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カナダでの実践をヒマラヤで活かし
カンチュンナップ北西壁を初登攀

6月号（ No. 925 ）
する。ただお互いの笑顔がそこに
ある。４月 日 時半、僕たちは
北西壁を登り、カンチュンナップ
の頂上に立った。

ク ー ン ブ・ ヒ マ ー ル に 横 た わ る ゴ ジ ュ ン バ 氷 河 の 東 方 に 位 置 す る
カ ン チ ュ ン ナ ッ プ の 北 面 は 近 年 注 目 さ れ、 各 国 の 登 山 隊 が 挑 ん で
き た。 そ の 難 壁 に 今 春、 カ ナ ダ 在 住 の ふ た り の 日 本 人 ク ラ イ マ ー
が ト ラ イ、 北 壁 の 中 央 ラ イ ン で は な い が、 北 西 壁 に 初 め て そ の 足
跡を印した。帰国直後に寄せられた最新のレポート。
延々と続くナイフリッジを越え
ていくと、前方に丸い平らなアイ
スキャップが見えた。その奥には
ジェットストリームで雪が飛ばさ
れ、真っ黒な南西壁を擁するエベ
レストが見える。白いアイスキャ
ップとのコントラストが綺麗で、
もはやそのアイスキャップが頂上
かなど、あまり重要ではない気が
していた。
ロープを外し、ふたりで握手を

カナダの延長線上にヒマラヤが
カンチュンナップ（６０９０ｍ）
別名「アビ」と言われるこの山
を知ったのは、友人との会話から
だったと思う。エベレスト街道ト
レッキングの一部であるゴーキョ
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の東側数㎞の地点にあり、
チョラ・
パス（５４２０ｍ）という有名なト
レッキング・ルートのすぐ北西側
にある、比較的小さな山だ。ただ
北側からのその山容は切り立って
おり、過去何回か各国クライマー
のトライを退け、いまだに登られ
ていないという魅力的な山でもあ
った。
僕たちふたり、谷剛士
（ 歳、バ
ンフ在住）と山田利行
（ 歳、カ ル ガ リ ー 在
住）は、それぞれ別の
経緯でカナダに約 年
近く暮らしている。自
分たちで選んだことと
はいえ、言葉も文化も
違う海外になんの後ろ
盾もなく暮らすという
のは、それだけで時間

もお金も浪費することになり、日
本でできていたような登山は、基
本的にはできなかった。
また、カナダ国民ではない僕た
ちは、外国人として権利も限られ
た、不自由な生活を強いられてき
た。たとえば、就労ビザを手に入
れるためには、税金をしっかり納
めるフルタイムの仕事に就かなけ
ればならない。また、国境を越え
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取付点から見たカンチュンナップ北西壁
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雪田や雪庇があり、常に雪崩の危
険にさらされることなど）が最小
限であること、そして、自分たち
がカナディアン・ロッキーで実践
してきた氷と雪の登山の延長であ
ること。この３点を中心に目標を
選定した。
当初、僕たちが予定していた北
壁をダイレクトにつなぐ氷のライ
ンは、まさにこの３つに当てはま
っており、万が一氷のコンディシ
ョンが悪かった場合、向かって右
側の比較的緩い（傾斜が緩いイコ
ール簡単だが、雪がたまり、雪崩
の危険にさらされる率が高くなる
傾向がある）ラインをプランＢ（バ
ックアップ）
として考えていた。

ゴーキョから一気にアタック
４月４日にカトマンズに到着し、
数日間で許可や装備品を整えルク
ラへ飛ぶ。ポーター２名を雇い、
ト
レッキングを開始する。ゴーキョ
までの道のりは、高度順化や今後
の登りたい山を探すという意味で、
ナムチェ・バザールからターメ経
由レンジョ・パス（５３６０ｍ）を
越え、４月 日、ゴーキョ（４７
５０ｍ）
に入った。
当初の予定では、２０１９年に

イギリス隊が行なったように、ゴ
ジュンバ氷河を東側に横断した北
壁の基部にベースキャンプを設定
する予定だったのだが、地球温暖
化のためか氷河の横断が極めて危
険でポーターが渡ることができず、
ロジスティクスを変更せざる得な
くなった。
また、狙っていたラインの氷が
下部でつながっておらず、向かっ
て右側のラインを登ることになっ
た。ただ、氷が少ないイコール今
年の春は暖かく雪も少ない。つま
り雪崩の心配があまりない状態と
判断できた。
ベースキャンプの設置は諦め、
登攀具を取付にデポしてゴーキョ
に戻る。ただ、もともと予定外の
ことは起こるだろうと話し合って
いたのと、これが今後数年間、ヒ
マラヤ登山を毎年行ないたいと考
えている山田の経験にもなるだろ
うと、ふたりとも意外なまでにこ
の変更を楽しんでいたのは良かっ
た点だと思う。
ゴーキョから一気に登って降り
てくるという、少し無理のある予
定を組まざるを得なくなったのだ
が、結果的に山を全方向から偵察
する好機になり、高度順化の観点
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タンポチェ
モン・ラ

いた。だが、ようやくふたりとも
永住権（ほぼ国民と同じ待遇。唯
一選挙権のみがない）が取れたタ
イミングで、この話が現実味を帯
びてきた。また、ガイド試験もコ
ロナ禍中に終わらせることができ、
時間が取れるようになった点が大
きかったと思う。
今回のヒマラヤ登山に当たって、
僕はいくつかの条件をパートナー
の山田と取り決めていた。まず、
今
まで自分たちが過去に経験した６
０００ｍ台の山であること、難度
は高くとも、オーバーヘッド
（上部

ポルツェ・タンガ

トゥクラ

るのが、不法就労などを疑う検査
があって困難なため、アラスカや
アメリカなど近いのだがなかなか
行けないなど、多数。その限られ
た条件の中で辛うじて登山のモチ
ベーションを保ち、空いた時間を
自分たちのクライミングに充てる
ということを細々続けてきた。
もう７年以上前から、パートナ
ーの山田が「ヒマラヤに行かない
か」と話を持ち掛けてくれてはい
たのだが、前記の理由と国際山岳
ガイドになるための試験で忙しか
った僕は、何回も断ってしまって
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からも時間をかけられる良い形に
イミングを経て、最大 度ほどの
を登っていることが嬉しくなり、 ていいほどうまくいかない部分、
なった。
雪壁を５５００ｍあたりまで登る。 喜びながら高度を稼いでいく。
たとえるなら、防御力の部分のノ
数日後、西側のカールを詰めて
天気はイマイチだが、４つの天気
もちろん、高度の影響からふく
ウハウを学べたことが大きかった
つ
５５００ｍまで登り、チョラ・パ
予報サイトと今まで２週間の実際
らはぎが攣りそうになったり、ゆ
と思う。
＊
ス側の南面を下降した。これで下
の天気を見比べ、自分たちなりの
っくりしか進めないピッチもあっ
山も含め準備が整った。後はいよ
天気予報を構築してきたので問題
たが、それでも景色がすばらしく、
最後になりますが、今回の登山
いよトライするだけだ。
はないと続行を決断、午後３時ご
振り返っては登り続けるという動
はコロナ禍でなかなか海外登山を
ろにはビバークを決める。
作を繰り返していく。ビバーク地
行なうのが厳しい状況のなか、日
良好な氷と高度を楽しむ
４月 日、朝４時起床。登り始
から ピッチで北壁の肩に出た。 本山岳会東海支部の諸先輩方の応
４月 日、ゴーキョを出発する。 める。天気も良い。すぐにテクニ
反対側の山々が見える。そこから
援、また、日本山岳会関係の方々
ボロボロのモレーンと氷河の横断
カルなクライミングが始まるが、 ３ピッチ、ボロボロのヘッドウォ
のご支援があり実施することがで
を終え、早めにテントに入る。翌
幸運なことに一筋の氷が僕らを導
ールを越え、思ったよりも長い雪
きました。僕自身は山岳会の新参
日も１日で登り切れることはない
いてくれている。もしこれがなけ
稜と氷河を越えると頂上が待って
者でありますが、このような機会
と分かっているのと、困難な箇所
れば、プロテクションの乏しい、か
いた。
を与えていただき、また、幸運に
は少ない予定なので、体力温存の
なり困難なクライミングになった
下降は多少の誤差はあったもの
もコンディションに恵まれ登り切
ため明るくなってから出ようと決
ことだろう。これがロッククライ
の、懸垂下降を交えて反対側のコ
ることができ、本当に感謝してお
めた。
ミングとの大きな差だ。雪と氷は
ルに下降。
夜 時、氷河上で寒く眠
ります。ありがとうございました。
４月 日９時、取付（５１５０
変化が激しく、同じ状態に当たる
れない一夜を過ごし、翌朝、偵察 〈この登山は日本山岳会海外登山
ｍ）
を出発。１ピッチのアイスクラ
ことは、こういう大きな山ではま
していた南面を降り、２時間ほど
助成金を受けて実施されました〉
ずない。
で安全圏に降り立った。
それだけに、良いコ
私が今回の登山で得
ンディションに出会っ
たものは、技術的に難
たときの喜びはまた格
しいものを登り切る力
別だ。正直言うと普段、 というよりは、難度は
カナディアン・ロッキ
高いが、危険度が比較
ーで行なっているクラ
的少ないオブジェクト
イ ミ ン グ の 方 が 寒 く、 （山や壁）を目標に定め
辛 い こ と が 多 い の で、 る大切さ。そして、そ
もはやヒマラヤの高所
こに行くまでの行程や
でこんなに良いアイス
計画など、必ずと言っ
21

22

23

核心部となったミックス壁をフォローする
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頂上間近を行く山田隊員。背後はチョー・オユー
（右奥）
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んでもそんな経験をされておられ
支部長が代わりました
るんだ、とびっくりしたことを思
秋田支部 佐藤和志さん
い出します。
私は秋田県仙北市に位置し、近
また、佐々保雄元会長も東北地
くに田沢湖があり、秋田駒ヶ岳や
区合同の支部懇談会においでにな
乳頭山の麓に湧く乳頭温泉郷七湯
られ、青函トンネルや世界のトン
の一軒、鶴の湯の湯主をしており
ネル工事のお話を聞きましたが、
ます。地元の南八幡平山岳会の会
今、そのトンネルが開通している
員でもあり、山男としては良い所
ことを考えると、すごいお話だっ
に住んでいると思います。多くの
たと思います。二度目は奥様とお
山の先輩や山の仲間、高校山岳部
いでになり、乳頭温泉郷をご案内
の先生方にお世話になり今があり
して喜んでいただいたことを思い
ますので、山の先輩や山の仲間に
出します。
恥じないように頑張りたいと思い
当温泉を含む「日本秘湯を守る
ます。
会」で「山の日」の署名運動を行な
日本山岳会と言えば、今は亡き
ったことがあり、第１回「山の日」
今西錦司元会長が二度泊まられた
記念全国大会で上高地に、私は副
ことがありました。そばでお話を
会長でしたが会長の代理で出席さ
聞いておりましたところ、大学山
せていただき、感激したこともあ
岳部時代に山野草をいろいろ食べ
りました。
て体調を崩したという話をされて、
そのほか、地元山岳会の 周年
「コバイケイソウは大変だった」と
記念登山で台湾・玉山がありまし
笑いながら語られました。会長さ
たが、台湾山岳協会の招待状が必
要と言われ、日本山岳会に入会さ
せていただき、事なきを得ました。
今、昔起こした骨折事故の古傷
の痛みで山行はなかなかできませ
んが、気持ちは山男で過ごしてお
りますので、以後よろしくお願い
いたします。

福島支部は、昭和 （１９４７）
福島支部 渡部展雄さん
年に全国５番目の支部としてスタ
福島県南会津郡の水飲み百姓の
ート、今年創立 年を迎える。現
三男坊として高校３年まで過ごす。 会員数は 名、支部友会員 名を
この間、山は私にとって生活その
加え計 名体制で２０２２年度を
ものであり、常に身の周りは山で
スタートした。現状は、会員の高
あった。俗に「猫の手」と言われた
齢化と減少傾向が続き、存亡の危
農家の幼き働き手として山野を駆
機である。特に若手会員の拡大は
け巡っていた昭和 （１９６６）年
急務と言える。会員を年齢別に見
４月、高校卒業と同時に「でもし
ると、 歳以上が ％、 歳未満
か」よろしく 歳で福島県警察官
の会員（支部友会員含む）はわずか
となる。採用後「お前らは第２次
一桁である。このまま後数年続け
安保闘争の捨て石だ」と言われた
ば、クラブの体裁をなくすことに
自身の立ち位置を受容しながら、 なる。
暇を見付けては独り山歩きを始め、
この閉塞状況から脱するには、
これが今日の原点となった。
若手会員の獲得と支部の活性化以
警察官生活 年間の中で最も印
外にない。分かり切っていること
象的な想い出は、富山県警察山岳
だが、どこにターゲットを絞って
警備隊の方々との出会いである。 会員を増やし、どのような活動を
かつ お
谷口凱夫隊長以下隊員たちの山岳
計画・実行するか。その明確な展
救助に取り組む姿は、私の人生を
望は持ち合わせないままに支部長
大きく変えたと言っても過言では
を引き受けた。無責任と思われる
ない。
が、一縷の望みは、コロナ禍にあ
ってもなお山に登る若い人は多い
ということ。
支部の大先輩をはじめほかの山
岳団体、そして、ＪＡＣの全国支
部や本部の指導を仰ぎながら、支
部の拡大と発展に努めていく覚悟
である。

渡部展雄さん

福島支部長

佐藤和志さん

秋田支部長
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この 年余りは信濃支部の山行
支部長が代わりました
委員として活動。２０１３年から
信濃支部 東 英樹さん
支部山行計画に海外登山も組み入
松本生まれ、松本育ち。小さい
れる。この２年、コロナ禍で動け
ころ、松本駅で大きなキスリング
ず、老い先短いのに残念至極。こ
のかたわらに寝転んでいる若人を
の４月の支部総会で支部長の指名
み
視て憧憬。理科大に入学し、散々
を受け、
５月 日、本部理事会で承
迷ったあげく山岳部入部。オール
認され、その任に就いている。
ラウンドの山登りを、学業はさて
信濃支部は１９４７（昭和 ）年、
おき学ぶ。ＪＡＣ学生部の皇居マ
５番目に誕生した支部で、また、そ
ラソンでは個人１位になり、高橋
の支部設立の年に、ウェストン・レ
のダブルの登山靴をいただいたこ
リーフが復旧されたのがウェスト
と、早大の大谷映芳さんと１・２
ン祭の嚆矢である。それ以来、一
位を競ったことは忘れがたい。
度も中断することなく続けられて
ＪＡＣへは社会人になってから、 いる。 年５月、アンナプルナⅠ
先輩小原俊さん、山崎安治さんの
峰遠征で雪崩により４人を失う。
紹介で入会させいただく。１９７
その混乱と失意、悲しみの中でも、
８年には日本ヒマラヤ協会隊（沖
一昨年、昨年のコロナ禍でも、ウ
允人隊長）
でインド・ヒマラヤのヌ
ェストン祭を継承してきた。
ン峰に登頂、 年の長野県山岳協
昨年秋から、登山講習会の位置
会隊でカラコルムのガッシャーブ
付けで支部山行と連携した松本市
ルムⅠ峰に登頂。いずれも万事に
山岳フォーラムの募集登山「日本
恵まれた山行だった。
山岳会と行く山」を行なっている
が、これを拡充、継続していこう
と思う。
ともに楽しく登る中で on
ができたらいい
the climb training
な、と。使命はＹＯＵＴＨ、会員
の拡大である。老いも若きも加入
促進が必要不可欠。山岳会、支部
存続のために。
81

おさむ

後を継ぎ、諸先輩方を差し置いて
熊本支部 土井 理さん
の熊本支部長への就任に、大変戸
本年４月 日の日本山岳会熊本
惑っているところです。
支部総会で、支部長にご推挙いた
最近、登山者人口は増加してい
だきました土井理です。熊本市内
ますが、山岳会に所属している方
で循環器内科の診療所を行なって
の数は減少の一途です。山岳会所
おり、熊本の登山用品店の医療ア
属のメリットを見出せないためで
ドバイザー等々もさせていただい
あろうと推察します。関係ははっ
ております。熊本や九州の近隣の
きりしませんが、山岳遭難は増加
山には登ったり走ったり、トレイ
傾向です。山岳会は山の知識や登
ル・ランニングの大会などにもと
山技術を会得し、難易度の高い登
きどき出没しています。
山や登攀ができるようになり、さ
学生時代に日本の北アルプス、 らに難易度の高い登攀を目指し実
南アルプスあたりを独りでうろう
行。このために存在していたよう
ろしていました。好きな山は熊本
に思います。遭難防止には知識と
の阿蘇五岳、祖母山系、九重山系、 技術、そして体力が必要です。
冬の八ヶ岳、北アルプス・剱岳周
知識や技術を欲してインターネ
辺の岩稜帯等々です。新型コロナ
ットを検索・閲覧している方が多
ウイルス感染も相まって時間がつ
くいるであろうことは想像できま
くれず、最近、山行できていない
すが、習得には反復実践が最も重
のが大変残念でなりません。
要と考えます。知識と技術と体力
工藤文昭・元支部長、松本莞爾・
は裏切りません。しかし、使わな
元支部長、中林暉幸・前支部長の
い知識は忘却してしまいます。高
みを目指し、安全な登山を心がけ、
知識や技術を広め、山岳会のメリ
ットを大きくし、可能であれば仲
間を増やし、日ごろからリスク管
理のできた登山を行ないたいと考
えています。引き続き熊本支部を
よろしくお願い申し上げます。

土井 理さん

熊本支部長

東 英樹さん

信濃支部長
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いただきました。委員会活動には
積極的に参加され、毎月の例会へ
は杖を突いて、奥様の運転する車
で出席され、帰りはタクシーで帰
られて、例会への出席を楽しまれ
ました。さぞや悔しかったことと
思います。また、我々は寂しい限
棚に重いスーツケースを上げると
りです。ご冥福をお祈りいたしま
芳野赳夫先輩を偲んで
きに腰（脊椎）を痛められたことに
す。
福岡孝昭
より、杖をついての歩行になり、リ
先輩は第３次マナスル登山隊員
先日、科学委員会委員であり、私
ハビリに努めておられました。お
候補になられ、このときに先輩は
の母校、学習院山岳部の先輩であ
しどり会員である奥様のお話では、 尾根の陰の部分に届いている微弱
る芳野赳夫氏が亡くなられたとい
歩行がさらに厳しくなったのは、 な電波を増幅する（強める）回路を
う報せを受け、びっくりしました。 「急性硬膜下血腫」に罹っていたた
組み込むとともに、ミニ真空管を
年明けごろ、コロナのお陰で外出
めであることが原因で、血腫の血
使うことにより、
それまでの巨大・
や歩行訓練ができなく、歩けなく
を抜くことに成功したので、歩行
大重量の無線機によらない携帯無
線機を開発。いち早く登頂報告を
て困っているとの連絡を受けてい
訓練を始めたばかりで帰らぬ人に
ＢＣに伝えられたばかりでなく、
たのですが、まさか亡くなるとは
なられてしまったとのこと。奥様
思ってもいませんでした。
との山歩きもかないませんでした。 高山病に罹った隊員を早急に降ろ
すことができ、命を救うこともで
歩行が思わしくなくなったのは、
先輩には私が科学委員になった
きたのです。この小型携帯無線機
役員をされていた米国電気電子学
ことを喜んでいただき、委員長就
会（ＩＥＥＥ）総会の帰り、機内の
任に当たっては、強力なご推薦を
の開発は、現在の我々の生活に役
立っているスマホ（携帯電話）に繋
がっています。
第３次マナスル隊参加と同時に
第３次南極地域観測隊員候補にな
り、マナスルでの無線機の使用を
村木潤次郎隊員に預けて南極観測
隊に加わり、ここでも画期的な発
見を行なっています。
永年会員

芳野赳夫（よしの・たけお）

会員番号4428

それまで電波は光の一種である
ので、固体物質に対しては反射す
るものと考えられていました。と
ころが、固体である氷については
電波が通過することを発見しまし
た。この発見により、南極氷床の
厚みが解かり、氷中に存在する火
山灰層や隕石（これらは私の現役
時代の研究試料）の検出ができる
ことになりました。すなわち、こ
の発見はアイスレーダーとしての
大きな役目に発展します。米国隊
のマクマード基地の氷上滑走路で
の、計器着陸による航空機の激突
原因も解明されました。
先輩の山関係の業績を追加すれ
ば、山での雷対策です。１９６７
年、西穂高岳での松本深志高校の
集団登山における雷事故の原因は、
導電体である人間が雨に濡れて連
なって歩いたことにより、人を貫
いて電気が流れたために起こった
ことを解明しました。これらの研
究は、科学委員会の存在意義にも
寄与しています。
これらの山と南極に関連した大
業績について、本会から秩父宮記
念山岳賞を授与していただけなか
ったことは、極めて残念です。
（科学委員会委員）
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1929年5月１日 東京都生まれ
1950年
学習院旧制高等科卒業。山桜
会（学習院山岳部OB会）会員
1953年
電気通信大学卒業
1956年
日本山岳会に入会、理事
（68年、70年）、学生部、科
学委員会等の委員を歴任
1958～60年 第３次日本南極地域観測隊
越冬隊員。タロ・ジロ発見
1975～77年 第17次日本南極地域観測
隊隊長、越冬隊長
2009年
瑞宝中綬章受賞
IEEE（米国電気電子学会）
からは最
優秀論文賞等多くを受賞、役員歴任
2022年3月31日 逝去、享年92
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遠藤さんの思い出

業を継ぐこととなりました。学業
私と遠藤さんとの出会いは、私
定・踏査に取り組みました。当初
から事業へと、慣れない仕事で大
が大学を卒業して甲府に戻り、南
の発刊予定からは多少時間を要し
変苦労なされたようですが、遠藤
嶺会に入会したころになります。 ましたが、 年、支部創立 周年
さんの人柄で多くの方に助けられ
当時の県山岳連盟は会の垣根を越
記念誌『甲斐百山』として発刊する
たとのことでした。
えて活動することも多く、私が一
ことになり、遠藤さんも大変喜ん
仕事の合間には、甲府一高山岳
高の卒業生だったということもあ
でおられました。
部ＯＢ会の鶴城山岳会で活躍され、 り、５月の連休に赤沢岳西稜に行
入・退院を繰り返した遠藤さん
ご自身の山行や後輩の高校生の指
かないか、と誘われました。それ
でしたが、看護師さんに
「退院した
導にも当たられました。 年には
が遠藤さんとの最初の山行かと思
ら何をしたいですか？」と聞かれ、
日本山岳会に入会されました。
います。黒四ダムから急峻な尾根 「良い奥さんにも恵まれ、やりたい
年から 年ごろにかけて、支部活
に取り付き、沢を落ちる雪崩の轟
ことは全てやったので、特にない」
動が停滞し組織の体をなしていな
音以上に驚かされたのは、遠藤さ
と答えられたそうです。昨年の鶴
いびき
い時期で、その立て直し役として
んの 鼾 でした。しかし、テント生
城山岳会の会報に遠藤さんの記録
遠藤さんに白羽の矢が立ち、事務
活では遠藤さんとの会話はとても
があり、その中で
「結果としてこれ
局として岩間弘雄、坂本桂両先輩
面白く、楽しい山行でした。私が
が我が人生最後の登山ということ
とともに支部再建に取り組みまし
日本山岳会入会後もあちこちの山
になりそうです。楽しく締めくく
た。その成果が 年の瑞牆山での
に同行しましたが、なかでもミツ
れた 年間の山通いでした。大鼾
全国支部懇談会の成功に結び付い
クチ沢では遠藤さんのビレーで転
と我儘にお付き合い下さった全て
たことは、誰もが認めるところで
落を免れ、命拾いをした苦い思い
の方々に心から感謝します。
（中
す。当時は、支部員でもない私に
出があります。
略）
無理せず、怪我せず、妥協はそ
も遠藤さんから「お前も手伝って
２０１４年、遠藤さんは支部長
の都度適当にで数十年過ごしてき
よ」
とのお声が掛かりました。
に就任しました。以前から山梨に
ました。良い人生だったと、再度
は「山梨１００名山」以外にもすば
皆様に感謝いたします。２０２１
らしい山々があり、支部創立 周
年 月 日 遠藤靖彦 本日はナ
年記念事業に「山梨２００名山」と
ント結婚 周年、金婚式です。女
して紹介したいとの思いから、そ
房どの『有難う』
」と 締 め く く ら
のたたき台となる山々について各
れていました。最後まで家族思い
種資料や文献から２００を超える
の遠藤さんでした。
山々の資料を独自に作成し、支部 （山梨県山岳連盟会長 山梨支部
全体の事業として対象の山々の選
会員）
1943年

89

93

69

73

甲府生まれ。甲府第一
高等学校から横浜国
立大学に入学。ともに
山岳部で活躍する
1969年
日本山岳会入会。紹
介者は今澤寛、三井
松男支部長
1990～2000年 日本山岳会山梨支部
事務局
1994～2001年 鶴城山岳会会長就任
2003～08年 山梨県山岳連盟副会
長就任
2014～16年 日本山岳会山梨支部
長就任
2022年4月17日 逝去、享年79

小宮山 稔
元山梨支部長遠藤靖彦さんは、
本年４月、入院先の山梨県立中央
病院で薬石効なく 歳をもって逝
去されました。昨年２月、咳や声
のかすれなど体調に異変を感じて
病院を受診した結果、食道がんと
診断され、余命９ヶ月と告げられ
たそうです。酒・たばこを断ち治
療に専念していましたが、４月
日、帰らぬ人となりました。支部
運営に多大の功績を残した遠藤さ
ん逝去の知らせを受け、支部員一
同、深い悲しみに包まれました。
遠藤さんは、南嶺会の会員で登
山やスキーをされていたお父様の
武夫氏の影響で、小学生のころか
ら山に親しんでいました。１９６
６年、武夫氏がお亡くなりになっ
たことから、卒業後は家業の宝飾
79

17

遠藤靖彦（えんどう・やすひこ）

会員番号6653

65

70
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CLUB LODGE

一さん・士郎さん同席の下、山荘
の引き継ぎと大掃除を行なった。
それに安堵したかのように翌７月、
士郎さんが病気他界した（享年 ）
。
また、恭一さんも 年３月、１０
４歳の天寿を全うした。
この山荘を維持し、活用するた
めに支部では年に６回の山荘行事
を行なっている。土曜の朝集合し
て内外の掃除や整備を行ない、夕
刻からは山に関する映画を上映す
る。１００㏌スクリーンと５・１
チャンネル・サラウンドだ。映画
館で観るのと大差ない。映画の後
は山の歌を伴う宴会となる。翌日
は朝食後解散となるが、周辺の山
に登ることもある。支部行事のほ
かに外部の方の利用も行なわれて
いる。支部会員が所属する、ほか
の仲間たちとの交流が主である。
さすがに見知らぬ人だけでは使え
ないが、山荘利用規則により最低
１名の静岡支部会員の全行程同行
があれば利用可、としている。
水源地の水涸れ、伸び過ぎた樹
木、浄化槽の維持管理、将来の外
壁再塗装など課題も多いが、この
すばらしい山荘を末永く維持し、
活用していきたいと考えている。
（静岡支部事務局長）

18

77

静岡支部が管理する文珠山荘のこと

89

97

なか

静岡市葵区牛妻の集落の上、中
ひら
平と呼ばれる場所に整備された茶
畑が広がる。その茶畑の車道終点
に文珠山荘（以下・山荘）がある。
山荘は一部２階造り、総床面積
坪の本格的なログハウスだ。この
山荘は、ともに故人となってしま
った荻野恭一永年会員（１９６２
年入会、会員番号５４６６）
と子息
の士郎さんが、８年９ヶ月の歳月
を掛けて手作りしたものだ。
私が初めて山荘を目にしたのは
２０１２年２月、静岡支部主催ハ

卒業後、父親が運営する特定郵便
しずはた
局・賤機郵便局に就職した。そし
て定年後、自身が所有するヒノキ
静岡支部 諏訪部 豊
林にログハウスを建てるという長
イキング・セミナーのとき。この
年の夢を実現することにした。
日、穂積神社から登った一行は文
年６月、数年の準備期間を経
殊岳登頂後、この山荘にトイレを
ていよいよ山荘建設を開始した。
借りるために立ち寄った。荻野恭
まず建設現場にあるヒノキを伐採
一会員は当時、この山荘で独り暮
して皮を剥き、
洗って乾燥した。そ
らしていた。私は、童話の絵本か
して、設計した寸法の長さに切断
ら抜け出したようなこのログハウ
した。その丸太を基礎と同寸法で
スを眺め
「いいなぁ。今度、荻野さ
作った型枠に乗せて、１段ずつ水
んにお願いして酒や食材持参で、 平を出す作業を根気良く続けた。
皆で泊まりに来ましょうよ」と同 「何百年も持つ家を作るのだ」が口
行の会員に冗談交じりで話した。
癖だった。子息の士郎さんは休日
故荻野恭一会員は１９１４（大
ごとに作業を手伝った。
正３）
年３月生まれ。旧制商業学校
年８月、山荘完成。このとき
荻野さんは 歳だった。畑も作り、
愛犬「太郎」とともに独り晴耕雨読
の生活を送った。しかし、２０１
４年（荻野さん１００歳時）
、独り
で生活することが困難になったた
め本宅に居を移した。荻野さんは、
このころから山荘の維持管理を支
部に託すことを決意し、その旨伝
えてきた。そして、ご家族も交え
ての話し合いの結果、土地と建物
を本部に寄付し、それを支部が管
理していくことが決まった。
こうして 年６月 日、荻野恭
83

15

29

ログハウスを建設中の故荻野恭一会員
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森の緑に包まれてたたずむ文珠山荘の外観

14

日連アルプス

ここが宝山・日
連載■ご当地アルプス登山案内
連 山 への 取 付 と
なる。ロープ場
神奈川支部 田島 剛
を過 ぎると比 較
ひ づれ
「日連アルプス」は、神奈川県北部
る。
的緩やかな坂道
の藤野地区中央に位置する山稜で、
今回は、紅葉の秋に日連アルプ
を山頂まで登る。
ＪＲ中央本線・藤野駅から見ると
スを縦走した記録を基に、宝山～
付近は広葉樹の
南東方向に当たる。相模川を挟み、 日連山～鉢岡山往復～峯山～日連
自然林で、紅葉
標高４００ｍほどの低山である。 金剛山と歩くコースを紹介する。
が美しい。宝山
東から宝山・日連山・峯山・八坂
登山適期は３～５月の新緑の季
頂 上に休 憩用の
山・日連金剛山と、南部の鉢岡山
節と、 ～ 月の紅葉の季節。
ベンチ・テーブル
藤野ＰＡ
からなる。宝山には三等三角点が
が 置 かれ でいる
設置され、日連金剛山には火伏の 【コースガイド】
が、三角点は見
神を祀る金剛山神社が鎮座する。
ＪＲ藤野駅を出て国道 号を東
当たらない。よ
また、鉢岡山には、甲斐武田軍の
に進み、坂を下り日連大橋で相模
く見ると、テー
のろし
烽火台跡が残る。また、日連金剛
川を渡る。藤野小学校の手前を左
ブルの直下に設置されていた。ま
山と鉢岡山は「藤野十五名山」であ
折し、相模川沿いに東へ進み日連
るで三角点を保護しているようだ。
橋を渡る。橋の南側に見える山並
宝山からはなだらかな登りとな
みが日連アルプスである。さらに
り、日連山に至る。日連山の山頂
舗装路を日連神社まで進み、南に
にも宝山と同じくベンチ・テーブ
坂を上ると「日連アルプス・ハイ
ルが設置されている。眺望は良く
キングコース」の地図が描かれた
ない。日連山から自然林の尾根道
案内板が立つ。ここから沢沿いに
を進む。周囲に杉の植林帯はなく、
歩く。先の台風 号・ 号の影響
広葉樹が多いため秋なら見事に紅
で沢の入り口は多少荒れている。
葉している。杉峠に到着すると、
金
登山道が水平になると東京電力
剛山方面への登り道と水平道の２
八ツ沢線 号鉄塔が現われ、しば
本の道に分かれる。
らくすると
「この先危険、ロープ使 「鉢岡山」と書かれた道標が立つ水
用して下さい」
の看板が出る。右側
平道を進む。道幅は広くなり林道
の急な斜面にトラロープが見える。 のようである。道が大きく西側に
10

12

31

20

19

八坂山
▲

新和田

▲
日連金剛山

篠原川

田ヶ岡

鉢岡山
460

221
上野久保

曲がると民家が見えてくる。
「新
和田・赤沢バス停」の表示がある
方向に進まず、真っ直ぐ行く。轍
がはっきりと刻まれた林道となり、
鉄塔が出てくる。鉄塔を過ぎると
登り道となり、鉄製の展望台らし
きものが現われる。この先、本日
一番の急坂を登ると、防災無線ア
ンテナが立つ鉢岡山の山頂に到着
する。
「藤野町十五名山・鉢岡山
標高４６０ｍ」と書かれた標柱と
武田軍の烽火台跡の標柱が立つ。
頂上は植林帯に覆われ、展望はあ
まり良くない。
鉢岡山を後にして杉峠まで戻る。

■9

杉峠

423
▲
峯山

▲
368

日連山 374
▲
▲
宝山

川

杉

山

秋

相模川

日連

日連橋

秋川橋

国道20号

日連大橋

＝
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日連橋から見た日連アルプスの稜線（奥）



15

相模湖

藤野駅

中央自動車道

勝瀬橋

JR中央本線

30

小さな社が祀られている日連金剛山の山頂

ひ の か ぐ つち

20

5

40

40

25

20

15

いにしえ
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相州アルプス

峠からは登りとなり、しばらく行
は火之迦具土の神とある。
連載■ご当地アルプス登山案内
くと「峯山頂へ１分」の標識が現わ
山頂から登山道は２方向に分か
れる。登山道を離れ右側の急な登
れる。南へ下る道標には、
「バス停
中村好至惠
りを行くと視界が大きく開け、峯
赤沢を経て県立藤野芸術の家方
山頂に出る。ここに「八坂山分岐
面」とある。今回は北側の急な階 「相州アルプス」は、丹沢山塊でも
付く。最初からいきなり階段の急
点へ１分」と書かれた道標が立つ。 段を降りて、藤野駅方面へ向かう。 一番東側に位置する標高５００〜
登だ。到着した広場のベンチでひ
八坂山をピストンして、日連金剛
急坂の登山道が終わると、九十九
７００ｍの山稜だが、この一帯は
と息入れ、小さな登下降を繰り返
山へ向かう。頂上は平らになって
折の参道となる。大きなイチョウ
大山古道に関わる修験の道である。 しながら半原高取山（７０５ｍ）を
いて、金剛山神社の小さな社が立
の木の脇に赤い鳥居が現われると、 コース中には人気ルートでもある
目指す。山頂には立派な展望台が
てられている。厳かな雰囲気のす
金剛山神社のバス停に出る。鳥居
仏果山や経ヶ岳、そして華厳山な
あり、空気の澄んだ冬には、はる
る頂上で、社の周りは清掃が行き
の前に「金剛山神社参道口」の案内
ど山岳宗教に関わる山名・地名が
か甲斐駒ヶ岳の白い三角ピーク部
届いている。明治 （１８９７）年
板が立つ。また「登山される方へ、 多く、この縦走ではスリリングな
が望める。
に杉集落が大きな火災に見舞われ、 金剛山参道・遊歩道等は台風の影
登降に 古 の修 験 者 気分が重なる
高取山を後にすると、いよいよ
大損害となった。村の人々は栃木
響を受けて荒れています。足元に
だろう。
コース核心部とも言える〝修験道〟
県の古峯神社に安泰を祈願し、こ
充 分 注 意 し て 登 山 し て く だ さい 」
丹沢低山の山麓部では初夏から
をたどり、相州アルプスの最高ピ
の山頂に金剛山神社を建立した、 と注意書きもある。
秋まではヤマビルが発生するので、 ーク・仏果山（７４７ｍ）へ。ここ
と案内板に書かれている。御祭神
バスの時間が合わないときは、 お勧めはやはり晩秋から初春であ
にも展望台があり多くの登山客が
藤野駅まで車道を歩く。低山とは
る。今回は宮ヶ瀬ダムサイトから
寛ぐが、休憩後の縦走では両サイ
いえ、秋なら紅葉を満喫できる山
南下し、厚木市上荻野地区に至る
ドが切れ落ちた、気の抜けない鎖
塊である。
コースを紹介する。
場となる。登り返した小さなピー
【コースタイム】 ＪＲ藤野駅（
ク、八州ヶ峰には
「山岳修験者解説
分）日連橋（ 分）日連アルプス・ 【コースガイド】
板」
がある。
かわ ご いしやま
ハイキングコース入り口（ 分）宝
小田急小田原線・本厚木駅から
次の革籠石山からは、階段の急
山
（ 分）
日連山
（ 分）
杉峠
（ 分） 神奈川中央交通バス「半原行き」に
な下りが繰り返し続く。いったん
鉢岡山（ 分）杉峠（ 分）峯山（
て「愛川大橋」下車。
「あいかわ公
半原越まで下り切ると南山林道と
分）八坂山（ 分）金剛山（ 分）金
園」を目指し整備された公園内を
出合い、道向こうの取付から経ヶ
剛山バス停
（ 分）
ＪＲ藤野駅
ダム天端に向かって登り、
「 水と
岳への急な登りを頑張ると山頂
【参考資料】 藤野観光協会発行の
エネルギー館」
まで行く。
（６３３ｍ）だ。ピーク手前には、
パンフレット「
約 ｍ先、左手の登山口
（ヒル避
山名由来の「経石」があるので見て
Hizure
Alps
」
「藤野十五名山」 けの塩や忌避剤を設置）から取り
行きたい。山頂のテーブルは東丹
HIKING MAP
15

35 15

70
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15

20

ミの木地蔵」があるので山行安全
を祈願し、下り切ると次は華厳山
（６０２ｍ）への急登となる。この
西山三山（地元から見て西に位置
する経ヶ岳、華厳山、荻野高取山
の三山）
の四季は、丹沢の中でも自
然度の高い美しさで、この縦走路
後半部の大きな魅力となっている。
華厳山からは、早春にアブラチ
ャンの花で淡く黄色に染まる通称
「大ダルミ」を下って稜線沿いに進
み、最後の山頂、荻野高取山
（５２
２ｍ）
へは、下山路が左へそれてい
く分岐点を下らずに、右
手の稜線を忠実にたどる。
三角点のある小さな山
頂を踏んで、最終展望地
「発句石」まで足を運ぼう。
松 石 寺 尾 根 への 下 降 点 に
発 句 石 説 明 板 が あ る が、
この 尾 根 を 下 る と ３ 月 中
～下 旬に見 ごろとなるミ
ツマタ の 群 生 地 に 出 ら れ
る。説明板の先のトラロー
プをくぐって進むと
「此山
やこの鶯に人も居ず」（芹
江 ）と い う 句 が 刻 ま れ た
発句石のある広場に出る。
ここからの景 観 には 誰
しも息を呑むだろう。採
＝

633

荻野高取山
522
発句石
▲
華厳山 ▲
602

法輪堂

荻野川
経ヶ岳

道

南沢

田尻
用野
首

上荻野バス停

▲

半原越

中津川
首都
圏自
然歩
道

田代

石により山も消え、厚木市道でも 「西山を守る会」
（問合せ ０４６
あった登山道が喪失し、魅力的な
２４１ ８９９０ ブログを連日
縦走路と、大山修験道としての歴
更新中）
史・文化が失われてしまったのは 【コースタイム】 愛川大橋バス停
残念である。眼前には相州大山が （ 分）水とエネルギー館・登山口
周囲の山々を従えて相模湾に続き、 （ 分）展望台（１時間 分）半原
遠く大島や利島まで望める。目を
高取山
（ 分）仏果山
（１時間 分）

転じれば新宿など大都市圏から筑
半原越
（ 分）
経ヶ岳
（ 分）
華厳山
波山までよく見通せる。
「発句石 （ 分）荻野高取山（ 分）発句石
ひろば」には投句箱・用紙も設置 （ 分）高取山（ 分）大沢登山口
してあり、登山者の投句を待って （ 分）
上荻野バス停
いる。
【地図】 国土地理院２万５０００
下山は高取山山頂経由で先程の
分の１地形図「上溝」
「厚木」
「青
分岐まで戻り、標識に沿って下山
野原」 吉備人出版『新版 東丹沢
道を行く。この高取北尾根は、四
登山詳細図』
季折々の美しさを楽しめる珠玉の （図書委員会委員 執筆協力＝東
尾根路だ。
京多摩支部・荒井正人）
縦走のフィナーレでは「山の神」
にて山行の無事を挨拶後、最後は
ゴルフ場に出る鹿柵の扉を抜け、
急なカート道を左に下る。場内の
厚木市道をそのままたどり、上荻
野地区の住宅地へと出る。用野橋
を渡って道なりに浅間神社へ出れ
ば、
「上荻野」バス停はすぐだ。山
中および下山口からの道案内には、
守る会制作の標識と、登山口や山
頂に設置してあるマップ・ポスト
の「黄色いマップ」
（無料）を参照
することをお勧めする。

「発句石ひろば」
からの眺め。右奥は相州大山

■ 11

沢の名峰・大山を眺めながらの休
憩には打ってつけだ。この経ヶ岳
以降の山域は、地元の「西山を守
る会」が 年近くにわたる月例山
行で登山道や標識の整備、登山マ
ップ配布などに努めている。
経ヶ岳でいったん「関東ふれあ
いの道」
を行き、右手に田代方面へ
の分岐を進む。鹿避けネットが出
てきたら、その右側に沿って急下
降するが、倒木やザレの要所要所
にロープがあるので慎重に下りた
い。途中の大きな木の洞には「モ

歩
然
圏自
都

平山
国道412号

宮ヶ瀬やまびこ大橋

▲

20

馬渡橋
愛川ふれあいの村

平山大橋

塩川滝
半原高取山▲
705

東名厚木CC
愛川大橋バス停
樫原 半原
あいかわ公園
宮ヶ瀬ダム

細野
宮ヶ瀬湖

747
仏果山
宮ヶ瀬
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献花が行なわれるように
なった第 回ウェストン祭
牛丸 工
上高地のウェストン祭は昭和
年６月に第１回が開催され、以降
綿々と引き継がれてきているが、
当初から今の形式で行なってきた
のではなく、いくつかの変遷を経
て今日に至っている。
昭和 年６月７日の第 回が一
つの転換期であろう。この年、元
会長・槇有恒と日高信六郎、尾崎

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

行の前夜、槇有恒と日高信六郎は

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

ている。
祖父は上高地にある中部日本新
聞上高地支局（現在の中日新聞上

喜八、村井米子らが参加している。 島々宿（正式地名は島々、読み方
恒例となっている徳本峠の記念山
は〝しましま〟
）の我が家である牛
丸亮次（筆者の祖父）の家に泊まっ
「会員優待サービス」変更のお
知らせ 〈
 会員サービスＷＧ〉

会員の皆様のご意見、エッセイ、

高地支局）
の管理人をしていた。い
つから新聞社の支局が上高地にあ
ったか調査不足ではあるが、国民

新聞が最初で、昭和８年５月、国
民新聞社は新愛知新聞社に譲渡さ
れ、上高地支局の看板が代わり、さ
らに昭和 年９月、新愛知新聞と
名古屋新聞が合併して、中部日本
新聞となっていた。
中日新聞社と改称したのは昭和
年１月のことである。祖父は当
時、上高地支局の脇にあった
〝常さ
ん小屋〟の管理もしていた関係も
あり、生前の常さん
（内野常次郎の
愛称）と親しかった槇有恒が我が
家に宿泊したのである。
翌日、島々宿を出発した槇有恒
一行は徳本峠を越え、黒沢の出合
で休憩して写真を撮っている。槇
17

降、毎回献花がされるようになっ

この日、安曇村の安曇小学校の女
児３人が初めて献花を行ない、以

た。３人のうち一人は私の姉で、
当
時小学校４年であった。最初は安

その日上高地に下りた一行はど
こで宿泊したか定かでないが、翌

近の地名である。

は大滝山方面の安山岩が多い黒い
岩で、その双方の沢が合流する付

白沢というのが六百山の方角の花
崗岩の白い岩が多い地質で、黒沢

も講演を行なった。

ついて」
、日高信六郎は「追想」と
いう題目で、村井米子と尾崎喜八

に移し、槇有恒は
「ウェストン師に

参加するようになった。
午後は会場を小梨平キャンプ場

ある大野川小学校の児童と交代で

曇小学校の女児だけであったが、
いつのころからか同じ安曇村内に

６月７日は第 回ウェストン祭が

る。黒沢の出合という場所は徳本
峠から明神に降りてくる途中で、

有恒を前列中央にして、左は村井
米子か、日高信六郎は２列目右端
にいる。後列右端は筆者の父であ

40

ウェストン胸像の前で開催された。

■ 12

度でお願いします）

黒沢の出合で休憩する槇元会長ら一行

東西
南北
17

22

17

＊【近畿】鈴鹿・国民宿舎湯の
山ロッジ／ 宿 泊 料 金の割 引 を
廃 止 し、 新 た に モ ー ニ ン グ・
コーヒーをサービス。

17

39
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の建設主体であるＪＲ東海（小説
の中では、
「ＪＲＷ（ジェイアール
ウェイ）東海」という架空の会社名
を使用）
の依頼により、地質調査を
請け負う地質調査会社である東亜
地質、東亜地質の下請けで実際の
調査を行なうも、正確な結果報告
を行なうと行政から建設許可が下
りなくなるため、東亜地質の依頼
かいざん
で泣く泣く調査結果を改竄せざる
を得なかった名古屋地質、リニア
中央新幹線の問題を取材すべくこ
の山域に入り込む地方紙の記者な
ど、様々な立場の人物が登場して、
ストーリーが展開している。
「山」を知り尽くした著者が、実
際にあった遭難事件２件をモデル
にしつつ、この舞台となった地域
で社会問題になっている「リニア
中央新幹線建設計画」の話題を盛
り込んで創作された、完成度の高
い山岳ミステリー小説と言えよう。
筆者の関心事は、山岳遭難の問
題に留まらず、リニア中央新幹線
のトンネル建設に伴う、湧水の流
出問題や植生保全など、南アルプ
スにまつわる自然科学、社会科学
全般に及んでいるため、一部、地
質学の専門知識が盛り込まれてい
て、難解に感じる方もいらっしゃ

るかもしれないが、南アルプスと
いう山域を知る一助になるだろう。
（床田真理）



横山厚夫／木暮理太郎翁の足跡
を語り継ぐ会編

木暮理太郎年譜

本会会員横山厚夫氏と「木暮理
太郎翁の足跡を語り継ぐ会」によ
り『木暮理太郎年譜』が編纂された。
木暮理太郎の年譜としては、平凡
社ライブラリー版『山の憶い出』下
巻末に浅野孝一・横山厚夫編「木
暮理太郎年譜」
がある。今回のもの
はそれをベースとして、その後に
判明した事柄を年譜に補い、さら
に後半に「木暮理太郎参考文献」が
掲載されている。
年譜には、生活事項・山行・執
筆活動が盛り込まれていて充実し
たものになっている。木暮理太郎
が自ら執筆した文章は年譜に記載
されている。この冊子のもう一つ

2022年3月
木暮理太郎翁の足跡を語り
継ぐ会
A4判・26頁

図書紹介
出利葉義次著

赤石岳謎の遭難

ことは避けるが、本書に登場する
「 井川 」
、
「椹島」
、
「 聖岳 」
、
「 赤石
岳」
などの地名や山名は、南アルプ
スに実在するものであるし、さら
には、この山域で山小屋などを運
営する「株式会社東海フォレスト」
という会社名や「二軒小屋」
、
「白
樺荘」といった施設名が登場する
点でも一瞬、ノンフィクションの
作品なのではないかという錯覚に
陥ってしまう、リアリティに富ん
だ作品である。
著者の出利葉義次氏は、高校か
ら登山を始め、大学山岳部で本格
的な登山を開始し、
以後、国内外で
数多くの山々に登っており、本書
の舞台となった地に近い静岡市清
水区在住だということだから、こ
れだけリアリティに富んだ作品を
作り上げることができたのだろう。
小説の構成としては、男性の遺
体の第一発見者であるダムの管理
会社の監視員、リニア中央新幹線
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─リニア中央新幹線建設計画
の隠された真実─
2022年1月
風詠社
四六判 294㌻
1500＋税

本書は、南アルプスの山懐にあ
る小さなダム湖に 代の男性の遺
体が浮かんでいるのを管理会社の
若手監視員が見付けたという舞台
設定で展開する、フィクションのミ
ステリー小説である。しかしなが
ら、読んでいるとそれがフィクシ
ョンであることを忘れさせられる
ような内容であり、山を志す人に
はぜひ読んでいただきたい一冊で
ある。
読む楽しみがなくなってしまう
ので、ここであらすじを紹介する
60

の特色は「木暮理太郎参考文献」に
あるといえる。木暮理太郎には、
追
悼文や思い出の記など木暮を偲ぶ
文章が、
『山岳』や会報を始めとし
て多方面に及んでいる。本会の会
報に載った記事だけでも実に多い。
それらを丹念に拾い上げてある。
見出しに「木暮理太郎……」とある
文章を探し出すのであれば容易だ
が、文中の一部で木暮について触
れているだけの文章を探し出すの
は容易ではない。著書の批評、全
集の解説はもとより、全集に添付
されている月報にまで目を配って
いる。そうした文献をも探し出し
た編者の努力・根気・執念には驚
きを禁じ得ない。
一例をあげれば、武田久吉著
『明
治の山旅』の甲斐駒の章の冒頭に
は、自身が登ったのに先立って甲
斐駒に登った木暮理太郎の山登り
が紹介されている。これは木暮研
究に当たって見落としてはならな
い一文であり、
〈
『明治の山旅』
「甲
斐駒」の冒頭に木暮についての高
い評価が綴られている〉と記述し
てある。こうした情報は永年にわ
たる研究により蓄積された知識の
裏付けによるものであって、燻し
わざ
銀のごとき職人業の感がある。近

年はやりの、インターネットを検
〟
（原題）の復刊である。原
North
索して得た情報を羅列したような
書は１９６０年にアメリカで出版
程度のものとは質を異にする。
され、日本語訳は２００２年に新
日本山岳会史において、取り組
潮社から出版されたのち絶版とな
むべき課題はまだまだ多い。その
っていたが、このたびヤマケイ文
一つは、草創期以来会にあって活
庫として待望の復刊となった。
躍した会員のしっかりした年譜を
著者は、１９２２年生まれのア
作っておくことである。小島烏水
メリカの動物学者、ウィリアム・
ですら、しっかりとした年譜は出
プルーイット。１９５０年代末の
来ていないのが実情である。今回
アラスカにおける国家的な核実験
の『木暮理太郎年譜』は、そのよき
場開発計画である
「プロジェクト・
手本になるだろう。また、この年
チャリオット」を環境調査によっ
譜をベースとして研究がさらに進
て阻止し、故国を追われた。研究
み、木暮理太郎の評伝が世に出て
の場をカナダに移して優れた業績
くることを期待したい。
を残し、
〝北米北方生態学の父〟と
▪木暮理太郎翁の足跡を語り継ぐ
呼ばれている。
会（事務局＝〒３７３ ００３２群
日本では、星野道夫が著作を通
馬県太田市新野町８８２ １ 浅
じてその名を紹介したことで知ら
海崇夫方）
（南川金一） れる。星野は
「プロジェクト・チャ

リオット」の詳細を描いた『ノーザ
ンライツ』の中で、本書を「アラス
ウィリアム・プルーイット著
カの自然を詩のように書きあげた
極北の動物誌
名作」
と紹介し、宝物のように大事
にしていたという。また、星野の
著作『旅をする木』は、１本のトウ
ヒの誕生から悠久の時間を経て自
然に還るまでを描いた、本書第１
章の「旅をする木」のオマージュ作
写真家・星野道夫が愛したアラ
品である。
スカ動物学の古典
〝 Animals of the
全体は 章から構成されており、

北極圏の生態系の基盤であるトウ
ヒからアカリス、ハタネズミ、オ
オカミ、カリブーやムース、ディ
ンジェ族へと、生きものごとに章
立てられている。各章は生態系の
ように連鎖しながら、それぞれの
四季と生命の巡りを描く。
本書の最大の魅力は、
「 わたし
たち自身がハタネズミのトンネル
に入り、アカリスとトウヒが分か
ちがたく共生しているようすを探
り、オオヤマネコと一緒にノウサ
ギのとおり道をそっとたどってみ
ようと思う」という著者の言葉ど
おり、まるで自分がその動物にな
ったかのように、極北に生きる動
物たちの世界を体感できることだ。
それは長年にわたるフィールドワ
ークと、動物や雪への深い愛情に
裏付けられたものである。北極圏
の生態系では、動物たちが森や雪、
太陽といった自然環境の中で密接
に関わり合い、危ういバランスを
保ちながら生命を繋いでいること
を知ることができ、エコロジーを
学ぶ上での最適な書となっている。
ウィリアム・ベリーによる動物た
ちのイラストも本書の魅力を引き
立てている。
翻訳者である岩本正恵さんは、
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925−２０22・6・２０
山

2022年1月
山と溪谷社
A6判 256㌻
900円＋税

15

（井上優美）

あとがきの中で「長い歳月をかけ
て日本にたどりついたこの本は、
〈旅をする木〉なのかもしれませ
ん」と書いている。
〈旅をする木〉
を手にする喜びを噛みしめつつ、
現代における人と自然の関わりの
ありようについて思いを巡らせて
みたい。



東京慈恵医科大学山岳部編

2022年4月
東京慈恵医科大学
山岳部
B5判 176㌻

慈恵医大

12

13

号

東京慈恵医科大学山岳部のＪＡ
Ｃ会員番号は１６０２番（昭和
年）である。
我が岳友、浜口欣一氏
の努力で出版に至ったものと思わ
れる〝思い出〟特集になっている。
昔からの仲間が歩いた山行記録と

92

40

ＪＯＣＨ
山岳部報

実績のエピソードを巧くまとめ上

10

50

﹃ＪＯＣＨ（ヨッホ）
﹄ 号（山岳部

925−２０22・6・２０

創立 周年記念号）から 年ぶり
に発行された。今年で創立 年に
なる。

山

図書受入報告
（2022年4月～5月）
著

者

高橋順之
佐々木亨

書

名

頁／サイズ

伊吹山風土記 （淡海文庫 No.69）

発

行

者

203p／19cm サンライズ出版

発行年 寄贈／購入別

2022 著者寄贈

詳しい地図で迷わず歩く！奥武蔵・秩父 500km 208p／21cm 山と溪谷社
［増補改訂版］
焚き火と道具
176p／21cm 山と溪谷社

2022 出版社寄贈

2022 出版社寄贈

深田久弥（編）

スーパー地形公式ガイドブック ：地形を感 208p／21cm 山と溪谷社
じる地図アプリ
峠 （ヤマケイ文庫）
367p／15cm 山と溪谷社

今田重太郎

穂高に生きる ：50年の回想記（ヤマケイ文庫）

256p／15cm 山と溪谷社

2022 出版社寄贈

小山義治

穂高を愛して20年（ヤマケイ文庫）

319p／15cm 山と溪谷社

2022 出版社寄贈

大竹口誠治（編）

山と人 （第22号, 2022）

2022 発行者寄贈

三鍋久雄
成川隆顕

410p／26cm 神戸大学山岳会・
山岳部
267p／30cm 桂書房

立山御案内
語りつなぐ「早稲田の山」：自分史に代えて 178p／21cm 双陽社

猪野正哉
杉本智彦

2022 出版社寄贈

2022 出版社寄贈

2022 著者寄贈
2022 著者寄贈

浜口欣一・片山隆市（編） JOCH（No.13）
：東京慈恵会医科大学山岳部 176p／26cm 東京慈恵会医科
創部90周年
大学・山岳部
羽根田治
山はおそろしい：事故から学ぶ山岳遭難
227p／18cm 幻冬舎
（幻冬舎新書）
中安正議（編）
御坂層（第74号）
：御坂山岳会 創立72周年記念 496p／26cm 御坂山岳会

2022 発行者寄贈

溝手康史

2022 著者寄贈

ボランティア活動の責任

221p／19cm 共栄書房

Purandare, Nandini（ed.） The Himalayan Journal （Vol.75, 2020）
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2022 著者寄贈
2022 発行者寄贈

392p／22cm The Himalayan Club 2020 発行者寄贈

げている。過去を振り返ると、こ
のような部報にならざるを得ない
だろう。
目次は、⑴慈恵医大山岳部通史
⑵槍ヶ岳診療所の歴史 ⑶登山医
学 ⑷海外の山 ⑸寄稿、とすっ
きりしている。
山岳部通史は、慈恵のエポック
メーキングな記録として登山史に
残る、昭和 年から始まる前穂高
岳奥又・中又・下又白谷合宿の記
録。昭和 年春から昭和 年春ま
で続けられた不帰第３峰東尾根登
攀の記録。当時山岳部長だった高
木正孝氏から「相当難しい登攀が
でき、静かで人のあまり入らぬ、比
較的便利な山として、白馬岳松川
南股の山々が薦められた」とある。
戦後初の猿倉の春山合宿から眺め
た不帰連峰に魅せられ、その第３
峰東尾根の登攀に的が絞られたの
である。昭和 年４月、越後・鬼
面山東面の開拓などもある。そし
て、昭和 年、慈恵医大創立１０
０周年記念学術登山隊派遣となり、
ネパール・ヒマラヤの未踏峰、ガ
ネッシュ・ヒマールⅤ峰（６９５
０ｍ）
の初登頂に成功した。この記
録は、日本の医科大学では初のヒ
マラヤ７０００ｍ（ ｍ足りない
37

が）
峰初登頂の記録である。
槍ヶ岳診療所の歴史は、視点の
角度が変わるので、面白く読める。
昭和 年７月の開設は、槍ヶ岳肩
の小屋・穂苅三寿雄氏の全面的な
協力でなされ、今年 年目となる。
平成 年９月、槍ヶ岳山荘社長・
穂苅康治氏の努力と環境庁の協力
により、独立した診療所が新築さ
れた。慈恵医大山岳部にあって長
年槍ヶ岳診療所に関わり続けた、
岐阜県神岡町出身の整形外科医、
私の畏友であった故大森薫雄（客
員教授）
氏が思い出される。
登山医学分野の４論文は、
「凍
傷の治療」については日本の第一
人者であった長尾悌夫氏（聖マリ
アンナ医大名誉教授）
。随分と古い
話だが、１９８３年３月、シャモ
ニで開催された第１回国際登山医
学シンポジュウムで、長尾先生は
日本の２００例以上の凍傷治療症
例を持参して発表された。凍傷治
療に関するヨーロッパ各国の関心
は高く、議論となり、フランス・
イタリアの医師たちとドイツ・日
本が対立したが、要は患者をいか
に早く治療して社会復帰させるか
に関する考え方の違いと、凍傷の
切断部をいかに少なくするかに関

報

23

分～
場所 集会室およびオンライン
（Ｚｏｏｍ）

告

する考え方の相違の様相を呈した。 ルトロ氷河紀行
（写真が綺麗、ライ
あれ以来、どの程度治療法が進ん
ンホルト・メスナーとの出会い）
、チ
だのか。
ョモランマ・サガルマータ交差縦走
ほかに、
「過呼吸症候群と山登 （医療班として参加した経験）
など。
り」浜口欣一、
「下山後の筋肉痛と
報告書の白眉は、最後の寄稿編
アミノ酸の効果」浜口欣一、
「夏山
にある。昔の山岳部員が時間とい
と紫外線」
斎藤三郎ほかがあり、海
うフィルター越しに強烈なエピソ
外の山ガネッシュ・ヒマールの学
ードの山行を振り返って、活字に
術報告「ポーターの頸椎可動域に
しようとするとき、記録が手元に
ついて」は登山医学の項に配置換
なければ年代や月日すらぼやけて
えの方が良いのではないか。
しまい、同行者すら判然としなく
海外の山、ガネッシュ・ヒマール、 なる。人の記憶とはその程度のも
エルブルース
（５６４２ｍ）
、ニュー
の。だが、自分の行動と結び付い
ジーランドの南アルプス
（世界で一
たエピソードは鮮明に覚えている。
番美しい散歩道を歩く）
、パプアニ
人の寄稿はそれぞれ読ませる、
ューギニアのウィルへルム山（４５
魅力に溢れたエピソードが凝縮さ
０８ｍ）
、拓大ヒンドゥー・クシュの
れていて、時間の経つのを忘れて、
コーイ・パルシュイ
（６０１０ｍ）
、
立
一気に読ませる力がある。
大カンバチェン
（７９０２ｍ）
、
若き
ここに現役の寄稿がないのは寂
日のヒマラヤ登山と胃癌手術、バ
しい気がする。  （山本良三）

令和４年度第２回
（５月度）
理事会
議事録
日時 令和４年５月 日㈬
時

19

00

務
11

会
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10

26

55

26

19

925−２０22・6・２０
山

50

31

82

150

アサヒビール㈱

100

伊藤ハム㈱

50

コニカミノルタ㈱

200

電源開発㈱

100

富士電機㈱

50

メタウォーター㈱

50

ささえあ
ホールディング㈱

50

日 記念事業委員会
日 青年部
日 平日クラブ
５月来室者 １７４名



31 30 27

会員異動
物故
小滝清次郎
（２５６１） ・５・
吉宗俊一 （４０９０） ・７不明
豊中貞子 （４１７３） ・ ・
岡田博司 （４９２０） ・ ・
川勝弘一 （５０４３） ・４・５
加藤朝章 （６２３６） ・２・
白石丑太郎
（７６４８） ・４・２
近藤有慶 （７７７１） ・ ・
杉本宣明 （８７１１） ・５・２
岡本忠良 （８８６７） ・９・
山本武志 （９３５０） ・５・
芳賀甚市 （９７０５） ・１・
能田忠明 （９７０８） ・ ・
上島忠義
（１０３０６） ・２・
青木義明
（１１１１８） ・４・
退会
稲永 篤 （８１４９） 福岡
金田好司 （９４２４）
中里政信
（１００４８） 宮城
岡村美邦
（１００６５） 埼玉
吉田宗弘
（１０１０５）
野村芳雄
（１０５８９） 東九州
角 明男 （１０６１７） 山陰

11

19 18

４・全国支部懇談会
（神奈川支部）
の中止について報告があった。（柏）
５・公益法人運営委員会委員長の
交代について報告があった。
（南
久松）
６・
「山」 月号の発行に関する報
告があった。
（節田）
5

日 財務委員会
日 山岳古道ＰＴ スケッチク
ラブ フォトクラブ
日 理事会 山行委員会 休山
会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 山
岳地理クラブ
日 図書委員会
日 アルピニズムクラブ
日 バックカントリークラブ
日 三水会 山想倶楽部
日 支部事業委員会 九五会
日 会報編集委員会 自然保護
委員会 山岳古道ＰＴ
日 アルピニズムクラブ
日 資料映像委員会 フォトク
ラブ
日 家族登山普及委員会 麗山
会
日 記念事業委員会 山遊会

■ 17

5月

22 22 21 22 22 21 22 21 22 22 22 21 21 18 22

10 12

４・秋田支部支部長の交代につい
て
（柏）
（賛成 、反対０）
５・熊本支部支部長の交代につい
て
（柏）
（賛成 、反対０）
６・１２０周年記念事業募金開始
について
（飯田）
（賛成 、反対０）

高尾登山鉄道㈱

13

【出席者】古野会長、橋本副会長、
柏、南久松、萩原各常務理
事、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】坂井・山本副会長、松原
理事
【オブザーバー】節田会報編集人
【報告事項】
１・正会員 名、準会員 名の入
会を承認した旨、報告があった。
（古野）
２・信濃支部事務局長の交代につ
いて報告があった。
（柏）
３・ Google Workspace
のＤＭ委
員会での試行導入について説明が
あった。
（柏）
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12

三井住友銀行

11

50

11

12

12

グローリー
エンジニアリング㈱

15

100

13

23 10 27 13 12 10

12

杉山 雄彦 会員

東海支部若手育成資金寄附
東海支部亀の会活動資金寄附
東京多摩支部活動資金寄附
東海支部ボランティア委員
会活動資金寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附
高尾の森づくりの会活動
指定寄附

12

500
100
100

12

3

12

寄附の目的、
そのほか
㈱ENTORRES
杉山 雄彦 会員
近藤 裕 会員

12

12

【審議事項】
１・令和 年度事業報告について
（柏）
（賛成 、反対０）
２・令和 年度決算報告について
（南久松）
（賛成 、反対０）
３・信濃支部支部長の交代につい
て
（柏）
（賛成 、反対０）
寄附金および助成金などの受入報告
（6月1日まで）

3

受入金額など
（単位千円）

寄附者など

20 19 18 17 16 13

23 21

25

26

925−２０22・6・２０
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17

00

50

費用 ３万３０００円（山小屋代
２泊・タクシー代・保険料
ほか）
定員 先着８名まで
申込み ７月 日㈮までに、三枝
光吉へ ０８０ ６６２７
５６８７
sanko@jac.or.jp
＊傷害保険加入のため性別、生年
月日を、また、参加者名簿作成の
ため会員番号、住所、緊急連絡先
（続柄）
、電話番号、携帯電話番号
などもお知らせください。

■ 18

15

◆白馬岳から日本海へ
〈栂海新道〉
山行委員会

一度は歩いてみたい、白馬岳か
ら日本海に続く栂海新道。全長
㎞の縦走に挑戦してみませんか！
日程 ８月 日㈮～ 日㈪
集合
日白馬駅バス停６時 分
（ ＊バスタ 新 宿 時 分 発
安曇野・大町・白馬行き夜
行バス
〈さわやか信州号〉
が
便利）
行程 白馬駅＝猿倉―葱平―白馬
山荘
（泊）
―白馬岳―雪倉岳
―朝日岳―朝日小屋
（泊）
―
朝日岳―黒岩山―栂海山荘
（泊）
―白鳥山―栂海新道登
山口＝親不知駅
（解散）

26

26

もあります。詳細は次号でお知ら
せします。

40

広島

◆祖母岳―祖父岳―南真砂岳縦走
山行委員会

雲上の北アルプスを折立から太
郎平小屋、祖母岳を経由して雲ノ
平散策、さらに祖父岳―南真砂岳
を経て高瀬ダムまでの縦走です。
なお、湯俣山荘前の徒渉ができ
ない場合は烏帽子小屋経由で下山。
日程 ８月５日㈮～７日㈰
集合 ５日、折立ヒュッテバス停
６時 分 ＊東京都庁大型
バス駐車場 時 分発折立
ヒュッテ行き夜行バス（毎
日アルペン号）
が便利。
行程 ５日：折立ヒュッテ―太郎
平小屋―薬師沢小屋（泊）
《約７時間 分》 ６日：薬
師沢小屋―アラスカ庭園―
祖母岳―雲ノ平山荘―日本
庭園―祖父岳―岩苔乗越
―水晶小屋（ 泊 ）
《 約８時
間》 ７日：水晶小屋―東
沢乗越ー南真砂岳―湯俣岳
―晴嵐荘―名無小屋―高瀬
ダム
《約９時間 分》
＝七倉
山荘（入浴）＝信濃大町駅
（解散）
〔健脚向き〕
23

15

広島
群馬
北海道
東海
越後

18

中村眞理子
（１５６０７）
椋本太造 （１５６２１）
平田 彩 （１５６２２）
森川智行 （１５７１３）
結城貴志 （１６０５５）
落合一雄 （１６０７８）
坂元和博 （１６０９５）
上田大作 （１６２３１）
南 聡 （１６４４６）
斎藤桃子 （Ａ０３７４）

インフォメーション
対応する「チームと自己を守るス
キル」
をテーマに予定しています。
日時 令和４年９月 日㈯、 日
㈰
場所 安藤百福記念 自然体験活
動指導者養成センター
参加資格 日本山岳会会員で、支
部山行・登山教室のリーダ
ーを目指す者
新
* 型コロナウイルス感染症の状
況により、延期・変更されること

40

40

05

29

23

高岸 徹 （１０８０４） 関西
轡田隆史 （１０８９１） 埼玉
仕名野完治
（１１５６６）
京都・滋賀
成瀬ヒサ （１２３１７） 神奈川
小川正育 （１３３８５） 静岡
三野裕輝 （１３９９６） 北海道
池田暁彦 （１４０４５） 北九州
松前 俊 （１４１１４）
森 茂樹 （１４２８５） 広島
安井賢二 （１４５３２） 福井
正橋立子 （１４６７６） 富山

◆令和４年度第 回「登山教室指
導者養成講習会」
のお知らせ
日本山岳会支部事業委員会

昨年度コロナ禍のため延期した
登山教室指導者養成講習会を開催
します。コロナ禍が完全に収束し
たわけではありませんが、新型コ
ロナウイルス感染症もワクチン接
種そのほかの対策が進み、制限さ
れている登山活動も必ず再開され
る日に備え、登山中のトラブルに
11

925−２０22・6・２０
山

925−２０22・6・２０
山

ただし

歩程
日：約６時間
日：約
７時間 分
日：約８時
間 分
日： 約 時 間
（健脚向き）
費用 ３万８０００円（山小屋代
２ 泊・ 無 人 小 屋 １ 泊 協 力
金・弁当代・タクシー代・
保険料ほか）
定員 先着８名まで
す み
申込み ７月 日㈬までに、数見
直 へ ０９０ ７２０４ ４
６６８
sanko@jac.or.jp
＊傷害保険加入のため性別、生年
月日を、また、参加者名簿作成の
ため会員番号、住所、緊急連絡先
（続柄）
、電話番号、携帯電話番号
などもお知らせください。
◆上高地インタープリター活動へ
の参加のお願い
山の自然学研究会
期間 ８月１～５日
（５日間）
内容 《ミニトーク》ホテルに出向
き、宿泊客に自然解説を行
なう
（西糸屋山荘、上高地ア
ルペンホテル、上高地温泉
ホテル）
。内容は上高地の自
然の話や、自分が取り組ん
できた活動で紹介したいも
のなど（ 時 分～ 時
分）
。
《ガイドウォーク》河
童橋から明神までを自然解
説をしながら歩く。９時に
河童橋を出発し、 時ごろ
に明神に到着を予定。
＊活動に参加していただける方は
左記へご連絡ください。
みなはら
山の自然学研究会代表・源原重行
０９０ ２５４８ ７０５６
30

16

20

30

mnhr1940@tbr.t-com.ne.jp

19

◆松田敏夫展
登山中に描いた絵とそれを基に
制作したシルクスクリーン作品を
中心に展示。６月出版予定の画集
『山に抱かれ染まるる刻』（信濃毎
日新聞社）
の出版記念を兼ねます。

日時 ６月 日㈭～ 月 日㈰
❖編集後記❖
９時 分～ 時 分（火曜
◦コロナ禍の下、日本の登山界も
休館）
休眠状態でしたが、久々に嬉しい
会場 小川村郷土歴史館（ふるさ
ニュースが入ってきました。今号
とらんど小川 ） 長野県上
に掲載された谷・山田コンビによ
水内郡小川村高府９３０７
るカンチュンナップ北西壁の初登
０２６ ２６９ ２２７０
攀です。同峰は１９５３年、エベ
レスト初登頂の折、事前の高所順
◆東山一勇気 きりえ個展
応訓練でＥ・ヒラリーらが南面か
きりえ歴 年、５回目の個展を
ら初登頂していますが、北面への
開催します。
挑戦は遅く、近年、各国隊が挑戦
日時 ８月 日㈪～ 日㈰
～
していたクーンブの課題でした。
時
（最終日 時まで）
◦同じくこの春、首都圏の大学山
場所 ギャラリーくぼた本館４階
岳部の若手ＯＢたちが、アラスカ
〒１０４ ００３１ 中央
のハンター北壁ムーンフラワー・バ
区京橋２ ７
ットレスの登攀に成功。デナリ登
http://www.gallery-kubota.co.jp/ 山のランディング・ポイント、カヒ
問合せ 東山一勇気
ルトナ氷河南東支谷の目の前にそ
０４６７
５５３２
びえる１２００ｍのミックス壁で
higashiyama@now.mfnet.ne.jp すが、この記録も８月号に掲載し
http://www.jpkirie.com/koten.html ます。乞うご期待。 （
 節田重節）
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訂正―――――――――――――
＊本会報４月号（９２３号）７ペー
ジ、
「追悼」欄の故水野勉会員の略
歴で「東京都練馬区生まれ」としま
したが、練馬区は本籍地で、お生
まれは福島県郡山市でした。訂正
させていただきます。
〈会報編集委員会〉

2022年
（令和4年）
6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
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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
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◆日本山岳画協会展─創立 年周
年記念展覧会─
日時 ７月３日㈰～９日㈯
時
～ 時、
初日は正午から、
最
終日は 時まで
会場 東京交通会館Ｂ１ ゴール
ドサロン
（〒１００ ０００６ 東京都
千代田区有楽町２
１
３２１５ ７９３３）
問合せ 杉山修
０９０ ５４４０ ４５５２

925 号
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