■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。）
■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
■2 月 3 日 奈良女性委員会 交流山行 淡路島 諭鶴羽山 会員対象
・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
■2 月 3 日 救助隊主催 雪山の搬出訓練 比良・堂満岳 会員対象
・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
■3 月 3 日 奈良県勤労者山岳連盟 第 26 期定期総会開催
■4 月～ 県連 第 4 回ハイキングリーダー学校
受講者募集要綱
・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。
座学(土曜日の午後)

実山行

4月13日

ﾊｲｷﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰの心得 読図

4月14日

読図､ﾘｰﾀﾞｰ実践

6月8日

運動生理学､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

5月12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23日

読図 ﾘｰﾀﾞｰ実践

8月24日

事故事例､ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

8月25日

読図､ﾘｰﾀﾞｰ実践

9月14~16日
10月21日

ﾊｲｷﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ学校(香川)
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

10月26､27日

県連交流山行山域､ｺｰｽは､
参加者で決める｡

1月28日

読図(近郊雪山)

4月5日

近畿ﾌﾞﾛｯｸ搬出講習会へ参加(ﾊｲｶｰ対象)

■4 月 14 日 自然に親しむ集い 貝ヶ平山
・集合 近鉄榛原駅 改札口 AM9:00
■4 月 20 日 自然保護講演会 兵庫県連自然保護委員会 主催
・場所 神戸市勤労会館 三宮駅南東徒歩 3 分、サンパル南隣
・時間 13:30～15:30（開場 13:00）
・講師 小泉武栄（東京学芸大学教授）
山の自然学、登山と自然の科学等著書多数
・テーマ 「知的登山」 日本の山は何故美しいのか
地形を知って山を登る楽しさ。
■6 月 22 日 第 12 回 自然保護セミナー
大台ケ原の危機を考えるシンポジウム
－野生鹿との共存は可能か－
・場所 エルトピア奈良
ＪＲ・近鉄奈良駅より市内循環バス瓦町（エルトピア奈良前）下車
・時間 13:00～16:00
・パネラー 田村 義彦（大台ヶ原・大峯の自然を守る会会長）
「鹿と森林の共存のために」
小金澤 正昭（宇都宮大学農学部教授）
「森林生態系に及ぼすニホンジカの影響 －日光、尾瀬の事例から」
河野 仁（姫路工業大学環境人間学部教授）
「近畿山岳における酸性霧とオゾンの濃度」
・主催 奈良県勤労者山岳連盟

■6 月 26～30 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
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。
みんなで参加しましょう。

6/26（水） 京都からの引継 般若寺 12:30/13:00－－奈良県庁 14:30/15:00－－
奈良市役所 16:30
6/27（木） 奈良市役所 9:00/9:30－－大和郡山市役所 11:30/12:00－－
斑鳩町役場 16:30
6/28（金） 斑鳩町役場 9:00 発－－平群町役場 11:00/12:30－－三郷町役場 14:30－
王寺町役場 15:30
6/30（日） 大阪への引継 柏原市役所 11:00
■7 月 7 日 沢の搬出救助訓練
・場所 上谷
・集合 近鉄橿原神宮東口 ロータリー付近
・出発 前夜発 6 日 9:30PM、7 日 7:30AM
・交通手段 車にて入谷
・ミーティング 7 月 2 日（火） 7:30～
・前夜発の場合は、ミーティングに参加、もしくはミーティング時に事務所へ
連絡のこと
・申し込み先 救助隊隊員は、ミーティング時に、
一般会員は、各会の遭対委員または会長
■7 月 6 日 国際山岳年 2002 富士山エコ・フォーラム 7 月 6 日（土）、7 日（日）
主催 国際山岳年日本委員会
■7 月下旬 フラワートレッキング募集 四姑娘山麓（スークーニャン）会員対象
第 1 回スークーニャン会議 4 月 13 日（土） PM2:00～4:00 頃
中国四川省 成都の北西 200KM の 6250ｍの山麓。
四姑娘山、三姑娘山、二姑娘山、太姑娘山の 4 つのピークからなり、
5000ｍの太姑娘山には、トレッキングルートとして、ピークに立つこともできます。
■10 月 6 日 チャレンジハイク 飯道山
参加費 3000 円（マイクロバス利用）、600 円（その他）
集合 大和郡山 三の丸会館前 AM7:00 出発
ＪＲ奈良駅 ＡＭ7:30 出発
■10 月 12、13 日 ネパール古典音楽への招待
ネパールの演奏家グループ「シュウカマル」によるシタール（弦楽器）と
タブラー（鼓）の演奏会です。
10 月 12 日（土）18:30～ 大淀町中央公民館ホール（2000 円）
主催めだかスクールを育てる会
10 月 13 日（日） 18:00～ チョウタリー（奈良市あやめ池 5－1－1 1200 円）
主催 チョウタリー

■10 月 26、27 日 県連交流登山 赤兎山
福井県と石川県との県境にそびえる山。頂上付近は白山国立公園の一部に
なっています。
丸みをもった優しい山容で、兎のような形から赤兎山と呼ばれたのではないか
という説もあります。そんな、赤兎山の紅葉を楽しみませんか？
マイクロバスを利用しての山行です。
・出発 7:30 郡山（三の丸会館出発）
・
26 日 刈込池 散策 越前大野の旅館で宿泊。
・
27 日 鳩ヶ湯→登山口→タンドウ谷出合→赤兎山→大舟山分岐→
小原峠→小原林道終点登山口（P）
温泉に入ってから帰ります。
・ミーティング 10 月 21 日（月）19:00～ 県連事務所
・定員 20 名、締め切り 9 月末
・費用 14000 円ぐらい。
■10 月 26、27 日 秋満喫 七面山・釈迦ヶ岳へのお誘い 自然保護委員会
・集合 近鉄橿原神宮駅東口 8 時
・コース 七面山～釈迦ヶ岳 （テントまたは無人小屋泊）
・交通 マイクロバス
・ミーティング 10 月 21 日 19:30 県連事務所

