
          

 

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度9999月月月月（（（（27272727年年年年9999月月月月））））常務理事常務理事常務理事常務理事会会会会・・・・連絡部会連絡部会連絡部会連絡部会議事録議事録議事録議事録    

公益社団法人公益社団法人公益社団法人公益社団法人    日本山岳協会日本山岳協会日本山岳協会日本山岳協会    

○ 日 時  平成27年9月17日（木）18時～21時 

 ○  場 所  岸記念体育会館・103会議室 

 ○ 出席者 八木原会長、尾形・國松・髙橋・亀山各副会長 

小野寺、仙石、森下、瀧本、中瀬各常務理事、中畠監事 

増山、相良、松隈、澤田、西原、小日向、 各委員長 

  委 任：京オ常務理事・競技副部長、西内常務理事・登山部長、水島常務理事・広報部

       長、山本技術審判委員長、角田AD委員長（21名中16名出席） 

※常務理事と各委員長の合同の会議であったが、組織管理運営規程第6条により、議事審議は常務理

事会構成メンバーのみとなる。従って委員長を含めた連絡部会を報告事項から開始した。報告事項が

終了した段階で各委員長にはご退席頂き、常務理事のみで議事審議を行った。このような形式の会議

を2ヶ月に1回開催することになった。下記議事録は記述の都合上式次第に則って記述する。   

     

1. 1. 1. 1. 議議議議        事事事事    

（1）平成27年度8月常務理事会議事録の承認について(事前送付済) 

   事前に送付しており異議なく承認された。 

（2）平成27年度「少年少女登山教室」交付申請の承認について(新規・香川県) 

   8月以降に申請のあった香川県岳連1件の交付が承認された。 

（3） 平成27年度専門委員会常任委員候補者の承認について 

       前回8月常務理事会以降進展なし、前回のままで決定したい。 

    異議なく承認された。（ファイルを添付(A001別紙)する。） 

    尚、次年度より専門委員会常任委員の推薦は4月中にすることを申し合わせた。 

（４）IFSCクライミングW-cup加須大会2016の開催について 

  尾形副会長から資料に基づいて事業計画の説明があり、2016年の開催と競技大会委員長

に小日向選手強化委員長を当てる事が承認された。 

   

（５）27年度の日本選手権及びユースリード日本選手権大会について 

森下競技部長より3月のユースリード日本選手権を日本選手権/ユースリード日本選手

権にしたいとの提案があり、了承された。 

（６）第2回ルートセッター研修会(12月末)の企画について 

森下競技部長より、12月の高校選抜クライミング選手権のルート復旧時にルートセッタ

ー研修会講習会を行いたいと提案があり、了承された。 

(７) 報告事項 

  ア 会計月次報告 

   相良財政委員長より資料に基づき報告があり、異議なく承認された。 

  イ 役員研修会議事録(敢えて報告にしました) 



          

 

       研修会に出席された理事には既に配布しており、異議がなかったのであるが、小野寺 

 事務局長から再度要点のみの報告があった。 

  ウ 和歌山国体の準備について 

       西原競技運営委員長から9/6に資格審査を行ったことの報告があった。成年男子は  

フルエントリーであるが、他の種目でブロック大会不参加の県があった。当然もらえ

      るはずの皇后杯参加点がゼロになってしまった。 

次に西原委員長より、國松副会長が和歌山岳連の白子理事長に送った質問文書に関し 

て報告があった。西原委員長から具体的な説明、特に委員会に事前に相談してほしか 

った、との要望があり、國松副会長からは誤解しないように、との反論があった。 

  エ 平成27年度中高年安全登山指導者講習会（東部地区）について 

      今回は都岳連担当ということで瀧本指導委員長から報告があった。大雨で心配した   

 が、この期間だけ晴れて無事終了したとのことであった。 

  オ 第54回全日本登山体育大会について 

   仙石登山副部長から報告があった。現在217名の参加申し込みがあり、10回参加の表 

彰推薦者も2名届いている。 

  カ ネパール募金山岳6団体打ち合わせ(9月15日分) 

   小野寺事務局長から資料に基づいて第一次贈呈等の報告があった。 

  キ 第2回日本インカレ結果と御礼 

   小野寺事務局長から資料に基づいて報告があった。 

  ク 東京五輪2020追加種目について 

   尾形副会長から報告があった。9/7のＪＯＣ理事会の結果が共同通信から流れ、9/11

の新聞報道発表に繋がった。9/15に追加種目検討会議が、東京五輪組織委員会に答申

され、9/28に発表となる。IFSCからはマスコミ報道に一喜一憂しないように言われて

いる。 

       小日向選手強化委員長から報告があった。IFSCでは8月の役員会で東京のヒヤリング

について報告をした。IFSCはワールドゲームズ・カリ大会や南京でのユースオリンピ

ックに選手を派遣しなかったJMAに不信感を持っており、今回失敗した場合は日本の

せいだと言われる恐れがある。JMAはＮＦとしての姿勢が問われている。 

ケ ＢＷＣ加須大会・第一回実行委員会報告 

 森下競技部長より資料に基づき実行委員会の報告がなされた。 

   

コ 審判・セッター資格登録・更新台帳データの扱いについて 

森下競技部長より、データ管理が不備であった。9/5の会合で事務局・中川が10/末

までにデータを各岳連に通知する。900名の登録者がいるが今は関わっていない人

が半数以上である。確かに岳連からの申請がなかったこともあり、岳連の方でも確

認してもらう。などの報告があった。 

サ 日体協・第70回和歌山国体概要記者会見 



          

 

森下競技部長より報告があった。記者会見は、原・日体協国体部長の趣旨説明の後、

会見が始まり、ボウリング、ソフトボール、空手道に比べ特にSCの人気が高く出席

した杉本選手会長の周りを８社のマスコミが取り囲み関心の高さを伺わせた。 

シIFSC審判・セッター講習会について 

小日向選手強化委員長より日本には国際資格を持つ審判が1人もいない。これは問

題視されている。アジアには38人いる。27年度事業計画で日本開催を考えていた

が12月～１月にインドである講習会に特別枠をもらって参加する予定である。と報

告。 

スWC・世界ユース選手権報告 

小日向選手強化委員長より、日本は国別ランキングで1位であるが、競争が厳しく

維持が大変である。男子は決勝には残れなかった。大人のミュンヘンの大会はかな

り厳しかった。 

アルコの世界ユースボルダリングは金1つ、銀2つであったがリードは銅2つで厳

しかった。勝負強さがなく、決勝に残ってもなかなかメダルが取れない、アメリカ

が手ごわくなってきている。と報告 

セ 日本スポーツクライミングカウンシルについて 

小日向選手強化委員長より、SCはまだ国内的には認知度が低いので選手強化委員会

から依頼してネットに掲載してもらっている。非公式依頼であったが、今現在出来

ることから行っている。と報告。 

ソ 競技部ブロック研修会について 

アンチドーピングの研修会を3ブロックで開催することになっている。 

タ オリンピックプロジェクトからの報告 

前出のため省く。 

      チ 第6回全国高等学校選抜クライミング選手権大会について 

        中瀬常務理事より資料に基づき、開催要項の説明があった。今大会からヨネックス

スポーツ振興財団から助成金が交付される事になった。 

 

2. 2. 2. 2. 役員等役員等役員等役員等のののの派遣派遣派遣派遣についてについてについてについて    9999月月月月11118888日日日日～～～～10101010月月月月7777日日日日 ( ( ( (但但但但しししし前回報告前回報告前回報告前回報告はははは省省省省くくくく))))    

 （１）第2回救助技術高度化検討会  10月5日（月） 

    於：丸の内永楽ビルディング24Ｆ  町田副委員長 

 （２）国立登山研修所「登山研修」編集会議  10月6日（火） 

    於：日本スポーツ振興センター  尾形副会長 

 

    

3. 3. 3. 3. 後援後援後援後援報告報告報告報告、、、、協賛等協賛等協賛等協賛等のののの依頼依頼依頼依頼についてについてについてについて    

（1）日本山岳耐久レース後援承認 →継続 

(2) 第16回ライチョウ会議静岡大会名義後援承認 →継続 

(3) 第30回かながわ県民登山(ハイク)後援名義承認 →継続 

  (4) スポーツクライミングアウトドアヴィレッジカップ2015 後援名義承認 →新規 



          

 

   上記(1)～(3)は継続であり、自動承認、(4)については新規であり、小野寺事務局長により、

資料に基づいて提案があり、了承された。主管は都岳連。 

4. 4. 4. 4. 報報報報        告告告告    

  SC上級指導員中央開催（兵庫県岳連主管）  

実施：７／３－５（神戸登山研修所） 

認定：９／７ 指導委員会 

受講者：５名、 合格者4名：安達直浩、北岡和義、高本真成、佐藤建 

以上の承認をお願いします。 

7月の東京開催については、採点に時間がかかったおり、次回に回します。 

 提案通り承認された。 

      

5.5.5.5. 専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会動静動静動静動静    ((((8888月月月月1111日日日日～～～～9999月月月月15151515日日日日）〔）〔）〔）〔報報報報    告告告告〕〕〕〕  

 

(1) (1) (1) (1) 国際委員会国際委員会国際委員会国際委員会     9月8日(火) 出席者８名  

ア) 2015前期 海外登山奨励金 7/30選考委員会開催 4隊に交付 

・BMC冬の募集連絡あり 

・ロシア女性クライマーズミート下見 来春4/末or 6月来日予定 

・イラン ダマヴァンド山 報告（鈴木） 

・キルギス レーニン峰 帰国（犬塚、川原 悪天のため5,300mで敗退） 

イ) 海外登山懇談会について  11／19（木）夜  オリセン80人部屋 

 

(2) (2) (2) (2) 自然保護委員会自然保護委員会自然保護委員会自然保護委員会・・・・総会総会総会総会     9 月 12 日（土）～13 日(日)  国立磐梯青少年交流の家 出席者 

名、委任 名 

ア) 総会報告について後日掲載。 

イ）関東地区自然保護委員交流会（10／31～11／1）について 

ウ）自然保護指導員研修会（11／7）について 

(3) (3) (3) (3) 競技競技競技競技部部部部・・・・合同合同合同合同委員会委員会委員会委員会   8月20日（木）  出席者17名  

ア) 次回会議にて、競技部内での各事業の主務担当を明確にする。（森下競技部長） 

イ)本日より、岩手県山岳協会より小山（ｵﾔﾏ）勝稔理事長が県山協推薦で、競技運営委員会常任

委員として出席。来年の、第71回国体主管岳連。 

    ウ)第70回大会（和歌山国体）最終確認について 

実施要項・実施要領の確認    都道府県競技委員長メーリングにて連絡済み。 

組合せ抽選会次第、出席者等確認 

エ) 後催県視察の関し、「抽選会開催連絡文書」を送付する。 

資格審査作業について 

・ブロック大会結果 

・最終確認を、9/28から9/2710：00～へ変更。 

・「監督資格」の周知 



          

 

オ) 第71回大会（いわて国体）実施要項作成について」 

  ◎岩手県山協より、（案）提出。（10/9日体協報告締切） 

・都道府県予選会、ブロック大会報告徹底の言及について 

  ・来年度に向け、都道府県、ブロック大会報告について、「メール」ではなく「文書」＝

「報告書」での提出を強く求める。 

  ・報告書の期日厳守を、実施要項に記載するか。他競技ではあり。 

＝9月5日合同会議で確認＝ 

  ・選手・監督受付の記載削除の（長崎国体から）経過確認について 

   ・各競技団体とも削除されている。日体協の指導か。削除を、確認。 

カ) 来年度競技部事業の検討について 

「全日本クライミング・ユース選手権ボルダリング競技大会2016」について 

    →来年度に向け、補助金等予算化時期が切迫しており今年度同様、「鳥取県山協」 

主管での準備承認。 

キ)日体協指導者資格更新義務研修について 

  →別紙「ブロック大会研修会」（案）で、指導委員会へ送付する。 

   今後は、「義務研修」定義により指導委員会との調整役を明確にする。 

※今年度、ｻｰﾊﾞｰ借上げ経費予算取りされているので、立上げを進める。＝了承 

ク)第18回ＪＯＣジュニア・オリンピック報告 

  8／14（金）～16（日）  富山県南砺市・桜が池ＣＣ     

総合優勝は、男子がジュニアの是永敬一郎、女子はユースAの田嶋あいか 

ハンガーふみにて成績が下がった選手があり、担当ジャッジが説明を尽くした。国際ルール

に基づき、「抗議」への供託金制度の導入も検討が必要では。 

白石阿島選手（米国在住）オープン参加、予選、決勝、全完登。 

ケ）全国ルート・セッター研修会について  

（8／17（火）～19（木）富山県南砺市桜が池ＣＣ） 

12 名が参加。ﾙｰﾄｾｯﾀｰ制度の改正に伴い、全国研修会を 12 月開催の「全国高校生大会」ｳｫｰﾙ

撤収時を活用して、開催予定。 

コ）国際スポーツクライミング連盟（IFSC）クライミング W-cup シリーズ No7 リザルト    24 

の国と地域から選手109名（男子62名、女子47名）が参加。 

   小林由佳５位をトップに、日本人選手の成績順位が次の通りと健闘した。   

 ＜女子＞ 5位小林由桂   27才（こばやしゆか/茨城県山岳連盟） 

 13位大田理裟  22才（おおたりさ/山口県山岳連盟） 

 43位坂井絢音  18才（さかいあやね/埼玉県山岳連盟） 

 46位中村祐香梨 17才（なかむらゆかり/静岡県山岳連盟）浜松日体高校       

＜男子＞11位中野稔   31才（なかのみのる/広島県山岳連盟） 

     20位高田知尭  20才（たかたともあき/鳥取県山岳協会） 

     46位豊田将史 17才（とよたまさふみ/山口県山岳連盟）野田学園高校 



          

 

 ボルダリン W-cup最終戦 ドイツ・ミュンヘン 8月14・15日 

リードW-cup第4戦はノルウエー・スタヴァンゲルで 8月21・22日 

※ボルダリング女子年間ワールドチャンピョン・野口啓代 3位・野中生萌 

 男子、7位・藤井 快、9位・杉本 玲 

 国別ランキング、2年連続1位！ 

8/24 W-CUP報告とスポーツクライミングのPRを兼ねた記者会見を予定。 

サ）委員会動向 

選手強化委員会 

小日向委員長、ドイツ・ミュンヘン 大会調査・視察 

① 技術（審判）委員会 

・セッター研修会、12月にも開催予定。 

・セッター、審判員登録状況 

セッター A:9、B:13、C120、計142名 

審判員  S:2、A:8、B:20、C752、計782名 

② 競技運営委員会 

・日体協依頼「国体インタビューシートへのご協力とお願い」8/16締切により、提出済 

  ・トレイルランニング小委員会報告（6/29：調整会議） 

  日本トレラン会議と日本トレイルランナーズ協会と合同会議を開催。統合の方向。 

  ・日本大学スポーツクライミング協会（水村）より欧州報告 

 8/5-9 欧州大学選手権（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ）8/14-15 B・W-cup 最終戦（ﾄﾞｲﾂ･ﾐｭﾝﾍﾝ）を調査・視

察。大学選手権でL優勝した選手が、W-cup最終戦で2位に入る。 

大学関係者と、今後連携していくことを確認。 

【今後の会議予定】 

９月競技部各委員会：9/5（土）11：00～15：00 TS渋谷フラッグカンファレンスセンター 

11月競技部合同委員会：11/7（土）10：00～16：00 岸記念体育会館  号室 

組み合わせ抽選会  ：9/6（日）10：00～ 集合 

((((4444) ) ) ) 遭難対策委員会遭難対策委員会遭難対策委員会遭難対策委員会     8月26日 出席 9名   

ア) 無雪期レスキュー講習会 

現在の参加者４７名、キャンセル待ち３名、最終的には９月に入り決定する 

イ)3国合同研修は中国登山協会の不参加により中止 

中国不参加は政治的な理由よりも経済的理由のようである。ただし、その原因が政治的なとこ

ろからきている可能性もある。今年、延期開催あるいは中止にしろ、ふた周りが終了し基本的

な技術については同じである事が確認できたので、日本の遭対としては終了としたい。 

ただし、登山事故（韓国、中国の登山者の日本での事故）は増えており、登山者も増加して 

いるので、情報交換は継続したい。その中で新しい装備や技術があれば紹介することもしたい。 

ウ)ロープ強度試験について 

遭対としてこれという課題がみあたらない。府岳連の検証もあまり緊急性を感じず、 



          

 

必ずしもレスキューに関連しないテーマもある。フリクションノットや流動分散について調べ

たいこともあるが、傾向以上のことをはかるのは困難。次回どうするかは一時中止あるいは必

要になったら開催も含め検討する。 

  (4 (4 (4 (4----1) 1) 1) 1) 西内部長(委任)からの連絡事項 

ア) レスキュー講習会は無事終了しました。 

     参加者４４名、講師１６名は過去最多と思います。クライミングのレスキューに若い人の参加が多かっ

たので少し変わって来ました。 

イ) 指導・遭対の小委員会について 

     大雨のため中止にしましたが、連絡がつかず集まった４名で今後の進め方について相談しました。 

    まずタテ軸に、大分類で夏山、雪山、岩登りなど、小分類でその要素技術を列挙し、ヨコ軸で、ハイキ

ング、夏山リーダー、指導員、上級指導員  に分類し、各クラスで到達すべき要素技術のマトリック

スを作ろうということにしました。（知識と実技がわかるように）そのうえで各岳連が実施している講

習会がマトリックスのどの部分をカバーしているのか調べる事により、日山協の教育との整合性をとれ、

日山協の認定講習に移行していく道筋ができるのではないかと考えます。 

ウ) 常任委員をやめたいというものがでてきている。 

とくに若い人が多く苦慮しています。若返りをはかりたいのですが、年よりは継続希望で、若い者が 

やめたいのが実態です。 

((((5555) ) ) ) 指導委員会指導委員会指導委員会指導委員会   9月7日（月） 出席者 15名 委任3名 

ア) 山スポにて常任研修会 

  規約改定、夏山リーダー、SC主任検定員、上級指導員の検定結果 

イ)秋田 SC指導員認定 書類不備 

イ) 兵庫 SC上級中央開催 7月4日～6日 

  合格 安達直浩、北岡和義、高本真成、佐藤建 

ウ) 東京 SC上級中央開催 7月11日～13日 

  合格 加藤由美子、山田雅之、渡辺勲 

エ) 遭対 レスキュー講習会、ロープ研修会に蛭田がスタッフ参加 

オ) SCインストラクタ制度 日山協として取り組むべき(東氏の問題提起) 

 

 ((((6666) ) ) ) 指導遭対合同会議指導遭対合同会議指導遭対合同会議指導遭対合同会議  8月1日(土) 出席者 15名 

ア) 無雪期登山リーダーの教育システムについて 

安全登山実践講座 

① テキストは1000円で出すことにした。（受講カード含み1000円）受講費用につい 

て、19000円では高いという意見が多い 

② ほかの講習会を見ると一般的には、19,000円では安いと思うが、市場を分析してみたら

どうでしょうか。（どのような方法で分析するか） 

②  講習会のネームバリューをどのようにして作るかが大事 

・安全登山実践講座を日山協が行うというニュースを作り岸体育館の新聞記事へ投稿 

する。 



          

 

・安全登山実践講座のポスター作製予算を申請する（平成28年度） 

・全国の高体連の新入生の教育として使ってもらう。 

・山岳保険の案内に載せてもらう 

④講座を行うにあたって 

・実技ではパーティーで歩かせ、パーティー行動を経験させる。 

・トップを歩かせるとすごくやる気が出る。 

・ラスト（ＣＬ）を経験させるとリーダーとして意識が出る。 

・教師用テキストは必須。（パワポ） 

・パワポがなくてもシラバスを作り、ポイントに赤線を引いてこのように教えようなどが必 

要。 

イ)  ＵＩＡＡの無雪期登山リーダー訓練規約の概要（復習） 

① UＩＡＡの無雪期登山リーダーに準拠する資格を「「「「日山協認定 夏山リーダー資格」と

いう名称に決定する 

        ②夏山リーダー資格は、安全登山実践講座 基礎編に、ＵＩＡＡ認定に不足している、法

律、医療、ナビゲーション他を加えた内容とする。 

③指導と遭対で実務を行う分科会を立ち上げる。第1回目として9月9日19:00より都岳

連事務 所にておこなう。次回よりテキストとカリキュラムを作成する。目標は、平成

２７年テキスト作成開始、平成29年度中に完成 

③ 医学・法律のテキストは溝手さんへ協力を依頼する。 

⑤実技では、ロープワーク、キャンプ、ビバークを加える。 

ウ)これから日山教は目指すもの 

①対象とする山域 

  ②対象とする登山者 

  ③ＵＩＡＡとの関係 

  ④日体協の指導員制度との関係 

エ) 指導・遭対今後の課題 

（１）技術的な問題 

 ①夏山レスキュー講習会 9月11から13日国立登山研修所にて 

 蛭田（スタッフ）、工藤（受講者）が参加 

 ②ロープ研修会     9月26から27日国立登山研修所にて 蛭田が参加 

（２）指導法 

 研究、検証、普及    登山部としてどうするか。 

 

((((7777) ) ) ) 広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会((((デジタルデジタルデジタルデジタル情報情報情報情報チームチームチームチーム))))     9月3日(木)  6人 

 ア) 検討会のミッションは？ 

目的：webサイトを利用した情報発信の強化 

検討テーマ（ホームページ、メルマガ、SNS、その他？？） 

期限：期間限定の諮問機関ではなく、常設のチームとして活動する 

（当面、月1回のベースで開催する） 



          

 

イ) 日山協のホームページについて 

 （１）目的は（ベスト３） 

① 競技（競技会情報） 

② 登山（指導者育成、安全登山の啓発、海外登山情報） 

③ 山岳保険 

  以上の情報発信が重点 

  ※DIチームでの短時間での議論で有り、今後アンケートなどで意見集約の必要有り。 

  ホームページのアクセス解析データについて 

ウ）ホームページ訪問者数（セッション数）２０１４．８．３１～２０１５．９．１ 

日山協：９４３セッション／日  都岳連：２８２セッション／日 

日山協の場合、10,000セッション/日 とか 5,000セッション／日と極端に多い日が、

いくつかある。恐らくは、国体とか、ワールドカップと思われるが、分析が必要。 

     グラフの左から右に右肩上がりになっているようにも見えるが、年間のサイクルで冬場は

少なく、秋にかけて増えているようにも見える。２年間のデータ推移のグラフが必要。 

エ）訪問ページ 

  圧倒的に、登山計画書のページを訪問しているユーザーが多い。キーワード分析を行っ

ていないが、恐らく、”登山計画書”というキーワードで日山協のホームページにアク

セスするユーザーが多いものと思われる。登山計画のページを山岳保険のPRの場とし

て活用することも考えられる。都岳連の場合は、講習会と加盟団体に関するページが圧 

倒的に多く、日山協とは全く異なる。 

 オ）検索キーワード 

  検索キーワードを調べると、どのようなキーワードからホームページを訪問したかが解 

る。都岳連は山岳会関連、登山講習会が多い。 日山協の場合、キーワードとしては 

登山計画書が多いものと推測される。 

カ） 使用デバイス 

デスクトップ(57.6%) ②モバイル（36.8%） ③タブレット（5.7%） 

キ) 日山協のHPの問題点は？ 

6月29日の打合せで、「一般訪問者が見やすいようなHPの枠組み作りをする⇒新規から 

作り直す」とあるが、今の HP の問題点は何かという視点で問題点を整理する必要がある。 

仮にHPを再構築するとしても、発注のための仕様書が必要で有り、基本仕様は発注者が 

示す必要がある。 

ク) アンケート調査を実施する 

理事、委員長、各岳連を対象にアンケート調査を実施する。 

①情報発信する側からの要望 

②する側からの要望 

③問題点（具体的に） 

 ケ) その他 

①セキュリティの問題 

現状のシステムのバージョンが古いために、セキュリティの点で脆弱だとの問題点が  



          

 

提議された。バージョンアップの見積もりを取ってみる。 

②目的・期待効果・費用を明確にする必要がある 

※Skype を利用したテレビ会議も検討してみる。アクセス解析結果（都岳連との比較も含

める） 

 

(8)    指導者資格指導者資格指導者資格指導者資格にににに関関関関してしてしてして←←←←    日体協日体協日体協日体協とととと指導員会打指導員会打指導員会打指導員会打ちちちち合合合合わせわせわせわせ 
指導者受講条件 

（指導者資格に関する日山協規約の問題点）をもとに質問 
組織内指導者の意味：日体協の指導に従って貰うという趣旨 
公益財団なので、本来は組織外からも広く受け入れるのが好ましいが、多くの競技団体で組織所属を

条件にしているところも多く、組織所属、あるいは組織が認めるものという表現に問題は無い。 
  以上の発言が瀧本指導委員長からあった。 
                ↓↓↓↓ 

本件に関し高橋副会長からは組織内にとどめてほしいというご意見があり、競技部としては開放の方

向が望ましいとのこと。関連してジムからの選手登録を認めたらどうか、岳連とジムとの関連を密接

にしたいとの発言があった。小日向強化委員長からは、強化の立場として軸足をどこに置くかで変わ

って来る、組織内で資格ビジュアルにしてほしいとのこと。 
 
(9)    医科学委員会医科学委員会医科学委員会医科学委員会 
 UIAA 医事委員会ではアイスクライミングコンペをサポートしている。コンペにしかお金は来ない。

トップアスリートを作った方が強い。北京の世界陸上の惨敗は医療関係者が責められている。オリン

ピック種目になったら、そのように大変になる。何かあれば言って来てほしいとのこと。それに対し

も八木原会長、尾形副会長からは受け身ではなく積極的には言って来てほしいとの要望があった。 
本年 3 月にカナダのLakeLouise にて ISMM meeting が行われ、日本からは増山委員が参加 JMA

の活動を紹介した。本年5月に委員会を高松市にて開催した。出席は10名であった。 
 
 

６６６６．．．．そのそのそのその他他他他のののの重要事項重要事項重要事項重要事項    （（（（8888月月月月22228888日日日日～～～～9999月月月月16161616日日日日））））〔〔〔〔報報報報    告告告告〕〕〕〕    

（１）「神﨑忠男氏を労う会」  8月28日（金） 

   於：京王プラザホテル新宿  八木原会長ほか 

（２）役員研修会   8月29日（土）～30日（日） 

   於：東京海員会館   八木原会長ほか26名 

（３）カンボジア・ユースクライマー表敬訪問  8月31日（月） 

   於：スポーツマンクラブ  尾形副会長、小野寺常務理事 

（４）電通打合せ   9月1日（火） 

   於：日山協事務局    尾形副会長、小野寺常務理事、中川事務局員 

（５）日本体育協会評議員連合会総会  9月3日(木) 

 於：岸記念体育会館  尾形副会長 

（６）第70回和歌山国体組み合わせ抽選会 9月6日(日) 

於：岸記念体育会館  八木原会長、尾形副会長、森下・京オ常務理事、西原・山本委員長 



          

 

  （７）日体協打合せ   9月9日（水） 

     於：岸記念体育会館   小野寺事務局長、瀧本指導委員長 

  （８）ＡＤＫ打合せ   9月9日（水） 

     於：スポーツマンクラブ  尾形副会長、小野寺事務局長 

  （９）博報堂打合せ   9月10日（木） 

     於：赤坂Ｂｉｚタワー   尾形副会長、小野寺・森下常務理事、中川事務局員 

（10）平成27年度中高年安全登山指導者講習会（東部地区） 9月11日(金)～9月13日(日) 

於：高尾山周辺 八木原会長、仙石登山副部長 

（11）山岳レスキュー講習会（西部地区） 9月11日（金）～9月13日（日） 

於：国立登山研修所 西内登山部長、町田常任委員、渡辺常任委員 

（12）第39回自然保護委員会総会 9月12日(土)～13日(日) 

於：福島 磐梯山 尾形副会長、松隈委員長 

（13）ネパール大地震救援募金委員会打ち合わせ 9月15日(火) 

 於：日山協事務局  尾形副会長、小野寺事務局長 

  （14）第70回和歌山国体概要記者発表   9月16日（水） 

     於：岸記念体育会館 尾形副会長、森下競技部長、安井委員、杉本怜選手 

    

７７７７．．．．通知通知通知通知、、、、依頼依頼依頼依頼、、、、連絡連絡連絡連絡、、、、案内等案内等案内等案内等    

   別紙の通り 

 

8.8.8.8. 連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項    

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度10101010月月月月三役会三役会三役会三役会    10101010月月月月8888日日日日（（（（木木木木））））11115555時時時時～～～～18181818時時時時（（（（岸記念体育会館岸記念体育会館岸記念体育会館岸記念体育会館））））    

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度10101010月常務理事会月常務理事会月常務理事会月常務理事会    10101010月月月月8888日日日日（（（（木木木木））））11118888時時時時～～～～22221111時時時時（（（（岸記念体育会館岸記念体育会館岸記念体育会館岸記念体育会館））））    

    


