
　我が家には一枚の写真が大切に飾られてある（写真５
面）。日本山岳会に入会した年の「年次晩餐会」会場での
スナップ。当時会長は西堀栄三郎さんだった。南極越冬隊
の隊長さんに間近にお会いできるなんて……緊張の連続だ
ったことを覚えている。従って、何を話したのか覚えてい
ない。僕はその年（1979年）の新入会員（8608）というこ
とで紹介され、西堀会長にご挨拶し記念撮影が許されたの
だった。西堀会長の右横には前会長の今西錦司先生がタバ
コをくわえていらした。豪華にして神々しいお二人を前に

僕は言葉も見つからなかった。そして
この会場には植村直己がいた。誰かと

夢中でお喋りしていた。あのあどけない田舎から出てきた
ばかりの青年のような人懐っこい顔……ピュアな光を放っ
ていた。いや雪焼けした顔に白い歯がこぼれていた。みん
な昭和の巨人だった。
　今、見渡せば、あの時代の地平線を悠々と闊歩し遥か彼
方に立ち去ってしまった。確かな痕跡を残した大先輩の足
元には到底及ばないが彼らとお会いできた偶然に感謝し、
一つでも多く故郷の山を登りたいと思う。

（新井　規夫）

リレーエッセイ⑫「JAC入会の頃」

　日本山岳会群馬支部長　北原　秀介

会員相互の「連絡懇親」で山行の活発化を

　群馬支部は設立から８年目に入ります。支部会員
も 50 人を超え、共益および公益ともに多くの活動
がなされ、それなりに活発化していると評価してお
ります。
　ここ数年の大きな事業として、「健康登山塾」の
主催、「ぐんま県境稜線トレイル」のルート状況調査、
「群馬の山歩きベストガイド」取材山行があり、さ
らに支部山行と個人山行が成されております。また、
昨秋より「晴れの日逍遥会」と称して平日の山を楽
しむ会も発足しております。しかし、山岳会として
まだ何かが足りないように感じられるのです。この
思いは群馬支部のみならず、本部における総会や支
部連絡会議に出席している時も、全体の雰囲気から
物足りなさを感じております。
　あらためて日本山岳会の歴史を振り返ってみます
と、明治 38 年に小島烏水・高頭仁兵衛・武田久吉・
河田黙によって、ウェストンから引き継ぐように日
本の山々を次々と登りたいとの思いから「山岳会」
を立ち上げたのではないかと想像いたします。この
時から統一した思い（目的）はあったはずですが、
定款として明記されたのは昭和 16 年になります。
定款の第３条には、目的として「本会は、山岳に関
する研究、知識の普及および健全な登山指導、奨励
をなし、あわせて会員相互の連絡懇親をはかるとと
もに、登山を通じてあまねく体育、文化ならびに自
然愛護の精神の高揚をはかること」とあります。こ
の定款に書かれた目的が設立当時の目的と完全に一
致するとは思えませんが、組織が巨大化してくるこ
とによって社会への貢献を意識して作成されたもの
と推測いたします。

　７年を経た群馬支部を
振り返ってみると、知識の
普及（座学）、健全な登山
指導と奨励（健康登山塾）、
体育、文化ならびに自然愛護の精神の高揚（山の日
等での自治体事業への協力など）と、それなりに成
されているように思います。しかし、日本山岳会会
員となり、支部に所属する当初の思いは、おそらく
多くの登山に参加することで得られる技術と知識や
連帯感に期待し、強い仲間意識を持ちたかったから
ではなかったでしょうか？今、私が何かが足りない
と感じているのは、「山行や例会において会員相互
の連絡懇親をはかる」の部分が希薄と感じるからで
はないかと思うのです。
　現在、山行委員長がバラエティーに富んだ支部山
行を年６回計画を立て実行していますが、参加者も
限定される傾向にあります。また、群馬県は会員の
居住範囲が広いと共に公共交通機関の利便性の悪さ
もあり、２カ月ごとの例会も山行と同様に出席者が
限定されております。支部会員は都合の許す限り山
行や例会に参加し、支部への要望あるいは不満を述
べてもらいたいと思っています。
　会員は、決して安いとは言えない年会費を納めて
在籍しているわけですから、会員としての権利を十
分に主張しながら活動していただきたいと思いま
す。同時に、役員・各委員長一同も支部の全会員
が「ぜひ参加したい」と思える山行や、登山への技
術と知識を高められる企画を立てると同時に多くの
方々が連絡懇親をはかれる方法を考えたいと思って
います。
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　群馬支部自然保護委員会は初めての公益事業とし
て７月11日（土）、嬬恋村の湯の丸高原で自然観察
会を行う。
　湯の丸高原は浅間連峰の西側に位置する、その名
のとおり、丸く穏やかな表情の峰々が連なる高原。
さわやかな亜高山帯の気候がおりなす一帯は「花高
原」として親しまれ、つつじ平のレンゲツツジ大群
落は、国の特別天然記念物にも指定されている。
　今回の目的は、６月中旬から下旬にかけて湯ノ丸
山の山肌を鮮やかな朱色の絨毯のように染め上げる
そのレンゲツツジではなく、ミヤマシロチョウの観
察がメインとなる。
　ミヤマシロチョウは本州中部亜高山帯の標高1400
〜 2000ｍの範囲のみに分布する高山チョウ。生息
地は南アルプス、八ヶ岳、浅間山系などで、北アル

自然保護委員長　木暮　幸弘
７月に湯ノ丸山で自然観察会

高山蝶に誘われ展望の頂へ

群馬支部2020年度年間計画

プスではすでに絶滅したとされている。生息地の開
発などによる環境の変化、植樹の衰退などで個体数
を急激に減らしており、生息地でもごく限られた区
域で見られるのみで、絶滅が危惧されている希少種
だ。本県では天然記念物にも指定されている。
　今回は、「嬬恋村高山蝶を守る会」（宮崎光男会長）
の協力を得て、ミヤマシロチョウの面白い生態を学
ぶ。観察後は、湯ノ丸山に登る。なお、今回の自然
観察会は、一般の参加者20人も募る予定。詳しくは
支部自然保護委員会まで。
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公益目的事業
■「ぐんま山フェスタ2019」
　昨年は６月に実施し6000人以上が来場した。群
馬岳連、群馬労山との共催で今年も前橋市の群馬
県庁で６月に実施予定だったが、新型コロナウイ
ルス感染拡大で８月に延期かネット開催になる見
込み。
■「山の日イベントin谷川岳」
　昨年まで、みなかみ町、県岳連、県労山、谷川
岳エコツーリズム推進協議会とともに、８月山の
日に谷川岳で実施してきた。今年は新型コロナウ
イルス感染拡大と山の日が10日になったことなど
もあり現状では未定だが、町とは、情勢が許せば
実施に向けた取り組みを進めることを確認してい
る。
■「健康登山塾2020」
　医学的な見地から山登りの体への影響を認識
し、真の健康増進登山はどんなスタイルか、地元
群馬の山々を歩きながら実践的に考える公募講習
登山。群大、高崎健大とも連携し、座学のほか実
地山行を４月から11月まで全７回実施予定だった

が、新型コロナウイルス感染拡大で４月の第１回
目は中止となった。また上毛新聞紙上での「紙上
塾」は４月下旬にスタートした。
■「自然観察会」の公募
　昨年、共益事業として行い一部公募も行って実
施した自然観察山行を今年から本格的に公益事業
として実施する。高山蝶の観察を主目的に７月の
湯ノ丸山を予定。
■その他の主な支部公益目的事業
「上州武尊山スカイビュートレイル」
「岳連チャレンジキッズ」
「山のグレーディング」
「ぐんま県境稜線トレイル安全等調査」
「ぐんま県境稜線トレイルエスケープルート調査」

支部共益事業
■�例会と総会（奇数月）、支部報発行（今年度か
ら年３号発行）
■登山入門講座（新入会員向け座学講座）
■支部ホームページおよびSNSによる情報発信
■支部山行（年６回以上の支部山行）
　上高地集中と尾瀬合宿他
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事業委員長　武尾　　誠
健康登山塾2020

３
月
24
日
の
予
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紙
面

　４月から開講予定だった健康登山塾（以下実施塾）
はコロナ禍で休止を余儀なくされた。一方で４月下
旬から本家の実施塾に「紙上健康登山塾」（以下紙
上塾）が本格的に加わる。３月24日には上毛新聞に
予告編が載った。紙上塾は同紙上で月に１度、毎月
第４火曜日に最終カラー面１ページを使って展開す
る計画。来年３月まで。読者の目を引く企画となる
ことは間違いない。
　「実施」も「紙上」もコンセプトに変わりはない。
身近で手軽な山で健康増進登山のスタイルを追求す
る。ただ、「実施」は今期、赤城山系が舞台だが、「紙

上」は上毛の販
売エリアを考慮
して、斎藤繁塾
長が県内の比較
的手軽な山を選
抜。担当の三神
和晃記者らと取材、解説を紙面化し読者に提供する。
日常のトレーニング欄も付設、高崎健大准教授の大
家千枝子会員が毎回担当することになっている。
　ちなみに三神記者は前橋生まれ。社会部や写真部、
支局などを担当してきた38歳の中堅記者。額に汗で
メモをとる、床に這いつくばってカメラを構える姿
は、実に好ましい。
　「紙上」は企画を同社に持ち込んだのが発端だ。
上毛社内は山登りや長距離走など健康指向が強まっ
ているらしい。山好きの幹部に企画を話したところ、
即答で「やりましょう」。生活欄や健康欄の企画程
度と考えていたが、飛びきりの最終カラー面、今期
の目玉企画になってしまった。ご期待を。
　一方、「実施」の方はコロナ渦に翻弄されている。
118人もの応募があったが、初回（４月11日）の開
始の会は中止に追い込まれた。２回目、最悪でも３
回目の６月13日の講座では、ぜひとも新塾生の顔を
見たいものだ。

　昨年11月、ぐんま県境稜線トレイルの新規開通
区間に、群馬県によって整備が進められていた避
難小屋が完成した。小屋が造られたのは、セバト
の頭（1890ｍ）西のムジナ平で、水場は稜線を５
分ほど群馬県側に下ったところにある。
　避難小屋は鉄骨造ロフト付きの平屋建て、大
きさは縦5975mm×横2975ｍｍ×高さ4680mmで、
室内面積は16.67㎡ある。そのうち寝所は13.34㎡
＋土間3.33㎡あり、横になるかたちで同時に11人
程度が使用可能。またロフト部分にも入口があり、
積雪時も使用可能となっている。
　天候や体調急変時などの一時的な利用を想定し
ているため、照明器具などの電気設備やトイレ、
暖房器具、寝具、食料などは備えていない。また

管理人も駐在
せず、事前予
約なども必要
はない。
　避難小屋は
できたが、あ
くまでも最低
限の緊急避難的なもの。喫緊の課題解決ではあっ
たが、トイレの設置など今後一層の充実が求めら
れる。また、トレイル全体を見渡しても、既存の
避難小屋が倒壊し使用不能な状態の野反湖西の稜
線上や、区間の長い四阿山周辺など、避難小屋が
必要な区間が残されている。登山者の安全性と快
適性を増し、このロングトレイルを、日本を代表
する「稜線トレイル」に育てるためにも、今回の
避難小屋設置を第一歩とした、さらなるコース整
備が求められている。
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影

ぐんま県境稜線トレイル、
ムジナ平に避難小屋
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参加者：�荒木、佐藤光由、田中、川端、萩原公平、
根井

　楽しみにしていた初の支部山行がついに来た。初
の雪山と私にとってのＷ初山行。10日くらい前に根
井事務局長から計画等が送られてきた後は、修学旅
行を思い出すようなワクワク感でいっぱいだった。
　８時過ぎ登山口駐車場着、車はいっぱいで、こん
なに多くの人が雪山に登るのだなと驚いた。８時30
分黒斑山まで往復する４人パーティと蛇骨岳まで往
復する４人パーティに分かれ車坂峠を出発した。私
は蛇骨岳までを希望したが、初の雪山であったため、
黒斑山までを勧められ、アイゼンを装着しゆっくり
と雪山歩行の練習に励んだ。雪国出身の私にとって
雪山歩行は容易なことだと思っていたが、下りでは
やはり恐くアイゼンを踏み込むことが難しく、「も
っとアイゼンを信じて良い」というアドバイスをも
らった。
　北アルプス、八ヶ岳、そして浅間山と順に美しい
景色が現れ、感動しながら10時45分に黒斑山山頂着。
浅間山のドーンと大きな「薄がけ粉砂糖のガトーシ

ョコラ」に
またもや感
動した。
　下山時は
途中からア
イゼンを外
しての歩行
練習。つぼ
足歩行、キ

ックステップを教えてもらうなど、とても勉強にな
った。次回は、今回出来なかったピッケルの使い方
やグリセードも学びたい。トーミーの頭では強風だ
ったが、天候にも恵まれ絶好の登山日和となり、初
のＷ山行は予想以上であり、今後の山行が待ち遠し
い。
　宿泊の前田ヒュッテ（小谷村・栃木支部前田事務
局長の山荘）では、先輩方の貴重な話を聞くことが
でき、感謝すると共に、これを忘れず、自分自身の
成長に繋げていきたい。そしてまた新たな目標がで
きた…「目指せ！海外登山」。�

（星野　弘美）

黒斑山　初めての雪山

赤城長七郎山　初日の出山行

支部山行

支部山行

山　　行

長
七
郎
山
か
ら
望
む
初
日
の
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朝焼けの富士山

　今年で２度目となる赤城長七郎山への「初日の出
支部山行」。６人の支部会員で元日の日の出を迎え
ることができた。１月１日、午前６時ころ薄明るく
なりはじめた小沼駐車場を出発。全面凍結した小沼
を右手に見ながら、ゆるやかな長七郎への道を登る。
　小地蔵の鞍部までは幅広い道。鞍部からようやく
山道らしくなる。雪はまだ少ないが、吹き溜まりに
足を取られるところも。小沼駐車場から30分ほどで
長七郎山山頂。すでに先客も多い。記念写真を撮っ
たりしながらその瞬間を待つ。
　６時56分。地平線に低い雲が横たわっていたが、
今年も見事な日の出。目を転じれば富士山もモルゲ
ンロートに染まっている。
　帰路は小沼の沼尻へと下り、沼のほとりを小沼駐
車場へ戻った。７時半過ぎには駐車場に着き車で下
山。それぞれの元日、それぞれの一年が始まった。
　元日の朝、少し早起きしての初日の出山行。来年
も実施予定な
ので多くの会
員の参加をお
待ちしていま
す。
（根井　康雄）

　（4）2020年5月20日 第12号　日本山岳会群馬支部報



　第13回となる今年の日本山岳会関東四支部合同懇
談会は、茨城支部主催で２月15、16日につくば市で
行われた。
　群馬支部は、北原支部長、根井事務局長、荒木副
支部長、中山監事、平野顧問と黛の６人が参加した。
茨城・千葉・栃木を含め四支部全体では43人の参加
となった。初日は、支部報告と講演２題の後に懇親
会。２日目は、宝篋山登山と小田城・平沢官衙遺跡
見学の２コースに分かれて交歓した。
　講演「霞ヶ浦と筑波山の環境問題に取り組んで」
（茨木支部支部友・奥井登美子さん）、「赤道直下の
氷河の山—日本・エクアドル友好合同登山2019」（栃
木支部長・渡邊雄二さん）とも人的ネットワークを
大切にして大事を成し遂げた大変意義ある内容であ
った。
　宝篋山（461ｍ）は、筑波山の南東に位置し、眺

望と自然や史跡を楽しむこ
とができるハイキングコー
スである。ただ当日は雨の
山頂となり残念だった。来
年は群馬支部主催となる。

（黛　　利信）

「群馬県山のグレーディング」を改訂
　2017年に群馬県と群馬県山岳団体連絡協議会によ
って制定された「群馬県山のグレーディング」が、
20年２月に改訂された。
　昨年12月に協議会加盟３団体傘下の各山岳会と編
集委員会の取材・編集により上毛新聞社から発行さ
れた「群馬の山歩きベストガイド」のデータを反映
し、協議会と県・県観光物産国際協会によって見直
し作業が進められていた。
　ルートの荒廃などによって削除されたものもあ

つくば市・宝
ほ う

篋
きょう

山四支部懇談会

報　　告

山名の由来である
宝篋印塔

NEWS� ［速報・短信］

る。一方、八王子丘陵や桐生、足利にまたがる仙人
ヶ岳などの身近な低山のほか、ぐんま県境稜線トレ
イルの三坂峠から白砂山往復、毛無峠の破風岳など
の新ルートも取り上げられた結果、グレーディング
対象となった登山ルートは85から93と増えている。
　山のグレーディングは統一された数式によって算
出された体力度と、山岳関係者が協議して決めた技
術的難易度による全国統一の難易度評価なので、コ
ース選定の際などに有効に使ってほしい。
　グレーディングを記載した印刷物は前回と同じ
A4三つ折りの両面刷り、総会のほか、各種イベン
トでの配布を予定している。また県のホームページ
での閲覧、ダウンロードも可能。

関東四支部合同懇談会、来年は榛名で
　関東北東部に位置する、千葉、茨城、栃木、群馬
四支部による毎年恒例の合同懇談会は各支部の持ち
回りで開かれているが、来年の第14回は群馬支部の
担当となり、４月17日（土）〜 18日（日）に榛名
湖畔の「ゆうすげ」で開催されることが２月の役員
会で決定した。また同月、茨城県つくば市で開かれ
た第13回支部懇談会で北原支部長により各支部にア
ナウンスされた。
　今後、１日目の講演会、懇談会と２日目の山行な
どの詳細について、事業委員会・総務委員会が中心
となって検討し、その結果は７月の例会に諮られ、
９月の支部合同会議をめどに各支部へ案内していく
予定。支部懇談会にはおよそ50人が集まり、その開
催にあたっては、受付から講演会、懇談会、宿泊、
山行、見送りまで、多くの支部会員の協力が求めら
れる。ぜひ上記日程をあけて、４年に一度の支部懇
談会に備えていただきたい。
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橋・元気21）
〈６月〉
■健康登山塾第３回（６/13　赤城山）＊中止
■山フェスタ�＊延期
■日本山岳会令和２年度通常総会（6/20）
〈７月〉
■健康登山塾第４回（７/４　赤城山）＊中止
■日本山岳会全国自然保護集会（７/４・５　奈良・吉野）
■自然観察会（7/11　湯ノ丸山）
■群馬支部第41回支部例会（7/15　高崎・南公民館）
■支部山行（7/17〜19　北アルプス上高地集中）

【新入会員】
中島あづさ　　高木　均　　牛久保　拓

【退会】
大沢　　稔

支部報発行回数、発行月の変更について
　群馬支部報は、創刊以来１月と７月の年２回発行して
きましたが、今号より年３回、５月、９月、１月の発行と
し、より新鮮な情報をお届けしていきます。みなさまから
の寄稿もお待ちしています。

群馬の藪山 ⑧群馬の藪山 中山　達也 （
注
）�
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【赤沢山】（1540ｍ）
2016年10月中旬　2.5万図　丸沼
　赤沢山は武尊山の東にある。国道401号を尾瀬方面に
向かい尾瀬古仲橋を渡って600ｍほどのＸ字路を右（東）
に入り車沢沿いの林道を走る。
　「採石事業協同組合」の案内が林道口にある。
　ダートの林道を約２km入った車沢第二ダム付近の路
肩に車を停めたがさらに600ｍほど入った地形図の破線
付近が広い（Ｐ）。
　この破線の道は不明でさらに300ｍほど林道を入ると
南に作業道があり、これを使う。
　作業道は分岐が多く最初は左、次のコーナーも左、
次の三差路は真ん中、次は右と行くと作業道の終点に
出る。右に下りて左に回り込むように尾根にのる。膝
から腰ほどの笹薮で踏み跡はないが歩きやすい。やが
て尾根が三分岐する所に出る、下りで迷いやすいので
マーキングをした。尾根が痩せてくると高圧鉄塔58の

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、イベントの中止・
延期が相次いでいます。今後の予定も不透明な状態です。
見通しが立ち次第、会員メールでお知らせしていきます。
【主な活動・事業・イベント】
〈2020年１月〉
■初日の出山行（1/1　赤城・長七郎山）
■�第38回支部例会・新年会（1/15　前橋・ラ・フォンテ
ーヌ）
■支部報第11号発行（1/15）
〈２月〉
■�日本山岳会関東四支部合同懇談会（2/15・16　茨城・
つくば市および宝篋山）

〈３月〉
■�木暮理太郎翁の足跡を語り継ぐ会総会（3/8　太田・
強戸行政センター）＊中止
■群馬支部第39回例会（3/18　高崎・南公民館）＊中止
■支部山行（3/21・22　黒斑山）
〈４月〉
■健康登山塾第１回（４/11　前橋公園）＊中止
■栃木支部虹芝寮スプリングミーティング（4/11・12　
谷川岳・芝倉沢）＊中止
■支部山行（4/18　筑波山）＊中止

【今後の主な予定】
〈５月〉
■健康登山塾第２回（５/16　赤城山）＊中止
■日本山岳会全国支部懇談会（5/16・17　宮崎）＊延期
■群馬支部2020年度通常総会・第40回例会（5/20　前

事 務 局 だ よ り

下に出て、左（東）からの巡視路にあう。
　しばらくはよく整備された鉄塔巡視路を行く。赤沢
山の北1510ｍ峰から北西に延びる尾根上の鉄塔手前で
左の笹薮尾根に入る。1510ｍ峰近くなると笹の背丈が
高くなる。南に向きを変え鞍部に出て登ると山頂。ミ
ズナラやブナで展望はない。足元に三等三角点があっ
た。
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