
 

２０２０年度 山行・行事計画・・・最終案の確認      2019年 12月 13日 

 

　　今回で最終と考え、3月の総会に提出し了解を得ようと考えております。

　　変更希望の方は1/10までに理由等を山行部・小川又は若林の方までご連絡下さい。

月　 日 曜日 形態 地域 山名・行事 立案者 CL SL

5 日 ハイキング 京都 廃村八丁 伊藤（多） 伊藤（多） 玉井

11 土 登山教室（1） 初心者登山教室（1）ガイダンス 教育部

12 日 説明会 体育館 市民春山説明会　19時～ 春山担当

19 日 春山トレ 滋賀 市民春山トレ（1）　愛宕山 春山担当

26 日 体協：催し 体協市民総体　開会式:日時？ 体協担当

29 水 春山トレ 京都 市民春山トレ（2）　京都トレイル東山C 春山担当

9 土 日帰り山行 東近江市 日本コバ 中田 中田 伊庭

10 日 日帰り山行 京都 愛宕山（首なし地蔵～竜の小屋） 上杉 広瀬 上杉

13 水 宿泊山行 福井 福井合宿登山・5/13～5/17（五座） 山下（隆） 山下（隆） 参加者

16 土 日帰り山行 兵庫 六甲シェール槍 染矢 染矢 田中

18 月 体協：催し ツアーオブジャパン　：日時不明 体協担当

20 水 ハイキング 滋賀 山門水源の森 平尾 平尾 竹原（絹）

23 土 宿泊山行 伊豆 市民春山登山・（1泊2日）金時山 春山担当 藤村

24 日 　　〃 　　〃 市民春山登山・（1泊2日）天城山 〃 藤村

31 日 山友会催し 京田辺 春のふれあいの集い 交流部

31 日 ハイキング 　　〃 甘南備山・クリーンハイク 労山部

31 日 登山教室（2） 　　〃 甘南備山・春のふれあいの集い参加 教育部

2 火 日帰り山行 福井・岐阜 夜叉ケ池山 平尾 平尾 北条

7 日 登山教室（3） 京都 実技・京都一周トレイル（蹴上～北白川 教育部

14 日 日帰り山行 三重 御在所岳 木元 西川（洋） 木元

21 日 トレーニング 夏山集中登山・トレーニング（1）Ｙケン 山行部

28 日 労山訓練 無雪期搬出訓練 労山部

5 日 登山教室（4） 京都 実技・京都一周トレイル（比叡山～大原 教育部

12 日 トレーニング 夏山集中登山・トレーニング（2） 山行部

19 日 沢登り 滋賀 神崎川 小川 小川 渡邉

23 木 宿泊山行 栃木 尾瀬　・　7/23～26 下坂 下坂 平尾

7 金 宿泊山行 夏山集中登山 山行部

8 土 　　　々 　　　々 山行部

9 日 　　　々 　　　々 山行部

9 月 オリンピック閉会式

9 月 登山教室（5） 滋賀 実技・比良山（武奈が岳） 教育部

17 月 宿泊山行 長野 燕岳～蝶が岳　・　8/17～21（４泊５日） 藤村 藤村 参加者

30 日 登山教室（６） 修了式・懇親会 教育部

４月

5月

６月

7月

8月



 

 
 

 

 

 

 

 

5 土 テント泊 滋賀 伊吹山・夜間登山 吉澤 吉澤 山下（剛）

22 火 宿泊山行 栃木 尾瀬ケ原散策　　・　9/22～25 和田 和田 参加者

26 土 宿泊山行 岐阜 御嶽山　　・　9/26～27 秋山 秋山 参加者

28 月 宿泊山行 長野 前穂高～奥穂高縦走・　9/28～30 藤村 藤村 参加者

4 日 体協：催し 生涯フェスタ　日時？ 体協担当

9 金 宿泊山行 信越 信越トレイル　・　10/9～11 平尾 平尾 参加者

11 日 ハイキング 東近江市 天狗堂 中田 中田 上田

15 木 宿泊山行 九州 九州百名山　・10/15～20 山下（隆） 山下（隆） 若林

18 日 体協：催し 市マラソン大会：日時？ 体協担当

25 日 労山催し 労山・登山祭典 労山部

1 日 日帰り山行 市民秋山登山 市民秋山担当

7 土 体協：催し 一休さんウォーク・日時？ 体協担当

8 日 ハイキング 秋のふれあいハイキング 交流部

14 土 日帰り山行 淡路島 諭鶴羽山と明石大橋 若林 若林 大林

15 日 日帰り山行 兵庫 雪彦山 木元 土岐 木元

22 日 日帰り山行 福井 岩籠山 平尾 平尾 佐々木

23 月 ハイキング 滋賀 湖東三山 山下（隆） 山下（隆） 西川（洋）

29 日 ハイキング 宇治 喜撰山 倉光 倉光 河野

6 日 日帰り山行 宇治田原 鷲峰山行者巡り 森本 森本 西川（敏）

13 日 トレーニング 滋賀 アイゼントレ（白坂） 教育・山行部

3 日 日帰り山行 京都 新春登山・愛宕山 伊藤（典） 伊藤（典） 赤松

17 日 ハイキング 新年会 交流部

24 日 労山催し 京都労山・積雪期搬出訓練 労山部

2月 7 日 雪山 奈良 三峰山・樹氷 小川 小川 徳田

6 土 雪山 滋賀 蛇谷ケ峰 山下（隆） 山下（隆） 西川（洋）

7 日 上記予備日 蛇谷ケ峰/予備日 山下（隆） 山下（隆） 西川（洋）

14 日 山友会催し 定期総会 事務局

21 日 トレーニング 京都 ペース登山（愛宕山） 山行部

9月

10月

11月

12月

1月

3月


