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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 7回（10月）理事会議事録 

日時：令和 3年 10月 28日 19：00～20：15  場所：鈴鹿市文化会館第２研修室 

出席：西、葛原、松尾、戸田、根本、鈴木、太田、草川、水谷一也、橋川、萩、加藤、宮崎、 岸田、稲垣、木村、

内田、佐々木、赤塚、水谷勉、渡辺、伊藤、原、委任 2 計:25 欠席 9 

 

会長挨拶・報告事項 

◯（菰野町実行委員会関係）国体ユニフォーム配布について。国体推進室臨時職を昨日付けで離職の報告。 

◯秋の叙勲で元岳連会長の田中均さん(鈴鹿山岳会)の受章が内定。また、三重県の地域スポーツ推進功労者に元

岳連理事の宮本秀男さん(三重かもしか登山クラブ)が内定しました。誠におめでとうございます。 

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) 

◯登山ポスト調査プロジェクトについて 

三重県、県警と三重県下主要登山口の登山ポストの状況調査をすすめ、最終的に「三重県登山ポストマップ（仮

称）」を作成し、一般登山者向けに三重県、県警、三重岳連の HP等で掲載し、登山ポストが機能している箇所、

設置が無い登山口を明確化する。また、現在の未設置登山口で必要と思われる箇所、設置されているがうまく機能

されていないと思われる箇所などを集約し、遭対協、市町と協議する。 

●調査活動について  10月末までに鈴鹿山系登山口について、調査完了を目指し、11月以降、鈴鹿以外の 

三重県下主要登山口を調査する予定。各所属団体のご協力をお願いいたします。 

(予定) 

11/6(土)午前 秋の安全登山と自然保護啓蒙活動 

別紙要項により、当日の段取りを説明。 

・県よりの備品配布…コロナ対策用品は必要に応じ活用ください。配布物以外の余ったものは活動終了後、回収。

テーブルは各登山口で準備ください。 

・アンケートヒヤリングは任意、コロナ感染症防止の観点から無理にしなくてよい。配布物も手渡しでない方法で。 

11/6(土)午後 鈴鹿山系連絡協議会 菰野町農村環境改善センター・2F会議室 

鈴鹿山系に関する参加山岳連盟の報告、意見・情報交換 

 

【登山部】 

■指導委員会  

(報告） 
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10/17(日) スポーツフェスティバル山岳 9月理事会で中止決定。  

10/23(土) 令和３年度安全登山指導者研修会(東部地区) 

国立登山研修所・JMSCA主催。三重岳連主管 

・10/1三者協議により、オンライン開催（講義のみ）に変更。追加募集含め 69名の参加があった 

・概要は JMSCAの登山月報 11月号に掲載。 

(予定) 

１．初心者対象積雪期登山研修（会員向）日程未定 2022.1.23（日）候補日  

次回理事会で詳細発表 

２．指導委員会 日程未定 2021.11月中  

（検討事項）・年度内研修等の準備  ・次年度研修の計画  ・山登りベーシック塾再開について  ・2022

年度三重スポーツフェスティバル山岳の概要決定 

 

■自然保護委員会    

(報告） 

なし 

(予定) 

11月 自然保護月間  

各会登山の際は清掃活動をお願いします。実施の際は山域、コース参加人数を報告下さい。 

12/4（土） 清掃登山とキノコ狩り山行（朝明 8：00集合～羽鳥峰～愛知川～中峠） 

【別紙】 募集要項 

◯本理事会で、自然保護指導員申し込み者の申請書等回収 

 

【競技部】  

(報告) 

09/25 SCJT2021 リード第 2戦 福井県立アーチェリークライミングセンター 県内選手エントリー中。戸田主任審判 

10/09 SCJT2021 リード第 3戦 Climbing & Bouldering Gym ROCKLANDS(東京) 

10/16-17 SCJT2021 リード第 4戦/スピード第２戦 倉吉スポーツクライミングセンター 

10/23 SCJT2021 ボルダリング第 5戦   B-PUMP荻窪(東京) 

(予定) 

11/07 SCJT 2021 ボルダリング第 6戦 はだの丹沢クライミングパーク（神奈川） 

11/13 SCJT 2021 ボルダリング第 7戦 ボルダリングジム ロックメイト 大津店 

11/20  SCJT 2021 リード第 5 戦 クライミングジム ブルーキャニオン（静岡）戸田審判 

 各大会、三重県より選手参戦 

11/22-23 Top of the Top 2021 東京・葛飾区 リード・ボルダリング 

 2021年度スポーツクライミング国際大会派遣選手、第 2期・第 3期 JMSCAパリオリンピック強化選手 

11/27-28 スポーツクライミング 第 1回ユースフューチャーカップ鉾田 リード・ボルダリング 

 ユース C(2008 年、2009 年生まれ)、ユース D(2010 年、2011 年生まれ) 松尾視察、戸田審判、B 級審判

昇格検定２名参加 

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1580254976741/index.html
https://www.jma-climbing.org/competition/2021/japantour/1120shizuoka/
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12/18-19 スポーツクライミング 第 7回ボルダリングユース日本選手権倉吉大会 戸田他 3名審判 

12/25-26 第 12回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会 松尾、戸田 

11/05 三重県 選手強化委員会 加藤理事長他選手強化担当 2名参加 

11/18 三重県 国体選手認定証・感謝状授与式 監督、選手出席予定。 

 

【総務部】 

■財務 

(報告)  

・毎月のリース代支出、東海 SC コンペ三重負担分の支出、競技部の選手強化委員会の立替分の戻りがあったこと

の報告 

■事務・広報担当 

(報告) JMSCA より 

◯「信州の山小屋応援プロジェクト」について 

目標達成‼ 信州の山小屋応援プロジェクトへの多くのご支援、ありがとうございました。 

(10 月８日速報値）寄付⾦額：19,157,220 円（当初目標 1,500 万円・達成率 127.7％） 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告) 

09/24第 6回三重県実行委員会総会 根本会長出席 

6 年後への延期の可否についての協議。最終的に委員長が知事に一任。 

10/1-2 JMSCA国体委員会総会 加藤理事長出席 

三重国体中止に伴う説明、来年度以降の開催について等 

◯葛原担当理事より、根本岳連会長の菰野町臨時職期間の謝辞 

（予定） 

10/31 岳連常任委員会 菰野町町民センター 9：30~ （中止） 

理事会後、委員に総括資料本日メール配布済を報告。 

 

【高体連登山部】 

(予定) 

10/30 秋季大会（岳連主催行事）ボルダリング体験会 

会場：サニーディッパークライミング（玉城町） 

11/03 全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会合同予選会 

会場：スクエアクライミングセンター（浜松市） 

 

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 
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11/06(土) 午前 秋の安全登山と自然保護啓蒙活動 

②鈴鹿山系連絡協議会 

11/06(土) 13：00～ 菰野町農村環境改善センター２F会議室 

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

・10/9 にシシ渕で滑落死亡事故が発生しました 

・令和 3年度の登山シーズンは 11月 23日(火)までです 

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） 

・ 

4. 加盟団体より 

特になし 

 

5. その他 

 

■ 11月度理事会  11/25（木）19：00～ 鈴鹿市文化会館第２研修室 

  12月は 12/22（水）で予定。 

 

 

加盟団体活動報告・予定 

大台山倶楽部 

（予定） 

大杉谷の事案があったことを受け、11 月中に 4 回、警察と合同で机上及び実地訓練を予定。 

 

五目山岳会 

（報告） 

10/2 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 4名参加 

10/2 一般登山 北ア 乗鞍岳 2名参加 

10/2 一般登山 大峰 大普賢岳 3名参加 

10/2～3 一般登山 上信越 妙高，火打 2名参加 

10/2～3 一般登山 鈴鹿 イブネ 2名参加 

https://www.oosugidani.jp/
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10/3 一般登山 四国 石鎚山 2名参加 

10/3 一般登山 鈴鹿 コグルミ谷･真の谷 2名参加 

10/3 一般登山 海津 月見の森 2名参加 

10/3 一般登山 鈴鹿 菰野富士 3名参加 

10/3～6 一般登山 北ア 下の廊下 6名参加 

10/5 登攀部 鈴鹿 鬼ヶ牙 2名参加 

10/6 一般登山 八ヶ岳 赤岳,硫黄,天狗 10名参加 

10/9 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 4名参加 

10/9 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 3名参加 

10/9 一般登山 鈴鹿 根の平 2名参加 

10/9 一般登山 北ア 焼岳 2名参加 

10/9～10 一般登山 大峰 八経ヶ岳 4名参加 

10/10 一般登山 伊勢 局ヶ岳 2名参加 

10/10～11 一般登山 北ア 剱岳 2名参加 

10/11 一般登山 台高 曽爾高原 2名参加 

10/11 一般登山 海津 月見の森 2名参加 

10/14 一般登山 鈴鹿 国見岳 3名参加 

（予定）    

11/6 安全登山啓発活動 鈴鹿 宇賀渓登山口  

11/7 11月例会 一般登山 中ア 富士見台  

 

鈴鹿山岳会 

（報告） 

10/18-19 テント泊トレーニング山行 9名参加 

（予定） 

10/30(土) 月例山行 釈迦ヶ岳・岩ヶ峰  

11/03(祝) 月例山行 総門山・門の倉(大台町)  

11/06(土) 月例山行 清掃登山・入道ケ岳 

11/13(土)-14(日) 月例山行(茨川前泊）藤原岳  

11/19(⾦) バリエーション山行 御在所・藤内沢  


