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県山協の皆さんとともに 

岩手山八合目避難小屋管理 

澤 口  誠 

 

２０１９．０４．２７（土） 夏 季 切 り 替 え  

岩手山八合目避難小屋の小屋開け作業をし

てきました。 作業当日は前日からの雪で登山

口から積雪有り。東屋で食料をみんなで分け

て運びます。 

久しぶりの岩手山！ 良い山ですね！ 一合

目辺りから積雪も増えてきます。 

この時期は積雪によりほぼ直登。重い背中

の荷物＆軽くラッセルで息があがります。 そ

れでも県山協の方々は健脚。 八合目避難小屋

が見えてくると一安心。ん？？ 煙突の先っぽ

が無い・・・ソーラーパネルも二枚落ちてる・・・ 

中に入り、冬季用の扉を外し小屋の中の空気

を入れ替えます。 ストーブを設置して薪を焚

き夜に備えます。 この日は県山協の方々で貸

切。明日の作業に備え早めに就寝。 ご来光前

に奇跡的に起きれたのでさっそく山頂へ。 少

しガスってたがブロッケンも見れたし。幻想

的な世界が見れた。 小屋に戻り、掃除や毛布

の移動などして作業終了。 もう一泊の先輩方

の声に、うなずく。 

２０１９．０４．２８（日） 日曜日は天気

も良く沢山の方々が登ってきた。 この日も二

泊した県山協の４人の貸切。 素晴らしい天気

の中一日を過ごす。そして、もう一泊の先輩方

の声に、うなずく。 

２０１９．０４．２９（月） 朝は寝坊し、

小屋から

日の出を

見る。 

青空に誘

われるよ

うに山頂

へ。 素晴

らしい… 何処を見ても素晴らしい景色。岩手

山はやはり凄い！！ 小屋に戻り掃除して下

山。もう一晩泊まりたかったが下山。 途中、

山友や所属山岳会の女子達とすれ違う。今年

も無事小屋切り替え完了。 

【ＪＡＣ参加者１名】 澤口 誠 

 

２０１９．０６．０8（土）  歩  荷 

今年も岩手山歩荷大将に参加してきました。 

日本山岳会岩手支部からの参加は 4 名+ナイ

トハイク 1名。 馬返し駐車場に着くと土砂降

りの雨…あちゃ… 背負子とザック用意しま

したが、雨の強さに背負子は断念。 

東屋に用意された約１トンの荷物をザック

に詰め込むだけ詰め込んでスタート。 

今回私はビール 350㍑ 2箱と焼酎三本！！ 

４合目辺りまで土砂降りの雨。転ばぬように

慎重に。 その先はガス。六合目辺りから濡れ

た体で寒くなる。 高橋勇一君と無事八合目避

難小屋到着。 昨年より軽かったが今年はこん

なもんでしょう！ 後から初参加の岩手支部

の高橋瑞穂さん到着。結果、女子の部初参加で

優勝！！ 素晴らしい！！ 

 

 ２０１９．０６．０９（日） 日の出に間に合

うように 3時には起床。 綺麗な朝焼けを楽し

む事が出来ました。 帰りは使用済み毛布を下

ろして無事終了。 全ては岩手山登山者の為！ 

参加の皆様お疲れ様でした！！  

【ＪＡＣ参加者 5 名】 澤口 誠、高橋勇一 

阿部陽子、高橋瑞穂、中村龍太郎 
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支部長のひとり言 ②  

   

 高橋瑞穂さんが、26.7㎏を担ぎ上げ、 

めでたく令和元年の「ボッカ大将」女子

１位を獲得しました。６月８日はあいに

く雨降りでしたが、カメ歩きでジリジリ

高度をかせぎ、７合目あたりで同じく上

位を狙う北上山岳会の女史とデットヒー

ト。瑞穂さんは「100グラムの差で負けた

くない」と根性をみせ、あっぱれ！ 2位

と４㎏の差をつけて賞品の大コッヘルを

獲得しました。 

 

２０１９．０９．07（土）  小 屋 当 番 

令和になって初の山小屋当番。 

事前に県山協の山口さんに荷揚げ物を確認。 

煙突の頭やカップラーメンや自分たちの食事

を手分けして荷揚げる。 

この日天気も良く朝から暑い・・・ 

みんなバテながらも八合目避難小屋に到着。 

暗くなるまで物販。その後交流会。 

沢山の仲間達が小屋泊まりに来てくれた。 

２０１９．０９．０８（日） 御来光を山頂か

ら見て小屋に戻り物販などのお手伝い。天気

も良いので小屋前にロープを張り毛布も干す。 

聞けばＪＡＣが手伝った二日間が今年一年、

一番の売り上げだった事を知る。 

素晴らしい！！ 

参加の皆様来年も宜しくお願いします。 

【参加者 8 名】 JAC会員６、お手伝い 2 

 澤 口  誠、高橋 勇一、阿部 陽子 

高橋 瑞穂、森 美枝子、須々田秀美 

お手伝い  藤井亜紀子、床尾  明子 

 

2019．10．26（土）  小 屋 閉 め 

岩手山の八合目避難小屋の冬季小屋切替作

業へ。ＪＡＣからは高橋勇一君と私。 

作業に携わる方々の食材を東屋で分担してみ

んなで荷揚げします。 すっかり落ち葉ロード

の岩手山。 六合目辺りからは寒くなってきま

す。 小屋につき昼飯食べたら作業開始。 ＪＡ

Ｃはトイレ掃除担当。ピカピカになるまで綺

麗にしてきました！ 水を落として外トイレ

は閉鎖。その他ちょこちょことお手伝いして

１日目終了。 

 夜はお待

ちかねの

大宴会！

美味しい

料理に美

味しいお

酒！ 最高

です！ 

 夜は表彰式。今年の薪歩荷重量 NO.1を頂き

ました。 来年も頑張ります！ 

２０１９．１０.２７（日） 朝方は爆風の音

で目覚めます。 小屋もドスンと揺れてるよ

うな・・・ ガスも出ていたのでご来光はや

めて小屋で静かに二度寝。 ２日目は外の薪

を中に入れたり、冬季入り口の準備、毛布の

移動などなど・・・ 最後に薪ストーブを片

付けて終了。 今年は靴を履いたままトイレ

にはいれます(アイゼンは外してください)。   

来年も岩手山登山者の為、色々とお手伝い

頑張ります。 

【ＪＡＣ参加者 2 名】澤口 誠、高橋 勇一 
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９ 月 例 会 

  仙 人 山 882.2m 

               遠 藤 征 彦 

期  日   令和元年９月 21 日（土） 

場  所   北上市和賀町・西和賀町  

 

 当初計画は 10 月でした

が、いろいろあって９月に

設定変更となりました。会

員６名に加えて、入会希望   仙 人 山 遠 景 

の一般参加３名の９名で、天候にも恵まれ山

行は無事達成できました。 

実は、７月上旬に藪山仲間３名で下見登山

をしましたが、地元岩沢集落の皆さんによる

下草刈りが行われており、心配されていた下

山路も迷うことなく歩けたということ。 

 集合場所、北上線岩沢駅前で顔合わせの後、

下山口水沢林道ゲート前に

車を置き、残りの車に乗り合

わせ仙人登山口へ、計画より

少し早めに登山開始です。登

山口には車があり、先客が居るようです。 

最初は、古の秀衡街道跡を歩き巨木ウバ杉

側を通り久那斗神社に到着、一息を入れます。

今回は下見で休憩ポイント（ビューポイント）

を決めていましたので、ポイントごとの休憩

を入れ最後までトップを勤めることとしまし

た。久那斗神社は古の仙人峠分岐ともなって

おり、いつかこの先も歩いてみたいものです。 

 ここからは、尾根筋の気持ち良い林間歩き

となり、最後は急登でしたが地図上の 705ｍ

尾根突端に到着しました。東面が開け、風通し

も良く休憩にはもってこいの場所です。小休

止の後、更に尾根道を歩き、下山口となる岩沢

コース分岐点に到着、先行パーテイが休憩中

でした。ここも東側が開けて気持良い場所で

すが、一息後頂上を目指します。２等三角点の

ある頂上には 15 分ほどで到着、残念ながら灌

木に遮られ展望は良くありません。集合写真 

撮影後岩沢コース分岐に戻り、昼食です。 

仙 人 山 頂 上 

下山は、林間の急坂ですが道は明瞭で迷う

所はありません。昔の鉱山の名残が現れ、稲荷

抗跡分岐に到着、ここを探索後間もなく林道

出合に到着、山道はここで終りです。水沢鉱山

遺稿を巡りながらの林道歩きとなり、この先

にある神社を探索後、最後の集合写真撮影を

しました。     

後は、各自思い思

いのペースでの林道

歩き 50 分ほどで、

ゲート口に到着で

す。車回収に一寸したハプニングはありまし

たが、ほぼ予定とおりの時間で岩沢駅に全員

集合できました。簡単な反省会後解散としま

したが、齋藤さんには車回収に２往復のお手

数をかけ申し訳ありませんでした。 

 改めて、和賀周辺の歴史ある里山の魅力、

「和賀三山」「秀衡街道」「数多い鉱山跡」等々

を満喫できた里山歩きでした。 

「コースタイム」 

8;15 岩沢駅出発、下山口に車回送、仙人登山口に移動 

8:35 仙人登山口出発－山頂11:15着（途中３回休憩） 

11:30 山頂発‐11:45 水沢鉱山コース下山口分岐で昼食 

12:20 下山口発‐13:25 林道出合着（稲荷坑跡探索含む） 

14:50 ゲート着（鉱山遺稿、水沢鉱山鎮守の神社？探索等） 

15:20  岩沢駅全員集合（仙人登山口車回収など） 

15:30 簡単な反省会？後解散 

【参加者 9名】 幹事：遠藤征彦 

会員：齋藤忠利、阿部陽子、中屋重直、高橋勇一、森美枝子 

一般：熊谷加奈子（後日入会）、今野洋介、齋藤望美 
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１ ０ 月 例 会 

 堺  ノ  神  岳 1319ｍ 

                  阿 部 陽 子 

期 日 令和元年 10 月 26 日(土) 

場 所  宮古市・岩泉町  

10月の例会は「堺ノ神岳」である。とこ

ろが台風19号で宮古方面が豪雨の被害に見

舞われ、その後も台風の余波が続き、実施日

の 10月 26日(土)は、明け方から雨、小雨、

雨。幹事の盛合さんは、登山計画から下見ま

で準備万端に進めていたが、地域での被害

状況に即対応すべく自宅待機となり不参加、

急きょ私がリーダー役を仰せつかった。公

益事業Ａということで一般参加者を加え、

総勢 16名の予定だったが、台風による辞退

者があり９名で登った。 

「堺ノ神岳・兜明神岳・峠ノ神山」がそろ

って下閉伊の三明神だ。頂上に里の安寧を

みまもる小さな祠を祀り、三山参りを行う

など明神信仰が盛んな時代があったという。

とりわけ国道 455 号は野田村や普代村・田

野畑村から、海産物や塩・鉄を送り出し、盛

岡城下より米穀や雑穀を運んだ「牛方の道」

「塩の道」として知られており、交易の名残

が、切牛・萩牛・大牛内などの地名に読みと

れる。 

登山者もそうだが牛方もまた、腹痛・下

痢・高熱・風邪などの「病」は大敵だった。

街道の村々では「流行病」の侵入を恐れたし、

クマや狼も危険極まりない動物である。空

に災いをもたらし、地を這う邪悪なる有象

無象は、何が何でも阻止しなければならな

い。ここでは明神さまの威力・眼力が必要な

のだ。 

広大な大地の北上山地にあって、標高

1300ｍを超す頂はそれほど多くはない。東

側に位置する峠の神山(1229ｍ)から眺めた

ところ、肩を大きく張りだす堺ノ神岳には、

北上山地を睥睨する神の威厳さえ感じられ

た。 

和井内放牧地・中洞牧場・新里牧場・亀ヶ

森牧場など高地に切り拓いた牛の放牧地が

周辺に点在。私が十年前に登ったときは、倒

れた牧柵沿いに害鷹森から目差していたが、

今回は岩泉側の大川コースを登る計画であ

る。 

国道 106 号から八戸川内大規模林道を夏

屋集落経由で岩泉町大川に下り、町民バス

停川崎口の橋を渡って、看板に従いつつ標

高 1000ｍの登山口まで進む。今でも牛の放

牧が行われているため、生きた林道があっ

て助かるけれど、春先はぐちゃぐちゃの泥

道に難儀し、秋は秋で、牛を牛舎にもどす大

型運搬車のすれ違いに肝を冷やす。 

登山口から穏やかな斜面を牛歩で歩く。

浦子内沢から登った路と合流する場所に牛

監視小屋の残骸があり、やがて朽ちかけた

赤い大鳥居に至る。鳥居の奥はいよいよ明

神様の領域だ。三等三角点を設置した岩峰

の頂には、権現様を納めた祠と宝剣のほか、

「明神の眼」とおぼしき岩が鎮座している。

惜しいことに北上高地はガスの中だ。 

 

さて、今度こそは快晴の１日を選んで登

ろうと、５日後に滝浦さんと齋藤(忠)さん

を誘い、害鷹森経由で登った。 

「かわい木の博物館」の解説によると、夏

屋川上流域の害鷹森の西～南斜面は、古く

から粗放な放牧利用による風衝荒廃地であ
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ったという。おまけに小雪・寒冷・強風の自

然状況が厳しい。ところが近年、地道な治山

工事によりカラマツが育ち、ふかふかの小

路を歩くことができた。 

堺ノ神岳の眺望はどんなかって？ 山並

みが大海原のように連綿と続く。十二神山

の先は太平洋。南西の早池峰山がぐっぐっ

と迫る。天空からパラパラ降るメロディー。

北上高地を隅々まで俯瞰する堺ノ神岳は、

大地の安寧を約束する明神様の目力そのも

のに違いなかった。 

渡邊さんは、「東の宮古市側から堺ノ神沢

沿いに登ったことがありました」「ありゃ騙

されたんですね、きっと」と面白く可笑しく

おっしゃる。見れば雄鹿戸トンネル入口に

長い沢の取り付きがある。そう、私もチャレ

ンジする気にはなれなかった。なお、堺ノ神

岳の三等三角点の点名は「明神」。トンネル

側の 742.4ｍが点名「堺ノ神」である。 

【参加者 ９名】 

(幹事) 盛合敏男・阿部陽子・(講師)渡邊博厚

高橋瑞穂・森美枝子・熊谷加奈子・谷藤康子

高橋万見子・新川正治・(一般)柳渡広子 

〔二回目〕阿部陽子・滝浦弘美・齋藤忠利 

 

*  ** *** ****** *** **  * 

 

堺 ノ 神 岳 (１319ｍ) の 話  

                渡 邊 博 厚 

１０月例会堺の神岳に参加した。何十年か

振りに登ってこの山の昔のことを思い出した

ので今のことなども含めて書いてみました。 

 宮古からなら車を走らせ１０６号茂市バス

停付近から北西に小さいが尖ったこの山の姿

を眺めると嬉しくなる。若い頃にこの山の泊

まり場（堺ヶ原）と呼ばれた草原から見えた山

頂の奇怪な岩峰がすぐに思い浮かぶのです。

ピラミッダルなその姿は実に印象的で一度見

たら忘れられない。山頂は宮古市和井内と岩

泉町大川の境界をなしてソウシカンバやブナ

の林の中にスッと鎮座している。 

 その昔、和井内と大川の村人たちがお互い

にこの山の神様を『おらほうの山の神様だあ

が』と言い争ったそうだ。その時に村の長老た

ちが『明神様はどつらのほうの神様だあべ』と

尋ねたそうだ。するとこの明神様の山頂が和

井内側（東へ）の方にお辞儀をするように大き

く傾いたそうだ。それからは和井内側の明神

様として祭られるようになったとか。 

 ちなみに、この山を和井内では兜明神さま

と呼んでいると地元の大森茂さんは話してく

れた。兜明神といえば同じ宮古市区界にある

兜明神嶽１００５㍍ が有名ではあるけれども。大

森さんの話しではなんでも区界のは男の神様

で和井内は女の神さまなそうでどちらも大切

な兜明神様ですと話してくれた。区界の神様

はとても目立つ場所から街道を見守る駒形の

神様で、和井内の神様は奥山からひっそりと

しかも上品に頭を少し傾げて人々を見守って

いる火防の神様なそうな。 

 私は昭和３５年４月がこの山との最初の出

会いでした。現代は廃線となった国鉄岩泉線

いや若しかすると小本線だったかも知れない

が押角駅がスタートだった。駅員はいつも一

人だけで皆が駅長さんと呼んでいた。ホーム

を出るとすぐに狭い橋を渡った、これはま

だ刈屋川だ。１㌔程歩き線路を越すと堺ノ

神沢に入る。この沢沿いの道は長くて時間

は掛かったが途中にとても立派な滝があっ

ていつも一休み出来たので大概は此処から

登った。 

和井内の方々は昔からスゲンノ（菅野）から

西向かいの沢へ、そして尾根伝いに牛を何頭

もたくさん連れて冷水平を中心とする放牧

場へと牛を上げたそうだ。私も草原の尾根

に出るとたびたび牛の集団に出交して驚か

されました。昔のこの山はそんな地元の人

達と宮古からでも年にほんの少しの登山者
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しか行かない静かな山でした。山で聞こ

えるのは昼に親牛の鳴き声と滅多には無

いけれど夜に熊にいがまれたときの小牛

の哀れな鳴き声位なものです。 

 終戦後の一時期、現在の安庭ノ沢鉱泉

から安庭沢沿いに遡ると上流２㌔程の辺

りに和井内小学校安庭分校が建っていて

学校の周りには賑やかな子供たちの声が

聞こえていた。ほとんどが他所から来た

炭焼き出稼ぎの子供達だった。炭焼窯の

近くに住んでこの分校に通っていたのだ

った。この付近の山はナラ山で良炭が産

出され和井内駅には貯炭倉庫もあったと

か。分校は昭和３２年閉校されてしまい

一時の賑わいは消えた。私が昭和３６年

秋、泊まり場に一泊し上松森、害鷹森を

経てこの沢を下った時には学校跡も窯跡

も何も残っていなかった。今、和井内に

は炭焼き窯は一つも無く、刈屋でも一窯

だけになったとか。放牧は堺ノ神岳へは

大川方面からだけに成り和井内からは岩

穴やトッカ（戸塚）地区の何頭かの牛を

源兵衛平に上げてるだけなそうだ。牛が

消えて放牧場だった草原ではクマザサと

ソウシカンバの林が勢いを増した。泊ま

り場から見る山頂の景色が別の場所のよ

うに変わってしまった。昔、草原で牛にい

がんでいた熊も相手がいなくなり、登山者

用の立札が新しくなる度に破壊し鬱憤を晴

らしているようだ。 

写  真 

６０年前の泊まり

場（堺ヶ原）からの

堺の神山です。山頂

すぐ下左の残雪の

付近が鳥居の場所。 

左手のソウシカン

バの奥に樺の小屋

と呼んだ牛番小屋

がありました。 

準会員満期除隊？ の挨拶 

                   遠 藤 征 彦 

  仙人山登山報告の最後に本来であれば、

「またどこかで、支部山行でご一緒しまし

ょう。」と書きたいところですがそれはかな

いません。私、2020 年３月末をもって、日

本山岳会準会員を退会することにしました。 

 準会員制度の発足とともに、阿部支部長・

中屋会員（当時）のお勧めにより入会を決

めました。準会員制度発足の狙いとして、

減少傾向にある会員増加と若返りがあった

と理解しましたが、平均年齢を引き上げる

こととなますし、会則などに縛られること

は真っ平ご免の立場を貫いてきましたから、

すんなりと入会を決めたわけでもありませ

んでした。 

 それでも、阿部支部長が進めてきている、

里山・ヤブ山への取り組みには前々から共

感していましたし、ヤブ山の経験からお手

伝い出来ることもあろうかとも考え、また

準会員年限も３年で、その頃は年齢的にも

引き時かも知れないと入会を決めました。

会員番号「A0010」も気に入っていました。 

 入会後は、時間の許される限り、私の未

踏の山や歩いていないコースなど参加させ

ていただき、更には新しい山好きの方々と

の出会もありました。ありがとうございま

した。 

 あちこち、身体にガタがきていることを

感じますが、もう少し山歩きを続けること

が出来そうで、他人に迷惑をかけることの

ないことを第一に、リタイア組も増えてい

ますが旧知の山仲間などと、気楽な山歩き

を続けたいと思います。 

 日本山岳会岩手支部の将来については、

若い入会者の増加など全く心配ないと確信

しています。皆さん、お元気で・・・。 

           （令和２年 2 月） 
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1 2 月 例 会 

 山行 御在所山 忘年会 前川 

 

 畠  登 

期  日 令和元年 12 月 14～ 15 日 (日 ) 

場  所 釜石市鵜住居町  

 

令和元年の忘年山行は、この日新装なった

釜石市体育館集合で開始された。 

御在所山（462m）には、5 月中頃に自分と西村

さん中屋さんと三人で、下見をかねて登山口

の確認に行きました。また台風 19 号で釜石

に被害が出たので、11月に道路の確認に行き

ました。 

令和元年最初の岩手支部忘年会を１２月

１４～１５日、釜石市鵜住居町の民宿「前川」

で開きました。この鵜住居町はラクビーワー

ルドカップ２０１９大会１２会場の一つ。釜

石鵜住居復興スタジアムでフィジー対ウルグ

アイの試合があり、自分も一生に一回のチャ

ンスなので見に行きました。会場では外国人

の沢山の顔もあり、三周のウエーブも体験し

ました。 

 民宿「前川」の前の海岸は自分たちが小中

学校時代の海水浴やキャンプ場所で、砂浜は

広く松林のある根浜海岸で賑わいがありま

した。 

 今年の忘年会には多くの新人会員の参加

があり民宿の主人は定置網の網元でもあり海

の幸がたくさん有りました。いろんな飲み物、

手料理の差し入れがあり、酒も進み会話も弾

み、大いに盛り上がりました。 

【参加者 20 名】 幹事： 畠 登 

大友厚夫、阿部陽子、中屋重直、高橋時夫 

高橋慎一、熊谷英雄、菅原敏夫、滝浦弘美 

熊谷敬子、森美恵子。齋藤忠利、遠藤正子 

高橋勇一、今田 実、熊谷加奈子 

〈山行のみ参加〉澤口 誠、澤野沙織 

〈忘年会のみ参加〉高橋 耕、西村幸雄 

御在所山頂上‥‥三角点を囲んで 

巨 岩 

鵜住居 

      

盛り上がる宴会の途中で‥‥パチリ 

462.0m 民 宿 

朝 食 膳 旅館で‥‥委員会 
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1 2 月 例 会 

北上市「夏油高原スキー場」にて 

大 友 厚 夫 

期  日   令和元年 12 月 22 日（日） 

場  所   夏油・ゲレンデコース  

 

 今年は県内各スキー場、雪不足でシーズン

インしましたので１２月例会の開催を心配し

ていましたが、夏油高原スキー場は何か滑 

るには充分な積雪量になり、ほっとしまし

た。今回は私の所属している大船渡市のスキ

ー倶楽部「シーフロイデ」と同行させて頂

き、新準会員新川正治氏を含め山岳会７名、

シーフロイデ５名の計１２名での山行でし

た。参加人数も多く天候はまずまず、雪質も

よく楽しい１日でした。 

 午前中はシーフロイデメンバーでインスト

ラクター佐藤由喜子さんに指導をお願いし、

初滑りの足慣らしを兼ねてレッスンを受けま

した。新川さんのファットスキー、鴇田さん

のテレマークスキーの滑走技術には驚きまし

た。全員怪我もなく無事１日を終え、3時頃

に解散しました。 

その

後入畑

温泉に

てシー

フロイ

デ初滑

り懇親

会。阿部さん、新川さん、西村さん、畠さ

ん、佐藤由喜子さん、大友さんも参加して大

いに盛り上がり親交を深めました。 

初めての幹事役でしたが何かと皆さんのご協

力のおかげで無難に終えることができ、ほっ

としております。 

【参加者 11 名】 幹事：大友厚夫 

鴇田正俊、阿部陽子、滝浦弘美、畠 登 

西村幸雄、新川正治。シーフロイデ 5 名 

       入 会 ご 挨 拶 

    老 い て も 山 に 登 ろ う          

         A0228 幅下信一 (花巻市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３１年 4 月に準会員として、入会しま

した幅下信一です。入会の動機は、3 月まで地

元有志の「山の会」に入っていましたが、会員

の高齢化に伴い 3 月末で解散しました。その

山の会の山行のバス運転手だった熊谷英雄さ

んの紹介で入会した次第です。 

 家内からは、日本百名山にも登ったことだ

し、また年齢（76歳)的なこともあり、いま

さら「山の会」に入会しなくてもよいのでは

ないかと言われましたが、年齢的に見てもあ

と数年の山行だろうと県内の登った事のない

山に何回か行ければ良いかなと思い簡単に考

えて入会したところです。 

 昨年までは、自分達と娘夫婦孫達 3 人の食

べる野菜と米を作るため畑と田圃を耕してい

ましたが、稲作を止め農機具類を処分し、余

暇にグランドゴルフに挑戦することにしまし

た。 

入会後、最初の山行(4 月)「貝吹岳」に同行

させていただきましたが、運悪くその時の下

りで右足の膝をひねってしまいました。その

後の山行には、同行者に迷惑をかける可能性

があると思い参加を断念しております。しか

し自分だけで登るのには、大丈夫と思い県内

の登ったことのある山には登ってきました。

特に 9 月には孫(6 年生)との前からの約束も

あり、娘と 3人で「岩手山」にチャレンジし
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ました。その時は孫の希望で馬返しの登山口

から各々薪１本ずつ背負って登りましたが、

好事魔多しと言うのか、孫の足だけを心配し

ていましたが、自分の方が 7 合目少し手前で

足がつり、15 分ほど遅れて 8合目小屋(泊)に

何とか到着できました。翌日は快晴無風で見

事な「御来光」を孫に見せることができまし

た。 

 現在は足の膝の具合も少し良くなりました

ので、今年度最初の山行として、元日に「東

根山」で初日の出を拝もうと登りましたが、

残念ながら拝むことは出来ませんでした。 

 また、今年度の山の会の山行には何回か参

加できるのではないかと思っています。 

 会員の皆様におかれましては、よいお年を

お迎えのことと存じます。よろしくお願いい

たします。 

   

  雪 の 上 の 動 物 の 足 あ と 

 

 オ コ ジ ョ 

(冬毛と夏毛)                                                                      

 

    薮内正幸著「野や山にすむ動物たち」より 

 

      入  会  ご  挨  拶        

     A 0123   小 山 勝 稔 (奥州市) 

2018 年

3 月から準

会員とし

て入会さ

せていた

だきまし

た小山勝

稔（おやまかつとし）と申します。1955 年 12 月 31

日生まれ、八幡平市（松尾村）出身です。 

初めての山登りは、黒倉山・姥倉山だったと

思いますが、我が家は誰も山登りとか村内の

事業に参加した経験がなかったので、どのよ

うな服装で登ればよいか分かりませんでした。

それで、学生服で参加しましたがみんなの服

装をみて恥ずかしかったです。 

高校では運動部に入りたい思いと、先輩か

ら入部の誘いがあったので、山岳部に入部し

て山登りが始まりました。体力が無かったの

で毎日の部活でのランニングはきつかったで

すねー。でも、それが今も山登りを続ける基礎

ができたと思っています。 

1988 年に発行されました「かぬか平の山々」

を恩師から紹介され、仕事で転勤になったと

き、宮古・岩泉・大船渡周辺の山々を参考にし

て登りました。 

この頃は、県内の里山を中心に登っていま

す。高い山でなくても満足しています。水沢の

我が家から見えるピーク調べ、藪はつらいの

で、見通しのよい秋季・残雪期を中心に登って 

いますが、現場近くに行っても駐車場所を特

定できず苦労しますね。 

現在、県境も含めた県内のピークを 130 座

ほど登り、200 座を目指して頑張って行きた

いと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 



   ２０２０（令和２）年３月２０日        ＪＡＣ岩手支部通信５１号                                          

- 10 - 

 

初冬期講習会・ 

指導員(コーチ)講習会によせて   

岩手支部長 阿部陽子 

令和元年度の県山協初冬期講習会・指導員

研修会が 12 月７～８日にかけて、三ツ石山で

実施された。岩手支部からは全８人が参加し、

北上山岳会や滝沢山岳会・岩手アルペンロー

ズなどと、積雪期登山のノウハウを共に勉強

した。 

初日はスノーシュー歩行で、読図をしなが

ら三ツ石山荘まで進んだ。今夏、岩手支部は特

別事業委員会の補助を得て実施した読図講習

会が効を奏し、支部会員は皆、地図読みに戸惑

うことがなかったと思う。 

到着後の実践では、アバランチトランシー

バーで埋没者の探知方法と、凍傷のメカニズ

ムを中島ドクターの座学で学んだ。また小屋

泊りならではの交流では、山岳会の枠をこえ

た冬の仲間づくりの好機となった。 

撮 影：土 井 祐 之 氏 

二日目は、26名全員がラッセルを交代しな

がら三ツ石山に登る。なかなか順番がこない

と体温が下がる一方なので、できればグルー

プごとの７人体制で繰りあがれば身体も冷え

ずに済む。無事に松川温泉へ下って解散。今回

も収穫の多い講習会であった。 

 

喜ばしいことにこの四年で、岩手支部には

二十数名が入会した。入会目的は、もっと山を

知りたい、仲間を得たいなど各人いろいろだ

が、特には「山の技術を学びたい」という意欲

あるものだった。ならばまず、新入会員には岩

手県山岳協会で主催する講習会の活用を勧め

たいところだ。 

私が県山協の講習会に参加するようになっ

てから二十数年は経っただろうか。その頃は、

中谷充元支部長のほか高橋時夫前県山岳協会

会長など、岩手の山岳を率いる方々が活躍し

ておられた時

期で、新参者の

私は毎回たっ

た１人で参加

していたこと

を憶えている。 

令和元年５月の残雪期講習会では６名が、

秋田駒ヶ岳・男岳の残雪斜面で、元県山協会長

の出堀宏明さんから直々に、転ばない鮮やか

な出堀ステップを学び、目に焼きつけること

ができた。 

本部の支部事業委員会からの援助で、重廣

恒夫前副会長による「安全登山教室開催のた

めの講座」を岩手支部主催で実施した。 

本年度は８月、特別支部事業補助金により、

「読図講習会」を一般公募で開催したが、会員

相互の読図技術の向上にことのほか役立った。 

 12 月 19 日、平山順子会員の協力により、

雪崩講習会に会員８名が参加。10 年前に私が

受けた内容よりさらに道具や技術が向上して

おり、ビーコンはアバランチトランシーバー、

ゾンデはプローブと呼び方も変化するなど、

より短時間で埋没者を探査し、掘り起しでき

るよう様々と改良されていた。 

 

振り返ればこの１年、新しい会員が増えた

ことで、さまざまな講習会を実施したし、県山

協の講習会で技術の向上を計ることができた。

会員各位の意欲の盛り上がりに感謝したいと

思う。          （令和２年３月） 
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沖縄からのお客さま 

阿 部 陽 子 

JAC 会員の銘苅
めかる

盛
もり

暁
あき

さんから突然メール

が入った。「10月 13日に鵜住居・釜石復興

スタジアムで開催されるラグビーワールド

カップのボランティアスタッフとして遠野

市に滞在する」「職場の登山愛好者５人とと

もに岩手の山を登りたい、ついてはご一緒

に…」という内容だった。 

銘苅さんは沖縄在住の JAC 会員だが、沖

縄には支部がないため東京多摩支部に所属。

「妻の実家がある遠野市には、ちょくちょ

く帰省する。岩手が大好き！」と言葉に力を

こめる。しかし、山のスケジュールが混む 10

月は皆が忙しい。私自身も７日(月)しか空

いていなかったので、急ではあったが入会

ホヤホヤの谷藤康子さんに同行してもらえ

たことはラッキーであった。 

沖縄・岩手の会員交流と銘打ち、国見温泉

から秋田駒ヶ岳を登る計画だが…あいにく

７日は朝から小雨模様だ。眺めて欲しいあ

の雄大なロケーションも紅葉もガスの中、

体感温度は 10 度そこそこで無風だったが、

長休みするとゾクッとくる。男女目岳の一

等三角点にタッチして下山と相なった。聞

けば沖縄は現在、Tシャツ１枚の 30度と言

う。仰天！日本の南北ギャップに驚く。 

石塚旅館「みどりの湯」で温まった後は、

あんバター(福田パン)で腹ごしらえをし、

皆さんは車窓の人となった。銘苅さんは遠

野市にもどり、10 月 13 日開催されるラグ

ビー戦(ナミビア×カナダ)にそなえるとい

う。しかしこの戦いは、台風 19号の接近に

より中止。各国選手団は泥かきのボランテ

ィアに転じ、思いがけず笑顔の国際交流に

なったと、翌日のニュースが報じている。 

 

秋駒登山から 24日後の 10月 31日未明

だった。世界遺産の首里城が焼失した。確

かあのとき銘苅さんは「首里城の傍に住ん

でいます」と言っていた。沖縄と岩手は遠

く 2000km離れているけれど、私はかって

訪れた華やかな社殿をおもい浮かべ、沖縄

人の心象を身近に感じるのだった。 

登山は不思議な行為である。仲間意識を

「同じ釜の飯を食う」と表現するように、山

の苦楽は共通の宝物になる。また一緒に登

りましょう！       

 

岩 手 の 一 等 三 角 点 

岩手県内にある一等三角点は２９点 

岩手山  

標高 2038.20m 

県内での最高地点 

 

 

早池峯 県内第2高地点 

標高 1913.55m 

早池峰山の標高表示

に 2 種類みられる。 

1913.6m と 1917m 

その理由は写真で！ 

生城寺 しょうじょうじ 

標高 108.87m 

県内での最低地点 

金ヶ崎町・青少年の

家の南約 500m 
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      ２  月  例  会  

 小  松  倉  山  1241m 

                       阿 部 陽 子 

期 日 令和 2 年 2 月 15 日(土) 

場 所 雫石町  

 

２月15日(土)の支部例会

山行で網張スキー場の西

にそびえる小松倉山を登

った。葛根田川にそそぐ大

松倉沢は、大きなすり鉢状

の源頭部が圧巻だ。東西に

肩を張る大松倉山と、南北

に切り立つ小松倉山の長

い尾根は毎冬、白いヘビが

成長するように、遠目にも

分かる恐怖の雪庇を造る。   

間断なく吹きつける西風

が、冷えたサラサラの粉雪

を送り出すのだろう。刃物

のように尖った雪庇は、重

さの均衡が崩れる瞬間を

待っている。ここを歩くと

なれば用心深く樹林を頼

って進むほかない。クラッ

クも見うけたので、スキー

滑降する場合はコースの

見極めが重要である。 

岩手支部にとって小松

倉山は初めての山域だっ

たので、二度の下見を実施

した。往路は、網張スキー

場ハウスを起点に、奥産道

の 964ｍ点より主稜線に取

りつき、小松倉山を目差す。復路で 1318ｍ

双子の手前から樹林コース 10 番へ出て、ス

キー場のゲレンデ脇を下る、歩程６時間の

周回コースを計画した。 

２月 15 日は終日快晴で、最高気温９℃の微

風、クラスト気味の雪面だったが、シャカシャ

カ鳴くスノーシューが心地よい。スキー組は

樹間を器用に縫って進む。山行リーダーの高

橋時夫さんから時々、斜面の読み方や雪山の

レクチャーを学ぶことができ、大変有難かっ

た。数々の写真が語るように、青空も白い岩手

山も眼下の平野も、全方位が

キラキラ輝いている。そりゃ

もう愉快な山行となった。リ

ーダーの「午後２時帰着、計画

どおりでした！」の発声で終

了、別れを惜しみつつ解散。 

「安全は面白い」といつも

思う。何故なら登山の醍醐味

や楽しさは、安全にかかって

いるからだ。誰かの後をトレ

ースするだけでは面白さが

半減するし、付け焼刃の技術

は爽快さに欠け、他人まかせ

や自己本位の行いはグルー

プ全体を疲弊させる。 

出発準備のさなか、会員各

位の頼もしい登山報告を聴

いた。小松倉山の直前に、源

太ヶ岳・七滝・御月山・安達

太良山・峠ノ神山など登り、

それぞれが体力増強に努め

たようだ。 

一人ひとりが登山の安全

力を培う。これからも継続し

たい岩手支部の方向性であ

ろう。 

【参加者 11 名】 

幹事：滝浦弘美 

(下見) 中屋重直・高橋時夫・阿部陽子 

(ｽﾉｰｼｭｰ９名) 高橋時夫(L)・阿部陽子 

熊谷加奈子・高橋万見子・高橋勇一 

高橋瑞穂・谷藤康子・森美枝子・澤野沙織 

(スキー２名) 新川正治・川村和也 
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膝 痛 と 砂 上 歩 き                                 

                        熊 谷 敬 子 

 

 私がひどい膝痛に見舞われたのは、もう２

０年以上も前の事で、月山の下山時だった。２

本の杖にすがり、這う這うの体であった。下山

後診て下さった医師に「こんな脚で歩くなん

て」と、膝をパンとたたかれたものだ。退職後

は、存分に山を楽しみたいと思っていたのに、

これは考え直さなくてはならないのかと、一

時落ち込んでいた。が、その後診て下さった医

師は「筋肉をつけよ。」と言う事だった。その

ためには、自転車か水中運動を勧めるが、舗装

路をガツガツ歩くのは良くないと教示して下

さった。 

 退職後はできるだけ自転車に乗るようにし

た。幸いな事に片道５㎞ほどの場所でのパー

トの仕事に恵まれ、自転車通いをした。その甲

斐があって、以前は５時間超の山行後には、膝

痛に悩まされていたものが、痛みが消えた。お

陰で支部のアルプス山行に連れて行って貰っ

ても、膝はおとなしくしていてくれた。ただ、

体力不足からなのであろうか、標高２，５００

ｍ～３，０００ｍ級のアップダウンを繰り返

すうちに、高山病様の症状が出て、同行の方々

に心配、迷惑をお掛けしてしまった。 

 その後、持病治療で筋肉を落とし

た上に加齢もあり、膝はガタついて

きているが、動かしたりなでたりし

て騙しながら、お世話になっている。 

 そんな折、この会報には突拍子も

ない話にはなるが、モロッコに行く

機会に恵まれた。「モロッコ？どこ

だ、そこは？」。出発まで僅かな時間

の中で、ガイドブックなどをあさっ

た。（これがあまり多くない）地図で見れば、

アフリカ大陸の左肩辺り位の知識しかないが、

旅行会社から送られてきた案内書では、５日

目に「壮大なサハラ砂漠で朝日鑑賞」という項

目があり「これだ。これ、これ」。とワクワク

して来た。 

しかしその砂漠までは遠い。電車から始ま

って飛行機、バス．．．。出発から通算４５時間

も乗り物の中で膝を直角に曲げていたら、痛

み出して来た。まだ４日目である。 

さて、砂漠行きの当日。真っ暗な中、エルフ

ードの宿から４ＷＤ車に分乗してメルズーガ

に向かう。星が大きく瞬いているが、ゆっくり

観賞している暇がない。それでも砂漠に着い

て天を仰ぐと、たくさんの星の中に北極星、オ

リオン座がわかる。 

すぐラクダ組と徒歩組に分かれる。私は徒

歩。暗い中で眼を凝らすと、ラクダが座らされ

て待っている。 

５頭ずつ連なったラクダの出発を見ると、

徒歩組も出発。南東の空に大きく明星が光る

下を、ラクダ隊がシルエットになって進む。あ

あ、これが目の前の現実の映像なのだととて

も興奮する。写真を撮らなくては。でも歩かな

ければ。私はスマホではない。カメラを出さな

くてはならない。徒歩ガイドの青年は、洗練さ

れた歩き方でスッスッと行ってしまう。こち

らは初めての砂上をドダバダとついて行くの

に必死。ラクダのシルエットに見とれると、途

端に足がズルズルと脇に取られてしまう。 

砂漠は大平原と思っていたがそうではない。

窪みもあれば盛り上がっている所もある。徒

歩組は、いわば稜線のようになっている高い

所を歩く。峰部分は風が固めてくれているの
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だろう。足はあまりめり込まない。それを一歩

外すとザッザッとめり込み歩きにくくなる。 

そのうち辺りは白み始め、金星を残して星

は消えていく。４０分位歩いたか？（実はどれ

だけ歩いたかわからない）一段と高くなって

いる所で日の出を待つ。 

８時１６分頃、ついに陽は昇りだす。徒歩組

７名と添乗員とで８名。大感激。若者たちは大

きくジャンプして喜びを表す。さあ、全員で記

念撮影をしょうという事になると、添乗員の

Ｋ氏は直ぐにカメラを受け取りスタンバイし

て下さる。日の出を背中に受けながら、全員で

ジャンプすることになった。私は片足を上げ

てごまかした。そしたら「それ跳んでない。両

足が上がらなければ」と言い出され、「ええッ、

どうしょう」。私はとても空腹だった。前日の

バス酔いで、夕べは水を二口飲んだだけ。腹の

中はスッカラカンの空っぽ。お陰で調子は良

くなったものの、まるで力が入らない。ここま

で歩くのがやっとだった。しかし、冷酷にも、

「イチ、二イ、のソレッ！！」と号令。力の限

りを出して跳んだ。跳んだつもり。 

陽が昇ると砂丘は光線の当たった所から、

オレンジ色に輝きだす。これが今、目の前に実

際に繰り広げられている景色という事に、何

度も震える程の感動を覚える。でもどんなに

感動してもお腹は空く。夕べ出されたパンを

１個、こっそりポケットに入れてきていたも

のを出してパクつく。ああ、これも感動。小さ

なパンが体中に力を湧き立ててくれる。 

帰り、すっかり明るくなったサハラ砂漠の

中を、それぞれが小さな点になって歩いた。砂

の上に動物の足跡が続いている。「これは？」

「マウス」。「これは？」「フｵックス」。とガイ

ドのベルベル人青年は教えてくれる。鳥の足

跡のようなものがあったり、風紋の上には楽

しみがいっぱい広がっていた。私たちが連れ

て行ってもらったサハラ砂漠の砂は、目が細

かくて手に取って放すと、無風と思われる中

でもフワーッと周りに広がって落ちた。 

再び４ＷＤ車でホテルに戻り遅い朝食とな

ったが、気がついて見ると、前日あれだけ辛く

なっていた膝の痛みがなくなっている。砂の

上をドダバダ歩いたことがリハビリになった

のだろうか。昨日は、バスの座席の件を添乗員

に相談しなければと思っていたが、言い出さ

ないでいてよかった。 

旅はまだ後半があり、乗物の中ではやはり

同じ姿勢を取らざるを得なかったのだが、何

ともない。帰宅後も何ともない。あのような感

覚のリハビリが好いのだと、家でフニャフニ

ャボールを踏み始めてみたがどうも続かない。 

  

筑 波 山 と 富 士 山 
 

 昔､神 祖 尊
みおやのみこと

が駿河の国の福慈
ふ じ

の山に日暮れに

お着きになり、泊めてもらえるようお願いした。福

慈の神は「今は新穀のお祭りで、家は物忌みしてお

り、申し訳ないがお泊めできません」と。 

今度は筑波の山にお登りになり、泊めてもらえる

ようお願いした。筑波の神は「今夜は新嘗の祭りを

しておりますが、お泊めしましょう」と。飲み物や

食べ物を用意して礼儀正しく拝み、お仕えした。 

喜んだ神祖尊は「愛しいわが子よ、高く立ってい

る筑波山よ、天や地と一緒に、太陽や月が永遠であ

るように、この山にも人がたくさん集まって祝い、

いつまでも絶えることなく日に日に栄え、千年も万

年も楽しみは尽きないであろう」と約束された。 

【光村教育図書出版「常陸の国風土記」から抜粋】 
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2012 年の夏 このアクシデントは唐突

に起こった。その後、何の手がかりもないま

ま 7 年を経過した。長年山岳界に貢献され

JAC岩手支部長としても私たちをご指導い

ただいた内山さん、何も語ることなく姿を

消してしまった。ご家族の悲しみに思いを

致し、捜索にご協力いただいた皆さんに感

謝の意を込めて、ここに当時の経過を報告

するものである。 

この行事は支部月例山行の前日であり、

いい機会なので仲間数人で集合地点の近く

に泊まって近頃ふさぎ込んでいる内山前支

部長を囲んで寛ごうとのことで実施したも

ので正式には支部の行事ではない。 

失踪の経過とその後の捜索の概要を紹介

するものである。 

 

2012年７月 

13日(金)晴 菅原・内山・中谷が同乗する 

車で盛岡を出発し、15：15 頃鹿角市ななか 

まど団地内の別荘に入った。 

懇談中、前支部長の内山氏の言動はその 

時は特に何時もと変わったところには気づ

かなかった。山の事や仲間の話題にもそれ

なりに応対していた。 

あとになって思いつくこととすれば時に 

落ち着きなく、部屋の中の 4m 位の間を行

き来したり、白い帽子を置いたりかぶった

りを繰り返したりしたことを目にした人も

いた。さらに外に出て駐車中の車の周辺を

回って戻ったりした。その時は下を向き加

減の姿勢で歩く、速度は追いつけないほど

で道端の花を見つけては名前をつぶやきな

がら歩いていた。 

夕食時にはビールを小さいグラスで一杯 

位飲み、お料理を少し食べながらこの頃休 

肝日がある等を話してはいたが、言葉少なく

皆の話を聞いている状況であり、しばらくし

て夕食の要求をして豆ごはんを食べた。  

奥さまから依頼された薬を９時頃に飲ん 

でもらい、１Ｆの寝室に案内したのが 10 時 

頃で、ベッドの上で浴衣を着て帯を締めて 

横になったが間もなく起きあがってザック 

の蓋のチャックを開いてごそごそやって

いる、それと渡り廊下に出るのと交互に続

いた。その間何回も休むよう助言した。12

時頃には２Ｆに上がって仕事中の遠藤と

短時間話をしたが寝室に案内されてきて

布団をかぶって落ち着いて眠ったように

見えた。 

その後こちらも眠ってしまった。 

 

14日(土)晴 私たちは、4:30 から 5 時頃 

に目覚めて内山氏の不在に気づいた。直ち 

に 3 名で団地内～周辺を探したが手掛かり 

は得られなかった。 

 続いて菅原車に中谷も同乗し国道の北方 

面、後生掛温泉さらに噴出地帯、玉川温泉駐 

車場に行ってみたが姿は見えないし、途中 

で問い合わせたがそれらしき人を見た情報 

は皆無であった。遠藤は花輪方面を探索、や 

はり手掛かりは得られない。 

そこでまずご家族に報告、それから警察 

署に行き状況を説明、ご家族の意向により

遠藤の名前で捜索願を提出した。これが

7:30 頃。その後、団地入口のコンビニ前に

菅原、中谷、遠藤が集まり警察官が 10 人程、

数台のパトカーが集まり捜索が始まった。 

 支部の月例行事で盛岡から後生掛け温泉 

駐車場に来た中屋重直、阿部陽子、阿部裕 

二、熊谷敬子たちはアスピーテラインを走 

行してきたが歩行者はいないとのことであ

った。そのメンバーも加わり団地内の捜索

に当たる、遠藤浩二も参加。高橋時夫、 

内山達雄氏行方不明の 

経過と探索 
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村上、伊藤、工藤浩志等、八幡平一帯の登 

山道周辺を探索。 

朝、遠藤は花輪に向かう途中、奥様に顛 

末を説明、迎えに行く旨も伝えた。夕方、奥

様・ご子息が現地入り、花輪警察署で中谷・

菅原・遠藤も同席して捜索について話合っ

た。 

 

15日(日)雨 中屋、阿部、高橋時夫隊等

で団地と周辺林道ほぼ全域及び蛇澤沼―大

谷地―蒸けの湯を探索。市の常備消防と山

案内人(営林署員)が市職員の司会で捜索本

部を立ち上げる。警察のパトカーも参加、

終日探索。 

16 日(月)雨 高橋時夫、伊藤、佐藤文城、 

小山勝稔、服部、工藤浩志、阿部陽子、熊谷 

夫妻，田村カツ子も参加。団地内のほかに周 

辺の沢筋をかなり広く探索。他に大沼近く 

の登山道～蒸けの湯にいたるコースも探索。 

17 日(火)晴 阿部、工藤、八重樫、滝田、 

菅原及び消防署員で田代沼口から長沼、大 

谷地、蒸けの湯コースを探索。午後団地内を 

再探索。警察、消防署ヘリで捜査。 

警察・消防署関係、この日をもって捜査 

打ち切り。 

18日(水)晴 遠藤、熊谷敬子、岩舘等 5名 

で後生掛から焼山の小屋まで探索、佐藤文 

城、伊藤聖徳が別行動で玉川温泉まで探索 

した。 

19日(木)晴 家族、親族が探索。 

20 日(金)晴 遠藤、中谷、菊池修、村上、 

藤井、久夛良、林、熊谷、高橋タイ子、高木、 

午後菅原。団地内 800、900 番台の探索。 

大沼キャンプ場付近探索。蒸けの湯―大深 

温泉―後生掛温泉を探索したが大深温泉

と後生掛の間は２,３日前に刈り払いした

とのことで何も痕跡がなかった由である。 

 

 

21日(土)曇～晴 菅原、遠藤、中谷, 北、 

菊池、諏訪、村上、藤井、久夛良、滝田、

高橋慎一、杉山、阿部陽子、熊谷敬子、林

田村カツ子。団地鳥居の右側、テニスコー

ト上側探索。マテリヤル地熱発電所―澄川

上流にて２つに分かれる。①後生掛け温泉

方面行、②焼山方面探索、このコースは入

っていく可能性が認められない。 

内山夫人来訪。連日の探索にご協力いた 

だいた皆さんにお礼の言葉をいただき、あ

わせて探索が長期にわたることに大変恐縮

されておられた。 

22日(日)晴 菅原、遠藤、中谷, 諏訪、 

菊池修身、村上、滝田、高橋慎一、杉山、 

北、近藤、小野寺、阿部陽子。折島沢下流 

でトンネルまでの間の沢筋、沢岸を辿るこ 

とは困難であった。団地内探索、これによ 

って鳥居から向かって右側は完了した。 

探索も９日を経過、連日詰めていただい 

た方々の日常業務及び疲労を勘案し、本日

で全員帰宅することとした。 

 

追って、これまでご協力いただいた方  々

に、29 日からの再探索の依頼を郵送でお願

いした。 

29日(日) 菅原、遠藤、中谷、阿部陽子

工藤、高畑、菊池健一、岩舘秀吉、広瀬、

佐藤英雄、小野寺修、松田夫妻、熊谷浩志

加藤千明、畠山、滝田。道路わきの草むら

の探索、下流域と上部玉川分岐までおよび

大沼周辺とキャンプ場。 

30日(月) 菅原、工藤、遠藤、滝田。畠山、

八重樫、蒸の湯―大谷地―ビジターセンタ

ーの探索。午後解散（全員帰宅） 

 

8月1日(水) 11時頃内山夫人と次男さん 

が中谷宅を訪問、探索はこれをもって打ち 

きりにしてほしい旨の申し出があった。そ 

れで菅原支部長にも電話する事を助言した。 

支部長には奥様からお世話になりましたと 
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の電話があった。 

捜索打ち切りを関係者に連絡。 

 

行方不明について予測できなかったのか 

については、本人と一緒にいた者たちは全

く予測できなかった点については結果から

見て痛恨の極みである。 

捜索に当たっては上記のとおり花輪警察 

署・消防関係者・営林署関係者、なかでも別

荘団地の方々には団地内を連日跋渉しご迷

惑をおかけした。また地元の人々、県山岳協

会・県高体連登山部関係者、平舘高校山岳部

OB のみなさん等数多くの方々のお世話に

なったことについては深く感謝をしたい。 

 

おわりに 

令和２年２月、家庭裁判所から「死亡とみ

なされる」という主旨の証明書が交付され

ましたと奥様から連絡いただきました。 

  (文責・中谷充、菅原敏夫) 

2011年度(平成23年)岩手支部総会 

支部三役･中央が内山達雄支部長 

 

 

  

 

                

錯視！ 

編  集  後  記 

 

［中国・武漢市］が私の意識に初めて記さ

れた。新型コロナウィルス流行の先駆け、

と報道されたからである。このウィルス病

は真夏の南半球をも巻き込んで世界中に広

まり、人類を震撼させ、支部通信編集中

も、このニュースが終日流れ続けている。 

ワクチンや特効薬がなく、患者を隔離し、 

濃厚接触を避ける方法しかないとあって、

休校やイベントの自粛策がとられ、余波は

私にも押し寄せ、2 月下旬以降の予定はす

べてキャンセルされた。経済活動、人心へ

のマイナスイメージも甚だ大きい。 

3 月末までに落ち着くよう願ってはいる 

が全く見通しが立っていない。7 月開催の

東京オリンピック延期を含め全世界から危

ぶむ声もあり、早期収束を願うしかない。 

私が支部通信に携わったのは一時期中断 

もあったが、№30 からである。かなり元

気だった私はほとんどの山行で下手な写真

を撮りまくっていた。 

時代の流れに沿うならカラー印刷が好ま 

しい、との思いもあった。たまたま 2017 年

東北･北海道地区集会を遠野で実施、この時

やっと表紙だけカラー化にこぎ着けた。その

後、事務局長高橋慎一さんの尽力によりフル

カラー化が実現し、現在に至っている。 

それにしても編集にはいろいろな資料が欠 

かせない。このところ岩手支部は参加者の増

加、若さ溢れる活動がみられ、内容も豊富に

なり、今号はページも増えた。まさに編者の

老骨に後押しをいただいたといっていい。 

清新な支部通信には、支部員のさらなる 

山行、集会、紙上への参加等進取気鋭に富

む気性が大切である、と思う。(菅原敏夫) 
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平成３１年（２０１９年）度ＪＡＣ岩手支部事業・活動報告 

月  日  曜 支部事業・活動内容 場  所 人数 そ の 他 

４ ２ 火 第 1 回支部役員会 北上市･公民館 ５名 総会準備 

４ ７ 日 支部委員会・支部総会・懇親会 濱野井マリオス店 21名  

４ 20 土 ４月例会山行「貝吹岳」 雫石町・仙北市 10名 幹事:遠藤正子 

５ 18 土 ５月例会山行「羽山・羽黒山」 北上市 6名 幹事:高橋慎一 

５ 25～26 全国支部懇談会 日光市・奥日光 2名 阿部､中屋出席 

６ 16 日 残雪の裏岩手連峰開山祭 八幡平市 2名 阿部、高橋俊彦 

６ 22 土 6 月例会山行「平ヶ倉山」(雨天中止) 

「平ヶ倉山」(再山行) 
雫石町 

7名 公開講座実行委員会 

７ ７ 日 3名  

７ １ 日 岩手山山開き 岩手山 7名  

７ 20 土 ７月例会山行「高檜能山」 奥州市 7名 幹事:阿部陽子 

８ １～３ ８月例会山行「渡島駒ケ岳他」 函館周辺の山 2名 幹事:中屋 

８ 
10 火 公開講座「登山ナビゲーション読図講座」 

「実践登山」 

盛岡・西部公民館 23名 
講師:澤口 誠 

11 水 宮古市･兜明神岳 21名 

９ ７～８ 岩手山八合目避難小屋管理当番 岩手山 6名 県山協行事協賛 

９ 21 土 ９月例会山行「仙人山」 北上市･西和賀町 6名 幹事:遠藤征彦 

９ 28～29 令和元年度 JAC支部合同会議 東京プラザエフ 2名 阿部、高橋出席 

９ 30 土 JAC岩手支部通信第 50号発行   編集:菅原敏夫 

10 ５～６ 第 35回東北･北海道地区集会 宮城・蔵王古道 2名 阿部、中屋出席 

10 19～20 秋田支部設立 60周年記念式典 乳頭温泉鶴ノ湯 3名 阿部、勇一、森 

10 
26 

30 

土 

水 

10 月例会山行「堺の神岳」 

      「堺の神岳」(再山行) 
宮古市・岩泉町 

9名 

3名 
幹事:盛合、阿部 

11 ９ 土 11月例会山行「傾城峠」 九戸村・一戸町 10名 幹事:久夛良 

12 ７ 土 令和元年度 JAC支部連絡会議 新宿京王プラザ 1名 中屋重直出席 

12 ７～8 令和元年度 JAC年次晩餐会 新宿京王プラザ 5名  

12 ７～8 初冬季講習会 三ツ石山 ８名 県山協主催 

12 14～15 
12月例会山行１「御在所山」 

支部拡大委員会・忘年会 

釜石市・鵜住居 

民宿「前川」 

17名 

18名 
幹事:畠 登 

12 22 土 12 月例会山行 2｢夏油高原スキー｣ 北上市・夏油 7名 幹事:大友厚夫 

12 25 水 第 2 回支部役員会 盛岡・アイーナ 4名  

令和 2 年 1月 19日(日) 雪崩講習会 下倉スキー場 8名 講師:平山順子 

２ 15 土 2月例会山行「小松倉山」 雫石町 11名 Ⅼ：高橋時夫 

２ 25 火 第 3 回支部役員会 盛岡・アイーナ ４名  

３ 20 木 JAC岩手支部通信第 51号発行   編集:菅原敏夫 

３ 21 土 ３月例会山行「女助山」 雫石町  幹事:熊谷敬子 

３ 31 火 支部会計監査 オガール紫波 3名  
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令和２年（２０２０年）度ＪＡＣ岩手支部山行・事業計画案 

 

月  日 山   域 所  在  地 標高m 
公益 

事業 
そ  の  他 

4月 5日

（日） 
支部総会 

盛岡市 

濱野井マリオス店 
     

４月２５日

（土） 

小桜山、堂ヶ 

沢山周回 
花巻市･花巻温泉 364.5   

５月２３日

（土） 
大麻部山 遠野市・附馬牛 1,043 C 

5月 16～17日 

全国支部懇談会（宮崎）  

６月２８日

（日） 
階上岳 種市町・階上町 739.6  6月 27～28日 （八戸市） 

東北・北海道地区集会 

７月１１日

（土） 
大鉢森山 奥州市・水沢黒石 634     

８月１０日    

山の日記念 
猫山 

花巻市 

大迫外川目 
920 A 

登山振興 

ふるさとの山を登ろう 

９月１２日    

 （土） 
鳥古森 大槌町、山田町 850 B 

9月 5日、岩手山八合

目避難小屋当番 

１０月１０日 

（土） 
和賀岳 西和賀町 1,440     

１１月 ７日 

(土） 
二郷山 遠野市・綾織町 634     

１２月１２日 

(土） 

七滝 

忘年会 

八幡平市 

八幡平温泉郷 
    

12月 5～6日 

JAC年次晩餐会(東京)  
令和 ３年 

1月９日（土） 
網張スキー 雫石町       

 ２月２０日

（土） 
浄仏森 宮古市津軽石 594     

 ３月１３日

（土） 

さろう舞山、

念佛森 
宮古市・和井内 1,089     

 ４月２４日

（土） 

六郎山、 

台羽山 
花巻市・台 510.6     

ＪＡＣ岩手支部通信第５１号 

発  行  20２０年 3月 20日 

発行者  (公社)日本山岳会岩手支部長 阿部陽子 

編  集  菅原敏夫 suga1040@ginga-net.ne.jp 

◎岩手支部拡大委員会（２０２０年１２  

 月１４日）、及び役員会（１２月２５  

日）において検討された計画案です。 

４月５日開催の支部総会において協  

議決定のうえ実施されます。 
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