
公益社団法人 日本山岳会 山形支部 会員各位 

 

 公益社団法人 日本山岳会 山形支部規約第５章 第１１条では「支部長は、毎年

１回以上支部総会を招集し、事業報告、会計報告、事業計画及び予算の承認を得な

ければならない。」とありますが、2020 年 4 月 11 日開催予定の 2020 年度（令和 2

年度）山形支部総会はコロナウィルスの影響で開催が困難となってしまいました。

支部役員で協議した結果、今年度は特例として議案を書面で配布の上、ハガキにて

書面での議決権の行使をお願いすることとなりました。 

 つきましては第１号議案から第４号議案について、同封のハガキにて書面での議

決権の行使をお願いします。支部総会の議案や報告事項はこの冊子をご覧ください。 

2020年 4月 9日 

支部長：野堀嘉裕 

 

 

2020 年（令和 2 年）度 
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※会費納入のお願い：同封の郵便振込用紙で支部会費(2,000 円)の振り込みをお願いします。 
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公益社団法人 日本山岳会山形支部 規約 
平成 24年 4月 1日制定 
平成 29年 4月 8日施行 

 
第 1章 総則 

(名称) 
第 1条 本支部は、公益社団法人日本山岳会山形支部と称し、英語表示を 

Yamagata Section of The Japanese Alpine Club とする。 
 

(事務所及び支部地域) 
第 2条 （1）本支部は、事務所を山形県内に置く。 

（2）本支部の支部地域は、主として山形県とする。 
 

第 2章 目的及び事業 
(目的) 

第 3 条 本支部は、公益社団法人日本山岳会(以下「本会」という)定款及び支部に関す
る規程に基づき、定款第３条に定める活動を本会と一体として行うことを目
的とする。 

(事業) 
第 4条 本支部は、前条の目的を達成するため、本会定款第 3条、第 4条の規定に準拠

し、第 4条各項に掲げる事業を行う。ただし、定款第 4条 7項を、本支部機
関誌「やま」および他の図書の発行を読み替えるものとする。  

  
第 3章 会員等 

(支部会員および準会員) 
第 5条 本支部の会員(以下「支部会員」という。)は、本会の会員であって、本支部の

目的に賛同し、本支部が定める会費(以下｢支部会費｣という。)を納める個人
又は団体とする。 

2 本支部の準会員は本会の準会員であって、本支部の目的に賛同し、本支部が定め
る会費(以下｢支部会費｣という。)を納める個人。 

3 本支部は会友を置くことが出来る。会友は本目的に賛同し、本会が定める支部会
費を納める個人又は団体とする。 

 
第 4章 役員 

(役員) 
第 6条 本支部に次の役員を置く。ただし、役員は準会員を除く。 

(1) 支部長 1名 
(2) 副支部長 2名 
(3) 支部委員若干名（会計担当者 1名以上を含む） 
(4) 会計監事 2名 

 
(役員の選出) 

第 7条 支部委員及び会計監事は、支部会員の互選により選出する。 
2 支部長及び副支部長は、支部委員の互選により、山形県内在住する支部委員から

選出する。 
 

(役員の選任) 
第 8条 役員のうち、支部長については、選任後、本会理事会の承認を求めなければな

らない。 
2 役員は準会員を除く。 

 
(役員の任期) 

第 9条 役員の任期は 2年とする。ただし再任を妨げない。 
第 10 条 本支部は、顧問を若干名置くことができる。 

2 顧問は、支部会員の総意により、支部長が委嘱する。 
 

第５章 会議 
(支部総会) 

第 11 条 支部長は、毎年１回以上支部総会を招集し、事業報告、会計報告、事業計画
及び予算の承認を得なければならない。 
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2 支部長は、前項記載の事項を支部総会終了後速やかに本会会長に報告しなければ
ならない。 

3 支部総会における議決権は通常会員のみが持つ。 
(注：準会員規程第１０条の規定により準会員は議決権を持たない。) 

4 総会は会員数の 3分の 1以上の出席がなければ議事を開き、議決することができ
ない。ただし、当該議事についてあらかじめ書面で意思を表明したものは出
席者とみなす。 

5 総会は委任状を含む出席者の 2分の 1以上をもって決し、可否同数の場合は議長
の決するところによる。 

 
(役員会等) 

第 12 条 支部長、副支部長、及び支部委員により役員会を構成し、総会に付議する事
項および支部の重要事項について処理する。 

 
第 6章 会計 

(経費) 
第 13 条 本支部の運営に要する経費は、本会からの運営交付金及び事業補助金による

ほか、補助金、助成金及び寄付金等をもって充当し、本会と一体的な会計処
理を行うものとする。 

2 支部長は、前記記載の内容を毎会計年度終了後 1 月以内に本会会長に報告しなけ
ればならない。 

 
(支部会費) 

第 14 条 本支部の支部会費は、年額 2,000円とし、毎年６月末日までに納めなければ
ならない。 

 
(会計年度) 

第 15 条 本支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 
 

第７章 解散 
(任意解散) 

第 16 条 本支部は、支部会員現在数の３分の２以上の同意により解散することができ
る。 

 
(本会理事会の審議による解散) 

第 17 条 本支部は、本会支部に関する規程第１５条の規定により解散する場合がある。 
 

第８章 規約の変更 
(規約の変更) 

第 18 条 この規約は、支部総会において出席会員の 3分の 2以上の決議によって変更
することができる。 

 
(重要事項の変更) 

第 19 条 本支部の名称及び支部地域の変更等重要事項の変更については、本会理事会
の承認を得なければならない。 

第 20 条 本規定に定めない事項については、役員会で議決する。 
 

第 9章 事務局 
（事務局） 

第 21 条 本支部に事務を処理するため、事務局を設けることができる。 
（ア）事務局には、支部委員 1名を事務局長とし、事務局委員若干名をおく。 
（イ）事務局員は、事務局長の推薦により支部長が任命する。 
 

附則 
１ この規約は、平成２９年 4月 8日より施行する。  

 
規定 

1 支部会員が死亡し、支部事務局にその連絡があった場合は、弔電または弔文を供
える。 

2 この規定は平成 25年 4月 20日より実施する。 
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第１号議案 

2019年（平成31年）度 山形支部事業報告（案） 

（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日） 

 

期  日 事業名 開催地・会場 参  加  者 

4月13日（土） 平成31年度支部総会 山形ビッグウィング 出席者17名＋委任状26名 

6月8日（土） 第１回 役員会 ゆぽか 支部役員 

5月25（土）～ 

26日（日） 

第35回 全国支部懇談

会 

日光 野堀・佐藤・武田・の3名が参加 

6月30日（日） 第１回支部山行 

蔵王地蔵山害虫被害

調査登山 

蔵王地蔵山 大雨洪水警報発令で延期 

7月22(月) 「学校から見える山」贈

呈式 

飯豊町添川小学校 武田・粕谷・野堀の3名 

9月3日（火）～ 

9月5日（木） 

第２回支部山行 

それぞれの上高地 

上高地・山研 安井理事・工藤正年・渡邊多美

雄・野堀嘉裕の4名参加 

10月5（土）～ 

6日（日） 

第35回 東北北海道地

区集会 

宮城蔵王 野堀・佐藤一広の2名が参加 

9月28日（土）～ 

29日（日） 

全国支部長会議 東京・プラザ・エフ 支部長、事務局が出席 

10月12日（土） 

～13日（日） 

第４回支部山行 

公益清掃登山＋芋煮

会 

鳥海山・滝の小屋 台風で中止 

10月26日（土） 第２回 役員会 ゆぽか 役員 

１１月16（土）～ 

17日（日） 

第５回支部山行  

山形支部晩餐会 

瀬見温泉喜至楼別

館・亀割山 

晩餐会・山行に16名が参加 

12月3日（土） 本部晩餐会 

兼支部長会議 

東京京王プラザホテ

ル 

日向1名が参加 

2020年 

１月17（金）～ 

19日（日） 

第６回支部山行  

蔵王樹氷原を滑る会 

蔵王温泉スキー場 

「ヴァルトベルグﾞ」 

支部から8名、ASCから9名が参

加 

2月29日 （土） 第３回 役員会 ゆぽか 役員 

4月25（土）（予定） 第７回支部山行 

月山姥ヶ岳スキー登山 

月山姥ヶ岳 ９名 

注：この他に、「学校から見える山」打合せ 2 回、事務局打合せ 5 回を行った。 
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第２号議案

収　入

項目 本年度予算額本年度決算額 比較増減 摘　要

支部会費 114,000 84,000 -30,000 2,000円×57件

交付金、助成金 104,000 94,000 -10,000

雑収入 40,000 134,840 94,840 積水ハウス山形支店、オークション

繰越金 23,979 23,979 0

合計 281,979 336,819 54,840

支　出

項目 本年度予算額本年度決算額 比較増減 摘　要

会議費 30,000 23,410 -6,590

事業費 170,000 182,307 12,307 学校から見える山、支部報

事務費 40,000 42,234 2,234

旅費交通費 10,000 0 -10,000

通信費 10,000 39,230 29,230

慶弔費 10,000 3,900 -6,100 弔電

雑費 10,000 0 -10,000

予備費 1,979 0 -1,979

合計 281,979 291,081 9,102

収入-支出 45,738 次年度へ繰越

平成３１年度収支決算（案）
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第 3 号議案 
 

2020 年(令和２年)度山形支部行事計画（案）（イタリックは山形支部以外の行事） 
日付 行事 場所 担当 

2020 年 

4/11（土） 
支部総会 出羽庄内国際村 事務局 

4/25（土） 月山春スキー 月山姥ヶ岳石跳川 事務局 

5/10（日） 
蔵王地蔵山害虫被害調査

登山 
蔵王地蔵山 野堀・會田 

5/16～17 
（土日） 

全国支部懇談会 
ANA ホリデイ・インリゾ
ート宮崎・双石山 

宮崎支部 

5/17（日） 公益清掃登山 庄内アルプス・荒倉山 事務局・梅本 

6/6（土） 第１回支部役員会 ゆぽか 事務局 

6/13～14 

（土日） 
宮城・山形支部交流会 月山 山形支部事務局 

6 月中旬 
第 25 回「アルパインフォト

ビデオクラブ」写真展 
酒田市総合文化ｾﾝﾀｰ 志田・瀬川 

6/20（土） 日本山岳会総会 プラザエフ 本部 

6/27～28 
（土日） 

東北北海道地区集会 
三陸復興国立公園 
階上岳 

青森支部 

7 月中旬 
モンゴルアルタイ山麓トレ

ッキング 
モンゴル 事務局 

9/1～9/4 

（火～金） 
それぞれの上高地 

北アルプス・上高地 

山研 
事務局 

9/26～27 
（土日） 

全国支部合同会議 東京 JAC 本部 支部長・事務局長 

10/3～10/4 

（土日） 
公益清掃登山＋芋煮会 滝の小屋 瀬川・後藤 

10/17（土） 第２回支部役員会 ゆぽか 事務局 

11/7～8 

（土日） 
支部晩餐会 村山地域 事務局・鈴木 

12/5（土） 晩餐会（支部長会） 東京京王プラザホテル JAC 本部 

2021 年 

2/12～14 

（金土日） 

蔵王樹氷原を滑る会 蔵王 事務局 

2/27（土） 第３回支部役員会 ゆぽか 事務局 

2021 年(令和３年)度当初に予定の事業 

4/10（土） 支部総会  事務局 

4/24（土） 月山春スキー 月山姥ヶ岳・石跳川 事務局 
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第４号議案

収　入

項目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 摘　要

支部会費 114,000 104,000 -10,000 2,000円×52件

交付金、助成金 104,000 104,000 0

雑収入 40,000 40,000 0 寄付金、オークション

繰越金 23,979 45,738 21,759

合計 281,979 293,738 11,759

支　出

項目 前年度予算額 本年度予算額 比較増減 摘　要

会議費 30,000 30,000 0 総会、役員会

事業費 170,000 70,000 -100,000 支部報

事務費 40,000 40,000 0

旅費交通費 10,000 10,000 0

通信費 10,000 40,000 30,000 郵送料、メール便

慶弔費 10,000 10,000 0 祝酒、弔電

雑費 10,000 10,000 0

予備費 1,979 83,738 81,759

合計 281,979 293,738 11,759

　　上記のとおり提案いたします。

令和２年　３月２８日

支部長 野堀　嘉裕

会　計 梅本　幸巳

令和２年度収支予算（案）
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学校から見える山の経過報告 
                                   担当 武田 
 
・2 月 22日 置賜方面の候補地視察及び川西町在住の清野孝氏（日本山岳文化学会会員・ 

県山岳連盟顧問）との面談と飯豊町教育委員会との連絡調整を依頼。 

・3 月 8日 飯豊町教育委員会渡部室長より、清野孝氏に快諾の連絡あり 

      可能ならば、飯豊町の 4つの小学校へのプレゼントの要望あり 

      ➡後日、検討して返答しますと回答 

・3 月 20日 木山由紀子様、佐藤要様に今年度も協力の依頼し、内諾を得る。 

・3 月 28日 積水ハウス様に協賛の事前打診（武田）➡小西支店長より内諾の返事あり。 

・4 月 14日 総会にて飯豊第一小学校に贈呈し、外部に協賛金を依頼することで承認 

・4 月 14日 積水ハウス㈱山形支店に正式に 10万円の協賛依頼（野堀、武田） 

➡小西支店長より、積水ハウスの社会貢献活動の一環として快諾を得る 

・4 月 15日 清野孝氏に総会での決議事項を報告し、その内容を教育委員会に連絡を依頼 

・4月 17日 飯豊町の各小学校の視察し、添川小学校を選定（木山氏、佐藤氏、野堀、粕谷、武田） 

        木山氏、佐藤氏より製作費等の予算を提示し、了承を得る 

      （製作費、交通費、CD 製作費の合計 10 万円 注:遠方のため昨年より 1万円増） 

・4 月 17日 飯豊町教育委員会及び添川小学校にご挨拶と打合せ（野堀、粕谷、武田） 

       ➡教育委員会の強い要望もあり、他の 3校にも同じ作品の贈呈を約束。 

・4 月 17日 清野孝氏に教育委員会との打ち合わせ結果のご報告 

・4 月 19日 添川小学校への贈呈式が 7月 22日に決定 

・5 月 15日 積水ハウス様より、協賛金の 10万円入金あり 

・6 月 5日 木山由紀子様、佐藤要様より、中間報告用のラフスケッチ受領。 

・6 月 20日 飯豊町教育委員会及び添川小学校と中間報告・贈呈式の進め方の打合せ 

・7 月 11日 木山由紀子様、佐藤要様より、スケッチの完成品の受領及び支払い 

・7 月 22日 添川小学校にて飯豊町４つの小学校 5・6年生にスケッチ及び解説書の贈呈 

      （添川小学校、第一小学校、第 2小学校、手ノ子小学校） 

・7 月 23日 山形新聞朝刊に贈呈式掲載 

・7月 24日 積水ハウスのご厚意により、額をグレードアップしたオーダー品（金山杉製）

に入れ替えた展望図の再贈呈の決定 

（積水ハウス分含み 5 個×8千円＝4 万円、積水ハウス負担） 

・8月 6日 山形県のホームページサイト「やまがた山」に日本山岳会山形支部「学校から

見える山」事業の紹介 

・8 月 8日 金山杉製額入り展望図の再贈呈（4つの小学校へ持参） 

 町から金山杉製額入り展望図 4個を個別注文の依頼あり（費用は、町負担） 

  上記の 1枚が町民総合センター《アース》の玄関口に掲示。 

・11月 16日 支部晩餐会にて、2016年～2019年度分の額装イラストを展示 

・2 月 15 日～2 月 28 日 県主催の《山形百名山写真展》の中に 2016 年～2019 年度分の額

装イラストを展示。 

   

                               以 上 

報告事項 

- 9 -



山形支部会員名簿

会員番号 氏　名 会員種別 修正事項等 日付

3637 金森 繁三郎 永年会員

5938 佐藤 節子 永年会員

7446 佐藤 淳志 通常会員

7591 大場 貞吉 通常会員

7734 木村 喜代志 通常会員

7960 田宮 良一 通常会員

8227 今野 秀穂 通常会員

8362 松田 孝一 通常会員

9166 梅津 博 通常会員

9173 曾田 茂雄 通常会員

9218 三浦 繁司 通常会員

9276 菊地 俊彦 通常会員

9595 粕谷 俊矩 通常会員

10216 高村 真司 通常会員

10217 前田 直己 通常会員

10914 佐藤 達雄 通常会員

11145 後藤 彰 通常会員

11637 鈴木 理夫 通常会員

11762 田中 洋子 通常会員

12018 前盛 智恵 通常会員

12023 石山 正典 通常会員

12114 大西 重紀 通常会員

12118 梅本 幸巳 通常会員

12124 志田 郁夫 通常会員

12134 秋野 芳子 通常会員

12190 渡辺 誠 通常会員

12340 佐藤 映子 通常会員

12360 伊藤 宏明 通常会員 住所変更 2019年7月9日

12395 今野 道子 通常会員

12531 推名 高夫 通常会員

12597 高橋 晃弘 通常会員
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山形支部会員名簿

会員番号 氏　名 会員種別 修正事項等 日付

13384 小野寺 喜一郎 通常会員

13484 今野 一也 通常会員

13911 瀬川 昭 通常会員

14304 菅原 道之 通常会員

14971 伊藤 友七 通常会員

14980 牧 和秀 通常会員

15137 野堀 嘉裕 通常会員

15525 河口 昭俊 通常会員

15526 武田 幹男 通常会員

15785 佐藤 一広 通常会員

16007 池田 正通 通常会員

16287 工藤 正年 通常会員

16462 日向 稔也 通常会員

A0107 佐藤 泰秀 準会員

8494 安井 康夫 会友：関西

9816 髙橋 毅 会友：青森

10786 田邊 信行 会友：越後

14939 竹永 哲夫 会友：福島

会員番号 氏　名 会員種別 異動事項等 日付

4333 大久保 義彦 永年会員 逝去 2019年12月31日

10761 長岡 伸恭 通常会員 逝去 2019年5月30日

5193 高橋 英彦 永年会員 支部退会 2020年3月1日

8452 高橋 知也 本部名簿記載なし 本部退会 2019年6月30日

12524 菅原 恒男 通常会員 退会 2020年3月10日

14995 畠中 裕之 本部名簿記載なし

10915 佐藤　藤一郎 通常会員 支部退会 2019年12月31

16509 高橋　利明 通常会員 新入会員 2020年2月10日

会員の異動
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№ 会員番号 会員名（敬称略） 備考 № 会員番号 会員名（敬称略） 備考

1 7446 佐藤　淳志 1 7591 大場　貞吉

2 7734 木村喜代志 2 8227 今野　秀穂

3 9173 會田　茂雄 3 9166 梅津　　博

4 9595 粕谷　俊矩 4 9218 三浦　繁治

5 10216 高村　真司 5 9816 髙橋　　毅

6 10786 田邊　信行 6 10914 佐藤　達雄

7 11637 鈴木　理夫 7 11145 後藤　　彰

8 12118 梅本　幸巳 8 11762 田中　洋子

9 12124 志田　郁夫 9 12023 石山　正則

10 12190 渡辺　　誠 10 12134 秋野　芳子

11 12340 佐藤　映子 11 12395 今野　道子

12 12360 伊藤　宏明 12 12524 菅原　恒男

13 14971 伊藤　友七 13 12531 推名　高夫

14 15137 野堀　嘉裕 14 13911 瀬川　　昭

15 15525 河口　昭俊 15 14939 竹永　哲夫

16 15526 武田　幹男 16 16509 髙橋　利明

17 15785 佐藤　一広

18 16007 池田　正通

19 16462 日向　稔也

委任状提出会員名簿　　

注：山形支部会員数52名、出席者45名(内委任状16名)で、出席者数/会員数は1/3以上。
　　日本山岳会山形支部規約第5章11条より、総会開催の要件を満たしている。
　　また、議案の議決については、議決権の行使が可能な出席者43名の過半数で可決と
　　なるので、22名以上の賛成で可決となる。

出席予定会員名簿　　

2020年度(令和２年度)　日本山岳会山形支部総会出席予定者
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会員からのメッセージ（敬称略） 

 

粕谷俊矩 大変困難な状況の中での総会開催ありがとうございます。支部もさまざまな

課題を抱えておりますが、お互いに知恵を出し合って前進して行きたいもの

です。今年度の明るい話題としては、故 長岡伸恭氏の跡をついで新しいア

イデアで支部報 16 号が発行されたことです。担当された河口氏に感謝申し

上げます。今回は追悼記事が多くのページを占めることになりましたが、い

たしかたないことです。次回は山行記録を是非載せて下さい。 

 

池田正通 鳥海山、二ノ滝や八幡の玉簾の滝等探勝で楽しんでます。 

 

髙村真司 2 月 17 日南極より戻りました。これからは日本の山でガイドをしたり、南

極観測隊の隊員への指導にあたる予定です。 

 

髙橋 毅 八甲田スキー場に通っています。 

 

推名高夫 お世話様です。今回は欠席となります。 

     本日、３月１２日手術するので昨日から入院しています。年齢と共に病気が

次々と出てきてまいりました。御盛会を祈ります。 

 

今野秀穂 ご盛会をお祈りいたします。 

 

今野道子 今年もどうぞよろしくお願いします。 

 

瀬川 昭 育苗準備のため 種まきの時期３５日苗という事で（土・日）１１、１２日

がピークです。人手がいるので。 

 

佐藤映子 畠中さんが逝って 阿部興二さんが逝って 水沢さんが逝って 長岡さん

が逝って･･･ この寂寥感。 

     ひとり山へ行くとやさしく慰撫されるのはどうしてだろう。不思議です。 

     もう少しの間 山へ登れるように スクワット スクワット。 

 

志田郁夫 マイペースで里山に親しんでいます。 

 

鈴木理夫 新型コロナウイルス対応で追われる日々です。３月末で定年退職ですが、そ

の後 短期間ですが、働く予定です。 

 

田邊信行 昨年の総会は不幸があり欠席いたしました。今年は楽しみにして、支部行事

に参加してゆきたい。 

 

佐藤淳志 事務局ご苦労様です。 

 

武田幹男 今年度も宜しくお願いします。 
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木村喜代志 会運営おつかれさまです。歳相応にぼちぼち登って、滑っています。 

 

渡辺 誠 出席を予定しておりますがコロナウイルスなど諸般の事情で欠席も想定さ

れますので委任状を提出しておきます。 

 

菅原恒男 拝啓 新コロナウイルスの流行で世界中大変な状況になってますが、幸いに

して山形県は未感染で、この状況が続くことを願っております。 

      さて、小生最近腰を痛め日常生活にも不自由しておりますので、日本山岳

会を退会しました。このような状況ですので、山形支部も退会させて頂きま

す。入会以来皆様にはご交誼を賜り、誠に有難うございました。これからも

貴会のご発展を願っております。                敬具 

 

野堀嘉裕 ２月中旬にコロナウイルスの影響を掻い潜ってフィンランドに行ってきま

した。北極圏のロバニエミは曇天でオーロラは見えませんでしたが、素朴な

ムーミンワールドを堪能してきまいた。美しい森と湖の景色は国家的産業で

ある林業・林産業の背景として大変貴重な存在であることもわかりました。

日本も森林国なので見習えるところが多いと感じました。一方、オーロラ探

索は好天が続くカナダ・イエローナイフが良いと聞きましたので次年度以降

是非行ってみたいと思っています。支部長２期目も後半に入りました。山形

支部の皆様、今年度もよろしくお願いします。 

 

會田茂雄 大変遅くなり失礼いたしました。もしかして欠席になると悪いので委任状も

添えます。 

 

日向稔也 現在 66 歳、入会 2 年目になります。昨年は山行が減ってしまたので、今

年度は挽回したいと思っています。 
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会員 ふりがな 〒 住所 自宅電話

No. 氏名 電子メール 携帯電話

7734 きむらきよし 990-0828 山形市双葉町2-5-36-401 顧　問

木村　喜代志 k_kimura7734@yahoo.co.jp 090-4552-5316 兼70周年記念事業担当

9595 かすやとしのり 991-0003 寒河江市西根石川西385-20 0237-86-7543 顧　問

粕谷　俊矩 kasuya.toshinori@gmail.com 090-2981-3599 「学校から見える山」担当

11637 すずきりお 996-0023 新庄市沖の町4-10-403 副支部長

鈴木　理夫 yt19rio79@outlook.jp 090-5358-8725 兼山行計画担当

12118 うめもとこうみ 997-1124 鶴岡市大山 2-19-19 0235-33-2772 会計担当

梅本　幸巳 qqey6ua9k@aqua.ocn.ne.jp

12340 さとうえいこ 997-0034 鶴岡市本町 1-5-41 0235-22-8155 会計監事

佐藤　映子 e.satok2@minos.ocn.ne.jp 兼70周年記念事業担当

13911 せがわあきら 999-7727 庄内町南野字南浦 91 0234-44-2775 会計監事

瀬川　昭 080-5558-4644 兼自然保護委員

14971 いとうともしち 999-8316 遊佐町豊岡村免 71 0234-72-3137 自然保護委員

伊藤　友七

15137 のぼりよしひろ 997-0166 鶴岡市羽黒町三ツ橋字向田204 0235-62-2182 支部長

野堀　嘉裕 nobo_labo@nifty.com 090-5591-7551

15525 かわぐちあきとし 997-0752 鶴岡市湯田川乙 35 副支部長

河口　昭俊 s-kawaguchi@docomo.ne.jp 090-4637-0117 兼会報担当

15526 たけだみきお 991-0042 寒河江市高屋字北江77 0237-86-0660 「学校から見える山」担当

武田　幹男 mtkitae@ivory.plala.or.jp 090-6251-7388

15785 さとうかずひろ 997-0034 鶴岡市本町 2-6-9 0235-22-4079 事務局長

佐藤　一広 skazu@outlook.com 090-4312-5836

注：顧問で70周年記念事業担当役員の長岡伸恭会員は2019年5月30日に逝去されました。

日本山岳会山形支部役員
（2019年4月1日～2021年3月31日）

役　職
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山形支部のホームページ紹介 

 

 
 

 

左の QR コードをスマホで読み込むと山形支部のホームページが閲

覧できます。 
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