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三重県山岳連盟 平成 30年度第 7回（10月）理事会報告 

日時 平成 30 年 10 月 25 日（木）19：00～ 場所 鈴鹿市文化会館第 5 研修室 

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

（五目）小古、諸岡、小寺光紀（朝明）橋川（鈴鹿山）赤塚（津峠）水谷（ひさい）宮澤（松阪）木村

(三重大)萩、加藤（かもしか） 委任：6 名 計：26 名 欠席：7 名 

 

1. 各部・委員会からの報告（経過事項・予定・協議事項、その他） 

【登山部】 

■指導委員会  

(報告)  

10/13(土) みえスポフェス下見 津市・経ケ峰 東芝、カモシカ、朝明 AC 

10/18(木) ベーシック委員会 加藤理事長の尾高別邸 ベーシック委員会関係者  

 〇来年度開催に向けて意見交換会。次回に方向性を確認する。 

(予定) 

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)  

 〇参加：（A 級主任検定員講習）松尾(高体連) 

10/28（日）みえスポフェス 2018  津市・経ケ峰  "一般参加者：57 名岳連会員：84 名" 

 〇プログラムに沿って大会実行委員長（萩）より内容説明あり 

11/29（木）ベーシック委員会 

12/9(日)  少年少女登山教室 尾高山  

 〇先月の理事会で報告した通り、内々で募集をかける。Web サイトには掲載予定。 

     

■遭難対策委員会      

 (報告) 

 週末毎に登攀技術研修会及び登山道整備を行なっています。 

（予定） 

 11/10(土)  大阪岳連講習会講師派遣 小古遭対委員長 

   「安全登山の集い」大阪科学技術センター中ホール 18：30～ 参加費 1.100 円（予約不要） 

（遭難発生状況）※口頭報告の為、内容に相違ある場合があります 

 9/23  県境稜線 道迷い 

 10/10 釈迦ヶ岳 道迷い（二子山方面）3 名ビバーク。翌日 20 代女性低体温症の疑いでヘリ搬送 

 10/12 御在所 道迷い（RW５号鉄塔付近） 

 10/21 藤内一壁 持病 岳連遭対委員一次搬送後、ヘリ搬送 

 10/21 御在所 道迷い（武平～山頂コース）70 代男性 翌日ヘリ搬送   

   

■自然保護委員会    

（予定） 

 11/23-25 全国自然保護委員総会（埼玉） 1 名参加 
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 12/1（土）研修会（朝明茶屋 15：00～）と清掃登山 8：00～（ブナ清水） 

      ・別途募集要項参照（自然保護指導員以外の方の参加も歓迎します） 

 ●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） 

 10/4～7 福井しあわせ元気国体 福井県池田市 監督・選手 

      成年男子 ボルダリング種目 12 位、リード種目 13 位 

      成年女子 ボルダリング種目 4 位、リード種目 準優勝 

      天皇杯得点 46.0（9 位）、皇后杯得点 46.0（5 位） 

10/8  三重交通鈴鹿の杜・ガーデンフェスタ ＳＣ関係者（5 名+2）3 回体験 60 名（お礼状回覧） 

(予定) 

11/11  ＳＧジュニア体験会 鈴鹿市 ＳＣ関係者 ※支援協力お願いします。 

31.2/2～3  ブロック別研修会（C 級審判認定,競技,AD 及び倫理研修,審判・セッター更新研修）

    鈴鹿高校 受講者他 

〇審判・セッター資格の更新研修が都市毎となりましたので、資格保持者は予定しておいてくださ

い。（毎年更新） 

○競技（運営/国体）については次回までに詳細確認し、報告します。 

  

【総務部】 

 財務委員会 

  遭難対策委員会の登山道整備で材料費等の支出あり。次回理事会でまとめ回覧します。 

広報・共済委員会 

 ①Web サイトの加盟団体紹介について 

以前、山登りベーシック塾で紹介時に提出いただいた調査票を元に掲載予定。各会に調査票を送信し

ますので、確認・修正をお願いします。 

 ②岳連通信について 

萩副会長より発行についての提案。異議なしで発行することを承認。会員への配布の在り方について

は当面 Web サイトへ掲載することとし、郵送は行なわないので各会で周知してください。 

 

【特別部会】 

■全国高校総体実行委員会（菰野町実行委員会）    

 〇東海総体の Webサイトに、インターハイ登山大会の記録報告書がアップされています。 

  https://goo.gl/hSfn9j 

 

■国民体育大会関連 

file:///C:/Users/Hashikawa/Desktop/yamadori@m3.cty-net.ne.jp
https://goo.gl/hSfn9j
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（報告） 

 9/29～30 国体 PR ワクワクふれあいまつり 水沢星の広場 台風の為中止 

 10/4～7  国体視察 福井県池田市 役員他・監督・選手 4 日間のべ 48 名 19 名 

 10/14   国体 PR こもガク菰野町県民の森 約 420 人体験 

   サポート：12 名+１名（五目３、鈴鹿山３、カモシカ２、高体連 2+1、AAC1） 

 10/14   国体 PR 住友電装スポーツフェスタ 鈴鹿ＳＧ 約 200 人体験 

   サポート：9 名（大台山 3、高体連 1、東芝 1、AAC1、     ） 

 10/21   国体 PR 第 13 回鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン 菰野町役場 約 400 名体験  

   サポート：12+1 名（五目 6、高体連 2+1、東芝 1、AAC1、鈴鹿山 1、やまびと 1） 

 (予定) 

  10/27     国体 PR 準備（クライミングボード設置） 菰野町（2 箇所会場）ＰＲ関係者 

  10/28    国体 PR  千種ふれあいまつり 菰野町千種  ＰＲ関係者 

 10/28    国体 PR  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。 

 

  21.10/1~3 （金）～（日） 国民体育大会 スポーツクライミング 菰野  岳連会員 

○競技前に諸会議がありますので、一部の方は水曜日位から実動となります。 

 

2. 関係団体の報告（経過事項・予定・協議事項、その他） 

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～ 

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。 

[三重岳連：理事 18008]で申込用紙は送付済み  

 

②鈴鹿山系連絡協議会 

（報告） 

 9/29～30 鈴鹿山系連絡協議会 滋賀県東近江市 岳連役員 29日のみ開催。 

       別紙（岳連通信）に沿って萩副会長より報告。前日の啓発活動は中止。 

 

③高体連登山部  

（予定） 

 10/27  高等学校選抜予選会 岐阜 戸田（審判） 鈴鹿高校選手 2名出場 

 11/3～4 秋季大会 宇賀渓・竜が岳 

 12/1～2 東海連絡協議会 

 

④大杉谷登山センター Web サイト：http://www.oosugidani.jp/ 

http://www.oosugidani.jp/


- 4 - 

 

（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。 

（予定） 

 11/3～4 ボランティア整備プロジェクト 

  今シーズン 2度中止されていて最後の活動となり、実質来年度に向けての整備となる。 

   

⑤日本山岳・SC協会 

（行事日程） 

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）※会場変更 51号館 5111室 

 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） 

 31.2/9～11 積雪期基礎講習会 国立登山研修所及び周辺山域 

 

3. 加盟団体より要望・意見等 

要望・意見等、特になし。 

 

会長挨拶及び報告事項 

〇連盟会員証見直しの件  

2019年初頭の発行を予定。来年度屋号変更予定でおりますので会員証もそれに併せて変更いたしま

す。有効期間は 5年とし会員としての自覚 会員としてのメリットを生かせたいと考えます。尚 現

在会員特典がありませんので今後、各方面と交渉してまいります。 

○福井国体視察について 

10月 4日から 7日まで福井国体山岳競技視察に行ってきました。以前の山岳競技と変わり、スポーツ

クライミングは応援客が沢山来る競技だと実感しました。山岳連盟が主幹団体となり、又、開催県な

ので選手も 8名出場となります。いずれも三重県山岳連盟の代表であり三重県の代表となりますの

で、応援、又、運営をしていく必要があり、傘下山岳会の皆様、できる事で結構ですので！一人一役

にご協力のほど宜しくお願いいたします。（この後、写真スライド投影あり） 

 

 

■ 11月度理事会   11月 27日（火）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 11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
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加盟団体活報告・予定 

① 桑名山歩会  

(報告) 

10/13 月例山行 中峠〜お金明神〜大静 参加人数 5 名 

10/16 月例山行 本谷～御在所〜中道 参加人数 6 名 

 

② 山岳同好会やまびと  

(報告） 

9/23(日)  例会 笹子林道より経ケ峰 17 名参加 

9/28～30(金日) 例会 涸沢・穂高縦走 12 名参加 

10/13(土) 例会 孫田尾根 9 名参加 

(予定） 

10/20(土) 例会 恵那山 

10/21(日) 例会 水沢岳・鎌ケ岳 

10/28(日) 例会 東濃・二ツ森山 

11/4(日) 例会 イブネ・クラシ 

11/8～9(木金) 例会 高野山トレッキング 

11/10(土) 例会 竜ヶ岳 

11/24(土) 例会 愛岐トンネル 

 

③ 東芝山岳会三重支部  

(報告） 

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 雨天中止 

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５名 

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

10/8(月)   四日市市立羽津北小学校登山下見（校長先生含め 11 名）御在所裏道  参加８名 

10/13（土）  TAC 三重月例山行＆スポフェス下見 津市・経ケ峰 参加６名 

(予定） 

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 参加予定１４名 

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６名 

11/3(土)～11/4(日) ＴＡＣ創部 70 周年記念親睦登山 in 三重 御在所周辺・湯の山ロッジ 参加予定３

２名 

11/4(日)      三重県山岳遭難防止講演会 津市・三重県講堂 参加予定６名 

          

④ 五目山岳会    

(報告） 

9/16～17 9 月例会 一般登山 南ア 甲斐駒，仙丈 5 名参加 
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9/23～24 一般登山 北八ツ 北横，縞枯 2 名参加 

10/6  福井国体視察 福井県池田町 3 名参加 

10/7  登山道修復 御在所裏道四の渡し 3 名参加 

10/13  登山道修復(仕上げ) 御在所裏道四の渡し 2 名参加 

(予定） 

10/20  一般登山 西濃 三周ヶ岳 

10/28  10 月例会 一般登山 津市 経ヶ峰 

11/3～4  安全登山サテライトセミナー 名古屋市 名工大 

11/4  山岳遭難防止講演会 津市 県庁講堂 

  

⑤ 菰野山岳会 

  ・報告無し   

 

⑥ 朝明アルパインクラブ 

(報告) 

8月５日 ８月月例山行：赤坂ツメカリキャニオリング ９名 

８月２１日２２日 かたつむり山行：唐松岳、五竜岳  ２名 

８月中の土日は全て登山道整備、毎回数名参加 

９月９日：９月月例山行 渋川溯上  ６名 

９月２３日：かたつむり山行：御在所名月山行  １４名 

１０月４日：カタツムリ山行：金糞岳なめこ山行  5名 

その他の土日は全て登山道整備、台風による倒木等処理（藤原、朝明） 

 

⑦ 鈴鹿山岳会  

(報告） 

9/15（土）～9/17（月祝）安全登山指導者研修会「東部地区」4名参加。 

9/22（土）   例会山行 綿向山 （熊野神社起点周回コース） 悪天の為、中止。 

9/23（日）～9/24（祝）研修会 ﾋﾞﾊﾞｰｸ法 七人山  CL都合中止。 

9/29（土）～9/30（日）鈴鹿市市民登山大会 北ア・西穂高岳独標 台風上陸の為、中止。 

(予定） 

10/14（日） こもガク国体 PR支援 3名予定。 

10/26（金） 月例山行（登山道整備） 入道ヶ岳井戸谷 C。 

10/28（日）  みえスポーツフェスティバル山岳 2018  津市 経ヶ峰 4名参加予定。 

11/9(金)   秋季鈴鹿市山岳合同訓練  

 

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) 

9月 15日    例会山行 マブシ嶺       降雨の予報により中止 

9月 29日    例会山行 経ヶ峰        降雨の予報により中止 

(予定) 

10 月 13 日   例会山行 三郎ヶ岳        5 名参加予定 

10 月 28 日   みえスポ 経ヶ峰        8 名参加予定 

11 月 10 日   例会山行 ポンポン山      3 名参加予定 

 

⑩ ひさい山岳会    

(報告） 

10/14 例会山行経ヶ峰スポレク下見 津市美里町 参加者 19 名 

10/21 例会山行経ヶ峰スポレク下見 津市美里町 参加者 10 名 

10/3 例会 立成公民館 参加者 20 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 18 名 

11/4 例会山行三条山 大台町 参加者 16 名予定 

11/18 例会山行笠置・柳生 笠置・柳生の里 参加者 12 名予定 

⑪ 松阪山岳会    

(報告） 

9/30 例会山行  静ヶ岳 雨天中止 

10/13 例会山行  御在所山  

(予定） 

10/28 みえスポーツフェスティバル 経ヶ峰  

11/11 例会山行 桧塚奥峰 

11/18 例会山行 鎌ヶ岳 

11/28 松阪市民ハイキング 高束山 

  

⑫ 大台山倶楽部   

(報告) 

8/18（土） 屋外ゲレンデ整備 大台町 3 名参加 

9/1（土） 例会      大台町 4 名参加 

9/2（日） イベント支援  鈴鹿市 2 名参加 

9/8（土） イベント支援  松阪市 3 名参加 

9/9（日） イベント支援  鈴鹿市 1 名参加 

9/16（日） イベント支援  鈴鹿市 1 名参加 

10/6（土） 例会      大台町 4 名参加 

10/7（日） 国体視察  福井県池田町 2 名参加 
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10/8（月） イベント支援  鈴鹿市 1 名参加 

10/14（日） イベント支援  鈴鹿市 3 名参加 

(予定) 

11/3（土） 例会      大台町 

11/11（日） イベント支援  鈴鹿市 

 

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  

 

 


