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平成 29 年度 定期総会開催 

県民ハイキングの実施 

スポーツクライミングの強化・PR 

安定した財政基盤目指す 

―平成 29 年度活動方針決まる 

平成 29 年度定期総会は 5 月 27 日（土）午後 3 時か

らホテルチューリッヒ東方 2001（広島市東区光町）で

開催された。 

開会に先立ち、豊田事務局長から「定款の規定によ

りこの総会は成立している」との報告があった。京オ

会長を議長に選任し議案の審議に入った。 

議題と主な内容は次の通りである。（詳細について

は総会議事録資料を参照ください。） 

 

議題 

1 号議案 平成 28 年度 事業報告 

2 号議案 平成 28 年度 決算報告・監査報告 

3 号議案 平成 29 年度 事業計画 

4 号議案 平成 29 年度 予算案 

5 号議案 役員改選 

     その他 

添付資料 

１、平成 29 年度一般社団法人広島県山岳連盟定期総 

  会資料 16 頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、岳連長期ビジョンについて 4 枚 

３、全員協議会議事録 H28･11･14 3 枚 

４、岳連の名称変更をどう考える 2 枚 

５、法人賛助会員のご案内 2 枚 

６、県民ハイキング募集案内 1 枚 

 
総会開催風景 写真提供 村井 仁 

 

第 1号議案 平成 28年度事業報告      

 

比婆山国際スカイランなど開催 

 

①事務局（豊田） 

１、岳連全体行事 

 三倉山開き・山野峡山開き・24 回比婆山国際スカイ

ラン・52 回岳連・登山フェステバル・県体協表彰式・

新年互礼登山・国体インターハイ報告会 

２、会議（総会・理事会・全員協議会） 

 定期総会・理事会・全員協議会 

３、日山協・中国ブロック・岳連運営会議 

一般社団法人 広島県山岳連盟 

〒733-0011 広島市西区横川町 2丁目 4-17 

電話・FAX  （０８２）２９６－５５９７ 

Ｅ-Mail：hgakuren@lime.ocn.ne.jp  

URL：  http://hiroshima-gakuren.or.jp 

郵便振替口座 01380-6-37958 

http://hiroshima-/
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 日山協常務理事京オ昭会長。 

その他 

講習会等開催 

②指導部(後藤裕司) 

指導・遭難対策委員会 

１、講習会等開催 9 回 

２、日山協主催等 6 回 

事業委員会 

クライミングスクール 8 回 

岳連例会山行  16 回 

登山教室 1 年次・2 年次 各毎月開催 

クライミング・ビギナーズレッスン 毎月開催 

 

総会出席者 2017･5･27 敬称略 

 

久保信義（広島山岳会）・森仁義（可部山岳会）・菊

間秀樹（県庁山の会）・高田晃範（修大山岳会）・木

村寛（タンネンクラブ）・八幡浩（日本山岳会広島支

部）・森智昭（ひこばえ）・小方重明（広島三峰会）・

堀内輝章（広島パイオニアクラブ）・佐藤建（CERO

クライミングクラブ）・安藤和巳（安藤縦走会）・豊

田和司（自然と文学愛好会広島）・勝村博巳（個人会

員）・京オ昭（理事）・山田雅昭（理事）・岡谷良信（理

事）・亀井旦博（理事）・村井仁（理事）・仲井正美（理

事）・後藤裕司（理事）・永津信吉（理事）・西部伸也

(理事)・錦織宏美（理事）・野々下耕生（監事）・伊東

奉文（監事） 

 

 
総会風景 写真提供 村井 仁 

 

第１回県民ハイキング開催 

③普及部（村井 仁） 

主な活動 

県民ハイキング 今年から加盟団体の協力を得て県

民ハイキングを実施した。 

第 24 回比婆山国際スカイランの実施 

 

中国クライミング資格研修 10 名選任 

④競技部 (佐藤 建) 

 今年の主な活動は①リニア育成②クライミングク

ラブ③クライミング交換会などである。国体選手の強

化では、中野選手が優勝、日本代表には中野、錦織の

2 名が選出された。2017･2･4～2･5「中国地区クライ

ミング資格研修・競技運営研修を行った 10 名の審判

資格者が選任された。 

 

比婆山スカイラン、大邱岳連不参加 

⑤国際部（松島代理 豊田和司） 

１、比婆山国際スカイラン日韓交流は、初めて大邱岳

連不参加となった。 

２、日韓高校生交流登山は、大邱高体連からの申し込

みはあったが、日程が 8･6 の為広島市内での宿泊場

所が確保できず中止となった 

３、山岳辺境文化セミナー 9 月 24 日 

 講師 高野秀行氏（ノンフィクション作家） 

 演題 未知の旅には罠がある 

 参加人員 81 名参加 

 

安全登山等開催 

⑥県東部（江種幸男） 

１、安全登山研修会 

日時 2016･6･4（土）～5(日) 

場所 福山市山野町 民宿西元 山野中学校体育館 

講師 悳（いさお）秀彦氏「山野ファーストエイド」 

参加人員 59 名福山山岳会 36 名 新市山岳会 3 名 

岳連指導員受講生他 16名 一般 4名） 

 登山で事故に遭遇しないとは誰にも断言できませ 
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ん。山の中で事故に遭った時、その被害を最小限にす 

るため、登山者は何をすればよいか、併せて事故を予 

防するための対策について学びました。 

２、合同登山 

日時 2016･11･13 

場所 浄土寺山（178,8ｍ）～岩屋庚人（尾道市） 

参加人員 53 名（福山山岳会 23 名新市山岳会・福山市

役所山の会 30 名） 

世話役 福山市役所山の会 

 

 

インターハイ過去 12 年連続入賞 

⑦高体連（西部伸也） 

主な活動 

インターハイ登山大会（8･6～8･10 岡山県蒜山・毛

無山一帯男子広島学院 3 位、女子五日市 7 位。広島県

勢 12 年連続入賞。 

 広島県高校登山大会（9･10～9･11 鉾取山一帯）男

子 6 校（修道・広島学院・基町・安古市・五日市）女

子３校（基町・五日市・清心） 

 第７回全国高等学校選抜クライミング選手権大会

（12･24～12･25 埼玉県加須市）男子安芸府中・香川

16 位、修道・高橋 92 位修道・奥 97 位、女子沼田・

山口 15 位。 

 

以上異議なく承認された。 

 

第２号議案平成２年度決算報告・監査報告 

  

事務局から①財産目録及び②収支計算書総括表に

より次の通り説明があった。 

 

財産目録 

流動資産（現金預金）6,778,848 円 

特別会計 18,039,293 円 資産合計 25,245,107 円 

負債合計 863,500 円 正味財産 24,381,607 円 

したがって、前年正味財産 23,884,492 円との差異は

497,115 円プラスとなった。 

収支計算総括表 

事業活動収入は①会費収入 852,480 円②事業収入

7,921,103 円③補助金収入 3,460,443 円④負担金収入

942,850 円⑤寄付金収入 0⑥雑収入 940 円事業活動収

入 13,177,816 円 

事業活動支出は①事業費支出 9,404,781 円②管理費支

出 3,275,720 円事業活動支出合計 12,680,501 円 

事業活動収支差額 497,115 円となっている。 

 

監査報告 

広島県山岳連盟の会計内容について適正に処理さ

れていると認められました。 

幹事 伊東奉文 野々下耕生 

 

以上異議なく承認された。 

 

総会開催風景 写真提供 村井仁 

 

第３号議案 平成２９年度事業計画(案) 

  

安全登山を第 1に 

スポーツクライミングの普及・振興を図る 

 

日山協の平成２９年度事業計画である「わが国の登

山界を統括する団体として、安全登山を第一に、山の

環境と文化に配慮した登山及び山岳スポーツの普及・

振興を図るため」、関係機関・団体と連携・協力して、

その実現に向け努力する。 

 一方国民の祝日「山の日」が、山に親しむ機会を得

て、山野恩恵に感謝する日であることを念頭に登山振
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興の契機となるような全国的な視野に立って各種事

業を積極的、効果的に実施する。 

 また、本年度からは、東京 2020 オリンピック大会

に向けて組織体制を強化し、スポーツクライミングの

普及振興、選手の強化育成、競技大会の充実、広報強

化等を図り、メダル獲得に向けて斗力する。 

 

2、活動方針 

（１）県民ハイキングの実施 

 「県民ハイキング」活動を通して、加盟団体の活性

化および、一般登山愛好家に広く「山の日」を啓発し、

安全登山を指導・普及する。 

（２）スポーツクライミングの強化・ＰＲ 

 国体競技を運営する山岳競技団体として、スポーツ

クライミングの強化とＰＲに努める。 

（３）安定した財政基盤目指す 

・自主財源の確保と経費節減を推進する。（賛助会員ほ

か） 

・長期ピジョン策定。検討チーム（山田・岡谷・野島・

亀井・大田・豊田・村井） 

（登山とスポーツクライミングの両輪をどうするか

等検討する。） 

（４）その他 

・山岳共済の加入促進。「遭難減」対策に引き続き取り

組むとともに、広く山岳共済への加入促進に努める。 

 

第 4 号議案 平成 29 年度予算案 

 

事業活動収入 12,804,000円 

 事業活動支出 12,192,000 円 

  収支差額 612,000 円 

 

 

平成 29年度予算案 

科目 事務局 指導部 普及部 競技部 

事 業 収

入 

2,800,000 2,500,000 180､000 2,47,000 

事 業 支 3,000,000 1,800,000 88,000 2,474,000 

出 

収 支 差

額 

△

200,000 

200,000 112,000 0 

 

科目 国際部 県東部 比婆山スカ

イラン 

合計 

事業収入 350,000 0 4,500,000 12,804,000 

事業支出 3,000,000 0 4,5000,000 12,192,000 

収支差額 △

200,000 

0 0 612,000 

 

第 5 号議案 役員改選 

 

山田雅昭氏新会長に選出 

 理事長には豊田和司事務局長 

 

 

山田新会長 

 

山田理事長から、3 月理事会で協議された新役員の

案が提案された。 

京オ会長が退任し、後任に山田理事長（副会長）が

選任された。山田理事長の後任には、豊田理事・事務

局長が選任された。 

詳細な内容は次の通りである。○新任 

 

名誉役員推薦   

名誉会長 ○京オ 昭（前会長） 

物故役員 なし 

顧問 亀井（郁）・田内・平田（恒）・加賀谷・兼森 

参与 岩内・井ノ口・谷・尾道・福原・山本和・藤川

〇江種 
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顧問弁護士 溝手 

顧問ドクター 松下 

顧問トレーナー 片山 

 

 

監事に菊間秀樹氏・新理事に亀井旦博氏 

 太田佑介氏・ 錦織宏美氏 

理事・監事 

監事  野々下耕生（税理士） 

○菊間秀樹（広島県庁山の会） 

 

理事  山田雅昭（広島山岳会） 

    岡谷良信（日本山岳会広島支部） 

    野島信隆（マツダ親和会山岳部） 

   ○亀井旦博（広島山岳会） 

   ○太田佑介（福山山岳会） 

    佐籐 建（CERO クライミングクラブ） 

    村井 仁（広島県庁山の会） 

    松島 宏（広島登山研究所） 

    仲井正美（登山教室同窓会ひこばえ） 

    豊田和司（自然と文学愛好会広島） 

    後藤裕司（広島大学山の会） 

    宇山茂之（山を歩く会・庄原） 

    永津信吉（マツダ親和会山岳部） 

    新山まゆみ{広島修道大学山岳会} 

    西部伸也（タンネンクラブ） 

    小田里子（日本山岳会広島支部） 

    福永やす子（東広島山の会） 

    堀内輝彰（広島パイオニアクラブ） 

    大平哲也（広島高体連登山部） 

   ○錦織宏美（CERO クライミングクラブ） 

 

広島県山岳連盟組織図（○新任） 

会 長   ○山田雅昭 

副会長   岡谷良信（指導・国際部担当） 

      野島信隆（普及・事務局） 

      亀井旦博（競技・高体連） 

      ○太田佑介（県東部） 

理事長   ○豊田和司 

副理事長  ○佐藤 健 

事務局長  ○西部伸也 

指導部副長 ○堀内輝彰 

競技部長  ○錦織宏美 

競技部副長 ○佐藤 建 

県東部長  ○太田佑介 

 

以上異議なく承認された。 

 

第 20回比婆山スカイラン        

新緑の比婆山 830 人が快走 

 比婆山連峰の登山道などを走る「比婆山国際スカイ

ラン」（広島県山岳連盟主催）が 5 月 21 日、庄原市西

城町のひろしま県民の森を発着点開催された。全国 19

都道府県と韓国から計 830 人が参加して。 

 烏帽子山や比婆山、池の段等標高 1200 ㍍級の山々

が舞台。Ａコース（18･5 ㌔）に 589 人、Ｂコース（9

㌔）に 241 人がエントリーし、男女別で競った。参加

者は起伏の激しい山道や新緑の森の中を急ピッチで

駆け抜けた。 

 男子Ａコースで初優勝した廿日市市の会社員矢吹

洋平さん（22）は「山道を走る大会は初体験。アップ

ダウンを楽しみながら走ることができた」と笑顔だっ

た。 

 入賞者は次の皆さん。（3 位まで 敬称略） 

男子Ａ １ 矢吹洋平（ヒロシマランクラブ） 

    ２ 東 徹 (大和走友会) 

    ３ 宮本和夫 (三次市) 

女子Ａ １ 相原千尋（東広島市） 

    ２ 徐点禮（大邱広域市山岳連盟） 

    ３ 笹岡千秋（岡山県） 

男子Ｂ １谷川延久（海上自衛隊岩国）） 

    ２高前直幸（寺岡整形外科病院） 

    ３小笠原雅成（日吉かめさん） 

女子Ｂ １大作純子（広島市安佐北区） 
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    ２永島真理（マリまちゃみ） 

    ３柿田有理（山陰ランクラブ） 

フォト俳句             

 

伊那那美の 駆け抜けたりや 青嵐 

 俳句写真 江種幸男（福山山岳会） 

 

 
 

 

クライミングスクール第 1 回目の感想文 

 

日時：平成２９年４月２日（日） 

会場：三倉岳 源助崩 

 

三倉岳のクライミングスクール 

荻田 純代 

 

 何年か振りのクライミングスクール。三倉のルー

トを数え切れないほど開拓された両粂さんと聞き、

誰よりも早く申し込みました。 

 三倉には何度も通っていますが、必ずと言ってい

いほど両粂さんにお会いできるのですが、それは駐

車場で。難度の高いところに行かれることが多いの

で、なかなか岩場ではお目にかかれません。運よく

お会いできた時には、それぞれのルートに設定され

たボルトの位置の理由など、普段なかなかお聞きで

きないお話もされて、クライミングの奥深さにただ

ただ感心するばかりです。しっかり学びたいと思っ

ています。 

 スクールの一回目は源助崩れ。まずは我々生徒の

実力テスト。トップロープでモアイクラック、ラッ

キーネーブル、ヒップクラック、いずれも途中まで

の３本でしたが、とても緊張。皆さん、それなりに

登れる感じでしたので、頑張らなくては・・・ 

 お昼近く、どうも雲行きが怪しくなりそうなので、

ロープワークに切り替えることになりました。山麓

近くの炊事棟まで移動。しばらくすると雨に続き霰

も激しく降り始めましたが、震えるほどの寒さの中、

懸垂下降の練習、下降中のアクシデントの対処方法

なども教わり、皆んなそれぞれ熱く真剣になってい

ました。 

 両粂さん、スタッフの皆さま、ありがとうござい

ました。 

 二回目は青白辺りとのこと。楽しみにしています。

よろしくお願いいたします。 

 

岳連短信                  

 

１、会長に石井道代氏 県高体連 

 県高体連は 12 日南区のホテルで代議員会を開き、

新会長に前県教委スポーツ振興課長で高陽高校長石

井道代氏（57）を選んだ。任期は 2 年。女性の会長は

初めて。 

 石井会長は少子化に伴って運動部活動をする生徒

も減少傾向にある現状に触れ。「人気スポーツだけで

はなく、競技人口の少ない競技も盛り上げるよう支援

していきたい」と抱負を述べた。（中国 5･13） 

 石井氏は「国体・インターハイ合同報告・祝賀会」

に出席されたことがあります。 

 

２、寄贈御礼 

①筆影 ４４７号 6 月号 

 三原山の会会長 積山鈴子 編集委員溝内亮三 

6 月行事予定 和気アルプスに参加して（光吉潔） 

蒜山：三座縦走に参加して（松林郁枝）蒜山：三座縦

走に参加して（藤本満美子） 



山に親しむ、山を楽しむ、山に学ぶ     もみじ 163   2017（平成 29）年 6 月８日（木）発行 

7 

 

 

②会報（福山山岳会）平成 29・6 月 

会長大田佑介 

事務局便り・山行予告・山行計計画・ 

山行報告（4628 回～4636 回）高見山（Ｌ江種幸男）

佐木島・大平山（Ｌ綿谷弘志）正木～高滝山（Ｌ高橋

誠）白石島・立石山（Ｌ石井裕子）自然観察会山野峡

（Ｌ赤松勇二）総会登山・蔵王山（Ｌ小林浩二）ダイ

ヤモンドトレール金剛山～葛城山（Ｌ坂本昭雄）丹沢

山（Ｌ原田繁記）山野峡・山開き（Ｌ太田佑介）マイ

カー使用について・費用負担の目安 他 

 

３、ひこばえ写真展 6･20（火）～6･25（日） 

    NHK ギャラリーにて開催 

主催：広島県山岳連盟 ひこばえ 

出展数：３８点 

日時：2017･6･20（火）～6･25（日） 

場所：ＮＨＫ２階ギャラリー 

 私たちは自然を愛し、ヤマを楽しむものの集まりで

す。写真に興味を持つ者にとっては、どんなに疲れて

いても感動する風景に出合うと、思わずシヤッター 

を切ります。展示した写真の「心のトキメキ」を感じ

て頂ければ幸いです。 

 

事業計画 2017・6月            

6･3（土）登山道整備広島山の日 北広島町 

6･4 (日) 第 16 回ひろしま山の日県民の集い（大島

上島町ほか) 

6･4（日） クライミングスクール（三倉岳） 

6･11（日）県民ハイキング⑪山稜会 中野冠山 

6･17（土）登山教室①②④（木の宗山～松笠山） 

6･17（土）クライミング体験会（CERO） 

6･24（土）（県東部）安全登山研修会（福山市民参画セ

ンター） 

6･25(日) テーピング講座 

6･28 (水)岳連例会山行（恐羅漢山・岩倉山） 

 

訂正 ｢もみじﾞ 161｣ 訂正します 

県民ハイキング 

⑪中野冠山 6･11(日)9:30集合 

⑮宮島巡り 11･3→11･12（日） 

 

山の風景 75                

    

比婆山連峰  

 2016･8･11 

     写真 森 智昭（ひこばえ） 

 

 

広島「山の日」県民の集い 

    2017年 6月 4日（日）9:00～15:00 

広島県内 13市町 14開場で開催 

    大崎上島文化センター及び神嶺山ほか 

 

編集部より 

○この会報は、皆さんの提出原稿を編集して発行して

います。岳連行事・山の情報・行事参加の感想など

気軽にお寄せください。寄稿の場合は所属、役職を

記入下さい。編集の都合で一部手直しすることがあ

ります。ご了承ください。 

 

○会員団体で会報発行されたら岳連事務局まで恵送

下さい。随時紹介します。 

 

○この会報はメール配信しています。配信ご希望の方

は岳連事務局までメールアドレスをお知らせくだ

さい。 
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題字デザイン 今村みずほ   編集 仲井正美 

 


