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雪も多くなり、つぼ足からワカン、スノーシューに
履き替え歩行訓練を行った。今回は１日目の午後と
２日目の午前中と２回、三ツ石山頂に登頂したが、
山荘から山頂まではワカン、スノーシューを装着し
歩行訓練を行いながら登頂した。
また、今回は３班編成とし２日目の午後にアイゼ
ンを装着しての歩行訓練も行った。その際の着脱は
手袋をつけたまま斜面で素早く装着できるよう各班
において指導を行った。
今回の講習会では、アバランチトランシーバーを
持っているかどうか事前に調査し、持っていない人
の分は日本山岳共済会よりレンタルし、全員が装着
し訓練を行った。初めて使用する受講生もあり、電
源の入れ方、モードのチェンジの仕方から丁寧に指
導し、その後グループチェックの仕方を説明し、実
際にチェックを行ってから入山した。
１日目の午後には、アバランチトランシーバーを使
用しての雪崩埋没者の捜索の仕方について訓練を行っ
た。全体に「エアポートアプローチ」による捜索の仕
方について説明し、班毎に分かれ、没したビーコンの
捜索を行った。
「プロービング」において、斜面に対し
プローブを直角に刺していない受講生が何人か見られ
注意した。
山頂から三ツ石山荘に戻り、今回の講師で国際山岳
医の資格を有する中島が新型コロナウイルス感染症対
策について資料を使い講義を行った。
今回は、行動中はマスクを外したが、山荘の中では
マスクを着用し、手指消毒、換気もしっかり行った。
特に会食の際も食べるとき以外はしっかりマスクを着
用し、就寝の直前まで換気を行った。酔って大声を出
したりするものもなく、皆しっかりと対策することを
意識して講習会を行うことができた。
今回は、コロナ禍での講習会であり、開催すべきか
どうか指導部内でも悩んだが、中島のアドバイスを参
考に、対策を行って開催することができた。今後のモ
デルとなる講習会になったと考えている。
（報告 土井祐之）

初冬期講習会兼指導員研修会
実施報告書
１ 開催期日 令和２年１２月５日（土）６日（日）
２ 参 加 者 ２２名（講師３名、コーチ１名、検定
１名、会員１７名）
３ 会場山域 三ツ石山周辺
４ 行
程
１２月５日（土）８：１５開講式（松川温泉駐車場）
８：４５出発 １１：３０三ツ石山荘着
１３：００三ツ石山山頂
１３：００～１５：００遭難救助訓練
１５：００～１６：００新型コロナ対策について講
習 ２１：００就寝
１２月６日（日）７：００三ツ石山荘出発
７：４０三ツ石山山頂 ９：００三ツ石山荘出発
１１：２０閉講式
５ 報
告
今回の講習会の目的は冬山に慣れること。特に、
ワカン、スノーシュー、アイゼンを装着しての雪上
歩行について、
「冬山の３種の神器」と言われる、ア
バランチトランシーバー、プローブ、スコップの使
い方について、そして、登山におけるコロナ対策に
ついての３点をテーマに講習を行った。
雪上歩行については、三ツ石山荘までの途中で積
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ピック事前合宿を受け入れることとしており、今後日
山協、岩手県、盛岡市と連携して大会を成功させるこ
とで、ワールドカップ等の大会誘致につなげていきた
い。
スポーツクライミングは、次のオリンピックに向け
て動き出しており、全国でも有数の競技施設を生かし
リード、ボルダリングだけでなく、スピードの選手育
成にも力を入れ、
世界に通じる選手を輩出することで、
協会のみならず加盟団体、そして県民の期待に応え、
次の十年そして百周年に向けての新たなスタートの年
とする

令和３年度事業計画及び予算決定
令和 3 年度事業計画、予算が 3 月 17 日開催の理事
会で決定しました。
コロナ禍での事業計画及び予算であり、コロナ対策
を実施しての計画になります。

※令和３年度事業運営方針について
新たな生活様式になって、当協会や日山協の事業も
様変わりしている昨今。近年の法人化、名称変更等協
会も変化してきたが、創立八十周年の今年運営も一つ
の節目を迎えることになる。
法人化の際に、過渡期ということで理事もあまり減
らさずに行ってきたが、新生活の様式に合わせ、社会
の動向に迅速に対応していかなければならないことが
増加してくることが予想されることもあり、以前から
指摘されている理事数を削減して加盟団体の協力のも
とで、持続可能な岩手県山岳・スポーツクライミング
協会を目指す。 理事を少なくしても、各部の体制は
各部長と副部長そしてスタッフ及びスポーツクライミ
ング大会時のボランティア等多くの方々の奉仕的活動
に支えられて運営していくことに変わりはない。
今年度は、従来の事業に取り組みながら、法人化の
メリットを生かし各種制度を利用しつつ、新型コロナ
ウィルスへの対策を講じながら各種事業を展開し八十
周年事業である記念誌作成や記念山行を実施し、山の
仲間づくりに努めるとともに、
「岩手山の花と木」を出
版し、多くの人々に「岩手の岩手山」を知らしめ、守
り続けてきた諸先輩方に感謝する記念すべき年とした
い。
「岩手山」は協会にとって、避難小屋の前身である
測候所の解体から、建設とその後の管理運営まで多く
の協会関係者が関わり、安全登山の普及や各種講習会
を開催するなど指導力の向上等にもなくてはならない
山である。 従来、岩手山等を会場に協会の運営にな
くてはならない指導者の育成取り組んできたが、今後
は夏山リーダー育成など近年の登山志向にも対応した
講習会を取り入れていくとともに、スポーツクライミ
ングの指導者育成にも取り組み、
「山岳岩手」のみなら
ず「スポーツクライミング岩手」の立場確立を目指し
たい。
4 月からスポーツクライミングの各種大会が続き、
6 月にはコンバインドジャパンカップ、スピードジャ
パンツアーを主管し、7 月にはカナダチームのオリン

※令和３年度事業計画について
１ 総務部
① 日山協、他団体との連絡調整、加盟団体及び高体連
登山専門部との連携強化
② 理事会、部長会を通し意思疎通を図り、また加盟団
体長及び事務局長会議、名誉会員・顧問懇談会等の
開催を通じて協会事業への理解を深めてもらうと
ともに、意見提言をお聞きし、円滑な協会運営に努
める。
③ 広報活動及び情報発信
・ホームページの充実、事業周知、大会結果等の掲
載等
・山協ニュースの発行
217 号～220 号予定
発行部数
200 部
④ 財政基盤の確立のため、協賛金、事業収入の確保に
努め、会計の健全化に努める。
⑤ パートナー会員の募集
２ 指導部
（１）講習会兼指導員研修会の実施
①残雪期講習会兼指導員研修会
期日：5 月 22 日（土）23 日（日） 会場：秋田駒
ヶ岳 講習内容：氷雪登山技術、歩行技術（アイゼ
ン・ピッケル）
、ロープワーク 等
②沢登り講習会兼指導員研修会
期日：8 月 1 日（日） 会場：キッツ川（駒ヶ岳(夏
油)）講習内容：沢登り技術、読図、ロープワーク 等
③岩登り講習会兼指導員研修会
期日：8 月 22 日（日） 会場：観音岩（遠野）
講習内容：クライミング技術、ロープワーク、支点
構築 等
④初冬期冬山講習会兼指導員研修会
期日：12 月 4 日（土）5 日（日）会場：三ツ石山
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講習内容：冬山生活技術、読図、冬山遭難対策 等
⑤冬山講習会兼指導員研修会
期日：2 月 5 日（土）6 日（日）会場：焼石岳
講習内容：山スキー技術、読図、遭難対策 等
（２）JMSCA 夏山リーダー養成講習会の開催
・JMSCA 夏山リーダー養成講習会を開催し、一般登
山者の技術向上、遭難事故防止対策に努める。
期日：
（前期）9 月 4 日（土）5 日（日）
（後期）9 月 11 日（土）12 日（日）
場所：岩手山青少年交流の家、岩手山、石ケ森
（３）山岳・スポーツクライミングコーチ(指導者)の
養成
・ＡＣコーチⅠを 5 名、コーチⅡ2 名の養成を目標と
し養成を行う。
・ＳＣコーチⅠ複数名、またコーチⅡ及び検定員の養
成を行う。
・指導員会との連携を図り、指導員の資質向上、若手
指導員の養成に努めるとともに、
指導員会主催のイ
ンドア研修、県外合宿等を通じて、登山技術の向上
と安全登山の啓発に努める。
（４）ＳＣ審判員、セッターの育成と資格更新
・ＳＣ審判員、ルートセッターの育成を行う。
・審判員・ルートセッター資格更新研修会を開催し、
資格更新の手続きを行う。
開催期日 １月 29 日（土）
（５）山岳遭難事故防止活動
・日山協遭難対策委員会研修会・総会等に参加し、常
に新しい遭難対策技術の研究に努め、加盟団体への
情報・技術提供を行う。
・各講習会兼研修会において、読図、ロープワーク、
レスキュー技術
（遭難対策技術）
の講習を取り入れ、
指導に努める。
・日本山岳共済会（山岳保険）の加入推進を行う。
（６）県営運動公園スポーツクライミング認定会の開
催
・スポーツ振興事業団と連携し、県営運動公園スポー
ツクライミング認定会を開催する。
期日:４月 17 日（土）
、７月４日（日）
、11 月 6 日
（土）3 回開催
（７）岩手県山岳指導マニュアルの改訂
・指導マニュアルを参照し講習会、指導員研修会等を
開催し、その都度マニュアルをチェックし改善を図
る。

３ 競技運営部
新型コロナウイルス感染防止対策に万全を期すると
ともに、JMSCA 主催のコンバインドジャパンカップ
とスポーツクライミングジャパンツアーの開催、さら
に県内大会の開催に努める。
（１）コンバインドジャパンカップの開催
開催日 ６月１９日（土）～２０日（日）
会場 盛岡市 県営運動公園
（２）各種スポーツクライミング大会開催
①スポーツクライミングいわてカップ 2021 リード
大会 （兼第 73 回岩手県民体育大会及び第 14 回
国体選手選考会）
開催日 4 月 29 日（木）
会場 盛岡市 県営運動公園
②スポーツクライミングジャパンオープン スピー
ド大会
開催日 ６月１９日（土）～２０日（日）
会場 盛岡市 県営運動公園
③スポーツクライミングジャパンツアー ボルダリ
ング大会
開催日 10 月 23 日（土）～24 日（日）
会場 盛岡市 県営運動公園
④
いわてボルダリング・スピード大会
開催日 11 月 13 日（土）～14 日（日）
会場 盛岡市 県営運動公園
４ 登山普及事業
（１）岩手山八合目避難小屋管理
滝沢市からの委託業務として、
自然公園施設
（岩
手山八合目避難小屋・岩手山八合目公衆トイレ・
岩手山九合目避難小屋トイレ）の維持管理業務を
実施する。
①岩手山八合目避難小屋切替作業
・夏期小屋へ切替作業 5 月 1 日（土）～2 日（日）
・冬期小屋へ切替作業 10 月 16 日
（土）
～17 日
（日）
②岩手山八合目避難小屋常駐管理
常駐期間 6 月 26 日（土）～10 月 11 日（月）
協力加盟団体当番
別添
③岩手山ボッカ大将（荷上げ）
管理員常駐期間中、八合目避難小屋で使用する物資
の荷上げを実施する。 6 月 13 日（日）
④岩手山八合目臨時診療所開設
第１回 7 月 1 日（木）
岩手山山開き
第２回 8 月 9 日（月）
山の日
第３回 9 月 18 日（土）～19 日（日）
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令和 3 年度 岩手山八合目避難小屋管理当番
当 番 月 日

④書籍「岩手山の花と木」の販売
令和 3 年 3 月に発刊した「岩手山の花と木」の
販売と在庫管理を実施する。
発行部数 2000 部 販売価格 2000 円
⑤ 第６０回全日本登山大会新潟大会
期日：令和 3 年 9 月 25 日（土）～27 日（月）
会場 新潟県湯沢町 湯沢東映ホテル
交流登山： 苗場山
平標山
旧三国街道
５ スポーツクライミング部
(1)三重国体予選会
・3/28（日） 岩手カップ（ボルダリング）
・4/29（木） 岩手カップ（リード）テープ
(2) 認定会
・4/17（土）春の認定会 ・7/ 4（日）夏の認定会
・11/6（土）秋の認定会
(3)親子クライミング
・1～2 年生 6/26（土）27（日）29 日（火）
・3～4 年生 9/11（土）12（日）14 日（火）
(4) 各種大会
・高校生クライミング選手権県予選会 10/31
（日）
・秋の県ボルダリング＆スピード大会
11/13（土）～14（日）
・栃木国体予選会
（ボルダリング）
3/13（日）
(5) 県山協 80 周年・震災復興 10 周年記念
「沿岸部ボルダリング体験会」
・8/28（土）～29（日）
釜石市 釜石市民ホール（TETTO）ピロティ
（釜石、大槌、大船渡、陸前高田、住田）
・12/11（土）～12（日）久慈市
久慈市文化会館（アンバーホール）小ホール
（久慈、洋野、野田、普代、軽米、田野畑）
・3/19（金）～21（日）
宮古市 宮古市民体育館多目的運動場
（宮古、山田、岩泉、釜石、大槌）
(6) カナダチーム五輪合宿
・7/22（木）～8/1（日）

加盟団体名

６月３０日（水）～７月１日（木） 巌鷲山岳会
７月 ３日（土）～

４日（日） 都南山岳会

７月１０日（土）～ １１日（日） 翌檜山岳会
７月１７日（土）～ １８日（日） 雫石町山岳協会
７月２２日（木）～ ２３日（金） 岩手アルペンローズ山岳会
７月２３日（金）～ ２４日（土） 福岡山岳会
７月２４日（土）～ ２５日（日） 盛岡 RCC
７月３１日（土）～８月１日（日） 滝沢市山岳協会
８月 ７日（土）～ ８日（日） 矢巾山好会
８月 ８日（日）～ ９日（月） 花巻市山岳協会
８月１４日（土）～ １５日（日） 八幡平市山岳協会
８月２１日（土）～ ２２日（日） 高山植物山想会
８月２８日（土）～ ２９日（日） 釜石山岳協会
９月 ４日（土）～

５日（日） 日本山岳会岩手支部

９月１１日（土）～ １２日（日） 早池峰山岳会
９月１８日（土）～ １９日（日） 友愛病院山の会
９月１９日（日）～ ２０日（月） 北上山岳会
９月２１日（月）～ ２２日（火） 友愛病院山の会
９月２５日（土）～ ２６日（日） 盛岡山想会
１０月 ２日（土）～

３日（日） 矢巾町山岳協会

１０月 ９日（日）～ １０日（月） JR 盛岡山岳会

（２）登山普及
①ジュニア登山教室 in 岩手山２０２１
小学生を対象とした登山教室を実施する。
8 月 6 日（金）～7 日（土）
岩手山登山 八合目避難小屋泊
②日本の名峰登山２０２１
参加者を募集し、日本百名山などの名峰登山を
実施する。
8 月 26 日（木）～29（日）
御嶽山 3067ｍ
木曽駒ケ岳 2956ｍ
③箱が森登山道整備事業
盛岡市からの委託業務として、箱が森の登山道
整備を実施する。 ６月～９月

６ 高等学校登山専門部の活動概要
(1)岩手県高等学校総合体育大会登山競技
5 月 28 日(金)～5 月 30 日(日)
岩手山焼走りコース
(2)東北高等学校登山大会
6 月 18 日（金）～6 月 20 日（日）
岩手山焼走りコース
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(3)全国高等学校総合体育大会登山大会
8 月 20 日(金)～8 月 23 日(月)
福井県 三頭山 取立山
(4)岩手県高等学校新人登山大会
10 月 1 日（金）～3 日（日）
山田町鯨山 陸中海岸青少年の家
(5)岩手県高等学校クライミング選手権大会
10 月 31 日(日) 岩手県営運動公園
(6)全国高等学校選抜クライミング選手権大会
12 月 25 日(土)～26 日（日）
埼玉県加須市民体育館

※ 予算について
項

目

法人関係（事務局）

・予算規模で大きいは、ジュニア世代の養成のための
親子クライミング教室、東京合宿、各種国内大会への
選手派遣費、今年も海外合宿を予定しておりますが、
新型コロナ感染状況次第です。なお、財源として県補
助金 250 万円と参加料を見込んでいます。
●今後について
3 月 17 日の理事会で決定されたものですが、その後
新型コロナ感染拡大阻止のため諸行事が中止されてお
ります。

加盟団体会長事務局長会議開催
令和 3 年 3 月 7 日(土)午前 10 時 30 分よりサンセー

（単位 千円）
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吉田会長の挨拶の後議事に入りました。最初に令和

令和２年度予算内容の概要
〇 法人（事務局費）関係
・協会運営のための共通経費で年々事務量も増えてい
ます。加盟団体等との情報共有のため山協ニュース
の発行、ホームページの充実に努めています。
〇指導関係
・残雪期、岩登り、沢登り、初冬期、冬山の各講習会
の開催。特にも夏山リーダー講習会には力を入れて
います。
〇競技運営関係
・ジャパンツアー、いわてカップの開催経費を計上し
ています。
新型コロナ対策費の負担が増えています。
〇登山普及関係
ジュニア登山教室、名峰登山、箱が森登山道整備を
行います。また、加盟団体の協力で岩手山八合目避
難小屋管理を行い登山者の利便と安全確保に努めま
す。
〇収益事業関係
岩手山八合目避難小屋で岩手山登頂記念グッツとし
て手拭、バッチ等の販売を行います。
〇スポーツクライミング関係

２年度事業報告、３年度事業計画について各部長より
説明がありました。また３年度の運営体制として定款
変更（理事の人数変更）について会長より説明があり
ました。次に 80 周年記念事業、
「岩手山の花と木」刊
行についてそれぞれ各担当から説明があり、日山協共
済会について土井指導部長より具体例を織り交ぜなが
ら詳しい説明がありました。その他として、花巻市山
岳協会会長で早池峰地域保全対策事業推進協議会委員
の中村浩之氏より「早池峰山山頂避難小屋について令
和４年度に改修工事開始」の情報がありました。
最後に各団体より活動状況・加入状況等についてお
話を伺いました。新型コロナの関係で行事を中止して
いるところ
もあれば、
工夫して山
行を重ねて
いる団体等
もあり参考
になったと
思います。
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宮古地区ボルダリング体験教室開催

広げ実施しまし
た。44 名の参加

新型コロナの関係で一度は中止も考えていた沿岸で

者がありまし

のボルダリング体験教室が１１月２８，２９日の両

た。来年は８月

日、宮古市総合体育館（シーアリーナ）多目的体育館

に釜石、１２月

特設会場で開催されました。こ

に久慈、そして３月に宮古でそれ

の体験教室には国のスポーツ活

ぞれ沿岸部のボルダリング体験教

動継続サポート事業（スポーツ

室を実施する予定です。ご期待く

事業継続支援補助金）を利用

ださい。

し、ボルダリング壁面２基やコ
ロナ対策備品等を購入し実施に

いわてスピード
大会 2020 開催

漕ぎつけました。前日にレンタ
カーに積
み、当日朝
早く盛岡を

令和２年１２月５日（土）
、県営

出発し現地ではそれら移動壁を

運動公園スポーツクライミング場スピード競技場にお

手際よく組み立てました。コロ

いて、いわてスピード大会 2020 が開催されました。

ナ禍のなか 17 名の児童の参加が

参加者はジュニア男子２名、高校生以下男子１３名、

あり、検温・消毒・マスク着

高校生以下女子１２名で、遠くは鳥取県愛媛県からの

用・ソーシャルデスタンスの確

参加者もおりました。

保等、コロナ感染症対策も徹底

コロナ禍でしたが、JMSCA の COVID-19 大会開催運

しました。地元新聞、テレビ

営ガイドラインに準じて開催いたしました。

局、宮古市広報

結果は以下の通りです。

(SNS)等のマスコミで、沿岸部初のボ

ジュニア男子

ルダリング体験教室として大きく取

高校生以下男子 １位本明優哉２位佐々木健惺

り上げられました。沿岸地域への競

１位倉本心温２位本堂孔介
３位上垣銀太

技普及に非常に大きな成果があり、

高校生以下女子 １位林かりん２位佐々木里花

また、コロナ対策の徹底により参加

３位河上史佳

児童・保護者に安心感を与えまし
た。

スピード競技では、スーパーキッズの中からス
ピードクライミングに適性のある選手を発掘・育
成しています。これは日本スポーツ振興センター
によるアスリートパスウェイの戦略的支援事業の
一環で JMSCA では 2019 年に委託されパリ五輪で
のメダル獲得を目指しています。

他の沿岸北部地域、南部地域でも
今後、事業展開が可能になりボルダリングの普及と選
手発掘、そして若者が集まることにより地域振興に多
大な貢献が期待でき、またコロナ対策下でのスポーツ
事業の在り方について、提案になったと思われます。

スポーツクライミング第３回ス
ピードジャパンカップ第１回スピ
ードユース日本選手権亀岡大会・

宮古・釜石地区
ボルダリング体験教室開催
３月２０・２１日の両日、再度、宮古市総合体育館
（シーアリーナ）多目的体育館特設会場でボルダリン

３月６日（土）京都府亀岡市にあるサンガスタジア

グ体験教室が開催されました。前回は宮古地区だけで

ム by KYOCERA 内でスポーツクライミング 第 3

したが、今回は北は岩泉町から南は釜石市まで範囲を

回スピードジャパンカップ兼スポーツクライミング
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第 1 回スピードユース日本選手権亀岡大会が開かれ

１６日午前１０時から１２時までサンセール盛
岡での開催を決定した。予定議案は、令和２年度
事業報告、収支報告について、理事数変更に関す
る定款の一部改正について、役員改選について、
を議題とすることを決定した。
(5)定款変更について
定款２５条（１）理事について 人数の変更に
ついて定時総会の議題とすることで決定した。
(6)任期満了に伴う理事候補推薦委員会委員の委嘱
について
協会理事候補選考委員会規程に基づく推薦委
員会委員の委嘱について、6 名に委嘱すること
を決定した。
(7)「岩手山の花と木」の出版について
山口登山普及部長より説明がり、
４月に発刊す
ることで承認された。
(8)岩手山八合目避難小屋の夏期小屋への切替作業
について
山口登山普及部長より、
新型コロナ感染の関係
もあり、
普及部を中心とした少人数で実施するこ
との説明があり承認された。
(9)加盟団体の小屋管理当番について
山口登山普及部長より、
別紙表の通り実施する
ことの説明と新型コロナ感染予防の観点から宿
泊者を減少させていることもあり今までの協力
金を 15000 円から 10000 円に減額することの説
明があり承認された。

ました。本県から６名の選手が参加し、上位の成績を
収めています。
・ジュニア男子
・ユース A
・ユース B

4位
5位
3位
6位
8位

5 位 本明優哉
（水沢工業高等学校 2 年）
大賀羽玖（盛岡南高等学校 1 年）
佐々木健惺
（釜石大平中学校3年）
古屋生吹（宮古河南中学校 2 年）
上柿銀大（軽米中学校 2 年）
岡山直椰（石鳥谷中学校 2 年）

第 5 回定時理事会報告
日時 令和 3 年 3 月 17 日（水）19 時～21 時 00 分
場所 盛岡市 (公財)岩手県体育協会会議室
出席者 吉田会長、武田、小船の各副会長、畠山、
佐藤(誠)、植田、小野寺、遠藤、佐藤（幸）
、土井
中島、山口、村上、十二林、千葉（真）
、の各理事、
遠藤、監事、
欠席者 小山、新田、島崎理事 盛合監事
１ 協議事項
(1)第 4 回定時理事会議事録の承認について
小野寺総務部長より説明があり、
全会一致で承
認された。
(2)業務執行状況報告について
各執行業務理事より説明があり、
全会一致で承
認された。
(3)来年度の事業計画・予算について
事業計画について各担当者より説明があり全
会一致で承認された。
行事日程表の一部修正を行
い全会一致で提案通り決定した。
予算について各
部より説明があり一部訂正があり承認された。
尚、
来年収益事業の一部になる書籍販売について未
確定なところもあり次回承認事項となった。
(4)定時総会について
小野寺総務部長より説明があり、
令和３年５月
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２ 報告事項
(1) 事務局
・東北ブロック会議報告（11/28.29）について、小野寺
総務部長より説明があった。
・JMSCA 創立 60 周年記念特別功労表彰候補者、下
記 11 名の推薦について、吉田会長より説明があっ
た。西舘正治 佐藤俊一 藤原利雄 村上伸男 大
坊孝男 植田瑞穂 山口吉男 盛合敏男 武田勝栄
小山勝稔 小野寺修
・日山協共済会について小野寺総務部長より説明があ
った。
・加盟団体会長事務局長会議（3/6 実施）について小野
寺総務部長より説明があった。
・事務局電話番号 070-4123-8265 が新設されたこ
とに小野寺総務部長より報告があった。
(2) 指導部

・初冬期講習会研修会報告(12/5.6)について、土井指導
部長より報告があった。
・ＳＣ審判員ルートセッター更新研修会（1/30）
（高体
連 1/20）について土井指導部長より報告があった。
(3) 登山普及部 なし
(4) 競技運営部
いわてスピード大会 2020 12/5 実施について、遠藤
競技運営部長より報告があった。
スポーツクライミングいわてカップ 2021 ボルダリ
ング大会（兼国体選手選考会）3/28 実施
スポーツクライミングいわてカップ 2021 リード大
会（兼国体選手選考会）4/29 実施についてまた、感染
症対策、
体調管理ツールとして Мetell ミテルの活用に
ついて遠藤競技運営部長より説明があった。
(5) スポーツクライミング部
宮古地区ボルダリング体験教室報告（11/28.29）に
ついて畠山専務理事より報告があった。
第 1 回スピードユース日本選手権亀岡大会の結果に
ついて下記の通り報告があった。
・ジュニア男子
5 位 本明優哉 （水沢工業高
等学校 2 年）
・ユース A 4 位 大賀羽玖
（盛岡南高等学校 1 年）
5位 佐々木健惺
（釜石大平中学校3年）
・ユース B 3 位 古屋生吹（宮古河南中学校 2 年）
6 位 上柿銀大 （軽米中学校 2 年）
8 位 岡山直椰 （石鳥谷中学校 2 年）
(6) 80 周年記念事業について 小野寺総務部長
より説明があった。
国内山行実施予定９月頃だが実施するか否かについて
５月頃決定、また式典について１１ 月頃予定してい
るが新型コロナ感染対策のこともあり来年度実施も含
め検討、 記念誌は作成する。
7 経過報告と予定
11 月 4 日理事会以降
・11. 4 ４回理事会
県体育協会会議室
・11.7.8.10 親子クライミング・ボルダリング教室
中止
・11.28.29 東北ブロック会議
青森 八戸
・11.28.29 宮古地区ボルダリング体験教室
宮古 シーアリーナ
・12.5 いわてスピード大会 2020
運動公園
・12.5.6 初冬期講習会研修会
三ツ石山
・12.18 部長会
飯岡公民館
・12.26.27
全国高等学校選抜クライミング大会
中止

・1.23.24
指導員会インドア研修会
中止
・1.30 ＳＣ審判員ルートセッター更新研修会 盛岡
・2.2 部長会
飯岡公民館
・2.6 名誉会員顧問懇談会
中止
・2.13.14
冬山講習研修会
中止
・3.2
部長会
飯岡公民館
・3.6
加盟団体会長事務局長会議
サンセール盛岡
・3.17
第５回理事会
県体育協会会議室
・3.20.21
宮古・釜石地区ボルダリング体験教室
宮古 シーアリーナ
・3.28
岩手カップ（ボルダリング）運動公園
・4.10
指導員会定期総会 県体育協会会議室
・4.17
認定会 運動公園
・4.21（水） 監査（15:00～20:00 県体育協会会議室
・4.29（木） 岩手カップ（リード） 運動公園
・5.1.2
岩手山八合目避難小屋夏山切替
・5.6（木）第 1 回理事会 県体育協会会議室
・5.8.9
東北六県山岳連盟（協会）連絡協議会
秋田県田沢湖町
・5.14-16 高体連（講習会）岩手山（焼走りコース）
・5.16
定時総会
サンセール盛岡
・5.22-23 残雪期講習研修会
秋田駒ヶ岳
・5.28-30
高校総体
岩手山（焼走りコース）
・6.5-6
コンバインドジャパンカップ盛岡 2021
運動公園
ジャパンツアースピード大会
・畠山専務理事より 3.28 に 第１回えひめスピ
ードトライアルにユース B に参加した３名が
出場する説明があった。
8 次回理事会予定
第１回理事会
9 閉会

令和 3 年 5 月 6 日 (木)

新型コロナ対策
ミテル＜info@admin.metell.jp>の活用
感染症対策として、Metell ミテルを使い、大会等
の前から、自分で毎日朝、夜に体温等を記録し入力
保存していくことになります。
県山協組織 ID：６Ⅴ２-ＮＴ７になります。
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今後の予定等については、協会ホームページ
https://iwatesankyo.or.jp/ を注視してい
てください。

大会等参加について
令和３年度から、大会等の申し込みはネット
を利用し、参加料を入金することによって申し
込みが完了するシステムに移行していきます。
詳しくは、それぞれの大会の申し込み方法を
確認してください。

コンバインドジャパンカップは期日変更
６月１９・２０日に変更になりましたが、再度変更
の可能もあるので協会ホームページを確認してくださ
い。
その影響で６月１３日（日）ボッカ大将も変更にな
っています。

「岩手山の花と木」
発売
登山普及部、高山植物山想会が中心になって
編集してきた「岩手山の花と木」が発売されま
す。加盟団体等には定価より安価で販売いたし
ます。詳しくは別紙で連絡いたします。

協会事務局の電話とアドレス
がかわりました。
電話 070-4123-8265
メール info@iwatesankyo.or.jp

応援しています。
岩手の山岳・スポーツクライミング
日山協山岳共済会に入会して、
山岳保険に加入しよう。
「登山コース」
「ハイキングコース」
「スポーツクラ
イミングコース」
「トレランコース」があります。
多くの山岳保険がありますが、
日山協の山岳保険は、
登山ばかりではなく、日常生活でのケガも対象になり
ます。比較的負担の少ない掛金での加入ができる等の
利点もあります。万一の賠償責任保険も加味されてい
ます。更に、加入者数によって協会への還付金等もあ
り、万一に備えての加入をお奨めします。詳しくは日
山協ホームページへ
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