
ようこそ 東京多摩支部へ
東京多摩支部案内

写真は2022年４月３日 新入会員懇親山行 1



本仁田山
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１. 総会

• 毎年5月に開催され、事業計画や予算など、新年度
の活動方針を決める会議です。

• 総会通知はがきに出欠や委任先など、必要な事項を
記入してお送りください。

• 準会員はオブザーバーとして参加できます。

２. 新春の集い

• 毎年1月に開催され、親交を
深める行事です。

• 12月に案内をお送りします。

• 参加される方は同封の「払込

取扱票」を使って参加費をお
振込みください。
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3. 支部主催山行

（1）山行委員会山行

• 定例山行

月に1～2回、週末に実施。

• 平日山行

月に1回、第3 or 第4木曜日に実施。

（2）山行案内の通知

• 支部会報「会報たま」

• 週間メールマガジン

• 支部ホームページ
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山行・イベント
情報

イベントカレンダー
（裏表紙）

支部会報「会報たま」
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メールマガジン
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東京多摩支部ホームページ
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☜

東京多摩支部ホームページ
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体力ランク 技術ランク
（積雪期は各項目１ランク加算）

ランク
累積
標高差

歩行時間 ランク
ルートの

わかりやすさ
岩場など危険
箇所の有無

★
600m
以下

4時間以内 ★
分かりやすく
易しい

特別な技術は不要

★★
600〜
900m

4〜7時間 ★★
地図で現在位置
の確認が必要

簡単な岩場・丸太橋
や滑りやすい急坂が
ある
森林限界以上が長い

★★★
900m
以上

7時間以上 ★★★
ルートが不明瞭
な箇所がある

部分的に危険な箇所
がある

［難易度体力／技術］について
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（3）申し込み方法

山行ランクを考慮のうえ、以下のいずれかの方法
でお申し込みください。

• 担当者へメールを送信

• 申込みフォームに入力
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４. 支部主催講演会・講習会・観察会・保全活動

（1） 種類

• 広く“山”をテーマとした講演会

• 安全登山推進のための講演会，講習会

• 自然保護に関する講演会，自然観察会，保全活動

【講演会】

演題：冒険家と6つの旅の物語

講師：神長 幹雄 氏
（元『山と溪谷』編集長）

2022年3月21日＠リオンホール

これまでの講演会・講習会・観察会
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【安全登山講習会】

演題：奥多摩の山岳事故の実態と防止
講師：青梅警察署山岳救助隊隊員
202１年1２月１3日＠立川

演題：事故発生時の現地対応
シミュレーション

講師：奥多摩消防署山岳救助隊員
202１年10月23日＠奥多摩消防署・愛宕山周辺

【自然保護講演会】

演題：高尾山 人気の秘密と
植生の不思議

講師：石井 誠治 氏（森林インス
トラクター、樹木医）

2020年10月29日
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その他の講演会・講習会・観察会
「雲取山荘よもやま話」「山のケガと病気の対処」など

【自然観察会】

「善福寺公園 野鳥観察会」「御岳山レンゲショウマ」
「ギフチョウ観察会」「長沼公園・平山城址公園」など

【安全対策研修会】「緊急時対応シミュレーション」

「縦走中のロープワーク」「セルフレスキュー」

（2）申し込み方法
ホームページ、
メールマガジン、
「会報たま」など

に記載されている
申込先に連絡してください。
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５. その他行事・活動

• 新入会員オリエンテーション

• 新入会員との交歓散策

• 三支部（東京多摩・埼玉・神奈川）

合同懇親山行

• 登山教室（初級，中級）

• 三ッ峠山アツモリソウ保護活動

• 奥多摩山開きへの協力

• 奥多摩花火大会への協賛

• 芋煮会

中級登山教室

登山教室
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プロジェクトチームの活動

• 山岳古道調査

日本山岳会創立120周年記念事
業として全国120の山岳古道の
調査が企画されました。多摩支
部でも近辺の古道の調査を開始
するのでメンバー募集中です。

• 野火止保全活動

野火止用水保全地域の保全活動
を開始しました。今は伐採作業
などを行っています。森林を育
てていくには長い年月がかかり
ます。是非、メンバーとしてご
参加ください。
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財務委員会 総務委員会

会報広報委員会 ICT委員会

自然保護委員会 山行委員会

安全対策委員会 奥多摩BC運営委員会

山岳古道調査PT 野火止保全活動PT

委員を募集中！！！

委員会活動

のちほどお話をお聞きください。



丹沢主脈縦走 積雪期

八丁峠～両神山
天狗岳（八ヶ岳）積雪期

山行委員会 登山技術講習

北アルプス縦走 積雪期



会報広報委員会

•会報は年4回発行されます。

•楽しい会報を一緒に作りましょう！
山行報告、写真、イラスト、エッセ
イ、書評などをお送りください。

•会報作りにご興味のある方は是非、
ご参加ください！！！

・紙の会報を受け取ることと、メー
ルにPDFファイル添付したものを
受け取ることのどちらかを選べ
ます。メール添付をご希望の方は
ttm＠jac.or.japへご連絡ください。
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１. 奥多摩BC（ベースキャンプ）

（1）場所 奥多摩駅徒歩5分（奥多摩町氷川字南氷川1412）

BC正面

向かいにコンビニ 19



（2）申し込み方法
• 下記アドレスへ
お申し込みください。

okutama-bc@jac-tama.or.jp

（3）利用料

• JAC会員と会員の家族
＜夏季＞ 1,000円 ＜冬季＞ 1,200円

• 上記会員同伴の会員以外
＜夏季＞ 1,300円 ＜冬季＞ 1,500円
※小学生以下は無料

• 宿泊を伴わない貸切利用300円／人
（午前9時～午後6時まで）

• 利用料は「利用料金精算書」に必要事項を記入
し、備え付けの封筒に入れて料金箱へ投函して
ください。

夏の花火

mailto:okutama-bc@jac-tama.or.jp


（4）利用方法

• 裏口扉横の「キー保管ボックス」の鍵を使います。
• 退出時は「奥多摩BC退出報告書」をチェックし、
回収箱に入れ、鍵を閉めます。

（5）＊利用時注意事項＊備え付け備品について＊

〇 常駐管理人はいません。
〇 寝具はシュラフ(10個)を用意してあります。
〇 カセットコンロと電子レンジが利用できます。
〇 炊事道具は若干備えてあります。
〇 館内は禁煙です。
〇 ゴミ、食材、調味料等はお持ち帰り下さい。

詳細は、ホームページ
「奥多摩BC管理・利用
要項」をご覧ください。
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（1）住所等の変更

• 登録された住所・電話番号・メールアドレスな
どが変わった場合は総務委員会までお知らせく
ださい。
宛先：総務委員会 委員長 佐久間 マサエ
メールアドレス：soumu.tama.yama@gmail.com

（2）会員資格の移行

• 準会員から通常会員へ会員資格の移行を希望さ
れる方は、総務委員会へご連絡ください。

• 移行手続きは、「入会申込書（準会員からの移
行者専用）」に必要事項をご記入ください。２
月末までに支部総務委員から本部事務局へ提出
します。事務の都合上、余裕を持ってお手続き
ください。 23



１. 同好会

（1）山の唄を歌う会

「山の唄」は、美しい山々を見ながら、苦しかった縦走を思
い、楽しかった山での生活を思い出しながら、先輩達が作っ
た「山の文化」です。山の唄を「山の文化」として引継いで
いくことも必要です。シニア会員は思い出に浸り、若い会員
は更なる山の楽しみを充実させましょう。

会合：毎月1回（第4週火曜日）いつでも自由に参加できます
八王子駅前の集会室

会 長 竹中
✉YIZ01045@nifty.com
☏090-8011-490
事務局 石井 秀典
✉isi.tbb.t-com.ne.jp
☏090-5822-6860

24



（2）スキー同好会

支部にはスキー好きな会員が多数います。支部では主に
ゲレンデスキーを楽しんでいます（本部のアルパインス
キークラブでは山スキーも楽しめます）。
気軽にご参加ください。

会 長 小口 治
✉oguchi517@yahoo.co.jp

事務局 野口 いづみ ↑野口執筆
✉izumi_noguchi@yahoo.co.jp （7コース）



名山を楽しむ会（鳥甲山）雪山を楽しむ会（西吾妻山）

２. グループ活動１

個人山行とグループ活動も盛んです。
是非ご参加ください。

26
山と酒の文化を尋ねる会



この指とまれ（尾瀬至仏山）

低山を楽しむ会(今熊山)

２. グループ活動２

この指とまれ
（金時山から

芦ノ湖へ
17kmを歩く）

金時山

芦ノ湖

低山を楽しむ会（三国山）



２. グループ活動３

「多摩百山」は支部の人気サイトです。
策定してから７年経過し、再調査をしています。

是非お手伝いください。



マッターホルン

南米

３ サテライト・サロン

山の話、趣味、自然保護活動、社会貢献など、幅
広いテーマについて懇談しています。
［ 世話人 ］ 立川 ：中原三佐代，山本憲一

吉祥寺：副島一義 多摩：石井秀典

カムチャッカ半島

立川（野口）
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マッターホルン

吉祥寺（前田）「キルギスに魅せられて」



なぜ登山届を出すのでしょうか？

安全に登山するために必ず登山届を提出しましょう。

出しておけば、万一遭難した場合に迅速で無事な救出
につながります。しかし、提出されていないと、場所の
特定から始めなければならず、捜索の開始まで時間がか
かることになり、救出が難しくなるかもしれません。

登山届を出すことは最初はおっくうかもしれません
が、慣れれば難しいものではありません。

まずはこまめに提出するようにしましょう。

わが身を守るためです
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山行区分 説 明

支部山行 支部の委員会・プロジェクトチームが主催する山行

同好会山行 支部の同好会が主催する山行

個人山行
上記に含まれない、支部会員が企画・実施、または
参加する全ての山行

※他団体主催山行、ツアー登山、ガイド付き登山の参加には、
登山計画書の提出は不要

山行の種類と登山届の提出
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•登山計画書を安全対策委員会に送ります。

•様式は、ホームページに掲載があります。
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標準様式 
  

         登 山 計 画 書（個人山行用） 提出日Ｒ３年●●月●●日 

届
出
者 

入山年月日 支部名・  リーダー名（会員番号） 目的山域 山行形態 

2021.00.00 東京多摩支部・       （     ） 奥多摩山域 ① 

リーダー住所        市      町      

（山行形態は次の区分番号を記入・①一般ルート、②沢登り、③岩登り、④バリエーション、⑤その他） 

所属団体 

公益社団法人日本山岳会 東京多摩支部    代表者（支部長）野口いづみ 

（所在地）東京都西東京市田無町 4-11-11 

支部緊急連絡先 安全対策委員会①090-5822-6860(石井)、②090-2498-7096（佐藤）、③080-5518-1258（中村） 

目的の山等  日の出山（９０２ｍ） 

山行目的 日帰り山行（支部会員との懇親山行） 

登山日程 Ｒ３年 月 日(日)～  月 日( ) 宿泊等(山小屋・テント等) 日帰り 

行動日程 
JR 御嶽駅集合→（バス）ケーブル下→（御岳登山鉄道ケーブルカー）→御岳山駅→御嶽神社→ 

日の出山→つるつる温泉→（バス）JR 武蔵五日市駅 

下山予定日時    月  日(  )   時  分頃 つるつる温泉へ下山

 
エスケープルート   日の出山⇒御嶽神社、ケーブルカー御岳山駅に戻る 

参加メンバー 

 

担

当 
会員番号 氏 名 

性

別 
携帯電話 

緊急連絡者 

（氏名と電話番号） 

山岳保険

加入 

Ｌ     
 

（            ） 
 

SL     
 

（             ） 
 

     
 

（             ） 
 

     
  

（             ） 
 

     
  

（男性  名、女性  名  歳から  歳） 

 

装備計画 

（個人装備）雨具、マスク、ストック、ライト、敷物、健康保険証コピー 

（共同装備）医薬品、１０ｍロープ、ガスコンロセット（リーダー持参） 

 食料計画 

 

食料（昼食１食分、行動食）  飲料水（１．５㍑程度） 

留守番担当者

 

（氏名）

 

（関係）

 

（自宅電話番号）

 

（携帯電話番号）

  リーダーの夫   

計画書提出先

 
1.東京多摩支部安全対策委員会、2.留守番担当者、3.参加者の緊急連絡者、4.青梅警察署

 

 

•登山計画書は、安全対策委員
会から本部遭難対策委員会へ
提出します。

•警察署や留守番担当者等への
届け出は、山行リーダーが
行ってください。

•山行開始日・出発の4日前ま
でに提出してください。
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登山口にある
登山届箱にも
登山届を

入れておくと
何かあったときに
役に立ちます

登山届
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日本山岳会 東京多摩支部

総務委員会
2022年 6月 2９日 作成

総務委員会懇親登山鍋割山山行にて
202１年１２月４日撮影
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