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三重県山岳連盟 平成 30 年度第４回（７月）理事会報告 

日時 平成 30 年 7 月 24 日（木）19 時～21 時 場所 鈴鹿市文化会館 第 4 研修室 

出席者：西、松尾（高体連）犬塚（桑名山歩）根本、太田、岡田、鈴木、森（東芝）草川、稲垣（五目）

小古、諸岡、（朝明）橋川（鈴鹿山）赤塚（津峠）水谷（ひさい）杜多、渡辺、宮澤（松阪）萩、加藤（か

もしか） 

委任：葛原、戸田（高体連）酒井（やまびと）黒田（東芝）田中（五目）小寺教夫、小寺光紀, 水谷（朝

明）今井（鈴鹿ア）木村（三重大）宮崎、原（かもしか）上岡（大台） 

欠席：佐藤（菰野） 

 

1. 審議事項 

 ○西日本災害義援金募集の件 

根本会長より三重県山岳連盟として困って見える方に少しでもとの提案。併せて、太田副会長よ

り職務での被災地支援の報告あり。過去に事例のない提案でもあり、継続検討となる 

 

 ○理事会事項書原稿の報告の件 

現在、理事会開催日の 5 日前を締切日としているが、毎月日日が変わってややこしいので、各会

からの報告締切日を毎月 15日に統一してほしいとの要望あり。異議なく決定。 

合わせて、各部・委員会からの審議事項・依頼・報告についても 15日を締切日とする。 

（但し、急ぎの審議事項、依頼についてはこの限りでない） 

 

2. 依頼事項 

○スペシャルオリンピックス日本三重登山支援について 【別紙】ＳＯ雲母峰登山支援概要 

概要書に基づき内容説明。7.17 時点で鈴鹿山岳会 7 名、津峠の会 3 名、東芝山岳会 9 名、合計 19 名

の支援協力表明あり。 

支援対象者（アスリート）が 50 名超で、ワンツウマンでの対応が望まれる為、さらなる各山岳会の

協力をお願いしたい。 

（以下、先月の依頼内容を再掲します） 

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）  

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 

 

○スポーツフェスティバルについて  

配布チラシ・ポスター（一般募集用）で、各理事の地元、関係先への PR をお願いします。  

（配布予定先）四日市文化会館、好日山荘四日市店、シャモニ、御在所ロープウェイ、県総合文化

会館、メッセウイング、津市体協、榊原支所、美里庁舎、久居総合支社所、熊野古道センター 

尚、岳連会員の申込については別途メールにて案内します。（理事 18003） 

 

mailto:koji2okada@gmail.com?subject=8/25%20ＳＯ日本三重登山支援の件
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3. 2021三重国体について 

スポーツ庁より三重県開催が正式に発表となり、県の実行委員会が設立された。山岳競技（来年開催

よりスポーツクライミングに改称）の主団体となる山岳連盟でも実行委員会を設置する必要がある。

総務・施設・競技・広報・輸送、交通・宿泊・医療、衛生・式典・警備、消防の９部門位について、

皆さんの意見を聞きながら年内には岳連内の実行委員会を立ち上げたい。 

 

4. 10月開催福井国体視察について 

 ・木曜からの視察者の宿泊施設は確保ができた 

・スポーツクライミングはわからないので視察辞退との返答がありましたが、競技以外の運営全般（ス

タッフの動き）について視て頂きたいので、再度、土・日日帰りでの視察者を募集します。（インター

ハイ終了以降、連絡します） 

 

5. 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） 報告事項なし 

（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  

・指導委員会の人選につき、御協力の程、宜しくお願いします。（6 月理事会依頼分）  

  

■遭難対策委員会      

（報告） 

  7/11 全国遭難対策協議会  

（予定） 

  9/29  鈴鹿山系秋山の「安全登山と自然保護」啓発活動 

  要項出来次第、各山岳会へ協力の依頼をする 

 ・根本会長より登山道整備のお礼、及び（時期的に熱中症含め）くれぐれも事故のないよう依頼 

 

■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】  

（報告） 

  7/8  岐阜県山岳連盟ＳＣ確保研修会 岐阜聖徳学園 加藤他４人 
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  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 

  成女子・少年男女 総 14 名 成女子１位・本国体出場、少年男女共４位 

  7/16  国体成年男子代表選手追加選考会 津市・KO-WALL  

        （スポーツジムを通して）4 名参加あり。1 位選手本国体出場。 

 (予定) 

  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 

 ・みえこどもの城より、公認大会としての承認についての書面申請の要望があり、公認書を発行する 

  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 

 

【総務部】 

（報告） 

  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 

  下記内容について議論があった 

  ・ＳＣブロック大会について ボルダ―競技の開催場所、各県持ち回り開催の件 

  ・高齢化に伴い所属山岳会減少の問題、個人会員制度について 

  ・指導員認定について 今後、４県の指導委員長・競技部長が集まり協議が必要 

 財務委員会 

（報告） 

 6 月分の動きを報告。（資料回覧） 

 

・資料回覧（メールでの配信はしませんので、各リンク先を参照してください） 

 〇第 58 回（来年度）全日本登山大会岐阜大会（開催要項） 

  大会目的等  http://gfksgrm.sakura.ne.jp/of20180628.pdf 

  コース紹介  http://gfksgrm.sakura.ne.jp/of20180629.pdf 

 ○夏山登山の事故防止について(通知）スポーツ庁 

   http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1407613.htm 

  【参考資料】夏山登山の警告文 

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2018/07/27/1407613_01.pdf 

 

【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） 

  6/30   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 防災ヘリ滋賀 自衛隊も参加 

http://gfksgrm.sakura.ne.jp/of20180628.pdf
http://gfksgrm.sakura.ne.jp/of20180629.pdf
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1407613.htm
http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2018/07/27/1407613_01.pdf
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（予定） 

  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 

 ・先月募集したボランティア支援の申し出ありがとうございました。支援内容については各会へ案内。 

■国民体育大会関連（菰野町） 

（報告） 

  7/23  とこわか国体・総会    津市  根本 

（予定） 

  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） 

 

6. 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 

（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 

 講師人選完了 近日中に県に報告予定      

    日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構 岩切貴乃氏（日山 SC 協 前遭対常任委員） 

   

②鈴鹿山系連絡協議会 

（予定） 

  9/29~30 協議会会議 滋賀開催 

 

③高体連登山部  

（予定） 

  8/3～/7  東海総体（全国高等学校総合体育大会） 菰野 

  いよいよ始まります。皆さんのご協力、よろしくお願いします。 

 

④大杉谷登山センター 

（報告）（予定） 報告事項なし 

 

⑤日本山岳・SC協会 

（行事日程） 

  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 戸田（審判） 

 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 
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 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 

 11/24~26 自然保護委員総会 

 

7. 加盟団体活動報告・予定・要望意見 

① 桑名山歩会 （理事が犬塚盛人さんに変更になりました） 

(報告) 

6/24  月例山行 鬼ヶ牙〜臼杵山 

(予定) 

8/11  月例山行 国見〜地獄谷〜望湖台 

8/21  月例山行 神崎川 

8/24〜8/26 桑名山歩会 81 周年山行 剣岳 

② 山岳同好会やまびと  

(報告) 

7/1(日)  例会 瓢ケ岳 

7/14～15(土日)  例会 鹿島槍ヶ岳、爺ケ岳 

(予定) 

7/28～29(土日)  例会 蓼科山、霧ヶ峰、美ヶ原 

8/3～5(金土日)  例会 鳳凰三山とその前に茅ヶ岳 

8/10～12(金土日) 例会 五色が原 ( 立山)～薬師岳縦走 

8/18～20(土日月) 例会 燕岳～大天井岳～常念岳 

③ 東芝山岳会三重支部  

(報告) 

7/1（日） 高体連／いなべ総合下見支援 鎌ケ岳・馬ノ背周辺 参加：4 名 

7/14(土)～16(月) 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

 参加：13 名 

7/21(土) 四日市市立浜田小学校登山下見 御在所裏道 参加：5 名 

7/22（日） TAC 三重／月例山行 御在所中道周辺  

（予定） 

7/27（金） 高体連／いなべ総合下見支援 御在所中道周辺  

8/1 日(水)～8/7(火) H30 年度全国高校総体登山大会 菰野町 各コース役員として 14 名参加予定 

8/18（土） TAC 三重／月例山行 愛知川周辺  

8/25(土) SON 三重登山支援 雲母Ⅱ峰  

9/8(土) 四日市市立浜田小学校登山下見 御在所裏道  

 9/20(木) 四日市市立浜田小学校登山支援本番（5 年生 83 名） 御在所裏道   

④ 五目山岳会    

(報告) 
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6/24  一般登山(基本登山講習会) 津 錫杖ヶ岳 17名参加 

6/30～7/1 一般登山 北ア 徳本峠,霞沢岳 4名参加 

7/14～16 登攀部 北ア 槍ヶ岳北鎌尾根 6名参加 

7/14～16 一般登山 北ア 薬師,黒部五郎 1名参加 

(予定) 

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 

8/5  インターハイ支援 鈴鹿 御在所山 

8/11～14 一般登山 南ア 荒川岳～赤石岳 

8/25  スペシャルオリンピック支援 鈴鹿 雲母峰 

⑤ 菰野山岳会 ・報告無し   

⑥ 朝明アルパインクラブ    

（報告） 

7 月度の山行は全て延期し道直しに変更しました。7 月の毎週土日は全て登山道整備概ね土曜日は数

名、日曜日は十数名参加ブナ清水、鎌尾根、中道と進み現在中道、中道は、あと 2 か月程度かかりそ

うです。 

⑦ 鈴鹿山岳会    

（報告） 

 7/13～7/15 坂口登山フェス（飯綱山大会）  2名参加 

 7/19～7/22 慰霊登山（北ア南岳）上高地→横尾→天狗原→南岳（ピストン）11名参加 

（予定） 

 7/28～7/30  夏山山行 白山  

  8/5  東海総体支援 4名 

  8/5～8/10 夏山山行 北ア唐松岳～祖母谷温泉～白馬  

  8/25 SO日本・三重登山支援（雲母峰）7名 

  9/3～ 夏山山行 北ア・雲の平 ３～４泊予定。 

 9月  例会山行 綿向山  

  9/15～9/17 安全登山指導者研修会「東部地区」 4名参加 

  9/29～9/30 鈴鹿市市民登山大会 北ア・西穂高岳独標        

   

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ  ・報告無し 

          

⑨ 津峠の会    

(報告) 

6月 23日    例会山行  白猪山      雨天決行 

7月 7 日      例会山行  弥山・八経ヶ岳  雨天中止 

7月 14日    例会山行  檜塚奥峰     8名参加 
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(予定) 

8月 4日    例会山行 上水晶谷出合    10名参加予定 

8月 26日～29日 例会山行 笠ヶ岳       3名参加予定 

9月 8日    例会山行 矢頭山       5名参加予定 

 

⑩ ひさい山岳会    

(報告) 

7/1  例会山行 湖南アルプス 太神山・矢筈ヶ岳 参加者 12 名 

7/15  例会山行 天狗倉山 熊野古道 参加者 11 名 

7/4  月例会   立成公民館 参加者 21 名 

(予定) 

8/3～8/5 例会山行 北アルプス 燕岳 参加者 13 名予定 

8/18  例会山行 仙千代峰 大台町 参加者 12 名予定 

⑪ 松阪山岳会    

(予定) 

8/25～26 例会山行 木曽駒ヶ岳 

⑫ 大台山倶楽部  ・報告無し    

⑬ 三重大学ＷＶ部    

（報告） 

 7/14〜7/16 準合宿   奥穂高 10 名 

（予定） 

 8/22〜8/27 夏合宿  北岳  5 名 

⑭ 三重カモシカ登山クラブ ・報告無し    

     

 

■ ８ 月度理事会   ８月２９日（水）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 8 月 15日締切日までに送信してください。  

  送信先アドレス：（総務部事務担当） m.m.a.secretariat@blue.ocn.ne.jp 

・報告する事項がない場合、本文に「報告事項なし」で送信ください。 

  

 

 

mailto:m.m.a.secretariat@blue.ocn.ne.jp?subject=岳連理事会報告事項送付

