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浅沼昭男氏の岩手県体育協会 平成 24 年度東北六県山岳連盟 

功労賞表彰受賞祝賀会開催 （協会）連絡協議会本県で開催 

5月26日(土)午後3時から盛岡市内のホテルで、

大迫山岳会副会長で、当協会評議員の浅沼昭男さん

の県体育協会功労賞表彰受賞祝賀会が協会顧問の柳

村典秀滝沢村長をはじめ関係者39名が出席して盛

大に開催されました。 

5月12日(土)～13日(日)東北六県岳連(協会)協議

会が、当県が幹事で八幡平市のいこいの村岩手で開

催されました。会議には、各県から会長、副会長、

理事長、事務局長等25名が出席し、今年の東北総

体の開催要項、日本山岳協会の公益法人移行に伴う、

東北ブロック理事の選出方法、各岳連(協会)の今年

の事業計画等について、報告協議が行われました。

結果は次の通りです。 

 

出席者 岩手県－－－－高橋会長、鈴木副会長、

武田理事長、小山事務局長、遠藤事業部

長、佐藤指導部長、植田登山普及部長、

吉田国体推進部長、中村事務局理事 

 

今回の受賞は、山岳を通じて長年にわたり本県

の競技力向上、社会体育の振興、自然愛護等幅広い

分野で活躍、貢献されたことによる受賞です。 
 祝賀会には、奥様の裕子さんも同席して頂きまし

た。浅沼さんは、昭和45年岩手国体では本県成年

男子の選手として出場し、優秀パーティに輝いてお

り、翌年には、栄光賞を贈られています。 
協会関係では常任理事、監事、評議員として50

年近くにわたり貢献頂きました。現在も、大迫山岳

会で競技登山へ積極的に取組まれ国体選手を輩出す

るなど、後進の指導にあたって頂いています。今後

も、協会発展のためご指導をよろしくお願いします。 

○協議結果 
(1) 24年東北総体 秋田市 
 7月27日（金）～29日（日） 

7/28（土）ボルダリング競技 
 2ランド制で実施 

 7/29（日）リード競技 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 公益法人移行に係る日本山岳協会理事について 
・ 現理事が、25年5月の総会まで就任。新定数に

よる理事は25年5月の総会で選任。 
東北ブロックは、これまでの2名から1名の理

事となる。東北ブロックでこれから選任方法等

ルールを決めて推薦することを確認。 
・ 現在の東北ブロック選出理事がしっかりとした

情報の確認に努めることとする。 
(3) 山岳競技選手に係るﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸについて 
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・京都岳連で、事故が発生している。宮城でも発

作等の事例が見られる。東北6県ではどこも対

策はなし。東北ブロックとして全国統一のルー

ル作りを日山協に具申することとする。 

研修会は男岳の急斜面目でスタンディングアック

スビレイ(SAB)の支点の作り方（スノーバー、土

嚢）、ビレーと滑落の研修をした。 
10時00分 

男岳の錫杖つ

むりの斜面を

指導員が講習

生を挟んで直

登した。11
時00分男岳

頂上着。昼食

をとり下山。

森山荘に12
時30着。閉

校式を行い解

散。 

(4) 日山協の公益法人移行に伴う、公益事業への対

応について 
・ 日山協の動きを見て対応する。6県にまたがる

ものについては、協力体制について今後６県 

協の正式なテーマとして取り上げていく。 
(5) 情報交換 
・ 福島県で県内15座の放射能汚染状況調査を実

施する。 
・ 宮城県の新理事長に舘内 潤氏が、秋田県は佐

藤 健氏が就任した。 
 

残雪期講習会兼指導員研修会 
 秋田駒ケ岳で実施 

平成 24 年度(社)日本山岳協会 残雪期講習会兼指導員研修会が秋田駒ケ岳を会場

に5月19日（土）と20日（日）の二日間実施され

ました。研修会には、13名。講習会には盛岡農高

の女子5名が参加。同時に行われた指導員検定に4
名が受検した。1 日目。

森山荘付近から上部は

ガスに覆われている。

参与会の方々が定例山

行で下山後の終了式を

していた。研修会は

17時から受付、開校式を行い、森山荘に泊。 

通常総会開催される。 

平成24年度(社)日本山岳協会通常総会は、去る5
月20日(日)午前10時30分から午後3時30分まで

東京都の岸記念体育館会議室で開催されました。当

協会からは、髙橋時夫会長が出席しました。総会の

冒頭神崎会長は、平成25年4月公益法人としてス

タートしたい。日山協も公益法人移行を契機に一層、

社会の一員として社会的使命を果たすとともに、登

山活動を通じて、義務を果たし権利を主張していき

たい。日山協、日本山岳会、労山と分かれている時

代ではない。登山の啓蒙普及のため一体となって取

組んでいく必要があると挨拶しました。総会での主

な決定事項等は、次のとおりです。 

2日目、昨日とは打って変わって快晴である。5
時、講習会・研修会の説明後、講習会は小泉・小山

指導員、研修会は西館指導員を講師に、講習場所の

ミューミン谷に向け出発する。 ①平成23年度事業報告(案)について、②平成23
年度収支決算報告について、③公益法人移行後の役

員について、会長はすでに3月の臨時総会で神崎忠

男を選任していたことから、今回の総会では、副会

長に國松嘉仲氏（滋賀岳連）、佐藤 旺（都岳連）、

八木原圀明氏（群馬岳連）、監事には、岡本忠良氏

（岡山岳連）、内藤順造（山梨岳連）、中畠正喜氏

（税理士）を選任した。なお、公益法人移行時の理

事は、現行理事とし、新理事は、平成25年どの通

常総会で選任することとなった。東北ブロックの理

事は、これまで2名のものが理事減により1名とな

ります。東北ブロックでは、今後選任方法等協議し

ていくこととしています。 

7時45分～10時00分実技訓練を実施した。講

習会は歩行を重点に行われた。ピッケルを使用した

キックステップでの登下、斜登下、チームでの歩行

を反復訓練した。 

 

定款変更の一部訂正、公益社団法人移行時の諸規

程変更案についてを審議し、いずれ原案の通り決定

－ 2 － 



<管理当番> しました。その後、神崎会長の提案で各県の活動状

況について発表、意見交換を行いました。 当番月日 当番加盟団体名 
6/30(土)～ 7/ 1(日) 巌鷲山岳会 
7/ 7(土)～ 7/ 8(日) ＪＲ盛岡山岳会 
14(土)～   15(日) 都南山岳会 
15(日)～   16(月) 玉山会 
21(土)～   22(日) 福岡山好会 
28(土)～   29(日) 翌檜山岳会 

8/4(土)～  8/ 5(日) 日本山岳会岩手支部 
11(土)～   12(日) アルペンローズ山岳会 
18(土)～   19(日) 釜石山岳協会 
25(土)～   26(日) 石鳥谷町山岳協会 

9/ 1(土)～ 9/ 2(日) 盛岡ＲＣＣ 
8(土)～    9(日) 矢巾山好会 
15(土)～   16(日) 滝沢村山岳協会 
16(日)～   17(月) 募集中

22(土)～   23(日) 北上山岳会 
29(土)～   30(日) 早池峰山岳会 

10/ 6(土)～10/ 7(日) 盛岡山想会 
7(日)～    8(月) 募集中

20(土)～   21(日) 登山普及部 小屋終い 

 ゙

第 51 回全日本登山体育大会福井大会 

白山開山の祖「泰澄大師」祈りと歴史を辿る山々

をテーマに、第51回全日本登山体育大会福井大会

が、来る10月27日(土)から29日(月)にかけて、福

井市や永平寺町を会場に(社)日本山岳協会主催、福

井県山岳連盟主管で300名の参加予定のもと開催さ

れます。今回の大会は、人々が暮らしと信仰が息づ

く里山には、守らなければならない祈りの峰々があ

ります。「越の王国」1500年の悠久の時を偲び、

白山開山の祖「泰澄大師」を感じ、日本の里山の原

風景を再認識する大会となっています。 
参加費は、一人33,000円(予定)です。詳しくは、

県山岳協会事務局又は福井県山岳連盟担当 中村隆

喜さん(携帯 090-4326-4672)へお問合せ下さい。 
 

２０１２ボッカ大将 
岩手山八合目避難小屋の荷上げを兼ねて2012ボ

ッカ大将を開催します。皆様のご協力をお願いいた

します。 
１ 当番人数 ３名以上 

１ 期  日 平成24年6月9日～10日 
２ 管理時間 当日12時～翌日12時 

  受付時間8：00～13：00 
３ 清  掃 八合目避難小屋 

２ 集合場所 馬返し駐車場（東屋前）   九合目避難小屋のトイレ 
  8：00受付 8：30開始式 

４ 荷上げ品の確認 白樺商店で確認 
３ 内  容 荷揚げ品を東屋で受取り、午後5時

までに八合目避難小屋に到着した方

のザックを計量し、顕彰する。 

５ 管理手当を支給します。 
６ 問い合せ 登山普及部長 植田瑞穂 
  電話 019-623-8075 

   携帯 090-7662-8416 
岩手山八合目避難小屋管理  

管理員募集と管理当番のお願い 第 4 回クライミング選手権大会 
岩手山八合目避難小屋の管理員の募集と加盟団

体の管理当番のお願いです。皆様のご協力をお願い

いたします。 

6月24日(日)、岩手県営運動公園登はん競技場で

第4回岩手県クライミング選手権大会兼岐阜国体岩

手県予選会が開催されます。多数の参加をお待ちし

てます。 <管理員募集> 
１ 募集期間 7月1日～9月1日の全日数 １ 参加料 一般 2,500円 
  （土日祝日を除く）   ｼﾞｭﾆｱ・高校生 2,000円 
  9月6日～10月2日 ２ 日 程 8：00受付 8：30開始式 
   の木・金・土曜日（祝日除く）   9：00競技開始 
２ 日程基準 3泊４日を基準とします。 ３ 申込締切 6月19日（火） 
３ 食  事 全食提供します。 ４ 要項等 ＨＰ掲載 
４ 管理手当 一泊６，５００円（振込み）  
５ 問い合せ 登山普及部長 植田瑞穂  
  電話 019-623-8075  
  携帯 090-7662-8416  
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２０１２鞍掛山 
トレイルランニング大会参加者募集 

7月22日(日)、滝沢村の鞍掛山を会場に2012鞍
掛山トレイルランニング大会を開催します。 
詳細は別途お知らせします。 

１ 参加料 一般 3,500円 高校生 2,500円 
２ 日 程 7：30-8：00 受付 
  9：00 一斉スタート 
  ｽﾀｰﾄ･ｺﾞｰﾙ 鞍掛山登山口 
３ 申込締切 6月29日（金） 
４ 定 員 先着150名 
５ 競技種目 高校生男女、一般女子19歳以上 
  一般男子19～49歳 
  一般男子50歳以上 
６ 表 彰 各種目5位まで賞状・賞品授与 
７ 問合先 事業部長 遠藤俊英 
  090-2364-6129 
 

加盟団体交流会のご案内 
2回目を迎える加盟団体間の交流とトレイルラン

ニング大会の前夜祭を兼ねた加盟団体交流会は、7
月21日(土)夕刻から、鞍掛山の滝沢村自然情報セ

ンターのテントサイト周辺で開催します。 
この交流会は、加盟団体間の親睦や仲間作り、登

山情報の交換を行い、交流の輪を広げることを目的

に昨年度から開催しています。当日は、各加盟団体

で自慢の地酒やワイン等を持ち寄りランプの明かり

のもと交流を図ります。詳しくは、別途ご案内しま

す。 
 

 平成 24 年度指導者養成講習会 

 の開 催について 

 9月16日(日)と9月23日(日)スポーツクライミ

ング指導員研修会が、岩手県営運動公園登攀施設で

開催されます。この研修会は、これまでの山岳の指

導員とあわせ新しく制度化されたもので、スポーツ

クライミングの指導員認定講習会となります。県内

での開催ですのでスポーツクライミングに係わって

いる方は是非受講して、指導員資格を取得して下さ

い。 
 

 
(社)日本山岳協会では、参与の募集を行っ

ています。 
各会で推薦したい方がございましたら、県

山岳協会事務局へご一報下さい。 

第３回常任理事会 

5月17日(水)、岩手県体育協会会館で16名の出

席で行われた。 

報告・協議事項 

(1) 5/5クライミング認定会 

(2) 5/11-12東北六県山岳連盟協議会報告 

(3) 5/19-20残雪期講習会・研修会 

(4) 5/26浅沼昭男氏県体協功労賞受賞祝賀会 

(5) 5/31-6/3日本の名峰登山2012 

(6) 岩手山八合目避難小屋管理 

(7) 6/9-10ボッカ大将 

(8) 6/24クライミング選手権大会 

(9) 6/30-7/1県民体育大会兼国体選手選考会 

(10) 7/22鞍掛山トレラン大会 

 

経過報告 

4/1(日) 日山協競技委員総会 

4/14（土） 第2 回常任理事会 

4/26(木) 県体協競技団体担当者会議 

4/26(木) 成年種別強化指定ｸﾗﾌﾞ指定授与式 

4/28（土）-29（日）岩手山八合目避難小屋開け 

5/5(土) クライミング認定会① 

5/10(木) 71 国体選手強化ヒアリング調査 

5/12（土）-１3(日) 東北六県山岳連盟協議会 

5/16(水) 第3 回常任理事会 

5/19（土）-20(日) 残雪期講習会・研修会 

5/18(金)-22(日) 高体連登山基礎講習会（前期） 

5/22(火) 岩手県体育協会功労賞表彰式盛岡 

5/22(火) 岩手県体育協会第1 回評議員会長 

5/26(土) 浅沼昭男氏岩手県体育協会功労賞 

5/28(月) 県体協競技団体事務局長会議 

5/29(火) 71 国体盛岡市準備委員会設立総 

  会及び第1 回総会 

 

今後の予定 

5/31（木）-6/3(日)日本の名峰登山2012 

6/1((金))-3(日) 第５３回高総体登山競技 

6/9(土)-10(日) ボッカ大将 

6/13(水) 第4 回常任理事会 

6/23(土)-24(日) 日山協遭難対策委員会 

6/24(日) 第5 回クライミング選手権 

6/30(土)-7/1(日) 県民体育大会兼国体選手選考会場 

7/1(日) 岩手山山開き 


