
白馬岳白馬岳白馬岳白馬岳にににに登登登登ろうろうろうろう！！！！

平成 年度県岳連登山教室平成 年度県岳連登山教室平成 年度県岳連登山教室平成 年度県岳連登山教室25

申し込み ５月 日～６月 日申し込み ５月 日～６月 日申し込み ５月 日～６月 日申し込み ５月 日～６月 日15 15
実 施 ８月 ３日～４日実 施 ８月 ３日～４日実 施 ８月 ３日～４日実 施 ８月 ３日～４日

白馬岳山頂を望む白馬岳山頂を望む白馬岳山頂を望む白馬岳山頂を望む

北アルプスの白馬岳( )に登って見ませんか。夏の白北アルプスの白馬岳( )に登って見ませんか。夏の白北アルプスの白馬岳( )に登って見ませんか。夏の白北アルプスの白馬岳( )に登って見ませんか。夏の白2932m
しろうまだけ

馬岳は、たくさんの花々が咲き乱れる高山植物の楽園です。馬岳は、たくさんの花々が咲き乱れる高山植物の楽園です。馬岳は、たくさんの花々が咲き乱れる高山植物の楽園です。馬岳は、たくさんの花々が咲き乱れる高山植物の楽園です。

盛夏なお残る大雪渓を登り、山頂の山小屋に宿泊。昨夏、テ盛夏なお残る大雪渓を登り、山頂の山小屋に宿泊。昨夏、テ盛夏なお残る大雪渓を登り、山頂の山小屋に宿泊。昨夏、テ盛夏なお残る大雪渓を登り、山頂の山小屋に宿泊。昨夏、テ

レビで萩原智子さんも泊まっていたあの山小屋です。レビで萩原智子さんも泊まっていたあの山小屋です。レビで萩原智子さんも泊まっていたあの山小屋です。レビで萩原智子さんも泊まっていたあの山小屋です。

翌日は白馬三山を縦走し、日本最高所の温泉、白馬鑓温泉翌日は白馬三山を縦走し、日本最高所の温泉、白馬鑓温泉翌日は白馬三山を縦走し、日本最高所の温泉、白馬鑓温泉翌日は白馬三山を縦走し、日本最高所の温泉、白馬鑓温泉

を経由して下山します。静岡県山岳連盟所属山岳会のベテラを経由して下山します。静岡県山岳連盟所属山岳会のベテラを経由して下山します。静岡県山岳連盟所属山岳会のベテラを経由して下山します。静岡県山岳連盟所属山岳会のベテラ

ンがご案内します。ンがご案内します。ンがご案内します。ンがご案内します。

タカネツメクサタカネツメクサタカネツメクサタカネツメクサ詳細は、別紙募集要項をご覧ください！詳細は、別紙募集要項をご覧ください！詳細は、別紙募集要項をご覧ください！詳細は、別紙募集要項をご覧ください！

山頂の夜明け山頂の夜明け山頂の夜明け山頂の夜明け

主催 静岡県山岳連盟主催 静岡県山岳連盟主催 静岡県山岳連盟主催 静岡県山岳連盟大雪渓を登る大雪渓を登る大雪渓を登る大雪渓を登る



ー平成 年度登山教室募集要項ーー平成 年度登山教室募集要項ーー平成 年度登山教室募集要項ーー平成 年度登山教室募集要項ー白馬岳に登ろう！白馬岳に登ろう！白馬岳に登ろう！白馬岳に登ろう！ 25

し ろ う ま だ け

主催 静岡県山岳連盟主催 静岡県山岳連盟主催 静岡県山岳連盟主催 静岡県山岳連盟

この登山教室は静岡県山岳連盟が主催し、広く県民の皆様に山登りのすばらしさを体験していただくとともに、この登山教室は静岡県山岳連盟が主催し、広く県民の皆様に山登りのすばらしさを体験していただくとともに、この登山教室は静岡県山岳連盟が主催し、広く県民の皆様に山登りのすばらしさを体験していただくとともに、この登山教室は静岡県山岳連盟が主催し、広く県民の皆様に山登りのすばらしさを体験していただくとともに、

安全登山の知識と技術を身につけていただくために行います。北アルプスの名峰白馬岳登頂を目的としますが、下安全登山の知識と技術を身につけていただくために行います。北アルプスの名峰白馬岳登頂を目的としますが、下安全登山の知識と技術を身につけていただくために行います。北アルプスの名峰白馬岳登頂を目的としますが、下安全登山の知識と技術を身につけていただくために行います。北アルプスの名峰白馬岳登頂を目的としますが、下

しろうま

記のとおり、２回の事前学習会と１回の実習登山、合わせて４回のシリーズとなっています。記のとおり、２回の事前学習会と１回の実習登山、合わせて４回のシリーズとなっています。記のとおり、２回の事前学習会と１回の実習登山、合わせて４回のシリーズとなっています。記のとおり、２回の事前学習会と１回の実習登山、合わせて４回のシリーズとなっています。

白馬岳( )は高山植物の宝庫と言われ、また、盛夏なお残る大雪渓も魅力の一つです。多くの方々のご参加白馬岳( )は高山植物の宝庫と言われ、また、盛夏なお残る大雪渓も魅力の一つです。多くの方々のご参加白馬岳( )は高山植物の宝庫と言われ、また、盛夏なお残る大雪渓も魅力の一つです。多くの方々のご参加白馬岳( )は高山植物の宝庫と言われ、また、盛夏なお残る大雪渓も魅力の一つです。多くの方々のご参加2932m
しろうまだけ

をお待ちしています。をお待ちしています。をお待ちしています。をお待ちしています。

１登山教室実施計画(原則として、下記全ての講座に継続参加をお願いします 。)１登山教室実施計画(原則として、下記全ての講座に継続参加をお願いします 。)１登山教室実施計画(原則として、下記全ての講座に継続参加をお願いします 。)１登山教室実施計画(原則として、下記全ての講座に継続参加をお願いします 。)。。。。

・第１回学習講座 ６月 日(木) ～ (受付 ～ )・第１回学習講座 ６月 日(木) ～ (受付 ～ )・第１回学習講座 ６月 日(木) ～ (受付 ～ )・第１回学習講座 ６月 日(木) ～ (受付 ～ )27 19:00 21:00 18:30 19:00

※会場 静岡市民文化会館第２会議室(静岡市葵区駿府町 )※会場 静岡市民文化会館第２会議室(静岡市葵区駿府町 )※会場 静岡市民文化会館第２会議室(静岡市葵区駿府町 )※会場 静岡市民文化会館第２会議室(静岡市葵区駿府町 )2-90

※内容 「夏山登山の基本装備と使い方 「読図の基本を知る」※内容 「夏山登山の基本装備と使い方 「読図の基本を知る」※内容 「夏山登山の基本装備と使い方 「読図の基本を知る」※内容 「夏山登山の基本装備と使い方 「読図の基本を知る」」、」、」、」、

・第１回実技講座 ７月 日(日) 静岡市安倍奥山伏岳( )・第１回実技講座 ７月 日(日) 静岡市安倍奥山伏岳( )・第１回実技講座 ７月 日(日) 静岡市安倍奥山伏岳( )・第１回実技講座 ７月 日(日) 静岡市安倍奥山伏岳( )21 2014m

※山伏岳は安倍奥の最高峰です。この時期、高原状の伸びやかな山頂には、美しいヤナギランが咲き乱れ、南アル※山伏岳は安倍奥の最高峰です。この時期、高原状の伸びやかな山頂には、美しいヤナギランが咲き乱れ、南アル※山伏岳は安倍奥の最高峰です。この時期、高原状の伸びやかな山頂には、美しいヤナギランが咲き乱れ、南アル※山伏岳は安倍奥の最高峰です。この時期、高原状の伸びやかな山頂には、美しいヤナギランが咲き乱れ、南アル

プスと富士山の素晴らしい展望が楽しめます。この登山で、装備の使い方と読図の基本等を学びます。プスと富士山の素晴らしい展望が楽しめます。この登山で、装備の使い方と読図の基本等を学びます。プスと富士山の素晴らしい展望が楽しめます。この登山で、装備の使い方と読図の基本等を学びます。プスと富士山の素晴らしい展望が楽しめます。この登山で、装備の使い方と読図の基本等を学びます。

・第２回学習講座 ７月 日(木) ～ (受付 ～ )・第２回学習講座 ７月 日(木) ～ (受付 ～ )・第２回学習講座 ７月 日(木) ～ (受付 ～ )・第２回学習講座 ７月 日(木) ～ (受付 ～ )25 19:00 21:00 18:30 19:00

※会場 静岡市民文化会館第２会議室 内容 「夏山の気象 「歩行技術と安全対策」※会場 静岡市民文化会館第２会議室 内容 「夏山の気象 「歩行技術と安全対策」※会場 静岡市民文化会館第２会議室 内容 「夏山の気象 「歩行技術と安全対策」※会場 静岡市民文化会館第２会議室 内容 「夏山の気象 「歩行技術と安全対策」」、」、」、」、

・第２回実技講座 ８月３日(土)～４日(日) 北アルプス白馬岳( )・第２回実技講座 ８月３日(土)～４日(日) 北アルプス白馬岳( )・第２回実技講座 ８月３日(土)～４日(日) 北アルプス白馬岳( )・第２回実技講座 ８月３日(土)～４日(日) 北アルプス白馬岳( )2932m

※(行程)８月３日 静岡～猿倉(登山口)～白馬大雪渓～白馬岳山頂(山小屋泊)※(行程)８月３日 静岡～猿倉(登山口)～白馬大雪渓～白馬岳山頂(山小屋泊)※(行程)８月３日 静岡～猿倉(登山口)～白馬大雪渓～白馬岳山頂(山小屋泊)※(行程)８月３日 静岡～猿倉(登山口)～白馬大雪渓～白馬岳山頂(山小屋泊)

８月４日 宿舎～白馬三山縦走～白馬鑓温泉～猿倉～静岡８月４日 宿舎～白馬三山縦走～白馬鑓温泉～猿倉～静岡８月４日 宿舎～白馬三山縦走～白馬鑓温泉～猿倉～静岡８月４日 宿舎～白馬三山縦走～白馬鑓温泉～猿倉～静岡

２参加費用 円［講座受講費、実習登山の傷害保険料、山小屋宿泊費(１泊３食付き)、その他事務諸経費］２参加費用 円［講座受講費、実習登山の傷害保険料、山小屋宿泊費(１泊３食付き)、その他事務諸経費］２参加費用 円［講座受講費、実習登山の傷害保険料、山小屋宿泊費(１泊３食付き)、その他事務諸経費］２参加費用 円［講座受講費、実習登山の傷害保険料、山小屋宿泊費(１泊３食付き)、その他事務諸経費］22000

※実習登山の交通費は含まれません。※実習登山の交通費は含まれません。※実習登山の交通費は含まれません。※実習登山の交通費は含まれません。

※第１回学習会会場で徴収致します。なお、納入された参加費は、参加者本人のご都合による講座欠席等※第１回学習会会場で徴収致します。なお、納入された参加費は、参加者本人のご都合による講座欠席等※第１回学習会会場で徴収致します。なお、納入された参加費は、参加者本人のご都合による講座欠席等※第１回学習会会場で徴収致します。なお、納入された参加費は、参加者本人のご都合による講座欠席等

に対しては返金できません。に対しては返金できません。に対しては返金できません。に対しては返金できません。

３募集人数 ～ 人程度３募集人数 ～ 人程度３募集人数 ～ 人程度３募集人数 ～ 人程度10 20

４参加資格 県内に居住あるいは通勤・通学する成人で健康な方。但し、第１回実技講座の結果、体力的に明ら４参加資格 県内に居住あるいは通勤・通学する成人で健康な方。但し、第１回実技講座の結果、体力的に明ら４参加資格 県内に居住あるいは通勤・通学する成人で健康な方。但し、第１回実技講座の結果、体力的に明ら４参加資格 県内に居住あるいは通勤・通学する成人で健康な方。但し、第１回実技講座の結果、体力的に明ら

かに無理と思われる方には、ご辞退頂く場合があります。かに無理と思われる方には、ご辞退頂く場合があります。かに無理と思われる方には、ご辞退頂く場合があります。かに無理と思われる方には、ご辞退頂く場合があります。

５指導者 静岡県山岳連盟所属山岳会のベテラン会員５指導者 静岡県山岳連盟所属山岳会のベテラン会員５指導者 静岡県山岳連盟所属山岳会のベテラン会員５指導者 静岡県山岳連盟所属山岳会のベテラン会員

６申し込み 別紙申込書に必要事項を記入の上、下記宛、郵送でお申し込みください。なお、応募者多数の場合６申し込み 別紙申込書に必要事項を記入の上、下記宛、郵送でお申し込みください。なお、応募者多数の場合６申し込み 別紙申込書に必要事項を記入の上、下記宛、郵送でお申し込みください。なお、応募者多数の場合６申し込み 別紙申込書に必要事項を記入の上、下記宛、郵送でお申し込みください。なお、応募者多数の場合

は、先着順とさせて頂きます。は、先着順とさせて頂きます。は、先着順とさせて頂きます。は、先着順とさせて頂きます。

※申し込み先 〒 静岡市駿河区八幡 丁目 滝田宅内 静岡県山岳連盟※申し込み先 〒 静岡市駿河区八幡 丁目 滝田宅内 静岡県山岳連盟※申し込み先 〒 静岡市駿河区八幡 丁目 滝田宅内 静岡県山岳連盟※申し込み先 〒 静岡市駿河区八幡 丁目 滝田宅内 静岡県山岳連盟422-8076 3 1-17

※申し込み期間 ５月 日(水)～６月 日(土)※申し込み期間 ５月 日(水)～６月 日(土)※申し込み期間 ５月 日(水)～６月 日(土)※申し込み期間 ５月 日(水)～６月 日(土)15 15

７問い合わせ先 〒 藤枝市岡部町内谷 小田直美(静岡県山岳連盟常任理事)７問い合わせ先 〒 藤枝市岡部町内谷 小田直美(静岡県山岳連盟常任理事)７問い合わせ先 〒 藤枝市岡部町内谷 小田直美(静岡県山岳連盟常任理事)７問い合わせ先 〒 藤枝市岡部町内谷 小田直美(静岡県山岳連盟常任理事)421-1131 573-8

090-8736-4277 E-mail mmtcn183@yahoo.co.jp℡℡℡℡

キリトリキリトリキリトリキリトリ

申し込み用紙申し込み用紙申し込み用紙申し込み用紙

氏 名 性別 生年月日 年 月 日氏 名 性別 生年月日 年 月 日氏 名 性別 生年月日 年 月 日氏 名 性別 生年月日 年 月 日T, S ,H
ふ り が な

住 所住 所住 所住 所

FAX電話番号電話番号電話番号電話番号

E-mail携帯番号携帯番号携帯番号携帯番号

緊急連絡先 (氏名) (続柄) (電話番号)緊急連絡先 (氏名) (続柄) (電話番号)緊急連絡先 (氏名) (続柄) (電話番号)緊急連絡先 (氏名) (続柄) (電話番号)

(上記と異なる場合のみ)(上記と異なる場合のみ)(上記と異なる場合のみ)(上記と異なる場合のみ)

登山経験の登山経験の登山経験の登山経験の

有無有無有無有無


