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三重県山岳連盟 平成 30 年度第 12回（3月）理事会報告 

日時 平成 31 年 3 月 26 日（火）19：00～21：00  場所 鈴鹿市文化会館第 4 研修室 

（出席者）西、葛原、松尾、戸田（高体連）酒井（やまびと）根本、太田、岡田、鈴木、森（東芝）草

川、稲垣（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）杜多（松

阪）、木村（三重大）萩、加藤、原（かもしか） 

委任 5 名（計 28 名）欠席 6 名 

 

1. 会長挨拶・報告 

◯三重県体育協会からの表彰推薦の件 

 平成 31年度の生涯スポーツ推進功労者及び生涯スポーツ優良団体候補の推薦依頼がありました。該

当ある会は至急連絡ください。 

 

2. 提案審議事項（継続分） 

上部団体の日本山岳・スポーツクライミング協会（日山協）からの審議要請の件 

 ◯加盟団体（三重岳連）の名称に「スポーツクライミング」を入れるかどうか 

山岳会内でスポーツクライミングをやっている者はいないので抵抗感はあるとの意見はあるが、各山

岳会の名称を変更することではなく、三重国体も再来年にあり、県内にも世界レベルの選手がいるの

で変更が望ましい。名称の変更を決定。 

 ◯加盟団体（三重岳連）に法人化（一般社団法人推奨）を進めてほしい 

団体の規模からして、登記・定款作成、毎年の法人税支払い等をするメリットは疑問。日山協の加盟

団体規約では、既存団体については「速やかに法人となるよう努めなければならない。」となってい

るので、他県の動向を見ながら再度の審議事案とする 

◯印刷機の導入について 

輪転機（遭難対策委員会保有）の現状説明あり。今後装備品の整理を進めていく！ 

導入機のリース費用については、指導委員会のベーシック塾テキスト作成予備費を充て、岳連の備品

として各会にも利用できる環境を整える。総会資料他の印刷に遅れ生じてはならないので 

導入を決定。 

◯AEDの導入について 

大きな大会等では地元の消防署へ動員要請を掛け、AEDも準備してもらうことも検討 

パット交換、点検、バッテリー等の問題があるので、リース（レンタル）が望ましい。今後、資料を

集め、調査・検討していく。 

◯「安全登山と自然保護」啓発活動について  

・日程について 選挙絡みで警察署が 4/27（土）に実施予定なので、それに合わせ開催としたい。 

 各山岳会より賛同があり、4/20（土）を 4/27（土）に変更。 

・鈴鹿山系以外の中勢地区、南勢地区での実施について 

 各地域山岳会より賛同があり実施を決定。 

※実施要項は別紙参照。アンケート用紙等は 4/13の総会時にお渡しします。 
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3. 提案事項 

◯規約改正について 

 連盟の名称変更に伴い関連箇所等の改定を行なう。次回理事会で内容確認、決議ください。 

◯遭難対策委員会について 

 今までの活動は、他県もうらやむ活動をしていただき、何度も（警察署）表彰を受賞した。 

昨今は警察並びに消防各署でも山岳遭難の捜索並びに救助体制が整備されてきた結果  

2018年度は連盟への出動要請はなかった！その様な状況下で今後、今のようなレベルを維持していく体

制が必要であるかどうか？。傘下山岳会の皆さんで今後の有るべき姿をご検討 御意見ください 。 

 

4. 承認依頼事項 

◯桑名山歩会の脱退について 退会届を回覧し、承認される 

◯平成 31年度の国体三重県選手、ジュニアオリンピック及びユースボルダリング推薦選手について 

上記選手選考基準（別紙）及び選考委員会の設置（競技関係者以外の理事も選出）について、承認さ

れる 

◯平成 31年度スポーツフェスティバル開催内容（別紙）について  

質疑なく承認。SF実行委員会に開催日時、開催市町を報告します 

 

5. 各部・委員会からの報告事項 

【登山部】 

■山岳スキー競技 

(報告)  

3.9-3.16  ISMF 山岳スキー競技世界選手権（スイス） 

3.23～24 Ｗ杯(スイス、disentis) 

(予定) 

4.3～6    W 杯(イタリア、madonna did Campiglio) 

4.14    八方尾根スーパーバーティカル大会（長野県八方） 

◯登山月報 600号にて小寺教夫選手の「2018/2019 ISMFワールドカップ参戦記」報告あり。 

 

■指導委員会  

(報告) 

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 8名 

 チラシの確定、実習登山関連、テキスト、パワーポイント、模擬講義、テキスト印刷について協議。 

(予定) 

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 

4/20(土) 指導員総会 四日市市文化会館第 2会議室 18時～ 指導委員 

4/23(火) ベーシック委員会 尾高・加藤邸 ベーシック委員 
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◯ベーシック塾 2019について  

・6、7、8月の 3回講習（四日市、津の 2会場）と 10月の実習登山（鈴鹿峠自然の家起点高畑山）で

実施。 

 ・総会時に募集チラシを配布予定 

◯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 本講習会受講により、主任講師として講習会実施可能 

 講習会内容 ・夏山リーダー養成講習会の資料の説明 ・講習会を開催する準備から募集、開催まで 

 ・机上講習会と実技講習会の説明    

⚫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      

(報告) 

 委員長怠慢で各月の報告がされていませんでした。総会時に平成 30年度の 1年間分報告します 

◯鈴鹿国定公園５０周年記念マップについて 

必要な会は希望数を遭難対策委員会事務局（iandi@cty-net.ne.jp）まで連絡してください。（但し、希望

枚数通り配布できない場合あり（無料））締め切り 5月まで。 

 

■自然保護委員会    

(予定) 

5/19（日） 自然観察山行 詳細未定。決まり次第、周知します。 

◯自然保護指導員新規登録者随時募集中。（2018 年度会員数 26 名 （内新規登録者 3 名・朝明）） 

 

【ＳＣ部】  

(報告) 

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) 

3/23～3/25 スポーツクライミング 第 7回リードユース日本選手権印西大会 

 男子ユース C：9位 杉本侑翼選手、40位 小林隼翔選手 

 女子ユース C：20位 中野桜選手、23位 中野春風選手 

 女子ユース B：準優勝 森奈央選手、８位 小林舞選手、9位 柏綾音選手 

(予定) 

平成 31年 東海 スポーツクライミング コンペ（国体三重県予選、ユース選手選考を兼ねる） 

「リード競技」  

 平成 31年 3月 30日（土) ※雨天予備日 3月 31日（日） 受付 8：30 競技開始 9:30 

 安八スカイウォール 〒503-012岐阜県安八郡安八町牧 4851-4 旭金属工業株式会社敷地内 

「ボルダリング競技」 

 平成 31年 4月 21日（日） 受付 8：30 競技開始 9:30 

mailto:iandi@cty-net.ne.jp
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 ピナクル２栄 〒460-0008愛知県名古屋市中区栄５丁目 25-17 

4/7（日）  JMSCA 全国競技委員長会議 戸田出席 

5/6（祝） スポーツの杜鈴鹿 クライミング体験会 

5/18（土）～5/19（日） スポーツの杜鈴鹿 クライミング確保講習会 

 

【総務部】 

(予定) 

4/13(土) 平成 31 年度三重県山岳連盟総会 津・大川学園 10：00~ 

 3/20 に代議員宛案内状送付済み 

4/27(土) 春の「安全登山と自然保護」啓蒙活動 （前出の通り日程変更となりました） 

 

■財務委員会 

 2 月会計報告について 一覧を回覧。 

◯遭難対策委員長より、 

支出金の説明があったが、多くの理事からそれはおかしい？との声  

支出金の返金要望がだされ 不承認となる。 

 持ち帰り、委員会で対応を考えて、5月理事会で結果報告と回答。 

 

■広報・共済委員会 

◯Web サイトの移行完了 新アドレス：http://mie-sangaku.org/ 

◯ 独自ドメインでのメールアドレス無料で利用可能。役員で必要な方は申し出てください。 

 （事務担当宛のアドレス変更） 

◯ みえ岳連通信について 

2018 年後期号を発行します。内容は、みえスポーツフェスティバル山岳、県遭難防止講演会、冬休み

少年少女登山教室、初心者対象積雪研修、三重国体実行委員会報告 です。 

総会時に各会へ配布予定。Web サイトへも掲載します。 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（報告） 

3/13（水） 菰野町実行委員会（設立総会・第 1回総会） 菰野町役場 岳連より 6名出席 

3/24（土） 国体ＰＲ 菰野ヒルクライムチャレンジ in 鈴鹿スカイライン 

 菰野町役場駐車場にてボルダリング壁を設置し、PR 

（予定） 

4/21（日） 国体ＰＲ 四日市少年自然の家 春のワクワクふれあいまつり （検討中） 

 

6. 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 

http://mie-sangaku.org/
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(予定） 

7/7（日）三重県山岳遭難防止講演会 講師：渡邊輝男氏 場所：県庁講堂 

夏山シーズン前 多くの皆様の参加 お願いします。 

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) 

3/9 顧問向け確保講習会（トップロープ） 鈴鹿 SG   

3/16～3/17 新人大会 ロープワーク、ビーコン操作、読図大会 70名程参加 

(予定) 

4/20(土)～4/21(日) 春季大会 鈴鹿峠自然の家周辺 

6/1(土)～6/2(日) インターハイ三重県予選 朝明渓谷 

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

(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 

●平成 31年度シーズン 4/19(金)～11/24(日)まで。大台ケ原ドライブウエイの通行止め解除は

4/19(金)15：00 

 

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会 

(行事予定) 

  4/6-7     山岳スキー日本選手権 

 4/7    全国競技委員長会議  

 4/19-21  FISE WORLDSERIES HIROSHIMA2019（エクストリームスポーツフェス）旧広島市民球場 

  4/27-28    氷雪技術研修会 富士山 

  5/18-5/19  ボルダリングユース日本選手権鳥取大会 2019 倉吉 

 5/25-5/26 第 2回コンバインド・ジャパンカップ 西条 

 

■ 4 月度理事会   4月 13 日（ 土 ） 9:00 ～ 大川学園 ５F大会議場   

・部・委員会、関連団体の理事会事項書原稿は 4月 10日（水）までに送信してください。 

・加盟団体の報告は 5月分にまとめ送信してください。 

 

■ 5 月度理事会   5月 28 日（ 火 ）19：00～ 鈴鹿文化会館３階 第４研修室   

・理事会事項書原稿の報告は 5 月 15日締切日までに送信してください。  

・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。 

 

 ※送信先アドレス（変更）： secretariat@mie-sangaku.org  

http://www.oosugidani.jp/
mailto:%20secretariat@mie-sangaku.org
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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)    

3/16(土) 例会 藤原岳 参加 12 名 

(予定)    

3/24(日) 例会 平山明神山、大鈴山、鹿島山  

3/30(土) 例会 青葉山  

4/6(土) 例会 尼が岳  

4/13(土) 例会 武奈ヶ岳  

4/14(日) 例会 鎌ケ岳  

 

③ 東芝山岳会三重支部  

(報告)    

3/16 例会山行、定期総会 朝明周辺 参加予定 17名 

3/22,23,24 春山合宿 野伏ケ岳 参加予定 10名 

(予定)    

4/6 TAC本部総会 川崎駅周辺  

4/7 TAC高尾山花見 高尾山  

4/11-12 大杉谷事前パトロール 大杉谷～大台ケ原  

4/13 三重岳連総会 津市・大川学園  

4/19 大杉谷オープニングセレモニー 大杉谷登山センター  

4/20 春の安全登山啓蒙活動 御在所周辺  

5/1-4 TAC合同山行 北ア・横尾周辺  

 

④ 五目山岳会  

(報告)    

2/17  一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳冬山研修 14 名参加 

2/23～24 一般登山 北八ヶ岳 ﾃﾚﾏｰｸ講習 2 名参加 

(予定)    

3/17 3 月例会 一般登山  京都トレイル大文字山  

3/23～24    一般登山  渥美トレイル雨乞山  

  

⑤ 菰野山岳会 

 

⑥ 朝明アルパインクラブ 

(報告) 
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※2019年 2月 10日（日） 東海自然歩道ー臼杵岳ー鬼ケ牙縦走 

※2019年 2月 10日・11日  冬山セミナーと AAC月例山行合同の藤原岳～御池岳ピストン  

※2019年 2月 24日（日） 沢谷沿い中電巡視路ー小雀の頭ー尾根沿い中 電巡視路縦走  

※2019年 2月 17日(日)   ぼうむら発ワサビ峠西南稜武奈ヶ岳ピストン 

※2019年 2月 17日（日） 綿向山ピストン 

※2019年 3月 07日（木） カタツムリ山行  孫田尾根～丸山、草木、花見山行ピストン。 

※2019年 3月 09日（土） 宮妻峡 水沢峠道 道標立て＋土木 

※2019年 3月 16日（土） 宮妻峡 水沢峠道 道標立て＋土木 

※2019年 3月 17日（日） 宮妻峡 水沢峠道 道標立て＋土木 

 

⑦ 鈴鹿山岳会  

(報告) 

3/2(土)  月例山行 宿浅間山・田曽浅間山周回(南伊勢町）12名参加 

(予定) 

3/15(金)  入道ケ岳北尾根山小屋修繕  山協、鈴鹿市合同で実施。 

3/21(木・祝) 局ヶ頂（南伊勢町）  

4/6(土)   雲母峰から鎌ヶ岳縦走  

4/13(土)  平成 31年度年次総会  ジェフリーすずか 

4/14(日)  月例山行 大洞山（おおぼらやま）と三多気の桜 

 

⑧ 鈴鹿アルパインクラブ 

 

⑨ 津峠の会    

(報告) 

2月 16日  例会山行 切間の八・タコラ山  8名参加  

2月 23日   例会山行 姫越山        3名参加 

3月 2 日   例会山行 牛草山        7名参加 

(予定) 

3月 10日  例会山行 高丸山        6名参加予定 

3月 16日    創立記念 経ヶ峰       10名参加予定         

3月 23日  例会山行 一族山         7名参加予定 

3月 30日  例会山行 堀坂山・観音岳     5名参加予定   

 

⑩ ひさい山岳会    

(報告)  

3/3 例会山行錫杖ヶ岳 津市の山 参加者 9名 

3/6 例会 立成公民館 参加者 14名 

(予定)  
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3/24 例会山行仙千代ヶ峰 大台町 参加者 13名予定 

3/31 例会山行大和三山 奈良県 参加者 11名予定 

4/14 例会山行繖山 滋賀県安土 参加者 6名予定 

  

⑪ 松阪山岳会    

(報告)  

2/10 例会山行 鎧岳・兜岳 雨天中止 

2/24 例会山行 掘坂山  

(予定)    

4/7 例会山行 八鬼山  

4/21 総会・登山セミナー   

4/28 市民ハイキング 市内西部山麓 

 

⑫ 大台山倶楽部   

(報告)    

2/16（土） 大蛇峰 ロック 熊野市 3名参加 

2/19（火） 御在所岳 藤内壁 アイス 菰野町 3名参加 

2/24（日） 燈籠峰 ロック 熊野市 3名参加 

3/2（土） 例会 大台町 4名参加 

3/9（土） 高体連ビレイ講習会支援 鈴鹿市 3名参加 

(予定)  

4/6（土） 例会 尾鷲市 

 

⑬ 三重大学ＷＶ部  

「報告事項なし」 

 

⑭ 三重カモシカ登山クラブ 

 


