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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 令和３年度第３回（６月）理事会議事録 

日時：令和 3年 06月 24日 19：00～20：30 鈴鹿市文化会館第２研修室 

（出席）西、葛原、松尾、根本、鈴木、太田、草川、水谷一也、橋川、萩、加藤、宮崎 

 岸田、奥田、稲垣、木村、内田、佐々木、島田、赤塚、水谷勉、杜多、伊藤、原 24名、委任 1名 

 

会長挨拶・報告事項 

 6/13 には多くの連盟会員の皆さんに参集いただき、国体の研修会を開催しました。近々には、菰野町が競技壁の業

者と契約する段階です。開催まで 100日をきり、いよいよ目に見える形で進んできています。コロナ禍ではありますが、皆

さんのご協力をお願いいたします。 

 

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) 

○ 三重県山岳遭難防止講演会 7月開催予定→延期（11月以降へ） 

○ 三重県と三重県警によるオンライン登山計画書の提出について（7/1運用開始） 

フォーマット（別紙入力案を示し）について、岳連より意見を提出したことを報告。 

○ 三重県警への情報提供について 

三重県警ＨＰ内「山岳遭難・水難情報」にて、遭難事故現場写真等を掲載している。 

今後、危険個所、崩落している登山道、道迷いしやすい箇所などの情報も掲載予定しており岳連会員からの情

報提供の依頼有り。随時、遭難対策委員長へメール、電話等にて連絡お願いします。 

(予定) 

06/26(土) 9：00～ ＪＭＳＣＡ全国遭難対策委員長会議（オンライン会議） 

 草川委員長出席予定 

07/07(水) 13：30～ 三重県山岳遭難防止対策連絡協議会（三重県津庁舎） 

 根本会長、草川委員長出席予定 

7月（日程未定）遭対・指導委員会ミーティング 

08/07(土) 午前 三重県遭対協 山の日啓発活動 ※日程未確定 

08/07(土) 午後 技術向上検討会 ※日程未確定 
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【登山部】 

■指導委員会  

(報告) 

06/06(日) ＪＭＳＣＡ全国指導委員長会議（オンライン会議） 

・役員改選 指導委員長 野村善弥（埼玉）、副指導委員長 本郷 利夫（東京）・平野 直子（千葉） 

・スポーツクライミング指導委員会発足※当面全体としては指導委員会に内包 

ＳＣ指導委員長 藤江 理枝（東京）、副委員長  篠崎 喜信（東京） 

・日本スポーツ協会 スポーツ指導者（コーチ資格等）2022年 4月更新登録 

新型コロナの影響により更新研修開催が困難であり、特例措置とする。有効期限は 4年間で、期限 6 か月前

までに研修受講必要であるが、特例として未受講でも更新可能。※通常の更新手続き（登録料の入金等）

は必要。 

(予定) 

7月日程未定（平日夜予定） 指導＆遭策委員会 ミーティング 

08/07(土) 午後 技術向上検討会 ※日程未確定 

 

◯10/17(日)  みえスポーツフェスティバル 2021山岳 松阪市 香肌イレブン・烏岳(545ｍ)周辺 

 06/23 開催地訪問。松阪市、松阪市教育委員会の共催依頼・承諾を報告。 

 前泊はリバーサイド茶倉にて可能（各会で申込・精算のこと） 

 要項は別途配信、次回理事会承認以降に参加募集とします。 

◯10/22(金)-24(日) 令和３年度安全登山指導者研修会「東部地区」 三重開催 

 別紙、開催要項案にて、概要説明。 

 7月に国立登山研修所Web に公開。申込み期限：08/25 募集定員：25名 

 

■自然保護委員会    

(予定) 

07/10(土)-11(日) 森のホタル観察会及び自然観察山行 コロナの状況を鑑み、中止とします。 

 

◯自然保護指導員（JMSCA の資格です）募集について 

 別紙、募集要項にて説明。 

８月の理事会で登録料 4000円（以後５年ごとに要 2000円）と申請書類（別途配信）を提出願います。 

 

【競技部】  

(報告) 

05/29-30 第 9回リードユース日本選手権南砺大会 富山・桜ヶ池クライミングセンター 審判・ｽｺｱﾗｰ等派遣 

 県内選手成績  男子：ユース B 27位小林隼翔 

 女子：ユース B 7位山真奈実、10位中野春風  ユース A優勝 森奈央、6位小林舞、12位柏綾音 

06/18-19 第 4回コンバインドジャパンカップ 岩手県盛岡 

 県内選手成績  男子：20位渡部桂太  女子：14位森奈央 

https://rs.chakra-village.jp/
https://www.jpnsport.go.jp/tozanken/syusai/tabid/70/Default.aspx
https://www.jma-sangaku.or.jp/sangaku/?ca=16
https://www.jma-climbing.org/competition/2021/lyc/
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(予定) 

06/23-26 IFSC クライミングワールドカップ インスブルック 派遣選手：ボルダリングで渡部桂太 

07/03 SCJT2021 ボルダリング第 1戦（東京） B-PUMP荻窪 

07/17-18 国体東海ブロック大会 静岡・浜松で開催予定。 

 三重の選手は本国体に参加のため、参加自粛。審判・ｽｺｱﾗｰ等はみえ国体に向け参加 

 

【総務部】 

(報告) (予定) 

 特になし 

■財務 

(報告) 

５月の主な動きは、加盟団体からの年会費、個人登録料納付による収入があった。 

○年会費、個人登録料納付について 

納付期限は 5月末となっていますので、まだの団体は振込をお願いします。5月末現在で 10団体の納入確認済。 

■事務・広報担当 

◯国立登山研修所 安全登山オンラインセミナーの映像資料を公開 

「20分で学ぶファーストエイド！基本編 熱中症・高山病・低体温症」 （←YouTube リンク） 

 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院：大城 和恵 氏 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告) 

06/12(土) 第 1回基準会議 菰野町町民センターホール、菰野町体育センター 

 出席者 JMSCA役員 10人  MMSCA役員 14人 

06/13(日) 第 1回役員研修会 菰野町町民センターホール、菰野町体育センター、菰野町役場 

 出席者 MMSCA 役員 132人 

(予定) 

06/26(土) 三重岳連常任委員会 菰野町町民センター会議室 

08/08(日) 「炬火イベント採火式」 菰野町千種地区コミュニティーセンター西駐車場 

 10時から 11時 30分 

08/08(日) 「ボルダリング体験」 菰野町千種地区コミュニティーセンター ロビー 

 10時から 11時 30分  菰野町国体実行委員会、三重県山岳・スポーツクライミング連盟共催 

 ・他に 7月中に 2件ほど体験会実施を模索中である。 

 ・ルート、マットの準備等で、トップロープで実施するのかどうかよく検討するよう意見あり 

◯第２回基準会議・役員研修会 

09/11(土) 第２回基準会議（ＪＭＳＣＡ役員、ＭＭＳＣＡ常任委員が中心） 

09/12(日) 第２回役員研修会（ＭＭＳＣＡ役員全員）菰野町役場各会議室 

（※JMSCA の大会と重なるため、9/18-19 より変更） 

https://www.jma-climbing.org/competition/2021/japantour/
https://youtu.be/Hx7zpdsusSc
https://youtu.be/Ukmz56AzFK4
https://youtu.be/giJs5T65Ags
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◯競技会場施設  ９月 10日にリード壁とボルダリング壁完成予定 

（依頼） 

◯協力依頼、委嘱状送付先の報告についての情報提供のお願い 

6/13 の研修会で依頼しましたが、周知が徹底されていなかった為、再度、各加盟団体の実行委員宛に依頼メール

を送信します。 

 

【高体連登山部】 

(報告) 

05/29-30 三重県高校総体並びに全国高校総体・東海高校総体登山競技三重県予選 朝明周辺 

 男子優勝 神戸高(2年連読全国出場) 2位 桑名工業高 3位 四日市高 

 女子優勝 神戸高(9年連続全国出場) 2位 四日市高 3位 四日市農芸高 

06/18-20 東海高校総体登山競技大会 高畑山周辺 悪天のため、コース短縮で開催 

 男子 2位 四日市高 女子 優勝 四日市高 

※各大会にご支援いただいた団体の皆様、ありがとうございました。 

(予定) 

08/20(金)-22(日)  北信越高校総体インターハイ 2021  

 福井県立勝山高等学校、長山公園グラウンド、三頭山、取立山 

◯登山部報 はとみね第 27号を発行、理事さんへ配布。 

 

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 

 （遭難対策委員会の項参照） 

②鈴鹿山系連絡協議会 

三重県で開催。秋の啓発活動日(11/6)の午後を予定。 

③大杉谷登山センター（https://www.oosugidani.jp/） 

 ◯粟谷小屋で管理人を探しています。みなさんの周りに興味がありそうな方がいらっしゃったら、是非お声がけを。 

 ◯ボランティア整備プロジェクト ‘２１参加者募集 開催日：7/24(土)-25(日) 

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） 

06/20 総会  役員改選 

07/16(金)全国山岳遭難対策協議会（スポーツ庁主催）会場及びオンライン開催 

 オンライン参加定員は上限を特に設けない。参加希望者は 6/30 までに草川遭対委員長まで連絡のこと。 

 

4. 加盟団体より 

特になし。 

https://www.oosugidani.jp/
https://awadanigoya.jimdofree.com/
https://www.jma-sangaku.or.jp/?ca=47
https://www.jma-sangaku.or.jp/information/detail.php?res_id=1624358417-116783#application
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5. その他 

（事務局） 

旧遭難対策委員会から帳票・関連書類の返却が未だ完了していないことの報告。 

組織解散による事務移行が未完了の状態で、将来的に連盟帳票・関連書類管理上の問題が起こりえる為、 

早急に返還を求めていきたい。 

 

 

■ ７月度理事会  ７/28（第４水曜）19：00~ 鈴鹿市文化会館第３研修室にて。 

 ※各委員会の付議事項、加盟団体からの要望・報告等は 7月 20 日までに送信してください。 
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加盟団体活動報告・予定 

津峠の会 

(報告) 

 5月 6日 釈迦ケ岳 4名参加 

 5月 15日 養老山 雨天中止 

 5月 22日 鎌ヶ岳 雨天中止 

 5月 29日 ポンポン山 参加者少数で中止 

(計画)  

 6月 5日 長野氏城跡  5名参加予定 

 6月 12日 雨乞岳 3名参加予定 

 6月 26日 鶏冠 4名参加予定 

 7月 10日 弥山・八経ヶ岳 2名参加予定 

 7月 17日 野登山 6名参加予定 

 

五目山岳会 

(報告)    

5/16 一般登山 鈴鹿 銚子ヶ口 5名参加 

5/19 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 8名参加 

5/20 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 2名参加 

5/22 一般登山 大杉谷 2名参加 

5/22 一般登山 鈴鹿 御在所岳(ｳﾞｪｱﾌｪﾗｰﾀ) 7名参加 

5/22～23 一般登山 岐阜 白滝 2名参加 

5/23 一般登山 鈴鹿 猫岳 3名参加 

5/23 一般登山 伊勢 局ヶ岳 2名参加 

5/23 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 3名参加 

5/23 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

5/23 一般登山 南ア 鳳凰三山 2名参加 

5/23 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

5/26 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 5名参加 

5/26 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

5/28 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 4名参加 

5/28～5/30 一般登山 鳥取 扇ノ山 2名参加 

5/29 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 2名参加 

5/29 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 2名参加 

5/29 一般登山 鈴鹿 日本コバ 3名参加 

5/29～5/30 一般登山 鈴鹿 イブネ 7名参加 

5/30 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 3名参加 
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5/30 一般登山 鈴鹿 尾高山 5名参加 

5/30 一般登山 台高 明神平～ 3名参加 

5/30 一般登山 湖東 高島トレイル 3名参加 

5/31 一般登山 鈴鹿 お金明神 4名参加 

6/3 一般登山 鈴鹿 南コブ 3名参加 

6/4 登攀部 鈴鹿 鬼ヶ牙 4名参加 

6/4～6/6 一般登山 八ヶ岳 3名参加 

6/5 一般登山 鈴鹿 日本コバ 2名参加 

6/5 一般登山 鈴鹿 雨乞岳 2名参加 

6/5 一般登山 鈴鹿 御在所岳 6名参加 

6/5 一般登山 鈴鹿 御在所岳 4名参加 

6/6 一般登山 鈴鹿 コクイ谷 2名参加 

6/6 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

6/9 一般登山 鈴鹿 入道ヶ岳 3名参加 

6/10 一般登山 湖東 伊吹山 2名参加 

6/10 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 2名参加 

6/12 一般登山 八ヶ岳 7名参加 

6/12 一般登山 大台ヶ原 日出ヶ岳 2名参加 

6/13 一般登山 湖東 天吉寺山 4名参加 

6/13 一般登山 鈴鹿 藤原岳 2名参加 

6/13 三重とこわか国体研修会 菰野町民センター 27名参加 

(予定)    

7/10～11 一般登山 尾瀬 至仏山  

 

松阪山岳会 

(報告)    

6/13 例会山行 伊勢山上 18名参加 

6/20 例会山行 枳城址～白米城周回 16名参加 

(予定)    

 7.8月は例会なし   

 

ひさい山岳会 

(報告)    

5/23 笹ヶ峰・明神岳（例会山行） 台高の山 参加者 13名 

6/9 学能堂山（例会山行） 津市 参加者 8名 

6/20 雨乞岳 鈴鹿山系 参加者 8名 

6/2 例会 立成公民館 参加者 15名 

(予定)     
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7/4 局ケ頂（例会山行） 南伊勢町 参加者 9名予定 

7/18 釈迦岳（例会山行） 度会 7 参加者 11名予定 

 

鈴鹿山岳会 

（報告） 

・三重県にまん延防止等重点 措置が適用されため、会としての活動を自粛。（5月・6月） 

（予定） 

07/07 定例会 


