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全国登山者自然保護集会、11月に神奈川で開かれる
200８．8．1
京都、愛知についで今年の11月15日、16日に神奈
川県秦野市表丹沢野外活動センターで第14回全国登
山者自然保護集会が開かれます。今回の講演は地球
温暖化についてです。既に皆さんもご承知のとおり
温暖化がもたらす地球規模の自然環境の変化は気象
に、農業に、漁業に、そして人間の日常生活に強い
影響を与えています。では登山者としてこの問題に
関わろうとするとき、なにを問題として、具体的な
行動や連帯して行なう活動に立ち上がるべきでしょ
うか。あるいは登山者の目ではなく、人間として関
わるべきでしょうか。日頃政治や経済、社会的な問
題に関心をもち行動を伴っていればこうした問題の
提起は余計なお節介となります。
反対に温暖化したって私の生活に関係ないと開き
直ってしまえば議論にも加わらないでしょう。現実
的な利害からこうした態度を取る人達がいるのも事
実です。
さて登山者は山岳自然を守るというテーマから里
山の回復、神奈川では広沢寺の岩場を清掃マナーを
守っての利用という中から里山に関心を寄せました。
兵庫では自然破壊につながるダム建設の反対（公共
事業の見直し）、宮城では林業の復興は海を守ると
して視野を広げる運動にまで関心がもたれました。
では今日、私たちは何に関心を持っているのでしょ
うか。
丹沢の問題として過去に指摘されたのは笹枯れや
ぶなの立ち枯れで、工場の煤煙や自動車の排気ガス
によるものではないかと、川崎などの健康被害との
関連も指摘されました。最近の異常気象、集中豪雨
は都会のヒートアイランド現象とも関わり、山岳地

中山

建生

の斜面の崩壊、林道の崩落、樹木 の押し流しは各地
で見られるようになりました。山 ひるの繁殖も温暖
化と関係がありそうです。逆に小 動物や昆虫、植物
の変化も見られます。直接私たち の登山や生活に影
響が及ばないからまだ大丈夫と傍 観しているとたい
がい手遅れとなります。今回を機 に全国の自然環境
の変化や問題点を見つめてみまし ょう。関東近県の
人達との交流も含めて全国の仲間 たちを神奈川に迎
えることになります。
丹沢や各地の自然破壊や変化に 対して興味を持つ
ことから始めましょう。
近年山岳会や団体が果たすべき 役割や社会的な責
任とはなにかを訴えてきました。 私たちの活動に直
接関係するものは安全登山の実現 であり、登山の普
及と質的な向上、つまりスポーツ としての登山の発
展に寄与することだと考えていま す。登山は自然の
中で営むため生き死にと関わるこ とがあります。人
間は自然のことをたしいて分かっ ていないのです。
私の専門である雪崩のことしかり です。いつのまに
か慣れとわずかな体験で何でも知 っている、分かっ
ていると思い込んでいます。
それでも時代は大きく変わって います。登山者の
意識や要求の変化もあります。私 たちは山岳会に入
会した当時の意欲的で新鮮な気持 ちをとりもどす必
要があります。組織の活性化とは意識の変化を伴い、
現実の活動や運動に関わることで もあります。その
ためには物事を知る、理解する、 自分で試してみる
ことです。神奈川で開かれる全国 登山者自然保護集
会に自分なりの要求や課題をもって臨みましょう。

全国登山者自然保護集会第１回実行委員会開催のお知らせ
事務局長
村松 勝
１１月１５、１６日に開催される全国登山者自然保護集会の実行委員を招集します。
各会会員２０名につき１名の選出をお願いします。
２０名以下の会については１名の選出をお願いします。
以下の通り実行委員会を開催します。
日時 ２００８年９月４日（木） １９時〜２１時
場所 県民サポートセンター３０５号
内容 役割分担、今後の進め方など
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定期理事会のお知らせ
以下 の通り定 期理事会 を開催し ます。理 事
の方の ご参集を お願いし ます。ま た、理事 を
出され ていない 会はどな たか代表 の方の出 席
をお願いします。
定期理事会
日時 ２００８年９月２１日
１３時〜１７時
場所 川崎市総合自治会館
神奈川 県川崎市中 原区小杉 町3丁目1
番地 TEL：044-733-1232
内容 ２００ ８年度前 半のまと め。後半 の
予定。全国自然保護集会について等。

常任理事会議事録

自然保護集会の分科会テーマ。身近なテーマと
して「山の水」。8月25日に学習会。
自然保護集会 準備の進捗状況（後藤）
日時 2008年8月4日 19時〜22時
ちらし作成。自然保護集会は関東全体でバック
出席者 渡辺、後藤、中山、田村、大用、三上、
アップする。参加申込書作成。
蝦名、増田、村松（記）
神奈川県、秦野市に協賛申し込み予定。
報道関係に広報。文書を作成し配布。協賛、講
中山氏より配付資料の説明。
演の依頼。ｅメールで各新聞者に文書を配布する
→登山の安全実施と会の活動・県連盟の 役割につ
ことにする。配布文書は中山氏が素案を作成。
いて。
実行委員の招集。50名ほど。9月4日木県民サポー
自然保護集会の分科会テーマの提案→ 里山作り、
トセンター305号19時〜21時
登山道の整備
実行委員を各会に割り当てる。
オプションツアーについては、２コース程度を
遭対部報告（田村）
予定。
8月7日分：雪崩ビーコン・講師スタッフ 研修会に
広報 朝日、毎日、読売、東京、日経
ついて。現在5名のみ。
安全教育について補足（中山）
全国中央登山学校指導者セミナ参加報告。
病歴の把握について。７月の事務局長会議で各
内容 ツアー登山の現状と企画運行代 行者とし
会にたずねたところ病歴申告を義務付けている会
ての対策（アルパインツアーサービス 黒川氏）
は無し。
遭難対策到達点 全国遭難対策部長 井芹氏
みずならは個人情報カードを携帯させている。
登山 の基礎講 習会 9月 27日 場所は かわさき健 康
以上
づくりセンター。
メッセージプラス契約 留守電及びFAXがインター
ネットで確認可能となる。
現 在遭対部 で試用中 。運用は1ヶ月 後くらい か
ら
財政報告（蝦名）
ハイキングリーダー学校（増田）
救急法（負傷者の救護）実施
自然保護 （大用）
クリーンハイク報告書の印刷終了。事 務局長会
議で配布予定。打ち上げ会実施。
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2008年度雪崩ビーコン机上及び野外実習の案内
2008年8月8日

神奈川県勤労者山岳連盟

遭難対策部

県連副会長の中山建生氏 （全国雪崩講習会講師、日本雪氷学会雪崩研修会講 師）の発起により、下記要
項にて雪崩ビーコンの机上 学習および野外実習を行います。冬山に入られる方 はもちろん、スノーボード
や山スキーを志す方も、是非ご参加ください。
（労山会員外の方以外も、参加可能です）
中山氏からの案内
最近起きた事故からの教 訓はビーコンを持っていても使えない（早く探せな い）、また全員が持たない
など雪崩の危険に対する認 識が甘く、このことは雪崩の危険を察知することも 出来ないという現実を示す
ものです。雪山に入る登山や滑走には雪崩の危険が常に付きまといます。
学習の本来の目的は雪崩 の危険を予知して回避する＝つまり事故を起こさな いことです。しかし、現実
は事故は起きうるものと考 えて、万一の備えが必要です。備えとはビーコン、 ショベル、プロープを所持
し、これによる訓練をして おくことです。仲間が埋まったら５分以内に捜し出 して、呼吸のできるように
することです。条件が悪け れば生きている仲間の命を守ることに専念しなくて はいけません。ではどうす
るのでしょうか。
ビーコンに関しては電波 の特徴、ビーコンの機能を理解しなくては使えませ ん。ひとりを探せるように
なったら２人、３人が埋ま った場合の練習をしましょう。それも１人で探すと き、２人で探すときは違っ
てきます。視界がある場合 、現場が曲がっていて見えないとき、けがをして動 きが悪いとき、こんな場合
には捜索救助は至難のこと になります。しかるにこれが現実です。ビーコンの 練習を適当にやっていては
現場で使えないというのは こうしたことを予想して訓練をしていないからです 。すべてが好条件でやっと
５分で見つかった。だからできると錯覚していませんか。
実施要項
（１）机上学習 ９月１９日（金）19：00〜20：50
かながわ県民センター ４０２号室（横浜駅西口）
下記の野外実習の事 前に行う机上学習です。実習に参加される方でビー コン訓練の経験のない方は
必ず参加してください。
講習内容
ある範囲内での単数ビーコンの発見 ５分以内
電波誘導法の実際
機種による操作の違い
組織だった捜索、必要な装備品 など
持ってくるもの
ビーコン（持っている人）、筆記具
（２）野外実習 ９月２３日（火）県立四季の森公園 （JR横浜線 中山駅下車10分）
９時に四季の森公園北口、または８時半に中山駅改札口に集合
上記もしくは８月７日の机上学習を受講しているか、ビーコン訓練の経験のある方。
講習内容
ビーコン捜索の体験。複数捜索ができるようになるまで行います。
持ってくるもの
ビーコン（持っている人）、筆記具、昼食。
動き回るので、動きやすい服装で来てください。
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申し込み方法
下記の内容を記載し、メールもしくはFAXにて９月５日までにお送りください。
メール ： kanagawa̲soutai@yahoo.co.jp
FAX
： 050-3488-3765 （番号を間違えないように注意してください）
参加費
机上のみ ： 500円
両方、もしくは実習のみ ： 3,000円
（8月7日の講師コー スに参加された方で、23日の実習で補助講師をし てくださる方は、参加費を免除
します）
なお、１２月２０日（ 土）には谷川岳天神平にて「雪の中でのビーコン実 習」を行う予定です。詳細
は後日の案内となりますが、こちらにも是非ご参加ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
雪崩ビーコン学習への申し込み
１：氏名
２：住所
３：連絡先
メール（ある方）：
電話
：
４：ビーコン訓練の経験の有無
５：ビーコンの有無

あり ／ なし

なし
あり（機種名をお知らせください）

６：講習に際しての希望、質問など
７：申し込みコース

机上のみ

実技のみ

両方

５

６
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『登山の基礎講習会』
2008年8月 神奈川県連・遭難対策部

◇講習会の内容
以下のような内容で企画中です。
(1) なぜ今「登山の基礎」なのか？
(2) 自然の中でのリスク管理
(3) 気象の基礎
(4) 登山の運動生理学
(5) 登山に適したウェア
(6) 登山における姿勢と歩行
(7) 基本的なロープワーク＆シュリンゲの使い方
(8) 登山者の日常の健康管理
(9) 山での通信手段
など
◇参加費用
労山会員 2,000円、一般 3,000円
◇申し込み
＊神奈川労山、遭難対策部 (担当：湊）
メール：kanagawa̲soutai@yahoo.co.jp
電話・FAX：050-3488-3765
または、各会の県連遭対部員に申し込んでください。
＊各会で参加を募っていただくとともに、友人知人にも声
をかけてあげてください。

年度の講習会の様子

毎年、充実したテキスト内容とわかり
やすい説明で好評の「登山の基礎講習会」
を今年も下記の要領で開催します。是非
参加してください。
◇日 時 と 会 場
2008年9月27日(土) 9時30分開始予定
「かわさき健康づくりセンター」
京浜急行またはJR南武線「八丁畷」徒
歩8分
電話 ０４４−３３３−３７４１
http://www.kenkou-kenshin.or.jp/ce
nter.html
◇対 象
登山の初心者、および
もう一度基礎から学びたいと思っている人。
労山会員に限らず一般の方の参加も歓迎します。

7
0
0
2

会場が決まりました!
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予定お知らせコーナー

第９回ハイキングリーダー学校全国集会のご案内
主催 全国連盟ハイキング委員会
主管 岡山県連
日時 ２００８年９月１３日(土)〜１５日(月)２泊３日
会場 岡山県真庭市｢休暇村蒜山高原｣
目的 ハイキングリーダー養成の活動を推進する
参加費 ２万円(２泊５食宿泊費・資料・懇親会費)
定員 宿泊受講者５０名、定員になり次第締め切ります。
申込連絡先 全国連盟ハイキング委員・小野寺英夫(川崎ＨＣ)Tel/Fax045-962-4720

第２回

神奈川県勤労者山岳連盟クライミングコンペのお知らせ

４０周年記念行事として昨年開催した クライミングコンペに引き続き今年もクライミン グコンペを開催
します。 各会の皆様においては、スタッフ、参加者募集などでご協力をお願いします。
日時 ２００８年１１月２９日〜３０日
場所 神奈川県山岳スポーツセンター （秦野市大倉）
神奈川県勤労者山岳連盟理事長 後藤真一

２００８年トリコシアキオ写真展in横浜のお知らせ
『トリコシアキオ写真展 〜 山よりも大きく・花よりも小さく 〜 』
会場：横浜・山手２３４番館
横浜市中区山手町２３４−１
開期：２００８年９月１１日(木)〜９月１６日(火)
開館時間：９：３０〜１７：００(※最終日は１５：００までの予定)

自然保護委員会報告

２００８．７．１７と２８

第14回全国登山者自然保護集会について→担当分科会のテーマは「山の水」です。
全国労山主催、神奈川県労山主管で上 記集会が実施されます。11月15日〜16日 秦 野市表丹沢野外活動
センターが会 場です。県労山と しては実務的な 担当の他に 二日目の 分科会のひと つを担当するこ とにな
ります。テー マについて、話合 われました。「 ヒル問題」、 「丹沢の再生全 般」「丹沢の 希 少生 物」な
どがでましたが、神奈川の実績としては 「水質検査」があるので、それを取り上げようと いう意見でまと
まり、「山の水」に決めました
次回、８月２５日(月)は、小林朋子さん(未定)を呼んで勉強会をする予定です。

会主催のクリーンハイクについて
０８クリーンハイクは雨天のため一般参加者は中止になりましたが、問い合わせがあり、会主催のクリー
ンハイクに参加できないものかと話を進め、他の会、一般参加ＯＫになりました。
●小田原ナーゲルの会
１０／１２(日） 金時山
●藤沢山の会
１０／２６(日） 大山
●川崎ハイキングクラブ
１１／２（日） 仏果山

９
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神奈川県勤労者山岳連盟各会の活動報告と予定
川崎ハイキングクラブ
6/12 開聞岳(１)
6/15 檜洞山(3)
6/16 丹沢三峰山
6/16 笹子雁ｹ腹摺山(1)
6/18-19 燧ケ岳/尾瀬(3)
6/18 坪山/奥多摩(1)

7/4-6 仙丈ケ岳 ・甲斐駒
ケ岳(8)
7/6 鷹巣-浅間山/箱根(1
8)例会山行
7/6 勘七の沢(7)
7/13 大岳山/奥多摩(17)

報告＝真子和美

平均

歳

活動予定
7/31-8/3 白馬三山縦走
8/3-4 苗場山
8/23-24 那須岳
8/28-31 飯豊山
8/30-31 笹尾根/奥多摩

計62名（男23：女39）平均59歳

報告=田辺美由紀
7/18-21 槍が岳(5)
7/19 富士山(2)
7/19-21 五竜・唐松(1)
7/26-27 奥日光(1)
7/26-27 小川山(3)

小田原ナーゲル山の会
7/3 四阿山 1(他ツアー
客)
7/5 大雲取谷(2)
7/5-6 池郷川ゴルジ ュ(1
+4)
7/9 塔ノ岳(1)

計106名（男51 女55）

8/14-16 白根 三山・北岳
6/28-29 霧ヶ峰 ・野麦峠 山行予定
〜農鳥岳名
8/3-5 白馬〜雪 倉〜朝日
(5)
8/24 甘利山〜千頭星
岳名
7/13 草津 本白根山(22)
8/10-12 八ヶ岳 ・美濃戸
7/12-13 会津駒ケ岳(8)
〜硫黄岳名
7/21-23 伯耆大山(12)

横浜こぶしの会
7/3 金剛山(1)
7/5 金時山(5)
7/12 丹沢表尾根(1)
7/13 畦が丸(4)
7/12-13 甲武信岳(1)

誠

6/20-22 八甲田山(12)
6/24-25 猫魔 岳-雄 国沼
(11)
6/28 川苔山/奥多摩(3)
6/29 定期総会(72)
7/2-3 尾瀬沼(1)

横浜ハイキングクラブ
6/8 奥多摩-大平尾根(6)
6/15 北 アル プス ・徳 行
峠(1)
6/15 畦が丸周辺読図(3)
6/28 苗場山(3)

報告:二瓶

計29名（男20人

報告＝青木義隆

7/12 湯河原 幕岩(1+1)
7/13 高妻山(1+1)
7/12 富士山(1)
7/13 横 岳杣 添尾 根往 復
(9+1)
7/13 源次 郎沢 (1)<登山

みずなら山の会

女9人） 平均51歳

7/26 甲斐駒(1)
7/27-30 八方・唐松(1)
8/1-4 薬師 黒部五郎(1)
8/1-3 戸隠・高妻(3)
8/2 奥多摩(2)

8/8-11 利尻・礼文(2)
8/15-19 燕岳・餓鬼岳(1)
8/23-24 北八ヶ岳 ・蓼科
(3)

計32名（男19：女13）平均45歳
リー ダ ー学 校 (サポ ー
ト)>
7/19 湯河原 幕岩2(1)
7/19-20 白山1(1)
7/19 大常木谷1
7/19-7/20 栗代川1(2)

報告:岡田伸二

7/20 小川谷廊下2
7/22-7/25 月山 /鳥海山 1
(3)
7/26 川 浦谷海ノ溝洞(奥
美濃)1(2)
7/26-7/28 笠ヶ岳1(4)

計35名 (男22 女13) 平均56歳

7/11-12 富士山(5)
7/19-10 男体山(3)
テ(2)
7/25-26 阿弥陀岳(3)
7/11-13 上越国境縦走(5) 7/19-21空木岳(5)
7/20-21 上越国境縦走(4) 7/25-26 火打山(4)
7/13 越沢バットレス(2) 7/19-21 一ノ倉 中央カン 7/25-26 鳳凰三山(1)

やま++

報告:栗田

7/5-6 北八ヶ岳(5)
7/12-13 丹沢・源次 郎沢
7/5-6 鳳凰三山(1)
(7)
7/8 勉強 会・夏山気象(1 7/12-13 鬼石沢(5)
3+1)
7/19-21 甲武信岳(3)

山ブキの会
5/1 金時山
5/10 スポーツ講座
5/18 高水三山
6/14 鷹取山
6/16-17 湯の丸高原

報告:青柳

計7名（男

6/28-29 富士山
6/29-7/4 雲南省ﾌﾗﾜｰﾄﾚｯ
ｷﾝｸﾞ（海外）
7/12 金袋山高水三山
7/19-21 姫 神山 早地 峰

久良岐ハイキングクラブ

彰

：女7）

8/2-4 白峰三山
8/13-18 南ア縦走
8/23-25 鹿島槍〜五竜岳

平均63歳

山
7/22 日向山
8/2 高尾山
8/3 高川山
8/7-9 北岳

報告:三上茂

6/14 甘利 山・ 千 頭星 山 7/5 室内例会(1)
(4)
7/25-26 富士山(2)

計16名（男11：女5）平均46歳

7/19-20 南八ヶ岳(2)
7/23 例会(15+1)
7/26-28 笠ヶ岳(2+2)
8/2-4 雪倉岳〜朝日岳

8/16-17 三つ峠
8/22-24 槍ヶ岳
9/13-14 大菩薩峠
10/12 鞍掛山(岩手)
10/18-19 会津駒

計6名 (男4 女2) 平均58歳

7/31-8/2 剣岳(2)
9/6 室内例会
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７月８日

出席会 川崎勤労者山岳会 、川崎ハイキングクラブ、川崎柴笛クラブ、アルパ インクラブ横浜、横浜ハイ
キングクラブ、横浜こぶし の会、藤沢山の会、小田原ナーゲル山の会、相模ア ルパインクラブ、久良岐ハ
イキングクラブ、カモの会、雪童山の会、やま＋＋、山ブキの会 以上１４会
県連からの報告：
・常任理事会報告
・全国自然保護集会について。
・夏山注意喚起
・「雪崩ビーコン机上及び野外実習」の案内
・「登山の基礎講習会」の案内
・横浜山楽会、裏山探検隊が連盟脱退。
活動報告から
・全般に６月は雨で中止が多い。
・川崎ハイキングクラブ： 救急法訓練開催
・小田原ナーゲル： ６月の谷川一ノ倉は花と雪渓と沢がとてもきれいなコントラスト。
・カモの会： 新人向け沢登り実施。全般にリーダー層が少ない。
・やま＋＋： ８月に南アルプス６日間縦走を予定。天気図作成できることが参加条件。
意見交換
・横浜ハイクより、会員に 病歴を報告させているか？→病歴についての報告義 務のある会はなし。会員各
自の判断にまかせている。
・川崎労山より天気図作成状況は？→必ず作成するという会は無し。興味のある人はつけている。

登山時報
8.Aug.2008 No.402

連載 わたしの一名山
ラジオラリアの赤い石 赤石岳
藤瀬親実
新シリーズ 草創期を語る （１）伊藤正俊
洞井孝雄
全国連盟隊 難蜂マカルーに登頂
近藤和美
南紀熊野の名山に ツツジと新緑を求めて
原田有一
2008四国ブロック交流集会
真柴安隆
〈普段着の山〉南会津・伊南川支流
鈴木澄雄
野鳥との出会い イワヒバリ 小枝琢三
福井壽彦
シグナル 岩手・宮城内陸地震に思う
斉藤義孝
アマチュア無線を友として
田中利則
現代岩場事情 備中と下市釈峡（下）
阪井 学
連載 碧い南の島だより
雨宮 節
山で見かけるミョーな人たち
菊地敏之
不思議を発見する山歩き 御嶽山（４）
小泉武栄
遭難対策は「事故多発」する会から 全国遭難対策部
JWAFクリック 26
専門委員会活動報告 29
全国連盟の活動 32
事務局から 編集後記 34
インタビュー ひと 遠藤由加さん
地元会員特選ミニガイド
京都・芦生櫃倉谷／大西清見 山口・小五郎山／中重暢雄
ブックエンド 『山と人 百話』
重藤秀世
あらかると 登山の古典3冊
原 真
会報えつらん室 全国一巡版
オススメ山道具 アルファ米
笹原芳樹

04
14
08
09
16
03
10
12
18
19
20
21
22
24

35
36
38
39
40
42
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2008年8月号

県連のスケジュール
８月

９月

１０月

1 金

1 月

2 土

2 火

2 木

3 日

3 水

3 金

4 月

常任理事会

4 木

常任理事会

全 国自然 保護 集会第 １回 実行
委員会開催

1 水

4 土

登山リーダ養成学校実技講習

5 火

5 金

6 水

6 土

関東ブロック交流会

6 月

常任理事会

7 日

関東ブロック交流会

7 火

遭対部会

8 金

8 月

遭対部会

8 水

9 土

9 火

事務局長会議 連盟news発行

9 木

10 日

10 水

10 金

7 木

雪崩ビーコンの机上学習

5 日

ＨＣリーダ学校机上講習

11 月

遭対部会

11 木

11 土

12 火

事務局長会議 連盟news発行

12 金

12 日

13 水

13 土

13 月

14 木

14 日

14 火

15 金

15 月

15 水

16 土

16 火

事務局部会

16 木

17 水

救助隊定例会

17 金

18 木

ＨＣリーダ学校机上講習

18 土

救助隊総合訓練

19 金

雪崩ビーコンの机上学習

19 日

救助隊総合訓練
ＨＣリーダ学校実技講習
登山リーダ養成学校机上講習

17 日

登山リーダ養成学校机上講習

18 月
19 火

救助隊定例会

20 水
21 木

20 土
事務局部会

22 金

21 日

20 月

理事会

22 月

21 火
22 水

登山リーダ養成学校机上講習
雪崩ビーコンの実技学習

23 土

登山リーダ養成学校実技講習

23 火

24 日

登山リーダ養成学校実技講習
ＨＣリーダ学校実技講習

24 水

24 金

25 月

自然保護委員会

25 木

25 土

26 火

26 金

26 日

27 水

27 土

登山の基礎講習会
ＨＣリーダ学校実技講習

27 月

28 木

28 日

ＨＣリーダ学校実技講習

28 火

29 金

29 月

自然保護委員会

29 水

30 土

30 火

31 日

ＨＣリーダ学校実技(予備日)

事務局長会議 連盟news発行

23 木

30 木
31 金

事務局部会

自然保護委員会

