27 日山協発 181 号
平成 27 年 1 月 5 日
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国際（海外）委員長
２０１５年海外登山隊々長
２０１６年海外登山隊々長

殿
殿
殿
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公益社団法人 日本山岳協会
会 長 八木原 圀明
（公印省略）

第５４回海外登山技術研究会
５４回海外登山技術研究会
開 催 通 知

標記の件、別紙実施要項のとおり開催いたしますので、関係者はご参加くださ
い。
尚、出欠についての連絡は、同封用紙にて平成２８年２月１日（月）必着にて
ご返送ください。

第５４回海外登山技術研究会開催要項
５４回海外登山技術研究会開催要項
（平成２７年度）
公益社団法人 日本山岳協会
国際委員長

澤田 実

（公社）日本山岳協会では、海外登山の振興、発展および安全を目的として、本研究会を開催いたします。
今年度も多くの日本人が海外の山岳に足跡を残してきました。その中の成果のあった登山隊のいくつかに、
登山報告をしていただきます。また特別講演として、長年の遠征経験をもとに、最近インド・ヒマラヤの本
を刊行した沖允人氏に、インド・ヒマラヤの魅力についてお話ししていただきます。
そして特集は「下降について」考えます。海外はもとより国内においても、登攀を行う際の下降ルートの
確保は、目立たないですが最も重要な課題と言えます。下降技術について、また下降のためのタクティクス
について、これまでの経験や知識を集め、考察します。これから海外の壁をめざすアルパインクライマーの
方々にはぜひ聞いていただきたい内容です。
今回も若い現役登山者に参加していただきたく、単日参加費を考慮しております。一般参加の方を含め、
関係各位お誘い合わせの上、ぜひご参加下さいますようご案内申し上げます。

１．期 日 平成２８
平成２８年
２８年２月１３日
１３日（土）～１４
）～１４日
１４日（日）
※ 会場の
会場の都合により
都合により、
により、１３時
１３時からの受付
からの受付になります
受付になります。
になります。

２．会 場 国立オリンピック
国立オリンピック記念青少年総合
オリンピック記念青少年総合センター
記念青少年総合センター
13 日 センター棟
センター棟 ３０４ 号室、
号室、

14 日 センター棟
センター棟 ４０５ 号室

東京都渋谷区神園町 3-1 電話：03-3469-2525 （交 通）小田急線「参宮橋」下車徒歩 10 分
３．参加対象
（１）海外登山に関心を持ち、参加を希望する方（歓迎します）
（２）各都道府県山岳連盟（協会）国際（海外）担当者
（３）日本山岳協会役員及び国際委員会常任委員
＊この研究会は、日本体育協会公認スポーツ指導員更新登録の義務研修となります。
登録希望者は申込書に明記願います。

４．費用

（１）単日参加 2,000 円（ただし学生と 10 代の若者は 500 円、20 代と 30 代は 1,000 円）
通日参加 12,000 円（宿泊・夕食を兼ねた懇親会・朝食を含みます）

＊ 宿泊せずに 13 日夜の懇親会参加の方は別途 3,500 円申し受けます。
５．申し込み手続き
手続き

同封申し込み用紙に所定事項を記入の上、２
２月１日（月）までに参加費を添えて日山協事務局
までお申し込み下さい。
FAX（03-3481-2395）
、E-mail（info@jma-sangaku.or.jp）でのお申し込みも受け付けます。

参加費は、下記にお振り込み下さい。

※ 振込先：
振込先：郵便振替 口座番号：
口座番号：00110-5-546693

加入者名：
（社
加入者名：
（社）日本山岳協会

６．日 程
○ ２月１３日
１３日（土）
13：00

13：30

受付開始
開 会

挨 拶

八木原 圀明 会長

研究会の趣旨及び日程説明

澤田 実 国際委員長

「海外登山報告 2015」
」

13：50～14：40

日本山岳会青年部後援隊 「西ネパール・アピ南西壁をめざして（仮題）
」
講師 中島 健郎 氏（予定）

14：50～15：40

ヒマラヤキャンプ 2015 隊 「ランダック峰・ランシャール峰登山報告」
講師 塩谷 晃司 氏、 蒲澤 翔 氏

16：00～16：50

カンテガ・エクスペディション 2015 隊 「カンテガ北壁遠征報告」
講師 鳴海 玄希 氏

17：00～17：40

「2015 年の海外登山を振り返る」
講師 池田 常道 氏（予定）

17：50～18：20

海外登山地情報ほか （岩崎国際常任委員）

19：00～

懇親会

○ ２月１４日
１４日（日）
特集Ⅰ
特集Ⅰ「特別講演」
特別講演」

08：40～09：40 「インド・ヒマラヤの魅力」
講師 沖 允人保 氏

特集Ⅱ
特集Ⅱ「下降について
下降について」
について」

09：50～10：20 「ヒマラヤ登山と下降」

講師 山野井 泰史 氏
10：30～11：00 「下降技術とタクティクスについて」
11：10～11：40

講師 馬目 弘仁 氏（予定）
アンケート結果報告と座談会
山野井泰史氏、馬目弘仁氏

11：50

閉 会

挨 拶

司会 澤田

澤田 実 国際委員長

※ 講師等の都合により、日程及び内容を変更する場合があります。

７．問い合わせ先
わせ先

（公社）日本山岳協会 事務局 〒150-8050 東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育会館
電話：03-3481-2396 E-mail:info@jma-sangaku.or.jp

（公社）
公社）日本山岳協会
〒150-8050 東京都渋谷区神南１
東京都渋谷区神南１－１－１岸記念体育館内
電話 03-3481-2396

FAX 03-3481-2395

Mail：
：info@jma-sangaku.or.jp

第５4 回海外登山技術研究会参加申込書
回海外登山技術研究会参加申込書
氏 名

男 ・ 女

〒
年
齢

住 所

10 代か学生
20 代 ・ 30 代
40 代以上

※日中連絡可能な番号

電 話
E メール
※岳連・協会から参加の方は岳連・協会名もご記入下さい

所属山岳会等
13 日(土
土) 海外登山報告 2015

参加

参加しない

宿泊の
宿泊の有無

宿泊する

宿泊しない

14 日(日
日) 特集Ⅰ
特集Ⅰ・特集Ⅱ
特集Ⅱ

参加

参加しない

今後の
今後のメールによる
メールによる研究会等
による研究会等の
研究会等の案内

希望する

希望しない

その他、講師への質問、今後の研究会等へのご意見などありましたらご記入ください。

※日本体育協会公認指導員資格
日本体育協会公認指導員資格をお
日本体育協会公認指導員資格をお持
をお持ちの方
ちの方へ
この研究会は、日本体育協会公認指導員更新に必要な義務研修を兼ねています。
義務研修終了登録希望の方は下記に記入してください。

登録を
登録を希望する
希望する

登録番号

（社）日本山岳協会
〒150-8050 東京都渋谷区神南１
東京都渋谷区神南１－１－１岸記念体育館内
電話 03-3481-2396

FAX 03-3481-2395

Mail：
：info@jma-sangaku.or.jp

