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「今年の８月 日は、鳥取県の大
山で第３回
『山の日』
記念全国大会
が開催された。山の日は行政面で
は定着してきているが、現状がゴ
ールではなく、これからも山の日
をテコに山や自然に触れ合う人々
のすそ野を広げていくことが当会
の役割である。そのためにも全国
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登山の推進や山に関するイベント
など草の根活動を実施していって
いただきたい」
「会の運営には、
会費とともに、
寄
附の受け入れが不可欠である。今
年、厳しい審査を経て、当会は紺

った。昨年 月末から今年 月末
までに亡くなった会員は 名。
名誉会員の大塚博美さんは、１
９５４、 年の第２次、第３次マ

■物故会員は 名
続いて物故会員への黙祷を行な

会に先立って行なわれた講演会と
特別展示はお楽しみいただいた 」
との報告もあった。

綬褒章受章の推薦ができる公益法
人として認定された。今後も寄附
をしてくださった方々へ報いる制
度の充実を図り、会内外からの寄
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定価１部

平成 年度年次晩餐会を開催、
記念講演会や特別展示には
皇太子殿下のご臨席を賜る

日 本 山 岳 会

支部の方々には引き続き、家族

11

公益社団法人

平 成 年 度 年 次 晩 餐 会 が 月 １ 日、 東 京・ 新 宿 の 京 王 プ ラ ザ ホ テ
ル に て 開 催 さ れ、 全 国 か ら の 出 席 者 は ４ ８ ９ 名 を 数 え た。 恒 例 の
記 念 講 演 会 は ５ 部 構 成 で、 作 家・ 夢 枕 獏 氏 の 講 演、 秩 父 宮 記 念 山
岳 賞 を 受 賞 し た 小 疇 尚 会 員 に よ る 記 念 講 演、 セ ロ・ キ シ ュ ト ワ ー
ル な ど の 海 外 登 山 報 告 と 続 き、 充 実 し た 内 容 だ っ た。 講 演 会 や 特
別展示には、皇太子殿下のご臨席を賜り、お楽しみいただいた。

会場には日本全国の名山の名が
付けられた のテーブルが並び、
出席した４８９名の会員およびそ
の同伴者がテーブルに着いたとこ
ろで開会となった。
会の冒頭、小林政志会長より次

■会長挨拶
「山岳会の新たなビジョンを」

のような挨拶があった。

年末年始休室12月29日〜 1月6日

附の受け入れを推進したい」
ナスル登山隊に参加。１９７０年
「多くの方に寄附をいただくには、 のエヴェレスト登山隊では登攀隊
これからの日本山岳会はどうある
長を務めた。さらに１９８８年の
べきか、立ち位置を明確にしなけ
ればならない。そのためにも新た
なビジョンの構築、１２０周年記
念事業の具体化を進めていく」
挨拶の終わりには皇太子殿下の
ことに触れ、
「 残念ながら晩餐会
にはご臨席いただけなかったが、

小林会長から秩父宮記念山岳賞を
授与された小疇尚会員（右）
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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
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会員の会報購読料は年会費に
含まれています
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皇太子殿下のご臨席を賜る 
追悼 松田雄一さんを偲ぶ 
西稜からのチャムラン登頂は６４００ｍで断念 
「第18回ライチョウ会議新潟妙高大会」報告 
創立60周年記念事業で台湾・玉山へ 
第２回槇有恒碑前祭を風師山で開催 
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日本・中国・ネパール３国友好登
山隊では副総隊長を務め、チョモ
ランマ／サガルマータの交差縦走
を成功に導いた。１９９９年から
２００３年までは日本山岳会の
代会長として活躍された。同じく
名誉会員の松田雄一さんは、大塚
さん同様、第２次、第３次マナス
ル登山隊に参加。日本山岳会では
常務理事、監事、常任評議員、副
会長と幅広く会務に関与され、創
立１００周年にあたっては『百年
史』
の編纂リーダーも務めた。
河西
瑛一郎さんは、高尾の森づくりの
会の創設者として、２００１年か

について勉強しよう』と明治大学
に進学し、今日まで山を楽しみな
がら研究を続けてきた。今回の受
賞で、岡山先生の学恩に報いるこ
とができて、大変嬉しく思ってい
る」
と語った。

記念山岳賞受賞の小疇会員を加え
た５名。お酒は今年も 代会長・
故今西壽雄名誉会員ゆかりの「四
海王」
をご提供いただいた。
乾杯の挨拶は、記念講演会第２
部「 チ ョ ゴ リ ザ 初 登 頂 周 年 記
念」にもご登壇いただいた平井一
正会員。
「山登りを始めて 年。今
年 歳になりますが、まだまだ山
を登りたい」という力強い言葉と
ともに乾杯の音頭をとった。
その後はテーブルごとに会員同
士の交歓を行ない、料理とお酒を
堪能した。会の終わりには恒例の
支部の紹介もあり、盛況のうち
に閉会となった。
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身である秩父宮記念学術賞を１９

挨拶に立った小疇会員は、
「恩
師の岡山俊雄先生が、この賞の前

の楯と副賞が授与された。

員が受賞した。
業績は
「日本の山岳
景観に関する研究」
で、
壇上で表彰

は、明治大学名誉教授の小疇尚会

小疇尚会員が受賞
平成 年度の秩父宮記念山岳賞

鏡開きを行なったのは小林会長、 「明治から平成の登山と日本山岳
森武昭会員、尾上昇会員、齋藤惇
会」
というテーマで、委員会・支部

「まだまだ山を登りたい」

■乾杯の発声は平井一正会員

からは拍手が湧き起こった。

正会員になりました」と正会員に
なった想いが披露されると、会場

こうという決意が固まったので、

敷居の高かった山登りが身近にな
った。一生懸けて山登りをしてい

ら３部までの講演には皇太子殿下
のご臨席を賜った。

で、充実の内容であった。１部か

記念講演会は、３つの講演と２
つの海外登山報告という５部構成

された。

晩餐会に先立って記念講演会、
特別展示、図書交換会などが実施

ごとに写真や図書、登山道具など

平成最後となる特別展示では
８１年に受賞している。自分は高
校生のころ、岡山先生の書かれた

■充実の講演会と特別展示
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生会員という歴代会長に、秩父宮

22

ものを読んで、
『 大学でこの先生

■2

44

11

87

33

推進した。大久保春美さんは１９
７６年の日本・インドの合同女子
ヒマラヤ登山隊、１９８０年の日
本山岳会ガルワール・ヒマラヤ女
子登山隊に参加。障がい者スポー
ツの世界でも大いに活躍された。

■新永年会員は 名
■新入会員は２５５名
平成 年度の新永年会員は 名。
今年度は正会員１５０名、準会
そのうち奥村邦夫、津田文夫、中
員１０５名、合計２５５名を新入
島忠、塚原賢勝、太田五雄、小岩
会員として迎えた。晩餐会にはそ
清水、室光子、小川務、田上敏行、 のうちの 名が出席。代表して挨
辰己賢一、西田哲彌会員ら 名が
拶に立った松尾みどり会員は、冒
晩餐会に出席し、壇上で小林会長
頭「この場に立つのは２度目なん
から一人一人に永年会員バッジが
です」
と述べた。
実は昨年度の晩餐
授与された。
会では準会員として出席し、
「準
会 員 と し て 過 ご し た １ 年 間 で、
様々なリーダーの方と山に登り、
44

■秩父宮記念山岳賞は

30

30

新入会員代表として元気に挨拶した松尾みどり会員

20

ら 年間にわたって多様な活動を
18
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を展示。
資料映像委員会は
「近代ア
荷物を流されるトラブルに見舞わ 「チョゴリザ初登頂 周年記念」
人生を豊かにし、ひいては日本の
ルピニズムの幕開け」
と題して、
日
れて前進を断念した。今回の講演
京都大学学士山岳会チョゴリザ登
ためになると思う」と会場に集ま
本山岳会の誕生とその歩みを創っ
では、そのときの旅の様子が写真
山隊
った人々、特に若い世代にエール
た人物や、山岳会初期の女性登山
とともに紹介された。
１９５８年、桑原武夫隊長率い
を送った。
家たちを貴重な写真とともに紹介。
様々な文献を読み、玄奘の足跡
る京都大学学士山岳会隊がチョゴ
また、関西支部では藤木九三、四
をたどることで、
「 なぜ彼はこん
リザ（７６５４ｍ）に初登頂した。 秩 父 宮 記 念 山 岳 賞 受 賞 記 念 講 演
国支部では小島烏水と、それぞれ
な苛酷な旅をしたのだろうか？」 今年はその 周年に当たり、隊員 「日本の山岳景観」小疇尚会員
の支部に縁の深い登山家や山に関
と疑問が湧いてきたという夢枕氏。 であった平井一正、芳賀孝郎、岩
日本の山岳景観の代表的な特徴
する展示も興味深かった。展示会
そして、作家の想像力を巡らせて
坪五郎、髙村泰雄、中島道郎の５
として、
「小柄」
で
「繊細」
であるこ
場の一角では、チョゴリザ登頂
たどり着いた答えが、
「 玄奘三蔵
氏が一堂に会して記念講演を行な
とが挙げられる。小柄なのは、大
周年を記念したパネル展示や映画
は心の中に大変な飢え、つまり知
った。
陸と違って日本列島が島弧である
の上映も行なっていた。
的な欲望を抱き、それを満たすた
初めに上映されたのは、記録映
ため。また、日本の山は襞が細か
めに旅に出たのではないか」とい
画
『花嫁の峰 チョゴリザ』
の短縮
く、傾斜や方位の異なる斜面が複
うことだった。
版。緊迫感のある登山シーンはも
雑に入り組み、小規模ながら多様
講演の終盤、夢枕氏は「人間を
ちろん、前年にチョゴリザで遭難
性に富んで繊細な景観だ。それは
人間たらしめるものは何か？ 私
したヘルマン・ブールのテントを
日本列島が大陸東岸沖の中緯度に
は『物語を作る能力』だと思う」と
発見して遺留品を回収する場面や、 位置してモンスーン帯にあり、気
述べた。
ベースキャンプでガッシャブルム

東にあるムザルト峠。玄奘の旅で
も最大の難所として知られるこの

の最高峰トムール
（７４４３ｍ）
の

玄奘が天山山脈を通過した際に
越えたと言われているのが、山脈

の取材旅行を行なってきた。

……』
という物語がまずあり、
それ

めであり、人がエヴェレストに登
るのも『あのてっぺんに立ったら

はないか』という物語の実現のた

旅 に 出 た の も『 天 竺 ま で 行 け ば、
自分の知的欲望が満たされるので

を起こすのが人間である。玄奘が

「頭の中にすでに物語が作られて
おり、それを実現するために行動

配されてしまった 」
「 未知に対す
るワクワク感、困難を顧みず、突

はますます未知の探求の魅力に支

だ未知の世界だった。チョゴリザ
に初登頂できたことで、私の人生

たのち、
「 当時ヒマラヤはまだま

上映後は、登頂隊員であった平
井会員が 年前の登山を振り返っ

託す場面が印象的だった。

Ⅳ峰登頂後のイタリア隊と対面し
て、ブールの手帳をボナッティに

講演「山と旅」夢枕獏さん
子どものころから
『西遊記』
が好
きだったことから、玄奘三蔵に興
味を持った夢枕氏。玄奘が１３０
０年以上も前にたどった道程を自

峠を、夢枕さんは１９８８年の取

を確認するために登っているので
はないか。その点で山と旅とは近

60

分でも歩いてみたいと考え、これ
までに何度も西域やシルクロード

材旅行で目指し、
岩壁をへつり、
氷
河の雪解け水が流れる冷たい川を

き進んでいく冒険心や情熱こそが

60

い関係にあると思う」
（夢枕氏）

60
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徒渉して進んでいくが、徒渉中に

皇太子殿下もご覧になられた委員会や支部の特別展示
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山

名。講演会には鳴海氏が出席して、 「日本山岳会青年部チャムラン登
写真を交えながら壮絶なクライミ
山隊２０１８」報告
ングの様子を報告した。
日本山岳会青年部の隊としては
アタック前夜の天気予報で天候
年ぶりとなる。ルートは、クー
が悪化傾向だったため、元の計画
ンブ山群南東に位置するチャムラ
では
「４日で登って１日で下降」
だ
ン
（７３１９ｍ）
の西稜。メンバー
ったが、
「頑張って２日で登ろう」 は登攀隊員の宮津洸太郎（明治大
と変更して出発。１日目に１００
学山岳部ＯＢ）
と杉原一樹
（東海大
０ｍを稼ぎ、標高５７００ｍ地点
学山岳部ＯＢ ）
、サ ポ ー ト 隊 員 の
のビバーク地へ。２日目は頂上を
佐々木優の合計３名。
目指し、夜間行動の末、 時に頂
キャラバンやメラ・ピークでの
上到着。すぐさま懸垂下降に移る
高度順化ののちＢＣ入り。 月
が、闇と霧のため、深夜２時に行
日、アタックに出発し、西稜に取
動を打ち切って短時間のビバーク。 り付いて６１００ｍのＣ１へ。翌
３日目、ビバーク中に降り出した
日にはＣ２入りを目指すが、高
雪は昼から強まり、危険なスノー
度の影響か、６４００ｍ付近でメ
シャワーに。夜中まで懸垂下降を
ンバー１人の体調が悪化して、意
続けて、安全な場所を見付けてビ
識の状態も不安定になったため、

で長らく外国隊に閉ざされていた
キシュトワール山群のセロ・キシ

インド・パキスタンの国境紛争

ディション２０１８」
報告
鳴海玄希さん

「セロ・キシュトワール・エクスペ

う話は、とても興味深かった。

しても、睡眠時間は９時間。 時

の早朝だった。
アタック中の３泊すべてを合計

がらＢＣに帰着したのは、翌々日

山はなおも続き、埋没したＡＢＣ
を経て、
猛烈なラッセルに苦しみな

に下り立った。しかし、苛酷な下

バーク。４日目も降雪は相変わら
ず強かったが、下降を続けて氷河

して忘れず、必ずまた青年部とし

ろいろな面で甘さがあった 」
「今
回の登山の経験や悔しい想いを決

ィクスや山に向かう姿勢など、い

を決めた。
報告の中で、
宮津会員は
「タクテ

の状態が依然良くないため、撤退

６３００ｍ付近で幕営。 日いっ
たんは上部に向かうが、メンバー

な地形
（尖峰、岩稜、岩壁、圏谷、
岩屑斜面など）
は、
隆起した山塊が
風雨にさらされたり、
水の流れ、
雪
崩や氷河に削られて、長い時間を
かけて変化していく。そうした地
形を変化させる作用を「地形形成
作用」
と呼ぶ。
たとえば、尖峰や岩稜、圏谷な
どで形造られる槍・穂高連峰の景
観は、
「 日本で最も見事なアルプ
ス型氷河地形」と小疇会員は評す
る。また、谷川岳や後立山連峰北
部には非アルプス型の氷河地形が
温や降水量の季節変化が大きいこ
発達していることを、海外の高山
とが要因になっている。大陸の東
との共通点を挙げながら紹介して
側は西側に比べて気温が低いため、 くれた。
「 谷 川 岳 の 一 ノ 倉 沢 」と
森林限界が低く、アルプスより緯 「パタゴニアのパイネ」
が同じよう
度と標高が低くても高山帯が現わ
な地形的な特徴を有しているとい
れるという特徴もあるそうだ。
日本の冬山に対して「日本海側
の山ではドカ雪が降る 」
「 世界有
数の豪雪地帯である」と考えてい
る人も多いが、小疇会員によれば
「 世界的に見ると必ずしもそうで

ュトワール
（６１７３ｍ）
。その山

間行動の後、 時間以上の行動が
２日続くという、耐久力が試され

11

の北東壁に日本人によって新たな
ラインが引かれた。メンバーは鳴

10

（文・谷山宏典、写真・奥田有恒）

て山に向かいたい」と今後の再起
を誓った。

13
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20

12

る厳しい登攀であった。

22

海玄希、佐藤裕介、山本大貴の３

14

はない」
と言う。
偏西風帯のパタゴ
ニアやニュージーランド、北アメ
リカ北部の太平洋岸の山地では日
本の倍以上の雪が降り、それが氷
河の源になっているのだ。
高山帯に現われる様々な特徴的

20

883−２０１8・12・２０
山

玄奘三蔵の「旅する心」を熱く語った夢枕獏さん

883−２０18・12・２０
山

追

悼

業と同時に日本水産㈱に入社され、
松田雄一さんを偲ぶ
捕鯨母船・図南丸に乗って南氷洋
平山善吉

に向かっていた。大阪から船に乗
る松田さんは、剱岳にお別れをす
誰よりも日本山岳会を愛し、と
るんだと言って、いつも富山回り
もに歩んだ松田雄一名誉会員が今
年 月１日、逝去された。享年 。 で大阪に向かっていった。
当時の日本山岳会は最も輝かし
悲しくも寂しいことである。
い時代で、マナスルやエヴェレス
私が日大山岳部に入った年、松
田さんは卒業されたが、同じ工学
トへの遠征が行なわれ、松田さん
はこれらの隊に参加し、多くの仕
事をなされていた。これらの遠征
では、未踏の頂に立つという晴れ
がましい記録はなかったが、いつ
あつ
も隊長や隊員から信頼が篤く、請
会員番号4111
1930年 東京・世田谷生まれ
1947年 日本大学理工学部に入学、

同時に山岳部に入部
1952年 同大卒業、
日本水産㈱入社
1953年 日本山岳会入会
1954年 日本山岳会第２次マナス

ル登山隊に参加
この年、
1956年 同第3次隊に参加。
日魯漁業㈱入社
1959年 日本山岳会ヒマルチュ

リ登
山隊に参加
1970年 同エヴェレスト登山隊に参加
この間、
日本山岳会の理事や
常務理事、副会長などを歴任
2018年10月１日 逝去、享年88

88

松田雄一（まつだ・ゆういち）

もご教示いただいた。私の最も誇

いた。これらの人たちには、山登
りはもとより、毎日の生き方など

われて参加されていた。いわば隊
の裏方として、なくてはならない
存在だったのである。
私と松田さんは、日本山岳会の
遠征など、一緒に登山することは
なかったが、南氷洋へ向かうまで
の春から夏の合宿には、いつも松
田さんが参加され、私たちを指導
してくださった。私たちは３年生
のとき、富士山で雪崩に見舞われ、
多くの仲間を失った。仲間を全員
見付けるまでには約半年が掛かっ
た。この捜索のときを経て４年生
の冬、後立山の縦走を最後に私は
山岳部を卒業し、南極へ向かった。
このころ私は、松田さんから山
岳会の大先輩、槇有恒さんをはじ
め多くの人たちを紹介していただ

会社の帰りにはいつも山岳会へ立

これも松田さんの発見である。
東京にいるときの松田さんは、

岳会会長のときなど、松田さんは
決して表に出ず、しっかりと支え
てくれた。頭の下がる思いである。
松田さんの業績の一つに、多く
の遠征から学んだ登山理論『８０
００ｍのタクティクス』
がある。
こ
れはのちにヒマラヤを目指す人た
ちの良き教科書として役立ったと
思っている。これと併せて、鶴が
ヒマラヤを越えてインド平原で越
冬するとき、８０００ｍの峠をど
のように越えるのか、美しい写真
とともにその観察記録をまとめた
のが、
「 ヒマラヤを越える鶴のむ
れ」
である。当時、
誰も知らなかっ
た鶴のヒマラヤ越えは、鶴が季節
の変わり目に生ずるヒマラヤ周辺
の上昇気流に乗って越える現象で、

ときの会長は松方三郎さん。何も
知らない私は、いつも松田さんに

で日本山岳会の理事に選ばれた。

られず、まさに山岳会に生き、山
岳会を思う人と言ってよいだろう。

さんは、山岳会から離れては考え
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部で化学を学び、私は建築だった。
このためお互いの周辺には共通の
先生や知人も多く、大先輩であり
ながら親しく指導していただいた。
松田さんの専門は油脂化学で、卒

り得る時代だったのかもしれない。 ち寄り、先輩と交わり後輩の相談
そのような経緯から、私は 歳
に乗っていた。私にとつての松田

助けられながら無事職責を果たす

スト北東稜遠征、あるいは日本山

ことができたが、これはその後も
ずっと続いた。私たちのエヴェレ

今、松田さんを失うことは、ま
お
さに巨星墜つの感が深い。ここに
改めてご冥福をお祈りいたします。
合掌

26

10

登山隊の目的と隊員
本登山隊は「高所登山の経験値
を高め、さらなる高峰への挑戦に
つなげる」ことを目的として結成
された。
また、
日本山岳会青年部と
しては１９９８年以来、実に 年
ぶりの登山隊派遣となったが、こ
の間に途絶えてしまった海外遠征
経験の伝承を再び復活させ、青年
部の海外登山活動を活発化させる
ことも重要なテーマである。
隊員は発起人である宮津洸太郎
（ 歳、明治大学山岳部ＯＢ、青年
部会員）
が隊長を務め、
宮津ととも

キャンプに至るキャラバン・ルー

８６年の初登以来、２０１５年ま
で再登されなかった。
また、
ベース

⑴標高が７０００ｍ前半であるこ
と。⑵アルパイン・スタイルでアタ
ック可能な登攀距離を持つリッジ
があること。⑶隊員の高所経験が
少ないため、周辺に十分な順応を
行なえる環境があること。⑷あま
り登られていない山であること。
この４つの条件に合致したのが
チャムランの西稜である。この山
は、６㎞にも及ぶ長大な頂上稜線
と切り立った尾根を持つ迫力ある
山容ながらも、わずかな登山隊し
か挑んでいない。最も合理的なラ
インと思われる西稜ですら、１９

した。初日はメラ氷河上のメラ・

やし、９月 日、佐々木を含め３
人でメラ・ピークへの登山を開始

グを行ない、 日早朝の国内線フ
ライトでキャラバン起点の町、ル
クラに到着した。
ルクラでの準備を済ませ、９月
日、キャラバン開始である。ま
だモンスーンが開け切らないので、
どんよりした天気で午後は雨が降
る。キャラバン前半の核心である
ザトルワ・ラ
（ラは峠の意、４６０
０ｍ）
を無難に通過し、
反対側の谷
に下りると、いきなりキャシャー
ル
（６７６７ｍ）
の鋭利な山容が視
界に飛び込んできて、ヒマラヤに
来たことを実感する。
ルクラから歩くこと７日目、９
月 日にメラ・ピーク登山のベー
スとなるカーレ
（４９００ｍ）
の集
落に到着。休息と準備に１日を費

らメラ・ラをカーレとは反対方向
に下り、ホングー谷の谷底に下り

チャムラン西稜登攀

ピークに登頂。山頂からはこれか
ら挑むチャムランが迫力満点で望
めた。その奥にはマカルー、西側
にはエヴェレスト、ローツェもは
っきり見える。

REPORT

にチャムランの山頂を目指す杉原
一樹
（ 歳、東海大学山岳部ＯＢ、

ラ
（５３００ｍ）
で幕営。翌日はハ
イキャンプ
（５８００ｍ）
まで進ん

る。ハイキャンプから２日間歩い

西稜からのチャムラン登頂は６４００ｍで断念

青年部会員）で登攀パーティを編

トの途中にメラ・ピーク（６４６
７ｍ）
があり、
効果的な順応が行な

だ。ハイキャンプは氷河の端の露

通信と緊急時対応に当たった。

10

1

１日休息して 月４日、５日は
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青年部チャムラン登山隊２０１８

成した。サポート隊員の佐々木優
（ 歳、関西学院大学卒、青年部会

えるのも好条件であった。

岩帯に造られたテントサイトで、 て 月３日、草原地帯のチャムラ
なんと簡易トイレも設置してある。 ン・ベースキャンプに到着した。
ここまで３人ともほとんど高度障

メラ・ピークのハイキャンプか

員）
は、
ベースキャンプで日本との

キャラバンと順応登山
９月 日朝、たくさんの方々に

チャムラン西稜下部岩稜帯の偵察
を行なった。谷底の４９００ｍか

ひと冬続いた。条件となったのは、 ２日間、荷物整理やブリーフィン

自分たちの経験と照らし合わせ、 見送りに来ていただき成田を出発。 害を感じることなく登ってきてお
目標の山とルートを決める作業が
９月 日朝、カトマンズに到着。 り、順調だ。

10

21

27

ら雪稜となる５９００ｍまで続く

目標はチャムラン
（７３１９ｍ）

10

19

29

20

そして 月 日、全員でメラ・

16

17

26

27

28

883−２０１8・12・２０
山

チャムラン・ベースキャンプにて。頂上から右手前に延びるのが西稜

883−２０18・12・２０
山

しない状態ではあったが、今なら
まだ下山できる確証はある。２人

原の体調は朦朧とし、呼吸も安定

んど使えず、大半がミスの許され
ないクライム・ダウンになる。杉

たナイフリッジは懸垂下降がほと

少し先まで登るも、杉原の高度障
害は治まらない。今まで登ってき

日の最高地点まで登り返し、その

流し込んですぐに寝た。
アタック３日目の 月 日、昨

色が違う。リッジ通しに進むこと
ができると踏んでいた稜線は、数
ｍで雪の状態が変わり、どこを登
れば良いか、
その都度苦心した。
弱
点を探して進んでいくが、ビレイ
点を含めて確実な支点はほとんど
得られない。ピッチを延ばすごと
に、確実に肉体的、精神的に削ら
れていくのを感じる。
そして、ナイフリッジが山頂へ
と続く雪壁に吸収される少し手前、
６３５０ｍ地点で杉原の高度障害
が悪化、意識も朦朧とする。今日
はこれ以上進めないと判断し、少
し下った所にあったセラック脇で
テントをアイス・スクリューで固
定し、
幕営した。
２人とも食欲が出
なかったが、無理やりラーメンを

援・ご協力をいただきました。心
より御礼申し上げます。
（宮津洸太郎・記）

山岳会会員をはじめ多くのご支

く所存です。経験の浅い隊員で構
成された私たちの登山隊に、日本

得たものを必ず今後に活かしてい

の原因となりました。しかしなが
ら、我々隊員一同、今回の登山で

タック時の強風、高度障害が敗退

んでした。直接的には、想定より
も西稜の状態が悪かったこと、ア

登山を終えて
前述のように我々は６４００ｍ
で撤退、登頂することができませ

10

13

10
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００ｍの最高到達点から下降を開
始した。
結局、この日はＣ１まで戻れず、
またしてもセラックの陰に平坦地
を見付けて幕営。翌日、 月 日、
スタカットのクライム・ダウンを
繰り返し、 時 分、無事にベー
スキャンプに帰着した。
予備日をまだ残していたため再
アタックを計画したが、
キッチン・
テントが傾くほどの強風が続き、
月 日のバック・キャラバン開
始までチャンスが訪れることはな
かった。

翌朝、空は高曇りで風が強い。
本日が西稜の核心部となる。昨日
まで綺麗な雪稜だった尾根は一転、
もろい岩と支持力のない雪のリッ
ジが交互に現われる、悪相のナイ
フリッジに変わった。事前に入手
した写真では、この先も綺麗な雪

で相談し、無念ではあったが６４

る６１００ｍの小ピークに到着。
この日の夜は２人とも呼吸が苦し
く、あまり眠れなかった。

稜が続いていたはずだが、全く景

下部岩稜帯は、今にも崩れそうな
へと変わる５９００ｍ地点までは
岩が堆積し、尾根が入り組んだ複
アプローチ・シューズで登った。
雑な地形でルート・ファインディ
下部岩稜帯を抜けると、しばら
ングが難しく、ルート中一番厄介
くは標高差のない雪稜が続く。ル
な箇所だ。数箇所出てくるクライ
ート中、最も快適な区間だが、尾
ミング・セクションも、
ホールドは
根は細く、下を見ればはるか１０
すべて信用できない。
００ｍ下まで切れ落ちているため、
その後、天候の回復を待ち、
スノーバーを打ち込みながらの同
月 日朝６時、アタックを開始し
時登攀で進んでいく。６０００ｍ
た。初日は４９００ｍのベースキ
を越えると、アックスを打ち込ん
ャンプから西稜上６１００ｍのＣ
で身体を引き上げる動作が辛い。
１予定地点まで、標高差１２００
日本でのアイス・クライミングの
ｍを登らなければならない。まず
ように連続して行なうと、心拍数
は下部岩稜帯を慎重に登っていく。 が上がって呼吸が制御できなくな
クライミング・セクションと緩傾
る。メラ・ピークの傾斜の緩い氷
斜帯が交互に出てくるため、雪稜
河歩きでは感じられなかった辛さ
に、初めて高所クライミングの厳
しさを感じた。２時間ほど雪稜を
進んだところで、Ｃ１予定地であ
11

10

６０００ｍ付近から見上げた、チャムラン頂上へと続く西稜上部

20

15

30

10

14

REPORT

去る 月 ・ 日、新潟県妙高
市の文化ホールと新井ふれあい会
館にて 回目となる「ライチョウ
会議」
が開催され、
本部自然保護委
員会から計 名が参加しました。
ライチョウ会議は、２０００年
８月に第１回大会が長野県大町市
で開催され、 日
｢ 本アルプスとそ
の周辺に生息するライチョウに関
する情報交換と、調査及び研究の
連携を図ること、ライチョウに関
する知識の普及と啓発、保護活動
に関すること等を行うこと」を目
団は標高の低いツンドラに生息す
るのに対し、日本のライチョウは
高山に棲み、厳しい日本の高山環

「ライチョウ Lagopusmuta
は、北
極を取り巻く地域に広く分布する
鳥である。その中にあって日本の
は、世界
ライチョウ L.m.japonica
の最南端にぽつんと分布し、北の
集団とは完全に隔離され、本州中
部の高山にのみ生息する集団であ
る。大陸と陸続きであった最終氷
期に日本列島に移り住み、その後
の温暖化とともに高山に逃れるこ
とで、今日まで世界の最南端で生
き延びてきた集団である。北の集

輪による標識調査が開始され、翌
２００８年からは毎年の繁殖数が

２００７年からは、火打山で足

年間は、火打山では なわばり
羽程でずっと安定していた。

最近になり復活している。発見後

今後、貴重な火打山の高山環境

が本格化しており、絶滅の危険性
が高まっていることがわかった。

１５年からシカやイノシシの侵入

ウの子育て環境や採食環境が急速
に悪化していること、さらに２０

イネ科植物等の侵入で、ライチョ

日吉健治

「第 回ライチョウ会議新潟妙高大会」
報告
自然保護委員会

的としています。
年１回開催され（２０１７年は
未開催）
、
ライチョウ研究者や行政

境に適応してきた貴重な集団で、
国の特別天然記念物に指定されて
いる。

足輪により正確にわかるようにな

とそこに棲むライチョウ集団を守
ってゆくには、人が積極的に自然

０９年には北アルプスからの個体
の移入により一時的に繁殖数が増
加したが、
その後は減少が続き、
今
年の２０１８年には６なわばり
羽と過去最低であることがわかっ

関係者、自然保護団体、山小屋関
係者および一般市民が参加し、ラ
イチョウに関する研究成果の発表

遺伝子解析の結果から日本のラ
イチョウは、南アルプスの集団と
北アルプスの集団の２つに大きく

り、隣の焼山でも標識調査が開始
された。その結果、火打山と焼山

より転載）

とがわかった。今から 年前には
日本に生息するライチョウの数は
約３０００羽であったが、最近で
は２０００羽以下に減少しており、
以前には高山帯にいなかったキツ
ネ、テン、カラス等の捕食者の高
山帯への侵入、シカ、サル、イノ
シシ等の侵入による高山植生の破
壊、温暖化問題など、日本のライ
チョウは現在様々な課題に直面し
ている。中でも日本で最も絶滅の
危険性が高い集団は、火打・焼山
の集団である。
火打山のライチョウは日本で繁
殖する最北端の集団で、日本最小
の集団である。この山にライチョ
ウが発見されたのは、今から 年
前の１９５２年である。
その後、
隣

や情報交換、
保護活動への提言、
知
識の普及等が図られています。
今回のシンポジウムの中から、

焼山の集団、乗鞍岳の集団、御嶽

に手を加え、生息環境の改善をは

分かれ、さらに後者は、北アルプ
ス本体の集団、その周辺の火打・

ライチョウ会議議長を務められる
中村浩志先生による基調講演の内
容を紹介します。

では個体の交流があること、２０

20

山の集団の４つに分化しているこ

35

66

15

の焼山にも繁殖することが確認さ
た。また、火打山は温暖化の影響
れたが、噴火により繁殖が途絶え、 を最も強く受けており、背の高い

10
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19

【基調講演要旨】
（大会プログラム

20 40

新井ふれあい会館前に設置された案内板

18

10

18

5
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かる段階に来ている。ライチョウ
の子育て環境や採食環境に侵入し
た背の高いイネ科植物の除去、キ
ツネ、テンといった捕食者やシカ
やイノシシの除去、ケージ保護に
よる孵化後の雛の生存率の向上と
いった具体的な対策が急務となっ
てきている。
火打山の貴重な自然とそこに棲
むライチョウを次の世代に引き継
ぐためには、
今なにをすべきか、
参

最後に、これからは登山者の協
力も非常に重要になるとの要望も

録者が１０００人を超え、行政と
一般市民と協力して保護に取り組
む意義と必要性についても訴えら
れました。
現在、自然環境を保全するため
には、人間の関与を排除し手を付
けずにそっとしておく、捕まえな
い、などといった消極的な手法で
はもう守れなくなってきており、
そのような時代は終わったことを
強調されていました。
危機が迫るライチョウですが、
行政と一般市民の協力でできるこ
とを今からやっていけばまだ間に
合うし、ライチョウを絶滅から守
れる、との提言もいただき、今後、
私たちがなすべきことについての
方向性も示唆されました。

得ることができました。
今大会では専門家や行政による

のシンポジウムでは、中村浩志先
生による基調講演のほか、高円宮
妃久子殿下による世界的な希少鳥
類保護活動についてのご講演や、
女優・工藤夕貴さんによる、ご自
身の登山体験についての特別講演
もありました。
また、パネル・ディスカッション
では、各方面で活動されている４
名のパネリストより、それぞれの
視点による火打山のライチョウへ
の意見を伺うことができました。
２日目のワークショップは約３
００名が参加し、各分野での専門
家から学会レベルという最新かつ
ハイレベルな内容の発表があり、
域内外における保全の現状と課題
など、大変貴重な話を聞く機会を

加者の皆様と共に考える機会とし
たい。
」
この講演の中では、今回の大会
が妙高戸隠国立公園誕生に絡めて
開催されたこと、シンポジウムが
初めて平日の金曜日に開催されて、
地元妙高市の中学生が参加したこ
とについても触れられました。
また、日本のライチョウが人を
恐れない、世界で唯一のライチョ
ウ類であること、その背景として
日本の里と里山、奥山
といった考え方、山岳
信仰に基づきライチョ
ウを
「神の鳥」
として殺
生を禁じた文化があっ
たことなどの説明もあ
りました。
さらには孵化後の雛
を人の手で守るケージ

調査・保護活動だけではなく、一

ライチョウ保護の活動に関り、ラ

あり、私たち日本山岳会員が率先

２日間にわたってシンポジウム

イチョウを守りたいとの思いを深
めた２日間でした。

保護と、キツネやテン

率向上取り組みの成果

とワークショップが行なわれた今
大会は、ライチョウに関する最新

なお、関連イベントとして 月

してそれに応えるべきではないか、 般市民による保護活動の重要性も
と感じさせられた講演でした。
提示されました。筆者も積極的に
を説明していただきま
した。

の調査・実験結果が関係者のみな

といった捕食者除去と
の相乗効果による生存

一般市民によるライ

基調講演でライチョウ保護の重要性を力説した中村浩志先生

チョウ保護の取り組み
の一つであるライチョ

約１０００名が参加した１日目

らず一般市民も聴講できた、貴重
な機会でした。

たことも併せて報告しておきます。

・ 日に、エクスカーション
（火打
山ライチョウ観察会）が実施され

10
ウ・サポーター制も登

21

22
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して、山を愛する寿翁は、ついに

４代および７代本会会長）とも山
行をともにしたこともあった。そ

台の中学で同級だった槇有恒（第

の仕事に携わった。その間、台湾
の山々に登り、あるときには、仙

に滞在し 年ぶりに親交を深めた。 スで、そこから歩いて塔々加警察
来仙したきっかけは、寿翁が手掛
小隊まで移動し、入山手続きを済

加したときに来仙、１週間、仙台

井淳子氏主宰の「東北応援プロジ
ェクト（福島県・沼尻高原）
」に参

岳協会・張玉龍顧問一行が故田部

降は交流が途絶えていた。
２０１６年になり、中華民国山

いた。その後、１９６２年に中華
民国山岳協会の一行が来日したの
を発端に、寿翁と中華民国山岳協
会の交流が始まった。１９７４年
には、三田幸夫・第 代本会会長
の希望で渡台した経緯もある。
宮城支部としての交流は、寿翁
と佐々保雄・北大名誉教授（第
代本会会長）が同行した１９７７
年の、北海道支部との総勢 名に
よる合同訪台が始まりである。以
来、これまでに計４回訪台した過
去があるが、１９９６年の西郡光
昭隊長以下９名による玉山登山以

ます。シャトル・バスで標高２６

阿里山から上東埔駐車場まではバ

莱米原種田故事館」
を訪問。
祝日に
もかかわらず故事館を管理する陽

れた折の、宮城県をはじめとする
関係者との関りによる。このよう
な経緯から、張顧問の強いお誘い
もあり、台湾・玉山登山を実施す
ることとした。
北東アジアの最高峰・玉山は、
太平洋プレートとユーラシア・プ
レートの衝突による褶曲で隆起し
た台湾島の最高峰（３９５２ｍ）
。
台湾を南北に縦断している５大山
脈の第２山脈
（玉山山脈）
に位置す
る。参加者は、宮城支部会員ら９
名と寿翁のお孫さんの計 名。期
間は 月９日から 日の１週間。
９日、台湾桃園国際空港で張顧
問と林哲全・東亜部長の出迎えを
受けて台北市の宿泊先へ。 日、
台
湾では国慶節の祝日。
「 竹子湖蓬

の兆しが見られた者もいたが、参

ぎると岩場の急登が続く。７時過
ぎに玉山山頂に到着する。高山病

山山頂を目指す。南峰三叉路を過

を受ける。その後、阿里山へ。
時間の行程だった。
日～ 日、玉山に登る。 日、
日、２時に起床、４時前に玉

明山・国家公園管理処長から説明

加者全員が山頂を踏むことができ
た。山頂では太陽も雲間から顔を

過ぎに排雲山荘に到着する。約

亭、前峰登山口、白木林休憩ステ
ーション、大絶壁を過ごし、 時

８・５㎞、標高差は約７２０ｍの
行程だ。 時前に登山口を発つ。
登
山道は良く整備されている。孟禄

宮城支部は全国で 番目の支部
として１９５８年５月に産声を上
げた。今年でちょうど 年目にな
るが、その節目の年の記念事業の
一環として、中華民国山岳協会の
協力を得て、台湾・玉山登山を実
施した。
実は、宮城支部と中華民国山岳
協会との交流は、 年ほど前から
続いている。それは、宮城支部に
所属した平沢亀一郎名誉会員（以
下、寿翁という）
の関りが大きい。
寿翁は戦前に台湾総督府に就職し、
約 年間の長きにわたり殖産振興

17

寿翁のピッケルやロープが飾られている山岳協会事務所にて

6

10

10
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は中華民国山岳協会の設立に多大
な役割を果たしたのである。

けた台湾総督府時代の蓬莱米普及

８０ｍの塔々加鞍部登山口まで行
く。ここから林部長のガイドで排

出し、玉山群峰が雲海に姿を見せ

12

30

創立 周年記念事業で台湾・玉山へ

終戦を機に仙台に引き揚げてき

の仕事を顕彰する「竹子湖蓬莱米
原種田故事館」
が前年、
台湾政府に

雲 山 荘 を 目 指 す。 距 離 に し て 約

11

26

冨塚和衛

た寿翁であったが、引き揚げどき
の辛苦から台湾を恨めしく思うこ

より改築され記念館として開設さ

12

10

11

11

宮城支部長

ともあり、一時期音信が途絶えて

20

60

14

40
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14

てくれた。 分ほど山頂に滞在し、
来た道を下山する。途中、排雲山
荘で昼食を兼ねひと休みする。鞍
部登山口には 時過ぎに到着した。
約 時間の山歩きとなった。下山
後、東埔沙里仙温泉で登山の疲れ
を癒す。
日、移動日。 日、夕刻から、
寿翁が台湾時代に使用したとされ
るピッケルやロープが飾ってある
中華民国山岳協会事務所ホールで
の、黄楩楠理事長や山岳協会幹部
との交流会に出席し親交を深めた。
その後、場所を移し、黄理事長主
催の晩餐会に招待され、恐縮する
ほどの歓待を受ける。 日、帰仙
する。
年ぶりの台湾・玉山登山では
15

会」を結成、中華民国山岳協会と
宮城支部との交流が次世代に継承
されるよう活動を行なっていくこ

な接遇の賜物と感謝に堪えない。
帰国後、参加者が集い「宮城玉山

めとする山岳協会の方々の、親身

憶に残る山行となった。これもひ
とえに、黄理事長、張顧問をはじ

者一同にとって思い出の多い、記

あったが、中華民国山岳協会の絶
大なるご支援・ご協力により参加

14

ととした。

山人たちの 力によるものなり
昭和三十二年十月 槇 有恒」
今回の碑前祭には、森武昭・前
会長
（神奈川支部）
、芳賀孝郎・元
副会長ご夫妻
（北海道支部）
、石原
國利・東海支部名誉会員、高木荘
輔・福岡支部長、佐藤浩幸・永年
会員
（東九州支部）
ほか北九州支部
の会員を含め 人が出席。森前会
長の来賓ご挨拶、地元の幼稚園児
２人による献花、池田智彦会員の
指揮で
「雪山讃歌」
の合唱など一連
の記念行事が終了後、山麓の「門

こそ、その証言は貴重で歴史的価
値は高い。
」
と述べられているごと
けいがい
く、私どもが謦咳に接することが
できなかった日本山岳会の槇さん
をはじめ大先輩の方々の、貴重な
興味あふれるお話を数々ご披露し
ていただき、大変有意義な講演会
であった。深謝申し上げたい。
なお、前記の記念碑の日付が昭
和 年 月となっているが、毎日
新聞社に確かめたところ、昭和
年 月 日付の同紙で
「槇 有恒さ
ん
（六十四）
が二十八日朝、門司山
岳会員の人たちと風師山に登った。
……」と の 記 事 が 残 さ れ て お り、
事実は昭和 年 月と判明した。

10

33

10
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平成 年 月 日㈰、快晴の下、
かざし
（風頭）
に
北九州市門司区の風師山
設置されている槇有恒記念碑と略
歴碑の前で、
碑前祭を行なった。
昨
年の第１回碑前祭は台風接近のた
め風頭での記念行事は中止となり、
山麓で午餐会のみ開催した。した
がって、今年が実質的に最初の碑
前祭となった。槇さんの記念碑が
なぜ風頭に設置されたのか、経緯
をご紹介したい。
１９５６年、初登頂に成功した
第３次マナスル登山隊の隊長を務

司倶楽部」に席を移し、午餐会を
開催した。午餐会では北九州市門
司区の小石区長
（関口代読）
や石原

29

第２回槇有恒碑前祭を風師山で開催

めた槇有恒さんが、初登頂の報告
をするため 年、九州の各地を回
り、 月、旧門司市にあった毎日

國利氏、高木荘輔氏より祝辞を賜
り、伊藤久次郎・前北九州支部長
の乾杯の音頭で開宴した。

譜に直接連なる、おそらく最後尾

32

関口興洋

新聞西部本社へ支援のお礼の挨拶
に立ち寄られた。そのとき風師山
早朝登山会の堤甚五郎会長（元日

午餐会終了後、札幌から遠路は
るばる駆けつけていただいた芳賀

「この頂に立つ 幸福の輝きは

んがのちにしたためた詩文を基に、
登山史研究家の布川欣一氏が
堤さんが記念碑を設置した。
「芳賀氏は、
古き佳き時代の岳人系

33

の存在ではなかろうか。それ故に
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10

北九州支部長

本山岳会会員）
が、
槇さんを関門海
峡のすばらしい展望台である風頭

孝郎氏の記念講演を拝聴した。

21

にご案内した。当時の感慨を槇さ

30

これをとらふる 術を知りし

33

記念碑前で記念写真に収まる参加者一同

10

58

40
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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

れる。諏訪、塩尻で北アルプスの
と連携して開催するという。信州
鋭鋒が雄姿を見せ、心躍る眺めだ。 人の文化、教育に対する情熱の表
そして常念岳から爺ヶ岳、鹿島槍
われであろう。今回は迎えて第

小原茂延

安曇野アートライン
「山岳画の魅力を語る」

ページです。 どしどしご投 稿く

開催された。
「 安曇野アートライ
ン」
とはパンフレットによると、
日
本の屋根・北アルプス山麓に広が
る〝安曇野〟の地に点在する美術
館・博物館をラインで結んだもの
で、安曇野市から白馬村まで約
㎞の地域に約 館ものミュージア
ムが並ぶという。安曇野山岳美術
館、田淵行男記念館、安曇野ちひ
ろ美術館、碌山美術館、北アルプ

俳句、 短歌、 詩などを掲載する

芸術の秋、安曇野の「山岳画の
魅力を語る」シンポジウムを数日
前に知った。行楽の秋、久しぶり
の好天予想、指定も取れぬまま千
葉発の
「あずさ３号」
に錦糸町から
乗ることで、やっと席を確保でき

会員の皆様のご意見、エッセイ、

ス展望美術館、
大町山岳博物館、
白
馬三枝美術館等々が名を連ね、毎
年持ち回りで、その地域の自治体

東西
南北

た。
秋分の日である当日はよく晴れ
渡り、甲斐の山々がまず迎えてく

N

コーディネーターは小林明氏。信
濃美術館副館長、ヘンリー・ミラ
ー美術館長、 年６市町村を含め

ヶ岳！ これだけでも安曇野を訪
回の開催である。
れる価値がある。中村屋の創業者、
さて、
今回のテーマ
「山岳画の魅
相馬黒光がはるばる仙台から嫁し
力を語る」シンポジウムにおける
てきた地でもある。
今回の会場は、信濃松川駅で下
車、松川村の
「すずの音ホール」
で

た安曇野アートライン推進協議会
設立に奔走し、
現在、
事務局長の方
である。パネリストとして木版画
家の杉山修氏。吉田博の子息遠志、
孫の司に師事し吉田版画アカデミ
ーに属する。
日本山岳画協会員、
日
本山岳会会員で各種の賞を受賞し
ている。同斎藤郁夫氏。山口県立
美術館副館長、
『巨匠が描く 日本
の名山』
（１９９７〜 年、
松本市
の郷土出版社）に作品解説執筆と
編集を担当、２０１６年に松本市
美術館と「遥かなる山 発見された
風景美」
を連携開催するなど、
山岳
風景画の研究者として名高い。同
滝澤正幸氏。信濃美術館、上田美
術館館長などを経て現在、上田市
立博物館館長、中世 現代美術史
研究、山岳画の著書多数といった
豪華な顔ぶれで、山岳画の魅力を
語ってくれる機会はまたとない好
機であった。
なお、
討論で紹介する
山岳画には、当会所蔵の茨木猪之
吉作「秩父槍岳」
（秩父市中双里）
や安曇野周辺の館に寄託している
作品も合わせ紹介（一部は会場展
示）
されており、
山岳絵画の歴史に
残る名画に出会うことができた。
討論では山岳画の歴史、定義に
始まり、ラスキンの影響などから
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度でお願いします）
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いる。
よく分かる。ションフランドラン
宮崎ウェストン祭のきっかけは、 君 と あ る の は 熊 本 聖 公 会 の ジ ョ
明治 年 月にウェストンが祖母
ン・ブランドラムのことで（詳細
山に登った事実が五ヶ所地区の庄
は『山岳』１１３年を参照）
、九州
屋・ 矢津田鷹太郎の日記（矢津田
東岸部への布教ですでに矢津田氏
日記）
で確認されたことによる。
日
とは面識があったので、初対面の
記には「十一月六日晴天 英人シ
ウェストンと呼称を区別している。
ョンフランドラン君及ビ神戸在留
当時の矢津田邸は現在の五ヶ所小
同国人エストン氏同道ニテ祖母岳
学校の西向かい側にあった。
登山 往復共立寄ラル 河内泊ノ
矢津田日記の末尾にある「河内
由也」
と記されている。
泊」
とは、当時、河内にあった
「鍛
１８９１年に発行された『
冶屋」
に泊まったことを指し、
『日
Hand
（日
と記され
本旅行案内』にも kaji-ya
book for Travellers in Japan
本旅行案内）
』
第３版には、このと
ている。鍛冶屋の家は、幕末には
きの登山を基に書いたと思われる
ヶ町村の大庄屋で比較的大きい
祖母山の紹介記事があり、矢津田
日記と併せて読むと登山の様子が

動

建物だったらしく、明治 年代初
めのころは、聖公会の人たちの休
養地として利用されていた。
ウェストン祭の帰りに鍛冶屋の
跡に寄ってみた。第二河内橋（明
治橋）のすぐ西側にあった建物は
普通の民家となっており、その向
かい側にあった別棟の土蔵も土台
の石垣だけが当時の面影を残して
いるだけだった。
『日本旅行案内』には、ここから
祖母山まで、登り５時間、下り４
時間半で往復した様子が記されて
おり、ウェストンがかなりの健脚
であったことがうかがわれる。

リーダーは三枝さん、サブリー
ダーに数見さん。そして東京の高
橋、杉崎、静岡支部から大島、赤
堀、北海道から大畑、埼玉からは
私、そして準会員の田口の皆さん。
１日目は足慣らしの吾妻那山。
集合の上毛高原駅からタクシーで

告

20

日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

説き起こし、近代の登山とともに
歩み、登山家であり画家としての
先達の探検時代から、１９１１年
に日本山岳会の展覧会の開催をみ
たこと、
それから 年後に
「日本山
岳画協会」の誕生に至った。その
主旨とするところは、中村清太郎
の
「山を好んで描く人たち」
という
広義のものから、足立源一郎の言
う「真の山の霊気に触れる画は岳
人であれ」といった狭義の考え方
があったようである。
ともあれ、
貴
重で濃密な山岳絵画論を聴くこと
ができ、有意義な一日であった。

宮崎ウェストン祭に
寄せて

活
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田上敏行

左側の軽自動車のある付近が鍛冶屋跡。右側の石垣の上に
鍛冶屋の土蔵があった

25

第 回宮崎ウェストン祭が、
月３日、祖母山を間近に望む高千

山行委員会

あこがれの馬蹄形縦走
谷川連峰・朝日岳と白毛門
月 日〜 日、２泊３日で今
話題の群馬県と新潟県の県境稜線
トレイルを９名で歩いた。
12

11

7

10

34

穂町五ヶ所の三秀台で開催された。
午後４時から式典が行なわれた後、
近くの公民館に会場を移して交流
会が開催され、九州在住の会員約
名が会場に泊まって、酒を酌み
交わしながら歓談した。記念祭は、
ウェストン師への顕彰もさること
ながら、九州地区に住む会員にと
って年に一度の親睦の場となって
60

23

11
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兼ねた飲み会。自己紹介などを交

を覚えた１日目だった。湯檜曽の
民宿で６時半の夕飯まで、親睦を

大峰沼入り口登山口へ行き、登り
始める。先日の台風によるものか
倒木が多い。跨いだり、潜ったり
と歩きづらい。展望台らしき木の
建築物の下を通り大峰山へ。吾妻
那山の山頂で昼食。風があり冷え
てくる。
リーダーに
「時間にゆとり
があるから、ゆっくり食べてくだ
さい」
と言われるが、
早々に身支度
をする。スキー場ゲレンデの横を
通り、また大峰沼のほとりへ。後
は 分ほどで登山口に着いてしま
うので、迎えのタクシーに早めに
来てもらうよう連絡する。
なんと１時間半ほども早く着い
てしまった。私は知らなかった！
リーダーの三枝さんが歩くのが早
いということを。明日からに不安

描いていたような稜線歩きの景色

３日目、
今日もまだ霧が深い。
雨
衣を着て５時半過ぎに出発。思い

かと思っていたのだが、霧で展望
が利かず、ただ登ったり下ったり。
途中、霧が晴れたときに蓬新道の
稜線が左手に見える。あのコース
も歩いてみたいと思いながら、前
方に何かが見える！ と思ったら
色とりどりのテントで、もう蓬ヒ
ュッテに到着。でも、今日はコー
スタイムよりちょっと余分に掛か
って４時半過ぎに到着。着いたら
もう夕飯。水のない山小屋でお決
まりのカレーライス。ほかにはラ
ッキョウと福神漬け。小さな小屋
で私たちはロフトのような２階で
休む。ここも寝袋と毛布で。夜中、
風の音で目が覚める。テントの人
たちは寒くないのかなぁと思いな
がら、また眠る。

スマホによれば、１日目
（ 日）
は

と五里霧中？ の山行だった。
それにしてもよく歩いた。私の

いな景色に目がいく。こんな景色
に出会うために山に登っているの
かなぁ、と自問しながら。
登ったり下ったりしながら白毛
門着。
目の前に谷川岳のトマの耳・
オキの耳が見えると期待していた
のに、双耳峰は雲の中だ。でも正
面に見える白い壁、岩のすごいこ
と。あれが一ノ倉沢。昔、ドライ
ブで見に行ったときを思い出す。
今は人影も見えない。谷川岳から
見たときに、向かい側が
〝白毛門〟
と教えられて、いつかは行ってみ
たいと思い続けていた白毛門。今
回念願叶って、それもフルコース
のような縦走ができたことに感謝
だ。ただ空中散歩を思い描いてい
た景色は霧で堪能できず、ちょっ

年次晩餐会記念懇親山行

「石割山登山」
に参加して

月２日㈰、早朝ということも
あって、新宿といえども静かで朝
の空気が気持ち良い。今日は、初
めて記念山行に参加する。石割山
は、富士山と山中湖がよく見える
山ということで心ワクワク、楽し
みにしていた。集合場所では山行
委員会の方が早朝から待機してく
ださり、
とてもありがたかった。
集
合時間になってもＪＲのトラブル

で 人以上が到着されていないの
で、少し出発時間を遅らせて皆さ
んを待つことにした。

８時 分、残念なことに 人ほ
どの方が集まれなかったが、この
先のスケジュールを考えるとぎり

10

っていた。２駅先の土樽から歩き

開通で、在来線がすごく不便にな
ったとタクシーの運転手さんが言

車に合わせてゆっくり。新幹線の

えながら、山の話で盛り上がる。
２日目は早立ちと思いきや、電

が見える。ダケカンバの白い樹形

あれを登るの。もう、草原ではな
く岩と松。晴れ間から周囲の山々

そびえ立つ姿が見える。えっ！

だがんばれるのが分かった山行だ

当。３日目
（ 日）
は ・２㎞、２
万４５９３歩、 階相当。まだま

㎞、２万６００４歩、１８０階相

に会えない。途中少し霧が晴れて、
・２㎞、２万２３７５歩、１０
これから登る谷川連峰・朝日岳の
６階相当。２日目
（ 日）
は ・７

の登山に一気に期待が高まる。

富士山に思わず
「おー！」
と歓声が
上がる。美しい富士山を見ながら

士山が現われた。雪をいただいた

都高〜中央道とスムーズ。目的地
に近づいてきたところで車窓に富

ミングアップしながら頂上を目指

登山口の赤い鳥居から真っ直ぐ
に延びる４００段の石段でウォー
った。
ありがとう、皆さま。

ぎりということで、バスは石割山
に向けて出発。
途中渋滞もなく、
首

30

と草紅葉とササ原。まるで日本画
の世界。
「 今年の紅葉はイマイチ

16

（埼玉支部 東 洋子）

15
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12

20

始 め る。 茂 倉 新 道 を 通 り、 茂 倉
岳・武能岳と進む。写真で見てい

12
だね！」
の声を聞きながらも、
きれ

79

13

30

たササの中の稜線歩きが楽しめる

14

16

883−２０１8・12・２０
山

883−２０18・12・２０
山

す。家族連れの登山客も多く、狭
い石段で長い列が続く。さすがだ。
皆さん４００段の石段も難なくす
いすい登っていかれる。石段を制
覇したら石割神社で、ご神体の石
を皆で回ってお参り。本当は３度
回るところ１回で先を急ぐ。頂上
まで急登が少し続くが、補助ロー
プあり丸木階段もありで、安全で
歩きやすい。落ち葉がいっぱいの
冬枯れの山道は、ふかふかしてい
て足に優しい。頬に感じるピンと
張り詰めた冷たい冬の空気が、な
んとも気持ちの良い山歩きだ。
そろそろ富士山が見えてきても
よいはずなのだが、青い空はなく、

石割山頂での記念撮影

わしてくれなかったが、
これは
「ま
た来年」と楽しみを先に延ばせた
のかな、と思いながら下山。
出発が遅れた分は、途中でリカ
バリーでき、ほぼ予定どおりに帰
途へ。国道を少し走ると薄日が差
し、夕日をバックにきらきらと輝
く富士山が見えてきた。登山中に
見たかったが、全国の皆さんとご
一緒できる記念山行はとても楽し
く、また来年も参加したいなと思
った。 （ 東海支部 前川みどり）

めて 名の訪問団が結成され、

たのは夜の８時過ぎ。予定の開始
時刻を２時間以上遅れて着いた
我々を、蔚山支部のメンバーは皆
待っていてくれ、にこやかに温か
く出迎えてくれた。昨年 月の九
重山以来の再会である。早速交流
会と、サムゲタン料理とビールや
マオタイでにぎやかに懇親会。
翌 日は交流登山１日目、蔚山
市の南の郊外にある大雲山（７４
２・１ｍ）
へ登る。登山口からの高
度差６００ｍ余りの登りだが、道
のりが長くて、初めは高をくくっ
ていた我が会参加者も山頂までの
遠さにいささか驚く。しかし、快

■ 15

どんよりとしたままである。頂上
へ着いたころに晴れてほしいと願
いながら、ひたすら歩く。 分ほ
どで頂上へ到着。富士山が見えて
いるつもりになって昼食。果物や
お菓子をふるまってくださる方も
いて、ワイワイと楽しいひととき。
昼食後は石割山の碑とともに思い
思いに記念撮影。ＪＡＣのフラッ
グをかざして集合写真を撮影した
ら次の展望地である平尾山に向か
って出発。結局、富士山は姿を現

支部
だより
回日韓交流登山

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。

月 日から 日までの日程が組ま
れた。
月 日㈮、福岡港発の高速船
ビートルが荒波で出港停止。代わ
りにフェリー
「かめりあ」
で釜山港
へ向かったが、予定より４時間半
遅れで着くというアクシデントで
始まる。蔚山市の懇親会場へ着い
22

東九州支部

第

ウルサン

18

19

20

韓国山岳会蔚山支部との交流
登山は今回で 回目となる。隔年
に交互に訪問し合う交流登山を続
けてきて、昨年は九重山に韓国側
のメンバーを迎え、今年は当方が
韓国訪問の順番である。会友も含
12

19

10

12

20

10

山

晴の天気の下、山頂はすばらしい
展望で皆大満足。
翌々日は蔚山市の北の郊外にあ
る舞龍山
（４５０・７ｍ）
。日本の
どこにでもあるような、都市郊外
の低山だ。街外れの園地が登山口
で、朝夕の市民登山のコースとな
っている。けっこう急な坂道を登
れば平坦な公園のプロムナード。展
望台は蔚山市西の市街地や、はる
か遠くに初回訪問時に登った嶺南
アルプスの山並みが見える。そん
な散歩道からぐんと下って、標高
差２００ｍの登り返しは長い長い
階段道。この日も標高から見て軽
いハイキングと思っていた我が会
員は最後の登りで汗だく。しかし、
ここも登り着けば大展望で、快晴

の空の下、すばらしい景色を堪能。
登山口で韓国のメンバー全員に

見送られてバスで帰途に。わずか

２泊３日の日程であったが、今回
も韓国山岳会の心のこもったおも

てなしに感謝感謝。 日の夕方、
釜

山港まで見送ってくれた李旭建顧
問と淑金喜夫人、４年前に事務局

長として雪岳山での交流登山に何

くれとなくお世話くださった崔泳
植現支部長の３氏に重ねて感謝。
（飯田勝之）
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図書受入報告
（２０1８年１1月）
著
者
澤田大多郎 (編)
伊佐九三四郎
マンサク会
中村浩志・小林篤
佐藤聡史 (編)
松澤節夫
中川博人 (編)

書
名
龍星閣 澤田伊四郎 造本一路
山ヤの財産 ：心に残る山登りを
鳥海山の自然と生物
ライチョウを絶滅から守る！
美しき明治のみづゑ 丸山晩霞展 ：生誕150年 明治150年
山水林人 ：松澤節夫 木口木版画集
インド・ラダック・パンゴン山脈 マリ山群・マーン峰 6342m（初登頂）

頁／サイズ
273p／22cm
439p／19cm
222p／21cm
276p／22cm
96p／30cm
69p／20cm
66p／30cm

発 行 者
龍星閣
山と溪谷社
秋田魁新報社
しなのき書房
丸山晩霞記念館
松澤節夫
（私家版）
JAC石川支部

発行年
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2008

寄贈／購入別
発行者寄贈
著者寄贈
出版社寄贈
出版社寄贈
発行者寄贈
著者寄贈
発行者寄贈

☆図書交換会向け出品図書から
（出品していただいた書籍の中から下記のものを図書室に入れさせていただきました）
著

者

前芝茂人編
渡部智倶人
金子民雄
星野道夫
中村みつを
グャン・シン(著) 野間寛二郎(訳)
宇都宮貞子
中野孝次
W.アンスワース(著) 新島義昭(訳)
伊藤幸司
國際情報社
わらじの仲間 (編)
わらじの仲間 (編)
わらじの仲間 (編)
Greiner, James

書

名

頁／サイズ

ヴィルカバンバ山群とウルバンバ河
九州の山岳 (初版)
東ヒマラヤ探検史 (初版)
アラスカ光と風 (初版)
山旅の絵本 (初版)
エヴェレストの魅惑
科の木帖 (初版)
神々の谷 インド・ガンゴトリ紀行 (初版)
アルプスは再び征服された (初版)
富士山 地図を手に (初版)
國際写眞情報 INTERNATIONAL GRAPHIC 2 1954 Vol.28 No.2
わらじ 年報 4 1980
わらじ 年報11 1987
わらじ 年報12 1988
Wager with the Wind：The Don Sheldon Story
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226p／26cm
372p／21cm
272p／19cm
325p／19cm
175p／21cm
261p／22cm
239p／22cm
189p／20cm
231p／19cm
231p／22cm
／37cm
145p／26cm
199p／26cm
223p／26cm
256p／24cm

発

行

者

同志社大学山岳会
海鳥社
連合出版
福音館書店
JTB
ベースボール・マガジン社
文京書房
河出書房
森林書房
東京新聞出版
國際情報社
わらじの仲間
わらじの仲間
わらじの仲間
Rand McNally

発行年

寄贈／購入別

1969
2012
1993
1995
2002
1964
1990
1981
1976
1980
1954
1980
1987
1988
1974

会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈
会員寄贈

寄附金及び助成金などの受入報告

落合

正治 会員

30 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援
㈱リクルートキャリア

50 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援

30 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援

江川

10 視覚しょうがい者登山全国
大会

智和

譲様

300 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 運営費用
政孝 会員
東

2 山のマナーノート
悠介 様

10 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援
三宅

10 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援
康夫 会員
安井

知史 会員

10 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援
武昭 会員
森

2 日本山岳会運営費用
麗山会

武彦 会員

2,000 日本山岳会運営費用

10 図書管理費の寄附

歳弘

逸郎 会員

10 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援

松原

尚之 会員

10 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援

瀧島

清 会員

30 有志からのご寄附のお願い
に対する永年会員からのご
寄附

1 山のマナーノート

本書はこのライチョウの生態、
現況、課題と今後について知るこ
とができる本である。著者の中村
浩志氏は信州大学でライチョウ研
究の第一人者として活躍され、信
州大学教授を退官後、自ら中村浩
志国際鳥類研究所を立ち上げ、現
在まで現地での調査、研究、保護
活動を続けられている。
共著者の小林篤氏は信州大学大
学院で修士、東邦大学大学院にて
博士号を取得され、現在は東邦大
学理学部訪問研究員として中村氏
とともに研究活動をされているラ
イチョウ研究者である。中村氏の
ライチョウに関する著作は３冊目

一般社団法人
獣害対策支援センター

日本山岳会
東京多摩支部

であるが、今作ではもちろん最新
の調査、研究内容が掲載されてい
る。
第１部から５部まではライチョ
ウの生態について詳しく語られて
いる。第４部ではライチョウが危
機的状況に置かれていることが述
べられていて、暗澹たる気持ちに
なる。後半の第６部から９部は今
作の白眉である。２０１５年に放
映されたＮＨＫの「ダーウィンが
来た」
の
〈ライチョウを守れ！ ボ
ディーガード大作戦〉を見た方も
おられると思うが、
第６部では、
こ
の
〝ボディーガード大作戦〟
ケージ
保護の取り組みについて詳細に語
られている。
第７部では、現在最も絶滅が心

配されている火打山での状況。第
８部では、動物園での人工飼育に

ついても書かれている。第９部で

は、中村氏と小林氏による最大の
発見について書かれている。その

内容はぜひ本書を読んでみてほし

い。
「ライチョウを絶滅から守る」
、
ストレートなタイトルネームであ

る。しかし、そのネームに恥じぬ

中村、小林両氏のライチョウへの
強い思いが伝わってくる本である。

（自然保護委員会 日吉健治）

■ 17

図書紹介

北村

中村浩志・小林篤著

受入金額など
寄附者など
寄附の目的、その他
（単位千円）
清登 緑郎 会員
10 日本山岳会青年部チャムラ
ン登山隊2018への支援

（平成30年10月31日まで）

ライチョウを絶滅から守る

30 視覚しょうがい者登山全国
大会

2018年9月
しなのき書房
A5判 276㌻
1800円＋税

河西 瑛一郎 会員

ニホンライチョウという鳥をご
存じだろうか。日本山岳会の会員
であれば、ライチョウを見たこと
がなくても、知らない方はいない
だろう。ニホンライチョウは氷河
期の遺存種、
生き残りと言われ、
国
の特別天然記念物で、２０１２年
からは絶滅危惧種ＩＢ類に指定さ
れている鳥である。

忠則 会員

10 山のマナーノート
敏夫 会員

佐野

500 日本山岳会運営費用
松本

1,000 創立120周年記念事業費用
正彦 会員
梶

883−２０18・12・２０
山

平成 年度第７回
（ 月度）
理事会
議事録
日時 平成 年 月 日㈬ 時
分〜 時 分
場所 集会室
【出席者】小林会長、重廣・野澤・
中山各副会長、神長・永田・
古川・谷内各常務理事、清
登・齋藤・星・近藤・波多

）の
１・職員介護休業規程（Ｃ
改定について
（近藤）
）
（介
職員介護休業規程（Ｃ
護短時間勤務）第 条の改定につ
いて協議した。

報

７・
「山」 月号の発行について報
告があった。
（神長）
【連絡事項】
１・支部連絡会議の事前質問の集
約状況について
（永田）
２・年次晩餐会について
（永田）
【今後の予定】
１・常務理事会・理事会
・平成 年度 月度常務理事会
月４日㈫ 時 分〜
月
・平成 年度 月度理事会
日㈬ 時 分〜
２・支部連絡会議
月１日㈯

時 分〜 時 分 京王プラザ
ホテル
３・年次晩餐会
月１日㈯

時 分〜
京王プラザホ
（受付開始）
テル

【欠席者】
安井理事
【オブザーバー】
節田会報編集人

報告があった。
（小林）
３・審議事項１において承認され

国について報告があった。
（野澤）
６・家族登山普及委員会の活動に

（野澤）
５・青年部チャムラン登山隊の帰

・平成 年３月下旬 平成 年度

・平成 年２月下旬 平成 年度
支部事業報告
（提出期限）

支部事業報告・会計報告
（提出依頼）

12

ついて報告があった。
（波多野）

14

４・事業計画・予算等

【審議事項】
１・寄附受入の承認について
寄附受入および管理規程第３条に

31

31

30

30

30

より１００万円の寄附３件につい
て審議した。
（賛成 名、反対なし

た３件を含む寄附金 件の受領に
・平成 年 月初旬 平成 年度
ついて報告があった。
（古川）
支部事業計画・予算
（提出依頼）
４・山研の閉所作業および受水槽
・平成 年１月中旬 平成 年度
取替え工事について報告があった。 支部事業計画・予算
（提出期限）
・平成 年１月下旬 平成 年度

【報告事項】
１・岩手支部登山教室指導者講習
会について報告があった。
（重廣）
２・入会希望者 名、復活入会希
望者２名、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

12

12

00

野各理事、平井・石川各監
事（所用のため中山理事は
報告事項 まで欠席）

12

30

12

12

務
19

11

30

19 30

30

30

31

31

31

31

で承認）
【協議事項】

12
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12

33

33

11

14

告
12

10

18

00

12

00

12

29 11

1

12

10

30

20 30

会
30

883−２０１8・12・２０
山

山

883−２０18・12・２０

19 17

16

28

27

15

支部会計報告
（提出期限）

2018年
（平成30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

5 1

14

11月
13

12

26

22

00

21

20

日 総務委員会 山行委員会
科学委員会 スキークラブ
日 総務委員会 会報編集委員
会 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ

883 号

6

❖編集後記❖
◦ 月は甲斐の山々を歩くつもり
でした。
初日は櫛形山で、
２日目は
七面山、泊まりは下部温泉という
計画です。
ところが、
文化の日の朝
に出発したのが失敗でした。初日
の櫛形山は渋滞による時間不足で
急遽、飯盛山に変更。下山後、２
日目に備えて南下し、予約してあ
った下部温泉に泊まりました。
◦ところがなんと、２日目の天気
予報は山梨県南部が雨、北部や長
野県なら晴れ間が見えるだろうと
のこと。
七面山も諦め、
予報を信じ
て一気に北上、霧ヶ峰を歩いてき
ました。まさに大本営発表のごと
く
「転進」
に次ぐ
「転進」
。こんな山
歩きをしていると、
「イージーな山

山

ばっかり選んで、ボーっと歩いて
んじゃねーよ！」とチコちゃんに
叱られそうです。  （節田重節）

日本山岳会会報

7

三水会 つくも会
日 総務委員会 公益法人運営
委 員 会 フォトクラブ 山
遊会
日 総務委員会 財務委員会
青年部
日 総務委員会 遭難対策委員
会 平日クラブ
日 総務委員会 家族登山普及
委員会
会 麗山会
日 総務委員会
日 総務委員会 山の自然学研

28 13

11

月来室者 ４９９名

11 10 11

8

30 29
究会

会員異動
物故
川上伸生
（１００９２） ・ ・

原島正樹
（１２３７９） ・ ・
寺田新一
（１２８２６） ・ ・７

退会
進藤 弘 （１２５３３）

松田政男 （１２８５４）

十川むつ子
（１３０６５）
宮崎
黒田 真 （Ａ０１６３）
広島

18 18 18

9

Ｈ 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 フ
ォトクラブ スケッチクラブ
日 理事会 国土地理院ＷＧ
休山会 山想倶楽部
日 科学委員会 みちのり山の
会 マウンテンカルチャーク
ラブ
日 自然保護委員会 ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢ
日 資料映像委員会
日 総務委員会 資料映像委員
会

第8回登山教室指導者養成講習会案内
日本山岳会支部事業委員会
委員長 宮崎紘一
登山教室・リーダー育成事業援助として、必要な知識と技術を
学ぶ指導者養成講習会を昨年に続き安藤百福センターで開催しま
す。登山のすばらしさと安全な登山を実践できる資質を具えた会
員の増強、および支部活動の一層の発展を目的として、積雪期
登山技術講習を以下のとおり行ないますのでご参加ください。
主 催 公益社団法人日本山岳会 支部事業委員会
日 時 平成30年2月16日（土）13:00集合、講義
17日（日）水ノ塔山で実技講習後16:30解散
場 所 安藤百福記念自然体験活動指導者養成センター
小諸市大久保1100(ＪＲ小諸駅よりタクシー 10分)
費 用 1万円（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。
内 容【座学講習】
・遭難防止と山岳遭難救助活動（仮題）講師=長野県警察山岳
救援救助隊
・登山における積雪と雪崩の基礎知識 講師＝飯田 肇（立
山カルデラ砂防博物館、国立登山研修所専門調査委員）
・登山教室実施要項 講師＝重廣恒夫副会長（支部事業委員
会担当理事）
(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】
・水ノ塔山登山と実技講習（セルフレスキュー）講師＝川瀬
恵一（日本山岳会遭難対策委員長）
参加資格 日本山岳会会員で、支部山行・登山教室のリー
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31年1月31日㈭ 定員になり次第締切ります。
申込み 別紙申込書に記載し、メールにて下記あてにお送
りください。
申込み／問合せ先 支部事業委員会 中村哲也まで。
ｅメール jac-shibu@jac.or.jp
その他 実技講習日の昼食および雪山登山装備は各自持参
してください。

日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 総 務 委 員 会 バックカント
リークラブ
日 図書委員会 スケッチクラ
ブ
日 記念事業委員会 山行委員
会
日 常務理事会 資料映像委員
会 山岳地理クラブ 九
五会
日 支部事業委員会 ＹＯＵＴ

平成30年度

11
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