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三重県山岳連盟 平成 30 年度第 3 回（ 6月）理事会報告 

日時 平成 30 年 6 月 28 日（木）19 時～21 時 場所 鈴鹿市文化会館 第 5 研修室 

出席者：西、葛原、松尾、戸田（高体連）酒井（やまびと）根本、太田、岡田、鈴木、森（東芝）草川、

稲垣（五目）小古、小寺教夫、諸岡、小寺光紀（朝明）橋川（鈴鹿山）赤塚（津峠）水谷（ひさい）杜多、

渡辺（松阪）木村（三重大）萩、加藤、宮崎、原（かもしか） 

委任：黒田（東芝）田中（五目）今井（鈴鹿ア） 

欠席：佐藤（桑名山歩）佐藤（菰野）水谷（朝明）宮澤（松阪）上岡（大台） 

 

冒頭 会長挨拶 

○案件都度決済について 

会長になり、こんなにも仕事がどんどんくるのかなと正直と思っています。事前にわかっている案件に

ついては情報を流し、理事会でご審議いただいて、決めなければならないことは決めて即行動に移せる

よう処理していきたいので協力お願いします。 

○団体名称変更について 

日山協が日本山岳・クライミング協会と変わって、全国の加盟団体も 6 件ほど名称が変わっており、三

重県としても逐次その名前に変えていきたい。正式な切替は先となりますが、現在制作中の封筒から「三

重県山岳・スポーツクライミング連盟」へ変え、逐次変更していきます。 

○水谷潔名誉会長の受勲の件 

春の旭日双光章授与伝達式が無事終了したこと。祝賀会については、他も断っているので、岳連での開催

も辞退したいこと。今後も岳連からもらえるよう頑張てほしいとのお話をいただいています。 

 

1. 審議事項 

みえこどもの城 クライミング選手権について 

後援依頼の受諾と岳連の公認大会とすることの提案について審議。 

異議なく承認される。 

みえこどもの城 の岳連との関わりについて 

岳連へ加入する形でなく、外部団体（関係団体）として関わりを強化する提案について審議。 

異議無く承認される。 

平成 30 年度国体の三重県代表選手について 

成年男子の寺田信吾選手が手指靭帯損傷で今国体に出られなくなり、三重としては成年競技棄権か、

急ぎ選手の追加予選を行ない国体参加を果たすかの二者択一を迫られている。この件について、日程

も迫っていることから、SC 部選考委員の決定に一任をお願いしたい。 

（質問）予選会の結果はどうなっているのか。過去の出場選手はどうか 

（回答）予選免除の渡部佳太選手以外は寺田選手のみの参加で次点者不在である。過去の選手も見通

しなし 

異議無く承認される。 

2021年度三重国体 リハーサル大会の意向調査について 

内容の確認と三重県山岳連盟としての方向性を確認。 
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 要望等なく承認される。 

2. インターハイ三重大会三重県山岳連盟会員ボランティアのお願い  

6/22～24 の総体拡大事務局会議で提案があり、山岳連盟へぜひ支援してほしいとの協力要請を今理事

会で諮り、各山岳会へ協力をお願いする 

※各会単位で協力できる人を 7/10 までに大会事務局宛て連絡のこと 

 各会の理事代表に依頼メール配信（理事 18001） 

 

3. 10月開催福井国体視察について 

 ・来年は茨城、再来年は鹿児島開催なので、今年の福井での視察が必要。 

 ・10/4（木）～10/7（日）の間で、各会で土・日を中心に日帰りでの視察をお願いしたい。 

 ・平日空いている方は、4日の会議、5日の開会式からの視察をお願いしたい。競技は 5日～7日。 

 ・視察参加者については三重国体本番で中心になって行動してほしい。 

 ・今回視察の上で 2月のブロック研修会を受講していただくと内容がよく理解できる 

（ブロック研修会については 3 年で 150 名程度受講必要。競技関係以外の宿泊・輸送等のスタッフに

ついても受講が必要な為） 

・視察に関して、交通費、宿泊費については、補助金等から岳連で援助予定 

・会場までは四日市から関ケ原経由高速利用で約 2時間半かかる 

※宿泊、配車の手配を考慮の為、各会で 1名以上人選の上、7/10までに理事長までメール連絡のこと 

 各会の理事代表に依頼メール配信（理事 18002） 

 

4. スペシャルオリンピックス日本三重登山支援について 

 ８/25（土）に雲母峰において、知的障がい者の登山を支援 

岳連へ 60 名ほど支援の要請がありましたので、各山岳会で最低 2 名程度（できるだけ多い人数で）の

協力をお願いします。参加者が決まりましたら岡田副理事長までメール連絡お願いします（7 月中に） 

送付先メール；koji2okada@gmail.com  

【件名】8/25 ＳＯ日本三重登山支援の件 【本文】団体名、代表者、代表者連絡先、人数 

  

5. 指導委員会のサポートに参加して頂く各山岳会へ 

5 月理事会で承認された、松阪・やまびと・ひさい・かもしか・五目・東芝の各会でサポート頂ける方

を人選（理事が兼ねるのか他の指導委員の方か。又は辞退）し、報告お願いします。 

 

 

6. 各部・委員会からの報告・動静・依頼等 

【登山部】 

■指導委員会  

（報告） 

 6/2-6/3  全国指導員委員長会議&研修会（東京） 

・2019 年度より始まる JSPO 公認新指導者制度の山岳およびスポーツクライミングのカリキュラム 

mailto:koji2okada@gmail.com?subject=8/25%20ＳＯ日本三重登山支援の件
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・夏山リーダー資格  

一般登山者も対象としたリーダーを育てる制度(スタートコーチ)。UIAA にも準拠。指導員の下位

レベル制度 

  三重山岳連盟としての対応について、指導委員を中心に後日相談させて下さい。 

 ・国体監督はスポーツクライミング指導者に限定する件    

・登攀技術研修会(A 級主任検定員・上級指導員養成講習会)  

 愛知県（10/27～28）開催なので受講チャンスとなる  

（予定） 

 8/18~19   夏山リーダー講師養成講習会 神奈川 出席者検討中 

 8/25      スペシャルオリンピックス日本三重登山支援 雲母峰  

 

〇少年少女登山教室について  

 例年 8月開催だが、今年はＩＨ等で忙しいので秋季（10～11月）に開催とします 

〇スポーツフェスティバルについて  

 一般募集用のポスター、チラシを７月理事会で配布できるよう制作する 

〇ベーシック塾について  

 秋季に単発の登山教室（実習登山）を開催予定。（前回理事会報告済み） 

 

■遭難対策委員会 ・      

（報告） 

 6/3・6/10   セルフレスキュー講習会 尾鷲 

 6/23~24   遭難対策委員総会 欠席（7/11 の協議会で資料を受取るので次回報告） 

 他、登山道整備等 

（予定） 

 7/21  山岳広報活動（県警本部主催） 近鉄湯の山駅、中道 

（遭難事故発生状況） 

 6 月 菰野管内で 3 件発生、すべて無事救出。暑さ及び体力不足が原因。  

 

■自然保護委員会    

（報告）（予定） 報告事項なし  

（募集）自然保護指導員募集  今年度登録分〆切 8月の理事会 

希望者は締め切り前までに事務局又は自然保護委員長まで申し出て下さい、申請書等をお渡ししま

す。 ※日山協の資格です（初回登録 4000円以後 5年毎に更新費 2000円必要） 

 

【ＳＣ部】 ※競技部について、今後はスポーツクライミング（ＳＣ）部と呼称 

（報告） 

 6/9  みえこどもの城 トップロープクライミング体験会  支援 戸田、松尾 

〇三重県の平成 30 年度「チームみえスーパージュニア」指定選手について 
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 U20 枠で山岳競技 田嶋あいか選手が選ばれました。 

（予定） 

 7/14～/15 国体東海ブロック予選会 岐阜市・各務原 加藤・他監督・選手 

   成年女子、少年男女の 3 チーム出場 

 9/8  みえこどもの城 第 14 回クライミング選手権 松阪市 ＳＣ関係者 

 10/4～/7 国体 福井県池田市 役員・他監督・選手 

 10/8  三重交通鈴鹿の杜・ガーデンフェスタ 鈴鹿市 ＳＣ関係者 

 31.2/2～/3 ブロック別研修会 鈴鹿高校 受講者他 

 スポーツの杜鈴鹿主催のクライミング講習会については 9 月を中心に実施予定。 

菰野町の PR イベントに向けて、今後トップロープ確保の研修会を予定。また、岐阜県、愛知県での研

修会の案内も周知します。 

 

【総務部】 

（報告） 

 6/10  日山協 定時総会     亀井 

 6/13  四日市西署・挨拶        菰野 根本・加藤・葛原 

 6/18  三重県体育協会・定時評議員会    津市 松尾 

         ・審議事項 昨年度事業報告・監査報告、定款改正、役員改選 

（予定） 

 7/14～/15 東海ブロック正副会長・理事長会議   岐阜県関市 加藤・亀井 

 事務局 

 〇岳連からのメール配信について 

  理事会に間に合わない案件については、メールで都度案内を送るので各会で対応をお願いしたい。 

  （意見）メールにナンバーを入れてほしい    

   ・【部・委員会名又は理事会】【年度】【通し番号】の形で件名の最初に記入していきます。 

    （例）指導 18001、（指導委員会 2018 年度 1 通目） 

   ・通常の資料配布、案内には特にナンバーは要れません。 

   ・送付先：各会の理事代表のみに配信 

  理事会前の事項案内については理事全員へ配信します。 

  理事会報告については今まで通り、代議員、理事、役員宛に配信します。 

 財務委員会 

（報告） 

 4 月、5 月分の動きを報告。（資料回覧） 

（依頼） 

今年度の会費の納付をお願いします。金額、口座は今まで通りです。 

 加盟団体年会費 10,000 円と、個人登録料 1,000 円*登録会員数 

 振込先口座：百五銀行 県庁支店 普通 口座番号：56100 口座名：三重県山岳連盟一般会計 
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【特別部会】 

■全国高校総体実行委員会（菰野町実行委員会）    

（報告） 

 6/2   救急・搬送訓練 菰野富士、菰野町消防本部  

 6/22~24 拡大事務局会議・審査員講習会 水沢・菰野 高体連・他 

（予定） 

 6/30   三重インターハイ PR イベント「ナイフの使い方等」 三重県民の森 

 7/11  高校総体・総会、壮行会 津市 加藤 

 7/14~16  第 3 回安全対策会議 最終シミュレーション  水沢・菰野 高体連・他 

 7/16  菰野消防・三重防災航空隊合同訓練 防災ヘリ三重・滋賀 自衛隊も参加 

 8/1  高校総体・総合開会式 伊勢市 根本 

 8/3～/7 高校総体・インターハイ登山大会 菰野町 高体連・岳連関係者 

 

■国民体育大会（菰野町） 

（報告） 

 6/2～/3  プレー国体・視察 福井県池田町 （6/2）加藤・草川（6/3）松尾 

（予定） 

 7/23  とこわか国体・総会    津市  根本 

 10/4～7 国体・視察        福井県池田町  関係者 

 10/12~14 国体 PR こもガク 

 10/21  国体 PR 菰野かもしかハーフマラソン 

 10/27  国体 PR 菰野町内地区まつり（千種、竹永） 

 

 

7. 関係団体の報告・動静・依頼等 

①三重県山岳遭難防止対策連絡協議会 

（報告） 

 5/31 総会（2018 年度第一回会議） 津合同庁舎 根本、加藤出席 

    ・山岳連盟会長が協議会副会長に 

    ・啓蒙活動ののぼり制作 協議会事務局と連盟で相談 

    ・その他 

 6/23~24 第 6 回夏山フェスタ＠名古屋 出展 県職員、県警署員、岳連遭対委員 

（予定） 

 11/4 三重県山岳遭難防止対策協議会・講演会 津県庁講堂 会員・一般 

  登山医学関連の講師を人選中。 

②鈴鹿山系連絡協議会 

（予定） 
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 9/29~30 協議会会議 滋賀開催 

 

③高体連登山部  

（報告） 

 6/15~6/17 東海高校総体登山競技大会 愛知 鳳来寺山・本宮山 

  出場校 男子：四日市高、四日市工業高 女子：菰野高、四日市農芸高 

  四日市工業高が男子 3 位入賞 

（予定） 

 8/3～/7  東海総体（全国高等学校総合体育大会） 菰野 

④大杉谷登山センター 

（報告）    

 5/21 登山センター社員総会並びに理事会 大台町役場 根本出席 

    ・役員改選他 

（情報共有）  

※大杉谷 4 月オープン以後すでに 2 件の救助事案が発生しています！台風の時期は十分注意して入山

ねがいます 

 

⑤日本山岳・SC協会 

（行事日程） 

 6/29~30    高校登山研修 

7/11     全国山岳遭難対策協議会 東京 

8/3~6    インターハイ三重 

8/11~13   JOC ジュニアオリンピックカップ 南砺市 

8/18~19 指導・遭対合同研修会 

8/19~22  ジュニア登山教室 in 立山 

8/31~9/2  レスキュー講習会 登山研 

9/15~17   安全登山指導者研修会・東部地区 埼玉 

10/5~7    福井国体 

 

8. 加盟団体活動報告・予定・要望意見 

① 桑名山歩会 ・報告無し   

    

② 山岳同好会やまびと  

（報告） 

 6/3  例会 御在所岳 参加 12 名 

 6/3～4  例会 北八ヶ岳 参加 10 名 

 6/10  例会 藤原岳～竜ヶ岳 中止  

（予定） 
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 7/1  例会 能郷白山  

 7/14～15 例会 鹿島槍ヶ岳、爺ケ岳  

 7/28～29 例会 蓼科山、霧ヶ峰、美ヶ原  

（要望等） 特になし 

 

③ 東芝山岳会三重支部  

（報告） 

 5/26  TAC 三重／月例山行 釈迦ケ岳・羽鳥峰方面 参加１３名 

 5/26~5/27 高体連インターハイ県予選・県総体サポート 朝明渓谷周辺 参加５名 

 6/2  三重インターハイ緊急時対応訓練 菰野富士・菰野消防本部 参加７名 

 6/2~3  日山協 指導部委員長会議 東京 委員長出席 

 6/16  高体連／いなべ総合下見支援 朝明釈迦ケ岳周辺 支援３名 

 6/16  TAC 三重／月例山行 鎌ケ岳周辺（IH コース下見兼ね） 参加７名  

 6/22   TAC 総会 川崎市某所 

 6/22~24 三重 IH 拡大事務局審判員会議 四日市市少年自然の家・各コース 

（予定） 

 7/1  高体連／いなべ総合下見支援 御在所 周辺 

 7/14~16 H30 年全国高校総体 第 3 回安全対策会議 四日市市少年自然の家・各コース 

 7/21   TAC 三重／月例山行 御在所岳周辺 

 8/1~7  H30 年度全国高校総体 登山大会  

 8/25   SON 三重登山支援 雲母峰 

 9/20   四日市市立浜田小学校 5 年生 83 名登山支援 御在所岳 

（要望等） 特になし    

 

④ 五目山岳会    

（報告） 

 6/2～3  一般登山 奥秩父 茅ヶ岳  2 名 

 6/16～17 6 月例会  一般登山＆クライミング 奥秩父 金峰山,小川山 14 名 

 6/24  一般登山(基本登山講習会)  津 錫杖ヶ岳 19 名参加予定  

（予定） 

 6/30～7/1 一般登山 北ア 徳本峠,霞沢岳  

 7/14～16 登攀部  北ア 槍ヶ岳北鎌尾根  

 7/28～29 7 月例会  一般登山 八ヶ岳 縞枯山,茶臼岳  

 7/28～30 一般登山 北ア 槍～穂高縦走 

（要望等） 特になし   

 

⑤ 菰野山岳会 ・報告無し   
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⑥ 朝明アルパインクラブ  ・報告無し  

    

⑦ 鈴鹿山岳会    

（報告） 

 6/16  研修会（救急法） 鈴鹿中央消防署にて普通救命講習Ⅰ受講 19 名参加 

 6/17          例会山行 五僧峠から鞍掛峠まで県境稜線縦走  8 名参加 

（予定） 

 7/4           定例会 ジェフリーすずか 

 7/13～15    坂口登山フェス（飯綱山大会）2 名参加予定 

 7/19～22  ［自主山行］北ア・南岳 上高地→横尾→天狗原→南岳（ピストン） 

 8/5～10    ［自主山行］北ア唐松岳～祖母谷温泉～白馬 避難小屋及びテント泊で周回 

 9/3~     夏山山行 北ア・雲の平 ３～４泊予定      

  

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ   

（報告）（予定） 報告事項なし 

          

⑨ 津峠の会    

（報告） 

 5/26          例会山行  大峰 釈迦ヶ岳  4 名参加 

 6/2      例会山行    竜ヶ岳      4 名参加 

  6/7   例会       津中央公民館    7 名 

  6/9  例会山行  学能堂山     8 名参加 

 6/23  例会山行  白猪山      7 名参加予定 

（予定） 

  7/7  例会山行  弥山・八経ヶ岳  2 名参加予定 

  7/14  例会山行  檜塚奥峰     3 名参加予定 

（要望等） 岳連のホームページ 更新をお願いします。 

  

⑩ ひさい山岳会    

（報告） 

 5/9  月例会 立成公民館 参加者 16 名 

 5/27  例会山行 銚子ヶ口 永源寺から頂上往復 参加者 14 名 

 6/3  例会山行 学能堂山 御杖村から故須磨峠頂上往復 参加者 14 名 

 6/17  例会山行 猿投山 猿投神社から雲興寺縦走 参加者 14 名 

（予定） 

 7/1  例会山行 湖南アルプス 太神山・矢筈ヶ岳・笹間ヶ岳 参加者 9 名予定 

 7/15  例会山行 天狗倉山 熊野古道 参加者 9 名予定 
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⑪ 松阪山岳会    

（報告） 

 6/9  例会・山行  烏岳 18 名参加 

 6/23  例会・山行  総門山  

（予定）       

（要望等） 特になし 

⑫ 大台山倶楽部   

（報告） 

6/2  屋内技術トレーニング及び例会 熊野市 4 名参加 

6/5  視察支援 大杉谷登山道 1 名参加 

6/16  例会山行 父ヶ谷 4 名参加 

6/23  屋内技術トレーニング 熊野市 3 名参加 

（予定） 

7/7 屋内技術トレーニング及び例会 熊野市  

7/22  例会山行 大平山古道踏査  

（要望等）特になし 

    

⑬ 三重大学ＷＶ部    

（報告） 

  6/9-10    錬成 2    竜ヶ岳 

（予定） 

  6/23-24    錬成 3   霊仙山 

  7/1     予備錬成 

  7/14-16   夏山準合宿 

（要望等） 特になし 

 

⑭ 三重カモシカ登山クラブ ・報告無し    

     

 

 

■ 7月度理事会 ７  月 ２４ 日（火）19：00～ 鈴鹿文化会館３階第４研修室   

・理事会事項書原稿の報告は理事会の５日前までに送信ください。  

・報告する事項がない場合、「報告事項なし」で送信ください。 

  

 

 


