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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 10回（1月）理事会議事録 

 日時 令和 2年 1月 22日（水）19：00～20:50  場所 鈴鹿市文化会館第４研修室 

（出席）根本、西、加藤、岡田、草川、葛原、松尾、鈴木、橋川、戸田、(代)居村、宮崎、酒井、稲垣、木村、

(代)土井根、小寺光紀、赤塚、水谷勉、渡辺、原、柏、委任５名 計 27名 欠席 8名 

1. 会長挨拶、報告事項等 

旧年中は傘下山岳会のみなさまには一方ならぬご協力をいただき誠にありがとうございました。新年が明け三重とこわか

国体まで二年をきりました。皆様方には引きつづき変わらぬご協力をお願いいたします。    

45年前台高山脈一帯で開催されました三重国体、連盟大先輩方のご尽力のおかげで成功裏に終了しております。

2021三重とこわか国体 スポーツクライミング競技 、当時とは競技内容は異なってはおりますが、連盟一体となって事に

あたっていきたいと考えておりますので、併せよろしくお願いいたします。 

2. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

【登山部】 

■指導委員会  

(報告) 

山登りベーシック塾 ２０２０ 

【会場予約状況】 萩副会長により予約 

 四日市市文化会館 

第 3ホール 

県総合文化センター 

セミナー室Ａ 

第 1回（6月） 

第 2回（7月） 

第 3回（8月） 

第 4回（9月） 

6月 18日（木） 

7月 16日（木） 

＊（2.1 に確定） 

＊（3.1 に確定） 

6月 25日（木） 

7月 30日（木） 

8月 20日（木） 

9月 24日（木） 

第 2回四文は、7.23祝日の為、7.16 としました。第 3回県聡文は、8.27 がダメでしたので、1週間前にとりました。

したがって第 3回四文は、8.27 を第 1希望で抽選に臨む予定。 

(予定) 

スポーツフェスティバル山岳実行委員会＆ベーシック委員会 

2020年 1月 30日（木）19:00～ 

初心者対象積雪期登山研修 

・2020年 2月 2日（日）場所：御在所岳 

  ・加盟団体連絡先宛 「要網および申込書」はメール連絡済 

  ・申込：各所属団体取りまとめの上、1/28（火）までに指導委員長へ申込 

  ・１月２５日（土）現地下見・準備会予定 

 ※本日現在、研修地周辺の積雪がないので、延期又は中止とする場合あり 

日本スポーツ協会 コーチ１養成・検定（冬山編） 

    2020年 2月 1日～2日 場所：上記初心者対象積雪期登山研修と同じ場所 
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(依頼事項) 

ベーシック委員募集 

・ベーシック塾のお手伝いをしていただける方を各会から（できれば一人以上）、募集します。 

 ※指導委員資格無くても可能です。 ３月理事会までに指導委員長まで連絡お願いします。 

 （業務）企画、資料印刷、会場での受付や補助作業他  

 

■遭難対策委員会  

（報告）(予定) 別紙 

 

■自然保護委員会    

（報告）(予定) 特になし 

   

【競技部】  

 (報告） 

 01/18-19 東海ブロック研修会（愛知 豊川高校） 

 (予定) 

 02/09 みえこどもの城 第 15回クライミング選手権 

 03/28-29 東海地区国体合同予選会（岐阜） 

  会場：リード 安八スカイウォール ボルダ 調整中 

 07/18-19(予定) 東海ブロック大会（愛知）日程を含め、調整中 

 

■山岳スキー競技 

  

 

【総務部】 

 (報告）特になし 

（予定） 

 02/15 登山普及情報交換会 加藤理事長出席 

 02/16 全国理事長会議 加藤理事長出席 

◯来年度の総会について 

 開催日・場所：4月 11日（土曜日） 津市・大川学園 5階大会議室 

 ・各加盟団体の年次登録を 3月 15日までに提出お願いします。（別途依頼メール配信） 

 

 ■財務委員会 

  別紙財務状況推移について報告 

 ■事務・広報担当 

   特になし 
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【特別部会】 

■国民体育大会関連 

 (報告)   

 12/19-20 鉾田市との打ち合わせ  菰野町実行委員会室長 係長他 

 12/21  茨木県山岳連盟 国体担当者との懇談会 根本、葛原、松尾出席 

 01/08 競技団体ヒアリング 県庁 （成年男子・女子）田嶋、（少年男子・女子）小林、 加藤 

 01/17 菰野町国体実行委員会 

 (予定) 

  ◯国体 PR クライミング体験会 

 02/22(土) 鈴鹿 青少年の森  

  前日は設置作業あり。 前日、当日のお手伝い可能の方、理事長まで連絡下さい。 

2021/06/04-06 三重国体リハーサル大会 

2021/09/30-10/3 三重国体スポーツクライミング競技 

 

◯2021年三重国体役員人数(案)に基づき、今年の５月位までには各加盟団体から協力いただく役員を確定してい

きたい。（139名/1日）それに先立ち、岳連内の実行委員会を組織したい。以下、各加盟団体から報告をお願いし

ます。 

１，2021年度三重国体三重岳連内実行委員会にご参加いただける方について 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟に加盟の各会から、代表者を 1名お出しいただきます。その方の所属山岳会 

お名前 を加藤理事長宛に、2月度理事会までに送信してください。 

 

２，公務員（三重県立学校や市町立の小中学校、幼稚園の職員、三重県内の警察官、消防士など）をされて

いる方の報告について 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟に加盟の各会から 2021年度三重国体に役員としてお手伝いいただける方々

のお名前をご報告いただいているところですが、その中で、公務員をされている方を三重県に報告しなければなりません。

お名前が上がった方を対象に、三重県がその方の所属長に依頼する手続きを進めるためです。その〆切りは 2月 20

日です。「コピー競技役員公務員調査」に必要事項をご記入のうえ、できれば 2月第 1週までに加藤理事長宛に添

付ファイルにて送信してください。 （別途依頼メール配信） 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

 12/21(土)-22(日) 全国高校選抜スポーツクライミング選手権大会  寺本 96位 勝正 104位 

 01/07 令和元年度三重県優秀選手・指導者表彰式 神戸高校徒と顧問岸田 

 (予定) 

 02/27(木) 顧問研修会 

 

3. 関係団体の報告・諸連絡 
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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 

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） 

12/25 大杉谷登山センター理事会 根本出席 

 入山協力金試験導入の結果について（https://www.oosugidani.jp/news/561/） 

 10/5(土)から 11/24(日)の期間中で 110万円の協力あり。来シーズンより本格導入予定 

（予定） 

上北山村主催 冬季大台ケ原モニターツアー 2月予定  

    

④その他関係団体 

 (三重県警察) 

  01/23 視閲式 根本、加藤出席 中止 

  02/25 山岳遭難救助研修会 岳連より 2名参加（消防署勤務の方） 

 (三重県体育協会） 

○公認スポーツ指導者資格更新のための義務研修 

01/23(木）第 27回三重県スポーツ医・科学セミナー兼三重県スポーツ指導者研修会 三重県男女共同参画セ

ンター （総文内） 

02/02(日）2019年度三重県スポーツ指導者研修会  松阪市嬉野生涯学習センター 

  

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

 （行事日程） 

 02/08-02/09 ボルダリング・ジャパンカップ 

 02/22 スピード・ジャパンカップ 

 03/07-03/08 リード・ジャパンカップ 

 03/20-03/22 リードユース日本選手権印西大会 

4. 加盟団体より 

特になし 

5. その他 

○次年度岳連役員改正について 

根本会長の継続意思を確認。所属団体での意見も聞きたいとの理由で保留、他役員選出等あるので、なるべく

早く返答するとのこと。 

 

◯各部・委員会等での事業開催予定について（理事長より） 

 年間事業計画に予定がなかったものに関しても、各理事会で報告願います。事故等あったときに記録がないと連盟

が主催する行事と認められなく保険がおりない等の問題が起こることになります。 

https://www.oosugidani.jp/news/561/
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■ 2月度理事会  2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 2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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20secretariat@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） 

 12/1(土） 例会 ハライド&日帰忘年会 20 名参加 

 12/8（日） 例会 お金明神 18 名参加 

 12/21(土）～22(日） 例会 三池岳＆宿泊忘年会 21 名参加 

 1/11(土） 例会 鳥羽答志島 16 名参加 

 1/18(土） 例会 入道ヶ岳 17 名参加 

 (予定)  

 1/26（日） 例会 座佐の高・座佐浜周回  

 2/1（土） 例会 樹氷の高見山  

 2/15（土） 例会 霧氷の三峰山  

 2/16(日) 総会 桑名市メディアライブ  

     

② 東芝山岳会三重支部  

（報告） 

 1/3-4 年始登山 北アルプス・五竜遠見 5 名参加 

 1/11 例会山行 鬼ケ牙・臼杵山 11 名参加 

 1/19 JMSCA東海ブロック研修会 豊川高校 2 名参加 

 (予定)  

 2/8-9 例会山行 明神平・桧塚  

 3/7 例会山行 未定  

 3/7 総会 朝明山の家  

 3/20-22 春山合宿 野伏ケ岳・薙刀山  

 

③ 五目山岳会  

（報告） 

 12/21～22 一般登山 北ア 西穂独標 3 名参加 

 12/29～1/1 一般登山 北ア 槍ヶ岳 1 名参加 

 1/3 一般登山 鈴鹿 岳不動初詣 20 名参加 

 1/11 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 5 名参加 

 1/11 一般登山 鈴鹿 御在所岳本谷 2 名参加 

 (予定)  

 1/18～19 JMSCA C級審判員認定研修 愛知 豊川高校  

 1/25 初心者対象積雪期登山研修下見 鈴鹿 藤内沢  

 1/25～26 1 月例会 一般登山 台高 高見山,三峰山  

 2/1～2  日本ｽﾎﾟｰﾂ協会 ｺｰﾁ 1 養成･検定 鈴鹿 藤内小屋,藤内沢  

 2/2 初心者対象積雪期登山研修 鈴鹿 藤内沢  
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 2/8 一般登山 東濃 富士見台   

 2/15 2 月例会 一般登山 西濃 伊吹山  

 

④ 菰野山岳会 

 

⑤朝明アルパインクラブ 

（報告） 

 12 月 21 日 標高 900m 付近の白ザレ地の浸食防止堰つくり他 

 12 月 21 日 忘年会 

 12 月 29 日 餅つき大会 

 01 月 03 日 初詣山行（２寺２社） 

（予定） 

 本年は雪が無いので毎週（土）、(日)はカズラ谷登山道整備実施中 

 

⑥鈴鹿アルパインクラブ 

 

⑦ 鈴鹿山岳会 

（報告） 

 12/15(日) 入道ヶ岳（年末お礼山行）15 名 

 12/22(日) 研修会（ロープワーク）天候不良のため中止 

 (予定)  

1/19(日)  月例山行 綿向山  21 名参加予定 

2/2(日)   岳連初心者対象積雪期登山研修 

2/9(日)   月例山行 御在所山スノーシューハイク 10 名参加予定 

2/16(日)  月例山行 龍仙山（南伊勢町）  

2/16(日)-19(水) スキーツアー 白馬五竜  

3/1(日)   月例山行 蛇谷ヶ峰(滋賀・高島 比良山地) 

 

⑧ 津峠の会    

（報告） 

 1 月 11 日  例会山行 朝熊ケ岳 5 名参加 

 (予定)  

 1 月 24 日  熊野古道 伊勢市から田丸 7 名参加予定 

 2 月 2 日   例会山行 姫越山 5 名参加予定 

 2 月 7 日   熊野古道 田丸から栃原 5 名参加予定 

 

⑨ひさい山岳会  

（報告） 
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 1/5 例会山行入道ヶ岳 鈴鹿山系 参加者 10 名 

 1/8 1 月例会 立成公民館 参加者 13 名 

 (予定)  

 1/19 例会山行高見山 台高山系  参加者 9 名予定 

 2/2 例会山行綿向山 鈴鹿山系  参加者 8 名予定 

 2/15～16 例会山行北横岳・縞枯山  北八ヶ岳 参加者 6 名予定 

 

⑩松阪山岳会    

（報告） 

 1/4 例会山行 朝熊ヶ岳 19 名参加 

 1/18 例会山行 三峰山  

 1/20～21 例会スキー ウィングヒルズ白鳥 雪不足の為中止 

 (予定)  

 2/2 岳連積雪期登山研修 御在所岳周辺  

 2/9 例会山行 高見山 

  

⑪大台山倶楽部  

（報告） 

 12/17（火) インドア施設・設置調査 大台町 1 名参加（他会 1 名参加） 

 12/18（水)～19（木） 不動ゲレンデ整備 熊野市 2 名参加 

 12/21（土) 他会交流会兼忘年会 松阪市 4 名参加（他会 1 名参加） 

 12/22（日) 白嵓 大紀町 2 名参加 

 2020/1/11（土)  例会 大台町 4 名参加 

 (予定)  

 2/1（土) 例会 大台町  

 

⑫ 三重大学ＷＶ部  

 

⑬ 三重カモシカ登山クラブ 

 

⑭ MIE スポーツクライミングクラブ 

  「報告事項なし」 

 


