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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 平成 31年度第 2回（ 5月）理事会議事録 

 日時 平成 31年 5月 28日（火）19：00～ 場所 鈴鹿市文化会館 

（出席者）西、松尾、戸田(高体連)酒井(やまびと)根本、太田、岡田、鈴木(東芝)草川、稲垣、鈴木(五目)小

古、水谷、小寺教夫(朝明)大川(鈴鹿ア)橋川(鈴鹿山)赤塚(津峠)水谷(ひさい)宮澤(松阪)辻本(三重大)萩、加

藤、宮崎(かもしか)23名、委任 4、欠席 7 

会長挨拶及び報告事項等 

 皆さま 日々ご苦労さまです。 先の総会にて、 三重県山岳連盟創設以来初の組織名変更させていただきました。 

名に恥じぬ活動推進したいと考えておりますので皆様引き続きよろしくお願いいたします。  

   

1）2021 三重国体並びにＳＣＰＲ行事への支援お願いいたします。  

 子供達が昇る際のビレーヤー 、壁の組み立て解体作業他      

2）特別非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本三重 

 会 長  米川 直樹さまより 登山に際し支援依頼がありましたので皆様ご協力をお願いいたします。 

 ●日時：     8月 25日(日)        

 ●目的山域： 羽鳥峰      

 ●集合・解散: 朝明観光協会第２駐車場(三休の湯の下) 7:30集合/ 15:00解散予定 

 ●参加者：知的障害児者、発達障害児者、ボランティア含め 60名くらいの予定 

支援いただける会の皆様は会で纏め 岡田副理事長までお願いいたします。    

3）会員証作成の件 

 組織名変更、新ロゴの提案等あり、遅れています。新年度の会員届けが集まり次第作成します。 

４）三重県体育協会の平成 31年度地域スポーツ推進表彰推薦について 

地域スポーツ推進功労者候補として田中名誉会長、地域スポーツ推進優良団体候補として鈴鹿山岳会を推薦した

い。 （提出期限が迫っていたので、推薦応募なしに、過去の受賞履歴を確認しての提案です）異議なく承認。 

    

1. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

【登山部】 

■指導委員会  

【報告】 

 4月 20日（土） 指導員総会 

① Ｈ３０年度活動報告、会計報告 

② Ｈ３１年度活動計画、予算 

③ 指導委員会規定、指導員規定改正について 

・指導員登録料改定   

 新規登録料（1,000円）のみとする（4年分登録料 1,000円は廃止） 

・その他細かな変更は指導委員長一任 
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④ 担当の選定 

・指導委員長の変更 森 秀光→ 草川 明 

・その他各担当の選定 

⑤ 各担当から依頼、新指導員の紹介等 

 4月 23日（火） ベーシック委員会 

① 模擬講義（リハーサル）日程、テキスト印刷スケジュール決定他 

② 実習登山日程変更 当初 10月 20日（日）→10月 19日（土） 

※10月 20日は、菰野町かもしかマラソン開催日のため 

③ 指導員の各講義スタッフとしての協力、受講、実習登山への引率指導への参加依頼 

実習登山の引率指導（スタッフ）は、100人受講者と想定して 25人は必要 

引率指導には、受講による指導内容の統一が必要 

協力する指導者は、ベーシック塾はスタッフとして参加し受講料徴収無し 

【予定】 

 5月 29日（水）19：00  ベーシック委員会、模擬講義 オダカ事務所 

 6月 1日（土）2日（日） 全国指導委員長会議兼研修会   指導委員長出席 

 6月 6日（木） ベーシックテキスト印刷  オダカ事務所 

 6月 13日（木） 第 1回ベーシック塾（四日市） 

 6月 20日（木） 第 1回ベーシック塾（津） 

 6月 25日（火） 19：00 ベーシック委員会 模擬講義 オダカ事務所 

 7月 9日（火） ベーシックテキスト印刷  オダカ事務所 

【依頼事項】 

 特別非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本三重からの登山支援依頼 

8月 25日（日） 目的山域： 羽鳥峰 

集合・解散: 朝明観光協会第２駐車場(三休の湯の下) 7:30集合/ 15:00解散予定 

  

■遭難対策委員会  

（報告）     

  登山道整備及び国土地理院の地域連携による登山道調査等継続中。 

○鈴鹿山系登山道情報 

  御在所山・本谷 落石発生 岩が安定するまで登山自粛してください 

  鎌ヶ岳三ツ口谷 大滝迂回路の途中が崩落、登山道がなくなっている 

 

■自然保護委員会    

 ◯自然保護指導員新規登録者随時募集中。 

(報告)  

 5/19（日）自然観察山行（野鳥の会合同探鳥山行）朝明駐車場から愛知川往復 

   岳連 5名、野鳥の会 8名参加。オオルリ、アカゲラ等 17種の鳥を確認。 

   年配の方に短いコースでの山行が好評、今後の参考にしたい。 
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【競技部】  

(報告） 

 ○5/11（土）競技部会 

  ①競技委員長の変更 加藤正之→戸田大輔 

  ②競技部規定 

   競技部登録規定 の見直し  継続中 

 4/25(木) 東海ブロック三重実行委員会 SG 加藤出席 

 5/23(木) 国体東海ブロック大会代表者会議(スポーツの杜鈴鹿) 松尾出席 

 5/6（祝）スポーツの杜鈴鹿 クライミング体験会 参加者 3人 

 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 参加者５人 

 ○競技会結果 

 4/19(金)～4/21(日) FISE World Series Hiroshima 2019  

   ボルダリング男子 渡部 桂太 3位 

 4/21(日) 平成 31年東海スポーツクライミングコンペ「ボルダリング競技」 ピナクル２栄  

（国体三重県予選、ユース選手選考を兼ねる） 

  （女子の部）３位 森 奈央、 3位 小林 舞、８位 柏 綾音、11位 西山 心菜、15位 山田 有香、 

  16位 中野 春風、17位 中野 桜 

  （男子の部）７位 寺田 新吾、９位 合田 光希、13位 杉本 侑翼、14位 田嶋 瑞貴、 

  16位 山口 航生、18位 小林 隼翔、19位 寺本 燦 

 5/18（土）～5/19（日）第 5 回ボルダリングユース日本選手権倉吉大会 

   ユース C 男子 杉本 侑翼  9位、小林 隼翔 15位 

   ユース C 女子 中野 桜  29位、中野 春風  23位 

   ユース B 女子 森 奈央  4位 （決勝進出）、小林 舞  8位、柏 綾音  18位 

(予定) 

 6/15-6/16  JSPO SC コーチ 1養成講習(鈴鹿 SG)  

 6/29-6/30  JSPO SC コーチ 1養成講習(国登研) 

 7/27(土) 東海ブロック大会リード 岐阜・安八 

 7/28(日) 東海ブロック大会ボルダ 三重・鈴鹿 パンピ 

 8/31(土) SGジュニア体験会 

 9/7(土)～9/8(日) SG第 2回体験会 

 9/28(土)～9/29(日) SG第 2 回認定講習会 

 10/14(祝) SG フェスタ 

 ■山岳スキー競技 

(報告)  

 4/14（日） 八方尾根スーパーバーティカル大会（長野県八方）Individual 準優勝  小寺教夫 

 

【総務部】 

（報告） 
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〇春の安全登山と自然保護啓発活動 

4月 20日南勢地域、4月 27日中勢地域・北勢地域で実施。雨の中、ご協力ありがとうございました。 

秋の実施計画（予定 11月 9日）に向けて課題やお気づきの事項がございましたらご提案をお願いします。 

◯東海ブロック山岳連盟正副会長・理事長会議 

7月 27日(土)～28日(日) 湯の山ロッジにて開催予定 

〇三重岳連個人登録会員の登録者（個人登録会員規定 第 6条 報告への対応） 

   個人登録書（男性 2名、女性 1名）の受理を申請者へ 2019/4/24 メール通知済み。 

   うち 2名から年会費納金のメール返信あり。 

 （提案事項） 

  〇三重岳連の新ロゴおよび新岳連旗イメージ案について  

組織名変更に伴い、ロゴの変更を役員で協議。（宮城・宮崎とかぶるため、急ぎ協議） 

カモシカのロゴから組織名の英語表記の頭文字 M・M・S・C・A をデザインした新ロゴを提案。M を山に見立てた

デザイン 。【別紙】  岳連旗については三重県旗と同じ黄緑地にロゴを配する予定。 

異議なく、承認される。 

○規定見直しの承認について 

総務部、登山部指導委員会、登山部遭難対策委員会、競技部の各規定の見直しが済み次第、まとめ報告しま

す。 

 ■財務委員会 

  4月分会計報告回覧。 

  組織全体の会計を簡素化するため、通帳のまとめ、各部・委員会の会計関連規定の見直しを予定。 

 ■事務・広報担当 

  ○ 平成 31年度の加盟団体登録会員届の提出について（4/16 メール済み） 

     未提出：3 団体 急ぎ提出ください。 

  ○ 安全登山サテライトセミナー滋賀開催案内（4/29 メール済み） 各団体での周知お願いします。 

  ○ 年会費、個人登録料納付について（5/7 メール済み） 納期は 5月末までです。 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告)   

国体ＰＲ  4/21（日）四日市少年自然の家 春のワクワクふれあいまつり 、4/27(土)～5/6(月) 尾鷲・熊

野古道センター 、5/6(月) 菰野・三重県民の森 

5/13(月) 第 2回菰野町実行委員会 

(予定) 

6/7-6/9 日本学生スポーツクライミング対校選手権大会(国体リハーサル大会) 茨城・鉾田市 根本、加藤  

6/20(木)  第二回国体競技運営担当者会議 加藤・松尾 

7/25(木)  第二回国体実行委員会 根本 

10/4-10/6 茨城国体 根本・加藤・他 
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【高体連登山部】 

(報告)  

  4/20(土)～4/21(日) 春季大会 鈴鹿峠自然の家周辺 高校生、顧問合わせ 150名ほどの参加。 

(予定)   

  6/1(土)～6/2(日) 県総体(兼インターハイ三重県予選) 朝明渓谷 

   

2. 関係団体の報告・諸連絡 

①三重県山岳遭難防止対策連絡協議会 

 （報告）5/9 会議出席 根本、小古  

   春の啓蒙活動お礼、ベーシック塾の件、山岳遭難防止講演会の件 

   H30山岳遭難発生状況  回覧。 【別紙】 

  (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 【別紙】 

        ※申込書を送信しますので、各加盟団体で参加者を取りまとめ、返信ください。 

 

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） 

 

③大杉谷登山センター、大台ヶ原の利用に関する協議会 

 （報告）5/7 大杉谷登山センター社員総会 根本出席 

○2018年の入山者数は約 6889 名 h26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件は死亡事案の模様。  

○10月 5日から閉山までの期間 入山料徴収の試行が行われます。主旨は環境保全。登山センター前並びに

上駐車場の物産展前自動販売機にてひとり 1000円 主旨をご理解の上、ご協力ください。(協力記念品がで

る）来年度から本格導入。 

 

④その他関係団体 

 （報告） 

  5/28 （三重県レクレーション協会） みえスポーツフェスティバル実行委員会 萩出席 

   みえスポフェス 2019山岳大会の実施要項決定 

   10/27(日) 天狗倉山、便石山（紀北町）主管山岳会：三重かもしか登山クラブ ３コース設定。前泊可。 

   ６月理事会で最終決定後、申込み受付け開始予定。 

 （予定） 

  6/18(木) 三重県体育協会定時評議員会 参加：松尾 

 

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 （行事日程） 

6/1-6/2 指導委員長会議、 6/8-6/9 国体リハーサル（茨城）、 6/29-6/30 全国遭難対策委員長会
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議・研修会、 8/11-8/21 2019IFSC世界選手権八王子 

 

3. 加盟団体より 

①鈴鹿アルパインクラブ 

 日本フリークライミング協会（JFA)が実施した椿岩のボルト打ち替え作業について（報告）【別紙】 

椿岩整備に 30万以上かかっている。費用については JFA の会費より充てられており、クライミングをされている方に

は是非 JFAへの加盟をお願いします。 協会のWebサイトアドレス：https://freeclimb.jp/index.htm 

②山岳同好会 やまびと 

 伊吹山 熊情報 5/19 北尾根で二匹と遭遇。 ○5/21 メール済み 

③三重かもしか登山クラブ 

 6/22(土)  私達のふるさとの山、経が峰に集おう！（経ヶ峰を愛する人の会主催）のご案内 

  参加者各自で登山、12時に頂上集合後、「風力発電計画と経ヶ峰の自然」の情報交換を実施します。 

  詳細は萩まで問い合わせください。 mailto:Mhagi@outlook.jp 

④朝明アルパインクラブ 

  小寺教夫選手ワールドカップ出場報告会について 

  6/30(日)14時からいなべ市大安公民館で開催します。皆様のご参加をお待ちしております。 【別紙】 

 

■ 6月度理事会 ６ 月２６ 日（水）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 6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： secretariat@mie-sangaku.org  

 

 

加盟団体活動報告・予定 

① 山岳同好会やまびと  

(報告)    

5/12(日） 例会 仙ケ岳の南側の山域を周回 参加１2名 

5/18(土） 例会 伊吹山北尾根 参加 20名 

5/19(日） 例会 愛発山地（あらちさんち）／赤坂山 参加１４名 

5/25(土） 例会 曽爾高原・倶留尊山・古光山 参加１7名 

5/26(日） 例会 荒島岳 参加１４名 

(予定)    

6/2(日） 例会 藤原岳～竜ヶ岳 ２座縦走  

6/8(土） 例会 箕作山・太郎坊山  

https://freeclimb.jp/index.htm
mailto:Mhagi@outlook.jp?subject=6/22経ヶ峰に集おう！の件
mailto:%20secretariat@mie-sangaku.org
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6/22(土） 例会 灯明山と神島一周 

② 東芝山岳会三重支部  

(報告)    

4/14 例会山行 高畑山 参加１７名 

4/20 春の啓発活動 大杉谷登山センター 参加２名 

4/21 国体 PR クライミング体験会 四日市市水沢町 参加３名 

4/27 春の啓発活動 中道・長石谷登山口 参加８名 

5/1～4春山合宿 北ア新穂高～奥丸山・槍平 参加７名 

5/6 国体 PR クライミング体験会 三重県民の森 参加１名 

(予定)    

5/25 例会山行 竜ケ岳 

③ 五目山岳会  

(報告)    

4/20 一般登山 鈴鹿 御在所岳 6名参加 

4/27 安全登山啓発活動 鈴鹿 宇賀渓登山口 15名参加 

5/2～6 一般登山 九州 開聞,霧島,九重 12名参加 

5/11～12 5月例会 一般登山 鈴鹿 国見,ハライド 10名参加 

(予定)    

5/18 一般登山 鈴鹿 雨乞岳  

5/25 テント干し(備品確認,補修等) 豊田 矢作川河川敷  

6/1～2 一般登山 尾瀬 尾瀬沼,ヶ原   

6/8～9 夏山ﾌｪｽﾀ参画(気象,遭難防止ｾﾐﾅｰ等) 名古屋 ｳｲﾝｸあいち  

④ 菰野山岳会 

 

⑤朝明アルパインクラブ 

(報告) 

4月 21日  設立記念山行&登山道整備 IN釈迦ヶ岳 28名参加 

4月 27,28,29日 冬山研修 IN白馬 9名参加 

4月 28日 入道?鎌、縦走 4名参加 

４月２７日春の啓発活動 

4月 28日（日）御所平ー仙ケ岳ー御所谷右岸尾根縦走 6名 

4月 28日（日）登山道整備：八風渓谷 中峠道 整備 8名 

5月 02日 カタツムリ山行 IN烏帽子岳９名参加 

5月 3,4日 月例山行 IN愛知川キャンプ７名参加 

5月 5日（日）臼杵山ー臼杵岳ー長坂の頭縦走 4名 

5月 12日 焼尾山ー三国岳 6名 

5月１１，１２日 朝明遊歩道整備 のべ 12名 
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⑥鈴鹿アルパインクラブ 

 

⑦ 鈴鹿山岳会  

(報告) 

3/9(土)   登山道整備 カワラコバ C  

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。 参加 6名 

3/21(木・祝) 局ヶ頂（南伊勢町）中止。  

4/6(土)  雲母峰から鎌ヶ岳縦走 参加 10名 

4/15(月) 月例山行 大洞山（おおぼらやま）と三多気の桜 布引山地（津） 参加 10名 

4/21(日) 月例山行 南亦山(みなみまたやま)（度会郡大紀町）参加 7名 

4/21(日) 国体 PR SC体験会 四日市水沢・星の広場 3名支援 

4/26(金) 春の鈴鹿市合同訓練  宮指路岳・カワラコバコースの登山道整備。通行止め解除。参加 8名 

4/28(日) 水晶山・鎌ヶ岳 参加 16名 

4/27(土)  春の安全登山と自然保護啓発活動（宮妻渓駐車場）参加 6名 

5/4(土)～5/5(日)  春山山行 北アルプス・唐松岳 八方池山荘泊、5/5頂上ピストンして下山。参加 15名 

5/6(祝) 国体 PR SC体験会 三重県民の森 1名支援 

5/12(日)  月例山行 土倉岳・御池・Ｔ字尾根 参加 11名 

(予定) 

5/18(土) 恵那山 黒井沢ルート 7名予定 

5/19(日) 岳連自然観察山行 3名予定 

5/26(日) 月例山行 ハライド～根の平周回  7名予定 

6/2(日)   月例山行 矢頭山 (津市一志) 731ｍ 5名予定 

6/22(土) 月例山行 経ケ峰（笹子谷ルート） ※経ヶ峰を愛する人の会主催行事へ参加 

⑧ 津峠の会    

(報告) 

3月 10日  例会山行 高丸山        6名参加 

3月 16日   創立記念 経ヶ峰        雨天中止    

3月 23日  例会山行 一族山        5名参加 

3月 30日  例会山行 堀坂山・観音岳    7名参加   

4月 6日   例会山行 伊吹山       4名参加 

4月 14日  例会山行 大洞山             雨天中止 

4月 20日  例会山行 国見岳        6名参加 

4月 27日  例会山行 南亦山        7名参加 

(予定) 

5月 4日    例会山行 鬼が牙・長坂の頭   7名予定 

5月 12日  例会山行 マブシ嶺       5名予定 

5月 25日  例会山行 高室山         5名予定 

6月 1日    例会山行 七洞山        4名予定 



- 9 - 

 

6月 9日    例会山行 錫杖ヶ岳       4名予定 

6月 15日  例会山行 迷岳         4名予定 

6月 22日  例会山行 飯道山        5名予定  

⑨ひさい山岳会    

(報告)  

3/24 例会山行仙千代ヶ峰 大台町 参加者 10名 

3/31 例会山行大和三山 橿原市 参加者 12名 

4/3 例会 立成公民館 参加者 19名 

(予定)  

4/14 例会山行繖山 滋賀県安土 参加者 9名予定 

5/6 例会山行仙ヶ岳 鈴鹿の山 参加者 10名予定 

5/19 例会山行竜ヶ岳 鈴鹿の山 参加者 11名予定 

⑩松阪山岳会    

(報告)  

4/5 例会山行 八鬼山越え 27名参加 

4/28 市民ハイキング 松阪の里山散策 53名参加（一般 35・会員 18） 

(予定)    

5/5 例会山行 仙ヶ岳・宮指路岳 23名参加 

5/12 森林公園支援 観音岳  

5/19 例会山行 釈迦ヶ岳と三池岳  

5/25 松阪山岳会研修（座学＆実技） 森林公園・掘坂山  

6/1 例会山行 総門山  

6/16 例会山行 池木屋山  

⑪大台山倶楽部   

 

⑫ 三重大学ＷＶ部  

(報告) 

4/20    新歓ハイキング    朝熊山     

⑬ 三重カモシカ登山クラブ 

 


