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第９回日韓山岳交流・第８回
交流登山(雪岳山)報告 
        飯 田 勝 之 

第９回日韓山岳交流、第８回日韓交流登山。韓国山

岳会蔚山支部との相互交流９年目の恒例の行事。今年

は当方が韓国を訪問の番だ。昨年交流時の内々の打ち

合わせで今年の行き先は雪岳山、実施時期は１０月と

なっていた。半年前の李氏（顧問）との電話で日程を

相談した時に、雪岳山の山小屋は原則的に直前でない

と予約ができないけど、何とかしますということであ

ったが、その後期日が迫っても連絡がない。９月に入

って電話して分かったことだが、李氏は４月に肺炎で

入院して、その後通院療養中とのことであった。 

１１名の参加者名簿を送ってよろしくと電話でお願

いする。追って届いたメール(9/14)で、今回は雪岳山

に同行できないが、詳細は常務理事の崔泳植さんが全

てお世話してくれるとのこと。そのすぐ後に崔さんか

ら届いたメール 

(9/15)では、小

屋 の 予 約 は        

国立公園管理公

団の規定で、１

５日前でないと

取れないことに  

  （崔泳植常務理事）       なっており、一年

でいちばんハイシーズンのこの時期、団体の予約は無

理と思われるので、大青峯（主峰）は中止して雪岳滝

や飛仙台までのハイキングを予定しているとのことで

ある。とにかくお任せするしかない。 

ところがその後届いたメール(9/25)で、韓国山岳会

本部が動いてくれ、日本のお客用に１０名だけ小屋の

予約が取れ、あとは会員と家族で手分けしてインター

ネットで予約を何とかするとのことで、山頂まで登る

計画を送ってきた。さらに次のメール(9/28)で「一番

難しかった小屋の予約が１８名取れた」と知らせてき

た。かくして、希望通りの日程と行程がほぼ決まった。

（当初予定していた加藤支部長は、急に決まった、九

重で行われる山の日制定議員連盟のタウンミーティン

グ出席のため、急きょ訪韓を取りやめとなった） 

 

 

１０月１１日（金） 

玄界灘が荒れていて、ビートルは予定より少し遅れ

て１時過ぎ釜山港に着いた。港には李顧問と金夫人、

それに崔泳植常務理事と金大浩副支部長ほか二名が迎

えに来ていた。会計の渡部さんがみんなから円を集め

てウオンに換金。大型バスに乗り込み１時半過ぎに出

発。李さんと金夫人とは「１２日の夜蔚山で待ってま

す」とのことで、ここでお別れする。 

蔚山ＩＣで大勢が乗り込んできた。久しぶりで再会

の顔、顔、顔。崔さんに聴くと全部で１６人とのこと

だ。束草までのバスの旅の長い道のり。途中で渋滞な

どもあり、６時間かけて８時過ぎにやっと宿泊所に着

く。すぐに夕食で、鍋といろんなキムチや漬け物など

の韓国料理だ。ビールも頂く。部屋はオンドルが効い

ていて暑いほどだった。 

 

１０月１２日（土） 

すばらしい快晴の朝だ。食事後外でバスを待つ間に

近くの砂浜の

海岸に出てみ

た。日本海に

朝日が浮いて、

振り返ると朝

日に染まって

雪嶽山が見え

る。かなり高 

(束草のホテル前から見た雪岳山)    い。７時過ぎに

バスが出発。

バスの中でマ

イクを握った

のは、霧島山

で多彩なでエ

ンターテーメ

ントを発揮し

ていた金時政 

   （金時政さん・団長）     さんで、通訳に

入ったのは少し日本語が分かる嚴李順さん      

だ。金さんが今日明日二日間の山行の団長をつとめる

とのことだ。バスが山間の道にはいると花崗岩の露出

した荒々しい山並みの景色が目を射る。 
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到着した寒

渓嶺は登山

者であふれ

ていた。標

高９２０ｍ

の峠で、風

もあり寒い

ほどだ。準  

（嚴李順さん・通訳）     備体操をして

８時に出発。最初から階段登りで、しかも、段差の大

きな急階段だ。古タイヤを切って敷きつめた、クッシ

ョンの効いた木製階段は、２年前の智異山を思い出す。 

すっかり色づき始めた紅葉が岩峰を彩って素晴らし

い景色だが、急な登りが続き息があがる。先頭を行く

金さん始め韓国の先導部隊は足が速い。いや逆に

      （寒渓嶺登山口にて） 

我々が遅すぎるのだ。我々の横をどんどんと韓国のハ

イカーが追い越していく。みんな軽装で靴もスニーカ

ーやローカットのハイキングシューズがほとんどだ。

先導部隊は遅れる我々を３・４０分ごとに待っていて

休憩をとってくれる。かなりハードな登りにあえぎ続

ける我がメンバーだが、雲一つない青空と、すばらし

い景色に息を荒げながら感動しきりだ。休憩の都度オ

コシや菓子やクッキーなど出てくる。 

午前１０時３０分、北西稜に登り着く。中青峯から

北西に延びる長大な稜線の中ほどで、開けた視界の向         

うに龍牙長域稜とよばれる花崗岩の尖峰が無数に連な

る荒々しい景色が広大な範囲で広がって見渡せる。こ       

れから歩く稜線の前方には雪嶽山の主峰、右に大青峯、

左に丸いアンテナドームのある中青峯のピークが遙か

彼方に見える。 

急斜面の登りは終わったが、ここから長い長いアッ

プダウンの稜線歩きが始まる。遅い我々の横を相変わ

      （龍牙長域稜） 

らずたくさんの人が追い越していき、たくさんの人が

下ってくる。韓国一人気の高い山だと聞いているが本

当に人が多い。その行き交うハイカーがみんな若い。

年取っていると思われてもせいぜい６０歳までくらい

にしか見えない。ほとんど中高年でしめられている日

本の山道とはずいぶん風情が違う。 

送ってくれた計画書によると登山口から４時間半で

中青待避所（小屋）に着くことになっているが、その

時刻はとっくに過ぎている。大きなピークを目指して

登っていき、着いたところが１６２０ｍのピーク。時

刻は１４時過ぎだ。ようやく大青・中青のピークが目

  （中青峯中腹から見た中青待避所と大青峯） 
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前に迫って見えるようになった。振り向くと歩いてき

た長い西北稜が遠くのびており、遙か下の谷間に、今

朝発った寒渓嶺の峠が見えている。 

一休みして山頂を目指す。ゆるく下ってゆるい登り   

返しで目前に見える丸いレーザーアンテナの山頂へと

登っていく。右手に見える大青峯には、こぼれ落ちそ

うなほどの人影が山頂にひしめいている。中青山頂の

アンテナのやや手前で右にトラバースして、そのまま

下方に見える小屋に向かって下り始める。左に小青か

ら来た道と合流してさらに下れば中青待避所だ。大勢

の人が小屋のまわりをうろつき、大青峯への道は長い

人の列が続いている。 

小屋の前のテラスにみんなのザックを置き、空身で

山頂を目出す。小屋に着くまではそれほど感じなかっ

たが、かなり強い風が南西の谷間から吹き上げてくる。

その風の中、露岩の道を登っていく。時折り突風が吹

くと、思わずよろめくことも度々だ。小屋から３０分

余りで山頂である。 

１５時２０分過ぎ、山頂標識のまわりは人であふれ

   （大青峯山頂にて・東九州隊員のみで） 

ていて、記念写真の撮影もままならない。少し下で全

員集合の写真撮影である。強風で寒さも感じられてき

た。長居は無用だ。山頂から追われるように下り始め

る。小屋に帰っ

てからもすぐ中

には入れない。

チェックインの

時刻は１６時だ。

そういえば、智

異山の小屋でも

１６時まで待た  

  （中青待避所と中青の山頂）  された。外は強

風で寒い。４時前にやっと小屋の中に入り、毛布を渡

されて寝るところに案内された。それから夕食の準備

だ。自炊場は狭くてごったがえしている。食事班は３

つに分かれて実施。各班で用意した夕食を思い思いに

すます。蔚山支部の１６名はここで夕食をすませて、

そのあと小青待避所に寝るために移動とのことだが、

崔泳植、嚴李潤、趙慶鋕の３人は、我々のためにここ

に残るが、部屋はないので外で野営とのことだ。 

夜になるとベッドはもちろんいっぱいで、ベッドが

とれない人たちが小屋の通路や中のあらゆる隙間にび

っしりと寝る場をとって横になっているし、外の軒下

はトイレの前までたくさんの人がシュラフに潜ってい

る。崔さんらは外の石垣の下に風を避けて寝るらしい。

食事を終えてベッドの戻っていると崔さんが「一緒に

飲もうと」呼びに来たので代表３人が行って、下の自

炊場で残った蔚山支部の３人と少しの間酌み交わす。 

そして戻ると、少したってまた崔さん「飲もう」と

呼びに来た。今度は代表２人で行くと外の軒下で宴会

の続きだ。そこにはソウルから来たという韓国山岳会

のメンバーが崔さんらと顔見知りで一緒に宴会中。そ

こに誘い込まれて飲み始める。冷たい風は相変わらず

強く吹き付けており、壁にへばりつくように風を避け

ていても舞い込んでくる。飲まないでは寝れないに違

いない。つきあってまた少し飲むが消灯９時が近づい

たので戻って毛布に潜った。 

 

 １０月１３日（日） 

今日も良い天気だ。朝４時に起きて自炊場を取りに

行くと、いっぱい床に寝ている。その隙間の狭い場所

でコンロを

使って朝ご

飯の準備。

朝になった

ら起こしに

来ると言っ

ていた崔さ

んは５時半

頃起きて三

人でラーメ

ンを作って

いた。寝不

足の、まだ

少し酔いの
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残った顔だった。寒さをこらえるためにかなり飲んだ

のだろう。まだ真っ暗の５時前、日の出を見に行く人

で大青峯への道はランプの行列だ。山頂にもたくさん

の灯りが見えていた。 

やっと明るくなってきた６時１０分頃に小屋を出発。

小青に下る途中で大青峯の肩から日が登るのが見られ

た。小青で小青待避所から登ってきていた蔚山支部の

チームと合流。６時４０分、下山開始。いきなり急な

階段下りだ。木の階段、石の階段が急斜面につけられ

ており、下方に小さく見える喜雲閣待避所の屋根に向

かってどんどん下っていく。７時４０分に喜雲閣待避

所について一休み。すっかり色づき、葉を落とし始め

た木々がこの深山の秋の深まりの風情を感じさせる。 

再出発で千佛洞渓谷に向かってまた急な下りが始ま

る。下るほどに両側の崖の景色がすばらしさを増して

くる。滝と崖と尖峰、花崗岩の作り出す狭いＵ字谷の

景色はまさに圧巻だ。その圧巻が延々と続く。急な崖

に取り付けられた階段もまた見ものだ。韓国一ハイカ

ーが多いというのが分かる。これだけの景色と、これ

だけのルート整備だ。観光客でごった返す日本の観光

地のような手の入れ方だ。 

長い長い下りで、我がチームの中に膝に痛みを訴え

る人が出てきて、スポーツサイエンスをやってるとい

う趙慶鋕さんがテーピングなどをしてくれる。景色は

見飽きないほど良いのだが、長い下りに飽きてくる。

それでもまだどんどん下る。少し谷の傾斜が緩んでき

て、大きな鉄の橋や売店のあるところに来たら、いっ

そう急に人が多くなった。ここは千佛洞渓谷の名所、

飛仙臺で軽装やで手ぶらのハイカーが多く見られる。 

 飛仙臺からさらに緩い長い下りが続く。ほとんど平

らになってもなかなか目的地に着かない。人の多い長

い下りは徳沢園から上高地への道を思わせる。歩き疲

れた午後１時過ぎ、やっと雪岳洞についた。しかしそ

こでバスを待つが、なかなかこない。原因は駐車場に

入る車の順番待ちで、登ってくる道路が大渋滞なのだ。 

やっとバスがきて乗り込み、少し下って昼食の店に

着く。乾杯のビールのうまいこと。 

その後バスが蔚山へ向けて出発したのは午後３時

近くなっていた。来る時と同じ道で退屈なバスの旅を

紛らわすため、日韓のカラオケ合戦や、ビートのきい

た韓国の歌と音楽でバスの中で踊りの披露。蔚山に近

づくと道は渋滞でなかなか進まない。東区にある店に

ついたのは午後８時を過ぎていた。李支部長の経営す

るレストランで、ここで晩餐会。李顧問、金夫人も来

ていた。通訳は蔚山に住んでる日本人の磯純子さん。

李支部長の挨拶の後私が挨拶。 

心細やかな崔さんのもてなしをはじめ、韓国のみなさ

んの親密な歓待に感謝を述べる。宴たけなわでは、阿

部さんが用意してきた着物の衣装と踊りの披露だ。 

 

    （阿部さんの踊りの披露） 

みんな大喜び。１０時過ぎ、ようやく終宴で、そのあ

と蔚山支部員の車で北区の海岸にあるペンションまで、

２０分以上かけて送ってもらう。 
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１０月１４日（月） 

 日本海から昇る日の出を見て、目を覚ます。今日も

快晴の良い天気だ。７時過ぎに迎えのバスが来た。中

には李支部長と通訳の磯さんが乗っていた。バスに乗

って街に入り、まず朝食。 

朝食後バスで案内されたのは大王臺公園という、新

羅の王様の墓のある海岸の松林の多い公園だ。李さん

の案内、磯さんの通訳で広い公園を散策。ヒュンダイ

財閥の創始者の話と、最初の操業の地のことなどを聞

きながら黒松の林の中を海岸沿いに歩く。すばら

      （大王臺公園で・中央左が李支部長） 

しい磯の風景だ。バスに戻ると後は一路釜山へ。約１

時間半のバスの中、李さんが南極の極地踏査の探検の

話や、ヒマラヤ遠征の話などを磯さんの通訳で聞かせ

てくれる。終わった時がちょうど釜山港に着いた時だ。 

港には李、金夫妻が待っていた。船の搭乗チェック

インをすませ、昼食をすませ、帰国の最後まで待って

いて手を振って見送ってくれた二人だ。 

 蔚山に着いた時に、バスの中においていた宮本さん

のザックがないというアクシデントがあった。寒渓嶺

でバスの運転手が間違ってトランクから出し、そのま

ま放置されていたらしいのだ。しかしザックの中の参

加資料で我々のものと分かり、蔚山支部に送られてく

ることになっていると、別れ際に李さんが言ってくれ

た。帰国後少したって宮本さん宅に間違いなくその荷

物は送

り届け

られた。 

 

(千佛洞

渓谷に

て) 

 

 

雪
そ

岳山
らくさん

はロッククライミ

ングのメッカであると思って

いた.が、ミクロ的なイメージ

が一瞬に吹き飛んだ。 

朝鮮半島の日本海側に南北

に連なる太白山脈は花崗岩か

らなり、半島の背骨である。その最高峰は大青山

(1708m)、そして前衛峰が中青山、更に小青山等の総

称を雪岳山と呼んでいる。 

寒渓嶺登山口より西北稜に登り、稜線を東に進む。

東方遥か彼方に大きく中青山が見える。山頂に白い電

波塔が二基立っている。その右に少し小さく三角の端

整な形の山が目的の大青山である。花崗岩の山岳は峨

峨として奇岩、絶景の連続である。度々歩を止めて写

真撮影をする。 

中青山の山頂は立ち入り禁止であり、中腹を巻いて

待避所に着く。待避所は収容能力を超える人数の人々

で溢れている。荷物をデボして強風のなか大青山山頂

に向かう。山頂は大勢の登山者で山頂標識の前での撮

影に苦労する。待避所は炊事場、トイレの設備が立派

で二段式の床で暖房完備で暖かく静かな建物である。

宿泊の予約が取れない人々が寒さに耐えて、軒下や外

の石垣の隅でビバークしていた。 

山脈は最高地点より北東に華彩稜、北西に龍牙長城

稜と恐竜稜線が派生し華彩稜と恐竜稜線に挟まれた渓

谷が雙川となって日本海に注いでいる。下りは此の渓

谷を行く。両岸垂直の白い岩壁に松の緑と紅葉の配色

が素晴らしく、水流は数々の小滝や瀞となり、黒部渓

谷の「下の廊下」を行く思いであった。 

良く整備された登山道は下るにつれて人が多くなっ

た。通称雪岳山の岩峰にクライミングしている人の姿

が多々見られた。秋の台風が去り全行程晴天に恵まれ

て黄砂もなく、すばらしい山行であった。 

再度訪れたいとせつに思う。韓国の岳人達の親切な

おもてなしに感謝、感激である。又同行の仲間も老体

を気使って頂き感謝します。 

有難う御座いました。 

参 加 者 の ひ と こ と 

韓国雪岳山登山に思う 

            星 子 貞 夫 



          公益社団法人日本山岳会 東九州支部報   号 外  平成２５年１２月２５日（水）発行 

 

7 

韓国山岳会蔚山支部が具永喆支部

長、朴奎昶総務理事体制から李相鍋

支部長、崔泳植総務理事体制に移行

して初の訪韓だった。李支部長は多

忙のせいで山行には同行されなかっ

たが、崔総務理事の実に細心にわた

る配慮には、その場面に接する度に本当に頭の下がる

思いがした。とにかく心細やかな配慮が随所に見られ

た。ところが、崔氏だけにとどまらないのである。同

行してくれる人たち全てが、さらに蔚山で我々の着く

のを夜遅く（午後８時過ぎ）まで待っていてくれた人

たち全てが、本当に、心の底から我々を歓待してくれ

ているのを感じた。今回に限らず、過去３回の訪問時

にも同じ思いをしたが、言葉こそ通じはしないが昔か

らの旧知の山仲間との再会を果たしたような気落ちに

させられたものである。 

私たちがその彼らの親切や、心配りに感謝すると返

ってくる言葉に「私たちの父や母に対するような気持

ちで行ってます」という答えが返ってくる。李支部長

が蔚山での懇親会の挨拶でもその意味のことを言って

いた。一つは、日本山岳会や日本の登山の歴史は古く、

韓国にとっては先輩だと言うこと、もう一つは年齢的

にも我々の先輩だと・・・。 

先輩や年長者や親を敬う行為とか、他人に親切にす

る行為とか、それらは日本にも古来からあることだ。

年配者や古老が、昔に比べて長幼序ありの心が薄まっ

たと嘆くし、その原因が道徳教育の遅れと言い切る人

もある。ここでそのような話に深入りするつもりはな

いが、韓国には日本では忘れ去られた、あるいは置き

忘れた、あるいは捨ててきた心が残っているのではな

かろうか、 

日本では、人に親切にするのは自分への見返りが基

礎にある。『情けは人のためならず』人に親切にし、大

事に扱えばいつかは自分が親切にされ、大事にされる。

この考えはつまり親切は先行投資なのだ。ところが、

蔚山支部の皆さんの我々に対する接し方にはそういう

面がちっともうかがえない。たった一度しか会わない

人でも、今度会うこともないかもしれない人でも、み

んな同じなのだ。 

来年（２６年）は我々が蔚山支部を迎える番だ。『お

返し』という気持ちではなく、心から遠来の仲間を迎

える親しみと融和の心で歓待したいものだと思う。 

 

 

雪岳山は韓国第三の高峰である

が、岩山の醍醐味は大崩山より凄

い。 

個人的には、登山人生の中で一番

の景観を楽しめた。蔚山支部と東

九州支部の方達に感謝したい。 

 登山は、計画して準備する過程で楽しい日々を送れ

るものだ。あと何年、後何ヶ月とカウントダウンしな

がら生きてゆくわけで、人生の様々な行事にも同じ事

が言える。嶺南アルプス縦走を 2回、2年前が智異山

（1,915m）、そして済州島の漢拏山とくればおもてなし

も最高だ。 

 登山という道を、沢山の先人たちの知恵や忠告に耳

を傾けながら、大いなる、ささやかな夢の実現のため

に、毎日を楽しく努力してゆく事が人生だと思う。努

力した分だけ、人生の喜びは比例すると思うのだが。 

 

 

 今回で四回目の日韓友好登山

の参加である。毎回の事である

が、韓国山岳会蔚山支部の皆様

の心温まる「おもてなし」に恐

縮するばかりで、先ず心から「カ

ムサハムニダ」と申し上げたい。 

 今回も釜山港まで韓国山岳会副会長の李先生ご夫妻

をはじめ、蔚山支部副支部長他会員のお迎えを受け、

また帰国の日には蔚山支部長さん自ら、蔚山の海岸部

の名所をご案内いただき、釜山港までお見送り戴きま

した。 

 蔚山から釜山港への貸し切りバスの中では、支部長

さんの「南極大陸極点旅行の体験談」と「韓国山岳会

のエベレスト登頂の登山隊長としての体験談」を約１

情けは人のためならず 

飯 田 勝 之 

韓国第三の高峰なれど 

中 野   稔 

日韓友好登山に参加して 

渡 部 昭 三 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%BA%E7%95%B0%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%BA%E7%95%B0%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%88%E5%B7%9E%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E6%8B%8F%E5%B1%B1
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時間楽しく拝聴し、大変感銘を受け、またいい思い出

となりました。 

 山行の詳細および懇親会については、飯田隊長から

報告されますので省略しますが、希望者が多く予約を

取るのが大変な山小屋の予約を、蔚山支部の皆さんが

手分けをして何回もパソコンでの予約に挑戦し、我々

１０名は全員山小屋に泊まることが出来ました。蔚山

支部の方達は全員の予約が取れなく、一部の人は小屋

の軒下に寝袋とビニールにくるまって寝ていました。

我々はオンドルの効いた部屋に眠れて、ほんとに有難

う御座いました。 

 今回は「良き山」「良い天候」「良い岳友（蔚山の山

の友）」に恵まれ、最高の山行であった。これからも日

韓の山岳会の友好が深まり、ぎくしゃくしている日韓

の関係が好転することを祈念しています。 

 友好の酒酌み交わす夜長   

北韓の山並はるか秋の雲 

 岩峰に錦掛かるや雪嶽山（ソラクサン）       以上 

 

 

初めての蔚山支部の交流登山に

参加して、メンバーと天候に恵ま

れ思い出残る登山でした。長い登

りでお昼に食べた、バクダンおに

ぎりは最高でした。これからの登

山で作ってみたい味です。我が版

の夕食は餅いりラーメンで、隣席

の韓国チームに愛嬌で豚肉と白菜

キムチをいただき山小屋でもコーヒー・フルーツとフ

ルコースでした。 

交流会は、三次会まで参加して翌朝は、機嫌よく日の

出に参拝した。紅葉の美しい渓谷を見ながらの下山は、

感動の６時間でした。 

帰りのバスで、会長さんの極限でのヒマラヤ登山の体

験談は感動しました。 

「怒りも悩みも風のようなものだ。捕まえようと思っ

ても出来ない、通過してしまう。」 

との話は、心に残った一言です。これからはもっと人

にやさしく有りたいと思った。 

蔚山支部の皆さんには、お忙しい中、釜山港を出るま

でおもてなしが心地よく、とても勉強になりました。

有難うございました。 

 

 

今回２回目の交流登山に参加

させて頂きました。私達が秋の

雪岳山の絶景を堪能致すことが

できましたのは、崔事務局長さ

まが何カ月もかけて、予約頂い

た山小屋での宿泊確保して頂い

たことをはじめ、山行での全行程を心身両面でサポー

ト頂いた、蔚山支部の皆様方のお陰に他なりません。

深く々感謝申し上げます。 

雪岳山往路の途中、中青峰の頂きに巨大な球状の軍

事レーダーが２基設置されており、有刺鉄線の側の登

山道を通過する時はとても緊張致しました。大青峰の

頂きでの人混みと疾風怒濤の中での記念撮影も印象的

でした。 

韓国の登山者はとにかく若い方が多くて、我が東九

州支部にとっては羨ましいかぎりです。下山時には感

嘆の声で仰ぎ見た、花崗岩の山肌に映える緑の松と紅

葉のコントラストは素晴らしく、渓谷美と共に暫し癒

しの空間を味わいました。 

下山後の車中・晩餐会では其々に歌あり踊りありで

楽しい交歓の場となりました。又、私のリュックサッ

クが、手違いから雪岳山の駐車場に置き忘れられるハ

プニングにも李先生、崔氏が即対応して頂き、帰国４

日後の夕には宅配便で届けられました。大変お世話に

なりました。訪韓中、蔚山支部の皆さまともっと自由

にお話できたらと何度思ったか知れません。同行の佐

藤さんと韓国語のマスターを誓い合いました。     

こころを込めてカムサハムニダ。  

 

 

 

初めての蔚山支部の交流登山に 

参加して       
阿 部 幸 子 

韓国山岳会交流登山に参加して 

            会友 宮 本 真理子 
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今回、韓国交流登山に初参加

となりました。 

雪岳山は以前から登りたい山で

もあり、また韓国の方との交流

を楽しみにしていました。体力

不足と、釜山からの長距離バス

移動が不安でしたが、蔚山支部

の方の温かい歓迎を受けて、天

候にも恵まれ、充実した山行と

なりました。 

紅葉シーズンのため、登山者が多く山小屋の予約を

取るのが難しかったようで私たち日本人を優先してく

れ、蔚山支部の数名は寒い屋外でのビバークとなり申

し訳なかったと思います。山小屋は大声を出す人や騒

ぐ人もなく、炊事場もルールが守られていました。 

国立公園のため、登山道はよく整備され、はしごや

鉄製の階段に膝が悲鳴を上げ始めましたが、険しい岩

の峰や渓谷と紅葉が素晴らしく、景観を楽しみながら

下山することができました。蔚山支部の男性陣は紳士

的でかつ頼もしく、女性陣はバスの中で歌や踊りで盛

り上げてくれ、言葉の壁を感じないほどでした。  

最終日には、李支部長の南極やヒマラヤ登山の貴重

な話を聞くことが出来ました。青少年にも講演をされ

ているようです。お話の中で「変化がなければ発展は

ない」と言われ、哲学的な話に感心し、韓国人のパワ

‐を改めて感じました。また「日本の方たちは謙虚で

秩序を守り、教わることが多い」とお褒めの言葉をい

ただきましたが、無関心で利己的になってきている日

本人や、失いつつあるモラルやマナーを逆に教わった

気がします。 

蔚山支部の方たちや準備から全てして頂いた団長の

飯田さんに感謝いたします。 

 来年は「お・も・て・な・し」の心でお迎えした

いと思いました 

 

 

 

 

 

第8回日韓山岳交流会登山に参加

して 
飯 田 修 三 

此の度、日本山岳会東九州

支部の「友会」に入会させて

戴くと共に、１０月１１日か

ら同１４日にかけて行われた

第8回日韓交流登山に妻と連

れ立って参加した。登った山

は韓国北東部に位置する雪嶽

山（ソラクサン）であった。 

従来、グループ登山の経験は皆無に近く、しかも初

めて外国の山歩きとあって、同行メンバーに迷惑をか

けるのでは無いかなどと、何かと不安な気持ちが先立

つ処ではあったが、いずれは外国の山にも行ってみた

いという希望もあったこと、計画内容に拠れば、標高

が九重山系の山程度であることや登山口との標高差や

歩行距離等を考慮した時に、自分達にとってもそれ程

無理な計画ではないと思って、参加させて頂くことに

した。 

計画の概要は、福岡港から釜山に高速船で渡り、そ

の後、貸切バスで韓国の東部海岸寄りを約２５０キロ

北上して今回の登山口近くの町である洛山寺で前泊。

翌早朝に同じくバスで登山口に移動。標高約900mの

登山口から雪嶽山主峰（標高 1,708m）に登り、その

ピーク肩部の小屋に泊まる。翌日は登山口とは略反対

方位にある標高約300mの登山口に下りる内容であっ

た。下山後は同行した韓国の人達との懇親会を行い、

翌日、蔚山観光の後、帰還するとした３泊４日の工程

であった。 

 雪嶽山は、山容全体が隆起した花崗岩から出来てお

り、花崗岩の大岩の隙間に松や広葉樹が伸びている景

観は祝子川側から見た大崩山の様相を規模拡大した感

じであった。ルートは、最初から急な尾根登りで始ま

り、稜線に出た後、幾つかのコブを越えて頂上に向か

った。休む度毎に眺望する雪嶽山域は、宮之浦岳頂上

からの展望に一見良く似ていた。下りは一変して、浸

食作用で生じた谷間を縫う様にできた回廊を歩く道筋

であった。道すがら、岩と松や広葉樹が織り成す見事

な渓谷美に感動した。登り下りを対照的な景観で楽し

んで貰おうとの韓国事務局の配慮に敬服した。歩く道

筋は、全体を通じて石を跨ぐ或いは踏むといった感じ

韓国山岳会交流登山 雪岳山 

              佐 藤 まゆみ 
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で、所々の難所の壁面にはスチール製の階段や渡り板

が設けられていて、危険な場所には全くといって良い

程に無く、過保護な感は否めないと思った。然しなが

ら、他の険しいルートもあったのであろうが、日本メ

ンバーの高年齢を考慮して、敢えて、安全なルートを

選択されたのかとも思われた。 

 登山中のみならず、前泊夕食時や下山後の懇親会、

或いはバスでの移動中を通じて韓国の方々に大変に親

切にして頂いた。互いに言葉不自由な中にあっても、

折に触れ、身近に楽しく触れ合うことが出来た。やは

り、山を愛する者同士には国境は無いのだとしみじみ

と感じた。 

  

 

 

日韓交流登山に参加させて頂

き韓国に行くのは今回で４度目

でした。釜山港では李さん、金

さん夫妻をはじめ韓国の山仲間

が温かく出迎えてくれました。

すぐにバスに乗り込んで６時間

かけて最初の宿泊場所に着きま

した。 

 次の日は雪岳山の大青峯(1707.9m)をめざして一気

登山です。山小屋一泊の装備と食糧が入ったザックを

背負い、自分に気合いを入れて出発です。長い登行距

離がきついコースであるとの説明であったが、幸いに

儀弟夫婦と一緒であったので会話しながら進んだこと

もあり、思ったほどきつく感じなませんでした。大青

峯ではものすごく強い風で、記念写真の撮影もそこそ

こに引き返し、山小屋にかけ込むように入りました。 

 二日目は山小屋から下山路に向かいます。階段など

が立派に整備された道を下ります。恐竜の背のような

岩峰や岸壁、滝や渓流などを見ながら長い下りです。

岩と渓流と紅葉を楽しみながら下りました。下山後ま

た６時間かけて蔚山へ移動ですが、バスが街に着いた

のは夜遅かったのに、蔚山の仲間たちはたくさん待っ

ていてくれ、とても楽しい懇親会を開いてくれました。 

 最終日は李さん(支部長さん)に大王巖公園を案内し

て頂き、展望台から蔚山工業地帯も見せて頂きました。 

釜山までのバスの中では李さんから、南極へ行った

時の経験談を克明にお話しして頂き、最後に李さんが

「変化がなければ進歩はない」と締めくくられたのが

印象的でし。面白くてとても良いお話をお聞きしまし

た。釜山港では李。金夫妻が最後まで見送って下さり

感謝です。いつものことですが、私たちには真似ので

きないような蔚山の山仲間たちのおもてなしを受けて、

心にぬくもりを感じながら釜山港をあとにしました。 

 
 
 

日韓交流登山に参加して 

飯 田 佳 子 

運動嫌いの私が５０歳を少し前

に始めたウォーキンｸﾞが、主人の

誘いもあって近場の山歩きに繋が

り、その後も主人隊長、私副隊長

の二人登山が現在でも続いていま

すが、この度ような、知らない人

達との集団登山や外国の登山は始

めてで、皆についていけるだろう

か出発の日まで不安で一杯でした。ところが、一緒に

行かれる先輩の皆さんはきさくな人柄で、お会いして

話をしているうちに安心感も出て来て、釜山に着く頃

には不安は何処へやら、まだ見ぬソラクサンへの期待

で胸がいっぱいになっていました。 

ソラクサンの登りは、何とかマイペースでクリアで

き、山頂に立った途端これまで目にしたことの無い素

晴らしい景観に感激の余り涙が止まりませんでした。 

下りが苦手な私は韓国の方々のやさしい思いやりと

気配りで、何とか無事に下ることが出来ました。下る

途中の素晴らしい紅葉の渓谷や滝等々を目にして、言

葉ではあらわせない感動を覚えました。 

此の度の3泊4日の交流登山で、私の知らない自然

の雄大さ、美しさ、そして人の優しさ、思いやり等、

多くを学ばせて頂きました。本当にほんとうに韓国の

山の仲間の皆さん有難う御座いました。 

内輪のことですが、此の企画に誘ってくれた義兄、

姉には感謝の気持ちで一杯です。また、私に登山の楽

しさ、素晴らしさを一から教えてくれた主人にもすこ

しばかり感謝したいと思っています。 

 

 

心温まるおもてなしに感謝 

             飯 田 ひとみ 
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特別報告 
支部協賛事業 

ツール・ド・モンテローザの  

峠と旅                               

            星 子 貞 夫 

フランスからスイスを経てオーストリアに連なるア

ルプス山脈を東西に越える峠は多い。紀元前218年カ

ルタゴの武将ハンニバルは象を連れて、アルプス山脈

を越えてイタリアに攻め込んだ。ジュリアス・シーザ

ーもイタリアからアルプスを越えている。その後ナポ

レオンもアルプスを越えてイタリアに攻めた。いずれ

の場合もどの峠を越えたか今では定かでない。サン・

ベルナール峠には僧院がありセント・バーナード犬を

飼育している。峠にはロマンがある。 

 現在幹線道路が国境を越えているのは高度の低いブ

レンナー峠だけである。ツール・ド・モンテローザの

ルートはテオドル峠とモンテ・モロ峠の二つの峠を越

えて、スイスからイタリアへそしてイタリアからスイ

スへと戻る。これらは古くから東西の交易路として使

われていた。 

 スイスではテオドル峠と言うが 17 世紀末に建てら

れた聖人の像の名にちなんだものである。更に古くは

イタリアの人々はこの峠をモンテ・ローサと呼んでい

た。中世では峠のことをモンテ、またローサは方言で

氷河を意味した。つまり「氷河の峠」である。今でも

スイスの地図には此辺りの平な部分にプラトウ・ロー

サと書いてある。時代が変わり今ではスイス最高峰の

山群の名になった。此の峠はかつてエドワード・ウイ

ンパーがマッターホルンの登路を探ってイタリアのブ

ルイユとスイスのツェルマットを行き来した峠である。 

今回はケーブルの中間駅から氷河に入り氷河を遡行

してテオドル峠に上がり、テオドルヒュッテに泊まる。

現在では二つの峠ともケーブルで近くまで上がること

が出来る。 

 今回のツール・ド・モンテローザのコースは主にイ

タリア側を歩く事になる。スイス側にもコースはある

が割愛して、サースフェーからバスと列車を利用する。 

イタリア側は四つの谷を越える。西からアヤス谷、グ

レッソネイ谷、セシア谷、アンザスカ谷である。谷の

一部には冬はスキー場にもなるのでケーブルの設備も

ある。 

 ルートには２０００年前栄えたローマ帝国が作った

古い石畳みの道も残っている。スイス側ほど開発が進

んでいないので、古い農民の暮らしや建物を見ること

ができる。ワインやイタリア料理が楽しみである。イ

タリア側はアルプス山脈の南側になり、高山植物の

花々が咲き乱れている。 

 モンテローザ山群はアルプス山脈のスイス最高峰で

ある。ツール・ド・モンブランを歩いて後、此のルー

トの存在を2年前に知った。昨年ツェルマットに旅し

た時に文献、地図を入手し獨、英の案内書で概念を掴

み、ネットで肉付けをした。更に大分JUNKUDO書

店に手配して地図を購入した。それでも実感は湧かな

かった。「百聞は一見に如かず」行くしか無いとの気持

で出発した。今回のトレッキングは日本山岳会東九州

支部の協賛山行として行ったが人数が少ないので一般

参加者も加えた。 

参加者名 

日本山岳会 星子貞夫、阿部幸子 

一般参加  荒金幹子、伊賀上清香、清水道枝、永井

邦子 

エージェント 前谷東男   以上7名 

 

 

 

ツール・ド・モンテローザの旅    

         阿 部 幸 子 

６月ミーテングの時は楽しみにしていたものの、説

明を聞いても地名、山名もわからず、体調管理さえし

ていれば何とかなるとの思いで、アルプスの少女ハイ

ジの世界を描いて。 
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７/23日 出発。 

今まで海外トレッキングした国と違い、さすがスイ

スは観光国と思いました。街行く人も観光、スキー、

トレッキングと明るいツェルマットでした。 

 

7/26日 

私達がテオドール峠に向かってトレッキングしてい

る横で、小学生位の子供もスキーをすいすい滑ってい

て、生活環境の違いを感じました。途中、星子さんか

らウィンパーの『アルプス登攀記』の話を聞きながら

マッターホルンを後にして登り始めました。やっとの

思いで着いたテオドール小屋からの景色は、残雪があ

る 4000m を超える山々で、雄大な自然に囲まれての

夕食となりました。 

 

7/27日 

テオドール小屋からフェラーロ小屋まで歩くこと 8

時間。 

 

7/28日 

ギャビエット小屋まで6時間と長かったが、春から

夏にかけての花々が咲き乱れ、黄、赤、青、白、と花

のじゅうたんで、思わず花畑に埋もれての、記念写真

となりました。花の名前も、忘れ名草、レンゲ、シャ

ジン、マツムシ草、マンテマ、バターカップと覚えま

した。 

7/30日 

パストーレ小屋からカルデリーニにハイキングの途

中、フランス人で奥様がバレエの先生の別荘は、ヘリ

コプターで機材を運んで建てたとの事でした。紅茶を

いただき二階に上がると、ベッドからは前方に山々が

見え開放的な空間でした。豊かな表情で、フランスか

らここまで歩いたこと、買い物はリュックで歩いてま

とめ買いする事、今朝マーモットと目の前で会えた事

等、話してくれて、私にも理解できたような気がしま

した。小屋に戻り、夕食後望遠鏡でマルガリーテ小屋

が見えたときは感動的でした。テラスでワインを飲み

ながら前谷さん、清水さんでヨーロッパの山々、山へ

の思いの話に聞き入っていました。 

 

7/31日 

いよいよ今日は長時間の峠越えになるので、気合を

入れて 6:00 朝食、6;30 分出発です。早朝だったので

比較的涼しく快適に歩けた。2000千年前のローマ帝国

時代に作った長い石畳の道を一歩一歩踏みしめ、やっ

との思いてどたどり着いたトルーロ峠は、小さなマリ

ア像が待っていました。頂上からの眺めはパノラマで、

山々の雪景色が眩しく輝いていました。昼食後峠で一

緒だった青年は、一人来た道を引き返した。 

私達6人は、マクニャーガに向かって石ころの山道

を降りはじめた。途中ここでもマウンテンバイクの二

人組に会い、疲れている私達の目の前をスーッと通り

過ぎて行ってしまいました。 

やっとの事で、下山し15:30分橋の上で星子さんと

劇的再開となった。更に歩き途中のファテ湖で夏休み

をのんびりと過ごしている家族を横目で見ながら、

18:30 分ホテルに到着。これ迄の事を話しながらの全

員揃った美味しいピィザの夕食でした。 

 

8/1日 

ミニトレッキングで氷河湖まで、帰りは花を見なが

ら氷河で削られた尾根をこわごわ通り、まだまだ経験

が足りないなぁと思いました。ここは、ロッククライ

ミングをしている人、家族連れのハイカーで賑わって

いました。 

 

8/2日 

モンテ・モロ峠越えです。大きな岩を登りつめた頂

上には、大きなマリア像があり、ここからの眺めもパ

ナラマ状態で、ドム、アラリン等の山々が見えました。

ここでもマウンテンバイクの二人組が自転車を担いで

頂上にきたのにはびっくりです。遊びのスケールが違

うと思った。 
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下山は雪の中前谷さんは、さっそうと星子さんのス

ットックでスキー滑り(グリセード)を格好よく滑り勢

い余って一本折れてしまいました。私は足が滑りその

ままお尻で滑って行ってしまいました。怖さもあって

少し騒いだので、他のトレッカーが見ていたようです。 

きつい石段を過ぎた後は、花畑が続き赤のアルペンロ

ーゼが岩の間に咲いていて、疲れを癒してくれました。 

マットマーク湖からサースフェーのホテルへバス移動

し、静かな街並みと景観に感動しました。隠れた観光

地を夕方、教会まで散歩し買い物の下見をしながら景

色を楽しみました。 

8/3日 

ロープウェイ、地下ケーブルでアラリン展望台まで

登り、初めて幅6mはあろう氷河トンネルの中で、青

白い氷の彫刻を見て感動しました。降りた所はスキー

ヤーでいっぱいでした。日本の選手達もここまで練習

に来ていると話していた。私達は、回転展望レストラ

ンで一時間山々の景色を楽しみ、最高の気分でした。 

その後アイゼンを付けて、ブリタニアヒュッテまで

ミニトレッキングをしました。遠くにザイルをつない

で登山している人が目に入り、高所に来た実感がわき

ました。頂上からは、昨日のマットマーク湖も見えて、

長い道のりを思い出しました。 

8/4日 

サースフェのスタルデンから特急でツェルマットへ。

乗客は日本からのミニトレと観光のツアー客もいて、

どうかしてブライトホルンに登りたいご夫婦が、私達

二人の名ガイドに相談に来ました。後日、ツェルマッ

トのスーパーで会い、登れた事を喜んで話していまし

た。 

8/5日 

ゴルナグラードへ登山電車で登り、そこはホテルも

あり観光客も大勢でした。モンテローザ山群からマッ

ターホルンまで、四方の山々が見え、谷には万年の青

白い氷河が見え、山の向こうのイタリア側を歩いた今

回のトレッキングを一つ一つ思い出していました。帰

りはマリア様のある湖を通り、ゆっくりとツェルマッ

トのホテルまで歩き続けた。 

夕食は、ホテルのテラスで各自好きな食材を買って

の食事でした。ワインとチーズで日が暮れる9時近く

まで話がはずみました。 

 

8/6日 

帰る日11:00からのミュージアム開館まで、ツェル

マットの街行く人をウオッチングして入場しました。

ウィンパーのマッターホルン初登頂の資料や、切れた

ザイル等があり登頂時の映画には感動しました。日本

語で聞けたらもっと良かったなぁと思いました。 

此度のトレッキングは、ツアーでは体験出来ないコー

スを歩く事が出来、天候にも恵まれ、すばらしい 16

日間でした。有難う御座いました。 

       完 
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