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６ 月 日、 日 本 山 岳 会 令 和 ４ 年 度 通 常 総 会 が 東 京・ 市 ヶ 谷 の ア ル
カ デ ィ ア 市 ヶ 谷 に て 開 催 さ れ た。 今 年 度 も 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の
感 染 状 況 に 鑑 み、 会 場 出 席 者 数 を 制 限 し、 総 会 の 模 様 は オ ン ラ イ
ンでも配信した。
「令和３年度事業報告」
「令和３年度決算報告」が
審議され、いずれも原案どおり可決、承認された。
業を行なうために総務委員会、デ
ジタルメディア委員会から７名、
合計 名が出席した（うち準会員
１名が含まれるため、議決権行使
は 名）
。オンラインでの視聴は約
名であった。
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開した会員も増えてきただろうこ
とと、ヒマラヤ登山も再開された
ことに触れ、東海支部創立 周年
記念登山隊の山田利行会員と谷剛
士会員が、ネパールのカンチュン
ナップ北西壁を初登攀したことを
喜ばしいと語った。

目

150 円
定価１部

令和４年度通常総会ハイブリットで開催
５つの事業計画基本方針を発表

日 本 山 岳 会

▪古野淳会長の挨拶
総会冒頭に、古野淳会長から挨
拶があった。
最初に、本格的な登山活動を再

会員減に伴い、入会金や年会費
の引き下げ、準会員制度の見直し
などの意見もあるが、会員制度の
変更は会運営の根幹に関わるため、
議論を重ね、慎重に判断していき
たい旨も話された。
また、デジタルメディア委員会
の予算を大幅に増額した件につい
て、サーバー管理、セキュリティ
の強化を主な理由としたうえで、
ホームページやＳＮＳを有効に活
用をし、本会の対外的アピールに
も力を入れてきたい、という点も
強調した。

▶日本山岳会事務（含図書室）取扱時間
月・火・木 
10〜20時
水・金 
13〜20時
第 2 、第 4 土曜日 
閉室
第 1 、第 3 、第 5 土曜日  10〜18時

《審議事項》
▪令和３年度事業報告（案）
・決算
報告（案）の承認（第１号議案・第
２号議案）
初めに長島康博・総務担当理事
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令和４年度通常総会ハイブリットで開催
５つの事業計画基本方針を発表 
「山岳気象セミナー」
と
「山の天気ライブ授業」
を開講 
２００余名が集い、第76回ウェストン祭を開催 
不定期連載■最新海外山岳会事情1 
連載■ご当地アルプス登山案内
都留アルプス 
沼津アルプス 
東西南北 
活動報告 科学委員会 
図書紹介 
新入会員 
図書受入報告 
会務報告 
ルーム日誌 
会員異動 
INFORMATION 
編集後記 
会議に臨む山本副会長、古野会長、坂井副会長（左から）

2022 年（令和 4 年）
令和４年度通常総会は、新型コ
ロナウイルスの感染状況を考慮し
て、一昨年の令和２年度から連続
３年間にわたり会場とオンライン
配信によるハイブリットで行なわ
れ、総会後の懇談会は中止となっ
た。
会場は、全役員 名のほか、創
立１２０周年記念事業委員会から
２名、そのほか会場出席を希望し
た会員３名、中継やそのほかの作
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より、総会出席者は 名、委任状
提出者は４５１名、議決権行使書
提出者は２１１２名、合計２５９
０名となり、現在の会員数４３５
４名の過半数を上回っているため、
今年度の総会は有効に成立すると
いう報告がされ、議案審議を開始
した。
令和３年度事業報告は柏澄子・

総務担当常務理
会や理事会、支部連絡会議など、ほ
となく、入会者数を増やすこと、
事より、同年度
とんどの会議をオンラインで行な
現会員に対し会に継続して所属す
決算報告は南久
うようになった。しかしながら、
遠
るよう満足度を高め、退会者数を
松宏光・財務担
方や時間がないことが理由で欠席
減らすことが最優先の重要課題で
当常務理事より
していた会員がオンラインゆえに
ある。
説明があった。
出席できるというメリットもあり、 ［決算報告］
［事業報告］
全体的に見ると出席率が高まって 【決算概況】
令和３年度の
いる。
令和３年度においても、新型コ
事業は、新型コ
一堂に会して開催する年次晩餐
ロナウイルス感染症に対応して緊
ロナウイルス感
会は中止としたが、その代わりに
急事態宣言、およびまん延防止等
染症拡大の影響 「晩餐会ウィーク」と称して、８日
重点措置が繰返し発令され、感染
を大きく受け中
間にわたりオンラインにて講演や
防止の観点から登山活動や大規模
止となった事業
座談会などを行なった。テーマは
集会の自粛など、本会の活動は引
も 多 数 あ る が、 山岳信仰、古道、ウイズ・コロナ
続いて非常に厳しい制約を課され
その中でも令和
の登山、火山などであり、会員だ
た。事業活動が思いどおりに進め
２年度と比較す
けでなく会員外の方々にも視聴し
られないなか、平成 年以来の赤
ると、規模縮小
てもらえるようにした。また、北
字決算となった。
や開催の形態を
海道、福島、四国、東九州支部が
一般正味財産増減の部について
工 夫 す る な ど、 登壇した「支部だより」のコーナー
は、経常収益合計が ５５６万円
ウイルス感染予
もあった。
で、対前年度比 ９２１万円減少
防を施しながら
オンラインによる活動は充実し
した。経常費用は７ ８４万円と
再開した事業も目立ってきた。東
たものの、中止や延期となった事
なり、対前年度比６１８万円減少
京・市ヶ谷のルームは、開室時間
業も少なくはなく、登山教室や講
した。この結果、当期経常増減額
の短縮、使用人数の制限をするな
習会が開かれなかったことは、入
および当期一般正味財産増減額は
ど会員に不便をかける状況が続い
会者の減少にもつながり、痛手と
５２７万円の損失計上となった。
ているが、その内容も少しずつ緩
なった。
前年度より１３０２万円の悪化と
和されてきている。雇用調整助成
本会の会員数は正会員４３２１
なった。
金を受け、事務局員の勤務時間も
名、準会員２０３名となり、昨年
指定正味財産増減の部には、寄
短縮されていたが、今年１月から
より約２０６名減少した。会員の
附者による使途が指定されていた
は通常に戻った。それでも、委員
高齢化による減少傾向も留まるこ
寄附金２５０万円を計上している。
全役員ほか29名が集まって開かれた総会会場の模様
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本年度に発生した創立１２０周年
創立１２０周年記念事業につい
記念事業に充てるための１４９万
ても、海外往来を含む事業につい
円を振り替えた結果、１００万円
ては再度の延期を余儀なくされた。
の増加となった。
費目別では、昨年大きく減少した
【収益の推移】
会議費や旅費交通費は本年も少な
当年度における正会員数の純減
いままであった。
は１３７名である。継続して会員
事業管理費および管理費（間接
増加に努めているが、入会者があ
費）
は、経費節減に努めた結果２１
っても退会者が多く、会員数減少
９０万円と、対前期比１４３万円
に歯止めが掛からない。このため
の減少となった。
受け取り会費は４６７５万円とな
り、対前年度比 万円の減少とな 《報告事項》
った。
▪令和４年度事業計画・予算案
事業収益は、前期も当期も行事
令和４年度は、公益社団法人に
のほとんどが中止されたことによ
移行して 年目となる。また、令
り２９６万円と前期並みであった。 和７年度に迎える創立１２０周年
寄附金については、指定正味財産
まで残すところ４年となった。今
増減の部に計上されているものを
年度は、次の５点を軸に事業計画
含め７４１万円となり、前年度の
を策定した。
１９３５万円に対し大幅減となっ ［事業計画基本方針］
た。
⑴ウイズ・コロナの中で、十分
【事業費および管理費の推移】
な感染対策を講じながら、新たな
事業費と管理費については、総
展開を模索する。
額で７０８４万円となり、対前年
⑵入会者数を増やすとともに、
比で６１８万円の減少となってい
現会員の満足度を高め、退会者数
る。令和３年度もコロナ禍により
を減らすことも重視し、会員数の
各支部および各委員会とも事業実
維持を図る。
施に制約を受け、公益事業につい
⑶支部活動の活発化を図る。創
ては事業の中止・縮小状態が継続
立１２０周年記念事業の１テーマ
している。
である「全国山岳古道調査」もその
９６

11

ツールの一つとしたい。
⑷ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢや若手
会員の活動活発化を図り、若い会
員たちの活動を会全体に広めてい
きたい。
⑸創立１２０周年に向け、これ
まで実施してきた事業の継続、新
規事業の始動、財源確保に努める。
▪質疑応答
総会に先立ち、事前に会員から
質問や要望、
提案をいただいた。こ
こでは質問の概要のみを記すので、
それぞれに対する回答
はホームページを参照
願いたい。
・大塚正数会員（１５
６７３）
事業計画に各委員会
の共同作業により「安
全 登山ハンドブック 」
を 作 成 す る と あ る が、
会員にも配布してほし
い。
・加藤真美会員（１６
４７２）
）
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵ
Ｂの雪崩講習会とアイ
スクライミング講習会
について、募集の公平
性や意義が不明であり、

賛成できない。
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢの決算内
容が把握できず、賛成できない。
デジタルメディア委員会への予
算増額を要望する。
・佐々木民秀会員
（５７４８）
登山道調査など国土地理院との
連携事業について報告してほしい。
会報や『山岳』のページ数を減ら
しても良いのでは。
・野口いづみ会員
（１２１０５）
東京新支部構想について、事業

総会の様子はオンラインで会員たちにも配信された
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日本山岳会支部事業委員会

令和４年度 第 回登山教室指導者養成講習会案内

30

事３食・資料代を含む）参加費は
支部の登山教室・リーダー育成
事業援助として、登山のすばらし
受付時に集金。
さと安 全な登山 を 指 導 す る 会 員 を
◆講義内容
育成し、支部山行の安全と充実を 【座学講座】最近の遭難事故と救助
図り支部の一層の発展を目的する
活動に学ぶ（仮題） 講師＝長野県
指導者養成講習会です。新型コロ
警察山岳遭難救助隊／「登山のた
ナ ウ イ ルス 感 染 症 も ワ ク チ ン 接 種
めの健康トレーニング」
（ 仮 題 ）講
その他の対策も進み、制限されて
師＝齋藤 繁（医療委員会委員、群
いる 登 山 活 動 も 必 ず 再 開 さ れ る 日
馬大学付属病院院長）
も近いことを期待し、その日のた
＊夕食後、講師を囲んで懇親会を
めに「登山のためのトレーニング」 予定しています。
と、登山中のトラブルに対応する 【座学・実技講習】
「 チームと 自 己
「チームと自己を守るスキル」を学
を守るスキル」
（仮題）講師＝川瀬
ぶ講習です。また、講師を囲む懇
恵一
（理事、遭難対策委員長）
親会は、講師との質疑応答や参加
◆ 参 加 資 格： 日 本 山 岳 会 会 員 で、
各 支 部 の 皆 さ ん 方 との 交 流 の 場 と
支部山行・登山教室のリーダーを
して活用してください。
目指す者。
◆募集人数： 名
◆締切日：令和４年９月２日㈮ 
定員になり次第締め切ります。
申込み方法：７月中旬、各支部長
宛 に 送 付 す る 実 施 要 項 を 確 認のう
え添付の申込み書に記入して、メ
ール で 左 記 ア ド レス に お 送 り く だ
さい。
◆申込み先＝支部事業委員会・中
村哲也まで  jac-shibu@jac.or.jp
＊ 新 型 コロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 状
況により変更、延期されることも
あります。
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◆主催：公益社団法人日本山岳会
支部事業委員会
◆後援：公益財団法人安藤スポー
ツ 食･文化振興財団
◆日時：令和４年９月 日㈯ 時
分集合後、座学講義／ 日㈰８
時～ 時 分座学・実技講習
◆場所：安藤百福 自然体験活動指
導者養成センター
（長野県小諸市大
久 保 １１００ ＪＲ 小 諸 駅 よ りタ
クシー 分）
◆参加費：５０００円
（宿泊費・食
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ーダーの花谷泰広会員より、プロ
ジェクトの説明と募金のお願いが
あった。新型コロナウイルスのパ
ンデミックによりヒマラヤ登山等
の活動が中断していたが、両プロ
ジェクトともこの秋の実施を予定
している。
ＧＨＴは、２０２０年に続いて
ネパール東部のタプレジュンから
再開し、エベレスト街道のルクラ
をゴールとする。ヒマラヤキャン
プはペリ・ヒマール山群の未踏峰
プンギ（６５２４ｍ）を目指す。し
かしながら、コロナや世界情勢の
影響を受け現地の物価高、円安が
続き、資金の調達に苦渋している。
そのため会員に募金をお願いした
いという内容。詳細は本紙４ペー
ジと、来月号に同封する趣旨書を
ご覧いただきたい。
（報告＝南久松宏光、柏 澄子）
ヒマラヤキャンプの計画を発表した花谷泰広会員
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計画にて全く触れられていない。
経過報告を望む。
支部事業委員会は支部所属者を
対象としているが、全会員の約４
分の１が無所属会員である。
「活
動活性化委員会」
などとし、全会員
を対象とした活動にするよう見直
しが必要。
年ごとの準会員の入会者数、退
会者数、通常会員になった人数を
明示してほしい。会員増の効果が
期待以下の場合、改善策や対案を
示してほしい。
創立１２０周年記念事業募金
のお願い
総会終了後、創立１２０周年記
念事業委員会委員長であり、グレ
ート・ヒマラヤ・トラバース
（ＧＨ
Ｔ）ＰＪリーダーである重廣恒夫
会員と、ヒマラヤキャンプＰＪリ
ＧＨＴに対する支援を呼び掛けた重廣恒夫会員
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越後支部

渡辺 茂

られたこともあり、参加の皆さん
は熱心に耳を傾けていました。
登山ルートによる気象のリスク
や気象遭難を防ぐための天気図の
読み方と雲や風の確認について、
新潟県の山は海が近く、海側から
の風が吹いてくる風上側の山で天
気が崩れるなど、遭難を防ぐため
の気象の変化を分かりやすく説明
され、学ぶことができました。こ
れまで山行前には天気予報で天候
判断していましたが、天気図の読
み方がいかに大事か、今さらなが
ら認識することができました。
天気図の読み方は、基本的なポ
イントを覚えれば誰でも天気の予
測を立てることができる、と話さ
れました。これからは一般的な天
気予報は参考程度とし、天気図を
読み、天気図の解読を習慣とし、今
後の山行に活かしていきたいと思
います。講演後に多くの方からの
質問もあり、丁寧に分かりやすく
回答していただき、有意義な講習
会になりました。

２日目の早朝は小雨もちらつき、
上空は層積雲に覆われて薄暗く心
配しましたが、集合の朝８時ごろ
から徐々に晴れ間が広がり、絶好
の天候に恵まれました。会場は新
潟市内の古津八幡山（標高 ｍ）の
頂上付近で、参加者 名限定のフ
ィールド講習を行ないました。古
津八幡山は、古墳時代前期の直径
ｍの円墳です。
現在は史跡公園として広い敷地
が芝生で整備され、展望が開けて
おり、空を見上げられる視界良好
な適地です。山頂からは眼下に越
後平野の眺望が良く、雲の時間的
変化も確認できる、観天望気に最
適な場所でした。
数分ごとに雲が変化して、風向
きの変化を観察することで天気が
どのように移り変わっていくか予
測できることを学びました。配布
資料の「これだけは覚えておきた
い！ 危険な雲や十種雲形」につ
いては、実際に６種類の雲の動き
が見られ、さらに詳しく観察する
ことで、今後の天気がどのように
変化するか予測できることを教わ
りました。
これまでは黒い雲を気にしなが
らの登山でしたが、風向きと雲の

20

動きを意識した行動を取りたいと
思います。天気は風の流れや雲の
動きにより変化することを忘れず
に、上空を見上げ、雲を観察し、山
の天気の知識や経験を身に付けた
いと思います。また、講習中に
度ハロ（日暈）や、めったに観るこ
とができない「環水平アーク」も観
察することができました。フィー
ルド講習は 名限定としたため、
参加できなかった方から「再度企
画して欲しい」との強い要望があ
りました。
最後に、猪熊講師には故郷新潟
に来ていただき、有意義な講習会
を受講できたことに感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。
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越後支部は「日本山岳会創立１
２０周年記念事業」の一環として、
６月４日㈯～５日㈰に新潟市で猪
熊 隆 之 氏 の「 山 岳 気 象 セ ミ ナ ー
（座学講習）
」と「山の天気ライブ授
業（フィールド講習）
」を開講しま
した。
１日目は、新潟市黒埼市民会館
１階ホールにおいて、一般参加者
を含め 名の参加者でした。猪熊
講師は新潟県出身で、県内の地理
や山岳にも詳しく、親しみを感じ

１日目は座学で
「山岳気象セミナー」を受講

２日目はフィールドに出て「山の天気ライブ授業」を受ける

46

「山岳気象セミナー」
と
「山の天気ライブ授業」
を開講

926−２０22・7・２０
山

90

60
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詞し、辻荘一
（立教大学名誉
教授・会員番号８４７）が
作曲した曲で、第 回
（１９
７３年６月３日）のウェス
トン祭で歌われた曲である。
その日は、平野修（立教大
学）
の指揮により、坂倉登喜
子会員が率いるエーデルワ
イスクラブが歌っていたが、
その後の経緯から安曇小学
校児童たちに引き継がれ、
現在に至っている。
献歌の後、亡くなった山
仲間への黙祷を挟み、主催者の日
本山岳会・古野淳会長が挨拶され
た。古野会長は挨拶の中で、我が
国に近代登山の礎を築き、日本山
岳会創立の立役者となったウェス
トン師の活動が、上高地ばかりで
なく日本の自然保護に大きな原動
力となったことを紹介し、その功
績をたたえるとともに、これまで
継続してきたウェストン祭を支え
た方々に感謝を述べられた。
次いで来賓を代表して、公務の
ため欠席された臥雲義尚・松本市
長のメッセージを嵯峨宏一・副市
長が代読された。市長は現在、関
係機関と進めている「上高地の自
然再生安全プロジェクト」に積極

的に取り組み、すばらしい上高地
の自然を後世に残す役割を果たし
たい、と宣言した。また今回、信
濃支部会員である務台俊介・環境
省副大臣も出席され、不通となっ
ている島々谷～徳本峠登山道の改
修を、関係機関と協力して進める
との力強いご挨拶をいただいた。
かつてウェストン祭では、詩人
尾崎喜八・第二代信濃支部長が式
典当日の朝詠んだ詩を自ら朗読さ
れた。朗読は、第 回（１９５８
年）
「上高地の朝」から第 回（１
９７１年）
「捧げの詩」まで 回に
わたった。その後、ウェストン祭
では残された尾崎の詩から一つを
選び、朗読することが慣わしとな

12

ウェストン師に献花する安曇小学校の児童

■6

古幡開太郎

20

信濃支部

36

があるので気を付けるよう注意し
た。参加者は安曇小学校関係者
名、信濃支部員 名、一般参加者
名余であった。天候に恵まれ、
徳
本峠から美しい穂高連峰を眺めた
後、全員無事、明神に下った。
翌５日㈰朝のウェストン広場に
は、信濃支部員 名、松本市長を
はじめ上高地地域を管理する諸機
関と協賛団体の代表者約 名、安
曇小学校関係者 名と、登山者や
観光客が梓川右岸に並び、総勢２
００余名がそろった。
午前 時、定刻どおりウェスト
ン祭碑前祭は始まった。まずウェ
ストン祭を主管する日本山岳会信
濃支部・東英樹支部長が、ウェス
トン祭の始まりやウェストン師の
経歴、日本での活動を紹介した後、
お得意の山の歌「ぼうがつる賛歌
（替え歌）
」
を歌い、祭りを温かく盛
り上げた。
次いで安曇小学校児童により
「ウェストンを讃える歌」が献じら
れた。この歌は、
『日本アルプス登
山と探検』の訳者・岡村精一が作
10
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75

76

10

27

２００余名が集い、
第 回ウェストン祭を開催
３年ぶりに響いた歌声
６月 日㈰、上高地・ウェスト
ン広場に久しぶりに安曇小学校の
子どもたちの歌声が響いた。新型
コロナウイルス感染症の拡大によ
り第 ・ 回の２回にわたって信
濃支部役員のみによる縮小開催を
余儀なくされたため、３年ぶりの
歌声だった。
かつては４年生の児童がウェス
トン師像に花を捧げたが、２年連
続して児童が参加する式典がなか
か
ったため、今年は６年生の大城花
りん
さや の
凛さんと百瀬爽乃さんが献花を行
なった。今年なければ、ウェスト
ン祭に参加することなく卒業する
６年生への配慮だった。
今年６月４日㈯は、島々谷登山
道が改修中のため、明神から徳本
峠往復の記念山行となった。信濃
支部は朝８時半、上高地バスター
ミナルで出発式を行なった。山行
リーダーの信濃支部・橫田明会員
は、出発式で下見時の明神から徳
本峠への白沢登山道は例年に比べ
雪解けが早く、道も崩れている所

25

14

10

31

46

5
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った。この日は、第 回
（１９６６
なわれた記念山行の報告を、山行
年）の朝詠まれた「第 回ウェスト
リーダーの橫田会員が行なった。
ン祭」
を、信濃支部小祝慶子会員が
今回の記念講演は、アルパイン
朗読した。この詩が詠まれた日の
クライマーで山岳カメラマンの平
上高地は寒く、前日の徳本峠は雪
出和也さんに「信州の山に育てら
交じりの雨だった、と記録にある。 れ 世界へ」と題し講演いただいた。
朗読の後、再び安曇小学校児童た
平出さんは長野県諏訪郡富士見町
ちが「ビリーブ」を澄んだ声で合唱
の出身、少人数で荷物を軽量化し
し、第１部の式典を閉じた。
てスピーディに登る、アルパイン
スタイルを得意とする登山家とし
記念講演は平出和也さん
て知られている。数々の未踏峰・
第２部は記念講演で、かつて小
未踏ルートに挑戦して、
〝 登山界
梨平のビジターセンターで行なっ
のアカデミー賞〟と言われる「ピオ
たこともあったが、現在は式典当
レドール賞（金のピッケル賞）
」を
日、ウェストン広場に集まった参
３度受賞している。
加者の前で講演することになって
講演では、自らの目標を
「未踏峰
いる。記念講演に先立ち、前日行
の登頂」や「誰も登っていないルー
トの開拓に挑むこと」に据えてい
たが、そうなった経緯と、カラコ
ルムのシスパーレ（７６１１ｍ）を
登山家としての自分の人生を懸け
て登りたい山と決め、登頂を目標
にした。２度挑戦し敗退した結果、
自分は人間として成長しないと、
あの頂には立てないと実感した。
大切なパートナー・谷口けいさん
と挑んだ３度目の挑戦で敗退した
とき、シスパーレを振り返ること
なく下山した。
その後、ほかの山に挑み遭難し
20 20

記念講演で山への想いを熱く語った平出和也さん

たこともあったが、そうした経験
せることができなかった 歳の挑
の中で改めてシスパーレが「自分
戦・冒険を見せることが、 歳で
の目標の山」から「登山家としての
なくなった先輩たちに寄せる私の
自分の物差し」に変わっているこ
使命だ」
と語った。
とに気付いた。そして、あの山に
終わりに、新しい山に挑戦する
登頂して、かけがえのないパート
とき、高ぶった気持ちを鎮めるた
ナーであった谷口さんの写真を山
め上高地に戻ることがある。私に
頂に埋めることが使命と思い、４
とって大切な場所である、美しい
度目の挑戦で登頂することができ
上高地をいつまでも残していって
た。
いただきたい、と語り講演を終え
山頂に立ったときは意外と淡々
た。
としていて、下山後、燃え尽きて
ウェストン祭は１９４７（昭和
しまった。そんな経験の中で、か
）
年６月 日、撤収され、お茶の
つては「自分にしかできない登山」 水の日本山岳会ルームに保管され
をしたいと競争心を持っていたが、 ていたウェストン師のレリーフが、
シスパーレ登頂後は「自分だから
梓川畔の巌頭に復旧されたときが
こそできる登山」をしたいと思う
始まりである。爾来 年、１回も
ようになった。そして、次の目標
休むことなくウェストン祭は開催
にラカポシ（７７８７ｍ）を選び、 されてきた。このことが信濃支部
登頂した。ラカポシは頂上に立っ
の誇りであり、使命である。今後
て初めて、かつて４度挑み、パー
とも継続して開催できるよう、日
トナーを失ったシスパーレが正面
本山岳会員のご理解とご協力をお
に見える山だった。ラカポシ登頂
願いする次第である。
により３度目のピオレドールを受
〈第 回ウェストン祭記念品〉記
賞した。
念手拭「流れと穂高」イラスト・
平出さんは今年 歳になる。
デザイン：千葉潔
（画家・信濃支部
歳は植村直己、長谷川恒男、星野
会員）記念ブローチ「ダイコンソ
道夫、谷口けいという偉大な冒険
ウ」
制作：上兼力三
家・登山家が亡くなった年齢であ （日本山岳会信濃支部ウェストン
る。平出さんは、
「冒険家たちが見
祭実行委員長）
43

43

22

76

14

76
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国際委員会

和田 薫

73

制度も導入しました。 年会費は、
英国登山評議会に支払う加入料引
き上げに伴い、２年前に値上げし
ましたが、負担増に伴う会員数の
減少はありませんでした。
会員の種類は？
アスパイラント・メンバーシッ
プ（研修生制度）を１９７５年に導
入しました。研修生は、５年以内
に正会員になるために必要な経験
を積みます。スイスのサース・フ
ェーと英国内で開催する登山講習
に参加して、プロのガイドから登
攀技術を学びます。
さらに、２０１５年にはヨーロ
ッパ・アルプスの冬山を経験して
いない登山者のために、ＵＫアス
パイラント（ＵＫ研修生）という、
追加レベルの会員制度も導入しま
した。彼らは、前述の研修生と一
緒に講習に参加することができま
す。実績はまだ少ないですが、着
実に成功しており、この２年で、５
人の研修生と１人のＵＫ研修生が
正会員に昇格しました。
なお、現在の会員は、正会員

％、研修生 ％、準会員２％、名
誉会員１％です。
研修生制度は実質上、ＡＣ
の入会資格のハードルを下げるこ
とになるわけですが、既存会員か
ら反対の声はなかったですか。
当時の既存会員の考えは定かで
はありませんが、一つ強調するな
らば、この新制度導入を総会で検
討した際、同時に審議事項に上が
っていた女性の入会の方が、さら
に大きな論点になったことです。
ＡＣに女性が入会できるよ
うになったのは、１９７５年以降
なのですね。現在の会員の男女比
はいかがですか。
現在、会員の ％が女性で、２
０２２年１月以降に入会した会員
に限れば、 ％が女性でした。こ
れは、昨年の夏に女性クライマー
を対象にした「ミート」
（注：登山
講習会ではなく、参加者がともに
クライミングを楽しむ）を開催し
たことが功を奏しました。
ＪＡＣほか多くの山岳会が
会員数の減少・平均年齢の上昇に
悩む一方、ＡＣは会員数の維持に
成功していますね。その秘訣は？
当会は、２０２０年１月以降、コ
ロナ禍でクラブ活動が制限されて
22

26

30

いたにもかかわらず、１０８人の
新入会員を受け入れました。 人
の研修生、３人のＵＫ研修生、
人の正会員ほかです。
会員を募集するために、いくつ
かの取り組みを実施しました。ま
ず、ウェブサイトを新しくして、会
員制度や正会員になるまでのステ
ップを明確に記載しました。また、
ＳＮＳの専門スタッフを雇用し、
広報活動にも力を入れています。
会員の登山成果のニュースだけで
なく、ＡＣが所有する歴史的な資
料についても情報発信しています。
や ClubCast
を始めたと
YouTube
ころ、ＡＣの知名度はコロナ禍で
も大幅に向上しました。さらに、
若
い世代向けの「ミート」を積極的に
開催したり、同じ地域や共通の関
心を持つクライマーたちが交流し
やすくなるように、 WhatsAPP
の
グループも導入しました。こうし
たネットワーキングの成果として、
既存会員が入会希望者を紹介する
例も増えています。
また、ＡＣクライミング基金は、
海外遠征の資金を求めるクライマ
ーを惹き付けています。

58

のもの〉  （国際委員会委員長）

〈注：データは２０２２年４月時点
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不定期連載■最新海外山岳会事情
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1

英国山岳会の最新の動向
英国山岳会（ The Alpine Club
、
以下ＡＣ）
は、１８５７年に設立さ
れた世界最古の山岳会であり、入
会資格のハードルも高い。正会員
になるためには、難易度の高い登
攀経験を相当数積み、十分な登山
技術が求められる。最近のＡＣの
動 向 を、名 誉 幹 事 の Sherry Mc氏に聞いた。
liver
最 近のＡＣの会 員 数 につ
いて教えてください。
現在、１４５６人が在籍し、過
去６年間はこの水準を維持してい
ます。過去 ヶ月間に 人が入会
した一方、３６１人は 年以上在
籍している古株のメンバーです。
会員の平均年齢は約 歳で、統計
はとっていませんが、下がってき
ているように感じます。
年会費はどのくらいですか。
年齢によって異なりますが、主
に ～ 歳は ＧＢＰ（１ＧＢＰ
は約１６０円）
、そのほか若者と高
齢者に割引があります。７年前に
は、若い世代がより入りやすくな
るよう、 歳未満向け ＧＢＰの
64

25
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連載■ご当地アルプス登山案内

山梨支部

長沢 洋

谷村ＰＡ

下小野
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法能

水路橋
（ピーヤ）

や都留市の商業の中心は、この道
の行き着く先の大学周辺である。
鍛冶屋坂へと急に下ると「ピー
ヤ」を見る。
「 桟 橋 」の 意 の 英 語
「 pier
」のことである。桂川流域の
発電所は、明治から大正にかけて
次々に完成した。都留アルプスの
縦走とは、東桂で桂川から取られ
た水が谷村発電所に落ちるまでの、
水路トンネルの上を歩くことにほ
かならない。その水が地形によっ

鹿留川

アルプス山
（コース中最高地点）

都留CC

都留文科大

十日市場

楽山球場

桂町
富士山へ

ミツマタ群生地

▲ 713 権現原団地

住吉神社

楽山公園分岐

富士急行大月線

高的に 月から翌年５月くらいま
でが適期である。
私事ながら、都留市はもう半世
紀近くも前、私が大学時代を過ご
した街である。されば、このコー
スガイドは少々感傷的な紀行文風
に書かせてもらおう。

わ ら ず、入 学 案
内 には 富 士 山 が
大 き く 写 って い
て、
少しだまされ
た よ う な 気 がし
たものである。
稜線は小刻み
に 上 下 し、小 突
起にも山名が付
け ら れ て い る。
そ の 中 で は一番
高い「長安寺山」
の 麓、す な わ ち
長安寺のそばに
私の下 宿はあっ
だ べ
た。徹 夜 で 駄 弁
った友人たちと、
夜明けを見よう
と何 度か登った
のは、だからこの山だと思うのだ
が、思い出すよすがはまるでなか
った。この山腹には、桂川を隔て
た勝山城から美しく見えるように
木を選んで植えてある、と聞いた
ことがある。たしかに春秋の色は
すばらしかった。
わずかに下って「パノラマ展望
台」
に着く。眼下に通学路だった国
道バイバスが大学方面へと一直線
に延びている。前述のように、今

都留文科大学前

天神山
580

田原
（四）

東桂

▲

十日市場

川

谷村町

谷村発電所
大月へ

菅野

パノラマ展望台


【コースガイド】
降り立った都留市駅の駅舎や周
辺は、古い記憶とさほど変わらな
かった。私のいた当時、すでにに
ぎわいは都留文科大学のある郊外
に移り始めており、その流れが止
まることはなかったのだろう。
や むら
辻々にある道標に導かれて谷村
発電所へ着く。導水管に沿う細い
舗装路からハイキングコースが始
まる。
管の両側は桜並木で、
かつて
電車の窓からその満開を見た覚え
がある。導水管の最上部からわず
かに入ると富士山展望台があり、
初めて富士がそれらしい姿を現わ
す。いったいに都留の市街地から
は富士の全容を望むことはできず、
大学からも一切見えない。
にもかか

厚原

▲白木山
654
▲
長安寺山

西東京GC

都留トンネル

柄杓流川

車道田原
（一）
自動
中央

夏狩

加畑川

富士山展望台

都留市

城山
571
▲

平栗

加畑

11

都留アルプス
つ る

山梨県都留市の中心街は桂川の
右岸に沿って開けた、東西に細長
い土地にあって、細長いのはむろ
ん南北に山が迫っているからであ
る。
「都留アルプス」とは、市街地
の南側に近接する山々を指し、そ
の稜線に新たにハイキングコース
を整備した際に名付けられた。市
街地に通じる鉄道、富士急行線の
駅で言えば、都留市駅から東桂駅
までがその範囲で、途中の駅に下
る道も多くあり、車に頼らず自由
なコース取りができる。なお、標

パノラマ展望台から冬の都留市街を俯瞰する

▲ 蟻山
658

20

連載■ご当地アルプス登山案内

30

50
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10

20

10

10

20

30

40

静岡支部

山﨑 洋

た び ぐち
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沼津アルプス

あらし

静岡県の東部、伊豆半島の付け
ると、出発点である
「多比口峠登り
根に位置し、駿河湾に面する沼津
口」
の標識がある。民家を過ぎて少
か ぬき
市に山域がある。北から順に香貫
し歩くと未舗装の登山道になり、
と くら
し げ
こ わし
山、横山、徳倉山、志下山、小鷲
多比口峠まで登りが続く。
ず
わし ず
おおひら
頭山、鷲頭山、大平山の７山があ
多比口峠は右手に大平山、左手
り、南北どちらからもコース取り
に鷲頭山、正面にもう１つの下山
可能。地元の愛好会が登山道を整
路という分岐になっている。全山
備し、
「沼津アルプス」の呼称が定
を縦走する場合には、大平山山頂
着した。
までピストンする必要がある。な
最高峰の鷲頭山でも標高は３９
お、大平山から先にも
「奥沼津アル
ひ もり
２ｍで、簡単そうだが、高低差が
プス」
というコースがあり、日守山
おお
激しく、ハイキング感覚で全山縦 （大嵐山）
と茶臼山を経て伊豆箱根
ばら き
走に挑戦するのはお勧めしない。 鉄道・原木駅に到達する。
ただ、ルート途中のエスケープが
豊富なため、体調によりバス・タ
クシー等で撤退ということも可能。
道中、駿河湾の眺望が良い箇所が

ードできる。
多く、全行程は６時間半程度。天
https:/
/tsuru-kankou.
気が良ければ富士山も一望できる。
com/tsuru-alps/
【コースタイム】 都留市駅（ 分） 適期は、涼しい 月から翌年４月。
谷村発電所（ 分）富士山展望所
（１時間）パノラマ展望台（ 分）水 【コースガイド】
路橋〈ピーヤ〉
（ 分）楽山公園分
ここでは大平山から始める「北
岐（一時間 分）楽山球場（１時間
行」
コースを紹介する。ＪＲ沼津駅
た び
分）住吉神社（ 分）東桂駅 合
からバスに乗車し 分弱、多比バ
計５時間 分
ス停で下車。 ｍほど来た道を戻

志下山付近から駿河湾と伊豆半島を望む

てトンネルから外に出るときには、 「アルプス山」とは、このコース
橋を渡るわけだ。
での最高点だから名付けられたの
アーチ状の橋げたを持つピーヤ
だろうが、尾根の一角にすぎない。
は、明治・大正の石造建築の例に
ここから山腹の暗い植林帯に入り、
もれず、何がしか異国情緒が漂う。 ミツマタの群生地を過ぎると楽山
人影まばらで、デートをするには
球場へ着く。道はこれから登り返
いい所だと思っていた私には、こ
しとなるし、あまり楽しい山道で
こに淡い恋心の思い出がある。ピ
もない。もう下ってもよかろう。
ーヤは変らないが、去りし面影は
全コースを歩いたなら、住吉神
ししどめ
もはや幻に近い。緩く登り返して
社で里道に出る。鹿留川を渡ると
「天神山」
に着く。
すぐ、桂川からの取水路が鹿留川
再び水路を見たのち緩く登ると、 をまたいで山に吸い込まれていく
楽山公園への道を分ける。あたり
のが見える。要するに、この水路
は広く伐採された後、桜が植えら
の上を流れと逆方向に歩いてきた
れたという。楽山公園は以前から
ことになる。
「行く川の流れ」を遡
の桜の名所だから、いずれ一帯が
ったとは、なるほど私にとっては
桜に覆われるのだろう。
いい「落ち」である。そして、むろ
ん「元の水にあらず」だったのは、
言うまでもない。
【参考情報】 都留市観光協会のサ
イトから、万全な地図がダウンロ
どことなく異国情緒が漂う水路橋（ピーヤ）
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山

権現
神社

▲

356
大平山

▲

志下峠

＝

小鷲頭山▲

スルガ銀行

馬込峠

静浦中

▲183

横山
八重坂峠

沼津商高
沼津工高

御前帰

＝

黒瀬

鷲頭神社
大井

392
鷲頭山

大平中

熊野
神社

志下坂峠

沼津御用邸
記念公園

大平山山頂は見晴らしが悪いが
木陰が多く、
休憩に適している。多
比口峠への下りは転倒に注意。分
岐まで戻ってから、多比峠
（多比口
峠とは異なる）を経て鷲頭山を目
指す。道中、当地のハイライトで
あると案内標識にある「ウバメガ
シの岩尾根」
が現われ、岩を攀じ登
ったりする箇所もある。
鷲頭山山頂は展望があり、富士
あしたか
あま ぎ
山のほか愛鷹連峰、天城連山など
が見られる。休憩用のベンチも設
置されている。ここから小鷲頭山
までの距離は遠くないが、せっか
く標高を稼いだのに急な下りが続
き、さらにまた急な登りが待って

沼津警察

狩野川

▲

天神
公園
香貫山
193

霊山寺

香貫大橋
X
黒瀬橋

戸ヶ谷

横山峠

▲ 256

徳倉山

さん み

ちゅうじょう

いる。小鷲頭山付近には三位中 将
巨岩の近辺からの駿河湾の眺めが （ 分）志下山（ 分）徳倉山（１時
しげひら
平重衡（清盛の五男）の「終焉切腹
良い。徳倉山山頂も眺望に優れた
間 分）横山（１時間）香貫山（
之場」
という表示がある。地元の伝
広場になっている。
分）
黒瀬バス停
説では、源氏の追手から逃れた重
横山までの間に、コース中最も 【交通アクセス】 県外からの場合、
衡がここで切腹したと伝わるが、 急な坂（階段）があり、鎖を使って
東海道新幹線三島駅にてＪＲ東海
史実では京都、木津川で斬首され
下る。時間をかけ、転倒しないよ
道本線静岡駅方面に乗り換えた後、
た、とある。
うに足の置き場を慎重に探るのが
沼津駅南口下車。伊豆箱根バス乗
小鷲頭山から先も急な下りが続
良い。その後もアップダウンを繰
車後、多比バス停で下車。帰宅時
き、ロープや岩場もあるため転倒
り返すので、足の疲れや体力切れ
は、東海バス黒瀬バス停で乗車し、
に注意。道中には重衡が隠れ住ん
に注意。
沼津駅で下車。バスはＩＣカード
だ洞窟と伝わる中将岩などの見所
横山は展望がなく、ほぼ通過す
乗車券使用不可。
があり、志下山に至る。海側を刈
るだけ。ここから八重坂峠までの 【 参 考 文 献・ 情 報 】 永 野 敏 夫 著
り払って見晴らしの良い箇所も多
下りは急で、ロープも張ってある。 『静岡の山 日帰りコース１５８』
い。次の徳倉山まではこの山域の
疲れもあり、最も転倒しやすいと （羽衣出版） 沼津市による紹介ウ
中では比較的平坦で、休憩に適し
思われるので注意が必要。八重坂
ェ ブ サ イ ト は、 https://www.city.
た広場があるほか、千金岩という
峠にていったん車道に出て左折、
numazu.shizuoka.jp/hiking/alps/
横断し、
最後の香貫山を目指す。公
index.htm
園として整備されている箇所が多
く、後半には水道やトイレもある。
多比口峠 ＝
山頂は見晴らしが悪いが、そこか
ら展望台に移動すれば富士山や駿
多比峠
＝
河湾、沼津市街を一望できる。特
に冬季、 時ぐらいからここで美
しい夕焼けを眺めるのが、大変お
勧めできるハイライトである。
香貫山からは、黒瀬登山口に降
り、バスで沼津駅に移動する。
4号
41
道
【
コースタイム】多比バス停（ 分）
国
多比口峠（大平山往復 分）多比口
峠（ 分）鷲頭山（ 分）小鷲頭山
25

25

926−２０22・7・２０
山

月ヶ洞

大平小

▲志下山

駿河湾

多比
口野橋

大久保の鼻

40

16

40

10 30

50

40

香貫山から横山、徳倉山、鷲頭山を振り返る（手前から）
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＝

＝

ス」を探しても飲食店や待ち合わ
せ広場などしか出てこない。その
上、句は篠原梵の作ではないかと
まで迷い、図書館で３冊の全句集
を借りて、つぶさに当たったもの
のないのが当然で徒労に終わった。
しかし調査の結果、篠原梵がか
差により若干でも涼しいのは科学
なり登山愛好家であったことを知
的に証明されること、とも書いて
り、これは収穫であった。子規か
銀座アルプス、新宿は遥か
な墓碑 ─寺田寅彦の随筆と いる。
らつながる虚子・碧梧桐・波郷ら
俳人の篠原梵そして福永耕二
その随筆集を持っていないので、 を生んだ愛媛の出身で、東大国文
を結んで─
パソコンでウェブ検索をしてみた
科卒後に中央公論社に奉職したが、
小原茂延
と
こ
ろ
、
な
ん
と
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
の
戦
中の１９４４年に退職して郷里
寺田寅彦の随筆の中に「銀座ア ﹃銀座アルプス﹄なる角川ソフィア
愛媛に帰り、一時、教師をしてい
ルプス」なる一篇があったのをか
文庫本（令和２年）がヒットしたの
た。戦後に同社に復職して子会社
なり以前に読んだ覚えがある。最
には驚いた。巻末の編集付記によ
の社長まで務めている。彼の第一
近調べてみると現在も岩波文庫で
れば底本は、昭和 （１９５１）年
句集は「皿」であり、皿とは故郷、
﹃寺田寅彦随筆集﹄第４巻が刷を重
に角川書店から刊行された『銀座
松山近郊の皿ヶ嶺（１２７１ｍ）で
ねているのでありがたい。初版は
アルプス』
だとあるのだから、当方
ある。代表句に「葉桜の中の無数
中央公論社から昭和８（１９３３） が承知していなかったことを思い
の空さわぐ」
がある。
年の刊行とある。そのほか、ネッ
知った次第である。その上、解説
さて、新宿アルプスは銀座アル
トの青空文庫などでも読めるよう
を角川源義氏が書いており、その
プスを凌ぐ高峰？ は確かであり、
しっか
だ。寺田が言うには当時銀座に三
間の事情などが確りと分かった。
最近、読売俳壇のコラムに俳人で
越などのデパートやオフィスビル
ところで数年前に、この銀座ア
ある筑紫磐井氏が書かれていた
が建設されて、その林立する様は
ルプスの後、新宿副都心がそびえ 『新宿の墓碑』によって私の思い込
「銀座アルプス」と呼んでもおかし
立ったころ「新宿アルプス」の名を
みによる迷走は氷解した。水原秋
くはないと、自論を展開している。 入れて俳句にしたものがあったは
桜子の「馬酔木」の当時編集長であ
何しろ階段を登るごとに美しい人
ずと懸命に検索したことがあった。 った福永耕二が新宿の高層ビル群
と陳列されている商品はお花畑で
結論から言うと、これは小生の全
を墓碑になぞらえた句があり、筑
あり、屋上すなわち頂上では高度
くの勘違いで、いくら
「新宿アルプ
紫氏は福永耕二の忘れがたい句と
会員の皆様のご意見、エッセイ、

26

（埼玉支部）

評している。
「 新 宿ははるかなる
墓碑鳥渡る」
である。十数年前の私
は、
「新宿は墓碑」
を、
「新宿アルプ
ス」
と思い込んでいたのである。
新宿のアルプス踏みて四方の春
拙作

この稿を書いていた折に「四国
支部報」をいただき、編集後記で
今井編集長が「皿ヶ嶺」に触れられ
ており、正に温故知新！ これは
小島烏水翁のお導きかと因縁さえ
感じた次第である。



上高地の山々

広渡敬雄（「沖」同人）

古稀を迎え、脚が丈夫な内にと、
上高地の山々をたどることにした。
コロナ禍とは言え、河童橋付近は
多くの観光客が記念写真を撮って
いた。熊の出現で閉鎖中の小梨平
キャンプ場を過ぎ梓川沿いに北上
とくごう
し、明神から徳本峠に着く。日本
アルプスの生みの親・ウェストン
が、ここからの穂高岳に感涙した
絶景地である。その後、樹林帯の
大滝山を経て蝶ヶ岳ヒュッテに着
く。未明の満天の星のもとに起き、

■ 12
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東西
南北

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）
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活

動

報

告

東の雲海からの日の出を、登山者
いだろう。心身ともに満ち足りた
り 分ほど遅れたが、両組はめで
科
学
委
員
会

の万歳の中に見つめる。振り返る
中、上高地へ槍沢を下る。徐々に
たく山頂で合流した。
山のみずうみを知る
と、日本を代表する山岳展望の槍
水量を増す梓川。
山頂で眼下に広がる大沼を眺め、
─ 科学委員会主催・赤城山と
ヶ岳から奥穂高の稜線の山肌が、
稜線のキレットには峰雲が湧き
その成因を中野講師より伺う。昼
奥日光探索山行 ─
徐々に鮮やかな茜色に染まってゆ
上がり、その白さがとりわけ印象
食後全員で八丁平に下る。途中小
き、その荘厳さに静かに見入る。 的であった。
６月 日㈯、 日㈰の２日間、赤
沼が見え、ここでも中野講師のお
「モルゲンロート」
である。
城山と奥日光の探索山行を実施し
話を伺う。八丁平から赤城山スキ
さらに常念岳・大天井岳を過ぎ、 雲海の朱の一点を恃みとす
た。参加者 名を乗せたバスは一
ー場までは一部の方を除いてほぼ
表銀座コースに入り、喜作新道を
路赤城山へ。まずは大沼湖畔の赤
全員で古道を下る。待機していた
西岳ヒュッテで泊まる。翌日、未
襞深しモルゲンロートの槍穂高
城神社跡で近藤講師より赤城山を
バスで今日の宿泊場所、丸沼湖畔
明の中、東鎌尾根の霧の険路を確
巡る修験古道の説明を受ける。こ
にたたずむ閑静な環湖荘には 時
実にたどり、やっと息をついた槍
夏霧迅し迅しキレット濡らしゆく
こから 名ほどの健脚組は地蔵岳
分ごろに到着できた。心地よい
ヶ岳直下のヒュッテ大槍で、人生
（１６７４ｍ）山頂を目指す。一方
温泉と食事で今日の疲れを癒し、
二度目の御来迎（円虹）＝ブロッケ
御来迎彼の世のわれに手を翳す
ゆっくり組 名ほどはバスに乗り、 翌日に備えて就寝。
ン現象に遭遇する。太陽の反対側
小沼駐車場に向かい、八丁平から
翌 日も好天だった。８時 分
の霧に姿が投影され、丸い虹とな
梓川の生み出す白や雲の峰
標高差１８０ｍほどの登山道を地
に出発。途中湯ノ湖に立ち寄り、
急
り、その芯に自身の影が映り、阿
蔵岳に向かって登山開始。予定よ
傾斜の滑滝を形成して流下する湯
弥陀来迎の姿とも言われる僥倖で
〈広渡会員が総合俳句誌『俳壇』
滝を見学。中野講師よりでき立て
ある。
７月号（本阿弥書店）の特集「夏・
ほやほやの地質図が示され、これ
槍ヶ岳の鎖を慎重に攀じ登り、 天文の季語に遊ぶ」に寄稿された
に基づいての湯滝の成因の新解釈
生涯三度目の頂上で大展望を楽し
エッセイと句を転載させていただ
を全員熱心に聞き入る。
む。おそらく、もう来ることはな
きました。
会報編集委員会〉
バスは赤沼茶屋に駐車、ここか

ら徒歩で小田代原を目指す。気持
ちの安らぐカラマツやミズナラの
樹林内では折々、石井講師の植物
の話なども伺いながら１時間ほど
で小田代原に到着。遅れた数名の
方には、全体の行程管理上ここか
ら西ノ湖入り口までハイブリッド
バスに乗っていただくこととする。
日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。
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26

地蔵岳山頂での記念撮影

30

30

26

たらしてくれた自然の采配にも大
いに感謝する２日間であった。
（科学委員会委員長・平野裕也）

同協会は、本会の今西錦司元会
長（元岐阜大学学長）との関係が深
く、また、故高木泰夫元会長が
『新
日本山岳誌』
（日本山岳会編）の編
集委員長を務めており、これら先
達の薫陶を受けてきた歴史を背景
に、この記念企画が生まれたので
あろう。
全国の一等三角点を巡り歩いた

60

奥美濃の山は登山道のない山が
ほとんどで、主に残雪期に歩かれ
ることが多い。ただ、三角点が残

を遡行し、背を超すチシマザサを

雪の下に埋まっていては調査にな
らないので、テントを背負い、沢

こいで三角点を見付け出さなけれ
ばならなかった。また、三角点は

平野部にも多く、道路脇や堤防の

肩、はては学校のグラウンド脇や
校舎の屋上にも設置されていたと

いう。３年半、このような難行苦

行を重ねた成果が本書となって結
実した。

同会の堀義博会長は「はじめに」

■ 14

図書紹介

そのほかの参加者はバス道を歩き、 ンバーである各分野の専門家の講
１時間ほどで西ノ湖入り口に到着。 師の方々のご協力に感謝するとと
折よくハイブリッドバス組も合流
もに、何よりも２日間、好天をも
して昼食をとる。
ミズナラやハルニレ、ヤチダモ
などの保護林内を西ノ湖まで歩き、
西ノ湖では福岡講師からこの湖が
かつては中禅寺湖の一部であった
とする説や、湖出口を流れる柳沢
川との標高差によって湖に逆流す
ることがあることなど、興味深い
解説を伺う。また、近藤講師から
堀 義博編
も奥日光山岳地帯全域に広がる修
美濃の三角点全点踏査の
験古道の話もあり、室町時代から
記録Ⅰ・Ⅱ
開拓されていた山岳古道のお話に
しばし往時を偲んだ。
いったん西ノ湖入り口近くまで
戻り、中禅寺湖畔の千手ヶ浜でま

茶屋に戻る。待機していたバスに

20

りする「三角点マニア」の登山者は
大変な労作である。
多いが、同協会にもマニアが多く、
大垣山岳協会の創立 周年記念
事業として、美濃地方の三等まで 「 ど う せ な ら マ ニ ア に 徹 し よ う。
我々のホームグラウンドである美
の三角点、７０７点全点を手分け
濃地方の三角点を、しらみつぶし
して踏査した記録集で、延べ１９
に訪ねてみたらどうか」という声
９８人の会員を動員した、汗の結
が上がった。たまたま創立 周年
晶である。２巻からなり、Ⅰ巻は
万分の１図
「飯田」
「豊橋」
編、Ⅱ
の時期に当たっていたこともあり、
巻は同図「金沢」
「岐阜」
「名古屋」 記念事業として取り組むことにな
編となっている。
ったものである。

2021年1月/2022年1月
大垣山岳協会
B5判
Ⅰ
（230㌻）
Ⅱ
（318㌻）

60

だまだ咲き誇るクリンソウなども
見学後、ハイブリッドバスで赤沼
乗車、途中で道路脇の広場に駐車
し、竜頭ノ滝の上部を福岡講師の
成因解説も伺いながら見学。その
のち一路、新宿を目指して帰路に
着いた。
２日間にわたる探索山行を平均
年齢 歳超のメンバーが事故もな
く無事終了できたことに、まずは
参加者の皆様および科学委員会メ

74

926−２０22・7・２０
山

926−２０22・7・２０
山

受入金額など
寄附の目的、その他
（単位千円）
三井住友信託銀行
200
高尾の森づくりの会活動指定寄附
30
石川 春 様

50

100
尾上 昇 会員

50

50

平井 拓雄 永年会員

20

上高地山岳研究所運営資金
吉川 正幸 会員

一般社団法人
山の日協議会への活動支援
一般社団法人
山の日協議会への活動支援
一般社団法人
山の日協議会への活動支援
佐野 忠則 会員

登山道等整備資金寄附金

古野 淳 会員

ウェストン祭寄附金

で、
「 地図と磁石だけを頼りに見
ず知らずの道の無い地域を歩く、
という山登りの一番基礎となる能
力を協会員の皆さんはしっかり身
につけたと思います。そのための
読図能力も飛躍的に向上しました。
このことが三角点踏査が残した最
大の財産です。
」
と綴っている。
三角点ごとに点名や山名、等級、
標高、緯度・経度が示されており、
踏査記とともに踏査ルート図と写
真が添えられている。また、
「三角
点の基礎知識」
「三角点四方山話」
などの解説やコラムもあり、それ
ぞれ巻末に「山名・点名索引」が付
寄附金および助成金などの受入報告
（7月1日まで）
寄附者など

くさり

けられており、充実している。
り方次第で、良く整備された道か、
本書の購入は、左記の大垣山岳
踏み跡程度の道かに分かれる。そ
協会のホームページから。
の中から、自らの体力や技術に見
https://ogakisangakukyokai.club/ 合ったコースを選んで歩くのも登
山の楽しみの一つである。
contact/
（節田重節）
しかしながら、多様な人が山に

入るようになった昨今、初心者が
上級者向けのバリエーション・ルー
登山道法研究会編
トに迷い込んでしまうトラブルが
これでいいのか登山道
あったり、登山道沿いに設置され
ば
現状と課題
ている鎖場や手摺りなどの整備の
不備で事故が発生して、責任の所
在が裁判で争われるといった現実
も一方である。そこで分かること
は、日本では、
「登山道」に関する
全国で統一されたルールがないと
いうことや、本来は山仕事などの
ために使われるはずの林道や作業
道が登山目的に流用されていて、
（もちろん登山には「自己責任」が
伴うのは当然のことではあるが
……）責任の所在がはっきりしな
い面も一方であるということだ。
このような日本の「登山道」の困
った現状と、その解決策を様々な
角度から考察した資料の集大成が
本書である。本書は、我が国では
いまだ実現していない「登山道法」
という法律を制定できないか？
という可能性を最終目標として掲
「登山道」は山を志す当会の会員
であれば、だれしもがお世話にな
っている道であるが、その定義は
何か？ と問われると、なかなか
答えるのに苦慮するのではないだ
ろうか。山国である我が国には全
国各地に「山」があり、その整備の
程度は様々であるし、どの程度整
備がなされた山を歩きたいか？
という趣向も、個々人の経験や体
力によって左右されるものである
からだ。良く整備された山域もあ
れば踏み跡程度の山域もある。同
じ目的地であっても、コースの取

2022年1月
山と溪谷社
新書判 256㌻
1000円＋税

げ（最終章である第７章のテーマ）
、
日本の「登山道」が抱える現状を各
筆者の多角的な角度から捉えてい
る。
全体的な構成としては、登山道
の現状と課題について第１章で触
れたのち、第２章で
「各地の登山道
の現状」
ということで、北海道から
九州にかけて全国各地の登山道の
管理状況がレポートされている。
この章にかなりのページ数が割か
れている。場所によって執筆者が
異なるため、共通のフォーマット
で書かれていないのが、やや残念
ではあるが、印象的なのは、
「日本
百名山」
などに選ばれて、全国的に
知名度が高くなった山ほど、登山
道についての問題が多く（たとえ
ば 富 士 山、 黒 斑 山、 八 甲 田 山 な
ど）
、逆に気軽に歩けるように整
備された遊歩道的な道（たとえば
東北のみちのく潮風トレイル、近
畿の熊野古道、三浦半島の大山林
道など）は整備状況が良好で、登
山道整備のヒントになり得るとい
うことだ。
第３章では、登山道と遭難対策
ということで、登山道を利用して
いる「登山者の現状」や大雪山で導
入されている登山道の整備水準
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（大雪山グレード）の紹介、遭難対
策から見た「良い登山道」の考察な
どに触れている。第４章では、登
山道の整備不良に起因する事故に
関する裁判事例について紹介され
ている。取り上げられている裁判
事例で最も古いものは、昭和 年
月 日に吉野熊野国立公園で発
生した鬼ヶ城（転落）事件であり、
近代のみならず過去の事例にも触
れられている。また、諸外国にお
ける
「登山道」
や
「自然歩道」
関連の
法制度について、スイス、米国、英
国、ニュージーランドの事例が紹
介されている。時代と国境を超え
た視点で考察されている章である。
第５章では、登山道利用の多様
化と、課題について触れられてい

方、メリット、デメリットを学ぶ

る。写真付きで紹介されている登
山道の実態は、様々な整備のあり

ことができるページである。第６
章では、登山道の歴史と今後の活

用について、最終章の第７章では、

具体的に「登山道法」の法制化に向
けての課題について言及されてい

る。本書が、普段、何気なく利用

している「登山道」を見直してみる
良い契機となることが期待される。
（床田真理）
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30

43

図書受入報告
（2022年6月）
者

発行年 寄贈／購入別

堀義博（編）

著

者

美濃の三角点 全点踏査の記録（Ⅰ）20万図 飯田・豊橋 230p／26cm 大垣山岳協会

書

名

頁／サイズ

発

行

2021 発行者寄贈

堀義博（編）
遠藤進

美濃の三角点 全点踏査の記録（Ⅱ）20万図 金沢・岐阜・名古屋 318p／26cm 大垣山岳協会
高尾山の花を写そう！
38p／19cm 揺籃社

2022 発行者寄贈
2022 出版社寄贈

遠藤進・佐藤美知男

高尾山の花名さがし（増補改訂版）

2017 出版社寄贈

70p／19cm 揺籃社

遠藤進
高尾山おもしろ百科 ：ポケット話題満載 108話 64p／19cm 揺籃社
横山厚夫・木暮理太郎翁 木暮理太郎年譜（未定稿）：附・木暮理太郎参
木暮理太郎翁の
26p／21cm
の足跡を語り継ぐ会
考文献
足跡を語り継ぐ会
大阪外国語大学ワンダー
大阪外国語大学ワン
「Viator」創部50周年記念特別号
258p／30cm
フォーゲル部OB会（編）
ダーフォーゲル部OB会
甲山信一
ハイキング・登山の危険予知
155p／19cm 文芸社
菊地敏之（編著）
日本の岩場（改訂） クライミング・ガイド・ブックス上巻 160p／21cm 白山書房

2012 出版社寄贈

菊地敏之（編著）

2022 出版社寄贈

日本の岩場（改訂） クライミング・ガイド・ブックス下巻

160p／21cm 白山書房

Oki, M. Saito, M.（tr.）Indian Himalaya ：An Illustrated Guide for Mountaineers 427p／26cm Fubaisha
■ 16

2022 発行者寄贈
城島紀夫氏
寄贈
2022 著者寄贈
2009

2018 出版社寄贈
2022 著者寄贈

926−２０22・7・２０
山

当会は、2025（令和7）年に創立120周年を迎えます。現在、
その中で、コロナの感染状況を鑑みて、中断していたグレー
ト・ヒマラヤ・トラバースおよびヒマラヤキャンプが再始動に
しながら、昨今の世界経済の変動による急激な円安や物価の高
騰による経費の増大に苦闘しております。

２つのプロジェクトを送り出すために、また、すべてのプロ
ジェクトを円滑に推進するために、会員の皆さまにもご支援い
ただけませんでしょうか。

各プロジェクトの概要につきましては、HPをご覧いただけ
れば幸いです。会報「山」8月号には、
「募金のお願いと振込取
扱票」
を同封させていただきます。

多くの会員の皆さまのお力添えを賜りたく、お願い申し上げ

38

ます。

創立120周年記念事業委員会

表」と「インド・ヒマラヤ山名表」
は出版費用がかさむのを苦慮して、
概要と見本頁のみを載せることに
した。その全文は、日本山岳会東
海支部のホームページに
「インド・
ヒマラヤ資料」として載せてある
ので下記をクリックして開き、活

00

令和４年度第３回
（６月度）
理事会
議事録
日時 令和４年６月 ㈬
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・山本・
19

務
15

会

用していただきたい。
公益社団法人 日本山岳会東海
支部
Tokai
Section of Japan
（ sakura.ne.jp
）
Alpine Club
Ｂ５判／４２７㌻・ソフトカバー
／１００部限定出版／特価＝５０
００円
申込みは日本山岳会東海支部事務
局〒４６０ ００１４・名古屋市
中区富士見町８番 号・ＯＭＣビ
ルＢ１、または、

E-mail:okimasato1935@yahoo.co.jp
にお願いし
/ khoshi@katch.ne.jp
ます。
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8

告

橋本副会長、柏・南久松・
萩原各常務理事、松原・松
田・清水・飯田・久保田・
川瀬・長島各理事、黒川・
佐野各監事
【欠席者】平川理事
【オブザーバー】節田会報編集人

報

60

向けて準備を進めており、秋には遠征を予定しています。しか

13

120周年に向けて様々なプロジェクトが進行中です。

▪日本山岳会東海支部設立 周年
説明と特徴に加えて、世界各国か
記念出版
ら挑んだ登山の歴史を概説した。
文献もできる限り示した。登山者
インド・ヒマラヤ
（英語版）
のために役立つ概念図を 図挿入
『 Indian Himalaya, An Illusした。山の写真もできる限り多く
trated Guide for Mountain挿入する努力をした。編集者には
』
eers
インド・ヒマラヤに精通した日本
英語版では、インド・ヒマラヤ
人だけでなく、世界的に著名なイ
の長大な山脈を の山域に大別し、 ンド人も加えて万全を期した。
約８００座を選び、位置と山容の
また、
「インド・ヒマラヤ登山年

創立120周年記念事業募金のお願い

８・令和４年度海外登山助成金前
期募集開始の報告があった。
（坂
井）
９・安曇野山岳美術館「辻まこと
の世界」展の後援について報告が
あった。
（柏）
・ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 学 生 部
の海外登山勉強会が実施されたと
いう報告があった。
（松原）
・会員名簿の目的外使用（出版
物の郵送への利用）発生の報告が
あった。
（柏）
・
「山」６月号の発行に関する報
告があった。
（節田）

日 総務委員会 資料映像委員
会 山行委員会 山岳古道
ＰＴ
日 デジタルメディア委員会山
岳地理クラブ ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢ
日 「山の日」事業委員会 アル
ピニズムクラブ
記念事業委員会
スケッチクラブ
休山会 山想倶楽部
図書委員会
フォトクラブ

日
日
日
日

日
日

日

退会
原田至康 （５４６１）
木村泰助 （６５１７）
武田武人 （１１１０５）
信濃
片野スミ子
（１３３４６）
髙木百合子
（１３４４５）
北海道
中島洋祐 （１４９６３）
東九州
齊藤弘毅 （１５５８６）
熊本
梶山由貴恵
（１５７３１）
広島
川﨑貴弘 （１５７７２）
広島
稲垣邦康 （１５９４５）
木全紀之 （１５９４６）
東海
渡部絹代 （１６３７７）
東海
安井 達 （１６４２３）
東海
窪田小百合
（１６４８６）
岐阜
服部由紀 （１６４９２）
東海
佐々木美代子
（１６５２５）
岐阜
高山 昭 （１６６４１）
沖 陽輔 （１６６９６）
櫻井美奈子
（Ａ０２２７）
東京多摩
皆山京子 （Ａ０３７９）
飯野和子 （Ａ０４２７）
埼玉
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日
日

日

理事会 つくも会
記念事業委員会
記念事業委員会
会報編集委員会 フォトク
ラブ
沢登り同好会Ⅱ
家族登山普及委員会 麗山
会
山遊会 バックカントリー
クラブ
自然保護委員会
資料映像委員会 青年部
緑爽会
会 平日クラブ
６月来室者 ２１０名
００

会員異動
物故
寺阪元雄
（４９３３） ・３・７
岡部紀正
（６００３） ・５・３
山口能子
（１０３６９） ・５・ 頃
坂本雄二
（１３２９０） ・５・

インフォメーション

20 17 16 15
22 21
23
27 24
28

【審議事項】
１・創立１２０周年記念事業募金
実施追加許可ついて（飯田）
（賛成
、反対０）
２・
「山の日講演会」
（千葉）
募金活
動の承認願について（松田）
（賛成
、反対０）

14

10

日
日
日
日
日

20

30

6月

【協議事項】
１・山行委員会の委員の増強対策
について協議した。
（長島）
【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・寄附金 件、１８０万円の受
け入れ報告があった。
（柏）
３・花王ヘルシアからの寄附の分
配について報告があった。
（飯田）
４・内閣府立ち入り検査（６月９
日実施）について報告があった。
（柏）
５・評議員懇談会開催（６月６日）
の報告があった。
（柏）
６・事務局職員の勤怠管理の手法
について報告があった
（柏）
７・令和３年度海外登山助成結果
の報告があった。
（坂井）

22 22 22 22
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926−２０22・7・２０
山

926−２０22・7・２０
山

◆岐阜支部創立 周年 記念式典
のご案内
岐阜支部

このたび、岐阜支部は創立 周
年を迎えます。つきましては 周
年を記念して、左記のとおり式典
と祝賀会を開催いたします。また、
翌日は記念山行として猪臥山に登
ります。猪臥山は標高が１５１９
ｍ、二等三角点があり、天気が良
ければ山頂からは白山や北アルプ
スが見渡せます。ご多用中まこと
に恐縮に存じますが、なにとぞ、万
障お繰り合わせのうえご出席くだ
さいますようお願い申し上げます。
日時
月 日㈰～ 日㈪
場所 ひだホテルプラザ 岐阜県
高山市花岡町 丁目 番地
０５７７
４６００
日程
日＝ 時 分：受付開始
時：記念式典
時：山
岳講演会（山と溪谷社・萩
原浩司氏 ）
時：祝賀会
日＝８時：ロビー集合
８時 分：記念山行（猪臥
山＊行動食は各自でご用意
ください） 時：解散
会費 ２万円
記念式典・祝賀会・記念山行に関
する問合せおよび申込み先

15

❖編集後記❖
◦６月末は「みちのく潮風トレイ
ル」の最北部を歩いてきました。
たねさし
「海のアルプス」北山崎や種差海岸
の歩き旅を楽しんだわけですが、
一番の目的は、新潮選書
『風景との
対話』
（１９６７年）を読んで以来
気になっていた、東山魁夷の出世
作となった名画「道」が描かれた現
場を訪ねることでした。
◦残念ながらその「道」は舗装され
ており、行く手彼方の丘には松が
植林されていましたが、やっと念
願 を 果 た す こ と が で き ま し た。
「絶望と希望とが織り交じった道、
遍歴の果てでもあり、新しく始ま
る道でもあった。
」と画家は綴って
いますが、我々登山者にとっても
道は大切な存在。記念碑のそばに
立って眺めていると、感慨深いも
のがありました。  （節田重節）

2022年
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日本山岳会岐阜支部事務局
梅田直美 〒５０９ ０１
２６ 岐阜県各務原市鵜沼
東町１ １２６ １００２
０９０ ３９５８ ６７９４

13

naomiumeda1203@orange.
plala.or.jp
（支部長・高木基揚）

23

12

20

sanko@jac.or.jp
記 載 事 項 ＝ 会 員 番 号・ 住
所・氏名・生年月日・性別・
緊急連絡先（続柄）電話番
号・携帯電話番号
＊申込み者に詳細案内を
お送りします。新型コロナ
ウイルスの影響により、変
更または中止の場合があ
ります。
訂正

＊本会報６月号
（９２５号） ペー
ジ、図書紹介
﹃ＪＯＣＨ 号─﹄
で
書名、編著者名、本文内の各箇所
で記載した山岳部の正式名称は
「東京慈恵会医科大学山岳部」
でし
た。
＊同 ページ、
「 寄附金および助
成金などの受入報告」で三井住友
銀行とあるのは三井住友信託銀行
の誤りでした。お詫びして訂正い
たします
（本号に再掲載）
。
17


◆南八ヶ岳縦走
山行委員会
コロナ禍で、２年続けて中止と
なった山行です。今年は９月に計
画しました。彩り豊かな自然の中
で、爽快な岩稜歩きを楽しみませ
んか？
日程 ９月 日㈮～９月 日㈰
集合
日 茅野駅９時 分
行程 茅野駅＝桜平―硫黄岳―硫
黄岳山荘
（泊） 硫黄岳山荘
―横岳―赤岳―権現岳―
青年小屋
（泊） 青年小屋―
編笠山―観音平＝小淵沢駅
解散
日 小淵沢駅
時ごろ
参加費 ２万９０００円（山小屋
代２泊・タクシー代・保険
料ほか）
募集人数
人 申込みは８月
日までに中原三佐代へ
０９０ ２６５２ ２４５０

926 号

山

日本山岳会会報
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