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第 33 回日本山岳会東北・北海道地区集会

第３３回日本山岳会東北・北海道地区集会は５月２７～２８日、民話の郷・遠野
市たかむろ水光園、六角牛山、又一の滝で開催され、北は北海道、南は静岡県か
ら会員６０名が参加して、新緑の遠野路でさわやかに開催された。
２７日、１５時開会の全体集会は高橋愼一事務局長司会のもと、阿部陽子支部
長が「参集者への御礼に続いて、六角牛山には昨年来
数回にわたる事前調査を行うなどして準備を整えて
きた。明日は天候もよさそうなので、山に行く方、滝
めぐりの方も存分に楽しんで頂きたい。」と岩手支部
挙げての歓迎の言葉を申上げた。
高橋時夫岩手県山岳協会長からは山に造詣の深い
祝辞をいただいた(別掲)。
記念講演は達曽部在住の木瀬公二氏、懇親会では語り
部による遠野昔ばなしに耳を傾けるなど、民話のふるさと遠野に相応しい集会と
なった。

祝

辞

高 橋 時 夫 岩 手 県 山 岳 協 会 会 長
公益社団法人日本山岳会 第３３回東
北・北海道地区の皆さんが、昨年の秋田県森
北・北海道地区集会の開会にあたり、心から
吉山荘での第３２回地区集会に引き続き、風
お祝いとご参加の皆様を歓迎申し上げます。 光明美な早池峰山をはじめ遠野三山に囲ま
また、本集会を主管しました日本山岳会岩
れた深緑のまぶしい遠野の里で再会して、親
手支部の皆様、準備等ご
しく交流されますこと
苦労様でした。
は誠に意義深いものが
つい最近まで、今年の
あります。
山の雪解けは例年より少
思い起こせば岩手で
し遅い感じがしています
は、数年前に松川温泉
よねと、山仲間たちと話
と裏岩手連峰を会場に、
していましたが、５月に
全国集会委員会が開催
しては珍しい好天が続き、
され、多くの皆さんと
残雪も一気に消え、夏山の装いへと急テンポ
登山をはじめ地酒での楽しい交流が記憶に
で季節が回っている感じがします。
新しい所です。
このようななか、本日は、日本山岳会の東
さて、我が国の登山界のパイオニアでもあ
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ります日本山岳会の設立趣旨の一章に｢山は
人生と深く関わっており大地と人間の関係
を極めようとすれば、山岳に入るべきであろ
う。｣と記されていると聞いています。
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それぞれふるさとの山への一斉登山を実施
して山の日制定の意義について県民に啓発
するなど、お互いに連携を密にした楽しい登
山の振興に努めています。今年も引き続き実
施することとしています。

昨年を振り返りますと、日本山岳会は歴史
的偉業でもあります１９５６年５月９日、ま
さに戦後復興期の日本に勇気を与えてくれ
たマナスル登頂からの６０周年や国民がこ
ぞって山に親しむ機会を得て、山に感謝する
趣旨のもと制定されました国民の祝日「山の
日」制定にあたっては中心的役割を果たされ
てきました。また、我が国の山岳団体が少子
高齢化の社会の中、いかに組織の活性化を図
っていくか腐心しているなか、いち早く組織
の活性化に向けて果敢に取り組まれ、再生委
員会、ユースクラブ、支部活性化を中心に改
革に取組まれ、準会員制度の導入など登山界
の活性化の先頭に立って活動されています。

ご参加の皆さんには本日の交流、そして明
日は、多くの伝説の舞台として遠野物語にも
登場してきます六角牛山への交流登山も企
画されていますので、この機会に遠野の山々
と文化、食を存分に楽しんで頂くとともに
３３回を数えます東北・北海道地区集会が親
睦交流の場として盛会裏に、更にはご参加の
皆様の御健勝とご多幸を祈念申し上げまし
てお祝いの挨拶とさせていただきます。
平成２９年５月２７日
岩手県山岳協会 会長
高橋 時夫

緑美しい民話の里「水光園」に

我が国の登山人口は一千万人とも言われ
ています。しかし、貴会をはじめ山岳５団体
含めても十万に満たない組織加盟登山者数
です。これからの登山振興を考えますとき、
共に連携して取り組んでいく必要があるの
ではないかと思っています。
このようななか、地区支部の皆さんがブロ
ックとして相集い各支部の活動の近況報告、
遭難事故防止、登山と文化、伝承及び会とし
ての公益事業の展開等の意見交換は時宜を
得た貴重な時間ではないかと思います。
岩手県の状況ですが、昨年は、岩手支部の
皆さんの協力も頂き、半世紀に一度開催の国
民体育大会が｢広げよう感動。伝えよう感謝｣
のスローガンのもと希望郷いわて国体とし
て開催され、スポーツクライミングが盛岡市
を会場に開催され、盛会裏に終えることがで
きました。また、山の日制定記念事業につき
ましても、８月１１日に加盟団体の皆さんが
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東北・北海道地区会員をお迎え
遠野市土淵町は民話の礎になっている集
落、その一角「水光園」に正午、岩手支部員 16
名が集合。高橋事務局長より日程等の説明が
あり、続いて資料の袋詰め、名札・記念品を添
えて講演会場入口の受付台に並べると、準備
万端整う。
階段を上がった受付会場は狭く、受付用テ
ーブル、販売コーナーと各支部のプレゼントは
別々のテーブルを並べてなんとかしのぐ。講
師木瀬さんの著書は時を移さずに完売した。
14 時受付開始、遠路ながらザックを背に笑顔
で三々五々来場。名簿のチェック、資料の配
布。講演会場でしばし休憩していただく。
この集会に合わせて民話の郷を観光した方、
岩手山、姫神山、早池峰山に登る方へのアド
バイス等話が弾む。開会予定10 分前には全員
が集合した。 （受付係・高木恵美子）
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記念講演 ｢遠野の山々と遠野物語｣
元朝日新聞盛岡総局長

私は 1948 年東京生まれ、1973 年朝日新
聞入社後、札幌・青森・秋田・福島などにも
勤務し盛岡で定年を迎えた。東京育ちである
が、定年後はほどほどに暮らしができる場所
に住みたいと思った。東京はまともな人間が
営むことができる場所ではない。私は 2008
年から遠野市（旧宮守村）達曽部に住んでい
る。ここが自分のいのちの喜ぶ土地と空気だ
と思っている。
遠野の山での暮らし、山と人のつきあい方
について、遠野物語を中心にお話したい。遠
野物語は、柳田國男が文部省官僚時代に、遠野
市土淵町山口出身の早稲田大学生佐々木喜善か
ら伝え聞いた 119 話を明治 43 年に著わしたも
のである。座敷わらしとか、オシラサマ、天狗、
河童など、格調高い摩訶不思議な話である。
喜善が生まれ育った土淵山口は、六角牛の入
口であるから六角牛山の話がたくさん出てくる。
ロッコウシは、六角牛と書く場合と、六神
石と書く場合がある。昔、ある偉いお坊さん
が来て「あの山は何というか」と訊かれた地
元の人が「分からない」と言うと、
「あの山に
は６人の尊い神様が住んでいるから大切にしな
さいよ」と言われ、六神石と呼ばれるようにな
った。またときに六皇子と書く場合もある。
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木 瀬 公 二 氏

喜善が語った第 42 話は、六角牛の麓の萱場
にオオカミがいて、その仔を殺すと、その日か
らオオカミの馬を襲うことが止まらなかった話。
神隠しの話では、サムト（寒戸）の若い娘が行
方知れずになり、30 年余り過ぎた風の激しい日、
親類知人が集まっている所へおばあちゃんが現
れ、再び行き失せた。今でも風の騒がしい日を
「今日はサムド」の婆が来そうな日という。
六角牛山は地域の人から親しまれており、暮
らしの中の目安になっている。六角牛山が３回
白くなると里にも雪が降る、と言われている。
第 50 話は「死助山にカッコ花あり」
。ちょう
どカッコウ鳥が鳴く今頃の季節に咲く花だ。今
日、カッコウの初鳴きを聞いた。例年より遅い
ようだ。
「遠野郷にても珍しい花なり、ススキの
山に閑古鳥が鳴く頃に、女や子供がこれを取り
に山に行く、酢に漬けておけば紫色になる。ホ
オズキのように吹きて遊ぶ。この花を採ること
は若き者の最も大なる遊樂なり」近所の人に訊
くと、カッコウ花（アツモリ草）は昔は沢山あ
ったが今は採り尽くされたと言っている。栽培
法を聞いて植えてみたが私の庭では育たなかっ
た。何でも松か何かの木に付く菌がないとだめ
らしい。
遠野物語に山の名前は 19 を数える。どうし
てこうも山の話が出てくるのか。遠野は山に囲
まれていて情報に乏しかったが、
修験者
（山伏）
がいろんな情報や文化をもたらしてくれる知識
人である、と受け止められたからである。
閉鎖社会では特有の問題が生じる。座敷わら
しの話は、実は近親結婚みたいなのがたくさん
あったので、ハンディをもった子どもの生まれ
る確率が高かった。当時はこうした子は隠す、
人前に出さない。そのために奥に座敷牢みたい
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なものを作っていた。こういうことができる
人はお金持ちだ。それでも夜中などには誰も
いないんだろうと走り回ったりしたので、そ
れを見た誰かが｢あの家には座敷わらしが居
る｣と言った。
金持ちでない家では、
「川原に行った時、
カッパにひきずり込まれた」と言った。これ
は現代風に合理的な解釈だが、実際にこのよう
なことがあったという話も残っている。事実を
そのまま話せないので、このような表現になっ
たと思われる。カッパの仔を生んだ話もあり、
これは実例として挙げられているが、○○○
と伏せ字にした。あそこの誰々さんの家はこ
うだった、馬がカッパにひきずり込まれて死
んだなど、今なら完全に個人情報に抵触するが、
当時は皆知っていることとして、遠野が有名に
なったことにも関連し、わりと喜んで語られて
きたのである。
私が近所のおばあさんを見て感ずること
は、目に見えないものはないということ。馬が
死にそうになっているというので、私ら夫婦と
隣の方とで様子を見に行った。馬は立って寝る
ので、横になるということはそうとう危ない状
態だ。目は開けているので、皮膚を痛めないよ
うに身体の下にわらを敷き、毛布を掛けた。夜
中になり、雨も降ってきて、もう駄目だろうと
思っていると、家の方から「ドン」という音が
聞こえた。不安げに「何？」と訊くとおばあさ
んは「馬の魂が抜けて、家にぶつかった音だ｣
と平然と言った。翌朝、馬は死んだ。
こうした山のこと、
子供のことを見て行くと、
遠野はそうとう閉鎖された社会であっただろう
と思われる。だから神様はなくてはならない重
要な存在になっている。また、山々は地域の
人々の結束を固めるために存在していた。
早池峰山、石上山、六角牛山の遠野三山参
りというのがある。若者達が５～10 人で月１
回位は山にお参りした。さらに遠くは出羽三
山に参拝し結束を固めていた。講を組んで積
み立て、遠方まで出かけた。そして稲や畑の
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作り方などいろんな情報を得てきた。情報取
得の重要な手段であり、地域をまとめ、リー
ダーとなった。よくないことが集落の集まり
で話題になると、改善に努力したりした。
うちの集落にお山参り講の石碑(石塔)が
ある。新しいものはちょうど私の年代のもの
で、今はその後が続いていない。若者の遊び
はいろいろあるし、旅行もいろいろ機会はあ
るということらしい。何かさびしい感じで、
この場所を通っている。
女性は遠野三山には入らない、と昔から言
われていた。旧暦 12 月 12 日は山の神様の日
だから、誰もがいっさい山に入ってはいけな
い日だ。山は暮らしの場で、沢水を使い風呂
水も汲み上げた。材木や薪を取り、山菜きの
こを採った。春には飼い葉、野焼き、萱で屋
根を葺いた。八十八夜にはヨモギ餅をついて神
様に供えた。こうした山の神様への祈りは、何
か悪いことがあったりすると、神様に対して何
か変なことをしていないか、御神酒もあげない
で山の木を切ったせいか、と改めてお祈りをす
る。宝くじを当てて下さい、というような頼み
事はけっしてしない。
こうして山で暮らしている人達はもっとも質
素な暮らしをしていて、自然には絶対勝てない
ことをよくよく知っている。自然の脅威につい
ては、先年の津波災害でも分かるように海で暮
らす人達も十分知っている。防潮堤もなんら役
に立たなかった。
ただし、山の神と比べれば、海の神さまはす
ごく派手だ。漁師さんに訊くと、漁は今日は失
敗しても、明日は大丈夫だと言っている。それ
に対して、農家では何ごとも半年から 1 年待た
ないといけない、明日すぐということはなく、
毎日コツコツ努力するしかない。踊りも会話も
同様で、山と海の違いは明らかだ。私の山岳部
の先輩を見ても非常に地味で努力家だ。登山は
傍から見ると何か極めてばかばかしく、海の漁
師の性格ではとても登山家にはなれないだろう
と思う。
（講演の要旨を中屋重直がまとめた）
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六 角 牛 登 山

遠 藤 正 子
曇りがちの空模様だったが、８時５０分、
登山口を出発した。
夏の到来を感じさせる深い緑のさわやか
な雑木林を５０人ほどの隊列が進む。３０分
で「休み石」のある４合目、５合目あたりは
苔むした石を積み上げた階段になり一気に
斜度を増す。滑らないように足場を確保し、
大きな岩をよじ登っては汗を拭く。
６合目、７合目とゆっくりだが急坂を快調
に進む。花の名前を教えあう声、冗談まじり
の笑い声も聞こえる。
延々と続いた登りも、９合目の廃屋を過ぎ
ると緩やかになりほっとする。伸び切らない
葉にまぶしい白い花のオオカメノキ、ひとき
わあざやかな紅紫のヤシオツツジなどが目
にとまる。
５年くらい前だったろうか、この付近は笹
に覆われていて悪戦苦闘した場所だ。地元の
知り合いに話すと、ほどなく刈り払いをして
くれた。
昨年の下見登
山では、岩手を襲
った集中豪雨で、
登山口への車道
はえぐられ崩壊
していた。来年の
「東北・北海道集
会」は登り口まで、
かなり歩くこと
になるのではないか、駐車場をどう確保する
かなど心配したが、これまた、遠野市は、毎
年麓の林道の手入れをしているということ
がわかり安心した。
１１時過ぎ、出発から２時間ほどで頂上到
着。参加者の健脚ぶりに脱帽。
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六角牛山頂到着 １１時４分

思い思いに陣取って昼食。そこへパラパラ
と雨粒が顔にあたる。あれ、雨かとおもうと
間もなくやみ、今度は風が出てきて体が冷え
てきた。
六角牛は眺望が良く、早池峰山や五葉山、
太平洋も望むことができる山だが、残念なが
ら、今日は周囲の山は雲の中に埋もれてしま
っていた。
天気の心配もあり予定を早めて「１１時 40
分に下山」の声がかかる。往路を引き返すが、
急坂の上りには急坂の下りが待っている。木
の根、岩の根をたどるような、避けるような、
登り以上に注意しながらの下山となった。
途中、大阪からきたという若者が一人で登
ってきた。こんな山で集団登山に会いびっく
りしたのではないだろうか。それにしても歩
くペースが速く、私たちが登山口に着く前に
下ってきた。これにはこちらが驚いた。
この日、福島支部の参加者に体調の悪い人
がいたようである。岩手支部の中屋ドクター
が付き添い、最後尾ながら、予定のコースを
歩き終えたということを、後から聞かされた。
大変な思いをされたようだが、今回の山行が、
次につながる良い思い出となることを願う
ばかりである。
私の最後の仕事は下山後の点呼。14 時、参
加者全員の無事を確認。
今日は六角牛の山の女神が嫉妬するよう
な美人も、引き留めたくなるイケメンもいな
かったようだ。

2017（平成 29）年 9 月 30 日

Ｂコース

又 一 の 滝

阿 部 裕 二
遠野の名滝、又一の滝散策の参加者は、秋
田、宮城、福島、山形の各支部の方々計６名
と、岩手支部の４名、合計１０名でした。
「又一の滝」とは、
「これもまた一番の滝」
という意味で、薬師岳東面に発する滝沢（川）
の途中にある。
日本一の滝と言えば、和歌山那智勝浦の那
智の滝である。高さ１３０ｍ幅約１０ｍであ
る。これに対し又一の滝は、高さ２０ｍ幅５
ｍである。しかし、この滝の高さは下から見
た時の高さで、実際の標高差はもっとあるの
である。というのも、又一の滝の上部には巨
大な一枚岩のナメ滝(川）が延々と続いている
からである。よって、これも又一番の滝とい
うわけなのである。
馬留登山口から３０分から４０分、何度か
徒渉を繰り返し、爽やかな新緑の中に白く輝
く又一の滝に到着する。レンゲツツジの花も
可憐である。

又一の滝は下からは三分の一程度しか見
えていないのではないか、また「又一の滝」
の由来などを色々話しあう。
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３名が滝上部のナメ滝を見に登り、残りの
人達は滝を見ながら休憩。下見の時にナメ滝
の淵に見えた尺もののイワナはこの時は残
念ながら見えなかった。
又一の滝散策後は、遠野の信仰と文化の発
祥の地である荘厳で神秘的な早池峯神社に
参拝、その後隣の遠野早池峰ふるさと学校で
昼食。昼食後、遠野三山の１つ、石上山の登山
口を経由して「遠野物語拾遺」に 登場する奇岩
「続石」を見学、その不思議さに話が弾んだ。

会場のたかむろ水光園に帰る途中、頂上に
少し雲がかかった六角牛山が車中から綺麗
に見え、登山グループはもしかしたら雨にあ
ったのではないか、頂上からの眺めはどうな
のだろうかなど、話しているうちに無事たか
むろ水光園に到着、来年の山形での地区集会
を楽しみにすることにして解散。
新緑の美しい季節、又一の滝、遠野早池峯神
社、石上山登山口、続石と民話の里遠野の魅
力を参加の皆様にいくらかでも満喫して頂
けたのではないかと思っています。

上左：登山口から
見る六角牛
上右:九合目から
見る六角牛
下：早池峯神社

2017（平成 29）年 9 月 30 日

JAC 岩手支部通信 46 号

５月例会山行 「東北・北海道地区集会交流山行の下見」
期 日

平成 29 年 5 月 20 日（ 8 時 30 分集合、14 時 30 分解散 ）

六角牛山(1294ｍ) 中屋重直
遠野「風の丘」から東へ 10 ㎞の青笹町糠
前小水内バス停に六角牛神社があり、登山口
の林道始点である。山道はせまく曲がりくね
って登るのでスピードは出せない。昨年の大
雨で荒れた個所の下見が第一目的である。生
活産業道路であるだけに、メンテナンスされ
ており、問題なく峠駐車場に着いた。
下調べの第二はペース配分の練習。これは
「早いよォ」
「もっとゆっくりィ」と叫ばれ
るようなことは雰囲気を損なうので禁止す
ることを前提に、歩みと小休止を完璧にする
ことであった。一般参加の久夛良さんの奥さ
んを終始 2 番手に据えて、リーダーの阿部陽
子支部長が本番さながらのシミュレーショ
ンをした。
第三は地元会員が共有すべき山や植物の
名前の知識、想定される事態への対応訓練な
どである。この日は絶好の天気で、山頂から
はグルリ遠くまで眺望が開けた。山名同定の
メモは以下の通り。北に笛吹峠と貞任高原、
東に片羽（雄岳、雌岳）、蟹ヶ岳、南に近く
は大開山、小開山。遠くに五葉山、室根山。
西方に遠野市街と 551ｍ無名峰（２等三角点）
。
昼食後の下山は、頂上から南東尾根を下っ
て、右回りに大きく周回するコースをとり、
14 時に林道に到達した。下見の第四点は、こ
の周回路を全員が困難なく降りられるか、と
いう判断である。我々は阿部裕二車によるピ
ックアップの世話を受けられたからよいも
のの、50 人乗りバスでの輸送は道が悪く、歩
かせるのは時間がかかるから無理との結論
で、本番ルートはピストンに決定したことで
異議は出なかった。参加支部会員 10 名。
なお解散後に、特別講演者の木瀬宅を訪ね
送り迎えの詳細等の打ち合わせを行った。
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又 一 の 滝（850ｍ） 菅 原 敏 夫
一週間後の交流散策は、又一の滝と早池峯
神社、阿部裕二副支部長をキャップに 4 名が
案内、今日はその下見である。
六角牛グループが出発した後、風の丘から
六角牛山遠景を撮影。9 時、阿部車で出発。
南部曲り家「千葉家」へ、大修理中の茅葺
き屋根を駐車場から眺め、引き返して石上山
登山口を通り附馬牛に向かう。途中「高清水
展望台」の案内板に誘われ、一車線の急坂を
登る。
“エンジンが臭い”の声にボンネット
を点検、難なく放牧地が広がる頂上展望台に
到着。天ヶ森、六角牛山、鍋倉城址(物見山)
に囲まれた遠野は確かに盆地であった。むか
し、この地が湖の底であったとか！
11 時、又一の滝到着。本隊に電話、が通じ
ない、最後に畠さんのドコモが支部長をとら
えた。奥深い谷間ながらこれで来週も安心。
下から眺められる滝はそのごく一部、滝の
全貌を確認しておこうと、昼食後上流へ。急
斜面を 10 分弱登ると滝の上に出て、また一
つ、滝は緩やかに続いていた。下から見える
滝は全体の 1/4 位か？
花はムラサキヤ
シオツツジだけ。
私からすれば、色
は申し分ないが花
弁が丸い。これま
で注意をはらって
観察していなかった誤謬なのか、はたまた別種
なのか、それ以上に来週も咲いていてくれ。
早池峯神社では、参拝の後ふるさと学校の
担当者に｢神社の説明の可否｣について質
問････経費的に無理と判断。
調査事項を欲張り、六甲牛山登山口合流は
予定の１４時に少し遅れた。

2017（平成 29）年 9 月 30 日

JAC 岩手支部通信 46 号
で「岩手の山１５０」を勧めた方からは、
「２００

東北・北海道集会に参加して
遠

藤

名山・３００名山が載っていますか？」と聞かれ
もした。インストラクタ－同期氏も含め、どうも
里山・藪山は余り歩いていないらしい。この点、
岩手支部の月例山行で低山・里山も対象としてい
るのは素晴らしい。
また、受付時に早池峰山情報を尋ねてきた参加
者がいた。遠野に来る前に、青森の山や岩手山・
姫神山を登ってきたという８０歳？のこの方は、
軽自動車を運転し車中泊もしながらの行動らしい。
集会終了後は六角牛登山には参加せず、小田越泊
で早池峰山を登る計画とのことだった。自分とし
ては、８０歳まで山歩きを続ける事は考えていな
かったのだが、大いに刺激を受け、見習うべきと
も思った。
書籍販売の方は、
木瀬さんの
「日本で 100 年、
生きてきて」は完売、阿部裕二さん、阿部陽子
さんの本は残部が出て残念な結果となった。

征 彦

昨年１２月に準会員となり、その後の幾つかの
月例山行や支部総会などに参加してきた。
上記集会が、岩手支部担当で開催されるとのこ
とで、何らかのお手伝いができまいかと参加申し
込みをした。岩手支部会員も面識あったのはほん
の数人でしかなかったから、他の道県の参加者に
既知の方がいることは期待していなかったが、宮
城県には、大学の先輩や高校の 1 学年先輩の名を
会誌のなかで発見し、本集会で会えるかも・・・
の淡い期待もあった。
当日の宮城県の参加者の中には、残念ながら両
先輩の名はなかったが、なんと！！、仙台在住時
代に受講した「宮城県森林インストラクター養成
講座」同期生が参加していたのだった。懇親会や
翌日の六角牛登山のなかで、インストラクター協
会の活動状況や同期生の消息なども伺うことがで
きた。彼は、転勤族で最後の勤務地の仙台市内に
居を構えたのだが、日本山岳会入会は首都圏勤務
時代と古いらしい。
さて、本集会では総会時の受付と書籍販売の担
当となったのだが、受付時の感想や、インストラ
クタ－同期生の他懇親会で隣となった方など若干
名との山にまつわる話などを紹介しておきたい。
まず、全体的に参加者の会員番号が語られる事に
興味を惹かれた。４桁の番号は古参のようで、自
分のもう一つの趣味の「アマチュア無線」でも、
ＪＡ、ＪＨ、ＪＲ、ＪＥコールは、所有資格とは
関係なく、古参として一目置かれていることと共
通していた。
次に、話をしたほんの数人からの感想ではある
が、百名山指向が強いようで、例えば懇親会隣席
氏は、百名山を数年前に達成し現在は２００名
山・３００名山を目指しているとの事。書籍販売

カキトンドリ (西湖畔の昔話)
三人の兄弟が、父からカキの実を１０個
ずつもらった。ところが、次男が三男に向
かって、
『 お前だけ１つ余計にもらったろ
う 』 と言い張ってきかない。あまりしつ
こいので、それではと、三男は潔白を証明
するため、腹を切って中を見せた。カキは
１０個しかなかった。
次男は三男を疑って、死に追いやったこ
とを悔やみ、これも腹を切って死んだ。長
男は弟を２人とも失ったことを悲しんだ。
三人兄弟はやがて鳥に生まれ変わった。
次男は慈悲心鳥になり『ジュウイチ、十一、
十一』と鳴き、三男はカキトンドリになっ
て、
『カキトン(柿十)、カキトン』と鳴き、
長男はホトトギスになって、
『オトトツキ
タ、オトトツキタ(弟尽きた)』と鳴くのだ
という。
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公益社団法人 日本山岳会岩手支部

平 成 2 ９ 年 度 総 会 報 告
報告：岩手支部事務局長 高橋愼一

日本山岳会岩手支部の平成２９年度総会
は４月９日（日）１３時３０分より、盛岡駅
西口の濱野井マリオス店において在籍会
員・会友６７名のところ出席２１名、委任状
２７名（合計４８名）で総会は成立、開催さ
れました。総会に先立ち、新入準会員の鴇田
正俊さん、遠藤征彦さん、滝浦弘美さん、盛
合敏男さんの４氏が紹介され出席者全員か
ら歓迎を受けました。
（遅れて出席された高
橋万見子さんも後で紹介されました）
支部長挨拶では、阿部支部長から昨年４月
新支部長に選任され新体制でスタート出来
た、８．１１山の日制定記念として一般公募
登山を実施し１１名の一般参加者があった。
準会員制度が導入されて年度内に６名が準
会員として加入、さらに正会員２名を獲得で
きたことはメディアを通じての効果や会員
各位の熱心な勧誘の成果と思われる。
また昨年は「希望郷いわて国体・大会」が
開催され、多くの会員が運営役員として活躍
し、大会を支えたご功績に敬意を表したい。
さらに今年５月に東北・北海道地区集会を岩
手で開催するにあたり、主管支部として支部
員各位の一層のご協力をお願いしたい、とご
挨拶がありました。
議事では、高橋 耕氏を議長に選出し、平
成２８年度活動報告・会計決算・監査報告並
びに平成２９年度活動計画・会計予算案につ
いて審議が行われ、いずれも議案書通り（一
部補足説明あり）承認されました。
第３３回東北・北海道地区集会について、
事務局より詳細なスケジュールが提案され
（概況は岩手支部通信４５号Ｐ２）承認され
ました。
その他、意見として山行幹事の役割のあり
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方について、コース下見やガイドの役割は伴
わないこと、また責任を押し付けるものでは
ないことを確認し、月例山行等への参加申込
みは必ず期限を守ること、締切り後の申込み
は受け付けないことを再確認しました。（事
故防止）
また支部長から、支部助成金を有効に活用
するために会員からの寄付を募りたい、新会
員勧誘をあらゆる場面で積極的に促進して
頂きたいと呼びかけがありました。
最後に高橋時夫県山協会長から、
「希望郷
いわて国体・大会では多大なご支援ご協力を
賜り感謝申し上げます」と御礼のご挨拶を頂
きました。
引き続き、恒例の懇親会が同会場で開催さ
れました。
このところ、支部総会でしかお目にかかっ
ていない諏訪 弘さん、今年は午前の委員会
に出席された後、お帰りになりました。
必ずしも体調がすぐれなかったところを
ご出席いただいたものと思われ、諏訪さんの
人柄と誠意に満ちた支部活動に感謝の念で
いっぱいです。

2017（平成 29）年 9 月 30 日
☆☆

追 悼 ☆☆

岳友 諏 訪 弘 さ ん を 偲 ぶ

諏 訪

弘

会員番号：11009
住所：盛岡市
経歴：岩手県公立
小中校教員
岩手日報社「遊・
YOU 塾」塾長

お互い同じ頃に定年退職して以来３０年
に亘って共に山を歩き、山を語った友であっ
た。
捕虫網を持って山野を歩き回ったこと、オ
オシメジを採らしてもらった北上山地、喘ぎ
ながら登った北アルプス等忘れ得ない。
彼は昭和２４年から小学校や中学校の教
師を続けられた。その間青少年の野外活動の
指導にかかわりその技量は専門家として全
国的に評価されていた、その一環として登山
に興味があり岩手山麓の小学校に赴任され
た際は生徒だけでなく地域の人達の中に入
ってその組織化も図った。
盛岡山想会にも入会していたが、時の支部
長佐藤敏彦さんの北上山地跋渉に感化され
て１９９１年に日本山岳会に入会した。翌年
に佐藤支部長が急逝され、１９９３年に新体
制が確立した時に委員として支部運営の中
枢に入った。２００２年まで略１０年の間担
当は会計だったが会主催行事の幹事や山行
のリーダーとして支部にとって不可欠の人
物になった。
支部の行事だけでなく年次晩餐会、全国支
部懇談会、東北・北海道支部懇親会などに積
極的に参加された。

JAC 岩手支部通信 46 号
日本山岳会のある全国行事で山を歩き、昼の
時間に体をほごすために音楽に合わせてダンス
まがいの踊りをしましょうとなり、皆リーダー
に合わせて踊り出したら、中にいた諏訪さんの
踊りが抜群に目立ち、みんな一時呆然と見とれ
ていたがしばらくして彼に合わせて踊りだした。
以後、数年山岳会のそんな行事があるとリーダ
ーには岩手の諏訪さんと指名されて全国区にな
った、彼は若き日にバレーを習ったことがある
とのことであった。
花巻に疎開していた高村光太郎に師事したこ
ともあったとゆう。あまり口にはしなかったが
多彩な才能を持った人であった。
ヒマラヤのほかに国内の山々を沢山登ら
れたが彼のこだわりは県内の山であった。標
高が高かろうが低かろうが名前があろうが
無かろうが岩手県内の山々をくまなく登っ
た。単なるピークハンターではなくて手帳に
は彼の感性にもとづく森羅万象が詳細に記
録されているらしい。共に山を歩く日々それ
の一端をうかがうことがあったが全貌を知
ることが出来なかったことが心残りである。
その成果の一端をもとに「山 日 和」なる
著書が上梓された、岩手の山々３０７ｍから
２０３８ｍなる副題である。これは県内の四
十数山一つずつについて彼の軽妙な解説と
周辺を含む地図のほかに見事な写真が掲載
されており、装丁も美しく手にとって見ると
何時でも楽しい。山書としては岩手の誇る名
著であろう。
教え子で、山岳協会で活動している人達も
いるし、彼の推薦で山岳会に入会した人達も
いる。彼を囲む山の会もある。それにもまし
て子供たちを対象にして実施されたキャン
プから育った人達に対する山の楽しさの普
及に果たした役割が大きい人物であった。
彼はその著書に「山遊びの面白さは、自分
で見つけ、探し求めるものではないだろうか」
と述べている、それに徹した人であった。
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ユルック協会の車に分乗し定住地に向か
再びアナトリアへ
い着いた。家の中に案内され歓待を受け松原
夫妻は旧交を温め、互いに感激の内に過ごし
２０１７年２月２２日記
ていたのだが、私は残念ながら彼らとは面識
鹿 野 松 男
がないので何をするでもなく室内や集まっ
思いがけず、一昨年（2015 年）の夏トルコ、
てきた一族の面々を見わたしていたが、フト
アナトリア（トルコ語ではアナドル）を 40
室内が暑くないのに気づいた。何とまぁ、ま
年ぶりに旅することができた。私の敬愛する
た驚いた、遊牧の民の家に「エアコン」があ
松原正毅氏（国立民族学博物館名誉教授で遊
るではないか（私の家には諸事情があってま
牧社会の研究では第一人者だ。現在は「坂の
だないのだ）
。帰り際に、一族の若い男女が
上の雲ミュージアム」
（松山市）の館長をさ
一斉にケ―タイ・スマートフォンで写真を撮
れている。ちなみに京都大学探検部の出身で
っていた。帰国後、松原夫人から私たちの写
もある。
）がトルコ、アンタリヤ市で開催さ
真がインターネット上にでている、と教えら
れた「アルタイ諸集団についてのシンポジウ
れた。なるほど、情報伝達手段には敏感な遊
ム」で記念講演をなさることになり、そのお
牧の民のことはあるのだな、と改めて感じた。
伴で行ってきた。
さらに、帰り際に一族の若い男女がそれぞれ
40 年ぶりのトルコは私にとり浦島太郎的
に体が少々不自由な松原氏を見ての思いや
状態だった。インスタンブルは大きく変容し
りの行動が何ともうれしく、ありがたかった。
メガロポリスの様相で、アンタリヤはかつて
シンポジウムの最終日はエクスカーショ
人口 10 万人前後であったのが 100 万人を超
ンだった。てっきり古代ギリシアや古代ロー
える大都市になっていた。しかしながら、夏
マの遺跡（この地域は元来が古代ギリシアや
の地中海沿岸地方はやはり暑い。私たちの滞
古代ローマそのものなのだ）に案内されるも
在中は常に気温 40 度以上だった。 これは、 のと思っていたが違った。アンタリヤの北西
今も昔も変わりないことだ。
に 3000 メートル級の山々が連なるタウロス
記念講演もシンポジウムも滞りなく済ん
（トロス）山脈があり、その中腹に点在する
でいったが、この間シンポジウムにオブザー
ユルックのヤイラ（夏営地）の一つに行くこ
バーで参加していた「ユルック（トルコ系遊
とになった。これも「ユルック協会」の人々
牧民の呼称）協会」の人々と出会った。その
の行動力のたまものだ。そのヤイラへの途中、
彼らの尽力で松原氏が記念講演をなさる端
ユルックの黒いテントを幾つも見たのだが、
緒となった 35 年前の研究調査（フィールド
ここでもまた驚いた。それは畳一畳ほどのソ
ワーク）で共に暮らした、あるユルックの家
ーラーパネルがどのテントにもあるのだ。陽
族がこのアンタリヤ近郊（もともとの冬営地） 光が燦々と降りそそぐこの地に太陽光発電
に定住していることが判明した。そして、そ
は当然のことなのだ。少容量の発電でも、照
の地区まで連れていってくれる、とのことだ。 明はＬＥＤランプ、ラジオ、小型テレビ、そ
驚いた、遊牧の民は情報伝達に優れているこ
してスマートフォン・ケイタイの充電用には
とは良く知っていたつもりだったが、これほ
十分なこと――遊牧における電化生活がす
ど迅速に連絡がとれ、所在が判明するとは思
でに開始されていた。標高 2300 メートル地
っていなかった。本当に驚いた。そのユルッ
点の草原上には強い日差しの下、ユルックの
クの家族の近況が少しでもつかめれば、と思
テント（チャドル）がならび食事やアイラン
っていたのが日本を発つ前の話だった。
（飲むヨーグルト）が用意され一時の遊牧民
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の生活を味わうことができた。
シンポジウムがエクスカーションをもっ
て終わり、その足で次の目的地であるなつか
しい「村」へ向かった。その「村」はアンタ
リヤの北、アナトリア高原西部に位置し標高
1000 メートル前後、
人口は約 1300 人ほどだ。
お世話になる家に着いた。実は 1 ヶ月以上前
にトルコに行く旨を手紙で知らせてあった
のだがまだ届いていなかった。それでも動ぜ
ず、私たちを目の前にして、ちょっとびっく
りという風だけで何ごともないように、まる
で遠くの親戚が久しぶりにやってきた、とい
う感じであたたかく迎えてくれた。今日の日
本で、おもてなしとかホスピタリティがどう
したとか世の中に喧伝されているが、さて実
態はどうなのだろう――自分を含めて考え
させられることだ。
「村」はやはり大きく変容していた。共同
水くみ場（チェシメ）がなくなり、各家に水
道がひかれていた。トラクターが走りまわり、
水牛が姿を消した。自然景観もまた変わった。
「村」の北西側に、ゆるやかな裾野をもつピ
ラミッド状の山があった（日本山岳会岩手支
部の方々には「姫神山」のような、といえば
お分かりのこと）
。その山の中腹から上が失
われていた、大理石の山だった。大理石を多
く求めているのは、日本や中国だという。大
理石の採掘は今も続き、あと少しで山が無く
なる。
40 年前当時に、言葉ではとてもいいあらわ
すことができないほどお世話になった人物、
故ルザ・シエンギュル氏の念願だった墓参り
を済ませ「村」をあとにした。彼は、真の意
味での教養人で風格ある人柄であった。私た
ちはルザ・ババ(ルザ父さん)と呼んだ。

このあと首都アンカラに移動し、アナトリ
ア高原中部カマン郡にある「カマン・カレホ
ユック遺跡」と「日本アナトリア考古学研究
所」を訪れた。この遺跡はヒッタイトなどを

JAC 岩手支部通信 46 号
含むアナトリア及び中近東の数千年にわた
り積みあげられた文化の層位を的確にもの
がたる重要な場所だ、という。そしてここは、
盛岡市出身の考古学者大村幸弘氏が多大な
努力の末に築きあげた、考古学発掘・研究教
育の一大センターだ。
カマンの遺跡から南東カイセリ市方向に
はかつて登攀したエルジャス山
（3916 メート
ル）があり、私にとって初めての海外の山だ
った。今回の旅を終えるにあたり考えたこと
は、若いときに数年間を過ごしたトルコでの
事柄が大きく自分の原点になっている、とい
うことだ。
再びアンカラにもどり、イスタンブルに飛
び、関西国際空港に帰着、15 日間のトルコ、
アナトリア再訪の旅は終った。

お世話になった「村」の家族との団欒
（左から２人目が鹿野、右端が松原氏）
(追記)
昨 2016 年 11 月、先の記念講演をうけ明治
大学において松原氏の講演会「遊牧研究と地
域研究」が開催された。そのなかで松原氏が
特に強調されたことは、人類史の観点からみ
る遊牧の歴史的役割で、遊牧民の社会編成の
柔軟性、そして「土地の私的所有観念の不在」
ということだった。これこそが、格差がます
ます拡大する今日の世界の再構築にむけて
のキーワードになるのではないか、非常に困
難なことではあるが、人類連合の可能性をさ
ぐる一途になるのではないかと思う、と講演
を締め括られた。
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例 会 山 行
平成 29 年 3 月 4 日
網張温泉スキー場
久 保
豊

撮影場所
双子林間コースにて
左から
阿部陽子さん(白)、畠さん(赤)
阿部裕二さん(紫)、
大友さん(赤)、
滝浦さん(青)

２月の例会山行は幹事の都合で３月に実
施しました。今回は、新入会員の鴇田さん、
大友さんが参加して合計８名で活動しまし
た。
曇天で細かい雪がちらつき、一時視界が悪
くなる時もありましたが雪質もよく、風もな
い日でした。午後は空も明るくなり山々も見
えて終日安全に活動することができました。
活動内容は、午前中は横滑りやプルークタ
ーン、小回りや中回りなどのアルペンスキー
の基礎的な事をやりました。昼の休憩時間を
たっぷりとり、スキー談義などの話で交流を
深めました。午後は新雪や不整地、急斜面な
どをゆっくり流しながら気持ちよくみんな
で滑りました。第２リフトに乗って見る積雪
量は例年に比べて少ないようで雪庇の大き
さも小さめでした。第３リフトからの双子林
間コースでは、小休止して山スキーの雰囲気
も味わいました。鴇田さんは、テレマークス
キーで午前の参加でしたが、テレマーク板で
のアルペン滑りを難なく滑られました。特に

JAC 岩手支部通信 46 号
テレマーク小回りは素早い左右の切り替え
でリズムよく熟練の滑りを感じました。
沿岸地区から参加の西村さん、畠さん、大
友さんは、３月中旬からカナダのバンフをベ
ースにカナディアンロッキーのスキー場め
ぐりをする予定とのことで、滑りにも余裕の
ある自然体できれいな滑りでした。是非、カ
ナダでのスキーの話を伺いたいと思いまし
た。滑っているうちに活動終了時間となり、
一日が短く感じられ充実した活動となりま
した。
帰宅後、活動を振り返りました。スキーは、
何回も滑っているうちにやめられなくなっ
てしまう。アルペン、テレマーク、山スキー、
ネイチャースキー、歩くスキー、ノルディッ
クスキーなどがあり実に奥が深く用具が変
われば技術も変わり理論も変化するので技
術に終わりがありません。また雪がなくなっ
ても頭の片隅にスキーがあり来シーズンの
ことを考えるようになる。このように心身と
も完全に中毒症状に冒されますと処方が大
変で生活や人生までも変えてしまいかねな
い大変危険なスポーツで山と同じであるこ
とを再認識しました。自分も患者なのかと自
問しました。
日 程： 9:30 集合
10:00 午前活動スタート
12:00～13:30 休憩・昼食
13:30～15:00 午後活動、終了･解散
参加者：久保 豊（幹事・記録）
、西村幸雄
畠
登、大友厚夫、 阿部陽子
鴇田正俊、滝浦宏美、阿部裕二
以上８名
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参加者のくつろぎ

阿部会長と鴇田さん
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JAC 岩手支部通信 46 号
の手前で左に折れ、頂上へのほぼ北側から南
４ 月 例 会 山 行
方向へひたすら登ることになる。この季節が
期 日 平成２９年４ 月２２日
良いのは木々も下草もまだ目を覚ますこと
場 所 階上岳(740.1ｍ)
なく、深い雪もなく見通しが良いことだ。眼
報 告 鹿 野 松 男
下には八戸の街や丘陵地が望めるようにな
り、山頂近くには所々残雪の名残がでてくる。
岩手県と青森県のちょうど境目の階上岳、
階上岳登山の注意点は、枝道が多いことだ。
青森県サイドはもとより国土地理院の地形
今の時季は良いのだが、夏の緑濃いときや霧
図にも階上岳と記載され( )して種市岳と
がかかったときは慣れていてもアレッ！と
併載されている。が、岩手県側の人々はあえ
思うことがある。
て種市岳と呼ばねばならないのかもしれな
ともあれ山頂は真近だ。１１時５５分に頂
い。北上山地北端の山である。
上、740.1ｍに到着、一等三角点に手をそえ
さて、だいぶ以前にも支部例会で階上岳山
る。恒例の記念写真を撮り、風が強いので展
行はあったのだが、遠すぎて人が集まらず中
望を楽しみつつ、少し下に降り昼食をとる。
止になっている。そりゃあそうだ、岩
階上岳は
手側からの登山口はなく、ぐるりと青
海の見える
森側にまわりこんで登らねばならない。
山だ。太平洋
その上さらに北上して青森県にはいり
が東方眼下
こんでまで行くのは、やや抵抗がある
に広がり、海
のかなあとも思う。
で働く人々
前置きが長くなってしまった････だ
の信仰の対
から今回も誰も来ないか、あるいは２
象ともなり
～３人かと考えていたが、何としたこ
「竜神」が祭られている。と同時に古代から
とか１２名もの参加をみることになった。う
近代にかけてのこの地域の馬産を考えれば
れしい誤算だった。
当然なことだが馬の神「蒼前様」も祭られて
いよいよ登山開始だ。９時３０分には皆さ
いるのだ。
んがそろい、少し早めの９時４５分に出発し
眺望は、今回はやや曇り空であったが、東
た。杉の木立の中を歩く、やや単調な道だが、
は太平洋の大海原、西は八甲田山群、戸来岳、
それでもカタクリが咲き、シロバナエンレイ
名久井岳、北は八戸市街を経て下北半島の一
ソウやキクザキイチゲ(白花)が目にとまる。
部、南は木立が深くあまり望めないが久慈平
集合地の「フォレストピア階上」から頂上下
岳のテッペン部分がみえる。
の大開（おおぴらき）まで、実は立派な車道
下山は周回コースの下山路に沿って、１３
(もちろん舗装されている)が通っており、今
時下山開始、１４時２０分には集合地点に帰
西先生だったら、車で行けるところまで行っ
着。登り２時間１０分、下り１時間２０分の
たらいいんや！と言うだろうなぁ、と思いな
山行だった。参加された皆さんに多謝。
がら３０分程で〝しるし平〟まで登り、休息。
【参加者】鹿野松男（幹事）
、滝浦弘美、
このあとの登りが山道らしくなってくる。東
鴇田正俊、 遠藤征彦、中屋重直、
北大学地殻変動調査施設を過ぎたところで
阿部裕二、熊谷敬子、 遠藤正子、
道は２方向に分かれるが私たちは右側の道
高橋愼一、久夛良謙一
を行き、下りは左側の道にでる周回コースを
会員外 久夛良アヤ子、菅原純悦、以上 12 名
とった。
“つくし森(大山津見神社がある)”
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例 会 山 行
平成２９年６ 月１０日
月山（５８３ｍ）
遠 藤 征 彦

４月の支部総会時に、６月例会山行の代表
幹事を打診された。准会員になったばかりで
その任ではないと固辞したのだが、昨年 11
月に阿部支部長、中屋会員の案内で歩いてい
ることと、今回予定のコース経験者が少ない
とのことで、引き受けることとなった。
名前だけでも良いとの話もあったが、参加
してきた支部山行では、代表幹事が責任者的
立場を勤めているようなので、自分なりに取
り組ませてもらうこととした。ＪＡＣ本部へ
の登山届（登山計画書）のワード様式は高橋
事務局長や中屋会員から、１１月山行時のル
ート図も中屋会員からメールで送ってもら
い、事前準備も進めることができた。緊急連
絡先や、名簿記載順番なども高橋事務局長や
中屋会員の助言をもらいながら、１０名の参
加予定者で登山計画書を提出できた。また、
１１月時のコース記憶が曖昧なところもあ
ったので、藪山仲間５名で綱取温泉景勝園の
情報収集もかねて、５月３日(土)に下見山行
を行い、１１月にはなかった案内標識も確認
できた。
当日、景勝園に集まったのは８名、皆さん
が山行を共にした事のある方で安心した次
第である。天気予報では、昼頃に弱い前線が
通過するとのことであるが、自分としては２
回の経験から小雨決行のつもりで出発した。
林道終点、
第１展望(三角
点 315.4ｍ)、
第２展望と休
憩を取りなが
ら歩いたが、第
２展望を出発する頃から小雨模様となった。

JAC 岩手支部通信 46 号
この先、ロープ場が現れるなどやや傾斜が
きつくなり、最後尾との間隔も開いてきたが
後続が阿部支部長なので心配なく第３展望
に着いた。雨脚も強くなり、遠く雷鳴も聞こ
えてきたが、自分としてはこのコースは比較
的落雷の心配は少ないとの判断で、一旦鞍部
に下り最後の月山本体への登りにとりかか
った。登り始めて間もなく、雷鳴も強くなっ
てきたので、待機して様子を見ることとした。
雨脚は弱まる気配はなかったが、稲光と雷鳴
の間隔も短くなることもないので、山頂を目
指すこととした。結局、先発は私を含め３名、
後続が３名、待機が２名となり、山頂での集
合写真は残せなかった。

山頂：先発３名で交互に記念撮影

下山は、往路を、第３展望・第１展望で全
員集合確認しながら戻ったが、第１展望を過
ぎる辺りから日ざしも戻った。登山口、景勝
園で昼食・入浴後解散となった。
「コースタイム」(休憩時間含まず。各展望
で 10～20 分の休憩あり)
登り：景勝園－50 分－第１展望－45 分－
第３展望－45 分(待機 10 分含む)－
山頂
下り：山頂－30 分－第３展望－25 分－第
１展望－30 分－景勝園
【参加者】 遠藤征彦(幹事)、阿部祐二
阿部陽子、遠藤正子、菅原敏夫、滝浦弘美
高橋慎一、中屋重直
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７ 月 例 会 山 行
期 日 平成 29 年 7 月 10 日～13 日
場 所 ア ポ イ 岳 ・ 樽 前 山
８１０．２ｍ

１０４１ｍ

報 告 阿 部 裕 二
７月例会山行は、田中澄江の『花の百名山』
にも載っている北海道の活火山の樽前山と
豊富な高山植物で有名なアポイ岳に行って
きました。
下山。途中、コマクサの小群落を見かける。
当初の天気予報では、曇り時々雨でしたが、
下山途中に、ガスの晴れた支笏湖展望台で
雨にも遭わず、羆にも遇わず、暑くもなく、 休んでいたところ、北海道支部２０名ほどの
寒くもなく、快適な山行でした。
一行と出会い、遠野の地区集会の話しをした
７月１０日２２時、八戸港を川崎近海汽船
り、また、樽前山には本来コマクサは生息し
のフェリー、シルバーエイトで出港。二等寝
ておらず、樽前のコマクサは誰かが植えたも
室は空いていて、また、波も穏やかで順調に
のではないかという話を聞いた。
翌朝１１日、６時に苫小牧西港に到着。レン
下山後、支笏湖ビジターセンターに寄り、恵
タカーで、一路、支笏湖方面へ進み、樽前山
庭岳や風不死岳等の支笏湖周辺の山々や、野
七合目登山口の駐車場に到着。駐車場は２０
生動物など支笏湖周辺の自然について知識
台ほど駐車可能で、土日は混みあって規制が
を深め、その後四時間ほど、車でアポイ岳の
行われることもあるそうである。駐車場から、 ある様似町へ向かった。
ガスがかかった樽前山の外輪や風不死岳が
午後 4 時頃、アポイ山荘に到着。まず、ア
見えた。
ポイビジターセンターへ行き、アポイ岳のこ
途中のコンビ
とについて色々と知識を深めた。アポイ山荘
ニで買った弁当
は海抜８０ｍであるが、緯度が高く、八幡平
を朝食にし、７時
や軽井沢のような雰囲気の所であった。アポ
４０分に登山開
イ山荘は「山荘」というから山小屋を想像し
始。ミヤマハンノ
ていたら、温泉もある中々立派な宿で、夕食
キの木立を抜け
も豪華であった。
ると、樹林のない
７月１２日、５時５４分、アポイ岳登山口
火山の噴出物で
発。頂上は雲がかかっておらず、途中、海も
樽前山七合目登山口
覆われた見通し
見え、上々の天候であった。登山道の所々に
の良い斜面に出る。イワブクロ（タルマイソ
羆よけの鐘があり、ガランガランと何度も鳴
ウ）の群落が多くみられ、シラタマノキやイ
らしながら登る。アポイはマダニの多いとこ
ソツツジなども見られる。８時３３分には頂
ろでもあった。馬の背あたりから、ジャコウ
上に到着。晴れていれば、噴煙を上げる溶岩
ソウやアポイハハコ等、沢山の高山植物が見
ドームや、勇払原野、支笏湖、羊蹄山、日高
られた。
山脈などを眺望することが出来ると言うが、
アポイはアイヌ語で「アペ（火）オイ（多
ガスがかかり、風が強く見通しが良くない。 い）ヌプリ（山）
」が詰まった言葉だそうだ。
外輪山を南に下り樽前神社奥宮にお参りし、
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岩 手 山 山 開き《７月１日（土）》
馬返し登山口での祭事には JAC 旗を携えて、
中屋重直、阿部裕二、高橋万見子が参列した。
高橋時夫県山岳協会長は、第１回「ふるさとの
山を登ろう」の呼びかけ人の鈴木大地スポーツ
庁長官に同行して登山。

アポイ山荘前から見たアポイ岳

ア

ポ

イ

岳

山

頂

１２時頃、下山。入浴、昼食。その後、苫
小牧フェリーターミナルへと向かう。夕方、
苫小牧西港フェリーターミナルに到着。夕日
を背にした樽前山が遠くに望めた。帰りのフ
ェリーも穏やかであった。
穏やかで静かな北海道の火山と花の山行で
あった。満足、満足の山行であった。
【参加者】 阿部裕二（幹事）鹿野松男
中屋重直 阿部陽子

岩手山にて

JAC 旗を大きく掲げる中屋 （八合目山小屋）

阿部陽子支部長は、IBC 岩手放送スタッフを
統導してテレビとラジオの中継を繰り返し、山頂
で鈴木長官に直撃インタビューを、 八合目避
難小屋ではこの日診療所を開設した国際山岳
医中島ドクターへの取材（いわての山トレッキン
グガイドで放送）など大活躍であった。
この日の山頂は風が強くて、写真では顔が判
別しがたいが、支部旗を持つのは岩手山初登
山の高橋さんである。 （中屋重直 記）

真山人 (阿部裕二)

夏空に 白き尾羽の 星烏（ほしがら
す）
風強く 駒草 数株 咲き残り
遠花火 はるかに見下ろす 七合目
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日本山岳会岩手支部との出会 い
A0028

滝 浦 弘 美

日本山岳会の準
会員として加入し
た滝浦です。昭和
20 年１月生まれで、
盛岡市永井に住ん
でおります。
登山歴は２０代頃からですが岩手山、八幡
平、早池峰山等盛岡に近い山を年に２・３回
登る程度で退職後は里山を中心に山歩きを
しております。
日本山岳会岩手支部との出会いは、昨年の
「山の日」制定記念日でした。岩手日報紙に
「山の日」を記念して「高森」登山が掲載さ
れ、一般登山者の申込みがあり山参加させて
いただき、岩手支部の皆さんと登山出来たの
が出合いとなり、一人で登山することが多い
私には楽しい祝日登山となりました。
又、記念登山に参加させていただいた訳が
ありました。阿部支部長著の「岩手の山 150」
に登載されていない山でしたし、一般の道路
地図にも記載されていないことから、岩手県
内の里山等を主として登っていた私には歩
いていない里山に登ることができる楽しみ
からでした。
「山の日」制定の登山記念の登山日には「高
森」について岩手支部幹事から山の説明があ
り、８月１１日の祝日ということで８１１ｍ
の山にこだわったことや、山の位置から歴史
的なことを学びました。登山道等からは三角
沼を見たり、稜線を辿ると金ヶ﨑の駒ヶ岳を
展望する事ができ、いろいろ勉強になった記
念登山でした。
その後、会員でない私が例会山行に数回参
加させていただき、いつまでも無登録ではい
られないと思い準会員として加入させてい

JAC 岩手支部通信 46 号
ただきました。会員の方々と登山すると単に
山頂を目指すだけでなく、歩き方、アクシデ
ントの対応の仕方、山の花、歴史的なこと等
を知ることができ、山歩きの勉強になります。
岩手県内の山は「岩手の山名ものがたり」
等から、岩手山の２０３８ｍから低山で宮古
市の臼木山８６ｍ等数百の山と聞いており
ます。阿部支部長、支部の方々から教わり里
山歩きをしたいと思っております。
今年「山の日」は十二支の酉年にちなんで
「卯子酉山」の登りたいと思っています。よ
ろしくお願いいたします。

自 己 紹 介
A0037 大 友 厚 夫（69 才）
大船渡市立根町字中野 49-2 コーポ中野
携帯 090-6252-8943

この度、準会員として
入会させていただきま
した。ありがとうござ
います。入会に際して
は西村幸雄さん（大船
渡市）
、畠 登さん（釜
石市）に大変お世話に
なりました。登山経験の少ない初心者ですが、
何度か行事に参加させていただき楽しさを
あじわうことができました｡
私の趣味はスキー（約２０年）
、テニス（約
４年）
、絵画（色鉛筆画 約３年）あとは日
本酒（温燗）
、ビール、イモ焼酎（お湯割り）
、
旅行等々です。
仕事はアルバイトで経理をやっています。
料理も少しできます。
登山はこれから皆さんにご指導をいただ
き、
「趣味 登山」と言えるように楽しく頑
張りたいと思っています。今後ともよろしく
お願いいたします。
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ひぞっこの山を出しあい

遠野ホップの生ビール

ずうずう弁、しゃべり放題

遠野どべっこ、飲み放題

遠野昔話 語部･菊池タキさん

歓迎のことば 中谷充さん

乾杯 西山北海道支部長

昨年開催の秋田支部の皆さん

主会場 たかむろ水光園

山形支部は来年開催予定

地元・岩手支部の精鋭

交流会を仕切る 久夛良謙一さん

二次会＝78 階段を降りた曲がり屋

編 集 後 記
2017 年度は 10 年ぶりに JAC 東北・北海
道地区集会担当という一大イベントを控え
ての幕開けであった。柳田國男の「遠野物語」
をメーンテーマに、会場、講演、語り部、料
理そして山････、参加者には遠野を心行くま
で満喫していただいた！！ 誠に喜ばしい。
青野会友は静岡から馳せ参じ、他支部の会
友も東京・新潟から参加、これまた嬉しい限
りである。そこで今号は、この地区集会を特
集した。みなさんに集会の片鱗でも届けるこ
とができれば幸いである。

鹿野さんの「再びアナトリアへ」
、7 月の「ア
ポイ岳・樽前山」は興味深い内容で、ともすれ
ば単調に陥りやすい山行記録に華を添えて頂い
た。本誌がみなさんの発表の場としてご利用頂
くよう編集子からもお願いしたい。
昨年から今年にかけて新しい会員、準会員が
支部に登録され、若さと活力に満ちた支部活動
が展開されている。新入会員のご挨拶も新鮮、
共々これからの活躍を期待したい。
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