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やカスケード山脈をつないで、カ
ナダからメキシコ国境まで歩くの
がパシフィック・クレスト・トレ
イル
（４０００㌔㍍以上）
。その一
部を成し、ヨセミテ国立公園を中
心としたハイライト部分が、
「ア
メリカの自然保護の父」の名を冠
したジョン・ミューア・トレイル
で、３４０㌔㍍のコースはバック

地を公衆が通行する権利が認めら

パッカーの人気を呼んでいる。
では、散歩が大好きな英国では
どうだろうか。英国には産業革命
以降、永い年月をかけて築き上げ
）
」
てきた「通行権（ Rights of Way
というものがあり、国有地・私有
地の別なく、地権者が存在する土
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お伊勢参りや四国八十八ヶ所お遍
作家・バックパッカーの故加藤則
路など、ロングトレイルの先進国。 芳さんも踏破されている。
また、近代登山の草創期には、尖
いっぽう西部のシエラ・ネバダ
鋭的なアルピニズムの対極として
山や峠を越えて山里を結ぶ、静観
的な
「山旅」
という言葉があった。
雪よ岩よ、は年齢的にもう無理、
ピークハントも飽きた、でも、や
はり山や自然の中に浸っていたい
という方々は、ぜひともこのロン
グトレイル・ウォークに注目して
いただきたいもの。
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6月号（ No. 817 ）

米国のトレイルは４０００㌔㍍も
ロングトレイルは近年、米国か
節田重節
ら移入されてきた思想だが、本場
ロングトレイルというとアメリカ輸入の概念といわれるが、お遍
の事情を見てみよう。東部のアパ
路や山旅など山岳地域を歩くことに親しんできた日本人古来の性
ラチアン山脈沿いに 州にまたが
質を考えると、我々にも馴染みやすいように思われる。ここに、
って続くのがアパラチアン・トレ
日本でもロングトレイルが広まりつつある核があるのだろうか。
イル
（３５００㌔㍍）
。日本におけ
いえるだろうか。そもそも日本は、 るロングトレイル文化の提唱者で、

月、
『日経トレンディ』 月号が
２０１３年に注目されるものとし
て第 位に取り上げたのが、この
1

ロングトレイルである。その影響
は大きく、
アウトドア雑誌
『ＢＥ
ＰＡＬ』６月号でも大特集で現状
を紹介している。
「ロングトレイル・ウォーク」と
は、豊かな自然の中を地域の歴史
や文化に触れながら、自らの脚で
宿泊を伴って体験する
「歩く旅」
と

11

▶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
夏季休室… ………… 8月10日〜18日

英国のフットパスの標識。至って簡素なもの

2013 年（平成 ２5 年）

最近、
「ロングトレイル」
という
言葉をよく目にする。特に昨年の
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がなく、廃れていっている。
荒廃の原因は、利用者目線でコ

国で展開されたが、
東海以上に人気

も行き届かず忘れられていった。
そ
の後も長距離自然歩道の開設が全

歩道のためか人気は定着せず、
整備

９７０（昭和 ）年から整備をはじ
め、１９７４年に完成したが、官製

ラチアン・トレイルをヒントに１

日本のロングトレイルの元祖は
東海自然歩道であろう。
米国のアパ

東海自然歩道から信越トレイルへ

癒しがあるのも、より旅の充実度

じられ、よく味わえるスピードで、 に努めること。さらに各地のトレ
そこにコミュニケーションがあり、 イル間の連携や交流を強め、全国

な行動は、物がよく見え、よく感

の観光にシフトしているのである。 いう文化を広め、地域観光の活性
また
「歩く」
というプリミティブ
化に寄与すること。また、トレイ

した目的を持った滞在型、体験型

のが近年の状況。旧来の名所旧跡
巡り的な定番観光から、はっきり

など
「歩く旅」
が人気を呼んでいる

もに自然指向や健康指向が加わっ
て、トレッキングやウォーキング

年間約３～４万人（クラブで把握
している数字）
の人々が利用し、人
気が定着している。
その人気の秘密はどこにあるの
だろうか。１９８０年前後から起
こった「中高年登山ブーム」や「日
本百名山ブーム」は社会現象とし
て定着し、その裾野が広がるとと

らだろうと考える。人が歩くから
道ができるので、歩いてくれるこ
とが最も効果的な整備方法である。
そのような歴史を経て２００８
年に全線開通したのが信越トレイ
ルである。故加藤則芳さんのコン
セプトに沿って新たに開削された
㌔㍍のトレイルで、長野・新潟
県境にまたがる関田山脈を縦走す
るコースは地味だが自然が豊かで、

活動目的は、ロングトレイルと

め５団体だったが、現在は 団体
となっている。

げた。当初は信越トレイルをはじ

ど関係省庁立ち合いの下、
「 日本
ロングトレイル協議会」を立ち上

ロングトレイル 団体の紹介
２０１１年 月、ＪＡＣ会員で
ある中村達
（協議会代表委員、会員
番号：１４２３９）
や岡島成行
（同
副会長：８６３１）
、私（同会長：
６７２０）
が中心となって、観光庁
や文部科学省、環境省、林野庁な

を増している。
さらに、ロングトレイル・ウォ
ークは県や市町村をまたいで展開
し、滞在もする。そのため食糧購
入や宿泊、ガイド需要など、地域
経済の活性化に寄与すること大で
ある。特に近年、観光における広
域連合が叫ばれているが、ロング
トレイルはその最も具体的なプロ
ジェクトではなかろうか。

的な整備や利用促進に取り組む。

そのためにシンポジウムやフォー
ラムを開催し、それぞれの活動を
ＰＲしていきたいと考えている。
では、加盟 団体を紹介しよう。
興味のある方は、協議会事務局
（〒
- 高島市今津町日置前３３３
＆ ０７４０ ２２ ６
１
-９
： lta@outdoor-ld.jp
）か、
５９
各トレイル事務局にアクセスして
いただきたい。

●北根室ランチウェイ
北海道・道東の中標津空港付近
から歩きはじめて３泊４日で完歩
できる約 ㌔㍍。
「ランチ」とは大
牧場のことで、根釧平野の大規模

10

●とかちロングトレイル
道東の然別湖から広大な十勝平

野の牧場地帯を歩く約２００㌔㍍。
毎年秋に１００㌔㍍の「とかちロ
ングトレイル・クラシック」
（３泊

４日）
を開催。とかちロングトレイ
ル推進協議会が運営。

●信越トレイル
長野・新潟両県にまたがり、９
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牧場地帯を抜けて摩周湖に至るト
レイルは、日本離れした風景。北
根室ランチウェイ事務局が運営。

70

10

7

ルを通じて野外・環境教育の普及

10

れている。それら通行権のある歩
道は
「フットパス」
と呼ばれ、イン
グランドとウェールズを合せて
（スコットランドを除く） ・ 万
㌔㍍もある。それらは散歩程度か
ら２～３週間を要する長距離フッ
トパスもあり、
最も古いペナイン・
ウェイは 日間ぐらいのコースで、
年間約 万人が利用している。
人口の２～３割の人々が歩いて
いるといわれる英国だけに、フッ
トパスによる経済効果は絶大で、
イングランドで年間約８０００億
円、
ウェールズで約７１５億円、
ス
コットランドで約３６００億円と
いわれている。

ース設定や整備を考えなかったか

45
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センター（チキン・ラーメンの発
明者、安藤百福氏を記念して開設
された自然体験活動指導者養成セ

●中央分水嶺 高島トレイル
東に琵琶湖、西に若狭湾を振り
分けにして、滋賀県・高島市の市
境に沿って歩くトレイル。古代三
あらちごえ
関の一つ、愛発越から京都府境の
三国岳に至る約 ㌔㍍で、年間約
５万人以上が利用。土地の食材を

実施（ 年ごとに逆コース）
。浅間
山麓国際自然学校が運営。

●浅間ロングトレイル
群馬・長野両県にまたがり、６
市町村を結んで浅間山を一周する
約２００㌔㍍のコース。毎夏の企

●八ヶ岳山麓スーパートレイル

ンター）のある御牧ヶ原を中心に、
浅間ロングトレイル
（懐古園）
と八
ヶ岳スーパートレイル（春日温泉）
を結ぶ約 ㌔㍍のトレイル。雄大
な浅間山や八ヶ岳の展望と、懐古
園や中山道・望月宿の歴史が楽し
める。安藤百福センターが運営。

市町村に及ぶ約 ㌔㍍のトレイル。
長野・山梨の両県にまたがり、
昨年、
テントサイトが整備され、
若
市町村を結ぶ約２００㌔㍍のロ
者の利用が増えるものと思われる。 ングトレイル。八ヶ岳連峰を一周
交通や宿泊など、地元の観光活性
するもので、平均標高で約１５０
化に寄与している。
信越トレイル・ ０㍍ラインを歩く。首都圏に近い
クラブが運営。
ので、利用が増えるものと思われ
る。八ヶ岳スーパートレイル・ク
●塩の道トレイル
ラブが運営。
日本海に面する新潟県・糸魚川
市から長野県の安曇野を経て松本
●美ヶ原・霧ヶ峰 中央分水嶺ト
市に至る歴史街道。
「千国街道」と
レイル
も呼ばれる。昨年、
全線開通し、
今
長野県・長和町の町境を周回す
年から一般利用が開始されている。 る約 ㌔㍍のトレイル。昨年開通
全長約１２０㌔㍍。長野県・小谷
したもので、八ヶ岳スーパートレ
村商工会と新潟県・糸魚川市商工
イルや松本市が運営する美ヶ原高
会議所が運営。
原ロングトレイルとジョイントし
ている。長和町観光協会が運営。
40

画として小諸市・懐古園から車坂
峠を越えて鹿沢温泉に降りる「ス
タークロスウォーキング」などを

12

●浅間 八ヶ岳ジョイントトレイル
長野県・小諸市にある安藤百福

80

シラカバ林のなかを行く信越トレイル

40

80

1

中央分水嶺上を縦走する高島トレイル

活かしたトレイル弁当が人気。高
島トレイル・クラブが運営。

ふた ご じ

●国東半島峯道ロングトレイル
九州初のロングトレイル。修験
道による六郷満山（国東半島一帯
にある寺院の総称）の峯入り行の
道をベースにしたトレイルで、宇
佐市の宇佐神宮から豊後高田市の
国宝・熊野磨崖仏を経て国東市の

両子寺に至る約１５０㌔㍍のコー
ス。今秋から公開予定。国東半島
峯道トレイル・クラブが運営。

みちのく潮風トレイル誕生
環境省では、東日本大震災から

の復興のシンボルとして「三陸復
興国立公園」
の創設と
「みちのく潮
風トレイル」
の整備を進めている。

このトレイルは、青森県・八戸
市の蕪島から福島県・相馬市の松
川浦までの約７００㌔㍍というロ

ングトレイルで、現在、各地で意
見交換会などを開き、ルートを検
討中である。ほぼ半分は既存ルー

トを活用するもので、今秋には約
１００㌔㍍ほどを部分開通、最終
的には２０１５年度末までに全線

開通する予定という。期待したい。
〈写真提供＝中村達会員〉

■3

充実してきたのだ。
そう考えると、日本の登山のス
タート時から併走してきたともい
える日本山岳会の
『山岳』
をはじめ
とする蔵書や、資料、絵画が、他
に二つとない貴重な財産であると
いうことを理解してもらえるだろ
う。それらは、単なる日本山岳会
という一山岳会だけではなく、日
本の山岳界全体の貴重な財産であ
り、私たちはその保管の義務を負
っているといえる。

最後に、個人的なことだがネッ
ト上で谷文晁について調べたとこ
ろ、西暦での つの没年の情報が

が必要である。蔵書が二つとない
貴重なものであるということは、
それを新たな武器として有効活用
できるということでもある。活用
の方法によっては、蔵書の保管に
かかる費用などを捻出できるかも
しれないし、図書室の利用を目的
とする入会者も増えるかもしれな
い。その具体的な活用法について
は、これから会員の皆さんの意見
を聞きながら探っていきたいと思
っている。

日本山岳会の図書室について 

これからの図書室
先日、図書委員会では区立日比
谷図書文化館の図書部門責任者を

あって困ったことがあった。孫引
きが繰り返されるのか、誤った情
報もそのまま増殖し続けるのがネ

山と本の関係から

囲んで勉強会を開催し、
「 専門図
書館」という方向を示唆された。
「専門図書館」とは民間企業・各種

登山という行為は基本的には自
己申告制であり、その報告をしな
ければ登ったという証明にならな
いという特殊性がある。烏水らが
すぐに
『山岳』
を出したのは、その
こととも無関係ではない。報告を
発表しなければ、登ったことすら
誰にも知ってもらえない。その場
がないから、自分たちの手で作っ
たのが
『山岳』
だ。
「登山」
と
「報告」
は、そのスタート時から密接に結
びついていたと言える。

も半年後）には機関誌『山岳』を刊
行する。それも年に３巻というハ

そして、その翌年
（翌年といって

くにじませながら現在に至ってい

の本の世界は、時とともに深い
「思
索性」を伴い、
「文学性」をも色濃

して
「報告」
に比重を置いていた山

するとともに、さらに蔵書を充実

指すためには、現在の貴重な蔵書
を散逸させることなく保管・保全

しかし、登山の専門図書館を目

雑誌だけではなくさまざまな本も、 登山の本に特化した専門図書館を
前後して相次いで出版される。そ
目指しては、との示唆であった。

たいもの。

ルを持っている贅沢さを再認識し

をたどればほとんどが
『山岳』
に行
き着く。私たちは身近にオリジナ

古い登山についての記録も、元

の周辺』（茗溪堂）などの本からた
どることができた。

山と本の関係

イペースだ。
それはなぜか。若い烏

る。登山という行為は、本という
させ、内外に
「山の本のことならＪ
形をとることで伝えられ、広まり、 ＡＣ」と言われるようになること

4

である。日本で初めて、唯一だか
ら
「山岳会」
でよかったわけだ。

三好まき子

まず歴史を遡ってみよう。
その後、
『山岳』の年間３巻の刊
時は百年以上も前の１９０５年、 行は、第 年
（１９３４年）
まで続
山に魅せられた小島烏水らはウェ
き、精力的に国内の山々が登られ

団体・官庁・大学などが設置して
ットの落とし穴である。結局、答
いる、蔵書を特定分野に特化した
えはすぐそばにあった。図書委員
図書館である。ＪＡＣの図書室も、 会の大先輩の山崎安治著『登山史

2

水らの「登山の報告を発表したい」
という熱い思いがあったからだ。

■4

長い間、図書委員会と図書管理
委員会の つの委員会があること
で、内外の皆さんの混乱を招きご
迷惑をかけてきたが、今年の 月
より両委員会が合併し、新しい図
書委員会として再スタートの運び
となった。また、日本山岳会が公
益法人となったこともあり、これ
からの図書室について私見を述べ
てみたい。

ストンの勧めもあって、本邦初の
報告が発表される。またその間の
山岳会を創る。名称は現在の
「日本
１９３０年には、会報
「山」
や雑誌
山岳会」
ではない。ただの
「山岳会」 『山と溪谷』の刊行がスタートし、

2

29
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キャシャール南ピラー初登攀の日本隊
が
「第 回ピオレドール」を受賞
萩原浩司

▪カラコルム／ムスターグ・タワ
ー
（７２８４㍍）
北東壁初登攀＝デ
ィミトリ・ゴロワチェンコ、アレ
クサンドル・ランゲ、セルゲイ・
ニロフ
（ロシア）
▪カラコルム／バインターブラッ
ク
（別称・オーガ、７２８５㍍）
南
壁初登攀＝ヘイドゥン・ケネディ、
カイル・デンプスター（アメリカ）
▪カラコルム／ナンガ パ･ルバッ
ト
（８１２５㍍）
マゼノ・リッジ完
全縦走＝サンディ・アラン、リッ
ク・アレン
（英国）
▪インド／カメット
（７７５６㍍）
南西壁初登攀＝セバスチャン・ボ
アン、ディディエ・ジュルダン、セ
バスチャン・モアッティ、セバス

チャン・ラテル
（フランス）
▪インド／シヴァ
（６１４２㍍）
北
東ピラー初登攀＝ミック・ファウ
ラー、ポール・ラムズデン
（英国）

全｢６隊が受賞 と
｣ なった背景に
は、いずれの隊も未登のラインか
ら山頂に立ち（マゼノ・リッジは
未登ではないが完全縦走として
初）
、そして別のラインを下降
（バ
インターブラックを除く）したこ
とが挙げられる。
さらに、
登攀スタ
イル、
山のスケール、
ルートの難易
度、標高など、個別に比較して評
価することはできないが、すべて
のクライミングの内容が高いレベ
ルであり、いずれも受賞に値する、

と判断した結果とのことだった。
キャシャール南ピラー初登攀で
ノミネートされていた花谷泰広、

■5

理事

２０１３年４月３日から５日に
そして審査当日、それぞれの登
かけて、フランスのシャモニとイ
山隊はスライドを使い、審査委員
タリアのクールマイユールで、ピ （ジュリー）
を前に詳しい報告を行
オレドールの審査会と授賞式が開
なった。
催された。
ジュリーは審査の偏りを避ける
ピオレドールとは、フランス語
ために、毎年、新しいメンバーが
で
「金のピッケル」
の意味。前年度
選ばれる。今年は英国のスティー
の優れたアルパイン・クライミン
ヴン・ヴェナブルズを審査委員長
グに対して贈られる賞のことで、 に、スロヴェニアのシルヴォ・カ
「クライミング界のアカデミー賞」 ロ、ドイツのゲアリンテ カ･ルテ
ンブルンナー、そして日本の横山
などと称されることもある。
今年もまた、世界各地で繰り広
勝丘の４人が担当した。これまで
はアルピニスト枠４人にジャーナ
リスト枠２人が加わり、計６人で
の審査が通例であったが、今年は

馬目弘仁、青木達哉はピオレドー
ル初受賞。これで日本人は２００
８年のカランカ北壁
（一村文隆、
佐

藤裕介、天野和明）
、同年のカメッ
ト南東壁
（平出和也、
谷口けい）
、
２

０１０年のローガン南壁（横山勝

丘、岡田康）
に続き４隊目、計 人
が受賞したことになる。

ボナッティ賞）
は、クルト・ディー
ムベルガーが受賞した。

ちなみに生涯功労賞
（ワルター・

10

げられた数十ものクライミング記
録のなかから最終選考にふさわし
い登山隊６隊が選ばれ、シャモニ

れたこともある。その点で、親睦
山行は審査会以上に有意義なプロ

広、馬目弘仁、青木達哉
（日本）

ーは以下のとおりである。
▪ネパール／キャシャール（６７
７０㍍）南ピラー初登攀＝花谷泰

アルピニスト４人のみによって審
に招かれた。ノミネートされたク
査がなされたことになる。
ライマー（ノミニー）
たちは、
審査
そして審査の結果を受け、セレ
前日までクライミングや山岳スキ
モニー会場で発表された受賞者は
ーを楽しみ、親睦を深めた。ここ
で
ではお互いに情報交換を行ない、 「ノミネートされた６隊すべて」
あった。受賞した登山隊とメンバ

グラムであると言えるかもしれな

それがきっかけで次の計画が生ま
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い。

受賞を喜び合うクライマーたち
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年祭について

学大学院進学を目前にして雪の立
山に短い人生をとじた。行を共に
した槇有恒、
三田幸夫らと共に、
わ
が国近代登山の黎明期の先駆者と
して、自らが唱えた積雪期スキー
登山の途上での事故であった。
板倉が大正８年３月に試みた槍
ケ岳は、現代まで続く登山の出発
点として記憶される必要がある。
板倉はこの山登りにおいて、登山

の方向に明瞭な指針を示したので
ある。声高にではなく、いかにも
板倉らしく控えめにであったがこ
れを、意志をもって唱えた。
この碑は、板倉の死によって失
われたものの大きさを惜しむ関係
者と佐伯静氏ほかの芦峅衆によっ
て大正 年 月に建立されたが、
今般、老朽化により補修を加えた。
碑文は旧備中松山藩士、荘田要
二郎氏の起草になる。登山者とし
ての可能性はもちろん、人間とし
てありあまる才能を秘めたまま早
世した板倉勝宣の存在を、とこし
えに留めようとする願いである。
平成 年（２００６年） 月に、
次の４団体の合意の上で由来記を
立てた。

芦峅寺関係者

北海道大学山岳部・山の会

学習院輔仁会山岳部・山桜会
慶応義塾体育会山岳部・登高会

11

芳賀孝郎

群像―松尾峠遭難を巡る」五十嶋
一晃、
「草創期の学習院山岳部」
錦
織英夫、
「立山の積雪と氷河」
飯田
肇、と題してそれぞれ行なわれた。
会場には、槇、三田の関係者と板
倉恭子氏および日本山岳会富山支
部、石川支部、福井支部、栃木支
部並びに慶応・北大・学習院の関
係者、日大・明治・法政の有志、地
元関係など、１５０名を超える人
たちが出席した。
講演会後には、芦峅寺佐伯総代
ほか地元の人たちと山岳会関係者
との懇親会が行なわれた。
翌７日には、板倉勝宣遺躅之碑
の前で 年祭が行なわれた。風雨
のなか、風土記の丘に建つ碑前に
献花し、黙祷を行なった。７年前、

日、

この碑の前に由来記を立てた。由
来記は下記の通りである。
この碑の由来について
板倉勝宣は大正 年１月

10

14

18

立山・松尾峠遭難

記念事業としての講演会が、この

キー選手権大会が開催された。
今年は松尾峠遭難 年を迎え、

た。この年２月、第１回全日本ス

倉勝宣らは猛吹雪に遭い、遭難し
た。板倉は槙に抱かれて亡くなっ

大正 年
（１９２１年）
、ヒマラ
ヤでは英国の第１回エヴェレスト
登山が開始された。アルプスでは、
槇有恒がアイガー東山稜の初登攀
に成功した。日本では松方三郎ら
が積雪期の燕岳に初登頂した。板
倉勝宣らは、ムイネシリ山その他
札幌近郊の山々のスキー登山に初
めて成功した。レルヒ少佐による
スキー伝授から 年目のことであ
った。
槇有恒が帰国し、欧州の近代登
山技術の講習を行なった翌年、大
正 年
（１９２３年）１月 日、立
山・松尾峠で槇有恒、三田幸夫、板
17

４月６日、立山町芦峅寺のふるさ
と交流館で行なわれた。学習院山

難した。享年 。旧制学習院中等
科・高等科時代より山登りをはじ
め、北海道大学を卒業し、京都大

松尾峠遭難90年祭 碑前の集合写真：富山新聞社提供

90
立山弥陀ケ原の松尾峠において遭

17

10

桜会が主催し、
芦峅寺総代有志、
立

12

10

山ガイド協会、日本山岳会富山支
部が共催した。

90

12

講演は、
「 大正期の立山案内人

26
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追
羽田栄治さんを偲ぶ

悼

羽田さんはパワー全開、 歳の私

を追い抜きものすごいスピードで
駆け下りていった……。羽田さん
が楽しみにしていた会報
『山』
の新

企画・連載
「所蔵資料紹介」
が、
月号よりスタートしました。見て
いただけなくて残念です。

（奈良千佐子）

資料のデータ化を推進
ご高齢にもかかわらず、映像情
報の電子化にも研究心旺盛だった。
資料のデータベースを、会報とＨ
Ｐで掲載開始。銀塩映像からデジ
タル映像への移行が終わりに近づ
いたタイミングに亡くなられたこ
とに、不思議な因縁を感じる。

4

山岳映像の世界で、八面六臂の
活躍をされた羽田さんは、最後ま
で資料映像委員会の大黒柱的存在
でした。直前まで、資料管理につ
いて電話で元気に会話した余韻が
残っています。  （溝口洋三）
所蔵資料紹介、始まりました
年前の岩手山撮影会が浮かび

今後もずっとこの場所に飾り、羽

を思い出してくれよ」と言って渡
してくれた。拙宅の居間に飾った。

う５、６年前の話だ。裏にサイン
をしてもらった。
「 おれが死んだ
ら、この写真を見て、おれのこと

り撮影後の処理や整理など、経験
（多田真弘）
豊かなやさしいアドバイスを受け、 いただいた写真は宝物
有意義で楽しい旅だった。
羽田さんからいただいた写真パ
（川嶋新太郎） ネルがある。Ｋ２の写真で、御自

大黒柱だった羽田さん
身が撮ったものだ。資料室の整理
をしているときにいただいた。も

ラマンとして活躍。大きくて重い
㍉のアリフレックス撮影機を担
ぐ羽田さんと、取材現場でよくお
会いしたものだ。資料映像委員会
活動には熱心で、山岳会に来るの
に定期を購入していた。気持ちが
通じる仲の良い先輩だった。
展示に尽力された。晩餐会当日は、
（近藤隆治）

皇太子殿下へのパネルの説明役を
懐かしき撮影旅行
羽田さんが担当したが、殿下のご
１９９６年６月、ドロミテ・チ
興味をひき、時間超過で晩餐会の
ロル地方に羽田さんほか仲間と撮
お開きが遅くなるというハプニン
影旅行に約２週間出かけた。羽田
グもあった。冊子は海外来賓から
さんとの長旅は初めてだったが、
も評判が良く、出来栄えに満足し
年齢が近いこともあり同室だった。
ていた。映像一筋、職人肌の仕事
撮影・移動・ホテルと何から何まで
一緒に行動した。撮影中はもとよ

40

田さんの笑顔を思い出そう。
（齋藤知茂）
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資料映像委員会有志
４月５日、羽田栄治さんの訃報
にふれた。資料映像委員会の委員
長を 年間務め、山岳文化を大切
にしていた羽田さんと活動を共に
してきた私たちは、それぞれの想
いをここに綴り、偲ぶ。

人間だった。 
（荒井真二）
気持ちが通じる良き先輩

1963年
1981年～
1977～2007年
2008年
2003～2009年
2009～2012年
2013年4月5日

O B I T U A R Y

１００周年冊子制作とパネル展示
１００周年記念事業として『写
真で見る日本山岳会の１００年』

文部省登山研修所の教材映画「岩登り技術」や記録映画「未踏の氷壁」。
「東京オリンピック」、「札幌冬季オリンピック」など公式記録映画制作に
参加。後に制作ディレクター・チーフプロデューサー。
日本映画テレビ技術協会会友、映画テレビ技術賞審査委員、日本山岳
会フィルム・ビデオ委員会委員長、同アルパインフォトビデオクラブ設
立及び代表、日本ネパール協会理事、日本山岳文化学会理事などを歴任。
映像作品に「交響詩立山」、「南アルプス」、「奥秩父」、「富士山」など受賞作品。
著書に『山岳映像』、『ロッククライミング』（共著）、『立山・剱』（共著）。
その他、山岳雑誌などへの写真・記事寄稿多数。

１９５９年からの長い付き合い
だった。
中日映画社にいたころ、
劇
場映画館でのニュース映画のカメ

1960年

東京に生まれる
中央大学法学部卒業、同大学山岳部OB
中日映画社入社、ニュース映画カメラマンとし
て活躍
中日新聞社出向、報道特派員としてヒマラヤ遠
征報道、ニュース映画・山岳記録映画、山岳遭
難映像取材などで活躍
日本山岳会入会（会員番号5548）
フリー映像制作プロデューサー・映画カメラマン
日本山岳写真協会副会長
日本山岳写真協会会長就任
日本山岳会資料映像委員会委員長を務める
日本山岳会評議員を務める
逝去。享年85
1927年9月
1951年
1954年

7

の冊子制作と、晩餐会でのパネル

羽田栄治（はねだ・えいじ）

35

18

ます。頂上で雷雲が発生、 歳の
67
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旅先で出会った古書
夏原寿一
その本は
『
The
Hannes Schneider
』
。１９３８年、 米
Ski Technique
国で出版された英文の初版本であ
。シュ
る。著者は Benno Rybizka
ナイダー・スキースクールの副校
長をしていた彼は、
１９３６年、
招
かれて米国に渡り、スキースクー
ルを作るなどスキー界の発展に尽
力、１９９１年に米国スキー・ス
ノーボード殿堂入りをしている。
シュナイダーは本書の序文に

本屋の紙袋は地元ならではのデザイン

ただく機会があった。その折、こ
れは貴重な本、とのお話があった
ので、図書室への寄贈を思い立っ

られた山々が緩やかに起伏し、麓
には森と湖、そんな世界が広がる。
レストランや運動具店の並ぶ村
のメインストリートに、この本屋
はあった。店の一角に古書や文具
も置いている、そんな本屋だった
と記憶している。イラストは、こ
の本屋の紙袋で、自らの店が手前
に大きく描かれ、背景にスケート

度でお願いします）

この本は、分かりやすい解説を
するために多用している連続写真
と共に、夕焼け空を背に雪稜に立
つスキーヤーの写真があるなど、
技術だけに終始していない味わい
がある。
加えて、クリスチャニアとかア
ブシュテンメンといった、昔を思
い起こさせてくれる用語が出てく

すので、 １点につき10 0 0 字 程

リンクやジャンプ台の配されてい
るところなど、２度のオリンピッ
クが開かれた地元ならではのデザ

ページです。 どしどしご投 稿く

るのも、読んでいて楽しい。
さて、この本に出会ったのは１
９８０年の春、米国レイクプラシ

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

インだ。
過日、日本山岳会の歴史を築い
てこられた方々にこの本を見てい

会員の皆様のご意見、エッセイ、

ッドを訪れたときのことである。
レイクプラシッドはニューヨーク
州の北部、カナダとの国境に近い

S

「彼は、
私のスキーテクニックを著
アディロンダック地方にあるリゾ
すには最適の人物である。
」
と記し、 ート地だ。そこは、氷河期に形造
著者に全幅の信頼を寄せている。
一方著者は、オーストリア人であ

た次第である。
この本が、私の書棚からルーム
の書棚へ引っ越す、これは私にと

ブナの美しい山
越後
の川内山塊と菅名連山

樋口宗一

新潟県五泉市には、標高１００
０㍍前後の山が 座ある。
白山岳
（１０１２㍍）
、青里岳
（１
２１５㍍）
、矢筈岳（１２５７・
㍍）
、五剣谷岳
（１１８ ㍍）
、銀太
郎山（１１１２㍍）、銀次郎（１０
５２㍍）
、七郎平山
（９０６㍍）
、木
六山（８２５㍍）
、菅名岳（９０９
㍍）
、大蔵山
（８６４㍍）
などが、五
泉市内の東側と南側に鎮座してい
る。

10

いずれの山もブナの原生林が繁
茂しており、古くから手付かずの
自然を見ることができる。また、
五

泉の水源となる清水が至る所から
湧き出ており、麓では自然水の恩
恵を受けている。

ブナは落葉広葉樹林、夏は緑の
葉をつけ、冬は落葉してしまうの
で、夏緑樹林とも呼ばれる。この

ブナ・コナラを中心とした森林は、
かつて日本の山地の大部分を覆っ
ていたという。冷温帯といわれる

気候は、新緑・紅葉・冬枯れなど、
四季の変化のはっきりとした森を

■8

東西
南北

るシュナイダーが政治的迫害を受
けているとき、米国に逃れる手助
けをしたスキーヤーたちにも献辞

って思いもかけなかった嬉しいで
きごとである。

5

N
を捧げている。

8

ださい。（紙面に限りがありま

『The Hannes Schneider
Ski Technique』
１９３８年刊
Rybizka Benno・著
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創造している。
特に、日本海側の山地は豪雪地
帯であり、重ねて年間雨量が多い
所で、ブナ・コナラ・トチノキな
どが生い茂っている。ブナの木が
㍍ほどの丈に育つと灰白色の樹
肌は美しく、５月に淡黄色の小花
をつけるが目立たない。 月ごろ
から、蕎麦の種子に似た果実を落
下させて地面に子孫を増やす。だ
が、毎年種子ができるとは限らな
い。
ブナの森は、山の中の重要な水
瓶的存在である。数十年前の雨水
が木から根に移り、
土壌へ入り、
そ
の一部は五泉市内の地下水として
10

湧き出て、夏は冷たい飲料水とし

五合目付近より、米俵ほどの太
さのブナが登山道の左右に現れ、

て用いられている。山の中腹に湧
き出る
「どっぱら清水」
は、寒中酒
作りに使われる。寒の入り９日目
に、
「どっぱら清水」
を運ぶ一般登
山者を募り、その登山者たちが水
を背負って下り、
五泉の銘酒
「菅名
岳」
が誕生するのだ。
春・秋のブナを見ながらの登山
は素晴らしい。
ここに、五泉駅から一番近くて、
ブナ林の豪華な、大蔵山～菅名岳
コースを紹介する
（コースタイム：
登り、
菅名岳まで約３時間 分。
下
り、
咲花温泉まで１時間 分）
。磐
越西線五泉駅で下車、タクシーで
大蔵山登山口
「イズミの里」
駐車場
に入り
（駅から約 分）
、身じたく
を整え、ここから登り始める。

帯のため、各沢筋の山肌は雪崩の

宿泊が必要となる）
。
現在の山道は
五剣谷岳まで。越後特有の豪雪地

途中、鳴沢峰
（８８０㍍）
より見
下ろす蛇行して流れる阿賀野川は
美しい。やがて咲花温泉に到着。
温泉宿は 軒ほどあり、お湯は豊
富で、泉質は硫黄ナトリウム、色
はエメラルドグリーン。ここで入
浴してから、ＪＲ磐越西線咲花駅
に戻り、帰路へ。
次に、川内山塊へのルートを紹
介しよう。五泉駅よりタクシーで
約 分、村松の栗山集落の奥にあ
る五泉市市営の「チャレンジラン
ド」
で下車。ここには、
風呂と宿泊
施設が整っており、駐車場には整
備されたテントサイトもある。
ここから川内山塊の山登りが始
まる（コースタイム：駐車場より
往復約 時間、途中、テントでの

私の１０００山

目を楽しませてくれる。大蔵山山

10

14

日本登山界の巨頭であり、日本
山岳会の十二代会長であった今西
錦司氏は、もともと文化人類学の
学者であるが、
とかく
「１５００山
登頂」
と結びつけて語られる。
京都
一中に入学した 歳で京都の愛宕
山
（９２４㍍）
に登って以来、 歳
で神戸の高丸山（３６６㍍）まで、
実に１５５２山を登っている。
ところで、彼は生涯を通じて万
遍なくその数を登ったわけではな
い。彼が登頂数を意識したのは５

13

００山目の 歳のときだから、ず
いぶん遅い目覚めであった。それ
からはエンジンフル回転で、１０

85

００山目が 歳の大峰山系・釈迦
ヶ岳
（１８００㍍）
、１５００山目

頂に近づくにつれ、太いブナの林
が現れる。ここの新緑は見事であ

る。ブナ林の豪華な菅名連山とと

山塊全体に小ぶりなブナばかりで
あるが、静かな山歩きを堪能でき

ない。
そんな今西錦司氏のピークハン

したのだから、驚異的というほか
る。菅名岳山頂からは、近くに御

ターぶりを知っていた私は、とて

も１５００山などは無理でも、生
きているうちに１０００山くらい

もに、ぜひ訪れてみてほしい。

川内山塊は５つの峰から成り、

30

神楽岳、遠方には磐梯山や飯豊連
峰が望まれる。下山は、咲花温泉
経由で下る。

■9

30

30

前田英昭

頂からは、粟ケ岳、守門岳、浅草
岳などが望まれる。山頂より菅名

が 歳の白鬚岳
（１３７８㍍）
とい
ためえぐられ、そのうえ岩はもろ
く、沢登りは困難だとされている。 う急テンポであった。しかも高齢
をおして年間 山以上に新規登頂

15

岳方面の縦走路を歩く。菅名岳山

66

76

50

83

20

菅名岳の美しいブナ林

は登りたい、と漠然と思っていた。
では、 歳の自分はこれまでど
れだけの山を登っているのだろう
……、数えてみた。
私は記録魔と言われるほどで、
登った山は綿密にノートに記録し
ていた。それで昨年末で９５０山
だったことが分かり、自分でも驚
いた。一つの山を何百回登っても、
山としては一つとカウントしての
数字だ。
「これなら今年中に１０００山目
に達するかもしれない」
、
我がエン
ジンに拍車がかかった。
「 いやい
や今月中に達成するぞ！ 」と、オ
ーバーヒートするくらい全力で駆

最高峰」
の完登のほか、
海外の山が
山含まれている。キリマンジャ
ロ
（５８９５㍍）
、
カラパタール
（５
５４５ ㍍）
、 四 姑 娘 山（５０２５
㍍）
、
変わったところではミクロネ
シアのソケース山
（推定３００㍍）
というのもある。
できないことは歳のせいにして
しまう悪癖が、私にはある。
しかし先日、 歳の三浦雄一郎
氏がエヴェレスト登頂最高齢記録
を達成した。また、渡辺玉枝さん
の 歳での女性最高齢登頂も素晴
らしい。８０００㍍の山がどれほ
どきついか、６０００㍍に満たな
いキリマンジャロで苦闘しただけ

け出した。そしてついに５月 日、 に、彼や彼女の不屈の精神は尊敬
１０００山登頂を達成した。
に値する。
１０００山目は長崎県の九千部
俗にピークハンターというが、
岳にした。この山にしたのにはわ
登らせていただいたピークを奪い

80

も早く１０００山を達成した喜び
もある。
私 の１０００山 に は、
「日本百

なったぞ」
、
と自分でも笑ってしま
った。
もちろん、今西錦司氏より８年

けがある。１０００と九千を足せ
ば１万になる。他愛ない数遊びだ
が、
「１０００の つ も り が１万 に

「明日は晴れるか、さあ、次はどこ
に行こう？ よしっ、
今西錦司氏の
歳まで生きて、次は１５００山を

ら私は、自分の山登りをピークコ
レクターと称している。
私 の モ ッ ト ー は“ 晴 登 雨 読 ”
。

取るような尊大な言葉は、私には
抵抗がある。せめて集めて、眺め
て、楽しませてもらいたい。だか

支部

北海道支部

だより
オ ホ ー ツ ク 分 水 嶺 踏 査・
知床岬到達！

北海道支部が進めているオホー
ツク分水嶺踏査は、４人の仲間を
雪崩事故で失い一時中断を余儀な
くされてから３シーズン目の４月
日に、待望の知床岬に到達した。
北海道中央分水嶺の大雪山系・
三国山から分かれて東へ向かい、
３５０㌔先の知床岬へリレー式に

たのである。
しかし、同じときに目指した羅
臼岳の踏査隊が悪天候に阻まれて
中止となったため、残念ながら踏
査完遂とはならず、フイナーレは
来春に持ち越しとなった。
今年のゴールデンウィークは、
低気圧が居座って厳冬並みの悪天
候が続くなかで、最難関と考えて

いた知床岬への踏査が行なわれた。
羅臼町相泊港から知床半島東海岸
を歩き出したのが４月 日であっ

った風雪のなかを北上、新雪に覆
われたハイマツの海に苦労し、強

たらした。１日停滞した後に弱ま

歩き繋ぐもので、昨年末までに２
た。
根室海峡には漁船が浮かび、
そ
７４㌔を終え、今年は残りの ㌔
の向こうに国後島が見えていた。
の踏査を３月から開始。阿寒の原
干潮の瀬をへつったり、
高巻き、
さ
生林の山稜や海別岳の広大な尾根、 らにペキン川をたどって３月に引
東岳からルサ乗越への氷化した山
き返したウィーヌプリ手前の分水
稜など、各隊が苦労しながら踏査
嶺に上がった。
を進めた。知床岬を目指した隊も、
しかし、千島に停滞した低気圧
は吹雪となり、１㍍もの降雪をも
ウィーヌプリまで進んだ所で悪天
に阻まれて、７日間知床山中にい
て引き返したが、翌月に再度トラ

イして、呻吟の末知床岬に到達し
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73

目指そう！ 」

29

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。

27

68

名山」
、
「四国百名山」
、
「都道府県

76

12
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知床岬で支部旗を掲げる

る。
知床岬は強風と吹雪の世界であ
り、
足元から切れ落ちる断崖下の岩
礁に波が泡立ち狂い、
暗いオホーツ
ク海と冬枯れの草原は地の涯その
ものであった。
風に煽られながら支
部旗を掲げて写真を撮り、
なんの感
慨もなく岬を後にした。この後、
東
海岸の岩壁をへつったり高巻き、
玉
石の海岸歩きに足を痛めながら５
月１日、相泊に戻った。
後日、支部ルームで催した分水
嶺スライド映写会では、阿寒周辺
の原生林の樹海に続く山稜や知床
山系の厳しくも素晴らしい映像に
目を見張った。そして、多くの参
加者がオホーツク分水嶺踏査に懸
ける思いが語られて盛り上がり、
最後に残された８・３㌔を来春に
完結する、との力強い想いと決意
（京極紘一）
が示された。

北九州支部

念願の
「ルーム開設」

15

北九州支部は本年５月１日より、
北九州市小倉北区の毎日ビルディ
ングの１階に、念願のルームをオ
ープンいたしました。当日は、
時よりささやかなオープン祝賀会
を開催、会員 名が集まりました。
27

風に煽られながら崩れやすい雪庇
の尾根を慎重に進むと、稜線は次
第に高度を下げて樹林帯に入った。
雪も少なくなり福寿草が一面に咲
いていたが、折からの降雪で花だ
けが雪面から顔を出していた。
また、林の中に突然のように鹿
の防護柵が３㍍の高さで現れた。
越えられないと思われたが、幸い
に櫓のような梯子がありスノーシ
ューのまま越えることができ、平
らな樹林を進むと灯台に出た。目
の前には灰色の海があり、階段を
下りて台地に出て、雪で白く埋ま
った草原を岬に向かう。
つ い に 知 床 岬 に 立 っ た！ ２０
１３年４月 日午後 時 分であ
29

2

50

幸運にも
「北九州と信州の会」
が
閉鎖した後の一室を借りることが
でき、さらに什器、備品などもそ
のまま使用できるとのことで、早
速検討に入りました。家賃などの
問題もありましたが、発起人のご
厚意による寄付が集まり、なんと

と。最大のポイントは、尾上会長

ルームの最低条件は、
誰もが、
い
つでも、
自由に利用できること、
開
設したルームを有効に活用するこ

の山の蔵書から約１００冊の寄贈
を受けて、
今後は会員のための
「山
の図書室」
としての利用も検討中。

か開設にこぎつけました。
また、故人となられた重村伝平
さん
（日本山岳会北九州支部会員）

念願のルームを開設、会員の「止まり木」を目指して

がおっしゃる
「止まり木」
の機能が
できるかです。支部長は、
「賃貸で
はありますが、 年目にしてルー
ムを持つことができ、日本山岳会
５番目の開設になります。地域に
密着した活動とルームをベースに
会員同士の支部活動活性化を図っ
てほしい」
と挨拶。
来賓は、北九州商工会議所、西
日本新聞、毎日新聞、毎日会館か
ら６名の方が随時参加されました。
【ルーム概要】
場所：北九州市小倉
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北区紺屋町
１ 毎日ビルディ
ング１Ｆ、ルームの広さ： ・
（竹本正幸）
坪。

13
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44

辻まことの

駒村吉重・著

図書紹介

やまない社会の軋轢に対しては、
打田鍈一・著
父の潤がそうであったような狂気 『薮岩魂
ハイグレード・ハイ
による救済を回避しつつ、巧みに
キングの世界』
摩擦をかわすことで「自前の小さ
な宇宙」の中で自由を再生しよう
とした。かつ
「仕事」
は自分らしく
生きるための
「道具」
だったとして
は辻まことの独創である」といっ 「辻まことの生きた残骸が絵とな
たが、こうした物言いは、世間の
り文章となって残った」といった
しがらみを突き抜けた高邁なまこ
うわっ、楽しそうだ。表紙が眼
理解を提示している。このあたり
と像を作り上げてみせることで、 が著者らしい切り口だろう。まこ
に飛び込んできた瞬間の印象であ
それに対する憧れを掻き立てる役
る。さらにページをめくると次か
とにあっては「生き方と思想が一
割を果たしてきたといってよい。 致していない」との見方も紹介さ
ら次へと笑顔のオンパレード。そ
その事情を踏まえつつ、改めて著
れにつられていつの間にかこちら
れるが、それは、まこと自身の言
者は家族や友人、仕事の仲間など、 った
も笑顔になっている。読む前から
「名言」
をまことその人に当て
かかわりを持った人たちとそれに
わくわく感が盛り上がっている。
はめて、
彼こそが
「作品を取除けて
この本はガイドなんだろうか、
もなおあとに価値のある人間」で
紀行なんだろうか。そんなことは
あったと見なす
「アカデミック」
な

山だけが「ほんとうに正直にな

評価に対する挑戦となっていると
もいえそうだ。
れるところ」だった事情について
も、著者なりの視点で語り出そう

どうでもいい。ふんだんに使われ
ているカラー写真を見ているだけ
で、薮山の楽しさが紙背から伝わ

ってくる。
最近はカラー写真をたくさん盛
り込んだガイドブックが書店の本

棚に並んでいるが、そういったも
のとは全く違う。西上州をはじめ
とする薮山のコースを詳しく紹介

としている。従来の辻まこと像を

像破壊的な仕掛けではなく、正面

しているのに、そのコースを読者
に歩いてもらおうとはあまり考え

ていないように思える。その種明

描き替えようとする試みが意図さ
れているのだろうが、けっして偶

２０１３年３月
山と溪谷社刊
Ａ５変形判 ２７２㌻
定価 ２３１０円

からまことに向き合おうとする姿
勢が明確であり、十分に読ませて
（飯田年穗）
くれる。 

■ 12

『山靴の画文ヤ
こと』

き放たれた自由な人間像に心惹か
れる私たちの心情にうまく寄り添
ってくれる魅力を持つ。
著者は、
そ
うした辻まことを一つの
「意味」
と
捉え
「自由」
を軸にして、その内面
世界を描き出そうとしている。
哲学者の矢内原伊作は「彼は自
分で自分になったのだ。辻まこと

がらせる。特に、これまでの評価
では取り残されていたような人々
からの証言、まことが自らを見つ
める思いの言葉などにも眼を向け
て、抱えていた
“魂の苦痛”
に触れ、
おのれのふがいなさを自覚し、絶
望ややり場のない怒りを隠し持っ
ていた消息を伝えている。
ただ、まことは自由を蹂躙して

対応した社会情勢のもつれの中に
辻まことは、独特の味わいをも
まことを置き直しながら、そこに
った文明批評や山をテーマとした
突きつけられた葛藤の状況を問い
エッセー、
イラスト、
画文などで知
られるが、人生の達人とも評され、 直すことで、そこからまことの生
き方の選択のありようを浮かび上
多彩な逸話にまとわれたその生き
ざまは、どこか社会的拘束から解

２０１３年１月
山川出版社刊
四六判 ２８８㌻
定価　１８９０円
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かしは、あとがきにあった。
大展望。下って風呂に入れば岩や
「日帰りの小さな山で大きな充実
藪で負った無数の小傷がちくちく
感に満たされる。そんな見本を集
しみて、Ｍ的快感とともに生きて
めたのがこの本だ。自分で探した
いる喜びが全身にくまなく広がっ
山ならば満足感ははるかに高い。 ていく。
」
日本全国山だらけ。お近くにあな
著者は昭文社の山と高原地図
ただけのハイグレード・ハイキング 「西上州」
を執筆するなど、この地
の世界がきっと見つかるはずだ。
」 域の第一人者である。彼が紹介す
そう、本書はガイドでも紀行で
るコースは上州、越後を中心に
もない。あえて言えば薮山歩きと
コース。とても一般向きとは言い
いう山行スタイルの楽しさを紹介
難いが、どれも山の楽しみに溢れ
する本なのだ。西上州や越後の薮
た所ばかりである。
山や岩山を通じて、読者にこんな
一つだけ難を言えば、
紀行と写真
手近な所にも楽しい山登りができ
のページのすぐ後にそのコースの
る所がたくさんあるというメッセ
情報と地図を入れてほしかったが、
ージを発信しているのだ。
それは読んでいるうちにどうでも
人と会うことのない静かな薮山、 よくなってくる。なぜなら、薮山歩
ちょっとしたスリルが味わえる小
きはそんな便利さを捨てたところ
さな岩山は、私たちの周りを見渡
から始まるのだから。（
 近藤雅幸）
せば至る所にある。
しかし、
日本百
深野稔生・著
名山のように高くて、展望が良く
て、かっこいい山が良いという常 『銀嶺に向かって歌え
…
識が邪魔をして、
登山者は近くて、
クライマー小川登喜男伝』
低くて、毛むくじゃらの山には見

純化されるだろう」に代表される
山への溢れる想い、
あるいは
「自分
はいつも朗らかな気持ちで山へ出
かけることはできない。時として
鉛のように重い憂鬱をルックの上
に加えてさまよい出ることもある。

ない。情熱なくしては、いかなる
偉大なことも起こりえない。山へ
の情熱は、山に行くことのうちに

登喜男の一生を、この一冊に蘇ら
せた。
東北帝大山岳部の部誌に書き遺
された言葉、
「 行為なくして山は

東北地方の深山幽谷をスキーで踏
破し、また、エリート学生として
時にさまざまな懊悩を抱いた小川

の言葉を集めた。
そして、岩登りのみならず、蔵
王をはじめ船形山、吾妻連峰など

者は小川が学生時代に書き残した
山岳部の部誌や蔵王ヒュッテの日
誌の書き込みなどから、丹念に生

記が刊行された。
小川は登山に関する記録や著作
をほとんど残さなかったため、筆

の困難な初登攀を成し遂げ、 歳
で結核を患い夭折した昭和初期の
天才クライマー、小川登喜男の伝

山岳部に入部して、穂高岳・屏風
岩や谷川岳・一ノ倉沢などで数々

ちが印象的である。古き良き山の
日々を偲びつつ、ページをめくる
幸福なひとときをぜひ味わってい
ただきたい。

見るにつけ、美男子ぶりで言えば、
かのジョージ・マロリーもかくや、
というほど端正かつ品のある顔立

っての小川は、遠い憧れの存在で
ありながら親近感を覚えずにはい
られないのである。
それにしても若いころの写真を

会長）
を通じて、
竣工間もない虹芝
寮を部外者として最初に訪れたと
いう記録が残されており、私にと

この
「虹芝寮」
に、旧制成蹊高校を
卒業し東北帝大入学後に親交のあ
った成瀬岩雄（後の日本山岳会副

私が所属する東京吉祥寺の成蹊
学園が谷川岳に建設した山小舎
「虹芝寮」
が、昨年 周年を迎えた。

したことのある諸兄姉には、深い
共感を持って受け入れられること
であろう。

都会へ向かって渋面をつくりなが
ら帰ることもある」という虚無感
は、学生時代に同じような経験を

そしてまた、時としては輝かしい
山の思い出を胸に秘めながらも、



向きもしない。
でも、
実は低山薮山
歩きはとことん楽しいものなのだ。
「岩山を背にした郷愁を誘う山村
風景。歴史を刻む峠道。微かな踏
み跡を拾い、薮を縫って、毛むく
１９０８年、浅草に生まれ、東
じゃらの岩峰に立てば、胸のすく
北帝国大学山岳部と東京帝国大学

40

2013年3月
みすず書房刊
四六判 320㌻
定価 2940円

（熊崎和宏）
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41

平成 年度第２回
（５月度）
理事会
議事録
日時 平成 年５月 日㈬ 時～
時
場所 日本山岳会集会室
【出席者】尾上会長、吉永・西村各
副会長、高原・森・小林各
常務理事、野澤・中山 永･
田・萩原・節田・川瀬・古
野各理事、平井監事
【欠席者】浜崎監事
【審議事項】



24

（承認）

名の入会希望者があった。

19

の対応について
（永田）
５月 日、関係者が打ち合わせ
を実施。今後は、
理事会直轄で
「子

10

（１２６４９）
、
退任 大谷司
（９２
（承認）
６９） 
４・大ネパール展（在日ネパール

30

どもゆめ基金プロジェクトチー
ム」
（リーダー永田）
を発足、サイ
ト
「親子で楽しむ山登り」
制作の会
計や制作チームを管理する予定。
６・旅行業法に基づく「募集の手
引き」
について
（高原）
別添に示す小冊子を、支部、委
員会、同好会へ配信し、会員には

３年間で 歳以下の会員が倍増
し、 歳以下の新入会員も増加し
ている。

について
（森）

８・ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢの活動

【報告事項】
１・監事監査が５月 日に実施さ
れた。特に指摘はなかった。
（小
林、高原）
３・支部長の交代について
（高原） ２・支部長会議を６月 日㈯ 時
・北海道支部：新支部長 西山泰
分より当会ルームで開催する。
正（１３３４５）
、退任 滝本幸夫 （高原）
（５９９３）
３・寄付金報告について
（小林）
・静岡支部：新支部長 大島康弘
遭難した遺族から 万円の寄付
（９３７９）
、
退任 久保田保雄
（６
があった。
２７０）
４・ 群 馬 支 部 設 立 準 備 に つ い て
・岐阜支部：新支部長 高木基揚 （西村）
（８０１６）
、
退任 早田道治
（５６
５月 日に設立準備会を開催し、 で告知した。
７・賠償責任保険加入を継続した
２６）
夏に設立を予定。
・福島支部：新支部長 小林正彦
５・平成 年度子どもゆめ基金へ （高原）

告

ホームページに掲載し、メルマガ

９・４月 日に山研の開所作業を
行ない、補修すべき箇所などが確
認された。
（森）
・日本山岳ガイド協会から公開
講座「百万人の山と自然安全のた
めの知識と技術講座」の名義後援
の依頼があり、了承した
（高原）

39

27

19

１・平成 年度事業報告
（案）
およ
び収支決算報告（案）について（高
原・小林）

報

大使館主催）
協賛について
（高原）
協賛金５万円を支出する。
（承認）

５・グーグル㈱よりのグーグル・
ストリートビュー
「山」
編の制作協
力依頼について
（高原）
無償ボランティアでの協力は困
（否決）
難。

６・入会希望者について
（高原）

59
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別添資料により担当常務理事が
説明し、詳細に検討された。
（承認）

２・平成 ・ 年度役員
（案）
等に
ついて
（高原）
別添資料に示す役員案（４月度
（承認）
に承認）
を再確認。 
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24

25

25

26
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会
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・非会員から、自費出版制作に （吉永）
あたり、
『山岳』
の表紙の掲載許可
・５月 日、海外委員会で行な
願いがあり、了承した。
（高原）
富士山」
には
う
「海外交流登山
・ 出版発行予定の
『 白馬ブッ
米ロの２名が参加の予定。
（川瀬）
ク』
に、『山岳』
の表紙および写真の
掲載許可願いがあり、了承した。 【今後の予定】
（高原）
１・６月１日㈯～２日㈰、第 回
・４月 日、第１回小島烏水祭
ウェストン祭開催
（尾上会長出席）
が四国支部で開催され、関係者約
２・５月 日㈫、日本山岳ガイド
１２０人が参列して、成功裏に終
協会の懇親会を開催（西村副会長
わった。
（高原）
出席）
・宮崎支部より、同支部員が４
３・６月２日㈰「山の日をつくろ
月 日玄武山で滑落
（死亡）
した事
う！ 栃木集会」
開催
（萩原出席）
故の書面報告があった。
（高原）
４・５月 日㈪、加賀市長来室
・国土地理院の生巣地名情報課
５・５月 日㈫第２回梅棹忠夫・
長、小澤課長補佐が来室し、今後
山と探検文学賞授賞式
（中村保氏）
の協力事項などを確認した。
（吉 （長野市）
67

永）
６・昨秋発売したカシオ腕時計を
・桧原都民の森管理事務所より、 ５月 日より発送する。
同園の
「冒険の森」
長期閉鎖につい
７・６月 日㈭「
『 山はみんなの
て連絡があった。
（高原）
宝』
憲章」
制定発表大会
８・５月 日㈫「山の自然と文化
・残雪期の至仏山登山道閉鎖に
ついて、尾瀬保護財団から連絡が
あった。
（高原）
・会報
『山』
５月号について。
（節
田）
小島烏水祭の記事などの紹介が
あった。
・メトロ会に、日中韓三国学生

・６月２日㈰第 回針ノ木岳慎
太郎祭

富山支部

９・７月６日㈯～ ７日㈰自然保護
全国集会
（於立山）
自然保護委員会、

を語る会」
セミナー開催

20

日 集会委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ 財務委員会
日 図書委員会 スケッチクラ
ブ
日 休山会 高尾の森づくりの
会 山想倶楽部
日 フォトビデオクラブ 集会
委員会 海外委員会
日 山岳地理クラブ 九五会
日 常務理事会 スキークラブ
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 山
岳研究所運営委員会 ス
ケッチクラブ
日 理事会 青年部 つくも会
日 緑爽会 科学委員会 みち

会

のり山の会
日 山の自然学研究会
日 総務委員会 資料映像委員
会
日 「山の日」制定ＰＴ

麗山会

スキークラブ
日 自然保護委員会 三水会

日 学生部 子供ゆめ基金 山
遊会
日 緑爽会 公益法人運営委員
会
日 フォトビデオクラブ ＹＯ

ＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 二火会 ＹＯＵＴＨ ＣＬ
ＵＢ
日 フォトビデオクラブ 支部
活性化ＰＴ スキークラ
ブ
日 総務委員会 子供ゆめ基金
海外委員会
名
月来室者

28

29

会員異動
（５月分）
物故
朝比奈英三
（２０７１） ・ ・
平野 明
（５３６８）  ・ ・
北村 猛
（７２１６）  ・ ・
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交流登山に対して寄付を依頼する。
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篠崎純一
（１０８８４） ・
中嶋嶺雄
（１２８３３） ・
向野暢彦
（１３３２８） ・
米谷陽作
（１５２５７） ・
退会
安井 豊
（７２７５）
岩手
渡辺 勝
（７３８７）
宮城
遠藤昭治
（７４５７）
宮城
光安 巌
（８４０１）
福岡
横山 隆
（９０８３）
酒井耕三
（１０３７７）
東海
牧野良三
（１０７６６）
岩本芳雄
（１２００６）
埼玉
山岸信夫
（１２１３８）
江川武夫
（１２２９３）
谷口ウメ
（１３０２７）
宮崎
舛田昭夫
（１３２２８）
川村トシ子
（１３３４７）

谷上道夫
（１４８５５）
山陰

細井利眞
（１４４７１）
田中洋子
（１４６９８）

宮本佳代子
（１４４０３）

村尾保義
（１４２６９）
宮崎
村尾惠子
（１４２７０）
宮崎

梅澤佳子
（１４１０７）

浜田正敏
（１３７７９）
池田憲義
（１４１０６）
東海

13 13 13 13

・
・
・
・

5 5 2 5

18 19 14 8

志摩喬之
（１４８９９）
福井
粟津 隆
（１４９５８）
京都・滋賀
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◆第 回図書交換会の出品図書募
図書委員会
集について 
年次晩餐会の会場での開催が好
評だった昨年に続き、本年の図書
交換会も年次晩餐会の会場で開催
する予定です。本棚に眠っている
山岳書をお寄せください。会場で
希望者に頒布します。
出品図書は７月末日までに、氏
名、
会員番号を明記して
「日本山岳

０９０
（８０１９）
８６０１

344mm@mbe.nifty.com

山へ行こう―」
『富士山特集』を開
催します。
「山の博覧会」
は山梨県
の「やまなし山の日」および「第
回 国 民 文 化 祭・ や ま な し２０１
３」
、さ ら に 山 岳５団 体 が 推 進 す
る「山の日制定プロジェクト」関
連事業です。
で開催
東海支部
日時 ６月 日㈯ 時～ 時 分

名古屋で初めての山岳総合イベ
会場 山梨学院メモリアルホール
ント
「第１回夏山フェスタ」
を開催。 入場 無料
「山の日」
制定に向けて、幅広い登
▪富士山をテーマにした講演：
山愛好家に山の恵みや安全登山な
①「富士山の明治維新」高村
どについて考えてもらうのがねら
陽二郎（山梨県山岳連盟名誉
いです。山での病気とケガ、遭難
会 長、 日 本 山 岳 会 会 員 ）
、
事故の報告、野口健のトークショ
ーなど各種セミナーを２日間にわ

N

６月 日㈯～ 日㈰
愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）
名古屋駅前
無料
不要
ホームページから主催の
「夏山フェスタ」で検索

②「大沢崩れ」新宅幸夫（国土
交通省富士砂防事務所長）
、
③「 冒 険 と 富 士 山 の 共 通 点 」
角幡唯介
（作家、探検家）
▪その他：角幡唯介氏の著書販
売とサイン会、
山岳図書の販売、
登山用品の展示即売会など
詳細 支部ホームページ参照、ま
たは山梨支部へ照会ください。

◆南アルプス荒川岳～赤石岳縦走
集会委員会

南アルプスの中央部の荒川三山
から赤石岳へと縦走する。１日の
歩程７～ 時間。
日程 ９月 日㈮～ 日㈪

集合
日 時 畑薙第一ダム
解散
日 時 畑薙第一ダム
費用 ３万円
（入下山費用含まず）
定員
名
申込 ７月 日迄に、菊池武昭
＆ ０３
（３９９１）
３６１１

takeaki-kiku@hb.tp1.jp
＊申込者に詳細案内を送ります。

◆上高地インタープリテーション
山の自然学研究会

今年で開催 周年になります。
期間 ８月１日㈭～ 日㈮

・ガイドウォークと自然解説
（上高
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O

たって開催するほか、メーカーや
自治体がブース出展。東海支部も
相談コーナーを開設します。

委員会に一任させていただきます
日時
が、頒布が成立した場合は、価格
会場
の ㌫を出品者にお返しします。
入場
雑誌類は原則としてお断わりしま
申込
す。多くの出品本をお寄せくださ
るようご協力をお願いいたします。 詳 細
問合 三好まき子

会・図書委員会」宛にお送りくだ
さい。原則として頒布価格は図書

インフォメーション
◆
「第９回山の博覧会」
のお知らせ
山梨支部

「第９回山の博覧会―山を知ろう

30

16

20

O R M

◆
「第１回夏山フェスタ」
を名古屋

10
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国土地理院が制定した電子国土賞に関しては、昨年
の第 1 回の経緯を会報809号（2012年10月号）に記載
しています。第 2 回の今年に関しても、当会が推薦団
体の一つになっています。会員・非会員を問わず、推
薦を希望される方は 7 月末までにメールで申し込んで
ください（申し込み先：jac-room@jac.or.jp）。
推薦の可否については、有識者の意見を基に理事会
で決定します。なお、本件の詳細については、以下の
ホームページを参照下さい。
http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/G-award/index.html

会場 ホテル アソシア静岡（静
地～明神方面 除１日）

岡駅北口）
・ミニトーク（温泉ホテルなど
のロビーで開催： 時 分より、 日程▪ 日・記念行事＝受付 時
～・講演会＝ ～ 時「日本
除 日）

山岳会の今昔」
： 長 田 義 則、
・ 子 供 ス ケ ッ チ 会（２日～５日
「富士山のスラッシュ雪崩」
：
開催。西糸屋山荘前 時より）
安間荘（記念山行Ａコースで
問合・申込 坂田恒衛
雪崩痕を確認します）
t.sakata@euras.co.jp
・懇親会＝ 時～
▪ 日・記念山行：Ａ富士山
◆第 回全国支部懇談会へのお誘
静岡支部
のスラッシュ雪崩痕と側火
い
（再掲載）

４月号ですでにお知らせしまし
（３時間半）
富士宮５合目から
たが、プログラムの詳細が決まり
御殿場口へ 静岡駅 時 分、
ましたのでご案内します。
Ｂ富士山の自然林逍遥と側火
日時
月 日㈰～ 日㈪
山見学（２時間）富士スカイラ
イン高鉢より西臼塚へ 静岡

第２回電子国土賞の推薦に関して
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29

10

16

20

21

19

10

30

（理事会）

14
20

駅 時 分、Ｃ日本平と久能
山東照宮
（国宝）
散策
（１時間）
日本平運動公園より久能山東

30

照宮へ 静岡駅 時 分
費用 ２万円
定員 ２５０名

26

締切 ６月 日
申込 ハガキまたはメール。希望
コースを明記し、有元利通

〒
-静岡市葵区昭府２ - ９: fuji-ari@nifty.com
詳 細 支 部ホームページ参 照、
また
は静岡支部へ照会ください
＊申込者に詳細案内を送ります。
420
0871

14
10

20

21

18

15
17

15

13

10

図書受入報告（2013年5月）
編

著

者

書

名

ページ／サイズ

発行元

刊行年 寄贈／購入別

ライチョウ会議（編） 第12回ライチョウ会議長野大会報告書：2011年7月23日－24日

146p／30cm ライチョウ会議

2012 発行者寄贈

植村記念財団（編）

39p／30cm

2013 発行者寄贈

植村直己とは何だったのか 記録集：植村冒険館20周年記念講演会

植村記念財団

英国山岳会・他（編）池田常道（監修） 世界の山岳大百科：Mountaineeers - Great Tales of Bravery and Conquest 360p／30cm 山と溪谷社

2013 出版社寄贈

駒村吉重

2013 出版社寄贈

渡辺隆（編著）
平野裕也（編）

山靴の画文ヤ 辻まことのこと

286p／20cm 山川出版社

山の履歴簿 山と人との関わり：第1巻 北海道南西部 456p／21cm 北海道出版企画センター
「登山を楽しくする科学（Ⅳ）」フォーラム：2012年3月10日（土） 16p／30cm

ＪＡＣ科学委員会

山端謙一郎

わが心のふるさと南アルプス：45年のふみあと

高澤光雄（編著）

高澤光雄著作選集 ：北海道の登山史を解く（文献探索人叢書 No.15） 150p／26cm 金沢文圃閣

日本山岳ガイド協会

講座 登山<基礎>：安全のための知識と技術

87p／25cm

石原裕一郎（編著）

東京の里山100選：初級・中級 山歩きガイド

197p／21cm 本の泉社

2013 高澤光雄氏寄贈
2012 発行者寄贈

231p／20cm 山端謙一郎（私家版） 2013 山本良三氏寄贈
2013 著者寄贈

日本山岳ガイド協会 2013 発行者寄贈
2013 著者寄贈

信州大山岳科学総研（編） （山岳科学ブックレット No.1）登山道の安全を考える

95p／21cm

信州大山岳科学総研 2009 発行者寄贈

鈴木啓助

86p／21cm

信州大山岳科学総研 2009 発行者寄贈

（山岳科学ブックレット No.2）雪と氷の世界から届いた地球温暖化の話

信州大山岳科学総研・他（編） （山岳科学ブックレット No.3）山と自然に魅せられて

109p／21cm 信州大山岳科学総研 2009 発行者寄贈

信州大山岳科学総研（編） （山岳科学ブックレット No.4）人は山を目指す

53p／21cm

信州大山岳科学総研 2010 発行者寄贈

（山岳科学ブックレット No.5）山岳と極地から見た地球の今 85p／21cm

信州大山岳科学総研 2010 発行者寄贈

高橋修平・他（編）

信州大山岳科学総研・他（編） （山岳科学ブックレット No.6）山・ひと・自然
中村 寛志・他（編）

147p／21cm 信州大山岳科学総研 2010 発行者寄贈

（山岳科学ブックレット No.7）蝶からのメッセージ 147p／21cm 信州大山岳科学総研 2011 発行者寄贈

信州大山岳科学総研・他（編） （山岳科学ブックレット No.8）ツキノワグマの生態学 82p／21cm
中村寛志・他（編）
Rybizka, Benno

信州大山岳科学総研 2011 発行者寄贈

（山岳科学ブックレット No.9）山に登った虫たち 121p／21cm 信州大山岳科学総研 2012 発行者寄贈
The Hannes Schneider Ski Technique

109p／24cm Harcourt Brace
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1938 夏原寿一氏寄贈

山
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日本山岳会所蔵資料紹介 No.3
［資産番号］ 00360
［資 料 名］ 槇 有恒愛用、初代シェンクのピッケル
［部 門 名］ 登攀用具
［寄 贈 者］ 今西寿雄
［受 入 日］ 1985年 8 月14日

美しいカーブ
ブレードは平刃で三角形

「頭抜（ずぬ）き」

「シェンク」
の銘

「MAKI」の文字

補強・修理のあと

槇有恒が所蔵・愛用した「シェンク」のピッケルである。刻まれたシェンクの銘、ヘッドの
美しいカーブ、三角形の平刃のブレード、鋭く尖った細身のピック先端などから、初代クリスチャ
ン・シェンク（Christian Schenk、1861～1926）が晩年に鍛えたものと思われる。
槇は 1921 年、アイガー東山稜初登攀を果たして帰国。そのとき、スイスから持ち帰った「シェ
ンク」を日本に初めて紹介した。槇はほかに 3 本のシェンクを所有していたといわれ、そのう
ちの 1 本が今西寿雄に贈呈され、今西から日本山岳会に寄贈された。
シャフト部分は木製で長さ 80㌢、ピックからブレードまでは 30㌢ほど。ヘッドの片面に「シェ
ンク」の銘が、もう片面には「MAKI」と刻まれている。石突きより上 5㌢ほどの部分に銅線を
巻きつけて補強・修理の跡があり、大切に使用していた様子がうかがわれる。
なお、日本山岳会ホームページ→委員会活動→資料映像委員会→所蔵資料紹介へとアクセスすると、
「会報ページそのもの」を拡大して見ることができます。活用ください。また、公開資料に関する情報・
ご意見・ご教示など、次までお寄せください。
jacshiryo102@jac.or.jp

817 号

2013年
（平成25年）
6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

❖編集後記❖
◦先月、済州島のロングトレイル
（のごく一部）
を歩いてきた。風の
強い済州島では、家を石垣で囲っ
てあり、石垣沿いに隣の家へと続
く小路をオルレという。海岸線を
一周するこのトレイルの名もオル
レ。島出身の女性が大学進学でソ
ウルへ渡り、その後 歳までキャ
リアを積み重ねたものの、行き詰
まりのようなものを感じて仕事を
辞め、旅先で出会ったのが、スペ
インのサインディエゴ巡礼の道。
この時故郷にも美しい自然景観が
あったと気づき、トレイル整備に
乗り出す。トレイルの標識は、島
にいる小型の馬カンセがモチーフ
になっている。カンセには、
「怠け

山

者」
という意味もあり、
オルレをゆ
っくり歩いて味わってね、という
彼女の気持ちのよう。（柏
 澄子）

日本山岳会会報

50
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