
2022/1/18+:改訂

常任理事会 高 体 連

理事会など 企　画  など 指　導 遭　対 自然保護　 SC普及/強化 ジュニア

 　 4/18 春の安全登山と自然保護啓発活動 　

4/17 令和3年度総会  (鈴鹿/御在所岳周辺 三重岳連と共同) 　

(web会議) 4/20 春山遭難対策会議 (web会議) 4/20 第1回登山部委員会 (県教育会館) 4/24-25 第7回ボルダリングユース日本選手権

    (鳥取)

  5/8-9 第52回自然観察会 5/1-2 東海SCコンペ(国体 愛知県予選会を兼ねる)

5/11 第1回常任 5/18 読図講習会・初級 (web)  (宇津江48滝、乗鞍青少年交流の家） 　 (岐阜) 5/22-23 安全登山サテライトセミナー 

(web会議) 5/25 読図講習会・中級 (web)   5/8-9 夏山リーダー養成講習会 (神奈川) オンライン (web)

5/30 読図講習会・実技 5/25 指導員意見交換会1 (web)  5/29 県高校総体 (本宮山） 5/17 SC医科学委員会 (Web)

(名古屋/大高緑地公園)  5/29-30 第9回リードユース日本選手権 (富山)  

6/1 第2回常任 6/6 全国指導委員長会議 (web会議)

(web会議) 　 6/5-6 夏山リーダー養成講習会(神奈川)

  6/18-19 コンバインドジャパンカップ (盛岡)

　  6/20 第1回強化合宿[B]  

6/15 第1回理事会  6/19-20 確保技術 研修・講習会   (ロックメイト松井山手、ロックメイト大津) 6/20 JMSCA総会 (web) 6/19-20 安全登山サテライトセミナー 

(web会議) (豊田/鞍ヶ池公園) 　 6/18-20 東海高校総体 (三重県) 宮城 (宮城県教育会館)

 6/27 指導員総会 (web会議) 　 　　 6/26 遭難対策研修会兼全国遭難対策委員長会議

 　  (web)

7/6 第3回常任 7/4 第2回強化合宿[B]
　　　　　(ロックメイト大津）

7/4 高等学校登山指導者

(web会議) 7/20 読図講習会 (web)　 7/6 第3回強化合宿[L] 　 オンラインセミナー (web)

　  (スクエアクライミングセンター) 

 　 7/11 第4回強化合宿[B] 7/16 全国遭難対策協議会 (web、東京) 　

7/19 第1回法人化準備委員会  (クライミングジムノット) 7/18-19 東海ブロック大会 (静岡) 7/9-10 高等学校等登山指導者

 (web)　 7/11 第5回強化合宿[B,L] 夏山研修会 (室堂周辺）

  (クライミングジムJAM) 

7/22 第2回法人化準備委員会 7/28 愛知県遭難対策協議会 7/28 第6回強化合宿[B,L,S] 

 (名古屋/名工大)　 　 (名古屋/愛知県庁)  （グラビティリサーチサンガスタジアム） 　 　

8/3 第4回常任 8/5 第7回強化合宿[L] 8/3-6 オリンピック/スポーツクライミング (東京)

(web会議) (KO-WALL滋賀リード)

　 　 8/22-23 第8回強化合宿[L,B] 8/20-24 全国高等学校登山大会  

 　  (ベースキャンプ入間、ベースキャンプ飯能) (福井県 勝山市)

8/17 第2回理事会 8/22 少年少女登山教室  8/28 SC確保講習会 8/27 夏期登山大会 (県民の森)  8/21-22 夏山リーダー養成講習会 実技講習1 (広島)   8/18-23 登山リーダー夏山研修会

(web会議)  (鈴鹿/朝明渓谷) 　   (期日などを再検討中　岡崎/暮らしの杜) (登山研修所、剱岳周辺)

9/7 第5回常任 9/2 第3回法人化準備委員会(web)

(web会議)  9/14 第2回-1登山勉強会 (web)  

　 9/9 第4回法人化準備委員会(web)9/21 第2回-2登山勉強会 (web)  9/25-27 第59回全日本登山大会 (新潟)

   9/? 山岳レスキュー講習会・西部地区 (富山) 9/18-19 上級登山指導者リスクマネジ

9/30 第5回法人化準備委員会(web) 9/25 夏山リーダー養成講習会 実技講習2 (広島)   メント研修会 (兵庫 神戸登山研修所)

10/5 第6回常任  10/2-3 救助技術 研修・講習会 10/2-3 第9回強化合宿［B,L］  10/1-3 三重国体 (三重/菰野町) 10/11-15 山岳遭難救助研修会1

(web会議)  (場所未定 少人数で回数を分けて実施)  (クライミングジム JAM)  (登山研修所、周辺山域)

 10/18 第6回法人化準備委員会(web) 　 　 10/10 第10回・11回強化合宿[L]  10/9 SC主任検定員養成講習会 (東京)

 (ブルーキャニオン)

10/19 第3回理事会 10/24 第53回自然観察会 10/22-24 第12回強化合宿[B] 10/23 新人大会 踏査・設営審査など 　 10/23 安全登山指導者研修会 

(web会議)  (B-PUMP荻窪、ROCKY新宿曙橋店) (本宮山) ・東部地区 (web)

　  (場所未定) 10/31 第13回強化合宿[L] 　10/30 SC主任検定員養成講習会 (兵庫)  

  (スクエアクライミングセンター) 10/30-31 夏山リーダー養成講習会・机上 (神奈川)

11/2 第7回常任 11/1 第7回法人化準備委員会(web)　  11/7 第14回強化合宿[B] 11/3 全国選抜SC選手権大会合同予選会 11/6 鈴鹿山系連絡協議会 (三重) 11/1-5 山岳遭難救助研修会2

 (web会議) (ロックメイト大津) (浜松スクエアクライミングセンター) 11/6 秋の安全登山と自然保護啓発活動 (三重) (登山研修所、周辺山域)

11/13 第15回強化合宿[L] (ブルーキャニオン) 11/6-7 登攀技術研修会 (埼玉) (詳細不明)

 　   　　 11/13-14 夏山リーダー養成講習会・実技 (神奈川)   　

11/15 第8回法人化準備委員会(web)　  11/27 第16回強化合宿[L]  (ブルーキャニオン) 11/6am 秋期登山講習会 知識 (西尾高校) 11/? 海外登山懇談会 (東京) (詳細不明)

11/26 第25回遭難防止を考える 11/27-28 第17回強化合宿[B] 11/6pm 新人大会 知識  (西尾高校) 11/13-14 自然保護委員総会 (東京) (延期) 11/20-22 安全登山指導者研修会 

11/29 第9回法人化準備委員会(web) 講演会 (web)  (B-PUMP荻窪、Base Camp新宿) 11/27-28 夏山リーダー養成講習会 (神奈川) ・西部地区 (佐賀)

12/7 第8回常任 　 　 12/4 第18回強化合宿[L] 12/4-5 東海連絡協議会（愛知） 12/5 高等学校登山指導者オンライン

 (web会議) 12/13 第10回法人化準備委員会(web) 　 　  (スクエアクライミングセンター)  セミナー (web)

  12/18-19 第19回強化合宿[L] 12/25-26 第12回全国高等学校選抜 　

 12/14 冬山遭難対策会議 (web会議)   (ブルーキャニオン) SC選手権大会 12/18-19 第7回ボルダリングユース日本選手権 12/18-19 安全登山サテライトセミナー 

  （加須） (鳥取)  (東京 オリセン)

 

 

1/11 第9回常任 1/10 第11回法人化準備委員会(web) 1/13 指導員集会 1/15-16 第20回強化合宿[B] 1/15-16 JMSCA競技委員会東海ブロック (岐阜)

 (web会議) 1/17 第12回法人化準備委員会・財務規定(web) (刈谷/アイリスホールにて実施検討中 )  (B-PUMP荻窪、Base Camp新宿) 1/18 第2回登山部委員会 (県教育会館)　 1/22 JMSCA公認とこまるカップスポーツクライミング大会/リード

1/25 第4回理事会 1/24 第13回法人化準備委員会(web)  1/15-16 第21回強化合宿[L,B] (KO-WALL滋賀リード店)

 (web会議)  (ベースキャンプ入間、B-PUMP荻窪) 1/28-30 山岳レスキュー講習会・積雪期 (群馬)

1/29-30 第22回強化合宿[B]

 (ロックメイト松井山手、ロックメイト大津) 

2/1 第10回常任 2/?  第3回登山勉強会 2/5-6 氷雪技術研修会 (鳥取)

 (web会議) （web 期日検討中） 2/5-6 第23回強化合宿[B] 2/5-6 第17回ボルダリングジャパンカップ (三重)2/11-13 積雪期登山基礎講習会

　 　 2/18 自然保護委員総会  (ロックメイト松井山手、ロックメイト大津) 2/12-14 第35回リードジャパンカップ (印西) (登山研修所、周辺山域)

　 2/26-27? 冬山 研修・講習会  (名古屋OMC) 2/12-13 第24回強化合宿[未定] 2/12 登山普及情報交換会 (東京)

(大日ヶ岳?) 2/19-20 第25回強化合宿[未定] 2/13 全国理事長会議 (東京)

(期日、場所検討中) 2/26-27 第26回強化合宿[未定] 2/26 JMSCA公認とこまるカップスポーツクライミング大会/ボルダ

?/? 指導員意見交換会2 (web) (サニー・ディッパー玉城店)

　

3/1 第11回常任 3/5 愛知山岳マラソン2022

 (web会議) (豊田/猿投山) *指導員 養成講習会＆検定を実施予定 3/12-13 ボルダリングジャパンカップ (駒沢)

3/15 第5回理事会 (開催可否は2022/1/11に決定 開催スタイル検討中) (期日場所 未定) 3/13-18 登山リーダー冬山研修会

 (web会議) ＊次年度に県民岩登り教室を実施 ＊web勉強会 (ひと月に1回程度 詳細未定) 3/19-20 スピードジャパンカップ (昭島) (登山研修所、大日岳周辺)

　 するための活動(web、期日場所 未定) 　 3/20-21 登攀技術研修会・講習会　(埼玉)

　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連絡します。

岳　連　行　事
日本山岳SC協会など 国立登山研修所

令和3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。


