
2020/11/19：改訂

常任理事会 高 体 連

理事会など 企　画 指　導 遭　対 自然保護　 SC普及/強化 ジュニア

 　 　 　
4/18 令和2年度総
会

4/11 全国競技委員長会議 (AP浜松町)⇒中止

　　　(名古屋/名工大） 4/21 春山遭難対策会議 　4/21 第1回登山部委員会  (県教育会館) 4/11-12 第33回リードジャパンカップ(加須)⇒延期　

書面審議 (名古屋/名工大）

5/12 第1回常任 5/19 読図講習会・机上 5/9-10 第50回自然観察会 5/2-3 第1回強化合宿[L,B,S]（？） 5/9-10 氷雪技術研修会（富士山） 　

(名古屋/OMC)  (名古屋/名工大) 5/26 第1回登山勉強会 (国立乗鞍青少年交流の家） 5/16-17 コンバインドジャパンカップ（盛岡）⇒延期 5/16-21 リーダー春山（剣岳）

web会議 5/24 読図講習会・初級 （名古屋/名工大） 5/23-24 ボルダリング・ユース日本選手権 (鳥取）⇒延期 

(名古屋/大高緑地) 5/26 第1回登山勉強会 5/30-31 県高校総体 (県民の森） 5/23-24 国体予選会リード・ボルダ

（豊橋/豊城地区市民館） (安八スカイウォール・ぴなくる2） 

6/2 第2回常任 6/6 第1回県民登山岩登り教室 6/6-7 全国指導委員長会議（東京海員会館）⇒中止 

(名古屋/OMC) 　(名古屋/名工大） 6/13-14 第75回鹿児島国体リハーサル大会・第7回 　

web会議 日本学生SC対抗選手権大会

　 6/7 読図講習会・中級  6/19-21東海総体 (三重県) 6/27-28 遭難対策研修会兼全国遭難対策委員長会議 6/20-21 安全サテライト（宮
城）

6/16 第1回理事会  (豊田/猿投山)
6/20 確保技術 研修会(豊田/鞍ヶ
池)

 6/27-28 国際・アルパインクライミング委員会全体 　

　　　(名古屋/名工大） 6/20-21 第2回県民登山岩登り教室 6/21 確保技術 講習会(豊田/鞍ヶ
池)

 会議（仮称）兼第59回海外登山技術研究会

書面審議 (豊田/鞍ヶ池) 6/27 指導員総会 　　 （福井） 　

    確保技術 研修会、講習会と同日合同開催 (刈谷/アイリスホール )

7/7　第3回常任 7/4 第3回県民登山岩登り教室 7/4-5 第2回強化合宿[L,B]  

(名古屋/OMC) (予備日7/5)（豊田/南山） （関東）⇒実施検討中 7/10-12 高等学校等登山指導者

web会議 　 7/18-19 東海ブロック (愛知) 夏山研修会 (研修所)

7/25 第4回県民登山岩登り教室 　 　

(予備日7/26)（豊田/南山） 　

8/4 第4回常任 8/4-7 オリンピック・スポーツクライミング

(web会議) 　 　 約1年延期(2021/8/3-5) (東京) 　

 　 8/20-24 全国高等学校登山大会 8/19-24 リーダー夏山（剣岳）

8/18 第2回理事会 8/23 少年少女登山教室 (鈴鹿)  8/22 SC確保講習会 (群馬県 みなかみ町，片品村)

(書面審議 ） 　 （岡崎/暮らしの杜）

9/1 第5回常任  　 9/11-13　山岳レスキュー講習会西部 9/19-21安全登山指導者研修会

(web会議) 　 9/15 第2回登山勉強会 9/19-20 第1回強化合宿[L,B] （国立登山研修所） ・東部地区（福井）

　 　 (webを利用しての開催を検討) (桜ヶ池) 9/19-21 JOCジュニアオリンピックカップ 　

9/26 第5回県民登山岩登り教室 9/25 第2回登山勉強会 　9/28-10/2 山岳遭難救助研修1

(予備日9/27)（豊田/南山） (webを利用しての開催を検討) （研修所）

10/6 第6回常任 10/3 第6回県民登山岩登り教室  10/3,4 救助技術 研修・講習会 10/4-6 鹿児島国体 (南さつま）  10/4-6 第75回鹿児島国体 (南さつま） 10/11 委嘱講師研修会 (研修所）

(web会議) (予備日10/4)（鈴鹿/御在所） (webを利用しての開催を検討) 2023年に延期  2023年に延期 10/12-16 山岳遭難救助研修2

 　 　 　 　 10/10-12 第8回リードユース日本選手権南砺大会 (富山) （研修所）

10/20 第3回理事会 10/25 第51回自然観察会 　 10/24 秋期登山講習 (本宮山) 10/13-15 令和2年度ルートセッター研修会検定会 (富山) 10/26-30 山岳遭難救助技術研修会 (研修所)

(書面審議) (タンナカ高原)  　 10/18 令和2年度遭難対策研修会 (沖縄)   10/31－11/1 安全登山サテライト

 10/24-25 令和2年度夏山リーダー養成講習会1 (神奈川) （兵庫）

11/10 第7回常任 　 11/8 遭難防止啓発活動 　 11/3 第11回全国高等学校選抜 クライミング選手権・合同予選会 11/6 愛知県山岳遭難対策協議会 (愛知県庁) 　

 (web会議) 　 (鈴鹿　御在所) 　 (浜松スクエアクライミングセンター) 11/7 第9回鈴鹿山系連絡協議会 (滋賀  道の駅 永源寺源流の里) 　

   11/7 2020年度パラクライミングジャパンシリーズ第1戦 (神奈川)11/21-23 安全登山指導者研修会

11/27 第24回遭難を考える講演会 11/21-22 第2回強化合宿[L,B] 11/７新人大会  (本宮山） 11/7-8 令和2年度夏山リーダー養成講習会2 (神奈川) ・西部地区（香川）

(webを利用して開催) (東京、埼玉) 11/14-15 登攀技術研修会,主任検定員養成講習会(A),コーチ2養成講習会 (広島） 　

12/1 第8回常任 12/? 登山勉強会 　  　 12/5-6 上級登山指導者リスマネ研修会

 (web会議) (webを利用して安全登山講座) 　 ?/? 第3回強化合宿[L,B] 12/? 東海連絡協議会 （三重） (兵庫県民会館)

 12/15 冬山遭対会議 (書面審議) (期日場所 未定) 12/? ボルダリングジャパンツアー（岡崎） 12/19-20 安全登山サテライト

　 12/26-27 全国高等学校選抜SC選手権大会 12/26-27 全国高等学校選抜SC選手権大会（加須） (オンラインセミナー）

?/? 第4回強化合宿[L,B] （加須）

(期日場所 未定)

1/5 第9回常任(web会議) ?/? 第5回強化合宿[L,B] ?/? 東海地区正副理事長会議　(愛知 期日未定)

1/19 第4回理事会 1/9 指導員集会 (検討中) (期日場所 未定) 1/12 第2回登山部委員会　(県教育会館)　 1/23-24 ボルダリングジャパンカップ（駒沢）

(名工大、書面審議、 　 ?/? 第6回強化合宿[L,B] 1/29-31 積雪期山岳レスキュー講習会 東部地区

web会議　検討中） (期日場所 未定) （群馬 土合山の家）

2/2 第10回常任 2/9 第3回登山勉強会 　 　

(名古屋/OMC) （名古屋/名工大） 2/13-14 氷雪技術研修会（鳥取 大山） 2/13-14 上級登山指導者リスマネ研修会

　 2/16 第3回登山勉強会 2/16 自然保護委員総会 2/6-7 リードジャパンカップ（印西） (近畿)

　 （豊橋/豊城地区市民館） 　　　　　　(名古屋/名工大) 2/20-22 全日本登山大会・千葉大会 (延期) 2/20-22 積雪期登山基礎講習会

2/27-28 冬山 研修・講習会  (研修所)

(大日ヶ岳) 

3/2 第11回常任 3/6 愛知山岳マラソン2021 3/6-7 スピードジャパンカップ（未定） 3/8-10 委嘱講師研修会 (研修所）

(名古屋/OMC) 　　　　（豊田/猿投山） *指導員 養成講習会＆検定を実施予定 　 3/11-16 登山リーダー冬山研修会(大日岳)

3/16 第5回理事会 (期日場所 未定) 3/?-? 国体予選会[L,B] 　

(名古屋/名工大） 　 　 3/27-28 リードユース日本選手権（印西） 　

　 　 　

　このような場合、速やかに愛知岳連ホームページに掲載すると共に、事務局より各山岳会理事宛にメール等でご連絡いたします。

岳　連　行　事
日本山岳SC協会など 国立登山研修所

令和2年度 愛知県山岳連盟行事計画(案)

　新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、愛知岳連が主催する行事の中止・延期・規模縮小等を行なう事があります。

※取り消し線（横線）を重ねた行事については，新型コロナウイルス感染症防止の観点から，中止いたします．


