
■2011 年 4月 3日 近畿ブロック搬出技術講習会 

  ハイキングコース  

  場 所：比良山岳センター  

  参加者 奈良労山 5名  

 

■2011 年 5月 12開講 ハイキングリーダー学校 

 ハイキング・軽登山の山行リーダー養成を目的に、山行を計画し、安全に山行を行い、 

 リーダーとしてレベルアップするために必要 jな基礎を学びます。 

 山行リーダーとしての研修を通して、安全な山の登り方を知り、山行技術の習得や山の 

 登り方/降り方を学び、山の楽しさをより知り、山登りの幅を広げるためにともに 

 学びましょう。 

 座学    山行   

 5/12 

 開講 

山の楽

しみ 

 5/15 

ハイカ

ーの搬

出救助

講習

会  

 6/2 

 山行

計画書

の作成 

 7/3 

 山行リ

ーダー

研修 

 6/30 
 リーダ

の役割 
 8/7 

 地図

を読み

山行 

 8/4 

 地図

の読み

方 

 9/4 

 広域

捜索訓

練 

 9/1 

 山行

中のア

クシデ

ント 

 10/2 

 岩場/

ガレ場

歩き 

 9/29 

 小屋

泊とテ

ント泊・

岩場の

歩き方 

10/22-

23 

 県連

交流山

行 



 10/2 

 天気

図の読

み方 

 11/6 

 ルート

ファイ

ンディ

ング 

 1/12 

 安全

登山と

事故防

止 

 2/5 
 雪山

ハイク 

 2/2 

 雪山

歩き 

労山活

動 

    

 

■2011 年 5月 15日 ハイカーのための搬出講習 

 各会には、軽登山を楽しむ会員が大勢います。 

 怪我や事故など起こった時、仲間や自分をどう対処しますか？ 

 年配だから～女性だから～なんて言わないで、お互い助け合う技術や手持ちのザックや 

 シートでの搬出方法などを知っておきましょう。   

 ・場所 大国見山 

 ・集合場所・時間 天理駅 10:00 

 ・レジャーシート、シャツ、ザックを使ったタンカーの作り方、担ぎ搬出方法を 

  学びました。  

 参加者総数 43名 

  奈良労山 19名 奈良ＨＣ3名 山友会 7名 こぶしの会 1名 西大和山の会 9名 

  オオヤマレンゲ 4名 の参加でした。 

 

■2011 年 5月 29日 クリーンハイク 

  (奈良勤労者山岳会、奈良ハイキングクラブ、奈良山友会、こぶしの会、 

  西大和山の会） 

   台風接近により中止  

 

■2011 年 6月 5日 クリーンハイク(オオヤマレンゲ山の会)  

 

■2011 年 6月 19日 自然観察ハイク 春日山原始林観察会  

 

■2011 年 6月 25日 春日山シンポジウム 

 世界遺産 春日山原始林では 今、何が..... 

 ・場所 奈良県文化会館小ホール 



 ・時間 13:00～16:30 

 ・約 170名の参加がありました。 

  

 要旨 

 ★ 未来に引き継ぐために私たちにできること ★ 

 私たちの郷土、奈良で古代から神山として、崇(あが)められ春日大社の神域として 

 護られてきた「春日山原始林」はシイ・カシ類などの照葉樹林を主体とした植生を 

 成しており、そこには数多くの巨木及び貴重な植物や鳥類、昆虫、 

 なかでもモリアオガエルやカスミサンショウウオなどの珍しい生物が生息しています。 

 このため「春日山原始林」は日本にわずかに残る照葉樹林として特別天然記念物に 

 指定され、また、古都奈良における文化的景観を構成する文化遺産として 

 世界遺産にも登録されました。 

  一方、奈良公園のシカは春日大社の神鹿として古くから手厚く保護されてきており、 

 国の天然記念物に指定され広くの市民、観光客に親しまれてきました。 

 しかし今、増えてきた奈良公園のシカの生息域の拡大に伴う採食圧により原始林の 

 後継樹が育たず、またナギやナンキンハゼの侵蝕が進み希少な植生が失われようとして 

 います。 

 しかも「春日山原始林」のみならず全国の山岳環境が同様に衰退している現状が 

 あるのです。 

 私たちは先人から引き継いだこの貴重な原始の植生・生態系を守って行かなければ 

 なりません。 

 そこで私たちは多くの市民の方々や私たちのまわりの自然と関わりながら活動を 

 展開している諸団体の方々と共に「春日山原始林」の魅力を再確認したいと 

 考えました。 

 私たちの郷土の自然が危機的な状況にある事を知ると共に森とシカと人との 

 共生の道を探りながら、この貴重な自然を未来に引き継ぐには今、何をなすべきかを 

 共に考える事で今後の活動の一助になることを願いシンポジウムを開催いたします。 

 

■2011 年 6月 26日から 30日 平和行進  

 ・6月 26日 12時 30分－奈良市の般若寺で京都から引き継ぎ、 

  13時から出発集会－14時 30分奈良県庁着－16時 30分奈良市役所着集会後解散。 

   奈良ハイク 2、会員（所属会不明)1  

 ・6月 27日 9時 30分、奈良市役所前で出発集会－11時 30分大和郡山市役所着・ 

  申し入れ後昼食 

  12時 30分出発－16時 30分斑鳩町役場着・申し入れ後解散。 

   奈良ハイク 3、大阪志峰会 1．大阪豊中こもれび 1  

  ・6月 28日 9時・斑鳩町役場を出発～11時・平群町役場着・申し入れ後昼食 

    12時 30分出発～14時・三郷町役場着・申し入れ～16時・王寺町役場着・申入れ後解散。 

    奈良労山 1、こぶしの会 1、奈良ハイク 1、大阪ぽっぽの会 1  

  ・6月 29日 通し行進者の休養日でお休みです。  



  ・6月 30日大阪・柏原市役場前で 12時に引き継ぎ 

    奈良ハイク 2  

 

■2011 年 7月 9日 個人会員制度の勉強会  

 ・現在、日本勤労者山岳連盟で検討されている個人会員制度について 

  地方連盟、各会の運営にも大きく影響する内容です。 

  議論を深めるため、日本勤労者山岳連盟 川嶋事務局長を招き勉強会を開催しました。 

 ・日時 7月 9日(土)13:00～17:00 

 ・場所 県連事務所 

 ・内容 個人会員制度について 他  

 ・出席 奈良労山 3、奈良ハイク 3、奈良山友会 1、こぶしの会 1、西大和山の会 1 

  

■2011 年 9月 4日 広域捜索訓練 台風で中止  

 ・実施予定内容 ・場所 台高 高見山北尾根周辺  

 ・集合時刻 9時 30分  

 ・集合場所：吉野郡東吉野村滝野 （差杉峠に行く林道の入口にある広場）  

 ・その他：捜索目印設置のために、前日（3日）から参加していただける方を募集  

 ・目印設置後の夜は、集合場所の広場で食べ物・飲み物持ち寄りの交流会を実施。 

  （テント泊）  

 

■2011 年 10月 2日 チャレンジハイク 

 ・行き先 笠置山 （場所が変更されました。）  

 ・集合時刻 ＡＭ9:30 (ＪＲ奈良 8：54 加茂乗り換え ＪＲ笠置着 9：25)  

 ・集合場所 笠置わかさぎ温泉いこいの館・駐車場  

 ・参加費 400円(入山料 300円、豚汁代 100円)  

 ・参加者 奈良労山 17名＋子供 2名、奈良山友会 16名、奈良ハイク 7名、こぶしの会 5名 

  山楽会 1名 （一般を含んでいます。） 

  こっから 22名（仲間 14名、職員 8名）  

 

■2011 年 10月 22－23日 交流登山 雨天中止  

 雨天のため中止しました。実施要項は以下の通りでした・  

 ・山行場所 恵那山（2191m） ・宿泊場所 萬岳荘（ばんがくそう） 

  山小屋…自炊 寝具、調理機材など揃っています。  

 ・日程 22日 集合：6時 50分（7：00出発） 

  集合 近鉄郡山近く 大和郡山市三の丸会館 

  13:30  萬岳荘着、到着後夕食準備開始まで自由   

  15:30 夕食準備 17:30  夕食（親睦会） 21:00  消灯  

 ・食事形態  原則として個人食。ただし 22日夕食（自炊）のみ全体で準備する。  

 ・23日 山行はコース別行動（コースにより出発時刻は異なる。 

  距離の最も長い C コースは午前 4時出発） 



  A コースはなし。 

  B:大判山登山コース（萬岳荘 7:00～神坂峠登山口～千両山～鳥越峠～大判山～鳥越峠 

   ～追分登山口～神坂大桧広場） 

  C:恵那山チャレンジコース（萬岳荘 4:30B コースに大判山～恵那山往復を追加） 

  14:00   神坂大桧広場に集合 14:30 神坂大桧広場出発（マイクロバス）  

  20:30  大和郡山帰着  

 ・参加予定 15名でした。  

 ・費用 15,000円予定（宿泊費 3,200円のほか、バス代、22日夕食材料費等を含む）  

 

■2011 年 10月 30日 チビッ子遊び隊 

 ・場 所 県立矢田自然公園 子供の森 子供交流館  

 ・集合時刻、場所 9:30 子供交流館に集合  

 ・内容 飯ごう炊さん、焼き板プレート作り等  

 ・参加費 500円以内（保険含む）  

 ・ちびっ子遊び隊(子どもの森)  

  参加者 会員 10名（奈良労山 3、オオヤマレンゲ山の会 2、奈良ハイク 2、 

  奈良山友会 1、こぶしの会 1） 

   一般 16名（大人 6、子供 10）  

 ・焼き板工作、カレー作りを行いました。  

 

■2011 年 11月 5、6日 西日本女性交流山行 中尾山高原平成荘(徳島)  

 

■2011 年 11月 20日 近畿ブロック自然保護交流山行 高見山クリーンハイク  

 ・主催 大阪府連自然保護委員会  

 ・高見山でクリーンハイクを実施  

 ・集合場所・時間 近鉄橿原神宮前駅東口 9:30  

 ・マイクロバス使用 帰りにタカスミ温泉に入りました。  

 ・参加 合計 25名 奈良 5名、兵庫 8名、大阪 6名、京都 2名、滋賀 1名、和歌山 3名  

 ・ごみ 26Kg  

 

■2011 年 11月 19、20日 近畿ブロック女性交流山行 高野山 

 ・参加費 10,000円  

 ・募集人員 33名  

 ・宿泊・交流会場 高野山 福智院宿坊  

 ・申し込みは県連事務局まで 10月 18日締め切り  

 ・19日 高野七口女人道コース ハイキングと交流集会  

 ・20日 宿舎より一ノ橋散策、一ノ橋からガイドの説明で奥ノ院へ参拝   

 

■2011 年 12月 2日 山の歌を歌う会  

 昼の部 14:00～16:30 



 夜の部 18:00～20:30 

 場所 奈良市中央公民会 

 にて実施。  

 

■2012 年 1月 15日 バードウォッチング  

 場所 長谷寺駅～長谷ダム（まほろば湖）  

 集合時間 9：00 集合場所 長谷寺駅 

 参加報告 34名の参加者 

 内訳：奈良労山 6 奈良山友会 11 奈良ハイキングクラブ 6 

    オオヤマレンゲ山の会 2 こぶしの会 1 会員外 12昼の部 14:00～16:30 

 

■2012 年 1月 24日 救助隊総会  

 

■2012 年 1月 29日 雪上訓練 比良・堂満岳  

 

■2012 年 2月 4日 テーピング講習会  

 時間 15:00～17:00 

 場所 陽養鍼灸整骨院（JR 奈良駅の西側）奈良市三条町 9-1 

 講師 同院、院長 阪口宗晃先生 

 参加費 600円（テープ代） 

 内容 足首、膝を捻挫した場合の処置や、つま先を上げやすくして蹴躓いたり、 

     転倒しない為のテーピング等を学びます場所  

  内訳：奈良労山 5 奈良山友会 2 奈良ハイキングクラブ 6 

    オオヤマレンゲ山の会 4 西大和 3 こぶしの会 3 

 

■2012 年 3月 4日 奈良県連総会 生駒市図書会館 13:00-17:00  

 

 


