三重県山岳・スポーツクライミング連盟 平成 31 年度第 3 回（ 6 月）理事会議事録
日時 令和元年 6 月 26 日（水）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)岡田、鈴木(東芝)草川、稲垣、木村(五目)小古、水谷、小寺
教夫、〈代理〉奥井(朝明)橋川(鈴鹿山)赤塚(津峠)水谷(ひさい)渡辺(松阪)辻本(三重大)萩、加藤(かもしか)20
名 委任 5 欠席 9

会長挨拶及び報告事項等
皆さま お仕事お疲れの中ご苦労さまです。今夜は中国大連出張に付き 委任欠席とさせていただいております。
以下の件、よろしくお願いいたします。 詳細は理事長から説明があるとおもいます。本日も活発なご討議よろしくお願
いいたします。
1）6 月 7 日から 3 日間 茨城で開催されましたプレ国体に菰野町国体室の方と参加してまいりました。具体的な
役割分担など 10 月本国体への下見も含め ご協力いただきたくよろしくお願いいたします。尚、審判員などの有資格
者各位様におかれましては、三重国体本番までに SC 大会に足を運んでいただき実体験の場を多くもっていただきま
すようお願いいたします。
2）7/7

県庁講堂で開催の安全登山講習会には会員の皆様 ぜひ多くの方、御出席の程、お願いいたします。

3）6 月 16 日 日曜日 藤原岳から入道方面に向かった男性トレラン者が行方不明になっている事案に遭対部が
出動していただきました。経過報告があるとおもいます。
4）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 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。 注：7 月の理事会には責任者さまより直接ご依頼のご挨拶をいただく予定
5）その他 当方仕事の関係で以下の日程で中国大連方面へ出張いたします。不在時の代行は副会長殿 理事
長殿宜しくお願いいたします。 ＊6/21～29 ＊7/8～17 ＊8/5～10
1.

審議事項
◯三重県山岳・スポーツクライミング連盟 規定類改定案について
別紙提案要旨に基づき、改定案を説明。各委員会の会計を一本化。委員会ごとの事務局についても廃止する。
意義なく承認、改定を決定する。本日(令和元年６月２６日)から施行します。
※遭難対策委員会の規定（文書番号 MMSCA-B009 及び B010）は改定方針が決まり次第、報告。

2. 各部・委員会からの報告・諸連絡
【登山部】
■指導委員会
【報告】
◯6 月 1 日～2 日 全国指導委員長会議 （東京） 草川指導委員長出席


指導者講習会（検定）の実施に関する説明および会計処理の厳正化について
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日本スポーツ協会からの補助金や謝金支払等で、厳正に処理が必要


JIMSCA 公認「夏山リーダー」
別紙フライヤーにて概要説明。JIMSCA としては相当力を入れており、各県の連盟は講習会＆検定には前
向き。三重県、大阪等独自の一般向け講習会開催県は今後統合も検討必要。近隣では、愛知県山岳連
盟は本年度開催方針。近畿では近畿管内共同で来年開催計画中。

◯山登りベーシック塾
5/29(水) ベーシック委員会 第 1 回の講義リハ、当日の役割分担他
6/6(木) 第 1 回テキストの印刷
6/13(木) 第 1 回四日市会場 57 名受講、スタッフ・指導員計 22 名
6/20(木) 第 1 回津会場 54 名受講、スタッフ・指導員計 15 名
6/25(火) ベーシック委員会 第 2 回・３回の講義担当変更、実習登山(10/19)について他
【予定】
7/10(水)

ベーシック塾第 2 回テキストの印刷

7/18(木) 第 2 回ベーシック塾四日市会場
7/23(火)

ベーシック委員会

7/25(木) 第 2 回ベーシック塾津会場
9/21(土)-22(日)

日本スポーツ協会山岳コーチ１養成講習会(鈴鹿高校・朝明茶屋(予定))

◯みえスポーツフェスティバル山岳 2019 について
別紙実施要項の説明。実施山域、日程、コース、前泊について他。 岳連会員は各会でまとめ申込。
申込期限：7/31 まで（修正版実施要項及び参加申込書は各会の連絡先まで別途送信します）
■遭難対策委員会
(遭難事案報告) 6/16 藤原岳入山行方不明者捜索 6/21 発見、6/22 引き上げ完了。委員の方、何名かで
出動していただきました。
■自然保護委員会
報告・予定無し
◯自然保護指導員新規登録者募集について
別紙募集要項の説明。JMSCA の資格認定制度、 今年度の募集を 8 月理事会で一旦締め切ります。
（募集要項、申請書等は各会の連絡先まで別途送信します）
活動内容としては、各個人の山行や会山行時の自然保護啓蒙。委員会企画の自然観察山行、清掃登山及び研
修会等への参加。
【競技部】
(報告）
6/7-6/9 茨城国体リハーサル大会 審判員として、松尾、戸田参加
6/15-6/16

JSPO SC 指導員(コーチ 1)養成講習(鈴鹿 SG)

(予定)
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6/29-6/30

JSPO SC 指導員(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・安八スカイウォール
7/28(日) 東海ブロック大会ボルダ 三重・ハンピ鈴鹿店
・正副会長・理事長、審判資格者支援。他、理事の方でお手伝い可能な方連絡ください。
8/18(日) サニーディッパ伊勢店 キッズコンペ ・後援要請あり
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
(予定)
○6 月 30 日(日) 小寺教夫選手 WC 出場報告会（14 時~いなべ市大安公民館）・・・根本会長出席予定
【総務部】
(予定)
◯7 月 27 日(土)～28 日(日) 東海ブロック山岳連盟正副会長・理事長会議（湯の山ロッジ）
◯8 月 25 日(日) スペシャルオリンピックス日本三重 登山支援（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
＊各会代表者は、参加人員・氏名を東芝山岳会・岡田宛（koji2okada@gmail.com）ご連絡ください。
■財務委員会
遭難対策委員会、指導委員会ベーシック塾の報告を回覧。
7/1 付で岳連全体の会計を一本化し管理すべく、各部・委員会の規定を見直し。
■事務・広報担当
2019005：7/7 開催三重県山岳遭難防止講演会の件(5/31 メール済み) 返信期限：6/25
【特別部会】
■国民体育大会関連
(報告)
6 月 7 日(金)～9 日(日) 茨城国体リハーサル大会視察（茨城県鉾田市）
・菰野町国体実行委員会事務局と連盟会長・理事長が現地視察、問題点の指摘。
・JMSCA 運営委員長と施設の変更等について情報交換
6/20(木) 三重県 第二回国体競技運営担当者会議 加藤・松尾
・県から依頼の各種書類作成等について、菰野町に競技団体として協力・情報共有を進めていく
◯国体のリード競技方法・施設変更について 三重大会より、国際ルールに合わして変更となる予定。
競技場所についても、B&G から変更（２種目共）スピード競技はなし。
(予定)
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7/23(火)

三重県 第二回国体実行委員会 根本

10/4-10/6 茨城国体視察 根本・加藤・他 審判として、松尾・戸田
【高体連登山部】
(報告)
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
6/21(金)～6/23(日)

東海四県総体 静岡県満観峰

男子：四日市農芸、神戸 B 女子：菰野(３位)、四日市農芸
(予定)
8/2(金)～8/6(火)

南部九州高校総体インターハイ 2019（宮崎）男子・女子共、神戸高校出場。

3. 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
(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
受講予定： やまびと 3、東芝 10、鈴鹿山 16、ひさい 0(例会山行)、五目 、津峠３、朝明８
当日の参加も OK です。
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）
③大杉谷登山センター、大台ヶ原の利用に関する協議会
④その他関係団体
（報告）
6/18(木) 三重県体育協会定時評議員会 松尾
⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA）
（行事日程）
6/29-30 全国遭難対策委員長会議・研修会 小古、 7/5 全国山岳遭難対策協議会 小古
7/13-14 安全登山サテライトセミナー(滋賀)、 8/11-21 2019IFSC 世界選手権八王子

4. 加盟団体より
特になし

■ ７月度理事会 ７ 月 30 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７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
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加盟団体活動報告・予定
① 山岳同好会やまびと
(報告)
6/2(日）

例会

藤原岳～竜ヶ岳

参加１２名

6/8(土）

例会

箕作山・太郎坊山 中止

6/22(土）

例会

灯明山と神島一周 参加１８名

7/13(土)

例会

大日ヶ岳

７/１４(日)

例会

7/20～21

例会

白山

7/26～28

例会

アサヨ峰・甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳

(予定)
富士見台、 横川山

② 東芝山岳会三重支部
(報告)
5/25 例会山行

竜ケ岳 参加 15 名

6/1,2 高体連県総体支援

朝明渓谷周辺 参加 7 名

6/8,9 茨城国体リハーサル大会視察 茨城県鉾田市

参加 1 名

6/13 山登りベーシック塾 四日市文化会館 講師 1 名＋スタッフ 4 名
6/20 山登りベーシック塾 三重県総文センター 講師 1 名
6/22 例会山行

烏帽子岳・三国岳 参加予定 11 名

(予定)
7/7

三重県山岳遭難防止講演会

県庁講堂 参加予定 10 名

③ 五目山岳会
(報告)
5/18

一般登山 鈴鹿 雨乞岳 7 名参加

5/25

テント干し(備品確認,補修等) 豊田 矢作川河川敷 12 名参加

6/1～2

一般登山

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 7 名参加

6/13

山登りベーシック塾

尾瀬 尾瀬沼,ヶ原 8 名参加
四日市市文化会館 4 名参加，ｽﾀｯﾌ 6 名参加

(予定)
6/16

6 月例会 一般登山 木曾 南木曽岳

6/20

山登りベーシック塾

6/29～30

一般登山

7/7

山岳遭難防止講演会三重県庁 講堂

津 総合文化ｾﾝﾀｰ

奥秩父 瑞牆山,金峰山

④ 菰野山岳会
⑤朝明アルパインクラブ
(報告)
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5 月 26 日（日）水無山ー綿向山ー政子縦走

4名

5 月 18 日（土）朝明遊歩道整備 児玉山荘からの登り口付近整備
5 月 19 日（日）朝明遊歩道整備 展望台付近整備
5 月 26 日（日）朝明遊歩道整備 階段作り、展望台整備
6 月 2 日（日） 藤原山荘清掃点検登山 登山道、山荘清掃、トイレ水洗点検補修
6 月 2 日（日） 登山道調査孫太尾根
6 月 2 日（日） 朝明遊歩道整備 遊歩道展望台付近登山道整備
6 月 6 日 (木) カタツムリ山行伊吹山 5 名
6 月 8,9 日（土日）夏山フェスタお手伝い のべ 13 名
6 月 13 日(木) カタツムリ山行下見：大洞山 尼ケ岳 5 名
⑥鈴鹿アルパインクラブ
⑦ 鈴鹿山岳会
(報告)
5/18(土)～5/19(日)

月例山行 恵那山 黒井沢コース 9 名参加

5/19(日) 岳連自然保護委員会 自然観察山行 3 名参加
5/26(日) 月例山行 ハライド～根の平周回
6/2(日)

7 名参加

月例山行 矢頭山 (津市一志) 雨天予報のため、6/29 に延期。

(予定)
6/22(土) 月例山行 経ケ峰（笹子谷ルート）北笠岳~山頂~稲子山周回
6/29(土) 月例山行 矢頭山 (津市一志)
6/30(日) 研修会 ジェフリーすずか
⑧ 津峠の会
(報告)
5月 4日

例会山行 鬼が牙・長坂の頭

7名

5 月 12 日

例会山行 マブシ嶺

6名

5 月 18 日

例会山行 竜ヶ岳

3名

5 月 25 日

例会山行 高室山

6名

6月1日

例会山行 七洞山

4名

(予定)
6月9日

例会山行 錫杖ヶ岳

6 月 15 日

例会山行 迷岳

6 月 22 日

例会山行 飯道山

7月6日

例会山行 弥山・八経ヶ岳

7 月 24～25 日

例会山行 白山

6 名予定
6 名予定
9 名予定
6 名予定
5 名予定

⑨ひさい山岳会
(報告)
6/1

例会山行木梶山 台高山脈 参加者 13 名
-6-

6/16

例会山行高畑山 鈴鹿の山 参加者 13 名

6/5

月例会(地図読み研修実施）立成公民館 参加者 17 名

(予定)
7/6～7/7 例会山行蓼科山 八ヶ岳連邦最北の山
7/21

例会山行白猪山

参加者 11 名予定

松阪市 参加者 9 名予定

⑩松阪山岳会
(報告)
6/1

例会山行

6/16 例会山行

総門山 23 名参加
池木屋山

(予定)
⑪大台山倶楽部
⑫ 三重大学ＷＶ部
⑬ 三重カモシカ登山クラブ

-7-

