
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本山岳会福島支部 

令和３年 (202１年） ４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３務局 〒960-8133 福島市桜木町13-43  
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電話(FAX)：024-533-0541  
  携 帯：090-2880-9805 

 

（令和３年１月から３月の活動） 

福島支部会報 3３号 

 

支部活動報告（2021 年 1 月～3 月） 

２月１3日 箕輪山日帰り登山～2名参加 
ルートは最短コースの箕輪スキー場からリフトで最終

駅まで行き、そこからスノーシュ―で箕輪山、鉄山、本
山の冬景色 
を堪能した。 
この日は 

絶好の冬山 
日和となり、 
飯豊連峰は 
じめ吾妻連、 
峰、磐梯山 
と湖沼群そ 
の奥の会越 

 

 

令和３年度支部総会の開催について
佐藤一夫支部長新年の挨拶 
 
令和3年1月8日、新型コロナウイルス緊急事態宣言

が発せられ(3/7解除)たことにより、日本列島は「三

密厳禁」と「不要不急の外出自粛」ムード一色となっ

て、日常生活にも大きな影を落とし、各種集会、行事

等の中止が相次いだ。 

佐藤支部長の2021年頭挨拶「旧年はつまんない１

年」を打ち破るべくコロナ禍の早期終焉を願ったが、

県内においても拠点病院、老人ホームのクラスター発

生など、現在も流行の兆しは続いている。 

こうした中、4月3日開催の「令和3年度支部役員

会」席上、佐藤支部長から「支部総会書面決裁」が提

案され(支部規約では会員の過半数を定足数)、すでに

支部員各位に総会議決としてお手許にお届けしまし

た。支部創立から73年、草創後初の苦渋の選択であっ

たことご理解いただくとともに、コロナ禍の早期終息

と令和3年度支部活動の正常化を願うばかりである。 

              事務局渡部展雄記 

 

 

1月 3日厳冬期安達太良山日帰り登山 
小柳山行委員長の個人山行として計画、これまでの

公募登山参加者 2 名とともに安達太良山頂往復登山を

実施。ルートは小柳リーダーが設定、悪天候の中、ラッ 

セルを交代しながら濃

霧と強風の安達太良山

頂で記念撮影。 

公募・真野川アイスクライミング 
〇 １月初旬列島を一級の寒波が襲い、ゲレンデの凍結

を確認して１月 24 日新年度初のクライミング訓練実

施～参加者６名 

〇 ２月６日、７日、東京、山形、白河からの参加者を迎

え 2 日間にわたりクライミング実施。初日は、青柳山

荘に宿泊しての交流会となった。参加者 10 名 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月７日 母成峠・杉田林スノーツアー 
 福島県山岳連盟（JAC 福島支部ほか 20 団体加盟）に

よるスノーツアー実施、18 名参加。 

 9:00 母成峠🅿集合出発(気温－6℃) ～ 10:00 安達太

良・杉田林(ブナ林)～10:40 和尚山南斜面～11:30 標高

1472m 地点で昼食休憩～１2:00 森林限界から山スキー

組とスノーシュー組に分かれ、和尚山登山と杉田林探索

～14:00 母成峠🅿着解散。  

登山開始から下山まで、ブナなどの原始林の中、春の

息吹を満喫、中でも安達太良連峰、磐梯山と湖沼群、飯

豊連峰などの遠望は絶景であった。 

  ～JAC 福島支部高麗会員（県山岳連盟事務局長）記～ 

鹿の食害で立ち枯れた杉 

２月２８日 万世大路氷柱を尋ねて 
2 月 28 日、万世大路・二つ小屋トンネルの氷柱がど

のような姿をみせてくれるか？ 昨年は暖冬ですべて崩

落したあとに訪ねた。今年は一時期春を思わせる気温上

昇で、期待できなかったが、その容姿を見せてくれたこ

とに感謝。（令和２年度支部山行計画唯一の活動） 

参加者：橋本亮三、小林正彦、佐藤支部長、渡部展雄 

    佐久間隆夫、高麗秋広の 6 名 

２月２５、26日 安達太良・くろがね小屋 
一泊山行 

2 月 25 日(木)、奥岳と勢至平は風が強く雪面はガリガリ
状態。くろがね小屋で昼食後山頂(乳首山）を目指すも峰ノ
辻で引き返し、15:10 くろがね小屋着(泊) 
 2 月 26 日（金）8:30 くろがね小屋発～9:15 勢至平～
10:10 烏川橋～10:30 奥岳登山口着、計画では、参加者 3
名で安達太良本山往復の予定が悪天候のため断念。 

（佐久間隆夫、幕田芳典） 

 

国境の山々など 360 の大パノラマが広がっていた。 
                 佐久間隆夫 記 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月７日 磐梯山・北東稜日帰り登山 
3 月 7 日（日・快晴）、磐梯山東尾根から磐梯山

山頂を目指す。メンバーは佐久間隆夫、幕田芳典と

非会員 1 の 3 名。前日大荒れの天候がウソのように

絶好の登山日和となった。   

 07:45 猪苗代ミネロスキー場～8:30 第一リフト、

第 4 リフトを乗り継ぎ 9:30 赤埴山山頂、10:30 鏡

池～東尾根取付～12:10 森林限界～12:30 東尾根肩

で休憩、13:30 磐梯山山頂～14:00 弘法清水小屋で

昼食～15:20 沼の平を経て下山。山頂では元 JAC 福

島支部山行委員長小柳氏のメンバーと遭遇。 

３月８日 天元台若女平スキーツアー 
2021．３．８（月）快晴  

コース：天元台スキー場～吾妻神社～避難小屋～若

女平～白布高湯を山仲間と 2 人で滑る。 

天気快晴、重い雪に苦労しながらも途中からシール

を付けての滑降。最後のヤセ尾根はスキーを外しツボ

足で下山する。（佐藤一夫 記） 

事務局からのお知らせ 

古道調査・発掘について 
我が国の歴史を紡いできた「古道」は、近代化の波や

過疎化、自然災害等により破壊され、崩れ、やぶに埋も

れて記憶の彼方に忘れ去られようとしています。 

日本山岳会では、この古道に光を当て、いにしえの人々

が生きてきた証しとしてこれを記録に残し、次世代に伝

えるため 2025 年の創立 120 周年記念事業として取り組

むことが決定しました。 

最終的に「日本の山岳古道１２０選」を出版すること

を目指し、全国 33 支部をはじめ、できる限り多くの会員

にこの事業に参加していただくことになります。 

以下 4 月 10 日 JAC 本部が主催の説明会で示された今

後の方針をお知らせします。 

１ 古道選定と調査開始のスケジュール 

〇 基本方針 

 5～６0 をまず選定し調査に入り、その後残りの 5～

60 を選定する二段階方式で行う。 

〇 タイムスケジュール 

  各県支部担当者と本部プロジェクトチーム（PT）が

一体となり６・7 月から本格調査に入り、2024 年ま

でにデータ蓄積を終了させる。 

〇 福島支部の場合、八十里越と大峠は当確ライン 

～本部PT 近藤理事発言～ 

２ 各県支部との調整 

２，３の県にまたがる古道については本部 PT が調

査範囲を調整して行う。 

３ 福島支部が推薦した古道７か所 

① 八十里越～福島県只見町と新潟県三条市を結ぶ古道 

② 万世大路～福島市と米沢市を結ぶ明治９開鑿の古道 

③ 米沢街道～徳川時代米沢藩の参勤交代道 

④ 大峠（会津中街道）～会津と関東を結ぶ塩の道 

⑤ 旧越後街道～英人女性探検家イザベラが世界に紹介 

⑥ 太閤道～豊臣秀吉が戦国時代奥州仕置きで通行した道 

⑦ 吾妻神社への参拝古道～信仰の山岳修験道 

 
デジタル化の積極的推進 
福島支部は全国 5 番目の支部として昭和 22 年 12 月に

創立された。以来諸先輩たちが残した記録や功績を後世に

引き継ぐためにはデジタル化が急務となります。 

幸い JAC 本部では「デジタルメディア委員会」におい

てデータの蓄積と誰でも閲覧ができるホームページ作り

を行っています。これまでの紙データからデジタル化へ、

会員みなさまのメールアドレス登録をお願いするもので

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

日本山岳会福島支部アーカイブス 

   回想の尾瀬口山荘 
6823 逸見征勝 寄稿 

あと3座をのこして百名山の登頂を達成するという人

から聞いたが、平ヶ岳に１泊２日で登ったという。49

年前、平ヶ岳に登山道が付けられた７年後に登ったと

き、４泊５日もかかった遠い山だ。土曜日の午後、準

急行「あがの」で若松に着いて同行したYさんの親戚宅

に泊まり、翌日から清四郎小屋、山頂、尾瀬口山荘に

泊まった山旅であるが、尾瀬口山荘でのひとときがと

ても懐かしい。 

平ケ岳からの下山はひどい目にあった。前夜からの

雨で泥田をこぐようなぬかるみが続き、たちまち靴も

ストッキングもよごれてしまった。たまらず小沢平に

近い道を選んだが、急な坂があり、本の根につかまっ

ても滑りやすい。全身を使った下降を繰り返し、やっ

との思いで村道に出た。 

只見川の岸で泥だらけの靴下を脱いで揉んで洗い、

土や落ち葉が付着したポンチョは川面に広げて洗っ

た。そして、県境の金泉橋を渡り尾瀬口山荘へトボト

ボ歩き続けた。山荘の前でザックをおろしながら居合

わせた老人に宿泊を申し込んだときは午後３時を回っ

ていたと思う。下駄にはきかえ、庭先の流れで靴を洗

っていると、その老人が洗おうと言った。何度断って

もやろうとするので、つい好意に甘んじることにし

た。だが、靴底の泥まで懸命に落としてくれる姿に申

し訳ない気持ちでいっぱいになる。 

やがて宿の人が風呂がわいたと知らせてくれた。ま

だ明るかったが、疲れた体を暖めたくて早速入らせて

もらった。風呂の窓からはひらけた小沢平が眺められ

草原にはヤナギランが群らがるように咲いている。付

近には檜枝岐の分校があったが、夏休みなので生徒の

影はなく、校門のかわりにこぢんまりとしたバラのア

ーチが赤い花を咲かせていた。 

風呂からあがり浴衣に着替えるとすっかり落ち着い

てしまった。濡れた着物は乾かすために宿の人が持っ

ていてくれた。菓子が残っていたのでYさんが先刻の礼

にと渡してくると、程なく老人が二階の部屋にきてお

返しにタバコを差し出した。その人は星兼三郎さんと

いい、宿を始めた時や檜枝岐の開拓史をつぶさに話す

のだった。そして、会話の合間につぶやいた。 

「一度は病気で倒れ、話も満足にできないほどだっ

たが奇跡的になおった。今、御池から鷹ノ巣まで立派

な車道がひらかれようとしている様子を見ると長生き

して本当によかった。前の空き地にでも店を出し、お

客さんに休んでもらうのが夢だ」 

この宿のある小沢平からバスが通る御池まで歩いて 

 

３時間はかかる。そのバスも11月には檜枝岐本村で折

り返す。言わば国内に残された数少ない秘境である。

しかし、ここに住む人は5か月の間雪の中で暮らし、通

りすがりの登山者には想像もできない苦労があるはず

だ。渋沢(しぼさわ)温泉を経て尾瀬へ、あるいは平ヶ

岳へ登る拠点であり、ヤマアジサイやヤナギランが庭

先にでも咲くような小沢平が未開発のままであってほ

しいと願う。だが、生き生きとして話を続ける兼三郎

さんの表情を見ていると、ある程度の開発は仕方ない

と思われてしまう。 

やがて雷鳴を合図に雨が降り出した。窓の外の向こ

うで、どこかのパーテイーが忙しげにテントを張って

いる。 

翌日、久しぶりに快晴となった。わたしは薄暗い階

段の上り口に下げてあった輪かんじきと、ガマの葉で

編んだ草履を土産に買った。鼻緒を赤い布でくるんだ

草履がかわいらしかった。そして、お世話になったお

礼を述べ、御池へと出発したのである。 

道にはヤマアジサイの空色の花が朝の光を受けて美

しい。そして、風が吹き過ぎると、ザックに括った生

木の輪かんじきがほのかに匂った。こんなにいい香り

のする樹木が小沢平のどこかで生きている。ふと、う

っすらとした夢のような山旅だと感じながら濃い緑の

ブナ林に入った。        （令和２.10 記） 

 

 

 


