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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 令和２年度第 9回（12月）理事会議事録 

日時：令和 2年 12月 23日  鈴鹿市文化会館第 2研修室 19：00~ 

根本、萩、加藤、草川、松尾、鈴木、橋川、戸田、水谷一也、奥田、稲垣、木村、内田、土井根、佐々木、赤塚、

水谷勉、辻、柏、19委任 4 欠席 11 

1. 会長挨拶・報告事項 

今年一年、春先からコロナで制約の多い年でしたが、色んな行事を皆さんのご協力で行っていただきありがとうござ

いました。来年も更に制約の多い年となろうかと思いますが、行事を行って良かったと言って頂ける形で取り組んでい

きたいと思いますので、皆さんのご協力お願いいたします。 

2. 審議事項 

特になし 

3. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した行事が中止または延期になる場合があります。 

 

■遭難対策委員会 

【報告】 

1. 遭難事故事案（※連盟会員外） 

 12/6(日)竜ヶ岳（いなべ） 、12/8(火)仙ヶ岳（亀山）での事案に岳連会員が捜索、救助支援 

2. 三重県山岳遭難防止対策連絡協議会からの連絡 

① 2020年度三重県山岳遭難防止講演会（三重県庁にて 12月 20日予定）は延期  

※延期日程未定 

② 三重県及び三重県警察は、日本山岳ガイド協会とＷＥＢ「コンパス」データベース閲覧協定を締結 

※別紙リリース参照 

【予定】 

・特になし 

 

【登山部】 

■指導委員会  

【報告】 

1. 登山ポスト設置登山届についてのアンケート実施 

アンケート回答の途中集計の報告及び内容の確認。次回例会を目処にフォーマットのたたき台を作成・議論して

県警へ意見提出する予定。 

2. 11月 29日（日）連盟会員向け研修会「基本登山技術研修」延期。 2月に開催を検討中。 

【予定】 

1. 2021年 1月 31日（日）連盟会員向け初心者対象積雪期登山研修 
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但し、現状のコロナ情勢から開催可否は検討中。別途、メールで案内します。 

《内容》 

 御在所裏道裏道（初級）及び、本谷（中級）での雪山登山を検討中。 

《事前準備》 

 事前検討会（現地視察等） 12月 27日（日）、1月 24日（日）予定 

 

■自然保護委員会    

 (報告) 

11/28（土）清掃登山（朝明～ハトミネ～根の平～朝明） 

      ２９名参加（鈴鹿 17、松阪 7、やまびと 2、かもしか 1、朝明 2） 

 (予定)  

なし 

 

 

【競技部】  

 (報告) 

11/21(土)~11/23(祝・月) 第 6回ボルダリングユース日本選手権 葛飾大会 審判 戸田、他 2名 

  県内選手成績 

男子ユース C 20 位 小林隼翔、女子ユース C 4 位 山真奈実、男子ユース B 2 位 杉本侑翼、女子ユ

ース B ４位 森奈央、24位 中野春風、26位 中野桜、女子ユース A 10位 小林舞、14位 柏綾音 

※杉本侑翼 2020ユース日本代表として選考 

◯令和２年度「チームみえスーパージュニア」 

スポーツクライミング競技で森奈央選手が追加指定される（12/23指定証交付式） 

 (予定) 

12/26-27 第 11回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会  加須(埼玉) 中止 

12/26(土) 確保研修会 三重交通 G スポーツの杜鈴鹿 

01/10(日) 確保研修会 富山・桜ヶ池クライミングセンター 以降、毎月開催予定。 

02/23(祝) 審判/セッター更新研修会(三重県) 鈴鹿高校情報教育メディアセンター 

03/13-14 東海ブロック研修会 静岡 

 

 

【総務部】 

 (報告） 

〇JMSCA「パブリックオピニオン収取へのご協力お願い」（締め切り：R3年 1月 8日） 

JMSCA運営に関する中期計画 2021年～2025年における意見収取依頼あり。 

MMSCA事務局から部長、委員長へメール転送。ご意見ありましたら総務部 岡田まで返信ください。 

 (予定) 

東海地区正副理事長会議 愛知 期日未定（Web会議となる予定） 
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■財務 

（報告） 

◯財務状況推移（11月）  

・JMSCA より、令和元年度還付金の入金あり 

   

■事務・広報担当 

◯スポーツ庁 冬山登山の事故防止について（通知） 

山岳遭難対策中央協議会から 2020冬山登山の警告の通知（JMSCAのWeb ページリンク） 

 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（報告） 

12/19(土)  岳連国体常任委員会 

 ・JMSCA国体委員会との意見交換について ・施設（アイソゾーン、アップ壁、他）について 

 ・役員の配置増減案及び各会への担当分担について 

◯感染症防止対策のため、様々な変更があり、計画が大きく変わっています。大会運営を担う地方競技団体として 

・施設や宿舎の計画を変えた以上、運営を円滑に進めるために必要な役員数、及び運営計画の精査 

・リハーサル大会の開催をやめた事により、大会運営を確認する機会の確保 

この二点をもう一度菰野町実行委員会と折衝することは必要と考えます。 

（予定） 

01/22(金)  岳連国体実行委員会 19：00～ 鈴鹿高校 

 ◯役員研修会 6-7月・・ 国体競技の説明等机上講習、 8-9月・・・実際の会場を使ってのシミュレーション研修 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

12/5(土)-6(日) 東海連絡協議会 亀山  

 ・来年度のインターハイ東海大会は三重で開催。 

 (予定) 

 

 

4. 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 

②鈴鹿山系連絡協議会 

③大杉谷登山センター（https://www.oosugidani.jp/）、大台ヶ原の利用に関する協議会 

大杉谷登山道は冬季閉山中。 

https://www.jma-sangaku.or.jp/sangaku/?ca=104
https://www.oosugidani.jp/
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④その他関係団体 

（三重県スポーツ協会より） 

①令和２年度三重県医師会スポーツ医学研修会（三重県医師会） 【別紙】 

※参加希望者は 1/15(金）までに別紙申込書を事務局加藤まで。 

②スポーツ・インテグリティ基礎研修会（スポーツ庁）01/16(土)オンラインライブ配信 

 

⑤日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

02/13-02/14 主任検定員養成講習会(A級)・コーチ２養成講習会 鳥取・大山山域 

02/20-02/22 積雪期登山基礎講習会 国立登山研修所及び周辺山域  

 ※申込に連盟会長印が必要の為、至急所属会員への周知をお願いしたい。（申込 1/4～ 定員 20名） 

  

（SC競技会） 

12/26-12/27 第 3回コンバインドジャパンカップ 愛媛・西条 

01/30-01/31 第 16回ボルダリングジャパンカップ 東京・駒沢 

02/13-02/15 第 34回リードジャパンカップ 千葉・印西 

03/06-03/07 第 3回スピードジャパンカップ 会場未定 

 

5. 加盟団体より 

特になし 

6. その他 

◯御在所 RW の年間パスポート更新について・・・現在確認中。 

 

 

  

R3.1月度理事会 1月 27日（第 4水曜日）19：00～場所：鈴鹿市文化会館第 2研修室 

  ※今後の状況により利用条件変更・休館等で開催変更する場合がありますので、ご了承ください。 

※各委員会の付議事項・報告、加盟団体からの要望は 1月 15日までに送信してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spo-com.org/news/673/
https://www.jpnsport.go.jp/tozanken/syusai/tabid/167/Default.aspx
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加盟団体活動報告・予定 

津峠の会 

(報告) 

11 月 13 日 熊野古道 三野瀬駅―相賀駅    4 名参加 

11 月 21 日 明星ケ岳             7 名参加 

11 月 26 日 熊野古道 仁木島峠―波田須駅   3 名参加 

11 月 28 日 網掛山              9 名参加  

(計画) 

12 月  5 日 熊野古道 波田須駅―熊野市駅   3 名参加予定 

12 月 12 日 熊野古道 熊野市駅―阿田和駅   3 名参加予定 

 

松阪山岳会 

(報告)    

12/6 例会山行 (忘年登山）松本峠～鬼ヶ城周遊 31 名参加 

12/20 例会山行 獅子ヶ岳  

(予定)    

1/9 例会山行 朝熊山  

1/16 例会山行 牛草山  

1/25～26 例会スキー   

1/31 初心者対象積雪期登山研修 御在所岳  

 

五目山岳会 

(報告)    

11/16 一般登山 鈴鹿 臼杵岳～四方草山 2 名参加 

11/19 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳～御在所岳 5 名参加 

11/20 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2 名参加 

11/20 一般登山 鈴鹿 根の平周辺 6 名参加 

11/20～21  台高 池木屋山 2 名参加 

11/21 クライミング壁作り 鈴鹿 宇賀渓周辺 4 名参加 

11/22 一般登山 鈴鹿 日本コバ 4 名参加 

11/23 一般登山 比良 蓬莱山 2 名参加 

11/24 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 4 名参加 

11/28 一般登山 鈴鹿 御在所岳本谷 2 名参加 

11/28 一般登山 霧ヶ峰 車山 9 名参加 

11/28 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 3 名参加 

11/29 一般登山 鈴鹿 宮指路岳 3 名参加 

11/29 一般登山 鈴鹿 三子山 4 名参加 
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12/1 一般登山 鈴鹿 日本コバ 2 名参加 

12/5 例会  一般登山鈴鹿 釈迦ヶ岳 15 名参加 

12/5～6 一般登山 奥秩父 雲取山 5 名参加 

12/6 一般登山 八ヶ岳 2 名参加 

12/6 一般登山 鈴鹿 日本コバ 4 名参加 

12/10 一般登山 鈴鹿 ソノド 3 名参加 

12/12 一般登山 京都トレイル 3 名参加 

12/12 一般登山 鈴鹿 筆捨山～羽黒山 3 名参加 

12/13 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳砂山 5 名参加 

12/15 一般登山 鈴鹿 明星ヶ岳 2 名参加 

(予定)    

12/19～20 一般登山 八ヶ岳 本沢温泉～硫黄岳  

1/3   一般登山 鈴鹿 藤内小屋～岳不動  

 

東芝山岳会 

(報告)    

12/12 年末記念山行 御在所本谷 16 名参加 

(予定)    

1/3-4 年始登山 八風峠～釈迦ケ岳～御在所県境稜線縦走（幕営）  

 

ひさい山岳会 

(報告)    

12/6 例会山行宮指路山 鈴鹿山系 参加者 11 名 

12/20 例会山行滝原浅間山 大紀町 参加者 17 名 

12/2 月例会 立成公民館 参加者 13 名 

(予定)     

1/9 例会山行牛草山・温坊 南伊勢町 参加者 12 名予定 

12/20 例会山行三峰山・平倉峰 御杖村 参加者 8 名予定 

 

鈴鹿山岳会 

（報告） 

11/23(月・祝) 月例山行 烏帽子岳 16 名 

11/28(土) (岳連自然保護委員会) 羽鳥峰～根の平峠 清掃登山 17 名 

（予定） 

12/26（土）例会山行（年末お礼登山）入道ヶ岳 

 

 

 


