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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 12回（3月）理事会議事録 

日時：令和 3年 03月 24日 19：00~20：20  鈴鹿市文化会館第 2研修室 

参加者：根本、萩、加藤、草川、葛原、松尾、鈴木、橋川、戸田、水谷 奥田、稲垣、木村、内田、土井根、佐々

木、赤塚、水谷、渡辺、原、20名 委任 5名 欠席 9名 

会長挨拶・報告事項 

今年度最後の理事会となりました。今年度はコロナで始まり、未だ継続しています。 

色々制約のある中で限られた行事でありますけど、皆様のおかげでそれなりの活動をやらせていただきました。 

来年度につきましては、このコロナと如何に付き合って活動していくかと云うことが、大きな課題となると思いますが、

宜しくお願いしたい。 

1. 審議事項 

特になし 

2. 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) 

 無し 

(予定) 

04/18（日）「春の安全登山と自然保護啓発活動」 AM7：00～AM10：00 

  開催実施要項（案）参照（加盟団体へメール案内済み） 

・県警より登山道巡視同行の要請あり 

・当日の配布資料は前日の年次総会で幹事会へ配布予定。 

・大杉谷登山道については、OPEN前なので実施しない。 

・経ヶ峰 幹事会をひさい山岳会へ変更。 

○210314乗鞍岳及び宝剣岳の雪崩事故の紹介 

  日本雪崩ネットワーク（https://nadare.jp/）のWeb サイトに記事あり。加盟団体で情報共有ください。 

 

【登山部】 

■指導委員会  

(報告) 

 無し 

(予定) 

04/04(日) 第 1回 技術向上検討会 （指導委員会＆遭難対策委員会） 

  基礎的な登山技術、ロープワーク（一般登山で必要なもの）等の仕様・標準化を検討する  

https://nadare.jp/
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◯連盟会員向け研修 

  ①を基に研修会を開催 日時未定、秋以降を予定。 

◯みえスポーツフェスティバル 2021山岳の開催について 

10/17(日)予定  主管団体：東芝山岳会（3/12 に承諾） 

  山域 未定  

 

■自然保護委員会    

(報告)  なし 

(予定)  なし 

 

【競技部】  

(報告) 

03/13-14 東海ブロック研修会 静岡 

  総合研修：加藤 草川 松尾 戸田 C級審判認定講習：3名 

◯第 1回スピードユース日本選手権亀岡大会 

  男子ユース B：杉本 侑翼  日本新記録で優勝 

(予定) 

03/26-28 第 34回リードジャパンカップ 印西 

  三重国体ビレイヤー候補：3名 トレーニー（審判）:2名 視察員：加藤  スタッフ：松尾 戸田 

04/03 令和 3年度三重県内スポーツクライミング審判講習会 鈴鹿高校MC 

04/24-25 第 7回ボルダリングユース日本選手県倉吉大会 

  スコワラー 3名、審判 戸田 

05/01-02 令和３年度 東海スポーツクライミングコンペ 実施要項・参加申込書をWebページに掲載。 

 （http://mie-sangaku.org/news/news21032601.html） 

 

 

【総務部】 

(報告) 

 特になし 

(予定) 

04/17 令和３年度年次総会  10：00～  大川学園 （駐車場は利用できません） 

＊総会資料案の返信がまだの役員の方、急ぎのご対応お願いします。（提出期限：3/28厳守） 

＊総会案内について 

  本年度より、往復ハガキ発送から、メールでの案内及び出席・委任確認に変更します。（各団体からの年次登録

が揃い次第、３月末を目処に配信予定） メール登録ない方にはハガキを郵送します。 

 

■財務 

（報告） 

http://mie-sangaku.org/news/news21032601.html
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◯2月末現在での年度繰越金概算を報告。年間の大きな動きとして、国体選手強化事業、役員養成がある（補

助金利用） 

 

■事務・広報担当 

◯2021年度年次登録について 

  未提出の団体は至急ご返信ください。（提出依頼期限：3/19） 

（高体連登山部、菰野山岳会、：「鈴鹿アルパインクラブ：岳連代議員・役員の選出漏れ」） 

◯JMSCA山岳共済会からの「お願い」について 

  山岳共済会改善の一環で「共済会名称」及び「マスコット名」募集。 

  締め切り：2021年 3月 31日   登山月報 4月号に掲載予定  

 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

（報告） 

 ◯JMSCA国体委員会 

 ◯三重県及び菰野町実行委員会 

年度が変わる中で、色々変更が出てきます。次回理事会にて報告します。 

 ◯三重岳連国体常任委員会 

 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 各団体の実行委員 

加盟団体で参加いただく、役員名、日程、宿泊の有無についての名簿提出を依頼中。 

今月末を目処に集計。従事者の若干の調整を依頼する場合も出てくる。 

（予定） 

 6/12(土)～6/13(日) 第 1回基準会議・役員研修会 

現在、各部ごとに役員の行動マニュアルを作成中。 

 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 

※新型コロナウイルスの影響でいろいろ変更があって、ようやくアウトラインが見えてきた中、これから、いろんなお願いをして

いくことになりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

 03/03 顧問会議 

 (予定) 

 ◯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）。 
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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 

（報告） 

 新年度より、各警察署の地域課長の交代あり（いなべ、四日市西、大台） 

 3/21 まつさか香肌イレブン（https://bit.ly/3u4j8z9）キックオフイベント 

 池木屋山情報  宮ノ谷で崩落箇所あり  【別紙】  

（予定） 

 04/18（日）「春の安全登山と自然保護啓発活動」 

 

②鈴鹿山系連絡協議会 

③大杉谷登山センター 

 ４月１９日（月）に開山予定です。 

④大台ヶ原の利用に関する協議会 

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） 

03/26-03/28 第 34回リードジャパンカップ 千葉・印西  

 

 

4. 加盟団体より 

◯理事会の面談とリモートの併用について 

 ・報告事項のみの場合、リモート開催でもよい  ・顔を突き合わせることも必要  ・会場とリモート併用で、遠方

の理事の負担軽減になる 等意見があり、継続検討していくことになりました。 

 

5. その他 

○岡田副理事長の退任について 

 東芝山岳会へ休部届けがあり、受理されました。あわせ、岳連の役員も辞退となりました。改選時期でないので

補欠は置かず、東芝山岳会の役員・理事でホローしていきたい旨、報告ありました。 

 

R3.4月度理事会 4月 17日（土曜日）場所：大川学園  09：00～ 

  ※年次総会前の開催となります。 

 

 ※各委員会の付議事項、加盟団体からの要望は 4月 11日までに送信してください。 

   加盟団体の報告・予定は 4月 20 日までに送信してください。 

https://bit.ly/3u4j8z9
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加盟団体活動報告・予定 

 

津峠の会 

(報告) 

2月 6日  牛草山       4名参加 

2月 20日 姫越山・座佐ノ高       9名参加 

2月 27日   三峰山          5名参加 

(計画) 

3月 20日 経ヶ峰 創立記念山行 9名参加予定 

3月 27日 鈴ケ岳        7名参加予定 

4月 3日   池田山        3 名参加予定 

4月 10日 大文字山       4 名参加予定 

4月 17日 鶏冠山        3名参加予定 

4月 24日 国見岳        4名参加予定 

 

松阪山岳会 

（報告） 

3/21 例会山行 七洞山 

（予定） 

4/25 例会山行 牛草山（日向コース） 

 

五目山岳会 

(報告)    

2/17 一般登山 鈴鹿 入道ヶ岳 2名参加 

2/18 一般登山 鈴鹿 藤原岳 3名参加 

2/20 一般登山 鈴鹿 大池 2名参加 

2/21 一般登山 鈴鹿 尾高山 2名参加 

2/21 一般登山 伊勢 三峰山 2名参加 

2/23 一般登山 湖北 金糞山 2名参加 

2/23 一般登山 鈴鹿 福王山 6名参加 

2/24 一般登山 西濃 伊吹山 3名参加 

2/25 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

2/25 一般登山 鈴鹿 綿向山 2名参加 

2/27 一般登山 東紀州 姫越山 2名参加 

2/27 一般登山 鈴鹿 羽黒山 6名参加 

2/27 一般登山 鈴鹿 銚子ヶ岳 2名参加 

3/3 一般登山 鈴鹿 孫田尾根～草木 2名参加 
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3/4 一般登山 奥越 野伏ヶ岳 2名参加 

3/6 一般登山 鈴鹿 丁山～大配 4名参加 

3/6 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 3名参加 

3/7 一般登山 鈴鹿 霊仙山 3名参加 

3/7 一般登山 鈴鹿 白杵ヶ岳 6名参加 

3/9 一般登山 湖東 松尾寺山～向山 3名参加 

3/10 一般登山 奥美濃 能郷白山 2名参加 

3/11 一般登山 鈴鹿 銚子ヶ岳 2名参加 

3/14 一般登山 東近江 天狗堂 2名参加 

3/14 一般登山 布引 経ヶ峰 3名参加 

3/14 一般登山 鈴鹿 御在所岳 4名参加 

(予定)    

3/27 一般登山 湖北 賤ヶ岳 

  

ひさい山岳会 

(報告)    

2/21 切間の八・諾炬羅山 南伊勢町 参加者 15名 

3/7 獅子ヶ岳 度会町 参加者 14名 

3/3 例会 立成公民館 参加者 14名 

(予定)     

3/21 経ヶ峰 津市 参加者 14名予定 

4/4 釈迦ヶ岳 鈴鹿の山 参加者 11名予定 

4/18 御池岳・鈴北岳 鈴鹿の山 参加者 11名予定 

 

東芝山岳会 

(報告)    

2021/2/27 TAC三重 三国岳、烏帽子岳 8名参加 

2021/3/6 TAC三重 ハライド・ブナ清水 4名参加 

2021/3/6 TAC三重 藤原岳・孫田尾根丸山 5名参加 

2021/3/6 TAC三重 鉱山跡調査・滋賀県側 5名参加 

2021/3/7 TAC三重 ハライド 8名参加 

2021/3/10-11 TAC三重 野伏ヶ岳 3名参加 

2021/3/13 TAC三重支部総会 朝明山の家 事務局変更（岡田→藤井） 

2021/3/17 TAC三重 藤原岳 5名参加 

2021/3/19 TAC三重 養老山 4名参加 

2021/3/20 TAC三重 茶野～鈴ヶ岳～鈴北岳 4名参加 

(予定)    

2021/3/27-28 TAC三重 野伏ヶ岳 8名参加予定 
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2021/4/18 TAC三重 御在所岳・中道（安全啓発活動） 6名参加予定 

 

鈴鹿山岳会 

（報告） 

02/20(土）例会山行 牛草山 17 名 

02/23(祝）例会山行 入道ヶ岳 14 名 

02/28(日）例会山行 宮指路岳 14名 

（予定） 

03/21(日）例会山行 三池岳 

03/25(木）例会山行 雲母峰・鎌ケ岳 

04/18(日）年次総会 

 

 

 

 

 

 

 


