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衰退していきます。これらを踏まえ支部長としてこれから

取り組みたい、あるいは取り組むべきと思われることを述

べ、皆さんからご意見を頂きたい。

１．支部会員間の連帯を図る。

①支部山行の回数を増やし会員の親睦を進める。

②会員の現状等を把握するためのアンケートをお願いす

　　る（実施中）。

③アンケートの結果を踏まえて今後の支部運営方法指針

　　を検討実施する。

④これまで実施してきたイベントは引き続き実施する

　　（「岳人の集い」など）。

２．支部運営とその資金について

[ 現 状 ]

本部からの助成金 (会員１人 2,500 円 ) だけでの運営

です。2012 年度当初の福岡支部の会数は 88 名として年

間 22 万円の助成金を頂きました。しかしながらこの助

成金については当会が公益法人化した現在、原則として

1,500 円分は公益事業のため、残り 1,000 円が共益事業

として支出できることになっています。

支部報の発行費用は共益事業に分類されており共益費

総額 88,000 円の全てを当ててもこれまでのような支部

報は作れません。勿論現実を踏まえ身の丈に合った支部

報にしなければなりませんが限度があります。支出金は

領収書を取り公益・共益に分け年度末に本部に報告する

ことになっています。

私は 2012 年（平成 24 年）5 月、福岡支部総会で支部長

に選出されました中馬董人（チュウマ　マサト）と申しま

す。数年前から後期高齢者となり、何を今さら支部長の柄

かといわれる状態ですが、如何なる巡り合わせか、固辞も

出来ずにお受けすることといたしました。支部会員の皆様

には前任の副島支部長同様何卒よろしくお力をお貸しいた

だくようお願い申し上げます。

ご承知の通り 2012 年 4 月 1 日付で公益社団法人日本山

岳会がスタートいたしました。

公益社団法人とは如何なるものか、福岡支部として何を

するのか、またしなければならないのか。しかめっ面で考

えてもよい考えが浮かびそうにもありません。

私たち会員は言うまでもなく山が好きで日本山岳会にも

入会しました。年齢差・性差・体力差、更に山登りに対す

る考え方の差等々いろいろの違いは別として登山そのもの

が好きであることは同じです。しいて言えば「JAC 会員」

と名乗ればなんとなく一流登山家になったような自己満足

を味わえた気がします。

私は支部長になって、初めて福岡支部の会員名簿を頂き

全会員のお名前を知りました。平成 24 年 4 月現在の会員

88 名（団体 1 を含む）中、お顔を存じている方は 44 名、

丁度5割でした。会員の年齢を見ますと（平成24年末現在）

80 歳を超えている会員が 9名、80 歳未満 75 歳超は 17 名、

60 歳未満の会員は僅か 4 名に過ぎません。従って平均年

齢は 70.5 歳でした。このところ会員数は確実に減少を続

けています。新会員の入会がなければ残念ながら当支部は

・屋久島・その後

・ブータン横断の旅

・可也山で福岡支部忘年会山行

・事務局報告

・編集後記
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[ 対応策 ]

A 案）支部会員に会費以外に支部費をお願いする。

B案）支部友（会員番号のない支部だけの会員）制度を   

　　　導入し会費を徴収する。支部友員の指導育成を実

　　　施するため、会員の積極的協力が不可欠。新会員

　　　　の増加につなげることができる。

C案）　現状のままで行く。出費を可能な限り切り詰める。

の 3通りの方法があると思えるが、いづれにしても公益

事業を行うことは義務です。また、会員の減少に歯止め

をかけなければ助成額も当然減少して行くことになりま

す。負のスパイラルは既に始っているのです。

「各支部の現状（支部報№ 24 号＝ 2011 年 1 月発行よ

る）」を見ると

　A案の支部　　13支部（支部費　1,000～ 6,000円）

　B案の支部　　14支部（支部友の人数 1桁～ 200人超）

　C案の支部　　 3支部（福岡、宮城、富山）

福岡支部会員の日頃の山登りは各々が所属している各登

山団体で行い、日本山岳会は海外登山の情報収集やサロン

的集まりであるという古き良き時代の名残がいまだ生きて

いるからだと思われます。新入会員が現状の年間1～ 2名で

あれば支部会員の平均年齢は毎年 1歳は増加して行きます。

日本社会の縮図そのものです。新しい会員を獲得するのは

支部長の務めであるし現会員であるあなたの義務でもあり

ます。会員一人が少なくとも新入会員一人を入会させま

しょう。そうして全支部会員が楽しく交流できる支部にす

ること、海外登山にも一緒に行くことができる支部にして

いきましょう。

登山に興味がある、もしくは現在すでに山に行っている

若者は結構見かけます。宝満山登山に行くと多くの人たち

が登山道を登っています。しかしながら友達同士や家族で

登る人が多く、山岳会に属しているような人はあまり見か

けません。高校の山岳部員は見かけますがかってのように

は多くありません。山岳部そのものに拒否反応があるのか

もしれません。従って登山のルールをわきまえていない人

が沢山います。

日本山岳会としてはそういう人々に対し遭難しない山登

り、山に楽しく登る方法、山でバテない登り方などなどの

啓蒙運動に取り組む地道な活動が必要と思われますが、会

員の老化がこれ以上進めば正しい登山の普及どころではあ

りません。是非とも新しい会員を増やしましょう。

また現会員相互の連帯を深めることも新入会員の指導を

行うためには不可欠なことです。現会員が適材適所に活躍

出来れば怖いものなしになると思います。

会員の皆様のご協力を頂くことで福岡支部の活性化を図

りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
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古希を過ぎた 1 人の男性が、南北両極点の踏破に挑み、

昨年 1 月（2012 年 ) の南極点到達で見事にその夢を果た

した。佐賀県鳥栖市在住の機械工具販売会社社長の松本愛

明 (まつもと・よしとし )さん (71 歳 ) だ。

平成24年(2012年)5月19日、福岡市立中央市民センター

で開かれた日本山岳会福岡支部の「平成 24 年度・通常総会」

の記念講演で、松本さんに「北極点、南極点を踏破」と題

してお話をして頂いた。以下は、その講演の要旨である。

今回の南極点踏破への挑戦は、世界的な犬ぞり探検家で

ガイドを務める冒険家・舟津圭三さん (55) ら 3 人と一昨

年 (2011 年 )12 月 31 日大みそかに日本を出発。米国やチ

リのサンチャゴ、プンタアレナスを経由して、2012 年 1

月 5 日に南極大陸のユニオン・グレーシャー基地に到着。

基地から南極点への出発点である南緯 89 度地点まで飛行

機で飛び、9日、そこからスキーで南極点へ向った。

メンバーは、70 代、60 代、50 代、40 代の男性 4 人組。

私、松本愛明 (71) を一番年長に石川和則さん (63)、舟津

圭三さん (55)、大重信二さん (47) は、年令がなんと等間

隔に8歳違い。それに運命めいたものを感じ、チームを「888

カルテット」と名付けてさらに団結力を強めた。

どこまでも平らで、何の目標もない雪原。標高は約

2800m から 3000m と高く、空気の薄さは富士山頂とほぼ同

じで気温は約マイナス 30 度 C、風速は 20m/s 以上。沈ま

ない太陽の下、烈風と厳しい自然に耐えながら、ただひた

すら歩く。45 分歩いては 15 分休む。これを 1 日 7 回繰り

返し、毎日十数㎞、計 110 ㎞を歩いた。荷物は装備や食料

など 1 人約 50 キロ。15 キロを背負い、残りはそりに載せ

て引きながら重いスキー板をはいて歩く。その日の到達点

に着くと、さっそくテントやトイレの設営、食事の準備な

どに忙しい。夜はテント 2つに 2人ずつ分かれて寝た。

一昨年の 2011 年 4 月、北極点に到達した時は、至る所

にせり上がった氷や裂け目があったが、南極の氷はほぼ平

らで北極より南極の方が快適だった。もちろん北極で苦戦

したスキーも、7 月のアラスカでの特訓が功を奏したのか

南極ではうまくいった。

行程中は比較的天候にも恵まれ晴れていると寝袋の中で

汗をかくほど暖かい時もあった。そして、ただひたすら歩

いて、歩いて．．．．．南緯 89 度地点を出発して 7 日目、1

月 15 日の午後 3 時ごろ、ついに夢に見た南極点に到着。

その直前、突然、涙があふれ出た。出発前のトレーニング

で右ヒザを痛め、何度も南極行きを断念しようかと思った

事があったからだ。同時に念願を果たした満足感でいっぱ

いだった。そして極点に立つポールを 4人で肩を組んで囲

み喜びを爆発させた。

私は 16 歳の時に登山を始め、国内はもとよりヒマラヤ

の 5000m ～ 6000m 峰やアルプスの山々にも登ってきたが、

高山病にかかったりすることから、関心はだんだんと極

地踏査に向いてきた。まず、2009 年に飛行機で行く南極

点ツアーに参加した時、犬ぞりとスキーで南極大陸横断に

初成功した国際隊の元メンバーで今回のガイド役の舟津圭

三さんと知り合った。2011 年 1 月に再会した時、「歩きた

い」と話したところ、北極点踏破ツアーに誘われ 4月に約

110km を歩いて極点に到達。「次は南極だ」ということに

なり、7 月に米国アラスカでスキーを特訓するとともに、

家では毎朝 20 キロのザックを背負って犬と一緒に 4 ㎞を

歩くトレーニングを実施。結果、この年令で両極点に行け

たことは大変ありがたい。苦しい事も多かっただけに、か

なえられた夢も大きかったと思っている。今は大きな達成

感でいっぱいだ。

講演者　松本愛明氏

オオヤマレンゲ（故松本徰夫元支部長の受花）

懇親会「みくに」にて（左から深田元支部長、松本さん、

紹介者の高木さん、斉田さんの顔がみえる）

写真はいずれも石原國利氏（JAC東海支部）の御提供による

高木　荘輔
No.12920

「71歳、南北両極点を踏破」
平成24年度 福岡支部総会で松本愛明氏が記念講演平成24年度 福岡
「71歳、南北両極点を踏破」

平成24年度 福岡支部総会で松本愛明氏が記念講演
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・国内山岳書　　　　　　　801 冊

・ヒマラヤ関係　　　　　　214 冊

・チベット関係　　　　　　114 冊

・シルクロード関係　　　　115 冊

・中国関係　　　　　　　　 93 冊

・その他アジア関係　　　　 35 冊

・ヨーロッパ関係　　　　　 46 冊

・アフリカ・極地関係　　　 85 冊

・アメリカ関係　　　　　　 69 冊

・その他国外関係　　　　　 98 冊

・全集関係　　　　　　　　 46 冊

・その他　　　　　　　　　122 冊

　　　　　合　計　　　  1838 冊

太田　五雄
No.6476

松本 夫先生の蔵書について松本 夫先生の蔵書について

松本先生が逝去されて 2 年近くが経過し、昨年 4 月 8 日

には九重山法華院において「五輪の塔」への分骨納骨式が

行われた。式には 90 人余が参加されたとの報告を受け、改

めて先生の人柄、偉大さが偲ばれる思いであった。本来私

も行かなければならない立場にあったがどうしても外せな

い仕事が入って参加できなかったことは今尚残念でならな

い。

さて、先生の膨大に残された図書、文献についてその処

遇をいかにすべきか家族からの相談があり、一任されるこ

とになった。

松本先生は生前九州大学に寄贈する相談をされていた

が、九州大学側では緒方道彦先生、諸岡久四郎氏外九州大

学出身の岳人数人の山岳書がすでに納められ、先生の蔵書

全てを受け入れる環境にはなかった。

そこで長野県山岳協会名誉会長の古原和美先生に相談し

たところ、丁度大町の「山岳博物館」内に「山岳図書資料館」

を建設する計画があり古原先生も松本先生の御尊父であり

熊本大学の名誉教授であった松本唯一先生、ご長男で同大

学の教授をされた松本幡郎先生と五高時代から懇意にされ

ておられたことから是非松本先生の蔵書を「山岳博物館・

山岳図書資料館」に受け入れたいとあたたかいお言葉を頂

き、その後九州大学側と古原先生から紹介があった長野県

山岳協会副会長の西田均氏と相談し検討を重ねてきた。

蔵書の分類・リスト作りには山岳書のみに集約し、日本

山岳会福岡支部から山本博、高木荘輔、九州大学側から中

馬董人（福岡支部員）、米澤弘夫（福岡支部員）、杉本勝諸氏、

外九州大学関係者数人がその整理協力に当り、4 ヶ月を要

して一昨年の 10 月にリストができ上った。このリスト作

りには関係者各位の多大なるご協力あってのことで、改め

て感謝申し上げる次第である。こうして出来上がったリス

トを如何に示す。

ただし、地質関係、山岳雑誌（山渓、岳人、岩と雪など）、

日本山岳会会報、および松本家が必要とする書籍について

は除外している。

以上を踏まえ九州大学側に 200 冊余を寄贈し、その他大

多数は全て松本家より「大町山岳博物館・図書資料館」へ

3月に送付され、薫蒸処理をされたのち展示された。

以上の経過を経て、昨年 7 月 14 日故松本先生関係者一

同大町の山岳博物館に御礼を兼ね訪問した。智子夫人はじ

め、柴田佳久（先生のご次男）、船津武士、山口研一郎御

夫妻、松本三子、吉田あき子、長岡ミツ子、児玉かめ子、

倉智清司諸氏、長野県関係者では横山栄次、山岳博物館関

係者では古原和美、杉田浩康（長野県山岳総合センター所

長）、西田均、大西浩（長野県山岳協会理事長）諸氏及び

博物館関係者皆様方の心温まる歓迎を受けた。

山岳博物館はまさに日本を代表する想像以上の立派な博

物館で、日本の山岳歴史、多くの資料を一同に見ることが

できる。併せて新たに設置された山岳図書資料館で松本先

生の寄贈本も拝見することができた。

今後松本先生の蔵書が全国の岳人、登山者、自然愛好家

に閲覧され、将来の登山界に大きく寄与できることを思え

ば甚だ喜ばしいことであった。

北アルプス登山や安曇野を旅行された際には是非山岳博

物館にお立ち寄り頂き、在りし日の松本先生を偲んでいた

だければありがたい。

市立大町山岳博物館・山岳図書資料館

　住所　長野県大町市大町 8056-1

　問い合わせ先：市立大町博物館

　電話  0261-22-0211

　Fax   0261-22-2133 

　e-mail：sanpaku@city.omachi.nagano.jp

　URL：http://www.city.omachi.nagano.jp

　/sanpaku/

大町の山岳博物館は日本屈指の山岳博物館であり日本全

国から岳人、登山者、自然愛好家が多く訪れる山岳関係者

の聖地である。以下松本先生の蔵書が納められた「山岳図

書資料館」がこのほど開館したので以下紹介する。

山岳図書資料館が開館

（朝日新聞 2012 年 4 月 21 日記事より）

古今東西の山岳・登山関係の書籍などを幅広く収蔵する

大町市立大町山岳博物館付属の「山岳図書資料館」が 20 日、

北アルプス後立山連峰を見渡す博物館燐に開館した。個人

所有では散逸してしまう貴重資料の宝庫に、と関係者らは

期待している。

大町山岳博物館にて
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先の松本先生の蔵書寄贈にご

尽力いただいた古原先生（現在

90 歳）について一文よせておき

たい。

私と古原先生とのお付き合い

はここ 4 ～ 5 年のことで、昭和

初期に屋久島の探検登山で多大

な成果を上げた五高山岳部の屋

久島の記録調査で松本在住の古

原先生を二度訪問したことに始

まる。古原先生が九州出身で旧制五高山岳部（現熊本大学）

最後の卒業生であることは九州岳人の中では意外と知られ

ていない。

古原先生（大正 12 年生）の壮大な山歴と業績は［山］

80 年の回想にみることができる。先生は昭和 10 年の旧制

中学済々黌から山に親しみ、特に北アルプスに憧れて旧制

松本高校の進学を希望されていたが周辺の反対に遭い、当

時九州の山、特に阿蘇高岳北尾根、楢尾岳、傾山の岩場の

開拓で活躍していた旧制第五高等学校に昭和 16 年入学し

山岳部に入られた。後年同山岳部の指導的立場として活躍、

当時から先鋭的な登山を目的とされヒマラヤにも興味を持

たれていた。所謂九州山岳界の大先達である。

その後昭和 19 年熊本医科大、昭和 24 年学制改革があり、

旧制五高は熊本大学になり医学部（高所生理学）へと進ま

れた。

昭和 31 年～昭和 44 年、長野県大町保健所長、昭和 40 年

～平成４年信州大学医学部順応生理学教室、昭和 44 年～平

成１年長野県豊科保健所長を務められた。九州時代では熊

本 RCC の二代目代表、熊本山岳連盟会長、九州山岳連盟理

事、長野移住後は長野県山岳連盟初代会長、長野県山岳協

会名誉会長、外日本登山医学会幹事・名誉会員、国際登山

2012年度日本山岳会自然保護全国集会は6月30日(土)

群馬県片品村戸倉の「尾瀬高原ホテル」で開かれました。

遠い尾瀬ですが、首都圏始め全国各地から 20 支部ほか一

般参加者を含めて約 140 名の参加者がありました。

尾上会長の挨拶の後、基調講演は東京学芸大学小泉武栄

教授の「尾瀬の自然学」。教授の専攻は自然地理学、地生

態学などで一般向けの著書にも「山の自然学」(岩波新書 )

医学会会員などを歴任、その功績が高く評価され、登山界、

新聞社、医師会、瑞宝双光章など多くの賞が授与された。

登山活動においては初登攀などの記録、それに伴う著書、

著作も多く、先生の山歴、登山界における功績は壮大なも

のである。

中でもヒマラヤへの思いと信州の山への情熱は並々なら

ぬものがあり、昭和 31 年先祖伝来の家屋敷を売り払って

大町に移住。ヒマラヤトレーニングとして冬の北アルプス

の山々に多くの足跡を残された。特に爺岳の活躍は特筆す

べきことである。

その後松本に移住、九州をはじめ、全国岳人のたまり場

として先生の指導を受けたクライマーは多い。

ヒマラヤ関係では昭和 33 年、深田久弥、風見武秀、山

川勇一郎諸氏等と共にジュガル・ヒマールに行かれたの

が最初で、昭和 33 年には三浦雄一郎エベレストスキー滑

降隊に参加。昭和 38 年長野県山岳連盟のギャチュンカン

（7922m 初登頂）遠征隊の隊長として総指揮をされた。昭

和 63 年パルチャモ（6187m 登頂）登山隊隊長。平成 3 年

長野県山岳協会シシャパンマ（8013m）登山隊総指揮。平

成 6 年ストックカンリ（6150m）登山隊隊長。平成 7 年山

岳スキー同人アイランド・ピーク（6170m 登頂）登山隊隊

長。平成 9年蘇友会（旧制五高山岳部）チュルー・ファー・

イースト（6038m）隊長。平成 11 年山岳スキー同人カンチョ

ウ・ウエスト（6087m 初登頂）登山隊隊長などを務められ、

外昭和 46 年、ネパール、ナンパ・ラ、ゴジュンバ氷河周

辺探査。昭和 61 年、チベット、アムネマチン学術調査隊（日

中合同登山医学研究会）参加。ネパール各地トレッキング、

アラスカ、ヨーロッパ・アルプス、ハワイ島、ボルネオ島・

キナバル、台湾、韓国などの世界の名だたる山々を歴訪さ

れた。

一方学術部門では昭和 54 年厚生省の県海外研修員とし

てヨーロッパ 8ヶ国を歴訪。昭和 58 年国際高所医学会（カ

ナダ）出席。昭和 59 年高所医学国際医学会フランス・シャ

モニーなどに参加された。

以上その記録は現代のあらゆる登山家の追従を許さない

まさに九州、日本を代表する偉大な岳人としてここに紹介

した。

古原先生の自費出版「山」80 年の回想は九州時代、大町、

松本時代の登山活動、昭和から現在に至る国内外の登山界

の歴史など詳細を知ることができる。機会があればぜひ講

読頂きたい。

No.6476

古原和美先生と著書「山」80年の回想 紹介古原和美先生と著書「山」80年の回想 紹介

太田　五雄

山本　博
No.12312

2012年度自然保護全国集会に出席して2012年度自然保護全国集会に出席して

福岡支部自然保護委員

県山岳協会創立 50 周年、博物館創立 60 周年の記念事業。

鉄筋２階建約 120 ㎡の書庫には最大３万点を保管できる。

建設費約 3300 万円のうち 1200 万円を県山協が寄付した。

収蔵資料は雑誌や論文のほか地図、書簡、写真、映像フィ

ルムなど多彩で 20 日現在１万 6805 点。英国人宣教師ウオ

ルター・ウエストンの「日本アルプス　登山と探検」初版

本や小島烏水ら日本山岳会の明治創設期メンバーの著作、

日本初の登山ガイドをつくった百瀬慎太郎の遺稿集、英国

山岳会「アルパインジャーナル」の 1880 年代からのバッ

クナンバーなど貴重資料が並ぶ。

約 40 人が出席した開館式典で牛越徹市長は「日本屈指

の山岳文化の発信拠点として積極的に生かしていく」。県

山協の宮本義彦会長も「命懸で作られた資料も何もしなけ

れば消えていく」とし、県山協として今後も資料収集に力

を入れると決意を語った。

博物館受付で申請書に記入し、学芸員の立ち合いで閲覧

する。一部は貸出可。備え付けのパソコンで検索もできる。
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サが増えているところもあるとの所感。そのほか、全

国的なシカの食害や、長期的な調査を行っている例の

紹介もあった。

④尾瀬の野生動物：生物多様性の視点から見た尾瀬間題

関東地方では江戸時代にはシカの分布は関東山地あた

りまでであったが、開発によって奥の方に追い込まれて

生息地は高い山にまで広がった。尾瀬でシカの食害が確

認されたのは 1995 年である。その捕獲頭数から今日で

も減っているとはいえない。尾瀬には本来シカはいな

かったのでそれを目標にして、保護管理を進めている。

小泉講師は「人間がオオカミの代わりになって適正な管

理をしなければならない」と。

⑤わたしと尾瀬

尾瀬の歴史と人との関わり、さらに開発の経緯と保護

活動などが報告された。

翌日はフィールドスタディで 3つのパーティーに分かれ

て行われた。

1．富士見下―アヤメ平―鳩待峠

2．鳩待峠―山の鼻―鳩待峠

3．鳩待峠―山の鼻―牛首分岐―山の鼻―鳩待峠

今回の全国集会は会場が尾瀬ということもあって、遠隔

地ではあったが大勢の参加があった。また 5つの分科会に

分けて行われたこと、さらに地元の尾瀬高校から期末試験

中であるにもかかわらず多くの参加者があり積極的な発言

が目立つ分科会もあったのが印象に残った。地元ヤングパ

ワーが熱心に討議に参加してくれたのは頼もしいことで

あった。

福岡支部が日本山岳会自然保護委員会とともに荒れて行

く屋久島の問題に取り組んだのは 2009 年 ( 平成 21 年 ) 秋

田市で行われた日本山岳会自然保護全国集会で、屋久島在

住の福岡支部会員である太田五雄さんの資料を基に山本が

屋久島の現状を報告したのがきっかけであった。その後こ

の問題に強い関心を示した山川陽一理事と富澤克禮自然保

護委員長を中心としたプロジェクトチームを立ち上げ 6回

にわたって現地に渡り主として山岳部を踏査するととも

に、屋久島町長をはじめ地元の行政側や環境省の屋久島自

然保護官、林野庁の屋久島森林管理署、さらには鹿児島県

環境部自然保護課、熊本市にある林野庁九州管理局なども

訪ねて、現状の把握、各界の考え方などを探った。

2010 年 6 月には日本山岳会自然保護委員会と福岡支部

は共催でシンポジウム「世界遺産を考える―保護と利用の

あり方―」( 後援 : 環境省、林野庁、山岳団体自然環境連

絡会 ) を東京四谷上智大学キャンパスで行い盛況であっ

た。その後プロジェクトチームはその活動を 2010 年 10 月

に「屋久島への提言―危機遺産にさせないために―」とし

てまとめた。これはホームページ・世界自然遺産を考えよう！

山本　博福岡支部自然保護委員
No.12312

屋久島・その後屋久島・その後

や「日本の山と高山植物」( 平凡杜新書 ) などがある著名

な学者で、講演は期待に背かない興味深いものでした。尾

瀬の成り立ちから特徴、地形、地質から高層湿原、さらに

は動植物に及ぶ内容で、度々歩いた尾瀬ですが時間を忘れ

て聞き入りました。

今年の集会で一番印象に残ったのは、これまでにない新

機軸で全体を5つのグループに分けて討議したことでした。

そのテーマは①尾瀬の管理のあり方　②尾瀬の楽しみ方

　③尾瀬の高山植物　④尾瀬の野生動物　⑤わたしと尾瀬

　の 5つでした。また、地元の高校生が参加して各グルー

プに分かれた討議にも参加していろいろと発言したことも

よかったと思います。私が参加したのは「尾瀬の高山植物」

でしたが、このテーマヘの参加希望が多くこのグループは

さらに二つに分けられました。

せっかく 5 つのパートに分けて討議したので、それぞれ

の内容を記録に基づいて簡単にまとめてみることにします。

全体的には尾瀬周辺に限定せず各地の現状や対策にも多く

の時間が割かれたように感じられます。結論をまとめるこ

とが難しい問題ばかりであり、各パートとも無理にまとめ

ることはありませんでした。

①尾瀬の管理のあり方 :二つのグループに分かれて討議

1.尾瀬国立公園の土地の約 4 割を所有し、20 キロに及

ぶ木道を管理している東京電力が東日本大震災の影響

で経営状態が極度に悪化しているから予算削減等で今

後どうなるのか ( これまでは年間約 4 億円の予算 )。

現在は尾瀬林業 ( 東電 )、県、環境省、尾瀬保護財団

の 4 者で管理している。国有化したらとする意見も

あったが、国有になると国立公園の全国枠の予算をす

べての国立公園で分けることになるので、尾瀬にこれ

まで通りの予算がつくのは厳しいのではないかと。

2.オーバーユースが問題となり山小屋は予約制となっ

て一定の効果があった。入山規制、入山料なども検討

されているが、入山者の減少につながるとして地元は

必ずしも積極的ではないようだ。入山者の上限規制な

どの意見もでた。

②尾瀬の楽しみ方

尾瀬では年間 30 万人の入山者があるがいくつもの登

山口から山、湿原などヴァライエティーに富むいろん

なコースをとることが出来るので、時期を選ぶことや

ウィークデイを利用することなどでいろんな楽しみ方が

あるのではないか。

③尾瀬の高山植物 :二つのグループに分かれて討議

1.高山植物はオーバーユースで荒れているが、アヤメ

平などでは長年にわたって植生の復元が行われてお

り、見るべき成果を挙げている。尾瀬でも近頃はシカ

の食害がひどい。入山料をとって入山規制をとの意見

もあった。

2.尾瀬高校では尾瀬の植生調査を行っており、群馬県

理科研究発表会で報告している。その報告では 2008

年から 6 ～ 10 月の間、木道沿いに 1 メートル四方の

枠を置き、月に一度その中の植物を観察記載している。

その範囲では植生に大きな変化はないが、一部ではサ
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http://jacsekaiisanprj.sakura.ne.jp/ で公開されてい

る。危機遺産とは登録された世界遺産のうち「普遍的価値

を損なうような重大な危機にさらされている」遺産をいう。

屋久島の状況はまさにその危機にさらされていると思われ

るが、世界自然遺産に登録されてからの観光者や登山者の

激増がもたらした経済的な潤いに慣れた地元に危機意識は

ほとんど感じられない。屋久島の自然が荒れてゆくことは

自然遺産の根幹を揺るがす事態であることに目を向けよう

としない。このままでは自然を食いつぶしてしまう方向に

行きそうである。

2011 年 8 月の屋久島町議会は町が提出した「自然環境

資源の利用及び保全に関する条例」案を 1名の賛成もなく

全会一致で否決した。その案は環境省が提唱する 3月 1日

～ 11 月 30 日の間、縄文杉への登山者数を 360 人 / 日、山

小屋の宿泊者を 60 人 / 日に規制することに基づいている。

実現すればピーク時の見学者は約 9千人減少し、その場合

の経済的損失は 2億 3千万円と町では試算した。日帰り客

については展望デッキやトイレの混雑解消を、宿泊客は山

小屋のトイレ許容量を目安に人数を決めたという。

日本山岳会のプロジェクトではトイレの処理力から 300

人とし、無人の山小屋の宿泊客を 60 人としている。

条例案を審議した屋久島町議会特別委員会の荒木博武委

員長は「自然破壊が進んでいるような誤解があるが、縄文

杉への登山道は徐々に木製の遊歩道 ( 木道 ) が整備され、

むしろ環境は改善している」と反対理由を説明した。

屋久島のシンボルとされ、国内屈指のパワーポイントと

もされて全国から登山者が押しかける縄文杉への一般的

ルート大株歩道を通る人は年間 9万人におよんでいる。10

年間で約 3倍に膨らんだ。それが 1本の登山道をピストン

で往復する。整備されたとされる木道 ( 階段 ) ではある

が幅 70cm ではすれ違うには横にはみ出すしかない。そこ

を 9万の人が往復するのである。その半数は 5月の連休と

7 ～ 9 月に集中しており多い日には千人以上がその道を通

る。その結果踏み付けで絡み合った根が露出して、裸地化

がすすんでいる。花崗岩の屋久島の山々の表土は浅い。こ

のまま裸地化がすすめばどうなるのであろうか。

2011 年 10 月に屋久島町長選挙が行われた。入山規制の

条例案の再提出に意欲を示す現職を含む 4名が立候補、現

職以外の 3 名はいずれも入山規制には原則反対の立場で

あった。選挙の結果は新人の荒木耕治氏(61歳・民宿経営)

が当選、「環境保護は登山道の分散化や山岳部以外の観光

化で可能」としている。新町長は当選後、縄文杉への登山

道は迂回ルートを整備して大株歩道の負担軽減を図ること

の可能性についても触れた。また入島料導入に言及し、「自

然資源の保護があらゆる政策に優先する」と所信表明した

が、屋久島では 3分の 1の人が観光業界に関わっていると

され、町議会が 8月には全会一致で入山規制に反対の決議

を行っていることなどもあって、これから町がたどる途を

考えたとき暗澹たる気持ちを拭い去ることが出来ない。

鹿児島県は県議会で屋久島の入山規制について「一定の

規制は避けられない」との見解を示している。今後、県や

2012 年秋、ブータンの西東横断の旅に行ってきた。旅

の魅力は、その国、その地域にしかないものに注目すると

理解しやすい。ブータンは世界で唯一チベット仏教を国教

とする国である。他国家、他民族から強制的に歪められる

ことなく、自らの意思で連綿と受け継がれるチベット仏

渡部　秀樹
No.9826

ブータン横断の旅ブータン横断の旅

町が示す方針が注目される。

2011 年 10 月 1 日、環境省は世界自然遺産「屋久島」の

保護のため 1995 年につくった管理計画を初めて改定した。

93 年の遺産登録後に観光客が急増したことを受け、主な

登山道ごとに利用ルールを策定。生態系に影響を与える懸

念がある場合は、登山者数の制限も検討することを明記し

たと報道された。

2011 年 12 月 24 日から毎日新聞は西部版で屋久島問題

を取り上げ 5回にわたって連載した。初回は 1面トップの

扱いで、「年 9 万人来訪　縄文杉悲鳴」と問題を提起、そ

の後「登録突然　対応は後手」、「立ち入り制限　議論進ま

ず―データ不足　司令塔不在」、「登山客のし尿問題―人力

搬出　足りぬ財源」、「ガイド認定制度導入の是非―生活の

糧　議論停滞」と屋久島が直面する諸問題を取り上げて分

析した。我々が繰り返し言ってきたことであるが、全国紙

が世界自然遺産登録以来屋久島が抱えてきた問題を突っ込

んで大きく取り上げてくれたことは大きかった。大きな問

題に目を向けた企画であったが、解決には地元の痛みを伴

う理解と決断が欠かせない。地元がそれをどう受け止め、

どう動くかが一番大切なことである。

2011 年 ( 平成 23 年 ) は国連が定めた“国際森林年”で

あった。しかし国内でも屋久島でも目立つ動きは感じられ

なかった。少し淋しい想いである。

2012 年 3 月 16 日、環境省は霧島屋久国立公園から屋久

島地域 ( 屋久島全体の 42% と口永良部島全域が含まれる )

を分離して屋久島国立公園として独立させた。30 番目の

国立公園である。独立したことできめの細かい対応がすば

やくできるものと期待される。

2012 年 10 月 2 日環境省・林野庁の主催で世界遺産条約

採択 40 周年記念シンポジウム―日本の世界自然遺産の未

来―が鹿児島市で開かれた。日本の世界自然遺産－知床、

白神山地、屋久島、小笠原の 4箇所の現状と将来への展望

などが地元から報告された。屋久島については鹿児島大学

小野寺浩客員教授の報告があったがはっきりした将来展望

は示されなかった。また、世界自然遺産は登録後の現地の

状態、保護、保存、整備状況などについての再評価が行わ

れるとされており、屋久島については 2011 年中にも行わ

れるとの情報が流れているが、そのことへの言及はなかっ

た。マスコミの報道もまだない。しっかりとした現状の評

価が行われることを期待したい。
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教文化があるはずだ。そういう意味ではネパール・ヒマラ

ヤ、ラダック、ザンスカール、シッキム、アルナーチャ

ル・プラデーシュなども状況が違う。ましてや中国に侵略

された本家チベット本土とは対極にある。日本人がブー

タンに懐かしさや、国民総幸福量 (GNH：Gross National 

Happiness) により「世界一幸せな国ブータン」として憧れ

をもつ、その根幹はチベット仏教にあるのではなかろうか。

ここには他国からの強制力を受けなかった場合のチベット

文化社会のありようを観ることができるはずである。

2011 年 11 月にブータン国王（第 5 代ジグミ・ケサル・

ナムゲル・ワンチュク国王）が来日された。衆議院本会議

場での演説は記憶に新しい。1980 年生まれの若い国王の

堂々たる主張には日本の議員さん達も目を丸くした。ブー

タンに行ってまず驚くのが、人々が自信に満ちて堂々とし

ている姿だ。若者から老人まで、女性も子供も実に凛々しい。

かつての日本のような懐かしい風景、着物に似たゴ、キラ

の民族衣装などと相まって、人々は幕末の志士のようなイ

メージがぴったりなのである。

ブータンの人口は約70万人。GDPは14億ドル(2011年)、

日本の人口 5 万人程度の市に相当する経済規模といわれ

る。一人当たりの GDP は 2121 ドルであり、世界水準では

大幅に低い。にもかかわらず人々の自信に満ちた顔の秘密

は何であろうか。私にはチベット仏教の力であると思われ

た。小学校の教育から仏教の教えはあらゆる教科に及んで

いるという。国民の全てが悟りの境地にあるはずはないが、

仏教の教えが根幹にあることによる迷いのない安堵感、目

指すべき方向がはっきりと見えているということが、人び

とを自信に満ちた姿にさせていることを今回強く感じた。

旅の目的のひとつは、目から鱗を落とすこと。この旅で特

に印象に残ったことを記しておきたい。

ブータンの国道 1号線とでもいえる東西縦貫道はヒマラ

ヤと平行して走っており、ヒマラヤから南に延びる尾根を

九十九折で越え、深い谷に入り込んでは出るを何度も繰り

返す。ジャカル（ブムタン）とウラとの間にあるシェイタ

ン・ラ（3,596m）から世界最高峰の未踏峰、ガンカールプ

ンズム（7,570m）が遠望できることはあまり知られていな

い。ここからの写真はほとんど発表されてはいないが、どっ

しりと堂々たる姿を写真に収めることができた。

世界最高峰の未踏峰、ガンカールプンズム（7,570m）

各峠からは遠望ながらブータン・ヒマラヤのほとんどの

山をパノラマで見ることができ、中国チベット自治区内に

あるクーラカンリまで展望できた。クーラカンリはかつて

ブータン領との主張もあったそうだが、中国国境線がじわ

じわ迫っており、ここでも国境問題の話し合いは平行線だ

という。最近は今の国境より南を中国は主張しはじめた。

驚いたブータン側が交渉に出かけたところ、中国はこの問

題は後世に棚上げしよう提案しているそうだ。どこかで聞

いたような話だ。

ブータンの西部と東・中部と分けるブラック・マウンテ

ン山麓にあるポプジカ湿原にはちょうどオグロヅルがヒマ

ラヤを越えて飛来していた。ここではオグロヅルは昔から

の農耕カレンダーになっている。飛来すると蕎麦の収穫時

期を迎える。しかし収穫の前にまずは、長寿の吉祥ツンツ

ン（おそらくチベット語のツェリン）のオグロヅルに蕎麦

を腹一杯食べていただくそうだ。そのあとで人間が収穫す

る。鶴がチベットに帰ると冬が終わり春到来、新しい蕎麦

の種をまく。生活リズムは昔から鶴とともにある。ここポ

プジカにも近代化の波が来て、ブータン政府は電気を繋げ

ることになった。しかし住民は電気は要らないと反対した。

電線がオグロヅルの邪魔になれば、この村の根幹がゆらぐ

と思ったからだ。この話はインターネットを通じで世界に

流れた。世界から募金が集まり、この山村に地下ケーブル

で電気が通じたのである。ポプジカにはニンマ派のガン

ティ寺がある。オグロヅルは飛来するときと、去るときに

必ずこの寺の上空を時計回りに三周まわる（コルラ）する

そうだ。村人はこれをツルの恩返しの舞と考えている。も

ともと殺生をしないブータンでは、国全体が野生動物保護

区のようなもので、動物達は安心して暮らしているのであ

ろう。

オグロヅルが飛来するポプジカ湿原

ブータンにテレビ放送が始まったのはつい最近の 1999

年だ。また、全ての村 250 地域のうち、現在電気 80％、

水道 90％が普及しているが、携帯電話はなんと 100％の村

で繋がっている。政府は 2020 年までに全ての村を車道で

結び地域振興を行う考えである。ブムタンのウラ谷では、

東に道路を延ばそうとしたが聖山があり、そこに雪男が住

んでいるというので、地元民から反対があった。政府は雪
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男 (伝説 )保護のため道路を大幅に迂回させることになっ

た。ブータンの雪男はミゲといって大男という意味。ミゲ

は夜中に声を出すがそれに返事をしてしまうと病気になる

という。人を背中の袋に入れてさらうそうだが、女の場合

優しく育てるが、男の場合は山奥で捨てるのだという。男

にとってもっと怖いのは、雪女ミチェン。その男の理想の

女性に化けて、遠くから誘うらしい。近づくと離れて行き、

とうとう山中に引きずり込まれるのだという。いずれにせ

よ男には受難である。

15 世紀の高僧ペマ・リンパの生まれたタンの谷、タン・

チュ（川）にメンバル・ツォという淵がある。ペマ・リン

パが 11 才にして灯明を持って飛び込み、チベット仏教開

祖のグルリンポチェが隠した埋蔵教典を発見したテルトン

（埋蔵経典発掘者）伝説の場所。この教典がチェチュ（祭）

でパルド・チャムとして死後 49 日の世界として舞われて

いるというので、この教典は『パルド・トェドル』であろ

う。いわゆるニンマ派版チベット死者の書である。チベッ

ト・ラサではこの教典はガムポリという山で発見されたこ

とになっているが、チベット各地に同じような伝説がある

のであろう。ペマ・リンパが建てたタムシン・ラカン（寺）

にはまだ開かれていないテルド（埋蔵教典の入った石）が

あり、いつしか現れるテルトンを待っているという。

ブータンは他国と比べると自由な旅行ができない独特の

観光政策をとっている。外国人は一人一日あたり US ＄70

以上を観光税として政府に払っていることになる。これは

ブータンの重要な財政歳入で、原則無料の教育費（大学ま

で）、医療費にも使われる。この制度は国民の 95％が幸福

であると感じている政策の一端を担っているとも考えられ

る。完全な自由旅行を認めると、この点が崩れるかもしな

い。ブータンの外貨収入の主なものは、観光、インドへの

電気、農産物の輸出である。ブータンにも近代化の波、市

場経済の波も押し寄せてきており、インドルピー危機によ

りインフレも進んでいる。しかし、とにかくブータンの人

たちは実直で明るい。国民全てが親戚縁者のような慈悲で

結ばれている。先進国の経済発展の弊害を見てきて同じ轍

を踏まないよう「足るを知る」生き方をしている。経済成

長と GNH の共存は可能だとブータン人は自信をもっている

ようにも見える。拠り所として仏教的幸福感が根幹にある

かぎり、それは可能であるのではないかと思えたのである。

この旅の大きな収穫であった。

日本山岳会福岡支部の忘年会山行は、2012 年 12 月 8 日

( 土 )、福岡県志摩町の「可也山」(標高 365m) で行なわれ、

会員外の方も含め 22 名が参加した。可也山は、別称「糸

島富士」または「小富士」と呼ばれる程、姿形の良い山で、

1 年間 365 日の日数と同じ数字の高さを持つ山。それが忘

年登山にふさわしい山として選ばれたということである。

当日は、午前 9 時 20 分、ＪＲ筑前前原駅の北口に集合。

直前から降り始めた雨のため、ほとんどの人が雨具を着用

して備える。9 時 32 分発の昭和バスに乗り 10 分程で師吉

公民館前の登山口に着く。その頃には幸いに雨もやみ、一

日中曇りで時々日がさしたり雨が降ったりする天気が続い

た。10 時頃には準備体操を終えて登山開始。リーダーの中

村寛三さんと水野公代さんに続いて歩き出す。農家の間を

縫う舗装道やミカン畑を経て、山道に入ると、林の中、両

側が土壁になった切通しの道になり、階段状の急坂を登る。

石切り場跡や電波塔下の石椅子、第一展望所などで小休

憩を取りながら、地蔵三体を祀るほこらや可也神社にも参

拝、11 時半頃に山頂に到着。頂上は林の中で展望が利か

ないため、さらにその先の草つきの展望所で休憩する。眼

下には玄界灘の青い海と弓状に連なる砂浜や湾、いくつも

の小島を見渡す事が出来る。いつ見ても素晴らしい光景だ。

風を避けて、電波塔下まで引き返し昼食。飯田建夫さん

から皆さんに配られた焼き芋のおいしさが忘れられない。

往路をそのまま下り、登山口の師吉公民館前から迎えのマ

イクロバスで志摩町芥屋の磯の家へ２時すぎに到着。ここ

で、海の景色を前にして忘年懇親会が開かれた。

中馬董人福岡支部長の年納めのごあいさつ、副島勝人前

支部長による乾杯の音頭で開宴。おいしいお酒と新鮮なお

魚料理で賑やかな宴が続いた。なかでも深田泰三顧間と中

村寛三リーダーには、大いに会を盛り上げて頂いた。午後

５時すぎに無事終了。マイクロバスで筑前前原駅まで送っ

て貰い、それぞれ帰途に就いた。

山行集合写真

高木　荘輔
No.12920

可也山で福岡支部忘年会山行可也山で福岡支部忘年会山行
か や さんか や さん
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《編集後記》
　昨年の4月 1日より公益社団法人日本山岳会がスタートした。支部の運営は本部からの助
成金のみで運営しなければならず、原則としてその60%は公益事業に支出しなければならず、
当然支部報発行予算も限定される。
　昨年までは、16ページ、20ページ立てで発行していたが、今年からは限られた予算で作
成していく。折角ご寄稿いただいた稿が無駄にならないよう、限られた予算内で発行できる
よう、編集委員として創意工夫をしていきたい。会員諸氏には是非積極的にご投稿いただき
たい（K.K）。

訃　報
山崎直也会員（会員番号 8133）が 2012 年 10 月 13 日に逝去されました。日本山岳会には 1976 年から長きにわたり所属され
ていました。また、福岡登高会では 78年のティリチミールなど数度のヒマラヤ遠征をはじめ、北米、南米など世界各地に輝か
しい足跡を残されました。こころよりご冥福をお祈り申し上げます。

◎日本三百名山ガイドブック出版について
この企画は2000年に山の溪谷社から出版された同名のガイドブックを完全リメイク、最新情報や写真を盛
り込んだ「日本山岳会版」として発刊するものです。全31支部がそれぞれの地域にある、あるいは近くに
ある山々を担当し、取材や写真撮影、原稿執筆を依頼されるものです。取材期間は2014年 1月までの1
年間で2015年 5月に発行予定です。別途取材執筆依頼等お願いしたいと存じますので、その節はご協力
お願いいたします。

◎平成２４年度福岡支部事業報告
（１）通常総会
　　　平成２４年５月１９日（土）会場：福岡市中央市民センター　出席２４名　委任状４０名　計６４名
（２）「パハル・フェスタ in 坊がつる」に参加し自然観察会等を担当した。
　　　５月１２日（土）・１３日（日）参加者約５０名（支部会員７名）
（３）忘年会山行１２月８日（土）
　　　糸島市の「可

か

也
や

山
さん

」（365m）、忘年会を芥屋の磯の屋で開催した。参加者22名。
（４）岳人のつどい「マナスルに立つ」映画上映会
　　　平成２５年２月３日（日）14:00～ 16:00　会場：太宰府館・まほろばホール
　　　懇親会17:00～ 19:00 同会場にて開催した。

～事務局報告～ 渡部　秀樹
No.9826

ブータン横断の旅ブータン横断の旅

　福岡支部主催の岳人のつどい、映画『マナスルに立つ』
上映会が２月３日（日）太宰府館まほろばホールで開催
された。映画会には 87 名、続いて行なわれた懇親会
には48 名の登山関係者が参加した。この映画は1956
年に封切りされた際、文部省推薦として全国の小中学
校を廻ったそうだが、当時既に卒業し見る機会を失って
いたという方々からやっと観賞することができ感動した
との声もあった。登頂シーンでは会場から拍手が沸き盛
り上がりを見せた。

（酒匂輝昌会員撮影）

岳人のつどい　山の映画上映会岳人のつどい　山の映画上映会岳人のつどい　山の映画上映会岳人のつどい　山の映画上映会岳人のつどい　山の映画上映会岳人のつどい　山の映画上映会

『マナスルに立つ』『マナスルに立つ』『マナスルに立つ』『マナスルに立つ』『マナスルに立つ』『マナスルに立つ』


