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富山支部創立 65 周年記年事業特集
【第１回「山の日」講演会】
６月１日、第１回「山の日」講演会が富山県民会館で開催された。日本山岳会各支部会員のほか
山岳愛好家や「播隆生家の会」の方々など約８０名が播隆上人について学んだ。
播隆研究の第一人者である「ネットワーク播隆」の黒野こうき代表が、「槍ヶ岳開山

播隆上人

の人と生涯」と題して講演した。
富山支部では公益事業として、従来から「山岳講演会」を年１回 2 月に開催しておりこれまで５
回開催した。今年からは「山の日」行事とすることとし、富山県山岳連盟、富山県勤労者山岳連盟、
立山ガイド協会、HAT-J 北陸支部と共同開催になった。
また、今年は富山支部の創立 65 周年にあたり、これを記念事業の一つとして各支部にも参加を
呼びかけたところ、石川、福井、岐阜の各支部から参加をいただいた。改めて感謝申し上げたい。
なお、講演要旨は以下の通り。
播隆上人は江戸時代後期 1786
年に越中河内で生まれた浄土宗
の僧である。時代的には良寛、
一茶、北斎と時代が重なる。笠
ケ岳再興や伊吹山での修行に明
け暮れ、槍ケ岳を開山し穂高岳
にも登った。最初から寺院には
入らず深山幽谷で厳しい修行を
行 い 、 又 民 衆を 山 へ 導く な ど
「聖」として尊敬を集めた。里
の地でも念仏普及に勤め、播隆
念仏講は現代に引き継がれてお
り、各地に多くの名号碑が残っ
ている。外国人にも播隆上人に関心を寄せている人もおり、民間研究が進んできている。
（金尾誠一
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記）

【播隆祭前夜祭（「播隆遺品見学会」および「交流会」）】
第１回「山の日」講演会終了後、播隆祭の前夜祭として富山市大山歴史民俗資料館で「播隆遺品
見学会」、白樺ハイツで「交流会」を行った。
資料館では小松博幸館長より播隆遺品や軸装資料、河内道場の資料や文書資料について説明を受
けた。他支部の方々にとっては初めて見る播隆ゆかりの品々であり、生身の播隆を感じていただけ
たようであった。
交流会は資料館向かいの白樺ハイツで行わ
れた。この席では岐阜支部の影山会員が制作
された「播隆上人－山にかけた男－」の DVD
を視聴し、同氏から制作のいきさつや苦労話
も伺った。岐阜支部にも熱心な播隆研究家の
方がおられることに心強い思いであった。

交流会参加者（敬称略）
富山市大山歴史民俗資料館前にて記念撮影

（ネットワーク播隆）黒野こうき

（石川支部）津田文夫、中川博人、前川 陽、関本邦晴、飛騨涼子
（福井支部）宮本数男
（岐阜支部）早田道治、高木基揚、今峰正利、影山英雄、影山弘子
（富山支部）石浦邦夫、山田信明、川田邦夫、金尾誠一、佐藤武彦、渋谷 茂、河合義則

【第 28 回播隆祭】
6 月 2 日、富山市河内地内の「播隆上人顕頌碑」前で第 28 回播隆祭を行った。生家の会、山岳
会各支部会員、一般山岳愛好家約 50 名が播隆上人の遺徳を偲んだ。直前に亡くなった河内出身の
物故者に黙とうを捧げた後、
富山支部の山田支部長、ネッ
トワーク播隆の黒野こうき代
表が播隆上人の功績を称えて
挨拶した。続いて生家の会の
大作一男さんが播隆の生家中
村家の歴史や村でのくらしを
紹介した。参加者は碑前で一
人ずつ焼香した後、車座にな
って親睦を深めた。その後、
他県支部の参加者を含め高頭
山に記念登山した。
（金尾誠一記）
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【高頭山記念登山】
メンバー：本郷、近藤、川田、渋谷、河合、山田、山岸(先行)、田中・阿部・森井（会員外）、石川
支部（関本・長清）
、岐阜支部（高木支部長・
今峰）他に富山山想会 4 名、ジャンダルム
山岳会 8 名、団体 14 名、その他 10 名位
コースタイム：6 月 2 日
10:10 登山口～11:05 水平道登り口～11:45 切り株～
12:52 山頂で記念撮影、昼食
13:30 下山～14:30 水平道～15:30 登山口
（多数のアサギマダラの飛翔が見られた。またススダ
ケ取りもできた。
）
（山田信明

【2013 年度自然保護全国集会

記）

テーマ「立山・弥陀ヶ原の自然に学ぶ」】

○日時

７月６日（土）12 時 30 分～

○場所

立山国際ホテル

○内容
「支部活動報告」
「全国集会」
・開会挨拶 節田重節副会長

・来賓挨拶 立山町長・舟橋貴之氏 富山市長代理・山城正之氏(市民生活部次長)
・基調講演 「立山連峰の積雪と氷河」飯田肇会員
「弥陀ヶ原自然と歴史の今昔」佐藤武彦会員
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・グループ討議
① 湿原の自然と保護

（コメンテーター：佐藤）

② ライチョウの生態と保護

（コメンテーター：伊東、河合）

③ 信仰登山について

（コメンテーター：木戸、渋谷）

④ 持続可能な自然環境の管理について（コメンテーター：鍛治、道正）
・懇親会

○支部参加者
木戸繁良、石浦邦夫、飯田肇、山田信明、有沢辰彦、近藤晋、松本睦男、佐伯尚幸、鍛治哲郎、
川田邦夫、金尾誠一、河村靖晴、佐藤武彦、山岸和子、道正政信、渋谷茂、伊東保男、
河合義則、北田幹夫、
自然保護委員会の恒例行事である全国集会が富山で開催された。前年に開催の打診があり、
富山支部が創立６５周年の年でもあり受諾して決定した経緯がある。地元開催にあたり諸準備
から当日の実施運営および下支えまで多大な協力をいただいた支部会員の皆様には心からのお
礼を申し上げます。
一日目は、全国の会員と富山県下の各団体から合わせて約１２０名が参加した。富山支部の
飯田会員、佐藤会員が基調講演を行い、またグループ討議でも支部の会員がコメンテーターと
して加わり、討議の導入を行うなど自然保護委員会のリーダーと協力して進行を図った。
・フィールドスタディ
○日時

７月７日（日）8 時～12 時

○場所

①弥陀ヶ原散策

（コースリーダー：佐藤、近藤、渋谷、河合、川田）

②室堂散策

（コースリーダー：鍛治、道正、山田）

③博物館めぐり

（コースリーダー：伊東、有沢、金尾）

二日目は、天候は曇りから雨模様であったが、各コースに分かれてのフィールドスタディが
行われた。富山支部会員がコースリーダーを務めた。日頃は通り過ぎてしまいがちな所である
が、時間をかけてまわり参加者にとっては新たな思いが感じられる機会となったようだ。
二日間にわたり全国規模の行事を共催で担当したが、各場面で発揮される支部会員の潜在力
を目の当たりにし、人材豊富なことを実感した機会でもあった。
まお、各内容の詳細については自然保護委員会会報「木の目草の芽」第 105・106 号に記載
されていますので併せてご覧ください。
（金尾誠一記）
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弥陀ヶ原

室堂平

立山博物館～布橋

【北海道さいはての山と湿原の旅】
行程全般
参加者

川田邦夫、松本睦男、鍛治哲郎、金尾誠一、山岸和子、竹内美矢子（ゲスト）

日程記録
○一日目 8/28（水）車走行距離 250km
5:30

木戸自工出発

9:10 新潟港・新日本海フェリーターミナル

①

10:30 出港（フェリー泊）
○二日目 8/29（木）車走行距離 500km
4:30 小樽港フェリーターミナル
7:50 層雲峡
9:10 三国峠
14:00 釧路湿原・温根内ビジターセンター、
自然探勝路周遊（写真 1）

②

釧路在住の工藤さん（鍛治さんの友人）
に案内していただく。
16:30 コッタロ湿原展望台（写真 2）
17:30 釧路市内ホテル（泊）
○三日目 8/30（金）車走行距離 305km
8:00

ホテル

9:00 厚岸水鳥観察館（写真 3）
③

10:00 霧多布湿原センター
11:10 風蓮湖・春国岱
13:30 尾代岱
14:50 北のアルプ美術館（写真 4）
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17:20 木下小屋（泊）
○四日目 8/31（土）車走行距離 380km
4:50

木下小屋

9:10

羅臼平

④

10:35 羅臼岳（写真 5）
15:00 木下小屋
15:30 知床五湖フィールドハウス
高架木道歩行（写真 6）
17:30 羅臼町民宿「満月堂」
（泊）
○五日目 9/1（日）車走行距離 190km
9:10

満月堂

9:40

標津サーモン科学館

⑤

11:30 開陽台
14:00 摩周湖
14:40 川湯エコミュジアムセンター
16:50 雌阿寒温泉
「国民宿舎野中温泉別館」
（泊）
⑥

○六日目 9/2（月）車走行距離 285km
5:10

野中温泉別館

7:50

雌阿寒岳

10:10 オンネトー登山口（写真 7）
11:20 野中温泉
14:40 帯広市内
17:40 苫小牧東港フェリーターミナル
19:30 出港（フェリー泊）
⑦
○七日目 9/3（火）車走行距離 250km
15:30 新潟港フェリーターミナル
19:10 木戸自工着
（金尾誠一 記）

道東山行を企画して
1968 年に初めて津軽海峡を渡って以来、私は、北海道に都合 5 回、合計 16 年間住んだ。北海道
に限ったことではないが、山も里も街も、そして人はもちろん、ある程度の年月をおいて行ってみ
ると、その変わり様がよくわかる。10 年のブランクがあった道東であったが、今回も、木が大きく
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なり、道路がさらに真っ直ぐで広くなっていることに驚いた。離農や廃村が進む北海道では、きっ
と緑の量はかなり増えているに違いない。絶滅が心配されていたシマフクロウやオジロワシが少し
ずつ増えていると聞き、かつてその保護に携わった者としてうれしかった。緑の復活も影響してい
るのではないだろうか。
新たな動きとしては、根釧の牧場地帯にフットパスが伸びていた。牧場経営者などが中心になっ
て計画し、整備が進められているようだ。北海道のスケールからすれば、歩きより自転車の方がよ
りふさわしいようにも思うが、途中には簡素ながらしゃれたレストランや美術館もあり、北海道な
らではの魅力がある。年齢とともに山登りがきつくなってきた昨今、のんびり平らなところを歩く
のも悪くないと思った。
羅臼岳は、若かりし頃に何度も登ったが、その頃は、羅臼に住んでいたので、羅臼側から往復す
ることが多かった。今回は、ウトロ側から登ったが、我々同様に遠来の人が大勢登っていた。それ
に比べると、これは当日登山道の補修に来ていた羅臼山岳会の旧知に聞いた話だが、体力的に厳し
い羅臼側の登山道は一週間に二、三人程度で、伝統と愛着のある登山道を廃道にしないために道普
請をしているようなものだと語っていた。私の羅臼時代は、知床の山々は僻遠の地であり、登山者
は大学の山岳部や探検部などの若者が大半だったので、より体力が必要な羅臼から登る人も結構い
たが、すっかり様変わりである。
雌阿寒温泉の宿に泊まったのは初めてだったが、風呂は温泉の完全かけ流しで上り湯も洗い湯も
なし、石鹸は禁止、弁当の包装に紙袋と木の薄皮を使うなど、賛否はあろうが、経営方針に一つの
思想が感じられて好感を持った。
今回は、計画づくりを私に任せていただいたので、世界遺産や 100 名山など有名な所は度外視し
て、私の気に入りの場所を選んだ。しかし、結局、訪ねた場所は、国立公園やラムサール湿地など、
何らかの保護区になっているところが多かった。やはり、それなりのところが指定されているとい
うことだろう。残念だったのは、移動を兼ねたドライブで走り、訪ねた牧野や湿地であったが、天
気が悪く、道東ののびやかで開放的な景色を堪能できなかったことである。北海道にはまだまだい
いところがあります。また、行きましょう。
（鍛治哲郎

道東の山＆湿原あれこれ
湿原＆美術館巡り
釧路湿原はサロベツ原野に次ぐ面積があり、
日本最大の湿原と言われている。湿原には高
層湿原・中層湿原・低層湿原という区分があ
るが、これは泥炭層の地下水面からの厚さと
構成植物の区分によるものだそうだ。この区
分からすれば釧路湿原は低層から高層へと変
化が見られる。温根内ビジターセンターから
木道を散策すると最初はヨシ・アシの中にハ
ンノキ林となっており、その中に湿原の花が
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記）

見られる。湿原への土砂の流入によりハンノキ林が増えたのかは定かでないが。そのハンノキ林
を過ぎると高層湿原が果てしなく広がっている感じ。いろいろな散策コースがあり、見どころが
多くあるようだが「くしろ湿原ノロッコ号」に乗ってみたいものだと思いながら後にした。
釧路からウトロまでの日は雨となった。別寒辺牛湿原は雨の中で厚岸水鳥観察館へ。観察カメ
ラの映像も雨に煙ってよく見えないが、オジロワシらしき姿が見えた。早々に次の地点へ移動。
霧多布湿原センターを見学、風蓮湖を経由して斜里町へ。ここで北のアルプ美術館へ。
“アル
プ”は串田孫一が代表となって創刊した山の文芸誌で 300 号が終刊となったものである。美術館
は山崎 猛氏が雑誌アルプの精神を後世に伝えたいと建設したものであり、入場無料で年間 3000
人も訪れるそうである。北のアルプ基金の募金箱があり、わずかだが寄付してきたら北海道から
帰る前にお礼状が届いていた。
羅臼岳登山
羅臼岳へ。雨も上がり曇り空ながら時々ガスが晴れる天気。
羅臼平までは高山植物を観察しながらの登りで途中の水場
も休憩が取れ、快適な登山だった。
羅臼岳頂上からは硫黄山が霧の中に見える。国後島、ウト
ロ港、オホーツクの海は残念ながら見ることが出来なかった。
羅臼平からの登りは岩清水を過ぎると火山特有の岩石帯と
なり、雌阿寒岳は、ハイマツ帯を過ぎると砂礫地となる違い
はあるが、羅臼岳・雌阿寒岳は知床・阿寒火山群に属する山
系である。雌阿寒岳は今も火山活動を続けている。噴煙を上
げる音がガスの中から聞こえる火口をガスの切れ間に覗く
ことができ、青沼が姿を見せた。
雌阿寒岳登山日も曇りで、雨が落ちないだけまだ良いが眺
望はきかない。雌阿寒岳山麓の森はアカエゾマツ林が広がっ
ている。これは火山噴出物の土壌が適しているからだそうである。
全日程を通して、あまり天気は良くなかったが、北海道の国立公園６箇所のうち、釧路湿原、
知床、阿寒の３箇所を訪れた。知床の羅臼岳、阿寒の雌阿寒岳の登山の合間を有効に使っての欲
張りな登山と湿原巡りだった。

（松本睦男記）

道東の山行に参加して
この度は、貴会の支部創立 65 周年の記念山行に参加させていただき、ありがとうございました。
道東の雄大な自然景観、出会った人々の生き様、美味しい食べ物等々、印象深いことばかりですが、
なかでも、山行計画の素晴らしさと皆さんのスマートな動き方に、学ばせていただくことがたくさ
んありました。好天に恵まれたとは言えない一週間でしたが、
「羅臼岳」、
「雌阿寒岳」登山の日は、
雨も上がり、時折、日も差すという幸運に恵まれたことは、本当にうれしい限りです。
羅臼岳
登山口の木下小屋は、温かみのあるログハウス風で、寝具も食料も持参の小屋。至れり尽くせり
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の山小屋利用に慣れている私には、とても新鮮でした。登山口の樹林帯から、沢や平地、岩場と、
飽きることなく地形が変化し、頂上直下では、岩を積み上げたよ
うな急斜面となり、ガスの切れ間に国後の山が見えたりします。
標高 1660ｍでも、かなり高度感があります。羅臼平に広がる美
しいハイマツ林、清楚で可愛らしいチシマクモマグサや色鮮やか
なエゾツツジの花、くねりながら地を這うダケカンバの太い
幹・・・。瞼に焼き付いています。
雌阿寒岳

ダケカンバ

登山道が、静かなアカエゾマツ林から始まるのが、なんとも素
敵です。樹林下にはゴゼンタチバナの赤い実が静けさにマッチし
ています。やがてハイマツの林に、そして、イソツツジ、コケモ
モ、ガンコウラン、シラタマノキなどが顔を出します。コケモモ
やガンコウランの実付きの豊富さは目をみはるばかりです。頂上
に近づくにつれ轟音が聞こえ、勢いよく噴気を上げています。地
底のエネルギーの膨大さに圧倒されます。この活火山の斜面を覆
うように咲いていたメアカンフスマは、その儚げな趣に反して、

メアカンフスマ

なんとたくましいことでしょう。忘れられない花です。
タンチョウヅル、シマリス、オジロワシ、エゾシカ、キタキツネに会えました。ヒグマには会え
ず、よかったというべきでしょうが、残念だった気も・・・。また是非訪れてみたいものです。
（ゲスト・竹内 美矢子 記）

８月例会・ミニ講演と暑気払い
○日時

８月８日（木）１８時～

○場所

とやま市民交流館、学習室５

○内容

講演「風景と生物多様性」講師：鍛治哲郎会員

○参加者 高塚武由、石浦邦夫、飯田肇、山田信明、近藤晋、磯部美穂、森尻悠一郎、
鍛治哲郎、川田邦夫、辻斉、金尾誠一、河村靖晴、本多秀雄、山岸和子、本郷潤一、
道正政信、河合義則、北田幹夫、竹内美矢子（ゲスト）
８月８日、恒例の夏季例会を実施した。ミニ講演の講師は鍛治哲郎会員になっていただいた。長
年にわたり自然環境にかかわる仕事に携わって国内外の自然環境に詳しい講師であり、講演ではそ
の豊富な現場経験をもとに「日本の自然と国立公園」をわかりやすく説明してもらった。参加者は
改めて日本の自然について多角的な見方を学ぶことができた。
講演後は場所を「リコ・モンテ」に移し、お互いの山の情報を交換しながら快い歓談の時を過ごし
た。
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○講演内容（レジュメとスライドより）
・植生図を調べることでその地方の自然環境がわかる。最近の 10～20 年で、二次林、二次草原、
水田が最も減少している。
・富山県の植生としては、北海道に次いで自然林の割合が高い。中間の里山や人工林が少ない。農
地では水田が 98％を占め全国で最も高い。
・志賀重昂は「日本風景論」で４つの特徴をあげている。
①気候・海流の多変多様 ②水蒸気の多量

③火山岩の多 ④流水の浸蝕激烈

・B.H.チェンバレン（英国人、明治期に東大で教鞭）の言。
『日本人は Scene（景色）には関心を持つが、Scenery（風景）には無関心』
・上高地で観察してみると：
日本人は花の名前や開花、外国人は風景の良い処に関心を持っている。
・日本の国立公園の歴史と経緯：
明治 6 年、太政官布告で初めて「公園」の名が出る。昭和 2 年、全国応募で「日本八景」選定さ
れた。明治 44 年頃から政府の調査が始まり、昭和９年我国初の国立公園が指定された。
・我が国の国立公園の特徴（国を代表する大風景地）
すべてが国有地でない。土地利用は多目的。文化的な風景も含む。保護管理や整備は関係者が分
担・協力
・「日本百名山」は 98 山が公園指定地（国立 74、国定 17、都道府県 7）
・最近の課題：
過剰利用（植生被害、トイレ、廃棄物）⇒利用コントロール要
外来種の侵入
野生動物（草食動物）による被害⇒野生動物のコントロール要
里山など二次自然の維持⇒植生のコントロール要
・生物多様性のめぐみ（いのちと暮らしを支えるもの）
豊かな文化の根源、安全・安心の基礎
・風景は自然の総合的認識
（金尾誠一

故井上
【追

晃氏

記）

追悼文

想】

6 月、今泉の施設へ「いのさん」を見舞ったときは、口数も少なく気弱で心配していたが 8 月、
五福町の自宅近くの施設へ移られてから随分元気になられたと聞き、妹さん（砺波市在住、高志山
の会会員）と近々一緒に顔を見に行きましょうと話ししていた矢先、突然の訃報にわが耳を疑いま
した。
彼の往年の活躍ぶりは先輩会員の皆さんの方がよくご存じの通りでございますが、私が彼と知り
合ったのは 1992 年、二人とも同じ頃リタイヤし、山やスキーも体力も似たようなもので間が合い、
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特にスキーは AJCSS〈山やのスキークラブ〉に誘われ八方尾根や秋田駒、赤倉、妙高などによく
行きました。
またあるとき彼からシルクロードへ行かないか？との話に私も海外へ出てみたくてうずうずし
ていたので、二つ返事でパキスタンからウルムチまで 22 日間の僻地旅行を一緒し、その後毎年、
次にチベットからネパールまで 16 日間、
その次はシルクロードの残りを西安から敦煌まで 10 日間、
最後はネパールでムクチナートからアンナプルナ内院と約一か月のトレッキングをやりました。
時にはテントから満天の星を眺め、またある時は谷間のホットスプリングに旅の疲れを癒し、ま
たヒマラヤの山奥で土石流に遭遇もしました。こんな僻地旅行では小さなトラブルはつきものです
が彼の豊かな僻地の旅の経験から、全く安心して冒険心を満足させてくれる旅を楽しむことが出来
ました。
また彼は随所でカメラを構え、それらから素晴らしい作品の数々を発表しております。そしてま
た彼は要所々々で必ずメモをとっていました。彼の生涯守り通した記者魂を垣間見た気持でした。
祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり～とは云え、まだまだ一緒に歳相応なスキーなどをやり
たかった。しかし、大事な仲間は今はもういない。いのさん、どうぞ安らかにお眠りあれ。
（近藤 晋

記）

【井上さんからの言葉】
昭和45年、“グルジャ・ヒマール”の記録映写会を是が非でも見たいと、勇んで県民会館へ出か
け、その時初めて井上さんを見知りました。その後、山岳会は別々で共に山行することはありませ
んでしたが、昭和49年の富山県山岳連盟から初となる≪シルクロード踏査隊≫の一員にしてもらい、
それからお付き合いが始まりました。
遠征に際して、最年少の私にとっては見る物、聞く物全てが新鮮でした。登山界のことや登山遠征
の「イロハ」など、井上さんの発する言葉から、いろいろ教えていただき楽しくてなりませんでし
た。そんな中で、印象に残って今でも忘れることができない言葉が3つあります。
一つは、「君はまだまだ若いし、これからいろいろな登山をすることだろうが、どんなにすばらし
い登山や登頂をしたとしても、その報告をキッチリと作成しなければならない」と、“グルジャ・
ヒマール”の報告書をよく見なさいと言われました。
二つ目は、当時の中近東は革命前で、「どこにでもヒッピーがたむろしており、ハッシシーなど
のたぐいに遭遇するだろうが、絶対に手を出したり持ち帰ったりしてはならない。税関で捕まるな
どしたら、富山県の山岳会どころか日本の登山界にとって、取り返しのつかないことになる」とギ
ョロッとした目で言われました。また、「今後これからも遠征隊が出るだろうが、よく言い伝えて
くれ」とも言われました。
三つ目は県内のことですが、私が県山岳連盟の事務局の仕事をしている時、「山岳連盟とスキー
連盟の両方に携わって活動している者は、私と他には2～3人ほどしかいないので、スキー連盟とは
絶えず友好的であること」と言われたことです。
このように、井上さんは若輩者の私に対して、社会的な事に絶えず責任を持たなければならない
と、いつも会うたびに言っておられたように感じております。私も60歳を過ぎ、いろいろな登山関
係の方々に接したことを思い出してみると、井上さんからのメッセージが基礎となっているように
感じております。井上さんありがとうございました。
（有澤 辰彦 記）
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【イノさんとの山歩き―出会いからヒマラヤまで―】
“イノさん”こと井上晃さんに初めて出会ったのは、私の山日記によれば、1955（昭和 30）年 9 月
11 日である。国体の県予選が小川温泉から北又谷～黒薙川～宇奈月のコースで行われたとき、私は泊高
校山岳部に付き添っていた。この時、越道峠で自分は富山山想クラブで、北日本新聞の記者だという自
己紹介を受けたようだ。
彼氏は私より四つ年上なのに、どこでどう間があったのか、次の年から二人で山へ出かけるようにな
った。さっそく 56 年 10 月 1～5 日、有明から燕岳に上がり、槍ヶ岳へ縦走し、4 日に北鎌尾根をノー・
ザイルで山頂から独標まで往復。槍平から神岡、猪谷と出て帰った。
翌 57 年 11 月 14～17 日には大雪渓から白馬岳に行き、栂池へ抜ける。さらに 58 年 10 月 31 日～11
月 5 日にかけて、大町から鹿島、赤岩尾根を経て鹿島槍、五竜、唐松岳へ。そして祖母谷に下って宇奈
月へ出た。
63 年 8 月末には雷鳥荘の金田秀郎さんと KE 嬢、それに二人が加わっての弥次喜多道中。黒部ダム～
平～烏帽子岳～野口五郎～黒岳～高天原山荘～上の廊下の立石～薬師沢～太郎平～有峰と漫遊した。
そして 1957 年には七人の侍が集まって富山山椒会なる同人会を結成。飲むことの多い会ではあった
が、年報の『山椒』も出しはじめた。イノさん宅に事務所を置き、編集の中心はもちろん彼氏。この安
野屋町の旧宅は私が富山に出たときの常宿にもなった。
それが 61 年末に同人の福本彰さんら三人が剱の池の谷で遭難。翌 62 年の 5～8 月はその捜索に明け暮
れた。我々は交代しながら毎週のように池の谷に通ったが、その中でも 6 月 16 日の、イノさん、佐伯郁
夫さんと私の三人の池の谷ゴルジュ地帯（小窓尾根の降り口から白萩川出合まで）の捜索、つまり、四
時間の雪渓の下降は、三回の長い懸垂を含めて本当にスリルに満ち、印象に残っている。この山椒会も
捜索の報告を『山椒』第六号（1963 年）にまとめて、ほぼ幕を閉じた。
イノさんはまた、スキーも指導員並みだったから、年末にはよく八方尾根や志賀高原に同行し、八方
での山屋のスキー大会にもいく度かいっしょに参加した。
さらに 1969 年、腐れ縁がヒマラヤへも続くことになる。65 年にネパールへ偵察行に出るとき、彼氏
は入院中だった。帰って来てしばらくすると、ネパールは登山解禁可となり、イノさんはそれまでの経
緯から、新聞社内を工作してくれた。県岳連の強力なサポートもあって、北日本新聞の協力が決まり、
続いて彼は北日本放送にもアプローチしてくれ、スポンサーに決定。
加えて県当局にも加わってもらい、
三本柱の強力な支援を受けることになった。
新聞社からは当然にイノさんが特派員となり、放送局からは下田健一さんがカメラマンで出てくれた。
イノさんが白羽の矢を立てた佐伯友邦さんが、シェルパのラクパ・テンジンさんと 11 月 1 日に頂上に立
ち、グルジャ・ヒマールの遠征は大団円を迎えた。私にとって、これは大変長い道程であったが、イノ
さんとは三か月に及ぶ長い山旅でもあった。
94 年末のグルジャ二十五周年には、関係者がネパールに行き、ランタン谷にトレッキングをした。イ
ノさんとの一緒はこれが最後だったが、その後は電話などで近況を話したりしていた。それが数年前の
年賀状で“英国風ジェントルマン”になったといってきた。なんのことはない、杖を使いはじめたとい
うこと。時々病気もしていたし、とうとうお年か!と思った。
そしてこの八月、友邦さんの電話でシャングリラへ旅立ったことを知った。半世紀を超えるお付き合
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いも、少々早いけれど、ついに終わりがきた。イノさん、長い間ありがとう。またそちらでイッパイや
りながら語りましょうか。ナマステ! ナマステ!

合掌

（2013 年 10 月 1 日）
（京都・滋賀支部 薬師 義美 記）

故石坂久忠氏

追悼文

【石坂久忠先生を偲ぶ】
今年も秋の国体が始まりました。インターハイなどの全国大会が開催されるたびに、石坂先生が
思い出されます。先生は昭和 37 年に富山県高体連登山部を結成され、翌年には県山岳連盟に加盟
をされました。その年の夏、全国高等学校登山大会に参加され、富山県選手男女チームを優秀賞受
賞に導くという素晴らしい成果を収められました。
私が富山県に新任したのは、その翌年昭和 39 年でした。体育の教師でありましたが、宮城県育
ちの田舎弁を話し、なにかと繁忙の毎日でした。当時の魚津高校山岳部は、体育の先生が交代で合
宿などの付添をしていました。その後、県高体連登山部に加盟し、そこで私は初めて先生とお会い
しました。その頃、先生は、全国高体連登山部の役員会等に出席され、高校生の安全登山に対する
取り組みに力を入れておられました。
昭和 42 年に全国高等学校登山大会を富山県で実施するに至り、先生は自ら登山隊長として活
躍され、県選手の雄山高校が第 2 位、桜井高校女子が第 3 位の成績を収められました。
その後、私は本格的に山岳部の監督を仰せつかり、県高体連登山専門部委員長の石坂先生に教え
をいただくことが多くなりました。先生が全国常任委員をされている会合まで連れて行ってくださ
るようになり、私も先生の後を追うようになりました。先生の自然や人に対する優しさに魅かれた
からです。
その後、選手の監督として先生と全国大会等に出かけることも多くなりました。一番の思い出は、
昭和 51 年インターハイ長野大会でした。先生が審査委員長として講評文を作成するのに、深夜ま
でご一緒しました。その年、私の率いる泊高校女子が表彰をうけ、先生は大会会場で全国大会の役
員、監督として 10 回参加の表彰を受けられました。その時のことが今でも忘れられません。
先生に指導を受けた私は、やがて全国登山部の役員、選手の監督を続け、昭和 57 年に先生の見
守る中、10 回表彰を受けることができました。平成 6 年の富山県開催インターハイでは、私は登
山隊長の大役をいただき、桜井高校が男女優勝の輝かしい成績を収めることができたのも先生のご
指導の賜物です。
私を 20 歳も上回る先生は、その後退職し悠々自適の生活をされ、なかなかお会いする機会もあ
りませんでしたが、長い間のご指導は、私の山への憧れを高め、その後の山人生に大いに役立ちま
した。優しい笑みを浮かべて誰とでも対応される先生のお顔を忘れることができません。先生から
いただいた自作の山刀を大切にして、時々眺めて偲んでおります。
（2013 年 9 月）
（辻
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斉

記）

【石坂先生の思い出】
石坂久忠氏がお亡くなりになられたとお電話がある迄、私は５年もお会いして居ないことに気付
きました。
石坂先生と初めてお会いしたのは、私が JAC に入会した年でした。石坂先生は 1921 年生まれの
64 才の時、私は 37 才でした。
中央通り茶の木屋（中田本屋）で月毎（？）の例会があり、私にとっては山歩き情報を得られて
楽しい食事会でもあり、雲の上のような方々と親しませていただき、目の前が広くなった気がしま
した。帰路に石坂先生を送ることもあり、車中で私の母、祖母の生家が、大掛、栗山だとお伝えし
たら、母の妹が先生と同年で覚えておられました。ご自宅庭の樹が鬱蒼としてすごく、いつの日に
か植生調査をさせて下さいとお願いもしました。
山歩き初期の頃から「山と高原地図」を持ち歩いていた私は、ある日、剱・立山の調査執筆者が
先生だった？と気付きました。
山岳 87（1992 年号）75P ―に、71 才高齢登山者として、小学校立山登拝をした経験があって
長く登山を続けられたこと、又、中国での学生時代で入山術等を知ったこと、敗戦で故郷に帰り、
美しい自然に親しんだこと、又海外登山についても書いていらっしゃる。
1990 年、69 才の時に薬師岳登山のことについて、自然破壊について心を痛め、経済が豊かにな
り倫理が乱れたと嘆いて、持続的環境保全開発などの確立を要望されている。そして、自宅前の早
月川堤防の石積垣で体を鍛えていることなども・・・・・。
会報への執筆をされて 23 年後の 2013 年 92 才で、大好きだった高い高い山の、又その上へと登
って逝ってしまわれた。ご冥福をお祈り申し上げます。
（木内静子

記）

平成 25 年度第１回支部長会議の概要

日 時：平成 25 年６月 15 日（土）10：30～
場 所：日本山岳会 104 会議室
尾上会長あいさつ
本日の総会で私の任期が終わる。
４年間全力疾走で力尽きた。
豊富な人材に支えられて全うできたが、
これを次期理事会に引き継いでほしい。各支部の活性化で本部もパワーが出る。次の４点を実行して活
性化すれば会員も増える。
① いつでも自由に出入りできるルームを持つ ②支部主催の山行をどんどん増やす
③ 支部内同好会を作る（止まり木の機能）
議

④対外的事業の実施（公益事業）

題

1.新支部長紹介
北海道、宮城、山形、福島、千葉、越後、岐阜、静岡、山陰、広島の 10 支部長
2.平成 25 年度通常総会
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6/4 現在会員数 5177 人で 3624 人（70.0％）から出欠の返事あり
内訳は出席が 180 人、委任状が 3444 人
3.会費滞納除籍予定者

別紙

4.各支部の事業等報告

印刷物のとおり

5.会務の報告
1）平成 25 年度支部への運営交付金・事業補助金支給について（小林常務理事）
・１人あたり運営交付金 1000 円、事業補助金 1500 円を会員数（会費納入の有無は問わない）を乗
じた金額を支給する。
・担当者間の連絡を密にして事務処理を進めてほしい。
・来年度から新会員の増加数に応じた金額（ボーナスポイント）を考えている。
2）日本 300 名山について（節田理事）
・コース、時期、担当者が決定して連絡をもらっている支部が 20 くらい。
・秋以降原稿の書き方の要領を送る。
・天候の良い時期に無事故で取材山行を実施してほしい。
3）旅行業法に基づく「募集の手引き」について
海外がメイン。3 つの条件全てに該当する場合に「旅行業」とみなされる。
4）
「山の日」制定について（萩原理事）
・超党派議員連盟が昨日 7 回目の会合を開き会員数は 100 名に増加。
・祝日の日数の国際比較では日本は 15 日と多いが有給休暇の取得率が低い。
・６月は祝日がないので制定されれば経済効果はある。
・今後は地方議会から祝日制定の意見書を求める運動を進める。
5）新支部（群馬支部）設立準備について （宮崎支部活性化 PT リーダー）
・群馬支部は７月 13 日に設立総会予定。会長：田中、事務局長：八木原、
群馬県在住の会員は 28 名
・新入会員増加が急務だが入会金がネックになっている。支払い方法で考慮すべき？
・国土地理院の登山道調査は地元市町村と連携して昨年大山で実施、今年は富士山？
6）YOUTH CLUB について（森常務理事）
・理事会の下に国土地理院 WG を設置（宮崎リーダー）した。第２回電子国土賞の対応も担当
・第 1 回全国安全登山実技指導講習会（夏山・ロープワーク講習）を国立登山研修所で開催する。
各支部から 59 歳以下の会員１-２名募集
・学生も支部会員になる条件で交通費の補助を。
・各支部で実施する YOUTH 対策（若手会員の増加）事業に 100 万円の予算をみている。
7）子供ゆめ基金について（永田理事）
・
「こどもゆめ基金」の助成 8,861,000 円を受け親子登山の HP を作成する。
・各支部から子供を連れて登るのに適したおすすめコースを推薦してほしい。
・親子登山教室の紹介もしたい。
8）その他
・日本山岳会 HP から規定集のページ閲覧について（総務委員長）
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・全国支部懇談会の案内（静岡支部長）
・会員名簿の作成について（福岡支部長質問）
現状は 2008 年版+補充版以降発行されていない。個人情報なので本人の意向確認が必要-----前回
は会報で広告したところ 2 人から掲載だめと通知があった。
・青森支部 20 周年記念式と東北・北海道地区集会の案内（青森支部長）
全国支部懇談会の１週間前になるが多くの参加を

※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

（山田信明 記）

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

編集後記
夏になってもなお北アルプスの山々は全体として残雪が遅くまでありました。そのためもあって
高山植物の開花も遅れ、時期を少し外れて美しいお花畑を見ることができました。暑い夏の余韻を
感じているうちに台風シーズンとなり、立山の紅葉も弥陀ヶ原付近まで下りてきました。そして、
室堂では雪が枯れ草や道路を白くしています。今年度は富山支部創立 65 周年記念の行事が組まれ
て国内記念登山は知床方面の羅臼岳・他が行われました。また、国外のヒマラヤ方面のトレッキン
グも計画されています。
「日本 300 名山」改訂の取材山行も順調に行われ、分担担当者の方々のご
苦労を労いたいと思います。
後半になって、富山支部の重鎮であった井上 晃氏、石坂久忠氏逝去の知らせが入りました。謹
んで、ご冥福をお祈りいたします。
例年の山行も間を縫って行われ、2013 年度自然保護全国集会の開催も無事に終えました。行事に
追いかけられる状態で、今回の会報発行も遅くなりましたこと、お詫びいたします。
（川田）
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