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うとう運も尽きたか……。
それでも、落雷におびえながら
も標高５６３２ｍのメコン川地理
的水源最高峰の頂上に立ち、周囲
を見渡した。源頭エリアには羊の
群れも、遊牧民の黒い天幕住居も
なく、
あるのは岩峰、
草原と足元の

とのことで頂上にたどり着いたの
だが、
待っていたのが雷雲とは、
と

北村昌之

中国・青海省、チベット自治区、雲南省、ラオス、カンボジア、ベ
ト ナ ム。 １ ９ ９ ４ 年 か ら 年 か け て メ コ ン 川 源 頭 か ら 南 シ ナ 海 河
口 ま で 下 っ た 東 京 農 業 大 学 探 検 部 学 生・ Ｏ Ｂ た ち の 記 録 を、 さ ら
に 年 か け て こ の た び 出 版 に 漕 ぎ 着 け た。 執 念 と も 言 え る そ の 軌
跡を、探検部監督にダイジェストしていただいた。

ブーン」
と鈍く唸り、
髪は逆立って
いる。ビデオカメラは録画ができ
なくなってしまった。稲光は目線
とほぼ並行に走り、手に持つピッ
ケルに今にも落雷しそうだ。メコ
ン川源頭周辺を観望しようと、早
朝から氷河を登り、クレバスを越
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▶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

れ出る大河のみとなった。長江文
明、黄河文明を育んだ長江、黄河
は、１９８０年代に国家の威信を
懸けたプロジェクトとして、源頭
探検や全流初降下が多大な犠牲を
払いながらも成し遂げられた歴史
い てき
がある。一方で、南蛮夷狄の地よ
り発し外国へと流出するメコン、

ドは
「外国人未解放地区」
という制
限がある中国西域、
しかも
「世界の
屋根」と言われる青蔵高原から流

サルウィン、イラワジ、ヤルツァ
コン源頭だけである。この地理的
ンポーなどは漢民族にとって重要
源頭の発見こそが、今回の探検の
な河川という認識はなく、未踏の
最大の目的であったのだが、源頭
河川として１９９０年代まで残さ
から南シナ海まで全長約４９０９
れていた。むろん、世界中のアド
㎞を降下するというプロジェクト
ベンチャー・カヤッカーや探検家
の、最初の一歩にすぎなかった。
たちは、これら未踏河川の初降下
１９９０年代に入ると地球上に
残された未踏の大河は少なくなり、 を虎視眈々と狙っていた。
農大探検部ＯＢらは１９８０年
アジアにおいて残されたフィール
より約 年間の交渉の末、念願の

目

150 円
定価１部

メコン川全流４９０９㎞を 年かけて下
った東京農大探検部の記録を上梓

9月号（ No. 868 ）
小氷河から流れ出る銀色に輝くメ

長江源流航行の許可を中国より取
得し、１９９０年に中国、アメリ
カに続き源流降下を成功させた。

これまでの実績と培ったコネクシ
ョン、そして中国の開放政策が追
い風となり、メコンへの順調なス
タートを切ることができた。
まずはカウンターパートの中国
科学院と文献調査を開始した。調
べれば調べるほど、メコン源流域
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メコン川全流4909㎞を11年かけて
下った東京農大探検部の記録を上梓‥‥
日中韓３国学生交流登山を韓国・蔚山で開催‥‥
第2回
「山の日｣記念全国大会、‥
那須山麓で郷土色豊かに開催‥
支部長が代わりました②‥‥‥
創立10周年記念登山でカムチャツカ･アバチャ山へ‥‥
東西南北‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
新入会員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
活動報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
山行委員会
支部だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥
越後支部
図書受入報告‥‥‥‥‥‥‥‥
図書紹介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会務報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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メコン川の地理的源頭を発見
右手に持つピッケルは
「ブーン、

11

868−２０17・9・２０

え、岩壁を登ること７時間、やっ

第 868 号 平成29年9月20日発行（毎月20日発行）
山

によるキャラバンを開始。まず扎

１９９４年９月２日、メコン源
流最奥の村から馬 頭、ヤク 頭

および源頭が未解明であることが
分かった。そこで、まずは１９９
４年に源頭探検を行なうこととし、
降下はそれ以降とした。
地理的源頭を決定するにあたり、
「長さ、流域面積、流量」
という基
準を設け、総合的に判定する方針
とした。メコンは標高４４００ｍ
あたりで２つの河流、扎阿曲と扎
那曲に二分する。このどちらかが
本流となり、どちらかが支流とな
る。しかし、地形図によれば、扎
阿曲は長さ ・３㎞、
流域面積２５
６０㎢。扎那曲は長さ ・７㎞、
流
域面積１９８３㎢と、両者はほぼ
等しかった。そこで、現地で流量
調査を行ない、どちらが本流なの
かを確定することにした。

気に下ってしまいたいところであ

いよいよ本題の全流降下プロジェ
クトの開始である。本来ならば一

面の氷河より流れ出る地理的源頭
を発見した。そして翌日、冒頭の
登攀となったのである。
南シナ海へ向け全流初降下開始
地理的源頭発見で弾みをつけ、

果、扎阿曲の流量は ・９㎥／ｓ、
扎那曲は ・５㎥／ｓというデー
タを得ることができた。圧倒的な

計画したが、資金問題や準備不足
などにより延期が続いていた。前
回参加したメンバーの中で残った
のは私を含め２名、ほかは探検部
若手ＯＢと学生の合計６名となっ
た。降下区間は予算やメンバーの
力量、経験値から判断し、最上流
部からチベット自治区昌都までと
し、前回に引き続き中国科学院が
パートナーとなった。
「初降下」
を
掲げている手前、可能な限り上流
から降下するのは鉄則である。再
びヤク、馬のキャラバンを編成し、
標高４８８０ｍの航行開始地点を
目指した。
１９９９年９月 日、いよいよ
南シナ海へ向けて全流初降下がス
タートした。景観は下るにつれ高

ォードが、
「深い浸食の国」
と呼ん
だ地域である。メンバーはＯＢ３
名、学生４名で遠征経験が少なく、
どちらかというと若手育成のため
のプロジェクトとなった。しかし、
その考えは根本的に甘かった。水
面から頂上までの高低差が１００
０～２０００ｍの深い峡谷の中に
は激流が多数存在し、当初計画で
は５００㎞初降下する予定であっ
たが、わずかに２３０㎞を初降下
したにすぎなかった。結果的に惨
敗であり、命があっただけでも儲
けもんであった。ただ、プロジェ
クトとしては、失敗を含めて学生
や若手ＯＢに経験を積ませること
ができた。
４ヶ国から成る国際隊を編成

隊運営・戦術を学ぶべく、アメリ

要性があった。膨大な遠征経費の

査した植物探検家キングドン・ウ

んだ。メンバーは大河の初降下経

２００２年の舞台となったのは、 カなど４ヶ国による国際隊を編成
世紀前半に東チベット各地を踏
し、チベット自治区の初降下に挑

ことになった。

流のある青海省をしっかりこなし、 を狙い同地を訪れていたが、わず

滝や激流に遭遇するも昌都に到着。 かし、２００２年の惨敗から、こ
同時期にアメリカ隊も源流初降下
れまでの遠征手法を見直すべき必

ちの目を楽しませてくれた。途中、 たが、計画を保留にしていた。し

地草原、岩峰地帯、常緑針葉樹林、
かねてよりアメリカ隊から合同
落葉針葉樹林と移り変わり、私た
遠征隊を編成しようと打診があっ

13

軽減化、大陸スケールでの降下技
術や経験向上、そして最新の遠征

その後は順当にチベット自治区、
雲南省をこなすことにした。それ
再びメコン源流に立ったのは、
源頭探検から５年後の１９９９年

差で扎阿曲がメコン川本流となり、 より下流は夢のまた夢であった。
扎那曲は支流となった。その後も
流量調査などを行ないながら扎阿

であった。この間、何度も遠征を
12
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メコン川の源頭となる氷河（青海省）

か２日間の差で私たち日本隊に先
を越され、
「初降下」
の栄誉を逃す

阿曲と扎那曲の合流点を目指した。 るが、膨大な遠征費を捻出するの
９月４日に流量調査を行なった結
は不可能に近い。そこでまずは源
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曲を遡り、９月 日に賽錯山の東
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かし、整理したものを世に出す術
を知らなかった。
本棚を見ると、山、探検、東南

すべ

ットの普及がさらに拍車を掛けて、
探検家やアドベンチャー・カヤッ
カーとタイムリーに情報交換がと
れるようになった。探検や冒険の
成果としては、
「源頭発見」や「区
間初降下」
などの記録であるが、
個
人的な最大の成果としては、探検
を通し国内外に多くの仲間を作っ
たことである。
帰国後、これまで勤めていた造
園会社に復職したものの、わずか
半年で閉店となり、予期せぬ時間
がまとまってできた。そこで時間
を有効に活用しようと、これまで
の記録の整理を始めた。もちろん、
無職である。妻からの執行猶予は
約１年間であった。
約９ヶ月後、
全
記録のうち ％を書き上げた。し

メコンに懸けた贅沢な時間
１９９４年の源頭探検から南シ
ナ海まで約 年間を費やしたが、

80

アジアの本ばかりだ。東南アジア
の本は
「めこん」
という出版社のも
のが多かった。
メコンの本を
「めこ
ん」から出すのはオモシロイ。早
速、出版社に電話し、書き上げた
部分の原稿を送付する。出版社か
らの返事は「探検や川下りのこと
はよく分からないけど、面白かっ
た。いつ出版できるとは断言でき

ないが、
うちでやらしてください」
。
それ以降、時にチベットの激流
を思い出させる怒涛のような加筆、
修正が寄せられたかと思うと、時
にラオスの鏡の水面のように、ま
るで時間が止まり、忘れ去られた
かのような時期もあった。しかし、
執筆開始から 年目に、まるでメ
コンの流れのようなペースであっ
たが、このたびやっとの思いで上
梓に漕ぎ着けることができた。
改めて思い返してみると、源頭
探検から南シナ海まで 年間、そ
して、執筆開始から出版まで 年
間の、贅沢な時間を浪費したもの
だと常々思っている。
（東京農業大学探検部監督）

ゴールデン・トライアングルを竹筏で下る（ラオス北部）

21

この間に日本山岳会から
『 Japanese
』が刊行されるよう
Alpine News
になった。これまで日本人の遠征
記録は、海外からはスタンドアロ
ーン状態であったが、この本によ
り海外へ発信されるようになった。
私たちの遠征記録も掲載させてい
ただき、これにより問い合わせが
増え、交友も増えた。インターネ

11

験者やラフティング・ガイドなど
準備を開始している。探検的そし
豪華な顔ぶれとなった。
て記録的要素は少なくなったが、
２００４年４月８日、カタラフ
その分肩の力を抜いてできること
ト３艇、カヤック４艇で航行を開
になった。
始。計画ではチベット自治区昌都
２００５年２月 日、雲南省中
から塩井まで３３０㎞を初降下す
部から一気に下り、南シナ海を目
る予定であったが、川の難易度が
指した。雲南省ではこれまでの遠
想像を超えて難しく、わずか１２
征経験の総決算とし、
カヤック、
ラ
３㎞を初降下しただけでエスケー
フトボートで難易度の高い激流に
プを余儀なくされた。途中敗退し
果敢に挑戦した。中国以降は舟を
たものの収穫の多い遠征となった。 現地調達とし、竹筏やご当地のカ
しかし、残念なことに同年９月８
ヌーを買い替え、多くの出会いと
日、ライバルと目されていたオー
別れを繰り返しながら毎日ひたす
ストラリア隊に
「全流初降下」
の栄
ら漕ぎ進み、１６６日目にして南
誉を奪われ、メコン全流初降下レ
シナ海に到達した。これまでがあ
ースに終止符を打った。落胆は大
まりにも長過ぎて、そして充実し
きかったが、すでに来春に向けて
た毎日であったためか、意外にも
ゴールでは感動すらしなかった。

カタラフトで激流を下る
（雲南省）
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感じた。さすがは花崗岩パラダイ
スの韓国、初心者だという学生で
もスラブにはめっぽう強かった。
８月９日㈬ 現代自動車工場見学、
蔚山市観光スポット散策
世界的にその存在感を示しつつ
ある現代自動車を見学した。山岳
会の施設も訪問したが、一企業の
山岳会が、立派なスポーツ・クラ
イミング室を保有しているという
ことに驚かされた。午後は蔚山市
の大吊橋が見える展望台や海岸沿
いの景勝地を散策。
８月 日㈭ ヨンナム
（嶺南）
・アル
プスでの岩稜帯トレッキング
韓国には高山こそないが、この
ヨンナム・アルプスは岩稜の尾根
を擁する山群であり、韓国の登山

８月 日㈮ 山岳映画の観賞、ス

水を得た魚のように生き生きと歩
を進めていたのが印象的であった。

第に雨脚は強まり、まるで沢登り
をしているかの様相で下降。雨と
ともに静かになっていく韓国・中
国の学生とは対照的に日本隊の学
生は、国内での経験によるものか

り、次の１座を目指す。登高中に
雨が降り始めたが、学生同士は声

コルへ下降してから昼食休憩をと

プの設置された岩場を三点支持で
登高して最初の１座に到着。一度

規模のスポーツ・クライミング施

ったが、映画館やギャラリー、喫
茶店や公式競技大会開催も可能な

プスの玄関口とも言える場所であ

ポーツ・クライミング
今回の滞在地はヨンナム・アル

■4

日中韓３国学生交流登山を韓国・蔚山で開催

者にとっては格好の訓練の場とな
っているそうだ。今回はこのうち
うち経験者は果敢にリード・クラ
イミングに挑んだ。韓国隊のスタ
ッフによれば、
今回のエリアは
「極

を掛け合いながら雨の中の登山を

花崗岩のスラブでクライミングを堪能

小澤祐介

の２座を縦走した。フィックスロー

めて簡単で、ほとんど手を使わな
くても登れるルートばかり」との
ことであったが、いざリードをし

るＵＭＦＦでの上映予定作品のう

楽しんだ。
設を備えた、真新しい複合施設が
２座目登頂後はリッジを下降し、 整備されていた。９月に開催され
途中から４ピッチの懸垂下降。次

10

てみると、想像以上に難しく感じ
た。韓国人と日本人、中国人のス
ラブ登攀能力の差を、身をもって

国交流登山ならではのワンシーン
と言っていいだろう。
初心者は安全のためトップロー
プで挑戦したが、日本隊の学生の

２名） 韓国９名（＋スタッフ５
回目を数える日中韓３国学生
名） 中国９名（＋スタッフ４名）
交流登山は、韓国の蔚山（ウルサ
ン）にて開催された。開催期間中 【行動概要】
８月８日㈫ スラブでのロックク
は、韓国ならではとも言える花崗
岩のスラブでのクライミングや、 ライミング
韓国といえば花崗岩のスラブが
岩稜帯の登下降を楽しめるヨンナ
すぐに思い出されるが、今回も登
ム・アルプス登山、さらには９月
りごたえあるロッククライミング・
に 開 催 さ れ るウルジュ・マウンテ
エリアにて花崗岩のスラブを堪能
ン・フィルム・フェスティバル
（ＵＭ
することができた。また、３ヶ国
ＦＦ）での上映予定作品の一部の
の学生同士で登攀中の意思疎通に
上映会など、盛りだくさんの内容
そ ご
齟齬が出ないように英語でのコー
であった。３ヶ国から集まった学
ルの確認を行なったが、これは３
生同士が、これらの活動を通じて
積極的に交流することができた。
日本から参加した学生のうちの
半分は登山経験がほとんどない新
人であったが、今回の経験からは
登山技術以外にも学んだことが多
くあった。なお、東海学生山岳連
盟から参加の学生３名は、台風に
よる欠航のため１日遅れての参加
となった。
開催期間 ２０１７年８月７日㈪
～ 日㈪
開催場所 韓国・蔚山市、釜山市
参加者数 日本８名（＋スタッフ
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私にとっては、３年前に韓国で

場面が見られた。
感想

を得たか、その経験を今後どう活
かせば良いのか、今後の日本山岳
会にとってこの交流会をどう位置
付けし、今後も関わっていくべき
か否か、などを話し合った。この
話し合いのおかげで、各学生が改
めてイベントの意義と今後の自分
の登山に対する姿勢などについて、
じっくり考えるきっかけとなった。
８月 日㈰ 釜山海雲台観光
小グループに分かれて釜山の海
雲台
（ヘウンデ）
周辺を自由に観光
した。海雲台は人気の海水浴場で、
大変にぎわっていた。
最終日の夜は会場が貸し切りで
はなく一般客もいるということで、
例年よりは静かに、各国のスタッ
フ同士、学生同士、別れを惜しむ

のの、仁寿峰
（インスボン）
にも登
りに行く機会を得た。過去の交流

候が悪く途中敗退を強いられたも

に過去の交流会
（第８、９、 回）
で出会った友人たちと再会し、天

れば、この交流会は十分に有意義
なものであったようにも思う。参
加前は、山岳団体に所属しながら
も「山登りは全然したことがあり
ません」と、悪びれもせず平然と
言い放っていた彼らだが、今回の
交流会における活動や、それに向
かう同世代の仲間たちの姿勢、さ
らには、意外なことに日本隊の先
輩学生との交流を通して「帰国し
たら自分もちゃんと山登り、始め
ます！」と言ってくれた。たった
４人かもしれないが、そんな彼ら
が山登りに対する情熱の種火を得
ることができたという事実が、何
よりの成果であると私は思う。
さて、私事ではあるが、この交
流会の後にソウルへ移動、個人的
13

一方で、日本から参加した学生
の半数を占める新人の彼らの、参

物足りなさを禁じ得なかった。

できた仲間の輪を切らすことなく、
長く付き合いを続けていきたいと
（名古屋工業大学）

でき嬉しく思う。今後も交流会で

夕食後は日本隊メンバー全員で
ミーティングを行なった。今回の
交流登山に実際に参加してどのよ

加前と参加後の変わりっぷりを見

思う。 

うなことを感じ、どのような経験

■5

ち３作品を観賞した。
どの作品も印象深かったが、個
人的に特に面白いと感じたのはア
ルパイン・クライマー、トミー・
コールドウェルとフリー・クライ
マー、アレックス・オノルドのペ
アが、フィッツロイ・トラバース
に挑む様子を記録したドキュメン

午後にはオンギ村という陶器の博
物館を訪れた。韓国のみならず日
本へも輸出されていた陶器につい

開催されたこのイベントから数え
て４回目の参加となる。率直に言

し合い、足りない部分を補い合い
ながら登頂を目指すというスタイ
ルの登山を行なうことで、従来よ
りも面白い交流登山ができるので
はないか、ということである。映
画の観賞を終えた後は、ボルダー
壁とリード壁でのクライミングを
行なった。
８月 日㈯ 蔚山観光
まず盤亀台
（バングデ）
の壁画遺
跡を訪れた。古代から捕鯨でにぎ
わったというこの川沿いの遺跡で
は、川べりの岩壁に鯨をはじめと
する様々な動物が描かれているの
が確認できた。さらに蔚山の人気
スポットである竹林（京都・嵐山
にあるそれと似ていた）
を散策し、

ての理解を深めるとともに、各自
で陶器のマグカップに絵付けの体
験もした。

12

この日の夜の宿泊地は山中から
って、今回の交流登山の内容は２
会の報告書に自分が書いていた、
海沿いへと変わり、夜には韓国流
年 前 の 中 国 で の 開 催 回 に 近 く、 「交流会でできたつながりを大切
の刺身や海鮮料理が振る舞われた。 「登山らしい」
活動があまりできず、 にし、再会し、ともに登る」
ことが

10

タリー、
『 Line Across The Sky
』
であった。我々のような登山を始
めたての学生では次元が全く違う
が、この作品からは今後の３国の
学生交流登山のあり方のヒントを
もらったような気がした。すなわ
ち、各国の学生は自分たちの置か
れた環境での登山を突き詰めた上
で、互いに自らの得意分野を活か
ヨンナム・アルプス・ウェルカムセンターでクライミング・ウォールに挑戦

REPORT

第２回
「山の日 記｣念全国大会、
那須山麓で
郷土色豊かに開催

しょう

らむことを説いた。女優の小林綾
子さんは、つい５日前に登った茶
じんさわ
臼岳と、高原山の尚仁沢湧水群を
訪れた経験をもとに、火山活動に
見た地球の命と、関東平野を潤す
水の源を目にすることができた喜
びを語った。ちなみにふたりの小

な経験談を語ったのち、学校登山
に対して「山岳ガイドなどの専門
家を入れて安全を確保するととも
に、自然との接し方を学ばせたら

女優の小林綾子さんらが登壇したシンポジウム

どうか」
と具体的な提言をした。
この日は会場近くの公園で自然
と触れ合う
「歓迎フェスティバル」



（萩原浩司）

■6

「山の日」事業委員会
登紀子さんと那須野ヶ原少年少女
合唱団が、
栃木県塩谷町出身で
「山
の日」提唱者の作曲家船村徹さん
（故人）がプロデュースした『山は
ふるさと』を合唱。続いて地元の
小・中学生らが
「山の日」
のメッセ
ージを読み上げた。
上高地・松本での第１回大会と
同じように、山への思いと感謝を
込めた８つの
〝山鐘〟
（山に届ける
８つの鐘の音）で始まったセレモ
ニーは、
《 豊かな山の未来を子ど
もたちに託し 》
《 来年の成功につ
なぐ思い》など３つの思いをプラ
スした の鐘で締めくくられた。

加藤登紀子さんと少年少女合唱団が『山はふるさと』を歌う

林さんは誕生日が同じ８月 日で、 が企画され、グルメ、ワークショ
全国山の日協議会のアンバサダー
ップ、木製品関連などで 社・団
を務めている。
体がブース出展したほか、ツリー
ク･ライミングなど９つの体験行
湧水群の話を受け、サントリー
ホールディングスで
『天然水の森』 事が催された。ほかにも栃木県内
の各地で連携イベントが開かれ、
の企画・研究・整備活動を推進し
まずまずのお天気の下で、大勢の
ている山田健さんが森と水の関係
人が
「山に親しむ機会」
を得られる
一日となった。
を詳しく解説。次いでアルピニス
ト野口健さんは、自分の生き方を
変えた山の魅力についてユニーク

50

昨年から国民の祝日
「山の日」
と
なった８月 日。今年は栃木県那
須町文化センターで、
第２回
「山の
日」記念全国大会の記念式典とシ
ンポジウムが開催された。
記念式典には中川雅治環境大臣
や超党派 山｢の日 議
｣ 員連盟会長
の衛藤征士郎衆院議員、福田富一
たか く
栃木県知事、高久勝那須町長をは
じめ、県内外の山岳関係者ら約９
００人が来場。
「 山に親しむ機会
を得て、
山の恩恵に感謝する」
とい
う
「山の日」
の意義を再確認すると
ともに、豊かな自然を次の世代に
引き継ぐ大切さを誓った。
メインのアトラクションでは、
視覚、聴覚、味覚など五感で感じ

続くシンポジウムでは、
当会
「山
の日」事業委員会委員長の萩原浩
司がコーディネーターとなり、４
人のパネリストから那須の登山経
験や
「人と山との関わり」
について
話を引き出した。
山岳ライターの小林千穂さんは、
四季を通じて歩いた那須の山の魅
力を語り、季節やコースを変える
ことで山の楽しみは数倍にもふく

11

11

る
「とちぎの山」
をテーマに、映像
と演劇を組み合わせながら栃木県
の山の魅力を紹介した。次期開催
地である鳥取県へのリレー セ･レ
モニーも行なわれ、
「山の日」
のシ
ンボルである〝山の日帽〟が平井
伸治鳥取県知事に手渡された。
栃木にゆかりのある歌手の加藤

11
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た山の自然が明治以降荒れた。再
生の努力を続ける中で、
『山の日』
記念大会の開催は意義深い 」
（要
旨）
と語っている。
早急に関係団体や協賛企業から
なる運営委員会を立ち上げ、実施
計画を検討するという。当会山陰
支部は運営委員会のメンバーとし
て、ほかの山岳団体とも緊密に連
携して意欲的に取り組みたい。３
年前に米子市で、またその翌年に
は大山町で
「山の日」
集会を成功さ
せた経験を活かすとともに、支部
活動の活性化につなげたい。
（山陰支部長 中井俊一）

国的に見ても大変小さい村の一つ
だが、村長以下、村おこしには大
変熱心。村民の宝とも言える茶臼
山
（１４１５ｍ）
でのイベントを通
年で開催したり、担当課長が旅行
社を巡回して集客ツアーを宣伝す
るなどして、多彩な山里イベント
を仕掛けた。結果、昨年は年間で
万人の来村者を集めた実績があ
り、８月 日にも 山｢の日」
独自の
イベントを企画し、１万人が動員
できたという。東海支部では、村
おこしに便乗して、大いに 山｢の
日 を｣ＰＲさせてもらった。
ブースでの抽選会で関係者の関
心を集め、
《山の一番、知ってます
か？》
のチラシを配るなどした。
抽
選会の景品調達では、支部員の所
属会社や豊根村からのグッズ提供

78

「山の日」
歳事記 九月

などで必要な個数を集めることが
できた。
当日の参加者の内訳を見ると高
校生以下の人数が半数近くを占め、
参加者が意外と若いのが驚きだっ
た。付き添いの親たちを対象に周
知活動を行なうこととし、予想以
上の人たちに
「山の日」
の話ができ
た。残念なことに周辺地域は雨で、
集客は昨年の３分の１程度だった。
一方、昨年同様、御在所岳山頂
でも、高橋支部長による山登りの
際の安全、注意喚起の講演などで
登山者にとっての
「山の日」
の周知
を図った。御在所ロープウェイ会
社も記念イベントを山頂広場で実
施、一体となって大勢の登山者に
「山の日」
をアピールした。
（東海支部 佐野忠則）

この４名が誰なのか、ぜひネッ
ト で で も 調 べ て ほ し い。 す る
と、この『日本百名山』がただの
ガイドブックなどではなく、見
事な文学作品であることに気
づかされる。著者の深田は、筆
力のある作家なのだ。 （好）

灯火親しむの候、読書が深める山の味わい①
『 日本百名山』の 穂
｢高岳」に
《そこで永遠に眠った人も多か
った。大島亮吉も、茨木猪之吉
も、穂高を墓にした。（中略）小
坂乙彦も死んだ。魚津恭太も死
んだ。死ぬものは今後も絶えな
いだろう》と深田久弥は書く。

■7

だいせん

若者たちの姿が目立った奥三河・豊根村のイベント

イベント
人口千人の村で 山｢の日」
盛り上げに東海支部も積極参加
愛知県・奥三河の茶臼山での地
元密着 山｢の日 活
｣ 動についてご
報告――。
昨年は大きなイベントの開催も
視野に入れていろいろと模索した
が、それだけでなく地元に密着し
た活動も大切と考え、今年は御在
所岳山頂に加えて新たに愛知・長
野県境の豊根村に出向き、茶臼山
山麓での催しに参加することにし
た。
豊根村は人口１１００人で、全

11

第３回記念大会は鳥取・大山で
山陰支部も実行委でひと役
大山は標高１７０９ｍ。中国地
方で最も高く、古くからその名を
歴史に刻んできた名山である。第
３回大会の大山開催決定には鳥取
県の平井知事が積極的に動いた。
人口も経済活動も後ろから数える
ことが多い県にとって、地域振興、
活性化の狙いがある。
鳥取は那須大会が終わって２週
間後には実行委員会を立ち上げた。
県と米子市、大山町などの周辺自
治体、関係する中央省庁、国会の
議員連盟、全国山の日協議会など
団体で構成される。会長に就任
した平井知事は「信仰の対象だっ
17

第９代静岡支部長になりました。
よろしくお願いいたします。
一、私の山登りの原点は、高校
２年のときに故郷の山、
那岐山
（岡
山・鳥取県境の日本三百名山）で
す。自分で登りだすのは、大学の
２年からです。同じ大学の同学部、
同学科、第２外国語がフランス語
の同じクラスにいた現小林会長が、
間もなく山岳部でアピに遠征する
のとはえらい違いです。
日本百名山を東京にいる間に
座登ってから、 歳で静岡県に赴
任しました。 歳のとき、宮之浦
岳を最後に百名山を終えました。
生活動に積極的に参加することし
かできないかと思っています。
四、余談ですが、日本山岳会は

イ・ムスターグなど）
です。
二、最近の山登りは、富士山の
毎月連続登頂が ヶ月で途切れて
から、もっぱら、通算の登頂回数
のみで、今年の８月 日で７７７
登になりました。
そのほかは
『四国
百山』
（高知新聞社）や『北海道の
百名山』
（北海道新聞社）
、後は南
ア南部や深南部の山を支部の若い
人たちと登っています。
三、
今後の支部活動としては、
新
規入会者を増やすこと。その人た
ちに知らない山を案内すること。
支部 周年記念行事を考え、準備
していくこと。鹿の食害について
は、当面は県の高山植物保護指導
員により多く会員になってもらい、
防鹿ネットの整備、高山植物の再
21

茨城支部の浅野支部長とは同郷の
岡山県の出身というのみならず、
県北東部の、現在人口６０００人
の小さな奈義町の出身であり、奈
義中学校の卒業生というのですか

山を登りに行き、６０００ｍとい
う標高を体験しました。
その後、
何

間とともに岩場中心の山行を続け
てきました。１９７０年に中部ヒ
ンズー・クシュのピナウイ谷源頭の

現在、 歳です。中学３年の伊
吹山夜間登山をきっかけに、山の
世界にのめり込んでいきました。
歳
（高校２年）
の夏、白馬三山
を縦走。そのとき見た剱岳に驚き、
翌年７月下旬には早月尾根から山
頂を目指しました。しかし、今の
早月小屋あたりから台風の影響で
風が強くなり下山。翌年夏、別山
尾根より山頂に立ち、早月尾根を
下山しました。当時は仲間がいな
いのですべて単独でした。
鈴鹿藤内壁や地元の千石岩でク
ライミングに励み、山岳連盟の大
津山岳会を紹介されて入会し、仲

を続けていますが、中高年登山ブ

たいと思っています。
地元の比良山系で遭難対策活動

どうするか、リーダー育成と技術
の伝承をいかに行なうか、どう支
援していくべきか、を考えていき

ましたが、仕事と家庭を優先しま
した。 歳台はボーイスカウトの
少年たちを山に連れて登る活動を
続け、 歳で日本山岳会へ入会さ
せていただきました。
この春より支部長ということに
なりましたが、目に見えない重み
を感じています。
京滋支部は昨年 周年を迎えま
したが、そのまま高齢化支部とな
りました。支部存続の危機感を持
ち、支部活動の活性化や、登山に
対する考え方や登り方が変わって
きている現状を踏まえて、自分た
ちの山登りは今までのように続け
ながら若い登山者を指導し、夢の
ある目標を持ってもらうためには

たいと思います

支部発展に全力で取り組んでいき

岳会しかないと考えています。
先輩会員のご指導をいただき、

者を迎え入れられるのは、日本山

ームが去り、若者登山ブームへと
変わってきました。この若い登山

30
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40

53

京都・滋賀支部 松下征文さん

度もヒマラヤへのチャンスはあり

17

73

支部長が代わりました②

海外は、 歳のときのキリマンジ
ャロからです。ツアーで登山でき
る山、一人で登れる山
（モン・ブラ

私にとっては稀有な出会いの場を
与えてくれ、感謝しています。小

38

25

静岡支部 有元利通さん

ンなど）
、支部で行く山
（中国・天
山の未踏峰で仮称チャウカラガ

83

林会長との出会いもそうですが、

70

ら、全く稀有なことです。感謝。

京都・滋賀支部長 松下征文さん

46

有元利通さん
静岡支部長

26
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支部長が代わりました②
広島支部 八幡 浩さん

クラブ会員、学生クラブ会員で構
成されています。昨年 月、富士
山の滑落事故を経験しました。本
年６月末に事故報告書を作成し、
やっと
〈今からのこと〉
を考えるこ
とができるようになりました。
昨年の事故を検証しているうち
に、支部の大きな問題として①会
員間の技術・経験・体力の差が大
きいこと、②支部として個々の会
員の能力の把握ができていないこ
と、③会員間のコミュニケーショ
ン不足を認識しました。
その解決を図るため、出身母体
が異なる会員が講習会、例会山行
を通じて標準化・共通化された基
幹的技術の確認・習得を行なうこ
と。これを通じて支部は各会員の
能力を把握し、会員間のコミュニ
ケーション強化に努めて、より安

平成 年度の支部総会において、
第５代宮崎支部長を仰せつかりま
した。山歴も技術も乏しいなかで
重責が果たせるか甚だ心もとない
ところですが、皆様のご指導を仰
ぎながら務めてまいります。
宮崎支部は、昭和 （１９８５）
年に３大目標を旗印として誕生し
ました。１つは、明治 （１８９
０）年 月６日に祖母山に登られ
たウォルター・ウェストンを偲び、
遺徳を顕彰する「宮崎ウェストン
祭」
の開催。
次が朝日森林文化賞受
賞を記念して発足した諸塚山山開
きです。これらには、多くの岳人、

と考えます。
目下最大の課題は、
次
なる大目標の策定です。それを共
有しながら、山行はもとより支部

は、３大目標に添って活動を続け
た結果、 年目には１００名を超
えるまでに成長しましたが、ここ
十数年は漸次減少を続けています。
その要因は、入会者数の低迷と会
員の高齢化です。日本山岳会に入
会していただくためには、自信を
持って勧誘できる、魅力ある支部
づくりが最も重要であろうと考え
ます。
当支部は月例登山研究会を開催
していますが、その中に会員によ
るミニ講話を新規に取り入れまし
た。単なる試みですが、各会員が
得意とする分野、あるいは興味あ
る事項について講話することは、
自己啓発の観点からも意義がある

宮崎支部 荒武八起さん

地域の方々が相集い、毎年開催さ
れています。
３つ目の
『みやざき百
山』の小冊子刊行はベストセラー

60

23

全な登山活動を目指すことにしま
となり、宮崎新聞出版文化賞を拝
した。また、育成本部のより一層
受しました。
の充実を図り、若者を育てること。
賛同者 名で結成された当支部
さらに第一線で活動してきた会員
が高齢になった際、
〈岩と雪〉
から
〈ブナ林、沢歩き〉
への軟着陸を図
ることも大事であろうと考えます。
そうして、すべての会員が安全で
楽しい山行ができる支部を目指し

づくりに努力してまいりますので、

を愛し、山を愛し、山を尊ぶ点に
集約されています。魅力ある支部

熱い思いは、限りなき郷土愛と人

各支部のように輝かしい実績と
歴史はありませんが、当支部員の

指します。

活動そのものが楽しく、有意義な
ものになるよう支部の活性化を目

10

ご支援をお願い申し上げます。

■9

29

11

28

このたび広島支部長に就任しま
した。私は１９６５年、広島大学
に入学し、医学部山岳部に入りま
した。のちに広島支部長になられ
た平位先生に連れられて３度の海
外遠征に参加、１９６９年にアフ
ガニスタン、ワハン回廊のシー・
コー（６３９２ｍ）
の新登頂、
１９
７１年には同じくワハン回廊のコ
ー・イ・ハーン
（６０２０ｍ）
の初
登頂をしております。日本山岳会
には１９７０年に入会しました。
卒業後は山から遠ざかりましたが
２００５年に広島大学を退職後、
西中国山地で夏の沢、冬の雪山ハ
イキングをしています。
支部の設立は１９９７年で、現
在１９０名の会員、 名の支部友
会員、育成本部内のファジーな立
場のユースクラブ会員、ジュニア

11

ていきたいと思っております。

荒武八起さん

宮崎支部長

八幡 浩さん
広島支部長

37
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安間繁樹

創立 周年記念登山でカムチャツカ ア･バチャ山へ
千葉支部
日本山岳会千葉支部は創立 周 （標高１１５０ｍ）へハイキング。
年を迎え、８月 日には記念式典
３日目、アバチャ山登山。好天に
および祝賀会を開催した。
また、
記
恵まれ、標高差２０００ｍを往復。
念行事の一環として、７月 ～
４日目はヴァチカジェツ山麓にて
日の４泊５日、
アバチャ山
（標高２
植物観察を楽しんだ。
７４１ｍ）
へ海外登山をした。
ロシ
ペトロパブロフスク・カムチャ
ア・カムチャツカ半島の首府ペト
ツキーは、ロシア・カムチャツカ
ロパブロフスク・カムチャツキー
地方の首府。北緯 度１分、東経
の北東 ㎞に位置する活火山で、 １５８度 分に位置し、成田から
会員 名が参加した。
約２３００㎞離れている。月平均
４度（８月）
、マイナ
１日目は空路カムチャツカへ。 気温摂氏
･
。年降水量９８
ス７ ７
２日目、
ベースキャンプへ移動。
午
･ 度（１月）
７㎜。東海岸を流れる寒流の影響
で夏でも涼しいが、逆に冬は高緯
26

ノキにハイマツが混じる低木林。
ベースキャンプはここにある。森
林限界は標高８５０～９００ｍ。
その上側が高山植物帯で、いわゆ
るお花畑。標高１０００～１１０
０ｍ以上は、火山性砂礫が堆積す
る無毛地帯である。
アバチャ山から周囲を眺めると
残雪の山々が続き、その光景は初
夏の北海道と重なってくる。とり
わけ登山中、常に間近に眺めたコ
リヤーク山
（３４５６ｍ）
は鋭い富
士山型をしており、黒々とした地
肌と何本も走る雪渓が、美しいシ
マウマ模様を描き出していた。
今年は例年になく雪が多く、登
山中、何度も雪渓をトラバースし
た。しかし、山頂へ向かう標高差

動する大自然を満喫した。一方で
草原を埋めつくす色とりどりの高
山植物。頻繁に見かけたジリスが
８ヶ月間は冬眠すると知り、短い
夏を謳歌しつつ、厳しい自然の中

度の割には暖かい。
人口 万人、
豊
６００ｍの斜面は雪もなく、富士
で懸命に生きる北国の動・植物の
かな海に恵まれた水産業が中心で、 山の下山道にも似たスコリアの急
姿に感動した旅だった。
また、ロシア極東地域の重要な軍
登。それでも７時間半の奮闘の末、
千葉支部の海外登山は今回が３

53

事拠点でもある。
アバチャ山は、一帯の火山群と
ともに世界遺産に登録され、近年、
登山や自然観察に訪れる外国人が
増えている。９月末から翌年５月
までは ｍを超す雪に覆われる。
山麓低部はダケカンバ、ハンノキ、

トなしで歩くことができる白夜。
時には雨交じりの強風も吹き、躍

希望者全員で登頂を果たすことが
できた。山頂は、１９９１年の爆
発の際の溶岩がドーム状に盛り上
がり、
わずかな硫黄臭もある。
「お
鉢」
はポカポカと暖かく、
「山が生
きている」
という感じがした。
滞在中は、 時を過ぎてもライ

進む千葉支部 」をスローガンに
日々、活動している。

度目。ふだんは、高い山がないと
いう県の特性を捉えて、
「 親子で
行くハイキング」や歴史探訪と重
なる郡界尾根踏査に力を入れてい
る。
そのほか県外への遠征登山、
隣
接３県との合同懇談会などに積極
的に参加し、
「誰もが参加し、皆で

２０

21

後は足慣らしを兼ねてラクダ山

39

10

■ 10

10

25

ベースキャンプから見た白夜のアバチャ山。時刻は22時30分

12

ヤナギ類を主体とした落葉広葉樹
林。山麓上部はダケカンバ、ハン

22

10

40

14

868−２０１7・9・２０
山

山頂のお釜をバックに登頂者11名とロシア人ガイドで記念撮影

868−２０17・9・２０
山

熊本のウェストン
（２）

すので、 １点につき10 0 0 字 程

各派の中では一番金持ちでしたか
らね。かなり勢いがよかったので
す。そのころ、ブランドラムとい
う若い宣教師がおりました。
（略）
非常に熱心な人で、とくに五高生
の伝道に力をいれたのです」
当時の熊本は九州の行政機関が
集中する都市であり、当時の九州
の最高学府、第五高等中学校を擁
する文教都市でもあった。明治

ださい。（紙面に限りがありま

の写真や図面がないので、外観は
不明だが、およその規模が分かっ
た。
当時、
熊本市にあった手取カト
リック教会のコール神父は、
「こ
のプロテスタントの宗派は紺屋今
町に小さな教会を持っており、１
００人ほどの信者を数えていた 」
と日記に記している。教会の跡地
は現在、熊本市の慶徳地域コミュ
ニティセンター（中央区紺屋今町
１）
となっており、
ウェストン
が下宿していたブランドラム宅か
ら徒歩 分くらいの距離にあたる。
ウェストンが熊本に派遣された
理由は不明だが、ウェストン研究
家・川村宏氏は、
『 神戸市歴史紀
要』 号で、
「熊本を拠点とするた
め宣教師の増員を図ったものか。
あるいは、不慣れなウェストンを

本聖三一教会百年史』
の序文に
「聖
十字教会には二つの重要な使命が
ありました。その第一は南九州と

められ、明治 年８月 日、九州
基礎固めの終わった熊本に置いて、
で初めて日本人の手により教会が
ブランドラムを開拓伝道に出す予
建設、聖十字教会と名付けられた。 定だったのか」
とされ、同様に
『熊
筆者は先ごろ、聖十字教会が熊
本県に提出した
「會堂既設届」
を市
の歴史文書資料室で見付け、これ

28

15

■ 11

ページです。 どしどしご投 稿く

まで不明だった事実が明らかにな
東九州への伝道基地としての役割
った。既設届によると敷地坪数１
でありました」
とあり、
その後のブ
３０坪５合１勺、建物坪数として、 ランドラムの足跡が、延岡、竹田、

新入会員（2017年8月）

会員の皆様のご意見、エッセイ、

年２月の日本聖公会総会で、九州
の宣教拠点を熊本とする方針が定

20

度でお願いします）

20

田上敏行

たらず詳細が不明であった。わず
かに、当時 歳だった福田令寿氏
（熊本市名誉市民）
が、のちにその
当時の記憶をもとに著わした
『百
年史の証言・福田令寿氏と語る』
に次のように記されている。
「明治 年代に熊本でわりによく
働いておった教会は三つですね。
一つは英国の国教派、聖公会と今

12

S

屋今町の白川堤の、今の消防局の
会堂 坪、
休息所 坪、
門番所５坪、 上野
（高千穂）
に見られることから、
ところに教会がありました。まァ、 と記されていた。残念ながら教会
以上の推測は正しいと思われる。

は言いますが、そのころは監督教
会といっておりました。熊本市紺

46

東西
南北

来日後、最初の赴任地として明
治 年 月 日、熊本に着任した
ウェストンは、当時、熊本市紺屋
今町にあった聖十字教会で宣教師
として活動を始める。聖十字教会
については、これまで資料が見当
21

14

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

11

10

20

20

N
21

には、本当にお世話になりました。

告

ンウツギ、ナナカマド、サンカヨ

皆さまのおかげで、楽しくすばら
しい山旅ができました。ありがと

報
は初の北海道登山ということで、
周回コースを選択した。ロープウ
ェイとリフトを乗り継いで、黒岳
７合目に到着。リフト下の斜面に
はチングルマ、エゾコザクラ、チ
シマキンバイソウなどの白や黄色
の可愛い高山植物が一面に咲いて
いた。幅１００ｍ、高さ２００ｍ
の大きな雪渓歩きに緊張する。掴
まるものが何もない雪の斜面をス

ウなどの可愛い花が咲いて、気持
ちを和ませてくれる。しかし、花

うございました。

動

月 日から２泊３日で山行委
員会と北海道支部共催の「花の山
旅・大雪山と富良野岳」山行に大
分
（東九州支部）
から参加した。
本部の山行企画に参加するのは
今回が初めてで、しかも大分から

トックと前の人の足跡だけを頼り
に登っていく雪渓歩きは、バラン
スを取るのが難しく、怖くてスピ
ードが一気に落ちる。 時 分黒

の富良野岳の優しい響きとは裏腹

活

は１人なのでかなり不安も大きか
ったが、
集合場所の
「層雲峡温泉ホ
テル大雪」のロビーで北海道支部
の方々に「遠くからようこそ！

岳山頂到着。はるばる大分から参
加した私のために、縦走コース途
中にある黒岳石室へ案内してくれ

時富良野岳山頂。山頂はガスで

に、雪渓あり、岩場の連続あり、階
段急登と想像以上にタフな山だ。

（下川智子）

沢を渡ると本格的な山道となり、
山でのサポート、
車での移動、
食
上りが続くが、道の両脇にはウコ
事の手配など北海道支部の皆さま

10

山行委員会 

お疲れさま」との声を掛けていた
だき、それまでの緊張
（不安）
が一
気に吹き飛んだ。

ることに。ガスが晴れてきて右手
に桂月岳や前方に旭岳へと続く縦
走コースの雄大な大雪山系の山々

30

「花の山旅・大雪山と富良
野岳」
に参加して

７月１日㈯。縦走組と周回組の
２班に分かれる。縦走組は層雲峡
―黒岳―北鎮岳―間宮岳―旭岳―

北海道の山の大きさを間近に感じ
を祈りながら黙々と下山。しかし、
ることができた瞬間だった。下山
急に雨が降り始め、予想以上のど
後、支部の方の車で白金温泉に移
しゃ降りになり、滑りやすくなっ
動、宿泊。
た岩場を気を付けながら速いペー
７月２日㈰。前夜から心配だっ
スで下る。
た天気は、今にも降りそうな曇り
白銀荘に戻り、温泉に入った後、
空。登山口からしばらくして、赤
支部会員の車で札幌へ移動。夜は
茶けた荒々しい岩肌の安政火口の
アサビビール園。２日間の山行を
手前で、ほとんど水の流れていな
やり終えた達成感と満足感で会場
い涸れ沢のヌッカクシ富良野沢を
は笑顔であふれ、大いに盛り上が
渡る。北海道支部長の西山さんか
った。その後、北海道支部拠点の
ら
「ここで 年前雪崩があり、
我々 「ルーム白石」
に戻り、夜遅くまで
の仲間４名が命を落としました。 歓談。
彼らの冥福と山の安全を祈って黙
勇気を出して一歩前に踏み出し
祷をしたいと思います」とのお話
たおかげですばらしい会員の方々
があり、全員で１分間の黙祷をす
との出会いがあり、貴重な体験が
る。北海道の山の厳しさを改めて
できた。参加して本当に良かった
実感する。
と思いながらルームを後にした。

姿見ノ池―旭岳温泉（約８時間）
、
周回組は層雲峡―黒岳―黒岳石室

が見えてきた。
所々に雪を残し、
幾
視界ゼロ。風も出て寒く、防寒着
重にも広がる広大な緑の山容に思
を着て急いで昼食。天気はますま
わず
「ワー、すごい！」
と声が出る。 す怪しくなり、雨にならないこと

6

―桂月岳―層雲峡
（約４時間）
。私

10

15
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日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

10

868−２０１7・9・２０
山

868−２０17・9・２０
山

８月 日国民の祝日となった
［山の日］
の記念事業として、越後
支部では次世代を担う子どもたち
に、山の自然に親しむ教室を提供
することで、子どもたちが豊かな
自然のすばらしさや、その自然を

当した。また、外部協力者として
看護師の赤沢辰枝氏、糸魚川消防
署レスキュー隊員の丸山優氏、現

山荘で開かれた。本行事実施責任
者で支部自然保護委員長の靏本氏
より、当日の日程とスタッフの役
割について再確認があった。本行
事の実行組織体制は、実行委員長
が遠藤支部長、同副委員長が桐生
副支部長、現地連絡本部を小山一
夫支部事業委員長、教室講師とし
て靏本・佐藤レイ子・立入清・湯
本浩司・松井潤次・後藤正弘・多
田政雄の７名が山行同行指導を担

倉山の地滑りで堰き止められ、池

着。池周辺の自然観察会は１班は

間以上も早い６時過ぎにシーサイ
ドバレイスキー場第１駐車場に向
かった。受付け場所と幟旗や横断
幕をセットすると、８時ころより
参加者の父母・子どもたちが集ま
り始めた。受付け終了後、各自し
ろ池の森駐車場に向かった。
９時より開会式が始まり、遠藤
支部長の挨拶、
スタッフの紹介、
参
加者の自己紹介、靏本リーダーよ
り諸注意事項説明があった。続い
て、湯本リーダーによる準備体操
で緊張した子どもたちの体をほぐ
した。１班の靏本リーダーは高学
年担当、２班の立入リーダーが低
学年担当。元気いっぱいにしろ池
に向けて出発した。わずかな距離
だったが、曇り空で非常に蒸し暑

第１回糸魚川世界ジオ 
パーク「子ども登山教室」
開催

右回りで、２班が左回りで行なっ
た。しろ池は標高約６３５ｍ、戸
底の粘土層で白く濁るためにしろ
池と呼ばれている。
ヒメジオン、そしてオオバコなど
の外来植物（外国やほかの地域か

■ 13

支部

守り育てていくことの大切さに気
付くことを狙いとして第１回糸魚
川ジオパーク
「子ども登山教室」
を

地山域に詳しい糸魚川市の岩崎護
氏の３方にも参加をいただき、万
全の体制を整えることができた。

１班の高学年は、ハルジオンや

36

45

だより

実施。コースは、しろ池―塩の道
―角間池―戸倉山
（９７６ｍ）
、
名が参加した。主催は日本山岳会

特に今回は小学生主体であり、子
ども目線で指導に当たるよう注意
があった。

らの侵入植物）や貴重なルリイト

11

越後支 部

越後支部。後援は全国山の日協議
会、糸魚川教育委員会、新潟日報
社、新潟県山岳協会だ。

翌 日、
「山の日」
を迎え、薄曇
りであるが雨の心配はなさそう。
皆さん張り切って、予定より１時
30

いために参加者は一様に汗ばんで
しまった。９時 分にしろ池に到

前日８月 日に最終事前打ち合
わせが、午後６時 分より糸魚川
市在住の靏本修一支部会員の岳修
10

11

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。

山

囲の山々の展望は残念ながら望め
なかったが、楽しい昼食休憩とな

変わらず濃く立ち込めており、周

実践学習しながら登った。 時
分に戸倉山に到着した。ガスは相

り方、行動食や水の飲み方などを

体で歩くこと、歩幅の取り方、呼
吸の仕方、立ち休止や小休止の取

トンボの説明を受けた。２班の低
学年は、８枚の形の違う葉を集め
てスケッチしたりして自然学習観
察を行なった。しろ池湖畔はガス
が出始めて幻想的な景色となった
が、ウグイスの鳴き声が響き渡り、
皆を和ませてくれた。
時 分出発点の東屋に戻り休
憩したが、今まで同行してきたテ
レビ局の取材に靏本リーダーと保
護者・子どもたちが元気に応じて
いた。その後、
歴史を感じる
「塩の
道」
を角間池を目指して出発。
だん
だんと雲も厚くなり、相変わらず
蒸し暑い状況が続いた。角間池に
着き、休憩。 時 分いよいよ戸
倉山を目指して登り始めた。ネコ
のようにクッションを使い、足全

年、再来年と５年間計画で継続し
ていく予定になっている。いろい

思う。
この
「子ども登山教室」
は、
来

や大きさに新鮮な驚きや体験をし、
登山の楽しみを感じ取ったことと

に参加することで、自然界の神秘

ほしいと伝えられた。
子どもたちは、今回の登山教室

警戒して低学年組の２班が先頭、
続いて高学年組の１班と続き、雨
で滑りそうな道を慎重に下山した。
時 分に角間池に到着休憩し、
これより
「塩の道」
最高地点の大網
峠に向かった。越後から塩や海産
物など、信州からタバコや穀類が
運ばれたといわれており、当時を
しのびながら歩いて大網峠に到着
した。峠の先は長野県小谷村にな
る。記念写真を撮った後、小雨が
降り始めた。角間池からしろ池を
目指す途中で、とうとう雨具を着
用。しろ池の東屋で身支度を整え
てから、しろ池の森駐車場に向か
い、 時ごろに全員到着。桐生副
支部長より閉会の挨拶があり、来
年も友だちを誘ってぜひ参加して

（多田政雄）

て活かしていきたいと思う。ご苦
労さまでした。



ろあったが、次への反省材料とし

12

り、親子そろってにぎやかに美味

しいお弁当を食べた。
全員の集合記念写真を撮り、

時 分に下山開始するが、暴走を

15

868−２０１7・9・２０
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図書受入報告（2017年7～8月）
著

者

書

名

頁／サイズ

JAC広島支部（編） 事故報告書（学生クラブ 富士山滑落事故）
JACみちのり山の会（編） 道程 第10号  ：みちのり101  ＜10周年記念特集号＞
草川啓三

森の巨人たち  ：巨樹と出会う - 近畿とその周辺の山

発

行

者

32p／30cm JAC広島支部

発行年 寄贈／購入別
2017

62p／26cm JACみちのり山の会 2017

発行者寄贈
発行者寄贈

175p／21cm ナカニシヤ出版

2017

出版社寄贈

日本山岳ガイド協会（編） 日本百低山  ：100 Low Mountains in Japan

311p／18cm 幻冬舎

2017

編者寄贈

五十嶋一晃

781p／21cm 五十嶋商事

2017

著者寄贈

371p／22cm 国書刊行会

2017

出版社寄贈
出版社寄贈

立山ガイ
ド史Ⅱ

Ｓ.Ｒ.バウン（著）小林政子（訳） 最後のヴァイキング  ：ローアル・アムンセンの生涯
昆正和

山のリスクセンスを磨く本  （ヤマケイ新書 YS037）

柏澄子

ドキュメント山の突然死（ヤマケイ文庫）

倉知敬

チベット 謀略と冒険の史劇  ：アメリカと中国の挟間で

222p／17cm 山と溪谷社

2017

254pp／15cm 山と溪谷社

2017

出版社寄贈

358p／19cm 社会評論社

2017

中村保氏寄贈

松本市教育委員会文化財課（編） 上高地保存管理計画  ：特別名勝及び特別天然記念物【改訂版】

186p／30cm 松本市教育委員会 2017

発行者寄贈

斉藤繁

210p／21cm 上毛新聞社事業局出版部 2017

出版社寄贈

新潟県山岳協会（監修） 新潟100名山【新版】

231p／21cm 新潟日報事業社

2017

出版社寄贈

全国登山口調査会（編） 新潟県登山口情報300

262p／21cm 新潟日報事業社

2017

出版社寄贈

2017

出版社寄贈

日本気象協会

登山を楽しむための健康トレーニング

60歳からの夏山の天気（気象ブックス No.042） 154p／21cm 成山堂書店

全日本山岳写真協会（編） 山稜2017  ：2017年全日本山岳写真展作品集（撮影地図付）

172p／22cm 全日本山岳写真協会 2017

発行者寄贈

大町山岳博物館（編） 北アルプス登山史資料 3

376p／30cm 大町山岳博物館

2017

発行者寄贈

37p／30cm 大町山岳博物館

2017

発行者寄贈

2017

出版社寄贈

2017

出版社寄贈

2017

編著者寄贈

大町山岳博物館（編） 百瀬慎太郎と登山案内人たち  ：北アルプスの百年
水越武

最後の辺境：極北の森林アフリカの氷河（中公新書 No.2444） 184p／18cm 中央公論新社

日本登山医学会（編） 高山病と関連疾患の診療ガイ
ドライン

116p／26cm 中外医学社

尾形榮一（編著）藤倉節子（編） 日本山岳絶景紀行  ：尾形榮一写真集
薬師義美

日本ネパール協会関西支部の歩み（1964 ～ 2016年）
■ 14

1046p／21cm 米沢精密
（株）

18p／26cm 薬師義美（私家版） 2017

著者寄贈

スティーブン・Ｒ・バウン著
小林政子訳

最後のヴァイキング ロー
アル・アムンセンの生涯

見する鋭い認識を示した人物であ
ることも明らかにした。
著者の文体は説得的で、厖大な

だが、不和対立したノビレが１

不当性を論証してみせ、従来のア
ムンセン像を一新する。

事実の積み重ねから英国の批判の

９２８年、新型飛行船で遭難する
と、彼は救援に向かったまま失踪、

■ 15

図書紹介

て、北極海上空の飛行に挑むが１
９２３・ 年と失敗。するとアメ
リカ人エルズワース、イタリア人
ファシストのノビレと組んでスピ
ッツベルゲンを出発、１９２６年
５月 日、北極点を通ってノーム
北方に着陸するという飛行船によ
極海
「北西航路」
の探検に成功する。 る北極横断飛行に成功する。
このとき何より学んだのは、原住
注目すべきは、当時の「ニュー
民イヌイットの習慣やイグルー作
ヨークタイムズ」の記事から南極
り、犬ゾリの使い方、極地で生き
後の彼のアメリカでの生活を活き
る方法であった。この探検中にノ
活きと描いたこと、家庭を持たな
ルウェーはスウェーデンから独立、 かった彼にも愛を告白した人妻の
彼は一躍新国家の英雄になる。次
恋人がいたこと、探検の資金作り
いで有名なフラム号で北極点を目
に終生苦労し破産もしたが、国家
指すが、エドウィン・ピアリーが
や後援者の束縛から自由であった
ことを詳細に解き明かしたことだ。
さらに北極は将来、ヨーロッパと
25

アジアを結ぶ最短ルートであり空
の基地として重要だと、未来を予

12

そこにノルウェー国旗を立てた。
しかし後々まで、彼は密かに英国
スコット隊を出し抜いて欺いたと
非難される。資金調達などで秘密
にせざるを得なかったのだ。
それから９年後の１９２０年に
は北東航路探検を成し遂げ、次は

14

は世界が揺れ動く激動の時代に、
１人厳寒の極地で夢を追い続けた
アムンセンの生涯を描いたカナダ
人作家による伝記文学。期待に違
わぬ良書である。
アムンセンの最初の極地は１８
９７年
（ 歳）
のベルギー隊での南

12

ローアル＝
「栄光ある者」
として

39

「北極探検の未来は空にある」
とし

25

極地に、中央アジアの砂漠に、大
国の思惑と威信、小国の矜持、個
人的栄誉と野心が錯綜する。本書

北極点に到達すると、目標を南極
日本山岳会が草創期の１００年
探検に変えた。２年間の入念な準
前、それは探検の時代でもあった。 備を経て、１９１１年 月 日午
後３時、南極点に到達した。この
ときアムンセン 歳。
彼は
「命を懸
けて闘った全員の名誉」
のために、

2017年5月
国書刊行会
菊版 371㌻
3500円＋税

極越冬だった。１９０３年には北

55

868−２０17・9・２０
山

（絹川祥夫）

歳の生涯を北極で終えた。この伝
説のヴァイキングが飛行艇の傍ら
で微笑む動画は、ＹｏｕＴｕｂｅ
で見ることができる。地球温暖化
が叫ばれ、今やマウンテンバイク
で南極点に行く時代である。自然
とは何か、
そこに挑むとは何か、
彼
の微笑はそれを私たちに問いかけ
ているように見える。

目や浮世絵にも描かれ、江戸の人
口が１００万人だった当時に、年
間 万人もの参拝者が訪れた」と
いう。また、自然景観ではミシュ
ラン・グリーンガイド・ジャポン
で
「大山阿夫利神社からの眺望」
が
二ツ星の評価を受けている。
本書は、大山が日本遺産に相応
しい山であるかを様々な観点から

象ともなったという。
本書では大山の歴史通観の後、
『大山寺縁起絵巻』や『大山不動霊
験記』
の史料を読み解き、
旅案内書
や文芸・絵画資料から見た大山信
仰について考察する。
また、
大山道
や大山道標、
石造大山二ノ鳥居、
そ
して現在巡ることのできる史跡に
言及し、大山信仰の全貌を描き出

す。
文章が硬く、面白く読めるもの
ではないが、地元に住む者の一人
として、大山信仰の歴史概説をコ
ンパクトに知ることができた。次
回、大山に登る折にはまた深く山
を眺めることができると思う。
（木根康行）

日 デジタルメディア委員会
スキークラブ
日 自然保護委員会 フォトク

日 資料映像委員会 会報編集
委員会 総務委員会 休山会

報

立証したとも言える。著者は、神
奈川県立高校の元教員で、自身の
年にわたる大山公民館夏期講座

日 常務理事会
日 平日クラブ
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 三水会
日 スケッチクラブ スキークラブ
日 山岳研究所運営委員会 Ｙ
ＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 スキークラブ
日 山岳地理クラブ

ラブ 麗山会
会
日 改革事業推進委員会
会
山遊会
日 総務委員会 緑爽会 つく
も会
日 資料映像委員会 青年部
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 里
山歴史研究会
日 マウンテンカルチャークラブ
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川島敏郎著

■８月の理事会は夏休みのため休
会でした

務



大山詣り

での講義内容をまとめたもの。
大山はまたの名を雨降山（阿部
利山・阿夫利山）
とも言われ、相模
国内では最高峰に近いので俗に
「大山」
と称された。大山寺は７７
５年に東大寺初代別当の良弁僧正

印となることから格好の信仰の対

01

会

20

34

が開創し、阿夫利神社は９２７年
東京から身近で手軽な、最も有
にまとめられた
『延喜式』
神名帳に
名な霊山といえば、高尾山、筑波
相模国十三社の一つとして明記さ
山、そして丹沢の大山ではないだ
れている。
ろうか。
江戸中期以降、一般庶民の間に
本書が取り上げる 大山詣り
｢
｣
は古典落語の演目にもされ、また
寺社参詣を兼ねた物見遊山が大流
昨年は文化庁が選定する日本遺産
行した際に、特に雨乞いを求める
にも認定されている。
「 職人たち
人々や水に関係した職業の火消し
が講を組織して巨大な木太刀を江
や鳶、石尊に因んで刀鍛冶や大工
戸から担いで運び、滝で身を清め
などの講が数多く結成された。漁
て奉納し、
山頂をめざすという、
め
師にはその山容が漁場や航路の目
ずらしい庶民参拝で、歌舞伎の演

告

00

8月

21

22

23

24

25

29 28

30

8 7 5 3 2 1

10 9

2017年4月
有隣堂
新書判 213㌻
1000円＋税

868−２０１7・9・２０
山

868−２０17・9・２０
山

15

氏名、連絡先（住所・電話番
号）
、会 員 番 号 を 記 し て お 申
込みください。会員以外の方
もお申込みできますので、お
誘い下さい。

市向台町４

N

日時
月３日㈮９時～ 時
場所 横沢入り
集合 ＪＲ武蔵増子駅
持ち物 昼食・筆記用具・ルーペ・
植物図鑑
参加費 ５００円

キングをする計画です。

孫が一緒に登る山の楽しさを知っ
てもらうために開催します。八王
子城跡の城山から西に向かう尾根
（ 北 高 尾 山 稜 ） を ゆ っ く り 歩 き、
「高尾の森づくりの会」
の小屋の前
でテント体験や簡単なおやつクッ

20

講師 廣田 博
（自然保護委員）

15

日 総務委員会 家族登山普及
委員会 二火会
８月来室者 ２７８名

◆
「登山のためのストレッチ教室」
のご案内

O
18

・
・
・
・

I
10

11

・
・
・
・

20

会員異動
物故
中島伊平
（４４６０）
平位 剛
（６０７８）
（１１７７６）
礒部 純
秦 康夫
（１４３１５）
医療委員会

最近ストレッチの重要性が再認
識されています。登山前後のスト
レッチと、日ごろ行なうと良いス

インフォメーション

トレッチを実習しましょう。西方
締切
月 日
由美子講師（運動療法士、東京女
＊詳細は日本山岳会医療委員会Ｈ
定員
名
子体育大学卒）
は、分かりやすく、
Ｐをご覧ください。
申込み 川口章子
楽しい教室を開催されています。
（
http://www.jac.or.jp/info/
参加者は動きやすい服装でいらし
syuaki@pony.ocn.ne.jp
iinkai
/iryou/list.html
０４７ ４６３ ８７２１
てください。
◆第４回 自然観察会
日時
月 日㈭
時 分～
自然保護委員会
◆祖父母と孫の登山教室
時 分

家族登山普及委員会
秋の観察会は東京都里山保全地
場所 東京体育館第２会議室
‥

（ＪＲ千駄ヶ谷駅前〈徒歩２
おじいちゃん、おばあちゃんと
域指定第１号の横沢入りで開催。
分〉
）
会費 資料代５００円
50

定員
名
申込み・問合せメール
‥
yamairyou@yahoo.co.jp‥
またはハガキ 野口いづみ 
〒１８８ ００１３ 西東京
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A

36

O R M
18

荒本正之
（１４５１５） ・ ・
金行卓郎
（１４６６１） ・ ・
日高孝司
（１５０５７） ・ ・
退会
保坂照行
（１０９９１）
山梨
新井定雄
（１２６７８）
東京多摩
小高章裕
（１４５０２）
東海   
出村 宏
（１５７１９）
北海道
＊

29 29 29 27 1 25 24

N F
26

8 8 8 7 8 8 6

２０１７年３月 日付で退会届
が出された延末義明
（１４７３９）
会員
（
「山」
２０１７年４月号
〈８６
31

３号〉
Ｐ 会員異動退会欄に掲載）
につきましては、本人より撤回の
申し出があり、これを認めること
としました。
総務担当理事 永田弘太郎
16

I
50 10

35

17 17 17 17 17 17 17

31

神社（バス）―西武秩父駅（電
車）―西武池袋線・池袋駅
（歩
行時間約４時間 分）

す。講演会では、 年にわたって
雲取山荘を守り続けてきた山荘主
人・新井信太郎さんに、先代富田
治三郎から山荘を継いだ話、富田
新道を造った話、田部重治氏のこ
と、皇太子殿下との出会い、雲取
山の変わりゆく自然など、雲取山
を取巻く興味深いお話をしていた
だきます。
●２０１７雲取山Ｙｅａｒ記念登
山
日程
月５日㈰～６日㈪
行程 第１日 ＪＲ青梅線・奥多
摩駅（バス）─鴨沢―堂所―
七ツ石山―ブナ坂―奥多摩
小屋―雲取山―雲取山荘・泊
（歩行時間約６時間 分）
第２日 雲取山荘―大ダワ
―白石山―霧藻ヶ峰―三峰

ています。２０１７年は、標高と
同じであることから、地元奥多摩
町では、今年を雲取山の年として

集合 ＪＲ青梅線・奥多摩駅前６
時 分
費用 雲取山荘宿泊費７８００円

家族登山普及委員会の会員が一
対象 ６歳～小学６年までの男女
緒に登ります。この機会に、お孫
とその祖父母（日本山岳会会
さんと一緒に山登りの楽しさを味
員・準会員限定）
わうのはいかがでしょうか。
定員 ５組
（先着順）
日時
月 日㈰午前８時 ＪＲ
参加費 大人１０００円、子ども
高尾駅北口集合（午後３時ご
６００円（交通費は各自、弁
ろＪＲ高尾駅北口で解散予
当持参）
定）
申込み・締切り
月６日㈮ 申
場所 八王子城跡と「高尾の森づ
込み＆問合せ＝飯田邦幸
３２６８ ９６５４
くりの会」
作業現場
自宅
携帯０９０ １９９０ ３５０８
内容 子どもたちに山の楽しさを
知ってもらうとともに、八王
iida_kuniyuki@sc.shogakukan.co.jp
子の歴史や自然豊かな高尾山
◆２０１７年の山、雲取山に登っ
の自然を味わって登山する
て、講演会で雲取山を考える
講師 家族登山普及委員会委員
   
東京多摩支部
標高２０１７ｍの雲取山は、東
京都で唯一２０００ｍを超える最
高峰であり、日本百名山に選ばれ

同山に登り、考える機運が高まっ
ています。東京多摩支部では、こ
れを機に「２０１７雲取山Ｙｅａ

（ １ 泊 ２ 食 ）交 通 費 等 は 各 自
負担 前日、 月４日に集合
場所近くでの宿泊希望者に

30

ｒ記念登山」
と、
雲取山に因んだ講
演会を企画しました。
記念登山は全国支部会員の皆さ

10

は、東京多摩支部の「奥多摩
ＢＣ」
に宿泊できます。
（１０

０３

んにも呼びかけて東京多摩支部の
会員と一緒に登ろうというもので

平成29年度年次晩餐会のお知らせ

総務委員会

人数

００円、食事代は別）
名
（申込み順、
引率リーダ
ーを含む）

申込み メールにて
isi@tbb.
（ 東京多摩支部２
t-com.ne.jp
０１７ＰＴ 石井秀典 ０
９０ ５８２２ ６８６０）
●講演会「雲取山荘よもやま話─
小屋を守って 年」
日時
月３日㈷
時 分～
時 分
（受付開始 時）
会場 立川市女性総合センターホ
ール「アイム」 立川市曙町
０４２ ５２
２ ３６ ２
８ ６８０１
参加費 ５００円（会場費・資料

18

30

18

20

正智まで
①
big-matti@kkh.biglobe.ne.jp
②ハガキ 〒２０６ ００３１
東京都多摩市豊ヶ丘２ １
８ １０２
０４２ ３７３ ３２３８
締切
月 日㈬、または定員に
なり次第。
＊
東京多摩支部では、このほかに、
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20

代）
定員 １８０名
（申込み順）
申込み 以下のいずれかの方法で、
参加者名を明記のうえ、坂本

60

25

60

50

11

30 11

10

11

55

10

15

12月2日㈯、京王プラザホテルにて年次晩餐会を行
ないます。
案内状は、昨年同様会報「山」
（10月号）に同封して発
送します。また、申込み方法は返信ハガキではなく、参
加費の振込み（同封の振込用紙を使用）によるものと
させていただきます。
今回は、講演会などの開催は午後1時からになります。
詳細は、｢山｣ 10月号に同封する案内状をご覧ください。
開催日＝平成29年12月2日（土）
会 場＝京王プラザホテル（東京・新宿）

868−２０１7・9・２０
山

868−２０17・9・２０
山

座を開催します
おくたま地域振興財団との共催で、 場所 立川市女性総合センター５
●第３回「自然がくれた〝ときめ
Ｆ第３学習室
一般参加者と登る「雲取山登山ツ
き〟人生」
名
ア ー」を ９ 月 日 ㈪ ～ 日 ㈫ と、 定員
講師 今井通子氏
参加費 ３００円
月 日㈫～ 日㈬の２回実施し
月 日㈮～ 日㈯
問合せ・申込み
月 日までに、 日時
ます。
募集人員はそれぞれ 名。
山
医師であり登山家でもある今井
東京多摩支部 自然保護委
行ルートは、ＪＲ奥多摩駅前集合、
通子先生とともに秋の上高地を散
員会 河野悠二へ
小袖集落―堂所―ブナ坂―雲取山

‥
策しながら、自然から受ける恩恵
０４２ ５４４ ４７３８
―雲取山荘
（泊）
の往復。詳細はお
や自然の楽しさなど、たっぷりお
くたま地域振興財団。
kyuuji@mwd.biglobe.ne.jp
話をうかがいます。
０４２８ ８３ ８８５５
●第４回「槍・穂高連峰と上高地
◆懇談会のお知らせ
の成り立ち」
緑爽会
◆自然保護講演会「山の自然保護

講師 原山 智氏
永 年 会 員・ 山 本 良 子 さ ん か ら
を考える――トイレ問題との関わ
日時
月 日㈯～ 日㈰ 通称
「数字の意味――ＪＡＣの先人の
りで」
「地質探偵ハラヤマ」
こと、信
東京多摩支部
思いを通して考える」のテーマで

州大学教授の原山智先生を
講師 山はみんなの宝クラブ代表、 お話をいただきます。
講師にお迎えし、上高地～北
題目 数字の意味
アルプスが現在の景観にな
るまでの、数十万～数百万年
日時

20

ＮＰＯ法人日本トイレ研究
所顧問・上幸雄氏
月 日㈬ 時 分～

18

「優待サービス一覧〈第２期〉
」
の追加 〈
 会員サービスＷＧ〉

60

10

28

13

29

14

前からの地殻変動・造山運動

❖編集後記❖
◦子どものころから地図が好きで
した。国内はもとより海外の不思
議な地名、おかしな地名を見付け
ては、その土地を想像して楽しん
でいました。
南太平洋に
「エロマン
ガ島」
を発見して喜んだり……。
登山を始めてからは、山名に興味
へ らい
を持ち始めました。戸来岳、姫神
山、物語山、京丸山、そして雨飾
山など
「気になる山」
は数知れず。
◦そんな山名に惹かれて、この夏
なな し ぐれ
は八甲田山の後、七時雨山にも登
ってきました。山そのものは東北
らしい普通の山でしたが、ちょっ
た しろたい
と日本離れした田代平高原のたた
ず ま い と、素 朴 な 七 時 雨 山 荘 は

「当たり」
でした。下山後、温泉か
ら上がり山荘のテラスで生ビール
を傾けていると、早くも次の山が

10

http://www.jfmga.com/pdf/2017
kamikochi%20tokubetukoza.pdf
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10

講師 山本良子会員
日時
月 日㈪ 時
場所 日本山岳会１０４号室

23

（節 田重節）
気になってきました。

18

などを解説いたします。上高
定員 先着 名
地誕生の秘密に迫ります。
問合せ 富澤克禮
・ ０４２ ３２４ ４０５０ 【共通】
tomizawa-katsunori@nifty.com 場所 長野県松本市上高地
参加費 ２万４０００円（講座費
用、テキスト代、宿泊費〈１
泊２食〉
含む）

１０

◆上高地
「特別講座」
開催
日本山岳ガイド協会
公益社団法人日本山岳ガイド協
会が運営する上高地の研修施設
「アルプス山荘」
を活用し、特別講

2017年
（平成29年）
9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
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TEL 東京
（03）
3261-4433
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3261-4441
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E-メール：jac-kaiho@jac.or.jp
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18 25

25

＊
【南アルプス】薬師岳小屋／
宿泊料金の１０００円引き／
①０５５１ ２２ ６６８２
／②０９０ ５５６１ １２
４２（天候により不通の場合
あ り ）／ 改 築 後、 ８ 月 日 よ
り営業再開。

868 号

山
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