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現在では、ヒマラヤ登山やツアー登山だけでなく一般登山者にも
広まってきた山岳気象予報。山岳気象を専門とする猪熊隆之さん

山岳気象予報士

公益社団法人

しかしながら、私が山岳気象予
報を開始した当時、一部の情報発

に、山岳気象予報の現状と今後の可能性、ユーザーとしての効果
的利用方法などについて、綴ってもらった。
山岳気象予報の現状
２００７年 月に民間気象会社

次

や天山、アンデスなどの登山隊、
山小屋、スキー場、山岳有料道路
と契約して気象情報を提供してい
るほか、一般登山者向けには、
「山
の天気予報」という全国 山域の
山頂の予報をウェブ上で掲載した
り、メール配信をしている。また、
当会の雪山天気予報、春山天気予
報も担当している
（＊ ）
。
さらに、

は、気象に詳しい知人などにボラ
現在、ヤマテンでは登山、トレ
ンティアで依頼する場合と異なり、 ッキングを扱っている旅行会社や、
定期的に必要な情報を入手できる
テレビや映画の撮影隊、ヒマラヤ

ヤマテンの山岳気象情報
山岳気象情報といっても、その
内容やニーズはさまざまだ。

在が絶対に必要になる。このため、
山岳気象に精通した人材を育てる
ことが、山岳気象を配信する会社
にとって何よりも重要だ。
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山岳気象予報の専門性や、登山者
向けの予報は予報会社のリスクが
大きいこと、登山者に限定された
マーケットでビジネスとしての魅
力がない、ということがあったか
らかもしれない。
ビジネスとしての気象情報配信
による、利用者のメリットとして

目

ことや、予報業務許可を取得して
いる会社からの情報なので、予報
に必要な数値予報等のデータを生
かした科学的な根拠に基づく予報
が得られることである。ただ、山
岳気象の場合は、後述のように、
数値予報のデータが当てはまらな
いことも多いため、山岳ごとの気
象特性を把握した気象予報士の存
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1月号（ No. 812 ）
信を除いて、ビジネスとして気象
予報を行なっている気象会社や気
象予報士は存在しなかった。
現在、気象庁の気象業務許可を
受けて気象業務を行なっている個
人、会社等は 社あまりだが、そ
のなかで山岳気象を専門としてい
るのは、私が代表を務める株式会
社ヤマテンのみである。それは、

15

会員の会報購読料は年会費に‥
含まれています

60

▶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

1

2013 年（平成 ２5 年）

で山岳における気象予報を開始し
てから５年になる。山岳気象の分
野では飯田睦治郎さんや、城所邦
夫さん、村山貢司さんなど諸先輩
方が、安全登山のために一般登山
者への気象講座の開催や、山岳気
象に関する本の出版などを通じて、
山の天気の重要性を広めることに
大きく貢献されてきた。
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が各局で大きな違いがないのもそ
のためだ。

テレビなどで発表される天気予報

センタ ー から購 入する）
、 それに
基づいて天気予報を組み立てる。

山岳気象情報の特性と注意点
現在の天気予報は、数値予報を
利用している。数値予報とは、現
在の大気の状態を観測データなど
から決めて、大気を支配している
物理的な法則にしたがってコンピ
ュータで計算し、将来の予測値を
出していく、というものだ。つま
り、コンピュータが将来の気象状
況を計算してくれるということに
なる。日本では、どの民間気象会
社も気象庁から数値予報のデータ
を入手し（正確には気象業務支援

いうポイントを数時間おきに発表
しなくてはならないから、とても

ピンポイント予報は、何百カ所と

データを利用することになるので、 ある）
、 気 象 予 報 士の修 正を経て
予報にそれほど大きな差は出ない。 いないものがほとんどだ。とくに

したがって、どの気象会社も同じ

気象予報士が修正することはでき

報のデータを表示している予想も

値予報のデータを変換して使って
おり（あるいは、そのまま数値予

地形とは大きく異なることや、数
値予報の元になる観測データが少
ないヒマラヤやアンデスなどの辺
境地では数値予報の精度が大きく
低下すること、さらに数値予報で
表現する雲の生成や降水が発生す
る仕組みが実際とは微妙に異なっ
ているからである。とくに、山岳
地においては、観測データが平地
より少なく、地形のモデルが実際
と大きく異なることから、数値予
報の予想値をそのまま当てはめる
ことができないのが現状だ。そこ
で、気象予報士の経験と知識が生
きてくることになる。
ところが現在、検索エンジンな
どで出てくる「山の天気」
や「登山
天気」などは、そのほとんどが数

経験や五感も大切な要素

とが求められている。

報を使う場合には、天気図や観天
望気などほかの要素とあわせて利

持って解釈することが重要だ。情

を鵜呑みにせず、出発前に必ず予
想天気図を見て、自分なりに幅を

会社の登山ガイドは、山麓のピン
ポイント 予 報を利 用して、
「天 気
が回復すると思った」と話してい
る。また、こうした天気予報は、
「晴れ」あるいは「雨」など天気マ
ークで表示されるので、利用者は
それ以外に解釈のしようがない。
したがって、登山においては情報

られたはずの落石をまともに受け

の気象情報のなかから精度の高い、 いていたり、音楽を聞いていて、
信頼できる情報を利用者が選ぶこ
その音を見逃してしまえば、避け

用するのが望ましい。また、多く

てしまうかもしれない。雪崩に関
しても同様だ。足を踏み入れたと

落石があったときに、ボーッと歩

する。そして、自然が発するサイ
ンを見逃さないようにすることだ。

察知して、パーティの安全を確保

報を修正していくという作業を行
なう。その後に予想される危険を

㌫ということはない。
「想定外」を
少なくすることが、リスクを減ら
すことにつながることは事実だが、
「想定外」
を０㌫にすることはでき
ない。そして１００㌫がないこと
が、
つまり「想定外」を楽しめるの
が、アウトドアをフィールドとし
たスポーツの魅力だ。なかでも登
山はその要素が強い。
したがって、予報技術だけでな
く、経験や五感を大切にすること
が、登山においては重要なことで
あるように思う。
具体的には、自分が予想した天
気と実況がずれてきたときに、雲
の様子や風の変化、湿度や温度の
変化を体で感じて、なぜ自分の予
想と違ってきたのかを推測し、予

各種講習会や、観天望気を学ぶハ
イキングなどを通じて登山に役立
つ気象知識の普及に力を注いでい
る。

さて、数値予報が１００㌫当た

ない。自動的に計算式に基づいて
天気予報が発表される仕組みだ。

用するときには注意が必要だ。最
近ではＧＰＳを利用した、現在地
にもっとも近いところのピンポイ
ント予報が表示される便利な機能
もあるが、このポイントが目的と
する山岳の風下側の天気予報の場
合、稜線や山頂付近と天気が大き
く異なることがある。
年のトムラウシ山の遭難事故
においても、事故をおこした旅行

れば、人間の頭脳は要らないのだ
が、そうはいかない。それは、数

きの
「やばい」
と思う感覚が命を救

したがって、登山者がこれを利
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しかしながら、それでも１００

値予報で使われるモデルは実際の
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山岳気象予報の今後の可能性

うこともある。
また、想定外の事態が起きたと
きに対応できる力をつけることも
必要だ。せっかく、天候の変化を
読めたとしても、ビバークした場
所が風雪にさらされる場所であっ
たり、ツエルトの張り方が不十分
で、長時間持たなかったり、雷を
避けるのによい場所を想定してい
なかったり、ある程度の風雪や低
温に耐えられる体力や精神力がな
かったり、悪天につかまるまでに
悪場を抜けるだけのスピードがな
かったりすることが、想定外の事
態に陥ったときに生きて帰る可能
性を減らしていく。
「登山力」を身
につけることは、登山者にとって
何よりも大切なことだ。
想値が計算できるのに対し、局地
モデルでは 時間先までの予想な

現在、気象庁が運用している数
値予報モデルは、 ㌔格子間隔の
全球モデルと、 ㌔格子間隔のメ
ソモデルの２つであり、全球モデ
ルは主に、翌日や翌々日の府県天
気予報や週間予報に利用され、メ
ソモデルは翌日の予報や、数時間
先の降水予想などに使われる。
これに加えて気象庁は、局地モ
デルの開発を行なっていて、すで
に 年 月から一部地域で運用を
開始しており、 年度中の日本全
国での運用を目指している。 ㌔
間隔のため、実際の地形に近い表
現が可能となり、降水の地形的な
影響を細かく表現できることが期
待されている。しかしながら、メ
ソモデルは最大 時間先までの予

ライブカメラ、衛星画像、レーダ
ー・エコー合成図、解析雨量など

ルの予想精度向上に寄与すること
も期待できる。
こうした、数値予報モデルの進
化によって、予想精度は少しずつ
向上していくだろうが、コンピュ
ータでは予測できない部分は必ず
残る。山岳の気象は、高度や地形、
独立峰と山脈、海洋との距離、土
地被覆の違いなどによって気象条
件は千差万別である。その複雑か
つ、局地的な気象状況を予測する
ためには、やはりその山を実際に
知らなければならないし、予報の
経験がものを言う。また、予報を
発表し続けていても、検証を行な
わなければ、予報精度は向上して
いかない。そのため、実際の天気
を登山者や山小屋からの報告や、

ここまで数値予報の悪い点ばか

ので、翌日や翌々日の予報では使

て外れたのかを検証していくこと
が重要だ。気象予報士は、ある意

から推定し、外れたときはどうし

が、天気予報の精度を向上させる
と思っている。

うことができない。これらの予報
ではこれまでのように、全球モデ

そして、その精度向上が、観測デ
なるだろう。
ータの少ないヒマラヤ、アンデス、
一方で、数時間先までの局地的

また、山の天気予報で求められ

りを取り上げてきたが、現在の天
気予報において、数値予報はなく

な降水強度、降水域の移動などの

るのは、登山者が行動可能な天気
かどうか、登山者に危険を及ぼす

味職人である。日々の地道な努力

極地などの辺境地における天気予

予測は、精度が向上すると思われ
る。また、この初期の時間帯の精

ルやメソモデルを利用することに

報を可能にしたとも言える。今後
も新しいモデルの開発によってさ

てはならないものとなっている。

2

ような気象状況になるのかどうか

である。つまり、登山者の視点に
常に立って、単なる天気予報にと
どまらず、雨や雪がどのくらいの
量降るのか、表層雪崩の危険性が
気象状況から見て高いのか、風が
どの程度吹くのか、気温の上昇に
よる落石やブロック雪崩の可能性
が平常より高いのかどうかなど、
登山者の安全と、登頂チャンスを
見逃さないという観点から気象を
予測することが大切で、ただ天気
予報を出せばいいというものでは
ない。
偉そうなことを言ってきたが、
私自身もまだまだである。このよ
うな、登山者のニーズに即したプ
ロになること、そしてプロの集団
を作ることが、私の現在の目標で

ある。

いのくま・たかゆき
中 央 大 学 山 岳 部 出 身。 山 岳 気 象 予 報 会 社 ‥
「ヤマテン」
（ http://yamatenki.co.jp/
）代表
取締役。

＊
年末年始、ＧＷ、お盆などの連休中
に北アルプス北部、南部、八ヶ岳の 山域
の天気予報をメールにて配信。気象予報士
は猪熊さん、運営は日本山岳会。登録方法
については毎回、日本山岳会ホームページ
「日本山岳会の活動案内︱山岳支援事業」か
ら案内する。
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度向上が、全球モデルやメソモデ
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らなる精度の向上が期待される。
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山
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尾瀬問題の意見書提出とその後

管理についての２点について環境
報告
大臣あてに意見書を提出した（詳
細は、自然保護委員会のホームペ
自然保護委員会
ージ参照）
。
２０１１年３月 日の東日本大
のを機に、経過報告する。
その後の経緯
本意見書の提出を契機として、
震災後に発生した東京電力福島第
なお、当委員会としてもこの問
環境省から、連絡会とザックバラ
一原子力発電所の事故が深刻な問
題を含めた尾瀬の諸問題について
ンに話し合う場を持ちたいとの提
題を生じ、東京電力が経営危機に 「尾瀬を考える」をテーマに、６月
案があり、７月 日と 月 日に
至り、実質的に国家管理状態にな
末に自然保護全国集会を開催した
懇談会が開催された。
っていることは周知の通りである。 ところだ。開催報告は、会報２０
席上、
環境省からは、
基本的には、
東京電力は、わが国の代表的な自
１２年８月 号 に、ま た 詳 細 は「 木
意見書には異論はない。しかし、
然景観地「尾瀬」の４割を所有し、 の目草の芽」 号と１００号に記
尾瀬の土地の国有化については、
年間４億円（うち木道整備費２億
載されている。また、
「山」の７月
環境省の限られた予算では難しい。
円）を維持管理のために拠出して
号の「東西南北」欄では、田村義彦
いる。経営難の同社が今後もこの
会員からも意見が寄せられている。 また、管理については、東京電力
は
「以前の管理を維持する」
と明言
今年度に関しては、従来どおり
体制を維持できるか危惧されるな
意見書の概要
しているので、環境省としては、 の管理水準を維持しているので一

山 岳 団 体 自 然 環 境 連 絡 会 は、 公 益 社 団
法人日本山岳会、社団法人日本山岳協会、
日 本 勤 労 者 山 岳 連 盟、 社 団 法 人 東 京 都 山
岳連盟、ＮＰＯ法人日本ヒマラヤン・アド
ベンチャー・トラスト、ＮＰＯ法人山のＥ
ＣＨＯの六団体の自然保護担当者によっ
て構成されている。また、昨年 月からは、
公益社団法人日本山岳ガイド協会が加わ
り山岳七団体の構成となっている。



環境の中にあるので、今後も充分
注意して見守っていく必要がある。
（富澤克禮・森武昭）

「見守って行く」との意向を示した。 安心であるが、今後の問題として、
一方、連絡会側は、
「実質的に東
東京電力は、原発事故の補償問題
電が国有化されている今こそ国が
や電力料金アップ等の厳しい経営
尾瀬を管理する絶好の好機であ
る」と主張し、立場の違い・意見
の違いが認識された。その他、シ
表明している。このような状況か

今後も懇談会を定期的に開催す
ることに賛成の意思表示があり、

カ問題、入山料徴収、利用者負担
等々、自然環境保全に関して幅広

連絡会では慎重な協議を重ね、

ら、尾瀬の貴重な自然環境を後世
に引き継いでいくためには、国の

定期的に開催することになった。

い意見交換が行なわれた。
責任で管理運営していくことが必

見」を環境大臣に提出した。
東京電力は、福島第一原子力発
電所事故により、尾瀬の維持管理

17

環境大臣あてに意見書を提出する
ことになり、当会でも４月の理事

一山岳団体が単独で動くのではな
く、わが国の主要山岳団体で構成
する「 山岳団体自然環境連絡会 」

12

会で承認された。その後、７月と

のために、これまでと同じ水準を
維持することは困難であることを

10

今後について

（以下、
「連絡会」と略す）で対応す
ることが必要との結論になった。

かで、当委員会でもこの問題を重
本年４月、連絡会では、
「尾瀬国
視し、その対応を話しあった。そ
立公園の自然環境・生態系保全を
の結果、このような大きな問題は、 継続的・安定的に行なうための意

99

要との認識から、連絡会として、
尾瀬の土地を国有化、国の主導的

12

11

月に環境省の担当部署である国
立公園課との懇談の場が持たれた
12
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イベ ン ト 報 告

親・子・孫の３世代による山岳ファッションショー

萩原浩司
山岳フォーラムの第１部は「三
世 代で楽しむ山スタイルシ ョ ー」
。
日帰りトレッキング、山小屋泊登
山、スノーシューハイキングの３
つの山行パターンに合わせた山の
装備について、ファッションショ
ー仕立てで紹介がなされた。
一般公募で集められたボランテ
ィア・モデルたちが最新の山岳フ
ァッションに身を包み、親・子・
孫の三世代を代表してモデルウォ
ークを披露。同時に、装備につい
ての注意点が画面で紹介され、安
全・快適で楽しい登山のためのノ
ウハウを織り込んだステージとな
った。
続く第２部では、俳優の市毛良
枝さんが「私に元気と健康をくれ
る山」をテーマに講演。もともと
運動嫌いだった市毛さんが、ふと
したキッカケで山登りに夢中にな
っていった様子が語られ、爽やか
な笑顔と軽妙なトークで聴衆を魅
了した。
第２部の後半では「山の日制定

に向けて」をテーマにした報告会
が開かれた。ステージには坪田明
男松本市副市長、当会の尾上昇会
長、山の日制定協議会の成川隆顕
代表幹事の３名が登壇。山の日ネ
ットワーク東京会議の報告に始ま
り、
「山の日」制定協議会の、これ

25

に制定しようと、会場を埋めつく

した聴衆に向かって理解と協力を
求めた。
第３部は「北アルプス山小屋サ

ミット」と称して、涸沢ヒュッテ
の山口孝氏、槍ヶ岳山荘の穂苅康
治氏、燕山壮の赤沼健至氏、穂高
岳山荘の今田恵氏の４名によるシ
ンポジウムとなった。登山者事情
の変遷を振り返りながら、近年は
山小屋に夜遅く到着する登山者が
多く、安全のために早出早着の原
則を守ってほしいということや、
ストックによる土壌浸食の被害現
状を伝えて使用法の注意を促すな
ど、現場からの切実な訴えに参加

者は真剣に聞き入っていた。
なお、フォーラムと並行して第
２会場では登山用具メーカーや地

元の観光協会などが出展してイベ

思われる。

ントを盛り上げた。山の日制定協
までの活動の経緯が成川さんによ
議会でも独自のブースを設け、す
って説明された。
そして３人による報告のなかで、 でに「山の日」を制定している県
山
のポスターを展示し、パンフレッ
｢ の日 は
｣ 単に山に登ることを
目的とするものでなく、すべての
トを配布するなど、広報活動を展
国民が山に関心を持ち、山や自然
開。
を大切にして次の世代に残そうと
フォーラムでの報告会と併せて、
考える意識付けを主眼としたもの
来場いただいた多くの人たちに
であることを強調。協議会が提唱 「山の日」
をアピールできたものと

「山の日」制定運動の経緯を説明する尾上会長

する６月の第一日曜日を「山の日」

■5

岳都・松本「山岳フォーラム２０１２」で
「山の日」制定運動をアピール
北アルプスの玄関口として親し
まれている松本市で、２０１２年
月 日、
「岳都・松本『山岳フォ
ー ラム２０１２』
」 が開 催された。
これは、山の魅力を発信し、併せ
て「山の日」制定に向けた機運を
高めようと２０１１年から始まっ
たイベントで、会場となったホテ
ルブエナビスタには、さまざまな
ワークショップが設けられた第２
会場と合わせて約１５００人が来
場した。
11

先を下に深く斜めに突き刺さって
しまい、腰を下ろした。それが再
び立ち上がることはない永遠の躓
きとなり、午前零時 分に息を引
き取った。
大正 年 月、板倉の死を惜し
む関係者と芦峅衆によって芦峅寺
共有地の一角に『板倉勝宣遺躅之
碑』が建立された。長い年月の経
過とともに忘れ去られていたこの
碑を、平成 年に草深い杉林の中
に見つけ出すことができた。
平成 年は遭難 年にあたり、
学習院・山桜会は、芦峅寺総代・佐
伯信春ほか有志一同、立山ガイド
協会、日本山岳会富山支部の共催
をいただいて 月 日
（土）
広く一
般の登山愛好家も対象として、芦
峅寺において午後 時から講演会

を開催するとともに、 日
（日）
碑
前にて午前 時から遭難 年祭を
開催することにしている。

■6

57

90

6

11

16

ヒス ト リ ー

3

になっていた。松尾峠から 分ほ
ど下ったところで板倉のスキーが

16

14

板倉勝宣・松 尾 峠 遭 難 年
月初旬、再度槍ヶ岳登頂に挑み、
小槍の標高より少し上まで進み、
翌 年 月の槇 有 恒、 松 方 三 郎
（学習院）らの槍ヶ岳積雪期初登
頂に道を拓いた。
遭難時の同行者は、槇有恒（
歳）
、三田幸夫（ 歳）の慶応義塾
山岳会出身の 人であった。
槇は大正 年アイガー東山陵を
初登攀。後に大正 年カナダ・ア
ルバータ峰に慶応・学習院合同隊
で挑み、初登頂に成功。日本の近
代登山のパイオニアとして活躍。
日本山岳会会長などを歴任、昭和
年第三次マナスル登山隊長とし

風雪となった。道を失い彷徨が始
まり、睡魔と寒気との闘いのビバ
ーク。 日も暴風雪は続いたが、

槍沢から槍ヶ岳をうかがい、天候

カメラマン 人、芦峅寺案内人夫
衆 人と芦峅寺を出発し、 日、

28

25

学習院・山桜会

て日本人初の ０００メートル峰
の初登頂へと導く。
三田は前述の積雪期槍ヶ岳初登

なんとか午後 時頃露営地に到達

大正 年 月 日、暴風雪の立
山・松尾峠付近で板倉勝宣は 歳
の短い人生の幕を下ろした。北海
道帝国大学を卒業し、京都帝国大
学理学部植物教室の大学院で研究
生活に入る直前の遭難であった。
板倉は学習院時代に登山とスキ
ーを始めた。大学のなかった学習
院高等科卒業後、北大に進んだの
は雪を求めてのことであった。北
大在学中には昆布岳、余市岳、ム
イネシリ岳、旭岳の積雪期初登頂
を果たした。自ら発刊したわが国
最 初の山 岳 雑 誌『山とスキ ー』に
「各 人の個 性にふさわしい山の味

頂に参加。遭難翌年の大正 年春

した。だが木綿の薄着と毛皮だけ
の芦峅衆は凍死を避けるためにす

松尾峠から東に寄った鞍部を露営
地とした。 日、 人は一ノ越に
向けて出発。天候は昼過ぎ頃、室
堂付近で悪化。登高を諦め露営地
へ戻る途中、天狗平あたりで突風
が 人を将棋倒しにするほどの暴

わい方が内面的にのみか外観的に
も分かれてくるべき時が来たので
はないか」
、
「ここにおいて動的な

には積雪期奥穂高岳初登頂。アル
バータ峰登山隊にも参加。昭和

山の味わい方すなわちロッククラ
イミングとスノークラフトとが現
れてくるべきではないだろうか 」

でに立山温泉に下っていた。この
頃には板倉の体力は消耗しきって

3

意識が遠ざかることを訴える状況

15

大正 年 月 日の朝、 人は

3

年第一次マナスル登山隊長、後に
日本山岳会 代会長を務める。

29

と登山の方向を明瞭に示した。
大正 年 月、常念乗越を経て

17

悪化で上高地へ下ったが積雪期の
槍ヶ岳登頂を確信した。大正 年

30
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追

悼

者春山研修会であり、創設時から
指導的立場にあった人だ。当時の
講師には日本山岳界のそうそうた

美味しそうに食べながら、仲間達
と楽しくわいわいと過ごした。そ
こには終始笑顔の松永さんがいた。
登山研修所の創設期から、日本

きはそういう言葉づかいと態度が
大切だ。おぼえておけ」
。学生は足
が小刻みに震えていたようだった。
松永さんは教える立場と教わる
立場がナアナアではダメで、きち
んと一線を引くべきと考えていた。
とくに山の団体生活のなかでは大
切だと言う。体育会系、軍隊的に
も思われる言動であるが、たとえ
ば制動確保のような山の技術は友
達から教わるようではうまくいか
ない。立場のけじめをつけなさい
ということだった。
研修会が終わると、いつも富山
駅近くの寿司屋で講師の打ち上げ
会がある。主任講師としての重荷
がおりた松永さんは、孝行親父の
１人でしかなかった。新鮮な魚を
はテント生活。「飯できました」「石
油ください」と小屋に入ってきた
学生に、松永さんの電光石火の雷
が落ちる。
「おい！ 人の家に入る

れです。夕食ができました」
「よし、 しかったよ、松永さん。ありがと
それでいい。先輩に物事を頼むと
うございました。冥福を祈ります。

の安全登山のために指導者を数多
く育ててくれた松永さんの功績は
大きい。私自身は研修会で沢山の
山ヤさんと知り合ったことはひと
つの無形の財産だと思っている。
もちろん松永さんもその一人。楽

47

ときはごめんくださいとか、入っ
てよろしいでしょうかと一言ある
のが常識だろう。もう一度やり直
し」
。
学生は鳩が豆鉄砲でも食った
ような顔をしている。再度ドアを
出てノックした後に「何班の誰そ

る名前がある。槇有恒、徳久球雄、
山崎安治、今西錦司、大塚博美な
ど。私がデビューしたのは昭和
年３月の大学山岳部リーダー冬山
研修会で、主任講師が松永敏郎、
講師は湯浅道男、村井葵、井上治
郎などがいた。雪の深い３月の大
言った。このとき奥様の介護のた
日岳で学生が転倒して２名が骨折。
鬼軍曹、松永敏郎さん
めに登山用具の店
「アポロ」
を閉店
さすがリーダーの松永さん。私が
金田正樹
したことも初めて聞いた。山では
応急処置をしている間に無線でテ
キパキと雪上車や病院に連絡をと
ある３月の信濃路。前国立登山 「 鬼軍曹 」と言われた松永さんだ
が、
「俺は女房に苦労かけたから」 り、学生には応急のソリをつくら
研修所所長の柳沢昭夫氏の葬儀が
とポツリと寂しそうに言ったあの
せ負傷者を無事に送った。その後
終わって、松永敏郎さんと私は新
宿行の「特急あずさ」車中にいた。 顔は、未だ脳裏に焼き付いている。 も大学生登山研修会で一緒した。
登山研修所の開設が昭和 年。
とにかく妥協を許さない人であり
これが松永さんと一緒にいた最後
松永さんが研修会にデビューした 「鬼軍曹」と呼ばれていた。
の時間になってしまった。
「俺が死んだら弔辞は柳さんにや
剱沢には研修所の前進基地があ
のも同年８月の高等学校登山指導
ってくれって冗談で言っていたの
り、講師はこの小屋泊まり。学生

松永敏郎（まつなが・としろう）

に、
それが逆になってしまったよ」
と、白いあごひげをこすりながら

42

1933年 静岡県静岡市に生まれる。
1956年 国学院大学文学部卒業。在学中は山岳部に在籍。
1962年5月 東京中野に登山道具店「アポロ」を開店。
1967年〜 登山研修所講師を務める。以来、1997年まで
の31年間の長年にわたり講師を務め、数多くの学生、講
師を指導してきた。とくに74〜97年（95年を除く）の
23年間は主任講師の重責を務める。
1969年 Mt.アダムス、Mt.セントへレンズ、Mt.レーニア、
Mt.スチュアート（以上、US）、Mt.ロブソン（カナダ）
1973年 アンナプルナⅠ峰（ネパール）
1980年 Mt.ヘイズ南峰（アラスカ）
1985年 バギラッティーⅠ峰（インド）
1988年 雪岳山（韓国）
1992年 サンディンカンシャ峰（中国チベット自治区）
1997年 文部省登山研修所創立30周年記念式典において
文部大臣より感謝状授与
2006年 一緒に店を営み歩んできた妻の看病のため、40
余年続いた「アポロスポーツ」を閉店。
2012年11月21日 かねてより加療中だったところ逝去。
享年79歳。
日本山岳会永年会員（会員番号4934）、理事、評議員を歴
任。文部省（文部科学省）登山研修所専門調査委員、運営
委員、日本山岳協会指導常任委員を歴任。
『高みへのステ
ップ』
（文部省、共著）
『露営生活手帳』
（山と溪谷社）
『空
にただよう峰』
（アポロスポーツ）の著作がある。

O B I T U A R Y

■7

協会から詩集『風景を歩む』
、著名
な『北の山』 は 年５月に梓 書 房
から出版された。

部を創設し先駆的な登山を実践、
昭 和３年６月に『北 大 山 岳 部 々
報』を創刊。同年９月に東京詩学

交響楽団）ではホルンの奏者。
スキー部、旅行部にも入部し、
登山に熱中。 年 月に北大山岳

亡くなる１カ月前に入院中の札幌
医大付属病院から北海タイムスに
寄稿され、 年１月９日の朝刊に

著』が大修館書店から発行され、
家・中原健二氏によって作曲され
当然ながら名著『北の山』も加え
たのである。さぞかし伊藤氏は天
られていた。伊藤氏は大変喜ばれ、 国で驚喜されたことであろう。中

のときが最後の登山となった。
昭和 年 月、日本山岳会の企
画・編集で『覆刻 日本の山岳名

担当、昭和 年６月に十勝岳で日
本山岳会第４回現地支部長会議を
開催。幸運にも今西錦司会長ら全
国から 人を迎えて山に登り、こ

３月に串田孫一氏の編集装丁で、
それぞれ茗渓堂から出版された。
この詩集が没後 年を経て作曲

没後、
『北の山 続篇』を昭和
年 月に林和夫、望月達夫両氏の
編集。詩集『山の風物誌』は翌年

「北 海 道 文 化はいつ成 熟するか」
を発表。要点を抜粋すると、
「
『日
本風景論』
『日本アルプス』はすで
にわが国近代登山の古典的名著だ
が、刊行後 年の今日、
『日本山岳
名著』として覆刻されることを予
期した著者は１人もあるまい。
天才は作られるものではなく生
まれるものだ。未来の可能性をも
つ北海道で、植民地的卑屈から脱
却して、そこに成熟した文化が誕
生するのはいつか、これから世界
に通ずる文学の生まれる日こそ、
まさに北海道文化の成熟を示す証
である。北海道から新しい文学出
よ、わが国の文学に革新的な生命
を吹き込む作 品の誕 生である …
…」と、若者たちに提起している。

睦月から師走まで カ月をそれぞ
れ５行詩で詠んだもの。女声合唱
組曲『早春の抒情』は「雪解」７行

な抒情と詩心に触れ、北海道の自
然や風土に魅了されて作曲された。
歌曲集『空の歌』は「天空景色」

の詩も作曲している。
『北の山』お
よび『北の山 続篇』を読み、今
回の『山の風物誌』によって豊か

高澤光雄

■8

S
10

会員の皆様のご意見、エッセイ、
俳句、 短歌、 詩などを掲載する

ださい。（紙面に限りがありま

ページです。 どしどしご投 稿く
すので、 １点につき10 0 0 字 程
度でお願いします）

海道支部長を４年務められ、 年
に名誉会員に推挙された。
私が初めて伊藤氏にお会いした
のは昭和 年 月、札幌医科大学
教授兼進学部長として就任された
ときである。当時、医学書の販売
員をしていた私は毎週のように教
授室を訪れ、山の話を聞きながら
お世話になっていた。伊藤氏が第
四代支部長時代に私は支部委員を

22

伊藤秀五郎氏は明治 年に横浜
で生まれる。大正 年に北大予科
に進学、文芸部に所属し、
『桜星会
雑誌』や『北大文芸』に詩の投稿を
続け、発足したばかりの札幌シン
フォニーオーケストラ（現・北大

12

詩、
「福寿草」 行詩、
「しらねあ
おい」 行詩、
「水芭蕉」 行詩、
「雲」６行 詩でそれぞれ付 曲した。

15

なお、この初演は平成 年６月
日に東京都府中市のウィーンホー
ルでコンサートが催される。

11

51

70

原氏は登山を好み、元・国立音楽
大学教授で田淵行男写真集『山の
季節』の詩文、伊藤整や鳥見迅彦

11

25

36

35

48

10

51

95

伊藤秀五郎詩集『山の風
物誌』作曲される

伊藤氏は日本山岳会理事を昭和
７年から３年間、評議員を 年か
ら 年までに 年間、 年から北
25

12

東西
南北
11

11

38

46

15

10

19

50

50

N
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徒だ。

号順に３分間のスピーチが始まっ
た。今年もさまざまな、職歴、山
歴の人が入会し、学生時代に西表

休憩を交えて、新入会員の自己
紹介と意見交換が行なわれた。司
会進行は今田総務委員長。会員番

を撮影、山岳会のマークの入った
グッズ類の販売が行なわれた。

なされ、参加者は大いに親睦を深
めたようであった。また今年も、

輪が広がり、同好会代表者からの
勧誘に、早くも入会した会員がい
たようだった。活発な情報交換が

した。新入会員からは次々にご自
慢の地酒が披露され、四国の会員
からは徳島のすだち焼酎。歓談の

西村副会長のあいさつ、乾杯の音
頭でスタート。司会は筆者が担当

（岡田陽子）

会員と交歓し有意義な時を過ごし
てほしいと、みかんをお送りいた
だいた。感謝申しあげます。
時半、西村副会長の閉会のあ
いさつで、オリエンテーションは
大盛況のうちに幕を閉じた。



図書委員会―――――――

第 回図書交換会を開催

「図書交換会の本って、図書室の
いらない本？」
「図 書 交 換 会の売
上げは、図書委員会に入るの？」
今年度は初めて年次晩餐会の会

■9

活

る人から、山登りを始めてまだ２
年という人まで実に多彩で、これ
からの「クラブライフ」に期待を

会長を囲んで記念撮影

抱いているようであった。
時過ぎから懇親会が始まった。

オリエンテーションは 時半、
高原総務担当常務理事の開会のあ
いさつで始まり、尾上会長が歓迎

島でイリオモテヤマネコの研究に
専念した人や、山岳救助活動経験

静岡支部の長田会員から、多くの

および首都圏
（ 名）
からの 名で
あった。今回は北海道や四国など
遠方からの参加者があり、最年少
者は静岡支部の高校２年の女子生

のことばを述べた。会長は日本の
山の歴史、および日本山岳会の歴

者、多くの海外登山を経験してい

8 1

18

30

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です

会の活動の輪に加わって、率先し
総務委員会―――――――
て「クラブライフ」を楽しむよう
第 回 新 入 会 員オリエン
にとあいさつした。
テーション開催
続いて総務担当の永田理事によ
月 日、第 回新入会員オリ
り、プロジェクターを使って、日
エンテーションが開催された。対
本山岳会の会組織と活動全般にわ
象者は１４９７０〜１５１８８番
たる説明が行なわれた。上高地山
の２１９名で、参加したのは北海
岳研究所や、山岳保険の案内の後、
道（ 名）
、茨城（ 名）
、埼玉（
アルパインスケッチクラブをはじ
名）
、千葉（ 名）
、東京多摩（
めとする９つの同好会の紹介があ
名）
、静岡（ 名）
、東海（ 名）
、関
った。
西（ 名）
、四国（ 名）の各支部、
その後、会長を囲んで記念写真
1

13

30

44

1

2

27

史を紹介し、入会を機に日本山岳

17

2

10

3

44

10

1
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山

場で開催し、そんな疑問の声も耳
にしたので誤解を解いておきたい。
まず、本はすべて会員から出品
されたものである。開催の半年ほ
ど前の会報『山』で出品を募って
いる。出品された本は一冊ずつ確
認して目録を作り、頒布価格も図
書委員がつける。皆さんが「安い」
と驚かれるように、古書価格の半
分から三分の一、もともとの定価
が高い本や全集などは更に驚く安
さである。ネットの出現で価格破
壊が起きている古書市場では、高
い本が売れないという事情もある
けれど、原則として、図書交換会
はあくまでも会員サービスの行事
であり、営業ではないからできる
ことである。
また図書交換会の売上げの ㌫

晩餐会で催された図書交換会

16

18

―巨峰 座と高峰』と『 Illustrated
』が 名の
Atras of the Himalaya
申込。そして『奥秩父研究』
『花火
の見えた家 』
『 深田久弥の山がた
り２』が 名と続いた。
４点の入札本の方は『ヒマラヤ
への挑戦 １７８３ １-９３９』が
14

13

14

山の本が好きな人の手元に渡って
ほしい」というのが、出品者の本

へ寄せる気持ちである。私たちは
その出品者の思いを、新たな「本
好き」へ届けたいという願いのも
とに図書交換会を運営している。
さて、交換会の報告をしよう。
本年度の出品は４３０点で、事

自然保護委員会―――――

写真が語る山の自然―今・昔
―『岳人』とのコラボが実現

ルをくれた常連さんもいる。
ネットで目的の本を安く探すと
いう方法もあるだろう。でも、ふ

判断する科学的な調査が不足して

るからこそ検出できるのであり、
多くの高山地域では変化の有無を

育地とする植物は、逃げ場がなく、
その存続が危ぶまれています。
これらの変化は過去の記録があ

■ 10

３５００円、
『伊那谷木曽谷』３９
９５円、
『 辻まこと山とスキーの
広 告 画 文 集 』１ 万１００円、

近年、世界各地の高山帯で植物
群落の変化あるいは動植物の分布
標高の上昇等が報告されるように
なりました。日本も例外ではあり
ません。たとえば、アポイ岳では
ハイマツの面積が広がり、希少種
が生育するお花畑が急速に減少し
ました。南アルプスでは高山帯に
まで登ってくるようになった鹿の
食害で植生が変化しています。大
雪山五色ヶ原ではチシマザサの分
布が拡大しており、融雪時期の早

らっと本を目にして、手にとって
中身をパラパラ読んでその本がほ

います。この不足を補える記録は
唯一あり、それは過去に撮影され

期化に伴う乾燥化が一因だとされ
ています。日本のように互いに隔
離され、ごく限られた高山帯を生

しくなるという出合いが、本との

た写真です。写真は調査記録に代
（三好まき子）

わる客観的な記録となり得、過去
に撮った写真と最近撮った写真の

最高の出合い方だ。そんな楽しさ
を少しでも感じてもらえたとした


ら幸いだ。

『
Scrambles
amongst
the Alps in
』が ９５００
the Years 1860-69
円で落札された。入札はやはり多
くの参加者を得て行なうと盛り上
がる。
会場が変わったこともあり、今
回は図書委員の進行係がくじを引
いたのだが、やはり参加者本人が
くじを引く醍醐味を味わってもら
いたかったと思う。それでも「来
年も年次晩餐会でやってほしい 」
前の申込は 名。ここまでは例年 「たいへんな作業だと初めて知っ
とあまり変わらないが、晩餐会当
た」と何人もから声をかけられた。
日の会場での申込者が１１０名に
一方で「今年は倍率が上がり、届
ふくれ、抽選の倍率が高くなった。 いた本が少なかった。年次晩餐会
人気本を紹介しよう。
『 異人た
でやるのはこれっきりに」とメー
50

ちの日本アルプス』
『黒部渓谷』
は出品者へ返し、作業や手続きに
がともに 名の申
残りを当てている。もともと「金 『もしかある日』
『 原野から見た山 』
額ではなく、大切な山岳書なので、 込でトップ、
が 名で続く。そして『ヒマラヤ

80
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月 日発売の『岳人』２月号誌上
では、新旧写真の比較を通じて自
然の変化の傾向をとらえる実例を

比較ができれば、植生の変化を検
討することが可能となります。高
山帯は昔から登山を楽しむ人々に
よって写真が撮られてきた場所で
す。山岳写真の多くは、絶景とさ
れるポイントで撮影されているこ
と、写っている山がランドマーク
になり得ることから昔の写真でも
比較的撮影場所が特定しやすいの
です。つまり同じポイントから最
新写真を撮影することが可能なの
です。
そこで自然保護委員会では、登
データベースにより植生変化の有
山家の方が撮影した過去の山岳写
無を検討する基盤を整えたいと考
真を収集し、デジタル化、データ
ベ ー スを作 成しました（ 図１、
えています。
）
。
そしてこのたび、この山岳写真
http://mountain-photo.org/
寄せられた写真は約２０００枚、 の収 集について山 岳 雑 誌『岳 人』
とのコラボレーションが実現。１
北アルプス、南アルプス、中央ア
ルプス、大雪山の山脈に加え、苗
場山、飯豊山、八甲田山の東北の

山々など、全国各地の写真が寄せ
られました。現在、情報整理をし
ながら順次データベースで公開し
ています。
また、記録として活用できるよ
う撮影年月日の分かる写真を掲載。
さらに、撮影年月日で検索、地図
上で写真を探す、閲覧者が写真を
投稿できる機能もあります。この

と考えています。


山の自然学研究会――――

ブータン、ヒマラヤ大自然
とブムタン ツ･ェチュの旅
月 日 時、
「素 朴な山 岳 文
化のあり様の巡見」の旅がスター
トした。一行 名は成田からバン
コクに向かい、空港近くのホテル
に宿泊。 日早朝、ブータンに向
け出発。パロ空港で現地ガイドの
出迎えを受ける。パロ・ゾンを見
学後、首都ティンプーに向かう。
ここでは、週末に開かれている市
場（サブジ・バザール）と、王様の
執務室でブータン仏教界の総本山
でもあるタシチョ・ゾンの２カ所
を見学。

ンケル・ブンスムはじめテーブル・
マウンテンなど、雄大な山岳展望

ここで、ガイドから、ブータン

を楽しんだ。 プナカでは、 プナ
カ・ゾン、チミラカンを見学。
の国民総幸福（ＧＮＨ）を構成す
る４つの柱についての説明を受け
た。ポプジカでは、ブータンのニ
ンマ派最大拠点のガンテ・ゴンパ
を見学。途中の峠からは、チョモ

ラリ、ジチュダケを望むことがで
きた。
日、ポプジカはオグロツルの
飛来地であるが、残念ながらツル
の姿を見ることはできなかった。
今日はブムタン地方への移動、ヒ
マラヤの高峰が望めるペレラ峠
（３３６０㍍）を越える。途中、博
物館や織物のショールームを見学。
夕食後、ブータン伝統のお祭りで
あるツェチュ「ジャンパ・ラカン・
フェスティバル」を見学、夜の舞
と火の祭りを楽しんだ。
日、午前中は昨夜の祭りの続
きの踊りを、午後は、タムシン・ゴ
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12

16

29

30

26

27

日、ティンプーからポプジカ
に向かう。早朝、３１５０㍍のド
チュラ峠着。ブータン最高峰のガ

10

28

作成した山岳写真データベース
図１

（下野綾子）

る人みんながユーザーとして山の
記録写真を共有し、写真撮影を通
じて、みんなで山を観測できたら

紹介しています。
皆さん、データベースにぜひ最
新写真をご投稿ください。登山す

15

ていただいた経緯があり、感謝に
堪えません。宮下前会長、尾上現
会長、そして橋本様夫人にも役員

好天に恵まれ、ジュチュダケ、チ
ＮＰＯ富士山測候所を活用
ョモラリが望まれた。さらにカン
する会―――――――――
チェンジュンガの山頂の一部も見
設立から７年が経過
えるという幸運に恵まれた。その
帰路に、野外での朝食。朝の爽や 「ＮＰＯ富士山測候所を活用する
会」の設立から７年が経過しまし
かな空気のなかでの朝食は素晴ら
た。この会の前身である富士山極
しいご馳走であった。
地高所科学研究会、さらには２０
このブータンの旅の最後のイベ
０３年にその使命を終えたゆえ測
ントは、断崖絶壁に建つタクツァ
候所を撤去する予定との発表に対
ン僧院（３１００㍍）へのハイキ
して日本山岳会会員の高所医学関
ングである。展望台から先は、石
係者数名でその存続を気象庁に働
の階段状の道を大きくアップダウ
きかけていました。故橋本龍太郎
ンし、僧院に到着。参拝と見学。
会員には同じ山を愛する者の立場
ブータンでの最後の晩餐は、や
から貴重なアドバイスや情報をそ
ま学研代表の河西さんの誕生日と
の都度頂戴したり、理事会執行部
いうことで倉持さんの笛と、松川
の配慮で山岳４団体の定例会で紹
さんのオカリナ演奏も加わり賑や
かなバースディパーティとなった。 介させていただいたりと、日本山
岳会には何かにつけてサポートし

の年度の成果報告会を行ない、第

この間、 年１月の第１回成果
報告会開催に次いで毎年１月にそ

約となった３年間の最終年度の夏
期観測・研究も無事に終えること
ができました。

もと、２００７年７〜８月の夏期
観測・研究を第１回として、 年
９月に第３回を終了、２期目の契

帰国した。
幸せの国ブータンの旅は、終始
天候にも恵まれ、質素な生活を営
んでいる素朴な人達と美しい自然
に接して心温まるものであった。
この美しい心と美しい自然が変わ

したものです。気象庁の公募に手
を挙げて１期３年間の貸与契約の

をお引き受けいただいています。
また、学生部のヒマラヤ登山出発

６回目は 年１月 日に東京大学
小柴ホールでの開催を予定してい
場として使用したいと望むさまざ
まな分野の研究者が集まって設立

はじめ、富士山測候所の活用分野
は多岐にわたっています。独立峰

09
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ンパを見学。夕食は、地元の農家
の仏間での家庭料理をご馳走にな
る。
日、ブムタンからトンサを経
てプナカに向かう。途中チュムバ
レーでのお祭り「プラカール」を
見学。伝統の仮面舞踏などの地方
の素朴な祭りを見学。プナカ郊外
のホテルに宿泊。
月１日、プナカからティンプ
ー経由でパロに向かう。ティンプ
ーでは、ブータンで最も盛んなス
ポーツであるアーチェリーの試合
を見学。市内見物と買い物の後、
パロに向かう。
２日、早朝、山岳展望を期待し
て、チェレラ峠
（３８００㍍）
へ。

前の高所トレーニング参加、高所

ます。さまざまな分野の研究者を

３日、パロ空港から帰国の途に。
４日、成田着。全員笑顔で無事

このＮＰＯは、測候所を研究の

医学研究の被験者としての会員の
参加などもあります。
（富澤克禮）

ることなく、いつまでも残ること
を祈念したい。
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31
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パロゾンを背に
（通りかかった現地の中学生と一緒に）
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場所であることから、深さ ㍍の
地温観測孔を掘削して温度を連続
モニタリングすることにより地球

であるがゆえに大陸からの汚染大
気を観測することができる観測タ
ワーとしての役割も発揮します。
また、日本最高峰で、かつ、ヒ
マラヤなどの高所登山で最初の高
所障害が発症する高度であるため
高所医学研究、高所順応トレーニ
ングの場として、さらには宇宙線
の観測所としてふさわしいフィー
ルドです。
加えて極地としての富士山頂は、
その過酷な気象条件が求められて
各種機器などの実証実験に使われ
ます。
また、富士山頂は永久凍土がま
とまって存在しうる本州で唯一の

賛助会員として研究者をサポート
していただくなど、今までにも増
してのご協力・ご支援をお願いい

入の確保が課題であります。
会員の皆様には山頂での研究活
動へのご参加、あるいは、正会員・

備・保全活動をしてきた。活動の
一環として一般の方にも森に来て
いただき、定期的に森の観察会を

た。
以来、瀬戸市の山路地区にある
愛 知 県 有 林を借り受けて、森の整

発に行なわれていることは、会員
および支援をいただいている方た
ちの力が結集した賜物であり、い
ま、世界文化遺産としての登録を
目指している富士山に研究・教育
という花を添えることができるの
はこのＮＰＯであると自負してい
ます。
東海支部
一方、収入内訳は、会費、助成
第４回森の音楽祭２０１２
金、業務受託、
（利用者の）負担金
東海支部では、日本山岳会会員
などであり、夏期のみの運用でも
年 間３０００万 円 の 支 出 で あ り、 と一般公募のボランティア活動に
複数年にまたがる助成金の獲得、 より、森林の整備・自然環境の保
全を行なうとともに自然保護の向
認定ＮＰＯ法人格取得（すでに申
上と普及を図るため、平成 年に
請済み）
による寄付金
（賛助会員会
を発足させ
費を含む）などによる安定的な収 「猿投の森づくりの会」

らぎの音が聞こえる緑のなかでオ
ーケストラが聞けて元気をもらえ
た」と言っていた。

４０人は、木の根元などに座って
静かに聞き入っていた。ある参加
者の一人は「トンボが飛び、せせ

を招き、森のなかでのコンサート
を開催。
平成 年は瀬戸市・公益社団法
人緑化推進機構・中日新聞との共
催で、愛知県の後援を得て、 月
日に猿投の森のなかの特設会場
で開催した。交響楽団がロシアの
作曲家グラズノフの交響曲「変ロ
長 調 作 品 」を演 奏。来 場した３

支部

温暖化の実証的研究につなげてい
ます。最後に雄大な自然は、体験
教育の場を提供してくれます。

10

４年前から毎年、東海中学・高校
の生徒でつくる東海学園交響楽団

24

55

10

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。

班に分かれて「自然観察員」な
らびに
「森のインストラクター」
に

■ 13

だより

参画しているのは、大気化学、
放射線科学、高所医学・高所トレ
ーニング、大気電気（雷）
、永久凍

（
http://npo.fuji3776.net/help/
）
join.html
（ＮＰＯ法人富士山を活用する会

副理事長 堀井昌子）


開いているが、より一層森に親し
たします。
グラズノフの交響曲を楽しんだ
左記ホームページより入会案内、 んでいただける機会を持っていた
後は、オーケストラの伴奏に合わ
だくため森林のなかでオーケスト
入会申込書をダウンロードするこ
せ、参加者全員で「雪山讃歌」を
ラ演奏を楽しんでいただくと同時
とができます。
合唱して午前の部を終了。各自持
に、子ども達には日頃の練習の成
参のお弁当を食べたあとは、２０
果を発表できる場を提供している。 ０名程の方が森の観察会に参加。

土、青少年教育などに携わってい
る研究者です。過去５年間の夏期
観測・研究の延べ参加者数は１８
５３名にものぼります。
このように測候所の利活用が活

27

10

10

よる森のなかの樹 木・ 草 花の説
明・解説を聞きながら２時間ほど
の森の散策を楽しんでいただいた。
参加者にアンケートをお願いし
たところ、 ㌫の方がオーケスト

東海中学・高校の生徒でつくる東海学園交響楽団の演奏

（箕浦靖夫）

ラと森の散策を楽しまれた様子。
来年もまたぜひ参加したいとお
っしゃる方がほとんどであった。


四国支部

剣山山系、いざり峠のケル
ン積み、および地蔵ノ頭南
稜のロープ張り替え作業
18

地蔵ノ頭の南尾根で固定ロープの
張り替え作業をした。地元のＮＰ
Ｏ法人剣山クラブとの共同作業だ
った。ここ数年、剣山山系の剣山、
三嶺、天狗塚（いざり峠周辺）で
遭難事故が多発している。主に冬
の積雪や天候悪化による濃霧など
で、主稜線から下山方向を見失い
やすいためだ。
四国支部の会員 人は、前夜に
徳 島 県 三 好 市にある菅 生ロ ッ ジ
（四国支部の仁木会員管理）に泊
まった。朝５時半に起床して７時
にロッジを出発。標高が１０００
㍍ を超える西 山 林 道にある天 狗
塚・いざり峠登山口では気温は０
度近くまで下がっていた。出発か
ら 分で１４７６㍍のピークに到
着した。木の間から稜線を見ると
白い。早く霧氷を見たい気持ちが
はやり、少しの休憩で出発した。

11

幹に苔の生えたウラジロモミが
優占する樹林帯を過ぎると低木帯
に霧氷が見え始めた。ミヤマクマ
ザサの急な坂道を所々、霜を踏み
しめて登ると太陽に当たって輝く
牛ノ背の笹原が見え、そしてその
北斜面にはすべての木々に張り付
いた霧氷が光っていた。まもなく
霧氷のトンネルに入り、さらに登

50

ると左に西熊山、右に天狗塚が見
えてきた。斜面が緩やかになって
薄く霜が降りたような笹原のなか
を進むと、１７８０㍍のいざり峠
に到着した。出発から１時間 分
が経過していた。
峠は冷たい風から身を避けるも
のは何もない。荷を下ろして石を
拾い、背負うザックを担いでさっ
そくケルンの石を集めにいく。石
はいざり峠から下って天狗塚山頂
に行く途中の岩場にあった。先に
山頂を踏み、帰りは岩場で石を拾
い峠に向かって登っていく。石を
積む人、また下って石を集めに行
く人に分かれて作業を進めた。３
度、往復するころにはケルンが地

上から ㌢ほど立ち上がって姿を
見せた。
お昼の弁当を食べた後、ケルン
の座りが悪いので、もう一度積み
直しをした。崩れないように大小
の石を組み合わせて積むのは意外
と難しい。完成した高さ約１㍍の
ケルンの前で記念撮影をした。
いざり峠と地蔵ノ頭は約 分の
距離だ。霧氷に囲まれた地蔵ノ頭
の少し下には小さな地蔵尊が建っ
ている。１８４１年に大飢饉で苦
しんでいた祖谷の百姓が厳しい年
貢の取り立てに対抗して立ち上が
ったが、首謀者は捕えられて斬首
されさらし首にされた。地蔵尊は
首謀者を供養するために立てられ
たものだった。地蔵尊に両手を合

10

ンの横を通過して来た道を引き返
し、 時に登山口に戻った。ケル

を終えた。いざり峠に立てたケル

だったのでそのままに残して、新
しいロープを２本セットして作業

されているロープはまだ使えそう

わせた後、ロープの張り替え場所
まで南尾根を下った。今まで設置

80



（宮本良之）

山者の安全に貢献することを願っ
てやまない。

ンと固定ロープが１年を通して登

14

99

四国支部では 月 日、剣山山
系のいざり峠でケルンの石積みと
11

■ 14
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いざり峠のケルン積み

50



う組織力がフルに発揮されている。
紹介や説明的な写真にとどまらず、
さすがに山を撮るカメラマンの視
点で、しかも 作｢品的」にもよく捉
えている。全ページにわたる写真
掲載は、約２００点以上あるとい
う。まさに、ビジュアルで北アル
プスを楽しめる写真文集だ。
（羽田栄治）

にしてくれたのは 写｢真のもつ力」
であろう。日本山岳写真協会とい

いる。さらに第６章で白馬大池や
姫川を紹介し、そして第７章の高
原川へと続く。この川は、登山者
にはあまり馴染みはないが、蒲田
川周辺の渓谷として欠かせない穴
場だ。
番外編では、乗鞍岳を源流とす
ふ えん
る。さらに敷衍すれば歴史や伝説、 る大野川、渓谷に流れる三本滝な
また文化や産業が育まれているの
どいくつかの滝や池を紹介。いず
に気がつくことであろう。
れも乗鞍岳を背景に素晴らしい写
本著は「山あれば谷あり」
、構成
真の舞台になっている。
は７章からなり、その代表格は何
それぞれの章の解説文は、菊池
といっても黒部渓谷。下の廊下、 俊朗さん。菊池さんは信濃毎日新
十字峡、Ｓ字峡など。昭和初期
「黒
聞社ＯＢで、山岳ジャーナリスト
部の父」
、冠松次郎は「渓谷跋渉」 だ。本書では歴史から現代につな
と言う登山に新しいジャンルを確
がる統人行事まで、あらたに取材
した箇所も少なくないという。
さらに本書を臨場感のあるもの

図書紹介
文・菊池俊朗／写真・日本山岳写
真協会松本・北陸支部ほか

『北アルプスの渓谷をゆく』

ちょう

立、多くの登山者の知る所となっ
た。第２章は、立山を擁する立山
カルデラ、常願寺川など。第３章

る。先の高瀬川は、鹿島川、篭川
など含めて第５章でまとめられて

を誇る中房渓谷にスポットをあて

らしい景観と言う。
第４章には、古くからの渓谷美

山道から見られない渓谷美が点在
している。つまり、この地方の渓
谷や沢を歩いた人のみぞ知る素晴

山岳景観といえば、一般には稜
かん
線上からの 鳥 瞰、展望であろう。
それらは雄大、かつ壮大な山並み

のは渓谷であり、河川であろう。
ここには、山を撮る写真愛好者に
は欠かせない無限のテーマが潜在
しているのだ。
このように、稜線からの景観を
渓谷に目を追いやると、そこには
移ろう四季の美しさ、北アルプス

に槍ヶ岳に端を発する梓川や高瀬
川。そして犀川と合流して信濃川
に注ぐ。流域の風景は、一般の登

特有の
「自然の美」
が秘められてい

／ E.Jurgalsk
他・共著
Richard Sale

『
On
Top
of
the
World
：
The New Millennium

The Continuing Quest to Climb the
』
World's Highest Mountains

著者の一人リチャード・セール
はフランス隊がアンナプルナを初
登 頂 し た 年後 の２０００年 に、

ジョン・クレアと共著で
『 A history
of the 14 8000m, the world highest
』を発行している。
mountains
その本が出版されて以降 年間

に公募隊による登山が急増した。
ヒマラヤの高峰に立つことだけを
目指す人たちは、従来のヒマラヤ

登山を熱望してヒマラヤ山塊に分
け入った人たちとは違った感覚な
ので、倫理問題も重要な課題とし
て浮上している。しかし高峰 座
は各人各様のスタイルで登り続け
られており、本書はそれらを踏ま
えてこの 年間を回顧し、将来に

想いを馳せている。
本書の特徴は、
「序説」
、
「アンナ

■ 15

２０１２年４月
Snowfinch Publishing刊
23×29㌢　２４８㌻
定価 £30

10

14

で、登山者を魅了させ素晴らしい
景観である。しかし、北アルプス
にとって、顕著に稜線を際立せる

812−２０13・1・２０（第三種郵便物認可）

50

10

２０１２年７月
信濃毎日新聞社刊
Ａ４判　１５２㌻
定価　２１００円
山

山

14

名

プルナ 」
、
「 エヴェレスト 」
、
「 ナン
その後に続く
「エヴェレスト」
か
ガ・パルバット」……「シシャ・
ら
「シシャ・パンマ」
までの 座に
パンマ」と初登頂された順に 座
ついても登山史を概説し、２００
が続き、
「２０１１年と次期 年」
、 ０年以降のバリエーション・ルー
「８０００㍍峰の各種データ」
で構
トの初登攀情報が盛られている。
成され写真も豊富で読みやすくし
「２０１１年と次期 年」では、
ていることだ。
「アンナプルナ」で
著者が直近の 年間をまとめてい
は、フランス隊による人類初の８
る間に２０１１年の新たな情報を
０００㍍峰登頂成功を概説し、日
得たので追記の形で新情報を記す
本で登山家を魅了したエルゾーグ
とともに今後の 年を展望してい
る。パキスタンではヘリコプター
代金が高騰した。２０１１年秋に
ＧⅠ冬期登攀用に荷揚げした物資
が盗難にあったこと、バルトロで
は強風と厳寒で大変だったこと。
今後はギャチュンカン、アンナプ
ルナⅡ峰、ＧⅢ、ＧⅣなど７００
０㍍峰のバリエーション登攀が展

書

28

隊長の登攀記﹃処女峰アンナプル
ナ﹄に関して、その後隊員たちの
著書で明らかになった事実との齟
齬なども指摘している。
また１９５０年初登頂以降２０
１１年までの、主峰、中央峰、東
峰の初登頂・初登攀ルート、登攀
者名と国名、酸素使用の有無など

14

は、２０１１年末までに 座に登

13

開されるだろうと見ている。
「８０００ ㍍ 峰 の 各 種 デ ー タ 」に

頂したメスナー以下 名の詳細、
〜 峰登頂者、女性初登頂と無

酸素登頂者、 座の登頂者・遭難

者・死亡率などと細分化された見
やすい一覧表がある。

豊富な写真と写真に記された登

攀ルートを見るだけでも今日の高
峰登山を知ることができる貴重な
（南井英弘）

本だ。 

者

の一覧表が付記されている。嬉し
いことに、主峰、中央峰、東峰の
３枚の写真に、これらの登攀ライ
ンが色別に記入されており、読者

の理解を助けよう。初登頂時代の
写真もあるが、多くが２０００年
以降の初登攀時に撮られた迫力あ
る写真だ。垂直の氷の壁をフリー
クライムする様子や南壁の大岩壁
を登るクライマーなど高度の登攀
技術を有する登山家ならではの写
真に目を奪われた。
著

10

812−２０１3・1・２０（第三種郵便物認可）
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図書受入報告（2012年12月）

ページ / サイズ 発行元

刊行年 寄贈/購入別

茂木完治・他（編）

海外遡行研究：台湾の谷（1963-1993）2007（No.1） 232p/21cm 海外遡行同人

2007 関西支部寄贈

茂木完治・他（編）

海外遡行研究：韓国の谷と山（1983-2009）2009（No.2） 275p/21cm 海外遡行同人

2009 関西支部寄贈

土佐アルパインクラブ

2004 PUMO RI（プモ・リ）7165m 登山報告書

59p/30cm

尾野益大

徳島の静かな名峰

172p/18cm 尾野益大（私家版）

1995 四国支部寄贈

JAC四国支部

四国分水嶺

148p/21cm JAC四国支部

2012 四国支部寄贈

尾野益大

シャクナゲ 夢の森：夫婦で育てた徳島「岳人の森」物語

99p/21cm

岳人の森

2008 四国支部寄贈

剣山クラブ（編）

剣山から考える霊峰と自然保護

52p/19cm

剣山クラブ

2008 四国支部寄贈

剣山クラブ（編）

四国山地のブナ

59p/19cm

剣山クラブ

2006 四国支部寄贈

佐々木民秀・他  
（編）

朝鮮半島最高峰・長白山登山報告書：平成23年9月10日〜15日 50p/26cm

JAC秋田支部

2012 発行者寄贈

新妻徹

札幌の三角山から

山と森の散歩道

2012 著者寄贈

宮原廣司（編）

登高：東京学芸大学登高会60周年記念誌

/25cm

京都大学学士山岳会（編） 西堀書簡（抄）：1951年12月〜52年3月

土佐アルパインクラブ 2004 四国支部寄贈

218p/30cm 東京学芸大学登高会

2012 発行者寄贈

83p/30cm

2012 発行者寄贈

京大学士山岳会

山本紀夫

梅棹忠夫：「知の探検家」の思想と生涯（中公新書 No.2194） 234p/18cm 中央公論新社

2012 著者寄贈

岡田健志・他（編）

針葉樹：一橋大学一橋山岳部創部90周年記念号第15号 396p/21cm 一橋山岳会

2012 発行者寄贈

池内紀

ニッポンの山里

254p/20cm 山と溪谷社

2013 出版社寄贈

フレッチャー（著）芦沢一洋（訳）遊歩大全：The New Complete Walker（ヤマケイ文庫） 974p/15cm 山と溪谷社

2012 出版社寄贈

皆川完一

文と山を思う：皆川完一先生遺文集

177p/21cm 「皆川先生の思い出を語る会」 2012 発行者寄贈

澤村貴和（編）

復興をめざす東北の高校生の富士登山（2012.7.21-23） 32p/30cm

奥アマゾン探検隊（編）

奥アマゾン探検の記録 1973-76  

328p/30cm 奥アマゾン探検隊

2012 発行者寄贈

山森欣一

日本のヒマラヤニストたち

301p/27cm 日本ヒマラヤ協会

2012 発行者寄贈

山岡光治

地図をつくった男たち：明治の地図の物語

263p/20cm 原書房

2012 出版社寄贈

富山県立山博物館（編）

企画展「石崎光瑤の山」  写しこまれた20世紀初頭のインド・ヒマラヤ 56p/30cm

富山県立山博物館

富山県立山博物館（編）

企画展「ちょっと昔の学校登山」  写真でたどる大正・昭和の立山登山 56p/30cm

富山県立山博物館

2005 馬場勝嘉氏寄贈

富山県立山博物館（編）

企画展「夏風に舞う」
  高山蝶と森の蝶ゼフィルス

富山県立山博物館

2009 馬場勝嘉氏寄贈

72p/30cm

HAT-J

2012 発行者寄贈

2000 馬場勝嘉氏寄贈

富山県立山博物館（編）

企画展「木版文化と立山」  時を越えて今も生き続ける立山の摺りもの 64p/30cm

富山県立山博物館

2012 馬場勝嘉氏寄贈

富山県立山博物館（編）

「立山火山は今・・・」地底からもたらされたもの 48p/30cm

富山県立山博物館

2006 馬場勝嘉氏寄贈
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旅行業法に関する勉強会を行なっ
た。支部担当者会議等で報告した
い。今後、具体的な展開のため、
関係者で再度ミーティングを予定

限り招待とする。

別添の通り、 冊の予定リスト

が図書管理委員会より広島支部へ
提出された。
・ 朝日新聞 月 日付けで、学

96

11

平成 年度第８回（ 月度 ）理事
会議事録
日時 平成 年 月 日㈬ 時〜
時 分
場所 日本山岳会集会室
【出席者】尾上会長、西村・吉永副
会長、高原・森・小林各常
務理事、野澤・中山・永田・
萩原・節田・古野・川瀬各

48

が会費は必要とする。ただし、秩
父宮記念山岳賞受賞者の同伴者に

28

議した。
最後に、静岡支部より、来
年度の全国支部懇談会は 月 日
㈰〜 日㈪に行なう旨の報告があ

19

９・広島支部への寄託図書リスト
について（高原）

30

務
19

24

19

12

12

理事、平井・浜崎監事

（承認） したい。

６・ 国有林野貸付地（上高地山研）
【報告事項】
（３年）
を行なった。
（森）
１・寄付受入報告について（小林） の継続更新
７・平成 年度年次晩餐会につい
月 日以降、７件、計 万４
て（高原）
５００円の寄付があった（別添資
出席者４２７名（昨年並み）
、う
料による）
。
ち招待者は 名。 名の新永年会
２・監事監査（中間）
を 月 日に
ついて（収益事業・会員サービス
行なった。特に指摘はなかった。 員発表、秩父宮記念山岳賞表彰、
検討ＰＴ）
（節田）
会長特別表彰、新入会員 名の紹
（小林）
２０００〜２００１年に山と溪
介等があった。催事としては、図
３・
「資料の貸出に関する規程（Ｃ
谷社から出版された同名のガイド
）
」
の誤記を修整した。
（高原）
書交換会、また４組の講演会を行
ブックをリメイクした「日本山岳
〈第 条１項４号〉（誤）
２０，
００
なった。どれも盛況で、グッズの
会版」として２０１４年春に３巻
０万円→
（正）
２０，
０００円
売上げも好調だった。翌日の記念
をまとめて発売する。２０１４年
４・平成 年度第２回支部長会議
山行
（愛鷹山系越前岳）
には１３４
５月に刊行を予定。各支部の協力
について（高原）
名が参加した。
を付帯事項とする。
（承認）
平成 年 月１日㈯ 時 分よ
８・晩餐会招待者の同伴者参加に

３・ 松本市・松本市美術館との展
り 時 分まで、品川プリンスホ
ついて運用を定めた。
（高原）
覧会共催提案について（尾上）
テルで開催した。会長挨拶、会務
概要は、招待者
（新名誉会員、新
坪田松本市副市長、井上保会員
報告、会計処理の手引解説に続き、 永年会員、秩父宮記念山岳賞受賞
支部からの問題点や提案につき討
者、会長特別表彰受賞者）の同伴
者の出席を、配偶者に限り認める
16

った。
５・旅行業法勉強会（高原、古野）
月 日、専門弁護士による、

11

20

12

12

75

10

10
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15 24

24

12

11

10

15

報

25

10

21

【審議事項】

25

12

11

50 24

会
24

20

告

、林新一郎
１・日中韓三国学生交流登山２０ （松本商工会議所会頭）
会員
（前岡谷市長）
から当会所蔵の
１３年度計画について（森）
絵画・資料を展示する展覧会を松
主な実施内容は、神奈川大学の
本市美術館で共催したい旨の提案
クライミングボードを利用しての
「 日本山岳会所蔵 山
大会及び富士山の日帰り登山とし、 があった。
の絵画・資料展」
（仮称）として、平
実施時期は２０１３年８月下旬と
成 年春に開催を予定。資料映像
する。その他、予算等を含めた具
委員会に協力要請しながら進める。
体案を平成 年１月に提出する。
（承認 )
（承認）


２・ 新版『日本三百名山登山ガイ
４・ 入会希望者について（高原）
ド』上・中・下（全３巻）の刊行に
名の入会希望者があった。

10

812−２０13・1・２０（第三種郵便物認可）
山

尾根）
に対して、
礼状が届いた。（高
生部のインドヒマラヤ未踏峰初登
原）
頂が掲載された。
（高原）
・会報『山』 月号について（萩
・２０１３年はアメリカ人によ
るエベレスト登頂 周年にあたり、 原）
晩餐会の報告、秩父宮記念山岳
賞受賞の小泉弘会員の業績につい
て、学生部のインドヒマラヤ未踏
峰初登頂の報告などを掲載。
・本年度下期に海外登山助成を
うけた登山隊の現況報告（萩原）
キャシャール登山隊２０１２（ 花
谷泰広、馬目弘仁、青木達哉）南
月 日〜 日、 American Alpine
が記念祝賀会を行なう。案内
Club
状が届いた。
（川瀬）
Ⅲ氏（元ＡＡＪ編
・ John Harlin
集長）からの提案について（高原）
ＡＡＪはデジタル化して販売を
開始、ＪＡＮの電子出版事業への
提案があった。多田デジタルメデ
ィア委員長が窓口に。
・ＮＰＯ法人ヒマラヤン・グリ
ーン・クラブより 周年記念事業
への後援名義申請があり、承認し

23

た。
（高原）
・山と溪谷社より『山と溪谷』
１月号記載のための資料撮影許可

（平出和
Shispare Expedition2012
也、 三 戸 呂 拓 也 ）悪 天 で 断 念。

リッジからの初登攀に成功した。

12

月 日が締切。
（高原）
４・ 四国支部の小島烏水顕彰碑制
作の寄付締切は５月末。協力をお
願いしたい。
（高原）
５・来年６月までの日程予定表の
提示。来年度事業計画、予算提出
の日 程について協 力 要 請。
（高 原、
小林）
６・冬山天気予報を例年通り 月
日〜１月 日に行なう。
（古野）
７・次期役員等（委員長含む）に
ついて、候補者の選定を。
（高原）
８・日本山岳協会の新春懇談会の
案内（平成 年１月 日）
。尾 上
会長出席予定。
（高原）
19

願いがあり、承認した。
（高原）
Giri Giri Boys Patagonia
（横山勝丘、増本
・原書房から『地図を作った男
Expedition2012
たち：明治の地図のものがたり』 亮）は今週出発。
記載のための転載許可願いがあり、 【今後の予定】
１・支部事務局担当者会議を１月
承認した。
（高原）
日㈯〜 日㈰に行なう。
（高原）
・日本共産党スポーツ委員会よ
２・環境省が行なう東北海岸トレ
り
「スポーツ奨励重点プラン」
提案
イル
（仮称）
についての意見交換会
し発表した旨の案内があった。（高
を 月 日に行なう。
（高原）
原）
節田理事ほか１名が出席予定。

Japan Langshisa Ri Expedition ９・東京都山岳連盟から、気象デ
（谷口けい、鈴木啓紀）中止。 ータ収集の協力依頼、スポーツ指
2012
広島県山岳連盟アンプー １峰（６
導者養成講習会の案内があった。
８４０㍍）５９００㍍付近で退却。 （高原）

12

３・海外登山助成金の申込みは

日
日
日
日
日

営委員会 スキークラブ

日 総務委員会 高尾の森づく
りの会
図書委員会
集会委員会
常務理事会 青年部
学生部
東京多摩支部 公益法人運

12月

22

・小山山岳会より、東海支部パ
ーティが行なった遭難救助（北鎌

12

27

20
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812−２０１3・1・２０（第三種郵便物認可）
山

812−２０13・1・２０（第三種郵便物認可）
山

スケッチクラブ
日 緑爽会 学生部 山岳研究
所運営委員会 九五会
日 理事会 山岳地理クラブ
休山会
日 フォトビデオクラブ ＹＯ
ＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 二火会 支部活性化ＰＴ
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 集
会委員会
日 山の自然学研究会
日 総務委員会 資料映像委員会
日
回 図書管理委員会 ス
キークラブ
日 三水会 青年部 つくも会
日 科学委員会 公益法人運営
委員会
会

杉山雄幸（１００２４）
伊藤秀雄（１３７０９）
渡邊裕之（１４１４４）
三小岩夫（１４１４９）
田村 勉（１４６１１）

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

習得しておくべき知識、スキルお
よびその習得方法などについて学
びます。対象者は各種グループで
登山リーダーを担う方、参加費は

講習
集会委員会
登山リーダーが救急救助に関し

◆登山リーダーのための救急救助

12 12 12 12 12

時 分〜

退会
市野瀬建二
（８７９５）
南里章二 （９３６４）関西
岡本文男（１１３９２）京都・滋賀
中澤恵子（１４７７４）北九州
中野洋子（１４８１６）北九州

◆第 回山好きの山の絵展
アルパインスケッチクラブ
いつもザックにスケッチブック
をしのばせて、思い立ったらそこ
がスケッチポイント。山のスケッ

N

チ・油絵 点などを展示します。
会期 ２月 日㈰〜 日㈯
場所 有楽町 東京交通会館２Ｆ
０３（３２１５）６９６２
問合 齊藤幹雄

❖編集後記❖
◦少し前までヒマラヤ登山で専門
家から気象データ、予報を扱って
いたのは外国の専門家ばかりだっ
た。それが今では、猪熊さんのデ
ータを活用する登山者、撮影隊な
どが多数ある。国内ではツアー登
山会社も利用し、また私たち一般
登山者が個人で利用するシステム
もある。ただ利用するのではなく、
山岳気象に関心をもち、勉強する
きっかけにもなれば、それも「山」
を知る一歩となるのでは。
●このように登山を取り巻く様々
な職業の方々がいるが、こういっ
たプロフェッショナルが確立され
ていくというのもまた、登山が日
本に文化として根付く力になると

思う。新年号にふさわしい記事を
いただいた。本年もよろしくお願
（柏 澄子）

いいたします。 
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23
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無料です。
日時 ３月 日㈮
時 分
場所
講師
定員
問合
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０９０（２６３４）３３３１
日本山岳会 １０４室
悳秀彦会員（医療委員会）
▪訂正とお詫び
先着 名
月（８１１）号 ㌻、４段、
高橋努
０９０
（２９０６）
４３５６ 「マナスル登山隊長」は「マナスル
tom-tak@bk9.so-net.ne.jp 登山隊員」の誤りでした。訂正し
てお詫びします。
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日 山の自然学研究会 ＹＯＵ
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ＴＨ ＣＬＵＢ
日 フォトビデオクラブ 山遊
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山

日本山岳会会報
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01

会 指導委員会
日 自然保護委員会 麗山会
みちのり山の会
日 常務理事会
月来室者 名

12 12

15

00

会員異動（ 月）
物故
浅山貞郎（３５０４）  ・ ・
梅木秀徳（５９０８）  ・ ・
12
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40
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