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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 

1792 01/03(土) 新春新春新春新春登山登山登山登山「「「「ブナブナブナブナ山山山山(点名点名点名点名;川津川津川津川津)ⅡⅡⅡⅡ等等等等 1119.5m」」」」 沖﨑、川島、濱野、湯川、中前、須崎誠久、中根、生熊千、高階美、

畑林清、榊本、山口、三井、河野、瀧本、斉藤和。    １６１６１６１６名名名名 

1793 01/04～5(月) 平治宿平治宿平治宿平治宿・・・・持経宿巡回持経宿巡回持経宿巡回持経宿巡回 1/4;梶野、1/4～1/5:村吉                ２２２２名名名名 

1794 01/10(土) 

～11(日) 

第第第第５５５５６６６６回回回回    乙未乙未乙未乙未歳歳歳歳・・・・十二支会例会十二支会例会十二支会例会十二支会例会「「「「櫃櫃櫃櫃ヶヶヶヶ岳岳岳岳 582m」」」」 山上皓、山上昌、川島、前田、田中、大江加、大江徳、椎木。 

ビジター:森口。                ８８８８名名名名(他他他他 1 名名名名) 

1795 02/01(日) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿のののの巡回巡回巡回巡回とととと浦向道点検巡視浦向道点検巡視浦向道点検巡視浦向道点検巡視 沖﨑、川島、濱野、畑林秀、畑林清、大江加、中前、井上、中根、

青木。                         １０１０１０１０名名名名 

1796 03/11(水) 電源開発電源開発電源開発電源開発㈱㈱㈱㈱橋本送電所橋本送電所橋本送電所橋本送電所のののの行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿へのへのへのへの 

                                    寄贈品荷上寄贈品荷上寄贈品荷上寄贈品荷上げとげとげとげと社誌取材対応社誌取材対応社誌取材対応社誌取材対応 

川島、沖﨑。                    ２２２２名名名名 

電源開発電源開発電源開発電源開発㈱㈱㈱㈱下川原所長、原淳・広報、石岡、大塚、鈴木；(５５５５名名名名)        

1797 03/15(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巡回整備巡回整備巡回整備巡回整備 沖﨑、児嶋、川島、畑林清、青木、梶野、椎木夫妻    ８８８８名名名名 

1798 03/22(日) 南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道(玉置辻玉置辻玉置辻玉置辻→→→→備崎備崎備崎備崎)のののの連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視 川島、児嶋、濱野、畑林清、生熊千、青木、大門、塩川、 

(亀の子;辻、有竹)。              ９９９９名名名名(他他他他２２２２名名名名)     

回送車３名(畑林秀、生熊敏、中村) 

 03/25(水水水水） 十津川村役場訪問十津川村役場訪問十津川村役場訪問十津川村役場訪問(持経宿持経宿持経宿持経宿のののの改築支援改築支援改築支援改築支援・・・・石柱道標復旧等石柱道標復旧等石柱道標復旧等石柱道標復旧等) 玉岡、川島、沖﨑。                 ３３３３名名名名 

 04/01(水水水水) 持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・平治宿平治宿平治宿平治宿・・・・行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿のののの宿泊料金宿泊料金宿泊料金宿泊料金 2 千千千千円以上円以上円以上円以上/泊泊泊泊にににに改定改定改定改定。。。。  

1799 04/04～5(日) 南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道(上葛川上葛川上葛川上葛川→→→→笠捨山笠捨山笠捨山笠捨山→→→→行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿→→→→地蔵岳地蔵岳地蔵岳地蔵岳→→→→ 

２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの森分岐森分岐森分岐森分岐)のののの連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視 

青木。                       １１１１名名名名 

 04/05～～～～6(月月月月) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・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春春春春のののの非常食点検非常食点検非常食点検非常食点検交換交換交換交換 村吉。(メール実施報告あり)             １１１１名名名名 

1800 04/11～12(日) 

04/12(日) 

南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道ＡＡＡＡ班班班班(持経宿持経宿持経宿持経宿→→→→前鬼前鬼前鬼前鬼)のののの連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視 

南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道ＢＢＢＢ班班班班(行仙岳行仙岳行仙岳行仙岳→→→→持経宿持経宿持経宿持経宿)のののの連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視 

川島、児嶋、田中、梶野。              ４４４４名名名名  

沖﨑、畑林秀、山口、大江加、青木(行仙宿前泊)。    ５５５５名名名名   

 04/15(水水水水) Ｊ－Ｊ－Ｊ－Ｊ－Powers 広報誌広報誌広報誌広報誌(4 月号月号月号月号)にににに橋本送電所橋本送電所橋本送電所橋本送電所のののの地域貢献活動紹介地域貢献活動紹介地域貢献活動紹介地域貢献活動紹介 第 1796 回行事(3/11)の取材による記事掲載。HP に記事掲載。 

1801  04/18(土) 浦向墓地浦向墓地浦向墓地浦向墓地・・・・實實實實利行者祭利行者祭利行者祭利行者祭りりりり参列参列参列参列 玉岡、沖﨑、川島、畑林清、大江加。大江徳、濱野、奥村、竹中、 

田中。他 3 名(芹沢清実、米山ケイト、濱野小夜子) １０１０１０１０名名名名(他他他他 3 名名名名) 

1802 04/19(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→→→→２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの森森森森)のののの連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視連休前点検巡視 4/18;前泊；川島、田中、大門、栗原。4/19 沖﨑、畑林清、高階美、

梶野、塩川、橋本                      １０１０１０１０名名名名 

1803 04/26(日) 春季連休前春季連休前春季連休前春季連休前のののの準備作業準備作業準備作業準備作業などなどなどなど 沖﨑、梶野、青木(前泊)。               ３３３３名名名名  

1804 04/29(水) 

～30(木) 

吉開賢淳師一行吉開賢淳師一行吉開賢淳師一行吉開賢淳師一行(順峯奥駈修行復興順峯奥駈修行復興順峯奥駈修行復興順峯奥駈修行復興４０４０４０４０周年周年周年周年) 

                                                            行行行行仙宿仙宿仙宿仙宿でででで接待接待接待接待 

吉開師一行４４４４名名名名(吉開賢淳、椎木尭、今野孝、浅村朋伸)。沖﨑、川島、畑

林秀、畑林清、大江加、大江徳、青木、梶野(29 日帰り) ９９９９名名名名(他他他他 3 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 

1805 05/02(土)～

06(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宿者行仙宿来宿者行仙宿来宿者行仙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 

                                                            (来宿者延６１名) 

3 泊 4 日;川島、野原、金光。２泊 3 日;青木。1 泊 2 日;根木、中前、

山上皓、山上昌、奥村、竹中。日帰り; 梶野、沖﨑、湯川。 

１１１１３３３３名延名延名延名延３０３０３０３０名名名名。 

1806 05/03(日) 

～06(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 

(来宿者延１０名) 

3 泊 4 日;村吉。5/6 日帰り;沖﨑、児嶋、濱野。   ４４４４名延名延名延名延７７７７名名名名 

1807 5/3(日)・5/8(金) 深仙避難小屋深仙避難小屋深仙避難小屋深仙避難小屋のののの扉修復扉修復扉修復扉修復とととと内壁内壁内壁内壁ペンキペンキペンキペンキ塗塗塗塗りりりり 5/3；松本吉、畑林秀、坂口。5/8；梶野。      計計計計４４４４名名名名。。。。 

1808 05/09(土) 小瀧螺雲師主宰小瀧螺雲師主宰小瀧螺雲師主宰小瀧螺雲師主宰のののの山伏修行体験山伏修行体験山伏修行体験山伏修行体験とととと高野山案内高野山案内高野山案内高野山案内 玉岡憲、玉岡明、沖﨑、川島、畑林秀、畑林清、大江加、濱野、 

松本邦、中川、根木、生熊敏、生熊千、榎本、奥村、舟瀬、佐藤宏、

田中、石橋哲、石橋隆。             計計計計２０２０２０２０名名名名。。。。 

1809 05/16~17(日） 持経宿巡回持経宿巡回持経宿巡回持経宿巡回とととと行仙宿階段滑行仙宿階段滑行仙宿階段滑行仙宿階段滑りりりり止止止止め・め・め・め・食台脚取付食台脚取付食台脚取付食台脚取付 青木、梶野。                    ２２２２名名名名。 

1810  05/20(水) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・熊野修験奥駈行支援熊野修験奥駈行支援熊野修験奥駈行支援熊野修験奥駈行支援とととと作業体験研修作業体験研修作業体験研修作業体験研修のののの準備準備準備準備などなどなどなど 沖﨑、川島、豊嶋、畑林秀、児嶋、濱野、橋本、梶野。 ８８８８名名名名。 

  05/21(金) 玉岡憲明氏玉岡憲明氏玉岡憲明氏玉岡憲明氏のののの行仙宿巡回行仙宿巡回行仙宿巡回行仙宿巡回(個人山行個人山行個人山行個人山行) 玉岡憲明、玉岡 明。                ２２２２名名名名。 

1811 05/22(金)・27(水) 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築用用用用のののの製材製材製材製材加加加加工品工品工品工品をををを木下棟梁木下棟梁木下棟梁木下棟梁作業所作業所作業所作業所へへへへ運搬運搬運搬運搬 5/22;木下、児嶋、川島。5/27; 木下、沖﨑、児嶋、川島。計計計計７７７７名名名名。 

1812  05/24(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、沖﨑、川島、児嶋、濱野、橋本、大江加、畑林清、青木(前泊)。              

青字は、大工さん。          ９９９９名名名名(熊野修験５２名)。 

1813 05/30～31(日) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・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としてとしてとしてとして) 沖﨑、川島、前田、青木、大江加、畑林清、梶野(日帰り) 。７名。 

㈱斉藤鉄工所；斉藤、三井、藤井、岡本、石井石井石井石井、澄田澄田澄田澄田。６６６６名名名名(他他他他 2 名名名名)。。。。 

1814  06/06(土) 持経宿改築前持経宿改築前持経宿改築前持経宿改築前のののの事前準備事前準備事前準備事前準備 

(薪小屋撤去薪小屋撤去薪小屋撤去薪小屋撤去とととと軒先延長軒先延長軒先延長軒先延長によるによるによるによる束石束石束石束石据付据付据付据付などなどなどなど) 

木下、山上皓、玉岡、玉岡明、沖﨑、生熊敏、児嶋、畑林秀、橋本、

大江加、川島、前田、乾、佐藤、梶野、青木、塩川。 １７１７１７１７名名名名。。。。 

1815  06/10(水) 持経宿改築前持経宿改築前持経宿改築前持経宿改築前のののの事前準備事前準備事前準備事前準備(持経宿持経宿持経宿持経宿へへへへ用材用材用材用材・・・・足場運搬足場運搬足場運搬足場運搬) 

 

木下、浦東、山上皓、豊嶋、沖﨑、児嶋、畑林秀、橋本、川島、 

前田、三和サッシー１名。          １１１１００００名名名名(外外外外１１１１名名名名) 

1816  06/13(土) 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築前前前前のののの事前準備事前準備事前準備事前準備 

(部材部材部材部材・・・・道具道具道具道具・・・・砂砂砂砂バラスバラスバラスバラス運搬運搬運搬運搬などなどなどなど) 

木下、浦東、山上皓、豊嶋、沖﨑、児嶋、畑林秀、橋本、川島、 

生熊敏、根木、梶野、竹中佐。           １３１３１３１３名名名名。    

1817 06/16~18(木） 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築    玄関側玄関側玄関側玄関側のののの土台土台土台土台・・・・柱柱柱柱・・・・軒桁改築作業軒桁改築作業軒桁改築作業軒桁改築作業などなどなどなど 木下、浦東、中村、山上皓、山上昌(2 泊 3 日)、青木(17～18)、17

日；玉岡憲、玉岡明、沖﨑、川島、畑林秀、橋本、梶野。計計計計１３１３１３１３名名名名。。。。                   

1818 06/20~22(月） 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築    屋根全面葺屋根全面葺屋根全面葺屋根全面葺きききき替替替替えとえとえとえと 

内内内内・・・・外板壁張外板壁張外板壁張外板壁張りりりり作業作業作業作業などなどなどなど 

木下、浦東、中村、岩口芳、岩口勝、山上皓、川島(2 泊 3 日)。 

1 泊 2 日;梶野(20～21)、前田(21～22)、村吉(22～23)、20 日帰り 

沖﨑、児嶋、畑林秀、21 日帰り沖﨑、畑林清、生熊敏、22 日帰り。

玉岡憲、畑林秀、玉岡明。         計計計計 18 名名名名・・・・延延延延 20 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 

1819 

 

06/24～25(木) 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築    外壁外壁外壁外壁トタン・トタン・トタン・トタン・毛布置場部材運搬毛布置場部材運搬毛布置場部材運搬毛布置場部材運搬などなどなどなど 

 

木下、浦東(1 泊 2 日)、24 日帰り；沖﨑、川島、児嶋、橋本、 

畑林秀、梶野。                  ８８８８名名名名。。。。 

1820 06/26~30(火） 十二支会特別例会十二支会特別例会十二支会特別例会十二支会特別例会「「「「羊羊羊羊蹄蹄蹄蹄山山山山」」」」協賛協賛協賛協賛ツアーツアーツアーツアー 

(6/27;ニセコアニセコアニセコアニセコアンンンンヌプリヌプリヌプリヌプリ、、、、6/28;羊羊羊羊蹄蹄蹄蹄山山山山、、、、 

6/29;大雪大雪大雪大雪山山山山・・・・旭旭旭旭岳岳岳岳のののの登登登登頂頂頂頂) 

沖﨑、生熊敏、生熊千、児嶋、中前、濱野、大江加、大江徳、川島、

畑林清、前田、樋口、高階鈴、高階美、奥村、竹中、田中、三井、 

河野、石橋哲、石橋隆、佐藤宏、椎木。          計計計計２３２３２３２３名名名名      

1821 06/29~7/1(水) 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築    外壁外壁外壁外壁トタントタントタントタン交換交換交換交換・・・・東東東東外壁塗外壁塗外壁塗外壁塗装装装装作業作業作業作業などなどなどなど 木下、浦等、中村(２泊３日)、山上皓、橋本(１泊２科)、２９日帰り 

畑林秀、梶野。                   計計計計７７７７名名名名 

1822 07/03~06(月) 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築    床床床床張張張張り・り・り・り・小部屋内壁張小部屋内壁張小部屋内壁張小部屋内壁張り・り・り・り・ 

                                                ピケピケピケピケ足場撤去足場撤去足場撤去足場撤去などなどなどなど     

木下、浦等、中村(3 泊 4 日)。川島(1 泊 2 日;3 日～4 日)。4 日日帰

り; 沖﨑、橋本、児嶋。5 日帰り;沖﨑、梶野、畑林秀。6 日日帰り 

川島、樋口。               計計計計１０１０１０１０名延名延名延名延１２１２１２１２名名名名       

1823 07/08~09(木) 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築    玄関玄関玄関玄関ポーチポーチポーチポーチとととと建建建建具整備具整備具整備具整備・・・・柱柱柱柱塗塗塗塗装装装装などなどなどなど 木下、左官;久保奥(1 泊 2 日)。8 日日帰り;建具;中山、山上皓、川島、 

梶野。                      計計計計６６６６名名名名 

1824 07/12(日) 持経宿持経宿持経宿持経宿完完完完工工工工(業者業者業者業者工事工事工事工事終了終了終了終了)後後後後のののの残務残務残務残務作業作業作業作業 玉岡、玉岡明、山上皓、山上昌、沖﨑、根木、濱野、川島、生熊敏、

生熊千、畑林秀、畑林清、大江加、田中、梶野、青木。計計計計１６１６１６１６名名名名 

1825 07/19(日) 台台台台風風風風１１１１1号号号号によるによるによるによる白谷林白谷林白谷林白谷林道道道道通通通通行行行行可否確認可否確認可否確認可否確認とととと 

        持経宿持経宿持経宿持経宿へストへストへストへストーーーーブブブブ運搬運搬運搬運搬組立組立組立組立ととととピケピケピケピケ足場持足場持足場持足場持帰帰帰帰りりりり 

児嶋、川島。湯川。                 計計計計３３３３名名名名 

1826 07/21(火) 持経宿持経宿持経宿持経宿    薪小屋薪小屋薪小屋薪小屋ブブブブロックロックロックロック基礎基礎基礎基礎         

・・・・おおおお堂堂堂堂屋根屋根屋根屋根再再再再点検点検点検点検及及及及びびびび炊炊炊炊事場事場事場事場天井天井天井天井張張張張りなどりなどりなどりなど 

根木、生熊敏、川島、梶野。             計計計計４４４４名名名名 

1827 07/25～26(日) 持経宿持経宿持経宿持経宿    薪小屋薪小屋薪小屋薪小屋設設設設置置置置ととととおおおお堂堂堂堂屋根屋根屋根屋根のののの下地下地下地下地補補補補修修修修 

                                            及及及及びびびび雨雨雨雨水水水水槽槽槽槽据付作業据付作業据付作業据付作業などなどなどなど 

                                            ・・・・平治宿巡回平治宿巡回平治宿巡回平治宿巡回     

山上、根木、児嶋、川島、田中。25 日日帰り;梶野。26 日日帰り；

沖﨑、畑林秀、畑林清、橋本、梶野。 

26 日；村吉、木之下(奈良新聞記者)     計計計計１１１１１１１１名名名名(他他他他１１１１名名名名) 

1828 07/25～26(日) 上葛川上葛川上葛川上葛川～～～～笠捨山笠捨山笠捨山笠捨山～～～～行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿～～～～２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの森分岐森分岐森分岐森分岐間間間間のののの 

                                                台台台台風風風風１１１１１１１１号後号後号後号後のののの点検巡視点検巡視点検巡視点検巡視 

青木。                      計計計計１１１１名名名名 

1829 07/29(水) 持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築・・・・流流流流しししし場場場場天井天井天井天井張張張張りとりとりとりと薪小屋柱塗薪小屋柱塗薪小屋柱塗薪小屋柱塗装装装装 梶野。                      計計計計１１１１名名名名 

1830 07/30(木) 持経宿持経宿持経宿持経宿    おおおお堂堂堂堂(不動堂不動堂不動堂不動堂)のののの屋根葺屋根葺屋根葺屋根葺きききき替替替替ええええ作業作業作業作業 川島、畑林秀、松本博至(有)松本板金工業所。    計計計計３３３３名名名名 

1831 08/01～02(日) 持経宿薪小屋外壁持経宿薪小屋外壁持経宿薪小屋外壁持経宿薪小屋外壁トタントタントタントタン張張張張りとりとりとりと薪薪薪薪棚設棚設棚設棚設置置置置及及及及びびびび薪薪薪薪移管移管移管移管 川島、青木(1 泊２日)。2 日;沖﨑、橋本、畑林秀、梶野。計計計計６６６６名名名名 

1832 08/05(水) 行仙宿巡回行仙宿巡回行仙宿巡回行仙宿巡回、、、、行者行者行者行者堂補給路堂補給路堂補給路堂補給路側側側側のののの杉斜杉斜杉斜杉斜木木木木伐採伐採伐採伐採などなどなどなど 川島、橋本、畑林秀。               計計計計３３３３名名名名 

1833-1 08/08(土) 持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・おおおお堂堂堂堂軒軒軒軒天井天井天井天井張張張張りとりとりとりとピケピケピケピケ足場足場足場足場解解解解体運搬体運搬体運搬体運搬及及及及びびびび 

                                                                平治宿巡回平治宿巡回平治宿巡回平治宿巡回 

川島、児嶋、梶野。 

村吉、高木。                   計計計計５５５５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 

1833-2 08/09(日) 持持持持経宿経宿経宿経宿・・・・仮仮仮仮薪置場薪置場薪置場薪置場のののの薪薪薪薪移管移管移管移管とととと廃廃廃廃材置場材置場材置場材置場積積積積替替替替ええええ 

                                                    及及及及びびびびＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ取材取材取材取材協力協力協力協力 

玉岡、沖﨑、川島、橋本、畑林清、木下棟梁、 

斉藤基樹:NHK 和歌山テレビ記者。         計計計計７７７７名名名名 

 08/17(月) ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ和歌和歌和歌和歌山山山山テレビテレビテレビテレビ「「「「明日明日明日明日のののの WA!」」」」でででで取材取材取材取材放映放映放映放映 8/9 取材。 

1834 08/23(日) 持経宿持経宿持経宿持経宿    薪小屋薪小屋薪小屋薪小屋・・・・おおおお堂堂堂堂ベベベベンキンキンキンキ塗塗塗塗りとりとりとりと雨雨雨雨水水水水槽排槽排槽排槽排水水水水配管配管配管配管

及及及及びびびび休休休休憩憩憩憩ベベベベンンンンチチチチ据付据付据付据付・・・・仮仮仮仮薪置薪置薪置薪置場場場場撤撤撤撤収収収収などなどなどなど     

玉岡、玉岡明、沖﨑、川島、前田、児嶋、生熊、濱野、橋本、 

畑林秀、畑林清、大江加、梶野。          計計計計１３１３１３１３名名名名 

 08/24(月) 奈良奈良奈良奈良新新新新聞聞聞聞 1 面面面面にににに「「「「持経宿持経宿持経宿持経宿をををを大大大大修修修修理理理理」」」」のののの記記記記事事事事掲載掲載掲載掲載 7/26 木之下記者取材。 

1835 09/05 

(17:30～20:00) 

持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築竣竣竣竣工工工工慰労慰労慰労慰労・・・・祝賀祝賀祝賀祝賀会開会開会開会開催催催催 

    場所；新宮駅前角「かつ田」 

玉岡、玉岡明、山上皓、山上昌、東、沖﨑、川島、前田、児嶋、 

生熊、濱野、橋本、玉置、豊嶋、中前、畑林秀、畑林清、大江加、

大江徳、梶野。青木。招待者；木下棟梁、松本板金。 計計計計２３２３２３２３名名名名 

1836-1 09/12(土) 持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・改改改改造造造造ストストストストーーーーブブブブ排煙煙突排煙煙突排煙煙突排煙煙突据付作業据付作業据付作業据付作業などなどなどなど 川島、児嶋、沖﨑。                計計計計３３３３名名名名 

1836-2 09/12～13(日) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿、、、、補給路補給路補給路補給路石石石石垣垣垣垣修復準備修復準備修復準備修復準備とととと 

                            笠捨山笠捨山笠捨山笠捨山間倒間倒間倒間倒木木木木処理処理処理処理作業作業作業作業などなどなどなど 

青木、梶野、山口、鈴木貴。(以上１泊 2 日) 

13 日；川島、沖﨑、大江加、大江徳、畑林清。       計計計計９９９９名名名名 

1837 09/17(木) 平成平成平成平成 27 年度年度年度年度    世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産「「「「吉野吉野吉野吉野・・・・大峯大峯大峯大峯」」」」地域連絡協議会地域連絡協議会地域連絡協議会地域連絡協議会 川島、沖﨑。                   計計計計２２２２名名名名 

1838 09/19(土) 太古太古太古太古ノノノノ辻辻辻辻・・・・記念記念記念記念道道道道標標標標 

｢｢｢｢これこれこれこれより・より・より・より・大大大大峯峯峯峯・・・・南奥駈道南奥駈道南奥駈道南奥駈道」」」」のののの更更更更新作業新作業新作業新作業 

山上皓・木下(小仲坊待機)、沖﨑、川島、前田、樋口、豊嶋、濱野、

玉岡明、中前、畑林秀、畑林清、生熊敏、生熊千、橋本、石橋隆、

須崎、村吉、杉本、山口、青木、梶野、三井、河野、大門、辻、 

越野智子。                   計計計計２７２７２７２７名名名名 

1839 09/24(木) 当当当当ぐぐぐぐるるるるーぷーぷーぷーぷのののの名名名名誉誉誉誉会長会長会長会長；；；；塩塩塩塩川川川川正正正正十十十十郎郎郎郎先先先先生生生生 

合同葬合同葬合同葬合同葬(自民自民自民自民党党党党・・・・塩塩塩塩川川川川家家家家)にににに参列参列参列参列 

9/19、93 歳でご逝去。告別式;吹田市;千里会館。 

玉岡・川島・玉岡明・森脇。梶野(式場外参集)。   計計計計５５５５名名名名 

1840 09/27(日) 深仙避難小屋深仙避難小屋深仙避難小屋深仙避難小屋清掃清掃清掃清掃とととと登山道整備登山道整備登山道整備登山道整備 青木、梶野。                   計計計計２２２２名名名名 

 09/28(月) 持経持経持経持経宿宿宿宿・・・・薪小屋入薪小屋入薪小屋入薪小屋入口口口口扉扉扉扉(ドアドアドアドア)取付作業取付作業取付作業取付作業などなどなどなど 川島。                      計計計計１１１１名名名名 

1841 10/12(月・祝) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・補給路崩落補給路崩落補給路崩落補給路崩落石石石石垣垣垣垣修復作業修復作業修復作業修復作業ほかほかほかほか 川島、児嶋、生熊敏、橋本、濱野、梶野、辻。    計計計計７７７７名名名名 

  10/20(火) 聖護院聖護院聖護院聖護院「「「「本山本山本山本山・・・・修験第修験第修験第修験第 201 号号号号」」」」にににに持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築のののの記事掲載記事掲載記事掲載記事掲載 聖護院門跡・宮城泰年門主による執筆。 

1842  10/25(日)     持経宿持経宿持経宿持経宿・・・・ソーソーソーソーララララーーーー発電発電発電発電装装装装置置置置設設設設置置置置とととと 

平治宿巡回平治宿巡回平治宿巡回平治宿巡回(薪運搬薪運搬薪運搬薪運搬などなどなどなど) 

川島、沖﨑、児嶋、濱野、橋本、生熊千、畑林清、石橋哲、石橋隆、 

高階鈴、高階美、奥村、竹中、青木、梶野、越野。 計計計計１６１６１６１６名名名名 

1843  10/26(月)     金金金金峯山峯山峯山峯山寺管領普寺管領普寺管領普寺管領普山山山山並並並並びびびびにににに管管管管長上長上長上長上任披露宴任披露宴任披露宴任披露宴参参参参席席席席 山上皓、川島、玉岡氏代理;梶野。         計計計計３３３３名名名名 

1844 10/31～11/01 釈迦釈迦釈迦釈迦ヶヶヶヶ岳岳岳岳～～～～楊子楊子楊子楊子ノノノノ宿小屋宿小屋宿小屋宿小屋間間間間のののの登山道整備登山道整備登山道整備登山道整備(笹刈笹刈笹刈笹刈りりりり) 青木、鈴木、梶野。                計計計計３３３３名名名名 

  11/02     玉岡憲明玉岡憲明玉岡憲明玉岡憲明相談相談相談相談役役役役「「「「緑綬褒章緑綬褒章緑綬褒章緑綬褒章」」」」受賞受賞受賞受賞のののの取材取材取材取材記記記記事事事事掲載掲載掲載掲載 紀南新聞。 

  11/04・08 玉岡憲明玉岡憲明玉岡憲明玉岡憲明さんのさんのさんのさんの緑綬褒章緑綬褒章緑綬褒章緑綬褒章についてのコラムについてのコラムについてのコラムについてのコラム記事掲載記事掲載記事掲載記事掲載 11/04 紀伊民報・水鉄砲。11/08 紀南新聞・紀南抄。 

1844 続報続報続報続報 11/6～8、11/15     釈迦釈迦釈迦釈迦ヶヶヶヶ岳岳岳岳近辺近辺近辺近辺のののの登山道整備登山道整備登山道整備登山道整備(笹刈笹刈笹刈笹刈りりりり) 青木(2 泊 3 日・日帰り)              計計計計１１１１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 

1845 11/15(日) 平治宿平治宿平治宿平治宿・・・・ソーソーソーソーララララーーーー発電発電発電発電装装装装置置置置設設設設置作業置作業置作業置作業などなどなどなど 川島、児嶋、生熊敏、梶野。           計計計計４４４４名名名名 

1846 11/20～23(月) 笠捨山笠捨山笠捨山笠捨山のののの捲捲捲捲道道道道(旧逓信旧逓信旧逓信旧逓信道道道道)補補補補修作業等修作業等修作業等修作業等 青木(2 泊 3 日)、山口(20～21)。浅村・梶野(22)  計計計計４４４４名名名名 

1847  11/28(土) 新新新新宮宮宮宮山山山山彦彦彦彦ぐぐぐぐるるるるーぷーぷーぷーぷ創立創立創立創立４０４０４０４０周年周年周年周年記念並記念並記念並記念並びびびびにににに 

持経宿改築持経宿改築持経宿改築持経宿改築竣竣竣竣工工工工及及及及びびびび 

玉岡憲明玉岡憲明玉岡憲明玉岡憲明相談相談相談相談役役役役「「「「緑綬褒章受賞緑綬褒章受賞緑綬褒章受賞緑綬褒章受賞」」」」祝賀祝賀祝賀祝賀会会会会 

 

会場；南紀勝浦温泉「ホテル浦島」 

茂原治、木下、玉岡憲、玉岡明、茂原仁、平澤、樫山、石橋哲、 

石橋隆、斉藤、雑賀、乾、佐藤優、森沢、三井、河野、佐藤宏、 

梶野、青木、平田、森脇、藤原、伊藤、横山、椎木、奥村、高階鈴、

高階美、樋口、竹中、川島、山上皓、山上昌、沖﨑、前田、児嶋、

生熊敏、生熊千、大江加、大江徳、中前、濱野、玉置、畑林秀、 

畑林清、豊嶋、東真、橋本、益田、松本良、松本邦、松本吉。         

会員会員会員会員５５５５２２２２名名名名(他他他他６３６３６３６３名名名名)計計計計１１５１１５１１５１１５名名名名。。。。 

1848  12/06(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巡回整備巡回整備巡回整備巡回整備(雨雨雨雨水水水水貯槽貯槽貯槽貯槽水水水水抜抜抜抜きなどきなどきなどきなど) 玉岡憲、玉岡明、川島、沖﨑、濱野、児嶋、中前、松本吉、生熊敏、

生熊千、石橋哲、石橋隆、野間清、野間愛、東敬子、塩川、青木。 

                        計計計計１７１７１７１７名名名名 

  12/12(土) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿大掃除大掃除大掃除大掃除準備準備準備準備とととと持経宿持経宿持経宿持経宿でででで「「「「ウツボウツボウツボウツボ鍋鍋鍋鍋」」」」 木下棟梁、青木、梶野。(来宿者 2 名)        計計計計３３３３名名名名 

1849  12/16(水) 新春登山新春登山新春登山新春登山・・・・十津川村十津川村十津川村十津川村武武武武蔵蔵蔵蔵 

「「「「アアアアンンンンショウショウショウショウ山山山山・・・・ⅢⅢⅢⅢ△△△△1,99.4m」」」」下下下下見見見見報告報告報告報告 

沖﨑、濱野、橋本、生熊千、石橋哲、石橋隆。       計計計計６６６６名名名名 

1850  12/19(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迎迎迎迎春準備春準備春準備春準備作業作業作業作業 川島、沖﨑、生熊敏、濱野、畑林秀、畑林清、山口、梶野。計計計計８８８８名名名名 

1851 12/26～27 日(日) 行仙宿行仙宿行仙宿行仙宿・・・・大掃除大掃除大掃除大掃除とととと迎迎迎迎春準備春準備春準備春準備作業作業作業作業ななななどどどど １泊 2 日；青木、梶野、山口、鈴木。 ４名。 

26 日帰り；川島、沖﨑、児嶋、橋本、生熊敏、生熊千、畑林秀、 

畑林清。 ８名。                計計計計１２１２１２１２名名名名 

 


