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東日本大震災義援金へのお礼 

3月11日発生の東日本大震災は、未曾有の大惨事となり多くの方々が犠牲となりまた、まだ避難所生活を

送っている皆様がおられます。心からご冥福とお見舞いを申し上げます。山岳協会の呼びかけでの義援金のお

願いに際しましては、様々な方面からの義援金要請があったにも関わらず、協会の義援金への協力要請にご協

力頂きました皆様、本当にありがとうございます。 
義援金総額は6月12日現在、総額３６５，６４２円となり、被災されました5団体（宮古高等学校、釜石

商工高等学校、大船渡高等学校、しゃくなげ山想会、釜石山岳協会）に義援金としてお届けしました。 

義援金を寄せられた方々は以下のとおりです。（平成23年6月12日現在） 

杉田 雅俊（BASE CAMP） 3/24ボルダリング大会参加者 

翌檜山岳会 一関山の会 岩手大学山の会 厳鷲山岳会 玉山会 

水沢山岳会 滝沢村山岳協会 都南山岳会 盛岡山想会 和賀町山岳会 

阿部 定志（滝沢村山岳協会） 伊藤 信夫（岩手ｱﾙﾍﾟﾝﾛｰｽﾞ山岳会） 岩澤 健二（高体連登山部） 

岩戸 賢一郎（水沢山岳会） 植田 瑞穂（厳鷲山岳会） 内山 達雄（日本山岳会岩手支部） 

遠藤 敏英（矢巾山岳会） 遠藤 政一（和賀町山岳会） 及川 憲一（和賀町山岳会） 

小笠原重夫（盛岡ＲＣＣ） 小野寺光義（ツエルト山岳会） 小山 勝稔（翌檜山岳会） 

川越 鐵男（厳鷲山岳会） 川村 芳征（盛岡ＲＣＣ） 桑原 清孝（滝沢村山岳協会） 

工藤 福治（厳鷲山岳会） 工藤 洋司（岩手大学山の会） 國本 旗男（盛岡山想会） 

熊谷 浩志（盛岡山岳会） 齋藤 善也（水沢山岳会） 佐藤 俊一（高体連登山部） 

佐藤 時男（水沢山岳会） 佐藤 誠（都南山岳会） 佐藤 安美（和賀町山岳会） 

佐藤 由子（福岡山好会） 四戸 寛次郎（盛岡ＲＣＣ） 十二林良治（厳鷲山岳会） 

鈴木 主計（早池峰山岳会） 大坊 孝男（玉山会） 高橋 時夫（翌檜山岳会） 

滝田 章（悠々山の会） 武田 征夫（翌檜山岳会） 田中 耕一（翌檜山岳会） 

千葉 真英（高体連登山部） 千葉 洋一（盛岡ＲＣＣ） 角掛喜美夫（滝沢村山岳協会） 

出堀 宏明（盛岡山想会） 土井 裕之（北上山岳会） 長畑 重広（岩手ｱﾙﾍﾟﾝﾛｰｽﾞ山岳会） 

中道 政春（翌檜山岳会） 中村 桂悦（厳鷲山岳会） 中村 浩之（石鳥谷山岳協会） 

中谷 充（日本山岳会岩手支部） 浪岡 浩（厳鷲山岳会） 西舘 正治（岩手ｱﾙﾍﾟﾝﾛｰｽﾞ山岳会） 

畠山 政敏（玉山会） 三浦 拓男（ＪＲ盛岡山岳会） 村上 伸男（翌檜山岳会） 

森  佐一（翌檜山岳会） 矢羽々昭夫（盛岡山岳会） 山走 一男（厳鷲山岳会） 

吉田 春彦（都南山岳会） 

 

一行は、6月2日（木）高橋協会会長をリーダー

に夜行バスで羽田に向い、翌3日（金）早朝、羽田

から熊本空港に飛び、天候にも恵まれ仙酔峡登山口

から世界一のカルデラ火山とも言われる阿蘇山高岳

（1592m）と中岳（1506m）に登頂。 

協会創立 70 周年記念事業 
九州の名峰遠征登山盛会裏終わる 
協会創立70周年記念事業である「阿蘇山・祖母

山・九重山」遠征登山は、6月2日（木）～6日
（月）の日程で、久慈市山協（6）、北上山岳協会

（1）、玉山会（1名）、早池峰山岳会（3）、滝沢

山岳会（4）、ＲＣＣ（1）、翌檜山岳会（1）、盛

岡山想会（1）、巌鷲（3）の9団体21名の参加を

得て実施しました。 

活発な火山活動のため、一部入山規制が行われ

ていた。登頂後、一行は、次の目標である祖母山の

登山口である大分県竹田市の尾平青少年旅行村に向
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う。旅行村は、廃校を利用した施設で、ＮＰＯが指

定管理をして運営していた。 

 
（阿蘇・高岳山頂） 

6月4日（土） 

祖母山は、日程的に早めの出発が良いとの管理人

のアドバイスで、5時に登山を始める。標高が100
ｍ上がるごとに標識があり、宮原コースから山頂を

目指す。途中9合目の、ソーラー発電設備を備えた

避難小屋に到着。9時55分である。10時10分全員

元気に山頂着。快晴の中。祖母、傾山山群の景観に

感激。下山は、黒金山尾根コースをとる。鉄のハシ

ゴやロープの難所続きである。 
ヤセ尾根沿いに、慎重に下山する。14時55分全

員元気に登山口着。約2時間をかけて、次の目的地

である九重山の登山口となっている筋湯温泉へバス

移動。 

（祖母山山頂） 

６月５日（日）最後の目的の山、久住山への登山

となる。二日間天気が良かったが今日は、雨降りで

ある。この日は、ちょうど久住山の山開きというこ

とで、雨天にも関わらず山頂までの2時間のコース

は、長蛇の列である。山頂も、原宿並みの混雑であ

る。我々は、牧ノ戸登山口から入山。ミヤマキリシ

マの咲き始めのなか山頂を目指す。10時40分山頂

着、一行は、中岳山頂経由で坊ガツルへと向う頃に

は、雨も上がり、格好の登山日和が戻ってきた。13
時20分法華院温泉に着く。法華院温泉からバスの

待つ長者原登山口までのコースは高低さないが、結

構の距離と泥んこ道である。15時25分全員元気に

長者原に到着。泥だらけの靴や雨具を洗い、ひと風

呂浴びてリフレッシュ。 

（坊がつる） 

熊本空港へ向けて帰路に着く。21 時 35 分羽田着。

そのまま夜行バスで岩手へと向う。6日（月）5時
35分予定通り盛岡着。 
今回は、70周年記念山行にふさわしく、天候に

もメンバーにも恵まれ、参加者全員が九州の3つの

百名山に全員登頂することができた。 
帰りのバスでは、「坊がつる賛歌」や「九重よさ

らば」などのＣＤを夢心地で聴きながら思い出深い

山行に耽った。 
企画担当の登山普及部の山口副部長以下スタッフ

の皆さんご苦労さまでした。また参加頂いた皆さん

ありがとうございました。（速報 詳細は70周年

記念誌に掲載予定。） 
 
 

岩手県体育協会長（達増知事）へ 

第71回国民体育大会開催の要望書提出 

東日本大震災への対応で二順目岩手国体の開催の

見直しが論議されているなか、岩手県山岳協会とし

て、去る6月29日に高橋会長が、県体協会長に対

して、予定通り平成 15 年開催を強く要望しました。 
開催断念となれば、競技団体は大きな目標を失う

とともに、結果的に岩手のスポーツも震災により活

力を奪われることになります。当協会では、逆にこ

のような時こそ、スポーツを通じて県民に復興への

活力と希望を与えるよう率先して行動すべき時と考

えています、また、震災により、施設整備や選手強

化についても、県からの支援を総てゼロするのでは
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選手 田島  蘭（   〃   ） なく、岩手の競技力が維持・発展されるよう、支援

の継続と新たな時代へ対応できるよう施設整備につ

いても支援して頂くよう併せて要望しました。 
 田島  秦（   〃   ） 

・少年女子 
今年は、本県同様大震災で大きな被害の出た宮城

県からの要請で、来る7月30日と31日盛岡の県営

登攀競技会場で東北総体を開催します。当協会とし

て二年連続の開催となりますが、国体同様東北の競

技力の後退を防ぐためにも全力で取組む方針で、暑

い中準備に追われています。皆さんの応援をお願い

します。 

監督 土村 啓明（盛岡南高校） 
選手 熊谷 彩香（  〃  ） 
 熊谷 遙香（  〃  ） 

 
◇県民体育大会成績 
・成年男子 

 リード競技 ボルダリング競技

1位 北上山岳会Ａ 大迫山岳会Ｂ 
2位 大迫山岳会Ｂ 大迫山岳会Ａ 
3位 北上山岳会Ｂ 北上山岳会Ａ 

 

 

国体選手選考会 

黒沢尻工業高等学校完全制覇 ・成年女子  
 リード競技 ボルダリング競技

1位 大迫山岳会 大迫山岳会 
2位 翌檜山岳会 翌檜山岳会 
3位 盛岡山想会 盛岡山想会 

第63回岩手県民体育大会及び第4回岩手県山岳

競技国体選手選考会が7月2日～3日県営運動公園

登はん競技場で開催された。県民体には成年男子9
チーム、成年女子3チーム。国体選手選考会（少

年）には少年男子40チーム、少年女子5チームが

参加。国体をめざした熱い戦いが繰り広げられた。 
◇国体選手選考会成績 
・少年男子 

 リード競技 ボルダリング競技

1位 黒沢尻工業高校Ａ 黒沢尻工業高校Ａ

2位 黒沢尻工業高校Ｂ 黒沢尻工業高校Ｃ

3位 黒沢尻工業高校Ｃ 黒沢尻工業高校Ｂ

黒沢尻工業高校がリード・ボルダリング競技で上

位を独占する完全制覇をした。成女・大迫山岳会と

少女・盛岡南高校はリード、ボルダリング競技とも

に4連覇している。大会結果は下記のとおりです。 
また、7月29日から31日にかけて今年も本県で

行われる第38回東北総合体育大会の選手監督が決

定しました。 

・少年女子 
 リード競技 ボルダリング競技

1位 盛岡南高校Ａ 盛岡南高校Ａ 
2位 盛岡農業高校Ａ 盛岡南高校Ｂ 
3位 盛岡南高校Ｂ 盛岡農業高校Ａ 

 

 

 

平成23年度親子クライミング・ 

ボルダリング教室開催 
 年々参加者が増えて、うれしい悲鳴の親子クライ

ミング・ボルダリング教室が開催されています。 
 今年は、86名の参加を頂き、7月9日（土）、12
日（火）、16日（土）の日程で開催されました。 
 盛岡市内と滝沢村に限定の教室ですが、今年の特

徴は、教室の名前の通り親子での参加者が16組も

ありました。初日の9日は、高橋会長が主催者挨拶。

この施設から国体の優勝者や準優勝、ワールトカッ

プの選手が出ていること等を紹介し、畠山副理事長

からは、無理せず楽しんで欲しいとの説明を聞き、

みんな初めてにしては、目標高度まで登りガッツポ

ーズの子や、子どもに負けず敢闘するお父さん、お

・成年女子 
監督 畠山  晃（北上山岳会） 
選手 畠山 千怜（大迫山岳会） 
 立花 里実（  〃  ） 

・少年男子 
監督 小野寺 訓（黒沢尻工業高校） 
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母さんと親

子で楽しん

でいました。

畠山副理事

長は、「こ

の教室を通

じて少しで

もスポーツ

クライミングに関心を持ってもらえれば。」と参加

者の指導に汗を流していました。運営のお手伝いを

頂いている選手強化部スタッフ、高校山岳部や国体

強化選手の皆さんご苦労さまです。 

創立 70 周年記念誌原稿募集 
創立７０周年記念誌に掲載するにふさわしい、こ

の10年間の「山行記録」「思い出の人」「山の写

真」を次により募集します。 

１ 募集原稿等 

 「山行記録」「思い出の人」3～5編 

 「山の写真」15枚程度 

２ 原稿の締め切り 

 8月15日（月） 

 希望する方は、一報ください。 

３ 原稿文字数 

  37字×165行内（本文のみ） 

  ワープロで作成しデーターで提出 

４ 写 真 
創立 70 周年記念Ｔシャツ販売 

 写真の裏にコメント、撮影者氏名・場所記入 

５ 提出・問合せ先 創立７０周年記念Ｔシャツを販売することになり

ました。素材は岩手山八合目避難小屋で販売してい

るものと同様です。 

 〒029-5503 西和賀町湯田19-25-2 

 西和賀高等学校内 

 皆様には、是非とも購入いただき創立70周年盛

り上げてくれていただければと思います。  

沢登り・岩登り １ 販売価格 ２，０００円 

講習会兼指導員研修会 ２ 販売数量 

 紺 青 赤 

Ｌ ２４ １９ １４ 

Ｍ １８ １２ ４ 

沢登り・岩登りにおける基本知識及び実践的技術

を習得し、相互の交流を深めることにより岳人とし

てさらに力量と資質の向上を図ることを目的とし開

催します。 

 

１ 期  日 平成23年8月7日(日)雨天中止 

２ 場  所 雫石町葛根田「南白沢」 

３ 受  付 玄武洞駐車場 

４ 参加資格 岩手県山岳協会加盟団体会員 

  及び公認指導員 

５ 日  程 7:00～ 7:30 集合・受付・開講式 

  7:30～14:00 登山行動 

  15:00～15:15 閉講式・解散 

６ 申込期限 平成23年7月20日（木）必着 

７ 申 込 先 岩手県体育協会指導部  佐藤 誠 

  〒020-0841 盛岡市羽場14-53-8 ３ 問合せ先 小山勝稔 090-7330-4122 

  Email makonami@ruby.plala.or.jp  

８ そ の 他 義務研修です。  

  山岳保険に加入していること。  
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４ 参 加 費 一般1,500円、高校生1,000円 
2011 鞍掛山トレイルランニング大会 

６ 問い合せ 指導部 佐藤 誠 

2011トレイルランニング大会は、鞍掛山に会場

を移して開催します。標高差520ｍ、距離12㎞、

制限時間3時間の予定です。 

  ℡ 090-6784-5469 

 

 

１ 期  日 平成23年9月4日(土) 
第４回常任理事会 

２ 場  所 鞍掛山、馬返し登山口 

３ 種  別 高校生男女、一般男女（年代別） 6月15日(水)、岩手県体育協会会館で21名の出

席で行われた。 ４ 参 加 料 高校生2,500円、一般3,500円 

５ 申込期限 平成23年8月17日（水）必着 報告・協議事項 

６ 申 込 先 岩手県山岳協会事業部   遠藤敏英 (1) 5/20県体協第2回評議員会 

  〒020-0833 盛岡市西見前20-113-1  (2) 38東北総合体育大会について 

  岩手県立盛岡南高等学校 (3) 創立70周年記念事業について 

７ 問い合せ 遠藤敏英まで  携帯090-2364-6129  国内登山報告、海外登山 

 (4) 東日本大震災義援金について 

 (5) 7/2-3県民体育大会・国体予選会・ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ大

会について ２０１１ボッカ大将 
１０９４．８ｋｇ荷上げする (6) 2011鞍掛山トレイルランニング大会について 

(7) 8/7沢登・岩登講習会・研修会について 岩手山八合目避難小屋に恒例の荷上げを6月11

日（土）加盟団体の多くの岳人の協力により無事終

了しました。 

(8) 岩手山八合目避難小屋管理について 

(9) 6/11-12ボッカ大将について 

(10) 8/5-6ジュニア登山教室について 総重量1094.8kg荷上げしました。渡辺良平（翌

檜山岳会）が昨年続き連覇しています。 (11)夏休み親子ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ･ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙについて 

(12) 6/3-5県高総体登山競技について 男子 1位 渡辺良平（翌檜）48kg 

(13) 北東北インターハイについて  2位 鈴木 清（厳鷲）46kg 

(14) 岩手山山開きについて  3位 藤田 智（都南）39kg 

   小松 涼（RCC）39kg 

 女子 1位 渡邊美智子（ｱﾙﾍﾟﾝﾛｰｽﾞ）37.6kg 

経過報告  2位 齋藤愛砂（厳鷲）27.6kg 

5/18(水) 第3 回常任理事会  3位 平山順子（日本山岳会岩手）25.4kg 

5/19(木) 第2 回評議員会 協力加盟団体 

5/20（金） 県体協第2 回評議員会 厳鷲山岳会 16名 矢巾山岳会 9名 

5/20(金)-22（日）高体連登山基礎講習会 盛岡RCC 6名 アルペンローズ 4名 

5/31（火） 八幡平国立公園定時総会 翌檜山岳会 4名 滝沢山岳協会 3名 

6/2（木）-6（月） 岩大山岳部 3名 都南山岳会 2名 

 70 周年記念事業国内登山・九州 高体連 2名 日本山岳会岩手 2名 

6/3（金）-5（日）第52 回県高体連登山競技 福岡山好会 1名 盛岡山岳会 1名 

6/3（金） 高義援金贈呈  

 宮古高、釜石商工高、大船渡  

6/10(金) 県体協事務局長会議 
クライミング認定会② 

6/11(土)-12（日） ボッカ大将 

6/11(土)-12（日） 指導委員総会兼研修会 県営運動公園登はん競技場の利用のための認定

会を下記により開催します。 6/12(日) 義援金贈呈 

 しゃくなげ山想会、釜石山岳協会 １ 期  日 平成23年8月20日 

6/15（水） 第4 回常任理事会 ２ 会  場 岩手県営運動公園登はん競技場 

6/25（日） 障がい者八幡平トレッキング ３ 参加対象 高校生以上 

6/25(日) 県民体準備 

－ 5 － 
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6/25(土)-26(日) 38 東北総体審判会議 

6/30(木) 岩手山八合目避難小屋管理開始 

7/1(金) 岩手山山開き 

7/2(土)-3(日) 

 クライミング選手権、県民体兼国体予選会

7/9.12.15 

 夏休み親子クライミング・ボルダリング教室 

今後の予定 

7/21(木)-31(日) 70 周年海外登山モンブラン山群 

7/29(金)-31(日) 38 東北総合体育大会 

8/3(水) 第4 回部長会 

8/5(金)‐6(土) ジュニア登山体験 

8/7(日) 沢登り・岩登り講習会兼研修会 

8/9(火)-13(土) 北東北インターハイ 

8/20(土) クライミング認定会② 

8/31(水) 第5 回理事会 

 


