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創立１１０周年記念式典・祝賀晩餐会開く
５６６人の会員が全国から参加

公益社団法人

日本山岳会創立１１０周年記念式典・祝賀晩餐会が 月５日、東京・
新 宿 の 京 王 プ ラ ザ ホ テ ル で 開 か れ た。 皇 太 子 殿 下 が お 忙 し い ご 公
務 の な か 講 演 会・ 記 念 式 典 に 出 席 さ れ た の を は じ め、 ５ ６ ６ 人 の
会 員 が 参 加。 ま た 来 賓 を お 招 き し て、 新 た な ペ ー ジ を 飾 る 意 義 あ
る 祝 賀 会 を 実 施 し た。 会 の 偉 大 な 業 績 を 振 り 返 る と と も に、 さ ら
なる発展を誓った。
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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

の原点に立ち返り、新しい出発点
としたい。
ご指導をお願いしたい」
。
■物故会員 人に黙祷
物故会員に対して黙祷した。昨
年の晩餐会以降に亡くなられた会
員は 人。山田二郎・名誉会員は
～ 年に２期会長を務めた。ネ
パール語辞典を編纂し、ネパール
国王から勲章をもらった三枝礼子、
ヒマルチェリ登山隊にドクターと
して参加した住吉仙也、日本人と
して初めてエベレストに登頂した
松浦輝夫、日本山岳会百周年記念
事業として出版した『新日本山岳
誌』
の編集委員長・高木泰夫、池田
錦重は、日本人として初めて北極
点到達を目指し、日大隊を指揮し
た。会報
「山」
の編集長を務めた岡
澤祐吉、名誉会員・近藤等らが還
らぬ人となった。
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征は、いつも新しい視点で進んで
きた。会が所有する文献、
図書、
絵
画、写真などは文化的にも歴史的
にも価値高いものだが、一番の財
産は様々な分野に精通する多士
済々の会員の存在と、会員同士が
事業活動に自由に参加、
交流し、
楽
しみ刺戟し合う風土である。創立
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12月号（ No. 847 ）
がリアルタイムで映し出された。
小林政志会長は次のように挨拶
した。
「 １１０周年を迎えること
ができた。誠に光栄である。日本
山岳会は常に国内外の山岳界をリ
ードし情報発信し続けてきた、伝
統と歴史のある山岳会であると自
負している。それは多くの方々の
ご支援・ご協力の積み重ねの賜物
である。
改めて深く感謝したい。
マ
ナスル初登頂に続く数々の海外遠

89

会員の会報購読料は年会費に
含まれています
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挨拶する小林政志会長

2015 年（平成 ２7 年）

■会長挨拶 財産は多彩な人材
会場には のテーブルが並び、
これまでと同じように「富士山」
、
「槍ヶ岳」
、
「北岳」
などの山名が表
示された。席は混乱を避け、すべ
て指定された。中央ステージの両
脇には、大きなモニターが設置さ
れ、記念式典・晩餐会の進行状況
60

伝統と歴史を誇りに発展誓う
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■来賓挨拶
谷垣禎一（全国「山の日」協議会
会長）
、八木原圀明
（公益社団法人
日本山岳協会会長）ら 人の来賓
にご臨席いただいた。それぞれ紹
介があった。
来賓を代表してお二人から祝辞
をいただいた。谷垣氏は「来年８
月 日に 番目の国民の祝日とし
て山の日がスタートする。山に親
しみその恩恵に感謝する趣旨だ。
山が持つ意義を広く考えたい。自
然と触れ合うなかで子どもたちが
おおらかでたくましく育ってほし
いと願う。マナスル登頂 周年で
もある。山の日と重ね合わせて喜
んでいる」
と話した。また、
八木原
氏は「 年には東京でオリンピッ
クが開催される。スポーツ・クラ
イミングが競技種目になるところ
まできている」
などと語り、
それぞ
れの立場から日本山岳会の１１０
周年を喜び、祝福していただいた。
■平出会員に秩父宮記念山岳賞
第 回秩父宮記念山岳賞は、平
出和也会員の「世界的な山岳登攀
と独自の技法による撮影実績」に
決まった。平出会員は、２００８
年のカメット南東壁の初登攀で日
本人として初めてピオレドール賞
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を受賞したように、世界のトップ
レベルの登攀活動を続けながらカ
メラマンとして数々の貴重な映像
を残してきた。自身のカメット南
東壁でのビデオ撮影をはじめ、日
本人初の８０００ｍ峰 座登頂者
となった竹内洋岳さんのガッシャ
ブルムⅡ峰などに同行して撮影を
行なった。 年には、三浦雄一郎
さんが世界最高齢でエベレストの
頂上に立つまでの様子を撮影した。
撮影技術も独創的で、エベレス
ト山頂でゾンデ棒を使った俯瞰撮
影や、クレバス底からの仰望撮影、
さらに田中陽希さんの「日本二百
名山一筆書き」
での並走撮影など、
独自の技法を駆使して登山の記録
を残している。一流登山家たちの

記録を数多く撮影し、人々に感動
を与えてきた功績は大きい。
表彰式が行なわれた。平出会員
は「実は１ヶ月ほど前、子どもが
生まれた。エベレスト頂上での撮
影は、ポールを立て８８５１ｍく
らいから撮った」
などと話した。
■１１０周年記念事業報告
記念式典の最後は、記念事業の
報告だ。ほぼ３ヶ年にわたって続
けられている。海外登山、国際交
流、支部会員参加事業、出版、講
演会の５つの部門で行なわれてお
り、説明は１１０周年記念事業実
行委の尾上昇委員長が行なった。
とくに学生部の海外登山が大成
功だったことを紹介し、会員の資
金援助に感謝した。昨年は女子登
山隊がマンセイル峰に、今年は男
子隊がジャネⅡ峰に初登頂した。
出版事業では、
昨年７月の
『新版日
本三百名山登山ガイド』
に続き
『イ
ンド・ヒマラヤ』
、
『ヒマラヤの東
山岳地図帳』
、
『改訂 新日本山
岳誌』
の出版が相次ぐ。

第２部 祝賀晩餐会
新入会員を迎え和やかに歓談
■再生委で改革進める

記念式典を終え、 分の休憩の
のち祝賀会を再開した。小林会長
が再び挨拶に立ち「入会者は多い
が、退会者も多く会員増につなが
らない。再生委員会をつくって会
の改革を進める。ＹＯＵＴＨ Ｃ
ＬＵＢの活動強化と支部活性化が
柱だ」などと語り、現実に立ち返
って会員の支援を訴えた。
■新永年会員は 人
永年会員が紹介された。新しい
永年会員は 人。会員番号５９０
０～６０９２と復活会員だ。 年
４月から翌年３月までに入会し、
以降継続して 年間、会員として
活躍された方々で、晩餐会には９
人が出席、小林会長から永年会員
章を手渡された。
神﨑忠男会員が新永年会員を代
表し挨拶した。
「 素晴らしい登山
人生を送った。感謝したい。同じ
年に永年会員制度が導入された。
制度も
〝永年会員〟
である。会費が
免除され財政を圧迫しているとか。
年目のご褒美として晩餐会の参
加費も免除だったが、今年は納入
しなければならなくなった。かつ
て現役のころ、有料化を考えたこ
とがあるが、
先輩から叱られた。
開
催費用を軽減してでも会員に負担
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祝辞を述べられる八木原日山協会長
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をかけないように――と。日本山
さんは「両親が山好きで〝穂高〟と
岳会がいつまでもよき友、よき仲
名付けてもらった。
北は大雪山、
西
間、よき先輩・後輩に巡り会える
は大山を一緒に登った。高校には
楽しいクラブであってほしい」
と、 山岳部がなく、日本山岳会に入会
ちょっぴり厳しかったが、大きな
した。日本は７割が山で、その山
拍手があった。
がそれぞれに個性を持っている。
【新永年会員
（＊は復活会員）
】
日本に生まれてよかったと思う。
百瀬寿雄＊、佐藤光俊＊、関孝
穂高、北岳からの眺めが忘れられ
治、高橋正彦、姫野和記、瀧島清、 ない。将来は海外の山にも登って
佐藤節子、本多圀雄、金子泉、田
みたい」
と語った。
村英也、大澤宣彦、竹尾宗和、松
学生部ネパール東部登山隊の６
澤憲夫、柏敏明、酒巻吟一、山田
人が登壇。隊長・真下孝典さんは
硅二、滝本幸夫、松野賢珠、尾上 「昨年の女子隊に続き、
今年は男子
昇、神﨑忠男、岡部紀正、板橋元
隊がチベット国境稜線の未踏峰・
一、糸原学、梨羽時春、田中俊甫、 ジャネⅡ峰に登頂することができ
高緑繁伸、青木正樹、宮沢章、中
た」
と挨拶、会員の支援・協力に感
西豊和、佐藤浩幸、橋本清、白簱
謝した。
史朗、中川智康、松坂良一、平位
剛、小池恭弘
■新入会員は２３２人、 人出席
続いて新入会員の紹介。今年は
２３２人と、これまでで最多の新
入会員を迎えることができた。次
の時代を支える人たちだ。晩餐会
には、うち 人が出席しステージ
に上がった。若さで会場が一段と
明るくなった。代表挨拶に益子穂
高さんが進み出た。高校２年生だ
と紹介されると、会場はどよめき
大きな拍手が巻き起こった。益子
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盛大な拍手で迎えられた新入会員たち

■恒例の鏡開き
湖に下りた。中ノ倉峠は千円札に
恒例の鏡開きは、小林会長のほ
描かれた富士山の展望地。そのと
か尾上・記念事業実行委員長、谷
おり富士山が美しかった。およそ
垣・全国「山の日」協議会長、神
人が参加、新宿駅西口から２台
﨑・日本ヒマラヤン・アドベンチ
のバスに分乗して出かけた。
ャー・トラスト会長、秩父宮記念 （文・髙橋重之、写真・奥田有恒）
山岳賞を受賞した平出氏、
八木原・
日本山岳協会長の６人で行なった。
１１０周年記念海外登山報
お酒は故今西壽雄名誉会員ゆかり
告・講演会
の
「四海王」
。森前会長の音頭で乾
杯した。
■講演会・写真展・図書交換会
■学生部ネパール東部登山隊
晩餐会に先立ち、午後１時 分 【隊長】
真下孝典
（青山学院大４年）
からエミネンス・ホールで海外登 【登攀隊長】宮津洸太郎（明治大３
山の報告、また、秩父宮記念山岳
年）
【隊員】木村健太（東京工芸大
賞の受賞記念講演会が開かれた。 ４年）
▽芦刈新之介
（電気通信大３
４階では写真展・図書交換会が行
年）▽橘井駿（専修大３年）▽野澤
なわれた。写真展は、アルパイン
岳大
（立正大３年）
期間は９月３日から 月 日ま
フォトビデオクラブが開催し、
点強の作品を展示。皇太子殿下が
で、ネパール東部カンチェンジュ
スイス・シーニゲプラッテから望
ンガ国定公園内、チベット国境稜
んだアイガーとメンヒの写真を出
線にあるジャネⅡ峰およびローナ
展された。昨年６月、日本・スイ
ク・ピークの初登頂を目指した。
スの国交樹立１５０周年を記念し
ローナク・ピークは撤退を余儀な
スイスを訪問された際、シーニゲ
くされたが、ジャネⅡ峰は初登頂
プラッテを散策されている。
した。
翌日の懇親山行は山行委員会が
９月４日、カトマンズに到着。
主催し、本栖湖北西のパノラマ台
８日、タプレジェンに到着しキャ
で行なった。精進湖登山口から登
ラバン開始。高所順化を経て 日、
り始めて中ノ倉峠まで歩き、本栖
ローナク・ピークへアタックする
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も岩もろく撤退、ジャネⅡ峰へ転
進する。
月３日、
全員ＡＢＣ入りし、
翌
４日、アタック開始する。頂上ま
で距離は約３５００ｍ、標高差は
約６５０ｍ、フィックス８本（
ｍ）
。午前４時、
先発隊が出発。
分ほどフィックス×２ピッチで氷
河舌端を乗り上げ、わずかに傾斜
のある氷河帯を進む。大きなクレ
バスは開いていない。氷河が橋状
に残っている部分を登る。その後
は傾斜の強い斜面を右上、クレバ
スの多い箇所や傾斜の強い危険箇
所を進み８時、氷河帯通過。８時
分、頂上直下に取り付いた。緩
傾斜の雪田を最後の雪壁に向け直
進。
徐々に傾斜の強くなる雪壁、
頂
上へ直登するラインを登り、 時
５分、全員登頂した。
（速報は会報「山」 月号に）
■秩父宮記念山岳賞講演
未知への挑戦 
平出和也会員
１９７９年生まれ、長野県諏訪
郡富士見町出身。子どものころよ
り、自宅から眺めていた八ヶ岳や
南アルプスで山歩きを始める。小
学校から剣道を始め、中学校では
長野県３位になる。高校では競歩
の選手として全国５位になり、東
海大学に進学後も陸上部に所属し、
日本選手権 位になる。
その後、
山
岳部に転進。
危険な所で高いパフォーマンスを
決められたルールのなかで他人
と競う競技スポーツに限界を感じ、
自由な発想で活動できる山岳部に
魅力を感じた。翌年、２００１年
にはヒマラヤの未踏峰、クーラ・
カンリ
（７３８１ｍ）
に初登頂、８
０００ｍ峰のチョー・オユーをス
キーで滑降した。山とともに生き
る人生がスタートしたのである。
初登頂や未踏ルートにこだわり
続け、２００８年インド・カメッ
ト
（７７５６ｍ）
の南東壁より初登
攀・登頂によって、パートナーの
谷口けいとともに「第 回ピオレ

ドール賞」を日本人として初受賞
した。
課題を見出す嗅覚に伴う技術
僕より登れる人なんて国内外に
いくらでもいる。僕に人より優れ
ている部分があるとしたら、人の
やったことのない
〝課題〟
を見つけ
る嗅覚、そして、それを成し遂げ
る能力、そのバランスかな。いく
ら登る技術があっても、その課題
を見つけることができなければ、
そこには絶対にたどり着くことは
できない。カメットの未踏の南東
壁という魅力的な課題を見つけ、
それを登攀し得たこと、それがピ
オレドールにつながった。
人の夢をサポートする登山
同じ年、
竹内洋岳氏
（日本人初の
８０００ｍ峰全山登頂者）のパー
トナー兼カメラマンとして同行。
これを機に、山岳カメラマンとし
ても本格的に活動。 年には三浦
雄一郎氏の 歳でのエベレスト登
頂を記録した。フィンランド人初
の８０００ｍ峰全山登頂者ベイカ
ー・グスタフソンらを撮影し、海
外メディアからも信頼を得てきた。
ドローンの活用など、ユニークな
アイデアの撮影方法などで新しい
世界観を撮影している。

山で撮影をすることは、もうひ
とつの僕の生きていく道である。
そこには自分しか撮ることのでき
ない世界がある。そして、その世
界をリアルに伝えることができる
手段として、多くの登山家に同行
し撮影している。すなわち、それ
が僕にしかできないサポートとい
う方法でもあった。
年の秋、日本山岳会極限追求
型登山部門の助成金を得て、西ネ
パールのアピで予想外の冒険の末
登頂し、それらを撮影した。
■禁断の南チベット
中村保名誉会員
中村保名誉会員は１９３４年、
東京生まれ。一橋大学山岳部で先
鋭登山を目指す。 年、石川島重
工
（現ＩＨＩ）
に入社し海外のビジ
ネスに専心。 年～２０１４年の
四半世紀の間に中国南西辺境「ヒ
マラヤの東」
に 回足を運び、
地理
的空白部の全容をほぼ解明する。
講演会では、
「ブルースカイ・エ
クスペディション」
と題し、
昨年踏
査した地域を多くの写真・地図を
交えて紹介した。ラサの東に位置
する未踏の郭格拉日居（ゴイカル
ラリグー）山群とヤルン・ツァン
ポー南岸の６０００ｍ峰の山塊を

15

90

37

58
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847−２０１5・12・２０（第三種郵便物認可）
山
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40
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30 50

12
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講演する平出和也会員

80

13

847−２０15・12・２０（第三種郵便物認可）
山

ターゲットとし、中国・インドの
実効的な国境であるマクマホン・
ラインとブータン国境への接近を
視野に入れた。
                
北京オリンピックとラサ暴動以
降、東・南チベットへの外国人の
入域は年々難しくなっている。統
制・検閲が一段と厳しくなった。
不確定な状況のなかで成果を収め
ることができたのは、チベット族
ガイドの人脈、調査・交渉能力と
機転のお陰だという。
状況は厳しく、４つの許可が必
要で早めの手配にもかかわらず、
最終的に許可証が航空便で届いた
のは成都を発つ前日であった。
統制は異常だった。通過・滞在
する県の公安には必ず出頭した。
幹線道路沿いでは公安・警察のチ
ェック・ポストで許可証を提示せ
ねばならなかった。幹線道路では
通行車のスピード・チェックが頻
繁に行なわれていた。チベット族
への締め付けが続くなかで、イン
フラ整備は急ピッチで進められて
いる。中村名誉会員は、 年に第
６回秩父宮記念山岳賞を受賞され
た。その記録は『ヒマラヤの東』
『深い浸食の国』
『最後の辺境――
チベットのアルプス』などにまと
03

められ、 年には１１０周年記念
出版として『ヒマラヤの東
山
岳地図帳』
が刊行される。
（講演・報告会は、それぞれいた
だ い た レ ジ メ を 基 に 構 成 し た。
文・髙橋重之、写真・奥田有恒）

平成 年度支部長会議

（文・髙橋重之）

■5

準会員制度導入を話し合う



準会員は、検討案
（４・１版）
に
準会員制度に対する意見が支部
よると、具体的には①３年間以内
から出された。若い人の入会を促
に正会員に移行しなければならな
すにはいい制度だと評価する意見
い②入会金は５０００円、年会費
が多かった。入会のネックになっ
は６０００円とする③会員総会で
ている入会金・会費のハードルが
の議決権はない④日本山岳会の各
下がる。
種行事
（含晩餐会）
に参加でき、山
しかし、千葉、岐阜、石川、北
行に原則として参加できる⑤会報
海道、埼玉、宮城など、多くの支
「山」
は郵送し、
『山岳』
は有料とす
部が支部独自の会友制度を持って
る
など。
いる。
「 会友が正会員に移行して
定款での規定は最小限にとどめ、 ほ し い の だ が、 な か な か 進 ま な
詳細は理事会で決定する規程で定
い」
、
「居心地がいいらしく定住し
める。その際、永年会員のほか終
ている」
、そんな状況で
「会友から
身、賛助、夫婦制度について合わ
準会員への移行は難しい」などと
せて変更を行なうこととする。永
話された。逆コースを懸念する支
年会員の年会費については、実費
部もあった。正会員だったのを退
相当額の６０００円にすることに
会し、会友になった例もあったと
固まりつつある。
いう。これに対し、会友がすべて
準会員に取って代らなければなら
ないものではない。支部独自の制
度は、支部の任意とすることが示
された。
準会員の入会後の活動を支える
〝受け皿〟
をどうつくるか。正会員、
準会員、会友の３つの会員の区別
化をどう図るか。課題は多い。年
内に最終案をつくり、１月の会報
「山」
で会員に周知、広く意見を求
める考えだ。

記念式典の前に開催された全国支部長会議

16

27

毎年、年次晩餐会に先立って開
催している支部長会議は、 月５
日午前 時 分から晩餐会と同じ
京王プラザホテルで開かれた。全
国 支部から支部長が参加した。
会務報告の後、吉川正幸副会長が
準会員制度について再生委員会で
の検討結果を報告、これに基づい
て意見交換した。
吉川副会長は「会員増強のため
再生委員会の中に常務理事が参加
するワーキング・グループをつく
り、支部事業委員会などの意見を
聞きながら、準会員制度案につい
て検討を進めてきた。長期間検討
してきたことであり、会の財政が
悪化するばかりで待ったなしとい
う状況である。来年の総会に諮り、
速やかに発足させたい」
と語った。
32

10

30

12

21

24

to

３４

１４

講演するChang Ho KIMさん

■6

ＵＩＡＡ総会２０１５韓国・ソウルで開催

ＮＭＭ（ナショナル山岳博物館）
Peports
景勝地、雪岳山の麓に昨年 月
にオープンした。日本では考えら
中村 保
れないほど充実した施設である。
国際山岳連盟ＵＩＡＡ年次総会
し、朝鮮戦争の勃発で登山活動は
韓国登山界の発展と意気込みが感
２０１５（今年は韓国・ソウルで
中断を余儀なくされたが、戦後す
じられる。写真をご覧いただきた
月 〜 日開催）
に、
ＪＡＣ名誉
ぐ登山活動は復活し、１９６２年
い。３階建てにエキシビション・
会員の名目でオブザーバ―として
に
（ＫＡ
ホール、オードトリアム、クライ
Korean
Apine
Federation
参加しました。多くの友人に再会、 Ｆ）が創立された。ＫＡＦは１９
ミング体験ルーム、インドア・ク
意義深い３日間でした。総会には
６６年に教育省の認可と支援を受
ライミング・ホール、現代登山の
日山協から神﨑忠男さん
（前会長、 け、１９７０年にＵＩＡＡに参加
歴史展示、韓国の登山文化紹介と
現顧問 ）
、八木原圀明さん（現会
した。１９７７年の韓国隊エベレ
多 彩 で あ る。 神 﨑 忠 男 さ ん 曰 く
長）
、
小野寺斉さん
（事務局長）
が公
スト初登頂を推進、１９９４年に 「昨今の日本の登山界の状況では、
式代表として出席しました。総会
アジア山岳連盟ＵＡＡＡに創立と
日本にこんな立派な山岳博物館を
ことは驚きだった）
。
の議事については小生が報告紹介
同時に参加した。１９９９年まで
造ることなど考えられない……」
。
２０１３年５月 日、 Chang-Ho
する立場にはありませんので、こ
に有力なアルパイン・クラブを集
とパートナーは人力のみで
KIM
こでは韓国の登山界に関連して個
約し、２０１２年には Korean Ski
海抜０ｍから世界最高峰の頂に到
Chang Ho KIM
人的に強く受けた印象を紹介しま
を 設 （韓国最強のクライマー）
達した。これで 歳の韓国登山家
Mountaineering
Association
す。
立、さらに広範な活動を展開して
ナ ショナ ル 山 岳 博 物 館 で の
は、無酸素で８０００峰 座完登
＝
きた。現在の会長は Injeong LEE
の講演には圧倒さ
の偉業を成し遂げた。
Korean Alpine Federation
Chang-Ho KIM
の活動、
さんである。
れた。８０００ｍ峰 座を登った
KAF
National
Mountain
、スーパー・クライマー
特筆すべきは Christine PAE
さ
だけでなく、彼の登山活動は精力
０
８８４８プロジェクト（パ
Museum
さんについてです。 んのことである。ＫＡＦの国際関
的、独創的、広範囲、多彩で群を
ー ト ナ ー： Sung-Ho SEO 歳 ）
Chang-Ho KIM
係を仕切る、有能で英語の堪能な
抜いている。恐らく世界で彼を凌
インド洋ベンガル湾〜コルカタ
女性である。ＵＡＡＡの事務局長
駕するヒマラヤン・クライマーは （カルカッタ）……カヤック（１５
を務め、ＵＩＡＡのアジア代表の
いないのではないかと思う。現在
６㎞）
、コルカタ〜ネパール・トゥ
一人でもある。今回のソウル総会
は韓国山岳連盟のエクスペディシ
ムリンタール……自転車（８９３
でも、司会進行役としてそのタレ
ョン担当の理事で、同連盟は彼を
㎞）
、
トゥムリンタール〜エベレス
ントが如何なく発揮された。
厚遇している（講演の中で中村の
トＢＣ……トレック（１６２㎞）
、
東チベット踏査のことにも触れた
無酸素でエベレスト登頂。インド
10

ＫＡＦ
（韓国山岳連盟）
韓国で近代アルピニズムが興っ
たのは１９２０年代で、いくつか
のアルパイン・クラブが誕生し、
その
のち１９４５年に Corean Alpine
がその中核となった。しか
Club

２０

４４

847−２０１5・12・２０（第三種郵便物認可）
山

１４

１１

援

後
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） 1st ascent ‥
raji
（ 6150m,
Bakma Brag
）
Karakoram
1st
ascent
（ 8126m,
2005 Nanga Parbat
） Rupal face ascent
Pakistan
2008 Batura（
II 7762m,
）
Karakoram
1st
ascent
（ 7126m, Nepal
）
2013 Himjung
1st ascent Completed
14*8000m w/o oxygen

＜プログラム＞
１．
「山が崩れ、村が埋もれた
ランタン谷 2015／04／25」
（兵頭 渉／大阪市立大山岳会ＯＢランタン・リ遠征隊）
２．
「現地調査報告・ランタン村に何がおきたか？」
‥
（藤田 耕史／ネパール・ランタン谷における雪氷土砂
災害調査隊）
３．
「大なだれとゾモたち
民間でできる復興支援」
（貞兼 綾子／ランタンプラン）
４．主要山岳６団体の募金状況と今後の取り組み
５．ディスカッション＆質疑応答

洋〜エベレストＢＣ
（ 日）
エベレ
は７年 ヶ月６日で達成し、 日
スト登攀
（ 日）
間短縮した。しかし、不幸なこと
ポーランドの伝説的クライマー
にパートナーの Sung-Ho SEO
（８
の８０００峰
０００峰 座登頂）は下山中に翌
Jerzy Kukuezka
座完登の記録を、
朝、第４キャンプ
（７９５０ ）
で
Chang-Ho
KIM
息絶えて発見さ
れた。

2015大なだれ

悲劇の実態と復興に向けて

（ 5924m, Hindu
Shikari
） new route 1st ascent
Kush
〜
2001
02 Solo expedition in
Karakoram and Hindu Kush
Ranges
（ 6225m,
2003 Delhi Sang Sar
） solo 1st ascent ‥
Pamir
（ 6189m, HinduAtar Kor
） 1st ascent ‥
raji
（ 6105m, HinduHaiz Kor

ランタン谷復興支援シンポジウム

Chang-Ho
の主な登
KIM
山記録

雪岳山麓にオープンしたナショナル山岳博物館

１０

１２

３８

m

1993 Great
Trango Tower
（ 6284m,
）
Karakorum
ascent
1996
Gasherbrum IV
（
7925m,
）
Karakoram
east face new
route attempted
2001 Khache
Branga
（
5560m,
）
Karakorum
1st ascent  
Honboro Peak
（
）
5500m, Karakoram
1st ascent  

参加費
主 催
共 催

2016年１月10日（日）13：00～17：00（開場12：30）
ＪＩＣＡ国際会議場（ＪＲ市ヶ谷駅から徒歩10分、
都営地下鉄市ヶ谷駅Ａ１出口から徒歩10分、東京メ
トロ市ヶ谷駅６番出口から徒歩８分）
１，
０００円
ランタンプラン
ネパール・ランタン谷における雪氷土砂災害調査隊‥
2015年ネパール地震と地震災害に関する総合調査隊
公益社団法人日本山岳協会ほか

時
所

日
場

847−２０15・12・２０（第三種郵便物認可）
山

４０

４０

１４

創立 １ １ ０ 周 年 記 念 ツ ア ー 報 告

亀田広明

ブータン・ガンカープンスム大展望
トレッキング 日 間

14

史は１９７３年、インド・ブータン
合同隊による南面の試登から始ま
り、１９８６年の英国隊の南面か
らの試登までの 年間に５つの遠
征隊が登山を試みている。しかし、
いずれの隊も山頂に立つことはで
きず、その後、ブータン政府が信
仰上の理由で登山許可を出さなく
なったことから、現在も未踏のま
まで残っているのである。
ティンプーから１時間ほど車で
走った所に観光地としても有名な
展望地のドチュ峠があるが、ここ
からブータン・ヒマラヤが屏風のよ
うに一望でき、ひと際存在感を持
つ巨大な山がガンカープンスムで
ある。特にこの山の南東面の３㎞
ほどの切れ落ちた巨大な壁と、東
面へ連なるナイフリッジの尾根や
ヒマラヤ襞の壁は圧巻である。今
回、我々のトレッキングは、その
最も迫力のある南東面に接近する
チャムカール谷を詰めていくルー
トである。このルートは、１９８
５年にイヴォン・シュイナードな

どアメリカの精鋭クライマーから
なるナショナル・ジオグラフィッ
ク隊が当時、アプローチとして使
用しており、彼らは南東壁直下ま
で至ったものの、この巨大な壁を
眼前にしてあまりにも難攻不落の
壁であると判断して、登山を断念
している。

また、このチャムカール谷を訪れ
た外国人は極めて少なく、我々が
調べた数々の文献記録からは、折
り返しのバムルパ
（４４３０ｍ）
ま
で日本人グループが入山した記録
が残っていないルートでもある。
つまり、日本人グループとしては
今回、初めて我々が足を踏み入れ

■8

14

ガンカープンスム
（７５６４ｍ）
は、ブータン北東部、中国との国
境に位置し、首都のティンプーか
ら北東へ距離にして約１００㎞離
れたルナナ地方にある。我々一行
（ ツアー実施＝アルパインツアー
サービス）は、このガンカープンス
ムを間近に展望するために、ティ
ンプーから登山スタートの玄関口
ブムタンまで、３つの３０００ｍ
以上の峠を越えて車で移動する。
ブータンでは、このルートは幹線
道路であり、舗装が施されている
が、険しい断崖絶壁に拓かれたた
めか所々斜面から土砂がこぼれ、
舗装が埋まってしまっている箇所
や、また道路拡張工事を急ピッチ
に進めており、至る所でブルドー
ザーが道路工事に活躍し、何度も
交通規制で足留めをされた。我々
の山旅は、そんな長時間移動と悪
路での左右上下への揺れと格闘し
ながら、ブムタンまでの道のりと
奮闘するところから始まった。
さて、ガンカープンスム登山の歴

チャムカール谷から見上げたガンカープンスム南東面

847−２０１5・12・２０（第三種郵便物認可）
山

山

847−２０15・12・２０（第三種郵便物認可）

開け、目の前に我々を歓迎するよ

むルートで展望は得られないが、
標高４０００ｍ付近から急に谷が

再開。しばらくは樹林帯の中を進

で１日滞在し、４日目からゴルチ
ャン
（４１８０ｍ）
へ向けて登山を

日目は高所順応のためにツァンパ

また、両日とも小雨の中での登
山であったため、
疲労度も増す。
３

ないので、道は荒れていた。

泥濘との格闘であった。現地に住
むわずかな村人の往来くらいしか

ることとなる
（ただし、
ツァンパ付
近までは、青いケシを探して日本
人が訪れている記録がある）
。
我々は、日本人グループとして
は最初となるこのガンカープンス
ム南東面を間近に展望するコース
に、不安と期待に胸を膨らませな
がらトレッキングをスタートした。
スタート地の標高２８２０ｍのナ
スフェル村から折り返しの標高４
４３０ｍのバムルパまでの往復距
離は、約１００㎞の道のりであり、
１日の高所順応滞在日を含めて７
泊８日で歩くこととなる。入山日
は ㎞、２日目のツァンパ
（３６７
５ｍ）
までは ㎞の行程であるが、
この区間は樹林帯の中を沢沿いに
歩く荒れたルートで、ゴロタ石と

した。

０ｍ付近まで登り、間近に迫る未
踏の世界最高峰を心ゆくまで堪能

ンプ地の横に聳える斜面を４６０

キャンプ地に到着した。
我々はその後、バムルパのキャ

変え、あっという間に折り返しの

なかったが、心が弾むような感動
は、
メンバーの歩行を軽快なものに

ルパまでの道のりは決して近くは

員が突然に現れたその山容に感動
し、歓喜に沸いた。そこからバム

うにガンカープンスムが、遠望で
はあるが姿を現した。間もなくし
て宿泊地のゴルチャンに到着。
翌朝、ゴルチャンのキャンプ地
は、一面の雪景色に変わっていた。
目の前に見えるはずのガンカープ
ンスムも白い雲が覆いかぶさり、
姿が見えない。それでも期待に胸
を膨らませながら、最終キャンプ
地のバムルパ
（４４３０ｍ）
を目指
す。さらに広々としてきた谷を進
むと、次第に目の前のガンカープ
ンスムに懸かっていた雲が取れ始
め、全容を現した。この間、あっ
という間の出来事だった。突然現
れたその山容は、昨日よりも一層
間近に迫り、さらに大きくなって
存在感を増していた。メンバー全
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ＪＡＣルームで講演するＭ・フッド氏

■ 10

『日本百名山』英訳版をめぐって

スクリーンに映された最後の写
Books
真は雲海の日没だったが、質疑応
答のなかで、日本では日没よりも
大森久雄
日の出が主役だが、ヨーロッパで
深田久弥
『日本百名山』
の英訳版
スが並ぶ書棚には眼を輝かせてい
は日没に焦点が当たる例が多い。
刊行はまことに喜ばしいことであ
たし、Ｈ・Ｂ・ド・ソシュールの
『ア
レズリー・スティーヴンの
「モン・
った。
同書の内容は本誌３月
（８３
ルプスの旅』
４巻
（１７７９～１７
ブランの日没」
など、
という興味深
８）
号で紹介したが、
それが機縁に
９６年刊）
を手にして、
「初めて見
い指摘が飯田年穂会員（明治大学
な っ て、 訳 者 のマーチン・フッド
ました」
と喜んでいた。
教授）
からあった。
フッドさんも当
さん
（スイス・チュー
集会には、深田久弥山の文化館
然そのエッセイは知っていて、話
Martin HOOD
リッヒ在住）
と連絡がつき、手紙や
に関係する当会石川支部の大庭保
題が高度な水準になったのはおも
メールでの交信が重なった。そ
夫会員など地方からの参加者や、 しろかった。
の過程で、日本に来る機会があっ
予告が
『山と溪谷』
誌に掲載された
JAPANESE ALPINE NEWS 語でなら日本アルプスのことを知
たら当会で英訳版の話をしてもら
関係か、当会会員以外の複数の参 （当会の海外向け英文機関誌）中
るよりも東グリーンランドやヒマ
えないか、という申し出をしたと
加者もあり、この種の集会での平
村保編集長からは同誌に英訳版紹
ラヤ奥地の情報をとるほうがやさ
ころ快諾を得てそれが実現。 月
均を上回る 名になった。
介掲載の説明があり、
「 その反響
しかった」
と書かれているが、
日本
日に同氏と夫人の山田晴美さん
講演は三好委員長が進行役にな
は？」という問いかけへの答えは
の山に関する文章が世界最高の山
を迎えての講演がおこなわれた。
り、パワーポイント使用の写真をス 「静かですね」
。
岳誌に載るのは画期的なことであ
English
gentleman
当日、図書委員会の三好まき子
クリーンに映して始まった。タイト
らしいユーモアだった。
る。そのエッセイは
『日本百名山』
委員長がＪＲ市ヶ谷駅に迎えに行
ルは「 Matterhorn VS. Mt Fuji
外
終了後、
『山と溪谷』
誌副編集長
の「御嶽」にある「この山の無尽蔵
く手筈になっていたが、予定時刻
国にも名山はありうるか？」
。
日本
の大畑貴美子さんほか時間に余裕
ぶりは、まだ大部分がアンカット
よりも早くに当会事務所入口に、 の登山史がなめらかな日本語で語
のある人が参加して、近くの店で
の厖大な書物のようなものである。
にこやかな笑みを浮かべてフッド
られ、小島烏水や志賀重昂などの
夫妻と酒席を共にして歓談した。
どのページを切っても、他のどの
夫妻が姿を見せた。先手をとられ
名前がイギリス人の口から流れ出
イギリス山岳会の機関誌『 THE 本にも書いてないことが見つかる
た感じだったが、初対面の挨拶を
てくるのは新鮮な印象だった。話
』
２０１５年
だろう。
そんな山である」
を引いて
ALPINE JOURNAL
すませてからは和やかな雰囲気の
は多岐にわたり、全体の紹介は本
号には、英訳版紹介を兼ねて日本 「他のどの本にも書いてないこと
なかで話が進んだ。事務局図書室
誌の枠内での分量を超えるので、 の登山文化を語るフッドさんのエ
が見つかるだろう。そして誰もが
担当の田村典子さんに案内しても
フッドさんに再整理してもらい
ッセイが掲載されている。
「 日本
もっと読みたいと期待する。 Nihon
らい、書庫に入る。望月達夫名誉 『山岳』２０１６年号に掲載する。 以外の国の人にとって、日本の山
はそんな本である」
Hyakumeizan
会員寄贈のアルパイン・クラシック
ご期待いただきたい。
は black hole
だ。つい最近まで、
英
と結ばれている。
e
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会話は終わりました。
松浦君と私の間では、生前に明
らかにしておきたかった話題が一
つ残っていました。
それは
「全隊員
の土産に頂上の石を一つでも多く
担いで帰るために、重たいムービ
陶芸から蘭の栽培に至るまで実に
ー・カメラを頂上に置いてきた」と
松浦輝夫氏を偲ぶ
多彩な趣味を極めるという集中し
報道された彼の発言についてです。
平林克敏
た生き方でありました。私たちエ
この発言は広く報道され、美談と

月６日昼にご逝去の連絡を受
ベレスト隊員全員に感謝を込めて、 なって広がりましたが、実際には
け、残念無念としか言いようがあ
それぞれに違った手作りの陶芸品
そのカメラは南峰の頂上に一夜放
りませんでした。その顔は安らか
を贈ってくれました。なんと粋な
置され、私が手にしたときは、中
で、衰えはありませんでした。家
計らいであったことか。私たち山
身まで凍り付いて作動しませんで
族に
「ありがとう」
と感謝の言葉を
仲間は、登山を通して知り得た彼
した。
松浦君は
「頂上の雪の中の方
何度も残しての最期であったよう
の別な姿を、半世紀にわたり見続
が暖かく、安全と考え頂上に置い
です。
けてきたことになります。
てきた。植村が南峰まで持って下
何事も熱心で、一貫した気骨の
松浦君は、エベレスト登山のと
ったのでは……」
「いや、
僕じゃな
持ち主で、気概に満ち満ちた行動
きもシェルパのピンジューを大変
いですよ。頂上の雪の中に置いて
力は登山のみならず、ヒマラヤ登
気にかけていました。彼は早大の
おくなんて聞いていませんでした
山の前から植物に興味を持ち、エ
ローツェ・シャールで、８０００ｍ （笑）
」
と植村。事実は、
南峰頂上の
ベレスト登頂後は屋久島にこもり、 からの撤退のとき、行動を共にし
岩の上に、昔の英国隊の酸素ボン
たシェルパであったからです。私
ベの横に置かれていました。どち
が２次隊でザイルを結ぶシェルパ
らが正しいのか、本当のところは
をチャタレーに決め、最高キャン
不明のまま二人とも亡くなってし
プにいる彼にこの決定を伝えると
まいました。
「残念ですが、
どうか彼を慰めてや
エベレスト登山から帰ったとき、
ってください」
と言う。サウス・コ
万国博覧会が大阪で開かれていま
ルと最高キャンプのやり取りは
した。その折に提案された、５０
「 次の第３ステージで必ず彼を推
００年のタイムカプセルに松浦君
挙する」
ことを約束して、
私たちの
が頂上から持ち帰った石と、私が
11

O B I T U A R Y

エベレスト頂上に立っている写真
が、ほかの約２０００点と共に収
納され、大阪城本丸の横に設置さ
れることになりました（会報「山」
２０００年 月号№６６７参照）
。
関西にいた５人の隊員と来日中の
２人のシェルパが万博会場に招待
され、タイムカプセルの主宰者で
ある松下館のほか、ネパール館に
頂上の石を寄贈しました。このと
き、
律義な彼は
「やっと役目が果た
せた」
と安堵の様子でした。
早稲田大学隊のローツェ・シャー
ルと、隊長を務めたＫ２の登山は、
彼の威信をかけた８０００ｍ峰で
あったと言えましょう。この２つ
の登山とエベレスト登頂で培われ
た彼の山に対する姿勢は、日本登
山界に残る大きな実績として語り
継がれていくこととなりましょう。
すでに鬼籍に入った 名のエベ
レスト隊員や、山に散った仲間と
共に泉下で楽しい山を語り合って
ください。ご冥福をお祈りし、寂
寥新たであります。さようなら

17

【松浦輝夫会員プロフィール】

12

月６日、大阪市内の病院で白血病、肺炎のた
め死去。享年 。会員番号５１０７。１９６５
年、早大ローツェ・シャール登山隊。１９７０
年、日本山岳会エベレスト登山隊で植村直己さ
ん（故人）と共に日本人初登頂。１９８１年、早
大Ｋ２登山隊で西稜からの初登攀を指揮。
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自然保護委員会 

その晩の宿は佐藤会員が運営し
ようなアクションを取るか考えて
ている延齢草。廃校となった小学
いくことが必要である。そのため
校の一部を大河原の高台に移築し
の大きなヒントを与えてくれた２
た宿泊体験施設である。
日だった。  （委員・近藤雅幸）
夕食にはゲストとして佐藤会員
の義父・小林俊夫さんが参加し、 山行委員会 
リニア中央新幹線工事が大鹿村の 南 ア ル プ ス 仙 丈 ヶ 岳 〜 北
人々の生活にいかに深刻な影響を
岳縦走
（嶺朋ルート下降）
与えるかを語ってくれた。
月１〜５日、南アルプス縦走
日が明けて８月 日。この日は
シリーズ第３回は、ボーコン沢の
リニア中央新幹線のトンネルがそ
の真下を通る小河内沢の一部を小
頭から地図に記載のない嶺朋ルー
林さんの案内で遡る予定だったが、 トを広河原に下った。
雨が降っていたので、トンネル工
参加者は、千葉支部／吉永英明
、埼玉支部／菊池武昭（ Ｃ
事で大きな影響を受けることにな （ ）
Ｌ）
、清登緑郎（ ）
、宮川美智子
る集落・釜沢と、その近くにある
試掘抗の跡を視察した。
（ ）
、田中摩利子
（ ）
、北海道支
まずは釜沢で自治会長のサイモ
部／一鐵巌
（ ）
、
常本良一
（ ）
、
銭
ン・ビゴットさんの話を聞き、試
亀美佐子
（ ）
、
助田梨枝子
（ ）
、
大
畑博子（ ）
、信 濃 支 部 中 坪 皓
掘抗跡を見る。さらに小渋川沿い
（ ）
、会員外１名の 名。
の残土集積予定地を訪れた。
月１日
（木）
雨、 飯田線・伊
たった２日の間だったが、リニ
那市駅改札口に集合。直ちに送迎
ア中央新幹線の工事が南アルプス
バスで仙流荘へ。
の自然環境にもたらす影響はもち
２日
（金）
、昨夜来の大雨で南ア
ろん、そこに住む人々の生活にど
ルプス林道の開通が遅れ、菊池武
れだけ大きなダメージを与えるの
昭リーダーの判断で丹渓新道を北
か。直接見て聞くことができたの
は得難い収穫だった。
沢峠からのメインルートに変更し
今後は自然保護委員会として、 た。
登るに従い青空が顔を出す。
小
このプロジェクトに対して、どの
仙丈ヶ岳から北に鋸岳、甲斐駒ヶ
30

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

ろん、工事で出た残土は日本アル
プスを代表する仙境を埋め尽くし
てしまう。
その現場を見て皆で勉強し、議
論しよう。そんな企画が８月下旬
に大鹿村在住の佐藤明穂会員の案
内で行なわれることになった。
８月 日の昼、奥深い山間にあ
る大鹿村役場の駐車場に集合した
あと、まずは秋葉街道の下をリニ
アのトンネルが通る予定地を視察。
静けさが心地よい場所だけに工事
の影響が心配である。
次は小さな村営の博物館、中央
構造線博物館に向かう。説明は学
芸員の河本氏。中央構造線や周囲
の地質、さらにリニア中央新幹線
に話が及ぶ。この場所にトンネル
を掘ることでいかに自然環境を破
壊されるのか、造山活動の真った
だ中にある南アルプスを掘ること
がどれだけの危険を生むのか。そ
の解説には熱がこもっていた。
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自然観察会
長野県大鹿村のリニア
中央新幹線予定地を見る
リニア中央新幹線。夢の超特急
ともてはやされ、東京と名古屋を
結ぶ新しい交通システムとして期
待する人も多いと聞く。
そのルートの一部が南アルプス
の中央部をトンネルでぶち抜き、
山梨県と長野県を結ぶことになっ
ている。しかし、南アルプスは手
つかずの自然の宝庫である。これ
だけ高く広大な山域で人の手が入
らない原始の自然が息づいている
所は、ほかにないだろう。
南アルプスを貫くリニア中央新
幹線のトンネルは当然、その大自
然に大きなダメージを与えること
になる。自然をはぐくむ豊かな水
はトンネルの中に抜け、数多の水
系が枯渇の危機に瀕するのはもち
29
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岳、
南に仙丈ヶ岳、北岳、南アの名
峰がずらりと。今夜は仙丈小屋泊。
今日のアルバイトは４時間 分。
３日
（土）
、朝焼け、雲海、山に
登る者だけに与えられた特権。６
時 分出発、 分ほどで仙丈ヶ岳
（３０３３ｍ）
。
大仙丈ヶ岳
（２９７
５ｍ）
、
伊那荒倉岳
（２５１７ｍ）
へ
とアップダウンを繰り返し５００
ｍほど高度を下げる。この尾根を
仙塩尾根という。独標（２４９９
ｍ）
、横川岳
（２４７８ｍ）
を通過。
ナナカマドの熟した赤い実にピン
トを合わせ背景の甲斐駒ヶ岳をぼ
かしてパチリ。天気の良い日はこ
んな遊びもいい。 時 分、野呂
川越着。今日の泊まりは両俣小屋、
名物おかみとネコが我々を待って
いた。今日のアルバイト７時間。
４日
（日）
、晴天。６時出発。１
時間ほどで野呂川越へ登り返す。
木漏れ日が原生林に射し込み気持
ち良い。
しばらく樹林帯を行く。
地
図上の２６９９ｍ付近から尾根は
細くなり岩場を登る。悪場には鎖
がセットしてある。三峰岳が目の
前だがなかなか着かない。３つほ
どピークを越し、 時５分やっと
三峰岳分岐に着いた。ここは大井
川の原流域だ。山頂
（２９９９ｍ）
30

20

12

11

54

30

はここから 分、塩見岳や、南ア
南部の山々が。来年は塩見岳を中
心にとリクエストが上がった。
ガラ場を行くようになる。 時
分、間ノ岳
（３１９０ｍ）
、北岳
が大分近づいてきた。
中白峰
（３０
５５ｍ）
を経て 時 分、
今日の泊
まり北岳山荘に着いた。今日のア
ルバイトはおよそ９時間。
５日
（日）
、強風ガス。６時出発。
八本歯への分岐にザックをデポし
北岳へ。７時 分、
山頂
（３１９３
ｍ）
、
一面のガスで視界はない。山
頂での写真が登頂の証しだ。８時
分、分岐でザックを拾い八本歯
のコルへトラバースする。北岳バ
ットレスを背に岩稜を八本歯の頭
へ。天気も良くなり、開放された
穏やかな山稜を 時 分、ボーコ
ン沢の頭に着いた。ここで常本さ
んが伊那から担いできたナシが出
た。
“にくい”
。
嶺朋ルートはここから北へ 度、
広河原に落ちる尾根を下る。下降
点に標識があるので間違えること
はない。ハイマツ漕ぎ、岩場、樹
林帯の急坂、赤ペンキがルートを
指示してくれる。すってんころり
ん、 時 分、広河原に降り立っ
た。今日のアルバイトおよそ９時

間 分。
水会」
として発足した。創立 年、
好天に恵まれ、事故もなく無事
その前を入れると実質 年となる。
全日程を終了した。嶺朋ルートは
当時、同好会という組織は存在し
北岳の隠れた登・下降路だ。菊池
なかった。それ故に最も古い同好
武昭リーダーの先導に感謝したい。 会といわれている。
（信濃支部・中坪 皓）
サロン・アルプニズムを掲げて
きた。単に山に登るのが目的では
なく、互いに経験・知識を語り合
三水会 
う交流・親睦の場を持つことを会
三 水 会、 創 立 周 年 迎 え
の目的としてきた。
る─記念祝賀会に 人参
懇談会はいつも楽しく感激した
加─
懇談会を脈々と続けている。講
師をお招きしてルームでお話いた
だくことが中心となる。発足以来
年間で６２２回の月例集会を開
いた。
講師は三水会内部のほか、
Ｊ
ＡＣ会員にお願いしている。話題
は実に広い。日本山岳会の人材の
豊富なことを改めて知ることにな
る。終了後、講師・会員同士の懇
親会を持つ。いつも楽しく、かつ
感激させられる。講師の皆さんに
改めて御礼を申し上げたい。
山行が全くないわけではない。
現地集会と称し、年３～４回は山
行を行なってきた。このほか若手
を中心に月 回の
「武四会」
山行も
年強続けた。やはり山好きの集
まりだ。山行は合せて４００回近
くになっただろう。
『 四十周年記
10
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40

21

62

日本山岳会三水会は今年、創立
周年を迎え 月 日、記念祝賀
会を東京・芝公園のホテル・メル
パルク東京で開催した。来賓とし
て出席した小林政志日本山岳会会
長から「ＪＡＣの歴史と並走した
年に敬意を表し感謝する」
と、
ま
た森武昭前会長から「ＪＡＣの基
本理念はクラブイズムである。会
の止まり木として、さらなる活躍
を願う」
と、
励ましの言葉をいただ
いた。
ルームがお茶ノ水にあったころ、
毎月第３水曜日に会員懇談会をや
っていた。種々変遷あり東京支部
のなかで続けたが、１９６８年に
日本山岳会が都岳連に加盟すると
同時に支部は解散し、
懇談会は
「三
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アルパインスケッチクラブは、
創立
周年記念事業として７月３～
日に中国・四姑娘山へスケッチ山
行を会員 名で実施しました。
四姑娘山の雪山をバックにブル
ーポピーのスケッチを目的にし、
体調が良ければ大姑娘山（５０２
５ｍ）
の登頂を目指しました。
念誌』
を作成した。
そのなかで多く
７月３日
（金）
に成田から成都に
の会員が山行の思い出を寄稿した。 入り、翌日、成都からバスは高速
残念ながら会員の減少と高齢化
道路で山岳部の被害の大きかった
に悩まされている。会員は 年前
四川大地震の震源地を抜け、少数
には１８０人、５年前は１５０人、 民族チベット族の町・日隆まで移
現在は１００人ぎりぎりだ。
〝復
動。予定していた道路の損害で迂
興〟
には、
大きなエネルギーを必要
回したために 時間を要しました。
とするが、
懇談会は継続したい。
Ｊ
日隆の日月山荘はチベット建築の
ＡＣの豊富な人材と触れ合うこと
宿で、海抜が３１５０ｍ。エレベ
のできる場、会員の止まり木とし
ーターがないので荷物を３階まで
ての機能を活性化したい。
運び上げるのがひと苦労でした。
記念祝賀会には 人が参加した。
３日目の７月５日には、高度順
久しぶりの顔が多い。参加会員の
化を目的に宿の近くから専用バス
フルート演奏を楽しみ、昔話は尽
で長坪溝にハイキング。４日目の
きなかった。週末には、富士五湖
７月６日は、日隆から大姑娘山の
周辺の鉄砲木ノ頭・高指山で記念
ＢＣまでのトレッキング。３００
山行を実施した。
ｍほどの尾根に取り付き、その尾
（文・髙橋重之、写真・小泉義彦） 根の上に出ると眼前に白く雪を頂
く四姑娘山～大姑娘山までの４つ
の頂が見えました。梅雨の季節に
アルパインスケッチクラブ
訪れて山が見えるか心配していた
が、安心しました。さっそく四姑
祝辞を述べる小林会長

四姑娘山スケッチ山行

62

娘山パノラマのスケッチを開始。
登山道は大姑娘山のＢＣまで尾
根の中腹をトラバースで、急な登
りはなく、次々に現れる新しい高
山植物を楽しみながら高度を上げ
ていきました。 時 分、１００
ｍほど下に開けた海抜３６００ｍ
の草原に我々のテント村が見下ろ
せます。ヒイラギ林を降りるとサ
クラソウ、シオガマギクなどが咲
き乱れる草地に 時 分到着。５
日目は休養をし、近くでスケッチ。
６日目、
７月８日
（月）
は曇天。
今
日は４３５０ｍのＡＣへ。高度差
７５０ｍの登りがあり、海抜が高
いこともあり皆も疲れが出ていま
すが、豊富な高山植物を見ながら
ゆっくり登りました。４０００ｍ
付近から草丈約 ㎝の青いケシの
メコノプシス・グランディスが現
れ、ＡＣ付近
（４２００ｍ）
から葉
や花に鋭いとげを有するメコノプ
シス・ホリドゥーラ
（草丈 ㎝）
が
数株見つかり、その後テント場周
辺にたくさん見ることができまし
た。黄色のメコノプシス・インテ
グリフォリアも見られ、皆さん大
感激。写真やスケッチに熱中して
やっと 時５分にテント場に到着
しました。今回のトレッキングの

目的であるブルーポピーが見られ、
白く雪を頂く四姑娘山群のスケッ
チもできたので、記念山行の大き
な目標を達成しました。翌朝は
㎝の積雪で滑りやすく、大姑娘山
の登頂は中止。
８日目の７月 日（月）は晴れ。
ＢＣから日隆に下山。
＊４つの姑娘山や高山植物群のス
ケッチは、２０１６年２月 ～
日まで開催される、当クラブ恒例
の
「山好きの山の絵展」
（有楽町の
交通会館）
で展示されますので、
ぜ
ひご来場下さい。  （冨樫信樹）

第 回 全 国 支 部 懇 談 会（ 越 後
支 部 主 催 ）コ ー ス 等 の 変 更 に
ついて

21

koyama21825@yahoo.co.jp
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10

越後支部主催の支部懇談会内
容で一部変更があります。
講演者＝辰野康之氏から石澤進
氏（元新潟大学理学部教授）に変
更。演題は
「弥彦連山の植物」
親睦登山＝《Ａコース》多宝山か
らの下山路は、天神山～丸小山公
園
（車で宿に送迎）
に変更《Ｃ
 コー
ス》大平山公園から直接弥彦山を
往復し、（車で宿に送迎）に変更。
問合せ先 事務局・小山一夫
０２５ ２６５ ４４１７
携帯０９０ ５２１９ ７４３２

32

16

16

45

30

15

10

27

847−２０１5・12・２０（第三種郵便物認可）
山

10

25

11

14

12

15

20

847−２０15・12・２０（第三種郵便物認可）
山

地区集会に集まった会員たち

山岳地帯は世界有数の豪雪・強風
地域であり、積雪期の季節バラン

■ 15

スにより維持されている高山生態
系は、地球温暖化により深刻な影
響を受けつつあるという、スライ

宮崎支部

宮崎支部創立 周年記念
式典・九州５支部集会開催

宮崎支部では、平成 年７月

11

支部

50

ドを駆使した講演は参加者の共感
を得、各支部の実情を基にした熱
い質疑が相次ぎ、時間をオーバー
しての盛り上がりであった。
入浴後、会場を移して懇親会に
入ったが、日本山岳会と言いなが
ら会員同士の交流はなかなかでき
ないのが現実で、このような集会
に参加して初めて顔を合わせる会
員とお互いの地域の山岳談義に花
を咲かせ、酔うほどにお国訛りの
言葉で語り合い、一層会員の絆を
強めることになった。持ち込まれ
た数々のお国自慢の銘酒がすべて
空になるなど、さすが東北は酒豪

30

だより
ーホテルに五十余名が参集した。
東北各支部および北海道支部会
員の交流を目的とした地区集会は
今回で 回目を迎えるが、北海道
支部が参入したのは第 回（２０
０２年）
からであり、
２００１年の
東北地区集会にオブザーバーとし
て参加した支部長と事務局長が東
北各県との連携の必要性を述べ、
東北各支部の承認を得て翌年から
「東北・北海道地区集会」
となって
北海道支部も参加することになっ
たものである。

30

10

北海道支部

13

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。

18

だけに強い。
日、宮崎県高千穂町所在の「ホテ
午後２時から支部長連絡会議を
翌 日は札幌近郊の札幌岳と喜
ル高千穂」において、ＪＡＣ本部
開催、各支部の活動と来年・再来
茂別岳で交流登山の予定であった
吉川正幸副会長、高千穂町町長内
年の開催候補地など今後の協力を
が、深夜から降り出した強い雨は
倉信吾氏以下来賓 名、日本山岳
確認。続いて全員参加の地区集会
会からは、福島、東京多摩、千葉、
に移行。参加各支部の活動と紹介、 朝になっても止まず、残念ながら
中止となった。朝食後、解散式を
東海、関西、京都・滋賀、山陰、広
次年度開催支部の挨拶、
そして、
記
行なって地区集会の日程を終えた。 島、九州５支部会員会友１１３名
念講演として北海道大学地球環境
（京極紘一） が集い、宮崎支部創立 周年記念
科学研究院の工藤岳助教が「北海
式典、並びに九州５支部集会を開
道の高山植物と高山生態系につい
催した。

27

31

て」
と題した講演を行なう。
日本の

13

東 北・ 北 海 道 地 区 集 会 を
札幌で開催
東北６支部と北海道支部で構成
する「東北・北海道地区集会」が
９月 ～ 日に札幌の定山渓温泉
で開催。今回は北海道支部が主催
で、北海道支部創立 周年記念事
業の行事を兼ね札幌の定山渓ビュ
12

開会に先立って、国の重要無形
文化財に指定されている高千穂神
楽を地元の天岩戸神楽保存会より
奉納され、参加者を神話の世界に
誘い、厳粛のうちに開会の運びと
なった。
式典では、末永宮崎支部長の式
辞に続き、吉川ＪＡＣ副会長、内
倉高千穂町長からご祝辞をいただ
いた。その後、九州５支部集会に
続くアトラクションでは宮崎支
移り、九州５支部の各支部長より、
支部の実態・支部活動の状況およ
部「高天原合唱団 」による古代
び課題等の報告がされた。
衣装をまとっての「思い出のスカ
記念講演は、高千穂神社宮司・
イライン」や「ひょっとこ踊り」の
熱唱熱演。各支部からはご当地な
後藤俊彦先生により「山と歴史と
らではの特色豊かな出し物が披露
信仰と」
の題で、
山岳信仰の歴史的
背景と人々に与えた影響等につい
され、大に盛り上がりを見せた。
て講演がなされ、悠久のロマンと
翌７月 日は、地元の信仰の山
感動の話に参加者全員が熱心に聞 「二上山」
（男岳１０８２ｍ、女岳
９８０ｍ）への記念登山を計画し
き入っていた。
ていたが、台風 号接近による悪
その後、吉川副会長以下８名に
天候のため中止を余儀なくされた。
よる鏡開きにより祝賀会の開宴と
このため、全員バスによる高千穂
なったが、始めに正調刈干切唄日
町内の観光となり、神話と伝説に
本一に輝いた地元在住の興梠則夫
高千穂神社、
高
氏による高千穂民謡「 刈干切唄 」 まつわる岩戸神社、
千穂狭等を観光して回ったが、雲
などが披露された。哀愁のこもっ
海で有名な最終目的地の「国見ヶ
た力強い歌声は、参加者全員を魅
了するとともに「神話のふるさと
丘」に到着すると雨も上がり、眼
みやざき」のキャッチフレーズを
下に神話の里が一望できるなど、
強く印象付け、大喝采を受けた。
神々も日本山岳会一行の来訪を歓

迎してくれているかのようであっ
聞き取りなどでまとめた記念誌
た。
『神々の山を辿る』を刊行した。会
最後に、宮崎支部では、今回の
員 の 皆 様 に、 日 向 神 話 ゆ か り の
支部創立 周年に当たり「神話の
山々の、悠久のロマンを探求する
ふるさとみやざき」
に因んで、
古事
上での一助として活用していただ
記ゆかりのある宮崎の山 座を選
ければ幸いである。
定し、支部会員が直接踏査、調査、
（中森修一）


山と人

の限りない関り合いを上手に編纂
していることが、この記念誌の特
長と言えよう。
高商、工専、姫高、師範が戦前
戦後の各校山岳部の伝統を受け継
ぎながら、紆余曲折を経て新制大
学に至る経緯は、ほかの新制大学
山岳部に見られる多くの統合形態
と同一である。明治以降の日本の
伝統校
（大学）
が、それぞれ歩んで
きた登山と対比しながら考査でき
る一冊として参考となろう。
旧制各学校のＯＢ会を合併しな
がら将来に備えた
「人
（リーダー）
」

図書紹介

百年〈上・下〉

神戸大学山岳部・山岳会百年史

神戸大学山岳会・山岳部編

30

神戸大学山岳部から創部１００
年の記念事業の一環として『山と
人百年』の記念誌上・下巻の大作
が刊行された。
上巻「百年の山」
、下巻「百年の
人」
とする２分冊である。
人と山と
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30

2015年7月
神戸大学山岳会・山岳部刊
B5判 上352㌻ 下456㌻
定価 5000円‥
（上下組／税・送料込み）

?

10

847−２０１5・12・２０（第三種郵便物認可）
山

12

式典での鏡開き

中である。この行動の背後にある

続き１００周年記念事業として、
チベットに向け合同登山隊を派遣

を含め、カラコルムのシェルピ・
カンリ、チベットのクーラ・カン
リ、ロプチン峰など、初登頂を成
し遂げてきた。さらに今年も引き

元銀行員だった著者が還暦を間
近に始めたアルプス登山の記録と、
それをきっかけとしたドイツ語留
学、アルプホルンのエピソードを

2015年8月
ナカニシヤ出版刊
A5判 304㌻
定価 1500円＋税

の達見が、その後の山岳部の伝統 「未知への挑戦」
を原点に、飽くこ
と実績を築いてきたことをこの記
となく求め続けてきた神戸大の思
念誌から読み取ることができる。
想とその行動が記念誌の中に色濃
下巻
「百年の人」
の項では、日本
く語られている。
“ 神戸大学は伝統的に南米研究
の山岳界にその名を知られ、登山
界をリード・牽引してきた方々。 の盛んな大学である”との某氏の
見解は、実践を積み重ねてきた初
神戸高商時代から山岳部長を務め
期のころからの神戸大の姿を見つ
た氷河学者や文化論的な視点から
めてきた賢者の一言だが、そのこ
人と山との哲学的な関り合いを示
ろから進化し続け、発展してきた
唆した部長、海外遠征のあり方に
今日までの足跡は、
「山と人」
の表
学術調査と併行させる必要性を説
題が示すごとく、人の行動の哲学
いた人など、多様で豊かな指導者
的側面と世界観を共有しながら、
に恵まれてきた。このことを山岳
向後１００年を担う若者に引き継
界全体が共有していたことが、こ
がれていくものと期待している。
の記念誌の随所から知ることがで
（平林克敏）
きる。

また、上巻
「百年の山」
で語られ
村中征也著
る海外登山では、当時、日本で始
白く高き山々へ 六十歳からの
まった初動の台湾遠征に因んで実
青春 アルプス登山と語学留学
施した１次２次の南湖大山遠征を
スタートにパタゴニア、アンデス、 の奨め

847−２０15・12・２０（第三種郵便物認可）

アラスカからヒマラヤ遠征へと拡
大。学術調査や他国との合同登山

山

語る。著者の村中氏は日本山岳会
会員で東海支部に所属、支部友会
の活性化に尽力された。その縁で、
尾上元会長が「出版に寄せて」の
一文を寄せて、第二の人生という
言葉があるが、著者の活動のさま
は「第二の人生を如何に充実して
楽しく過ごすかを示すお手本であ
る」と記している。
著者の登山活動の中心はスイ
ス・アルプス。マッターホルンを
はじめ、モンテ・ローザ、ユング
フラウ、メンヒ、ダン・ブランシ
ュ、そしてモン・ブランなど４０
００ｍ峰 座を含めて ほどのピ
ークに登っている。ちなみに、ア
30

著者の特徴は、ガイド登山と語
学の効用を推奨している点だろう。

うことでコミュニケーションの幅
が一気に拡大する。馴染みのガイ
ドから始まった交流の輪が広がっ

著者は主に現地ガイドと組んで登
っているが、ガイドとしての信頼
感はもとより、現地の人と付き合
では となっているが、百名山の
ノリでこれを全部登るのはなかな
か困難だ。パトリック・ベローは
日間で全踏破をくわだて まで
いったが、著者も登ったドームに

ていくさまを読むのは、まことに
楽しい。
だが、それには語学が必要だと
著者は言う。そこで、筆者はドイ

ツ語を学ぶため、齢六十を迎えた
年、一念発起して語学留学を果た
すのである。これまた若い留学生

ルプスの４０００ｍ以上のピーク
の数は、国際登山協会連合の公認

22

向かう途中で滑落死している。登
山を始めた者にとって本場のアル
プスは魅力的だ。とはいえ、すぐ
に出かけるにはそれなりの障害を
伴うのも確かで、著者はそうした
現実に対して一歩を踏み出す勇気
を与えようとしている。

82

82

66
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に交じって、負けず劣らず実に積
立 周年を迎えることができまし 『 田 中 澄 江 が 歩 い た 北 海 道 の 山 』
滝本幸夫著
極的な姿勢で学習に取り組んでい
た。それと前後して昨年、深田久 （２０１３年 北海道新聞社）
など、
私の中の深田久弥
る。さらには、アルプホルンの魅
弥
『日本百名山』
もその発刊 周年
北海道ゆかりの人々との交流を綴
『
日
本
百
名
山
』
以
降
の
北
の
山
紀
行
力に取り憑かれると、演奏だけで
を記念して、加賀市の生家近くの
った著作を全国に向けて発信して
なく、一気にその製作にまでのめ
大聖寺錦城山に記念碑が建てられ
きました。
り込んでいく。自作の楽器を携え
ました。
また、これらより少し前に『北
て各地を演奏旅行して回わる活動
今年６月、著者の滝本氏はその
の 山・ 記 録 と 案 内 』
（初版は１９
性には、
目を見張るものがある。
こ
大聖寺にある「深田久弥 山の文
７２年、山と溪谷社。改訂版は
れらを通して貫かれているのは、
化館」で「北の山の歴史」と題する
年、
岳
〈ヌプリ〉
書房）
を出版しまし
本書は、前北海道支部長の滝本
飽くなきチャレンジ精神だろう。
講演を行ないました。
翌日
「白山に
た。この本の初版出版の前年、
幸夫氏の、 年間にわたる深田久
それが、まさに還暦の青春を謳歌
登らずして深田久弥は語れない」 年３月に茅ヶ岳で夫を亡くした夫
する姿を生み出し、その様子が生
弥との交流を、往復書簡や写真な
という思いを抱いていた著者は、 人志げ子さんが「滝本さんと夫・
き生きと綴られているのが本書だ。 どの資料を基に描いた本です。副
山の文化館のスタッフや日本山岳
深田久弥」と題する序文を寄せて
著者は関連情報を豊富に提供す
題に〈
「日本百名山」以降の北の山
会石川支部のメンバーとともに、 います。本書にも再録されていま
紀行〉とあるように、１９６４年
ることで、本書が「アルプス登山
念願の白山に登頂しました。その
すが、
志げ子夫人はそこで
「一つ一
の
『日本百名山』
発刊以降について
の参考書として」も読まれること
ときの様子は本書の中の「白山に
つの山の歴史と現況を綯
（な）
い交
を期待している。ただそうなると、 書かれたものです。
登る」
の章に描かれていますが、
長
ぜて簡潔な筆致で綴る滝本さんの
地名や施設の表記が一般に普及し
著者は、１９６５年に深田久弥
年の思いを叶えることができた、 『北の山』に一脈『日本百名山』に
ているものと違ったり、知識とし
の推薦で日本山岳会に入会しまし
という著者の充足感が読者にも伝
通う精神」があると書かれていま
た。深田久弥は、この年のニペソ
てはやや正確さを欠くところもあ
わります。著者は「あとがき」で、 した。夫を亡くして間もない夫人
ツ登山を皮切りに、暑寒別岳（
るので、読む際には注意が必要と
「 本書が世に出たのは偶然の産物
には、この
『北の山』
という本が強
年）
、
石狩岳
（ 年）
など北海道の山
なろう。
であるかのように思っていたが、 く印象に残ったのでしょう。前記
（飯田年穗） に集中的に登りましたが、そこに
決してそのようなことではないと、 のように今年（ 年）６月「深田久

は「百名山で選ばれなかった北の
今、
最後の章を書いていて感じた」 弥 山の文化館」で行なわれた著
山々へぜひ！」という著者の強い
と記されています。本書は、著者
者の講演のタイトルも「北の山の
勧めがありました。
入魂の一冊として、必然の産物だ
歴史」
でした。
そして、深田久弥の来道と並行
ったのです。
本書は、深田久弥の『日本百名
するように、いったん途切れてい
著者は、
これまで
『日高の風 孤
山』
発刊 周年記念碑、
著者の日本
た北海道支部創立の動きが加速し、 高の山岳画家・坂本直行の生涯』 山岳会入会の 年、深田久弥と登
今年
（２０１５年）
北海道支部は創 （ ２ ０ ０ ６ 年 中 札 内 美 術 村 ）
、 ったニペソツ登山の 周年、北海

15

５０

50

68

2015年10月
柏艪舎刊
B6判 237㌻
定価 1400円＋税

67
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83

71

847−２０１5・12・２０（第三種郵便物認可）
山

50

50

５０

５０

847−２０15・12・２０（第三種郵便物認可）
山

道支部の創立 周年などいくつも
の 年の歴史が綯
（な）
い交ぜにな
った
「北の山の歴史」
を、全国に向
けて発信した記念の本と言ってい
いかもしれません。 （
 板垣 望）
廣澤和嘉／児平隆一著
しずおか低山ウォーク

2015年5月
静岡新聞社刊
B5判 127㌻
定価 1350円＋税

日帰り

（近藤雅幸）

いかにこれらの山を知り尽くして
いるのかがよく分かる。欲を言え
ば公共交通機関の情報がないのが
少し寂しいが、今の時代は山に車
で行くのが当たり前になっている
のだから仕方がないだろう。もち
ろん、立ち寄りスポットや蘊蓄の
紹介も忘れていない。
本書は神奈川、東京、山梨、愛
知のハイカーにこそ手に取っても
らいたい。これまで足を延ばした
ことがなかった人でも、本書を開
くことで静岡の低山の魅力がきっ
と感じ取れるはずに違いない。
本書はやや大きめのサイズ（Ｂ
５判）
だが、
ムック調で手軽な本な
のでザックに忍ばせて持っていく
こともできる。そして、秋から冬
の季節、澄み切った青空の下、雪
をまとった富士山を眺めながら山
歩き。春から初夏にかけては石楠
花（シャクナゲ）
、満天星（ドウダ
ン）をはじめとする花を愛でるハ
イキング。本書を手に、静岡の低
山を歩いてみることをお勧めした
い。
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Best

んや富士宮焼きそば。浜松も餃子
の街である。
これだけでも十分なのに、静岡
県は日帰りで歩ける低山にも恵ま
れているのである。しかも、それ
らの山にはめったに雪が降らない
から、一年中冬山の技術や装備な
しで歩くことができる。さらに富
士山が見えるというのも忘れては
いけない魅力である。日本百名山
にも名を連ねる天城山
（万三郎岳）
をはじめとして、県内至る所にそ
んな山があるのだから、低山ウォ
ークを愛好するハイカーにはたま
ったものではない。
そんな静岡県の低山を紹介する
ガイドがこのたび出版された『日
帰り しずおか低山ウォーク
Best 』である。著者は日本山岳
会会員の廣澤和嘉氏と児平隆一氏。
静岡県の山を知り尽くしたベテラ
ンである。
本書を開いてまず感じるのが、
まるで静岡県の気候の良さをアピ
ールしているような明るさ。どの
ページも写真がふんだんに使われ、
しかもそれが押しなべて明るい色
合いに満ちている。
記事の内容もその山の魅力をあ
ますことなく伝えていて、著者が

内田陽一

群青の空の下  ： アルプスに恋して44座

木下喜代男

飛騨の山とある日  ： 飛騨の峠道・飛騨の登山史・飛騨の山スキールート20選 430p／22cm 木下喜代男（私家版） 2015 著者寄贈

2015 著者寄贈

近藤信行

安曇野のナチュラリスト 田淵行男

415p／20cm 山と溪谷社

2015 出版社寄贈

やぎた晴

山小町 恋（Yamakei Creative Selection Frontier Books） 224p／19cm 山と溪谷社

2014 著者寄贈

222p／21cm 茗溪堂

５０

静岡県の山といったらまず富士
山。間 ノ 岳 か ら 南 の 南 ア ル プ ス。
思い浮かぶのはそんな山々だろう。
日本一の山と３０００ｍ峰８座。
日本の県でこれだけ高山に恵まれ
た所はほかに長野県と山梨県しか
ない。
ただ、ほかの２つの県には残念
ながら海がない。いわば静岡県は
山にも海にも恵まれた、日本で一
番幸せな県なのである。それだけ
ではない。数多の名湯、風光明媚
なスポット。何よりも暖かく、陽
光にあふれていて、
住みやすい。
グ
ルメだって、
うなぎ、しらす、桜え
び、静岡茶。それにしぞ～かおで

名古屋山岳会（編）名古屋山岳会々史  ： 戦前編（1935年～1945年）

359p／26cm 名古屋山岳会 2015 発行者寄贈

名古屋山岳会（編）名古屋山岳会々史  ： 戦後編（1945年～2015年）

330p／26cm 名古屋山岳会 2015 発行者寄贈

名古屋山岳会（編）名古屋山岳会々史  ： 資料編

344p／26cm 名古屋山岳会 2015 発行者寄贈

南川金一

続 山頂渉猟  ： 知られざる山・道なき山の記録

268p／21cm 白山書房

大森雅宏（編）

山嶽寮 ：甲南山岳会通信

102p／26cm 甲南山岳部・山岳会 2015 発行者寄贈

No.70

頁／サイズ
発行者
発行年 寄贈／購入別
203p／26cm 開成山岳部ＯＢ会 2015 発行者寄贈

名

著
者
書
開成山岳部（編） ケルン  ： 開成山岳部 創立100周年記念号

20

５０

20

図書受入報告（2015年11月）

2015 著者寄贈

山

847−２０１5・12・２０（第三種郵便物認可）

泉、塩化物泉、炭酸水素塩泉などです。
単純温泉とは、名前は単純とありますが成分
は単純ではなく、肌に刺激がなく万人向きで
す。天下の名湯と言われている温泉には、実は
この単純温泉が多いのです。効能については筋
肉痛、関節痛などの運動器官の症状、疲労回復、
病後の回復などが挙げられます。
次に塩化物泉ですが、温まりの湯・殺菌作用
の傷の湯と言えるようです。適用症としては、
切り傷・冷え性・皮膚乾燥症などが挙げられます。
そして炭酸水素塩泉ですが、“美肌の湯”と言
われています。肌の古い角質を落としてくれる
からです。ほかには慢性皮膚病、切り傷、皮膚
乾燥症などが適用症として挙がっています。
次に金時山コースの温泉に、十七湯の1つの
仙石原温泉があります。硫酸塩泉、単純
（硫黄）
泉が主な泉質となります。
この２つの泉質に共通する効果は殺菌作用で
あり、慢性皮膚病に良いとされています。もち
ろん、筋肉痛や疲労回復にも有効です。また、
硫酸塩泉は傷の湯とも言われています。
駆け足で“箱根湯めぐり”考えてみました。一
層の健康増進にお役に立てれば幸いです。

Climbing&Medicine・70
山と湯めぐり（1） 箱根の温泉
村上和子


仙石原温泉に近い金時山

山と湯めぐりはいかがですか？ その湯めぐ
りを、首都圏から近い箱根の山を例にして考え
てみたいと思います。
箱根には約1000ｍ前後の山が密集していま
す。登山と言うよりハイキング色が濃いです
が、“ついでに温泉！ ”という贅沢を必ず味わ
うことができます。
箱根の温泉は有名ですが、ことの始まりは江
戸時代後期。一夜湯治がブームになり、当時箱
根にあった７つの温泉が、箱根七湯と言われる
ようになり、現在では箱根十七湯になりまし
た。その一部をご紹介したいと思います。
明神ヶ岳・明星ヶ岳コースでは、強羅温泉、
宮城野温泉があります。この２つの温泉は箱根
十七湯に入っている温泉です。泉質は単純温

仙石原温泉の浴槽

なお、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
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http//jac.or.jp/info/iinkai/iinkai.html

平成 年度第７回
（ 月度）
理事会
議事録
日時 平成 年 月 日㈫ 時
分～ 時 分
場所 集会室
【出席者】小林会長、吉川・山田各
副会長、神長・佐藤各常務
理事、勝山・中山・野口・
大槻・落合・直江・星・谷
内各理事、平井・重廣各監
００

事（神長常務理事は所用の
ため報告事項２まで欠席）
【欠席者】大久保副会長・山賀理事

院への情報提供の手続きについて
報告があった。
（佐藤）
３・１１０周年記念事業の推進状
況について報告があった。
（佐藤）
４・創立１１０周年記念式典と平
成 年度晩餐会の準備状況につい
て報告があった。
（佐藤）
等及び新入会員報奨金について
５・ＮＭＡアンツェリン会長が
（吉川）
月 日㈬に日本山岳会を表敬訪問
連続する経常赤字解消策として、 した際の打合せ模様について報告
があった。
（小林）
６・
「 マナスル登頂 周年記念事
業ＷＧ」会議の開催予定等につい
て報告があった。
（小林）
７・日本山岳会再生委員会におけ
る検討状況。各理事より以下の検
討状況について報告があった。
平成 年度の予算における支部事
業助成金の減額について別添資料
反対
により審議した。
（賛成 名、
なしで承認）
３・入会希望者承認について
名の入会について別添資料に
より審議した。
（賛成 名、反対な
しで承認）

【協議事項】
１・平成 年度支部長会議の開催
について
（佐藤）
月５日㈯開催の支部長会議の

完了について報告があった。
（大
槻）
９・山行委員会から２０１６年度

（３）
会員証のカード化と会員サー
ビスの充実
（佐藤）
８・上高地山岳研究所水道工事の

（１）
会員制度のあり方
（吉川）
（２）
日本山岳会団体登山保険の強
化策
（吉川）

１０

告があった。
（中山）

・学生部マラソン大会の準備状
況について報告があった。
（落合）
・ネパール大地震救援募金の状
況について報告があった。
（佐藤）

・ 月 日㈫開催の第２回評議
員懇談会での意見について報告が

あった。
（谷内）
・
「山」 月号の発行について報
告があった。
（神長）

【連絡事項】
１・安曇野アートラインシンポジ
ウム「北アルプスと山岳写真の魅
月 日（月・祝） 安曇野

力」
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務
１９

【審議事項】
１・
「支部に関する規程」
の改正に

６０

海外トレッキング・ツアーの概要
について報告があった。
（勝山）
・第 回「日中韓三国学生交流
登山」日本開催の概要について報

２７

１１

２３

２０ １１

議事内容について協議した。
ついて
（佐藤）
会員の支部所属関係の不整合を
是正するため
「支部に関する規定」 【報告事項】
１・水越武写真展
「真昼の星」
への
名義後援について承認した。
（佐
藤）
２・登山道情報の取得と国土地理

11

12

13

14

２７

の変更とそれに伴う届出様式の変
更について別添資料により審議し
た。
（賛成 名、反対なしで承認）
２・平成 年度の支部事業助成金

１０

告

１２

１３

１１

１０

２７

２８

10

報

２７

２８

１５

１２

会
２１ ２７

２８ １２

１０

１１

847−２０15・12・２０（第三種郵便物認可）
山

・平成 年１月中旬 平成 年度
支部事業計画・予算提出期限
・平成 年１月下旬 平成 年度
支部事業報告・会計報告提出依頼
・平成 年２月下旬 平成 年度
支部事業報告提出期限
・平成 年３月下旬 平成 年度
支部会計報告提出期限
日
日

日

日

日

日

日

日

21

日

24

日

25

日

26

日

日



日本山岳会再生委員会 山
の自然学研究会
総務委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ スケッチクラブ
自然保護委員会 麗山会
つくも会
公益法人運営委員会 学生
部 高尾の森づくりの会
山遊会
総務委員会 資料映像委員
会 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
資料映像委員会 ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢ
総務委員会 海外委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
月来室者 ５１２名
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日

日

員会 九五会
山想倶楽部 ス
 ケッチクラブ
国土地理院ＷＧ 山岳地理
クラブ
総務委員会 マナスル登頂
周年記念事業ＷＧ
総務委員会 資料映像委員
会 バックカントリークラブ
資料映像委員会 日本山岳
会再生委員会
会 スキ
ークラブ
青年部 三水会 インドネ
シア登山隊
総務委員会 科学委員会
休山会 みちのり山の会
総務委員会 山行委員会
フォトビデオクラブ
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24
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会員異動
（ 月分）
物故
馬場 猛
（４９４３） ・ ・
松浦輝夫
（５１０７） ・ ・６
長嶋正浩
（８３３７） ・ ・２
角崎秀哲
（１２８１２） ・ ・
退会
秋野子弦
（８７２０） 京都・滋賀
高橋正雄
（９５７６）
中村敏夫
（１４８１４）
福岡

インフォメーション

であればどなたでも参加できます。
日時 ２０１６年１月 日㈰ ：
～ ：
場所 明治神宮及び代々木公園
集合 明治神宮第一鳥居（ＪＲ原
宿駅そば）

O

00

13

◆樹木観察基礎講座 ～樹木識別
のヒント～ 
自然保護委員会
山に入って樹の名前が分かれば、
と思ったことはありませんか。
冬の東京で身近な樹々を題材に
樹木の見分け方を学びます。会員

I
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A

16

16
17
18
19

27

２８

20

28

２７

25

２７

11 11 11 10

２７

15 15 15 15

２８

11

２８

27

30

30

00

O R M

60

N F
I

１１

１０

２８

11月

市穂高交流学習センター
２・岳都・松本 山岳フォーラム
月 日㈯・ 日㈰ まつもと市
民芸術館
３・日本勤労者山岳連盟望年会の
ご案内
月４日㈮ ： 〜 飯
田橋・労山事務所
４・日本ヒマラヤ協会２０１５華
甲望年会
月 日㈯ ： 〜
プラザエフ

４５

２８

２８

２日 総務委員会
４日 常務理事会 総務委員会
山行委員会
５日 図書委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
６日 支部事業委員会
９日 総務委員会 スキークラブ
日 理事会 山岳研究所運営委
10

３０

００

【今後の予定】
１・学生部マラソン大会
月
日㈯・ 日㈰
２・冬山遭難防止対策セミナー
月 日㈪ 時〜 東京体育館
３・全国山の日協議会役員会
月 日㈮ 時 分〜 時 分 プ
ラザエフ
４・１１０周年記念御嶽山シンポ
ジウム
月４日㈮ 時〜 慈恵
医大高木講堂
５・支部長会議
月５日㈯ 時
分～ 京王プラザホテル
６・１１０周年記念式典・祝賀晩
餐会
月５日㈯ 時受付開始
京王プラザホテル
７・予算・事業計画等
・平成 年 月初旬 平成 年度
支部事業計画・予算提出依頼
３０

１４

１８

１８

１８

１２

１１

２９

１２

１３

１５

１２

１２

１６

１２

２７

１５

１２

１２

１９

２８

１５

１１

１１

２０

３０

847−２０１5・12・２０（第三種郵便物認可）
山

847−２０15・12・２０（第三種郵便物認可）
山

持ち物 筆記用具、お持ちの方は
します。この時期はカナリア諸島
樹木図鑑
固有種の花々のベストシーズンで
費用 ５００円
（資料代ほか）
す。巨大なカルデラの絶景が広が
講師 山田和人（日本山岳会副会
るラ・パルマ島や太古の森が残る
長、森林インストラクター）
ゴメラ島もトレッキングします。
定員
名
（先着順）
問合せ 三井まで
＆ ０３
申込み 川口章子（できるだけメ
３４５１ ５３８８
０９０
メールで）
７８０６ ７６０１ 山行委
syuaki@pony.ocn.
員会
ne.jp ／ ０ ４ ７ ４ ６ ３
sanko@jac.or.jp
８７２１
◆第 回
（創立 周年記念展）
◆スペイン最高峰テイデ山登頂と 「山好きの山の絵展」
開催
ポルトガル本土最高地点へ
アルパインスケッチクラブ

山行委員会
この絵展は毎年２月に開催して
山行企画 日本山岳会山行委員会
おり、
今年は 回目を迎え
「創立
旅行企画・実施 西遊旅行社（旅
周年記念展」
として開催します。
行業第一種６０７号）
人の会員が実際に登り、見た山々
期間 ５月 日～ 日
（ 日間）
を描いた作品です。水彩画、油彩
費用
万８０００円（別途燃油
画、版画など約 点とスケッチブ
サーチャージ・空港税２万３０
ックを展示します。
００円＝ 月 日現在、８～９
会期 ２月 日㈰～ 日㈯ 時～
名基準）
時（初日は 時から／最終日
定員
名参加の場合
（５万円）
安
は 時まで）
くなります。
会場 ＪＲ有楽町駅前 東京交通
大西洋に浮かぶカナリア諸島の
会館２Ｆギャラリー 千代田区
スペイン最高テイデ山（３７７６
有楽町２
１
０３ ３２
ｍ）は年間４００万人もの観光客
１５ ７９６２ 入場無料
が訪れます。ゴンドラが３５００
＊
「創立 周年記念特別展」
を同会
ｍまであり、どなたでも登れます。 館地下１階エメラルドルームにて
元気な方は下から山小屋泊で登山
同時開催

◆企画展 ヒマラヤへの憧れ
～東北人の登山記録から防災アウ
トドアへ～
期間
月 日㈫～２０１６年３
月 日
（月・祝）
場所 東北歴史博物館
開館 午前９時 分～午後５時
（発券午後４時 分まで）
休館 毎週月曜日（祝・休日の場
合はその翌平日）年末年始（
月 日から１月４日まで）
観覧料 常設展料金（一般４００
円、高校生以下無料。中・高校
生は身分証等ご提示）
。
内容 東北地方の人たちが関わっ
た１００を超えるヒマラヤ登山
の記録／世界の尾根ヒマラヤを
大地図と映像で紹介／登山を防
災へとつなげることとは？／防
災アウトドア術を学んだ子ども
たちによる活動報告
東北歴史博物館 〒９８５ ０８
６２宮城県多賀城市高崎１
１
０２２ ３６８ ０１０６
主催・共催＝
（文化庁）／東北アウ
トドア情報センター／東北歴史博
物館 後援＝日本ヒマラヤ協会ほ
か

❖編集後記❖
◦節目となる１１０周年の記念式
典および祝賀晩餐会も滞りなく終
わった。膨大な準備作業をお手伝
いいただいた、総務委員会をはじ
め多くの皆さんに感謝したい。ま
た、毎年のことながらこの一大イ
ベントの報告を、わずか４日間で
書き上げてくださった高橋重之会
報委員にもお礼申し上げる。
◦かつてトレッキングで訪れたこ
とのある、ネパールのランタン村
が消えてしまったという。あの美
しい村に何が起こったのだろうか。
１月 日のシンポジウムにはぜひ
駆けつけたいと思う。
◦今月号はページどりが厳しく、
「山の日に向けて」
山を考える⑦は、
申し訳ありませんが１月号に繰り
延べさせていただく。
（節田重節）
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