
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本山岳会福島支部 

令和元(2019) 年１０月１日（火）発行 
公益社団法人日本山岳会福島支部 

支部長 佐 藤 一 夫 
事務局 〒960-8133  
福島市桜木町 13-43 渡部展雄 気付 
電話(FAX)024-533-0541  090-2880-9805 

 E-mail fks @jac.or.jp 
 

 

福島支部会報第２7号 

8.11「磐梯山親子登山」に 25 家族 74 人が集う 
 

（令和元年７月から９月の活動） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JAC 福島支部２０１９年度事業計画に基づき、シニア世
代の５名が、室堂から薬師岳～折立まで２泊３日で踏破。 
１日目(8/1木・晴) 室堂 10：40～分岐 11：30～獅子岳 15：00
～ザラ峠 16：20～五色ヶ原 17：20着（歩行６：40） 
２日目（8/2金・晴） 五色ヶ原山荘発 5：45～鳶山６：３０
～越中沢岳８：55～スゴノ頭 11：05～スゴ乗越 12：45～ス
ゴ乗越小屋 14：15着（歩行時間８:３０） 

３日目（8/3・土晴） スゴ乗越小屋 3：50発～間山 5：50～
北薬師岳 8：05～薬師岳 9：35～薬師岳山荘 10：35～太郎平
小屋 12：40～折立 16：50着（歩行時間 13:00） 
薬師岳は日本の屋根にふさわしい大きな山容と気品のあ
る山で、今回、三瓶恵子会員が計画を起案・実行した。 
入山は富山県立山町からアルペンルートを利用して室

堂まで移動、室堂から起伏のある長い縦走路を歩く、まさ
にシニア世代にとっては難行の連続であったが、天候にも
恵まれ踏破することができた。北ア縦走でネックとなるの
は「車両移動」であったが、山形市居住竹永哲夫会員のご
厚意によりクリアーすることができた。 

恒例の吾妻小舎納涼会（9/１）開催 
9月１日(日)恒例の吾妻小舎納涼会を開催、佐藤支部長

以下１３名が参加した。昨年９月以降火山性微動により一

切経山周辺が入山禁止となり、今年５月の大型連休に規

制が解除されたものの、浄土平レストランなど観光客や登

山者も激減状態であった。特に吾妻小舎は夏山シーズン

にもかかわらず宿泊利用者が少ない中、多くの支部会員

に参集していただき交流を深めることができました。 

 

スゴノ頭にて 遠方向かって左から目指す薬師岳、北薬師岳、間山  

 

左から佐藤一夫  

竹永哲夫 江花俊和 力丸美智子 三瓶恵子 

ザラ峠越 

昭和３８年のいわゆる「さんぱち豪雪」は日本列島に数々の爪痕を残し
た。中でも愛知大学山岳部１３人パーティーが雪の薬師岳で全員疲労凍
死した遭難事故は、その後の富山県警山岳警備隊を日本一の救助隊に
させたといわれている。 遭難死された愛知大学パーティー御霊に合掌 

 

薬師岳縦走登山(8/1~3）北アルプス縦走の記 
 

終了した。問題点として残された課題は、受け入れ態勢が
脆弱であること。今回スタッフ確保のため主催者の JAC 福
島支部、福島民報社のほか、HAT-J 福島支部、猪苗代山
岳会、会津山岳会等に協力呼び掛けを行った。結果的に
はHAT-Jから本部２名のほか８人の会員が支援、さらに非
会員２名から自主的に支援いただくことができたものの、
救助および通信連絡体制に適切な対応が取れず、来年
度以降の問題点として残った。 
 支部にとって活性化と組織の若返りは待ったなしに求め
られている。 
以下、山の日特集号に掲載できなかった画像です。 

 
 

第４回山の日記念「磐梯山親子登山」については支部会報
２６号に掲載のとおり、２５家族７４人の親子の参加を得て無事 

 

檜原湖第２Pに集合、真剣な表情で諸注意を聞く参加者 

下山後、福島民報社のインタビュー 

後列左から 渡部展雄  深谷金之助  清野義美  
               佐藤一夫 江花俊和  長岡文和  菊池道彦 
 
前列左から青柳勲  石井洋子  熊谷鶴三  小柳安弘  

三瓶恵子 力丸美智子 
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上 吾妻小舎管理人高橋さん(左端)は昨年、両足とも変形性

膝関節症の手術を受け完治、嘗ての山男を復活させた。 

下 清野義美会員は、吾妻小舎の歴史を熱く語ってくれた。初

代支部長伊藤弥十郎氏の愛弟子として孤高を守っている。 

90 年の歴史を誇る吾妻小舎の現在 

管理人高橋さん       多くの酒を前に談笑 

吾妻連峰・松川上流域沢登 
日 時 8月 18(日）07:45入渓 14:00入渓口解散 
場 所 吾妻連峰・松川上流域（大平温泉近くの渓谷） 
参加者 １０名（男９、女性１）～天候 晴 

山行委員会企画公募登山の実施 
 平成 3１(令和元)年度の「山行委員会(代表小柳安
弘)」企画による公募登山を実施した。 
  

吾妻連峰・松川中流域の沢登り 
日 時 7月 7日(日）09:30入渓 17:30入渓口解散 
場 所 吾妻連峰・松川中流域(大平温泉近くの渓谷） 
参加者 9名（男７、女性２）天候 曇 
 

霧の大滝沢遡行(沢登り初心者訓練) 
 7月 21日(日）小柳ＣＬ、渡部、非会員ｗ氏の 3名で

大滝沢入渓。ｗ氏は第 6回ﾌﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習会(5/18白河

聖が岩)に初参加した際、沢登りをしたいとの希望があ

りこの日の企画となった。小柳ＣＬの指導のもと沢技術

を学び、以降支部の公募山行に積極参加している。 

 
松川中流域は、林道から急斜面を約 1 時間下った地点が入渓
場所となる。沢水は青く、幻想的であった。 

            
大平温泉への林道から急斜面を

約 2 百ｍ懸垂下降で下った地点が入渓地点。下は左が「火
焔(ひのほえ)の滝、右隠れ滝でいずれも落差約 50ｍ 

記記念写真はばっちり 

霧の大滝 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国支部合同会議に出席 

事務局からのお知らせ 

 
火焔(ひのほえ)の滝つぼは絶好の遊び場。この時期沢水の温度
も泳ぐのに最適で、着の身着のままで夏沢を楽しんだ。 

甲子・南沢（那須連峰） 
日 時 ８月 24(土) 25(日)前泊日帰り山行 
場 所 那須連峰甲子・南沢 
参加者 13名(男９、女性 4) 県外居住者 2名 
天 候 曇り一時小雨のち晴れ 
コースタイム(概略)  
奥甲子温泉大黒屋手前の駐車(6:45)→南沢出合(7:05)→Ｆ１

(7:15)→Ｆ２(7:45)→Ｆ９(10:45)→奥の二俣(12:15)→スラブ

(12:50)→甲子山頂(13:05～13:45)→駐車ｽﾍﾟｰｽ(14:50) 

 西郷村々営キャンプ場前泊の日帰り山行となったが、千葉、
栃木県からの参加をも含め 13 名となった。南沢は初心者コー
スと言われるが、Ｆ１からＦ13まで連続して大小の滝が続き、
さらに甲子山直下の急なスラブ登はんには悩まされた。 

甲子山頂上で記念写真 

山頂直下の急なスラブ 

御神楽沢奥壁本谷ルンゼ 
10月5(土）6日(日)「御神楽沢奥壁本谷ルンゼ」 
山行については計画通り実施します。〈経験者〉 

永年会員の訃報 
永年会員 相模八郎様 91歳 
〒960-2153 福島市土湯温泉町野地２ 
会員番号 4474 ☎0242－64-3624 

は、令和元年８月 22日逝去されました。 
相模様は、福島支部草創期の昭和 31 
年に入会、新野地温泉相模屋旅館の主人として 
また岳人として、支部の隆盛と吾妻連 
峰の守りに尽力されました。 
ご冥福をお祈りします 
 永年会員 宮森常雄様 8７歳 

〒965-0839 会津若松市東年貢 2-9-8 
会員番号 5723 ☎0242－26-8037 

は、令和元年 8月 14日逝去されま 
した。宮森様は、東京農大時代から 
パキスタンカラコルム山岳地域の調 
査に尽力され、平成 14年にはその 
功績により「秩父宮山岳賞」を受賞。 
平成 23年の支部創立 70周年事業 
「パキスタン未踏峰登山」の総隊長 
として見事登頂を成し遂げるなど 
多大な功績を残しました。ご冥福をお祈りします 
 

9 月 28(土)29(日)の両日、都内主婦会館において全国
支部合同会議が開催され佐藤支部長、渡部事務局担当が
出席。今年度 JAC本部役員体制が改選(会長古野 淳れ、
今後の活動方針や問題点について全国 33 支部代表と意
見を交わした。会員数が５千名を切り、その中で 2025年
の創立 120周年記念に向けて 
① グレートヒマラヤトラバース（5年計画） 
② 全国「古道踏査」事業等に取組んで行くことなどが 
示された。 

左は「全国支部合同会議」風景～会長 古野淳(ふるのじゅん) 
右は 千葉支部長松田宏也氏との記念撮影。松田氏は 1955 年大分
県佐伯市生まれ。1982年海外遠征に参加して両足と両手指を失うも
現役の登山家として活躍中。「ミニヤコンカ奇跡の生還」は有名。 
福島支部での記念講演を打診するなど懇親も深めた。 
 

支部会報への投稿をお願いします
国支部合同会議に出席 事務局では支部会報の紙面充実のため「アーカイブス」の

コーナーを設け、皆さまの寄稿をお待ちしております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西俣峰に登る途中にある平地は、残雪期の飯豊連

峰で遊ぶ際、絶好の幕営場所になる。無雪期には小

さな池があるが、この地方の豪雪は辺りを平らにし

てしまう。ゴールデンウィークの頃はテントを張

り、ブナの大木を背もたれにして雪で冷やした缶ビ

ールを飲んだり、木漏れ日を受けて華やかに咲くタ

ムシバを眺めて有頂天になって過ごしたものだ。も

ちろん、楽しい登山ばかりではなかった。 

平成 5 年 5 月 2 日、飯豊連峰はどんよりとした

空のもとに明けた。一様に灰色の空。天候の悪化は

必至であった。朝、雨が降らないうちにと早めにテ

ントをたたんで西俣峰を目指した。空は曇っていた

が不思議なほど視界は良い。残雪におおわれた飯豊

本山、御西岳、地神山のほか、下方の盆地を隔てて

朝日連峰さえも見える。ほどなく西俣峰に到着し

た。灰色の空の下に異様なほど白い山並みが沈黙し

ている。無風だった。だが、天敵の到来を察知した

かのように曲者は息をひそめて空の様子をうかが

っていた。そこからブナ林の緩い尾根を通り、ひと

つのピークを過ぎて急な登りになった頃である。突

然風が強まり、小雨が降りだした。S、私、H の順

で残雪を踏みしめて登る。しばらく経ったとき、横

から突風が吹いて私は風下に飛ばされそうになっ

た。横倒しになりかけた私を H がザックをつかん

で押さえてくれた。ついに悪天の先端は飯豊連峰に

達した。次第に辺りは霧につつまれ、高度を上げる

につれて強風は一定となってあおり続けた。 

林を抜けると広大な雪原に出た。晴れれば、雪原

のはるか上に頼母木山から地神山にかけての稜線

を仰ぎながらの登高が楽しい。だが、雨まじりの霧

の中に見えるのは白い幕のような雪ばかりだ。たと

え慣れたコースでも、明日の天候も期待できないな

ら雪原からの下山口を観察しておく必要があつた。 

森林限界に太い 3 本のブナが立つ。その間を抜け

て一直線に下れば西俣峰に続く尾根に着く。このブ

ナはいつも目印として利用してきた。さらに、その

近くに遭難者の供養碑がある。雪原の一部にぽっか

りと雪のないガレ場があって、追悼の短歌をきざん

だ碑が今日は雨に濡れていた。私達はいつものよう

に合掌して遭難者の冥福を祈った。そして、供養碑

を必ず右に見て下山することを確認し合った。念の

ため雪原に出ている木に赤布を結びながら頼母木

小屋へ向かった。 

小屋に着いたのは 11 時。幕営場所を出発して 4

時間、そう遅くもないベースだろう。それから間も

なく激しい風雪となった。小屋から出てみると視界

はほとんどなく、雪、霧、風が尾根を削るように巻

き上げてくる。 

 

この悪天候の中、東京から来たという 4 人のパー

ティーが朳差岳に登頂して帰ってきた。夜になると

風は一段と強まった。風は小屋を揺すり、倒壊する

のではないかと思った。ラジオによれば低気圧は日

本海を発達しながら北上しているらしい。やがて、

月山で沢に転落した仲間をさがしに行ったパーテ

ィーが戻らないというニュースが流れた。寒い夜で

あった。 

翌日、雪は止んでいたものの霧は相変わらず濃か

った。朝食を終え、思い切って小屋を出た。小屋か

ら雪原まではなんなく到着したので、見慣れた灌木

帯を左にして慎重に下って行く。だが、気付くと周

囲は一面の残雪となってしまった。下り続けると谷

に落ち込むように急になった。雪原にこんなに急な

傾斜はないはずだ。どうやら右に寄りすぎたらし

い。登るときに木に結んだ赤布は、雪が付着したの

か一つも見つからなかった。それほど距離のない雪

原、しかも何度も通っているのに右往左往するなん

てみっともない。霧に封じ込められたままそうこう

していると、前方に小さく黒いものがかすんで見え

る。近付くと遭難者の供養塔であった。瞬間、遭難

者の霊に救われたと思った。これでホワイトアウト

を抜け出せる。 

森林帯に入った私たちは、ようやくほっとして休

憩した。すぐ前の雪の中から枝を伸ばしたマンサク

が、黄色い花を咲かせて迎えてくれた。月山の遭難

事故の詳しい状況は下山後に知った。5 月 2 日午後

11 時 30 分頃、頂上直下で天候急変に遭遇した大学

生が、下山開始直後に一人が沢に転落。残った 4 人

は現場で他のパーティーの簡易テントに入れても

らった。しかし、「そのテントも倒壊、さらに、他の

テントに入れてもらったが、夕方には強風で吹き飛

ばされた。テントに体を包み寒さを凌いだが、3 人

の大学生は息を引き取った。沢に転落したメンバー

も生存していなかった。この低気圧の通過による遭

難死が皇海山、雲取山、三本槍岳で発生した。天候

の把握や雪に対する装備の甘さが原因と新聞は報

じていた。もし、遭難者の霊が供養碑に導いてくれ

なかったらどうなっていたか。 

(H12. 1.26 逸見征勝 記) 

 

日本山岳会福島支部アーカイブス 
      6823 逸見征勝 寄稿 


