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シャモニからツェルマットへ
独りで楽しんだアルプス・トレッキング

公益社団法人

河野 長

昨年夏、アルプスを 日間かけて単独でトレッキングした記録。モ
ン・ブラン山群の山都、シャモニ（フランス）からスタートしてス
イ ス に 入 る。 コ ー ス は 谷 か ら 稜 線 に 登 り、 峠 を 越 え て 再 び 別 の 谷
に下ることの繰り返し。マッターホルンの麓、ツェルマットのゴー
ルまで、道連れは４０００ｍ級の名峰たちだった。
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の経験から、今回のアルプスの場
合は、初めから単独で行くことに
して準備を進めた。
今回のルートの案内書としては

Kev Reynolds, Trekking Chamonix
to Zermatt, Fifth Edition,
Milnthorpe: Cicerone, 2015.と い
う本がある。これは書店には置い
てないが、アマゾンで注文して買
うことができた。
それによると、
こ
のルートは大体 日間ぐらいかけ
て踏破するようである。一応、本
に書いてあるとおりの日程で行く
ことを予定し、準備を整えて８月
日に羽田発、ロンドン経由でジ
ュネーブに到着した。ルートはほ
ぼすべてスイス領内だが、出発点
のシャモニはフランスであり、ジ
ュネーブの空港からはバスで移動
する。

▶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

シャモニからプラフルーリ小屋へ
８月 日の昼過ぎにはシャモニ
に着いて、いよいよトレッキング
を開始した。１日目は半日行動で、
シャモニから約９㎞北のアルジャ
ンティエールで泊まり、翌日、国
境のバルム峠を越えてスイスに入
り、トリアンまで。
３日目は行程前半の難関の一つ
で、
「アルペットの窓」
と呼ばれる
峠を越えて、湖のほとりにあるシ
ャンペクスまで下る。バルム峠へ
の登りは９５０ｍ程度だったが、
アルペットの窓へは高度差約１４
００ｍ、なかなかきつい。登りは
時間が掛かったが、まあまあなん
とか登り切った。
４日目はル・シャブルまで。こ
の日は谷沿いを通って行くルート
で、これまでの峠越えでくたびれ
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5月号（ No. 876 ）
と考えたのである。その場合、ネ
パールなどでは言葉の問題もあっ
て、何か不測の事態が起こったと
きにうまく切り抜けられるか不安
がある。だが、文明国ならたいて
いのことはなんとかなるだろう、
と考えてスイスを行く先に選んだ。
前回は、所属する大学山岳部の
ＯＢ会の中で同行する人がいない
か探したが、誰も名乗り出なかっ
たので、結局独りで出かけた。こ

24

2018 年（平成 30 年）
昨年の夏、スイス・アルプスの
トレッキングに出かけた。その２
年前にはアンナプルナ一周に行っ
たが、このときは日々の行程から
どこで泊まるかに至るまで、すべ
てネパール人ガイドの言いなりに
するしかなく、結果として自分の
やりたいことができないという不
満が残った。
そこで今度は、自分で計画を立
てて、それに従った旅行をしよう
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た体を休める
ことができる。
ル・シャブルは
スイスでも 有
数 の ス キ ー・
リゾートで あ
るヴェルビエ
の周辺にある
町で、ここか
ら出発して山
の高い所まで
行けるロープ
ウェイが夏も
稼働している。
５日目の行
程は１６００
ｍの高度を登
ってモンフォ
ール小屋まで
となっている
が、この長い
登りは木も何
もない谷なの
で、きついば
かりであまり
楽しそうでは
ない。という
訳で、ロープ
ウェイで行け
る所まで行く

ことにした。ロー
プウェイは考えた
よりずっと上まで
登っており、そこ
から歩き出すと９
時半にはもう小屋
に着いてしまった。
小屋番の人と相
談すると、まだ時
間が早いし天気も
良いから、次の日
の目的地であるプラフルーリ小屋
まで十分行けると言う。それだと
行程を１日短縮できる。という訳
で、小屋番の意見に従って先を目
指して出かける。ここから先のル
ートは峠を３つ越える本格的な山
道である。しかし、それぞれの登
りは数百ｍ程度で、景色もどんど
ん変わるし、苦しいばかりではな
い。夕方には小屋に着いて、いつ
ものようにビールでひと息付けた。
実は日本からやって来たとき、
自分独りでこのコースを歩き続け
られるか、自信がなかった。何し
ろ毎日 ～ ㎞を歩き、１０００
ｍ近く上り下りするのを２週間続
けるのだから、相当な行動だ。宿
を最初の３日分しか予約をしてい
なかったのも、無理だと感じたら

いつでもやめて、普通の旅行に切
り替えるつもりだったからである。
しかし、この日で全体の約３分の
１を通過した訳で、このトレッキ
ングはなんとか歩き続けられそう
だと確信した。

「窓」と呼ばれる難関アルペット峠

プラフルーリ小屋から
ホテル・ヴァイスホルンまで
６日目は、まずプラフルーリ小
屋から短い登りでルー峠に達し、
峠からディス湖という、かなり大
きな湖まで下り、そのまま湖岸を
南の端まで歩く。そこから登りに
なってリードマッテン峠に達する
が、ここはコース全体の中でも最
難関の一つである。登りが長いだ
けでなく最後が特に急峻で、かつ
巨岩のガレの中を登るために緊張
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させられる。しかし、案内書に強
調しているほど怖い所でもない。
峠を越すと景色が一変する感じで、
比較的なだらかな斜面を下ってア
ローラに到着。
翌７日目から天気が悪化し、雨
が降った。しかし、幸いにもこの
日の登りは短く、
同じ谷にあるラ・
サージュという小さな村まで。翌
日はツァテ峠を越えてモワリー谷
に入り、雨が降る中を氷河のモレ
ーンを登ってモワリー小屋に到着。
この小屋はモワリー氷河のモレー
ン上に建っていて、大きな食堂の
一方は全面がガラス窓である。氷
河を間近から見ることができる、
すばらしい立地と構造を持つ建物
だ。
翌朝までには雨は雪に変わり、
３㎝ほど積もっていた。モレーン
を下り、次いでモワリー湖の上を
高巻く道を行く間に雪はやみ、天
気はだんだん回復。この日はソレ
ボア峠を越えてチナールに下って
泊まる。
日目からはまた晴れた。この
日はチナール谷を北へ進み、サン
リュック村の上に建つホテル・ヴ
ァイスホルンに宿泊。これは２３
３７ｍの高度に１８８２年に建設
10

されたという由緒のあるホテルで、 ２６００ｍぐらいに新しく造られ
で、実に５００ｍもあって、世界
なんとか一晩泊まれないか、とい
た
「ヨーロッパ道」
を通るのである。 一長い歩行者専用のものだ、と解
う願いをかなえられたのは幸運で
この道にはかなり露出した所もあ
説が付いていた。
あった。
るが、ロープや鎖などが十分に配
この２日間は困難度の高い山道
置されている。全行程には 時間
をたどる楽しみだけでなく、とき
ホテル・ヴァイスホルンから
ほど掛かるが、ちょうど中間ぐら
どき見えるマッターホルンがだん
ツェルマットへ
いにヨーロッパ小屋があって、泊
だん大きさを増していくのが、な
日目はメイド峠を通ってグル
まることができる。途中には落石
んといっても魅力的だった。かく
ーベンまで。翌日はアウグストボ
が怖い谷を横切る場所があり、で
して、予定どおりの 日間で全長
ルド峠を越えてザンクト・ニクラ
きるだけ早く通過するように、と
２００㎞のルートを踏破し、９月
ウスへ。ここは目的地のツェルマ
掲示板に書いてある。また、ここ
８日にツェルマットに到着。スイ
ットがあるマッター谷の下流に位
には普通の山道では見かけない大
スにはもう２泊して、チューリヒ
置する。しかし、この日はそこか
規模な工事を行なって造った設備
空港からの便で帰国した。
らさらに東へ登り、グレッヒェン
がいろいろある。たとえば、落石
まで足を延ばす。
除けのひさしの付いた歩道、落石
スイス・トレッキングあれこれ
最後の２日間は谷沿いではなく、 シェルター、トンネルなどである。
このルートはスイス・アルプス
マッター谷東側斜面の２０００～
圧巻は小屋からすぐにある吊り橋
で最も４０００ｍ峰が多数ある地
域を通っている、とガイドブック
に書いてある。実際、モン・ブラ
ンとマッターホルン以外にもグラ
ン・コンバン、ダン・ブランシュ、
ヴァイスホルン、ドーム、モンテ・
ローザなど著名な山がいくつも見
られる。しかし、魅力的なのはこ
れらの景色だけではない。スイス
はさすが文明国だけあって、様々
な楽しみ方を見せてくれる。その
うちのいくつかをここに書いてお
こう。
ルートは、基本的には谷から稜
11

チナール谷源頭の山々。左からダン・ブランシュ、グラン・コルニエ、
ピーニュ・
ド・ラ・レ

14

トゥエラから見たミシャベル山群。左からナーデルホルン、
ドーム、テッシュホルン
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線に登り、峠を越えて別の谷に下
ることの繰り返しである。当初は
フランス語圏だが、リードマッテ
ン峠を越えたあたりからドイツ語
圏に入る。ただ、私はどちらもで
きないので、すべてを英語だけで
過ごしたのだが……。詳しくは分
からないが、建物の造りも変わっ
ていくようだし、食事にも変化が
ある。こういう文化の違う地域を
旅するのは、ネパールの旅行では
なかった楽しみである。
２週間を掛けて歩き続けるので、
同じルートをたどっている人たち
とは顔見知りとなり、話をするこ
ともある。地元であるスイスやフ
ランスからの人がほとんどいなか

ったのは意外だった。ドイツやス
ペインなどヨーロッパ各国からの
人もいるが、アメリカ、イギリス、
カナダ、オーストラリアなど英語
圏からの人が半数以上と多いのは、
もしかして、ウィンパーなど大英
帝国時代からの伝統か。アジア人
は私以外には中国人女性が１人い
たが、ルートの３分の１ぐらいで
下りたようだ。
今回の 泊中で、山中の小屋で
過ごしたのは３泊だけで、ほかは
いずれも谷に下って泊まっている。
これら３軒の小屋
（プラフルーリ、
モワリー、
ヨーロッパ）
はいずれも
設備が整っており、また、すばら
しい景観に恵まれた場所にあって、
泊まれたのは幸運だった。残り
泊はホテルだが、このうち７泊が
個室で、４泊は山小屋と同じよう
に大勢が雑魚寝する部屋（ドミト
リー）
だった。
今回は特に出費を切り詰めては
おらず、部屋が取れるときはよく
休めるように個室にした。したが
って、ドミトリーに泊まったのは、
そもそも個室のない所が主である。
泊まったホテルの中では、
ホテル・
ヴァイスホルン以外にも、アロー
ラのグランド・ホテルやグレッヒ

ェンのヴァリーザーホーフ・ホテ
ルなど歴史の長いものがあり、こ
れらはいずれも格式の高い宿だっ
た。
これらの宿泊施設はＢ＆Ｂ（朝
食付き）
かハーフ・ボード
（２食付
き）
かのいずれかである。
Ｂ＆Ｂで
は夜、食堂をやっていない宿もあ
り、その場合は外に食べに行った
が、食事を出す所では夕食も別料
金を払ってそこでとった。夕食は
サラダかスープ、肉を使った主菜
料理、デザートという３品のコー
スが多く、料理を選べないのが普
通だったが、山小屋も含めてとに
かくどこもおいしかった。
８月後半から９月にかけてとい
う時期は、案内書の推奨に従って
選んだ。現場に行って初めて分か
ったのだが、８月 日過ぎともな
ると、バカンスに来ていた大勢の
観光客は帰り始め、シャモニのよ
うな大観光地ですら客が減って、
営業をやめてしまうホテルもある。
トレッキング・ルートでも人の数
が減り、夏の最盛期には予約を取
りにくい山小屋やホテルでも、気
楽に泊まれる。今回の宿は最初の
３泊を除いて、いずれも１日か２
日前にネットのサイトか電話を使

って予約をした。特に３軒の山小
屋は人気が高いが収容人数が限ら
れているために、最盛期はかなり
前に予約をしないと泊まれないよ
うだが、この時期には問題なかっ
た。また天気も、全体 日のうち
雨が降ったのは３日だけで、悪く
なかったと思う。ただ、高い所で
はこの季節でも雪が降る。暖かい
肌着や防水のヤッケなどは必携で
ある。
最後に費用の点だが、飛行機を
除いて全部で２４２０スイス・フ
ラン
（ＣＨＦ）
であった。当時１Ｃ
ＨＦは１１５円程度だったので、
万円ほどということになる。こ
れはその前のアンナプルナ一周の
２週間で使ったお金とほぼ同額で
ある。
内訳は宿代が 万５０００円、
食事代が７万５０００円、交通費
が２万円といったところであった。
そのほかにはスマートフォンのＳ
ＩＭカード代約５０００円が含ま
れている。これは宿の予約や天気
予報を見るほか、ＬＩＮＥで家族
へ毎日連絡するのに使った。
スイス・アルプスのトレッキン
グはとても楽しい。会員の皆様に
も自信を持ってお勧めできる。
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ームと風味に満足していた。
碑前祭の後、午後６時から北側
中腹のホテル
「花樹海」
で夕食会並
びに懇親会。四国支部の８人が昨
年６月に登った米国カスケード山
脈のシャスタ山
（４３２２ｍ）
の登
山報告と、登山参加者が感想を披
露したほか、小島家や関西支部会
員の近況報告を聞いた。旧交を温
める会員間の和やかな歓談で盛り
上がった後、中締めは四国支部の
明上邦彦会員が発声した。
８日は快晴の下、
野沢副会長、
萩
原会員、関西支部の岡田輝子会員
が、
四国支部会員７人の先導で
「讃
岐富士」の別称がある香川県の飯
野山に登った。

シャスタ山の登山報告などで盛り上がった夕食懇親会
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期の甲斐駒登山などをしたことを
紹介、ほとんど知られていない事
実として、谷川岳での活躍を強調
四国支部長 尾野益大
した。
「 １９３０年に一ノ倉沢二
員をはじめ大西秀人・高松市長、 ノ沢初登攀、厳冬期の烏帽子岳初
中村順一・高松市議会議員、尾上
登頂、 年には一ノ倉沢本谷初登
攀を成し遂げた。ネパールでアン
昇・第 代当会会長。続いて重廣
ナプルナ内院、エベレスト周辺の
恒夫・当会副会長、高松市中央図
と語った。
書館の猪原良輔館長が紹介された。 トレッキングもした」
最後は、隼太郎が感じていた烏
恒例の献花は鎌田議員を筆頭に、
関西支部の金井良碩支部長、静岡
水の好きだった山について触れ
支部の有元利通支部長、小島烏水 「
『結局、父の登山は富士山に始ま
のご子孫で四国支部会員
（６人）
ら
り富士山に終わった』と書き残し
計 人が、カーネーションを顕彰
ている」
と話して締めくくった。
碑に向けてささげ、頭を垂れて烏
続いて烏水の孫で、四国支部の
小島誠会員による吟詠。
碑文
「山を
水の功績に敬意を表した。献花者
讃する文」
の一節を、
張りと抑揚に
を代表して金井支部長が挨拶をさ
富む美声で吟じ、出席者を感動さ
れた。
記念講演は、青山学院大学山岳
せた。そして、
参加者全員が
「富士
部ＯＢの萩原浩司会員が「小島烏
の山」
「雪山讃歌」を合唱した後、
水の長男隼太郎さんについて」と
四国支部の仁木稔顧問の言葉で式
題し約半時間、登山の業績を紹介
典を無事に締めくくった。
した。隼太郎は１９０８
（明治 ）
碑前祭に先立ち、石清尾山東麓
にある国指定特別名勝
「栗林公園」
年 月 日、烏水の長男として生
の散策があり、四国支部の藤井博
まれ、青学大の元山岳部員、山岳
会員が案内役を務めた。昼食は顕
会会員
（３４５２番）
だった。
彰碑から遊歩道を３分登った広場
萩原会員は、隼太郎が中学３年
のときに甲斐駒から鳳凰三山に縦
での、讃岐うどんのご接待。讃岐
走したとし、青学大山岳部時代に
高松山行会の支援で、参加者は本
は槍ヶ岳から燕岳への縦走や厳冬
場のうどんに舌鼓を打ち、ボリュ
17

第６回小島烏水祭開催される
第６回小島烏水祭が４月７日㈯、
香川県高松市の石清尾山にある峰
山公園
「はにわっ子広場」
で開かれ
た。野沢誠司副会長をはじめご来
賓、各地の当会会員、四国支部会
員ら約 人が出席して行なわれた。
小雨交じりで気温６度の寒さのな
か、少々震えながらの進行となっ
た。
司会を務めたのは、四国支部ユ
ースクラブの乃一美代子会員。主管
した四国支部の尾野益大支部長が
全員に感謝の想いを表し、
「 七夕
のように今年も皆さんと出会えま
した。１年に１日、烏水について
思いを巡らせましょう」と開式の
辞を述べた。
主催者を代表した挨拶では、本
部の野沢副会長が、烏水という人
物の功績を顕彰する意義を述べた
上、高松の地でこれからも続けて
いってほしいとの願いを託され、
賛同の拍手を浴びた。
来賓は、烏水祭創設にご尽力い
ただき、初回から出席してくださ
っている鎌田守恭・香川県議会議
60

41

31

徒渉が連続する相良川の遡行

12

14

13

時 分、 回目となる最後の
徒渉を終え、ここからは尾根に突
き上げるまでの急登が始まる。塩
水スプレーを掛けるなどヒル対策
をしていたが、後続隊がなかなか
来ない。 分後に合流できたが、
徒
渉地点で道を見失い、左岸を直進
していたようだ。ルートが不明瞭
で気が抜けない。
時、３２５ｍ地点。展望が開
ける所だが、ガスが懸かって何も
見えない。噴き出した汗が止まら
ない。やがてトラバースが始まり、
踏み跡がさらに薄くなる。最後の
水場を過ぎ、由珍川に下るコルに
出た。ここから頂上までは３ｍを
優に超えるリュウキュウチクの密
生地帯だ。ぎっしり山肌を覆い尽
くし、
前方の視界はゼロ。
「ホワイ
ト・アウトならぬグリーン・アウ
トだな」
と誰かがつぶやいた。
時 分、古見岳頂上に出た。
名がやっと腰掛けられる程度の
広さだ。三等三角点の前に、誰が
彫ったのか石のイリオモテヤマネ
コが置かれていた。
昼食をとろうとしたとき、 人
が顔面蒼白となり倒れ込んだ。熱
つ
中症のようだ。両足も激しく攣っ
ている。水分補給と漢方薬、岩塩

1
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33

10

35

10

12

13

13

ちん

珍川東本流を下るコース。由珍川
源流域の美しい亜熱帯原生林と渓
流、連瀑帯が楽しみだ。
３台のレンタカーに分乗し、途
中、上原駐在所に登山届を提出し
て相良川河口近くの登山口へ。車
１台を下山地点に転送して９時
分、第１徒渉地点を出発した。曇
り空、とにかく蒸し暑い。湿度は
％を超えているだろう。傾斜は
緩いが、７回目の徒渉を過ぎると、
いよいよジャングルの様相を呈し
てきた。
夕闇のような暗さの中、
ギ
ランイヌビワが現われ、 ㎝ほど
ばんこん
の立派な板根を「よいしょ」と乗
り越えた。
「 登山というよりは探
検だな！」
と後ろから声がする。
80

齋藤米造

４月 日
あい ら
ゆ
古見岳登山。
相良川を遡上し、
由

28
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貴重な体験となった「西表島発見の旅」

30

12

千葉支部
４月 日
西表島は鹿児島から１０００㎞、
石垣島の西 ㎞、台北より南に位
置する、沖縄県では２番目に大き
な島だ。島の９割が亜熱帯の密林
に覆われ、希少生物の宝庫である。
島は３００～４００ｍの山地が大
半で、多数の河川が発達している。
うら うち
浦 内川は沖縄県で最長の川で、
島の南東部から北西に向けて縦断
している。今日はマングローブの
発達した浦内川を遡り、日本の滝
百選の一つ、マリユドゥの滝とカ
ンビレーの滝を巡った。
帰路、宿へ向かう路上で安間さ
んが何かを見つけた。イリオモテ
ヤマネコの糞だ。糞を崩して調べ
てみると
「オオハヤシウマ」
という
カマドウマの一種を食べていたこ
とが分かった。手に取って匂いを
かいでみると、ほのかな香りがし
て、まさにイリオモテヤマネコの
生存が実感できて感激した。
13

14

おもて

イリオモテヤマネコの研究で知
やす ま しげ き
られる千葉支部会員の安間繁樹さ
いり
んに 西 表 島を案内していただい
たら、どんなにすばらしいだろう、
という話が持ち上がったのは、昨
年 月の支部月例役員会のときだ
った。
話はとんとん拍子に進み、
正
式な支部山行として「西表島発見
の旅」
が決定した。
安間さんは５年間、西表島に住
み、世界で最初にイリオモテヤマ
ネコの動画撮影に成功した。その
後、ＪＩＣＡの海外派遣専門家と
して足掛け 年、ボルネオ島で動
物の調査・研究をした、亜熱帯動
植物研究の第一人者である。イリ
オモテヤマネコや琉球列島関連お
よびボルネオ島関連の多数の著書
を出版されている。
出発は４月 日。 日の西表島
こ み
最高峰・古見岳
（４６９・５ｍ）
登
お も と
山と、 日の石垣島・於茂登岳
（５
２５ｍ、
沖縄県の最高峰）
登山を含
む５泊６日の旅である。参加者は
千葉支部の会員および会友 名だ
った。
16

876−２０１8・5・２０
山

80

13

876−２０18・5・２０
山

タブレットが効果を示し、やがて
回復した。
「古見岳を甘く見た。こ
んなにきついとは思わなかった 」
誰しもが思ったことだ。
時 分、頂上を出発。すでに
予定時刻を大幅に過ぎている。こ
こから由珍川東本流のＦ までは
踏み跡も薄く、赤テープもほとん
どない。幾重にも覆い茂った亜熱
帯ジャングルをかき分けるように
進む。涸れ沢の苔むした岩石の上
をスリップに注意しながら行くと、
傾斜が緩くなった。
Ｆ ・Ｆ ・Ｆ の連瀑帯の上
部手前から左岸に巻き道が付いて
いる。歩行の遅くなった 人を連
れて、安間さんが先行する。ほか
の 名は直進し、Ｆ の直上に立
った。ここからは西表島の北海岸
と海岸道路が見渡せた。
巻き道の急傾斜を下り、連瀑帯
最下部に着いた。ここから上部を
眺める。Ｆ は
「由珍三段の滝」
と
も呼ばれる美しい滝だ。滝見物も
そこそこに下降を続ける。
すぐに ｍのナメが２ヶ所続く
地点に来た。ここからが由珍川東
本流の核心部だ。気を引き締めて
進む。ツルツルの一枚岩で、
「キャ
ッ、キャッ」
という悲鳴が上がり、
07

07

08

06

何人もが転倒した。
関東周辺の山では味わうことので
野生復帰させている。全島挙げて
さらに滑りやすい 枚岩の連続
きない、貴重な山行であった。山
保護している一方で、このために
地点に出る。ここで ｍザイルを
の難しさは決して標高だけではな
島内一周道路の建設が中止される
出し、確保しながら 人ずつ進む。 い、ということも思い知った。
など、保護に反発する島民もいる。
ここは危険回避のため、たっぷり
難しい問題だ。
は い
時間を費やした。
４月 日
昼食後、島内道路の南端、南風
み だ
下山予定時刻を大幅に過ぎてい
今日は一日、
島内を周遊する。
周
見田の浜に到着。偶然にも今日４
たので、宿に帰着時刻の変更連絡
遊といっても、西表島には島を一
月 日は「イリオモテヤマネコの
と、車の転送のために３人が先行
周する道路がない。まずは北端の
日」
だ。 年前、
１９６５年にイリ
することになった。海岸道路直前
宿泊地から反時計回りで西端の白
オモテヤマネコが新種として発表
まで密林に覆われて薄暗く、ヘッ
浜まで行き、折り返して北端、東
された。その年の５月５日、ここ
ドランプを点灯した。
端を経由して南端まで行く。南端
南風見田の浜で大原中学校の生徒
時 分、
全員無事下山した。
思
から西端を結ぶ車道も歩道もない。 たちが捕獲した個体が、のちにタ
わぬ 時間の行動となった今日の
昼前に、昨日の古見岳入山口近
イプ標本となった。
古見岳行であったが、安間さんの
くの西表野生生物保護センターに
西表島最後の夜。南風見田の浜
ガイドで、最後まで安心して亜熱
着いた。ここでは交通事故で負傷
で採取したビニール袋一杯のモズ
帯ジャングルの山を堪能できた。 したイリオモテヤマネコを治療し、 クをつまみに、締めくくりとして
反省会を行なった。この夜を含め
毎夕食後は、安間さんから西表島
の動物・植物や、島の歴史、島民
の生活などについてレクチャーを
受けた。食事中、行動中、車での
移動中も、途切れることなく熱心
に西表島を語ってくれた。
今回の
「西表島発見の旅」
は単な
る山行ではなく、西表島を知り尽
くした安間さんのインタープリテ
ーションにより、掛け替えのない、
貴重な体験の旅となった。
（写真＝山本哲夫）
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Ｆ07は
「由珍三段の滝」
と呼ばれる美しい滝

15

連続するナメ滝をスリップに注意しながら進む

15

53

70

来賓代表として挨拶した小林政志会長
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富山支部が創立 周年記念式典を開催

70

鍛治哲郎

18

富山支部
前沢などの雪渓は、
「 重力によっ
て長期間にわたり流動する雪氷
体」という氷河の定義に合致する
こと、低標高の立山・剱岳に氷河
が存在するのは、世界でも類を見
ない膨大な積雪によるものである
こと、その後の研究で、池ノ谷雪
渓や内蔵助雪渓、鹿島槍ヶ岳のカ
クネ里雪渓も氷河の条件を満たす
ことが確認できたことなど、専門
的な内容でありながら分かりやす
く解説され、一般の方々も含めた
約１００人の聴衆は、氷河と立山
連峰の自然について理解を深める
ことができました。

全員で記念写真を撮影した後、
式典は 時過ぎに始まりました。
冒頭で 周年以降に鬼籍に入られ
た会員 名に参加者全員で黙祷を
ささげ、当支部の山田支部長が式
辞を述べました。山田支部長は最
近の活動を概括し、富山支部では
「山の日」
の制定や日本山岳会が公
益法人となったことを受けて、公
募登山や講演会、登山道整備など
の公益事業にも重点を置いて活動
していること、今後は若手会員の
入会などにより活動を活性化させ、
安全登山に取り組みながら 周年
りました。日本山岳会福井支部・
に向けて進んでいく旨を述べると
森田支部長の乾杯の音頭で祝宴が
ともに、永年の功績があった支部
始まり、富山支部会員の金尾誠一
会員 名に感謝状を贈呈しました。 （鷦山）
夫妻による詩吟と篠笛が披
次に、来賓を代表して日本山岳
露されて、会場の雰囲気は一段と
会・小林会長と石川支部・中川支
華やぎました。講演会開始から４
部長から祝辞をいただきました。 時間を経た 時ごろ、富山市山岳
これに対して、感謝状受賞者を代
協会会長による中締めがあり、鍛
表して木戸会員から謝辞があり、 治副支部長の閉会挨拶で楽しく、
最後に祝電披露がなされ、 周年
有意義な宴は終了しました。
記念事業実行委員会の松本委員長
なお、富山支部では、創立 周
の閉会挨拶で式典は終了しました。 年記念事業として
『 周年記念誌』
続いて行なわれた祝賀会では、 を発行し、式典の参加者にお配り
山田支部長がスライドで 年間の
したほか、本部や全国各支部にも
活動を紹介し、富山県山岳連盟会
送付しましたので、お目通しいた
長、北日本新聞社編集局長および
だければ幸いです。
富山テレビ放送社長から祝辞を賜
（富山支部副支部長）
12 60 15

11

70

１９４８
（昭和 ）
年３月に、全
国６番目の支部として誕生した富
山支部の創立 周年記念式典が、
去る３月 日㈰午後、富山市内の
ホテルで開催され、日本山岳会の
小林会長をはじめ石川、福井、滋
賀・京都の各支部長・支部員、地
元新聞社およびテレビ局、県内山
岳関係団体、富山支部会員など総
勢 名の出席を賜りました。報告
かたがたお礼を申し上げます。
式典に先立ち、立山カルデラ砂
防博物館の飯田肇氏が「立山・剱
岳に氷河が現存！」と題して１時
間の記念講演を行ないました。富
山支部会員でもある飯田氏は、永
年の研究により我が国にも氷河が
現存することを発見し、その成果
は日本雪氷学会で認められていま
す。また、平成 年度の年次晩餐
会では、その功績をたたえて福井
幸太郎氏とともに秩父宮記念山岳
賞を受賞しました。
スライドを交えた講演は、
立山・
剱岳は標高こそ理論上の雪線に達
していないものの、三ノ窓谷や御

80

70

10

23

70

25

876−２０１8・5・２０
山

日本の現存氷河について講演した飯田肇会員

876−２０18・5・２０
山

88

人々に伝えることを目的として開
催します。

16

日本山岳会の後援をいただける
ことになりましたが、会員の皆様

■9

視覚障害者登山大会のボランティア募集

ちの方に限らせていただきます。
VOLUNTEER&DONATION
東京都千代田区四番町５
〒
４ 公益社団法人日本山岳会
大橋基光 「高尾の森づくりの会」宛
京において永い間、視覚障害者登 〈ご寄付をいただける方〉
平成 年 月７日㈰に、東京都
山を支援してきました。本年は当
八王子市の高尾山において、
「視
９月末までに日本山岳会への寄
会が主幹して、高尾山において、 付の郵便振替口座である、ゆうち
覚障害者全国交流登山大会」が開
催されます。第 回となるこの大 「全国に広げよう視覚障害者登山
ょ銀行／記号番号００１８０ ４
仲間の輪」をテーマに、秋の第
／口座番号７６４７０７／
「 日本
会を成功させるため、皆様に運営
山岳会寄付口座」まで「六つ星山
支援のボランティアとして参加、 回大会を開催することになりまし
た。視覚障害者が登山を楽しめる
の会」または「視覚障害者全国交
またはご寄付をお願い申し上げま
環境を整えるために活動している
流登山大会」への指定寄付として、
す。
一口６０００円を目処にお振り込
視覚障害者全国交流登山大会は、 全国の視覚障害者登山の団体がよ
り多く集い、交流する場とすると
みいただけますよう、お願い申し
２年ごとに開催地を変えて実施さ
ともに、障害があっても山に親し
上げます。確定申告をすれば、ご
れ、一昨年の第 回大会では 団
む こ と の す ば ら し さ を、 多 く の
体・２１１名が参加するまでにな
寄付額の最大 ％の所得税・住民
税の減免があるとのことです。
11

には、大会の運営支援のボランテ
だ」
など、
世間から無理解な意見も
ィアとして参加、または大会運営
ありましたが、安全な登山方法や
費用を補うためのご寄付をお願い
視覚障害者の立場に立った山のグ
レーディングなどの試みにより、 申し上げます。
多くの視覚障害者が、安全に楽し 〈ボランティア参加ご希望の方〉
連絡先住所とメール・アドレス
く登山に親しめるようになりまし
を記載の上で、６月末までに、下
記の宛先に葉書または封書にてお
申し出ください。ただし、ボラン
ティア参加者は、携帯電話をお持

40

16

15

りました。初期には、視覚障害者
登 山 に 対 し「 目 が 見 え な い の に、
なぜ山に登るのか？」とか「目が
見えない者が山に登るのは危険

10

た。
私は今年 歳となる現役の日本
山岳会会員ですが、以前から私の
属する
「六つ星山の会」
は、主に東

視覚障害者登山にはボランティアの存在が欠かせない

30

104

0081

17
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24

高田允克

成される。大山寺縁起によると開
明治時代の中ごろまでは、神聖
山は養老２
（７１８）
年。出雲の国
な山として一般人の登山禁止、森
こん れん
出身とされる 金 蓮 上人が開山の
林伐採の規制など様々な制約があ
祖である。以後、中世にかけて大
ったが、その後、森林資源確保の
山は修験の聖地となる。信頼すべ
立場から、たとえばヒノキの人工
き古い記録 文･献の２つによると
植林が奨励された時期もあったよ
「 伯耆大山は山伏修行者の修験の
うだ。昭和 年、大山が国立公園
場」
（
『新猿楽記』
）であり、 伯｢耆
に指定され、自然保護の取り組み
の大山は四方の霊験所のひとつ ｣ が国や自治体で意識された。
（
『梁塵秘抄』
）
だった。
中世以降、
大
戦後になって環境保全、自然保
山寺には行者僧が大勢訪れ、宿坊
護の考えが一般人の間にも行き渡
が建ち並んだ。神仏習合
（混淆）
の
る。昭和 年には尾瀬のダム建設
流れは、分離令が出された明治時
に反対して
「保存期成同盟」
が発足
代まで続いた。
している（
『日本山岳会百年史』
）
。
大山寺が開創され、節目の千三
山陰支部が設立されたのは同じ昭
百年祭である。平成 （２０１８） 和 年である。大山では、ちょう
年の今年は、５月の御輿行列、開
どその前後から地域の大山山岳会
創法要に始まって、９月のたいま （佐野勇一会長）
と日本山岳会山陰
つ行列、 月の秋季大祭へと、多
支部
（織田収支部長）
の会員が、そ
彩な行事が繰り広げられる。
れぞれに大山の自然を守る活動を
行なった。
大山寺の参道に架かる橋の脇に
あるブナの大木や伐採寸前の松並
木の保存などに動き、その自然保
護精神が受け継がれて、平成 年
には
「大山ブナを育成する会」
（吉
岡淳会長）
が創られ、
林野庁の支援
を受けながら今もボランティア活
動を続けている。
昭和 年、第 回の国体開催地

山を守る自然保護運動の先駆け
大山の標高８００ｍから１３０
０ｍにかけて広がる西日本最大の
ブナの樹林帯は、貴重かつ有名だ。
ブナは大量の水を貯えて山を潤し、
春の緑と秋の黄葉で登山者を楽し
ませる。大山はまた広い裾野の広
がりに豊かな自然が息づき、私た
ちの生活に恵みをもたらす。

40

11

24

62

近付き、
この地方に住み着いた。
作
家で歴史研究者として知られる井
沢元彦氏の「日本の歴史はこの大
山から始まった可能性が大いにあ
る」
という発想に私は同感する。
弥
む き ばん だ
生時代の妻木晩田遺跡の存在が想
像をかき立てる（大集落の跡を発
掘中。邪馬台国と関わり？）
。

せんの

信仰の山、歴史の山の重み
信仰の山、祈りの山として大山
の歴史は古い。神社でなく山その
ものが神として祀られ、古来、噴
ひの
火が人類の歴史に伝承されて 火
かみだけ
だい
かみ
神岳とか大 山 神と呼ばれていた。
人々を守ってくれる神が宿り、台
風を追い払い、豊かな水を恵んで
くれるという素朴な信仰を生んだ。
８世紀に完成されたという『出
雲風土記』
に国引き神話があり、
領
くい
土を引き寄せる際、杭の一本とし
て使われた山として大山が登場す
る。
時を経て大山の中腹に寺院が形

30

伯耆国大山開山千三百年、
《特別な 山｢の日 》
｣に「来てごしない」
我がふるさとで記念全国大会
国民の祝日
「山の日」
が施行され
て３年目の今年、
「山の日」
記念全
国大会が鳥取県の大山で開催され
ると知って、私は心の底からうれ
しかった。大山は生まれ育った米
子から日々仰ぎ見る山であり、親
しみ、登り、挑戦する山、その美
しく豊かな自然を、いつまでも守
りたいと願う山だからである。
標高１７００ｍ余の大山は、ご
存じのように中国地方の最高峰で
あり、東西に連なる中国山脈から
離れた独立峰である。四方からよ
く見えて、富士山によく似た秀峰。
北壁、南壁、東壁は３０００ｍ級
の山容を思わせる風格がある。山
頂はもとより山腹からの下界の眺
めは島根半島、弓ヶ浜、中ノ海、日
本海へと広がり、夕日の美しさは
抜群だ。
はるかな昔、大陸の朝鮮半島か
ら海流に乗って渡来した人たちは、
大山をランドマークとして陸地に

10

876−２０１8・5・２０
山

876−２０18・5・２０
山

した。
は鳥取県だった。大山は２度目の
旧制の米子医専（鳥取大学医学
登山競技の舞台となった。登山人
部の前身）
の山岳部に入り、
早稲田
口が増え続けていた当時、国体開
催もあって大山には多くの登山客、 の Ｏ Ｂ で 日 本 山 岳 会 の 港 叶 さ ん
と知り合っ
観光客が訪れてオーバーユースに （故人、元山陰支部長）
た。昭和 年の初冬、港さんのリ
なった。
それでも大山の自然は、
森
ードで北壁・大屏風岩
（初登、港ル
林保護、踏み荒らされた頂上の復
ート）
を登った。
若い私にとって大
元、登山道の整備など官民の努力
山は麓から眺める山でなく、チャ
で荒廃を免れ、全体として良好に
レンジする山だった。
保たれていると私は思っている。
今、私にとっての仕事は大山概
念図の改訂（第９版）を、８月の
特別な 山｢の日 に
｣ 来てごしない
このページに私事を添えること 「 山の日 」記念全国大会前に仕上
をお許しいただきたい。
げることである。この概念図の原
太平洋戦争が始まる前のことだ。 図を作ったのは昭和 年だった。
私は 歳くらいから父と兄に連れ
かなりの枚数を印刷し、第６回国
られ、終戦までの数年で大山の一
民体育大会の登山競技参加者に配
23

26

今 年 の 夏 は、

をもっと大勢
の人に知って
もらいたいと
思う。開山千
三百年と 山
｢
の日」の記念
行事が重なる

＊
大山の魅力

般コースをほとんどトレースした。 った。開催県は広島だったが、 登｢
山」
は大山で実施された。
戦後にはルートを選んで岩登りも

「第３回
『山の日』
記念全国大会」のポスター

多数の場合は抽選で。
参加費：無料、ただし旅費、宿泊
費は自己負担。記念品のほか昼
食券、入浴券を贈呈。
詳細は同大会実行委員会のホー
ムページで。
http://mountainday-tottori.jp
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大山に親しむ絶好の機会だ。大山
の伏流水から生まれた地ビールや
鳥取和牛
（因伯牛）
のおいしさもあ
る。ちなみにこの和牛肉、生産量
は少ないが旨さでは超一流と評価
されている。
「大山に来て見てごしない」と米
子弁でお誘いしたい。
「ごしない」
は
「○○してください」
という、願
いと誘いの方言である。鳥取県で
山に親しみ、自然の恵みに出会っ
てほしい。
（元山陰支部長）


大山記念登山の参加者募集
「第３回
『山の日』
記念全国大会

鳥取」
の実行委員会が、
大山登山の
参加者を全国募集している。
開催日時：８月 日㈮午前６時ご
ろ大山寺より登山開始、昼ごろ

in

終了の予定。
募集定員：各都道府県２人程度で
１００人。応募は５月末日まで。

10

10

活

動


報

告

次に寝ながら行なうリセット・
コンディショニングとして３つの
方法が紹介された。まず、息を止
めずに手を上に伸ばし、ストンと
下に降ろす胸椎キュットン、トン
トントン法、次に両膝を立ててユ
ラユラ左右に揺らす腰椎ユラユラ
法、それに両膝を立てて左右の膝
を小さく前後にすり合わせるスリ
スリ法だった。指導者は受講者の
間を回って、個人に合ったワンポ
イント指導を行なっていた。
後半は動的ストレッチと静的ス
トレッチを実習した。動的ストレ
ッチとして、肩甲帯と腹筋群のス
トレッチを４種類、股関節のため
のストレッチを４種類紹介し、そ

の注意点とコツを実技で指導され
た。動的ストレッチは筋温を上げ、
関節の可動域を広げる目的で行な
う。興奮状態になるために運動後
や就寝前には不向きで、運動前に
行なうことが良いとのことだった。
実技の回数の目安は ～ 回程度。
静的ストレッチとして、全身を
上に伸ばす、胸と背中を交互に丸
めたり張ったりする、腕から背中
へのストレッチ、手首・前腕を伸
ばすストレッチなど４種類のスト
レッチを学んだ。疲労した筋肉の
回復を早める目的なので、無理を
しないで身体と相談しながら行な
うのが良いとのこと。リラックス
効果があるので運動後・就寝前に
行なうのが適している。実技の回
数は１～３回程度で、 ～ 秒か
けて行なう。息を止めずに自然の
呼吸で行なうように注意するとの
こと。
ストレッチ教室の前半と後半の
間に、荒井氏が靴とインソールの
話をした。体の痛みは歪みから始
まり、痛みを長く我慢するとしび
れになってしまう。足元を整える
ことが病気の予防にもなる。靴選
びのポイント、ウォーキングの歩
数と病気の関係など、短時間であ

■ 12

医療委員会

10

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

の筋肉をほぐすストレッチ方法な
どだ。次に、コンディショニング
を紹介した。コンディショニング
は近年アスリートたちに注目され
ており、身体の調子を整えること
を目的としたもので、リセットと
アクティブの２種類がある。今回
はリセット・コンディショニング
に注目し、
これを前半に実習し、
後
半に動的ストレッチと静的ストレ
ッチを学んだ。
まずリセット・コンディショニ
ングは筋肉の弾力を取り戻し、骨
配列を整える手法。具体的には力
を抜き、小さな揺らぎを与え関節
に関わる表層筋と深層筋をリセッ
トするもの。さする、押し動かす
ことで筋肉とリンパ還流を整える
方法だ。実技は床に座り、足の指
を開く、足・足首を回す、手に膝
を持ちトントンと軽く上下に動か
すなど、関節と筋肉をほぐす簡単
な方法から始まった。

20

30

第 回 登 山 者の た めのス
トレッチ教室を開催
医療委員会は３月９日に登山者
のためのストレッチ教室を主宰し
た。前回、２０１７年 月のコン
ディショニング・ストレッチ教室
に続き、２回目の実技講習だった。
講師は前回と同じ健康運動指導士
の西方由美子氏と理学療法士の荒
井淳子氏だった。
本教室の目的は、登山前後の正
しいストレッチ方法を知り、ケガ
の予防を図ることと、身体の柔軟
性を高めて骨格の歪みをなくし、
登山をいつまでも楽しめるように
筋肉を調整する体のメンテナンス
方法を学ぶというものだった。
初めに気になる部位にマッサー
ジクリームを塗ってストレッチを
行なった。たとえば、肩こりなど
には首周りにクリームを塗り、首

10

10

2

876−２０１8・5・２０
山

ストレッチに取り組む参加者たち

山

876−２０18・5・２０

ったが、内容が濃かった。荒井氏
が靴ひもの結び方を指導し、その
重要性も学んだ。
当日は 時近くまで雨が降って
いたため参加者への影響が懸念さ
れたが、 名の申込み中 名が参
加した。アンケートの提出者は

最後の辺境

15

27

23

名で、男性９名 ～ 歳台、女性
名 ～ 歳台だった。
評価は
「と
ても良かった」 名、
「良かった」
３名、普通・良くなかった 名だ
った。今回の実習も好評で、 時
間でも足りないくらいであった。
（村上和子）
14



カ、アメリカの各大陸に今も残る
大自然と比べてしまうと、まるで
箱庭のようにも見えてしまうのは
そのためである。
だから本当の意味でのスケール
の大きな大自然を切り取ろうとす
れば、本書の著者のようにそんな
日本を飛び出すしかないのだ。
著者、水越武氏は豊富なアイデ
アと、どんな困難にも負けること
のない精神力、涸れることのない
好奇心を武器に大自然の中に身を
置き、圧倒されるようなスケール
や、想像を超越するような景観を
映像として切り取ってきた写真家

図書紹介

水越 武著

日本は島国である。それ故にこ
の国にある数々の自然は大自然と
言うにはおこがましいほどの大き
さでしかないのだ。
知床、白神、屋久島。いずれも
日本を代表する原始そのままの自
然環境だが、ユーラシア、アフリ

2017年7月
中央公論新社
新書判 184㌻
定価 1050円＋税
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図書受入報告
（2018年3〜4月）
著
者
書
名
頁／サイズ
発 行 者
発行年 寄贈／購入別
福岡孝昭 (編)
「登山を楽しくする科学(Ⅹ)」
フォーラム  
22p／30cm JAC科学委員会
2018 発行者寄贈
多摩百山プロジェクトチーム (編) 多摩百山
107p／30cm JAC東京多摩支部 2017 発行者寄贈
記念事業実行委員会(編) 日本山岳会富山支部創立70周年記念誌
188p／26cm JAC富山支部
2018 発行者寄贈
JAC広島支部(編)
北海道幌尻岳事故 事故報告書・追悼集
64p／30cm JAC広島支部
2018 発行者寄贈
渡辺隆
江戸明治の百名山を行く：登山の先駆者松浦武四郎(北方新書) 278p／17cm 北海道出版企画センター 2007 著者寄贈
中村みつを
東京まちなか超低山  ：50メートル以下、都会の名山100を登る
127p／21cm ぺりかん社
2018 出版社寄贈
角幡唯介
極夜行
334p／20cm 文藝春秋
2018 出版社寄贈
溝手康史
登山者のための法律入門 (ヤマケイ新書 YS039)
230p／17cm 山と溪谷社
2018 出版社寄贈
神長幹雄
未完の巡礼  ：冒険者たちへのオマージュ
302p／20cm 山と溪谷社
2018 出版社寄贈
根深誠
白神山地マタギ伝  ：鈴木忠勝の生涯 (ヤマケイ文庫) 350p／15cm 山と溪谷社
2018 出版社寄贈
パミール中央アジア研究会 (編) パミール中央アジア研究会会報  ：20周年記念号
128p／26cm パミール中央アジア研究会 2018 発行者寄贈
内田嘉弘
8000m峰を描く  ：Mountain Painting
94p／30cm 内田嘉弘（私家版） 2018 著者寄贈
丹沢自然保護協会(編)
丹沢に咲く花  ：残したいこの豊かな自然
215p／18cm 有隣堂
2018 発行者寄贈
今坂純也 (編)
北アルプス 詳細ルートガイド（改訂版・エイムック No.3993) 144p／26cm 枻出版社
2018 出版社寄贈
朝比奈耕太 (編)
北アルプス山小屋ガイド（改訂版・エイムック No.4002)
208p／30cm 枻出版社
2018 出版社寄贈
今坂純也 (編)
週末登山 詳細ルートガイド（改訂版・エイムック No.4003)
144p／26cm 枻出版社
2018 出版社寄贈
今坂純也 (編)
南アルプス 詳細ルートガイド（改訂版・エイムック No.4020) 144p／26cm 枻出版社
2018 出版社寄贈
朝比奈耕太 (編)
山岳遭難エマージェンシー BOOK  (最新版・エイムック No.4032) 144p／30cm 枻出版社
2018 出版社寄贈
今坂純也 (編)
テント泊登山 詳細ルートガイ
ド  (エイムック No.4034)
144p／26cm 枻出版社
2018 出版社寄贈
Bush山の会 (編)
Bush（ブッシュ）No.87  ：創立60周年記念号
134p／30cm Bush山の会
2018 発行者寄贈
国枝忠幹 (編)
山っていいとも  ：マツダ山仲間図鑑
140p／30cm 国枝忠幹（私家版）
1997 発行者寄贈
武並完治
伯耆大山：神宿る山の博物誌(大山開山1300年記念出版) 80p／22cm ﾈｲﾁｭｱｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ
2018 出版社寄贈
D. MacDonald (ed.)
The American Alpine Journal 2017
384p／23cm AAC Press
2017 AAC
Ruedi Baumgartner
Farewell to Yak and Yeti?：The Sherpas of Rolwaling 296p／25cm Vajra Books
2015 購入
Facing a Globalished World
★ロールワリン山域(ひと昔前にはクーンブと共に所謂「献身的シェルパ」を沢山輩出した)のシェルパ社会の変貌について記されている。
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である。そのため、著者の作品は
余人には近寄ることさえかなわな
い圧倒的な力強さと、迫力を持っ
て私たちを押し流そうとするかの
ようである。
本書はそんな著者の仕事を、著
者自身のエッセイとともに新書と
いう小さな空間に細心の注意を払
って織り込んでいる。
日本を飛び出した著者が見たも
のは、４ヶ月もの時間を要して踏
破したカラコルムの氷河。エベレ
スよりも高いと言われていた黄河
源流の幻の山。オーロラの舞う極
北の森林限界。赤道直下にありな
がら氷河に覆われた高山。雨の恵
みに涵養された北米西部の巨木の
森。夢のような野生の息づくアフ
リカの熱帯雨林。深く広大な亜寒
帯針葉樹林帯の中で奇跡のように
満々と水をたたえるバイカル。そ
して想像もつかないほどの水量を
誇る世界最大の滝、イグアスの大
瀑布。ありとあらゆるものを圧倒
してしまうようなスケールの手つ
かずの大自然。そんな人間を圧倒
してしまうようなものと、著者は
真正面から向き合ってきたのだ。
それが新書判という大きさに制
限のあるスペースの中にあっても、

著者の写真がその迫力とスケール
本の歴史、民族史など、サトウの
登山紀行を抜き出して編集したも
を失わない理由なのに違いない。
書き残した大量の記録や日記、書
のである。
著者が見てきたものを自ら見て、 簡は貴重な資料として、我が国は
まず、外国人に最も人気のある
同じ感動を味わいたい。本書の読
もとより、英国の国立公文書館に 「富士とその近隣」の案内と紀行、
者の中にはそんな大それた勘違い
保存されていて、開国から明治に 「 越 中 と 飛 騨 」
（北アルプスを含
をする者もいるだろう。しかし結
かけての日本研究の重要な資料と
む）
、
次いで当時の外国人に人気の
局、気が小さく、体の弱い私たち
されている。
避暑地だった「日光、尾瀬周辺」
のような卑小な人間は、本書を紐
開国当時、
横浜の居留地には、
英 「吉野、高野山、熊野」
、冒険に満
解いて著者が見てきたもののほん
国の役人、
お雇い外国人、
商人など、 ちた
「針ノ木峠越え」
「南アルプス
の一毛ほどの感動を追体験するし
私たちの想像を超える多くの人た
農鳥、
間ノ岳の初登頂」
が収録され
かないのである。  （近藤雅幸） ちがいて、極東の異国に好奇の目
ている。
を向けて盛んに日本各地を旅行し、
いずれも明治 年代の旅行、登
くるま
日本アルプスや各地の山を登った。 山記であり、平地は馬と駕籠、俥
アーネスト・メイスン・サトウ著
庄田元男訳
なかでもアーネスト・サトウは、 は使えるが、
山路はすべて徒歩。
道
並々ならぬ健脚に加えて旺盛な好
なき道や、登山用具登場以前の装
アーネスト・サトウの明
奇心と探究心で、黎明期の日本ア
備
（？）
での針ノ木雪渓越え、日本
治日本山岳記
ルプスはじめ各地の山に登って、 アルプスの岩場の登降を繰り返し
たくさんの記録を残し、見聞録や
ていく。
案内書
（ガイドブック）
を日本国内
「観光旅行」
の時代以前、
国土地理
や母国で刊行した。若きサトウは、 院の地図が未完成だった日本の僻
よく知られている宣教師ウェスト
地の徒歩旅行を頭に描きながら本
ン夫妻に先駆けて各地を旅行し、 書を読み進んでいただきたい。
登山に熱中したのである。
サトウとその同行者は行く先々
本書の訳
（著）
者・庄田元男氏は、 で
「カルチャー・ショック」
に出会
国内や英国に保管されたサトウの
いつつ、
自国との比較で
「インフラ
書いた膨大な資料、書簡類を渉猟
未整備」
に苦言を呈しつつも、
人跡
して翻訳、研究発表してきた人だ。 まれな山地を果敢に歩き続ける英
本書は、同氏が訳出、刊行したサ
国人魂や好奇心に現代の日本人読
トウの『日本旅行記』と『明治日本
者は圧倒されるだろう。
旅行案内』
（いずれも平凡社）
から、
サトウ自身の覚え書き的な記述
22

アーネスト・サトウは、幕末から
明治初期
（１８６２～１８８２年）
英国公使館通訳として駐在した。
再び１８９５
（明治 ）
年、駐日公
使として赴任し、延べ 年余を日
本で過ごした大親日家である。
幕末、維新の激動の時代から明
治中期に至る日英の外交、
政治、
日

2017年4月
講談社学術文庫
文庫判 286㌻
定価980円＋税

20

10
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もあるが、旅行案内を意図した記
録が多いのは、当時のヨーロッパ
諸国は徒歩旅行や登山が
「ブーム」
で、多くの旅行案内が刊行されて
いたから、サトウも出版を意図し
ていたようだ。
宿泊情報
（多くは農
家や旧陣屋などを利用）や旅行費
用、地域の特産物、珍しい風習や
伝説、野生動物、山地の地形や地
質、林相や植生の描写、山頂から
の展望や山座同定、行程説明など
も行き届いている。
今から１２０年余の昔、旧街道
や裏街道を回り道しながら南アル
プス山麓にたどり着き、ルートの
不明な岩場やルンゼを間ノ岳へ登
る描写は、現代の読者をタイムス
リップ体験させる。
評者のような、ひと昔前の登山
スタイルや登山史知ったかぶりの
老年や若い現代登山愛好者の必読
の書かもしれない。
なお、アーネスト・サトウの
『一
外交官の見た明治維新 』
（ 岩波文
庫・上下）
は、維新史の重要な資料
とされているし、萩原延壽の超大
作『旅立ち 遠い崖 アーネスト・
サトウ日記抄』は朝日文庫（全
巻）
で読むことができる。
（松澤節夫）
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平成 年度第１回
（４月度）
理事会
議事録
日時 平成 年４月 日㈬ 時
分〜 時 分
場所 集会室
【出席者】小林会長、重廣・野澤各
副会長、神長・永田・古川・
谷内各常務理事、安井・清
登・星・近藤・波多野各理
事、平井・石川各監事
【欠席者】中山副会長、齋藤理事
（ 所用のため近藤理事は業
務執行報告 まで欠席）
オブザーバー 節田会報編集人

日改正以降の一部文言の修正につ
いて、これを改正とすることにつ
いて審議した。
（賛成 名、
反対な

２・会員データ管理システム・ワ
ーキンググループの解散について
会員データ管理システム・ワーキ
ンググループの業務を外部委託す
ることにより、当ワーキンググルー
プを解散することについて審議し
た。
（賛成 名、反対なしで承認）
３・遭難対策規程の改正について
遭難対策規程の平成 年 月
13

しで承認）
４・寄付受入の承認について
寄付受け入れおよび管理規程第
３条２により高尾の森づくりの会
への寄付金１００万円の受け入れ
について審議した。
（賛成 名、反
対なしで承認）
５・福島支部支部長の交代につい
て
福島支部支部長の交代について

９３５７）
。
小林正彦支部長からの
交代による就任
（賛成 名、
反対な
しで承認）

【協議事項】
１・評議員懇談会について
（谷内）
５月 日㈭開催の平成 年度第１
回評議員懇談会について協議した。
【報告事項】
１・入会希望者 名、準会員入会
希望者 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・寄付金２件の受入事前申請お
よび寄付金 件の受け入れについ
て報告があった。
（古川）
３・広島支部の現況および内閣府

川）
８・ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ栂池雪

との対応について報告があった。 崩 講 習 に つ い て 報 告 が あ っ た。
（野澤）
（重廣）
「山のマナー」
冊子編集作業の
４・平成 年度
「特別事業補助金」 ９・
応募状況について報告があった。 進捗状況について報告があった。
（中山）
（重廣）
・
「山」
４月号の発行について報
５・第３回記念事業委員会の開催

30
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11

30

告があった。
（神長・節田）
状況について報告があった。
（重
廣）
６・名義後援申請１件について、 【今後の予定】
これを許可したとの報告があった。 １・常務理事会・理事会
・平成 年度 月度常務理事会
（谷内）
５月９日㈬ 時 分〜
７・学生部ザンスカール登山隊２
・平成 年度 月度理事会 ５月

5 18 5

10

【審議事項】
１・改革事業推進委員会の組織改
革について
改革事業推進委員会の公益法人
運営小委員会と改革事業推進小委
員会をそれぞれ独立した委員会と
することについて審議した。
（賛

31

０１７の収支報告があった。
（古

30

30

19

報
審議した。新支部長・佐藤一夫
（№

2

務

成 名、反対なしで承認）

10

11

10

18

30

12

11

20 30

告
29

11

55

2

11

会
30

11
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日

箕浦文枝
（１５１８８）
上信 環
（１５３０６）
今川昭弘
（１５５１３）
森田哲也
（１５７２３）
吉永愛人
（１５８４４）

岐阜
広島
四国
広島
東海

N

高野 毅
（１３５７８） 富山
斉藤俊二
（１４１８９）
東京多摩
野内ふさ子
（１４３３８） 東海
小野寺隆
（１４５８３） 北海道
伊藤ななみ
（１４８１７） 東海

O

方、ヘルメットの正しい装着方法、
さらには富士山の自然や文化など
を学んでいただけたらと考えてい
ます。当日は、当会会員がご案内
します。
開催 ６月３日㈰
集合 ９時 分富士急行
「富士山」
駅改札口
行程 富士山駅（富士急山梨ハイ
ヤー）「船津胎内」見学～
移動～「吉田胎内」見学～
中の茶屋～「雁ノ穴」見学
～バス停「サンパークふじ
（ ふじさんミュージアム ）
」
で解散
（ 時ごろ）
。解散後
「ふじさんミュージアム」
見学可。

インフォメーション

日㈫ 時 分〜
２・平成 年度第１回評議員懇談
会 ５月 日㈭ 時 分〜 時
分
日
日
日

日

N F
I

◆第２回家族登山教室「富士山の
洞窟探検」
参加者募集
家族登山普及委員会

当会では家族で登る山の楽しさ
を知ってもらうための登山教室を
開催しています。初めての方も当
会に所属する会員がサポートしま
すので安心してご参加ください。
教室は２ヶ月ごとで、年６回の予
定です。
第２回は富士山の山麓に広がる
洞窟を探検。今回はあまり知られ
ていない胎内樹型洞窟に向かいま
す。ほぼ平坦な道をおよそ ㎞ほ
ど歩きます。なお、ケイビングは
登山ではありませんが、ケイビン
グを通じて、ヘッドランプの使い
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15

O R M
10

A

15

日

日

水会 つくも会
会報編集委員会 科学委員
会
会 みちのり山の
会 マウンテンカルチャーク
ラブ
緑爽会 山の自然学研究会
青年部 フォトクラブ
デジタルメディア委員会
遭難対策委員会 平日ク
ラブ
家族登山普及委員会 麗山
会 スキークラブ 緑爽
会
学生部 公益法人運営委員
会 山遊会
総務委員会
４月来室者 ４８９名
01

会員異動
物故
五十嵐 力
（５１４３） ・
 ４・１
平岡誠一郎
（６５２９） ・４・
大宮 求 （７９１１） ・
 ４・２
影山 収 （９７２６） ・
 ４・
退会
竹 勝生
（６３７８） 福井
小島一喜
（７２２９） 京都・滋賀
湯口和貴
（９８０８）
内田陽一
（１２０８６） 神奈川
浜田啓子
（１２２７７） 越後

13
13

10 30 19

00

16

00

18

日 総務委員会 記念事業委員
会
日 常務理事会 スケッチクラ
ブ
日 図書委員会 山行委員会
バックカントリークラブ
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 科学委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
日 自然保護委員会 スキーク
ラブ
日 山岳研究所運営委員会 ス
ケッチクラブ フォトクラブ
日 理事会 休山会
日 支部事業委員会 山岳地理
クラブ 九五会 緑爽会
日 科学委員会 国土地理院Ｗ
Ｇ
日 総務委員会 資料映像委員
会
日 スキークラブ 里山歴史研
究会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 三
18 18 18 18

00

4月

19
24 23 21
25
26
27

15

2
3
4
6 5
9
10
12 11
13
16
17
18
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参考アクセス ①ＪＲ新宿
駅７時（スーパーあずさ１
号 ） ７時 分大月駅８時
分（快速） 富士山駅９
時分 ②バスタ新宿 時
分（高速バス） 富士山駅
９時７分
対象 小・中学生とその保護者
費用 大人１０００円、子ども５
００円
（保険料など）
その他、交通費や見学料などの実
費は個人でお支払いくだ
さい。
交通費 富士山駅→船津胎内タク
シー約３０００円／台（人
数割り ） サンパークふじ
→富士山駅 富士急行バ
ス
（大人２６０円） 見学
料／船津胎内 大人２００
円
申込み／問合せ 飯田邦幸（家族
登山普及委員会）
・ ０３ ３２６８ ９６５４
０９０ １９９０ ３５０８
18

55

7

15

iida3268@gmail.com
締切り ５月 日㈪
なお、洞窟の中を這って歩くた
め、長ズボン、長袖上着を着用。ス
パッツも有効。また、炎天が予想
されるので飲用水は十分に。
21

23

10

でき、市民公開講座は無料です。
iinkai/iryou/list.html)
日時 ６月２日㈯、３日㈰
◆白神山地ブナ林再生事業と自然
会場 日本女子体育大学 東京都
観察会
青森支部
世田谷区北烏山８
１

世界遺産・白神山地のバッファ
（ 京王線千歳烏山駅から小
ー・ゾーン周辺の生育不良杉林地
田急バス７分）
をブナ林に再生するための除伐や
テーマ 登山における安全管理
植樹などの作業、および原生ブナ
市民公開講座
（無料） ６月
林の観察会を行なう。寝袋、食料
３日㈰ 時半～ 角谷道弘
必携。テントはこちらで用意可。
「 イッテＱ登山部における
日程 ６月 日㈯～ 日㈰
安全管理」
集合
日８時 ＪＲ弘前駅城東
参加費 ７０００円
口および 時 分奥赤石
６月２日㈯
林道ゲート
会長講演＝「学校集団登山帯同
解散
日 時奥赤石林道ゲート、
年の経験から」夏井裕明
時弘前駅
（送迎可）
（日本女子体育大学）
経費 ５００円
（傷害保険料など、 特別講演＝「２０２０年に向けて
当日徴収）
のアンチ・ドーピング」浅
定員
名
川伸（日本アンチ・ドーピ
申込み ハガキ、ＦＡＸ（０１７
ング機構）ほかに一般発表、
２ ４４ ７２３７）メール
懇親会など
で須々田秀美宛（〒０３６
６月３日㈰
０１０３ 平川市本町北
教育講演＝「登山医学研究に必要
柳田
２
な統計学」樋之津史郎（札
h.susuta@
）
６月８日までに
幌医科大学）
gmail.com
シンポジウム＝「学校集団登山に
おける安全管理」―学校と
医療の連携―

13

19

大会ＨＰ
http://exp6.jwcpe.jp/‥
38jsmmed

25

17

30

◆日本登山医学会のご案内
第 会日本登山医学会を開催し
ますので、ぜひご参加ください。
登山医学会会員以外の方も参加

10

＊参加者全員に
「やまねんバッジ」
「親子登山ハンドブック」
進呈
◆
「日帰り登山の携行医薬品」
講習
会のご案内 
医療委員会
軽量化した日帰り登山の携行医
薬品を紹介し、緊急時対応の基本
的知識についてお話しします。
題名 登山の携行医療品と緊急時
対応のＡＢＣ
日時 １回目＝７月２日㈪、２回
目＝７月 日㈪
時～
時 分
講師 植木貞一郎（医療委員会委
員）
場所 日本山岳会１０４号室
会費 資料代５００円
定員 各 名
申込み／問合せ
yamairyou@
yahoo.co.jp氏名、連絡先
（住所・電話番号）
、会員番
号を記してお申し込みく
ださい。ルーム宛ハガキで
も可。会員以外の方も申込
みできます。
締切り １回目＝６月 日、２回
目＝７月 日
＊詳細：日本山岳会医療委員会Ｈ
Ｐをご覧ください。
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猿投の森づくり
活動支援
高尾の森づくり
活動支援
高尾の森づくり
活動支援
高尾の森づくり
活動支援
高尾の森づくり
活動支援

山田幸治 様
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訂正 
会報４月号
（８７５号）
インフォ
メーション欄、
「 三ツ峠山アツモ
リソウ保護活動と植物観察」案内
中、岡義雄氏のメールアドレスが
間 違 っ て い ま し た。 正 し く は
でした。お詫
okayoshio@ozzio.jp
びして訂正いたします。
（自然保護委員会）
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広島支部運営

500

日本山岳会運営
200
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様
高根澤 直明

500
様
宮地 寿美子
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寄付の目的、
その他
学生部ザンスカール
登山隊
学生部ザンスカール
登山隊
学生部ザンスカール
登山隊
学生部ザンスカール
登山隊

受入金額など
（単位千円）

寄付者など

876 号

問 合 せ：
ジアから北極圏へ」
アートプラザ
❖編集後記❖
38jsmmed@g.jwcpe.ac.‥
アジアの小国、そして植村直己
０３ ３３５９ ３４１３
◦４月５日、北アルプスのある山
jp
や星野道夫など６人の冒険者たち
問合せ 神長幹雄 ０９０ ４１
小屋の役員である知人が、西伊豆
◆創立 周年 日本山岳画協会展
を現地に訪ねた旅を、２部構成で
２４ １０８２
をシーカヤックのタンデム（２人
期間 ７月１日㈰～７日㈯ 時～
紹介します。
乗り）
で航行中に遭難しました。
相
時 分（１日は 時～、 内容 アジアの小国と冒険者たち
◆杉山修 山の版画展
棒の登山ガイドの遺体は沼津の海
７日は 時まで）
６人の物語、カラー 点程
期間
月 日㈯～ 月 日㈰
岸に漂着したのですが、知人の方
会場 東京交通会館Ｂ１ ゴール
度
時～ 時
はいまだに行方不明です。もちろ
ドサロン 〒１００ ００
期間 ６月１日から 日まで
会場 モンベル東京京橋店２Ｆサ
ん山岳遭難救助のベテランだった
０６東京都千代田区有楽
時～ 時（木曜休館、日曜
ロン 〒１０４ ００３１
のですが、海は別物だったようで
町２
１
日 時、最終 時まで）
東京都中央区京橋３ １
す。残念でなりません。
０３ ３２１５ ７９３３
場所 四谷３丁目ランプ坂ギャラ
１東京スクエアガーデン
◦実績のある登山家が後年、海の
リー 〒１６０ ０００４
０３ ６２１４ １８６１
男に転身することがよくあります。
◆『未完の巡礼──冒険者たちへ
東京都新宿区四谷４
ヒ マ ラ ヤ 登 山 と 決 別、 小 型 帆 船
‥ 問合せ 杉山修 〒１１０ ００
のオマージュ』
刊行記念写真展
「ア
四谷ひろば内 ＣＣＡＡ
１１ 東京都台東区三ノ輪 「ミスチーフ号」
で航海しながら未

１
踏峰を登ったハロルド・ティルマ
・ ０３ ３８７３ ２２９０
ンがその代表でしょう。その彼も
０９０ ５４４０ ４５５２
また南米フォークランド諸島に向
sugiyama@osamuhanga.com かう途中、行方不明になっていま
す。山と海、果たしてどちらが怖
いと思いますか。  （節田重節）
寄付金および助成金などの受入報告

（平成30年4月30日まで）

