
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 去る 12月３日(土)、東京、日本山岳会本部で支

部長会が開催されました。 

 ここ数年日本山岳会再生を目指して四つのプロ

ジェクトチームを立ち上げ、本部、支部共々に積

極的に取り組んできました。特に新公益法人移行

問題では JAC の様々な会議、会報等で賛否両論が

主張されてきましたが、23 年 1 月の理事会で新公

益法人を目指す事が決定され、3月の第 2回総会に 

おいて承認されました。23 年６月の第 1 回総会で

新公益法人に沿った定款の改正案が上程され、長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間の激論になりましたが、結果としては大差で

承認され、その後の支部規約、規定集の見直しも

終わり、10月 24日に内閣府への新公益法人への移

行申請が終わりました。まず、内閣府事務方の書

類審査で 11月 21日に 17ヶ所の質問事項が帰って

きましたが、それも 12月 2日に追加資料を提出し、 

認定を 7 名の民間の有識者による公益認定等委員

会に委ねられる事になりました。本部執行部がこ

れまでの国の担当者との交渉過程から推測すると、

24年 4月 1日の新公益法人への移行は十分期待で 
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きるとの報告がありました。 

 新公益法人に移行した場合、会の名称も、これ

までの「社団法人日本山岳会」から、「公益社団法

人日本山岳会」に変わります。支部についても、

正式には「公益社団法人日本山岳会熊本支部」に

変わります。本部、支部の関係も会社の本支店関

係のように、本部、支部は一体となった活動が求

められます。日本山岳会の金の流れも支部と一体

的になり、これまで支部助成金(一律 1人 2500円)

として配分されたものは自由に使うことが出来ま

したが、新公益法人になると、運営交付金（１人

１０００円程度で自由に使える）と、事業補助金

に分かれます。事業補助金は、公益的事業の計画

を立て、本部に申請をすることにより交付される

ことになります。それについては使途明細を本部

に報告して、本部の決算に組み込まれ、連結決算

として処理されることになります。このような会

計処理は、各支部の会計担当者には倍旧する事務

量となります。また、新法人移行に整合した支部

規約の一部改正も必要になりそうです。 

新公益法人に移行した場合、事業の５０％以上は

公益事業を行うことが義務付けされるなど支部事

業においても拘束されることへの心配の意見もあ

りましたが、我が支部では現在行っている事業で

も 60％以上は公益事業であり、会計処理以外は大

体これまでと同じ運営でやって行けそうです。来

年度の事業補助金申請が１月２１日、今年度の決

算についても２月末締め切り、３月５日までに報

告となっており、今年度末はこれまでとは支部の

会計処理法が変わり、初めての事務処理で相当煩

雑になり、事務局には大きな負担になりそうです。 

 各支部からの活動報告もありましたが、時間不

足で詳細な報告は聞けませんでした。しかし、年々 

各支部の活性化は進んでいるように感じました。 

また、関西支部長の重弘氏のご尽力で、３１番目 

の支部が四国地区に設立される予定となりました。

山岳会の発展は数の力があって出来るもの。各支

部とも仲間を増やす努力をお願いしたいとの会長

からの強い要請もありました。 

平成２３年度年次晩餐会・・・同日、会場 

 

を品川プリンスホテルに移して開催されました。

２時から２０年間も続いている写真展がありまし

たが、世界各地の山４１点の秀作は見応えがあり

ました。３時からは講演会。中国ミニヤコンガ山

群ダツトメインに登頂したギリギリボーイズ隊。

２３年間に１４隊がインドヒマラヤに登頂した東

海支部中高年登山隊の記録。初のナムナニ縦走登

山を成功させた谷口ケイ、平出氏の報告。それぞ

れに山への情熱を引き出し、盛り上げてくれる素

晴らしい報告会でした。 

 ６時から皇太子のご臨席を仰ぎ年次晩餐会が始

まりました。会長挨拶の後、５２名の物故者への

黙祷、名誉会員（２名）、新永年会員(４０名)表彰

の後、新入会員の紹介がありました。今年は JAC

ユースプロジェクトの成果もあり、若い加入も多

かったようです。代表して挨拶をされたのが宮城

県の三上マリモさん１３歳。登山感や世界の山へ

の夢をしっかりした口調で語られるのには感心し

ました。特別表彰として富士山を４年連続で、年

間２００回登頂達成された沼津市の実川さん。１

日２回登頂が７０回あるそうだが、強い人の生き

方を教えられた思いがしました。全く初めての全

国の人々との興味深い会話も弾み楽しい晩餐会は

終りました。                          

晩餐会記念懇親登山・・・翌日４日富士山を間

近に望む箱根の最高峰「神山」へのバスハイクに

参加しました。富士山はこれまで幾度も登ってい

たが、箱根の山は初めてでした。芦ノ湖畔から箱

根一展望のよい駒ヶ岳(1356m)をロープウェーで

登り、ブナに被われた神山(1438m)→冠ヶ岳→大涌

谷まで３時間足らずの縦走路でしたが、この日は

みごとな快晴に恵まれ、こんなに美しく輝いた日

本の象徴富士山を見たことはなく大いに感激しま

した。９０名近くの参加者があり、全国各地の参

加者との交流も楽しめました。日本山岳会が各地

で開催しています各種の集会、年次晩餐会など九

州各支部からも多くの参加者があります。熊本か

らももっと出席されて、楽しいクラブライフを見

つけ出してください。 
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今回のトレッキングは、初めにドルポ、次にランタ

ンと分けて行った。ドルポの隊長は加藤功一が、ラン

タンは加藤 明が担当した。 

 

ドルポはダウラギリ連峰の北側に位置しているため、

モンスーンの影響が少ない。また、高度が４０００ｍ

以上もある高原で乾燥しているため、農作物は麦、ジ

ャガイモ、ソバの栽培。ヤクやヤギの放牧が盛んに行

われている。歴史的には１９００年に河口慧海が、仏

教の真髄を知りたいと、３年かけてチベットへ入国し

たルートでもある。 

慧海は密入国のため、人に知られないように最も険

しいルートを選んだ。また、慧海の日記には、後で密

入国がバレた場合を予想し、どこの峠を越えたかなど、

肝心なところはわざと嘘を書いてある。 

本当は、どの峠を越えてチベットへ入国したかが話題

になり、日本から多くの人が調査に行っている。 

最近、慧海直筆の日記が見つかったが、その日記も肝

心なところは塗りつぶしてあった。 

２００９年、大阪山の会が再度調査（これまで１０

数回行った）に行くことを知り、知り合いにお願いし

て私と弟の明が参加し、その時は馬に乗ってのキャラ

バンで、一日中馬の上で、馬から落ちないように気を

つけていたため、ゆっくり落ち着いて景色を見ること

ができなかった。 

今回のトレッキング計画に当っては、前回の馬で行っ

た時とほぼ同じルートをたどったが実際、そこを歩く

となると時間がかかった。（約１．５倍） 

一番長いダンガルゾンからサンダは馬で１０時間だ

ったのが、歩いたら１４時間３０分かかった 

この区間は途中にキャンプ地が無いため当初から覚

悟して、朝早くヘッドランプを点灯しての出発、着い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たのは遅い時間となった。（朝５時２０分に出発し、 

着いたのは１９時４０分）サンダから先は途中、ル

ートが２つに分かれており往路はターシンタンの谷

道を行くことにした。他のルートは一挙に５２００

ｍの峠越えで険しいため、復路とした。この谷は慧

海も通ったところであるが、沢沿いで嶮しい「これ

ではまるで岩登りだ」と隊員の声。一歩踏み外せば

下の沢まで２００ｍ～３００ｍ落ちるようなところ。

途中、隊員の２名がスリップしたが、事なきを得た。 

毎日、朝から晩まで歩くので隊員に疲れが出てき

た。８日目、ガジャンに着くころ、このままではカ

ンテガ山を一周するのは無理と判断し、ティンキュ

ーで折り返すことで計画を変更した。このドルポの

コースは全体が４０００ｍから５０００ｍで、もし

高山病になったら、低い所に降ろすことができない

ので、休養日を多くするなど、高山病対策には注意

して行動した。にもかかわらず、ガジャン（４６０

０ｍ）で木曽が高山病となってしまった。 

スタッフが６時にモ－ニングティを持って行った

が応答がないので、サーダーが行き、ゆり起したら

「ウーン、もう少し寝たい」と言う。しかたないの

で朝食を食べていたら、木曽が起きて来て「こんな

に天気がいいのに、なぜ出発しないか」と、いつも

の元気な声で言った。皆はあっけにとられたが、そ

の時は何とも（高山病）思わなかったのだが・・・

そういうことで出発が遅くなったので、今日は休養

日とした。その後、木曽から「どうもめまいがして、

おかしい、高山病ではなかろうか」と言う、これは

まずいと、すぐに行動に移した。 

サーダーをヘリコプターの要請のため、電話のあ

るティンキューへ走らせた。 

隊のトレッキングはここで打ち切り、引き返すこと

にした。とにかく今日、川を渡って、高度が低いツ 

２０１１ 

ドルポ 川口慧海の足跡を訪ねて＆ランタントレッキング 

報告書 

 
１.期間 平成２３年９月１８～１１月５日（５１日間） 

                 （１）ドルポ：  ９月２２日～１０月１９日 

                 （２）ランタン：１０月２１日～１１月２日 

２.メンバー 

加藤 功一(総括、渉外）熊本市植木町一木 306-2 

                石井 文雄(食糧、会計）山鹿市鹿本町来民２３１７-9 

                加藤 明 (医療、保険）阿蘇市一宮町宮地 4832-8 

                木曽萬喜治(装備、記録）熊本市蓮台寺１－６－２６ 
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アルカに少しでも近くなる所まで行きキャンプする 

ことにし、さっそく出発した。私とスタッフ６名は、 

少しでも高度を下げるため、ツアルカ（４２００ｍ）

まで木曽を降ろすことにした。本体の隊長は石井にお

願いした。木曽はモ・ラ（５０２７ｍ）までは人から

支えられたり、馬に乗ったりしたが、それから先はス

タッフが交代で担いで降りた。月明かりとヘッドラン

プを頼りにツアルカに着いたのは翌日（１０月５日）

の１時３０分。私とサーダーは、木曽の両側に寝て木

曽を励ました。 

翌朝、６時３０分、ヘリの音がした。サーダーとス

タッフが木曽をタンカに乗せヘリに走った。 

私もあわてて準備し、後を追った。 途中涙が出て仕

方がない「これで木曽は大丈夫だ！！」嬉し涙だ。 

ヘリには木曽、私とシェルパのモニと３名を乗せ飛び

立つ。ヘリポートには現地の見物人でいっぱいだ。 

ヘリ内で酸素吸入しながら飛んだので安心した。 

「木曽、これで安心だよ」と言ったが、木曽に言って

いるのか、自分に言っているのか・・・。 

カトマンズ空港には救急車が横付けしていて、すぐ

にカトマンズ市内の病院へ。木曽は始めの２日間は酸 

素吸入と点滴をしていたが、３日目から何も治療して

いないので、主治医に相談して５日目に退院した。  

 

 

 

 

 

入院２日間で木曽の体調が回復してきたので、石井

隊長に連絡をさせるため、ヘリで一緒に帰ったモニ

に私の手紙を持たせ、ジョムソンからサンダに向け

走らせた。木曽は退院後、私と二人はホテルで過ご

した。身体がなまらないよう運動を兼ねて買物や食

事に出かけたり、スワヤンブール寺院まで歩いたり

しながら、石井隊長たちが帰るのを待った。 

 

反省点として 

１．前回は馬に乗っての行動であったが、今回は歩

きなのに同じ日程としたため、計画の日程に無

理があった。 

２．途中の集落には電話があったが、故障で使えな 

かったため、他の集落に走った。今回の様な辺 

鄙な地域には衛星電話を持って行く必要があろ 

う。 

３．登山ではないので酸素ボンベは携行しなかった

が、こんな辺鄙な地域には今後は酸素ボンベを

持って行くことも考える必要があろう。 

 

 

 

ネバール国 国土地形図 

ドルポ地方 

 

ランタン地域 

ジョンソン空港 
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アッパードルポを訪ねて 

１．隊の編成   
加藤 功一 （隊長）    

  石井 文雄 （隊長 １０．４以降） 
加藤 明   

  木曽 萬喜治 

サーダー       ：ラル・タマン 

  コック        ：ニマ、タマン 

  アシスタントシェルパ  ：モニ                 

  キッチンスタッフ   ：５名 

  ポーター           ：５名 総勢 １７名     

 

２．記 録 

  
９月１８日 熊本～福岡空港～インチョン空港 

福岡空港に向け高速バスに乗車、福岡から韓国・

インチョン空港へ、ソウル市内を観光後、空港近く 

のホテルで宿泊。 

９月１９日 インチョン空港～カトマンズ空港 

早朝にカトマンズ空港に向け出発、定刻の１３時

過ぎにカトマンズ空港に到着。 

カトマンズ空港では荷物運びの人達で大喧騒と覚 

悟はしていたが出迎えの人達は約１０人程でひっ 

そりしていた。少し拍子抜けであったが街中は相も 

変わらず車・車とクラクション等、喧騒な街である 

ところは全く変わらず活力的であった。 

午後からコスモトレックで打合せの後、個人装備

のスタッフバック等を購入するなどトレキングに 

向けての最終準備に入る。ただ、カトマンズの天気 

はまだ、モンスーンは完全にあけけてなく朝から小 

雨が降っていた。 

９月２０、２１日 カトマンズで準備 

狭い飛行機の中であったため運動不足を解消と高 

度順応化を兼ね、雨の中であったが隊員４名、ガイ 

ドのアンタレの５名で近くのナガルジュン山（2100 

ｍ）に行く、急登の連続で厳しい日帰り登山となっ 

た。その様な中に出かけたが登山口では入場料を取 

られるし、途中から山のヒルがヒタヒタと靴に忍び 

よる様は不気味で吸いつかれたら大変と半日、目を 

凝らし払い落しが延々と下山まで続いた。   

９月２２日 晴れ カトマンズ～ポカラ 

日本を離れて５日目にしてやっと登山の玄関口の 

ポカラに着いた。この町はカトマンズより標高が低 

いため外に出ると汗をかくほど暑く、Ｔシャツと半 

ズボンで十分である。 

ここでも運動のためにと昼食後、マチャプチャレ 

山が真近に見えるサランコットに行く。頂上からの 

眺めは素晴らく、パラグライダーが沢山飛んでいた。

下山では急な下りを２時間ほど降り、そこからホテ

ルまで湖畔沿いに約２時間、トータル４時間以上を

歩いた。ポカラの街はカトマンズと違って車は少な

く町並みは静かでリゾート的な住み良い街のよう

だ。 

 
 

 

 

左から 木曽、加藤（功）、石井、加藤(明)   

 

９月２３日 晴れ ポカラ～ジョムソン（2700ｍ） 

５時１５分、迎えの車が来る。 空港は係員が来 

ていないとのことでまだ閉まっていた。結局、約 

２０分遅れで係官が到着し手続きが開始、出発間 

際の６時になってやっと終了した。  

６時１５分 天気もまずまずでジョムソン空港 

に向け飛行機は飛びたった。空から白く輝くダウ 

ラギリ、アンナプルナの山々が真近に見ることが 

できた。 

熊本を出発して６日目にしてトレッキングの玄 

関口であるジョムソン空港に着くことができた。 

   「秋天の静寂を破る航空機」 

 

ダンガルゾンからの登り 

９月２４日（土） 休養日（ジョムソン）  

朝から小雨 朝食後荷物を整理。山はガス模様で 

高山はどうやら雪のようだ。そのためトロンパス 

峠を超えて来る予定のロバ１２頭が約１ｍの積雪 

でジョムソンまで来れないそうだ。  

このためサーダのラルは別パーティ（ダウラギ 

リのトレキング終了後）のポーター５名と折衝, 

どうやら我々のチームとして同行の同意を得た。 

ポ－タ－とは別に馬６頭がサンダ－まで荷物を運 

ぶ事になった。２日間の宿泊場所は空港の離着陸 

が良く見えるロッジで折角ここまで来たのだから 

と写真撮影や町内探索、買い物等に４人とも出か 

ける。  
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９月２５日 小雨 ジョムソン～ダンガルゾン 

（３１４０ｍ） 

今日からいよいよドルポへ向けてトレッキングの 

始まりだ。登り始めの頃は小雨が降っていたが、 

１時間ほどで薄日が射し今日の天気はまずまずの 

様子で高度を稼ぐほど白く輝くＮｉｌｇｉｒｉの 

主峰が目に飛び込んでくる。 

急な峠を登り詰め、やっと昼食の弁当をぱくつく。 

３６０度、遮るものはなく展望は良い。 今日来 

た道を振り返りカクベニの村落や今晩泊まるダン 

ガルゾンの村を見ながら歩を進める。宿泊場所は牛

小屋の一角にテントを設営。ここは塀もあって風も

入らないし、おまけにターシンカンの山が真上に見

上げられる快適な場所である。 

 「テントより標高四千秋野かな」 
９月２６日 晴れ ダンガルゾン～サンダ（3710ｍ） 

今日は歩く距離が長いため４時に起床 朝食後、５ 

時２０分 ヘッドランプを付け出発。歩き始めから 

急登の連続で平坦な箇所はなく、９時２５分 3270 

ｍに到達。途中、高山病に気を使い、ゆっくりゆっ 

くり歩を進め、数多くの峠を越えた。 

 今日の一番高い峠（４４５０ｍ）に１５時１０分 

に着いた。これから先もアップダウンの連続、また、 

高山のためか急に陽射しもなくなり薄暗く１９時 

を過ぎると辺りは真っ暗な闇の世界でヘッドラン 

プを点けているがどこを進んでいるか全く分から 

ない。最後の尾根を下山中にコックがヘッドランプ 

を点け飲み物を持って出迎えてくれた。温かい飲み 

物とビスッケットは本当に疲れた身体に活力をつ 

けさせてくれ、その上にポーター達に重い荷物を持 

って貰い、約１時間歩き、今日の宿泊するテントま 

でどうにかたどり着いた。     

（到着時間：19時 45分 歩行時間：14時間 25分）  

   「秋日和サンダへの道はるかなり」            

サンダーの集落とソバ畑 

  
９月２７日 晴れ サンダ（休養日） 気温７．１度 

 風も無く寒く感じられない。昨夜はどんなところ 

を歩いたか分からなかったが明るくなってやっと 

テント場は集落の上の台地で、木も草も無い場所で

あることが判明テント場下の家から煙が見える。 

 

 多分、朝の食事の準備だろうと思いながらボン

ヤリと眺めていた。しばらくすると、人々が出て

きてテント場に集まって来た。ここは外国人も通

らない所で我々を見に来たのだろう。テント場の

すぐ隣は小学校で生徒の数は６名、先生は一人で

自給自足の生活をしているみたいだ。集落の外で

はソバ畑が広がっており数人が収穫している様子

が見えた。 

  「早朝の一家あげての蕎麦を刈る」 

 ベロルカルカ～ヤクカルカ間 

 

９月２８日 晴れ 快晴、気温３．１度 サンダ～ 

サンダペティ橋（３８３０ｍ）  

７時１５分出発 今朝はドンキーが帰ったため不 

必要な荷物は民家にデポした。ポーターは 50ｋｇ 

/人を背負って先に出かけた。途中、急な斜面をト 

ラバースしながら進む、下の谷まで４００ｍはあ 

るようだ。 神経を使いながら進む。尾根の頂上 

で昼食（11時 30分）高度 4120ｍ、目の前に山が 

迫ってくる。１３時１０分今日のテントサイトに 

到着。ここはトジェラの分岐点で橋のそばの台地 

で、水は下の谷まで行かないと汲めない狭い台地 

で宿泊するテント場だ。 到着後はテント内を 

片づけ、その後はゆっくり休養。 

「木の実熟れ岳カラスの群気負いたり」 
９月２９日 晴れ サンダペティ橋～ベロルカルカ 

（４８００ｍ） 

キッチンスタッフの声で目が覚めた。急いで出発 

の準備をし、７時１０分出発。今日は３０度以上 

の急峻な登りが連続し、柔らかい瓦礫の層による 

足の踏み外しそうなトラバースをする個所は数知 

れず、２００～３００ｍ下まで一気に切れ落ちて 

おり、緊張の連続でザックの重さ（１４ｋｇ）が 

身体に堪えた。 登りのきつさと転落の緊張感で 

ポーターも途中、荷物をデポするなど如何にこの 

ルートの厳しさがわかる。 

やっとの思いでテント場に到着、キッチンスタ 

ッフが入れてくれるレモンティの味の旨さは格別 

で骨の髄まで沁みるほどであった。 

９月３０日 晴れ 気温０．６度 ベロルカルカ～ 

モリム・スムナ（４８６９ｍ） 

４時５０分、起床、テント場は広い大地にあり、 
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登りが少なく３時間程で尾根に着いた。これから 

先は今まで見たことが無い広い平地と砂山が延々 

と続いており壮大な景色だ。そこからチョロチョ 

ロした水がだんだんと水量を増やし川となってい 

る様子がわかる程である。 川沿いに歩く、峠か 

らは下りが続き、川の近くにテント場を設ける。 

川の流れの音が聞こえ、子守歌にして眠る。 

「スバル座や慧海の石室我も寝ん」  

１０月１日 晴れ 気温―５．４度 モリム・スム 

ナ～ツアルカ（４２００ｍ） 

天気は快晴 始めて０度で、とても寒い。テント 

は霜でびっしり覆われている。 今日から手袋、 

ジャケット、毛糸の帽子と冬支度だ。 

７時１０分に出発、広い大地でアップダウンを繰り 

返しながら歩く。 辺りは「ナル」や｢ウサギ｣を見 

かける。 標高は 4800ｍ級と殆ど変わらず、水の 

流れもゆっくり流れ、渡渉を繰り返しながら川沿い 

を歩く。１６時１０分 ツアルカ村に到着 民家の 

敷地（４２９５ｍ）にテントを設営する。 

１０月２日 晴れ 気温５．１度 ツアルカ 休養日  

今日は休養日、ノンビリ過ごす。ツアルカは５０戸 

程の大きな村落で、色々な商品を売っている雑貨店 

もある。ただ、お客さんは我々のみである。 村は 

麦刈の最中で子供達も総出で手伝っている。  

夕方になると牧童が放牧している羊の群れを連 

れて帰り乳搾り、その情景は壮観である。サーダー 

やキッチンスタッフが粋な計らいで皆にスタミナ 

を付けさせようと、ヤギ１頭を近くの家から購入し 

総出で捌いている様だ。 やはり今夜の献立はヤギ 

料理だ。ヤギ汁、レバー焼き等のオンパレードで臭 

みも無く、本当に美味しい。    

１０月３日 晴れ気温 201度 ツアルカ～ガジャン 

（４６００ｍ） 

今日もアップダウンを繰り返しながら進み、広く見 

渡せる台地で休憩。 その時、上空で鳥の鳴き声を 

聞き、はるか上空に黒い大群が南に向かっている。 

鳴き声は鶴の様で数千羽が越冬のためヒマラヤ 

の峰々を超えて南下している。 本で読んだことは 

あるが現実に見ると感動させられた。 

眼下にはヤクや羊が見える。 １３時４０分 風 

は冷たく荒涼とした大地にチョルテンがありここ 

がモ・ラ峠（５０２９ｍ）であることが分かる。 

途中、川を渡ることになる。 あたりが暗くなっ 

たが両岸からライトで照らしラルが一人・一人、背 

負って渡してくれた。我々だけでは到底、進めない 

様な状況が続く、１９時２０分暗くなってやっと川 

沿いのテント場に到着。今日は今までの中で一番、 

調子が悪く、途中から肩からぶら下げて歩いたカメ 

ラザック（２．５ｋｇ）が重く、とうとうラルに持 

って貰った。 

【以後 木曽萬喜治：記 加藤功一：俳句】 

１０月４日 晴れ  休養日 

木曽、高山病の為４日以降は石井が記録を担当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山病の発症について 
 

７時３０分に起床、テント周辺は静

かである。今日は一瞬、休養日かなと

思ったほどで隣のテントにいた石井さ

んに「今日は天気が良い、何をしてい

るんですか？」と言った記憶がある。

その前に朝から呼んでも起きない い

くら呼んでも返事がしないため高山病

でないかと全員が心配して救助を求

め、ラルが電話が出来るティンキュー

まで走ったのだと聞き、驚く。また、

一人で歩け食欲はあるし気分は壮快で

まさか自分が高山病だと信じられない

気持で・・・・・・ 

午後から加藤隊長の判断で高度の低

いツアルカ村まで下山させようと馬で

峠まで行ったことや途中、馬から落下

しないようと馬の両側から石井・加藤

明さんと二人で支えて貰ったこと加藤

隊長、キッチンスタッフなどが背負っ

て歩き午前１時過ぎの深夜に村に到

着、介抱してくれたことやヘリコプタ

ーに乗ったこと、病院での治療など記

憶は全く無い。・・・・・・・・・ 

４日、午後から６日まで意識不明の

状態だった。 

今回の高山病対策としてはダイヤモ

ックスを服用、休養日を設け高度に馴

らしたり、水分を多く飲用するなど

様々な対策を講じていた。高山病とし

て頭痛や風邪気味で咳をする、発熱を

する。食欲がない、吐きけがある、身

体がだるいなど必ず自覚症状があるの

だが今回は全くそういうことはなく、

突発的に高山病にかかった様だ。原因

としては５０００ｍ近い高山で重い荷

物を担いで長時間の行動は少なから

ず、影響があったかもしれない。 

高山病の予防として薬の服用、高度

順応化、体調管理等などが必要である

が、今回のケースの様に予防をしてい

ても突発的に発病することもあり、個

人毎に様々でマニュアル通り行かない

のが実情です。ただ、発病して迅速に

必要な措置（低地へ即移動、緊急ヘリ

の要請、病院入院等）をさせて貰った

事は下山後、後遺症が軽微であったこ

とは今後の参考になると思う 

 

     14308 木曽萬喜治 記 
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１．隊の編成 
石井隊長・・・・加藤隊長から委任 

明   ・・・・加藤 明 

サ－ダ ・・・・ラル 

コック ・・・・ニマ 

キッチン・スタッフ ：６名 

ポ ー タ ー       ： ５ 名      

総勢 １５名 

 

２．記 録               

１０月４日（火）快晴 ガジャン～ラジャスムナー 

（４７５０ｍ） 

６時、キチッチンスタッフが木曽のテントへモー

ニングティと声をかけたが返事がない。ラルがダ

イニングテントにいる加藤隊長に報告に来た。加

藤隊長が木曽に声を掛けたが、シュラフに潜り込

んで「ウーン」と返事はするが、起きてこない。 

これは高山病と判断し救急ヘリを呼ぶことにな

り、ラルをティンキューまで電話をかけに出発さ

せた。隊員の３名は朝食をとっていると、７時３

０分頃木曽が起きて来て「今日は天気が良いのに

ティンキューへは行かないのか」と、何時もと変

わらない元気な声で言うので、びっくりした。 

「木曽が起きて来ないので今日は休養日とした」 

と返事した。木曽は朝食はいつもと同じ様に食べ 

た。しばらくのんびりしていたが、昼頃になって 

木曽が「どうも目まいがしておかしい、高山病に 

かかったのかな」と言う。やっぱり様子がおかし 

い、高山病に間違いない。 

ティンキューから来た馬方が、ラルからの伝言と 

して「ティンキューの電話は故障で使えないので 

引き返していると連絡があった。 ティンキュー 

へ行くのは取り止め、ここから引き返すことにす 

る。それですぐに馬方と交渉し馬に木曽を乗せ川 

を渡り、キャンプ地まで行くことにして出発した。 

最初の川を渡るまで馬で渡ったが、ふらついて落 

ちそうなるので、両方から肩を貸して歩く。 

１６時 キャンプ予定地に着いたが、木曽を少し 

でも低い所まで降ろす必要があることから、加藤 

隊長の判断で今日遅くなってもツアルカ（４２０ 

０ｍ）まで降ろすこととする。ラル・ニマ・スタ 

ッフ２名とポータ ２名人の６人（加藤隊長が同 

行）。本隊の隊長は石井へ委任した。 

１０月５日（水） 快晴 気温 ー７，２度  

ラジャスムナー～モ・ラ（5029ｍ）～ツアルカ 

（４２００ｍ） 

６時起床、 ８時２０分出発 ９時４５分 ニマ 

が馬で来て、何事か言って走り去る。（ヘリを呼 

びにドンチエまで行く途中）１２時４０分 モ・ 

ラ １７：４０ ツアルカ着  

木曽はカトマンズへ搬送されているものと思っ 

て降りて来たが、まだヘリは来てない。 

木曽に声を掛け、体を拭いてやり、９：5 消灯。 

 

１０月６日（木） 快晴 １，３度 ツアルカ  

（休養日）・・救助ヘリ来る 

６時起床 木曽の様子を見に行く。名を呼び、こ 

ちらを向いてと言うと首を動かす動作をする。 

体を拭いてやりマツサージをする。加藤とラルは 

付ききりだ。７時１０分頃 ヘリがやって来た。 

皆は木曽の運び出しにやっきになり、私はヘリに 

向って黄色のジャンパーを振り回し、ヘリに着陸 

場所を指示した。 

加藤の荷を持ち、ヘリへ急ぐ、村人の多くが見 

物に来ていた。７時３０分ヘリは木曽、加藤、モ 

ニを乗せ飛び立つ、木曽の早い回復を願う。 

８時半 明が、昨夜、木曽を担いで降りた時に 

負傷したラルの足、ﾎﾟｰﾀの捻挫の手当てをする。 

１１時半 今後の打ち合わせをする。予備日が３ 

日あるので、余裕を持って行動できる。 

      ツアルカ村民のヘリ見物 

１０月７日（金）快晴 1,4℃ﾂｱﾙｶ～ﾅﾘﾔﾝｸﾞ～ﾉﾙﾌﾞﾙﾝｸﾞ 

（４７５０ｍ）     

 ５：３０ 起床、７：３０ 出発 明と２人とな 

り、ばてないように、ゆったりの旅路、つり橋手 

前の高台からモ・ラ峠が良く見える。ヤクが放牧 

されており、糞の散乱している中にモルモットの 

巣穴があり、時々出て来てかわいい。今日も９匹 

のナルが崖上にいた。１４：３０ ﾃﾝﾄ場着約７時 

間の行程１５：３０お茶、近くの高台で、ナルも 

１０匹程遊んでいる。17：30 ２人での夕食はチ 

ョッピリ寂しい。 

１０月８日（土）快晴 －6.7℃ノブルング～ 

モリムスムナ（4869ｍ）～水場（4820ｍ） 

８：３０出発、９：３０日陰の沢を登り日向にな 

った所で休憩、ヤク３匹が川の中にいた。 

１１：３０ 昼食 昼過ぎ、ポータがマ－モット

を捕えていた、穴から出ていたのを追いかけて補

獲したらしい。しばらく遊んで から逃がした。

１５：００ ニワ

パスの手前の広

場にテントを設

営。（４,820m）  

                

 

 

マ－モット 
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１０月９日（日） 快晴－１０℃ 水場（ｷｬﾝﾌﾟ）～ 

ﾆﾜﾊﾟｽ（5,120m）～ｹﾞﾊﾞ・ﾗ峠（5,136m）～ 

谷の水場（4,290m） 

６：３０起床 ７：００ 出発 ８：３０ ニワ 

バス、 ９：００ 峠（5,175m）１１：３０昼食 

１２：００ ｷｬﾝﾌﾟ地（谷の水場）スタッフが、 

ｹﾞﾊﾞ・ﾗ峠で会ったカナダ人に電話を借りに行っ 

たが、ﾊﾞﾂﾃﾘｰ不足で使えなかつた。木曽が心配だ 

が仕方ない。 

１０月１０日（月）快晴 -8℃ 谷の水場～ｷﾞｬﾊﾞﾗ峠 

（5,055m）～ｻﾝﾀﾞﾞﾍﾟﾃｲ(3,830m 橋） 

7:30 朝食、よく眠れた 8:00 出発  9:00ギャ 

バラ峠  11:20 米国の夫婦のｷｬﾝﾌﾟ地、夫人が腰 

を痛め引き返すとのこと。 ラルがガイドと知り 

あいで紅茶をいただく。木曽の件で電話を借りた 

が通じなかった。この辺りから今夜のｷｬﾝﾌﾟ地ま 

では樹木も有り，紅葉もきれいだ 14:30 ﾃﾝﾄ 

場着、１,２００mの下りであった。上空で鶴の 

泣き声大群にて東より西へ渡って行く  

１９:00 の気温： 3.8℃   

１０月１１日（火） 快晴 0.5℃ ｻﾝﾀﾞｰﾍﾟﾃﾞｲ（橋） 

～サンダ（3,710m） 

6:00 起床 高台に出てサンダの出村（ゴック） 

が見え気持ちの良い秋晴れだ。10:30 モニが、カ 

トマンズにいる加藤からの手紙を持って来た。 

「木曽は酸素吸入をしているが、話は出来るし、 

一日・一日良くなっている」とのメモを見る。良 

かった、これで木曽のことは安心した。14:00 サ 

ンダー着 テント場には私たち,米国夫婦､ ｼﾞｬ 

ﾏｲｶ夫婦の３隊、初めて一諸になり賑やかだ。  

１０月１２日（水） 快晴 3.8℃ サンダー～ 

上の水場（4,100m） 

7:30  朝食   10:00  峠、11:00 峠ヤク糞の岩峰、 

11:30 湧き水の沢、鶴の渡り 12:15 テント 

場着、   12:45 昼食   15:30 一人で裏のピーク 

（4,320m）へ登るがヤクの糞のみ、ターシンカン 

の岩峰が雪をかぶり輝いていた。  

１０月１３日（木） 快晴 2,5℃上の水場（ｷｬﾝﾌﾟ地） 

～峠～ｻﾝﾀﾞー峠～ﾊﾟﾘﾔﾂｸ（3,140m） 

7:20 出発。9:20、 4,245m の峠、歩けど歩けど 

峠が続く 中国との国境の山波やﾄﾛﾝﾊﾟｽが良く見 

える。 10:00 サンダー峠 ﾃｲﾘﾁｮﾋﾟｰｸやニユギ 

リの写真を撮り ながら一休み、明も疲れている 

だろう。昨日から風の影響が出てきて埃っぽい、 

カリガンダキからの風であろう昼頃より強くな 

る、特に今日はひどい。今日も鶴の渡りが見られ 

上空で泣き声がする。                                          

4:30 ﾊﾟﾘﾔﾂｸ着  5:30夕食 ﾑｽﾀﾝｺーﾋｰ（ﾛｷｼｰ 

入り）がうまい。 7:30  9,6℃ 月がきれい  

１０月１４日（金）快晴 5,4℃ﾊﾟﾘﾔﾂｸ～ｶｸﾍﾞﾆ～ｼｮﾑｿﾝ 

（2.170m）   サンダー峠 

7:30  朝食    8:15 ﾊﾟﾘﾔﾂｸ発 ﾀﾞﾝｶﾞﾙｿﾞﾝを対 

岸に見ながら下る 。リンゴが植えられていて村 

は囲いの中、水も豊富で麦、野菜も沢山取れる様 

だ。ｶｸﾍﾞﾆへの長いつり橋を渡り対岸へ、ﾑｸﾁﾅｰﾄ､ 

 

 

ﾄﾛﾝﾊﾟｽ、へのﾙｰﾄになり、ﾄﾚッｷﾝｸﾞ銀座で大勢のﾄﾚ

ッｶーが行き来している。 

12:00 ﾃｲﾘﾁｮﾎﾃﾙ着 ビールで乾杯後、洗濯、ｼｬﾜｰ 

を浴び気持が良い。 17:30 夕食 ﾎﾟｰﾀ５名に酒 

を振舞い約２０日間のﾄﾞﾙﾎﾟの旅と木曽のヘリへ 

搬送と世話になったお礼を述べ、加藤隊長からの 

感謝である旨を告げ、謝礼を渡す。 

１０月１５日（土）曇のち雨 ジョムソンでの休日 

 10:00 朝食兼昼食をとった後 対岸にある村 

まで一人で散策。村の中を歩きｺﾞﾝﾊﾟへ行く。村に 

近付くころﾀﾞｳﾗｷﾞﾘ上空に沸いた黒雲が突風を伴 

って小雨が降り出した。幸いにも飛行場の橋の近 

くから雨が強くなったがずぶ濡れにならずに済ん 

だ 17:30 お腹の調子がおかしいので胃薬を飲んで 

寝る 

１０月１６日（日）晴 ｼﾞｮﾑｿﾝ休日ﾃｲﾘﾁｮ湖方面(散策) 

お腹の方は直った様でティリチョ湖方面へ向け 

て行ける所まで行くことにする。ラルが電話した 

ら木曽は街へ食事に出掛けているとのこと一安心。 

 ラル、モニ、石井、明の４名、出掛ける。 

 ｼﾞｮﾑｿﾝ空港の下のつり橋を渡り、対岸の村のゴン 

パを過ぎて急坂を登り山に入る。後ろにﾀﾞｳﾗｷﾞﾘが 

白く輝く、ﾃｲﾘﾁｮ湖方面へ進むが、ﾆﾙｷﾞﾘ､ﾃｲﾘﾁｮの 

山も霞んで写真写りが良くない ﾃｲﾘﾁｮ湖方面の 

峠が見えてきた所で引き返し 11:00 昼食 蕎麦を 

収穫し６人が棒で叩いていた。 

ゲパィラにて 

13:00 ホテルヘ、5:30 夕食 ムスタンコーヒ 

ハンバーガ，鳥のステーキ、鳥の皮の炒めもの、 

ハツピー・ドルポ・トレツクのネーム入りケーキ 

で祝ってくれた。私たちは、良いトレッキングが 

出来たこと、木曽が元気になったこと、加藤隊長 

からの感謝と御礼である事を伝え、スタﾂフ４名に 

少しのお礼と、ビールで乾杯し最後の夜を楽しむ。 

１０月１７日（月）  晴 ｼﾞｮﾑｿﾝ～ポカラ 

5:10 朝食 我々は朝、１番機でポカラへ、テ 

ントは１日、早く着くとのことでポータに持た 

せた。7:10 ポカラ着 ホテルヘ 早く着きす 

ぎたが部屋は用意できていた。シャワーと洗濯 

をし、くつろぐ、夜は、日本食の店「あにまる 

もも」へ行く。 

静岡の 72才 68 才の御夫婦と話す、ネパールに 

は何度も来ているとの事、お二人共、達者である。 
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１０月１８日（火）晴 

ポカラ～ペグナス湖～登山博物館へ 

6:00  朝食の後、ラルと 3 名にてタクシーを貸 

切りペグナス湖へ。人造湖で堤防を歩く静かな散策 

路である。帰りに登山博物館へ、ゆっくり見る価値 

がある。夕食は本日も、「あにまるもも」へ、ゆっ 

くりビールとウイスキーを飲み、くつろいだ。 

１０月１９日（水）  晴  ポカラ～カトマンズ 

7:00 ホテル発 7:30 バス亭 カトマンズへ向け

順調に走っていたバスも、カトマンズへ入る手前の

長い坂道舗装工事にひっかかり渋滞、町に入る所で

またラッシュにかかり、暗くなってやっとホテルへ

着いた。私たちの帰りを待っていた加藤隊長・木曽

と、４人全員が揃い、無事帰着できたことを喜びあ

い、祝杯をあげた。ビールの美味しいこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      以上 記録  石井 文雄 

 

ランタントレッキング報告は 

次号２６号に掲載します 
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第２７回全国支部懇談会に参加して 
                

   9649 鶴田 佐知子 
 

  １０月１５日、朝８時頃東京に住む娘の家を出て、

東京駅発の仙台行き東北新幹線に乗る。１１時８分

に仙台着仙台発１１時４２分発「やまびこ号」に乗

り、１２時４分くりこま高原駅に着いた。 次々と

山岳会の会員らしい人々が集まってきた。１３時３

０分頃、今夜泊まる「ハイルザ－ム栗駒」のバスが

やってきた。バスに乗ると顔見知りの方々が大勢お

られた。車は黄色くなった稲が刈って干してある田

園の中を走る。山の方は黒い雲、山に近ずくに連れ

て道路は濡れている。宿に近ずくにつれ、地震で崩

れたらしい土壁の修理中のところがある。この辺り

では３年前にも地震があったという。紅葉はかなり

綺麗で頂上は素晴らしいだろうなと思う。１４時２

０分、宿に着いた。受付を済まし部屋に道具をおい

てすぐに講演会場に出向いた。１５時１０分、会場

に大勢が集まり講演会が始まった。まず、市長の挨

拶があり次に宮城支部長の挨拶。そして東北大学大

学院教授「風間基樹」氏の講演が始まった。演題は

２００８年岩手・宮城内陸地震、２０１１年東北太

平洋沖地震の地盤災害」。３年前の地震は２００８

年６月１４日にﾏｸﾞﾈﾁｭ-ﾄﾞ７．２、震源は岩手県内

陸南部、深さは８Ｋｍ、逆断層型の地殻内地震だと

か。さっき通って見てきたのはその時の修理中の場

所だったらしい。難しいことはあまり解らない

が・・・・次に今回の地震の話し、今回の地震はテ

レビでもよくでているが、桁違いの大地震。宮城県

は死者９４３７人、行方不明者２１４９人だとか。

地震国日本をつくづく感じる話しだった。 

 講演の後、宮城・岩手の神楽会の方々の神楽「牛若

丸出世一代記」より、「牛若丸・秀衡対面の場」が

あり、盛り上がった。 

  部屋に戻り、出席者名簿をみると、参加者は１７

２名。熊本支部はなんと私だけ。宮崎県は１６名だ。 

 あまりに人数が多いので、懇親会は大広間とﾚｽﾄﾗﾝ

の２ケ所になった。私は大広間。東京のＫさん、 

 多摩支部のＫさん、山梨のＳさんなどと飲んだり食

べたりして話をする。東京のＮさんはご両親が宮古

で、命は助かったらしいが大変なのだろうか、今回

は参加されなかった。 

  明けて１６日、食事前に朝風呂に入り、７時に朝

食。栗駒山登山組は７班編成で６時に出発していた。 

  私は栗駒山は何回も登ったので世界谷地湿原散

策グル－プの方に参加した。散策グル－プは８時５

分に出発、バスでまず２００８年６月１４日１１時

３８分に発生した地震でつぶれてしまった「駒の

湯」の跡の地滑り現場を見る。「駒の湯」があった

場所は何もなく周りのブナ林だけが残っていた。私

も何年か前に泊まったところである。御沢川を渡り 

 

 

 

 

栗駒山を眺める。ここから眺める雪型が駒（馬）の

形に見えるそうだ。あたりはヌマガヤが多い。 

 

 

 

  ９時２５分、荒砥ダムを見る、震度６で地滑り 

し、壊れたダムの前で修理中のダムの説明を写真入 

りの資料でダム管理者の鈴木さんが話された。修 

理完成は１２月になるそうだ。 

 １０時１０分出発、ダムの上の道を通って１０時

４０分、世界谷地厳正花園の第一湿原へ、第二湿原

は進入禁止となっている。 

 空は青く良い天気。木道は新しく巾も広く歩きや

すい。柴崎リ－ダ－の説明によると、ブナの二次林、

ミスナラ、ハンノキ、キンコウカ、ヤチダモ、ヌマ

ガヤ、アオモリヒバ、サラサドウダンの紅葉、色々

な木や草が多い。あァナナカマドの葉と実が真っ赤

だ！風が強くなってきたので、１１時２０分駐車場

へ。バスに乗り、イワナ沢を通り宿に向かう。この

辺り６月にはニッコウキスゲが多いそうだ。登山組

も無事山頂に着いたとの電話もあり、１１時４２分

宿に着いた。 

 楽しい時は速くすぎるもので、１２時３０分、宿

のバスに乗り、１３時５７分、ＪＲくりこま高原駅

に着き、今回の楽しかった宮城支部懇談会は終わっ

た。来年は千葉県だそうだ。 

＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄ 

 

宮崎ウエストン祭に参加して 

前夜祭のこと 

              14831  城戸邦晴 
 

 夜の催し物は、太鼓がいいんだそうだ。そう事前

に話してくれたのは安場さんだったとおもう。しか

し最近和太鼓を売り物にするところは多いからな、

という気持ちで聞いていたが、その予想は見事に裏

切られた。 

 幾つかの賑やかな出し物の後に登場した和太鼓グ

ル－プ、揃いの法被の襟には「鳴瀧組」と染め抜い

てあった。舞台の中央に一人の少女と二人の若者、

その下前列には四人の少女。衆目の見つめる中、太 
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鼓の音が響き渡った。大きな音と、正確な演奏、快適

なリズム。いたいけな少女が、真剣な表情で、ひたむ

きに太鼓を叩いている。子どもなのに何の迷いもなく、

大勢の観衆の眼を気にする様子もなく、正面を見て自

分の演技に没頭するその姿は凛々しく、次第に人々を

感動の渦に巻き込んでいく。迫力溢れる見事な演奏で

あった。あの子たち、歳は幾つなのだろう。神々しい

ものを見る気持ちになり、次第に涙が湧いてきた。 

 一つ目の演目が終わり、次の演目が始まった。バチ

を振り上げる少女の手の指先でバチがクルクルッと

廻った。並んだ大小の太鼓を、交互に正確に叩き続け

る。全員がサッと横に動いて隣の太鼓に移ってまた、

たたき続ける。一矢乱れぬその動き。低く大きな太鼓

の音が天地を揺るがす。ここは高千穂、この子たちは

神の子かと思えてくる。このままこの時間がずっと続

いてほしい気持ちになる。しかし、演奏は一段と大き

な響きを発してぴたりと終わった。 

 一瞬の静寂の後、嵐のような拍手がわき起こり、い

つまでも鳴りやまない。アンコ－ルの声、声、声。司

会者が、もう披露する曲がないので、次の機会を、と

云っている。アァ来年また来なねばならない。 

 秋深い五ケ所の山里で見た神秘的な、ウエストン祭

の前夜祭、印象深い光景であった。 

 夕方から始まったウエストン祭、神事の後の夜の行

事は、和太鼓のほかにも、神楽あり、成人女性の踊り

あり、どれも飽きさせない楽しい催しであった。宮崎

支部はもてなし上手と誰かが云っていた。全く同感で、

来年はもっと多くの人がこの祭りに参加してほしい

と思った。 

 

 

＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄＄ 

 

紅葉の向坂山・三方山・遠見山縦走 

14675 千々岩康子 

 

    H２３．１０．２３ 曇りのち晴れ                      

九州脊梁山地トレイルランのコースの一部、三方

山、久保の憩い、天女が岩など一度は尋ねたい山域

と思っていたところ、良いメンバーに恵まれ向坂山、

三方山、遠見山まで、約 14Ｋｍを交差縦走する事に

なり、奥深い未知の山への期待が膨らみました。    

 ５時前に自宅を出発、私達は向坂の登山口ゴボウ

畑へ、安場さんと金山さんは遠見山登山口を目指し

ました。当然私達は下り、上りは大変なのですが、

快く引き受けて頂きました。私は主人と松村さんの

３人で、何時もの如くゆっくり、落ち葉を踏みしめ

ながら歩き出しました。天気は曇り、ガスが出てき

てとても幻想的でした。 

 天女が岩は、おおきな岩の展望台で、眼下に原生

林、モミの緑と赤や黄色の紅葉が色鮮やかで、雲は

切れず国見岳は見えませんが、どこまでも山 

脈が続いていました。三方山山頂でやっと昼ご飯、

雲の間に青空が見えてきましたが、阿蘇山までは望

めませんでした。    

 地図上の久保の憩いからは、トレルランのスター

ト、ゴール地点の清流館が見えました。本当の久保

の憩いは、遠見山と稲積山との分岐で、展望はあり

ませんが広く休憩に良い所でした。最後に遠見山に

登りのんびりしていると、ゴボウ畑に下山したとの

連絡があり、慌てて下り、午後６時前に待ち合わせ

の清和文楽館に着きました。 

 脊梁山脈の中央を、大自然を満喫し、しかも誰に

も会わない、静かで充実した山行が出来ました。特

に向坂から三方山までのブナの大木は素晴しく、季

節を変えて行きたい山々です。只、鹿害なのかスズ

タケが枯れているのが多く、これ以上山が荒れずに

何時までも今まで風景が、残りますように願うばか

りです。 
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随筆 

        山の歌に寄せて 

             8605  門脇  愛子 
前回支部報に山の歌について書きましたが、今

回は山の歌にまつわる想い出を書いて見たいと思

います。『山の友よ』の歌詞とその歌からの想い

出です。 

♪ 薪割り飯炊き小屋掃除 みんなでみんなでやったっけ 

  雪解け水が冷たくて 苦労したことあったっけ 

  今では遠くみんな去り 友を偲んで仰ぐ雲 

※初めての冬山は昭和３５年正月の久住山でした。 

 坊ケつるでの雪の中のテント設営、炊飯、初めて

のことでまごまごしているばかり。２日目の本山

登山も雪の中、雪まみれで睫毛や毛が凍り付くと

いう初体験、でも３日目の大船山は晴天に恵まれ、

全山樹氷に輝きに冬山の醍醐味を味わい、以後毎

年正月は冬山でした。 

♪ 幕営グリセ－ド岩登り みんなでみんなでやったっけ 

ルンゼで雨に叩かれて 苦労したことあったっけ 

今では遠くみんな去り 友に便りの筆を執る 

※後にも先にも１回限りの岩登り、昭和３５年７

月３日、阿蘇ツベツキ谷での訓練でした。２１

名という大人数と初心者も多く予定を遙かに超

過して下山が遅れ、麓では遭難かと騒がれてお

り、ビックリしました。でもまたとない経験と

懸垂下降の快適だったことは忘れられません。 

♪ 前傾外傾全制動 みんなでみんなでやったっけ 

雪が深くてラッセルに 苦労したことあったっけ 

今では遠くみんな去り 友の写真に眺めいる 

※昭和３０年～４０年頃はまだ結構雪が降り、阿

蘇国立青年の家のある小堀牧でスキ－が出来ま

した。初めてスキ－に連れて行ってもらったの

もその頃です。スキ－は滑るのは簡単でも止ま

るのが大変と云うことを知りました。又その先 

輩も亡くなりました。その後スキ－をしたこと

はありませんので、貴重な想い出です。 

♪ 唐松萌ゆる春山に みんなでみんなで行ったけ 

  思わぬ雪に輪カン履き 苦労したことあったけ 

  今では遠くみんな去り 友の姿を夢に見る 

※昭和４５年頃だったと思いますが、背振山系の

雷山・井原山縦走の予定で、雷山は山頂にたど

り着きましたが、井原山に向かう縦走路は雪が

深く、４人で交代しながら身体毎のラッセルを

しましたが、５００ｍ程度で縦走を断念し、下

山した想い出があります。あのころは結構雪が 

ありましたね。以上のように歌を歌う毎に思い

出す山中間、山の風景、しばし懐かしい思いで

に浸りました。 

 

 

 

 

 

原曲／広島高師山岳部部歌 

   作詞／神尾明正・松本征夫 

   作曲／竹山仙史 

================================= 

  

１．人みな花に 酔うときも 

  残雪 恋し 山に入り 

  涙をながす 山男   

  雪解の水に 春を知る 

  

２．ミヤマキリシマ 咲き誇り 

  山くれないに 大船の   

  峰を仰ぎて 山男 

  花の情を知る者ぞ   

   

３．四面山なる坊がつる   

  夏はキヤンプの 火を囲み 

  夜空を仰ぐ 山男     

  無我を悟るはこの時ぞ   

  

４．出湯の窓に 夜霧来て 

  せせらぎに寝る 山宿に  

  一夜を憩う山男 

  星を仰ぎて 明日を待つ 

  

５．石楠花谷の三俣山 

  花を散らしつ薮分けて 

  湯沢に下る山男 

  メランコリ－を知るや君 

   

６．深山紅葉に初時雨 

  暮雨滝の水音を 

  佇み聞くは山男 

  もののあわれを知る頃ぞ 

   

７．町の乙女等思いつつ 

  尾根の処女雪蹴立てつつ 

  久住に立つや山男 

  浩然の気は云いがたし 

   

８．白銀の峰思いつつ 

  今宵湯宿に身を寄せつ 

  闘志に燃ゆる山男 

  夢に九重の雪を蹴る 

  

９．三俣の尾根に霧飛びて 

  平治に厚き雲は来ぬ 

  峰を仰ぎて山男 

  今草原の草に伏す 
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山の歌を歌いましょう  （その１） 



 

 

 

アンナプルナ・トレッキング紀行 
 

13889 安場 俊郎 
 

 定年退職して２年目、第２の職場もずいぶん

慣れた。５月の連休は、ヒマラヤの山々を見にに

行きたいなと思っているところへ、昨年キナバル

登山でお世話になったアルパインツアーからアン

ナプルナ一周の話があった。最高到達点のトロン

パス(5416m)越え 20 日間のコースである。高山病

に弱いくせに、高いところ好き、往復登山が嫌い

の私にとって願ってもない計画である。ずい分乗

り気になっているところへ、３月１１日の東北大

災害が発生である。こんな悲惨な状況にある大勢

の市民がいるのに、こんな旅行をしてもいいのか

とずいぶん躊躇したのが事実である。私ごときが

手伝いに行っても役にはたたんし、 

現地では、私たち旅行者で生計を建てている

人々もいるし、私も、来年はいけるかどうかわか

らない。と、迷っているところへ、ツアー会社か

ら、「あなたがあと一人、参加されると催行になり

ます」との殺し文句で参加を決断したものである。

（あとでこの言葉を聞いたメンバーが数人いたの

には笑えた。） 

さて、今回の旅行だが、２０日間のコースで、

現地までの往復や予備日を含んでいるので、実際

に歩いたのは１３日間余り、１日の行動は３～５

時間、空気の薄いトロンパス峠の標高差 900ｍの登

り以外はきつい登りも無く、徒歩での観光といっ

たところである。全期間ロッジ泊まりであり、朝

は部屋まで持ってきてくれるモーニングティーで

目覚め、重い荷物はポーターが持ってくれ、食事

は昼食を含め、暖かいものをキッチンスタッフが

用意してくれ、云わば大名旅行となる。 

ネパールは 35 年前、エベレストを見に行った。

高山病で標高 4 千ｍのパンボチェまでしか行けな

かったが、秀峰アマダムラムや白銀に輝く、7～８

千ｍの山々を真近で見たこと。本隊に置いていか

れて、することがなく、ナムチェの近くの村々を

歩いてまわり、腹をすかせて農家に立ち寄り、食

物を貰ったことを思い出す。 

さて、今回、カトマンズの町がとてつもなく大

きく、郊外に広がったことに驚いた。ホテルの近

くの河原の朝もやの中に、人々が尻をまくってし

ゃがんでいるという光景はもう見られない。バザ

ールにたくさんいた野良牛もいなくなったかわり

に道路は自動車とバイクに占拠されており、あた

りまえのことだが、時の流れを感じた。 

アンナプルナ一周トレッキングの出発点「ブル

ブレ 840ｍ」まで、カトマンズからバスで一日がか

りで行く。客 10人、添乗員、シェルパ 5、キッチ 

 

 

ンスタッフ 3人、装備、食糧、燃料（灯油）等々

を屋根にまで満載して出発となった。昔は、ポカ

ラ近郊からキャラバンが始まったそうだが、道は

どんどん奥地まで延びているので、我々は２０日 

間だが、近い将来、半分程度の日程となり、我々

が歩いたコースは自動車で回れるようになること

は間違いないようだ。しかし、この国は内陸国で、

石油を始めとして、すべての物が、インドを通じ

て入ってくる、貧しい国だ。それは道路ひとつと

ってみればわかる。都市と主要幹線を除いては舗

装されているところが全く無い。石油は燃料にす

るのが精一杯で舗装に廻す余裕が無いのだろうと

思う。今回、ヒマラヤの山々を真近で見て、写真

を撮ることが目的だったが、それよりも、その地

域の村々での人々の生活を見られたことが、たい

へん興味深く心に残った。機会があったら、もっ

と奥地の村々を訪ねてみたいと思っている。 

 

トロンパス峠へ向かうトレッカー標高 4000ｍ付近 
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会員が撮った 

「山の写真展」 
 

１２月３日より１７日までの２週間熊本

市内の登山用具店のギャラリ－にて恒例

の写真展が開催された。今年で４回目の

開催であったが、年々写真技術が上達し、

今年は３４点の出品があった。登山用品

店のギャラリ－と云うこともあり展示を

熱心に観賞する登山仲間が多く、鑑賞者

は４００名を越えかなりの評判であっ

た。今年の目玉は加藤隊長率いる「ドル

ポ・ランタン遠征」の写真が数多く出品

され、多くの目を引いた 

 



 

山とスキ－ 

 

8411 松本 莞爾 
 

 昭和４５年頃の３月末、学校の春休みを利用し

て長野県の栂池高原から白馬乗鞍岳を目指して春

山を楽しんだ事があった。その頃は歳も２５歳く

らいで体力も気力も旺盛な時期で、約３０Ｋｇの

横幅の広いキスリングを背負い、スキ－場のリフ

トの下を登り、膝まで埋まる深雪をラッセルしな

がら約半日を掛けて第１日目の幕営地、「栂池ヒュ

ッテ」へたどり着いた。現在は栂池スキ－場のリ

フトがここまで延びているが、当時は民宿のある

栂池集落からのラッセルであった。夕日に染まる

北アルプスの山々は４０年経ったいまでも忘れら

れない。２日目、これからは深い雪との戦いで、

２０分登っては小休止と繰り返しながらの登攀で

やっとの思いで天狗原へたどり着く、春山は天候

に恵まれ、シャツ１枚でも暑いくらいのアルバイ

トで汗まみれの登山であった。天狗原からはさら

に急登の直登である。サブ行動ではあったものの 

相当の体力を要した。春山の醍醐味を味わいなが

ら、雪山の素晴らしさを思う存分に楽しんだ。下

山にはグリセ－トならぬ尻セ－ドで雪に埋もれな

がらの下山であった。天狗原では雪洞を掘り、と

いっても他の登山者が作った雪洞を利用しての耐

寒訓練を経験し、あくる日はイグル―の建設を３

時間程かけて作ってみた。やはり天井部分のブロ

ックの切り方がまずく何度も崩壊した。山中２泊

の春山は、そんなこんなで楽しい青春を満喫した

ものであった。最後の下山はまた、３０Ｋｇのキ

スリングを担ぎ、雪に足をとられながらの下りで

あった。その脇をスキーで駆け抜けあっという間

に降りてしまうスキ－ヤには当時羨ましくもしゃ

くに触ったものであった。普通、天狗原から栂池

の登山口まで半日はかかる下山路を３０分程度で

滑り降りるスキ－は雪山では大変合理的な道具で

ある。ワカンでてくてくと下る自分がみじめな思

いさえ感じたものであった。スキ－とは縁遠い九

州では、考えもつかなかった登山技術である。 

次の年、文部省(現在文科省)の高校登山部の顧問を 

対象とした「春山登山研修会」が開催され、その

中に｢山スキ－｣の部門があった。早速その研修会に

参加し、山スキ－の基礎技術を受講することにし

た。なにせ初めてのスキ－で右も左もわからない

状態で３日間の講習を受けた。なんとか滑って曲

がれるようになり、後は練習と回数をこなすこと

になったが、熊本では雪がない。当時は今ほど温

暖化は進んでなく、阿蘇の草千里でも 30 ㎝～40 ㎝

ほどの積雪はあった。しかし今度はスキ－道具が

ない。熊本市内では「セネタ－ス(玉名スポ－ツ店)」

しかスキー用具はなかった。しかもゲレンデスキ 

 

 

－用具のみで山スキ－の用具は福岡か広島まで行

かないと手に入らなかった。たまたま当時入会し

てした「クレッテルカメラ－ド山岳会」の仲間で

スキ－をしていた大北氏に用具を揃えてもらい、

手ほどきも受けることになった。当時は今のよう

なカ―ビングスキ－などといった洒落た板ではな

く、エッジのない合板のスキ－板でストックも竹

製であった。スキ－靴は革製の登山靴にべラのつ

いた紐で締める形式で今のような立派なものでは

なかった。阿蘇の草千里には当時、50 ㎝ほどの積

雪があり熊本のスキ－ヤ(と言っても数少ない)の

ゲレンデで直滑降から手ほどきを受けた。 

その後、高校の全国高体連登山部の指導者講習

会が懐かしの栂池であった。早速、山スキ－の講

習会に入りクリスチャニヤ(現在はカ－ブ―タ－

ンという)の猛特訓やシ－ルをつけての登行など

今では何ともない技術に四苦八苦し､講習を受け

た思い出がある。 

 昭和 52 年ごろ、阿蘇の古坊中に阿蘇町営の人口

スキ－場ができた。入場料が高く、とても常時滑

ることはできなかったが、たまたま「パトロ－ル」 

をしてみないか話があり、早速土日はスキ－のパ

トロ－ルを

しながら練

習をした。当

時オリンピ

ック選手で

銀メダルを

取った「猪谷

千春」が熊本

にきてデモ

ンストレ―

ションをし      新雪を滑る執筆者 

てくれたし、講習会も受講出来た。 

その後熊本県スキ－連盟から 10 セットのスキ

－用具を提供するから高校生に普及を進めてほし

いと依頼があった。自分としては山の為のスキ－

技術を習得しておくつもりがスキ－へのめりこん

でいく羽目となった。年末年始や 2 月の連休等は 

スキ－連盟の行事に振り回され、冬山どころでは

なくなった。おかげでスキ－技術は一応の成果を

上げていたものの、厳冬期の山が遠のいていった。 

由一、春休みの時期だけは、スキ－行事はなくな

り、せっせとアルプスへ出かけていき、いわゆる

春山登山と山スキ－を楽しんだ。 

 特に近年（2002～2009）は県スキ－連盟の理事

長をすることになり、自分の好きな山はますます

遠のいていった。 

約 35 年のスキ－人生は年と共に役職からおりて

再び山スキ－への復活を考えているが、膝の衰え

と体力は昔のようにはいかず、四苦八苦の春山登

山とスキ－である。（つづき） 
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● 事業報告 
（１）８月夏期例会 「ビ－ルパ－ティ－」３１名 

 期 日  ８月２７日（土）１５時より  

 場 所  熊本市新市街ﾎｸｼｮｳﾋﾞﾙ「日本海庄や」 

（２）第７回登山教室（一般募集）  ４７名 
 期 日 ９月１１日（日）７時３０分 

 場 所 「清栄山」（１００６ｍ） 

(３）第４回九州脊梁トレイルラン協力 １０名  

 期 日 ９月２３日～２４日（１泊２日） 

 場 所 九州脊梁山脈 向坂山宿泊：スキ－場 

（４）第２回森林保全巡視登山 １７名 
 期 日 １０月１６日（日）日帰現地９時集合 

 場 所 阿蘇高岳（清掃及び山頂の井戸を整備） 

（５） 第４回九州脊梁縦走登山 
 期 日 １０月２２日（土）～２３日（日） 

  場 所 脊梁山脈 三方山～国見岳～五勇山～ 

峰越し  ※ 登山路崩壊の為中止 

   （６）第２７回金峰山山岳マラソン ８名 

 期 日  １１月３日（祝）現地集合 

 場 所  金峰山 スタッフとして協力依頼 

（７）宮崎ウエストン祭 宮崎支部主催 ４名 
期 日 １１月５日（土）～６日（日） 

場 所 高千穂・三秀台 

● 委員会報告 
 １０月委員会 

期日  １０月１８日 １８時より 

場所  わくわくランド 

参加者 工藤・松本・廣永・安場・田北 

議題  ・森林保全巡視登山高岳の報告 

新規登録・継続について 

・脊梁縦走登山計画 

  ・ウエストン祭について 

  ・遭難捜索に伴う、車貸与の件 

  ・金峰山マラソンついて 

  ・山の写真展について 

  ・海外登山報告会 

・１月新年晩餐会について 

・支部報原稿募集について           

１１月委員会 
期日  １１月１５日 １８時より 

場所  わくわくランド 

参加者 工藤・松本・廣永・安場・田北 

   加藤功・木曽・石井 

議題  ・金峰山マラソン報告 

・ウエストン祭報告 

・ネパ－ル遠征報告 

・巡視員・新規登録・継続について 

・山の写真展について 

・海外登山報告会ついて 

・１月新年晩餐会について 

・１月例会登山について 

・２月例会登山について 

 

・３月干支の山について 

・支部報２５号について 

・２３年度会計報告について 

・西澤氏の件について 

・支部長会議について 

※   遭難捜索費について支払い 

  １２月委員会 

期日  １２月１３日 １８時より 

場所  わくわくランド 

参加者 工藤・松本・廣永・安場・田北 

    加藤功・木曽・石井 

    議題  ・支部長会議・本部晩餐会報告 

・写真展・海外登山報告会 報告 

・ネパ－ル遠征報告 

・山の写真展海外登山報告会に 

ついて 

・１月新年晩餐会について 

・２月例会登山について 

・３月干支の山について 

・２４年度事業計画（本部提出用） 

・支部報２５号について 

会員動静 
会友 中田良友 62歳 合志 

会員 江島博之 49歳 会友から会員へ  
 

 

 
支部新年晩餐会 １月１４日（土）１５時より 

  場所  交通センタホテル ６階 

  会費  ５０００円 

第３回登山研修会「雪山を歩こうｉｎ久住」 

期日  ２月５日（日）７時３０分市民会館 

  場所  久住山（牧の戸～久住往復） 

  会費  ３５００円（貸切バス利用） 

３月例会登山 干支の山「竜峯山」（八代） 

  期日  ３月５日（日）７時３０分市民会館 

  場所  八代市「竜峯山」 

  会費  ３０００円（貸切バス利用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 務 報 告 ８月～１２月 

３月までの支部事業 
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編集後記  

激動の 2011年もアットいう間に過ぎ去り、あ

の眼を覆いたくなるような光景の東北大震災 

からもうすぐ１年を迎えようとしている。

2011 年を振り返って「がんばれ日本」といっ

ていたが本当に自分は手助けが出来たのか、

そして頑張れたのか、絆は出来たのか、言葉

だけに終わったのでは無いか自問自答の１年

になりそうだ。瓦礫の処理に日本全国の自治

体で受け入れをすればいいのに、何もしてや

れないもどかしさがある。何でもそうだが

「声」ばかりでは前に進まない。ＪＡＣでも

新しい公益法人として出発する年になり、会

員である自分たちにも大きな役割があると思

われる。今年こそは「実行」をと考えている

皆さんに期待したいものである。 

 


