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公益社団法人 日本山岳会岩手支部 

平成３１年（２０１９年）度総会報告 

JAC岩手支部事務局長  高橋慎一   

  平成 31 年(2019 年)度総会は４月７日

(日) 13時 30分より、盛岡駅西口の濱野井

マリオス店にて会員 63名中、出席者 21名

（委任状提出者 33名）をもって成立、開催

された。はじめに阿部支部長から、昨年は

石上山公募登山など年間計画を無事に実施

することができた。「山の日」をきっかけに

会員が増え岩手支部が注目されている。会

員一人一人の本気の獲得意欲が実を結んだ

と感謝を述べられた。また昨年 12月に JAC

支部事業委員会後援のもと、重廣恒夫副会

長を講師に招いて「安全登山教室開催のた

めの講座」を東北支部にも呼びかけて実施

することができた。新会員も多数受講、こ

の経験を新年度につなげたい、と挨拶があ

った。 

 続いて議事に入り、阿部裕二氏を議長に

選出して審議が行われた。第１号議案事業

活動報告及び第２号議案会計決算報告並び

に監査報告については、いずれも議案書通

り承認された。第３号議案事業活動計画

(案)については、8/10～11山の日記念事業

として「地図読み講習会とふるさとの山を

登ろう（兜明神岳公募登山）」を計画、及び

その事業費として「特別事業補助金」を申

請する案など議案書通り承認。第４号議案

会計予算(案)についても承認された。また

12/15～16 に実施した「安全登山教室開催

のための講座」について、中屋副支部長か

ら会計収支も併せて詳しい報告があった。

事務局からは年間の登山計画書提出状況に

ついて、概ね良好との報告があった。尚、

今後とも個人山行も含めて登山計画書を支

部事務局（iwt@jac.or.jp）及び JAC遭難対

策委員会（keikakusho@jac.or.jp）に提出

（ﾒｰﾙ・FAX）することを確認した。 

 その他役員選任について、今年度から滝

浦弘美氏を支部委員に選任した。また申し

合わせ事項として今年度から支部役員(支

部長、副支部長、会計、事務局、編集担当) 

に報酬(役員手当)として当面、年間１人

3000円を支給することとした。また岩手県

山岳協会長の高橋時夫氏(会員)から、山の

日記念事業や各種講習会への参加お礼、さ

らなる協力・支援をお願いしたいと挨拶が

あった。最後に出席者全員で集合写真を撮

って総会を終了した。 

総会後は同会場にて懇親会が行われ、席

上あらためて新会員の紹介や参加した高橋

勇一氏から自己紹介があった。また参加者

による近況報告や山情報の交換、ＪＡＣ山

行や山談議などに話が大いに盛り上がり、

一同楽しく親睦を深め合った。 

 

【総会出席者 21名】高橋時夫、久保 豊、

高橋 耕、阿部裕二、鴇田正俊、滝浦弘美、 

久夛良謙一、熊谷英雄、熊谷敬子、中谷 充、

高木恵美子、音石康一、中屋重直、阿部陽

子、菅原敏夫、遠藤正子、高橋慎一、高橋

勇一、遠藤征彦、高橋万見子、齋藤忠利 

【懇親会参加者 17名】久保 豊、高橋 耕、

阿部裕二、滝浦弘美、久夛良謙一、熊谷英

雄、熊谷敬子、中谷 充、中屋重直、阿部陽

子、菅原敏夫、遠藤正子、高橋慎一、高橋

勇一、 

mailto:iwt@jac.or.jp
mailto:keikakusho@jac.or.jp
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遠藤征彦、高橋万見子、齋藤忠利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部支部長挨拶 

 JAC 岩手支部は山の公開講座をこれまで

2 回実施した。第１回は「医学講座・山登

りの安全」、２回目は「登山とお天気」、そ

して第３回の今回は「読図講習会」とした。 

一方、2016年に祝日「山の日」が制定さ

れたのを記念して、山の日登山を「夏油高

原高森・三角沼」、昨年は「遠野三山・石上

山」に登った。そして今回は、山の公開講

座と山の日登山をドッキングさせ、今日は

座学、明 

日は「兜明神岳」へ登

ることとした。 

 山に登る方は地図

とコンパスを持参し

ていると思いますが、

その使い方は必ずし

も的確とはいえない

状況があるように見受けられます。で、今

回の読図講座では、地図とコンパスを使っ

て山を歩くことを主眼に、今日は地図とコ

ンパスの仕組みを学び、明日は兜明神岳に

登りながら読図技術を確かなものにしてい

きたいと思っております。講師には JAC会

員であり、測量関連の仕事に携わってまい

りました澤口誠さんにお願いしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一日 座学講座 講師：澤口 誠 氏(会員) 

 澤口誠と申します。測量関連の仕事に携

わってまいりましたので、地図に関しては

みなさんよりは幾ばくかは知見があるので

はないかと思い講師を引き受けました。２

日間よろしくお願いします。 

 地図の必要性 

 思い込み、方向音痴で道に迷っても地図

とコンパスがあれば間違いを修正できる。

地図の約束事を理解していれば、知らない

山も雪山も歩ける。 

 

地

特 集   第３回山の公開講座「登山ナビゲーション読図講習」 

 

 

 

 

 近年、岩手支部は新入会員の割合が全国トップクラスになり、極めて大きな注目を浴びている。同

時に会員の技能アップも要望されていて、そのため昨年 12 月には重廣前副会長を講師に招いて、安全

登山教室（リーダー養成実践講習）を２日間にわたって開催した。最も重視している安全登山の普及

には、現役の会員が実践で示していかねばならない。未組織の登山愛好者には地図やコンパスの基本

知識が欠けているとも言われていることから、４月の支部総会に今年の山の日記念事業として「座学

と実践による読図講習会」開催が提案され、さらに JAC 本部からの特別補助金を活用して一般公募で

実施する、という内容で計画が進められ実行委員会が立上げられた。 

 本年度の例会山行に地図読みを取り入れ、ヤブ山での読図能力を学びあうチャンスも設けた。連れ

ていってもらうのでなく、自らが地図でコースを判断し、安全に導くことのできる岳人を目指す。そ

して登山のナビゲーションを一般参加者に伝えることで、読図力は確実になる。 

結果、JAC の支部事業委員会の特別補助金が得られたことにより、８月 10 日座学・11 日兜明神岳

にて読図実践登山を行うことができた。 
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図の種類 

① 山地図・ガイドブック 

一般ルートを歩くだけならコースタイム等が

記入されていて便利。 

② 地形図  

国土地理院発行の 1/25000地形図が一般的、 

地図の約束事が理解できれば便利な登山道具。 

③ 電子地図 

国土地理院の電子地図は GPSを使い現在地

が分かり、現在広く使われている。 

読図のポイント 

① 地図上で自分の位置を確認する。 

② ポイント間の予測を立てる。 

平地歩行は時速 4㌔、標高差 100mは 15～

20分、下りはその 3/4。 

読図の約束事 1/25000地形図について 

・地図は進行方向に向けて見る。 

・地図は上が北。 

・コンパスの示す針（磁北）は、岩手周辺

で   

は 7～8°西に傾く。 

・1 ㎝=250m、4 ㎝＝1 ㎞、人差し指と中指

を  

軽く広げると約 8㎝＝2㎞。 

・等高線は 10mごと

に主曲線、50mごと

に計  

曲線（太い線）、間

隔が狭いと急斜面。 

・登山用地図ではな

いので登山道と

しての 

記入はない。破線は幅員が 1.5m以下の道を 

示し、登山道であったりそうでなかったり。 

・ふり幅が 25mのジグザグ道は図上では 1 

㎜になり、直線で示されてしまう。 

地図読みの例 

丸く描いているところは凸部、そこから張

り出している等高線は尾根。反対に凹部に

食い込んでいる等高線は谷、鋭角になるこ

とが多い。尾根

を登れば頂上

へ、尾根を下り

間違えるとと

んでもない方

向に出たりす

る。 

コンパスの使い方 

オイル式とドライ式コンパスがあり、オイ

ル式が測定精度は高い。 

① 現在地と目的地を把握する。 

② プレートの側面または↑を現在地と目

的地に合わ

せる。 

③ リングを回

し底面の北

南線と地図

に描かれた

磁北線を一

致させる。 

④ 磁石の南北をリングの南北線に合わせ

ることで向かうべき方向が分かる。 

 正しい操作で、全員がおなじ方向を向く 

明らかなポイントで自分の位置、標高を

確認してコンパスの調整を行う。 

磁北線の引き方 7 度西偏の場合 

基点(地図の右下の角）から縦に 20㎝、そこから左

に 2.46 ㎝のところに目印をつけ、定規を使

って基点から目印延長上に直線を引く(朱

線)。これと並行に 4㎝間隔で何本か線を引

くと使い勝手が良い。 

スマートフォン､GPS付腕時計 

近年は各社各アプリがあり、凄く便利。 



   ２０１９（令和 元）年９月３０日        ＪＡＣ岩手支部通信５０号                                          

- 4 - 

 

 第一日目 座学講座に出席の皆さん 

第二日 実践登山・兜明神岳 １００５m 

 

ウォーキングセンター 

集合･7:30 点呼･21名 

       ○上ミーテング     

○下ラジオ体操 

 

班ごと出発 7１０m  8:00 

地図の正位置は北北合わせ、

体を北に向け地図も北南に置く。 

取材の菅原は最後尾につく。 

平坦な舗装道路。が、ふと左手

にスズメバチの巣、 

静かに通れば大丈夫、騒いだり

接近すると襲われる。 

 

兜神社コース出合 ７ ４ ０ ｍ 

8:30  

地図上では三差路、

実際は‥‥! 

コンパスの位置合

せ→左へ 90度方向を変え、頂上へ直

登を指示。 

 

六合目 840m  9:30     六合目

で休憩 

神社コースは兜神社からの表参道。 

道中に合目石    

笹とダケカンバ、赤松の混じる林、 

ヘの字かんば(樹皮の模様に注目）→ 

 

九合目 ９５０ｍ 9:54～10:34 

班ごと頂上往復  山頂岩場こそこの山の醍醐味。 

 

かぶと広場 960m 

10:35～10:57 

広葉樹林に開けた

草地。 

ここでもコンパスの位置合せ‥‥もう大丈夫よ‼ 

高橋勇一班       高橋瑞穂班 

 阿部陽子班      中屋重直班 

 

見晴山 937m 11:19～11:25 

兜明神岳、早池峰山が望める丘。 

この辺り歩道が錯綜、 

地図が読み切れるか。 

 一般参加 岩手支部 

男 ４ ７ 

女 ７ ３ 

兜明神岳山頂・バンザーイ
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いよいよ下りコース。 

ウォーキングセンター 到着 11:59 

本日の活動時間＝４時間 ジュースと西瓜で乾杯 

閉会式・解散 12:30 

 

 

参 加 者 の 反 応 

アンケートに回答した 10 名の感想は上々

で、成功裡に終わった。しかもなにより、

「日本山岳会への入会に関心がある」とし

た人が５名も現れ、早速、電話でアプロー

チして 8月中にめでたくも２名の新入会員

を獲得した。 
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五間ヶ森 568.46ｍ 

第一日夜 岩手支部会員研修会  

 西部公民館での講座終了後、会場を区界

高原少年自然の家に移し、夜の部の研修会

が開催された。出席者は第 2日「実践講座」

参加予定の支部会員 12名である。 

テーマ「区界高原の自然とそこにある暮ら

し」、講師はかわい山岳会副会長木村明夫

氏左の横顔・木村氏、手前に支部長 

 写真のように、広い食堂の一角で食事を

摂りながらの講座となった。というのも、

この日はたまたま他の利用者がなく、我々

に貸し切り状態。食堂の係員も食事準備終

了後退社。全館我が意のままというわけ。 

女性会員をはじめ、会員からのご馳走や

飲み物が次々に並べられた。 

かわい山岳会会長、副会長から、区界地

区を中心に川井の自然とそれにまつわる

諸々、かわい山岳会の紹介、続いて全員の

自己紹介、そして最後は雑談へ‥‥‥。 

左から支部長、かわい山岳会山本会長、木村副会長 

 

山頂によくある三角点は、頂上を示すものではない。 

測量も現在は三角点ではなく、GPSを使い電子基準点 

が主流。ちなみに、 

１等三角点は 40㎞間隔、全国に約 1000点 

２等三角点は８㎞間隔、 全国に約 5000点 

３等三角点は４㎞間隔、全国に約 32000点 

４等三角点は１㎞間隔、全国に約 69000点 

          

 3   23 

 

 澤 口   誠 

３月の岩手支部の例会は花巻市の大沢温

泉の西に位置する五間ケ森。ＪＡＣに入会

して初めてのＣＬ。しかも今回はかわい山

岳会と合同で行いました。 

例会の数日前に下見したルートは大沢山

神神社から北に車道を数百メートル歩くと

現れる林道を沢沿いに歩き､一気に急登を

登るルート。山頂までの急登は枝掴み、笹

掴みの斜面。 

これでは危険と判断。帰りの下りで使っ

た五間ケ森の南ルートのピストンに決定。 

集合場所の渡り温泉から大沢山神神社に車

を停め乗り合いにて細野林道と大沢川林道

分岐の小スペースに車を置いてスタートし

ます。 

準備した地図を配り、皆で読図しながら

進みます。皆さんコンパスはちゃんと持参

していました。自分の位置を的確に確認し、

地図での自分の位置を知る。これ大事。今

回はポイントとなる箇所が沢山。脇道、橋、

沢筋、尾根などなど。しばらく大沢林道を

歩きます。 

入山ポイントで小休憩後に五間ケ森へコ

ンパスを定めて一気に登ります。 

尾根を外さずまっすぐ登るので急登が続きま

す。日当たりの良い場所はショウジョウバカ
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マの花が咲いてました。 

二度三度と標高確認しながら登ります。

平らな稜線にでると足元には残雪有り。先

日より積雪が大分無くなっていました。 

三角点を掘るもヒットせず。三角点タッチ

は次回への宿題です。 

北にある小ピークまで行く間、滝浦さん

は残って三角点探し。稜線では熊の爪痕な

ど観察。小ピークから五間ケ森を振り返る。

うーん。良い山だ!! お昼も近いのでピス

トンで帰ります。残雪に、先日の下見時の

足跡を見つけ少し嬉しくなる。 

帰りは一気に鞍部まで下山。風を避けて

杉林の中

でみんな

で昼食。雑

談しなが

ら交流を

深めます。 

昼食後は車道に出て下るだけ。と思いき

やみんなでバッケ採り。雪が降る中、沢山

のバッケをビニール袋いっぱいに採りまし

た。 

かわい山岳会の山本会長も途中まで迎えに

来て下さり、みんなで駐車場まで。 

なかなか踏み入る事の無い山域でしたが、

下見のおかげで無事安全に皆さんを引率す

る事が出来ました。 

ＪＡＣ岩手支部の皆様、かわい山岳会の

皆様、お疲れ様でした。 

 

五間ヶ森参加感想文 

かわい山岳会 工藤恵美子 

 

今回、日本山岳会岩手支部とかわい山岳

会と一緒に登る。 

恥ずかしい話、私は今まで山に登ってき

ましたが地図読みに自信がなくいつも GPS

を頼りに登っていた。しかし、今回私に地

図を学ぶチャンスが訪れる。 

地図を渡され、どこを目的にどう向かう

のか地図にコンパスを当て読み取る。不慣

れにコンパスを使い、大沢川沿いの林道を

進み穴の沢方向へ歩く。脇道、沢、川、橋

など真剣に地図と向き合う…実際に見たも

のとリンクし、地図の楽しさを感じる。 

途中、林道から山に入る。そして地図は

等高線が狭くなっているから傾斜が強いと

判断する。尾根と谷を外さず登る道を先読

みする。地図を見ると山頂まで急な斜面、

笹を払い除けながら登る。樹幹には熊の爪

痕が残っている。 

登りきった山頂にはまだ残雪があり、み

んなで三角点を探したが見つけることがで

きなかった。しかし、私の心には地図読み

をしながら登頂できた喜びと達成感があっ

た。 

下山後、不思議と私の頭には地図とコン

パスを合わせた場所の風景が残っている。 

今回、参加し「地図読みは道迷いを防ぐ

だけではなく、地形を知りながら歩くこと

はたくさんの山の楽しみを与えてくれる。」

ということを教えて頂いた。 

これからは、常にコンパスと地図を持ち

次の山に挑戦したいと思う。 

ご指導頂いた日本山岳会岩手支部の皆様、

ＣＬ澤口さん、かわい山岳会のみなさま、

私にとって貴重な一日でした。ありがとう

ございました。 
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羽  山 ・ 羽 黒 山 

599.9m    290.0m 

            

 

 

 

 

5    18 

 

高 橋 慎 一 

 5 月 18 日(土)晴天、午前 8 時 JR 北上線

岩沢駅前に参加者 6 名が集合した。羽山、

羽黒山は月山（583m）とともに和賀三山

としてあがめられている信仰の山である。

月山には 2017 年 6 月例会で登っており、

今回はそれ以来の二山を目指す登山となる。

岩沢地区は標高 161m、古来から秋田への

交通要路であった秀平街道が通じ、かつて

東北有数の銅山として繁栄した水澤鉱山製

錬所があった土地柄でもある。 

 あらかじめ下山口に車 2台を廻しておき

8:40 出発、秋田自動車道の高架橋を渡って

すぐに赤い鳥居をくぐると案内板の立って

いる登山口がある。羽山登山道は 3つある

が、右斜面に取り付く西尾根コースを行く

ことにした。ジグザクを過ぎると旧道と合

流、尾根に出て一気に登ると展望地にでた。

汗を拭き小休止後出発、標高こそ低いがな

かなかの急登の連続である。山頂手前で中

央コースからの道と出会う。9:55 祠が祀ら

れている羽山山頂に着いた。 

早速思い思いのポーズで記念写真に収めた。

北側に展望が開けていて対峙する月山が良

く見え、山座同定をしながら皆で楽しんだ。 

 山頂からは東側の急斜面を下る。地図上

にはないが羽黒山への縦走路となっている。

道は手入れがされていて思ったより歩きや

すかった。5 月の新緑のブナ林を歩くのは

爽やかで、実にすがすがしい気分になる。

メンバーの会話も弾んで響いている。緩や

かな尾根道を行くと東門沢コースからの道

と出会った。かつて修験者が修行に励んだ

道らしいとのこと、かなり険しそうだ。さ

らに小さなアップダウンを繰り返しながら、

足元に注意して進

むと 1 時間ほどで

11:45 羽黒山山頂

に着いた。羽黒山神

社のお社が鎮座し

ていておごそかな雰囲気が感じられた。さ

すがに信仰の厚い山であることがうかがえ

る。ここでゆっくりと各自昼食を摂った。 

 下山は、朽ちた鳥居をくぐり旧和賀スキ

ー場のゲレンデ斜面を山菜（ワラビ）をと

りながら下った。現在はパークゴルフ場と

して整備されているため柵外を遠回りして、

12:45 駐車場に全員無事に到着した。 

岩沢駅に戻る途中、国指定重要文化財で

ある「多聞院伊澤家住宅」と「久那斗神社

里宮」に立ち寄り、パンフレットを頂き見

学することが出来た。「前庭から望む羽山が

一番美しい、絶品です」と管理人が話され

た。きっと修験者も仰ぎ見たであろうその

勇姿は、端正で堂々とした立派な山容であ

った。 

 駅前の広場で滝浦氏お手製のコーヒーを

ごちそうになり反省会、心地よい疲労感に

浸りながら秋の仙人山山行に思いを馳せて

14:00 解散した。お疲れさまでした。 

 

【コースタイム】8:40 岩沢駅出発→ 9:00

登山口→ 9:55 羽山 10:20→ 10:40 東門

沢分岐→ 11:45羽黒山12:20 →12:45駐

車場着→（見学）→ 14:00 駅前解散（山

行約 4時間） 

【参加者 6名】高橋愼一 (幹事記録) 
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平 ヶ 倉 山 

中屋重直、滝浦弘美、澤口 誠、高橋勇一

高橋瑞穂 

 

   

6  22   

   

7  7          阿 部 陽 子 

登った経験がある方なら平ヶ倉山を「た

いがくらやま」と読み、「あ～、雫石の葛根

田」と山の位置へと想い巡らす。私は 2002

年の岩手支部例会山行で登っていたが、な

にしろ 17年前のこと、難儀したヤブも今で

はケセラセラ、すっかり記憶も薄れた。 

「山の日制定」から３年目の令和元年８

月、岩手支部では「山の公開講座第三回・

読図講習会」を一般公募で実施する。10日

は地図に関する座学を、11日は兜明神岳周

辺で読図しながらの実践登山、という計画

である。そこで本年度の山行目標は、会員

ひとり一人が地形図を読み、進むべき方向

を定め、かつ判断違いを修正できる能力を

身につけることにあった。 

平ヶ倉山はヤブ山である。取りつきこそ

鉄塔巡視路を活用するものの、ヤブ漕ぎも

あれば崩落個所もある。平坦な山頂・見つ

けにくい三角点・地図で読み切れないバリ

エーションが混在するなど、さまざまな判

断能力が求められる。果たして千沼ヶ原の

登山道へ自らを安全にナビゲーションでき

るか、講習会目前の練習には打ってつけの

エリアであった。 

６月 22日、いざ出発のはずだった。とこ

ろが…である。幹事の下見をよそに、低気

圧が居すわって雨・雨・雨…、７人全員が

葛根田の駐車場に集合したものの、止む無

く中止。講習会の下準備とチラシを配布し

て解散せざるを得なかった。 

７月７日は終日晴れ、３人で平ヶ倉山に

チャレンジした。平ヶ倉山へは、葛根田川

へそそぐ南白沢の広場からスタートする。

治山ダムを一つ越え、東北電力葛根田地熱

線の黄色い看板「↑７→６」より鉄塔７→

８→９の巡視路をたどるが、鉄塔９番から

送電線と分かれ、いよいよヤブに突入だ。

コンパスを南南西 190度方向にセット。崩

落をくりかえす赤茶の地肌が痛々しい。崖

の縁を意識しつつヤブ尾根を登ると、１時

間強で崩落地点を見下ろすポイントに立つ。 

「平」は平坦の意味で、「倉」は崖のこと

だから、この二文字を合体すれば「平らか

な山頂」「崖のある山」と読み解けよう。し

かし、平ヶ倉の「崖」は並みではない。山

頂直下からスカート状に崩れた北面が、均

衡のとれた二等辺三角形を形成し、まるで

巨大な恐竜のように立ちあがる。私は秘か

に「サンカクザウルス葛根田」と命名し、

眺めるたびに地球のエナジーを実感してき

た。広い山頂ではＧＰＳを頼りに三等三角

点へ到達できたが、スタート地点から２時

間 30分を要した。 

ネマガリタケが密集する広い山頂には、

クマが毎日登ってきているようだった。そ

こら辺じゅうに剥いた皮が放置されている。

４,５本抜いては食べ、数歩進んでまた食べ

るくり返し、糞までタケノコだ。今だって

茂みの奥で、人間が退くときをジーッと待

っているに違いないのだ。 

山頂で長居は無用。コンパスを真南にあ

わせ、次の目標地である鞍部へ下ったが、

ここまでは一応順調だったといえよう。こ

こから進むべき選択肢は二つ。どちらも千

沼ヶ原のルートに合流するが、このまま南

へヤブ尾根を登るか、もしくは東へトラバ

ースする方法をとるか、迷った。我々は高

度差が少ない東 250ｍのタケノコジャング

ルへ突入したのだった。 

だが、この判断は甘かった。下方に流れ

たネマガリタケが行く手を阻み、いっこう

に前進させてくれない。あげく地形図で読

み取れなかった沢が３本出現したのだ。ク
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マも横断しないか？壁にクマ手一つ残し、

別の斜面へ移動したらしかった。三番目の

沢 

を這い上がるとすぐ千沼ヶ原ルートに当たっ 

た。あ～ッ、登山道は天国だ。楽ちん！ 

２万５千分の１の地形図における等高線

は、標高差 10ｍに１本を引く。この 10ｍの

標高差に地形の何が隠されているか、危険

に遭遇して初めて判るようでは情けない。

スマホやＧＰＳ(全地球測位システム)を駆

使する昨今ではあるが、地形の微妙な起伏

は、動物的感覚で見通したいものである。 

待ってろよ！ 高檜能。７月 20日も地形

図とコンパスを携え、ヤブを漕ぐ。 

 

 

 

        

8   1 ～ 3 

 

中屋重直 

参加：阿部と私の２名（1名がキャンセル） 

① 知内丸山（605ｍ） 

初日は大千軒岳の予定だったが、唯一の林

道に倒木があり登山口に進めず、隣町の一等

三角点の山に変更した。 

② 2 日目 渡島駒ヶ岳 正面の馬ノ背（902

ｍ）までを往復 

③ ３日目 森町ルートの砂原岳（1113ｍ）

と西円山（540ｍ）を登った。 

 

 猛暑の連日だったので寄り道もしなかった。

盛岡から新幹線は2時間で北海道最初の駅Ｊ

Ｒ木古内に着く。私はこれが最も楽な津軽海

峡越え手段だと思う。 

写真はバックが砂原岳の岩峰 

 

 

 

 

 

日時 平成 31年 2月 16日㈯～17日㈰ 

場所 講義 安藤百福記念自然体験活動 

指導者養成センター 

     実技 高峰高原・水ノ塔山 

協力 公益財団法人 安藤スポー 

ツ・食文化振興財団 

初日は長野県小諸市の安藤百福記念自然体

験活動指導者養成センターで座学、二日目は

水ノ塔山で実技講習という内容でした。 

 座学では長野県警察山岳救助隊の隊員の方

から山岳遭難の現状や、富山県立カルデラ砂

防博物館の方による登山における積雪と雪崩

の基礎知識などを学びました。雪崩について

は正直、専門的過ぎて難しいと感じました

(-_-;)。 

 実技講習はアサマ 2000 パークスキー場か

ら水ノ塔山へ登り実技講習を行う予定でした

が、積雪不足で尾根に上がると講習が出来な

いおそれがあったためスキー場のリフト乗り

場周辺での実技講習となりました。雪崩対応

のための弱層テストや雪山でのビバーク時に

有効なスノーマウント（かまくら）の作り方、

負傷者の雪上搬送の方法などを学びました。 

８ 月 例 会 

｢北海道函館周辺の山｣の短報 

                    

日本山岳会支部事業委員会 

第８回 登山教室指導者養成講習会 

高 橋 勇 一  
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 今回の講習会は限られた時間の中で行われ

ましたが、もっと時間をかけてより深く学び

たいと感じました。私にとってはもっと学び

たいと思えたことが一番の収穫だった。今回

の講習で学んだことをこれからの登山に活か

し、安全登山に努めていきたいと思います。 

 

   

   7   20   

 

阿 部 陽 子 

高檜能山は、奥州市の胆沢若柳と衣川の

境に位置する深山である。文字の並びをそ

のまま解釈すると「高くてヒノキが生えた

能ある山」となる。青森ならヒバと呼び珍

重されるが、岩手で見かけるのはヒノキ科

のアスナロヒノキとかクロベを指す。果た

して高檜能山のどの辺りに、この針葉常緑

樹が生えているか、興味しんしんであった。 

高檜能山は正真正銘のヤブ山である。登

山口も無ければ登山ルートも無い。奥州湖

の猿岩橋を渡り、胆沢から衣川に抜ける林

道を10㎞南進してやっと標高570ｍの取り

つきに近づく。だがこの林道、分岐がやや

こしくて思いのほか時間を労した。 

７月 20日の例会山行で、地形図とコンパ

スを駆使しながら高檜能山のヤブを漕いだ。

山行目的は、８月「山の日」に実施する読

図講習会の最終シュミレイションである。

リーダーが高橋勇一、指導は澤口誠、中間

に齋藤忠利・高橋瑞穂、赤布ぶらさげ隊と

して阿部陽子・中屋重直・滝浦弘美が連な

り、手前味噌ながら「七人のサムライ」気

分で進む。 

山の取りつきを沢と崖のすき間に決め、

地図とコンパスで最初の目的地を 791とし、

いざ高檜能山に向かってゴーだ。最初はス

ギの造林地を登り、次にブナとネマガリタ 

ケの急斜面を突破。791 にてコンパスを山

頂に修正する。そこから比較的なだらかな

ヤ 

ブ尾根を進むと、下りがけにヒノキと思し

き樹木が現れた。防腐・消臭・防カビに優

れた能力を発揮するヒノキチオール。濃い

ミドリ葉の気孔から、ブナと一味違う森の

香りを発散しているという。ヒノキの精油

を浴びれば、ちょっぴり若返るかも？と、

想像しつつ鞍部へ。 

カツラの巨木が数本ある広い鞍部からツ

ツジの痩せ尾根を登ると、山頂直下の崖崩

れに導かれる。12年前の岩手・宮城地震の

爪痕だろうか。強烈な揺さぶりで東斜面が

数百メートル、衣川方向へ瞬時に崩れ落ち

たらしい。巨岩むき出しの怖しい光景だっ

た。以前あったとされる「祠」は崩壊に巻

きこまれたのか、どこにも見当たらない。

三等三角点は今のところ無事だが、地割れ

のような深い溝ができていたので、三角点

もまた祠と同じ運命と思う。 

衣川の名称は「高檜能山五輪上の谷に舞

い降りた天女が、天の羽衣を乾かした」の

伝説に由来するという。さらに「眉」の高

眉山(678.5ｍ)と「媚びる」の媚山(ｺﾋﾞﾔﾏ

683.9ｍ)がある。一帯を天上の女人にまつ

わる気品のゾーンとイメージするならば、

山 名

や 地

名 に

ほ の

か な

芳 香

が 匂

いたつ。さて、天女の香りとはアスナロヒ

ノキのことか？クロベ(黒檜)？あるいは岩

手で言うところの方言、ネジコか？ 

当日いきなりリーダーを仰せつかった勇

一さん！お疲れさま。高檜能山の経験は、

令和元年の山の日に実施する「読図講習会」

高檜能山（926.9ｍ）
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入 会 御 挨 拶 

会員番号 16435  高  橋  勇  一 

に必ず活かされるはずである。チーム力を

発揮した七人のサムライに感謝したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 平成30年12月に入会しました高橋勇一

（たかはしゆういち）と申します。 

昭和 52 年 9 月生まれ、出身は盛岡市（旧

玉山村）です。私が住んでいる渋民地区か

らは東に姫神山、西に岩手山を望むことが

でき山を身近に感じながら育ちました。 

 人生初めての登山は、小学校 4年生での

遠足でした。それは小学校から歩いて姫神

山まで行き、また歩いて帰ってくるという

ものでした。自宅から小学校そして登山口

までの距離が、片道およそ 10 ㎞、いま思

えば、とんでもない事をさせる小学校だっ

たと思います。ですが、自宅から姫神山を

眺めた時に「あそこまで歩いて登って、そ

して帰ってきたんだ⁉」と強烈に思ったこと

を、今でもはっきりと覚えています。その

時の体験があったからこそ、いまの私があ

るのだと思います。 

 中学、高校、学生時代にはバレーボール

に勤しみ、山に登ることが無いまま社会人

となりましたが、今から 6年ほど前に冬の

姫神山に登ってみようと思い立ち、登った

ことから登山にハマってしまいました。 

 日本山岳会には縁に恵まれて入会する事

ができました。ある方が日本山岳会への入

会を勧めてくださり、また支部長の阿部陽

子さんに出会う機会を作ってくれたことで

入会する事が出来ました。 

 今年の 4 月には、「かわい山岳会」へ

も入会し活動範囲が広がりましたが、例会

山行への参加や県山協などの講習会に参加

し、たくさんの経験を積んで色々な事を学

びたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

        編 集 後 記 

 区界高原少年自然の家で救急救命法を学

んだのは何年前であろうか。生徒を引率し

て山に入る者にとって、救急技術は必要不

可欠であるといわれるようになり、2泊 3

日の合宿。最後に行われるテストに合格し

なければ修了証が受けられないとあって必

死だった。当時は人工呼吸までで、心臓マ

ッサージや AEDは導入されていなかった。

それから４０年余り、この技術を直接使用

する場面に巡り会わなかったことは私にと

っては幸いであったといえよう。 

 久し振りの自然の家は、青少年の家らし

い立派な施設となっていた。そして何より

若い女性の参加で会場は笑顔と笑い声で満

たされた。かつての山男軍団から、このと

ころ華やいだ雰囲気が醸し出されるように

なった。宿舎に限らず、兜山頂でもかぶと

広場でも‥‥、その清々しさについカメラ

を向けた、と言っていいだろう。 

 支部通信紙面も、同じように清新な内容

へと進化していかなければならない。が、

動脈硬化症の編集子の頭脳ではなかなか応

えきれない。幸い、支部長のコラムで少し

支部長のひとり言 ① 

「岩手山の小屋管理当番」 

９月７～８日はムシムシした熱い２日間 

だった。岩手山の小屋管理当番である。(幹 

亊)澤口誠の指揮で、高橋勇一、高橋瑞穂、 

森美枝子、阿部陽子、青森支部の須々田秀 

美の総勢６名が、普及部指定の物品や酒・ 

薪、我々の食材を汗だくだくで担ぎ上げた。 

なんと森会員は販売部門で歴代一位を獲 

得。夜は、かわい山岳会や山友応援隊も 

参入して飲み笑い、20時まで盛り上がった。 

支部長は若い会員のパワーに驚愕！脱帽！ 
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紙面が潤った。このような原稿がどしどし

寄せられることを願ってやまない。 

 公益法人として、山の日に開催した読図

講座は、一般人に働きかけた今年度最大の

行事なので、本誌でもこれを特集した。講

座に参加できなかった会員の皆さんに、そ

の片鱗でも味わって頂きたいと思いながら。 
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