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白鳥勝治

延長２８６㎞のうち、
静岡県内
（静
岡市内）
はすべてトンネルで、
山梨
県早川町から長野県大鹿村に抜け
る延長 ㎞のうち静岡市内 ・
㎞と、大井川源流域の二軒小屋付
近に設置される非常口 ヶ所の工
事内容が明らかになった。
ＪＲ東海が公告したリニア新幹
線の「環境影響評価準備書（静岡
県）
」
について、静岡県は、ＪＲ東
海の県環境評価審査会での説明を
踏まえて、 年１月 日、環境評
価法制度に基づく公聴会を静岡市
葵区で開催した。
そこではＪＲ東海が大井川源流
域における当該工事で河川流量に
毎秒 ｔの減水と予測したことに
ついて、流域の自治体の関係者か
ら、大井川における毎秒 ｔの水
量は、下流域の島田市、藤枝市、焼

10

15

教育や研修、エコツーリズムなど
自然の保全・持続可能な利活用へ
の理解の促進、将来の担い手の育
成等が行なわれる
「緩衝地域」
、お
よび人々が居住し生活を営んでお
り、自然環境の保全と調和した持
続可能な地域社会の発展のための
モデル地域であることが求められ
る
「移行地域」
の つの区域を示す
必要がある。
２０１３年の 月、かねてより
計画を進めていたＪＲ東海は、こ
の南アルプスのほぼ中央部、エコ
パーク「移行地域」内の塩見岳（３
０４６ｍ）と荒川東岳（３１４１
ｍ）
の間の地下深くを通る、
リニア
中央新幹線新設の「環境影響評価
準備書
（静岡県）
」
を公告した。
それ
により、東京の品川駅から名古屋
駅間に敷設されるリニア式路線、
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▶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
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公益社団法人

日 本 山 岳 会
The Japanese Alpine Club

南アルプス周辺 市町村の協力と
関係者の尽力により、１９７６年
に始まったユネスコの自然保護事
業エコパーク登録を取得した。
ユネスコのエコパークは、多く
の動植物の生育が可能で、法的に
も厳しく保護され、長期的に保全
されている
「核心地域」
と、核心地
域の周囲または隣接する地域で、
核心地域を担保する機能を持ち、
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会員の会報購読料は年会費に
含まれています
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2月号（ No. 837 ）

南アルプスの自然保護と
リニア中央新幹線工事について

３

ユネスコのエコパークにも登録された南アルプスの地下を貫くリ
ニア中央新幹線の
「環境影響評価準備書
（静岡県）」が公告された。こ
の計画が南アルプスと周辺の自然環境にどのような影響を及ぼす
の か。 静 岡 県 内 ４ 山 岳 団 体 は こ の 地 域 の 自 然 保 護 に 協 同 で 取 り 組
むことを決めた。
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2015 年（平成 ２7 年）

南アルプスは静岡県、
山梨県、
長
野県にまたがる３０００ｍ以上の
嶺峰 座を有する赤石山脈を主体
とした国立公園である。
２０１４年、南アルプスは国立
公園指定 年を迎えた。また、
月には、静岡県静岡市、川根本町、
山梨県韮崎市、南アルプス市、北
杜市、早川町、長野県飯田市、伊
那市、富士見町、大鹿村の 県の
13
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津市、掛川市、菊川市、御前崎市、
牧の原市の 市約 万人が大井川
から貰っている生活用水の最大取
水量と同量であるとして、大井川
流水量の毎秒 ｔの減水は重大な
問題だとする強い意見が出た。ま
た、大井川周辺地域の主要作物で
あるお茶をはじめとする 万 ０
００ におよぶ田畑の農業用水の
ほか、工業用水など生活、産業、
環境等を支える“命の水”であり、
看過できない問題だとの意見が多
く出された。
一方、リニア新幹線の通る位置
より ㎞ほど下流の井川ダム周辺
に住んでいる、静岡市葵区井川地
区住民約６００人はリニア新幹線
工事について、下流域の人々とは
やや異なる感覚を持っているよう
に思う。
南アルプス静岡県域の３０００
ｍ以上の嶺峰 座がある井川地区
は、全長１６８㎞の大井川上流部
にあり、市街地から ㎞ほど離れ
た居住区である。井川地区の人口
は、１９６０年ごろ、井川ダム建
設に関係する人々を含めて一時８
０００人以上を擁したが、現状は
分の１以下に減少している。人
口減少の理由のひとつは交通の不

便さである。市街地中心部からの
主要路は、安倍川を遡行して標高
１２００ｍの大日峠か１１００ｍ
の富士見峠を越える 本の県道で
往来する。道路は山間地部分が多
く、双方とも峠の標高が高いため
降雪時は支障が多い。また、県道
はいずれも大規模な地滑り地帯を
通っているため、豪雨時など、崩
落による通行止めがしばしば起こ
る。しかし、リニア新幹線工事に
はこのルートを通らなければ、長
期の工事に携わる最大時７００人
と発表されている大勢の人も、多
くの機器機材も現場に届けること
はできない。
井川地区の住民には、今回の工
事で排出量が３６０万㎥と予想さ
れているトンネル掘削土について
も、地域としての考え方があるよ
うに思う。戦後、電源開発で集団
的な居住地移転を受け入れてきた
井川ダムの建設をはじめ、居住地
から離れているとはいえ、上流域
にある畑薙第一ダム、第二ダムや
赤石ダムなど地域内にある ヶ所
のダム建設や、付随する取水トン
ネル工事など、大規模な土木工事
を長年にわたり受け入れてきた経
緯があり、多くの経験を重ねてき

た井川地区の住民にはトンネル掘
削土処理についても独自な考え方
もあるように思うのである。
今、
井
川地区の住民の中には、この機会
に長い間懸案となっている市街地
中心部とのアクセス道路の改善な
ど生活環境の大幅な改善が可能な
ら、リニア新幹線工事を歓迎する
考え方もあるのは否定できない。
以上のように、リニア新幹線工
事については多岐にわたる問題が
あるため、私たち登山愛好者の自
然保護の感覚だけでは取り組みが
難しい。しかし、静岡県は大井川
の水問題について、過去にダム建
設による取水が漂流水を激減させ、
江戸時代は通常水深が 尺 寸

（ ㎝）以上あって、
“越すに越さ
れぬ大井川”とうたわれた川が砂
漠化し、流域周辺で政治問題化し
た事例があるため、静岡県の川勝
知事はＪＲ東海に対して厳しい姿
勢を崩していない。また、田辺静
岡市長もリニア新幹線工事につい
ては、エコパーク登録の維持継続
にかかわる問題であり、これを市
の重要課題としているため、自然
環境保全を重視した慎重な対応を
重ねてＪＲ東海に求めている。
静岡支部は、このように多くの
課題を抱えているリニア新幹線問
題について、
南アルプスがユネスコ
のエコパークに登録されたことから、
地元の山岳団体の一員としてエコ
パークの目的である「自然と人間
社会の共生」を基本とした南アル
プスの自然保護活動に焦点を絞り、
自主性を持って臨もうと考えた。
静岡県山岳連盟、静岡県勤労者
山岳連盟、静岡市山岳連盟に呼び
かけを行ない、静岡県内の４山岳
団体が協調し、
自主性を持って、
県
当局や静岡市の担当部門と連携を
図りながら南アルプスの自然保護
課題に取り組むことにした。
県内 山岳団体は初めての具体
的な行動として、
エコパークの
「移

４
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五

各地の現地視察も行なった

75

行地域」に設置されるリニア新幹
わざるを得ません。
線の非常用出口から排出される３
６０万㎥に及ぶトンネル掘削土と、
大井川の上流、二軒小屋の地下
トンネル工事による毎秒 ｔと予
５００ｍ付近を貫通するトンネル
測される大井川の流水量の減少に
掘削の残土は斜坑より二軒小屋付
ついて、 月 日、 山岳団体の代
近に運び上げられて、谷筋の中部
表が県庁に赴き、川勝平太静岡県
電力残土置き場に上積み、一部は
知事へ団体代表者の連名による左
転付峠北方の尾根付近にも投棄さ
記のごとき申し入れ書を提出した。 れるとのこと。私たち静岡県の岳
また、 月 日、同様の申し入
人は、残土をこの美しい渓谷や山
れ書を田辺信宏静岡市長に面会を
に投棄することによって大井川上
求め提出した。
流の自然景観が破壊されるのでは
ないかと大きな危惧を抱いており

静岡県知事 川勝平太殿
ます。
平成 年 月 日
さらに水の問題が指摘されてい

ます。地下水脈は私達の理解を超
えるほどに複雑で、今なお、年間

５
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リニア中央新幹線南アルプストン
ネル工事に関する申し入れ書

５

９

静岡県山岳連盟
（代表 滝田博之）
静岡市山岳連盟
（代表 松永義夫）
静岡県勤労者山岳連盟
（代表 竹本幸造）
公益社団法人 日本山岳会静岡支
部 
（代表 大島康弘）

㎜の隆起を続けている南アルプ
残土を大井川渓谷に投棄しないこ
スの破砕帯を貫通するトンネルが
と。
地下水脈を思わぬ方向に導くこと
大井川の水量を低下させないこと。
は容易に想像できます。また、調
査の結果、トンネル工事で大井川
時を同じくして、本年 月、南
の水量が毎秒 トン減水すると予
アルプスはユネスコエコパーク登
測されていますが、その場合はポ
録承認されました。
ンプで大井川に戻すとのこと。ト
南アルプスは太古の自然が息づ
ンネルの５００ｍ上部を流れる大
く、日本に残された数少ない地域
井川までポンプで汲み上げるとは
です。この地域を保全することが、
恐れ入りますが、そのためには２
リニア新幹線のトンネル工事に優
００００ もの大規模な揚水設備
先することは言うまでもありませ
が必要になり、リニア新幹線の膨
ん。私たち静岡県の山岳関係者は、
大な電力消費をさらに押し上げる
南アルプスの大自然を享受してき
ことになります。
た者として、その豊かな生態系を
先の敗戦の後、農薬、水質汚濁、 私たちの子孫に手つかずのまま継
大気汚染などにより、多様な生物
承することが、最も大切と信じる
に溢れていた野山の豊かな生態系
からです。
はすでに取り返しのつかないほど

破壊されています。私たちは豊か
お詫びと訂正 
さと便利さのために貴重な自然を
２０１５年１月号の当コーナー
これ以上壊すことに慎重でなけれ （巻頭記事）
において左記の誤りが
ばなりません。静岡県が、リニア
ありました。お詫びして訂正しま
新幹線のトンネル工事により、大
す。
井川上流域の生態系や自然景観が （誤）
２０１３年 月に山岳 団体
破壊されるであろうことを深刻に
による
「山の日制定協議会」
が始
受け止め、計画路線の変更も視野
動して以来、 年目を迎えた。
に入れながらＪＲ東海を指導する （正）
２０１０年 月に山岳 団体
よう、次の 点について知事に要
による
「山の日」
制定協議会が始
請いたします。
動して以来、 年目を迎えた。
kw

２

２
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リニア中央新幹線、南アルプス
トンネル工事の残土処分と地下水
湧出に関してＪＲ東海の対策は現
段階において、ずさんであると言
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静岡県内４山岳団体代表による静岡県知事への申し入れ

４

吉川正幸

ているからである。
また、
取り上げ
ているのは新入会員数だけであり、
退会者、物故者数を考慮した純増
数ではない。新入会員 名以下の
支部の新入会員増加率は、わず
か２・４％に過ぎない。新入会員増
加 ％以下の大半の支部では、新
入会員数から退会者と物故者の数
を差し引くと、支部会員数は純減
になっている。このことは、多く
の支部がデス・スパイラルに陥っ
ていることを示している。
新入会員増加の上位の支部を見
てみると、東海支部や広島支部な
どの一部の支部に偏っていること
がわかる。そうした支部の事情を
調べたところ、共通するのは、地
域で登山教室などの活動を行なっ
ていたり支部独自の会友、支部会
員などの独自の会員制度（以下支
部友という）を設けていることで
ある。その支部友の中から、数年
後に当会への入会者が出てくるこ
とがわかった。足元に会の再生の
ヒントが転がっていたのである。
支部友は支部ごとに各々異なっ
ているが、登山教室などの参加者
を仲間として迎え入れているもの
で、直ちに日本山岳会会員となる
ことを躊躇する方の踊り場になっ

ていると聞く。すなわち、支部友
という裾野が広いほど、新入会員
が増えるようである。支部友には、
会費ほど高くはないが、支部の活
動費の一部を支部会費として負担
してもらっている例が多い。
支部友制は、現場の必要性から
自然発生したものであるが、結果
からすると、新入会員の増加につ
ながっていた。多様な新会員の増
加は支部の活性化につながり、元
気の出る好循環のサイクルに入っ
たのである。支部友制は日本山岳
会の正規の会員制度ではないが、
当会がデス・スパイラルから脱出す
るために無視できない存在である。
ヨーロッパの山岳会の会員制度
内外の山岳団体を見渡すと様々
な会員制度がある。
日本山岳会の会
員制度と会費を考えるために、ヨー
ロッパ各国を代表する山岳会の会
員制度と会費について調べてみた。
英国山岳会（ The Alpine Club
）
は、最初で最古の山岳会であるが、
現在でも正会員になるには厳しい
入会資格があり、その代わりに以
下の つの会員制度を持っている。
入会金はない。
①正会員（ Full Membership
）にな
るには、アルプスまたは同等の高
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財務担当理事
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４

Financial Report

支部名 支部会員数 新入会員数 増加割合
東海
320
42 15.1%
東京多摩
271
17
6.7%
広島
173
16 10.2%
越後
217
10
4.8%
関西
244
9
3.8%
静岡
144
8
5.9%
群馬
28
7 33.3%
北海道
180
6
3.4%
埼玉
146
6
4.3%
千葉
97
6
6.6%
四国
68
6
9.7%
他21支部 1,416
33
2.4%
支部合計 3,304
166
5.3%

１
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日本山岳会の 財 政 問 題
（３）

平成26年3月末（新入会員数は直前１年間）

50

会費収入を考える
経営するモンベル社のカード会員
日本山岳会は、新入会員よりも
が 万人を超えたことが耳に入っ
高齢化による退会者・物故者が多
てきた。
筆者も会員であるが、
カー
く、会費収入も減少するというデ
ド会員になれば登山用品を購入す
ス・スパイラル
（悪循環）
に陥ってい
る際の割引
（ポイント）
があるので
る。この悪循環から脱する方法の
会員が増えるのである。
仮に、
当会
ひとつとして、助成金や寄付金を
の会費をモンベルカードのように
募って新事業を始めて、新入会員
１５００円 にして も、会 員 数 が
を集めようという提案を行なった。 万人もあれば、会費収入は現在の
しかし、会費収入は当会の財政
倍になるので、余裕を持って運
基盤であって、会費収入を増やす
営できることになる。
仮定の話では
ことが、目下の最大の課題である。 あるが、会員数が多ければ会の活
会費収入を増やすためには、会費
動の幅が広がるだけでなく、会費
の値上げによらず会員数を増やす
も下げられるということである。高
方策を考えるしかない。そのため
望みをしなくとも、現在の会員が、
に会費の値下げや入会金の廃止も
年前の６０００人になるだけで
考えるべきである。
も、会の運営は安定するのである。
こんなことを日夜考えているが、 会員が増える支部の理由
登山用品メーカーとして多店舗を
上の表を見ていただきたい。昨
年度の支部の会員数と 年間の新
入会員数である。新入会員が多か
った順に支部を並べている。入会
者が 名以下の支部はまとめて合
計している。合計会員数が ００
０人に満たないのは、首都圏の会
員など支部に属さない会員を除い

３
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山での平均以上の ルート以上の
されている。
登山経験と英国山岳会正会員の推
ドイツ山岳会
（ Deutscher Alpenverein
）
薦者を必要としている。つまり、
ピ
会員数は、なんと１００万人を超
ッケルとロープを使う豊富な登山経
えており、
支部の数は３５３、
３２
験がないと正会員にはなれない。 ５の山小屋、１８０のロッククライ
年会費は ポンド
（約 千円）
で、
ミングジムも保有している。資格審
歳未満と 歳以上には減額がある。 査などはない。会費は ユーロか
② 準 会 員（
ら ユーロ
（約１３０００円）
で割
Aspirant
Membership
正会員候補と訳すのが正しいが準
引制度がある。会員になると年
会員とした）
には、
アルプスまたは
回の雑誌の配布を受けることがで
同等の山岳の登山経験が少しでも
き、２０００を超える山小屋の割
あれば、推薦によって準会員にな
引利用や登山教室に参加すること
れる。
準会員は、 年以内に正会員
ができる。
会費に応じた登山保険に
資格の条件を満たした場合には、 加入することになり、会員となる
正会員になることができる。年会
と登山保険に加入したことになる。
費は、正会員と全く同じである。
オ ー ス ト リ ア 山 岳 連 盟（ The
③会友（ Associateship
）には、登
）会員数は
Austrian Alpine Club
山者でなくとも山の歴史、地理学、
万人以上であり、驚くべきこと
芸術、
生態、
環境などに興味を持っ
にこの数字はオーストリアの人口
ている者は、資格審査なしで会友
の ％を超える。１９５の支部が
になれる。年会費は、 ポンド
（約
あり、２１６の山小屋を保有して
千円）
で、
年齢による減額はない。 いる。インターネットで入会申し
ホームページを見ると、新入会
込みが可能で、その日から会員に
員紹介の人数と会員死亡告知の人
なれる。会員のメリットは、登山
数が同じくらいであり、会員数は
保険の付与、アルプスの１７００
多くはなく、高齢化が進んでいる
以上の山小屋の料金ディスカウン
ことが推測できる。英国山岳会を
トなどである。年会費は ユーロ
紹介しているインターネット上の （約８５００円）
で、青少年と 歳
情報サイトでは、登山者の間では
以上は減額される。 歳以下の子
“老人クラブ”
と言われていると評
ども会費 ユーロもある。
９
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フランス山岳会を含むヨーロッパ
大陸の山岳会は、
入会審査と入会金
がないこと、多数の会員を有する
ことは同じである。会員の構成は、
例えばドイツ山岳会では女性の割
合は 割、 歳以下会員が ・ ％
となっていて若い会員が多い。登
山の指導や教室が地域ごとにある
支部で行なわれている点も同じ。
これらの巨大山岳会は、山岳保険
や山小屋利用のための登山者連盟
と言ったほうがよいかもしれない。
財政再建と復活への道
英国山岳会とヨーロッパ大陸山
岳会の会員制度のあり方は全く異
なるが、各種の会員サービスを設
けている。
一方において当会は、
夫
婦会員と青年会員の会費減額制度
はあるが、単一の会員制度をとっ
ている。
元気な支部では、
様々な催
しと会員サービスを実施している。
支部友の制度は、支部ごとに異な
り、
また公式なものではない。
これ
らを考え合わせると、当会の会員
増強のための方策には、まだまだ
工夫の余地があろう。
私見になるが、支部友制が新入
会員獲得に実績を挙げている点を
考えると、
英国山岳会のように、
準
会員や賛助会員の制度を設けるこ

とが会員増加策の糸口になると思
われる。
しかし、
正会員と準会員等
の会費を同額とするのでは、入会
者を増やすための垣根を低くする
ことにはならない。会員資格制度
について議論する紙面はないが、
エリート「アルプス登山クラブ」と
して厳密な資格審査がある英国山
岳会の例は参考にはならない。同
じように当会が、登山エリートのク
ラブとして小さくまとまる方向で
は、
会員の増加に結びつかず、
財政
破綻の時期を早めることになりか
ねないからである。決して安易な
拡大路線を勧めるものではないが、
当会の創立時からの理念である登
山振興、
山岳調査、
環境保全を行な
う山の親睦団体として、
幅広く仲間
を増やすことを考えるべきだろう。
会員増加策と会員制度の検討は、
当会の会員増強・財政基盤検討委
員会において、端緒についたばか
りである。
しかし、
赤字決算が続く
現在の当会の財政状況からすると、
一刻も早く結論を出すことが必要
で あ る。デス・スパイラルか ら 脱 す
るために、会員を増やすことに知
恵を絞り、
実行に移すことしか、
日
本山岳会が生き延びる方法はない
ものと考える。 
（了）
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とができなかった。
この理由は、地元登山ガイド振
興策であると推定されるが、公園
管理局による自然保護政策として
規則化されていて、打開は困難で
あると判断した。
このため、
名誉を
挽回するために多くの仲間の協力
をいただき、 年からの活動を可
能にする申し開き書などいくつも
具申した。その甲斐と吉川教授の
努力もあって、私の実績が再評価
され、パークサービスからは機器設
置の登山にはぜひ私の参加を、と
請われた。そして登山の許可も下
りた。
今年のマッキンリー登山はひと
月余りの期間中にふたつのプラン

を実践することになった。前半は
気象観測の再開が決まり、第 期
測器設置登山隊の実践。
後半は、
私
の仲間 人との純粋な登山である。
気象観測プロジェクトで設置する
期間は最長 月 日までとし、一
度下山し、頂上を目指す仲間と一
緒にブリーフィングを受け 日よ
り 日間をその登山にあてた（登
山は積雪との戦いの結果、やっと
日に日程ギリギリで登頂、登頂
率は下山時に ％であった）
。
気象観測機器設置登山隊の動向
を下記に示す。
天候不順で 日間タルキートナ
の街で足止めをくった。ようやく
月 日にカヒルトナ氷河に降り
立った。通い詰めた見慣れた景色
だが、端麗な曲線を持つ純白で広
大な雪氷の流れには愛しささえ覚
える。その美しさは 年間まった
く変わらない。 年、 年間の気
象観測機器設置許可終了に伴い、
翌 年 月のウエザーステーショ
ン解体・荷下げをもって第２期の
気象観測登山隊を終了してから、
丸 年が経っていた。
観測隊はアラスカ大学水理環境
センターおよびデナリ国立公園局
と日本山岳会マッキンリー気象観
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Science

20

大蔵喜福

くれていた水理環境センターの吉
川教授が、第 期の観測のため機
器設置を申請したが、地元におけ
るマッキンリー峰 登 頂１００周 年
記念登山などの行事があり、その
あと環境アセスメントを行なう必
要があるとして、デナリ国立公園
管理局から設置許可を得られなか
った。
また、再開にあたりもうひとつ
の障害が起きた。機器の設置を目
的とする私の観測登山隊が、長年
の実績はあっても、今年は応募の
方法が公開であること、また登山
技術の未熟な隊員がいること、観
測隊としての特別な許可がないま
ま、調査のみを目的とするだけで
は、私自身のガイド登山と変わり
がないとの判断で、直前に登山許
可を取り消す公園管理局の対応で
ある。
デナリ国立公園への公募
（商
業）
登山隊の入域は、
地元登山ガイ
ド会社にしか許可されていない。
私の率いる隊は、公募
（商業）
登山
と疑われ、マッキンリーに入るこ

25

20

２０１４ 第３期マッキンリー気象観測
登山隊報告

13

マッキンリーワーキンググループ委員長
これまでに 年間継続した高所
気象観測のデータは、高所登山の
ためだけでなく、航空関連、天災
地震関係など北極を中心とするジ
ェットストリームの跛行現象の解明
にも寄与できたとの自負があるが、
世界でも稀にみる高所かつ北極圏
における気象観測は、さらに長期
間継続してデータを収集すること
によって得られる知見があると考
える。
アラスカ大学ＩＡＲＣと水理環
境センターは、これらの観点から、
また、長年の共同研究の実績から
私の観測再開計画に対して支援・
協力を示してくれ、さらに、以前
から長期にわたり支援をいただい
てきた電源開発㈱からの寄付の再
開見込みが立ったことから、第
期の気象観測のための検討が、２
０１３年初頭から日本山岳会の公
益法人運営委員会とマッキンリー
ワーキンググループで始まった。
しかし、 年に入り、
中心となっ
てこのプロジェクトを推し進めて

6
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測ワーキンググループ 者 共 同 の
ビス隊員の直接参加は望めなかっ
プロジェクトである。本年度以降、 たので、薹の立った年配者では運
数年をかけ複数の気象観測機器を
べる荷物に限界がある。 代前半
山中に設置する予定で、観測項目
の教授に還暦を過ぎた２人だ。観
は登山関連だけでなくデナリ国立
測機器類についてはメディカルキ
公園とその周辺へも寄与する内容
ャンプ
（４３００ｍ）のレンジャース
となり、さらに観測データは公園内
テーションまで、ヘリコプターでの
ネットワークの確立で広く各方面
荷揚げを依頼した。センサーだけ
に利用されることを目指している。 でなく工作機械にバッテリーなど
今回の設置場所は天候によって
重量にして ㎏ほど。若者のいな
西 稜 の 肩４９００ｍ かメディカル
い少人数隊なので大助かりである。
キャンプ東端の４３００ｍかのど
隊 はメディカルキャンプま で の
ちらかにする予定、パーティはア
日程に必要な食糧と装備約 ㎏を
ラスカ大学水理環境センター・吉
それぞれのソリとザックに分けて
川謙二教授、そしてケン・アービン
背負い引く。氷河歩きに慣れた者
グ技師と私の 人。
ばかりで安心、特にケンはスキー
日からの設置隊はパークサー
の達人で大助かりだ。 人分のソ
リを楽々と引く。
カヒルトナ南東支流氷河にある
エアータクシーのランディングポイ
ントは２２５０ｍ。カヒルトナ氷河
本流へは３００ｍ弱の下りで、そ
のボトムは約２０００ｍ。だから
頂上との標高差は４０００ｍを優
に超す。氷河の状況で例年と異な
るのは積雪の量だ。明らかに大量
の積雪でルートは直線的になって、
距離もある程度短くヒドンクレバ
スの危険性は少ない。幾分楽に行
動 で き る。教授はスプリットボー
２

３

３

14350ｍエッジオブザワールドの尖岩に設置した自動気象観測装置

60

90

ド、ケンと私はスキーだ。
初日は午後 時に出発、
シール装
着でＣ 予定の２４００ｍ地点に
午後 時半に着く。距離は約 ㎞、
最初は下りだから滑りに慣れてい
ないと、引くソリに振り回され相
当てこずる。滑りが達者なチーム
でほっとした。
新しい機材では、記録装置のデ
ータ回収の必要もなく、マッキンリ
ー峰の気象を衛星電話回線により
常時モニターできるのである。
月 日晴天、Ｃ へ ㎞ほど
移動。お昼から 時間かけて２９
００ｍ地点へ。このところタクティク
スが変わり、Ｃ はあまり使われ
なくなったようで、 ～ 張のテ
ントで寂しい限りだ。翌 日も晴天
のなか ㎞ 時間半で、
キャッシュキ
ャンプ３４００ｍへ。距離は短い
が傾斜が強く、標高差は５００ｍ
近くある。重量のあるソリを引いて
のスキー歩行はある意味限界、こ
こから先は荷揚げという手段で移
動ということになる。 日は 日
中雪、停滞して身体を休める。
翌 日は距離 ㎞、１０００ｍ
の高度差を１日で移動、レンジャー
の 詰 所 とメディカルテントの あ る
４３００ｍ のメディカルキャンプ
２

２

３

５

４

５

３

４

へ。
日、小雪の中、
メディカルキャ
ンプの東端の絶壁の小尖塔に測器
第 号を設置した。新しい第一歩
を踏み出すことができた。毎日の
最大限の行動で短期間の据付けが
でき、
うれしかった。
来期はさらに
上部、そして……。
月 日は丸 日かけて、一気
呵成にランディングポイントに滑
り降りた。日焼けにより顔と手は
赤銅色になった。乾杯のビールは
爪先まで染み込んで、至福の時を
運んでくれた。ただ、翌日から
日間、雪模様で飛行機は来られず、
氷河上の滑走路を毎日、せっせと
踏んだ。
観測開始から今年で 年が過ぎ
た。本当に走馬灯のように四半世
紀を思い出す。デナリパス周辺の
氷河調査もし、いろいろなことが
あった。来期からの気象観測ステ
ーションを設置する作業も、アラ
スカ大学水理環境センターを中心
に、パークサービスの協力で新た
な組織体制が組まれ、期待が膨ら
む。
今後の課題は、継続的な観測を
行なうための、日本山岳会をはじ
めとする支援体制の整備と考える。
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私が慶應のヒマルチュリの隊で
山田さんと登ったときの、忘れら
れないひとこまがある。
あれはヒマルチュリの第
キャンプ地を探して、重い荷を背
負って登っているときのことだっ

そして、日本山岳会がヒマラヤ
時代の夜明けを迎えたとき、日本
の冬山からヒマラヤへの路を拓い
た、若いクライマーの一群の１人
だった。
一方、山田さんはリーダーとし
て優れたクライマーだった。
慶應義塾創立１００年ヒマルチ
ュリ登山隊の隊長として初登頂し、
日本山岳会にあっても会長を務め、
また、ナムチェバルワ登山隊のリ
ーダーを 度にわたって務め、こ
れも初登頂の成果を挙げた。

た。
そのときは深いガスの中で私た
ち若い隊員が「こんなガスの中登
っても無駄だ」と文句を言ってい
た。そのとき山田隊長が、
「合理主
義の衣を被ったイージーゴーイン
グはイカン！」と言って先頭に立
って登った。山田さんの隊長とし
てのリーダーシップは、今も胸に
残る。
剛直にして真面目な山田さんは
慶應山岳部・日本山岳会を通じて
優れたリーダーだった。

■8

山田二郎さんを偲ぶ
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田辺 壽

き、終戦と同時に学校にストレー
トに復帰し、山岳部の復興に努め
た。
慶應山岳部でも日本山岳会でも
山田さんはまったく変わらず、非
常に真面目なリーダーだった。そ
してまた、山田さんはひとりのク
ライマーとしての力量とオーガナ
イザーとしての力量も併せ持った、
優れた登山家だった。
クライマーとして山田さんは終
戦直前、冬の槍ヶ岳・北鎌尾根を
末端から頂まで初完登した。

そんな山田さんは、もういない。

そして一面、山田さんの奥さん
に対する優しさも、山田さんの人
間としての魅力を惹き立てている。
あるとき、若い部員が私の所へ
山田さん一家の集合写真を持って
来た。山田さんが奥さんの膝に優
しく手を載せていると言って騒い
だ。
正に強くなければ男ではない。
優しくなければ男ではない。

４

２

1922年 山
 田乙三・静子の二男として生ま
れる。
1940年 東京府立第六中学校を卒業。兄秀
介のあとを追い慶應義塾大学に入
学、同山岳部に入部。
1942年 加藤喜一郎とともに冬の北鎌尾根
に極地法で登山、冬期北鎌尾根を
末端より初完登する。
1943年 日本陸軍戦車隊に入隊。
1945年 終戦後に復学、チーフリーダーと
して山岳部の再建に努める。
1949年 日本山岳会入会。槇有恒を社長と
する佐倉飼料に入社。
1952年 結婚。
1953年 第１次マナスル登山隊参加。㈱ミ
クニ入社。
1954年 第２次マナスル登山隊参加。
1960年 慶 應義塾創立100年記念ヒマルチ
ュリ登山隊隊長としてヒマルチュ
リ峰初登頂に成功。
1970年 ㈱ミクニ社取締役就任。
1978年 ミクニアメリカン社長就任。
1979年 同社専務就任
1989年 日本山岳会会長就任。
1991年 日中合同ナムチェバルワ登山隊総
隊長。
1992年 前年に引き続き総隊長を務め、同
峰初登頂。
1993年 日本山岳会名誉会員。
2014年 病気のため93歳で永眠。

山田二郎（やまだ・じろう）会員No.3473
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昨年 月 日、山田二郎さんが
歳で亡くなられた。
山田さんは中学生のころから、
同じ慶應の山岳部で育ったお兄さ
んに連れられてよく登ったのが、
山登りの始まりだったとのことで
ある。
太平洋戦争のとき、山田さんは
学徒動員で戦車隊の隊長として働
93

837−２０１5・2・２０（第三種郵便物認可）
山

837−２０15・2・２０（第三種郵便物認可）
山

リカ山岳会 年ラスヴェガス総会、 ル・パトナム・ハットと命名され
Memory
年オレゴン総会、 年ＵＩＡＡ
た。 ア メ リ カ 山 岳 会 発 行 の“ A
ビル・パトナムさんを偲ぶ
カトマンズ総会でお会いしている。
’ s Guide to the Interior
Climber
中村 保

英語が難解、強持てでとっつき
”を半
Ranges of British Columbia
私の恩人、アメリカ登山界の重
にくいが、笑顔は人なつこい優し
世紀ぶりに繙いたら、その著者が
鎮、ビル・パトナムさんが昨年末、 い表情になる。ＪＡＣの英文ジャ
パトナムさんであることを初めて
月 日に他界された。享年 。 ーナルを評価、私に目をかけてく
知り感無量だった。
本名ウイリアム・ローウェル・パ
ださった。 年にはアメリカ山岳
アメリカで一番古いアパラチア
トナム
（１９２４ ２０１４）
。ア
会の名誉会員推挙、昨年はＵＩＡ
山岳会、アメリカ山岳会、カナダ
リゾナ州フラグスタフにある火星
Ａの名誉会員に推薦していただい
山岳会の名誉会員はもとより、Ｋ
研究と冥王星の発見で有名なロー
た（
『山』 年 月号・小野寺斉さ
のロバート・ベイツに次いで
ウェル天文台の創設者パーシバ
ん記）
。
人目のアメリカ山岳会名誉会長に
ル・ローウェルの甥の孫にあたる。
パトナムさんはマサチューセッ
も就任した。
自身も長年館長を勤めてきた。
ツ州に生まれ、ハーバード大で地
多くの本も書いた。
『 アメリカ
私が初めてお会いしたのは２０
質学を学んだ。第二次大戦に従軍
ン・ ア ル ピ ニ ズ ム の１００年 』
、
０２年の国際山岳連盟
（ＵＩＡＡ） し、胸部に重症を負う。このため 『 Ｋ
１９３９年 の 悲 劇 』
、
『ス
アリゾナ総会である。以後、アメ
後年高所に行けなくなったのかも
イス カナダ登山ガイド文献』な
しれない。職業的キャリアとして
どである。
は放送業界で活躍して名声を馳せ
年間、ＵＩＡＡのアメリカと
た。
カナダの代表を務め、丹部節夫さ
ヒマラヤン・クライマーではな
んとも連携して積極的に活動した。
かったためか、登山家としての名
１９９３年に名誉会員になられた。
声は世界的とは言えないが、北米
副会長としてのパトナムさんの使
の登山界とＵＩＡＡへの貢献は多
命はＵＩＡＡを国際的な山岳連盟
大である。
に育てることであった。
カナダ、ブリティッシュ・コロ
能登半島がパトナムさんの縁故
ンビアの内陸山脈、セルカーク山
の土地である。ボストンの名家に
塊で幾つもの初登頂をし、探検的
生まれた天文台創設者「知られざ
遠征を実践した。 年にフェアリ
るジャパノロジスト」
パーシバル・
ーメドーの山小屋は彼に因んでビ
ローウェル
（１８５５〜１９１６）
12

20

90

Bill in Las Vegas－右が愛妻の故キティーさん

07

11

02

２

２

30

は東洋に憧れ、明治初期の１８８
３年に来日、ラフカディオ・ハー
ンに影響を与えた。
能登半島踏査の折には石川県穴
水町を訪れ、宣教師ウォルター・
ウェストンより早く北アルプスに
入り、針ノ木峠を越えている。１
８９１年には『能登・人に知られ
ぬ日本の辺境』
を出版した。
パトナムさんは、１９９２年に
穴水町を訪れ歓迎されている。穴
水町はパーシバル・ローウェルゆ
かりの土地であり、ローウェル顕
彰碑が造られている。
「 ローウェ
ル」と名付けられた杏入りの美味
しいケーキが今でも売られている。
２００７年、ＵＩＡＡ松本総会
の折にパトナムさんを能登にお連
れする予定だったが、ドクタース
トップのため来日できなくなった。
楽しみにしておられただけに、今
でも残念に思っている。
追悼式はマサチューセッツ州の
スプリングフィールドで 月 日
に行なわれた。心からご冥福をお
祈りする。

12

27
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員会の会長は、協議会の会長で衆
議院議員の谷垣禎一さんが務めま
す。本会からは森武昭会長が委員
に就き、フォーラムの成功に向けて
協力する態勢をとります。
今回のフォーラムは 山｢の日」の
実施が決まって以降、
「山の日」
に
焦点を絞ったものとしては最大規
模のイベントとなります。立案か
ら実施までの期間が短いことから
月の理事会では、準備の遅れや
規模の大きさから実現を危ぶむ声
が聞かれたのも事実です。
私たちすべてにとって国民の祝
日 山｢の日」は初めての活動テーマ
であり、それに向けた様々な取り
組みも初めての課題であることは
間違いありません。
しかし、
今年
月号会報 山｢」
（８３６号）
で萩原浩
司さんが指摘されたように、山岳
関係者以外の 山｢の日」に対する
理解度はまだまだ低いのも現実で
す。東京・有楽町という利便性の
良い場所で、子どもの春休み期間
に大規模なイベントを実施するこ
とで、「山の日」
の知名度や、
その趣
旨に対する多くの人の理解が得ら
れれば、来年に向けた今後の山岳
界全体の活動にとって、この上な
い追い風になると信じています。

１

1
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「山の日」
フォーラム開催へ
東京・有楽町 で ２ 日 間

未来を担う子どもたちが、登山
Mountaineering Day
などの自然体験を通じてその魅力
や危険を知ることは、教育の観点
からとても重要です。自然体験活
山
動に伴う安全対策や、登山に求め
｢ の日 事
｣ 業委員会担当理事 山賀純一
観光客が増えている現状を踏まえ、 ら れ る 体 力 もテーマと な り ま す。
地域としてどのように対応してい
講演やパネルディスカッションの合
くのかも探ります。注目を集めて
間には、山岳映画の上映や著名人
いる エ｢コツーリズム」や「ロングト
のトークを予定しています。
レイル」がキーワードになります。
フォーラム会場に併設して、多数
日本の山は森林がその魅力の多く
の出展ブースや野外ステージも設
を占めています。林業の将来像や
けられ、地方自治体やアウトドア
森林セラピー、水源としての森林
関連企業、山小屋などが参加しま
の大切さも考えます。
す。詳細についてはまだ確定して
日目は「
『山の日』と山と自然
いない部分も多くあります。全国
の安全」
がテーマです。昨秋の御嶽 「山の日」協議会のホームページな
山噴火は、山に登るという行為に
どを参照してください。
常にまとわりつく自然の猛威、恐
▽実行委で協力
ろしさを、私たちに突き付けまし
山の日」
フォーラムは、全国
「山の
｢
た。山岳遭難救助の実態や、御嶽
日」
協議会が提唱しました。
協議会
山噴火により改めて注目を集めた
は山岳 団体のみならず、国会議
登山届の大切さ、災害への備えな
員、地方自治体、企業、環境関係
どを話し合います。
等の団体、個人の有志で構成され
ており、日本山岳会はその主要メ
ンバーです。フォーラムの主催は実
行委員会が担い、協議会に加えて
文部科学省、環境省、農林水産省
（林野庁）
、
国土交通省
（観光庁）
、
内
閣府
（警察庁）
、
総務省
（消防庁）
、
東
京都などで構成されます。実行委

「山の日」のスタートを来年に控
え、 月 日
（土）
、 日
（日）
の
日間、東京・有楽町の東京国際フ
ォーラムを会場に「全国『山の日』
フォーラム みんなで山を考えよ
う」が開催されることになりまし
た。イベントの概要を紹介します。
会員の皆様にはぜひ会場に足を運
んで、機運を盛り上げていただき
たく思います。
▽多彩な講演、討議
イベントの柱になるのは、山岳
界の著名人や、山 森･林、自然災害
山･岳遭難などにかかわる識者が
参加する多彩な講演、パネルディス
カッションです。１日目のメインテ
ーマは「
『山の日』と地方創生」です。
大都市に比べると、地域の経済や
社会をめぐっては、衰退が著しい
との指摘が絶えません。
「山の日」
をきっかけに、身近な山々の豊か
な自然を見つめ直し、それによっ
て地域の活力を取り戻すことへの
期待が込められています。日本の
山岳に魅せられた外国人登山者や
２

837−２０１5・2・２０（第三種郵便物認可）
山

３

28

29

２

開催場所の東京国際フォーラム

５

837−２０15・2・２０（第三種郵便物認可）
山

ガウランドの古墳研究
シンポジウムを聴く
原 邦三

２

９

６

28

16

度でお願いします）

きがけ・ガウランドを考える」と

は、それまで専門家がいなかった
考古学の世界で、（過去の資料や通

古墳学者、ガウランド
冶金分野の化学者で、鉱山化学
知識と調査技術を持つガウランド

者としての事績や、収集した遺物
の再整理過程など、興味深いその
内容を紹介する。

５

明治５年にお雇い外国人として
来日したウィリアム・ガウランド
（＝ゴーランド １８４２〜１９２
２）
は、私たち登山者には
「日本ア

ページです。 どしどしご投 稿く

題したシンポジウムが明治大学博
物館と日英共同研究調査グループ
の主催で行なわ
Gowland Project
れた。古墳研究者としてのガウラ
ンドを知るべく、会場の明治大学
に出かけた。 月 ～ 日には明
治大学博物館で企画展も開催され、
研究事績に関わる品々が展示され
ていた（当会からも登山関係資料
点を貸出している）
。
シンポジウムは明治大学名誉教
授・大塚初重氏の基調講演に続き、
同大博物館・忽那氏、奈良文化財
研究所・諫早氏、宮内庁書陵部・
土屋氏、京都府埋蔵文化調査研究
センター・竹村氏、大英博物館・
リ
ブラウン氏、 Gowland Project
ーダー・一瀬氏ら日英の考古学界
ださい。（紙面に限りがありま

ー・ウェストン著『日本アルプス
登山と探検』によってその名はさ
らに広まっていった。
そしてもうひとつ、彼には古墳
研究者の顔がある。
「 日本考古学
の父」
とも呼ばれ、
滞日 年間に実
地検証した古墳
（ドルメン）
は４０
６基、測量は１４０基に及ぶ。日
本での研究は母国イギリスで高い
評価を得、貴重な古墳遺物や測量
図、
写真などが大英博物館に
「ガウ

すので、 １点につき10 0 0 字 程

大阪府塚本古墳群の石室に立つガウ
ランド（後藤和雄複写、明治大学博
物館提供、原資料は大英博物館蔵）

ルプス命名者」
として馴染み深い。
本職は大阪造幣寮（局）の技師で、
西日本各地の鉱山を巡視し、明治
初期の貨幣鋳造に尽力した。

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

気鋭のメンバーが各テーマに沿い
時間にわたり解説した。一般に
知り得ないガウランドの古墳研究

会員の皆様のご意見、エッセイ、

ランド・コレクション」として収
蔵・展示されている。
昨年 月 日、
「 古墳研究のさ

S
20

説を当てにしない）初めて科学的手
法で古墳の発掘・研究を行なった。   

古墳全体と内部を正確な実測に
よって測量図を作成、また石棺や
遺物発見位置を画期的な方眼区画
法で記してから、遺物ひとつひと
つを丹念に調べ、事実追求に徹し
た。さらに証拠や検証のために外
観と石棺、遺物の写真撮影を行な
う。古墳の内部撮影ではマグネシ
ウムを発光させ、明るく鮮明に写
し出した。撮影された古墳の中に
はすでに破壊され消滅してしまっ
たものもあって、極めて貴重な視
覚資料といえる。

■ 11

東西
南北

そのかたわら槍ヶ岳などへ精力
的に登り、中部山岳地帯
（の一部）
」と表現しても
を「 Japanese Alps
よい、とした。この山域名はアー
ネスト・サトウとその仲間が刊行
した精度の高い旅行案内書
『中部・
北部日本旅行案内』
に掲載された。
同書は版を重ね、日本人著述家や
登山家も大いにその恩恵にあずか
った。その後出版されたウォルタ

９

N

（学生部遠征隊募金の寄付を除く） 平成26年12月まで

寄付者
日向祥剛 会員
井関正裕 会員
宮崎紘一 会員
平田大六 会員
轡田隆史 会員
佐野忠則 会員
佐藤 守 会員
吉川正幸 会員
山田和人 会員

は多く残されている、ともいえる。
〈登山関連の記述は、登山史家・布
川欣一氏にご意見を伺いました〉

マナスルの呼び聲

たずねうたに会えました
高村奉樹

「山」８３０号に掲載された私の
「たずねうた―マナスル讃歌―」
に
ついて、会員の中岡久様から 月
末に早速手紙が届きました。
「小生、山岳文化学会にも所属し
て
〈昭和時代の山と歌謡曲〉
につい
て調べているのですが、『マナスル
の 呼 び 聲』と い う Ｓ Ｐ 盤レコード
（ビクター発売）を所蔵しており、 ‥
それがおたずねの歌だと存じます」
。
まさにこれでした。
さらに
「この

男作編曲）
で、当時の流行歌手・灰
田勝彦が歌っています」
。
歌われて
すでに 年を経たというのに、当
時も知らなかった背景の説明とと
もに、レコード会社のヒットアル
バムリストと歌詞のパンフレット
が、さらにお願いしてＣＤを送っ
自ら記録・紀行を発表していれ
ば、私たち登山者にはもっと身近

詳細な行動記録はまったくなく、
ほとんどは同行の仲間たちが寄稿
したものに限られる。

な存在だったに違いない。裏を返せ

歌は、１９５４年毎日新聞社制作
の映画『白き神々の座』の主題歌
（竹節作太・佐伯孝夫作詞、加藤光

７

ていただきました。早速 年ぶり

だろうという。
登山活動でも
「伝達」
精神はあま
り発揮されなかった。自身による

大学・大塚名誉教授は、伝達され
ていれば日本の古墳研究・調査は
もっと早くに進歩・発展していた

21

ばここにまだガウランドの研究余地

60

■ 12

!!
60

金額
25万円
3万円
10万円
1万円
1.5万円
50万円
10万円
6万円
5万円

寄付の目的、その他
北九州支部ルーム運営資金
関西支部の活動のために
新永年会員の記念として
新永年会員の記念として
年次晩餐会時の寄付
法人運営費用として
法人運営費用として
法人運営費用として
法人運営費用として

重層的に
「古代を科学し、
追求する
しかし、後年の遺物の再整理段
階で、研究者泣かせのものもある。 おもしろさ」を見出していったと
いう。神武天皇陵の強い否定など
金属部分のみが残り有機質箇所が
はその表れとされる。
劣化消滅し、何に使われたのかが
日本で貨幣鋳造の業績をたたえ
不明な遺物だ。例として馬具が拳
られたガウランドは、明治 年に
げられ、とても興味深かった。
帰英し、考古学者としてストーン
ガウランドは元々考古学への興
ヘンジの第１回発掘調査監督に選
味はさほどなかったようだ。来日
ばれる。そして、日本で発揮した
の翌年、考古学上の一大事件（日
本の江田船山古墳から豪族の名が
技術で発掘・修復に見事成功、賞
彫られた刀剣が出土、西欧ではシ
賛された。他方、化学者として金
ュリーマンによりトロイ〈＝イリ
属鋳造の歴史についての論文を発
オス〉
の遺跡発見）
がきっかけとな
表、大学の講師にも就いている。
り、俄然古墳発掘に傾斜していっ
エネルギッシュで才能にあふれ
た。科学的手法をとりつつ、一方
るガウランドだが、残念なのは当
では『日本書紀』への関心を高め、 時の日本人にその研究成果や手法
を直接伝えていない。前出の明治

寄付金及び助成金などの受入報告
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に聴くメロディーはまさにヒマラ
ヤからのこだま、深く感動を覚え
ました。
なお、上記ヒットアルバムには、
私たちにはなつかしい
『新雪』
『ア
ルプスの牧場』
などがあり、
『マナ
スル』のＢ面は『シェルパ可愛い
や』
です。
この歌が上記の つほど
にはポピュラーでなかったことは
確かで、いずれも中岡様も危惧さ
れるように、内容的にちょっとと
思われるふしもあります。ここで
は拙文に記しましたうろ覚えの讃
歌の、正しい一番の歌詞だけ紹介
します。
おいらはシェルパ、ヒマラヤの
氷のお城の申し子だ
氷河の水で、自慢ぢゃないが
産湯つかった伊達男
カンチ、マカルー、マナスルが
早くおいでと呼んでゐる
「産湯つかった」も確かにありま
したが、途中はずいぶん省略記憶
していたものです。
さて、この歌の作詞者に竹節作
太さんの名があることに驚きまし
た。戦前の立教大学ナンダコット
遠征への参加をはじめ、山やスキ
ーで豊富な経験を持つ毎日新聞社
の記者として知られ、日本山岳会
2

マナスル登山については１９５２
年、今西錦司さんたちの踏査隊に
途中参加、次いで 、 年の二次
にわたって本隊に参加されました。
彼が現地の経験と印象に基づいて
作った歌詞を、専門家の佐伯孝夫
氏が協力して仕上げられたものと
思われます。一昨年のエベレスト
周辺フライトの折に、私の眼がマ
カルー、マナスルに吸い寄せられ
たのも、耳の奥に残るこの歌のせ
いでした。
『白き神々の座』は封切り映画館
で見ましたが、サマでの地元住民
とのトラブルの場面は印象に残っ
ていますが、そのＢＧＭについて
はまったく記憶がありません。
以上のことをすぐに
「山」
で報告
しようと思う一方で、歌にまつわ
る思い出やエピソードなど、さら
にこだまは届かないかと待つうち
に今日に至りました。
なお私の属する㈳京大学士山岳
会は、京都大学附属博物館の協力
を得て、１９３１年の創設からの
活動を整理して、アーカイブスの
作成に努めています。その経験か
ら、中岡様が、昭和時代の「山と
歌」
について個人的に調査、
収集を
されることに敬意を表し、一度だ
53

54

け聴いた歌が、私の
“そらみみ”
で
なかったことを示す、確かなこだ
まを返してくださったことに心か
らお礼を申し上げます。

山のつれづれ句歌

ュウキンカの黄色が明るかった。
突兀と霞の中の榛名かな
春霞に浮かんだのどかな峰々。
乱れ咲く黄菅風露や霧ヶ峰
昨今と違って霧ヶ峰のニッコウ
キスゲは乱れ咲いていた。フウロ
は健気で、シモツケも鮮やかだっ
た。
薄日さす妙義の秋に染まりけり
岩峰を彩る紅葉、
「大」
の字から
眺めた妙義山の錦繍。
俳句は十七文字という最小の詩
であり、省略に徹する難しさがあ
る。短歌は三十一文字なので多少
ものを折り込めるような気がする
が、初心者ゆえの浅慮だろう。
六月の穂高にひびく山の唄
ウェストン祭の老若の声
数年前、上高地に行ったことが
ないという方を案内して訪れた。
信濃支部のかつての山乙女はお元
気で、
「山は人格をつくる」
との感
を持った。地元生徒の溌剌たる歌
声、指揮の若き女教師、取り巻く
中高年の山男、山女、合唱は 月
の山々にこだました。
かつて覇を競ひし友の逝き行
くを知れば悲しも山がはの音
青壮年のころは仕事に明け暮れ、
山も中断せざるを得なかった。そ
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小原茂延

山歩きを続けてきて、折に触れ、
そのときどきの情景や感慨を書き
留めるのは、絵画や写真にも似た
心象を表す行為なのだろう。
若いときから名句や短歌を読む
のが好きで
『現代詩歌集』
といった
本を繙き、飯田蛇笏、若山牧水、窪
田空穂といった自然詠の素晴らし
さに感銘を受けたものだ。
中高年になって、拙いながらも
山旅のつれづれに言葉をつないで
みたうち、活字になったものが以
下の句歌である。
「山」
の８３１号
に東西南北欄へのエッセイ、詩歌
の投稿案内が載ったので、忸怩た
るものがあるが、山同様、同好の
士への呼び水との思いである。
雪渓の流れ明るき立金花
岩手の焼石岳は尾瀬の湿原と異
なり、登るほどに水芭蕉とリュウ
キンカが続き、ガスった中の水芭
蕉は雪渓と一緒のモノトーン、リ

6

動

報

告

ホテル前での記念撮影

66

ィは我々だけ。ほかは北部欧州人
（長身、青目、緑目、金髪、ブロンド
多種多様）
やオーストラリア人
（子
どもたちが夏休み）
がほとんどだ。
日目の夕食は、洋食のフルコー
ス
（ビフテキ付き）で、ワインもお
いしく結構でした。
日
（火）
午前 時に記念写真を
撮り、その後解散。この日も前日
と同じような風雪だ。記念写真撮
影後この天候に見切りをつけ、さ
っさと帰る人もいたが、私はゴン
ドラで 回ほど滑り、早めに引き
上げて、 人でゆっくり宿の風呂
を堪能し、今回のスキー懇親会を
終了したのである。 （ 立岩達治）

図書委員会 

図書交換会報告

９

２

２０

松方三郎氏の提案で、図書交換
会が初めて開催されたのは１９６
８年のことである。そのときの図
書委員長が深田久弥氏、そして図
書委員には山崎安治氏らが名を連
ねた。それこそ山岳書の黄金期の
ことである。
その図書交換会を 年ぶりに復
活 さ せ た の が２００７年 の こ と。
そして、ずっとルームで開催して

■ 14

２

1

れでも自然界との接点がある職で
い」
といみじくも記した、
医学博士
あったのは救いであった。とは言
である鈴木知準先生の慧眼に思い
っても、人並みに己の器量を問い
至った。
たい気持ちは誰しもある。そんな
一時代が終わって、職を辞して
年余、 人また 人と訃報が入る。
武州の山路をたどり、渓流を下る。
水音に聴き入りながら、
「 山波
を越え行くとは人生に他ならな

活

焼山方面に高く噴煙が上がってい
るのを認めたので、妙高山が爆発
かと一瞬驚いたが、ここ赤倉温泉
の源泉の噴煙と分かり、安心。
夕食時に、自己紹介を兼ねて各
自が話をするが、
平均年齢 歳
（
～ 歳）とのことでいろいろな人
生、考え方が聞け、私としては大
変有意義であった。
日
（月）
は終日風雪。ゲレンデ
は空いているものの、横殴りの雪
で、ゴーグルは直ぐに見えなくな
るし、外せば目が痛く、新雪で足
元は重いが、なんとかスキーを楽
しむことができる。
昼食で新赤倉観光ホテルのレス
トランに入ると、日本人のパーテ

14

89

１９

集会委員会 

ループで滑る人たち、この人たち
は？歳と年齢を感じさせず休むこ
とを知らないようなまったくタフ
な人たちに混じり、なんとかつい
て行くことができ、今日 日を楽
しく滑ることができた。妙高山の
頂上近辺を忙しくヘリコプターが
飛んでいたが、昨日、天候不順の
中をバックカントリーへ出かけた
人たちが遭難したらしく、それを
捜索するヘリコプターだったよう
だが、無事に収容できたようだ。
時過ぎに下山するころ、西の
15

10

21

1

20

赤倉温泉スキー懇親会
18

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

1

1

１月 日～ 日、集会委員会主
催のスキー懇親会が新赤倉スキー
場で行なわれたので、昨年の安比
高原に続き参加した。参加者は
名、場所は信越線で長野から新潟
県に入った妙高高原の赤倉である。
日
（日）
、車や列車で次々とホ
テルに集まり、十数名になったと
ころで、宿の車でスキー場へ向か
う。天気も良く、講習を兼ねてグ
18
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80

今年も年次晩餐会で図書交換会
を開催します。夏前には会報で出
品本を募る予定にしています。書
棚に
「図書交換会に出たい」
と言っ
ている本はありませんか。今から
チェックをよろしくお願いします。
（三好まき子）



支部

55

５

■ 15

55

15

55
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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。

の報告があり、県内の山・ 座に
登頂する 座ラリー、県内標高
番目の秋田駒ヶ岳・横長根山行。
県外山行は、
長野方面の黒姫山、
戸
隠山、飯縄山など。そして、公益
的事業では太平山市民登山への協
力、前岳への案内標識やベンチの
設置、歩道の下刈りなどを今年も
実施し、登山者にも大変喜ばれて
いるとのこと。また、会員おひと
りおひとりのかけがえのない人生
をより豊かに楽しくし、支部発展
のためにも、今後も一層のご協力
をお願いする、との挨拶があった。
長岩名誉顧問からは、支部設立
以来の初代荒巻支部長はじめ歴代
の支部長への感謝と、支部の発展
に 力 を 尽 く し、 物 故 者 と な っ た
方々への哀悼、そして、会報が
号で途切れていたが、 代目岡田
支部長が 年ぶりに
「秋田山岳」
と
名称を変えて発行、さらに佐々木
前支部長や事務局の努力で今日ま

55

16

だより

いたその会場を、年次晩餐会に移
また今回は、思いもかけないサ
して 年目になる。
プライズがあった。近藤等名誉会
第 回となる今回の図書交換会
員から「参加者の皆さんに無料で
は、昨年にも増して多くの会員の
差し上げてください」と 点近い
参加があり、３５０冊の出品本を
本が送られてきたのだ。箱を開け
ほとんど完売し、残本は 冊のみ
てびっくり、
『星と嵐』
『星にのば
という嬉しい結果となった。
されたザイル』
『天と地の間に』
の
人気本を紹介しよう。一番人気は、 ＤＶＤも。なんとも嬉しい大抽選
秋田支部
人が申し込んだ『不撓不屈の岳
会になり、本家の図書交換会以上
秋田支部設立 周年記念
人 加藤文太郎の追憶』
。
『日本の
に盛り上がる一幕も。また今年も、
岳人たち』 人、
『山岳遍歴』 人、 静岡支部の長田義則会員からみか 祝賀会報告
『山は屋上より』 人が後に続いた。 んの差入れがあり、参加者みんな
秋田支部は１９５９年 月に設
入札本は
『穂高の岩場１・２』
に
で美味しくいただいた。
立、本年で 周年を迎え、その記
５０００円、
『秘密之國西蔵遊記』
正直なところ図書委員会として
念祝賀会が 月 日、秋田ビュー
４２５０円、
『ヒマラヤの旅』
に５
は、ルームでこぢんまりと開く方
ホテルで午後１時から開催。会場
０００円の値がついた。
が楽なのだが、並んだ本を実際に
には、支部の歴史となる設立当時
目にして手に取る醍醐味を多くの
の会山行、周年記念事業、分水嶺
会員に味わってほしいと、委員が
踏査、訪台、訪韓等の写真が賑や
一丸となって年次晩餐会にあたっ
かに展示された。祝賀会の講演は、
ている。また、古い本たちが豪華
山川博先生の「高齢者の健康と登
なテーブルに並べてもらって、な
山」
、佐々木民秀顧問の
「太平山四
んとも誇らしげで嬉しそうなのだ。 方山話」
であった。
祝宴は、富山流尺八師範・藤田
新山さんの尺八演奏で、めでたい
音曲
「鶴の巣篭」
の演奏後、支部物
故会員への黙祷が行なわれた。
続いて今野支部長から、多くの
困難を克服して秋田支部を現在ま
で発展させてこられた諸先輩の
方々への感謝と、 周年記念事業
20

32 ３

15

13

10

14

ずらりと並んだ山岳図書

11 55

3

55

れも、その時代時代の会員のご協
力のお陰、との謝辞があった。
支部設立 周年を祝い、これま
での役員の方々のご苦労をねぎら
い、支部の益々の発展を祈念する
との、安藤名誉顧問の力強い乾杯
の発声で懇親会が始まった。
新入会員の澤田石一夫、佐藤英
實両会員が紹介され、会は楽しく
和やかに、会員同士の親交を深め
た。余興は、堀井副支部長のハー
モニカと尺八の合奏で
「雪山賛歌」
や、紙芝居に合わせて
「ふるさと」
で継続され、 号までが会員に届
などを合唱。また、
「秋田県民歌」
けられ、それが登山の道しるべと
にまつわる心温まるエピソードを
なっている。
「山の日」
も制定され、 奥村会員が話されてから、全員で
山への関心も深まると思う。これ
の大合唱。最後に、堀井副支部長
からも今野支部長の下、
会員相互の （祝賀会実行委員長）
の三本締めで、
意欲と団結で「日本山岳会秋田支
祝賀会は午後 時ごろ、無事に閉
部」
を盛り上げて、
若い人たちの山
会となった。 
（鈴木裕子）
への憧れを育んでくれることを希
望している、
との祝辞をいただいた。
越後支部
新永年会員 名（大山孝一会員
平成 年度越後支部
欠席）
に記念品の贈呈が行なわれ、
年次晩餐会を開催
佐々木民秀新永年会員から、 年
前入会したとき、荒巻支部長に挨
月 日
（土）
に平成 年度越後
拶に伺ったら、
「君、事務所を手伝
支部年次晩餐会が、新潟市の東映
ってくれ」
の一言で、
それから支部
ホテルで盛大に開催された。毎年
の委員、事務局長、支部長と 年
月第 土曜日が越後支部恒例の
間支部の運営に携わってきた。こ
支部晩餐会開催日であるが、この

日は新潟県全域に大雪注意報が発
令された悪天候にもかかわらず、
名の支部会員の参加があった。
時より桐生恒治事務局長の司
会進行で開式宣言、この 年で鬼
籍に入られた支部会員 名（藤井
信氏、小野健氏、橋立直保氏、荒
井辰彌氏、
伊藤敏男氏）
に黙祷を捧
げた。次に 月 日の本部年次晩
餐会で永年会員表彰を受けた越後
支部会員 名
（河村勝氏、
平田大六
12

３
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50
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12

26

13

2

盛大に開催された越後支部年次晩餐会

１

５

78

14

94

２

氏、山口寿證氏）
を紹介し、橋本正
巳支部長の開会挨拶、阿部信一新
潟県山岳協会会長から祝辞をいた
だいた。
第 部記念講演では、支部会員
から つのテーマについて講演を
していただいた。最初に尾瀬財団
評議員であり尾瀬ガイド協会新潟
支部長でもある櫻井昭吉会員から
「尾瀬について」
と題し、尾瀬を取
り巻く環境保護の実態と活動組織
について語っていただいた。次に
新潟県警山岳遭難救助隊として長
年活躍され、救助技術指導官とし
て後進の指導育成に携わっている
玉木大二朗会員による「本年の新
潟県山岳遭難の発生状況と遭難事
例」
と題した講演は、
旅行的なツア
ー登山によりチームワークを無視
した安易な遭難事例が多いなど、
非常にショッキングなお話であった。
第 部の晩餐会開宴前に、越後
支部会員の叙勲・褒章・表彰関係
者の紹介を行なった。渡辺欣次会
員が昨年度瑞宝双光章を受章され
ていたこと知り、今回お祝いさせ
ていただいたが、県内小学校長や
インド・ニューデリー日本人学校
長などの教育行政に尽力された功
績である。七澤恭四郎会員の藍綬

２ 1

2
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祝意を述べる長岩名誉顧問と会場風景
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褒章は、多年にわたる自然公園指
導員として環境保護を周到綿密に
遂行された功績であったこと。櫻
井昭吉会員の環境大臣賞受賞は、
尾瀬国立公園を中心に登山道の整
備、利用者への自然解説・安全指
導など自然とのふれあい活動に尽
力された功績について紹介した。
氏がこれらの栄誉に輝いたこと
は、越後支部としても大変光栄な
る慶事としてお祝いできる、記念
すべき晩餐会となった。
次に、土田幸雄越後支部名誉会
員から、祝宴の乾杯の音頭を取っ
ていただいた。午前中に開催され
た役員会の内容について触れてい
ただき、来年は日本山岳会の１１
０周年となるが、再来年の２０１
６年には越後支部創立 周年であ
ること、さらに全国支部懇談会を
越後支部で開催することが決定し
ているなど、今後の支部会員の協
力と結束をお願いしたい、とアピ
ールしていただいた。
懇親・懇談が続くなか、今年度
越後支部の仲間に加わった編入会
員 名と新入会員 名がステージ
に上り自己紹介を行なった。しか
し越後支部では、会員の年齢高齢
化と支部会員減少の問題に直面し
3

1

７

70

ており、新入会員勧誘運動を強力
研究会との共同作業によるスズタ
時 分に登山開始で、約 分で
に推進していく必要があること。支
ケ枯死とシカの食害調査が、本谷
尾平越の峠の稜線に着く。ここで
部活性化の今後の取り組みとして、 山西の稜線で行なわれた。一昨年
定点観測組と、移動調査組とに分
今年度設立したスノートレッキング
月 日（土）の 回目調査以来、 かれる。
定点観測組は峠から約 ・
同好会（田邊信行代表）とフォト・
月と 月の年 回の観測調査は
㎞、 時間半の所に県環境企画
スケッチ同好会（本間一人代表）を
今回で 度目の作業である。
課が設置した観測地点へ直行。こ
紹介し、活動内容などを説明した。
一昨年 月の作業時も同じであ
こで、ネットで囲われた中のスズ
さらに事務局より、
来年度から同好
ったが、この日も稜線の北側から絶
タケの状況と、囲われていない場
会計画とジョイントする形で、支部
えず冷たい風が吹きつける寒い一
所の状況を計測する作業。計測す
会員が気軽に参加できる魅力ある
日となったが、昨年は雨交じりの
るまでもなく、シカの食害は一目
山行や集会などを計画していくこ
寒風だったのに比べて今回は薄曇
瞭然であるが、それを数値的に記
となど、越後支部活性化の起爆剤を
りの天気であったのが救いである。 録する作業である。
投げかける取り組みを実施するな
午前 時、
緒方町の
「道の駅原尻
一方移動調査組は、今回は峠か
どの方針説明があった。
の滝」
に集合したのは、
東九州支部
ら本谷山山頂までの稜線上の、幅
越後支部年次晩餐会は、新潟県
会員会友 名、研究会メンバーも
ｍほどの間の樹木の樹皮に残っ
内の多くの会員とともに、秋田県、
名で、 台の車に分乗して尾平
ているシカの喰い跡調査だ。多く
山形県、福島県、埼玉県などの県
トンネル宮崎側の登山口に移動。 の樹木の樹皮に喰い跡が残ってい
外会員も一堂に会しており、サロ
るが、その喰い跡の古いものと新
ンの場として山談義が最高潮に盛
しいものに分類し、樹木の直径の
り上がり、時間の過ぎることを忘
大きさを分類し、さらに樹木の種
れてしまう。中締めは遠藤家之進
類別に分類しながらその数を記録
正和副支部長の万歳三唱で、成功
する。特に目につくのはヒメシャラ
裏に終了することができた。
やナツツバキ、リョウブなどの樹木
（桐生恒治）
がほとんどかじられていたのが目

につく。峠から本谷山までの約 ・
㎞を計測し、記録し終えたのが
東九州支部
時過ぎだ。昼食後下山開始、途
スズタケ枯死とシカの食
中で定点観測地で作業終了組と合
害調査
流して午後 時前に下山し、この
日の作業を終了した。
（飯田勝之）
昨年 月 日
（土）
、大分県植物
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悪天の中で行なわれた調査
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2014年
The American Alpine Club
A5変型判 400㌻
定価 4052円
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きな可能性を秘めたアメリカ、ホ
イットニー山域の現状紹介がある。
本誌の圧巻はなんといっても２
６１ページを費やし、
ヒマラヤ、ア
ンデス、
アルプス、東欧、極地を含
め中東の砂漠、
アフリカ、アジア各
地のジャングル奥地の高峰も網羅
した２０１４年の世界全域での初
登頂・初登攀の情報と写真だ。そ
れぞれの報告書の最後にアイコン
が並び、これで検索すると
（ ）
報
告書の全文、（ ）
追加の写真、（ ）
地図や地形図、（ ）ビデオほかを
見ることができる。内容は何百ペー
ジにも広がり、読者にとって楽し
みは尽きない。
邦人の報告も散見できるが、情
報網の発達した今日、このような
通年登山実績を集積した情報誌へ
の情報提供が遅れると、初登頂や
初登攀の情報といえども人目に曝
される機会を失する恐れがある。
貴重な報告書は素早く関係者に手
渡すようお勧めする。
本誌はアメリカ山岳会の機関誌
だが、追悼やクラブ活動は簡潔に
いちさんがくかい
記され、一山岳会誌を超越した世
界の登山情報誌に徹している印象
が強い（編集責任＝ Dougald Mac
）
。 
（南井英弘）
Donald
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日本秘湯を守る会（監修） 秘湯・名湯めぐりの山旅ガイド［全国版］  ：いい山 いい宿 いい温泉 224p／21cm 山と溪谷社

2015 出版社寄贈

藤原咲子

チャキの償い  ：新田次郎、藤原ていの娘に生まれて

2015 出版社寄贈

Pauler, Gerda

Great Himalaya Trail  ：1,700 Kilometers Acress The Roof of The World 218p／24cm Baton Wicks

2013 購入

Roberts, David

Alone on The Ice  

368p／24cm Norton

2013 購入

Hawkins, Stewart

Far, Far The Distant Peak

334p／24cm Curbans Books

2014 購入

222p／20cm 山と溪谷社

図書紹介

19

新ルート・ソロ初登攀だ。太陽が照
アメリカ山岳会編
り始めると気温が上がり雪崩の危
The American Alpine Journal
険性が高まるので、
昼間はクレバス
2014
内の安全地帯で睡眠を取り、暗く
なり気温が下がって雪崩の危険が
少なくなってから登攀を継続して
いる。ヘッドライトが照らし出すル
ートに集中し、この方が安全に登
れると言う。
筆者のようにヘッドラ
イトを点して早朝暗いうちに岩場
の取付点までアプローチし、夜明け
とともに登攀を開始した者にとっ
ては驚きだが、安全確保の観点か
ら納得もいく。この原稿を執筆中、
朝日新聞が「 日かけてヨセミテ
のエル・キャピタンを素手で登った
クライマーが昼間は岩が熱くなり、
汗をかいた手が滑って落下す る 可
能性もあるので主に夜間に登っ
た」
と報じていた。
偶然とはいえ夜
間登攀のメリットを再認識した。
続いて、未開地域として前述の
チリ、フェゴ島サルミエント峰と大
⒈

目次と概要を記すと─
アンナプルナ主 峰 南 壁 新ルー
ト・ソロ初登攀
アラスカ、ムー
スの歯峰東面初登攀
キンヤン・
キッシュ東峰初登頂
Ｋ 西峰
初登頂
ミャンマー、ガムラン・ラ
ジ初登頂
カンチェンジュンガ山
塊タルン峰北西壁初登攀
人里
離れたアメリカの岩登り
ネパ
ール、ロールワリン山群ルナ西峰初
登頂
チリ、フェゴ島最高峰・サ
ルミエント峰北面初登攀、の報告が
圧倒されるようなそれぞれの写真
とともに掲載されている。
中でも注目はアンナプルナ南壁
⒍

刊行年 寄贈／購入別

ページ／サイズ 発行元

名

書

者

著

編

⒌

⒐
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図書受入報告
（2015年1月）

斎藤一男

山 その日この人  （上巻）

417p／19cm 論創社

2015 出版社寄贈

斎藤一男

山 その日この人  （下巻）

336p／19cm 論創社

2015 出版社寄贈

辰野勇

軌跡

266p／22cm ネイチュアエンタープライズ 2014 出版社寄贈

Batoux, Philippe Mont Blanc  ：The Finest Routes  Rock, Snow, Ice and Mixed 216p／29cm Vertebrate Pub. 2012 購入

Fukada, K.（著）Hood, M.（訳） One Hundred Mountains of Japan  （「日本百名山」英訳版） 247p／24cm University of Hawaii 2015 購入

837−２０15・2・２０（第三種郵便物認可）
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創立一一○周年記念事業
日本三百名山登頂シリーズ①

日光・太郎山と足尾・袈裟丸山
１泊２日 参加者募集！

＊ツアーの企画・実施は、登山・
トレッキングツアーに実績があ
り、信頼できる つの専門旅行
社、アルパインツアーサービス
とアトラストレックが交互に担
当します。

日 本 山 岳 会 創 立１１０周 年 記
念・日本三百名山登頂シリーズ
係まで。担当＝椙山
（すぎやま）
、
児玉
info@alpine-tour.com
＊お申込みの方に詳細な案内をお
送りします。

昨夏刊行されました『新版 日 【第 回日程・行程など】
【今後の予定】
本三百名山登山ガイド』の発売と
② 月下旬 志賀高原・笠ヶ岳と
期間
月 日㈯～ 日㈰
岩菅山、
白砂山 泊 日
（担当＝ア
日本山岳会創立１１０周年を記念
集合時間 新宿駅西口スバルビル
前 時 分
（マイクロバス利用） ルパイン）③ 月上旬 南アルプ
して
「日本三百名山登頂シリーズ」
日目 新宿＝東北道・日
ス・笊ヶ岳 泊 日（担当＝アト
行程
という山行企画を、長期にわたっ
光道経由＝光徳牧場 山王帽子
ラス）④ 月上旬 南アルプス・
てスタートさせます。三百名山の
（担当＝アトラス）
⑤
山 太郎山 裏男体林道＝草木
鋸岳 泊 日
内、原則として百名山を除く二百
湖畔／サンレイク草木泊
（予定）
月上旬 九州・脊振山と多良岳、
名山から、 回につき ～ 山を
日目 宿泊地＝折場登山口
選んで企画します。ＪＡＣ会員以
普賢岳 泊 日（担当＝アルパイ
賽ノ河原 小丸山 袈裟丸山
ン）⑥ 月上旬 浅間隠山と榛名
外の方も参加できますので、山仲
折場登山口＝北関東道・東北道
（担当
山・相馬山、荒船山 泊 日
間やご家族などお誘い合わせの上、
経由＝新宿 ～ 時解散予定
＝アトラス）
奮ってご参加ください。本企画の
（
食事 朝１回、昼１回、夕 回
＊ 回目以降は予定です。実施の
特徴は、
日目の昼食は各自、行動食をご
ヶ月前に詳細を会報
「山」
でお知
持参ください）
らせします。
3

３

2

３

８

２

員会）

＊そのほか海外ツアー企画として
ブータンやネパールの
「グレート・
ヒマラヤ・トレイル」の一部を探
訪するツアーを検討中です。逐次、
会報
「山」
で発表しますので、ご期
待ください。
（ 創立１１０周年記念事業実行委

２

１

11 ２

２ ９

３

７

10

２

２

５

１

23

20

１

参加費 ４０，０００円
定員
名（最少催行人数 名）
東京都港
申込み・問合せ 〒
第七東洋海
区西新橋
事ビル Ｆ アルパインツアー
サービス㈱
０３ ３５０３ ０２２３
０３ ３５０８ ２５２９

１

15
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２
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２
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＊日本山岳ガイド協会のガイド資
格を有するツアーリーダーが
名
（最少催行人数 名の場合）
同
行します。
＊インタープリター
（解説員）
とし
て当該山域に精通しているＪＡ
Ｃ支部会員（第１回の場合は栃
木支部）
が、また、サポーターと
して本部集会委員会スタッフが
それぞれ１名同行します。
15

６

20

４

１

山

Climbing&Medicine・66
登山と温泉のすすめ



村上和子

山がある所にはたいてい温泉がありま
す。日帰りでも、長期縦走などのハード
な登山の後でも、最後に温泉に入るのは格別、至福の時間
ではないでしょうか? 特に冬山登山を終え、雪の降る中
の露天風呂に浸かるというのは、想像しただけでも本当
に格別な幸せを感じることでしょう。
下山直後では、筋肉の疲れや長時間緊張の精神的疲労、
その他汚れなどの物理的ストレスが温泉で一気に解消さ
れます。もちろん、温泉ではなく普通の銭湯でも効果はあ
りますが、やはり山には温泉がつきもの、その山独自の温
泉に浸かりたいものです。 温泉には、単純温泉、塩類泉、
特殊成分を含む療養泉と大きく3つに分けることができ
ます。そして、物理効果には温熱効果、天然マッサージの
水圧効果、体が軽くなる浮力効果があげられます。薬理効
果は、温泉成分、泉質で違いがあり様々です。温泉には必
ず温泉分析表が貼ってあります。温泉分析表と聞くと難
しく思えますが、これは温泉のプロフィールですから、読
むことをお勧めします。
温泉の効果は、熱い温泉では自律神経の「交感神経」
を優
位にするので、体を休めるには不向きです。筋肉の疲れや
緊張をほぐすには、泉温40℃前後が末梢血管を拡げ温熱
効果を発揮します。この温度が筋肉疲労や心身ともに安

837−２０１5・2・２０（第三種郵便物認可）

らぎを与えます。
日本人が最も気持ちが良いと感じる泉温は42℃と言わ
れていますが、37℃〜40℃位の温いお風呂は体の内外か
ら温める温熱効果ですが、42℃以上のお風呂は肉を温め
るという外側からの効果になります。次に温泉特有の泉
質のポイントをあげておきます。単純温泉…リラックス、
炭酸水素塩泉…肌の汚れや古い角質を落とす、硫化塩泉
…肌をしっとりさせる・乾燥を防ぐ、硫黄泉…血行促進、
酸性泉…殺菌・活性、などで、山でのちょっとした怪我な
どの殺菌効果は、弱酸性〜酸性泉が適しています。
また、温泉では上記の作用だけでなく、ヒートショック
プロテインを増加させるという効果もあるようです。
ヒー
トショックプロテインとは熱ストレスによって増産されるた
んぱく質で、傷んだ細胞を修復する働きを持ち、免疫細胞
の働きを強化、肉体疲労の軽減、生体機能アップなど様々
な効果が文献に並んでいます。これは山行の疲労的精神
的回復だけではなく、疾病の元を断ち切る可能性がある
ということです。また、近年ガンの温熱療法でも注目され
ています。このヒートショックプロテインを増やす入浴法は、
さら湯では40℃20分、41℃15分、42℃10分の入浴時間なの
ですが、温泉では、40℃15分、41℃10分、42℃5分と入浴時
間を短縮できます。なので、
1クール、
2クール、
3クールと
簡単に分割湯ができるのです。老後に温泉巡りを楽しむ
ということが長寿の秘訣と言われていますが、このこと
を考えると理解できると思います。
登山と温泉の勧め。これは山行時のその場だけの効果で
はなく、根本的な自分の体の細胞も修復できる。一石二鳥
ならぬ一石三鳥かもしれません。

過去のコラムは次の手順でご覧になれます。ご活用ください。
日本山岳会ホームページ→日本山岳会の活動案内→委員会→医療委員会

http://jac.or.jp/info/iinkai/iinkai.html

チョウ

平成 年度第９回
（１月度）
理事会
議事録
日時 平成 年１月 日㈬ 時
分～ 時 分
場所 日本山岳会集会室
【出席者】森会長、節田・黒川・古
野各副会長、高原・吉川・
佐藤各常務理事、勝山・山
田・野口・大槻・落合・川
瀬・山賀・直江各理事、浜
崎監事
【欠席者】
吉永監事
議事に先立ち、
会長から
「現執行
部体制は余すところ ヶ月となっ
た。課題を着実に解決していきた
いので協力願いたい」との挨拶が
あった。また、来日中の韓国在住
ドンシク
の曺東植会員（１４４６６）から
挨拶があった。

【審議事項】
１・
「 ガンガプルナ北稜登山隊２
０１５」の１１０周年記念事業と

26

20 27

会

50

６

14
19

務

00

しての位置付けおよび同登山隊の
募金開始の承認について（会長）
「ガンガプルナ北稜登山隊２０１
５」
から、
同登山を日本山岳会１１
０周年記念事業として実施するこ
とおよび募金（対象を限定したも
の）を行なうことについて承認申
請があった。別添資料により審議
した結果、１月 日に開催予定の
１１０周年記念事業実行委員会に
おいて、同計画が承認された場合
は、
これを追認することとした。
な
お、今回の登山ルートは難易度が
高く危険度が高いことから、問題
視する意見があった。
（賛成 、
棄
権 で承認）
２・入会希望者承認について（会
長）
名の入会について別添資料に
より審議した結果、 名について
入会を承認し、１名は保留とした。
（賛成 、反対なしで承認）
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15

報

16

16

14
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告

837−２０15・2・２０（第三種郵便物認可）
山

原）

７・全国
「山の日」
協議会から、
「全
国『山の日』フォーラム」を東京国
際フォーラムで、平成 年 月
日～ 日に開催する旨の案内があ

７

27

28
った。
（山賀）
８・平成 年度下期の海外登山助
成対象登山隊の申し込みが 隊か
らあった。
（古野）
９・遭難対策委員会より、 月度
の登山計画書の提出状況（ 件あ
り、内訳は支部 件、委員会２件）
の報告があった。
（川瀬）
・平成 年１月～ 月末までの
日程計画について報告があった。

３

２

17 12

【報告事項】
１・サントリー食品インターナシ
ョナル㈱から、同社南アルプス白
州工場において展示するＷ・ウェ

２

29

26

26

15

６
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【協議事項】
３・東京多摩支部から、支部旗へ
１・
「Ｃ 理事会運営規程」の改
のロゴマーク使用申請があり許可
正および「Ｃ 理事職務権限規
（高原）
程」
の制定について（高原、吉川） した。
４・会員増強・財政基盤検討ＰＴ
本会の理事および業務執行理事
における検討状況について、別添
の権限等に関して、
「 理事会運営
資料のとおり報告があった。
（黒
規程」の一部を改正するとともに
川）
「理事職務権限規程」
を制定するこ
「日本山岳会の財政問題」
につ
とについて別添資料により協議し、 ５・
いて別添資料により説明があり、
次回の理事会で審議することとし
「山」 月号に掲載する旨の報告が
た。
あった。
（吉川）
２・規程類の管理責任者の改正に
６・助成金および寄付募金各１件
ついて
（高原）
規程類の管理責任者に関し、実
の事前申請および寄付金 件の受
態に即していない部分を改正する
け入れ報告が、別添資料によりあ
ことについて別添資料により協議
った。
（吉川）
した。
３・次期人事について
（森）
標記について協議した。
27

ストンの肖像写真の貸出依頼があ
り許可した。
（節田）
２・
（公社）
日本山岳ガイド協会か
ら「安全のための知識と技術公開
講座」への後援名義使用について
申請があり、
これを承認した。
（高

10

2

19

■ 22

1月

り
場所 日本山岳会集会室
議題１・
「 Ｃ 理事会運営規程 」
の改正および「Ｃ 理事職
務権限規程」
の制定について
２・入会希望者承認について
３・その他

６

日 学生部 海外委員会 公益
法人運営委員会 フォト
ビデオクラブ 山遊会
日 海外登山基金審査委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
フォトビデオクラブ
日 自然保護委員会 ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢ
日 デジタルメディア委員会
日 麗山会
日 集会委員会 会員増強・財
政基盤検討ＰＴ 緑爽会
日 土曜会
１月来室者 ４１１名

会員異動（ 月分）
物故 				
滝澤信三（４５７５） ・ ・
高木泰夫（５６１５） ・ ・
笠間嘉孝（９５０８） ・ ・
栗村明信（１０１１０） ・ ・
退会
篠島 弘（７０６９） 北海道
牧野牧夫（７９６２） 越後
川木竹良（８７１３） 関西
池田 悟（１１４４４）
山本 守（１１８９５）北九州
淀川雅之（１２９８９）福岡
松本廣文（１３１５８）
原田邦彦（１４０３６）埼玉

5 1 22 16

された、中村保氏を講師に招いて
ご講演をいただきます。
今回は、
東
チベットについて 回の講演を開
催します。
第 回は 月 日に「東チベッ
ト・西エリア」
、第 回は 月 日
に
「東チベット・東エリア」
。講演

６

２

７

O R M

27

00

22
23

◆中村保氏講演会 「東チベット」
東・西エリアの紹介
海外委員会・チベット勉強会
東チベット地域の探検、研究の
第一人者であり、英国王立地理学
会をはじめとして各国山岳会から
その業績に対して多くの賞を授与

1 1 1 12

N

15 15 15 14

O

３

１

2

日 図書委員会 スケッチクラ
ブ
日 常務理事会 集会委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 自然保護委員会 フォトビ
デオクラブ 山岳地理クラ
ブ バックカントリークラブ
日 山岳研究所運営委員会 学
生部 九五会
日 理事会 休山会 スキーク
ラブ
日 学生部 みちのり山の会
日 １１０周年記念事業実行Ｐ
Ｔ 山の自然学研究会
スケッチクラブ
日 総務委員会 資料映像委員
会
日 支部事業委員会
会 ス
キークラブ
日 三水会 青年部 つくも会

インフォメーション

1

I

１

N F
I

2

26
29 28 27

31
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13

（高原）
・
「山」
１月号発行について報告
があった。
（節田）

2

12

14

【連絡事項】
１・静岡森林管理署長からの富士
山国有林内のニホンジカ捕獲につ
いて
２・日本山岳遺産基金からの通信
ＮＯ

2

A

２

【今後の予定】
１・平成 年度事業計画書・予算
書提出期限
（各支部、各委員会）
月 日
２・平成 年度事業報告書・会計
報告書提出依頼（各支部、各委員
会）
１月 日
３・平成 年度事業報告書提出期
限
（各支部、各委員会） 月 日
４・第１回ＪＡＣ説明会 月 日
（高原）
５・平成 年度会計報告書提出期
限
（各支部、各委員会） 月 日
６・平成 年度支部合同会議 月
日㈯～ 日㈰以上
10

27

16 15

27

27

31

９

26

27 27

２

３

27

26

26 26

平成 年度第 回
（ 月度）
理事会
案内
日時 平成 年 月 日㈭ 時よ
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会の終了後には懇親会を予定。会
井上靖文学館 〒
静岡県長
員以外の方の参加も大歓迎です。
泉町東野クレマチスの丘５１５
講師 中村保氏 東チベット探検
５７
０５５ ９８６ １７７１
家・日本山岳会会員
日程
月 日㈯・ 月 日㈯
◆四国支部の第 回全国支部懇談
時間
～ 時
会、第３回小島烏水祭のご案内
四国支部は 月 日㈯、 日㈰
場所 日本山岳会 １０４号室
（
に香川県高松市内で「第 回全国
http://jac.or.jp/info/jac/
）
支部懇談会」
および
「第 回小島烏
annaichizu.html
参加費 １０００円（ 講演５００
水祭」
を同時開催いたします。
主な
円、懇親会５００円）
内容は以下のとおりです。参加希
定員
名 先着順（会員以外の方
望の方は担当までご連絡ください。
も参加できます）
日㈯
主催 公益社団法人日本山岳会
時 分から高松市の峰山公園
海外委員会
（ＪＲ高松駅から 分）
で小島烏水
問合せ・申込み 担当＝田口憲司
祭。記念植樹、碑前献花、詩吟、合
jktjapanjkt@yahoo.co.jp   唱をします。閉会後、公園内で四
国支部による
「さぬきうどん」
のご
接待があります。 時 分からホ
テル「花樹海」
（峰山公園中腹）で
全国支部懇談会を開きます。
講演会
「小島烏水 高松と江戸」
（講師＝平井宥慶・小島家菩提寺
住職 ）
、
「 四国の山はなぜ美しい 」
をテーマにしたスライドショーと
四国支部会員によるシンポジウム
を開催します。 時 分からの夕
食懇親会では、全国の会員に交流
をしていただくほか、
「祝福の歌」
「阿波踊り」
などのアトラクション
４

を準備しています。
❖編集後記❖
日㈰
◦ 月 日に阿弥陀岳付近で遺体
「さぬき富士
（飯野山）
、空海が生
となって発見された吉田周平さん
まれた善通寺、さぬきうどん店巡
は、学生部委員長を務める未来あ
り」
の観光＆ハイキングと、
「四国
る若者でした。一緒だった 年生
一美しいと言われる三嶺」登山の
女子部員とともに、お二人のご冥
コースをご案内します。
福をお祈り申し上げます。事故詳
費用は１万９０００円（宿泊し
細は、学習院大学山岳部からの報
ない場合は 万円）
。問合せ・参加
告を待つようにしたいと思います。
希望の方は瀧由喜子総務委員長ま
◦ 月初旬に会報委員会を開催。
でご連絡下さい。なお、締め切り
２０１４年の会報を振り返り、
は 月末とさせていただきます。
年の方向性について話し合いまし
draco65amd@m9.dion.ne.jp た。時事性のあるもの、良質なエ
０９０ ５９１４ ８６７１
ッセイや論評をもっと載せようと
０８８ ６２５ ６２１５
いう意見も出ました。２０００年
に会員向けに実施した会報に関す
るアンケートについて振り返ると、
この時の回収率が ％。会報への
関心が高く、また会員を繋ぐ重要
なパイプであることを改めて実感
します。 
（柏 澄子）
１


ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
◆新版
『日本三百名山登山ガイド』
全３巻の購入方法
会員の皆様に改めてお知らせし
ます。山と溪谷社のご厚意により
割引販売があります（定価の ％
引き、ただし送料は別途いただき
ます）
。ご注文は日本山岳会ＨＰ
の会員専用サイトで「専用の注文
書」
をダウンロードし、
会員番号を
明記の上、ヤマケイ宛て （０３
５２１３ ６０９５）
でお申し込み
ください。
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◆井上靖文学館［第 回 文学展
講座］
『あした来る人』のモデル 登山
家・加藤泰安をかたる
日時
月 日㈰
～ 時
場所 井上靖文学館
講師 羽賀孝郎（元日本山岳会副
会長）
定員
名
費用 入館料を含む５００円
月 日㈪まで「
『 あした来る
人』
から
『氷壁』
へ。
」
展を開催。
４

20

