
- 1 - 

 

三重県山岳・スポーツクライミング連盟 令和２年度第 11回（2月）理事会議事録 

日時：令和 3年 02月 24日 19：00~  Web会議 参加者 18名、委任 2名 (計 20名) 

（2 月 5日に、三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」が県内全域で延長された。その中で、【県内の移動についても慎

重な判断を】求められている為、先月に続き、オンラインで開催されました） 

1. 会長挨拶・報告事項 

◯菰野町の来年度の予算案に国体運営、準備費が計上され、来月議会で承認される予定である 

 

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】 

・特になし 

【予定】 

・指導委員会と共同で、技術向上検討会を予定 

◯三重県警からの県内遭難についての報告（別紙） 

  

 

【登山部】 

■指導委員会  

【報告】 

１. 2021年 2月 28日（日）連盟会員向け研修会「基本登山技術研修」 

 コロナ情勢により、中止。 

【予定】 

①技術向上検討会 （指導委員会＆遭難対策委員会） 4月（日時未定） 

 基礎的な登山技術、ロープワーク等の仕様・標準化を検討する  

②連盟会員向け研修  ①を基に研修会を開催 日時未定 

◯みえスポーツフェスティバル山岳 2021 の開催について 

  10月 17日（日）で検討中 

  山域 未定 

  主管団体 未定（東芝山岳会に要請中→ 2/18 回答：職域山岳会であることから、会社から指示される
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COVID対策に影響を受けるため現時点では判断できない状況です。 

 ※前回まで（ご参考） 

2020年：入道ケ岳（鈴鹿山岳会） 

2019年：便石山・天狗倉山（みえカモシカ登山クラブ ※東芝山岳会協力） 

2018年：経ヶ峰（津峠の会、ひさい山岳会） 

2017年：藤原岳（五目山岳会、やまびと） 

2016年：釈迦ケ岳・愛知川周辺（朝明アルパインクラブ） 

2015年：堀坂山・観音山（松阪山岳会） 

2014年：入道ケ岳（鈴鹿山岳会、津峠の会、津ラネージュ） 

2013年：竜ヶ岳（桑名山協、四日市山協、高体連、東芝山岳会） 

2012年：大杉谷（松阪山岳会、高体連、東芝山岳会） 

 

■自然保護委員会    

 (報告) 

  なし 

 (予定) 

  なし 

 

 

【競技部】  

 (報告) 

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 

 (予定) 

03/13-14 東海ブロック研修会 静岡 

◯来年度の鈴鹿スポーツガーデン講習事業について 

  コロナ感染予防の観点で、10/11(予定)のガーデンフェスタを除き、体験会・講習会は開催しない方向で調整中。 

 

◯2021年度スポーツクライミング国際競技大会派遣選手（ボルダリング）について 

渡部桂太、田嶋あいか選手が優先順３の（BJC2021の結果により）派遣選手に決定。 

◯スピード種目に関する規定が更新されました。（02/10一部改定） 

 

 

【総務部】 

（報告事項） 

 02/13 ジュニア・普及情報交換会 オンライン開催 

 02/14 全国理事長会議 オンライン開催 

  全国登山大会について、共済会保険について等の議題が話し合わされました。 

（予定） 

https://www.jma-sangaku.or.jp/up_img/files/2021rules/%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E7%A8%AE%E7%9B%AE%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%AE%9A-2.pdf
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 ◯ 令和 3 年度総会について 

大川学園さまより正式に 4月 17日土曜日 午前中 お借りすること可能のご返事いただきました。 

ただし当日の駐車はご遠慮してほしい旨、皆様に徹底お願いいたします。（当日ご父兄が駐車されます） 

 

＊別途、MMSCA三役、各部長、委員長へ総会資料案のファイルを送信しますのでご協力をお願いします。 

 

■財務 

（報告） 

◯財務状況推移  

 1月の主な収支として、国体競技規則集購入代金、リース代金等の支出がありました。 

 

■事務・広報担当 

◯2021年度年次登録について 

 令和 3年度加盟団体年次登録用紙を近日中に各加盟団体連絡先宛メール送信します。 

 記載の期日までにご返信ください。 

◯JMSCA より、UIAA総合登山技術ハンドブックの誤記について、下記の訂正が公開されました。 

 P328表の下から８行目 誤 低音→正 低温 

 P30表の下から２行目 誤 危険レベル３→正 危険レベル４ 

 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（報告） 

  02/11 三重岳連国体常任委員会・部長会議 各部ごとのマニュアル作成等を行ないました。 

  02/18 JMSCA国体委員会(オンライン)  加藤・葛原 

（予定） 

  ・三重岳連国体常任委員会 

    02/25 競技部打ち合わせ、  03/02 輸送・宿泊部打ち合わせ 

  03/12(金) 第 2回三重岳連国体実行委員会 鈴鹿高校メディアセンター 

  6/12(土)～6/13(日) 第 1回基準会議・役員研修会 

  9/未定 第 2回基準会議・役員研修会・大会シミュレーション 

  9/30(木)～10/3(日) 三重とこわか国体本番 

 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

  特になし 

 (予定) 



- 4 - 

 

  03/03 顧問会議  来年度の計画を決める 

 ◯来年度のインターハイ東海大会は三重で開催（6/18-6/20 亀山市関町）。 

 

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 

 ◯三重県山岳遭難防止講演会について 

   延期となっている講演会は年度を越えての開催予定です。 

 ◯03/21(日) まつさか香肌イレブン キックオフ・イベント （講演会と記念登山） 

   松阪市の依頼で安全登山の講師を根本会長が受託。  詳細Web ページ 

②鈴鹿山系連絡協議会 

③大杉谷登山センター 

④大台ヶ原の利用に関する協議会 

 ◯冬期利用のモニターツアーについての報告。 

⑤その他関係団体 

 

⑥日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

（SC競技会） 

03/06      第 3回スピードジャパンカップ・第１回スピードユース日本選手権(新設) 京都・亀岡 

03/26-03/28 第 34回リードジャパンカップ 千葉・印西  

 

 

5. 加盟団体より 

◯理事会の開催について 

 面談とリーモートの併用で行なうことを検討してはどうか 

（課題） 

・現状、鈴鹿市の施設には公衆Wi-Fiは完備されていないので、運用するにはモバイルWiFi機器（通信

費用）が必要となる 

・定員の少ない部屋で、使用料の安い施設の検討 

 今後の情勢を考えて、どれだけの理事がリモート参加を希望するか等、次回理事会での検討となった。 

 

 

 

  

R3.3月度理事会 3月 24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 3月 20日までに送信してください。 

http://i-sierra.com/kahada11kickoff/
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加盟団体活動報告・予定 

 

松阪山岳会 

(報告) 

2/14 例会山行 竜ヶ岳 コロナ中止 

2/21 例会山行 藤原岳 コロナ中止 

(予定) 

3/14 例会山行 七洞山 

 

津峠の会 

(報告) 

1/9    熊野古道 阿田和駅―新宮駅 4名参加 

1/23  入道岳 荒天により中止 

(計画) 

2/6    牛草山  4名参加予定 

2/20  姫越山・座佐ノ高   8名参加予定 

2/27    三峰山  6名参加予定 

 

ひさい山岳会 

(報告) 

1/30 三峰山 御杖村 参加者 9名 

2/7 綿向山 日野町 参加者 13名 

2/3 例会 立成公民館      参加者 15名 

(予定) 

2/21 切間の八・諾炬羅山  南伊勢町    参加者 15名予定 

3/7 獅子ヶ岳 度会町 参加者 13名予定 

3/21 経ヶ峰 津市    参加者 12名予定 

 

五目山岳会 

(報告) 

1/16 一般登山 湖北 賤ケ岳 2名参加 

1/16 一般登山(例会下見) 鈴鹿 藤原岳 2名参加 

1/16 一般登山 伊勢 三峰山 2名参加 

1/16 一般登山 東紀州 姫越山 2名参加 

1/17 一般登山 鈴鹿 御在所岳 4名参加 

1/17 一般登山 養老 月見の森 2名参加 

1/26 登攀部 鈴鹿 藤内沢ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 4名参加 

1/30 登攀部 八ヶ岳 ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 5名参加 
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1/30 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

1/30 一般登山 鈴鹿 入道ヶ岳 3名参加 

1/30 一般登山 熊野古道 八鬼山 2名参加 

1/31 一般登山 湖西 阿弥陀山 2名参加 

1/31 一般登山 鈴鹿 藤原岳 3名参加 

1/31 一般登山 鈴鹿 御在所岳本谷 2名参加 

1/31 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

2/6 2月度例会 一般登山→中止 西濃 伊吹山  

2/6 一般登山 奥越 荒島岳 10名参加 

2/7 一般登山 鈴鹿 藤原岳 2名参加 

2/7 一般登山 鈴鹿 愛知川タケ谷 6名参加 

2/7 一般登山 西濃 伊吹山 2名参加 

2/11 登攀部 鈴鹿 御在所岳ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 3名参加 

2/11 一般登山 尾鷲九鬼～ｵﾊｲ周回 2名参加 

2/11 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 2名参加 

2/11 一般登山 鈴鹿 菰野富士 2名参加 

2/13 登攀部 八ヶ岳 ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 4名参加 

2/13 一般登山 伊勢 三峰山 2名参加 

2/14 一般登山 鈴鹿 高畑山 4名参加 

2/14 一般登山 西濃 伊吹山 4名参加 

2/14 一般登山 鈴鹿 尾高山 2名参加 

2/14 一般登山 鈴鹿 雲母峰 6名参加 

(予定) 

2/28 岳連基本登山技術研修→緊急事態により中止 

 

東芝山岳会 

報告事項 特になし 

 

鈴鹿山岳会 

(報告) 

01/16(土)  例会山行 龍仙山～椿山（南伊勢町）16名参加 

01/22(金)  例会山行 綿向山 天候不良中止 

02/05(金） 例会山行 銚子ヶ口・水舟の池 6名参加 

02/11(木） 例会山行 霊仙山 18名参加 

(予定） 

02/20(土） 例会山行 牛草山（度会郡） 

02/23(祝） 例会山行 入道ヶ岳 

02/28(日） 例会山行 宮指路岳 


