2017 年（平成 ２9 年）

12月号（ No. 871 ）
公益社団法人

日 本 山 岳 会
会員の会報購読料は年会費に
含まれています

次

■会長挨拶 山の日は第２段階に
会場には
「利尻山」
から
「開聞岳」
まで日本全国の名山の名前が付け
られた のテーブルが並び、出席
した５１７名の会員およびその同
伴者は、それぞれ指定されたテー
ブルに着いた。
開会の辞の後、小林政志会長よ

すそ野を広げ、次世代に引き継ぐ

行なわれたほか、全国 支部では、
山の日にちなんで家族登山など
様々な事業が実施された。本会に
とって、山の日は第２段階に入っ
たと思う。山の日を契機にこれま
で以上に山や自然に触れ合う人の

「今年８月 日、栃木県の那須に
て第２回
『山の日』
記念全国大会が

平成 年度年次晩餐会が 月２日、東京・新宿の京王プラザホテル
にて開催された。全国から集まった出席者は５１７名を数え、食事
や お 酒 を 交 え な が ら 交 歓 を 楽 し ん だ。 恒 例 の 記 念 講 演 会 で は、 デ
ナリ南西壁をスキーで滑降した山岳スキーヤー・佐々木大輔氏と、
Ｎ Ｈ Ｋ 山 岳 カ メ ラ マ ン・ 関 裕 一 氏 を ゲ ス ト に 迎 え、 世 紀 の 挑 戦 に
迫った番組づくりの裏側を語ってもらった。
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平成 年度年次晩餐会を開催、
５００名を超える会員およびその同伴者
が全国から集 ま る
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活動を行なっていくことが、本会
の使命であると考えている」
「公益社団法人として活動をして
いくには資金および会員の増強が
不可欠であり、制度改革、会員サ
ービスの向上、収益事業の企画な
どを進めた。制度改革では昨年

■物故会員は 名

下から「晩餐会に出席できず真に
残念である。盛会を祈っている」
とのお言葉を頂戴したことが披露
された。

たいと思っている」
なお、挨拶の最後に、東宮御所
の侍従より連絡があり、皇太子殿

業委員会を立ち上げた。少し早い
と感じる方もいるかもしれないが、
じっくり腰を据えて、各支部とも
連携しながら、準備を進めていき

月に準会員制度を導入して、現在
１０２名の入会があった。一方で
コストの削減も進め、財務上の黒
字化も視野に入っている」
「今年の総会終了後、２０２５年
の創立１２０周年に向けた記念事

▶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
年末年始休室 12月29日〜1月5日

続いて物故会員に対して黙祷を

■1

The Japanese Alpine Club

11
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り次のような挨拶があった。
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晩餐会は小林政志会長の挨拶でスタート
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平成29年度年次晩餐会を開催、
500名を超える会員および
その同伴者が全国から集まる‥‥
広島支部の日高山脈・幌尻岳に
おける遭難事故報告と検証‥‥
「2017雲取山」標高年で多彩な催しを開催‥‥
追悼 宮本数男氏を偲ぶ‥‥‥
東西南北‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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山行委員会
第7回指導者養成講習会のご案内‥‥
遭難対策委員会より‥‥‥‥‥
支部だより‥‥‥‥‥‥‥‥‥
宮崎支部／東九州支部
図書紹介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
新入会員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
図書受入報告‥‥‥‥‥‥‥‥
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編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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００ｍ、８０００ｍの山に登りた

していただいた。私たちがマナス
ルで女性初の８０００ｍ峰登頂を
成し遂げた後、田部井さんが女性
として初めてエヴェレストに登っ
た。
これからも日本山岳会から
『高
い山に登りたい』という若者が輩

消息を絶った直後だった。植村さ
んの本を読み、
『いつかは自分も』
と思い、
高校の登山部へ。
しかし、大
学では山岳部がなかったため、本
格的な登山からは遠ざかってしま
った。
それが３年ほど前、
縁あって
東九州支部長と登山をご一緒させ
ていただく機会があり、高校時代
に味わった山のすばらしさを思い
出し、以来、支部の会友となって、
先輩方と大分県内や北アルプスの
山に登ってきた。歴史ある日本山
岳会の準会員第１号となったこと
は、
誇りであるとともに、
身の引き
締まる思いがする」
と挨拶した。
なお、新入会員の皆様には以下
に写真をアップしている。

鏡開きのために壇上に上がった
に加わってくれた。晩餐会にはそ
のうちの 名が参加。代表として、 のは、小林会長のほか森武昭会員、
尾上昇会員、
宮下秀樹会員、
齋藤惇
東九州支部の河野達也会員が進み
生会員の歴代会長経験者。お酒は、
出て挨拶した。河野会員の会員番
代会長・故今西壽雄名誉会員ゆ
号は
「Ａ０００１」
。
つまり、
昨年
かりの
「四海王」
であった。
月から導入された準会員制度の第
乾杯の挨拶は、
東京都の最高峰・
雲取山にある雲取山荘の主人・新

〉
い、という思いがきっかけだった。 迎えた。
新入会員数は、
昨年度まで 〈 http://www.jac.or.jp/bansankai.zip
山を選ぶにあたっては、深田久弥
は５年連続で２００名を超えてお
先生の
『ヒマラヤの高峰』
を拝見し、 り、６年連続とはいかなかったが、 ■乾杯の音頭は雲取山の標高年に
ちなんで新井信太郎会員が
さらにご自宅にまで伺ってお話を
それでも多くの仲間たちが山岳会
お聞きして、いくつかの山を推薦

■新入会員は１３７名
今年度からは準会員も参加
今年度は１３７名の新入会員を

ィ初縦走をはじめ数々のヒマラヤ
なお、今年度の新永年会員の名
登山で活躍した。
船村徹さんは、
日
前は以下のとおり。
本を代表する作曲家であり、晩年
貝森健治、岩崎三郎、高橋善数、
は
「山の日」
の制定およびその振興
久保田保雄、菊池修身、桜井善志、
に尽くされた。
牧繁録、田中弘士、水越武、島田
公博、澤登均、小川武、青木一夫、
■ 名の新永年会員を代表して
深谷金之助、澤村眞治、中野守成、

黒柳満義、山際新一、松屋信之、
白川義員、吉川仁、石田要久、長
谷川昌雄、近藤育代、原謙一、梅
本知榮子、渡辺斉、渡辺信彦、戸
塚守夫、遠藤京子、廣江研、嵯峨
野宏

29

遠藤京子会員が挨拶
平成 年度の新永年会員は 名。
そのうち久保田保雄、水越武、島
田公博、澤村眞治、石田要久、遠
藤京子会員ら６名が晩餐会に出席
し、壇上に上った。新永年会員を
行なった。昨年 月末から今年
代表して挨拶に立ったのは、
京都・
月末までに亡くなった会員は 名。 滋賀支部の遠藤会員。
筑木力さんは、高校山岳部顧問と
「ＪＡＣ入会は、ヒマラヤの７０
して長年、高校生を指導される一
方、越後支部の機関紙
『越後山岳』
の編集者として尽力された。高室
陽二郎さんは、山梨放送社長、山
梨日日新聞社常務としてマスコミ
業界で活躍されながら、日本山岳
協会顧問、山梨県山岳連盟名誉会
長として山岳界にも多大な貢献を
された。元広島支部長の平位剛さ
んは、生涯にわたってアフガニス
タンのワハーン回廊の踏査と研究
を行ない、平成 年度には秩父宮
記念山岳賞を受賞。長谷川良典さ

１号会員である。
「登山を始めたのは、植村直己さ

んが冬のマッキンリー（デナリ）で

井信太郎会員。雲取山の標高は２

15

■2
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出され、どんどん登ってほしいと
願っている」
と述べた。

10

雲取山荘主人・新井信太郎さんの音頭で乾杯

11

78

んは、１９７４年のナンダ・デヴ

58
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山

０１７ｍで、今年の西暦と同じと
くの会員が殿下の写真の前で記念
由宇会員、東京医科歯科大学４年
いうことで、
「 山小屋は毎日超満
撮影をしていた。図書交換会では
の江口岳志会員、東海大学３年の
員で、断るのが大変なぐらいだっ
約４７０冊の山岳古書を陳列販売
宮地聡会員。期間は８月 日～９
た」
とのこと。
「山岳会の皆さんは、 した。
月 日
（会報 月号で既報）
。
年が変わったら、ぜひおいでくだ
また、
今回の特別展示として、
松
報告は高根澤隊長によってなさ
さい」
という新井会員の言葉に、
会
﨑中正会員より創立１００周年の
れ、遠征中の写真が次々にスクリ
場からは大きな笑い声が起こった。 際にご寄贈いただいた「シュラー
ーンに映し出された。現地での隊
乾杯の後開宴となり、テーブル
ギントワイト・アトラス
（図版）
およ
員たちの表情は活き活きとしてお
ごとに会員同士の交歓が進み、美
び書籍」
の公開が行なわれた。シュ
り、登山だけではなく、遠征をト
味しい料理を満喫した。途中、ハ
ラーギントワイト３兄弟は１８５
ータルで満喫している様子が伝わ
ープ奏者の高山聖子さんによる
５年よりインドのアッサムから南
ってきた。
「山はふるさと」
の生演奏なども楽
はセイロン、北は新疆のカシュガ
登山自体は、ＢＣ建設から登頂
しみつつ、会の終わりには全国
ル、
さらに西チベット、
シッキムや
まで１週間足らずで、アタック・
支部の紹介もあり、盛況のうちに
ネパールなどで調査を展開し、４
ルートではロープを出す機会もほ
閉会となった。
巻の報告書のほか、１８６１年に
とんどなかったため、高根澤隊長
図録集として
「アトラス」
を刊行し
は「Ｌ８峰までの道のりは難しい
■講演会、山岳写真展、特別展示
た。会場では、今から約１５０年
ものではなく、簡単に登れたと言
晩餐会の前に、
記念講演会、
山岳
前に描かれた美しいリトグラフ
えば、
そうなのかもしれない」
と言
（石版画）
を鑑賞することができた。 う。だが、
その一方で、
確かな充実
感もあったそうだ。
講演会

「未踏の山に自分たちで相談しな

写真展、図書交換会などが行なわ
れた。
記念講演会は３部構成で、会場

なお、
ピーク名は、
レナック谷に
狼がいたこと、山頂が狼の耳のよ

山岳写真展は、今年創立 周年
を迎えたアルパインフォトクラブ
25

が主催。会員による国内外の山や
50

なる登山ができた」
（高根澤）

登山をすることができたのではな
いかと思っている。一生の宝物に

で担ぎ上げ、山岳部らしい泥臭い

がらルートを切り拓き、ＢＣから
ＡＣまでの荷物もすべて自分たち

■ＪＡＣ学生部ザンスカール遠征
２０１７報告
高根澤亮太

学生部の４名の会員によってイ
ンド・ヒマラヤ、ザンスカール地
方にある未踏峰・Ｌ８峰（６０２
０ｍ）
の登頂がなされた。
メンバー
は、日本大学４年の高根澤亮太会

には３００名を超える会員が集ま
り、
真剣に耳を傾けていた
（各講演
内容は後述）
。

自然の美しい写真 点のほか、特
別展示として皇太子殿下によるア

16

うに双耳峰になっていたことから、

10

員を隊長に、東海大学４年の西田

13
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イガー北壁の写真が展示され、多

■3

現地の言葉で
「狼の雪山」
という意
味の
「シャンク・カンリ」
と名付け
て申請している。

■登山のための体力トレーニング
――加齢に負けない工夫とは？
山本正嘉

冒頭、司会者より
「この講演は、
私たちの会に最もふさわしいテー
マではないか」
との話があった。
確
かに、現在の日本山岳会会員の平
均年齢は ・５歳。
山登りを安全に
長く楽しみ続けるには「加齢に負
けないトレーニング方法」はぜひ
とも学びたいところであろう。
講師は、鹿屋体育大学教授であ
り、登山の運動生理学の第一人者

皇太子殿下の作品も飾られた写真展会場

33

山
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トレーニングとしてウォーキング
や駅の階段での昇降を行なってい
る人が多いと思うが、
「 ウォーキ
ングや駅の階段昇降は実際の登山
に比べて負荷が小さ過ぎるので、
トレーニング効果はない 」
「 登山
仕様のトレーニングをしなければ

係なく、普段の登山の蓄積量が重

取することが必要だと言う。
「登山の体力は、年齢、性別は関

められ、その数値の７～８割を摂

費量（㎉）および脱水量（㎖）は「体
重×行動時間×５」の計算式で求

ングをする。
また、行動時のエネルギーと水
分補給については、エネルギー消

ーニングが登山に適しているかに
ついては、以下の提言があった。
＊日常は、筋力強化に重点を置く。
自体重を負荷にした筋力トレーニ
ングを週に２～３回行なう。内容
はスクワット、
上体起こし、
脚上げ
の３種目が、 回×５セットずつ
楽にできることを目標に。
＊２週間に１回は山に行く努力を
し、それができない人は普段の運
動を充実させる。
＊「月間登下降距離」を意識する。
１ヶ月の合計が上り・下りとも２
０００ｍになることを目標に。
＊大きな山に出かける前には、最
低３回は低山に出かけてトレーニ

山を始めたきっかけや 代でのプ

その後、佐々木さんによる自身
の経歴の紹介があり、スキーや登

入っていた。

出来事に、会場に集まった会員た
ちは固唾をのんでスクリーンに見

えた迫力ある滑降シーンや、メン
バーの滑落事故、佐々木さんの間
一髪のルートミスなど次々起こる

■デナリ滑降とカメラワーク
佐々木大輔、関 裕一

今 年 ６ 月、 山 岳 ス キ ー ヤ ー の
佐々木大輔さんが北米最高峰のデ
ナリ頂上から南西壁をスキーで滑
降。
その挑戦の模様は、
９月３日に
ＮＨＫスペシャル『世界初 極北
の冒険 デナリ大滑降』として放
送された。
講演では、
南西壁を滑っ
た佐々木さんと、その滑りを映像
に収めたＮＨＫ山岳カメラマンの
関裕一さんに、番組の制作秘話な
どを話してもらった。
初めに、放送された番組を 分
ほどに再編集したダイジェスト版
を上映。地上５ヶ所と上空から捉

組ではあまり語られなかったカシ

った。佐々木さんからはデナリ南
西壁を滑ろうと思った動機や、番

ターに、２人のフリートークとな

最後は、講演会全体の司会を務
めた萩原浩司会員をコーディネー

村直己さんが行方不明になったデ
ナリで仕事ができたことに「特別
な感慨があった」
と語る。

影プランで臨んだか 」
「 どんな難
しさがあったか」など撮影の裏話
が披露された。
今回、
３名の出演者
に対して 名の撮影隊を編成。
台のカメラを動員して、地上５ヶ
所＋空撮＋小型で、佐々木さんの
姿を多角的に追った。最低気温マ
イナス ℃、最高気温 ℃という
極端な温度差がある苛酷な環境で、
しかも国立公園内でガソリン発電
機が使えないという制約もあり、
対寒冷・省電力機材を選んだり、
ソーラー・システムを利用するな
ど機材・設備面において工夫を凝
らしたそうだ。
また、
関さんは明治
大学山岳部出身で、先輩である植

14

降など、これまでの海外遠征の話

ロスキーヤーとしての活動、２０
００年のマッキンリー
（デナリ）
滑

危険を感じながらの撮影であった

ン・リッジの登攀について、関さ
んからは大雪に見舞われて雪崩の

10

要になる。
また、
今日話したことは
あくまで基礎的なことで、個人差

25

がある。
なので、
とにかく自分でい

32

ことなどが話された。
（文・谷山宏典、写真・中島純忠）

20
などが語られた。
関さんからは、
「 どのような撮

15

ろいろ試してみることが大切だ」
（山本）

■4

デナリ大滑降を語る佐々木大輔さん（左）と関裕一さん

である山本正嘉会員。
講演はまず、登山は思っている
以上にハードな運動であること、
山で事故を起こすのは「 ～ 代
で、登山経験 年以上の、いわゆ
る〝ベテラン〟
」が最も多いことな
70

どが、具体的なデータに基づきな
がら解説された。また、日ごろの

60

ならない」
とのこと。
では、具体的にどのようなトレ

20

10

871−２０１7・12・２０
山

のとよぬか山荘着。
８月 日３時、とよぬか山荘発。
４時、第２ゲート着。林道を歩き
６時 分、林道終点の取水施設着。
７時、
四ノ沢出合あたり着。
徒渉を
十数回繰り返し８時 分、幌尻山
荘着。９時、
幌尻山荘発。 時、幌
尻岳着。 時 分、
幌尻山荘着
（泊）
。
８月 日４時 分、起床。夜半
からの雨がまだ降っており、５時、
柳田は金行に下山について相談し
ている。柳田は山荘管理人に会い、

渉で越川が途中でバランスを崩し
たが、無事渡ることができた。
７時 分、四ノ沢出合から ～

と時間が掛かるので沢の中に人が
立って介助すること、水量が増え
たらビバークすること、滝の所の
橋まで行くと徒渉は後２ヶ所であ
ること、を伝えられた。
５時 分、各自雨具の上に簡易
ハーネスを着け出発した。沢水は
昨日よりおおむね ㎝増水してお
り、時間を掛けながら慎重に歩き、
回程度の徒渉を行なった。２ヶ
所の徒渉地点の水深は柳田の股下
あたりまであり、金行、柳田が沢
中央でサポートした。
６時 分、事故現場の１つ手前
の徒渉地点に到着した。円石の指
示で初めてロープを使用し、フィ
ックス・ロープを張った。この徒

り５ｍ下流の左岸に、立木を使い
フィックス・ロープを張った。次
に日高がフィックス・ロープにカ

金行が
「これだったら行けるよ」
と言って、ビレイされて徒渉した。
徒渉後、右岸のロープ固定場所よ

行けば後 分と考えたが、待機と
いう考えは浮かばなかった。円石、
藤田、越川、多田、荒本は相談に
加わっていない。

REPORT&VERIFICATION

北海道、日高山脈・幌尻岳にお
いて、日本山岳会広島支部に所属
する 歳から 歳の８名のパー ‥
ティが徒渉中、３名が死亡すると
いう事故が発生した。広島支部に
とって、昨年の富士山事故に続い
て起きた死亡事故である。
現在、
事
故原因の究明と今後の対策につい
て検討し、報告書を作成中である
が、現時点での事故の経緯と原因、
これから取るべき対策について概
略を述べる。
沢が少し増水していること、出発
するなら出発時に管理人にもう一
度相談することを約束した。柳田

岸の金行はリュックを背負ったま
ま沢に入り救助に向かったが、日

雨脚は弱くなっていたが、水は少
ラビナ・スリングでビレイし、徒
し濁ってきた。リーダーの円石は
渉を開始した。日高は沢を３分の
流れが速く徒渉はできないと思い、 ２くらい渡った所で転倒した。左

ｍ下流の、事故が発生した徒渉
地点に到達した。
ここまで全員、
増
水した沢に危険を感じていない。

高の所で転倒し、起き上がれなか

13

八幡 浩

遭難事故の経過
２０１７年８月８日、個人山行
の登山計画書が広島支部山行委員

は天気予報で午後から天気が悪く
なると認識しており、朝食は食べ
ないで早々に下山を開始すること

「ここは渡れない」
と言った。しか
し、リーダーとして待機の指示は

40

広島支部長

会に提出された。メンバーはリーダ
ー・円石利恵子（ 歳）
、サブリー
ダー・金行卓郎
（ 歳）
、日高孝司

にした。５時 分、出発の準備を
終了し、円石、柳田は管理人の所
に行き出発を伝えた。

出していない。柳田、金行、日高

30

の待機が怖いこと、ロープを張る

50

30

事故当日の額平川・四ノ沢出合付近の流れ
2017年8月29日7時33分

の３名が相談、戻れば１時間 分、 った。続いて右岸の柳田がリュッ
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30
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29 16

８月 日 時 分、広島空港発。 から天気が良くなること、途中で

柳田明
（ 歳・仮名）
の 名であっ
た。
45

８月 日 時、幌尻岳登山基地

15 10

8

68

広島支部の日高山脈・幌尻岳における
遭難事故報告 と 検 証

（ 歳）
、荒本正之
（ 歳）
、藤田昭
子
（ 歳・仮名）
、多田幸子
（ 歳・
仮名）
、越川あずさ
（ 歳・仮名）
、

管理人からは、沢が増水してい
ること、明け方に雨が強まり、昼

73

68

73

64 65

62

27 24

66

64

62

40
30
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宿泊予約を行なった。
８月 日、１家族に１名のサポ

には流されていない。円石は女性
難者３名の確認後、それぞれのご
３名に沢に入らないよう指示した。 遺族に連絡。北海道行きの意志を

本部を設置。
情報収集を行ない、
遭

知らせあり。
時、支部ルーム内に遭難対策

岸に円石、藤田、越川、多田がツ
エルトをかぶって待機した。
時、柳田が下流側から登って
来た登山者２名に救助要請を依頼
し待機。
時 分、ヘリコプター到着、
日高、
金行、
荒本は２便に分けてヘ
リコプターで平取国保病院へ担送
された。
時 分、徒歩の救助隊到着、
５名は救助隊についてもらい下山
した。
時、門別警察署で事情聴取を
受けた。死亡原因は３名とも溺死
（警察情報）
。
広島遭難対策本部の対応
８月 日 時 分、森戸山行本
部長に門別警察署から遭難事故の

ていない。本山行は個人山行であ
り、
宿泊を伴う県外山行なので、
計

るが、チェックするようにはなっ

りと、県外の宿泊を伴う山行は計
画書を提出することになってはい

は、県内外の雪山や岩登り、沢登

第１山行委員会の沢登り計画を中
止としている。個人山行について

させる権限があり、実際、本年の

安全を図ってきた。山行本部長が
危険と判断した場合、山行を中止

どを手配した。
８月 日 時 分、３遺族と
名の生存メンバー、サポート会員
名は、同じ飛行機便で広島空港
に到着した。
遭難事故の原因
浮かび上がってきた主な問題点
は以下のとおり。
⑴支部における山行のリスク管理
機能、⑵会員の高齢化、⑶会員の
意識、⑷会員の技術、⑸支部組織
の５つに大別される。
⑴支部における山行のリスク管理
機能の問題
広島支部では昨年の富士山事故
以来、例会山行の登山計画書のチ
ェックを、安全委員会に加えて支
部長以下各委員長でチェックし、

赤木沢出合の手前で急な増水によ
り赤木岳にヤブこぎをして撤退す

は、昨年の７月 日に黒部源流・

行動することが救助の基本である。
④危険予知能力。メンバー中２名

たときには、
自分の安全を確保して

識させるには不十分であった。
③自身の安全確保。事故に遭遇し

てはいけないという危機意識を認

後、広島支部は事故説明会を開催
したが、会員各自に事故を起こし

事故発生後の対応には役立ったが、
事故を防ぐことはできなかった。
⑵会員の高齢化の問題
荒本は 歳、ほかの７名は 歳
前後の年齢であり、同世代の人間
と比べると元気ではあるが、世間
では高齢者と呼ばれる年代である。
体力、
瞬発力、
判断力等が衰えてい
るという認識はあったであろうが、
自分自身の能力の把握ができてい
なかった可能性は否定できない。
⑶会員の意識の問題
①富士山事故の検証でリーダーシ
ップ、
メンバーシップの認識の欠如
が指摘されたが、今回の山行でも
リーダーを安易に決めており、全
く教訓が活かされていなかった。
②危機意識の欠如。富士山事故の

クを背負ったまま救助に向かった
が、
日高、
金行の体を起こすことは
できず、岸に上げることもできな
かった。右岸の荒本は空身で救助
に向かったが沢で転倒し、動かな

ート支部会員とともに３遺族は北

柳田は動かなくなった日高、金行、 確認し、
飛行機便の手配など交通・

ビナでつながっており、体は下流

海道へ出発。到着後、３遺族とサ
ポート会員は生存したメンバー５

画書が提出されているのみである。 るという、沢が増水する怖さを経

荒本を左岸近くに固定し、左岸に
渡った。
８時 分、携帯電話で救助要請
をするも、つながらなかった。
８時 分、円石が残った４名に
待機を指示した。左岸に柳田、右

17

■6

30

29

30

10

12

13

15

13

30

くなった。
いずれもフィックス・ロ
ープに簡易ハーネス、
スリング、カラ

名と合流、遺体受け取り・担送な
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検証のために訪れた事故現場（2017年9月30日撮影）
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26
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31

16

30
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73

65

の７名については初心者レベルで
しかなかった。また、ロープを出

経験があるのは円石のみで、ほか

はあるが沢登りの部分が含まれて
いる。パーティのメンバーで沢の

験しているにもかかわらず、今回、
その経験が活かされなかった。
⑤行動変更の判断力。当日の朝は、
前日の予報と変わっていることを
知りながら計画を変更することな
く、そのまま出発した。その後は
待機等の状況判断をする機会が何
度もあったにもかかわらず、最悪
の事態に突き進んでいる。
⑥リーダーを含めパーティのメン
バーが自分の判断力、ロープ技術
などの自己能力に対して正しい認
識、自覚を持っていなかった。
⑷会員の技術の問題
各人の山行履歴から夏山の一般
的登山については経験豊富で、十
分な実力があったと思われる。し
かし、今回の山行には短い距離で

⑵会員の高齢化の問題
新しく
「高齢者組織」
を立ち上げ、

メンバーで再検討を行なう。

に配布し、チェックを行ない、問
題があれば支部関係者および山行

け切れず、登山者として自立でき
ていない会員が多い。今まで講習
会・勉強会を行なってきたが、結
果的に役に立たなかった。
また、
高
齢になった会員に対して、登頂の
みでなく多様な山の楽しみ方を紹
介することができなかった。この
問題を解決できなかった広島支部
の責任は免れない。
今後に向けての対策
⑴山行のリスク管理の問題
例会山行、個人山行にかかわら
ず、登山計画書の提出時にはメン
バー全員で作成したリスク評価表
の添付を義務付け、山行について
の問題点
（危険箇所等）
の検討と対
策について全員で共有する。
提出された計画書は支部関係者

事例、雪崩、気象などの勉強会を

新年度より委員会として活動する。

今回の事故メンバーは、すべて

通年で行ない、
会員のリーダー、
メ
ンバーとしての心構えを醸成し、

しているが、ロープワークについ

登山講座を経て入会した会員であ
る。登山講座出身の会員には、連

登山者としての自立を図る。また、

⑶会員の意識の問題
会員が主体となった遭難事故の

871−２０17・12・２０

れて行ってもらうという意識が抜

ても実力はなかった。
⑸支部組織の問題

山

勉強会を通じて多様な山の楽しみ
方を知る機会を作る。
⑷会員の技術の問題
山行本部内に日本体育協会の山
岳指導員資格を持つ会員で構成さ
れる指導部を作る。
指導部は本部・
他支部の山行リーダーやプロガイ
ドとの技術交流・勉強会を行ない、
最新の安全登山技術の習得に努め、
会員に伝達・指導する。
⑸支部組織の問題
支部組織の抜本的な改革を行な
う。山行安全指針を作り、会員に
周知徹底する。

おわりに
今回の事故および昨年の富士山
事故を通じて浮き彫りになったこ
とは、広島支部の山行体制、指導
体制に多くの不備があり、事故に
つながったことである。自立した
登山者を作るべき日本山岳会広島
支部が、育成に失敗したことを改
めて認識し、
組織改革を行なう。
そ
のため、現執行部に支部内外の有
識者を加えたワーキング・グルー
プを作り、２０１７年度内に組織
改革案を作成、支部総会の決議を
得て実施する。

年賀はがきに２年続けて富士山が

「山の日」
歳事記 十二月

迎春

デザ イン

てまえかって

がきの意匠に富士山が登場す
るのは２年連続で、３年目を迎
える祝日 山｢の日 施
｣ 行と無関
係ではないように思ったのだ

が……、我田引水でしょうか。
できるだけ多くの仲間ととも
今年もあとわずか、年賀状は
に、《山に親しむ》という 山｢の
もう投函されましたか。お気づ
日 の
｣ 意義を、富士の裾野のよ
きかと思いますが２０１８年、 う に 広 げ て い く 日 本 山 岳 会 ら
いぬどし
戌年の年賀はがき
（インクジェッ ‥ し い 取 り 組 み を、 と 祈 念 し つ
つ……。良い年をお迎えくださ
ト用）に描かれているのは、富
い。 
士山に見立てた犬の顔。年賀は
（岳人）
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記念講演会で登山呼びかけ

取山荘の管理人・新井信太郎さん
に登板してもらわなければなるま
い。 月３日には、支部独自に立

月 日、奥多摩町がＪＲ古里駅前
の奥多摩文化会館で講演会を開催
した。金邦夫、山野井泰史さんが
講演した。東京多摩支部は、環境
省、都環境局・水道局、山梨県丹
波山村などとともに後援した。３
００人を超す入場者があり、河村
文夫町長は「奥多摩町は観光に力
を入れている。登山者が増えてい
ることが嬉しい 」などと語った。
月 ～ 日には、おくたま地域
振興財団と雲取山への記念登山を
行なった。 人が参加、東京多摩
支部は参加者を引率した。
雲取山を語ってもらうには、雲

者３３５人。地域としては、長野、
北海道、
富山に次いで東京都。
東京
には２０００ｍ級の山は雲取山し

の高いスポーツでもある」
と言う。
２０１５年、全国で２５０８件の
遭難事故が発生。死者、行方不明

■奥多摩町講演会
▽青梅警察署山岳救助隊で、奥多
摩に 年間勤務した金邦夫さんは、
日本山岳会の会員だ。
「 山をスポ
ーツとして見るなら、こんなすば
らしいスポーツはないが、リスク

経ち、再び奥多摩に住むようにな
った。奥多摩湖がよく見える。畑
を作っている。猿が来る。奥多摩

燃料で水を沸かしている。皮のベ
ルトにマジックで登った山の名前
を書き記していた。それから 年

は持久力はあるが、敏捷性がない。
それに筋力不足。
道に迷っても、
体
力がないから引き返せない。
「道
に迷ったら元の所まで引き返して
ほしい、
お願いします」
と言ってい
るのに、下りる方が楽だというの
で、引き返さない。最後には沢に
下りてしまう。
▽山野井泰史さんは、
「 年間、世
界の山に登り続けた 」と語った。
若いころはＪＲ奥多摩駅の後ろに
ある「屏風岩」にロープも付けず、
よく登った。高さ ｍくらいある
だろう。暇になるとクライミング
に情熱を傾けた。山登りのきっか
けは、ＴＶで山岳映画を観て感動
し た こ と だ。鳳 凰 三 山 に 登 っ た。
歳か 歳だった。当時の写真を
観ると、
ニッカボッカをはき、
固形

40
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REPORT

なんのことはない。
たまたま、
そ
の年が山の高さと一致するという
だけの話だ。しかし、山ヤにとっ

川市で「雲取山荘――小屋を守っ
て 年 」と題して講演会を開催、
新井さんによもやま話を語っても

かないのに、遭難件数では全国第
には石灰岩があって、クライミン
３位になった。大半が道迷いによ
グにいい岩場があり嬉しい。まだ
る。さらに道迷いから転落などだ。 登っていない岩場がたくさんある。

15

「２０１７雲取山」
標高年で多彩な催しを開催

ては、それだけで嬉しいのだ。近
くは、
越後駒ヶ岳が２００２ｍ、
尾
瀬の景鶴山が２００４ｍだった。

らった。締めくくりは 月５～６
日の支部記念山行。いずれも雲取
山に魅せられた人たちの熱い想い

11

夏は渓に行く。
▽講演の後、
滝澤憲久・都レンジャ

10

東京多摩支部

雲取山を見逃すと、日光の於呂倶
羅山の２０２０ｍまで待たなけれ
ばならない。

に支えられ、盛大に終えた。

林業の町だから、作業道が縦横に
走っていて道迷いになる。高齢者

１５

東京多摩支部にとって極めて思
い出深い２０１７年が暮れようと
している。今年は、東京都の最高
峰で、唯一２０００ｍを超える雲
取山の標高が２０１７ｍであると
ころから注目された。これを機に
雲取山に登ろうと、支部は記念講
演会、記念登山を催し、広く呼び
掛 け た。 期 中、 支 部 が 選 定 し た
「多摩百山」
を発表、奥多摩町、観
光協会などの音頭もあり、登山基
地の奥多摩駅は、上高地バスター
ミナル並みのにぎわいだった。

地元の奥多摩町にイベントの共
同開催を打診した。態勢が整い８

11

18

16

20

17

11

10

60

871−２０１7・12・２０
山

20

奥多摩町が開催した講演会

871−２０17・12・２０
山

さんいるし、奥多摩には何がある
か分からないのが楽しい。

トウキョウサンショウウオもたく

ナガレタゴガエルという。昭和
年代に奥多摩の川で見つかった。

きつかれて泳いでいる。正式には

を紹介した。ヤマメに抱きついて
離れない。ヤマメは迷惑そうに抱

た。ダキツキガエルというカエル

も知って、登って好きになる。
金さんは、動植物が豊富と言っ

ー、石井秀典・日本山岳会東京多
摩支部幹事を加えてパネル・ディ
スカッションを行なった。滝澤さ
んは「雲取山は東京で唯一の亜高
山帯。北側にはコメツガの針葉樹
林があり、春にはバイカオウレン
やオサバグサなど、ほかでは見ら
れないような草花が見られる。そ
のような植物とクマ、
シカ、
カモシ
カ、
イノシシ、
ニホンザルなど大型
哺乳類が生育できる環境があるの
が、
奥多摩の魅力だ」
と言う。火山
がない。その代り石灰岩の山があ
る。
アルカリ性になるので、
ほかの
山と違う植物が生える。石井さん
は、
「 山登りは奥多摩から始まっ
て奥多摩に戻ってくる」
と言う。
奥
多摩の山の個性、山の文化・歴史

だ。先代の発想で富田新道を開い
た。皇太子様にお泊まりいただい

た。新井さんは ㎏の砂利を運ん

小屋の近くに田部重治のレリー
フがある。 年に秩父鉄道が作っ

の小屋に建て直した。

ていた。 年、秩父鉄道から山荘
営業権を購入、２００人収容の今

数は１５０人から３００人になっ

日本山岳会のマナスル初登頂で登
山ブームとなり、増築し、収容人

■新井信太郎さん講演会
「雲取山荘を守って 年」
１９２８
（昭和３）
年、秩父鉄道
が雲取山荘の前身、武州雲取山を
建設した。現在の山荘から ｍほ
ど登った所にあった。管理人は不
在で、使用料は缶に入れるように
なっていた。 年、
秩父鉄道の富田
治三郎が初代管理人となった。い
つも鎌を持っていたので
「鎌仙人」
と呼ばれた。
新井信太郎さんは 年、秩父の
農家の６人兄弟の長男として生ま
れた。中学２年の夏休みに雲取山
に登った。鎌仙人の遠い親戚にあ
たる。 年、
鎌仙人の後を継いで雲
取山荘の２代目管理人となった。
小屋は２代目の小屋として開業、

■支部記念山行を実施
全国から 人参加、紅葉に感激
月５～６日、東京多摩支部主
催で雲取山に登った。会報
「山」
で
募った結果、
参加者は東海、
埼玉支
部のほか、ワンダーフォーゲル部、
入会希望の会員が加わって計 人
となった。うち 人が、東京多摩
支部が奥多摩駅近くに設置してい
るベースキャンプ
「奥多摩ＢＣ」
に
前泊した。
朝７時のバスで出発。鴨沢から
七ツ石山、石尾根を経て７時間の
コースを順調に歩き雲取山に。山
頂は夕霧が懸かり、眺望は十分で
はなかったが、新しく建った高さ
２０１７㎝の標識と眺望を楽しん

七ツ石山から石尾根を経て雲取山を目指す

である。

（文・石井秀典、
髙橋重之、
石塚嘉一
／写真・高砂寿一）

■9

だ。山荘は満員だった。
２日目は大ダワ、霧藻ヶ峰、三
峯神社を経て下山した。コースは
ときどき人に会う程度の静かな山
歩きであった。紅葉が最高の時期
であり、特に西側の和名倉山、両
神山の山肌に陽が当たり、色付き
がすばらしかった。

■支部で
「多摩百山」
を選定
好きな山は雲取山がナンバーワン
東京多摩支部が設立５周年記念
事業として進めていた
「多摩百山」
がようやくまとまり、
「たま通信」
に概要を掲載した。選定と同時に
支部会員が実際に登った山をアン
ケート調査した。１０５人からの
回答があり、トップは 人の高尾

山となった。
次いで御岳山、
景信山
と続き、４番目に雲取山がランク

97

された。雲取山は 人が登山して

94

いた。
「好きな山」
を問うたところ、
雲取山が 人で、
高尾山、
大岳山の

60

～ 人を大きく引き離した。東

20

京多摩支部にとって雲取山は、だ
れもが認める
「ふるさとの山」
なの

30

98

30

63

60

60

35

た。話は尽きなかった。

80

30

50

11

19

12

19

追
宮本数男氏を偲ぶ

悼

目標に掲げて歩き回られた方でし
た。分県登山ガイド『福井県の山』
初版・改訂版など福井県内の山に
関する著作も多く、２０１６年に
出版された『ふるさと福井の山』
（ 二百山 ）が最後のものになりま
した。
私が宮本さんと知り合ったのは、
もう 歳にならんとされていたこ
ろです。往年の馬力は衰えておら
れましたが、山道を下るスピード
は大したもので、同様に山スキー
でも、登りはビリでも下りは負け
んぞ、
といった具合でした。
宮本さ
んと最後に登ったのは 年 ヶ月
前の２０１５年１月 日、支部山
行の西方ヶ岳でした。例のごとく
最後に山頂へ到着され、全員で記

後はほかの隊員が登頂を果たしま

出ないと思います。ヒマラヤ探検
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森田信人

日本山岳会へは福井岳連会長時
代の１９９０年、当時の富山岳連
会長・藤平正夫氏から勧められて
入会され、その翌年の全国支部懇
談会
（立山）
で、
日本山岳会副会長・
松田雄一氏から福井支部設立を要
請され、１９９１年 月に福井支
部を設立、事務局長に就任されま
した。２０００年から 年間支部
長を務められ、２０１１年、支部
設立 周年記念式典を期に退任さ
れました。この間、長年の自然保
護活動、登山の普及活動などに対
して、
１９９６年には藍綬褒章、
１
９９９年には福井新聞社文化賞を
受賞されています。
山歴は海外遠征と国内の隅々ま

病を乗り越えて山に生きた宮本さ

１０年９月に、 歳でダカンリ峰
宮本さんのような生き方をする岳
に挑戦されて５７００ｍまで登り、 人は、これからもそれほど多くは
した。
２００３年には日本三百名山を

福井県土木部課長職を辞し、
自ら建設設計事務所を開業さ
れました。その後、福井山岳

には山岳同好会福井くろゆり



時代を象徴する登山家がまた一人
去り、さみしさが募ります。
（福井支部長）

会会長、福井県山岳連盟会長
を歴任、昭和 （１９８７）年

念写真を撮りました。
肺癌や脳梗塞、胃癌といった大

んの葬儀が終わり、出棺の前に会
葬の山仲間たちが
「雪山賛歌」
を合

10

で足跡を残しておられますが、晩
そのときの記念写真は、福井では
年にはチベットの未踏峰に興味を
よく知られています。
持たれ、１９９９年のチュングチ
昭和 （１９７１）
年、アラスカ
ーズ、チュングローズ峰を皮切り
のマッキンリー
（現デナリ）
峰を目
に、同山域の６０００ｍ級の未踏
指す福井県初の海外遠征登山
を主宰されるため、同年３月、 峰の初登頂を多数達成されていま

80

唱して最後のお別れをしました。

20

す。最後のチベットとなった２０

幼少時にお父さんの故郷福井へ移
住されました。終戦の年に苅安山
から日本海に沈む夕日を眺めて感
動し、登山に興味を持たれたそう
です。
昭和 （１９５０）
年、
福井山
岳会の白山大衆登山に参加し、そ
の年に同会へ入会され、岩登りや
冬山の経験を積まれました。昭和
（１９６１）
年５月には、深田久
弥氏を荒島岳へ案内されており、

2

18


55

茨城支部での全国支部懇談会に備
えて早寝をせねば、と準備中のこ
とでした。

17

11

11

O B I T U A R Y

２０１７年 月 日 時 分、
前日本山岳会福井支部長で、アル
パインスキークラブの元代表・宮
本数男さんが亡くなられました。
歳でした。その知らせが入った
のは午後８時 分ごろで、翌日の
12

宮本さんは、ご自身のお話では

25

完登されるなど、山登りを人生の

62

81

41

クラブを設立されました。

会員番号10622

10

30

昭和４（１９２９）年大阪生まれ。

36

宮本 数男（みやもと・かずお）

88
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山

笠ヶ岳で南裔禅師の慰霊
祭を実施
木下喜代男
文政５
（１８２２）
年、笠ヶ岳に
登った播隆上人は、その後、槍ヶ
岳を開山したためいまだその名を
知る人が多いが、越中出身の播隆
より 年前に登頂したのは、地元
そうゆう
なん
高山にある宗猷寺（臨済宗）の南
ねい
裔禅師である。
播隆については現在も槍ヶ岳へ

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

ページです。 どしどしご投 稿く
ださい。（紙面に限りがありま
度でお願いします）

近代登山以前の笠ヶ岳へは、元
なた ばつ
禄年間に 鉈 削 り仏で有名な円空
が登ったとの言い伝えがあるが、

の慰霊登山、慰霊祭が実施され、
「播隆ネットワーク」
などの研究組
織が活動しているが、南裔につい
ては地元でも知る人が少なく、今
まで顕彰などが行なわれたことが
なかった。没後２１０年が過ぎた
ことから、今年の９月９日㈯、宗
猷寺の副住職をはじめ有志で笠ヶ
岳に登り、遺徳をしのんで慰霊を
行なった。

会員の皆様のご意見、エッセイ、

これは円空が地元に残した十一面
観音像の背面に５つの山岳名を書
いていたため、これらにすべて登
ったのではないかとの推測から出

動

報

告

内で、同寺の後輩北洲禅師、飛騨
の死者が出た。南裔の登山の目的
郡代役所
（高山陣屋）
の地役人など
は、これらの災いの鎮護祈願、犠
を伴って登頂し、頂上に仏像と登
牲者の慰霊であったといわれる。
頂者の名を印した鉄札を奉納した。
当日は天候に恵まれ、午後２時
したがって、これを笠ヶ岳の開山
半から頂上の祠の前で、ちょうど
と見てよいだろう。その 年後に
四国からツアーで来ておられた中
登頂した播隆がその鉄札を持ち帰
高年の皆さんなど一般登山者二十
り、
頂上にあった仏像のことを
『迦
数名にも参列していただき、副住
多賀嶽再興記 』
（ これは日本最古
職の読経で慰霊を開始。南裔、北
の登山記録とされる）に詳しく書
洲、播隆の慰霊と併せ、昨今各地
いている。この著書の題名でも分
で多発している自然災害などで亡
かるとおり、播隆は南裔が開山し
くなられた方々の慰霊も行なって、
た笠ヶ岳を再興したわけである。
無事慰霊祭を終えた。なお、これ
天明年間は全国的に天災地変の
を機に「南裔顕彰会」を発足させ、
多い年で、天明２
（１７８２）
年に
毎年の慰霊登山、禅師の業績研究
は長雨などの影響で全国的な飢饉
などを行なうので、ご賛同いただ
が発生し、これは天明７（１７８
ける方は筆者までご連絡ください。
７）
年まで続く。
そして天明３年６ 〈☎０９０ ４８６３ ５１５８〉
40

月には浅間山が大噴火して２万人

活

山岳会に入会して年次晩餐会に
は２回目の参加であったが、記念
懇親山行には初めて参加した。あ

ちこちで声を掛けていただき、支
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S

たようだ。墨書された山岳名には、
保多迦嶽
（穂高岳）
、錫杖嶽、伊応
嶽
（硫黄嶽＝現在の焼岳）
などの登
山行委員会 
りにくい山もある。
年次晩餐会記念懇親山行
南裔は天明３
（１７８３）
年 月
に参加して
末、地元の有力者今見右衛門の案

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

東西
南北
慰霊登山の新聞記事

すので、 １点につき10 0 0 字 程

6

N
40

れをとって迷惑を掛けないように
前方でついていくが、ときどき後
ろを振り返ると長い列になって
人近い群れが山に向かってくる。
その表情は皆笑顔で、楽しく、汗

でキラキラしていた。
樹木に覆われた道を進むと、途
中の突出岩からドーンと富士山が
現われた。しばし足を止めて皆ス
マホやカメラを手に記念写真。山
頂にはちょうど笠のような雲が懸
かっていた。近くで見る姿はさす
がに日本一の山。神々しい威厳を
感じた。急な登り道を続けて行く

士と河口湖・西湖・本栖湖・山中
湖が見える。ここで昼食、休憩。
エネルギーを補充した後は足和
田山から三湖台まで、道々の西湖
や御坂山系の山を眺めながら歩く。
大きく開けた三湖台からは富士山
はもちろん南アルプスの山々がき
れいにその姿を見せてくれた。雲
一つない。どの山が何と分からな
い私は先輩方に教えてもらい、な
んとか北岳山頂を探すことができ
た。今度はあの山を登ってみたい
などと夢が膨らむ。この瞬間がた
まらないと思う。ここで集合写真
を撮り、
紅葉台・鳴沢氷穴を目指す。
下りは尾根筋の広い道をまっす
ぐに下り、青木ヶ原の樹海を進む。
途中で
「借金は必ず返せます」
とい

う看板が目に入ってきて、そうい
う場所であったことに苦笑する。

鳴沢氷穴では説明をしてくれたお

兄さんのユニークな冗談に笑い、
ヒヤッとする氷穴で寒くなり、暖

かいバスでほっとした。

山はいつでも待っていてくれる。
そして、山行をともにできる仲間

ができた。山岳会に入り、たくさ

と尾根に出て少し平坦な道になる。 んの仲間と山行の機会をいただい
そこからさらに歩いて行くと足和
て、これからも精進していきたい
と思う。 （ 信濃支部 斉藤弘美）
田山山頂に着く。雪をかぶった富
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富士山をバックに三湖台で記念撮影

80

始めた。
一本木登山口から尾根を黙々と
歩く。リーダーの方がとても優し
く、ゆっくりとした足取りでメン
バーすべての人に気を配ってくれ
ていることが感じられた。誰一人
遅れることなく、一歩一歩歩き続
ける。あまり自信のない私は、後

催 公益社団法人日本山岳会 支部事業委員会
時 平成30年2月17日（土）：座学、18日(日)：実技
所 安
 藤百福記念 自然体験活動指導者養成センター 長野県小諸市大
久保1100（ＪＲ小諸駅よりタクシー 10分）
費
用 8000円

（概算） 宿泊費・食事２食・現地交通費・資料代を含む。
＊参加者の人数により現地交通費（貸切バス代）が変わる可能性があります。‥
なお、参加費は受付時に集金します(釣り銭のないようにお願いします)。
内容 【座学講習】17日
◆事故防止と遭難救助活動（仮題） 講師=長野県警察山岳遭難救助隊
◆日本山岳会の遭難対策 講師=川瀬恵一・遭難対策委員長
◆支部山行および登山教室指導要綱 講師=重廣恒夫・副会長、担当理事
◆夕食後、講師を囲んでの懇親会を予定しています。
【実技講習】18日
◆水ノ塔山登山と講習
（雪上技術およびセルフレスキュー ) 講師=重廣恒夫
参加資格 日
 本山岳会会員で、積雪期登山のリーダーを目指す者。山岳保険に加
入している者。
募
集 20名
締 切 り 平成28年2月10日（金） 定員になり次第締め切ります。
申 込 み 別紙申込書に記載し、メールにて下記宛にお送りください。
申 込 み・問合せ先 支部事業委員会 武藤篤生まで dr.mutoh@gmail.com
そ の 他 スノーシューのレンタルがありますので、希望者はお申し込みください。

18日の水ノ塔山登山の昼食（行動食）は各自でご用意ください。
主
日
場

12

日本山岳会支部事業委員会
日本山岳会の活性化・会員増強の方策として支部山行が準会員や山歴の若い会
員の定着事業として注目されているところですが、活性化に伴って支部山行が増加
し、遭難事故の危険も増しています。各支部での山行の安全管理に必要な知識と
技術を学ぶ指導者養成講習会を開催します。支部山行におけるリーダーの育成を目
的としており、登山のすばらしさを伝え、安全な登山が実践できる資質を備えた会
員の増強を図るとともに、支部活動の一層の発展に資することを目的とします。

部の交流会などで顔見知りになっ
た方たちも増え、山の知り合いが
全国にいることが嬉しかった。
当日は快晴。 月にしてはとて
も暖かな日差しで山に歓迎されて
いるかのようだった。さぞ寒いで
あろうと厚着をしてダウンも着て
きたが、すぐに脱いで軽装で歩き

第7回指導者養成講習会のご案内
平成29年度
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支部

だより

に建立された。
それ以来、
毎年 月
例年どおり今年も 月 日、高
に「ウェストン顕彰祭」として継
千穂町と日本山岳会宮崎支部共催
により
「第 回宮崎ウェストン祭」 続されてきたが、昭和 （１９８
５）
年、
日本山岳会宮崎支部が発足
が開催された。
会場の五ヶ所高原・三秀台は、 したことに伴い「宮崎ウェストン
文字どおり正面に祖母山を仰ぎ、 祭」と名称を新たにして今日に至
っている。
久住山、阿蘇山など九州の名峰が
当日のウェストン祭式典参加者
遠望できる風光明媚な高台である。
は、高千穂町当局者、地元の方々、
この高台にウェストン師の生家か

由也」という記述が発見されたこ
とが発端となって、高千穂町、地
元山岳会、そのほか多くの有志の
力添えにより昭和 （１９６６）
年

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。

11

地元小学校の児童、そして山仲間
を含めた約１７０名であった。式
典は、ウェストン師を偲び、山岳

60

ら贈られたヨーク石を使った洋鐘
付きの高さ７ｍのウェストン碑が
ある。

11

遭難対策委員会より

宮崎支部

第 回
宮崎ウェストン祭報告

41

遭難者の冥福を祈って黙祷から始
まり、地元児童による点鐘、支部
会員・地元児童による献花、関係
各位の挨拶、支部会員によるウェ
ストン師に捧ぐ詩の朗読、地元児
童の作文朗読、参加者全員による
ウェストンの歌合唱へと続き、最

11

ウェストン碑は、
昭和 （１９６
２）年に五ヶ所の旧家・矢津田家
に残る明治 （１８９０）年 月
６日付けの日記に「英人ジョンフ
ランドタラン君及神戸在留同国人
ウエストン氏同道にて祖母嶽登山
往復共立ち寄らる、河内泊まりの

3

37

委員長 川瀬恵一
担当理事 中山茂樹

山行（たとえば、支部に所属しない
会員の個人山行など）については、
チェック体制をとることはできな
いが、直接遭難対策委員会へ提出
することとする（２０１７年 月
日施行予定。改訂された規程と
運用要領は、ウェブサイトでご覧
いただけます）。
＊
まず、登山計画書を作成するこ
とは登山の基本であり、これを励
行することの重要性を会員全員に
改めて認識していただきたいと思
います。普段から登山計画書を作
成・提出している皆さんもこれを
機に改めて、山行前の準備が周到
にできているか、これまでの自分
（たち）の登り方に無理や危険がな
かったか点検してください。そし
て、反省すべき点を見付けて改善
していただく「体質改善」こそ重要
であることを申し添えます。
加えて、山岳保険の重要性につ
いても理解・納得を求めます。自
分の山行形態に応じた危険割増の
付いた保険かどうか、救助・捜索
費用が十分かどうかを見直してく
ださい。また実際に事故に遭った
場合、救助・捜索費用だけが補填
される制度では不十分であり、山
岳保険（入院・治療費のための保
険）への加入もお勧めします。

33

23
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昨年 月と今年８月に本会で起
き た 遭 難 に 多 く を 学 び、よ り 一 層
の安全対策を会として講じていく
ことが急務であると考えます。
具体的に次のような対応をする
よう当委員会、理事会で手続き・
審議を進めております。
すべての会員に対して、次のこ
とを励行していただくよう遭難対
策委員会の規程を改訂します。
＊
◇他の団体や主催者が然るべき登
山計画書を別途作成し、必要な公
的組織へ提出する山行を除き、す
べての山行において登山計画書を
遭難対策委員会へ提出すること。
◇支部や本部委員会・同好会にお
いては、その組織内で行なうすべ
ての山行（主催山行にとどまらず
「個人山行」も含む）の登山計画書
を受理し、適切なチェックを行な
う体制を整える。そのチェックを
通った、あるいはその結果として
修正された計画書を遭難対策委員
会へ提出することとする。
◇支部や委員会・同好会における
登山計画書受理に当てはまらない
11

25

12

後に地元村おこし協議会会長の音
頭により万歳三唱で終えた。
式典の後は、祖母嶽神社で神事

典が、これからも盛大に継承され
るよう祈念してやまない。
（荒武一樹）

知恵と努力に改めて敬意を表する
次第である。自然愛・人間愛を貫
かれたウェストン師を偲ぶこの式

重山系に迎えて以来、今回で６回
目の訪問団を迎えることとなる。
月３日㈮、当支部会員 名の

その場で毎年交互に訪問団を派
遣して交流登山を行なうこととな
り、翌年その１回目の訪問団を九

翌４日、北九州支部会員は丹助岳
東九州支部
へ、熊本支部会員・宮崎支部会員
回目を迎えた
は祖母山に入った。天気も上々で、
日韓交流登山
祖母山の３～５合目あたりは紅葉
の盛りであった。
月３日㈮、４日㈯に第 回日
晩秋の三秀台周辺は、民謡「刈
韓岳人交流会、第 回日韓交流登
り干し切り唄」にあるように雑草
山会が九重山系で持たれた。韓国
を刈った後の美しい丘が連なり、 山岳会蔚山支部と東九州支部の日
その後方をなだらかな山々が囲ん
韓岳人同士の交流は今から 年前
でおり、ウェストン師が「九州の （２００５年 月）
、大分市と工業
軽井沢」と称賛したと伝えられる
姉妹都市を結んだ蔚山市の記念訪
のに値する風情がある。このキャ
問団の中に多数の韓国山岳会員が
ンバスにウェストン碑をデザイン
いて、当支部と交流会の場を持っ
し、建立に漕ぎ付けられた先達の
たのが始まりである。

やフラダンス、オカリナ、横笛、ハ
ーモニカなど。韓国からは歌やダ
ンスなど、
楽しく交歓しながら、
あ

ら各自自己紹介、続いて韓国側の
自己紹介。いっそう和やかなムー
ドとなり、日本の方から日本舞踊

水を経て黒岩山から牧ノ戸峠へ下
山し、迎えのバスで長者原へ下る
半日強のコース。
晴天に恵まれ、
色
付き始めた山麓から、今まさに錦
糸の彩りを見せている中腹の紅葉
を堪能しながら、のんびり秋の稜
線歩きを楽しんだ。
下山後は宿舎の「法華院温泉・
ホテル花山酔」で交流会と懇親会
だ。夜の交流会だけ参加の支部会
員も駆けつけて、総勢 名のにぎ
やかさだ。ここでもまず支部長の
挨拶、続いて李顧問の挨拶。乾杯
のあと懇親会で、まずは日本側か



が行なわれた。その後、本年６月
に祖母傾大崩山系がユネスコ・エ
コパークに認定されたことから、
これを祝うイベントが五ヶ所小学
校運動場の特設会場において開催
されたので、これに参加し、地元
の料理や焼酎などを楽しむことが
できた。
さらに五ヶ所地区公民館・ひめ
ゆりセンターに場所を変え、九州
管内を中心とした日本山岳会員約

挨拶を述べ、韓国側代表の李顧問

知の岳人同士、１年半ぶりの再会
を喜び合う。加藤支部長が歓迎の

に着くのを待っていたかのように

から三俣山山頂へ。絶えず冷たい
北風が吹く霧の中だったが、山頂

登山口から入山して、スガモリ越

日とは違って低い霧が山を覆い、
冷たい風の朝である。一行は大曲

っという間の３時間であった。
２日目は三俣山登山である。前

そして、すぐに初日の登山開始

霧が晴れて、青空が現われた。思
わず大歓声である。記念写真を撮

が挨拶した（通訳は日本文理大学
３年生の韓国の留学生）
。

待つ長者原登山口の広場に、午前
時に一行 名が到着。互いに旧

11

だ。この日は出発時刻が遅れてい
るため、長者原から下泉水、上泉
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53

12

12

24

10

20

11

11

11

10

ウェストン碑前に集合した九州各支部会員

名で懇親会を開き、夜が更ける
のが惜しいくらいに盛り上がった。
50
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（飯田勝之）

図書紹介

『治す！ 山の膝痛』の書名は、私
たち長年の膝痛持ち登山愛好者に

く、ゆっくり呼吸しながらするの
が効果的、と著者は強調する。バ
ランス良い食事で栄養を付け、筋

ポールやサポーターを使い、登山中
は痛み止めを服用し続けてきたし、
もちろんリュックは軽くしている。
さらに何をすれば良いのか？ 本
書は答えてくれそうだ。
筋力トレーニングで、膝痛にな
りにくい体を作る。そのためのス
トレッチの方法が絵入りで分かり
やすい。トレーニングは翌日に軽
い筋肉痛がある程度がちょうど良

小林哲士著

は福音の書に思える。
まず第１～２章では、
分かりやす
いイラストをたくさん使って、膝

疲労を補うなど栄養の大切さも述
べられている。
人間の体は損傷した組織がある
と自分の力で治そうとする。炎症
は痛みや腫れを引き起こすけれど、
筋を修復させる役割も持っている
ので、炎症を完全に抑えると修復

治す！ 山の膝痛

関節の構造と機能が説明されてい
て、
膝関節や筋肉、
靱帯など膝のメ
カニズムが理解しやすくて親切だ。
第３～６章は膝痛予防のため部
位別のストレッチと筋力トレーニ
ング方法を教えている。
私は整形外科に通い、各種のリ

も遅くなる。ただし、炎症は長期
間続くことはない。２～３週間痛

みが続くときは病院で受診するよ
うに勧めている。膝への負担が少
ないやり方で大殿筋を鍛える方法
をはじめ、
中殿筋、腓腹筋、前脛骨
筋を鍛えるためのストレッチ方法
を示し、膝を補うのにいろいろな
筋肉を使った方が良いと強調され
る。また、膝に負担を掛けない歩
行術は、重心と体の線が一直線に
なるように、良い歩き方が膝痛を
和らげるのに大切、と示す。
折に触れてこの本を参照しなが
ら、自分のトレーニング方法を見
直して、膝痛改善と予防に励みま
（河野直子）
しょう！ 
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膝の不安を解消する７つの知恵

ハビリ、
鍼、スポーツ・トレーナー
に指導してもらい、
トレッキング・

2017年10月
山と溪谷社刊
四六版206㌻
1500円＋税

って下山を開始するころになると
また霧が覆ってきた。急ぎ脚で下
山しスガモリ越で昼食後、冷たい
風に追われるようにすぐにまた下
山。
時過ぎにホテル花山酔に全員
再結集で、ここでお別れセレモニ
ー。互いに寄せ書きした支部旗を
交換し、来年の韓国での再会を約
して
「さよなら」
「アニョンヒケセ
ヨ」と手を握り合い、出発するバ
スを見送って２日間の交流の幕を
閉じた。


三俣山をバックに記念撮影

14

山

著
者
富山県立山博物館 (編)
千葉工業大学山岳部 (編)
小清水定男
山本正基
芦澤一洋
小林哲士
「エゾナキウサギ」編集委員会 (編)
高澤光雄
南極OB会編集委員会 (編)
三ツ井悟 (編)
Ed Douglas (ed.)

書
名
頁／サイズ
「宮様、山へ」  ：大正期登山ブームのなかの皇族登山・・・ 68p／30cm
千葉工業大学山岳部60周年記念誌
408p／30cm
登高の思い出
68p／21cm
続 かながわのハイキングコース ベスト40ぷらす1（かもめ文庫） 295p／15cm
ドア・ものローグ  
アウト
（ヤマケイ文庫）
301p／15cm
治す！山の膝痛  ：膝の不安を解消する7つの知恵 207p／19cm
エゾナキウサギ  ：ナキウサギふぁんくらぶ写真集
96p／21cm
深田久弥と北海道の山
216p／19cm
南極読本  ：隊員が語る寒冷自然と観測の日々 221p／21cm
やまの自然  ：JACやまの自然学研究会報告書 2017年
71p／30cm
The Alpine Journal 2017 (Vol.121)
475p／22cm

発 行 者
富山県立山博物館
千葉工業大学山岳部ＯＢ・ＯＧ会
小清水定男
（私家版）
神奈川新聞社
山と溪谷社
山と溪谷社
ナキウサギふぁんくらぶ
白山書房
成山堂書店
JACやまの自然学研究会
The Alpine Club

その他
①『分県登山ガイ
ド』既刊分 山と溪谷社  2016～2017年刊
（計17冊）
②世界山岳名著『Riccardo Cassin』他
（韓国語版）Haroojae Book Club 刊（計10冊）
③2017年度・図書交換会出品図書『Himalaya (近藤等・著 1953年刊）』他
（計41冊）
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発行年
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2014
2017
2017

寄贈／購入別
発行者寄贈
発行者寄贈
著者寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
著者寄贈
発行者寄贈
著者寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
発行者寄贈
出版社寄贈
邊起兌氏寄贈
購入
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平成 年度第 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・

告

古川・谷内各常務理事、安
井・清登・齋藤・星・近藤・
波多野各理事、平井・石川
各監事（齋藤理事は所用の
ため協議事項４まで欠席）
【欠席者】
大久保理事
【オブザーバー】
節田会報編集人

【審議事項】
（谷内）
１・平成 年度
「特別事業補助金」
月 日㈬に開催する評議員懇
の募集について
談会の議題について協議した。
平成 年度
「特別事業補助金」
の
募集について審議した。
（ 賛成
名、反対なしで承認）

広島支部
「幌尻岳事故」
について
情報の確認と今後の対応について

【協議事項】
１・名誉会員の推薦について
（小林）
名誉会員の推薦状況について協
議した。
２・平成 年度第７回指導者講習
会実施要項について
（重廣）
支部事業委員会主催の平成 年
度第 回指導者講習会実施要項に
ついて協議した。
３・広島支部
「幌尻岳事故」
につい
て
（中山）

５・新潟県山岳協会創立 周年記
念海外登山講演会
（共催越後支部）

【報告事項】
１・９月 日〜 月８日受付分の
入会希望者 名（うち復活会員１
名）
、 月受付分の準会員入会希望
者５名について入会承認を行なっ
たとの報告があった。
（小林）
２・熊本支部からの寄付金１件、
東九州支部からの助成金１件、永
年会員からの寄付金１件の受入に
ついて報告があった。
（古川）
３・理事の記念式典等の会費支出
状況について報告があった。（古川）
４・第 回全国支部懇談会につい
て報告があった。
（重廣）

15

いて改革事業推進委員会での検討

４・復活会員制度について
（永田）
復活会員の入会金減額提案につ

協議した。

告があった。
（中山）

６・ 月１日㈬に行なわれた広島
支部での講演会の概要について報

について報告があった。
（重廣）

10

７・ 月７日㈫に行なわれた広島
支部との面談の状況について報告

14

６・評議員懇談会の議題について

月２日㈯に開催する支部連絡
会議の議題について協議した。

（永田・谷内）

９・慶應義塾福沢研究センターか

８・上高地山岳研究所の閉所作業
について報告があった。
（安井）

があった。
（重廣）
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結果を受けて協議した。
５・支部連絡会議の議題について
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公益社団法人日本山岳会では登山界の活性化を
目指し、優れた海外登山計画に対して「海外登山基
金」による助成を行なっています。第38回となる今
回も、困難を求めての挑戦、発想の新しさ、夢多い
計画など、ユニークな登山計画を支援したいと考え
ています。会員資格やパーティ編成等の条件は問い
ません。奮ってご応募ください。

報
●対象 平
 成30年２月～平成30年7月末に海外の
山へ出発する登山隊
●申込方法 所定の様式（事務局にご請求ください）
に記入し、登山計画書
（15通）
を添えて申請
してください。
●申込締切 平成30年１月10日
●審査と助成期間 平成30年２月中に審査し、理事
会で決定、
助成。なお、
助成対象となった登
山隊は後日、報告書の提出を必ずお願いし
ます。ＪＡＣ会報
「山」
に掲載します。
●問合せ・申込み先 日本山岳会事務局 ‥
電話０３ ３２６１ ４４３３

7

20 29

海外登山助成対象登山隊審査委員会

30

7

12

00
記

会
29

平成29年度
（後期）
「海外登山助成対象登山計画」
募集

らの資料借用申請に対して許可を
行なったとの報告があった。（神長）
・後援名義使用申請３件につい
て許可を行なったとの報告があっ
た。（永田）
・年次晩餐会の概要について報
告があった。
（永田）
・科学委員会からの
「山のマナー」
冊子制作の協力要請に自然保護委
員会が応じ、今後、委員会として
携帯トイレ普及促進活動を行なっ
ていくとの報告があった。（谷内）
・
「山」 月号の発行について報
告があった。
（神長・節田）
・財務委員会からの勧告につい
て報告があった。
（古川）
【連絡事項】
１・富士山国有林におけるニホン
ジカの重点的な捕獲実施について
２・日本勤労者山岳連盟
「望年会」
月７日㈭
時 分〜（受付開
始） 時〜 時 分 日本勤労者
山岳連盟事務所

月２日㈯

時 分〜
（受付開始） 京王プラザ
ホテル
３・事業計画・予算等
・平成 年 月初旬 平成 年度
支部事業計画・予算
（提出依頼）
・平成 年１月中旬 平成 年度
支部事業計画・予算
（提出期限）
・平成 年１月下旬 平成 年度
支部事業報告・会計報告（提出依
頼）
・平成 年２月下旬 平成 年度
支部事業報告
（提出期限）
・平成 年３月下旬 平成 年度
支部会計報告
（提出期限）

日
日
日
日
日

日

日
日

12

図書委員会 山行委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
総務委員会 青年部 高尾
の森づくりの会
財務委員会 スケッチクラブ
支部事業委員会 山想倶楽
部
理事会 山岳地理クラブ
九五会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
自然保護委員会 スキーク
ラブ スケッチクラブ

日 評議員懇談会 資料映像委
員会 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵ
Ｂ 三水会 つくも会
日 科学委員会 みちのり山の
会
日 図書委員会
日 山の自然学研究会
日 総務委員会 資料映像委員
会
日 総務委員会 自然保護委員
会 スキークラブ
日 総務委員会 麗山会
日 総務委員会 山遊会
日 総務委員会 改革事業推進
委員会 青年部
日 総務委員会 資料映像委員
会 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
フォトクラブ
日 総務委員会 資料映像委員
会 家族登山普及委員会
日 総務委員会 図書委員会
学生部

・ ・
・ ・
・ ・

月来室者 ５１２名
会員異動
物故
山内敦人
（５３２８）
小林忠雄
（６１０４）
田中貞夫
（７４５２）
加藤明文
（８０５８）

・ ・

‥

14 23 19 17

【今後の予定】
１・支部連絡会議

時 分〜 時 京王プラザホテ
ル
階
「高尾」

29
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月２日㈯
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２・年次晩餐会
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871−２０１7・12・２０
山

871−２０17・12・２０
山

中西俊三 （９８５１） ・ ・
杉本 敏
（１４５２１） ・ ・３

静岡
越後
東海

装備 ゴアテックスなどの外套上
下、フリースなど防寒着、
登山靴、スノーシューまた
はワカン、
ダブルストック、
ス
パッツ、サングラスまたは
ゴーグル、
手袋、
耳当て、マ
フラー、日焼止めクリーム、
ヘッドランプ、１日目昼食、
２日目行動食。
＊スノーシューのない方は
レンタルできる。山行申込
み時に要連絡。
費用 １万５０００円（宿泊費・
リフト券・傷害保険・懇親
会費・事務費など。裏磐梯
までの交通費は含まず）
。
そ や み き
申込み 征矢三樹
： sanko@jac.or.jp
E-mail
／ ０３ ６８８６ ４
３９２
東京駅に 時 分ごろ帰着。
行程 １日目＝午後から裏磐梯ス
ノートレック（檜原湖、五

N

千葉

色沼周辺）  	
‥
２日目＝イエローフォール・
スノートレック ホテル８

氏名・会員番号・住所・電
話番号・生年月日・緊急連
絡先（留守宅等の連絡先）
をお知らせください。個人

関口淑子 （８８５７）
諏訪 武 （８９０４）
林 悦子 （１５２５４）
三枝海枝 （１５３４２）
三島美紀子
（１６０９４）

時 分出発。連絡バスにて
裏磐梯スキー場へ。リフト
上からスノーシューでイ
エローフォールまで歩く。

情報は保険、登山届に限っ
ての利用です。
＊申込みの方に詳細案内を送りま
す。バス便など冬ダイヤになる
と若干行程が変わることがあり
ます。

ところ

❖編集後記❖
◦はるかな昔、東海自然歩道の下
見で、奈良公園から柳生街道を滝
坂道を経て柳生へ、さらに笠置山、
じゅ ぶ せん
鷲峰山、瀬田唐橋と歩いたことが
にんにくせん
あります。その折、素朴な忍辱山
の里にある円成寺に詣で、大日如
来坐像
（国宝）
をたった独り、ゆっ
くり拝観したことが、半世紀を過
ぎた今でも印象に残っています。
◦この仏像は、
運慶の
「処女作にし
て傑作 」と言われるものですが、
その御仏との再会を願って、東京
国立博物館の特別展
「運慶」
に行っ
てきました。ところが、運慶ファ
ミリーが一堂に会した展覧会とい
うことで会場は長蛇の列。人の頭
てん
越しに 心 太 のように押されなが
ら〝鑑賞〟してきました。
「手に取

るなやはり野に置け蓮華草」とい
うことでしょうか。 （ 節田重節）
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O
30

退会
安藤文子 （５７６５）
姫野和記 （５９０３） 東九州

◆裏磐梯イエローフォール・スノ
ートレック 
山行委員会
磐梯山の爆裂火口付近山腹斜面
にできるイエローフォール
（氷瀑）
をスノーシューで訪れます。冬だ
けしか会えない絶景ポイントです。
日程 ２月 日㈰～２月 日㈪
募集
名
集合 ２月 日
時 分 裏磐
梯レイクリゾート五色の
森。東京駅７時 分ごろ発
で間に合う。猪苗代駅から
ホテルの無料シャトルバ

時ごろ到着予定。 時ご
ろスキー場下へ下山。連絡
バスにて裏磐梯レイクリゾ
ートに戻り解散。
宿泊 裏磐梯レイクリゾート
０２４１ ３７ １１１１

2017年
（平成29年）
12月20日発行
発行所 公益社団法人日本山岳会
〒102−0081
東京都千代田区四番町5-4
サンビューハイツ四番町
TEL 東京
（03）
3261-4433
FAX 東京
（03）
3261-4441
発行者 日本山岳会会長 小林政志
編集人 節田重節
E-メール：jac-kaiho@jac.or.jp
印 刷 株式会社 双陽社
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スあり。
解散 ２月 日
時 分 裏磐
梯レイクリゾート五色の森。
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