平成３０年度

４

一

般

５

７～８ 兵庫県民体育大会
兼国体県予選
１３ 県民大会開会式（明石）
（グラビティ姫路・アネックス） １３ 雪彦山開き・遭対協議会
1４ 兵岳連総会（研修所）

技術遭対委員会

１ SC部全体会議（東京）

競技委員会
２１～２２ 福井国体基準会議
（池田市）
８ 幻の徳川道を歩くⅠ

普及委員会

８ 幻の徳川道を歩くⅠ
自 然 保 護 委 員 会 １1 「岳連の森」整備

指導委員会

兵庫県山岳連盟行事予定表

６

７

８

９ 兵岳連創立70周年記念
講演会・式典
１６～１８ 全日本登山大会（京都）

２８～２９ 福井国体
近畿ブロック大会（和歌山）
１ セルフレスキュー講習会
（研修所）
１３ 雪彦山開き・遭対協議会
１２ ハイキングレスキュー講習会
２３～２４ 日山協遭対委員会総会・
（研修所） ３１～９/２ 日山協 無雪期
研修会（東京）
レスキュ―講習会（立山）
２～３ 福井国体リハーサル大会
１３ 兵庫県民大会開会式（明石）
１１～１３JOCジュニアオリンピック
９～１０ 近畿ユースクライミング
カップ（富山南砺市）
１８ 日山協SC部国体委員会（東京）
カップ（グラビティ難波）
１４～１６ JMSCAセッター研修会
１９～２０ ボルダリングユース
（富山南砺市）
日本選手権競技会（鳥取倉吉市） ＊ 福井国体近畿ブロック大会
２８～２９ 福井国体
審判員会議（和歌山）
近畿ブロック大会（和歌山）
４ 第5回みどりの日を歩こう
１０ クライミング机上講習
５ 沢登り（裏六甲蓬山峡）
1０ 幻の徳川道を歩くⅢ
（研修所）
１３ 幻の徳川道を歩くⅡ
１７ クライミング実技講習
７ クライミング実技講習（研修所）
＊ 初心者沢登り（比良明王谷）
（研修所）
２４ クライミング実技講習
（研修所）
３１ ライミング実技講習
２６ クライミング実技講習
（研修所）
（堡塁岩）
９ 「岳連の森」整備
１１ 「岳連の森」整備
１３ 幻の徳川道を歩くⅡ
1０ 幻の徳川道を歩くⅢ
１３ 「岳連の森」整備
２２ 植物観察①
学習の森周辺の草花を観察
２～３ 日山協指導委員総会（東京） １ 指導員資格更新研修会・セルフ
１３ 雪彦山開き・遭対協議会
レスキュー講習会（研修所）
１９，２０ スポーツリーダー
１０～８／２６ クライミング講習会
養成講習会（研修所）
（研修所・他）
＊ 高体連顧問向け講習会（研修所）

ジュニア委員会
２１ 神戸市少年団六甲ミニ縦走

９

２６ Jｒクライミング教室
２３ Jｒクライミング教室
２１ Jｒ委員会サマーアクティビティ
（研修所）
（研修所）

(

)内 は 開 催 地 、 ＊ 印 は 実 施 日 未 定 を 示 す
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11

５～７ 福井国体山岳競技会
（池田市） １１，２３ 六甲全縦支援
８ 神戸市スポーツフェスティバル １８ 神戸マラソン支援
（研修所） ２５ 第６０回六甲合同登山

２９～３０ 雪彦山遭難救助訓練
３０ 藤木祭
１３ハイキングレスキュー講習会
（研修所）
＊ セルフレスキュー講習会
（研修所）
２９～３０ 雪彦山遭難救助訓練
９ 福井国体山岳競技会抽選会
５～７ 福井国体山岳競技会
（東京）
（池田市）
１８ ジュニアボルダリングカップ
（研修所）
２０ 福井国体兵庫県結団式
＊ 県高校スポーツクライミング大会
（グラビティ姫路）
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１

２

３

＊ 国体ブロック会議（奈良県）

２～３ リードジャパンカップ
競技大会

１～２
近畿地区山岳連盟総合会議
（比良）
８ 県岳連加盟団体会長会
（研修所）

１５ ハイキングレスキュー講習会
（研修所）
１８ 近畿岳連合同研修会（研修所）

２５～２７日山協 積雪期レス
キュー講習会（谷川岳土合）

７～１１ IFSCクライミング・アジア
選手権（鳥取倉吉市）

２１ ジュニアボルダリングカップ
（研修所）
２３～２５ リードユース日本
選手権大会

＊ 近畿高校スポーツクライミング ２３～２４ 全国高校選抜
大会（大阪）
クライミング選手権大会 ２６～２７ 第14回ボルダリング・
（埼玉加須市）
ジャパンカップ（東京）
３ 冬季山行・バスハイク
（但東方面）
」

８～９ 沢登り（前鬼川）
１１，２３ 六甲全縦支援

２７～２８ 一泊バスハイク
２５ 第６０回六甲合同登山
氷ノ山と三室山
六甲山地の歴史散策を楽しむ
（３０ 藤木祭）

３１ 陽春の播磨富士を訪ねる

１４ 「岳連の森」整備
１２ 「岳連の森」整備
１０ 「岳連の森」整備
２３～２５ 日山協自然保護委員総会
２３ 植物観察②
２７～２８ 一泊バスハイク
２５ 第６０回六甲合同登山
つくはら湖周辺の草花を観察
氷ノ山と三室山
六甲山地の歴史散策を楽しむ

９ 「岳連の森」整備
１３ 「岳連の森」整備
３１ 陽春の播磨富士を訪ねる

１０～１１ SC指導員養成講習会
２７～２８ SC指導員養成講習会
（研修所）
３０ 指導員資格更新研修会・セル
（研修所） １８ 近畿岳連登山技術合同研修会
フレスキュー講習会
（研修所）
８ 神戸スポーツフェスティバル
１５ Jｒクライミング教室
（研修所） １７ Jｒクライミング教室
（研修所） １３ 神戸市少年団六甲ミニ縦走
（研修所）

９ 神戸市少年団耐寒集中登山

２ Jｒクライミング教室
（研修所）

海外委員会
クライミング
７～８ 兵庫県民体育大会支援
施設運営委員会
５ 運営委員会
７ 支部総会
はりま支部

１３ 雪彦山開き・遭対協議会・
器具庫点検・清掃登山

1４ 兵岳連総会（研修所）
２６ 運営委員会

高 体 連

理 事 会 /運 営 委

日 山 協

７～８ 兵庫県民体育大会
兼国体県予選

④
４／２５
6～8 エクストリームスポーツ
フェスティバル
２１～２２ 福井国体会議
２８～２９ 氷雪技術・富士山

⑤

９／３０

１９～２０ ボルダリングユース
日本選手権競技会
２６ 理事会

３０～８／６ シャモニトレッキング
９～１０ 近畿ユースクライミング
カップ（グラビティ難波） ２８～２９ 福井国体近畿ブロック
２４ ホールド付け替え
大会支援（和歌山）
７ 運営委員会
５ 運営委員会
２ 運営委員会・支部懇親会
（山陽百貨店）
１７ 山友の集い・岩登り
７，１１， 姫路市民登山教室
1９ 山友の集い・沢登り
２２ 姫路市民登山教室実技①
（比良・奥の深谷）
（増位山）， ２６ 姫路市民登山教室実技②
２８ 姫路市民登山教室
（書写山）
３～７ 全国高校総体登山大会（鈴鹿）
８～１０ 県高体連登山大会（氷ノ山）

２ スタッフ会議
１６ 年末掃除・ホールド付け替え

２ 姫路市民登山教室実技③
４ 運営委員会
（高御位山）
６ 運営委員会
２９ 技術講習会・・器具庫点検
３０ 雪彦山遭難救助訓練

１ 運営委員会
１１ 姫路市登山大会（三草山）

２７～２８ 岳連記念山行
＊ 雪彦山清掃登山
（氷ノ山・三室山）

２３～２４ 高体連近畿登山大会
（京都・鞍馬）
２８～２９ 福井国体
２９ 県高等学校スポーツクライミング
近畿ブロック大会（和歌山）
大会（グラビティ姫路）
⑥
６／２７
⑦
４／２５
⑧
１／２９
⑨
５／２６
⑩
３／３１
２～３ 福井国体リハーサル大会
１～２ 日山協 無雪期
５～７ 福井国体山岳競技会
２～３ 指導員総会
１１～１３ JOCジュニアオリンピック
レスキュー講習会（文登研）
（池田市）
１０ 総会・理事会
カップ（富山南砺市） ９ 福井国体山岳競技会抽選会
１６～１８ 全日本登山大会（京都） ２１～２２ サテライトセミナー
１４～１６ JMSCAセッター研修会
（東京）
２３～２４ 日山協遭対委員会総会
・オリンピックセンター １９～２２ ジュニア立山登山教室 １５～１７ 安全登山指導者講習会
（埼玉）

６ 運営委員会
６ 支部納山祭 （場所未定）

７ 運営委員会

７ 運営委員会

７ 運営委員会

１７ 山友の集い・冬山
１９～２０ 冬山入門講座
（東尾根～戸倉峠） （４／６ 支部総会）
（大山） ＊ 姫路城マラソンボランティア

１１ 近畿高等学校スポーツクライミング
大会(大阪啓光学園人工壁) ２２～２３ 全国高等学校選抜
＊ 5支部合同登山大会
クライミング選手権大会
（埼玉 加須市）
⑪
７／２８
⑫
５／＊
① ９／３０
３～４サテライトセミナー（名古屋）
４ 理事会
２３～２４ 全国高等学校選抜
１７～１９ 安全登山指導者講習会
クライミング選手権大会
１２ 新春懇談会
（沖縄）
（埼玉 加須市）
２３～２５ 自然保護委員総会
２４～２６ セッター研修会
２５～２７日山協 積雪期レス
キュー講習会（谷川岳土合）

②

６／２７

９～１１ 積雪期基礎講習会
１６～１７ 氷雪技術（大山）
１７ 全国理事長会議

③
６／２７
２～３ リードジャパンカップ
競技大会
２３～２５ リードユース日本
選手権大会

