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三重県山岳・スポーツクライミング連盟 令和 4年度第 12回（3月）理事会議事録 

日時：令和 5 年 3 月 15 日 19：00～20：30  場所：ジェフリーすずか 

加藤、萩、松尾、西、草川、橋川、戸田、鈴木、稲垣 

岸田、奥田、木村、坂崎、赤塚、水谷勉、渡辺、 (代理) 山 

会議成立状況報告：理事数 32 名中 18 名出席、委任 6 名で過半数 

 

1. 議題（審議・検討事項等） 

〇法人化について  

 

 

2. 各部・委員会からの報告・諸連絡 

【登山部】 

■指導委員会 

（報告） 

新規山岳指導員の加藤会長への報告(2/4 指導員研修＆検定結果) 

新規山岳指導員;大台 山 倶楽部 保田利博， 高体連 岸田誠司，五目山岳会 國木峰之，柏端礼子，

若山菜穂子，小林俊明，内山恭輔 (敬称略) ４月総会にて、認定書を所属山岳会理事に授与 

（予定）  

 03/25(土) 少年少女登山教室の支援 

■登山(ｼﾞｭﾆｱ)普及委員会 

（報告） 

03/10 委員会 MT 

03/11 少年少女登山教室の会場及び登山コース下見 

（予定） 

03/25(土) 少年少女登山教室 三重県民の森「ふれあいの館」、尾高山周辺 

登山ポスト作製（仕上げ）と設置。尾高山登山（地図読み体験（「宝さがし」）） 

小学生６名（+保護者 6 名）参加予定。 岳連スタッフ 6 名+県・遭対協 1 名で対応。 

■自然保護委員会 

（報告） 

特になし 

（予定） 

5/20（土）茶野外来駆除山行 （詳細は４月理事会にて） 

■遭難対策委員会 

（報告） 

1. 遭難事故 

事故情報なし 

2. 登山ポストプロジェクト 

・登山ポスト AAC 山下さん作成 5 個完成済 

・津市商工観光部真田さんより、3 月～4 月に、津市内にて 3 か所程度の新規ポストを設置予定と報
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告あり。ひさい山岳会、津峠の会に設置箇所選定の相談や設置作業での立会等対応願います。 

・3 月 11 日 3 月 25 日の少年少女登山教室での尾高観音駐車場、八風登山口への新規登山ポスト設

置箇所の下見実施（連盟 5 名、遭対協 1 名） 

３．警察関係技術研修会 【別紙参照】 

（予定） 

1. 登山ポストプロジェクト 

・3 月 25 日（土）少年少女登山教室でのポスト設置 尾高観音駐車場、八風登山口 

 多数の連盟会員の参加、見学を歓迎します。 

・JMSCA 減遭難活動における補助金申請。 

・4 月～御在所周辺の老朽化ポストの取り替え作業。作業協力者募集します。 

２．春の安全登山と自然保護啓発活動 4 月 22 日（土） 

  【別紙参照】 

・今年度の秋開催と同様な実施内容で実施予定。 

・松阪地区での開催場所は検討中 

・四日市（宮妻口）追加 鈴鹿山岳会で対応了承 

・担当分担について、各加盟団体の動員数により調整 

■国際委員会 

（報告）（予定） 

特になし 

 

 

【競技部】 

（報告） 

02/19 みえこどもの城第１７回クライミング選手権 後援及び運営協力 

03/12 スピードジャパンカップ・スピードユース日本選手権視察 加藤会長、戸田競技部長  

（予定） 

 03/27(月) 令和５年度競技団体強化担当者会議 県庁 加藤、小林 

04/02(日) JMSCA 競技委員長会議 東京（Web 開催） 

・競技会 

02/25-26 リードジャパンカップ 2023 松山下公園総合体育館(千葉県印西) 

 男子：23 位 杉本 侑翼 45 位 小林 隼翔 

 女子：31 位 森 奈央 40 位 柏 綾音 54 位 中野 春風 

04/08(土)-09(日)  ボルダー&リードジャパンカップ 2023（BLJC2023）倉吉 

04/21(金)-23(日) IFSC クライミングワールドカップ(B) 八王子 2023 

05/27(土)-28(日) 第 11 回リードユース日本選手権南砺大会 

06/10(土)-11(日) 第 9 回ボルダーユース日本選手権倉吉大会 

・スポーツの杜鈴鹿 

8/26(予備日 9/24)ジュニア体験会、9/23(9/24)一般体験会、9/30-10/1(10/7-8)認定講習会 

・国体関係 4/29-30 合同予選会 国体予選選手以外のジュニアも参加する大会となる予定 



- 3 - 

 

04/27(木) 国民体育大会第４４回東海ブロック大会三重県実行委員会 戸田副理事長 

7/15-16 東海ブロック大会 三重県開催  

・東海ブロック研修会 24/01/06-07 愛知・豊川高校 

 

 

【高体連登山部】 

（予定） 

04/29(土)-30(日) 春期大会 南勢・東紀州地域で開催 

 

【特別部会】 

■ベーシック委員会 

（報告） 

02/18 2023 第 1 回ベーシック委員会 尾高 

03/12 2023 第 2 回ベーシック委員会 尾高 

・実施計画 昨年同様内容で実施予定（６月～10 月、四日市・津２会場 募集四日市 80 名、津 70 名、

11 月に実技講習（希望者のみ）北勢、中勢の２か所を予定 

（予定） 

03/22 2023 第 3 回ベーシック委員会 Web 会議（今後は基本、オンラインで開催） 

（依頼） 

・新年度のべーシック委員の募集 委員が一定の加盟団体に偏っているので、多くの団体より推薦い

ただき、委員会に参加願いたい 

・４月総会時にフライヤー配布予定。新入会員、一般登山者への PR をお願いします。 

■創立 75周年記念誌編集委員会 

（報告） 

03/07 委員会 津市立立成公民館 記念誌校正ゲラ確認作業 

（予定） 

 ・３月末に完成予定。 

■法人化委員会 

（報告）  

・役員について ４-5 月は現行役員で変更なし。６月より法人登録上の理事 

・月例会議について 4-5 月は現行通りの理事会開催。６月以降は社員会議・理事会として、現行と同

様に開催。（加盟団体の新代表、法人理事、各委員会の正副委員長） 

（予定） 

 ・4 月総会にて、現組織から新法人への移行の決議。事業計画、予算については３月までの内容を審議。 

・５月 定款認証、設立登記 

・6 月 一般社団法人設立 現組織最終総会及び新法人第１回総会実施 （会場及び Web のハイブリ

ッド形式予定） 

（依頼） 

・法人化に関する質問等は総会開催までに理事長あて問い合わせください。 
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【総務部】 

■財務委員会 

（報告）2 月度の財務状況について 

少年少女登山教室交付金、ブロック別研修会補助金、国体選手強化補助金の収入、支出として、リー

ス代、通信費、指導員研修会費用等の報告 

■事務・広報担当 

・県警への登山届提出について 

三重県の電子申請・届出システムの更新に伴い、Web サイトのリンクを変更しました。 

※URL をブックマークしている方は登録変更ください https://onl.bz/4GC2bFr 

以前の届出に比べ、入力項目等改善されており、提出し易くなった 

 

【事務局】 

〇令和 5 年度年次総会について 

日時：2023 年 4 月 15 日（土）午前 10 時から 

場所：学校法人大川学園 ５F 大会議場  

※04/01 に本年度の加盟団体選出理事、代議員、役員宛に総会案内メール配信（メールない方（２名）

には 03/29 に往復ハガキ郵送）。出席確認締め日は 04/07。（昨年同様、出席確認フォームを利用） 

※各部・委員長は先にメール配信した期日までに資料送付お願いします。 

〇令和 5 年度年次登録について 

・規約上は本日までとなっていますが、例年、各会の総会が 4 月で新代表等決まていなく、未提出団体

が多いため、4 月以降に会員登録と合わせ提出の依頼をさせていただきます。 

・現理事・代議員の退会で変更がある加盟団体は、３月末までに、新規の方のお名前・メールアドレス

を事務局までご連絡ください。 

 

3. 関係団体等 

大台ケ原の利用に関する協議会 

02/28(火)  橿原市商工経済会館 保田(大台山倶楽部会長)出席 

大杉谷登山センター 

・今シーズンは 4 月 21 日(金)開山予定です。 

 

 

4. その他 

 

 

理事会開催予定 場所：鈴鹿市男女共同参画センター 「ジェフリーすずか」３F 研修室１ 

・4 月は年次総会前に開催（08：30～） 

・05/24（第 4 水曜日） 

・06/28（第 4 水曜日） ※法人移行に伴い、臨時総会の開催等で変更の場合あり 

https://onl.bz/4GC2bFr
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加盟団体報告 

東芝山岳会三重支部 

(報告） 

1/28 一般登山 野登山、鳩ヶ峰 ３名参加 

1/28 一般登山 入道ヶ岳 2 名参加 

1/29 一般登山 御在所岳 2 名参加 

2/4 一般登山 根の平峠周辺 ４名参加 

2/4 一般登山 竜ヶ岳 ６名参加 

2/4 一般登山 五葉松、奥の山、経塚山、新山 2 名参加 

2/5 雪山訓練 御在所岳 2 名参加 

2/11 ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 大峰山系大普賢岳 ４名参加 

2/18 一般登山 野登山、鳩ヶ峰 ３名参加 

2/25 一般登山 綿向山 5 名参加 

2/26 一般登山 伊吹山 2 名参加 

2/26 一般登山 御池岳 2 名参加 

(予定)    

3/18 総会 朝明山の家 15 名参加予定 

津峠の会 

(報告) 

2 月 11 日 桝形山―鉢ヶ峰      都合により中止 

2 月 25 日 高丸山          6 名参加 

(計画) 

3 月 11 日 経ヶ峰 (創立記念山行)  9 名参加予定   

3 月 18 日 繖山           5 名参加予定    

3 月 25 日 桝形山―鉢ヶ峰      4 名参加予定(再計画) 

ひさい山岳会 

(報告)    

2/18 龍仙山 南伊勢町 参加者 9 名 

3/5 高取山 奈良県 参加者 10 名 

3/1 月例会 立成公民館 参加者 16 名 

(予定）        

3/25 石津御嶽・多度山 養老山系 参加者 9 名予定 

4/2 音羽三山 奈良県 参加者 10 名予定 

4/16 住塚山・国見山 奈良県 参加者 9 名予定 

五目山岳会 

（報告） 

2/16 納古山：遠見山 1+1 

 綿向山 1+2 

2/18 明神岳檜塚山 14+1 
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 バンドウ山～寒風ワンウェイ 1+1 

 菰野富士 1 

2/18～19 八ヶ岳縦走 1+2 

2/19 局ヶ頂（南伊勢） 1+1 

2/20 藤内沢 1+ 

2/22 入道岳 1+1 

2/23 天狗山 1+1 

 荒島岳 1 

 八ヶ岳裏同心ルンゼ 2 

2/25 藤原岳 2 

 大池 1 

 菰野富士 1 

2/26 御嶽山 1 

 伊吹山 1+1 

 濁河温泉はもずし 1+1 

 便石 1+2 

 孫田尾根～藤原岳 1+4 

 菰野富士 1 

2/27 菰野富士 1 

3/1 御在所岳 2 

 綿向山 1+4 

 菰野富士 1 

3/4 日野山 3 

 濁河温泉はもずし 2+2 

 入道岳 1 

3/5 御嶽山 1 

 麦 岳  

 ツメカリ谷 1+1 

 大日ヶ岳 1 

 菰野富士 1 

3/6 入道岳 1+1 

 菰野富士 1 

3/8 入道岳 1+2 

 菰野富士 2+1 

3/11 西穂高岳 1+1 

 大日岳 3 

 多度山 1+4 

 菰野富士 1 

3/12 金華山 1+1 
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 霊山 3 

 鎌倉アルプス 1+ 

 椿岩 1+1 

 瑞浪クライミング 1+ 

 菰野富士 1 

3/15 菰野富士 1 

鈴鹿山岳会 

(報告) 

02/14(火) 例会山行 雲母峰 11 名参加 

02/19(日) 例会山行 福王山 中止 

03/11(土) 例会山行 伊吹山 10 名参加 

(予定） 

03/25(土) 例会山行 (藤原岳)孫田尾根 

03/21-05/18 鈴鹿山脈分割縦走（油日岳から谷山まで）毎火曜日 

04/01(土）例会山行 音羽山・醍醐山（京都府） 

04/08(土）例会山行 鎌ヶ岳 

04/14(金）-15(土）例会山行 六甲山 


