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東日本大震災からの復興を願って環境省が取り組んできたプロ
ジェクトの一つ「みちのく潮風トレイル」が６月９日、全線開通し
た。三陸海岸を中心としたトレイルだが、
「海のアルプス」やリア
ス 海 岸 な ど 変 化 に 富 ん で お り、 登 山 の エ ン ト リ ー 層 や 厳 し い 山 行
からのリタイア組にとって、山歩きとはひと味違った「歩く旅」が
楽しめるのではなかろうか。

１０００㎞を超えるロングトレイル
「みちのく潮風トレイル」
が全線開通

公益社団法人

山登りで、生き方の姿勢を試され
てきた気がする。１９９５年、東
京暮らしにピリオドを打って家族
と故郷に戻り、栗駒山の山腹に自
然学校を建設したのも、自然から
学んだ生き方そのものだ。
しかし、自然学校は２００８年
の岩手宮城内陸地震で被災し、避
難指示により暮らしと生業の拠点
を失った。このとき三陸沿岸部の
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方々に多大な支援を受けた。２年
半の避難生活を経て再建へ向かお
うとした矢先、２０１１年の東日
本大震災で施設の閉鎖に追い込ま
れ、再び生き方を試された。私は
３・ 直後から被災地へ入り、
アウ
トドア関係者とともに沿岸部の支
援活動を続けた。震災から４年後
の２０１５年３月、仙台で開催さ
れた第３回世界防災会議に訪れた
東 北 地 方 環 境 事 務 所 の 課 長 に、
「みちのく潮風トレイル」
事業への

参加を依頼された。東北に生まれ、
東北で育ち、東北の山々や海、三
陸の被災地に想いがあった私は、
このプロジェクトに関わることを
決めた。
復興の願いが込められたトレイル

みちのく潮風トレイル／ Michi（以下ＭＣＴ）
noku Coastal Trail

は、環境省が東日本大震災以降取
り組んできた「グリーン復興プロ
ジェクト」
の一つである。
青森県八
戸市の蕪島から福島県相馬市の松
川浦まで、１０００㎞を超えるナ
ショナル・トレイルとして本年６
月９日に全線開通した。今年 周
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みちのくトレイルクラブ 佐々木豊志
１８６５年、ウインパーのマッ
ターホルン初登頂から始まった
「アルピニズム」
は、誰も登頂して
いない山に登ることだった。誰も
到達できなかった高みを目指し挑
戦する行為は、現代の人間社会の
あらゆる場面でも脈々と存在して
きたと思う。私自身の青少年期を
振り返ると、盛岡で繰り返し登っ
た岩手山、大学時代に続けていた
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トレイル」の価値を共通認識とし

など管理主体が行なう。継続のた
めには「１本につながったロング

る情報を集約し、発信する。各サ

テライトと定期的に連絡会を開催
し、全線の管理、利用促進に関す

た。保護官が沿岸部を歩いてルー
トの大枠を示し、識者や事業者と
協働し、地域住民とワークショッ
プを重ねルートが選定された。八
戸から相馬まで、被災した沿岸部
を舐めるように歩く。自然は変わ
らずそこにあり、我々人間が築い
た人工物は破壊され、痛々しい姿
を 横 た え る。
こうしてたくさんの
魅力と厳しい自然の現実を直視さ
せられるルートが決まっていった。
ルート策定が進むにつれ、維持
管理、利用促進、継続に関わる課
題が多数浮上し、２０１５年から
トレイル沿線の６つの施設が
我々民間と協働での管理運営計画 「サテライト」
として運営に携わる。
策定が開始された。ＭＣＴは４県 「みちのくトレイルクラブ」
は、名
市町村を通過する。主に既存の
取トレイルセンターの運営と同時
道をつないでおり、整備は市町村
に、全線の統括本部を担う。全サ

グトレイルの醍醐味だ。
４県 市町村を通過

登山と異なる
「歩く旅」
の道、ロン

ゴールを想像することは難しく、
生活文化、季節も移ろう。それが

グと全線の現地調査を繰り返し実

能・機関、
体制が必要であった。全
市町村や地域関係者へのヒアリン

のとして市町村に働き掛ける機

て持ち続け、活用するために、維
持管理と利用推進を表裏一体のも

の見える関係を構築している。全
線の状態を把握するため管理台帳

部は全 回の連絡会に出席し、顔

域連絡会を開催し、整備状況、利
用促進について共有する。統括本

な連絡連携に加え、年に２回、地

テライトは、 市町村のうち３〜
の近隣市町村を担当し、日常的

れた私でも難儀する上級者コース。
鵜の巣断崖など圧倒的な断崖絶壁
とエメラルド色の海が美しい。
続いては、河川による侵食で谷
が沈降し、海面上昇も相俟ってで
きた入江が続くリアス海岸が始ま
り、半島をいくつも巡る。侵食が
進むと多島エリアになるが、東松
島、塩釜周辺の浦戸諸島は、度重
なる隆起・沈降と侵食により日本
三景の一つに数えられる景観を織
りなす。
南には、東北で最も広い仙台平
野が広がる。北上川、鳴瀬川、阿
武隈川、名取川などを渡り歩く沖
積平野で、今ものどかな田園風景
が広がる。どのエリアも、そこに
は人々の営みがある。東北の温か

年を迎える
「長距離自然歩道」
とい
う施策を用いて、被災沿岸部の持
続可能な地域づくりを目指し、豊
かな自然と地域の暮らしを未来に
引き継ぐことが目指された。既存

となる。１０００㎞を超える道の

の道と、歴史・文化・豊かな自然
い人々との触れ合いも、この道を
を背景に育まれてきた人々の営み、 旅していく途上でこの上ない魅力

２０１１年３月、故・加藤則芳

施し、現地保護官を含む関係者に
よる度重なる協議を経て、憲章や

も作成され、１０００を超える路

10

28

山・川・海の恵みである食など地
域資源を活かし、遠方から人を呼
び込み、復興に寄与することを目
的とする。

氏
（作家・バックパッカー）
の
「東北
の沿岸にロングトレイルを」とい

運営体制が作られた。

28

う提言からこの構想はスタートし

12

ＭＣＴはおよそ３つの地形的特
徴を持つ。海の底から隆起した台
地が特徴的な北部。
「 海のアルプ
ス」
と呼ばれ、
海面より２００ｍも
立ち上がる断崖を通るルートはア
ップダウンを繰り返し、登山に慣
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岩手県大船渡市。漁港の脇を通るルート

宮城県南三陸町。雪景色の立束山山頂からの展望
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体番号で管理者も把握し、利用者
からの意見、課題に迅速に対応で
きるよう準備した。
今見直したい
「歩く旅」
の魅力
また、
「歩く旅」
が長く文化とし
て定着している欧米諸国への広報
にも力を入れている。欧米人はよ
く歩き、自然の中で過ごすことを
好む。長期の休みが取れない日本
人にとって何週間も歩く旅は馴染
みがなく、歩く旅の文化は、宗教
的背景の下に残るに留まる。現代
社会において、人間性の回復をう
たいスタートを切った長距離自然

歩道の役割は今、改めて見直され
てほしいが、インバウンドの力を
しばし借りることになろう。また、
既存の整備ボランティアの情報収
集や、ハイカーなどによる整備ボ
ランティアの体制構築も進めてい
るところだ。
そのほかＨＰの作成や、ハイカ
ーの計画と歩きやすさをサポート
するデータブック作成など、少し
ずつ利用促進の取り組みを進めて
いる。７月には全線踏破証の運用
も開始し、今後、自治体ごとの区
間踏破制度の検討に入る。

みちのく潮風トレイルは、東北
つ一つ解決してきた賜物である。
の復興を願うプロジェクトであり、
式典の最後に挨拶の機会を得た。
関わる方々の想いを結集して、新 「開通の日を迎え、
ようやく舞台が
しい仕組みを作ってきた。未曾有
できた。今後この舞台で何が演じ
の大津波によって多くを失った被
られるかが、このトレイルの未来
災地に新たなモノを創り上げる作
です」と話した。この舞台に立つ
業は、
まさにウインパーの
『アルプ
方々はたくさんいる。ハイカーは
ス登攀記』
に通じる。
もちろん、 市町村の住民、自治
みちのく潮風トレイル全線開通
体、観光事業者など、多くの皆さ
記念式典・シンポジウムで、
１００
んがつながってこその未来だ、と
０㎞のトレイルが国内外に紹介さ
思っている。
れた。構想から８年、決して簡単 （青森大学総合経営学部・経営学
に達成されたモノではなく、様々
科学科長／ＮＰＯ法人みちのく
な難題を多くの関係者がともに一
トレイルクラブ代表理事）
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令和１・２年度新役員紹介

１９９５年ナンガ・パルバット北

伝統を大切にし、登山界全体の活
性化につなげていきたいと考えて

おります。
９８０年に日本山岳会学生部イン
萩原浩司
（はぎわら・ひろし）
ド・ヒマラヤ登山隊の計画を知り、
①１３０５７
②常務理事
参加したのが入会のきっかけでし
③図書委員会、会報編集委員会、
た。
その後は母校の海外登山
（１９
『山岳』
編集委員会、
「山の日」
事業
８１年カンジュット・サール西壁
委員会
登頂、１９８８年マッターホルン、
④奥多摩・奥武蔵などのウラヤマ
グランド・ジョラス両北壁登攀、
散策から、未踏の山を目指したヒ

ウンドに山登りに邁進していまし
た。次第に海外の高峰登山へのあ
こがれが強くなり、卒業直後の１

面新ルート登頂）
を行ないつつ、
国
マラヤ登攀まで、オールラウンド
内の登山も継続していました。
に楽しんでいます。
先ごろの総会を経て新たに着任された役員の皆さんに自己紹介を
栃木県の出身で、幼少時代から
１９９９年から４年間、
理事
（高
していただきます。①会員番号 ②役職 ③担当委員会やＰＴ、Ｗ
山好きな父の影響で日光や那須の
所登山研究委員会担当）として在
Ｇなど ④好きな山域や登山スタイルなど
山々を歩いていました。高校時代
籍した際、２００１年にインドよ
山本宗彦
（やまもと・むねひこ） た人とのつながりが、人生におい
は山岳部に入り、雪山と岩登りを
り東カラコルムの合同登山の誘い
て最も大きな宝物となりました。 がありました。直後、９・ テロ
経験。
大学でも山岳部に入部し、
以
①９２１７
②副会長
ぜひ一人でも多くの方が、山をや
降、
岩、
雪、
沢、
氷、
山スキー、
海外登
発生でカシミール紛争が激化する
③ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ（青年部・
っ
て
い
て
良
か
っ
た
な
ぁ
、
と
感
じ
ら
山と、様々な山行スタイルを実践
な
か
、
翌
２
０
０
２
年
に
、
日
本
人
と
学生部 ）
、遭難対策委員会、山行
れるような、豊かな登山を実践し
しています。
して約１世紀ぶりのカラコルム峠
委員会
てほしいと願っています。
大学卒業後は山と溪谷社に入社。
到達と７０３０ｍの未踏峰の登頂
④多くの山に興味・関心はありま
『山と溪谷』
『ＲＯＣＫ＆ＳＮＯ
に成功いたしました。
すが、今は剱岳とその周辺に集中
坂井広志
（さかい・ひろし）
Ｗ』
編集長などを経て、
現在は山岳
理事を退任した後は仕事に専念
していて、自分でラインを引いた
ルートを毎年、冬に目指していま
図書出版部部長職に就いています。
していたため、登山界の現状には
①８７９８
す。
日本山岳会には 年の大学山岳
疎い状況です。このたび再度理事
②副会長
③支部事業委員会、資料映像委員
私は
「登山はスポーツではない。
部監督会議をきっかけに入会し、
（副会長）
となり、日本の登山文化
会、自然保護委員会、科学委員会
信仰である。
」
と考えています。そ
２
０
０
９
年の理事就任の際には
や
自
然
環
境
を
考
え
な
が
ら
、
日
本
山
出身は千葉工業大学山岳部、現
制定プロジェクトの担当
岳会が継承してきた思想や理念、 「山の日」
役４年間で約３７０日、オールラ
となりました。以後、
「山の日」
運
動に関わり続けています。
れは、登山が自分の経験と智恵と
技術、そして、体力を信じて自身
が絶対にかなわない相手の懐に入
っていく行為であり、山は人を選
ばない以上、登る私たちが私たち
のためにルールを作り、
そして、
そ
れを私たちが守る、という行為だ
と思うからです。
私は昆虫を求めて野山に分け入
ることの延長で山そのものを目指
すようになりましたが、大学山岳
部での訓練を経て、その後の様々
な登山の中での経験と、そこで得
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神尾重則
（かみお・しげのり）

きたいと考えています。

伝え、山岳会の繁栄につなげてい

ディアを通して、より安全で楽し
い山の世界を一人でも多くの人に

や、会報をはじめとする様々なメ

このたびの理事就任に当たり、
「山の日」
に関連した山の広報活動

99
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実践しており、診療が山行のサプ
レッサー（抑制因子）
となります。
しかし、
「雪と温泉と酒」
のトライ
アングルを求めて、令
（うるわ）
し
く和
（なごや）
かに、山をさ迷い続
けたいと思っております。

会員、個々人の様々な登山スタイ
ルを大切に、ＪＡＣのこれまで築
き上げてきた伝統を継承しながら、
会の活性化につながるよう、微力
ながらＪＡＣ活動に力を注ぎたい
と考えていますので、ご指導をよ
ろしくお願いいたします。
飯田邦幸
（いいだ・くにゆき）
①１２２０７
②理事
③記念事業委員会、自然保護委員
会、家族登山普及委員会

高校、
大学と山登りを楽しみ、
卒
業後は社会人のクラブに入って登
山を続けてきました。あこがれの
日本山岳会に入ったのは遅く、
歳くらいのときでした。 歳を過
ぎた２年前から家族登山普及委員

会に入り、活動しています。
今回、理事に就任させていただ
き、記念事業委員会と自然保護委

岳会の歴史をアピールし、新しい
発想で自然保護などの活動を展開
していきたいと思います。皆様の
お力をお貸しください。

柏 澄子
（かしわ・すみこ）

①１３０８８
②理事
③総務委員会
④山や自然の中で行なう活動は、
なんであれ好きです。

中学１年生のとき『処女峰アン
ナプルナ』
を読み、
空の雲を眺めて
は、ヒマラヤはもっと高くそびえ
ているのだろうかと、山にあこが
れたのが始まりでした。
本会では、２０１２年から４年

間、
「山」
編集人を務めました。担
当最終号で、故大久保春美副会長
とＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢの女性会
員たちの座談会を掲載したことを

覚えています。このころから女性
や若い会員が増えたという印象が
あります。
理事としての抱負は、編集人の
ときと同じです。本会が持つ歴史
と実力を、現代的な新たな試みや
若い登山者たちへの登山文化継承
と融合させることが重要と考えて
おります。担当の総務委員会の役
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清水義浩
（しみず・よしひろ）
①１１９０７
②理事
③資料映像委員会、デジタルメデ
ィア委員会
④低山からアルプス縦走、沢や冬
山、山スキーなどオールラウンド
に山々を楽しんでいます。特に山
の三角点を求めての山行が大好
きです。

札幌生まれの札幌育ちで、生粋
の道産子です。大学のＷＶ部で大
雪山などを縦走して、北海道の雄
大な大自然に魅せられ登山に興味
を持つようになりました。地形図

員会の担当理事となりました。ど
ちらも日本山岳会にとっては、と
ても大切な委員会だと思います。
表情を見せてくれ、楽しませてく
会員の減少を食い止め、新規会員
れます。
その山々に魅せられる、
登
を増やしていくことが急務と言わ
山は、誰でも楽しめるスポーツで
れていますが、両委員会とも外に
す。登山の楽しみ方も各人それぞ
向かっての働き掛けができる委員
れで、多くの楽しみ方ができます。 会です。そういう意味で、日本山

を見ながらのマップ・トレッキング
にはまり、今では三角点を求めて
多くの山に登っています。
日本の山々は四季折々、様々な
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①１０５８０
②理事
③医療委員会
④ネパール、ダウラギリ山群ドル
ポ地方。テレマーク・スキー

大学卒業後、ツクチェ・ピーク
の南西稜を初登し、ヒマラヤとの
関わりが生まれました。東京医科
大学の早田教授の下、肺癌の診断
と治療のかたわら、エヴェレスト
街道のペリチェ診療所で、高山病
の治療と研究に従事。多くの登山
家や探検家の医学的サポートを行
なってきました。その後、
ガッシャ
ーブルム主峰など８０００ｍ峰に
も挑戦し、最近ではアララット山
やダマバンド山に登頂しました。
えにし

チベット国境に近いネパールの
ドルポ地方は 縁 を感じる聖地で、
教育と医療の支援のためのＮＰＯ
（大谷映芳理事長）
活動を、１９９
６年からささやかに継続しており
ます。
貝原益軒は『養生訓』で、
「心楽
しむべし、
身は労すべし」
と喝破し
ます。
「 老いるにつれて若さが際
立つという逆説を、可及的に演じ
るためのヒントが隠されていると
考えます。
西多摩の日の出町で地域医療を
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割は、プロジェクトの遂行を円滑
にし、会員の皆さんが気持ち良く
いられる環境づくりだと認識しま
す。ご指導ご協力のほど、お願い
申し上げます。
黒川 惠
（くろかわ・さとし）
①７５４７
②監事

中大附属高校から中央大学を通
じて山岳部に所属し、卒業後は山
岳図書専門出版社から山岳旅行業
に転身し、 有余年がたちました。
この間、日本山岳会では海外連絡
委員会、
指導委員会
（遭難対策）
、
学
生部指導など登山活動に直面する
委員会活動に従事してきました。
また、２０１３年から１期、本会

REPORT

自然保護全国集会をさいたま新都心で開催
川口章子

委員の感謝の挨拶に続き、埼玉支
部を代表して松本敏夫支部長が、
今日の会場のさいたま新都心は、
国の官庁の一部が移転するという
ことで平成 年に造られた場所で、
大宮市、浦和市、与野市の旧３市
にまたがり、旧国鉄埼玉操車場跡
地です、と説明された。続けて埼
玉支部は今年 年目に入るが、支
部の自然保護委員会は設立当初か
らあり、森づくり・自然観察会・
シカの食害調査などに熱心に取り

実行委員長
２０１９年度自然保護全国集会
は、埼玉支部と共催でさいたま新
都心「埼玉県男女共同参画推進セ
ンター・セミナー室」を会場に７
月６日㈯～７日㈰の２日間の日程
で開催した。
当日は自然保護委員会担当・飯
田邦幸理事、本部自然保護委員会
メンバー、そして北は北海道、南
は四国の 支部の自然保護委員会
委員長、支部委員、会員ら 名を
超す参加者を得て開催した。

組んでいる、
と報告された。今、
埼
玉県の山岳自然保護に関しては、
登山者が増え登山道がオーバーユ

ること、トイレ問題もあるとのこ
と。今日ここに集まった皆さんと
い、と話された。
次に公益社団法人を代表して新

生物多様性について地元、埼玉

時間、プロジェクターによる資料
映像を使って講演された。

玉県植物防疫協会事務局長・埼玉
昆 虫 談 話 会 会 長 の 江 村 薫 氏 で、
「生物多様性と自然保護」
と題し１

を柱にした全国の会員が参加でき

自然保護委員会担当・飯田邦幸理
事は、
「 日本山岳会の中で自然保
護は一つの柱になる」と古野淳・
新会長と話したと紹介され、１２
０周年記念事業として、自然保護

本年度は「生物多様性と自然保
護」
をメインテーマに、
６日は基調
講演と分科会の後、懇親会は会場

後は北本自然観察公園に移動し自
然観察会を行なった。

交流を深め、意義ある集会にした
開催することができたと、司会進
行を担当する近藤雅幸・自然保護

植物を踏み倒すなどの害が出てい

山協はじめ山岳６団体からも大き
な支援が寄せられました。税額控
除団体として、本会ならではの役

埼玉支部の絶大なご協力を得て

７月６日 基調講演・分科会・懇
親会

副会長を務めました。
２０１５年４月に発生したネパ
ール大地震の義援金募集では、日

プロジェクターを駆使して２つの基調講演が行なわれた

をホテルブリランテ武蔵野・エメ
ラルドに移して開催した。７日は
分科会報告、支部報告をして、午

50

る企画を提案できないだろうか、
ースで荒れていること、さらに埼
と話された。
玉県はここ 年トレイル・ランニ
それぞれ挨拶ののち、基調講演
ングが盛んで、埼玉県警察山岳救
が行なわれた。
助隊の話によると、トレランは競
基調講演①は、一般社団法人埼
技なので登山道を横にそれて通り、

14

割を果たすことができたと考えて
おります。この税額控除を警察や
防災ヘリ発動による山岳遭難救助
費用負担の一助として、寄附金募
集に活用できないかと思案してい
ます。
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891−２０19・8・２０
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７ 月 ７ 日 分 科 会 報 告・ 支 部 報
告・自然観察会
開催２日目は３分科会の報告か
ら始まり、その後、支部報告と進
み終了した。
支部報告は当日参加した 支部
が報告し、終了後、北本自然観察
公園に各自移動し、参加者 名で
観察会を行なった。
観察会会場の北本自然観察公園

で決まった。今もミドリシジミは

ソウで、同じ所で育った。この２
種の植物は、荒れる荒川の氾濫で
ケヤキの小枝が川上から流れて来
て育ち、大木となり現在も残って
いるが、湿地の河川敷は人間の手
が入り、湿地で育つサクラソウは
今、危篤状態になっている、と報
告された。
テーマの武甲山は田中澄江さん
の
『花の百名山』
でも取り上げられ、
セツブンソウが紹介されている。
この後、武甲山で撮影された絶滅
危惧種の花々が美しい映像で紹介
された。
基調講演の後、参加者は３つの
テーマの分科会に分かれ、ディス
カッションが行なわれた。
第１分科会は「生物多様性と自

は、埼玉県の 里｢地里山 の｣自然環
境を残しながら、野生の生き物が

県の動植物を取り上げて、切り口

然保護の関わり」をテーマとして
「 日本列島の狩猟文化通誌―人と

埼玉県中にいるが、すばらしい決
め方だった、と。
この例でも分かるように、シン

」を埼玉
野生の動物たちとの With
支部自然保護委員の鴨志田隼司会

暮らしやすいよう、そして、来園
者が自然に親しめるように整えら
れた公園である。隣接する荒川に
造られた 荒｢川ビオトープ と
｣ と
もに、野生の生き物の生息場所と
して指定管理者・公益財団法人埼
玉県生態系保護協会が管理してい
る公園で、約２時間の観察会を行
なったのち、それぞれ自由解散と

を昆虫から始められた。
微生物を含む動植物は多く、生
物多様性を考えるには、的を絞り

樹会員が「武甲山の稀少野
生生物」と題し１時間、プ
ロジェクターによる資料

員が講演され、ディスカッション
が行なわれた。
第２分科会は「絶滅危惧種の保
全」を基調講演された中村直樹会
員が話された。植物の分類体系の
ＡＰＧについて、都道県別の絶滅
危惧種を知る方法、保全する絶滅

なった。

基調講演②は、入間市環
境 ア ド バ イ ザ ー・ 埼 玉 支
部自然保護委員の中村直
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うしたらいいのかと提案され、デ
ィスカッションをした。
第３分科会は「山の自然を守る
ためにできること」
をテーマに、
山
田和人・自然保護委員のコーディ
ネイトで進み、身近で奥深い話題
だけに多くの意見が出た。

映像を使って講演された。
山に登って花を見て、生
物の多様性を実践してい
るので、植物に限定して話
を進められた。
埼玉県の県木はケヤキ
で、県花は絶滅危惧種で天

危惧種を記録し、活用するにはど

シンボルを見付けて自然を考える
ボルがあると調べやすいし、調べ
と良い。埼玉県ではシンボルを県
るといろいろのことが分かって保
民手帳に掲載していて、昆虫はミ
全につながる。いろいろなシンボ
ドリシジミがシンボルになってい
ルをつくって、生物多様性を広げ
る。ミドリシジミがシンボルにな
ていくと良い。
ったいきさつは、埼玉県は湿地性
最後に、昆虫採集が禁止されて
植物のハンノキが繁殖しているが、 おり保護の種を決めることは必要
そこにミドリシジミがいて「これ
だが、総合的に生物の管理をして
が埼玉県の原風景だ」ということ
保護地域を決めて、それ以外の所
では採集をしてもいいよ
うにはできないだろうか、
と提案をされた。

然記念物でもあるサクラ

写真提供：北本自然観察公園
観察会の会場となった北本自然観察公園
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さん け ん 通 信

掛けたのはこれが６度目ですが、
山研に来てからは外出の機会が減
り、クマに会うこともありません
元川里美
でしたが、ときどき聞こえてくる
する様子もなく、頭を小刻みに動
目撃情報から、どうやら近くの善
かしては食べ物を探しています。 六沢を移動ルートにしているクマ
そのうちに腹ばいになり後ろ脚を
がいそうだと推測できました。ま
投げ出してイラクサの芽をかじり
だ見ぬそのクマを、私はひそかに
始め、おおかた食べ尽くしてしま 「善六」
と名付けて常に存在を意識
うと、立ち上がって少しずつ歩み
し、気配や痕跡に気を配り、夜間
を進め、正面側へと移動してきま
に独りで屋外に出るときには、五
した。そこでまた同じように鼻先
感をフル稼働していました。
で草むらを探っていましたが、何
「善六」がいよいよ山研の庭に現
を思ったかふと頭を上げ、耳をピ
われたとき、真っ先に考えるべき
ンと立てながら周囲の様子をうか
は、人との接触を避けなければな
がった後、ゆっくりと笹ヤブを抜
らないということでした。
「善六」
けて林道までたどり着き、そこか
はおそらく山研後方の沢伝いに下
ら岳沢方面へと消えていきました。 りてきて、そのままゆっくりと建

れますが、人との接触事故が起き
たという話はまだ聞いたことがあ

からほど近い岳沢湿原でも目撃さ

ですから、登山道のみならず散策
路沿いや田代湿原、そして、山研

上高地はツキノワグマの生息地

に見た野生のクマの美しさと風格
に圧倒されていました。

の一部始終を目で追い、久しぶり

５分間ほどの出来事でしたが、
私は窓から窓へと移動しながらそ

ます。私は固唾をのんで
「善六」
を

てあらぬ方向へ走ってしまい、散
策中の人と接触する可能性もあり

えましたが、逆に
「善六」
を驚かせ

きれば山側へ戻ってほしいので、
音を鳴らして追い払おうかとも考

ありませんでした。それでも、で

平日の夕暮れどきということもあ
り、幸い目の届く範囲に人の姿は

は治山林道や歩道がありますが、

物の脇をすり抜けて梓川の方へ向
かおうとしていました。進む先に

ると思っています。

こちらが注意を払うことが、彼ら
の穏やかな暮らしを守ることにな

合わせして驚かすことのないよう

料やゴミを屋外に放置しないよう
にして彼らを建物に近付けず、鉢

ってきましたので、草を刈り、食

ころはありません。
季節が進み、
草
丈はクマが隠れるほどの高さにな

く、近くに来ている形跡も今のと

に愛すべき隣人なのです。
その後、
「善六」
に会うことはな

見詰めながら迷っていました。
しかし、凶暴な生き物に豹変し
得ることを考慮して見てもなお、
そのときの
「善六」
には不穏な様子
が見受けられず、何よりも彼自身
が、人と出くわさないように気を
付けながら慎重に進んでいるよう
でした。クマにも性格や気性の違
いがあるでしょうし、彼らの怖さ
を物語るエピソードや悲しい事故
もたびたび耳にします。けれども、
今回を含めて上高地で彼らに出会
った際に、私が受けてきた印象と
心の内を素直に告白するならば、
彼らは不器用で悪意を知らず、た
とえ臆病さゆえに牙をむくことが
あったとしても、私にとってはや
はり、ほかの動物たちと同じよう

りません。私が上高地でクマを見
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山研にやって来たツキノワグマの
「善六」
５月中旬の静かな夕暮れどき、
１頭のツキノワグマが山研の庭に
やって来ました。
そのクマに気付いたとき、私は
２階の窓の戸締まりをしていまし
た。気配を感じて窓の下に視線を
落とすと、まばらに地面を覆い始
めたニリンソウの間で、漆黒の塊
がかすかにうごめいていました。
彼
（彼女？）
はカツラの木の下でし
きりに何かを探っているようでし
た。窓を閉めた音は明らかに聞こ
えていたはずですが、さほど気に

山研の庭でイラクサを探し回る「善六」

891−２０１9・8・２０
山

REPORT

宇野会員の蔵書「ぶな文庫」
が北大山岳館へ

仲間であった私は、
没後３年間、
彼
の膨大な蔵書の行き先を求めて、

山岳部に一緒に入部して以来の山

ンスキークラブ会員でもあった。
彼と１９６８年に慶應義塾体育会

書委員会委員でもあり、アルパイ

穂高岳で雪崩に巻き込まれ 歳で
亡くなった。彼は日本山岳会の図

紹介する。

い縁によるものとの想いを強くし
ている。長い交流の一端を以下に

偶然ではなく、積み重ねられた深

双方の山岳部およびＯＢ会は、近
代登山の黎明期からの山岳会とし

北大山岳館は、北大山の会が

た。私は、宇野君の書籍を北大山
に始まる縁によるものであった。
岳館に寄贈することになったのは、 北海道の山岳情報センター

て、永年にわたり交流を続けてき

年ほど前に山岳部創立 周年を記
念して建設し、大学に寄贈した立

に招いて、一緒に山に登ったこと

所長）
が、学生の岡部紘先輩
（元日
本山岳会常務理事）を北大恵迪寮

60

派な山小屋風の建物である。従来

20

からの所蔵書に宇野君の蔵書を加
えて、膨大な所蔵資料を持つこと
になった。
『山と溪谷』
『岳人』
『ア
ルプ』
などの雑誌も、
初号から所蔵
している。書籍数は、日本山岳会
の図書室にも匹敵するものとなり、
東北・北海道の山岳情報センター
となったと言えよう。
北大山岳館は北大山の会が管理
し、毎週水曜日と土曜日には、だ
れでも利用できる。札幌に行かれ
た方は、ぜひ立ち寄って見学・利
用されたい。その際に、宇野君の
蔵書の棚に気付くかもしれない。
それは、山の仲間同士の１００年
もの交流による結実である、と思
い出していただければ幸いである。
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吉川正幸
で唯一、まとまった形での受け入
れに賛同してくれたのが、北大山
の会の皆様であった。
「ぶな文庫」
は、
ご遺族から昨年
月、北大山の会に寄贈され、整理
収納が進み、宇野君の奥様とふた
りのご子息を迎えて、北大山岳館
において受領式が開催されること
になった。そこで、 名を超える
北大山の会の皆様と宇野君と縁の
あった山の仲間、芳賀孝郎氏など
札幌在住の山の関係者が北大山岳
館に参集したのである。
北大と慶大の登山交流

話は１００年前に遡る。日本で
初めての登山者による「松尾峠の
遭難」
によって、
大正 （１９２３）
年 月に板倉勝宣氏が亡くなられ
た。板倉氏は、学習院高等科を経
て北海道帝大農学部卒。北大山岳
部と学習院大山岳部の創始にも関
わっている。そのときに同行して
いたのは槇有恒、
三田幸夫
（ともに
のちの本会会長）
である。
ふたりは
慶大山岳部の創設時のメンバーで
もあり、当時から北大、学習院大
との交流があった。
２０１７年秋に、私は北大山の
会の空沼小屋の再建記念の会合に
招かれたが、その際に、北大山の
会の皆様にお願いしたことが、今
回の蔵書寄贈の端緒となった。そ

約９０００冊の蔵書を寄贈
北海道大学の構内は緑にあふれ、
初夏の強い日差しも木陰の下では
暑さを感じない。
本年７月６日、
北
大山岳館の前庭で東京、関西から
参集した山の仲間 名と北大山の
会会員など多数が集まり、寄贈図
書の受領式が行なわれた。
寄贈の対象となった、雑誌を含
め約９０００冊の
「ぶな文庫」
は故
宇野彰男会員（会員番号１４８０
０）
が、
義父である故波木井三寅氏
（勤労者山岳連盟ぶなの会所属）
か
ら継承した図書に、自身が生涯を

登高会は、慶應義塾体育会山岳
もそも、私が空沼小屋に招かれた
部のＯＢ会であり、北大山の会は、 理由は、 年前に、当時の北大山

1

懸けて蒐集した山岳関係の書籍な
どを加えたものである。

11

北海道大学山岳部のＯＢ会である。 岳部の渡邉興亜氏（元極地研究所

12

70

67

宇野君は２０１６年３月に、西

60

891−２０19・8・２０

全国の図書施設を訪ねた。その中

「ぶな文庫」
は、
北の大地の山岳図書館に収蔵されている

20

山

中 村 保 さ ん が『 空 撮 ヒマラヤ 越 え 山 座
同定』を出版

の玉樹、
カトマンズからポカラ、
ラ
NEW WORKS
サへ。また、西チベットの阿里へ
と、
次々に現われるパノラミック・
ビューは、息をのむばかりで圧巻
薬師義美
である。そして、すばらしいパノ
３年前に、大労作『ヒマラヤの
で往復させた。ちょうどラトレッ
ラマに加え、
副題になっている
「山
東 山岳地図帳』を上梓した中村
ジ隊長の登山隊が北麓にベースを
座同定」が極めて重要になってく
さんが、
息継ぐ暇もないように、
ま
建設したころであった。
る。自分が関わり、見知っている
た大著を公刊した。ただ頭が下が
ネパールでは１９６９年ごろか
山域ならば、なおさらである。
るのみ。
ら毎早朝、エヴェレストを眺める
そこでページを繰っていると、
ヒマラヤの空撮で有名なのは、 「マウンテン・フライト」
がカトマ
気になる所が出てきた。まず ・
１９３３年のイギリスのヒュース
ンズ空港から出ている。また、カ
と Tare
ページの Glacier Dome
トン女史が主唱した計画で、プロ
トマンズからポカラ間の空路でも、
は 同 一 ピ ー ク で、 ７ ０ ６ ９
Kang
ペラ単発複葉機２機をインドまで
北側にヒマラヤがオンパレードす
ｍ。英語名はイギリスのＪ・ロバ
飛ばし、４月にガンジス河畔のプ
る。しかし、これらの決まったル
ーツの命名で、これを１９８４年
ルネアから２度、エヴェレストま
ートでは、翼の入らない窓側の座
にネパール観光省が改名。 Tarke
は 地 元 の グ ル ン 語 で「 白 い
Kang
山」
の意味と言う。新地図
（２００

南北約４㎞と長い山頂部に４つの
コブを持つ。本書の写真はこれま

で見たものでは最も明瞭に描写さ
れている。
ここでは北を最高峰
（写
真の左側）
として７４１２ｍ、
次い
でピーク７３３９ｍ、中央峰７３

１年）でネパール測量局がこれを

本文58ページ、カブルー山群のパノラマ

５３ｍ、南峰７３１８ｍとしてい
る。
ネパールの新地図
（５万分の１、
１９９７年）
は北から７２３５ｍ、
最高峰７４１２ｍ、南峰７３１８
ｍと、
３つの測点を与えている。
こ
れに対して、カトマンズで刊行さ

18

」
と誤記した。７１６５ｍは
「 Tare
は
ど こ か ら の 数 字 か。 Tilicho
で高度は７１３４ｍ。
Tilitso Himal
は North
。
ページの Nilgiri West
ペ ー ジ の 右 端 の 山 は Tarke
＝ Glacier Dome
、７ ０ ６ ９
Kang
ｍとし、右端は無名峰で、標高の
みとする。
さらに ページ、カンチェンジュ
ンガの南のカブルーについて。イ
ンドとネパールの国境上にあり、
58

席をいかに確保するか、天候も味
方してくれるかなど、撮影条件は
なかなか厳しい。かつてのフィル

ム・カメラでは、その交換に大わ
らわだったが、今はデジカメ。大
容量のＳＤカードで、連写も容易
となった。特別に意図する空撮に
は、
ネパールでは小型機
（ピラタス
など）やヘリコプターをチャータ
ーする手もある。
さて本書は、中村さん自身と友
人たちが、ヒマラヤ越えのルート
をいく度も飛んだ経験を集大成。
四川省の成都からラサへ、青海省

19

21 19
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れたトレッキング用『カンチェン
ｍ）
に登頂、 日に南峰
（Ⅰ峰、７
ジュンガ』
（ 万分の１）
では、北
３１７ｍ）に初登頂、同日にⅢ峰
から北峰
（Ⅰ峰）
７４１２ｍ、Ⅱ峰 （７３９５ｍ）
にも初登頂。翌 日
７３３９ｍ、Ⅲ峰７３３８ｍ、南
には南峰・Ⅲ峰・北峰にダメ押し
峰
（Ⅳ峰）
７３１８ｍとしている。
の登頂をした。Ⅲ峰が最高峰だと
これらのほかにスイス山岳研究
記録報告は言う。
財団の地図
（ 万分の１、
１９５５
最後に、
本書は
『ヒマラヤの東
年）は、南から北に△７３１７ｍ
山岳地図帳』とともに日本山岳会
（Ⅰ峰＝南峰）
、
△７３３８ｍ
（Ⅱ峰
の支援を受けて、後世に残る立派
＝北峰）
、△７３４１ｍ
（Ⅲ峰）
、△
な大労作となった。１９９０年か
７３５３ｍ
（Ⅳ峰＝北西峰）
、△７
らヒマラヤの東、チベット地域に
１２９ｍ
（Ⅴ峰）
とする。また、本
四十数回も足跡を印し、世界の
会東海支部発刊の『インド・ヒマ
ヶ国で三十数回もの講演をしてき
ラヤ』
（２０１５年）
は北から△７
た中村さんの実績・功績は、日本
２７８ｍ、
△７３５３ｍ
（Ⅲ峰）
、
△
の山岳界の成果としても燦然と輝
７３３８ｍ
（Ⅱ峰＝北峰）
、△７３
き、不朽のものになることは確か
１７ｍ（Ⅰ峰＝南峰）としている。 である。

に「吉野熊野国立公園」の「特別保
護地区」
にも指定されています。

日になって、落書きを書いた
NOTICE
会員本人
（関西支部員ではない）
か
日本山岳会会員としての矜持をも
ら謝罪の電話が入りました。 日
って活動を―
「落書き事件」
の顛末
に山行リーダーと現地に行き、改
から
めて２つの石の落書きを消してき
京都の修験宗総本山聖護院門跡
たこと、また、五鬼助氏にもお詫
から連絡が入ったのは、ゴールデ
びをしてきたというものでした。
ン・ウィーク明けのことでした。奈
当人は、河原であるためすぐ消
良の前鬼山、その裏行場修行場に
えると思って筆と墨汁で書いたと
「ＪＡＣ」
と書かれた落書きがあっ
話していました。
しかしながら、
消
たというもので、写真が２点添付
えるからといって、自然石に落書
されていました。裏行場の自然石
きをしてもいいという問題ではあ
に「ＪＡＣ 前鬼山 令和元年五
りません。法に触れるような行為
月」
と書かれた写真と、
同じ筆遣い
で鳥の絵が描かれているものです。 ですし、なによりも、修験道者な
どへのリスペクトが欠けています。
前鬼山裏行場修行場は大峯山を
当人の事件後の真摯な反省の態
縦走する大峯奥駈道にあり、神聖
度や関係者各位の寛大なお気持ち

連絡を受けたときには当会会員

な修験道の修行の道であるととも
に、世界遺産 「紀伊山地の霊場と
参詣道」
にも登録されており、
さら

しかし、以上のように資料を集め
【
『 空撮ヒマラヤ越え 山座同定 』
たものの、それらの呼称、数値を
２０１９年５月、ナカニシヤ出版
どうまとめるか、自分には難しい。 刊、菊倍判、フルカラー２３４ペ
ージ、定価８０００円＋税】
一方、登山の記録はインド側か
らだけである。１９３５年秋、イ
ギリスのＣ・Ｒ・クークが「北峰

22

ふるまいが複数伝わってきており、
ときにはネットを介して知ったこ

を汲み取り、今回は厳重注意に留
めましたが、
昨今、
会員による山小
屋やホテルなどでの節度を欠いた

23

ともありました。そのような状況
の落書きだとは分からなかったの
に鑑み、会員のモラルの問題とし
ですが、知らせを受けて関西支部
て、敢えて発表することにしました。
では、聖護院で得度されている前
すべての会員は、百十余年の歴
鬼小仲坊住職の五鬼助義之氏と相
史を有する日本山岳会会員として
談して、
雨天ではありましたが、
６
の矜持をもって活動していただき
月 日に現地の清掃を行ないまし
たく、お願いいたします。
た。件の石は川底にあり、見付け
た一つの落書きを消してきました。
（日本山岳会理事会）
くだん

15

■ 11

13

15

12

10

（７３３８ｍ）
」
（本書の写真の
「中
央峰
（７３５３ｍ」
）
に初登頂した。
ネパールは最近になって登山を解
禁。だが、攻撃はインド側からだ
けで、インド陸軍隊が１９９４年
５月に登った記録がある。すなわ
ち、 日に北峰（Ⅱ峰、７３３８
10

12

第 回山岳史懇談会「山人
生 年に想う」



が参加され、尺八の音が般若心経
とハーモニーを奏でた。
バスでの団体遍路や歩き遍路の
人も少なく、静かな雰囲気で四国
遍路との違いを強く感じながら、
次の札所へ。気温は低く境内の桜
も長持ちして、どこの札所も桜が
散ることもなく迎えてくれた。
２日目、今回一番長い距離 ・
４㎞、 札所を回るので、朝、早
めのスタート。道の両側には小豆
島特産のオリーブ油、醤油、そう
めん、つくだ煮の店、工場があち
こちに。
そして山道は、
特産のオリ
ーブやミカン畑が点在する中を歩
く。 番札所奥ノ院の笠ヶ滝、鎖
での急な登りと驚きの大きさの洞
窟霊場、先人がこの険しい岩場に

山行委員会

昨年秋に四国八十八ヶ所歩き遍
路１２００㎞を結願して、
今回、
小
豆島遍路に参加した。
総距離約１４１㎞を３月 日か
ら４月６日までの７日間の日程で
歩いた。
桜
（ 寺ごとに種類の違う桜が植
えてある）のシーズンで少し寒い
中、小豆島土庄町霊場会総本院に
３月 日 時 分に集合した。
リーダーを含め参加者８人。身
の回りの準備を終え、午後から小
豆島遍路に出発した。
歩き出して２００ｍほどで、初
めの札所 番松風庵。道迷いしな

よく造ったものだと感心する（後
で思い出すと１番洞雲山、 番石
門洞も記憶に残る洞窟霊場だっ

小豆島八十八ヶ所歩き遍路

がら細い階段を登り、７分咲きの
桜を見ながら境内に着く。無人の
庵の参拝を終え、高台の境内から

た）
。
札所順に歩くことはできず、リ

31

告
挑戦が具現化していく背景を語ら
れた。
「登山というのはその人の持って
いる
〝天運〟
が一番最後には働くの
では？」
また、
「登山の中で培うも
のは人柄とか、ほかのスポーツと
は全く異なる資質が育てられると
思う」
といった、
膨大な経験と努力
の末に語られる言葉は重い。そし
て、自然を介して育っていくすば

見る瀬戸内海の島々、本州、そし
て、風光明媚な小豆島、すばらし

ーダーも大変だ。地図を見ながら

報

去る６月 日㈮、当会１０４号
室にて 時 分より、
このたび
『エ
ヴェレストが教えてくれたこと 』
を上梓されたばかりの平林克敏会
員に、表題の山人生を語っていた
だいた
（参加者 名。
会場で著書も

らしさを山に無縁な人にいかに伝
えていくは大変難しいが、それも
また日本山岳会の仕事と考えてい

い眺めだ。

札所探し、今日最後の 番観音寺
に着く。 時を過ぎていたが、住

■ 12

動

頒布）
。
日本人として初めてエヴェレス
トに登頂された平林会員、当日は

る、と話された。
最後にこれまでの経歴と登山人
生を裏付けるような「計画は大き

「お堂」
、
「庵」の名前の札所が多
く、さらに無人で納経所がないの

職の好意で御朱印をもらい、残り

15

活

まず自身の中学から高校時代にか
け恩師の下で地球の気象など熱心
に学ぶ延長線に、ヒマラヤやアン

で、御朱印をいただける寺で、ま

る。明日ここまで戻り、歩くこと

72



デスといった、海外の山に惹かれ
ければ大きいほど良い 」
「 必要に
ていった少年時代を紹介。そして、 迫られれば、解決しようと努力す
東京の大学における上下関係の異
る」という力強い言葉で締めくく

とめて納経帳に御朱印してもらう。 宿までは２・６㎞。
「歩き遍路」
な
セルフサービスで御朱印した寺も
のだが遅くなるので宿まで車に乗

12

64

図書委員会

様に厳しい山岳部の様子を敬遠し、 られ、 時過ぎに終了した。
（中村好至惠）
同志社大に入学。そこでますます

登山だけでなく学術的にも山を考

27

18

31

あった。宮城支部から普化宗の方

80

30 14

19

17

25

える機会に恵まれ、ヒマラヤへの

20

18

70 44
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日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。
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になる。
３日目、 ・１㎞、 札所を歩
く道のり。
「遍路ころがし」
は大変
だが順調に歩き、宿に着くと早速
風呂に入り夕食。すぐ就寝し、朝
まで爆睡する。今夜は食後、宿の
好意で
「豆まき」
（宿の人が投げる
お菓子、飴、せんべいなどを丸く
陣取った客が取りっこする）があ
り、童心に返り楽しんだ。
４日目は朝から良い天気。歩く
距離も短くなり、満開の桜を楽し
み、
さらに映画『二十四の瞳』
の岬
の分教場まで足を延ばした。
歩き始めて７日目（４月６日）
、
残り半日。 番札所宝生韻の世界
一といわれる樹齢１７００年の真
柏の巨木を見て、残り少ない道を

ンジしたいと思った。最後に先達

終えてみると、道中の苦しいこと
も忘れ、機会があればまたチャレ

その後解散した。小豆島遍路を

昼までに土庄町霊場会総本院に戻
り、結願となる。

10

（常本良一）

の数見さん、杉﨑さん、皆さんお
世話になりました。感謝申し上げ
ます。


だより

はさらに勉強が必要だ。
湿原との分岐の指導標は見事に
クマにかじられている。シンナー

我々に見せてくださった。観察会
はこれで終了。群馬支部は翌日に
尾瀬行きがあるので、ハウス前で
北原支部長の挨拶をいただき、解
散した。

月 日㈰
川場村・中野登山口８時 分発。

10

14

45

林道─白沢村分岐─雨乞山─ 時
分登山口帰着。 時 分ＪＲ沼
田駅
（解散）
林道をしばらく歩くと、この山
にもクリのイガがたくさん落ちて
いる。クマが最近出たとの話に納
得する。所々にトラロープも張っ
てあり、注意しながら最後の急登

14

37

11

支部

埼玉支部

月 日㈯
ＪＲ沼田駅 時 分集合、レン
タルバスで玉原高原センターハウ
スへ。 時 分、
探鳥路に入り、
ブ
ナ平 水源ルート 湿原 玉原湿
原水量調整堰と巡り、センターハ

の香りが好きなのか異物に興味が
あるのかクマに聞きたい！ 最後
までクマ棚は見付けることはでき
なかった。
花の季節が終わった秋の湿原は
ヌマガヤで彩られていた。木暮さ
んは湿原調整堰まで足を延ばし、

20

■ 13

第５次玉原高原ブナ林・湿
原、雨乞山自然観察会報告
昨年 月中旬、日本山岳会埼玉
支部と群馬支部自然保護委員会共
催の第５次玉原高原ブナ林・湿原
観察会および雨乞山観察会を実施
したので報告する。

ウス帰着３時 分。当日は川場村
民宿
（福寿草）
泊。
センターハウスから探鳥路に入
りブナ林を行く。足下にはクリの
イガがたくさん落ちている。
「熊
がブナの木に登るときに付けた斜
めの痕、因みに降りるときの傷は

13

12

50

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。

くなるのでこの木は ㎝なので樹
齢２００年くらい。また、ホオノ
キとトチノキの葉の形、アスナロ
とヒノキの違いを聞く。ブナの林
はキノコの宝庫である、食べられ
るキノコを学ぶのはリスクがある
ので毒キノコを知ろうと、図鑑を
頼りに自然観察指導員である村越
さんと確認する、キリンタケ、ク
ロトマヤタケモドキ、クロタマゴ
テングタケを確認できた。生死に
関わる食べられるキノコについて
60

希少植物「ツルリンドウ」の花を

10

縦に付く。ブナは年間３㎜ほど太

11

45

30

10

26

54

明会長
（日本山岳会群馬支部会員）
をお迎えするとともに、小林政志
前会長、野澤誠司副会長、坂井広

本山岳会創立メンバーで第２代会
長を務めた高頭仁兵衛翁の遺徳を
偲ぶ行事である。また、弥彦山た
いまつ登山祭は、国の重要無形民
俗文化財に指定され、五穀豊穣な
どを願って１０００年以上続くと
される
「弥彦灯篭まつり」
に合わせ
て行なわれ、越後一之宮弥彦神社
の山頂奥之院から弥彦灯篭まつり
のご神火として麓の神社本殿にた
いまつを掲げて運び、お祓いを受
けた後に参道から弥彦市街への行
進を行なう壮大な儀式である。
今年度の来賓は、日本山岳会か
ら古野淳会長と日本山岳・スポー
ツクライミング協会から八木原圀

い日本山岳会への財政支援に対す
る功労と古野会長が会長就任に当
たって①遭難防止について、②山
岳文化について、③支部活動につ

ング人口が非常に増えてきた。来
年の東京オリンピックにスポーツ
クライミングが採用されたことで、
若い人たちに競技としてのクライ
ミングが注目されている。オリン
ピック出場を目指し、若い選手が
世界的なレベルで活躍している。

態で、事故や遭難を起こす事例が
多発している。中高年登山者対策
も必要命題であると訴えた。
一方、近年はスポーツクライミ

まった。神事終了後、古野会長か
念講演が行なわれた。登山人口は
ら記念講演を行なっていただいた。 １０００万人いると言われている
講演要旨は、高頭翁が設立間もな
が、大部分が未組織登山者的な状

支部会員と一般参加者合わせて約
名が集まっていた。小泉良夫事
務局長の開式宣言後、桐生支部長
の挨拶があり、日本山岳会の古野
新会長、小林前会長、野澤副会長、
坂井副会長、日山協八木原会長の
紹介があった。高頭祭でこのよう
な豪華メンバーが参加されるのは
初で、越後支部会員から感謝の拍
手が起こった。
紅白幕で飾られた高頭仁兵衛寿
像前で、例年同様、越後支部名誉
会員・平田大六氏が本職かと見間
違うばかりの神官役を務め、祝詞
や御祓いを粛々と執り行ない、玉
串奉納は 名もの多数となってし
クライミング協会八木原会長の記
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を越すと雨乞山の頂に着いた。
山頂からは最終間氷期（ 万年
前）を経てできた水域（古沼田湖）
によって形成された沼田面（ 〜
万年前）
、井閑面
（６万年前）
、貝
野瀬Ｉ〜Ⅲ面
（３〜 ・ 万年前）
、
低位面（ ・ 〜１万年前）の７段
の段丘が片品川
（利根川支流）
に沿
って発達している様子が分かる。
向かいの三峰山が上州武尊山の溶
岩台地であることも理解できた。
雨乞山は地学の勉強には最適な山
であると思った。
山頂からは直接林道へ出る道も
あるが、登山口からと同じ中野登
山口に下山した。登山前に川場村
の東国花の寺群馬 番の
「吉祥寺」
を訪ねたが、開門時間前で参拝は
できなかった。  （村越百合子）
志副会長も出席していただいた。
越後支部・山崎幸和元支部長の
案内で、古野、八木原の各氏と桐
生恒治越後支部長らは、弥彦神社

いて、④自然保護についての４つ
の柱を推進することを熱く語って
いただいた。 時、弥彦山山頂へ
移動を開始。 時、弥彦山頂奥之
院で新潟県安全登山祈願祭が弥彦
神社神官により執り行なわれた。
時 分、日本山岳・スポーツ

15

30

越後支 部

25

80

17

1
5

11

新・旧会長を迎えて─高頭
祭と弥彦山たいまつ登山祭

社務所を訪ねて渡部吉信宮司に挨
拶を行なった。その後、車で山頂
駐車場に向かい、ここから歩いて
分ほどで会場に到着。真夏の日
差しが強く大汗をかくが、日本海
からの爽快な風が心地良い。
時 分、
高頭祭開催。
参加者は
30

1
3

越後支部では、毎年７月 日に
「高頭祭と弥彦山たいまつ登山祭」
を実施している。本年は高頭祭が
回、弥彦山たいまつ登山祭が
回を数える。
高頭祭とは、越後長岡出身の日

17 16
15

14

20

10

66

15

62
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さらにそれに続く小・中学生の若
い世代が多く育ってきており、非
常に楽しみな状況である、と話さ
れた。
時 分からたいまつ登山の行

図書紹介

会を考える」というダイレクトな
項目があって、若者を呼び込むこ

と、透明性と公平性を担保するこ
となど、当会を分析して、会員に
は耳の痛いことも書かれている。

彩で広範な人との出会いの素描は
すばらしい。読者によって違う印
象を持たれる人、その人の新たな
姿を見る人もいるだろう。ここに
も随所に、著者の登山観が述べら
れる。この人的ネットワークを見
ると、山は人で登ることを実感さ
せてくれる。年配の会員には登場
する人々を思い浮かべ、年若い会
員にはぜひ会の財産たる人と人の

自分の判断基準が古びていないか、
議論してみてはいかがか。
さて、３００ページにわたる多

ＡＣが敗戦の苦難から立ち上がり、
最も花開いた時代の 人の登山家
と、さらに数多くの登山家との交
流が描かれている。が、ここでは
「登山論」
の一端に触れてみたい。
著者の登山論の中核をなすのは
〝パイオニア精神〟
である。もとも
と山そのものよりも、山の初登頂
を目指す人間に興味があったとも
言う。
〝 未知の探究に挑む夢や希

つながりの大切さを感じ取ってほ
しい。
辺境は観光となり、登山は商品

山本良三著

７０人。途中の山麓登山口から新
しいたいまつに交換して、ここか
ら地元ボーイスカウトの鼓笛隊に
先導され神社本殿にご神火を届け
る。 時 分にＪＲ弥彦駅到着後
解散。その後、弥彦村民ホールで
打上げ慰労会、懇親会と続き、
時ごろお開きとなった。
翌 日は、桐生支部長をはじめ
支部役員が古野会長、小林前会長、

望を抱く人の姿は眩しい〟
。
登山は
鍛えられた身体と技術の上に、そ
こに情熱とロマンが加えられて実

南アルプスからヒマラヤ
へ パイオニア精神への
まなざし

坂井副会長をご案内して、高頭家
菩提寺の大滝山正林寺にて高頭翁
本書は、山の本を一冊残したい
の墓参をしていただいた。その後、 という熱い思いから書かれたもの

2018年1月26日
山と溪谷社
四六判589ページ
3500円＋税

で、出版から時が経過しているが、
論じられるのは登山論、ＪＡＣ・
大学山岳部の問題、人との出会い
で、会員諸氏には有益な指針とな
るだろうと、改めて紹介したい。
内容は
「Ⅰ・ヒマラヤ、Ⅱ・旅・
紀行、Ⅲ・登山論ほか、Ⅳ・人物
素描、Ⅴ・登山界の群像」
からなる
大冊である。本書の半分ほどはＪ

（絹川祥夫）

となって消費されていく。今一度
登山とは何かということを仲間と
論じ合う、そんなとき、企業人の
気概と登山家としての矜持を持ち
続け、登山人生を全うしてきた著
者だからこそ書くことができた、
本書をお薦めしたい。好書一冊。

27

現されるものであり、それが人と
の関係へと広がっていく。
しかし、
苦い思いも味わった、
ク
ラウン峰での失敗である。この失
敗を自己批判して、山というもの
を根源的に思索、考えるようにな
ったと正直に反省する。また、登
山論には現代の若者に対する嘆き
が所々に見られるし、
「 日本山岳

24

列が山頂から下山を開始し、麓の
弥彦神社を目指す。参加者は新潟
県山岳協会加盟団体を中心に約１

30

30

すぐ近くにある旧高頭家屋敷跡を
訪れた。郷土の発展にも尽力した
高頭翁の功績を後世に伝えるべく、
巨大な仙台石の頌徳碑が目を引き
つけた。石碑正面には、
「頌徳儿翁
高頭仁兵衛の碑」
とあり、
裏面には
「子孫ノ為ニ美田ヲ買ワズ」
と翁の
心境が刻まれてあった。
（玉木大二朗）
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20

26

山
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図書受入報告
（２０１９年7月）
著
者
書
名
頁／サイズ 発 行
山本正嘉・猪熊隆之 (監修) 最新！登山の科学 ：山を安全に楽しむための基礎知識 112p／29cm 洋泉社

者

発行年 寄贈／購入別
2019 出版社寄贈

山崎晴雄

富士山はどうしてそこにあるのか ：地形から見る日本列島史(NHK出版新書) 239p／17cm NHK出版

2019

出版社寄贈

小林千穂

山人生いい加減 ：登山家・高橋和之（ダンプさん）の歩んだ道 248p／19cm 信濃毎日新聞社

2019

出版社寄贈

安曇野山岳美術館 (編)

山岳画の父 足立源一郎展 ：生誕130年記念

26cm 安曇野山岳美術館

2019

発行者寄贈

鈴木みき

山登り語辞典 ：登山にまつわる言葉をイラストと豆知識でヤッホーと読み解く 176p／21cm 誠文堂新光社

2017

出版社寄贈

渋谷茂

立山物語

朝比奈耕太 (編)

415p／19cm 渋谷茂（私家版） 2017

著者寄贈

日本百名山・世界遺産の山 ：詳細ルートガイド (エイムック No.4379) 144p／26cm 枻出版社

2019

出版社寄贈

シェルパ斎藤・池田圭 (編) ニッポン10大トレイル ：シェルパ斉藤

256p／21cm 枻出版社

2019

出版社寄贈

安西水丸

てくてく青空登山 (Murren Books No.1)

128p／19cm ミューレン編集部

2019

出版社寄贈

真木太一

75歳・心臓身障者の日本百名山・百高山単独行

165p／21cm 海風社

2019

出版社寄贈

伊藤努 (編)

アルプス ：登ろう
！アルプス1年生

106p／30cm ネコ・パブリッシング

2019

出版社寄贈

伊藤努 (編)

八ヶ岳 ：八ヶ岳を歩き尽そう！全73区間登山道パーフェクトガイド

106p／30cm ネコ・パブリッシング

2019

出版社寄贈

山本峻秀

美ケ原讃歌 ：山頂に生きて半世紀

272p／19cm 実業之日本社

1982

城島紀夫氏寄贈

中央大ワンゲル部ＯＢ会

遍歴 ：中央大学ワンダーフォーゲル部 40年の歩み

430p／22cm 中央大学ワンゲル部OB会

1991 城島紀夫氏寄贈

鈴木波男 (編)

道標 ：北海道大学ワンダーフォーゲル部創部50周年記念誌 413p／30cm 北海道大学ワンゲル部OB会

2005 城島紀夫氏寄贈

Cordes, Kelly

The Tower (ハングル版）

510p／24cm Haroojae Club

2019

発行者寄贈

Honnold, A. Roberts, D.

Free Solo (ハングル版）

408p／24cm Haroojae Club

2019

発行者寄贈

Bonington, Chris

Ascent (ハングル版）：A life Spent Climbing on the Edge 600p／24cm Haroojae Club

2018

発行者寄贈
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【オブザーバー】
節田会報編集人

・家族登山普及委員会新委員
長に五十嵐百子会員が就任。（野
澤）
・山研運営委員会新委員長に
和田薫会員が就任。（安井）
・その他の留任する委員長に
ついて各理事から報告があった。
（永田）
・会員による前鬼山の落書き
について報告があった。（永田）
・全国支部懇談会での喫煙に

の追加販
・カシオのＰＲＷ
売について報告があった。（永田）
・登山届提出状況について報
告があった。（山本）
・不要になったクライミングロ
ー プ の リ サ イ クル に つ い て 報 告
があった。（永田）
・「 山 」７月 号 の 発 行 に つ い て
報告があった。（節田）

【連絡事項】
１・事務局からの依頼・連絡事項
２・秋田支部設立 周年記念祝賀

50

会
３・第 回弥彦山たいまつ登山

60

【審議事項】
１・令和元年度支部助成金等およ
び新入会員報奨金の送金について
令和元年７月中に、各支部に支部

４・委員長の委嘱状記載の変更に
ついて報告があった。
（永田）
５・支部合同会議の議題提出に関
する依頼があった。
（永田）
６・自然保護全国集会開催につい
て報告があった。
（飯田）
７・国際委員会新委員長に中山茂
樹会員が就任。
（古野）
８・図書委員会新委員長に神長幹
雄会員が就任。
（近藤）
９・自然保護委員会新委員長に谷
内剛会員が就任。
（坂井）
・「山の日」事業委員会委員長
に成川隆顕会員が就任。（清登）
・科学委員会委員長に平野裕
也会員が就任。（近藤）
・ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ新委員
長に星征雅会員が就任。（野澤）
10

ついて報告があった。（永田）

66

令和元年度第４回
（７月度）
理事会
議事録
日時 令和元年７月 日㈬ 時
分～ 時 分
場所 集会室
【出席者】古野会長、野澤・山本・

助成金等６２２万円、新入会員等
獲得報奨金 万円、合計６９２万
円を送金することについて審議し

理事会にて改正決議予定。

ついて報告があった。
（古野）
３・寄附金および助成金受入３件
に関する報告があった。
（古川）
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18

19

20

21

告

坂井各副会長、永田・古川
各常務理事、安井・清登・
神尾・清水・飯田・柏・近
70

１・正会員 名、準会員７名の入
会希望者を承認したとの報告があ
った。
（古野）
２・委員会等の担当理事の任命に

【報告事項】

14

12

11

報

藤・波多野各理事、黒川・
石川各監事
【欠席者】
萩原常務理事
受入金額など 寄附の目的、
（単位千円） その他
小林 政志
日本山岳会
10
理事
運営費

12

00

た。
（賛成 名、反対なしで承認）
」
２・
「委員会規程 別表（Ｃ ）
の見直し
（永田）
実情に合ったものに見直し、 月

寄附者など

13

14

務
10

50

14

11

21

19

山の
マナーノート
少額寄付者
1名

00

山の
マナーノート
株式会社
モンベル

15

16

17

会
寄附金及び助成金などの受入報告
（令和元年6月30日まで）

４・「公益法人の各機関の役割と
責任」
配付

日

日
日

日

日

◆登山と健康─講演会のお知ら

せ 
医療委員会
健康登山塾の齊藤繁氏に、登山
と健康について講演をしていただ
きます。安全に、健康に登山をさ
れたい方は、ぜひご参加ください。
日時
月 日㈭
時 分～
時 分
講師 齊藤繁氏
（群馬大学医学部）
題名 登山と健康 群馬支部の健
康登山塾の紹介を併せて
場所 プラザエフ ３階（東京・Ｊ
Ｒ四ツ谷駅麹町口駅、徒歩

日
（ 定員に達し次

iinkai/iryou/list.html

◆ 中 ア・ 空 木 岳 ― 檜 尾 岳 ― 宝 剣
岳―木曾駒ヶ岳縦走
山行委員会
中央アルプスのメインルートの
空木岳から木曾駒ヶ岳までの縦走
に挑戦してみませんか！
日程 ９月 日㈮～ 日㈰
集合
日㈮ＪＲ飯田線・駒ヶ根
駅に５時 分（６時 分発

行程

のバスに乗車）
日＝駒ヶ根駅＝駒が池バ
ス停―池山林道終点―池

00

日

・
・
・
・

分）
募集
名
締切り
月

22

日
日

日
日

・
・
・
・

山の自然学研究会
緑爽会
総務委員会 会報編集委員
会 平日クラブ
デジタルメディア委員会
遭難対策委員会
家族登山普及委員会 「 山
の日」
事業委員会 麗山会
学生部 山遊会
公益法人運営委員会 フォ
トクラブ
青年部
自然保護委員会 記念事業
委員会 平日クラブ
７月来室者 ５２９名

会員異動
物故
高本 孝
（４５５３） 
菰田 快
（５６６８） 
望月翠行
（６６８６） 
斎藤宣雄
（１２２５４）
退会

星野勇介
（１３３６９）
古川一郎
（１３４５８） 宮崎
鈴木清一
（１４７２１） 栃木
岩田哲也
（１５７４０） 広島
丸山広幸
（Ａ００４２） 東京多摩

第締切り）
資料代 ５００円
： yamairyou
申込み・お問合せ
@yahoo.co.jp葉書：１８
８ ００１１ 西東京市田無
野口いづみ
町４

http://www.jac.or.jp/info/

50

日

遭難対

：
HP

山小屋―マセナギ―空木
平分岐―空木岳―木曾殿
山荘
（泊）
日＝木曾殿

山荘―東川岳―熊沢岳―
檜尾岳―宝剣岳―宝剣山
荘
（泊）
日＝宝剣山荘

―中岳―木曾駒ヶ岳―横
山バス停＝みはらしの湯

＝伊那市駅
（解散）
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インフォメーション

20

N

20

日

日

同好会連絡会議 スキーク
ラブ
常務理事会 スケッチクラ
ブ
図書委員会 山行委員会
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ 山
岳地理クラブ
ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ ス
ケッチクラブ

日 山岳研究所運営委員会
フォトクラブ
日 理事会 休山会 山想倶楽

部
日 財務委員会 九五会
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ

日 スキークラブ 沢登り同好
会Ⅱ

マウンテンカルチャ

日 三水会 つくも会
日 科学委員会 みちのり山の
会

医療委員会

フォトクラブ

45

O

20

O R M
18

I

21

10

20

N F
I
10

45

60 1

10

7月
ークラブ
日 支部事業委員会 科学委員
会

策委員会

26 4 5 19

A

22

7 7 7 7

17

15
36

19 19 19 19

22 20
23
24
26 25
30 29

1
2
3
4
8
9
10
16 12 11
18 17
19

891−２０１9・8・２０
山

集合
日８時ＪＲ弘前駅城東口
観覧料 一般＝８００円（団体５
および 時 分奥赤石林
００円 ）
、大学・高校生と
道ゲート
歳以上＝４００円（３０
解散
日 時奥赤石林道ゲート、
０円）
、中学生以下無料
時 分弘前駅送迎可
＊詳細はＨＰで
経費 ５００円
（傷害保険料込み、
当日徴収）
定員
名
申込み ハガキかＦＡＸ（０１７
２
７２３７）か で須

山の版画家・畦地梅太郎の作品
に登場する表情豊かな山男たち。
町田名誉市民でもある畦地の「山

20

◆富士山 芸術の源泉 展
主催＝中村屋サロン美術館
協力＝公益社団法人日本山岳会
会期 ７月 日㈯～９月８日㈰
会場 中村屋サロン美術館（新宿
３丁目・中村屋ビル３階）
開館
時 分～ 時
（火曜休館）
横山大観、川合玉堂をはじめと
して絹谷幸二、櫻井孝美など日本
画、洋画の大御所 名の作品が並
んでいます。富士山を描いた絵の
展覧会は今までにもありましたが、

６５

富士山だけで、これだけ多くの作
品を並べた展覧会は初めてです。
８月 日の
「山の日」
に合わせて開
かれました。ぜひご覧になってく
ださい。

❖編集後記❖
◦夏山第１弾は、黒部五郎岳～三
俣蓮華岳の縦走でした。春雪がた
くさん降った上に気温が低かった
ので残雪が多く、北ノ俣岳のハク
サンイチゲの大 群 落 が見 事 でし
た。
さらに黒部五郎岳カールと、丸
山・双六岳間のコルから双六小屋
に至る「中道」のお花畑のコバイケ
イソウ群落が満開で、白い綿帽子
が一面に林立する様は壮観でした。
◦コバイケイソウは花が
「梅」
に、葉
けい
し らん
（紫蘭の古名）に似ている
が「蕙」
ことから名付けられたとのこと。
花を咲かせるには十分な栄養が必
要で、数年に一度しか咲かないと
言われています。そのためか、コ
バイケイソウが満開の年は雨が多

い、とも言われますが、雨に降ら
れながらでも、２つの大群落は一
見の価値ありです。 （ 節田重節）
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歩程
日＝約８時間 分
日＝約６時間 分
日＝約５時間 分（健脚
向き）
費用 ２万５０００円
（山小屋代・
タクシー代・保険料など）
定員 先着９名まで
申込み８月 日㈭までに、三枝光
吉宛
０８０ ６６２７ ５６８７
々田秀美宛（〒０３６ ０
sanko@jac.or.jp
＊傷害保険加入のため、性別・生
１０３ 平川市本町北柳田
２ 
年月日をお知らせ下さい。
また、
参
h.susuta@gmail.
）
９月 日までに
加者名簿作成のため会員番号、住
com
所、緊急連絡先
（続柄）
、電話番号、
◆畦地梅太郎─わたしの山男展
携帯電話番号などもお知らせ下さ
町田市立国際版画美術館
い。
◆白神山地ブナ林再生事業と自
然観察会

16

男」
シリーズを中心とした、
約１０
０点を展示します。
期間 ７月６日㈯～９月 日㈪・

2019年
（令和元年）
8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 古野 淳
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
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16 23

９月 日は休館）
開館 平日＝ 時～ 時 土・日・
祝日＝ 時～ 時 分

13

891 号

21

㈷ 月曜日休館（ただし７
月 日、８月 日、９月
日、９月 日開館 翌火曜
日の７月 日、８月 日、

23
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山
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青森支部

世界遺産・白神山地のバッファ
ー・ゾーン周辺の生育不良杉林地
をブナ林に再生するための除伐や
植樹などの作業、および同ゾーン
周辺の生育不良杉林地をブナ林に
再生する原生ブナ林の観察会を行
なう。寝袋、食料必携。テントは
こちらで用意可。
22

42

15 55 20

日程 ９月 日㈯～ 日㈰
21

30

22

891−２０19・8・２０
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