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生息数が減ってきたライチョウの行く末
を考え、そして守るために

11月号（ No. 858 ）

1
5
6
7
8
10

14

春の繁殖期から秋までのライチョ
ウの生活を明らかにしました。
これらの調査では分からないこ
とを、飼育することによって究明す
ることと、万が一にも野生のライチ
ョウが危機的な状況になっても、飼
育技術が確立していれば、
その個体
を活用した野生復帰ができるので
はないかと考え、山岳博物館では
飼育を始めることにしました。
飼育開始の昭和 （１９６３）
年
当時、ライチョウ飼育に関する資

料はほとんどなく、暗中模索の状
大町山岳博物館での取り組み
態での取り組みでした。この年は、
ライチョウを科学的な視点から
あらかじめ卵を温めていたニワト
探究したのは、昭和 （１９６１） リにライチョウの卵を預ける方法
年に市立大町山岳博物館
（以下、
山
をとり、無事孵化しました。とこ
岳博物館）と信州大学が調査チー
ろが、ニワトリとライチョウの習
ムを編成して、北アルプス・爺ヶ
性の違いにより順調にはいきませ
岳で約１５０日間の調査を行ない、 んでした。ニワトリは夕刻早々と

数が著しく減少し、絶滅が危惧さ
れています。

宮野典夫

古より「神の使者」として崇められてきたライチョウの生息数が減
少、 絶 滅 が 危 惧 さ れ て い る。 登 山 者 に と っ て も ア イ ド ル 的 な 存 在
のこの鳥を「第二のトキ」にさせないために、現在、環境省の「ライ
チョウ保護増殖計画」など様々な取り組みがなされている。その現
状を大町山岳博物館の宮野指導員に報告していただいた。

間が生活しているエリアとは大分
かけ離れた存在ですが、鎌倉時代
には和歌に登場し、江戸時代には
生きたライチョウを徳川幕府のも
とに送っている記録があり、
「神
の使者」として神秘性を持った鳥
でした。

ライチョウは中部山岳の高山帯
に生息している留鳥ですので、人

近年、一部の山域ではその生息

昭和 （１９６８）
年には、爺ヶ
岳にて２家族を移動式のケージに

巣に戻って休もうとしますが、ラ
イチョウの雛はその時刻が最も活
動する習性だったのです。その後
も卵を採取して、孵卵器と育雛器
を使用した管理方法や、チャボを
仮親にして育てる方法を試みまし
たが、孵化はするものの、なかな
か雛を育て上げることができませ
んでした。

▶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

収容し、天敵から守りつつ、人工
餌に馴らす作業を約２ヶ月行ない、
９月中旬、山岳博物館の施設にメ
ス親２羽とその子どもたち８羽を
移動させました。その後は順調に
飼育し、翌年には２世が誕生しま
した。ところが、これらのライチ
ョウは３年以内に感染症などです
べて死んでしまいました。当時の
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施設は冷房設備もない状態でした
ので、一時、飼育を中断し施設整
備をすることにしました。
年に冷房装置
昭和 （１９７５）
が完備されたライチョウ舎の整備

16

17

回大会は 月に大町市で開催され

イチョウ会議」は平成 （２００
０）
年から続いており、
今年の第

大町市が提唱して発足した「ラ

介や、ライチョウ関連の企画展や
観察会などをしています。

チョウの生態や現状についての紹

設置しました。また、普及啓発と
しては山岳博物館の展示で、ライ

成 （２００５）
年、大町市として
のライチョウへの取り組みを検討
していただきました。提言ではグ
ラ ン ド・ デ ザ イ ン と し て 調 査 研
究・環境教育・情報収集と発信な
どの推進、パイロット・プランと
しては近縁種の飼育とライチョウ
飼育の具体的手法等をいただきま
した。しかし、この計画を遂行す
るには大町市単独での実施は困難
と判断し、計画を凍結して、国な
どの動向を注視しながら再開の時
期を決めることとしました。
んでオスだけとなり、繁殖の形態
一方、生息域内保全の取り組み
がとれずに、オスの飼育を続けて
としては、北アルプス・爺ヶ岳、蓮
きましたが、最後のオスが平成
華岳、餓鬼岳などの生息状況調査
（２００４）
年２月に死んでしまい、 等を進める一方、ライチョウ保護
の注意標識を山小屋やテント場に
それまでの飼育状況の評価をし
ていただくために、
平成 （２００
４）
年に
「山岳博物館ライチョウ保

約 年間の山岳博物館でのライチ
ョウ飼育が途絶えました。

が完了し、この年から再びライチ
ョウの飼育を始め、
平成 （１９９
８）
年まで、
ほぼ毎年繁殖を試みて
います。年によって孵化率や育雛
10

ました。大会ではライチョウに関
する情報共有や保全の取り組みの
検討を行なうほか、今年からは県

や市町村の行政関係者の連携を図
る取り組みも始まりました。

国の動向
年のレッドリ
平成 （２０１２）
ストの改訂で、
ライチョウは
「絶滅
の危険が増大している」
から
「近い
将来、野生での絶滅の危険性が高
い」カテゴリーにランク付けされ
ました。
これを受けて、
環境省は
「ライチ
ョウを自然状態で安定的に存続で
きる状態とする」
ことを目標に、
平
成 （２０１４）年に「ライチョウ
保護増殖計画」
を作成しました。
こ
の計画では大きく２つの事業を掲

24

における科学的知見の集積を行な

野生個体群が存在する現段階から、
飼育繁殖技術の確立および飼育下

は
「生息域外保全」
として、健全な

ジ保護、捕食者捕獲など具体的な
対策を行なうものです。もう一つ

るため、生息状況の詳細な把握や
減少要因の特定のための調査を行
なうのと並行して、現地でのケー

げています。
その一つは
「生息域内
保全」
で、
生息地での個体数の減少
傾向が続いていると考えられてい

26

うものです。このほかにライチョ
ウの保護増殖事業を効果的に進め
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移動式ケージでの保護飼育（1968年）

16

護検討会」
を立ち上げて、
有識者に
よる検証をしていただきました。
その結果、飼育に関していくつか
の成果を上げることができました
が、感染症対策に課題があるなど
のご意見をいただきました。この
報告を基にして「大町市ライチョ

17

40

ウ保護事業策定委員会」により平

12

チャボによる孵化（1963年）

率の成績にバラツキがありますが、
年間に 個体のライチョウを扱う
年もあり、採卵して育てた個体を
１世代とすると５世代の誕生があ
りました。最長飼育記録もオスで
約 年、メスで約５年４ヶ月でし
た。
11

10

50

50

平成 （１９９９）
年にメスが死

10
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るためには、国民の理解と協力が
せる取り組みの実施を念頭に、野
ンター・那須どうぶつ王国・飯田
ライチョウの飼育
大変重要であることから、普及活
生復帰させ得る資質を有する個体
市動物園・横浜市金沢動物園と山
環境省はスバールバル・ライチ
動としてライチョウや生息環境の
の創出および確保が可能な技術や
岳博物館の 園館へ移動し、飼育
ョウによる飼育・繁殖の成果が一
現状を知っていただくことも含ま
体制の確立を目指します。
や繁殖を行なっています。スバー
定の技術に達したとして、平成
れています。
また、
人材育成や実施
また、
日本動物園水族館協会
（以
ルバル・ライチョウを用いた餌の （２０１５）年に「ライチョウ生息
体制の強化も盛り込まれています。 下、
日動水協会）
と環境省が協定を
開発、腸内細菌叢の究明などを行
域外保全計画」の第一段階を実施
結び、相互に協力しながら希少種
ない、ライチョウの飼育に役立つ
することになり、ファウンダーを
を保全していくこととなりました。 データの集積をしています。また、 確保するために乗鞍岳にて産卵期
そして、日動水協会の生物多様性
飼育ハンドブックを作成し、
飼育・
の卵を５個、抱卵後期の卵５個を
委員会内にライチョウ域外保全プ
繁殖技術の向上に努めています。
採取し、前者を上野動物園、後者
ロジェクト・チームを編成して、
山岳博物館は平成 （２０１５） を富山ＦＰがそれぞれ孵化・育雛
情報共有と課題解決に向けた研究
年に新たな飼育施設を建設し、富
を担当することになりました。産
を行なっています。
山ＦＰからオス３羽を借り受けて
卵中の巣を探すことはとても難し
飼育を始めると同時に、富山ＦＰ
く、
今回初めての試みでしたが、
調
といしかわ動物園から卵を譲り受
査員の忍耐と体力で成果を上げる
けて６羽孵化させ、４羽を育成し
ことができました。
ました。
上野動物園では５羽生まれまし
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り存続可能な自立個体群を定着さ

される南アルプスが想定されてい
ます。第三段階は、野生復帰によ

として、減少が著しいことが懸念

ダーとして、保険個体群を確立・
維持します。危険性のある個体群

る危険性のある個体群をファウン

二段階は保険個体群の確立・維持
として、近い将来存続が困難にな

的な飼育・繁殖を目指します。第

握されている乗鞍岳の個体群をフ
ァウンダー
（創始個体）
として安定

新たな飼育への取り組み
「生息域外保全」
につきましては、
平成 （２０１４）年に環境省は
「ライチョウ生息域外保全計画」
を
作成し、動物園などでのライチョ
ウ飼育の指針を示しました。これ
によりますと、生息域外保全は段
階的な進め方を想定しています。
第一段階は、試験飼育として比
較的健全な個体群を安定して維持
していて、すでに個体群動態が把

園・多摩動物公園・横浜市繁殖セ

し、２園で繁殖した個体を、いし
か わ 動 物 園・ 長 野 市 茶 臼 山 動 物

ールバル・ライチョウの卵を入手

です。その後、富山市ファミリー
パーク
（以下、富山ＦＰ）
でもスバ

候の北極圏に生息している近縁種

このライチョウは、ノルウェーの
スバールバル諸島などツンドラ気

ライチョウの飼育を開始しました。

ト・プランを参考にして、平成
（２００９）年からスバールバル・

近縁種スバールバル・ライチョウ
の飼育
東京都恩賜上野動物園
（以下、
上
野動物園）は、大町市のパイロッ

ライチョウ観察会
（2013年8月4日）
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山
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ライチョウの育雛
（2016年7月21日）
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スバールバル・ライチョウの飼育（2016年12月16日）

前年に引き続き産卵中の卵４個を
上野動物園が、抱卵後期の卵４個
を富山ＦＰが担当し、新たに抱卵
後期の卵４個を山岳博物館が扱う
ことになりました。それぞれの園
館では６～７月に 個の卵がすべ

います。特に山岳博物館では、過
去の成果を活かした育雛方法や餌
を用いました。 羽の内訳はオス
８羽、メス４羽です。ライチョウ
は１年で繁殖能力を持ちますので、
来年の６月にはこれらの個体がツ
ガイを組んで産卵をし、２世が誕
生するでしょう。
むすびに
生息域外保全は事業がスタート
したばかりです。これからいくつ
もの課題を一つ一つ解明し、安定

いただいた上で、ゴミや地球温暖
化などの問題を考え、直接的に間
接的にライチョウ保全対策の一助
を担っていただければ幸いです。
（市立大町山岳博物館指導員）

掲載されない名簿となってしま
う。

含めると３分の１以上の会員が

の例から推定して３分の２程度
と見込まれ、掲載拒否の会員を

電話番号等は掲載できない。
＊全会員に掲載の可否を照会し
た場合の返信率は、総会ハガキ

平成 年度通常総会の場にお
いて、全国の会員名簿を作成し
てほしいとの要望が複数の会員
から提起されましたが、理事会
において検討した結果、次のよ
うな問題点があることから、会
員名簿の発行は見送ることとし
ましたので、お知らせいたしま
す。
⑴名簿掲載のための本人同意が
必要
（
「個人情報の保護に関する
法律」
の定めによる）
＊名簿を発行する場合、会員全
員に掲載の可否を照会し、本人
の了解を得られなければ、
住所・

は、損害賠償請求の対象となり

んらかの理由で会員名簿が第三
者の手に渡り利用された場合に

会員一人一人が負うもので、な

る義務は、データを保有してい
る日本山岳会はもちろんのこと、

問い合わせ、苦情が複数寄せら
れている。
＊個人情報の適切な管理に関す

会議において、全国の支部長・
事務局長に対し、名簿発行につ
いての意見を求めたところ、名
簿の発行を求める意見は皆無で
あり、支部内における会員相互
の連絡等に不自由していないこ
とから、改めて全国の名簿を発
行する必要はない、との意見が
多数であった。
⑶個人情報保護管理上の課題
＊これまで日本山岳会本部には、
会員のほか、すでに退会された
方や亡くなられた会員のご遺族
から、
「 知らない人からの寄付
金の要請、あるいは心当たりの
ない企業からのＤＭが届いてい
る。日本山岳会から名簿が流出
しているのではないか」という

会員名簿の発行は見送
ります

⑵会員名簿発行に関する支部の

得る。

（総務担当理事）

意見
本年９月に開催した支部合同
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12

的な飼育・繁殖ができるよう努力
たが、
秋までにすべてが死に、
富山
していかなくてはなりません。願
ＦＰでは卵の一つが孵卵器に入れ
わくはこれらの技術が活用されず
る時点ですでに発生が中止してお
に、野生で一定数のライチョウが
り、４羽が孵化しましたが、その
うちの１羽が数日で死にました。 世代交代を繰り返してほしいと思
残った３羽は順調に育ちましたが、 っています。ただし、蓄積された
データは科学的に貴重なものとな
３羽ともオスであり、翌年の繁殖
るでしょう。
がかなわない状況となりました。
年には再び乗
生息域内保全では、皆様にライ
平成 （２０１６）
鞍岳にて卵を採取する方針となり、 チョウと高山環境の現状をご理解
28

て孵化し、現在まで順調に育って

12
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医療委員会

小清水敏昌

について講義し、アナフィラキシ
ー・ショックに奏効するエビペン
自己注射薬を紹介した。受講生は
デモ用キットを太腿に打って練習
をした。
続いて秦委員は、
ハチやマダニな
どの標本を見せながら講義した。
マダニに刺された場合、無理に取
ろうとすると口器が皮膚に残って
しまうので、マダニとその周りにワ
セリン（オロナイン、メンソレータ
ムなどの軟膏でもよい）
をたっぷり
塗ってテープで押さえ、マダニに呼
吸をできなくさせる方法を実際に

が著した
『山の病気とケガ』
に解説
講習を２時間半ほど行ない、
を加えたものであった。
時 分、小仏峠に向かって下山を
植木委員は骨折の対処と心肺蘇
開始した。下山路はぬかるんでい
生法の講義をした。デモ人形を用
る上にゴツゴツした岩石が飛び出
いて心臓マッサージの方法につい
していて、滑ると思わぬケガにつ
て動作を詳しく説明し、全員が心
ながりそうだった。浜口委員長か
臓マッサージと人工呼吸を実習し
ら「さっきの講習が役に立つこと
た。女性の参加者が多かったので、 がないように、注意して降りて下
専門の泌尿器科医の立場から冷え
さい」
との注意があった。
小仏バス
や膀胱炎予防などの解説もあった。 停 時 分発の高尾駅行きバスに
雨の予報だったせいか山頂は人
乗車し、高尾駅で解散した。委員
が少なく、貸し切り状態で、茶屋
５名と受講生 名で、南口の店で
の女将さんも熱心に聞いていた。 懇親会を行ない、盛り上がった。
女将さんによると、登山者からハ
感想アンケートの結果は好評だ
チ刺されや捻挫などの相談をされ
った。
たとえば
「ハイキングも楽し
ることが多いそうで、とても参考
める上に医療研修も受けられると
いう贅沢で有意義な企画だった、
内容は盛りだくさんだった、
現地・
になったと言う。

12

14

員会委員は野口いづみ、浜口欣一、
植木貞一郎、秦和寿、村上和子、小

会としては初の試みだったが、今
後の継続実施を後押しされた感じ
がした。なお、当日参加の医療委

最近の流れの一端も知ることがで
きた」
などで、
再度実施してほしい
という希望も多かった。医療委員

現物に基づいて実践的だった、受
講生との交流も良かった、所属山
岳会で内容を広めたい、ＪＡＣの

40

清水敏昌であった。
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23

20

景信山で初めてのメディカル・ハイキングを
実施
医療委員会は、登山中に起きる
病気やケガなどに遭遇した場合に
役に立つ医学的な知識を実地に学
んでいただきたいと、 月１日㈯、
景信山にてメディカル・ハイキン
グを企画した。会報８月号で 名
公募し、申し込みのあった 名を
受け付けた。当日は天気予報で降
水確率が ％だったが、決行する
ことにした。結果は奇跡的に全く
雨に降られなかった。
当日、ＪＲ中央線高尾駅北口に

15

紹介した。秦氏が編集した虫刺さ
れと虫よけの手引き書を配布した。
さらに野口委員は、切り傷・す
り傷、出血、足首捻挫、膝痛、腰
痛、足ツリなどの対処について講
義した。足首のテーピングについ
ては、足首の痛みを訴えていた受
講生をモデルに、簡単にテーピン
グできる方法を紹介した。
また、
自
身の携行薬品を提示し、使い方な
どを説明した。これらは野口委員

景信山で講義する野口講師

10

者登山教室受講生５名だった。医
療委員６名と合わせて 名で、小
仏へバスで向かった。終点・小仏
バス停の広場で受講生と医療委員
の自己紹介を行なったのち、２班
に分かれて出発した。
時 分、景信山の山頂に着い
た。昼食をとった後に講習を開始
した。まず野口委員がハチ刺され

30

70

午前８時 分、集合した。受講生
は様々な都合で５名の欠席者があ
り、 名だった。内訳はＪＡＣ会
員 名、多摩支部主催初心・初級
18

13

11
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60

70

80

問われている。近年、若年会員を
増加させるべく施策が推進されて
いるにもかかわらず、会員の年齢

る人材の払底が懸念され、本年７

構成に大きな変化が見られず、こ
のままでは特に管理部門を担当す

齢制限と役員候補の選考システム
について検証してみたい。

月に実施された内閣府の実地検査
では、理事就任の年齢制限はほか

72

る。

声を聞いて理事、監事の候補を選
考し、理事会の承認を経て総会に
提案しているのが実状である。
本会が準拠すべき「一般社団・
財団法人法」および定款等に役員
候補者選考に関する規定がない。
現行のシステムでは会員の多様な
意見が反映しづらく、意見聴取の
範囲も狭きに失する恐れがある。
多数会員の存在を基本としたク
ラブである本会の特性を考えたと
き、すでに会員の大多数が所属す
る支部を含む老壮青各層の意見を
集約できる新組織を設け、
自薦、
他
薦を含む幅広い意見を徴してある
程度の集約をした上、理事会にお
いて検討し、役員候補として総会
に提案するといった方策を検討す

べきと思うが如何。

「万機公論に決すべし」という。

「一般社団・財団法人法」
第 条規
定の社員提案権の存在を視野に入
役員候補選出システムについて
れた理事会の賢明な検討を望むと
公益社団化されるまでは、役員
ともに、会員諸兄における永続す
は会長、副会長といった役職区分
を含め評議員会で候補者を推薦し、 る本会の将来を見据えた議論を期
待したい。
理事会で承認して総会に提案され

ていたが、公益社団化以降は、評
議員会に会運営の権能を付与でき
なくなったため、執行部が会員の

■6

理事就任の年齢制限等を問う
本会は平成 年４月１日、
「公
益社団法人」として新たに発足し
て以来、５年が経過しようとして
いる。この間、執行部のご努力に
よって、将来の財務運営等一部に
懸念が見られるものの、おおむね
順調な推移をたどっているといえ
るが、公益社団を選択したことの
妥当性や評価は、今後 年程度の
経過を詳細に吟味して判断する必
要があろう。
一般に、新しい形態の組織に移
5

の法人にはなく、稀有との感想を

70

る。
現実に対応した再考が求められ

は「法人改革対応プロジェクト・
チーム」の責任者として後期高齢
者制度との関連から 歳を就任限
吉永英明
度とすることを提案したが、理事
合が ・ ％、 歳以上では ・
会の意思で 歳という結論が示さ
％の高率となっている。これら
れたため、これによって条文の文
の方も当然会費を納めておられ、 言を作成した経緯がある。確かに、
各種行事に参加してクラブライフ
理事の若返りを図り、将来に向か
を楽しんでおられる。しかし、現
っての活性化を目指そうとするこ
行定款施行細則では、満 歳を超
とは理解するが、
「温故知新」
とい
えて理事に就任できないという制
う言葉があるように、創立１１０
限があるため、半数以上の会員が
年の伝統の継承というなかで新し
理事に就任できない。会員の間に
い姿を模索することも重要であろ
は、高齢会員の声が反映されない、 う。高齢者の声が大きいと若手が
会員は平等という原則に反するの
畏縮するのではとの懸念も聞かれ
ではという声がある上、本部と一
るが、
「七十而従心所欲、不踰矩」
というように、高齢者には知恵と
経験がある上、分別も具わってい
52

体的な運営が義務付けられている
支部の支部長には就任についての
年齢制限がなく、規定の整合性も

9

漏らされたと聞いている。
公益法人化の際の議論では、私

ついての提案があったことから、
この際、公益社団化に際して実務
を担った者として、理事就任の年

行した場合、５年程度経過した時
点で現実に即応した見直しが求め
られる。先の平成 年度通常総会
においても定款施行細則の一部に

10

70

43

28

24

理事就任の年齢制限について
平成 年６月時点の会員の年齢
構成
（団体会員を除く）
は、総数約
５０００人のうち、 歳以上の割
28
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しまうと、
巨大な山塊の内懐に人の
気配はない。
疲れで食欲をなくして
いた若い私に、田部井さんは「子ど

たい。何百人ものポーターを返して

るや、
今度は
「中高年だって元気に
アウトドア」
のアイコンとなった。
今日、全国の山で見かける老若男
女の楽しそうな登山・ハイキング
姿。私には田部井さんが創り出し
た日本の新風景に思えてならない。
そして今、田部井さんはまたも
新しい社会的役割を果たして逝っ
た。腹膜癌が発症したのは、２０
１２年の３月だった。以来４年半。
苛酷な闘病をごく少数にしか明か
さず、
あの体力と気力
（と優れた医
療）
で継続した
「東北の高校生の富

の様々な活動に拍車をかけた。特
に「女性がアウトドアを楽しむこ
と」
の背中を押し、
自身が高齢に至

そしてその
「知名度」
は、世の女性
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北村節子

田部井淳子（たべい・じゅんこ）会員番号6349

悼

もは寝てな。お母ちゃんがいいもの
作ったげる」と言って、コロッケを
作ってくれた。行動食用ビスケット
を砕いてパン粉代わりにし、貴重な
玉ねぎとコンビーフを刻み、マッシ
ュポテトと揚げたものだった。あの
高所での体力、
機転、手わざ、そし
てユーモア。ほくほくのコロッケ
は、登山技術だけではない「深い強
さ」
の詰まった味だった。
それでいて本人は、
当時
「ただの
主婦」という自己認識が強かった。
下山時、
「 帰ったらバイト探さな

追
惹かれ、即、参加を志願した。以来
四十余年、ずっと「仲良し」だった。
歳も年下なのにこう名乗ること
を許してほしい。が、あの前向き
な思考法、何事にもうろたえない
判断力、それでいていたずらっぽ
いお茶目ぶり。私は一緒にいて、
感
嘆し、
あきれ、なにより楽しかった。
エベレストで、ポーター経費節約
のため、先遣隊の一人として田部井

士登山」
応援など、
各方面の活動は
ご存じのとおり。「癌だ、もうダメ、
と沈むことで、大事な時間をムダ
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笑顔と気力と励ます力

友人として、
ただ悲しい。が、
田
部井さんの
「功績」
を思うと、今は
「ありがとう」
という感謝の言葉で
見送らなくてはならないだろう。
１９７３年、新米の読売新聞記
者として、 年のエベレスト登山許
可を得た女性の山岳同人「女子登

くちゃ。
お金使っちゃったし」
と悩
んでおり、
私が
「それどこじゃない
よ。大騒ぎされるよ」と〝忠告〟し

にしたくないから」
と、
陽気に言っ
てのけた。重病と闘って逝く、そ
の一つのモデルを示したのである。

さんとともに５３５０ｍのＢＣに
入ったときのこと。すでに日は暮
れ、
氷河上の風は身を切るように冷

たのに
「なんで？」
と聞き返してき
たのを覚えている。
が、
いったん、
登頂者としての社

私は信州育ち。福島育ちの彼女
とは、
ときおりテントで
「わざとな
まって」
会話して笑った。
ときに現
場でもそれが出た。
「さあ、
ここか

講演の名手と認めた。テレビに現
らはゆるぐねぞ（簡単ではない）
。
われるや、親しみやすい笑顔と話
せっちゃん、
いくぜい！」
というあ
しぶりで全国区の人気者となった。 の明るい声が、今も聞こえる。

会的立場を自覚してからの腹の据
え方は、見事だった。講演に呼ば
れる。初めはとつとつとした話し
方であったのが、晩年には誰もが

攀クラブ」を取材したのが、田部井
さんとの出会いだった。この挑戦の
歴史的意義、
そして彼女の明るさに

10

1939（昭和14）年 ９月２２日、福島県三春町に生まれる
1962（昭和37）年 昭和女子大 英米文学科卒業
社会人山岳会に入会し、登山活動に勤む
1969（昭和44）年 「女子だけで海外遠征を」を合い
言葉に、女子登攀クラブを設立
1975（昭和50）年 エベレストに女性として世界初登頂
1990（平成 ２）年 日本ヒマラヤン・アドベンチャー・トラストを設立
1992（平成 ４）年 女性で世界初の７大陸最高峰登頂者となる
2000（平成 12）年 九州大学大学院比較社会文化
研究科修士課程修了
2009（平成21）年 女性のための山の会MJリンク立ち上げ
2013（平成25）年 東日本大震災以後、東北応援プ
ロジェクトを始め、被災者を支援
2016（平成28）年 「被災した東北の高校生の富士登山」プロ
ジェクトを5年前から始め、400人以上の高校生が参加
現在、76ヶ国の最高峰・最高地点に登頂
『それでもわたしは山に登る』
など著書多数

75

第 回 有志閑談会
古市 進
長い歴史と由緒ある「有志閑談
小
会」
の 回目の会合が６月 日、
石川後楽園で昼食会として開催さ
れた。
名誉会員である平山善吉、
中
村純二のおふた方をはじめ 名が
参集し、最遠方からの参加者は大
阪の宗實慶子会員であった。

や今にして思い当たる昔の話、最
近感じる世相について思うことな
どが披露された。いずれも言外に

心境を中心とした力強いお話があ
った。その後は出席者各人のショ
ート・トークになり、自身の近況

まずは芳野赳夫会員の発声によ
る乾杯に続いて、田部井淳子会員
から最近実践されている諸活動と

21

S

会員の皆様のご意見、エッセイ、
俳句、 短歌、 詩などを掲載する

ページです。 どしどしご投 稿く
ださい。（紙面に限りがありま
すので、 １点につき10 0 0 字 程
度でお願いします）

「文献研究・未登の沢2−北ア
ルプス東面の沢」

行記録索引』全 巻を平成 年に
完成し、
図書室に寄贈しました。
こ
のことは
「山」
８１９号で紹介され
ています。そしてこれに基づいて、
私の所属している市川学園山岳Ｏ
Ｂ会Ⅱの有志と「文献研究・未登
の沢 上信越国境山地の沢」を小
冊子にまとめ、図書室に寄贈しま
した。
今回はこれに続くものとして
「文
献研究・未登の沢２ 北アルプス
東面の沢」
を小冊子にまとめてみま
12

んどないに等しい沢流が多数存在
することが分かったのです。
我々が調査対象とした文献は主
として市販商業雑誌ですから、各
山岳会の会報レベルまですべて調
査すれば、あるいはもっと記録は
見つかるかもしれませんが、それ

佐藤 勉
私は半世紀以上にわたって山域
別にどのような登行記録があるの
か、
調査研究を続けてきました。
そ

は時間と能力の点で不可能に近い

した。結果は驚くべきものでした。
本邦第一級の高峻山岳地帯のお膝
元で遡行記録は極めて少なく、
ほと

25

の総索引ともいうべき『山域別登

北ア東面に多数の「未遡
行沢」があることを文献
研究で発見

したい。

なお、田部井会員はご自身のお
話に関連するデザインのＴシャツ
や、文庫版として発刊早々（あと
がき増補）
の著書
『それでもわたし
は山に登る』
を多数持参されて、
最
後は福引大会となって賑やかにお
開きとなった。
会食の後は花菖蒲と紫陽花の庭
に出て記念撮影し、解散となった。
このような会合に息長く尽力さ
れてきた世話人の方々に深く感謝

東西
南北
17

各人の山への思いが偲ばれる談論
風発のひとときであった。
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我が国における近代登山の黎明
が志賀重昂の
『日本風景論』
の出版
による影響、
とりわけ
「登山の気風
を興作すべし」の一編が近代登山

岳』の誌上あるいは登山家の著作
よって表現する芸術家たちの萌芽
を飾った絵画も多く、その原画を
をも生んだ。
新たにもたらされた西
一度に観賞できたのは、またとな
洋画を学び、Ｊ・ラスキンの『近代
い機会であった。
大下藤次郎の
「西
画家論』
などに影響を受けて、山岳
山峠」は烏水の著『日本アルプス』
風景の美を近代画法で描く画家た
中に挿画があり、
中村清太郎の
「黒
ちが輩出した。
この歴史的な山岳風
部五郎岳」
は、
かつて画伯が白馬岳
景画の流れを十分に見据えた今回
の発見された風景美「遥かなる山」 から望んで魅せられ、愛した山容
を後年に描いたものという。本展
展は明治から大正、昭和 年代ま
を鑑賞して、山岳美への情熱を込
でにおける個性豊かな 人の画家
の手になる油彩、水彩に、また版画、 めた画家の心情にまで寄り添える
ことができた想いであった。
屏風絵等１２０点の作品を一堂に
集めた。稀有な作品もあり、
誠に得
がたい企画が実現したものと思う。
山岳画家・犬塚 勉のこと
作品は大下藤次郎、
丸山晩霞、
中
村清太郎、茨木猪之吉といった近
田中純夫
代山岳界初頭の画家および以降の
山岳風景画家の名品が並ぶが、山

犬塚勉についてはご存じの方も
多いだろう。２００９年にＮＨＫの

「日曜美術館」で全国に紹介され、
多くの反響を呼んでいる。山岳を
題材とした彼の絵画を最初に観た

ときの衝撃は忘れられない。描か
れた森林や縦走路、そして渓谷な
どの放ってくる自然の奥深くに潜
む霊気といったものが観る者の胸
に深く突き刺さってくるのだ。とっ
さに涅槃経の
「一切衆生、
悉有仏性」
という言葉を思い出してしまった。

口県立美術館では丸山晩霞の「白
馬三山」
を、
松本市美術館では吉田
博の
「槍ヶ岳」
をイメージとして掲
げ、強烈な印象を与えていた。こ
とに
「槍ヶ岳」
は、本年巡回展とな
の
った
「生誕１４０年 吉田博展」
全２７０数点にも見られなかった
作品であり、一連の個人蔵ととも
に感激ひとしおであった。
日本山岳会が産声を上げたころ
は、写真技術がまだ一般に普及し

彼は１９４９年、神奈川県川崎

かせ、乗鞍岳より槍ヶ岳を望見し
たことにより、やや無謀ともいえ
る槍ヶ岳登山を敢行させ、結果的
にＷ・ウェストンとの出会いにつ
ながり、山岳会の創立に至ったこ
とは言をまたないところである。

ていなかったこともあって、
『山
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46

この流れの一方、山岳美を絵画に

の幕開けを告げ、小島烏水を目覚
めさせた。境遇を同じくした岡野
金次郎とともに山岳憧憬の目を開

（ 正確に言うと遡行記録が発表さ
ことです。
れていない沢）はたくさん残って
今回調査した沢流は梓川下流の
いる、というのが長年文献研究を
左岸支流、
島々谷、
烏川、乳川谷、中
した私の実感です。
房川右岸支流、篭川谷、大 所川、小
滝川、
青海川です。中でもあれほど
広い面積の島々谷に、
あれほどわず
山の絵礼讃 発見された
かしか遡行記録がないというのは
風景美「遥かなる山」展に
本当に驚きでした。
また、あの懐深
想う
い大所川本流に至っては中流から
小原茂延
源流まで完遡した記録がない、とい
制定記念として、
実施の
うのも信じがたい気がするのです。 「山の日」
前回の上信越国境に比べても、 年に合わせ山口県立美術館と長野
県松本市美術館のコラボレーショ
はるかに遡行記録密度は低いので
ンによる絵画展
「遥かなる山」
展が
す。高峻山岳北アルプスのお膝元
じ ぎ
開催されたのは、誠に時宜を得た
の東面の沢で、遡行記録の密度が
ものである。
これほど低いとは全く予想外のこ
とでした。
かつて市川学園山岳部ＯＢ会の
坂本知忠は白神山地のまとまった
最初のレポートを『山岳』 年号（１
73

９７８年 月）に発表しました（な
12

お、最初の単行本は現代旅行社刊の
です）
。
『本州最後の秘境 白神山地』
今回の調査結果は、白神山地の
未登性発見に次ぐ大きな発見であ
ったような気がします。
そのような訳で、興味のある方
は図書室に立ち寄って一瞥いただ
ければ幸いかと思います。
沢登りに関しては未遡行の沢
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源頭への遡行のなかで、幽かな合
図を読めた仏性の内へと彼は帰入
していったのだろうか。
先般大学の講義で「山と死」とい
うテーマで犬塚勉を取り上げた。
単
なる遭難問題ではなく、実存的な
問いとしての死と、登山という人間
の企投的営み。
そして犬塚を掘り下
げるための対称軸として、
勝手なが
ら山野井泰史氏を置いた。山野井
氏の『アルピニズムと死』は大変な
反響を呼んでいる。
両者は基底にお
いて通ずるところは多いが、しかし
山野井氏はやはり冒険家という分
類になってしまう。もう紙幅がない

かす

市に生まれ、東京学芸大学の大学
院を修了、美術の教師となる。登
山に打ち込むとともに山岳を題材
とした絵画を数多く発表。１９８
８年、谷川連峰・赤谷川本谷から
平標山へ向かう途中、悪天候のた
め遭難、エビス大黒ノ頭にて力尽
き永眠。享年 であった。
彼は沢の遡行のなかで展開され
るヤブ、滝、草付、源流部、頂上
稜線、そして草原といった行動の
変化のなかに求道的、修行的な仏
教的体験を重ね合わせている。
以下は彼が書き残したメモから。
「自然の霊気がねらいである。
仏像
などがそうであるが超自然的なる
が、犬塚勉が山と生と死を巡ってお
のれの絵画表現のなかに結晶させ
たものに共感するアルピニストは

た大いなる自然のほんの一部にし
か過ぎないのだから。犬塚の絵の中
には、山に登ることの意味を求めて
根源（源頭）へと遡った果ての答の
ぼのめ
ひとつへの予感が幽かに仄いてい
るように思えるのだが。
犬塚勉の作品は奥多摩町「せせ
らぎの里美術館」
で毎年、
常設展示
されている由。

動

報

告

手前のキャスター付き木箱にシュラーギントワイト図版が収納されている

活
図書委員会 

会会員の寄贈図書、遠征写真や図
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小谷コレクション―信州大
学付属中央図書館―の閲覧
図書委員会有志で８月 日に、
信州大学中央図書館
（松本市）
に所
蔵されている小谷コレクションを
閲覧した。故・小谷隆一氏は、若
いころから山岳書の収集に熱心だ
ったが、小林義正氏の旧蔵書を入

８０００点を寄贈し、信州大学は
特別室を設けて、整理、所蔵して
いる。爾来、同図書館は、市や博

手してからは、コレクションにい
っそう熱を入れて、内外の山岳関
連書収集に一生を捧げたといって
いいだろう。国内新刊書や古書は
もとより、英国、フランスなどの
古書店から情報を集め、オークシ

物館と提携して、このコレクショ
ンの展示公開や講演会活動を続け
ていて、さすが
「岳都」
の大学図書

る信州大学
（旧制松本高校）
に、全

谷氏の著書
『やまなみ帖』
（茗溪堂、 館の活動は活発だ。折しも、入り
１９８１年）
に詳しい。
口のロビーで「次代につなぐ山岳
同氏は、２００３年に母校であ
図書」
と題して、
信州大学学士山岳

ョンに参加して、
世界的な
「小谷コ
レクション」
にした。
この経緯やコ
レクターの苦心と歓喜ぶりは、小

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

自身を覚醒させるもの」
等々。沢の

ものの視覚化されたもの」
「登山に
興味を持った、大自然の奥ふところ
に体一つで入ってゆくことのよろ

多いことと思う。それはアルピニス
トは自然の対峙者ではなく、
彼もま

会い」
「自然と同化してしまおう」

ベルまで自然に還るのだ」
「厳しい
登山者にのみ許された風景との出

のは奇跡に近い。人生を、
自分をす
てなければ本質的な成長はない」
「もっと自然に還るのだ。宗教的レ

こびを知った……これは絵を描く
ためである。
本物の絵を描くためで
ある」
「そもそも生きてあるという

３８

「私が見たかったのは、人が生き、か
つ死に得る決定的な視覚体験、私

18
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ンジ色の牛革装表紙に彫られた氷
壁でアックスを振るうクライマー
２人の金箔押しは、１６０年を経
ているとは思えない生々しい美し
さだ。ヴィクトリア朝のアルプス
登攀最盛期の記録にあふれ、書評

５６～ ）から２０１２年号まで
揃っている。創刊号の鮮やかなエ
５７

て、
見ごたえがあった。
美術館を出
たら涼しい夕風が吹き始めていた。
ウェブサイトは信州大学附属図書
館で検索。閲覧の申込みはＥメー
ルまたは電話０２６３ ３７ ２
（松澤節夫）
１７２へ。 

帰途、松本市美術館で開催中の
山の日制定記念
「遙かなる山」
展を
観た。なかなかの名品を集めてい

るものではない。再訪を期して図
書館を辞した。時間をかけてゆっ
くりと閲覧をお薦めしたい。

書館職員の山岳写真が展示され、 が現在とほぼ同じであるのも興味
深いことだった。内外の豪華本や
「小谷コレクション」
の一部も飾ら
稀覯本を忙しく観ていくが、小林
れていて、コンパクトだが質の高
義正氏の旧
「高嶺文庫」
蔵書印と並
い展示だった。
んで
「小谷文庫」
印が押されていた
さて、肝心の「小谷コレクショ
り、小谷氏が書き込みをした跡も
ン」は２階のゆったりとした特別
あったりして、コレクションの歴
室に書架とガラスケースに整然と
史を感じる。マロリーの自筆書簡
並べられている。検索システムも
が添えられた本など、収集家のマ
完備している。我が山岳会も自慢
のシュラーギントワイト図版は、 ニア的な一面も想像する。古地図
も 広 げ て 観 る こ と が で き る し、
金箔の装飾文様が散りばめられた
豪華な赤い革装のケースに納めら 『秋山紀行』の挿絵の色は美しく、
一同は思わず読み耽ってしまった。
れて、さらに堅固な木製箱に格納
されて入り口近くに鎮座している。 保存状態が良好な蔵書が多いのも
コレクション担当の折井匡氏は、 特徴かもしれない。コレクターの
熱意に圧倒されつつ、次々と観て
自由に手に取って観るよう取りは
いくが、膨大な種類と量は見切れ
からってくださった。山書好きに
は、感嘆とため息の出っ放しの名

や装備研究などの内容構成と版型

著や古典書の山である。
たとえば英国山岳会の『アルパ
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イン・ジャーナル』
は創刊号
（１８

山

山行委員会 

北ア・餓鬼岳～黒部五郎岳
縦走に参加して

今回の北アルプス縦走は、４月
に入会して初めての山行委員会主
催山行への参加でした。前泊・後
泊含めて６泊７日という長い日程
も初めてで、人生最大の挑戦とも
思える今回の山行で、自分が何を
思い、
どう過ごせるのか、
とても不
安であり楽しみでもありました。
初日にホテルで一同顔を合わせ、
ベテランの方々ばかりで圧倒され
ましたが、和やかな雰囲気に、少
し安心しました。台風の影響もあ
り天候が心配でしたが、予報に反
して最終日までは好天に恵まれ、
青空の下、北アルプスの大パノラ
マを楽しみながら、白沢登山口か
ら大凪山・餓鬼岳・燕岳・西岳・
槍ヶ岳の山頂を踏むことができま
した。槍の穂先には、嬉しくて２
回も登ってしまいました。最終日
はドシャ降りのなか、槍沢経由で
上高地へと降りました。とても充
実した、とても良い経験となった
５日間でした。
初日以外は、様々な事情から行
程が変更となりました。黒部五郎
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山行計画を立て、そのとおりに
実施されれば問題ないのですが、
グループ登山で大切なのは「仲間

岳は、残念ながら未登となってし
まいました。最初は、悶々とする
思いがありました。また、リーダ
ーが
「遅れていますが、
急ぎません
よ」とニコニコと仰るのがなかな
か理解できませんでした。

になりなさい」とのお言葉をいた
だき、Ｎさん目指していきたいと
思いました。
山行は、
そこに集まっ

ました。
だから、
皆さんと一緒に行
ける所まで行けたことがとても嬉
しかったのです。Ｔさんの仰って
いた
「また来ればいいよ」
のひと言
が、
とても腑に落ちました。
「安全
に皆で」
これができたから、
今回の
山行は予定の行程どおりではなか
ったのですが、楽しくかけがえの
ないものになったのだと思います。
最終日は温泉泊まり。
私は、
５日
ぶりのお風呂で雨に濡れた身体を
温め、なんとも言えない充実感に
包まれました。
そのなかで、
ご自身
の入浴は後回しに、全員の靴の中
敷きを外し、新聞紙を入れて下さ
ったＩさん。
感激しました。
私もこ
ういうことに気づける人になりた
いと思いました。大先輩のＮさん
から、「マナーの良い、立派な山女

とともに行く」ということだと気
づきました。このことに気付かさ
れたことが、今回私の最大の勉強

た人たちで作り上げるのだと痛感
しました。素敵な仲間がいて山が
ある限り、
私の冒険は続きます。
（東京多摩支部 中原三佐代）

剱岳・早月尾根
ＪＡＣ山行委員会企画の剱岳登

山に北海道から参加した。馬場島
に前泊し、早月小屋２泊の予定だ。
９月３日㈯、新幹線の黒部宇奈
月温泉駅で関東からの７名と北海
道からの２名が合流し、富山地方
鉄道に乗換えて上市駅へ。車窓か
ら見えるはずの剱は雲の中だった。
上市駅よりジャンボタクシーで馬
場島へ。車道と並行して流れる白
萩川の水の青さが目に止まった。
： 馬場島荘着。長野からの１
名と合流。美味しい夕食をいただ
き、明日に備えて ： 就寝。
９月４日㈰６： 、
登山口発。合
同慰霊碑に手を合わせ、剱岳まで
７㎞、標高差２２００ｍの登りを
スタートした。重い荷物、長い急
登に苦戦し、何度も足が攣って迷
30 20

00

惑をかけた。同行の３名とともに
早月小屋到着は先行隊より 分遅
れの ： となる。本当に大変な

16

登りだった。
外のベンチで昼食。
下
山予定の６日は、台風接近で芳し
くない、という小屋のご主人の情
報により予定を変更。明日は山頂
を目指したのち、一気に馬場島ま
で下ることが決まった。夕食まで
のゆったりとした時間、外の激し
い雷雨をよそに、つまみを囲んで
の山談義は愉快だった。

９月５日㈪、富山平野の街明り
が優しく広がる。 ： 、ヘッドラ
ンプを頼りに出発。朝焼けのころ、
木や岩を手でつかみながらの登り
が所々に現われ始める。まぶしい太
陽が顔を出したが、
尾根の北西面で
は岩山に遮られて日陰となり涼し
く、いっぽう南東面では立山側から
ひんやりとした気持ちの良い風が
吹き、
とても快適な登りとなる。烏
帽子岩から獅子頭、カニのハサミを
越える。ミクリガ池の湯煙、どっし
りとした薬師岳、遠くは富士山な

30

どが次々と姿を現わし、８： 、山
頂に飛び出すと３６０度の大展望。
山座同定、
写真撮影であっという間
に滞在時間の 分が過ぎた。早月
小屋 ： 発。谷からガスがわき上
がる中、慎重に下る。標高１４００

55

15

ｍ付近から雷を伴う本降りの雨と
なったが、登頂の余韻からか楽しさ
さえ感じた。 ： 登山口着。充実

11

の１日となった。
９月６日㈫７： 、予定より随
分早い上市駅での解散。冒険とも
思えた早月尾根からの剱岳登頂。
チャンスを与えてくださった方々、
お世話になった皆さんに感謝しま
す。静かな剱を味わえた、心に残
（谷口美咲）

る山旅だった。 

30
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4

10

30

白沢・魚止ノ滝付近を行くメンバー

でした。私は今回の山行を通じて、
参加された仲間の皆さんが大好き
になりました。お一人ずつに感謝
の念で一杯です。
山経験の少ない私
は、色々なことを教えていただき

20

20

16

10

12
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会津・御前ヶ岳、志津倉山
に参加して

は天下一品らしい。残念ながら紅
葉には早かったが、スラブの上部
まで全容を見ることができた。
猫鳴岩下に沿う登山道は崩壊し
隠れていた。大沢を離れ石楠花尾
根の急登に入る。露岩に設置の鎖、
ロープを使い、ぐいぐい体を引き
上げる。岩っぽいやせ尾根を濡れ
た岩、木の根に注意をして健脚ぞ
ろいの皆さん難なく通過する。間
もなくゴヨウマツの古木が立つ三
本松に到着。目の前に屏風岩が現
われ、足元はすぱっと切れ落ちて
いた。休憩後、緩やかなブナの原
生林を進むと稜線のブナ平で、左
に行くと地形図の志津倉山本峰が

あるが、道はヤブに阻まれ見えな
い。右へはっきりした登山道に導
かれ、待望の志津倉山に立つこと

も暑さが続き、紅葉はまだ早かった。
平坦な道から間もなく山頂に着
く。曇り空ながら山頂北側から博
士山、明日登る志津倉山、磐梯山
を望めた。休憩後、三角点前で集
合写真を撮り、元来た道を下山し
た。下山後、会津宮下駅に近い今
晩の山宿
「宮下温泉ふるさと荘」
で、
冷えた体にちょうど良い湯加減の
源泉かけ流しの温泉に浸かること
ができありがたい。食事も美味し
く、宴会での山談義に皆さん懇親
を深めることができた。
２日目は早い朝食を済ませ、６
時過ぎに宿を出る。空模様は曇り
で、念のため雨具を着用。志津倉
山の巨大なスラブの雨乞岩を見る
のが楽しみ。登山口から安全祈願
の志津倉の鐘を鳴らし、沢沿いに

ができた。
晴れていれば御神楽、
飯
豊、那須、田代帝釈、七ヶ岳など
が見えるはずだが、残念ながら霧

奥、畑小屋御前ヶ岳登山口に着く。
あいにく天気は曇り模様。登山口
には御前ヶ岳の伝説を紹介した案
内表示板がある。山名から何か由
緒ある山ではと思ったが、案内に
は治承の乱で平家討伐の挙に敗れ、
高倉宮以仁王の妃・紅梅御前が追
っ手を逃れ隠れ住んだ山、との伝
説が明記されていた。山深いから
こその落人伝説。
登山口から沢を渡り、
１軒の人家
の前から登山道へ。雨の降った草の
茂る道からアカマツ、ナラ、シラカ
バの林を行くと、回遊ルートの分岐
に出る。左、山の神ルートは現在登
山道が崩壊し、廃道になっていると
の説明がリーダーからある。したが
って右、御前ルートをピストンする
ことに。
緩やかな道を行くと標高９

進む。
「クマ出没」
と、この時期に
活発に動く
「スズメバチ注意」
の大
きな看板を見る。リーダーからク

雨で視界不良だった。
下山は細ヒドコースをとるが、

10

御前ヶ岳と志津倉山は気になる
山で、過去に何回か計画したのだ
が機会がなく、山行委員会の計画
に参加した。志津倉山の最寄り駅
会津宮下駅へは１日６本の只見線
で行き、駅からバスもなく交通不
便な立地。御前ヶ岳も人里離れた
大変不便な所。今回のように、入
山しにくい山域のチャーターバス
山行はありがたい。
バスは新宿を７時過ぎに出発し
途中休憩、昼食を済ませ２万５０
００分の１地形図
「大芦集落」
の最

００ｍ付近にはミズナラの大木が
目立つ。
直登するような急な岩場が
現われ、這いつくばるようにトラロ

大辺峠への分岐はヤブで分からな

かった。
間もなく急降下に入り、
糸
滝を過ぎても本格的な気の抜けな

マ除け鈴を着けるよう指示を受け
る。見通しの悪い霧雨にけぶる林
挨拶を送る。間もなく回遊コース
の細ヒドコースとの分岐を過ぎる

い急な下りである。ロープ、岩に

道を笛を吹き鳴らし、山おやじに
梅御前桜木姫お住いの跡」との案
内表示が。
よくも姫様がお登りにな

と、巨大な滑り台
「雨乞岩」
の一枚

設置した珍しい
「コ」
の字状のアン
カーを埋め込む階段を 段ほど慎

事通過。しばらくして平坦地に
「紅

ったものか。参加者から美味しいリ

岩を望めた。幾筋もの流れは白糸
を見るようで、ここから望む紅葉

ープ、
木の根につかまり、
ぬれた岩
に細心の注意を払いつつ皆さん無

ンゴを全員にいただき小休止。周辺
のブナ林やカエデは、 月に入って

30

858−２０16・11・２０（第三種郵便物認可）
山

御前ヶ岳の岩場を行く

45

だより

重に下る。道は緩やかになり、す
り、久しぶりに山の歌を合唱した。
べてがブナ林のブナ平に。
途中、
落
２日目は食事６時半、宿を７時
ち葉に埋もれ、道が確認できなか
分出発。８時 分、
駐車場着。荒
ったがリーダーの先導により通過
船不動尊で本日の無事を祈願して
し、登りの大沢コースに合流する。
登山開始。昨日とは違って歩きや
各所の急峻な要注意箇所ではリ
すい道。
星尾峠を９時通過。
しばら
ーダーからの適切なアドバイスに
くすると雨。天気予報では降水確
より、参加の皆さんは安全にバス
率少なかったのに？ と思いつつ
の待つ登山口に着くことができた。
雨具を着る。
山頂分岐９時半。
行塚
道標をクマがかじった跡を多く見
山に向かうと突然、霜柱が降って
たが、実物には遭遇せず、ほかの
きた。初めての経験だったのでびっ
登山者にも会わず、静かな静かな、
くりした。
枯枝には霧氷。
霧氷が落
登り甲斐のある奥会津の山行だっ
ちてきたかと思ったら、霜柱が上か
た。
（柴山 武） に出会い、 時 分、四ツ又山頂
ら落ちてきたとか？ 霧氷も今年

上８９９・５ｍの三等三角点に着
は初めてで感動した。
荒船山で一番高い行塚山（１４
西上州・四ツ又山、鹿岳、 く。先客が２人。６名でやっとの
広さで場所を譲っていただき昼食。 ２３ｍ）
の三等三角点９時 分着。
荒船山山行
マメガタ峠を過ぎ、直登、岩、や
せ尾根、梯子等々で息もできない

支部

信濃支部

名残惜しい霜柱を後にしてトモ岩
へ向かう。遠方から見ても平坦な
登山道を２㎞歩くと 時 分に着
く。絶壁で今年も落ちた人がいる
ので注意を、と言われた。北海道
から参加された方が、休みの度に
地元の名物を差し出され、ここで
もご馳走様でした。紅葉は見頃で、
赤・黄・緑のコントラストが綺麗。
帰りは相沢登山口を目指すが、
木の階段が長く続き、ぬれた枯葉
で滑る道を慎重に下った。タクシ
ーで荒船の湯に。下仁田ネギやコ
ンニャクの重いお土産を買い込み、
西上州のマッターホルン・小沢岳
を眺めながら下仁田駅に着いた。
（前 美智子）

10

ック４支部交流会は、 月１日㈯、
２日㈰の両日、信濃支部主管によ
り長野県木曽町で開催された。一
昨年９月 日、突然の噴火で 名
もの死者、行方不明者を出した御

63

10

第６回 中部ブロック
４支部交流会

20

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。

10

20

今年で第６回を迎えた中部ブロ

27

紅葉の時期に、４つの鋸の歯の

14

11

50

四ツ又山での記念撮影。後方は鹿岳

ピークを持つ四ツ又山、ラクダの
ほどゆとりのない所を過ぎ、 時
分、１人がやっと立てる鹿岳一
背のような鹿岳、日本二百名山の
ノ岳着。快晴に恵まれ、奇岩の妙
荒船山に登り、岩場のスリルと展
義山、
雄大な浅間山、
明日の荒船山
望を楽しむ山行に参加した。
とひなびた山村風景に見とれる。
上信電鉄の下仁田駅に向かう車
二ノ岳は時間の都合で断念。下り
内で、数見リーダーが参加者の紹
も急下降で休む場所もなく、ナメ
介をした。タクシーに乗り大久保
登山口まで。天狗峠あたりでは、 沢に着いてゆっくりとお茶タイム。
大久保登山口からはタクシーで静
木々の隙間より遠方の紅葉に太陽
かな民宿おかしらへ着く。夕食は
が当たり綺麗だった。四ツ又山の
（すいとん汁）で温ま
４つのピークではそれぞれの神像 「おつみっこ」
30
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嶽山火山災害から２年。この悲惨
な災害を風化させないため、また
御嶽山の現状を正しく理解するた
め、いまだ深刻な風評被害が残る
木曽であえて開催しようというも
のだった。越後、山梨、静岡、信
濃の４支部から合わせて 名の会
員が参加した。
１日は、
「御嶽山と共に」
と題し
た公開講演会を木曽町福島の木曽
郡民会館で開催。会員のほか地域
住民や行政の職員なども出席した。
信州大学の竹下欣宏准教授による
「 火山の恵みと災害～御嶽山２０
１４年噴火に学ぶ」
の講演では、
御
嶽山の成り立ちや今回の噴火の特
徴のほか、マグマの形成など意外
68

八合目・女人堂での献花

勤務医である。日本人として初め
て国際山岳医の資格を取得し、北
海道警の山岳遭難救助アドバイザ

くなっている日本人登山者を助け
たが、
その対応が正しかったか自信
が持てず、
山での医療についてもっ
と勉強しようと思ったのが目指す
きっかけ。
「起きた遭難に駆けつけ
るより、まず遭難を減らすこと」
を
心がけるという。そんな意味でも
本書は、医師の立場から書かれた、
山岳遭難防止の入門書といえる。

山 岳 で の 三 大 死 因 は、
「外傷」
「心臓突然死」
「寒冷障害（低体温
症・雪崩埋没）
」
だという。滑落や

ーも務める。
転落による
「外傷」
は、トレーニン
国際山岳医とは、山で起こり得
グによって体力とスキルのアップ
る病気の予防と治療ができるほか、 を図ることで、危険を回避するこ

とも可能だ。
「心臓突然死」
は、脱
水やカロリー不足、寝不足や体調
不良、心配ごとなどの精神的スト
レスが原因で起こり、事前の心臓

検診が大切。「寒冷障害」
は、
冬の山
に思われがちだが、実は夏の発生
が多く、
春や秋にも見られる。
「食
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と知らない火山の基礎についても
講演いただいた。続いて、地元木
曽町役場消防防災課から「噴火後
の木曽町の取り組み」
として、
登山
者に向けての火山情報の伝達シス
テムや山小屋の防災対策などにつ
いて解説がなされた。
講演会終了後は、盛大に交流会
が催され、地元木曽町の木曽踊り
大城和恵著
保存会から正調木曽節が披露され、 登山外来へようこそ
踊りの指導も行なわれるなど、木
曽の夜を満喫し交流を深めた。
２日は、九合目上部までの登山
が解禁されている御嶽山へ交流登
山。前日講演いただいた竹下准教
書題からわかるとおり、著者は
授も同行、現場での地質の解説な
医師、北海道・大野病院に勤める
ども行なわれた。また、八合目・
女人堂では、鎮魂のため献花を行
ない、遭難者の冥福を祈った。
今年の秋は、不順な天候が続い
ていたが、この日ばかりは登山日
和となり、盛りの紅葉を楽しめた
のは、本当に幸運というほかはな
かった。全員無事下山したのを確

遭難者を助けることのできる知識
やスキル、また、山岳救助関係者
とともに活動できるサバイバルや
レスキューに関する十分な知識、
の一助になれば幸いだ。
体力をも求められる。
次回は来年５月、山梨支部主管
ネパール・トレッキングに行った
により、笛吹川で開催の予定。           
（米倉逸生） 際に、高山病と脱水症で具合が悪

認し、交流会を閉じる。この登山
が、御嶽山への登山者の呼び戻し

2016年8月
角川新書
新書判 200㌻
920円＋税

べる」
「
（風や雨、雪からの）
隔離」
本書の著者は、
北八ヶ岳
「黒百合
小屋の増設、
エコトイレの設置、
チ
「保温」
「加温」が防止のキーワー
ヒュッテ」の二代目オーナーであ
ェンバロを荷揚げしての音楽会開
ドとなる。
る。この小屋は、今から 年前に
催などのご苦労が淡々と述べられ
また、著者は２０１３年に三浦
著者の母君である米川つねのさん
ている。そして、 年前に息子さ
雄一郎氏が 歳でエベレスト登頂
が造ったものである。本書の前４
んに小屋の経営を委ねて以降は、
に成功した際、チームドクターと
分の１では、つねのさんの生い立
山を下りても、
「蓼科・八ヶ岳国際
して６５００ｍ地点まで同行して
ちから小屋を造るに至った経緯が
自然学校」
理事長や
「八ヶ岳スーパ
いる。同氏の登頂成功は、
「平地の
記されている。林業の仕事を生業
ートレイルクラブ」理事長などの
半分のスピード、ゆっくり標高を
としていた著者の父親（昭和 年
要職を務め活躍している様子が記
は生前、
口癖のよう
に 歳で死去）
あげてゆく余裕のあるスケジュー
されている。そして、黒百合平の
に、
「 八ヶ岳の黒百合平はよい所
ル」
と、
「 分ごとの十分な水分補
四季や自然保護の大切さを山小屋
いつか別荘を建てたい」
と言っ
給」
が大きな要因となったという。 だ、
管理人の視点で書き記している。
ていたそうだ。
「今日、死ぬ必要はないから、登
さらに後半では、山に関わる関係
父親の死後、苦労を重ねるなか
るのはやめて帰ろう」
、
冒頭に書か
者はもとより著名な作詞家など、
で、つねのさんはご主人の遺志を
れた吹雪の中でのパートナーの迷
著者を取り巻く仲間との交流録は
わぬ決断だ。当たり前のことだが、 継いで黒百合平に別荘ではなく、 読んでいてとても楽しくなる。
山小屋を建設することを決意する。
生きてさえいれば、また山には挑
本書のもうひとつの特徴は、写
当然周囲の反対に遭ったが、その
戦できる。医師の立場から書かれ
真が一枚も掲載されず、表紙を含
並々ならぬ熱意で賛同者を増やし、 めて各章の最初には、著者の描い
た山岳遭難防止の知恵書、特に初
行政の許可も取って、昭和 年に
た水彩画が飾られていることであ
建設に取り組み、翌年から営業を
る。この画や無類に好んだお酒の
心者の方にお勧めしたい。
（木根康行）



米川正利著

母がつくった山小屋

60

28

57

い。初めての冬期営業
（越冬生活）
、

う心の葛藤と小屋を引き継ぐ決断
までの経緯が記されていて興味深

の先見性と行動力には、ただただ
敬服するのみである。
成人前からの著者の山に向き合

開始した。終戦からそれほど経っ
ていないこの時期に、女手一人で
営業小屋を始めようと決意したそ

30

話など書全体を通して著者の人柄
が滲み出ている感があり、以前に

10

山と溪谷社から出版された２冊
（
『山小屋物語 北八ガ岳黒百合ヒ
ュッテ』
と
『ほろ酔い黒百合』
）
と併
せて読むことをお勧めしたい。
で
本書は、山と溪谷社と amazon
購入することができる。
（森 武昭）
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80

30

黒百合ヒュッテ 六 十 年
2016年9月
山と溪谷社
四六判 103㌻
1600円＋税
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図書受入報告
（2016年9～10月）
著

者

書

名

頁／サイズ

上高地自然史研究会（編）上高地の自然誌：地形の変化と河畔林の動態・保全

発

行

者

発行年 寄贈／購入別

189p／21cm 東海大学出版部 2016 編者寄贈

井上達男（編著）

山と人 第21号（神戸大学山岳部 100周年記念 特別号） 109p／30cm 神戸大学山岳会 2016 発行者寄贈

宮本数男

ふるさと福井の山

213p／21cm エクシート

2016 著者寄贈

内田嘉弘・竹内康之（編著） 京都府山岳総覧：京都府339山案内

254p／21cm ナカニシヤ出版

2016 出版社寄贈

菊地俊朗・三井嘉雄（監修） ウェストンが残したクライマーズブック

163p／21cm 信濃毎日新聞社 2016 松本市山岳観光課寄贈

風間嘉隆

151p／20cm 白山書房

北岳：80歳の新雪

Ｊ.ハント
（著）吉田薫（訳）エベレスト初登頂（新訳）
：The Ascent of Everest 363p／20cm エイアンドエフ
小澤観一

「山」
わが道をゆく  

2016 出版社寄贈
2016 出版社寄贈

188p／21cm 小澤観一（私家版）2016 著者寄贈

小川さゆり

御嶽山噴火 生還者の証言（ヤマケイ新書） 254p／17cm 山と溪谷社

2016 出版社寄贈

内田榮一

関東一円 古城址ハイキング

2016 出版社寄贈

志水哲也

果てしなき山稜：襟裳岬から宗谷岬へ（ヤマケイ文庫） 374p／15cm 山と溪谷社

2016 出版社寄贈

工藤隆雄

マタギ奇談

191p／19cm 山と溪谷社

2016 出版社寄贈

303p／19cm 山と溪谷社

2016 出版社寄贈

27cm 山と溪谷社

2016 根本哲生氏寄贈

287p／19cm 山と溪谷社

2016 出版社寄贈

252p／21cm 新ハイキング社

富山県警察山岳警備隊（編）富山県警レスキュー最前線
根本達久

空から見た日本の名峰  ：根本達久写真集

工藤隆雄

新編 山小屋主人の炉端話

若菜晃子（編）

mürren（Vol.19, 2016 July）  ：Hitoshi & Rebuffat

宮家準

修験道と児島五流  ：その背景と研究

佐藤勉（編著）

北アルプス東面の沢  ：文献研究・未登の沢 2

米山悟

冒険登山のすすめ  （ちくまプリマー新書 No.264） 203p／18cm 筑摩書房

高澤光雄

随筆集

Sthapit, Chandra Kumar

Nepal Postage Stamps Catalogue 1881 - 2015 130p／24cm Deepak Manandhar 2016 平野嘉彦氏寄贈

平成 年度第６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・大久保・
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、平井監事
28

20 28

2016 出版社寄贈

会

40 10
12

10

19

28

ＨＡＴ Ｊより要請のあった「山
の日」記念植樹の共催について審
反対なしで承
議した。
（賛成 名、
認）
３・平成 年度会長特別表彰につ
いて
平成 年度会長特別表彰候補者
反
について審議した。
（賛成 名、
対なしで承認）

15

2013 著者寄贈

53p／26cm 市川学園山岳OB会Ⅱ 2016 編者寄贈

務

00

【協議事項】
１・名誉会員の推薦について
平成 年度名誉会員候補者の推
薦について協議した。
（小林）

【報告事項】
１・９月受付分の入会希望者 名
について入会承認を行なったとの
報告があった。
（小林）
２・第４回アジア・太平洋登山医
学会、第 回日本登山医学会合同
学術集会の後援依頼を承認した。

（野口）

37

【欠席者】
山賀理事、重廣監事
【オブザーバー】
節田会報編集人

【審議事項】
１・平成 年度秩父宮山岳賞の審
査について

秩父宮記念山岳賞審査委員会か
らの推薦を受けた候補者について
反対なしで
審議した。
（賛成 名、
承認）
２・日本山岳会とＨＡＴ Ｊの共
催による
「山の日」
記念植樹につい
て
14

2016 近藤和香氏寄贈

225p／18cm 北海道出版企画ｾﾝﾀｰ 2016 著者寄贈

山旅句

28

48p／18cm mürren編集部
485p／21cm 岩田書院

28

28

報

14

14

■ 17

告

２・北極圏 万２千キロと妻への
３・ＮＨＫプラネット名古屋支社
手紙」展 ９月９日㈮〜 月８日
からのウェストン画像の使用申請
㈫ 板橋区・植村冒険館
を承認した。
（神長）
３・
「 第 回ライチョウ会議長野
４・学生部２０１５年ネパール登
月 日㈯〜 日㈰ 大
山隊について会計報告があった。 大会」
町市文化会館大ホール
（吉川）
４・日・米・独オオカミフォーラ
５・平成 年支部合同会議におけ
る各支部からの意見について報告
ム２０１６横浜の開催
月 日
があった。
（佐藤）
㈭横浜市
６・事務局職員に関する規程を現
５・岩橋崇至作品展
「北アルプス」
行の法令に則して見直していると
９月 日㈫〜 月 日㈰ 千代
田区ＪＣⅠⅠフォトサロン
の報告があった。
（佐藤）
７・平成 年度第 回評議員懇談
会を 月７日㈪に開催するとの報 【今後の予定】
告があった。
（佐藤）
１・平成 年度第 回評議員懇談
会
月７日㈪ 時〜 集会室
８・平成 年度晩餐会の準備状況
２・支部長会議
月 日㈯ 時
について報告があった。
（佐藤）
分〜 京王プラザホテル
３・年次晩餐会
月３日㈯ 時
分
（受付開始）
京王プラザホテル
10

９・広報サイトの立ち上げと会員
サイト見直しの進捗状況について
報告があった。
（谷内）
・景信山メディカルハイキング

13
18
29

の 実 施 に つ い て 報 告 が あ っ た。
（野口）
・
「山」 月号の発行予定につい

12

2

て報告があった。
（神長）

31

19

29

【連絡事項】

10

４・次期理事会等
月 日㈪
月度常務理事会
時 分〜 集会室
月度理事会
月９日㈬ 時〜
集会室
５・事業計画・予算等
・平成 年 月７日㈬ 平成 年
度事業計画・予算
（提出依頼）
・平成 年１月 日㈰ 平成 年
度事業計画・予算
（提出期限）

12

11

15

・平成 年１月 日㈬ 平成 年
度事業報告・会計報告
（提出依頼）
・平成 年２月 日㈫ 平成 年
度事業報告
（提出期限）
・平成 年３月 日㈮ 平成 年
度会計報告
（提出期限）
・平成 年６月 日㈯ 平成 年
度通常総会（主婦会館 プラザエ
フ）
29

24

31

28

25

29

28

28

28

・
・

・ ・
・
・


３日

■ 18

29

会員異動
物故
箕岡三穂 （５７８８）
田部井淳子
（６３４９）
恩田善雄 （６６６６）
退会

４日
５日
６日
７日
日

日

総務委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
常務理事会 スケッチクラブ
図書委員会 山行委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
緑爽会
山岳研究所運営委員会 ア
ルパインスキークラブ ス
ケッチクラブ
理事会 休山会 山想倶楽
部
フォトクラブ 山岳地理ク
ラブ 九五会

10月

29

17 20 30

29

16 16 16

10 10 10

池戸誠二郎
（７５６０）
中田 勇 （８７１２） 埼玉
辻
斉 （１２１６９） 富山
青木 司 （１３３５２） 越後   
小林昌道 （１３３５３） 群馬
田中國興 （１４６２４） 東海   
種田郁太郎
（１４７２０）   

日

１１

27

10

11

16

30

3

10

2

1

15

17

12

10 17

28

27

11

28

29

１２

１３

30

30

11

１・富士山国有林におけるニホン
ジカの重点的な捕獲実施 ９月
日㈬〜２月 日㈮

21
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28

28

28

10

17

30

11

10

11

858−２０１6・11・２０（第三種郵便物認可）
山

858−２０16・11・２０（第三種郵便物認可）
山

58

in

日

13

N

28

O

13

日
日
日

日

■ 19

日

19

2016年
（平成28年）
11月20日発行
発行所 公益社団法人日本山岳会
〒102−0081
東京都千代田区四番町5-4
サンビューハイツ四番町
TEL 東京
（03）
3261-4433
FAX 東京
（03）
3261-4441
発行者 日本山岳会会長 小林政志
編集人 節田重節
E-メール：jac-kaiho@jac.or.jp
印 刷 株式会社 双陽社

日

18

日

日

日
日

総務委員会 資料映像委員
会
スキークラブ
青年部 三水会 つくも会
科学委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ みちのり山の会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 山
の自然学研究会
フォトクラブ ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
デジタルメディア委員会
緑爽会
支部事業委員会 麗山会
会
公益法人運営委員会 学生
会 山遊会
部
総務委員会
常務理事会
月来室者 ４４８名

❖編集後記❖
◦ 月は２つの大きなウォーキン
グ・イベントに招待されました。
鳥取県倉吉市では３日間の「ワー
ルド・トレイル・カンファレンス」
が、
石川県金沢市では
「ウォーキン
グ・グランド・フェスティバル
◆山岳救助隊員による講演会のご
◆
「田部井淳子さんを送る会」 献
金沢」
が４日間開催されました。
倉
案内
花のご案内
埼玉支部
吉では世界 ヶ国 のトレイルが

去る 月 日、本会会員であり、
埼玉県内で起きた遭難救助に従
参加、各国の現状を報告してくれ
世界初のエベレスト女性登頂者と
事されてきた隊員のお話を聞きま
ましたし、金沢では市内から里山
して知られる登山家・田部井淳子
す。熟練者だからこそもう一度初
まで、数千人がそれぞれウォーキ
さんが亡くなりました。田部井さ
心に還り耳を傾けてみませんか？
ングを楽しんでくれました。
んは、長年、山岳自然環境活動に
講演のテーマと内容：「どの山で
◦とりわけ金沢では、保育ならぬ
尽力され、東日本大震災では東北
も登山届を出そう。いざというと 「歩育」
活動を進めていました。幼
応援プロジェクト、
「 被災した東
きにあなたを救う 」 年度の遭
少期にしっかり歩かせることによ
北の高校生の富士登山」などで被
難事故例を基に、現在の登山者の
って、心身ともに健全な子どもに
災者の方を支援されてきました。 実態を分析。遭難事故をなくすに
育てるという考え方です。お子さ
そうした田部井さんへの惜別の思
はどうするかを考える。
んやお孫さんたち、未来のアルピ
いと感謝の気持ちをこめて、お別
講演者：飯田雅彦氏（埼玉県警山
ニストのために、どうぞ
「歩育」
と
（節 田重節）
れの会を開くことになりました。
岳救助隊副隊長）
「食育」
をお忘れなく。
会員の方にも献花していただき、 日時： 平成 年１月 日㈯ ‥
時 分～ 時
（受付 時）   
足跡をたどるビデオなども上映さ
れる予定です。なお、
お供物、
お花、 場所：仲町川鍋ビル ８階会議室
（ＪＲ大宮駅東口、徒歩５分）
参加費：５００円
申込み先：埼玉支部安全登山委員
会・宮川
miyachan-5go@
または携帯 	 
tbb.t-com.ne.jp
０９０ ２６４８ １９４７
16

お香典などは故人とご遺族の意向
もあって固くお断りいたします。
＊日時
月 日㈰ 時半～ 時
＊場所 昭和女子大グリーンホール
０９０ ２１４０ ３２２６（今
田）
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