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三重県山岳連盟 平成 30 年度第 8 回（11月）理事会報告 

日時 平成 30 年 11 月 27 日（火）19：00～20：10 場所 鈴鹿市文化会館第 5 研修室 

出席：西、葛原、松尾、戸田（高体連）根本、太田、岡田、鈴木、森（東芝）草川（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）杜多（松阪）木村（三重

大）萩、原（かもしか）21 名 

委任：6 名、欠席：7 名 

 

会長挨拶・報告及び審議事項 

●10/ 28 開催 スポーツフェスティバルの件     

多くの皆様のご参加誠にありがとうございました。特に毎年参加いただく熊野山の会様、前連盟会

員であられました桑名山協のみなさまにも感謝いたします。担当山岳会の津峠の会様 ひさい山岳

会様ご苦労さまでした。  

●11/4 開催  2018 年山岳遭難防止講演会の件 （別紙：新聞記事添付あり） 

一般 100、警察・消防関係者 6、山岳連盟会員 30、他関係者 4 計 140 名という多くの方のご参加

いただきました。特に一般の方 100 名は山岳遭難防止に大きな関心があること再認識しました。出

席いただいた連盟関係者の皆様ありがとうございました。     

本年は他の行事と重なってしまいましたので次年度は行事重ならない設定を協議してまいります。 

●Ｈ30 年度 三重県体育協会被表彰者 推薦の件     

スポーツクラブ表彰に『津・峠の会』様推薦したいと考えます。意義なく、承認。  

合わせて、SC 部より優秀選手の推薦も行なう。   

●年末・年始登山の件 

各山岳会様 年末年始登山に注力されていると考えます。万全な準備でチャレンジのほどよろしく

お願いいたします。県外の山へチェレンジ予定の会さまは 12 月理事会までに入山予定地 事務局

までお知らせいただきたく宜しくお願いいたします。  

●岳連会員証の件 

デザインの回覧。 

   

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)  

10/27(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) 愛知 参加者 1 名 

10/28(日)   みえスポフェス 2018 津市・経ケ峰 一般参加者：54 名 岳連会員：88 名 

   （別紙、詳細報告あり） 

11/17(土)     臨時指導委員会 珈琲屋らんぷ四日市店 関係者 5 名 

●決定事項    

・少年少女登山教室について 

 保護者含め 20 名程度参加予定。運営については 11/29 詳細打合せ。 
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・2019 年度スポーツフェスティバルについて    

  担当山岳会：かもしか、岳連  場所：南西部、紀州    

  期日：調整中(10/27(日)が候補)    

・岳連初心者対象積雪登山教室について    

 期日：2/17(日)  場所：竜ヶ岳・遠足尾根周辺    

構成：参加者のレベルによって、以下の２班に分けて実施(アイゼン、ピッケルの使用を前提と

するかどうか)   

  Ａ隊(中級)：アイゼン無し/有り歩行、滑落停止等    

  Ｂ隊(初級)：アイゼン無し歩行、わかんでの歩行等    

・指導員検定について    

 今年度は、前年度までの Basic 塾を受講済みの者に限って募集する。    

 希望者は指導委員長・森まで御連絡下さい。 

(予定) 

11/29(木)  ベーシック委員会 尾高・加藤邸  

12/9(日)   少年少女登山教室 尾高山  

       

■遭難対策委員会      

（報告） 

 大台山系、鈴鹿山系で遭難事案あり。 （理事会は委任欠席。詳細の報告未着） 

 

■自然保護委員会    

（報告） 

11/23-25 全国自然保護委員総会（埼玉） 1 名参加 

自然保護月間清掃登山 鈴鹿山岳会 10/8 雲母峰（独標尾根―小林新道）9 名  

（予定） 

12/1（土）研修会（朝明茶屋 15：00～）と清掃登山 8：00～（ブナ清水） 現時点で 9 名参加予定。 

 参加希望者は下記水谷までご一報下さい。（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） 

 11/11 ＳＧジュニア体験会 鈴鹿市 ＳＣ関係者 30 人体験 

(予定) 

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 

 ●運営（国体）研修について 

file:///C:/Users/Hashikawa/Desktop/岳連総務部/yamadori@m3.cty-net.ne.jp
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国体直前（前年）に取得する方向で日山協と調整中。今年度については主だった方のみ参加してい

ただく予定。 

 

【総務部】 

 財務委員会 

  9・10月会計報告について（回覧） 

広報・共済委員会 

 ①Web サイトの加盟団体紹介について 

各会に送信しました調査票の確認・修正をお願いします。（11/20 現在で返信は 5 団体のみ） 

 ②Web サイトアドレス移行について 

 現在利用中の Yahoo!ジオシティーズサービス終了（3/31）につき、他社サービスへ移行が必要で

す。1 月または 2 月に移行予定。初期費用、年間レンタルサーバー料金（例：さくらスタンダード 

1029 円、5142 円/年）がかかります。 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（報告） 

 10/28 千種ふれあいまつり 菰野町千種 ＰＲ関係者（他県応援有り） 約 250 人体験 

 10/28 竹永地区ふれあいまつり 菰野町竹永 ＰＲ関係者（他県応援有り） 約 300 人体験 

 11/11 Ｂ＆Ｇ 障害者スポーツフェスティバル 菰野町菰野 ＰＲ関係者 20 人体験 

 (予定) 

  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。 

●菰野町担当者と対応中 

 ・競技役員等の編成について 

 ・2021 6月の全国大学選手権大会（国体プレ大会）の経費調査 

  

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 

(報告) 

 11/4  2018 年山岳遭難防止講演会 

冒頭、会長挨拶の通り。（アンケート結果の回覧） 

 

②鈴鹿山系連絡協議会 

 報告事項なし 

 

③高体連登山部  

（報告） 
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 10/27  高校選抜クライミング大会合同予選会 岐阜聖徳学園 鈴鹿高校選手 2 名全国大会へ出場 

 11/3～4 秋季大会 宇賀渓 竜ヶ岳 

 (予定) 

 12/1～2 東海連絡協議会 静岡 

 12/7   登山部顧問等安全登山講習会 四日市少年自然の家 

 12/19   審議会 雪山登山の是非検討。 

 

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

(報告) 

11/10・11 日出ケ岳より三発まで全線あるいてきましたが秋の台風の影響で 大木が根こそぎ倒れて

いる箇所が沢山ございます。通行に影響が出ない様処置されておりますが通行には十分ご注意くださ

い。 桃ノ木小屋 11/24(土)で小屋閉め 大台スカイライン 11/30(金)15:00時で冬季閉鎖 

(予定) 

 11/29 大台ケ原ガイド研修 ビジターセンター 東大台中心に開催予定   

  来年度ガイド資格取得ご希望の方 当方（根本）迄お知らせください。  

 

⑤日本山岳・SC協会 

（行事日程） 

 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） 

 31.1/25-27 山岳レスキュー講習会（積雪期・東部地区） 

 31.1/26-27 ボルダリングジャパンカップ 

 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 

 31.2/16-17 氷雪技術研修会（大山） 

 

3. 加盟団体より要望・意見等 

要望・意見等、特になし。 

 

 

 

 

 

■ 12月度理事会 12月 20 日（木）19：00～ 鈴鹿文化会館３階 第  研修室   

・理事会事項書原稿の報告は 12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。 

 

 

http://www.oosugidani.jp/
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  

 ・報告無し 

② 山岳同好会やまびと  

(報告） 

 11/4(日) 例会 イブネ・クラシ 参加 16名 

 11/8～9(木金) 例会 高野山トレッキング 参加 12名 

 11/10(土) 例会 竜ヶ岳 参加 14名 

 11/24(土) 例会 愛岐トンネル 参加 15名 

(予定） 

 12/2(日) 例会 ハライド登山＆鍋  

 12/8(土) 例会 霊仙山  

 1/6(日) 例会 百々が峰  

 1/19(土) 例会 姫越山  

③ 東芝山岳会三重支部  

(報告） 

 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８名 

 10/28（日） みえスポフェス 2018 津市・経ケ峰 参加１５名 

 10/31(水) 四日市市立保々小学校登山支援本番（5年生 50名） 御在所裏道 参加８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２７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６名 

(予定） 

 12/2(日) 熊野オールドトレイル・山岳コース誘導支援 熊野市周辺 

 12/8(土) ＴＡＣ三重記念山行＆忘年会 御在所周辺・湯の山ロッジ         

④ 五目山岳会    

(報告） 

  10/28   10月例会&ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ山岳支援 津市 経ヶ峰 23名参加 

  11/3～4 安全登山サテライトセミナー 名古屋市 名工大 5名参加 

  11/10   一般登山 御在所ｳﾞｨｱﾌｪﾗｰﾀ 6名参加 

  11/11    登攀部 御在所藤内壁 11名参加 

(予定） 

  11/17    11月例会   登山道清掃＆修復 鈴鹿 竜ヶ岳 

  11/17    一般登山   東三河 鳳来寺山 

  12/1    一般登山 南信濃 雨沢岳 

  12/8    12月例会   一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 

  12/9    少年少女登山教室支援  鈴鹿 尾高山 
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⑤ 菰野山岳会 

  ・報告無し   

⑥ 朝明アルパインクラブ 

(報告) 

  毎週土日は有志による登山道整備御在所 

 １０月７,８日立山三山縦走１６名参加 

 １０月２７日カタツムリ山行八雲ヶ原なめこ山行５名参加 

 １０月２８日アイガー登頂報告会、記念山行１０名参加 

 １１月１１日藤原岳トイレ掃除ゴミ排出、登山道整備、１６名参加 

⑦ 鈴鹿山岳会  

(報告） 

  10/26    登山道整備 入道ヶ岳井戸谷 C 11名参加。 

  11/4    三重県山岳遭難防止講演会 13名受講。 

(予定） 

  11/26   月例山行 入道ヶ岳磐座めぐり 

  12/8    忘年会  湯の山ロッジ 

  12/9    忘年山行 笠岳・ネコ 

  12/16    月例山行 鬼ヶ牙・臼杵山周回 

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ 

 ・報告無し    

 

⑨ 津峠の会    

(報告) 

  10/13  例会山行 三郎ヶ岳        7名参加 

  10/28  みえスポ 経ヶ峰        5名参加 

  11/10  例会山行 ポンポン山         4名参加 

(予定) 

  11/24  例会山行 笠置山・柳生の里   5名参加予定 

  12/9     例会山行 霊山         5名参加予定 

  1/13   例会山行 朝熊ヶ岳       4名参加予定 

 

⑩ ひさい山岳会    

(報告） 

 11/14    例会山行三条山 大台町 雨天中止 

 11/7    例会    立成公民館 参加者 17名 

(予定） 

 11/18    例会山行笠置・柳生  笠置・柳生の里 参加者 10名予定 

 12/2    例会山行金華山 岐阜市 参加者 9名予定 
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 12/8～9   例会山行金時山 箱根 参加者 9名予定 

⑪ 松阪山岳会    

 ・報告無し 

⑫ 大台山倶楽部   

 ・報告無し 

⑬ 三重大学ＷＶ部  

(報告) 

 11/17〜11/18   養成ⅲ    霊仙岳  6名   

⑭ 三重カモシカ登山クラブ 

 ・報告無し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

【別紙】みえスポーツフェスティバル山岳 2018報告 

（1） 期日 10月 28日（日） 天候 晴れ 

（2） 担当山岳会 津峠の会、ひさい山岳会 

（3） 登山山域とコース 経が峰 

Ａコース（平木コース…経が峰…細野コース） Ｂコース（細野コース…経が峰…穴倉東

コース…めなし地蔵） 

（4） 参加者総数（役員、実行委員含む）136名 

（5） 途中下山 3名、無線連絡、本部が下山口に出迎えて輸送（持病 1、体調不良 2）。 

（6） 登山中のケガによる搬送等はなし（傷害保険適用者なし）。 

（7） 参加者アンケート（アンケートは抽出して実施して実行委員会に報告）、その他参

加者の声 

（班のＣＬ、ＳＬの登山中の指導、配慮に感謝する、が大部分、それ以外の声を下に） 

・登山終了後、全員が閉会式までの待ち時間が長かった。なんとかしてほしい。 

・経が峰は良い山であることを知った（頂上の展望、頂上の雰囲気、など）。 

・参加申し込みの電話をしたが、電話が中々つながらず、申し込みに時間がかかった。 

・大会プログラムに、参加者の名前を記載するのはやめてほしい。 

・今回は要望（友人と同一班にしてほしい）を聞いてくれて良かった。 

・要項に記載してある登山の装備をそろえる必要があるのか、疑問である。 

 

（8） 会計報告（理事長より、県実行委員会に報告提出済み） 


