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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４回（７月）理事会議事録 

日時：令和 3年 07月 28日 鈴鹿市文化会館第 3研修室 19：00～20：10 

出席：葛原、松尾、根本、鈴木、草川、橋川、萩、加藤、 稲垣、木村、赤塚、水谷勉、渡辺、伊藤、委任 8名 

22名、欠席 11名 

 

会長挨拶・報告事項 

梅雨が明け、夏山シーズンとなりましたが、皆さん安全登山をお願いします。 

先日の情報提供依頼事案について、単身でお住いの方だったため、通報・捜索が遅くなったことの報告。 

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】 

１． 三重県と三重県警によるオンライン登山計画書提出 7月 1日スタート 

三重県警 HP掲載 

・今後、岳連からの修正を反映してもらえるよう依頼。 

２． 6月 26日（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 

３． 7月 7日（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】 

１． ８月 7日（土）午前 三重県遭対協 山の日啓発活動 ※別紙要項 

２． 8月 7日（土）午後 技術向上検討会 四日市少年自然の家 

10月開催のＪＭＳＣＡ安全登山研修会の会場視察兼ね、危急時対応の検討会開催 

 

【登山部】 

■指導委員会  

【報告】 

 無し 

【予定】 

10月 17日（日）スポーツフェスティバル山岳 

   場所：烏岳（香肌イレブン） 幹事団体：東芝山岳会 

https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1623744721134
https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1623744721134
https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1623744721134
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・本年度もコロナ感染症の影響で参加人数を削減しての開催とします。 

・別途、各団体宛に申込書を配信しますので、纏め申込しください。 

・会場のリバーサイド茶倉にて前泊可能ですので、各団体で直接申込みください。 

10月 22日（金）～ 24日（日） 令和３年度安全登山指導者研修会「東部地区」  

開催地：三重県 鈴鹿山脈・雲母峰（きららみね） 三重岳連主管（指導委員会）開催。 

 

■自然保護委員会    

（報告）(予定) 

特になし 

◯自然保護指導員（JMSCA の資格です）募集について 

８月の理事会で登録料と申請書類（別途配信済み）を提出願います。 

 

【競技部】  

(報告) 

06/18-19 第 4回コンバインドジャパンカップ 複合男子 20位 渡部桂太、女子 14位 森奈央 

06/23-26 IFSC クライミングワールドカップ インスブルックボルダリング 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 

審判・ｽｺｱﾗｰ等はみえ国体に向けて参加 

(予定) 

◯国体に向けての研修会を随時開催。 

 

【総務部】 

(報告) (予定) 

 特になし 

■財務 

(報告) 

・6月の大きな動きとして、6/13開催の国体役員研修会の交通費補助があった。 

・年会費、個人登録料納付について、まだの団体は急ぎ納付をお願いします。 

■事務・広報担当 

◯「信州の山小屋応援プロジェクト」について（JMSCA より周知依頼あり） 

日本アルプスをはじめ多くの山岳地域を擁する長野県は、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境に置

かれている山小屋を支援するため、「信州の山小屋応援プロジェクト」を 2021年 7月 2日より開始。ふるさと納税に

よるクラウドファンディング型の寄付を募っている。 

■クラウドファンディング概要 

プロジェクト名：「信州の山小屋応援プロジェクト」 

募集期間：2021年 7月 2日～9月 30日 

目標寄付額：15,000,000 円 

https://chakra-village.jp/
https://www.jma-sangaku.or.jp/sangaku/?ca=16
https://www.jma-climbing.org/competition/2021/japantour/
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お礼の品：なし 

※寄付金は、ふるさと納税制度による税制上の優遇措置が適用され、確定申告を行うことで税控除を受けることがで

きる 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告) 

06/26(土) 三重岳連常任委員会 菰野町町民センター会議室 

07/12(月)  三重岳連常任委員会 鈴鹿高校MC 

 他、各部門での打合せ。 

07/13 三重県大会実行委員会 第 5回常任委員会 

・新型コロナウイルス感染防止対策基本方針の改正、参加可否基準の改正について（PCR検査に係ること、体調

管理チエックシート、体調記録アプリの利用に関すること） 

◯第 76回国民体育大会スポーツクライミング競技実施要項及び添付資料  

・07/20三重とこわか国体菰野町ホームページに公開。全国に配送。 

◯三重県実行委員会からの委嘱状が 8/10 より配送される。みなさんには 9/12の役員研修会にて配布を予定。 

 

(予定) 

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 駐車場 

 10：00～12：00 

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 

 10：00～16：00  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 

◯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）菰野町町民センター、町民体育センター周辺 

（※JMSCA の大会と重なるため、9/18-19 より変更。場所は菰野町役場より変更。） 

・役員の集合は８時。会場の確認・任務の確認後、シミュレーション大会を開催。片付けを含め夕方までの研修

会となる予定。詳細は追って、各団体の実行委員に連絡します。 

◯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（テント等周辺設備は未定）。本日現在、リード

壁の基礎部分の工事が始まっています。 

 

【高体連登山部】 

(報告) 

特になし 

(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  三重より男女とも神戸高校が出場。 

大会役員として、高体連より多数参加予定。 

https://kokutai-town-komono.com/
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◯秋季大会（岳連行事） 

 

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 

08/07 「山の日における山岳遭難防止啓発活動」実施 

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/） 

 ◯臨時職員募集  

来年度(令和 4年 4月 1日) 開山シーズン（8 ヶ月）のみの雇用（次年度以降も更新の場合あり） 

④大台ヶ原の利用に関する協議会 

⑤その他関係団体 

◯みえ女性スポーツ指導者の会・（公財）三重県スポーツ協会 

08/19(木)オンライン研修会 18：00-19：00  講演：「スポーツ科学的コンディショニング最前線」 

申込：8/6(金)までにWeb の申込みフォームから。 

 

⑥日本山岳・スポーツクライミング協会（JMSCA） 

◯2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピックにおいて「山岳スキー」の追加競技決定 

7月 20日に開催された国際オリンピック委員会（IOC）の総会において、年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季 

オリンピックの追加種目に正式承認されました。 

（実施概要） 

種目数（5種目） 

・男子（スプリント／個人）：2種目・女子（スプリント／個人）：2種目・混合リレー：1種目 

選手数 

48名（男女各 24名） 

◯【お詫び】現在、JMSCAの HP がシステム障害により閲覧できません。ご迷惑をおかけしております。 

 追記：障害回復済み 

 

4. 加盟団体より 

特になし 

5. その他 

 

■ 8月度理事会  8/25（第４水曜）19：00~ 鈴鹿市文化会館第 2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 8月 20日までに送信してください。 

https://www.oosugidani.jp/
http://www.mie-sports.or.jp/home/archives/10383
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加盟団体活動報告・予定 

大台山倶楽部 

（報告） 

07/21 大台警察署救助訓練支援 

 

津峠の会 

(報告) 

6月 5日 長野氏城跡            6名参加 

6月 12日 雨乞岳              雨天中止 

6月 26日 鶏冠山              4名参加 

(計画)  

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 

8月 3日～6日 槍ヶ岳           5名参加予定   

 

五目山岳会 

(報告)    

6/17 一般登山 鈴鹿 割谷ﾉ頭～鎌ヶ岳 4名参加 

6/17 一般登山 台高 桧塚奥峰 2名参加 

6/18 一般登山 鈴鹿 藤原岳 3名参加 

6/20 一般登山 鈴鹿 大池 2名参加 

6/20 一般登山 鈴鹿 雨乞岳 8名参加 

6/20 一般登山 八ヶ岳 天狗岳 3名参加 

6/20 一般登山 北ア 西穂高岳 3名参加 

6/20 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

6/20 一般登山 大台ヶ原 大蛇グラ 2名参加 

6/21 登攀部 豊田 南山 3名参加 

6/21 一般登山 鈴鹿 羽鳥峰 2名参加 

6/22 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

6/22 一般登山 鈴鹿 雨乞岳 3名参加 

6/23 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

6/23 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 4名参加 

6/23 一般登山 鈴鹿 御在所岳 4名参加 

6/24 一般登山 鈴鹿 旗山 3名参加 

6/26 一般登山 台高 高見山 2名参加 

6/26 登攀部 鈴鹿 御在所七ﾉ渡し 4名参加 

6/27 一般登山 湖北 金糞山 9名参加 
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6/27 一般登山 曽爾 兜山～鎧山 4名参加 

6/29 一般登山 布引 経ヶ峰～稲子山 2名参加 

6/30 一般登山 湖北 賤ヶ岳 5名参加 

7/2～5 一般登山 上信越 妙高山～火打山 4名参加 

7/10 一般登山 東紀州 便石山 2名参加 

7/10～11 一般登山 尾瀬 至仏山 4名参加 

7/11 一般登山 鈴鹿 大池 2名参加 

7/11 一般登山 中ア 富士見台 8名参加 

7/14 一般登山 中ア 駒ヶ岳 3名参加 

7/14 一般登山 湖東 金勝山 5名参加 

(予定)    

7/17 一般登山 三国 谷川岳  

7/17 一般登山 北ア 西穂高岳  

7/25 7月度例会 一般登山 木曽 南木曽岳  

8/7 山の日啓発活動 鈴鹿 宇賀渓  

8/7～8 8月度例会 一般登山 八ヶ岳 赤岳，北横岳  

 

久居山岳会 

(報告)    

7/4 局ケ頂（例会山行） 南伊勢町 雨天中止 

7/18 釈迦岳（例会山行） 度会町 雨天中止 

7/7 例会 立成公民館 参加者 13名 

(予定)     

7/23 釈迦岳（例会山行） 度会 7 参加者 11名予定 

8/1 総門山（例会山行） 大台町 参加者 8名予定 

8/22 堀坂山・観音岳 松阪市 参加者 11名予定 

 

東芝山岳会三重支部 

(報告)    

7/3～4 TAC三重 北アルプス ワサビ平、鏡平 5名参加 

7/10 TAC三重 天狗倉山 2名参加 

7/11 TAC三重 経ヶ峰 6名参加 

7/13～14 TAC三重 白山 3名参加 

7/17 TAC三重 鎌ヶ岳 4名参加 

7/23～25 TAC三重 北アルプス 槍ヶ岳、常念岳 4名参加 

7/23～26 TAC三重 雲ノ平 5名参加 

(予定)    

8/7 TAC三重 御在所 中道（安全啓発活動） ６名参加予定 
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鈴鹿山岳会 

（報告） 

07/17(土)例会山行 愛知川沢下り（タケ谷～白滝谷） 14名 

07/22(木)-24(土)夏山山行 南ア・甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根コース（小屋泊及びテント泊） 11名 

（予定） 

◯7-9月にかけては、沢遊びを数回実施予定。（愛知川本流、ツメカリ谷、赤坂谷など初級中心） 

◯８月中-下旬頃に、ナイト登山(早朝)を計画。伊吹山（滋賀）又は経ヶ峰（津）を検討。 

◯８月中-下旬 夏山山行 御岳山 ＲＷ利用で日帰り山行を検討。 

◯９月上旬 台高・池木屋山、10 月中旬頃 鳩峰テント泊 

 

 


