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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 8回（11月）理事会議事録 

日時：令和 3年 11月 25日 19：00～場所：鈴鹿市文化会館第２研修室 

出席：西、戸田、根本、鈴木、太田、草川、橋川、萩、加藤、宮崎、岸田、奥田、稲垣、木村、水谷勉、辻、伊藤、

委任 12計：29 欠席 4 

会長挨拶・報告事項 

◯12/14 いなべ警察署長感謝状贈呈式 

 

1. 審議事項 

◯指導委員会主管の 2022年度事業について 

現状のコロナ感染状況から、開催する方向で計画を進めることについて、異議なく承認される。 

◯『岳連 70年史』の作製について 

創立70周年を越えていることから、平成16年発行の50年史以降の歩みを記録する冊子の作製、及び編集委員

会立ち上げについて萩副会長より説明、異議なく承認される。 

 今年度中に委員会を立ち上げ、令和 4年度中に発行予定。 

 

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・・・11/19MTG実施 

・今後は鈴鹿以外の調査を進め、3月までに完成予定 

・未調査個所について、別紙の通り調査箇所、調査方法について説明し、協力を仰ぐ。 

◯秋の安全登山と自然保護啓発活動 

・(別紙)アンケート集計結果 

・開催にあたっての、反省点の報告。 

◯事故調査（11/03）大杉谷で発生した 10月 13日の死亡事故現場(Web リンク)  

 ※同地点で昨年も滑落怪我事象あり  三重県警にて、注意喚起看板等の設置検討 

(予定) 

◯登山道調査プロジェクト 

・三重県下全域を概ね 2月までに調査完了し、3月末には調査書完成 

・必要箇所や老朽化しているポストの作成方法検討 

・市町、観光協会への交渉 

 

 

https://www.oosugidani.jp/news/att/1462/
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【登山部】 

■指導委員会  

(報告） 

11/19 指導委員会MTG 10人参加 

①初心者対象積雪期登山研修について 別紙にて、研修内容説明。 

②山登りベーシック塾 2022  

 開催方針 例年同様のスケジュールあれば 12月には概要決定、1月には会場予約必要。 

 JMSCA の夏山リーダーテキストを使用することを検討 

 主体となって担当するチーフを 12月に選定（ミーティングを開催） 

③三重スポーツフェスティバル山岳 2022 

 2021 が中止のため、2022 については、同山域（烏岳又は香肌イレブン）で開催 

 担当会は今後検討 

④少年少女登山教室 

 開催方針とする 

(予定) 

１．22/01/30 初心者対象積雪期登山研修 

 要網及び参加申込書別途配信。  

２．指導委員会 日程未定 2021.12月中  

（検討事項）・年度内研修等の準備  ・山登りベーシック塾再開について 

 

■自然保護委員会    

(報告） 

◯自然保護月間 清掃登山  

 ・11/6鈴鹿山岳会 入道ヶ岳 14名参加 

 ・11/6五目山岳会 竜ヶ岳 

(予定) 

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） 

 詳細は先月理事会説明済(10月議事録に募集要項添付済) 

 

 

【競技部】  

(報告) 

11/05 三重県 選手強化委員会 加藤理事長、田嶋、小林の 3名出席 

11/18 三重県 国体選手認定証・感謝状授与式 監督、選手出席 

10/30-31 （THE TAISO 推進委員会）第 4回ボルダリング小学生競技大会  

 小学 5、6年生 男子 優勝 小山楚嵐、3位 斎木 猛斗 

SCJT2021  11/07 ボルダ第 6戦  11/13 ボルダ第 7戦  11/20 リード第 5戦 

 各大会、三重県より選手参戦 
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11/22-23 Top of the Top 2021 東京・葛飾区 リード・ボルダリング 

 渡部桂太 ボルダリング 3位 リード 17位 

(予定) 

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 

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 

01/22(土) 国体 SC競技代替大会・リード競技 KO-WALL滋賀リード店 

02/26(土) 国体 SC競技代替大会・ボルダ競技 サニーディッパークライミング玉城店 

 

 

【総務部】 

■財務 

(報告)  

・10月の主な動きとして、岳連登録会費入金、JMSCA会費支出及び還付金の入金、リース代、等の報告。 

■事務・広報担当 

特になし 

 

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

(報告) 

◯菰野町訪問（代替大会の開催についての説明）根本会長 

 

 

【高体連登山部】 

(報告) 

10/30 秋季大会（岳連主催行事）ボルダリング体験会 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（浜松市） 

 三重より 8名が全国選抜出場。 

 (予定) 

12/05-06 東海連絡協議会（愛知） 

 

3. 関係団体の報告・諸連絡 
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①三重県山岳遭難防止対策連絡協議会 

（予定）三重県山岳遭難防止講演会 講師：航空隊 中村氏 

22/02/23又は 02/27、菰野町町民センターで開催調整中。 

②鈴鹿山系連絡協議会 

11/06 13：00～16：00 菰野町農村環境改善センター２F会議室 20名参加（内、三重岳連 7名） 

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

・令和 3年度の登山シーズンは終了しました 

 閉山中は登山バス、大台ヶ原ビジターセンター、大台ヶ原ドライブウェイ、山小屋など、関係施設は一切営業

しておらず無人です。トイレも使用できません。冬季閉山中は大変危険ですので、絶対に入山しないでください。 

（予定）12/24 総会 加藤理事長出席 

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） 

・2022年 1月～3月 JMSCA主催スポーツクライミング競技会スケジュール 

第 17回ボルダリングジャパンカップ（BJC2022）日程：2022年 2月 5日（土）～2月 6日（日） 

 会場 四日市ドーム（三重県四日市市） 

第 35回リードジャパンカップ（LJC2022）日程：2022年 2月 12日（土）～2月 14日（月） 

 会場：松山下公園総合体育館（千葉県印西市）  

※大会日程、会場は変更される場合があります。 

第 4回スピードジャパンカップ（SJC2022）／第 2回スピードユース日本選手権（SYC2022） 

 日程及び会場が決まり次第、HP にてお知らせします。 

 

4. 加盟団体より 

特になし 

 

 

5. その他 

◯『岳連 70年史』 作製について 

 

 

■ 12月度理事会  12/22（水）19：00～ 鈴鹿市文化会館第２研修室 

 

  

https://www.oosugidani.jp/
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加盟団体活動報告・予定 

津峠の会 

(報告) 

10/09  三条山 6名参加 

10/23  鎌ヶ岳   2名参加 

10/30 愛知川左岸 4名参加 

(計画) 

11/13 長坂山(赤目)  6名参加予定     

11/20 南亦山  3名参加予定 

11/27 羽黒山～観音山  5名参加予定 

  但し 新型コロナの状況により中止する場合もあります。 

松阪山岳会 

(報告)    

10/10 例会山行 大洞山 21名参加 

10/17 三重スポーツフェステバル 烏岳 コロナで中止 

10/31 例会山行 局ヶ岳 天候不良のため中止 

11/7 例会山行 綿向山～竜王山 20名参加 

11/14 例会山行 鈴の音アルプス縦走 17名参加 

11/18 リーダー会議 松阪市民活動センター  

(予定)    

12/4 岳連行事（清掃登山とキノコ狩り） 朝明～愛知川  

12/12 例会山行 金勝アルプス  

12/19 例会山行 牛草山  

五目山岳会 

（報告）    

10/16 一般登山 台高 烏岳 5名参加 

10/16 一般登山 尾鷲 八鬼山 2名参加 

10/16 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

10/17 一般登山 台高 迷岳 10名参加 

10/17 一般登山 鈴鹿 根の平 2名参加 

10/18 一般登山 万野清谷山 2名参加 

10/18 一般登山 鈴鹿 霊仙山 3名参加 

10/21 一般登山 鈴鹿 根の平 2名参加 

10/21 一般登山 西濃 滝谷山 3名参加 

10/22 一般登山 大峰 バリゴヤノ頭 5名参加 

10/22～23 一般登山 北ア 下の廊下 3名参加 

10/23 登攀部 鈴鹿 藤内壁前尾根 3名参加 
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10/23 一般登山 台高 曽爾高原 4名参加 

10/23 一般登山 東紀州 姫越山 2名参加 

10/23 登攀部 鈴鹿 鬼ヶ牙 2名参加 

10/23～24 一般登山 四国 剣山 2名参加 

10/24 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 3名参加 

10/24 一般登山 鈴鹿 根の平 6名参加 

10/24 登攀部 鈴鹿 藤内壁一壁 2名参加 

10/24 一般登山 飛騨南部 白草山 3名参加 

10/27 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 12名参加 

10/27 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

10/29 一般登山 鈴鹿 白滝山～水沢岳 2名参加 

10/30 一般登山 鈴鹿 イブネ 2名参加 

10/30 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

10/30 一般登山 比良 赤坂山 3名参加 

10/30～31 一般登山 台高 高見山 2名参加 

10/30～31 一般登山 奥秩父 瑞牆山 2名参加 

10/31 一般登山 八ヶ岳 阿弥陀岳 6名参加 

10/31 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

10/31 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 3名参加 

11/1 一般登山 海津 月見の森 2名参加 

11/1 一般登山 鈴鹿 菰野富士 2名参加 

11/1 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

11/2 一般登山 木曽 旧中仙道馬籠～妻籠 2名参加 

11/3 一般登山 鈴鹿 御在所岳 3名参加 

11/3 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

11/3 一般登山 比良 蓬莱山 2名参加 

11/4 一般登山 鈴鹿 宮指路岳～水沢岳 3名参加 

11/6 安全登山啓発活動 鈴鹿 宇賀渓，御在所岳裏道 18名参加 

11/6 登攀部 鈴鹿 鬼ヶ牙 5名参加 

11/7 11月例会 一般登山 中ア 富士見台 17名参加 

11/10 一般登山 東三河 三ツ瀬明神山 6名参加 

11/11 一般登山 南紀 長尾山 2名参加 

11/13 登攀部 鈴鹿 御在所藤内周辺 3名参加 

11/13 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

11/13 一般登山 鈴鹿 根の平 2名参加 

11/13 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 3名参加 

11/13～14 一般登山 鈴鹿 イブネ～雨乞岳 2名参加 

11/14 一般登山 鈴鹿 仙ヶ岳 3名参加 
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11/14 一般登山 台高 烏岳 4名参加 

11/14 一般登山 阿蘇谷～ダイラ 2名参加 

11/14 一般登山 鈴鹿 三岳寺跡 2名参加 

11/14 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 5名参加 

11/15 一般登山 鈴鹿 鈴北岳 2名参加 

（予定）    

12/4 12月例会 一般登山 鈴鹿 藤原岳  

鈴鹿山岳会 

（報告） 

11/06(土) 「秋の安全登山と自然保護啓発活動」 入道ケ岳 

11/06(土) 月例山行 清掃登山・入道ケ岳 14名 

11/13(土) 月例山行 藤原岳  茨川-迷い尾根-治田峠-県境縦走路-藤原岳(展望丘)-西尾根-茨川 10名 

11/19(金) バリエーション山行 御在所・藤内沢-国見尾根 9名 

（予定） 

11/27(土) 月例山行 白米城~堀坂山縦走(松阪)  

11/28(日) 月例企画 第 1回京都一周トレイル（京都）伏見稲荷～大文字山  

12/04(土) 岳連自然保護委員会主催 清掃登山とキノコ狩り（朝明~愛知川） 

12/12(日) 月例企画 第２回京都一周トレイル（京都）  

12/19(日) 年末お礼登山 入道ヶ岳  
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