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黒部・立山ジオパークについて 

「山の日」高落場山 1,122mに登ろう 

期日:平成 29年 8月 11日(祝日) 

場所:南砺市城端 高落場山(1,122m) 

参加者:一般募集参加者 18名、城端山岳会 中道、

本谷、南砺市農林課 2名、支部会員  山田、有澤、

近藤、松本、鍛冶、川田、渋谷、島津、浦井夫婦、

菅田、河合、森田、瀬川、本郷、吉井(受付のみ) 

16名 総勢 38名 

  一般参加者は県東部の朝日町から地元南砺市

までの県内ほぼ全域、年齢幅は 7歳の男児から 71

歳 (内 3家族含む)までと広範囲のメンバーでの山行となった。なお下見山行は、7月 24日に城端山岳会の

中道さんに参加を頂いて、山田、本郷、渋谷で行った。              (本郷潤一 記) 
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昨年から 8月 11日が『山の日』として国民の祝日となり、JAC富山支部と県岳連共催で親子登山を企画、

初回は朝日町の大鷲山登山を実施した。今回は南砺市の高落場山を企画したが、この山は標高 1,122ｍ、「い

い夫婦」という語呂合わせで最近人気の出てきた山である。                

 参加者は県下一円から 18 名、JAC のメンバー16 名、城端山岳会 2 名、南砺市農林課から 2 名、合計 38

名で賑やかに実施できた。 

 朝７時城端行政センターへ集合、南砺市のご好意でマイクロバス２台で縄ヶ池近くの登山口まで送迎して

いただいた。登山口を 8 時 10 分に出発し子供たちを先頭にゆるゆる歩き出した。空は高曇り風はなかった

が、ここは標高 1,000ｍ、さほど暑くはない。静かなブナ林に時おりコンコンコンとアカゲラの鳴き声を聴

きながらの稜線散歩は実に楽しい。ただ先日の台風の影響か道端にホオノキの青葉がたくさん落ちていた。

風に吹き飛ばされたのだろう。また直径 60cmあまりのブナの大木が根元から倒れ道を塞いでいた。 

 草沼山，兜ブナ、唐木峠の分岐点などで小休憩をとり、山に関する雑学を話しながら 9 時 40 分頂上へ到

着した。登りの途中子供たちの元気なこと！高老年

の付き添いメンバーを尻目に軽々と登ってゆく。               

頂上へ着いたときは生憎雲が低くなってきて視

界が効かなかったが、城端山岳会の人たちから山座

同定や道宗道に関する話をしていただいた。ここで

記念写真を撮り 10時 10分下山に向かう。途中３～

４人の登山者に会った。今日は山の日なのでもっと

大勢登っているかと思ったが意外だった。 

下山は 1時間丁度だった。帰路につくばね森林公

園で昼食の大休憩、下から持参したスイカを皆で頂く。この水場の横に珍しい花「ツチアケビ」が咲いてい

た。 

13 時行政センターへ帰着、今回の親子登山は天候にも恵まれ何のトラブルもなく、参加者の皆さんに大

変喜んで頂き無事終了した。                            （近藤晋 記） 

 

第 56 回全日本登山大会に参加して 

期日：平成 29年 7月 6日（木）～8日（土） 

参加者：木戸、本郷、渋谷、野崎、前田、菅田、吉井、藤井、他会員外５名 

渋谷、藤井は羊蹄山 Eコース（比羅夫口～京極口縦走）、木戸、本郷、野崎、菅田は羊蹄山 Gコ 

ース（京極口往復）、吉井は Aコース（ニセコアンヌプリ往復）、前田は Bコース（イワオヌプリ 

～ニトヌプリ縦走） 

公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会が主催する「第 56 回全日本登山大会」が 9 年ぶりに

北海道で開催され、今回は富山県から 12 名が参加した。「蝦夷富士」と呼ばれる秀麗な山容の羊蹄山（標

高 1,898m）やスキーのメッカとしてよく知られるニセコ山系（主峰ニセコアンヌプリ標高 1,308m）が舞台

で、事前に体力に合せた 8コースが設定されており、各自がコースを選択して北海道の雄大な景色や百花繚

乱の高山植物を堪能してきた。 

7 月 6 日午前 10 時に富山空港に集合し、札幌（千歳）直行便により約 1 時間半で北海道に到着した。途
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中機内から雲海に浮かぶ剱岳北方稜線が綺麗に見えた。13 時に空港に到着し、レンタカーで会場へ直行し

た。会場は札幌の奥座敷として有名な「定山渓ビューホテル」で、全国から 270 名が集まり、15 時から開

会式並びに記念講演が行われることになっており、なんとか時間に間にあった。夕食はホテルのバイキング

料理で満腹になり、早朝の出発に備えるため早々に就寝した。 

7月 7日は七夕、朝から快晴で気分が高揚する中、羊蹄山登山組は 4時半にホテルを出発し、喜茂別町を

経由して、E コースは比羅夫登山口から 80 名、G コースは京極口登山口から 40 名が登山を開始した。途中

倶知安町ではバスの車窓からじゃがいも畑越しに屹立する羊蹄山が凛々しく見えて感動した（写真 1）。 E

コースは半月湖畔から 20分ほど歩いて登山口に到着。準備体操をしてから 20名ずつ 4班に分かれて標高差

483m、登り約 6時間のロングコースをスタートした。1合目までは緩やかな登りだが、そこからいよいよ急

登が始まり、5合目までダケカンバなどの広葉樹にトドマツなどの針葉樹が混じる鬱蒼とした森林の中をた

だひたすら登り続けた。枯れた針葉樹にツルアジサイが巻き付いているのを何度も見た。6合目からはさら

に傾斜がきつくなり、登山道は深くえぐれて直登に近い状態だった。7合目ではこれまでちらほら見えてい

たニセコアンヌプリが全貌を現した。8 合目からは高山植物が多く見られるようになり、9 合目避難小屋へ

の道を分けてからは一面のお花畑が続いた。砂礫の道沿いにはピンクのエゾツガザクラ、ミヤマオダマキ、

イワベンケイ、キバナシャクナゲ、イワブクロが疲れを癒してくれた。珍しいシロバナノチシマフウロも見

られた。三角点のある北山に登ると深さ 200m の大噴火口（父釜）と小さな母釜・子釜が眼に飛び込んでき

た（写真 2）。また真狩口から登ってきた Fコースの長い隊列が頂上に向かって行く様子や頂上ピークが見

えた。ここから火口縁を巡って一等三角点のある京極下山口まで行き小休止し、ザックをデポして頂上まで

ピストンした。頂上からは 360度の大パノラマで、遠く日高山脈まで見渡せ、雄大な眺めに大感動した。 

下山は京極下山口から京極口コースへと向かった。いきなり砂礫の急な下りで滑りやすい斜面をロープに

繋がって降りたが、ここが一番の難所らしく無事クリアできてほっとした。8合目までは巨岩があり所々ロ

ープが付けられているが歩き難いので慎重に下った。7合目でようやく視界が開け、京極の町が眼下に見え

た。大きくえぐられた登山道を岩や木根に注意しながら下るが次第に疲れがたまってきた。4合目まで下る

とようやく傾斜が緩くなりほっとした。さらに 1合目までえぐられた登山道をひたすら下った。ここからさ

らに京極口登山口までうだるような暑さの中を長いじゃがいも畑の中を直進した。 

今日は下りでも大量の汗をかき水分補給が必要だったが、登りでほとんど飲み切ってしまい水分補給がで

きず、軽い熱中症になりやっとの思いでバスにたどり着き安堵した。その後ホテルに戻り、すぐに温泉に入

り汗を流すとようやくすっきりした。あとから聞いた話では、この日は帯広で最高気温 33 度を記録するな

ど北海道のこの時期としては珍しく暑い日だったとのこと。そのためか他のコースでも予定時間を大幅に遅

れる班が続出した。その結果、夜 18時半からの閉会式並びに交流会の開始が 20時に遅れるなどハプニング

があったが、それでも皆な達成感に満ち溢れて夜の更けるまで山談義で盛り上がった。 

7 月 8 日は各自自由行動で、札幌（千歳）空港へ直行し帰県するグループや、もう 1 日北海道に滞在し、

余市のウイスキー工場見学、積丹ウニ三昧やサッポロビール園でのジンギスカン肉に舌鼓みを打つグループ

など、各々北海道の味覚を堪能して大満足の山旅だった。 

コースタイム：羊蹄山 E1コース 比羅夫登山口 6:30→五合目 9:30→九合目避難小屋分岐 11:00→京極下

山口（三角点）12:15→頂上 12:30→12:45 京極下山口 13:15→五合目 15:00→京極下山口 16:30、羊蹄山 G

コース 京極登山口 6:30→五合目 9:00→火口縁 11:45→頂上 12:00→12:15 火口縁 12:45→五合目 14:30→

京極下山口 16:00、ニセコアンヌプリ Aコース 五色温泉登山口 9:30→11:30頂上 12:30→五色温泉登山口
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15:00、イワオヌプリ・ニトヌプリ Bコース 五色温泉登山口 9:30→イワオヌプリ 11:00→ニトヌプリ 13:00

→中山峠 15:00                                 （藤井久一 記） 

 

 

 

 

 

写真 1 車窓からじゃがいも畑越しに羊蹄山を望む     写真 2 大噴火口（父釜）を望む                                

                                

平成 29 年度自然保護全国集会に出席して 

期日:平成 29年 7月 9 日（日）～10 日（月） 

岐阜市「十八楼」で開催された平成 29 年度自然保護全国集会に出席してきました。開会の前に参加支部

からの活動報告があり、全く段取り等についても聞いていなかったのでアドリブで富山支部の活動報告を行

いました。昼食後 14 時から開会となりました。 

基調講演は、㈶自然学総合研究所の清水政美氏による「伊吹山の外来植物」という内容でした。翌日のフ

ィールドスタディは伊吹山であり、座学と現地という両方の体験ができました。印象的だったのは、もう既

に山岳地帯の問題は、外来植物の除去とか侵入を防ぐとかという段階ではなくて鹿の食害をどう防ぐかとい

うことが重要課題だということです。富山県ではまだのんびりしているという印象を持ちました。外来植物

だろうが、在来植物だろうが鹿は毒草以外はすべて食べつくしてしまいます。次の日の伊吹山では、頂上付

近の一帯は防護柵で完全に隔離されていました。立山の近い将来を暗示しているようです。 

基調講演の後、分科会が開かれ、高山、亜高山、山地帯に分かれて各課題について討論が行われました。

私は、高山帯に参加しましたが、座長は、以前立山で一緒にライチョウの調査を行った西條好廸先生でした。

懐かしさと当時のことが思い出されました。私が 40 代前半の頃です。内容の詳細は「山」に掲載されるこ

とと思います。 

翌日は、フィールドスタディとして伊吹山(1,377m)へ登りました。久しぶりにイブキジャコウソウ、イブ

キトラノオを命名地で見ることが出来ましたが、生息範囲かすごく狭まっていること等を聞きました。鹿の

食害影響もあるとのことでした。 

これまで、自然保護全国集会や全国支部懇談会等でいくつかの山へ登らせていただきましたが共通してい

えることは、必ず鹿の防護柵があったことです。富山県の山の極近い将来を見るようでした。これからが大

変です。関係者の協力と情報の共有化の必要性を感じました。           (河合義則 記) 
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東北・福島県の山（安達太良山 1,700m・西吾妻山 2,036m） 

期日：平成 29年 7月 17日（月）～19日（水） 

参加者：山田 渋谷 本郷 瀬川 有澤 

1 日目 魚津 IC を 4:50 出発。天気も上々快適に北陸道、磐越道、東北道を進み、二本松 IC で出て奥岳

温泉の安達太良山登山口に到着。あだたら山ロープウェイのゴンドラで山頂駅 1,350ｍへ。早速登山開始。

登り始めからいきなりシャクナゲのお出迎えで感激

です。登るにつれて白・ピンクの花が鮮やかで登り

心地がいいものです。我が支部毎年の高頭山登山の

途中にある、わずかなシャクナゲ群生地の整備にも

っと努める気持ちが湧いてきました。さらに歩を進

めると、樹林帯の隙間から見える福島中通りの眺め

は、富山の扇状地風景と比べるとなんとも広々とし

て気持ちの良いものです。五葉松の葉をなでながら

登りますが、少々バテ気味のところに、4歳の女の子

が元気よく登る姿には恐れ入りました。樹林帯を抜け山頂を望むガレ場では登山者の多さにビックリです。

すぐ頂上に向かい 11：59に安達太良山到着。健脚とはほど遠い私には頂上に立てたことに満足、満足です。

頂上で地元のお姉さんに記念撮影をお願いし、その縁で共にくろがね小屋へ。下山中はとにかく話が弾みま

した。年寄は女の人との会話が一番ですね。小屋の前で大休止し長い林道をひたすら歩きました。奥岳温泉

に到着。奥岳の湯の露天風呂は最高の眺め。広葉樹、針葉樹が目の前にありダイナミックです。 

奥岳温泉から明日予定の浄土平へ向かう。浄土平では眼前の一切経山が手招きして私達を迎えてくれてい

ました。眼前で山容全体を見上げる私は思わず膝を撫でる。その後予定通り吾妻小屋へ入る。気のいい主人

から「ネモトシャクナゲが小屋の前にありますよ」とのことで見に行く。小屋泊まりは久しぶりです。「食

事です」の案内で食堂へ下りて思わずため息。なんと、おかずの多いことか。コケ汁のお替わりもあり感激

しました。その後明日の計画が少し盛りだくさん過ぎることで練直しのミーテイグに入りました。瀬川会員

が明日の天気確認のためにスマホの電波が届くところまで散歩。結果、明日は雨。小屋の主人から雨が強い

と道路が通行止めになるので注意とのアドバイスを受ける。 

2日目 朝、雨がしとしと、これから強くなる様子。ガスが濃くなり、2日目の行動の見直しが必要とな

りゆっくりと雨音を聞くことにする。結果は今日の浄土平～一切経山と西吾妻山の登山計画は中止とする。

少し小雨となり、とりあえず浄土平へ。せっかく来たので雨具を出し一切経山の向いの吾妻小富士 1,707ｍ

へ。途中カミナリがなるも山頂へ。私にはとても手頃で一周したかった。雨が強くカミナリも鳴り 2日目の

行動はこれで終了とし、磐梯吾妻スカイラインを走り裏磐梯国民休暇村へ。磐梯山は雲の中。噴火記念館や

3Dワールドを見学後昼食をとる。地元のおいしいお酒をゲットし宿舎へ。きれいな宿舎だ。3日目の行動に

ついて再確認のミーテイング。明日の計画は磐梯山から西吾妻山へ変更とする。宿舎の食事は夜・朝ともに

バイキング。前回の東北山行もご飯がうまかったが、今回のご飯もまことにうまい。東北のファンになりま

した。 

 3 日目 今日は晴れ。少し雲がかかっているが大丈夫。8：30 発でグランデコリゾートのパノラマゴンド

ラへ。朝一番の搭乗でゴンドラ山頂駅 1,390ｍへ。スキー場の登り口からいざ西吾妻山へ。西大嶺へのシラ

安達太良山 
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ビソ樹林帯では、ゴゼンタチバナがしきりに下山のことを考慮して私に無理するなと話かけているようで、

西大嶺までと思っていたが断念し一人下山。４人ははてしなく歩を進める。       （有澤辰彦 記） 

 

 今日は好天が期待できそうである。東北の山の旅も最終日、本日は西吾妻山に登る。西吾妻山は

吾妻連峰の西吾妻火山群に位置する。昨日、スタート地点のグランドデコパノラマゴンドラの

乗り場を見ておいた。午前 8 時 30 分始発のゴンドラに乗る。磐梯山は雲に覆われ全貌を見せ

てくれない。カラマツの林の中をパノラマゴンドラリ

フトが行く。ゴンドラを降りて駅からスキー場のゲレ

ンデのなかの登山道を登って行く。クロヅルが白い花

を咲かせ、ヨーロッパ原産の帰化植物、燈赤色のコウ

リンタンポポが頭花を風に揺らしている。ゲレンデを

登り切ると、西大嶺登山口の看板がある。ここからゲ

レンデを離れて沢を渡りオオシラビソの林のなかを

歩く。昨日の強い雨で登山道は水が流れている。岩がゴロゴロした道で歩きづらい。なかなか

樹林帯を抜けきらず、うっとうしさが募る。慰めは道

沿いに咲く花々である。ミドリユキザサ、ゴゼンタチ

バナ、ツマトリソウ、ハクサンシャクナゲ、イワカガ

ミなど、花を愛でながら登って行く。西吾妻山は二度

目の登山である。最初は天元台ロープウェイ、リフト

を乗り継ぎ終点の北望台から登るコース。北望台の標

高は既に 1,800m。オオシラビソ帯をしばらく登ると

視界が一気に広がった。今回のグランデコスキー場か

らのコースは、樹林帯のなかをひたすら登る。やがて急登になってくる。急坂を登りきるとよ

うやく樹林帯を抜けて展望が開け、目指す西吾妻山の山容が右手に見えてきた。登山道脇はお

花畑。ハクサンチドリ、ウラジロヨウラク、ミツバオウレン、イワカガミなどの高山植物が咲

き乱れ、閉鎖感が一気に晴れて気分は高揚する。さらに一登りすれば、西大嶺 1,982m に到着。

目指す西吾妻山への登山道が長々と続いているのが見える。  

一休みして西吾妻山を目指す。時間が経つにつ

れて青空が支配的になり、周囲の山々の展望が広

がる。そよぐ風は夏山の気分を高めてくれる。コ

バイケイソウが白い花を咲かせ、チングルマ、イ

ワイチョウ、マイズルソウ、アカモノ、アオノツ

ガザクラ、タテヤマリンドウ、マルバシモツケな

どの花々が、イワイチョウやササなどの青々とし

た緑の大地にアクセントを添える。山腹の一角に

シナノキンバイとモミジカラマツが群生している。

高貴な色合いのハクサンチドリも見事。白と黄、

赤紫のコントラストは華やいだ草原の情緒を演出する。石の多い登山道を登り樹林帯に入る。

西吾妻山 
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抜けると高層湿原が広がり、薄青色のタテヤマリンドウや湿原を代表するワタスゲの白い果穂

が草地を彩る。木道を進んで低木帯を潜って 2,036m の頂上に到着。頂上からは展望は得られ

ない。天狗岩方面に少し下った所に吾妻神社が見え、「岩塊原」と呼ばれる岩屑原が広がって

いる。 

 登ってきた道を戻り、西吾妻小屋の近くで昼食とする。草原の雰囲気を存分に楽しみたいが、

ゴンドラ乗り場で連れが待っている。先を急ぐ。西大嶺直下で、たおやかな姿の西吾妻山とは

お別れ、樹林帯に突入し黙々と下る。グランドデコパノラマゴンドラ乗り場には午後 3 時に到 

着した。西吾妻山に登ることができて満足であった。東北の山はいい。  (渋谷茂 記)                                         

 

８月例会と暑気払い報告 

 
8月2日（水）富山駅前のＣｉＣビル3Ｆにて、19名の参加で「九州の山、東北の山、ボツワナの旅」のス

ライド報告がありました。いずれも、年齢に関係なく精力的な面々にはため息交じりで、羨ましいかぎりで

す。 

例会後、高志会館のビアホールで暑気払いがありましたが、こちらの方は若干アルコールの量が減ったよ

うに感じられました。いずれにしましても、いつまでも健脚で豪快に登山したいものです。そして、安全登

山が一番ですね。                                 (有澤辰彦 記)

  

                                

9月例会山行 南アルプス塩見岳 3,052ｍ     

期日：平成 29年 9月 4日(月)～6日(水) 

参加者：山田、松本、渋谷、瀬川 

 昨年の南ア山行の時 荒川岳から確認できた塩見岳が今年の目標の山になった。南アルプス中心部の孤高

の山、鉄兜にたとえられる山頂からはほぼすべての山が望めるというが、今年も登山口までのアプローチは

長かった。 

 9月 4日 曇り時々晴れ 

 早朝 5時に城端ＳＡで 3人が乗り込み全員が揃う。今回も東海北陸道・東海環状道を利用した。中央自動

車道に入り恵那山トンネルを抜けると南アルプスの山なみが展開する。松川ＩＣを出て天竜川の支流小渋川

沿いの道を走る。ダンプカーの多い道路だ。大鹿村大河原から鳥倉林道に入りゲートのある越路駐車場

（1,630ｍ）に到着。富山から給油時間を含め約 5時間の道のりだった。全国から来た車がいっぱい。 

登山届をポストに入れ舗装された林道を歩きだす。道沿いの植物を観察しながら 40 分で鳥倉登山口

（1,790ｍ）に着き、松本トップでカラマツ林の広い谷から登山開始。一合目から三伏峠まで合目毎に立派

な看板が迎えてくれる。サラシナショウマの群生などまだ花が多く見られる。五合目の先で昼食。遠くの山

は雲に隠されて見えない。ほとけの清水はちょろちょろの沢水だが貴重な水場。日本一高いといわれる三伏

峠（2,580ｍ）に 3 時間半をかけてようやく到着。初日の行動はここまで、一泊二食+寝具+弁当で 9,500 円

の三伏峠小屋に宿泊だ。2 階にザックを運んでから外のテーブルに集まりビールで乾杯。5 時の夕食まで時

間があるので新館を見に行く。個室もあり、本館を締めたら冬期小屋にもなる。夕食はカレー、先日のＢＳ
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テレビで放送されたように小屋のご主人が何日も煮込んだだけあっておいしかった(登って来る時ご主人が

背負子を肩に山を下りるのに会った)。食後お花畑まで足をのばしてみたが、高山植物保護の防鹿柵が痛々

しい。ミヤママツムシソウの群落から塩見岳を遠望するとその遠さに明日の苦労が思われた。 

 9月 5日 快晴後曇り 

 4 時半前に自家発電の電気がつく。朝食は卵かけごは

んだった。5時半には小屋を出発、三伏山（2,615ｍ）に

立つと展望がすばらしい。特殊東海製紙社有林の標識が

あった。次の本谷山（2,658ｍ）は三角点の標石がずっと

下まで露出。南アルプスはもちろん、中央、北アルプス

の山なみがはっきり一望できる。ここからいったんシラ

ビソ林の中へ下り、権右衛門山の中腹をトラバースする

樹林帯の長い道となる。塩見新道(現在通行止め)の分岐

と合流するとやがて視界が開けてくる。ハイマツの中を

進むと立て替えて真新しい塩見小屋に着く。明日は夜半

から雨となる天気予報なので、今日中に下ることにして

本郷氏が予約キャンセルの交渉にいく。午前中ならキャ

ンセル料は取らないとのこと。 

水など各自デポして荷物を軽くし頂上目指して出発す

る。あまりの天気にまぶしいくらい。天狗岩の岩峰の肩

で小休止。目の前に頂上への最後の岸壁がたちふさがる

も、回り込んで矢印のペイントにしたがう。北アルプスなら鎖やロープがあるところか。岩稜帯を登りきる

と前方に富士山が見えてきて西峰（3,047ｍ）、二等三角点のピークに出る。すぐ先の東峰（3,052ｍ）まで

行って休む。南には荒川三山のどっしりした山塊、北に目を転ずると間ノ岳から北岳と続き、仙塩尾根の先

には仙丈ヶ岳が遠い。あとから到着した小屋で同宿のメンバーと記念写真のシャッターを押しあう。弁当を

食べて下山。 

 塩見小屋では皆でてぬぐいやバッジなど罪滅ぼしに少し買い物をする。小屋前で休んでいる老夫婦は三伏

峠小屋連泊で塩見岳をめざしたが、4時まで小屋にもどるには時間切れで天狗岩で引き返したという。下山

を始め、塩見新道から上がってきた単独の青年にはびっくり。通行止めの三峰川林道を自転車使って登った

らしいが長かったとなげいていた。この先でケイタイ電話を落としてしまったという青年が下から登って来

る。 

 本谷山の登りにかかる手前で小休止。展望のない樹林帯のコースはつかれる。本郷氏も遅れ気味だ。きつ

い登りだった本谷山頂上でも休憩、あと 80 分とあるが、9 時間行動で皆疲れがたまっている感じだ。塩見

小屋での元気はどこえやら、今日中に車まで下山するのは無理というもの。 

 三伏峠小屋に着いて、さっそく宿泊の交渉。朝食なしで一泊 7,500円。今日は一階の大部屋。外でビール

を飲んでいるところへ先ほどの老夫婦が無事到着した。旦那さんは糖尿病の持病があるが二人で趣味の登山

を続けている。夕食はカレーではなかった。6 時頃クラブツーリズムの一行 11 名が到着。向かい側の布団

に陣取ったが、北九州からきた連泊による塩見岳登頂ツアーの高年男女一行だった。 

 9月 6日 雨のち曇り 
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 予報どおり夜中から雨になり一晩中雨だれの音をきいたが、電気がついた頃にはだいぶ小降りになった。

身支度を整え、行動食を腹に入れ明るくなってから合羽を着て出発する。最後尾に伊那市のＯ氏。仙丈ヶ岳

から縦走してきたが伊那大島駅まで足がないので同乗をたのまれた。ほとけの清水で水を飲み、五合目を通

過した時は濃いガスの中。滑りやすい木の桟橋も通過、一度も休まず鳥倉登山口まで一気に下る。合羽を脱

ぎストックをしまい林道歩きは気ままに。ゲートで下山届を出し車に荷物を載せ終わり、Ｏ氏も乗り込んだ

ところで車のエンジンがかからない。吾妻小屋に泊まった朝と同じバッテリートラブル。ＪＡＦを呼ぶにも

携帯がつながらない。下山者もまだ当分来ないだろう。瀬川、渋谷氏とＯ氏の 3人で歩いて通話可能の所ま

で下っていく。その後雨が本降りに。やがて下から上がってきた八王子ナンバーの軽自動車が横づけ。林道

を走ってきたら三人連れにたのまれたとのこと。さっそくケーブルをつないで一発で始動した。お礼を述べ

林道を走り下る。三人を乗せたのは相当下った先だった。 

 Ｏ氏の案内で温泉宿をさがす。大鹿村はあちこちでリニア新幹線のトンネル工事が始まっているようだ。

最初の小渋温泉赤石荘は営業時間前で断られ、鹿塩温泉の湯元山塩館へ。日本秘湯を守る会の提灯が下がる。

ＯＫだったので全員でしょっぱい湯船につかることができた(泉質はナトリウム-塩化物強食塩冷鉱泉、塩分

は海水なみとか)。フロントでここで精製している山塩をお土産に買う。ＪＲ飯田線伊那大島駅でＯ氏をお

ろし、リンゴ直売所に寄ったあと 3日前と同じコースで富山にもどった。             

コースタイム：9/4 8：08 松川ＩＣ～8：56 大河原～9：27 越路ゲート～10：32 鳥倉登山口～11：46 豊口

山間のコル～13：58三伏峠小屋 

9/5 5：30 小屋～5：40三伏山～6：40 本谷山～8：35 塩見小屋～9：30天狗岩の肩～10：15 塩見岳東峰

～11：20塩見小屋～13：23本谷山～14：50三伏峠小屋 

9/6 5：22小屋～6：00ほとけの清水～7：13登山口～7：58ゲート駐車場～10時頃湯元山塩館～11：20

松川ＩＣ                                    (山田信明 記) 

 

 

平成 29 年度支部合同会議の報告 

平成 29 年度支部合同会議が 9 月 23 日（土）～24 日（日）主婦会館プラザエフ（東京）にて開催されま

した。参加者 96 名で富山支部からは山田支部長と河合の 2 名が出席しました。 

小林会長の挨拶の後、組織体制の変更から議事に入りました。 

改革事業推進委員会(執行理事:小林会長)と 120周年記念事業対応として記念事業委員会(執行理事:重廣副

会長)を設置することが決定しました。これまでの海外委員会は国際委員会と名称を変え、日本の登山文化

や山岳地域情報を外国語で海外に発信したり、日本の豊かな自然や山岳文化・伝承などを世界に発信するた

め、JAC ホームページの英語版も作成する予定とのことです。 

今年から、支部長、事務局長の交代した支部が多数あることから、「支部会計報告書」作成方法と留意点

について説明がありました。2017 年山の日関連イベントの実施状況については 33 支部の内 27 支部で実施

され好評であったとの報告がありました。 

大きな問題として、昨年 11 月の富士山と今年 8 月 29 日の北海道幌尻岳での、広島支部の遭難事例の報

告がありました。支部の行事としての山行と個人山行における遭難対策の体制について時間を割いて議論さ

れました。組織内部の論理・申し合わせとマスコミ報道等では「日本山岳会」という名称が最初に報道され
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るという、パーソナルとパブリックの境界についての再認識が必要とのことでした。日本山岳会会員の平均

年齢は 69 歳ということです。栃木県では「山のグレーディング」として、県内の山の難易度の一覧表を今

年の「山の日」記念全国大会で配布したそうです。北海道支部からの報告では、今年の異常気象により、登

山ルートが変化している箇所が多数あるということです。 

日本山岳会の公益事業としては、①登山振興、➁山岳調査研究、③山岳環境保全が 3 つの柱となっている

ということで「山の日」の生みの親である日本山岳会が率先して、会の認知度を上げるためにも「山の日」

を有効に活用することが必要とのことでした。平成 28 年度末の会員数は 4,972 名で準会員 34 名を加えて

5,006 名です。最後に年次晩餐会の内容や来年の全国支部懇談会の開催案内(北海道支部:大雪山系)、事務連

絡等時間ギリギリまでの協議内容でした。会を取り巻く環境も変わってきているという印象でした。 

                                       (河合義則 記) 

 

全国支部懇談会に参加して 

10 月 13 日（金）～14 日（土）に茨城県つくば市で開催された「第 33 回全国支部懇談会」に山田支部長

と吉井、河合会員の 3 名で参加してきました。準備して下さった茨城支部の皆様に感謝申し上げます。13

日は講演会で、「古代の山の信仰…筑波山を中心として」郷土史家の井坂敦実氏、「わが国の火山の現況:富

士山も噴火するのか」山梨県富士山化学研究所所長の藤井敏嗣氏、「100 年目の剱岳三角点設置」茨城支部

会員で元国土地理院職員の山田明氏のとても興味深い話を聞くことができました。日本の火山で弥陀ヶ原火

山が常時観測火山として認定されたのが 109 番目だったと聞いていましたが、現在は 111 火山となってい

るそうです。全国各地にある三角点は現在、GPS 観測や電子基準点の活用によりその使命を終えつつある

こと等、講演がとても貴重な内容であると実感しました。懇親会は 130 名の賑やかな会となり、地元茨城

の皆様による相撲甚句やおなじみのガマの油売りの口上等のご当地の特徴あるアトラクションを見せてい

ただき、楽しいひとときでした。翌日はあいにくの小雨模様でしたが、筑波山を 3 コースでの登山と、国土

地理院・地質標本館の施設見学のコースがあり、富山支部の 3 人はなかなか見学機会のない施設見学コース

に参加しました。時間の都合で大急ぎの見学でしたが、2 つの施設ともゆっくり時間をかけて見たい貴重な

資料の宝庫でした。内容がすごい割に施設の知名度が低いという印象でした。 

今度機会を作ってぜひ再度訪れたいと感じられて、いい経験となりました。     (河合義則 記) 

 

上高地の魅力               鍛治哲郎 

私が初めて上高地に足を踏み入れたのは、1974 年 6 月初旬、島々谷から徳本峠を越えてであった。新宿

から夜行列車に乗り、松本で私鉄に乗り換えて終点の島 （々今は一つ手前の新島々が終点）まで行って歩き

だした。当時私は就職した直後で、上司に誘われるままに付いて行ったら、一行には職場の若い女性が 7，

8人はいたが独身の男は私一人で、あのように恵まれた機会は、その後、二度とない。ズック靴にスラック

ス姿の女性が多く、明神への下りには残雪があって尻もちをつく人もいたが、落伍者もなく明るいうちに上

高地に着いた。その日はウエストン祭の前日だったので、徳本峠には、槇有恒さん（当時 80 歳）など我が

国山岳界の重鎮が何人かいらして、穂高の勇姿を眺めておられた。翌日はウエストン祭を見て、山には登ら

ずに帰ってきたが、上高地の第一印象は、新緑の美しさと里に下りて食べたソバの旨さであった。その後私
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は、中部山岳国立公園を管轄する島々の職場に二回、そして、退職後には、民間の立場で上高地の施設管理

や清掃の業務に携わった。退職後の職場では、4 シーズンにわたり上高地に住み込んで四六時中山を眺め、

観光客や登山者と接する日々だったので、上高地の魅力をより多面的に理解できた。 

上高地の魅力が大自然にあることは間違いないが、それは、豪壮な岩稜の山々だけでなく、日本の山が特

に優れているといわれている渓流と森林の美しさにあると思っている。そして、その魅力を引き立たせてい

るのは、マイカー規制などによる不便さ、不自由さと引き換えに保たれている、静謐さと自然に調和した施

設、そして、陳腐な言い方ではあるが、地元や関係者、さらには利用者の理解と協力による行き届いた管理

によるものである。例えば、近年、上高地では山肌の崩壊が激しく、梓川の河床が上がり続けている。自然

に手を加えれば何らかの影響は避けられないが、上高地から人間が撤退しない限り防災対策は不可欠である。

上高地では、堰堤や堤防は目立たず自然に融和したものとし、工事はシーズンオフの冬季に行うなど細心の

配慮で行われているのだ。上高地に足りないものがあるとすれば、周りの山々が高くて険しいため、半日程

度のトレッキングやハイキングに手ごろなコースが少ないことだろう。 

特別天然記念物でもあるように、上高地は原始自然であると思っている人が多いが、国立公園に指定され

る直前の昭和初期まで、上高地では伐採や放牧がおこなわれていたのだ。徳沢や小梨平のキャンプ場は放牧

地の名残であり、バスターミナルから小梨平にかけてのカラマツ林は植林地である。大正池は、1915(大正

4)年の焼岳噴火で梓川が堰き止められてできたものだが、今は、土砂で大半が埋まってしまった。山に目を

向けると、1891（明治 24）年からたびたび訪れて日本アルプスを内外に紹介したウエストンが有名である

が、初めて「日本アルプス」という名称を使ったのは、1877（明治 10）年に外国人として初めて槍ヶ岳に

登ったガウランドである（槍ヶ岳の初登頂は、ご存じのとおり、1828 年の播隆上人）。その後、西洋のア

ルピニズムの普及とともに、登山家だけでなく、芥川龍之介など多くの文人墨客が上高地に逗留したり槍穂

高の山々に登ったりして、その素晴らしさを筆で紹介している。 

標高 1500m 前後、長さ 10ｋｍ以上に及ぶ上高地は、梓川の両岸に河畔林が広がり、訪れた者をゆったり

とした気分にしてくれる。清流と穂高の山容を見ながらの散策は、老若男女、万人向けである。重装備の登

山者、花や野鳥を愛でる人、カメラを構える人、スケッチをする人、カップル、家族連れ、団体など様々な

人が思い思いに過ごしている。場違いな出で立ちの人もいるが、大自然の中で一様に楽しげである。先日、

頭巾姿からムスリムであることがわかる女性が二人、大きなザックを背負って颯爽と山に向かって歩いて行

った。一瞬、おやっと思ったが、様になっている。私は、様々な人を受け入れる奥深さこそ上高地の魅力で

あると思っている。今回、上高地山岳研究所を訪れ、上高地と周辺の山々を歩いた支部会員諸氏の感想は如

何であろう。 

◎ 10月 14日～16日に訪れた上高地の記録は次号に掲載予定です。 

 

                                                                                 

初めてのアフリカ －ボツワナ紀行－       鍛冶哲郎 

友人からボツワナのオカヴァンゴに誘われた時、アフリカのどこにあるのかも知なかった。ビザ不要、風

土病の予防接種も不要、治安が良い、ホテルは快適、水道水は飲用可、同等のパックツアーより格安。乾季

だから水辺に行けばキリン、ゾウなど大型哺乳類がウジャウジャいる、と良いことずくめである。私はアフ

リカならキリマンジャロだと思っていたが、オカヴァンゴは最近テレビの動物番組によく登場するので気に
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なっていた。迷わず行くことにした。 

ボツワナは、南アフリカ共和国の北にある内陸国で、南緯 18度から 30度、国土は日本の約 1.5倍、その

８割以上が平均標高 1100mのカラハリ砂漠と乾燥サバンナで、東部に 1491ｍの最高峰があるが大部分が平

原である。人口は 203万人。1966年にイギリスから独立して以来、政権が安定している。主要産業は牧畜

で、EUへの主要な牛肉の輸出国である。ダイヤモンドの産出量が世界一で経済的に安定しているが、それ

に頼らないため、国として環境配慮型の観光産業（エコツーリズム）を推進している、などなど、すべて初

耳であった。 

そんなボツワナ旅行の参加者は日本各地からの 19名で、私以外は、同じ顔ぶれで国内外の旅行を何度も

経験している人たちであった。そんなグループに私が加わったのは、今回の旅行を企画し引率する立場の二

人（ツアーコンダクターと動物の専門家）が、過去に私の音頭で行ったモンゴルとコスタリカ旅行に参加し

た縁によるものである。 

黒部を 5月 27日に出て 6月 9日に帰宅、ボツワナには 9泊した。羽田から、カタールのドーハと南アメ

リカのヨハネスブルクで飛行機を乗り継いで丸一日、ボツワナの首都ハボローネに着く。空港には、今回の

現地ツアーをアレンジしてくれたハボローネ在住の日本人ガイドが迎えてくれ、総勢 20名のボツワナの旅

が始まった。ガイドは、旅行で訪れたボツワナでの平穏な暮らしが気に入り、旅行業を始めたという女性で

ある。そういえば、今年私が出かけた中米コスタリカ、富山支部創立 70周年のブータンも、現地ツアーの

手配は現地在住の日本人女性であった。そのたくましさは、女性一般の特性なのかあるいは大和撫子の強さ

なのか、いずれにしろ男はかなわない。 

ハボローネのホテルでアフリカ初の食事をし

た。オムレツは、自分で卵の数と具を指定して焼

いてもらうのだが、中東的な面立ちの男性が卵 6

個分の巨大オムレツを平らげたのには恐れ入っ

た。6個と注文をされたコックさんも驚いた様子

はなかったから、巨大というほどではないのかも

しれない。翌日、プロペラ機で北へ 2時間ほどの

マウンという地方都市に行き、そこを拠点に、マ

カディカデパンとオカヴァンゴのサファリツア

ーをした。マカディカデパンは塩湖跡の大平原

で、中心は真っ白な塩の大地で地平まで何も見

えない。今年は雨が多くて乾ききっておらず、

その上でのキャンプは実現しなかったが、行き

帰りに多くの動物をみた。バオバブなど独特の

樹形をした木が点々とあって、アフリカに来た

という実感がわいた。放牧されている牛に交じ

ってシマウマがいるのは、ライオンが来ても逃

げ足の遅い家畜のそばにいれば安心というわ

けである。 

次は、いよいよ今回のハイライト、オカヴァンゴである。マウンからチャーターした小型機で 15分、滑
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走路だけの飛行場に着く。オカヴァンゴは、世界最大の内陸デルタで四国ほどの広さである。デルタは、遠

く北にあるアンゴラ高原に降った雨が流れてきて、湿原になっている。乾季には、まわり中から水を求めて

動物が集まってくるから、アフリカの動物を見るには最適なのだ。宿は、中心に売店、食堂、プールなどの

パブリック施設と管理部門の建物があり、客室は、鉄骨と布地でできたスイートルームが、それぞれ独立し

て川沿いに散らばっている。ブッシュと巧みな建物配置により、自分の部屋から他の建物は全く見えない。

昼下がりにデッキでくつろいでいると、対岸をゾウが歩いたりレイヨウの群れが目の前に現れたりして、実

に贅沢な気分になる。夜は、静寂の中に動物の鳴き声が不気味ですらあるが、迫力の重低音はカバだった。

この宿のもてなしは大変洗練されていて、たとえば、夕食は食堂の庭先で食べるのだが、真っ赤な夕日を見

ながら焚火を囲んで歓談し、のどを潤している間に背後のテーブルに食事が用意される。宿のスタッフが客

の間に入り、一緒に食事をする。彼らは、懸命に客の興味を引きそうな話をしてくれるが、英語なので当意

即妙の会話ができないのは残念であり、申し訳ない気がした。見慣れない南半球の星空は、南十字星の周り

に明るい星がたくさんあって、たいへん豪華に感じた。北の地平ぎりぎりに北斗七星が昇って来た時は、妙

に懐かしく感じた。帰国してネットで見たら、この宿の料金は上高地帝国ホテルよりも高かった。定員 24

名に、料理人、ガイド、コンシェルジェ、運転手、清掃員、その他大勢の裏方があっての接客だから、当然

であろう。 

 次は、「ゾウの王国」と呼ばれているチョベ国立公園である。オカヴァンゴからチャーター機で一時間、

国境の町、カサネに着く。宿は、ナミビアとの国境を流れる川の畔に建つ大きなホテルである。人気を感じ

させないオカヴァンゴに比べると、チョベは観光地である。ライオンがいると、数台のサファリカーがそれ

を遠巻きにしている。それでも、ケニアやタンザニアに比べると格段に観光客が少ないそうだ。観光船から

のサファリは、水牛やカバ、水鳥が間近にじっくり見られる。おびただしい数の草食動物を見ると、この不

毛に見える大地で何を食べているのだろうと不思議である。逆に、これだけの草食動物がいれば相当数の肉

食動物を養えると思うが、ライオン、チータ、ヒョウはめったに顔を見せてくれない。国境の川にのんびり

と観光船が浮かぶのだから、隣国との関係は良いのであろう。ザンビアのビクトリアの滝も陸路で日帰り観

光圏である。 

 アフリカといえば灼熱の大地だと思っていたのだが、この旅で、何事も十把一絡げに先入観を持ってみて

はいけないことを痛感した。旅行前に散々寒さ対策を怠るなと言われていたので、私は毛の下着上下にダウ

ンジャケットを持っていたのだが、早朝のサファリでは寒い思いをした。体感で、朝方は５～10度、日中

は 30度近くまで上がっていたと思う。食べ物は国際標準で、アフリカらしいものといえば果物で、これは

豊富でおいしい。肉は日本の肉と違って堅くて脂分は少ないが、たくさん食べるにはあっさりしている方が

いいのだろう。我々の一行に二人の歯科医師がいたが、曰く「歯ごたえも味覚の要素」であり日本の肉は柔

らかすぎる、と。同感である。 

 同じようなサファリツアーを毎日繰り返していても、動物好きの人たちは飽きた様子がない。私は、さほ

ど動物に深い興味はないので、帰りにピラミッドでも見たかったのだが、今回はあきらめた。連日、好天に

恵まれ、目当ての動物も一通り見られたので、全員満足してヨハネスブルクから帰国の途に就いたが、最後

に一波乱あった。突然、カタールが近隣諸国から国交断絶を通告され、カタール航空の便がサウジアラビア

とイエメン上空を飛ぶことができなくなったのだ。このため、離陸寸前だった我々の飛行機は、大きく迂回

して飛ぶために必要な燃料を補給することになり、ドーハ到着は大きく遅れるというから、羽田便への乗り

継ぎは絶望的である。結局、航空会社が用意したドーハのホテルに一泊し、次の日の便で帰国ができたので、
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無職の私にとっては、儲けものドーハ滞在であった。帰国後に読んだ新聞記事によれば、今回、カタールが

近隣諸国から村八分にされたのは、トランプ外交によるアラブ諸国の力関係の変化も影響しているとあった。

私にとっては、今まで無関心だった中東情勢にも目を向けさせる旅行であった。 

 

   日本初のヒマラヤ遠征に関わる話（その 3）    佐伯郁夫 

                                 

1936 年、当時は装備も食料も、今日のように保温効果に優れた丈夫な素材を使った衣類や、簡単に調理

できる食品はなかった。梱包材も軽くて丈夫なものはなく、厚い板で作られた箱に詰め込み、トラック２台

で神戸港に送り出している。荷と共に貨物船に乗り込んだ堀田弥一隊長、湯浅巌、浜野正男、竹節作太の 4

名は、多くの雑務から開放され、やっと体を休めることができた。 

竹節作太の出発決定は出発の 1週間前だった。毎日新聞社が援助金を増額したのは記録映画をとることが

条件。その意味で大変貴重なフイルムを熱帯地方に運ぶので、変質しないよう船の一番涼しい所に保管して

もらう交渉するなど気を使っている。香港、シンガポールなど 4港に停泊して 1ヶ月をかけてカルカッタに

着いた。 

到着するやいなや、2 名の税官吏が乗り込んできて TAX500 ルピーと宣言。当時の計算では大学卒の初任

給 1年分に相当する額である。それは予想外の金額で、支払えば遠征が破綻してしまう。野々村副領事をは

じめ多くの在カルカッタの日本人が日本初のヒマラヤ遠征隊の歓迎に来る。隊員達は、商社や領事館の人達

の家庭に世話になるという温かいもてなしを受けた。荷物の関税は交渉の結果 80 ルピーで決着。シェルパ

は 3 人しか雇う費用がなかったが、その 3人はすでにダージリンから到着していた。通訳は 20 数年ボンペ

イに住み着いていた広瀬丈吉という人で、それもすべて辻山岳部長の手配であった。 

8月 13日カルカッタ出発。30時間列車に揺られてアルモラという町に着き、そこから 80名のキャラバン

隊で出発。13 日間のキャラバンの後 9 月 2 日にベースキャンプを設営する。シェルパ 3 人の内 2 名を登攀

隊員とし、1 名をベースキャンプ要員とする。前進キャンプを 4 つのばして 9 月 26 日アタック体制が出来

上がった。 

29 日アタックと決定。その朝は調子の悪いコンロで紅茶を沸かすのがやっとであった。カンパンを口に

押し込みバター・ジャムなどの補助食品で補い、第 4キャンプを出たのが 6時半だった。午後になって風が

出てきた。湯浅隊員の乗った雪が動いた。彼はヒラリと飛鳥の早わざで動く雪の外へ飛び、雪中にピッケル

を刺してなんとか確保した。雪崩は山々にこだまして下の谷へ轟音を轟かせて落ちて行った。すでに午後 3

時、頂上まで 100㍍以上を残している。堀田隊長は決然と命令を下す。引き返して再起しようと。少し下っ

た所に、アイモ撮影機や多くのものを雪中に埋めて下山した。C4 のテントを掘り出してその夜を過ごす。

翌日 C1まで下る。 

再度のアタックは 10 月 5 日、休養を終え、好天に恵まれ快調に登る。前回の到達点からは堀田隊長がス

テップを切りながらトップを務める。頂上から張り出した雪庇を切り崩して山頂に達する。竹節は隊員より

15 ㎏も重いカメラやフイルムを背負って登りながら、堀田の登攀シーンや山頂での万歳シーンなどを撮っ

た。アイモはカタカタと音をたてて動いてくれた。今日の撮影機は電動だが、アイモはゼンマイ仕掛けで面

倒だが、単純なので故障などの点では安心であった。雪の中に埋めてあったが凍結することもなかった。竹

節にとっては生まれて初めて撮る映画であり、紫外線が強いので強めに絞り、濃いフイルターをかけていた
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がそれでもオーバーになっていた。（注 1） 

日本に帰って、しばらくは各地で報告会など忙しい日が続いた。報告会では現像したばかりでまだ録音も

説明もないものをほんの一部分だけ上映しているが、頂上の場面では割れんばかりの拍手がわきおこったと

いう。堀田弥一は、魚津中学と神通中学で報告会を行っている。その後あいなく母親の寿命は尽きた。その

1ヶ月後に父親も脳溢血に倒れ、次のヒマラヤ遠征はナンダ・デビイ・イーストと考えていた堀田弥一の登

山はここで休止となる。 

また、時局は登山など許されなくなる。軍部は立教の遠征を白眼視していた。配属将校の横暴とミッショ

ン関係の軋轢がわざわいして立教大学では三辺総長ほか 11 名の教授が追放となり、山岳部長の辻先生も免

れることはできなかった。そして帰国してしばらくで、湯浅、山縣、浜野は戦地へ召集された。竹節も昭和

13 年から終戦まで軍隊で過ごしている。堀田も徴兵を覚悟していたが、彼の勤務先は安田生命であった。

富山市出身の銀行王といわれた安田善次郎（注 2）の経営する安田財閥のグループである。軍部も資金がひ

っ迫すると安田財閥を頼っていたため、堀田だけ徴兵を免れたと考えられる。 

戦時下の暗黒時代が終わって日本もヒマラヤ時代が幕開けした。その最初が 1952 年京都大学今西錦司を

隊長とするマナスル踏査隊である。それに竹節作太も参加した。翌年のマナスル第 1次登山隊は日本山岳会

に委譲され三田幸夫を隊長とし学術隊を含む 15 名にも竹節作太は特派員として加わっている。6 月 1 日

7,750㍍に達しあと 375㍍で頂上というところで時間切れの下山となる。 

マナスル第 2次登山隊は 1954年、堀田弥一を隊長とし隊員 13 名、シェルパ 23 名でカトマンズを出発し

たが、ラマ教徒の迷信によって妨害され登山を行うことができなかった。堀田弥一と竹節作太のヒマラヤは

これが最後となった。 

マナスルは、1956 年第 3 次登山隊槇有恒隊長で 5 月 9 日今西寿雄、ギャルツエン・ノルブで初登頂され

た。                                       ＜終わり＞ 

参考文献：『我がヒマラヤの記』竹節作太 1943 年 博文館、『遠近の山』竹節作太 1972 年 スキージャ

ーナル、『ヒマラヤ初登頂』堀田弥一 1986年 筑摩書房他 立教大学山岳部 部報、『銀行王安田善次郎』 

北康利 2013年 新潮社 

注 1 このフイルムは 3年後に映画「ナンダ・コット征服」として各地のニュース劇場で上映されている。 

注 2 安田財閥は東京大学の安田講堂や早稲田大学の創立などに寄付、戦後は財閥解体で富士銀行と安田生 

命が芙蓉グループとして残った。 

 

 

会員動向 

〇新入会員・準会員 

・金井英子 かないえいこ（63） 5月入会  会員番号 16212  砺波市深江 

 私は 10 年くらい前に重い病気をしました。富山県人だから、死ぬ前に立山を見ておくべきだったなあと思い

ました。子ども時代に立山に登りましたがガスで山は見えませんでした。めでたく生還出来たので、体力回復し

てから、秋の室堂山に登りました。チングルマの実や草紅葉が綺麗で感動しました。地球の割れ目のような地獄

谷やみくりが池の底知れぬ美しさにも心を奪われました。それ以来、立山は私の運動場になりました。一緒に山

歩きして下さる友人が欲しくて入会させて頂きました。どうぞよろしくお願いいたします。 
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〇松本睦男会員の叙勲祝賀会 

 今春の叙勲に際し旭日双光章を受章した松本会員(前富山県山岳連盟会長)の祝賀会が 7 月 15 日(土)午後

4時から富山第一ホテル飛鳥の間で開かれた。富山県山岳連盟会長、日本山岳会富山支部長らが発起人とな

って呼びかけ、当日は招待者 15名、日本山岳会富山支部会員 28名、県山岳連盟や県自然保護協会、北陸電

力の関係者や中学高校の同級生、親戚関係をふくめ約 120名が出席。発起人代表あいさつを山田支部長が述

べ、日本山岳・スポーツクライミング協会の八木原会長らの祝辞のあと田中元日山協会長の発声で乾杯。国

立登山研修所の宮﨑所長、北信越 5県代表の牧野福井岳連会長らのテーブルスピーチがあった。 

 
〇有澤辰彦会員の逝去  

 有澤会員（会員番号 9974）は 10 月 15 日朝 7 時 27 分心臓疾患のため急逝されました。享年 65 歳。葬儀

は 10 月 17日午前 11時からセレモニーホール魚津で執り行われました。喪主は奥さんの美智子さん。現在

富山支部の総務委員長で 70周年記念誌の編集にも携わっていました。ご冥福をお祈りいたします。 

 
後期山行計画等案内 

・70周年記念ブータントレッキング  10月28日～11月8日 

・五支部合同懇親山行（福井支部：西方ヶ岳～蠑螺ヶ岳） 11月11日（土）～12日（日） 

・年次晩餐会・記念登山  12月2日（土）～3日（日）東京都 

・12月例会及び忘年会 12月7日（木）ＣｉＣ3Ｆ ※当初予定は12月8日（金）でしたが変更になりました。

尚、案内につきましては、11月中旬に送付いたします。 

・親睦会総会  1月20日（土）予定 立山国際ホテル 

・1月例会山行  1月21日（日）予定 大品山 

・五支部合同スキー山行（京都滋賀支部） 2月24日（土）～25日（日） 

・支部創立70周年記念講演・記念式典・祝賀会  3月25日（日）富山第一ホテル 

 

 

編 集 後 記 

今年の夏は雨の日が多く「夏はどこへいったのだろうか」と思った。8月18日会津駒ｹ岳に出かけたが、 

雷と激しい雨にみまわれ一時ササ藪の中に退避する始末。やっとの思いで小屋に到着。夕方は雨が上がり 

二重の光輪のブロッケン現象を見た。富山支部の東北山行は、大雨洪水警報が発令され磐梯山は断念。 

しかし、安達太良山と西吾妻山に登り、「福島県の花」で八重咲きのネモトシャクナゲに出会えた。西吾 

妻山では、色とりどりの花たちを愛でた。(渋谷茂 記) 支部会誌編集委員も担っていただいた有澤会員 

が突然旅立たれた。あのなつかしい満面の笑顔に会えないと思うと本当に残念、無念。本誌8月例会報告に 

掲載された「安全登山が一番ですね」の言葉を肝に命じたい。合掌（北田幹夫 記）            
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