのＬコースとし
て、4/13 に物見峠入口～一沢峠～大
山～ヤビツ峠を実施予定。留守本部は、
込田と早川が担当。
（資料１１－９）
・山岳誌プロジェクトのＨコースとして、
4/27 に箱根湯本駅～白金山～星ヶ山
～南郷山～五郎神社を実施予定。留守
本部は次回決める。
（資料１１－１０）
・4/20 に実施予定の自然観察会の参加
受付は事務局長が担当。早急に募集を
開始する。留守本部は次回決定する。
（資料１１－１１）
・4/7 に実施予定のクライミング講習会
の集合は 9：30 に大倉山岳スポーツ
センター。
（資料１－
１２）
・大槻より、8/26～8/29 に中房温泉～燕
岳～常念岳～蝶ヶ岳～上高地を実施
する案の説明があった。早急にアナウ
ンスすることにした。
（資料１－１３）
（３）その他
・永井より、平成３０年度の予算執行状
況の説明があった。残金については、
プロジェクト編集作業に使用するた
めの HDD と GPS に使用する乾電池
を購入することとし、取り扱いは事務
局長に一任することにした。
（資料１
１－１４）
・予算執行に関係して、本部や他支部主
催の行事に支部を代表して出席する
参加者の交通費の一部を支給するこ
とが提案され、今後詳細を決めること
にした。
・5/18 の支部総会当日の記念講演会の
詳細について以下のように決定した。
（資料１１－１５）
(1)シスバレーの映像放映は、NHK の
許可が得られなかったため実施でき
なくなった。このため、開始時間を１
時間繰り下げて 14 時からとした。
(2)平田氏の講演内容が理解しやすい
ように説明文を追加することとし、支

部長から依頼することにした。
(3)これらを反映したパンフレットを
至急作成して、広報活動を開始するこ
とにした。

4 月役員会
時 ： 平成 31 年 4 月 18 日（木）19 時
00 分～20 時 00 分
場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、大槻副支部長、早川
副支部長、永井事務局長、森、田
島、植木
委任状による出席：長島、廣岡、
柴山、青木、落合
監事：砂田
資料：
１－１ 平成 30 年度第 11 回役員会議事
録
１－２ 会員異動
１－３ 矢倉岳(3/23)山行報告 山岳誌Ｈ
１－４ 大山北尾根(4/13)山行報告 山岳
誌Ｌ
１－５ 平成 31 年度年間スケジュール
１－６ 自然観察会 大丸山(4/20)
１－７ 箱根白銀山(4/27)山行計画 山岳
誌Ｈ
１－８ 箱根丸岳(5/11)山行計画 山岳誌Ｌ
１－９ 不老山(5/19)山行計画 山岳誌Ｈ
１－１０ 交通費の一部支給に関する申し
合わせ
日

議事
［議事録の承認］
前回（平成３０年度第１１回）議事録は
承認された。（資料１－１）
［報告事項］
（４） 会員異動（資料１－２）
・準会員から正会員への異動：葉上徹郎
（会員番号 16469）4/1 付
（５） 山行報告
・永井より、3/23 に山岳誌Ｈコースと
して実施した足柄駅(御殿場線)～足
柄峠～矢倉岳～鳥手山～山北駅に
ついて報告があった。参加者 5 名。
（資料１－３）
・森より、4/13 に山岳誌プロジェクト
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あった。当支部から 4 名が参加。砂
田監事が記念講演を行った。
・支部報の発行に関して意見交換し
た。永井がフォローすることにした。
・備品の棚卸を実施することにした。

Ｌコースとして実施した秦野駅＝
三角山＝物見峠入口～一沢峠～ミ
ズヒノ頭～大山～春岳山～ヤビツ
峠について報告があった。
参加者 12
名。
（資料１－４）
（６） 案内・報告
・永井より、5/18 に開催する支部総会
についての詳細説明があった。

5 月役員会
日時：令和元年 5 月 16 日（木）19:00
場所：神奈川工科大学 横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、早川副支部長、永井
事務局長、森、田島、植木、長島
委任状による出席：大槻、廣岡、
柴山、青木、落合
資料：
２－１ 平成 31 年度第 1 回役員会議事録
２－２ 会員異動
２－３ 大丸山自然観察会(4/20)報告
２－４ 箱根丸岳(5/11)山行報告 山岳誌
Ｌ
２－５ 支部総会出欠回答
２－６ 年間スケジュール
２－７ 不老山(5/19)山行計画 山岳誌Ｈ
２－８ 三国山・高指山(6/8)山行計画 山岳
誌Ｌ
２－９ 塔ノ岳(6/29・6/30)山行計画 山岳
誌Ｈ

［審議事項］
（１）年間スケジュール（資料１－５）
・５月の行事日程について確認した。
（２）山行計画
・自然観察会として、JR 港南台駅～
瀬上市民の森～いっしんどう広場
～大丸山～自然観察センター天園
～永福寺跡～鎌倉宮～ 鶴岡八幡宮
～鎌倉駅を実施予定。留守本部は、
早川と田島が担当。
（資料１－６）
・山岳誌プロジェクトのＨコースと
して、4/27 に箱根湯本駅～白金山
～星ヶ山～南郷山～五郎神社を実
施予定。 留守本部は、込田と森が
担当。
（資料１－７）
・山岳誌プロジェクトのＬコースと
して、
5/11 に乙女峠～丸岳～長尾峠
～桃源台を実施予定。留守本部は、
植木と大槻が担当。下山後、芦ノ湖
キャンプ村でテント泊の懇親会を
実施予定（キャンプのみの参加も可
能）。キャンプの担当は植木と大槻
が担当。
（資料１－８）
・山岳誌プロジェクトのＨコースと
して、5/19 に新松田駅＝向河原Ｂ
Ｓ～番ヶ平～不老山～谷ヶ山～駿
河小山駅を実施予定。留守本部は次
回決める。
（資料１－９）
（３）その他
・予算執行に関係して、本部や他支部
主催の行事に支部を代表して出席
する参加者の交通費の一部を支給
することが提案され、承認された。
支部総会でも報告事項として紹介
することにした。
（資料１－１０）
・込田より、4/6 に四国支部主催で実
施した小島烏水祭への参加報告が

議事
［議事録の承認］
前回（平成３１年度第１回）議事録は承
認された。
（資料２－１）
［報告事項］
（７） 会員異動（資料２－２）
・入会：16461 田中浩二
・退会：15600 寺井素子
16039 渡辺
昭
（８） 山行報告
・永井より、4/20 に JR 港南台駅～大
丸山～自然観察センター～天園休
憩所前～鎌倉宮～鶴岡八幡宮～鎌
倉駅のコースで実施した自然観察
会について報告があった。講師は、
舟根章会員と渡辺正敏会員。参加者
12 名。（資料２－３）
・森より、5/11 に山岳誌プロジェクト
Ｌコースとして実施した御殿場駅
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＝乙女峠 BS～乙女峠～丸岳～長尾
峠～1044.9m 峰～芦ノ湖展望公園
～芦ノ湖キャンプ村について報告
があった。参加者 11 名。下山後、芦
ノ湖キャンプ村で支部主催行事の
テント泊に合流した。
（資料２－４）
（９） 案内・報告
・永井より、5/18 に開催する支部総会
の出欠回答について、
実出席 23 名、
委任状による出席 57 名、書面議決
権の行使 6 名、計 86 名で、支部正
会員総数 148 名の過半数を超えて
いるため、成立する見込みとの説明
があった。懇親会の会費納入者は
16 名。講師などの参加で 20 名程度
になる見込み。
（資料２－５）
・支部総会に出席する役員は、当日 13
時に会場の神奈川大学横浜キャン
パス 3 号館地下１階の 3B-103 号
室に集合するようにメールで周知
することにした。
［審議事項］
（１）年間スケジュール（資料２－６）
・4/27 に山岳誌プロジェクトＨコー
スとして実施予定であった箱根白
金山の山行は、悪天候のため中止に
した。
・大槻から提案のあった８月の北アル
プス山行についてメールで募集開
始を広報することにした。
（２）山行計画
・山岳誌プロジェクトのＨコースと
して、5/19 に新松田駅＝向河原 BS
～番ヶ平～不老山～谷ヶ山～駿河
小山駅を実施予定。 留守本部は、
込田と森が担当。
（資料２－７）
・山岳誌プロジェクトのＬコースと
して、
6/8 に駿河小山駅＝明神峠 BS
～明神峠～三国山～三国峠～鉄砲
木ノ頭～切通峠～ 高指山～平野
BS＝旭ヶ丘 BS＝御殿場駅を実施
予定。留守本部は、早川と森静子が
担当。
（資料２－８）
・山岳誌プロジェクトのＨコースと
して、6/29・6/30（１泊）に秦野駅
＝ヤビツ峠～岳ノ台～二ノ塔～三

ノ塔～行者ヶ岳～新大日～塔ノ岳
（尊仏山荘泊）～日高～竜ヶ馬場～
丹沢山～西峰～中峰～東峰～松小
屋ノ頭～高畑山～宮ケ瀬三叉路を
実施予定。留守本部は次回決める。
（資料２－９）
・5/25 の全国支部懇談会に関係して、
次の 2 件の個人山行が実施予定で
ある。
(1)5/26 に日光男体山（二荒山神社
から往復）の山行。永井・込田・森
が参加。
(2)5/23～5/25 に西参道 BS～唐沢
小屋(泊)～女峰山～大真名子山～
男体山～八合目(泊)～二荒山神社
の山行。大槻の単独山行。
（３）その他
・広報担当として渡辺正敏会員をオブ
ザーバとして役員会に出席してい
ただくことを承認した。
・森より、打矢之威会員が来年 6 月に
アメリカでスキー山行を計画して
おり、
支部会員 2 名から参加意思の
表明があったので、支部の行事とし
て実施してはどうかとの提案があ
り、基本的に了承された。具体的な
計画書が提出された段階で審議す
ることにした。
・植木より、5/11・5/12 に実施した芦
ノ湖キャンプ村でのテント泊につ
いて報告があった。
テント泊 7 名、
5/11 の夕食まで参加 4 名。

6 月役員会
時 ： 令和元年 6 月 20 日（木）19 時 00
分～20 時 40 分
場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、早川副支部長、永井
事務局長、森、田島、落合、柴山、
長島
監事：砂田
委任状による出席：大槻、青木、
植木
資料：
３－１ 平成 31 年度第 1 回役員会議事録
日
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３－２ 令和元年度支部総会議事録
３－３ 不老山(5/19)山行報告 山岳誌Ｈ
３－４ 三国山・高指山(6/8)山行報告 山
岳誌Ｌ
３－５ 「山岳」支部報告原稿
３－６ 神奈川支部会員名簿
３－７ google メーリングリスト神奈川支
部
３－８ 年間計画(2019 年度)
３－９ 塔ノ岳(6/29・6/30)山行計画 山岳
誌Ｈ
３－１０ 北アルプスの燕岳～蝶ヶ岳縦走
計画(8/26～8/30)
３－１１ オレゴン州での企画
３－１２ 2020 年全国支部懇談会
３－１３ 山の天気ライブ授業
３－１４ 令和元年度支部執行体制（席上配
付）

・永井より、神奈川支部会員名簿とメ
ーリングリストを整理した内容に
ついて報告があった。いまだに若干
の不明点があるので、役員で情報共
有して解明に努めることを確認し
た。（資料３－６）（資料３－７）
［審議事項］
（１）年間スケジュール（資料３－８）
・10/26 に南関東３支部の集会が東京
多摩支部主催で奥多摩にて開催さ
れることになった。山行・懇親会を
含めて日帰りで行う予定。
・これに伴い、10/26 に予定していた
山岳誌プロジェクトＨコースの山
行は 10/19 に変更することにした。
大槻から提案のあった８月の北ア
ルプス山行についてメールで募集
開始を広報することにした。
（２）山行計画
・山岳誌プロジェクトのＨコースと
して、6/29・6/30（１泊）に秦野駅
＝ヤビツ峠～塔ノ台～二ノ塔～三
ノ塔～行者ヶ岳～新大日～塔ノ岳
（尊仏山荘泊）～日高～竜ヶ馬場～
丹沢山～西峰～中峰～東峰～松小
屋ノ頭～高畑山～宮ケ瀬三叉路を
実施予定。留守本部は森と柴山が担
当。（資料３－９）
・8/26～8/30 に北アルプスの中房温
泉～燕岳～常念岳～蝶ヶ岳～上高
地を支部山行として予定通り実施
することとし、募集を開始すること
にした。（資料３－１０）
（３）その他
・打矢会員から提案のあったオレゴン
州でのスキー・スノーシューハイキ
ングに関して、地元の山岳会関係者
から歓迎する旨のコメントがメー
ルで報告された。（資料３－１１）
・森より、2020 年度全国支部懇談会
は、宮崎支部主催で、2020 年 5 月
16 日(土)・17 日(日)に宮崎市青島
で実施されることになった旨の説
明があった。（資料３－１２）
・森より、（株）ヤマテンの猪熊社長

議事
［議事録の承認］
前回（令和元年度第２回）議事録は承認
された。
（資料３－１）
令和元年度支部総会の議事録が承認さ
れた。
（資料３－２）
［報告事項］
（１） 山行報告
・永井より、5/19 に山岳誌プロジェク
トＨコースとして実施した新松田
駅＝向河原 BS～番ヶ平～不老山～
谷ヶ山～駿河小山駅について報告
があった。参加者 3 名。
（資料３－
３）
・森より、6/8 に山岳誌プロジェクトＬ
コースとして実施した駿河小山駅
＝明神峠 BS～三国山～三国峠～鉄
砲木ノ頭～切通峠～ 高指山～平野
BS＝御殿場駅について報告があっ
た。参加者 10 名。
（資料３－４）
（２） 案内・報告
・永井より、本部から要請のあった
「山岳」に掲載する支部活動報告の
原稿を支部総会で承認された平成
30 年度支部事業報告を基に作成し、
提出した旨の報告があった。（資料
３－５）
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が中心となって各支部開催で「山の
天気ライブ授業」を開催したいとの
提案があり、本部でも安全登山の観
点から意義あるものとして、支部に
働きかけていくことになった旨の
説明があった。当支部では 2020 年
2 月後半に実施していく方向で猪
熊氏と協議していくことが確認さ
れた（森が担当）
。
（資料３－１３）
・永井より、今年度の役員分担につい
て説明があった。支部報の発行とＨ
Ｐの更新が喫緊の課題であり、広報
担当と事務局長が中心となって作
業を推進していくことが確認され
た。
（資料３－ １４）
・支部包括保険については、利用者数
が極端に少ない点などを考慮して
今後どうするか保険会社と協議す
ることになった（長島が担当）
。
・神奈川県山岳連盟主催で、8/11 に実
施する山の日関連のイベントに本
会としても名義後援を行うなど協
力していくことになった（早川が担
当）
。

議事
［議事録の承認］
前回（令和元年度第３回）議事録は承認
された。（資料４－１）
［報告事項］
（１）山行報告
・永井より、6/29・6/30 に山岳誌
プロジェクトＨコースとして実施し
た秦野駅＝ヤビツ峠～塔ノ台～二ノ
塔～三ノ塔～行者ヶ岳～新大日～塔
ノ岳（尊仏山荘泊）～大倉 BS につい
て報告があった。２日目に予定してい
た丹沢三峰経由宮ケ瀬へのコースは
悪天候のため中止とし、大倉尾根を下
山した。参加者７名。ただし、2 名は
二ノ塔までで引き返したため、宿泊者
は 5 名。（資料４－２）
（２）案内・報告
・永井より、本部から送られてきた「山
の日パンフレット」が 150 部あるの
で、配布希望があれば申し出ていただ
きたいとの要請があった。
［審議事項］
（１）年間スケジュール（資料４－３）
・来年の 2/29・3/1 に山の天気ライブ授
業を実施することになったので追記
した。

7 月役員会
日 時 ： 令和元年 7 月 18 日（木）19
時 00 分～20 時 10 分
場 所 ： 神奈川工科大学横浜事務所
出席者 ： 込田支部長、大槻副支部長、
永井事務局長、森、落合、
委任状による出席：早川、青
木、植木、長島、柴山、田島、
廣岡
資料：
４－１ 令和元年度第３回役員会議事
録
４－２ 塔ノ岳(6/29・6/30)山行報告
山岳誌Ｈ
４－３ 年間計画(2019 年度)
４－４ 乳頭山(9/7)山行計画 山岳誌
Ｌ
４－５ 矢の音(9/14)山行計画 山岳
誌Ｈ
４－６ 山の天気ライブ授業
４－７ 画像入り支部名簿提案
４－８ 支部内組織図

（２）山行計画
・山岳誌プロジェクトのＬコースとし
て、9/7 に東逗子駅～馬頭観音～乳頭
山～畠山～十三峠～田浦駅を実施予
定。留守本部は後日メールにて依頼す
ることにした。
（資料４－４）
・山岳誌プロジェクトのＨコースとし
て、9/14 に藤野駅＝日野 BS～イタド
リの頭～矢の音～孫山～子孫山の頭
～与瀬神社～相模湖駅を実施予定。留
守本部は後日メールにて依頼するこ
とにした。
（資料４－５）
（３）その他
・森より、山の天気ライブ授業に関し
て、猪熊講師と調整した結果、来年
の 2/29（土）
・3/1（日）の日程を決
定した。場所については、神奈川大
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今後の予定
役員会

学の箱根の施設（金時山登山を実施
予定）を第１候補として、今後詰め
ていくことにした。
（資料４－６）
・永井より、大森会員から提案のあっ
た画像入り支部名簿作成の提案内
容について説明があった。会員名簿
作成については、本部の方針を確認
した上で再検討することにした。
（資料４－７）
・森より、支部発足時に決定した支部
組織図と現時点での問題点につい
て説明があった。支部活動を活性化
するためにどうすべきかとの視点
で意見交換した。
（資料４－８）

8月

ありません

9 月 19 日（木）19 時～
於：神奈川工科大学横浜事務所
10 月 17 日（木）19 時～
於：神奈川工科大学横浜事務所

南関東 3 支部懇親山行（計画中）
10 月 26 日（土）予定
場所：奥多摩
主催：東京多摩支部

支部会員動静
神奈川支部執行体制（令和 2 年 5 月迄）
支部長

込田伸夫

副支部長

大槻利行

副支部長

早川正志

事務局長

永井泰樹

事務局長補佐 森

青木まゆみ

役員

柴山信夫、落合正治、
廣岡正敏、長島泰博
植木貞一郎、田島剛

監事

砂田定夫、冨岡一郎

顧問

川俣俊一、堀井昌子、中
山茂樹、星征雅

渡辺京子
田中浩二
葉上徹郎（準会員から）

異動 13020

徳永君枝（東京多摩へ）

退会
物故

武昭

会計

入会 16408
16461
16469
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15600
16039
9429
11646
12788

寺井素子
渡辺昭
小林岳彦
綿貫聚
内田敏子

♪♪♪♪活動記録写真から♪♪♪♪

↑自然観察会（4 月大丸山）

↑アウトドアレスキュー講習会（2 月）

（お詫び）諸事情により支部報の発行が遅れたことをお詫びいたします。そのため 12 号はページ数の多い
構成となりました。神奈川支部も４年目となり、かながわ山岳誌プロジェクトも佳境に入ってまいりました。
多くの支部会員の参加に期待しております。
発 行：日本山岳会神奈川支部 支部長：込田伸夫
編集者：田島剛、永井泰樹、長島泰博
令和元年 8 月 1 日
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