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日 本 山 岳 会
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会員の会報購読料は年会費に
含まれています

今年の日中韓３国学生交流登山は
中国・青海省の祁連山脈へ
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とんどの乗客はしばらくして寝込
む。ＧＰＳデータのログを後で見
ると３７００ｍほどの峠をいった
ん越えて来たのだが、私自身も寝
てしまってその風景を見ていない。
居眠りから覚めたときにはすでに
門源県
（祁連山脈の東端南麓）
に入
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力で到着する。日本の隊員たちも
それぞれ安いチケットを捜しての
参加であったことと、時間的にも
余裕がなかったため、５便に分か
回目を数える日中韓３国学生交流登山は７月 日から８月２日
れての西寧入りとなった。
の ７ 日 間、 今 年 は 中 国・ 青 海 省 の 祁 連 山 脈 で 開 催 さ れ た。 各 国 持
ち 回 り で 実 施 し て き た こ の 交 流 登 山 も 今 回 で 最 後 と な る が、 海 外
７月 日 夕刻までにメンバー
の 山 が 初 め て の 隊 員 も 氷 河 の 山 を 体 験 し、 ５ ０ ０ ０ ｍ 峰 の 登 頂 を
全員が西寧に集合し、その夜、盛
果たすなど、有終の美を飾ることができた。
大な歓迎会が行なわれた。学生た
隊長 中山茂樹
ちのテーブルはおとなしく缶ビー
流登山となった。
ルを何本か開ける程度だったが、
第３回
（中国開催の１回目）
は玉
主賓席の丸テーブルでは青稞酒
珠峰登頂のプログラムであったが、 （チンコウチュウ）
のボトルが何本
その後は高峰へのアタックという
も置かれ、明日には４０００ｍを
プログラムは実施されてこなかっ
越えなければならないという現実
た。
しかし、最終回の今回は、韓国
を誰も考えていない、毎年と同じ
や日本では体験できない５０００
酒宴となった。
ｍを超える山域での登山を計画し
７月 日 前日に朝食として携
ていただき、参加希望の学生たち
帯食を渡されており、暗いうちに
の意欲も例年になく旺盛であった。 準備を済ませてホテルの外に出る。
西寧空港までは各自が自費と自
観光バス２台で６時 分出発。ほ
12

この夏、 回目の日中韓３国学
生交流登山が中国で開催された。
日中韓の３ヶ国で議定書を取り交
わし、毎年一度、各国の持ち回り
で開催してきた相互理解・友好親
善を目的とした交流登山も今年で
最終回であるが、
その最終回は、
青
海省・祁連
（きれん／チーリェン）
山脈にある崗什卡
（ガンシカ）
雪峰
における氷河での登山訓練と衛星
峰の登頂を目的とした、真正の交

雪峰の山並み

150 円
定価１部
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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

ヤクの群れが遊ぶ４２００ｍあたりの高原と崗什
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り、菜の花畑が延々と続く一本道
を走っていた。
西寧から一路、祁連山脈に向か
って北西方向へ進んでいくので、
青海湖などほかの景勝地には立ち
寄らない。５時間ほどのドライブ
で門源県の北西部に至り、車の終
点に着く。終点は崗什卡雪峰への
入山口であり、みやげ物や飲食の
屋台が数軒立っている。
祁連山脈は青海省と甘粛省の境
界にある山脈で、チベット高原の
北東縁をなす。酒泉県南方にある
主峰・祁連山
（５５４７ｍ）
をはじ
め５０００ｍ峰数座を数え、高山
地帯には万年雪と氷河の形で水を
蓄える。山地から流出する多くの
川が、山麓に点々とオアシス集落
を成立させる。
南麓が
「草原のチベ
ット」と言われるアムド地方の北
縁であると同時に、モンゴル高原
側の北麓には河西回廊があり、さ
らにその北側に長城が連なる（一
部『日本大百科全書』
〈酒井敏明〉
を参考）
。
車の終点で自分のリュックを担
いで歩き出す。ほかに隊荷と各自
の預けた荷物は馬が受け持つ。
たかだか２時間のアプローチだ
が
「キャラバン」
と呼びたくなるよ

うな、情趣豊かな風景である。
歩き始めた地点はすでに３８０
０ｍほどもあり、約５５０ｍ登っ
てベースキャンプに到着する。こ
こは今日から４泊するベースハウ
スとなる
（標高４３６０ｍ）
。
木造平屋のこの建物は中央に大
広間があり、その周りに３つの寝
室がある。大広間はテーブルとイ
スがたくさん並べられ、詰めれば
１００人は収容でき、その窓際に
はバイキング用の器がずらっと据
えられている。寝室は全部で 台
の２段ベッドがある。部屋自体が
広く、床に寝れば大人数がここに
寝泊まりできる。
私を含めてスタッフはこの２段
ベッドを使うのだが、学生たちは
１張２名のテントを建物横の広場
に張って、テント生活をする。
２時間のキャラバンの途中から
崗什卡の山容が見えてくる。一番
雪の少ない季節であり、山頂付近
こそ白い雪をまとっているが、氷
河はどこも黒っぽいまだら模様に
なっている。明日はその氷河にア
イゼンを履いて入っていく。
７月 日 ６時半に出発し、上
部に向かって左側に大きく迂回し
て登っていく。４５００ｍあたり

でアイゼンを履いて氷河に乗る。
数日前に降雪があったそうで、そ
の雪が残っていれば滑落停止訓練
をするつもりだったらしい。残念
ながら雪はすでに溶けて、どこも
硬い氷ばかり。一番低い所まで氷
河を下りていき、その舌端の斜度
が 度ほどある所でフラット・フ
ッティングの練習。
帰りは通常ルートをとって戻る。
時 分帰着。
朝、夕の食事は４～５つほどの
中華風のおかずに万頭、ご飯、パ
ンなどのビュッフェ・スタイルで
ある。人によって好き嫌いが出て
くるし、疲労度が食欲に影響する。
もちろん高所に順応していないと、
食欲は明らかに減退する。
この夜、
リーダーの次落
（ツーロ
ー）
さんから、
日中韓それぞれ２名
ずつを選抜して、最終日（７月
日）に崗什卡雪峰の本峰にアタッ
クする旨、リーダー会議で発表さ
れる。事前に受け取っている計画
書には
「衛星峰に登頂」
とあり、明
記されていないものの本峰へのア
タックはないと推測できていたの
で、この決定は意外であり、同時
に２名選抜と聞いてかなり戸惑っ
た。行くなら全員で行かねば、日
20

本のメンバーはおそらく納得しな
い。ルートの状況からして、全員
でのアタックは安全管理上無理だ
という判断から計画にはなかった
のだろう。
詳しい経緯は省くが、案の定日
本のメンバーにこのことを告げる
と大騒ぎになり、
誰が行くのか、
ど
うやって行くメンバーを選ぶのか
面倒なことになったけれども、１
時間ほど後にはアタック・メンバ
ー２名とそれに続く７番目までの
順位を決めた。その後も（翌日夜
まで ）
、本 峰 ア タ ッ ク に 人 で も
多くの参加枠をもらえるよう、引
き続き交渉・努力するというコン
センサスの下に、その際の参加順
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４泊するベースハウス（４３６０ｍ）に到着する
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４５００ｍの氷河舌端でアイゼン歩行訓練を行なう

りょう

練習。高度のせいですごくしんど
る部分があり、頻繁に落石を受け
が、毎日行動し、２つの衛星峰に
い。昼まで結構真面目に雪上訓練
る。
その上次の日の天気予報は、
午
登頂できた充実した４日間だった。
をして、昼から衛星峰（５００５
前９時から雨だという。それやこ
初めてパスポートを取得したメン
ｍ）にアタック。最後はフィック
れやを総合して、明日の最終日は
バーや、海外の登山が初めてのメ
ス・ロープを頼りに 度ほどの傾
別の衛星峰へのアタックに変更す
ンバーにはとりわけ感動的な山行
斜を登る。山頂には雪はなく、ガ
る、という判断が昨夜なされたの
であっただろう。
ラガラの岩が積み重なっている。 であった。
冒頭にも書いたように、議定書
時～ 時 分ころ全員登頂。
９時出発。昨日までとは別のル
を交わした日中韓３国学生交流登
７月 日 結局は本峰の対面に
ンゼの右岸を詰めて、途中に孤立
山の最終回は、中国開催ならでは
ある別の衛星峰
（４８００ｍ）
へア
した氷河の残骸を乗り越えて本峰
の環境と５０００ｍ峰登頂で有終
タックすることになった。
との稜線の鞍部に達し、そこから
の美を飾ることができた。３ヶ国
昨日の昼間に３名のスタッフが、 本峰とは反対方向に尾根を伝い、 それぞれに、このようなイベント
本峰にかねてより張ってあったフ
最後にもう一度アイゼンを履いて
を開催するにあたっての問題を抱
ィックス・ロープの掘り出しと点
３００ｍほど氷河を越え、４８０
えているのであるが、形を変えて
検に上がったのだが、氷が硬くす
０ｍ峰の頂上に立った。午後１時
学生たちの集う国際交流の場が、
べてのロープを出せなかった。ま
半。この頂上も雪がない。
近い将来実現することを期待して
た、上部にもろい岩の露出してい
午前中は良い天気だった。特に
いる。
朝方はこの山行で一番の快晴で、 【メンバー】
昨日の天気予報を恨んだが、午後
隊長／中山茂樹（日本山岳会副会
３時ころから雹や雨がまともに降
長、ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ学生部
り出し、皆ぐっしょり濡れて４時
担当理事）
ひろ と
半に帰着。
隊員／川村洸斗（日本大学山岳部
本峰アタックの後でこの雨に遭
３年）
は る
ったなら、かなり消耗したことだ
福島端流 （ 日本大学山岳部３年）
よう じ
ろう。天気の上でも、本峰アタッ
村上洋道 （ 日本大学山岳部２年）
あが し
クはやめて良かったということだ
池田昂史（青
 山学院大学山岳部
ろう。
年）
ゆう や
８月１日 ベースキャンプから
保坂祐也 （ 立教大学山岳部３年）
ゆう ま
下山。１時間であっけなく登山口
宇野悠真
（同 志社大学山岳部４年）
すけ
へ下りる。若干の悪天候もあった
須見遼介
（同志社大学山岳部３年）
雪峰の連なりとベースキャンプのテント群

朝日が昇る崗什

位を決めたのである。それぞれに
不安な心持ちで就寝。
７月 日 ８時 分出発。通常
ルートから登る。氷河に乗るまで
ガラガラのサイド・モレーンを上
がっていくのだが、一見して氷河
は山塊の上部に取り残されている
といった印象で、下部はサイド・
モレーンのみが目立つ。
この日は４６００ｍを越えたあ
たりで、少しの残雪を見付けて雪
上訓練をする。何度も何度も、か
ちかちの氷の上にうっすら残った
雪の上で滑落停止の練習をして、
その後ロープをコの字に張って、
登高器でのフィックス通過（ユマ
ーリング）や下降器を使って下る
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登山基地での出発式を終え、いざ記念登山に出発

日、記念式典は鳥取県大山町
の大山総合体育館で開かれた。大
山山麓の自治体や観光、経済、山
岳分野の関係者ら約７００人が出
席、
「山鐘」を鳴らして開幕した。
超党派の国会議員が集う
「山の日」

た。全国からの参加者との交流は
時間が短くて、惜しまれた。
午後７時 分、鳥取県議会・稲
田寿久議長の閉宴の言葉で終了。

40

中井俊一

99

山陰支部長

大山頂上への記念
登山に参加した登山
家・ 貫 田 宗 男 さ ん と
ほかの参加者がイン
タビューに応じ、
天候
に恵まれず下山途中
で降雨に見舞われた
の に も か か わ ら ず、
大山への好感を述べ
ていた。
やっと自由歓
談になったのは７時
分ごろのことであ
った。
脚のテーブルに
２０１名の登録者を
配置、
さらに 名の追
加があって会場は大
に ぎ わ い に な っ た。
立食セルフサービスの
料理は多彩を極めた。
「 鳥取の素
材と大山産・旬の野菜のコラボレ
ーション」をコンセプトとした料
理はオードブル 種、魚料理５種
およびお造り盛り合わせ、肉料理
等々。コーナーにも 種類のメニ
ューが用意された。バーカウンタ
ーには地酒の特別純米酒や大山ｇ
ビール、
白バラ牛乳など。歓談中、
地元の伝統芸能
（淀江さんこ節）
が
ステージで披露され、拍手を浴び
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第３回「山の日」記念全国大会を
鳥取県・大山で開催

11

第３回
「山の日」
記念全国大会が
第３回
「山の日」
前夜レセプショ
８月 日、 日の両日、中国地方
ンはＡＮＡクラウンプラザホテル
だいせん
の最高峰・大山
（１７２９ｍ）
を中
米子で 日午後６時 分から、参
心に開催された。
大会テーマは
「神
加登録者２０１名を大きく超える
います山と共に生き、歩む～開山
３００名の盛大な集会となった。
千三百年『山を守る聖地』大山か
オープニングは女性合唱ゴスペル
ら～」
。１ ３ ０ ０ 年 に 及 ぶ 信 仰 の
オーブの美しい歌声で、懐かしい
山としての歴史、日本の自然保護 『大山賛歌』
だった。司会はＢＳＳ
憲章発祥の地としての経緯、山頂
山陰放送の女性アナウンサー。開
の荒れた植生復元に取り組んでき
宴の言葉は超党派「山の日」議員
た活動を踏まえ、
大山が
「山を守る
連盟会長・衛藤征士郎議員で、祝
聖地」
であることをアピールして、 日山の日制定について経過報告な
米子市と大山町を会場に、同実行
どの解説があった。
委員会（会長・平井伸治鳥取県知
主催者挨拶は今大会実行委員会
事）
の主催で開かれたのである。
会長・平井伸治鳥取県知事が歓迎
の言葉を、同副会長・伊木隆司米
子市長が、大山寺開山１３００年
の 歴 史 や 自 然 の 美 し さ、 恩 恵 の
数々を挙げ、歓迎の意を述べた。
来賓挨拶は韓国ソン・ソクドゥ
江原道行政副知事、乾杯の発声は
今大会実行委員会副会長・竹口大
紀大山町長。続いて来賓紹介と次
期開催県の後藤斎山梨県知事から
勧誘の挨拶があった。

11
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大会初日の記念登山には、全国
山の日協議会副会長で日本山岳会
会長の小林政志さんや同協議会監
事の成川隆顕さんを含め全国から
公募した参加者、
総勢 名が参加。
大山ガイドクラブ会員をリーダー
に７班が、早朝より山頂を往復し
た。山陰支部はサブリーダーとし
て各班をサポートし、協力した。

10

30
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議員連盟の衛藤征士郎会長は「山
した。
観光カリスマの山田さんは、
「標
という自然を対象にした祝日があ
来年の第４回大会開催地は山梨
高が高いのはアルプスだが、大山
るのは日本だけ。山と向き合い山
県で、第１回から引き継がれてき
には圧倒的な多様性がある。日本
に感謝するのが山の日」
と強調。
平
た
「山の日帽」
が、平井知事から山
の山のいいところは四季折々の表
井知事は「山を守る聖地として引
梨県の後藤斎知事に手渡された。
情があること」と、その魅力に触
き継いでいきたい。その決意を今
米子市公会堂で開かれたトーク
れた。
日、
皆様と共有したい」
と挨拶した。 セッションは午後 時から。日本山
また、貫田さんは「人間は探求
ステージでは、地元のボーイス
岳会・萩原浩司さんの司会で女優
心で進化してきた。日本では登山
カウトや合唱団の子どもたちが
の壇ふみさん、登山家の貫田宗男
で遭難すると、会見を開き謝罪す
「山を学び、山の素晴らしさ、厳し
さん、観光カリスマの山田桂一郎
る場合もあるが、欧米でこの話を
さを知ろう」
「山を敬い、
山を守る
さんを交えて、身近な山とともに
すると笑われる。結果でなくチャ
気持ちの輪を広げよう」など５ヶ
生きる意義や大山のすばらしさな
レンジ自体が評価されるからだ」
条の
「とっとり大山
『山の日』
憲章」 ど語った。
と、遭難者が強い非難の対象にな
を元気良く発表。大山山麓で農林
檀さんは志賀直哉の小説『暗夜
る風潮に疑問を呈するなどして、
漁業などに携わる生産者らが大山
行路』で大山の大自然に触れた場
多くの聴衆を魅了した。
へ の 思 い を 語 り、 出 席 者 全 員 で
面を朗読。
「
『暗夜行路』で一番印

『大山賛歌』
を合唱して心を一つに
象に残ったシーン。一度そういう 〈とっとり大山
「山の日」
憲章〉
景色を見てみたい」
と話した。
５年
私たちが住む鳥取県は、大山を
ほど前、富山県の立山に登る前に
はじめとする緑美しい山々に囲ま
始めた足腰を鍛える習慣が根付
れています。
き、今でも１日１５０回のスクワ
山ははるか昔から私たちを見守
ットを続けているという。
っていて、降り注いだ雨が清らか
テレビ番組でおなじみ、鳥取県
で栄養豊かな水となり、森や里を
出身のタレント・イモトアヤコさ
潤し、緑に覆われた山の中では多
んの海外登山に同行する貫田さん
くの動物や植物が暮らし、私たち
は、
大山の
「一木一石運動」
に言及。 も登山やキャンプ、スキーなど四
「私たちは山を踏み荒らした世代。 季それぞれに楽しむこともできま
今日、
記念登山で山頂に登ったら、 す。
緑に覆われていた」と活動の成果
山や森は身近で命の源となる存
を喜んだ。
在ですが、土砂崩れや洪水など、

ときに私たちに怖さを見せること
もあります。
私たちの大山は、これまで長い
間「一木一石運動」などの自然保
護活動を行なってきた、自然を守
る聖地です。
昔から山を守り、山の厳しさに
も立ち向かってきたおかげて、今
の私たちの暮らしがあります。
「大山さん」
、ありがとう。
私たちは
「山の日」
の今日、開山
１ ３ ０ ０ 年 を 迎 え た「 神 い ま す
山」
、
自然保護憲章発祥の地、「山を
守る聖地」大山において、私たち
にとってかけがえのない存在であ
る山とともに生き続けることを決
意し、志を同じくする日本全国、
世界中の人々とともに、
「 とっと
り大山
【山の日】
憲章」
を定めます。

◆山を学び、山の素晴らしさ、厳
しさを知ろう。
◆山に親しみ、
豊かな心を育もう。
◆山の恵みに感謝し、暮らしに活
かそう。
◆山を敬い、山を守る気持ちの輪
を広げよう。
◆山と共に生き、未来に向けて歩
み続けよう。
平成 年 月 日
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大山北壁をバックに7合目避難小屋付近で休憩する一行
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武尾 誠

道標にプレートを取り付ける支部会員

は必携。一般の登山者には勧めら
れない」
という声も。とりわけ、
こ
うした厳しいルートは白砂山以西、
登山者が比較的少ない地域に目立
った。
全線開通の
「 日までに完了」
と
県は話しているが、 日現在で下
刈りがまだ完了していない箇所が
ある模様。その後、登山者が少な
く手が入らなければ、登山道は荒
れるのが必然。
「 山深い県境稜線
での事故を未然に防ぐためにも道
標の整備、下草刈りは、招く側、呼
び掛ける側の義務と思えるのだ
が」
（支部会員）
の声は切実だ。
肝心の管理・運営の方向性は今
後、県、４町村、山岳団体で構成

15

群馬支部

11

11

11

シンボル・マークがプリントされたプレート

レイルの維持・管理には、みなか
み町、中之条町、草津町、嬬恋村
の沿線町村が当たっていたが、４
町村にはそれぞれの事情があって、
取り組みには温度差がある。また、
トレイルの一部の管理・維持は、
新潟県や長野県の行政や民間団体
が担当している経緯もある。群馬
県が旗を振っても、行政の壁が立
ちはだかることも予想される。
事実、 日直前に現地踏査した
支部会員によれば、既設道標の老
朽化や、数ｍ先が見えないほどの
笹藪に覆われたルートが少なから
ず存在した。さらに、テント泊が
必要な区間もあるが、
「適地」
がな
い。水場も不鮮明。良く言えば
「挑
戦意欲をそそられるトレイル」
、
厳
しく指摘すれば「読図とコンパス

11
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「ぐんま県境稜線トレイル」
が全線開通

88

全線が登山道でつながったのを
受けて、群馬県は８月 日までに
シンボル・マークをアルミ板にプ
リントしたプレートを道標に取り
付けた。
プレートは直径７㎝で、
環
境省の指導を受けて自然環境に溶
け込むよう茶系の配色。ちなみに
シンボル・マークは、稜線の山並み
を「ぐんま」の「ぐ」の字で表現し
ている。
取り付けには、県の依頼を受け
た県山岳団体連絡協議会が当たっ
た。 ヶ所の取り付け予定道標の
うち、
全面開通の 日までに
「３分
の２が完了した」
（群馬県）
という。
このほか、西の起点の鳥居峠、白
砂山の登山口、有人小屋の平標山
の家、谷川岳・肩ノ小屋の４ヶ所
に大型の案内板が、そして、登山
道新設の９㎞区間の ヶ所には、
将来はスマート道標としての機能
を付加できる道標が、９月中には
設置される予定だ。
ロングトレイルとしての体裁は
整いつつあるが、ソフト面では課
題が山積している。これまで、ト
11

Ⅰ

群馬県と新潟、長野の３県の県
境稜線１００㎞を一気通貫する
「ぐんま県境稜線トレイル」
が８月
日の「山の日」に全線開通した。
２０００ｍクラスの稜線、本州の
分水嶺を貫く全国最長級のロング
トレイルとなる。コース管理・維
持の方向性などが不透明で課題も
山積。コースの定着や安全確保の
ためには、提唱した群馬県と沿線
４町村、それに、群馬県内山岳団
体の腰を据えた、息の長い取り組
みが求められている。
群馬県は平成 年度、全線１０
０㎞のロングトレイルのうち唯一、
登山道が未通だった新潟県境の白
砂山～三坂峠間約９㎞に登山道を
新設した。この空白区間は、ＪＡ
Ｃ群馬支部と県山岳連盟、県勤労
者山岳連盟でつくる県山岳団体連
絡協議会の選抜メンバー 人が、
年９月に現地調査している。悪
天候と視界をさえぎる濃い笹藪と
苦闘しながらの山中２泊。ＧＰＳ
と地図・コンパス頼りの難航を極
めた調査だった。
11

28
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支部のホームページで発信してい
する「稜線トレイル活用促進協議
このため、群馬県の強いリーダー
る。
会」に委ねられる。協議会は管理
シップと、県内登山団体の積極的
全線開通の 日当日は、
谷川岳・
方法や運営、さらに、来年度を目
な関わりが一層求められる。
天神平に群馬県の大澤正明知事や
指して登山道新設区間に設置予定
群馬支部は創設５周年を記念し
沿線町村長、県内の山岳関係団体
の新設避難小屋の位置、仕様など
て、全通した稜線トレイルを、８
らが集まって、全線開通を全国に
を検討。このコースの売りで、
入・
月 日を挟んで７月 日から９月
日までの間に、計６回に分けて
宣言するセレモニーが大規模に開
下山口でもある水上、四万、草津
リレー踏査した。５周年の記念の
催される予定だった。
ところが、
開
などの著名温泉地との連携なども
年に当たり、群馬支部はいつにな
通の前日、コースを事前視察して
模索するが、町村の取り組み姿勢
くスケジュールが過密。黛副支部
いた群馬県の防災ヘリコプターが
に濃淡がある上、維持・管理には
渋峠北東のガラン沢付近（中之条
新潟、長野側の行政も絡んでくる。 長が行事の間を縫う苦心の計画を
立てた経緯もある。
町）に墜落、防災航空隊員４人と
計 画 で は、① 鳥 居
地元の吾妻広域消防本部隊員５人
峠→毛無峠②毛無峠
の計９人、搭乗者全員が死亡する
→渋峠
（一般道のため、 という痛ましい事故が起こった。
ロードバイク利用も
このため、開通セレモニーは急遽
含む）
③渋峠
（横手山） 中止となった。
→野反湖④野反湖
（白
死亡した隊員は 代後半から
代 の 中 堅、ベ テ ラ ン 隊 員 が 多 い。
地元紙の上毛新聞によると、なか
14

で、計６回、延べにす
る と ５ 泊 日。踏 査

点・ 白 毛 門 登 山 口 ま

ー ト。四 阿 山 登 山 口
の鳥居峠から東の起

肩ノ小屋⑥肩ノ小屋
→白毛門
（馬蹄形縦走
区間）
がそれぞれのル

砂山）
→三国峠（登山
道新設区間）
⑤三国峠
（ 三 国 山 ）→ 谷 川 岳・

白砂山から見た、
新設された登山道

の 状 況 は 逐 次、群 馬

11

11

40

稜線トレイルの事前視察だっただ
けに、山岳関係者として心が痛む。
ご遺族や地域にとってはもとより、
山岳関係にとっても計り知れない
損失となった。心からご冥福を祈
りたい。

には今年１月の本白根山噴火事故
の際、救助に当たった隊員や、山
岳救助で多くの現場を踏んだスペ
シャリストもいた。飛行の目的が

30
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17

17
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11

移行し、オール広島を目指す活動
が本格的にスタートした。
ＨＷＴの永続的な維持のため、
ＨＷＴ協踏査・整備隊
（草刈り隊）
は、陸路２９１・９㎞を１年間で
一巡することを目指し、活動して
いる。すでに一巡
（ 回、
３１７人
参加）
し終え、
２０１７年９月から
二巡目に入り、活動を継続してい
る。
この活動を市民活動、広島の文
化とするため、
「 １人１００ｍ草
刈り運動」
という形で提唱し、
ＨＷ
Ｔ説明会、安全登山推進講座、ト
レイル体験会など、あらゆる機会
を利用して周知、促進している。
すなわち、
１人が１年に１回、
鎌
や鋏、鋸を持って山に入り、１０

26
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広島湾岸トレイルと西日本豪雨災害

会合でＨＷＴ構
想 を 機 関 決 定、
支部に報告し承
広島支部 田川宏規
認を得たことで
困難を極めるいかなる危機では
活動はさらに前
あっても、
「 市民の市民による市
進、活発化した。
民のためのトレイル」を目指して
２０１５年６月
いることから、７、８月の全イベ
には、ＨＷＴの
ントを即刻中止、あるいは順延し、 維持・管理・運
被災地の救援を目的とした「お手
営を目的とした
伝い隊」を組織して救援活動に専 「 広 島 湾 岸 ト レ
念している。
イル協議会（Ｈ
８月 日現在、３市２町 現場
ＷＴ協）
」
準備会を の山関係団体
に 回出動し、
延べ 団体
（ＨＷＴ
ほかで立ち上げ、
連携して
「ロング
協加盟団体）プラス市民２２１人
トレイル・フォーラム 広島」を
が参加した。それが我々に課せら
ＪＡＣ広島支部・ＬＴ研主催で
れた責務、使命であると思う。道
月に開催した。誰もが予想し得な
がつながり、人が、心がつながっ
かったほど大盛況と高い評価を得
て市民に愛されてこそのトレイル
たこともあり、賛同者、協力者は
であり、探求すべき理念だと思っ
飛躍的に増大し、構想は夢の世界
ている。
から現実になったと実感した。
思い返せばＨＷＴ構想を提案し
準備会を経てＨＷＴを永続的に
た翌月には、
本会報
（２０１３年６
維持・管理・運営することで、よ
月号）による運命的な後押しもあ
り多くの方に活用いただくことを
って、支部会員有志３人で「ロン
目的
（登山振興、地域振興、観光振
グトレイル研究会
（以下、
ＬＴ研）
」 興）
としたＨＷＴ協は、
ＬＴ研を中
を立ち上げ、２０１４年４月 日、 核とした 山岳団体
（８８２人）
が
踏査並びに整備活動の第一歩を踏
参加して、２０１６年４月５日に
み出した。
発足した。これに伴いＬＴ研の活
ＬＴ研の２０１４年 月の定例
動はＪＡＣ広島支部より協議会に
10

Ⅱ

２０１３年６月 日、兵庫県の
氷ノ山
（１５１０ｍ）
で開催された
日本山岳会広島支部の月例山行会
時に、
「 広島にロングトレイルを
つ く ろ う（ 広 島 湾 岸 ト レ イ ル 構
想）
」
と提案したことから始まった
のが、
我々の広島湾岸トレイル
（以
下、
ＨＷＴ）
である。あれからすで
に５年２ヶ月が経過した今、未曾
有の西日本豪雨災害で大きく被災
したＨＷＴの昨日までを振り返り、
今日を、そして明日への想いを綴
ってみた。
西日本豪雨災害は、広島県下東
部の沿岸地域に情け容赦なく襲い
掛かり、山域の損壊箇所は斜面崩
壊数８４０６ヶ所、土石流数７６
６０ヶ所にも及び、４年前の広島
土砂災害の実に 倍もの損壊数と
なり、ただただ唖然、茫然、絶句
するばかりである。
ＨＷＴ構想は、夢に想い描いた
グランド・デザインに沿った形で
足早に進み、明日への夢と希望に
満ち溢れていたが、７月６日の豪
雨災害で重大な岐路に直面した。
22

49
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０ｍの草刈りをすることによって、 催した。
次いで今年の 月には、
第
３０００人の市民が参加していた
２回の大会を 会場で開催の予定
だければ、３００㎞のトレイルの
であった。
永続的な維持が可能となる。この
我々が目指すのはすべてがオー
運動の成果なのか、草刈り隊への
ル広島での「市民の市民による市
市民の参加は日増しに目立って増
民のためのトレイル」
であるから、
加している。
ト レ イ ル の 周 知・ 広 報 を 目 的 に
この運動をさらに拡大前進させ 「トレイル体験会」
を当初より実施
るため、
「歩いて健康に！ トレ
している。ＬＴ研時代の山岳団体
イル
（故郷の山々）
の大掃除！ 我
および行政向けのトレイル体験会
が故郷の自然を守る！」をテーマ （ 回、５９２人）
、ＨＷＴ協での
に掲げて「トレイルウォーク＆ク
市民対象の第１回体験会
（ 回、
１
リーンアップ１０００人大会（Ｔ
１４３人）に次いで２回目の大会
Ｃ１０００）
」
を企画、２０１７年
を９月から予定していたが、ＴＣ
６月４日
（広島県の山の日）
に、Ｈ
１０００Ⅱ、トレイル体験会Ⅱは、
ＷＴコース周辺山域 会場に６７
豪雨災害のためトレイルの現状確
７人が参加して、第１回大会を開
認ができないことから、安全確保
上の問題もあり、やむを得ず中止、
あるいは来春以降に順延した。
このほか、地域住民と密接につ
ながる広島市 公民館での「安全
登山推進講座」
（参加費無料、
公民
館で座学、
近隣の山で現地講習）
は
すでに 回を数え、公民館並びに
受講者から高い評価を得ている。
これら称賛の声に励まされ、定例
化を目指し継続している。
さらには、毎月定例のＨＷＴ説
明会やサポート活動を通じて地域
社会に貢献し、深いつながりを築
35

絵下山（593m）から見たHWTの安芸小富士（左）と広島市街西部

26

16

34

71

11

29

くことで、地域に根ざした、愛さ
的を果たすことにもなる。山国日
れるトレイルづくりに努めている。 本の回避困難な土砂災害からの完
これらの活動を通じてＨＷＴ構想
全復興こそが我々の責務であり、
に賛同し、
入会した現役世代
（ ～
使命であると自覚している。また、
代）
を主とした六十余名が、
今や
ＨＷＴの真価が問われるものであ
構想の推進力であり、主力である
ると強く思っている。
ことから、ＨＷＴの永続性は担保
多くの市民から寄せられた多額
されたと確信している。
の義援金や参加協力などの支援に
また、喜ぶべきことに、他に例
励まされた、トレイルの被災状況
を見ないこの流れは拡大の一途を
確認のための調査隊は、４班態勢
たどっており、２０１５年のフォ
で９月１日から毎週土曜日に調査
ーラム後にトレランの世界的ラン
を続け、 月末までに全調査を終
ナーから、国際大会の開催を提案
える予定である。
されている。
その調査報告に基づき「即応班
「広島湾岸トレイル・ウルトラト （迂回路の探査・整備、修復・整
レイルランニングレース国際大
備）
」
の随時展開と、人員を大量動
会」
は、
車社会で例えるなら昼夜を
員した
「対応班
（本格的な修復・整
分かたず走る
「ルマン 」
で、レベ
備）
」
をもって、来春の全通
（復旧）
ル的にはカーレースの最高峰「Ｆ
を願っている。
加盟 団体
（１８７
Ｉレース」
に匹敵する。
この構想実
０人）は言うに及ばず、多くの市
現のためには３年近い歳月をかけ
民、団体、機関、企業、行政の協
て検討、協議する必要があり、２
力・支援を得て、オール広島での
０２０年３月末の開催を目指し、 「市民の市民による市民のための
準備を進めている。
トレイル（ＨＷＴ）
」の早期完全復
この大会開催には地域の協力が
旧を目指している。
必要不可欠であり、ＨＷＴの完全
今こそオール広島で……。我々
復旧が絶対的な条件であることは
の願いはただ一つ、
「 広島一願道
言うまでもない。開催こそが、西 （ hiroshima one-gan trail
）
」
を合言
日本豪雨災害から復興した証でも
葉に！
あり、トレイル活用の究極的な目
（広島湾岸トレイル協議会会長）
50

24

30

11

28
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医療委員会

小清水敏昌

部を固定などして最低限の応急処
置をすることが重要である。そし
て、
速やかな下山行動をとり、
医療
施設までは傷病者の状態をなるべ
く維持する。山での事故は午後の
下りに生じることが多い。疲労が
たまり転倒、
転落、
滑落などが起こ
る。予防を心掛けることが大切で、
登る前に水分を５００㏄ほど補給
する、
ストックを持って行くなど、
ちょっとしたことで予防できる。
要は、事故を起こさないように前
もって準備しておくことである。
薬などは個人用と共同用で用意
する。個人用では、内服薬はアレ
ルギーなどの副作用が生じること
があるので、共同装備から選ぶの
ではなく、本人が普段でも使って
いる薬
（たとえば鎮痛剤を数錠、
擦
り傷用の医療材料）などを持参し
た方が良い。共同装備としては湿
布または外用剤、三角巾、体温計、
応急ギプスなど、特殊な物を用意
する。共同装備は日程や季節に応
じて薬や医療材料の数量や種類を

選んで持って行く。また、止血す
る際には、二次感染を防止するた
めにもビニール製の手袋を使うよ
うにする。
講習終了後の質疑応答では、テ
ープの大きさについて、ハチ刺さ
れ用の吸引器の効果などについて、
またパーティの薬品リストを講師
に見せて評価を求めた例もあった。
参加者は２日が 名、 日が 名
で、ほとんどがＪＡＣ会員である
ことから、関心の高いテーマだっ
たと思われる。
会場ではしきりにメモを取って
いる人が多かった。講習
後のアンケートによると、
簡潔明瞭で基本的なこと
が良く理解できた、とし
た人が多かった。一方で
要望として、医療委員会
として山に持って行く医
薬品の標準版を作成して
ほしい、骨折時の対応、テ
ーピングの方法、ハチな
どの害虫に対する対処な
ど様々な声もあった。
今後、医療委員会とし
ては要望の高いテーマを
考慮して、会員に役立つ
ような講習会を開いてい

きたいと思っているので、ご意見
をお寄せいただきたい。
提案した日帰り登山の携行医療
セットの概要＝基本セットとして
鎮痛剤２錠、絆創膏２枚、滅菌ガ
ーゼ１組、手ぬぐいまたはタオル
１本、テーピング・テープ１本、外
用軟膏（ステロイドと抗ヒスタミ
ン剤の合剤）１本の６つ。これに
個々の体質や山行形態に応じて必
要な物品を追加する。ほかに全身
状態を維持するためのレスキュ
ー・シート、ツエルト、防寒保温
ウェア、コンロも重要である。
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23

19

山に持って行く薬はどうする？
携帯医薬品講 習 会 か ら
山に行く際に必ず持参する物の
中に
「医薬品」
がある。しかしなが
ら、何をどのくらい持って行けば
良いのかは、縦走するのか日帰り
かなどによって様々だと思われる。
そんな疑問を解消するために、医
療委員会として
「携帯医薬品」
のテ
ーマで７月２日と 日の 時から
講習会を開催した。講師は丹沢の
麓にある秦野日赤病院の泌尿器科
医で、
日本山岳会のＹＯＵＴＨ Ｃ
ＬＵＢ委員でもある植木貞一郎氏
だった。
講習では、救急セットは全般的
に薬や医療材料などが含まれてい
るので便利ではあるが、全部持っ
て行けば安心なのか？ ただ重い
だけでそのまま持って帰ってくる
ことが多いのではないか？ した
がって、本当に必要な物を厳選し
て持っていることが肝要とのこと。
山での治療には限界があり、仮
にケガをした場合は、受傷後１時
間がゴールデン・タイム。この時間
内に傷病者の体温を保持、
止血、
創

植木講師による日帰り登山の携行医療セット

880−２０１8・9・２０
山

16

23

12

880−２０18・9・２０
山

眺めをはじめ、展望が良く静かで
のお花畑が広がる。南に鞍部へ下
秘峰としてお薦めしたい。尻別岳
って登り返すと 分で中岳頂上に
は羊蹄山が目の前に大きく見え、 着く。一等三角点標石のかたわら
オロフレ山とともにシラネアオイ
に２００年前に建てられた猿田彦
が多く、ホロホロ山と徳舜別山と
の石碑もある。展望は南東に稲庭
は頂上間を１時間で往復できる。
岳
（１０７８ｍ）
、
七時雨山
（１０６
十和田湖カルデラの外輪山の
３ｍ ）
、南西に皮投岳（１１２２
はオホーツク海、北西には遠く利
山々をお薦めしたい。そのうち大
ｍ）
、五ノ宮岳
（１１１５ｍ）
、森吉
尻山
（１７２１ｍ）
も眺められる。
駒ヶ岳
（１１４４ｍ）
、
三ツ岳
（１１
山
（１４５４ｍ）
、北には八甲田山、
道央では無意根山
（１４６４ｍ） ５９ｍ）
、
大文字山
（１０１４ｍ）
の
南には岩手山など、私にとって曽
をお薦めしたい。登山口の薄別か
３つのピークを持つ戸来岳は、登
遊の山々が眺められて懐かしい。
ら１時間半林道を歩くと電光坂に
山口から５時間強で３山を経由し
飯豊連峰からは連峰中央にある
着き、ここから樹林の山道となり、 て登山口に戻ることができる。ほ
北股岳
（２０２５ｍ）
をお薦めした
さらに１時間半で高層湿原の大蛇
かにも 時間弱で登れる十和田山
い。
福島県川入から三国岳
（１６４
ヶ原湿原に出る。湿原を過ぎてし （１０５４ｍ）
、十和利山（９９１
４ｍ）～種蒔山
（１７９１ｍ）～飯
ばらく歩くと入口に豊富な湧水が
ｍ）
や、湖の西側の登山口・大川岱
豊本山（２１０５ｍ）～御西岳（２
出る無意根尻小屋（無人）に着く。 から２時間半登り、さらにその先
０１２ｍ）～大日岳（２１２８ｍ）
さらに急登のあと笹原に出て、ハ
１㎞続く高層湿原の西端に頂上が
～烏帽子岳
（２０１８ｍ）
と縦走し
イマツの稜線を歩くと小屋から１
ある一等三角点の白地山（１０３
て北上するにも、北の大石ダムか
時間 分で頂上に到着する。北に
４ｍ）
など、
どの山も静かで眼下の
ら杁差岳
（１６３６ｍ）
～頼母木山
は余市岳
（１４８８ｍ）
、南西には
十和田湖はもちろん、
八甲田山、
岩 （１７０８ｍ）～地神山（１８５０
羊蹄山
（１８９８ｍ）
が見える。札
木山、岩手山などの眺めが良い。
ｍ）～門内岳（１８８０ｍ）と縦走
幌市の山なのに登山者がいない、
青森、秋田、岩手の３県境にあ
して南下するにも、東の石転び雪
静かな山だった。
る四角岳
（１００３ｍ）
も南隣の中
渓から登るにも時間が掛かる。登
道央にはほかにも羊蹄山の南東
岳
（１０２４ｍ）
と併せてお薦めし
山者が少なく、池塘が点在しお花
に尻別岳
（１１０７ｍ）
、ホロホロ
たい。青森県側の花木登山口から
畑が広がる天国のような稜線を歩
山
（１３２２ｍ）
、
徳舜別山
（１３０
１時間 分で灌木に囲まれた平坦
いてきただけに、連峰の中心で緑
９ｍ）
、
オロフレ山
（１２３１ｍ）
な
な四角岳頂上に着く。頂上付近に
の山肌に白い残雪の斑模様をまと
ど、登山口から２時間前後で登れ
は高層湿原があって、初夏にはミ
った飯豊の山々を３６０度眺めら
る山々があり、いずれも羊蹄山の
ズバショウやニッコウキスゲなど
れるのはうれしい。

続々・秘峰登山のススメ
〈上〉
西川元禧
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東西
南北
40

一昨年と昨年の会報「山」に「秘
峰登山のススメ」を掲載したとこ
ろ、
「 もっとほかの秘峰も紹介し
てほしい」との声が多く寄せられ
たので追加して紹介したい。たく
さんあったら秘峰ではないので
は？ と思われがちだが、ポピュ
ラーな山のすぐ近くにも秘峰はあ
って、意外と多い。
道北では天塩岳
（１５５８ｍ）
の
北にあるウエンシリ岳（１１４２
ｍ）
をお薦めしたい。
登山口には夏
でも溶けない氷のトンネルがあっ
て観光客も訪れるが、山の上は静
かである。登山口から急登が続き
効率的に２時間 分で頂上に着く。
頂上には一等三角点標石があり、
南側は樹木で展望はないが、東に

2

20

N

20

S

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

度でお願いします）

20

奥会津は名の知られた一部の山
富士山登頂２０００回を
を除けば秘峰だらけで、そのなか
で長須ヶ玉山
（１９１４ｍ）
や大中
達成した實川欣伸会員
子山
（１８４３ｍ）
は針葉樹林に囲
長田義則
まれ、展望は十分ではないが、樹
實川欣伸会員は平成 年６月
間から真っ白い燧ヶ岳（２３５６
日、念願の富士山登頂２０００回
ｍ）や会津駒ヶ岳（２１３３ｍ）な
を達成した。その節目の登山ルー
どが見えると、息をのむような感
小田原市内の
「御幸
動を覚える。ただし登山道がなく、 トは前日の朝、
の浜」
のゼロｍを起点として、
箱根
残雪期に登るしかない。台倉高山
を越えての富士山登頂を企てた。
（２０６７ｍ）
もかつてはかすかな
踏み跡をヤブこぎしながら登った
５人の挑戦者は、明星ヶ岳～明神
が、馬坂峠まで林道ができて、峠
ヶ岳を越えて、金時山頂では遊び
からの道が登山道になり登りやす
心でスイカを担ぎ上げた筆者ら
くなったので、秘峰としてお薦め （関根美千子元会員、濱島美樹会
員）
と合流した。
したい。
頂上からは東に帝釈山
（２
０５０ｍ）と山頂が湿原の田代山
暑さにいくぶん熱中症ぎみで登
（１９７１ｍ）
、
南に日光白根山
（２
ってきた挑戦者は、頬張るスイカ
５７８ｍ）
、
西に燧ヶ岳とその奥に
に癒されもしたが、雲間に覗く富
士山頂は高く、支援者のエールを
は平ヶ岳
（２１４１ｍ）
、北に会津
背に御殿場口へと再び歩き出した。
駒ヶ岳とその奥には丸山岳（１８
２０ｍ）
、
会津朝日岳
（１６２４ｍ） 夜通し歩き続けるも通過時刻は遅
れ、 日未明に御殿場口に着いた。
など曽遊の山々の眺めはいつまで
そこで２人の挑戦者が加わり、７
も見飽きることがない。
（
〈下〉
に続く） 人でいよいよ頂上へと登り出した。
心配した台風接近の兆しは、８
〈執筆者・西川元禧氏は本稿をお
寄せいただいたのちの６月 日、 合目あたりで急変し、吹雪となり
急逝されました。心よりご冥福を
最悪となった。吹き荒れる風で登
お祈り申し上げます。 会報編集
頂どころではなく、身に危険を感
委員会〉
じる。やむを得ず、緊急避難でト

ラバースして富士宮ルートに出る
と、幸いなことに風は弱まって救
われたが、挑戦者の４人が離脱を
決め下山した。残る實川本人と加
茂好清、
鈴木研の剛の者３人が、
執
念を燃やして頂上を目指した。
實川会員は疲れのなか９合５勺
まで登ってきて胸突き八丁を見上
げると、
「もはや、頂上は我にあり
つぶや
……」
と確信して 呟 いた。悪天候
をともに耐え抜いた加茂好清は、
實川会員の頂上までの追随を許さ
ぬ快調なペースに驚き、
「化けた」
としか言いようのない気迫に圧倒
された。気象条件は最悪だったが、
午後１時に３人は登頂の喜びに浸
った。実川会員自身も、今までで

いちばん大変な、試練の富士山登
頂だったと回想した。翌 日には
名古屋にあって、
恒例の
「夏山フェ
スタ」の会場で講演も済ませてい
る。この気力、体力のタフさには
舌を巻くばかり……。
２０１０年の「山」
（７８７号）
に登頂１０００回の記事を載せた
が、 年までは６年連続して２０
０回超えの登頂記録があり、今回
の達成はペースダウンしたかに思
えるが、 、 、 年とエヴェレ
スト登頂に挑んだ理由もある。現
地での不運もあって、到達点は南
峰まで。実川会員の未到のエヴェ
レストに登頂してセブンサミッツ
完登の夢は成されていない。
それにしても富士山登頂２００
０回の重みは、単純に１年に５回
登ったとしても４００年もの年数
がかかるかと思うと、実川会員の
取り組みと実績はあっぱれの一言
に尽き、富士山を見上げるたびに
ため息ばかり……。
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山頂で富士山登頂2000回を祝う實川会員（中央）
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もあって聞き入った。途中、霧雨
が強くなって雨衣を着けた班もあ
った。子どもたちは綿のＴシャツ
などを着用していたので、速乾を
考慮すると、判断が難しいところ
であった。しばらく進むと樹林帯
に入り、雨は邪魔にならなくなっ
た。
アヤメ平・兵馬ノ平では、スケ
ッチブックに描かれた湿原の植物
の説明があった。
子どもたちは、
大
きくなったミズバショウの葉に驚
き、いくつかの沢の水に手を入れ
て冷たさの違いに感嘆の声を上げ
ていた。トリカブト・ジャコウソ
ウ・オニシオガマ・ヒメイワショ
ウブなどが多く見られ、湿原地帯
には秋の気配が漂っていた。
ギボシ平では、食虫植物のモウ
センゴケを観察。子どもたちは指
で触るとネバネバするのを実感、
虫などが入っているものは閉じて
いることも確認した。トンボがモ
ウセンゴケに捕まると、体液を吸
われて羽根だけが残るという話に
皆、興味津々であった。
いちばんの楽しみの昼食は、濡
れのなさそうな広めの場所を選び、
分ほどとした。子どもたちから
は、
「花が次から次に現われ、忘れ
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支部

見山行後に蓮華温泉で開催した。
第４回は前日の８月 日、運営ス
タッフが一堂に集い、翌日の登山
教室に向けた細部にわたる確認と
危機管理態勢の最終チェックを行
なった
（途中の８月１日には、
根知
の大神堂公会堂にて参加者と運営
スタッフによる事前学習会を行な
い、 名が出席した）
。
当日、
雨粒が落ちてくるなか、
糸
魚川市民会館前で受付後、全員が
時間を守り、 分ほど早くバスで
蓮華温泉へ向かうことができた。
しろ池を通り、蓮華温泉に到着す
るころには霧雨模様となる。開会
式・準備運動・記念撮影を行ない、
３班に分かれて 時に出発。中部
山岳国立公園内の蓮華の森自然遊
歩道を周遊するコースに歩を進め
ていく。
スタートは、太いブナやオオシ
ラビソの樹林帯の中を下る。当日
の講師は、総括リーダーで自然保
つるもと
護委員長の靏本修一氏。説明のと
き、靏本講師の声が届くように各
班があまり離れないように歩く。
ブナの不思議、樹皮に張り付いて
いる地衣類についてなど、小休止
の時間を使った説明は、参加者・
スタッフともども、初めて聞く話

20

だより

19

20

15

10

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。

年々標高を高めていき、５年目に
越後支 部
は、新潟県の最高峰である小蓮華
「山の日」第２回糸魚川ジ
山
（２７６６ｍ）
登頂を目指すとい
オ パ ー ク「 子 ど も 登 山 教
う企画である。地元の子どもたち
に、
「山の自然に親しむ機会と、自
室」
昨年の
「山の日」
から５年計画で
然のすばらしさや豊かさを守り育
展開する事業で、昨年の第１回は
んでいくことの大切さに気付いて
糸魚川市・根知
「しろ池」
周辺の自
もらいたい」
との趣旨である。
然観察会と「戸倉山」
（９７５ｍ）
今年度も、第２回子ども登山教
登山を行なった。この登山教室は、 室開催のチラシを作成し、小学４
年生から６年生を主体に（低学年
は保護者同伴とする）
募集した。
間
近になって体調不良により不参加
者が５名ほど出たが、子ども 名、
保護者５名、スタッフ 名で、糸
魚川市・蓮華温泉周辺の蓮華の森
自然遊歩道の兵馬ノ平（１４５０
ｍほどの湿地）などで自然観察登
山を実施した。当日まで実行委員
会を４回開催。第１回の２月の予
定は、
暴風雪により中止となり、
メ
ールでの意見交換とした。第２回
は４月に、第３回は７月 日の下

880−２０18・9・２０
山

蓮華温泉での集合写真

10

29

10

てしまうので、花名を覚えるには
どうしたらよいか？」と質問があ
った。それには、
「１回の登山で３
種類ずつ覚えていけばいいのでは
……」
と、楽しく問答したりした。
シャクナゲ尾根はネズコ（クロ

ぶやき声。また、マツやブナの葉
の林床は
「ふかふかで気持ちいい」
などと、楽しんでいる子どもの姿

る根を自在に手操りながら、よじ
登ったり、
下りたり。
「冒険してい
るみたいで楽しい」
と、
子どものつ

ベ）やアカマツの大木の根がむき
出しの登山道である。太く曲って
いる根を掴み、何本も露出してい

高層湿原の特徴を学ぶ子どもたち

があった。カモシカ展望台ではガ
スが懸かっていたが、一瞬の切れ

下見山行で見られた葉緑素を持た
ない腐生植物のギンリョウソウが、
当日は１本も生えていなかったこ
とが残念で仕方なかった。子ども
たちに特に見せたかった植物の一
つであった。これらはまた、次回
の登山教室への楽しみとして残し
ておきたい。
参加した子どもたちや保護者に

とって、初めて標高約１５００ｍ
の登山道を歩くということで、高
山病などが心配されたが、皆が元
気良く、霧と小雨でも「楽しかっ
た！」
と感想を述べていたことは、
運営スタッフの一員として大きな
喜びとなった。
筆者はこれから先も、子どもた
ちがいっぱい自然に親しみ、山を
好きになり、
登り続けて欲しい、
と
願っている。参加された子どもた
ちと保護者の皆様、市民応援スタ
ッフの小山氏、糸魚川消防署の丸
山氏、運営スタッフの岳友の方々、
本当にありがとうございました。
（井口礼子）
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間に沢や瀬戸川の流れが見え、皆
が感激。そして、山の冷気が汗ば
んだ体をさわやかにしてくれて、
気持ち良かった。
鉱山道の雪倉岳と蓮華温泉の分
岐で最後の休息ののち、水平道を
分ほど歩いて予定より 分早く
蓮華温泉に到着することができた。
猛暑を忘れさせてくれた霧と小雨
で熱中症の心配もなく、少しずつ
早めの行動がとれたこと、そして、
小学１年と３年の男子も最後まで
がんばって歩き通せたことが、ス
タッフ一同の喜びとなった。
このあと皆で登山後のストレッ
チを行ない、温泉入浴を楽しんだ。
そして閉会式へと続いた。
終了後、帰路のバスの中で、
「来
20

年の山の日も、第３回白馬大池登
山でまた会おうね……」と話しな
がら時間を過ごした。個人的には、

40

880−２０１8・9・２０
山

880−２０18・9・２０
山

図書紹介
ェルパ社会の驚異的な変化を観察
著
RuediBaumgartner
したフィールド・ワークの集大成
Farewell to YAK and である。親子孫３代を対象にした
The Rolwaling- 研究、風土病、逸話に富んだ成功
YETI ?
Sherpas facing a globalised 者の話、新旧写真の対比もあり、興
world
味深い。
次のような７章に分かれている
ので、どこからでも読める。
１・西洋人から見たシェルパ
２・貧困から富者へ ３・隠れた
谷間の生活 ４・村の今昔 ５・
狭間の子ども ６ ・エヴェレスト
登山の危険と報酬 ７・温暖化と
ロルワーリン。
同地はシミ村を除いてガウリサ
ンカール山麓の荒涼とした高地で、
広大なヤクの放牧地は見られるが、
耕作地は家の周りか石垣で囲った
ジャガイモを主にした小さな畑ぐ
ら い。 長 年 チ ベ ッ ト と の 交 易 で
細々と生計を立ててきた。住民た
ちが現金を入手するには外国の遠
征隊などに参加するほかに術はな

この著書の舞台はエヴェレスト
のあるクーンブ山群の西に接して
いる。１９５１年、英国エヴェレ
スト偵察隊のＥ・ヒラリー隊員が
クーンブ山群から「世界で最も壮
大で困難な峠である」と語ったタ
シ・ラプチャ峠
（５７５５ｍ）
を越
えて入ったロルワーリン山群であ
る。
著者はスイスの
「地域開発」
の専
門学者で、１９７０年代から同地
を度々訪問した。この 年間のシ

く、結果として、クーンブに次い
でヒマラヤ登山に欠かせないたく
さんのシェルパを輩出した。
往時から聖地を守る伝統的なリ
ーダーと住民間の争いが絶えなか
った。１９６０年代からこの辺境
地にも外部の環境が影響し始め、
年、マヘンドラ国王時代から政
府の統治力が及んできた。 年か
らの 年間は国内での紛争やマオ
イスト台頭、そして、王制の廃止
といった体制変化を経て、２００
８年からネパール連邦民主共和国
の体制下にある。
現在、シェルパ業で稼いだ住民
たちがカトマンズでコミュニティ
を作るほどに成功し、なかでもシ
ェルパニを含むロルワーリン育ち
のエヴェレスト登頂者によるエヴ
ェレスト・サミッター・クラブと
そのメンバーたちが積極的に村の
運営に貢献し、重要な役割を果た
している。しかし、都会で生まれ
育った２世や３世に故郷離れが起
こっている。ロルワーリンでは鳥
獣肉を食せずチベット仏教の聖域
を守ってきたが、次世代にこの伝
統的な宗教観が受け継がれていく
のか案じている。
筆者は昨年、ロルワーリンのト
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発 行 者
発行年 寄贈／購入別
日本山岳会東海支部 2018 発行者寄贈
宮帯出版社
2018 著者寄贈
札幌山の会
2018 発行者寄贈
山と溪谷社
2018 出版社寄贈
山と溪谷社
2018 出版社寄贈
山と溪谷社
2018 出版社寄贈
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2018 出版社寄贈
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著
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小林義亮
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Ｂ5変型 296㌻
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62
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図書受入報告
（2018年8月）

レッキングを楽しんだ。２０１５
年４月の大震災で大きな被害を受
けた、山麓の谷底タマ・コシから
左岸の岩壁に拓かれた急勾配の生
活道路兼トレッキング道もスイス
財団によって補修されていた。登
山者やトレッカーが訪れて村が活
気に溢れることを願う。
しかし、トレッキング中に大型
ヘリコプターが２日連続で上空を
飛んだ。クーンブ方面からタシ・ラ
プチャ峠を越えてきたヨーロッパ・
トレッキング隊の隊員をロルワー
リン最奥のナ村
（４１８０ｍ）
でピ
ックアップし、半時間でカトマン
ズに空輸するためだ。同行してき
たガイドやポーターたちは大きな
荷物を背負って、道中に点在する

後この地を訪れる方には、事前に
ぜひご一読をお勧めする。
当著書の印刷製本に取り掛かろ
うとしていた２０１５年４月、ネ
パール大震災が起こり印刷工場内
のすべてが塵埃に埋まった。それ
を掘り起こして製本にこぎつけた
ものだ。 
（南井英弘）
石川直樹著

INTO THE FAR

る。だからこそ、人と自然がうま
くバランスを取りながら生きる極
北の地。そこに暮らす人々の生活
、そうし
と自然環境の危うさ
た懐の深さが極北の地の魅力なの
であろう。
写真と文章によって表現し続け
る著者の気持ちが凝縮された作品
（神長幹雄）
である。 

写真を撮ること以外、明確な目
的はなかったという。しかし、グ
ローバル化による自然や伝統文化
への浸食は容赦ない広がりを見せ

ダ東部の町ホワイトホースから単
身、ユーコン河のカヌー下りを試
みる。急流の瀬に差しかかるたび
に緊張で体を固くし、野生動物の
影におびえながらも下り切った経
験は、何ものにも代えがたい自信
と野性への思いを覚醒させる。そ
して、 歳で挑んだデナリ
（マッキ
ンリー）
登頂。
スキーとソリによる
アプローチ、ピッケルとアイゼン
を駆使した登降、そして、未知の
高度への不安を抱きつつ摑んだ登
頂の手応え。
こうして少年は、デナリ登頂を
端緒にしてアラスカ、グリーンラン
ド、ノルウェー、スバールバル諸島、 を追い、先住民の文化に畏怖の念
を抱きながら旅は続く。
カナダ、そして 度目のデナリへ
と旅を重ねながら、写真家、表現

った紀行である。

者として長じていく。本書は、そ
うした数回にわたる旅の軌跡を綴

20

北極圏は、通常、北極点を中心
にして北緯 度 分以北の地点を
言う。巻頭に掲載されている北極
点を真上から望んだ地図は、読者
には見慣れないものだろうし、地
名もきわめてなじみが薄い。しか
し、この地域に一方ならぬ思い入
れを抱く著者は、この僻遠の地を
丹念に訪ね歩く。先達たちの事績
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極北へ
NORTH

極北の地にゆるぎない憧れを抱
く人は、多数ではないにしろ必ず
存在すると思う。人間の生存に一
切関与することなく、いくつもの
生命が何百年、何千年と繰り返さ
れる極北の地だからこそ、人を惹
き付けてやまないものがあるのだ
ろう。
著者もそんな一人の少年だった
が、師と仰ぐ先達の存在と本人の
行動力がさらに意識に磨きをかけ
る。アラスカとの国境に近いカナ

2

33

茶屋や売店などに見向きもせずに
下っていった。これらの隊は一夜
ナ村でテントを張ったが、ロルワ
ーリンのヤクやポーターは全く活
用せず、現地にほとんど貢献して
いない。また、１９６０年、Ｅ・
ヒラリーに始まり、注目を集めた
イエティ調査隊の来訪も絶えて久
しい。
早朝に車でカトマンズを発てば、
夕方には圧倒的な秀峰を間近に見
ることができるロルワーリン。今

66

2018年3月
毎日新聞出版
四六判 208㌻
1600円+税
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880−２０18・9・２０
山

日
日

日

日
日
日

総務委員会
青年部 フォトクラブ 緑
爽会
デジタルメディア委員会
平日クラブ
図書委員会
マウンテンカルチャークラブ
総務委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
８月来室者 ２６５名

田寺尚和 （１０３０３）

◆植物観察の基礎知識を学び合い
ましょう 
自然保護委員会
当会では植物観察会を開催して
きましたが、今回は自然保護活動
に活かせる基礎知識「モニタリング
の必要性について」を学び合いま
しょう。ご希望の方は当日、会場
にお越し下さい。
講 師 下 野 綾 子・ 自 然 保 護 委 員
（東邦大学理学部講師）
日時
月 日㈬ 時～
会場 日本山岳会１０４号室
問合せ 川口章子
・ ０４７４６３
 ８７
 ２１
syuaki@pony.ocn.ne.jp

中村嘉国 （１５１７６）
青森

インフォメーション

を知ってもらうための登山教室を
開催しています。教室は２ヶ月ご
とに年６回予定。第４回は檜原・
都民の森で、
「山ごはん」
や木工工
作機械使用のキーホルダー作りを
体験。
山登りの多様な楽しさを、
多
くの子どもたちに味わってもらい
たいと思っています。
開催日
月 日㈰
集合 ・電車利用は８時 分、Ｊ
Ｒ武蔵五日市駅前
「数馬」
行きバ
ス乗り場 ・車利用は 時 分、
「檜原・都民の森」
駐車場前の売
店
「とちの実」
（無料駐車場８時
～ 時 分）
行程 ９時 数馬行きバス乗車─
時 分 都民の森─ 時 登山
開始─ 時 分 大滝休憩小屋
（山ごはん作り体験）─ 時 野
鳥観察小屋 ─ 時 分 木工工
芸センター（キーホルダー作り

15

■８月の理事会は夏休みのため休
会でした

日
日
日
日
日
日
日

自

日

会員異動
物故
水沢富一郎
（４ ０２５） ・８・
岡安正光 （４１０９） ・８・６

畠中六左衛門
（５８４０） ・ ・
羽賀克己 （ ７５００） ・７・８
酒井明徳
（１０３９７） ・８・２
内田敏子
（１２７８８） ・７・
野島信隆
（１３８４９） ・８・５
安田二三男
（１４０１５） ・８・

◆第４回家族登山教室 檜原・都
民の森で「山ごはん」と「キーホル
ダー作り」
体験 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

21

報
退会

N

40
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13
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40

日

日

日

ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
三水会
総務委員会
常務理事会
国際委員会
休山会
山岳研究所運営委員会 ス
ケッチクラブ
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ つ
くも会
自然保護委員会 ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢ
山岳編集委員会 里山歴史
研究会
家族登山普及委員会 麗山
会
会
公益法人運営委員会
会
山遊会

O
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参加費 ５００円
今秋、東京都で全国育樹祭が開
体験）
─ 時 解散
催されることを記念して、日本山
（申込み先着順）
対 象 小・ 中 学 生 と そ の 保 護 者
定員 １８０名
岳会会員および一般の方々を対象
（定員５家族）
申込み・締切り
月 日㈭まで
に、
「高尾の森づくりの会」
の植栽
Ｆａｘ、メールで東
に ハガキ、
費用 大人１０００円、子ども５
地と森を巡り、秋の高尾を歩きな
００円
（保険料など）
、山ごはん
京多摩支部総務委員会・富澤克
がら、
育樹の大事さと森の動物、
植
は材料実費を精算。そのほか交
禮まで 〒１８７ ００２１ 東
物を紹介するハイキングを実施す
京都小平市上水南町３ ４
通費、
見学料など実費。
弁当持参。
ることにしました。秋の北高尾の
０４２ ３２４ ４０５０
申込み／問合せ 飯田邦幸（家族
登山普及委員会）
soumu.tama.yama@gmail.com 山を楽しむために、ぜひご参加く
ださい。軽い山歩きをしながら私
・ ０３ ３２６８ ９６５４
０９０ １９９０ ３５０８
◆北高尾の森を歩こう！ 私たち
たちの２０１８年の活動の成果を
の紹介とハイキングのお誘い
見ていただくことができます。
iida3268@gmail.com
申込み締切
月 日㈪先着順
高尾の森づくりの会
申込み方法と詳細は、高尾の森
（定員になり次第締め切り）
私たち「日本山岳会高尾の森づ
づくりの会のホームページ http://
にあります。
＊参加者全員に
「やまねんバッジ」 くりの会」
は、２０００年に、当時
jactakao.net
「親子登山ハンドブック」
進呈
の自然保護委員会の河西瑛一郎会 （申込み期限は 月５日）
開催日
月 日㈰ 雨天中止。
おおよそ午前９時から午後４時
42

続けています。また、私たちの会
の活動領域は広がり、気仙沼大島
の復興支援活動や、三宅島の緑化

員などの有志によって設立され、
以来、景信山に近い北高尾の国有
林で広葉樹を植えて、森づくりを

15

再生事業などでボランティア活動
を続けてきました。
現在では会員数は約２００名、

まで。
場所 ＪＲ高尾駅から８時 分発
小仏峠行きバス乗車、日陰沢バ

10

ス停で下車し、徒歩 分の小下
沢梅林に集合。ここから徒歩

分の小下沢作業小屋から植林地
の山へ。
費用 保険料相当額５００円を当
日徴収。
弁当、
交通費は自己負担。
参加者 先着 名（子どもは 歳

30

15

18

11

以上、保護者同伴に限ります）
の週末には、小下沢のある小屋に
集まり多様な活動を続けています。 （高尾の森づくりの会代表・吉川

日本山岳会会員以外の会員も多く
なりました。
八王子市などの法人会
員からの活動参加者も多く、毎月

10

10

30

36

15

10

◆講演会
「山を 倍楽しむ」

21

10

10

21 10

30

15

東京多摩支部
『実践！ にっぽん
ＮＨＫ ＢＳ
百名山』の編集長に山の楽しみ方
について語っていただきます。
日時
月 日㈬ 時 分（受付
開始 時）
会場 立川市女性総合センターア
２
イム 立川市曙町２
０４２ ５２８ ６８０１
講師 萩原浩司氏（山と溪谷社山
岳図書出版部長・当会会員）
演題 「山を 倍楽しむ」
18 11

■ 18

880−２０１8・9・２０
山

880−２０18・9・２０
山

正幸）
クションが、ご遺族より町田市民
ださい。図書は館内での閲覧のみ
❖編集後記❖
文学館
（東京都町田市）
に寄贈され、 となりますが、すでに絶版などで
◦８月下旬、
山研に２泊しました。
◆講演会のお知らせ
「山岳文庫」
として目録が文学館ホ
入手困難な図書も多数ありますの
私が初めて山研に泊まったのは今
緑爽会
ームページに公開されています。
で、ぜひご利用ください。
から 年以上も前のことで、当会
講師 前日本山岳会会長・緑爽会
寺田氏は生前、優に５０００冊
の山崎安治、近藤信行両先達とご
会員・森武昭氏
を超える蔵書に囲まれながら、多
◆中村光吉展
油彩と写真
一緒でした。『小島烏水 山の風流
演題 自然エネルギーに関わって
忙を極める公務を終えて家でゆっ
会期
月 日㈭～ 日㈬ 最終
使者伝』を執筆されていた近藤さ
さわんど
年 現状の課題も含めて
くり読書するのが何よりの楽しみ、
日は 時～ 時
んの調査山行に参加、沢渡から霞
日時
月 日㈪ 時
とよく話されていました。
特に、
若
会場 泉の森会館２階ギャラリー
沢を遡行、
「ネズミ落し」
のゴルジ
‥
場所 日本山岳会１０４号室
いころから古書店を回って探し集
狛江市元和泉１ ８ （小田急
ュを抜けて右俣に入り、徳本峠・
定員 先着順 名
めた山岳書のコレクションは密か
線・狛江駅北口徒歩 分）
霞沢岳間の稜線を乗越して白沢を
問合せ 富澤克禮
なご自慢でした。
０３ ５４９７ ５４４４
下降、明神に出たときでした。
・ ０４２ ３２４ ４０５０
文庫には小島烏水『日本アルプ
問合せ
０９０ ５３３９ ６
◦烏水が書いた
「文庫」
のコピーを
（前川文栄閣・１９１０年）
、
大
２３８
（中村）
片手に、槍ヶ岳への行程を丹念に
tomizawa-katsunori@nifty.com ス』
てん てい
島亮吉
『山・研究と随想』
（岩波書
点 綴 しながら彼の足跡を確認す

◆故寺田和雄氏の山岳関係蔵書を
店・１９３０年）
、藤木九三『雪・ 『山岳』第百十三年の訂正
る作家としての姿勢には、真に頭
「山岳文庫」
として目録公開
岩・アルプス』
（梓書房・１９３０
先ごろ発刊されました
『山岳』
第
の下がる思いでした。そのときの
町田市民文学館
年）
、エミール・ジャヴェル
『一登
百十三年の１９７ページ、新永年
稜線の乗越地点を徳本峠から確認
２０１５年、 歳で逝去された
山家の思い出』
（角川書店・１９５
会員の所属支部に誤りがありまし
したかったのですが、予定の１日
会員、
寺田和雄氏
（会員番号１２３
２年）といったその分野では古典
た。訂正させていただくとともに
は生憎の雨で、３食ビール付きと
４３、町田市前市長）
の山岳書コレ
的な名著から、
町田市在住の作家・
お詫び申し上げます。
なってしまいました。
（節 田重節）
イラストレーター沢野ひとしさん
牧 繁録→埼玉 田中弘士→神
「会員優待サービス」変更のお
の山の随筆まで、図書１２７７冊、 奈川 澤登 均→東京多摩 小川
知らせ 〈会員サービスＷＧ〉
さ
ら
に
は
『
ケ
ル
ン
』
『
山
小
屋
』
『
山
と
武→東京多摩 松屋信之→無所属
高原』
（いずれも朋文堂）
といった
長谷川昌雄→神奈川 近藤育代→
戦前の山岳雑誌など８２３冊が収
信濃 原 謙一→信濃 梅本知榮
められています。
子→埼玉
（敬称略）
同１４４ページ、下段右から
目録はホームページ「町田市民
文学館ことばらんど」
内の
「町田ゆ
行目の
「 ページは４４１ページ」
かりの作家たち」から検索してく
の誤りでした。
10
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＊
【上信越】土合山の家／宿泊
料金の ％引き→５００円引
き に 変 更（ 平 成 年 月 １ 日
より）
。ただし、団体の場合は
％引きに変更なし。
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