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   湯俣噴湯丘～10月16日             白山の秋～10月4日 

 

秋深き山々～京ヶ倉に・白山に・噴湯丘に～活発な山行活動 

京ヶ倉募集山行 ～歩いて歌って語って食べて～ 

 3回目となる秋の募集山行～京ヶ倉登山には、9名の一般参加者と13名の会

員、併せて22名が参加。早朝6時に松川道の駅松川に集結。5台の車に分乗し

て登山口へ。挨拶、諸連絡、宮島さんリードのストレッチ後、7：05に出発。  

先導尾形さんの超スローペースで途中厚物を脱いで8：00おおこば見晴台着。

朝から曇りでアルプス方面は見えず。8：15発。同20大量のクリタケを発見し、

しばし休憩。8：35稜線に出る。 

後ろから来た 2 女性に道を譲り、休まず進んで馬の背を通過。8：55 トドの

背岩の下で休憩。ここで若者 4 人が通過。9：00 発。岩場をクリアーして 9：

10京ヶ倉着。集合写真を撮り 9：24発、同46大城着。早い昼食となる。宮島

さんからブドウの差し入れ。鈴木さんがツェルトで女性用トイレ囲いをつくる。 

この頃から晴れて常念～燕岳の稜線が見え始め、鶴川さんの名解説で山座を

確認して行く。東側の岩場からは秀麗な根子岳・四阿山のラインを望む。 

10：35 発。10 分後に生坂方面の展望場に達すると、餓鬼・唐沢岳から裏銀

の南沢・不動・七倉岳を経て北葛・蓮華・爺ヶ・鹿島槍・五竜岳～白馬三山(雲)

へと続く山なみが開け、さらに進むと鹿島と五竜の間に剱岳の頭を見ることが

出来た。この辺りで逆コースから上がって来た石井さん、土田さんと合流。 

11：14 三角点通過。3 分後に萩の尾峠。更に進んで 11：30 頃グレースの森

休憩所着。ここから南沢岳の稜線の先に烏帽子岳を見る。 

休憩所では山の歌を 4 曲ほど歌った後、自己紹介を兼ねて感想を述べてもら

う。一般参加者の感想は概ね好評で、ただ歩くだけでなく、歌を歌ったり感想

を述べあったりすることがよかったと言う声と共に、途中で引き返すのでなく

縦走できる点を評価する声が出たことは特筆に値すると言える。 

会長・事務局長からの会の紹介と入会の誘いで締め、12：15頃出発。5分で

下山路に入って 12：40 下山。防獣ゲート手前の広場まで下って車の回収を待

つ。13：20頃車が来て流れ解散となり、道の駅松川へ向かう。 

今回の募集山行は、昨年までに比べて参加者が少数であったために班分けを

しなかった。そのためだけではないが、途中で追いついて来た他の登山者に速

やかに道を譲ることが出来なかった。特に道が狭い京ヶ倉では一考を要する。 

 

【コースタイム】6：00松川道の駅6：20‐6：45万平登山口7：05－8：00 展望台8：

15－8：55 トドの背岩 9：00－9：10 京ヶ倉 9：25－9：45 大城 10：35－10：45 生

坂展望11：00－11：14三角点－11：30グレースの森12：15－12：40眠り峠登山口

(下山)～(車回収・ゲート前広場で待機)13：20－各車ごとに解散。 
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9月例会(9月29日)・および 10月拡大役員会(10月13日)報告     

 8月23日～10月18日の山行                            
① 8月 23日(日)～24日(月) 燕岳：石井ひ 佐藤(い) 

② 8 月 28日(金) 蓼科山：谷口・勝野・神津・鈴木・北條 

③ 9 月 4日(金)～5日(土) 鳳凰三山：内藤＋2 好天 

④ 9 月 4日(金)～６日(日) 前穂北尾根：鈴木＋大阪 5 好天 大渋滞 3時間待ち 

⑤ 9 月 4日(金)～６日(日) 上州武尊山・至仏山：谷口 

⑥ 9 月 5日(土) 西穂(ロープウエイ・日帰り)：内藤 +3 

⑦ 9 月 11日(金)～14日(月) 島々～徳本峠～中房温泉：谷口＋2 風強し 

⑧ 9 月 12日(土)～13日(日) 木曽駒・宝剣岳：宮島・鶴川・内藤・鈴木 

⑨ 9 月 16日(水) 仏崎岩トレ：土田・細田・鈴木 

⑩ 9 月 19日(土)～20日(日) 爺・鹿島槍：内藤＋2(新潟男女各 1) 

⑪ 9 月 19日(土)～21日(月) 会津朝日岳・会津駒ヶ岳・燧ケ岳：谷口＋3(佐久) 

⑫ 9 月 19日(土)～22日(火) 新穂高温泉から双六・三俣蓮華・鷲羽・水晶岳： 

鈴木＋12(大阪) 
⑬ 9 月 23日(祝)～25日(金) 北岳バットレス：勝野 
⑭ 9 月 23日(祝)～24日(木) 宝剣岳：神津 ロープウエイ 
⑮ 9 月 27日(日) ～10月 1日(木) 扇沢～室堂～五色ヶ原～薬師岳～高天原～ 

赤牛～奥黒部～ダム～扇沢：勝野+1(岡山) 
⑯ 9 月 30日(水) 大遠見：鈴木 
⑰ 10 月 3日(土)～4日(日) 北信越交流登山～白山：谷口・桑原・勝野・鶴川・ 

津田・宮島・鈴木 (県連では他「まみくとい」4) 天候は雨 
⑱ 10 月 7日(水) 湯俣：尾形 石井(良) 土田   
⑲ 10 月 9日(金) 京ヶ倉：谷口(2) 土田 森田 
⑳ 10 月 10日(土) 燕岳：鈴木 
㉑ 10月 12日(祝) 有明山：谷口 ＋3(佐久) 
㉒ 10月 10日(土)～13日(火) 船窪小屋終い 
㉓ 10月 12日(月)～13日(火) 同上 
㉔ 10月 16日(金) 湯俣噴湯丘：石井ひ・勝野・桑原・神津・古畑文・鈴木・宮島 
㉕ 10月 18日(日) 京ヶ倉募集山行：一般 9 会員 13 名  

※中止の山行 
10 月 9(金)～10(土) リレー縦走・大雪渓～天狗山荘～不帰～唐松～八方尾根 

※  

2 当面の山行・行事 

① 10月 25日(日) 風吹大池・きのこ狩り山行：道の駅・小谷 7時 
② 11月 14日(土) 県連 50周年記念レセプション ☞ 詳細次ページ 

※ リレー縦走第3 弾：白馬岳～唐松岳，および、第4 弾：竜岳～鹿島槍ヶ岳～赤 

尾根(or爺ヶ岳)は来シーズンに再計画することになりました。 

 事務局からの連絡 

※ ‥‥来シー     県連 50周年記念レセプションについて 
11月14日(土) 県連50周年記念レセプションがビレッジ安曇野で行われます。

15時から 17時頃まで、登山家小西浩文氏の講演、17：30からレセプションです。    

宿泊13000円，レセプション参加6000円，講演を聴くだけなら参加費無料です。 

できれば大町は宿泊して夜は会で交流し、翌日山行(山は 27日の例会で相談)を検

討しています。半額程度は会からの補助予定です。 

レセプションに参加できない方は、会場は近いため、滅多にない機会なので講 

演だけでも聴いたらいいと思います。会員の皆さんは積極的に参加して下さい。 

※24 日が締め切りなので、「宿泊・レセプション・講演のみ」参加の区分で、谷

口会長まで返事ください。 

 また、24(土)予定の風吹参加希望者も谷口会長に連絡してください。25(日)な

ら参加できるという人もあるので、参加希望者で調整することになります。 

なお、来年の労山カレンダー希望もどうぞ。 

携帯電話の着信拒否の解除を‼ 

事務局から携帯メールに送信すると自動的に着信拒否になる方がいます。それ

は、持ち主が意図していなくても、迷惑メール対策で自動的に設定されている場

合もあるようですので、改めてご自分のメール設定をご確認ください。携帯会社

や機種によって異なるかもしれないのでわからない場合、携帯会社で操作してい

ただければ幸いです。 

 事務局から各種案内や連絡、出席確認等をさせて頂くことがあり、これまで何

回か、事務局からメール送信していますが、ほとんど受信できていない方は、『着

信拒否』設定になっているのではないかと思われます。 

とくに参加会費等を伴う行事については、いちいち電話できないので担当者が

多忙になります。よろしくお願いします 

 

ドコモ携帯は、PCからのメールが着信拒否に設定されています！ 
⇒メール設定を「着信拒否弱」に変更してください。 

【方法】iモードから 

メニュー→お客様サポート→各種設定→メール設定→受信拒否弱→自分のパス

ワードを入力→決定で、受信拒否強から弱に変更してください。（ＰＣお持ちの

方は、ＰＣから自分の携帯電話ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽに送信して確かめてください） 



p. 3 

 

湯俣噴湯丘      石井ひろ子 

 どんぐりの実が豊富な今年の秋、まさしく錦秋の森のトンネルの中を、落ち葉

をサクサクと踏みしめて歩いた。 

 野菜たっぷりの恒例の焼き肉と青嵐荘横の恐怖のつり橋体験の後だっただけに

格別のものがあった。 

 つり橋を渡り切った水の取り入れ口に横たわる巨木 2本‥。あれを取り除くこ

とは可能なのかと思えるほどの大きさに息をのんだ。 

 今から数十年前(‥??)、まだ会員でなかった若かりし頃、労山の友人の後ろに

くっついて行った湯俣の山道を、久しぶりに労山の仲間と歩けたこと。とても楽

しい幸せな一日となりました。 

   

   噴湯丘         miho 

☆先日の雨で吊橋は壊れていた。壊れた吊橋を当然のように渡る先輩。 

「そうか こういうところも行っちゃうんだ～∀ёÅ※☆～(・。・)」 

先輩に続いて壊れた吊橋を渡ったことが 冒険してるみたいでワクワクした。 

それが一番の印象。 

☆晴嵐荘は管理人さんが買い出しに出かけていてお留守。お金を置いて入浴。館

内はきれいに掃除が行き届き、あちこち管理人さんのセンスの良さが漂っていて 

是非泊りに来たいと思った。 

☆出発前にハンドルキーパーをきちんと決めなければいけないと思った。 

 

【コースタイム】大町運動公園7：30－8：00高瀬ダム道路上(最終)－9：11無名避難小屋 

－10：30晴嵐荘通過－10：42崩壊つり橋－10：59噴湯丘―11：35晴嵐荘(食・浴)13：51

－15：36最終地点 

   

山行報告 北信越交流登山に参加して 津田  廣一  

10 月 3 日(土)～4日(日) 白山 

同行者 谷口・桑原・勝野・鶴川・宮島・鈴木 

 

 交流登山の話しを聞いて、白山は初めてと言うこともあり参加しました。 

 当日は安房トンネル経由で集合地点の吉野谷セミナーハウスまで、約

200km の道程のドライブでした。運転された方は大変だったと思います

が、秋の行楽気分で、途中、名物の高山ラーメンを食べることも出来まし

た。 

 夕方からの交流会では、日常活動の報告や地元の方達の手づくりおでん、

各県持ち寄りの名物や地酒のふるまいで盛り上がりました。 

 翌日の白山登山は，市ノ瀬でバスに乗り換え、別当の登山口へ向かいま

した。晴れの予報が見事に外れてバスを降りる頃には土砂降りになり、雨

の山行となりました。 

 最初の小休憩の頃には雨もやみ、霧の中を登りました。紅葉には少し早

く、眺めは期待できそうにありません。室堂に着き、休憩もそこそこに頂

上へ向かいましたが、曇り空で風も強く、山頂の祠をお参りして下りにか

かりました。 

 帰りの時間のこともあり、慌ただしい下山となりました。 

 復路も同じ道順で，松川・道の駅到着は午後 8時30分でした。 

  

室堂から山頂見えず 

室堂から山頂見えず 

晴嵐前で 吊り橋を渡ってから憤湯丘手前 
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番 氏名 １、何で知ったか
２、また参加
したいか

３、来春の希望
４、大町労
山を知って
いたか

５、加入しませ
んか

６、今日の感想

1 田中　弘子 信毎タウン情報 参加したい
知らなかっ
た

加入したい

会の説明を聞い

てもいい

トイレテントまで作って下さりビックリしました。それぞれの役割
がすばらしいと思いました。

2 竹内　弘子 大糸タイムス 参加したい
北アルプスの
山に登ってみ
たい

知っていた
会の説明を聞
いてもよい

京ヶ倉、スリルな山だと思いました。山は１人では来れないで
すが、仲間がいるなら登ってみたいと思いました。
皆さん楽しくて、とてもいい山歩きでした。

3 神野　節夫 ハガキが届いた 参加したい 有明山
いまのところ考
えていない

4 大月　溥子
市民タイムス
信毎タウン情報

参加したい 岩殿山
知らなかっ
た

他の会に加入済

み　一般募集の

折参加したい

集合場所が松川の道の駅で参加することが出来ました。（運
転ができないので）ゆっくり歩いて初めての人達でしたが楽し
く歩くことが出来ました。春の鍬ノ峰も参加したいと思います。

5 相沢　昌子
市民タイムス
信毎タウン情報

参加したい
中信地域の里
山でおすすめ
があれば

知らなかっ
た

加入したい

会の説明を聞い

てもいい

１人での参加でしたが皆さんに快く入れて頂き楽しく歩けまし
た。ありがとうございます。

6 酒井　湧司

7 酒井　陽子

8 田中　光雄
市民タイムス
信毎タウン情報

参加したい
知らなかっ
た

会の説明をきい
てもいい

気持の良い道でした。縦走できてよかったです。ありがとうござ
いました。

9 横山　嵩 市民タイムス 参加したい
知らなかっ
た

会の説明を聞
いてもよい

天気が良いとの報道でしたがガスって景色が見えず残念でし
た。先日大峰のカエデを見に行きました。東側に京ヶ倉・大城
を見ました。今回は大峰が見えるのではと期待しましたので残
念でした。（この後ガスがはれ展望が良くなり、本人は満足し
帰られました。追記：谷口）

2015.10.18 京ヶ倉　アンケート集約　　　　　　　　　　　 9/9人

市民タイムス 参加したい

蓮華岳
白馬槍温泉
針ノ木岳
鹿島槍ヶ岳

知らなかっ
た

考えていない

 

登山道具考 シュラフについて  横田 竜三 

『寝袋についての意見を書いて欲しい』ということなの自分の例をそのまま書きます。 

 

大体寝袋は 1回買えば一生ものであり、なかなか買い換えない物と思います。 

さてどんな寝袋がいいのか‥？ 私が使っている寝袋について上げてみます。 

1；スリーシーズン用の寝袋(羽毛)：大体 0℃くらいに耐える物。重さ 800g位、 

大きさφ150×300㎜ がらくた市で購入。￥15,000  

2；極地(冬)用(羽毛)：－30℃までOK(本当か？） 重さ 1.5kg位、 

大きさφ200×350mm モンベルの橙色の物 ￥70,000   

3；シュラフカバー：ゴアテックスで出来た物 重さ 500g位、大きさφ70×180mm 

モンベル ￥10,000 

※1のスリーシーズン用、2の極地用共に羽毛です。 

 

羽毛と化繊があり、どちらにするか悩みますが、羽毛のほうが軽く、圧縮がで

きて荷物が小さくなるため羽毛がいいと思います。 

羽毛は水を吸うとなかなか乾かないという欠点がありますが、水を吸う状況に

しないことを気をつければいいと思います。（ザック内でも必ず防水のカバー） 

さて、日本には 3つの有名なメーカーが有ります。『ナンガ』『モンベル』『イ

スカ』の 3つですが、どこでもいいと思います。 

私は寒がりなので、3シーズン用の寝袋を最初に買う時は、できるだけ羽毛量

が多いものを選ぶようにしました。 

メーカーによって羽毛量と FP(フィルパワー)の数字が大きい方がいいと思いま

す。けれど、大きくなればなるほど値段が高くなります。 

ではどれを買えばいいのか？ という問には答える事はできません。好きな物を

買えばいいのです。 

はじめに言ったとおり、一回買えばほとんど買え替えることはなく『一生もの』

です。よくカタログをみて、実物を確かめて気に入ったものを買えばいいと思い

ます。 

HP、雑誌に比較検討とかの記事があるので参考に。『outdoor gearzine.com』と

いうHPもオススメです。 

 

今回はあまりオススメネタではありませんでしたが、参考になったでしょうか? 

 

晩秋から初冬の山を積極的に 
 

もうすぐ11月。これからは晩秋から初冬へ。「厳冬期の山にはちょっと・・・」

と考えている人には、冬枯れの里山や 2000m くらいまでの山がいいかもしれま

せん。 

10月の拡大役員会で出されたのは独姑山（1/15？）や荒船山（11月下旬）、妙

義山や四阿山とか、どちらかといえば東信の山が候補に。忘年会は12/5予定です。 

 



p. 5 

 

 
憲法９条を守って戦争しない日本を継続させ、登山文化を 
守るための声明   2015年 8月 25日 日本器聾者山岳連盟理事会 
 
 日本は悲惨な戦争を起こしたことの反省のうえに立ち、「二度と戦争をしない」決意

を憲法に掲げ、70年間にわたって諸国民との友好・親善の国際交流を深めてきた。そ

して、登山は平和で民主的な国民生活に根差したスポーツ・レクレーションとして国

民に親しまれ、登山文化も多様な形で普及・発展してきた。さらに、海外登山を通じ

て多くの諸国民との親睦・交流が広がり、草の根の国際連帯も広がっている。 

 いま国会では、日本が攻撃を受けていなくても、自衛隊が海外での武力行使と米国

など他国軍隊と一緒になって戦争に参加するための集団的自衛権を行使できることを

内容とした法案が審議されている。 

 この「安全保障関連法案」に対し、どの世論調査でも国民の 5割以上が「憲法違反」

と批判し、6割以上が「今国会での採決はやめるべき」とし、大多数の憲法学者も「違

憲」を表明している。また、日本弁護士連合会は「平和的生存権を保障した憲法

前文及び第 9 条に違反し、平和国家としての日本の国の在り方を根底から

覆すもの」で「違憲」であるとして、反対を表明している。そして、多くの知

識人、文化人、団体が反対・廃案を表明し、国会審議を通じても法案の違憲性は明白

となっており、国民からは「戦争法案」とも呼ばれ、法案への反対と廃案を求める運

動は全国で展開され大きく運動が広がっている。 

 1931 年からはじまった 15 年戦争の前までは、日本の登山界は順調に発展を遂げて

いたが、戦争に突入するなかで、登山者にとって大切な地形図の販売制限、山岳誌は

発禁・休刊・廃刊となり、国民の登山そのものも制限され、海外登山はできなくなっ

た。そして、軍部の主導によって登山界も戦争に協力させるための「行軍山岳部」な

どがつくられ、国民は自由に登山ができなくなった。 

 登山は、自由と平和、ヒューマニズムとフェアーな精神をモットーとするスポーツ

である。このことから、日本勤労者山岳連盟は趣意書で、「登山の正常な発展は、軍国

主義の支配と侵略戦争の拡大によって著しく阻害された」ことを表明し、平和な社会

でこそ、登山文化の正常な発展ができること。そして、「確固とした世界平和は、海外

登山発展の基礎である。諸国民との相互理解、友好をさらに深めることが強く求めら

れている」として、戦争のない平和な日本、世界平和の実現を求めている。 

自衛隊が海外で武力を行使し戦争に参加する法案は、憲法9条に違反し立憲主義に

も反し、多様な形で発展してきている登山文化をも脅かすものである。  

日本勤労者山岳連盟の趣意書に基づいて、日本が「海外で戦争する国」、「殺し殺され

る」戦争に自衛隊を送るような「違憲」の法律案は、廃案にすべきことをここに表明 

する。 

以上 

戦争法(安保法制)廃止に向けて  平林 英市 

大町労山会員のみなさん ご無沙汰しています。 

 国民の政治的意識を喚起した戦争法案(安保関連法案)が、憲法に反するとした

国民の反対の声を無視して参議院で強行採決され、成立しました。 

 大町市議会でも『大町 9 条の会』から『戦争法案を今国会で議決させないよう

に求める』とする陳情書が提出されました。私は、採決に賛成の立場から『国民

の6割から7割の反対の声を押しきっての衆議院での強行採決は、まさに民主主

義を無視した政府与党の数の暴力であり、全身の怒りを込めて安倍政権に抗議す

る』とする討論を本会議で行いました。 

 しかし、国会では良識の府と言われている参議院でも『議場騒然、聴取不能』

と議事録に残る戦争法案の採決を強行した特別委員会での速記録があるにも関わ

らず、鴻池委員長が『可決した』と宣言しました。そして戦争法が成立しました。 

 私は、何よりも戦争法案は、憲法学者や法律の制定に関わる法制局の元長官、

さらに最高裁の元長官、弁護士会等の法律的関係者が違憲としているように、日

本国憲法に真っ向からそむく違憲立法であると思います。 

 数々の汚点を後世に残した戦争法成立から一ヶ月。安倍ウルトラ右翼政権はま

すます危険な本性をさらして、歴代政権では初めて米空母に乗り込み，はしゃい

でいる姿が報道されました。 

 国家のために子どもをたくさん産んで～と発言した菅官房長官。その上、お国

のために死んで祀られることが最高の栄誉とされ、国民を戦争へと動員した靖国

神社には、多くの閣僚が参拝しています。自分達を憲法の上に置き、個人の上に

国家を置く、こんな安倍政権は一刻も早く日本の政界から撤退させることが求め

られています。 

 戦争法廃止で一致する政党・個人・団体が共同して、国民の理解を得て連合政

府をつくることが、今まさに求められています。国政の諸問題では政策的違いが

ある訳ですが、この連合政府は『戦争法廃止・立憲主義を取り戻す』と言う一点

での合意のもとに、大同団結して日本の平和と国民の命を最優先した政治を取り

戻すための唯一の道であると、認識しています。 
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初の機関紙編集会議(10月 13日)から   

 10月13日(火)、拡大役員会に先だつ17時半から、初めての機関紙会議を行い

ました。会議と言うといかめしい感じがしますが、機関紙について自由に意見や

要望を述べてもらうだけのざっくばらんな会で、出席頂いたのはお一人だけでし

たが、8・9月号で担当者が訴えたことを受け止めての貴重なご意見を頂きました。 

 要望の 1 は、山行記録・報告について、行動の記録や感想だけでなく、コース

タイムやルート上の特筆事項～登山口の駐車スペースやトイレの有無等、実際の

山行に役立つ情報が欲しいと言うことでした。 

文中に時刻を書いた報告もありますが、コースタイムは登山路や登山口、アク

セスの情報等と共にそれ自体を独立した情報として、項目を設けて記載すること

が望ましいと言えます。極論すれば、文章として行動の記録や感想が書かれてい

なくても、コースタイムを始めとする諸情報があれば立派な山行記録・報告であ

ると言うことで、それはちょっとしたメモや写真のデーターを手がかりにして誰

にでも出来るものです。少なくとも会山行においては、リーダーもしくはリーダ

ーに託された誰かが最低限の義務として記録しておくべきではないかと思います。 

 

 参考に～と言っては僭越なのですが、私は『ヤマレコ』と言う登山記録サイト

に山行記録を 200本ほどアップしています。このサイトは日時・山域・山名・同

行者等の基本情報に加えて、コースタイムとコース上の問題点、アクセスや登山

口等の情報、コース地図、写真、行動の記録等を詳細に記録できるようになって

います。 

地図は国土地理院の地形図の他、Yahoo 地図、グーグルマップ、航空写真等が

あり、また３D 立体地図で自分の歩いたルートを東西南北あらゆる方向から、ま

た真上や斜め上方向等、自由に角度を変えて俯瞰することもできるようになって

おり、使い方自在です。 

写真は平均して80枚くらいアップしていますが、その写真を撮った場所をルー

ト上にプロットすることが出来るようになっています。 

もちろんその全部に書き込む必要はなく、自分の持っている情報の公開出来る

ものだけを記載すればいいのですが、他者の参考になるだけでなく、自己の山行

記録として永久保存版になり得るものです。 

 

 要望の 2 は山の道具の情報についてです。特に初めてテント泊を経験するに当

たって、シュラフやシュラフの下に敷くマットについての実用的な情報が欲しい

と言うことでした。 

 この話題の途中で役員会の準備のために事務局長さんが来られて、メーカー名

の出る話しになって行き、機関紙会議はそこまでとなりました。 

もとより機関紙の編集について話し合うのではなく、あくまでも要望を聴く場

としての会だったので、その目的は充分に果たすことが出来たと言えます。     

多忙な中を機関紙について話し合う場に参加して頂いたことに感謝です。 

今後も可能な限り、拡大役員会の日の18時から30分～1時間程度、このよう

な場を設けたいと思います。1 時間ほど早く来て雑談する感じで、気軽に参加頂

ければ幸いです。多数の方の参加をお願いします。 

 

 会費納入に関する状況報告.および問題提起 
財政部担当者  宮島順一 

  

会計担当を引き受けて半年になりますが、現在までの年会費と遭対基金の納 

入が著しく遅れており、20万円を超す未納金があることに当惑し、かつ担当者と

して何とかしなければと苦慮しています。 

 

 聴くところによると、従来の慣行で忘年会の日に納入する方が多いと言うこと

ですが、忘年会当日の納入は間違いの元にもなり兼ねず、適切でないと思います

ので固くお断りしたいと思います。 

諸事情はあるかと思いますが、11月末までに納入頂きますようお願い致します。 

なお、納入の便宜をはかる上で、口座を設けるべく準備しています。 

 

個人的な考えですが、会費の納入が重いようであれば、年会費を現行の半額程

度に引き下げて、4～5月を目途に納入する様にしてはいかがかと思います。 

 規約の改変に関わる問題なので簡単には決められないと思いますが、問題提起

とさせて頂きます。 

  

 

 

 

悪しき慣習に終止符を‼  事務局長より 

ゆうちょ銀行口座開設しました。こちらに振り込んでください。   

ゆうちょ銀行から振り込む場合 

 記号 １１１１０  番号 ４１８６２８１１  ミヤジマ  ジュンイチ 

※ 郵貯銀行のキャシュディスペンサーCDから振り込む場合は手数料なし 

 他の金融機関から振り込む場合 

 店番 １１８  預金種目 普通預金  口座番号 ４１８６２８１ 

ミヤジマ  ジュンイチ 

※振り込んだ場合は必ず会計・宮島宛にご連絡下さい 

 


