
 

 

2021年度 山行・行事計画（訂正版） 

   総会資料から都合により一部変更がありましたので改正版を掲載します。(赤斜字の個所）

なお、緊急事態宣言発令に伴い、4/25～5/11の間の例会・行事は中止又は延期となりました。

月　 日 曜日 形態 地域 山名・行事 立案者 CL SL

4 日 ハイキング 大阪 星田６０山(1) 吉澤 平松 吉澤

10 土 登山 奈良 高見山 黒崎 黒崎 藤本

11 日 説明会 春山説明会 藤村

18 日 春山トレーニング 藤村 担当 藤村

25 日 体協行事 市民総体開会式 事務局

27 火 登山 兵庫但馬 氷ノ山 木田 西川洋 木田

29 木 春山トレーニング 藤村 担当 担当

1 土 登山・山小屋泊 台高 大杉谷・大台ケ原山～5/2 土岐 若林 土岐

8 土 登山 大峰 観音峰 黒崎 黒崎 藤本

9 日 登山 兵庫 七種山 中田 中田 徳田

12 水 ハイキング 北山 峰床山 伊藤多 伊藤多 玉井

15 土 ハイキング 湖北 公開登山　賤ケ岳 竹原順 竹原順 河野

18 火 ハイキング 金剛 葛城山 木田・玉置 玉置 木田

22 土 市民春山 箱根・伊豆 金時山 藤村 藤村 担当

23 日 市民春山 箱根・伊豆 天城山 藤村 藤村 担当

25 火 登山 福井 福井合宿登山～5/27 山下隆 山下隆 参加者

30 日 クリーンハイク クリーンハイク・セミナー・春のふれあいの集い

31 月 ハイキング 湖東・信楽 飯道山 森本 森本 上田

5 土 ハイキング 奈良 春日山原始林 藤本 北條 藤本

6 日 登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 吉澤 若林 吉澤

13 日 登山教室 東山 比叡山（東山コース） 教育部 教育部 教育部

20 日 夏山トレーニング 山行部 山行部 山行部

26 土 登山 福井 夜叉ヶ池 玉置 平尾 玉置

27 日 京都労山搬出訓練 大文字山 労山

4 日 登山教室 北山 比叡山（北山コース） 教育部 教育部 教育部

5 月 沢登 亀岡 半国山　音羽渓谷 木田 西川洋 木田

11 日 夏山トレーニング 山行部 山行部 山行部

17 土 登山 大峰 弥山・八経ヶ岳 廣瀬・玉置 廣瀬 北條

31 土 沢登 入門コース 竹村 小川 西川洋

1 日 登山教室 比良 比良山 教育部 教育部 教育部

6 金 夏山集中登山 八ヶ岳 ～8/8 山行部 山行部 山行部

13 金 ハイキング 北摂 阿武山・竜王山 平尾 平尾 玉置

14 土 沢登 赤目 赤目 秋山 西川洋 秋山

17 火 登山・小屋泊 北アルプス 燕岳～蝶ヶ岳～8/21 藤村 藤村 参加者

28 土 沢登 鈴鹿 山下隆 西川洋 土岐

29 日 登山教室 修了式 教育部
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3 金 登山・泊 信越 信越トレイル～9/5 平尾 平尾 参加者

4 土 ハイキング 山城 三上山 黒崎 黒崎 玉置

11 土 ハイキング 北山 皆子山 竹原絹 染矢 竹原絹

18 土 ハイキング 比良 公開登山　比良 伊藤多 伊藤多 西川敏

21 火 登山・小屋泊 北アルプス 前穂高岳～奥穂高岳～ 9/23 藤村 藤村 参加者

25 土 登山 大峰 稲村ヶ岳 玉置・渡邊 若林 渡邊

27 月 小屋泊 尾瀬 尾瀬散策・燧ヶ岳～9/30 和田・木田 和田 木田

2 土 登山・小屋泊 御嶽山 中田(倉光） 中田 秋山

8 金 登山・テント泊 南アルプス 光岳～10/10 黒崎 黒崎 藤本

16 土 登山 湖北 横山岳 竹原順 竹原順 大林

17 日 登山・小屋泊 頚城山塊 雨飾山～10/19 染矢 平尾 染矢

22 金 ハイキング 曽爾 兜岳・鎧山 木田 徳田 木田

25 月 登山・小屋泊 九州 屋久島～10/28 藤村 藤村 参加者

26 火 登山・泊 九州 屋久島・南部百名山～10/31 山下隆 山下隆 西川洋

6 土 登山 鈴鹿 御池岳 黒崎 山下剛 黒崎

7 日 秋のふれあいの集い 交流部 交流部 交流部

8 月 ハイキング 京都北部 大江山 木田 西川洋 木田

10 水 ハイキング 京北 登山祭典　周山城跡 労山部 和田 平松

14 日 登山 野坂山地 駒ケ岳 平尾 平尾 伊藤多

21 日 市民秋山登山 岐阜・西濃 養老山 中田 中田 担当

25 木 ハイキング 東山 如意ヶ岳 森本 森本 杉原

27 土 登山 京都南部 鷲峰山 倉光 倉光 伊藤典

4 土 ハイキング 六甲 六甲トゥエンティクロス 藤本 藤本 黒崎

11 土 登山 湖南 鶏冠山 廣瀬 廣瀬 佐々木

19 日 アイゼントレ 比良 白坂 教育部 教育部 教育部

25 土 ハイキング 大阪 生駒山 玉置 平松 北川

3 月 ハイキング 北山 愛宕山 藤村 藤村 永江

16 日 新春ハイキング 交流部 交流部 交流部

30 日 積雪期搬出訓練 労山

6 日 登山・雪山 台高 三峰山(樹氷） 小川 小川 秋山

13 日 ハイキング 大阪 星田６０山（2） 藤本 伊藤典 上杉

28 月 登山 台高 高見山 木田・玉置 土岐 木田

5 土 ハイキング 西山 ポンポン山 藤本 藤本 伊庭

6 日 労山総会 労山

13 日 ペース登山 北山 愛宕山 山行部 山行部 山行部

20 日 山友会総会

26 土 ハイキング 六甲 須磨アルプス 玉置 木元 大西

27 日 登山 泉南 紀泉アルプス 木田 木田 田中正
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