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実務担当者のための「支部事業情報交換・
交流会」開催さる

8月号（ No. 867 ）
支部事業委員会 武藤篤生

７ 月 ８ 日、 本 部 ル ー ム に お い て 北 関 東・ 南 関 東 ブ ロ ッ ク ７ 支 部 合
同による「支部事業情報交換・交流会」が開催された。各支部の実
務 者 名 が 集 ま っ て、 支 部 の 活 性 化 や 会 員 増 強 の た め の 事 業 の 企
画・ 立 案・ 実 施 の 方 法 に つ い て 情 報 交 換 を 行 な い、 新 し い 事 業 展
開を図るためのアイディアやヒントを共有することができた。

は、歴代会長の中心施策となって
いる。
ところが、
各支部が具体的に
どのような活動を行なっていて、
成果が上がっているのか、じっく
り情報交換する場がなかったので
はないか。そのような場をまずは
関東地区で設けようということで、
賛同者を代表して東京多摩支部の
竹中支部長の挨拶ののち、各支部

支部設立 年目で、支部には県
岳連に所属する会員も多く、協賛
や共催を通して協力して事業を行
なう機会が多い。支部で行なう事
業は山の日に関連するものも多く、
ファミリー登山、
クリーンキャンペ
ーンなどの公益事業や山岳映画の
夕べ、
ヒマラヤの集い
（報告会）
など
がある。

昨年７月に親子登山教室を開催
した。平成 年より毎年開催して
いるが、県岳連との共催で補助も
受けている。 組の親子 名と講
師・スタッフ 名が参加し、
１日目
は学習院大学・光徳小屋に宿泊し、
２日目に男体山登山を行なう。

様々な支部事業が報告された情報交換会
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水分摂取のしかた、
歩き方、
観天
望気などは日山協の資格を持つ指
導者が、天体観測や植物観察など
の自然体験活動は講師・スタッフ
が指導する。事故などの責任問題
に配慮し、子どもだけではなく親
子で募集するが、親は口出しさせ
ずに子ども中心で進めている。参

加者には好評で、
リピーターも多い。
実施の２ヶ月前に新聞、コミュニ
ティ誌など無償のメディアに募集

記事を掲載し、
県・市教育委員会に
チラシを配布して募集する。定員
の１・５倍の応募がある。
【群馬支部】
県内での様々な山の事業に取り
組むために、
ＪＡＣ群馬支部、
県岳
連、
労山の山岳３団体が、
平成 年
に群馬県山岳団体連絡協議会を発
足させた。
山のグレーディング、
ぐ
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The Japanese Alpine Club
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2017 年（平成 ２9 年）
近年、支部活動の活性化を図り、 で行なっている事業が紹介された。
会員増強につなげようという試み 【栃木支部】

16

▶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
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して房総半島の分水嶺踏破を行な

央分水嶺が通っていないために、
平成 〜 年に支部独自の事業と

平成 年に発足し、現在活動に
ってもらいたいという要望があっ
参加している支部会員は 〜 名
たのをきっかけに始めた。今年で
である。アンケート調査によると、 ５年目で、通算 回実施している。
活動に参加していない会員も支部
施設の児童と職員が中心で、千
の活動に関心を持っているようだ。 葉支部のスタッフはその支援・補
平成 年より年１回、障害者と
助を行なっている。今まで大きな
の
「ふれあい登山」
を実施している。 事故はないが、責任問題を明確に
埼玉県障害者スポーツ協会ととも
し、安心して実施できるよう施設
に主催し、障害者スポーツ協会は
と覚書を交わすことを検討してい
募集、ＪＡＣはプランニングと運営
る。
また、
支部として賠償に対する
を担当している。参加者約１００
保険の加入が必要かどうか調査し
名のうち４分の１が障害者である。 ている。委員会が中心となり４名
ＪＡＣからは多くの自然保護委員
の担当者のほか、ボランティアで実
が参加し、歩行時に自然観察の指
施している。施設の要望が多いの
導などを行なった。
で、今年は５回実施したい。
また、越生町教育委員会の後援
一方、
平成 年より郡界尾根
（安
房国と上総国を分ける尾根）踏破
事業を実施している。千葉県は中

することが課題である。

活動を行なっている会員も多く、
支部の独自性を持った活動を確立

情報は収集せず、会員の属性は把
握していない。アンケートなどに
より支部会員のニーズを把握しよ
うと努めているが難しく、山行計
画が立てにくい。本部や他団体で

を受けて毎年「大高取山自然観察
会」
を開催している。
非常に珍しい
地層逆転が観察できる。過疎の進
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【神奈川支部】

登山対象となるピークのすべてに
登り、文化的要素
（地形・気象・植

ある。５年をかけて県内の山・峠・

者は原則として支部会員のみ。踏
１つの目標を定め、多くの支部会
破の暁には、報告書をまとめたい。 員に参加してもらうことが目的で

ない支部活動を活性化するために、

昨年発足し、県内在住の会員の
内１３４名が支部会員である。個

生・山岳宗教など）を含めた報告

上、懇親が主な目的である。参加

リー別に６班に分け、解説を加え
ながら観察をする。今後は解説員
の養成が課題である。
【千葉支部】
支部の公益事業として、児童養
護施設
「晴香園」
の児童の引率登山
を行なっている。
晴香園より、
支部

人情報保護の観点から会員個々の

障害者と手を取り合って歩く会員たち（埼玉支部）

会員に子どもたちを山に連れて行
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んだ地域であり、地域おこしも開
催目的の一つである。およそ 名
を地学班、
植物班、
歴史班のカテゴ

25

った。本事業はそれに続く事業で、
本年度、
「 かながわ山岳誌プロ
支部の活性化と支部会員の技術向
ジェクト」
を立ち上げた。
発足間も
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んま県境稜線トレイル、山フェス
タ、山の日イベント、スポーツクラ
イミング振興などの事業に取り組
んでいる。
県境稜線トレイルは県が進める
ロングトレイル・プロジェクトで、昨
年度は谷川岳から四阿山までの１
００㎞を、３団体が分担して調査
した。環境省、県、協議会、地元
が協議しながら進めている。
谷川岳」は
「山の日イベント
みなかみ町で開催され、昨年から
は協議会と地元のエコツーリズム
推進協議会との共催で実施してい
る。ＪＡＣでは山麓の自然観察会
を実施した。
【埼玉支部】

in
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準備体操の後、男体山に向かって元気に出発（栃木支部）
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書を作成する。２８２ポイントを
選定し コースを設定した。難コ
ースはプロジェクト・メンバーが、
易しいコースは支部会員と支部会
員同伴の非会員が参加できる。成
果は一般に公開し、当支部の存在
をアピールすることによって新入
会員が増えるのを期待する。
【東京多摩支部】
平成 年に支部が発足し、翌年
に支部活性化策のひとつ、公益事
業としての若年層対象の初級登山
教室開催が提案された。立川市の
「 たちかわ市民交流大学の団体企
画型講座」
に応募し、
事業実施許可
を得、
平成 年より
「初心者登山教
室」
を毎年開催している。
募集は市

初級登山教室で春の穂高・岳沢へ（東京多摩支部）

視野に入れ各種イベントを開催し

会員増強は各支部共通の最大課
題である。各支部とも会員獲得も

された。

くの質問や意見が寄せられ、いく
つかのテーマについて議論が交わ

各支部の活動報告に対しては多

ウェブにて公開する予定である。
＊

政的に出版は難しいが、近日中に

選定し、会員が踏破、取材をして
ルートガイドを作成している。財

が、企画運営はＪＡＣが行なうが、
新聞への募集案内掲載はＪＡＣで
行なっている。
３ヶ月間の
「初心者登山教室」
が
終了後、
支部独自の ヶ月間の
「初
級登山教室」
を実施している。
１期
～４期の初級登山教室修了生は
名で、その内の 名がＪＡＣに入
会している。指導内容の統一とス
タッフ育成のために指導マニュア
ルを作成し、リーダー研修会など
を行なっている。
５周年を機に奥多摩駅近くの会
員保有の家屋を借り上げ、ベース
キャンプを開設した。稼働率は高
くないが、
支部行事や個人山行、
本
部のＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ会員な
ども利用している。
「多摩百山」
を

支部会員の保険の加入状況を定期

急時のマニュアルを作成して訓練 （支部事業委員会）
重廣恒夫、宮崎
を行なっている支部もある。また、 紘一、森武昭、節田重節、永田弘

登山の講習会を実施している。緊

テランの遭難事故が多い。安全対
策については、多くの支部が安全

近年、
山岳事故において、
特にベ

ような観点も必要となってくるで
あろう。

ようにして仲間を増やすかという

者社会を念頭に置きながら、現在
の会員サービスを充実させ、どの

本憲一、河野悠二、中原美佐代、

川支部）
込田伸夫、井村英明、長島
泰博、
（東京多摩支部）
竹中彰、山

支部）
三木雄三、山口文嗣、
（神奈

原秀介、根井康雄、
（埼玉支部）
高
橋努、高嶋徳紘、清登緑郎、
（千葉

木支部）渡邉雄二、
（群馬支部）北

場所：ＪＡＣ本部ルーム１０４号室
出席者：
（茨城支部）
西川元禧、
（栃

ているが、
イベントをきっかけに入
的に調査し、把握している支部も
会に至るケースは少ないようであ
ある。
支部においても、
安全登山へ
る。登山関連のイベントの参加者
の取り組みはさらに重要になろう。
は比較的固定されており、すでに
今回の情報交換会において、各
いずれかの団体に入っているケー
支部で抱える課題の多くが、支部
スが多く、講演会などでは声掛け
会員の獲得と高齢化対策、指導者
の機会が少ないことなどが理由で
の育成など共通していることが明
ある。
らかになった。
今回、
各支部での取
登山教室は受講生と会員の関係
り組みについての意見交換を通じ
を築くのに適しており、東京多摩
て知識の共有ができた。ここでの
支部で行なっている登山教室では
成果が、各支部の今後の運営や活
修了者の多くがＪＡＣに入会し、 性化に役立つことを期待している。
過去６年での退会者もゼロである。 ほかの地域でも同様な情報交換会
非会員が参加できる山行を機会に
が開催され、多くの支部が活性化
入会するケースも多い。
されるよう願っている。
従来、若年層の会員獲得を目指 【開催データ】
してきたが、今後の人口構成にお
日時：平成 年７月８日㈯午前
いて若年層は減少してゆく。高齢
時〜午後５時

太郎、谷内剛、武藤篤生
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平成 ・ 年度新役員紹介

①９８６３
②副会長
③ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ、家族登
山普及委員会、医療委員会、山岳
研究所運営委員会

野澤誠司
（のざわ・せいじ）

も山積しています。
まずは、登山者の高齢化による
身体能力の減退認識不足が道迷
い・滑落・転倒・疾病による事故
を増大させている現実を鑑み、山
のグレーディングやテストコース
の設定・登山能力の自己認識の方
策など、身体能力に併せた目標設
定の標準化など、安全登山推進の
ための施策を模索していきたいと
考えています。

先ごろの総会を経て新たに着任された役員の皆さんに自己紹介を
していただきます。①会員番号 ②役職 ③担当委員会やＰＴ、Ｗ
Ｇなど ④好きな山域や登山スタイルなど
重廣恒夫
（しげひろ・つねお）
①７９３１
②副会長
③記念事業委員会、支部事業委員
会、海外登山助成審議委員会
④海外登山
（年１回）
、チャレンジ
４０００（生涯４０００山登山）
、
関西支部県境縦走

昨年は 年ぶりのヒマラヤ登山
で、ナンガマリⅡ峰
（６２０９ｍ）
の
頂上に立ちました。
しかし、
加齢に
よる体力や技術の衰えを改めて認
識させられた登山でもありました。
少子高齢化が進むなかで、高齢
登山者の弱体化による山岳遭難の
増加は社会問題ともなっています。
山岳会にとっては、団塊ジュニア

本会の心棒になる
「青年部」
の再建
と、大きな土台になるＷＶ部の構
築に取り組んできました。
若い会員にはいろいろなジャン
ルの登山を経験してもらって、早
く自分に合ったジャンルの登山を
見つけて、突き詰めていってもら
いたいと思っています。そうする
ことによって登山が上手になり、
登山寿命が延びます。高齢化で収
縮していく登山界にあって、本会
だけが唯一、すべてのジャンルの
登山を安全・確実に展開していけ
ればいいな、と思っています。
古川研吾
（ふるかわ・けんご）
①１５８８８
②常務理事
③財務委員会
④近郊の日帰り登山に始まって、
休暇が取れたときは縦走と頑張
っていましたが、最近はバックカ
ントリー・スキーに重心が移って

を中心として新たに登山を始める
きています。
東京都出身。高校のＷＶ部で登
人を増やすことも大きな課題です。
代後半になって体験したファ
山を始めました。本当に山が好き
一方で、山岳団体などの組織登山
なので、以来 年間ブランクなく、 ミリー・キャンプからアウトドア活
者の高齢化による事故の増加、ネ
動を始めました。それから自転車、
すべてのジャンルで登り続けてい
ット登山が拡大するなかでの初心
カヤックと変遷し、子どもたちが
ます。昔は主に学生部指導と遭難
者による事故発生の懸念など、社
クラブ活動などで一緒に行動でき
対策で活動してきましたが、ＹＯ
なくなるころから登山を始めまし
ＵＴＨ ＣＬＵＢができてから、

30

た。
山岳会に所属したことがなく、
我流であちこちの山域に出かける
休日を過ごしていました。これか
らは少し体系だった登山を学びな
がら会務をこなし、皆様のお役に
立てるよう頑張りたいと思います。

永田弘太郎
（ながた・こうたろう）

①１２３１９
②常務理事
③総務委員会、ＤＭ委員会、５９
９ミュージアムＷＧ
④ハイキングが主で、常におもし
ろさをプラスするよう心がけて
います。

山のバス時刻表を作っていたと
き、仕事で知り合った人に紹介さ

れ入会しました。若いころから山
に登っていましたが、山を知った
のは入会後で、諸先輩に多くを教
わってきました。在籍 年、総務

委員会を中心にいくつかの委員会
や同好会に属してきました。
日本山岳会は私にとって非常に
居心地が良く、いつまでも続いて
欲しい世界です。ですが、その先
行きは芳しくありません。ＹＯＵ

ＴＨ ＣＬＵＢ活動や支部活性化
などによって目先の沈没は回避で
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会環境や生活スタイルの多様性に
対応した安全登山の啓発は、課題

42
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きそうですが、将来の見通しは立
っていません。ブラックと揶揄さ
れる
（！）
理事会ですが、見晴らし
のいい尾根に出るまでやってみよ
うと思っています。入会してくる
若い人たちのためにも、会を永き
にわたり存続させたいと考えてい
ます。

ば、と考えています。

アルパインスキークラブへの入
また、医療委員会では野口前理
会、
そして山岳研究所運営委員、
同
事、浜口前委員長の下、健康管理
委員長を担うことになり、上高地
に関する講演会やメディカル・ハ
の関係者の方々とも交流ができた
イキングなどが企画されてきまし
ことは大きな財産です。これまで
た。日本山岳会の社会貢献事業と
の経験を活かして会員の方たちと
して、こうした活動が定着、発展
の触れ合いをさらに広げ、会務を
するように非力ながら尽力させて
通して活性あるＪＡＣ活動に力を
いただきます。
注ぎたいと考えています。よろし
さて、以前から自分自身の健康
くお願いします。
管理に登山をうまく活用しようと
考えていましたが、縁あって本会
齋藤 繁
（さいとう・しげる）
神長幹雄常務理事のご支援の下、
『病気に負けない健康登山』
『体の
①１４１４３
力が登山を変える』という健康増
②理事
③医療委員会、科学委員会
進啓蒙書を山と溪谷社から、
『山
④谷川岳をはじめ、アプローチの
登りの健康管理の秘訣』という健
容易な群馬の山々を中心に活動
康管理指導書を朝日印刷から出版
しています。
させていただいております。今回
野口いづみ前理事の後任として、 の 理 事 担 当 を 機 に 日 本 山 岳 会 の
医療委員会と科学委員会を担当さ 「健康増進登山」
推進に貢献できれ
せていただきます。本業は病院の
手術室、
集中治療室勤務で、
重症な

清登緑郎
（きよと・ろくろう）
①８６１２
②理事
③山行委員会、
「山の日」
事業委員
会
④北ア・南アの縦走。北海道や東
北の山々。

学生時代、冬の八ヶ岳を硫黄岳

から編笠山まで縦走して、山の魅
力にとりつかれてしまいました。
以降、北ア・南アの縦走を中心に
山行を重ねてきましたが、大した
山歴もなく、平凡な登山者の一人
です。
損害保険会社に就職後も転勤先
の山を楽しんできましたが、定年
後、日本山岳会の活動に参加した
くなり、山行委員会
（旧・集会委員
会）に所属して、
「安全に楽しく、
全国の仲間と一緒に、憧れの山に
登ろう」
をモットーに、
全国各支部
の、主に中高年の皆さんと一緒に
山登りを楽しんできました。
理事業務は初めての経験ですの
で、分からないことばかりですが、

安全第一で楽しい山行を数多く、

会員の皆さんに提供することが当
面の課題かと考えています。そし

て、そのことが仲間を増やしてい
くことにつながっていくと思って
います。どうぞよろしくお願いい

たします。

近藤雅幸
（こんどう・まさゆき）

①１４９７２
②理事
③図書委員会、自然保護委員会、
森づくり連絡協議会、高尾の森づ
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安井康夫
（やすい・やすお）
①８４９４
②理事
③山岳研究所運営委員会、国土地
理院ＷＧ
④アルパインスキークラブで山
スキーを楽しんでいます。

名古屋市出身。中学２年のとき
に博多へ移住、高校山岳部時代に
岩登りがしたくて、卒業するとす
ぐに福岡市内の山岳会に入会しま
した。１９７３年 月にまだ解禁
されていなかったチョ・オユーを

びにＪＡＣの皆さんとのお付き合
いが広がっていきました。

患者さんや痛みに苦しむ患者さん
偵察後、
故・新貝勲さんからＪＡＣ
の診療にあたっています。
現在、
日
入会を勧められて、１９７８年に
本山岳・スポーツクライミング協
入会しました。
大阪に転勤して関西支部に移籍、 会の登山部医科学委員会委員長、
日本登山医学会の事務局長も兼務
総務委員を担当するころから登山
観が変わり、転勤で各地を回るた
しており、山岳関連団体医療分野
の横断的交流に貢献できれば、と
思っています。

10

さを胸に置いて仕事をしていくつ
もりです。
波多野あをい
（はたの・あをい）

持って頑張っております。
長い歴史のある山岳会の門戸を
開き、受け入れていただいたこと
に感謝し、
ワンゲル目線、
女性目線
の声をお届けし、橋渡しできれば、
と思っております。どうかご指導、
ご支援をお願いします。

き日本山岳会に入会し、青年部に
お世話になりました。
２年前にリタイアし、気ままに

高校・大学と山岳部に所属して
いました。当時（１９７０年代前
半）
は、
講義への出席もあまりうる
さくなく、年間１２０日くらいの
山行をしていました。１９９１年
に母校の監督を引き受け、このと

石川一樹
（いしかわ・かずき）

飛行機で偶然通りかかったＫ２
の頂上を見て、山に魅了されまし
た。それから随分たちますが、仕
事や子育てが落ち着いて、登山を
始めました。
現在、ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢの
ＷＶ部に属しております。委員会
では家族登山普及員会の担当理事
で、主に
「山ご飯」
を担当していま

年間 回くらいの山行をしていま
す。少しでも会のお役に立てれば、
と思います。どうぞよろしくお願

①１５２０８
②理事
③ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ、家族登
山普及員会
④夏季は縦走、冬季は山スキー

す。同好会ではバックカントリー
クラブに所属しています。スキー
で登山をするということにとても

いします。

①１１０２２
②監事

憧れ、スキーを始めました。
ＷＶ部が発足してはや５年。現
在、
ＷＶ部員は１８７名で、
そのう
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くりの会
④破線のない山、沢など人が行か
ない山。山の自然や文化にも惹か
れています。

初めて登った山が中学生のとき
の御前山です。以来、山に取り付
かれて数十年。今や趣味の域をと
っくに超えて、山は人生そのもの
になってしまいました。
その間、
山
から受けた恩恵は数知れません。
その恩返しとして、山の自然環境
保全を考えること。それは、私が
山に行く限りは心に留め置かなけ
ればいけないことだと思っていま
す。
そんな私が日本山岳会に入会し

ち女性が 名になりました。登山
経験の深い方から浅い者まで、い
ろいろなメンバーがおりますが、
講習会や縦走クラブを通じて挑戦
し、
指導していただき、
ともに日々
成長しております。また、目標を

20

たのは、図書室にある山の書籍を
読みたかったため。念願かなって
初めて図書室に入ったとき、日本
で有数の蔵書コレクションに圧倒
され、日本山岳会の歴史と先輩た
ちの蒐集の努力に感動したのが、

今回は理事として自然保護、森

その後の会での活動を決定付けま
した。
づくり、図書を担当することにな
りました。いずれも日本山岳会の
社会貢献と文化の柱になる活動で
す。浅学非才な私にどこまででき
るか分かりませんが、常にその重

88

867−２０１7・8・２０
山

867−２０17・8・２０
山

さん け ん 通 信

雨の日の山研で思うこと
雪と氷で冷え切った山研を開所
してから早くも３ヶ月がたち、上
高地でも梅雨明けして夏山シーズ
ンを迎えました。都会よりも 度
Ｃは気温の低い上高地ですが、こ
の時期はさすがに寝苦しく感じら
れる夜もあり、窓を少しだけ開け
ておくと、ヨタカのかすかな鳴き
声と、夜の森に漂う独特の香りが、
ひんやりとした空気とともに枕元
まで流れ込んできます。
上高地の夜をいつもこうして心
から山研をまじまじと眺めている
うちに、山側から下ってくる緩や
かな傾斜が、善六沢の扇状地の一

が梓川に集まり、徐々に水位が上
がっていきます。山研の背後を流
れる善六沢もいつになく増水し、
こぶし大の石を次々と山研の前ま
で運び下ろした後、小さなしぶき
を上げながらヒタヒタと治山道を
横切っては梓川の濁流へと吸い込
まれていきました。
上高地を離れて地元に戻ってい
た３年前、管理人研修として何度
か山研に通っていたのですが、あ
るとき、ふらりと外に出て治山道

元川里美

地良く過ごせればよいのですが、
つい先ごろの大雨のおりには、ひ
と晩中降り続く雨にまんじりとも

部であるということに今さらなが
ら気づいて
「おや」
と思ったことが
ありました。
ただ、
正面側にはまだ

ときに木々を根こそぎ洗い出し、
巨岩を押し流すほどの力を秘めて
います。ふだんは穏やかな善六沢
も、そこが水の通り道である以上、
雨の降り方によってはどのように
変化するかは分かりません。山研
を管理するということは、不意に
起こる自然現象に対する危機の管
理でもあるということを、改めて
覚悟した瞬間でした。
毎年、梅雨の間に実施されてい
る上高地消防隊の訓練が今年も行
なわれ、各施設から選任された隊
員たちが規律訓練やＡＥＤ研修を
受けました。山研の隊員は必然的
に私になりますので、勇ましい男
性陣に混ざって一緒に訓練を受け
させていただきました。
そのときに隊の幹部が述べてい
た
「それぞれ自分たちのお客様は、
自分たちで守れるようにしておか
なければ……」という災害時の基
本姿勢は、上高地のような場所で
は当然といえば当然のことなのか
もしれませんが、いつでも司令塔
が存在しているような現在の社会
システムにすっかり慣れてしまっ
ている私には、とても新鮮で明快
に響きました。食料備蓄などは言
うまでもなく、万が一の状況下で

は、誰かの判断を待つのではなく、
自分の頭で考えて最善の選択をせ
よ、そのことを日ごろから意識し
ておくように、ということなのだ
と思います。
梅雨明けの気配が漂い始めたこ
ろ、立ち昇る草いきれに誘われて
外を歩いていると、水力小屋へ続
く小径の脇の、大きなハルニレの
根元で、３株のショウキランが盛
りとばかりに咲いていました。昨
年までは気づかなかった花です。
またひとつ、山研植物リストに名
前が増えました。
自然の怖さと優しさに一喜一憂
しつつ、今年の山研ライフも折り
返し地点を通過するところです。
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山研管理人

せず、かといってどこかへ避難す
るというほどでもなく、軒に跳ね
返る雨音にただ耳を傾けながら布

物を取り囲んでいるところを見る

団の中で夜明けを待っていました。 細い先駆植物のハンノキがあるも
このとき、越後支部の焼岳公募
のの、立派なサワラやイチイが建
登山隊が、雨量規制のために上高

わけでもなさそうです。

と、どうやらそうしばしば土砂崩
れや大水に脅かされる場所という

したが、梅雨時に限らず、上高地

それでも、上高地の美しい風景
をつくり出す要素としての水は、

地入りを阻まれてしまったことは
「さんけんブログ」
にも少し書きま
ではこのように雨が続けば、周囲
の沢という沢から流れてきた雨水

山研の庭で咲いたショウキラン
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インド陸軍の双発ヘリ。日・印合
支部長が変わりました①
同隊としてのＪＡＣの力強さを感
青森支部 中村 勉さん
じました。
このたび青森支部長に就任しま
帰国後、遠征隊の隊長で恩師で
した中村勉です。１９９３年の支
もある加賀勝氏の推薦をいただき、
部設立時、初代松島支部長に依頼
ＪＡＣに入会しました。
され会員にアンケート調査や設立
「山の日制定 親子登山」は当支
に向けた活動を手伝い、初期の事
部にとりましても重要な行事です。
務局長を、そして副支部長を担当
子どもたちにワクワク・ドキドキ
していました。
する冒険心を育み、また山に行き
幼稚園のころから山好きの叔母
たいと思わせる動機付けが必要と
に連れられ里山で遊んでいました。 思います。
１９７６年、八戸工業高校山岳部
来年は 年の節目を迎えます。
ＯＢを主体とした「八戸ヒマラヤ
その間「白神山地ブナ再生事業」
遠征隊」を結成し、インド、ナン 「八甲田山登山道整備」
「八甲田山
ダ・ デ ヴ ィ 山 群 の ド ゥ ナ ギ リ 峰
遭難防止ポール立て」
など、
地元に
（７０６６ｍ）に遠征しています。 根差したボランティア活動を行な
結果は後２００ｍを残し失敗しま
っています。しかし、支部の問題
としては「会員の高齢化」
「減少」
「金太郎あめ組織」
などです。本年

婦が歩いていました。そのご夫婦
が林の中で道を右にとられたので
すが、後を付いていってしまった
のです。その道は燧ヶ岳へ続く登
山道だったのですが……。
結局、苦労しながらも燧ヶ岳の
山頂まで登ってしまったのです。
このときに肌で感じた山の涼風の
清々しさや可憐な高山植物、そし
て、なんと言っても山頂にいた山
岳人の心の優しさ、深さに感動し
た の で し た。 そ れ は 疲 れ 果 て た
我々に、
山では何よりも大切な
「命
の水」
を分けてくれたのです。
これ
を機に、我々は狂ったかのように
全国の山々を駆け巡り、また、夫
婦会員としてＪＡＣにも入会、山
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宮城支部 冨塚和衛さん
このたび宮城支部長を仰せつか
りましたが、元より歴代の支部長
に比して山歴の浅い私には、山に
関する知識も技術もありません。
したがって、宮城支部の運営に当
たっては、会員、準会員、支部友
の皆様方、および本部並びに各支
部など関係各位のご理解とご協力
なくしては、この大役は務まらな
いと考えます。この点を
〝忖度〟
い
ただきながら支部運営に当たって
いきたいと思っております。
私の生まれ故郷は秀峰・栗駒山
の麓の築館町です。登山に目覚め
させてくれた最初の山は、標高が

東北一の山でもある燧ヶ岳でした。 との関わりを続けてきました。
代前半のある年の夏に、女房と
宮城支部を取り巻く環境も年々
尾瀬ヶ原の散策旅行に出かけたこ
厳しさを増し、会員の高齢化と減

たいと思っております。

業を、力を合わせて推進していき

来大きな幹になることを信じつつ、
安全で明るく楽しい山に関わる事

意図る必要があります。これが将

関心を持ってもらえるような公益
事業の、さらなる工夫・充実を鋭

度の目標として新入会員３名を確
とがありました。２日目の朝早く、 少は、いかんともし難いところが
保し、リーダーの育成を図ります。 山小屋を出発して尾瀬ヶ原に向か
あります。しかし、それに挫ける
懇談・懇親のなかに会員としての
ったおり、我々の前を 代のご夫
ことなく、多くの県民に
「山」
への
自覚や情報の共有を促し、ミニ講
演会などを通して支部の活性化に
努めたいと思います。引き続きの
ご支援・ご協力をよろしくお願い

60

した。
ちょうど時期を同じくして、Ｊ
ＡＣがナンダ・デヴィの初縦走に
挑んでいました。山全体に響くヘ
リコプターの音は、谷底深く飛ぶ

40
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申し上げる次第です。

冨塚和衛さん

宮城支部長

中村 勉さん
青森支部長

867−２０１7・8・２０
山

867−２０17・8・２０
山

１９６８年から 年までの主な
山行経歴は八幡平、奥穂高岳、白
馬岳～唐沢岳縦走、屋久島・宮之
浦岳、冬季八ヶ岳・横岳、針ノ木
岳、立山、北岳で、１９７７年北
米大陸国立公園視察、１９９１年
カナダ北極圏アクセルハイベルグ
島ほか化石林調査、１９９２年ヨ
ーロッパ・アルプスのブライトホ
ルン、２００９年からモンゴル国
フブスグル県で森林バイオマス調
査を行なってきました。１９８０
年代以降は毎年、
鳥海山や月山、
朝
日連峰、蔵王山など山形県内の山
に登っています。
２００５年から退職まで「山形
大学自然に親しむ会」の顧問を務
めましたが、若い人たちの登山へ

６月 日の理事会にて群馬支部
長に承認されました。青春時代の
体重は現在より ㎏以上軽量で、
剱岳や滝谷の岩と氷雪に親しみ、
さらに地質学を専攻したことから
南八ヶ岳を研究フィールドに選び、
行者小屋に居候しながら沢・尾根
のすべてを踏破しました。
歳のときに青函トンネルへ赴
任し、夏冬ともに大千軒岳を休日
の安らぎの場としていました。そ
のおりに 代会長の佐々保雄先生
を大千軒岳にご案内したのが縁で
ＪＡＣに入会しました。
その後、
機
会あるごとにヨーロッパ・アルプ

ことにあります。昨年は群馬県の
山 峰のグレーディングを発表し、
来年開通を目指す「ぐんま県境稜

おりますが、いずれも岳連所属で
の活躍であり、強いてＪＡＣの必
要性がなかったと考えられます。
そのような環境下、本部の指導も
あり２０１３年７月に、
田中壯佶・
八木原圀明両氏が中心となり群馬
支部が設立され、今年で４年を迎
えたところです。
支部活動は両氏のご努力の甲斐
があって、順調に軌道に乗れたと
思います。さらに群馬県の特色と
しては、
昨年４月に
「群馬県山岳団
体連絡協議会」が立ち上げられた
ことです。この組織の目的は、Ｊ
ＡＣ群馬支部、群馬岳連、労山の
３団体が、山岳に関する大きなイ
ベントを共同で企画・運営をする

群馬支部 北原秀介さん

スやチベット、ネパールのヒマラヤ
に接してきました。
群馬県は山岳で囲まれているに

群馬支部は、年間６回の支部山

もかかわらず、支部設立が非常に
線トレイル
（仮称、
全長１００㎞）
」
遅かったと言えます。その理由は、 の調査も行ないました。

10

支部長が変わりました①
私は１９５１年、東京都葛飾区、
フーテンの寅さんでおなじみの柴
又帝釈天のそばで生まれました。
山とか森とかが近くに全くない所
で、光化学スモッグが毎日発生し
ていた時代に育ったので、興味を
持ったのは自然環境の変化でした。
登山は都立両国高校在学中に同窓
生と丹沢に行ったのが始まりです。
その後、日本大学、山形大学、北
海道大学で森林科学を専攻したた
め、趣味の登山のほか、調査研究
のために国内外で山行を行なって
きました。
職業は王子製紙林木育種研究所
の考え方が昔と違ってきたと感じ
ます。登山ブームが再来している
と言われる反面、山岳会への加入

25

県内から多くの登山家を輩出して

■9

14

14

山形支部 野堀嘉裕さん

研究員、東北大学を経て山形大学
で教育研究に携わってきました。
本年４月から山形大学の名誉教授

が進んでいないのは、この点を理
解していない山岳会側の体制にも

行のほか、昨年は 歳でマナスル
に登頂する会員もいる個性豊かな

に尽力したいと考えております。

者の増加を期待できる環境づくり

忘れずに、個々が積極的に活動で
きる場を維持し、同時に入会希望

集団です。今後も設立時の理念を

69

となり、研究分野の森林科学に関
する著書、論文も多数あります。

問題があるように思われます。私
の日本山岳会への加入は２０１２
年で、まだまだ新入会員です。山
形支部のメンバーも高齢化が進み、

85

75

新会員の確保は至上命題です。会
員確保が支部長の大きな課題と言
えるでしょう。

北原秀介さん

群馬支部長

野堀嘉裕さん
山形支部長

支部報告は北海道、宮城、群馬、
埼玉、千葉、東京多摩、越後、富
山、石川、信濃、東海、京都・滋
賀、関西、四国、北九州各支部の
自然保護委員会のメンバーらが、
それぞれの地域で取り組んでいる
活動や直面している課題について
発表された。
なかでも石川支部の「白山の外
来植物分布パターン」
は、
今回のテ
ーマと重なる外来種の除去活動の
報告であった。また、野生動物の
増加、被害状況の報告も多くの支
部からあった。

織田信長がポルトガルの宣教師に
伊吹山で薬草を栽培することを許
可し、約３０００種の薬草外来種

の紹介があり、
基調講演
「伊吹山の
外来植物」を財団法人自然学総合
研究所・清水政美主任研究員がス
ライドを使って始められた。
伊吹山の外来植物は１５６８年、

REPORT

自然保護全国集会を岐阜市で開催

７月９日／支部報告・基調講演・

昨年の反省を踏まえて今年度は
約２時間弱の時間を設定した。岐
阜支部には、支部報告が基調講演

が移植されたと伝えられていて、
江戸時代には、伊吹山で採取され
た薬草が幕府への献上品になって

川口章子

分科会・懇親会
午前の部は全国からの参加者が
集まれる 時に開催。進行は自然

や翌日のフィールド・スタディに
つながったことと、時間的なゆと
りを配慮していただいた。

いた。
伊吹山に持ち込まれたり、
侵
入したと思われる外来植物の歴史
は古く、現在も多くの外来種が確

自然保護委員会委員長

保護委員会担当の近藤雅幸理事が
務め、
山田和人実行委員長が
「外来
植物が山の植生にどのような影響

午後の部は 時から開催、公益
目的事業として計画。一般参加者
を迎え、谷内剛・日本山岳会常務

２０１７年度自然保護全国集会
が７月９日㈰～ 日㈪、
岐阜市・長
良川河畔の
「十八楼」
で開かれ、来
賓、
本部自然保護委員会、 支部の
委員長・自然保護委員・会員・関係
者ら１００人を超す参加があった。
本年度のテーマは、岐阜支部か
らの提案で 外｢来種に怯える山の
植物たち で
｣ 、田 中 澄 江 さ ん が 花
の百名山の一つにたたえた「伊吹
山」
の外来植物について講演、
意見
交換が行なわれた。

を与えているか、
どのような問題が
起こっているのかを考え、
討議をし
たい」
と挨拶で呼びかけ始まった。

現在も伊吹山で見られるのはキバ
ナノレンリソウ、イブキノエンド
ウ、
イブキカモジグサの３種である。
在来種を守るためには保全は大
事なことで、地元の守る会などが
協力し合って外来種の除去を実施
しているが、登山者による持ち込
みが登山道沿いに多く見られる、
と指摘された。
今回、外来種の問題を全国集会
のテーマとして取り上げたのは良
かった、と参加者からの声があった。
時からは参加者が３グループ
に分かれて分科会を実施。
①
「高山帯での課題」
を植生の研
究モニタリング調査等をされてい
る西條好廸・岐阜支部自然保護委
員が、②「亜高山帯」を下野綾子・

東邦大学理学部生物学科講師で自
然保護委員が、③ 山｢地帯での課
題 を｣清水政美講師が担当。
各分科会では担当者から話題、

問題等の提供、参加者との意見交
換が活発に行なわれた。
その後、
３
分科会の報告をして 時終了。
時 分から懇親会で交流を深
め、 時 分に終了。

７月 日／フィールド・スタディ

日本百名山、花の百名山の伊吹
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清水政美氏による基調講演

認され、在来種への影響が少なか
らず生じている。ちなみに、ポル
トガル宣教師が持ち込んだ薬草で

１８

１８

理事の挨拶、来賓の中部森林管理
局計画保全部・江坂文寿部長の祝
辞、岐阜森林管理署・藤村武署長

３０

３０

10

全国集会の重要な柱である全国
各支部の自然保護委員会の活動状
況や課題などの報告があった。

16

１９

２１

１０

14

11

867−２０１7・8・２０
山

867−２０17・8・２０
山

山での観察会を実施。岐阜市から
伊吹山への交通が不便なので、貸
し切りバスで宿舎から伊吹山山頂
駐車場まで、８時出発で向かう。
鵜飼い船でにぎわっていた長良
川沿いを走り、岐阜支部自然保護
委員会・藤田委員長らの案内で岐
阜の歴史、名所の話に耳を傾けて
いると雨粒がフロントガラスに。
両側の植物に目をやり、観察が
すでに始まっているバスは、伊吹
山ドライブウェイに入ると、話題
になっている〝子鹿を襲う空のハ
ンター・イヌワシ〟を撮影した八
合目の撮影場所を通過。カメラを
抱えた撮影者が並ぶはずが、雨で
１人もいなかった。

清水講師らの解説で楽しんだ観察会

バスを降りると霧雨の中。雨具
を着けて 名は西遊歩道から山頂
を目指して出発する。約 分で頂
上に到達するコース上で、清水講
師、西條委員、下野委員の周りを
囲み観察を始める。
アカソ、テンニンソウが多く見
られたが、アカソは山頂のシモツ
ケソウを脅かす植物。シモツケは
見られたがシモツケソウはなく、
違いはシモツケが落葉低木、シモ
ツケソウは多年草で、日本の固有
種と説明があった。
伊吹山もシカの食害があって、
シカ柵が設置されていた。木道の
両端には外来種のヒメジョオン、セ
イヨウタンポポが生え、登山者が持
ち込んだのが繁殖したとのこと。

けた。解散はバスの中だった。

中央遊歩道の最短コースを下山
し、予定の時間より早く帰路につ

することができた。

ャコウソウやイブキフウロウもや
っと見つけた人が皆に伝え、観察

畑はまだ早かったのか、イブキジ

山頂まで２時間ほどかけて到着
し、昼食を済ませる。山頂のお花

40

充実した集会を支えてくださっ
た岐阜支部の皆様に、篤くお礼申
し上げます。

山
｢の日 歳｣事記 八月

小考

■ 11

古代万葉びとにとっての山

萬葉秀歌』
（厚徳社）
より

＊版画２点は宇治敏彦氏の『木版画

心のなかに あった 大 伴 家 持 は、
神々の命溢れる立山連峰から生
きる力を与えられ、立山に寄せ
る短歌を詠んでいます。
立山に零（ふ）り置ける雪を常夏
に見れども飽かず神（かむ）から
ならし
（同４００１）
夏でも白く輝く立山連峰に神格
▲右の《うまし國そ大和の國》は を感じ、いつもここに来て山を
万葉集（２）の舒明天皇の歌。こ 眺めていたい、というのです。
れが大君の望国の象徴的な儀式
山の命 と人々の命 が交 感し、
としての御歌とすれば、自然と
の霊的な交感が豊かであった時 互いにその力を増幅し合った万
代、大君の宣（の）る言葉に応え、 葉びとたちは、繊細かつ豊かな
自然はたとえ雲に満ちていたに 心で山と向き合っています。か
せよ、雲散霧消、
「うまし國」の かる情景は、千年余を遥かに経
鮮やかな全貌を現前させたに違 て、祝日「山の日」を持つに至っ
た我が国の国びとに、まこと、ふ
いありません。
さわしい古代からの遺産、恵み
ではないでしょうか。  （丸）
三輪山をしかも隠すか雲だにも
心あらなもかくさふべしや（同
、額田王）
▲ここでも女性歌人王（おおき
み）
の、飛鳥を離れる惜別と歎き
の言葉は、山と雲、自然に届い
たことでしょう。作歌、表現上
の言葉の強さがそれを語ってい
ます。

▲地方官の越中守に任じられ傷

18

52

９時 分：アクアグリーンビレッ
ジＡＮＭＯＮで八戸・十和田から
の参加者らと合流。

原則年２回春と秋に実施し、今
年の６月で足掛け 年、合計 回
目の作業となった。作業に関わっ
た人員は延べ９００人を超える。
今回は参加者が９名と少なかった
が、天候にも恵まれ、予定どおり
の作業をすることができたので以
下に経過を報告する。
６月 日
８時：弘前駅城東口集合、出発。

差し入れのタコや各自持参のツマ
ミや飲み物を出し合い懇親を深め
る。夜の帳が降りれば、頭上には

個体差が大きい。
時：作業終了。今回参加できな
かった旧岩崎村の鹿内さんからの

ブナの生育状況を調べ、前回のデ
ータ
（３年前）
と比較する。１ｍ以
上も伸びている木もあれば、ほと
んど成長していないものもあり、

岩木山ビューポイントに到着。少

木漏れ日の森の中での休息

だより

時 分：奥赤石ゲートで津軽白
神森林生態系保全センターの寺田
所長より安全指導を受けてから入

満天の星空が広がり、人工衛星が
行き交うのがよく見える。
６月 日

30

支部

青森支 部

白神山地ブナ林再生事業
＆自然観察会の報告

山。
時 分：キャンプ地到着、テン
ト設営、各自昼食。

16

し霞んでいるが霊峰岩木山の姿が
拝めた。

８時 分：世界遺産核心地域に入
る。
９時：クマゲラの森に到着。風も

なく木漏れ日に輝く静かな森の中
でしばし休息。水場まで下り、冷
たい水で喉を潤す。

９時 分：クマゲラの森出発。
時 分： キャンプ地到着。昼食
後、撤収。

時 分：奥赤石ゲートで解散。
（須々田秀美）
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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。

下草刈りが済んでから、植樹した

20

30 30

10

18

時：作業開始。今回初めて参加
７時：自然観察班はクマゲラの森
する人に、ブナの木や葉の説明を
に向けてキャンプ地を出発。
し、下草刈りを手分けして行なう。 ７時 分：急坂を登り切り、通称

25

30

11

13

24

30

20

10

10

11

13

白神山地ブナ林再生事業は、日
本山岳会創立１００周年（２００
５年）の記念事業の一つとして位
置づけられ、㈳国土緑化推進機構
「緑と水の森林基金」
の助成を受け
て、１９９９年９月から始まった。

ブナ林再生事業開始前の記念写真

867−２０１7・8・２０
山

山

867−２０17・8・２０

Climbing&Medicine・79
登山家の呼吸、忍者の呼吸


齋藤 繁

登山家の呼吸に関するコメントの代表として、
1978年に無酸素で標高 8848mの頂に到達したハ
ーベラー（Peter Habeler）と メスナー（Reinhold
Messner）の、
“私たちは数歩進むごとにピッケル
にもたれかかって、十分な呼吸をしようと口を開
けてあえいだ（After every few steps, we huddled
over our ice axes, mouths agape struggling for
sufficient breath）
”
という言葉がある。
肺の中の二
酸化炭素を一生懸命吐き出さないと酸素を取り
込む圧力的余裕が肺胞内に確保できず、生存が困
難になるという、呼吸生理学的に貴重な体験談と
して登山医学の教科書に引用されている。
高所に行かなくても、山を歩きながら運動と呼
吸の関係を実感する場面は少なくない。たとえ
ば、平らな所でゆっくり歩いているときは、結構
な速さまで口を閉じたままで歩いていられるが、
山の登りでは大して速く歩いていないのに、口を
開けて呼吸をしたくなる。これは、単位時間内に
呼吸する体積を大きくするために、呼吸の抵抗を
減らしたくなる衝動と考えられる。鼻を通して呼
吸した方が、ホコリやばい菌が肺の奥に入りにく
く、また吸い込む空気の加温加湿には有利だが、
呼吸抵抗が大きくなり、呼吸のための筋肉も疲れ
てくる。それで、口を開けて呼吸してしまうわけ
だ。
呼吸のための筋肉を鍛える方法として、マスク
をしてのトレーニングがある。呼吸筋の鍛錬用
に、マスクの脇から空気が流れ込まないように工
夫した特殊なマスクが市販されており、呼吸抵抗
を何段階かに調整できるものもあるようだ。無理

【筆者による「水遁の術」再現実験】竹筒の死腔（肺の奥
まで届かずガス交換に関与できない空気の体積）付加と水
圧による胸郭圧迫により水深 50cm ぐらいより深くなると、
ほとんど呼吸できなくなる。忍者はよほど呼吸のための筋
肉を鍛えていたのか？

のない範囲で、マスクをしての登山にチャレンジ
すると、気道の通りやすさの重要性や呼吸筋の筋
力の意義が再確認できるだろう。
ところで、日本の誇る特殊部隊、忍者軍団は戦
国時代の厳しい環境の中で生きるか死ぬか、の正
に体を張った諜報活動を実践していた。隠密の掟
により、その秘技の多くは消滅してしまったが、
『萬川集海』、
『正忍記』、
『忍秘伝』などに忍者の秘
技の概要が記されている。呼吸法に関する記述と
しては、「水遁の術」の際の竹筒を通した呼吸法
（ガス交換に関与しない死腔が大きくなり、実は
効率的な呼吸は困難だが……）、睡眠中の敵の脇
を通って文書を盗み出す際の「無息忍（音を出さ
ない呼吸法）」、重要な敵方の情報を速く届ける際
の「二重息吹（長距離走のための呼吸法）」など興
味深いものがある。厳しい登山と同様に、究極の
諜報活動では呼吸の制御が重要であったためと
考えられる。
（群馬大学大学院医学系研究科）

なお、過去のコラムは次の手順でご覧になれます。ご活用ください。
日本山岳会ホームページ→日本山岳会の活動案内→委員会→医療委員会

33

岩手支部
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第 回 東 北・ 北 海 道 地 区
集会報告

33

遠野物語には、大昔、母の女神
が３人の娘を伴って遠野に降り立
った、という遠野三山に関わる話
がある。女神は「今夜、胸に置い
た花
（山）をそれぞれに与えよう」
ろっこう し
と告げた。長女は六角牛山を、二
女が石上山、早池峰を三女がもら
うのだが、実はその晩、長女の胸
に置かれた美しい早池峰を、ちゃ
っかり屋の三女が六角牛と交換し
ていた、というオチがつく。遠野
市は北上山地中央部に位置する盆
地であり、東日本大震災で被災し
た釜石市と隣接していることから、

28

復旧支援の拠点となった城下町で
ある。
岩手支部主管の第 回東北・北

海道地区集会は、梅雨入り前の５
月 ～ 日に開催した。駅や商店
街からやや遠いが、市の浄水場を

活かした庭園や南部曲り家を移築
した「たかむろ水光園」を貸し切
り、翌日、六角牛山登山と又一ノ

滝を記念山行とした。
初日は支部長会議でスタート。

各支部の事情を交換したのち、次

27

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

勢ぞろいした参加メンバー（たかむろ水光園で）

ジャーナリストだ。都会の空気は
健康に悪いと、８年前から終の棲

山々と遠野物語」である。木瀬氏
は昭和 年東京生まれ、北海道や
東北の支局勤務を広く経験された

いた。
記念講演は、元朝日新聞盛岡総
局長の木瀬公二氏による「遠野の

合計 名という参加者で全体集会
を行ない、岩手県山岳協会・高橋
時夫会長から歓迎の祝辞をいただ

回開催を山形支部主管と決めた。
北海道２、青森８、秋田９、宮城
５、山形６、福島 の 名プラス
岩手支部から宿泊 、日帰り４の
41

家と決めた遠野市宮守町に住んで

野物語１１９のはなし』を読み、
翌日、曇り空の中、Ａコースは
私は直接お住まいを訪ね、今回の
バスで青笹町糠前にある六角牛神
講演を依頼した。
社から狭い林道に入り、峠登山口
遠野物語には の山名が数えら （駐車場）
を９時に登山開始。確実
れるという。六角牛は、六皇子と
なペース配分の下、２時間で六角
か六神石とも書き「あの山には６
牛山山頂へ。標高差６００ｍ。ぬ
人の貴い神様が住んでいるから大
るぬる滑る大岩が重なった急登続
切にしなさい」と伝えられている
きのコースなので、健脚者向きと
とのこと。ほかに、六角牛山麓の
案内してある。今回は曇天に終始
オ オ カ ミ が 馬 を 襲 う 話 も あ る。 したが、民話の遠野三山の一つを
人々は山からの水や薪で生活し、 踏査したということで、満足いた
おそらく閉鎖社会であったため、 だいたと思っている。
奇怪な民話が多く生まれた。一方、
Ｂコースは、又一ノ滝への散策
修験者や三山詣りで、外の文化情
である。
高僧が
「那智の滝は天下一
報を得ていた。遠野のような山に
であるが、
これも又一番！」
と命名
囲まれた暮らしぶりには、岳人に
したという。早池峰山の前山であ
とって身を乗り出すような世界観
る薬師岳登山口へ移動し、 名の
が広がり、興味深い講演となった。 メンバーで小１時間歩き、滝と森
かつて岩手支部の設立に奔走し
を堪能していただいた。その後Ｂ
た故佐藤敏彦氏
（山岳民俗研究家） コースでは、古色蒼然とした圧巻

計画どおり終了。参加者各位のご
協力に感謝しつつ、どんと晴れ！
解散となった。  （阿部陽子）

越後支部

第 回高頭祭と
弥彦たいまつ登山祭

高頭祭は、越後長岡出身の日本
山岳会創立メンバーで。第２代会
長を務めた高頭仁兵衛翁の遺徳を
偲ぶ行事である。毎年７月 日に
開催し、今年は 回目の節目とな
る。弥彦たいまつ登山祭と同時開
催し、半世紀以上に継続実施して
きた主要行事である。また、昨年
から８月 日に国民の祝日「山の

25
の奇岩
「続石」
を見学するなど、特
別メニューも添えた。

日に新潟県登山祭として実施し
ている「高頭祭」と「弥彦たいまつ
登山祭」を山の日記念行事として

が、北上山地とフォークロアを交
えた
『かぬか平の山々』
（１９８８
年・日本山岳会岩手支部編）を出

取り組んできた。
越後人の崇敬を集める弥彦山
（６３４ｍ）
で開催され、過去に雨

潟県の梅雨明け宣言を告げる名物
人数での登山ほど難しいものはな
行事でもあった。しかし、今年は
い。予期せぬ事態には、岩手支部
の中屋ドクターに対処してもらい、 天候不順により、前日には弥彦山

健脚Ａコースと散策Ｂコースと
も、自己選択での募集である。昨
年来、
下見登山を数回繰り返し、
先

日」
が施行されたが、
新潟県の主要
山岳団体である日本山岳会越後支
部と新潟県山岳協会は、例年７月

60

版した経緯もあって、この度の集
会を遠野づくしで企画できたこと
は幸いであった。夕食膳の前の

分間、遠野物語の怪奇談を「語り
部」
から演じてもらい、
一同がぞく
っと身震いしたところで乾杯とい

の早池峰神社を参拝し、遠野物語

11

天などで中止したことはなく、新

10

導には細心の注意を払ったが、多

19

う段取りであった。

■ 14

60

25

16 11

おられる。
著書の
『１００年目の遠

20

61

23

867−２０１7・8・２０
山

30

告、今後も継続発展していく決意
を述べられた。玉串奉奠は、遠藤

官が越後支部の現況を高頭翁に報

弘事務局長が開式宣言、修祓・祝
詞が執り行なわれた。山崎臨時神

八木原さんより「２０２０年東京
オリンピックと協会名変更につい

い」
が執り行なわれた。 ： から

り弥彦神社神官による「登山安全
祈願祭およびたいまつ登山清め祓

に止み、弥彦山頂の奥ノ院へ移動
して山頂御神廟前で開催される新
潟県登山祭に参加した。 ： よ

対岸の佐渡地方に「 年に１度の
さん、八木原さん、森庄一・県山
記録的豪雨」
という特別警報で、
新
協会長などにより厳粛に執り行な
潟県域も大雨洪水注意報が出され
われた。
ていた。 日朝も土砂降りの雨で、
記念撮影後、遠藤支部長の挨拶
弥彦山スカイラインも土砂崩れで
で来賓の梶さんと八木原さんを紹
通行止めとなる状況であった。
介していただき、
梶さんから
「山の
今年度の来賓は日本山岳会会員
日で考えてみる〝山がもたらす人
生の豊かさ 〟
」と 題 し て 記 念 講 演
で、全国山の日協議会評議員の梶
をしていただいた。梶さんは数回
正彦氏と日本山岳・スポーツクラ
のヒマラヤ登山や砂漠探検などで
イミング協会会長・八木原圀明氏
経験した苦労が、ビジネス分野で
をお迎えした。今年７月 日は火
の挑戦に対しても活かされた事例
曜平日で、かつ大雨による参加者
を語られた。
特に
「ビジネスも登山
数減少が心配されたが、 ： ごろ
と同じで、一つの目標を征服する
に高頭仁兵衛翁寿像碑がある弥彦
と次の目標を計画して邁進してし
大平園地に傘を差した越後支部会
まう癖がある」と語られたことが
員や山仲間が 人ほど集まってい
印象的であった。
た。高頭翁の遺徳のためか天候も
その後、あづまやでお神酒をい
回復し、霧雨状態となり空も明る
ただきながら一時の懇親会となり、
くなり始めたが、寿像前の芝生広
越後の地酒を味わいながら歓談と
場は濡れて足元もぬかるため、す
ぐ近くのあづまやに会場設定した。 なった。 ： ごろには雨も完全

を祭壇に飾り、 ： から後藤正

16

て」と題して記念講演をしていた

17

30

だいた。
れた。文部科学省傘下にスポーツ
講演内容は、
「 日本山岳協会は
庁が創設され、
「体育」
という言葉
戦後、日本体育協会下部組織とし
も
「スポーツ」
に置き換わっていく
て創設、現在山登りという枠を超
とのことで、今後「体育の日」は
えて多様化している。特に若い人 「スポーツの日」に、
「日本体育協
たちは、クライミングを時間や難
会」も「日本スポーツ協会」に名称
度の競技的要素のスポーツとして
変更するとのことである。
認知し、世界各地で大会が行なわ
講演終了後、たいまつ登山の開
れすばらしい成績を上げている。 始となり、責任者の越後支部役員
２０２０年の東京オリンピック正
で地元弥彦山岳会・小林頼雄会長
式種目として成長するまでになっ
の指示でたいまつが灯され、弥彦
た。若い人たちの情熱を育て上げ、 山頂から麓の弥彦神社を目指して
従来の安全登山の普及、海外未知
下山開始する。来賓の方々にも参
領域への冒険的登山の啓蒙などを
加していただき、雨の影響を受け
含めてまとめていくために、日本
たが、越後岳人約１５０人の大行
山岳・スポーツクライミング協会
列となった。
に名称変更を行なった」と述べら
： 弥彦神社本殿にて山頂か
らの御神火としてお祓いを受け、

弥彦たいまつ登山行進

00



（桐生恒治）

行進は、最高潮の気分を演出し楽
しい時間であった。

インの花火を見ながらのたいまつ

いまつ登山隊を歓迎してくれた。
夜空に打ち上げられるスターマ

し、市中沿道見学者やお神輿隊も
一時停止して拍手で迎え、多くの
参拝者・観光客が手を合わせ、た

ボーイスカウト鼓笛隊の先導で市
中行進へと進んでいった。幻想な
る弥彦神社の御神火たいまつに対

20

■ 15

25

14
00

山崎幸和・越後支部名誉会員が
持参した高頭翁寿像拓本の掛け軸

50

30

家之進正和越後支部長、来賓の梶

00

40

14
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17

25

山

ることについて審議した。
（ 賛成
名、反対なしで承認）
橋本清、今村千秋、成川隆顕、野
口いづみ、古野淳、吉川正幸、萩
原浩司、新井梓、落合正治
３・海外登山助成金審査委員会委
員の選任について
海外登山助成金審査委員会委員
の選任について審議した。
（ 賛成

平成 年度第４回
（７月度）
理事会
議事録
日時 平成 年７月 日㈬ 時

分〜 時 分
場所 集会室
【出席者】小林会長、重廣・野澤・
中山各副会長、神長・永田・
古川・谷内各常務理事、安
井・齋藤・星・近藤・波多

名、反対なしで承認）
４・平成 年度
（前期）
海外登山助
成金審査報告について

告

野各理事、平井・石川各監
事
【欠席者】
大久保・清登各理事

00
記念事業委員会、再生事業推進
ワーキンググループの新設および
公益法人運営委員会を改革事業推

【審議事項】
１・組織改正について

同志社大学山岳部「極西ネパール
登山隊２０１７」

登山隊２隊に対し助成することと
した。
（賛成 名、反対なしで承
認）

海外登山助成金審査委員会の審
査報告を受けて審議し、平成 年
度
（前期）
海外登山助成金を以下の

承認）

クライミングクラブ パルブラン

29

チ「２０１７パルブランチインド
ヒマラヤ遠征隊」

13
２・評議員の選任について
以下の会員を新たに評議員とす

13

■ 16

務
19

進委員会と改称することについて
審議した。
（賛成 名、
反対なしで

25

12

報

29

13

13

21 29

会
29

867−２０１7・8・２０
山

５・秩父宮記念山岳賞審査委員会
内）
然保護全国集会について報告があ
委員の選任について
今年度の常務理事会、理事会を
った。
（近藤）
秩父宮記念山岳賞審査委員会委
含む主要会議の日程について協議
５・
『山岳』
２０１７年の内容につ
員の選任について審議した。
（賛
した。
いて報告があった。
（神長）
成 名、反対なしで承認）
３・支部合同会議の議案等につい
６・
「山」
７月号の発行予定につい
６・収益事業に伴う株式会社駅前
て
（谷内）
て報告があった。
（神長）
アルプスとの覚書締結について
９月 日㈯〜 日㈰に開催され
再生委員会で収益事業の具体策
る支部合同会議の主要議案等につ 【連絡事項】
の一環として検討された当会と
いて協議した。
１・東京都山岳連盟第３期役員の
「株式会社駅前アルプス」
（名古屋
４・三国学生交流登山の今後につ
案内について
市）間でのグッズ販売に関する覚
いて
（中山）
２・熊本支部設立 周年記念式典
書を締結することについて審議し
三国学生交流登山の今後の継続
および記念登山について
た。
（賛成 名、反対なしで承認） について協議した。
３・第 回ミセス・ウェストン祭
７・支部助成金および新入会員報
５・入会者の増強について
（永田） 記念式典開催について
奨金の送金について
入会者の増強策について協議し
平成 年７月に支給する支部助
た。
【今後の予定】
成金について会員及び準会員１名
１・８月度常務理事会 ８月１日
に付き２０００円、新入会員等獲 【報告事項】
21

員会構成メンバーの構想について
協議した。

記念事業委員会の業務概要と委

１・記念事業委員会の概要と委員
会メンバーについて
（重廣）

【協議事項】

４・７月９日㈰〜 日㈪開催の自

会
（総務委員会主催）
について報告
があった。
（永田）

３・７月３日㈪開催の同好会連絡

交換・交流会」
（支部事業委員会主
催）
の報告があった。
（重廣）

務担当者のための「支部事業情報

13

30

13

反対なしで承認）

２・今後の会議日程について（谷

23

14

33

10

13

867−２０17・8・２０

10

19

24

について審議した。
（ 賛成

㈫ 時 分〜 集会室
２・新旧役員懇談会 ８月４日㈮
時〜 新宿中村屋

60

１・６月受付分の入会希望者９名
準会員入会希望者９名について入

30

得報奨金を会員および準会員１名
に付き４０００円を送金すること

18

３・新入会員オリエンテーション

24

会承認を行なったとの報告があっ

23

名、

13

た。
（小林）
２・７月８日㈯開催の関東地区実

29

９月２日㈯ 時 分〜 １０４号
室・集会室
４・支部合同会議 ９月 日㈯〜
日㈰ 主婦会館プラザエフ
５・第 回全国支部懇談会（茨城
支部 ）
月 日㈮〜 日㈯ つ
くばグランドホテル
（つくば市）

13

山

■ 17

日 総務委員会 同好会連絡会
日 常務理事会 スケッチクラ
ブ
日 図書委員会 山行委員会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ ス
キークラブ 有志閑談会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 フォトクラブ 二火会
日 資料映像委員会 スキーク
ラブ スケッチクラブ
日 山岳研究所運営委員会
日 理事会 休山会 山想倶楽
部
日 フォトクラブ 山岳地理ク
ラブ 九五会
日 フォトクラブ

日 緑爽会 三水会
日 総務委員会 財務委員会

スキークラブ
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 三
水会 つくも会

「優待サービス一覧〈第 期〉
」
の追加 〈
 会員サービスＷＧ〉

23

31

sanko@jac.or.jp

◆白神山地ブナ林再生事業と自然
青森支部
観察会 

ただし

円。別途往復交通費。
定員
名
（先着順）
す み
申込み ９月８日㈮まで 数見 直
０９０ ７２０４ ４６６８

真代等）
、１日１万円
（宿泊代
はその都度精算、賽銭、納経、
昼食代 ）
、遍 路 用 品 は 約 ２ 万

28

日

今回からの参加、大歓迎。遍路用
品は途中購入もできます。
日程
月 日㈮～ 月 日㈫

かんの

泊 日
うら
集合
日㈮高知県東洋町 甲 浦
駅待合室９時 分（ 日㈭東
京発の夜行高速バスで徳島
着・ＪＲ牟岐線・阿佐海岸鉄
道で 日朝着、または 日甲
浦前泊）
。
日佐喜浜町
（泊） 日 番
行程

番金剛頂寺

24

日

N

27

34

日

O

28

25

36

29

22

30

35

日

日

日
日

インフォメーション

（泊） 日 番神峯寺（泊）
◆四国八十八ヶ所歩き遍路②
日野須町（泊） 日 番大日
順打ち１国高知参り
寺― 番善楽寺（泊） 日
山行委員会

番竹林寺― 番種間寺（泊）
四国八十八ヶ所１２００㎞を春
日 番清瀧寺― 番青龍
秋４回の区切り打ち
（２年間）
の２
寺（泊） 日中土佐町（泊）
回目です。高知県
（修行の道場）
の
日 番岩本寺（泊） 日黒潮
番最御崎寺から 番金剛福寺ま
町（泊） 日土佐清水市（泊）
で順打ちします。室戸岬から足摺
日 番金剛福寺―足摺岬
岬まで。歩き遍路の経験豊富な四
（解散）
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。 歩程 １日 ～ ㎞（健脚向き）
費用 参加費１万円（通信費、写

I

30

科 学 委 員 会 マウンテンカ
ルチャークラブ み ち の り
山の会
支部事業委員会 フォトク
ラブ 山の自然学研究会
デジタルメディア委員会
家族登山普及委員会 遭
難対策委員会
自然保護委員会 麗山会
会
山岳編集委員会 公益法人
運営委員会 学生部 フ
ォトクラブ 山遊会
土曜会
青年部
７月来室者 ４６３名

会員異動
物故
北林嘉鶴子
（７５８４） ・７・
奥野道治 （ ９８５３） ・６・８

（８４４３） 北海道
（１４２９３） 東海
（１４８８３） 埼玉
（１６０５７） 東海
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退会
末岡 睦
中井正則
石塚昌孝
中山春香
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最御崎寺―
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7月
＊【関東】雲取山荘／宿泊料金
の５００円引き／①０４９４
２３ ３３３８／②前記に同じ
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万円 高本孝、藤野欣也、濱野
吉生、小川武、久保田保雄、大塚
博美、齋藤惇生
５万円 関口敏、匿名１名
３万円 高田允克、板橋元一、鈴
木昭、山寺義雄、田邊壽、小林孝
次、匿名３名
２万円 越田和男、的場大祐、糸
原学、鈴木羊三、長尾悌夫、高村
奉樹、横山厚夫、永田好行、匿名
３名
１万５０００円 松野賢珠、杉田
博
１万３０００円 青島秀夫、匿名
１名

森健治、田中外治、沖允人、松澤
❖編集後記❖
憲夫。飯島正敏、建石八重、大貫
◦７月末に、ある団体の講師とし
良夫、清水芳美、山口寿證、神﨑
て北ア・鹿島槍ヶ岳に行ってきま
忠男、島田公博、三木亮、森山久
した。老人介護施設で働いている
夫、青木巌、近藤暉、塚崎義人、坂
という参加者の若い女性から「社
井厚、岩崎忠昭、荒木壮一、保科
会で立派だった人が、リタイアし
文人、山田一介、井口謙司、平林
たとたん、どうしてあんなにおか
克敏、白木貞次、麻生国雄、土屋
しくなるんでしょうかね」と問わ
満、福田勝一、斎藤晋、平野征人、 れました。
「 やはり現役のときか
佐藤辰雄、橋本清、山浦源太郎、河
ら、生きがいとなるような遊びや
村勝、中西豊和、菊池武昭、青木
趣味を持っていなかったからでは
一夫、遠山博明、木戸繁良、深谷
ないですか」
と答えておきました。
ほう はい
金之助、式正英、吉川仁、金井健
◦ 年代後半から 澎 湃 として起
二、平田大六、匿名 名
こった「中高年登山ブーム」
も、リ
（１万円未満 名の氏名は省略） タイアした中高年たちが、その後
の生きがい探しとして、特段の技
術がなくても比較的入りやすい山
歩きを選んだからでしょう。
「山」

『山岳』第百十二年の訂正
先ごろ発刊されました
『山岳』
に

11

ミスがありましたので、訂正させ
ていただくとともにお詫び申し上
げます。

70

で遊んでいられる幸せを、皆さん
とともにじっくりかみしめたいと
（節田重節）
思います 
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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。テントはこちらで用意可。
日程 ９月 日㈯～ ㈰
集合
日８時ＪＲ弘前駅城東口
および 時 分奥赤石林
道ゲート
解散
日 時奥赤石林道ゲート、
時弘前駅送迎可
経費 ５００円（傷害保険料等、
当日徴収）
名
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■ 19

19

12

16

定員

申込み ハガキ、ＦＡＸ（ ０１
１万２０００円 高橋正
１万円 伊藤博夫、小椋凱夫、宗
７２ ４４ ７２３７）メール
實慶子、植西武司、村井龍一、高
で９月 日までに須々田秀
橋英彦、二木節夫、池場孝昌、桑
美宛（〒０３６ ０１０３
原勇蔵、高橋聰、尾上昇、宗實二
２
平川市本町北柳田

‥
郎、雁部貞夫、本片山数雄、上村
）
h.susuta@gmail.com

永年会員からのご寄付の報告
平成 年５月から７月までの間
に１４９名の永年会員の皆さまか
ら合計２６２万５０００円のご寄
付をいただきました。ここに謹ん
で御礼申し上げます。

11

6
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山

日本山岳会会報
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幹雄、金森繁三郎、岩坪五郎、酒
＊１７０ページ下段 行目および
井工夫、上尾庄一郎、小澤武麿、柳
行目、１７１ページ上段 行目、
沢勝輔、山本光二、高澤光雄、関
１７３ページ上段 行目の「黒田
孝治、滝本幸夫、大山昭一、鈴木
正輝」は「黒田清輝」に、１７２ペ
康仁、米川正利、加藤輝一、坂本
ージの写真説明「不落合」は「下落
眞生、藤本三樹雄、小林勝、野田
合」に、２４８ページ上段 行目
憲一郎、畠中六左衛門、大西康郎、 「プリズム」
は
「プリムス」
に訂正し
山本良子、山本久子、内藤修、薬
てください。
〈
『山岳』
編集委員会〉
師義美、本田誠也、梅野淑子、貝
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（順不同、敬称略）

万円 赤羽孝一郎
20

867−２０17・8・２０
山

