
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年頭のご挨拶には時期外れとなりましたが、今年

も日本山岳会熊本支部が、益々発展し、会員一同元

気に、楽しくクラブライフを楽しめる会になります

よう支部員の皆様によろしくご協力いただきます

ようお願いします。 

 今年は温暖化といわれながら、熊本市内も６２年

ぶりとかの７㎝もの雪に見舞われました。その数日

後には、１月なのに２０度を越す暖かさ。自然の摂

理は狂ってしまい、今からどんな異変が起きるのか

心配されるような年明けでした。 

 日本山岳会においても問題が山積し、尾上会長は

「ＪＡＣの再生と復権」をキーワードに、これらを

実現するために既存の各種委員会とは別に、４つの

プロジェクト・チームを立ち上げられ、これらのチ

ームは既に動き出しております。支部の会合に参加

されている方は既にご理解いただいているかと思

いますが、この４つのプロジェクトとは、①「新公

益法人制度移行の問題」で、現在見直しが始まって

いる公益法人で、日本山岳会は新公益法人を目指す

か、一般法人又は解散で行くのか検討中ですが、近

く、それぞれのメリット、デメリットについて整理

され、会員の意向を把握し、２年以内に結論を出す

ことになっています。②つ目は「山の日」制定につ 

いて、本会が提案し、多くの関係団体と協力しなが

ら 「山の日」をつくろうという取り組みです。勿

論、国民の休日を目指しておりますが、人類は有史 

以来、森の大きな恩恵を受けながら発展し、山の文 

化を生み出し、そして、海に流れ出た河川の清水は、

海の文化にも荷担してきました。そのような山の恩

恵に感謝し、自然豊かな森を作り、大切に自然を守

り続けることの大切さを認識し、自然保護に努め、

次世代に受け継ぐ心を養う日にしようというのが 

運動の目的です。これは広範囲に運動を広げ、長い

年月をかけた行動になるでしょう。③つ目は「支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活性化」の問題です。現在の総会員数は約５３００ 

人、その中で支部所属者は３０００人、支部に所属

していない人が、２３００人もいます。この計画で

は、支部を新設し、支部入会を促進し、会員への公

平・平等・共通の会員サービスを提供し、新入会員

の増加や支部独自の活動を強化し、日本山岳会全体

の活性化を目指すものです。最後の④つ目は「ＪＡ

Ｃ－ＹＯＵＴＨプロジェクト」の問題です。暫く若

者の姿が山から消えてしまいましたが、最近少しづ

つ山に回帰し始めている現象を、如何に上手くとら

え、若者を増やすかという問題です。昔は 日本山

岳会にも優秀な若者が多く在籍し、パイオニアワー

ク的な計画、実践の中でマナスルやエベレスト他、

ヒマラヤの高峰に多くの足跡を残し、日本の山岳界

を絶えずリードしてきました。それが今では弱体化

しています。この４つのプロジェクトも、尾上会長

が掲げられた「日本山岳会の再生と復権」を実現す

る大きな手段にもなるものです。このキーワードの

達成は 日本山岳会本部だけの問題ではなく、むし

ろ私達支部の活発な活動に係わっています。私達も

ただ頂上を目指す山登りだけなら、そこから一歩成

長して、もっと広い視点から山を見つめ、多くの岳

友とともに山に関わりながら自然に親しみ、楽しみ、

自然から学ぶ心を忘れてはならないと思います。

様々な活動に参加することは、様々な体験・学習の

場なのです。自然からの体験、人との体験から学ん

だことは、何時か必ずあなたを支え、喜びを引き寄

せてくれます。この４つのプロジェクトには、熊本

支部としても全面的に協力するというより、自分ら

の使命としてとらえ活動します。支部員の皆様にも

絶大な御協力をお願いし、支部員同士の強固な繋が

りをつくり、その素晴らしさを共有しましょう。 
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カムチャッカの旅 
 

          １００８０ 廣永 峻一 

 
 夏のロシアは北海道より緯度で 10 度程上部、バイカル湖 

とカムチャッカが同じ緯度であり一番暑い時期であるから、 

主にＴシャツ、夜を考えてダウンも準備した。北海道に行く 

のと同じ程度に考えて準備を進めた。宮崎が 13 人、鹿児島 

と熊本が一人ずつ参加、宮崎でのオリエンテーションにも参 

加できず、不安を抱えたままの準備であった。 

飛行機は 13日 8時発 民主党圧勝のニュースを見て熊本 

を飛び立つが前線の影響もあり雲が多い、インターネット 

ではロシアも小さな低気圧の影響で曇りの天気のようだ。 

熊本→伊丹空港（全員集合）→新潟空港→ハバロフスク空 

港→イルクーツク空港 14 午前 2 時到着。（熊本からバイカ 

ル湖まで 18 時間）新潟空港を 17.20 離陸、佐渡島が綺麗に 

見える、ハバロフスクに向けて飛び立つ，眼下の信濃川は 

茶色に濁っていたが日本海は青い海原を見せていた。18.10 

ロシア沿海州のシホテリアニ山脈の上空，やがて蛇行する 

川と森林に覆われた山々、茶色の川が見えてきた。西陽の 

眩しい中ハバロフスク空港に 18.55 着陸した。荷物のチェ 

ックを受け 19.50 ゲートを出るとガイドのチャン（中国） 

が迎えに来てくれた。助手のイリーナと共に国内線ターミ 

ナルへ移動、搭乗チェックでは靴も脱ぎ、水ボトルも棄て 

る。20.30 少し暗い中をバスで飛行機に向かう。21.20 暗く 

なった中を離陸、外は紅い夕焼けの地平線、空は薄明るい 

白夜だ。00.40 闇の中に灯かりが見えてきた。直ぐにガタガ 

タとイルクーツク空港に着陸。出口にはガイドのバレンタ 

イン（日本の小学校に 5 年間滞在）君が来て流暢な日本語

で皆安心した。午前 2 時過ぎイルクーツクホテルに入り、 

８階の部屋に入ると８階担当者の息子さんが日本の福島県 

在住らしく日本語に詳しい。ここで働いて日本に行くのだと 

話してくれた。 

１４日イルクーツクは日本と同じロシア時間 5.15 起床、 

眼下にはバイカル湖の出口であるアンガラ川がゆったりと 

流れ、対岸にはイルクーツク駅が見える。7.00 パサパサの 

ロシアパンで朝食を済ませてイルクーツク観光に出掛ける。

日の丸ジャージ姿のバレンタイン君のガイドで街中ではロ

シア正教の教会、日本人墓地、バイカル博物館、などを巡る。

バイカル博物館では大ヤマネコとウッドグース（雷鳥）の剥

製、バイカルアザラシ、魚はオームリ、イトー、大ナマズ、

チョウザメ、などの水槽があった。バイカル湖展望所のスキ

ー場（725ｍ）に行くと花が一杯であった。（ヤナギラン、

タカネナデシコ、イワギキョウ、ワレモコウ、フウロウ、レ

イジンソウ、ウツボグサ、マンテマ、ノコギリソウ、ヤツシ

ロソウ、ツルボ、ルリトラノオ、イブキトラノオ・・・）街

の中を走る車は 8 割が日本車。19.00 ホテルでの夕食、食後

はガガーリン通りの公園を散歩してアンガラ川河岸の魚釣

りを見たが２０ｃｍくらいの オームリ(大型のハヤ)が釣

れていた。ホテルの売店をみて部屋に戻ると 22 時と言うの

に薄明るい。クーラーを入れ安眠。トイレは紙を箱に収納し

流せない。 

15 日 4.30 起床 暗い中イルクーツク駅へ向かう。2 泊

3 日のシベリア鉄道の旅立ち、駅前の道路も荒く、停電も少

なくなったとの話であった。6.10 案内も放送も無いまま憧

れの列車が入ってきた。駅のホームは高さ 30ｃｍほどで列

車から降りる階段を昇り乗車する。軌道は広軌の為列車も大

きく荷物はポーターが運んでくれた。部屋は 5・6・8・9 室 

私は 9 室、渡辺夫妻とガイドのバレンタインの四人の寝台

列車。6.40 電磁式連結器のために音も無く発車した。ハバ

ロフスクまで 3338ｋｍ乗車時間 57 時間の旅の出発だ。8.45

スリュジャンカ駅停車、ホームで物売りが来ている，覗くと 

 

 

30ｃｍ程のオームリの燻製５匹で 100 ルーブル（340 円）

美味しかった。列車はバイカル湖のほとりを走り、鉄道沿線

はダーチャという夏の別荘が多くジャガイモなどの菜園と

白樺林、ポプラと赤松の混合林、牧場には牛が放牧され、湿

原には白いワタスゲ、ハナウドが見える。河岸には 3 ヶ月

の夏休みを利用して家族のテントや魚釣りをしている家族

を見ることが出来た。すれ違う長い列車は砂利、石炭、材木、

コンテナなどが多く 80 両位の長い列車だ。花はヤナギラン

がほとんどである。数少ない踏み切りは遮断機が上がるとき

だけ、車止めが上がり事故防止がされている。10.00 頃より

ハマルダハン山脈に沿って走る。昼食は三両後の食堂車に行

くが女性車掌に各室に鍵をかけてもらい移動する。食堂車は

我々だけの貸切であった。昼食はマッシュポテト、エンドウ

豆、鶏肉入りのボルシチ、サラダ、黒パン、ハム、オリーブ、

玉葱、ジャガイモ、のスープ。毎日美味しいばかりである。

19 時シルカ川の茶色い水、温暖化の為に永久凍土の泥炭か

ら出る色のようだ。川岸でバーベキューをやっている家族が

いるが小雨の中、寒いだろう。21 時と言うのに赤い夕焼け

太陽が沈まない。緯度が 52°日没も遅い。23.15 シルカ川

を渡ってチタ駅到着、（イルクーツクから 1013ｋｍ）暗くな

ったチタの街並み見える、チタも日本人の強制労働の町だ。 

16 日 5.20 起床 車窓の民家のたたずまいが何処と無く

違う、アジア風なのか？ザバイカルスキー 

駅に停車、モンゴル（ブリヤート）系の老夫婦が下車、出迎

えの若者とハグハグ。ガイドのバレンタインの話ではツアー

客の多いのはドイツ、中国、韓国、日本の順だそうだ。ドイ

ツは何処でも多い、生活が豊なのだろう。我らの 2 等寝台

だが 3 等寝台はおしゃべり交流が自然に抵抗無く出来る空

間だそうだ。朝から小雨降る中、線路工夫の監視員が黄色い

旗を振って列車を見送る。午後になると雨粒も大きくなり雷

鳴が聞こえる、夕方には晴れ間が見えてきた。列車が停車す

るたびに下りて運動をかねてみて回るが小さな店では商品

がガラスの内側にうず高く並び小さな窓からお金を入れて

お願いして品物を貰うのが慣例のようだ。窓の外には大きな

パイプラインが走る、第二シベリア鉄道の建設だろうか。シ

ベリアの大平原には白いユリが咲き、傾いた電柱が続く、大

きな夕日が落ちる。 

17 日 寝ている間(8 時間)に 560ｋｍ走っている。イルク

ーツクから 2681ｋｍの地点だ。今日も雨 外に出られない

が外は大平原、白樺がポツポツ、シャオシンアンリン(小興

安嶺)山脈の麓まで 300ｋｍの大平原だ。10.40 オブルチェ駅

着。イルクーツクから 3007ｋｍ、残り 330ｋｍとなった。

この辺りから岩山が多く、トンネルも多く花の種類も変わっ

てきた。今日の昼食のメニューはソーセージ 2 切れと肉片・

オリーブ、サラダ(キューリとトマト)、ボルシチ(ジャガイ

モ・トマト・人参、キャベツ、ビート)、メインは鶏のステ

ーキ・柔らかいマカロニ・粒コーン 美味しくいただいた。

17 時頃跡 30ｋｍになり荷物の整理、を始めた。間もなくハ

バロフスクの市街地が見えてきた。アムール鉄橋は下が鉄道、

上が国道の二層の鉄橋だが渡りきるのに３分を要した。

17.40 ハバロフスク駅到着、3338ｋｍ旅が終わった。お世話

になったバレンタインの案内で出口に行くとチョンさんが

来ていた。二人に案内され市内観光をやり 19.00 インツーリ

ストホテル着、渡辺さんと部屋に入る。8 階の係りの方が流

暢な日本語、コンニチワ、福島に子供さんのいるおば様だ。

何でも聞いてくれる。夕方は散歩に出たが黒い雲が見えてい

たがその夕立に合い傘の用意が無くアムール河畔で立ち往

生、小雨になるのを待って 22.00 ホテルに帰る。 

１８日 7.00 起床 バイキングの朝食、10.00 から市内観

光、ウスペンスキー大聖堂 ロシア正教の教会、レーニン広

場、中央市場ではチョンさんのお祖母さんが働いておられた

が大きな市場で 1 時間では見て回ることが出来ない程大き

な市場であった。朝食はロシア料理のレストランルースキー 
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に寄ったがここも鶏肉の高級料理(アフリカでも南米でも

鶏肉は高級)、店員も民族衣装の似合う若い娘さんが 10 人ほ

ど働いていた。午後はアムール川の遊覧船に乗る、アムール

とは「黒い川」という意味らしい。（アムール川：4440ｋｍ、

深さ：100ｍ）15.00 アムール鉄橋に接近、やはり大きい鉄

橋だ。二時間の遊覧を終えホテルに帰る前に極東美術館に立

ち寄り掘り出し物を探した。18.00 ホテルでの夕食だがボル

シチとサラダ。ビールジョッキはハイネケンが６０ルーブル、

アサヒは１４０ルーブル(480 円)と高い。19.30 ホテル 

に帰り、アムール河畔の散歩に出るとアムールに落ちる夕日

が美しい。21.00 ホテル 8 階より夕焼けの撮影後、部屋のテ

レビをつけ 8ＣＨでＮＨＫワールドの録画放送をやってい

た。22.00 日没、床に着く。 

19 日 夜中パトカーがうるさかったらしいが私は全く知

らない。爆睡していたらしい。ハバロフスク時間は日本時間

+2 時間。6.30 起床 7.00 朝食に降りる、バイキング形式の

食事。 朝のトイレも紙は安心して流せるのが良い。9.45

の出発まで時間があり川に下りて水を触ると冷たい、流石凍

土からの流れだ。9.45 バスに乗り 310 人が眠る日本人墓地

に行き花輪を手向け全員でお参りする。 

10.25 ハバロフスク空港着、12.20 搭乗案内が出る。12.47

離陸、。14.45 眼下にカリャーク山、アバチャ山が見えてく

る。15.15 ペトロハバロフスクカムチャキー空港に無事に到

着、15.20 荷物をもらい外にはガイドのアレクセイが待って

いた。彼は信州大学に 3 年間、日本の国費留学で学んでい

る、日本語も流暢だ。16.40 パラトゥンカ温泉のロッジフラ

ミンゴに着いた。19.30 夕食：食堂に行く、戸隠高原の樅の

木山荘主催のツアーが 20 名来ていた。食事の後全員で山の

歌の合唱となった。明日が早いので準備にかかる。アバチャ

登山とクルーズに必要なものを取り分ける。23 時就寝。 

20 日 6.30 起床、9.30 朝食。 9.50 出発の準備も終わり

外に出ると巨大なタイヤの六輪駆動車、ドアを開けて階段を

下ろし、やっと登れた。アバチャ高原まで 3 時間、街を抜

けると河原の中をゴリゴリと走る。途中河原の中でＷＣ休憩、

12.30 アバチャＢＣに到着。其々の部屋に荷物を置き、13

時管理棟で昼食、ＢＣにはジリスが沢山いて愛嬌を振りまく、

パンを出すと手から取ってゆく、特に甘い飴には目が無いよ

うだ。ＢＣでの花はｲﾜﾌﾞｸﾛ､ｵﾔﾏﾉｴﾝﾄﾞｳ、ｼﾓﾂｹｿｳ､ﾄｳﾔｸﾘﾝﾄﾞｳ､

ﾐﾔﾏｱｽﾞﾏｷﾞｸ､ﾔﾅｷﾞﾗﾝ､ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳなどが咲いている。14 時ラク

ダ山へトレーニングに出掛けたが山頂はお花畑であった。（ｼ

ｺﾀﾝｿｳ､ﾁｮｳﾉｽｹｿｳ､ﾐﾔﾏｸﾜｶﾞﾀ、ｸﾓﾏｸﾞｻ､ｼｺﾀﾝｿｳ､ｴｿﾞﾂﾂｼﾞ､ﾐﾔﾏｱｽﾞ

ﾏｷﾞｸ､ｲﾜｷﾞｷｮｳ､ｲﾜﾔﾅｷﾞ、ｲﾜﾌｸﾛ、ｷﾋﾅｹﾞｼ、ｲﾜﾍﾞﾝｹｲ 等高山の

花々がさいていた。）山頂には全員が登り、岩場にはマーモ

ットがこちらを睨んでいた。17 時ＢＣ到着、昨日迄のひど

い雨もやみ 18 時には雲も晴れて山頂がちらりと見えて、山

頂の噴煙だけが右にたなびいていた。気温 20 度、19 時夕食 

 

 

 

後ミーティング、アイゼンは不要との連絡、山のガイドが

3 人着く、外に出るとアバチャ山の噴煙が白く輝いている。

21 時就寝。 

21 日 5.20 起床、快晴、気温 6℃6 時朝食、 

弁当と水 2 本を貰い、7 時出発、登山ガイドの紹介 12.35 分

４回目の休憩に入り下山道の分岐で昼食を摂り、清水、遠矢

さん二人が下山する決断を下す。フランス隊の辛そうな女性

と出会った。13 時大雪渓を登る。ガイドのアレクセイが心

配している、時間が掛かりすぎているのだ。甲斐さんが辛そ

うだ。先頭に出てもらう。15 時固定ロープのあるざれ場の

最後の登りに入る。15.20 山頂に登り下方に声をかけるが上

っている人には辛いことばだ。最後に甲斐さんと久我さんが

登ってきた。山頂の右手には下から見えていた噴火口があり

正面も噴火の後が見え蒸気が上がっている。先の方には溶岩

台地が黒く広がっていた。フランス隊は溶岩台地に入ってい

った。山頂で全員の記念写真を撮り 16 時帰路に着いた。 

16.55 甲斐さんの具合が悪くなり足にサポーターを巻く。20

時ＢＣに到着しないとスッタフに迷惑をかける。やっと 20

時ＢＣに到着。遅くなったので直ぐガイド 3 人とのお別れ

会食となる。22.30 就寝の前に外に出て夜空を眺めると天

の川がクッキリと見えて北斗七星と北極星は真上に近い所

に見えている。星を眺めるとき日本で見る星も南米で見る星

も同じだなーと思う。 

２２日 6.40 起床 今朝もすばらしい快晴だ。8 時朝食、

ＢＣの食事は良い。9.20 ガイドのアレクセイが寝坊したの

か遅れてきた。昨日の登山が疲れたのだろう。キャンプ場長

のゲェーラさんの見送りを受けて 6 輪駆動車でＢＣをあと

にする。白樺、化粧柳、ダケカンバの河原を駆動車はどんど

んと走る。10.30 国道に出て、西へ向かう、11.20 ピロシ

キの美味しいソコチ村に着く。前列にはベテランが並び、後

列には若い女性が並び、縄張りがあるようだ。後列に体格の

良い巨乳の女性がいた、彼女の椅子に座り写真を撮ってもら

う。今回の旅で思い出の写真となった。国道は道路工事が多

く、ここでも重機は使われていない、 12.32 国道から薮

の小道に入り、間もなくヴィストラヤ川のクルーズ基地に到

着。大型テントで昼食、13.55 それぞれにライフジャケット、

尻当て、ルアーの釣り竿を渡され、ルアーの投げ方を練習し

て、大型の 3 隻のゴムボートに 5 人ずつ分乗、川は信濃川

を思わせるように流れはトウトウとした、深さ３～５ｍ流れ

の中に船出して直ぐ・・・「熊だ！」目の前に 4 頭の親子の

ヒグマ！食事をしたテントの近くに出て、びっくりしたがボ

ートの上、安心して撮影が出来た。我に返ってルアー釣りに

興じる。自然に酔いしれながら川を下る。遠矢さんは 70ｃ

ｍを越える大物を釣り手元で落として残念がった。3 時間の

クルーズであったがカムチャッカらしい大自然の思い出が

出来た。到着して釣り竿、ライフジャケットを返し、国道へ 

出てボートから見えた雪山を眺めながらフラミンゴホテル

に向かう。18.50 ナナカマドの街路樹のあるエリザヴィオの 
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街を通過、19.20 ホテル到着。20 時夕食 昨日いた山小屋

ｸﾞﾙｰﾌﾟはいなかった。メインは鮭のムニエル、フライポテト、

エンドウマメ、マカロニ、黒パン、デザートのりんごが美味

しかった。夕食後温泉横の川を見に行くと魚の姿が見えない。

23.00 就寝 

２３日 今日はビリュチンスキー山麓のツアーと露天風

呂。 7 時起床 16℃ 曇り 7.30 朝食、９時霧雨の中出発、

制限速度 90ｋｍの中 6 輪駆動車は走る。10.15 国道を外れ

て広場に着く、雨具を着て大滝見物、傘もさせないようなミ

ヤマンノキの中を歩く、11 時大きな雪渓に到着、皆の足取

りが遅くなる、アイゼンを持ってくれば良かった。日本の雪

渓では下の割れがありこの人数では重みに耐えるか心配し

ながらゆっくりと登る。11.50 滝の音がして大きく雪渓が掘

れていた。下を覗くと 10ｍくらいの分厚い雪で割れる心配

が無い事がわかった。大きな 60ｍの滝が雪渓の中に音も無

く吸い込まれてゆく、天気が良ければ見晴らしも良かっただ

ろうが残念だ。雪渓の下りが心配だ。このくらいの斜度では

転んでも心配ないが初めての人にとっては本当に怖い、13

時車に着いた。全員怪我も無く良かった。車は近くの橋の手

前の路肩に停めて、昼食の準備になったがあいにくの天気、

寒くて車中での昼食となった。13.25 車は動き、14.30 駐車

用の広場に着いた。徒歩で急斜面を登り 10 分ほどで露天風

呂に着いた。全員で写真撮影が主な目的！男性と女性は別々

に入り、撮影の時に同じ風呂に入り撮影をした。この川には

あちこちに温泉があり何処でも入れるということであった。

脱衣場も無く、川を掘って深さを調節し、おき石で水の量を

調節して温度を決める。この温泉は適温に決められている。

15.50 車に乗り込みパラトゥンカ温泉に戻る。16.20 銀命水

に立ち寄り冷たい水をいただく。16.55 フラミンゴ帰着。 

20 時 夕食後明日の確認、5.15 朝食、5.45 出発 荷物の整

理をして 21 時就寝 

24 日 4.45 起床 5.10 食堂へ、5.40 今日は 3 泊もお世話に

なったホテルフラミンゴを花柄のバスで後にする。6.25 ペ

トロパブロフスクカムチャキー空港着ここでガイドのアレ

クセイと助手のダスヴィダーニャとお別れ、7 時待合室で日

の出を見る。新潟の専門学校に行くという青年に日本人の評

判はと聞くと｢ウルサイ人々｣であった、なるほどと納得した。

7.30 搭乗開始、8.15 離陸 ハバロフスクへ 9.10 機内食 

10.45 ハバロフスク空港着陸、他の荷物は到着するが我々の

荷物が遅いから係員に聞いても全く取り扱ってくれない。ガ

イドのチャンに話してもここは日本ではない。このあたりだ

ろう「ウルサイ人々」。12 時やっと荷物が出てきた。バスで

国際ターミナルへ移動。14.30 まで自由行動、2 階のレスト

ランで軽食をいただく、14 時早めに免税店に入り買い物、

14.30 チョンさんとイリーナさんとのお別れ、15 時出国手

続き、16 時搭乗待合室、いよいよ最後の買い物、土産用の

お菓子と酒を買った。ここで銀行業務のコンサルタントをや

っている萱野さんに会い、花を撮るならチタ・ウランウデに

行きなさい、と教えてもらった。茅野さんからハバロフスク

総領事の貝谷さんを紹介された。貝谷さんはモスクワ～スウ

ェーデン大使館勤務を経て現在ハバロフスクの総領事とし

て 2 年目の単身赴任だそうだ。ハバロフスクの人口：60 万

人、日本人数：5800 人 ロシア 700 都市の中で最も整備さ

れた街とのこと。16.40（ハバロフ時間は 14.40）掲示板に

15.00の表示がされ日本に帰れそうだ。定刻の 15.00に離陸、

赤い広大なアムール川を見ながら楽しかったロシアの旅を

思い出していた。ハバロフ時間を日本時間に直す。17 時=15

時 佐渡島を見て、緑濃い田園風景を見ると貝谷さんもホッ

トする景色だそうだ。15.10 新潟空港に着陸。15.45 植田旅

館に到着。和風の小部屋に渡辺さんと二人。トイレに入りホ 

カホカとした便座に座り日本は良いなーと実感した瞬間で

あった。ラジオでは大雪山の遭難が報じられていた。タクシ

ーに分乗して反省会の寿司屋へ、各人の感想とバイカル湖、 

 

 

シベリア鉄道、アバチャ登山の思い出は尽きない。20.30 植

田旅館に帰り、久々のテレビを見ると大雪山の事故と政権交

代の話が続いていた。 23 時 就寝 

25 日 6 時起床 7 時朝食をいただき、玉露を入れ皆に飲

んでもらう。やっと落ち着く。8.20 新潟空港に降りて荷物

を並べ最後の写真撮影。懐かしのプロップで伊丹空港へ、

11.05 伊丹空港到着。 これより宮崎便：12.20 発 熊本便：

13.40 発 鹿児島便：15 時発 それぞれに分かれての出発

である。 

私は 15.40 自宅に着いた。本当に楽しい旅であった。 

次の計画はウランウデ,チタへの花の撮影とカムチャッカ

のクリュチェフスカヤ山の登山を考えている。 

 

ロシアで気がついた事 

① 買い物で値切る習慣は全く無い。 

② 街中は蚊が少ないが薮道は多い 

③ 主食はジャガイモ。  

④ 日本車が 8 割   

⑤ 洋式トイレはホテルだけ 

⑥ 食料は豊、肉・魚が多い  

⑦ インフラの整備が急がれる。 

⑧ 極東はモスクワに追われた人たちの楽園  

⑨ 日没が遅く 23 時白夜 

⑩ バイカル湖時間＝日本時間と同じ 

ハバロフ時間+2 時間、カムチャッカ時間＋4 時間 

① バイカル湖観光、シベリア鉄道（2 泊 3 日）、 

カムチャッカのアバチャ山（2741ｍ）登山、ブィ 

ストラ川のイワナ釣り、楽しい事ばかりの旅でし 

たが特にブィストラ川でのヒグマの親子４頭と 

の出会いは驚きと興奮で旅を楽しくしてくれま 

した。ロシアの人は肉食が多いためか驚くほど大 

きく、大陸的であった。話しによるとモスクワの 

極東はアンチロシア系の人が多く、ついてゆけな 

い人が移り住んだ町のようだ。次の計画はウラン 

ウデ,チタへの花の撮影とカムチャッカのクリュ 

チェフスカヤ山の登山を考えている。 

② バイカル湖～シベリア鉄道～カムチャッカ 

の旅（2009 年 7 月 13～25 日）５月に日本山岳会の交流

登山に参加、友人からバイカル湖、シベリア鉄道、カム

チャッカのアバチャ山登山計画があるが参加しないかと

言う誘いがあり、直ぐに参加を決める。バイカル湖、シ

ベリア鉄道の３日間(食っちゃ寝の旅)、カムチャッカでは

アバチャ山（２７４１ｍ）の登山、ブィストラ川のイワ

ナ（６０ｃｍ）釣り、ヒグマ４頭との出会い等、思いが

けない素晴らしい旅が出来ました。 次の旅はウランウ

デ,チタへの花の撮影とカムチャッカのクリュチェフスカ

ヤ山の登山を考えている。出会いが人生の素晴らしさに

磨きをかける。 

③ 思いがけないカムチャッカの旅程  

 ７月１３日熊本～新潟～ハバロフスク、夜中イルクーツク

着、 

14 日  バイカル湖観光、 

15～17 日シベリア鉄道乗車（喰っちゃ寝の旅） 

1８日ハバロフスク・アムール川観光、 

19 日ペトロパブロフスクカムチャキーのパラトゥンカ

20 日アバチャ山 BC、 

21 日アバチャ山（2741m）登山（標高差１９００ｍ） 

22 日ブィストラ川のイワナ釣り、 

23 日パラトゥンカ露天温泉 

24 日ペトロパブロフスクカムチャッキー～ハバロ．フス

ク～新潟、 

25 日熊本帰省 
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  2009 プーチエン・ヒマール登山報告       

１１７７１ 加藤 功一 

 
 ネパール中央部、ガネッシュヒマール後方に聳えるプーチ

エン・ヒマール  （6,049ｍ）の初登頂を目指したが、小

雪がちらつき視界がきかないのと頂上直下の岩壁に阻まれ

登頂することができなかった。 

１．登山隊名 2009 プーチエン・ヒマール登山隊 

２．期 間 2００９年９月１３日～１０月２０日 

３．隊の編成  

加藤功一（日本山岳会）・・・総括・記録  

  石井文雄（日本山岳会）・・・会計  

  加藤 明（日本山岳会）・・・医療・保険  

  田中俊明（電電九州山岳会）・食料  

  茂森修三（日本山岳会福岡支部）・装備  

  サーダー・・・・パサン・タマン 

  シェルパ・・・・ダン・タマン 

  コック・・・・・ドルガ・ライ 

  キッチン・・・・サンベサン 

  ポーター・・・・往：２５名 復：１５名 

４．行動結果 

  日本発・・・・・９月１３日 

  往路キャラバン・９月１７日～２７日 

  登山期間・・・・９月２９日～１０月５日          

  帰路キャラバン・１０月６日～１４日） 

  帰国① 10 月 20 日・石井、加藤明、田中、茂森 

   〃② 11 月 14 日・加藤功一   

５．登山結果 BC：4,200ｍ、C1：4,800ｍ、C2：5,700ｍ 

Ｃ１～Ｃ２間に 400ｍのフイックスをした。 

 第一次アタックを１０月３日に隊員２名・シェルパ２名で

行った降雪で視界きかない中ピークを２～３越えたピーク

を頂上と断定しＣ１へ下った。Ｃ２の下で二次隊（加藤功一、

石井、加藤明）と会った時は、「登頂した」と聞き喜んだ。

次の日、二次隊が昨日の一次隊の最高点まで行ったら、少し

下った先に岩壁があり､その先に頂上への稜線が雪の切れ間

に一瞬見えた。（最高到達点 5,890ｍ）その先は雪稜が細く

雪庇があり、厳しいので加藤功一とシェルパで登路を探すし

たがフイックスがないと危険と判断し、明日天気が良ければ

再挑戦することにしＣ２へ下る。途中のクレパスを飛び越え

る時、石井がバランスを崩し左足を痛めた。足を痛めた石井

と加藤明は、コックとＣ１へ下ったが、私とシェルパは、も

う１日Ｃ２に残り、明日好天であれば再挑戦することにした。 

しかし、次の日は降雪だったので、あきらめＣ１へ下り、Ｃ 

１を撤収しＢＣへ下った。足を負傷した石井には加藤明とシ 

ェルパが付き添い、ヘリコプターに乗るためニーレへ先に 

下り、ヘリコプターでカトマンズ（石井、加藤明）へ。病院 

で診察の結果、肉離れで入院の必要なし。他の隊員（加藤功 

一、田中、茂森）は、往路をキャラバンした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秋晴れや安全祈願」 

 

 

 

プーチエン・ヒマール（６，０４９ｍ） 

登山に参加して 

 １３８５２ 石井 文雄 
 ６年ぶり、２回目のキャラバンはモンスーン明けの、車の

わだちのできたぬかるみの山道を隊荷と人を満載したトラ

ック便から始まった。シャフトの折れた車を押しやるように

して進む、手に汗を握るラリーのようだ。 

２日目からはブリガンダキ、シャールコーラ、ヤンドルコー

ラは両岸は岩山で展望がきかないトレッキングとなる。 

コルサニのキャンプでは、龍が滝登りしているように見え、

端末は霧に包まれていた。マチャコーラでは、村の子供たち

と一緒に泳いだが、水が冷たいので暫く泳ぐと寒くて震えが

きた。ＢＣからＣ１までのルートは谷沿の傾斜のきついルー

トで、下の川までいっきに落ちた所をトラバースするので、

目がくらみ足がすくんだ。９月３０日はＣ１よりＣ２のルー

ト調査及び装備デポ。１０月１日はＣ１で休養日を利用して、

上部の小ピークに登り高度順化につとめる。 

１０月２日、１次アタックの田中・茂森隊員を見送り、１

次隊の行動を見るため上部の湖まで登る、プーチエンへ続く

雪の稜線上に、登山中の隊員の姿が見えたがしばらくすると

ガスがかかり見えなくなった。後ろの尾根には同じく 1 次

隊行動を見に来ていた。加藤隊長の姿も見えた。 

１０月３日、今日は私たち２次隊のＣ１出発だ、４時２０

分Ｃ１を出る、長いガレ場を５時間かけて登り、岩壁の下で

アイゼンを着けた。岩壁をフイックスで登り、雪の稜線へフ

イックスつたいに暫く登ると、１次アタック隊の田中・茂森

隊員が降りて来た。アタックの状況を話してくれたが、それ

によるとＣ２からピークを２つ越えたが、それから先は下り

になっていたので、ここが頂上を判断した。（先はガスで見

えなかった）彼らは「登頂した」と言うので「おめでとう」

とい言って握手してＣ２へ向かった。急な雪の稜線が延々と

続く、ガスで稜線の見分けがつかない、アイゼンはダンゴに

なるし、長い１日でやっとの思いで、回りはクレバスだらけ

のＣ２に辿り着いた。 

１０月４日、いよいよ私たち２次隊のアタック日。南峰ま

では急な雪の稜線であったが、そこを過ぎると右側がストン

と切れた緩やかな雪稜となる。サーダーが「昨日の到達点は

ここです」と言う。岸壁までは少し下り雪のナイフリッジと

なっていた。加藤隊長は、私と明隊員を残し、サーダー・ガ

イドとザイルを組み雪のナイフリッジに挑戦したが、フイッ

クスが無いと危険だと判断し、１時間ほどして帰って来た。

Ｃ２へ引き返すルートにクレバスがあり、私が飛び越す時、

バランスを崩し転倒した、体はフイックスで止まったが、左

膝に激痛を感じた。加藤隊長とサーダー、シェルパは明日再

度アタックするのでＣ２へ残り、私と明隊員、コックはＣ１

へ下ることになり、負傷した足を引きずりながら、４：３０

やっとＣ１へ辿り着いた。翌５日、加藤隊長たちは再アタッ

クしたが、天候が悪くフイックスもないのでＣ１へ降りて来

たので、Ｃ１を撤収してＢＣへ。私は足をかばいながら明隊

員のサポートでＢＣへ。６日、ＢＣ撤収となるが、私と明隊

員、サーダーは早めに出発し、ヘリポートのあるムーゴンパ

へ向かう。ここでヘリを待つが来ないので電話のあるティ－

ルへ下る。ＰＭ２：３０分、霧の中ヘリの音を聞く、雨がひ

どいのでヘリをあきらめていたところだ。さっそくヘリに明

隊員と乗る、途中霧で視界が悪いため何度か畑に降りて霧が

明けるのを待った。やっとのことでカトマンズへ着いた。 

カトマンズ空港にはコスモからの迎えが来ていた。コスモの

紹介で病院へ行き診察ＭＲＩ、レントゲンを撮ったが骨に異

常はみられず、入院の必要はなくホテルへ。たいしたことが

なくて安心した。加藤隊長や、多くの人に心配をかけたこと

をお詫びした。 
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プーチエン・ヒマール（6,049ｍ）登山報告 

  １３８４５     加藤 明 
 

 ９月１３日福岡空港からソウル、インチョン空港（泊）、

経由でカトマンズに着く、２日間の打ち合わせ及び登山の準

備を終え、１７日午前６時３０分、隊員５名、スタッフ４名、

ポータ２５名でチャーターバスに乗り込む。当初計画では、

ゴラバンジャン～アルガートバザールは徒歩としていたが、

ジープなら行けるとの情報を得て変更、ダーリンベシでジー

プに乗り換えアルガートバザールへ。その道の悪いことバウ

ンド、横すべり何でもあり、途中バス前輪のシャフトが折れ

ているのを見た時は生きたここちがしなかった。アルガート

バザールへ着いた時はクタクタ。夜は一昨年行った、美人姉

妹のいるバラック飲み屋に行ったが、地元男の目が厳しく

早々に切り上げた。 

１９日、マチャコーラに早く着いたので、久しぶりに川に

身体を洗いに行ったが、子供がついてくるのでかんじんなと

ころは洗えなかった。２５日はラマガオンで休養日、ラマガ

オンは名前の通り村全体がラマの村、女性だけの修道所があ

り、１１名の修道女が勉学に励んでいた。私たちはゴンパで

登山の安全祈願をしてもらう。ラマガオンは旧チベットの面

影が強くチョルテンの多い道が続く。チベッタンの服装をし

た大人、子供。愛嬌のあふれた顔・服装に心が癒される地域

である。途中ティリーという小さな村でチベッタンスタイル

の少年少女をモデルに写真を撮る。いよいよ人に会えるのは

最後となるムーゴンパに着く、ここは男だけの修道所で、１

１名の子供が勉強していた。子供に修道所を案内してもらう。

立派な施設で勉強では特に英語に力を入れているとのこと

で、英語で案内してくれた。 

２９日、ＢＣでプジャ（安全祈願）をし、高度順化のため

Ｃ１まで往復したが、全員順調。 

１０月２日、Ｃ２設営、回りにはクレバスが多く、夜の行

動は危険だ。アタックではフイックスに身を預けながら進む、

ピークを３つ越えた所に頂上らしき場所でＧＰＳ測定した

ら５，８９０ｍで、頂上でないことがわかる。私と石井さん

はそこで待機。その時、瞬間であったがガスの切れ間に頂上

らしきピークが見えた、その手前はカミソリの雪稜と断崖絶

壁となっていた。加藤隊長サーダー・シェルパは登路探しに

出かけたが、１時間ほどして帰って来た。隊長たちはもう１

晩Ｃ２に残り、明日天気が良ければ登頂を試みることにし、

私とクレバス飛び越えで足を痛めた石井さんはコックのサ

ポートでＣ１へ下った。ＢＣ撤収後、足を痛めた石井さんの

付き添いで私とサーダーで先に下りヘリコプターの手配を

した。ひどい雨でヘリのフライトが心配されたが、雲間から

ヘリが現れた時にはホッとした。ヘリは雲の切れ間を縫うア

クロバット飛行を繰り返し、途中２回も天候待で着陸したり

して、やっとカトマンズ空港に着いた時は命拾いした気持だ

った。 

 

「降る雪に見え隠れしやアタック隊」 

 

 

    

マカルーＢＣトレッキング報告 

１１７７１ 加藤 功一 
 

 プーチエン・ヒマール登山終了後、未踏の 6000ｍ峰を求

め、マカル－ＢＣへトレッキングした。 

 

１．期 間 2009 年 10 月 19 日～11 月９日 

２．メンバー 加藤功一、ガイド１名 

３．宿 泊  ロッジ又はテント 

４．行動結果 

  カトマンズ出発・・・・・１０月１９日 

  マカルーＢＣ着・・・・・１０月２８日 

  カトマンズ着・・・・・・１１月９日 

５．トレッキング結果              

（１）未踏峰として、マカルー３峰、４峰、５峰があるた

め、私に登れるかどうかを調査したが、いずれの峰

も岩山で難しく、私には登れないことがわかった。 

 （２）このコースはトレッキングルートとしては、困難な 

ルートで、尾根を行くため毎日１，０００ｍ位の登 

り下りがあり,大変きつい。 

（３） 今回は一人なのでロッジ使用で行ったが、毎日同 

じ食事（朝：チャパティ、昼：ヌードル、夜：ダ 

ルバート（ネパール定食）で肉はなく、これを２ 

０日間食べ、いかなる私も根をあげた。体重が５ 

kg 減った。 

６．トピックス 

 （１）カトマンズ空港で、改札が済み空港バス乗ったが、

スチュワーデスが電話をしており３０分過ぎても

発車しない、何をいつまでも話しているだろうと思

っていたら機内に向かって「乗客に日本人名がある

が、日本人はいらっしゃいますか」と、たずねたら

ガイドが私を指差した、スチュワーデスが噴出して

笑った、私は完全にネパール人に間違われたかと、

笑ってしまった。           

（２）マカルーＢＣから、上部のコルまで登ったら、下

にテントが見えた、まだヤク飼がいるのかな？と

思い近づいてみたら、草の上に油絵が２枚ある、

風で看板が飛んで来たのかと、思っていたら人が

現れた｢私は日本の画家です、ここでマカルーを描

いて、あと３日したらエベレスト方面へ移動しま

す」とのこと、「私はこんな所を歩く日本人は私だ

けけかと思っていたら、こんな所で日本人に会う

とはびっくりしました」と挨拶。｢私も６０の手習

いで油絵を描いています」と話も弾んだ。高度計

を見たら５，１２０ｍあった。 

 

 

 

「秋晴れやマカルー山を一人じめ」 
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秋の朝マカル－ファミリ－輝けり 



 

 

あなたに本当の自然の姿が見えますか？

 聞こえますか？ 

          ８１９０  工藤 文昭 

 今年度の年次晩餐会は、１２月５日に東京品川の

グラント・プリンスホテル新高輪で開催されました。

本会からは小倉会員と私の２人が参加しました。今

年度も皇太子殿下が出席され、午後２時半からの海

外登山報告会、夜の晩餐会まで長時間参加いただき

ました。 

 海外登山報告会はパンポチェ登山隊（日本山岳会

学生部）、ペリ・ヒマール登山隊（信州大創立６０

周年記念事業）、カンリンカルポ山群ＫＧ2峰（神

戸大学・中国地質大学合同学術登山隊）３隊から遠

征報告がありましたが、パワーポイントでの要点を

的確に捉えた映像を見ながらの説明は臨場感に溢

れ、登山欲をそそるような報告会でした。 

 会場ロビーには、各支部が提供した「支部おすす

めの花の山」の展示は見応えがありました。熊本支

部も、廣永会員の素晴らしい写真と、私、工藤の説

明文で構成しましたが、写真がいいだけにとても好

評でした。その他、各同好会の発表も見応えのある

ものばかりでした。６時から晩餐会が始まり、会長

挨拶の後、新永年会員の紹介があり、熊本支部では、

馬場猛会員（会員番号4943）が表彰されました。こ

の晩餐会で私が最も感動したのは、今年度の新入会

員を代表して挨拶をされた東海支部の山田弘さん

（62才）の話でした。山田さんは視覚障害者で、１

１才で視力をなくされ、２０才頃から登山を始めら

れ、富士山や南・北アルプス、中央アルプス、八ヶ

岳その他を登山されているそうです。点字の原稿を

読みながら、自らの山に対する思いを込めた挨拶は、

出席者に大きな感動を与えました。 挨拶の中で、

「山を愛する人には悪い人はいないと言いますが、

山を愛する心、自然を愛する心は人を愛する心につ

ながるものがあるのではないでしょうか。私が山に

登り始めたのは２０才過ぎてからです。それまでは

障害者と言うことで､両親や兄弟に見守られてきた

生活を送ってきました。しかし、２０才を過ぎ私に

も自立の心が芽生えてきました。そして友人に誘わ

れて登った山の爽やかな印象は今でも忘れられま

せん。その感動が､今の私をつくってくれたものと

信じています。新鮮な木々の香り，川の水音、鳥の

さえずり、そしてマイナスイオンに満ちた新鮮な空 

 

 

気は，決して目だけで味わえるものではありません。

私にとってそれは目に代わる身体全体の感覚を研

ぎすまして感じられる山の魅力なのです。そして、

それ以上に山は私にとって，私の軟弱な心と体を鍛

えてくれた人生の恩師です。山は人生において大き

な障害を背負った私たちにとって困難に立ち向か

う不屈の精神と強靱な体力を養うための絶好の場

所だと思います。又、山は人の温もりを良く伝えて

くれます。私の前を歩く人のザックの動きからは、

その人の足の位置，高低差、左右の動きだけでなく，

その人の温かな思いやりの心が伝わってくるので

す。」（以下省略） 

 皆さんは，身体全体の神経を集中し，五感を通し

て山の魅力を感じ取っていますか。なまじ健康に恵

まれていると、自然の叫び、表情、小さくても必死

に咲く花や鳥のさえずりでさえ視聴出来ないこと

も多いのかもしれません。山田さんのご挨拶を聞き、

山で本当の自然の素晴らしさが見えていなかった

のは障害者の方ではなく、本当は健常者である私の

方ではないかと思いました。山田さんに学んだ事を，

自分の山登りに生かせれば，もっと感受性を高め、

何倍もの魅力ある登山が出来そうです。皆さんは，

どう思われましたか？ 
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知 識 ① 
登山は計画の段階から、始まります。人に頼るので

はなく、充実した登山が出来るよう自分で計画し、

いろいろ研究していき、そしてそれなりの体力養成、

技術の習得が安全登山の基本です。 

素晴らしい山頂からの眺めや、 

花の観賞も、感動もそこから生 

まれます。まずは計画の段階か 

ら参加しましょう      

訃報 
支部創立５０周年に来熊頂いた鰺坂前副会長が、病

気療養中の処薬石効なく１月 24 日（日）午後１時

26 分 76 才にて逝去されました 

ここに生前のご厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げ

ます 

         記 

通夜 平成 22 年１月 27 日（水）午後６時～ ７時 

葬儀告別式 平成 22 年１月 28 日（木）午前 11 時 

場所  一行院 千日谷会堂 

喪主  鯵坂 美智子 

    東京都世田谷区北沢 2-26- 

 



 

 

北ア・甲信越の山々を訪ねて 

       １４０３８ 木曽萬喜治 

北アルプスの最奥にある朝日岳から見る雨飾山・妙

高山など甲信越の山にはほとんど登っていないため

今年の秋は甲信越の山と美しく輝く紅葉の写真を撮

影にチャレンジすることにした。今回は広範囲に亘る

ため交通の便や長期間の交通費・宿泊費等を考え車で

行くことにした。幸い大きな用件もなく１０月２日、

午前８時に自宅を出発。まず、初めの行く先は涸沢の

紅葉を見ることだ。高速道を走らせ午後７時ごろ沢渡

の駐車場に到着、早朝にバスに乗り上高地、見慣れた

梓川沿いの風景を見ながら横尾を経由して、涸沢に入

った。残念なことにナナカマドは紅葉していなくて緑

一色の夏の風景だ。わずか涸沢ヒュッテの一部に赤く

色づいたナナカマドが見られるだけだ。小屋は紅葉の

時期であるため、多くの登山者で溢れ、部屋はぎゅう

ぎゅう詰めであるとのこと。この点、テント泊は食糧

等で重い装備となるがゆっくり・のんびり気兼ねする

ことなく過ごすことができる。翌日、テントを張った

まま北穂高岳を目指す。残念なことに天気は下降気味

で曇り、ガスで一日中、何も見えない。翌日、早々に

下山、テントを撤収し涸沢を後にし、次の目的は白川

郷・五箇山の合掌造りを見ることにした。道の駅「白

川郷」に車を止め宿泊、早朝からゆっくり見学、写真

撮影。五箇山の合掌造りもよいが観光客が多く、早々

に後にして富山市・糸井川を経由し小谷村に向かった。

ここは朝日岳から見ていた雨飾山・妙高山があり、特

に雨飾山の紅葉が美しいとのことで「道の駅小谷」で

宿泊。翌７日、朝から曇り空、雨飾山の登山口まで行

くが上部はガスで視界不良、写真撮影は不向きのため

山登りは中止、また明日は台風が接近とのことで登山

口での宿泊はヤバいため「道の駅小谷」まで引き返す。

案の定、深夜から大雨と風が強まり、まるで熊本で台

風にあったような気持ちである。一日中、車の外は激

しい雨・強風で吹き荒れしている。このため道の駅の

中にある温泉やパソコンを使い写真整理などをして

ノンビリ過す。翌９日、朝は曇り空、台風通過後の天

気は晴れの予想。早速、雨飾山に向け出発したが登り

始めから雨がポツリ・ポツリと落ち始めた。その後、 

雨も止むだろうと登り続けるが一向に止まず頂上

ではミゾレとなり視界はガスで視界不良。途中の紅葉

も前日の台風で吹き飛ばされ見るも無残な様子。最悪

の山登りとなった。スゴスゴと「道の駅小谷」に引き

返しまた、泊まることにした。 

今日こそは天気なるだろうと思い今度は小谷村か

ら近い風吹岳を経由して白馬岳へと出発。風吹岳登山

口までは道も狭く途中、他の車と離合する道幅もなく

倒木等で通行不能となると数百メートル谷底を見な

がらバックする必要があり冷や冷やしながら車を進

めた。・・・・山登りより怖いルートだ。風吹大池の

辺りから小雨、上部はガスで視界不良。白馬岳に向け

黙々と歩き白馬大池で宿泊。 

翌１１日、今日もまたガスの中を歩く、白馬岳頂上 

 

 

 

は５回目であるが今回も周辺の景色を見られず数分

居ただけで後にする。これから風吹登山口までの長い

長い道のりを一気に下る。暗くなった１８時３０分頃

に登山口に到着。駐車場は誰もいない荒れた道をゆっ

くりと下り、「道の駅小谷」で宿泊。今日で５泊目か

前日のハードな登山のため今日は朝寝坊。涸沢からの

下りで一緒だった新潟のグループから福島県の「安達

太良山」の紅葉が素晴らしいとの話があり新潟経由で

福島県二本松に向け出発。夜８時３０分頃、登山口の

駐車場に到着。今日はここに宿泊。翌１３日、今日も

歩き初めからガスで辺りは全く見えず、頂上付近から

雨になる。登山者は多く道に迷うことはない。下山は

登りルートと違う黒金小屋経由で下山。この辺りから

天気は回復し、太陽も久し振りに見ることができ、塩

沢温泉へ向かう途中の渓谷と紅葉は綺麗であった。塩

沢温泉からタクシーを呼び黒岳登山口の駐車場へ向

う。今日は福島市の「道の駅つちゆ」で宿泊。翌、１

４日早朝５時に磐梯山・吾妻山に登るため出発。途中

五色沼で写真撮影する。磐梯山、吾妻山は２日間かけ

て登る。次の飯豊山は日帰り登山では無理なので小屋

に泊まり、頂上に立つがやはり、山自体が大きいので

時間がかかる。磐越自動車道を引き返し日光市に入る。

日光東照宮を観光、渋滞のなか日光白根山に向けて車

を走らせるが途中、中禅寺湖、戦場ケ原で紅葉の写真

を撮る。日光白根山はロープウェイを利用し苦労なく

登ることができた。当初から目的の一つであった谷川

岳に登るため、登山口の玄関口である水上村の「道の

駅水上町水紀行館」で宿泊。翌日、谷川岳へはロープ

ウェイを途中まで利用し頂上へ向かう。下山は西黒尾

根ルートをとるがこのルートは一の倉沢など全体が

眺められ、特にこの時期は大岩壁と紅葉のコントラス

が素晴らしく圧倒される。谷川岳を再度、見たく翌日、

一の倉沢に入り下から頂上を見上げる。 垂直に伸び

る岩峰で圧倒される。しばらく眺めた後、新潟県湯沢

町に車を走らせる。ここには大源太山がある。谷川岳

からすぐ近くに見え頂上から縦走路もあるが駐車の

関係から湯沢町まで数時間、遠回りして登山口へ到着。

登り終わった後、再び「道の駅水上町水紀行館」まで

戻り宿泊。翌日、尾瀬に入るため日光から来た道を引

き返し鳩町峠で駐車、ここで宿泊。この辺りのブナな

どの木々の紅葉が夕日に輝きとても綺麗だ。早朝、尾

瀬に入る。テント・食糧等の重い荷物を担いでの歩き 
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八方池から見た白馬三山 



 

 

 

だが朝霧に包まれて幻想的な景色のため重いのも苦

にはならない。テン場の手続きを済ませ火燧岳に登る

が昼頃には雨となる。翌日は晴れ、一日かけてゆっく

り尾瀬の湿地帯を散策した。次の目標の至仏山へ登る

ため山の鼻まで行くがここから至仏山への登りは一

方通行、重い荷物を担いでの登りが嫌なため一旦、鳩

待峠に戻る。 翌日、凍った木道を再び下り、山の鼻

まで行きそこから至仏山へ向かう。荷物も軽量のため

快適に登れる。頂上から尾瀬が眼下に見渡せとても素

晴らしい。下山後、草津温泉で宿泊、志賀高原・長野

市、戸隠山の紅葉を探索しながら白馬村に入る。翌日

の白馬村はまた天気がおもわしくなく白馬雪渓の登

山口である猿倉へ出かけてゆく。白馬尻の雪渓は夏の

時期と比べ少なく登れる状態ではない。小屋も閉鎖さ

れ登山者も１人もいなく寂しい限りだ。時折、雲の切

れ目から山頂が見え隠れし、上部は雪のため白く輝い

ている。 

明日は晴れ

ると確信し、

翌日ゴンド

ラの運行を

待って八方

池へ行く。予

想通り晴れ

た八方池か

ら見る白馬

三山は春・夏と違った様子で美しく見える。途中で引

き返す予定であったがとうとう唐松岳の頂上まで行

ってしまった。八方尾根から不帰、五龍岳・鹿島岳を

眺め満喫した一日であった。 

 次の目的は山梨県にある瑞牆山で中央道を南下し

北杜市に入る。東京から近郊のためか登山者が多い。 

予定時間内に岩峰の頂上に立ち紅葉を眺めながら下

山。ここの紅葉も素晴らしい。 

 この計画の最後の山は木曽駒ケ岳にした。朝一番の

バスとロープウェイを使って千畳敷カールに到着。約

２５００ｍあるため寒い。まだ、誰もいない雪道の登

山ルートを快適に登る。寒いがよく晴れた頂上から木

曽御岳山、八ヶ岳、甲斐駒ケ岳、乗鞍岳など中央アル

プス・南アルプス・北アルプスの山々が見渡せ最高の

気分だ。 宝剣岳を経由し千畳敷カールに戻りこれで

計画していた山も無事に全て終わることができた。 

後は高速道路を利用し２日間かけて１１月１日、熊本

に帰り着いた。 

 約１ケ月間、長期にわたって車を利用しての山登り

は初めての経験であったが車利用のお陰で多くの山

を登ることができ満足感を得ることができたが深

夜・長時間の運転、道の駅での車中泊、食事の面でも

トラブルも交通事故もなく無事に帰宅できたのがよ

り以上の達成感を得たと思っている。 

また、一人、自転車で日本一周、夫婦で百名山に挑

戦している人や地元の人に親切にして頂くなど多く

の人に出会ったことが最高の良い思い出なった。 

ただ残念なことは台風に雨も多くあい山登りでの

満足度は半減、写真撮影では最悪の出来であった。 

 

 

 

○ 期日  平成２２年２月７日 

○ 場所  上天草町 松島・観海アルプス 

○ コ－ス 今泉～西運寺～蕗嶽～白嶽～矢岳神

社～鹿見岳～二弁当峠 

○ 参加者 ２５名 

昨年に続き、観海アルプスの一部を歩きました。 

天草の山歩きは冬の季節が最適です。今回歩いた蕗岳 

から白嶽の稜線から、八代海の眺めは素晴らしいもの

でした。登山道は自然歩道としてよく整備されており、 

快適な山歩きが楽しめました。 

 今年の二月例会は、新入会友の参加が多く、井藤会

友の提供によるマイクロバスで２５名の参加者で賑

やかに開催されました。 

 天候に恵まれ、三班に別れて今泉の駐車場から和気

藹々で出発。４００ｍそこそこの山であったが周りに

遮るものはなく、尾根に登り詰めた後は眼下に八代海

の静かな海を眺

めながら、小さ

なアップダウン

を繰り返しなが

ら冬の天草を堪

能する。 

 

白嶽のキャンプ

場で昼食を摂り、

鹿見岳を経由し

て二弁当峠へ。    白嶽山頂での記念撮影 

井藤会友のおかげでマイクロバスを回送して貰い、予

定通りの山行を終え、全員で大矢野町の温泉に浸かり、

満足の例会山行でした。 

 

○ 期日 平成２１年１２月２０日 

○ 場所 山の店「シェルパ」 

今年度の「山の写真展」の会場で支部の写真展を

見に来られた、田部井淳子氏と会員数名の懇談が

行われました。 

涸沢のナナカマド 
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２月例会登山 「観海アルプス・白嶽」 

田部井淳子氏（日本山岳会会員番号６３４９） 

との懇談【２１年１２月２０日】 

白嶽山頂にて 

田部井氏を囲んで 



 

 

 

 

 

【公益事業】 

６月中旬    森林保全巡視登山 

６月中旬    第４回登山教室 

７月中旬    第１回登山研修会 

９月中旬    第５回登山教室 

９月下旬    第２回登山研修会 

１０月中旬   第３回脊梁縦走登山 

１１月下旬   森林巡視登山 

１１月中旬   第３回登山研修会 

 

 

 

 

４月２５日の総会にて承認予定 

 

 

【共益事業】 

４月２５日   平成２２年度支部総会 

５月８日～９日 宮崎支部との交流会 

８月下旬    夏期例会（ﾋﾞ-ﾙﾊﾟ-ﾃｨ-） 

１１月３日   宮崎ｳｴｽﾄﾝ祭 

１０月     脊梁トレイルラン 

１１月３日   金峰山マラソン 

 

【その他】 

支部報発刊・支部通信 
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支部会務報告（２１年４月～２２年３月）    

期日 事業・行事・山行等 人員 開催場所 備考 

4月 16日 支部委員会 7 古町ＣＣ   

4月 26日 

支部通常総会       

役員改選  支部長  工藤 文昭（重任）     ２０年度事業報告 

      常務委員 松本 莞爾（新任）     ２０年度会計報告 

        委員 廣永 峻一（重任）     ２１年度事業計画 

        委員 鶴田佐知子（重任） 26 藏元 ２１年度予算 

        委員 加藤 功一（重任）     役員改選 

        委員 安場 俊郎（重任）       

      会計監査 丸尾 龍一（重任）     終了後 懇親会  

退任    常務委員 田上 敏行       

5月 16日～17日 宮崎支部との交流登山 11 双石山・獅子岳 青島自然休養林 

6月 14日 第２回登山教室 45 猟師岳 一般募集（担当 松本） 

6月 22日 支部委員会 7 春竹ＣＣ   

6月 28日 森林保全巡視登山 12 菊池渓谷 担当 廣永 

7月 9日 支部委員会 7 ワクワクランド   

8月 29日 夏期例会・ビ－ルパ－ティ 26 メルパルク   

9月 8日 支部委員会 6 ワクワクランド   

9月 20日 第３回登山教室 48 黒岩山・泉水山 一般募集（担当 廣永） 

9月 30日 支部報１９号発刊 200   Ａ４２００部 

10月 3日～4日 第２回九州脊梁全山縦走登山 9 嶺越し～不土野   

10月 11日 九州脊梁トレイルラン 8 小川岳・向坂山・三方山 後援事業 

10月 25日～26日 第２５回全国支部懇談会 1 福島県猪苗代町   

11月２日～3日 第２５回宮崎ウエストン祭 8 三秀台 11/4記念登山筒ケ岳 

11月 3日 金峰山系三山マラソン大会 4 金峰山   

11月 7日～8日 九州５支部集会 8 八丁原ビュ－ホテル 九重・筋湯（湧蓋山） 

11月 21日 森林保全巡視登山 7 二の岳・三の岳 担当 廣永 

11月 30日 

海外登山報告会       

報告 ﾌﾞ-ﾁﾝヒマ－ル       

    （加藤功一・加藤明・石井文雄）       

   カムチャッカ （廣永峻一） 40 熊本市 崇城大市民ホ－ル 

   ｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ（松本莞爾・木曽萬喜治         

        ・加藤稜子・井藤憲幸）       

12月 5日 年次晩餐会 2 東京都 工藤・小倉会員出席 

12月 6日～20日 山の写真展 1000 熊本市 山の店「シェルパ」 

９月～12月 

新入会友       

椿 千鶴・横尾健二・横尾妙子・千々岩泰子       

稗田喜代美・植木隆俊・千原幸子・渡辺暁美       

金山春男・松本博子・門田 務・脇元公明  20     

島添加代子・植木啓子・井上禮子・山本 直       

舛田レイ子・米村由紀子・住永洋子・島添健輔       

1月 16日 支部委員会 6 熊本市 熊本市青少年センター 

1月 16日 支部新年晩餐会 35 熊本市 交通センタ－ 

2月 7日 ２月例会登山 28 天草観海アルプス 担当 安場 

3月 7日 干支の山登山 41 虎石山 担当 安場 

 

今後の行事予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局雑感 「この１年をふりかえって」 

 

平成２１年４月に田上前事務局長の後を引き継ぎ事務局を仰せつかまりましたが、何とかこの一

年を乗り越え、業務をこなすことが出来ました。過去に他団体で事務局の経験はあったものの、経験

豊かな諸先輩や知識人が集結した日本山岳会は気を使う一年だったような気がします。 

 会の事務処理を担当して大変だと感じた事は、机上での例会（会議）が無い当会では行事の連絡や

お知らせにかなりの工夫と経費節約に気を使いながら、会の情報を会員の皆さんへお知らせしたいと

奮闘していろんな方法を試みました。今まで年一回の発刊だった「支部報」は年３回～４回に増やし、

また支部報とは別に「支部通信」を不定期に発送し「速効性」を持たせるようにしました。その他「議

事録」として役員会の内容も不定期ではありましたが、お届け出来るようにしました。 

また、会員・会友の皆さんのご意見等もお聞きしたく「アンケ－ト（行事の出欠）」等もお出しし、

皆さんには大変お手数をお掛けしました。ＪＡＣ本部の意向もあり、公益事業の取り組みや活性化の

取り組み、会員の拡充など、役員会での活発な意見を採り入れ事業遂行を計りましたが、おかげを持

ちましてかなりの事業達成が果たせたのではないかと感じております。ただ残念なことは返事の回収

率が７０パ－セント弱、行事への参加率が２５パ－セント止まり等、ご返事がなかなか頂けなかった

こと、そして行事への参加が少なかったことに多少の悩みが有りました。特に２月７日に実施しまし

た「観海アルプス」の白嶽登山では１２月２５日段階で４１名の参加申し込みがありましたが、当日

参加は２４名と半分になってしまいました。バスの予約や、保険の手続きに変更が生じ担当者は苦労

したようです。しかし、公益事業の登山教室では一般募集を募ったところ、予想に反して大勢の方の

参加をみました。さらにその中から会友として入会された方が２０名にも達し、活性化にも一矢を投

じたのではないかと思います。また写真展や海外登山報告会等でも多数の一般の登山愛好家が見に来

て頂き、日本山岳会をアピ－ル出来たのではないかと思います。 

 熊本支部では今回のような取り組みは始めての試みで、会員の皆さんにはある種の「とまどい」と

困惑を感じられたのではと危惧しておりますが、役員会の中で会員会友の方々の希望を募り、沢山の

会員会友の参加が出来るよう、また公益事業のあり方、会の事業の進め方が議論され、このような形

で実施出来るよう話し合われました。 

ＪＡＣ本部ではこのような取り組みにエ－ルを送り、あらゆる援助を惜しまないとの言及が有りま

した。ただ全国のＪＡＣ会員の中には「日本の登山界をリ－ドする天下のＪＡＣ」に対するプライド

や歴史を重んずる方もおられ、闇雲な会員拡充に異論をお持ちの方もおられ、「サロン」的な集まりで

いいのではという方もおられます。しかし、時代が変わり今までの日本山岳会では会の存亡に不安が

残りかねません。昨年、会長に尾上氏がなられ、「ＪＡＣの再生と復権」として、会の活性化をあげら

れました。これはＪＡＣが抱えている諸問題で若い会員の減少による組織、運営が厳しくなっている

状態で、今ＪＡＣは若い会員の獲得と若者に魅力を感じさせる存在への変貌が急務となっています。 

 もう一つ大きな問題があります。それは新公益事業制度への移行です。申すまでもなく、総ての社

団法人、財団法人が、昨年１１月に施行された新制度への移行が義務付けされ、これへの対応が急が

れます。特にＪＡＣの場合は、その選択肢の判断の難しさと、それに要する実務の作業量への対応に

頭を悩ませています。（尾上会長談） 

 日本山岳会では今山岳会が抱えている諸問題の解決のため４つのプロジェクトを立ち上げ、会長が

「ＪＡＣの再生と復権」を提唱されています。ＪＡＣが掲げる４つのプロジェクトの概要は次の通り

で、支部に於いても具体的な活動が出てくるものと思います。 

① ＪＡＣ－ＹＯＵＨＴ ＰＪ（ジャックユ－スプロジェクト）       リ－ダ－ 古野 淳 

最近若者が、山（自然）に回帰しつつあります。この現象をＪＡＣがどのような形で取り込むか

が鍵と思われる。 

② 新公益法人制度移行 PＪ  リ－ダ－ 吉永英明 

少なくとも２年以内に選択の判断をしなければなりません。 

③ 支部活性化ＰＪ      リ－ダ－ 石橋正美 

各支部の事業の活性化と支部の事業活動の連携、支部会員の増強、 

  首都圏の支部化の促進が目的です。 

④ 「山の日」制定ＰＪ    リ－ダ－ 成川隆顕 

  山について広く親しみ、楽しみ、学びそして山の大切さを考える 

  国民運動を展開し、「山の日」制定への道筋を探る。 

今年のＪＡＣはこのように大きな課題に取り組みますが、支部に於いても協力参加を含め理解を求め

られることとなりそうです。今後も皆様のご協力とご理解を賜りたいと思います 
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※ 古町ｺﾐﾆﾃｨ-ｾﾝﾀ- 

（１） ４月２６日（日）支部総会の準備 

① ２０年度事業報告・決算報告について 

② ２１年度事業計画・予算について 

③ 役員改選について 

④ その他・会場選定日時設定 

（２） 北海道支部「長谷川雄助」氏の会友 

（３） 今後の事業計画について 

① 第２回登山教室について 

② 森林保全巡視活動について 

（４） 宮崎支部との交流登山について 

（５） 第２回支部写真展計画について 

（６） 熊本支部報第１８号の校正作業 

※ 春竹ｺﾐﾆﾃｨ-ｾﾝﾀ- 

（１） 第２回登山教室の反省について 

（２）  森林保全巡視登山について 

（３） 支部報の発行について  

（４） 今後の支部事業について 

① 夏期例会（ビ－ルパ－ティ）に

ついて 

② 第３回登山教室開催について 

③ ③ 第二回脊梁山脈縦走登山  

④ 第二回トレイルランの協力 

⑤ 三山山岳マラソンについて 

 

 

 

※「ワクワクランド」 

（１）第１回森林保全巡視活動の反省 

参加者１３名（内巡視員７名） 

（２）熊本支部報の作成方法の改善について 

（提案：工藤）現在年１回の発行で良い

のか、全国的には２～３ケ月に一回８

ペ－ジほどの支部報を発刊している

支部が多く、経費的にも安価である。

また、速報性があり、経費削減に繋が

ると思う。 

（３）事業実施時の交通費の再検討について。 

※ 会員のみ例会山行の場合の交通費 

（４）第３回登山教室について（ 

（５）例会「ビ－ルパ－ティ－」について 

（６）第２回脊梁山脈縦走登山について 

（７）役員の仕事分担について 

（８）事務局を事務局長宅に置くか、 

登山用品店に置くか、 

（９）「支部お勧めの花の山」パネル  

作品及び原稿の依頼 

（１０）新入「会友」の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）第３回登山教室の件 

（２）九州脊梁山脈縦走登山について 

（３）脊梁トレイルランの件 

（４）おすすめの花の山について 

（５）支部報について 

（６）山の日制定について 

（７）海外登山報告会について 

（８）山の写真展について 

（９）その他 

 

 

 

 

（１）支部長・事務局長合同会議の件 

（２）年次晩餐会用「支部のおすすめ写真」 

（３）全国支部懇談会の件（２名参加） 

（４）今後の予定 

  ① 宮崎ウエストン祭について 

② 三山マラソンの協力の件 

③ 九州５支部集会の件 

④ 森林保全巡視登山の件 

⑤ 海外登山報告会の件 

⑥ 山の写真展の件 

⑦ 新年晩餐会の件 

⑧ 観海アルプス登山の件 

⑨ 干支の山の件 

⑩ その他 

 

 

 

※「白川ワクワクランド」 

（１）新年晩餐会の件 

（２）２月例会登山の件（観海アルプス） 

（３）３月例会登山の件（干支の山） 

（４）支部報２０号の件 

（５）総会の件 

（６）支部長会議報告 

（７）４つのプロジェクトの件 

（８）馬場会員の永年会員授章の件 

（９）藤本会員の傘寿の件 

 

 

※「白川ワクワクランド」 

（１）２月例会登山の件（観海アルプス） 

（２）３月例会登山の件（干支の山） 

（３）新年度の計画 

（４）支部報２０号の件 

（５）総会の件 

（６）事務局長会議報告 

（７）４つのプロジェクトの件 
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役員会議事録 

熊本支部 役員会 ２１年４月１６日 

熊本支部 役員会 ２１年６月２４日 

熊本支部 役員会 ２１年８月４日 

熊本支部 役員会 ２１年１０月３０日 

熊本支部 役員会 ２１年９月８日 

熊本支部 役員会 ２２年１月１６日 

熊本支部 役員会 ２２年２月９日 


