
■2月 25日 第 25期 奈良県勤労者山岳連盟 定期総会開催 

 場所 大和郡山市三の丸会館 時間 10：00～17：00  

 

■4月開始  奈良勤労者山岳会 初級登山教室 

 みなさん、今日は！ 

 私たち奈良勤労者山岳会は、今年も初級登山教室受受講生を募集します。 

 中高年の皆さん・・・今や登山は中高年ブーム。より安全な登山をめざ 

 すために、まずは基本です！ 

 

 そして若者連ヘ・・・昔の著者に山を乗っ取られないようみんなで山へ行こう 

      ！若者大募集！ 

 より姿全な登山のために、私たちがお手伝いします。初心者大歓迎！！ 

 ・期間：4月～9月（（座学 11回、山行 6回） 

 ・場所：座学・・・奈良勤労者山岳連盟事務所（下記住所は、申込みと同じ） 

      山行・・・近郊の山 

  ・定員：15名 

  ・受講料：5、000円 

  ・対象：休まず参加できる意欲のある方 

 

■3月 1日  エーデルワイス山岳クラブが、奈良県勤労者山岳連盟に加盟しました。  

 

■4月 14日開講  第 3回 ハイキングリーダー学校受講者募集 会員対象  

 目的  山行を自ら計画、実施し、会の運営に携われるリーダーを育成する。 

 対象者 上記、目的に沿った人を、各会で推薦して下さい。 

     昨年参加された方の参加も出来ます。 

 費用  3000円（昨年参加者は、別途割引きます。） 

     資料代 他、実費必要になります。 

 

2001年ハイキングリーダー学校  

座学（土曜日の午後） 実山行 

４月１４日  ハイキングリーダー

の心得読図  

４月２２日  読図、リーダー実践  

６月１６日  運動生理学、ミーテ

ィング  

５月１３日  ハイカーのための搬

出法講習会  

７月 ７日  体力測定  ６月１７日  読図 リーダー実践  

8月２５日  事故事例、ミーティ

ング  

８月２６日  読図、リーダー実践  

9月15、16日  ハイキング交流集会(高野山)  

10月１３日  ミーティング  10月20,21日  県連交流山行山域、

コースは、参加者で



決める。  

1月１９日  山行ミーティング  1月2７日  読図（近郊雪山）  

4月  近畿ブロック搬出講習会へ参加（ハイカー対

象）  

 

■4月 21日  第 11回自然保護セミナー開催[台高山脈の魅力とその危機」 

 72名の参加がありました。 

 ・とき 4月 21日（土） 午後 2時から午後 4時 30分  

 ・ところ 奈良県女性センター （奈良市東向南 6） 0742‐27‐2300  

 ・講師 新谷 保徳（にたに やすのり） 日本イヌワシ研究会  

 ・演題 台高山脈の自然と大型猛禽類 

 ・講師 前 圭一（まえ けいいち） 日本の森と自然を守る全国連絡会） 

 ・演題 三之公原生林の魅力と危機 

 ・主催 奈良県勤労者山岳連盟 自然保護委員会 

 

■5月 13日  ハイカーのための搬出救助講習会 会員対象 

  場所  天理・大国見（国見山） 

  集合場所 ＪＲ・近鉄天理駅（近鉄改札付近） 

  集合時間 9：00 

  内容 ネンザ・骨折などの応急処置、および事故時の対応方法と 

     所持品による搬出方法の訓練 

  35名の参加がありました。 

 

■5月 20日  三之公の魅力にふれよう 山行案内 会員対象 

  34名の参加がありました。 

 

■6月 3日  清掃登山 クリーンハイクの実施 一般募集 

2001年クリーンハイク 参加要綱・コース 

会場 コース 集含場所 集合時問 

大天井岳  洞川→自然探求路→五番関大天井岳→五番関  近鉄橿原神営前

駅東口  

AM7:30  

矢田丘陵Ａ  ＪＲ法隆寺駅→国見台→笹の辻→子どもの森  ＪＲ法隆寺駅 

北口  

AM9:00  

矢田丘陵Ｂ  横山口→矢田寺山門前→子どもの森  近鉄郡山 

バスタ‐ミナル  

AM10:00  

葛城山  ロープウェイ下→櫛羅の滝→山頂→山頂遊歩道→

櫛羅の滝→ロープウェイ下  

近御所駅  AM9:00  

金剛山  JR北字智→近内→久留野峠→伏見峠→近内→ 

JR北宇智  

ＪＲ北字智駅  AM9:00  

生駒山  近鉄生駒駅→滝寺公園→宝山寺→生駒山→縦走路  近鉄生駒駅南口 AM9:00  



（あさひ銀行

前）  

柳生街道  高畑→白毫寺→高円山→地獄谷石窟→首切地蔵→

破石  

近鉄奈良駅（噴

水前）  

AM9:00  

龍王山  ＪＲ柳本→長岳寺→龍王山→崇神天皇陵  ＪＲ柳本駅  AM9:00  

業平ロマン街道 近鉄元山上口駅→千光寺→鳴川峠→十三峠→近鉄

竜田川駅 

近鉄元山上口駅 （近鉄生駒線） 

  自然を汚さない、痛めない、ゴミを捨てずに持ちかえる、 

  そして自然について関心を持ち、ふるさとの自然を守り育てることを 

  呼びかけています。ぜひ参加をして下さい。 

  ・参加要綱  

  ・持ち物／服装  

  ・参加費 100円 中学生以下無料。（保険代含む）、交通費各自  

  ※事故の場合、応急処置はしますが、その後の責任は負いません。 

  実施結果 

 ２００１年クリーンハイク（清掃登山）無事終了！ ご協力ありがとうございました。   

会場 人数 空き缶 ﾋﾞﾝ類 燃えるｺﾞﾐ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ その他 合計 

大天井岳  44  69.3  缶に含む  23.8  -  -  93.1  

葛城山  37  13.5  8.5  26.5  11.0  3.5  63.0  

金剛山  27  13.4  17.3  13.0  18.3  -  62.0  

生駒山  74  20.5  4.0  23.0  1.4  0.3  49.2  

龍王山  15  4.5  3.0  3.0  4.0  6.0  20.5  

矢田丘陵  31  5.4  5.1  14.8  1.1  2.9  29.3  

柳生街道  21  8.5  30.0  10.0  5.0  -  53.5  

業平街道  26  15.0  缶に含む  10.0  -  -  25.0  

合計  275  150.1  67.9  124.1  40.8  12.7  395.6  

 

■6月 26日～30日  平和行進  

  東京から、広島へ、核廃絶を訴えて、行進しています。 

  奈良は、下記之予定です。労山も、平和あっての登山です。 

  労山も東京から参加しています。 

  6／26（火）  京都からの引継 般若寺 12：30／13：30－－－ 

         奈良県庁 14：30／15：00－－－奈良市役所 16：30  

  6／27（水）  奈良市役所 9：00／9：30－－－大和郡山市役所 11：30／12：30 

         －－－斑鳩町役場 17：00  

  6／28（木）  斑鳩町役場 8：00／9：00－－－平群町役場 11：00／12：30－－－ 

         三郷町役場 14：00／14：30－－－王寺町役場 15：30  

  6／30（土）  大阪への引継 柏原市役所 12：00  

 

■7月 1日  沢の搬出訓練 



  ・場所 東吉野村 大又川・石ヶ平谷  

  ・集合 桜井駅 北側ロータリー 車にて入谷  

  ・ミーティング 6月 26日 8:00～9:30  

  ・申し込み先 各会 遭対委員または会長  

  ・問い合わせ連絡先 木村(ACN)、酒井(奈良労山)  

 

■7月 7日  体力測定の実施  

  ・事故防止、楽しい登山を行うには、自分自身の体力を知ることが大切です。 

   その上で、登山計画、トレーニングを行っていきましょう。 

  

  ・内容 身長、体重、血圧、心拍数、握力、立位体前屈、全身反応時間 

    垂直とび、全身持久力、体脂肪率、閉眼片足立ち 

    測定した数値から、個人の体力、運動適正、運動メニューを渡します。 

  ・日時 7月 7日（土）受付 午後 1時、開始午後 1時 30分 約 2時間程度です。  

  ・場所 奈良県健康づくりセンター（田原本町）国保中央病院隣り 

      電車 近鉄・田原本線・黒田駅 南 600ｍ  

   車 国道 24号線 千代を広陵方向へ（西）  

   橿原バイパスのＴ字交差点を過ぎて、右へ（北） 

   ・個人負担 500円 

    ・用意するもの 上履き、運動ができる服装。 

    ・申し込み 20名先着。 締め切り 6月 30日 

 

■7月 14、15日  弥山立ち枯れ調査  

  ・集合 近鉄八木駅 午前 8時  

  ・リーダー 前、サーブリーダー 由良  

  ・申し込み・問い合わせは 7月 9日まで  

   宿泊は、狼平の避難小屋を利用する予定です。 

 

■8月 17～19日  柳生自然塾  

 

■9月 2日  岩場の搬出訓練を実施しました。  

 

■9月 15、16日  全国ハイキング交流集会 in和歌山 会員対象  

  和歌山・高野山 

  9月 15、16日に全国ハイキング交流集会がありました。 

  全国から 59団体、262名の参加がありました。 

  奈良からは、奈良ハイク谷さん、端無さん、こぶしの会からは、土肥さん、 

  奈良労山からは、福井美さんと私水田の合計 5名が参加しました。 

  第 1日目は、交流ハイキングと講演、全体集会、分科会を行いました。 

 



  交流ハイキングは、歴史ある高野山をめぐる 4 コースが設定され、 

  私は町石道（ちょういしどう）のコースを巡りました。 

  このコースは、高野山の麓の九度山町の慈尊院から、高野山の根本大塔まで、108つの石塔

が約 1町おきに並ぶ、 

  高野山の表参道のコースです。途中の 60町目である「矢立」から、1町目である本山まで登

ります。 

  参加者全員に携帯トイレが配われました。 

 

  講演会は、地元のエッセイストの宇江勝敏さんの講演で、「熊野古道と熊野の自然」と題して、 

  地元出身で、炭焼き、林業をしながら山で暮らしながら、40歳より作家になった宇江勝敏さん

の話しを 

  聞きました。熊野三山、熊野を巡る古道について分かりやすくお話して戴きました。 

 

  分科会は、講演会の後と 2日目の午前中に行ない、1．会運営、2．事故防止、3．リーダー養

成と会員教育、 

  4．ハイキング企画に分かれて各会の経験について報告をしました。 

   私の参加したリーダー養成と会員教育では、リーダー養成として、ハイキングリーダー学校

の報告がありました。 

  大型のクラブは、組織だった教育体制があり、小さな会では、そのような体制を取るのが難し

いことなど、 

  状況によって、大きく変わることが分かりました。 

  リーダの資質という話もありました。技術面だけでなく、精神面でも資質というものがあるよう

に思われました。 

  また会員教育は、会の組織とも非常に密接に関係していることも改めて、認識しました。 

  （記 奈良労山・県連事務局長 水田） 

 

  参加者の感想 こぶしの会 土肥さん 

   全国から、たくさん来ているのにビックリした。真剣に話し合う様子が新鮮だった。 

   全体会、講演も楽しかった。 

 

   奈良労山 福井さん 

   宇江勝敏先生の講演を聴いて：熊野古道に興味があって歩いて見たいと思っていたので、 



   講演は楽しかった。一部だけでも歩いてみたい。 

   

   

   



   

   

■9月 30日  チャレンジハイク 

  ところ 三郎ヶ岳 

  集合  JR奈良駅 午前 7時、三の丸会館 7時 30分 

  参加費 3000円（マイクロバス利用）、600円（その他） 

  雨天時は、「のんぼう楽舎」へ行きます。 

 

■10 月 13～15日  第 14回日本の森と自然を守る全国集会ｉｎ北海道 

  実行委員長 寺島一男氏より 

  第 14回 日本の森と自然を守る全国集会ｉｎ北海道へのお誘い 

   札幌はいまライラックとアカシアの花が過ぎポブラの綿毛が舞っており、 

  自然のメカニズムの素晴らしさを圏の当たりにしています。 

   皆様の地域では、どんな自然のドラマが展開されていますか。 

  さて、日本の森と自然を守る全国集会は今年で 14回目を迎え、 

  この北海道で開催することになりました。 

  「21世紀は環境の時代」といわれていますが、この最初の年に北海遣で 

  集会が開催されるのは、私たち自然を大切にしようと違動を続けてきた者に 

  とって大きな意義と責任があるものと思います。 

  集会の主な内容は、初目に記念講演で元東大演習林林長の高橋延清先生に 



  「宇宙人になったドロ亀さん」と題して、北海道の自然について語っていただき、 

  基調講演に北海道の自然に造詣の深い作家立松和平さんから「知床から日高まで」と 

  題して講演していただくことになりました。 

  北海道からの報告として、北海道の自然保護運動で大きな前進があったナキウサギ裁判で 

  有名な士幌高原道路問題、美美川流域の自然破壊で間題になった千歳川放水路問題、 

  それに現在進行中の日高横新道路の問題点を明らかにします。 

   第 2日目は、「森を守る」「森をつくる」「森と生きる」「森を楽しむ」「森を活かす」の 

  五つの分科会に分かれ、全国各地の責重な自然保護活動の経験が交流されます。 

   第 3日目は、東大演習林と、日高横断遣路を現地視察します。 

  参加は、通して参加されてもよいし、初日だけ、と部分的にでも参加できるように企画しまし

た。 

  特に初日は 650名を収容出来る会場を用意しましたので多くの方が参加されますようお待ち

しております。 

  どうか多くの方が参加され、自然の素晴らしさや、全国各地の森と自然を守る活動報告を聞

いていただき、 

  また皆様からも意見を出され交流されますようご案内いたします。 

  この集会が、21世紀の自然保護運動の発展に少しでも役立てばと思いご案内いたします。 

  ・日程 10月 13日（土）～15日（月） 

  ・場所 札幌市中央区 共済ホール 全日空ホテル向かい 

  第 1日目 13時から 17時 30分 

   記念講演 元東大演習林林長 高橋延清さん「宇宙人になったドロ亀さん」 

   基調講演 作家立松和平さん 「知床から日高まで」 

   報告 「千歳川放水路計画：市民が止めた公共事業」 

      「不思議な自然が力をくれた」－大雪山士幌高原道路の反対運動－ 

      「日高横断道路をストップさせるために」 

   交流会 18時から 20時 

  第 2日目 

   分科会 9時から 12時 

    森を守る －これ以上森を壊さないために－ 

    森を創る －山から海まで森をつなげよう－ 

    森と生きる －森を核に循環社会を造りあげる－ 

    森を楽しむ －よみがえる里山の いのちの故郷－ 

    森を活かす －一つの森が世界につながる－  

   特別セッション 13時から 13時 30分 

    「北方四島の自然保護」 

   総括集会 13時 30分から 16時 

   パネル討議「21世紀・日本の森を考える」 

  第 3日目 

   現地視察 8時から 12時 

   日高横断道路 



   富良野演習林 

  参加費用 第 1日目（13日集会のみ）1000円 

       第 1、2日目（13、14日通し） 4，000円 

       第 1日目 交流会 5，000円 

       第 3日目 現地視察 日高横断道路 16110円 

                 東京大学付属富良野演習林 21615円 

 

■10 月 14日  奈良勤労者山岳会 公開山行 釈迦ヶ岳（大峰山系）  

  ・場所 大峰山系 釈迦ヶ岳  

  ・日時 10月 14日 橿原神宮駅前 7時集合  

  ・コース 橿原 7：15－旭口－登山口 10：00－山頂－登山口（予定 16：00）－橿原神宮東口  

  ・マイクロバスを利用しますので、参加される方は 必ず 10月 1日までに申し込んで下さい。  

  ・申し込み、問い合わせ先  

   リーダー 斉藤、サブリーダー 川本  

 

■10 月 20、21日  県連交流山行 筏場～大台ケ原～小処温泉 会員対象 

  ・定員 30名  

  ・日程 10月 20日（土）、21日（日） 橿原神宮東口 7：30  

  ・20日 筏場から大台ヶ原 大台山荘泊 

    21日 朝食前 日出ヶ岳 大台山荘発 小処温泉  

  ・費用 13000円（交通費、小屋 1泊 2食、小処温泉入浴料、食事代を含みます。 

  ・持ち物 1日目と 2日目の行動食は、各自用意して下さい。  

  ・申し込み 奈良ハイク 増尾、中辻、奈良労山 福井 こぶし 中野、辻垣、 

   または、連盟事務局水田までお願いします。  

 

■11 月 4日  奈良山友会 公開山行 くろそ山～曽爾高原  

   実施日：2001年 11月 4日(日) 雨天中止  

   実施予定 

   ・山名：くろそ山～曽爾高原  

   ・集合：8:30AM近鉄大阪線名張駅前集合 8:55発敷津行きのバスに乗車  

   ・コース：中太郎生－池ノ平高原－亀山峠－二本ポソ－倶留尊山往復－お亀池－太郎路 

     約 4時間半  （目標は 4時過ぎに名張駅で解散） 

   ・費用：交通費、入山料(500円)等自己負担、参加費 100円  

   ・持ち物：軽登山のできる服装、雨具、昼食、水筒など  

   ・連絡先：奈良山友会 鷹野  

 

■11 月 10日（土）  全国労山組織強化中期構想 説明会 奈良県文化会館  

 

■11 月 10、11日  第 3回 アルパインクライミング交流集会（全国連盟）  

 開催要項 



  故吉尾弘・労山会長の熱意から提唱されたアルパインクライミング交流集会は、 

 第 1回を伊藤達夫氏を招いて東京で開催されました。昨年の第 2回は、大阪の地で 

 高所登山・沢登り・クライミング技術史とヤグラを使った実践的技術を結合させた 

 集会として開催されました。3回目となる今年は、再び東京で開催します。 

  内容は、厳寒の北海道で数々の冬季登攀を実践している札幌登攀倶楽部の 

 小野寺淳氏をお呼びして利尻岳を中心とした、積雪期のアルパインクライミングについての 

 講演、近年労山でも増加している海外のクライミング報告、そして独自の視点で 

 国内アルパインクライミングを実践されている京都の野村勝美氏からの報告もあります。 

 アルパインクライミングの未来について、熱く語り合いたいと思います。 

 

  11／10 オリンピック記念青少年センター（小田急線参宮橋駅下車） 

  11／11 東京体育館（JR千駄ヶ谷駅下車） 

  （宿泊） 東京国際ユースホステル（JR飯田橋駅下車） 

  ・講演「北海道の積雪期登攀」 小野寺淳氏（札幌登攀倶楽部）） 

 ・第一部「国内クライミング－ソロの記録」野村勝美氏（京都・左京労山） 

 ・第二部「海外クライミング報告」山岡人志氏（地球クラブ） 

                 （グリーランド、ヨセミテ等） 

      参加費 5，000円（宿泊・朝夕食込み） 

      日帰り参加 500円／1日 

      交流会費 1，000円 

  主催   日本勤労者山岳連盟 

 

■12 月 2日  奈良勤労者山岳会 公開山行 尼ヶ岳～大洞山  

  ・場所 尼ヶ岳～大洞山  

  ・日時 12月 2日 近鉄青山駅バス乗場 （2番線）午前 8時 10時集合（バス出発 8時 25

分） 

     大和八木 7時 18分が便利です。  

  ・コース 高尾－尼ヶ岳－倉骨峠（昼食）－大洞雄岳－大洞雌岳－中太郎生 歩行約 6時間 

      近鉄名張駅 17時頃解散  

  ・ササを持って下るので、軍手が必要です。  

 

■2002 年  近畿ブロック 雪崩講習会 

  ・座学 大阪（11月 18日）、神戸（12月 9日）、京都（12月 16日） 

  ・実技 木曽御岳周辺（2002年 1月 19、20日）  

 

■2002 年 1月 13日 バードウォッチング 富雄川～矢田子どもの森 

  ・集合 近鉄富雄川 西改札口 AM9：00  

  ・講師 ささの氏（奈良自然観察会） 連絡先 前（奈良ハイク）、高橋（奈良山友会）  

  ・持ち物 双眼鏡 食器・はし（豚汁を作ります。）  

 



■2002 年 1月 14日 平和の集い どんずる峰 

  ・集合 近鉄大阪線 関屋駅 AM9:30  

 

■2002 年 2月 3日 奈良女性委員会 交流山行 淡路島 諭鶴羽山 

  ・集合 郡山三の丸会館前 AM7：30  

  ・参加費 5000円（バス、温泉入浴代含む）  

  ・日程 往復マイクロバスを利用。  

  ・定員 25名  

 

■2002 年 2月 3日 救助隊主催 雪山の搬出訓練 比良・堂満岳 

  ・集合場所 近鉄京都駅ホーム前改札口 時間 7時 40分（湖西線 7：56発） 

  ・ミーティング 1月 29日 8：00～9：30 県連事務所 

  ・訓練内容 雪山での遭難者の搬出訓練 

    搬出のための梱包方法。引き上げ引き下ろしなどの技術習得 

 

 

 


