
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本山岳会福島支部 

令和３年 (202１年） 1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１０月から１２月の活動） 

福島支部会報 3２号 

 

コロナ禍の中の支部活動 

支部活動報告（2020 年 10 月～12 月） 

展望を楽しみ 12:10 北穂高小屋着。ここで穂高の日没と

朝焼けの写真撮影。 

9/30(水)晴・気温-5°7:00 北穂山頂～涸沢岳～奥穂高

岳のコースを辿る。最低コルから涸沢槍～涸沢岳西尾根

まではハシゴや鎖が整備されスリル感なし。涸沢岳～

11:50 穂高岳山荘着・泊。明日のジャンダルム往復に備

え、山荘での休息撮影、酒を楽しむ。小屋は宿泊者を 1/3

に制限、検温、消毒、衝立、シールド設置などコロナ感

染に万全を期していた。 

10/1(木)雪、気温 1°奥穂山頂部積雪のためジャンダ

ルム行きを断念。8:00 穂高岳山荘～涸沢目指し下山。

10:20 涸沢テント場着。入山 4 日で紅葉は色濃くなり、

ひなが一日錦秋の涸沢カールを楽しむ。 

10／2(金)晴れ、気温 2°8:00 横尾経由で上高地へ。 
 
 

福島支部山行委員会小柳安弘個人山行 
JAC本部会報編集委員会より、福島支部の山行記録を「山

岳 12月号」に掲載したい旨の打診があり、9月 20日吾妻連

峰大滝沢遡行として全国紹介された。以下その全文と大迫力

のスラブ大滝拡大画像を掲載しました。～事務局記 
 

大滝沢の隠れ沢を遡行し 
   この沢に名前を付けよう 
   ＪＡＣ福島支部山行委員会小柳安弘 
 大滝沢の支流ですが、久々にとても楽しめた沢、ま

さに隠れ沢でした。 

場所は滑川大滝の基部へ右手から流れ込んでいる沢

が今回遡行した大滝深沢(仮称)です。ただこの沢、正式

に名前が付いていません。それでは遡行して名前を付

けよう、と仲間５名が集まりましたが、全員この沢は

初めてでした。過去に何パーティーかは入渓している

と思いますが、記録や写真等は見当たりません。 

 

穂高岳(奥穂・北穂・涸沢)撮影登山 
幕田芳典、佐久間隆夫個人山行〈4 泊 5 日〉 

9/28(月)5:30沢渡駐車場からタクシーで上高地～横尾

経由 13:50 涸沢着、テント設営。紅葉はまだ五分程度。

早々に２人で祝宴、その後爆睡。 

9/29(火)晴・気温－2°7:00 北穂高岳登山開始。9:15 南

稜取付着、紅葉が見頃。前穂北尾根の迫力、常念山脈の 

佐藤一夫支部長新年の挨拶 
 

なり、「つまんない１年」でした。 

今年こそコロナ禍が収束し、行きたい山へ、行きたい

仲間と、山の空気がいっぱい吸える本来の登山スタイ

ルに戻り、各種行事も再開される、「たのしい１年」で

ある事を願い、新年のご挨拶といたします。 

 

 

 
 
  
 
 

新型コロナ感染が続いています。福島県内の 1 月 10 日現

在感染者は千 200 人を越えました。支部長年頭譜のように

丑年の本年は、ゆっくりとではあるが着実な歩みを目指した

いと思います。会報 32 号編集に当たり素材が少なかったこ

とから、会報 31 号に掲載できなかった 9 月中の個人山行な

どもあえて掲載しました。なによりも一日も早いコロナ収束

を願ってやみません。～事務局渡部記 

 

あけましておめでとうご

ざいます。昨年は予想もし

なかったコロナ禍により登

山スタイルは、 

① 都道府県をまたがない 

② パーティーは少人数で 

③ 登山中はマスク着用 

等々の不自由なもので、更

に、本部・支部主催の各種

行事は軒並み中止や延期に 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝が現れたのです。 

「ウォー」と思わず全員が声を上げてしまった。何

と言うことだろう、そこには滑川大滝がもう一つあ

ったのです 

落差約１００ｍ、幅６０ｍのスラブ滝に全員感動、

そして私は今までこの沢へ来なかった事を悔いた

のでした。(令和２年９月２０日遡行) 

(遡行ルート)滑川橋→滑川大滝→大滝深沢→大ス

ラブ滝登攀→１２５０ｍ付近からホラ貝沢支流→

ホラ貝沢→大滝沢出合→ネコノ沢→登山道→滑川

橋 

鹿の食害で立ち枯れた杉 

場所的に滑川大滝へ目が行くポイントであるため、

存在は認識してもスルーされやすい沢でもありま

す。 

また、この沢の上部には、滑川大滝と比べても見劣

りしない素晴らしい大スラブ滝が広がっています。

そのスラブまでは、両岸５０ｍ以上のゴルジュ帯の

中に⒑本の小難しい連瀑帯を慎重に越えて行かなけ

ればならず、ナメ滝、ヌメ滝、ハング滝、チムニー滝、

ヤブ滝と色々なタイプの滝が出現します。、様々な登

攀技術を駆使しながら進むと、パッと目の前が開け

て来ました。連瀑帯を越えたご褒美の様に大スラブ 

 

 

１0月２0日浅草岳日帰り登山 
幕田芳典、佐久間隆夫個人山行 

20(火)曇り後晴れ、気温 10°6:15 六十里越（福島県側）

登山口発。南岳手前で雨、ガスとなる。南岳稜線から展

望が開けはじめ、紅葉も見頃だ。アップダウンを繰り返

し、鬼が面山～北岳～ムジナ沢カッチとアップダウン続

く縦走路の絶景(撮影)を楽しみながら 11：30 ｶｯﾁ出発。 

12:30 前岳通過、13:00 浅草岳山頂到着。下山は田子倉

登山口。浅草山頂でのんびり時間を過ごし 14:00 下山開

始。剣ヶ峰までは、ロープや鎖場連続の厳しい下山道で

思った以上に時間を費やしてしまった。そのため大久保

沢の水場から続くブナ原生林では、ヘッドランプ点灯の

下山となった。（佐久間隆夫記） 

 

 

  11.8(日)ＪＡＣ福島支部霊山・秋山山行 
午前８時霊山こどもの村駐車場集合、湧水の里登山口

に移動後登山開始。CL高麗(こうま)会員以下支部員11、

友会員１、一般参加 3 の計 15 名がコロナ感染の合間を

縫って今年初の支部山行に参加した。 

登山道は、いきなりの急坂、アップダウンに加え鎖場・

梯子と続き、紅葉を愛でながら最高齢伊藤義男会員(84)

はじめ全員が初冬の霊山を楽しむことができた。 

下山後は、青柳山荘に立ち寄り、事務局が用意したコ

ーヒーと豚汁をいただき散会。一般参加者 1 名が友会員

として入会。～詳細事務局からのお知らせで 

ここから 10月以降 12月までの活動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からのお知らせ 

 清野義美会員(吾妻山自然保護C)ご支援に感謝 
前回の「会報 31号」で吾妻山登山道等の整備はじめ、植生

復元に取り組んでいる清野義美会員を紹介しましたが、これ
に対して早速、日本山岳会員で「会津山岳会」会長大竹幹衛
氏から多大の激励(寄付金)が寄せられました。 
清野会員から「こんなに早くご支援が頂けるとは思っても

みませんでした。」とのコメントが寄せられています。ご支援
ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

永年会員の訃報 

永年会員 二階堂匡一朗様 8７歳 

新入会（友会員）の紹介 
 

〒960-0839 福島市桜本字温湯 11 
会員番号 3974 ☎024－591-3173 

令和 2年 12月 24日逝去されました。 
二階堂様は匡ちゃんの愛称で親しま

れ、ぬるゆ温泉三代目主人の傍ら市議
会議長、シルバー人材センター理事長
を歴任、なによりも吾妻山をこよなく
愛し、多くの岳人や文人たちとの交流
を通じて福島県の登山界に大きな功績
を残しました。特に「吾妻小屋日記」
と「吾妻山回 「吾妻山想譜」「同・追録」を自費出版されるなど、多くの
道筋を残されました。ご冥福をお祈りするとともに、上記
「吾妻山回想譜追録」からその一部を抜粋して紹介します 

日本山岳会福島支部が創立された頃(昭 22 年 12 月、会員 24

名)は戦後まもなくの頃とて物資も十分でなく、登山用具も戦前か

らのものを修繕して使用したり或いは進駐軍の払い下げ用品を入

手したりしで現在とは比較にならなかった。 

また山岳関係の文献も不足していた。昭和２４年 4 月頃、会員

所有の山書目録を作成して書籍の借入希望者には事務所を通し

て斡旋(会員に限る)しようとすることになった。会員の中嶋正夫、

小滝清次郎、常葉一雄、伊藤弥十郎、長尾幸七、本多速男、川又

恒一、深沢達吉、宮田恒雄の諸氏が協力し、宮田通庸が編集に

当たった。～中略～ガリ版刷りで完成した目録は会員に配られ～

中略～所有者が多かった蔵書は、「雪に生きる」猪谷六合雄、「単

独行」加藤文太郎、「山の憶ひで」小暮理太郎、「たった一人の山」

松浦佐美太郎、「山に生きる」竹節作太などで、これらが戦前山書

のベストセラーだったことがわかる。 

以下 280冊の山岳著書、作者を羅列紹介 

抜粋 1「活字に飢えた岳人のために・福島県支部創立の頃の事業」 

 

抜粋２「あとがき」 

武田久吉先生が著された「誤訳談義」に 

竹にうぐいす 梅にはすずめ それは木ちがい鳥ちがい 

と詠んだ句が載っています、、、、～以下略。 

この欄では「吾妻山回想譜」文中の誤字脱字正誤表を持ち前の

ユーモアをもって読者への謝意を伝えています。 

〒962-0864 須賀川市北上町 60-1 

影山 功 (昭和 31.11.25生) 
令和 2年 12月 1日に友会員として入会され
ました。影山氏は 11月 8日の支部主催の霊
山山行に参加、三瓶恵子支部会員の推薦で
入会を決意、今後の活躍を期待します。 

 上は下山後、青柳山荘でしばしの懇親会風景 

参加者：支部員 12 名 伊藤義男、佐藤一夫、高田雅雄、、
青柳勲、橋本亮三、清野義美、石井洋子、三瓶恵子、熊
谷鶴三、高麗秋広、佐久間隆夫、力丸美智子(友会員)ほか 

一般参加３名（佐藤、高田、影山）。事務局渡部展雄 

  12.7~8 山行委員会霊山山塊登山と忘年会 
支部山行委員会(代表小柳安弘)が主宰する公募登山

の参加者から「霊山鷲岩付近に岩壁登攀の適地がある。」

との要望があり、12/7(土)~8(日)青柳山荘での忘年会を

兼ね実施。女性 1 名を含む 6 名が参加した。 

星 賢孝氏 (会員NO 12602) ふるさと画像紹介～２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回会報(31 号)に引き続き、奥会津

と只見線を撮影する郷土写真家星賢

孝氏撮影の画像を掲載します。新雪の

只見川沿線の絶景は同氏のフェース

ブックでお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和年度支部新年会の中止について 
2月 6日(土)に予定しておりました支部新年会は、新型コロ
ナ感染の終息が認められない情勢下にあり、中止とします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本山岳会福島支部アーカイブズ 
     

6823 逸見征勝 寄稿 

福島市と山形県高畠町にはさまれるようにして連な

る千m前後の山並みがある。そのなかの駒ヶ岳と豪士

山に登ったとき、いつも「これが本当の登山かもしれ

ない」と思ったりする。際立った特徴もないのに登山

口から山頂に着くまで幸福感がふわぁーと湧き上がっ

てくるからだ。それはなぜなのか、今までに両方の山

に登ったのに本当の理由はわからない。 

ひとつだけ思い当たることは登山者が少ないこと

だ。安達太良山の山開きに1万人が参加したという数

年前の日曜日、はじめて駒ヶ岳に登った。カメラの三

脚を忘れたが、山頂での記念写真は誰かにシャッター

を押してもらえばよい。だが勝手な期待ははずれ、一

日中登山者に会わないまま下山してしまった。以後、

駒ヶ岳で登山者に会ったことはない。豪士山では４年

間で十人ほどに会っただけである。 

この山の登山時期は、標高が低いだけに春と秋がよ

い。5月上旬には雪国の里山にも春がおとずれ、駒ヶ

岳の西信濃沢あたりはニリンソウやヤマエンゴサクの

花々で彩られる。うっかりすると、ここでフィルムを

使い過ぎてしまう。山頂手前にはさほど太いブナでは

ないが個人的に「千本通り」と名づけているブナ林が

あって奥行きのある山だ。残念ながら山頂からの展望

はよくない。 

一方の豪士山は駒ヶ岳の隣にあり、展望のよい山

だ。山頂に至るコースは何通りかあるが、豪士峠を経

由して登るコースが一般的だろう。その昔、福島の

人々が高畠町の亀岡文殊にお参りするために利用した

道と伝えられる。 

林道の途中の橋の脇に車を置き、30分ほど坂道を登

りきると岩場に出る。ここは5月の中旬から群生する

ヤセツツジが花を咲かせるので必ず一服する。岩場を

過ぎると、やがて花の街道が続く。ヤシオ街道、スミ

レ街道を経て豪士峠、そしてエンレイソウやショウジ

ョウバカマが咲くゆるやかなユリ科街道を歩んで山頂

に着くのである。 

駒ヶ岳とちがって豪士山からの展望は申し分ない。南

には吾妻蓮峰:¨少しずつ右に視線を移せば飯豊連峰、

朝日連峰、月山、蔵王など、日本百名山のうち５座が

残雪をかがやかせている。吾妻連峰の中央の真っ白い

三角錐のピークは東大巓。それを見つめながら毎週の 

 

 

ようにひとりで登った20代を思い出す。 

山頂を過ぎてすこし南に進み、ヒメイチゲやコミヤマ

カタバミが咲くところを昼餉の場所と決めた。あたたか

い日差しを背に受け、ポタージュスープ、コーヒーなど

が入ったカップをザックから取り出して道にならべた。

お湯を注ぐとインスタントながらトロリとうまいスー

プ。コーヒーの甘さも薄からず濃からず、ちょうどよ

い。そよ風に吹かれ、花に囲まれて食事をしていると、

まどろみたくなった。 

食事のあと、尾根の散歩に出掛けた。はるかなふもと

を見下ろすと、水を入れた苗代がきらきらと光って見え

た。高畠町の田園である。あの田園地帯には「まほろば

緑道」という遊歩道がある。静かで周囲の山が美しく、

吾妻連峰もほどよい距離で眺められる。そういえば童話

作家の浜田廣介はここで少年時代を過ごした。名作「花

びらのたび」、「むく鳥のゆめ」などには、そのころに

親しんだ高畠町の風景が描かれているのかもしれない。 

廣介は下校の途中、後向きになって歩くので友達から

遅れてしまうことがあった。友達が理由を問うと、「山

がきれいだなあ」と答えたという。たしかに今も「まほ

ろば緑道」のあちこちに据えられたベンチに座っている

と、田園地帯は一昔前のなつかしい田舎を思い出させ

る。なによりも気持ちが落ち着く。高畠町、廣介の童

話、駒ヶ岳や豪士山には、なにか共通する雰囲気がある

ようだ。 

やがて一本のニオイコブシが見えてきた。ニォィコブ

シの花は、折り返し地点を示す白い旗だ。 

落ち葉ふみ 熊よけ鈴と登りつめ 

空真っ青な山頂に着く (H２６．６) 
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真野川氷瀑登攀訓練参加者募集 

20 年暮れから新年にかけての寒波で飯舘
村真野川の氷結が進み、1月 10日(日)山行委
員会小柳代表の呼びかけで氷瀑登攀訓練を
実施した。今年は、向後 2月にかけ同所での
訓練を実施しますので参加希望者は下記ま
でご連絡ください。1/10訓練画像を右に掲載
しました。 
事務局（渡部）090-2880-9805 
e-mail fkc@jac.or.jp 登はん装備装着指導と訓練風景 

参加者は女性３を含め総勢 8名 


