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この発電所の背後には、指臼山
（１１２５ｍ）
がコニーデの山裾を
広げていて、たおやかな稜線をた
どれば、山頂まで半日の道のりで
はないかと思える。ここからさら
に山道を６輪車で進み、トレイル
を少し下ると温泉湧出地だ。山々

目

150 円
定価１部

用する大型６輪車に乗り込むと、
いよいよ択捉の山へ向かうぞとい
う気分になる。
港から２時間足らずで地熱発電
所だ。白い蒸気をまき散らしてい
るが、稼働状態ではないと聞いた。
チベット・ラサ郊外ヤンバーチン
の巨大地熱発電所とは桁違いに小
規模だったが、来訪者が使用でき
る水洗便所には助けられた。
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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

の紅葉は終わりかかっていたが、
半月早ければ編み込みセーターの
ような錦秋だったことだろう。こ
の温泉場には脱衣場があり、バー
ベキューらしき痕跡があった。沢沿
いの木道を行けば滝もあり、ちょ
っとした沢歩きの気分になる。
ギドロストロイ社とヤンキト・ホ
テル
択捉で大規模な水産加工業を主
として営むギドロストロイ社が、
ヤンキト湾に新築したヤンキト・
ホテルは、そこだけが別天地のよ
うに秋の西陽に輝いていた。丸太
造りの外観は重厚感があり、内装
の壁には野生動物や魚たちの剥製
が飾られていて、まるでアラスカ
の高級フィッシング・ロッジのよう
な雰囲気だった。
このヤンキト・ホテルは、一昨年
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北方３島
（国後、択捉、色丹）
訪問記〈その２〉
択捉島・色丹 島
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北方３島（国後、択捉、色丹）訪問記
〈その２〉択捉島・色丹島‥ ‥‥‥‥
第7回登山教室指導者養成講習会を
長野県小諸市で開催‥‥‥‥‥‥
草津本白根山噴火と登山への影響‥‥
｢山の日｣記念全国大会へ向け、
米子市でシンポジウムを開催‥ ‥‥
「2017植村直己冒険賞」は、南極点単独
無補給徒歩到達の荻田泰永さんに‥‥
「ヒマラヤの生き字引」エリザベス・
ホーリーさん追悼‥‥‥‥‥‥‥
東西南北‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
活動報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
山行委員会
新入会員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
図書紹介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
図書受入報告‥‥‥‥‥‥‥‥
会務報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
ルーム日誌‥‥‥‥‥‥‥‥‥
会員異動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
INFORMATION‥ ‥‥‥‥‥‥
編集後記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

「えとぴりか号」
船上から見た散布山

2018 年（平成 30 年）
経済・人的交流促進を目的とした北方領土への官民現地調査団（政
府派遣）に参加した黒川元副会長の連載後編。第１回の国後島に続
い て 昨 年 月 日 に 訪 れ た 北 方 ４ 島 中 最 大 の 島、 択 捉 島 で は 山 々
や温泉が出迎えてくれた。次いで上陸したのは、かつて「東洋の箱
庭」と讃えられた色丹島。最後は荒れる北太平洋を根室へ帰還する
までをレポートする。
択 捉 島

10

紗那の港から指臼山の麓、温泉湧
出地へ
（ 月 日朝）
ふる かま っぷ
古 釜 布 港から日没寸前に 艀 で
くなしり
「えとぴりか号」
に戻り、国後島を
出て北太平洋からオホーツク海に
えとろふ
しゃ な
入り、択捉島西海岸の紗那港に入
港する。
ここも艀で上陸する。
眼前
ちり っぷ
に は 冠 雪 し た 散 布 山（ １ ５ ８ ２
ｍ）
がそびえていて、
陸上移動で使
10

６月の開業で、豪華な本館と質素
な別館を合わせて 室とのこと。
本館のスイート・ルームは、
内地の
欧米系高級ホテル並みの料金だ。
ギドロストロイ社側は社長も出
席して、訪問団とのミーティング
が開催された。
島民側が、
内地から
の観光ツーリストを待望している
ことが理解できる内容だった。こ
のホテルの庭からは散布山が眺め
られ、ヤンキト湾に面しているか
ら海と山の景観を独り占めできる
立地は、
なんとも魅力的だ。
ここで
ゆっくりしたいところだが、日没
前には
「えとぴりか号」
に戻らなけ
ればならない。
22
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ヤンキト・ホテルの別館と散布山

色 丹 島
穴澗港に接岸
（ 月 日朝）
前夜、
択捉島の紗那港を出た
「え
とぴりか号」
は、
色丹島の北側ほぼ
あな ま
中央の穴澗港に入港した。ここは
艀を使わずに直接接岸できるから、
上陸に時間がかからない。
国後、
択
捉とこの２日間は青空の広がる天
候に恵まれ、北辺の島らしく乾燥
した秋風にさらされてきた。しか
し、この色丹島上陸では天候も下
り坂で、
小雨模様のこともあり、
ど
んよりとして湿った冷たい外気が
パーカーにまとわりつく感じだ。
天候悪化の兆しがはっきりしてき
た。
台風 号の接近もあり、
登山で
あれば、そろそろ撤退を考えると

ころだが、調査団の役目もあるし、 心を癒されたことだろうか。
自分一人が離団して根室に帰るこ
広がる丘陵と湾に浮かぶ島々
とはできないのだ。
海岸線近くにバスを停め、低く
戦前に
「東洋の箱庭」
と讃えられ
連なる丘陵へ足を延ばす。少し急
た、緑豊かでなだらかな丘陵と深
登を行くと、その先は海へ落ち込
く静かな入り江が織りなす、この
む崖まで続く草原帯となる。島の
美しい島をたっぷりと味わうべく、 東端のエイタンノット崎まで続い
地元のバスに乗り込む。
ているのではないかと思われるほ
景勝地イネモシリ海岸と墓地
ど、どこまでもどこまでも枯れた
景勝地イネモシリ海岸に向かっ
原っぱだ。トレイルはなく、踏み
て、バスは悪路を進む。車窓から
跡もまるでないのだが、所々にタ
はまだ錦秋の名残を見ることがで
イヤ痕が残る。休日などに４輪駆
きる。幸いなことに小雨は上がり、 動車でやって来る島民も多いのだ。
灰色の空の下、道路上に堂々と駐
緑の季節にはヨモギ畑のように
車したバスから降りて、少し丘を
なるに違いないと思える、膝丈ほ
いね も しり
登れば稲茂尻墓地跡である。
どの枯れ草を分けながら海に落ち
北方領土に残された多くの日本
込む断崖のへりまでやって来た。
人墓地が荒れ果てていると聞いて
ヤブが茂っているから、どこまで
いたが、ここには大きな墓石が３
が大地か分からず、雪山で言えば
基しっかりと立っていた。しかし、 「雪庇の踏み抜き注意！」
といった
往時にはもっと多くの墓石があり、 感じだ。そこから眺めるイネモシ
そこに眠る島民と先祖の墓参に訪
リ湾に浮かぶ島々は幻想的であり、
れる人々がいたのであろう。残さ
海の景色もなかなかいいものだと
れた墓石に線香を手向け、合掌し
実感した。サハリン州から派遣さ
てバスに戻る。
れたロシア側役人一行と島のロシ
この墓地からバスで少し行くと、 ア人たちも、このイネモシリの海
美しい海浜風景が広がるイネモシ
の景観に見とれているようだ。
リ海岸である。静かな海面と緑し
さて、そろそろトイレに行きた
たたる丘陵に、漁労で疲れ果てた
いのだが、と思いながら、そうし
だろうかつての島民は、どれだけ
た施設がここの島々では野外にな
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悪路を乗り越えて行くことができる６輪車

874−２０18・3・２０
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いことは国後と択捉でさんざん突
き付けられてきた。
だから
〝どこで
もトイレ〟をさせてもらうしかな
いのが、
この北辺の島々なのだ。
次
に来るときは、携帯トイレブース
を用意しなければならないだろう。
斜古丹集落展望所から湾を一望
「えとぴりか号」が入港した穴澗
しゃ こ たん
湾の東北東に位置する 斜 古 丹 湾
は、外洋に面した湾口がすぼまっ
ていて、大きな巾着型である。バ
スで案内された展望所からは、そ
の巾着型の湾形が一望でき、恵ま
れた港湾事情であることが分かる。
斜古丹港にはロシア国境警備隊の
施設がある。
この町の集落近くにはいくつか
の高台があり、その頂上への道は
しっかりと材木で土留めされた階
段状になっている。
平成６
（１９９
４）年 月４日夜に発生した北海
道東方沖地震では、大きな被害を
受けている。きっと津波避難所の
役割もあるのだろう。トレイルか
らの展望は実にいいが、軍港でも
あり港湾施設の写真は撮れない。
穴澗文化会館で意見交換会
北海道東方沖地震で倒壊した穴
澗集落の学校は、地震の翌々年に
日本政府が供与したプレハブ校舎
10

で授業が行なわれてきたが、平成
（２００６）
年８月に新しい学校
が建設された。この集落には商店
がいくつかあり、ロシア通貨の出
番となる。漢字表記のカップヌー
ドルや缶詰、チョコレート、酒類
が多く売られているが、生鮮野菜
がほとんど見られない。小粒でし
なびたジャガイモは、ネパールの
山村産の足元にも及ばないだろう。
この北辺の島々では、冬の食材調
達はどうなってしまうのだろうか。
戦前のこの色丹島では、千島海苔
の採取と東洋一と言われた捕鯨が
盛んだったと聞くが、今この島に
その面影を見ることはできない。
この穴澗には、
「 北方４島ビザ
なし交流」の住民交流会などの会
場となる穴澗文化会館があり、こ
の官民合同調査団とサハリン州と
島側の人たちとの意見交換会も、
ここで開催された。山の中のトレ
イル歩きや、北方の海鳥を中心と
した野鳥の営巣地、豊富な固有の
植物など、興味深いテーマが盛り
だくさんなのである。しかし、受
け入れ側に過度の期待を持たせて
はならない、と肝に銘じた。旅券
と査証を無用とする北の島々への
旅は、乗り越える課題が多いと言
18

穴澗集落で見かけた津波避難路標識

わざるを得ないからだ。
ならないから、海が荒れようが槍
爆弾低気圧の中、
根室港へ
（ 月
が降ろうが、国後島・古釜布へい
日午後～ 日夕刻）
ったん戻らなければならないのだ。
朝からどんよりした天候が続い
荒れ始めた北太平洋を国後島に向
てきたが、いよいよ台風 号の影
かう。 日未明にかけて「えとぴ
響が懸念される状況である。乗船
りか号」は木の葉のように揺れた。
した
「えとぴりか号」
には気象予報
湯舟のお湯は津波状態で、トイレ
図が張り出されていて、深夜には、 まで行くのも苦労するほどだった。
温帯低気圧に変わった９７６㍱が
それでも 日朝には古釜布湾内に
この船を直撃するかのように書か
到着し、ここで出域手続を済ませ、
れている。この調査団には漁業関
いよいよ根室へ帰還だ。
係者も含まれているから、この天
再び揺られながら 日夕刻には
気図を見ながら山と海のプロたち
根室港沖にたどり着いた。接岸で
は、
「とにかく早く帰ろうぜ。脱出
きるはずだったが波高が高く、そ
だ！」
と言い合ったのである。
こで停泊し、 月 日朝になんと
しかし、この官民合同調査団は
か根室港に接岸することができた。
国後島で出域手続を済ませないと （アルパインツアーサービス㈱会長）
30
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秋の陽に浮かぶイネモシリ湾の大小の島々
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武藤篤生

ンケートでも、支部活動における
問題として指導者の不足を挙げる
支部は多い。そこで支部事業委員
会では、登山の安全管理に必要な
知識を持つ指導者の養成を通して
支部の活性化に資するとともに、
各地域において登山愛好者が安全
な登山ができるよう指導できる人
材の育成を目的として今回の指導
者講習会を実施した。
１日目は安藤百福記念・自然体
験活動指導者養成センターでの座
学の講座である。重廣恒夫副会長
と宮崎紘一支部事業委員長より挨
拶と講習会開催の趣旨の説明を行
なった後に、３つの講義を実施し
た。長野県警察山岳遭難救助隊の
櫛引知弘隊長は、各種資料に実際
の救助現場での映像を交えて近年
の山岳遭難の特徴を説明し、その
原因の多くが人的要因によるもの
であることを示した。また、航空
隊での経験からヘリで救助される
際の留意点を説明した。
遭難対策委員会の川瀬恵一委員

支部事業委員会

第７回登山教室指導者養成講習会を長野
県小諸市で開 催
２月 日㈯・ 日㈰の両日、小
諸市において登山教室指導者養成
講習会を開催した。
本講習会は、
支
部の活性化と次期リーダーの育成
を推進するための施策として計画
され、今回で７回目の開催となる。
今回も
（公財）
安藤スポーツ・食文
化振興財団の支援を受け、青森、
岩手、群馬、埼玉、東京多摩、東
海、関西、石川、四国の各支部か
ら 名が参加した。
支部の活性化・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
れているが、山行の増加に伴い遭
難事故の危険も増加している。ま
た、地域の非会員を対象とした登
山教室は新入会員の獲得に寄与す
ることから、実施する支部も年々
増えている。非会員を引率する場
合には受講者の安全管理はより重
要で、山行の安全管理に必要な知
識と技術を持った指導者の育成が
求められている。
先日の支部を対象に行なったア

長は
「日本山岳会の遭難対策」
と題
し、新たに導入した登山計画書提
出の仕組みを中心に説明し、すべ
ての会員が登山する際に事前に綿
密な計画を立てることによって人
的要因による遭難が防止されるこ
とが期待され、万が一遭難が起き
た際の連絡態勢を強化できること
などを示した。また、質疑応答を
通して、登山計画書提出の具体的
な手順について理解が深まった。
重廣副会長は支部山行や登山教
室で引率する際の事前準備や手順、
留意点について、実際に登山教室
を実施した際に作成したマニュア
ル等の資料、さらに実際の装備な
どを示しながら具体的な説明を行
なった。講義後に設けられた懇親
会では、登山教室を実施している
支部と実施していない支部間での
情報交換も活発に行なわれた。
２日目はチャーター・バスで車
坂峠に移動し、重廣副会長の指導
の下、水ノ塔山を往復しながら実
地講習を行なう。
朝食の後、
バスで
高峰高原に向かう。
前日、
小諸の市
街地には雪が全くなかったが、前
日の夕方から降った雪で町は白く
染まり、車坂峠も新雪で覆われて
いる。ミーティングと準備体操を

済ませ、スノーシューやワカンな
どの装備を整えて、スキー場のゲ
レンデに隣接した新雪で覆われた
斜面を、先頭を交代しながら一列
になって登る。途中でアイゼンに
履き替え、水ノ塔山を往復する。
下りでは、講師がロープで初心
者を確保しながらの歩行の実演と
説明を行なった。開けた場所を見
付け、
救急搬送の実習を行なう。
受
講者の多くがすでに知っている方
法であるが、実際にやってみると
一度ではうまくいかない。講師の
指導を受け、数度試みてやっと搬
送ができるようになる。知識があ
っても、実際の現場では役に立た
ない。普段から訓練をして実際に
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カンファレンス・ホールでの櫛引知弘隊長の講義

874−２０18・3・２０
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使えるようにしておくことが重要
察山岳遭難救助隊隊長）
である、と講師が強調する。全員
＊講義
「日本山岳会の遭難対策」
／
が実際に体験した後に下山する。
講師：川瀬恵一（日本山岳会 遭難
今回は多くの支部から参加があ
対策委員会委員長）
り、安全登山について学習し考え
＊講義「支部山行および登山教室
る貴重な機会を持つことができた。 指導要綱」
「セルフ・レスキュー実
各支部においてセルフ・レスキュ
施要領」／講師：重廣恒夫
（日本山
ーや救急講習をはじめ、安全登山
岳会副会長）
に対する取り組みを行なうきっか
２月 日㈰ フィールド：高峰高原
けとなり、支部山行や登山教室が
＊実地講習「水ノ塔山往復」／講
適切な安全管理の下で行なわれる
師：重廣恒夫
（日本山岳会副会長）
ようになることを願っている。
２月 日㈯ 会場：安藤百福記念・
登山計画の大切さやリーダーに求
自然体験活動指導者養成センター、 められる資質、技術、知識を学ん
カンファレンス・ホール
だ２日間 
尾野益大
＊講義「事故防止と山岳遭難救助
次代の山行リーダーを育てる第
活動」／講師：櫛引知弘
（長野県警
７回登山教室指導者養成講習会が
２月 、 の両日、小諸市の安藤
百福センターで開かれた。
１日目の 日、
最初の講義は、
長
野県警の櫛引隊長が遭難と救助の
実態について
「遭難は年々増え、
２
０１６年は２４９５件。２００７
年の１・７倍に増えた」
「 遭難は
人・気象・地形的要因から起こる」
「 落石を起こすと責任を問われ得
る」
「救助を要請するとき、
上空の
ヘリに気付いてもらうにはヘッド
ライトの光が有効」
と話した。
続く川瀬恵一委員長は、昨年
17

重廣恒夫講師の熱心な指導の下、水ノ塔山で実地講習

18

17

18

17

12

月に改訂された当会の遭難対策規
持ち寄った酒類を酌み交わして、
程
（全 条）
について解説。規程の
和やかな時間を過ごした。
目的は安全登山および遭難防止の
２日目の 日はバスで高峰高原
推進を図ることと説明し、「森作り
に向かい、重廣副会長を講師とし
やクライミングも山行の適用範
た実技。快晴の下、参加者は交代
囲」「支部は計画書受理機関を設け
でラッセルしながら水ノ塔山に登
なければならない 」
「 支部は事故
った。帰りはアイゼンを効かせて
の発生によって警察や消防など公
下山。途中のコルでザックによる
的機関に救出要請したり、遭難対
簡易搬送法の指導があり、参加者
策本部を設けたりした場合、本部
は短時間でできる負傷者の背負い
に連絡する必要がある」
と語った。 方や担架の作り方を学んだ。重廣
重廣恒夫副会長は、広島支部で
副会長がときおり厳しく注意する
のアクシデント２件の内容を披露
たびに参加者は表情を引き締め、
するとともに、
セルフ・レスキュー
改めて人命を預かるリーダーの責
などを解説。
「 低体温症に罹ると
任の重さを感じている様子だった。
態度や言葉遣いが変わる。周囲の
また、重廣副会長はリーダーが
人が気付いてあげてほしい 」
「救
所持すべき装備を紹介。
「 ｍロー
助要請は情報を正確に伝えるため
プ、薬品など必需品は多い。レスキ
第三者には頼まない。伝達事項は
ュー・シートはシュラフ型が望まし
負傷について記した緊急連絡カー
い」
と伝えた。
最後に宮崎委員長が
ドを渡す 」
「ロープの結び方は３ 「学んだ内容は各支部で伝達し、
一
つ覚えればいい。最低月１度は練
人でも多くリーダーを育てて欲し
習することが大切」と述べた。リ
い」
と結んだ。
ーダーの心構えにも触れ「生死を
参加者の中には「リーダーにな
決めかねない判断が要求される。 るのが怖くなった」という人がい
仲間同士であっても法的責任を問
た一方、「一から学ぶ姿勢で来たの
われ得る」
と訴えた。
で勉強になった」「実践的な技術を
夕食に続く懇親会では最初に全
学ぶことができた。役立てたい」
員が自己紹介。近況報告や講習会 「リーダーの重要性が理解できた」
に寄せる思いを話したり、各自が
と言う人がいた。 （ 四国支部長）
12

18

20
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草津本白根山噴火と登山への影響

に現場に近付けず、噴火口も雪に
覆われる積雪期、なかなか実相が
つかめなかったのはやむを得ない
だろう。この噴火で訓練中の自衛
隊員１人が死亡、スキー客を含む
人が重軽傷を負った。
「草津白根山」とひとくくりにさ
れがちだが、実は北の湯釜などの
ある草津白根山、
南の本白根山、
そ
してその間にある逢ノ峰などの２
０００ｍ級の山々の総称である。
深田久弥の
『日本百名山』
でも草津
白根山の中で本白根山にも行数を
割いて、その山容をたたえている。
１月 日付の上毛新聞には「新
なった。
たな火山ガスの通り道ができて今
回の噴火を引き起こした」との専
門家の見解を紹介している。最初

今回の噴火を受けて、噴火警戒
レベルは１から火口周辺規制の２
へ、さらに入山規制の３に引き上

ー場では噴火地点に近い山頂ゲレ
ンデや、被害の大きかった白根火
山ロープウェイの廃止など、エリ
ア縮小の動きもある。今回噴火の
あった本白根山頂と鏡池周辺への
入山規制は当面継続されると思わ
れるが、志賀草津高原ルートへの

げられた。鏡池付近の火口から２
㎞の範囲に噴石の危険などがあり、
入山が規制される。草津国際スキ
同じマグマだまりが起源というこ
とになる。歴史をたどれば、１９
年には現在の志賀草
０２
（明治 ）
津道路沿いにある弓池のほとりで
噴火、１９３２
（昭和７）
年には湯
釜南東斜面に及ぶ割れ目噴火が起
きている。この山群での噴火は湯
釜火口が中心だが、そこに限らな

アプローチや湯釜周辺の入山はど

もあったが、この説だと両山とも

のころは「草津白根山と本白根山
のマグマだまりは別」という報道

31

根井康雄
１月 日午前、その驚くべきニ
の鏡池付近とのこと。湖底が亀甲
ュースが届いた。前日の関東は大
土に覆われた、夏の終わりの美し
雪。その大雪の後遺症情報を流す
い鏡池の風景が眼に浮かんだ。
ニュースを破って入ってきたのが、
新しいニュースが入るとともに、
「草津白根山で雪崩事故、
同時に噴
情報は錯綜もした。
「 自衛隊員が
火も」
という速報だった。
最初は耳
雪崩で死傷」という当初の報道だ
を疑った。草津白根山は湯釜火口
ったが、実は噴石によるものだっ
の活動が落ち着き、昨年には噴火
た。夕刻のニュースでは、噴石が
警戒レベルが１に下がっていた。 飛ぶスキーコースも繰り返し映し
「草津白根山で噴火」
と聞いて、誰
出された。そして、噴火があった
もが
「湯釜の噴火」
を直感したと思
のは鏡池ではなく、その北にでき
う。ニュース内容は刻々と変化し
た火口列だった。活火山としてマ
もとしら ね
ークされていたのは湯釜で、さら

長野原町から見た本白根山全景

11

いということを改めて知ることに

35

23

た。噴火は湯釜ではなく本白根山

草津温泉街から見上げた本白根山

874−２０１8・3・２０
山

874−２０18・3・２０
山

草津白根山の赤色立体地図 出典：国土地理院ウェブサイ
ト http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/kusatsushirane-index.html

うなるのかなど、登山者としても
今後の推移から目が離せない。
この夏に全線開通となる「ぐん
ま県境稜線トレイル」にも影響が
出る。草津白根山の西には同トレ
イルが万座温泉―渋峠間を南北に
通る。ここは現状の警戒レベルで
は規制範囲外だが、トレイルから
派生する
「おすすめコース」
は万座

「山の日」
歳事記 三月

温泉から鏡池付近を通る。
２月下旬の時点でも火山性地震
が観測され、火山活動は依然とし
て高い状態が続いている。数十万
年と言われる火山の生涯からすれ
ば、数週間や数ヶ月というのはほ
んの瞬きのような瞬間だろう。状
況の変化に応じて続報をお送りし
たい。  （群馬支部事務局長）

次世代とともに、山に親しむ第２ステージへ
昨年暮れの年次晩餐会、小林
政志会長は「山の日」は今、第２
段階を迎えていると挨拶した。
確かに《祝日をつくり、その意
義を分かってもらう》という第
１ステージは終わった。

標に向かって、次世代とともに

うのが次のステージだろう。目

尾良久、丸藤晃、三好まき子、

子、河西瑛一郎、古屋寿隆、松

た飯田年穂、宇治敏彦、小倉董

山
｢の日 歳
｣ 事記は、今月号で
終わります。出稿していただい

《山に親しみ、その恵みに感謝

日本山岳会は何ができるか。新

山 本 憲 一 の 会 員・ 有 志 諸 氏 に

するという趣旨の実現を》とい

年度〝山笑う季節〟を前に、参加

（ 山
｢の日 事｣業委員会）

意識を高めよう。行動プランを



お礼申し上げます。
（萩）

皆で考えたい。
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続くパネル・ディスカッション
のテーマは、
《誰もが
『とっとりの
山』
をもっと楽しもう》
。全国山の
日協議会の手塚友惠事務局長の司
会で、まず大山隠岐国立公園管理
事務所の中山直樹所長が「知名度
の低い山陰・大山をもっとよく知
ってもらうため、環境を整える必
要がある」
と訴えた。
また、岡山との県境・智頭町に
ある観光協会森林セラピー基地の
岡垣祐子マネージャー、松江／山
陰バリアフリー・ツアーの河瀬篤
志センター長、山陰の自然・歴史
文･化を体験する 縁｢の道の旅 を
｣

提案しているインバウンド機構の
で実行委員会を作り、山の国・山
福井善朗代表理事、㈱モンベルの
梨県の魅力をＰＲするイベントを
佐藤和志広報部部長代理らが、そ
検討していくという。
れぞれの視点から現状報告と問題
後藤斎知事は「来年は甲府市が
点、課題などを語った。
開府５００年を迎えるので、
『山
今年、
「山の日」
記念全国大会の
の日』と一緒に盛り上げていきた
会場となる大山は「伯耆の国大山
い」
と話しており、
開催地決定を受
開山千三百年祭」の記念すべき年
けて県の担当者は「式典だけでな
で、地域振興の面で、２つの大き
く、様々なイベントや企画を考え
なイベントの相乗効果が期待され
て、県全体一丸となって山の日を
ている。県や米子市、大山町など
アピールしていきたい」と意欲を
自治体が中心となり、全国山の日
見せている。
協議会も加わって組織された全国
四方を山に囲まれ、県土の約８
大会の実行委員会に、我が山陰支
割を森林が占める山梨県は、平成
部はアドバイザーの就任要請を受
９
（１９９７）
年以降、県や各市町
けて活動している。
「山の日」
の趣
村、森林団体、山岳団体などが連
旨を広く伝えることにより支部の
携して「やまなし山の日実行委員
活性化につなげたいと願っている。 会」
を立ち上げ、
地域振興にも寄与
 （山陰支部長・中井俊一） してきた実績がある。山岳５団体
が中心になって進めてきた「山の
第４回 山の日 記念全国大会
日」の祝日化運動にも大きく貢献
｢
｣
山梨県甲府市で開催決まる
した。これまで山梨の実行委員会
全国山の日協議会は、来年の第
が掲げてきた
「山の日」
のコンセプ
４回「山の日」記念全国大会の開
トは、
《 山に親しむ 》
《 山に学ぶ 》
催地を山梨県甲府市とすることを 《山と生きる》
の３本柱。本会の山
月７日の理事会で正式に決めた。 梨支部
（会員数 人）
は、数年前ま
同協議会が全国の都道府県に対
で山梨学院大学と共催で「山の博
して開催地への立候補を募ったと
覧会」
を企画・運営し、登山や山岳
ころ、山梨県より立候補の意向が
自然に関わる幅広いテーマで、地
示された。今後、県と甲府市など
域に密着した活動を展開してきた。

８０
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山｢の日 記｣念全国大会へ向け、米子市でシ
ンポジウムを開催
第３回
「山の日」
記念全国大会が
開催される鳥取県米子市で２月
日、プレ・イベントの
《誰もが楽し
める『とっとりの山』シンポジウ
ム》
が開かれた。
身近な山や自然を楽しめる環境
づくりを皆で一緒に考えようとい
う趣旨で企画され、会場の米子コ
ンベンション・センター国際会議
室におよそ２００人が集まった。
主催したのは県の生活環境部
「山の日」
大会推進課。鳥取県西部
総合事務所の中山貴雄所長が「８
月の全国大会に向け、地元の山に
親しみ、山の恵みに感謝する機運
を盛り上げよう」
と挨拶した。
基調講演はバイクによる史上初
の南極点到達などで知られる冒険
家で、ＮＰＯ法人地球元気村村長
の風間深志さん。事故で大けがを
したあと新たな使命に目覚め、障
がい者による日本縦断駅伝や車イ
ス登山をサポートしてきた体験を
語り、
「困難に立ち向かうとき、大
切なのは
《絶対にやるんだ》
という
チャレンジの心です」
と話した。
１２

874−２０１8・3・２０
山

「とっとりの山」
を語り合ったパネル・ディスカッション

874−２０18・3・２０
山

22

洗礼を受けているが、その大場さ
んも、植村さんの所へ〝押しかけ
弟子〟
的に訪れ、
極地冒険のノウハ
ウを伝授されている。荻田さんは、
植村さんにとっていわば孫弟子に
えにし
あたるわけで、不思議な 縁 を感じ
る」
と挨拶で語った。
「 年間に 回も北極にトライし
ている。今回の南極点到達の評価
とともに、北極点への再挑戦に期
待してエールを送りたい」
と、
選考
委員を代表して作家・西木正明さ
んも述べた。
受賞者の荻田さんは、 ‥
「植村さんの名前を戴く冒険賞を
贈られ、大変光栄なことと思って
いる。大場さんの受賞を目の当た
りにしているが、今、自分がこの
席に座っているのが信じられない
ような、
不思議な気分である」
とコ
メントした。
荻田さんは１９７７
（昭和 ）
年、
神奈川県の生まれ。
２０００年、
歳のとき大場満郎さんが主宰した
「北磁極を目指す冒険ウォーク」
に
参加したのが初めての海外旅行で
18

15

52

あり、北極との出会い。
おりに遠征ができるようになった
「 大場さんがテレビ番組で語っ
ので、再び未知に対するワクワク
た『来年は若者を連れて北極を歩
感を求めて南極に挑戦してみた。
こうと思っている』という言葉に
北極と比較すると、正直、南極
惹かれて、手紙を書いた。大場さ
点到達は今の自分にとって大変な
んは、私たちど素人の若者を北極
ことではなかった。あえて言えば、
に連れて行き、ソリを引いて海氷
毎日風景が変わらず、単調だった
上を７００㎞、 日間歩く旅を体
こと。同じ氷の上だが、浮遊する
験させてくれた。狭い世界から飛
北極海の上と安定した大陸では、
び出した解放感と、ワクワク感で
精神的にも大きな違いがある」
いっぱいだった」
と荻田さん。
今後の活動は、との問いに、  ‥
翌年からは単独での北極旅が始 「３度目の北極点無補給単独徒歩
まった。以後、カナダ北極圏やグ
到達に再挑戦したい。この 年間、
リーンランドで極地冒険の訓練を
誰も成功していない。温暖化によ
重ね、２０１２年と 年、北極点
って海氷が減少し、従来のやり方
無補給単独徒歩到達に挑戦するが、 では難しいと思う。自分には過去
海氷の状態が悪く、それぞれ未達
２回の反省があり、なぜ失敗した
に終わっている。
か分かっている。今できるとした
荻田さんは、昨年までに北極圏
ら、
自分しかいないだろう」
と力強
を９０００㎞以上移動してきたと
く語った。 
（節田重節）
いうが、なぜ今、南
極だったのか。
「北極に飽きたわ
けではない。初めて
北極に行ったとき
のようなワクワク
感がなくなってき
た。極地で経験を積
んできたことによ
って、事前の予想ど
35

14

24
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「２０１７植村直己冒険賞」
は、南極点単独
無補給徒歩到達の荻田泰永さんに
第 回となる「２０１７植村直
己冒険賞」は、
「北極男」として知
やす なが
られる荻田 泰 永 さん
（ 歳）に 授
与されることになった。荻田さん
は昨年 月 日
（現地時間）
、南極
大陸のヘラクレス入江を出発、約
１３００㎞を日本人として初めて
単独無補給で踏破、２０１８年１
月５日
（現地時間）
、南極点に到達
したもの。
去る２月 日、植村さんの母校
の明治大学・紫紺館で記者発表が
あった。授賞式および記念講演会
は６月２日㈯、
植村さんの故郷・兵
庫県豊岡市で開催され、メダルと
副賞１００万円が贈呈される。
主催者である豊岡市の中貝宗治
市長は、
「もちろん今回の南極での冒険行
も評価は高いが、荻田さんの中で
は、北極でまだやり残したことが
あるのではないか。その応援の意
味も含めてこの賞を贈りたい。
それにしても、荻田さんは第４
回（１９９９年）の冒険賞受賞者・
大場満郎さんに連れられて北極の

記者発表の場でコメントする荻田泰永さん

17

16

22

11

MOURNING

南井英弘

だ。１ 年 ぶ り に お 会 い で
き 嬉 し い と 挨 拶 し た ら、
驚いたことに
「 あなたを
待っていた」と言う。
女史曰く「あなたは本
気 でタシ・カンに 行 く の
か。この４年間、
タシ・カ
ンを目指した登山隊のこ
とを知っているだろうな」といき
なり本題に。
「 年のフランス隊
はＢＣにも行き着けず、 年のフ
ランス隊も山に近付けなかった。
また同年、スイス隊はＢＣに入れ
なかったどころか、ＢＣ手前で１
人が亡くなった。 、 年は誰も入
っていない」と。 私はそのような
貴重な情報を一切持ち合わせてい
なかったので、
「 無理せず行きた
いと思う」
と答えるしかなかった。
幸運にも天候に恵まれ登頂し、
カトマンズに帰着した。連絡する
と、懐かしのワーゲンで飛んで来
てくださった。
いきなり
「頂上に立
ったか？ そこからどんな山々が
見えたか？」と矢継ぎ早に質問し
てきた。私はダウラギリを筆頭に
右回りに瞼に焼き付いている光景
を述べた。
彼女から
「稜線がつなが
っている未踏峰のタサルツェは魅
力的だったか？」
と聞かれ、
「比較

14

生前のＥ・ホーリーさん
（2007年10月10日）

的緩い傾斜でつながってはいるが、
左右に切れ落ちた稜線上はクレバ
スが無数に横切り、一歩として踏
み出す気はしなかった」と答える
と、眼鏡の枠の上から覗き込むよ
うにして
「おめでとう、
登頂に成功
し帰って来たので安心した」と喜
んでくれた。これまでビジネス・
ライクな面談が多かったが、年輪
を重ねた笑顔に、優しく心温かい
方だと感激したものだ。
女史は登山界に掛け替えのない
資産を残したが、一方では旧王室
や政界、財界、報道関係、文化人
とも懇意にし、王制崩壊、マオイ
ストに席巻された政界の動向など
を的確に海外に発信した。 年、
ネ
パール政府はその功績をたたえ、
中国との国境稜線上の６１８２ｍ
峰を「 Peak Hawley
」と命名した。
ホーリーさんのご冥福をお祈り
申し上げます。
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「ヒマラヤの生き字引」
エリザベス・ホーリーさん追悼

94

73

２０１８年１月 日付の新聞に、 誌に調査員として勤務。その後独
山岳ジャーナリスト、
エリザベス・
立し欧州、
アフリカ、中東、ネパー
ホーリーさんの訃報が掲載された。 ルや日本を含むアジアを旅した。
ネパール・ヒマラヤの登山記録を
そして、１９６０年に雑誌
『 Time
』
収集し、
「ヒマラヤの生き字引」
と
の政治情勢通信員としてカトマン
呼ばれた伝説的年代記編者が、
ズに渡った。
そのころ、
８０００ｍ
歳で他界した。
峰の初登頂は終わり、高峰バリエ
彼女はネパール国内並びに国境
ーション時代を迎えていた。 年、
稜線上にある高峰を目指す登山隊
米国隊のエヴェレスト西稜初登攀
の代表者に、入山と下山時にイン
のニュースをスクープし、ヒマラ
タビューをし、的確な質問を投げ
ヤ登山情報に関心を持ち始めた。
かけ登頂成否の真偽を見極めた。
また、 年の日本隊によるエヴェ
１９０５年からのネパール国内
レスト南東稜秋季初登攀をスクー
登山史をまとめ、それに自分のイ
プし、
ロイターで流した、
と誇らし
ンタビューの成果を追加し、２０
げに書き残している。
１７年末まで４５０峰、９６００
私はＪＡＣの大蔵喜福隊長に同
遠征隊のルート、
キャンプ、
酸素の
行するなど、２００５年から数年
使用、
成否、
登頂者、事故などを一
間、ネパール訪問のたびに彼女に
お会いしたが、登山経験がないの
に的確な質問をする、不思議な人
だと感じていた。
特 に 思 い 出 深 い の は 年、
ロワ
ー・ドルポのタシ・カン
（６３８６ｍ）
の許可を事前に取得し、カトマン
ズ入りしたら彼女がおられたこと
30

覧表化した『 The HIMALAYAN
」
』
（初版２００４年、
DATABASE
アメリカ山岳会発行）と追記を継続、
登山界のために誰もが無料で検索
可能な、正確なデータを残した。
１９２３年、米国シカゴ生まれ。
ミシガン大学卒業後、
『 Fortune
』

09

63

874−２０１8・3・２０
山

06

874−２０18・3・２０
山

かに見慣れた後年の写真と、どこ
を経て公開が実現したのは意義深
か似ているように感じられる。
い。
＊
現在日本で、その所蔵が確認さ
【編集部から】
このウェストン肖像
れているのは６ヶ所という。小林
写真をほかの史料・文献などでご
義正氏の所有
（１９５８年）
から小
覧になったことのある方は、編集
谷コレクションを経て信州大学、
部までご一報ください。
深田久弥氏
（１９６５年所有）
から
在住の我が宣教師たち）として
国立国会図書館へ、松﨑中正氏所
人 の 写 真 が あ り、 そ の 中 に
蔵から日本山岳会に寄贈、東洋文
Rev.
若き日のウェストン
シュラーギントワイト
庫
（旧モリソン文庫）
、
東北大学、
京
W.Weston,M.A,1888:at kumamoto
田上敏行
『アトラス』
を東北に訪ねて
と紹介されている人物の写真があ
都大学であると薬師義美氏の論考
小原茂延
にある。そして、東北大学のもの
数年前から熊本滞在中のウェス
った。
は１８８７年にウェス
M.A.
２０１７年の年次晩餐会で「特
を除く５ヶ所については、薬師氏
トンのことを調べているが、調査
トンが取得した文学修士の学位の
として公開された
「シュラ
が手ずから確認しているとのこと
の過程で思いがけない資料が見つ
ことを、
「 1888:at kumamoto
」は、 別展示」
ーギントワイト 『アトラス』
」
は、 であるが、東北大学の所蔵につい
かることがある。先ごろ１８８９
１８８８年 月に熊本に着任した
年発行の
ことを指していると思われる。
創立１００周年
（２００５年）
に際
ては、同大付属図書館司書の方に
The
Church
Missionary
（宣教師情報）の中に貴重
おそらく熊本着任中のときに撮
し、その前年秋に松﨑中正会員か
問合わせ、
テキスト４巻と
『アトラ
Gleaner
な肖像写真を見つけた。
られた 歳のウェストンの写真に
ら寄贈されたものであり、すでに
ス』を含むフル・セットであるこ
（日本
間違いないだろう。
よく見ると、
確 「会報」
『山岳』などで報告されて
とを確認した、とある。
Our missionaries in japan
いる。遡れば当会における所蔵は
ここ数年、シュラーギントワイ
古く、木暮理太郎第３代会長の寄
ト 兄弟の探検調査とテキスト＆
贈
（戦災焼失）
に始まることも周知 『アトラス』
に多少ながら関わって
のことである。ヒマラヤ文献にお
「優待サービス」の追加
いては、国宝か重文並みの貴重品
〈会員サービスＷＧ〉
と、
『山岳』１０３年に「シュラーギ
【 信 州・ 峰 の 原 高 原 】 つ ら ら
ントワイトの『アトラス』のことな
公園／一般利用料金の５００
ど」を書かれた第１回「ゲスナー
円引き／①０９０ ︱８５９４ ︱
賞」および「秩父宮記念山岳賞」受
１ ７ ３ ４（ ㈱マウンテンワーク
賞者の薬師義美さんが述べている
ス）
／②同右
が、松﨑氏寄贈から 年余、修復

N

東西
南北

27

10

3
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度でお願いします）

19

上〉熊本着任中と思われるウェストンの肖像
下〉よく知られる宣教師姿のウェストン 当会所蔵

S

10

会員の皆様のご意見、エッセイ、

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

すので、 １点につき10 0 0 字 程

きた小生は、
一昨年来、
この資料に
接しいくつかの疑問を持っていた

表紙がある。ただ、保存状態はあ
まり良好とはいえず、経年に伴う
シミやカビ（当会所蔵にも多少あ

る箇所もあった。ヴィクトリア女
王への献辞はない。４分冊各々に

昭和６
（１９３１）
年 月 日、東
北帝国大学収蔵の印が押されてい
た。
『アトラス』図版で有名なのが第
１図の「ガウリサンカールすなわ
ちエヴェレスト峰」
であるが、
１８
５５年にシンガリラ尾根から長兄
ヘルマンが描いたとされる。２年
後にネパール入国を許可されたヘ
ルマンは、カトマンズ近郊カカニ
の丘付近から眺めて、現地では世
界最高峰と呼んでいるとしたため、
年近く信じられていた。これを
認めなかったインド測量局は１９
０３年、ガウリサンカールとエヴ
ェレストは別の山と確認、ガウリ
サンカール
（７１４５ｍ）
は、エヴ
ェレストの西方約 ㎞にあった。
22

また、ヘルマンの描いたピークは、
展望地ファルートの視認などから

20

北大学所蔵の『アトラス』の確認、 ったが修復）
がやや多く、
図版の下
して、マカルー峰
（８４６３ｍ）
で
まく
希望も窺えたので、１月末に仙台
部が捲れた部分もあった。
あることが判明したのである。
続いてテキストを閲覧したが、
に向かい、東北大学付属図書館に
原装と思われるアンカット版で、
その現物を訪ねた次第である。
経年から表紙に傷みがある冊もあ
レファレンスのＳさんは、打合
った。写真撮影
（要事前許可）
は別
せテーブルに
『アトラス』
を用意し
てくれていた。基本的構成なのか、 館上階の貴重品撮影室で再度、書
類記入および台車での移動もあり、
予定した時間がなくなったことも

■ 12

は毎日映画社ホームページをご覧ください。
http://www.mainichieiga.co.jp/
〈総務委員会〉

ので、ヒマラヤ関係の著書で知ら
れる京都在住の薬師氏に見解を求
めたところ、
その回答とともに、
東

昨年、マナスル初登頂60周年を記念して、記録
映画『マナスルに立つ』カラーコレクション版DVD
（毎日映画社）が発売されました。フィルム原版よ
りデジタル化し、カラー色が不鮮明であった箇所
を可能な範囲で再現補整。また、映像ノイズを修
整し、DVDとして発売したものです。このDVDを
当会会員限定の特別価格で購入できることになり
ました。
会員特別価格=2000円＋送料300円（本体の通常
価格は2700円）
希望者は、以下の方法でお申込みください。
毎日映画社で入金確認後、毎日映画社から直接
商品を発送いたします。
①当会ホームページより申込書をダウンロードし、
記入・送金の上、メールもしくはFAXで、毎日
映画社（担当：清水様）に送る。
http://www.jac.or.jp/images/manasluDVD_
mousikomi.pdf
②毎日映画社に電話して用紙を受け取り、記入・
送金の上、FAXで毎日映画社（☎03-3518-4111
担当：清水様）に送る。 なお、内容などの詳細

あって外観の撮影に留めた。なお、

DVD『マナスルに立つ』
会員価格で販売
４篇に分かれているが、リトグラ
フの刷ナンバーを示す薄紙は見当
たらない。順番が一部前後してい

12

60

874−２０１8・3・２０
山

874−２０18・3・２０
山

活
山行委員会

動


報

裏磐梯イエローフォール・
スノートレックに参加して

告
よ」との提案をして実現した経緯
がある。
この場所は、地元でこそ知名度
が高いが、つい最近までは全国的
にはあまり知られていなかった。
黄色い氷の滝が厳冬期にだけ出現
する場所で、夏にここを訪れる登
山者はいない。鉄分を含んだ水滴
が岩石に滴り落ちる程度の水量で
は、人を惹き付けにくいのだろう。
イエローフォールへは、銅沼ま
で夏道があるが、その先はないの
で積雪の季節にしか行けない。雪
に埋まった銅沼を縦断し、火口壁
に向かってほぼ直進するが、降雪
でトレースが消えたり、吹雪のと
きには視界が利かないので要注意
である。ガイド付きで訪れること
を勧めている。

19
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日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

今回の日程は、山行委員会の征
矢三樹会員と地元福島支部で協議
し、２月 日㈰、 日㈪の１泊２
日とした。
檜原湖畔の
「裏磐梯レイ
18

平成 年２月に実施された裏磐
梯イエローフォール・スノーシュ
ー・トレッキングは晴天に恵まれ、
絶好の登山日和となった。今回の
山行は昨年の蔵王樹氷原
（山形）
ス
ノートレックに参加した福島支部
会員が「裏磐梯にこんな所がある

銅沼の湖面を行くメンバー

30

氏の名ガイドにより瑠璃沼をはじ
め雪の樹林帯を楽しむことができ
た。
さらにホテルでの懇親会は、
冬
季オリンピックで小平奈緒選手が
金メダルに輝いたこともあり、大
いに盛り上がったのは言うまでも
ない。
２日目は前日の天候とは打って
変わり、磐梯山や裏磐梯高原が光
輝く登山日和となった。午前９時

最近はＳＮＳとかで外国人もちら
ほら訪れるようだ。
午前 時、全員で記念写真撮影
後に下山開始。なぜかそれぞれが
踏み跡のない雪原歩きを楽しみな
がらの下山風景であった。
（福島支部 渡部展雄）

■ 14



ft.

分、裏磐梯スキー場のリフト終
点でスノーシューを履き、銅沼を
縦断し、噴煙の立ち昇る火口壁の
眺めを楽しみながら１時間 分で
イエローフォールに到着。心配し
ていた前日の大雪の影響もなく、
イエローフォールの出現に参加者
それぞれが満足げな様子であった。

11

瀬慎太郎とともに、芦峅寺の名ガ
イドたちと一緒に１９２３年３月
に立山から針ノ木峠を越えていて、
その時代に 万 もの映画撮影を
しているが、山の映画を撮ってど
うするつもりだと聞かれたところ、
「 自分たちの家族とガイドとその
家族たちに見せる」と言ったと聞
き、身近な存在に感じたことがあ
った。
本書は、
彼らに代表される剱岳・
立山における立山山麓の山案内
人・ガイドたちの近代登山黎明期
から現代までの登山史であると同

図書紹介
五十嶋一晃著

立山ガイド史 Ⅱ

30

剱岳に登ったことのある人なら、
「 長次郎谷 」
「 平蔵谷 」
「 源次郎尾
根」
など、
名だたる山案内人の名が
付けられた場所があることを知っ
ているが、実は私の義理の祖父に
当たる赤沼千尋は、伊藤孝一や百

2

30

2017年6月
五十嶋商事
A5判 782㌻
4300円＋税

15 11

15

アカマツの枝奥にあるイエローフォール

受入金額など
寄付者など
寄付の目的、その他
（単位千円）
㈱三井住友信託銀行
200 高尾の森づくりの会活動への支援
㈱アーバン
100 高尾の森づくりの会活動への支援
伊藤ハム㈱
 50 高尾の森づくりの会活動への支援
㈱エリオニクス
100 高尾の森づくりの会活動への支援
グローリー
 50 高尾の森づくりの会活動への支援
エンジニアリング㈱
電源開発㈱
100 高尾の森づくりの会活動への支援
富士電機㈱
 50 高尾の森づくりの会活動への支援
アサヒビール㈱
100 高尾の森づくりの会活動への支援
コニカミノルタ
200 高尾の森づくりの会活動への支援
ホールディングス㈱
㈱中央アド新社
 50 高尾の森づくりの会活動への支援
（公社）
国土緑化推 520 三宅島緑化再生活動
進機構
小林 政志 理事
10 日本山岳会運営
北九州支部
300 北九州支部運営
日向 祥剛 会員
大久保 春美 理事
3,000 日本山岳会会室整備
片山 秀雄 会員
20 YOUTH CLUB運営
中谷 康司 会員
11 青年部運営
青山 秀樹 様
100 猿投山・猿投の森の保護
早川 滉 会員
10 永年会員からのご寄付
富山支部会員等
675 富山支部創立70周年記念事業
44名
中山 茂樹 理事
10 学生部マラソン大会
古野 淳 会員
10 学生部マラソン大会
落合 正治 会員
10 学生部マラソン大会
（公財）安藤スポーツ・ 200 第7回登山教室指導者養成
食文化振興財団
講習会助成金

クリゾート五色の森」
を宿に、
参加
者 名
（女性 、男性 ）
の内訳は、
首都圏から 名、
越後支部２名、
福
島支部９名だった。ガイドは猪苗
代町に住み、会津の山に詳しい江
花俊和・福島支部会員が当たるこ
とになり、江花氏は事前にコース
踏査も行なって、万全の受け入れ
態勢を整えてくれた。
初日、予定していた裏磐梯五色
沼湖沼群のトレックが危うくなっ
た。この日、会津地方は大荒れの
天候となり、ＪＲ磐越西線が全面
ストップ。新幹線郡山駅で足止め
された首都圏からの参加者は、ホ
テルの送迎バスでなんとか事なき
を得、３時間遅れで出発した五色
沼トレッキングであったが、江花

（平成30年3月6日まで）
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などについても興味深い内容を提
供しており、大変勉強になる。同
時にこの山域に対する著者の並々
ならぬ熱意を感じ、ぜひ一読を勧
めたい。
個人的には、私も２００２年
月に北方稜線を縦走した際に登っ
た、通称
「天国への坂道」
と呼んで
いた毛勝山北面の斜面のことも興
味深かった。私はこの呼称は随分
と不吉に思っていたが、本来はむ
しろ逆の意味であり、しかも実は
本書の著者である五十嶋氏が「天
国への階段」と名付けたことが最
初であったことも初めて知った。
最後に、これは大変な労作であ

るのもそうした中の２冊。
松浦武四郎は言うまでもなく、
江戸時代末期に当時の蝦夷地＝北

今年は明治維新１５０周年、す
なわち北海道命名１５０年という
ことで、命名者の松浦武四郎が注
目を集めている。奇しくも生誕２
００年にも当たり、それを記念し
ての出版物も多い。ここに紹介す

尾崎 功著

時に、遭難時にいかに重要な役割
を担ったかということを詳説した
ものである。
しかし、この本は
「登
山史」ではなく「ガイド史」と銘打
っているので、恥ずかしながら私
は登山史の中でも特殊な側面では
ないかという思い込みから、最初
にこの本を見たとき、すぐに触手
が動いたわけではなかった。
しかし、私の思い込みは大きな
誤りであり、本書は彼らの山案内
人・ガイドとしてのあり方や担っ
た役割などの歴史をよく理解でき
ることはもちろん、やはり白眉は
これがそのまま剱岳初期の開拓史
であると同時に、そこに関わった
り、見るからに圧倒されそうな一
冊であるが、この本の真価は根底
に流れる剱岳と立山に生きた先達

海道を奥地までくまなく歩き調査
した探検家。足跡は遠く樺太、千
島にまで及び、その記録を出版し

図との比較

「東西蝦夷山川地理取調
万分の１地勢
圖」を読む

人々の生き様と哲学の記録である
ということだろうと思い至った。
そして、現代の剱岳登山が先人た

に対する深い愛情だと、私は強く
（山本宗彦）
感じた。 
合田一道著

松浦武四郎北の大地に立つ

た書物は膨大な量に上る。
『 松浦武四郎 北の大地に立つ 』
は、この６回に及ぶ蝦夷地調査の
行程を中心に武四郎の生涯をたど
り、その人間像に迫ったもの。元
北海道新聞記者で「ひかりごけ事
件」の真相を追った『裂けた岬』な

2017年7月
北海道出版企画センター刊
B5判 203㌻
2600円＋税

どの著書もある合田一道氏は膨大

な記録を読み込み、武四郎自身の

文章や絵図も交えて３００㌻の著
作に簡潔にまとめ上げた。１回の
調査ごとに６枚の足跡図も折り込

まれていて分かりやすく、武四郎
の蝦夷地調査について知るには格
好の書といえるだろう。
山登りをする者としては、どう
しても武四郎がどこを歩き、どの
川を遡り、どの山にどこから登っ

たのか？ 冬の羊蹄山には本当に
登っていないのか？ といったこ
とが気になるが、この本にその答
えを求めても裏切られる。行程の
検証や地名の同定などはあまり行

■ 15

20

ちの存在を抜きにしては考えられ
ないことを改めて理解できること
から、登山という行為の精神性を
高める意味で、やはり登山史と人
間史は登山の重要な要素であると
いうことも改めて強く印象付けら
れた。
さらに本書は歴史的分野にとど
まらず、地名考証や文化、そして
柴崎測量官の登山や１９３５年１
月に起こった杉田寛治氏の遭難死

12

2017年9月
北海道出版企画センター刊
四六判 328㌻
2400円＋税

山
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なわれず、行程や地名の誤認も散
見されるからだ。著者の興味の対
象は、そうした地理的なことでは
なく、
武四郎が蝦夷地で何を見、
何
を感じ、
何を書いたか？なのだ。
北辺に迫る外国の脅威に対処し
防備するためには開拓が急務と考
え、蝦夷地に渡った武四郎。どこ
に道をつけて開拓を進めるべきか
などを幕府に進言していくが、そ
のなかで、和人に搾取されるアイ
ヌの姿に接し、彼らの保護の必要
性を強く訴えていくようになる。
印象深いのは、アイヌの人々と
の交流の描写。武四郎が訪れる所
には彼を慕ってアイヌの人たちが
集まってきて、酒を酌み交わしな
がら武四郎は彼らの話に耳を傾け
るのだ。アイヌの伝説や生活の知
恵に驚き、自然を神と崇め、先祖
や年長者を敬う謙虚な生き方、親
子の情の深さに心を動かされ、彼
らが和人に虐げられる理不尽さに
憤る。そんな武四郎の姿が手に取
るように伝わってくる。
本書を読むと、様々な顔を持つ
武四郎の多才多能ぶりに驚かされ
るとともに、
人に対する優しさ、
人
間の大きさに感嘆させられる。そ
して、武四郎という人物について
もっと知りたいという気にさせら
れる、そんな一冊である。
『
「東西蝦夷山川地理取調圖」
を読
む
万分の１地勢図との比較 』
は、アイヌ語地名を研究する著者
が、
武四郎による地図
「東西蝦夷山
川地理取調圖」
、
通称
「松浦山川図」
と、現在の国土地理院発行の地勢
図を対比させた一書。全道 の地
域を１地域見開き２㌻で、左㌻に
アイヌ語地名解説、右㌻に松浦山
川図と地勢図という構成を取って
いる。
地図の文字が読みにくい、山名
の解説が少ないなどの不満もある
が、新旧の地図、地名をこのよう
に対比して見られるのは楽しい。
『松浦武四郎 北の大地に立つ』
を
読みながら参照するのにもいい。
それにしても、松浦山川図の精
度の高さと記載地名の多さには驚
嘆させられる。これもまた武四郎
の偉大さを再認識させられる本だ。
なお、登山家・松浦武四郎につ
いて知るには、北海道支部の会員
である渡辺隆氏による『江戸明治
の百名山を行く 登山の先駆者松
浦武四郎 』
（ 北海道出版企画セン
ター・北方新書）の一読をお薦め
したい。 
（田中 健）
20
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図書受入報告
（ 2018年2月 ）
著

者

書

名

頁／サイズ

発

行

者

発行年

寄贈／購入別

合田一道

松浦武四郎 北の大地に立つ

327p／19cm 北海道出版企画センター 2018 高澤光雄氏寄贈

岡陽子（編）

登山ログブック

128p／22cm JTBパブリッシング

日本山岳会石川支部（編）峯  ：JAC石川支部・創立70周年記念号
山本良三
Junko Tabei,  
Helen Y. Rolfe

2017年度

南アルプスからヒマラヤへ：‥
パイオニア精神へのまなざし
Honouring High Places  ：‥
The Mountain Life of Junko Tabei

3

4

5

592p／19cm 山と溪谷社
396p／24cm

Rocky Mountain
Books

2018 発行者寄贈
2018 著者寄贈
2017 タベイプランニング寄贈

洋書・購入リスト

No.
書
名
1 Norton of Everest : The
Biography of E.F.Norton
2

／21cm 日本山岳会石川支部

2018 出版社寄贈

著者名
発行所
Hugh Norton   Vertebrate
Pub.

発行年
備
考
2017 1922、24年の英国エヴェレスト登山隊で活躍し、
無酸素で8572mまで達した軍人登山家ノートンの
伝記。著者は子息
Sherpa : The Memoir
Corrine
Mountaineers 2016 1930年代にテンジン以前から活躍し絶賛された
of Ang Tharkay  with
McKay（tr.） Book
シェルパ、アン・タルケイの半生記。1954年仏語
B.P.Norton（口述筆記）
版の英訳
1865 :  The Golden Age of Gilles Modica      Vertebrate
2016 アルプス登山の黄金期1856-65年を中心とした登
Mountaineering
D.Dusinberre Pub.
山史の再検証。写真、地図、イラスト、年表など
（tr.）
豊富。 仏語版の英訳
Karakoram : Climbing
Steve
Mountaineers 2017 アメリカ山岳会元会長 Swenson の40年に及ぶカ
through the Kashimir
Swenson
Book
ラコルム通いの成果をまとめた。カシミール紛争中
Conflict
の貴重な記録もある。
Only Two for Everest : How a
Lyn
Otago Univ. 2016 1953年エヴェレスト初登頂の英国隊に参加した2人の
First Ascent by Riddiford and
McKinnon
Press
ニュージーランド人ヒラリーとローが選ばれた経緯を、
Cotter Shaped Climbing  History
機会を逃した2人の側にも焦点を当てて検証する。

図書委員会では、毎年少しずつ日本山岳会の蔵書に相応しい洋書を厳選し購入しています。本の内容を簡単にご紹介しますので、ぜひ図書室でご覧下さい。
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平成 年度第９回
（２月度）
理事会
反対なしで承認）
議事録
２・寄付受入の承認について
日時 平成 年２月 日㈬ 時
寄付受入および管理規程第３条
分〜 時 分
２による１００万円以上の金銭の
場所 集会室
寄付２件、計４００万円の受入に
【出席者】
小林会長、重廣・野澤各
ついて審議した。
（賛成 名、反対
副会長、神長・永田・古川・
なしで承認）
谷内各常務理事、安井・清
登・齋藤・近藤・波多野各 【協議事項】
理事、平井・石川各監事
（所
１・山岳保険について
（永田）
用のため近藤理事は業務
山岳保険の周知と加入促進につ
執行報告２まで、平井監事
いて協議した。
は審議事項１まで欠席）
【欠席者】
中山副会長、星理事
【報告事項】
【オブザーバー】
節田会報編集人
１・１月受付分の入会希望者５名、
準会員入会希望者１名および２月
【審議事項】
受付分の入会希望者７名、準会員
１・
「 第 回視覚障害者全国交流
入会希望者５名について入会承認
登山大会」への後援および募金の
を 行 な っ た と の 報 告 が あ っ た。
承認について
（小林）
「第 回視覚障害者全国交流登山
２・寄付金および助成金受入 件
大会」への後援および募金活動開
について報告があった。
（古川）
始について審議した。
（賛成 名、 ３・広島支部再生委員会の開催状

況について報告があった。
（重廣） 告があった。
（神長）
４・支部事業委員会主催「平成
年度第７回登山教室指導者養成講 【連絡事項】
習会」への申込み状況について報
１・全国山の日協議会「２０２０
告があった。
（重廣）
年の国民の祝日
『山の日』
について」
５・海外登山助成対象登山隊審査
２・医療委員会主催講習会「雪山
委員会の平成 年度
（後期）
「海外
の医療 」 平成 年２月 日㈪
登山助成対象登山計画」への応募
時 分〜 時 分 １０４号室
状況について報告があった。
（重
３・医療委員会主催
「第２弾・登山
廣）
のためのストレッチ教室 」 平成
６・大久保春美理事の死去に伴う
年３月９日㈮ 時 分〜 時
役員変更登記完了について報告が
分 東京体育館第１会議室
あった。
（谷内）
４・科学委員会主催 ２０１８年
７・
「職員就業規定」
等の改正作業
フォーラム「登山を楽しくする科
状況について報告があった。
（近
学Ｘ 」 平成 年３月 日㈯ 時
藤）
分〜 時 分 立正大学品川キ
８・年次晩餐会関連の収支につい
ャンパス 号館１１５１教室
て報告があった。
（永田）
９・
「会員データ管理システム」
の 【今後の予定】
改修および保守の外部委託につい
１・常務理事会・理事会
て報告があった。
（永田）
・平成 年度３月度常務理事会
・準会員から正会員への移行手
平成 年３月６日㈫
時 分〜
続きについて報告があった。
（永
・平成 年度３月度理事会 平成
田）
年３月 日㈬
時 分〜
・会員増強策の会報への掲載に
２・事業計画・予算等
ついて報告があった。
（永田）
・平成 年２月 日㈬ 平成 年
・
「個人情報保護法」
改正による
度支部事業報告
（提出期限）
名簿作成の注意について報告があ
・平成 年３月 日㈯ 平成 年
った。
（永田）
度支部会計報告
（提出期限）
・
「山」
２月号の発行について報

29
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日 医療委員会 青年部 緑爽
会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 デジタルメディア委員会
日 科学委員会
平日クラブ
日 家族登山普及委員会
会 ‥
日 総務委員会 スキークラブ
日 図書委員会 スケッチクラ
麗山会
ブ
２月来室者 ４４８名
日 常務理事会 山行委員会
会員異動
バックカントリークラブ
物故
日 支部事業委員会 山岳地理
クラブ 九五会
村上昭三
（４３４４） ・１・６
日 フォトクラブ
板橋元一
（６０１８） ・２・
大島秀夫
（６７２４） ・７・
日 山岳研究所運営委員会 自
内山 城
（８８３２） ・１・
然保護委員会
日 理事会 休山会 スケッチ
小田知枝
（９０９６） ・ ・
クラブ 山想倶楽部
柄澤洋城
（９５４０） ・２・４
日 改革事業推進委員会 科学
（１２５３２） ・１・
文 煕晟
委 員 会 み ち の り 山 の 会 ‥ 高橋誠一
（１４６１８） ・１・６
マウンテンカルチャークラブ
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
退会
日 山の自然学研究会
亀岡友博
（１０６８０） 福島
日 資料映像委員会
木村定昭
（１１７２７） 岐阜
日 会報編集委員会 スキーク
藤川恒夫
（１１９７６）
ラブ 里山歴史研究会
西岡總太郎
（１３２５２）
東海
日 三水会 ＹＯＵＴＨ ＣＬ
須藤幸藏
（１３５１５） 宮城
ＵＢ つくも会 フォトク
久野博子
（１４５９８） 四国
ラブ
山口尚紀
（１４７８４）
京都・滋賀
日 改革事業推進委員会 学生
山本敏子
（１５０３３） 東海
部
会 山遊会
小林佳子
（１５１５７）
（１６０８７）
京都・滋賀
日 総務委員会
濱 邦明
12

◆登山リーダーのための「救急救
助講習会」
山行委員会／遭難対策委員会
登山リーダーが習得しておくべ
き
「救急救助」
に関する知識・スキ
ルなどについて、実技中心に学び
ます。会員はもとより、会員外の
方々の参加も歓迎します。
日時 ６月 日㈰ 時～ 時
場所 ＪＩＣＡ地球ひろば（ＪＲ
市ヶ谷駅より徒歩 分）
講師 悳秀彦会員（遭難対策委員
会）
17

定員
名
費用 ５００円
申込み 山行委員会・長島泰博
０９０ ５５５４ ８３４５

10

じゅう

sanko@jac.or.jp
＊参加者に詳細を案内します。
く

◆花の山旅・九重連山
山行委員会

東九州支部の協力を得てミヤマ

I

O

N

キリシマの咲く九重連山を歩きま

インフォメーション

す。筋湯、法華院という つの温
泉に浸り、ピンク色に染まる山を
訪ねます。申込み後、航空券
（
「早
割り」
など）
・鉄道などの確保をお
願いします。
日程 ６月８日㈮～６月 日㈰
集合 ８日㈮ 大分空港 時
（別府

■ 18
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874−２０１8・3・２０
山

01

2月

18 17 18 17 18 16 18 18

874−２０18・3・２０
山

12

博
０９０ ５５５４ ８３４５

■ 19

sanko@jac.or.jp
＊申込み者に詳細連絡をします。
◆黒部の新緑と温泉を楽しむ会の
お知らせ 
山行委員会
ゆっくりとした行程で黒部の新
緑を楽しみ、祖母谷温泉、黒薙温
泉などに宿泊します。
日程 平成 年６月 日㈫～ 日
㈭
集合・解散 ＪＲ黒部宇奈月温泉
駅
費用 ３万円
（通信費、保険料、宿
泊費、懇親会費含む）

募集人員
名
❖編集後記❖
申込み 平成 年５月 日までに
◦今月は前橋市の群馬県庁での会
会員番号、住所、氏名、電話、 議の前に、 階の展望ホールに昇
緊急連絡先などを明記し、上
ってきました。すばらしい展望台
村紀子まで連絡して下さい。
だという前評判どおり、群馬県山
〒２７２ ００２３千葉県市
岳連盟による解説付きで見事な山
川市南八幡４
８０６
岳パノラマが展開していました。
０４７ ３７７ ９２０３
太田市出身で当会第３代会長・木
暮理太郎の
「東京から見える山々」
sanko@jac.or.jp
＊参加申込み者には別途詳細案内
の研究を持ち出すまでもなく、山
をお送りします。別途３月末に
好きは山座同定が大好きです。
山行委員会ＨＰに詳細を掲載。
◦越後支部の創設者である藤島玄
も、新潟市から見える山々をすべ
て登り尽くすという念願を抱き、
実行したそうですが、山男たちは
皆、
「こだわり屋」
が多いのでしょ
うか。かく言う私も、会議のこと
を忘れて四囲の展望を楽しんでい
そう ゆう
た ら、 曾 遊 の 山 の 想 い 出 と と も
に、またいくつか気になる山が増
えてしまいました。 （ 節田重節）
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会費の支払いを預金口座から自動引
き落しにされた会員と準会員の方々、
平成30年度の会費、準会員会費は、4
月27日にご指定の預金口座から引き落
しさせていただきます。ご自身の預金
口座残高のご確認をお願い申し上げま
す。
特に、青年会員
（年齢26歳未満の通常
会員）
の年会費は、平成29年度から、準
会員会費と同額の6000円になりました
ので、ご注意ください。
まだ会費の預金口座からの自動引き
落しにされていない会員の方には、毎
年の会費の振込み忘れを防ぐために、
預金口座振替の手続を進められるよう
お願い申し上げます。郵便貯金からの
振替も可能です。手続きのための届け
出用紙を紛失された方は、本部事務局
までご連絡ください。

15

30

17

◆松田敏男 山の絵画・版画展
漆による曼荼羅図、漆や版画絵
具のシルクスクリーンなどで山の
表情を捉えた作品を、 点ほど展
示します。
期間
月 日㈫～ 月 日㈰
時～ 時
（最終日は 時まで）
場所 ギャラリー恵風 〒６０６
８３９２京都市左京区丸太
町通東大路東入ル南側（市バ
ス熊野神社前下車すぐ）
０７５ ７７１ １０１１
０７５ ７７１ ０３５８

874 号

山
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駅の場合は 時ごろ）
行程 大分空港＝筋湯―涌蓋山―
筋湯温泉
（泊）＝ 牧 ノ 戸 ― 久
住山―中岳―法華院温泉
（泊）
―坊ガツル―大船山―吉部
登山口＝大分空港（＝バス―
歩行）
歩程 １日目＝３・５時間、２日
目＝６・５時間、３日目＝５
時間
費用 ３万５０００円
（宿代・域内
移動車両費用・保険料など）
。
＊これ以外に、大分までの航空券
などは各自手配のこと
定員
名
申込み ５月１日㈫まで 長島泰

年会費の預金口座振替のお知らせ

