
　ドロミティ山群は東アルプスで北イタリアにあ
る。苦灰岩の絶壁が多いことで知られ、“三姉妹”
が有名である。登山基地はコルチナ・ダンペッツ
オで、冬の五輪で猪谷千春が日本人初のメダル
（銀）を取った地である。
　コルチナに着いた翌日、まず近くのポマガニョ
ン（2450ｍ）に登ることにした。
　針葉樹の木立を登りきると、ガレ場に出た。そ

のちょっと先にはシャモアが立っていて、目が合
った。シャモアは駆け出していき、立ち止まって
振り返った。丹沢でシカも調査し、山ではカモシ
カを見ていたので、異国での楽しい出会いであっ
た。
　パリのユネスコ本部で開催された国際会議
（1967年秋）に招待講演者として出席した後の、
わずかな休日のことである。� （斎藤　　晋）

リレーエッセイ⑦「ドロミティのシャモア」

　明けましておめでとうございます。
　群馬支部は、今年５周年を迎えます。20人で結成
された支部も40人を超えるまでになり、支部活動も
ゆっくりではありますが順調に始動しております。
　昨年の全国支部合同会議では様々な意見交換がな
されました。その中でも群馬支部が積極的に進めた
い事項として、新たな会員への勧誘と登山活動の活
発化、さらに登山の安全確保があります。新たに仲
間（会員）を増やすにはどうしたら良いのでしょう
か。自然や山を愛し個々に活動している方々は大勢
おります。その中でも日本山岳会の会員になろうと
いう方は、個人の活動での限界を知りさらに高いレ
ベルを求めている方が多いと思います。支部の現状
は基本的にアイゼン・ピッケルを使用しない季節や
登攀用具を必要としない山域で支部山行を実施して
いますが、徐々に積雪期の山やザイルワークの必要
な山も計画していかなければ会員の増強には繋がら
ないと考えます。多くの支部員が過去には、岩山と
雪山を経験し十分な知識を保有しているわけですか
ら、もう一度日々のトレーニングから始め、個人山
行を含め多種の山行を主催することができれば自ず

と仲間が増え
ていくことと
思います。
　登山活動の
安全確保につ
いて考えます。登山は危険リスクの確率が他のスポ
ーツと比較して若干高いといえます。特に一昨年・
昨年と残念なことに連続してJAC会員の遭難があ
り、本部遭難対策委員会からは個人山行を含めて計
画書の提出を義務付けるとの通知がありました。会
員の高齢化に伴い体力や反射神経の低下が事故につ
ながる事例が多くあります。支部として今年は齋藤
繁会員の指導のもと「健康登山塾」を公益事業とし
て行います。支部員も積極的に参加し、各自が現状
の体力および健康状態を確認し、その上で山に向き
合うことを励行したいと思います。同時に自己責任
をカバーするために山岳保険へも積極的に加入して
ほしいと思います。
　５周年の節目の年を迎えるにあたり、支部員各自
が健康と年齢＋αの体力を維持し、群馬支部の活動
を充実させることをお願いいたします。

支部創立５周年を迎えるにあたり

安全に山を楽しみ、支部活性化を
公益社団法人日本山岳会　群馬支部長　北原　秀介
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　私共の知っている田中さんは大人で、知的で、余
計なことは言わない、いかにもドクターという感じ
であった。本当に中学時代から山登りを始め、鵬翔
山岳会という当時の日本の登山界でも老舗で、先鋭
的登山をすることで有名な山岳会で山登りをしてこ
られたとは信じられない感じの人であった。
　1968年８月ネパール政府は65年夏以来のヒマラヤ
登山を解禁。70年の三浦雄一郎さんのスキー隊から
外れた高橋照さんは東京都岳連隊を組織し71年春の
マナスル西稜をターゲットにした。田中さんは初め
てのヒマラヤ登山に参加。隊は56年日本山岳会隊に
次ぎ、２人が新ルートからの第２登を果たす。
　翌年春は群馬岳連のダウラギリ４峰隊へ。群馬初
の鳴り物入りヒマラヤ登山は松井高重郎さんの高山
病死で失敗に終わるが、報告書には詳細な検証が成
されていた。山屋ではあっても医師である田中さん
には辛い経験だったと想像できる。
　続く73年秋にはRCCⅡのエベレスト南西壁（当
時は南壁）隊へ登攀リーダーとして参加する。３年
連続である。人ごとながら心配になる。隊は目標の
南壁を諦め、ノーマルルート南東稜秋期初登頂に切
り替え、鵬翔の後輩石黒久と後にエベレスト３冠王
となる加藤保男が登頂を果たす。
　78年秋の鵬翔後輩清水清二と前述の加藤保男のイ
エティ同人マナスル隊に同行するが登れず、田中さ
んのヒマラヤも終わる。その後は登山医学学会など
の活動だけでヒマラヤの現場に立つことは無かっ
た。
　群馬に日本山岳会の支部を作れ、と神崎忠男さん
や関係者に何年も迫られ、設立を決意するが私は最
初から支部長は田中さんと決めていた。藤岡総合病
院外来センター長と老健施設長であった。拒否する
のは織り込み済み。「お孫さんと山へ行く良い理由
ができるでしょ」と口説いて承諾を得た。そこまで
は万歳でしたが、今は悔しい。

　昨年９月５日朝、田中前支部長逝去の報を出張先
で受けました。３月の例会で「胃がんが判明し、化
学療法による治療に専念するため５月の総会をもっ
て支部長を辞したい」と淡々とお話しされたお顔か
らはご職業柄冷静に完治の見通しが立っているのだ
ろうと推測し、５月の総会で支部長を引き継ぎ県社
会福祉総合センターの玄関で別れ際に手を差し伸べ
てくださり、堅く握手をしながら「支部をよろしく
ね」と言われたのがご尊顔を拝した最後でした。
　８月にいただいたお葉書にも「ランプの宿に行っ
てきました」と書かれていたことから治療が上手く
いっているものと勝手に思い込んでおりました。ご
自分の状況を冷静に把握し、青春時代の山やヒマラ
ヤ遠征、さらにご家族との記録をしっかりと残され
ていたことに、親交の深かった八木原圀明氏が「覚
悟の人」と表現されましたが、私も全く同じ思いで
あります。
　エベレストやマナスル等に、ドクターとしてのみ
ならずクライマーとして数々の輝かしい記録を残さ
れております。田中前支部長とは支部設立からのお
付き合いでしたが、赤城の黒檜山から駒ケ岳をご一
緒した際、体調が思わしくなかったようで、その時
すでに病魔に蝕まれていたのかもわかりません。私
がご指導を受けた多くの先輩達の中でも最も穏やか
で紳士でいらっしゃいました。例会後の懇親会で最
後までたった一杯のビールで我々呑兵衛と楽しく同
じ時間を過ごしてくださったことに感謝して、ご冥
福をお祈りしたいと思います。

　田中壯佶さんのお名前は、偉大な雲の上のような
ヒマラヤ登山家、ドクターとして若いころから知っ
ていたが、直接お会いする機会もなく数十年が過ぎ
ていた。2014年の春、定年退職の祝い酒を八木原さ
んと共にしていた時、日本山岳会入会を誘われた。
入会申込書を提出した後、その田中さんから自宅に
電話がかかってきた。
　実際に会ったのはその年の７月の支部例会だっ
た。その後八木原さんの多忙が増し、事務局長を引

追　　　悼

田中さん
八木原圀明

田中前支部長の生き方に学ぶ
北原　秀介

「田中支部長」との思い出
根井　康雄
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き継ぐことになり、支部長の田中さんの指示を仰ぎ
つつ支部運営を試行錯誤しながら進めてきた。田中
支部長は入会間もない頼りない事務局長におおらか
に任せてくれていたが、「それは違う」ということ
はきちんと指示を出してくれた。登山家としても組
織のリーダーとしても立派な人だと思った。支部創
立初の四支部合同の懇談会・山行は荷の重い一大行
事だったが、田中支部長の陣頭指揮のもと支部会員
がチームワークで成功に導いた。
　その支部懇の夜、田中さんの体に異変が表れた。
二次会に見えないので「酔ったのかな？」くらいに
しか思わず、部屋へ様子を聞きに行くこともしなか
った。翌日は観光組のドライバー兼ガイドをお願い
していて、出発の時は特に変わった様子もなく見送
ったが、ホテルへ戻ってきたときは疲れている様子
で、「これで帰らせてほしい」と帰宅を急いだ。
　その数日後、悪性のがんで抗がん剤治療に入るの
で、支部長は次の総会で交代させてほしいとの電話
に驚いた。３月の例会で自らそのことを会員に伝え、
それを受けて役員選考会を４月に開催。次期態勢を
固め、５月の総会で北原支部長が引き継いだ。
　その後も時々電話で連絡は取っていたが、そのた
びに心なしか声の張りがなくなってきたような気が
していた。９月の例会案内への欠席の返信で「山の
空気が吸いたい」とあり、感じるところがあってす
ぐ電話を入れてみた。いろいろ話した後、山の本を
引き継いでほしいとのこと。「まだそんなことまで」
と思いつつも「では来週水曜日にうかがいます」と
約束したが、その電話の３日後の月曜日、９月４日
に帰らぬ人となってしまった。残された300冊近い
山に関する蔵書の数々をリスト化しながら、田中さ
んを偲んでいる。もっといろいろなことをお聞きし
ておけばよかったと後悔しても遅い。群馬支部にか
けた田中支部長の夢を見出し、実現していきたい。

昭和15（1940）年　８月15日、群馬県前橋市に生まれる
昭和28（1953）年　谷川岳初登山（中学生）
昭和31（1956）年　前橋高等学校山岳部入部
昭和38（1963）年　鵬翔山岳会入会
昭和44（1969）年　�群馬大学医学部卒業、医師免許取得、

群大脳神経外科入局、八海山西面屏風
岩壁初登

昭和46（1971）年　�日本マナスル西壁登山隊　日本スポー
ツ賞受賞

昭和47（1972）年　群馬県山岳連盟ダウラギリⅣ峰登山隊
昭和48（1973）年　�エベレスト第Ⅱ次RCC登山隊、日本山

岳会入会
昭和51（1976）年　近森病院（高知市）勤務
昭和53（1978）年　�日本脳神経外科専門医取得、群馬大学

脳神経外科入局、マナスルオリンパス
登山隊（アルパインスタイル）

昭和54（1979）年　�佐久総合病院（長野県佐久市）勤務（脳
神経外科医長）

昭和56（1981）年　日本登山医学研究会設立に参画
昭和57（1982）年　�「高所の脳機能に及ぼす影響」の研究に

より医学博士授与
昭和59（1984）年　国際登山医学会発表（シャモニー）
昭和60（1985）年　中国国際スポーツ医学会発表（北京）
昭和61（1986）年　�公立藤岡総合病院（旧多野総合病院）

勤務（脳神経外科医長）（1992年から副
院長）

昭和62（1987）年　�群馬県山岳連盟理事（後に参与）、日本
体育協会公認スポーツドクター

昭和63（1988）年　第８回日本登山医学シンポジウム（会長）
平成元（1989）年　日本山岳会医療委員会委員
平成９（1997）年　日本山岳協会医科学委員会常任委員
平成10（1998）年　第３回世界高地医学会発表（松本市）
平成14（2002）〜 19（2007）年

公立藤岡総合病院附属外来センター長
平成15（2003）年　�日本体育協会公認スポーツ指導者表彰

受賞
平成19（2007）〜 29（2017）年

介護老人保健施設しらさぎの里（施設長）
平成22（2010）年　日本登山医学会功労賞受賞
平成25（2013）年　公益社団法人日本山岳会群馬支部長就任
平成29（2017）年　�９月４日病没、享年77歳

法名：宏岳院医燈壯光居士

田
た な か

中　壯
そうきち

佶　会員番号　7968

1973年エベレスト　ベースキャンプの田中さん（右端）

　第7号 平成30年1月17日（3）　日本山岳会群馬支部報



槍ヶ岳北鎌尾根
小池　千秋

山行報告

　平成29年８月９日６：00、沢
さわんど

渡。前夜の雨が嘘の
ような青空、雲が流れるさわやかな朝だ。今回は上
高地を起点とし、テント泊でのんびり北鎌尾根を楽
しむことにした。ルートは、上高地—水俣乗越—北
鎌沢出会（泊）—北鎌沢—独標（泊）—槍ヶ岳—横
尾（泊）—上高地である。
　１日目は上高地を７：00に出発した。槍沢ヒュッ
テで昼食をとり、水俣乗越には14：00過ぎには着い
た。乗越から天井沢への下りは、序盤はガレ場、中

強風にテントがあおられ、さらにはテント脇を通り
過ぎる足音が…（真夜中だからそんなはずはないの
だが）いろいろな意味で寒い一夜を過ごした。
　３日目はガスと霧雨の中６：00頃スタートした。
視界は20ｍ程で、千丈沢からの風も不安定のため、
岩場は慎重に進んだ。P15まで基本は稜線通し、不
可なら千丈沢方向へ巻くのだが、視界も悪く高度感
も無いため、単調な歩きとなった。いつの間にか北
鎌平へ到着し一呼吸おいて大槍本体へ取り付く。傾

スを下り肩の小屋へ。日曜の昼時で、肩の小屋はか
なり混雑、そんな中24時間テレビのクルーが下見に
来ていた。その後はガスも抜け、槍に見送られなが
ら、予定通り横尾まで一気に下り、横尾山荘でビー
ルとおつまみを買い込み、豪華で平和な一晩をテン
トで過ごした。４日目は朝からのんびり帰路につき、
充実した４日間を締めくくった。
　今回の山行で少々気になったことは、北鎌沢出合
から稜線に出るまで、ピンクのビニールテープが
所々小枝へのマークされていたことである。平成14
年頃にあった、このルート上のペンキマーク消し。
北鎌尾根はバリエーションルートであることが現在
の認識であるとすれば、疑問の残る状況でもあるよ
うな…。

った先の天井沢本流の水量が前日までの雨の影響も
あり比較的多かったので渡渉場所を選んで左岸へ、
16：30には北鎌沢出会へ着いた。今夏は天候不順が
影響し、テント場は貸し切り…と思いきや、日没間
近にソロの若者が下流方向からやってきた。貧乏沢
ルートで来たようだ。時期によっては、ここは混雑
するようなので、ある意味ラッキーだ。後にも先に
も槍に抜けるまで、この若者以外と会わなかった。
その晩は夕食とともに月の夜空をしばし味わった。
　２日目は快晴、日の出とともに出発し北鎌沢へ入
った。左俣との分岐で２リットルの給水を済ませ先
へ進む。この沢は、左俣はNG、そしてコル直下以
外は全て右ルートを選択することがセオリーらしい
が、最後は自己判断、自己責任である。今回は中盤
で左の沢筋を選択したところ、途中から傾斜の増加
に加え藪漕ぎとなってしまった。おまけに上部に岩
壁が見えてきたので行き詰まりかと思いきや、北鎌
のコル上部の稜線に出た。P8までの急登が終わる
とP9の天狗の腰掛け、P10の独標が目の前に現れた
（写真②）。独標はトラバースルートを選択し13：00
頃に独標ピークへ着いたが、残念ながらすでに槍は
ガスの中、稜線の先にその雄姿を仰ぐことができな

かった。今
日はここで
テント泊。
ピーク直下
にテントを
設 営 し た
が、夜間は
雨が降り、

斜がきつくなる
中、一つめ目のチ
ムニーは巻き、二
つ目の有名なチム
ニーは登った（写
真③）。
　祠の横からピー
クに登り、他の登
山者に迎えられ、
静かに達成感を味
わった。その後、
渋滞する下山コー

盤は雪渓、
終盤は河原
で、変化に
富 ん で い
た。途中、
槍と雲槍が
見えた（写
真①）。下

写
真
①

写
真
②

写
真
③
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雨に泣き、雨に酔う
　全国支部懇、尾瀬至仏山行など

武尾　　誠

山行報告

　昨年の10月中旬から11月にかけての天候は、近年
まれにみる不安定さだった。しかも、週末に谷間が
来襲した。この谷間に全国支部懇（10月13、14日）、
支部恒例の１泊山行（10月21、22日）が組まれてい
たのだから、たまらない。雨を楽しみ、雨に泣いた
秋の二大行事を報告する。
　　　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　33回目を迎えた全国支部懇談会は10月13、14日、
茨城支部の主管で茨城県つくば市の筑波山麓・つく
ばグランドホテルで開かれた。北は北海道から南は
宮崎まで、26支部から約140人の仲間が参加。群馬
支部からは北原支部長、中山、荒木、根井、久保田、
武尾の５会員、合計６人がはせ参じた。
　群馬支部会員は13日、３班に分かれて会場の筑波
山麓のホテルに入った。荒木、根井の両会員は当初、
愛用のロードサイクルを駆り颯爽と会場に入る計画
でいたが、台風20号の影響で前線が活発化したため、
中山会員車に同乗。住居が近接する武尾、久保田が
同じ車で、北原支部長は出張先の北海道から遠路会
場入りした。
　開会式の後、郷土史家で元筑波町長の井坂敦実さ
ん「古代の山の信仰…筑波山を中心にして」、富士
山科学研究所長の藤井敏嗣さん「わが国の火山の現
況：富士山も噴火するのか」、茨城支部会員で元国
土地理院職員の山田明さん「100年目の剣岳三角点
設置」の３人が記念講演した。
　興味と不安を感じさせたのが藤井さんの話だ。
「300年以上噴火がないことを考えれば、富士山の次
の噴火は大規模を想定した方が良い」と指摘した。
上州にも噴煙を上げる浅間山、草津白根などが控え
ている。火山は恵みももたらすが、一度へそを曲げ
ると影響は甚大だ。群馬の備えは万全か。
　夜の部の懇親会。茨城出身の横綱・稀勢の里、大
関・高安の存在で、相撲への関心が高まっている様
子。会場では相撲甚句が披露された。各支部が持ち
寄った地酒がテーブルを回り、心地の良い酔いと同
好の集まりらしい、和やかな雰囲気が会場を包み込
んだ。

　翌14日は小雨の
中、Ａ（１〜３班）、
Ｂ、Ｃ、Ｄの６班に
分かれて、筑波山山
行が行われた。群馬
支部の面々は、先導
の茨城支部会員２人

　夜の懇親会
は、会員や平
野顧問から手
厚い差し入れ
をいただい
た。あったか
い食堂で酔い

も快適に回る。全国支部懇同様、こればっかりは雨
に関係ないことを実感した。
　　　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　「これでもか」という雨の呪縛はまだ続く。私事
だが、29日には、とあるゴルフコンペに参加予定だ

と群馬支部６人の小編成・Ｂ班（白雲橋→御幸ヶ原
コース）に組み入れられていた。
　筑波山は標高877ｍだが、侮ることなかれ。長い
階段あり、巨岩帯、滑りやすい岩場ありで、変化に
富む登山道が続く。ガイドマップによると、高低差
は620ｍ、全行程の所要時間は５時間前後ともある。
これに雨が加わるのだから、足腰の弱った身には結
構応える。
　弱小脚力の３支部会員は、下りをケーブルカーに
逃げた。北原支部長を含む元気な３会員は完全走破
したが、「（下りで誰かが）こけた」という話も聞こ
えてきた。一方の弱小組は鼻歌交じり、わずか８分
で筑波山神社へ。「これが正解」とほくそ笑むのは
筆者だけか。
　　　　　◇　　　　　◇　　　　　◇
　「こける」雨のアクシデントは支部月例山行にも。
黛夫人を含む８人と同行の長蔵小屋の平野太郎さん
は小雨の中、至仏山（2228ｍ）を目指すも途中の見
晴らしはなく、木道や蛇紋岩帯はすべることこの上
ない。途中、雨脚も強くなる。根井事務局長の賢明
な判断で、小至仏山にて退却となったが、下りの木
道で３人が合計４回こけた。雨の木道、下りは特に
恐るべし。

ったが、台風22号で中止。３週 （6ページへ続く）

全国支部懇談会の夜会の様子

小至仏への登り
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　前から行きたかったルートで、単独では難しいの
で延び延びになっていた。４月に田中規王会員と行
ったが八丁峠手前の道路崩壊であきらめ。この時は
大岩に変更。11月４日力強い佐藤光由会員が行ける
ことになり、佐藤夫人、小暮文彦さん（佐藤会員の

　寒い小雨の中、わたしにとって初めての岩登り
がスタートした。われわれ以外、黒岩にはいない。
ヘルメットにハーネス、裸足に岩登りシューズ…。
やる気満々で岩に張り付く。
　「あれ？」思うように動けない。どうやら手に
頼りすぎているようだ。ちょっとした出っ張りに
つま先をひっかける。体重を足で支えるコツをつ
かむと、少しずつ登れるようになった。シャワー
のような雨が降り注ぐ中、かじかむ指先、滑る岩

も何のその。足が
決まれば落ち着い
て次のポイント探
し。これがなかな
か面白い。
　県岳連の強力な
講師のアドバイス
もあり不安もな
く、思いっきり楽
しめた。今度は晴れの日に挑戦してみたい。
（群馬県山岳連盟指導委員会による「岩登り体験
会」は10月15日、榛名黒岩で行われ、群馬支部か
ら中山、荒木、田中の３会員が参加した。）

山仲間）の４人。田中会員は都合つかず。
　朝７：40日窒鉱山住宅跡より赤岩峠へ。大ナゲシ
が良く見える。ここでヘルメット、ハーネス着用。
左を巻き、ゴロゴロ石の沢を登り1570ｍの赤岩岳へ。
ここからは踏み跡と赤テープがあるが迷いやすい。
　前衛峰の岩壁をこえ、小キレットを越すと1583峰
へ。この先南の偽道尾根が明瞭に付いている。P4（ル
ートの中間点）、P3、P2と、この間３回ザイル使用。
　P1は右を巻く。佐藤トップのルートファインデ
ィング良く、無駄なく八丁峠へ。
　気持ち良い落ち葉を踏んで16：10車のある落合橋
着、８時間30分かかった。
　蛇足：小野里をサポートしてくれた境町山の会小
暮さん（60歳）に「もうすぐ77歳ですか」と驚かれ
る。� （2017年11月４日）

連続の雨にたたられた。11月
初めには山中湖周辺の石割山、平尾山、大平山へ、
富士山見物の予定を立てていた。こればかりは雨で
はたまらない。このため、11月の第２、第３の週末
に計画の二股をかけ、連日、週間予報をチェック。
11日未明には懸念の前線が通過すると読んで同日の

早朝に現地入りした。
　予想がはまって11日
には秋の陽光に輝く、
翌12日日の出には雲一
つない、ピンクに輝く
富士の姿をまぶたに焼
き付けた。ようやく、
雨から解放された週末
となった。

　歓待をいただいた茨城支部のみなさん、それに、
至仏山に同行いただいた平野太郎さんに、この場を
借りて厚くお礼申し上げます。

西上州の岩稜ルート　赤岩尾根
小野里節司

雨の榛名黒岩
　　「岩登り体験会」

田中　規王

山行報告

（5ページから続く）

雨
か
ら
解
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山

1583mのピークは中央のリッジ右手を登る
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【黒湯山】（2007ｍ）　2004年10月下旬登山
2.5万図　御飯岳　登り　55分
　黒湯山は万座温泉の西北西、約2.8km（直線）
にある。ぐんま県境稜線トレイルでは渋峠、毛無
峠間は車道を利用するため、万座山、黒湯山は通
らない。
　東隣の万座山ともどもネット上に無雪期の記録
はほとんどないが、万座山はスキー場ゲレンデを
使えば山頂直下まで比較的容易にたどれる。当時
三角点までの30 〜 40ｍほどがチシマザサの濃い
藪だった。
　黒湯山は2007年、標高の2007ｍにちなんで笹が
払われたようだが、その後また藪に帰したとのこ
と。その３年前2004年10月末、雪が来る前にと思
い向かった。
　万座峠から毛無峠への万座道路1838ｍ標高点付
近のカーブ左右に、広い駐車余地がある（Ｐ）。
稜線までは崩壊地の縁を行くが踏み跡があった。
稜線に出て西に向かう。少しの間はなんとなくチ
シマザサの間に踏み分けがあり両手で押し分け進
めた。やがて曖昧になりそれも消えるとチシマザ
サの猛烈な藪が待っていた。一歩進んでは半歩戻
されるような強靭なササで、所によっては足が地

面に着かず、泳ぐようなところもあった。
　山頂東の1960ｍ峰から少し下った付近だけは膝
くらいのササになりホッとしたが、すぐまたチシ
マザサの藪に入る。しかし物好きはいるものでこ
の前衛ピークと山頂の間のシラビソの木に、目立
つテープが下がっていた。歩きやすそうな所をた
どると、山頂を少し北から巻くように登った。山
頂三角点の周りだけ、少し藪が開け栂

つが

の木の高い
位置に山名プレートが見えた。多分積雪期に付け
られたものだろう。水平距離で800ｍ累計標高差
170ｍほどに１時間近くかかった。下り35分ほど。
残雪期なら車道から往復30分もかからないだろ
う。

群馬の藪山 ③群馬の藪山

（注）�この記述は登った当時のもので現状は分かりません。事前
の調査、地図、コンパス（GPS）等藪山に入る準備が必要です。
また地図上の線はＧＰＳの軌跡ですが正確ではありません。

　日本山岳会理事で、群馬大学医学部教授の齊藤繁
会員が「登山を楽しむための健康トレーニング」（上
毛新聞社刊）を著しました。健康力をつけて、快適
な山登りができる身体を維持、そして、向上させる
ことを内容にした著作です。県内の身近な山岳など
をフィールドにした解説も大きな特徴。体力と折り
合いをつけながら山を歩く、シニア世代にとってこ
の上ない参考書になると思います。
　そこで、群馬支部主催で同書を教科書に、斎藤会
員を塾長とした「健康登山塾」を企画しました。赤
城山系を学び場にし、実際に歩きながら、健康力・
登山力のステップ・アップを目指します。群大医学
部から医療スタッフも参加、高崎健康福祉大学准教
授の大家会員にスポーツアドバイザーとして加わっ
ていただきます。
　これから山登りを始めたい方、山登り人生を少し
でも先に延ばしたい方へ入塾をお勧めください。ま
たサポートスタッフとしての協力もお願いします。
【実施日と場所（予定）】
①４／ 21（土）県庁昭和庁舎・前橋公園　②５／

12（土）鍋割山獅子ヶ鼻　③６／ 16（土）利平茶
屋　④７／７（土）黒檜山　⑤９／８（土）地蔵岳
　⑥10 ／ 13（土）荒山・鍋割山　⑦11 ／ 17（土）
鍋割山獅子ヶ鼻

健康登山塾を開催健康登山塾を開催
４月から11月まで全７回

尼ヶ禿山から迦葉山への尾根歩き
小野里節司

中山　達也

　このコースは車２台で。黛会員と迦葉山駐車
場で合流。１台置いていく。玉原ダム先のセン
ターハウス駐車場から歩き出す。ゆっくりペー
スで1466ｍの尼ヶ禿山へ。途中地元のきのこ狩

私のおすすめ

り２人に会う。
　山頂から展望良
く玉原スキー場が
見える（＝写真）。
ここから南へ、い
くつかのピークが
ある快適な尾根歩き。標高1160ｍで白樺湿原が
ある。1322ｍの迦葉山頂は西側が良く見える。
迦葉山弥勒寺までの下りは岩もあり急降下。車
で玉原に戻る。５時間15分。
　川場村吉祥寺南のそば山水へ。今回の一番の
目的はここ。参道入り口の生そば下山もおすす
め。� （2017年10月16日）
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【主な活動・事業・イベント】
〈７月〉
■谷川岳山開き（７／２　みなかみ町・土合）
■�日本山岳会関東地区支部事業情報交換・交流会（７
／８　東京・JAC本部）
■日本山岳会自然保護全国集会（７／９・10　岐阜）
■第23回支部例会（７／ 19　高崎・南公民館）
■ぐんま山フェスタ2017（７／ 22・23　群馬県庁）
　�主催は実行委員会。岳連、労山、上毛新聞社とと
もに共催。斎藤繁会員による講演（健康登山）、
マナスル記録映画、写真展、木暮理太郎資料展示
などを主管
■�国体ブロック大会（７／ 29・30　県総合スポー
ツセンター）

〈８月〉
■山の日イベントin谷川岳（８／ 11　谷川岳周辺）
　�湯檜曽川沿いの自然観察ツアー（斎藤晋・北原両
講師）・天神尾根・清水峠弾丸ツアーなど。
■�山の日記念21世紀の森まつり（ぐんま県境稜線
トレイル名称発表　８／ 11　沼田、川場・21世
紀の森）
■千葉支部10周年記念式典（８／ 26　千葉・船橋）
〈９月〉
■第24回支部例会（９／ 20　高崎・南公民館）
■�上州武尊山スカイビュートレイル（９／ 22 〜
24　武尊山周辺）
■�日本山岳会全国支部合同会議（９／ 23・24　東
京・四ツ谷）

〈10月〉
■谷川岳閉山式（10／１　みなかみ町・土合）
■�支部役員会（10／ 11　高崎・南公民館）
■�日本山岳会全国支部懇談会（10／ 13・14　茨城・
筑波山周辺）
■�支部山行（10 ／ 21・22　尾瀬至仏山　ロッジ
長蔵泊）＊雨天で小至仏山まで
■�岳連チャレンジキッズ（10／ 22　日光白根山　
雨天中止）
■岳連県民登山（10／ 29　野反湖周辺　雨天中止）
〈11月〉
■第25回支部例会（11／ 15　高崎・南公民館）
■�支部山行（11／ 26　笠丸山）＊健康登山塾シミ
ュレーション、群大、高崎健大からも参加。

〈12月〉
■�日本山岳会支部連絡会議（12／２　東京・京王
プラザホテル）
■�日本山岳会晩餐会（12／２　東京・京王プラザ
ホテル）
■�群馬県山岳団体連絡協議会役員会（12／５　前
橋・上毛新聞社）＊山のガイドブック編集委員会
設置

【主な予定（１月以降）】
〈１月〉
■第26回支部例会・新年会（１／ 17　前橋・うたや）
〈２月〉
■�救急法講習会（２／ 10　前橋・市総合福祉会館）
■�日本山岳会四支部合同懇談会（２／ 17・18　栃
木・塩原温泉）

〈３月〉
■�木暮理太郎の足跡を語り継ぐ会総会（３／４　太田）
■�支部山行（３／ 10　足利・行道山）
■第27回支部例会（３／ 20　高崎・南公民館）
〈４月〉
■�健康登山塾　第１回（４／ 21　前橋・群馬県庁
周辺）

〈５月〉
■�健康登山塾　第２回（５／ 12　赤城・鍋割山獅
子ヶ鼻）
■�平成30年度支部通常総会・第28回例会（５／ 16
　前橋）

〈６月〉
■健康登山塾　第３回（６／ 16　赤城・利平茶屋）
〈７月〉
■谷川岳山開き（７／１　みなかみ町・土合）
■健康登山塾　第４回（７／７　赤城・黒檜山）
■日本山岳会自然保護全国集会（７／８・９　石川）
■第29回支部例会（７／ 18　高崎・南公民館）
■�日本山岳会全国支部懇談会（７／ 21・22　北海
道・層雲峡温泉）
■ぐんま山フェスタ2018（予定）
【新入会員】
　重田万里子　　島　　幹夫
　宮川　政治　　木暮　幸弘
【新加入支部員】
　山邊　信利

事 務 局 だ よ り
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【寄稿のお願い】
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のみなさまからの原稿をお待ちしています。原
稿送付先は下記のとおりです。
根井　康雄（日本山岳会群馬支部事務局長）
　〒371-0051　前橋市上細井町1200-7
　TEL・FAX　027-237-0026
　mail：nei@k1.wind.ne.jp
※�日本山岳会各支部、各種山岳団体で支部報、
会報等お送りいただく場合もこちらへお願い
します。
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