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日本・中国・韓国が持ち回りで企画し、三国の学生たちが山を舞
台に交流を続けているイベント。今年は中国・武漢で開催された。
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日中韓学生登山交流会に参加して
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画など慣れたものだが、芸を考え
ると専門外。日本人学生は芸下手
である。山ヤとなれば不器用・無
愛想がまかりとおる。

アの４人に関東エリア１人と知っ
た顔がそろっていた。準備の段階
ではやはり「芸、
出し物」に一番悩
まされた。装備や食糧、医療の計

ろうか。かなりの不安があった。
メンバーの顔ぶれは、東海エリ

参加学生が、来年の日本での開催への意気込みを含め、報告する。

た「フライト料金だけで中国への
遠征にいける」というメールに飛
びついたことだった。自分の所属
する大学山岳部にも参加を募った
ところ１年生が参加の意思を示し
た。参加メンバーが決まり、役割
が割り振られてみると自分は隊長
となっていた。聞けば国の代表と
して歓迎されるという。その隊長
というのはどんな仕事があるのだ
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中国武漢へのフライトを各自
の負担として、上海空港。武漢へ
の乗り継ぎ搭乗口前にはすでに韓
国隊が時間をつぶしていた。学生
の隊員は男性５人、女性５人。日
本隊の倍の人数が揃っている。し
かも半分は女子。印象はとてもさ

のほとんどは英語はもちろんのこ
と中国語も話せた。韓国隊の一人
の女の子が日本に留学経験があり
ネイティブのアクセントで何不自

とスピーキングを英語に切り替え
る。
のちにわかることだが韓国隊

わやかで、日本で言う、いわゆる
体育会系の大学生にはみえなかっ
た。女子がとても元気で、さっそ
くの英会話に日本隊はとまどって
いた。これから１週間この環境が
続くわけである。ひるまず前にで
る。頭をフル回転してリスニング

▶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

由なく日本語で会話ができたが、
その子は中国語も英語もできた。
韓国隊は日本人が英語が下手なこ
とを一瞬でよみとり、気をつかっ
てやさしい英語で話してくれたの
がすこし情けなく悔しかった。韓
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日中韓学生登山交流会のきっ
かけは、今年５月ごろに受け取っ
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中国人の人たちはあかぬけてない
というか、人をおきざりにして異

ングセンター内のテナントのほと
んどが 時まで営業している。巨
大なネオンとＬＥＤと液晶のエフ
ェクトが武漢の都市力をアピール
していた。とはいえ、そこにいる

料理はどれも最高級品であった。

指定されていたホテルはどこも国
家５つ星ホテルで、振る舞われた

り、熱烈歓迎パーティが始まった。

は先発７時出発となった。

日本隊から一人選べという。自分
が参加することになり、明日の朝

明日の朝、懸垂下降をするから

午後は東湖や揚子江へ観光に
でかけた。日が暮れてホテルへ戻

しかも毎度ものすごい量であった。
皿がテーブルに乗りきらない。

国隊はこの交流会参加のために書
類審査と面談に加え、実地山行２
回の審査があったのだという。日
本の学生との温度差を感じた。
武漢空港に着くと中国地質大
学の学生が熱烈に歓迎してくれた。
「 中日韓大学生登山交流会 」とい
う赤い横断幕で一目でわかった。
一日早く武漢入りしている学生隊
員の鎌倉源助と合流。地質大学は
空港から高速で１時間 分ほど離
れたところにある。山というよう
な山はまだ全くない。途中でバス
の窓から見えた景色には驚いた。
日本では考えられないヒョロ長い
建築中のマンションが都市部では
密集して、市街地ではまだらに乱
立していた。上海周辺でもそうだ

常な速さで商業施設が充実したよ

中国入りして３日目
山間部への大移動が始まった。
新幹線
（時速約２００㌔）
で西へ二
時間ほど、宣昌市でバスに乗り換
え、北北西に３時間ほどの移動で
あった。２時間も内陸へ走っても
山が一向に見えてこない景色は、
同じような農村とたまにあの細ひ
ょろ長いマンション群ばかり。こ
の滞在した１週間の間に思ったこ
とは、中国には風も雨もないとい
うこと平野部は地形の起伏に乏し
く、
山間部も海からかなり離れ、
大
陸が大きすぎて結局気候の変化も
乏しくなっている。風も水も淀ん

った。農地や空き地や昔の住居が
急速に開発の圧力でコンクリート

ってきた。中国四大美人「王昭君」
の故郷昭君の里をまわった。

なくわかってしまうので迷うこと
はなかった。
その後、一同は大学の体育館に
移り、体育館の壁一面に展開する
登攀設備を見学した。ホールドに
びっしりとついた白い手形が設備
に暇を与えていないことがわかる。
一つの大学でこれほど大きなクラ
イミングウォールを持っている大
学が日本にあるのだろうか。改築
中のため、見るだけに終わったの
が残念であった。
体 育 館 の２階 で プ ロ ジ ェ ク タ
ーとスクリーンで今回の活動のオ
リエンテーションと今年５月の同
大学のエベレスト遠征の報告を聞
かせてもらった。登頂した４人の
学生のうちの一人が今回の交流会

化していた。武漢の人口が約５０

うな感じを受けた。
２日 目 の 大 学 施 設 見 学 は 大 学

「日中韓大学生登山交流会」の横

バスで朝天吼という渓谷にや

０万人。名古屋市の人口が約２２
６万人。あのとんでもない数のマ

に隣接する博物館からはじまった。 晴らしいものであった。

で湿度が高く蒸し暑い、それが中
国のこの季節の印象であった。

ンション群に、住み手は埋まるの

恐竜の骨、鉱物など地球内部に関
わる地質大学の成果が展示されて

に参加していた。ミス・エベレス
トはチェンチェンといった。チェ

だろうか。
食後に中国の学生から散歩に

いた。展示の説明はもちろん中国

ンチェンのプレゼンテーションは、

行こうと熱烈に誘われ、ぜひにと

語であるが、漢字は日本人には親
しみ深く、
イメージもしやすい。
駅

氷河に梯子をかけて渡る困難さや
高所の息遣いのつらさが伝わる素

武漢の街へでかけた。夜の九時を
まわっても街の大通りは多くの人

も空港も博物館も案内板はなんと

断幕が掲げられて、民族衣装に民
族音楽で出迎えられた。

であふれていた。中心のショッピ
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懸垂下降のデモンストレーションをする中国メンバー

翌朝、朝食をさっと済ませ乗用
車に装備すべてを乗せて、将軍柱
という大きな岩のふもとで降され
た。メンバーは中国隊がチェンチ
ェンと甘文涛、韓国隊は背は高い
がゴツくはない無口なチャンギュ
ン・ユーそして日本隊からは私が
参加する。
ロープを分担して持ち、急な階
段のついた遊歩道を登っていく。
分ほどの登りと聞いていたが、
分で将軍柱の上部に着いた。固
定懸垂下降のセットを見学した。
山を懸垂下降しながら下りていく
わけではないから、ロープエンド
はこれでもかというくらい厳重に
岩や人工の手摺に結び付けられて

ープをたたんでいた。

たがユーと自分はそんな実感もな
く、下の状況もわからず日陰でロ

いた。ボーライン知ってる？ と
甘文に話しかけてみた。知らない
という。ますます技術交流のやり
がいがあるではないか。
セットが終わったらしく無線
で降りてみろと連絡がきた。肩慣
らしに１本。 ㍍ダブルロープで
空中懸垂下降。この高さはなかな
か日本では体験できない。韓国の
ユーも
「かなり高いな」
と喜んでい
た。もう一度登れというので登り
返す。将軍柱の下の方からマイク
の大音量が聞こえてきた。崖っぷ
ちに立つと、下の方で他の大学生
たちが米粒より小さく見えた。手
を振っても見えるのだが、あっと
いうまに４人終えた。
大成功だと中国隊が喜んでい

あった。あとから韓国の副代表か

れということになった。アカペラ
の
『上を向いて歩こう』
は大盛況で

りせず、乗越のような峠で昼食と
記念写真を撮ってさらに進んで下
る。昼食パックはりんご、ソーセ
ージ、パンケーキ、干し肉、乾燥
餅であった。
下りは細かい砂利の急斜面が
続いたので非常に長いフィクスド
ロープを設置した。落石が多発し
たので「ワン・バイ・ワン」が連発
した。事前にマウンテンブーツは
不要と確認したのでスニーカーで
来た学生もいたが、これはマウン
テンブーツ必須の足場であろう。
大きな風穴に寄って涼んでから先
ほどの祭り会場に下山した。
下山してテントを設営して夕
食。夕食後にキャンプファイヤー
があるから日本人は歌を歌ってく

が非常に多いガレた藪山で、小さ

袋が配布され出発。 人ほどの大
所帯行軍である。その裏山は落石

することになった。中国特製昼食

ティング。朝天吼の最も有力な観
光事業である。６㌔の渓流を１時

裏山登山の翌日は朝天吼ラフ

であったのだが、君の世代でも有
名なのかと。

は私が若いころ聞いた青春の一曲

ほ か の 学 生 が 登 っ て く る の を、 ら、
なぜ君が『すき焼きソング』を
待ち合流して将軍柱の裏山を登山
知っているのかと聞かれた。あれ

な踏み跡が少しある程度。一般道
と呼べるものではなかった。４０

間半かけて２人用ゴムボートで下

40

る。注意を聞いたあとプロテクタ
ーをつけてボートに乗り込む。な
かなかの激流ですぐにボートが水
でいっぱいになってしまう。素晴
らしい渓流であるのだけれど、た
だ残念なのは渓流の脇にはコンク
リート採石所があって大きなトラ
ックが排気ガスと砂煙をまきちら
し採石所から渓流に濁った水が流
れ込んでいることであった。
朝天吼までにも渓流のど真ん
中に高速道路の橋脚を立てたりと、
観光誘致の一番の売りである大自
然が台なしであるのは日本と考え
方が違うなと感じた。

山間部滞在最終日
神農架（３１０６㍍）という今回
の企画のなかでもっともおもしろ
そうな山に向かうその途中のホテ

ル前で、ルール説明とチーム分け
があった。登山競争をするらしい。
地質大学の先生らしき人が号

令と掛け声を出している。後で聞
いてみると「みんな金がほしいか
ー」「おうー」
であったらしい。
賞金
がかかっているらしい。全員が順
位に応じて賞金がもらえるルール
ら し い。
１位 の チ ー ム１００００
元（ 人チームで一人あたり１万

10
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０ ほどの標高でピークがはっき
㍍
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神農架山頂にて。2999 段の階段を上がる競争を終えたあと
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約２６００㍍。この広場で準備運
動、オープニングセレモニー、そ

を保ってきた大脇は余力をラスト

きた。というより全体がペースを
落としているのだ。一定のペース

の顔を持ち、水も緑も豊かで、変
化に富む。急峻な尾根、たおやか

中国にくらべて繊細である。四季

あるのでこれを楽しんでもらわな
い手はないと思う。日本の自然は

倉 位。韓国軍は 位からのラン
クインとなった。たった 分のレ
ースであった。
負けたのだがうれしかったの
は同じ大学山岳部の後輩が功績を
残したからである。ここは地質大
学のトレーニング場所らしい。ア
ウェイでよくやったと思う。
こうしてプログラムのすべて
の山行を終え武漢に戻ることにな
った。登山というよりは簡単なア
ウトドア活動が主体であり、中国
の大自然のなかで学生交流ができ
たというのは、ほんとうに素晴ら
しい体験であった。
ローテーションでいくと来年
は日本で開催されることになる。
日本には日本の素晴らしい自然が

た。その国民性でもって来年の開
催国として学生を迎えられればよ
いのではないか。
あとは語学によるコミュニケ
ーションの壁である。中国と韓国
がなんら支障なく会話できている
のに、日本だけがくすぶっている
のは、語学で後れをとっている現
状を否めない。
とはいうものの仲間として交
流会でふれあい、自分から話にい
けば笑顔で応えてくれる仲間たち
ばかりであった。
現在の日中、日韓問題を解決で
きるのは、仲よく国を超えて交流
できる僕たちの世代ではないだろ
うか。

４０００円もらえるという）
、
２位
である。登っては下るアップダウ
は８０００元、
３位は５０００元。 ンの階段で慣れない者は、踏みは
複雑な気持ちであった。
ずして後ろに回っていく。
その日は学生のみ神農架自然
毎朝大学近くの裏山をトレラ
公園へ移動して、自然公園博物館
ンをしている私は、こんなペース
のアーケードの下で野営となった。 がずっと続くわけはないとわかっ
完全にフラットな地面に屋根があ
ていてもプライドが食らいつく。
る。標高は１５００㍍ほどであっ
日本隊の原祐貴と先頭集団に
たが風もなく半袖で過ごせた。寝
はりついていたが、一斉に歩きに
袋も不要であった。
切り替わったのでこちらも合わせ
てスローダウン。みなゼイゼイと
息が上がっていた。まだまったく
高度を稼いでいなかった。
見上げれば果てが見えない大
階段が上の方でかすんでいた。つ
らくなってきた。原は根性で膝に
手をつきながら食らいついている。
大脇盛生が後ろから順位をあげて

してその隊列のまま出発地点位置

スパートに残しているようでもあ
った。大脇の作戦勝ちである。

な尾根、世界一シルエットの美し

競争当日
麓のホテルに戻って朝食をと
り、すぐバスで神農架へ移動。山
道を１時間ほどバスで登ると、室
堂のような広場の駐車場に着いた。
山容は御嶽、朝日岳のような見晴
らしがよいところである。標高は

に移動してスタートであった。２
９９９段の階段らしい。標高の高

私は男子最後尾まで落ちて鎌

が戻ったので巻き返しをはかった。 しめる。

い大階段の経験はなかった。先頭

また日本人には繊細な心遣い
や気配り、周りとの協調性があり、

い富士山など小さな国土のなかで、
非常にバラエティ豊かな自然が楽

りきっていた。

結局中国軍の大勝であった。日
本人の結果は 人中、
大脇５位、
原

集団はゼイゼイするほど飛ばして、 倉とチュンチェンに励まされてい
あとは根性勝負になることは分か
たが給水ポイントでどうにか呼吸
スタートの合図で各チーム一
斉にポジション争い。平地のマラ

30

これは日本の秀でている点と感じ

12

７位、伊藤 位、堀内晃 位、鎌

メンバー表

18

ソンとなんらかわらないスピード

氏名
所属
団
長 中山 茂樹 日本山岳会 理事
副 団 長 高橋 玲司 日本山岳会東海支部 青年部
および岐阜登高会
記録担当 村越
稔 日本山岳会東海支部
隊
長 伊藤
翼 岐阜大学３年
岐阜大学山岳部 部長
副 隊 長 原
祐貴 専修大学４年 山岳部 部長
隊
員 堀内
晃 名古屋工業大学３年 …
山岳同人 鶴
鎌倉 源助 名古屋外国語大学２年
大脇 盛生 岐阜大学１年 岐阜大学山岳部

30

11

13
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った。そして、三度に二度は坂本
さんの「 ジローに行きましょう 」
にあまえて仕事の打合せはそっち
のけ、近くの喫茶店でのおしゃべ
りが無類の楽しさだった。下町は
神田育ちの坂本さんには、いい意
味での腰が低く人をそらさぬとこ
へそ
ろがあった。それゆえ臍曲りの多
い会のお偉方も坂本さんとは心安
く付き合っていたようで、そうし
た方々のけっして普通ではないエ
ピソードが面白いこと限りなしだ
った。
「藤島さんや望月さんは本作りに
厳しく、よく叱られましたよ」と
も聞いたが、なんのなんの、坂本

さん独特の物腰のよさで、そんな
ウルサガタを毎度うまく懐柔して
いたふしもあり、そうした話をす

るとき、坂本さんはとても嬉しそ
うだった。いまも、そのお顔が目
に浮かぶ。

なお、現在、茗溪堂は同じ神田
ながら三崎町
- -に事務所
を移して克彦さんがあとを継いで
いる。とりあえず書籍の小売りは
やっていないが山の本の出版は続
けるとのことなので、第二の「茗
溪堂の時代」到来を大きな楽しみ

■5

悼

助け、かつ会員が書く本の出版に
も力を入れるようになった。
『 登山のためのスキー術 』
（ 林和
夫／ １９５０）に始まって、坂本
直行、加藤泰安、望月達夫、藤島
敏男、島田巽、三田幸夫、田口二
郎などなどの著書である。みな内
容はいわずもがな、造本も茗溪堂
ならではの品のよさで喜ばれ、特
装本はことに好評だった。毎度、
これと決めた番号の特装本を求め
る愛好者が多かったとも聞いてい
る。
ちなみに坂本さんは出版記念
会も嫌いではなく、
「 坂本君は特
装本と出版記念会のために本を作
っている」とは、確か藤島さんの
言。
茗溪堂はほんの 、 人のこぢ
んまりした所帯だった。編集仕事
は主に坂本さん一人で行ない、と

きに外からの応援を頼むこともあ
った。私は望月さんの紹介で坂本
さんを知るようになり、
一時期、
何
冊かの編集にたずさわったことが
あるが、それはまことに得がたい
日々であったと思いだすのである。
御茶ノ水駅御茶ノ水橋口から
目と鼻の先、地下 階地上 階の

としよう。

3
2
13

追

1920年11月10日、東京・駿河台に生まれる。中
学の先生に連れられ、上高地から常念岳、北ア
ルプス裏銀座などを歩く。卒業後、仲間同士や
案内人を頼むなどして、登山、スキーを続ける。
大学を2年繰り上げ卒業したのち、1942年に召
集。陸軍に入り、内地にて3年11カ月勤務。
1946年頃、兵役後、父が明治20年頃に始めた
茗溪堂の仕事を、引き継ぐ。1948年に株式
会社となる。
1949年9月、日本山岳会入会（会員番号3639、
のちに永年会員になる）。
1949年から、
『山日記』を発行。これを機に、日
本山岳会に関連した出版物をはじめ、山岳
書籍を多く出版、販売するようになる（本文
参照）。また、書籍のほか、カレンダー、絵
はがきなどの制作、販売も手がける。
『山岳』(Vol.99 ／ 2004)収録の「日本山岳会
と茗溪堂」(坂本矩祥)、
「『山日記』五十三巻の
足跡」(松丸秀夫、五十嶋一晃)に諸事詳しい。
2012年6月24日、逝去。享年92歳。

会員番号3639

3

細長い茗溪堂ビルにはずいぶん通

5

91

坂本矩祥（さかもと・のりよし）

2

1

O B I T U A R Y

山の本の出版にも
「茗溪堂の時代」
茗溪堂、
という一時代があったといっても
坂本矩祥さんを想う
過言ではなかろう。それは戦後の
横山厚夫
再生日本山岳会の充実期と重なり、
名著と目される数々を生み出して
先の 月 日、茗溪堂主人の坂
いった実り豊かな時代であった。
本矩祥さんが亡くなった。ご子息
ひと頃は「 日 本 山 岳 会 出 版 部 」
の克彦さんから「父が……、 年
といわれたほどの茗溪堂である。
と カ月の……」と電話があった
縁あって手がけるようになった１
とき、私は深いお悔やみの念を抱
９４９年版
『山日記』
の発行を機に
くとともに、一つの時代が終わっ
山岳会と深いつながりができると、
たことを思った。登山史において
坂本さん自身も入会し、以後『山
も一定の年月を画して特筆する偉
業がなされた一時代があるように、 岳』や会報をお店において販売を
7

6

23

イン フ ォ メ ー シ ョ ン

日本山岳会への寄付金にかかわる
税制などの説 明
財務担当理事

小林義亮

付の申し出があった場合には、財
務担当理事にご相談ください。

寄付金または金銭以外の寄付
を受領した場合には、当会の受領

三 寄付金の受領について

ご連絡をお願いします。

ますので、お問い合わせください。

って納税してください。
「納付書・
領収済通知書」は、事務局にあり

定の「納付書・領収済通知書」によ

泉徴収した金額は、翌月 日まで
に、税務署または銀行などで、所

12

10

■6

当会は４月１日、公益社団法人
として新発足しましたが、それに
よる税制のメリットなどと、寄付
に関連する事項について説明いた
します。
当会会員が寄付を行なう場合
や、支部・委員会が寄付を受ける
場合、寄付を募る場合など、次の
要領で行なってください。

酬から ％の所得税の源泉徴収を
行ない、 ％のネット金額を現金
で支払うようにしてください。源

証を、会長名で発行します。事前

二 当会への寄付の手続き
寄付の申し出、
または募金活動について
会員が使途を指定して寄付を
行なう場合、寄付金控除（所得控
除）の対象となります。寄付の申
し出を受けた場合には、寄付者の
氏名や寄付内容、目的、経緯、時
期などの詳細を速やかに財務担当
理事までご連絡をお願いします。
支部または委員会が、公益社団
法人日本山岳会の名称により独自
の寄付金を募る場合には、財務担
当理事まで、その目的や使途、目
標募金金額などについて、事前に

への寄付については、国税局長の
承認を得て、寄付者が譲渡所得ま

に事務局までご連絡ください。

ま た１年 間 分 の 支 払 報 酬 額 の
一覧表を事務局に、 月末までに

引いた金額を、寄付金として所得
から控除することができます（た
だし上限の制限があります）
。
寄付者は所得税の確定申告（毎
年三月中旬）において、当会の受
領証（礼状兼領収書）を添付して、
寄付金控除を行なうことになりま
す。
ここで注意を要するのは控除
が所得からであって税額からの控
除でないことです。
なお会員が当会に納付する年
会費については、寄付金控除（所

付企業は当会が発行する受領証
（礼状）
によって費用として処理す

たは相続税に該当する部分を非課

報告してください。

一 当会への寄付について
企業が行なう寄付
企業が当会に寄付を行なった

ることが可能になり、法人税が減

税の扱いにすることができます。
すでに、当会はこの制度を利用

四 支部や委員会が講師料を支払

以上、ご不明の場合は財務担当
理事までお問い合わせください。

所有不動産や相続財産の当会

免されることになります。
これにより、従来以上に企業な

して猿投の森
（愛知県瀬戸市）
の隣

う場合の源泉徴収について
支部や委員会が講演会などで

得控除）の対象とはなりません。
金銭以外の財産の寄付

どからの寄付が受けやすくなると

接地の山林の寄付を受けました
（東海支部）
。

場合、一般寄付金の損金算入限度
額とは別枠で、損金（経費）の扱い

考えられます。
個人が行なう寄付

講師料を支払う場合には、講師報

寄 付 額 か ら２０００円 を 差 し

もし会員、または第三者から寄

とすることができます。
つまり、
寄

10

90
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支部

員の負担を考え、春だけの実施に
していたが、今年度からは秋（９
月 ・ 日を予定）にも、テント
や食料を各自持ち込んで行なうこ
とにした。
皆様の参加をお待ちしていま
す。 
（須々田秀美）

第

回高頭祭開催

越後支部

30

恒例の高頭祭を７月 日、弥彦
山太平園地の高頭仁兵衛翁寿像碑
前で開催。今年で 回目を迎えた。
風速２〜３㍍、霧で視界が悪かっ

25

だより

年６月は、高校生も参加し
名、９月は 名。野ウサギによる
植樹への食害が目立った。
年６月は 名。９月は 名。

55

青森支部

この白神山地ブナ林再生事業
は、１９９８年９月、初代青森支
部長松島静吾氏と大森弘一郎氏が
森林管理局青森分局と交渉したの
が始まりである。また、櫛石山登
山口付近という実施場所について
は、二代目支部長根深誠氏の意向
が大きかったと聞いている。
１９９９年６月に、青森支部事
務局長中村勉氏を中心に６名が現
地調査。９月に、約 名で第１回
の作業を行なったが、台風接近の

年６月は、日本山岳会創立１
００周年記年事業として実施。参
加者は 名。ブナの苗約 本植樹

29

55

白神山地ブナ林再生事業
６月 日から 日まで、白神山
地ブナ林再生事業を実施した。
日、ＪＲ弘前駅城東口前を８時出
発、奥赤石林道ゲート 時 分集
合。
ベースキャンプ 時 分着。
大
天幕設営後、津軽白神ふれあいセ
ンターの細川さんから作業の安全
確保について説明を受けた後、午
後の作業を行なった。
日、雨のため午前・午後とも

した。９月の参加者は 名。

６月は 名、９月は 名。 年６
月は 名。 年６月は 名で、参
加者が減少した。

今回も参加者 名と昨年同様
過去最少で、作業も半日しかでき
なかった。２０１０年度からは会

■7

雨のなか作業地の状況確認を行なった参加者

73

08

ため１泊のみで打ち切った。
２０００年６月 は、 名 参 加。
早朝に、クマゲラがキャンプ地近

03

05 04

年６月 は 名、９月 は 名。
年６月は 名、９月は 名。
年６月は 名、９月は 名。 年
25

09

10

作業中止。停滞の間は、大天幕の
なかでさまざまなご馳走をいただ

44

50

24

23

19

29

12

22

き、飽きる事はなかった。とくに、 くのブナの樹に飛んできた。９月
田代さん発案の天ぷらは美味であ
は参加者 名。ブナ稚樹 本を移
った。感謝です。
植した。
年は中学生も参加し、６月は
名、９月は 名。
年は高校生が参加し、６月は

44

52

43

35

11

30 10
30

日、雨のため作業を断念。登
山道および作業地の状況確認のみ
行ない、 時すぎにキャンプ撤収。

名、９月は奥赤石林道の車両通
行を認められ、参加者 名。

75

31

24

時頃、奥赤石ゲートで解散し
た。

62

17

20

06

11

全国各地の支部から、
それぞれの活動状況を、
北から南へとリポート
します。

33

65

12

01

68

02

50

14

20

28

22

10

07

23

24

11

事業の一つです。短い時間ですが
山仲間の親睦が深められることは、

たが、越後支部会員や山岳会員約
名の参列があった。日本山岳会
マナスル登山隊員松田雄一名誉会
員 を お 招 き し、穴 田 雪 江（ 首 都
圏）
・宗實慶子（関西支部）会員も
遠路はるばる参列いただいた。高
頭祭に併せて、桜井昭吉自然保護
委員長と会員による「 清掃登山 」
も例年通り実施され、祭典に参列
した。
時 分、桐生恒治事務局長の
司会で開祭。冒頭に山崎幸和支部
長より、
「 雨があがったのも高頭
翁のご尽力か。見守ってくださっ
ておられるのではないか……」と
あいさつがあった。次に松田名誉
会員、穴田・宗實両会員の紹介を
さ れ、
「高頭祭は越後支部の公益

時すぎ、参加者はそれぞれ山

て実施、昭和 年から今年で 回
目を迎えている。

有志による「松田名誉会員を囲む

解散後、
弥彦の「綜栄館」で越後
支部会員、地元の吉田山岳会等の

時 分からの記念講演は松
登山（海外）成功の秘訣は、
ルー
田名誉会員より、演題「高頭仁兵
ト調査、メンバーの健康、天候予
衛と藤島玄のこと」について、功
知（自然観察、ツルなどの飛行に
績と思い出を次のように語られた。 よる）だ。山では常に自然を観察
日本山岳会の設立にあたり、安
することが安全につながる、と語
心して運営できるか資金面の心配
った。
があった。高頭の話
（資金寄付）
を
記念写真撮影後、あずまやで越
聞いて、発起人はそれなら安心し
後の銘酒を味わいながら懇親会と
て続けられると決意した。
なった。弥彦山頂、御神廟前で開
藤島玄支部長は身をもっての
催される新潟県登山祭に参列のた
経験から、間違いのない集成図を
め、 時に移動。
作成され、
登山者に貢献された。
飯
時、弥彦神社神官による「登
豊連峰登山や、苗場山に大平さん
山安全祭・松明登山清祓い式」
が執
の寿像碑を建立した。
り行なわれ、各山岳会代表などに
より厳粛に玉串拝礼が行なわれた。
「弥彦松明登山祭」は、日本三大
た。そこで松明を納め記念品の贈
燈籠祭りの一つ「弥彦神社の燈籠
呈が行なわれ、行事は終了となっ
神事」に新潟県山岳協会が協賛し
た。

山岳会の発展に繋がります。また

日９時、松田名誉会員と会員

集い」を開催。和やかに親睦を深
め、地元山岳会を労った。

グループは松明行進に参列のため、

頂から松明を掲げて、足元に気を
配り神社へと下山。松田名誉会員

59

神社境内で合流。
有志で長岡市深沢町の高頭邸跡、
時、 神 社 で 社 頭 行 事 を 受 け、 一画が寄付され、整備された河内

26

来年もぜひ参加をお願いします 」
とお話しがあった。
神事は、平田大六前支部長が本
職の神官なみに祝詞をあげ、お祓
い、続いて玉串奉奠と厳粛に執り
行なわれた。そして、穴田・宗實・
佐竹秀子会員による寿像への御献
酒。日本酒で寿像を清め、式典は

29

花火を見ながら弥彦駅まで行進し

各山岳会は名入れ提灯を先頭に会
員が並び、参拝者で賑わう街中を

ボーイスカウト鼓笛隊が先導し、

越の山々の眺望を想像し、菩提寺

徳碑」
が移設されている）
を訪れた。
そこで当時の東山連峰や魚沼、上

公園（住民の総意で建立した「頌
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16

17

18

20

30

終了した。

弥彦山園地、高頭仁兵衛翁寿像碑にて

60

14
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14

50

の正林寺に墓参して高頭翁の遺徳
を偲んだ。
その後、山本五十六、河井継之
助両記念館に入館し、越後長岡の
常在戦場の精神、人間性とその生
涯にふれた。
さらに、長岡市在住の室賀輝男
越後支部名誉会員が、松田名誉会
員にぜひお会いしたいと、体調の
すぐれぬなか来館された。そこで
お二人は懐かしく感慨深く会話さ
れていた。岳友の深い絆は、この
企画にさらなる充実感と華を添え
ることとなった。
（本間宏之）

福井支部として「親子登山」
、登
山の啓蒙、白山開山の祖・泰澄大
師の偉業を称える「泰澄祭」や「泰

20

回青少年体験登山大会

２００２年 の 国 際 山 岳 年 以 来、
毎年実施している青少年体験登山

第

30

大会は、
今年、 回目を迎えた。青
少年や一般の初心者へ山へのいざ
ないとして、東九州支部が取り組
んできたものだ。今年も、子ども
たちの夏休みの始まった最初の日
曜日、７月 日に行なわれた。参
加者は 名、
うち小中高生 名、
一
11



６月 日、福井ユアーズホテル
にて、支部長勇退感謝会と新任激

澄ウォーク」を企画・実行した。
また「里山作り」では、
遊歩道の整
備と植樹を行ない、公益社団法人
としての山岳会の位置づけに貢献
された。
昨年の 周年記念行事を無事
終え、平成 年度からは、森田信
83

26

11

般参加者 名、指導員（会員・会

24

20

24

22

福井支部

励会を開催した。長きにわたり福
井支部をお世話いただいた宮本数
男支部長のご苦労に感謝し、森田
信人新支部長の健闘を激励した。
宮本支部長は今年 歳。氏の福
井支部への貢献は、まず 年前に
福井支部を立ち上げることから始

人が新支部長となり 新しくスタ

ートすることになった。森田新支
友） 名であった。
部長は新任のあいさつのなかで、
登山口の牧ノ戸峠での出発前
「 高齢者は、いかに人生を充実し
のオリエンテーションでは、加藤
て送れるか。また若い会員はこれ
支部長が「みんなで楽しい山登り
から長く生きていくうえでバック
を体験してください」とあいさつ。
ボーンになるべく人格形成をする
続いて当日の登山コースや、日程
ための山を考えるような山岳会で
の説明。３班に分かれ、Ａ班「健
ありたい。これからは会員のほか
脚組」は九州本土最高峰の中岳ま
友人家族を誘い、山行をしていき
で足を延ばして、
Ｂ班「元気組」は
たい」と述べた。
途中で星生岳にまわり道し、Ｃ班
福 井 県 山 岳 連 盟 会 長 の 牧 野 治 「のんびり組」は直行で、３班とも
生氏からは、「平成 年には福井で
久住山頂で合流という設定。
国体がある。ぜひ充実した国体に
各自の自己申告で班編制する
増やして福井支部を大家族にする
なるよう、支部にもがんばってほ
が、のんびり組は 人にもなった
ことに貢献された。
しい」と激励の言葉をいただいた。 ため、さらに２つの班に分けた。
個人的には、チベットの山を中
（辻岡正美）

心にたびたび海外の山に遠征、さ
らに日本百名山・三百名山を完登、 東九州支部
福井支部を盛り立ててこられた。
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まった。事務局長となり、会員を

64

30

支部長勇退感謝会と新任
激励会

山

宮本前支部長に感謝し、森田新支部長を激励した

10

38
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山中の注意事項などの説明の
あと準備体操をして９時 分、Ａ
班から順次出発。
天気はあいにくの曇り空。登山
口から約 分で沓掛山の肩に着け
ば目指す久住山頂や遠く阿蘇の山
並みも見えるところだが、雲に隠
れてしまっている。それでも、子
どもたちは元気に登っていく。こ
のごろ山登りを始めたばかりとい
う初老の夫婦も元気だ。「降らず照
らずで、一番良い山登り日和だ」
などという声も聞こえる。
予定の 時ごろ、のんびり組が
最初に久住山頂に到着。続いて健
脚組も到着。その直前から、上空
を被っていた厚い雲から大きな雨

久住別れで、
青く尖った久住山頂をバックに

粒がポタポタと……。そしてすぐ
に叩きつけるような激しい雨足と、
雷鳴。
その雷鳴もすぐ頭の上だ。
す
でに弁当を開いていた人もあった
が、危険を避けて直ちに全員下山
開始。
雨も雷も 分足らずで終わっ
たが、そのまま下って、久住別れ
の避難小屋前広場に全員集合。そ
こには、雨を避けて避難していた
元気組が待っていた。頂上で食べ
かけていた人も、まだ開く前の人
も、あらためてここで弁当を開く。
その後、薄日の射し始めた広場で、
青く尖った山頂をバックに記念撮
影。
安定な日が多い。来年以降の実施
登山口へ全員が下山し終えた
時期の検討課題となろう。
のが午後３時 分であった。昨年
（飯田勝之）


け時期と重なり、天気が微妙で不

来恒例としている夏休み最初の日
曜日に実施という設定は、梅雨明

部に梅雨明け宣言。第６回大会以

顔がいっぱい微笑んでいた。
皮肉なことにその翌日、九州北

かを成し遂げて満ち足りたという

験登山大会になったであろう。レ
ストハウス前での解散式には、何

安定な山の天気に遭遇、貴重な体

も下山途中でにわか雨と雷に出合
ったが、
今年も山の天候が急変。
不

10

30
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NPO法人ライチョウ保護研究会
「市民会員」のご案内

NPO法人ライチョウ保護研究会に、
「市民会員」と
いうルールができました。
この市民会員のお世話は、担当理事の大森弘一郎が
いたします。
市民会員ルールでは、名前、年齢、メールアドレス
を、大森のメールにお送りいただくだけで、ライチョ
ウ保護研究会にご入会いただけますので、ぜひご利用
ください。
（ zero@qb3.so-net.ne.jp 大森）
会員には、メールを使ってBCCで役立つ情報をお
送りします。ライチョウの生態やとりまく環境に関す
る資料・情報、講演会や観察会もご案内します。この
会員には総会での議決権はありませんが、行事の参加
には正会員と同じ特典をご用意いたします。
年会費は千円ですが、思いついたときに、下記の口
座にお送りくだされば結構です。入会条件は、メール
アドレスをもち、ライチョウや自然が好きということ
だけです。
ライチョウは高山にいる可愛い癒しの鳥であるだ
けでなく、氷河期の遺留種であり、絶滅危惧種であり、
地球環境問題への先導役でもあるのです。そのような
意味で、これから読みやすい長さの添付資料などを、
いろいろお送りいたします。
・振込先／ゆうちょ銀行 一一八店
（普）3492319 ライチョウホゴケンキュウカイ

（大森弘一郎）

図書紹介

用、②睡眠時無呼吸・低呼吸の評
価、③平衡機能、歩行バランスの
評価、④酸化ストレス、抗酸化力

用できることを希望していた。志
を同じくする関係者は、ＮＰＯ法
人
「富士山測候所を活用する会」
を
立ち上げ、一体となって動きだし
た。これは、広く開かれた研究施
設として甦った経過と活動の報告
である。
本書は２部構成から成る。第１
部の富士山測候所の復活への道に

る。電源問題では、観測所の電源
伴 明、山田裕敏・共編
確保の歴史と苦心のすえ、自然エ
『雪線――創立九十年抄史』
ネルギーの活用やバッテリーの利
用で、夏季のみならず年間を通し
てデータが即日研究所に届くよう
になったことにふれている。
第２部では、山頂で行なわれて
いる研究を紹介。オゾン測定、自
旧大阪高商・商大を母体とする
由対流圏の二酸化炭素の通年観測、
大阪市立大学山岳会の 年の歩み
雲と雨、エアロゾル、新粒子、有
を綴った抄史である。
機エアロゾル、すす、水銀、宇宙
その歩みを振り返るとき、通常
線・自然放射線、雷・大気電気、永
その基本となる資料は創立から現
久凍土・植物生態、高所医学など
在までの部会報や日誌類であり、
についての詳細は興味深い。
またときにはその活動の背景とな
高所医学では、①富士登山時の
った山岳界全体の動向からもヒン
身体ストレスの解明とその有効活
トを得るであろう。

は、１００年以上にわたる富士山
での気象観測の歴史。関係官庁か
ら、３年間の期限付きで夏季２カ

登山訓練に使用させてもらえない
か」と話し合った。日本登山医学

担ぎ上げ自炊しながら、さまざま
な分野で貴重な研究成果をあげて



からの回顧であり、次に海外登山

く抄史にまとめられた編者の労苦
がしのばれる。
内容は大きく四つの分野から

らの加盟校でもあり、その報告書
など今は貴重な文献である。これ
らを体系的に、しかもバランスよ

本会は、まだ商大旅行部といっ
ていた昭和の初め、当時結成され
た
「関西学生山岳聯盟」
への当初か
に関してなど、測候所で得たデー
タに基づいた高所登山時の身体へ
の影響などで、最新の解析情報を

構成されている。まず主流となっ
ている部分は、
会誌『雪線』の記録

指す山仲間たちと「何とか日本で
いちばん高いところにある建物だ
けでも残して、高所順応と厳冬期

月間の借用許可を取り付けた粘り
強い交渉と、借用期間の延長など
が記されている。

いる。改めて、富士山測候所の価

知ることができる。
科学者、医師、学者も自分たち
で研究用の器材や食糧、飲用水を

会のメンバーも、高所医学の実地
また、地上の影響を受けない高
研究には最適の場所であり、測候
さの「自由対流圏」にある富士山
所跡の利用実現の具体的行動を模
頂が、北半球ではハワイのマウナ
索していた。
ロア観測所、スイスのユングフラ
一 方、 気 象 学 研 究 者 や オ ゾ ン、 ウヨッホ観測所などとともに、大
エアロゾル、宇宙線などを研究す
気圏観測として世界的に認められ

の変遷と記録、そして逝きし人た

た重要な位置にある富士山測候所
の意義と役割についても記してい

値を再確認できるだろう。
（南井英弘）

る大気科学研究者たちも、気象庁
が独占している測候所が自由に使
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２０１２年３月
大阪市立大学山岳会発行
B５判 ４２4㌻

90

土器屋由紀子、佐々木一哉・編著

２０１２年６月
成山堂書店刊
四六判 180㌻
定価 １８９０円

年ほど前に富士山測候所が
閉鎖されると聞き、高所登山を目
10

『よみがえる富士山測候所
２００５〜２０１１』
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ちへの追悼、最後に会員やＯＢか
らの随想の四分野からである。
巻頭に、
『雪線』創刊号の表紙と
その目次が見事なカラー印刷で刷
り込まれているのが目を引く。
既刊の『雪線』からは、
途中 号
（昭和年）から 号（昭和 年）ま
では各号の目次とともにその内容
の一部が抄録されており、この時
代の会の動向を、読みとることが
できるといってよい。ただ初期の
号（昭和 年８月）までと、
昭和
年以降の記録の多くをすべてカ
ットしているのは惜しまれる。と
りわけ、会の創立前後の動向や初
期の活動記録は、今回整備してお
くべきだったと思う。
本会の海外登山は、１９６０年
10

22

40

12

代から５回行なっており、本書で
はそのいずれも各報告書から抄録
している。

2012年6月
明治大学体育会山岳部
炉辺会発行
A5判 848㌻

が、『山岳』第五十七（１９６２）年
人初登頂を皮切りに、 年を超え
にも、当時の副隊長広谷氏の報告
る長い時空のなかで達成された。
と、３隊員へ寄せられた追悼記事
部員不足に悩む大学山岳部に
がある。
おいて明治もその例外ではなく、
あ れ か ら 半 世 紀 を 経 た 今 日 も、 １９９２年度には部員が新２年生
本会のランタン・リルンの氷河に
２名だけという創部以来最大の危
寄する思いは尽きることがない。
機を迎えた。そこから部員・ＯＢ
本書によると、新たなプロジェク
が必死になって部を建て直し、新
トによるランタン谷の長期の探査
たな黄金時代とも言えるほどの充
をすでに始めているという。
実した山岳部を取り戻す。
そ の 成 果 に 期 待 す る と と も に、
１９９２年 度 の 新２年 生 だ っ
本「抄史」が、公式の百年通史への
た高橋和弘は明治の若きリーダー
大きな架け橋となってくれること
に育ち、２００１年には平均年齢
を願ってやまない。
歳の若い隊を率いてガッシャー
（松家 晋） ブルムⅠ峰、Ⅱ峰に挑んだ。海外

登山が初めての者が２名いたにも
明治大学体育会山岳部 炉辺会・編
かかわらず、 日間という驚異的

『炉辺 第 号』

16

30

に長い登山期間を粘りぬき、６名
全員での８０００㍍峰連続登頂に
成功する。 歳の最年少隊員は綴

25

った。
「最高のメンバーで、最高の
登山ができた――。僕の今までの
人生で最高の瞬間だった」
。
本年創部 周年を迎えた明治
大学山岳部が 年間の部と炉辺会
の記録をまとめた『炉辺』第 号
には、エネルギーにあふれた時代

の力量を保ち続け、優秀な登山者

の、若者たちの青春の情熱がほと
ばしっている。どうしてこれだけ

10

41 11

本大学山岳会の海外登山で忘
れられないのは、１９６１年のラ
２００３年５月 日、６名の隊
ンタン・リルンへの先駆的な挑戦
員がアンナプルナⅠ峰の頂に立ち、
であったであろう。このとき不運
明治大学体育会山岳部・炉辺会の
にも隊長を含む３名（１名は日本
マ ナ ス ル 登 山 隊 初 登 頂 時 の サ ー …〝ドリーム・プロジェクト〟は完結
ダー、ギャルツェン氏）を雪崩に
した。単一大学山岳部出身者によ
より失うという悲痛な事故が発生
る８０００㍍峰全山登頂という壮
している。詳しくは報告書による
挙は、植村直己のエベレスト日本

77

22

90

18

10

を輩出し続けられるのか。
この大部の部報のページをめ
くることで、その秘密の一端を知
ることができる。今の時代におい
てなお、豪雪地帯の山で 日間近
い冬季の合宿を毎年実践する。長
きにわたって培われてきた「明治
の山登り」を、変えることなく、厳
しく守り続けてきたことが、世界
にも誇り得る素晴らしい登山組織
を育んだ。
継続の力は下界においても実
践され、学生は年度ごとに山行報
告や部運営の問題点を検討して記
録した「年間報告書」を発行し、
Ｏ
Ｂ会は年に２〜４冊も
「炉辺通信」
を出し続けている。
『炉辺』第 号
の下地にはそれらの地道な積み重

20



ら学ぶことはあまりにも大きい。
（松原尚之）

ねがあるのである。
大学山岳部関係者、現役山岳部
員たちにぜひとも本書を手にとっ
ていただきたい。私たちが明治か

10
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8月

21 30 19

日 委員会会議 山遊会
日 山の日制定ＰＴ ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢ
８月来室者 名

会員異動
（８月）
物故
浅輪幸久（４９８９）
・ ・
三上智津子（８０４８） ・ ・
菅家延正（１３６０７） ・ ・

31 30

12 12 12
7 6 8

■８月の理事会は夏休みのため休
会でした。

自然保護委員会 青年部
自然保護委員会
三水会
スキークラブ 委員会会議

01

日
日
日
日

00

20 9 8 7 6 4 2 1
日 常務理事会
日
会 青年部 集会委員会
日 山岳地理クラブ

21

日 総務委員会 スケッチクラ
ブ
日 図書管理委員会 休山会

01

22

会
日 自然保護委員会 麗山会
つくも会

日
会 スキークラブ
日 委員会会議

日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ

日 集会委員会 学生部 ルー
ム検討ＰＴ

29 28 24 23

会
務
報
告

263

ページ / サイズ 発行元

刊行年

佐々木民秀・鈴木裕子（編） 韓国 老姑壇・月出山・弥勒山交流登山報告書

56p / 26cm 日本山岳会秋田支部

2012 発行者寄贈

田部井淳子

山の単語帳

192p / 21cm 世界文化社

2012 著者寄贈

西本武志

戦火に散った岳人たち

70p / 26cm 私家版 (西本武志)

2012 著者寄贈

著

者

書

名

寄贈/購入別

槙有恒

山行  ：SANKO（中公文庫 No.933）

372p /16cm 中公公論新社

2012 出版社寄贈

Sale, R. & Rodway, G.

Everest & Conquest in the Himalaya

231p / 24cm Pen & Swoard Books

2011 中村保氏寄贈

Sale, R. & Jurgalski, E.

On Top of the World The New Millennium

248p / 29cm Snowfinch

2012 中村保氏寄贈

著

書

2012年7月号「図書受入れ報告」訂正
者

金澤康夫

名

ページ / サイズ 発行元

山書と共に

321p / 21cm 金澤康夫（私家版）

寄贈/購入別
著書寄贈

＊このたび、当会図書室の蔵書をJACホームページ上で検索できることになりました。…
次の要領でアクセスしてみて下さい。…
JACホームページ → 資料室 → 蔵書リスト → 会員パスワード → 蔵書検索…
（会員パスワードは「会員ページパスワード申請」ボタンからご請求下さい。）
図書管理委員会

■ 13

じっくり語ってもらいます。
日時
月 日㈮ 時より
場所 山岳会 集会室
問合 三好まき子
19

日大ヒマラヤ登山隊に参加、ムク
トヒマールに初登頂する。 年に

は、日大エベレスト登山隊の総隊
長として北東稜から完登。

（ ０９０（８０１９）８６０１
任期中の 年に迎えた本会創
） 立１００周年記念祝典、祝賀会な
344mm@mbe.nifty.com
どの記念事業では、世紀の節目を
◆第 回 新入会員オリエンテー
飾られました。大任を果たした平
総務委員会
ションのお誘い

山さんに、山岳会の長期展望など
２０１１年９月 〜 年８月 の
を語っていただきます。
入会者が対象です。日本山岳会の
講演会終了後「平山さんを囲ん
組織と活動状況、ルームや図書室
で懇親会」を開催（会費５００円）
。
の利用方法の説明と山岳会グッズ
当日、受付にて申し込む。
販売、各委員会・同好会案内など
日時
月 日㈯ 時〜
を行ないます。
場所 山岳会 １０４室
また、会長をはじめ各役員と同
定員 先着 名
期入会者の懇親会も開催します。
問合 資料映像委員 羽田栄治
日時
月 日㈯ 時 分より
（ ０３（３３９９）３９７５）
場所 日本山岳会ルーム
＊対象者に別途ご案内いたします。 ◆松田敏夫 山の原画展

（

期間
月 日㈮〜 日㈫（ 時
〜 時、月曜休廊）
会場 姉小路館ギャラリー …

20

12

０７５
（２５４）
７９０２）

30

を巡ります。標準歩程９時間 分
◆ＦＵＬＢＡＲＩ シリーズ秋編
のトレッキングです。
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢの活動の
日時
月 日㈯〜 日㈰
一環、 歳以下の女性を対象とし
集合
日 時５分 小海線小海駅
たＦＵＬＢＡＲＩシリーズの秋編
日 時 分 中央線茅野駅
解散
を開催。
ブログ … 宿泊 本沢温泉
詳細は
Hitsuji Project
（
） 費用
万５千円
http://hitsujiproject.blogspot.jp/
にてご案内。
定員
名
御岳
▪ FULBARI Table
締切 ９月 日
奥多摩・御岳の山岳宗教の歴史、 申込 征矢（そや）三樹
（ ０３（３７７０）４２２８
）
soyamiki@td5.so-net.ne.jp
＊申込者に詳細案内を送ります。

95

山の現場で描いた絵の中から
選んだ 点と、シルクスクリーン
の新作を含めた 点を展示。

14

05

17

40

19

20

◆山岳図書を語る夕べ――小泉弘
0
「装丁山昧―山の本を装丁して」
図書委員会

デザインと山登りの「二足のわ
らじ」を 年、その間に小泉弘さ
んが装丁した山の本は５００冊を
0
超え、この春には著書『装丁山昧』
が出版されました。秋の夜、装丁
の仕事の楽しさや難しさから、山

26

27

13

◆連続講演会 語り継ぐ日本山岳
会の歴史 歴代会長「あの頃、そ
して未来へのメッセージ」第５回
資料映像委員会

第 代会長の平山善吉さんを
お迎えして講演会を開催。内容を
ＤＶＤに収録する公開講演会です。
平山さんは、２００３年度から
年度の二期を歴任。日大山岳部
出身、山岳会には１９５６年に入
会。理事・評議員を務める。 年、

11

13

10

17

12

30

インフォメーション
や本への思いまでを、小泉さんに

62
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44

10

21

25

49

自然環境について紹介。
日程
月３日㈬ 時より
場所 日本山岳会ルーム

定員
名
費用 ２０００円
御岳
▪
FULBARI
Trip to
日程
月３㈯～４㈰
定員
名
費用 宿坊宿泊費など１万円
◆北八ヶ岳の紅葉と苔むす原生林
集会委員会
を散策 
紅葉の盛りに、稲子湯から本沢
温泉、東天狗岳、にゅう、白駒池

06
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特別仕様

完全限定受注生産プロトレックの頒布

前号でお知らせしました、日本山岳会特別仕様カシオ プロトレックの頒布を開始いたします。
以下の要領でお申し込みください。期間限定ですので、ご留意ください。
●頒布価格

39,800 円（税・送料込み）〈参考上代 56,700円（税込み）〉

●申し込み期間

2012 年 9 月 20 日〜10 月 31 日（支払い締め切り

2012 年 11 月 2 日）

●申し込み方法
① インターネットでの申し込み（当会 HP のトップページにもリンクあり） http://www.e-casio.co.jp/jac/
② FAX での申し込み

FAX

③ e メールでの申し込み

03-6362-4311
裏蓋のイメージ

jac@e-casio.co.jp

＊申し込み後、カシオマーケティングアドバ
ンス株式会社から 3 営業日前後で受領の連絡
があります（インターネットの場合即日）。受
領の連絡がない場合申し込みは完了しており
ませんので、再度申し込みください。

会員番号不要
でもかまいません。

●申し込み記載事項
FAX、e メールで申し込む際は、下記必要
事項を記載ください。
「日本山岳会

ベルト先端の
マークイメージ

腕時計（プロトレック）申し

込み」と明記し、
①日本山岳会 会員番号

②名前

内のみ） ④電話番号

要／不要

●送金方法

⑤会員番号刻印

③届け先住所（国
⑥数量

●商品の発送

ゆうちょ銀行ほか（申し込み受領連絡時に記載）
2013 年 5 月中旬以降順次発送（当会特別仕様のため、

・申込者と送金時の振替（振込）名義人名は同じにしてください。
・複数購入の場合も 1 カ所への発送となります。

方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（−700〜10,000m）

カシオマーケティングアドバンス株式会社
03-6362-4303 ／ FAX

（受付時間：9：30 〜 17：00

ベルト装着サイズ : 14.5〜21.5cm

03-6362-4311 ／ e メール : jac@e-casio.co.jp
土日祝日を除く）

❖編集後記❖
◦先月の上高地さんけん利用は４
回。ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢの企画で
人の女性たちと１泊し、大正池
から徳沢まで散策。その後仕事の
合間に単身で１泊ずつ。穂高へ登
りに行く男性とご一緒したり、賑
やかな集まりを終えたあとだとい
うグループに出会った日もあった。
お会いできるなんて思ってもいな
かった遥かなる山の大先輩にお目
にかかれたという
“仕合せ”
もあっ
た。そしていつもそこにいてくだ
さるのは、穏やかな内野慎一さん
と元気溌剌なかおりさん夫妻。
◦上高地を駆け足で通り過ぎてい
たもったいなさに、やっと気づい

2012年
（平成24年）
9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
サンビューハイツ四番町
TEL 東京
（03）
3261−4433
FAX 東京
（03）
3261−4441
発行者 日本山岳会会長 尾上 昇
編集人 柏 澄子
E-メール:jac-kaiho@jac.or.jp
印 刷 株式会社 双陽社

耐低温仕様（−10℃）

重さ：79.6g

担当：迫（さこ）、中村

た。夕闇に山の端が消えていくさ
ま、早朝の静寂な空気。これを味
わえるのは泊まってこそ。みなさ
ん、どうぞご利用を。（柏
 澄子）

808 号

温度計測（−10〜60℃）

サイズ : H56.8×W49.3×D14.2mm

●商品・申し込み方法の問い合せ

山

10 気圧防水

フルオート LED ライト
色 : ブラック

・支払い後のキャンセルはできかねます。

日本山岳会会報

ソーラー充電システム搭載

気圧計測（260〜1,100hPa）

期間を要します）

電話

電波受信機能（国内･北米･欧州･中国地域）
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