
２０００年度の活動内容 

■2000年 2月 10日～14日 奈良女性交流山行 高千穂峰・韓国岳・開聞岳 

 主催:奈良県勤労者山岳連盟女性委員会 

 行程 2/10 大阪南港 

    2/11 宮崎港 バス 高千穂峰（ピストン) えびの高原（泊） 

    2/12 韓国岳 高千穂高原縦走 列車 鹿児島市内（泊) 

    2/13 開聞岳登山 西鹿児島駅 

    2/14 大阪 

 

 

■2000年 5月 14日ハイカーのための搬出救助講習会（会員対象）二上山 

 

■2000年 5月 20日 日本勤労者山岳連盟創立４０周年記念 

  ピットシューベルト講演会 

  関西講演 

  場所 大阪梅田 毎日新聞社オーバルホール 

   開場 17時 30分 

 

■2000年 6月 4日  第 32回清掃登山が実施されました 



 

 会場 コース 集合時間 集合場所 

観音峰 登山口→観音平→観音峰→法力峠→洞川 7:30 近鉄橿原神営前駅 

東口 

矢田丘陵Ａ ＪＲ法隆寺駅→国見台→笹の辻→子どもの森 9:00 ＪＲ法隆寺駅北口 

矢田丘陵Ｂ 横山口→矢田寺→子どもの森 10:00 近鉄郡山 

バスタ‐ミナル 

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 

9:00 近鉄御所駅 

金剛山 北字智→近内→旧登山道→近内→北宇智 9:00 北宇智駅 

生駒山 近鉄生駒駅→滝寺公園→宝山寺→生駒山頂→ 

縦走路→生駒山頂 

9:00 近鉄生駒駅南口 

（あさひ銀行前） 

柳生街道 円成寺→峠茶屋→地獄谷石窟→破石 9:00 近鉄奈良駅 



（噴水前） 

龍王山 ＪＲ柳本→長岳寺→龍王山→崇神天皇陵 9:00 ＪＲ柳本駅 

 

■2000年 6月 17日 自然保護セミナー「昆虫を通じて温暖化現象を考える」 

  講師 主原 憲司 

  時間 午後２時～ 

 ところ 奈良県女性センター 

 主催  奈良県勤労者山岳連盟 

 ４６名の参加がありました。 

 

■2000年 6月 24日～  第 2回ハイキングリーダー学校開催 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。 

     昨年参加された方の参加も可能。 

 実施要綱 

    座学  6月 24日 ハイキングリーダーの心得読図 10月の山行の山域決定、役割分担 

    実山行 6月 25日 読図山行 

    座学  8月 26日 運動生理学 テーピング 10月の山行の募集・宣伝 

  実山行 9月 3日  比良 

    座学 10月 21日  事故事例 ロープワーク 危急時対策 

    実山行 10月 28,29日 山域、コースは、参加者で決める 

       12月頃  近畿ブロック雪崩講習会座学への参加 

    座学  1月 20日 山行ミーティング 

    実山行 1月 28日 比良・堂満岳 

  実山行 4月 1日 近畿ブロック搬出講習会へ参加（ハイカー対象） 

 費用 1000円（昨年参加者は 500円）資料代 他、実費必要になります。 

 

■2000年 6月 26日～28日 平和行進 

  6月 26日（月）般若寺出発 13:30－奈良県庁―奈良市役所 

  6月 27日（火）奈良市役所 9:30－大和郡山市役所発 13:00－斑鳩町役場 

  6月 28日（水）斑鳩町役場発 9:00－平群町役場 11:00－三郷町役場 14:30－王寺町役場 

  6月 30日    大阪柏原市で引き継ぐ 

 

■2000年 7月 2日沢の搬出訓練 会員対象 

 場所 白髭岳 中奥川支流周辺 

 ミーティング 6月 26日 

 

■2000年 7月 30日奈良勤労者山岳会 公開山行 大天井ヶ岳 一般募集 

  コース 吉野 奥千本 四寸岩山 大天井ヶ岳 五番関 洞川 

  集合   近鉄吉野駅 ＡＭ8:00 



 

■2000年 9月 3日 岩場の搬出訓練 京都・金毘羅 会員対象 

 

■2000年 9月 10日 平和のつどい 天理市・柳本 飛行場跡 

 9時 30分に JR柳本駅集合 

 

■2000年 10月 1日 チャレンジハイク 木ノ実や塚 会員対象 

 

■2000年 10月 1日 奈良勤労者山岳会 公開山行 大原山 一般募集 

 大原山 集合場所 近鉄生駒線 元山上口駅 集合時間 8時 30分 

 コース 元山上口－千光寺－鳴川峠－大原山（府民の森）－ 

    生駒山頂－宝山寺－生駒駅（午後 2時半頃、宝山寺にて解散予定） 

 

■2000年 10月 28、29日 交流登山 大杉谷 会員対象 

 コース 榛原集合 7:30分 タクシーに分乗して、宮川第３発電所へ 

 29日は、桃の木小屋に宿泊。 

 29日、大台ケ原へ登り、駐車場からマイクロバスで帰ります。 

 費用 15,000円（交通費・宿泊費を含む） 

 募集 25２５名 

 

■10月 28日  労山ヤングクライマーズフォーラム KYOTO 

 日本勤労者山岳連盟主催 

 

■2000年 11月 11、12日 アルパインクライミング交流集会 大阪 

 主管 大阪府勤労者山岳連盟 

 

■雪崩事故を防ぐための講習会 

 第 8回近畿地方 第 2回東海地方両協議会合同 

  主催 日本勤労者山岳連盟近畿地方協議会 

 募集人員 30名 

 受講料 30,000円（理論講座のみは、2000円＋テキスト代） 

 日程 大阪 11月 19日 森之宮中央青年センター 

    京都 11月 26日 ラポール京都 

    兵庫 12月 10日 のじきく会館 

    実技 10:00～12:00 ビーコンによる探査 

    座学 13:00～16:00 雪崩の理論 

雪上講座開場日程 

    木曽御嶽周辺 2001年 1月 20～21日 

 

 



■2000年 12月 3日 奈良勤労者山岳会 公開山行 兜岳 鎧岳 

 集合場所 近鉄名張駅北口  集合時間 8時 40分（バス 9時発） 

 

 

■2001年 2月 4日奈良勤労者山岳会 公開山行 明神平  

 集合場所 近鉄榛原駅  集合時間 7時 00分（バス 7時 05分発） 

 コース 大又から明神平 往復 

 

■2001年 2月 25日 第２５期 奈良県勤労者山岳連盟 定期総会 

 場所 大和郡山市三の丸会館 時間 10:00～17:00 


