
2005年の活動報告 

■2005 年 3月 6日 第 29期 奈良県勤労者山岳連盟定期総会  

 

■2005 年 4月 3日 第 26回 近畿ブロック搬出講習会  

 

■2005 年 4月 16日開校 第 7期 県連ハイキングリーダー学校  

 ・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。 

 ・費用 3000円 資料代 他、実費必要になります。 

2005年ハイキングリーダー学校. 

 実山行・他  座学・他  

４月２４日 実山行  ４月１６日(土)ハイキングリーダーの 心

得、読図  

５月８日 ハイカーのための搬出訓練  

６月１９日 実山行  ６月１１日(土)運動生理学、テーピング  

８月２８日 実山行  ８月２０日(土)事故事例  

９月１８～２０日全国ハイキングリーダー学校  

１０月２９，３０ 交流登山  

２００６年１月２９日 実山行  1月２１日  

２００６年４月２日 近畿ブロック搬出講習会  

 

■2005 年 4月 23日 遭対基金と賠償保険についての説明会  

 ・内容 遭対基金と、賠償保険（個人賠償、団体主催行事に対する賠償、 

  短期掛け捨て）について、学習会を開催しました。 

 ・日時 4月 23日 12:30～17:00 （12:30受付、13:00開始）  

 ・場所 大和郡山市市民交流会館（JR郡山駅東口 出てすぐ。） 

   1F 集会室 

    隣のスーパーの駐車場（有料）が利用できます。 

 ・講師 山本辰平全国遭対基金管理委員  

 

■2005 年 5月 8日 ハイカーのための搬出法講習会 近鉄長谷寺駅集合 

 

■2005 年 5月 14、15日 大峰立ち枯れ調査 

 ・宿泊 深仙お宿 

 ・コース 釈迦ヶ岳→石楠花岳→涅槃岳→持経の宿  

 

■2005 年 5月 22日 自然観察ハイキング バス山行 三国・赤坂山  

 

■2005 年 6月 5日 第 37回 クリーンハイク 

 私たち奈良県勤労者山岳連盟が、1974年に曽爾高原ではじめたクリーンハイクも、大勢 



 の方々の協力を得て、今回 37回目を迎えることができました。私たちは、『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。 

 今年も、クリーンハイクでさわやかな汗を流して、ふるさとの山を美しくすると共に、 身近な自

然を見直してみましょう。 

  参加要綱 

 

 ・もちもの/弁当、水筒、タオル、雨具、帽子、 

  （軍手、金バサミ、ゴミ袋は主催者が用意します） 

 ・服装/登山・ハイキングのできる服装  

 ・参加費 100円 中学生以下無料。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。 

2005 年クリーンハイクコース 

会場  コース  集含場所  集合時問  

生駒山  近鉄生駒駅→滝寺公園→宝山寺→生駒山頂  近鉄生駒駅南口 

（三井住友銀行前）  

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）  

AM8:30  

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  矢田東山バス停→少年自然の家→滝寺→子どもの

森  

近鉄郡山 

バスタ‐ミナル  

AM10:00  

柳生街道  円城寺→峠の茶屋→滝坂の道→高畑駐車場  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  

葛城山  ロープウェイ下→櫛羅の滝→葛城山頂→ロープウ

ェイ下  

近鉄御所駅  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  

観音峰  行者還岳トンネル西口→観音平→観音峰→法力峠

→母公堂→洞川  

近鉄橿原神営前駅 

東口  

観音峰登山口 

AM7:30  

 

AM9:30 

 

■2005 年 6月 18日 自然保護セミナー 大峰・吉野 修験道の歴史  

 ・テーマ 吉野・大峰 修験道の歴史 

 ・場所 奈良県文化会館 

 ・時間 13:30～16:30 

 ・講師 後呂 忠一氏 

 

■2005 年 6月 26～30日 平和行進 

 ・6月 26日 12時、原爆の火が灯る奈良市般若寺で京都から引き継ぎ、 



  引き継ぎ式をすまして 

  昼食休憩。13時～出発式 13時 30分出発。14時 30分県庁、15時出発。 

  16時 45分奈良市役所着。解散。  

 ・6月 27日奈良市役所 9時 30分出発。郡山市役所 11時 30分着、昼食、12時 30分出発。 

  16時 30分斑鳩町役場着。解散。 

 ・6月 28日斑鳩町役場 9時発、11時平群町役場着、昼食、12時 30分出発。 

   14時三郷町役場着、休憩、14時 30分出発。16時 30分王寺町役場着。 

 ・6月 29日は網の目の山添村を歩きます。メインコースは休み。 

 ・6月 30日大阪の柏原市役所前で 12時に大阪に引き継ぎます。 

 

■2005 年 7月 3日 沢の搬出訓練 県連救助隊主催 

 場所 大又川 石ヶ平谷 

 集合時間  榛原駅 7月 3日 AM8:30 

 ミーティング 6月 28日 事務所にて 

 

■2005 年 7月 30日 平和の集い 

 ・時間 7月 30日土曜日・13時 30分から 16時頃まで  

 ・場所 奈良県文化会館・第 2会議室 

 ・講師・内容 教育大助教授 今 正秀さん。 

       平和憲法について、堅苦しくなく易しく解説して頂きました。 

  ・参加者 奈良労山 8名、奈良ハイク 9名、こぶしの会 2名、西大和 3名、 

       オオヤマレンゲ 8名、一般 1名 

 

■2005 年 8月 27、28日 トライ！ 3000 

 自然が大好きな、障害をもちう仲間と共に、山を楽しもう。 

 ・集合日時 27日 AM7:00 

 ・費用 25，000円の予定（交通費、宿泊費、食費、保険代を含む） 

 ・定員 20名（知的障害を持つ仲間を含む） 

 ・コース 横岳（北八ヶ岳） 

  27日 1．山頂駅＝北横岳ヒュッテ 

      2．山頂駅＝雨池峠＝雨池山＝三ツ岳＝北横岳ヒュッテ 

  28日 1．ヒュッテ＝横岳＝亀甲池＝双子山＝大河原峠 

      2．ヒュッテ＝横岳＝大岳＝双子山＝大河原峠 

  説明会 8月 18日（水） 19時から 

  参加者 19名 内県連より、3名参加 

 

■2005 年 9月 4日 岩の搬出訓練 

 ・川迫川（池ノ峰岩壁群） おにぎり岩 （御手洗渓谷入り口対岸の岩場） 

 ・集合場所 橿原神宮東口 AM8:30 

 ・ミーティング 8月 30日 PM8:00から 労山事務所 



 ・参加者 奈良労山 19名、西大和労山 1名、こぶしの会 1名の参加がありました。 

 

■2005 年 9月 17日～19日 労山フェスタ 「2005労山経験交流集会」 

  労山フェスタ in 清里 2005年 9月 17から 19日 奈良から 11名参加しました。 

  現地集合時間 9月 16日（金） PM10:00 

  参加費 20，000円（15，000円 2泊 5食付宿泊費込み） 

    県連より交通費の補助を含む 

  交流山行 17日 飯盛山（5時間コース） 

   17日 記念講演   椎名誠氏 

       分科会別・打合と交流会  

   18日 分科会、パネルディスカッション、交流会  分科会  

      第 1分科会 「会運営」会員拡大や教育活動、機関紙活動など 

      第 2分科会 「山岳自然と登山者」労山自然保護憲章の目指すもの 

      第 3分科会 「山行活動」私の登り方  

      （アルパイン、沢登り、山スキー、海外登山、フリークライミング、他）  

       第 4分科会 「ハイキングの会員拡大」 

      第 5分科会 「ハイキングの事故対策」 

      第 6分科会 「女性交流」事故や遭難をなくすために 

   19日 分科会まとめ 全体会 山の歌の大合唱 

  奈良労山 4名、奈良ハイク 4名、西大和労山 2名、オオヤマレンゲ 1名の 

   参加者がありました。 

 

■2005 年 10月 2日 第 15回チャレンジハイク 観音平（障害者ハイキング） 

 ・集合 JR奈良 AM7:00 三の丸会館 7:30発 橿原神宮東口 8:00発  

      虻トンネル登山口 9:30着 

 ・費用 2500円（マイクロバス代、保険代、豚汁など） 

 

■2005 年 10月 15日 自然保護憲章勉強会 

 ・時間 午後 1時から 県連事務所にて 

 ・講師 近畿ブロック自然保護憲章制定委員 村上 悦朗氏。 

    

■2005 年 10月 23日 自然観察会（マキノスキー場から赤坂山） 

  女性委員会・自然保護委員会共催 

  雨天のため マキノスキー場から赤坂山の途中まで 

  講師 夙川学院短期大学 片山 雅男先生 

  

■2005 年 10月 29、30日 県連交流登山 果無山脈 安堵山 冷水山 石地力山 

 ・マイクロバス利用 

 ・集合時間 AM7:00 三の丸会館 

 ・やませみの里温泉キャンプ場のコテージ（寝具付） 食事は自炊 



 

■2005 年 11月 19、20日 全国登山者自然保護集会（愛知県・瀬戸）  

 

■2006 年 1月 12日 バードウォッチング 畝傍山  

 

■2006 年 2月 5日 雪上搬出訓練  

 


