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念号の発行など。ネパール大地震
に対し国内山岳６団体が救援募金
を実施、寄付総額は２８００万円

に達した。
会員動向について報告があった。
これによると、 年度は２３７人

が入会したが、２５３人が退会し
た。年度末会員数は５０２０人で
前年比 人減。依然として減少が

続いている。永年会員は 人増加

■1

る登山教室はＹＯＵＴＨ ＣＬＵ

Ｂ、また全国 支部のうち 支部
で行なわれている。
山岳環境保全事業としての森づ
くり活動は
「高尾の森づくり」
のほ
か 支部で実施中。１１０周年記
念事業としては学生部男子隊など
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22

27

▶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

の海外登山、
『 ヒマラヤの東山岳
地図帳』
、英文
『ジャパニーズ・ア
ルパイン・ニュース』
（ＪＡＮ）
記
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公益社団法人

日 本 山 岳 会
The Japanese Alpine Club
会員の会報購読料は年会費に
含まれています
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平成 年度通常総会開催
準会員制度の導入を承認、入会のハードル
を低くし会員 増 図 る

11

2016 年（平成 ２8 年）

この日の総会には１８２６人か
ら委任状が提出された。また、１
４５５人が議決権を行使された。
出席した１４３人を合わせ３４３
０人となった。在籍者５０２１人
平成 年度通常総会が６月 日午後２時から東京・市谷八幡町のＴ
の過半数を上回って総会は有効に
Ｋ Ｐ 市 ヶ 谷 ビ ル で 開 か れ た。 会 員 １ ４ ３ 人 が 出 席 し、 ① 平 成 年
成立、議案審議を開始した。佐藤
度 事 業 報 告 ② 平 成 年 度 決 算 報 告 ③ 定 款・ 定 款 施 行 細 則 改 正
守総務担当常務理事が 年度事業
に つ い て 審 議 し た 結 果、 い ず れ も 原 案 ど お り 可 決 承 認 さ れ た。 こ
報告を、吉川正幸財務担当副会長
の 総 会 で は、 厳 し い 財 政 状 況 が 改 め て 報 告 さ れ、 会 員 を 増 や す た
が同決算報告を説明した。
めに準会員制度を導入することが提案された。
年度末会員数は５０２０人に
■小林会長挨拶 定款を変更し、
面の財政の改善も、もちろん大事 〔事業報告〕 登山振興事業は、Ｙ
ＯＵＴＨ ＣＬＵＢが雪山天気予
会員増強の仕組みをつくる
だが、それだけでなく将来的に財
報などを実施、積極的に活動。海
冒頭、小林政志会長は次のよう
政の基盤を安定させること、それ
外登山助成制度によって、日本大
に挨拶した。
「 財政状態が厳しい
には会員増強の仕組みをつくるこ
学山岳部ザンスカール登山隊、同
ことは、すでにご承知いただいて
とだ。本日は、定款・定款施行細
いるとおりだ。再生委員会を立ち
則の改正という形でお諮りしたい。 志社大学極西ネパール登山隊など
６隊に助成した。 年８月 日の
上げた。もはや検討の段階ではな
しっかり活動していくために制度
「山の日」
発足を控え、準備作業を
く、できることを実施しなければ
を見直す重要な会議だ」
。
行なった。一般登山者を対象とす
27

7月号（ No. 854 ）
■事業報告・決算報告
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ならない。一番重要なことは、当

28
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円で、
６３９万円の赤字。
前年度の
６２３万円の赤字とほぼ同じ。赤
字幅が資金流失のない減価償却
費・引当金計上額とほぼ均衡して

し３６９人となった。
全会員の７・
４％と最高記録を更新。
経常収支は６３９万円の赤字
〔収支決算〕 １１０周年を迎え、
様々な記念事業を行なったほか、
山岳６団体によるネパール地震救
援募金の窓口になったことなどに
よって、収益・事業費とも大幅に
化による修繕費用が増加傾向にあ
増え、いずれも過去最大となった。 る。上水道工事の支出は固定資産
経常収益は前年度比 ・４％増の
として計上。
経常収益から経常費用を差し引
１億３１４７万円、経常費用は同
いた収支
（当期経常増減額）
は、２
・５％の１億５３２４万円。
５９２万円の赤字となった。前年
入会金、
会費収入は、
ともに減少
度と比較するため、１１０周年記
に転じた。入会金は４３７万円で
前年度比 万円、９・７％の減少。 念事業を計上外損益として計算し
直すと、経常収益は１億２３０５
会費収入は５２１６万円で同 万
万円、経常費用は１億２９４４万
47

96

円、１・８％減。経常費用は、
『山
岳』
、「山」
など出版事業が１３０４
万円と２４７万円の減少となった
が、これは
『ＪＡＮ』
の発行を１１

いるため、資金不足に陥らない状
態を保っている。
平井拓雄監事からの監査報告が
あった。収支計算書等が正確かつ
妥当であり、理事の業務執行が誠
実に行なわれたことを認める、と
報告した。質疑応答の後、採決を
求めた。大きな拍手で承認した。
■準会員制度の導入など

ども・孫などにも範囲を拡大。
〔定款・定款施行細則の改正〕
▽入会手続きの迅速化 入会には
続いて定款・定款施行細則の改
会員２名の紹介を得て申請、理事
正について審議した。具体的には
会の承認を必要としてきたが、月
準会員制度の導入のほか、入会手
１回開催の理事会では迅速な処理
続きの迅速化、終身会員受け入れ
が難しく、会長の承認で認める。
の一時停止、年会費減額の範囲拡
これらは、いずれも定款・定款
大などが提案された。
施行細目の改正を伴うもの。定款
▽準会員制度の新設 名称を「準
会員」
とする。
３年以内に通常会員
の変更は会員数３分の２以上の賛
に移行しなければならない。移行
成が必要となる。挙手でもって採
しない場合は原則として除籍する。 決した。賛成は議決権行使、委任
入会金は５０００円（ 歳未満は
を含め３３８９、 ・４％となり、
免除）
、
年会費は６０００円。入会
辛うじて３分の２を上回った。
■報告事項
にあたっては会員１名の紹介者を
要し、会長が承認する。会員総会 〔 年度事業計画・予算案〕
年度事業計画・予算案は３月
での議決権はなく、役員には就任
の理事会で承認し、内閣府に提出
できない。会員特典は原則として
通常会員と同じだが、
『山岳』
は配
など。
布しない
▽終身会員受け入れ一時停止 入

26

会後 年以上在籍した場合、一定

28 28

の終身会費を前納すれば終身会員
秩父宮記念山岳賞、海外登山隊へ
とし、以降の年会費が免除される
の助成、機関誌
『山岳』
など。登山
が、今の金融情勢では運用益を見
講習会などのＹＯＵＴＨ ＣＬＵ
込めず、当面受け入れを停止する。 Ｂ事業に注力。また、全国で展開
している森づくり事業を推進し、
▽家族会員の会費減額 同居の親
族がともに通常会員の場合、申し 「山の日」
を記念した事業を開催。
出により会員１名を除くほかの会
会費収入は、平成 年の６８０
０万円をピークに 年度には５３
員の年会費を減額、８０００円と
００万円と１５００万円の減少と
する。夫婦会員だけだったが、子

している。その内容を報告した。
公益目的事業として登山振興事
業、山岳研究調査事業、山岳環境
保全事業を実施する。具体的には、

67

14

26

46

０周年記念事業として行なったた
め。ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢは経費
削減に努め１８５万円、 ・４％減
となった。支部事業費は、本部か
ら各支部に交付される運営交付
金・支部事業助成金のほか新入会
員獲得奨励金、特別事業助成金を
含み２１５５万円、
４・８％減。上
高地山研事業費は、原価償却費等
を含み８９２万円。建物の経年劣

10

28

42
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開会に先立ち挨拶する小林政志会長
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山

で１億３７４万円（同３０５２万
運用益を見込んで会費を割り引く
円減）
となった。
制度だが、マイナス金利の時代に
会費滞納除籍対象者名簿が配布
運用益を見込むのは困難であり、
された。２年続けて滞納しており、 停止することにした。
「永年会員」
あと１年滞納すれば除籍となる。 の会費免除について、その是非を
議論しているのだが、
「終身会員」
は「永年会員」を前提としており、
さらに時間をかけて検討したい。
長田会員 入会申込書を送付した
が、本部役員の紹介者がなかった
ので却下された。
調べてみると、
１
９６０年６月に本部役員が必要に
変わったそうだ。どんな背景があ
ったのか。面識のない役員が紹介
者というのはおかしいものだ。会
長にまかせるのではなく、理事会
できちんとやってほしい。

対象者は 名。
〔新支部長紹介〕
新しい支部長が紹介された。岩
手は阿部陽子氏
（１１１８１）
、神
奈川は込田伸夫氏
（９５４６）
、東
海は髙橋玲司氏
（１２９５５）
、関
西は金井良碩氏
（６９８８）
、福岡
、北九
は高木荘輔氏（１２９２０）
州は関口興洋氏
（１３６４３）
。
■質疑・応答
長田義則会員
（５４６５）入会す
る際に必要な理事会の承認を改め、
会長の承認に変更するのは、従来
どおりでいい。会長１人で承認す
るのか。終身会員という制度を存
続させながら、受け入れを停止す

神﨑忠男会員
（６００２）かつて
理事を担当していたころ、推薦者
の中に本部役員のない申請があっ
た。理事会の皆が推薦者をよく知
っていたので、認めたことがある。
１１０年の歴史と伝統にふさわし
い制度にすればいい。推薦者の責
任は、もっとはっきりした方がい
い。永年会員から会費を取るとい
う噂が流れている。理事会が最終
責任を取るからといって、どんど
んやっている。総会などの場を利
用して意見を聞いて欲しい。
高橋聡会員
（５８３２）会員の
％以上が 歳以上である。会の運
営に高齢者の意見が反映されてい

50

ないのではないか。定款施行細目
第９条２に
「理事は、
選任時におい
て満 歳を超えないものとする 」
という規定がある。年齢制限をな

70

は便宜上会長が承認するというよ

どのくらい増やすのか、きちんと
見極めて実施して欲しい。会員の
承認は理事会で行ない、急ぐとき

として、どのくらい会員が増える
のか。見積もりはあるのか。
橋本清会員
（６０６６）準会員を

くして欲しい。役員選任方法につ
いても考え直してほしい。
有元利通会員
（９７０３）準会員

70

64

るのはおかしい。
佐藤常務理事 入会の手続きを月
１回の理事会で行なうのでは、手
続きの迅速化が図れない。
小林会長 すでに会員２人の推薦
をいただいている。審査は済んで
いるので、簡素化したい。
吉川副会長 終身会員は入会後、
一定の会費を前払いすれば、その

122名が参加した総会会場の様子

■3

なっており、通常業務の維持が困
難になりつつある。若手会員入会
者が増え、会員減少に歯止めがか
かってきたが、会員の高齢化で会
費免除の永年会員が増加、財政状
態は悪化している。再生委員会で
会員増強策と会員制度の検討を進
めてきた。一部の支部で取り組ん
でいる登山教室・会友制度が、会
員増加に有効な方策であることが
実証されており、これらを視野に
入れ検討を進める。
経常収支はここ数年、赤字を計
上しているが、 年度に赤字を半
減、さらに 年度には黒字化を目
指す。
会費収入は５２１０万円、
事
業収益は１５２０万円、受取寄付
金・助成金等として２４３６万円
を見込んだ。会費収入は前年度予
28

算よりも減額しているが、会費納
入者の減少、準会員制度導入によ
る一時的な収入減を見込んだ。
経常費用は、
『山岳』
、 山｢ な｣ど
の出版事業に１２４０万円（前年
度比２１０万円減）
、
支部事業費に
１７７７万円（同３７８万円減）
、
上高地山岳研究所の維持費８９１
万円などを計上した。
『ＪＡＮ』
を
ネット化、支部事業は支部独自の
周年記念事業が一段落した。総額

29

ければ、１年後となる。
うに運営できないのか。
吉川副会長 会員を増やすのが目
小林会長 赤字対策ではない。あ
くまで会員を増やして会の基盤を
的。準備ができ次第、承認したい。
強くしたいということだ。基盤を
佐藤常務理事 ９月に予定してい
る支部合同会議で相談したい。
安定させることによって、入って
副島一義会員
（１３３３９）準会
きた人の居場所があって、活躍し
員を経て正会員になるときは、改
てもらい、会から教わったことを
次の人に回っていくようにしたい。 めて入会手続きが必要なのか。会
その仕組みをつくることが大切だ。 員２人の紹介もいるのか。
小林会長 そのとおりだ。
居場所がないと辞めてしまうだろ
大森弘一郎会員
（４５３２）除籍
う。ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢとか支
対象者名簿が配布された。配布す
部活性化で基盤を安定させたい。
大 島 輝 夫 会 員（ ４ ０ １ ２） 会 報
る前に、残ってもらうよう努力し
たか。紹介者に連絡すべきだ。
「山」
５月号に、
「会員名簿は個人情
（１５３８６）新入
報保護の観点から発行できない」 瀬沼信一会員
‥
とのお知らせが掲載された。私の
会員たちは会員名簿を欲しがって
関係する会では、個々の会員に掲
いる。プライバシーを保護しなけれ
載してもよい情報、たとえば氏名、 ばならないというが、
「 除籍対象
出身大学、学部、住所などを聞い
者名簿」
だって立派な個人情報だ。
て了解を得て制作している。内容
については個人の選択に任せてい
「会員名簿」
ができないことはない。
その際、年齢別の名簿は作れない
か。年配者の意見が多く、若い会
員がついていけない。
小笠原辰夫会員
（１３７６０）
「山
の日」の意義を国民に広く説明し
て欲しい。テレビなどマスメディ
アを通じてアピールすることをお

る。
工夫できないか。また、ルームの
開館日だが、
月曜日を休館にし、
土
日に開くようにして欲しい。
富澤克禮会員
（１２４２５）支部
規約には、準会員制度の規定がな
い。
本部で作っても、
支部で受け入

外の人々を対象に、広く寄付を呼

願いしたい。
高砂寿一会員
（１５３２６）会員

れるには、支部規約を改正しなけ
ればならない。通常総会を開いた
ばかりで、臨時総会を開くのでな

び掛けて欲しい。ナショナル・ト
ラストやボーイスカウトなどを参
考に、山登りを普及させていきた
い。
西谷隆亘会員
（１４８０４）記念



植樹を行なう計画はないのか。後
に残る有意義なものと思う。
山田和人副会長 森づくりをして
いる支部と相談していきたい。
（髙橋重之）



（『山岳』編集委員会）

と
『インド・ヒマラヤ』
の著者・編
者が自著への想いを綴ります。
「記録」
＊西ネパールの未踏峰・アイチェ
ン峰初登頂
（同志社大学山岳部）
＊東ネパール・ジャネⅡ峰全員初登
頂（日本山岳会学生部ネパール
東部登山隊２０１５）
＊アピ南面から北面に転進、初登
ルートを登頂（日本アピ遠征隊
２０１５）
＊念青唐古拉西山群・ハダリ峰試
登、タリ峰初登頂（神戸大学・中
国地質大学合同登山隊）
「調査・研究」
黒部源流域の別称
＊山名考
をめぐって
（ 五十 嶋一晃 ） 別 称
表記の山が日本一多い黒部源
流域の山名の謎を解き明かす。
＊原発事故による阿武隈山地の
放射線量
（柴崎 徹） 昨年の宮城
県での調査に続く福島県にお
ける放射能汚染の実態を報告。
以下は例年どおりの構成です。

『山岳』第百十一年（２０１６年）発刊のご案内

『山岳』第百十一年号は、９月中
旬に刊行の予定です。内容をご紹
介します。
〈第百十一年号目次〉
「特別寄稿」
「山の日」に向けて、特別に原稿
が掲載されます。
「読物」
＊「山の日」成立までの軌跡（成川
隆顕）「山の日」が誕生するま
での７年間の軌跡を、日本山岳
会を中心に成川会員が報告。
＊私たちにとってマナスルとは（江
本 嘉 伸 ） 今 年 は 初 登 頂 周 年。
マナスル登 山 の 意 味 を 今 日 的 視
点に立って再検証します。
＊富士山 マッターホルン（マーテ
ィン・フッド） 英文版『日本百
名山』の著者による日本山岳会
における講演を再録します。
＊大学探検部 年の軌跡
（岡村隆）
「探検部員たちは何を目指して
きたのか」その踏み跡を検証。
＊自著を語る（中村 保、沖 允人）
『ヒマラヤの東 山岳地図帳』
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めたほか、医師である会員も救護
班として同行した。
徳本峠への登路となる島々谷川
は、雪が少なかったものの土砂崩
落などで荒れていたが、㈶自然公
園財団などにより橋の架け替えや
整備が行なわれ、かつ当日は、廃
業した岩魚留小屋に仮設のトイレ
を設置するなど全面的な協力をい
ただいた。また、徳本峠小屋では
豚汁が振る舞われ、参加者に活力
を蘇らせてくれた。例年なら雪渓
の下りとなる黒沢も雪がなく、夏
道を下り明神へ。おおむね４時ご
ろまでには全員が無事下山し、記
念山行を終えた。
◆碑前祭
６月５日
（日）
午前 時～ウェス
トン碑前広場。進行＝信濃支部・
古幡開太郎会員。
《第１部 式典の部》
＊開会の挨拶 日本山岳会信濃支
部・塚原賢勝支部長

政志会長
＊来賓 松本市長、環境省松本自

然環境事務所、㈶自然公園財団
上 高 地 支 部、 農 水 省 中 信 管 理
局、国交省北陸地方整備局松本
砂防事務所、上高地町会長、上
高地観光旅館組合長、北アルプ
ス山小屋友好会会長、松本市安
曇小学校校長、長野県山岳協会
会長。以上を代表して松本市山

岳観光課・加藤市朗課長（松本
市長が同日、長野県内で開催さ
れた全国植樹祭出席のため）か

ら祝辞
＊合唱 曲目
「エーデルワイス」
リ
コーダー演奏＝安曇小学校児
童、
「おお牧場はみどり」
安曇小
学校児童とエーデルワイス・ク
ラブ
《第２部 記念行事》
＊記念山行報告 徳本峠山行リー
ダー 信濃支部・東英樹会員

講演される平林克敏・元副会長

REPORT

第 回ウェストン祭開催さる
◆記念山行・徳本峠越え
６月４日
（土）
午前６時、島々公
民館で出発式。例年同様、島々町
会のご協力により湯茶、漬物など
の接待が行なわれた。参加者は日
本山岳会会員のほか、一般の登山
者、松本市や山の日記念大会推進
室、
環境省など関係機関の職員、
地
元安曇小学校の児童父兄ら総勢３
００名。出発式では塚原賢勝・信
濃支部長の挨拶、山行リーダーか
らの注意事項の後、ストレッチで

関、
地元町会などとの連絡調整、
記
念山行の下見などの準備が重ねら
れた。心配された天候も幸い好天
に恵まれ、
「山の日」
とのタイアッ
プもあって、大勢の皆さんに参加
していただいた。 回の節目にふ
さわしい盛り上がりを見せたウェ
ストン祭が、日本山岳会だけでな
く、山を愛する多くの人に支えら
れていることを改めて実感した。

＊献花 安曇小学校の児童２名
安曇小
＊献歌 「ウェストンの歌」
学校４・５・６年児童
＊黙祷
＊詩の朗読 尾崎喜八「ウェスト
ン祭に」
渡邊庸子会員
＊主催者挨拶 日本山岳会・小林
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日本山岳会信濃支部
平成 年６月５日
（日）
、今年も
ウェストン祭（本会主催・信濃支
部主幹）
が上高地で開催された。
ウ
ェストン祭は、昭和 年６月のウ
ェストン碑の復旧を機に始まり、
今年で 回を数える。国民の祝日
として
「山の日」
が制定され、今年
は第１回の記念大会が上高地で開
かれるが、 回の節目を迎えたウ
ェストン祭が、その関連行事とし
て行なわれることに、何か深い縁
を感じる。
体をほぐし出発。腕章を着けた信
濃支部員が、先頭とアンカーを務

70

祭の開催にあたっては、信濃支
部の実行委員会を中心に、松本市
をはじめとする協賛団体や関係機

22

70

10

70

28

70

霞沢岳をバックに子どもたちの歌声が響き渡る

28

いたウェストン碑が修復され、再
び梓川畔の現在地に取り付けられ
た復旧式に遡り、以来 年、欠か

登山の父」
とされ、
日本アルプスを
母国イギリスに紹介したＷ・ウェ
ストンの功績を偲び、併せて登山
振興や山岳環境保全に資するもの
として開催されてきた。その起源
は、昭和 年６月、戦火を逃れて

なお、本展示に際しては、イン
フォメーション・センターを管理す
る環境省上高地自然保護官事務所

中心的な役割を果たした日本山岳
会第４代会長で、初代信濃支部長
を務めた槇有恒氏の関連資料など。

などの写真パネル 点。なかには
昭和 年 月、戦禍を避けるため
に秘密裡にレリーフが取り外され
たときの写真など、極めて貴重な
ものがあった。
②記念手拭や原画、ポスターなど
点。金光義朗氏や三代澤本寿氏、
佐藤久一朗氏デザインのもの。
③手拭とセットにした、高山に生
きる動植物をモチーフにした歴代
の記念バッジ。
④ウェストン碑の設置や復旧式で
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＊展示資料
①ウェストン祭の歴史、ウェスト
ン碑にまつわるエピソード、記念
山行・徳本峠の紹介、記念講演
（歴
代講演者と昨年の故・谷口けい氏
の講演内容）
、
ウェストン祭の今昔

すことなく続けられてきた。
今回、ウェストン祭が 回の節
目を迎えるにあたり、その足跡を

と㈶自然公園財団上高地支部から
多大なご協力を賜ったことに心か
ら感謝したい。
（米倉逸生）



14

17

12

35

＊記念講演
「ウェストンが歩いた頃の山登り」

「ウェストン祭70年のあゆみ展」の会場

平林克敏・元副会長
ウェストン師が来日した１８８
８年ごろ、
ヨーロッパでは
「プレイ・ ‥
グラウンド」
という考えが、
若者た
ちの山登りの中にあった。それは
「遊歩道」と訳されているが、
「山
河跋渉」
という方がふさわしい。
そ
れは、若者たちが深山幽谷に分け
入り、高い山に登って昂然の気を
養い、プライドの高いすばらしい
人間になる、
ということだった。
こ
＊全員合唱 曲目「今日の日はさ
ようなら」エーデルワイス・ク
うした考えを日本に持ち帰った新
ラブ先導
島襄の教えを受けた浦口文治は、
＊閉会 午前 時 分
ウェストンの旅に同行し、ウェス
トンの繊細な描写力、温かい人柄、 午餐会（上高地温泉ホテル）式典
に参加された多くの来賓とともに、
恒例のカレーライスでの午餐会を
開催。出席者は来賓各位のほか信
観察眼の鋭さを間近にし、日本人
との共通性を感じていた。日本人
は豊かな自然によって育まれた感

12

戦後すぐのウェストン碑の復旧式。最前列は槇有恒さん
（右）と松方三郎さん（左）

たどり、この祭の意義を再確認す
る意味から、関係する資料を一般
に公開した。また、本展について

70

70

30

70

28

22

は、
第 回ウェストン祭と同様、
第
１回
「山の日」
記念全国大会の関連
行事として位置付けた。
70

11

濃支部会員、他支部会員など総勢
性で、自然を深く知り、山に対す
名で、にぎやかに懇談した。
る畏敬の念、
尊敬を抱いている。
山
河を跋渉し、深山幽谷に分け入り、 ◆ウェストン祭 年のあゆみ展
（土）
～
＊期間 平成 年５月 日
頂上に登るという行為は、近代登
６月 日
（日）
山が発達する以前から行なわれて
＊会場 環境省上高地インフォメ
いて、そうしたことが、日本の文
ーション・センター２階展望休憩
化の礎となっている。そうしたこ
所
とを改めて見直すことが、
「 山の
日」の意義ではないかと考える。 ＊開催の趣旨
ウェストン祭は、
「 日本の近代

（要約）

90
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しい道はやってこない。こういう
ときに唄を歌いたくなるんだろう
な、
と思いつつも黙々と歩いた。
途
中、岩魚留で昼食を摂る。まだ
時前であった。
いよいよ登りに入る。雪はなく
登りやすいが、息が切れる。ふと
顔を上げると、スタートから先頭
集団をキープしている東海支部の
お母さん方は、談笑しながらスイ
スイと登っていた。焦る気持ちを
抑えながら、一歩一歩進む。

REPORT

徳本峠越えとウェストン祭に参加して
川沿いを進み、峠を越えて上高
地へ至る。
「 登 山 」と い う よ り も
「跋渉」
という言葉がしっくりとく
る山行であった。
その日は、午前零時に調布駅で
森前会長と大槻理事と合流し、安
井山研運営委員長の運転で安曇野
へ向けて出発した。今どきの軟弱
な大学生顔負けのハードな旅程で
あったが、好きなことをするため
には、苦も苦にならないのだろう。
途中、休憩を取りながら午前５時
黒い鋭利な山の先端が見えた。
すごい、
これが北アルプスか。 時
こそこに、まずは小屋で振る舞わ
れていた豚汁をいただく。山より

た山だから、大事に登ろうと思え
るのだろう。効率的な個人登山に
虚しさを感じる方、登り尽くした
感のあるベテランの方には、ぜひ
徳本峠越えに参加して欲しい。
気の緩みに気を付けながら坂を

下る。 時 分、明神池に到着し
た。総行程９時間の山行であった。
これは例年にないハイペースであ
ったようで、パーティの脚力が比
較的そろっていたこと、雪がほと
んどなく歩きやすかったことが要
因ではないか、とのことであった。
山研での夕飯は、キムチ鍋と豆
乳鍋、東海支部のお母さん方が収
穫・持参された山菜の和え物と、
松本さん自家製玉ねぎのサラダ、
ちらし寿司など盛りだくさんであ
った。これらは、ひと足早く到着
していた方々や管理人さんが用意
してくださったものである。おも
てなしには頭が上がらない。
宴会は盛り上がった。途中、小
林会長も顔を出された。疲れがあ

る分、お酒も良く回ったのだろう。
様々な年代や地域の方々が
「山」
と
いう共通項でつながっていた。こ
れが日本山岳会の良さなのだろう
と思いながら、ひと足先に布団へ
向かう。翌朝は、昨晩の盛り上が
りにもかかわらず全員時間どおり
に起床し、準備をテキパキとこな
していた。さすが山の人である。
途中、バス停に併設されている
インフォメーション・センターに
立ち寄り、ウェストン祭の歴史を
学んだのち、ウェストン祭の会場
へ向かった。
ウェストン祭は、穏やかである
が充実していた。日本は西洋の登
山が伝道される前から、山岳信仰
によって各地で山道が拓かれてい

た。これが日本で登山が大衆まで
広がった大きな要因である、との

講演内容には深く感銘を受けた。

ウェストン祭の式典の後、上高
地温泉ホテルに向かい午餐会に出

席した。上高地の関係者や信濃支

部の会員ら多くの方が出席され、
イベントを改めて祝福された。テ

ーブルにはオードブルとお酒、そ

して例年どおりにカレーライスが
振る舞われた。
（会員番号１６０４２）
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山内優祐

ごろ、島々公民館に到着した。
車中泊で硬くなった身体を準備

分、
徳本峠に到着した。
感動もそ

団子である。衝動買いしたコーラ

運動でほぐし、午前６時ごろ出発
した。スタッフを含めて峠越えの
メンバーは 名、うち東海支部か

が、多少の沈黙も苦ではない。団
体で山の楽しさを共有しつつも、
各々の山歩きに耽ることができる、
自立した山遊人が集まっていたか
らであろう。平坦で涼やかな川沿
いを進む。待っても待っても、険

長い道のりを経て徳本峠に到着した一行

11

13

ら８名の参加であった。初めての

10

山道を、初めて会う人たちと歩く。 を飲みながら、まじまじと山を眺
「山」
という共通の話題は尽きない
める。登りたい。苦労して出会え

19

15

15

中谷支部長と山をご一緒すること
支部長が変わりました
東海支部長 高橋 玲司さん
で私は多くを学びました。
また、
山
岩手支部 阿部 陽子さん
形集会での小倉董子さんとの出会
このたび東海支部長に就任しま
岩手支部は１９７２年に創立、 いにより関東～中部山域に行動範
した高橋玲司です。東海支部は愛
囲を広げ、かつ盛岡ＲＣＣや県山
初代支部長は笠原潤二郎・岩手大
知・三重ですが、私は岐阜市在住、
協指導員会で訓練を深めました。 年齢は 歳、小学２年生と中学２
学教授で、１９７５年にマルビテ
年生の娘がいます。私自身、東海
ィン中央峰を初登頂しましたが、 チャクラギール山域を目指してい
支部との関わりは長く、１９８８
伊藤寿会員を失いました。３年後、 た岩手医大山岳部を指導した利部
輝雄会員に指名され、１９９８年
年、 歳のときの山岳部入部以来
佐藤敏彦氏
（岩手医大）
に交代、以
に私が踏査偵察隊長を務めました。 であり、今年で 年目です。
後の山行のほぼすべては北上山地
４代目菊池修身氏は２００３年
東海支部としては、
以下の
「トリ
の踏査に充てられ、今西錦司、望
に交代し、同じ奥州市の小野寺正
プルワン」をスローガンに取り組
月達夫氏らが頻繁に来県、同行さ
英・事務局長と組んで発展が期待
んでいきます。
れました。それらは『かぬか平の
されましたが、２００８年、岩手
安全第一
山々』
などに発表されています。
県南部地震で被災、大怪我をして
大英辞典によると「楽しみを前
そのころ、私は岩手大学特設美
辞任されました。内山達雄氏が２
提とした無償の行為すべてがスポ
術科に在籍する学生で、登山を始
００９年から就任し、私が事務局
ーツ」
であり、当然、登山もこの定
めたばかりでした。敏彦氏が美術
義に該当します。
支部では昨年、
２
の聴講生でいらした奇縁もあり、 長として仕えました。諸事情から
北上市の菅原敏夫氏が２０１２年
名の死亡者が出てしまいました。
日本山岳会に入会しましたが、残
に支部長に就任、菅原体制になっ
これはスポーツであり、レジャー
念ながら敏彦氏は、腎臓病のため
歳で亡くなられました。その後
て、懸案事項であった公益事業山
であり、趣味である登山としては、
に虫の研究で知られる中谷充氏が
行と支部費徴収が実施されました。 あり得ない事実です。山登りは命
を懸けて、生きるか死ぬかであっ
58

就任。毎夏の日本アルプスはじめ、
しかし現在、会員の山行への参
加が減少しているのが実情です。
新体制では例会山行を充実させ、
新規会員を勧誘するなど、なんら
かの活性化を図らなければなりま
せん。会員各位からご援助いただ
き、支部長として微力ながら会の

歴史の継続に努めたいと思います。

高橋玲司さん

東海支部長

阿部陽子さん

岩手支部長

てはいけません。安全登山を目指
し、取り組んでいきます。
一体感を持つ
現在、東海支部は３５０名の支
部員で、 の委員会と４つの組織
を配下に持つ、日本山岳会の中で
も最大級の支部です。しかし、支
部の大きさからか、支部員同士の
連携が取れていないのも事実です。
今後、支部員がますます活性化で
き、支部全体で一体感が感じられ
るように取り組んでいきます。
№１を目指す
山登りがスポーツである以上、
より困難、より高きを目指し、肉
体の限界を最大限に発揮できるパ
フォーマンスを目指したいと思い
ます。支部員皆さんの№１は、そ

すべての世代が交わり集える、一
体感のある、未来志向のすばらし

の成果で、東海支部には若い人た
ちが多く集まってきております。
彼らとともに先輩方と連携を持ち、

目指す登山を指向していきたいと
思います。
幸いにも近年、様々な取り組み

れぞれ違うオンリーワンであって
良いかと思いますが、皆さんのそ
れぞれのレベルで、最高の№１を

21

い支部を目指していきます。
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支部長が変わりました

た支部に出入りするようになった

福岡支部長 高木 荘輔さん

８年間、副支部長を務めてきて、
このたび支部長に任命されました。
改めて身の引き締まる思いです。
私も若いころから山登りが好きで、
職場山岳会や地域山岳会に所属し
ていたお陰で、北は北海道から南
は屋久島まで、日本の主な山には
ほとんど登ることができました。
また、故・脇坂順一先生（登山
家・久留米大学医学部名誉教授）
と行動をともにさせていただいた
り、仏・グルノーブル大学夏期留
学（３年連続）を利用して海外の
山々にも積極的に出かけ、延べ
ヶ国、１００山以上に登りました。

リガルポ山群の踏査・探検など特

筆すべきものがあります。しかし、
どちらかというと伝統的には、会
員はそれぞれが所属する地域山岳

会で活動し、日本山岳会はサロン
という雰囲気の強いものでした。
現在は、
「岳人のつどい」
（山の

映画の上映や講演会）
、
「パハルフ
ェスタｉｎ坊がつる」
（後援）
、
「自
然観察登山会 」
（ テーマがあり専

門講師付き）
、
「山のトイレ・環境
を考える福岡協議会」
活動、
「安全
登山のための知識と技術」の公開
登山講座など、いろいろな活動を
行なっています。
今年は８月 日の
「山の日」
に福
岡県民を対象に、山岳諸団体と協

■9

関西支部長 金井 良碩さん

のは、昭和 年ごろでありました。
以来、今西壽雄、阿部和行、重廣
恒夫の各支部長とともに関西支部
を歩んでまいりました。
昨年、関西支部は設立 周年を
迎え、記念誌の発行、記念式典・
フォーラムの開催、近畿県境縦走、
海外登山隊の派遣などを記念事業
と位置付け、
実施してきました。
記
念式典へのご参加とともに事業募
金には、関西支部はもとより、全
国から多大な基金を頂戴しました
ことを篤くお礼申し上げます。
なかでも、
秋に実施する
「東ネパ
ール登山隊２０１６」
は、
ナンガマ
リⅡ峰（６２０９ｍ）の初登頂と、

26

Ⅰ峰（６５４７ｍ へ)の縦走を目指
すもので、支部報により参加隊員
を公募し、
重廣恒夫隊長の下に、
山
域の調査、登山タクティクスの研
究、高所トレーニングなどを重ね

11

25

昨年来、重廣恒夫・前関西支部
長の本部監事就任に伴い、関西支
部長席が空席となり、副支部長の
私が代行してまいりましたが、本
年４月の支部総会において改めて
支部長に選任され、５月の日本山
岳会理事会において承認される運
びとなりました。関西支部が支部
長を置くようになった昭和 年か
ら数えて７代目の支部長です。
私が日本山岳会に入会したのは、
若いころに参加した１９７０～
年の
「アタカマ高地探検隊」
（向一
陽隊長）
が、
山岳会の後援を受ける
ことがきっかけであったように記
憶しています。その後、私の出身
母体である神戸大学山岳会の大先
輩・金井健二さんに「関西支部を
手伝え」
と言われて、当時、靭公園
の大阪スポーツマンクラブにあっ

高木荘輔さん

福岡支部長

80

ている、いわば関西支部手作りの
登山隊であります。この登山隊の
成功が関西支部の今年度最大のテ
ーマであり、支部の活性化、ひい
ては登山界の発展に寄与するもの
と考えておりますので、引き続き
のご支援、ご協力をよろしくお願

30

同して、英彦山をはじめいくつか
さて、我が福岡支部は来年、設
の山で登山大会を行ないますが、
立 周年を迎えます。過去の支部
まずは６月 ・ 日に開いたプレ
活動では、１９９２年シシャパン
イベント「夏山フェスタｉｎ福岡
マおよび１９９８年ナムナニの登
頂、２００１年から 年にかけて、 ２０１６」が成功裏に終わったこ
５度にわたるヒマラヤの東、カン
とが、
大きな自信となりました。
今後の大きな問題としては、会
員の
「高齢化」
と
「減少」
が慢性的に
続いていることです。先進支部の
事例にも学びながら、なんとかし
てこの傾向に歯止めをかけ、反転
攻勢に転じるべく、これからも努
力したいと考えています。
05

48

い申し上げる次第です。

60

71

金井良碩さん
関西支部長

23

日本山岳会が抱える共通の課題を
少しでも克服しながら、会員がク
ラブ・ライフを楽しむことができ

60

11

10

10

28

32

創立１１０周年記念学術調査隊

マウンテンフライトと現地
調査のご案内
ゴジュンバ氷河の学術調査隊の
概要を、６月号に続きお知らせし
ます。写真はチョー・オユーの下
部、ゴジュンバ氷河を上流から見
下ろしたものです。このように氷
河と山をマウンテンフライトし、
多くの写真記録を残すことが目的
です。飛行コースはすでに計画済
みで、想定されるコースに沿って
飛ぶものです。
また水深測量の試験を志賀高原
の木戸池で実施しました。ＧＰＳ

に風の影響を受けずにどう飛ぶか、

いので、有効な飛び方に気を遣い
ます。風の影響もあるので、初め
てのコースでは目的と外れること
もあります。元のコースに戻るだ
けで、 分
（６万円）
、
余分な経費が
かかります。
期待した成果を得るために、
これ
までの経験をフルに生かして飛行
コースを決めていきたいと思いま
す。資金の援助も含めて、
ぜひ会員
の皆さんの参加をお待ちしており
ます。
計画の詳細につきましては、大
森宛にお問い合わせください。

zero@qb3.so-net.ne.jp
（大森弘一郎）
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支部長が変わりました

関口興洋さん

北九州支部

10

北九州支部 関口 興洋さん
るように、微力ながら一歩一歩取
昭和 （１９３９）
年２月に、関
り組んでまいりたいと思います。
門海峡に面する門司の地で生を享
今年から８月 日が
「山の日」
とし
けましたが、山との関わりは昭和
て国民の祝日となりました。この
（１９５４）
年の春、中学卒業の
機会をとらえ、
地域の一般市民、
山
ときに、恩師の引率で出かけた九
岳愛好家の山への関心を一層深め
重山から始まりました。
ていただくため、
「山の文化展」
や
その後、最も影響を受けた書物
などのイベントを開催
が田部重治の
『山と溪谷』
で、奥秩 「家族登山」
いたします。これらの行事は、北
父の森林と渓谷の美しさを論じた
文章に魅せられました。それまで、 九州市役所、毎日新聞社、北九州
観光協会の後援をいただき推進中
登山といえば山頂を極めることし
です。このイベントが新規会員獲
か考えなかったのですが、この本
得の布石になればと願っておりま
で日本の自然美の奥深さを認識さ
29

す。
せられ、 年以上たった今でも、
当
を見ながらボートを漕ぎ、水深を
門司区の風師山に槇有恒・元会
時の新鮮な感動が残っています。
測って数字を記録するのです。そ
長の記念碑と略歴碑が設置されて
これに触発されたせいか、九州の
のグラフから水深図を作り、氷河
おります。今年はマナスル初登頂
好きな山域は、森と渓流が美しい
後退の現状をつかみ未来を推測し
周年を記念して、５月に碑前祭
祖母・傾・大崩周辺と屋久島です。
ます。水深図の作成もだいぶ上達
を行ないました。槇さんの立派な
５月 日の支部総会で５代目の
しました。これが氷河の水で、周
支部長として選任されましたが、 業績が風化しないように、槇さん
りが氷河だと想像すると、やはり
が風師山に足跡を印された昭和
心がはやりました。
（１９５７）
年 月 日を記念して、
氷河のマウンテンフライトは、酸
来年以降、 月に碑前祭を開催し
素の補給を考えてカトマンズを起
ていきたいと考えております。
点にするかも知れません。
天候、
特
近く航空会社と打ち合わせるつも
りです。航空機のチャーター料は高

上空から見たゴジュンバ氷河

14

60
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「山の 日 に 向 け て 」 山 を 考 え る ⑫ （ 最 終 回 ）

祝日 山｢の日 と
｣山岳団体の私たち
渡辺悌二

った２００２年の国際山岳年では
大きな焦点にはなりませんでした
が、議論の中でその芽は出ていま

るかについてばかりで、日本の国
土の約７割を占める山
（森林）
の将
来、
位置付けについての議論は、
ほ

読者の皆さんは、すでに「山の
日」が単に山に登る日ではないこ
とを十分理解されていることと思
います。もちろん 山｢の日 に｣山に
登ることは大いに勧められますが、
山頂を目指す行為とともに山につ
いて考え、山のために行動をする
一日として 山｢の日 を
｣ 位置付け
ることが重要だと思います。

保護、育成、適正利用に必要な人

かがでしょうか。登山道の維持管
若い人たちが容易に参加すること
理に関しても、山のトイレ問題に
などできません。
ついても、今、この状況をなんと
会員の若返りを考えるなら、若
かしたいという強い思いで、全国
い人たちが自由に議論を行なえる
あちこちで活動が行なわれていま
環境を整備し、私たち
「年寄り」
は、
す。その際 年先にも今と同様に
若い人たちが出した結論の受け止
活動ができるのか、あるいは 年、 め役に徹するべきだと思います。
年先はどうなのか、という点に
一刻も早く次世代にバトンタッチ
目を向けねばなりません。
しなければ、山の将来は大変なこ
とになります。

学会に関わっていますが、そこで

で生じているのではないでしょう
か。私は大学教員で、いくつかの

似た状況は、日本社会の至る所

続けたい。健康だからそれが可能
なわけです。

ます。有能故に皆さん
「現役」
で居

が）
、
年を取った健康な会員に有能
な人たちが多過ぎることだと思い

山岳団体は日本社会の縮図
日本山岳会だけではなく、日本
の山岳団体のほとんどは会員の高
齢化に悩んできました。
この傾向は今でも続いていて、
今後もすぐに解消されないでしょ
う。
その原因の一つは
（多くの先達
には無礼を承知で敢えて書きます

を毎年、確実に進めていけるかど
うかに懸かっているのではないか

成否は、次世代へのバトンタッチ

が
「山の日」
に行なうべき役割なの
ではないでしょうか。
「山の日」
の

それが
「高齢化の進んだ」
山岳団体

や自然保護を次世代にうまくバト
ンタッチしていかねばなりません。

伝承だけではなく、山の維持管理

った」ことを書きました。
「 山の
日」
の実現に至った今、
登攀技術の

次世代へのバトンタッチの日
私は日本林業協会の雑誌で「山
の日は次世代へのバトンタッチの
日である」と書きました（
『森林技
術』
２０１６年５月号）
。この原稿
の中で「山の日の実現には研究者
ではなく山岳団体の貢献が大きか

した。山
（森林）
は人類の生存、地
球上の生物多様性にとって不可欠
の存在であるという認識、森林の

も状況は同じです。でも、だから
といって、高齢の人たちがいつま

とんどありません。
私たちはどのように山と付き合
うべきなのか。これは、私が関わ

高齢化社会に重い課題
祝日 山｢の日 の
｣ 意義をどうと
らえ、山岳団体の私たちが関わっ

山を思うなら、山のために、少

20

と思います。

10

でも活動の中心にいては、大勢の

30
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30

しだけ先のことを考えてみてはい

材の確保、などの問題提起です。
ていくか。
制定運動の中で
《美しく
これらの問題解決に当たって少
豊かな自然を次の世代に引き継
子高齢化の影響は、今後 〜 年
ぐ》
ことを掲げましたが、
引き継ぐ
間に私たちが取り組まねばならな
ことの難しさを、私たちは今、強
く認識する必要があると思います。 い最大の課題です。この 深｢刻な」
問題にいかに 真｢剣に」向かい合
将来展望が大切です。
うのかが 山｢の日」で問われるこ
とになります。もはや、日本の山
はきれいだとか、優れているだと
か言っている場合ではないと思い
ます。

少子高齢化社会の中で、山とど
のように付き合っていくのか、真
剣に考えねばならないときにきて
います。現政権は
「地方再生」 創｢
生 と
｣ 声高に叫んでいますが、聞
こえてくるのは、私に言わせれば、
人が生活する集落の存続をどうす

10

追

悼

村田光昭

厳しかった川上監督を偲ぶ


川上隆さんが防衛大学校の部外
監督になられたのは、防大創立当
初に、山の同好者が集まった山岳
部が２年連続して死亡事故を起こ
したためで、
当時、
川上氏の知人で
防大山岳部長の朝井教授と、登山
家としても有名な槇防大校長の肝
いりで招聘されたとのことです。
そんな経緯もあり、私が昭和
年に防衛大学校に入学して山岳部
に入部したときの訓練は、真に厳

上 げ な が ら も 必 死 に 努 力 し て、
徐々に山岳に関する知識や登山技

術を会得して、昭和 年の冬山合
宿で、部創立以来の目標であった
厳冬期の鹿島槍ヶ岳の登頂に成功
しました。吹雪の鹿島槍ヶ岳頂上
で、川上さんとアタック成功の喜
びの握手をした笑顔を今でも思い
出します。その成功で自信を得て、
爾後、山岳部の技量は飛躍的に向
上していきました。
そして、いつの間にか海外遠征、
特に南極の極点への夢が話題に上
がるようになりました。
しかし、
昭
和 年代後半から 年当時は、自
衛隊に対する風当たりは強く、海
外遠征などは夢のまた夢でした。
昭和 年の東京オリンピックの折、
私は自衛隊のオリンピック支援集
団の一員になり、代々木のオリン

年ほど前に体調を崩されて入院・
手術後、風光明媚な真鶴半島に転
居・静養されておられましたが、

れた川上監督でしたので、監督を
引退された後もＯＢ会の会長にも
なっていただきました。登山で鍛
えて頑健な川上さんでしたが、

て、私は松本駐屯地から呼び付け
られ、川上監督とともに防衛庁本
部で詰問されましたが、
「 これほ
どの正式な招待を受けると、国際
儀礼上断れない」
とのことで、
北米
のローガン峰に遠征隊を出すこと
が決定、川上監督が登山隊長でし
た。
その４年後には、
南極への足が
かりを得るため、朝井山岳部長を
総隊長にして南米アンデスの未踏
峰セロネグロ峰へ遠征し初登頂、
さらにヒマラヤ、カラコルム、中
国・新疆ウイグル自治区、総決算
としてのチョモランマ登山など、８
回もの海外遠征ができました。
このような偉大な成果を収めら

ピック選手村勤務でしたので、カナ
ダ・アラスカ選手団長に面会して、
海外遠征をしたいので、ぜひ招待

１年後、アラスカ州知事およびカ
ナダ山岳会長から、外務省を通じ
て防衛庁長官宛に招待状が来たの
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O B I T U A R Y

日本山岳会名誉会員であり、異
色の防衛大学校山岳部のコーチ
（４年）
、その後監督
（ 年）
として
招聘され、約 年の永きにわたり、
将来、自衛隊の幹部となる学生に
登山活動を通してのリーダー・シ
｢
ップの養成 と
｣「ポーラー・システム
を主とする安全登山」を基本とす
12

34

40

状をいただきたい、と唐突なお願
いをしました。
その結果、
奇跡が起きました。
約

30

５月 日にご逝去されました。川
上 監 督！ あ な た の ご 指 導 は、
脈々と防大山岳部の中に受け継が
れております。現役およびＯＢ一
同、永きにわたるご指導に心から
深謝し、ご冥福をお祈り申し上げ
ます。

20

32

川上 隆（かわかみ たかし）会員番号No.4026
1952（昭和27）年：日本山岳会入会
1957（昭和32）年：防衛大学校山岳部コーチ就任
1961（昭和36）年：防大山岳部監督（〜 1973年）
1965（昭和40）年：防大カナダ・ローガン峰登山隊隊長
1969（昭和44）年：防大アルゼンチン・アンデス登攀隊長
1973（昭和48）年：日印合同シックルムーン登山隊隊長
（自衛隊）
1980（昭和55）年：防大山岳会（OB会）会長
1981（昭和56）年：防大コングール・チュビエ峰（中国）登
山隊隊長
1987（昭和62）年：日本山岳会評議員（〜 1989年）防
大チョモランマ峰（中国）登山隊隊長
1992（平成4）年：サンデインカンシャ峰（中国）登山隊隊長
1993（平成5）年：山形大学コーボルト会コングール山群
（中国）学術登山隊総隊長
1995（平成7）年：日本山岳会学生部ムスターグ・アタ山群
（中国）登山隊総隊長
2002（平成14）年：日本山岳会名誉会員・永年会員
2016（平成28）年5月12日：天寿を全うす。行年89

39

です。寝耳に水の防衛庁は驚愕し

12

１６

る部活動を指導された川上隆さん
しいものでした。その余りにも厳
は、５月 日にご逝去されました。 しいスパルタ教育に部員は悲鳴を
12
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図書紹介

これは、かつて同社から出版され
ていたものをベースに、ほとんど
登られていないルートの削除や、

アルパインクライマーにとって待
望の書籍がリニューアルされた。

い岩場ではクライマーの姿を見る
ことも稀で、人気ルートの一極集
中型の傾向だ。こういった時代背

などの不確定なリスクの比較的少
ないルートは行列になることもあ
るが、ちょっと離れたいわゆる悪

情報を求めているのだ。
インターネットでなんでも調べ
られる時代に、紙のトポの需要が
高いというのも面白い。
しかしながら、谷川岳では一ノ
倉沢烏帽子沢奥壁南稜、衝立岩中
央稜などに、北岳バットレスでは
４尾根、剱岳では八ツ峰Ⅵ峰フェ
ースなど、残置支点が多く、落石

合った能力を身につけた者だけが、
登ることを許される。
・不必要な人工手段を投入しない。
・ルートを独占しない。
つまりは、「力のないものがその
力のなさの裏返しとして、ボルト
や、
不必要な支点の打ち足し、
残置
をする、渋滞を引き起こして他の
パーティをも危険にさらす。それ
は、そのルートを辿ったことには
なっても、ルートを登ったとは言
い難い」
のだと。
日本の登攀史や文
化を知らない者にとっては、少々
うるさく感じられるかもしれない。
しかしながら、クライミングとはそ
ういうものであり、先人に敬意を
払って、それをより前進させた手
段で登ってこそ、クライミングの
進化といえよう。日本のアルパイン

本多有香著

クライミングはどういう方向に向
かうのであろうか？ （ 天野和明）

犬と走る

こういうことなのか。
本多有香、
著
者の行動力は、並み外れている。
本書は、お金も人脈もない、知
識も技術もない、ないない尽くし
の大和なでしこが、単身渡米、十
数年間極寒の地で悪戦苦闘、夢を
夢で終わらせなかった本気度１０
０％のドキュメントである。
その夢とは、
「 犬と一緒にどこ
までも走りたい」
。それは、
犬ぞり
師＝マッシャーになることだった。
学生時代、カナダ旅行で初めて
犬ぞりと出会う。特にそりを引く
アラスカンハスキーたちの喜々と
した様子に心惹かれた。走りたい、
犬たちと一体になってどこまでも

走る自分を想像し、心ときめいた。
けれどそれは夢物語だとも思った。

普通の人は、ここで終わる。だ

が、数年後厳格だった父親が他界、
著者は夢物語に向かって一気に動

き出した。なんの保障もない未知

の世界へ、自分だけを信じて飛び
出した。自称父親に似て変わり者

だという。 歳の旅立ちとなった。
カナダで覚えたハンドラーの仕
事は前哨戦に過ぎず、著者の本当
の凄さは、犬ぞり長距離レースを
夢見て、単身ボロ自転車で渡るア
ラスカへの旅から始まる。生命力

■ 13

菊地敏之著

新しいルートの追加をみて、時代
に即した新刊として作り替えられ
たものである。

景を鑑みて、グレードを大幅に改
定しているところも、実はかなり
大きなトピックスである。
序 章 で 筆 者 がアルパインクライ

夢を追いかける、諦めないとは

25

新版 日本の岩場 上・下巻

新版が出る前、インターネット
では旧版が５０００円を超える価
格で売られ、
また別のトポ
（ルート
図集）
も、
定価の数倍の値がついて

いるものもある。今は山の壁にも、 ミングの心得として、３点を挙げ
少しずつ人が増えてきているよう
ているので紹介したい。
に感じるが、新しいクライマーは
・そのルートは、そのルートに見

2014年4月
集英社インターナショナル
四六判258㌻
1800円＋税

上巻2015年4月
下巻2016年4月
白山書房
各A5判 160㌻
2000円＋税

と運の強さを感じる。
ハンドラーとしての収入もわず
かな中、タフな体力と精神力で苛
酷なハプニングを次々と乗り越え
る著者、ときには女性にして大胆
過ぎる場面もあり、生き抜く図太
さとしなやかさにしばしば絶句。
物怖じしない行動は、日本人に
は少し受け入れ難いものがあるか
も知れない。が、大陸の人々は温
かく、
実にフレンドリーだ。
持ち前
の明るさと大好きなビールで、現
地の人々に溶け込んでいく交流感
覚がずば抜けている。日本を飛び
出して十数年後の２０１２年、４
度目にして遂に、長距離レース
「ユ
ーコンクエスト１６００㎞」を完走
した。
初めて自分の犬舎を持ち、
鍛

現在、カナダで 匹の犬たちと

錬してきた犬たちとのゴールであ
り、夢にまで見た瞬間である。

る。

賞受賞。強さと優しさと諦めない
精神に、真にふさわしい受賞であ
（晝間弘子）

できる。
２０１５年、
植村直己冒険

ないと言い切る。こういう著者だ
からこそ、夢が叶ったのだと納得

日常生活に少しも不便を感じてい

の暮らしが続いている。電気も水
道もない手作りのキャビンだが、

26
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平成 年度第３回
（６月度）
理事会
議事録
（水） 時
日時 平成 年６月８日
分～ 時 分
場所 集会室
小林会長、吉川・大久保・
【出席者】
山田各副会長、神長・佐藤
各常務理事、勝山・野口・
大槻・山賀・直江・星・谷
内各理事、平井・重廣各監
05

事（所用のため平井監事は
審議事項２まで、直江理事
は報告事項９まで欠席）

28

28

9

10

（日）
、西日本支部合同
（土）〜 日
会議を 月 日
（土）
〜 日
（日）
の
日程で開催することについて協議
した。

があった。
（小林）
７・ 月 日
（日）
に開催されたウ

議会」の理事会構成について報告

たとの報告があった。
（佐藤）
６・一般財団法人「全国山の日協

考方法について他薦が廃止となっ

の報告があった。
（吉川）
５・国土地理院
「電子国土賞」
の選

４・吉川副会長の「高尾の森づく
りの会」
代表就任に伴い、
山田副会
長が担当業務執行理事となったと

【報告事項】
１・北九州支部からのＪＡＣマー
ク使用承認申請を許可したとの報
告があった。
（佐藤）
２・
「 アルパインフォトビデオク
ラブ」
の名称を
「アルパインフォト
クラブ」と変更したとの報告があ
った。
（佐藤）
３・準会員制度新設に伴い準備中
である準会員規定案の見直し状況
について報告があった。
（佐藤）

25

ェストン祭の開催状況について報
告があった
（小林・大槻）
８・ 月 日
（日）
に開催されるマ

■ 15

２・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。
東海支部 髙橋玲司
（１２９５５）
（事由）
小川務支部長からの交代に
よる就任
（１２９２０）
福岡支部 高木荘輔
（事由）
中馬董人支部長からの交代
による就任（賛成 、反対なしで
承認）
３・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

12

しで承認）
【欠席者】
中山・落合各理事
【オブザーバー】節田重節「山」編
集人
【協議事項】
１・平成 年度会議日程について
（佐藤）
【審議事項】
平成 年度の常務理事会及び理
１・委員会規程
「別表」
の改正につ
事会の開催日程について協議した。
いて
２・支部合同会議の開催について
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢの組織変更
に伴う委員会規定の改正について審 （佐藤）
議した。
（賛成 、反対なしで承認）
東日本支部合同会議を 月 日
12

24

5

10

報
16

務
19

告
12

21

28

会
28

00

9 11

6

7
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ＩＣＡ市ヶ谷ビル
５・次期理事会等
・７月度常務理事会 ７月６日
（水） 時 分～ 集会室
・７月度理事会 ７月 日（水）
時～ 集会室
（６月）
会員異動
物故
山本佗介（４２６１）  ・ ・
小林 優（７６１９）  ・５・１
新井陽一郎
（８２５３）  ・６・
飯田武夫（８２５７） ・４
藤川三郎（９４６４）  ・６・５
中川 尚（１０７６３） ・ ・
小宮山鐸朗
（ １３６３６） ・５・

小林 貢（１３０１４）
関西
窪田知雄（１３１７５）
五十嵐安雄（１３３０８）
東海
木元きよ（１３３４０）
山田 治（１３３５７）
神奈川
本山芳裕（１３８８１）
宮城尚志（１３９８７）
北九州
丸子博之（１４１６３）
外ノ池愉平（１４１７３）
佐藤善則（１４２００）
東九州
名倉健兒（１４２０７）
静岡
國友繁明（１４２９１）
京都・滋賀
鏑木明夫（１４５２４）
塚田 寛（１４５９６）
広島
井ノ口貞利（１４６５９）
黒木 甫（１４８８７）
静岡
有元久住（１４８９２９）
中島由之（１４９１０）
広島
阿比留定幸（１５０８３）
広島

日

日

10

日

日
日
日
日

日

研究会 山岳地理クラブ

九五会
図書委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
総務委員会 医療委員会
「山の日」事業委員会 スキ
ークラブ
山岳研究所運営委員会 ス
ケッチクラブ
青年部 三水会 つくも会
科学委員会
総務委員会
総務委員会 山の自然学研
究会
総務委員会 資料映像委員
会 マウンテンカルチャーク

ラブ
日 再生委員会 スキークラブ
日 自然保護委員会 フォトク
ラブ 麗山会

日

日

日

日

日

公益法人運営委員会 学生
部
会 山遊会
総務委員会 緑爽会 みち
のり山の会
総務委員会 支部事業委員
会 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
デジタルメディア委員会
遭難対策委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
６月来室者 ４９６名
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30

退会
藤井 健（３４２５）
福島
野地克也（７５３９）
石村揚正（８２７１）
京都・滋賀
佐伯節子（９０７７）
北海道
田中賢治（９２４０）

日 常務理事会 山行委員会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 総務委員会
日 家族登山普及委員会 スケ
ッチクラブ
日 理事会 休山会 山想倶楽
部
日 フォトクラブ 山の自然学

01

19

17

13

14

18 17 16 15

20

22 21

13

16 16 15 15
14 16
10
10

18

村上賢二（９４５４）
佐藤英夫（９８１３）
岩手
山口悠紀子（９８９４）
小林康浩（１１６２０）
千葉
時田 稔（１１６９２）
東京多摩
東京多摩
松田昭郎（１２７０５）
岩本和夫（１２９１２）

6月

ナスル初登頂及び国民の祝日「山
の日」記念事業の準備状況につい
て報告があった。
（大久保）
９・ 件の寄付金・助成金受入の
事前申請、受入について報告があ
った。
（吉川）
・日本山岳会の予算と今後の財
政見通しについて報告と施策の提
案があった。
（吉川）
・日本で開催される三国学生交
流登山の日程について報告があっ
た。
（吉川）
・ 月 日
（火）
に開催される山
岳遭難防止セミナーについて報告
があった。
（佐藤）
・平成 年度全国支部懇談会の
主管は茨城支部となるとの報告が
あった。
（谷内）
【連絡事項】
１・再生委員会 ６月 日
（火）
時～ 集会室
２・平成 年度通常総会６月 日
（土） 時～ ＴＫＰ市ヶ谷ビル９
階
３・ 同 好 会 連 絡 会 議 ７ 月 ４ 日
（月） 時 分～ １０４会議室
４・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
７月 日
（日） 時 分開場 Ｊ
19

25

23

24

27

28

29

7 6 2 1

8

9

21
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◆
「高尾５９９ミュージアム」
にお
ける日本山岳会行事のお知らせ
「高尾５９９ミュージアム」
は、
昨
年夏に完成した高尾山の麓にある
八王子市の施設です。５９９は高
尾山の標高によって名付けられて
おります。日本山岳会は、開設当
初より２階市民ギャラリーを利用
してのイベントに協力しており、
に関する展示
３・日本山岳会の１１１年の歴史

ら
「山の日」
制定に至るまでの 年
間の軌跡を振り返り、地元で行な
っている高尾の森づくりの会の活
動も紹介します。
１・
「 山に親しむ機会を得て山の
恩恵に感謝する」という山の日制
定の意義の紹介
２・高尾の森づくりの会の紹介を
通して自然保護活動と高尾の自然
60

と 年前のマナスル初登頂に関す
る展示
４・ネパール大震災の実態と復興

信濃毎日新聞社

2016年8月11日刊
信濃毎日新聞社
1500円＋税

KAMIKOCHI ONSENBA CLIMBERS' BOOK.

Ｗ・ウェストンが残した

外国人たちの日本アルプス登山手記

クライマーズ・ブック刊行会

日記を全訳出版へ
外国人たちの日本アルプス登山手記

クライマーズ・ブック

KAMIKOCHI ONSENBA CLIMBERS’ BOOK.

原書題名（The title of the original book）

80

CLIMBERS’ BOOK.

11

ウェストンが残した

特に１９１５
（大正４）
年の焼岳
噴火に遭遇した米国人男性の記述
が５㌻にわたって詳細に綴られて

い る。６ 月 ６ 日 の 午 前 ７ 時 こ ろ、
噴火による地震で驚いて目をさま
した筆者は、
「 巨大な噴煙柱が立

ち上がった」
と、
驚きと恐怖の様子
が書かれている。噴火によって噴

石が上がり、爆風や火砕流も発生、
日本の近代登山の父とも称され
梓川の流れがせき止められて、堰
る英国人宣教師ウォルター・ウェ
ができていたという。当
ストンの温泉宿に残した外国人登 「大正池」
時の体験が記録として残されてお
山者用の日記帳が、８月 日に初
り貴重な資料といえるだろう。
めて迎える国民の休日
「山の日」
に
松本市や地元の観光団体、日本
合わせ、解説付きの全訳本として
山岳会などが刊行会を結成、信濃
出版されることになった。ウェス
毎日新聞社が製作した。会員には
トンをはじめ外国人登山者ら約
特別に８掛けで販売、 冊以上の
人が、当時の北アルプス登山の様
購入者には送料無料という。
子を綴っている。
問合せは、信濃毎日新聞社出版部
日記帳はＡ５判、１７２㌻、表
０２６ ２３６ ３３７７へ。
紙 に「
KAMIKOCHI
ONSENBA
」と刻印され
CLIMBERS BOOK
たもので、最初の６㌻には、ウェ
KAMIKOCHI ONSENBA

N

支援に関するパネルの展示
平成 年８月７日㈰
高尾山・親子森育ハイキング教室
＝高尾５９９ミュージアム主催

クライマーズ・ブック

ている。

ストンが近代登山の黎明期に活躍
した上條嘉門次と穂高連峰に登っ
た様子が記されている。
「 急増し
ている上高地の外国人登山者が関
心をもつ登山の記録を
（略）
残して
いく何らかの手段の構築が望まれ
る」
と、
日記を残した意義も綴られ

1,500

O

東京多摩支部共催
月８日㈯、９日㈰、 日
（月祝）
日本山岳会アルパインフォトクラ
ブ写真展＝高尾５９９ミュージア
ム共催
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ウェストンが残した
信濃毎日新聞社

インフォメーション
11

10

M.G.K.(神戸在住外国人の山岳会)の会報
『INAKA』
(大正4～13年発行)に掲載された‥
外国人の槍ヶ岳登山の様子

本年８月 月の国民の祝日「山の
日」
に関連して、
以下の行事を予定
しております。会員の方は、高尾

00 17
00

I
10

O R M

山にお越しの際には、お立ち寄り
いただくようお願い申し上げます。
「５９９ミュージアム」
ＨＰ
‥
： //www.takao599museum.jp/
http
開館時間 ： ～ ： （４月～
月 最終入館 ： ）
平成 年８月１日㈪～８月９日㈫
「山の日」
制定記念・日本山岳会パ
ネル展＝高尾５９９ミュージアム
共催
日本山岳会のマナスル初登頂か
16 00

A
28

11

8

60

10

N F
I
28

◆日本三百名山登頂シリーズ⑧
中央アルプス深南部に位置する
越百山以南の藪山縦走を楽しむ２
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

７ ４６３ ８７２１
‥
まで。
syuaki@pony.ocn.ne.jp
また、ウエブサイトでもご覧い
ただけます。
ＪＡＣホームページ→日本山岳会
の活動案内→自然保護委員会→委
員会ウエブサイト→機関紙

： //www.jac.or.jp/info/iinkai/
http
shizenhogo/newsletter.html

）
mbe.nifty.com

◆白神山地ブナ林再生事業と自然
観察会
青森支部
世界遺産・白神山地のバッファ

ー・ゾーン周辺の生育不良杉林地
をブナ林に再生するための除伐や
植樹などの作業、および原生ブナ
林の観察会を行なう。寝袋、食料
必携。作業道具、テント等はこち
らで用意可。
日程 ９月 日㈯～ 日㈰
日８時ＪＲ弘前駅城東口
集合
および 時 分奥赤石林道
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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 ４ Ｆ
アルパインツアーサービス㈱
３５０３ ０２２３
３５０８ ２５２９
担当＝国内事業推進課・児玉
まで（ケータイ ０９０ ８０
２３ ９６２２）
‥
kokunai@alpine-tour.com
＊お申込みの方に詳細なご案内を
お送りいたします。

◆第 回図書交換会の出品図書募
図書委員会
集について
本年度も図書交換会を年次晩餐
会の会場で開催します。本棚に眠
っている山岳書をお寄せください。
会場で希望者に頒布します。
出品図書は８月末日までに、氏
名、
会員番号を明記して
「日本山岳
会・図書委員会」宛にお送りくだ
さい。頒布価格は図書委員会に一

任させていただきますが、頒布が
成立した場合は、価格の ㌫を出
品者にお返しします。なお、原則
として出品点数は一人 点までと
し、当会の刊行物ならびにガイド
ブックと雑誌はお断わりします。
判断が難しい場合は事前にお問い
合わせください。
問合せ 三好まき子 ０９０ ８
０１９ ８６０１
344mm@

25

（ 創立百十周年記念事業実行委員
会／山行委員会）

０４

30

◆
「木の目草の芽」
１２２号を発行
自然保護委員会
自然保護委員会機関紙「木の目
草の芽」
１２２号を発行しました。
今号は、
自然保護全国集会
（ 月
日高知県で開催）のレジュメ号と
して、大会プログラムのほか、全
国の支部自然保護委員から寄せら
れた活動報告・近況報告を掲載し
ています。
川口章子

24

80

50

11

０３ ０３

購読申込み

24

10

16

34

10

7

泊３日の山旅 参加者募集！
【第８回日程・行程など】
期間 ８月 日（火）～９月１日
（木）
集合解散 ＪＲ中津川駅改札前８
時集合、ＪＲ飯田駅 時ごろ
解散予定
行程 １日目／中津川駅＝伊奈川
ダム登山口─越百小屋泊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
参加費 ６万３０００円（現地移
『インド・ヒマラヤ』編集委員長・沖允人

30
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日本山岳会東海支部編集の『インド・
ヒマラヤ』の正誤表を作成しました。ご
購入いただいた方の連絡先が分かって
いる場合はお送りしていますが、もし、
届いていない場合はご一報くださるよ
うお願いします。
・khoshi@katch.ne.jp・
連絡
・0566-77-0765。

854−２０１6・7・２０（第三種郵便物認可）
山

854−２０16・7・２０（第三種郵便物認可）
山

ゲート
上高地帝国ホテル、吾妻山、磐梯
分
❖編集後記❖
解散
山等もきりえ作品に登場します。
日 時奥赤石林道ゲート、 会場 立川市女性総合センター５
◦７月 日、当会主催で
「
『マナス
日時 ８月 日㈪～ 日㈰
階第３学習室
時弘前駅送迎可
～
ル』
から
『山の日』
まで 年、
いま未
経費 ５００円
（通信費、
保険料等
時
（最終日は 時まで）
講師 福岡孝昭
（科学委員会）
来に伝えること。
」
というイベント
名
（ 申込順 締切７月
として当日徴収）
場所 ギャラリーくぼた本館（４
定員
が開催されました。詳細は当会報
日）
定員
名
階）〒１０４ ００３１ 中
の次号で報告しますが、２００名
（会場費・資料代）
入場 ３００円
申込み ハガキ、
ＦＡＸ
（０１７２
央区京橋２ ７
近い参加者があり、過半数が会員
  
７２３７）メールで須々
申込み 中村美奈子
外の方々でした。このようなイベ
http://www.gallery-kubota.co.jp/
０４６７
田秀美宛（〒０３６ ０１０
ントなどを通じて当会をＰＲする
minaminajactama@gmail.com 問合せ 東山一勇気
２ ‥
５５３２
３ 平川市本町北柳田
higshiyama‥ ことが、新入会員の増加につなが
）９月
◆東山一勇気きりえ個展
る近道ではないでしょうか。
h.susuta@gmail.com
@now.mfnet.ne.jp
日までに
アイガー、ユングフラウ、メン
◦当会だけでなく、至る所で高齢
http://www.jpkirie.com/koten.
ヒ、マウナ・ケア山
（ハワイ島）
、ハ
化が叫ばれていますが、
「実年齢」
html#hiroba_jm
◆東京多摩支部 安全委員会講演
イリゲンブルート（オーストリア
だけを問題にするのは、もうやめ
会
「活火山の安全登山」
開催
登山基地 ）
、レーニア山（シアト
にしませんか。サミュエル・ウル
）
」を持ち出
日時 ７月 日㈬ 時 分～ 時
ル）
、白川郷、立山連峰、奥入瀬、
マンの詩「青春（ Youth
すまでもなく、信念や自信、希望
15 28

11

訂正
（資料）
中に
●平成 年度通常総会
以下の誤りがありました。
「 会員数は平
㌻〈会員の動向〉
成 年３月現在５０３６名」
は
「会

11

員数は平成 年３月現在５０２０
「登山委員会」
は
「山行
名」
、 ㌻の
委員会」
の誤りでした。

（下）
」
は次号に掲載いたします。

60

を失ったとき、人は老いていくも
のです。山の人は気が若い人が多
いと思いますが、
「山年齢」
だけは
いつまでも若く。  （節田重節）
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28
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●会報４月号
（８５１号）
４㌻「ネ
パール大地震募金のご寄付者一
覧」中の「３万円」の項で「酒井紘
一」とあるのは、
「ゆきわり会」に
訂正してください。
＊ 東 西 南 北「 秘 峰 登 山 の ス ス メ

854 号

山

日本山岳会会報
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会報「山」は付録として目録をつけていますが、
このほど801号から850号までの目録が完成いた
しました。今回は、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。ホームペー
ジからダウンロードして、プリントアウトして下さい。
http://jac.or.jp/kaiho-yama-somokuji.html
なお従来どおり紙での印刷を希望される方に
は、実費にてお譲りいたします。送料込みで切手
200円分をお送り下さい。到着次第、目録をお送
りいたします。またルームでの手渡しも可能で
す。その場合は実費150円（現金）をいただきます。
また会報と併せて製本もお引き受けします。ご
希望の方は、8月末までに原本を事務局までお送
り下さい。
１・製本業者は前回（2012年4月）と同じです。
①全面同色（ブルーグレー）ハードカバー
②背表紙にタイトルと会員番号を印字
③索引は巻頭綴り
２・欠号分は各号150円で補充可能ですが、在庫
がない場合はコピーで代用となります。
３・製本費用は梱包と返送費用を含めて4000円
です。ルーム受取りの場合には500円引きです
ので、その旨お書き添え下さい。
製本代金は、書籍発送時（9月末頃）に振込用紙
を同封しますので、後日お支払い下さい。
ご不明の点は事務局までお問合せ下さい。
（会報編集委員会、図書室・田村）
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会報「山」の目録が完成

