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４月 日
（土）
、京都と滋賀にま
たがる比叡山の、世界遺産・延暦

30
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次

地元山岳会の岳人が加わり、多士
済々の顔ぶれが支部に集まった。
エべレスト交差縦走隊、ナムチャ
バルワ登山隊への参加、京都・滋
賀の山々を巡る例会山行など活発
な活動を行ない、２０１２年に支
部の名称を京都・滋賀支部と改め、
30

30

「雪渓から氷河へ――立山剱岳の

加いただき、盛会であった。
田中昌二郎支部長の開会の挨拶、
来賓として列席いただいた山田和
人副会長の祝辞のあと、記念講演
会が行なわれた。
最初の講演は、富山県立山カル
デラ砂防博物館の飯田肇氏による

80
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続いて、千日回峰行を満行され

新の研究成果も紹介され、新たな
氷河の発見を報告された。
また、日本の氷河研究の歴史の
なかで、剱沢の万年雪が氷である
ことを確認し、氷河との関連を最
初に論じられたのは、今西先生で
あることも紹介された。

杉で、下りではブレーキ役を果た

いう笠を持って歩く。４００日か
ら足袋を履くこと、傘を頭にいた
だくことが許される。装束の白は、
仏の力によって災いを除く意味が
ある。６００日からは杖を持って
歩くことが許されるが、杖は北山

１～３年目は年に１００日、４
～５年目は年に２００日行なう。
わら じ
履物は我々の山靴と違い草鞋で、
３００日までは素足で、蓮華笠と

現存氷河――」
。これまで、
日本国
た千日回峰大行満大阿闍梨・上原
内には
「氷河」
は存在しないと言わ
行照師から千日回峰行についての
れてきたなか、氷河の存在を確認
お話を伺った。千日回峰行は、平
そうおう
された過程を分かりやすくお話し
安中期に、相応和尚が根本中堂に
いただいた。アイスレーダーや高
お参りするために、毎日花をお供
精度ＧＰＳを用いた綿密な調査研
えに行ったのが始まりと言われて
究から、御前沢雪渓、三ノ窓雪渓、 おり、比叡山内２６０ヶ所で礼拝
小窓雪渓では充分な厚さを持った
しながら７里半を歩くことから始
氷雪体が連続して流動しているこ
まる行である。

目

150 円
定価１部

京都・滋賀支部創立 周年記念式典・
交流登山を比叡山で開催

公益社団法人

１ ９ ８ ６ 年 春、 関 西 支 部 や 岐 阜 支 部 に 所 属 し て い た 京 都、 滋 賀 在
住 の 会 員 を 中 心 に 誕 生 し た 京 都 支 部 は、 ２ ０ １ ２ 年、 京 都・ 滋 賀
支 部 と 名 称 を 改 め た。 そ の 創 立 周 年 を 祝 う 会 が、 両 府 県 の 境 に
位置する世界遺産・比叡山山内で催された。
第 代会長を務められた今西錦
司先生の肝いりで、１９８６年３

今年創立 周年を迎えた。

15
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2016 年（平成 ２8 年）

月 日に京都支部は創設された。 寺山内延暦寺会館で支部創立 周
とを発見され、これら雪渓が氷河
関西支部、岐阜支部に所属してい
年記念式典・祝賀会が開催された。 であることを確認された。
また、
鹿
た京都、滋賀在住の会員を中心に、 他支部からも 名もの皆様にご参
島槍のカクネ里雪渓についての最
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し、立ち止まるときには体をもた
せ掛けることができる。
５年、
７００日を満行すると、
最
も苛酷とされる明王堂での「堂入
り」
が行なわれる。
足掛け９日間に
わたる断食・断水・不眠・不臥を
行ない、堂中で 万回真言を唱え
続ける行である。水を飲めないこ
とが最もつらく、尿は出なくなる

特に変わりはなく、やり遂げたと
いう達成感がある。
６年目からは京都の赤山禅院ま
での往復が加わり、赤山苦行と呼
ばれる 里の行程になるが、他人
の力を借りることができ、後押し
がある。７年目の初めの１００日
は、全行程 里に及ぶ京都大廻り
21

30

お話をされる上原行照師

堂入りを満了すると、行者は生
身の不動明王ともいわれる阿闍梨
となり、これを機に自分のための

が、トイレに行くと手を洗うこと
ができ、手から水が吸収されるの
が分かる。

いる釜堀浩元阿闍梨をお待ちし、
濃い霧の中から歩み出られた御姿
を拝見したときは、仏様を感じ思

参加者全員にお加持を授けていた
だいた。余談になるが、明くる
日深夜に、赤山苦行を行なわれて

千日回峰行の道・無動
寺坂を登る

「色即是空 空即是色」
。
凛とした
早朝の空気に身が引き締まる。根
本中堂総本堂でのお朝事、真言と
般若心経が堂内に響き渡る。心を
洗い、回峰行の道、無動寺坂へ。
延暦寺会館を出て、ケーブルカ
ーで延暦寺駅から坂本駅まで向か
う。駅から車道を歩き、日吉大社
末社東照宮に参拝する。しばらく
して無動寺道に入る。キランソウ
が濃紫色の花を咲かせて迎えてく
れる。木々の若葉が春の陽光を集
めるかのように葉を広げ、葉越し
に漏れる陽の光は柔らかい。道の
周囲は、ヒノキやスギの木が多く

生育している。スギの大木の根元
に包まれるように地蔵様が祀られ
ている。歩いている道は、千日回

峰行の道である。
上原行照大行満大阿闍梨は、赤

塔、横川を巡拝する峰道コース、山
山禅院までの
「赤山苦行」
と京都市
はやはり三角点だと、
一等三角点・
内を巡拝する
「大廻り」
は人のため
大比叡を目指すコース、静かに自
の利他行、山は自利行であると述
そう
分を見つめ直す座禅コース、仏の
べられている。最澄の孫弟子・相
おう
御心を感じる写経コースに分かれ、 応の始めた回峰行、最澄が「最も
澄む」
己を目指し、
「自分を忘れて、
それぞれの比叡山を満喫した。
ぼう こ
他のために尽くす」という「忘己

よ かわ

で、赤山禅院に加え、京都の神社、 演奏会を楽しんだ。
「 琵琶湖周航
仏閣を巡拝する。後半１００日は
の歌」から始まり、
「 坊がつる讃
比叡山内７里半に戻る。
歌」
など山の歌の演奏を聴き、
最後
千日回峰行はなんのために行な
に、
西堀栄三郎先生作詞の
「雪山讃
うのか。苦行を通して人は何かを
歌」
を全員で合唱した。
感じ、体験を通して気づかせても
斎藤惇生元会長の開会の挨拶、
らえることが人を大きくし、耐え
金井関西支部長、早田前岐阜支部
られる人を育てる。学んだことを
長の祝辞のあと、重廣監事の乾杯
あとに続く人に伝え、過去、現在、 の音頭で祝賀会が始まった。延暦
未来をつなぐことが大切で、千日
寺の精進料理とお祝いにいただい
回峰行は連綿と引き継がれていく、 た、たっぷりの
「般若湯」
で大いに
とのお話であった。
盛り上がり、 周年を祝った。
最後に、真言を唱えていただき、
日
（日）
は、阪本から無動寺谷
を登り、堂入りの行なわれる明王
堂を通るコース、
延暦寺の東塔、
西
24

（京都・滋賀支部 中川 寛）
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15

わず頭を垂れ、お加持を受けた。
講演会に続き、山森ふさ子氏に
よるクロマチック・ハーモニカの

24

記念式典会場の様子

「自利行」
から衆生救済の
「化他行」
に入る。堂入り後、人間的に変わ
ったかと聞かれることが多いが、

10
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り た

王堂に到着。堂内から行者の真言
が聞こえてくる。今日は春霞に煙
っているが、琵琶湖の眺めはすば

る。歩行距離約８・３㎞。
先達を務められた京都・滋賀支
部の皆様に感謝申し上げます。
参考／『週刊仏教新発見』
（朝日新
聞出版）  〈富山支部・渋谷 茂〉

の横には、満開の桜が明るい。
再び出発して、ドライブウェイ
に沿った尾根道を歩きながら考え
た。回峰行では、深夜独りで歩く
のが怖くないのかしら、
病気は、
雨
や風のときは、動物は出てこない
のかしら、何を感じて歩いている
のかしら。７００日の修行を終え
て、９日間の
「堂入り」
では、断食・
断水・不眠・不臥で真言を唱える
など、こんな苛酷なことが、生身
の人間にできるというのが不思議
でならない。修行とひと言で片づ
けるのには、あまりにも厳しすぎ
る……等々。
やがて玉体杉へ着く。ここには
蓮の台座を付けた大理石のベンチ
があり、御所に向かって天皇の無

事を行者が祈る所だそうな。眼下
に京都の町と御所の森が望まれた。
さらに思い出したことがある。
私が 歳の記念にと雲ノ平を歩
いたとき、神岡新道から入って黒
部五郎小舎への道中、日が暮れて
雨が降り出し、ヘッドランプの明
かりの先しか見えない闇になって
しまった。小屋泊まりのつもりな
ので、
何も持っていない。
朝までこ
こにいたら私は死ぬ、と覚悟を決
めた。それからなんの感情もなく、
ただひたすらリーダーの後を追っ
た。ようやく小屋にたどり着いた
が、あの辺は何人もの人が行方不
明になっている所です、と小屋の
方が言っていた。その山行を機に、
私は第二の人生を送ろうと決めた。

玉体杉から下って峰辻を右折し、
予定どおり 時に横川中堂へ到着

50

した。ここで解散し、昼食、元三

大師堂などを見学後、シャトルバ
スで延暦寺バスセンターへ戻り、

帰路に就いた。歩行距離約５㎞。

今回の山行は見事にスケジュー
ルに忠実なものでした。ＣＬの岡

田さんはじめ京都・滋賀支部の皆

様に感謝します。
〈福井支部 舩田洋子〉
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峰道（行者道）
を横川中堂へ
記念式典の翌日、交流登山で千
日回峰行の峰道コースが設定され
た。両親の位牌がある延暦寺だが、
なかなか来る機会がなく、供養も
兼ねてぜひ歩きたく、
参加した。
８
時 分、Ｂコースは４班に分かれ、
根本中堂上の大黒堂前を出発。
大講堂の横を抜け長い階段を登
ると、阿弥陀堂・東堂の並ぶ広場
へ着く。ここからは東海自然歩道

から少し下って峰道レストラン前
で休憩。
琵琶湖の展望があるが、
そ

12

利他」
の精神で貫かれている。
日本
仏教の聖地である比叡山、
「 世の
中に山てふ山は多かれど 山とは
比叡の御山をぞいふ」と言った慈
鎮和尚のお言葉が身に感じ入る。
幾分道は緩やかになる。サイゴ
クミツバツツジが、紅紫色の花を
枝一杯に咲かせている。春を象徴
する鮮やかさ。紀貫之のお墓にお
参りする。仏前に供える、香気が
あるシキミがたくさん生えている。
『土佐日記』
の作者・紀貫之は、も
たて山
（裳立山）
から見える琵琶湖
の風景を愛し、この地に墓を建て
させたとのこと。
道標まで戻り、無動寺谷まで下
りになる。谷に降り切ると、ヤマ
モミジが初々しい若葉を展開し、
の標柱が立つ整備された道を北へ
とても美しい。小沢を渡り再び登
進む。シャクナゲや八重桜が目を
りになる。玉照院の前に出た。親
楽しませ、木漏れ日を浴びながら
鸞聖人が修行されたとされる無動
寺大乗院からきつい階段を登れば、 の楽しい山行である。
浄土院、椿堂、にない堂を過ぎ、
千日回峰行で最も厳しい修行であ

の向こうの山は黄砂のため霞んで

る
「堂入り」
が行なわれる無動寺明

らしい。
明王堂から延暦寺ケーブル駅を

見えない。大きな伝教大師の立像

西塔の中心・釈迦堂に着く。堂内
には修学旅行生が座って、坊さん
から何やら話を聞いていた。ここ
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過ぎ、延暦寺会館まで舗装道を戻

千日回峰行者に想いを馳せながら峰道を行く

45

山

REPORT

だき、 時 分から交流会となっ
た。桐生恒治・副支部長の主催者

御礼申し上げます。昨年の四国支

酒学校校長などを歴任、日本山岳
会永年会員で越後支部長も務め、

平田氏は酒造会社社長や新潟清

二次会も 時には終了した。

時 分に佐藤レイ子・副支部
故酒井展弘氏に哀悼の意を表す
長の万歳三唱により中締めとなり、 るとともに、今後は健康管理を含

つもりである。

部による全国支部懇談会は、初代
会長・小島烏水ゆかりの地であっ

幅広い交友関係がある。酒はサル

その後就寝となったが、０時

じた次第である。

めて集会企画を検討する必要を感

たが、
今年は越後出身第２代会長・

後支部会員が案内して、最大限の
便宜を図り対応させていただいた

了解をいただいた。公式登山は中
止せざるを得なかったが、個人山
行の希望者に対しては、一部の越

るが、故人への対応を優先させて
いただきたい、と遠藤支部長が涙
ながらに訴え、全員の理解を求め、

07

が偶然発見し、人間がそれを横取

開会挨拶をする遠藤越後支部長

30

が続く盛況ぶりであった。

10

第 回全国支部懇談会を越後・弥彦山で開催
各地から総勢２５３名の参加者が集う
山を選定した。明日は高頭翁の記
念寿像がある弥彦大平園地に立ち
寄って下さい。交流会の各テーブ
ルに〝寒梅〟や〝雪中梅〟を準備し、
越後の山の名が付く酒を取り寄せ
た。新潟の酒をじっくり味わって
いただきたい」
と述べられた。
引き続き記念講演に移り、第１
部は元新潟大学理学部教授・石澤
進様から
「弥彦連山の植物」
と題し
た講演があった。弥彦連山の植生
は、海浜と山岳、温帯と冷帯、日

挨拶、小林政志会長と岩室温泉観
光協会の来賓挨拶と続き、土田幸
雄・支部名誉会員の乾杯の音頭で

桐生恒治

第 回全国支部懇談会は、越後
支部主催により平成 年４月９日
（土）
・ 日
（日）
に開催された。小
林会長や本部関係者、北は北海道
支部から南は宮崎支部まで全国
支部が参加し、総勢２５３名と過
去最高の参加者となった。
越後支部は、昨春から全国支部
懇談会に向けて準備を開始した。
遠藤家之進正和支部長が実行委員
長、小山一夫事業委員長が事務局
長となり、弥彦山の山野草が咲き
本海と太平洋などの要素を持ち、
地理的境界区分の植物群で構成さ
れており、興味のある植物分布を

交流会が始まった。アトラクショ
ンが会場の雰囲気を華やかに盛り
上げ、各支部の紹介や宣伝を兼ね

越後支部副支部長

分ごろに京都・滋賀支部の酒井展弘
氏が浴場で倒れているのを警備員
が発見、救急車で燕労災病院に搬
送した。
救命処置が行なわれたが、
病
院に同行した桐生より「２時 分
死亡」
と遠藤支部長に報告された。
この訃報を踏まえ、越後支部と
しては事後処理対応や故人への追
りしたとされるが、サルは酒が醸
悼のため、 日の弥彦登山を中止
造される時間を待つ習性がなく、 すると決断した。この結論を遠藤
酒は人間が創り出した文化である
支 部 長 よ り 小 林 会 長 に 連 絡 し、
ことなど、
「山・人・酒」
の三角関 「登山中止は致し方なし」
との了解
係についてのお話があった。
を得た。５時 分越後支部会員に、
時 分から自由時間をとり、 ６時全参加者に対し、遠藤支部長
岩室の湯にゆっくりと入っていた
が事故の経緯や登山中止の決断を
説明した。遠方より登山を楽しみ
に来られた方々の心情も察してい

乱れる４月上旬の開催とし、
「鮮
やかな早春の越後の山へ」という
キャッチフレーズとした。

持っている。石澤先生のライフワ
ークを聞かせていただいた。
第２部は越後支部名誉会員で現

30

９日 時 分、コンベンションホ
ールで開会式となり、後藤正弘事
務局長が司会進行した。遠藤支部

30

18

30

22

20
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16

在、関川村村長の平田大六様から、 たスピーチタイムも設けられ、次
「山・人・酒」
の講演があった。
から次へとマイクのバトンタッチ

28

長は開会挨拶で、
「桜満開の越後においでいただき

28

高頭仁兵衛翁が最初に登った弥彦

30

30

32

32

10

13
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田副会長が、
日本山岳会の発起人・
小島烏水を顕彰することがいかに

けたい。
ご支援をお願いします」
と
開式の辞を述べた。
主催者代表の挨拶では本部の山

る『山の日』にまつわる講演会。
『烏水祭』
という言葉がウェストン
祭同様に俳句の季語になるまで続

第４回小島烏水祭が４月 日、
香川県高松市の石清尾山にある峰
山公園
「はにわっ子広場」
で開かれ
た。ぽかぽか陽気の下、山田和人
副会長をはじめ、来賓、全国の会
員、四国支部会員ら 人が出席し
て行なわれた。
進行役は四国支部の瀧由喜子・
総務委員長。主管した尾野四国支
部長が参加者に感謝の意を表し、
「無事開催できたことを喜びたい。
今回の目玉は今夏から正式に始ま

川委員は、烏水からつながる近代

成川委員の記念講演の題は「小
島烏水の山と私たちの山の日」
。
成

議員や烏水の御子孫らが手渡され
たカーネーションを顕彰碑の前に
置き、烏水の功績に敬意を表した。

上昇会長、元副会長の神崎忠男・
日本山岳協会前会長の祝電も披露
された。献花もあり、佐野忠則評

碑前祭に先立つ午前中、石清尾
山のハイキングがあり、希望者が
山頂周辺の尾根道を約１時間半に

を欠く。会員でもある自民党の谷
垣さんに陳情し、当時与党の民主
党の議員にも山の日制定の手続き
四国支部長 尾野益大
を頼んでもらった。東日本大震災
田守恭・香川県議会議員をはじめ、 もあって遅れたが、超党派の議員
松下雄介・高松市副市長、中村順
によって立法化され、制定にこぎ
一・高松市議会議員が先人烏水に
着けた」
と約 分間、
熱弁を振るわ
対する崇敬の思いを述べられ、烏
れた。
水祭が徐々に市民に浸透している
続いて烏水の孫で四国支部会員
喜びを語った。
でもある小島誠さんによる吟詠。
本部の重廣恒夫監事と、講演を
近藤信行さんが撰文した烏水の
する成川隆顕
「山の日」
事業委員会 「山を讃する文」
の一節を張りと抑
委員、８月 日の
「山の日」
制定に
揚に富む美声で吟じた。参加者全
合わせて
「小島烏水展」
を開催する
員が「富士の山」
「雪山讃歌」を合
高松市中央図書館の内海美由紀館
唱した後、四国支部の国澤鎮雄顧
長が紹介された。また、第 代尾
問の言葉で式典を締めくくった。

森づくり協議会開催を要請された。
重廣恒夫監事は関西支部 周年記
念登山ナンガマリ遠征を紹介した。

わたって歩いた。四国支部の藤井
博、向井幸雄両会員らが案内役を
務め、コース上に点在する積石塚
の古墳を詳しく解説した。昼食は
中腹の広場で、讃岐高松山行会に
よる名物讃岐うどんのボランティ
ア接待があった。
休憩を挟んで夕方 時からは、
北側中腹のホテル
「花樹海」
で小林
京子・事務局長の進行によって夕
食会が開かれた。旧交を温める会
員間の歓談が盛り上がるとともに、
川口章子・自然保護委員長が７月
に高知で開かれる自然保護全国集
会をアピール。河西瑛一郎・高尾
の森づくりの会代表も、高知での

また成川委員から、公募していた
山の日の歌について北島三郎の演
歌、加藤登紀子のポップスに決ま

ったことが発表された。
アトラクションでは阿波踊りが

あり、有名連のんき連の踊り手約

人による華麗な演舞に参加者は
見とれた。最後は全員が輪になっ

て会場狭しと乱舞を繰り広げたの

ち、四国支部の宮崎良平・山行委
員長の挨拶で閉会となった。
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山岳会にとって有意義であるかに

アルピニズムが
「山の日」
の原点に
あり、
「山の日」
制定運動の経緯を

17

第 ４回小島烏 水 祭 開 催 さ る

ついて述べた上、烏水祭を今後も
本部行事として盛り上げる決意を

分かりやすく説明した後、
「 日本

23

示し、賛同の拍手を浴びた。

80

11

は海と山の国である。海の日があ
るのに山の日がないのはバランス

40

16

来賓は烏水祭創設にご尽力いた
だき、初回から出席されている鎌

小島烏水の碑前で講演される成川隆顕委員

70

40

日 本の山と山 岳 信 仰

メモ
きい。日本の神はインドの仏菩薩 「山の日」
「山の 日 に 向 け て 」 山 を 考 え る ⑩
日本山岳会全体の
「山の日」
の取
を「本地」として仮に姿を現し、
り組みを把握し今後の参考にする
鈴木正崇 「垂迹」して民衆を救済するという。
ため、当事業委員会では各支部の
中世以来、
日本の山の神々は
「権
かり
ることが多く、次第に山に寺を建
日本の山は里からほどよい距離
ご協力を得て平成 年度の企画予
現」
と呼ばれた。権現とは、
「権に
立するようになった。現在でも寺
にあったことで多様な山岳信仰を
現われた」の意味で、鳥海山大権
定をまとめた。事業名、日時、場
院に山号が付く。一方、日本の各
育んだ。人々の日常生活の中に山
現、月山大権現、羽黒山大権現、岩
所だけでなく共催や後援・協賛の
みくまり
地には開山伝説が伝わる。開山と
は溶け込み、特に水源地の水分の
木山大権現、御嶽山大権現などと
有無、行事内容などについてであ
山が信仰の対象となることが多い。 は僧や行者が前人未踏の山に登拝
いう。権現思想は神仏混淆を深化
る▼寄せられた年度予定では、ほ
水は暮らしを支える根源であった。 し、祭祀や祈禱し霊地とすること
させた。修験の影響も大きい。
とんどの支部が
「山の日」
記念の冠
しかし、山は時には土砂崩れや大
で、ここ数年の間に、開山以来の
修験
（山伏）
は山岳を修行の地と
をかぶせた行事、または一般への
洪水を引き起こし、噴火するなど
区切りの年を迎える山が多い。２
して峰々を登拝して
「験力」
を身に
参加を呼び掛けた
《山に親しむ》
企
災いをもたらす。山は神霊の居ま
０１６年は勝道による日光山開山
付け、里で加持祈祷から芸能に至
画を準備しており、 日の祝日を
す場所、神霊が天下る場所、神霊
１２５０年、２０１７年は泰澄に
る幅広い活動を繰り広げた。山中
中心に８月に行事を計画している
の顕現とされ、祈願の対象となっ
よる白山開山１３００年、２０１
の修行も地獄から十の段階を経て
のは 支部、イベント数では あ
こん れん
ほう き だい せん
た。春に山の神が里に下って田の
８年は 金 蓮 による 伯 耆 大 山 開山
仏に至り、即身成仏を遂げる十界
ることが分かった▼祝日施行記念
１３００年と続く。仏教伝来は５
神となり、農耕を守護して豊作を
修行に体系化された。山麓から山
の全国大会は長野県松本市の２会
３８年か５５２年で、ほぼ１００
もたらし、秋には山に帰って人々
頂に至る道を十に区分するのはこ
場
（上高地と市内のホール）
で行な
年かけて受容され山岳信仰と混淆
を守護するという伝承は各地に残
の名残である。
われるが、実行委員会からの要請
し、奈良時代がその画期であった。
神仏混淆を中核に置いた修験道
もあり、６月恒例のウェストン祭
山岳信仰は仏教の日本的受容で本
は、慶應４
（１８６８・明治元）
年
も
「山の日」
関連行事の一つと位置
の神仏判然令、明治５
（１９９３） 付けて開催したい、と信濃支部か
る。そして、死者の霊魂は山に上
り、年忌供養を経て次第に清まっ
て、三十三回忌にはカミになると
もいう。先祖は遠くの他界ではな
く近くの山から子孫を見守り、盆
や彼岸には家に招かれて親しく交
流した。
日本の山岳信仰の特徴は、仏教
との融合である。仏教には寂静の
地の山を修行の地とする考え方が
あり、日本でも僧侶が山で修行す

格的に展開し、１３００年の歳月
が流れた。
山名には仏菩薩や仏教思想に因

年の修験道廃止令によって壊滅状
態に陥った。
現代の山岳信仰は、
神

ら連絡があった▼全体として、県
や地元の市町、山岳連盟、労山、メ



の交流、連携に期待を寄せたい。
（成川隆顕）

後の課題として支部ブロック間で

団体のリストからうかがえて心強
い。
さらなるパワーアップをし、
今

ディアとのつながりが共催・後援

じゃく

賢岳、地蔵岳、阿弥陀岳、大日岳、 のである。
虚空蔵山、浄土山、極楽山、妙高
＊参考文献 鈴木正崇『山岳信仰
山、そして権現山、御嶽山、聖岳、 ―日本文化の根底を探る―』
（中
蔵王山など。特に平安時代中期成
公新書、２０１５年）
ほん じ すい
立の 本 地 垂 迹 の思想の影響が大

仏分離の大変動を乗り越えた姿な

16

む名前が多い。薬師岳、
観音岳、
普

21
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追

悼

の１９７０年春には、前述のエベ
レスト登山隊に隊の中枢を担う企
画・総務担当として参加しており、
３シーズン続けてヒマラヤ登山に
参加したことになる。住吉さんが
いかにタフで、いかに社会通念か
らかけ離れた人であるか、と第３
次隊に参加した先輩が書いている。
私が住吉さんと親しく話せるよ
うになったのは第４次隊に参加し、
ブリ・ガンダキ沿いに進むキャラ
バンが始まってからだ。キャラバ
ンはトリスリ・バザールからマナ
スル隊が通行を拒否されたことの
あるサマ集落の手前のロー集落の
カルカまで、 日間の行程である。
同じテントで、ヒマラヤ登山の
ことは無論、ヒマラヤを越える鶴

にＣ５
（７５００ｍ）
を設営するこ
とができた。サポートの私は、隊
員とシェルパの２人を残してＣ３
まで下った。
翌日、住吉さんはＣ３から２人
を望遠鏡で追い、登攀を望遠鏡の
接眼レンズにカメラのレンズをく
っつけて撮影された。ご自身も鮮
明に写っているか半信半疑だった
が、この写真によって、その後遭
難死した２人の登頂が認められた。
この後もエベレスト（１９７３
年秋）
、ジャヌー（１９７６年春）
、
アンナプルナ内院のフルーテッ
ド・ピーク
（１９８０年冬）
、ナン
ガ・パルバット（１９８３年春）
、
エベレスト
（１９９３～９４年冬）
登山隊に参加している。

宅であったが無事だった。 歳に

を世界で初めて写真撮影したこと、
１９９５年の阪神淡路大震災で
ヒマラヤの青いケシのこと、アポ
は西宮市の自宅が大破・倒壊、在
ロ蝶のことなど、種々の話を聞か

■7

自由に生きた大先輩、 
住吉仙也さん 
大野義照
うに旅立たれた。享年 。
１９５０年、大阪大学医学部入
学、同年山岳部入部。１９５４年
卒。最初のヒマラヤの山は前述の
ヒマルチュリ
（７８６４ｍ）
で、山
登りもできる医者として参加、Ｃ
６
（７１５０ｍ）
まで登っている。
１９６１年春に、大阪大学山岳
会のマナスル三山（西からマナス
ル、Ｐ 、ヒマルチュリ）
の一座で
あるＰ の第１次登山隊に副隊長
として参加。正確な地図も情報も
ない時代で、
西面の偵察・試登。翌
年には第２次隊が東面を偵察・試
登。東面は困難ではあるが、不可

トルボの山旅
（１９９９年）
にも出

所医学の面でもヒマラヤ登山に大

買い求めたロキシーを悠然と飲ん

より 日早くＢＣを設営。 月

きく貢献された。いろんなことに
興味を持ち、何事にも動じず、自

かけている。
高所順化、
酸素の取り方など、
高
日には、前年引き返した氷壁を登
り切り、Ｃ３
（６２５０ｍ）
からも

でおられた。ロー集落の通過では
村人との談判もあったが、３次隊

せていただいた。お酒は大好きで、 なってからも西北ネパールのカン
露営地では、通過した村の民家で
ティ・ヒマール
（１９９８年）
、同

72

由に生きられた大先輩であった。

18

能ではないとの結論を得た。
その後４年間のネパール政府の
入山禁止期間があり、解禁になっ
た１９６９年の秋、隊長として第
３次隊を率いる。頂上へ続く氷壁
に取り付くも冬の到来で撤退。１

20

その存在が分かるシュルントの中

10

88

９７０年秋に、登攀隊長として第
４次隊を初登頂に導いた。この間

10

29 29

O B I T U A R Y

日本山岳会ヒマルチュリ登山隊
（１９５９年）
、同エベレスト登山
隊
（１９７０年）
に参加し、
また、
大
阪大学のＰ 峰
（７８７１ｍ）
登山
隊を初登頂に導いた住吉仙也さん
が、
昨年 月５日に亡くなった。
７
月までは１時間の散歩を日課とさ
れていたが、その後の猛暑で熱中
症にかかり、８月に入院。眠るよ
10

29

かつて、当会においては会員名
簿を発行していた経緯があり、現
在も会員の皆様からのご要望があ
りますが、印刷物として配布した
会員名簿を
「個人情報保護法」
の趣
旨に照らし適切に管理していくこ
とは極めて困難であるため、現在
は発行しておりません。
最近、一部の会員の方から、会
務以外の利用目的で、特定の会員
の連絡先を知りたいとのご要望が
ありましたが、コンプライアンス

●ネパール大地震募金のご寄付者
に関する追加
会報４月号でお知らせしました
「 ネパール大地震募金のご寄付者
一覧」
に漏れがありました。
田部井
淳子様
（ 万円）
を追加させていた
だきます。なお、日本山岳会の会
員番号の記載がなかった方、会員
番号のない団体名でご寄付いただ
いた方のお名前は記載されていま
せんので、ご了承ください。
●マナスル初登頂 周年および国
民の祝日
「山の日」
施行記念事業参
加申込み受付中
「マナスル」から「山の日」まで
年、いま未来に伝えること
日時：平成 年７月 日
（日） 時

分～
会場：ＪＩＣＡ市ヶ谷ビル（ＪＩ

10

熊 本 地 震 被 災 地の 皆 様 に 謹 んでお見 舞い申 し 上 げます

●日本山岳会における個人情報の
取り扱いについて
近年の急速な情報化の進展と、
国民の個人情報保護への関心の高
まりを受け、
我が国においては、
平
成 年から「個人情報の保護に関
する法律 」
（以下「個人情報保護
法」
）
が施行されました。
これにより、個人情報を取り扱
うにあたっては、利用目的をでき
るだけ特定しなければならず、ま
た原則として、あらかじめ本人の
の観点からお断りさせていただく
か、会員ご本人の了解を得てから
お知らせする、などの対応をして

28

このたびの熊本地震で被災された熊本支部並びに東九州支
部の会員の皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。一日も
早い復興と皆様方のご健康の回復を祈っております。
公益社団法人 日本山岳会

同意を得ずに、その利用目的の達
成に必要な範囲を超えて個人情報
を取り扱うことは、法律により禁

おります。可能な限りご要望をお
聞きしておりますが、不特定多数
の会員情報を提供することはいた
しておりません。
以上のような事情の再確認のた
め、会報にてお知らせさせていた
だきました。なにとぞご理解賜り
ますよう、お願い申し上げます。
（総務担当理事）


ＣＡ地球ひろば）新宿区市
５
谷本村町
参加費：無料

・マナスル登山に関する日本山岳
会所蔵品展示
・会員所有のマナスル登山時代の
装備の展示
・自然保護委員会、高尾の森づく
りの会の展示
・
「山の日」
関連の展示と情報提供
・最新の装備、未来の装備紹介
・ネパール大地震の実態と復興支
援に関するパネル展示
＊キッズルームを開設し、お子さ
んの一時保育を行ないます。
＊当会監修
「山のお弁当」
発売を記
念して、
会場で販売します
（要予
約。お茶付き９００円）
。

《申込み》 講演・座談会は先着順
（１９０名）

・Ｗｅｂでの申込み： http://www.
jac.or.jp/mana-yama/m.html
・ハガキでの申込み：〒１０２ ０
０８１ 東京都千代田区四番町
５ ４ 公益社団法人日本山岳
会 マナスル係

⑴映画
「マナスルに立つ・短縮版」 ・ ハ ガ キ 裏 面：
「７月 日参加希
上映
望」とご記入の上、①氏名 ②電
話 ③参加時間帯「午前・午後・
⑵特別講演①：日下田實
全日」のいずれか ④弁当注文の
⑶特別講演②：石川直樹
有無をお書きください。
⑷公開座談会：傘木靖、村越真、小
林千穂、
花谷泰広、座長・萩原浩司 《 問 合 せ 》 大 久 保（ yqb00247@
）
nifty.com
⑸展示会

10

17

止されました。
これを受け、日本山岳会におい
ても、個人情報を保有する事業所
としての個人情報保護義務を果た
すため、
「個人情報取扱規程」
を制
定し、本部および支部の会務に必
要な場合に限定して「保有個人デ
ータ」
を使用し、
個人情報の保護管
理に努めているところです。

60
10

60

10

■8

10

15

852−２０１6・5・２０（第三種郵便物認可）
山

852−２０16・5・２０（第三種郵便物認可）
山

■9

団法人日本山岳会の協力によって、 考えております。今後の展開とし
国民の祝日、８月 日
『山の日』
を
て、各支部が地元の弁当会社と提
記念して心をこめて作りました。 携して取り組むことも可能です。
お弁当の収益の一部は、日本山岳
年度決算は極めて厳しい状況に
会の公益事業に役立てられます。
」 あり、この事業に支部でも取り組
と記載されています。販売価格は
んでいただけるように、必要なノ
７８０円を予定しています。
ウハウ、デザインなどはすべて提
公益法人も、公益事業のための
供できますので、今後、支部長会
資金調達に必要な事業は法的にも
議等で状況をお知らせします。
認められており、
「山のお弁当」
事 （ 再生委員会 収益事業ＷＧリー
業は資金調達の手段として有望と
ダー）

高尾の森づくりの会‥
活動への支援

公益社団法人
国土緑化推進機構

900

高尾の森づくりの会 日本－ラオ
ス友好の森展示林造成事業

特定非営利活動
法人環境再生機構

250

高尾の森づくりの会
気仙沼大島森林復旧支援事業

関 孝治 会員

50

永年会員からのご寄付

アルパイン・ツアー・‥
サービス株式会社

50

ブータン旅行企画協賛寄付

日本大学エベレスト基金‥
委員会‥
委員長 松田 雄一

1,000

27

1,000

11

京王電鉄株式会社

海外遠征、図書管理など

「山のお弁当」の取り組みについて
ックの中で横になったりして形が
崩れるのが常ですが、それを避け
るために弁当屋さんと内容を工夫
して、広島駅で売り出したとのこ
とです。横になっても形が崩れな
い点と、味付けが巧妙で一般客に
も好評です。
収益事業ＷＧでは、広島支部か
らの提案を受け、まず全国で最も
登山者の多い高尾山で、飲食関係
において実績のあるアーバン社と
提携して販売に取り組みます。５
月中ごろには発売の予定であり、
本号が届くころにはすでに試食さ
れている方もおられるものと思わ

寄付金及び助成金などの受入報告
（平成28年4月まで）

佐野忠則
会報
「山」
の本年１月号で再生委
員会の森委員長から報告があった
とおり、日本山岳会の財政が厳し
い状況にあり、理事会では再生委
員会を立ち上げ、制度設計・会員
サービス・収益事業の３つのワー
キング・クループ
（ＷＧ）
において
検討を進めているところです。
制度設計ＷＧからは、準会員制
度導入の提案がなされています。
このような状況のなか、収益事
業ＷＧでは
「山のお弁当」
事業の企
画を進めています。このお弁当は
年ほど前に広島県岳連が弁当会
社と共同開発して、同社で現在ま

販売するものです。
この弁当の特徴は
添加物やプラステ
ィックの使用を極
力抑えている点に
あります。
「山のお弁当」の
表 面 に は、
「この
お弁当は、公益社

広島支部書籍棚分

80

山崎 正数 会員

安全な登山に資する各種事業
及び山岳図書館の充実

1,000

故宇野 彰男 会員‥
ご遺族

法人運営費用として

200

小林 政志 理事

静岡竜爪山の文珠山荘を
静岡支部のために寄贈
荻野 恭一 会員

れます。
今回の事業企画は、日本山岳会
が商標権を設定し、アーバン社が

弁当の中身

で継続して広島駅を中心に販売し
ているものです。山に行くときの
お弁当ですが、普通の弁当はリュ

弁当の外装

寄付の目的、その他

受入金額など
（単位千円）
山林 2,828㎡
及び建物
寄付者など

15

ルワリン地域の２つの学校の再建
に活用されています。

３０００円。地震で損壊したロー

②ＭＡＣＦＯＤ ＮＥＰＡＬ（カ
トマンズの公共団体）１２１２万

キング・チームを募集することを

設のその後の進捗状況の確認と生
徒たちへの激励を兼ねて、トレッ

の好展望地でもあるため、学校建

なお今秋には、ロールワリンの
学校建設地がガウリシャンカール

■ 10

日本三百名山登頂シリーズ⑧

２日目／越百山 奥念丈岳
安平路山 安平路避難小
屋泊 ３日目／摺古木山
大平高原＝飯田駅
食事 朝２回、昼１回、夕２回付
き（３日目は昼用の行動食を
ご用意下さい）
保険 国内旅行保険に各自必ずご
加入下さい（保険のご案内を
お送りいたします）
参加費 ６万３０００円（現地移
動交通費、現地宿泊代、食事
代、避難小屋でのシュラーフ
無料貸し出しあり）
定員 １グループの定員 名
申込み・問合せ 〒１０５ ００
０３ 東京都港区西新橋２ ８
第７東洋海事ビル４Ｆ
‥

アルパインツアーサービス㈱
０３ ３５０３ ０２２３

10

ネパール大地震救援募金についての報告
昨春、発生したネパール大地震
救援のため日本の主要山岳６団体
は共同して「ネパール大地震救援
募金」
を行なってきました。
この募
金活動は、昨年度末
（３月末日）
を
もっていったん締切といたしまし
たので、ここに寄付金総額とその
贈呈先および使途について報告い
たします。
⑴寄付金総額（公益社団法人日本
山岳会指定寄付口座着金額）２７
９４万２３９０円（内本会会員分
６７９万４６３６円）
⑵贈呈先
①ランタンプラン（日本のＮＧＯ

ＮＧＯ団体）
１００万円。
首都近郊
中央アルプス深南部に位置する越
の山村への食糧
（米５００㎏など）
、
百山以南の藪山縦走を楽しむ２泊
トタン板、学校仮設費用に活用さ
３日の山旅 参加者募集！
れています。
「日本三百名山登頂シリーズ」と
⑤ネパール登山協会（２万米ドル
いう創立１１０周年記念事業の山
相当）
２２５万６００円
行企画第８回のご案内です。今回
⑥諸経費（ロールワリン地域への
は中央アルプスの深南部、なかな
シェルパ調査派遣１０００米ドル、
か脚の向かない不遇の山、越百山
山岳６団体銘板、
銀行送金手数料）
と安平路山を結んで藪山縦走を楽
４８万３７９０円。
しもうというプランです。ＪＡＣ
支出合計は２７６５万７３９０円
会員以外の方も参加できますので、
です。
山仲間やご家族などお誘い合わせ
残額は 万５０００円ですが、こ
の上、奮ってご参加ください。
れは今後の学校備品などの補充に
本ツアーには日本山岳ガイド協
充当してまいります。
会のガイド資格を有するツアーリ
以上、山岳６団体によるネパー
ーダーと、インタープリター（解
ル大地震救援募金の贈呈先と贈呈
説員）として当該山域に精通して
金額についてご報告申し上げます。
いるＪＡＣ支部会員が、また、サ

③ＳＰＣＣ（サガルマータ汚染管

計画しております。
（ 日本山岳会内 ネパール大地震

11

０３ ３５０８ ２５２９
ポーターとして本部山行委員会ス
担当＝国内事業推進課・児玉まで
タッフがそれぞれ同行します。
（ケータイ０９０ ８０２３ ９６
【第８回日程・行程など】
２２） kokunai@alpine-tour.com
期間 ８月 日㈫～９月１日㈭
集 合 解 散 Ｊ Ｒ 中 津 川 駅 改 札 前 ‥ ＊お申込みの方に詳細なご案内を
８時集合、ＪＲ飯田駅 時ご
お送りいたします。
ろ解散予定
（ 創立百十周年記念事業実行委員
行程 １日目／中津川駅＝伊奈川
会／山行委員会）
ダム登山口 越百小屋泊
18

団体）
１０００万円。
土石流で崩壊
したランタン地域再興のために活
用されています。

理委員会）
１８０万円。
ルクラ近郊
に大型のゴミ焼却炉を建設するた

めの資金として活用されています。 救援ワーキング・グループ）
④カトマンドゥ緑の基金（日本の

30

２８
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活

動

報

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

ラスザンショウ（烏山椒）を観察し、

向かう。

日宿泊する国民休暇村鹿沢高原に

雪の中に並ぶ峠道の百体観音を見
て、
幸せな気持ちになりながら、
本

た。ところが、風呂から上がった

ながらゆっくり露天風呂に浸かっ

いしかったこと。するするとお代
りをして大満足。そのあと雪を見

27

シートに記録した。
今回の観察会では樹木識別の基

櫚）
、マユミ
（真弓）
、スギ
（杉）
、ケ
ヤキ（欅）
、ホンサカキ（本榊）
、カ

告

準備を整え、いざ村上山へ。本
礎を学んだが、次回は季節を変え
当はスノーシューを借りる予定だ
て観察会を行なう予定である。
（渡邉嘉也） ったが、アイゼンでも大丈夫とい

うことで、スノーシューのない私に
山行委員会
はラッキーだった。結局、アイゼ

ン組とスノーシュー組の装着に分
湯の丸山スノー・トレッ
かれた。１月に降っただけの雪と
キングに参加して
（
２０１６
いうことで、硬く、所々岩がむき
自然保護委員会 
National
Geographic
年１月号、明治神宮ウェブサイト
今回、山行委員会主催山行に参
出しになっている所は、アイゼン
第１回 自然観察会報告
より抜粋）
。
加は初めてで、どんな方が来られ
の爪が岩に触れると、ガチガチと
観測史上初めて沖縄に降雪があ
観察は教材
「樹木観察のヒント」 るのか、一緒に歩けるのかと不安
音を立てていた。また、スノーシュ
り、樹間に雪が残る１月 日、東
を基に、大分類としての裸子・被
を抱きながら集合場所である新宿
ーの方も、なんとも重そうな音が
京代々木の明治神宮の森で観察会
子植物、葉の形、葉序
（枝につくパ
に向かった。
響いていた。やっぱり今年は雪が
を実施した。
ターン）
・葉脈・裂け方などをクス
２月 日７時、新宿を出発。小
少なかった。
講師を森林インストラクターの
ノキ（楠）
、ヒサカキ（柃）
、アオキ
諸で高速を降りると、浅間山に少
雪に思いを寄せているうちに、
山田和人氏
（ＪＡＣ副会長、
自然保 （青木）
、シロダモ
（漢字名なし）
、ネ
し雪が懸かっているのが見えたが、 登 り 始 め て １ 時 間 少 々 で 村 上 山
護担当業務執行理事）にしていた
ズミモチ
（鼠黐）
など実際の樹木に
昨年、千葉支部で登った黒斑山に （１７４６ｍ）
に全員が登頂。左手
だいた。参加者は埼玉・千葉・東
触れて学び、１００年を経た森に
は、雪らしきものは見当たらなか
に四阿山、
右手に雄大な浅間山、
す
京多摩支部会員 名と自然保護委
生 育 す るシラカシ
（白樫）
、ア ラ カ
った。
ばらしい眺望だった。そして、下
員７名の 名。
シ
（粗樫）
、ヒノキ
（檜）
、
モッコク
（木 「アイゼン要らなかったかな」
と心
山へ。休暇村のすぐ上の炭焼小屋
神宮の森は、
「１９２０年、荒地
斛）
、マテバシイ（馬刀葉椎）
、スダ
配げに車窓から見ていると、リー
付近で、おやつタイム。山行委員
のような代々木の大地に、神を祭
ジイ（漢字名なし）
、センリョウ（千
ダーの植木さんから「私たちの行
の方が準備して下さった白ワイン
るにふさわしい森を現出させよう
両）
、マンリョウ（万両）
、モミ（樅）
、 く山は北側だから、きっと雪があ
のたっぷり入ったチーズフォンデ
とドイツで林学を学んだ学者の
ヤツデ（八手）などの特徴を学んだ。 りますよ」
と元気を下さった。
バス
ュをいただく。私はチーズフォンデ
人が、自然に世代交代を繰り返し、 ウバメカシ（姥目樫）
、シュロ（棕
はくねくねと地蔵峠を進むうちに、 ュを食べるのは初めてで、もう嬉
うっすらと雪景色に変わってきた。 しくって、そして、赤ワインがお
24

3

人の手を借りずに永遠に生き続け
る
〝森の姿〟を目指して、日本人が
作った自然の森である。樹木は造
営当時３６５種であったが、現在

15
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は２３４種と報告されている」

22

山
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途端、めまい、立ちくらみ、激し
い頭痛に襲われた。雪を見てはし
ゃぎ過ぎ、おいしいワインを多量
にいただき、１０００ｍの高度に
ある風呂に長く浸かった不注意が
たたった。夜、ゆっくり休むと体
調は戻って元気になった。
２月 日
（日）
快晴。８時に宿を
出発。リフトで湯の丸高原へ。こ
こはレンゲツツジの群生地。咲き誇
るころに、再び訪れたい。９時
分、登り始めて１時間、湯の丸山

28

湯の丸山北峰付近から見た南峰

の丸山をバックに記念撮影。下山
後、地元の方々に親しまれていて

（１２１０ｍ）
山頂へ。何人かを残
して北峰へピストンした。鐘分岐
から中分岐へ下り、臼窪湿原で湯

40

素朴で心癒される源泉掛け流しの
温泉、鹿鳴館で汗を流した。温泉
とちょっぴり少なめの雪景色を楽
しんだ、贅沢な山旅だった。
（柳川しげよ）

池リーダーに従う。頂上直下まで
２時間ほどひたすら歩を進め、鞍
部で呼吸を整える。ストックをピッ
ケルに持ち替えてラストスパート。
上を見上げると辛いが、トレー
スをたどればいつの間にか高度を
上げている。 時半ぐらいに頂上
に着く。南峰の頂上は雪庇が張り
出しているせいか、思ったより広く
感じる。北峰から立ち昇る噴煙は
春の野の焚き火のようだ。いつか
夏場に登ったときには、真っ黄色
の硫黄が激しく噴き出していたの
を思い出す。
今日は天候に恵まれ、３６０度
大パノラマの展望である。北方の
空には笠ヶ岳や槍ヶ岳、穂高連峰
が連なり、東にはデンと構える霞
沢岳、南方には乗鞍岳が、そして
西の彼方には白山がうっすらと浮
かんでいる。真っ青な空と白い雪

べてスタンバイ。積雪は少なくさら
さらしていて歩きやすく、トレー
スもしっかりついていて迷うこと

山は、まさに絵になる光景だ。
時間差で全員が登頂を果たし、
皆大満足で下山に入る。下りは特

誰にも見られなかったようだ。途
中、何度か皆を待ちながらスノー

度スピードが出過ぎて転げたが、
の下にデポ。ここから急登が始ま

シューをデポしたリンドウ平まで

暖かさだ。雪も締まっていて潜る
こともないので、スノーシューを樹

のない新中の湯コースである。今
回のメインは無雪期には近づけな
い南峰のピークを踏むこと。

10



雪の焼岳山行
３月 ～ 日の１泊２日の日程
で、冬期としては最後の焼岳登山
に参加した。
日に登山口の中の湯温泉旅館
に集合し、前泊した。参加者は総
勢 名である。 日は予定より１
時間半早めて早朝６時の出発であ
る。朝食は前の晩におにぎり弁当
にしてもらい、５時ごろ部屋で食
27

に慎重に、見通しの良い所ではシ
リセードを楽しんだりもした。一

27

樹林帯を越えリンドウ平の雪原
までほぼひと息に歩き、ここで衣
服の調整をする。汗をかくほどの

26

り、トレースも何本かあったが菊
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ングを楽しむ人に、ぜひ一度は手
に取ってもらいたいゆえんである。
（近藤雅幸）

くはなっていない。沢やクライミ

復刊とはいいながら、そんな意
味で、このシリーズはまだまだ古

むための情報がますます必要とさ
れるようになった。
しかし、そんな時代においても
「日本登山大系」
が最初に出たころ
と状況はほとんど変わっていない。
体系立って日本全国を網羅する沢
や岩場のルート解説本が少ないの
国・四国・九州の山』
と
（中部山岳
である。歴史的なシリーズではあ
に偏る傾向はあるが）日本の沢や
るが、本書が復刊されたのにはそ
岩場を網羅する遡行記録・ルート
んな意味があるに違いないと思う。
解説のシリーズが出たのである。
編者の柏瀬祐之、岩崎元郎、小
時代としては、ちょうど岩登り
泉弘の３氏は、今やその道の権威
がエクスペディションとしてのク
として大いに活躍されているが、
ライミングから、スポーツとして
このシリーズはその活動の原点で
のクライミングに変わってきたこ
もある。
ろ。岩場がゲレンデ化してきたこ
掲載された沢の中には様相が変
ろである。それに応じて、全国的
わってしまった所も多く、岩場に
な沢や岩場のガイドが必要とされ
ついてもグレードや登り方が以前
るようになったのである。
と違ってしまった部分はあるが、
私たちもこのシリーズ全 巻を
その地域やルートの概観をつかむ
参考にして、どれだけ沢を遡行し、 には、今も有用な情報が多い。
岩を楽しんだことか。中にはこの
シリーズを見なければ、行くこと
のなかったルートも数多い。
それから 年以上の時を経て、
今、その
「日本登山大系」
のシリー
ズが復刊となった
今やスポーツクライミング全盛
の時代。岩場はスポーツのフィー
ルドとなり、クライミングを楽し

■ 13

図書紹介

このシリーズのお世話になったは
ずである。それまでは雑誌・会報

や、ときどき単発で発行されるル
さん余裕を持って帰途につくこと
ート図集だけが、クライミングル
ができたと思う。
ートを調べるときのよすがだった。
今回の山行では積雪期にしか近
それが１９８０年、
『北海道・東
づけない南峰に登り、心地良い温
北の山』
、
『 南 会 津・ 越 後 の 山 」
、
泉に浸かり、多くの支部の皆さん
、
「 東京近郊の山 」
、
『剣
と親交を深めることができた、と 「谷川岳」
、
『後立山・明星
ても意義のある楽しい山行だった。 岳・黒部・立山』
山・海谷・戸隠』
、
『槍ヶ岳・穂高

10

柏瀬祐之ほか編

なった。時計は 時半を回ったく
らいである。ここから宿まで１時
間。
早出のおかげで到着も早く、
皆

日本登山大系。今はベテランと
なった沢屋やクライマーの多くが

2015年11月～16年1月
白水社
四六判258～462㌻
定価2200～3000円＋税

日本登山大系［普及版］
（全 巻）
10

岳』
、
『八ヶ岳・奥秩父・中央アル
プス』
、
『南アルプス』
、
『関西・中

下り、
全員がそろったところで
「ご
苦労様」
をして、
ここで実質解散と

スノーシューを外し、快適に登るメンバー

準備して下さった山行委員の皆さ
んに感謝している。
（埼玉支部 橋本久子）


30

12

み 学生登山の主役たち』
は、
そう
したモヤモヤとした疑問に、丁寧
に答えてくれるはずである。本書

登山スタイルの違いは。なぜドイ
ツ語なのか……など。
『ワンダーフォーゲル活動のあゆ

いに明瞭に答えられる人は少ない
かもしれない。なぜ山岳部がある
のに、ＷＶ部があるのか。両者の

社会に出てから「ワンダーフォ
ーゲル
（以下、
ＷＶ）
部だった」
とい
うと、よく
「ＷＶって何？」
と聞か
れた。
「山岳部」
と異なり、名称か
ら活動内容を連想するのが難しい
からだろう。活動内容を知ってい
る人からも、山岳部と比してマイ
ナーリーグ扱いされることがしば
しばであった。そもそも、その違

よって境界が曖昧になっている側
面も否めないが、本来山岳部とＷ

イズムと用具によって、冒険的に
挑戦する少数の人たち」と定義づ
ける。現在では、活動の多様化に

たものである。
一方の山岳部は、
特
定の山や特別の箇所を対象として、
記録の樹立を目的として先鋭的な

Ｖ部は）山登りが好きな同士が集
まって、親睦を主な目的に登山す
るグループとして生成発展してき

動等について、読みやすくまとめ
られている。前史として、ドイツ
でのＷＶ活動の興りと収束、日本
での戦前のＷＶ活動にも触れてい
る。思いがけず長いその歴史を眺
めると、学生文化の変遷も見えて
くる。
日本で、
それまで奨健会
（内閣府
の外郭団体）が行なっていた徒歩
旅行が
「ＷＶ」
として命名されたの
は１９３３年。このとき、ドイツ
でのＷＶ活動はすでに解散してい
たが、日本ではドイツロマン主義
への憧憬から、この名称が採用さ
れたらしい。
それゆえ、
よく言われ
る
「ＷＶはドイツから移入した」
説
も正しくないということが分かる。
著者は山岳部との違いを、
「
（Ｗ

の姿が浮かぶようで、うれしくな
（新井 梓）
った。 

は異なっていたのである。
このように明確な違いを提示で
きるのは、著者が、本書執筆にお
いてＷＶをめぐる様々なデータを
収集しているからだろう。発祥か
ら現在までの歴史をはじめ、大学
ＷＶ部の創部年や現在活動してい
る数、自分たちの部をホームペー
ジでどのように説明しているか、
部誌や部歌の紹介など。これらの
蓄積を俯瞰することで、ＷＶの本
義があぶり出されてきたのではな
いだろうか。
ＷⅤについてここまで詳細にま
とめた本はこれまでになく、記録
としての価値の大きさを感じる。
また、読んでいると、時代ごとに
ＷＶ活動を楽しんできた若者たち

城島紀夫著

は日本におけるＷＶの歴史を詳細
に調べたもので、大学ＷＶ部の誕

Ｖ部では、その興りや目指す活動

━学生登山の主役たち

ワンダーフォーゲル活動
のあゆみ

生や全国への広がり、隆盛期の活

2015年8月
古今書院
A5 222㌻
2500円＋税

寄贈／購入別
出版社寄贈
出版社寄贈
著者寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
発行者寄贈
著者寄贈
出版社寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
中村保氏寄贈

発行年
2016
2016
2016
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015

著
者
書
名
頁 ／ サイズ
発 行 者
日本山岳会（編著）［改訂］新日本山岳誌：日本山岳会創立110周年記念出版 1994p／22cm ナカニシヤ出版
菊地敏之（編著） 日本の岩場（新版）  クライミング・ガイド・ブックス（下巻） 159p／21cm 白山書房
安間繁樹
イリオモテヤマネコ 狩りの行動学
238p／21cm あっぷる出版社
本多有香
犬と、走る
258p／20cm 集英社インターナショナル
宮城公博
外道クライマー  
278p／20cm 集英社インターナショナル
松浦隆康
新バリエーションハイキング：45の山域・348コース・山光水彩36景 388p／21cm 新ハイキング社
田中均・他（編） 鈴鹿おろし
（特集号）
：鈴鹿山岳会創立20周年記念号 124p／30cm 鈴鹿山岳会
かつみゆきお
遊びが仕事で仕事が遊び
176p／21cm テラ
岡田喜秋
定本 山村を歩く
（ヤマケイ文庫）
359p／15cm 山と溪谷社
D.O.A.（eds.）
BERG 2016（No.140）
258p／20cm D.O.A
Jeny Paterson（ed.） The Journal of the Mountain Club of South Africa 2014 278p／20cm M.C of South Africa
Gavriel Charton
Souvenirs Pittoresques des Glaciers de Chamouny（復刻版） 21cm×30cm Les Alpes Livres
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■平成 年度通常総会の日程・会
場について
平成 年度通常総会は会場確保
の関係上、
平成 年６月 日
（土曜
日）
「 ＴＫＰカンファレンスセン
ター」に会場を変更して開催いた
します。ご出席の会員はお間違え
のないようお願いいたします。
【平成 年度通常総会】
日時 平成 年 月 日
（土曜日）
午後２時より
会場 ＴＫＰ市ヶ谷ビル９階（屋
上にＴＫＰの看板があります）
〒１０２ ００８５ 東京都新
宿区市谷八幡町８番地
☎０３ ４５７７ ９２５１
最寄り駅 ＪＲ・東京メトロ・都

25

25

ご出席いただけない場合は、議決
権行使書または委任状を必ずお出
しください。

■ 15

28

6

営地下鉄市ヶ谷駅
（徒歩約２分）
・平成 年度通常総会のご案内は、
５月下旬発送の予定です。

28

28

28

28

28

平成 年度第１回
（４月度）
理事会
議事録
日時 平成 年４月 日㈬ 時
分～ 時 分
場所 集会室
【出席者】
小林会長、吉川・大久保・
山田各副会長、佐藤・神長
各常務理事、勝山・中山・
野口・大槻・落合・直江・
谷内各理事、平井・重廣各
監事（中山・落合理事は審
議事項２まで、平井監事は
協議事項２まで所用のた
め欠席）
【欠席者】
山賀・星理事
【オブザーバー】節田重節「山」編
集人

６）（事由）神奈川支部設立によ
る就任
岩手支部 阿部陽子（ １１１８
１）（事由）菅原敏夫支部長から

報

「山のお弁当」の事業化に伴い事
業者との間で契約書及び覚書の締
結をすること、今後の契約書及び
覚書の修正は会長決裁にて行なう
ことについて審議した。
（ 賛成
名、反対なしで承認）
５・入会希望者の承認
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）
５４

１３

１３

の交代
（賛成 、反対なしで承認） 【協議事項】
２・本部役員の出張について
１・ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ委員会
本部役員へ出席要請のあった５
の体制変更並びに委員会規程の修
件の支部事業等への旅費の支出に
正について
（山田）
ついて、旅費規程第２条により審
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ委員会の
議した。（賛成 、
反対なしで承認） 体制変更に伴い委員会規程を変更
３・高額寄付の受入承認及び支部
することについて協議した。
の外部助成金申請承認について
２・平成 年度通常総会の議案に
日本大学エベレスト基金委員会、 ついて
（佐藤・吉川）
故宇野彰男会員ご遺族からのそれ
ぞれ１００万円の寄付の受け入れ
について寄付受入及び管理規程第
反
３条により審議した。
（賛成 、
対なしで承認）
また、東九州支部 万円、公益
法人運営委員会３００万円の外部
助成申請について同規程第４条に
よる報告を受けた。
４・
「山のお弁当」
の契約について

平成 年度通常総会の議案につ
いて協議した。
３・会員名簿の私的な利用につい

て
（佐藤）
会員名簿が私的に利用された事
案について協議し、会報
「山」
に個
人情報の取扱いについて注意を喚

起する記事を掲載することとした。
４・第 回日中韓三国学生交流登
山について
（中山）
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００

【審議事項】
１・支部長の就任承認について
以下２名の支部長の就任につい
て審議した。
神奈川支部 込田伸夫（ ９５４

２８

２８

１０

１１

１１

１３

告
１３

２０ ２８

会
２８

務
１９

№

№

１７

５５

852−２０１6・5・２０（第三種郵便物認可）
山
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第 回日中韓三国学生交流登山
９・ 各 支 部 に お け る 平 成 年 度
（８月 日〜 日）
の計画概要につ 「山の日」
事業予定について報告が
いて協議した。
あった。
（大久保）
・７月 日の「マナスル＆山の
【報告事項】
日」記念事業の準備状況について
１・東京情報大学映像研究室から
報告があった。
（大久保）
のネパール映画上映会開催にかか
・マナスル 周年関連行事への
る後援依頼について報告があった。 役員の出席について報告があった。
（佐藤）
（佐藤）
２・鈴鹿山岳会からの
「山日記
（１
・ネパール大地震救援募金の３
９４９年号）
」
の転載許可申請につ
月 日現在の状況について報告が
いて報告があった。
（神長）
あった。
（佐藤）
３・平成 年度の上高地山岳研究
・委員会規程別表と組織図を現
所の管理人雇用及びアルバイト採
行に合わせて整備したとの報告が
用について報告があった。
（大槻） あった。
（佐藤）
４・会員制度に関する
「山」
の原稿
・風雨により劣化した日本山岳
について報告があった。
（小林）
会看板を
「高尾の森づくりの会」
の
５・支部事業委員会において審査
協力を得て新たに制作し、設置し
された平成 年度特別事業補助金
たとの報告があった。
（吉川）
１９

６０

２８

（ 支部 件）
の結果報告があった。
（大久保）
【連絡事項】
６・平成 年度第１回評議員懇談
１・越後支部創立 周年記念事業
会を４月 日に開催するとの報告
があった。
（佐藤）
７・平成 年度通常総会に向けて

について
（佐藤）
２・日本山岳ガイド協会の国際山
岳救助連盟
（ＩＣＡＲ）
加盟につい

７０

今後の作業スケジュール等につい
て報告があった。
（佐藤）
８・全国山の日協議会からの「山

藤）
４・日山協からの祝日
「山の日」
記

て
（佐藤）
３・平成 年度安全登山普及指導
者中央研修会（第１回）の開催（佐

１０

込山 孝 （８３５８） 越後
坂田興一 （９３９１） 関西

田村 均 （８１３９） 岩手

退会
三留 仁 （５２８２） 越後

深瀬一男 （４９７３） ・４・
酒井展弘 （７２５７） ・４・

物故

３０ ６０

１８

小柳清治 （１１１３４）
東京多摩

岩崎守男 （１２９７０）
埼玉
橋本建一郎
（１３７４３）
北九州
宮城
高橋洋夫（１４１０４）
広島
池田 哲（１４１３５）
菊嶌郁俊（１４２２０）
東京多摩
宇野良夫（１４４９３）
北海道
大瀧 敏（１４５０８）
東京多摩
今村順一（１４８９６）
廣瀬博道（１５１８２）

三木千津子
（１５２３６）
京都 滋･賀

１日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
４日 総務委員会 高尾の森づく
りの会 ＹＯＵＴＨ Ｃ
ＬＵＢ 緑爽会 スケッ
チクラブ
５日 常務理事会 スケッチクラ

ブ
６日 山行委員会 「会報」
編集委
員会

７日 図書委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
８日 支部事業委員会

日 スキークラブ スケッチク
ラブ
日 山岳研究所運営委員会 マ

ナスル登頂 周年記念事
業ＷＧ 緑爽会
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4月

念事業への協力依頼
（佐藤）
５・北海道からの知床世界自然遺
産地域における登山用携帯トイレ
の使用呼びかけ
（谷内）
６・
「安全登山ハンドブック
（２０
１６）
」
の配布について
（佐藤）
【今後の予定】
１・マナスル初登頂 周年記念式
典 ４月 日
（金）
～ 日
（土）
ラデ
ィソンホテル
（カトマンズ）
２・ザ・マナスル・デー ５月８
日
（日）
一橋記念講堂
３・次期理事会等
・５月度常務理事会 ５月 日
（火） 時 分～ 集会室
・５月度理事会 ５月 日（水）
時～ 集会室
２９

３０

会員異動
（４月）

１８

10

11

12

３１

13

14

の日」
に関する報告があった。
（大
久保）

６０

１１

１２

２８

２８

１９ ２８

１９

１０ ２７

１２ １０

１３

２８

１６ １６

１０

２８

１１

日 理事会 山想倶楽部
日 フォトビデオクラブ 山岳
地理クラブ 九五会
日 山の自然学研究会

日 総務委員会 資料映像委員
会
博

０９０ ５５５４ ８３４５

70

１２

日 評議員会 高尾の森づくり
の会 スキークラブ
日 公益法人運営委員会 青年
部 三水会 つくも会

sanko@jac.or.jp
＊傷害保険加入のため、生年月日
をお知らせ下さい。

◆医療委員会講演会「山で虫を防
ぐ」
開催
最近、虫についての気になる話
ス、ハガキ
題が増えていますので、講演会を
「山の日」
記念全国大会関
開催します。ぜひご参加ください。 ◆第１回
連行事 ウェストン祭 年のあゆ
内容は吸血性ブユ、マダニによ

１８

フォトビデオクラブ
日 科学委員会 自然保護委員

N
２０

◆歴史と花の山・福井の山旅
山行委員会
福井といえば荒島岳ですが、そ
れ以外にも歴史の山、花の山など
知られざる魅力的な山々がたくさ
んあります。地元福井支部の協力
を得て、そのような山々を訪ねる
山行を企画しました。
日程 ７月２日㈯～４日㈪
集合 ２日㈯福井駅改札 時

２８

１７

行程 福井駅＝一乗谷―一乗城山
（往復）
＝福井
（泊）
＝淨法寺青少
年旅行村―淨法寺山―丈競山―
龍ヶ鼻ダム＝芦原温泉
（泊）
＝小
原峠登山口―赤兎山
（往復）
＝福
井駅

O
１９

会 休山会
会 みち
のり山の会
日 学生部 総務委員会 マナ
スル登頂 周年記念事業
ＷＧ スケッチクラブ
日 遭難対策委員会 ＹＯＵＴ

Ｈ ＣＬＵＢ 緑爽会
日 デジタルメディア委員会
高尾の森づくりの会
日 麗山会
会

日 山遊会
４月来室者 ５２９名

歩程 ２日＝約３時間 ３日＝約
５時間 ４日＝３時間（一般向
き）
費用 ３万４０００円（貸切りバ
ス・宿代・保険料等）

I
１３

O R M
１１

A
３０
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インフォメーション

み展
信濃支部
る重症熱性血小板減少症候群（Ｓ
ＦＴＳ）
、スズメバチ、デンク熱、 期間 ５月 日㈯～６月 日㈰
時間 ８時～ 時
ジカ熱などです。
場所 上高地インフォメーション
日時 ６月 日 時～ 時（ 時
センター２階（上高地駐車場北
分開場）
側）
会場 日本山岳会ルーム１０４号
入場 無料
室
なお、
本年のウェストン祭は、
６
講師 秦 和寿
（有害生物研）
月５日㈰の開催となります。
定員
締め切り６月
名
（先着順、
問合せ先 日本山岳会信濃支部・
６日）
０９０ ３３３７
米倉逸生
申込み
jac110kinen@yahoo.
６６５０
またはルーム宛にファック
co.jp
３０

０１

N F
定員
名
申込み ６月 日㈬まで 長島泰
１５

６０

００

I
１５

１４ １３
１８ １６
１９
２０
２１
２２
２５
２６
２８ ２７

852−２０１6・5・２０（第三種郵便物認可）
山

852−２０16・5・２０（第三種郵便物認可）
山

◆
「第４回夏山フェスタ」６月 ・ 「日本百名山ひとふで書き」
の田中
日に名古屋で開催
陽希さんや、山岳ライターの小林
今年も
「夏山フェスタ」
が東海支
千穂さん、プロガイドの角谷道弘
部の全面的バックアップを受け開
さんらのトークショー、山岳気象
催されます。
（講師・猪熊隆之さん）
、安全登山、
安全登山の啓蒙などを目的に２
登山用品、山岳写真などの実践的
０１３年から始まった夏山フェスタ
なセミナーに加え国民の祝日「山
は、昨年には延べ６９００人以上
の日」をテーマとしたフォーラム
の登山愛好家が会場を訪れました。 開催も予定されています。
今年から国民の祝日「山の日」 日時 ６月 日㈯午前 時～午後
（８月 日）
がスタートしますので、
６時 分 ６月 日㈰午前９時
来場される方々に山の恵みに感謝
～午後５時
することの大切さを訴えていきた
会場 名古屋駅前ウィンクあいち
いと思っています。
（愛知県産業労働センター）
７階
今回も登山用品メーカーや山小
および８階
屋、観光・旅行会社、自治体など、 主催 夏山フェスタ実行員会
多くの企業・団体が出展するほか、 特別協力 （公社）
日本山岳会東海

支部ほか
入場 無料
詳細は検索エンジンで「夏山フ
ェスタ」
を検索してください。

❖編集後記❖
◦京都・滋賀支部 周年のお祝い
に、比叡山に行ってきました。さ
すが同支部らしいプログラムで、
なかでも大阿闍梨・上原行照師の
お話は、大変ありがたく、興味深
いものでした。失礼ながら、お見
かけはごく普通のお坊さんでして、
あれだけの難行苦行を果たされた
方とは、とても思えませんでした。
人間の持つ底知れないポテンシャ
ルを感じさせられました。
◦今年もまた、ＧＷの山は遭難続
出でした。これだけ短期の天気予
報的中率が上がり、あれだけの予
報が出ているのに、どうして現場
で対応できないのでしょうか。登
山者サイドのスキルや心構えの問

題と言えそうです。
「山の日」
施行
を前に、山を敬い、山を恐れる謙
虚な心を忘れずに。 （ 節田重節）
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◆第 回 日本登山医学会案内
第 回日本登山医学会を開催し
ます。どなたでも参加できます。
会場 栃木県総合文化センター
（宇都宮市本町１ ８）
日程 ６月４日㈯～５日㈰
内容 学術集会＝４日および５日
時まで 一般演題
（山岳事故、
循環器・呼吸器疾患、高山病ほ
か）
、ディスカッションとシンポジ
ウム（認定山岳医／看護師につ
いて）
、
特別講演
（格日力氏、
川原
貴氏）
、
会長講演（上小牧憲寛）
。
市民公開講座＝５日 時 分～
（ 竹内洋岳の８０００ｍ峰 座
登頂とそれを支えた猪熊隆之）

参加費 学術集会＝学生５０００
円、学生以外８０００円 市民
公開講座＝無料
問合せ 済生会宇都宮病院救急科
（上小牧憲寛） ０２８ ６２６
５５００
（代表） ０２８ ６
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３０

１１

１２
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前月号でもお知らせしましたように、会
報「山」は付録として50号ごとに目録をつ
けています。現在、801号から850号まで
の目録を作成、校正しているところですが、
再度、会員の皆さんにお知らせいたします。
昨今の日本山岳会の財務状況から、今回
の目録は印刷経費と発送料を削減するため、
記事データのみを作成し、印刷は会員各自
で行なっていただきます。６月中には完成
の見込みですが、どうぞ事情をご推察いた
だき、ご協力をお願いいたします。
なお、従来どおり紙での印刷を希望さ
れる会員には、事務局にハガキか 033261-4441、 jimukyoku@jac.or.jp などい
ずれかの方法で、６月末までに申し込んで
ください。あらたに見積りをとり、印刷・
発送の実費は徴収させていただきます。
また、お手元にある会報の製本を希望さ
れる会員には、これまでどおり合本をお引
き受けいたします。詳しくは次号の会報に
掲載いたしますので、よろしくお願いいた
します。
会報編集委員会

３６ 36
１３

２６ ５５９４
HP http://
www.jsmmed.org/pg120.html
meeting2016@jsmmed1.org

852 号

山
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２０

１４
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会報「山」
の目録について

