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開校に至る背景
東海支部では、マスコミや公共
団体の主催する文化事業の一環で
ある
〝登山教室〟
について、委託を
受けてその運営を実施してきた。
歴史は古く、支部発足直後の昭和
（１９６４）
年、朝日新聞系の文
化教室の依頼に始まる。一時中断
したが、平成３
（１９９１）
年から、

尾上 昇

この登山教室の実施は、支部運

俟って、各種の機関から登山教室
運営の委託依頼が相次いだ。朝日
新聞のほか中日新聞、愛知県労働
協会、
ＮＨＫである。最盛期は、
延
べの受講生が年間２００名を超し
ている。

運営に携わった。
その後、中高年登山ブームも相

登山学校運営委員会

１９６４年に始まった東海支部の登山教室も、ここ数年の間にその
活 況 ぶ り に 陰 り が 見 え て き た。 同 支 部 で は 今 日 あ る を 予 測 し、 こ
れ に 代 わ る 自 主 運 営 の 登 山 学 校 を 計 画、 本 年 ７ 月、 予 定 ど お り 開
校に漕ぎ付けた。新たな試みとしての登山学校が目指すところを、
尾上昇会員にレポートしていただいた。

東海支部の新たな試み
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これは主催者側の経費増と、交通
費の高騰による。さらに、ツアー
会社や登山用品会社が類似の催し
を手掛けだしたこと。これらによ
って登山教室への応募者数が年々
減少してきている。さらには、昨
今の風潮から、山での遭難事故の

が考えられる。まず中高年登山ブ
ームが一段落したこと。次いで受
講料が高くなってきていること。

いる。教室の卒業生の多くが支部
ことも見逃せない。運営は、支部
員
（日本山岳会員）
に登録。この中
内に設けられた登山教室委員会が
から支部運営の中枢として、また、 その任に当たっている。このプロ
登山リーダーとして活躍している
グラムが、支部の重要事業として
者が多い。さらには、委託料が支
位置付けられてきていることは言
部の財政面に大きく寄与している
うまでもない。
活況を呈していたこの登山教室
だが、ここ数年の間に陰りが見え
てきた。原因としては、次の３つ

▶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

責任問題にマスコミ各社が神経質
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登山学校開校式に集まった受講生たち

2017 年（平成 ２9 年）
再び朝日新聞の要請で登山教室の

39
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支部では、
今日あるを予測し、
１

系の中日文化センターの教室のみ
となっている。

されている登山教室は、中日新聞

まうことになれば、支部にとって
も痛手である。現実に、現在実施

かない。このまま教室が消えてし

支部としては、いわば請負業な
ので、言われるままに対応するし

になり、何かと制限を加えるよう
になってきた。なかには教室の廃
止をほのめかすところまで出てき
た。

月の常務委員会で、登山学校の実
施計画が承認された。

と、などが挙げられよう。昨年

材、特に登山教室委員会の中枢メ
ンバーの中に教育関係者がいたこ

ハウの蓄積があること、豊富な人

感を持って臨んだこと、 年を超
す登山教室の運営で培われたノウ

は、登山教室の陰りに対する危機

月に開校、３ヶ月を経たが、なん
とか軌道に乗っている。その要因

シラバス
（学習計画）
の策定
シラバスは、登山教室委員会が
中心となって検討し、今年７月の
開校を目標とした。予定どおり７

緊張感を持って対応しなければな

剣さがうかがわれた。支部として
も、受講生を落胆させることなく、

の高いことが示され、応募者の真

人も欠けることなく全員参加し
てくれた。それだけ関心の度合い

た開校式を実施したが、応募者が

あろう。７月１日と 日、２回に
分けてオリエンテーションを兼ね

度の高さも一因となっているので

魅力の一つであろう。
さらには、
公
益社団法人が主催するという信用

募状況であった。 名ほどを想定
したが、果たしてそれだけの応募
者があるだろうかだ。実際の募集
は、支部が全面的にバックアップ
し、
毎年開催されている
「夏山フェ
スティバル」
の会場であった。
ところが、杞憂であった。応募
者数は１００名を超した。とても
１００名の受け入れは困難なので、
一部条件を満たさない人にはお断
わりを入れた。
１００名を超す応募があった背
景として考えられるのは、体系付
けられた
「学校」
という形で山登り
に真剣に取り組みたいとする潜在
希望者が大勢いたこと。言い替え
れば、ツアー登山では物足らない
のである。また、受講料の安さも

③１教室ごとに担任
（リーダー）

初歩の冬山体験、簡単な岩登
り技術の修得を目指す。

テップアップ教室―３年生）
。

Ⅲ／ある程度の経験者で、さら
なる技術修得を求める人（ス

登山程度を目指す。

ルアップ教室―２年生）
。
夏山
縦走、テント泊や小屋泊まり

的に登山を学びたい人（レベ

生）
。登山の基礎を学ぶ。
Ⅱ／登山の経験はあるが、体系

登山学校の概要
名称：公益社団法人日本山岳会東
海支部登山学校
主催：公益社団法人日本山岳会東
海支部
目的：①未組織登山者への安全登
山の啓蒙 ②支部の人材の
確保と育成 ③支部活動の
活性化と強化
校長：高橋玲司
（東海支部長）
運営：登山学校運営委員会
内容：
①７月をスタートとする１ヶ年。
②グレードを３つに分ける。
Ⅰ／これから山を始めたいとい
う人（チャレンジ教室―１年

50
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らないということを再認識した。

年半ほど前からこれに代わる登山
教室の自主運営について検討を始

当初の心配は、受講希望者の応

1

団体からの要
請 で は な く、
自己責任の下
で自主運営さ
れてしかるべ
き で あ ろ う。
登山教室の陰
りは、支部に
おける指導体
制を本道に戻
す良い機会で
あったと言え
よう。

めた。元来、登山教室の類は、他

12

25
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座学と現地講習を組み合わせてスキルアップ

870−２０17・11・２０
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レベルアップ教室で登った恵那山山頂で記念撮影

と。これらの認識
から
「登山学校」
と
大 見 得 を 切 っ た。

の信頼関係も深まると考えている
からである。

開校して３ヶ月、そこから見え
てくる課題も多い。講師陣の不足、
教室担任（リーダー、サブリーダ
ー）
の負担の重さ、
登山口までの交
通手段などの確保、ボランティア
としての限界、事故への対応、指
導技術の統一、受講生の体力や経
験のばらつきなどが、今後、詰め
ていかなくてはならない課題であ
る。
東海支部は、前述したように本
プロジェクトを支部の将来を担う
最重点事業として位置付け、初年
度の反省も含めて、より充実した、
クオリティの高い登山学校への進
化を目指している。すでに第Ⅱ期
に向けた準備を始めているところ
である。

「山の日」
歳事記 十一月

を一瞬にして消し去り、冬は山

校運営委員会とし

今年の雪のたより、初冠雪は９

（隆）

年齢から冬山登山を待つ元気

安全の冬に備えたい。

からやって来た。本州では岩木

月

から降りて来る。寒さを気遣う

雪のたより、季節の移ろいは山から
た。安全登山の啓
蒙は、公益法人活
動の大きな目的の

日。紅葉

者まで、お互い体調を整えて、
月

23

山、八甲田山と続き、富士山は

29

例年より遅れて

10

一つである。人材
の 確 保 と 育 成 は、
支部員の増強や支

日、山岳列島北端の利尻山

た。
目的を３つ挙げ

また、運営に当た
る委員会も登山学

と副担任
（サブリーダー）
を置
⑧受講料を９０００円とする。 部運営に携わる幹部候補生の育成
き、受講生を５名程度とする。
ただし、支部員 支部友は年
と登山リーダーの育成である。支
･
会費分を減額する。
④月１回の山行と年数回の座学
部の活性化と強化は、登山学校の
以上であるが、解説を少し加え
を基本とする。
運営が刺激となって図られる支部
たい。
⑤支部員・支部友も受講を可と
事業の活性化と財政面への寄与で
名称である。登山学校とは、い
する。
ある。
ささか大仰ではないかとの声が上
⑥新規の受講生は全員、支部友
グレードは３つに分けた。初め
がった。法人資格があるわけでも
会に入会する。
ての試みなので、今後の検討を要
ないし、一般の学校と同様な体裁
⑦受講生の年齢制限を 歳まで
するところである。
最終的には、
チ
が整っているとは言い難い。
とする。
ャレンジ教室
（１年生）
７教室、レ
これに対しては、 ベルアップ教室（２年生）６教室、
登山教室とは軌を
ステップアップ教室
（３年生）
１教
一にする新しい取
室である。それに講師陣を加える
り組みであること。 と１２０名を超す大所帯となった。
明日の支部を占う
１教室にリーダー、サブリーダー
一大事業であるこ
を含めて７～８名としたのは、少
数指導体制を取ることでより丁寧
な指導が可能となり、教室単位で
65
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第 回全国支部懇談会を筑波山で開催。
支部、１３７名が参加
茨城支部

第 回全国支部懇談会は、平成
波山を中心として」
と題して、
郷土
年 月 日㈮～ 日㈯、茨城県
史家の井坂敦実氏
（元・筑波町長）
つくば市内の、
筑波山中腹の
「つく
が、筑波山を巡る古代の山の信仰
ばグランドホテル」を会場に開催
の歴史について解説された。筑波
された。茨城支部は本年６月に創
山は、万葉の時代には、
「 筑波岳
立 周年を迎えたが、この記念す （嶽）
」と称され、
「岳（嶽）
」が用い
べき年に、全国の 支部から１３
られたことに特異性があり、高い
７名の会員・会友をお迎えし、交
山ではないが、厳しさ・険しさと
流・懇親を深めることができた。
ともに、崇高さを兼ね備えた山と
第１日
（ 日）
して親しまれたこと。筑波山の信
時 分、ホテル内大広間「紫
仰は、京都の上・下賀茂神社に現
峰」
（紫峰とは筑波山の雅称）
にお
在まで伝わる「ミアレ（御生れ）神
いて、茨城支部・諏訪肇会員の司
事」
（葵祭関連）
と共通する信仰に
会進行により開会式が行なわれ、 根付いていることなどの話があり、
浅野勝己・茨城支部長による開会
並びに歓迎の挨拶に続き、小林政
志・日本山岳会会長のご来賓挨拶

して祀ったという、山岳信仰につ
な噴火になることが予想され、多
いての講話をおもしろく拝聴した。 くのインフラに依存している現代
また、
『万葉集』
に詠まれた歌が、 社会では、被害は甚大なものが予

筑波山が男女二神の山で、その子
神がミアレするヤマを人々が崇拝
し、子神を生む母神を
「山の神」
と

想される、と警告された。新燃岳
の噴火が目新しいところであり、
御嶽山噴火など、国内外において

山梨県富士山科学研究所所長
（前・
火山噴火予知連絡会会長 ）
・藤井
敏嗣氏に最近の日本の火山活動の
動向と、火山噴火予知の困難性な
どを解説いただいた。
その上で、
富
士山の大噴火の見通しとして、宝

をいただいた。ご挨拶の中で、茨
城支部の中心的活動である、２ヶ
月ごとの
「市民公開講演会」
と年２

富士山の 首に比し、筑波山が
首であるという事実は、まさに地
元としては誇りに感じた。

永規模の噴火は、いつ起きてもお
かしくない時期にきている。休止
期間が長かったことから、大規模

回の
「自閉症者支援協力登山」
活動
を、公益性の高い活動としてご紹
介いただいた。その後、３人の講

関心の高いテーマを、数百年から
一千数百年の経緯を踏まえて解説

相撲甚句などが披露され、盛り上がった懇親会

講演⑵は
「我が国の火山の現況：
富士山も噴火するのか」
と題して、

25

いただいたが、今回の講演は、誠
にタイムリーなものであった。
講演⑶は「１００年目の剱岳三
角点設置」
と題して、
茨城支部の山
田明会員による実録ＤＶＤ映写と、
剱岳三角点設置に関する話題であ
った。山田会員は、国土地理院北
陸地方測量部在職時に、大先輩の
柴崎芳太郎測量官が果たせなかっ
た剱岳山頂への三角点設置を計画
し、柴崎測量官の剱岳初登頂から
１００年目に、地元の高校生たち
の協力を得て三等三角点を剱岳山
頂に設置し、標高２９９９ｍを確
定した。この経緯とエピソードに
ついて映像を交えて解説され、一
同に感動を与えた。
講演終了後、
茨
城支部の奥井清・副支部長の挨拶
により講演会を閉会とした。

休憩・入浴の後、 時半より夕
食・懇親会が開催された。懇親会
開会に先立ち、茨城県牛久市在住

の愛好家連による
「相撲甚句」
数句
の披露があった。詠われた甚句は、
地元牛久市出身の横綱
「稀勢の里」

および土浦市出身の大関
「高安」
を
たたえ、奮起を促す応援歌であっ
たが、なかなか聴けない独特の音

曲であった。
懇親会では、主催者を代表して

■4
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26

師による講演会に移った。
講演⑴は「古代の山の信仰―筑

13
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星埜由尚・茨城支部顧問（前支部
長）による歓迎の挨拶と、重廣恒
夫・日本山岳会副会長によりご来
賓挨拶と乾杯のご発声をいただい
たのち宴会となった。全国各支部
からの自慢の地酒が振る舞われ、
会員相互の交流が深められた。
宴たけなわのころ、次回、全国
支部懇談会を主催される北海道支
部の西山泰正支部長による懇談会
開催の案内と、企画の概要説明が
あった。また、当地の伝統芸能で
ある
「がまの油売り口上」
が、細田
美峰・口上師（がま口上保存会所
属）
の実演により披露された。
懇親会の終盤には、舞台上にて
各支部の集合写真撮影会となり、
その後、茨城支部の高木康雄・総
務委員長の挨拶で中締めとした。
第２日
（ 日）
雨も小康状態となって、曇天な

御本殿にて集合写真を撮った。

気のコースである。
ホテルの玄関で班別集合写真を
撮り、筑波山神社
（標高２６０ｍ）
の参道を登って、筑波山神社に参
拝したのち、ケーブルカーの軌道
沿いの登山路を登る。ケーブルカ
ーの山頂駅のある御幸ヶ原（標高
８００ｍ）
は、西に男体山
（標高８
７１ｍ）
、東に女体山
（標高８７７
ｍ）を仰ぐ、鞍部地形となってい
る。途中、カゴノキ、スダジイな
どの暖地性の木々の間を登り、モ
ミ、アカガシの間を通ってブナの
森林帯の急傾斜の階段を経て、御
幸ヶ原に至った。そこから 分ほ
どで男体山の山頂に達し、男体山

は基礎のみの跡地である（標高７
００ｍ）
。
ここから筑波山特有の巨

晴れた日には、関東平野の大パ
Ｃコースは 名で、筑波山神社
ノラマが展開するところであるが、 参拝後、
神社横の宮脇駅
（標高３０
あいにくの曇天で、
展望が悪く、
御
０ｍ）よりケーブルカーにて御幸
幸ヶ原にて小一時間ほどの昼食休
ヶ原に一気に登った後、御幸ヶ原
憩をとり、途中、女体山山頂を経
を起点・終点とする筑波山自然研
て下山を開始した。下山路は、Ｂ
究路
（一周１・４㎞）
を周回散策し
コースと同じ登山路を下った。
た。御幸ヶ原に登った５コース全
Ｂコースは、
９名で通称
「白雲橋
員には、御幸ヶ原の南東部にある
コース」
を登った。このコースは、 「紫峰杉」
（高さ約 ｍ・幹周り約
筑波山神社門前を迂回し、白雲橋
７ｍ・推定樹齢８００年）を案内
み な の がわ
を渡ることからこの名がある。ヒ
した。根元には、男女川の源流が
ノキの森林の中をゆっくりと登り、 湧き出ている。
途中、ロープウェイの駅のあるつ
山行を行なわないＤコースは総
つじヶ丘からの登山路と合流し、 勢 名。ホテルから車で国土地理
女体山の頂上を目指す。この合流
院および産業技術総合研究所の地
点には弁天茶屋があったが、現在
質標本館を案内した。各施設では、

岩が連なる。前日の井坂敦実氏の
講演にあった
「弁慶七戻り」
「母の
胎内くぐり」
「陰陽石」
「出船入船」
「北斗岩」
「屏風岩」などの名が付
けられている。
巨岩の間を歩き、
ほ
どなくして女体山の頂上に出る。
ここにも女体山御本殿があり、参
拝の後、御幸ヶ原へ歩を進め、Ａ
コースと出会うこととなる。昼食
休憩ののち、Ｂコースは、Ａコー
スの登山路である「御幸ヶ原コー

筑波山登山を前に、
ホテル玄関でＣコース一行の記念撮影

22

40

国支部懇談会は散会となった。
このたび茨城支部創立 年に当
たり、第 回全国支部懇談会を無

このように各コースとも予定ど
おりの午後２～３時ごろ、無事山
行や見学を終えることができ、全

登山とも関係の深い測量・地図お
よび地質や岩石についての解説・
展示があった。

20

支部の皆様に、衷心より感謝申し
上げます。 （ 茨城支部総務委員）

事開催できたことは、茨城支部に
とって誠に意義深いことであり、
ご協力いただいた本部並びに全国

10

がら筑波山トレッキングには支障
ない天候となった。山行・見学コ
ースは、全部で６コースを準備し

28

た。
大勢が希望された
「筑波山直登
コース
（Ａコース）
」
は、
（Ａ １班：
（Ａ ３班：
名）
（Ａ ２班： 名）
名）
の３班に分かれて、
間隔を開
けて出発した。このコースは通称

ス」
を下山した。

33

14

870−２０17・11・２０

「御幸ヶ原コース」
と言い、一番人

24 26

山

20
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峠原直実・石﨑徳子
葉がチラホラと目に飛び込んでき
て、峠からの景色を期待しながら
足を進める。期待どおり徳本峠か
らの景色は大変素晴らしく感動。
上高地に向かっての下山は晴天に
恵まれたので、明神岳や穂高連峰
の稜線を見ながら歩くことができ
た。山研に着いてお風呂を使わせ
ていただき、美味しい料理をいた
だきながらいろいろと山の話をお
聞きし、楽しい１日を過ごせた。
（峠原・記）

翌朝６時に山研を出発。委員の
方に新中ノ湯ルートの焼岳登山口
まで送っていただく。早朝発の私
たちのために朝食を準備していた

からは視界が開け、噴煙を上げる
焼岳山頂が望め、山腹のナナカマ
ドの紅葉が美しかった。その後も
休憩を入れながらほぼコースタイ
ムどおりに進む。 時前に北峰山
頂に到着。風向きも良く、あまり

行した。

初めての徳本峠越え、山研宿泊、
焼岳登山と、大変充実した時間を
持てたことに、関係者各位に感謝

申し上げます。

（石﨑・記）


今年も山研のご利用
ありがとうございました

山研運営委員一同
山研は、 月 日の右岸水道本
管の水抜きとエア送りの作業を残
して、 月 日・ 日の２日間に
わたって閉所作業を行ないました。
６ヶ月間、大雨の日が多かったに

もかかわらず、多くの会員の方々
にご利用いただいたことに感謝を
込めながら、清掃、本館水道とミ

噴煙を気にせずに南峰、火口湖な
ニ水力の水抜き、雪囲い板の設置
ど火山ならではの景色を満喫した。 などの作業を手分けして、全員ケ
下山は焼岳小屋経由で上高地バ
ガもなく無事終えることができま

ス・ターミナルへ。焼岳小屋まで
した。一番心配だった台風接近に
は視界を遮るものがなく、上高地
よる暴風雨被害や上高地線の通行
と周辺の山々を堪能する。焼岳小
止めもなく、大雨のなか帰宅の途
屋から先は数ヶ所のハシゴや桟橋、 に就きました。
鎖場が登場。その難所を越えると
来年４月の開所まで、山研は長

ご利用を心よりお待ちしておりま
す。ありがとうございました。

い眠りにつきます。来春も皆様の

をいただいたりと、登山口に向か
う車中で、
とてもありがたく思った。
初日に続き見事な晴天。７時前
に登山口に到着し出発。活火山の

巨木の樹林帯で、それを抜けて田
代橋に無事到着。帰路のバス整理
券を求めてバス・ターミナルへ急

だいたり、車で送っていただいた
り、
また、
２人とも初めての焼岳登
山のため、多くの方々にアドバイス

岩魚留小屋に向かって登高する参加者たち

焼岳は現在、噴火警戒レベル１と
のこと。やや急な登山道を登るこ
と約１時間半で広場に到着。ここ
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17

29

11

28

さん け ん 通 信

っかしい橋だったので、安全に渡
れる橋を架けているとのこと。ボ
ランティアで登山道を整備してく
れる方たちのお陰で安全な登山が
楽しめるということに感謝。
峠に近づくにつれ紅く色付いた

10

秋の徳本峠越えに参加、焼岳に登る
９月 日～ 月１日、山研運営
委員会主催の
「秋の徳本峠越え」
の
山行に委員の薦めで参加した。安
曇支所駐車場で前泊し、翌日の山
行を楽しみに早々に眠りにつく。
翌朝は５時 分集合、６時過ぎ
に出発。心地良い川のせせらぎを
ＢＧＭに、島々谷林道を諸先輩た
ちの話を聞きながら歩く。昼食場
所の岩魚留小屋まで、いくつかの
橋を渡りながら沢沿いの道を歩く
こと約３時間。食後にカツラの巨

こからは各自のペースで歩くこと
に。途中、中ノ沢を越え 分ほど
歩くと、新たに架橋作業をしてい

木の前で記念撮影。九十九折りの
急登の途中の力水まで歩いて、冷
たく美味しい水でひと息つき、こ

30

る関係者の方たちと出会う。先に
見える橋は細い丸太を組んだ危な

30

10

10

30
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日本雪崩捜索救助協議会
「ＡｖＳＡＲ協議会」
設立さる

58

44

43

13

日本雪崩捜索救助協議会の組織
名 称： 日 本 雪 崩 捜 索 救 助 協 議 会
（英文 Japan AvSAR Council略
称ＡｖＳＡＲ協議会）
目的：大規模な雪崩事故現場にも
対応できる、組織的な捜索救助方

法の標準化およびその訓練コース
を実施することで、日本における

雪崩現場での戦略的な捜索救助活
動を実現するとともに、プログラ
ムの継続的な更新によって国際的

な機関の出す勧告への対応を行な
うことを目的とする。
会員の構成：本会は雪崩捜索救

■7

助活動の展開を通じてその高度
化・標準化に貢献する意思のある
組織および団体を会員とする。現
段階での加盟団体は日本山岳ガイ
ド協会、日本山岳・スポーツクラ
イミング協会、日本山岳会、日本

雪崩ネットワーク、
長野県山岳総合
センター、日本勤労者山岳連盟。
役員構成：代表理事・武川俊二、

理事・町田幸男、今滝郁夫、東秀
訓、川嶋高志、出川あずさ、監事・

西内博、五月女行徳
（所属団体略）
今後の活動計画

⑴ＡｖＳＡＲマニュアル制作／２

０１７年 月～ 月。
⑵ＡｖＳＡＲ上級コース講師の研

10

修会／２０１７年 月予定。
⑶ＡｖＳＡＲ上級コース／２０１
８年２月予定。
なお、ＡｖＳＡＲ基礎コースは
会員団体で実施することになって
おり、現在１～２月に試行の予定。

12

12

要がある。
COUNCIL
この認識の下に各関連団体が横
断的に協力して日本雪崩捜索救助
協議会の設立を図ることが必要と
東 秀訓
の合意に至り、参加者が各自の所
上 町でガース・リムキー氏（ CAA/ 属団体に働き掛けることとなった。
設立までの経緯と趣旨
）を講師に迎え、日
２０１７年１月初めに、日本雪
当会での承認と技術委員の選出
Parks
Canada
本 山 岳 ガ イ ド 協 会・ 日 本 山 岳 協
崩ネットワークの出川氏からＩＣ
日本山岳会においては、９月
と
会・日本雪崩ネットワーク・日本
Ｓ（
日の理事会で中山理事より内容を
Incident
Command
System
は、アメリカで開発された災害現
山岳会から雪崩捜索の教育的立場
説明し、
「 日本の山岳関係団体が
場における標準化されたマネージ
にあるメンバーが集まり、ＡｖＳ
まとまって協議会を創り、標準化
メント・システム）に基づく雪崩
ＡＲテストコースが実施された。 された雪崩救助方法を策定し、そ
捜索救助訓練コースの創設に関わ
内容は基礎編として雪崩ビーコン
の手順を訓練する場をつくり、有
るＡｖＳＡＲ標準化委員会に、日
の仕組み・機能確認・捜索の段階
益な救助ができる登山者を育て
本山岳会の立場で出席しませんか、 の基本的な確認（今までの捜索事
る」という趣旨に賛同していただ
との連絡をいただいた。委員会開
例から、二次遭難の防止のために
き、加盟が認められることとなっ
催の意図は、冬季のフィールドに
メンバー・スキルを標準化するこ
た。同時に協議会の技術委員とし
様々な態様で出る人が増え、人気
とが重要で、カリキュラムに組み
て以下の３名を選出した。東秀訓
山域で多人数埋没による雪崩事故
込まれていると説明があった）
。
講 （ 歳）
学生部部長、長野県山岳総
が発生しているが、組織的捜索救
習の技術的な核には複数埋没の捜
合センター・アドバイザー／工藤
助が必ずしも上手く機能していな
索方法（ビーコンの特殊な使用法
嘉高
（ 歳）
青年部、
プロガイド、
北
いのが現状である。この現状に対
と捜索の戦術的な意思決定〈トリ
海道支部にて遭難対策に携わる／
して、雪崩捜索救助を標準化して、 アージ〉を含む）が置かれていた。 菊地信宏
（ 歳）
青年部、プロガイ
この講習後、受講したメンバーに
ド、スキーパトロール。

ログラムはない。
＊日本の状況に合った独自の雪崩

より以下の点を確認した。
＊社会体制等が異なるので、国際

３日間、ＡｖＳＡＲ標準化委員会

捜索救助プログラムを構築する必

雪崩事故現場で有効に活動できる
人材の育成と知識・技術の浸透を
図り、一人でも多くの命を助ける

の活動の第１回として、群馬県水

標準と表現できる雪崩捜索救助プ

870−２０17・11・２０

環境の構築を図ろうというもの。
２０１７年２月６日から８日の

山

追
平位 剛先生を偲ぶ

悼

いフィックス・ロープを張った一部
を除いてしっかりした雪面で、打
ち込んだピッケルで確保し、スタ
カットで下りていった。通常なら
１日で下りられる高度差であるが、
この日は２００ｍ下りた所でビバ
ーク、ＢＣのライトが目に染みた。
腹も空き、学生２人がべそをかい
ていると、先生のポケットから粉
ミルク１人分、
乾パン９個、
蜂蜜３
袋が出てきた。たちまち学生は元
気を取り戻した。食料は底をつい
ていたはずなのに、不思議なポケ
ットであった。
翌日、無事貝殻氷河に下りるこ
とができた。帰路、カブールから
ペシャワールまでの双発飛行機の
エンジンが つ止まった。乗客が
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八幡 浩

０ｍ地点にＣ１設営。
８月１日、
貝
殻氷河と名付けた氷河上５０００
ｍ地点にＣ２設営。２日、ツェル
ト１枚のラッシュ・アタックで北面
の高度差１３００ｍの雪・氷の斜
面を登り始めた。３日間のビバー
クで６３９２ｍ峰に登頂した。頂
上に遺留物なし。
初登頂と信じ、
下
山開始。
１ビバークした翌朝、５７００
ｍ地点で１名滑落、アンザイレン
していた３人で一緒に落ちた。雪
氷面を跳ねながら落ちていたらし
く、ドスンドスンと落ちていった
ことを憶えている。３回目のドス
ンの後、ゴロゴロと体が転がり出
し、あわてて手足を広げ、止まっ
てくれと祈った。祈りが通じたの

帰国後、先生は骨折の手術を受

騒ぐなか、我々４人は不死を確信
し、悠然としておれた。

け、少し足をひきずるようになっ
た。その後、先生はワハン回廊の

か、傾斜が緩くなった雪面で３人
とも停止した。棚状になった雪面
ーイ土石川」の呼び声に返事を返
した。下山して分かったが、先生

探検的踏査に毎年の夏休暇をあて、

５４００ｍ付近と思われ、ここ
から貝殻氷河上のＣ２まで３人の
死に物狂いの下降が始まった。幸

じて
between
the OXUS and the
の地を、生涯かけて探査さ
INDUS
合掌
れた。 

顔の下の雪面が赤く染まっていた。 を読み、
この地を夢見た少年は、
長

ない状態。土石川は左大腿部裂症
成果を上げられた。国民学校５年
を生じており、八幡は前額裂傷で、 時にゴードン大佐の
『世界の屋根』

は右脛骨果部骨折で、右足が使え

であった。先生の
「オーイ八幡、
オ

1


昭和 （１９６６）年３月３日、
広島大学医学部の受験場。雪が降
っているなか、白い半そでカッタ
ー姿の試験官がいた。この白い半
そでの試験官が平位剛先生
（以下、
先生）
であった。以来五十有余年、

するも頂上には行けず、以来、隊
付医師が不要の、全員医師の遠征
隊で行くことを決意された。翌年
夏、先生はアフガニスタン・カブー
ルでワハン回廊の入域内諾を得て
帰国。
その後、
大車輪で遠征準備を
行ない、
隊員４名で１９６９年、
ア
フガニスタン入りした。
７月 日、カブールを出発。
日、ワハン回廊入り口のハンドゥ
22

という標識を
ード到着、 PAMER
見て感激した。 日から西方のイ
24

スムルグ谷を遡行し、 日、
４５５
０ｍ地点にＢＣ設営。 日、
４６０
31 27

可愛がってもらった。厳しくも心
優しい先輩であり、優秀な医師で
あり、教師であった。
１９６７年、広島大学ヒンドゥ

平位 剛（ひらい・ごう）

14

1931年 広島市生まれ
1967年 広島大学ヒンドゥークシュ遠征隊隊員
1969年 広島大学医学部山岳会小パミール遠
征隊（I）隊長 6392ｍ峰北面新登頂
1971年 広島大学医学部山岳会小パミール遠
征隊（II）隊長 6020ｍ峰初登頂
1976年 広 島大学医学部山岳会チトラル北西
探踏隊1976隊長
1979年 広 島大学医学部山岳会チトラル北西
探踏隊1979隊長
その後、チトラル北部山岳地帯に10回、
1998年からワハン回廊へ11回踏査
著書：
『禁断のアフガーニスターン・パミー
ル紀行』『ワハーン回廊』
第7回秩父宮記念山岳賞受賞、第62回
中国文化賞受賞

O B I T U A R Y

ークシュ遠征隊に医師として参加

会員番号6078、永年会員

41
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水越 武

山岳写真を愛された
杉本 誠さん


った今、本当に貴重な記録となっ
た。後書きで
「乾板探しに始まり、
乾板探しに終わった」と言わしめ
たほどの困難な仕事であったが、
それを支えたものは、山岳写真に
対する深い理解と愛情であったと
私は信じる。
もう一つ、杉本さんの仕事で忘
れてならないものに写真展の企画
がある。 歳を過ぎてから国内外
で山岳写真の展覧会を企画された。
日本の古い山の写真などを海外に
紹介され、
外国からも持ち込み、
国
際交流を進められた。ウェストン、
ヴィットリオ・セッラ、フォスコ・
マライーニなどである。マライー
ニ展は京都、豊田など縁のある所
で開催された。
私はマライーニさんが１９３８
寝るのも惜しいほどに引き込まれ
て読んだ。日本の近代登山の黎明
期の明治時代から現代まで、主だ

っくり耳を傾けた。どんな道にし
ろ実作者には歴史観が求められ、
先人の歩みをたどることで、これ

か実現した。杉本さんはとても喜
ばれ、北海道まで来てくださった。
そのとき昔の山岳写真界の話にゆ

年に来日して、最初に研究生活を
された札幌で開けないかと考え、
いろいろな方の力を借りてなんと

筆活動からも離れられた。それは
を読んでその名をよく知っていた
見事と言うほかなく、大いに学ぶ
こともあって、
緊張して臨んだ。
丁
べきことと肝に銘じた。ときたま
寧に作品を見ていただいた後、ギ
お会いすると、写真や山のことよ
ャラリーから場所を移し、経験し
りも民俗学に関しての話題が多か
たことのないような入念な聞き取
った。長く
「山村民俗の会」
にも所
りを受けた。それは新聞記者らし
属されていて、
『飛騨の民具』
（矢
い注意深く、緻密なものだったこ
来書院、
１９７７年）
などの著書も
とを鮮明に覚えている。取材を終
ある。
えたその足で近くの市役所に寄っ
杉本さんと山との結び付きは、
て、私が疎開先から戻った年を確
中日新聞から東京の出版局
『岳人』
かめ、名古屋に帰られたことを後
編集部に移られた後からだと思わ
から知った。
翌日、
その記事が紙面
れる。まずは誰も手を付けていな
を飾ったが、これも今から考える
ひっせい
かった日本の山岳写真史、畢生の
と、私のヒマラヤの山岳写真が一
大作ともいえる『山の写真と写真
人でも多くの人の目に触れられる
家たち』
（講談社、１９８５年）
か
ようにという、温かい配慮であっ
たことに気づく。それから半世紀、 ら話を進めたい。
私はこの著書の基になったもの
親しくさせていただき、たくさん
には『岳人』で目を通していたが、
の優しい励ましを受けた。
杉本さんは 代を迎えられてか
らはすべての公務から退かれ、執

った山岳写真家と言われる人たち
が時代順に取り上げられている。
それは直接インタビューされてい

から進むべき道が見えてくる。

■9

山岳写真の歴史研究家として知
られる杉本誠さんが、８月 日に
豊田市の生家で 歳で亡くなられ
た。お盆と重なったこともあって
葬儀に参列できず、私が何度かお
邪魔した母屋で仏前にお線香を上
げることができたのは、もう蝉時
雨も寂しくなった秋風が立つころ
だった。
杉本さんと初めてお会いしたの
は１９７９年、私の故郷・豊橋で
の
「カラコルム五大氷河学術踏査」
の報告を兼ねた写真展会場に、中
日新聞の美術記者として訪ねてく
ださったときである。杉本さんは
『岳人』
の編集長を長く務められた
が、私は
「日本山岳史ノート」
など

るためかリアリティがあり、文章
から作者の体温や感動が伝わって
くるようだ。長い歳月
（ 年）
を費

60
やし、様々な考察を試みた労作で
あるが、ほとんどの方が故人とな

23

11

杉本 誠（すぎもと・まこと）

80

1927年 愛知県豊田市生まれ。
1952年 中日新聞社入社。
1962年 東京新聞出版局『岳人』編集長となる。
1984年 中日新聞社を定年退職。
1985年『山の写真と写真家たち』
（講談社）
を出版。
1987年 トリノ山岳博物館の所蔵品による「山
岳写真の源流 ビットリオ・セッラ写
真展」を豊田市で開催。
1989年「フォスコ・マライーニ写真展」開催
（京都、豊田、札幌を巡回）。
1996年「ウェストンの見た明治・大正の日本」
展開催（豊田市美術館）。
1997年 同展（東京都写真美術館）。
1998年「日本の山岳写真80年」展開催（豊
田市美術館）。
2007年 同展（トリノ山岳博物館）。
2009年 収集したガラス乾板から起こしたプリン
ト537点を長野県安曇野市に寄贈。

90

全国のウェストン祭に
ついての一考察
早田道治

ページです。 どしどしご投 稿く

日山開きとなる白鳥山へ登山して
いる。
ここのウェストン像は
「日本

て全員で
『雪山賛歌』
を合唱、この

山、さらに伊那部宿まで、今であ

床から上松登山口を経由し駒ヶ岳
に登頂後、権現づるね登山口へ下

らず、多くの人々に周知されてい
る。
日本山岳会の設立に関わり、
ま
た、日本の山々を広く世界に紹介
した功績を偲び、本会主催で開か
れていることは紹介するまでもな
い。
④ミセス・ウェストン祭
長野市の旧戸隠村にある戸隠キ
ャンプ場で毎年８月の第１土曜日
に、戸隠山と高妻山に初めて登頂
した外国人女性のエミリー・ウェ
ストンを偲ぶ会である。彼女はウ
ェストンの妻であり、ロッククラ
イマーでもあった。そこにはミセ
ス・ウェストン碑がある。
⑤中央アルプス・ウェストン祭
ウェストンの中央アルプス登頂
から１２０年を記念して２０１１

唯一の全身像」
といわれている。

れば 時間掛かる所を１日で走破
している。今と違い判然としない

）
年８月 日、
木曽上松の寝覚ノ

17

串 奉 奠 が厳かに行なわれること

年から開催されているイベントで
ある。
ウェストンは１８９１
（明治

③上高地ウェストン祭
日本アルプスを世界に広く紹介

登山道を驚異的な速さで歩いてい

11

により２００１
（平成 ）
年、恵那
かおれ
山登山口である中津川市の川上に
「恵那山ウェストン公園」
が整備さ

13

ほう てん

このウェストン祭についていろ
いろ調べてみると、全国各地でウ
ェストン祭が開催されている。

したウェストンの功績を称え、毎

35

る。このイベントは２日間行なわ
れ、たとえば２０１５年には故・

度でお願いします）

年６月の第１日曜日に上高地のレ
リーフ前で開催する日本最大のウ

すので、 １点につき10 0 0 字 程

は、誠に微笑ましい風景である。
まずは岐阜県で開催されている
この行事では恵那山の開山に際
中津川ウェストン祭について簡単
し登山の安全が祈願されている。
に紹介したい。
さて、全国各地で開催されてい
１９８３
（明治 ）
年５月 日に、
るウェストン祭は８ヶ所あるとい
Ｗ・ウェストンが恵那山に登頂し
われている。小生が確認している
たのを記念して、中津川観光協会
各地のウェストン祭は下記のとお
りである。北から簡単に紹介して

ださい。（紙面に限りがありま

田部井淳子さんの講演やミニコン

会員の皆様のご意見、エッセイ、

ェストン祭で、山岳関係者のみな

S

みるが、誤りや抜けているものが

今年も６月３日と４日に上高地
で第 回ウェストン祭が日本山岳
会によって盛大に開催された。こ
のことは日本山岳会会員のみなら
ず、山岳関係者はもちろんのこと
多くの方々はご存じである。

あればご指摘いただきたい。
①青森ウェストン祭
趣旨が全国のウェストン祭と異
なり、謝恩目的である。すなわち
１９０２
（明治 ）
年に青森で起き
た飢饉の際にウェストンは自ら調
査に訪れ、その惨状を新聞に報告
れた。そこにウェストンの胸像を
し、本国英国やほかの外国人にま
設置し、
以後毎年５月 日に
「恵那
で救援活動を広げている。これら
山ウェストン祭」が盛大に開催さ
の救援活動を行なったことに感謝
れている。ウェストンが日本山岳
して、青森県三戸郡新郷村で毎年
会設立に尽力された関係上、日本
行なわれている。式後、戸来岳に
山岳会岐阜支部もお招きいただき
登山している。
毎年参加しているが、昨年からは
②海のウェストン祭
尾上昇・元日本山岳会会長にも参
ウェストンは「親不知が日本ア
加いただき、祝辞を頂戴している。 ルプスの起点である」という言葉
キリスト教の宣教師であるウェ
を残している。これを縁にカタク
ストン卿の胸像の前に祭壇を置き、 リクラブ会長・小野健氏が提唱し
恵那神社の神主による神事が執り
て海のウェストン祭が毎年開催さ
行なわれ、多くの各界参加者の玉
れる。オカリナ演奏、詩吟、そし

東西
南北
26

24

12
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俳句、 短歌、 詩などを掲載する

11

N
71
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けてウェストン碑が作られ、その
前で点鐘、
献花、
ウェストンの歌を合
唱、祖母山に記念登山している。
以上、ウェストンにまつわるイベ
ントを簡単に説明してみた。
このよ
うに愛され崇められている外国人
は珍しいと言っても過言ではない。
これからもこれらの行事は盛大
に開催されることは間違いないと
言えよう。ここで提案したいこと
は、
日本山岳会の音頭取りで
「ウェ
ストン祭サミット」
を開催したら、
と提案したい。
これにより日本山岳会各支部と
の親睦、連携、さらにこれにご尽
力いただいている各団体との開催
の協力など、各地のウェストン祭
の活性化、さらに登山愛好家、一

日現在の会員名簿」
（※１）
があ
り、それにウェストンがすでに名

い『山岳』５ １を読み返すと、ウ
ェストンが「……１月 日ロンド
ン日本協会にて八年間の日本アル
ママ
プス探険及び登山旅行を講演した
時に、着用した名誉会員章を聴衆
者に示され、皆を驚かせた……」
との記録の違いを指摘したお尋ね
だった。
『山岳』５ １にはウェストンの
肖像写真や英文での自伝が初めて
掲載され、
巻末の会報欄には
「名誉
会員推薦」
「名誉会員Ｗ・ウェスト
ン氏略歴及び自伝」が紹介されて
いる。この『山岳』の付録に「１月
12

員ウェストン氏……の表示が使わ
れている。
山岳会は明治 年５月の第２大

した。会報欄の
「会員消息」
「ウェ
ストン氏登山談」
にも、
本会名誉会

27

会で日本山岳会と改称され、会員
章
（旧）
を作製して実費の頒布を発
表している。会員章は名誉会員・

特別会員・正会員・役員の４種を
作り、７月 日付で会員章第１号
が発起人の河田黙（イロハ順に習
い）
の手に渡った。
待たれた会員章
の着用では
『山岳』 年所収の赤石
岳山頂の記念写真（明治 年７月
日・高野鷹蔵撮影）に中村清太
郎、三枝威之介の胸にあるバッジ
の着用が最初の記録といえる。
さて、本題はウェストンの名誉
会員が本会からいつ推薦され、名
誉会員章が渡されたのか？……
会報欄の自伝の訳文には、
「Ｗ・
ウェストンはスイスのホテルに滞
在していて、９月５日に本会に送

■ 11

成 年のことだった。
それはウェストンが日本山岳会
の名誉会員に推薦された通説の記
録は明治 年３月だが、改めて古

サート、翌日は千畳敷で記念式典
を開催し、駒ヶ岳に登山している。
⑥ウェストンと天竜峡
１８９１年と 年の２回にわた
りウェストンは
「天竜舟下り」
を経
験している。
彼は著書の中で
「高く
狭 い 青 空 を 仰 ぎ な が ら、 雄 大 で
荒々しい岩の間を通り抜け、早瀬
を矢のように走り下る激流の旅は、
最高であった」
と記し、
そのときの
様子を母国に伝えている。
それを記念して、時又港にウォ
ルター・ウェストン記念碑が建て
られている。
⑦山梨県のウェストン・レリーフ
１９０４
（明治 ）
年にウェスト
ンは北岳に登頂し、世界に紹介し
ている。これを記念して山梨県南
般の方々への登山の啓蒙などを通
じて恩人ウェストン卿への感謝と

長田義則

Ｗ・ウェストンの名誉会
員章のこと

アルプス市のアルペンプラザ広河
原の前に、
２００１
（平成元）
年、
ウ

11

42

43

誉会員としての名前を見付けたの
で、川村氏に資料のコピーを送達

⑧宮崎ウェストン祭
１８９０
（明治 ）
年、ウェスト
ンは祖母山に登頂、宮崎県西臼杵

崎支部主催で毎年 月上旬に開催
している。１９６６年、
ウェストン

Ｗ・ウェストンの研究家で知ら
れる川村宏会員からお尋ねの手紙
をいただいたのは、ひと昔前の平

42

郡高千穂町を訪れている。これを
記念して五ヶ所高原三秀台にて宮

生誕の地からヨーク石の提供を受

崎ウェストン祭を、日本山岳会宮

870−２０17・11・２０

63

17

ェストン・レリーフが設置された。 したいと考えている。

93

37

23

山

27

12

動

報

がある。これより登山道。まさに
カミナリ様に向かって歩を進める
こととなった。霧の展望台を過ぎ

い。水はけの良い花崗岩の細かい
砂状の登りは手強いぞ。鎖場が出
てきた。
岩場は気が抜けない。
注意

ろから暑くなってきた。雨具の上
衣を脱ぎ、
下衣を脱ぎ、
乾いてきた
着衣も汗でびっしょり。一瞬晴れ
るが変わらずガスで遠方は望めな

告

ると、いやに目立つカニコウモリ
が盛る静かな森林の中、越百小屋
が見えてきた。５時間。

■ 12

るべく自伝を起草している」
。
これは本会がウェストン氏を名
誉会員にしたので、写真と略歴書
を送るよう要請したものであり、
筆者の推測では明治 年５月に会
員章作製の発表があって、その頒
布を７月 日以降に実施したのと
同時期に、ウェストンにも名誉会
員の推薦を、名誉会員章の送付を

活

の中を巡り巡ったＳさんの話。Ｋ
もって通知したものと考える。
理事のお邪魔したＮ邸が、塀の中
研究家の川村氏とは、従来の通
からそびえ立ち、３階以上は霧で
説記録より早い期日の明治 年某
見えなかった、とのお話は下山し
日であろうことに一致を見たけれ
てなおも霧の中。なんとお洒落な
ど、双方の展開した考察ではまだ
住まいだろう、私は驚いた。
その期日の確定に至っていない。
濡れ物は乾かない。明日も雨だ
付録 ※１の会員名簿は、松田
ろうか。
「 このまま着るしかない
雄一名誉会員の筆跡で１９９８年
、
「ファイントラ
月 日、柏木宏信氏寄贈とある。 ね、着干しだよ」
ックがないわ」
、
「俺の靴下はどこ
だ？」狭い小屋のストーブを囲ん
で雨を呪う会話が続く。夕食は寿
司飯とおでん。ご主人自慢
（？）
の
シュラーフで７時半就寝。
空木岳を目指す翌朝は曇り。濡
れた衣服で５時 分出発。９時ご

「本日は晴天なり」とありたかっ
たが、あいにくの雨。中央本線上

を怠らず、
岩を踏み外さずに、
素早
く移動する。
岩の間を、
身体をくね
らせ、
また、
へつるように通過する。
赤梛岳でお昼。見えない越百山を
バックに
「タラバガニー」
って言う
のよ、
とシャッターを押すＲちゃん。
トウヤクリンドウが顔を出してき

泥んこの雨具やびっしょりの着
衣を脱ぎ捨て、乾いた着衣でない
と宿には入れない。小屋のご主人
の決めごとに逆らってはいけない
のだ。薄暗い小屋の中で２時から
懇親会が始まった。

45

42

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

14

松駅出発。伊奈川ダム駐車場でタ
クシーを降りてからは、今朝沢川
の怒り狂い岩にぶつかり渦巻く流
れを左に見ながら、雷鳴轟く林道
を歩く。しばらく行くとスリート
ーンカラーの車がブルーシートの

12

歩いている間、
「東京音頭」
が頭

山行委員会 

42

20

中 央 ア ル プ ス・ 越 百 山 ～
空木岳（８月 ～ 日）

12

上に置いてあった。越百小屋の名

18
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この地区に落ちたのだろう。
３日目、朝焼けが眩しい。５時

夜、
外に出た。光り輝く星空に、
明
日の天気を期待する。南東方向で

たからだろうか？ ６時半就寝。

せないのは、翌日の集合にまたビ
リにならないようにと思案してい

た。タケシマランは 実 を 真 っ 赤 に
し、ウラシマツツジはいつ葉を赤く
染めるか模索中のようだ。季節は
確実に移ろいゆこうとしている。
南駒ヶ岳を過ぎ、空木岳に２時
ごろ到着。２８６４ｍ。霧が取れ、
東側が見えてきた。景色に飢えて
いた私は立ち上がった。街が見え
る。霧が動いて、東側が隠れ、今
度は西側が見えてきた。
そして、
越
えて来た越百山が遠く、高く見え
てきたのだ。ああ、人間の足って
凄いなあ！
さあ、２日目の懇親会はもうす
ぐだ。木曽殿山荘着、
約８時間。マ
ダムＨ子はジュースで乾杯。Ｓさ
んは身体のケアに余念がない。
夕食の内容がどうしても思い出

た。ありがとうございました。楽

す。私の胃袋は潤いました。ご馳
走さまでした。Ｔさんは、山道具

い！ 義仲も、ほっとひと息つい
たに違いない。ワラジを脱いで足
も清めたか？
一人ずつ北沢吊橋を渡り、里へ
近づく。途中、
御嶽山が見えた。頂
上は今、どのようになっているの
であろうか。ここから見えるあの
山は、間違いなく堂々として美し
い。定時内着。昨日行き交った若
者たちも帰ってきた。マウンテン
バイクを車に積んで帰って行く若
者もいた。かっこいい。
タクシーを待つ間の反省会。皆
さん健脚です、反省材料は何もあ
りません。毎日、休むたびに次々
出てきたリンゴ、ナシ、キュウリ、ト
マト、美味しい飲み物、どなたも
ドラえもんのポケットをお持ちで

の景観。行く手には祖母岳、祖父

膨らんでいった。
感謝の念に堪えない。
り去った。山行委員になったＳ女
赤木沢へは宿泊した薬師沢小屋
翌日は憧れの雲ノ平へ。初日に
史さん、楽しい企画作ってね。
のテラスから鉄製のハシゴを下り、 下りた薬師沢から、標高差６００
今回山行委員のＳさん、そして
ｍほどの急登だ。息を切らしなが
楽しく気持ちの優しい陽気な山女、 奥ノ廊下と呼ばれる黒部川本流の
左岸をへつったり、高巻きしたり
ら登り切ると木道が続く３６０度
山男の皆さん、お世話になりまし

を搭載した車に乗って次の山に走

して、２時間ほど遡上。美しい自

岳、屋根に布団を満載に干してあ
る可愛いらしい雲ノ平山荘を右手

だった。予報では
「曇り」
「雨」
ベー
スだったが、好天に向かっている
ようで、明日からの山行に期待が

８月 日～９月４日、５泊６日
の「第６回北アルプス全山縦走シ
リーズ」
に参加した。
今回は特に赤木沢の遡行に惹か
れての参加だったが、沢登りが組
み込まれることでザックが ㎏も
の重量となり、連日８時間を超え
る歩行を完歩できるか、出発前日
まで、不安は拭えなかった。
ところが登山初日、折立から太
郎平小屋までの急登で汗を流し、
背中の重さに振られながら登って
いくうち、あれほど重く感じられ
たザックが気にならなくなり、心
なしか足取りも軽くなってきたの

総勢 名もの大人数パーティを冷
たい流れに胸まで浸かりながら、
根気よくサポートしてくださり、

ラルド・グリーンの釜、高山の樹
林の景観を映したナメ滝など、雲
一つない快晴に恵まれ、最高の沢
歩きを満喫した。リーダーの勝山
さんが、初心者からベテランまで

14
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黒部川源流・赤木沢と
黒部五郎岳を巡る山行

半出発。山を離れる道中は物悲し

然の堰堤まで来ると、そこが赤木
沢出合だ。期待に違わず、変化に

音はないが、
稲光を発している。
ど

い。登って下って、下って登った。 しかったです。無事、山岳会デビ
そして下山。小屋から 分ほどで
ューできました。
（志波喜久子）

にして、薬師岳、赤牛岳、水晶岳、


富んだいくつもの滝、美しいエメ

木 曽 義 仲 の 力 水 で 喉 を 潤 す。 旨

10

30

12

赤木沢出合の黒部川本流でバンザイ

鷲羽岳、三俣蓮華岳など２８００
ｍを超える山並み眺めながらの歩
行を満喫した。
５日目は黒部五郎岳へ。昨年ピ
ークを踏めなかったメンバーの思
いが叶い、快晴のなか全員で登頂 ‥
！ 重いザックを担ぎ、汗をかき、
一足一足歩いてきた思いと北アル
プスの絶景に胸が熱くなった。
今回は全行程快晴に恵まれ、な
によりも北海道支部をはじめ、他
支部の方々と楽しい時間を共有す
ることができ、思い出深い山行に
なった。末尾になりましたが、太
郎平小屋グループの五十嶋様、各
小屋のスタッフの皆様には大変お
世話になりました。ありがとうご
ざいました。
（東京多摩支部 植草由利）

イクロバスは尾瀬御池へ。バスを
乗換えて到着した沼山峠は、午後
の帰り客がいくらかいるが、
夏のよ
うなにぎわいはない。ゆっくりと
展望台まで登ると、木々の間から
大江湿原の草紅葉が見えた。湿原
まで歩いていくと、長蔵小屋の女
主人・平野紀子さんが途中で出迎
えてくれ、平野家の墓所を案内し
てくれた。宿泊した長蔵小屋での
夕食後には、囲炉裏部屋を特別に
用意してもらい、紀子さんを交え
て楽しい一時を過ごさせていただ
いた。尾瀬と平野家の物語を身内
の方から直接伺えるとは思っても
みなかったので、とても感激した。
翌８日は朝から秋晴れ。尾瀬沼
一周のグループと燧ヶ岳登山の２

尾瀬沼組と無事合流できた。
この後、マイクロバスで宿泊す
る湯ノ花温泉の民宿へ。早速、近
くの共同浴場で汗を流す。集落に
は昔ながらの素朴な共同浴場が４
軒あり、女性陣は湯巡りをしたそ
うだ。茅葺きの古民家で食べる夕
食はイワナの塩焼き、イワナの刺
身、山菜など山の恵みをいっぱい
いただく。岩魚の骨酒は香ばしく
て絶品だった。
酌み交わすうち、
同
行の先輩方とも打ち解けて山の話
が弾む。
翌９日は民宿を６時半に出て、
桧枝岐村から未舗装の林道に入り
馬坂登山口へ。 台ほどの駐車ス
ペースと綺麗なトイレがあった。
８時 分登山口。１時間ほどの急

進むと田代山の避難小屋へ着いた。

登で帝釈山山頂に着くと、会津駒
ヶ岳に連なる峰々の眺めがすばら
しい。そこから緩やかに１時間半
沼と原を見下ろしながら、ゆっく
り４時間掛けて到着した燧ヶ岳山
頂は、休む場所もないたくさんの
人。
御池への下山道は、数日前に降
った雨でぬかるみ、さらに滑りや
すい岩がごろごろしていて歩きに
くい。それでもほぼコースタイム

っていてくれて、ここから日光の
駅へ向かい解散となった。
３日間、天候にも恵まれて錦秋
の山旅を終えることができた。い
ろいろ手配してくださった山行委
員会の方々、ご一緒させていただ
いた参加者の方々に感謝いたしま
す。 
（千葉支部・三田 博）

アルパインフォトクラブ

第 回 写 真 展「 心 に 映 る
山々」

２０１７年度の写真展は、例年
より約１月早い 月 日から 日
まで、東京都新宿区四谷のポート
レートギャラリーで開催された。
例年より早くなったのは、同ギャ
ラリーの人気が高く、多数の利用

10

12

申込みが殺到し、この時期でしか
空きがなかったためだ。
今年度は 回目ということもあ

18

50

グループに分かれて行動した。私
たち燧ヶ岳組７人は、午前６時半
に長蔵小屋を出発。途中から尾瀬

月体育の日の 連休、山行委
員会の尾瀬山行に参加させていた
だいた。紅葉に染まる尾瀬の燧ヶ
岳と帝釈山・田代山に登るプラン。
今回は同じ千葉支部の仲間５人で
誘い合って参加した。

14
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25

小屋の中には弘法大師様が祀られ
り、写真集作成などの企画を検討
ていた。田代山の山頂は広々とし
したが、費用もかさむため、通常
た高層湿原で、草紅葉の中に木道
の全紙判展示のほか、山で出会う
が延びていて気持ちがいい。猿倉
動植物の写真を半切判で展示する
への下りは急だったが、ドウダン
ことにした。会員より作品を募り、
ツツジの紅葉がちょうど見ごろを
審査の結果 点の動植物（動物２
迎えて、足の疲れを癒してくれた。 点、植物８点）
が選ばれ、合計で
点の作品が展示された。展示方法
下山口に 時。マイクロバスが待

10

錦秋の燧ヶ岳と帝釈山・
田代山

20

で歩き、 時 分、御池駐車場で
15

25

25

日光から参加者 人を乗せたマ

14

3

16

10
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会場の企画展コーナー

て吊るすなど、すべて会員の手作
りで行なった。同所で第９回まで
開催し、第 回から第 回までは
新宿野村ビルの特設会場で開いた。
そして、第 回から現在までの
回をポートレートギャラリーで行
なっている。このギャラリーはス
ペースもあり、また、照明装置も
整っているので写真が引き立って、
見違えるようになった。
なお、今回の来場者は５６０名
を超え、
昨年を上回った。また、
作
品はこの後、年次晩餐会（ 月２
日）
で展示される。その後、
伯耆国
山岳写真美術館
（４～５月）
、酒田
市総合文化センター
（６月）
、長野市
柏与フォトサロン大門
（９月）
、高尾
５９９ミュージアム
（ 月）
で巡回

支部

信濃支部

だより
支部創設 年記念集会を
美ヶ原で開催
70

昭和 年６月、戦禍を逃れて取
り外されていたウェストン師のレ
リーフが修復され、再び上高地・
梓川畔に設置されたのをきっかけ
に始まったウェストン祭。そして、
それを機に創設された信濃支部。

今年で満 歳を迎えた。初代の支
部長を務められたのは、このウェ
ストン碑の再建に尽力され、当時
大町市に疎開されていた槇有恒元
会長だった。
昨年 回目を迎えたウェストン
祭は、第１回
「山の日」
記念大会が
上高地で開催されたこともあって、
支部として「ウェストン祭 年の
あゆみ展」
を開催するなど、
行政や

70

地域と連携しながら、関連イベン
トとして大いに盛況を見せた。た
だし、支部 歳のお誕生日会の方

70

は、山岳会らしく山歩きを交えて
山小屋で慎ましくやろうじゃない
か……ということになった。当初

は北アルプスで、
とも考えたが、
車
でのアクセスも必要なことを考慮
し、美ヶ原で開催することにした。

紅葉シーズンたけなわの 月の連
休で、当支部に所属する多くの山
小屋関係者には大変申し訳なかっ

たが、ほかに日程が取れなかった。
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70

70

12

12

展示される予定である。ご来場い
ただければ幸いである（詳しい日

美しノ塔での記念撮影

13

10

10

14

程は後日、
会報
「山」
に掲載します）
。
（松永秀和）


22

全国各地の支部から、
それぞれの活動状況を、
北から南へとリポート
します。

10

も国内・海外別に１月から順に月
を追う形で展示し、最後に企画展
の動植物の写真を置き、来場者が
四季の移ろいを感じることができ
るようにした。
鋭い岩峰や厳冬期の山岳など
荒々しい風景の写真が多いなか、
かわいらしい動物や可憐な高山植
物の写真に多くの来場者、特に女
性がその前で足を止めた。
「 きれ
いね 」
「 どこに咲いているのかし
ら」
などの声が聞かれ、
企画展は好
評であった。
ここで簡単に写真展 年の歴史
を振り返ってみよう。第１回は１
９９３年で、三省堂のギャラリー
を借りて行なった。このときはタ
イルの壁にカーテンレールを付け
25

月７日㈯午前 時、美ヶ原山
麓の松本市三城に集合。ダテ河原
コースと八丁ダルミコースに分か
れて登山開始。当初は茶臼山から
のコースも予定したが、濃い霧が
予想されたので、２コースに絞っ
た。
予報では雨も予想されたが、
幸
い雨具を着けることもなく、かつ
て
「キリハラ」
と呼ばれた美ヶ原の
故事に相応しい霧の中を歩き、美
しノ塔で合流。 時には全員無事
会場の山本小屋に到着した。高齢
化が課題となるのは当支部でも同
様だが、 歳の会員が遅れること
なく登る姿は「高齢化？ それが
どうした」と語っているように見

時からは、フルート奏者の桂
聰子さんを迎えての「山のコンサ
ート」を開催。日本山岳会会員だ
った父君重英氏
（画家・故人）
の縁
により、山の歌を交えての楽しい
コンサートとなった。
その後、夕食会、懇親会へと続
き、山小屋での楽しい語らいの時
間を過ごした。信濃支部と特に親
交の深かった森武昭前会長も登山
から参加していただき、大変あり
がたく感激した。

する。
連休にもかかわらず、ほぼ貸切
で会場をご提供いただいた山本小

渡すことができた。
美しノ塔で記念撮影後、登山組
は全員で百曲がりコースを下山。
送迎バス組と三城で合流し、解散

富士山をはじめ、南・北・中央ア
ルプス、八ヶ岳から北信濃の山々
など中部地方のほとんどの山を見

翌８日は、前日の霧とは打って
変わって雲一つない見事な快晴。
まさに３６０度の大展望が広がり、

17

屋に心から感謝したい。
（米倉逸生）
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永野敏夫（編）
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挨拶をする森武昭前会長

The Mountain Club of South Africa（ed.）The Journal of the Mountain Club of South Africa（No.119）214p／23cm The Mountain Club of South Africa 2017 発行者寄贈

の本を教科書にした
「健康登山塾」
が、
群馬支部主催で開講される。
脚

を織り交ぜて解説する。とりわけ、
「医学的な見地から、
山登りの体へ
の影響を考え、真の健康増進山登
りはどんなスタイルか……」にこ
だわるのが本書の最大の特徴だろ
う。医者ならではの
「登山書」
、登
山年齢を先に延ばしたいと切望す
る、シニア
（それの予備軍）
待望の
書と言っていい。
斎藤さんは生粋の上州っ子だ。
高崎で生まれ育ち、現在は前橋市
内に住む。大学の医学部教授とい
うと、権威主義的ないかめしいイ
メージを思い浮かべがちだが、斎
藤さんは違う。むしろ、穏やかに
子どもたちを包み込む、小学校の
先生といった印象を受ける。
来春には、
斎藤さんを塾長に、
こ

涯継続的に取り組める運動こそ、
健康長寿に貢献……
（中略）
何歳に
なっても取り組める登山は理想的

悲観的な身として、第 期の塾生
に、ぜひ駆け付けたいと思ってい

力・体力の減退で山登りの前途に

……」
と、山登りの効用を説き、そ
して、安全で快適な山登りを支え
る適切な日々のトレーニングの必

山登り人生をまだまだ先に延ばせ
。この本を読んでそう感じ
る
ているからだ。
ースをリストアップ。
「 この山道
は何を意識して上り下りしたらい
いのか」
に回答を与え、
地図や写真

要性を訴える。
さて、そのトレーニング。本書
で斎藤さんは、身近な公園や赤城、
榛名、妙義など群馬県内の山岳コ

山を楽しむための
』
だ。
冒頭の総論で、
斎藤さんは
「一生

シクシク痛む――。こんな現実を
抱えながらも、なお、山や自然の
中の逍遥欲求に衰えを見せない
「おじさん・おばさん」
たちは少な
くない。
「 どうにかならないか 」
。切 実 な
願望に応えてくれるのが本書『登

図書紹介

斎藤 繁著

年ほど前、山を盛り上げたの
は、
中高年登山隊と言われた
「おじ
さん」
「おばさん」
たちだが、いま
や最新の機能性ウェアと用具を身
に着けた、若い人たちも幅を利か
す。一方で、自らの健康不安と筋
30

（武尾 誠）

る。地道なトレーニングを積めば、
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登山を楽しむための健康
トレーニング

「山の日」の制定を待つまでもな
く、山登り
（トレッキング）
の愛好

力の衰え、加えて腰が重い、膝が

者は確実に増えている。週末とも
なれば、地元の群馬県内のちょっ
とした山でも、登山口の駐車場は
満杯だ。

870−２０17・11・２０

1

2017年7月
上毛新聞社刊
Ａ5判 212㌻
1500円＋税
山

１・記念事業について
（重廣）
記念事業委員会の「１２０周年
事業策定・推進（案）
」について協
議した。
２・計画書について
（重廣）
登山計画書の提出および計画の
チェック体制について協議した。
３・冊子
「山のエチケット
（仮称）
」
について
（中山）

準会員入会希望者４名について入 【今後の予定】
１・第 回宮崎ウェストン祭・記
会承認を行なったとの報告があっ
念山行
（宮崎支部） 月３日㈮〜
た。
（小林）
４日㈯
２・富山支部からの寄付金受入事
２・平成 年度第 回評議員懇談
前申請および寄付金 件について
会
月 日㈬
時〜 時 １
報告があった。
（古川）
０４号室
３・支部合同会議の状況について
３・熊本支部設立 周年記念式典
報告があった。
（永田）
および記念登山
月 日㈯〜
４・年次晩餐会の概要について報
日㈰ 熊本市
「アークホテル」
告があった。
（永田）
４・年次晩餐会
月２日㈯
５・秩父宮記念山岳賞審査委員会
時 分〜
（受付開始） 京王プラザ
より
「本年度は該当者なし」
との報
ホテル
告があった。
（谷内）
６・ＡｖＳＡＲ協議会の発足会の
状況について報告があった。（中山）
７・ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ委員会
の外部への業務委託契約の内容に
ついて報告があった。
（中山）
８・日本ヒマラヤ協会創立 周年
について報告があった。
（中山）

４・復活会員制度について
（永田）
復活会員の入会金について協議
した。

告があった。
（神長）

・
「山」 月号の発行について報

経緯とコストについて報告があっ
た。
（永田）

９・
「ルームの電灯器具の交換」
の

【審議事項】

５・広島支部
「幌尻岳事故」
につい
て
（中山）
広島支部
「幌尻岳事故」
について

【連絡事項】

【オブザーバー】
節田会報編集人

１・
「山のお弁当」
に関する㈱アー
バンとの契約締結について
「山のお弁当」に関する㈱アーバ

情報の確認と今後の対応について
協議した。

19

日 総務委員会 高尾の森づく
りの会
日 常務理事会 スケッチクラ

15 29

ブ
日 図書委員会 山行委員会
日 学生部 ＹＯＵＴＨ ＣＬ

ＵＢ
日 平日クラブ
日 山岳研究所運営委員会 ス
キークラブ スケッチク

ラブ
日 理事会 学生部 フォトク
ラブ スケッチクラブ

休山会 山想倶楽部

■ 18

19

12

10月

告

平成 年度第６回
（ 月度）
理事会
議事録
日時 平成 年 月 日㈬ 時
分〜 時 分
場所 集会室
【出席者】小林会長、重廣・野澤・
中山各副会長、神長・永田・
古川・谷内各常務理事、清
登・斎藤・星・近藤・波多
00

科学委員会の提案による冊子
「山のエチケット
（仮称）
」
の発行に
ついて協議した。

19

11

18

17 1

11 60

12

務
11

33

11

30

2

10

野各理事、平井監事
【欠席者】
大久保・安井各理事、石
川監事

35 10

ンとの「商標権及び名称使用権設
定契約」
の締結について審議した。

13

3

報

１・中央大学山岳部 周年記念祝
【報告事項】
賀会
月 日㈰ 時〜 中央大
１・９月受付分の入会希望者９名、 学駿河台記念館 ２階ホール

10

5 4

50

20 29

（賛成 名、反対なしで承認）
【協議事項】

19

10

11

10 6

11

14

90

会
29

13

870−２０１7・11・２０
山

870−２０17・11・２０
山

日 支部事業委員会 山岳地理
クラブ 九五会
日 学生部
日 総務委員会 資料映像委員
会 会員データ管理シス
テムＷＧ
日 スキークラブ
日 三水会 ＹＯＵＴＨ ＣＬ
ＵＢ つくも会
日 科学委員会 マウンテンカ
ルチャークラブ
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 山の自然学研究会
日 デジタルメディア委員会
遭難対策委員会 フォト
クラブ 里山歴史研究会
日 緑爽会 麗山会
会
日 改革事業推進委員会 学生

中山真明
（８１００） ・ ・６
退会
 
有澤辰彦
（９９７４） ・ ・
蒲生明登
（４５０５） 信濃
 
宮本数男
（１０６２２） ・ ・
和田光弘
（１２１５４） 茨城
大山 昇
（１１３２０） ・８・
山田雅昭
（１２６９２） 広島
  
・
山平宏人
（１６０６１） ・
須川眞一
（１３２９９）

宮地正典
（１６０７４） ・ ・８

N

18

30

部
会 山遊会
日 総務委員会 緑爽会

山岳ライター・小林千穂氏「心に
残る山登り」
の講演。
映像や資料を

◆高松で「安全のための知識と技
ンポート２ １ ＪＲ高松
術 公開講座」
駅から徒歩２分）
公益社団法人日本山岳ガイド協
定員 先着３００名。事前予約不
会代表（理事長）
・磯野剛太氏「山
要。入場無料。
と自然を安全に楽しむために」
、
日
問合せ 四国山岳ガイド協会事務
本山岳ガイド協会認定登山ガイド、
０８７
局 佐藤孝雄
７ ２２ ００３６

O

日 青年部 緑爽会

I

10 10 10

10 10

交え、より安全に登山を行なうた
めの知識と心構えについて講演し

14 13 16

日 常務理事会 家族登山普及
委員会
月来室者 ４８８名

28



10 10

❖編集後記❖
◦ 月末は「上越のマッターホル
ン」と呼ばれる大源太山に行って
きました。残念ながら時間切れで
登頂できず、おまけに翌日は台風
の余波で終日雨。早速、観光モー
ドに切り替え
「塩沢つむぎ記念館」
や『北越雪譜』を著した「鈴木牧之
記念館」などを見学したのち、八
海醸造が経営する
「魚沼の里」
で蕎
麦をいただいて帰京しました。
◦魚沼はお米や野菜はもちろん、
お酒のおいしい所。とりわけ山仲
間たちに大人気だったのは、温泉
かく
宿で呑んだ旧・塩沢町のお酒「 鶴
れい
齢」
でした。まさに
「名山の麓に銘
酒あり」
で、
大のビール党の私でも

10

いける旨口の銘酒でした。こんな
調子で、全国各地の「いい山いい
酒」
を訪ねながら、
馬齢を重ねてい
くことでしょう。  （節田重節）

■ 19

A

22 22 12 15

インフォメーション

17 17 17 17 17 17

O R M

ます。 参加者に「安全登山ハンド
ブック」などがプレゼントされま
す。
日時
月 日㈫ 時 分～
場所 サンポートホール高松 ５
Ｆ第２小ホール（高松市サ
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会員異動
物故
土田幸雄
（４２４１）  ・ ・
橋本祥案
（４３７５）   ・ ・
建石八重
（５３８０）  ・９・
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