四月六日 藤野山岳会総会に参加しましょう
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１２月 定 例 会 報 告
藤野山岳会の例会は12月13日
～藤野開発に於いて開催されました。
出席者は５名でした。(遠藤 山崎通 真屋 杉本 岸)

山岳会経過報告
11月16日 健康ハイキング 公民館館活動協力３０名
11月23日 神の川ウォーク 遠藤 杉本 山崎通 岸 関戸他
11月25日 広河原植林シカ柵整備事業
11月30日～12月３日
香港トレイルレース研修１５名
小池2 真屋2 杉本2 倉田2 遠藤2 林 小林 本多 佐藤 岸
12月１日 神奈川県山岳連盟代表者会議 杉本 小池
12月８日 神社桜のプロムナードボランティア 8:30～10:30
遠藤 山崎通 真屋 岸 杉本2 林 春田 倉田義 落合１０名
12月８日 山岳会忘年会 会員25名 いやしの湯
12月９日 国道20号線吉野花だまりクリーンキャンペーン Am8:30～10:30 15名
12月９日
津久井青年会議所３０周年記念 杉本招待（城山中沢体育館）
12月10日 ＮＥＳチャンピオンシップ4名 事務局会議 杉本 千田 福田 杉本岳
12月11日 北丹沢山岳センターサポーターの森 茂氏1年間ご協力有り難うございました。
神大山岳部より樋詰順郎さんがサポートすることになりました。

事 業計 画 兼 参加予定者
１月元旦
１月
２月16日
３月９日
３月20日
３月24日
４月７日
４月14日
４月21日

アンケート未返送の方は早くへ返送して下さい
各事業に多くの参加をお願いします

旧藤野落合集合８時～陣馬山頂 信玄小屋１０時～
三ツ沢峠ハイク リーダー小池栄一郎 参加者募集
藤野山岳会結成５６周年 杉本事務局長環境大臣表彰祝賀会
北丹沢12時間山岳耐久レース１５周年記念祝賀会 いやしの湯於いて
「積石」原稿〆切
峰山風っ子トレイルサポート 協力者募集
国道２０号線吉野花だまり 8:30～ 藤野山岳会総会 13:00～
北丹沢神の川流域の山開き
東丹沢宮ヶ瀬トレイル大会

山岳会結成５６年を記念して｢積石｣を発行します
（昭和３２年９月結成）
各会員は、原稿１編を平成25年３月20日まで事務局にお寄せ
下さい｡内容は自由です。 「トレイル｣｢藤野やまなみ祭」
「山岳会例会｣｢忘年会｣｢ハイキング｣｢個人山行｣｢趣味」
「香港トレイル｣など
よろしくお願いいたします。
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

藤野山岳会結成５６周年記念祝賀会
山岳会事務局長 杉本憲昭環境大臣表彰記念祝賀会
県立藤野芸術の家で藤野山岳会藤野山岳会結成５６周年山岳会事務
局長の杉本憲昭氏が環境大臣表彰を受けました。この２つの偉業に
ついてイベントを行います。
①藤野山岳会結成５６周年記念の山岳写真展を会員を中心に行
います。
なお、ゲスト参加者として写真家の世界№1の白旗史朗氏、丹
沢の専門の写真家白井源三氏､蛭ヶ岳山荘管理人､木全広幸氏
(津久井観光協会主催)､神ノ川ヒュッテ原孝さん、酒包英樹さ
ん、山岳会会員の写真など多くの参加者が出席します。
写真展は、プロムナードで２月
日～２月 日迄。
②藤野町山岳協会会長で藤野山岳会事務局長が丹沢山塊の自然
歩道や環境活動に対して貢献したことにより、環境大臣より
感謝状が贈呈されました。
この２つの記念すべき事に藤野山岳会は、実行委員会を作り行事を
進めます。
日時 平成２５年２月１６日（土）午前10:00～午後13:00
会費 2，000円
実行委員長 遠藤勝己
理 事 和泉
悟
副
〃
小池栄一郎
小池千恵子
〃
真屋 幸雄
岸百合子
〃
倉田義和
小林勝子
事務局長
山崎通昌
土屋 実
次長
佐藤忠夫
外山雄幸
会
計
春田美知子
倉田美江子
〃
林まさ子
山方睦子
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

日本トレイルの３大レースに成長した北丹沢12時間山岳
耐久レースが第15回を迎えました。この間ご協力頂いた
競技団体、後援、協力、協賛等の団体70～80団体へ感謝
状を贈呈いたします。
北丹沢12時間山岳耐久レースの拠点、津久井（緑区）青根休暇村
食堂に於いて
２５年３月９日（土）Am11:00～pm.13:00開催します。
各トップ選手へもご案内いたします。
当日は、昼食を用意しますのでご気軽にご参加下さい。
トレイル大会の日本の位置付けは、ＵＣＲが登場した
ことにより､トップ､ＵＣＲ長谷川カップ､北丹沢山岳
耐久レースと３位に位置付けは変わりました。
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ＮＥＳチャンピョンシップ
１２月１５日（土）藤野芸術の家にて100名の表彰選手、
役員が集まりＮＥＳチャンピョンシップになった選手を
表彰しました。
１２月１５日（土）藤野芸術の家にて開催されました。
表彰選手137名の内61名と役員ボランティア約100名が参加し
ました。
司会は、ミュージシャントレイルランナーの福田六花、女子
トップランナーの、間瀬ちがやの2人で進められました。
当日音楽家の格調高い出演で多いに盛り上げました。

藤野神社「桜コース」のハイキング道の整備
１２月８日 に藤野山岳会と藤野観光協会事務局で実施
する。
ＪＲ藤野駅北側より西側に派生する岩戸山､小渕山､鷹取山
のハイキングコースは、通年ハイカーで賑わっています。
このコースの藤野神社の手前コースは、桜のプロムナー
ドとなっていますが、近年は道の手入れもなく荒れ放題と
なり通行が出来ませんでした。
このハイキングコースの改修に、藤野観光協会事務局の呼
びかけにより、藤野山岳会の忘年山行に合わせ１２月８日
に実施しました。
ハイキングコースは整備され、春のハイカーを迎えるまで
になりました。
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

藤野山岳会忘年会に25名参加

青根いやしの湯に於いて
藤野山岳会の恒例の忘年会は、昨年に続いて今年も１２
月８日(土)青根いやしの湯で開催されました。
この日は､今年一番の寒い日で蛭ヶ岳では､吹雪となって
いました｡旧藤野庁舎へ午後5:00に車で迎えに来て頂きま
した｡
忘年会には､小池栄一郎､杉本憲昭､土屋実､井上佳邦､北
丹沢山岳センター､ 北丹沢12H山岳耐久レースからのお祝
い金と、小池夫妻より大量に柚子のプレゼントがありまし
た。去りゆく年に感謝し、迎える年にしあわせを！
参加者（順不同）
遠藤勝己 真屋玲子 山口
和泉悟 荒井一美
土屋雅子 小池栄一郎 山崎通昌 小林勝子
佐藤忠夫 小池千恵子 倉田美江子 真屋幸雄
春田美知子 山崎弘武 山﨑昌子 林まさ子
山方睦子 岸百合子 倉田義和 杉本里子 和泉夫人
会員外 加藤博恵

uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

国道20号線吉野花だまりクリーン活動
12月９日 午前８:30より 実施する
国道20号線吉野花だまりの清掃は､20年間も藤野山岳会
と藤野町山岳協会の手で年３回以上(４月､６月､９月他不
定期)続けられています。
12月9日 の清掃活動は会員を始め15名の参加者を得て実
施しました。
落ち葉や､飲食物の残骸が大量に捨てられゴミ袋(20､30､
40㍑)３２袋の約３００㎏以上が収集されました。
吉野花だまりは、20号線を利用する自動車運転手のひと
ときの休憩所にもなっていますが、エチケットは良くな
く、対策に苦慮しています。
参加した会員は、“自分の庭をこんなに汚すでしょう
か？”と、苦言を呈していました。
次回は来春４月７日 AM８:３０に国道20号線
吉野花だまり集合
参加者 山﨑昌子 真屋玲子 小林勝子 倉田美江子
杉本里子 遠藤勝己 真屋幸雄 佐藤忠夫
和泉悟 杉本憲昭 市川博史 他
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

次回ＦＭＣ例会
1月17日

～ ㈲藤野開発

例会にぜひ､多くの参加をお願いします

