
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本山岳会福島支部 

令和２年 (2020 年） 7月１5 日発行 
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  
  携 帯：090-2880-9805 

 

（令和 2年 4月から 6月の活動） 

福島支部会報 30 号 

 

令和 2年度支部総会の開催 
４月 4 日(土)福島市・市民会館において支部員 15

人が出席し「令和 2 年度支部総会」を開催。佐藤一
夫支部長体制 2 期目を迎え、中心議題を ①支部活
性化と会員拡大 ②「専門部」活動の充実強化の２
点に絞り審議、総会原案を可決した。特に山行委員
会（代表小柳安弘）策定の年間活動計画は、若者が
集う魅力ある山岳会を目指し、公募による 11 回の
山行を企画、着実に実践する。さらに県内 4 方部で
特徴ある山行を計画・実践する新方針決定した。 
 

 

コロナ禍に向けて    
支部長 佐藤一夫 

会員の皆様方におかれましては、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に取り組まれていること感謝申し
上げます。現在、山岳四団体（①日本山岳・スポーツ
クライミング協会、②日本勤労者山岳連盟、③日本山

岳会、④日本山岳ガイド協会）が以下のガイドライン
を定め、全国の山岳関係者に啓蒙中です。 
１、できるだけ都道府県を跨がない日帰り登山を。 
２、体調不良での登山は止める。 
３、登山は、少人数（ﾊﾟｰﾃｨｰは、当面５名以内）で 
４、登山中のマスクを着用励行を。 
５、登山山域内での買い物、呑み会等の自粛。 
以上の点から、今年度の第１・四半期の支部事業

については、コロナ禍の推移を見ながら、公益事業と
してのフリークライミング講習会（５月）と、登山道整備
(６月)は中止し、８月予定の「山の日記念・親子登山」

も開催を見送る方向としました。 
今後、夏山本番の季節を迎える中、ガイドラインに

沿った少人数での登山や、気のあった山仲間と近く
の野山に出かけいただく個人山行を推奨したいと思
います。なお、さらなる安全登山とともに、登山計画
書の提出をお忘れなくお願いします。 

支部活動報告（2020 年 4 月～6 月） 

山行委員会企画公募登山の実施 
 令和２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。 
  

６.28 吾妻連峰・塩ノ川遡行 
６月 28(日)梅雨空の小雨をついて塩ノ川遡行。

小柳 C L 以下 11 名が参加、行動計画をｼｮｰﾄｶｯﾄし、

藪こぎの後上流部から入渓、吾妻小屋で終了。 
 

雪代の床 雪代の床 

下 吾妻小舎広場で解散、管理人高橋豊明さんと 

https://livedoor.blogimg.jp/hoidonobu/imgs/9/9/9963a709.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人山行 
～その１・尾瀬国立公園 田代山 

５月２日(土)、6 月 6 日(土)、６月 22(月)の 3 日

間、田代山湿原探索実施。昨秋の台風 19 号被害の
調査を兼ね入山。初日は林道の雪多く入山できず。
鹿が冬場に杉の皮を角で剥し、その樹液を舐めると
のこと。多くが立ち枯れていた。～渡部(展)記 

 

 

～その２吾妻・一切経山花紀行 
シモフリ鞍部から駱駝山、馬の背を経て一切経

山、五色沼、鎌沼経由 6 時間の行程。イワカガミの
群落(霜降鞍部)、純白のイワカガミ(駱駝山頂上付

近)、鎌沼周辺のミネザクラ、浄土平のツマトリソ
ウ、ヒメシャクナゲ、ワタスゲ、ミツバオウレンな
ど。～6 月 8 日、佐久間隆夫、幕田芳典会員 

～その３・月山登山花紀行 
6 月 17 日(水)8:30 小雨の中姥沢駐車場より入山。

リフト運休のため姥ｹ岳まで雪渓を直登、そこからの
稜線はハクサンイチゲの大群落。シラネアオイ、チン
グルマ、イワカガミ、ツガザクラ、ミツバオウレンな
ども咲き誇っていた。ミヤマウスユキソウの群落は、
登山道の石畳みをも埋め尽くすほどの圧巻。13:15 月
山山頂着。雲海の向うに朝日連峰や鳥海山も遠望でき

た。（佐久間隆夫、幕田芳典会員） 

鹿の食害で立ち枯れた杉 

根元を角で剥す痕跡 
下山後は湯の花温泉ですっきり 

杉の皮がはがれ立ち枯れていた 

山頂湿原にはチングルマ、ワタスゲﾞ、ヒメシャクナ
ゲﾞ、タテヤマリンドウなど。また弘法小屋付近のオ

サバグサは数が少ない。登山道は完璧なほど整備が
行き届いていた。(6/6 6/22)。 
 

木道とワタスゲ 

オサバグサ 

チングルマの群落 

中田代湿原 

夏スキーゲレンデを行く佐久間会員 

ラクダ山の向うは福島市内 

純白のイワカガミ  稜線上のイワカガミ 

月山々頂から正面に鳥海山を望む 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ 

 
 支部会報への寄(投)稿のお願い 
支部会報（年 4回発行）も平成 26年の創刊号から

今回で 30号となります。これまでは活動報告が中心
で、事務局の独りよがりな内容であったと深く反省し
ております。今後より充実した会報にするため、会員
各位の提言・提案、自慢話、過去の山行記録、山岳事
故体験談など形式にとらわれない寄稿をお寄せくだ
さるようお願いします。（事務局から個別に依頼する
こともあります） 

吾妻小舎納涼会と支援のお願い 
吾妻小舎は、二階堂匡一郎会員所有の歴史ある山小

屋で、噴火警戒レベルによる立ち入り禁止措置やコロ
ナ禍の影響をもろに受け、宿泊客が激減しておりま
す。現在管理人の高橋豊明さんは、その苦しい現状下、
維持管理に奮闘中でありますが、7月中の宿泊予約数
は数人程度とのことです。このような厳しい現状を踏
まえ、事務局からつぎの 2 点を会員の皆様にお願い
したいと思います。 

① 恒例行事の「吾妻小舎納涼会」には多くの会員、 
会友の参加で盛り上げたい。 

② 会員自身のほか、友人知人を誘って是非吾妻小 
舎の利用をお願いしたい。 

県内山行計画の実施 
本年度支部総会で決定した県内山行については、

コロナ禍の影響で実施されておりません。各方部担
当役員におかれましては、方部の特徴ある身近な山
行計画を立てていただき、本格的夏山シーズン以降
の支部活性化をお願いしたいと思います。 

～その４・会越国境 守門岳登山  

快晴の６月８日、友人と守門岳へ。大原登山口か

らワラビ畑を抜け、急登をゆっくり歩く。コースタ
イム通り１時間で布引ノ滝分岐着。エデシ尾根に出
ると緩斜面、程なく沢に下り雪解け水で一息。 
 小烏帽子の分岐を過ぎ雪渓となる。尾根からの展
望は良く、山頂へと続く。この辺から咲くヒメシャ
ガ、ニッコウキスゲは未だ開花していない。 
  

新入会員の紹介 
４月入会の会員を紹介します。。 
日本山岳会会員  
渡邉敏雄様（68 歳） 

日本山岳会団体会員として長年
支部活動を支えてこられた「吾妻山
の会」代表の職にありましたが、今
年 3 月に同会が JAC から脱会した
ため、改めて入会されました。 
渡邉新会員にはこれまでお願い

してきた支部役員を引き続き担当
していただきます。 

ツガザクラ 

ハクサンイチゲの群落 

ミネウスユキソウ 

ミヤマキンバイ 

シラネアオイ 

 山頂には５～６名の登山者がいて、１時間ほど展
望を楽しむ。目の前の浅草岳、その右手に越後三山、
遠く飯豊連峰などなど・・・。登り４時間、下り３
時間弱の登山でした。(佐藤一夫記) 

守門岳山頂への稜線 守門岳山頂 

ウメバチソウ ニッコウキスゲ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

日本山岳会福島支部アーカイブズ 

     
6823 逸見征勝 寄稿 

いつのころからか聞かなくなったが、「お月見登

山」に出掛ける人が今もいるのだろうか。上弦、下

弦、半月、満月など、山で眺める月は荘厳で美し

い。これまでに登山を豊かにしてくれた月に随分と

出会ったが、二つの登山がことに忘れられない。 

昭和40年8月のことであった。浄土平から県境尾

根をたどって明月荘に泊まったことがある。その日

は日曜日。翌朝は未明に明月荘を発って奥羽線峠駅

発の一番列車に乗り、そのまま福島駅前の職場に出

勤するつもりだった。 

明月荘付近の湿原から眺める夕方の風景はすばら

しいものであった。日中、雷雨をもたらした積乱雲

が樹海の上になおも踏ん張り、夕日がそのふちを金

色に染めていた。水明かりというのだろうか、湿原

に散在する池塘がほの白く見えた。 

それにしても明月荘とよくぞ名付けたものであ
る。この山小屋の前には明月湖とよばれる池や、少
し離れたところには三日月湖、明星湖などもあって
先人のロマンがしのばれる。このあたりで何度月や

星を仰いだことか。 
さて翌朝４時前、予定どおり明月荘を出発した。

涼しくて気持ちがよい。少し急ごうかと思いなが
ら、背の低いオオシラビソの樹海を過ぎて金明水の
手前の広場に出たとき、足が釘づけになった。ホタ
ルがいたからである。１匹や２匹ではない。無数の
ホタルが一面のササの葉の1枚ごとに止まり、青白
い光を放っていたのであつた。「ウｵ―」と思わず
声をあげてしまった。 
だが、それはホタルではなかった。ササの葉にお

りた露が月の光を受けて、あたかもホタルの放つ光

に見えたのである。月は濃い藍色の空にあって静か

に夜明けを待っていた。わたしは20分ほど立ち止ま
ったまま下山を忘れた。 
それからが大変だった。飛ばしに飛ばし、必死に

なって山道を下った。遅刻して出勤はしたくない。
体中汗まみれになったが、休憩できる状況ではな
い。滑川温泉からは車道を走った。 
峠駅が見える最後のカープを曲がり終えたとき、

汽車の発車に間に合ったと思った。だが、汽車は荒
い息を吐くわたしを横目で見るように、ゆっくりと

福島へ向けて移動を開始した。「覆水盆に返ら
ず」。あのホタルにさえ会わなかったら・・・。 

もうひとつは平成19年のことだから最近といって

よい。当時、吾妻連峰の写真集を出版するため夕焼

けを写したかった。それも東吾妻山の山頂から写す

中吾妻山や西吾妻山の上空を赤々と染める夕焼けで

なければならない。 

 

 

いつものように日が落ちる前に東吾妻山の山頂

手前の林で風を避け、早めの夕食を手早く済まし

た。そして、今日こそは大丈夫だろうと期待しな

がら山頂へと向かう。こうした行為を何度も繰り

返してきたが、思うような夕焼けにはついに出会

えなかった。晴れ過ぎて雲がなかったり、夕方に

なると意地悪く霧がわいて山頂付近をおおってし

まうからであった。 

この日は「晴れ過ぎ」になってしまった。それ

でも中吾妻山の上空はほのぼのとしたピンクに染

まったので10枚ほどシャッターを切り、いくらか

の成果を喜んだ。すぐに下山しようとカメラをザ

ックに入れ、忘れ物がないか周囲を確かめ、そし

て水を飲んだ。 

ふと、背後になにかの気配がした。首のあたり

を暖かい空気が過ぎて行ったからである。びっく

りして振り返った瞬間、まばゆい光が目に飛び込

んできた。正体は月だった。なんという明るさで

あろう。撮影に夢中になっているうち、東吾妻山

の上空に達した満月に近い月が山頂やわたしを

皓々と照らしている。 

月だつたのか……。あたりに人などいるはずが

ない。かすかな樹脂の香を放つハイマツ帯。ゆる

やかに起伏を繰り返して中吾妻山から東大巓へと

延びる尾根。すべてのものが月明かりのもとにお

だやかな眠りにつこうとしていた。 

 

[山で詠んだ月] 

暁の 近き笹原月明るし ひと葉ひと葉に  

露の蛍火 (金明水) 

 

午前令零 時月天心にかかりをり  

散らばる白き 巻雲照らし (明月荘) 

 

月光を ふくみ乱れて上りくる 霧につつまれ 

やせ尾根に立つ (三国岳) 

 

をだまきの 咲ける岩尾根照らしをり  

藍濃き空の 月光菩薩 (早池峰山) 

  

樹海過ぎて 入りゆく原につらなれり  

月光受けて 白き木道 (弥兵衛平) 

(

H23. 11. 19) 

 


