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三重県山岳連盟 平成 30 年度第 9 回（12 月）理事会報告 

日時 平成 30 年 12 月 20 日（木）19：00～20：00 場所 鈴鹿市文化会館第 5 研修室 

出席者：松尾（高体連）、酒井（やまびと）、根本、太田、岡田、森、黒田（東芝）、稲垣（五目）、小寺

教夫（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）、 

委任：11 名 計：26 名 

欠席：8 名 

 

1. 会長挨拶・報告及び審議事項等 

●年末挨拶 

日々皆様には大変おせわになっております。4 月に新体制発足 皆さまのお蔭様でインターハイ他

主行事無事実施することができました。来年もぜひよろしくお願いいたします。 

●三重高体連登山部顧問等安全登山講習会報告 

12 月 7 日四日市少年自然の家で開催されました。先生方 19名、連盟より 3名出席。（雪崩死亡事故

を受けての）教育委員会事務局よりスポーツ庁の通達を踏まえた説明。至学館大学の三浦先生より

低体温症のメカニズムと予防、副学長の平田先生からは雪山での活動とその指導の講習を、日本登

山医学会認定山岳看護師 福島様より冬山の傷病者搬送方法をご教示いただき有意義な講習会とな

った。今後、山岳連盟、高体連一体となって冬山の事故防止に努めていきたい。 

●Ｈ30 年度 三重県体育協会被表彰者 推薦の件 

前回理事会で承認いただいた「津・峠の会」様について、平成 16 年度に津市の推薦で表彰を受け

ておりましたので、代わり「ひさい山岳会」様を推薦、申請いたしました。 

●日山協の役員選考規定改定について 

次期役員改選につき、三重岳連からも役員候補者の推薦依頼が有りましたので（ブロックでの代表

理事制は廃止）、各会で推薦者があれば至急連絡ください。（1/18 推薦者名提出期限） 

●叙勲推薦の件 

来年以降で該当者があれば（岳連で 20年以上の役員歴、且つ、会長・副会長・理事の役員歴）推

薦ください。 

●年末年始登山の件 

 東芝山岳会、五目山岳会で入山予定報告あり。 

 他山岳会でも予定があれば、事務局まで報告ください。 

 

2. 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)    

11/29(木)  第 2回ベーシック委員会 尾高・加藤邸 ベーシック委員会 

12/9(日)  少年少女登山教室 尾高山 参加者：子供 7名、保護者 7 名、ｽﾀｯﾌ 8 名 

12/17(月)  第 3回ベーシック委員会 尾高・加藤邸 ベーシック委員会 

(予定)    
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1/20(日)  初心者対象積雪期登山研修下見 竜ヶ岳・遠足尾根周辺 県岳連関係者 

1/23(水)  第 4回ベーシック委員会 尾高・加藤邸 ベーシック委員会 

1/24（木）    第 26 回三重県スポーツ医・科学セミナー兼三重県スポーツ指導者研修会 津市 

2/10（日）    平成 30 年度三重県スポーツ指導者研修会 伊賀市 

2/16(土)～17(日) 氷雪技術に関する指導員の教育と研修及び主任検定員養成講習会（A級）・上級指導

   員養成講習会  大山山域及び大山自然歴史館 所属岳連（協会）会長推薦者 

2/17(日)  初心者対象積雪期登山研修 竜ヶ岳・遠足尾根周辺 県岳連関係者 

3/16(土)～17(日) 第 2回夏山リーダー講師養成講習会  

    神奈川県立山岳スポーツセンター 参加者 1名(現時点) 

●全国指導委員会関連    

・氷雪技術研修会    

研修会対象者：公認スポーツ指導者または所属岳連（協会）会長より推薦され登攀経験を有する

者 参加希望者は、指導委員長・森まで御連絡下さい。会長、理事長と相談の上、決定します。 

・第 2回夏山リーダー講師養成講習会    

対象者：JSPO 公認山岳指導者資格取得者（都道府県山岳連盟（協会）の指導委員会、遭対委員会

または、会長の推薦者） 参加希望者は、指導委員長・森まで御連絡下さい。会長、理事長と相

談の上、決定します。    

・登攀研修会(10/27～28 実施)    

  山岳 A級主任検定員合格、松尾浩志さん、おめでとう御座います。    

●初心者対象積雪期登山研修   

  実施要領等は別紙参照 【別紙】2019 初心者対象積雪期登山研修要綱及び申込書 

  各山岳会単位で取り纏めの上、2 月 6 日（水）までに森まで電子メールにて申込ください。  

  （各会の代表理事へ申込書配信します） 

●指導員検定について 

①三重県山岳連盟認定山岳指導員    

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。  

②日本スポーツ協会公認スポーツ指導者 

 来年度、専門科目の養成講習会を三重県で開催予定。（アルパイン、スポーツクライミング）  

 取得希望者は共通科目（スポーツリーダー）を NHK 通信講座にて取得のこと 

 ※資格詳細は日山協 Web ページ「スポーツ指導者について」を参照 https://goo.gl/xw94UM 

●来年度の山登りベーシック塾について    

・6 月～8月に、2会場（四日市会場、津会場）で、講義をおこなう。9 月に、実習をおこなう。 

（講義 3 回＋実習 1回の形態でおこなう）    

・参加費（一般）は、4000 円（講義 3 回＋実習 1回）とする。岳連会員は別途検討。   

・講義は、毎回、2講義をおこなう（1講義 50～60 分）。    

・会場と日程(津は 3 回予約済。四日市は 6 月のみ予約済（7・8月分は 1月・2 月での予約開始) 

・各講義のテーマと講師案選定 → 後日、各講師へ依頼    
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・実習登山について 予備日 1日設定、隊分け等については継続検討。  

     

■遭難対策委員会      

    

■自然保護委員会    

(報告) 

12/1  清掃登山 14名（朝明-ブナ清水-キノコ岩-根の平峠）、研修会（朝明茶屋）9 名参加。 

   （AAC 5、五目 3、鈴鹿 2、やまびと 5、カモシカ 1） 

(予定) 

なし 

◯ 新規会員常時募集中。希望者ある会は水谷まで連絡下さい。 

 

【ＳＣ部】  

(報告) 

12/15 確保研修会 こどもの城 松阪 ＳＣ関係者 3 名 

 スタッフ、ボランティア（8 名）向けにトップロープでのビレイ講習会を開催しました。 

(予定) 

19.2/2～3 ブロック別研修会 鈴鹿高校 受講者他 

●Ｃ級審判員認定研修受講希望者募集中。 

●2021 とこわか国体の国体運営員研修については前年度に実施するので、今回は主だった方の

み受講してください 

【総務部】 

○冬山登山の事故防止について（通知） 

12/15 付にてスポーツ庁より通知の添付資料「冬山登山の警告」を各団体代表理事へメール配信しま

した。［三重岳連：理事 18011］ 日本山岳・SC協会 Web サイトでも公開中。https://goo.gl/8uCuie 

◯三重県アスリートニュース（三重県競技力向上対策本部発行）回覧。 

■財務委員会 

 11 月会計報告について（回覧） 

■広報・共済委員会 

◯JMSCA 山岳共済会のしおり、山岳保険のご案内の配布。 

 各会での加入促進をお願いします。（既存加入者については各会担当者に郵送済み） 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

○三重とこわか国体 競技別会期の決定について 

三重県地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会局 競技・式典課 より、12/13 に開催された（公

財）日本スポーツ協会国体委員会 において、三重とこわか国体の正式・特別競技及び公開競技の競

技別会期について、本県提出案が承認され決定した旨、通知がありました。 
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スポーツクライミング リード    全種別 菰野町 菰野町 B&G 海洋センター特設会場    

10/1(金）～10/3(日） 

スポーツクライミング ボルダリング 全種別 菰野町 菰野町 B&G 海洋センター体育館特設会場 

10/1(金）～10/3(日） 

◯菰野町 B&G 海洋センターにて、小規模のボルダーリング壁を設置予定あり。（現在、設計段階）完成

後、イベント等で皆さんのご協力をお願いします。 

 

3. 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 

 ・報告事項等なし 

②鈴鹿山系連絡協議会 

 ・報告事項等なし 

③高体連登山部  

(報告) 

  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 冒頭、会長報告の通り。 

 12/19   審議会  

(予定) 

  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） 鈴鹿高校 2名出場 

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

 (予定) 

 12/25 理事会 根本出席 

⑤日本山岳・SC 協会 

(行事予定) 

  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） 

 31.2/16   平成 30 年度登山普及情報交換会 東京 

 31.2/17   全国理事長会議 

 31.3/2-3  リードジャパンカップ 

 31.3/23-25 リード日本ユース選手権 

 

4. 加盟団体より要望・意見等 

要望・意見等、特になし。 
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■ 1 月度理事会   1 月 29 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 1 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。 

 

 

加盟団体活動報告・予定 

 

① 桑名山歩会  

 

② 山岳同好会やまびと  

(報告)    

12/2(日)         例会 ハライド登山＆鍋 参加 23 名 

(予定)    

1/6(日)          例会 百々が峰  

1/19(土)         例会 姫越山  

1/20(日)         例会 綿向山と竜王山  

1/27(日)         例会 藤原岳  

 

③ 東芝山岳会三重支部  

(報告)    

12/2(日)  熊野トレラン誘導支援 熊野市周辺 参加６名 

12/7(金)  安全登山講習会 四日市少年自然の家 参加２名 

12/8(土)  ＴＡＣ三重記念山行＆忘年会 御在所藤内沢・湯の山ロッジ 参加１８名 

(予定)    

12/23(日)24(月) 新年登山下見 新穂高～西穂高岳（幕営） ２名参加予定 

1/3,4,5  新年登山 新穂高～西穂高岳（幕営） 約９名参加予定 

 

④ 五目山岳会  

(報告)    

11/17  11 月例会 登山道清掃＆修復 鈴鹿 竜ヶ岳 20 名参加 

11/17  一般登山 東三河 鳳来寺山 5 名参加 

11/24  一般登山 鈴鹿 日本コバ 8 名参加 

12/1  一般登山 南信濃 南沢岳 10 名参加 

12/8  12 月例会 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 11 名参加 

12/9  少年少女登山教室支援 鈴鹿 尾高山 7 名参加 

(予定)    

12/28～30 一般登山 北ア 西穂高岳  
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12/30～1/2 一般登山 八ヶ岳 赤岳他  

1/3  1 月例会 一般登山 鈴鹿 岳不動初詣  

1/12～13 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳  

   

⑤ 菰野山岳会 

 

⑥ 朝明アルパインクラブ 

 

⑦ 鈴鹿山岳会  

(報告)    

11/26(月) 月例山行 入道ヶ岳（バリエーション）6 名参加 

12/1(土)      岳連自然保護委員会清掃登山 2 名参加 

12/8(土） 忘年会 湯の山ロッジ 20 名参加 

12/9(日） 忘年山行 ネコ・笠岳 17 名参加 

(予定） 

12/16(日)  月例山行 鬼ヶ牙から臼杵山の周回 

1 月     研修会（読図）観音山（亀山）周辺  

  

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ 

 

⑨ 津峠の会    

(報告) 

11 月 24 日 例会山行 笠置山・柳生の里 8 名参加 

12 月 9 日 例会山行 霊山       中止にしました。 

(予定) 

1 月 13 日 例会山行 朝熊ヶ岳     4 名参加予定  

1 月 26 日 例会山行 三峰山      3 名参加予定 

 

⑩ ひさい山岳会    

(報告)    

11/18  例会山行笠置・柳生  笠置・柳生の里 参加者 10 名 

12/2  例会山行金華山 岐阜市 参加者 14 名 

12/8～9  例会山行金時山 箱根 参加者 11 名 

12/5  例会 立成公民館 参加者 17 名 

(予定)     

1/13  例会山行修験業山・栗ノ木岳  津市美杉町 参加者 11 名予定 

1/27  例会山行御在所岳  鈴鹿の山 参加者 7 名予定 
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⑪ 松阪山岳会    

(報告)    

11/18  例会山行 鎌ヶ岳 16 名参加 

11/25  松阪市民ハイキング 高束山 市民 27 名会員 20 名参加 

12/2  例会山行（忘年登山） 京都府 笠置山 22 名参加 

(予定)    

1/5  例会山行 朝熊ガ岳  

1/13  例会山行 亥谷山  

1/21.22  例会スキー研修 ウィングヒル白鳥  

 

⑫ 大台山倶楽部   

(報告)    

11/3（土） 例会 大台町 4 名参加 

11/11（日） イベント支援 鈴鹿市 1 名参加 

11/22～24（土） 個人山行 延岡市大崩山 1 名参加 

12/1（土） 例会 大台町 3 名参加 

12/15（土） 講習会支援 松阪市 1 名参加 

(予定)    

1/5（土） 例会 大台町  

1/13（日） 例会山行 大平山古道踏査  

 

⑬ 三重大学ＷＶ部  

  報告等なし 

 

⑭ 三重カモシカ登山クラブ 

 

 



三重県山岳連盟指導委員会 

2019 初心者対象積雪期登山研修要綱 

 

１．日時 平成 31 年 2 月 17 日（日） 7：00～ 

２．集合 宇賀渓観光協会駐車場 

３．行程 

7：00  宇賀渓駐車場集合 点呼、基本事項説明、隊班分 

8：00  出発 

 尾根上で昼食後、同ルートにて下山 

15：00  宇賀渓駐車場 

４．対象者 

・三重県山岳連盟加盟山岳会会員で、冬山登山初心者 

・日山協の山岳保険、またはこれに準ずる山岳保険に加入している事(A 隊：登山コー

ス、B 隊：ハイキングコース)。 

５．持ち物 

  ・一般日帰り登山装備、昼食、防寒着、アイゼン（A 隊：10 本爪以上が望ましい。 

B 隊：軽アイゼン以上）、ピッケル(A 隊のみ)、ヘルメット等 

  ・お持ちの方は、シュリンゲ（120 ㎝以上）、環付カラピナ、ピッケル、ハーネス 

６．研修内容 

隊構成：参加者のレベルによって、以下の２隊に分けて実施(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 

   ７．行動内容 

     ・各山岳会単位で行動 

     ・原則、当該山岳会所属の山岳指導員がリーダーをお願いします。 

     ・指導員不在の山岳会は、他の山岳会と合同での行動を手配いたしますのでご相談くだ

さい。 

   ８．申込方法 

     ・各山岳会単位で取り纏めの上、2 月 6 日（水）までに森まで電子メールにて申込くだ

さい。 

     EMail ： hide-mori@mvf.biglobe.ne.jp 
 

   ９．その他 

     荒天により開催中止の際は、前日 PM6 時までに各山岳会の代表者(申込書のリーダー)

へ連絡します。 
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