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東日本大震災に係る支援のための募金のお願い 
平成２３年３月１１日１４時４６分に発生しました東北地方太平洋沖地震は，本県を含め東北地方の各県に

甚大な被害をもたらしました。被害に遭われ方々に心からお見舞い申し上げます。 

また、数多くのお亡くなりになった方々もおられます。衷心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

さらに、余震による被害も各地で発生している状況であり、ご関係の皆様にお見舞い申し上げます。 

 

日本山岳協会をはじめ、全国の山岳連盟（協会）から本県民、本協会に多数の応援メッセージをいただいて

おります。誠にありがとうございます。 

 

さて、本協会は、加盟団体等関係者の皆様と連携・協力しながら、安全登山の啓蒙と自然愛護、スポーツ登

山の普及や登山を通じて社会体育の振興、生涯スポーツの推進と活力ある社会の構築に努めているところであ

ります。このような状況に鑑み、加盟団体等関係者の皆様と協力して、被災された沿岸地区の登山関係者の

方々を支援し、被災地における登山活動が１日でも早期に再開できるよう微力ながら復興のための援助を行い

たいと考えております。 

つきましては、加盟団体ならびに名誉会員、顧問、参与、公認指導員に携わる関係者の方々に広く募金の募

集を行うことといたしました。 

何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

なお、とりまとめました募金につきましては、全額本会を通じて被災された沿岸市町村の加盟団体、高等学

校の加盟校に寄付することといたします。 

 

 
４ 申込期限 平成23年4月29日（金） 

新顧問を委嘱する 
５ 申 込 先 郵送又はメールで   佐藤 誠まで 

  〒028-0841 盛岡市羽場14-53-8 4月9日の理事会で、新たに顧問として佐藤時男

氏（水沢山岳会）、川村芳征氏（盛岡ＲＣＣ）が推

挙され会長より5月25日付けで委嘱しました。こ

れからも岩手県山岳協会発展のためよろしくお願い

いたします。 

  E-mail  makonami@ruby.plala.or.jp 

６ 問い合せ 佐藤 誠まで  ☎ 019-637-0783 

 

山岳指導員専門科目検定会の開催 
 下記のとおり開催しますのでお知らせします。 

１ 期  日 平成23年5月15日(日) 
残雪期講習会兼研修会 

２ 場  所 三ツ石山 

下記のとおり開催しますので参加をお願いします。   受付7：20～網張スキー場 

国見温泉までの除雪のめどがたたないため、会場

を「三ツ石山」に変更しています。 

３ 申込期限 平成23年4月30日（土） 

４ 申 込 先 郵送又はメールで   佐藤 誠まで 

１ 期  日 平成23年5月15日(日)   〒028-0841 盛岡市羽場14-53-8 

２ 場  所 三ツ石山   E-mail  makonami@ruby.plala.or.jp 

  受付7：30～網張スキー場 ５ 問い合せ 佐藤 誠まで  ☎ 019-637-0783 

 ３ 参 加 費 1,000円 
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震災復興チャリティー   3位 鈴木 学 滝沢村 

 ▽ミドル 高校生以下 ボルダリング大会開催される 
   1位 宮澤 悠太 岩手高1年 
4月25日（日）県営運動公園ボルダリング場を

会場に、太野隆夫杯争奪 震災復興チャリティーボ

ルダリング大会（第4回岩手県ボルダリング選手権

大会）兼山口国体岩手県予選会が開催されました。 

  2位 大下 皓矢 盛岡一高2年 

  3位 阿部 明人 盛岡南高2年 

 ▽ミドル 一般 

  1位 高田 義明 盛岡市 
セッターに日本代表の杉田雅俊（BASE CAMP）

さんを向え、男女14部門で参加選手126名、スタ

ッフ24名で実施した。エキスパート男子一般決勝

で坂本大輔（盛岡市）が初優勝。エキスパート女子

一般では、昨年の千葉国体でボルダリング競技で準

優勝した畠山千怜では（八幡平市）が初優勝した。

各部門で熱戦が7時間30分繰り広げられた。 

  2位 山崎 剛 奥州市 

  3位 伊藤 圭 盛岡市 

 ▽エキスパート 高校生以下 

  1位 田島 秦 黒沢尻工業高2年 

  2位 川村 裕樹 黒沢尻工業高2年 

  3位 田島 欄 黒沢尻工業高2年 

 ▽エキスパート 一般 
本大会は、東日本大震災チャリティー大会として

スポーツ事業団をはじめとする各機関の議理解とご

協力得て開催することができた。会場に設置した募

金箱には参加選手、スタッフから多くの義援金が寄

せられたほか、杉田雅俊さんからセッター報酬料全

額等９万円を超える義援金が寄付され、総額１０５，

６４２円集まり心から皆様に感謝申し上げます。 

  1位 坂本 大輔 盛岡市 

  2位 室塚 彬 盛岡市 

  3位 藤原 佑樹 東京都 

 

 

義援金を寄付する選手 

 

 
義援金を寄付する、杉田雅俊さん 

成績は以下の通りです。 
■男子 
▽ジュニア 

1位 菊地 竜輔 仁王小6年 大会後、模範演技をする杉田雅俊さん
2位 小松 夕葵 鵜飼小 ■女子 
3位 昆野 稜平 青山小5年 ▽ジュニア 

 ▽ビギナー 高校生以下 1位 伊藤ふたば 東松園小3年 
  1位 中島 大智 若葉小5年 2位 藤原 美優 付属小6年 
  2位 紫葉 隆則 盛岡農業高2年  ▽ビギナー 高校生以下 
  3位 川口翔太郎 盛岡農業高2年   1位 藤尾 萌奈 盛岡南高2年 
 ▽ビギナー 一般   2位 佐々木奈那 盛岡南高2年 
  1位 小瀬川 俊 盛岡市   3位 久保さくら 盛岡農業高2年 
  2位 佐々木 翔 JAZZYSPORT MUSIC SHOP 
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 ▽ビギナー 一般 

  1位 松山 詩織 滝沢村 

  2位 根本 佳奈 岩手医科大 

 ▽ミドル 高校生以下 

  1位 山瀬奈々子 滝沢中3年 

  2位 山内 莉歌 白百合学園高1年 

 ▽ミドル 一般 

  1位 和田 周子 盛岡市 
  2位 高橋真由美 八幡平市 

  3位 吉田 智子 JAZZYSPORT MUSIC SHOP 

 ▽エキスパート 高校生以下 

  1位 熊谷 遙香  盛岡南高3年 

  2位 熊谷 彩香 盛岡南高3年 

 ▽エキスパート 一般 

  1位 畠山 千怜 八幡平市 

  2位 立花 里美 花巻市 

 

日本山岳協会山岳指導員 
（ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ）養成講習会 

日本山岳協会より平成23年度山岳指導員（スポ

ーツクライミング）養成講習会開催の案内が来てい

ます。概略は以下のとおりです。開催要項が事務局

または加盟団体に送付してありますので、参照のう

え、参加申し込みをお願いします。 
１ 期  日 平成23年8月18日(木)～21日(日) 

２ 場  所 千葉県印西市松山下公園総合体育館 

３ 受 講 料 32,000円 

４ 申込期限 平成23年6月30日（木）必着 

５ 受講条件 

 満20歳以上の者で、5.10をリード出来る者 

６ 提出書類 

（1）受講申込書 

（2）クライミング履歴書 

７ 問い合せ 小山勝稔 090-7330-4122 

    E-mail  katutisi-o@pref.iwate.jp 
 

 
経過報告 

1/8（土） 名誉会員・顧問懇談会 

  盛岡市 会長以下 

1/14(金)～16（日）高体連リーダー研修会 

１/15(土) 日山協50 周年記念式典 東京都 会長 

１/15(土) 第1 回常任理事会 19 名 

11/19(水) 会計監査 

1/22(土) 参与制度検討会 歴代会長 3 役 

1/22(土) スーパーキッズチャレンジ３競技紹介 

1/26(水) 第1 回評議員会 16 名 

1/26(水) 国体選手強化小中高指導者連携講演会 

1/29(土) 指導員研修会 久慈市 会長 

2/3（木） 第2 回部長会 

2/5(土) 定期総会 

2/11(土)～13(月)高体連顧問研修会 山形県 

2/19(土)～20（日）冬山講習会兼研修会 岩手山 

2/24（木） 第2 回部長会 

3/11（金） 東日本大震災発生 

3/27（日） 日山協臨時総会 東京都 会長 

4/9（日） 第2 回常任理事会 

4/9（日） 指導員総会 

4/24（日） 震災復興チャリティーボルダリング大会 

今後の予定 

4/29（金） クライミング認定講習会 

4/30（土）～5/1（日） 

 岩手山八合目避難小屋開け 

5/7（土）～8（日） 東北6 県協議会 宮城県 

5/15（日） 残雪期講習会兼研修会 

5/15（日） 日山協通常総会 

5/18（水） 第３回常任理事会 

5/20（金）～22（日）高体連登山基礎講習会 

6/2（木）～6（月）７０周年記念国内登山 

 阿蘇山、祖母山、九重山 

6/3（金）～5（日）県高総体登山競技 


