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三重県山岳連盟 平成 30 年度第 11回（2月）理事会報告 

日時 平成 30 年 2 月 26 日（火）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)根本、岡田、鈴木、森、黒田(東芝)、草川(五目)諸岡、小寺(朝明)

橋川(鈴鹿山)赤塚(津峠)水谷(ひさい)渡辺(松阪)萩、加藤、宮崎、原(かもしか)  

委任 7 名、（計 26 名）欠席 7 名 

 

1. 会長挨拶・報告 

◯2/12 第 47 回三重県スポーツ賞、平成 30 年度（公財）三重県体育協会表彰 表彰式 

スポーツ優良団体でひさい山岳会、スポーツクライミング部門で渡部桂太君、義村萌さん、田嶋あ

いかさんが受賞 

◯2/13～2/14 大台ケ原冬季利用にむけてのモニターツアーに参加 

上北山村主催 大台ケ原登録ガイド 6名 環境省自然保護官他 17名参加 

積雪期の大台ケ原の素晴らしい魅力に改めて感動いたしました。 閉山期の利用実現にむけて、ま

だ課題ありますが皆様見守ってください。  

◯2/22 大台ケ原有効利用協議会会議 

 （資料回覧）・三重県民の利用、5番目に多い。 ・鹿の害が増えている 

◯会員証再発行の件 （見本回覧）総会時に配布予定。追加分について別途印刷する 

 

2. 全国理事長会議報告 

 下記内容について、岳連内で審議してほしいとの要請がありました。 

 ●加盟団体の名称に「スポーツクライミング」を入れるかの協議をしてほしい 

  現在は６県で名称変更されている 

 ●加盟団体の法人化について （日山協の資料スライドで説明） 

  加盟団体に法人化（一般社団法人推奨）を進めてほしい 

  法人化にあたって、弁護士費用等、日山協で協力する 

  現在、4県が法人に変更 

 ●2021 年度の安全登山指導者研修会（東部地区）を三重県で開催してほしい 

  東海ブロックで他県は 2回開催しているので今回は三重で。 

  カリキュラムは国立登山研修所で企画なので、場所と指導員、補助員の手配を依頼される 

  時期は、国体終了後の 11月開催でよい 

 法人化については、各会に持ち帰り、検討し意見をだしてください。 

 ◯国体競技について 

オリンピックの次回パリでもスポーツクライミングが採用されることもあり、国体競技でスピード

も行うか検討していくとのこと。現時点で、三重国体での採用はない見込み。 

 

3. 提案審議事項 

◯印刷機の導入について 

 年間の各会議・事業での資料印刷について、事務局で自前の印刷機を持ち、タイムリーに必要な資
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料を印刷できるよう導入を提案、審議願いたい 

 メーカー：OKI  5年間、無償修理付き、メンテナンス品も５年間無償提供 

 買い上げの場合 40万、リースの場合 月約 7200円 

・4月に総会が控えているので早急に導入したい  

・輪転機、印刷機どちらか 印刷機（複合機）となる 

・大量印刷でなければ、レーザープリンターでもいいのでは 

・三重国体に向けて、どのような組織となるかは不透明だが、三重岳連としても、色んな人にペーパ

ーでの各種資料等を配ることになるので印刷機は必要になってくる（インターハイは高校の行事だっ

たので、高校の機器が利用出来た） 

各会に持ち帰り、検討し、次回 3月理事会で意見をだしてください。 

◯AEDの導入について 

 会長として、会員になにかあってはいけないの思い。スポフェスや各研修会等で用意がないのはど

うかと思い、次回総会で提案事項としたい 

 

4. 各部・委員会からの報告事項 

【登山部】 

■山岳スキー競技 

(報告)  ※種目 S：スプリント I:インディビジュアル V:バーティカル T:チームレース R:リレー 

 1/18～1/19 ISMF World Cup 第 1戦 オーストリア、ビショフスホーフェン  S 53 位, I 54位 

 1/26～1/27 ISMF World Cup 第 2戦アンドラ、フォントブランカ  V 50位, I 44位 

 2/2～2/3  ISMF World Cup 第 3戦フランス、ル・デボリュイ S 52位, I 51位 

 2/20～2/22 ISMF World Cup 第 4戦中国、北大湖スキー場と周辺山域  S 6位入賞, V 9位 ,I   

6位入賞 

 2/23      The 4th MILLET Cup Parada Skimo Night Race  4位 

 (予定) 

 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) 

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 44名 

2/19(火)  第 5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) 

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 

3/19(火)  第 6回ベーシック委員会 尾高・加藤邸 ベーシック委員会 

4/27(土)～28(日) 平成３１年度 氷雪技術に関する指導員の教育と研修及びＡ級主任検定員養成講習

会・上級指導員養成講習会 富士山五合目及び佐藤小屋 日山協・指導委員会 岳連会長推薦者等 
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●2/17 初心者対象積雪期登山研修    

・下見時よりも更に雪が少ない状態だったが、想定場所よりも更に 10分程進んだ場所で研修を実施。 

・研修は 10時半～12時半で、各班に分かれて各班のリーダーを中心に実施。歩行訓練、滑落停止等。 

・下山は、各班のスピードに差がある為、流れ解散とした。    

●第 5回ベーシック委員会の概要    

・講義日程、会場確定(講義 3回(1回 60分×2、6/7/8月) + 実習登山)    

・実習登山 10/20(日)、高畑山予定。(鈴鹿峠自然の家利用の為、施設申し込み可否で変更あり)  

・講義時の運営、受付担当、実習登山のリーダー等、指導委員等の御協力の程、宜しくお願いします。

●全国指導委員会関連    

・第 2回夏山リーダー講師養成講習会    

  募集は締め切られました。 森指導委員長出席   

・平成３１年度 氷雪技術に関する指導員の教育と研修及びＡ級主任検定員養成講習会・上級指導員養

成講習会 参加希望者は、指導委員会・森まで御連絡下さい(締め切り 3/31(日))。 最終的な参加者

は、岳連会長等と相談の上、決定します。    

■遭難対策委員会      

   

■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) 

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) ※別紙報告書 

(予定) 

3/9  (日) 競技部 スポーツクライミング関係者意見交換会(鈴鹿高校)  

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))   

4/7（日）  日山協 全国競技委員長会議 戸田出席 

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(検討中) 

 

【総務部】 

(報告) 

2/16(土)  登山普及情報交換会 加藤出席 

補助金を受けて少年少女登山教室を行っているのは 10 県のみ。どの県も参加者を集めるのに苦労し

ている。三重県は 9 年連続で開催していて、来年度も開催で検討します。 

2/17(日) 全国理事長会議 加藤出席 

(予定) 
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4/13(土) 平成 31 年度三重県山岳連盟総会 津・大川学園 

4/20(土) 春の「安全登山と自然保護」啓蒙活動 

7/27(土） 東海ブロック正副会長・理事長会議 三重 

11/9(土) 秋の「安全登山と自然保護」 ※1月の報告より日程変更。 

●2019年度の安全登山と自然保護啓発活動について 【別紙：実施要項案】 

 鈴鹿山系意外の中勢地区、南勢地区でも実施を検討。各会の意見を出してほしい。 

●総会資料作成について  

 理事、代議員名簿提出期限：3/15（金）、 各委員会の資料提出期限：3/22(金) 

■財務委員会 

 1 月会計報告について  

■広報・共済委員会 

 ◯Web サイトアドレス移行の件 

さくらのレンタルサーバ（スタンダード 515 円/月）へ引っ越し 

独自ドメイン（1852 円/年）名について 候補が提案され、担当者に一任される 

・メールサバー機能はあるのか サービスとしてあるので詳細確認する 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（報告） 

2/6 (水)  講演会 競技施設後利用に関する内容 加藤出席 

・埼玉県加須市のクライミングウォール 国体後の後利用で高校選手権、ワールドカップが開かれて

いる等有効利用されていることの報告 

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 

 ・競技実施要項作成を今春提出に向けて準備していく 

（予定） 

  菰野町の実行委員会が今後立ち上げされる。岳連から 3役中心に参加。 

●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 2/21完了。 現在、マットが納入されていないので一般公開はさ

れていない。 2019年度より、この施設を利用し PR活動を行う予定。 

 

■全国高校総体実行委員会（菰野町実行委員会） 

（報告） 

2/25 全国高校総体菰野町実行委員会解散総会  

 収支報告等承認され解散となった。 

 岳連関係者の方にいろいろご協力いただきありがとうございました。 

 

5. 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 
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（報告） 

 三重県山岳遭難防止講演会について H31年度は会場の関係で 6～7月位に別会場での開催を予定。 

  

②鈴鹿山系連絡協議会 

(予定) 

 11/9(土)～10(日) 連絡協議会（三重開催） ※1月の報告より日程変更。 

 

③高体連登山部  

(報告) 

 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 

 23 日 いなべ総合学園高校で机上講習、24 日 藤原岳山頂付近でアバランチリサーチ講習等 

 国際山岳看護師の浦川氏にお越しいただき、充実した研修会ができた。 

(予定) 

 3/9 顧問向け確保講習会（トップロープ） 鈴鹿 SG 9：30～15：30の予定 

 

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

(報告) 

 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 （会長報告の項） 

(予定） 

 4/11～4/12 事前パトロール 都合つく方は参加願います。 

 4/19(金)  大杉谷オープニングセレモニー 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) 

  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 

 4/6-7     山岳スキー日本選手権 

  4/27-28    氷雪技術研修会 富士山 

 

6. 加盟団体より要望・意見等 

①朝明アルパインクラブより 

◯小寺教夫後援会について 

 朝明アルパインクラブ会員の小寺君が山岳スキー競技で頑張っているので、同じ会の一員としてぜひ

応援したく後援会を立ち上げた。小寺君には競技の中で実績をあげてほしく、海外遠征（本場は、北欧

発祥でヨーロッパ中心）の費用等支援していく目的で会の中に後援会を設立した。 

http://www.oosugidani.jp/
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今回、彼を三重県山岳連盟としてもぜひご支援いただき、会員の皆さんへの支援依頼の周知をお願いし

たい。ぜひ、この旨を察していただき、皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

・別紙フライヤーにあるとおり、皆さんの会員の方含めまして、ご協力いただけるのであれば、寄付の

方よろしくお願いします。 

 

②ひさい山岳会より 

岳連主催の初心者対象の冬山研修会ですが、ひさい山岳会の例会山行と重複して参加できませんでし

た。ひさい山岳会は、例会山行は、1年間分を当初に日程を組んでおりますので岳連の研修等も出来

れば年度当初に計画してください。 

 

・総会の時に各委員会の年間事業計画を発表します。 

 

 

 

■ 3 月度理事会   3月 26日（火）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 3 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。 

 

・総会資料提出につきましても、期日までの送信をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)    

 2/3(日） 例会 三峰山・平倉峰 参加 19 名 

 2/17(日) 総会  

(予定)    

 2/27(水） 例会 音羽山  

 3/2(土） 例会 入道岳  

 3/16(土) 例会 藤原岳  

 3/24(日) 例会 平山明神山、大鈴山、鹿島山の縦走  

 3/30(土) 例会 青葉山  

 

③ 東芝山岳会三重支部  

(報告)    

 2/2,3 JMSCA ブロック別国体運営研修会 鈴鹿高校 2 名受講 

 2/15 保々小学校感謝祭 四日市市立保々小 参加 5 名 

 2/17 岳連・初心者対象積雪期研修会 竜ケ岳 参加 11 名 

(予定)    

 3/16 例会山行、定期総会 朝明周辺  

 3/22,23,24 春山合宿 野伏ケ岳  

 

④ 五目山岳会  

(報告)    

 1/20 一般登山 鈴鹿 竜冬山研修下見 3 名参加 

 1/23～24 一般登山 台高 高見山，三峰山 11 名参加 

 2/9 2 月例会 一般登山 鈴鹿 御在所岳本谷 10 名参加 

 2/10 一般登山 旧中山道 鳥居峠ﾊｲｸ 3 名参加 

(予定)    

 2/17 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳冬山研修  

 2/23～24 一般登山 北八ヶ岳 ﾃﾚﾏｰｸ講習  

 3/17 3 月例会 一般登山 京都トレイル  

 

⑤ 菰野山岳会 

 

⑥ 朝明アルパインクラブ 
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⑦ 鈴鹿山岳会  

(報告) 

 1/20  月例山行 樹氷まつりの「三峰山」1235.4ｍ 14 名参加 

 2/3   月例山行 御在所岳雪遊び スノーシュー体験 雨天予報の為、中止 

 2/5   登山道整備 カワラコバ C  

(予定) 

 2/17  岳連 2019 初心者対象積雪登山研修 

 3/2    月例山行 宿浅間山・田曽浅間山(南伊勢町） 

 3/15   入道ケ岳北尾根山小屋修繕   山協、鈴鹿市合同 

 4/6   月例山行 三多気の桜 

  4/13   年次総会 

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ 

 

⑨ 津峠の会    

(報告) 

 1 月 13日 例会山行 朝熊ヶ岳 6名参加  

 1 月 26日 例会山行 入道岳 中止にしました。 

 2 月 2 日 例会山行 亥谷山 9名参加 

(予定) 

 2 月 16日 例会山行 切間の八・タコラ山 9名参加予定 

 2 月 23日  例会山行 姫越山 4名参加予定         

 3 月 2 日  例会山行 牛草山 3名参加予定 

⑩ ひさい山岳会    

(報告)  

  1/26 例会山行御在所岳  鈴鹿の山 参加者 6 名 

  2/3 例会山行三峰山・平倉峰 奈良県御杖村 参加者 12 名 

  2/17 例会山行七洞山 大紀町 参加者 14 名 

  2/6 例会 立成公民館 参加者 19 名 

(予定)  

  3/3 例会山行錫杖ヶ岳 津市の山 参加者 10 名予定 

 3/24 例会山行仙千代ヶ峰 大台町 参加者 12 名予定 

 

⑪ 松阪山岳会    

(報告)  

  2/10 例会山行 綿向山 22 名参加 

 2/17 岳連積雪期登山研修 竜ヶ岳  

(予定)    

  3/10 例会山行 兜岳・鎧岳  
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⑫ 大台山倶楽部   

(報告)  

 1/13（日） ゲレンデ踏査 熊野市 2 名参加 

  1/17（木） ゲレンデ踏査 熊野市 2 名参加 

 1/18（金） ゲレンデ踏査 熊野市 2 名参加 

 1/22（火） 御在所藤内アイスクライミング 菰野町 1 名参加（他会 3 名） 

 1/26（土） ゲレンデ踏査 熊野市 2 名参加 

 1/27（日） 高見山  松阪市 3 名参加 

 2/2（土）  SC ブロック別研修会 鈴鹿市 2 名参加 

 2/2（土）  例会 松阪市 4 名参加 

 2/3（日）  SC ブロック別研修会 鈴鹿市 2 名参加 

 2/4 (月）   大蛇峰クライミング 熊野市 2 名参加（他会 2 名） 

 2/10（日） 大崩岩クライミング 大台町 2 名参加 

(予定)    

 2/19（火） 御在所藤内アイスクライミング 菰野町 

  3/2（土）  例会  大台町 

 

⑬ 三重大学ＷＶ部  

 報告等なし 

 

⑭ 三重カモシカ登山クラブ 

 

 








	理事会報告1902.pdf
	理事会報告1902別紙.pdf

