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ことができた。そのときの経験が
なかったら、確実に今の私はない。
そこで今度は私がそのチャンス
を作りたいと思い、このプロジェ
クトを立ち上げた。幸いなことに、
組織が主体になって登山隊を組ま
なくても、個人が主体的に目的や
理念を決めて公募し、登山隊を組

ロールワリンの未踏峰へ

いる。これだけ情報が手に入りや
すい世の中で、情報がないという
ことほど贅沢なものはない。以前
に比べて装備や情報が発達し、政
治的にも行きやすくなっていると
はいえ、少しハードルが高い海外
登山。しかし、最初の一歩さえ踏
み出してしまえば、後は本人の努

花谷泰広

力次第で必ず未来は開けるものだ。

織できる時代になった。そしてや
るからには、よくある○○周年記
念行事などではなく、継続的に取

▶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

私の初めてのヒマラヤ登山は
歳のときだった。所属していた信
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り組むことで人の連鎖を作ってい
「ヒマラヤ・キャンプ２０１６」
きたいと考えた。
は、未踏峰ロールワリン・カン
（６
目標とする山の選定は、基本的
６６４ｍ）
に、
登山メンバー６名が
に私自身が行きたい山に、行きた
全員登頂するという、大成功で終
いなと思った仲間と登る、ある意
えることができた。この山を最初
味純粋な登山だ。初登頂、初登攀
にこの目で見たのが２０１４年だ
にこだわりたい。これは私自身が
った。一目惚れと言うべきだろう
プロジェクトを続けていく上での、 か。いつか必ず登りたいと思った。
大きなモチベーションにもなって 「ヒマラヤ・キャンプ２０１５」
で

ヒマラヤにあこがれ、挑戦したいと願っている若者たちに向けて、
そ の た め の 経 験 を 積 む 場 と し て の 受 け 皿 を 提 供 し、 ヒ マ ラ ヤ 登 山
の間口を広げたい、との思いから企図された花谷泰広さん（山岳ガ
イド）
の
「ヒマラヤ・キャンプ」
。昨年秋、参加した６名の若者たちが、
ロールワリンの未踏峰に全員初登頂することができた。
ヒマラヤ・キャンプの目的は、
ヒマラヤ登山の間口を広げること

次
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150 円
定価１部

若者たちにチ ャ ン ス を
ヒマラヤ・キ
ャンプに込めた私の思い

1月号（ No. 860 ）
州大学山岳部のＯＢ組織が、たま
たま私が入学した翌年にヒマラヤ
登山を計画していたのだ。当時の
私は体力には自信があったが、雪
山をワンシーズンしか経験してい
ない素人だった。ただ先輩方が与
えてくれたチャンスに飛びついた
だけだった。そして幸運なことに、
７０３５ｍの未踏峰に初登頂する
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2017 年（平成 ２9 年）

である。現在のヒマラヤ登山は二
極化している。ある程度経験を積
み上げた者たちによる登山か、い
わゆるガイド登山隊。この流れを
否定しようとは思わない。しかし、
以前の大学山岳部のような、経験
を積む場としての受け皿が少なく
なってしまったことに、私は危機
感を抱いている。

20
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な思いから、今回
は「 こ の 山 に 登
る！」ということ
を宣言してメン
バーを公募する
ことになった。
この山を確実
に登るために、昨
年は時間をかけ
て取り組むこと
ができなかった
チ ー ム・ ビ ル デ
ィングを、今年は
本番まで全部で
９回に及ぶ国内
合宿やミーティ

実に身に付いている技術でなけれ
ば役に立たない。
大切なことは
「今
持っているクライミング技術」
を、
より確実にすることだ。合宿では
彼らのロープワークなどを観察し、
修正すべき点だけ指摘するように
した。新しく学んだ技術は、クレ
バス・レスキューぐらいではない
だろうか。
最もメンバーに求めたことは、
歩行技術と生活技術に磨きをかけ
ることである。これらは登山技術
の要となる技術だが、とにかく地
味だ。しかし、山に入っている時
間が長ければ長いほど上達する、
ある意味ごまかすことができない
ものだ。つまりは、ヒマラヤへ行
くまでに、しっかりと登り込んで

合宿で意識させたことは、
「当
たり前のことを、ミスなく確実に
こなす」
ことだ。
今さら難しい技術
を覚えたところで、今回の登山で
はほとんど役に立たない。なぜな
ら、低酸素下で行動する高所登山

いたが、断念した経緯がある。日

山準備を整えて、９月 日にカト
マンズを離れた。ロールワリン地
方は、２０１５年の地震により大
きな被害を受けた地域の一つであ
る。２０１５年も当初の計画はロ
ールワリンからの入山を計画して

本の山岳団体からの支援によって
復興した学校などを巡りながら、
高所順応を意識していつもより少
しゆっくり進行させた。シーズン
最初で道の状態が悪く、当初の計
画よりもずいぶん手前にベースを
設営せざるを得なかったが、大き
なトラブルもなく 月５日に全員
そろってベースキャンプ入りがで
きた。広大なロールワリン氷河の
モレーンのど真ん中にポツンと現
れたベースは、まるでほかの星の
ような荒涼とした場所だった。
ベースキャンプの整備とレスト
を入れて、 月７日より早速偵察
を開始した。モレーン帯は複雑な

月 日より３泊４日での高所

10

11

おけということだ。

地形を、石積みをしながらルート
を定めていくが、途中から芸術的
な石積みをすることの方がメイン
になってしまった。

このときにあらゆる角度から山を
観察することができた。
ヒマラヤ・
キャンプで挑戦するには少し背伸
びし過ぎているようにも見えたが、
未踏峰がいつまでも残っている時
代ではない。指をくわえて見てい

では、
思考能力は確実に落ちる。
確

見定めることができた。この後し
ばらくは悪天が続くという予報が
あったが、天気の崩れは少なくて
ホッとした。例年よりもかなり遅
れて 月 日ごろにモンスーンが
明けたと思われる。

ングで養った。事
後の報告まで含
め る と、 ヒ マ ラ
ヤ・ キ ャ ン プ は

10

ちょうどパルチャモを登って下
６人全員で初登頂に成功
９月 日にカトマンズ現地集合。 山してきた日本チームにも話を聞
３日間でブリーフィングなどの登
くことができ、上部の状況をほぼ

10

全員が１年かけ
は、この山の近くにあるランダッ
て一つの目標に向かって過ごす時
ク峰とランシャール峰に登ったが、 間となる。

頂上稜線直下の6500m 付近を登攀中の角田隊員
（この写真のみ飯田祐一郎撮影。ほかは花谷撮影）

るよりも、行った方がいい。そん
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かったテンギラギタウの西壁を見
上げながら、徐々に大きくなるロ
ールワリン・カンに近付いて行っ

だけでなく、足元の石が崩れない
ように気を付ける必要があった。
２０１４年に挑もうとして叶わな

だ。初日でＣ１に入り、２日目は
６１００ｍにファイナル・キャン
プ
（Ｃ２）
を設営した。

態ではないが、天気にはかなわな
い。回復もそこそこに出発したが、
若いメンバーはさすがに元気そう

なった。順応で苦言を呈した私で
あったが、彼らのような回復力は
ない。レスト２日ではベストの状

頂上稜線を登る

順応と偵察に出た。私以外は誰も
ン・カンの懐に入って行く氷河は、 だったら、素直に雪壁をクライミ
ロールワリン・カンを見たことが
心配していたほど悪い状態ではな
ングした方が良さそうだ。４ピッ
ない。メンバーがどういった反応
く、ほぼ狙っていたラインで高度
チほど延ばしたところでいったん
を見せるのか、とても楽しみだっ
を稼ぐことができた。ここまで来
引き返し、向かって左手にあった
た。初日は標高５０００ｍ付近ま
ると、ロールワリン・カンはさら
雪壁を明日のルートとすることに
で。ベースから標高差３００ｍぐ
に大きくなって迫ってくる。しか
して装備をデポ。明日に備えるこ
らいだが、初めて泊まると息苦し
し、ペースが上がらない。初めて
とになった。
さを感じる。有名トレッキング・
の高度ということもあるだろうが、
月 日、朝５時半ごろにＣ２
ルートとは思えないルート状況で、 今年のメンバーにはもっと体力を
を出発。前日のトレースをたどっ
途中には際どいクライミングもあ
鍛えてほしかった。結局６０００
て壁の取付に向かう。絶好の登頂
った。
ｍにはわずかに届かなかった。さ
日和だ。クライミング・システム
２日目もゆっくりとしたペース
すがにこの不甲斐なさには苦言を
は、３人パーティが二つ並行して
で上を目指す。ペースの個人差が
呈するしかなかった。
登る形にした。広い壁だったので、
大きいので、各自のペースで進む。
高所順応を終えてベースに戻り、 このようなシステムが可能になっ
ほとんど人の行き来がないモレー
天気予報の関係で、レスト２日で
た。思いのほか雪の量が多く、い
ンで、ルート・ファインディング
サミット・プッシュに出ることに
くら掘ってもアンカーに耐え得る
しっかりとした氷が出てこないコ

た。５５５０ｍ付近にちょうどい
いスペースを見付け、全員で２時
間かけてゆっくりと整備し、Ｃ１

雪の状態が悪く、支点が構築しに
くいコンディションだった。これ

とした。さすがにここまで上がる
この日は花谷と飯田が先行して、
と酸素が薄い。ほとんど眠れない、 登頂ルートの偵察を行なった。最
苦しい夜を過ごした。
初はリッジ上のラインを選んだが、
３日目の目標は、標高６０００
ｍへのタッチだった。ロールワリ

10

19

ンディションは想定外だったが、
それでもなんとかあの手この手で
支点を作り、常にこの場所から下
降できるかを考えながら上を目指
した。こういうコンディションで
の支点作りは、経験がモノを言う。
今回は、私が作る支点をしっかり
と見て覚えてもらうことにした。
予定どおりお昼ごろに頂上稜線
に抜けた。事前に地形図や Google
で判断していたとおり、こ
Earth
こから頂上までの稜線は普通に歩
いて行ける地形となっていた。頂
上は若干狭かったが、 時５分、
全
員で頂上に立つことができた。

全員の頑張りと好天が勝因

13

登山終了後、
BCマネージャーを含めた全隊員で記念撮影
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とが非常にテク
ニ カ ル だ っ た。
結果としてこの
部分は私がすべ
て引き受けるし
かなく、若手メ
ンバーにはそれ
をしっかり見習
っ て も ら っ た。
また、私以外が
６０００ｍ以上
の高所で宿泊し
たことがないな
ど、行ってみな
ければ分からな
いことばかりだ
った。まずメン
バー全員がよく
頑 張 っ た こ と、
そして、天候が
安定していたこ

やりやすい山だった。しかし、い

支点の構築さえできればいつでも
退却ができるという、技術的には

もそうだったが、登頂したことの
喜びよりも、自分の力が通用しな

何を思っているのだろうか。昨年

継続できるシステムの構築へ
帰国してから、メンバーたちは

とが全員登頂に
つながった。

ざ登り始めると、まだシーズンが
早めだったので、氷が深い雪の下

かったことに対する悔しさを抱い

昨年と比べて難しい山だったが、

13 時 5 分、登山メンバー全員がロールワリン・カンに初登頂

に埋まってしまい、支点を作るこ
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メンバーに、今回の登山を人生の
思い出とせずに、より大きな目標
に向かって進んでもらいたい。
今後の目標ではあるが、私はヒ
マラヤ・キャンプという「システ
ム」
を構築したいと思っている。
私
がいなくなっても稼働し続けるよ
うなプロジェクトにしなければ意
味がない。そして、もし同じよう
なプロジェクトを行ないたいとい
う組織や個人が現れたら、私は全
面的に協力して、これまで蓄積し
たノウハウや情報を共有したい。
全国から同志が立ち上がることを
期待している。

昨年、会報10月号で概要をお知らせした
「新会員
証の発行手続き」および「会員証を提示することに
より各種割引を受けられる提携施設」
について、具
体的にお知らせします。
①新会員証の発行については、会報今号に同封の
「会員証発行申請書」に記入していただき、郵便局
から郵便振替でお申し込みください。会員証作成、
送料などの費用が合計で1000円必要です。なお、
お申し込みいただいた月の翌月末までにお届けす
る予定ですが、申し込みが集中した場合は発行事
務に日数を要し、お届けが若干遅れることもあり
ます。
②第1期提携先一覧については、会報今号に同封
しましたのでご覧ください。また、日本山岳会ホ
ームページでも閲覧でき、新会員証の裏面にプリ
ントされたＱＲコードを使用して閲覧することも
できます。
なお、現時点ではサービスを受けられる提携先
は、地域も数も限られていますが、引き続き提携
していただける山小屋の地域を全国的に拡大する
とともに、山麓や山中の宿泊施設、交通機関、日
帰り入浴施設、博物館・記念館、登山用具店、旅
行会社などの新規開拓、増加に努めてまいります。

ている者がほとんどではないだろ
うか。しかし、そのときは落ち込
んでいても、これからどのように
山と向き合うか、具体的にイメー
ジができるようになっていると思
う。その気付きこそが、この合宿
の最大の目的でもある。
私はこのプロジェクトで、ヒマ
ラヤに行くというチャンスや今後
のきっかけを提供するだけである。
このチャンスから何かを学び、活
かすのは参加者次第。これから彼
らがどのような道に進もうとも、
今回の経験はすべて力となるに違
いない。しかし、一人でも多くの

新会員証の発行と提携施設に
ついてのお知らせ
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山

860−２０17・1・２０（第三種郵便物認可）
山

開催した。
当初 名
いた登山
隊参加希
望者も、
打
合せやト
レーニン
グ山行を
続けるな
かで体力・
技術、
家庭
の都合な
どで参加
予定者が
減ったの
を契機に、
第 回か
らは
「ヒマ
ラヤ登山
塾」
と称し
て、
ヒマラ

14

5600m

C2

C1

6547m

食料計画、高所医学の基礎、登山
隊の編成の要諦など、これまでに

登山隊のルート。グーグルアースより

Nangama Pokhari
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REPORT

の初登頂とⅠ峰への縦走に絞り込
んだ。

より受けたショックは大きかった
が、右往左往している時間的余裕
はないので計画を練り直し、Ⅱ峰

14

「ヒマラヤ登山塾」
の開講
今回の登山は日本山岳会の探検
的高峰登山の伝承を目的として企

20

ヤ登山の
基礎から
学び始め
回の登山隊に参加した際の資料
ることにした。
などを準備し、解説した。併せて
過去の登山隊の報告書などを通
（５万図、
グ
読し、ヒマラヤ登山の歴史の認識、 大西会員の残した資料
ーグルアース・データなど）を基
高所順応、登山装備、食料および
にキャラバン・ルートや登山ルー
トなどの検討、装備・食糧の必要

6209m

関西支部東ネパール登山隊２０１６

２０１３年に入って、
ネパール・
ヒマラヤ研究の第一人者である大
西保会員
（ 周年記念登山隊隊長）

と打ち合わせを繰り返し、東ネパ
ールの未踏峰ナンガマリⅠ峰（６
５４７ｍ）
を目標とした。
１９１２

11 20

画したものであり、 年２月５日
までに 回のプロジェクト会議を
15

（大正元）
年に、青木文教が南西の
ティプタ・ラ
（５０９５ｍ）
を越え
てチベット入りしたことも念頭に
あった。
同年６月に
「関西支部設立
周年海外登山ＰＪ」
を立ち上げ、
月１回の打ち合わせを開始した。
年６月には支部報に「ヒマラヤ

10

14

70

15

東ネパール・ナンガマリⅡ峰
（６０２９ｍ）
初登頂

80

登山隊参加者募集」
を行なった。
登
登山計画の始まり
山計画もⅠ峰の初登頂だけでなく、
日本山岳会関西支部は２０１５
Ⅱ峰への縦走および青木文教の入
年、設立 周年を迎え、記念事業
域ルートをたどるトレッキング隊
の一つとしてヒマラヤ登山隊を派
の実施を予定していた。
遣することにした。２００５年の
しかし 月下旬、隊長に予定し
周年のときも「西チベット学術
ていた大西会員が食道・胃・大腸
登山隊」を派遣し、パチュムハム
癌の摘出手術を行ない、 年９月
（６５２９ｍ）
北稜とギャンゾンカ
日、帰らぬ人となった。併せて
ン
（６１２３ｍ）
南東壁の初登頂と、
月には目標としていたⅠ峰がス
河口慧海の
「謎の越境ルート」
の解
明をするなど大きな成果を挙げた。 イス（現地ではニュージーランド
という）隊によって初登頂されて
しまった。予期せぬ二つの喪失に
70

80

14

数量の算出を行なった。 年９月
34

16

20

42

ヤンマに降ろした。その間も荷上
げやルート偵察は継続されていた
が、ヤンマ滞在の隊員の体調回復
は思わしくなく、立野医師の要請
もあって７日、Ｃ１より衛星携帯
を通じてヘリコプターのチャータ
ーをエージェントに要請した。８
日には重廣がＣ１よりＢＣを経て
ヤンマに下り、２人の体調を確認
するとともに、正式にヘリコプタ
ーのチャーターを行ない、翌９日、
２人をカトマンズに送り出したの
ちＢＣに戻った。
ヤンマの長老に聞いたチベット
暦では 日までは天気が悪く、
日以降は好天という。 日のイン

ターネットによるラサの天気予報
では、 日以降の好天を予測して
いた。 日Ｃ１入りしたが、夜半

17

からの降雪のため翌日は停滞とな
った。ＢＣを離れる日は 日と決
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トレーニン
グを８回、
７
月・ ８ 月 に
は３回の高
所順応トレ
ーニングを
富士山で行
なった。

10

登山の実際
カトマン
ズ到着後は、
日本から発
送したテン
ト、 登 攀 装
備、
高所食な

に隊員が状況をチェックすること
とした。
グンサまでのキャラバンはおお
むね順調であったが、連日の雨は
ナンゴー・ラやマルソン・ラの通
過のときにナンガマリ峰が遠望で
きないだけでなく、いつモンスー
ンが明けるのかと気をもませた。
また、グンサからは隊荷の輸送の
ほとんどをヤクが担うことになっ
たが、最奥の村ヤンマでは雪でヤ
クが動けないということで停滞と
なり、焦りがつのり始めた。加え
てナンガマ・ポカリの周辺地形が
氷河の衰退による削岩で平坦地が
少なく、ベースキャンプの位置が
予定した湖の上端ではなく、下端
のさらに下のカルカに設けざるを

10

どのチェッ
クと、
現地購
入のうちフ

得なくなった。
そのことにより、
Ｃ
１、Ｃ２の位置も下がることとな
り、隊員による荷上げにも大きな

16

11 13

めていたが、これを 日に変更し
影響をもたらした。
た最終スケジュールを 日に発表
また、キャラバン途中から体調
を崩す隊員も出始め、ＢＣ入り後、 した。ところが、 日は晴天にも
かかわらず、前日の荷上げの無理
上部への荷上げや偵察を行なって
いる 月３日、岩井隊員がＣ１で、 がたたった隊員の疲労が激しいた
め休養となった。
４日にはＢＣで松仲隊員が体調を
この日、前日にカトマンズから
崩した。その後、岩井隊員は 度
を超える高熱が続き、松仲隊員は
ヘリコプターでヤンマに到着した
全
浮腫がひどくなったので 月６日、 岩井隊員がＣ１に戻った。 日、

12

22

14

イ ッ ク ス・
ロープ、
ガス
ボンベ、
マッ

タプレジュンでは約 個、２・５
ｔの隊荷にナンバーを振り、荷物
を担ぐポーターにナンバー・プレ

トなどの確
認と、
食料と
登攀装備などの購入や梱包などで
あっという間に３日間が過ぎた。

Ⅱ峰頂上を目前にして。左手後方はナンガマリ
Ⅰ峰

ートを持たせ、キャンプ地到着時

10

21

15

80

16

９日の出発までに 回の会合を行
ない、ヒマラヤ登山塾は 回を数
えた。 年５月から 年６月・８
月までに雪上歩行、ユマーリング、
雪崩探索、セルフ・レスキューの
15

860−２０１7・1・２０（第三種郵便物認可）
山

860−２０17・1・２０（第三種郵便物認可）
山

登山を終えて
プレジュン
（１８２０ｍ）
登山基地のタプレジュンを出発
９月 日～ 日 タプレジュン～
してからベースキャンプまで 日、
（３５９５ｍ）
グンサ
ＢＣから頂上まで 日という登山
９月 日～ 日 グンサ～ＢＣ
であった。この間、登山隊に参加
（４８００ｍ）
月１日 Ｃ１
（５０５０ｍ）
建設
した隊員たちが何を感じ、自身の
（５２８２ｍ）
到達
月２日 大岩
行動状況を克明に記憶し、その体
月３日 上部デポ地（５４４８
験を今後にどう活かすのか興味深
到達
ｍ）
い。実践の積み重ねこそが、その
月６日 岩井・松仲隊員がヤン
後の活動を増幅させる唯一の手段
（４２００ｍ）
に下山
マ
であるのは間違いない事実だから
月９日 ２名ヘリコプターにて
である。
（重廣恒夫）
カトマンズへ

月９日～ 日 ＢＣにて休養
月 日 ＢＣ～Ｃ１
月 日 Ｃ１にて休養
月 日 Ｃ２予定地へルート工
13

14

11 24

16

29

21

10

23

13 12 11

作と荷上げ。岩井隊員ＢＣ復
帰

月 日 Ｃ１にて休養
（５５８０ｍ）
建設
月 日 Ｃ２
月 日 ５８８０ｍ地点往復
月 日 ナンガマリⅡ峰初登頂
月 日～ 日 ＢＣ～グンサ
月 日～ 月１日 グンサ～タ
プレジュン
月２日～３日 タプレジュン～
カトマンズ
月７日～８日 カトマンズ～関
空

（年齢は登頂時）

27

17

15

日程
９月９日 関空～カトマンズ
９月 日～ 日 カトマンズ～タ

25 21 17 16 15 14

メンバー
隊長 重廣恒夫
（ 歳） 関
 西支部
（ 歳）
登攀リーダー 岩井賢助
四国支部
加藤芳樹
（ 歳） 関
 西支部
黒田記代
（ 歳） 関
 西支部
竹中雅幸
（ 歳） 関
 西支部
立野里織
（ 歳） 関
 西支部
四国
長瀬美代子
（ 歳）
 支部
松仲史朗
（ 歳） 関
 西支部
茂木完治
（ 歳） 関
 西支部
森本悠介
（ 歳） 関
  西支部

食料
装備
輸送
医療
会計
食料
記録
通信
会友
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10 10 10 10 10 10

11

10 10 10
10

員がＣ２予定地に到着してキャン
プを作った。 日、ナンガマリⅡ
峰に向かったが、好天による昇温
で雪崩が心配されたため、５８８
０ｍ地点で引き返した。この時点
でⅠ峰への縦走をあきらめ、Ⅱ峰
の初登頂に絞り、帰りのキャラバ
ン手配のためサーダーをＢＣに下

10

69

40 26 63 49

山させた。最後のアタックは 時
起床、２時出発、岩壁下６時、コ
ル８時、Ⅱ峰頂上到着 時、 時
帰幕という行動予定を隊員に伝え
た。
日、２時 分出発。前日のト
レースをたどり岩壁下へ。岩井・
森本・竹中隊員を先頭に、フィッ

37

11

24

15

クス工作をしながら進みコルに出
る。森本・岩井隊員が交互にフィ
ックス工作を繰り返し、重廣・竹

12

35

38

27 69 64

11

中隊員はルート指示とルート工作
装備を補充、ほかの隊員がそれに
続く。 時過ぎ、森本隊員が頂上

17

10

10 10 10 10

16

10

稜線に到達。ナイフリッジの細長
い頂上のためさらに岩井隊員が
ｍほど進み、 時 分、全員頂稜

12

に集結、記念写真を撮影。昼前か
ら雲に包まれ、頂上からの展望は
ない。 時 分、全員Ｃ２に帰着
した。

ナンガマリⅡ峰山頂に立つ

17

Ｃ２での記念写真。バックはナンガマリⅡ峰

REPORT

然な流れで次なる目標を探すこと
になった。
集まった隊員は６名。
ま
ず山とルートを探すにあたり、ヒ

ＯＧ１名の８名で、ノーマル・ルー
トから全員登頂を果たした。この
ときのメンバーが主体となり、自

発端は農大山岳部創部 周年に
あたる２０１４年。記念事業とし
て海外登山を行なおうという話が
持ち上がり、山岳部監督であった
村田ＯＢが隊長となり、若手の高
所経験者を作ることを目的に、現
役の学生の参加を含めた海外遠征
を実施することとなった。
目的の山はムスターグ・アタ峰
（７５４６ｍ）
。
さながら
「夏山合宿
㏌ムスターグ・アタ」といったとこ
ろだろうか。学生３名、ＯＢ４名、

遠征より継続している環境へ配慮
した登山活動、具体的には上部キ

な環境収容力の算出に向けた基礎
データの収集をした。登山隊も、
２００３年のエベレスト・ローツェ

において、観光利用の実態と地域
社会の構造を調査し、環境や地域
社会にインパクトを与えない適正

と精神力を活かせるルートである
こと。検討した結果、マナスル東
稜の長大な稜線こそが、力を大い
に発揮できる課題だと判断し、計
画に至った。
また、今回は東京農業大学の創
立１２５周年の記念事業に組み込
まれたこともあり、短期大学部助
教の下嶋聖先生と学生４名からな
る学術調査隊も組織し、全 名の
隊となった。学術調査隊はマナス
ル・サーキットおよびマナスルＢＣ

た。
岩は硬いものの浮石が多く、
神
経を遣うポイントであった。主稜

ん ど 雪 が な く、
上部からの落石

ら始まる岩稜帯は両側が切れ落ち

営、岩稜帯直前の６０００ｍにＣ
２を設営した。６０００ｍ付近か

線上に出た５４５０ｍにＣ１を設

のトラバースに入るが、思いのほ
か距離が長く、雪が深くて苦労さ

００ｍ付近からプラトーに向けて

った。
Ｃ３を６７５０ｍに設営。７０

スや降雪後は雪崩に注意が必要だ

含めると約６００ｍとなる。この
後、尾根は雪原状になり、クレバ

■8

若手メンバーで東稜からマナスル登頂

マラヤを志す者として、自分の身
体が高所でどのような反応を示す

ャンプでの大便の荷下げ、ＢＣで

たリッジで、岩峰を左右に巻きな
がら通過した。水平距離にして約

せられた。計画よりも日数を消費

6000m 付近の技術的核心部となった岩稜帯。左上はピナクルとマナスル山頂
（左）

東京農業大学マナスル環境学術登山隊２０１６

９００ｍの取付
から顕著なルン
ゼを詰め、５５
００ｍで東稜上
に出て、７００
０ｍ付近からノ
ーマル・ルート
のＡＣへ向けて
トラバースする
ラ イ ン で あ る。
６０００ｍ付近
に現れる岩稜帯
が、技術的な核
心部となる。
８月 日に東
稜ＢＣ（４５０
０ｍ）
入り。
取付
のルンゼはほと

のかを知るという観点から、８０

の雑排水の濾過などを実践した。
目指す東稜は１９８５年にオー

３００ｍ、前後に現われる雪稜を

が頻繁に起こっ

００ｍ峰を登るということは外す
ことができなかった。そして我々

26

の強み、学生時代に培ってきた長

11

ストリア隊が初登、 年にスイス
隊が第２登したルートである。４

90

期間の山行とそれに耐え得る体力

88

860−２０１7・1・２０（第三種郵便物認可）
山

860−２０17・1・２０（第三種郵便物認可）
山

C2～C3間、
6100m付近のナイフリッジを通過する

C3の手前、6500m付近の雪原を行く。行く手には雪煙を上げるピナクルが

日程
８月 日～ 日 先発隊、羽田～
カトマンズ
８月 日～ 日 本隊、羽田～カ
トマンズ
８月 日～ 日 カトマンズ～ベ
シサハール～ビムタン～ラ
ルキャ・ラ～サマ
８月 日 サマ～東稜ＢＣ
９月７日 Ｃ１建設
９月 日 Ｃ２建設
９月 日 Ｃ３建設
月５日 ＡＣ建設
月６日 第１次アタック失敗
名で登頂成功するも
月７日
滑落事故発生
16

13

27

24

22

31

23 23 27
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25

19

月 日～ 日 カトマンズ滞在
月 日 カトマンズ～広州～羽
田

本会の機関誌『山岳』第百十二年（2017年）の発刊
は、本年6月下旬を予定しております。原稿の締め切り
は3月末となりますが、会員の皆様方からのご投稿をお
待ちしております。なお、採否につきましては、恐縮で
すが編集委員会に一任させてください。
手書き原稿でも結構ですが、できますれば下記宛、‥
メールでのご連絡、ご投稿をお願い申し上げます。
【送り先】
〒274-0073船橋市田喜野井２-1-4
‥
節田重節 ☎047-476-1237
‥
j-setsuda@ray.ocn.ne.jp（
『山岳』
編集委員会）

12

15 12

25 20

メンバー
隊長 高野 優（渉外、 歳）
隊員 西出広平（輸送・保険、
歳）
（食料・医療、 歳）
長谷川新平
岩附正樹 （装備・会計、 歳）
小野寺央峻
（通信・気象、 歳）
関根孝高 （記録、 歳）

『山岳』
第112年の原稿募集

15

2

19

28

20 13

月 日 ＢＣ撤収～サマ
月 日～ 日 サマ～フィリム
～カトマンズ

10 10 10

10 10

10 10

したが、全員でＡＣ
（７４００ｍ） なければ、新ルートでもない。記
に入り、アタック態勢ができた。
録的な価値は薄いかもしれない。
しかし 月６日のアタックは天
だが、
まず登山隊員がいて、
そのメ
候が悪く、７６５０ｍ付近で撤退
ンバーの力を最大限に発揮できる
を余儀なくされた。 月７日、
先日
ルートを選び、信頼できる仲間と
までの疲労度から全員でのアタッ
すばらしいルートに挑めたことは
クはリスクが高いと判断して、緊
幸せな時間だった。
急時用に用意していた２本の酸素
無酸素での全員登頂という目的
ボンベを使用し、高野・小野寺の
は達成できなかったが、８０００
２名で頂上へ向かうこととした。 ｍ峰のバリエーション・ルートから、
時 分、小野寺、続いて高野が
シェルパ・レスで登頂できた経験は
マナスル登頂を果たした。しかし、 何ものにも代えがたい。しかし、
直後に小野寺が行方不明となって
我々はこの登山から学ばなければ
しまった。ヘリコプターでの捜索
ならないことがたくさんある。マ
を行なったが発見できず、達成感
ナスル登頂と同時に逝った小野寺
も吹き飛び、無念な気持ちが残る
隊員の大志を受け継ぎ、次なるよ
結果となった。
り高い目標へのステップとしなけ
（高野 優）
今回はアルパイン・スタイルでも
ればならない。 
13

30

10

10

さん け ん 通 信

安井康夫

山研のご利用ありがとうございました
山研運営委員長

です。 日の右岸水道本管の水抜
きに併せてこの部分も水抜きを行
ないます。水抜きはただ単に抜け
ばよいというものではなく、水道
管に水が残らないように強力なポ
ンプでエアーを送ります。この一

が、最後まで手が抜けません。エ
アー送りが終わってバルブを閉め
ると、やっと閉所作業の終わりで
す。シーズン中、多くの会員を迎
えてくれた
「山研」
に感謝です。
シーズン中の出来事
上高地のシーズンはご存じのよ
うに半年間だけですが、
この間、
上
高地ではいろいろな行事が催され
ました。主なものを挙げると、毎
年４月 日に開催される「上高地
開山式」
を皮切りに、
６月の 周年
ウェストン祭開催、
７月 日の
「上
高地トンネル」開通式、そして８
月 日に第１回「山の日」記念全
国大会が上高地で行なわれ、皇太
子様ご一家も記念式典にお見えに
なり、
上高地を散策されました。
ま

係者にとってうれしく思います。

20

ところが、行楽シーズンを前に
発生した台風 号が松本地区を襲
い、 月５日夜、上高地一帯は幹
線道路等の倒木による停電が発生。
「 復旧に目処がつかない 」との情
報もあり、山研利用者への対応に
18

ヤキモキしましたが、電力会社の
必死の復旧作業により７日午後に
回復、安堵しました。山研は、ミ
ニ水力発電により照明については
なんとか乗り切ることができまし
たが、貯水槽から送り出すポンプ
作動までは電力供給ができず、飲
料水については備蓄用のペットボ
トルで難をしのぎました。
このように、今シーズンの上高
地はいろいろなことがありました。
また「山の日」の影響でしょうか、
上高地を訪れた観光客や登山者は
多かったようです。お陰さまで山
研も例年になく多くの会員にご利
用いただきました。山研運営委員
一同、この場をお借りしてお礼申

し上げます。

＊
山研の開所作業は４月 日・

日に行ないます。皆様にお目にか
かれることを楽しみにしています。
山研でまたお会いしましょう。

■ 10

については地元関係者や行政関係
者のご協力の下、昨年、水道を引
くことができたので、今年の水抜
き作業は例年に比べてはかどりま
した。
水道本管の水抜き
しかし、閉所作業はこれで終わ
りではありません。 月 日、毎
年この日に上高地は、大自然の恵
みに感謝し祝う「 上高地閉山式 」
が執り行なわれます。閉山式を終
えると、翌日から上高地の各施設
は建物を閉める作業で皆さん大わ

70

らわです。そして 日、右岸水道

閉所作業
北アルプスの紅葉が過ぎると、
上高地・山研もいよいよ冬を迎え
ます。 月 日・ 日、山研の閉
所作業を行ないました。雨に遭う
こともなく作業は無事終了しまし
た。山研の閉所作業は大きく分け
て４つに分けられます。
①善六沢取水口から山研までの水
抜き
②建物内外の水抜きと貯水槽の清
掃
③雪囲い板の取り付け

19

④建物内の清掃

27

これらの作業でいつも気になる
ことは「不意な事故の発生」です。

15

本管の水抜き作業が行なわれます。 た山研では、８月 日に松本消防
建物から山研入口近くまでの水は
署の協力を得て消防訓練を行ない
閉所作業ですでに抜いていますが、 ました。９月になると例年になく
山研入口近くから河童橋までの水
長雨が続きましたが、水道のお陰
道管の中にはまだ水が残ったまま
で飲料水が供給できることは、関

30

作業中に転落事故や怪我をしない
ことを願うのはむろんですが、昨
年は上高地内でも熊の出没が多く

11

10

23

強力なポンプでエアーを送る

29

連作業は専門業者にお願いします

22

10

17

10

目撃されているので、善六沢で水
抜きをするメンバーは、熊避けス
プレーを持参しての作業です。
水抜き作業は、一昨年前までは
善六沢から飲料水用とミニ水力用
の水を２本のホースで引いていた
ので作業が大変でしたが、飲料水

17
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木下喜代男

21

の蒲田川沿いの人々を笑うことは
できない。
それでも猟師たちが案内を買っ
て出たのは、遠路３度も登りに来
ている外国人を拒むのは気の毒だ
からという優しさからであり、折
衷案として阿弥陀如来がおられな
い、
もう一つの頂
（猟師たちの遥拝
所だったと思われる）の方へお連
れすればいいということだったと
思う。夏の午後であり、笠ヶ岳方
面はちょうどガスに包まれていた
かも知れない。
まだ地図がないこのころは、穂
高岳がそうであったようにこの山
域一帯が同じ呼称＝笠ヶ岳だった

ことも考えられる。遊びで山に登
るという近代登山のことがまだよ
く分かっていなかった当時の人々

されたという。
には、必ず主峰を踏まなければな
私事ながら平成 （２００７）
年、 らないということが理解できなか
チベットの未踏峰に登頂したとき、 ったのではないだろうか。小島烏

２次登山隊が、山麓のサマ集落で
「 聖山を穢したので村へ仏罰が下
った」
として妨害に遭い、
撤退を余
儀なくされた話とよく似ている。
理由は、その前に偵察隊などが
山へ入った後、村の僧院が雪崩に
襲われてラマ尼３名が死亡、さら
たので、以下その内容を書いてみ
に村に天然痘、腸チフスが流行し
たい。
て死者が続出し、おまけに旱魃に
蒲田集落の人たちの迷信深さを
見舞われて災難が続いているとい
笑った猟師たちも、
「 阿弥陀如来
うものであった。
がおられる頂上へ異教徒を登らせ
この話はごく最近でもある。平
てはバチがあたる」ということで
成 （２００９）
年９月、チベット
は、同じ考えであったと思う。そ
の未踏峰を登りに行った知人は、
の証拠に猟師たちは、稜線に出た
麓の人から「皆が崇めている聖山
時ロウソクを立てて祈っている。 に登らせるわけにはゆかない」と
これは笠ヶ岳の阿弥陀如来に礼拝
入山を拒まれたのである。ちょう
ひょう
し、異教徒を連れてきたことを詫
どこのとき雹が降って農作物が被
害を受け、これも登山隊のせいに
すので、 １点につき10 0 0 字 程

度でお願いします）

びたのであろう。
この時期の山麓の人々にとって
の笠ヶ岳という山は、
文政７
（１８

ださい。（紙面に限りがありま

内の猟師たちが抜戸岳へ導いた理
由までは、紙面の関係で述べるこ
とができなかった。

ページです。 どしどしご投 稿く

２４）年に播隆上人が頂上へ阿弥
陀如来像を安置し、同行の人々が
ブロッケン現象を阿弥陀仏の出現
だといって感涙に咽んだときから
まだ 年も経っておらず、
依然
「聖
なる山」
であった。
この話は、昭和 （１９５４）
年

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

その後、飛騨地方の歴史研究家
の紀要
『斐太紀』
に詳細を書いたと
ころ、地方紙に大きく取り上げら
れ、講演まで依頼されて、登山愛
好者のみならず一般の方の関心を
も集めることになった。
講 演 会 で 検 証 内 容 を 説 明 し、

S

にネパール・ヒマラヤのマナスル
初登頂を目指した日本山岳会の第

会員の皆様のご意見、エッセイ、

29

岳）
で満足したのではなかろうか」

山麓の人が崇めている山だと聞い
水は著書の中で、抜戸岳のことを
ていたので最頂部は踏まず、何も
笠の形をしているとして
「小笠岳」
残さず下山した。ご存じのとおり、 と命名しているが、ウェストンは
チベットにはカイラスという登山 「小笠岳」
に登ったのだ。
が禁止になっている聖山もある。
講演会では、
「 師は初めから仏
これは山を崇める東洋と、山を征
のおられる南峰
（笠ヶ岳）
は無理な
服する西洋の考え方の相違であり、 ことを承知しており、北峰（抜戸
異教徒の入山に難色を示した当時

■ 11

東西
南北

ウェストン師は笠ヶ岳に
登っていない（その２）

28

明治 年８月２日、ウェストン
一行が３度目にしてようやく登頂
できたと思っていた笠ヶ岳が、実
は抜戸岳であった。
（８５０）
号
本会報平成 年３月
でその検証結果を報告したが、案
27

「 猟師たちがなぜ抜戸岳へ導いた
のか」について筆者の推論を述べ

70

19

N

というご意見もいただいた。
案内の報酬のことも考えられる
が、猟師や樵たちが登山者の案内
で決まった報酬を得るようになっ
たのは、大正時代に入ってからで
ある。
明治の初め、東北から北海道を
旅した英国人女性イザベラ・バード
の著書『日本奥地紀行』にもある
ように、この当時、旅行者に擦れ
ていない農山村の人たちはまだ報
酬というものに淡白であり、特に
外国人からお金を受け取って自分
たちを貶めるわけにはいかないと
いう気分を持った人が多かったよ
うだ。ここの純朴な猟師たちも結
果的には受け取ったかもしれない
が、彼らの同行申し出が報酬目的
であったとは言いがたい。
結果、ウェストン師には悪いこ
とをしたが、明治期に日本人に先
駆けて多くの山に登り、鳳凰山の
地蔵仏、奥穂高岳・南稜、槍ヶ岳・
東稜などの初登攀をしている師の
登山歴の輝かしさは、この一山の
ことでなんら曇ることはないだろ
う。

動

報

告

■ 12

活

紙公募展等をそれぞれ展示。フィ
ルムのデジタル化を討議。
【谷川岳山岳資料館】 門平敏男
開館期間は年間７ヶ月間（５月
１日～ 月 日）
と短く、
運営はな
かなか厳しい。
企画展として
「回想
の山・谷川岳写真展」
特別展示
「日
事を経て、この９月に再オープン
本近代登山のパイオニア 木暮理
資料映像委員会 
となった。
フローリング化、
ＬＥＤ
太郎展」
「清水越往還の道筋」
「第 回全国山岳博物館等
照明採用、可動壁の拡大、エント 【松本市山と自然博物館】 澤柳秀
連絡会議」開催
ランスの拡大および新規機器採用
利
等の整備。
本年は第 回の節目を迎え、２
「山の日」記念として、
〔
「まつも
新しいシンボルマークとロゴタ
０１６年 月 日㈯に開催された。
との名山Ⅰ」
美ヶ原の自然と歴史〕
イプを制作、
「 トップミュージア
会場は参加館である「東京都写真
を開催、
江戸時代すでに
「うつくし
ム」
の愛称決定
美術館」のご厚意により、リニュ
が原」
の名が絵図にある。
御嶽信仰
（公財）植村記念財団・植村冒険
ーアルオープン成った同館１Ｆの 【
の山であり、石造り神像は御嶽山
館】 内藤智子
スタジオを会場として ～ 時の
を向いて立つ。
デナリで植村直己が遭難し、遺 【田淵行男記念館】 斉藤昇三
間、熱心な発表とアドバイス、質
ＮＨＫのテレビで田淵行男につ
品の装備などを明大の後輩が回収
疑応答等が交わされた。
参加した館は 館
（ 名参加）
で、 して持ち帰ったものなどを展示。 いて３回取り上げられ、来館者が
多かった。
「山の日」
記念として８
地域の子どもに自由研究ほかの対
17

本会からは理事・委員 名が参加
して、各館の現状と問題意識、将
来への展望を含めて意義ある討議

10

を展開した。この会議が山岳文化
の向上の一端に寄与し、その伝承
に努めているのを実感した。参加

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

23

月 日に「第５回田淵行男賞写真
象として興味を向けるような企画
公募展」
（３年ごと開催）
の授賞式
を実施している。
および講演会を実施。
【 四季の杜おしの公園 岡田紅陽
写真美術館・小池邦夫絵手紙美術 【市立大町山岳博物館】 関 悟志
鹿島槍ヶ岳・カクネ里雪渓の氷
館】 大野絵美子 石井有妃
（大町市、
岡田紅陽は富士山写真の第一人
体調査を 年かけて実施
者、小池邦夫は絵手紙の創始者で、 立山カルデラ博物館、信州大、長
野県などによる調査団）
した。
氷体
両館が同じ建物にある。
の流動を確認、関係者により論文
各種のフォトコンテスト、絵手

11

2

20

した博物館などの主な内容を紹介
する。
（敬称略）
【東京都写真美術館】 関次和子
約２年にわたるリニューアル工

11

13

10 12

26

20
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だより

９４

12

10

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。

日で、平成 年 月 日㈯に 周
年記念式典と祝賀晩餐会を、新潟
市・東映ホテルで盛大に開催した。
毎年 月第 土曜日が支部恒例の
12

第 部記念式典は、桐生恒治副
晩餐会であり、今回は創立 周年
噴火による登山災害に鑑み、年間
発表の予定。
支部長の司会進行で、 周年記念
記念行事として開催し、 名の支
を通じて「火山と防災」関係につ
第 回「ライチョウ会議長野大
事業の目玉企画である「日本三百
いて展示。
部会員が参加した。
会」
を開催、
国の主導による絶滅防
名山越後支部執筆 座踏破計画 」
企 画 展 と し て「 立 山 の 文 化 財 」
： より後藤正弘事務局長の
止の取り組みに協力。
の報告会を行なった。山崎幸和実
を取り上げ、そのうち地形、動物
会式宣言。最初に支部会員物故者
【黒部市歴史民俗資料館】（うな
行委員長が挨拶で、
「本計画は、
関係を紹介した。
づき友学館） 八尾隆夫
（茨木弘、飯田武夫両氏）
に黙祷を
年前の創立 周年記念県境全踏査
宇奈月には江戸時代架橋の刎橋 【富山県 立山博物館】 吉井亮一
捧げ、次いで新しく永年会員にな
計画以上の困難が予想されたが、
として有名な旧愛本橋があった。 今年は立山信仰に関する展示を数
った支部会員４名
（小林忠雄、
渡辺
回開催。
「閻魔の眼光」
「地獄の閃
その２分の１に復元したものを常
竜吉、豊島洋一、田中栄弘の各氏） 噴火警戒規制で中止の焼山を除き、
光」ほか「立山曼荼羅の絵解き解
座が予定どおりの期日で無事登
設展示している。
企画展は
「トロッ
の紹介があった。遠藤家之進正和
説 」 な ど も 行 な っ た。来 年 は
頂できた。県境踏査の実働人員は
コとめぐる 年の旅」
で登山家、
電
支部長は開会挨拶で、
「 今年は越
おんばそん
ぬのはしかんじょうえ
」
（布橋灌頂会関係）ほか
「
（姥尊）
名ほどだったが、今回の延べ参
源開発などを紹介。
後支部創立 周年であり、４月に
を企画している。立山室堂の解体
加人数が２００名で大成功といえ
【立山カルデラ砂防博物館】 飯田
全国支部懇談会を弥彦で開催、記
肇 是松慧美
についても、 念行事の『日本三百名山越後支部
修理
（１９９２～ 年）
る。これからスライド上映される
最近アジアからの来館者が多く、 当時の関係者として貴重な話をい
が、
表題の
〝越後の鈍と根〟
とは、
執筆 座踏破』を３月 日から
（小原茂延） 月３日の間に登頂を成し遂げた。 年前の県境縦走に対し故深田久弥
語学の対応に留学生、多言語対応
ただいた。 
が越後支部の愚直さを表現した言
タブレットなどを採用。御嶽山の
また、山の日記念行事で７月 日
に高頭祭と県山協たいまつ登山祭。 葉である。
」と説明された。
登山報告は各リーダーが登頂順
に行なった。
３月 日浅草岳
（桐生

支部

越後支 部

12

越後支部創立 周年記念
式典と祝賀晩餐会を開催
21

70

５月 日米山
（後藤正弘）
、６月５
日粟ヶ岳
（遠藤俊一）
、６月 日巻
機山
（宮崎幸司）
、６月 日佐武流
山
（佐藤レイ子）
、７月２日火打山
（七澤恭四郎）
、
７月３日妙高山
（七
澤恭四郎）
、７月 日朳差岳
（石山
政雄）
、７月 日焼山
（中止、靏本

19

■ 13

50

50

20

60

（高橋正
恒治）
、４月 日二王子岳
英）
、５月 日金北山（藤井与嗣
明）
、５月 日守門岳
（井口光利）
、

70

25

11

非常にハードな行事日程が続いた
が、皆様のお陰で無事目的達成す
ることができた。
」
と述べられた。

21

27

10

70

続いて新潟県山岳協会の阿部信
一会長から、
「 県山協と越後支部
は、長い間一体的な交流関係があ
り、今年の越後支部の活動は目を
見張るものがあった。今後も継続
的に協力をお願いしたい。
」
と祝辞
をいただいた。本部の小林政志会

20

24

22 15

17

00

長から、越後支部創立 周年記念
に対する祝電も披露された。

1

29

13

21

70

25

82

27

70

90

越後支部創立は昭和 年 月５

28

2

70

17

の贈呈が行なわれた。橋本正巳顧
問より 座踏破記念事業を終えて
の挨拶と、支部会友・節田重節日
本山岳会前副会長から越後支部の
座登山の取り組みに対しコメン

茨城支部

き、にぎやかな祝賀懇親会となっ
た。 年前に
「 座登山を成功させ
ておいしい酒を飲もう！」
と約束、

しても大変光栄なる慶事である。
乾杯の音頭は遠く秋田県から参
加の小林収会員から取っていただ

トをいただき、 ： 報告会を終
えた。
第 部の晩餐会開宴前に、越後
支部会員の褒章・表彰者の紹介が
あった。
杉本敏会員
（会員番号１４
５２１）の藍綬褒章受章と遠藤家
之進正和会員
（会員番号８２７５）
の環境大臣表彰は、いずれも長年
尽力された自然保護に対する功績
が認められたものである。両氏が
栄誉に輝いたことは、越後支部と

市副市長の岡田氏、さらに筑波山

副会長〕の開会の挨拶に次いで県
生活環境部課長の玉川氏、つくば

腹の御幸ヶ原において記念式典が
開催された。まず主催者代表で実
行委員長の海老沢氏〔県山岳連盟

望参加者で筑波山神社前から山頂
へ向け開始された。
午前 時より正午まで、山頂中

９月 日に、１ヶ月遅れの初の
国民の祝日
「山の日」
を記念しての
筑波山交流ハイキングが、茨城県
山岳連盟および茨城県勤労者山岳
連盟と我が日本山岳会茨城支部の
山岳３団体合同の実行委員会の下
に実施された。
当日は秋晴れのハイキング日和
となり、県内外よりおよそ２００
人を超す参加者を数えた。午前８
時半よりオプション行動としての
筑波山清掃登山が、 人余りの希

れ、山岳３団体より選出された解
説者により分かりやすい説明を受
けて、初秋の筑波山を散策して午

り大きな拍手が送られた .
昼食の後、参加者は自然観察コ
ースおよび展望満喫コースに分か

波山ガマの油売り。口上第 代名
人の永井兵助氏の口上に参加者よ

「山の日」記念・筑波山交
流ハイキングの実施

登山計画が無事成功裏に終了し、
山談義も最高潮に盛り上がり、時
間を忘れてしまう。中締めを佐藤

21

00

レイ子副支部長の万歳三唱で、記
念式典を盛会裏に終了することが
（桐生恒治）
できた。 

30

これらご挨拶の後に女性 人に

神社宮司の岩佐氏らからの心温ま
る祝辞と激励をいただいた。
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13 10

16

21

後２時に解散となった。
今回の交流ハイキングが、来年
よりの８月 日の国民の祝日「山
の日」
に、
山に感謝し登山をエンジ
ョイする、良きライフサイクルを
習得する契機になっていただけれ
ば幸いである。  （浅野勝己）

11

15

21

26

10 9

創立70周年記念式典参加者

2

1

11

11

よる
「つくば踊り」
が演じられ盛り
上がった。続いて無形文化財・筑

20

修一 ）
、７月 日苗場山（小山一
夫）
、８月 日平ヶ岳
（櫻井昭吉）
、
（成海修）
、９
８月 日越後駒ヶ岳
月 日八海山
（吉田理一）
、９月
日中ノ岳
（和田守）
、 月２日鳥甲
山
（宮崎幸司）
、 月 日雨飾山
（立
入清）
、 月 日青海黒姫山
（後藤
正弘）
、 月３日御神楽岳
（阿部信
一）
、の報告がされた。
支部会員参加延べ人数は２００
名。多登頂者ベスト３は、男性の
部で１位遠藤俊一
（ 座）
、２位石
山政雄（ 座）
、３位田邊信行（
座）
。女性の部で１位 根津洋子
（
座）
と滝沢信子
（ 座）
、
３位井口礼
子
（ 座）
。遠藤支部長より記念品
10

20

筑波山交流ハイキングのプログラム

28

11

8

25

10

22

21

11 10
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二人者

の前者になるには、
Die Beiden
命を懸けた山登りをすることだと
思っていたのです。
しかし、
「 仕事人生を振り返る

エベレスト隊に参加できるかど
うかのときに、
「 世界一のものに
爪がたてられるのは山登りでだけ
です。だから私はどうしてもエベ
レストへ行きたい」
と言っています。

図書紹介
田辺 寿著

み、仲間と話題にするものです。
田辺さんは、ヒマルチュリ初登
頂のとき、どうしても越えられな
い氷の壁を前にして、命をとられ
ても登らせてくれ、と神に祈りま
した。

の創業、ダイエーへの転職、プラ
ンタン・ジャポンの創業、ダイエ

日本山岳会のヒマルチュリ、慶
応義塾のヒマルチュリ、エベレス
ト南西壁偵察隊、そして沖縄三越

発行）に掲載された「二人者
と、未踏の地への挑戦、その連続
Die
に拠っています。
であった」
と思い至ります。
ヒマラ
Beiden」
そこでは、片や死の危険にもか
ヤで、百貨店業界で、未踏の頂を
かわらず困難な山を目指す者、片
目指し続けた田辺さんは、前者で
や市井において平穏な生活を望む
あり続けたのです。
者、という対照が書かれています。
田辺さんは期待されて、ヒマラ
慶応の山岳部員ならばこれを読
ヤを、そして大きな仕事を次々に
依頼されることになります。

13
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Die Beiden

タイトルは慶応義塾大学体育会
山岳部
『登高行』第５号
（大正 年

2016年11月
文芸社刊
四六判 124㌻
1000円＋税

山
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図書受入報告（2016年11～12月）
著
者
書
名
頁／サイズ
田辺寿
二人者：Die Beiden
123p／20cm
日本山岳会信濃支部（編） パトニーヴェイルからの風・続巻  ：ウェストン祭記念講演集 255p／19cm
神島仁誓・石澤好文（編） 10周年記念誌  ：日本山岳会栃木支部設立10周年記念誌 84p／30cm
日本山岳文化学会（編） 山岳文化につくした人々  （山岳文化叢書 No.8） 240p／21cm
TJAR実行委員会（編） ＴＪＡＲ2016 大会報告書
／30cm
若林忠男（編）
聳嶺  ：創立10周年記念号  
（新世紀第9号） 197p／26cm
大槻雅弘（編）
一等三角点百もんどう
98p／26cm
50周年記念誌編集部（編） すごい！山波 ：杉並勤労者山岳会50周年記念誌 117p／30cm
天草山岳会（編）
観海アルプス（No.3）：天草山岳会30周年記念誌 165p／30cm
山本正嘉
登山の運動生理学とトレーニング学
714p／22cm
タカザワケンジ・柴田尚子（編）東京都写真美術館総合開館20周年史
534p／26cm
東京農業大学山岳会（編） 東京農業大学創立125周年 マナスル環境学術登山隊2016 18p／30cm
同志社大学山岳会
山 その大いなる旅 Ⅱ：同志社大山岳部・創部90年記念誌 243p／30cm
廣川健太郎（編）
アイスクライミング
（新版・全国版）
303p／21cm
猪熊隆之
山の天気にだまされるな！
（ヤマケイ新書 YS031） 237p／17cm
小泉武栄
「山の不思議」発見！
（ヤマケイ新書 YS033） 221p／17cm
澤田実
体験的登山技術論（ヤマケイ新書 YS034） 253p／17cm
羽根田治
ドキュメント 単独行遭難（ヤマケイ文庫）
254p／15cm
大野崇
モンブラン山群 Ⅱ Monochrome  大野崇写真集
80p／29cm
佐伯邦夫
とやま 山と人
210p／19cm

発 行 者
文芸社
日本山岳会信濃支部
日本山岳会栃木支部
日本山岳文化学会
TJAR実行委員会
一等三角点研究会
一等三角点研究会
杉並勤労者山岳会
天草山岳会
東京新聞
東京都写真美術館
東京農業大学山岳会
同志社大学山岳会
白山書房
山と溪谷社
山と溪谷社
山と溪谷社
山と溪谷社
山と溪谷社
北日本新聞社

発行年
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

寄贈／購入別
著者寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
出版社寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
出版社寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈

China-Japan Joint
Friendship Expedition

NAIMONA'NYI 1985  ：‥
China-Japan Joint Friendship Expedition

223p／27cm Mainichi Newspaper 1986 平林克敏氏寄贈

Ed Douglas（ed.）

The Alpine Journal 2016（Vol.120）

457p／23cm The Alpine Club 2016 発行者寄贈

ーホークス社長就任、マルコー管
財人就任、と続きました。
３度のヒマラヤ遠征は勤務先を
長期にわたり休まなければなりま
せんでしたが、その困難を乗り越
えることができたのも、田辺さん
の人徳と人脈のお陰でしょう。そ
れに、ヒマラヤ未踏峰への遠征は
オリンピックと同じ国家的事業で
もあったのです。
本書はそんな田辺さんの幸せな
半生を綴ったものです。
ヶ所の見開き ページにわた
るスケッチが、本文の下に薄墨で
描かれているのも滋味を加えてい
ます。
組織を離れてからの田辺さんは、
両膝の人工関節という不自由を抱

えながら、山にできる限り近づい
てのスケッチやエッセーにと情熱
は涸れることがありません。
の後者となって、幸
Die Beiden
せな老後を送っていると理解して

もよいのですが、年齢・身体能力
に応じて全力で生きるということ
は、最後まで前者であり続けると
いうことになるでしょう。
人生の途中で前者から後者に変
わるものでもなく、同一人物の表

裏であり、同時に前者であり後者

15

2
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なのです。
この冬、田辺さんは世界の 大
陸最高峰のスケッチを完成させる
ために、アコンカグアを描きに南
米へ行くことになっています。

３年後の２０１９年、 歳には
スケッチとエッセー集の出版、山
のスケッチ展開催、さらには生前
葬まで予定してハリキっています。
本書には奥さんマリ子さん以前
に１人、マリ子さんが亡くなって
から１人の女性が登場します。こ
れからも新しい女性に巡り会うの
ではないかと予感されます。
（佐藤文昭）



88

5

平成 年度第８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
小林会長、吉川・大久保・
【出席者】
山田各副会長、佐藤常務理
事、勝山・野口・大槻・落
合・山賀・直江・谷内各理
事、重廣各監事
５・会長表彰の取り扱いについて
会長特別表彰以外の会長表彰制
度の取り扱いについて協議した。

３・次期執行部組織のポイントに
ついて
次期執行部組織の運営における
ポイントについて協議した。
（小
林）
４・秩父宮記念山岳賞の発表時期
と発表方法について
「秩父宮記念山岳賞実施規程」に
おける発表時期とその方法につい
て協議した。
（大久保）

（佐藤）

【欠席者】
神長常務理事・中山・星
各理事、平井監事
【オブザーバー】
節田会報編集人
【協議事項】
１・今後の業務予定について

あった。
（吉川）
４・委員会規程の見直しとその取
りまとめ結果について報告があっ
た。
（小林）
５・支部長会議の開催状況につい
て報告があった。
（佐藤）
６・晩餐会の開催状況について報
告があった。
（佐藤）
７・会員より平成 年度年次総会
において社員提案権行使の申し出
があった。
（佐藤）
８・１１０周年記念時計販売の結
果について報告があった。
（佐藤）
９・栃木支部創立 周年記念式典
への出席について報告があった。
（小林）
・ラジオニッポンより会長へ番
組出演の依頼があり、受諾したと
の報告があった。
（小林）
・北日本新聞社開発センターか
らの資料貸出申請について報告が
あった。
（神長）

【報告事項】
・国立登山研修所からの利用予
１・ 月受付分の入会希望者９名、 約方法の案内について報告があっ
準会員入会希望者９名について承
た。
（佐藤）
認したとの報告があった。
（小林）
・平成 年度事業計画・予算の
提出依頼を 月７日に発信したと
の報告があった。
（佐藤・吉川）
・山行委員会主催海外登山を当
初予定であった６月中旬実施から
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29

10

告

２・寄付金９件について報告があ
った。
（吉川）
３・平成 年度決算見込みと平成
年度予算見込みについて報告が

29

12

00

今後の以下の業務予定について
協議した。
（佐藤）
・理事会、常務理事会の日程変更

10

12

14

・支部長会議の開催時期等
２・次期執行部の課題について
次期執行部における重点課題に

11

11

12

15 12
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ついて協議した。
（小林）

28

13

14

務
19

報
29

21 28

会
28

山

月実施に変更するとの報告があ
った。
（勝山）
・
「山」 月号の発行予定につい
て報告があった。
（節田）

・平成 年１月 日㈬ 平成 年
度事業報告・会計報告
（提出依頼）

日

日
日

岳修験学会会員 松本敏夫氏
②「シカとオオカミが作る生態系
―狩猟者はオオカミの代役となり
得るか―」立正大学地球環境科学
部教授 須田知樹氏
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日
日
日

日 緑爽会 フォトクラブ 二
火会
会 山遊会
日 公益法人運営委員会 ＹＯ
ＵＴＨ ＣＬＵＢ
月来室者 ４３７名
会員異動
物故
小林俊樹 （ ５７７６） ・ ・
（６ ７３３） ・ ・
斎藤郷太郎
松本康司 （ ６８３８） ・ ・７   
佐藤清衛 （ ９３０７） ・ ・
  
佐藤誠二
（１ ０６４３） ・ ・
退会
神奈川   
浦 宏至 （１３３８０）
島田靖子 （１４４５８）
北海道
福岡
池田浩伸 （１５１９７）

N

演題
①「修験道と霊山・霊場」日本山

O

25

総務委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
総務委員会
総務委員会 高尾の森づく
りの会
常務理事会
図書委員会 山行委員会
フォトクラブ 山岳地理ク
ラブ 九五会
スキークラブ スケッチク
ラブ 平日クラブ

◆フォーラム
登山を楽しくす
る科学
（Ⅸ）
科学委員会

日時 ３月 日㈯ ～ 時（受付
時 分～）
場所 立正大学品川キャンパス

I

23 27

01

12

28

12月

22

26

号館１１５１教室

A

日

15

14 15

インフォメーション

11

【連絡事項】
１・日山協平成 年新春懇談会
１月 日㈯ 時〜 時 アルカデ
ィア市ヶ谷
「富士の間」
２・都岳連新春の集い １月 日
㈯ 時〜 ホテルＪＡＬシティ田町
３・ 支部
（千葉・茨城・栃木・群
馬）懇談会 ２月 日㈯〜 日㈰
妙義グリーンホテル
４・日本山岳遺産サミット ２月
日㈯ 時〜 神保町三井ビル
Ｆ インプレスグループ セミナー
ルーム

16

12 12 12 12 11

29

日 山岳研究所運営委員会 支
部事業委員会 デジタル
メディア委員会
日 理事会 自然保護委員会
休山会 山想倶楽部
日 科学委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ みちのり山の会
日 自然保護委員会 ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢ ＳＵＮ燦会
日 山の自然学研究会
日 資料映像委員会 ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢ
日 麗山会 スキークラブ
日 青年部 三水会 つくも会

17

13

【今後の予定】
１・次期理事会等
１月度常務理事会 １月 日㈭
時 分〜 集会室
２月度常務理事会 ２月１日㈬
時 分〜 集会室
２月度理事会 ２月８日㈬ 時
分〜 集会室
２・事業計画・予算等
・平成 年１月 日㈪ 平成 年
（提出期限）
度事業計画・予算

19 17

16 16 16 16 16

O R M
13

1
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8 7 6
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15
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12

12
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13

18

14
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29
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30
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I
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集合
③「山のトイレ改善」特定非営利
日 時半までに休暇村乗
活動法人日本トイレ研究所理事
鞍高原へ
上 幸雄氏
日休暇村─肩の小屋─剣
行程
定員 先着３００名（受講票は送
ヶ峰─肩の小屋─休暇村
日 時ごろ 休暇村乗鞍
付しません。定員オーバーの
解散
高原
場合のみ連絡します。
）
参加費 １万５０００円
（１泊分）
費用 ５００円
（資料代）
名
募集人数
申込み 米倉久邦まで。Ｅメール
）または、 申込み ２月 日までに菊池武昭
（
kagaku@jac.or.jp
０９０ ６３１９ ７
ハガキ（〒１０２ ００７５
へ
東京都千代田区三番町７ ６
６０２
sanko@jac.or.jp
３０３）
で
参加者には詳細案内いたします。
＊立正大学品川キャンパスへのアク
（ http://www.ris.ac.jp/access ◆四国八十八ヶ所歩き遍路① 順
セスは
）
を参照。
打ち１国徳島参り  山行委員会
/shinagawa/index.html
「山手通り口」
をご利用下さい。
四国八十八ヶ所１２００㎞を春
◆乗鞍岳雪山登山

（節 田重節）
ようと思っています。

図読みも楽だったのです。遅まき
ながら、ＧＰＳの使い方を勉強し

安楽寺
（泊） 日― 番・藤
❖編集後記❖
井寺（泊） 日― 番・焼山
◦先月は１泊２日で、千葉支部の
寺
（泊） 日― 番・井戸寺
忘年山行に初めて参加しました。
（ 泊 ） 日 ― 番・ 立 江 寺
房総の山は最高峰の愛宕山でも４
（ 泊 ） 日 ― 番・ 平 等 寺
０８ｍですから、正直ナメていま
（ 泊 ） 日 ― 番・ 薬 王 寺
した。ところが、２日目の群界尾
（ 泊 ）４ 月 １ 日 ― 鯖 大 師 ― 海
根
（かつての安房と上総の国境）
縦
部
（泊）２日―甲浦
（解散）
走は地形が複雑で、稜線が分岐す
（健脚向き）
歩程 １日 ～ ㎞
るたびにしばしば立ち往生です。
費用 参加費１万円
（通信費、
写真
リーダーが地図やＧＰＳと首っ引
、１日１万円
（宿泊代は
代等）
きで先導してくれなければ、とて
その都度精算、賽銭、納経、昼
も歩けるものではありません。
食代 ）
、傷 害 保 険 は 各 自 お 掛
◦大学の山岳部時代から、道のな
けください。遍路用品は約２
い山やヤブこぎの山にルートを見
万円。別途往復交通費。
つけるのが得意でしたが、考えて
定員 ８名
（先着順）
みれば、山は常にアルプスや中級
す み
申 込 み ３ 月 日 ㈮ ま で に 数 見 ‥ 山岳ばかりでした。見通しが良く、
ただし
直へ
地形がはっきりしているから、地
０９０ ７２０４ ４６６８
sanko@jac.or.jp

訂正
◦会報 月号
（８５９号） ページ

■ 19

11

「支部だより（静岡支部）
」本文中、
「 井川村の資源として村内２万８
０００町歩」は「４万数千町歩」の
誤り、大倉喜八郎が買い取った面
積「２６００町歩」は「２万６００
０町歩」
の誤りでした。
お詫びして
訂正いたします。

2017年
（平成29年）
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〒102−0081
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秋４回の区切り打ち
（２年間）
で歩
きます。初回は徳島県（発心の道
場）
の１番札所・霊山寺から 番・
薬王寺まで順打ちします。歩き遍
路の経験豊富な四国八十八ヶ所遍
路大使が遍路・巡拝・服装等の作
法はお教えします。遍路用品は

1

23
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10

14

15

番札所での購入もできます。
日程 ３月 日㈯～４月２日㈰
８泊９日
日㈯ＪＲ徳島駅改札口７
集合
時。 日㈮夜行バスで朝着あ
るいは前日徳島泊。
日 番・霊山寺― 番・
行程

860 号

山

日本山岳会会報
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山行委員会

天候も和らぐ早春の乗鞍岳に乗

15

１５

25

24

25

鞍スノーリゾートより位ヶ原を経
て剣ヶ峰を目指します。休暇村乗
鞍高原よりリフトを３本乗継いで
スキー場トップに至り、肩の小屋
まで絶景を眺めながらスノートレ
ックを楽しみます。肩の小屋から
はアイゼン・ピッケルの世界で、急
斜面を登り剣ヶ峰を目指します。
（歩程８時間半）
日程 ３月 日㈫～ 日㈬
14

