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令 和 ３ 年 度 通 常 総 会 が 月 日、 東 京・ 四 谷 の 主 婦 会 館 プ ラ ザ エ
フ で 開 催 さ れ た が、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 防 止 の た め 出 席 人 数
を制限し、総会の様子はオンラインで配信した。「令和２年度事業
報告」
「令和２年度決算報告」
「 定 款 施 行 細 則 改 正 」「 令 和 ３・４ 年
度役員選任」
が審議され、いずれも原案どおり可決、承認された。

次

説明があった。
議員立法として動き出した「山
岳基本法
（仮称）
」
については、
「高
い理念のもとに、バランスの良い
法律制定を期待したい」と述べ、
最後にＪＲ東海が建設するリニア
中央新幹線工事の環境破壊の問題

目

150 円
定価１部

令和３年度通常総会をオンラインで開催
歳入も予算執行も減り、黒字に

公益社団法人

信を行なった。
■古野淳会長の挨拶概要
冒頭、古野淳会長より挨拶があ
り、いくつかの報告や方針が示さ
れた。
委員長と理事との関係について
の説明および理事と委員長や支部
長との兼任について説明があった。
また、会員名簿の発行、パワハラ
防止法の策定、第３号議案である
定年の延長や役員の任期について

に触れ、
「 環境破壊に懸念の表明
はするものの、政治には介入しな
いという創立当初からの理念のも
と、推進、反対の意思表明はしな
いというスタンスを採って」いる
との説明があった（全文は本会Ｈ
Ｐで公開）
。

《審議事項》

■令和２年度事業報告・決算報告
（第１号、第２号議案）
本年度の総会出席者は 名。委
任状提出者は５４４名、議決権行
使書提出者は２２７３名で、出席
者と合わせて２８４４名となり、
現在の会員数の４４４２名の過半
数を上回っているため、総会は有
効に成立するという報告がされ、
議案審議を開始した。
令和２年度事業報告は永田弘太
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▶日本山岳会事務（含図書室）取扱時間
月・火・木
★新型コロナウイルス感染防止対応

10〜20時
水・金
のため、当分の間、取扱時間を短

13〜20時
第 縮します。平日13時〜20時
2 、第 4 土曜日 
閉室
第 1 、第 3 、第 5 土曜日  10〜18時
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今年の通常総会は昨年に続いて
会場出席者を少人数に制限し、オ
ンラインでの開催となった。
新型コロナウイルス感染防止の
ため、出席者は全員マスクを着け、
３ 人テーブルに ひ と り 掛 け と し、
役員や関係者など 人近くが出席
した。また、オンライン会議アプ
リ Zoom
のウェビナーを使い、全
国に配信。当日は 名の閲覧にと
どまったが、後日、 Youtube
で配
30
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郎・総務担当常務理事より、同決
算報告は古川研吾・財務担当常務
理事より、それぞれ説明があった。
［事業報告］
令和２年度の事業は、新型コロ
ナウイルスの影響が大きく、多く
の事業が中止、延期もしくは規模
を縮小しての実施となった。
本部ルームは開室時間や利用時
間を短縮し、人数制限をするなど

会員に不便をか
名、準会員を含めて４７８６名と
０００円となった。結果として、
ける結果となっ
なり、昨年より約１００名が減少
これら２部を合わせた正味財産増
た。また、委員
した。高齢化による減少傾向は続
減額は７４５万７０００円の黒字
会や理事会など
いており、入会者を増やすことが
となった。
の会議のほとん
不可欠である。
【収益の推移】
どがオンライン ［決算概況］
会費・入会金について、退会者
で行なうように 【収支決算】
が入会者を大幅に上回る傾向は継
なった。年次晩
令和２年度は、新型コロナウイ
続しており、当年度における正会
餐 会 を は じ め、 ルス感染症が全国で拡大し、感染
員数の純減は１０４名である。こ
多くの行事も中
防止の観点から本会の事業活動は
のため、受取会費は４７７２万４
止となった。
非常に厳しい制約を課された１年
０００円となり、対前年度比１９
支部では、「夏
であった。事業活動が思うように
９万３０００円の減少となった。
山フェスタ」な
進められない環境の中、事業費は
事業収益は、多数の行事中止等
ど大きなイベン
前年度を大きく下回る結果となり、 により、合計で２９３万４０００
ト、障がい者支
黒字ではあるが、内容的には不本
円となり、対前年度比１３５１万
援登山、家族登
意な結果となってしまった。
３０００円と大幅に減少している。
山など、密を避
一般正味財産増減の部について
寄附金は、当年度は指定正味財
けられない公益
は、経常収益合計が８４７７万４
産増減の部にも計上されているも
事業の多くが取
０００円で、対前年度比 万９０
のを合わせて１９３５万５０００
りやめとなった。 ００円減少し、経常費用合計は７
円、対前年度比１１０９万円の大
会員の登山活動も制約を受ける時
７０３万円となり、対前年度比１
幅な増加となった。柱であった会
期が多かった。ことに登山教室や
４７０万６０００円減少した結果、 員寄附金が回復し、法人・個人か
講習会などが開かれなかったこと
当期経常増減額、当期一般正味財
らの多額寄附等もあり全般的に増
は、入会者増を図る上でも痛手だ
産増減額は７７４万４０００円と
加となった。
った。
なった。対前年度より１３８０万 【事業費と管理費の推移】
ただ、オンラインでの講演会や
６０００円の改善となった。指定
事業費と管理費については、総
講習会、会議が可能になったこと
正味財産増減の部には、寄附者に
額で７７０３万円となり、対前年
は、会務や事業活動の一つのあり
より使途が指定されている寄附金
度比１４７０万６０００円、 ・
方として新しい道が拓かれた。
を１４２万３０００円計上し、当
０％の減少となっている。冒頭に
なお、本会の会員数は４５１４
期指定正味財産増減額は△ 万６
説明のとおり、令和２年度はコロ
総会の模様は、オンライン会議アプリを使って全国に配信された
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ナ禍により支部・委員会とも事業
提出し、承認された。
則
（１２８８７）
新任
実施に制約を受け、公益事業につ
１項の改正：
「 第９条 定款第
《報告事項》
いては１０００万円に迫る事業の
条に規定する役員は、連続して
中止・縮小が発生した。
２任期を超えて選任することがで
■令和３年度事業計画・予算案
事業費について、費目別には会
きない」に「ただし、２任期目に初
令和３年度は公益社団法人に移
議費が１３１６万５０００円、旅
めて会長に選任された理事は３任
行して 年目になる。移行したこ
費交通費が３７１万４０００円減
期目の選任をすることができるも
とで社会的信頼を得て、他団体や
少した。これは月例会や催事等の
のとする」
を加える。
自治体などとの協働や寄附金を受
中止が多数生じたことがその要因
２項の改正：理事の定年を満
ける環境が整った。また、自然保
である。
歳から 歳に引き上げる改正をし
護活動や社会貢献活動が存在感を
事業管理費および管理費（間接
た。
取り戻した。
費）
は、
全般的な経費節減に努め合
■令和３・４年度役員（理事・監 ［事業計画基本方針］
計で２３３３万６０００円、対前
事）
案の選任
（第４号議案）
⑴コロナ禍での活動維持：感染
年度２１５万７０００円の減少と
以下の理事候補者、監事候補者
防止をしながら活動維持を検討し
なった。
が選任された。
ていきたい。
■定款施行細則改正
（第３号議案） 【理事候補者】
⑵入会者を増やす：登山教室な
定款施行細則第９条の改正案を
〈再任〉
坂井広志
（８７９８）
、山
どを行なって、入会者を増やした
本宗彦
（９２１７）
、
清水義浩
（１１
い。
９０７）
、古野淳
（１２１９４）
、飯
⑶「全国山岳古道調査」の推進：
田邦幸
（１２２０７）
、
萩原浩司
（１
自治体などとも協力し、推進して
３０５７）
、柏澄子
（１３０８８）
いく。
〈新任〉橋本しをり（９２９５）
、
⑷オンライン会議システムの活
松原尚之
（１０５０７）
、松田宏也
用：オンラインでの会の活性化、円
（１１７４８）
、
平川陽一郎
（１２４
滑化を図っていく。
２７）
、久保田賢次
（１３０１１）
、 ［予算概況］
川瀬恵一
（１４４２４）
、長島泰博
令和２年度の日本山岳会におけ
（１５４１８）
、
南久松宏光
（１６７
る諸活動は、いわゆる
「自粛要請」
８５）
に従い、中止や延期あるいは規模
【監事候補者】
縮小といった対応を取らざるを得
黒川惠
（７５４７）
再任、佐野忠
ず、本会の事業遂行は当初の想定
新旧理事や関係者30人ほどがリアルで参加
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をはるかに下回る結果となってい
る。このような状況を踏まえ、令
和３年度予算は
「登山活動の維持」
と
「入会者の拡大」
を方針とし、事
業計画が円滑に推進できる体制を
確立すべく策定した。
収益は、会員数の増加策を従来
にも増して実施することで会費収
入を増加させることとした。寄附
金については、昨今の経済情勢が
特に悪化していることから微減と
想定している。一方、費用につい
ては、令和３年度中の事業活動が
コロナ禍による制約が生じる可能
性もあるが、速やかな再開を目指
して通常運転としての予算計上を
心掛けた。また、支部予算につい
ては、令和２年度予算の未消化分
の繰越利用も認めており、支部事
業の早急な復活・活性化を支援す
る。
その結果、令和３年度予算は経
常収益１億７０２万６０００円、
経常費用１億５９３万５０００円、
当期経常増減額および当期一般正
味財産増減額は１０９万１０００
円と、若干の黒字となる見込みで
ある。
■その他の報告事項
◆創立１２０周年記念事業（飯田
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理事・近藤理事）
ここでは質問の概要だけを記す。
では？
①グレート・ヒマラヤ・トラバー
回答についてはＨＰを参照してほ
永田常務理事：同期会設立は一
ス：第２回についてはコロナの感
しい。
時期、会室の不足などから棚上げ
染状況を見ながら待機。②エベレ
質問１：登山振興事業の④安全
となったが、ここ数年はオリエン
スト登頂 周年記念事業：昨年末
登山の推進事業報告の中で、
「比
テーション時に設立を勧めている。
にオンライン講演会を行ない、東
較的計画どおり」に行なわれた事
しかし、世話役がおらず、いても
京都板橋区の植村冒険館で写真展
業の内容。
人が集まらないのが現状。
を開催した。兵庫県豊岡市の植村
質問２：ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
坂 井 副 会 長：
直己冒険館では現在、写真展を開
委員会で使われている事務の有償
東京区部の支部
催しており、延期したフォーラム
委託について。
については検討
も 月に開催の予定。
また、
写真に
要望１：ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
したい。
よる冊子を作成した。③所蔵の資
委員会、青年部の運営のあり方に
神崎忠男会員
料・書籍のデジタル化：会報「山」
、 ついて。
（６００２）
：高
『山岳』
、「蘭花譜」
、「遠征隊報告書」
要望２：ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
齢者クラブまた
などをデジタル化し公開している。 委員会の決算書の公開と予算増額
はシニアクラブ
④日本・エクアドル合同登山：延期
について。
を考えている
されていた来日が本年９月に実現
提案１：山の異変などの通報や
か？
する見込み。⑤ヒマラヤ・キャンプ： 周知について。
古野会長：高
オンラインによる勉強会など以外
提案 ：相続会員制度の導入に
年齢の方が活動
は進捗なし。⑥山の天気ライブ事
ついて。
しやすい同好会
業：秋に関西支部での開催を計画。
提案 ：文化としての山を重要
が必要だと思う。
⑦
『 日本山岳会人物誌 』
：準備中。 視してほしい。
応援をしたい。
⑧全国山岳古道調査：３月に推薦
提案４：会費を安くするため、

を締め切り、４月に１２０選のう
会報を少なくする。
総 会 終 了 後、
ち第１次として 道を決定。監修 〈チャットでの質問〉
別室で臨時理事
者を依頼。パイロット版やチラシ
野口いづみ会員（１２１０５）
：
会が開かれ、互
を作成中。
会員数減少の対策として止まり木
選 に よ り 会 長、
■質疑応答
（要点のみ記載）
が必要ではないか。同期会結成が
副会長、常任理
事前に会員から質問、要望、提
推奨されていたが、現状は？ ま
事の選出などが
案をいただいた。紙面の都合上、 た、東京区部の支部の設立も有効
行なわれた。ま
2

3

■4

た、総務担当理事、財務担当理事
の指名、業務執行理事の分担案な
どが示された。
臨時理事会終了後、総会が行な
われた会議室で前記の発表があり、
新理事の自己紹介が行なわれた。
（報告＝古川研吾、永田弘太郎）

臨時理事会終了後、新旧理事・監事がそろって令和３・４年度がスタート
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レスト街道のカラパタールまでト
支部長が代わりました
レッキングをしたことが、いちば
青森支部 須々田秀美さん
んの思い出です。
初めて山に登った記憶は、小学
大学卒業後は八戸工業大学第二
校の遠足です。平川市の東方にあ
高校で数学教師となり、しばらく
る矢捨山
（５６４ｍ）
という、一等
は山から離れていましたが、そこ
三角点のある山でした。冬はスキ
で同僚となった鹿野松男先生に誘
ー場になっていましたが、今は杉
われ、１９８２年 月に日本山岳
のヤブ山で、登山道もない状態で
会に入会しました。青森に支部は
す。
なかったので、岩手支部に所属し
本格的な登山は高校生のときに、 て岩手の山々を巡り、当時の佐藤
先輩に誘われた岩木山です。雪渓
敏彦支部長には大変お世話になり
を登るのも初めて、山頂から津軽
ました。
平野を見下ろす眺めも初めての体
１９９３年 月、初代松島静吾
験でした。これがきっかけで八甲
支部長の下、新しく青森支部を設
田の山々なども登るようになりま
立しましたが、２０２３年には早
した。
くも創立 周年を迎えようとして
東京理科大学Ⅱ部山岳部の４年
います。今の青森支部の会員は
間で、丹沢や谷川岳、北アルプス、 名と減少の一途です。また、行事
八ヶ岳、富士山など、関東周辺の
に参加する会員も固定化し、高齢
多くの山々で鍛えられました。個
化も顕著ですので、登山を主体に
人的には、大学３年のときにイン
しつつも、あまり体力を必要とし
ドから陸路ネパールに入り、エベ
ない行事なども企画してみたいと
考えています。さらには女性会員
の確保も大事な施策です。
周年に向けての取り組みでな
んとか活性化を図り、コロナウイ
ルスの感染状況に対応しつつ、で
きることを探って実行していきた
いと思います。

宮城支部には 年から所属し、
宮城支部 千石信夫さん
年からは事務局長を 年間、２
山登りは、仙台の中学校に山岳
００５年から支部長を４年間務め
部があったことがきっかけでした。 ました。この間、本部はもちろん
その後、高校・大学と山岳部に所
全国の支部の皆さんと交流ができ
属し、拓殖大学を卒業と同時に１
たことは、私の人生において大変
９７３年、日本山岳会に入会しま
有意義な時を過ごすことができた
した。拓殖大学山岳部は、学生部
と思っております。
に加盟しており、各大学山岳部と
会員の減少と高齢化については
の交流がありました。当時の同期
以前からの課題ではありますが、
の仲間と今でも交流があることは、 高齢者が多いのは悪いことではあ
嬉しいことであります。
りません。ＪＡＣの方針である入
年、
拓殖大学アフガニスタン・
会者を増やすことに重点を置いて、
ヒンズークシュ遠征隊員として参
行動していこうと思っております。
加したとき、ベースキャンプが盗
そのためには、まず我々支部会員
賊に遭い、無念の帰国となったこ
が山を楽しんでいること、魅力の
とは今でも悔しい思いがあります。 ある支部となることが重要である
この遠征隊長だった田中弘美は、 と思います。
その後信濃支部長に、そして、登
再び支部長に就任することには、
攀隊長の菊地修身は岩手支部長と
少々複雑な思いがあります。私が
なりました。我が山岳部から、私
初めて支部長に就任した 年は、
を含めて３人の支部長を輩出した
いちばん若かったように思います。
ことになります。
次はもっと若い適任者がいれば、
と考えさせられたことでした。老
体に鞭打って、もうひと頑張りし
なければと思います。さらに、今
後出会う会員の皆さまとお会いす
ることを楽しみにしたいと思いま
す。今後ともどうぞよろしくお願
い申し上げます。
千石信夫さん

宮城支部長

須々田秀美さん

青森支部長
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12

41
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79
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も、山が取り持つ縁だろう。
支部長が代わりました
ただ、これといってめぼしい登
群馬支部 根井康雄さん
山歴もなく、強いて言えば、まさ
初めての山は、中学校山岳部で
に
「無事これ名馬」
。半世紀を人の
の白砂山周辺を歩いた夏山合宿。 お世話になるような事故もなく過
歳の夏、野反湖畔の山小屋をベ
ごすことができたのは幸いだった。
ースに、ほんの一部だが、現在
「ぐ
そんな私が大切にしたいのは
んま県境稜線トレイル」となった 「安全」に「楽しく」登ること。年
縦走路に足跡を残していた。そし
を取るほどに、昔は全く気にもか
て、大学生になって社会人山岳会
けなかった斜面も怖くなってきた
に入会。谷川岳の壁や沢を登り始
が、長い登山歴の中で変化してき
めてから 年近くになる。
た
「危険感覚」
を、後輩や一般登山
岩と雪から縦走、ピークハント、 者に伝えていくのも使命と思って
そして低山へ、谷川からふるさと
いる。群馬支部も順調に新入会員
の山・赤城へと目指す山も変わっ
を迎え、２０１３年の創立当時と
てきた。仕事や家庭の事情などで
比べれば倍以上の規模になったが、
山への熱量に波があったが、どう
今、改めて安全登山の原点に立ち
にかここまで山を続けてきた。地
返ってみたい。
元新聞社に職を得、出版畑在籍時
若いころから何人かの先輩や友
には山の本を数多く担当してきた。 を山で亡くしてきたが、日本山岳
そして、数年前にはそれらの中の
会群馬支部では創立以来、幸いに
一書の全面改訂に、今度は山岳関
大きな事故はない。ただ、それは
係者として携わることができたの
創立当初の会員数も少なく、山行
もさほど行なわなかった時期から
のこと。 人近い会員となり、毎
週末盛んに個人山行届が出るよう
になった今、この
「安全」
をどう守
り続けていくかが、支部にとって
何よりも大切な課題と考えている。
安全で楽しい山を目指して。

なるかも、という不安は頭の片隅
広島支部 森戸隆男さん
にあっても、現実になるとは想像
広島支部長を拝命した森戸です。 もしませんでした。
京大山岳部ＯＢで、ＪＡＣには２
２０１６年 月に富士山で２名
００７年の入会です。
が、翌年の８月に北海道の幌尻岳
大学卒業後、
京大学士山岳会
（Ａ
で３名の会員が死亡するという事
ＡＣＫ）
に入会、
１９８２年のカン
故が発生。幌尻岳の事故報告作成
ペンチン峰の遠征隊に参加。翌年、 に年末までかかり、その後、支部
いつき
山岳部ＯＢとしてブータンへ。
の再建が行なわれました。 斎 前
年秋から広島の会社に入社。入社
支部長には、無理を言って支部長
後も登山は続けていましたが、Ａ
を引き受けていただきました。難
ＡＣＫの梅里雪山での遭難
（ 年） しい時期に支部を率いていただき、
を境に、距離を置くようになりま
深く感謝する次第です。
した。体を動かすことのない生活
事故は二度と御免ですが、若手
に肉体は脂肪をため込み、 歳を
会員の中には困難な山に挑戦した
前に体重は ㎏から ㎏まで増加。 いという人も増えています。一方、
まずいと思っていたところに広島
経験豊富な会員は減少し、若手の
支部へのお誘いがあり、入会した
挑戦的な意欲をどう受け止めるか
次第です。
判断に迷うことが多くなっていま
当時、広島支部は新聞社主催の
す。支部長として最大の懸念事項
登山講座からの入会で会員が増え
です。今一つの懸念は事故後、会
ていました。この時期、この会の
員の大幅な減少により支部の財政
人たちと悲しみを共有することに
がタイトになっていることです。
したがって、会員減少に歯止めを
かけることは急務と考えています。
このような状況では、支部の運
営は手探りで進めていくことにな
るでしょう。なにとぞ会員の皆様
のご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。
83

森戸隆男さん

広島支部長

根井康雄さん

群馬支部長
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動を行なってきました。
支部長が代わりました
しかし、押し寄せる時代の波は
福岡支部 浦 一美さん
止 め る こ と は で き ま せ ん。 特 に
このたび高木荘輔支部長の後を
我々
「団塊の世代」
が後期高齢者に
引き継ぐことになりました浦一美
突入し始めたのです。健康志向の
と申します。よろしくお願いいた
定年退職者で、一時は日本だけで
します。
はなく海外の山々までも登山者で
過去の活発な支部活動が行なわ
溢れていましたが、
今、
その姿は消
れていたころから数十年が経過し、 えてしまいそうです。また、それ
会員数の激減、そして高齢化とい
を当てにしてきた業界も萎みつつ
う状況の中で、今後の支部運営に
あります。
戸惑いながらも前を向いていこう
代わりに若者たちが確かに増え
と思っています。
てきましたが、リーダーが存在し
私は学生時代に登山を始め、卒
ないため、長期展望の登山動向や
業後、社会人山岳団体に入り、１
以前の考え方では付いて来てはく
９７３年に初めてネパールのラン
れません。
タン・ヒマールへ入りました。これ
しかし、このコロナ禍で自分と
で運命が変わり、
サラリーマン生活
向き合い、心と体の健康への意識
を終えると、 年に「山とスキー
が高まり、自らの健康を守ること
の店・ラリーグラス」を創業しまし
が周囲も守るという社会が広がっ
た。それから 年経過しましたが、 てきました。
「人生１００年時代」
その間、福岡県の山岳界は、国内
と言われていますので、
この
「団塊
はもとより海外でも目覚ましい活
の世代」
をあと５～６年、 歳まで
山歩きを継続させながら、若者た
ちの邪魔にならないよう、陰にな
り日向になりながら歩いていこう
と思います。
まずは、日本山岳会創立１２０
周年記念事業を遂行することを第
一に進んでいきます。

日本山岳会へ入会した。
東九州支部 安東桂三さん
このポーロンリのときに、同時
昭和 年生まれ。大分で生まれ
期にミニヤ・コンカ遠征の市川山
育ち、
大分を出ることなく、
地元の
岳会・松田宏也さんから、成都で
小中高と進み、地元の大学へ進学。 日本酒を１本もらった記憶がある。
中学生のとき、図書館にあった
基本的に、一生現役の登山をし
山の本を読んで、山の道を目指す。 たいと思う。私の好きな山のジャ
高校に進学すると、担任が山登り
ンルは積雪のある冬山で、自然と
を趣味にしていた先生で、その先
対話するなら、自然を楽しむなら、
生の影響で山登りから離れられな
人のいない雪山だと思う。また、
くなった。大学に入って山岳部に
歳くらいまでは、地元九州の比
入部するが長続きせず、途中で退
叡山などのクラシック・ルートはリ
部。２年になり再度、山岳部に入
ードしたいと思う。
部したが、やはり退部となった。
若いときに、日本山岳会に入れ
独りでの山行を行なっていたが、 ていただいた。入会から 年経ち、
社会人山岳会
（大分ＲＣＣ同人）
に
本年４月の東九州支部総会で、支
誘われ、山行を一緒にするように
部長という大役を引き受けること
なった。
となった。
１９８２年、 歳のとき、大分
当支部もほかの支部と同様、多
県山岳連盟のチベット・ヒマラヤ
くの課題を抱えている。いちばん
の未踏峰、ポーロンリ遠征に参加
の問題は、構成員の高齢化。この
した。その後、当時、東九州支部
高齢化由来の課題が多い。山岳会
の事務局長・西孝子さんの勧めで
は、山に行くことがいちばん。ハ
イキングだけでは、若手は入会に
至らない。少しは高みを目指し、
少しは厳しさを目指すことにより、
次第に勢いがつくと思う。
現在の当支部は、若者が入るか
否かの限界の位置だと認識、背水
の陣で臨みたい。
安東桂三さん

東九州支部長

一美さん

浦

福岡支部長
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建屋に当たらないように枝を制御
して吊り下ろすためのロープ２本
を駆使。地上から約 ｍ、幹を中
心に直径約 ｍの空間を行き来し
ながら、２日半かけて全ての剪定
を仕上げた。
巨木の樹齢を見積もってみよう。
懸案だった大枝は地上約 ｍの高
さから建屋側に伸びていて、付け
根の所で直径約 ㎝。年輪を数え
ると約１００年は経っているもの
だった。寒冷な上高地では木の成
長はゆっくりで、年輪がぎっしり
と詰まった切断面は、長い年月に
よって熟成された芸術品のようだ
った。伐採ではないので根元の年
輪を数えることはできないが、少
なく見積もっても樹齢は１５０～
２００年ぐらいと思われる。
初代から３代目
（現在）
まで、山
研を見守っていたのはもちろんの
こと、日本アルプス登山の黎明期
には、ウェストン卿や日本山岳会
の大先輩たちと同じ空気を吸って
いたに違いない。山研の大先輩と
もいうべきハルニレの巨木と邂逅
できたことに感謝したい。
（東海支部会員、北杜市在住）
八ヶ岳ツリーワークスＨＰ：

35

30

http://y-treeworks.com/
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千石敦司

刃物を扱って高所作業をする、空
にいちばん近い所で仕事をする人、
という意味で「空師」と呼んだり、
海外では
「アーボリスト」
という呼
称が定着している。
山研までは重機を入れられず、
今回は伐倒かツリー・クライミング
の二択。伐倒可能な９本の木は猿
投のメンバーが担当、それ以外は
私が代表を務める「八ヶ岳ツリー
ワークス」の２名が担当。作業時
期は今年のＧＷ明けと決まった。
いよいよ本番。私が担当する木
は全部で６本。建屋から見て北西
に位置する２本を伐採。その他は
建屋南側のハルニレ１本と進入路
沿いのイチイ２本を剪定した。ハ
ルニレの樹高は約 ｍ、根元の直
径は１ｍ超。四方に大枝を広げる
巨木で、建屋側に伸びた約 ～
ｍの大枝が懸案。この大枝が折れ
てしまうと数百㎏の重量物として、
山研の屋根を直撃する危険がある。
よく観察した結果、懸案の大枝
を伐り除いて、日射を妨げる枝も
上から下まで丁寧に抜き取ってい
けば問題は解決可能、と判断した。
そして、実際の作業では、ハルニ
レの枝をアンカーにして樹上作業
者の安全確保に使うロープ３本と、

20

さんけん通信

懸案だったハルニレの大枝の先端部を切り終え
たところ

上高地の巨木は山研の大先輩だった

15

昨年秋のこと、
「 山研の建屋に
ろの私にとって、上高地は人込み
支障のある木を伐採する必要があ
ばかりの通過点。釜トンネルを過
り、関係者で打合せする予定。君
ぎてから興味の対象は岩壁ばかり
そら し
が生業にしている 空 師の技術が
だった。しかし、樹木に携わって、
役に立ちそうだから、一緒に見に
手に触れるものが岩肌から樹皮へ
来ないか」
と、
山岳部の先輩であり、 と替わった今では、滅多に見られ
近年は東海支部の猿投の森づくり
ないような巨木たちに視線が釘付
の会にて精力的に活動されている
けになった。
和田豊司さんから声を掛けていた
山研に到着して建屋を一周ぐる
だき、約 年ぶりに晩秋の上高地
りと回って、絶対に伐りたい支障
へ赴いた。
木と、それほどではないものを１
恥ずかしながら山研に来るのも
本ずつ吟味していく。伐採には主
初めて、上高地の樹木を〝興味を
に３つの手法があり、根元から切
持って〟
眺めるのも初めてだった。 込みを入れて倒す方法（伐倒と言
頻繁に北アルプスへ通っていたこ
う）
が一般的だが、
建物や電線など
の障害物があって倒
せない場合は、クレ
ーン車を使うことが
多い。そして、重機
を 使 え な い と き は、
ロープを駆使するツ
リー・クライミングの
技 術 で 木 に 登 っ て、
手作業で少しずつ切
り刻んでいく。地上
から数十ｍの樹上で

10
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山
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地域発
「山の日」
レポート⑩東海支部

10

恒成秀洋

ている。機運を盛り上げるイベン
手ごたえを感じた我々は、翌年
トになるのではないか」と言って
の２回目は会場を拡大し、セミナ
いただき、日本山岳会東海支部の
ーの数も大幅に増やした。このと
全面協力のみならず、実行委員長
きは、全国「山の日」制定協議会
就任まで快諾していただいた。
（現・全国山の日協議会）
の谷垣禎
尾上氏の指示の下、関係者を訪
一会長に、山の日の意義について
ねた。この会報
「山」
の編集人でも
語っていただくことにした。当時、
ある節田重節氏
（当時、
日本山岳会
谷垣会長は法務大臣。警備や入場
理事）
、
「山の日」制定協議会の代
導線などで愛知県警と打ち合わせ
表幹事だった成川隆顕氏、そして、 を重ねた。開催直前には、山の日
昨年亡くなられたが日本山岳ガイ
が国民の祝日として決定するなど
ド協会理事長の磯野剛太氏。こう
機運も盛り上がって出展者は倍増、
した人たちの懇切丁寧なアドバイ
来場者も６６００人を超えた。
スの下、私たち事務局はセミナー
順調に回を重ねてきた夏山フェ
の組み立てだけでなく、山岳関連
スタだが、
ここ２年、
コロナ禍で中
の企業や山小屋などを回り、協力
止している。
しかし、
前回の 年に
をお願いし、 年６月、第１回の
は出展者が１００を超え、来場者
開催にこぎつけた。
数も９０００人に迫るなど、中部
「夏山フェスタ」
のＨＰから、
この
地区の登山愛好家には一定の認知
ときの報告書を見ることができる。 をいただいているのではないか、
開催のテーマは「
『山の日』制定に
と自負している。
向け、
山の恵みについて考えよう」
。
これからも山の日の意義を伝え、
セミナーは２日間で 講座。出展
多くの人が安全に山に親しむ機会
者は山小屋や企業など合わせて
を提供できるイベントになれば、
小間。良くて３０００人と見込ん
と思う。一方で、コロナ禍のため
でいた来場者は、初日だけで２８
山小屋はじめ多くの山岳関係者に
００人を超え、２日間では４６０
様々な影響が出ている。そうした
０人を数えた。中部地区にいかに
ことも、夏山フェスタを通じて正
登山愛好家が多いかということを、 しく伝えていきたい。
改めて知る思いだった。
（中部経済新聞社社長）
13

東海支部
10

私たちは毎年６月、
「 夏山フェ
夏山フェスタのきっかけは、
スタ」という登山愛好家のための
年ほど前、
ある会話の中で
「登山愛
イベントを名古屋で開催している。 好家の多くは、漠然とした不安を
初めて開催したのは２０１３年。 抱えて山に登っているのではない
安全登山のセミナーを中心にスタ
か」
という話が出たことだった。
ートしたが、山での事故が目立っ
山岳事故の報道を見ると、遭難
ていたこと、そして、何より
「山の
者は圧倒的に中高年が多い。しか
日」制定の動きが本格化していた
も、その多くは山岳会などの団体
ことなどから、回を重ねるごとに
に属していないという。そのため
規模が拡大している。今後も山の
山に関する基礎的な知識は、本や
日の意義を踏まえ、登山愛好家た
ネットからしか得られない。誰か
ちが正しく山と向き合える情報を
に教えてもらう機会も少ない。
発信するイベントにしたい。
一方、山に登る若い人も目立ち
始めていた。
〝山ガール〟
という言
葉が使われ始めたのもこのころ。
当時、私は会社でイベントを担当
する部署にいたことから、「山の関
連団体などの力を借りて、山に関
する勉強の場を提供できないか 」
ということになった。
タイミングも良かった。検討を
始めた 年当時、日本山岳会の会
長は名古屋の尾上昇氏。尾上氏に
相談し、協力をお願いしたところ、
「今、山の団体が協力して国民の
祝日
『山の日』
制定に向けて活動し
第2回夏山フェスタで登壇した谷垣会長（左から2人目）

「夏山フェスタ」
は山の日制定が追い風に
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岳浦山
▲491

大向鼻

船害岩

保高島

連載■島の山旅への誘い

長島

亀ヶ首

▲火山
408
尾立
室尾
倉橋

87

田川宏規

阿賀
島の桜御影石が使われてい
港へ
港へ
松山
る。
大迫港
火山は島の中央にそびえ
袋の内港
ており、島が瀬戸内航路の
音戸ノ瀬戸
要所であったため、山頂で
鹿島
倉橋島
火を焚いて灯台の役目とし
長串ノ鼻
たり、水軍の狼煙台があっ
早瀬瀬戸
たことからその名がある。
鳶ガ崎
このほかには古観音山（２
城岸鼻
４８ｍ）や岳浦山（４９１
ｍ）
、
千本岳
（１６４ｍ）
など
能美島
大矢鼻
親休鼻
が挙げられる。
牛石ノ鼻
江田島は広島湾にある島
を市域とし、面積１００・
平方㎞、人口約２万２０００人。 難破寸前の小舟を１羽の大鷹が江
主たる島は江田島および能美島
田島湾内に誘導して助けたのち、
（西能美島、東能美島）
で、これら
山中に姿を消したという伝説から
は地続きである。このほかいくつ
とも言われる。
かの島がある。かつて大本営が置
似島は広島市南区内で、市域の
かれたこともある「軍都」広島市
最南端に位置し、広島湾内に浮か
と、四大鎮守府の一つ呉市に挟ま
ぶ。広島市内の島としては最も大
れた立地から、
戦前より日本軍、
特
きく面績３・ 平方㎞、人口約７
に海軍の拠点となっていた。現在
５０人。広島港と似島港はフェリ
も海上自衛隊の第一術科学校
（旧・
ーでつながる。江戸時代には、荷
海軍兵学校）ほか数多くの施設が
継ぎの港として栄え、
「荷の島」
と
存在する。
呼ばれていた。
しもたか
古鷹山は島の北部に位置する江
安芸小富士は、島の南側の下高
田島のシンボルで、第一述科学校
山
（２０３ｍ）とともに並び立ち、
の背後に屏風絵のごとくそびえて
名前のとおりミニ富士山型の優美
いる。
「古鷹」
の名はその昔、嵐で
な姿を見せている。
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黒島

手島

釣士
田港

沖野島

情島

奥の内港

陀峯山
▲438

大黒神島
櫛ノ宇根
▲460

安芸群島

69

小アジワ島

▲古観音山
▲ 246
339

鳶ヶ鼻

広島支部

23

観音崎

三子島

7

火山、古鷹山、安芸小富士、弥山など

火山山頂から望んだ瀬戸内海の多島美

安芸群島の山概説
いる。ちなみに、公益財団法人日
安芸灘の北方、広島湾に包み込
本離島センターが選定した「しま
ひ
まれるように浮かぶ島々が安芸群
山１００選」には、倉橋島・火山
なさけ
ふる たか
島である。東から順に 情 島、
倉橋 （４０８ｍ）や江田島・古 鷹山
（３
あきの
島、鹿島、沖野島、大黒神島、能
９４ｍ）
、似島・安芸小富士
（２７
え た
にの
いつく
み せん
美島、江田島、似島、 厳 島
（宮島）
、 ８ｍ）
、厳島・弥山
（５３５ｍ）
が選
阿多田島などの群島で、広島湾が
ばれている。
誇る多島美の主役となっている。
倉橋島は、広義では瀬戸内海の
海のイメージが圧倒的に強い瀬
芸予諸島に属する島の一つで、面
戸内海だが、意外にも、小粒なが
積 ・ 平方㎞、人口約５４００
ら魅力的な名山が島々に点在して
人。音戸の瀬戸に架かる音戸大橋
で本州と、早瀬瀬戸に架かる早瀬
大橋で江田島市と、そして、鹿島
大橋で鹿島とつながっている。
１８９０
（明治 ）
年、呉に鎮守
府が置かれると、大日本帝国海軍
の秘密基地としての様相が強くな
り、要塞地帯法により軍関係の施
設が多く建設された。そもそもこ
の島は古来、船大工を多く輩出す
る造船の島として知られ、風待ち
潮待ちの島として栄えた。
また、
明
治時代から石材業も盛んで、国会
議事堂の２階以上の外壁は、この
47
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70

内海港

天応駅
切串港

江田島

日附ノ鼻

中田港

内海港

吉浦駅

古鷹山
▲
376

須屋浦

岩船岳
▲
466 青海苔浦

39

三子島

広 島 湾

能美島

猪子島

阿多田島

厳島海峡

大奈佐美島
戸
美瀬
奈佐 岸根鼻

大野瀬戸

入鹿鼻

港へ

野登呂山
（宇根山）
▲
542

大竹

瀬戸

地獄鼻

陽

本

線

広島港へ

大須

鼻グリ

安 芸 灘

弥山
▲
535

30
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呉線

40

海により開かれた霊山で、
真言密教の修験道場となっ
た。

元宇品海岸から見た安芸小富士

20

小屋浦駅

第一術科学校のキャンパスと古鷹山

いずれの道も良く整備されている。
山頂は案内板や旧海軍兵学校の
自戒訓である
「五省」
に関する看板
などがあり、瀬戸内の絶景が東西
南北３６０度に渡り堪能できる。
海上自衛隊・第一術科学校も眼下
に見える。小説
『坂の上の雲』
にも
登場する広瀬武夫海軍中佐も１０
０回以上登ったという逸話「古鷹
山登り」の学生の一団に出会うこ
ともある。小用港から山頂までは
４・７㎞、１時間 分くらいで登
れる。なお、第一術科学校に近い
奥小路登山口からは標識もあり、
良く整備された２㎞の道のりを約
１時間 分で登れる。
その他の山としては、古鷹山か
90

屋形石

されている。
▲江田島・古鷹山
古鷹山へは、広島港
（宇品港）
か
ら高速船
（ 分）
か、呉港からフェ
リー
（ 分）
、または音戸大橋、早
こ よう
瀬大橋を経由して車で小用港とな
きりくし
る。港からいちばん近いのが切串
港に通じる舗装された林道を北西
に登り、標高 ｍ付近で左折して、
春にはワラビの群生する山道に入
る。さらに高度を上げ、反射板
（標
高３３０ｍ付近）を左折し尾根道
に入ると、間もなく三角点がある
３７６ｍ峰に着く。その先１４０
ｍくらいで奥小路登山口ルートの
分岐点があり、そこを直進する。
ここからは標識が設置されており、
22

小用港
江田島湾
松ヶ鼻

坂町

主な山の登山ガイド
▲倉橋島・火山
火山へは車か、ＪＲ呉駅
戸
茂瀬
からのバス
（約１時間、
桂浜
津久
下車）
を使うことになるが、
便数は極めて少ない。砂浜
の美しい景勝地・桂浜の登
山口から登る。登山道は整
備され標識もあり、山頂付
近には展望台やトイレも整
聖崎
っている。標高２５０ｍく
らいから急登となるが、登
巌島
宮島口駅
山口から山頂までは２㎞、
（
宮
島
）
革篭崎
１時間 分くらいで登れる。
山頂の巨石から見る３６
０度の瀬戸内の絶景が実に
厳島は瀬戸内海西部、広島湾の
すばらしい。春には、周囲の山々
北西部に位置し、廿日市市宮島町
に山桜が咲き誇り、その景色も登
に属する。面積 ・ 平方㎞、
人口
山者を和ませる。初日の出時には、
約１６００人。通称は宮島と呼ば
車で山頂近くまで行ける利便性か
れ、ま た
「 安 芸 の 宮 島」と も 言 う。 ら混雑する。登山口周辺には桂浜
日本三景の一つでもあり、宮島・
温泉会館があり、民宿、カフェな
厳島神社は世界文化遺産に登録さ
どが点在する。
れている。
なお、島を南北に縦断する防火
島の中央部にそびえる弥山は、 帯道に並走して広島湾岸トレイル
大同元
（８０６）
年、弘法大師・空 （以後、ＨＷＴ）
№ コースが設定
20

観音崎

安芸小富士
▲
278 峠島
似島

厳島港

鷹ノ巣浦

厳島神社

山
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小黒神島

20

21

ら連なるクマン岳（４００ｍ）や超
路地道を進む。細い舗装された道
▲厳島・弥山
江田島・小用港から国道４８７
絶景の天狗岩がある陀峯山（４３
を登ると下高山への分岐があるが、
弥山へは、大野瀬戸をフェリー
号を１㎞ほど西に歩けば、第一術
８ｍ）
、キャンプ場 が あ る 真 道 山
左方面の竹林を抜けてさらに高度
で渡る
（ 分）
。宮島桟橋から南西
科学校がある
（バス便もある）
。校
（２８６ｍ）
、江田島最高峰の野登
を上げていくと、島の南側全体が
に海岸沿いを進むと、海に浮かぶ
内施設の見学や歴史などの案内が
呂山
（５４２ｍ）
、日露戦争当時の
見渡せる絶景ポイント
（標高２５
朱色の大鳥居や厳島神社がある。 あり、ガイドによる戦中悲話には
砲台堡塁跡のある砲台山（４０２
０ｍ）の岩場がある。さらに高度
さらに進むと弥山への３ルートの
胸を打たれる。Ｒ４８７の学校の
ｍ）
がある。
いずれも瀬戸内の多島
を上げると山頂となり、山頂から
一つである大元公園登山口に着く。 手前に
「江田島市観光協会」
があり、
美の絶景が、登山道でも山頂でも
北側の広島の街並み、その先には
標識もあり、登山道は良く整備
江田島６山のマップや観光、宿泊
堪能できる。
遠く西中国山地の山々が霞む。も
されている。大元公園から延々と
の案内・紹介のサービスを受けら
▲似島・安芸小富士
ちろん、東に江田島、南に厳島を
続く石段の参道を登り切れば、山
れる。また、山案内は
「江田島トレ
安芸小富士は島の北側にある。
含む瀬戸内海の多島美を一望でき
頂広場に着く。登山口から山頂ま
ッキング倶楽部」
がある。
広島市内には富士見町の名が残り、 る。
登山口から山頂までは１・８㎞、 で３・２㎞、
２時間くらいで登れる。
なお、江田島には早瀬大橋から
昔は遠望できたらしい。
分くらいで登れる。
山頂広場にある展望台からは、 切串港へのＨＷＴ№ （陀峯山）
、
広島港～似島港間は、フェリー
このほかには島の南端に下高山
波穏やかな瀬戸内海の多島美や遠
（真道山）
、（第一術科学校展望
でつながる
（ 分）
。港に降りると
があり、この２山は似島港～安芸
く霞む四国の山々が望める。また、 地）
、 （古鷹山、クマン岳）
コース
すぐに左折し、標識に従って右折
小富士～２０３ｍ峰～似島港の周
山頂には巨石群もある。
があり、加えて能美島にはオプシ
すると島特有の家と家の間の狭い
回縦走路を形成している。
そのほか駒ヶ林
（５０９ｍ）
があ
ョン・コース
（野登呂山、砲台山）
るが、どちらも３本のルートから
がある。
登ることができる。宮島では多発
似島へのフェリー
（似島汽船）
に
する観光客の遭難防止のため、弥
は登山道マップが置かれており、
山への登頂は①紅葉谷（ロープウ
桟橋付近に売店が、島の東側には
ェイあり）
、②大聖院、③大元公園
宿泊可能な「似島臨海少年自然の
の３ルートに限定している。①②
家」
がある。
ＨＷＴ№ コースが島
は所要１時間 分～２時間、③は
を周回する。
２時間～２時間３０分。
宮島桟橋には
「宮島観光協会」
が
ある。
また、
山案内
（観光案内付き）
は
「宮島弥山を守る会
（大聖院内）
」
が担当する。ＨＷＴとしては№
の周回コースがある。
（広島湾岸トレイル協議会会長）
10

山旅のメモ
瀬戸内の島々をめぐる山旅だけ
に、山歩きだけでなく周辺観光も
含めてトータルに楽しみたいもの。

30
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20

安芸小富士から見た似島南部と厳島（右奥）

50

厳島神社のある厳島港と弥山
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支部

千葉支部

だより
本部と合同で観察会
─貴重な食虫植物群落─
山の自然学を通して、自然学活
動や自然保護についての提言など
を目標としている、日本山岳会本
部の自然研究グループ「山の自然
学研究会」
（通称・やま学研、源原
重行代表）
と千葉支部
「自然学クラ
ブ」
（三木雄三代表）
の総勢 人が、
６月５日、千葉県の九十九里平野
に残された
「成東・東金食虫植物群
落」
を訪れ、
ちょうど見ごろを迎え
ているモウセンゴケやイシモチソ
ウなど、貴重な植物を観察した。
本部のクラブと地方組織の支部
が合同で活動するのは珍しく「
、や
ま学研」
の源原代表は
「会員の高齢
化などもありクラブ単独での活動
が難しくなってきている今、地方
と手をつないで定期的に活動でき
れば会の活性化につながり、これ

からの運営に期待が持てる」
。
千葉
支部も「本部の活動を知る良い機
会」
と話している。
千葉支部の自然学クラブは「だ
れもが参加できる自然観察会を公
益活動として開催することで、山
や自然に興味を持ってくれる人を
増やし、
支部活性化につなげよう」
と２０１９年４月に発足。リアス
海岸のある勝浦市の鵜原理想郷や
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全国各地の支部から、
それぞれの活動状況を、
北から南へとリポート
します。
食虫植物群落を見学する参加者（千葉県・山武市）

20

てで壊滅。
「成東・東金食虫植物群
落」
が唯一残った。
参加者たちは、群落からほど近
くにある政男と民子の淡い恋を描
いた小説、
『野菊の花』
作者の伊藤
左千夫の実家や、縄文時代はまだ
海だった波打ち際の砂岩を土台に
建てられた珍しい
「波切不動」
など
も見て回り、有意義な初夏の巡検
を楽しんだ。
（前支部長・三木雄三）


動のあり方に起因する。
元はと言えば、秋田側で計画さ
れたブナ林伐採計画が発端だった。
計画は政治絡みで青森側に持ち掛
けられた。両県の地元町村を巻き
込み、
「経済文化交流」
という名目
で促進期成同盟会が結成されたの
が１９７８年。その４年後の 年、
伐採目的の
「青秋林道」
が着工、同
時に両県で反対運動が起こる。
結果、反対派が全面的に勝利し
たのだが、勝因を述べれば、青森
側の地元、赤石川流域住民が、漁
民も加わり決起したことにある。
山と川と海とが一連なりになって
地元住民の生活基盤をなしている、
との認識が地元住民の運動を支え
ていた。新聞社をはじめ、各マス
コミが反対派の視点に立って報道
し、時流を味方に付けた効果も無
視できない。
反対運動の方法やビジョン、山
に対する考え方、捉え方において
も両県の自然保護派の間で大きな
食い違いが見られた。山の自然に
分け入り体験的に通じている者と、
そうでない者との違いである。そ
の後の世界遺産を巡る維持管理体
制にも、この違いはあからさまに
反映されている。
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物も見ごろ。白い花が可愛らしい
イシモチソウや湿地の穴の内側に
張り付くような茶色のモウセンゴ
ケに参加者の目は釘付け。接写レ
ンズのカメラを地面にこすり付け
るようにしながら、夢中でシャッ
ターを押していた。
こうした食虫植物の群落は、か
つては茂原や南九十九里の一宮あ
たりまで点在していたが、コメの
増産計画による圃場整備の埋め立

28

ーマだ。同山地の中核地帯が我が
国初の世界自然遺産に登録決定し
たのは、今を遡る 年前の１９９
３年。以来、青森・秋田の両県に
跨る同一の山域でありながら、両
県で食い違った管理体制がとられ
ている。青森側は届け出制、秋田
側は学術調査以外、入山禁止。
なぜ、こうした奇妙な事態にな
ったのか。それは遺産登録に至る
までの、同山域を巡る自然保護運

図書紹介
佐藤昌明著

秋田・白神入山禁止を問う

表題が示すように本書は、ユネ
スコの世界自然遺産に登録されて
いる白神山地の入山禁止問題がテ

2021年4月
無明舎出版
四六判 244㌻
1600円＋税

カタクリ群生地のある千葉市の昭
和の森など千葉県内や、多摩川の
流れが大地の崖を削った国分寺崖
線、マグネットが吸い付く不思議
な凝灰岩のある丹沢、さらに富士
山の溶岩が延々 ㎞にわたり流れ
た大月市の猿橋溶岩などの巡検を
続け、この間、一般参加してくれ
た人を支部の会友に勧誘してきた。
自然学クラブの巡検がちょうど
回となることや、食虫植物群落
が千葉県の天然記念物に指定され
１００年を迎えたことで、千葉支
部から
「一緒にどうですか」
と呼び
掛け、合同での開催が実現した。
雨の季節を迎えて群落の食虫植
（令和3年5月31日まで）

30

受入金額など
寄附者など
寄附の目的、その他
（単位千円）
向井 成司 会員
10
日本山岳会運営費用
エベレスト登頂50周年記念
神長 幹雄 会員
100
フォーラム事業費用
坂口 三郎 会員
500 日本山岳会栃木支部活動支援
本間 宏之 会員
10
高頭仁兵衛翁寿像碑修復募金
池本 順平 会員
10
高頭仁兵衛翁寿像碑修復募金
一万円未満
高頭仁兵衛翁寿像碑修復募金
2名の氏名省略

10

寄附金および助成金などの受入報告

82
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世界遺産登録以降、立看板を各
所に設置し、入山禁止を強制した
のは当該旧営林局である。法的根
拠もなしに、こうした一方的な入
山禁止措置を講じたのは、林道建
設やブナ林伐採に反対した自然保
護派に対する意趣返しとも伝えら
れている。秋田側の自然保護派は
これに同調し、青森側では断固反
対を貫いた。
ところが本書を読むと、当時、
入山禁止を主張していた秋田側の
自然保護派も、そんなことは言っ
た覚えがないと、今になって一様
に白を切っているのだが、誠にも
ってこれは無責任であり、見苦し
い。
本書の著者は定年を迎えた元新
聞記者である。反対運動が始まっ
た翌年
（１９８２年）
、初任地が青
森支局だったことからこの問題に
関わった。林道建設が中止になる
までの足掛け７年にわたる一連の
流れを通じて、
「天王山の戦い」
と
も言われた地元、赤石川流域住民
による連日の決起集会に立ち合え
たことは、
本書にあるように、
まさ
に
「記者として幸運だった」
と言え
るだろう。住民の意志を目の当た
りにしたのである。

森下惠介著

（根深 誠）

それにしても、白神山地の世界
遺産地域を巡る行政主導による旧
態依然とした維持管理体制は、見
直されなければならない問題であ
る。著者はその日が来ることを切
願しているように思われる。顧み
れば、反対運動は 年以上も昔の
出来事であり、世界遺産に至る経
緯が忘れ去られつつある現在、出
版の意義は大きいと言わざるを得
ない。


吉野と大峰

まれていないが、かく言う私もそ
の一部を何度かつまみ食いしたう
ちのひとりである。そのときに心
に残ったのは、なんて奥深い所な
んだろう、という印象である。奥
駈道が貫く稜線から眺めると、ど
の方向にも果てしなく山並みが続
いている。黒い森をまとった地形
の起伏が、大海原のように果てし
なく続いているのは壮観だった。
しかし、平安時代の昔から、こ
のような奥深い峰々の中を、成仏
を目的に自らを錬磨しながらたど
る修験者や僧がいたのである。
本書は、そのような山岳古道に
考古学的なアプローチから迫った
本である。
考古学というとまず思い浮かぶ
のは、建物の建設予定地などで土
を掘りながら何かを調べている姿
である。イメージとしては地味で、
我々の生活とは縁遠い、マニアッ
クな世界。携わる人の職業は教員、
博物館の学芸員、市役所の文化財
担当と、およそ派手な世界とは縁
のない地道な人たちである。
おそらく、利益重視の今の世の
中では、あんな仕事は必要ないと
か、あの人たちは世の役にも立た
ないのに、いったい何をやってい

るのだろうと、的外れな批判を受
けることも多いだろう。
確かに考古学が、直接私たちの
生活に関わってくることはないが、
はるか昔、そこに何があって、ど
んな日常生活が営まれていたかを
研究することは、今の日常がどの
ようにして成り立ってきたかとい
う命題を知るということにほかな
らない。
ただ、そうは言っても、考古学
が我々にとって縁遠い世界である
ことに変わりはない。
奥駈道の本ということで図書紹
介を引き受けたが、本書を見ると
私にとっては縁遠い学問である考
古学の論文集である。
「しまった」
と思ったが、意外に読むのはそれ
ほど苦にならなかった。確かに本
書の中身は奥駈道を調査研究した
論文集だが、第一部が考古学的な
アプローチではあるが、ガイドと
しても使える奥駆道のルートとポ
イントの解説になっている。さら
に先を読み進めていくと、山々が
重畳と連なる最奥の山中になんと
多くの建造物が建ち、人々による
営みがあったのかが明らかになる。
それはどこか感動的でもある。
（近藤雅幸）
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30

山を歩く人ならだれでも知って
いる山岳古道、奥駈道。日本の修
験道の聖地であり、シンボルでも
ある修業の道である。その中には
日本百名山の一つ、
大峰山
（山上ヶ
岳）
があるから、
一部でも歩いたこ
とがあるという人は少なくはない
だろう。
奥駈道を全てたどる機会には恵

2020年8月
東方出版
A5判 250㌻
3800円＋税

山田圭一著

飛び立った。しかし、海上に出た
途端に急降下してしまう。３人は
重りの砂袋を捨てるが、重りであ
り、方向をコントロールするため
に必要な長いロープまで外れてし
まい、今度はどんどん上昇して皆
の視界から見えなくなってしまっ
た。
途中、彼らが放った伝書鳩が無
事飛行を続けていることを伝える
が、それ以来ぷっつりと音信が途
絶えてしまうのだ。
「１年ぐらい私たちの音信がなく
ても決して心配しないように」と
アンドレーは出発前に言っていた
が、以後、この探検隊の行方には
色々な憶測が飛び交うことになる。
そして、なんと 年後の８月に
たまたまクヴィト島に立ち寄った
猟師が、彼らの遺品を発見するの
だ。遺品の中には、日記やカメラ
もあり、そのフィルムは現像可能
だったので、初めて行方不明だっ
た間のことが分かってきた。
それによると、飛び立って３日
後には水素ガスの漏れからこれ以
上飛行を続けられなくなり、氷上
へ着陸してしまったのだ。そこか
ら苦難の連続で、やっとクヴィト
島を見付け上陸したようだ。しか
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酸素不足で無理をし過ぎると、後
でどんな後遺症が出てくるか分か
らない。しかしながら、著者にと
っては、ロック・クライミングやア
クロバット・フライトと同様に、
山岳航空写真に取り付かれてしま
っては、付ける薬のない強力な魅
力が具わっているようだ。
「 未知
の分野に挑戦するというパイオニ
ア精神はアルピニストと研究者、
そしてまた危険なフライトをつづ
ける山岳パイロットたちに共通の
特質である」
と著者は述べている。
（木根康行）


ベア・ウースマ著／
ヘレンハルメ美穂訳

北極探検隊の謎を追って
人類で初めて気球で北極点を目
指した探検隊はなぜ生還できな
かったのか

サロモン・アウグスト・アンド
レーを隊長とする３人の冒険家は
１８９７年７月 日、大勢の人が
見守る中、気球で北極点に向けて

33

プロフェッサー世界を翔ぶ

ーロッパ・アルプスの三大北壁の
クローズアップや、周囲の山々に
隠れて全容が現われにくいフィン
スターアールホルンなども本や雑
誌に掲載される。その後もアラス
カやカナディアン・ロッキー、ヒ
マラヤ、アンデス、カラコルムと
著者の撮影の旅は続く。
撮影の成功は気象条件だけでは
ない。世界各国のカメラマンが成
功できなかった、エベレスト南西
壁の正面からのクローズアップが
撮れたのは、ヒマラヤを飛びたい
と休暇を取ってカトマンズに来て
いた、エア・フランス乗務員パイ
ロットのリスク知らずの飛行のお
陰だったと言う。危険の多いフラ
イトを引き受けてくれるパイロッ
トの腕によるところが大きいのだ。
８０００ｍ級の山では酸素ボンベ
のお世話になるが、ボンベからマ
スクに延びているチューブを引き
抜いてしまい意識を失ったことも
あったが、パイロットの応急処置
のお陰で無事に生還できた。
高所障害との闘いのほかにも、
山岳航空写真の撮影には苦労が多
い。窓を開けた際の風圧対策や低
温対策。乱気流に捉まったり、軽
い凍傷になってしまうこともある。

2021年4月
青土社
四六判 316㌻
2200円＋税

～山と空に逝った仲間たちに～

書名のとおり、著者は社会工学
系の元大学教授。大学そのものの
研究や様々な境界領域に取り組ん
できたと言う。山岳航空写真のパ
イオニアとして、世界で初めてエ
ベレスト南西壁を撮影し、新ルー
ト選定に役立ち、アルピニストか
ら評価されるなど、軽飛行機をチ
ャーターして世界中の高峰を空か
ら撮影することが、著者のライフ
ワークだ。
本書は世界の旅や山行、
撮影、
飛
行機などに関するエッセイなど、
５章建てで構成されている。その
中でやはり興味を惹かれるのは、
「世界の高峰を翔ぶ」
と題された第
３章である。山岳航空写真も多数
掲載されている。
セスナで飛んだ富士山は、１９
６７年の
『世界写真年鑑』
にも掲載
され、代表作の一つとなった。ヨ
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2020年12月
クレオ
A5判 207㌻
2500円＋税
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し、それからの行動が不明なのだ。
現在、３人の死因の定説となっ
ているのは、旋毛虫症で衰弱して
亡くなったというものだ。シロク
マの肉を生で食べるとそうした病
気になることが知られている。
私は、極地探検に詳しい横山厚
夫さんからもアンドレー探検隊に
関する昔の本を数冊お借りして読
んだ。それにも探検隊の死因は旋
毛虫症とあった。
本書の著者ベア・ウースマさん
は、
イラストレーターだったが、
途
中で医大に入り医者になった人だ。
スウェーデンでは、アンドレー探
検隊のことは子どもでも知ってい
るようだ。この著者が 歳のとき
に
「旋毛虫入り」
という曲を姉と作
っているのには笑ってしまう。彼
女は大人になってからアンドレー
博物館を訪れる。そのときのこと
を「探検隊の装備を目にした私に
何かが起きた」と書いている。そ
して、この探検隊の最大の謎、ク
ヴィト島に上陸してから３人が亡
くなるまでを解き明かそうと調べ
始めるのである。
彼女は解剖所見も調べる。その
解剖所見の書類は、博物館の地下
室にあった資料の中から彼女が見

付け出したものだ。解剖所見から
た足跡をたどりながら推理を積み
推理することは、これまでだれも
重ねていって、最後に謎解きの場
やっていなかったのだ。
面に出会う推理小説のように読む
今なら遺体が少しでも残ってい
れば、分析が可能だろう。しかし、
アンドレーはスウェーデンでは急
進的な火葬主義組織に入っていた
ようで、遺体は火葬されてしまっ
ていたのだ。
わずかに残された物からの分析
の仕方は、
さすがお医者さんだ。
ま
令和３年度第３回
（６月度）
理事会
た、イラストレーターとしての腕
議事録
も役立っている。彼女が描いた現
日時 令和３年６月９日㈬  時
場の見取り図からは、ほかの人た
ちが見過ごしていたことが見えて
分～
くるのだ。残された日記からは記
場所 集会室およびオンライン
録にある事柄を一覧表にまとめ、
（Ｚｏｏｍ）
そこから分かることを右端にコメ 【出席者】古野会長、野澤・山本・
坂井各副会長、永田・古川・
ントとして彼女は書いている。
萩原各常務理事、安井・清
３人の死因についても、最初か
登・清水・飯田・柏・近藤
ら決め付けるのではなく、 項目
各理事、石川・黒川各監事
の可能性について、それが考えら
野口東京多摩支部
れる根拠、考えられないとする根 【オブザーバー】
支部長、節田会報編集人
拠、そして、彼女の考えを並べる
という方法でまとめられている。
そして、最後の４ページに彼女 【審議事項】
１・青森支部より支部長交代の申
が考えた探検隊の最後の場面が書
請があり審議した。（賛成 名、反
かれるという構成に、この本はな
対０名）
（永田）
っている。
２・宮城支部より支部長交代の申
この本は、著者と一緒に残され
19

こともできる本なのだ。
（北島洋一）


請があり審議した。（賛成 名、反
対０名）
（永田）
３・群馬支部より支部長交代の申
請があり審議した。（賛成 名、反
対０名）
（永田）
４・広島支部より支部長交代の申
請があり審議した。（賛成 名、反
対０名）
（永田）
５・東九州支部より支部長交代の
申請があり審議した。（賛成 名、
反対０名）
（永田）
６・福岡支部より支部長交代の申
請があり審議した。（賛成 名、反
対０名）
（永田）
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【報告事項】
１・東京多摩支部の事故について
報告があった。
（古野、野口）
２・正会員 名、準会員 名の入

19
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12

12

会を承認した旨、報告があった。
（古野）
３・ 件の寄附金等受け入れがあ
った旨、報告があった。（古川）
４・通常総会と理事会の開催内容
について報告があった。（古野、永
田、柏）
５・評議員懇談会を開催した旨、
報告があった。（永田）
６・海外登山助成委員会の進捗状
況について報告があった。（坂井）
７・山岳研究所の消防設備点検結
果について報告があった。（安井）
８・６支部について事務局長が交
代した旨報告があった。（永田）
９・ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ委員会
の予算と装備の保管について報告
があった。（野澤）
・資料映像委員会の委員長が交
代した旨、報告があった。（清水）
・ユースクラブＯＢ会が解散し
た旨、報告があった。（柏）
・令和２
（２０２０）
年度の会員
動 向 に つ い て 報 告 が あ っ た。（ 古
野）
・令和３
（２０２１）
年度の新永
年会員について報告があった。（古
野）
・令和３
（２０２１）
年度の会費
滞納による除籍予定者について報

告があった。（柏）
・緊急事態宣言中のルーム利用
について報告があった。（柏）
・安曇野山岳美術館から「山岳
画最高峰二人展 吉田博展・足立
源一郎展」について後援依頼があ
った旨、報告があった。（永田）
・全国山の日連絡協議会に関し
て報告があった。（古野）
・クラリスのブログで、本会の
コンピュータ・システムが紹介され
た旨、報告があった。（永田）
・ＨＡＴ Ｊ 記念式典開催と
解散について報告があった。（柏）
・国立登山研修所の夏山研修会
開催のお知らせがあった旨、報告
があった。
（柏）
・静岡森林管理署から「富士山
地区国有林におけるニホンジカ猟
銃による捕獲実施」に関して通知
があった旨、報告があった。
（柏）
・令和３
（２０２１）
年度役員担
当 案 に つ い て 報 告 が あ っ た。（ 古
野）
・
「山」
６月号の発行について報
告があった。（節田）
１日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

総務委員会
総務委員会
総務委員会
総務委員会
理事会
総務委員会
総務委員会 図書委員会
総務委員会
総務委員会
総務委員会
会報編集委員会
会 フォトクラブ
緑爽会
スケッチクラブ
財務委員会
６月来室者
名

物故
酒井忠正
（１０７０２） ・６・

退会
石垣政雄
（６４４６） 山梨
熊本道夫
（１２１４９） 埼玉
伊達芳文
（１２３５４） 関西
山下秀一
（１３５９１）
市川 一
（１３６７４） 埼玉
小林建夫
（１４３２１）
上岡晴美
（１４３９２） 広島
河合明宣
（１４４４７） 群馬
聲高健吾
（１５３７１） 静岡
聲高一枝
（１５３７２） 静岡
藤條春夫
（１５６８０） 茨城
平出和也
（１５８３９）
志太みちる
（１５９９１）
青木宏典
（１６５６５）
矢野誠一
（Ａ０２８８） 広島

N

会員異動

◆秋の北八ヶ岳

O

14

秋の八ヶ岳を歩いてみませんか。
紅葉と温泉を楽しみながら八ヶ岳
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914−２０21・7・２０
山

7

914−２０21・7・２０
山

しょう

じゅく

すなわ

を横断します。
◆双六岳―鷲羽岳―雲ノ平縦走
申込み ８月 日㈮までに、三枝
❖編集後記❖
光吉へ
日時
月３㈰〜５日㈫
山行委員会
◦新幹線に乗るとき、いつもＪＲ
０８０ ６６２７ ５６８７
集合
月３㈰ ＪＲ茅野駅改札
紅葉の北アルプスを新穂高温泉
東日本の車内誌
『トランヴェール』
９時 分
から双六岳、三俣蓮華岳、鷲羽岳、
を読むのを楽しみにしています。
sanko@jac.or.jp
＊申込み者には詳細案内をお送り
行程 ３日㈰ 茅野駅＝
（タクシ
祖父岳、祖母岳、雲上の雲ノ平を
真っ先に沢木耕太郎さんの連載
ー）桜平駐車場 夏沢鉱泉
通り折立まで、秋の気配を感じ、 します。
「旅のつばくろ」
から読み始めます
オーレン小屋
（ 泊 ） 徒歩
眺望を楽しみながらの縦走に挑戦
が、６月号は「どちらが先か」と
約２時間
してみませんか。
◆氷河と温暖化の小冊子
題して、明治維新の精神的指導者、
４日㈪ オーレン小屋 赤
日程 ９月 日㈮～ 日㈪
「ちきゅう」を差し上げます
吉田松陰の二十代前半における旅
岩ノ頭 硫黄岳 夏沢峠
集合
日㈮ 新穂高バスターミ
大森弘一郎
を採り上げています。

か そん
根石岳 天狗岳 本沢
ナル６時 分
私
（大森）
が代表をしている、地
◦松陰というと松下村塾で、教育
球環境の会の会報
「ちきゅう」
７号
温泉
（泊） 徒歩約６時間
行程 新穂高バスターミナル―わ
者としてのイメージが強く感じら
を差し上げます。当号にはマナス
５日㈫ 本沢温泉 しらび
さび平小屋 鏡平山荘
れますが、
「旅する若者」
でもあっ
ル氷河の変化と、温暖化の報告を
そ小屋 稲子湯（ 解散 ）
双六小屋
（ 泊）― 双 六 岳
た松陰は
『東北遊日記』
を著し、そ
ひとみないわ
がく
徒歩約３時間 分
三俣蓮華岳 三俣山荘
ページ 載 せ て あ り ま す。 Ａ ５
の旅を総括して、
《人皆曰く、
「学
ひろ
のちえんゆう
ぼく
費用 ３万円
（山小屋代、
タクシー、
鷲羽岳 祖父岳―日本庭
判・カラー・ ページの小冊子です
を博くして後遠遊す」と。僕は 則
えん ゆう
しか
のち
がく
ひろ
保険料など）
園 雲ノ平山荘
（泊） 祖母
が、山仲間に見ていただきたいと
ち遠遊して而る後に学を博くす》
思い 部を用意しています。温暖
装備 秋山登山装備一式、昼食２
岳 アラスカ庭園 薬師
と述べているそうです。日本を飛
日分、行動食、寝袋（布団
沢出合 太郎平小屋
（ 泊） 化に関心をお持ちの方、
び出す若者が少なくなったと言わ
zero@
にお知らせくだ
カバー）
、マスク、着替え
折立ヒュッテ
（ 時 分
れる昨今、ぜひ噛み締めてもらい
qb3.so-net.ne.jp
さい。お送りします。
定員 先着８名
ごろ解散）
たいひと言ですね。 （ 節田重節）
申込み ９月 日㈮までに三井賢
日＝徒歩約７時間 分
治へ
日＝徒歩約８時間 分
日＝徒歩約５時間 分 
日＝徒歩約３時間 分
（健脚向き）
費用 約４万２０００円（山小屋
代
〈３泊〉
・懇親会費・保険
料ほか）
定員 先着７名まで

2021年
（令和3年）7月20日発行
発行所 公益社団法人日本山岳会
〒102−0081
東京都千代田区四番町5-4
サンビューハイツ四番町
TEL 東京
（03）3261-4433
FAX 東京
（03）3261-4441
発行者 日本山岳会会長 古野 淳
編集人 節田重節
E-メール：jac-kaiho@jac.or.jp
印 刷 株式会社 双陽社

10

18

30

sanko@jac.or.jp
０９０ ７４０２ ６４８０
保険加入のため、性別、生年月
日をお知らせ下さい。また、参加
者名簿作成のため、会員番号、住
所、緊急連絡先、電話、携帯電話
番号などもお知らせ下さい。
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