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次

150 円
定価１部

1
4
5
7
8
9
10
11

12

まで到着したが登頂は断念した。
事前の偵察では、ピーク南面の
スラブ状岩壁または東稜の脆い岩
稜をルートと想定していたが、困
難が予想された。

目

アタック当日、Ｃ （５６８４ｍ）
出発時には青空が出ていたものの
やがて小雪が降り始め、稜線では
本降りに。東稜北面
（チベット）
側

４

１

13
14
16
16
18
18
18
19
19

ン・クレバスに神経を遣いながら
ラッセル。
その日以降、
深雪のため
残り 座の縦走は断念。ＢＣに戻
ったところで 月 、 、 日と、
モンスーン明けを知らせるアネハ
ヅルの大群が飛来、感動の瞬間だ

った。
人の女子隊員は、昨冬、立山
の国立登山研修所で知り合い、意

気投合して一気にヒマラヤ遠征ま
で実現させてしまった。井上が隊
長として仲間を募り、当初は来年

春の遠征を計画、秋シーズンは偵
察行を考えていた。
ところが、
未踏
峰の許可取得が現実味を帯び、そ

れなら他隊に先を越される前にや
っつけてしまおうと、 月、
栂池の
早大ヒュッテに全員集まったのが

最初の準備会だった。出発まで
ヶ月弱。準備とトレーニング山行

■1
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公益社団法人

日本山岳会学生部 ムスタン女子登山隊

３

４
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ネパール・ヒマラヤ、ムスタン山群の未踏峰・
マンセイル峰に初登頂

13

今 春、 多 く の 未 踏 峰 が 解 禁 さ れ たネパール・ヒマラヤで、 Ｊ Ａ Ｃ 学
生部女子登山隊が、ムスタン山群のマンセイル峰（６２４２ｍ）の
初登頂に成功した。禁断の地・ローマンタン北方の頂に初めて立っ
た女子隊の朗報をここにお届けする。
29
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2014 年（平成 ２6 年）
月 日 時
（現地時間）
、私た

21

マンタンから北に、外国人として
ちは目標にしていた未踏峰・マン
にルートを見つけ、 本のロープ
初めて足跡を残したことになる。
６２４２ｍ）
の
セイル峰
（ Mansail
で 人がアンザイレン、携行した
登頂したのは隊長の井上由樹子
初登頂に成功した。
ギア類をフル活用しての苦労の末
月 日、中・ネ国境線上を含 （ 歳 会 員 番 号１５４５４ 武 蔵
の登頂だった。一番高い地点はピ
、
長谷川恵理
（ 歳 １５
む１０４座の未踏峰が解禁された。 野大 年）
ナクル状となっていて立っていな
５９４ 創価大 年）
、中村眞理子
事前情報の段階からあらかじめ申
いが、この肩の部分を山頂とした。
、 ＧＰＳの標高は６１６５ｍを表示
請準備を行ない、公になったとこ （ 歳 １５６０７ 筑 波 大 年 ）
および顧問として同行の谷口けい （グーグル・アースでは最高点は
（６２４
ろで即座に申請、
Mansail
（６２５１ｍ）
、 （ 歳 １５６３４）の 人。体調
２ｍ）
、 Mansail South
６１４８ｍ）
。
（６１９５ｍ）の
を崩していた三島夏帆
（ 歳 １５
下山は懸垂下降で始まり、さら
Mustang Himal
座の許可を取得した。長い間禁断
６１４ 弘前大 年）
は 日、ＢＣ
に激しい降雪で長い氷河上をヒド

９

▶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

３

５

２

６
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山

および全員参加の剱岳合宿を計画。
即席隊ではあるが、効率良く準備
を進めることができた。
過去の学生部遠征では、学生の
みでの隊員編成だったが、昨今の
大学事情では引率の同行者がどう
しても必要と判断。母体である各
大学の部長先生や父兄にルーム
へ集まっていただき説明会を開催。

流れを探す。
月 日、
ＢＣ建設。
のどかな放

ースキャンプを目指したが登頂は
断念。体調管理には十分な注意を
払ったつもりだったが、清潔な日
本の衛生環境で育った学生たちが
いかに感染症に弱いかが露呈され
る結果となった。
ローマンタンより北の谷に入る
には、地元民とのトラブルを回避
する方策が必要との事前情報があ
り、ローマンタン・コミッティが
派遣したリエゾン・オフィサーの
パサンが同行することになった。
あまりに実力のかけ離れた学生た
僧侶でもあるので、正統なプジャ
ちだけに、遠征中は終始、技術研 （祈祷）
もやってくれた。最後の集
修とヒマラヤ登山のＡＢＣを徹底
落チュムジュンを過ぎると情報の
的に仕込んでもらうことになった。 ないルートとなり、キャンプ地の
谷口氏も人跡未踏のムスタン国境
選定に苦労した。本流のチュマコ
線上の登山と、生きたチベット仏
ーラの水は濁って使えず、支流の

ほとんどの隊員が海外に出るの

教が残る希少な文化圏の山旅に興
味を示してくれた。
も初めてというレベルから始まる
遠征に、初っ端から体調を崩す隊

高度で荷上げに苦労し、
結局、
サー
ダーと谷口とで大部分の共同装備
を荷上げ。さらに上部偵察は谷口
にまかせることになった。
日、
快晴。
氷河上５８００ｍま
で偵察。
「 マンセイル峰は見えた
が、急峻な岩稜で登れそうに思え
ない。南峰は登れるかもしれない。
ム ス タ ン・ ヒ マ ー ル 峰 は 見 え な
い」
という結果。
Ｃ に戻るが長谷
川と井上は高度の影響で食事が進
まず。しかし、中村は最初から一
度も体調を崩さずこの高度にもう
まく順応している。いったん全員
Ｃ に戻り、体調を整えることに
した。翌朝、全員の健康状態は良
好。早速Ｃ へ登ることとする。

日、晴れ。お昼過ぎにＣ 到
着。谷口が再び偵察、５９９６ｍ
の東稜上コルへ到達。
「 南壁はス

ら登高。

ート確保のためケルンを積みなが

ーモットがいる。上部へは人や動
物の歩いた形跡がなく、帰路のル

牧地で、ヤクやシカ、ウサギ、マ

り込んで山頂を狙う」と衛星携帯

河はあるが、山頂までつながって
いない。明日は東稜から北面に回

ラブ、東稜は脆い岩稜。北面に氷

でアンザイレンし、谷口が先頭で

15

安全管理を中心に説明した。
学生たちが国立登山研修所で直

員が続出。原因不明の感染症に最

日、
Ｃ 建設。
ここからアタッ
クの予定だったが思いのほか歩き

17

３

29

接指導を受けた谷口けい氏に、ア

で知らせてきた。
日、晴れ。 時出発。氷河上

２

り、ヘリでレスキュー。カトマン

後まで悩まされた三島は、キャラ
バン中高熱が続いて行動不能にな

２

５

13

ドバイザーとして参加してもらう
のがいちばん適切であろうと、無

２

固定ロープを張っていく。やがて
吹雪となったが、 時登頂。 時
２

■2

27

１

28

ズのＣＩＷＥＣクリニックに入院。 づらく、ぐらぐらした大岩の連続
１週間の治療（原因が特定できず

１

分、Ｃ 帰着。
下山中、わずか 時

マンセイル峰頂上に立つ３名の女子大生隊員

で距離を稼げず、 日にＣ を建
設。隊員たちにとっては初めての

26

理を承知で長期間の同行を依頼す

20

東稜から見上げたマンセイル峰

ともに日本最強の女子クライマー。 対処療法のみ）
・静養の後、再度ベ

２

ることとなった。谷口氏は２００
８年、ピオレドールを受賞した名実

９

25

４

834−２０１4・11・２０（第三種郵便物認可）
山

834−２０14・11・２０（第三種郵便物認可）
山

で車道も開通していたため、 日
（４８８８ｍ）
でジョムソンまで下山できた。翌
日 ＢＣ～Ｃ１
（５４７６ｍ）
日はマルファの
「河口慧海博物館」
日 Ｃ１～Ｃ２
（５６８４ｍ）
を訪問。１１４年前、日本人で初
日 Ｃ ～マンセイル峰登頂～
めてチベットを目指した河口慧海
Ｃ
の足跡をたどる山旅でもあった。
日 Ｃ ～ＢＣ
井上隊長のコメント。
「 こんな
月 ～ 日 ＢＣ滞在
日 ＢＣ～ローマンタン
すばらしい遠征が経験できて、多
日 ローマンタン
（車）
ジョムソン
くの皆様に感謝の気持ちでいっぱ
日 ジョムソン
（空路）
ポカラ
いです。谷口さんにはいつも怒ら
日 ポカラ滞在
れてばかりでしたが、大変有意義
（空路）
カトマンズ
日 ポカラ
で楽しい 日間でした。帰国した
～ 日 カトマンズ滞在
ら皆様へのご報告と、学生部やＪ
日 カトマンズ発
（空路）
ＡＣで今後につながる登山を伝え
日 成田着
ていきたいと思っております」
なお、今回開放された１０４座

には既登のピークも複数含まれて 【報告会のお知らせ】
学生部で活動する 隊合同で行
おり、標高や緯度・経度、山名の

のＨＰ にて。
年次晩餐会登山報告会でも発表
いたします。


【速報】
２０１４ピオレドール・ア
ジア谷口けい、和田淳二のペアが
受賞
月 日、韓国ソウル市で受賞
者発表と授賞式が行なわれた。
月 日から 日間、アラスカ州デ
ナリ国立公園・ルース氷河で 本
の新ルートをアルパイン・スタイ
ルで開拓。
①ダンビアード南壁
「プ
レリュード」
難度Ｖミックス、
７時
間。②ピーク１１３００イースト
スパー・ポイントＫＪ「コンチェ
ルト」
。難度ＡＩ 、
+Ｍ （+中級
だが、危険度Ｒ＝墜落すれば負傷

する危険大） 時間 分で完登。
か
なりのプレッシャーの中での登攀。
③ダンビアード東壁
「ノクターン」



と受賞者発表は萩原浩司が務めた。
（萩原浩司）

12

間違いなど多くの指摘をネパール
観光省が受けている。未踏峰の登

ないますので、どうぞ学生たちの
成果をお聞きに来てください。
日時： 月 日（土）

５

５

30

５

山許可取得に関して、観光省発表

場所：法政大学 年館８７７教室
（定員１４４名）
詳細はＪＡＣ

４

の記録だけでは判断が難しいこと
をご留意いただきたい。

４

難度ＷＩ 、
ＡＩ 、Ｍ 、 時間
で完登。垂直の氷壁と難しいミッ
クス壁の連続だったが、速攻で１
３００ｍの東壁を突破、頂上に立
った。④ピーク１１３００イース
トスパーＰ 「ソナタ」
難度ＷＩ 、
Ｍ 、 時間。なお、審査委員長

６

２

開場： 時 分 ① 時：学習院
大学／ザンスカール ②
時：東京農業大学／ムスター
グアタ ③ 時：法政大学／
アマダブラム ④ 時：学生
部女子ムスタン 終了： 時
分

38

18

３

１

ン～エクレバッティ～チュサ
ン～サマル～ガミ～ローマン

４

４
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21

４
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【出発からの行動概要】
５

11

９ 12

30

39

月 日 関西
（空路）
カトマンズ
日 カトマンズ
（空路）
ポカラ
20

～ 日 ポカラ
（空路）
ジョムソ

９

タン～チュムジュン～ＢＣ

13

58

10 ６

間の間に ㎝ほどの積雪。 日ア
タックが遅れていたら登頂は不可
能だった。一晩中激しい降雪。
日、曇り。山は雪雲で覆われ、
深く積もった雪の上をＣ よりＣ
１へ、さらにキャンプ撤収後、Ｂ
Ｃまで下山。サーダーとコックが
荷下ろしを手伝ってくれた。ＢＣ
では到着したばかりの三島が出迎
えてくれ、再会を喜び合った。
月１日、快晴。三島が急激に
高度を上げたこともあってか再び
発熱。サーダーほかネパール人ス
タッフに支えられながらの下山と
なってしまった。深く反省すると
ころである。
馬に乗ったりして、のんびりと
ローマンタンへ下山。すでに乾季

ヒマラヤを越えるアネハヅルの大群

30

10

20

１

２

支部事業委員会委員長
２

宮崎紘一

外輪山・黒斑山に登山、
道々黒沢ガ
を交えてお話しいただいた。山の
イドによる実技講習が行なわれた。 楽しみ方が多様化し、プロとアマ
豊富な経験に基づく指導は改めて
との違いはあるものの、リーダー
教えられることが多かった。講習
となって連れて行く立場としては
会としては寂しい参加者数であっ
共通するものがあり、また、自分
たが、実技講習としては参加者の
自身も登山経験が浅いため、指導
顔が見える適当な人数であった。
者としてだけではなく、一登山者
初めての試みであったが、来年度は
として心得ておくべきことを見詰
今回の経験を踏まえ、改めて各支部
め直す良い機会となった。
の協力を仰いで、より実りある講習
また、近年はツアー登山が増え
会として開催する予定である。
ているが、ガイドについていくだ
けの登山は視野が狭くなりがちで、
足元ばかり見てしまい、気がつい
たら違う団体の後を歩いていて道
に迷うケースもあるという。すべ
てをガイド任せにするのではなく、
ツアー登山であっても、参加者一
人一人が自立した登山者であると

支部登山指導者講習会を受講して
福井支部 亀田友紀
昨今の登山ブームの一方で、遭
難事故も多くなっているのが現状。
山の魅力や登山の楽しみ方を伝え
ていくためにも、リーダーとして

一方、
「読図」
というと難しいイ

いう認識を持ってもらうことが大
事なのではないかと思う。

ドによる読図講習は、コンパスの

知っておくべきこと、必要な知識
を身に付けたいと思い、今回の講

黒沢ガイドは、山登りの考え方、 講義がキャンセルされるというハ

使い方以前に地図から情報を読み
取る方法を実践を交えて教えてい

習会に参加した。

プニングがあったが、自然災害を
目の当たりにし、より緊張感を持

ただいた。簡単な略図を書くこと

療」
の講演を挟んだ。
野口講師によ
る、ご自身の豊富な山登りで経験

山登りへの取り組み方など、登山
の本質を踏まえての安全管理と読

ってその後の講義を受けることが

で尾根か谷か、登りか下りか、急
登なのか緩やかなのか、分岐やピ

した事例を基にした講演は、医療

による「失敗しない登山計画の立
て方」
の講演は、東京・奥多摩地区

図の解説であった。熱心な講演と

できた。宮崎隊長に代わり黒沢ガ
イドからガイドの現場で感じたこ

メージがあり、私自身も苦手意識
があった。だが、今回の黒沢ガイ

での山岳救助隊長の経験を基にし

質疑応答に時間も忘れ、夕食の時
間を遅らせるほどであった。

ークなど、コースタイム以外にもい

続いて味岡進ＪＡＣ遭難対策委員

た話を交えて、登山計画立案の要
点を解説された。 つの講演とも

とや山の現状、トラブル事例など

登山と自主登山の違いが重要とい
う指摘があり、登山は危険を承知

２８

８

２７

５

９

の上で行なうべきものであるが、

2

初日の机上講義は、御嶽山の噴
火により、長野県警の宮崎隊長の

２

免責同意書の効力は万能ではない、 経験のない者にとってもわかりや
など実例を引いての講演であった。 すく、実用的な解説であった。

１

翌日は晴天に恵まれ、浅間山の

活発な質疑応答が交された。
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１４ ９

支部登山指導者講習会開催さる

5

支部事業委員会主催による、支
第 回は、 支部 名の講習生
部山行や登山教室の指導者育成を
を迎えて長野県小諸市の「安藤百
目的とした指導者講習会が２回に
福センター」で 月 日～ 日の
わたり開催された。
泊 日で開催された。初日は宮
第 １ 回 は 月 日、Ｊ Ａ Ｃルー
崎茂男・長野県警察山岳遭難救助
ムで 支部 名の講習生を迎えて
隊長による「長野県の山岳遭難の
開かれた。溝田康史弁護士による
実情」
の講演予定であったが、
御嶽
「 登山におけるリーダーの法的責
山の噴火による緊急出動のためキ
任」
と題して、
民事責任と刑事責任
ャンセルとなり、
急遽、
黒沢徹ガイ
があること、リーダー形態による
ドが代理講演を行なった。黒沢ガ
責任の度合いの差を山岳会山行、 イドには「リーダーの安全管理」と
仲間同士の登山、ツアー登山やガ 「読図」
の 部構成でお話いただき、
イド登山・講習会・研修会、大学山
間に野口いづみＪＡＣ・日本登山
岳部の別に解説いただいた。引率
医学会理事による「山での救急医
１３

2
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ろいろな情報が読み取れる。それ
を自分で略図にして書くことで、
実際に登ったときにイメージがし
やすく、分岐など注意する場所を
あらかじめ知識として持っておく
ことが、遭難事故を防ぐ一つの対
策になると感じた。
道迷い以外にも、転・滑落の原
因として体力の低下や疲労による
ものも考えられる。道具やウェア
を揃えたり、ルートを調べたりす
る前に、まずは自分の体のことを
知ることが山での事故を未然に防
ぐためにも大事なことであると感
じた。野口医師の救急医療講義に
よると、登山中に急変をもたらし
やすい病気は、心疾患と脳卒中で
あるという。特に 歳を超えると

リーダーとしてペース配分や足
の運び方、
ルートの選択、参加者の
安全確認など、実際に受講生が交
代で先頭を歩きながらその感覚を
練習した。しかし、自分が先頭で
歩いているときに分岐で標識を見
落とし、きちんと地図で確認もせ
ず、人が流れている方へと進んで
しまった結果、ルートを間違えて
しまった。今回は実技練習だった
ため、所々でアドバイスをいただ
けたが、実際に自分がリーダーと
して歩くときは、自分の判断次第
で遭難事故になりかねないと改め
て思った。
初めて目にした浅間山は、圧倒
的な存在感と少し色づき始めた
木々でとても美しい姿を見せてく

もあれば、もしかしたら防げたか

れた。その一方で、振り返ると噴
煙を上げている御嶽山を確認する

日目の黒斑山での実技は、基
本的な山の歩き方、リーダーとし

もしれない事故もある。山登りの
ゴールは頂上ではなく、無事帰る

そのリスクは高まるため、既往症
の確認など普段から自分の体のこ

て歩くためのポイントや注意点な
どを教えていただいた。こまめに

こと。今回の講習会で学んだこと

ことができた。自然の楽しさと怖

地図やコンパスで現在地を確認し、

を頭に置き、指導者、リーダーと
して考え、備え、行動していける

とを知っておくことは、自分の命

地図での表記と実際の登山道の状
況を照らし合わせながら、読図の

ようにしたい。

を守ることになる。

講習も兼ねて行なわれた。

さは表裏一体。万全の対策をとっ
ていても防ぎようのない自然災害

834−２０14・11・２０（第三種郵便物認可）

60

山

２

Report

10

18

30

26

副実行委員長

松本敏夫

回全国支部懇談会・埼玉大会報告

埼玉支部

員や山口定男会員の写真展、アル
パインスケッチクラブの絵画展、自
然保護委員会や陸地測量部の活動
資料が展示され、多くの参加者が
足を止め、話し合いの輪ができて
いた。
開始式では大久保春美埼玉支部
長による開会の挨拶に続き、公務
が重なったため急遽欠席となった
久喜邦康秩父市長からの、全国支
部懇談会が盛大に開催されたこと
を祝すメッセージが代読された。来
賓の紹介では、秩父市役所産業観
光部主席主幹の宮城敏氏、秩父ま

るごとジオパーク推進協議会上席
推進員の吉田健一氏、埼玉県警察

山岳救助隊副隊長の飯田雅彦氏、

日本山岳会・森武昭会長および節
田重節副会長が壇上で紹介された。

その後、講演会となった。

講演（１）では、
「埼玉県の山岳
遭難事例と安全対策」
と題し、
山岳

救助隊の飯田氏から埼玉県内での

山岳遭難状況やその特徴、埼玉と
群馬の県境に位置する赤岩岳での

遭難者救助活動がＤＶＤによる臨

■5
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26

第 回全国支部懇談会・埼玉大
会は平成 年 月 日
（土）
～ 日
（日）
、秩父市のナチュラルファーム
シティ農園ホテルおよび秩父周辺
の山域で開催された。 回目の記
念すべき全国支部懇談会が、支部
創立 周年の埼玉支部主催で開催
されたことは、支部活性化の成果
としても意義深い。全国から 支
部（本部を含む）１９９名の会員・
会友が秩父に集合し、久々の再会
を楽しみ、懇親を深めることがで
きた。受付周辺では新井信太郎会

大いに盛り上がった懇親会

19

30
30

5

場感のある映像で紹介された。最
後に、
「遭難救助活動で思うこと」
と題し、登山届の提出、
セルフレス
キューの実践、山ガール・山ボーイ
など未組織登山者の山岳会への勧
誘などの必要性が提示され、ユー

る。自前のマイクロバスで参加した
宮崎支部の参加者と別れ、秩父鉄
道浦山口駅まで歩き、電車で西武
秩父駅に元気な笑顔で集合した。

山道は良く保存・整備されている。
帰路は御嶽神社から長者屋敷ノ頭
を経て急斜面を慎重に下ると林道
で、
秩父札所二十八番・橋立堂に出

山容とは異なり、歴史と信仰の登

な展望を楽しむ。石灰岩採掘で山
肌が削り取られた秩父市街からの

社から武甲山展望台に出て、両神
山や城峰山など秩父の山々の見事

リ場なしで登れる白井差ルートで
ある。
登山口から 班に分かれ、
間
隔を開けて出発する。昇竜ノ滝を
越え、
オオドリ河原、水晶坂、ブナ
坂などの手入れの行き届いた樹林
帯の登山道を登り、真っ青な秋空
の下、全員元気に両神山山頂に着
いた。秋の行楽シーズンと好天が
重なり登山者も多く、山頂での写
真撮影も早々に、往路と同一ルー
トを下山した。
武甲山コース
（ 名）
は一の鳥居
がある生川の武甲山登山口から
班に分かれて出発した。丁目石に
導かれて表参道を登り、水場であ
る不動ノ滝、五十二丁目の御嶽神

なったものと感謝しております。

けて支部の団結を強め、経験豊か
な他支部の皆様と交流を深め、貴
重な体験を共有できましたことは、
今後の支部活動にも得難い経験に

謝申し上げます。埼玉支部創立
年目にこのような全国大会を主催
できましたことは、実行委員 名
が各々の役割を分担し、大会に向

員・会友の皆様に参加いただき感

秩父で開催された全国支部懇談会
に、北海道から九州まで全国の会

豊かな自然環境に恵まれ、悠久
の歴史と独特の伝統文化を育んだ

分かれ、
ホテルから「ふるさと歩道」
をゆっくりとしたペースでたどり、
秩父札所十一番・常楽寺に下る。
国道２９９号を渡り、河岸段丘に
広がる羊山丘陵に登ると秩父市街
が眼下に広がり、武甲山、両神山、
城峰山などが遠望できた。羊山公
園では武甲山資料館や牧水ノ滝に
立ち寄り、羊牧場や芝桜の丘周辺
で武甲山を仰ぎながら昼食となる。
十月桜に送られて琴平ハイキングコ
ースを 南 下 し、馬 頭 尊 の 道 標 が あ
る戸坂峠から足場の悪い急坂を旧
武甲山登山口に下る。甲午歳総開
帳で賑わう秩父札所十二番・野坂
寺を経由し、西武秩父駅に着いた。

懇親会では、埼玉支部の野村孝
義副支部長から主催者を代表して
挨拶が行なわれたのち、森武昭会
長から来賓の挨拶をいただいた。
秩父の地酒
「秩父錦」
による鏡割り、
支部参加者代表として関西支部の
重廣恒夫支部長による乾杯で懇親
となった。秩父で活動しているグ
ルーポ・パンカリータスによる南米
地 方 のフォルクローレの 演 奏 や 秩
父夜祭で演奏される秩父屋台ばや
しの迫力で一気に会場が盛り上が
る。円卓を囲む懇親会では会員間
の交流が一層深められ、多数の支
部から差し入れられた自慢の地酒
もいつしか底をつく状況であった。
最後に、次回の平成 年度全国支
部懇談会を主催する四国支部の尾
野益大支部長の挨拶と一本締めで

てホテルをマイクロバスや徒歩で出
発した。
両神山コース
（ 名）
は日本百名
山の一つであり、埼玉県内で最も

琴平丘陵コース（ 名）
は 班に

27

中締めとなった。
日は
“秩父晴れ”
というべき好

人気の高い両神山にほとんどクサ

天に恵まれ、ホテルの窓越しに両
神山をはじめ城峰山、和名倉山な
ど秩父の山々が見渡せた。登山は
コースに分かれ、時間差をつけ

5

62

モア溢れる講演で思わず聞き入っ
てしまうほど。講演
（ ）
では、
「日
本地質学発祥の地、秩父からの報
告」
と題し、
秩父まるごとジオパー
ク推進協議会の吉田氏により、風
土や歴史に基づく秩父の多様な自
然や両神山、
武甲山、
琴平丘陵と地
質との関連など興味深い報告があ
った。武田信玄に攻め込まれ、平
賀源内が訪れた秩父盆地の魅力が
一段と深まった講演であった。

4

61
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両神山コース・白井差登山口にて

5
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８９

９０

でその名が知られている。この天

言、冥王星の存在を予知したこと

きたい。パーシバル・ローエルは 世
紀にボストンに生まれ、１８９４
年にここフラグスタッフにローエル
天文台を創設、火星人の存在を予

推薦となったわけである。

誉会員に決定した。２０１３年は
該当者がおらず、本年の中村氏の

１０

今回の議決にあたり、議長が賛
成票を見て大多数と発表、数は数

０１２年、同じ方が自国の多くの
役員と出席、 ％を ％に動議し、

例年、ＵＩＡＡ総会は理事会を
が、正式にはウィリアム（ビル）
・ロ
中 村 保 名 誉 会 員、 Ｕ Ｉ Ａ
同時開催として 月に行なわれる。 ーエル・パトナムと言い、パーシバル
Ａ名誉会員となる
本年はアリゾナ州フラグスタッフ
の甥の息子にあたり、１９９２年
月 日、米国アリゾナ州フラグ
にて開催された。筆者は日本山岳
にＵＩＡＡ総会で松本に来た折に
スタッフＵＩＡＡ総会の報告
協会の神﨑会長が国体出席のため、 お嬢さんや丹部氏とともに能登半
小野寺斉
代わりに代表として総会に出席し
島を訪れている。
すでにご承知のとおり中村保氏
た。中村氏の名誉会員への推薦は
このような縁もあり、著者は総
は本会の名誉会員であるばかりで
アメリカ山岳会の元会長で、ＵＩ
会においてパトナム氏、アンツェ
なく、アルパインクラブをはじめ欧
ＡＡの元副会長であるビル・パト
リン氏とともに紹介され、お二人
米の主な山岳会の名誉会員であり、 ナム氏と、ネパール山岳協会の元・
の後にパワーポイントを使用して
２００８年には英国王立地学協会
現会長であるアンツェリン氏の事
中村氏の業績を改めて発表させて
からバスクメダルも授与されてい
前の提案である。今回は総会議題
いただく機会を得た。この名誉会
る。これに先立ち２００７年には、 の一つとして中村氏が名誉会員と
員については、２０１１年総会に
ＵＩＡＡ
（国際山岳連盟）
から世界
して妥当かどうかの採択・議決を
おいて投票総数の ％を確保しな
の登山界に貢献したということで
行なったが、その報告である。総
くてはならないと決定された。そ
表彰もされているが、今回は名誉
会全体の報告は「登山月報５４８
の直後に名誉会員に推薦された方
会員として推薦する案が総会にて
号」
（日山協発行）
を参照されたい。 が、
評決時に ％（筆者の計算）
で
採択され、満場一致で可決された。
報告に先立ち、フラグスタッフと
落選してしまったのである。翌２
日本との関係を簡単に紹介してお
10

18

ビル・パトナム氏と筆者。中村氏が来年出版予定の本とともに

文台創設以前の 年間は日本に滞
在、有名な所では能登半島や北ア

１９
ルプスにまで足を延ばしており、
能登半島旅行記もある。
さて、前述のパトナム氏である

７５

氏に続いて 人目であるが、貢献
分野は大きく異なると思われる。

釈している。日本人では斎藤一男

えなかったが満場一致と筆者は解

その案が可決され、結果として名

９０

２

１０

中村氏は
『ヒマラヤの東』
に代表さ
れるように多くの業績があり、敢
えて述べるまでもなく、国内外の
評価はすでに知られたところであ
る。氏の評価が海外からの逆輸入
であるかどうかはさておき、今回
の授賞も含めて、国とか組織に無
関係に、その人の実績で判断され
る世界が数多くあるということは
すでに周知されてきている。これ
からの多くの、特に若い人の発展
を望みたいし、その芽も出てきて
いるように思う。
（公益社団法人・日本山岳協会常務
理事、
ＪＡＣ会員番号１１１１０）
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秦野一彦先生を偲ぶ

悼
に開催された臨時総会で、北九州
支部の第 代支部長に選任され、
月より新体制がスタートした。
私もそのときから委員の一人とし
て支部運営に関わることになった。
支部長就任にあたって述べられた
「山田二郎元会長の
『生命を大切に、
仲間を大切に、
自然を大切に』
とい
う言葉に感銘し、この つの基本

関口興洋

平成 年 月 日の「日本山岳
会だより」
の訃報欄で、
元北九州支
部長の秦野一彦先生が、 月 日
に 歳で逝去されたとの報に接し
た。突然のニュースで、青天の霹
靂であった。
昨年末、
支部忘年の集

原則を踏まえて新しい陣容で体制
を整え、明るく楽しい和気藹々の
支部にしたいと願っております 」

に如実に反映されたのではなかろ
うか。
２００５年、日本山岳会創立１
００周年記念事業の目玉である中
央分水嶺踏査が、創立間もない北
九州支部にとり、果たして実行で
きるのか大いに疑問視された。特
に担当地域の大半が山口県の分水
嶺であり、北九州の会員にはなじ
みの薄い所であった。そのような
状況下で、支部長は下関山岳会の
会長にお会いし、事業達成のため
の助言をいただくなど率先して行
動されたことが印象深い。
山口県と島根県の県境に位置す
る仏峠から２００４年 月 日に
スタートした分水嶺踏査も、会員の
熱心な取り組みが実を結び２００
５年 月 日、いよいよ最後の区

与したことを秦野支部長は最も喜
ばれていた。
ま た、
２００５年 の 関 西 支 部 創
立 周年記念の集いが高野山で開
かれたときには、新門司から大阪
南港まで夜行便のフェリーに乗り、
等船室で参加メンバーと車座に
なってお酒を酌み交わされるなど、
ざっくばらんなお人柄が滲み出た
お付き合いをいただいたことなど
想い出は尽きない。普段は寡黙な
高 潔の士であったが、
お酒が大 好 き
で、酒席では学生時代の登山にま
つわる武勇伝などをときどき語って
いたことが懐かしく思い出される。
秦野先生は
「漢方薬草」
の権威で、

１９７７（昭和 ）年、
「セリ科植
物の細胞遺伝学的研究」で九州大
学より薬学博士の学位を授与され

た学者でもあり、九州大学薬学部
講師として、漢方薬の本場である
中国からの留学生の研究指導をさ

ただいたことに感謝し、心からご
冥福をお祈り申し上げます。

外パーテイを行ない、 日に及ぶ
れていたこともあった。
踏査が無事終了したことを祝った。
突然のお別れで淋しい限りです
この中央分水嶺踏査をやり遂げ
が、北九州支部の発展にご尽力い
たことが支部会員の団結と絆を深
め、その後の支部活動に大いに寄
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いに出席していただきたくお誘い
の電話をかけたのが最後の会話と
なった。

とのご挨拶が、その後の支部運営

3

秦野先生は２００２年 月 日

８９

２６

９

２４

１０

７０

２

間である貫山～平尾台の踏査を残
すだけとなり、
当日、
秦野支部長以
下多数の会員が参加され、２２０

１１

れていた。高齢になり辞めたいと
大学に申し出ているが、なかなか
暇を出してもらえない、とぼやか

８

㎞に及ぶ中央分水嶺踏査が完結し
た。午後から平尾台のキャンプ場
で支部長出席の下、完結記念の野

５２

２

1925（大正14）年1月21日 愛知県
に生まれる。
1953（昭和28）年 京都薬科大学卒。
1955（昭和30）年10月 日本山岳会
初回入会。
1996（平成8）年9月 日本山岳会復
活入会。北九州支部長在籍期間：
2002〜06年 評議員在籍期間：
2007〜10年
2014（平成26）年9月10日 逝去（享
年89）

４

６０

１０

秦野一彦（はたの・かずひこ）会員No.4325

５

O B I T U A R Y

８

９

９

834−２０１4・11・２０（第三種郵便物認可）
山

834−２０14・11・２０（第三種郵便物認可）
山

追

悼
その後、日本アルプスにも足を運
ぶようになり、
高校生のときに、
ヒ
マラヤ研究家・吉永定雄さん
（Ｄ・
スネルグローヴの『ヒマラヤ巡礼』
などの翻訳家）
の在籍していた
「大
阪山の会」
に入会する。
１９６６年の ヶ月にも及ぶ北
米大陸縦断登山隊に参加してから
の大西さんは、吉永さんや阿部和

稀代の探検登山家
大西 保さん  重廣恒夫
ブログ「台風日記」やホームペー
ジで、ネパール・ヒマラヤの情報を世
界に発信し続けた大西保さんが、
月 日、 歳で亡くなった。東
チベット研究の中村保さんと並ぶ、
西ネパール研究の第一人者を失っ

行さん、水谷弘治さんたちの影響
もあってネパール・ヒマラヤの虜に

南東壁初登頂を成功させた。学術
隊
（河口慧海足跡隊）
は東海支部の
和田豊司さんと広島支部の清水正

若い隊員たちの先頭に立ってパチ
ュムハム峰（６５２９ｍ）北稜初登
頂と、ギャンゾンカン
（６１２３ｍ）

なった。 年には関西支部が 周
年記念事業で派遣した「西チベッ
ト学術登山隊」
の登山隊長として、

の軸足は徐々にヒマラヤ研究へと
移っていく。 年、
大阪山の会が行
なった西ネパール遠征で 、眼前の
大パノラマに魅せられ、
その後、
国
境沿いの山々を極西北のナラカン
カールまで跋渉。 年からはほぼ
毎年、西ネパールに足を運ぶよう
になる。近年は東ネパールにも足
を運び、グレート・ヒマラヤ・トレイ
ルも歩き通したネパール訪問は、
年間で 回近くに及ぶ。
、２００３年には西北ネパー
ルの禁断の地「ドルポ」に入域し、
１９００
（明治 ）
年に日本人で初
めてチベットに入国した河口慧海
が、どの峠を越えたのか調査を行

西さんは、「頑張って静養します！
では、では…。
」
とブログに残して
逝ってしまった。関西支部設立
周年記念事業の一環として行なう
予定の、東ネパールの未踏峰登山
の隊長をお願いしていただけに残
念でならない。心からご冥福をお

受けてヒマラヤへと旅立っていっ
た。
そろそろネパール・ヒマラヤ踏査
の集大成をしたいと言っていた大

さん宅には、梁山泊のごとく老若
男女を問わず多くの岳人が出入り
し、
その知見に目を輝かし、
刺激を

がり、
「謎の越境ルート解明」
がな
されたことは周知のとおりである。
大西さんもメンバーの一人であっ
た。ライフワークとしていたネパー
ル・チベット国境地域の山座同定は、
膨大な和書・洋書・地図の収集と
渉猟がその源になっている。
また、
いち早くグーグル・アースなどの
画像データを活用した同定の精度
の高さは、ネパール政府の関係部
局も一目置いていた。
大西さんは、ネパールだけでは
なく週末には韓国の岩場に通い、
時には台湾の渓を遡行するなどし
て、古くから異国の岳友も多かっ
た。加えてお酒が好きだった大西
７０

８０

弘さんが担当し、チベット側から
慧海が入蔵した峠の解明に当たっ
た。
直後に慧海直筆の日記
（明治

祈りします。
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た悲しみは大きい。
大西さんの山登りは、中学生の

７２

ころ、兄弟で行った大阪近郊の箕
なっていった。 歳台で会社を創
面の山でのキャンプに端を発する。 業し、
社会人生活を営みながら、
そ

２０

６７

３３

４３

９９

が見つかったこともあって、
年分）
「慧海研究プロジェクト」が立ち上

８０

７０

３３

７

２０

1942年 大阪市天王寺区で5人兄弟の次男として
生まれる。近畿大学附属高校、関西大学経済学部
卒。
1966年 大阪山の会の「北米縦断登山隊」に参加し、
ロブソン南壁、アシニボイン南西壁、レーニア南
面、ティートン東稜、ホイットニー南壁などのほ
かヨセミテやメキシコの山々を登る。
1980年 ラムドンゴ、パルチャモなど。金沢健、塩
田純一と出会い、カトマンズクラブを結成。
1983年 台湾・玉山、南梓仙南俣初遡行。
1984年 ロブジェ・ウェスト初登頂。
1985年 韓国・インスボン、ソニンボンなどでロッ
ククライミング。これ以降、回数を重ねる。
1987 ～ 89年 カトマンズクラブでガッシャブルム
Ⅰ峰、ダウラギリⅠ峰、エベレストへ。
1994年 ウルキンマン北峰初登攀。
1997年 カンティ・ヒマールの6000m峰2座初登頂。
1998年 中国・長白山。
1999年 ドルポ国境の6つの峠の踏査、6023m峰初登頂。

大西 保（おおにし・たもつ）会員No.11919

０４

９

山

【さんけん通信】 山研の十年を振り返って
「今シーズンで最後」と踏ん切り
をつけて、春からお礼とお別れを
申しているうちに閉所の時期にな
りました。ここ10年の最多の利用
をいただき、皆さまとお目にかか
れて嬉しかったです。そして誌面
をいただきまして、お会いできな
かった方々へのご挨拶と、管理人
家族とともに
の仕事を通じて気づいたことを書
かせていただきます。
勤務を始めたとき私たちは30代半ばで 1歳の娘と家
族 3人での住込みでした。そのうち娘は見よう見まねで、
到着された宿泊者を部屋へ案内したがるようになりまし
た。やがてバスターミナルまで新聞を受け取りに行くよ
うになったのには大いに助かりました。今では新聞取り
は次女に引き継がれ、つい先日は三女が玄関でスリッパ
を揃えていました。さん けん
小ぢんまりした山 研 ならではでしょう、食堂や台
所で自然と会話が生まれ利用者と親しくさせていた
だきました。たびたび利用される方の中には、子ど
もの成長を見守ってくださった方や、家族ぐるみの
お付き合いになった方もいます。
やはり、皆さまとの心の交流が今日まで続けてこ
られた何よりの原動力でした。
そして、山研委員と汗をかいた一体感も忘れられ
ません。みぞれ交じりの雨の笹やぶで水のパイプを
「せーのっ」と持ち上げたり、沢でしぶきを浴びなが
ら取水口を復旧したり、あるいは委員会主催の行事
で大鍋からずらりと並んだ皿に盛り付けたり。普段
は離れていても私たちを支えていただきました。
また、日ごろは上高地の人の輪に加わらせていた
だきました。上高地は、もはや地名にはとどまらず
登山者や観光客にとってのブランドでしょう。そん
な華やかなイメージの裏側には、施設ごとの、さら
に地域一体となっての泥臭い取り組みがあることを
知りました。開山祭の運営や一斉清掃、消防隊、遊
歩道整備、そのほか総出での作業の一員として参加
したり、道端で挨拶を交わしたりしながら様々なこ
とを教わりましたし、ここで安心して暮らすことが
できました。人との関わりと、もう一つの元気の源
は上高地の自然でした。
最近外へ出ると冷たい空気にいい匂いが漂ってい
ます。カツラやサクラの葉などの匂いでしょうか。
ここで暮らした幸せと、離れる寂しさをしみじみと
かみしめています。

蛇口をひねれば水が出るように

その一方で、人の力など到底及ばない自然の猛威
も見せつけられました。2年目の豪雨時の土石流（会報
2006年 8月、9月号さんけん通信）の後、
いつもは「おい
しい善六沢の水」
（会報08年 7月号）が濁ってしまうこ
とが多くなりました
（後述、会報09年10月号レポート）
。
昨年（2013年）8月上旬に、泥色に濁ったまま10日
間回復せず、取入れできなかったときは厳しかった
です。白樺荘や西糸屋で水を分けていただき、雨水
でトイレを流し、柴山委員長に紙食器を急送しても
らい、外来入浴に出かけてもらうなどの代替策を総
動員しました。この間約60名の宿泊者のご協力をい

834−２０１4・11・２０（第三種郵便物認可）

内野慎一

ただいて乗り切れました。
軽い濁りはたびたびありましたが、利用者には普
段どおり水を使っていただいて、その裏側で 1 時間
ごとに濁り具合を見て断続的に取水するなど、実は
ピリピリしていたこともありました。
2011年の釜トンネルの上と下での土石流のときは、
道路も電気も電話も携帯もネットも寸断されました。
町では水や電気などインフラは整備されていて当
たり前。一方、山研では開所時に取水を整備しては
じめて蛇口から水が出ます。また、以前に働いてい
た山小屋ではもちろん水も電気も自前でした。この
ようなインフラを整備する経験のおかげで、断水や
停電のときでもお手上げとはならず、なんとかなる
と思えたのかもしれません。

やってみたらできた、つくる喜び

「山小屋ではなんでもやるんだから」以前働いたと
き初日にオーナーから言われたことを覚えています。
山の上よりずっと便利な上高地ですが、自分たち
の手を動かす範囲が広いところは似ています。ぴっ
たりのモノがなくても、里まで買い物に下ることも
ままなりませんから、まずはあるモノで工夫して間
に合わせようとします。どこか壊れても、業者に頼
む前に自分でやってみます。それは予算を大事に使
いたい懐都合にも合致します。
山小屋の先輩方や山研委員に見せてもらったワザ
や知恵が活きました。工具やツルハシを手にするた
びに感謝しています。とはいえ、素人仕事を隠せな
い仕上がりを見ると情けなくなりますが、むしろつ
くることの喜びに気づかされ、それなりにできた、
と前を向くことにしています。
ちょっと話を広げますが、今の暮らしは衣食住も
娯楽も、つくることは他人に任せておいて、選んで
買うことと、選ぶために情報を集めることに重心が
偏っているように感じます。
そんな中で、登山の楽しみは自分の体と五感とで
つくっている、テント泊山行はザックひとつで最低
限の暮らしをつくっているように思えます。山好き
の方はそもそも「つくること」が上手で、楽しむこと
が上手な人が多いのではないでしょうか。
ときにはそんなことを考えながら、皆さまの山へ
来た喜びの笑顔に日々接することができる管理人の
仕事。私たちにとってかけがえのない10年間でした。
本当にありがとうございました。

《付・最近の善六沢水源の状況》

２００６年 ７月 上高地で記録的豪雨。土石流発生し取水
口流失。2週間断水する（以降、雪融けや雨で濁り
やすくなる）
。
２００９年 雨水を貯めてホースでトイレへ
（簡易水洗）
２０１０年 ５月 土砂を巻き込んだ雪崩により 2週間断水。
２０１０年 ７月 土石流が取水口の数十mまで迫る（ 1週間
断水）
。
２０１０～14年 各年、梅雨末期に取水口トラブル。管
理人では対応できず、委員が現地入りすることも
たびたびあった。
２０１３年 ８月 豪雨による濁りが収まらず10日間断水。
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月 日、信濃大町駅に着くと
雨。七倉山荘で 人のメンバーと
合流。私は登山を始めて 年、入
会させていただいて約１年。登山
は初心者だ。北アルプス裏銀座～
笠ヶ岳は初めてのロング縦走で不

番号板のおかげで思ったよりきつ
くなかった。 名で烏帽子岳ピス
トン。

ここからが北アルプス三大急登と
名高いブナ立尾根だ。木の根が這
う道を手掛かり足掛かりにして急
斜面を上る。樹林の中で蒸し暑い。
気が付けば
「 」
に到着。高度が上
がるにつれ霧雨が小雨に変わり、
休憩すると体が冷えてくる。残り
、 、 と順調に通過、烏帽子
小屋到着の でブナ立尾根を登り
切った。ゆっくり登ってきたのと

集会委員会 
「北ア・裏銀座～笠ヶ岳縦走」

安だった。 代、 代の中で 代
の私は正直ホッとした。体力的に
ついて行けそうかな。ところがな

月 日、ご来光が見える小屋
近くの展望台へ行く。餓鬼岳方面
がオレンジ色に染まり朝日が昇り

７

０

に参加して

んと、北海道支部の４人は前日ま
で白馬岳～鹿島槍ヶ岳を縦走して
きたとのこと。健脚揃い。さすが

始めた。今日は歩程 時間の長丁
場。 年前初めて表銀座を歩いた
ときから裏銀座に憧れていた。前
半は比較的アップダウンの少ない

６

ワリモ北分岐。朝出発してから
すでに 時間以上。鷲羽岳に登ら
ず巻いて三俣山荘を目指すか相談。

頂が見えた。東沢乗越からは赤茶
けた岩稜をアップダウンしながら
水晶小屋。さらに水晶岳へ。日本
百名山に名を連ねているだけあっ
て雲ノ平や黒部五郎岳が間近に見
え雄大だ。

笠ヶ岳山頂での記念撮影

皆さん行きたそうだ。天気は安定
しているしゆっくり行けば登頂で
きるとＣＬは判断。朝出発してか
ら 時間 分。ようやく全員で鷲
羽岳を踏むことができた。うれし
くて皆でガッツリ握手。槍ヶ岳が
すぐそこに見えた。日没間近によ
うやく三俣山荘に到着。間もなく
雨が降り始めた。
月 日、午前 時、窓を叩く
雨音で目が覚める。山荘前はガス
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４

日本山岳会だ。
月 日、生憎の霧雨で高瀬ダ
ムから雨衣を着ての出発。ほどな
く
「裏銀座登山口」
と書かれた黄色

１

稜線歩き。三ツ岳を巻きお花畑ル
ートを歩き野口五郎岳へ。はるか

２

い道標を発見。その隣には
「 」
か
ら始まる案内板がある。なるほど

40

９

70

３

烏帽子小屋までの目安番号らしい。 向こうに最終目的地の笠ヶ岳の山

３

５

９

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

10

30

７

９

９

２

10

９

３

12

60

４

834−２０14・11・２０（第三種郵便物認可）

９

山

で真っ白。今日の歩程は 時間
分。ハイマツの稜線を進み三俣蓮
華岳、双六岳へ。残念ながら山頂
はガス。緩やかな道を下り双六小
屋に到着するころには青空が見え
ていた。稜線に咲くお花畑を楽し
みながら進む。突然現れたライチ
ョウが見事に飛んだ。
秩父平から秩父岩を回り込むよ
うにきつい岩場を登り切り、左へ
進むと緩やかな稜線歩きで気持ち
いい。雲の切れ間から笠ヶ岳が見
え隠れしている。突然、後ろの方
から
「ブロッケン現象だ！」
の声が
聞こえた。これを見ると良いこと
があるとか。 時 分、笠ヶ岳山
荘に到着。振り返ると夕陽を浴び
る槍・穂高連峰の絶景が見えた。

月 日、朝、身支度をして外

夕食後、ＣＬの許可を得てひとり
山頂へ。日没直前、笠ヶ岳登頂。

た。美し過ぎる景色にシャッター

てクライマックス。名残惜しいが
下山開始。抜戸岳手前を右に進み
笠新道の岩場を下り、岩稜のジグ
ザグ急坂で高度を下げながら杓子
平で小休止。さらに樹林帯の急坂
にジグザグを繰り返しながら新穂
高温泉にたどり着き安堵した。
北アルプス裏銀座～笠ヶ岳縦走
完歩。たくさんのことを学ばせて
いただき、充実した 泊 日の山
行に感謝いたします。
（埼玉支部・田中摩利子）

資料映像委員会 

関塚貞亨会員より、茨木猪之吉
の肉筆絵はがき 枚の寄贈があり

茨木猪之吉の肉筆絵はが
き寄贈さる

５

ました。資産コード入力作業を終
え、資料として当会に保管しまし
たことをご報告いたします。
枚のはがきについては
『山岳』

支部

系の豊かなことから世界自然遺産
に登録されている地域であり、特
にオーブラチナヤ山周辺はゾーフ
ティグラ
（虎の呼び声）
国立公園に
指定され、動植物の生態系を守る
ための特別保護区に指定され、入
域が厳しく制限されている。また、
北海道とは日本海を隔てて隣接す
る地域であり、オホーツク海や知
床半島の自然環境・生態系が大き
な影響を受けていることからこの

だより

北海道支部は２０１５年の創立
周年記念事業を前にして本年プ
レ海外登山を行なった。ロシア連
邦沿海地方のシホテアリニ山脈の
オーブラチナヤ山
（１８５４ｍ）
で、
主にこの地方の生態系観察登山を

地方を選んだ。
日本から韓国経由でロシア連邦
に入国。ウラジオストクから車で

北海道支部

行ないながら２０１４年 月 日
時、日本時間正午に支部長を含
む会員 名が登頂を果たした。

ロシア連邦沿海地方
オーブラチナヤ山
生態系観察登山を実施

シホテアリニ山脈は多様な生態

さな集落のある山村、アルヒーポ
ルカの鄙びたロッジをベースとし
活動した。

観察登山はウスリー川上流へダ
ート道を進み、自然保護区のチェ
ックポストで許可を得てから奥へ

■ 12

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。

アルセーニエフに至り、峠を越え
てアムール川四大支流のひとつで
あるウスリー川の上流に入り、小

３

４

第１０９年、２５７頁に詳しいの
でご一読ください。
（資料映像委員会）

８

45

を何度も押す。ここまで歩いてき
たご褒美をいただいた。朝食後最



13

50

14

8

後の一座、笠ヶ岳山頂へ。山頂の

８

５

祠でＣＬが祈願。その横で私はち
ゃっかり無銭祈願。メンバー全員

８

５

に目をやると……濃オレンジ色に
染まる槍・穂高が映し出されてい

８

で旗を囲んでの登頂記念撮影をし

オーブラチナヤ山のハイマツ帯を行く

９

834−２０１4・11・２０（第三種郵便物認可）
山

と入域。鬱蒼とした広葉樹林帯か
ら針葉樹林へと変化する中を支流
に入った。泥沼状の悪路を登り詰
め、標高１０００ｍ地点の小さな
駐車スペースで下車。ここから針
葉樹に覆われた尾根をたどり、樹
木と花々を観察しながら登山を開
始。途中でアムール虎の糞を見つ
けて一同緊張する場面があり、さ
らに数ヶ所で熊の糞を発見。標高
１４００ｍが森林限界となり、ハ
イマツも現れ岩ガレが展開し、前
衛のピークを回り込むと、ようや
くオーブラチナヤ山が見えてきた。
いったんコルに下がり、最後は岩
石が累々と重なる急な斜面を登っ
て１８５４ｍ の 山 頂 に 立 っ た。
「雲の山」
という意味を実感しなが
シア極東地域との連携が不可欠で
あることを強く実感することとな

生育を観察するほか、集落の保育
園や学校を訪問し、農場や養蜂場、
建設中の住宅を視察するなど過疎
化が進む地域の住民の方々とも交
流ができた。北海道とは自然条件
の異なった下で貴重な生態系を展
開する野生のロシア・シホテアリ
ニ山脈を体験する機会を得たこと
は、当初計画したとおり意義深く
大きな成果を得ることができた。
ウスリー川がアムール川の本流
へと流れ落ち、森林と河川の栄養
分が流氷によって北海道オホーツ
ク海や知床の海に恵まれた水産資
源をもたらす「森は海の恋人」と
いう地球規模的な自然循環システ
ムの大切さも学習ができ、自然生
態系の保全面において北海道とロ

業に計画している「カムチャツカ
半島の生態系観察登山」にも引き

ら湧き上がっている雲の合間に南
部シホテアリニ山脈の広大な山々

学研究院・低温科学研究所の 名
の先生から、周氷地形や森林火災
跡の説明を受け、高山植物の分布

継がれていくものとの確信を得て

った。

や森林の植生分布の生態系を観察

帰国した。

を眺望することができ、全員感激

調査した。下山後、ウスリー川源
流で釣りを試み、キャッチ＆リリ

北海道支部ならではの取り組み
であるこのたびの生態系観察登山

ースしながら川魚の分布や藻類の

３



（京極紘一）

50

東九州支部

８

長年の風雨に耐えて石碑は残っ
ていたものの、土台部分の風化で
いつのころからか転倒したままに
なっていた。 年前、我が支部会
員とその仲間たちが機材などを担
６

■ 13

九重・山の安全を祈る日の
集い

九重連山のほぼ中央にある九州
本土最高峰の中岳
（１７９１ｍ）
か
ら、南西方向に直線距離で４００
ｍほど離れて、中間にある御池を
挟んで対峙する丘の上に遭難者慰
霊の石碑がある。しかし、それが
一般登山道から離れているせいも
あり、その存在を知っているのは、
九重山を訪れる人の中でも数少な
い。この石碑は今を去る 年前の
１９３０（昭和 年） 月、記録に
残るものの中では九重山で初めて
５

の遭難事故の犠牲となった 人の
若者を慰霊するために遺族が建立
したものである。

84

２

慰霊の石碑

の握手を交わした。
登山中は北海道大学地球環境科

834−２０14・11・２０（第三種郵便物認可）

の成功は、支部創立 周年記念事

山

ぎ上げて、転倒したままの巨大な
石碑を起こし、土台部分を修復す
る作業を 日がかりで行なった。
それを記念して平成 年 月 日、
支部月例山行を兼ねて支部会員や
一般参加者も誘ってそこに集い、
法華院温泉山荘の社長であり、法
華院白水寺第 代院主でもある弘
藏岳久氏の読経で、 年前の 人
の若者の慰霊を行なったのが始ま
りである。
支部は翌年の定期総会でこの行
事を「九重・山の安全を祈る日の
集い」
として、
一般登山者にも参加
を呼びかけて毎年 月第 日曜日
に、
法華院白水寺と共催のもと、
遭
難碑前で慰霊と山の安全を祈る祭
を行なうことを決めた。

め、弘蔵氏と電話で連絡を取り合
って、急遽、会場を法華院に変更
して実施することとなった。
予定時刻に牧ノ戸峠登山口に集
まったメンバー 名は、大曲の登
す が もり
山口に移動し諏蛾守越経由で入山
することとなった。途中、北千里
ヶ浜を通過するときに昭和 年の
遭難（ 月の北千里ヶ浜で パー
ティ 名が吹雪に巻かれ、 名が
死亡、 名が凍傷）
慰霊碑に立ち寄
って頭をたれた。一時は世間を騒
然とさせた、この九州最大の山の
遭難事故も次第に人々の記憶から
遠ざかり、そこに遭難慰霊碑があ
ることすら知らないハイカーがほ
とんどだ。
21

７ ２ 37

一行は北千里ヶ浜から法華院温



『名もなき山へ』
未収録の 編の随筆が、 部に
分けて紹介され、通読すると、ひ
たすら山を愛した「温かく大きな

登山観が鮮明に浮かび上がってく
る。

のが網羅され、深田久彌の自然観、

図書紹介

深田久弥著

『名もなき山へ』
『愉しき山談義
深田久弥対話集』

2014年10月
幻戯書房刊
四六判 288㌻
定価 2600円＋税

を挙げながら、日本文化の根底に
山々があることを示す。
「 私の名
山」
は、
昭和 年に発表した百名山

人」
深田久弥が現れてくる。
最初の「山へのいざない」では、
高村光太郎の
『智恵子抄』
や万葉集

7

８

２

20

４

（ 座で連載終了）
から始まる。同
じ山が何度か登場するが、執筆し
た年代によって表現が違って興味
深い。山の品格、名山の条件、山
を見る視点など、
『日本百名山』
へ
と続く深田の思索の過程が浮かぶ。
「静かな山旅」
では、
達人の山歩き

に同行しているような、ゆったり

■ 14

８

１

泉へと下り、山荘裏の対岸にある
しかしこの慰霊祭、平成 年の
観音堂に全員が集結した。そして
最初の慰霊のときにも、その開始
直前に風雨が激しくなって急遽、 弘藏院主の読経のもと、参加者全
員が焼香して遭難者の慰霊を行な
読経の場所を御池の石室避難小屋
うとともに山の安全を祈った。
に移して行なって以来、 年続け
名著
『日本百名山』
『ヒマラヤの
これは何かの因縁ではなかろう
て雨の天気で、慰霊碑前では実施
高峰』
の著者、深田久弥
（１９０３
できずに避難小屋で実施している。 か……。そんなことを互いに話し
―１９７１）
の未収録の随筆、
対話
ながら下山したが、かくして「九
そして 回目の今年（山の安全を
を集めた単行本が、幻戯書房から
重・山の安全を祈る集い」の行事
祈る集いとしては 回目）も折か
相次いで出版された。
『深田久彌・
は今年も、遭難者とその遺族の涙
らの台風 号の接近で、朝から雨
や
『深田久弥 山の
を感じさせるような天気であった。 山の文学全集』
と霧と風である。遭難碑のある山
（飯田勝之） 文庫』には載っていない貴重なも

2014年9月
幻戯書房刊
四六判 320㌻
定価 2600円＋税

１

９

２

20

80

８

４

73

15

２６

頂付近は荒れ模様が予想されるた

20

３

５

12

834−２０１4・11・２０（第三種郵便物認可）
山

834−２０14・11・２０（第三種郵便物認可）
山

５

る。
対談相手は様々で、
登山家、作
家、
学者など幅広く、
思いがけない
人もいる。

編、深田が参加した１９５８年の
ヒマラヤ遠征に始まり、探検や冒
険、海外の話題が中心になってい

8

「御時間拝借」で本格的な山岳小
説の執筆を勧められた深田は、小



弥の世界へ導いてくれる。
（永田秀樹）

言葉づかいに触れるなど、深田久

久弥とその世界」
も秀逸。
文字から
は伝わらない北陸なまりの深田の

巻末の大森久雄氏の解説「深田

りは放蕩ですよ」と加藤の持論に
同意する。

かみ合い、
深田は楽しそうに
「山登

した気分が味わえる。出会う人も
説は人間の葛藤や恋愛の記録なの
正津 勉著
まばらな
「名もなき山」
の奥深さを
で、
限られた空間での登山では
「困 『山に遊ぶ 山を想う』
綴る深田久弥に学ぶことは多い。 難な仕事でしょう」
と答えている。
「ふるさと今昔」
「東京暮らし」
「登
「ジュガール・ヒマール行をめぐ
山の周辺」
と続き、
「未知なる土地
って」
は、出発前の対談。作家、写
へ」
では、ヒマラヤ研究者、実践者
真家、
画家、
医師からなる小さな隊
としての深田久弥の探検、冒険へ
だが、誰でもヒマラヤ登山が可能
の熱意が伝わってくる。
と示した功績は大きかった。続く
著者の正津勉氏は詩人である。
巻末の雁部貞夫氏の解説
「読み、 「新春・ヒマラヤ登山の話」
は帰国
本書は季刊誌
『山の本』
に２００６
歩き、書いた」 深田久弥・山の生
後の対談で、ネパールの様子には
涯 は、深田久弥を理解する上で、 今昔の思いがする。松方三郎との
～ 年、 回にわたって連載され
大きな手助けになろう。
た
「山の声」
がベースとなっている。
対談では、深田らしい視点で、
「文
今回本書発行に当たって、それを
化が一番発達した形が平和だとす
『愉しき山談義』
（著者あとが
れば、あそこ
（カトマンズ）
はいち 「大幅に手を入れて」
収録されている対談は、日本隊
きより）
何篇か入れ替えたもので、
ばん文化的な町だと思う」と語っ
がマナスルに初登頂した１９５６
北は利尻山から南は開聞岳まで
ている。
年から深田久弥が亡くなる前年の
座の紀行文から成っている。
新田次郎との対談は、山岳小説
１９７０年までの 編。 年近い
タイトルにあるように「山に遊
への言及はないが、冒険の精神と
昔の対談もあり、登山を取り巻く
ことも信条とする著者には、
自
文学を語り合い、読み応えがある。 ぶ」
分なりの遊び方、愉しみ方がある
加藤泰安とは達人同士の冒険論が
60

時代の流れを感じながら、山談義
を愉しめる。
Ⅰ部には 編、
国内の
登山状況などが多い。Ⅱ部には

12

30

30

周辺をめぐる地誌や民俗となるが、
わけても詩歌である」
（あとがき）
。
誰でも山に行くときには下調べ
をすると思うが、多くは単に「登
山」
に必要な情報、
すなわち登山道
や小屋の情報の収集に過ぎない場
合がほとんどではないか。
「 山を

■ 15

2014年9月
茗溪堂
四六判 288㌻
定価 1800円＋税

と言う。
それは
「のぞむ山について
事前にちょっと下 調べというか知識
をもって向かうこと。それは山域や

13

愉しむ」ために果たして私たちは
何を準備するだろうか。
著者は文学作品の写しを携えて
山に行き、その抱かれている山につい
て書かれた詩歌などを想い浮かべる
のだ。それらの一節が紀行文の中
にちりばめられているのである。
例えば
「薬師岳」
には田部重治の
「薬師岳と有峯」
、
福田蓼汀の
「薬師
岳から笠ヶ岳へ」
、宮本常一の
「中
世社会の残存」のコピーを携行す
る、といった具合だ。
『日本百名山』や先人の著名な山
岳書は読んでいる私たちでも、コ
ピーを持っていくことまではあま
りしない。そこが著者の詩人たる
愉しみなのだ。
各文章には小タイトルもあって
実にテンポよく読める。やはり言
葉づかいや体言止めなど、詩のリ

気がするのである。あとがきで著
者は
「山岳と詩歌の婚姻……。
そん
なことを頭の隅において、ここま
で熱く書きついできた」と書かれ

平成 年度第６回
（ 月度）
理事会
議事録
日時 平成 年 月 日㈬ 時

ている。文学に造詣の深い著者で
なければできない一冊と言えよう。
（荒井正人）



置付けるため、別添資料に基づき
審議した。
〈賛成 、
反対なしで承
認〉

絡フロー」
について、
規程として位

告
分～ 時 分
場所 日本山岳会集会室
【出席者】森会長、節田・古野各副
会長、高原・吉川・佐藤各
常務理事、勝山・山田・野

２・１１０周年記念事業・旅行業
者選定及び発注書発行について
１１０周年記念事業における記
念ツアーにかかる旅行業者の選定

長）
を 回開催し検討した。
その結
果、株式会社アトラストレック及び
アルパインツアーサービス株式会社
の 社を選定し、発注書を発行す
ることとした。これらの経緯を記
し た 別 添 議 案 に よ り 審 議 し た。
〈賛成 、反対なしで承認〉

２

ズムとでも言うのだろうか、山に

００

４

■ 16

務
１９

は、そのプロセスの法令順守、公
平性の確保のため設置された業者
選定作業小委員会（委員長：森会

１０

口・大槻・落合・川瀬・山
賀・直江各理事、浜崎監事
【欠席者】黒川副会長・吉永監事

１４

10

８

報

２

１４

25

遊び山を想う著者の姿が活き活き
と伝わってくる。

５０ １０

いつの間にか自分もズブロッカ
を舐めて山を眺めているかのよう 【審議事項】
１・
「Ｃ 遭難対策規程」の制定
に思えてしまう。
について
そして引用される作品を読んで
平成 年度 月度理事会から
みたくなる。まさに新しいスタイ
ルの紀行と言ってよいと思うし、 回にわたり協議された「本会主催
山行における山行連絡及び事故連
新たな山の愉しみ方を教えられた

２０ ２６

会
26

２５

刊行年 寄贈／購入別
ページ／サイズ 発行元
名
書
者
著
編

834−２０１4・11・２０（第三種郵便物認可）
山

図書受入報告
（2014年10月）
柴崎文一

アメリカ自然思想の源流 ：フロントカントリーとバックカントリー 307p／20cm 明治大学出版会

2014 著者寄贈
志水哲也

剱（写真集）：TSURUGI

96p／26cm 山と溪谷社

2014 出版社寄贈
辰野勇

モンベル7つの決断 ：アウトドアビジネスの舞台裏（ヤマケイ新書 YS002）190p／18cm 山と溪谷社

2014 出版社寄贈
山野井泰史

アルピニズムと死 ：僕が登り続けてこられた理由（ヤマケイ新書 YS001） 189p／18cm 山と溪谷社

2014 出版社寄贈
笹原芳樹

体験的山道具考 ：プロが教える使いこなしのコツ（ヤマケイ新書 YS004） 286p／18cm 山と溪谷社

2014 出版社寄贈
大森久雄（編）

山の名作読み歩き ：読んで味わう山の楽しみ（ヤマケイ新書 YS003）302p／18cm 山と溪谷社

2014 出版社寄贈
佐藤明（編著）

西上州の山 ベスト100ルート ：妙義山から両神山まで

224p／21cm 白山書房

2014 出版社寄贈
濱村信

俺山 その後

223p／19cm 書苑新社

2014 著者寄贈
Bernard Newman（ed.） The Alpine Journal 2014（Vol.118）

427p／23cm Alpine Club

2014 発行者寄贈
D. MacDonald, etc.（eds.） The American Alpine Journal 2014（Vol.56, Iss.88）

400p／23cm AAC Press

2014 発行者寄贈

ら、新たに標記要領を定めたとの
組合からの組合加入承認文書受領
報告があった。
等について
（大槻）
・国立国会図書館から、同館が
別添のとおり標記組合より承認
国立国会図書館法に基づき実施し
文書が届いた。
ついては、
加入負担
金１６０万円の支払いが発生した。 ているインターネット資料収集保
存事業の一環として、当会のホー
その他、上高地山研のテラス工事
ムページを収集・保存の対象とし
の見積書を受領した。
たいとの申し出があり、これを許
９・ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ全国安
諾したとの報告があった。
（佐藤）
全登山実技指導講習会
（剱岳）
につ
いて
（古野）
・東京多摩支部から支部創立
月 日～ 日の間、国立登山
周年の記念品として作成する日本
研修所剱沢夏山前進基地をベース
手ぬぐいに
「ＪＡＣマーク」
を使用
に開催し、
本部ＹＯＵＴＨ ＣＬＵ
したいとの申請があり許可した。
Ｂと 支部合計 名の会員が参加 （高原）
した。登攀技術の向上及びリーダ
・㈱プラネットライツから同社
ー育成に成果があった。

２１

１

2

が発行する月刊誌
﹃男の隠れ家﹄
に
ウェストン卿の写真を掲載したい
との申請があり許可した。
（節田）
・富山県立山博物館から
﹃山岳﹄
の写真・図を特別企画展等の展示
パネル、解説図録に掲載したいと
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５

13

の申請があり許可した。
（節田）
・
「山」 月号の発行について報
告があった。
（節田）

１４

について
（吉川）
３・入会希望者について
会員数減少及び会員の高年齢化
標記について、別添議案により
等が及ぼす日本山岳会の財政への
名の入会について審議した。
〈賛
影響等について、別添資料により
成 、反対なしで承認〉
財務担当理事の立場から報告があ
った。
【協議事項】
５・寄付金・助成金の受入事前申
１・新入会員オリエンテーション
請／報告／確認及び受入報告につ
の刷新について
（高原）
（吉川）
総務委員会から提案のあった、 いて
寄付金・助成金の受入事前申請
現在年 回開催している「新入会
件、受入報告 件について報告
員オリエンテーション」
を、
入会希
があった。
望者にも適用できる
「説明会」
に変
６・１１０周年記念事業について
更して開催することについて、別
添資料により協議した。継続協議 （古野・佐藤）
現在の進捗状況の報告があった。
とする。
学生部女子ムスタン登山隊による

４９

14

【今後の予定】
１・当会創立記念日
月 日㈫
ルーム休み
２・平成 年度第 回評議員懇談
月 日㈮ 時
会

１０

６

未踏峰登頂の状況等の報告があっ
・電子国土賞の応募について
【報告事項】
１・平成 年度名誉会員の推薦に
た。また、
年次晩餐会の案内に、
女 （佐藤）
ついて
（高原）
子隊に併せて来年海外派遣予定の
当会から推薦した 件が 次選
月末の期限までに推薦がなく、 男子隊についての寄付金願いを同
考に進んでいるとの報告があった。
本年度は該当者なしとする。
封することについて報告があった。
・平成 年度支部合同会議開催
２・平成 年度新永年会員につい
７・日中韓三国学生交流登山の韓
について
（高原）
月 日～ 日に開催された標
て
（高原）
国での打合せ備忘録について（古
記会議の報告が別添のとおりあっ
別添資料のとおり 名が新永年
野）
た。
会員に該当する。
月に韓国で開催された日中韓
・Ｄ ７「ＪＡＣマーク使用要
３・ 次 期 役 員 等 の 選 出 に つ い て
三国学生交流登山の際に各国団長
領」
制定について
（高原）
（高原）
の間で合意された２０１５年の中
当会が商標登録している「ＪＡ
任期等について定款及び規程類
国開催、２０１６年の日本開催の
Ｃマーク」
の使用について、
これま
による確認が資料に基づきあった。 備忘録について報告があった。
で明文化されていなかったことか

１０

１７ ２６

１

８

８・上高地梓川右岸専用水道事業

１０

１

２６

２６

15

16

１８

２６

２０

10

11

９

12

17

２３

３２

９

４

５

１４

９

４・
「日本山岳会の財政問題
（１）
」

２

１６
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山

３・晩餐会
月 日㈯ 新宿・
京王プラザホテル 時
４・支部長会議
月 日㈯ 時
分～新宿・京王プラザホテル
５・日本山岳協会「広島山岳平和
祭」 月 日～ 日 平和公園、宮
以上
島 
平成 年度第７回（ 月度理事会
案内
日時 平成 年 月 日㈬ 時よ
り
場所 日本山岳会集会室
議題 １・平成 年度秩父宮記念
山岳賞の推薦について
２・その他

６

日 常務理事会 集会委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ

日 フォトビデオクラブ 山岳
地理クラブ みちのり山の

日
日
日
日

日

日

日

日

日

会
九五会
三水会 青年部 つくも会
科学委員会 スキークラブ
評議員懇談会 「山の日」
事
業委員会 スケッチクラブ
ＳＵＮ燦会 山の自然学研
究会
緑爽会 総務委員会 資料
映像委員会 バックカント
リークラブ
会 山岳研究所運営委員
会 海外委員会
自然保護委員会 遭難対策
委員会
学生部
会 公益法人運
営委員会
00

日 スケッチクラブ 緑爽会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 集会委員会 デジタルメデ

会員異動（ 月分）
物故
大谷一良（４５７７） 
吉永定雄（６０９７） 
田辺恵造（６３６４） 
伊藤敏男（６７２ ） 
高澤英雄（７９５６ )
・
・
・
・
・

◆高峰高原スノートレック

もあります。
日程
月 日㈯～ 日㈰

・
・
・
・
・

泊

ンタープリターとともにスノーシ
ューで高峰山、黒斑山を闊歩しま
す。スノーシューセットのレンタル

集会委員会

料理自慢のホテルに宿泊し、イ

11 24 21 28 21

日
日
時 分 ＪＲ長野
集合
新幹線佐久平駅
宿泊 高峰高原ホテル
解散
日
時 分ごろ 佐久

佐藤隆男（９４５６）  ・
中山 誠（１４００５） ・
阿部 浩（１４３３０） ・
退会
小野木伸夫（９０３２）越後
豊城邦民（１０１８３）京都
大野七範（１５０７４）東海

・
・
・


滋賀
･


19 23 1

保険料他）
名 申込者に詳細をお送
りします。

申込 １月 日までに 植木淑美
宛。 ０４２ ７３４ １４
９８または
syukai@jac.

定員

N

9
ィア委員会
日 会員データ管理システムＷ
Ｇ 麗山会
日 海外委員会 総務委員会
「 家 族 登 山 」普 及 委 員 会
山遊会

O

or.jp

15
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１

平駅
万円（宿泊、現地交通費、

30

01

月来室者 ５８７名
費用

30

インフォメーション

14 14 14 14 14

O R M
９

１９

5

22

16

日 支部事業委員会
日 図書委員会

日
日

日

日

21

１２ １８ ６

11

１２

10

N F
I
２

21 ２

22

２

２２

２６

緑爽会
総務委員会 スキークラブ
「家族登山」普及委員会
１１０周年記念事業実行Ｐ
Ｔ スケッチクラブ
理事会 休山会 山想倶楽
部
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１１

26
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18

１２
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１１

２６

20

１０

10月

21
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日本山岳会所蔵資料紹介 No.16
［資産番号］
［資 料 名］
［部 門 名］
［寄 贈 者］
［受 入 日］

10048、10063、10071、121
中村清太郎山岳画
絵画
不明
不明
①初夏の槍ヶ岳

②田代池の白樺 神河内・田代池にて
（大正13年作）

③雪渓

中村清太郎
（1888 ～ 1967）は、
「 山 を 描 く 画 家 の 集 団 」と し て
1936（昭和11）年に創立された日本山岳画協会の創立会員の一人
である。ほかに足立源一郎、茨木猪之吉、石川滋彦、小菅徳二、
丸山晩霞、武井真澄、吉田博、末光清、内野猛が、顧問に小島烏水、
藤木九三の名がある。1908年、日本山岳会に入会（会員番号153）。
入会後は『山岳』に多くの作品を提供している。
また先駆的な登山を行ない、登山史に名を残している。1910
（明治43）年 7 ～ 8月、鹿島槍ヶ岳から蓮華岳までの後立山連峰縦
走や、黒部源流の山々を経て槍ヶ岳までの縦走（同行者/辻本満丸、
三枝威之介）
、小島烏水らとの赤石山脈初縦走や聖岳などの初登
山は登山史に残る。さらに、針ノ木岳の命名、新種となる日本産
の高山蝶「クモマツマキチョウ」の発見者としても知られる。
当会には絵画（油絵）4 点が寄贈されている。3 点は当会に展示、
1 点（「白馬岳」・50号）は市立大町山岳博物館に寄託している。今
号では本会に展示されている写真①～③の 3 点を紹介する。絵画
①初夏の槍ヶ岳（10号、ロビーに展示）、②田代池の白樺（変形 6 、
104号室に展示）
、③雪渓（104号室に展示）である。なお、①と③
の制作日については記載がない。

長次郎谷

なお、日本山岳会ホームページ→日本山岳会の活動案内→委員会→資料映像委員会へアクセス
すると、
「会報ページそのもの」を
「拡大およびカラー」で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（資料映像委員会）
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❖編集後記❖
◦先月のネパールから香港の山へ
と出張が続き、今月号も担当理事
の節田重節副会長と編集スタッフ
の原邦三さんにほとんどの作業を
お任せしたままです。毎号を綱渡
りのようになんとか繋いでおりま
すが、ネパールではひょんな出会
いもありました。
◦カトマンズでは、いつも寄稿く
ださるＭ会員と同じ宿になり、夕
食や朝食をともにしました。長年
国内外の山を歩いていらっしゃる
話は、
とても興味深かったです。
そ
の約 日後、クーンブのティンポ
という村（春から秋の間だけ放牧
のためのカルカと一軒の宿ができ
る）
では、ロールワリンからテシ・

山

ラプチャを越えてきたＯ理事と顔
合わせ。山の世界は案外狭いもの
だと思いました。  （柏 澄子）

日本山岳会会報
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