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前大谷支部長から「会への恩返しを」との言葉で、
新しい役員体制を託され７カ月が経ちました。皆
様のサポートにより何とか師走を迎えようとして
います。お陰様で３月の雄国沼スキーツアーを残
しまして、今年度行事は計画通り進んでおります。
幸い渡部副支部長（事務局）、佐藤副支部長（会計）
をはじめ、会運営に手腕を発揮出来る役員の皆さ
んを選任していただき、力強く感じているところ
であります。

今年度、日本三百名山調査登山には支部担当者
が13座にわたる取材や執筆活動を担って、延べ約
50名の会員が調査をいたしました。

清掃登山と山の日制定広報には20名の協力によ
りPR活動が繰り広げられ、今までにない会の行事
となりました。国会では「山の日」を８月11日とす
る祝日法改正案を来年の通常国会に提出する方針
を決めたようです。今後JACの課題等については、
来る12月の支部長会議等で「山の日」に向けての方

法と役割が示されることと思います。
また、青森支部主催の第29回東北・北海道地区

集会には６名の会員が参加いたしました。来年度
は福島支部担当で実施されますので、この他の行
事も含めた共益事業を推し進めるべく準備をして
おります。

年度初めに会員の方々より会への希望等をお聞
きしていた事項につきましても、皆様とご意見を
重ねながら取り組んでいきたいと思います。

支部創立50周年の中で、当時の佐久間支部長が
話された「組織の永続的発展を図るには、先人の
足跡を深く理解すること、そして現在ある会員一
人ひとりの意見や希望を確かめて、発展の方向を
見出すこと」の重要さをひしひしと感じております。

４年後には福島支部も創立70年を迎えようとし
ています。この大きな節目には記念となる魅力あ
る企画が必要と思われます。それには皆様方のお
知恵とご意見をいただきながら、早めの取り組み
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が必要です。
また、福島県山岳史の流れとJAC福島支部の軌

跡を諸先輩にお聞きして、跡絶えることなく次に
繋げていきたいと思います。当支部には山岳史等
の編纂をされた先輩が沢山おられ、貴重なお話を
伺えることは大変心丈夫です。

末尾になりますが、新入会員の推進等の課題が
残っております。皆様のご提案も併せてお願い申
し上げ、福島支部会員各位のご指導をいただきな
がら進めて参りたいと存じます。よろしくお願い
申し上げ、新任のご挨拶とさせていただきます。

北アルプスに初めて足を踏み入れてからかなり
の年月が過ぎた。昭和40年代の夏、それまで山の
経験が少ない若者二人で、新宿、松本、新島々と
列車を乗り継ぎ、穂高と槍の縦走を目指した。満
員のバスに揺られ釜トンネルを抜けると、朝霧の
中から突然大正池と立ち枯れたシラビソが現れ、
まるで墓標のように林立していた。その奥の岩山
は朝日に輝いていて、この一瞬の光景は若かった
二人を一層山に駆り立てるのに十分だった。

河童橋から小梨平、明神池、徳沢園に至る道々
は大きなキスリングを背負った若い岳人であふれ、
ここに集った誰もが目の色を輝かせて歩いていた。

あの時代から既に40数年が過ぎ、この間、徳本
峠を一度は越え、徳本峠頂上から穂高の峰々を見
てみたいという気持ちをずっと持ち続けてきた。そ
の思いを65歳にしてようやく実現させることができ
た。日本山岳会福島支部平成24年度事業計画に基
づく「徳本峠古道探訪」がそれで、穂高の峰々が紅
葉に染まる時期に島々谷から入山し、岩魚留小屋
を経て徳本峠小屋に宿泊、そこから前穂、奥穂、
西穂を眺めたいとの声が多く出て秋に実行に移す
ことになった。そのときの山行記録から紀行文風
にまとめて支部会員の皆様に紹介させて頂きたい
と思う。

徳本峠を「とくごうとうげ」と呼ぶいわれは諸説
あるが、ここでは触れないことにする。この峠が
全国に知れ渡るようになったのは、なんといっても
英国人宣教師W・ウェストンの存在であろう。ウェ
ストンは明治20年代から大正にかけ、ここ島々谷
の上条嘉門次、奥原嘉作、加藤惣吉らとともに徳
本峠を越え、中部山岳地域に多くの足跡を残し、
その著書で「日本アルプス」を世界に紹介したこと
で知られている。この期を境に穂高連峰、槍ヶ岳
への登山者が増え始め、嘉門次が嘉門次小屋を、
嘉作が西糸屋山荘を、惣吉が清水屋ホテルを今日
に残すこととなる。

さらに付け加えるなら、日本山岳会創設メンバー
で我が国近代登山の礎をなした小島烏水や志賀重
昂、武田久吉らも、この峠を幾度となく越え、日
本アルプスの素晴らしさを全国に知らしめてきた。

このように島々谷から徳本峠を越えて上高地へ
と続く道は、日本の近代登山史を語る上で歴史的
意義のある道となった。しかし時代は昭和へと進
み、昭和２年には東京電力霞沢発電所の建設工事
に伴って梓川最大の難所に釜トンネルが掘られて
以降、徳本峠の道から次第に登山者の足が遠のく
ようになった。上高地へのバス路線開通によって
入山者の流れが大きく変わったためである。

だがこのいにしえの峠道は、日本百名山の著者
深田久弥をして「峠に立った時、不意にまなかいに
現れる穂高の気高い岩峰群は、日本の山岳景観の
最高のものとされていた。その不意打ちにおどろ
かない人はいなかった。と言わしめており、廃れ
ることはなかった。山を愛する岳人たちに支え続
けられてきたのだ。

いざ集まれーとメンバーを募ったものの、最終
的に手を挙げたのは、満年齢順に伊藤義男（76）、
菊池道彦（71）、渡部展雄（65）、佐藤一夫（64）、紅
一点三瓶恵子（62）の５人。参加を予定していた橋
本亮一会員が、農場で飼育している牛の出産日と
重なり、断念やむなしに至ったのが残念であった。

ともあれ平成24年10月13日㈯午前８時、福島居
住の伊藤、佐藤、渡部の３人が車で出発。東北自
動車道・郡山インターで菊池、三瓶と合流し、車
の中は人とザックでぎゅうぎゅう詰め。北関東道自
動車道、上信越自動車道、長野自動車道を経由し
て午後２時30分松本市内に入った。折角松本まで
きてこのまま旅館に投宿するのも芸がないため、
国宝松本城などを見学したのは言うまでもない。

我々が宿泊先に選んだ石川旅館は、松本電鉄新
島々駅とは目と鼻の先である。宿泊場所を決める
にあたり、安曇支所観光課に電話で問い合わせ、

いにしえのみち徳本峠を越え上高地へ
渡部　展雄　
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３軒ある旅館の最初に紹介されたのがこの宿で、
料金も安く親切であったことがうれしかった。料
理もまあまあのもので、明日徳本峠小屋まで登山
することを話したところ、昼食弁当の用意と登山
口への車両での輸送を快く引き受けてくれた。こ
の夜は、全員が初めての峠越えであり、夕食時に
少々のアルコールを嗜んだだけで、明日の快晴を
祈りながら早々に就寝した。

翌10月14日は快晴。午前５時起床、すぐに朝食。
５時50分、旅館主人の運転する車で島々谷林道を
進み、午前６時15分、砂防ダムに到着。本来であ
れば、この場所から下流４キロ地点の一般駐車場
までしか車を乗り入れることができないのだが、そ
こは勝手知ったる何とやら。１時間ほど節約でき
たことに大いに満足し、旅館主人に見送られ、い
にしえの道・徳本峠越えの一歩を踏み出した。

登山開始地点は標高700メートル。ここから峠の
頂上までの標高差1,500メートル、距離にして約16
キロメートルを一気に歩くこととなり、そう簡単で
ないことが容易に想像できた。歩き出しは広く平
坦な車道跡で、50分で二股に到着。二股はその名
のとおり、南沢と北沢の合流点。北沢側にはトン
ネルが掘られ、その奥は鉱山跡地である。二股の
手前に三木秀綱夫人の石碑が建立されていた。と
きは戦国群雄割拠の時代に、飛騨国から信州に敗
走する三木秀綱が夫人と離れ離れとなり、上高地
から徳本峠を越えて島々谷を下る途中この場所で
山賊に捕まり、夫人もろとも殺される秘話伝説の
場所。和歌の刻まれた大きな石塔が目立つ場所に
建立されていた。

午前７時過ぎ、二股からは南沢沿いの緩やかな
道を歩く。ところどころ崩壊している箇所も見ら
れ、鉄砲水に押し流されたようだ。行き橋、戻り
橋などと名前のついた橋が何ヶ所か架けられ、１
時間10分ほど歩いた「中間ベンチ」で小休止。我々
以外に登山者もなく、静寂のひと時を過ごす。伊
藤義男さんがくゆらすタバコのなんと旨そうな事
か。伊藤さんは日本山岳会員として30年以上の活
動歴を有し、新婚旅行は上高地に連れて行くと奥
様に約束したことを打ち明けてくれた。今までそ
の約束を果たせず、今回伊藤さんだけが初めて上
高地を目指すその心中や如何。福島に伊藤弥十郎
ありと勇名をとどろかせた伊藤さんの父親ですら
この峠を越え得なかったのであろうか。ふとその
ような思いが胸をよぎった。

中間ベンチ発午前８時30分。岩魚留小屋までの

道は全体的には整備されていた。紅葉にはいささ
か早いが、沢沿いの広葉樹林と紺碧の青空が心地
よかった。「離れ岩」の鉄橋を渡り、花木の「石灰窯
跡」の古ぼけた木製案内板、さらに木の橋を過ぎ、
午前９時55分ようやく岩魚留小屋に到着、縁側の
陽だまりに腰を下ろして大休止。

小屋には営業休止の看板が掲げられていた。
我々の後から小屋に到着した地元のキノコ採りと
思われる男性（犬を同道）の言によれば、数年後に
は再び営業することが決まっているとのこと。な
ぜかホッとした気持ちが浮かんだ。小屋の裏手に
桂の大木が生えていて、大正年代にここを旅した
高村光太郎と智恵子は、この桂の木について「徳本
峠の山ふところを埋めていた桂の木の黄葉の立派
さは忘れ難い。彼女（多分智恵子と思われる）もよ
くそれを思ひ出していた。」と書いている。桂の木
は今も登山者の目を楽しませてくれている。光太
郎夫妻も上高地が好きだったようだ。

ここで我々は子昼飯（こびるはん）を摂り、傍ら
で尻尾を振って物乞いする犬に食べ物を与えたと
ころ男に「餌をやらないでください」と強く見咎めら
れ、バツ悪くなった雰囲気の漂うなか午前10時20
分に出発した。ここからはやや急登となる。沢の
右岸を詰めること一時間弱、午前11時45分広い荒
れた川原の木陰で昼食タイムとした。食事中、賑
やかな声を張り上げて登ってくる３人の中年女子
会グループや若い単独行者、山ガールアンドボー
イ数組が高みを目指し追越して行くが、登山者は
少なかった。親が死んでも食休みとはよく言った
ものだ。12時30分を過ぎ最後の水場となる「力水」
を目指した。

その「力水」の場所が思いのほか遠かった。もう
少し登れば現れるだろう、あと少しかなと勝手に
想像するほどに遠く感じられなかなか到達できな
い。濫觴という言葉の意味が当てはまるような小
さな流れがあり、そこを90度右に折れたところか
ら一気に急斜面の登りとなる。ここからは道がジ
グザグに切られ、ひたすら足を前に出し続けた。
「力水」は思わぬところから湧き出ていた。登山

道のすぐ右側の草むらの中にちょっとした岩石が
あって、そこにビニールパイプのようなものが差し
込まれ、ちょろちょろと水が滴っていた。「ちから水」
と平仮名で表示してあるのは登山者を奮い立たせ
るための思いやりと思われる。いずれにしても最
後の水場であり、大いに勇気づけられるとともに、
乾いた喉を十分に潤すことができた。

力水から峠小屋までのコースタイムは１時間40
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分。現在時午後１時15分。砂防ダムからここまで
休憩を挟んで約７時間歩いたことになる。あと少
しで小屋に着く。そう思って歩を進めるがかなり
疲れてきた。76歳の伊藤さん、71歳の菊池さんも
若干遅れつつあるが着実に歩を進めている。三瓶
女史は黙々と高度を稼ぎ、佐藤一夫さんも持ち前
の健脚ぶりを発揮、午後３時全員がようやく峠頂
上に立つことができた。

10月14日　徳本峠にて

徳本峠小屋は登山道のすぐ脇に建っていた。古
い平屋と増築した二階建のこじんまりした、とても
歴史が感じられる小屋である。ここからの穂高の
眺めは想像に違わず最高のロケーションであった。

真正面に聳える明神岳、その右側に前穂の尖峰
が突き出し、左側になだらかに見える奥穂高、ロ
バの耳、ジャンダルムと続き、さらに西穂高に続く
稜線が光っている。風もなく穏やかな天候に恵ま
れたことに感謝しつつ、峠頂上にて暫くこの景色
を楽しんだあと全員で記念撮影、小屋玄関で宿泊
手続きを済ませることができた。

小屋の中は中高年登山者で混み合っていた。一
週間後には小屋仕舞いをするということで今年最
後の小屋泊まりを楽しむ宿泊客の多くは、上高地
側からの登山者が多かったように思う。いつもの
ことながら、女性登山者は元気がいい。全く疲れ
を知らないかのように甲高い声で会話している。
小屋での楽しいひと時ではある。

夕食は特に豪華ではないが、峠の小屋とは思え
ないほど手の込んだ料理が振る舞われ、一本800円
の缶ビールで乾杯。今日登ってきた道と明日上高
地まで下る道に思いを馳せながらしばし歓談し、
ウナギの寝床よろしく上段のベッドで就寝した。
夜半何度かトイレに起きて夜空を仰ぐも満天の星
座ではなかった。予想に反して宝石をちりばめた
ような煌めきは見られず残念。

３日目（10月15日）は午前５時20分起床。６時、鮭、
とろろに乾燥海苔、キャベツを盛りつけた朝食を
済ませ、６時30分下山開始。登山道はよく整備さ
れており、木立の中に見え隠れする穂高に気を取
られながら、７時40分無事梓川に到着。ここで我々
の古道越えも終了することとなる。

９時、明神池着。拝観料金一人300円を支払い、
澄んだ水面に映し出される紅葉盛りの明神池を探
索し、嘉門次小屋で岩魚の塩焼きをほおばって上
高地へと下り、10時45分「日本山岳会上高地山岳研
究所」（以下山研）を表敬訪問した。

このとき山研玄関の左側に釣り下げられてある
鐘を見つけて全員感激。この鐘は福島支部創立35
周年記念事業として製作し、その一個を山研に寄
贈したという音色のいい鐘であった。山研で応接
してくれたのは管理人の内野慎一氏で、鐘のこと
はよく知っていてくれた。そのため我々も話題に
入りやすく、山研のことなどいろいろ説明と案内を
してくれ、来年は是非宿泊することを告げて山研
をあとにした。

上高地でどうしても見落とせない場所、それは
山研から少し離れたW・ウェストンのレリーフ。こ
の時期ここを訪れる人も多い。記念撮影のシャッ
ターチャンスを伺うのに苦労した。何よりも伊藤義
男さんの表情がゆるんでいたのが印象的であった。
毎年６月の第一土、日曜日に行われるウェストン祭
には是非一度来たいものだ。

12時、河童橋経由でバスターミナルまで戻り、
運賃の安いタクシーを拾って新島々駅前の石川旅
館まで一気に下り、今回の山旅は一同大いに満足
のなかフィナーレを迎えた。

いわゆる飛騨山脈は、その昔から信州、飛騨、
越中、越後、関東の地方を分断し、そのためにこ
の地域にまつわる多くの史実が語り継がれてきた
場所である。三木秀綱しかり。佐々成政は徳川家
康に援軍を頼むため富山から雪のザラ峠を越えた。
幡隆上人は想像を絶する苦行により槍ヶ岳開山を
成し遂げた。近代登山は、これらの史実の上に発
展してきたのだと思う。徳本峠が寂れない理由も
そこにあるのではないか。先人たちの踏み跡を辿
りながら、遺徳をしのび、崇敬し、そして穂高の
絶景を満喫することができた。これが今回の山旅
の結論である。
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昭和13年９月29日　鎌沼にて
亡父　哲三撮影

昭和44年（1969年）11月19日、県山岳遭難対策協
議会・県山岳連盟主催で、「山〜映画と講演の夕
べ」が福島市公会堂で催され、講演された槇有恒
氏は、その最初に、「皆さんのようにお若いかた
がたは、非常に長い未来を持っておられます。し
かし、私の未来はまことに短く、ただ皆さんに比
較しまして、いささか長い過去を持っておるにす
ぎないのでありますから、ここに大きなズレがあ
るだろうと思います。しかし乍ら現時点が過去か
ら未来のつなぎとしますならば、なんらかのご参
考になりうるものと考えますので、この点ご批評
を得れば幸いだと思います…」と述べられました。

その時には、さほど深くは考えないで聞いて
おったのですが、自分がその時の槇さんの年齢（75
才）をうわまわった現在、全く同感切実です。

槇さんは平成元年（1989年）、95才の天寿を全う
されました。

昭和９年（1934年）に仙台鉄道局によって建てら
れ多くの登山者で賑わった「吾妻小舎」は、大東亜
戦争の勃発を境に利用者が年々少なくなり、敗色
を濃くした昭和19年（1944年）10月31日を最後に、
勝利の日までの休業を決定し、全国に誇った五色
〜沼尻のツアーコースは訪れる人も見られなくな
りました。

戦争が終わり、平和が戻った昭和23年（1948年）
頃になると、ポツポツ登山者の姿も見られるよう

になり、スキーツアーを楽しむ人々などからも吾
妻小舎の復活を望む声が高まり、伊藤弥十郎さん
の許には、1,864人の復活希望の署名が集まりま
した。その結果が仙台鉄道局を動かし、昭和24年

（1949年）７月10日、吾妻小舎は復活再開となりま
した。

昭和25年（1950年）１月２日から５日まで、日本
山岳会福島支部の冬期合宿が吾妻小舎で行われま
した。

福島駅〜庭坂駅〜ぬる湯〜吾妻小舎の道順は容
易でない一日行程でした。

会員以外の方も数人参加されました。私は高校
二年生で本格的なスキー登山は初めてでしたので、
やや興奮したのを覚えています。

この時の参加会員は、リーダー川又恒一（会員
番号2721）、二階堂哲三（3215）、斎藤音蔵（2867）、
橘利治（3212）、寒河江曹昌（2723）、二階堂政雄

（3684）、中嶋正夫（2725）、古市義孝（3217）、石井
文弥（2727）、菊池淳智（2728）、菅野国広（3688）、
後藤泰治（3226）、遠藤繁（3720）、斎藤俊雄、佐藤
孝、宗像喜代次、八巻政彦、五十嵐弘、二階堂匡
一朗でありました。

ストーブを囲んでの先輩方の話しに、夜の更け
るのも忘れて過ごした思い出が忘れられません。
このなかで今でも元気でいるのは、中嶋正夫元支
部長と小生だけではないでしょうか。
「年々歳々花相似たり　歳々年々人同じからず」
この年の２月には一切経山の噴火があり、大き

な話題となりました。そして９月21日、吾妻山は
磐梯朝日国立公園として全国17番目の国立公園指
定が実現したのでした。

さて、私の吾妻山初登山は昭和13年（1938年）９
月29日のことでした。

翌春からは小学校入学のため親元を離れ、祖父
母達の住む山麓の本宅と称する住居に移ることに
なるので、父が計画したことでした。

父は前日から吾妻小舎に泊まっていました。そ
の頃、ぬる湯〜吾妻小舎間には有線電話が架設さ
れていて、「山ノ天候ヨシ」との父からの連絡で実
行されたのでしょう。当日、番頭さんとお手伝い
婦人二人と一緒に、ぬる湯〜吾妻小舎〜鎌沼〜ぬ
る湯を完走、小舎からは父も加わりました。一番

〔 連載コーナー　山・小屋・人 〕

75 年 前 の は な し
二階堂　匡一朗　
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の思い出は鎌沼を渡る風の冷たさでした。父とし
ては、倅が生涯つきあうことになるであろう吾妻

山に初対面させるのが目的だったのでしょう。
振り返れば、75年前の話しです。

上高地には、会員の宿泊施設「日本山岳会上高
地山岳研究所（略称：山研）」があります。なかな
か利用する機会がありませんでしたが、今年の10
月、「上高地秋山集会」で利用させていただき、焼
岳に登ってきました。快適な山研の利用状況等を
お知らせします。

山研は素泊まり自炊が原則ですが、ご飯とみそ
汁だけを注文し、朝食のおかずとして、玉子、納
豆、海苔を持参しました。夕食のおかずは現地で
調達（事前予約）することにしました。結果、２日
間の宿泊代は、ご飯とみそ汁付きで、一人5,600円。
夕食のおかず代、一人1,200円であがりました。

非常に安く宿泊できますので、ご利用をおすす
めします。

尚、お風呂、水洗トイレ等完備した素晴らしい
施設です。

（利用要項：さんけんブログから抜粋）
１、すべてセルフサービス。
２、食事は自炊。鍋類、調理器具、電子レンジ、

冷蔵庫、食器、醤油、砂糖、塩、調理用油等は
自由に使用できる。

３、利用者の申出により、管理人から、「ご飯と
味噌汁」、「レトルト食品」、「ビール」の提供を
受けることができる。惣菜についても事前に管
理人に申出れば、地元の業者から提供を受ける
ことができる。

４、飲酒、飲食は１階食堂、地下談話室のみ可能
とし、他は禁止。

５、炊事、食事の跡片付け、使用した部屋の清掃
は利用者が行う。

６、寝具の出し入れも利用者が行う。寝具などを
汚した場合には必ず管理人に申し出る。

（焼岳山行記録）
参加者：伊藤義男、菊池道彦、渡部展雄、
　　　　佐藤一夫の４名。
10月１日㈫　山研　泊
10月２日㈬　山研７：00〜田代橋登山口７：30〜

ハシゴ９：20〜長いハシゴ９：50〜焼岳小屋
10：35〜展望台11：05〜北峰鞍部12：30（昼食）

〜北峰山頂13：30〜北峰と南峰の鞍部13：50〜
ベンチ広場14：50〜中の湯登山口16：00
下山後、同宿する、山下まり子会員（会員番号

14555）にお会いし、楽しい夕食を共にする。彼女
は山研委員として「さんけんブログ」を担当してお
り、後日、我々との出会いの様子を以下の様にブ
ログに紹介しております。

2013年10月7日　　さんけんブログ
福島支部の鐘、上高地に響け！

去る10月１、２日、福島支部の佐藤さんご一行
にご利用いただきました。皆さんで２日にさんけ
んから焼岳登山を楽しまれました。当初は上高地
からのピストンの計画でしたが、あまりに紅葉が
綺麗なので中の湯に下山し、さんけんに戻られた
とのことです。中の湯側は樹林の比較的なだらか
な登山道ですので、北と南で異なった雰囲気の焼
岳を満喫していただけたと思います。夜は皆さん
ご満悦で、歌あり、踊りありで楽しく過ごされて
いました。またまた、ちゃっかり、見習い山研委
員の山下もその輪に混ぜていただきました！！

また、メンバーのおひとり、伊藤さんのお父様
（伊藤彌十郎さん）は福島支部初代支部長です。お
亡くなりになるまで支部長を務められ、JACに尽
力された方です。大島亮吉の『先蹤者』で著者のプ
ロフィール写真を撮影している方でもいらっしゃ
います。この本はさんけんにも置いてあるので、
是非、手に取ってみてください。伊藤さんはお父
様の写真の裏に穂高の写真を貼って、一緒に山登
りを楽しんでいらっしゃいます。さんけんの玄関
に吊るしてある鐘は福島支部から寄贈されたもの
です。とってもいい音がします！福島支部の山へ
の思いと共に響きますように！！　

山研委員　山下　 

「第30回東北・北海道地区集会」のご案内
主管支部　福島支部
開 催 日　平成26年７月６日㈰〜７日㈪
場　　所　ホテルリステル猪苗代

　（７日）記 念 登 山：雄国沼
　　　　名所めぐり：会津地方観光

「山研」を利用して
佐藤　一夫　
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