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値で表現され、今後の活動に具体
的な指針を与えられたことは、塾

斎藤 繁

「山や自然を愛好し、健康力と登山力のステップアップを志向する
方」を対象に、昨年の春から秋にかけて群馬支部が「健康登山塾」を
開講した。赤城山をフィールドとして医療スタッフの指導の下、塾
生個々の健康増進登山のスタイルを追求するという試みだが、実施
内容とその成果について、塾長の斎藤繁理事に報告していただいた。

支部創立５周年記念事業の一つ
「健康登山塾 ２ ０ １ ８ 」
を開催して

The Japanese Alpine Club

健康登山塾２０１８塾長
群馬支部は創立５周年記念事業
の一つとして
「健康登山塾」
を企画

催を得ながら
「健康登山塾」
を開催
した。地元の山々を歩きながら健
康増進を図ろう、山登りの実力ア
ップを図ろうという趣旨で計画を
練り、
事前に発刊した
『登山を楽し
くする健康トレーニング 』
（ 上毛
新聞社、
２０１７年発刊）
をテキス
トとした。
昨年は初回の街中の公園での歩
行練習を除いては、すべて赤城山
のコースを開催地としている。第

医療スタッフとして、毎回医師３
～４名、看護師２名が付き、活動
前後や歩行中のアドバイス、デー
タ測定の補助を行なった。コース
のガイドは、日本山岳会群馬支部
会員が毎回 名程度で担当した。
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日 本 山 岳 会

生のみならず群馬支部スタッフに
も大きな収穫であり、社会に大き
く貢献できた企画として高く評価
されるものと考えております。
（群馬支部長 北原秀介）
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２回と最終回は全く同一のコース
として、塾での活動成果が評価で
きるように配慮した。定員 名で
募集したところ１１９名の応募が
あり、抽選で 名が塾生となった。
参加者の平均年齢は 歳（ ～
歳）
、男性 人、女性 人であった。
なお、６名の塾生からは塾開始時
に高血圧症の自己申告を受けた。
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1月号（ No. 884 ）
定員 名に１１９名の応募
日本山岳会群馬支部の活動とし
て地元自治体や大学、新聞社の共

12 58

2019 年（平成 31 年）
したところ大きな反響があり、嬉
しい結果を得られました。中高年
登山者の多くの方々が若いときの
イメージのまま山と対峙している
ことと思いますが、実際は高血圧、
腰・膝の痛み、基礎体力および心
肺機能の低下など、危険と背中合
わせのままに登山を行なっており
ます。このような個々の状況が数
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に意識すべき健康管理上の注意事
項を設定し、参加者には課題を意

ともコースの特徴に合わせて特別

行スピードなどを参考に毎回３班
への班分けを行なっている。各回

個人別の成績表と修了証を授与
初回、第２回の歩行状況から歩

を解説した。

各人に両書式を授与し、同時に集
計結果の概要と医学的な考察内容

途開催した
「まとめの会」
において

たデータの集計を行ない、個人別
の成績表と修了証を作成した。別

分程度の運動を心掛
けていることが確認できた。
全７回の登山塾終了後、収集し

る。塾での動機付けやアドバイス

ったにもかかわらず、最終回には
余裕を持って山頂に到達できてい

は山頂に時間切れで到達できなか

最も著しい成果があったと考えら
れる塾生では、第２回の開催時に

る参加者が多く、トレーニングの
成果により、下りでの着地が丁寧
になっていることが想像された。

と類似しており、運動開始早期の
血圧上昇や運動終了時の低下が観
察された。運動開始時には収縮期
血圧が２００㎜ を超えることも
稀ではないことを参加者に確認し
てもらうことができた。回を重ね
るごとに血圧変動が小さくなる参
加者が多かった。心拍数は各回と
も毎分１００回程度に維持してい
る参加者が多く、運動負荷レベル
としては、ほとんどの人にとって
余裕を持った有酸素運動レベルと
なっていたと考えられた。
着地時の圧力（今回は約 ㎝の
ステップを下るときに発生した圧
力から同段差を上がるときに発生
した圧力を引いた値を指標とし
た）も回を重ねるごとに小さくな

第１回：４月 日㈯ 群馬県庁昭

【開催記録】

ることを期待したい。

「登山を楽しみながらの健康増進」
が健康長寿国日本の良き伝統とな

た健康管理を行なうようアドバイ
スした。今後、全国各地において
類似の健康増進活動が行なわれ、

まとめの会ではすべての参加者
から高評価を得ることができた。
塾生には、塾修了後も登山を楽し
みながら運動習慣を継続し、山に
囲まれた群馬県の地の利を活かし

測定を行なった。
全７回の開催内容
については添付の
「開催記録」をご参照
いただきたい。数名
の個人の事情による
欠席があったものの、
各回とも非常に高い
出席率となっている。
な お、 参 加 者 に は、
日々のトレーニング
が重要であり、塾開
催時の運動は確認作
業であることを十分
ご 理 解 い た だ い た。
途中アンケートでは、
ほとんどの塾生が週
に３回程度、毎回

識しながらの歩行を心掛けていた

により、ご本人の運動習慣確立や
生活改善が図られ、健康増進につ

和庁舎および前橋公園（気温 ～
℃、湿度 ～ ％、風速２ｍ／

21

秒、降水量０㎜：参加塾生 名）

44

23

Hg

ながったと考えたい。

21

43

ステップを上下して着地圧の測定

30

ーでの測定で報告されている結果

だいた。活動前後と活動中の数回、
活動中の血圧変動は、平地での
心拍数や血圧の測定を行なった。 ランニングや自転車エルゴメータ
また、活動の前後で簡易な着地圧

22
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行動中も常に血圧をチェック。地蔵岳にて
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スタッフの紹介、塾生の自己紹
のため大休止し、そのポイントよ
第４回：７月７日㈯ 赤城山・駒
介の後、塾の方針や血圧測定法の
り下山）
。
体力に余裕のある７名は
ヶ岳および黒檜山
（気温 ～ ℃、
解説を行なった。その後、前橋公
荒山高原側に 分程度追加歩行後
湿度 ～１００％、風速１～３ｍ
園に移動し、上段公園から利根川
下山とし、
その他のメンバーは、
中
／秒、降水量０～５㎜：参加塾生
河岸まで２周のウォーキングを行
間点でアドバイスなど受けながら
名）
なった。市街部の公園などでも登
約 分で下山を完了した。
阪神方面が大雨で災害情報もあ
山に類似の歩行訓練が可能である
第３回：６月 日㈯ 赤城山・鳥
り、欠席が多くなった。天候不良
ことを実感してもらった。
居峠～利平茶屋往復（気温８～
のため、とりあえず駒ヶ岳を目指
第２回：５月 日㈯ 赤城山・鍋
℃、湿度 ～１００％、風速１～
した。早い班は黒檜山の山頂を経
割山、
獅子ヶ鼻コース往復
（気温
２ｍ／秒、降水量０～５㎜：参加
由して下山し、遅い班は駒ヶ岳か
～ ℃、湿度 ～ ％、風速２～
塾生 名）
ら直接同じルートを下ってもらう。
３ｍ／秒、降水量０㎜：参加塾生
小雨で気温もかなり低めのなか、 下りでは濡れた岩でのスリップに
名）
雨具を着けて雨の中の歩行練習と
注意し、重心を低めに保つ練習を
準備体操、血圧、着地圧測定後、 なる。先に下ることで、筋疲労の
心掛けてもらう。
約 分から１２０分で鍋割山山頂
少ない状態で下肢関節が安定して
第５回：９月８日㈯ 赤城山・地
に到着した（１名は下腿筋肉痙攣
下れるかを体験してもらう。
蔵岳（気温 ～ ℃、湿度 ～
％、風速１ｍ／秒、降水量０㎜：
参加塾生 名）

休憩中も塾長のレクチャーが。鍋割山にて

第６回： 月 日㈯ 赤城山・荒
山
（気温７～ ℃、湿度 ～ ％、
風速２～３ｍ／秒、降水量０㎜：
参加塾生 名）
短いながらも平坦地、木枠階段、
岩場、緩傾斜地、急登など登山道
内のバリエーションが多いルート
の特性を活かし、足元の変化に合
わせて歩き方、特にスピードや体
勢を調整するコツを練習した。各
班ともほぼきれいに 分程度の違
いで順次山頂に到着し、下山時間
の差異も 分程度であった。
第７回： 月 日㈯ 赤城山・鍋
割山、獅子ヶ鼻コース往復（気温
６～ ℃、湿度 ～ ％、風速３
～６ｍ／秒、降水量０㎜：参加塾

生 名）
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（群馬大学大学院医学系研究科教授）

回と同じコースなので、各個人も
約半年間の変化を確認できた。
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バーは山頂到着後、引き続き荒山
高原を往復する。上りは 分から
１００分程度で全員登頂した。下
りは 分から 分であった。第２

10

90

能への負荷の関係を実感してもら
う。また、着地面が安定している
所では、ストック所持者には積極
的に活用してもらい、バランス保
持だけでなく、下肢関節への負荷
を上肢や体幹部に分散させること
も心掛けてもらう。

60
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70

富士山が遠望され、弱い北風が
緩傾斜地では、なるべく歩行を
あるが気温は 度前後と、運動に
停止せずに心拍数を整えることに
は快適な気象条件となった。急傾
注意を払ってもらう。このコース
山頂、
下山後を含む合計
では傾斜度が大きく変化するので、 斜終了部、
５回血圧測定を行なう。速いメン
全体として登りの傾斜度と心肺機
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くりしていることである。登山は
適切に行なえばこの３条件を満た
し、ベストの有酸素運動である。
適切な強度の登山は心肺能力を改
善し、脂肪を減らし、筋と骨を強
くする。逆に病気や体力不足の人
が強度の高過ぎる運動をすると心
臓を壊したり、転倒して事故につ
ながることにもなる。運動の強さ
は、丹沢の日帰り登山でも登りで
はサッカーやテニスと同等の強度
で、その強度と持続時間に耐えら

けるトレーニングをする。

が必要である。
◆行きたい山に見合った体力を付

力は、同年代の一般人よりも高か
ったが、健脚者コースで要求され
る体力の基準を４割の人が満たし
ていなかった。このように、多く
の登山者が自分の体力を過信した
り、役に立たないトレーニングに
自己満足している実態が明らかに
なった。
さらに、年齢で体は変化するの
で、体力の過信は禁物である。第
一線で活躍する山岳ガイドでも年
齢を重ねると、体力も平衡感覚も
敏捷性も著明に衰える。 歳まで
はトレーニングで身体能力を保つ
ことができるが、これを過ぎると、
努力をしないと衰える一方である。
合理的なトレーニングが必要とな
るが、そのために次のようなこと

善することが自立した登山者をつ

なり、ギャップも人それぞれであ
る。自ら考え、試行し、検証し、改

◆どのようにトレーニングすれば
よいか。
万人に有効な黄金律のようなト
レーニング法はない。それぞれの
目標とするものも、持つ能力も異

REPORT

れる準備が必要である。
２０１４年の長野県の遭難事故

山本正嘉氏による安全登山のための
トレーニング講演会を開催

２０１８年 月 日に医療委員
会は、日本山岳文化学会・山岳医
学医療分科会と共催し、オリンピ
ック記念青少年センターで、山本
正嘉氏（鹿屋体育大学）による講
演会「登山中に身体のトラブルを
起こさないためのトレーニング
法 ～ 歳から 歳代まで役立つ
知識～」
を開催した。
山本氏は運動生理学者で、２０
１６年に『登山の運動生理学とト
レーニング学』を著わしている。

統計では、登山経験 年以上の中

植木貞一郎

参加者は１０５名で、会場はほぼ
満席だった。山本氏は〝行きたい

定期的なトレーニングをしている

高年登山者の事故が突出して多か
った。彼らは、健康状態は良好で

い山に必要な体力と、現時点の体
力をそれぞれ書き出し、ギャップ

行なうのも一法であるが、行きた

山のグレーディングを使い、段
階を踏んで山行のレベルアップを

ジナルのトレーニング法を作って
ほしい。

これを基に各自が工夫をし、オリ

くる。その上で根幹となるトレー
ニングとして次の４つを紹介する。

医療委員会

山を行ける山に〟するためにはど

と自己評価したが、実際に行なっ
ていたトレーニングは平地でのウ

を認識する。ギャップを埋めるた

うしたらよいかという視点に立っ
て、長年の研究成果を分かりやす
以下、講演の概要を記す。

ォーキングや短時間の階段昇降な

く講演した。

合理的で役に立つトレーニングを

めに何をすればよいか、自ら考え
実行することこそがトレーニング

標高差５００ｍの金立山を週１

独自のトレーニング法を作る
⑴低山トレーニングをしよう。

ど、強度も持続時間も不足してい
た。別の調査でも、山岳会のリー

トレーニングに対する考え方を熱く語った山本講師

健康に良い運動とは、強度が高
過ぎないこと、長時間行なえるこ

60

である。
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26

ダーを務めるベテラン登山者の体

20

と、運動のリズムが規則的でゆっ

10

11

80
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そ そう しょう

最高心拍数の ～ ％が得られる
ような運動を、ある程度の長さ行
なう。
ジョギングは足腰の刺激、
運
動強度、持続時間という点で理想
に近い運動の一つである。
⑶筋力トレーニングをしよう。
安定した歩行、下りでの筋障害
防止、膝痛予防には日常的な筋ト
レーニングが必要である。大腿四
頭筋を鍛えるスクワット、腹筋を
鍛える上体起こし、腸腰筋を鍛え
る足上げが推奨される。
⑷バランス・トレーニン
グをしよう。
歳でも、体力や筋
力はトレーニングによ
って 歳の７割程度は

イスブック６名、口コミ 名、雑
最後に、ネットで気軽になんで
も検索できる時代となり、安易に
誌『山と溪谷』５名、ヤマケイ・ウ
ェブ 名、ほかの講演会場の配布
答えだけを求める風潮が危惧され
る。この講演会で伝えたいことは、 チラシ３名だった。
評価は「とても良かった」 名、
答えではなく考え方であることを
「良かった」 名、普通以下はなし
強調したい。
で、大変好評だった。感想は、身
講演終了後も受講者から数多く
近な内容で役に立った、もっと早
の質問があり、活発な議論が行な
く聞いておきたかった、異なる視
われた。
点の話を聞き新しい知識を得た、
＊
今日の講演会を感謝する、などだ
終了後のアンケート回収は 名
った。
で、結果は次のようだった。性別
具体的な内容については、低山
は男性 名、女性 名だった。年
トレーニングと筋トレの必要性が
齢は 歳台５名、 歳台８名、
分かった、継続することと自分の
歳台 名、 歳台 名、 歳台
体は自分で考えて実行することの
名、 歳台以上３名と、６割が
歳以上で、 歳未満は５名だった。 重要性が分かった、登山体操やコ
当日はＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢの例

37

65

ース定数が興味深かった、などだ
った。他方、トレーニング内容に
ついてもう少し詳しく教えてほし

23

後の医療委員会の活動に活かして

全に資することができ、充実した
講演会だった。これらの結果を今

針が示された。登山者の健康と安

実際に何をすればいいのか分から
ないという悩みに対して明快な指

かった、という感想もあった。
登山にとってトレーニングが重
要であることは理解していても、
所属はＪＡＣ会員 名（ ・０

7

％）
、他団体 名
（ ・９％）
、無所
属 名
（ ・０％）
で、ＪＡＣ会員

会日に重なり、若い方の参加が少
なかったと思われる。

60 17 50
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88

42

16

15

37

18

14

13

保つことができる。し
かし、バランス感覚は
トレーニングを行なっ

70

いきたい。

17

ても 歳の４分の１に
低下する。バランス、
敏
めの「登山体操」をＮＨ
Ｋ の 依 頼 で 考 案 し た。
ＮＨＫのホームページ
で見ることができるの
で、ぜひ取り入れてほ
しい。週３回は行なう

33 40 29

の内訳は東京多摩支部 名、神奈
川５名、首都圏２名、埼玉２名な
どだった。
会員外が半数を超え、
公
益に資する会だったと考える。
講演会を知ったきっかけはＪＡ
Ｃの会報 名、ＪＡＣのＨＰ 名、
ＪＡＣのＭＬ 名で、ほかにフェ

42

80

と効果的である。

60

40

51

80 22 30

37

70

60

20

20

捷性、柔軟性を保つた

ほぼ満席となるほど人気だった講演会場

回水曜日に登山する会のメンバー
こつ
の体力は十分で、生活習慣病や骨
粗鬆症も少なかった。１ヶ月間に
上り２０００ｍ、下り２０００ｍ
の登降をすることにより、北アル
プス縦走にも耐えられる体力が付
く。頻度も大切であり、 歳代は
月３～４回の山行回数が必要であ
る。コンスタントな低山トレーニ
ングこそ理想である。
⑵心肺トレーニングをしよう。
平地では、運動強度を重視して
60

PERSONAL HISTORY

ボン

旅』
〈１９４１年〉
が出版されてい
る）
。
太平洋戦争が始まって昭和
児玉 茂 （１９４３）年１月には、海軍が田
てきたの？」と、イガ栗坊主の紅
山利三郎を隊長に占領下の西ニュ
顔の少年に声を掛けられたのが出
ーギニアに大規模な設営隊を含む
会いだった、と書いている。
調査団を派遣した。泉はその本部
飯山は当時、朝鮮総督府鉄道局
要員としてのマネージメントと、
の旅客課に勤めていて、
「 山とス
人類学調査を担当、飯山も写真班
キーの宣伝、それに総督府の外郭
として参加した。飯山はその写真
団体である金剛山協会の施設担当
技術を買われ、零式水偵に搭乗し
の幹事を兼務していた関係から、 てフォーゲルコップ半島北岸のマ
金剛山や北朝鮮の山へ出かける機
ノクワリ周辺の空中写真の撮影を
会が多く、連休や夏冬の休みの山
担当し、それは作戦地図となって
行には、
よく靖一君を誘った」
とあ
活かされたという。
る。内地から登山にやって来る登
山者たちの手続きや準備などの面 『台湾山岳』
と
『朝鮮山岳』
戦前の台湾と朝鮮には、現地に

年）
が設立されていた。
台湾では沼
井鐵太郎が熱心に会を運営してい

（昭和２年）と朝鮮山岳会（昭和６

居住する日本山岳会員を含む登山
愛好家たちによって、台湾山岳会

「 一号が届いて初めて朝鮮山岳会

和７年３月の会員数は 名、
『朝
鮮山岳』は隔月発行とあり、その

鮮山岳会の設立」
の記事があり、
昭

日本山岳会の「会報」 号（昭和
７年５月）
の
「山の消息」
欄には
「朝

特に朝鮮では、困難な本国への引
揚げがあり、その中に関係者もい
たはずだが、なんらの引き継ぎが
なされることなく、両山岳会の存
在は幻となってしまうのである。
日本山岳会図書室には
『台湾山岳』
の第１号～３号だけ所蔵されてい
るが、
『朝鮮山岳』
については山岳
書の研究者でさえ情報がほとんど
ない状態である。
〈注〉

たことはよく知られている。朝鮮

の設立を知った」
とある。
その創刊
号は
「菊判 ページ、写真２枚、７
ターシンアンリン

56

10

15

23
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飯山達雄さんと
『朝鮮の山』

クァン モ

仁寿峰での泉靖一との出会い
泉靖一の遺著『遥かな山やま』
（１９７１年）
には、梅棹忠夫によ
る
「あとがきのためのまえがき」
が
付けられ、１９３０年代の内地の
学校山岳部の活躍と朝鮮の場合の
違いが鮮やかに対比されている。
この本の前半部分には朝鮮におけ
る近代登山の様子が、その初期か
ら詳しく描かれていて参考になる。
朝鮮の山については、戦前にも泉
の先生
（京城大予科）
であった竹中
要の
『半島の山と風景』
（１９３８

しても有名で、のちに写真集を
ちと登った登山の記録が占め、巻
ハン ラ サン
冊以上出している。
したがって、
当
末には泉の済州島・漢拏山の積雪
期初登攀記が載せてある。そして、 時の朝鮮の山を写した写真の大半
は飯山の作品である。

では飯山がその創立会員の一人と
なって、アクティブに山に登って

倒もよく見ており、ときには同行
もしている。飯山はまた写真家と

飯山と泉は朝鮮での登山以外に
も大変縁が深く、戦後のアンデス
調査にまでつながっている。泉の

年４月発行 」
。目 次 内 容 も 記 さ れ
12

昭和 （１９３６）年の大興安嶺
の調査や、 年の京城大学の蒙疆
学術調査隊に写真班として同行し
ている
（このときの写真集
『蒙疆の

ところが日本の敗戦によって、

いた。それぞれの会では
『山岳』
に

年）がある。冠帽峰・民幕谷の積
雪期登山など記述の大半を学生た

飯山15年間の苦心の結晶

倣って
『台湾山岳』
、
『朝鮮山岳』
が
発行されていた。

18

ていて、飯山は泉とともに登攀し
クムガンサン
」
た金剛山「冬季毘廬峯登行（上）
を寄稿している。

もう一人、京城には泉の登山の師
匠である飯山達雄がいた。
『泉靖一著作集 ３』
（ １９７２
年）
の月報に、飯山が書いた
「少年
時代の靖一君」
が載っており、
昭和
プ カン
４（１９２９）年春に飯山が北漢
サン
イン ス ボン
山 の 仁 寿 峰 の壁を登って寛いで
いるときに、
「おじさん、どこ行っ

11

884−２０１9・1・２０
山

884−２０19・1・２０
山

19

『朝鮮の山』は ㎝× ㎝×２㎝
の大判縦長の装丁で、写真ページ

着図書欄に第２号、 号
（昭和 年
まったのは、アクティブ・メンバ
２月）の新着図書欄に３号が載っ
ーである飯山と泉が引き続き満州
ているので、不定期ながら第３号
や内蒙古に出掛けていたためかも
までは発刊されたことが分かる。 しれない。その飯山の著作の紹介
やや間が空いて昭和 年７月の新
が、唐突に
「会報」
１３１号に載っ
着図書欄には
「朝鮮山岳会会報」
と
た。昭和 年５、６月号で、
「会
いう誌名はあるが
『朝鮮山岳』
では
報」
が休刊になる前の号である。
多
ない。 年９月の
「会報」 号の
「受
くの会員が戦地にあり万事が窮乏
贈会報部報雑誌」リストにも朝鮮
するなかで、木暮会長の訃報まで
山岳会の
「会報」
が記載されている
もこの号に載っている。図書紹介
が、それ以上の内容は不明である。 欄に載ったのは、
飯山達雄著
『朝鮮
の山』
で、
「飯山氏十五年間の苦心
の結晶で、今時としては眞に珍し
い総アート約二百五十頁の豪華版
で、朝鮮の山に興味を持たれる方
には好参考となろう。
（非売品。昭
和 年７月朝鮮山岳会発行）
」
とあ
る。

戦時下、
『朝鮮の山』
を上梓
昭和 年は日本山岳会創立 年
の年に当たり、共立出版から全８
巻の
『山岳講座』
が木暮理太郎の監
修で発刊された。
この第４巻の
「山

の案内」
は朝鮮の山、台湾の山で、
それぞれ竹中要、沼井鐵太郎の両
氏が執筆している。
「朝鮮の山」
の

執筆にあたって竹中は、
「 この稿
を草するに当たって立岩巌、飯山
達雄、後藤武憲、泉靖一の諸君に
多大なる援助を仰いだ。厚く感謝
する。
」
とあり、概説と赴戦湖周辺
を除く山域の案内記は、地図を含

18

１２２、総アート紙で１４４ペー
ジョン

ジ。朝鮮各地の山の吟味された写
ペク ト サン
プ
真と、白頭山、冠帽連山、赴戦高
ソ ラ ク サン
チ リ サン
チェ
原、金剛山、雪嶽山、智異山、済
ジュ
州島
（漢拏山）
の各案内と概念地図
で構成されており、その案内の内
容は前記した
『山岳講座』
第４巻と
ほぼ同じである。
「 写真の夫々は
単なる楽しみに撮ったものでもな
ければ、また美しさを誇るために

ものにしたものでもない。言ふべ
くば、文字によって記述するより
も忠実に、直接眼に訴へることを
念願に置いたカメラ駆使による記
録である。説明不足の点は記事を
以て補ひ、一山塊毎の案内と共に
自分の登高ルポルタージュとして
編輯をした。此の小冊子が朝鮮の
山に就いて聊かなりとも理解の資
とならば望外の歓びである。
」
と自
序に記されている。
自序の日付は昭和 年 月１日
となっているが、印刷発行は昭和
年７月 日で、東京で印刷され
ている。おそらく写真印刷のでき
には気を遣って校正を繰り返した

28

17

10

時点でご本人はニューギニアにい
たはずであり、 年に京城に戻り

はずである。しかし、発行された

18

それを手にしたか、あるいは東京
の印刷所で初めて
『朝鮮の山』
を手
に取ったのかもしれない。

この
『朝鮮の山』
は稀覯書に属す
るもので、現時点では、ある地方
公共図書館に昭和 年６月に寄贈
された１冊が確認されるだけであ
る。
次の
「会報」
１３２号
（戦前最終
号）
には囲み記事として、
「朝鮮の
山 前号で紹介した本会会員朝鮮
山岳会の発行になる飯山達雄著

■7

88

めて飯山らの登山記録に基づいて
書かれているようである。

21

10

30

『朝鮮山岳』創刊号は台湾山岳会
にも届けられたことが、当会の月
報「台湾山岳彙報」Ⅳ ６（昭和７
年６月）の記事によって分かる。
「雑誌『朝鮮山岳』は当分の間年に
３回発行するもので、創刊号は総
頁 頁、口絵２葉、紀行 数篇を
載す。記事は皆朝鮮の山岳に関す
るもので、此の点本会雑誌ととも
に特殊地方山岳会の機関誌として
の特色を発揮している」と沼井に
よって紹介されている。
「会報」には『台湾山岳』の第６号
と第 号の紹介記事が見え、第
号まで発刊されたらしいことが分
かる。一方の
『朝鮮山岳』
について
は
「会報」 号
（昭和８年２月）
の新
23

10

43

13

『朝鮮山岳』
ないし
「朝鮮山岳会会

30

14

10

報」の発刊が勢いなく途切れてし

19

21

12

本文見開き写真。
山は咸鏡山脈の主峰、冠帽連山

56

11

かく名付けた次第であると冒頭さ
れた」
とある。
飯山は昭和 年 月に、ニュー
ギニアを離れる際に現地で小舟を
雇い、セーラム島、アンボン島を
経由してフローレス島、そこから
小スンダ列島を西にたどってジャ
ワ島のスラバヤまでの冒険航海を
行なった。ジャワで滞在後、パレ

けるどぶ鼠のような生活と、ジャ
ワに於ける王侯のような生活と、
その差が余りにも大きかったので

している（同じく「会報」１３１号
の会務報告に載っている）
。
おそら
くこのときに飯山自らが『朝鮮の
山』
数冊を持ってきて、
日本山岳会
に委託したのであろう。
このときの演題は「ニューギニ
アとジャワの旅」
で、
二十数名の来
会者があった。飯山の身分は海軍
嘱託となっており、前記したニュ
ーギニアでの調査活動について話
をしたらしい。司会者はニューギ
ニア調査隊員であったことを説明
した後に、
「 それよりも朝鮮鉄道
の飯山さん、写真の飯山さんとい
えば知る人も多いであろう。
」
と紹
介した。
「今頃演題に
『ニューギニ
アとジャワの旅』なんて名をつけ
たのは、自分のニューギニアに於

かもしれない。本文は、はじめの

はご子息に引き継がれて、１９９

出版される前の１９９３年に旅立
たれた。 歳であった。その遺志

ンバン、クアラルンプール、サイ
ゴン、ハノイ、香港、台北、上海、
北京を経由して京城の自宅に戻っ
た。その後の足取りは不明ながら、
とにかく 年３月には東京にいた。
こ の 飯 山 の 講 演 は 興 味 津 々 で、
「 この講演の内容については詳細
を近く『山岳』に発表していただ
く事になっているから期待された
い。
」と あ る。 し か し、 次 の 次 の
『山岳』
は残念ながら発行される状
況にはなかった（昭和 年９月発
行の第 年１号をもって休刊とな
り、次号は昭和 年 月の第 年
１号となる）
。
飯山が亡くなる前、
『 北朝鮮の
山』というタイトルの写真集兼登
山記の準備がされていた。しかし、

資料の中に『朝鮮山岳』第３号の

山』
がきっと助けになるに違いない。
〈注〉公開されている北大山岳館

章で朝鮮における登山の発展を追
い、続いて飯山自身の詳細な未発
表の登山記録が載せられている。
ご本人の原稿のほかに同行者によ
る書き下ろし原稿を含めてある。
その同行者の一人は、朝鮮山岳会
の会員として数多くの登攀記録を
持ち、日本山岳会の熊本支部長も
務められた奥野正亥である。巻末
には飯山の朝鮮における登山とス
キーの開拓活動および登攀の年譜
が付けられている。
２０１８年になって北朝鮮に動
きが見られるようになってきた。
もしかすると近い将来に、かつて
飯山や泉が活躍した朝鮮の山々を
自由に登れる日が来るかもしれな
い。そのときには、この
『北朝鮮の

18

10

本文地図と写真。地図は赴戦高原、山は冠帽峰主峰と中冠帽

19

る貴重な写真が多数ある。山域の

る。
写真のうちの何枚かは
『朝鮮の
山』
に使われたものだが、
初めて見

山』より横幅が２㎝広くなってい

５年に
『北朝鮮の山』
が国書刊行会
から出版された。
サイズは
『朝鮮の

れたことが載っており、韓国国立

年５月）
には、上田茂春さんが
『朝
鮮山岳』創刊号と第３号を入手さ

『山書月報』６１６号（２０１４

所蔵が確認できるが、由来は不明
である。

43

地図が一切省かれているのは、戦
後日本との関係を気遣ってのこと

23

中央図書館には『朝鮮山岳』の創
刊号から第４号が所蔵されている
（文中敬称略）

ようである。 
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18

11

19

37

88

『朝鮮の山』
を、希望者があったら
頒たれたいと、同会から数部委託
されました。同書は非売品ですか
ら市場には出ておりませんので、
一寸手に入り難いものと思われま

22

すのでお預かりしてありますから
希望の方は事務所迄お問い合わせ
下さい」
とある。
自称バガボンドの生涯
飯山の戦後の著作『バガボンド
万キロ』
（１９６２年）
などを見
ても時間的矛盾があって、残念な
がら明確な行動経過をたどること
はできないのだが、飯山は昭和
年３月には東京にいて、 日には
日本山岳会主催の小集会で講演を
12

884−２０１9・1・２０
山

884−２０19・1・２０
山

REPORT

ッツ氏と記念行事のツアーで知り
合った。５年前に来日したゲッツ
氏とアルバータ峰の話をしている
とき、２本のピッケルを並べてジ
ャスパー・イエローヘッド博物館
に展示すれば、アルバータ峰だけ
でなくカナディアン・ロッキーの
登山史がよく分かるのでは、とゲ
ッツ氏より相談を受けた。
２０１８年２月、カナダ山岳会、
ジャスパー国立公園、そしてジャ
スパー・イエローヘッド博物館よ
り２本目のピッケル展示について
本会に正式な要請があり、カナダ
山岳会経由でジャスパー・イエロ
ーヘッド博物館に寄贈されること
が７月に決まった。

２０１８年夏、私は歴史的なこ
のピッケルを持ちカナダに向かっ
た。８月 日、ポール・ゲッツ氏
とともにジャスパー・イエローヘ
ッド博物館を訪ね、館長のロブ・
ヒュービック氏に２本目のピッケ
ルを手渡した。２０００年の日加
合同アルバータ峰登山隊員も同席
し、国立公園のチーフ・ワーデン、
ジャスパー市長、そして地元新聞
記者も歓迎してくれた。
２０１９年夏に２本目のピッケ
ルは１本目のピッケルと肩を並べ、
初登頂隊員の三田幸夫氏の写真ア
ルバムとともに永久展示されるこ
とが決まっている。人口４０００
人の風光明媚なジャスパーの小さ
な博物館だが、西部開拓史の展示

も充実していて、槇隊長が率いた
１９２５年アルバータ峰登山隊の

冒険に触れることもできる。

問い合わせ先 Jasper-Yellowhead
Museum & Archives, www.jaspermuseum.org
〈注〉フレッド・アイレスは、英語
の発音ではフレッド・エイアーに
近いのだが、２０００年の日加共
同記念出版物により、フレッド・
アイレスにした。
（日本山岳会・カナダ山岳会会員）

■9

サッチ益田（益田幸郎）
ューヨークのアメリカ山岳会本部
に展示され、１９９５年からジャ
スパー・イエローヘッド博物館に
２０００年まで展示されていた。
２０００年にアルバータ峰初登
頂 周年の記念行事が、ジャスパ
ーの町で盛大に開かれた。アルバ
ータ峰ジャパニーズ・ルートの日
加合同登山隊や、ジャスパー国立
公園のトレッキングに１００名を
超す会員が参加した。不明だった
石突き部分は、１９６５年にアル
校山岳班ＯＢ隊により見付けられ
ていたことが分かり、記念会場で

90

13

アルバータ峰を巡る２本のピッケル
日本山岳会初の海外遠征隊が１
９２５
（大正 ）
年、
カナディアン・
ロッキーのジャスパー国立公園に
ある未踏峰アルバータ（３６１９
ｍ）
に初登頂したことは、
今もジャ
スパーの町で語り継がれ、尊敬さ
れている。槇有恒隊長の下、５名
の隊員とスイス人ガイド３名は同
年７月 日に頂上を踏み、後援者
の細川護立侯より託されたピッケ
ルを頂上に残した。これが１本目
のピッケルだ。
年後の１９４８年７月 日に第２
登を果たしたアメリカ隊のジョ

年ぶりに本体と石突き部分が合
体され、
盛大な歓声に包まれた。
合
体されたピッケルは、
ジャスパー・

バータ峰第５登を果たした長野高

ン・オバーリン、フレッド・アイ
レスが見付け、氷に埋もれた石突
き部分を残してアルバータの登山

頂上に残されたピッケルは、

14

基地ジャスパーに持ち帰った。
イエローヘッド博物館に永久展示
２本目のピッケルは、ジョン・
されることになった。
オバーリンとフレッド・アイレス
なお、これらの経緯については、
により頂上で見付けられた１本目 『山岳』
第百十年
（２０１５年）
に芳
のピッケルのレプリカで、１９４
賀孝郎会員が「アルバータ峰登頂
９年に両氏により本会に贈られ、
周年と伝説のピッケル」と題し
保存されていた。１本目の石突き
て詳述している。
部分のないピッケルは、その後ニ
私はカナダ山岳会のポール・ゲ

２本目のピッケルを挟んで、
サッチ益田会員
（左）
とポール・ゲッツ氏

75

75

30

23

21

追
山崎英雄さんを悼む

悼

高澤光雄

際に頂戴した。感銘を受けた私は
１９６１年 月、日本山岳会に入
会した。
また山崎さんには、１９５０年
８月 日から 日にかけて、ヌプ
ントムラウシ川からトムラウシ川
に乗越し、地獄谷温泉を発見した
ユニークな記録がある。北海道新
聞１９８４年７月 日夕刊に大見
出しで「新得町の東大雪地獄谷温
泉、
山上の秘湯で至福の湯あみ、
沢
登り４時間、
ブームとは無縁」
と現
地の写真入りで報じられた。そし
て、
８月４日夕刊に
「幻の東大雪地
獄谷温泉、
見つけたのは私たち、
北
大山岳部 年前の夏、
４人で踏査」
と大見出しが打たれ、山崎さんの
写真入りで掲載されたことがある。

うし他界された。
心よりご冥福をお祈り申し上げ

共同執筆している。この
『山岳』
と、 年８月１日、 歳５ヶ月の命を全

■ 10



崎さんも委員に名を連ねている。
同年９月３日に支部総会が開催さ
れ、支部長に山崎春雄氏が推薦さ
れた。その年の 月末までの入会
者は 名となっている。
山崎さんは北大医学部附属医学
専門部を経て、農学部生物学科に
進学して卒業。１９５２年６月に
札幌医大解剖学教室に勤務、医学
部進学課程が設置され、生物学・
伊藤秀五郎教授の下で助教授を務
める。１９８２年に生物学教授と
なり、６年後に退職された。
１９５０年代は世界各国の眼が
ヒマラヤに向けられ、日本山岳会
でもマナスル登山を計画中で、登
山隊員を募っていた。山崎さんも
日高山脈での登山記録が認められ、

山崎さんは 歳までスキーを履
いて近くの円山公園などを歩いて

いたが、２０１５年４月 日にご

部の運営のみならず、同支部設立
にも意を注がれていたことが見て

山崎さんが第１次マナスル登山隊
で撮った写真が掲載された
『山岳』

ます。

94

山崎英雄さんと初めてお会いし
たのは、１９５４年春である。私
は 年４月に丸善㈱札幌支店に入
社、３年後に医学書販売員を命じ
られた。
北大医学部や札幌医大、
あ
るいは北海道各地の病院を訪れて

解剖学第一講座教授で、１９５０
年に札幌医大を創設して解剖学教
授に就任し、３年後に退職された。
山崎さんは１９４３年に北大に
入学、
山岳部にも所属し、
翌年から
６年間を幹事として活躍された。
当時は日高山脈の未踏ルートに
各山岳団体が競って挑んでいた時
代で、山崎さんも精力的に山行を
重ね、主に冬期の初登頂記録をた
くさん残している。また、北大山
岳部・山の会「会報」第 号（１９

第１次マナスル登山隊に参加する
ことになり、１９５３年１月 日
付で日本山岳会に入会した。

取れる。
支部設立総会時の支部長は村上

第 年の２冊を札幌医大へ訪れた

入院。手術を受けて療養生活を送
っていたが、残念ながら２０１８

25
善彦・北海道山岳連盟会長で、山

ジにわたって、同じく隊員の大塚
博美氏と
「冬のソロ・クーンブ」
を

25

11

55

４９年６月発行）
によると、
「主任
幹事兼記録・山崎、日本山岳会北
海道支部発足。１９４８年 月

自宅で脳梗塞を発症。２年半余り
車椅子に頼って介護生活を続けら

30
また、１９５９年 月から翌年
３月にかけて、日本雪男学術探検

22

れたが、次いで胆嚢炎を発症して

44

10

31

90

12

隊に参加、
『山岳』
第 年に ペー

30

77

49

販売するのである。山崎さんは札
幌医大生物学講師を担当されてい
て、山好きな先生なので毎月のよ
うに通ってお世話になった。
山崎さんは１９２４年３月 日、
山崎春雄氏の３男として札幌市中

会員番号4038

央区で出生。春雄氏は北大医学部

21

O B I T U A R Y

20

山崎英雄（やまざき・ふさお）

21

日、日本山岳会北海道支部設立趣
意書発送のため１５０円立替（未
返却）
」
と記されている。北大山岳

12

51

884−２０１9・1・２０
山

東西
南北
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）

事で恐縮だが、私は昭和 年に中
国河北省の張家口市で生まれた。
20

山はあるが、標高が５０８ｍだか
ら今西氏の高丸山とは明らかに違
う。ネットでは今西氏の高丸山を
この高丸山と断定しているのを見
受けるが、
間違っている。
どうして
も見つからないので、錦司 伝の著
者Ｓ氏に手紙を書いた。すると返
事が来て、
「五万図・広根の左下隅
にある」
とのこと。
さっそくその地
図を取り寄せて左下隅を見る。し
かしやはり見当たらない。そこで
再度Ｓ氏に質問した。するとご丁
寧に昭和 年発行の五万図・広根
のコピーを送ってくださった。そこ
には確かに３６６ｍの山があった。
ただその地図には高丸山という
名前の記載はない。これは今西氏
が地元の人に尋ねて付けた名前と
55

北京に脱出。その無蓋列車に今西
氏も乗っていたはずだ、とは後年
父から聞いた。もちろん私の記憶

界付近に同じ名前の高丸山という

いろいろな地図で神戸・西宮の境
界付近を虫メガネで探すのだが、
いくら探しても見つからない。境

のだから、いくら虫メガネで地図

り取られ、消えてしまったのだ。
山の名前はないし、標高も違う

車場。つまり高丸山は頂上ごと削

にはないが、同じ引揚げ者として

なる「張家口邦人４万人奇跡の脱
出」
といわれる逃避行が始まり、
両
親は生まれたばかりの私を抱いて

ちょうどそのころ張家口市にあっ
のか調べるのだが、そんな山はな
いうことらしい。
したがって、
公表
た西北研究所の所長として今西錦
いのだ。
山と溪谷社の
『評伝 今西
されている今西氏の登頂実績とし
司氏がおられた。満州、蒙古の民
錦司』（著者Ｈ氏）
、
ミネルヴァ書房
て、この名前が使われている。こ
族学的研究を行なう研究所である。 の『今西錦司伝』
（著者Ｓ氏）によ
れで高丸山の位置は判明した。し
しかし、ソ連の参戦で大混乱と
ると、
両氏とも高丸山とは
「神戸市
かし、最新の地形図では標高３６
と西宮市の境界に位置し、標高３
３ｍと３ｍ低くなっている。グー
６６ｍの山」
としている。
そこで国
グルアースで見ると、そこにある
土地理院のホームページをはじめ、 のはゴルフ場のクラブハウスと駐

そこでその高丸山がどこにある

辛酸を舐めたのである。
そんな因縁もあって今西氏のフ
幻の高丸山
ァンになったのであるが、私が山
前田英昭
登りをするようになり、山行回数
偉大な学者であり登山家であり、 が増えるにつれ、氏の１５５２座
日本山岳会の会長でもあった今西
という数字が気になってきた。い
錦司氏は、 歳の生涯で１５５２
つしかそれが目標になり、登頂数
座の山に登られた。最後の山にな
を数えるようになった。そして１
ったのは神戸の高丸山である。私
５５２座目は今西氏と同じ神戸の
高丸山に登ろうと決めた。
90

884−２０19・1・２０

を探しても、見付けられるわけは
ないのだった。たとえ見付けたと
しても、今さらゴルフ場に登って
も登山とはいえない。今西氏の生
涯最後の山・高丸山は、私にとっ
て幻の山となった。
昨年５月、その１５５２座目を
達成する日を迎えた。今西氏の高
丸山は消えてしまったが、その代
わりに、よく間違えられている標
高５０８ｍの高丸山に登った。今
西氏の高丸山とは直線距離で５㎞
ほどしか離れていない。有馬温泉
に近く、頂上からは六甲山の山並
みが眺められる。登山道もよく整
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山

置図が概略記されている。小島烏
備されて登りやすい山だ。黄泉の
国で今西氏は苦笑いするだろうが、 水、田部重治、棟方志功が採り上
げられている（棟方志功は富山に
今西ファンとしてせめてもの同じ
名前の高丸山に登った次第である。 疎開したときに日本山岳会に入会、
富山支部の名板を彫っている）
。
小島烏水は四国の高松市生まれ
阿佐ヶ谷文士村の小島烏
であるが、
２歳のころに一家は横浜
市に移っている。同じ横浜市保土
水と山友たち
小原茂延
谷生まれの岡野金次郎と徴兵検査
で出会い、山と浮世絵と芝居好き
で意気投合した両人は丹沢・塔ノ
岳に登り眼下の菜黄麦緑に感激、
さらにそののち、乗鞍岳へ登山の
折に槍ヶ岳を望んで登頂を渇望、
明治 年にやや無謀ともいえる槍
ヶ岳登山を決行した。そして翌年、
ウェストンの著書を岡野から聞い
た烏水がウェストンにより近代ア

る小島烏水、高野鷹蔵、中村清太
郎、田部重治が住んでいたのをご
存じであろうか。

佐ヶ谷文士村などと呼ばれていた
時代があった。日本山岳会の創立
および初期に活躍した大先達であ

され、旺盛な筆力で登山紀行文や
随筆など、多数の著書を持つ。
米国での勤務を終えた小島久太

明治 年 月 日に山岳会を設立
する。烏水のそれからの探検的登
山は『日本アルプス』全４巻に結実

ルピニズムの洗礼を受け、
一方で志
賀重昂の煽動ともいえる檄に目覚
め、志を同じくする
〈七人の侍〉
は

菩薩行で大黒茂谷に迷い込んでし
まい、田部の危急を里人に告げて

とほど近い場所である。かつて大

１年後、新宿区の西大久保から９

山階鳥類研究所には、高野鷹蔵文

和５年に移住、横浜の人から東京
人となる。すでに関東大震災を機
に、高野鷹蔵、田部重治などが周
辺に住んでいたので交流もあった
ことと思われる。ことに中村清太
郎とは隣人であり、
中村の著
『山岳
礼拝』
中の
「追憶」
によれば、
〈ふと、
庭の方から
「中村さん」
と、尻上が
りの優しい声が、聞こえてくるよ
うな気がする。小島さんはよくそ
うした子供らしい呼び方で、入っ
て来られたものだ〉と回想してい
る。亡くなった翌朝、悲報を長男
の隼太郎さんが知らせに来られた
由である。高野鷹蔵も横浜で関東
大震災により家財のすべてを失い、
傷心の極みであった。
そののち、
親
しかった中村清太郎に頼んで阿佐

阿佐ヶ谷図書館には「阿佐ヶ谷
文士村」
の図書コーナーがあり、
か
つて住んだ文士、芸術家の著書が

烏水は、当時の牛込区にいったん
落ち着くが、中村清太郎の紹介で

救ったのが中村清太郎であった。

東京には作家や芸術家が多く住
んでいた、○○文士村と呼ばれる
一角がいくつかあった。芥川龍之
介や板谷波山などが住んだ田端文
士村、室生犀星や中原中也らが集
まった馬込文士村はよく知られて
いる。中央線の阿佐ヶ谷、荻窪な
どにも井伏鱒二、太宰治、亀井勝
一郎などの作家が住みついて、阿

見られるが、山岳書はほとんど置
いていない。パンフレットがあっ

阿佐ヶ谷の敷地に家を新築して昭

10

14

月１日を期して阿佐ヶ谷に居を移
す。小島烏水や中村清太郎の邸宅

庫が遺されている。
田部重治もまた、関東大震災の

ヶ谷に居を定めた。このころから
ローラカナリアの研究に勤しみ、

て、著名人の略歴並びに旧邸の位

35

38

■ 12

884−２０１9・1・２０
山

活

動

資料映像委員会
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里雪渓
（氷河）
調査、
ライチョウ、
ニ
ホンカモシカをはじめとする各種

っている。蝶をはじめとする昆虫

【松本市山と自然博物館】
自然に関して幅広く展示を行な

展示会開催、博物館周辺のフィ

【東京都写真美術館】
平成 年から大規模改修のため

調査、教育普及事業などに力を入

ールドを学芸員と巡るツアーの開
催、学校行事における児童生徒の

全館休館したが、リニューアルオ

立山カルデラ砂防博物館の飯田肇
氏は本会議に毎年熱心に参加いた
だいているが、実は、日本に氷河
があるということを、最初に証明

した方で、今やテレビでもたびた
び見掛ける氷河に関する第一人者
である。２０１２年に
「剱岳・三ノ

利用促進、立山カルデラ砂防体験

ープンした。当館は、あらゆる写
真や映像の展示を行なっているが、

の標本がたくさんあり、日本山岳
会からの寄託資料と併せて展示を
窓雪渓」をはじめとして３つの氷
河を最初に確認した。
その後、市立大町山岳博物館と

学習、氷河研究などに力を入れて
いる。

行なっていく。

大町市が組織した学術調査団に飯
田氏も加わり、
鹿島槍ヶ岳の
「カク

映画の上映も行なっている。直近

れている。
【立山カルデラ砂防博物館】

氷河を今年付け加えた。
深田久弥が所持していた多くの
「カクネ里雪渓」
は、
信州初の氷河
文献の展示、収集拡充、文献を通
になった。この雪渓の調査は場所
しての交流、イベント
「聞こう会」
的にも困難を極めたようだ。また、 の充実などに力を入れている。
これら氷河は、学術的なものにと 【面河山岳博物館】
どまらず、教育、観光など様々な
石鎚山生物相調査、両生類・爬
見地からの活用が期待される。
虫類調査、鉱物調査、危険生物展
市立大町山岳博物館、深田久弥山
また、日本山岳会と日本の氷河
等に力を入れている。
の文化館、東京都写真美術館、本
は関わりが深いと飯田氏は言う。 【富山県
［立山博物館］
】
会からは委員・理事 名が参加し
五百澤智也氏、元本会会長の今西
企画展「験佛化現」
、
「立山の明
た。今回は初参加の深田久弥山の
錦司氏などが氷河研究に大きな貢
治維新」
の実施、出前授業、校外学
文化館も加わり、昨年より大幅に
献をされたようである。ちなみに
習、出張展示などの博学連携事業
参加が増えて、集会室満杯のにぎ
飯田氏は本会の会員であり、資料
に力を入れている。また、所蔵す
わいとなった。
映像委員でもある。
る多くの立山曼陀羅を国の有形民
１ 北アルプスの氷河
２ 各館の状況について
俗文化財に追加指定すべく作業を
今回の話題の中心は、なんとい 【市立大町山岳博物館】
行なっているが、その中に皇女和
っても、北アルプスの氷河である。
メインの企画展「北アルプス誕
宮から寄進されたものが発見され、
生―激動の５００万年史」
、
カクネ
対処を急いでいる。
日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

【深田久弥山の文化館】
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月 日㈯ 時から 時まで日
本山岳会集会室において開催した。
参加館は８館。
富山県
［立山博物
館］
、立山カルデラ砂防博物館、松
本市山と自然博物館、公益財団法
人植村記念財団、面河山岳博物館、

会議に参加したメンバーの記念撮影

10

ネ里雪渓」をはじめとする３つの

26

「第 回全国山岳博物館等
連絡会議」開催

884−２０19・1・２０
山

山行委員会


四国八十八ヶ所歩き遍路

たどって高野山壇上伽藍に登り、
翌 日、奥ノ院の院を詣で、納経
帳に最後のご朱印をいただいた。
思い起こせばいろいろなことが
あった。土佐修行場の地では２度
も台風に見舞われ、１部区間の歩

う。また、歩き遍路は札所を一周
している間に必ず一度はお大師さ
んに巡り会える、という言い伝え
がある。私も確かにお大師さんに
お会いして、お叱りを受けたよう
な気がしてならない。

26

か？ 遍路の功徳として現在「３
料
（２０００円）
ではあったが、結
つの幸」
が挙げられている。
すなわ
願証もいただき、これまでの苦し
かった道程を思い感無量であった。 ち、信仰・健康・観光が得られる
とのようだが、今回の我々のグル

ールが優先し、遍路本来の目的の
一つである、ほかの遍路や地元の
人たちとの交流が希薄になり、情
く７名は、 月 日紀州・九度山
から台風による通行止めがほんの

そののち所用で帰宅した１名を除

報も入りにくくなることも事実か
す み
と思われる。数見リーダーが言わ
れた「これからは皆さん 人で巡

30
ープでは信仰派が多く、肉親や友
人の供養や笈摺に朱印をいただく
ことなどが主なものであったと思

寺を打つことができ、８名が無事
八十八ヶ所を結願した。また、有

10

19

の企画として自然写真家・嶋田忠
氏の個展を担当する。
【公益財団法人植村記念財団】
昨年 周年で記念イベントを終
えた。今は、極点達成 周年とい
うことで「北極点・グリーンラン
ド単独行」
を展示中である。
「歩き遍路」
はもはや４回目で、
最
後の締めくくりとなった。今回の
行程は前回の解散地、伊予西条駅
から 番札所三角寺や 番札所善
通寺などを経て、結願寺の 番札
所の大窪寺までと、今もって弘法
大師が入定されている高野山奥ノ
院までの道程である。
月 日早朝、９名のグループ
で伊予西条駅を出発した。地元は
間もなく秋祭りのシーズン。讃岐
観音寺ではまさに本番で、太鼓の
練り歩きなども望見できた。天候
に恵まれ、雨に祟られたのは１日
だけで行程は順調に進んだ。途中、

早春の吉野川に架かる川島橋を渡るメンバー

お遍路人口は年間 万人。うち
歩き遍路は１％の３０００人と言
われている。歩き遍路は１人歩き

徳島・安楽寺にて住職と記念撮影

きを諦めてタクシーに頼ったこと
もあった
（ただし、
ほとんどのメン
バーは後日この区間を歩き通し、

28

足の故障で１名が離脱したのは残
念だったが、８日目の 月 日に
は最後の結願寺、 番札所の大窪

88

切れ目を埋め合わせている）
。
お遍路はなんのためにするの

75

が多い。グループ遍路は初心者教
育には真にけっこうなものだが、
グループも大きくなるとスケジュ

88

27
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65

10

数日前解けたばかりの
「町石道」
を

1

10

22

25

40

本会の機関誌『山岳』第百十四年（2019年）の発刊
は、本年6月下旬を予定しております。原稿の締め
切りは3月末となりますが、会員の皆様方からのご
投稿をお待ちしております。なお、採否につきまし
ては、恐縮ですが編集委員会に一任させて下さい。
手書き原稿でも結構ですが、できますれば下記宛、
メールでのご連絡、ご投稿をお願い申し上げます。
[送り先］〒274-0073船橋市田喜野井2-1-4 節田重節
047-476-1273
j-setsuda@ray.ocn.ne.jp
（『山岳』編集委員会）

当会議は 回目を迎えたが、当
会議に出席する博物館相互のネッ
トワークが機能して、それぞれの
事業展開に役立つようになってき
たという意見が多く聞かれた。今
後もいっそう各館の発展に役立ち
たい。 
（齋藤知茂）

『山岳』第114年の原稿募集

884−２０１9・1・２０
山

884−２０19・1・２０
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13

33

13

19

40

であった。知人や家族が示し合わ
せて来場見学し、そののち食事な
どに出かけて旧交を温める光景も
毎年見られる。
写真愛好家の多くの方にアルパ
インフォトクラブに加わっていた

だき、
写真を撮る、
作品に仕上げる、
作品として発表して皆さんに見て
いただく、という３つの楽しみを

味わっていただきたいものである。
今回発表した作品は今年、全国

各地を巡回し展示される。概略は、
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なら

第 回 写 真 展「 心 に 映 る
山々」
２０１８年度の写真展は、例年
よりやや遅い 月 日から 日ま
で、今回も新宿区四谷の日本写真
文化協会のポートレートギャラリ
ーで開催された。年々ポートレー
トギャラリーへの写真展の使用申
12

込みが増加しており、確保が厳し
い状況になっているが、幸運にも
当クラブは 年連続で同会場で開
催することができた。
今回の出展数は全部で 点、国
内の山が 点と海外の写真が７点

ポートレートギャラリーの展示会場風景

ってください」との言葉に倣い、 である。国内の山は、冬の山と春、 山行による、多くのすばらしい山
４月から５月にかけて鳥取の伯耆
夏、秋と季節により分類して展示
いつの日か穢れが禊せば、今度は
の写真を残された。
国山岳美術館、６月に酒田市総合
し、また、花の写真も多くはない
１人で自由にゆっくりと巡ってみ
海外の花の作品では、松永秀和
文化センター、９月に長野市の柏
ものの、シャクナゲやツツジなど
たいと思っている。
会員の青いケシの仲間でも珍しい
与フォトサロン、
そして、 月にＴ
最後に先達リーダーの数見さん、 をまとめて展示して目立った。
赤色のケシの花を含めた写真が出
ＡＫＡＯ５９９ミュージアムで展
今年の写真サイズは全紙を基本
同サブリーダーの杉﨑さんには大
品された。松永会員は毎年、チベ
示される予定だ。詳細は後日紹介
として、７：５または４：３の２
変お世話になりました。４回２年
ットやネパールなどに出かけて青
されるので、
最寄りの地域の方は足
種類にそろえたため、全体として
にわたり、コースの選定や宿泊所
いケシを中心として撮影し、各地
をお運びいただければ幸いである。
統一感のある美しさがあり、来場
の手配をはじめ、巡礼の作法や体
の講演会や誌面でも発表しており、
別件として、例年５月に都内で
者からも評価していただけた。
調の管理に至るまで大変ご面倒を
日本でも有数の青いケシの写真家 「山松会 山小屋サミット夏山相
海外の写真のうち１点は、特別
お掛けしました。改めてお礼申し
として活動している。
談所」が開催され、アルパインフォ
出品として故西川元禧さんの遺作
上げます。ありがとうございまし
なお、今回の出品の中から、花
トクラブの 写 真 展 も 併 催 さ れ る。
が展
（髙橋満男） 「ペルー・ワイワッシュ山群」
た。 
澤廣巳会員のシャクナゲの入った
会員にはＨＰなどで告知されるの
示され、氷雪の鋭鋒が目を惹いた。 「夕べに添えて」
が、日本写真文化
で、機会があれば併せてご覧いた
西川さんは会報「山」に「秘峰登山
（竹花 晃）
協会の機関誌
『写真文化』
に掲載さ
だきたい。 
アルパインフォトクラブ
のススメ」を数回執筆されたこと
れる。
でも知られ、国内外問わず幅広い
今回の入場者数は昨年と比べて
わずかながら増えて、約５７０人

26

10

人、文化などを語り伝えることが
できた。静岡市民といえども市域
の、なかなか見ることのできない

支部公益事業委員、自然保護担当
の白鳥勝治会員。約２００人の参
加者に静岡市の南アルプスの山、

第１段は、５月 日㈭、静岡市
清水区で「静岡市の南アルプスに
ついて」
講演会を行なった。
講師は

静岡支部では
「山の日」
制定３年
目を迎えた昨年、 段の構えで記
念事業を実施したので報告する。
「山に親しみ」
「山の恵みに感謝す
る」という山の日の主旨に立ち返
って行なった。

だ」という親御さんの心配をよそ
に、小学校２年生から中学１年生
までの子ども６名、保護者８名と

火口で富士山の成立ちなどについ
て会員の説明で学んでもらった。
「 山に登ったことがないので心配

タデ、イタドリ、ムラサキモメン
ヅル、フジアザミなどを観察しな
がら宝永火口に下った。宝永第一

五合目へ。説明とストレッチの後、
新六合目を目指した。新六合目か
ら富士山の植物のカラマツ、オン

な意義があった。
続く第２段は、８月 日㈯、公
益事業委員長の小川正育、同委員
の中野雅章会員を中心に「山に親
しんでもらう、山の恵みに感謝す
る」
をテーマに親子登山を計画。
目
的地を富士山・宝永山とした。
ほぼ快晴の下、水ヶ塚駐車場に
親子参加者 名と支部会員９名が
集合。シャトルバスで富士宮口新

だより

4

支部

南アルプスに３０００ｍの山が
座もあるということはあまり知ら
れていない。まず知り、親しみを

会員の全員が宝永山山頂に到着。

10

10

884−２０１9・1・２０

静岡支 部

持つという意味での講演会は十分

「山の日」記念事業を４段
の構えで実施

山

14

18

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。

図書受入報告
（２０１８年１２月）
著
者
書
名
やぎた晴
山小町 -妻- /Yamakei Creative Selection Frontier Books
ジャックアンドベティ
靴跡 ：ジャックアンドベティ山の会創立２５周年記念誌
山の会 (編)
鳥取実行委員会 (編) 第３回「山の日」記念全国大会 in 鳥取：大会報告書

頁／サイズ
278p／19cm
262p／30cm
100p／30cm

32p／30cm
全国「山の日」協議会 (編) 第３回 全国「山の日」
フォーラム実施報告書
McDonald, Bernadette Art of Freedom ：The Life and Climbs of Voytek 326p／24cm
Kurtyka
178p／24cm
Scott, Doug
The Ogre ：Biography of a Mountain and the
Drematic Story of the First
256p／27cm
D,O,A (eds)
Alpenvereinsjahrbuch Berg 2019 (Band 143)
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発 行 者
発行年 寄贈／購入別
山と溪谷社
2018 著者寄贈
ジャックアンドベティ
2018 発行者寄贈
山の会
第3回「山の日」記念 2018 発行者寄贈
全国大会 in 鳥取
全国「山の日」協議会 2018 発行者寄贈
Rocky Mountain
2017 購入
Books
Vertebrate Publishin 2017 購入
D,O,A

2018

発行者寄贈

884−２０19・1・２０
山

安藤

治 会員

10

佐藤

桜子 様

30

日本山岳会運営費

川口 章子 会員

10

山のマナーノート
少額寄付者2名

−

山のマナーノート

名が参加。晴天の下、無事に終
了した。
第４段は、ＪＡＣ静岡支部が提
案した
「山の日」
記念事業としての
「南アルプス写真展」
を山岳４団体
で行なった。６回ほどの打合せと、

催した。リニア中央新幹線工事が
進むなか、自然保護と自然破壊を
観点に、
「 南アルプス国立公園を
知ろう 」
「 南アルプスエコパーク
を知ろう」
とも謳った。
写真は一般の応募から４団体会
員分を含めて四ツ切から全紙まで
の約１４０点（うちＪＡＣ会員分
約 点）
が集まり、
入場者は約９０
０名となった。初めての取組みと
しては成功したと言えよう。反省
点はあるが、今後に向けてさらに
（有 元利通）
取り組みたいと思う。

【欠席者】
清登・斎藤・星・波多野

理事
【オブザーバー】
節田会報編集人

平成 年度第８回
（ 月度）
理事会
議事録
日時 平成 年 月 日㈬ 時
分〜 時 分

12

4

同時展示会を行なう全日本山岳写
真協会静岡支部、そのほかの団体

報
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、安
井・近藤各理事、平井・石
川各監事

10

28

との協議を経て、県、県教委、静

50

【審議事項】
）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
いて審議した。
（賛成 名、
反対な

富士山・宝永山山頂で記念撮影に収まる、親子登山参加メンバー

00
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12

岡市、
静岡市教委の後援を得て、
月６日㈫～ 日㈰に静岡市民ギャ

務
19

10

ラリー
（静岡市役所本館１階）
で開

12

12

告

33

33

00 12

32

36

会
20 30

11

15

15

11

30

青空の下、良い集合写真が撮れた。 ずおかスポーツフェスティバル登
時半、宝永火口に下って昼食。 山大会」の第 回（主催は県体協、
帰路は宝永第二火口、
御殿庭上、
三
県、県教委、県岳連）
に県内山岳
辻などで小休止を取りながら下っ
団体
（県岳連、静岡市岳連、日本山
た。最後はやや長い歩きとなった
岳会静岡支部、
県労山）
が参加する
が水ヶ塚公園駐車場へ全員無事に
形で、 月 日㈯、 日㈰に行な
下山した。整理運動後、親子登山
った。
今年は県西部を舞台とし、
日
参加者全員からひと言ずつ感想を
帰りコースは 日に秋葉神社下社
述べてもらった。
「 とても良かっ
から秋葉神社（８８６ｍ）に登り、
た」
「 また親子登山の企画があれ
名が参加した。
２日コースは、
京
ば参加したい」
などの声があり、
さ
丸山
（１４７０ｍ）
を目指した。浜
わやかな空気の中、安堵感、充実
松市春野町みやま会館に集合し、
感あふれる解散となった（親子登
開会式後に登山口まで歩き、テン
山は来年度も継続させたいとこ
トと屋敷に分宿した。月と紅葉が
ろ）
。
すばらしい夜だった。２日目は５
第３段は、
例年行なってきた
「し
時過ぎにスタートし、８時 分サ
ンチョ着、みやま会館に 時 分
帰着した。この京丸山コースには

15

27

28

11

永年会員として
（日本山岳会運営費）
永年会員として
（日本山岳会運営費）

操一 会員
木村

受入金額など 寄附の目的、その他

寄附者など
（単位千円）

11

（平成30年11月30日まで）

寄附金および助成金などの受入報告

った。
（中山）
７・医療委員会主催・山本正嘉氏
講演会の開催状況について報告が

・平成 年２月下旬 平成 年度
支部および委員会事業報告（提出
期限）

・平成 年１月下旬 平成 年度
支部および委員会事業報告・会計
報告
（提出依頼）

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 土曜会
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
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
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 山
の自然学研究会
日 緑爽会
日 資料映像委員会

水会 つくも会

日 公益法人運営委員会
月来室者 ４２９名

退会

会員異動
物故
武内義雄
（１４００６） ・ ・

12

竹田英世
（７８２８）
塩田純一
（９２４４）
藪田益資
（１０２４４） 東京多摩
品竹浩一
（１２８０２） 福島
鈴木 潤
（１５６７０）

12

日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ スキ
ークラブ 里山歴史研究会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 三
日 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
日 総務委員会 会報編集委員
会 山遊会
日 デジタルメディア委員会
緑爽会 平日クラブ

18

27

■ 18

5 4
10 7 6
11

13 12

14

18 17 15

日 家族登山普及委員会 フォ
トクラブ 麗山会

18

しで承認）
・支部連絡会議の開催状況につ
いて報告があった。
（永田）
【報告事項】
・
「山」 月号の発行について報
１・入会希望者９名、準会員入会
告があった。
（神長）
希望者３名について入会承認を行
なったとの報告があった。
（小林） 【今後の予定】
２・寄附金７件の受領について報
１・常務理事会・理事会
告があった。
（古川）
・平成 年度１月度常務理事会
時 分〜
３・記念事業委員会の開催状況に
１月 日㈫
・平成 年度１月度理事会 休会
ついて報告があった。
（重廣）
４・支部事業委員会の開催状況に
２・事業計画・予算等
ついて報告があった。
（重廣）
・平成 年 月 日 平成 年度
５・平成 年度
（後期）
「海外登山
支部および委員会事業計画・予算
助成対象登山計画」募集について （提出依頼）
報告があった。
（重廣）
・平成 年１月 日 平成 年度
６・登山計画書の提出状況（２０
支部および委員会事業計画・予算
１８年 月分）について報告があ （提出期限）

あった。
（野澤）
８・上高地山岳研究所「国有林野
使用許可申請」について報告があ

12月

01

31

30

30

30

31

31

31
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12

30

15

30

30

31
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12
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20

21

25

26

30

11

った。
（安井）
・平成 年３月下旬 平成 年度
９・上高地山岳研究所受水槽取替
支部および委員会会計報告（提出
え工事完了について報告があった。 期限）
（安井）
・
「ナンダ・コット征服」
映画フ
ィルムの立山博物館への寄贈につ
日 総務委員会 自然保護委員
いて報告があった。
（神長）
10
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山

884−２０19・1・２０
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日㈯

番、 ～ 番、 番
（安田泊）
◆小豆島八十八ヶ所歩き遍路
４日 番、 ～ 番、 ～
山行委員会

番（池田泊） ５日 ～ 番、
小豆島八十八ヶ所１４０㎞をサ
～ 番、 番、 ～ 番
（池
クラを愛でつつ歩きます。弘法大
田泊） ６日 ～ 番、 番、
師が修業され、四国お遍路満願後
～ 番、小豆島霊場総本院
に訪れるお遍路さんも多くいます。
（昼ごろ解散）
遍路の経験豊富な四国八十八ヶ所
歩程 １日 ～ ㎞（健脚向き）
霊 場 会 公 認 先 達 ２ 名 が 遍 路・ 巡
費用 参加費１万円
（通信費、
写真
拝・服装などの作法はお教えしま
す。遍路用品は小豆島霊場総本院
で購入できます。
日程 ３月 日㈰～４月
６泊７日

35

20

74

37

ただし

定員
名
（先着順）
す み
申込み ３月８日㈮まで、数見 直
０９０ ７２０４ ４６６８

代など）
、１日１万円
（宿泊代
はその都度精算、納経、昼食
代）
、
遍路用品は約２万円。別
途往復交通費。

49 39

sanko@jac.or.jp

日程 ３月２日㈯～３月３日㈰
集合 ３月２日午後４時、妙高高
原駅
行程 ２日 妙高高原駅―ユアー
ズイン（ 泊 ） ３日 宿―
大平山―宿―妙高高原駅
解散 ３月３日午後４時 分、妙
高高原駅
参加費 １万２０００円
募集人数
名
申込み ２月 日までに菊池武昭
宛
０９０ ６３１９ ７６０２
sanko@jac.or.jp
＊申込み者に詳細案内をお送りし
ます。
◆松田敏男展

❖編集後記❖
◦昨年暮れ、黒部峡谷ファンにと
っては大変嬉しいニュースが飛び
込んできました。
「 関西電力黒部
ルート」が２０２４年から一般開
放されるとのことです。黒部峡谷
鉄道・欅平駅と黒部ダムを結ぶ
㎞の同ルートには、竪坑エレベー
ターや、すべてトンネルのトロッ
コ列車、
インクライン
（勾配鉄道）
、
全トンネル車道など、吉村昭の小
説『高熱隧道』や映画『ナバロンの
要塞』を彷彿させる見所が一杯。
◦私も黒部ダムの竣工前後に、秋
と冬の３回通りましたが、黒四地
下発電所の巨大さや、インクライ
ン上部から見た厳冬の黒部の峻厳
さに圧倒されました。自然と人間

■ 19

14 3

30

山での心情を投影したシルクス
が一体となった、ユングフラウ鉄
クリーンによる作品を中心に、花
道にも負けない魅力的なルートに
や女性への賛歌などの作品を展示。 なることでしょう。 （ 節田重節）
期間 ３月５日㈫～ 日㈰
～
時
場所 法然院講堂 〒６０６ ８
４２２ 京都市左京区鹿ケ谷
御所ノ段町 番地（市バス四
条河原町から 系統で法然院
町下車徒歩８分）

18
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N

56

◆妙高高原大平山スノーシューハ
山行委員会
イク 
新赤倉温泉に前泊し、妙高高原
駅近くの大平山にて、スノーシュ

884 号

山

日本山岳会会報

10

インフォメーション
ーハイクを楽しみます。
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しょう

13

10

6

集合
日㈰ 小豆島霊場総本院
時 分
（髙松港 時 発、
フ
との
ェリーで土 庄 港 時 分着。
あるいは高松港 時 分発、
高速艇で土庄港 時 分着）
行程
日 ～ 番、誓願の塔～
～ 番
（土庄泊） １日 ～
こ べ
番、 ～ 番
（小部泊）
日 ～ 番、 番、 番
（安田
泊） 日 ～ 番、 番、
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