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三重県山岳連盟 平成 30年度第 6回（9月）理事会報告 

日時 平成 30 年 9 月 20 日（木）19：00～20：30 場所 鈴鹿市文化会館 第 4 研修室 

出席者：西、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、田中、

稲垣（五目）水谷、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）、渡

辺（松阪）萩、加藤（かもしか） 計：22 名 

委任：5 名 欠席：7 名  

 

1. 会長挨拶及び報告事項 

○8 月のインターハイのお礼と菰野町広報巻頭に記事がでていたことの報告。（広報回覧） 

○9/8 の松阪子供の城で開催された第 14 回クライミング選手権大会について、岳連公認大会となり会長

挨拶を行なったことの報告。 

○警察庁からこの夏（７～８月）の山岳遭難発生件数が発表され、死者不明者が 71 名でている。これか

らの紅葉シーズンに向け、各会で安全登山の啓蒙をお願いしたい。 

○Web サイト更新の件で、古い記事は削除し、年間事業計画、加盟団体一覧、理事会報告を最新版に更

新する。以後、内容の充実を図る作業を行なう。 

○岳連会員証見直しの件について、2018 年度の名簿に基づき更新を行なう。現在、会員特典がないので

スポーツショップ等交渉を行なう予定。交渉希望の処があればご提案ください。 

○過去 5 年の山登りベーシック塾のテキスト（紙ベース）を電子化予定。10 月に業者と打合せ予定。 

 

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)    

9/6 指導委員会 珈琲屋らんぷ四日市店 指導委員会関係者 

  (予定)    

10/18(木)  ベーシック委員会 ベーシック委員会関係者 

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

10/28（日）  みえスポフェス 2018 津市・経ケ峰  

12/9(日)  少年少女登山教室 尾高山  

●9/6(木)指導委員会での決定事項    

・スポーツフェスティバル山岳 2018(10/28・経ヶ峰)    

 参加者募集中(920 現在、一般 13 名、岳連会員 78 名)。 

 9/25（火）より班分け、支援人員確定作業に入るので、まだ申込していない会は至急連絡のこと。 

 一般については 9 月末までは受付予定。 

 指導員下見を 10/13,10/14 に予定。（参加指導員へは別途連絡をします） 

・山登りベーシック塾(実習登山)    

 2018 年度は実施しない事に決定。2019 年度に向けて、早急に準備を始める。   

・少年少女登山教室    
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 個別に声を掛けて実施する。日程/場所は、12/9(日)に尾高山。    

 内容は、地図と磁石を使った読図等、オリエンテーリング的なものとする。 

・岳連指導員    

 10 月より受講者募集の予定。       

●日山協関連事業    

 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 月 27～28 日       

 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   

  

■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  

    今回より啓発活動を示すのぼり旗を準備。 

■自然保護委員会    

（報告） 

  今年度新規委員申し込み者 3 名 

（予定） 

 11/23-25 全国自然保護委員総会（埼玉） 1 名参加 

 ●自然保護月間について 

10-11 月 例会等の際には各会で清掃登山をお願いします。コース、参加人数、回収ゴミ画像を報告

願います。  yamadori@m3.cty-net.ne.jp  委員長 水谷 

 

【ＳＣ部】  

（報告） 

8/26 愛知県山岳連盟 確保研修会 岡崎 戸田 

9/2 ＳＧクライミング体験会     鈴鹿ＳＧ ＳＣ関係者（9/1 は雨で中止）5 名参加 

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 

9/16 ＳＧリード確保研修会     鈴鹿ＳＧ ＳＣ関係者（9/15 は雨で中止）2 名認定 

9/20 国体監督会議・壮行会          松尾 監督、選手 3 名 

 (予定) 

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 

  

【総務部】 

 財務委員会 

yamadori@m3.cty-net.ne.jp


- 3 - 

 

8 月の会計報告を回覧。 

 

【特別部会】 

■全国高校総体実行委員会（菰野町実行委員会）    

 報告書作成中で、10 月には完成予定。 葛原、松尾 9 月末まで勤務。 

 

■国民体育大会関連 

（報告） 

 9/10 国体施設ヒアリング 四日市庁舎 松尾 菰野町担当者 

  仮設施設設置場所の確認、作業スケジュール確認等 

 ・日本山岳・SC 協会より競技別会期案（三重国体）の再確認。下記の通り報告する。 

 リード 全種別  菰野町Ｂ＆Ｇ海洋センター特設会場 10/1（金）～10/3（日） 

 ボルダリング 全種別  菰野町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館特設会場 10/1（金）～10/3（日） 

●国体視察について 

 参加予定者に個別に連絡、参加日程調整を行なう 

●ブロック別研修会について 

規約で研修会受講の有効期限が変更になっている件について確認中。三重国体間際の受講が必要とな

る可能性があります。 

●国体ＰＲ予定（クライミング体験） 

 9/29～30 ワクワクふれあいまつり 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 

 10/14 住友電装イベント 鈴鹿ＳＧ               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が、手の空いている方はご協力をお願いします。 

 

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 平成 30 年度三重県山岳遭難防止講演会 津県庁講堂 会員・一般 

    テーマ：知っててお得！～山の運動生理学～ 

 講師：日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構 岩切貴乃さん 

   岳連会員は各会でまとめ、10 月末までに事務局あて申込ください。 

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  岳連役員、委員長 

③高体連登山部  
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（予定） 

  10/27 高等学校選抜予選会 岐阜  

④大杉谷登山センター 

（報告） 

 台風21号の被害により登山道が荒れている為、登山予定の方は最新状況を確認の上入山してください。 

今年度の閉山日は 11/24（土）の予定です。大台スカイラインは 11/30（金）15 時より冬季通行止め。 

 大杉谷登山センターWeb サイト：http://www.oosugidani.jp/ 

 

⑤日本山岳・SC協会 

（行事日程） 

  10/5~7    福井国体 三重県は成年男子、成年女子出場 

  10/27～28 平成 30(2018)年度登攀技術に関する「指導員の教育と研修」、「Ａ級主任検定員養成

   講習会」及び「上級指導員養成講習会」 

 11/3～4 平成 30 年度安全登山サテライトセミナー（名古屋）  

 11/23~25 自然保護委員総会 

 12/1～2 平成 30 年度安全登山サテライトセミナー（大阪） 

 12/22～23 全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会（加須） 

 

４．加盟団体活報告・予定・他 

① 桑名山歩会  

(報告） 

8/11   月例山行 国見〜地獄谷〜御在所  参加人数 7 名 

② 山岳同好会やまびと  

(報告） 

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 

8/18～20(土日月)  例会 燕岳～大天井岳～常念岳 参加 12 名 

9/1～2(土日)  例会 唐松岳 五竜岳 中止 

(予定） 

9/23(日)   例会 笹子林道より経ケ峰  

9/28～30(金日)  例会 涸沢・穂高縦走  

10/13(土)  例会 孫田尾根  

10/20(土)  例会 恵那山  

10/21(日)  例会 水沢岳・鎌ケ岳  

10/28(日む)  例会 東濃・二ツ森山  

③ 東芝山岳会三重支部  

(報告） 

9/8(土)   2018 東海総体登山大会慰労会 プラトンホテル四日市 参加２０名 

http://www.oosugidani.jp/
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9/9(日)   四日市市立浜田小学校登山下見（先生・保護者 12 名） 御在所裏道 参加７名 

(予定） 

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 参加予定７名 

9/22(土)～9/24(月) TAC 三重合宿山行 兼 いなべ総合合宿支援 八ヶ岳・天狗岳 硫黄岳周辺             

    参加予定７名 

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

10/6(土)   四日市市立羽津北小学校登山下見 御在所裏道 参加予定３名 

10/13（土）  TAC 三重月例山行 津市・経ケ峰  

10/23(火)  四日市市立羽津北小学校登山支援本番（5 年生 79 名）御在所裏道  参加予定６名 

10/28（日）  みえスポフェス 2018 津市・経ケ峰  

10/31(水)  四日市市立保々小学校登山支援本番（5 年生 51 名）御在所裏道 参加予定５名          

④ 五目山岳会    

(報告） 

8/17～18  一般登山  北ア 栂池～白馬岳  3 名参加 

8/25   スペシャルオリンピックス支援 鈴鹿 雲母峰 10 名参加 

9/1   登山道修復  御在所裏道四,七の渡し 3 名参加 

9/2   一般登山  中ア 木曽駒ヶ岳 4 名参加 

9/8   登山道修復 御在所裏道四,七の渡し 5 名参加 

(予定） 

9/15～17  9 月例会 一般登山  北ア 双六岳～槍ヶ岳  

9/22～24  登攀部  北ア 剱岳源次郎尾根  

9/29   ｢安全登山と自然保護｣啓発活動 鈴鹿 宇賀渓登山口  

9/29～30  一般登山 北ア 笠ヶ岳  

10/6～7   福井国体視察  福井県池田町  

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） 

8/25   SON・三重雲母峰登山  6 名参加 

9/5～9/10  夏山山行 北ア・雲の平  台風上陸の為、中止。 

(予定） 

9/22   例会山行 綿向山（周回）  15 名参加予定 

9/23～24  研修会（ﾋﾞﾊﾞｰｸ法） 七人山周辺  4 名参加予定 

9/29～9/30  鈴鹿市市民登山大会 北ア・西穂高岳独標 一般 17 名、会員 22 名参加予定 

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ 

 ・報告無し    
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⑨ 津峠の会    

(報告) 

8 月 25 日     登山支援 雲母峰       2 名参加 

8 月 26 日～28 日 例会山行 笠ヶ岳       降雨の予報により中止 

9 月 8 日      例会山行 矢頭山       降雨の予報により中止 

(予定) 

９月 15 日       例会山行 マブシ嶺      4 名参加予定 

9 月 29 日      例会山行 経ヶ峰        4 名参加予定 

10 月 13 日    例会山行 三郎ヶ岳      5 名参加予定 

⑩ ひさい山岳会    

(報告） 

8/18   例会山行大蛇峰  熊野    参加者 13 名 

9/2   例会山行南宮山  垂井町   参加者 16 名 

9/16   例会山行岩湧山  和泉山脈  参加者 10 名 

9/5   例会  立成公民館    参加者 19 名 

(予定） 

10/14   例会山行経ヶ峰スポレク下見  津市美里町 参加者 21 名予定 

10/28   例会山行経ヶ峰スポーツフェスティバル 津市美里町 参加者 19 名予定 

⑪ 松阪山岳会    

(報告） 

8/25～26  例会山行 木曽駒ヶ岳 天候不良ため中止 

9/30   例会山行 静ヶ岳  

(予定） 

10/13   例会山行 御在所山  

10/28   みえスポーツフェステバル 経ヶ峰  

⑫ 大台山倶楽部   

 ・報告無し 

⑬ 三重大学ＷＶ部  

(報告)(予定）  報告事項なし   

⑭ 三重カモシカ登山クラブ 

 ・報告無し  

 

■ 10月度理事会   10月 25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 10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 

  （橋川の個人メールに送信しないでください） 

・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

