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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 12回（3月）理事会議事録 

日時：令和 4年 3月 24日 19：00～20：10 場所：鈴鹿市文化会館第２研修室 

参加者：西、葛原、松尾、戸田、根本、鈴木、太田、草川、橋川、萩、加藤、 岸田、稲垣、木村、内田、佐々木、

赤塚、水谷勉、杜多、委任 3 計 22、欠席 11 

 

会長挨拶・報告事項 

◯1年の振り返りとして、国体、代替大会について、又、県の大会実行委員会が解散されたことの報告 

 

1. 審議事項 

◯新年度の役員推薦について 

・現会長及び監事よりの退任意向を受け、次期役員を以下の通りとする 

 異議なく、総会へ推薦を決定。 

 会長 加藤(現理事長)、副会長 萩(再任)、西(再任)、松尾(現国体担当)、監事 水谷(元会長・松阪山岳

会)、亀井(元会長・三重かもしか登山クラブ) 

・理事長の後任について、草川(現副理事長)が推薦され、異議なく選任されました。 

 

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) 

◯主な遭難 

3月 6日 釈迦ヶ岳 庵座谷 単独登山者滑落 死亡 

3月 15日 御在所岳 中道 6名道迷い 無事救助 

◯登山ポスト調査 PJ 調査完了 

最終地点 子ノ泊山 調査実施（カモシカ・宮本さん） 

調査結果を纏め開示、Webサイトでの公開を予定している 

(予定) 

04/23(土) 春の安全登山と自然保護啓発活動 

・鈴鹿山系連絡協議会加盟近隣山岳連盟へ案内実施 

・岳連加盟団体全団体への参加要請実施 

・各担当登山口等詳細は、全団体からの参加人数報告後、後日案内予定 

 3月末までに参加人数を報告ください。又、希望登山口あれば連絡ください。 

・当日の準備物は、4月 16日の理事会にて手渡します 

◯登山道調査プロジェクト 

・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 

・登山ポストの自作又は、作成協賛を募集 

◯三重県警との合同基本練習（計画中 5～6月頃）を検討中 

・対象者：各所属団体の遭難対策委員及び参加希望者、警察関係者 
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・内容：会員の登山事故発生時の周知、危急時の初歩対応、各種登山道具の使用方法等 

 

【登山部】 

■指導委員会  

(報告） 

03/05(土) 山登り BS委員会  参加者 12名 

・03/06、12、20 実習登山候補地検討会・・・鈴鹿山系南部（三子山～四方草山）で実習登山を予定 

・募集チラシを 4月総会にて各加盟団体に配布予定。広報をお願いします 

・募集期間は 05/09-31 の間を予定 

(予定) 

03/26(土) 山遊びジュニア体験会  菰野町・B&G海洋センター  

 雨が予想されているので、尾高山での企画は中止とし、室内でのアバランチ・ビーコンを使っての宝探し、ボルダリン

グ競技形式の体験会とする。子供 7名、大人 4名参加予定。 

04/09(土) 山登り BS委員会 

◯連盟認定「山岳指導員」検定実施について 

・2022年度受験者募集（募集要項は 4月理事会発表予定） 

・募集期間は、4月～9月の予定 

・実技講習及び書面検定 2022年 1月～3月に実施予定 

・注意事項  受験資格として、「山登りベーシック塾」の受講歴（過去受講済又は今年度の受講）が必須のため、

本年度受験希望者でベーシック塾未受講者は本年度のベーシック塾の受講が必要です。 

 

■自然保護委員会    

(報告） 

03/06 JMSCA自然保護全国大会（2021年度自然保護委員総会 および全国自然保護委員長会議） 

13：00～17：00 zoomによるWEB会議 副委員長出席 

(予定) 

05/14(土) 春の企画 山野草観察と外来種駆除山行 （ミノガ峠 8：30集合～茶野）【別紙】募集要項 

 

 

【競技部】 

(報告) 

02/26(土) とこまるカップスポーツクライミング大会 ボルダ競技 サニーディッパークライミング玉城店 

 ボルダ成績及び総合成績をWeb サイトで公開済 

03/06(日) 第 4回スピードジャパンカップ・第 2回スピードユース日本選手権亀岡大会 京都・亀岡 役員参加有 

03/20 国体わかやま県予選 役員 2名参加 

 (予定) 

04/02(土) 令和 4年度東海スポーツクライミングコンペ リード競技 安八スカイウォール 

04/03(日) 令和 4年度東海スポーツクライミングコンペ AID PIT エイドピット 

07/16-17 東海ブロック大会 岐阜で開催 

◯「スポーツクライミング競技規則」が令和 4年 3月 10日付で更新されました。 

http://mie-sangaku.org/news/news22020301.html
http://mie-sangaku.org/news/news22031001.html
http://mie-sangaku.org/news/news22031001.html
https://www.jma-sangaku.or.jp/up_img/files/2022rules/%E2%98%85JMSCA_SC%E7%AB%B6%E6%8A%80%E8%A6%8F%E5%89%87_220310%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%94%B9%E5%AE%9A(%E6%A1%88)v2.pdf
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【総務部】 

■財務 

(報告) 

・2月の主な動きとして、とこまるカップ収支精算、リース代・会場費等を報告 

■事務・広報担当 

(報告) 

02/25(金) 三重県「令和４年度レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業」説明会(Web) 

・大規模大会の誘致・開催、スポーツを通じた地域の活性化(競技普及、人材育成)支援が目的で 5年間の継

続事業 

(予定) 

04/16(土) 令和 4年度年次総会  大川学園 10：00～ 

(依頼) 

・加盟団体年次登録について 

登録期限(3/15)が過ぎています。４月の総会案内発信の都合上、まだの団体は至急ご返信ください。 

  

 

【特別部会】 

■国民体育大会関連 

03/22 三重県・第 7回大会実行委員会総会 

 

■創立 75周年記念誌編集委員会 

(検討事項) 

・創立 75周年記念イベントについて 

４～9月までに開催し、その様子を特別企画として記念誌に掲載したい。（50周年の時は石岡氏の講演、各会

の展示を行なった） 

総会までにご意見を萩、橋川、または理事長までお願いします。 

 

 

【高体連登山部】 

 (報告) 

03/12(土) 新人大会 菰野高校及び尾高山周辺  アバランチトランシーバーの使い方(草川)、読図(岸田)の講

習と競技を実施。 生徒・顧問合わせ 74名の参加 

（予定） 

04/23(土) 三重県高体連春季大会  会場：入道ヶ岳（予定） 

 コロナ禍のため、日帰りで実施する 
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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）03/05(土) 三重県山岳遭難防止講演会 菰野町町民センター(会場とWeb のハイブリット開催) 

（予定）04/23(土) 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（https://www.oosugidani.jp/） 

冬季閉山中のため入山禁止。令和４年度は４月 18日（月）開山予定です。 

03/28理事会 加藤理事長、大台山倶楽部会長出席 

④大台ヶ原の利用に関する協議会 

・奈良交通 大台ヶ原線の運行計画変更について 【別紙】 

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） 

04/29-30 氷雪技術研修会及び主任検定員養成講習会（A級）・コーチ２養成講習会 谷川岳 

05/14-15 SC第 10回リードユース日本選手権南砺大会 

06/11-12 SC第 8回ボルダリングユース日本選手権倉吉大会 

 

4. 加盟団体より 

特になし 

 

5. その他 

◯組織の法人化（一般社団法人）について 

・前々より話が出ていますが、次年度より本格的に取り組みたい・・・意義なし 

（東海ブロックでは静岡が既に法人、岐阜・愛知も来年度以降法人化予定） 

・JMSCA を通し、弁護士の段取りをする 

・設立のための委員会に各団体理事の方にも加わっていただき、ご協力をお願いしたい 

 

 

 

4月度理事会   

04/16(土) 9：00～ 大川学園  津市大谷町 240（津駅西口前） 

（駐車は近くのコインパーキングを利用ください） 

・理事会への付議事項等は 4/13 までに送信ください。 

 

（5月からの理事会開催場所変更について） 

鈴鹿市文化会館が施設改修のため休館します。よって、5月からの会場をジェフリーすずか（鈴鹿市神戸 2丁目

15-18）に変更します。 

 

  

https://www.oosugidani.jp/
https://goo.gl/maps/Cto9M8ajGuAFGg3n8
https://goo.gl/maps/Cto9M8ajGuAFGg3n8
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加盟団体活動報告・予定 

津峠の会 

(報告) 

   2月は 3件の計画でしたが新型コロナ感染対策の為 

    活動自粛しました。 

(計画) 

   3月 4日 金剛山          3名参加予定 

   3月 12日 経ヶ峰(創立記念山行)   7名参加予定 

   3月 19日 烏岳           9名参加予定 

   3月 26日 御池岳          6名参加予定 

 

大台 山 倶楽部 

(報告)    

2/4 御在所岳 藤内アイス 菰野町 1名参加（他会 2名参加） 

2/16 御在所岳 藤内アイス 菰野町 2名参加（他会 1名参加） 

2/24 御在所岳 藤内アイス 菰野町 2名参加 

2/26 御在所岳 菰野町 2名参加 

3/3 御在所岳 藤内アイス 菰野町 2名参加（他会 1名参加） 

3/5 例会 大台町 5名参加 

3/5 遭難救助講演会 菰野町 1名参加 

3/6 三子山 岳連事前調査 亀山市 1名参加（他会 5名参加） 

3/9 大平山 大台町 2名参加（他会 3名参加） 

3/10 白クラ 大紀町 2名参加（他会 1名参加） 

3/12 三子山 岳連事業 亀山市 1名参加 

3/13 藤原岳 いなべ市 2名参加 

3/13 白クラ 大紀町 2名参加 

(予定)    

3/16 総門山 大台町  

4/2 例会 大台町  

 

五目山岳会 

（報告）    

2/17 一般登山 養老 多度山 2名参加 

2/17 一般登山 長野 鉢伏山 3名参加 

2/19 一般登山 八ヶ岳 5名参加 

2/19 一般登山 鈴鹿 釈迦ヶ岳 3名参加 

2/19 一般登山 長野 高ボッチ高原 4名参加 

2/21 一般登山 鈴鹿 雲母峰 2名参加 

2/23 登攀部 鈴鹿 藤内沢 2名参加 
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2/23 一般登山 鈴鹿 鎌ヶ岳 4名参加 

2/24 一般登山 布引 経ヶ峰 2名参加 

2/24 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

2/25 一般登山 台高 高見山 4名参加 

2/25 一般登山 西三河 寧比曽岳 3名参加 

2/26 一般登山 鈴鹿 御在所岳本谷 2名参加 

2/26 一般登山 大峰 大普賢岳 3名参加 

2/26 一般登山 鈴鹿 御在所岳 2名参加 

2/26 とこまるカップ支援 玉城 3名参加 

2/27 登攀部 鈴鹿 御在所奥又 6名参加 

2/27 一般登山 伊勢 浅間山 3名参加 

2/27 一般登山 鈴鹿 尾高山 4名参加 

2/27 一般登山 松阪 鈴の音 2名参加 

2/27 登攀部 鈴鹿 藤内沢マイナスの滝 2名参加 

2/27 一般登山 鈴鹿 綿向山 2名参加 

3/2 一般登山 鈴鹿 綿向山 4名参加 

3/3 一般登山 鈴鹿 宇賀渓 2名参加 

3/4 一般登山 鈴鹿 竜ヶ岳 2名参加 

3/5～3/6 一般登山 北ア 錫杖岳 5名参加 

3/5 岳連 山岳遭難防止講演会 菰野町 5名参加 

3/6 岳連 山登りベーシック塾実習登山下見 鈴鹿 三子山 6名参加 

3/6 遭難者捜索支援 鈴鹿 釈迦ヶ岳 3名参加 

3/10 一般登山 伊勢 牛草山 2名参加 

3/11 一般登山 北ア 上高地 2名参加 

3/12 一般登山 鈴鹿 大池～ 2名参加 

3/12 登攀部 鈴鹿 藤内沢 2名参加 

3/12 岳連 山登りベーシック塾実習登山下見 鈴鹿 三子山 3名参加 

3/12 一般登山 中ア 木曽駒ヶ岳 2名参加 

3/12 一般登山 湖東 伊吹山 2名参加 

3/12～3/13 一般登山 福井 日野山，野坂山 2名参加 

3/12～3/13 一般登山 八ヶ岳 赤岳 3名参加 

3/13 一般登山 鈴鹿 羽鳥峰 5名参加 

（予定）    

3/19 一般登山 山梨 竜ヶ岳  

3/26 岳連 山遊びジュニア体験会支援 鈴鹿 尾高山  

4/9 一般登山 鈴鹿 御在所岳  

 

鈴鹿山岳会 

（予定） 

03/12(土) 月例山行・伊吹山(滋賀) 
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03/14(月) 月例山行・白猪山(まつさか香肌イレブン)  

04/09(土) 月例企画・第 3回京都一周トレイル 比叡山~鞍馬(約 15Km)  

04/17(日) 年次総会（4月定例会兼ねる） ジェフリーすずか・ホール 13：30-16：00 

04/23(土) 月例山行・入道ヶ岳 北尾根-山頂-井戸谷・二本松(隊を分けて下山) 安全登山啓発活動後、

登山道巡視、清掃登山を実施。 

 

ひさい山岳会 

(報告)    

3/6 局ヶ頂 南伊勢町 参加者 12名 

3/20 高丸山 海山町 参加者 10名 

3/2 例会 立成公民館 参加者 15名 

(予定)     

4/3 笙ヶ岳 養老山系 参加者 9名予定 

4/17 霊仙山 滋賀県米原 参加者 9名予定 

4/23 安全登山啓発活動 経ヶ峰 参加者 8名予定 

4/6 例会 立成公民館  


