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　日本・パキスタン国交樹立60周年、福島支部創
立65周年を記念しての、支部初の海外遠征登山は、

「日本・パキスタン合同カラコルム登山隊」＝日本
人隊員15名（平均年齢64歳）パキスタン人隊員５名
＝を組織し、７月初旬から約１ヶ月間、パキスタ
ン北部・カラコルム山脈のシムシャール地域にお
いて、6000m級の未踏峰への挑戦と、周辺地域の
学術調査を行ってまいりました。
　昨年の東日本大震災・津波・原発事故発生によ
り、一時計画の中止も検討しましたが、会員各位
の後押しにより計画を実現することができました。
　日本を出発して４日目からキャラバンを開始し、
４日間の長いキャラバンを終え７月16日にベース
キャンプを設営いたしました。
　登攀隊は翌日からキャンプ１、キャンプ２を設
営し、７月19日の夜中にアタックを開始しました。
　日本人隊員３名（清野義美、古川英勝、沼田渉）
と、パキスタン人隊員４名（ノールウルアミン、

サミーウラー、ファザールカリム、タヒールナジー
ル）が、6105mの未踏峰の頂に立ち、福島の復興
を願い「希望の峰」（現地語でUMEED・SAR＝ウ
メード・サール）と命名することができました。
　又、支部設立に尽力された初代支部長、伊藤弥
十郎氏と、計画半ばに急逝された学術副隊長、吉
田元氏の遺影を山頂へ納め、お二人のご冥福をお
祈りしました。
　学術調査隊は、多くの植物・昆虫を採集して帰
国いたしました。結果については、今後、専門家
の協力を得て分類・整理する予定です。
　予想を超えるキャラバンの厳しさに圧倒され、
平均年令64歳の熟年隊には、計画通りの行動が出
来なかったものの、初登頂を果たせ全員無事に帰
国できたことに安堵しております。
　７月８日からの行動は以下の通りですが、キャ
ラバンの様子、アタック時の様子、学術調査等の
詳細については、後日、「登山報告書」でご報告さ
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■　行 動 表　■
注 時間、標高については、小生の記録によるものです。又、記載した地名は今回の登山により変更される可能性もあります。

７月８日㈰
9：30福島稲荷神社で安全祈願。会員の方々に見送られ、福島10：30発（マイクロバス）〜成田15：30着　
成田ビューホテル泊

７月９日㈪
成田11：07離陸〜14：20北京着〜北京17：10発〜イスラマバード23：10（現地時間19：10）着　
シャリマールホテル泊　
北京で３時間以上待たされる。成田から12時間のフライト。

７月10日㈫　晴れ
イスラマバード10：30離陸〜ギルギット11：20着（マイクロバス）〜カリマバード17：35着　
ヒルトップホテル泊
幸運にも国内機が飛んでくれたおかげで、一気にフンザへの入口ギルギットへ。

７月11日㈬　晴れ
カリマバード7：25発〜（船）〜パスー〜クンジェラーブ峠16：50着〜ススト19：50着　PTDC泊
高度順化を兼ね中国との国境クンジェラーブ峠（標高4706m）を往復する。

７月12日㈭　晴れ
ススト8：00発〜パスー13：30発（ジープ）〜シムシャール18：10着　ホテル泊（標高3082m）
シムシャールに向けて４台の車で峠道に入る。途中、渡渉箇所で車が立ち往生、車の中まで浸水、危機
一髪で脱出する。

７月13日㈮　快晴
登攀隊は徒歩、学術隊はヤクに乗り、キャラバン開始。
シムシャール9：00発〜ザルドイガルビン15：50着（７時間）　キャンプ泊（標高4056m）
初日からのきつい登りに、予定オーバーの７時間を歩く。

７月14日㈯　晴れ
ザルドイガルビン6：20発〜ウインサール峠（標高
4699m）〜タールギン19：00着（12時間半）
登り下りの激しい道。12時間半歩いても予定地に
届かず、予定地の手前にキャンプを張る。

せていただく予定です。
　計画の段階から、出発・帰国するまで長い間、
会員の皆様方には、ご指導・ご支援・ご協力をい

ただき誠にありがとうございました。隊員を代表
し深く感謝申し上げます。

604945501_1.indd   2604945501_1.indd   2 2021/04/14   11:312021/04/14   11:31



−3−

７月15日㈰　曇り
タールギン6：50発〜アルバブプリエン12：50着（６時間）
１日遅れで当初予定地にキャンプを張る。（標高3979m）

７月16日㈪　雨
アルバブプリエン11：14発〜シュイジェラーブ（BC）16：47着（５時間半）
雨上がりを待っての出発。夕方、ベースキャンプを設営する。

（標高4378m）

７月17日㈫　曇り
登攀隊登攀を開始　BC　8：40発〜 C1　14：30着（約６時間）　C1泊（標高4983m）
学術隊は登攀隊と一緒にC1の途中まで登りBCへ戻る。

７月18日㈬　快晴
登攀隊　C1　8：48発〜 C2　12：33着（約４時間）
その後、上部ルート工作。　C2泊（標高5324m）
学術隊はヤクでシムシャール峠から夏村シュウェルツまで行きキャンプを張る。

７月19日㈭　雪
アタック隊　C2　1：06発〜7：05登頂〜 C2　10：52着（往復10時間）　C2泊
アタックメンバーは、日本人隊員３名（清野義美、古川英勝、沼田渉）とパキスタン人隊員４名（ノール
ウルアミン、サミーウラー、ファザールカリム、タヒールナジール）。
午前７時過ぎ、清野登攀隊長から登頂成功の連絡が入る。
頂上に日本、パキスタン、キビタンの旗を立て、登頂を祝う。
初代支部長、伊藤弥十郎氏と、急逝した学術副隊長、
吉田元氏の遺影を頂上に納め、お二人のご冥福を
お祈りする。
学術隊はシュウェルツで引き続き学術調査。

７月20日㈮　雪・曇り
登攀隊下山開始　C2　7：46発〜 C1　9：06〜 BC　
14：17着（６時間半）　BC泊
天候回復せず、再アタックを諦め下山する。
学術隊もシュウェルツからBCへ戻る。

７月21日㈯　曇り　小雨
BCから日本留守隊へ登頂成功の連絡をする。
登攀隊は、ヤクに乗ってシムシャール湖を見学する。
学術隊は、BC周辺の植物調査。
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７月22日㈰　曇り　小雨
全員下山開始　BC　8：00発〜〜アルバブプリエン　12：41着　キャンプ泊

７月23日㈪　曇り
登攀隊は、アルバブプリエン〜往路を分かれて、パストプルジュン　14：04着
キャンプ泊（標高3705m）
学術隊は、アルバブプリエン〜往路のタールギンへ　キャンプ泊

７月24日㈫　雨・曇り
登攀隊は、パストプルジュン　7：00発〜シムシャール　13：30着　ホテル泊
学術隊は、タールギン〜ザルドイガルビン　キャンプ泊

７月25日㈬　曇り
登攀隊は、ホテルで休養
学術隊は、ザルドイガルビン〜シムシャール　11：24着　ホテル泊

７月26日㈭　晴れ
全員、シムシャール7：47発（ジープ）〜パスー〜（湖）〜カリマバード　16：20着　ヒルトップホテル泊

７月27日㈮　晴れ
カリマバード滞在。お城、長谷川メモリアルパブリックスクール等を見学する。

７月28日㈯　晴れ
カリマバード　11：00発〜ギルギット　15：20着　PTDC泊

７月29日㈰　快晴
ギルギット10：30発（マイクロバス）〜チラス15：27〜バブサール峠19：11〜ナラン　21：50着　PTDC泊　
予約していた飛行機が飛ばず、陸路になる。3940mのヒマラヤ、バブサール峠を越える。

７月30日㈪　晴れ
ナラン　7：16発〜カガーン〜マンドリ〜カワイ〜アボタバード〜ハリプール〜イスラマバード　17：17
着　シャリマールホテル泊
ホテルで登頂者が共同通信社から取材を受ける。

７月31日㈫　晴れ
イスラマバード滞在　
ナジール事務所を訪問し、夜景を見ながら、夕食の招待を受ける。

８月１日㈬　曇り
イスラマバード滞在　
ガンダーラ遺跡を訪ね、TAXILA博物館他を観光する。　

８月２日㈭　晴れ
イスラマバード　23：00離陸〜北京で３時間待たされる。　機内泊

８月３日㈮
成田　14：24着（11時間のフライト）〜福島20：05着　
会員の出迎えに感謝し解散。
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　日本山岳会に籍を置かせていただいて間もなく
50年になります。父の家業は酒類全般・食料品・
雑貨・たばこ・木炭など多種に及び、福島市を中
心に野田・庭坂・庭塚・土湯温泉・幕温泉など小
売り業としては比較的広範囲に商いをしておりま
した。向かいの加藤小型運送のダイハツ三輪ト
ラックはバーハンドル、一斗樽醤油と二斗樽味噌
の荷台に挟まれ土湯温泉旅館の配達に連れて行か
れました。
　土湯大火で売り掛け金回収は思うように行かず
大分損をしたようです。幕温泉に商品を届けると
きは背中に缶詰などを背負い、小学５年生頃から
今は殆ど歩くことのない土湯から幕温泉まで歩い
たものです。
　父の山歩きは昔の多くの大人がそうであったよ
うに、山菜採りと釣りが中心でした。私は中学生・
高校生時代もっぱら山をひたすら踏破することに
熱中し、山菜採りには見向きもしませんでした。
そんな時、よく我が家に来られた齋藤音蔵さんの
推薦で25歳の時入会を許されました。
　当時の支部長は伊藤弥十郎さんで現会員義男さ
んのお父上です。弥十郎さんは日本山岳会の本部

は勿論、名だたる日本有数の登山家とは強い絆で
繋がっておられた本当の岳人でした。スイスに登
山留学した槇有恒氏とも交友があり、アイガー
ミッテル嶺世界初登頂、マナスル初登頂隊長、後
にミッテル小屋を造り贈呈した槇氏をお招きし、
公会堂で講演を実現したのも弥十郎さんでした。
檜原湖に流れる早稲沢の戸倉川を初登沢し滝に最
愛の奥様の名前「志づケ滝」を記したのは有名な話
の一つです。
　過日、日本山岳会創立100周年を迎えましたが、
特筆すべきは昭和42年に日本山岳会の創立者メン
バーのお一人である武田久吉博士をお招きしたこ
とです。檜枝岐のミニ尾瀬公園に武田博士のモ
ニュメントの展示館がございます。
　写真は微温湯温泉に宿泊されたときの先生から
薫陶をいただいている武藤さんと私です。武田博
士はイギリス領事館の外交官アーネスト・サトウ
の御次男で植物学博士です。
　特に尾瀬に関しては一番詳しく、熱心のあまり
植物採集で平野長蔵氏に叱咤をされたことはあま
りにも有名な話として残っております。
　次の日は微温湯から吾妻小富士、そして吾妻小

（パキスタン人隊員）
１、副隊長兼登攀通訳　 ノールウルアミン
２、登 攀 隊 員　 サミーウラー
３、登 攀 隊 員　 ファザールカリム

４、登攀通訳補佐　 タヒールナジール
５、隊 員　 シェーハー

１、総 隊 長　 宮森　常雄　　　
２、遠 征 隊 長　 佐藤　一夫
３、副隊長兼総務　　　 渡辺　健二
４、副隊長兼登攀隊長　 清野　義美
５、登攀副隊長　 古川　英勝
６、登 攀 隊 員　 渡部　展雄
７、登 攀 隊 員　 小柳　安弘
８、登 攀 隊 員　 齋藤　喜市
９、登 攀 隊 員　 沼田　　渉

１０、学 術 隊 長　 佐々木秀雄
１１、学術副隊長　 熊谷　鶴三
１２、学 術 隊 員　 菊池　道彦
１３、学 術 隊 員　 石井　洋子
１４、学 術 隊 員　 三瓶　恵子
１５、学 術 隊 員　 宮森　優子

■　隊 員 名 簿　■
（留守隊）
１、本 部 長　 大谷　司（日本山岳会福島支部　支部長）
２、副 本 部 長　 小林正彦（日本山岳会福島支部　副支部長）
３、事 務 局 長　 逸見征勝（日本山岳会福島支部　事務局長）

（日本人隊員）

〔 連載コーナー　山・小屋・人 〕

星 霜 を 重 ね て 50 年
添田　啓一　
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舎、鳥子平で至福の時を過ごしました。その頃の
鳥子平は浮島があちこちに点在して、勿論現在の
ような木道等は無く鳥子平の中を自由に闊歩した
り浮島に乗ったりしました。今振り返ると考えら
れない貴重な二日間だったのです。
　顔の広い弥十郎さんは多くの登山家をお招きさ
れましたが、伝え聞いた話によると「喜多屋の柳
川鍋と旨い酒があればいい」それだけで日本の一
流登山家を納得させたと聞いております。10年ほ
ど前日本山岳会の晩餐会で皇太子徳仁親王殿下の
近くで田部井さんを見つけたので「福島支部で是
非講演を」とお願いしたところ、「その件は事務所
を通して下さい」といとも簡単に言われてしまい
ました。同じ会員ですので講演代無料を期待しま
したが無理でした。殿下の会場中央テーブルは

「富士山」。テーブル10名で殿下の近くの席にはＳ
Ｐが一人混ざって座っております。トイレに行っ
たときもＳＰの熱い視線を背中に感じました。
　喜多屋は福島で一番の老舗です。そこの息子さ
んですから山で食するものは全て贅沢な一流な物
ばかりでした。わたしの持参定番の月桂冠と、そ
の頃中合デパート北口で良い臭いを回りに漂わせ
販売をしていた天津焼き甘栗が大好物でした。巻
煙草はドイツのゲルベゾルデ、茶色の切り口は楕
円形の甘い香りのする高級品です。パイプはダン
ヒルを嗜んでおられました。
　当時大概の人は山に行くのに古着と粗末な服装
で良いと思っている人が多い中で、お陰様で良き
先輩に恵まれ片桐のキスリング、山友社タカハシ
の登山靴、ラジウス等揃えることが出来ました。
　その頃の支部にはかなり変わった侍がおりまし
た。桜本の二階堂政雄さんは市役所のムーサン達
と賭けをしました。それは一日乞食の真似をして
一軒一軒門付けが出来るかということです。とこ
ろが二階堂さんは三味線を抱え一日、陪堂（乞食）

をやってしまいました。流石の政雄オンツァンも
福島市内は苦手とみえて、知人のいない保原あた
りまで出掛けたようです。
　40年以上前の尾瀬沼には船が浮かびボート遊び
も出来ました。齋藤松雄会員（南福島整形外科院
長）は、長蔵小屋後ろの船着き場から沼尻まで15
分乗船にした数少ない貴重な体験をしたお一人で
す。殆ど医院内での仕事上、訓練のため両足踝の
所に輪っかで出来た重りを付け休日には山に出か
けております。遊泳をしたというＮ猛者もいたと
聞いていますが当時の詳しい方の殆どは彼岸に旅
たたれたのでこの件については定かではありませ
ん。
　私は長蔵小屋からバケツと高ボーキの片割れの
ような１メートル程の長さの竹を借り、釣り竿と
言うにはあまりに貧弱な竹の穂先で夕方の尾瀬沼
で釣りを楽しんだのです。餌は全く必要とせず、
発砲スチロールような物を米粒大に千切ってアブ
ラハヤをバケツ半分にするには大して時間は掛か
りませんでした。魚にしてみれば釣りをする人は
多分珍しいのでしょう、その後は針だけでも入れ
食いでした。平野長英氏から公認で尾瀬沼で釣り
をした支部会員としては後にも先にも私も含めて
僅かな一人かも知れません。
　時がゆったりと過ぎ、沈み行く夕日を眺めなが
ら遥かな尾瀬沼で釣りをした良き時代があったの
です。
　武田久吉博士から戴いた色紙には
　　　　「仁者は山を楽しむ」　　為添田啓一君
　私の宝です。

右より武田久吉博士、武藤清次氏、筆者
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