
                      新宮山彦ぐるーぷＨ２６年度行事報告(一覧表)    

行事行事行事行事 No 実施日実施日実施日実施日         山山山山        行行行行        行行行行        事事事事        名名名名 参参参参        加加加加        者者者者        名名名名 

1743 01/02(木) 新春初山行新春初山行新春初山行新春初山行「「「「天川村天川村天川村天川村・・・・観音峯山観音峯山観音峯山観音峯山 1374.4m」」」」 沖﨑、川島、前田、児嶋、濱野、榎本、湯川、細川頌司、大江加、 

生熊千、高階美、更谷阿希子、中前、須崎誠久、乾、森沢、杉本、 

榊本、松下陽子、三井、河野。               ２１２１２１２１名名名名、 

1744 01/07(火) 行仙宿巡回他行仙宿巡回他行仙宿巡回他行仙宿巡回他 玉岡。                        １１１１名名名名 

1745 01/12(日)～

13(月) 

第第第第５５５５５５５５回回回回    甲午歳甲午歳甲午歳甲午歳・・・・十二支会例会十二支会例会十二支会例会十二支会例会「「「「白馬山白馬山白馬山白馬山」」」」 玉岡、山上皓、山上昌、沖﨑、川島、前田、真砂、瀧本、田中、 

大江加、大江徳、畑林清、佐藤、椎木、茂原治(1/12)、中野、小林、 

鶴岡、八木。児嶋(1/12)                ２０２０２０２０名名名名 

1746 01/25(土) 行仙宿巡回行仙宿巡回行仙宿巡回行仙宿巡回(間伐材小割間伐材小割間伐材小割間伐材小割りりりり他他他他)とととと浦向道巡視浦向道巡視浦向道巡視浦向道巡視 沖﨑、川島、児嶋、生熊敏。                 ４４４４名名名名 

1747 02/05(火) クリーン・グリーンクリーン・グリーンクリーン・グリーンクリーン・グリーン実践者知事表彰式出席実践者知事表彰式出席実践者知事表彰式出席実践者知事表彰式出席とととと 

                                    電源開発電源開発電源開発電源開発㈱㈱㈱㈱橋本送電所訪問橋本送電所訪問橋本送電所訪問橋本送電所訪問 

沖﨑、川島、乾、村吉、佐藤。             ５５５５名名名名              

1748 02/14(金) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・ヘリ・ヘリ・ヘリ・ヘリ荷上資材荷上資材荷上資材荷上資材「「「「２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの森森森森」」」」持込持込持込持込 玉岡、沖﨑、川島、児嶋、生熊敏、真砂、田中。     ７７７７名名名名 

1748-2 02/19(水) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・ヘリ・ヘリ・ヘリ・ヘリ荷上資材荷上資材荷上資材荷上資材「「「「２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの森森森森」」」」持込持込持込持込(２２２２次次次次）））） 玉岡、沖﨑、川島、児嶋、生熊敏。              ５５５５名名名名 

1749 02/21(金) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・ヘリ・ヘリ・ヘリ・ヘリ荷降荷降荷降荷降し･し･し･し･運運運運びびびび込込込込みみみみ 山上皓、根木、沖﨑、児嶋、生熊敏、畑林秀、中前、大江加、川島、 

樋口、榎本、村吉、青木。              １３１３１３１３名名名名 

1750 02/22(土) 塩川正十郎先生塩川正十郎先生塩川正十郎先生塩川正十郎先生おおおお見舞見舞見舞見舞いいいい他他他他 玉岡、沖﨑、川島。                  ３３３３名名名名 

02/24～25 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・棚棚棚棚、、、、配膳机配膳机配膳机配膳机のののの脚作製脚作製脚作製脚作製 真砂、田中。                     ２２２２名名名名 1751 

02/25(火) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・棚造棚造棚造棚造りりりり組組組組応援他応援他応援他応援他 玉岡、畑林秀。                      ２２２２名名名名 

1752 03/07(金) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・かまど・かまど・かまど・かまど据付据付据付据付基礎造基礎造基礎造基礎造りりりり 玉岡、根木、生熊敏、畑林秀。             ４４４４名名名名 

1753 03/08(土) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・棚作製棚作製棚作製棚作製 真砂、田中。                     ２２２２名名名名  

1754 03/16(日) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・かまど・かまど・かまど・かまど据付据付据付据付とととと水場水場水場水場径径径径巡視他巡視他巡視他巡視他 沖﨑、児嶋、生熊敏、畑林秀、川島、湯川、大江加    ７７７７名名名名 

1755 03/23(日) 南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道「「「「本宮本宮本宮本宮備崎備崎備崎備崎~玉置山玉置山玉置山玉置山~２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの森森森森」」」」 

間間間間のののの安全点検巡視安全点検巡視安全点検巡視安全点検巡視 

Ａ組(玉置辻→備崎)；川島、瀧本、榊本、乾、佐藤、生熊千、榎本、

高階美、舟瀬。Ｂ組(玉置山→２１世紀の森)；沖﨑、濱野、生熊敏、

畑林秀、畑林清、大江加、大江徳、松本吉、坂口、奥村。計１９１９１９１９名名名名 

ビジター組；石田、中前、平、瀬田、松本、山本真砂夫妻 8 名 

1756 03/27～28 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・浦向道改修並浦向道改修並浦向道改修並浦向道改修並びにびにびにびに事故報告事故報告事故報告事故報告 玉岡、岩崎、山下。                  ３３３３名名名名 

1757 03/30～31 持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・平治宿平治宿平治宿平治宿のののの管理巡回管理巡回管理巡回管理巡回 村吉                         １１１１名名名名 

1758 04/05～06 

04/06(日） 

南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道(行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿～～～～古屋宿古屋宿古屋宿古屋宿) 間間間間のののの安全点検巡視安全点検巡視安全点検巡視安全点検巡視 04/05～06；青木。                  １１１１名名名名  

04/06；沖﨑、濱野、川島、児嶋、生熊千、高階美。    ６６６６名名名名   



行事行事行事行事 No 実施日実施日実施日実施日         山山山山        行行行行        行行行行        事事事事        名名名名 参参参参        加加加加        者者者者        名名名名 

1758 04/06(日）  生熊敏、奥村。(行仙宿棚作り・車回送) ２名。     計計計計９９９９名名名名 

1759 04/11～12 

04/12(土)  

南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道(持経宿持経宿持経宿持経宿～～～～前鬼前鬼前鬼前鬼) 間間間間のののの安全点検巡視安全点検巡視安全点検巡視安全点検巡視 

南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道(行仙岳行仙岳行仙岳行仙岳～～～～持経宿持経宿持経宿持経宿) 間間間間のののの安全点検巡視安全点検巡視安全点検巡視安全点検巡視 

青木、前田、川島、児嶋、生熊千。 ５名。 

沖﨑、畑林秀、大江加 ３名。 車回送；大江徳。    計計計計９９９９名名名名 

1760 04/19(土） 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・連連連連休前休前休前休前点検整備点検整備点検整備点検整備ととととＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ取材協力取材協力取材協力取材協力 沖﨑、畑林秀、児嶋、川島、NHK 和歌山放送局;斉藤基樹記者計計計計５５５５名名名名 

1761 04/16・23(水) 南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道(山在峠山在峠山在峠山在峠～～～～備崎備崎備崎備崎) 間間間間のののの道標設置道標設置道標設置道標設置 4/16;沖﨑、児嶋。4/23;沖﨑、川島。          計計計計４４４４名名名名 

1762 04/29(火)～

5/07(水) 

春季連休中春季連休中春季連休中春季連休中のののの行仙宿来行仙宿来行仙宿来行仙宿来宿者宿者宿者宿者のののの対応対応対応対応とととと作業作業作業作業 川島;4 泊 6 日。沖﨑;2 泊 4 日。乾・佐藤・榎本・滝本・松本・青木

田中;2 泊 3 日。椎木・生熊・奥村・竹中・中前・濱野・畑林秀 

・NHK 和歌山放送局；近藤慶一 DL・斉藤基樹記者;1 泊 2 日。 

湯川;日帰り。          19 名延名延名延名延 49 名名名名。。。。来宿舎来宿舎来宿舎来宿舎 53 名名名名。 

1763 05/02(金)～

5/06(火) 

春季連休中春季連休中春季連休中春季連休中のののの持経宿来宿者持経宿来宿者持経宿来宿者持経宿来宿者のののの対応対応対応対応とととと作業作業作業作業 村吉;4 泊 5 日。前田・生熊・青木;1 泊２日。児嶋;日帰り。 

5 名名名名延延延延 12 名名名名。。。。来宿舎来宿舎来宿舎来宿舎 15 名名名名。。。。 

  05/16(金) NHK 和歌山放送局和歌山放送局和歌山放送局和歌山放送局でででで「「「「大峯奥駈道大峯奥駈道大峯奥駈道大峯奥駈道をををを守守守守りりりり継継継継ぐぐぐぐ」」」」 

ののののタイトルでタイトルでタイトルでタイトルで当当当当ぐるーぶぐるーぶぐるーぶぐるーぶ活動活動活動活動のののの放映放映放映放映 

４・５月の斉藤記者、近藤 DL の取材が「あすのＷＡ！」18:10～ 

及び 20:45 からの地域ニュースの中で約８分間放映された。 

1764 05/18(日) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・次次次次回行事回行事回行事回行事のののの事前調査事前調査事前調査事前調査とととと荷上荷上荷上荷上げげげげ 沖﨑、川島、生熊敏、生熊千、畑林秀、畑林清、益田。 計計計計７７７７名名名名 

1765 05/23(金) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・天台寺門宗天台寺門宗天台寺門宗天台寺門宗・・・・三井寺奥駈行一行三井寺奥駈行一行三井寺奥駈行一行三井寺奥駈行一行のののの湯茶接待湯茶接待湯茶接待湯茶接待 根木、川島、生熊敏、畑林秀、大江加、中川、青木、榎本、高階美、

舟瀬、奥村。の 11 名。NHK 和歌山放送局(斉藤記者・近藤 DL・カ

メンマン・音声)４名。               計計計計 15 名名名名。 

1766 05/24(土)～ 

5/25(日) 

行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿のののの水場径水場径水場径水場径とととと補給路道普請及補給路道普請及補給路道普請及補給路道普請及びびびび 

                                            間伐材調達作業間伐材調達作業間伐材調達作業間伐材調達作業とととと懇親会懇親会懇親会懇親会 

もはらクリニック G；茂原治、茂原仁、平澤、平野、田原、皆川、

蛭田、徳舛(5/25 参加)の８名。山上、沖﨑、川島、生熊敏、児嶋 

青木、生熊千。7 名。NHK；近藤 DL。       計計計計１６１６１６１６名名名名。 

1767  05/29(木） 証誠無漏岳証誠無漏岳証誠無漏岳証誠無漏岳・・・・道標設置道標設置道標設置道標設置    村吉。                       １１１１名名名名。 

1768 05/31(土)～ 

6/01(日) 

行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿でのでのでのでの作業体験研修作業体験研修作業体験研修作業体験研修(新入社員教育新入社員教育新入社員教育新入社員教育のののの一環一環一環一環) ㈱斉藤鐵工；斉藤、三井、山下、反橋、南馬南馬南馬南馬、、、、稲田稲田稲田稲田、、、、竹本竹本竹本竹本、、、、中村中村中村中村のののの 8 名。 

フジポリマー㈱；林田、佐々木、藤林藤林藤林藤林のののの３名。(太字太字太字太字がががが新入社員新入社員新入社員新入社員) 

川島、沖﨑、生熊、前田、河野、瀧本、青木、城内隆夫、大江加、

畑林清。10 名                  計計計計２１２１２１２１名名名名。 

1769  06/08(日) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・新翔高校生徒研修新翔高校生徒研修新翔高校生徒研修新翔高校生徒研修のののの下見下見下見下見とととと 

熊野修験春峰熊野修験春峰熊野修験春峰熊野修験春峰のののの事前荷上協力事前荷上協力事前荷上協力事前荷上協力 

沖﨑、畑林秀 

新翔高校；野間 清教師、新宮市市議；辻本 宏   計計計計４４４４名名名名。 

 06/11(水) 玉岡憲明前代表玉岡憲明前代表玉岡憲明前代表玉岡憲明前代表、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年度度度度環環環環境境境境大大大大臣臣臣臣表彰表彰表彰表彰 

 (地域地域地域地域環環環環境美化功績境美化功績境美化功績境美化功績者者者者) 受賞受賞受賞受賞。。。。 

又又又又、、、、6/2 にににに和歌山和歌山和歌山和歌山県県県県知事表彰知事表彰知事表彰知事表彰 (環環環環境衛境衛境衛境衛生生生生のののの向上向上向上向上) 受賞受賞受賞受賞。。。。 

授賞式欠席、自宅にて後日授与受理。 



行事行事行事行事 No 実施日実施日実施日実施日         山山山山        行行行行        行行行行        事事事事        名名名名 参参参参        加加加加        者者者者        名名名名 

1770  06/15(日) 持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・熊野修験奥駈行熊野修験奥駈行熊野修験奥駈行熊野修験奥駈行のののの接待接待接待接待及及及及びびびび 

持経宿改持経宿改持経宿改持経宿改築築築築調査調査調査調査とととと平治宿巡回平治宿巡回平治宿巡回平治宿巡回 

木下棟梁、沖﨑、川島、生熊敏、児嶋、大江加、大江徳、畑林清 

熊野修験(４１名)。NHK 和歌山放送局(斉藤、渡邊)。 計計計計１１１１００００名名名名 

1771  06/29(日) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・集積集積集積集積間伐材間伐材間伐材間伐材のののの皮剥皮剥皮剥皮剥ぎぎぎぎ作業作業作業作業 沖﨑、川島、生熊敏、中前、榎本、畑林清、青木(1 泊 2 日)。７名 

共同通信社・和歌山支局；高津英彰。          計計計計８８８８名名名名。 

1772  07/06(日) 平治宿平治宿平治宿平治宿・・・・ロケッロケッロケッロケットトトトスススストートートートーブブブブ持込設置持込設置持込設置持込設置とととと室内外室内外室内外室内外のののの整理整理整理整理 沖﨑、川島、生熊敏、生熊千、濱野、伊藤純、畑林清。７名。 

毎日新聞・新宮通信部;藤原 弘記者。         計計計計８８８８名名名名 

1773 07/20(日)～

07/21(月) 

平治宿平治宿平治宿平治宿・・・・宿宿宿宿内内内内外外外外にににに棚設置作業他棚設置作業他棚設置作業他棚設置作業他 １泊２日:川島、前田、児嶋、田中。４名。 20 日帰り; 沖﨑、湯川、

生熊敏、大江加、畑林清、青木、新翔高校・野間先生と生徒 3 名(柏、

山口、田中)、斉藤基樹夫妻(NHK)。１２名。     計計計計１６１６１６１６名名名名 

  07/24(木) 聖護院聖護院聖護院聖護院・・・・宮宮宮宮城泰城泰城泰城泰年門年門年門年門主主主主かかかからららら玉岡玉岡玉岡玉岡憲明憲明憲明憲明氏氏氏氏にににに長長長長年年年年のののの功労功労功労功労

にににに対対対対ししししてててて掛軸掛軸掛軸掛軸(三三三三昧法螺聲昧法螺聲昧法螺聲昧法螺聲)をををを自宅自宅自宅自宅ににににてててて贈呈授与贈呈授与贈呈授与贈呈授与 

聖護院・宮城泰年門主、宮城泰岳・庶務部長が来宅。 

玉岡憲明・節子ご夫妻・明が応対。山上、川島が同席。 

1774 07/26(土)～

07/27(日) 

持経宿持経宿持経宿持経宿→→→→証誠無漏証誠無漏証誠無漏証誠無漏岳岳岳岳→→→→奥奥奥奥・・・・西西西西・・・・中中中中・・・・南南南南八人八人八人八人山山山山→→→→ 

ＰＰＰＰ1300m→→→→白白白白谷谷谷谷林道林道林道林道⇒⇒⇒⇒持経宿持経宿持経宿持経宿のののの周周周周回回回回縦走縦走縦走縦走 

前泊；樋口、高須、榎本、豊嶋、川島、瀧本、斉藤和、立野、乾、 

佐藤、青木。計１１名。 (27 日別行動;乾、佐藤、青木) 

27 日帰り; 中前、井上、生熊千。３名。       計計計計１１１１１１１１名名名名。 

  07/29(火) 「「「「熊野新熊野新熊野新熊野新聞聞聞聞にににに「「「「３０３０３０３０年前年前年前年前はやはやはやはやぶにぶにぶにぶに埋埋埋埋もれもれもれもれ・・・・行者行者行者行者のののの 

遺志遺志遺志遺志継継継継ぎぎぎぎ整備整備整備整備」」」」のののの見出見出見出見出しでしでしでしで当当当当ぐるーぐるーぐるーぐるーぷぷぷぷ活動活動活動活動掲載掲載掲載掲載 

高津記者(共同通信社)の記事は、当ホームーペ―ジ「新聞・雑誌投

稿手記」内に掲載。 

  08/07(木) 沖﨑吉信氏沖﨑吉信氏沖﨑吉信氏沖﨑吉信氏はははは環環環環境省自然境省自然境省自然境省自然環環環環境境境境局局局局かかかからららら自然公園指導自然公園指導自然公園指導自然公園指導員員員員

としとしとしとしてててて長長長長年年年年のののの活動活動活動活動にににに局局局局長長長長表彰表彰表彰表彰受賞受賞受賞受賞。。。。 

東牟婁振興局で表彰状の伝達式があつた。 

  08/12(火) 十十十十津津津津川村川村川村川村にににに持経宿改持経宿改持経宿改持経宿改築築築築のののの件件件件でででで訪問訪問訪問訪問折衝折衝折衝折衝 沖﨑、川島。(十津川村役場；13:15～15:15) 

面談者；増谷観光振興課課長、丸谷教育委員会教育課課長補佐。 

  08/15(金) 

 08/19(火) 

 08/28(木） 

NHK 和歌山放送和歌山放送和歌山放送和歌山放送。。。。「「「「新新新新たなたなたなたな護護護護りりりり人人人人をををを待待待待ちわちわちわちわびびびびてててて」」」」 

のタイトルでのタイトルでのタイトルでのタイトルで当当当当ぐるーぶぐるーぶぐるーぶぐるーぶ活動放映活動放映活動放映活動放映 

8/19;NHK2府府府府 4県県県県放送放送放送放送。。。。8/28;NHK 全全全全国国国国放送放送放送放送。。。。 

「あすのＷＡ！」18:10～からの地域ニュース、2府 4県; 各地域 

ニュース 7:45 からの中で約 7 分間。全国放送 5:40～5:45 放送。 

斉藤・近藤記者の取材による放映。 

  08/23(土) 京都京都京都京都新新新新聞聞聞聞にににに「「「「熊野熊野熊野熊野のののの古道守古道守古道守古道守る・る・る・る・ややややぶにぶにぶにぶに埋埋埋埋もれたもれたもれたもれた道道道道 

整備整備整備整備」」」」のののの見出見出見出見出しでしでしでしで当当当当ぐるーぐるーぐるーぐるーぷぷぷぷ活動活動活動活動掲載掲載掲載掲載。。。。 

共同通信社の取材記事。京都の中川氏より記事送付。 

当ホームーペ―ジ「新聞・雑誌投稿手記」内に掲載。 

1775  08/31(日） 深深深深仙仙仙仙潅頂堂潅頂堂潅頂堂潅頂堂のののの修修修修復復復復資材運資材運資材運資材運搬搬搬搬作業作業作業作業 峰の友代表；浅井證善氏等が修復担当され、資材荷上げ要請ある。 

沖﨑、川島、豊嶋、松本吉、山口、高階美。       計計計計 8 名名名名 

 09/02(火) 朝朝朝朝日新日新日新日新聞聞聞聞・・・・奈良版奈良版奈良版奈良版にににに「「「「世世世世界界界界遺産遺産遺産遺産にににに生生生生ききききる・る・る・る・大峯奥駈大峯奥駈大峯奥駈大峯奥駈

道道道道」「」「」「」「つなつなつなつなぐぐぐぐ志志志志開開開開くくくく道道道道なきなきなきなき道道道道・・・・４５４５４５４５キロキロキロキロ山山山山仲仲仲仲間間間間、、、、執念執念執念執念

のののの草刈草刈草刈草刈りりりり」」」」のののの見出見出見出見出しでしでしでしで当当当当ぐるーぐるーぐるーぐるーぷぷぷぷ活動活動活動活動掲載掲載掲載掲載。。。。 

筒井次郎生駒支局長取材。 

当ホームーペ―ジ「新聞・雑誌投稿手記」内に掲載。 



行事行事行事行事 No 実施日         山山山山        行行行行        行行行行        事事事事        名名名名 参  加  者  名 

1776  09/07(日） 平治宿平治宿平治宿平治宿・・・・靴靴靴靴置場置場置場置場のののの外壁張外壁張外壁張外壁張りりりり作業作業作業作業他他他他 沖﨑、川島、瀧本、青木、生熊敏、生熊千、畑林清、斉藤和。８８８８名名名名 

1777  09/13(土) 

  ～14(日) 

奥駈道奥駈道奥駈道奥駈道「「「「釈迦釈迦釈迦釈迦ヶヶヶヶ岳岳岳岳～～～～仏仏仏仏生生生生ヶヶヶヶ岳岳岳岳～～～～楊枝楊枝楊枝楊枝ノノノノ森森森森」」」」 

のののの倒木倒木倒木倒木処処処処理理理理作業作業作業作業 

沖﨑、川島、青木、杉本。              計計計計４４４４名名名名 

1778  09/17(水） 平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年度度度度・・・・世世世世界遺産界遺産界遺産界遺産「「「「吉吉吉吉野野野野・・・・大峯大峯大峯大峯」」」」 

地域地域地域地域連連連連絡絡絡絡協協協協議議議議会会会会 

沖﨑、川島、乾。                  計計計計３３３３名名名名 

1779 09/21(日)～ 

23(火) 

行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・巡回整備作業他巡回整備作業他巡回整備作業他巡回整備作業他 21 日～22 日;生熊敏、生熊千、他 2 名(石橋夫妻)。 

22 日～23 日;青木、他 2 名(速渡氏親子)。山上皓; 速渡氏送迎。 

23 日; 沖﨑、川島。             計計計計６６６６名名名名(他４名) 

1780  09/27(土) 深深深深仙宿仙宿仙宿仙宿避難避難避難避難小屋小屋小屋小屋のののの入入入入口扉口扉口扉口扉取取取取替替替替作業他作業他作業他作業他 沖﨑、川島、畑林秀、濱野、榊本、松本吉、坂口、中川、大江加、 

梶野                       計計計計 10 名名名名 

1781  10/04(土) 持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・平治宿平治宿平治宿平治宿のののの巡回整備作業巡回整備作業巡回整備作業巡回整備作業 玉岡憲、東、玉岡明、沖﨑、川島、根木、濱野、畑林秀、畑林清、 

児嶋、生熊敏、生熊千、大江加、大江徳、青木    計計計計１５１５１５１５名名名名  

1782 10/18(土)～

19(日) 

行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿～～～～笠捨笠捨笠捨笠捨山山山山迄迄迄迄のののの倒木処倒木処倒木処倒木処理理理理とととと 

間伐材間伐材間伐材間伐材皮剥皮剥皮剥皮剥ぎぎぎぎ運運運運搬集積搬集積搬集積搬集積作業作業作業作業 

18 日帰り；野間、畑林清、更谷、梶野。 沖﨑、川島、児嶋、青木、

生熊敏、田中、大門健一、他(渡辺昌弘)     計計計計１１１１１１１１名名名名(他１名) 

1783  10/25(土) 持経宿持経宿持経宿持経宿････昨昨昨昨年年年年転落転落転落転落事故事故事故事故死死死死のののの追悼追悼追悼追悼式参式参式参式参列列列列とととと 

                                            平治宿平治宿平治宿平治宿のののの整備作業整備作業整備作業整備作業             

玉岡、玉岡明、沖崎、川島、畑林清、青木。     ６名  

新ハイキングクラブ；３６名。他２名。 計計計計６６６６名名名名他 38 名 

1784 10/25(土)～29 

 26(日)～27  

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年度秋度秋度秋度秋期期期期南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道(前鬼前鬼前鬼前鬼～～～～本宮大社本宮大社本宮大社本宮大社)抖抖抖抖擻行擻行擻行擻行    

    〃〃〃〃                〃〃〃〃    ((((行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿でででで支援支援支援支援・・・・懇親懇親懇親懇親とととと整備作業整備作業整備作業整備作業))))    

椎木、今野。                    計計計計２２２２名名名名 

川島。                       計計計計１１１１名名名名 

1785  10/31(金) 宗宗宗宗祖祖祖祖知知知知証証証証大大大大師師師師生生生生誕誕誕誕一一一一千千千千二二二二百百百百年年年年慶讃慶讃慶讃慶讃大大大大法法法法会会会会にににに参参参参列列列列参参参参拝拝拝拝 天台寺門宗園城寺。玉岡・山上・川島。           計計計計３３３３名名名名 

1786 11/08(土) 

   

平治宿平治宿平治宿平治宿・・・・スススストートートートーブブブブ内筒内筒内筒内筒煙突煙突煙突煙突据付据付据付据付とととと薪薪薪薪作作作作りりりり他他他他 沖﨑、川島、児嶋、濱野。  4 名  

11/08 宿泊;青木、他 1 名(縦走者・池田)     計計計計５５５５名名名名(他 1 名) 

1787 11/15(土)～

16(日) 

平治宿平治宿平治宿平治宿・・・・屋屋屋屋根根根根ペペペペンンンンキキキキ塗替塗替塗替塗替ええええとととと持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・薪薪薪薪作作作作りりりり 沖﨑、川島、児嶋、青木、梶野。 ５名。  亀の子会 5 名(高田・

橋本・竹本。中西、赤井)+塩川の６名。     計計計計５５５５名名名名(他６名) 

1788 11/29(土)～

30(日) 

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年度度度度    行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・忘忘忘忘年山行年山行年山行年山行 山上、根木、木下、沖﨑、生熊敏、生熊千、中前、畑林秀、畑林清、 

川島、前田、奥村、高階美、乾、山口、杉本、大門、青木、三井、

河野、松本、もはらクリニック；茂原治、茂原仁、平澤、平野、児

玉、皆川、蛭田、藤澤。以上２９名。日帰り;梶野   計計計計３０３０３０３０名名名名 

1789  12/14(日） 持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・平治宿平治宿平治宿平治宿のののの迎迎迎迎春春春春準準準準備備備備 児嶋、川島、中前、野間夫妻、梶野、中根祐、村吉   計計計計８８８８名名名名 

1790  12/22(月) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿のののの迎迎迎迎春春春春準準準準備備備備・・・・下下下下北北北北山村山村山村山村役役役役場訪問場訪問場訪問場訪問 沖﨑、川島、樋口、生熊、濱野、梶野         計計計計６６６６名名名名 

1791  12/24(水) 小峠山小峠山小峠山小峠山 瀧本、乾、佐藤、斉藤和               計計計計４４４４名名名名 


