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えたとき、
「日本の山岳古道」と謳
っておきながら、その中に日本を
代表する古道が入っていないとい
うのはいかにもうまくない。
第１次で選択した古道は、あく
までも
「支部や同好会、会員個人が
推 薦 し て き た 古 道 を ベ ー ス に、
〝全国むらなく〟を念頭に選択した
もので、どこの支部や個人も推薦
しなかった古道は、日本を代表す
る古道であっても俎板の上に載せ
られていない。
たとえば、熊野古道や奥駆道は
世界的に知られた古道だが、第１
次選択古道には選ばれていない。
鈴木会員から指摘されたのも、修
験や信仰の対象として外してはい
けない山がいくつも抜けているこ
とだった（飯豊山、武州御嶽山、
屋久島など）
。
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トから外した）の古道に加えるべ
全国山岳古道調査プロジェクト報告③
き、残りの古道を決める作業を昨
年 月から開始した。最初に１２
０古道の素案を作成し、監修者の
うち修験の道の権威者・鈴木正崇
近藤雅幸
氏と、名著『古道巡礼』の著者・高
は至っていない。ただ、今後いく
桑信一氏に意見を聞くことになっ
つかの確認を行なって決定に至る
た。そのなかで、日本を代表する
ためのたたき台はできているので、 山岳古道であれば必ず入れなけれ
とりあえずそれを公表させていた
ばならないものがいくつか抜けて
だくことにした。
いるとの指摘があり、その意見を
ただ、これはあくまでもたたき
どう取り入れていくか頭を悩ます
台であり、これから各支部などと
ことになった。
再度対面（Ｚｏｏｍなどを利用し 「日本三百名山」を見ても分かると
て）
で確認と調整を行ない、詰めた
おり、日本山岳会が選んで発表し
うえで最終決定という運びになる。 た事業の成果は、会の意図とは関
今回の１２０古道選定作業は、 係なく、独り立ちして定着してし
すでに決まっていた （ を１次
まう傾向がある。今回の山岳古道
で選択したが、そのうち１つは調
プロジェクトも、おそらくその例
査不能ということが判明し、リス
に漏れないと思われる。それを考

１２０を選ぶまでの経緯
最近は新型コロナウイルスとの
付き合い方も分かってきて、山で
は多くの登山者を見かけるように
なった。多くの支部でも、これま
ではコロナ禍のためになかなか古
道調査にかかることができなかっ
たが、これからは本格的に調査が
進むのでは、と期待している。
そのようななか、ＪＡＣ会員に
約束していた２０２２年３月末で
の調査対象古道の決定は、様々な
要因により思ったより時間がかか
ってしまい、まだ最終的な決定に
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今年に入って、そういった古道
を１２０に取り入れる作業を開始
し、さらに古道の数を１２０に合
わせるための調整を行なったのが、
ここに掲載した１２０古道のリス
トである。ただ、その古道につい
ての情報をいちばん持っていて、
多くの場合、調査を行なうのは支
部であり、１２０古道を最終的に
決定するためにはそういった支部
からの視点を抜きにはできない。
まずは支部にそのような視点で
見た場合の１２０古道の選択につ
いて確認をし、意見のすり合わせ
と調整を行なって、最終的に１２
０古道を決定することになる。現
時点では、５月までにはその作業
が完了する予定である。
◆このリストはあくまでも「１
２０古道
〈案〉
」
で、各古道の名称や
一部の古道の選択については、今
後の検討の結果変わる可能性があ
ることをご承知おきいただきたい。
◆担当案がブランクになってい
る古道は、本部の同好会や有志で
調査を行なうことを考えているが、
今のところは未定であり、今後、関
係者らと調整のうえ決めていく。
（全国山岳古道調査プロジェクト・
リーダー）

調査対象古道120案
№
北海道
1
2
3
4

古道

※（

調査対象
）
内はサブ古道またはコラムで対応

北方警備の道
（道北）
北方警備の道
（道南）
本願寺道路
殿様街道

増毛山道・濃昼山道
様似山道・猿留山道

東北
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

恐山
みちのく松陰道 算用師峠
岩木山
白神山地
羽州街道 矢立峠
秋田街道 国見峠
早池峰山
沢内街道 白木峠
仙北街道 十里峠・柏峠
鳥海山
栗駒古道
出羽仙台街道 中山峠・山刀伐峠
出羽三山
出羽の古道六十里越街道・道智道
朝日軍道
関山街道 嶺渡古道
二口街道 二口峠
蔵王山
万世大路 栗子峠
飯豊山
太閤道 勢至堂峠

川内口・田名部口
算用師峠越え
百沢口（長平口、嶽口・赤倉口
〈大石〉
）
菅江真澄が歩いた白神山地の古道
矢立峠越え（金山峠・矢島街道）
国見峠越え
大迫口・遠野口（門馬からの道など）
白木峠越え
十里峠越え・柏峠越え
吹浦口・蕨岡口・矢島口（小滝口・滝沢口・院内口）

北陸
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

越後米沢街道 十三峠
会津街道 諏訪峠
金北金剛の三山駆け
八十里越え
六十里越え
越後銀の道 枝折峠
三国街道 三国峠・三坂峠
六左衛門道
石動山
立山
信越連帯新道
古白川道
白山
蠅帽子峠
北陸道 木の芽峠

十三峠越え（女川古道）
諏訪峠越え（束松峠越え・車峠越え・鳥居峠越え）
金北山ー檀特山ー金剛山
明治新道（天保古道・間道）
六十里越古道（裸山乗越）
枝折峠越え
三国峠越え・三坂峠越え（清水峠越え・玉原越え）
六左衛門道
多根道（二宮道ほか）
常願寺川からの登拝道（上市＝早月川からの登拝道）
針ノ木峠越え・平ノ渡～ザラ峠＝ザラ峠以西はコラムのみ
五箇山から飛騨・羽根道（道宗道）
加賀禅定道・越前禅定道・美濃禅定道
（杉峠みち）
蠅帽子峠越え美濃側（蠅帽子峠越え
（越前側）
）
木の芽峠越え

関東
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

会津中街道 大峠
会津西街道 山王峠
沼田・会津街道 尾瀬越え
西沢金山への道
日光修験の道
赤城山
榛名山
筑波山
十文字峠越え
三峯山

大峠越え
山王峠越え（中山峠越え・大内峠越え）

2022年4月10日
担当案
※左図（ ）内の一部は除く
北海道
北海道
北海道
北海道

中山峠越え・山刀伐峠越え
八方七口のうち羽黒山からの道と湯殿山からの道
嶺渡古道
二口峠越え
宝沢口・御山詣りコース
栗子峠越え
岩倉口・川入口（赤谷口）
勢至堂峠越え

三峯五禅頂の道＝冬峯の道・男体山中宮
三夜沢口・赤城口（六道の辻）
主な登拝道
つくば道、羽鳥道（府中道）
三峯神社表参道（大陽寺参詣道）
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青森
有志
有志
有志
岩手・秋田
秋田
岩手
宮城
宮城
山形
宮城
宮城
山形・宮城
福島
福島
越後・未定
越後
越後
福島・越後
福島・越後
越後
群馬・越後
越後
石川
富山
信濃・富山
富山
石川・福井・岐阜
岐阜
福井
福島・栃木
福島
福島・群馬
栃木
栃木
群馬
群馬
有志
埼玉・信濃
埼玉

山
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№
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

中部・東海
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

古道
秩父往還 雁坂峠
日原秩父往還と富士信仰の道
奥武蔵 子の権現・髙山不動
鎌倉街道 山の道
武州御嶽山
古甲州道 浅間尾根・大菩薩峠
鹿野山
相州大山
足柄古道
箱根旧街道

※（

調査対象
）
内はサブ古道またはコラムで対応

雁坂峠越え
仙元峠越え・鷹ノ巣山越え
子の権現登拝道・四寸道

浅間尾根・大菩薩峠越え
嶺岡往還（北参道）
八菅修験の道・大山参拝道
（日向修験の道・宮ヶ瀬越・半原越・荻野越）
（湯坂道）

担当案
※左図（ ）内の一部は除く
埼玉
東京多摩
埼玉
東京多摩
東京多摩
東京多摩
千葉
神奈川
神奈川・有志
神奈川・有志

塩の道・千国街道 地蔵峠・大網峠
戸隠山・高妻山
善光寺古道 柳沢峠
中尾峠・島々谷から徳本峠
中山道 碓氷峠
中山道 和田峠
東山道 保福寺峠
東山道 神坂峠
金峰山
木曽御嶽山
権兵衛街道 権兵衛峠
南アルプス北部山岳古道
南アルプス横断古道 転付峠・三伏峠
鎌倉街道 御坂みち
富士山
身延山・七面山
秋葉街道 小川路峠・青崩峠
大日古道
飯田街道 伊勢神峠
伊勢街道

地蔵峠越え・大網峠越え（姫川左岸の古道）
戸隠山・高妻山の信仰の道
柳沢峠越え（柄沢峠越え・夫婦岩越え）
中尾峠越え・徳本峠越え（古安房峠・飛州新道）
碓氷峠越え
和田峠越え
保福寺峠越え
神坂峠越え（逢坂峠越え）
御嶽みち
王滝口・黒沢口（濁沢・開田）
権兵衛峠旧道
西山峠越え・足慣峠越え・十谷峠越え・夜叉神峠越え・ドノコヤ峠越えほか
転付峠越え・三伏峠越え
御坂峠越え（若彦みち・中道往還）
村山口・須山口・吉田口・お中道
（須走口）

越後・信濃

小川路峠越え・青崩峠越え
（地蔵峠越え・分杭峠越え・杖突峠越え）
大日峠越え（南アルプス深南部の古道）
伊勢神峠越え
伊勢街道（北）
・伊勢街道（北）

本部・東海
静岡
東海
岐阜

近畿
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

鈴鹿越え古道 千草越え・八風峠
大和をめぐる古道 生駒越え
吉野みち
葛城修験の道
高野山 七口
熊野古道
大峯奥駈道
大台ケ原山 古尾鷲道
海山北山古道
鯖街道
京都東山 仰木峠 如意山
比叡山
愛宕山（京都）
因幡交流鉄の道 江浪峠

千草越え＝杉峠越え・根の平峠越え 八風峠越え
（島津越え・鞍掛越えほか）
生駒越え（暗越え・山の辺の道・伊勢南街道・伊勢本街道）
坪坂越え・芋越え・冬野越え・細越え・宮奥越え

中国
95
96
97
98
99
100
101

智頭街道 志戸坂峠・鎌坂峠
伯耆大山
石見 銀山の道
石見街道 石浦峠・三坂峠・中山峠
中郡古道
津和野街道
萩往還

志戸坂峠越え・鎌坂峠越え
横手道・坊領道・溝口道・丸山道・川床道
鞆の浦道・温泉津沖泊道・銀山街道
（やなしお道）
石浦峠越え・三坂峠越え・中山峠越え

四国
102
103
104
105
106

別子銅山廃道
四国八十八か所遍路道の山岳古道
剣山
石鎚山
坂本龍馬脱藩の道 葉山街道 朽木峠

馬道
焼山寺道・かも道ーいわや道ー平等寺道・結願直前山越えの道・弥谷寺
北参道
表参道（瓶ヶ森・笹ヶ峰）
朽木峠越え

九州
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

対馬の山岳古道
六郷満山峰入りの道
求菩提山
肥前・筑前街道 脊振坂
宝満山
英彦山
阿蘇山
椎葉村の山岳古道
霧島山（高千穂峰）
薩摩街道高岡筋
飫肥街道 椿山峠
鵜戸街道
屋久島 岳参り道
首里城を目指す道

町石道（不動坂道・黒川口・大峰口・大滝口・相ノ浦口・龍神口）
中辺路・小辺路（大辺路・伊勢路）
奥駈道（前鬼古道）
古尾鷲道
台高山脈南部横断道
東の鯖街道＝針畑越え・丹波越え
（西の鯖街道・近江坂）
仰木峠越え・如意越え
千日回峰道
裏参道
江浪峠越え

峰入り道（国東半島ロングトレイル）
峰入り道
脊振坂越え（脊振山 峰入り道）
かまど神社からの道
春夏の峰入り道・秋の峰入り道
阿蘇山信仰の修験者の道・阿蘇カルデラ外輪山越えの峠道
霧立越え・向霧立越え（ぼんさん越え）
高千穂河原から（霧島東神社から）
椿山峠越え
宮之浦岳登拝道
首里城を目指す道

信濃
信濃・岐阜
群馬

山梨
岐阜
信濃
山梨
MCC
静岡

東海・京都滋賀
関西
関西
JAC全体の行事で
JAC全体の行事で
JAC全体の行事で
東海
関西
京都滋賀
京都滋賀(要確認)
京都滋賀
関西・山陰
関西・山陰
山陰
山陰・広島
山陰・広島
広島
広島
広島
四国
四国
四国
四国
四国
福岡
東九州
北九州
福岡
福岡
福岡・北九州
熊本
宮崎
宮崎
宮崎
宮崎
有志
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藤木亥三六

る標高３３６ｍの山である。登山
口まではスイセン・ロードをのん
びりと歩き、里山風景を楽しみな
がらの観天望気だ。頂上は低山な
がら眺望が良く、空の変化が良く
確認できるため観天望気には最適
の山だ。
この日の気温は高く、朝から上
空は一面の層積雲に覆われていた
が、その場で実際に雲の動きや風
向きの変化を観察することで、数
時間後の天気がどのように移り変
わっていくか予測できることを教
わった。風向きと雲の動きを意識
して歩いていると、天気は風の流
れ・雲の動きとともに刻々と移り
変わっており、ひとときも同じ時
間はないということを肌で感じる
ことができた。
今までの山行であれば、足元や
周辺の危険な箇所へ注意を払うだ
けだったが、雲・風向き・地形と
いったあらゆる情報にアンテナを
張り、先々を読んだ行動をしない
と気象遭難は回避できないという
ことを改めて学んだ。また、山は
地上よりも地形の影響を大きく受
け、風向きが変わることによって
天気の変化に影響を与えるという
ことを、房総の低山においても体

感できた。
私は昨年の登山教室指導者養成
講習会（小諸市・安藤百福センタ
ーにて）でも猪熊講師の山の天気
講習を受講させていただいている
が、今後、山行リーダーを務める
に当たり、しっかりとした山の天
気の知識を身に付けたく今回も受
講させていただいた。今回再受講
することで、さらに山の天気のメ
カニズム理解が進み、自分でも風
向きと雲の流れで予想ができそう
な感触を得ることができたと思う。
登山の経験や基本的知識が乏しい
私にとっては、大変有意義でため
になる話ばかりの講習会だった。
この講習をきっかけにして、猪
熊講師が教えてくださった知識・
ノウハウを実際に山で試しながら
経験を積み、山の天気についての
学習をさらに深め、起こりうるリ
スクの想定を盛り込んだ登山計画
を立てることを心掛けながら、千
葉支部のメンバーと安全に登山を
楽しんでいこうと思った。
最後に今回、このような有意義
な講習会を千葉で開催していただ
いたことに改めて感謝申し上げま
す。猪熊講師並びに関係者の方々、
ありがとうございました。
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千葉支部
防ぐための方法を分かりやすく学
んだ。天気図の読み方も初めはと
っつきにくいと感じていたが、基
本的なポイントさえ覚えれば、誰
でも自分が行く山の天気予測を立
てることができる。地上の天気予
報を見るだけでなく、自分で天気
図を読み、天気を予測してその後
の行動につなげていくことが登山
におけるリスク・マネジメントと
して、いかに重要かということを
学ぶことができた。誰でも見られ
る天気予報ではなく、天気図を読
む習慣を取り入れ、これからの山
行に活かしていきたいと思った。
講習会終了後は千葉支部会員の
集いの場であり、今宵の宿の
「房総
」に移動した。講師の住んで
Base
いる蓼科よりは２ヶ月も早く春が
訪れ、暖かな房総の里山で内房の
魚をツマミに、本日第２部となる
山の天気談義を楽しんだ。
つ もり
２日目は、房総 Base
近くの津森
山で参加者 名の「ライブ授業」を
行なった。津森山は菜の花とスイ
きょなん
セン、河津桜で有名な鋸南町にあ
11

REPORT

26

猪熊隆之講師の
「山の天気講習会」
を開催
３月 ～ 日の２日間で、猪熊
隆之講師による「山の天気講習会」
が千葉支部主催で行なわれた。
１日目の座学は千葉市生涯学習
センターで開講、他支部や一般参
加者も含め 名が参加した。猪熊
講師のユーモラスな語り口に引き
込まれ、登山における気象のリス
ク・天気図の読み方・気象遭難を

２日目は津森山でのライブ授業を体験

27

37

923−２０22・4・２０
山

923−２０22・4・２０
山

ちゅう

12

29

37

43

ふるさと人物室第11回展示ポスター

Ｗ・ウェストンからの手紙（日本山岳会蔵）も展示

28

ください（今号 ページのインフ
ォメーション欄に詳細あり）
。
南アルプス市ふるさと人物室第
回展示「 登 とう ウォルター
・ウェストン」
（入場無料）
◇展示内容 ウェストンが残した

30

29
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11

登山記録『 KAMIKOCHI
ONSENBA CLIMBERS’
』
、 ウ ェ ス ト ン の 名 刺、
BOOK
手紙、サイン入り書籍など貴重
な史料を展示
◇会期 令和４年４月９日㈯～９
月 日㈰
◇場所 南アルプス市小笠原１０
６０ １ 櫛形生涯学習センタ
ー内 南アルプス市ふるさと人
物室
◇開館時間 平日＝午前９時 分
から午後７時まで。土日祝日＝
午前９時 分から午後５時まで
◇休館日 ４月 日、５月６日・
日、６月 日、７月 日・
日、８月 日・ 日
◇問合せ 南アルプス市立中央図
書館（ 代表０５５ ２８０ ３
３００
＊新型コロナウイルス感染症の拡
大状況により、臨時休館する場合
があります。ご来館前に電話等で
お問い合わせください。

19

南アルプス市立中央図書館

35

EXHIBITION

10

南アルプス市で「登 とう ウォルター・
ウェストン」展を開催中

28

5

「南アルプス市ふるさと人物室」 し、
通算約 年間滞在、宣教師活動
は、平成 年 月１日に、近代に
のかたわら精力的に登山活動を行
活躍した南アルプス市ゆかりの
ないました。明治 （１８９６）年
人々を紹介するために開設し、こ
に、 イ ギ リ ス で『 MOUNTAINた
れまでに建築家・内藤多仲をはじ
EERING
AND
EXPLORATION
め 人の展示を行ないました。第
』
IN
THE
JAPANESE
ALPS
回展示は、ＮＰＯ法人芦安ファ （
『日本アルプス 登山と探検』
）を
ンクラブ会長・清水准一氏に展示
発行し、日本アルプスの名を世界
した。
運 営 ア ド バ イ ザ ー を お 願 い し、 に広く紹介しました。
ウェストンによって名付けられ
「登 とう ウォルター・ウェス
明治 （１９０２）年、登山の案
た「南アルプス」は当市の由来にも
トン」
を開催しています。
内を請うため訪れたウェストンの
なっており、平成元（１９８９）年
ウェストンは文久元（１８６１） 紳士的な態度に感銘を受けた当時
には、ウェストンの南アルプス開
年にイギリスに生まれた牧師で、 の芦安村（現・南アルプス市）村
拓の功績を称え、芦安地区の広河
うんいち
明治 （１８８８）年から大正４
長・名取運一は、外国人の登山に
原にレリーフが作られました。毎
（１９１５）年までの間に３度来日
反対する村民を説得し、北岳
（甲斐
年６月の最終週末に、この場所で
ヶ根）登頂をサポートし 「南アルプス開山祭」の儀式が執り
ました。明治 （１９０
行なわれています。
４）
年には、鳳凰三山・地
ウェストンが北岳に初登頂して
とう
蔵岳のオベリスクの初登
から、今年で１２０年を迎えます。
はん
攀を成し遂げました。ま
ぜひこの機会に、本展をご高覧い
う すい
た、小島烏水らに日本山
ただければ幸いです。
また、 月
岳会創設を勧め、明治
日㈯には内藤順造氏による講演会
（１９１０）年、同会最初 「ウォルター・ウェストンの南アル
の名誉会員に推薦されま
プス」を開催しますので、ご参加
21

19

28

31

30

30

12

11

31

10

11

12

0
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SIGNATURE CAMPAIGN

0

を見守っていく必要がある。
今後の展開
◇３月末に署名用紙と電子署名
を集計し、４月中に県知事へ提出
予定 署(名運動は継続する 。)
◇県内外の皆さんと八甲田の自
然や環境に関するシンポジウム等
を企画する予定。
年９月、山形県の霊山・出羽
三山で計画された風力発電所は、
山形県知事が早期に反対意思表明
をしたことで撤回された。
＊
我々も高齢になりましたが、若
いころから慣れ親しんだ八甲田さ
んに感謝し、最後の奉仕のつもり
で反対しています。微力ながら撤
回に向けて頑張っているところで
すので、山を愛する皆さんのご協
力を切にお願いする次第です。
（青森市在住、写真家）
【呼びかけ団体】
～八甲田山の
Protect Hakkoda
自然を後世に～ 代表：浜部信彦
事務局：〒０３０ ０１２４ 青森
市茂木野大沢
５ 川崎充

mail:rin5_low@wine.plala.or.jp
０９０ ４５３５ １５１２
＊ご賛同いただける方は、ＱＲコ
ードから電子署名もできます。

38

いちのへ 義孝

風車搬入用
の既存道路
はなく、道
路を造るだ
けでも大量
の伐採が行
なわれ、山は切り崩され、土砂が
流出する。それに伴い、ホタテな
ど漁業にも影響を与える。壊され
た環境は、二度と元に戻らないの
である。仮に国立公園が除外され
たとしても、北八甲田の山々から
風車が多数見え、大いに景観が損
なわれる。
現在の進捗状況
２月 日、市民団体として青森
県知事宛に風力発電建設撤回の要
望書を提出した。
このような大規模開発は、環境
影響評価という手続きを取らなけ
ればならない。昨年９月、配慮書
が公表され、方法書に進むと環境
影響評価の調査が本格的に始まる
ので、雪で調査等ができない今の
うちに、青森県や事業者へ動く必
要がある。今後の事業の予定は、
２
０２２年度に方法書公表予定、概
略設計作成。 年度に準備書公表
予定。 年度に許認可手続予定。
年度に建設工事着工予定で、経過

20

風力発電建設による森林破壊を止め
八甲田の景観保護にご署名を！
八甲田連峰の北部で国内最大規
模の風力発電事業が計画されてい
るが、
「 青 森 の 宝 」八 甲 田 を 守 ろ
う！ と地元の市民団体が中心と
なり、事業の中止を求める署名活
動を行なっている。
風力発電計画の問題点
⑴一部、十和田八幡平国立公園に

含まれ森林区域に当たる。
⑵四季折々の眺望・景観へのダメ
ージ。
⑶土砂崩れや水の汚染など災害へ
のリスク。
⑷鳥類や動植物への生態系に及ぼ
すリスク。
㈱ユーラスエナジーホールディ
ングスが６市町、約１万７３００
㏊の想定区域に、出力４０００～
５０００㎾級の風力発電を１２０
～１５０基設置する計画で、総出
力は 万㎾である。
昨年 月、
「 みちのく風 力 発 電
事業」
（仮称）の計画段階配慮書に
対して、環境省は経済産業省に国
立公園内に原則、発電設備を設置
せず、眺望・景観への影響を回避・
低減するよう意見書を提出した。
それに続いて 月、青森県知事は
事業者に対して、事業想定区域周
辺の環境影響に十分配慮すること
などを求めた経過がある。
伐採の規模は風車１基に付きお
およそ陸上競技場１つ分と言われ、

17

26

60

11

923−２０22・4・２０
山

23

27

勉（みずの・つとむ）

東京都練馬区生まれ。東
京国税局に勤務し、同局
山岳部に所属する
1975年 日本山岳会入会。紹介者
は近藤信行、山崎安治
1977年 日本山書の会代表に就く
1981～84年 『山岳』編集担当理事
1993～96年 図書管理委員会担当理事
1999～2007年 『日本山岳会百年史』編纂委員
2005～08年 図書管理委員会委員長
2022年1月2日 逝去、享年91

『登山家素描』などの著作のほか、
『ダッタンの山々』『カラコルム探検史』
『ヒマラヤ編年史』
など翻訳書多数
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悼

南川金一
年が明けて間もなく、水野さん
の訃報に接した。委員長であった
松田雄一さんが４年前、一昨年は
中村純二さん、昨年は保坂隆司さ
ん、そして水野さんと、
『日本山岳
会百年史』のメンバーが次々と亡
くなり、寂しい限りである。水野
さんは『百年史』の「日本山岳会の
百年」
を執筆した。編纂委員会では
これを「通史」と呼んだが、誰に書
いてもらうかが悩みだった。顧問
の織内信彦・名誉会員の「プロの

会員番号7902

水野

追

水野さんは自身の経歴などにつ
きるべきか分からなかった」
（
『山
いてはあまり口にしなかったが、 書月報』
第５７２号）
と書いている。
ごく親しい人には「ぼくは小学校
水野さんの人生観の原点は、こ
しか出ていないので……」と語っ
こにあるのである。
『百年史』の通
ていた。福島県の小学校を卒業し
史の執筆者として水野さんの名前
て仙台の陸軍幼年学校へと進み、 が上がったとき、私は諸手を挙げ
在学中に敗戦、軍とともに学校は
て賛成した。価値観の転換に苦悩
書き手に頼るようなことは考えず、 なくなってしまったのである。軍
した人にこそ、歴史を書いてもら
たとえ拙くとも調査・研究に当た
国主義は子どもにまで「忠君愛国」 いたいと考えたからである。
っている君たちの手で書くべき
をたたき込んだ。
水野さんは「日本山岳会の百年」
だ」
との助言を受けて、水野さんに
これは、私が水野さんから直接
に「戦争と登山と」の章を設けて、
お願いすることになった。
聞いた話である。「世の中には頭の
戦時下の登山界が軍国主義の先棒
日本山岳会の歴史を調べる資料
良い人間がこんなにいるものかと
の 役 割 を 担 っ た 姿 を 究 明 し た。
としては、
『山岳』と会報があるか
思われるほど、幼年学校には頭の 「近代登山はすぐれて個人的な行
ら、それらを読めばよいのだが、記
良 い 者 が 集 まって い た 」
「 敗戦と
為であるから、一九四〇年代前半
述には精粗・濃淡があり、記事か
ともに価値観が１８０度転換して
の時期にあっては、存在する場を
らでははっきりしない事柄がある。 苦悩した。
苦悩しながら、あらゆる
失いつつあった。近代アルピニズ
特に１９３９年の社団法人化は何
哲学・思想書を読んだ」
「しかし、 ムは単に山に登ることではない。
を意図したのか、それと戦争中の
多くの頭の良い連中が、なんら苦
……そこに明確な自由が息づいて
登山界と日本山岳会はどうだった
悩することなく戦後の価値観に順
いなければ、近代登山は存在しな
のか、である。いずれも避けては
応していくのが不思議だった」
。
い」
「
（戦争は）
明らかに、近代アル
通れない問題であった。
また、
「ぼくは、十四歳から十五
ピニズムの否定である」
（
「日本山
歳の間であったけれども、すでに
岳会の百年」
）と、立ち位置を明確
陸軍軍人として自ら戦争に参加し
にして、戦争推進に加担した山岳
ていた。天皇のために一身を捧げる
人を厳しく批判した。価値観の転
努 力 をした者である 」
「 自 我の目
換に苦悩したからこそ、戦時下の
覚めの時期に、それまで信じてい
山岳界や日本山岳会を冷徹に見る
た価値が否定され、新しい価値を
ことができたのだと思う。
信じよと強制された。……信ずべ （元『日本山岳会百年史』編纂委員
き権威がないので、何を頼りに生
会委員）
1930年

O B I T U A R Y

「日本山岳会の百年」を書
いた水野勉さん

923−２０22・4・２０
山

1935年

86

彼の登山の事始めであったと思う。
大学卒業後、私は職域山岳会
（九
州電電山岳会）
に入り、高木君とは
またしばらく疎遠となった。彼は
民放としては九州初のテレビ局、
ＲＫＢ毎日放送に就職し、その後、
九州屈指の山岳会である「福岡山
の会」
に入会したようだ。同会の会
員だった脇坂順一先生（久留米大
学医学部教授）
と親交が深く、同氏
が主催する「福岡スイス友の会」に
も入会し、同氏が卒寿までに海外
２５０登を目指した海外山行にも
何度か同行している。また、定年
後にはフランスのグルノーブルに
語学留学までし、そこでもときど
き登山を楽しんだと聞いた。
彼と一緒の登山を再開したのは、
お互い勤務先を定年退職してから
であった。高校の同期は福岡地区
にも多く、
折々集まりがあった。そ
こで登山をやろうとの話が持ち上
がり、やがて家族も含めたハイキ
ングが催され、また、海外ではヒ
マラヤ・トレッキングやキリマンジ
ャロ登山も一緒に行った。お互い
還暦を過ぎてからの山行は、困難
な山は体力的にも技術的にも無理
があり、一般ルートでの登山やト
レッキングが中心となった。

彼の日本山岳会入会は１９９８
年 月で、会員番号１２９２０、推
薦者は当時の福岡支部長・松本徰
夫氏と福岡山の会の先輩で、彼が
山の師匠と仰いでいた松本康司氏。
歳での入会であった。その後、
時
は移り副支部長を８年間勤め、２
０１８年の支部総会で、前任支部
長であった私の任期満了に伴う新
支部長の選出となり、満場一致で
高木荘輔君に決まった。爾来、彼
の支部長が２期４年続き、昨年度
交代の年を迎えたがコロナ禍とな
り、支部活動も支部長交代もまま
ならぬ状況であったため、臨時に
もう１年間務めてもらい、通算５
年間という異例の長期任務を遂行
していただいた。今年度より新支
部長・浦一美氏が就任することと
なり、高木君はとても安堵し喜ん
でいた。それは病との戦いの最中
でもあったことは、後になって知
った。
彼は誠実で温厚、かつ常に品格
を保ち明るい性格で、周囲から尊
敬されていただけに、その人徳を
失ったと思うと残念でならない。
生前の厚情に深く感謝し、心より
哀悼の意を捧げます。
（元福岡支部長）
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64

中馬董人

熊本生まれ。熊本高校から九
州大学入学。新聞部に入部
1958年 ＲＫＢ毎日放送入社
1995年
同社を定年退職
1998年 日本山岳会入会。紹介者
は松本康司、松本徰夫
1999年
仏・グルノーブル語学留学
2003年 ファンシーパン登山隊参加
2005年 モン・ブラン登山
2007年 キリマンジャロ登山
2011～18年 日本山岳会福岡副支部長
2018～21年 日本山岳会福岡支部長
2022年2月18日 逝去、享年86
福岡山の会会員、福岡スイス友の会
会員
（前会長）

久留米市の旧制久留米工専跡の第
二分校に分かれており、私と高木
君はそれぞれ福岡と久留米に分か
れてしまっていた。
本学に進級したある日、大学構
内でばったり再会することとなっ
た。そのとき高木君から
「私は新聞
部に入部したが、君は山岳部にい
ると聞いた。
『九大新聞』に山岳部
の合宿状況を取材したい。山岳部
の阿蘇合宿に連れていってもらい
たい」
との申し入れがあった。異例
のことであったが登山ブーム時代
の取材ということもあり、山岳部
内で諮り了承された。
阿蘇・高岳の
東面にある鷲ヶ峰は当時、九州屈
指の岩登りのゲレンデとして九州
の岳人に親しまれており、九大山
岳部でも年に数回は合宿をしてい
た。そこで彼にも岩登りの基本を
体験してもらい、
「九大新聞」に記
事が掲載された。おそらくこれが

会員番号12920

高木荘輔君を偲んで

29

前福岡支部長だった高木荘輔君
が、本年２月、入院先の福岡がん
センターの病床で薬石効なく 歳
をもって逝去された。かねてより
治療のため同病院等に入・退院し
治療に努めており、手術後は良好
な状況と聞いていただけに、突然
残念な結果となり、支部役員、会
員は深い悲しみに沈んでいる。
高木前支部長と私は熊本出身の
同級生であり、同じ熊本高校から
九州大学に進んだ。入学したのは
昭和 （１９５４）年、
「もはや戦
後ではない」というキャッチ・フレ
ーズが流行ったころの少し前だっ
た。当時、九州大学の専門課程
（本
学と呼んでいた）は福岡市箱崎に
あったが、教養部は福岡市六本松
の旧制福岡高校跡の第一分校と、

高木荘輔（たかき・そうすけ）

923−２０22・4・２０
山

923−２０22・4・２０
山

飯能アルプス

に、ヤブツバキの群落
連載■ご当地アルプス登山案内
が 目 立 つ よ う に な る。
大 髙 山は上大 髙と下 大
埼玉支部 鴨志田隼司
髙 で 構 成 さ れ る 細 長い
埼玉県飯能市の西側に連なる主 【コースガイド】
山稜である。大岩を避
あが の
峰・伊豆ヶ岳（８５１ｍ）から天覧
西武秩父線の吾野駅改札口を出
け ながら 木の根 にす が
山に至る長大な連山を「飯能アル
て、正丸駅方面に向かう下り道に
っ て 大 髙 山 への 急 登 を
プス」と称している。その範囲は、 ある道標に導かれ、線路下を通っ
登り切ると、展望の少
こ ま
伊豆ヶ岳から南東に名栗川と高麗
て登山口へ向かう。吾野駅のホー
な い 標 高 ４ ９ ３ ｍの 山
川を分ける山稜を、飯能市街まで
ムと町を見下ろす「吾野湧水」標識
頂に立つ。冬季には山
至る範囲とすることもある。本稿
の先にある「大髙山・天覚山登山
頂 から 大 岳 山 と 御 前 山
では初心者レベルの日帰り登山が
口」
から登山を開始する。
の間に白 銀の富 士山が
楽しめる、飯能アルプスの核心部
吾野は江戸時代に秩父郡坂石町
見える。
のみを紹介したい。
分と呼ばれ、秩父往還道の馬つな
い よい よコースの 核
なお、登山適期は７・８・９月
ぎ宿として、大市の開かれるほど
心部になるが、中藤側
以外の月を勧める。花の山旅を期
栄えた旧宿場町である。目指す前
か ら 吾 野 側へ越 え る 生
ひ むら
待するならば、３月末から５月下
坂は、中藤川の中澤と飛村を結ぶ
活路の乗越と、小さな
旬までが適期であろう。
重要な交易の峠路で、ほぼ現在の
コブが複数待ち構える。
山道に沿っている。つづら折りの
下大髙から大岩への高度差は１２
道をたどると、 ０ｍある。大岩を左側を巻くよう
支尾根を横切
にして通過すると、３９２ｍピー
こえ じ
る薬研堀の古
クを右へ降った先が越路の鞍部で
い峠路が数ヶ
ある。中藤中郷から鎌倉峠（坂）に
所残されてい
通じる古い道だが、現在、往時を
る。さらに斜
偲ぶものはなく、中藤川へのわず
面をトラバー
かな踏み跡がある。
スすると前坂
次のピークが『ものがたり奥武
こう に た
に至る。
蔵』
にある甲仁田である。道標には
大髙山への 「吾野ノ頭」とされている。モミの
登り道の両側
木が目立つ、５月にマルバウツギ

7

三等三角点が立つ天覚山山頂

西武池袋線

井上

419
堀切道

ース
沢コ

▲
445

中藤上郷

東峠

・325

平戸

・273

天覚山

荒田入

尾根コース

（前大高）
クロマノ入り
410

・388

東吾野駅

甲仁田

大岩

越路
392

荻沢

福徳寺

高麗川

200

上大高
▲493大高山
下大高

の咲く北寄りの尾根から振り返る
と、アラカシと枯れ枝の間から端
正な山容の大髙山が望められる。
天覚山へはヤブツバキの花のトン
ネルの下を右に下る。
前方の植林の間に天覚山の特徴
的な頂上が見え始めると、岩塊が
重畳する４１０ｍのピークに至る。
『ものがたり奥武蔵』ではクロマノ
入としている。クロマノ入を下り、
路傍に大岩を認めると天覚山も近
い。天覚山の平坦な西肩尾根を登

■9

・216

・333

飛村

・279

・354

▲320

平坂飛村林道

前坂

246
・鎌倉峠
（坂）

・301

吾野駅

50

30

8

群馬支部

石垣光広

【コースガイド】
今回は吾妻山から北上し、鳴神
山に向かうコースを紹介する。公
共交通ならＪＲ桐生駅や上毛電鉄
西桐生駅から、登山口まで徒歩で
１㎞余り。車なら登山口に近い吾
妻公園や水道山公園に無料駐車場
がある。駐車場には水道や自動販
売機があるが、コース上に水場は
ないので注意したい。
登山口から岩場の登りが始まる。
まずは急登の第一男坂・女坂だ。
２つの坂が合流した先には、２億
年余り前に海底でできたという枕
状溶岩のトンビ岩がある。さらに
急坂を登ると鞍部に出る。山頂直
下の岩場を慎重に通過すると稜線
で、右へ折れると吾妻山頂だ。眼
下に市街地が一望でき、登山者や
家族連れでにぎわう。
稜線歩きとはいえ、ここから鳴
神山までは登り基調で距離８㎞強、
時間も４時間ほどかかる。細かな
アップダウンを繰り返し、累積で
さらに１０００ｍほど登る。ここ

■ 10

35

25

桐生アルプス

る途中から天覚山北東尾根の広場
尾根コースは両峯神社跡を背にし
連載■ご当地アルプス登山案内
へ通じる道がある。天覚山山頂へ
て木の根がさらされた、参道のよ
はこのまま登り詰めて、三等三角
うな杉植林の尾根道を北東に向か
点（４４５ｍ）の頂上に達する。山
って進む。右に下る道が尾根コー
頂からの展望は、西側にわずかに
スの入り口である。途中、天覚山
織物業の街として１３００年の
切り開かれた場所があり、奥多摩
への道標がある場所を過ぎると急
歴史を持ち、
「西の西陣、東の桐
山域や丹沢山系、そして高尾山域
坂になる。
生」
と呼ばれる群馬県桐生市。三方
まで、広大な山岳展望が楽しめる。
再びこの先にこのコース最大の
を山に囲まれ、市街地を清流が流
天覚山の山名由来は明確ではな
急坂が待っている。坂の途中には
れる自然豊かな土地でもある。群
いが、明治 （１９０２）
年の
「天覚
ロープが張ってあるが、ロープに
馬県選定「ぐんま百名山」の市内の
山測站」
には、東吾野村字高澤数に
頼らずにザレ道を慎重に下ろう。 南北２座を結ぶ約 ㎞の山並みが
「俗称天覺山」として記載される。 降り立った所に露岩がある。その 「桐生アルプス」
だ。
明治 〜 年の『武蔵通志』
（山岳
先を斜面に沿って右に曲がり、入
南端の吾妻山（４８１ｍ）は市街
編）には「高澤須（タカサス）山又
穴の沢を下ると沢コースに出会う。 地に近く、市民に身近な山として
天覚寺山と称す……古へ天覚寺あ
東吾野駅への道は長尾坂野口入林
親しまれている。北端の鳴神山
（９
り後廃壊し今礎石及版碑を存すま
道をたどるよりも、山側の杉植林
８０ｍ）
は展望が良く、３６０度の
た道心山と云明治九年改て高澤須
された小道を歩き、住宅街を抜け
パノラマが魅力だ。
と称す……」
と記し、山岳寺院の存
吾野原木センター脇から西武秩父
在を伺わせる。
線の踏切を渡り、そのまま駅前へ
頂上での展望を満喫したら先ほ
出ると良いだろう。
どの分岐点まで戻り、両峯神社跡 【コースタイム】 吾野駅（５分）登
の碑がある広場に降りてみよう。 山道入り口
（ 分）
前坂
（ 分）
大髙
歩測で１００㎡はあろうかと思わ
山
（ 分）
越路
（ 分）
甲仁田
（ 分）
れる、静穏な空間が現われる。目
天覚山（ 分）尾根コース入り口
測高さ ｍの露出した岩塊があり、 （ 分）沢コース合流点（ 分）東吾
一段高くなった基壇の背後に見上
野駅
（合計４時間 分、７・２㎞）
げるようにそびえている。
【地図】 国土地理院２万５０００
広場からの下山路は沢コースと
分の１地形図
「原市場」
「飯能」
尾根コースがあるが、東吾野駅ま （執筆協力＝埼玉支部・浅田稔、林
での所要時間はさして変わらない。 信行）
35

40

45

25

40

24

20

923−２０22・4・２０
山

10

40

10

縦走路の分岐には、距離と時間が表示された道標が立つ

66

で体調や天候を考えて進みたい。
山頂からは北へ続く急な階段を下
り、登り返すと女吾妻山。その北
斜面にはカタクリの群生地がある。
さらに下り進むと村松峠に出る。
左の川内町方面、右の宮本町方面、
直進の鳴神山方面への分岐点だ。
５００ｍほど行くと左手側の杉
が伐採された場所があり、赤城山
が見通せる。間もなく林間の小ピ
ーク、岩木戸山へ。ここまで来る
と山深く、下界の音も聞こえない。
いったん下って登り返すと、再び
左手側の展望が開ける。赤城や榛
名、浅間山などを見渡しながら登
り切った先が萱野山
（５６８ｍ）
だ。
鳴神山へはそのまま直進し北上
するが、左手に杉林を下ると
「関東

湯山沢ノ頭

田田
川川

大形山
▲ 682 金
沢
川

木品
（ 大滝 ）
登山口

号
県道

山山

▲
桐生自然観察の森

ふれあいの道」の桐生自然観察の
森に出る。そのまま下ればバス停
もあり下山も可能。
萱野山の分岐から間もなく西方
寺沢ノ頭。道標には
「鳴神山６・３
㎞ ２時間 分」
とある。ここから
アップダウンを繰り返す。急登と
平坦で気持ちの良い広い稜線を経
ると、大形山（６８１ｍ）だ。ほぼ
コースの中間地点となる。その先
の金沢峠で分岐を梅田町側に下り
れば１時間ほどでバス停があり、
エスケープ・ルートになる。
次の三峰山（６９７ｍ）は、山頂
が比較的広い平坦地になっている。
大きな石祠と神像があり、信仰の
場所だったことが分かる。ここか
ら登りが続く。花台沢ノ頭、湯山
沢ノ頭を経
て高度を高
め、林間の
尾根を抜け、
桐桐
生生
大岩を回り
川川
込むと雷神
岳神社の狛
犬と鳥居が
現 わ れ る。
２０１７年
に完成した、
きれいな無
50

群馬大学工学部

吾妻
公園

西桐生駅
渡
良
瀬川

金沢峠

梅田町
（二）
湯沢
萱野山
568
西方寺沢ノ頭

市畑
三峰山697▲

県道３３８号

岡平沢ノ頭

山崎

▲ 812
花台沢ノ頭
吹上バス停
▲ 584

駒形
▲ 706

瀬見

木品
肩の広場
大間々町小平 駒形登山口

鍋足
椚田峠
▲ 鳴神山980
▲ 797

高沢
川

923−２０22・4・２０
山

崇禅寺

西方寺
菱町
（五）
村松峠
女吾妻山479 吾妻山
▲ 481
鳳仙寺
東禅寺 ▲
（三）
青蓮寺 天神町
赤城神社

吾妻山登山口

JR桐生駅

くぬぎ

人小屋もある。
策ができる。国登録有形文化財の
鳥居をくぐり岩場を登り切れば、 水道山記念館や名画がそろう大川
双耳峰である鳴神山の東峰、桐生
美術館はすぐ近く。西桐生駅の駅
岳山頂だ。３６０度の展望で、日
舎も開通当時の姿をとどめ、
「関
す かい
光白根山や皇海山、赤城山、浅間
東の駅百選」
となっている。
山、さらに八ヶ岳、筑波山、富士 【コースタイム】 吾妻公園（ 分）
山、天気が良ければ東京スカイツ
吾妻山頂上（１時間 分）萱野山
リーも見える。ベンチがあり、ゆ （１時間）大形山（ 分）金沢峠（１
っくり景色を楽しみたい。いった
時間）三峰山（１時間）鳴神山（
に た やま
ん下って登り返すと西峰の仁田山
分）駒形登山口（ 分）吹上バス停
岳となる。
（合計６時間 分）
下山は鳥居のある広場に下りる。 【参考資料】
「桐生ハイキングガイ
コースは右手の駒形登山口（道標
ドマップ」
（桐生市）
、
『群馬の山歩
では
「川内駒形」
）
に下るが、鳴神山
きベストガイド』
（上毛新聞社）
だ け に 自 生 す る カッコソ ウ の
だ
シーズンには、椚田峠まで足を
延ばしたい。梅田町側に２～３
分下ると、群生地がある。駒形
登 山 口への 下 山 ル ー ト は 沢 沿
い。登山口から吹上バス停は
分ほどだが、本数は少ない。
コースは 累 積 標 高 差 が １ ３
００ｍほどになる。桐生は猛暑
で知られる群 馬県でも特に暑
い地域のため、夏場は避けたい
ところだ。ただ、この時季には
非 常 に 多 様 な キ ノコ を 観 察 で
きるメリットもある。
鳴 神 山 をスタート と す る 逆
回りなら、ゴール後に観光や散
20

20

■ 11

40

鳴神山山頂は360度の展望。北には日光の男体山
（中央）
などが遠望できる

10

20

20

50

44

すので、 １点につき10 0 0 字 程
度でお願いします）

50

埼玉県の山の数を調べる

ひもと

っと知ることから始めようと７名
ようとの思いである。それには手
で「彩の山研究会」を発足させ、勉
続き上、地元自治体を通して申請
強しようではないかと取り組んだ
する必要があるのはもちろん、ど
のがこの３月である。
の山を選定するかの前に、市販さ
先に紹介した『日本の山の数を
れている山の地図からどれくらい
数える』
（武内正・石丸哲也著）は、 山の数があるかを拾い出してみる
前書きにあるように、この本は１
ことだ。結果は予想をかなり超す
９９９年に刊行された『日本山名
３００山超を数えた。
そのほか、地
総覧』
（武内正著、白山書房）１万
元では知られている山などを聴き
８０００山のデータを基にしてい
取れば４００山近くに及ぶのでは
る。それで同書の埼玉県の項を繙
ないだろうか。「雑草という名の草
くと、三宝山（２４８３ｍ）から浅
はない、また雑木などという木も
間山（ ｍ）までなんと！ ２０２
ない」
であるが、結局３００山程度
山が挙げられている。これはどう
を地形図に記入するまでの作業を
したことかと仔細に見ていくと、 なんとか成し終えた。今後の進展
２・５万地形図に表示のない山が
を望む一方、ほかの都道府県の愛山
入っていることが判明し、唖然と
家も同じ考えを持たれているのでは、
してしまった（Ｐ の順位表には
と複雑な思いである。（埼
 玉支部）
１１６山）
。
やむなく県内山地の手持ちの
２・５万図に不足の十数葉を買い
槍沢・ババの平石室
足して地形図表示の山を詰めてみ
牛丸 工
ると、ほぼ１１９山に一致したの
で、ヤマケイ版の全国の都道府県
絵葉書を入手した。消印、宛名
別リストに間違いはないとの結論
のない写真のみの絵葉書で、撮影
を得た（ほかの都道府県の数は精
年 は 不 明 で あ る が、 写 真 の 下 に
査していない）
。
〝 日 本 アル プス 鎗 ヶ 岳 登 山 野 営
しかし、Ｉ氏の情熱は岩をも溶
地馬場の平石室 六月五日撮影
かすで、ならばほかの山をいくつ
〟とある。
Babanotaira Japan Alps
でも２・５万図に記載をお願いし
槍ヶ岳から下る槍沢に通称〝ババ

■ 12

小原 茂延

しゃく

30

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

年ほど先輩）を経て九州の大学を
出て旧建設省に奉職。北海道を皮
切りに各地を歩き、荒川国道事務
所にいたころ埼玉に落ち着いた由
であり、根っからの埼玉人ではな
い。それゆえ一層、その真剣な熱
意を秩父連山に注いでいるのが分
かるのである。
埼玉支部創立間もないころ、支
部報バックナンバーで知るところ
によると、山行委員会で埼玉 山
ラリーを行ない、その後「埼玉１
００山」候補を挙げて同山行を始
めている。その候補として１３１
山を列挙しており、Ｉ氏が
『日本の
山の数を数える』（山と溪谷社、２
０１５年）にあったという山の数
をすでに凌いでいるが、国土地理
院２・５万図に表示されている数
はあくまで１１９山、つまり旧陸
地測量部の技師が地元に問い合わ
せ記載した数が少ないのである。
そんなことから、埼玉の山をも

10

東西
南北
支部の忘年山行で仲間Ｉ氏の卒
寿山行を祝う催しが、飯能三山の
柏木山で行なわれた。私は足の不
調もあって参加できなかったが、
御祝いのメッセージを託した。氏
かく
は 歳を迎えたものの 矍 鑠 たる
方で、支部山行の常連にして、外
秩父七峰縦走、山手線一周、新宿
～青梅徒歩き、それに深田百名山
も完登している方である。
そんなＩ氏と美術展で会った折
に、
「 埼 玉の山の数 が全 国で下か
ら４番目というのはなんとも解せ
ない」という嘆きにも似た心情を
お聞きして、埼玉の山をそこまで
思い詰めておられるのかと感じ入
った。というのは、氏の生まれは
九州福岡で、旧制中学から新学制
に代わり、鞍手高校
（古野会長の
90

923−２０22・4・２０
山

923−２０22・4・２０
山

の平〟
と呼ばれている所があり、絵
めて読み直してみた。
葉書は
〝ババ〟
ではなく
〝馬場〟
と漢 「石室の所在について昔案内人を
字表記となっているが、同じであ
やった人や槍沢ロッヂで働いたこ
ろうと直感した。
とのある人たちに尋ねたが誰も知
せんだって、会報 山｢ ９
らないという。
」ということで、こ
｣１６号
にて「２つの〝二俣小屋〟
」という話
の場所は大正８年に長野県が設置
を掲載していただいた。その調査
した 軒の石室の中に含まれてい
過程で槍沢に石室があったとは知
ない。もう少し先を読んでみると、
っていたが、まさか石室の写真が
大正７年１月発行『山岳』十二年一
存在しているなどとは、夢にも思
号雑録の中で、森剛馬が大正 年
わなかった。また、会報を読まれ
月 日の日付で詳しく書いてい
た大森久雄会員より１９９０年
る。この日付がこの場所を通過し
『山岳』八十五年号の中に故・穂刈
た日か、山行から戻って記述した
貞雄が石室のことについて書いて
日か不明であるが、恐らく山行後
ある、というお手紙をいただいた。 の記述であろう。それによると森
ババの平の石室のことが書かれて
剛馬は槍ヶ岳へ登らんとババの平
いるような記憶があったので、改
付近を登り詰めていると、山小屋
と岩室の建設が同時に行なわれて
いた、というのである。山小屋は
翌大正７年に開業した「アルプス
旅館」
で、翌大正８年からは名称が
「槍沢小屋」
となった。
森剛馬は大工から話を聞いたよ
うで、石室は南安曇郡教育委員会
名義であるが、篤志家・丸山盛一
が全額を出資したのである。槍沢
小屋と石室は目と鼻の先、隣同士
で、利用者は槍沢小屋を利用する
ことが多く、石室は痛みが激しく、
管理費用の負担がかさばり、昭和
絵葉書にあったババの平の石室

10

だより

年に南安曇郡教育委員会は経営
を放棄した。現在の写真はデジタ
ルで、引き延ばしていくと四角の
集合体であるが、古い写真はガラ
ス乾板で粒子が細かく、絵葉書程
度の写真でもピントが合っていれ
ば、相当細かい所まで拡大できる。
石室の入り口上に２枚の看板らし
きものがある。右側の看板は
〝馬場
平石室 南安教育委員会 〟
（ 南安
は南安曇郡の略）
で、左は字が細か
く読み取りにくく不明であるが、
借地期間が書かれているように読
み取れて、最後に
〝南安教育委員会
〟
とこちらにもある。
この写真は入り口の戸が外れて
いるし、屋根が一部破損している

支部

宮崎支部

大 雨 で 荒 廃 し た 双 石 山・
小谷登山道の整備

ので、石室完成時期に記念撮影さ
れたものではなく、登山者が記念
に撮影したものと考えられる。
槍沢小屋は雑木林の中にあり、
この絵葉書の石室は開けた所のよ
うな雰囲気で、とてもお隣同士と
は思えないが、まさしく今回手に
入れたのは、私にとって幻の石室
の写真である。今でこそ〝ババの
平〟
と呼んでいるが、ババとはいか
なる漢字を当てているのかとずっ
と気になっていたが〝馬場〟とは考
えてもいなかった。まさかの漢字
である。この場所で馬や牛が放牧
されていたなどということはない
ので、なぜ〝馬場〟なのか新たなる
疑問が生じたのである。（敬
 称略）

年であった。全国的に各方面で甚
大な被害をもたらした。宮崎にお
いても同様で、その中でも登山者
ぼろいし
に最も愛され親しまれている双石
山も、台風 号に伴う大雨で登山

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。

14

昨年は例年と違い、豪雨の多い

14
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6

口に甚大な傷跡を残しているとい
う連絡を受け、さっそく出掛けた。
双石山は宮崎市近郊にありながら
自然が豊かな山で、年間に何千人
という人たちが訪れる。
小谷登山口を少し登ってみるな
り大きな穴が何ヶ所も目に入った。
大雨により溝が枯れ木や大小の石
などで埋められ、流れる場を失っ
た水が登山道に流れ込み、土を削
り取っていった傷跡である。以前
に植樹した木々も、かなりなくな
っていた。水の力は本当にすごい
ものだと改めて驚いた。どんな方
法で元のようにしたらよいかと何
日も現場に通い考えた。その合間
を見て現場より上の登山道を整備
しようと言うことになり、日向わ
らじ・渡辺さん、
木曜会・川越さん

図書紹介

の３人で１日かけて横木を添え、 でこんなにも早く完了することが 「双石の登山道修復に五十五人バ
足の踏み込みの良い高さに整え、 でき、
参加の皆さん方に感謝である。 ケツリレーで運ぶ土砂・声」
事故が起こらないように修復した。
この作業の様子を歌った谷口敏
この歌から、ただ山に登るだけ
さて、これからが本来の仕事に
子会員の短歌が地元紙の一面にあ
ではなく双石山を愛する人々の姿
取り掛かるのだが、どんな方法が
る
「歌の窓」
に掲載された。
に色々な反響があった。
（川
 越政則）
良いかあれこれ考え、最終的に荒
武支部長にも現場を見ていただい
た。支部長も同じ考えであったの
で作業していただく方を集めるこ
とにし、我々宮崎支部を含む９団
体からなる宮崎市山岳協会の方に
呼び掛け、さらに一般登山者の方
たちにも色々な方法でお願いした。
月２日、
「バケツ、ヤマグワ、
て）
歩くので、春から秋にかけてお
樋
口
大
良
＋
スコップ、一輪車などを持参で」
と
目に掛からないことはない。
子
ど
も
ヤ
マ
ビ
ル
研
究
会
著
呼び掛けたところ 名もの大勢の
本書ではヒルに対する子どもら
ヒルは木から落ちてこない。
方に集まっていただいた。特に女
しい素朴な疑問、
また、
一般論でま
「ぼくらのヤマビル研究記」
性が多かった。 作業の手順とし
ことしやかに言われている問いに
て、まず流れを妨げている溝の土
も答えるべく、子どもヤマビル研
砂を取り除き、その土砂を削り取
究会の仲間たちが身を挺して果敢
いそ
られた登山道の穴に埋めることを
に実験に勤しむ。疑問に対してど
説明した。土砂の搬送をバケツリ
うやったら分かるだろうとうまく
レー で始めると「ヨイショ、ヨイ
導いていくのが、ヒル研究の子ど
ショ」の掛け声とともに作業は ど
蒸し暑い山を雨後の翌日などに
もを募った張本人であり、この本
んどん進んでいった。当日は天候
歩き、このヒルの被害に一度なら
の著者でもある元小学校教師で
も良く暑くて汗だくになり、１時
ず出遭っている人は少なくないは 『一人歩きの理科学習』を提唱実践
間おきに休憩し、水分補給をした。 ずだ。そういう筆者もまさにヒル
している樋口氏である。藤原岳に
予想では２日を要すると考えて
最盛期を含め、年間通して丹沢前
近い三重県四日市で活動している。
いた作業が、３時間足らずで終了
衛の低山を（
「西山を守る会」とい
プロローグに続き、まず第一章
できた。全員の力を結集すること
う地元の会の月例山行に参加し
で
「ヒルとの出会い」
、
そして、第二
10

55

2021年9月
山と溪谷社
四六判 304㌻
1300円＋税
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山

整備作業中の参加者たち

923−２０22・4・２０
山

受入金額など
（単位千円）

寄附の目的、
そのほか
滝川 清 会員

20

図書室運営資金寄付金
神長 幹雄 会員

35

東京多摩支部運営資金
寄付金
匿名氏

1,000

山岳古道調査寄付金
京王電鉄
株式会社

1,000

高尾の森づくりの会活動
寄付金

寄附者など

ていき、
また、事実を裏付ける研究
を自信に大人相手にしっかりと答
えていく子どもたちの成長、そし
て、その実験の見事さに読んでい
る側もわくわくする。
第四章の
「いざ、解剖だ」
では、限
られた予算の中で当初はカッター
を使って工夫しながらのヒルの解
剖実験を紹介するが、そこで子ど
もたちは
「痛いやろうなぁ。かわい
そうに。ちょっとの間の我慢だよ」
とピンでヒルを固定し、
「痛いぞ、
ごめんね」と言いながら第一刀を
入れるのである。夏の低山ではヒ
ルに吸血されまいと飽和食塩水を
用意し、見付けると片っ端から
〝や
っつけていた〟自分には思いもつ
かない彼らの言動、優しさ。そし
て、指導役の樋口氏は
「命に対して
常に高い尊敬の念を」持つこと「こ
れはとても大切なことだ」と語る。
ヒルにも命がある、
この当たり前の
ことをこの本で改めて教えられた。
第五章では「実験材料を確保せ
よ」
と、恒常的な実験のためにたく
さんのヒルが必要である彼らの、
ヒル確保奔走記。すでに職人的に
熟達した子どもたちのヒル確保の
方法・業が愉快だ。
そして、
第六章
ではその研究の本命とも言える

「ヒルはどうやって拡がるか」へと
続き、第七章
「吸血鬼ヤマビルの正
体」
ではヒルの卵の話、どうやって
産まれるのかなど、今まで全く知
らなかった、しかし、非常に興味
深い世界を教えられる。
最後に、この本でも最終章に紹
介されていたヒルの〝撃退法〟を経
験も含めご紹介しておきたい。そ
れは女性用ストッキングの装着。
ヒルの吸血口はストッキングの細
かな目には敵わない。ナチュラル
色（黒いヒルが目立つ）で膝丈まで
のストッキングを登山用靴下の上
から履く、山中ではそこを這い登
っていくヒルを払えば問題ない
（ 靴 の 中 で も ス トッ キ ン グ で ヒル
は吸血できず圧死？ している場
合もある）
。忌避剤を染み込ませた
登山靴、
そして、
ストッキング装着、
また、ザックなど物を地面に直接
置かない、これらに気を付ければ
ヒルに付かれることがほぼなくな
り、吸血前にたいてい払うことが
できる。加えて「西山を守る会」で
は、春前にフィールドである山麓
の一部登山道の落ち葉を熊手で掻
き、ヒルが潜む落ち葉の堆積を減
らしている。本で紹介されていた
ヒルの好む棲み家を駆除する＝こ

の効果もかなり大きいと、毎年の
活動を通して痛感している。
さて本題の、ヒルは木から落ち
てこないのか？ どうやって拡が
るのか？ の解明は本書を読んで
のお楽しみとしておこう。
（中村好至惠）



石川直樹著
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シェルパの友だちに会い

に行く

この著書はこんな経緯で産まれ
た。２０２０年春、コロナが猛威
を奮い始めると、ネパール政府は
ヒマラヤへの入山を禁止した。入
山料などの収入減は、ある面で観
光立国であるネパール政府にとっ
て痛手であったが、それ以上に入
山する遠征隊を支え、ガイドを行
なうシェルパたちにとっては死活
問題となった。著者は 年にカラ
コルムへ遠征予定があったが、そ
れも白紙となっていた。
故郷に帰って細々と生活してい

2021年9月
青土社
四六判 168㌻
1800円＋税

21

章では「ヒルの弱点を突き止めろ」
と、小学生たちの〝思いつき実験〟
も年長の中学生の鋭い突込みに鍛
えられ、だんだんと本格的になっ
ていく。指導する樋口氏は、必ず
実験結果を各人にその日のうちに
ノートに取らせる。第三章でいよ
いよ本の題名にも関わる「ヒルは
木から落ちてくるのか？」の実証
実験に突入。その研究成果は名古
屋市内で毎年開かれている夏山フ
ェスタで発表するが、少なからず
来場者（大人）の反論を受けたり、
返答に窮したりするなかで子ども
たちも鍛えられていく。年を追う
ごとにそうしたやり取りにも慣れ
寄付金および助成金などの受入報告
（3月まで）

山

る彼らから悲痛なメッセージを受
けた著者は、何年もヒマラヤでお
世話になってきたシェルパたちに、
何か恩返しができないかと考え、
あるアイデアを思い付く。それは、
写真集を作ってシェルパの生き方
や文化を日本の人々に周知しても
らいつつ、その売り上げを彼らに
寄付するプロジェクトであった。こ
うして 年秋に出版された『ＳＨ
ＥＲＰＡ』はすぐに完売となって、
当初の目的は達成された。
しかし、
それをどう届けるか。著者は直接
届けようと思い立つ。こうして実
現した２０２１年春の シ｢ェルパ
の友だちに会いに行く」
旅を、日記

風にまとめたのが、そのままタイ
トルになった本である。
副題に「エベレスト街道日誌２
０２１」
とあるように、日々の出来

事が主体だが、著者らしく豊富な
写真に加え、様々な情報や旅のヒ
ントが満載で、さながらエベレス

ト街道のガイドブックである。同
行したメンバーは、山歩きも初心
者といった方も含めて３人。旅の

途中で１人が高山病で離脱するな
どのハプニングもあったが、４月
日の出発から５月５日帰国まで

の行動が記録されている。

16
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図書受入報告
（2022年3月）
著

者

三宅岳 著

書

名

頁／サイズ

発

行

者

発行年 寄贈／購入別

山に生きる ：失われゆく山暮らし、山仕事の記録 208p／19cm 山と溪谷社

2021 出版社寄贈

登山道法研究会（編） これでいいのか登山道 （ヤマケイ新書 No.YS065） 255p／18cm 山と溪谷社

2022 出版社寄贈

菊地敏之（編著）

日本５０名ルート

2022 出版社寄贈

村井昭夫・鵜山義晃

新・雲のカタログ ：空がわかる全種分類図鑑 168p／20cm 草思社

224p／26cm 白山書房

横山厚夫・木暮理太郎 木暮理太郎年譜（未定稿）
翁の足跡を語り継ぐ会
「山の日」記念全国大
会実行委員会（編）

2022 出版社寄贈

10p／21cm 木暮理太郎翁の
足跡を語り継ぐ会

2021 発行者寄贈

第5回「山の日」記念全国大会 大会報告書 61p／30cm 「山の日」記念全国
大会実行委員会

2022 発行者寄贈

王滝村誌編纂委員会（編） 村誌 王瀧 ：自然編

317p／26cm 長野県木曽郡
王滝村

2017 発行者寄贈

王滝村誌編纂委員会（編） 村誌 王瀧 ：歴史編Ⅰ

229p／26cm 長野県木曽郡
王滝村

2020 発行者寄贈

王滝村誌編纂委員会（編） 村誌 王瀧 ：歴史編Ⅱ

251p／26cm 長野県木曽郡
王滝村

2022 発行者寄贈

日本スポーツ振興センター（編）新・高みへのステップ ：国立登山研修所指
導者テキスト（第1部）

226p／30cm 日本スポーツ
振興センター

2022 発行者寄贈

日本スポーツ振興センター（編）新・高みへのステップ ：国立登山研修所指
導者テキスト（第2部）

167p／30cm 日本スポーツ
振興センター

2022 発行者寄贈

日本スポーツ振興センター（編）新・高みへのステップ ：国立登山研修所指
導者テキスト（第3部）

151p／30cm 日本スポーツ
振興センター

2022 発行者寄贈

Thompson, Simon

388p／20cm Cicerone

2012

Unjustifiable Risk? ：The Story of
British Climbing
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日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

30 29 28 24 23 22 16 14 11 10 9 8 7 2

・３・

財務委員会
スケッチクラブ
フォトクラブ
理事会 休山会
デジタルメディア委員会
図書委員会
二火会
三水会 つくも会
会報編集委員
会
家族登山普及委員会 麗山会
学生部
スケッチクラブ
二火会
資料映像委員会
３月来室者 １０５名

会員異動
物故
大友 繁 （９３６９）
退会
大塚八千代
（７３６１）
高倉英博 （７８１３）
織田伸治 （８１１６）
滝田博之 （８２７６）
斉藤チヨ （８９３３）
中村久美子
（９０３８）

越後
静岡
石川
静岡
越後

■ 17

１４

14

【報告事項】
１・正会員 名（準会員から移行
含む）
、準会員３名の入会を承認し
た旨、報告があった。
（古野）
【オブザーバー】節田会報編集人
２・準会員から正会員への移行者
の 動 向 に つ い て 説 明 が あ っ た。
【審議事項】
１・令和４年度事業計画の審議を （柏）
行ない承認された。
（柏）
（賛成 、 ３・寄付金２件の受入報告があっ
反対０）
た。
（南久松）
４・ＤＭ委員会委員長交代につい
２・令和４年度予算案の説明があ
て報告があった。
（柏・清水）
り、承認された。
（南久松）
（賛成
５・令和４年山研管理人雇用通知
、反対０）
書について説明があった。
（川瀬）
３・コロナ禍における外国人会員
６・資料等の寄託継続について説
の会費納入期限の引き延ばしにつ
明があった。
（清水）
いて審議した。
（ 柏）（ 賛成 、反
７・
「山」３月号の発行に関する報
対０）
14

目的である寄付金の授与につい
帰途途中、
これも目的のロブチェ・
４・令和３年（２０２１年）後期・
告があった。
（節田）
てクムジュンに住む親しいシェル
イーストピーク（６１１９ｍ）に登
海外登山助成金審査結果について。
パのプルバに相談すると、ゴンパ
頂を果たし、帰国の途に就く。巻 （坂井）
（賛成 、反対０）
（寺）に寄付したらどうか、との提
末には写真家・上田優紀との対談、 ５・山岳古道調査に対する匿名の
案を受け、
その後、各地でゴンパを
そして、同行者の
「それぞれのヒマ
寄 付 の 受 入 に つ い て 審 議 し た。
訪ねていく。のちにエベレストＢ
ラヤ」
も収められている。
（南久松・飯田）
（賛成 、反対０）
Ｃを訪ね、世界初となる冬期Ｋ２
コロナ禍で著者はこう行動した。
登頂を果たした 人のネパール人
さて我々は？ 国内で何ができる 【協議事項】
の１人、ミンマと会う。彼に祝意
か考えさせられた想いだった。
１・理事の支部担当について協議
を伝えることも目的の一つだった。
（荒井正人） した。
（松田）
２・支部からの講師派遣とリーダ
ー育成講習の開催要望について協
議した。
（松田）

務
19
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１４

75

3月

27

10

10

令和３年度第 回
（３月度）
理事会
議事録
日時 令和４年３月９日㈬
時
分～
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
副会長、柏、南久松、萩原
各常務理事、松原・松田・
清水・飯田・久保田・平川・
川瀬・長島各理事、黒川・
佐野各監事
【欠席者】山本副会長

00

22

会
00

中川雅子 （９１６５） 岐阜
伊藤敏行 （９２５９）
奥野 豊 （９７７３）
田村 茂 （１０５９８）
東海
都留義之 （１０６７２）
神奈川
中村勝久 （１０９８９）
三角 朗 （１１２０２）
埼玉
森山幸美 （１１７６３）
福岡
福田博信 （１１７８２）
東京多摩
中村ひろ子
（１１９８３）
福岡
大野力彌 （１２０９９）
拵 恵子 （１２５３４）
宮崎
田中祥介 （１２６６１）
関西
杉本孝夫 （１２７４５）
静岡
久夛良謙一
（１２７９９）
岩手
加藤 仁 （１２９９１）
大西 雄二
（１３１８８）
宮崎
鈴木浩美 （１３２１８）
静岡
五十畑正弘
（１３２５１）
石川祐子 （１３２７５）
秋田
行川ゆき子
（１３３９７）
石橋義廣 （１３４０４）
熊谷英雄 （１３４１６）
岩手
熊谷敬子 （１３４１７）
岩手
黒岩タカ子
（１３６１５）
宮崎
荻野俊夫 （１３６３４）
静岡
山崎貴之 （１３６４７）
大塚幸美 （１３７０７）
廣田猛夫 （１３８４０）
関西
加藤 明 （１３８４５）
熊本

玉田眞一 （１３８８２）
東京多摩
菅原道之 （１４３０４）
永井わか子
（１４３３４）
千葉
遠藤正子 （１４４０２）
岩手
飯田修造 （１４４９４）
櫻井勝美 （１４５１２）
伊藤正毅 （１４５１３）
長清幸子 （１４６８７）
石川
大塚淳一 （１５０１２）
阿部幸子 （１５０３２）
東九州
辻田孝子 （１５１０４）
今泉尚子 （１５１４８）
東海
五藤典代 （１５１６７）
東海
横地達夫 （１５３０９）
東海
杉本拓子 （１５３６０）
北海道
石原順子 （１５３９４）
関西
岩見昌樹 （１５４９３）
静岡
大谷恵美子
（１５５８０）
北九州
梶野 登 （１５５９８）
埼玉
尾関正吉 （１５６５７）
東海
藤本豪介 （１５７３７）
多田和子 （１５７７７）
熊本
土方直樹 （１５８０３）
木下洋子 （１５８５４）
熊本
栗本慎平 （１６０３８）
東海
国枝恵理子
（１６０７２）
東海
久保田重夫
（１６１３３）
群馬
田中基子 （１６１４７）
東海
犬飼美弥子
（１６１４８）
東海
杉本正夫 （１６２０３）
千葉

中嶋由利子
（１６３３１）
関西
丹野史子 （１６３３６）
水井義明 （１６３５４）
石川
麻下絢乃 （１６３８９）
群馬
東海大学海洋学部体育会山岳部
（１６３９５）
丸山健吾 （１６４１３）
越後
解良知子 （１６７５２）
東京多摩
戸塚人実 （１６７８７）
群馬
森山孝子 （Ａ０１２７）
広島
鈴木久美子
（Ａ０１３８）
長岡誠治 （Ａ０１４６）
東京多摩
長神千春 （Ａ０２７２）
広島
中井敬子 （Ａ０２８９）
群馬
於保清見 （Ａ０２９４）
島雄美絵子
（Ａ０３２１）
カリニステファノ
（Ａ０３７２）
東京多摩

在籍期限終了離籍
丸尾尚子 （Ａ０１２９）
東京多摩
森田泰夫 （Ａ０１３７）
中村洋子 （Ａ０１４７）
東京多摩
梶原勇樹 （Ａ０１５８）
東京多摩
大澤則彰 （Ａ０１５９）
東京多摩
山本知章 （Ａ０１６５）
三浦雅司 （Ａ０１６７）
静岡
玉井明子 （Ａ０１６８）
東京多摩
山岸香菜子
（Ａ０１６９）
佐藤眞二 （Ａ０１７３）
東京多摩
小松恵美子
（Ａ０１７６）
浅野岩夫 （Ａ０１８２）

田中清貴 （Ａ０１８８）
北九州
松尾悦子 （Ａ０１９３）
東京多摩
後藤洋一郎
（Ａ０１９９）
立田朋子 （Ａ０２０３）
埼玉
萩原直樹 （Ａ０２０８）
北九州
河野 泰 （Ａ０２１７）
山梨
小野節雄 （Ａ０２２５）
東九州
金光正一 （Ａ０２２６）
埼玉
正会員に移行離籍
田川小千子
（Ａ０１３０）
広島
眞末義明 （Ａ０１３３）
広島
酒井眞澄 （Ａ０１３４）
東京多摩
打道明子 （Ａ０１３５）
広島
松尾弘幸 （Ａ０１４２）
広島
小澤知信 （Ａ０１４４）
東京多摩
菊地美奈子
（Ａ０１４５）
東京多摩
甲田五郎 （Ａ０１４８）
広島
髙間晃子 （Ａ０１４９）
東京多摩
森 英昭 （Ａ０１５０）
東京多摩
浅香利恵 （Ａ０１５６）
東京多摩
矢澤大史 （Ａ０１７１）
東京多摩
山本 丈 （Ａ０１７４）
京都・滋賀
荒木萬里子
（Ａ０１７７）
仲宗根円 （Ａ０１７９）
川村徹夫 （Ａ０１８１）
市毛三朗 （Ａ０１８３）
北海道
林 洋子 （Ａ０１８４）
赤坂優貴 （Ａ０１８９）
東京多摩
赤坂憲子 （Ａ０１９０）
東京多摩
薮中由利子
（Ａ０１９１）
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f.kazumoto@gmail.com
６月 日までに。

むかえ

ちょく

❖編集後記❖
◦今月上旬は会議のため、小諸市
の安藤百福センターに行ってきま
した。周辺には
「浅間・八ヶ岳パノ
ラマトレイル」が設けられていま
み まき
すが、その中では「御牧ヶ原コー
ス」がお勧めです。御牧ヶ原台地
からは、浅間連峰や八ヶ岳はもち
ろんのこと、霧ヶ峰、美ヶ原、そ
して、白銀に輝く北アルプスなど
の大パノラマが、それは見事です。
◦この台地は平安時代から鎌倉時
し まき
代初頭にかけて、勅旨牧（朝廷の
もち
御 料 馬 を 育 成した直 轄 牧 場 ）
「望
づき のまき
月 牧 」があった所で、ここで育て
られた馬は名馬の誉れ高い「望月
の駒」
として人気で、逢坂山や宮中
こま
こまひき
で「駒迎」や「駒牽」という行事ま
であったとのことです。
「 逢坂の
関の清水に影見えて今や曳くらむ
望月の駒」
（紀貫之）（
 節田重節）

■ 19

ります。

25

◆白神山地ブナ林再生事業と自然
観察会 
青森支部
世界遺産・白神山地のバッファ
ー・ゾーン周辺の生育不良杉林地
をブナ林に再生するための除伐や
植樹などの作業、および原生ブナ
林（クマゲラの森）観察会を行なう。
寝袋必携。テントはこちらで用意
できます。また、食事希望者は実
費で用意可
（小雨決行。ただし荒天
やコロナ感染などにより日程変
更・中止の場合があります）
。
日程 ６月 日㈯～ 日㈰
集合
日８時ＪＲ弘前駅城東口、
および 時 分ビーチにし
めや、および 時 分奥赤
石林道ゲート
解散
日 時奥赤石林道ゲート、
時 分弘前駅送迎可
経費 ５００円（傷害保険料込み、
当日徴収）
定員
名
申込み ハガキかＦＡＸ０１７２
７２３７かメールで福
士和基宛（〒０３６ ８１５
４弘前市豊原２
26

45

10

細田 浩 （Ａ０２１９）
山村文彦 （Ａ０２２１）
東九州
大村春樹 （Ａ０２２２）
野村雅子 （Ａ０２２３）
東京多摩
笠井美世 （Ａ０２２４）
東九州
矢上将大 （Ａ０２５０）
東九州
大友寿郎 （Ａ０２７３）
埼玉
小田珠美 （Ａ０２８０）
埼玉
浅田 稔 （Ａ０３１１）
埼玉
玉木美智子
（Ａ０３５７）
神奈川
小玉和孝 （Ａ０３７６）
埼玉
インフォメーション
日時 令和４年５月 日㈯ 午後
１時 分～
場所 櫛形生涯学習センター あ
やめホール
申込み 入場無料（事前申込みに
ご協力ください）
。市内各図
書館で来館または電話で受
付け。
問合せ 南アルプス市立中央図書館
０５５ ２８０ ３３ ００
＊新型コロナウイルス感染症の拡
大状況により、変更の場合があ
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内藤錦樹 （Ａ０１９７）
小嶋香織 （Ａ０１９８）
静岡
野山恵里 （Ａ０２００）
広島
篠崎真理子
（Ａ０２０９）
鎌塚紀子 （Ａ０２１０）
東京多摩
久保田千歳
（Ａ０２１１）
越後
金山保之 （Ａ０２１３）
東京多摩
大澤 祜 （Ａ０２１４）
佐藤陽子 （Ａ０２１５）
越後
木村樹美雄
（Ａ０２１６）
小川 恕 （Ａ０２１８）
静岡

◆「ウェストンの南アルプス」講演
会のご案内
南アルプス市で４月９日から９
月 日まで開催される、ふるさと
人物室第 回展示「登―とう― ウ
ォルター・ウェストン」
（今号５ペ
ージ参照）
に併せて、以下のような
講演会が開催されます。
演題 「ウォルター・ウェストン
の南アルプス」
講演者 内藤順造氏（山梨県山岳
連盟顧問、
日本山岳会会員）
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