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深田久彌氏
（左）
と坂本直行氏
（帯広市・鈴蘭公園にて）
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日 本 山 岳 会
The Japanese Alpine Club
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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

ーティの杉沢キャンプに合流する
というプランで動いた。私はＡＡ
ＣＨ（北大山岳部）２年目の昭和
（１９５１）年夏、ウペペサンケ山
に登ってニペソツ山を見て、２０
１３ⅿのその姿に圧倒され、アタ
ックするチャンスを狙っていたの
で、帯広組に逢うのを楽しみにし
ていた。昭和 年に北大を卒業し、
文部教官助手として北大農学部畜
産学科に勤務していたが、昭和
年 月に発令があり、道立名寄農
業高校教諭として着任した。翌年
に名寄山岳会（ＮＡＣ）を創立した
ので、社会人山岳会の運営のノウ
ハウを知りたかった。帯広エーデ
ルワイス山岳会は、創立５年目に
なっていた。
８月 日のニペソツ山頂は静か
で、太陽が西の空に沈む光景は荘

9
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久さんの「ぬくもり」
深田久彌没後 年に寄せて
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昭和 （１９６５）年７月から日
本国内航空が羽田 帯広間の直通
空路を開業、８月 日に帯広市民
元北海道支部長 新妻 徹
会館ホールで、講師に深田久彌・
坂本直行氏を招いて講演会を開く
奥 秩 父 の 前 衛、 茅 ヶ 岳 で 深 田 久 彌 が 亡 く な っ て か ら、 今 年 で ち ょ
という企画があった。札幌組は前
うど 年になる。名著『日本百名山』で深田は北海道から９座を選
んでいるが、北の山にも足跡を残し、北の岳人たちとの交流も多い。 日にニペソツ山に登頂し、深田パ
山 行 を と も に し、 そ の 温 か い 人 柄 に 触 れ た 第 ９ 代 日 本 山 岳 会 北 海
道支部長・新妻徹会員にその想い出を綴ってもらった。

50

ドラマチックなニペソツ登山
登頂された。
深田久彌氏は日本百名山につい
昭和 年に帯広エーデルワイス
て、その山の品格、歴史、標高
（約
山岳会を創立した滝本幸夫氏は、
１５００ｍ以上）の３点を基準に 「ニペソツ山が入っていないので、
北海道から９座を選定された。昭
登っていただこう」
と声を上げ、Ｈ
和 （１９５９）年に 歳で雌阿寒
ＢＣ（北海道放送）帯広の平野明
岳、斜里岳、羅臼岳、旭岳、十勝
氏らと動き出したことを北海道新
し り べ し
岳、後方羊蹄山の６座に山行され、 聞社札幌勤務の浅利欣吉氏が察知
翌年は利尻山に、そして、 歳の
し、丸善㈱札幌支店の高澤光雄氏
昭和 年には日高山脈の幌尻岳と
に連絡、北海道教育庁（道教委）
の
大雪山国立公園のトムラウシ山に
私の耳にも入った。
34

36
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厳であった。雲の上に頭を出して
いる山頂に立った私の影が東の白
雲に浮かび上がり、その影の周囲
に虹が出た。
「ブロッケンだ！」と
私 が 叫 ぶ と、 浅 利 氏 が 横 に 来 て
「ウォー！」と声を出す。ふたりの
影の周りに７色の虹の輪ができて、
両手を挙げると、その周りにも虹
の輪が出現する。ブロッケン・ゲ
スペンストは知床の羅臼岳や斜里
岳の山頂でも見た経験があるが、
ニペソツ山のブロッケンの妖怪は
神秘的であった。
下山のペースは脚が躍っていた。
早く久さんのキャンプ・ファイヤー
をアタックしたくて、歌を口ずさ
みながら心はワクワク、ビールや
酒のグラスがちらつき、カチカチ

と頭の中で
最中、
突然の夜襲を受けた。背
音を出す。私
後から歌声を放ちながらパラ
の好きなア
パラと人が現われた。
「何ご
メリカ民謡
とぞ」
と思ったのは束の間、そ
『世界一周』
れが私の友人たちであること
の「日本の国
がわかった。私たちの饗宴の
から今日は
潮時を見計らって夜討ちをか
～」の部分を、
けてきたのであった。おまけ
「エーデルワ
に彼等は奇襲のための即興の
イスの皆さ
歌まで用意していた。この一
ん今晩は～」
団を迎えて焚火のまわりの団
と替え歌に
欒は、いよいよ勢いを加えた。
して、楽しい歌詞を考えながら下
山した。久さんは８月 日にニペ
久さんはグラスを持って、
「坂
ソツ山に登頂し、
「 ニペソ ツ 登 山
本直行さんに逢えたし、原野のラ
の感激」という一文を『ＨＩＫＥ
イオンの迫力は力強いね。私は青
Ｒ』
（山と溪谷社）昭和 年８月号
白き都会の哺乳類だよ」とユーモ
に書かれた。
ラスに話され、
「月の砂漠を、はる
ばると～」
を歌われた。
日本百名山を出した時、私 「ニペソツ登山は非常にドラマチ
はまだこの山を見ていなかっ
ックだった」と久さんは言われた。
すじ
た。ニペソツには申し訳なか 「ドラマ」を登山という骨と筋に当
ったが、その中に入れられな
たる人間の行為とすれば、
「 チッ
かった。実に立派な山である
ク」という肉付けで豊かに展開し
ことを、登ってみて初めて知
た。
「 新 妻 パーティの 前 夜 のキャ
った。杉沢と十六ノ沢の合流
ンプ・アタックは予想外の展開で、
点の設営地にテントが張られ、 杉沢に稲妻が走り、豊かな山行と
焚火を囲み、ビールにジンギ
なった。人間の予想外の肉付け行
スカン。その珍味に舌鼓を打
為は、計画以上の展開となる。豊
ちながら楽しく歓談している
かな行動力の北海道支部の活動は
14

42

心
（新）
・哲
（徹）
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楽しい」
と、帰京後、志げ子夫人に
話されたという。
・夏のニペ 天狗平の更に奥
・ダケカンバ ニペの風にも耐え
て這う

45

手稲山のイグルー
札幌の西方に１０２３ｍの手稲
山がある。山頂は平坦で広く、多
くのＴＶアンテナが林立している
が、８３８ｍのネオ・パラダイス
と呼ぶ九合目から永峰沢への東方
の斜面は長く、
「壁」と呼ぶ急なス
ロープもあり、全日本スキー大会
の新複合前半戦となる滑降コース
けいてき
となったこともある。北大恵廸寮
の明治 年寮歌『都ぞ弥生』の２番
いただきた そが れ
に、
「手稲の 嶺 黄昏こめぬ～」と
歌われているが、久さんは手稲ネ
オ・パラを希望され、昭和 年２
月 日に、永峰沢からスキーにシ
ールを張って入山された。
前日に札幌の北海道自治会館で
横綱大鵬と建国記念日制定につい
て講演され、その後、札幌南方の
藻岩山（５３１ｍ）にてスキーでウ
ォーミングアップをされた。私は
前日にＡＡＣＨの４名で永峰沢に
４人用イグルーを作り、久さんの

12

40
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天狗のコルからニペソツ山をカメラに収める久さん
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とりこ

昼食用にイグルーの中に雪のブロ
聞き、床の間の「無事是貴人」の色
よ」と、久さんは言われる。
「行か
ックで机と椅子を作っておいた。 紙を見て、
「ベースハウス・キーパー
ざるべけんや！」
。滝本氏の「ニペ
ＡＡＣＨ・ＯＢの橋本誠二氏、北大
の心はスバラシイ」と言われ、
「留
ソツ登山に来道されませんか」と
山岳会の石崎貞子さん、道新の浅
守是偉人」
と乾杯された。その夜の
の誘いに対し投函された久さんの
利氏と入山したのだが、雪質も良
話は、
イグルーが中心となった。私
本音を私が口真似すると、久さん
く、気持ちの良いツアーとなった。 は札幌日章中学校で理科を担当し
は笑顔でうなずかれた。
久さんはイグルーに触って感心し、 ていたが、生徒と雪氷研究グルー
・ネオパラの雪小屋で知る造形美
いろいろな質問をされた。
プを作り、学校の中庭にイグルー
イグルー嬉し 友のぬくもり
あかね
かえり
その日のホテルをキャンセルし
を設営したところ、道新の種村正
・山の 茜 を 顧 みて一つの山を終
て我が家に案内したが、私の妻
（喜
義記者の取材を受けた。浅利氏が
わりけり
せ
恵子）のイグルーの説明を熱心に
考えた「新妻先生に聞いてみまし
何の 俘 のわが心 早も急かる
ょ う 」と い う タ イ
る次の山
九山
トルが 付いた 記 事
 たそがれ
み
さけ
のスクラッ プ を 囲
・山の黄昏横に観て一つの杯を終
みながら、雪の結
わりけり
晶の話は続いた。
何の俘のわが片手 早も急かる
「雪は天から送ら
る次の酒
れ た 手 紙 」と 北 大
心哲

の中谷宇吉郎先生
は言われた。ゆっ
北海道支部の再出発
くり降りてくる雪
大正 （１９２３）年に北海道庁
を 黒 い 紙 で 受 け、 に北海道山岳会が設立され、昭和
息 を 止めて観 察 す
（１９４２）年４月に大日本体育
る。その結晶の樹
会が発足、翌年５月に北海道支部
状突起が美しい。
（現在の北海道体育協会）が誕生、
「中谷先生の科学
その組織の中に行軍山岳部が加え
館は、私の郷里の
られた歴史がある。同年７月 日
石川県加賀市にあ
付で日本山岳会北海道支部が設立
りますよ。そこか
された。部会長は村上善彦（札幌
ら白山が見えます
市教育課長、札幌健歩協会長）
、部
石狩岳シュナイダー・コースの沢にて。久さんに手を貸す平野氏

17

12

15

会副長は伊藤秀五郎。
昭和 （１９４５）年の終戦によ
り大日本体育会は部会制を解散し、
運動種目別の全国組織の必要性か
ら北海道山岳連盟を結成した。し
かし、ＪＡＣより北海道支部設立
の要請が再三あり、道岳連加盟団
体と道内在住のＪＡＣ会員の同意
を得て、昭和 （１９４９）年３月
６日に日本山岳会北海道支部の発
会式を挙行した。支部長は村上善
彦、委員は橋本誠二、山崎英雄、一
原有徳、中野征紀、可知邦成ら
名であったが、同年９月３日の札
幌西本願寺における支部総会で支
部長に山崎春雄、委員長に村上善
彦を選出し、北大山の会によって
運営された。槇有恒、松方三郎、三
田幸夫氏らが来道される機会に会
合を催し、ＪＡＣ会員相互の懇親
は継続されていた。
昭和 年に深田久彌氏がニペソ
ツ登山に来道されたときは、ＪＡ
Ｃ副会長として北海道支部の充実
と再出発を強く要望され、新妻、高
澤、浅利、平野の４名を「４Ｈ」と
呼び、テントのペグが４本で安定
するように、
「ヘッドは新妻君、ハ
ートは多くの人に配本している高
澤君、右手は新聞記者の浅利君、そ

20

40

24

12
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ひつじ

して、左手は器用なＨＢＣの平野
君」と言われた。私は昭和６（１９
３１）
年生まれの未年、そして、高
澤、浅利、平野と続く３名は昭和
７・８・９年生まれであり、気持
ち良く握手し、乾杯した。
北海道開基１００年記念の年に
当たる昭和 （１９６８）年、年齢
制限のない札幌山の会（ＡＣＳ）を
５月 日に創立し、会員数１００
名を目途に私が理事長に就任、目

標を「 多様性と調
のまま脳溢血で他界されてしまっ
和」
にした。実は５
た 歳の久さん……。その７年後、
月 日は、 年前
志げ子夫人も交通事故で亡くなら
の私と福島喜恵子
れた。
さんとの結 婚 記 念
原稿を書き上げて、ほっとした
日で、ルームのな
気持ちで山行する久さんを代筆し
いＡＣＳの集会は、 て、
志げ子夫人からの手紙は、北海
第３週の水 曜日の
道のアイヌ語地名について確認さ
夜に「三水会（山酔
れることが多かった。
「 北海道の
会）
」と名付けて集
地名は、ルビが難しいですね」
と書
まった。ＡＣＳは
かれていたが内容は正確で、私の
団 体 会 員としてＪ
妻にも見せて返信したものだった。
ＡＣに入会し、創
久さんの供養にと昭和 （１９
立記念山行を６月
７８）
年に句集をまとめ、３月の命
日、富良野岳で
日を意識されて『九山句集』を卯辰
実施した。会員
山文庫から上梓された。その句集
名と久さんが参加
を次男の沢二氏宅に届けようとし
され、山頂で１０
たところ、 月 日早朝、横断歩
０ 番 の バッ ジ を 贈
道でオートバイに跳ねられて頭を
呈した。浅利氏夫人（精子さん）は、 強打、意識不明となって経堂の病
４Ｈにおそろいのカッターシャツ
院に搬送されたが、久さんのもと
を作ってくださったが、４人に向
へと旅立たれた。
かって笑顔で「変な人たち」と言わ
そして、浅利夫妻も平野氏も他
れた。
界され、私の妻も久さんと楽しそ
うに会食している夢を見るように
なった。一方、高澤氏は『深田久
弥と北海道の山』を平成 （２０１
７）年 月 日に白山書房から、
滝本氏は『私の中の深田久弥』を平
成 年 月 日に柏艪舎から上梓
46

10

20

北の山を存分に楽しむ久さん（石狩岳の尾根にて）

13

21

良き師良き友に恵まれて
昭和 （１９７１）年３月 日
時半ごろ、山梨県韮崎市の茅ヶ岳
（１７０３ｍ）に岳友７名と山行し、
頂上直下の女岩のコルで倒れ、そ

11

3

10

21

11

53

29

68

27

された。
私は９月９日に卒寿を迎えたが、
久さんのぬくもりは、国連のＳＤ
Ｇｓ（持続可能な開発目標）
「パー
トナーシップで目標を達成しよう」
のハートそのものである。
ところで、
「心哲」という号は、
久さんからニペソツ山でいただい
たものである。
・菊の日に卒寿を祝う山の友
・コロナ風 良き師良き友ＪＡＣ
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「晩餐会ウィーク」
で
ウェビナーを開催

残 念ながら本 年の年 次 晩 餐
会 は 中 止 と 決 ま り ま し た が、
予 定 し てい た 月 ４ 日 ㈯ 前 後
の１週間程度を「晩餐会ウィ
ーク」とし、ウェビナー（ウェ
ブによるセミナー）を開催い
たします。
プロ グ ラ ム は 月 下 旬 以 降
に、本会のホームページやメ
ルマガにてお知らせします。
会 員 外 に も ご 視 聴いただけ る
ようにいたしますので、ぜひ
多 く の 方 々 を お 誘 い 合 わ せの
上、ご参加ください。
 日本山岳会会長 古野 淳
総務委員会
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さんけん通信

山小屋の研究とその保存再生

とは、既設の施設が整っているグ
リッドの中に施設から切り離され
た領域を設けて、そこに自己完結
した建築を造ることを意味する。
つまり、このことは、グリッドの
中にオフ・グリッドを埋め込むこ
とを意味する。この考え方を日本
建築学会で発表した。
その翌年の２０１９年秋、台風
号で千曲川が決壊し、大洪水が
土地と建物を呑み込んでいった。
災害ボランティアに参加しつつ、
災害の実態と、罹災した土地と建
物を理解しようとした。現在、こ
の大洪水で罹災した建物の保存再
生に取り組んでいる。
大災害に遭うと、土地と建物が
道路交通網、電気網、ガス網、上
下水道網から切り離されてしまう。
大災害を予想して、これらのアメ
ニティから切り離された領域を設
けておいて、その中で自立できる
建物を建てておくことが有効だろ
う、と考えている。山小屋を含む
山岳建築には、大災害に備えるた
めにも、大災害から再び立ち上が
るためにも、有効な知恵が蓄積さ
れており、今も新しい知恵が模索
されている、と考えている。
（信州大学工学部建築学科教授）
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土本俊和

民間の山小屋にも取り組んだ。
北アルプスにある徳本峠小屋が最
初であった。建物すべてを新しく
する計画があると聞いていた。所
有者である高橋徳美さんにお会い
したときに、今ある建物を保存再
生するという手法を説明した。手
法を紹介するための話し合いであ
ったが、私が担当することになり、
竣工まで見守ることができた。最
も古い部分を休憩棟として保存し、
隣に宿泊棟（厨房付き）とトイレ棟
を新たに建てた。休憩棟は国登録
有形文化財になった。宿泊棟は日
本建築学会の北陸建築文化賞を受
けた。そして、竣工までの一連の
工事を
「再誕工事」
と名付けた。
山小屋は道路交通網、電気網、
ガ
ス網、上下水道網から切り離され
た環境にある。山岳のほか砂漠、
サ
バンナ、離島、極北など、諸々の
アメニティから切り離された環境
を「オフ・グリッド」と呼ぶことが
できる。山小屋はオフ・グリッド
に立つ建築である。対して道路交
通網、電気網、ガス網、上下水道
網が整った環境を「グリッド」と呼
ぶことができる。山小屋に取り組
むなかで、街に山小屋を建てると
つ
いう妄想に取り憑かれた。このこ

19

山岳研究所運営委員会
日本山岳会には、様々な分野で
で建築の教員をしている。信州に
才能を発揮し活躍しているタレン
赴任してからも山から離れていた
トがそろっているが、とりわけ山
が、山岳科学に取り組むグループ
岳研究所運営委員会には、高い専
に出会ったのをきっかけに、山岳
門性を持った委員が多く在籍して
建築の研究に取り組んだ。
いる。今回は信州大学教授の土本
高校生のときに一緒に山に登っ
俊和会員に、山小屋研究の一端に
ていた中山茂樹君と再会したのは、
ついて綴っていただいた。
そのころであった。理事であった
〈編集部〉 彼の力を得て、大学山岳部にゆか
＊
りのある山小屋を日本山岳会の後
高校生のときに山に登っていた。 援で研究することができた。その
大学生のときにラグビーを始め、 理想は、日本全国を対象に山小屋
建築を専攻した。現在、信州大学
をことごとく調査することであっ
た。しかし、力及ばす、調査でき
たのは、今のところ京都大学の笹
ヶ峰ヒュッテ（妙高山、火打山の
麓）
、成蹊大学の虹芝寮（谷川岳の
麓）
、成城大学の大極荘
（栂池）
、早
稲田大学の神ノ田圃ヒュッテ（栂
池）
、東京大学の乗鞍寮（乗鞍岳の
中腹）
、玉川大学の武尊小舎（群馬
県沼田市）などである。私の専門
は建築史なので、山小屋の中でも
古い山小屋に興味があり、その保
存再生に関心を寄せていたのであ
る。
再誕工事後の徳本峠小屋
（手前が休憩棟、奥が宿泊棟）
2010年7月10日撮影

NEW LONGTRAIL

太田安彦
広く楽しんでください。

しゃく

忍野・山中湖エリア ＥＡＳＴ
四季折々、表情豊かな富士山の
姿と環境を眺望できるエリア―
ししどめ
富士山の東側に位置し、鹿留山
し
たかざす
や杓子山、石割山、高座山、三国
山など、コース上に のピークを
有し、表情豊かな富士山の姿を眺
望できるエリアです。 夏期の登山
シーズンには、山小屋の灯りや登
山者のライトが放つ幻想的な光の
列を、１月から２月にかけては、冬
の風物詩である「ダイヤモンド富
士」
を見ることができます。
そのほかにも、悪天候を知らせ
る吊るし雲（レンズ雲）と富士山の
見事なコラボレーションや、朝日
に染まる美しい「赤富士」や「紅富
士」
など、タイミングを合わせてで
も見たいロケーションが盛りだく
さんです。１年を通して楽しんで
いただける、ＦＬＴならではの景
観を堪能してください。
愛鷹・富士南麓エリア ＳＯＵＴＨ

唯一の火山や稀少な植物、名作
写真の舞台を歩くエリア―
富士山の南側は、ＬＴコース上
で唯一の火山である愛鷹山塊を有
するエリアとなっており、その歴
史は富士山より古く、約 万年前
に噴火を始めたと言われている第
４期の成層火山です。
「 日本二百
名山」
である愛鷹山からは、富士山
の最大噴火口「宝永火口」を正面に
据えたダイナミックな展望が広が
り、火山としての富士山が持つ迫
力を感じてもらえます。５月ごろ
には固有種である貴重な「アシタ
カツツジ」
が見られるほか、美しい
駿河湾の眺望もまた格別です。最
高峰である越前岳（１５０４ｍ）付

千円札裏の図柄と同じ、中之倉峠から見た本栖湖と富士山北西面

近から見る富士山の大パノラマは、
生涯を富士山の撮影に捧げた写真
家・岡田紅陽の、 銭札の題材と
なった写真が撮影された場所とし
て知られています。

50

天子山地エリア ＷＥＳＴ
ＦＬＴの最高峰がそびえ、歴史
的背景が点在するエリア
富士山の西側に位置する天子山
地は、いわれは不明ですが、国土
地理院地図では「天守山地」と表記
されており、戦国時代以降の城を
思わせるような歴史ロマンを感じ
させる山域です。 成り立ちについ
ては諸説あり、プレート運動の影
響や衝突による隆起などに起因す
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富士山周回の新しいロングトレイル誕生
概要と各セクションの魅力
富士山ロングトレイル（以下Ｆ
ＬＴ）は本年８月８日、
「山の日」
から富士山を楽しむための新たな
コンテンツとして生まれまし
た。富士山を取り囲む山々の登山
道と、富士山の歴史を感じられる
ロード区間をつないだ総距離は約
１７０㎞。富士山ファンの登山経
験者や、旅好きのハイカーに富士
山と対峙する山旅を楽しんでいた
だきたいと思います。日帰り登山
から宿泊施設を利用した縦走まで、
ご自身のレベルに合わせて富士山
の自然を満喫してください。
ＦＬＴは、富士山を中心とした
東西南北４つのエリアから構成さ
れています。富士山の眺めをはじ
め歴史や文化、自生する植物も各
エリアにより異なるため、様々な
角度から富士山の魅力を感じるこ
とができます。各エリアの中で提
案するモデルコースは、１年を通
して登山の初心者から上級者まで
楽しめる内容です。ＦＬＴを歩い
て、富士山をもっと深く、もっと
14

917−２０21・10・２０
山

40

越前岳から勢子辻に下るトレイルから見た富士山南面

917−２０21・10・２０
山

ると推定されています。最高峰で

ある毛無山（１９４６ｍ）は、ＬＴ

コース上の最高峰でもあり、富士
道や峠など、歴史的な側面もお楽
山の大崩落地「大沢崩れ」を真正面
しみください。
から眺望できる、迫力満点のエリ
アです。 また、毛無山付近には戦
ＦＬＴが目指すものと
国時代における武田信玄の隠し金
今後の展開
山の存在が知られており、随所に
私たちは、世界中のハイカーや
その痕跡を見ることができます。
旅行者にＦＬＴを利用していただ
きたいと考えております。安心・
御坂・三ツ峠エリア ＮＯＲＴＨ
安全な環境で利用者にトレイル歩
富士山と湖の絶景、最大のピー
きをお楽しみいただくためには、
ク数と総距離を誇るエリア
地元地域や官民との連携が欠かせ
富士山の北西に位置する御坂山
ません。それらを意識して運営に
地と北側に位置する三ツ峠エリア
取り組んでまいります。
は、本栖湖の中之倉峠から下吉田
今後、一般参加ができるツアー
まで総距離 ㎞以上に及ぶロング
やコミュニティを作り、イベント
コースとなっており、４つのエリ
を開催していきたいと考えていま
アの中では最も多い のピークを
す。富士山に何度も訪れていただ
有しています。稜線上には、富士
き、富士山の魅力を知ってもらい
山はもちろんのこと八ヶ岳や南ア
たいと思っています。同時に安全
ルプス、北アルプスなどを見られ
管理も行なっていきます。最新の
るポイントが盛りだくさんです。 情報発信や登山道整備を中心に、
稜線の眼下には富士五湖のうち４
スキルアップ・セミナーも企画で
つの湖
（本栖湖・精進湖・西湖・河
きれば、と思っています。さらに
口湖）
があり、ＦＬＴの醍醐味であ
長期的には、統一された案内板や
る富士山と湖の絶景を満喫できる
ガイドブックの制作など、国内外
ほか、広大な青木ヶ原樹海や寄生
から多くの方々が富士山を楽しん
火山群も一望できることが魅力で
でもらえるように活動していきた
す。富士山の裾野が美しく見える
いと考えています。
ことで有名な三ツ峠エリアでは、 （富士山ロングトレイル運営委員会
豊かな山野草や、甲斐の国への旧
代表理事）
35
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豪雨被害後の高尾山の登山道（2019年7月）

PROPOSAL

３２

より良い
「山の道」
を目指して
上 幸雄

同をいただき今、次の活動方法の
検討を始めているところである。
法整備の意義や必要性、社会的
効用、入山者にとっての個人的効
用、
さらには、登山道やその付帯設
備の評価や幅広い利用方策など、
検討すべき課題は少なくない。登
山は、遭難対策も含め自己責任を
原則とするなかで、登山者や自然
愛好家、山で仕事をする人などに
は、登山道を利用することについ
ては、その維持管理になんらかの
責任を負う一方、管理主体を明確
にし、登山道や付帯設備の計画的
私自身、若いころに道のない知
整備、それら設備の損壊や事故発
床や奥会津で遊んだ経験から、い
生時の対応責任、費用負担などが
たく納得がいった。登山道の議論
考えられる。
は今、始まったばかりである。そ
部屋の本棚に長年捨てられずに
れがどのような方向をとるかは、
いた『山と溪谷』誌がある。背表紙
山の自然保護と適正利用の一環と
に特集「道のない山」とあり、１９
して考慮されることになるだろう。
７５年 月の発行だ。その巻頭文 『これでいいのか登山道』の入手を
に滝本幸夫氏（日本山岳会北海道
希望する方は、左記にお申し込み
支部）が「道があるから山に登るの
ください。頒布価格は１部に付き
か、そうではあるまい。道がなく
１０００円＋送料３７０円です。
ても人は山に登る。山へ登る人が
振込先は送付時にお伝えします。
いるから自然と道はできる。登山
〒２４７ ００１３ 横浜市栄区上
道は必ずできるが、それができた
郷町２６２
４ ４０１ 君塚
ら楽しくないかというと、そうで
桂子方「登山道法研究会」事務局
はなくて、そのプロセスと保護が
K.Kimizukawallcreeper-kimikei
大事なのだ」
と書いている。
@zc4.so-net.ne.jp
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登山道法研究会代表
に任せっきりでいいのか、との疑
問もあった。当然規模の大きな登
山道の整備や修復、維持管理には
大きな予算が要るし、管理責任を
明確にする必要性がある。利用す
る側も一定の責任と役割を担うべ
きではないか、との考えは変わら
ない。そのためには将来的に
「登山
道法」
といった形で、法令の整備が
必要ではないかと思われた。
そこで、２０１９年９月に
「登山
道法研究会」という名で組織を立
ち上げて、登山道の現況把握、課
題整理、今後の目指すべき方向の
検討、車道や遊歩道での法整備状
況、外国の事例などについてレポ
ートを書き、討議を重ねた。途中、
コロナ禍による中断はあったが、
今年８月に報告書『これでいいの
か登山道 よりよい「山の道」をめ
ざして―』
を刊行した。販売が目的
ではないので実費頒布とし、活動
にご賛同いただける方からのご協
力も仰ぐこととした。刊行からほ
ぼ１ヶ月、幸い多くの方からご賛

10

登山道法研究会の活動
登山道の勉強会を山仲間の有志
で始めたのが、２０１８年の秋だ
った。それから半年後、
本会報
「山」
の２０１９年４月号に、涸沢ヒュ
ッテの山口孝さんが「道直しは小
屋番の生きがいであり楽しみ」の
論考を発表した。利用するばかり
で道直しとは無縁の私たちは、そ
の論考で登山道のイロハを教えて
いただいた。書店の山岳書のコー
ナーに行っても、登山道をテーマ
にした本は皆無だったので、大変
参考になった。それに、山口さん
の「登山道は山小屋の生命線だ」
「 小 屋 番 の 仕 事 のメ イ ン は 道 直 し
だ」
との発言は、ご自身が当事者で
あるだけに強い説得力があった。
とはいえ、登山道整備を山小屋
『これでいいのか登山道』
書影

917−２０21・10・２０
山

917−２０21・10・２０
山

対馬

主な山の登山ガイド

▲城山
（金田城跡） 歴史と展望の
連載■島の山旅への誘い
山
金田城は、大和朝廷が唐・新羅
はくすきのえ
城山、白嶽、有明山、竜良山、矢立山など
の連合軍と戦った
「白村江の戦い」
福岡支部 渡部秀樹
に敗れた後、侵略に備え６６７年
対馬の山概説
は９００㎞を超える。平成 年に
に浅茅湾の南岸に突き出た岩峰、
対馬は九州北方の玄界灘沖に位
島内６町が合併し、長崎県下では
城山（２７３ｍ）に築いた古代山城
のろし
置する島で、長崎県に属している。 最大面積の
「対馬市」
となった。
である。烽火台と防人が配置され、
博多港からの距離は航路で１３２
島土の約９割が山地であり、山
水平線の先の異国と対峙していた。
㎞なのに対し、北端から韓国まで
岳崇拝の聖地として立ち入りや伐
時が過ぎ忘れ去られていた城山は、
の直線距離はわずか ・５㎞で、福
採が禁じられていたことで、各地
日露戦争前、再び要塞として巨大
プ サン
岡より釜山に近い
「国境の島」
であ
に原生林が多く残り、ツシマヤマ
な砲台が据え付けられた。１３５
る。南北 ㎞、東西 ㎞、面積は
ネコなどの貴重な動植物が生息し
０年前に防人が守った古代山城と、
属島も含めて約７０９㎢あり、佐
ている。大陸系植物と日本系植物
１００年前に旧日本帝国陸軍が建
の美しいリアス海岸、多島海の景
渡島、奄美大島に次ぐ大きさであ
が混生し、極めて自然度の高い照
設した近代要塞が並存する城山は
観が広がる山頂に着く。眼下の浅
あ
る。島の中央にはリアス海岸の浅
葉樹林が分布し、たおやかな山容
国の特別史跡に指定され、今も国
茅湾の部分は、城山の付け根にあ
そう
茅湾が口を開け、海岸線の総延長
から急峻な岩肌となって海に沈み
境の島の特異な歴史を語り続けて
る箕形浦を起点としたシーカヤッ
込む、太古から変わらぬ風景が見
いる。
クの人気エリアにもなっている
み かた
られる。地質は大部分が海底で形
県道 号を浅茅湾南部の箕形浦 （登山口から山頂まで約１時間）
。
成された堆積岩の隆起で、表土は
へ向かう途中から林道に入り、約
▲白嶽 石英斑岩の霊峰
しらたけ
薄く耕作地は少ない。白嶽や城山
２㎞進むと数台分の駐車スペース
白嶽（５１８ｍ）は対馬を代表す
は石英斑岩が露出しており、有明
があり登山口となる。登山道は旧
る霊峰であり、
『九州百名山』
（山
たて ら
山や竜良山は熱変成作用を受けた
日本陸軍の軍道をそのまま利用し
と溪谷社）に対馬で唯一選定され
ホルンフェルス帯の一部である。
整備されている。山頂部を囲むよ
ている名山である。かつては「願
対馬の山岳には歴史、植生、地
うに築かれた古代山城・金田城の
掛け」
のために登られていた。石英
質の面でもそれぞれ個性があり、 石垣の城壁を明治の軍道は横断し、 斑岩の双耳峰は、白く輝く特徴あ
登山者の興味に応じて四季折々、 いったん城壁外に出てはまた入る
る姿で、古くから航海の目印とし
多様な表情を見せてくれるだろう。 ジグザグの歩きやすい道となって
て親しまれてきた。
いる。頂上直下の砲台跡からは細
低山ながら海抜わずか ｍから
くて急な尾根道を登ると、浅茅湾
スタートし、後半は急登が続き、最
82
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49

18

烏帽子岳展望所から見た浅茅湾のリアス海岸

16

24

50

城山山頂から見下ろした浅茅湾の複雑な海岸線

499

のテラス」があ
るが、まずは山
頂 を 目 指 そ う。
急斜面のガレ場
へ
岐
を登り、雄岳と
壱
雌岳の間のコル
から西側に回り
込み雄岳山頂へ。
山頂直下は神
域のため鎖やロ
ープは設置され
ておらず、最後
は切れ落ちた岩盤を攀じ登るため
三点確保で慎重に登ろう。高度感
指定されている。三ノ丸と本丸
（清
のある山頂からは 大パノラマが広
水山山頂）からは厳原市街を一望
がっているが、狭いため突風には
できる。
注意しよう（洲藻の登山口から往
有明山は、万葉集で「対馬の嶺」
復４時間）
。
とされる名山で、大陸航路の目印
▲清水山から有明山 山城と万葉
の一つだった。全体的になだらか
の峰
で歩きやすく、地元でも親しまれ
いづはら
対馬の玄関口、厳原から直接登
ている。
山頂部は広い草原で、白嶽
れる山で、連続する尾根上に清水
や北部の御岳などを望み、条件が
山（２１０ｍ）と有明山（５５８ｍ） 良ければ壱岐や沖ノ島まで望める。
があり、２山を同時に楽しむこと
２０２２年４月に開館する対馬
ができる。清水山は、 世紀の豊
博物館から車道を登るとすぐ清水
臣秀吉による朝鮮出兵の際に築か
山 城 と 有 明 山 の 登 山 口 が あ る。
れた山城で、釜山へ続く駅城であ 「遊歩道ルート」の標識があるが、
った。尾根伝いに三ノ丸・二ノ丸・
山城跡や清水山山頂を経由するに
本丸の石積みが残り、安土桃山時
は「清水山城ルート」の方をとる。
代の山城の遺構として国の史跡に
往復で道を変えても良いだろう。
内院島

豆酘崎

大崎
竜良山 ▲

竜ノ崎

558

大梶崎
対馬
厳原港
有明山 ▲

矢立山 ▲

558

648

戸ノ崎
千俵蒔山

佐須奈湾

神崎

16

洲藻から白嶽の雄岳（左）と雌岳の双耳峰を望む

福岡へ

馬

518

長崎鼻

沖ノ島
黒島

途中から洲藻集落方面に入る。ト
イレのある登山者用駐車場からは
白嶽の雄嶽、雌嶽の双耳峰を望む。
大型バスはここまでであるが、乗
用車はさらに林道を２・５㎞入る
と、５台程度は駐車可能な登山口
に着く。
白嶽信仰の礼拝場のある登山口
から、しばらくは沢沿いに緩やか
な植林の森が続く。木立の中に巨
石が点在し、霊山に入っていく神
秘的な空気を感じる。白嶽神社の
鳥居で上見坂からの道と合流、こ
こから聖域となる原生林で、シイ
やカシなどの照葉樹林帯が広がる。
段差の大きな急登が続くと祠のあ
る山頂下の広場に出る。広場の北
側へ小道を進むと展望の良い「岩

黒土山 ▲

綱掛崎
対馬空港
金田城跡
白嶽▲

浅茅山
▲273

▲
188

浅茅湾
郷崎

▲ 観音岳
139

烏帽子岳

大漁湾
▲
242

久ノ下崎
南風ノ波瀬

香ノ木山
▲
307

佐賀浦

後は高度感ある岩稜となるため、
登り甲斐があり達成感を味わえる
山である。山頂からは城山や有明
山など対馬を代表する山々、浅茅
湾の複雑な海岸線と無数の島々、
気象条件が良ければ韓国の山影ま
での３６０度の大パノラマを楽し
むことができる。また、大陸系植
物と日本系植物が混生する独自の
植生により、国の天然記念物・国
定公園特別保護区に指定されてい
る。日本では対馬にのみ分布する
花として、春のナンザンスミレ、夏
のハクウンキスゲが見られる。登
す も
か み さか
山口は洲藻と上見坂の２つがあり、
白嶽神社の鳥居で合流するが、距
離が短い洲藻コースを紹介しよう。
城山と同じく県道 号を行き、

■ 10

▲
176

唐州崎
城山

舟志湾

対

黒隈山
三根湾

351
279

▲ 高野山

鹿之内山▲

▲ 御岳
458

伊奈崎
仁田湾

24

比田勝港
▲
287

棹崎

917−２０21・10・２０
山

917−２０21・10・２０
山

清水山からいったん少し下り、成
これだけまとまった面積の照葉樹
がら登る。東に向かう尾根沿いに
相山と有明山を結ぶ尾根の鞍部へ
林を手軽に楽しめる山は、国内で
は無数の岩が露出しており、踏み
登る。南西に雑木林の尾根沿いに
も非常に稀な存在ではあるが、近
跡は不明瞭になる。山頂からは対
登ると空が開け、ススキの草原に
年は盗掘や自然災害の影響で変貌
馬最高峰の矢立山が望め、眼下に
出ると山頂は近い（上り２・５時間、 が危惧されている。
は原始林と瀬川の谷が広がる（登
下り２時間）
。
内山地区を瀬川上流の鮎もどし
山口から往復４時間）
。
▲竜良山 天道信仰の縄文の森
自然公園へ入り、竜良山麓自然公
▲矢立山 対馬の最高峰
南部の竜良山（５５８ｍ）は、縄
園センターの駐車場に車を止める。
矢立山は対馬の最高峰（６４８
文時代に西日本一帯に広がってい
林道を６００ｍほど進むと登山口
ｍ）
であり、かつては竜良山と同じ
たであろう太古の森を今に伝えて
がある。いきなりスダジイやイス
く神山であったが、現在は四方に
いる。国内最大級の自然度の高い
ノキの鬱蒼とした巨木の森となり、 植林・伐採跡が迫り、原始林の面
極相に達した老齢の照葉樹林が約 「オソロシドコロ」と呼ばれる祭祀
影は感じられない。三等三角点が
㏊にわたって広がり、国の天然
場の近くを進む。下山時は道迷い
ある山頂付近は大規模に伐採され、
記念物に指定されている。山その
しやすいことを意識しながら、竜
気象条件に恵まれれば白嶽や北部
ものが対馬独自の天道信仰の聖地
良山に向かって南方向に進もう。 の山々、対馬海峡の東・西水道の
もっこく
で、禁忌の地であったため緩傾斜
竜良山と木斛山を東西に結ぶ尾根
水平線などを一望できる。
地ながら手付かずの森が残った。 のコルには、いったん西に折れな
竜良山と同じ内山地区からさら
に林道に入ると、矢立山と大鳥毛
山を結ぶ主稜線の鞍部、標高５０
０ｍまで車で行くことができる。
この鞍部から広い尾根伝いに北西
に登ると、片道０・８㎞、標高差は
わずか１５０ｍほどで山頂に達す
る。
島の最高峰となると、最初に登
山対象となるのが常であるが、植
林の多さや歩行距離の短さなどか
ら、ほかの個性的な山々に一歩遅
れを取っているのが実情だろう
（登山口から往復 分）
。
90

万葉集に詠われた、広い草原の有明山山頂

天然記念物ヒトツバタゴが咲く鰐浦の韓国展望所（５月）

40

山旅のメモ
対馬へのアクセスは、空路は福
岡空港と長崎空港から対馬空港へ。
海路は博多港から厳原港へジェッ
ひ た かつ
トフォイルとフェリーが、比田勝港
へはフェリーが運航している。な
お、国際航路として釜山港から比
田勝港と厳原港へ７社が運航して
いたが、日韓関係の悪化と新型コ
ロナウイルスの影響により２０２
１年７月時点では全社運休となっ
ており、かつて韓国人観光客でに
ぎわった光景は、今はない。
島内の移動は、路線バスの数は
少なく不便で、タクシーかレンタカ
ーの利用となる。効率良く回るに
は、登山ツアーを利用するのも便
利だ。
なお、登山前に対馬観光物産協
会が運営する「観光情報館ふれあ
い 処つし ま 」
（ 対馬市厳原町今屋
敷６７２番地１、 ０９２０
１５６６）で情報を得ることをお
勧めする。
『対馬トレッキングガイ
ドブック』など詳しい資料がそろ
っており、登山に詳しいスタッフ
も駐在している。協力＝一般社団
法人 対馬観光物産協会
（福岡支部事務局長）
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トン祭」
の会場・親不知で、海から
立ち上がる絶壁をウォルター・ウ
ェストン師が『日本アルプスの登
山と探検』の中で「起点」と記して
いることを紹介し、
「 ここは 日 本
アルプスのスターティング・ポイ
ントだ」と誇らしげにいつも語っ
なのだろうか。
「終焉」という表現
ておられた姿が印象に残っていま
えっ、北アルプスの
に大きな違和感を覚えました。
す。また、氏の多くの著書にも、親
終焉・親不知？
ウォルター・ウェストン師の著
不知の岩壁を「日本アルプスの起
遠藤俊一
書『日本アルプスの登山と探検』に
点」あるいは「飛騨山脈の起点」と
会報「山」２０２１年８月号に我
記述しています。
よれば、ウェストン師は１８４５
が越後支部会員の靏本修一氏によ
学問的には、山脈に「起点」や
年の夏、中部日本アルプスを北か
る「アルプスと海をつなぐ栂海新
ら南まで縦断したいと上野から信 「終焉の地」があるとは思えません
道～開通 周年の軌跡をたどり未
越本線で直江津へ、そこから船で
が、小野健氏の栂海新道開削に懸
来へ～」
が掲載されました。開通
親不知のある糸魚川に来ています。 けたロマンに鑑み、この親不知の
周年に当たり、郷土の先人の成し
絶壁を「スターティング・ポイン
そして親不知の岩壁を見て、
「ア
遂げた偉大な事業に改めて敬意を
ルプスの起点をなしているのは、 ト」として語りつないでいきたい
表します。
と思っています。
実にこの花崗岩の絶壁で、山脈は
小野健氏の壮大な構想と実行力
（越後支部会員）
約百マイル南の濃尾平野まで行っ
により、親不知から朝日岳までの
て、初めて低くなる。
」と親不知の
登山道が開通したことは靏本氏の
絶壁について記しています（あか
山梨の山の先駆者・平賀
本文に詳しいが、残念なのは、こ
ね書房発行
「日本山岳名著全集」
①
文男
の寄稿を紹介した編集部のリード 『日本アルプスの登山と探検』
〈山
北村武彦
文です。
崎安治・青木枝朗訳〉より）
。その
そのリード文の冒頭に「白馬岳
原文は、
茅ヶ岳は『日本百名山』の著者、
から朝日岳を経て北へ、北アルプ
It is these granite cliffs that 深田久弥の終焉の地として全国的
スの終焉・親不知に至る一本の道
に知られているが、この茅ヶ岳山
form
the
starting-point
of
the
がある」と記しています。果たし
麓に甲州では類まれなる山の先駆
……
range
of
the
Alps
て、親不知は「北アルプスの終焉」
者のいたことを知る人は少ない。
小野健氏が生前、
「 海 の ウェス

その名は平賀文男、号して月兎。
明治 年１月 日、北巨摩郡穂坂
村三ッ沢（現・韮崎市穂坂三ッ澤）
の地主の子に生まれ、大正６年９
月、早稲田大学政治経済学科を卒
業、戦時末期、一時、東京に住んだ
ほかは郷里にあって生涯山を登り
続けた。
平賀の最初の業績は、全県組織
の山岳会結成の構想を持って、甲
斐山岳会を発会させたことである。
そもそも山梨県下で本格的な登
山活動が始まるようになったのは、
大正時代になってからである。そ
れ以前は、県下の山々は専ら日本
山岳会系の人々の独擅場であった。
そうしたなか、大正元年に甲府市
議会議員・田村九万治を中心に山
谷跋渉会が結成され、続いて教育
界の石塚末吉を中心に山梨山岳会
が発足した。ところが、両方とも
年足らずで衰微して有名無実に
なってしまった。
こうした情勢のなか、平賀文男
は甲府の酒造家・大沢伊三郎など
の盟友を得て奔走し、山梨山岳会
と山谷跋渉会を継承する形で、甲
斐山岳会結成の運びとなった。
大正 年６月、甲斐山岳会は甲
州財閥連枝の若尾金造を会長に据

28

13
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東西
南北

50

917−２０21・10・２０
山

５０

会員の皆様のご意見、エッセイ、

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

ページです。 どしどしご投 稿く

ださい。（紙面に限りがありま

すので、 １点につき10 0 0 字 程

度でお願いします）

10

20

917−２０21・10・２０
山

山研運営資金寄附金
匿名希望

50

山研運営資金寄附金
羽根田 博正 会員

24

会務運営資金寄付金
匿名希望

1

山研運営資金寄付金
平田 大六 会員

10

高頭仁兵衛翁寿像碑修
復募金
青木 督平 会員

5

高頭仁兵衛翁寿像碑修
復募金

大門建設
（株）

50

高頭仁兵衛翁寿像碑修
復募金

仙台海外登山
研究会

45

宮城支部運営資金寄附金

1,000

越後支部運営資金寄附金

（9月30日まで）

36

花王株式会社

900

12

生物保護、森林保全、古道
調査に関連する寄附金

盤とする、地方山岳会としての名
声を中央に博するまでの功績を挙
げた。
しかしながら、甲斐山岳会は間
し っ し はん
もなく幹部の間に世俗的な嫉視反
もく
目が見られるようになり、平賀は
そこにもやもやした雰囲気を感じ
た。そうなると最初の意気込みが
失われて山岳会運営には全く興味
を持たなくなった。いや、その煩
わしさを嫌悪するまでになり、山
岳団体をバックとしての、また肩
書き付きの登山とはぷっつり縁を
切った。
いったん話は変わるが、北巨摩
郡下の主邑韮崎は、明治 年 月

20

えて発足し、登山の普及奨励をな
すとともに、県下山岳の開発を使
命として、山麓登山口の各団体を
指導し、
統率することとなった。甲
斐山岳会における平賀の位置付け
は平幹事に過ぎなかったが、実質
はこの会のリードオフマンであっ
た。会活動の実績は会誌に集約さ
れ、それが媒体となって中央にも
評価され、中央の情報がフィード
バックされたものである。甲斐山
岳会機関誌『山』は、発会翌年の大
正 年５月に創刊されて、第３号
まで平賀が編集した（第４号は野
々垣が担当、それきりになった）
。
かくして平賀は、郷土の山を基

安井 康夫 会員

一般財団法人新
潟県職員互助会

寄附の目的、
そのほか
受入金額など
（単位千円）
寄附者など

14

（8月31日まで）

寄附金および助成金などの受入報告

しょう

の国鉄中央線・韮崎駅開通を機に、 った（山崎安治『新稿日本登山史』
甲斐駒ヶ岳や鳳凰山の登山口への
典拠）
。
アプローチが短くなったことで登
それにつけても平賀はひたすら
山客が増えてきた。そんな事情が
登り、よく書いた。著書単行本と
あって、一般登山客の便益を図る
しては７点が刊行された。
ことが町の発展につながるとの考
処女出版は『日本南アルプスと
えが有力者において醸し出される
甲斐の山旅』大正 年マウンテン
ようになった。時あたかも大正
書房刊。自費出版であるが大いに
年６月に甲斐山岳会が発足し、隣
反響を呼び、昭和３年には静光社
村の穂坂村に住む甲斐山岳会幹事、 出版部から『南アルプス』として、
平賀文男と同会幹事の野々垣邦富
南アルプスの部分に限って改定版
よう
の慫慂によって白鳳会が結成され
が出され、さらに翌年、大手の博
た。ちなみに白鳳会の名称は、白
文館から３度版を変えて世に出た。
峰と鳳凰の頭文字を採って平賀が
以下、書名だけを挙げる。
名付け親になったのである。
『南アルプスと其渓谷』昭和６年朋
なお会報『白鳳』創刊号の巻頭は、 文堂
当時、日本山岳会会長の小島烏水 『八ヶ岳火山群』
同７年木星社書院
の論文「山岳会の仕事は創作に在 『赤石渓谷』
同８年隆章閣
る」
であるが、これは平賀の懇請に 『中央アルプスと御岳』同 年大村
よるものである。
書店
平賀の登山の足跡は県下各地に
ところで平賀の登山は、アルピ
及んだが、とりわけ熱心だったの
ニズムといったものではない。山
は南アルプスである。平賀が我が
の美しさ 景観だけでなく、精神
国の登山史に初めて載ったのは、 面にも啓示するところのものを探
大正 年３月の北岳の積雪期初登
究し、それが我が郷土に存在する
頂の先陣争いである。相手は京都
ことを誇りとする態度をもって、
の西堀榮三郎や桑原武夫たち三高
山と谷を跋渉したのである。そし
パーティ。平賀パーティは４日遅
て、万人に賞美してほしいと願い、
れの登頂であるが、大樺沢からの
山の本を出版したのである。
新ルートによるものは初登頂であ
昭和 年７月、平賀は読売新聞
14

13

37

15

11
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主催の立山大集会で「山の恩人」と
して厚生大臣表彰を受賞したが、
叙位叙勲を受けるよりこの方が平
賀にはふさわしいだろう。
昭和 年４月 日、韮崎市立病

動

山の自 然 学 研 究 会

活

19

上高地インタープリター
の活動について

院の一室で脳軟化症のため 年３
ヶ月の生涯を閉じられた。今は生
地の小高い丘陵にある慈源院の墓
地に永眠されている。
（永年会員）


告

加者数は数名～７、８名くらいで
あるが、以前はもっと多かったよ
うだ。
河童橋をスタートし、梓川沿い

に左岸を遡る。明神岳や穂高連峰
を見ながら地形地質の話や上高地
の地史などに触れながら話を進め
る。白樺荘横の川岸にフィールス
コープをセットして奥穂高岳を見
ると、山頂にいる人の姿が手に取
るように見える。通行人に自由に
見てもらうと大変驚かれ、興味を
持って見てくれた。
上高地は植物も豊富である。身
の周りに咲いている野草や木々に
ついて、名前や特徴、自然保護な
どについて説明すると、参加者は
興味深く聞いてくれて、改めて上
高地の自然のすばらしさを理解し
てくれている。明神までは２時間
ほどの予定だが、参加者との交流
も深まり、つい時間は延びてしま
う。ときには、後日に感謝の手紙
をいただくこともある。
もう一つの活動のミニトークは、
温泉ホテル、アルペンホテル、西糸
屋山荘の３つのホテルの協力をい
ただいて、食後のひとときを使っ
て、宿泊客に対して自然解説を行
なっている。時間はおよそ１時間、
参加者は ～ 人ほどである。
自然解説のテーマは担当者がそ
れぞれ決める。
「 北 アル プスの 地
形 と 上 高 地の木 と 花 」
「 上高 地に

25

25

食後のひとときを使ってのミニトーク

ようこそ・ライチョウ便り」
「上高
地の花々」
「 穂 高 神 社 と上高 地の
花」
「黒部下廊下縦走」など、多様
な内容が取り上げられている。参
加者は行楽気分で上高地に来てい
るが、話をよく聞いてくれ、終了
後も質問攻めに遭うことがあり、
満足して帰っていかれる。
上高地インタープリターの活動
は、当会が創立したころから行な
われていて、当会の最重要活動と
いう位置付けである。今年で 年
ほどになるが、以前は
「子どもスケ
ッチ会」や「ライチョウ作り」など
も行なってきていて、多彩な活動
を展開してきた。創立のころは定
年退職後の元気な会員でスタート
したが、 年も経つと会員も高齢
化し、若い年代の会員が後に続か

■ 14

39

山の自然学研究会（略称・山研）
では、上高地において
「上高地イン
タープリター」の活動を行なって
きている。８月の前半に実施して
いて、主な活動は「ガイドウォー
ク」
と
「ミニトーク」
である。
ガイドウォークは、河童橋から
明神までを、自然解説を行ないな
がらのウォークである。参加者は
西糸屋山荘前で観光客を募集する
が、実際には前日の夜に行なって
いるホテルでのミニトークの際に
案内したお客様が大半である。参

ガイドウォークで解説するインタープリター

15

30

69

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

917−２０21・10・２０
山

ヤマユリが美しい翁山の稜線

支部

翁山山頂での記念撮影

ず、会が老齢化してきていて、元
少なかったものの参加の申し出を
分出発。翁山山頂を経てからの、
途
しかし、林道が通行止めになって
気な会のころの活動を維持するの
いただいた。また、他団体への協
中の稜線歩きは快適で、登山道脇
いるほか、道路状態も悪く小型の
が困難な状況になってきている。 力をお願いし、協議を進めて協力
はヤマユリのオンパレード（先週
四輪駆動車以外は走行不能だった。
以前は 日間実施していた上高地
者を確保でき、計画を完成するこ
あたりが最盛期）
だった。花を楽し
その後、山形側の本コースを登
インタープリターも、今年は５日
とができた。他団体との連携協力、 みながら鞍部まで下り、さらに吹
山したが、その際は不老長寿の泉
間に減らさざるを得なかった。そ 「山」などを通しての広報活動の手
越山とハリマ小屋分岐から急坂を
にはもっと水量があったような気
れでも担当者を揃えるのが難しく、 段は有効な方法であるということ
下山。不老長寿の泉でブナ林から
がしていたのだが、少ないのに驚
新たな方策を立てなければならな
を学んだ。この学びから今後への
流れ出る冷たい湧水で顔を洗った
いた。人間の記憶など当てになら
かった。
見通しが立てられたという思いで
りしながら休憩し、ハリマ小屋到
ないものと実感した。宮城側から
その一つとして、会報
「山」
に、イ
ある。
着は 時 分だった。
の登山者は前述のとおりの状況で
ンタープリターへの参加募集を掲 （ 山 の 自 然 学 研 究 会 代 表 源 原 重
この山は 年ほど前に、会員で
少ないと思われるが。山形側から
載していただいた。幸い応募者は
行）
あった宮城の故・後藤邦慶さんか
は逆に多いようで、低山で盛夏に
ら
「太田さん、翁峠を案内するから
もかかわらず何組かのグループに
ぜひいらっしゃい」と声を掛けて
出会った。今回、休憩も含めゆっ
いただいていた。気になっていた
くり歩いて４時間弱。里山を少し
が行く機会がなかったことを思い
延長したような、手軽に楽しめる
出し、数年前に宮城側から登った。 感じだった。季節を変えてまた登
ってってみたい一峰だった。参加
者 名。 
（太田 正）

30

だより

40

宮城支部

いた山名が変わったことは大変残
念な気がする。
８月７日㈯、曇り。仙台からハ
リマ小屋登山口まで行程は３時間
くらいと思っていたが、予定より
少し早く到着する。出発準備をし
て９時 分スタート、 時 分に
は山頂直下の祠に到着。朝が早か
ったこともあって昼食をとる。
ゆっくり休憩したのち、 時
10

翁山
（翁峠）
登山
翁山（１０７５ｍ）は宮城・山形
県境の山で山形県側では翁山、宮
城県側では翁峠と呼んでいたが、
調べてみると国土地理院は２０１
２年 月 日に山名を翁山と変更
したそうだ。宮城県に住んでいる
者としては、昔から慣れ親しんで

15

10

12
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11

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。

11

917−２０21・10・２０
山
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10

40

山
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信濃支部

第 回ウェストン祭を開催

第 回ウェストン祭は、６月６
日に上高地・ウェストン広場で開
催された。今年春には終息が期待
された新型コロナウイルス感染症
は収まる気配が見られず、昨年に
続き今年も関係者のみの縮小開催
となった。
参加者は長野県内在住の信濃支
部会員と、地元上高地と松本市関
係者とし、日本山岳会会員でも緊
急事態宣言やまん延防止対策の対
象地域や県境を越えての来場はご
遠慮いただいた。また、体温や健
康に異常のないことを確認した上
で、マスク着用、ソーシャル・デ

ィスタンスを確保して開催した。
上高地でのウェストン祭本部は設
けず、恒例となっている前日の打

合せ会、当日の午餐会は中止とし
た。概要は以下のとおり。

【関係先への挨拶】
６月４日㈮

ウェストン祭では、地元町会公
民館、
松本市、環境省や林野庁など

の関係省庁、例年合唱の披露をし

ていただく安曇小学校、上高地の
各旅館、
山小屋友好会、自然公園財

団、
交通機関、上高地の各観光施設

75

図書受入報告
（2021年8月～9月）
著

者

書

名

頁／サイズ

山本紀夫
高地文明 ：
「もう一つの四大文明」の発見（中公新書 No.2647）
大町山岳博物館（編） 北アルプス誕生とそこに息づく高山植物のものがたり
梨子田満
上高地・穂高嶽
久保田賢次（編） これでいいのか登山道 ：よりよい「山の道」
をめざして
権藤司・高山陽山
そして風の中へ
大矢康裕 ／吉野純（監修） 山岳気象遭難の真実（ヤマケイ新書 No.YS060）
広渡敬雄
俳句で巡る日本の樹木50選
神﨑忠男・
はっとぢぇい ：日本ヒマラヤン・アドベンチャー・
トラスト
田上和儀（編）
創立30周年記念誌
シェルパの友だちに会いに行く ：エベレスト街道日誌2021
石川直樹
別府二豊山岳会（編） 別府二豊山岳会百年史
長野県立美術館（編） 森と水と生きる ：長野県立美術館 グランドオープン記念
信濃毎日新聞社出版部（編） 寛保2年の千曲川大洪水 「戌の満水」を歩く （増補改訂版）
関西学院大山岳部記 エーデルワイス 18号 ：関西学院大山岳部創部
念誌部会
（編）
100周年記念誌
Jenny Paterson（ed.） The Journal of the Mountain Club of South Africa
2020（No.123）
Dougald MacDonald（ed.） The American Alpine Journal 2021（Vol.63 Iss.95）
■ 16

発

行

者

発行年 寄贈／購入別

325p／18cm 中央公論新社
2021
97p／30cm 大町山岳博物館 2021
84p／25cm 梨子田満（私家版） 2021
154p／30cm 登山道法研究会 2021
281p／22cm 言葉の森へ 道程社 2021
254p／18cm 山と溪谷社
2021
112p／21cm 本阿弥書店
2021
132p／21cm 日本ヒマラヤン・アド 2021
ベンチャー・
トラスト
168p／19cm 青土社
2021
458p／26cm 別府二豊山岳会事務局 2021
222p／26cm 長野県立美術館 2021
224p／26cm 信濃毎日新聞社 2021
226p／30cm 関西学院大山岳会 2021

著者寄贈
発行者寄贈
著者寄贈
発行者寄贈
著者寄贈
出版社寄贈
著者寄贈
発行者寄贈
出版社寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
出版社寄贈
発行者寄贈

166p／23cm The Mountain Club 2021 発行者寄贈
of South Africa
224p／23cm The American Alpine Club 2021 発行者寄贈

917−２０21・10・２０
山

等々、多くの皆さんのご協力をい
ただいている。そうした先に記念
品を配り、小規模開催になったこ
と、また来年からもよろしく、と
挨拶をして回った。
【徳本峠記念山行】
６月５日㈯
毎年、島々谷から徳本峠を越え
上高地に入る記念山行を行なって
いるが、豪雨災害などで島々谷側
の林道、登山道が寸断され、通行
できなくなっている。そこで、せ
めて明神側から徳本峠の往復を計
画したが、５月 日㈬、偵察に入
った信濃支部会員・東、横田パー
ティの報告により、明神側にも登
山道の崩落があり、危険な状態と
のことで、やむなく中止とした。
26

尾崎喜八の詩を朗読する本間香菜子さん

【碑前祭】６月６日㈰ 午前 時
⑴開会（司会：信濃支部・角田啓
蔵）
⑵主催者挨拶（信濃支部長・米倉
逸生）
⑶献花
（信濃支部・渡辺庸子、松本
潔）
⑷黙祷
⑸古野淳・日本山岳会会長メッセ
ージ
（代読）
⑹臥雲義尚・松本市長メッセージ
（代読）
⑺記念山行中止の報告・徳本峠の
現状について
（信濃支部副支部長・
東英樹）
⑻尾崎喜八の詩の朗読（フリーア
ナウンサー・本間香菜子さん）
ウェストン祭では毎年、支部の
女性会員により、詩人・尾崎喜八
（信濃支部第２代支部長）の詩の朗
読をしているが、来年で尾崎の生
誕１３０年を迎えることから、前
倒しで少し時間をとり、また、プ
ロの朗読者によって詩とエッセイ
を朗読し、ウェストン師に捧げた。
・エッセイ「小梨の花咲く上高地」
（
『 尾崎喜八詩文集 』⑩の散文
「山は離れど」
より抜粋）
。
・詩「山が待っている」
（第 回ウ
ェストン祭で詠んだ詩）
。
10

23

小開催となった場合、多くの在庫
が発生してしまいます。
頒布方法は、日本山岳会ＨＰで
紹介していますが、多くの会員の
ご協力をお願いします。手拭いデ
ザイン（型染め）は徳本峠からの穂
高連峰、ブローチ（手彫り）は小梨
の花です。詳細は日本山岳会ＨＰ
のトップページ《概要／本部・支
部情報》から《信濃支部インフォメ
ーション》
に進んでください。もし
くは、インターネット検索で
「第
回ウェストン祭記念品」で。また、
や Facebook
でも紹介して
Twitter
います。
（信濃支部長・米倉逸生）

告

75

副会長、
南久松常務理事、
松
原・松田・清水・飯田・平
川・久保田・川瀬・長島各
理事、黒川・佐野各監事
【欠席者】山本副会長、柏・萩原各
常務理事

報

⑼閉会
〈 参 加 者 〉日 本 山
岳 会 信 濃 支 部 員、
松本市関係者、上
高地関係者、一般
参加者など約
名、報道３社。
【 記 念 品 頒 布 】手
拭いとブローチの
セット。
記念品は、ウェストン祭にご協
力いただいている関係者の皆さん
にお配りしていますが、一部を一
般の皆様にも頒布し、ご協力いた
だいています。開催の見通しの立
たない中での発注となるため、縮

19

務

30

令和３年度第５回
（９月度）
理事会
議事録
日時 令和３年９月 ㈬ 時～
場所 集会室およびオンライン
（Ｚｏｏｍ）
【出席者】古野会長、坂井・橋本各
15

記念品の手拭い

会
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【オブザーバー】節田会報編集人
６・エベレスト登頂 周年記念事
業について報告があった。
（古野）
【審議事項】
７・会が保有する公文書（歴史的
１・晩餐会ウィークについて協議
なもの、事務的なものなど）
の保管
した。
（ 月に確定）
（久保田）
について説明があった。今後のク
２・東京区部の新支部構想の件に
ラウド保管に向け準備。
（古野）
ついて協議した。
（継続審議）
。
（坂
８・公益法人運営委員会の委員長
井）
交代の報告があった。新委員長は
３・助成金受入の承認について承
小林政志。
（佐野）
認した。
（賛成 名、
反対０名）
（南
９・ 上 高 地 山 岳 研 究 所 利 用 状 況
久松）
（２０２１年８月分集計）について
４・監査法人との財務に関しての
報告があった。
（川瀬）
指導・助言業務契約の継続に関し
・遭難対策運営要領の改正（事
て承認した。
（賛成 名、反対０
故 発 生 時の連 絡 電 話 番 号 見 直し ）
名）
（南久松）
について説明があった。
（川瀬）
・登山計画書提出状況（２０１
【報告事項】
７年 月～２０２１年８月）につ
１・８件の寄附金の受入報告があ
いて説明があった。
（川瀬）
った。
（南久松）
・山行委員会の晩餐会山行の代
２・正会員 名、準会員 名の入
替プランについて説明があった。
会を承認した旨、報告があった。 （長島）
（古野）
・信州大学学士山岳会からの名
３・新入会員オリエンテーション
義後援申請（学生クライマーズミ
（９月４日実施）の終了報告があっ
ーティング）について報告があっ
た。
（久保田）
た。
（古野）
４・支部連絡会議（９月 日）の内
・植村冒険館への映像（ＪＡＣ
容について説明があった。
（坂井） エベレスト登頂時に植村直己が撮
５・花王ヘルシア・キャンペーン
影した画像）の使用許可の承諾に
が７月 日をもって終了したとの
ついて報告があった。
（清水）
報告があった。
（古野）
・山梨県からの新型コロナ感染
13

25

物故
藤木高嶺
（３９１５） ・９・
渡邉玉枝
（１１２１４） ・８・２
土田常次
（１３６６５） ・８・６
成海 修
（１４７９７） ・９・
福井修一
（１５９９２） ・９・５
退会
澤村眞治 （６３２７） 石川
宮下真史 （８４０８）
廣瀬 正 （８７４９） 岐阜
松本久志 （１４１１８）
池谷和明 （１４８２０）
静岡
小澤大輔 （１５８１０）
東海
天田義乃利
（１６１０８）
群馬
田中 浩 （１６１７９）
東海

21 21 21 21 21

はあなたのフリープランで、 時
から 時のコアタイムに山頂に集
合します。自由参加です。事前の
参加申し込みは必要ありません。
コアタイムに山頂で山行委員が
山岳会の旗を持って立っています。
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拡大防止に関する協力要請につい
て説明があった。
（古野）
・
「山」９月号の発行について報
告があった。
（節田）

日 総務委員会
日 総務委員会（新入会員オリ
エンテーション）
日 山岳編集委員会
日 財務委員会
日 会報編集委員会
９月来室者
名
会員異動

31

29

22

12

16

4 2

21 14 6

◆年次晩餐会記念山行
陣馬山に集まろう
山行委員会
陣馬山（８５５ｍ）に登りません
か。富士山や南アルプスの眺望が
すばらしい山です。ルートや時間

14

12

15

9月

インフォメーション

10

11

12

13

14

15

10

31

917−２０21・10・２０
山

12

12

50

917−２０21・10・２０
山

特別なイベントはありませんので
自由に参加・解散してください。
日時
月５日㈰ 雨天中止
主なルートです。各自詳細
に計画してください。①Ｊ
Ｒ中央線・高尾駅北口から
バス陣馬高原下下車。徒歩
１時間 分 ②ＪＲ中央
線・藤野駅からバス和田下
車。徒歩１時間 分 ③京
王線・高尾山口から徒歩６
時間 ④ＪＲ中央線・高尾
駅北口からバス小仏下車。
徒歩３時間 分。
問合せ
sanko@jac.or.jp携帯
０８０ ３５５８ ３２５０
そ や
（征矢）
昼食・休憩は各自適宜とってく
ださい。山頂には茶店があります。
登山計画書は各自、各グループで
作成提出してください。
30

30

◆妙高スキー懇親会のお知らせ
山行委員会

令和４年１月のスキー懇親会は

新赤倉温泉で実施します。希望者
には、現地指導員によるツアー講
習をいたします。
日程 １月 日㈪～ 日㈭
費用 ３万３０００円
（通信費、保
険料、懇親会費用等含む）
宿泊 新赤倉温泉・ユアーズイン
定員
名
現地集合・現地解散
申込み
月 日までに、会員番
号、住所、氏名、電話など
を明記し、郵送、Ｆａｘま
たはメールで高橋聰まで。
〒１０２ ００７２ 東
 京都
千代田区飯田橋２
３２２２ ０９０８・
27

10

sanko@jac.or.jp
参加申込み者には詳細案内をお
送りします。

～ 時、土日 時から、最
終日 時まで）
会場 東京都新宿区四谷 日本写
真会館「ポートレートギャ
ラリー」
（ＪＲ四ツ谷駅・四
ツ谷口徒歩３分）
URL:http://www.sha-bunkyo.or.jp
問合せ 道健一
michiken@h9.dion.ne.jp
川嶋新太郎 携帯０９０
９３６９ ２３４５

◆講演会のお知らせ
緑爽会

緑爽会では、以下のとおり講演
会を開催します。
住所・電話番号明
記の上、左記へお申込みください
（事前申込み制）
。
演題 深田久弥没後 年「その人
となりと魅力」
講師 親交のあった横山厚夫氏と、
平ヶ岳などを案内した桜井
昭吉氏
日時
月４日㈯ 時～
会場 ＪＲ武蔵境駅北口スイング
ホール 階スカイルーム１
定員
名
申込先 富澤克禮
・ ０４２ ３２４ ４０５

❖編集後記❖
◦連載記事の最新情報取材のため
先月下旬、会報編集の相棒、原邦
三会員と伊豆諸島に行ってきまし
た。大島・三原山と利島・宮塚山
は順調に歩けたのですが、台風
号の影響で海にうねりが出始め、
次の神津島へは渡れませんでした。
予約した民宿から電話があり「こ
っちへ来るより、早く利島を脱出
した方がいいよ」
とのこと。
◦すわ一大事！ 客船もジェット
フォイルも欠航で、頼りはヘリだ
け。朝一番でヘリポートに並んだ
ものの、
「１席ならあります」との
つれない返事。翌日の予約をして、
すごすごと民宿へ逆戻り。 日、
な
んとかヘリで大島に脱出、ジェッ
トに乗り継いで帰京した次第です。
危うく「島流し」になるところだっ
たお粗末な一席。  （節田重節）
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tomizawa-atsunori@nifty.com
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◆ 第 回 山 岳 写 真 展「 心 に 映 る
山々」
アルパインフォトクラブ

毎年１回会員の写真を展示する
写真展を開催していますが、昨年
はコロナ禍のため中止となりまし
た。２年ぶりの開催となりますが、
会員が撮影した国内外の山岳写真
点を全紙で展示します。
会期
月２日㈭～８日㈬（ 時

917 号

山

日本山岳会会報

０３

11

50

14

12

10

30

「会員優待サービス」変更のお知
らせ  〈会員サービスＷＧ〉
＊
【北
 アルプス】常念小屋／先
方都合により削除
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