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三重県山岳連盟 平成 30 年度第 5 回（8月）理事会報告 

日時 平成 30 年 8 月 29 日（水）19：00～20：30 場所 鈴鹿市文化会館 第 4 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）田中、

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、

（松阪）萩、加藤、原（かもしか） 

委任：犬塚（桑名山歩）黒田（東芝）草川（五目）水谷（朝明）今井（鈴鹿ア）渡辺、宮澤（松阪）木村

（三重大）宮崎（かもしか）上岡（大台） 

欠席：佐藤（菰野）  

 

1. 会長挨拶 

○全国高校総体登山大会について 

45 年振りに三重で開催されたインターハイですが、無事終了しました。暑い中、コース変更もありまし

たが、大きな事故もなく終わりました。皆さんにも色々関わっていただきありがとうございました。又、

初日には前期で退会された桑名山協の方の山中での応援がありました。ぜひ復会していただきたいもの

です。 （高体連専門部長よりのお礼メール回覧） 

○スペシャルオリンピックスについて 

山岳連盟から沢山の方が来ていただき、アスリートの方に登山を楽しんでもらえたかなと思います。 

（SON・三重よりのお礼メール回覧） 

 

2. 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）  

 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  

（予定） 

10/27～28   登攀技術研修会(A 級主任検定員・上級指導員養成講習会)  

   主任検定員講習 松尾 

10/28  みえスポフェス 2018 津市・経ケ峰 

 

○登攀技術研修会・A級主任検定員・上級指導員養成講習会  日山協関連事業   

隣県での開催となりますので、この機会をお見逃しなく。参加希望者には申込書送付させて頂きます

ので、9/21(金)までに下記まで御連絡下さい。なお、申込の締め切りは 9/28(金)になります。 

  東芝山岳会三重支部 森 秀光   hide-mori@mvf.biglobe.ne.jo 

○みえスポーツフェスティバルについて 

申込受付中。問い合わせが数件あったが、申込は一般・岳連会員ともありません。会員さんへの周知

をお願いします。又、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 もお

願いします。今後、中日新聞等で取り扱ってもらう予定です。  

※岳連会員の申込についてはメール案内済（理事 18003）   

mailto:hide-mori@mvf.biglobe.ne.jo
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○山登りベーシック塾（登山教室）及び少年少女登山教室開催について 

主だった理事を集め、早急に実行委員会を立ち上げる 

  

■遭難対策委員会      

（予定） 

  9/29  鈴鹿山系秋山の「安全登山と自然保護」啓発活動 【別紙：実施について及び要項】 

  各山岳会の参加概数を遭対事務局まで連絡お願いします。 

 

■自然保護委員会    

（報告） 

 今年度の自然保護指導員新規申込者、現在 3 名。 

（予定）  

  11/23～25 全国自然保護委員総会 埼玉 副委員長出席で調整中。 

 

 ○滋賀県自然保護委員会より「登山時のマナー向上について」【別紙：滋賀自然保護】 

 

【ＳＣ部】  

（報告） 

  8/11～13 ジュニアオリンピックカップ 富山県 戸田（審判）、選手 5 名 

出場三重選手の成績抜粋 

ユースＣ女子 6 位・・・森 奈央  (決勝進出) 

ユースＣ男子 16 位・・・杉本 侑翼 

ユースＢ女子 11 位・・・小林 舞 19 位・・・西山 心菜 

ユースＢ男子 38 位・・・山口 航生 

8/26  愛知県山岳連盟 確保研修会 岡崎 戸田 

 (予定) 

  9/1～2 ＳＧクライミング体験会 鈴鹿ＳＧ ＳＣ関係者 

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

  9/9  ＳＧトップロープ確保研修会 鈴鹿ＳＧ ＳＣ関係者 

  9/15～16 ＳＧリード確保研修会 鈴鹿ＳＧ ＳＣ関係者 

  10/4～7 国体視察 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 

  11/11 ＳＧジュニア体験会 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 

 

 〇国体視察について 

 車の乗り合わせ等調整し、再度詳細を各会の理事まで連絡し、日程調整を計る 

 ○2020 東京オリンピックボランティアについて 
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 審判員資格のある松尾、戸田２名申請中。 

 

【総務部】 

 財務委員会 

（報告）7 月分の動きを報告。（資料回覧） 自然保護委員会で新たに口座開設を行なった 

 

【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） 

  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  

400 人以上の方々にお手伝いいただきながらインターハイを無事終えることができたことに感謝申

し上げます。 ※「ご協力のお礼」メール送信済み(理事 18005) 

コース変更について 今夏は猛暑で色んな所で熱中症の事故が起きている、県知事からも WBGT

（暑さ指数）を把握の上競技をするよう通達があり、全国高体連登山部中央競技委員会によってそ

れぞれ前日に決定された。 

 

■国民体育大会関連（菰野町） 

（予定） 国体ＰＲ （担当：加藤理事長、木村（五目山岳会））  

  9/29～30 ワクワクふれあいまつり 四日市水沢星の広場 ＰＲ関係者 

  10/14 こもガク 菰野町県民の森 ＰＲ関係者 

  10/21 第 13 回鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン 菰野町役場 ＰＲ関係者 

  10/28 千種ふれあいまつり 菰野町千種 ＰＲ関係者 

  10/28 竹永地区ふれあいまつり 菰野町竹永 ＰＲ関係者 

 ※他の行事と日程が重なっていますので、他の行事優先の上、手の空いている方はご協力願いたい。 

 

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

②鈴鹿山系連絡協議会 

（予定） 

  9/29~30 鈴鹿山系連絡協議会  滋賀県東近江市 遭対関係者 

③高体連登山部  

（報告） 

  8/3～/7  東海総体（全国高等学校総合体育大会） 菰野 

 男子 1 位 広島 修道高等学校 100 点 神戸高校 12 位 97.9  四日市工業 15 位 97.6  

 女子 1 位 山口県 防府高等学校 99.3 神戸高校 16 位 97.2  いなべ綜合 30 位 94.4  
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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） 

  8/31~9/2  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）  鈴鹿山岳会 4 名参加 

 10/5~7    福井国体 

 11/3～4 平成 30 年度安全登山サテライトセミナー（名古屋）  メール案内済［理事 18006］ 

 11/23~25 自然保護委員総会 

⑥その他 

 9/16（日） ミニレクチャー「松浦武四郎と大台ケ原山登山の謎」講師：大川吉崇（岳連名誉理事） 

       県立総合博物館２階研修室 13：30～15：00 企画展の観覧券必要 【別紙チラシ】 

 11/30（金） 愛知岳連講演会「御嶽山噴火 生還者の証言」講師：小川さゆり（山岳ガイド） 

       愛知県スポーツ会館大会議場 19：20~20：40 無料 【別紙チラシ】 

 

4. 加盟団体活報告・予定・他 

① 桑名山歩会  

(報告)    

7/14  月例山行 赤坂谷  

7/17  月例山行 元越谷  

7/22  月例山行 ツメカリ谷  

8/11  月例山行 国見〜地獄谷～望湖台  

8/21  月例山行 神崎川  

(予定)   

8/24〜8/26  山歩会 81 周年記念山行 剱岳  

9/8   月例山行 雨乞岳 

  

② 山岳同好会やまびと  

(報告)    

7/14～15(土日) 例会 鹿島槍ヶ岳、爺ケ岳 参加 14 名 

7/28～29(土日) 例会 蓼科山、霧ヶ峰、美ヶ原 中止 

8/3～5(金土日) 例会 鳳凰三山とその前に茅ヶ岳 参加 12 名 

8/10～12(金土日) 例会 五色が原 ( 立山)～薬師岳縦走 参加 12 名 

(予定)    

8/18～20(土日月) 例会 燕岳～大天井岳～常念岳  

9/1～2(土日) 例会 唐松岳 五竜岳  

9/23(日) 例会 笹子林道より経ケ峰  
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③ 東芝山岳会三重支部  

(報告)    

7/27（金）    高体連／いなべ総合下見支援 御在所中道周辺 参加 2 名 

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

8/18（土）    TAC 三重／月例山行 愛知川遡行 参加 8 名 

8/25(土)      SO 日本三重登山支援 雲母Ⅱ峰 参加 11 名 

(予定) 

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  

9/22(土)～9/24(月) TAC 三重／合宿山行 北アルプス・新穂高～双六周辺  

10/4(木)～10/7(日) 福井国体 2018 山岳視察 福井県池田町  

10/13（土）   TAC 三重／月例山行 詳細未定  

10/23(火)      四日市市立羽津北小学校登山支援本番 御在所裏道  

10/28（日）   みえスポフェス 2018 津市・経ケ峰  

 

④ 五目山岳会    

(報告)    

7/27  7 月例会 一般登山 中ア 富士見台 8 名参加 

8/5  インターハイ支援 鈴鹿 御在所山 11 名参加 

(予定)    

8/16～19 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  

9/1～2  一般登山 北ア 前穂高岳  

9/15～17  一般登山 北ア 双六岳～槍ヶ岳  

（登山道情報） 

御在所岳 8/25 現在、裏道の七の渡し（最初の橋）と四の渡し（2 番目の橋）の橋が落ちています。 

来週末には復旧する予定です。いずれの箇所も渡渉することは可能ですが、くれぐれもご注意下さい。

※降雨後は渡渉できない可能性もあります。 

 

⑤ 菰野山岳会 ・報告無し   

 

⑥ 朝明アルパインクラブ  ・報告無し 

  

⑦ 鈴鹿山岳会  

（報告） 

8/6  高校総体支援 5 名参加 

8/25 SON・三重登山 6 名参加 

（予定） 
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9/5~9/10 夏山山行 北ア・雲の平 5 名参加予定 

9/22 月例山行 綿向山 

9/23~9/24 研修会（ビバーク法） 

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) 

8 月 4 日    例会山行 上水晶谷出合    9 名参加 

(予定) 

8 月 25 日     登山支援 雲母峰       3 名参加予定 

8 月 26 日～28 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)    

8/3～8/5 例会山行 北アルプス燕岳  参加者 13 名 

8/1 月例会 立成公民館   参加者 18 名 

(予定)     

8/18 例会山行大蛇峰 熊野   参加者 13 名予定 

9/2 例会山行南宮山 関ヶ原   参加者 15 名予定 

9/16 例会山行南葛城山 和泉山脈 参加者 14 名予定 

 

⑪ 松阪山岳会    

(報告)     

8/25～26 例会山行 木曽駒ヶ岳 13 人参加予定  

(予定)     

9/30  例会山行 静ヶ岳   

 

⑫ 大台山倶楽部   

(報告)    

7/7（土)   屋内技術トレーニング及び例会  熊野市 3 名参加 

7/14（土） 屋内技術トレーニング    熊野市 3 名参加 

7/22（日） 例会山行 大平山古道踏査     2 名参加 

8/4（土） 例会  尾鷲市                         4 名参加 

8/11（土） 屋外ゲレンデ整備 明豆ゲレンデ 3 名参加 

(予定)    
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8/18（土） 屋外ゲレンデ整備 明豆ゲレンデ  

9/1（土）  イベント支援＆例会  鈴鹿市＆大台町  

9/8（土）  イベント支援       松阪市  

    

⑬ 三重大学ＷＶ部  

(予定)    

 8/22〜30    北岳・南アルプス縦走 

 9/13〜20    白馬・唐松岳縦走   

⑭ 三重カモシカ登山クラブ ・報告無し  

 

 

 

■ 9 月度理事会   9月 20 日（木）19：00～ 鈴鹿文化会館３階第 5研修室   

 

・理事会事項書原稿の報告は 9 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

