
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本山岳会福島支部 

令和２年 (2020 年） 10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７月から９月の活動） 

福島支部会報 3１号 

 

コロナ禍の中の支部活動 
新型コロナウイルス感染に伴う緊急事態（宣言・

4 月 15 日、解除 5 月 25 日）後も収束の兆しがない
まま 10 月を迎えた。この間、支部は年間計画を自
粛し、山行委員会による公募登山と、会員による個

人山行のみを行ってきた。JAC 本部、各県支部とも
活動自粛が続く。今後この危機的状態から抜け出せ
るか、起死回生が図れるか、福島支部の正念場。 
中止した支部計画の公益事業と共益事業 
① ﾌﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習会～5月 
② 山の日親子登山～8月 10日福島民報社と共催 
③ 登山道整備 
その中で本部は、5 年後の「日本山岳会創立 120

周年記念事業」の諸準備を各県支部に指示。 
今次会報では、JAC 会員の中で登山とは趣を異に

しながら地域おこしに活躍中の２氏を紹介します。 

※創立 120 周年記念事業は「事務局からのお知ら
せ」の欄で詳述。 

 

 

支部活動報告（2020 年７月～９月） 

奥会津と只見線を撮影す

る郷土写真家。上海や台湾で

の写真展や講演会の開催、新

聞テレビなどメディアに多

数出演し、只見線沿線の地域

おこしに精力的に取組み中。 

 星 賢孝さんのコメント 

本日(2020.10.6)の福島民友新聞社説に只見線の

土木遺産認定に向けた申請の動きが掲載された。 

認定されれば只見線活性化への大きな後押しにな

り期待が大きい。只見線に関しては景観整備も進

行中で沿線に並行して走る国道 252 号線の風景街

道認可への動きも活発化している 

 ドキュメンタリー映画「霧幻鉄道 只見線」も

来春の公開に向けて製作が順調に推移している 

これからの只見線の動きから目が離せない  

【事務局から】 
JAC 福島会員・会友のご支援をお願いします。 

星さんご自慢の画像 

 

星 賢孝氏（12602）三島町・郷土写真家 

 

50 年前に廃村・消滅した「霧幻峡の渡し」を復活

させ「2018 じゃらんランキング」全国８位に。2019

年福島民友新聞社「みんゆう県民大賞・ふるさと創

生賞」を受賞。「只見線写真集・同カレンダー」等の

書籍出版をはじめ、海外(上海市・台北市)での写真

展、イベント開催など只見川沿線、ひいては会津地

方の活性化におおいに貢献中。 

 

清野義美氏（15076）福島市・登山家 

 

 
平成 24(2012)年 7 月、福島支部がはじめての海

外遠征登山として取組んだ日パ合同隊による「パキ
スタン６千㍍未踏峰登山」に際しては登攀隊長とし 
  

清野義美会員は、日本山岳会福
島支部初代支部長の故・伊藤弥十
郎氏に師事し、長年、厳冬期の吾妻
山や飯豊連峰登山を通じ、登山文

化の発展、若手の育成と自然保護
活動に取り組んできた岳人(山屋)
という名に相応しい登山家です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 人 山 行 
鹿の食害で立ち枯れた杉 

山行委員会企画公募登山 
 令和２年度「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。 
８月２日 吾妻連峰大滝沢遡行 
12 名参加。前泊した奥羽線「峠駅」では沢談義で

盛り上がった。事務局(渡部)から日本山岳会活動、
入会の勧めなどの話題を提起。 

８月２日 八海山登山 
8 月 2 日、梅雨明けを待っての山行。階段状の登

山道から林の中を進み、緩いアップダウンを繰り
返し、急坂を登り切ると霊神碑のある六合目の女
人堂に着く。前方には高低差約 300ｍの薬師岳。 
一旦下り祓川の水場で喉を潤し、浅草登りの急登 

を鎖につかまりながらも転倒。幸いけがなくカメ
ラも無事。ようやく８合目の薬師岳まで登り着き、
ここを今回の山頂とした。帰路、モリアオガエルの
生息池・漕池（コギイケ）に立ち寄り、池を埋め尽
くすまっ黒なオタマジャクシに驚く。下山はロー
プウェイが故障しトラックで。デコボコ道を大き
く揺られて駐車場に着く。（佐藤一夫記） 

て困難なルートを登頂成功に導き、その功績は全
国紙に取り上げられるなど支部創立６５周年をお
おいに盛り上げてくれました。 

帰国後は、吾妻山登山道等の整備作業のみなら
ず、重い腰を上げようとしない行政への働きかけ
など獅子奮迅の戦いを展開、清野氏の熱い思いと
無報酬による有言実行の活動を紹介します。 
  登山道整備（刈り払い）活動 
〇 2018、2019 は東吾妻、景場平。その間に「大
倉新道、県境尾根」が大藪になった。SNS の時
代、良くも悪くも刈り払いの後の評判は諸々。
悪口が多い。今年は山仲間と刈り払い機械を自
力で３台担ぎ上げテント泊しながら 8、9 月にか
け両コースとも整備し、無事完了した。 

～以上の活動を１０年以上継続中～ 
植生復元活動（姥ケ原、景場平周辺）活動 

〇 吾妻山の自然保護に係わり思うこと。登山者
は登るだけで、マナーと認識が他のスポーツと
異なる。野球、蹴球などは自らグランドを整備
し、終わったら感謝の言葉で一礼する。行政(環
境省など)の重い腰を変えるには行動で示すし
かない。自費活動もいとわない。 
～紙面の都合上伝えきれないもどかしさ残る。
刈り払い機、替刃、燃料、すべて自前～ 

 
  
 

８月２3日吾妻連峰松川中流域遡行 
前泊は米沢市「直江つつみ公園」山形から２、本

宮、三春から各１の計８名が参加。当日は暑かった
のでおおいに泳ぎました。 

 

https://livedoor.blogimg.jp/hoidonobu/imgs/2/2/22591ddf.jpg
https://livedoor.blogimg.jp/hoidonobu/imgs/0/c/0c91b16c.jpg
https://livedoor.blogimg.jp/hoidonobu/imgs/7/5/75c779aa.jpg
https://livedoor.blogimg.jp/hoidonobu/imgs/5/9/59158fdc.jpg
https://livedoor.blogimg.jp/hoidonobu/imgs/3/3/33014562.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ 

9 月 27 日開催の「日本山岳会・支部合同会議」で示され
また２つの事業について説明します。 

 
日本山岳会「創立 120周年記念事業古道調査」 

１ 概要と目的 
  日本山岳会の 120 周年記念事業として、全国の山岳古道を
調査、2025年に「日本の古道 120選」として出版・公開する。
古道は歴史的、地理的にも日本の貴重な文化遺産であり、これ
を記録・保全して後世に伝える目的。 

２ 対象とする「古道」 
  全国の山岳古道（旧道・廃道）の中で塩の道、信仰の道、街
道などの中で整備されず忘れられた古道など。 

３ 各県支部の調査（報告）対象数 
  各県支部は概ね 5つの古道をリストアップ、調査。 
４ 調査スケジュール 

① 2021年 4月末調査対象リストアップ  
② 2021年 4月から 2022年 4月にかけ対象古道決定 
③ 2021年～2024年度にかけ調査実施 
④ 2025年 10月著書出版 

以上のスケジュールで取り組みます。支部員各位のご協
力をお願いします。詳細は別途お知らせします。 
  
日本山岳会会員名簿の作成に関して 
 
日本山岳会では多くの会員の要望により、「会員名簿」

の発行を決定しました。その詳細は機関誌「山」9 月号の
12 項に掲載され、同封の「葉書」で申し込む（10 月 30 日
本部必着）ことになります。 

名簿は全会員の名簿ではなく、希望者のみの氏名等を
掲載したもので、希望者が 500 人以下の場合は発行されま
せん。販価は概ね千円程度です。 
  
コロナ禍に伴う吾妻小舎支援に感謝 
前回発行の「支部会報」でコロナ禍により宿泊客激減の

「吾妻小舎」支援のお願いをしましたが、山と渓谷社のク

ラウドファンディングが決定しました。また支部からも 

義援金を寄付しました。会員の皆様に感謝申し上げます。 

 
 

８月２日 飯豊山縦走登山 
8/2(日)7:30 御沢登山口から三国小屋までの行程。

暑さと汗に体力を奪われる。途中、峰秀水に命を助け

られ、剣ヶ峰を経て三国小屋泊。 

8/3(月) 6:30 小国小屋から切合小屋を経て本山小

屋へ。御来光を仰ぎ、その後稜線にガスがかかる。切

合小屋からは高山植物見事に咲き誇っていた。本山小

屋に着くも天候不良のため、大日岳縦走をやめ沈殿。 

8/4(火)霧時々晴れ、風強く気温15°。4:20 飯豊本

山目指して出発。西風の幻想的な風景のなかダイグラ

尾根を一望し、13:20 無事三国小屋に戻り泊。 

8/5(水) 曇りのち晴れ、6:30 小屋出発。11:30 御沢

登山口に下山。（佐久間隆夫記） 

 

９月６日 越後・荒沢岳登山 

コロナ禍の中、密にならない山を探し、９月６日

の荒沢岳登山を計画。前日夕自宅を出て、22：00檜

枝岐経由銀山平登山口到着、車中仮眠。 

翌朝４時発。前山から鎖場の前グラ着。快晴で暑
くなる。ネット情報の通り、支点はあるものの鎖の
ないところが数カ所あり、登りはともかく下山時は
充分注意を要した。急な鎖場を乗り切り稜線を進む

と突然頂上に着く。 
越後駒や中ﾉ岳、平ヶ岳、会津駒などの眺望を楽

しみ、出会った登山者は14、5人、単独行が多い。
長い鎖場での順番待もスムーズで、10:30登山口駐

車場着。密とは言えないまでも多くの登山者がい
た。（高橋正男記） 

 

そのほかの個人山行 
① 9.20 大滝沢支流スラブ帯(仮称・スラブ大滝)登はん 

山行委員会小柳ほか 5 人がアタック 

 

 

 

 

 

 

 

② 9.28 旧越後街道「束松峠・車峠」 

明治 11 年、イギリス人探検家イザベラ・バードが「日 

本奥地紀行」に著した旧越後街道の「束松」「車峠」を 

尋ね歩き往時を偲んだ～渡部展雄 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

日本山岳会福島支部アーカイブズ 

     
6823 逸見征勝 寄稿 

山に春が訪れて緑が深まるころ、人は登山や山菜

採りのために山に行く。すると、決まったようにク

マに出会ったとか、かみつかれたとかいうニュース

が報道される。先日も尾瀬の林の中を移動するクマ

や、木道に付けられた足跡が放映された。尾瀬には

パトロール隊がいて、危険な場合は登山者に忠告す

るようだ。ちょうど写真を撮っていた高齢の男性

が、パトロール隊に忠告されて一緒に戻る様子も放

映された。ミズバショウやリュウキンカの群落を目

前にしながらシャッターチャンスを失い、男性はい

かにも残念そうだった。 

クマの危険から身を守るために登山者はザックに

鈴をつけて歩く。鈴は大小さまざま、音色もさまざ

まである。鈴を付ける行為は今にはじまったことで

はない。昭和３０年代に登山を趣味とするようにな

ったが、当時も付けていた。ただし、猫の首に付け

るような丸い小さな鈴である。 

五月の末、磐梯山ゴールドラインの八方台から猫

魔ケ岳を経て雄国沼へ下った。 

新緑のブナ林をいっせいに花を開いたタムシバが彩

り、木洩れ日を浴びて行く道は実に楽しい。その

時、遠くから鈴の音が聞こえてきた。チリン、チリ

ンとひびく音は、やがて大きくなり、登山者があら

われた。見ると、ザックには大きな鈴が付けてあ

り、比例して音も大きい。巡礼の鈴の音と同じだっ

たから、財布を開けて喜捨しようと思ったくらい

だ。 

近年、こうした鈴の音が山の騒音として批判を浴

びている。クマがどこにいるかわからないので仕方

ないが、シーズンになると簡単に登ることができる

山では登山者が多く、鈴の音が絶えない。そして、

北海道の観光旅行のついでにでも買ってきたのか、

本当にうるさい音を出すものがある。そのため、

「鈴をつけないで鳥の声に耳を傾けるべきだ」など

と言われてしまうのだ。 

賛否両論あろうが、鈴を付けないに越したことは

ない。基本的にクマが人間を避けるからである。ク

マも利口だから、ただならぬ気配を持つ恐ろしい人

間を相手にしたくない。だから、鈴を付けたいのは

クマの方だ。 

もう３０年以上にもなろうか、クマとまちがわれ

たことがある。家形ヒュッテの手前のヤブに入り、

アズマシャクナゲの撮影に夢中になっていたとき、

下の方から数人の登山者がおしゃべりしながら登っ 

てきた。こちらはヤブを移動しながらシャッターを

切っていると、ピタッと話し声が止まり、続いて 

「ウワアー」という悲鳴とともにドタバタと登山

者が逃げる音が聞こえた。「クマと間違われたな」

とニヤニヤしていると、間もなく石や枯れ枝が飛ん

できた。たまらず「ニンゲンダー」と叫んでヤブか

ら飛び出した。 

登山に鈴が似合う時期はシーズンオフである。二

月から四月の初めになると毎年決まったコースを歩

く。ここ十年間に人に会ったのは一度だけという静

寂なところだ。念のため、輪かんじきは持ってきた

が付けずに残雪を踏んでみる。もぐらない。その瞬

間、山にも春が来たのだなあという感慨がわく。そ

して、ザックに付けた鈴の音を山旅の友として登り

出す。残雪は夏道を厚くおおっており、左右の林に

はマンサクの花が美しい。今朝、マンサクを観賞し

ながらこの尾根をたどったクマの足跡が雪に点々と

付いていた。風流を解するクマである。こういうク

マとは価値観が一致するので、ぜひお話をしてみた

い。 

時には尾根の斜面を歩くクマに会うことがある。

そんなときにはザックから鈴をはずして振ればよ

い。大事なことは鈴の振り方だ。雑に振るのではな

く、クマとの別れを惜しむようにやさしく振ること

を忘れててはならない。人間界では老いると「いや

いや、みんなに面倒をかけてきたな。これからは少

し役に立つように心がけようか」とかいう心境にな

る場合があると聞く。そういうささやかな感謝の意

を添えながら振っても差し支えない。 

こうした気遣いは山という地域社会における常識

であり、クマとの友人関係を築くために欠かせな

い。「コノヤロー」と罵声を浴びせることなどは、

もってのほかで信頼の回復をむずかしくするばかり

だ。（2017.6．15） 

 


