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三重県山岳連盟 平成 30 年度第 10回（1月）理事会報告 

日時 平成 30 年 1 月 29 日（火）19：00～20：20 場所 鈴鹿市文化会館第 5 研修室 

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

中、稲垣（五目）水谷、小寺光紀（朝明ア）橋川（鈴鹿山）赤塚（津峠）水谷（ひさい）宮澤（松阪）

萩、加藤、原（かもしか）委任：10 名 計：31 名 欠席：3 名 

 

1. 会長挨拶・報告及び審議事項等 

●年始挨拶 

新年あらためましておめでとうございます。本年も会員様無事故の１年宜しくお願いいたします。

年末年始登山 年始はお天気にも恵まれ良いスタートが切れたのではないでしょうか？ 

●日山協の役員選考規定改定について 

2019年度 2020年度 JMSCA理事推薦の件で、３役のみなさんにもご相談 弊職 理事候補として推

薦いただきました。  

●JMSCA新春懇談会（1/12 東京市ヶ谷）報告 

愛知 静岡出席されておらず近々の課題お話し不可. 

滋賀伊藤会長から和歌山国体の近県審判員支援並びに鈴鹿山系連絡協議会の開催日日程 早急に回

答ほしい旨打診いただきました。 

岐阜は元会長の高倉氏がご出席 当年 85歳になられたとの事！お元気そのもの。遭難対策委員長

の町田さまともしばし歓談させていただいた。  

 

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】 

■山岳スキー競技 

(報告) 

●小寺教夫選手（朝明ア）が、ＪＭＳＣＡ山岳スキー委員会より 2019 年山岳スキー競技世界選手権

（3 月 9 日～16 日、スイス、Villas-sur-Ollon）の日本代表に選出されました。 

［会長より］連盟の代表でもあり資金面 物資面 精神的な面で応援できる方紹介してください。 

 

12/28 SKIMOinban.K秀岳荘 CUP 北海道 バーチカル 優勝 

(予定) 

1 月～2月 ISMFワールドカップ参戦 

2/23 ミレーカップパラダ SKIMO ナイトレース 長野  

3/9～3/16 ÌSMF 世界選手権 スイス、ウビラール・ジュル・オロン  

4/6～4/7 第 13回日本選手権大会（JMSCA主催）長野 

4/14 白馬八方スーパーバーティカルレース 長野 

 

■指導委員会  

(報告)    
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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 15名 

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 9名 

(予定)  

2/9～11  積雪期基礎講習会 国立登山研修所及び周辺山域 1名参加  

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 

2/19(火) 第 5回ベーシック委員会 尾高・加藤邸 

3/16(土)～17(日) 第 2回夏山リーダー講師養成講習会 神奈川 参加者 1名(現時点) 

 

 ●1/20積雪期登山研修下見    

・雪は例年に比べてかなり少ない。研修場所にはあるが、一部ブッシュが出ている状態。 

・竜ヶ岳・遠足尾根の研修場所を視察。ここを第一候補とする。    

・積雪が少ない場合の代替候補として、御在所岳山頂付近、藤内沢出合付近を考慮 

●第 4回ベーシック委員会    

・テキストの内容、講義日時、運営・受付・司会担当、実習登山の内容等について相談 

●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(締切 2/1)。    

・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(締切 3/1)。    

●今年度のイベント関連    

・2/17初心者対象積雪期登山研修    

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。   

大凡の人数を理事会にて確認 本日現在、約 40名参加予定。   

★当日の依頼事項    

当日は 7時集合ですが、7時までに各自直ぐに出発出来るよう、準備を整えて下さい。    

また各会のリーダーの方は、各会単位で点呼を取っておいて下さい。    

・指導員検定    

 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。     

     

■遭難対策委員会      
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  遭難事案 報告する事案なし 

 

■自然保護委員会    

 報告・予定事項 特になし 

 ◯ 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) 

1/6   愛知・岐阜・三重 競技関係者打ち合わせ (岐阜市) 戸田、松尾 県予選について 

1/11  競技部役員打ち合わせ (鈴鹿市) 加藤、亀井、戸田、松尾 県予選、東海ブロックについて 

1/19  JMSCA競技部ブロック別研修会(近畿ブロック) (奈良県天理市) 葛原、戸田、松尾 視察兼 

(予定) 

2/2(土)～2/3(日) JMSCA競技部ブロック別研修会(東海ブロック) (鈴鹿高校) 別紙参照 

 参加予定 48人（三重県関係者 審判認定研修 14人、審判更新研修 7人、競技運営研修 6人) 

3/30(土) 国体県予選リード(愛知、岐阜と合同開催) (安八スカイウォール(岐阜県)) 

4/21(日) 国体県予選ボルダ(愛知、岐阜と合同開催) (ぴなくる２栄(愛知県)) 

7/27(土) 国体東海ブロック大会リード (岐阜聖徳学園高校) 

7/28(日) 国体東海ブロック大会ボルダ (KO-WALL三重 (津市)) 

 

●スポーツの杜鈴鹿 クライミング関係行事 

 体験会、確保講習会を 5月、7月、9月で調整中 

●東海ブロック大会(2019年度 三重県担当) 

 日時、場所については 2月 2日に東海四県競技関係者で協議 

 日時：国際大会等の日程を考慮すると、この日程が無難か。 

 場所：スポーツの杜鈴鹿の壁では現在の選手レベルに対応できない。 

●審判資格登録料、更新研修受講費 

今までは岳連で補助(国体開催準備のため)→個人負担とする 

・更新制度が変わり（毎年更新）、岳連からの持ち出しが大きくなる 

・更新費等を個人負担とする引き替えに、資格所持者が大会で役員として従事した場合、相当の日当

を支払う。 

 

【総務部】 

(予定) 

2/16(土)～17(日)  Jr登山普及情報交換会及び 全国理事長会議 加藤出席 

4/13(土)予定 平成 31 年度三重県山岳連盟総会 津・大川学園 

4/20(土)    春の安全登山啓蒙活動 

7/27（土）   東海ブロック正副会長・理事長会議 三重 

10/19(土)    秋の安全登山啓蒙活動 
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■財務委員会 

 12 月会計報告について 回覧 

■広報・共済委員会 

 ◯Web 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 2 月中に移行予定。 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（予定） 

  2/6 (水)  講演会 競技施設後利用に関する内容 加藤出席 

  2/19（火）三重とこわか国体 第１回競技運営担当者会議 三重県庁 加藤、松尾出席 

 

●国体会場（B&G海洋センター体育館）にボルダリングウォール設置  

  工事：～２月中旬 ルートセット 2月 21日(木)(予定) 

  2019年度 この施設を利用し PR活動を行う予定 

 

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 

  

②鈴鹿山系連絡協議会 

(予定) 

 10/19(土)～20(日) 連絡協議会（三重開催） 

 

③高体連登山部  

(報告) 

 12/22～23  第 9回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会(埼玉県加須市) 

     参加者 男子：寺本(鈴鹿)101位 女子：分部(鈴鹿)97位 

(予定) 

  2/9～11  積雪期基礎講習会 国立登山研修所及び周辺山域 2名参加  

  2/23～24 顧問雪山研修会 上記講習会の伝達講習会 

 

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

(報告) 

 12/23 第 3回理事会 

 2018年の入山者数は約 6500名 前年比約 2000名減      

 救助事案は 5件発生 前年比プラス 5件 内 1件は重体の事案 

相次ぐ台風の影響で大杉登山歩道は大変荒れております。本年 4 月のオープン前点検時は連盟として  

数名は動員をお願いしたい！（4月 8日週か 15日週 桃ノ木山の家で 1泊） 

http://www.oosugidani.jp/
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他議事の内容は 別紙回覧   

（予定） 

  2/22  大台ヶ原の利用に関する協議会 奈良商工会議所 根本出席 

 

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会 

(行事予定) 

  2/9～11 積雪期基礎講習会 国立登山研修所及び周辺山域 

 2/16-17 氷雪技術研修会（大山） 

 2/16   平成 30年度 Jr登山普及情報交換会 東京 

 2/17   全国理事長会議 

 3/2-3  リードジャパンカップ 

 3/16～17 夏山リーダー講師養成講習会 

 3/23-25 リード日本ユース選手権 

 3/29-31 なすかし雪遊び隊 

 

 

4. 加盟団体より要望・意見等 

特になし 

 

 

■ 2 月度理事会   2月 26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 2 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)    

 12/23(日)～24(月) 新年登山下見 新穂高～西穂（幕営） 参加 3 名 

 1/3(木)～4(金) 新年登山 新穂高～西穂（幕営） 参加 9 名 

 1/20(日) 岳連・初級者対象積雪期研修会下見 竜ケ岳 5 名参加予定 

 1/26(土) 月例山行 朝明周辺 8 名参加予定 

(予定)    

 2/17(日) 岳連・初級者対象積雪期研修会 竜ケ岳 5 名参加予定 

 

④ 五目山岳会  

(報告)    

 12/15  一般登山 鈴鹿 ｲﾌﾞﾈ，ｸﾗｼ 7 名参加 

 12/30～1/2 一般登山 八ヶ岳 赤岳他 5 名参加 

 1/3  1 月例会 一般登山 鈴鹿 岳不動初詣 19 名参加 

 1/13  一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 8 名参加 

(予定)    

 1/20  一般登山 鈴鹿 竜冬山講習下見 

 1/23～24 一般登山 台高 高見山，三峰山 

 2/10  一般登山 旧中山道 鳥居峠ﾊｲｸ 

   

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) 
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 1/13(日)  月例山行 研修会（読図とナビゲーション） 観音山公園周辺（亀山） 9 名参加  

(予定） 

 1/20(日) 月例山行 樹氷まつりの「三峰山」 

  

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ 

 

⑨ 津峠の会    

(報告) 

 12 月 山行 なし 

(予定) 

 1/13  例会山行 朝熊ヶ岳       4 名参加予定  

 1/26   例会山行 入道岳        3 名参加予定 

 2/2    例会山行 亥谷山        4 名参加予定 

 2/16  例会山行 切間の八・タコラ山   3 名参加予定 

 2/23    例会山行 姫越山        3 名参加予定 

 

⑩ ひさい山岳会    

(報告)  

  1/13   例会山行修験業山  津市美杉町 参加者 14 名 

  1/9   例会 立成公民館 参加者 16 名   

(予定)  

  1/26    例会山行御在所岳 鈴鹿の山 参加者 8 名予定 

  2/3   例会山行三峰山・平倉峰 奈良県御杖村 参加者 9 名予定 

  2/17   例会山行七洞山 大紀町 参加者 12 名予定 

    

⑪ 松阪山岳会    

(報告)  

  1/5  例会山行 朝熊ヶ岳 19 名参加 

  1/13  例会山行 亥谷山 26 名参加 

  1/21.22  例会スキー研修 ウィングヒル白鳥    

(予定)    

 2/10   例会山行 綿向山  

 2/17   岳連積雪期登山研修 竜ヶ岳 

 

⑫ 大台山倶楽部   

(報告)  

 1/5（土） 例会   大台町 4 名参加 

  1/13（日） 例会山行 大平山古道踏査 3 名参加  
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(予定)    

 1/27（日） 個人山行（冬樹林撮影行事参加） 大台町迷岳  

 2/2（土） SC ブロック別研修会 鈴鹿市  

 2/2（土） 例会 松阪市  

 2/3（日） SC ブロック別研修会 鈴鹿市  

 2/10（日） 個人山行 大台町大崩岩  

 

⑬ 三重大学ＷＶ部  

 報告等なし 

 

⑭ 三重カモシカ登山クラブ 


