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網で全国を結ぶと言う。

中村 保

３ 年 ぶ り に 訪 れ た チ ベ ッ ト は 大 変 貌 を 遂 げ て お り、 か つ て 登 山 者
が大いなる憧れをもって抱いていた〝辺境〟のイメージは、ほとん
ど 消 え か か っ て い た。 成 都 に 降 り 立 ち、 八 一・ 林 芝 か ら ス タ ー ト
し て 川 蔵 公 路 を 拉 薩 へ、 総 走 行 距 離 ３ ４ ０ ０ ㎞ の 旅 で 見 た 現 在 の
チベットの姿を、中村さんにレポートしていただいた。

チベット自治区は３年ぶりであ
る。２０１７年から昨年の夏にか

次

さと品ぞろえの豊かさで「ここが

急速に変貌する拉薩
省都・拉薩市は人口が 万人に
倍増、現代的な都会になっている。
象徴・ポタラ宮殿はライトアップ
され、夜空を飾る。大型ショッピ
ング・モールやデパートは華やか

設されており、２つの環状道路が
市街を取り囲む。産業は
「観光」
で、
来訪者の ％は中国各省から来る

チベット？」
と一瞬我が目を疑う。
ポタラ宮殿の夜景は、デパート最
上階の展望台から撮影した。拉薩
市はここ数年で人口は急増、町は
すっかり現代化し、香港並みと言
える。高層マンションが次々に建

目
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変貌するチベ ッ ト
〝辺境〟は今
２０１９年 ～ 月の旅から

日 本 山 岳 会

拉薩市を取り巻く２つの環状道
路ができ、清蔵高原鉄道に並走す

漢族である。拉薩空港の離発着便
のボードには、北京、上海、広州、
西安、成都、武漢、昆明など、多

くの大都市の名前が表示されてい
る。
今回のメンバーは、中村と一橋

大山岳会と縁のある千葉大名誉教
授の柿原和夫さん
（ 歳）
、ガイド
は 年来の相棒と言っていいチベ
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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

ット族アワンである。運転手はチ
ベット族の格尼
（ゲネイ） 歳、慎

71

公益社団法人

る那曲への高速道路が建設中であ
り、念青唐古拉山西部の峰々を指
呼の内に望見できる。今回の旅の
出発点となったのはチベット第４
の都会で、人口 万、人民解放軍
西蔵軍区の要衝、八一鎮・林芝で

95

2月号（ No. 897 ）
ある。
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10

けては、青海省に通った。チベッ
トの変貌ぶりは予断を超えていた。
「土木工事大国」
中国の発展ぶりは
あまね
「辺
チベットにも 遍 く及び、最早
境」
という言葉は死語である。
鉄道
と高速道路建設は面で広がり、一
般道路も舗装が行き渡っている。
習近平は将来、５万㎞の高速鉄道

デパートの展望台から見た、
ライトアップされたポタラ宮殿
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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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重で安全運転。チベットの状況に
精通する、英語の堪能な元僧侶の
アワンは貴重な情報源である。彼
のガイドなしには、旅の成果は十
分には得られないだろう。

２００８年の北京オリンピック

外国人に対する厳しい規制
のときに起きた拉薩での大規模な
騒乱以後、東・南チベットへの外
国人の入域、規制は厳しくなる一
方である。今回の許可取得は昨年
８月末に申請、５つの部門から持

月 日㈭ 雨の中、成都空港
を飛び立ち林芝へ。
山は雲の中、
林

然烏／拉古氷河間の距離
（その内、

ベット自治区だが、急速な変化と
発展には瞠目させられた。拉薩～

松湖～拉薩である。３年ぶりのチ

林芝～色季拉～通麦～波密～然烏
～拉古氷河～……八一・林芝～巴

カンリガルポ山群へ
今回の旅の行程は、
成都～八一・

いくつものトンネルを通過する。
公路は完全舗装され、高速道路の

距離の合計は３４００㎞に達した。 麦に近付くにつれて、川蔵公路は

拉薩～八一・林芝間の高速道路３
９６㎞を含めて）
は８６１㎞、
走行

建設が進められている。拉薩から

の支流、易貢蔵布と怕隆蔵布の合
流点、
通麦
（２０００ｍ）
に下る。
通

道路は魯朗から一気に雅魯蔵布

ｍ）
は見えなかったが、帰路、晴天
に恵まれた。

低く、ナムチャバルワ（７７８２

℃、曇。目的の然烏・拉古氷河に
向かう。色季拉
（４７２９ｍ）
は雲

林芝空港でも、チベッ
ト入域許可証を厳しく
チェックされる。アワ
ン が 出 迎 え て く れ る。
この日はアワンが公安
局に出頭して手続きを
済 ま せ た 後、
「神山国
家森林公園」を見学し
て八一・林芝に泊まる。
新華書店で最新の２０
１９年１月発行の『西
蔵自治区地図冊―行政
区・交通・旅遊』を買
う。一昨年から地区、
自
治州の呼称が「市」に統
一された。
月 日㈮ 朝６時
の八一・林芝は気温９

る。トンネルを過ぎるとやがて趣

帯」
は、
新たにできた全長６㎞のト
ンネルで早くかつ安全に通過でき

あった通麦～波密間の「大崩落地

急速なインフラ整備と市街の発展
川蔵公路の危険で最大の難所で

波密など主要駅の準備が始まって
いる。

も準備が進められている。通麦や

八一・林芝までの鉄道建設は間も
なく完了し、成都まで延びる路線

扱う公認の旅行社に許可が出され
た。
移動中に観光地・拉薩以外で外
国人に会ったのは、然烏で会った
２人のカナダ人だけである。日本
人にも会わなかった。拉薩市内で
は、外国人観光客をときおり見掛
けたが、検閲は厳しい。八一・林
芝から然烏の間は随所に公安局の
チェック・ポストがあり、その都
度許可証の提示を求められた。し
かし、これは外国人に対してであ
り、中国人観光客とホテルは急増
しており、夏には大挙して押し掛
けてくる。

芝は曇、気温５℃。成都空港でも

24

ち回りでそれぞれの許可をもらっ
た。公安局、西蔵軍区、法務局、外
国人辺防管理局を経て、西蔵自治
区旅遊発展庁から拉薩の外国人を
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念青唐古拉山（左端がⅠ峰、7162ｍ）と青蔵高原鉄道

10

25

拉古氷河とゴンヤダ（左、6424ｍ）、ゼー（右、6127ｍ）。いずれも未踏峰

897−２０20・2・２０
山

のある町、古郷である。右岸に念
青唐古拉山東部の６０００ｍ峰が
威圧的に迫る。道は念青唐古山東
部と崗日嘎布山群
（東西２７０㎞）
の間を流れる怕隆蔵布右岸に沿っ
て進む。怕隆蔵布は紅葉が美しい。
波密
（２７２５ｍ）
は 年ぶりであ
る。町の発展、現代化はここでも
進む。波密の住人はカンバ族がメ
10

ット族の家屋が数軒あっただけだ
が、今は立派な家がたくさん立ち
並んでいる。なんと、観光客用に
ロビーから拉古氷河の全景を俯瞰
する５つ星のホテルが立っている。
この歴史的なゴンパは、探検史
にたびたび登場している。キング
ドン・ウォード、フレデリック・
ベイリー、ロナルド・コールバッ
クなどである。ゴンパは、１９９
９年には文革による破壊で廃墟同
然だったが、再建され往時以上に
立派になっている。僧侶は ～
人、チベット仏教徒の敬虔さと奉
いちげん
仕の精神が息づいている。一見の
日本人を皆、明るく笑顔で迎えて

80

れた。１９９９
年に来たときの
拉古村は、半地

帰路、歴史的
な僧院シュグデ
ン・ゴンパを訪

シュグデン・ゴ
ンパを見て帰路
につく

ずは聖地・嘎瓦龍
（３７００ｍ）
に

怕隆蔵布沿いに見る崗日嘎布の、
個性的な５０００～６０００ｍ峰
は見飽きない。
夜明けとともに、
ま

指すチベット仏教徒が多い。公安
局のチェック・ポストが多く、そ
の都度許可証の提示を求められる。

月 日㈫ 波密の朝は気温１
℃、快晴。６時、帰路につく。秋
の巡礼シーズンだけに、拉薩を目
29

行く。振り返ると、四半世紀近く
踏査を続けた念青唐古拉山東部の
秀峰が郷愁をそそる。
月 日㈬ 朝８時の八一・林
芝は気温８℃、快晴。ナムチャバ
ルワを見るために戻って、色季拉
展望台へ行く。いつ見ても、ヒマ
ラヤ東端の秀峰の存在感に圧倒さ
れ、雲がたなびく優美な姿に感動
させられる。
月 日㈭ 小雨。一路、拉薩
へ向かって小雪の中、
米拉山峠
（５
０１８ｍ）
を越える。
月２日㈯には念青唐古拉西部
の雪古拉
（５３００ｍ）
に行き、チ
ュンモ・カンリ
（７０４８ｍ）
の写
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真を撮り、帰路につく。

探検史にたびたび登場しているシュグデン・ゴンパ

インだが、
コンボ族
（工布江達地方
が中心）
もいる。
松宗、玉普を経て、今や観光の
目玉となっている米堆氷河への入
り口を過ぎ、正午に拉古氷河への
起点、
然烏
（３９６ ｍ）
に着く。
す
っかり町らしくなっている。暖房
の効いているモダンなホテルに泊
まる。
然烏に初めて
来たのは１９９
５年の秋である。
年の間に氷河
の末端は薄くな
り、後退してい
る。温暖化によ

70

下式の汚いチベ

10

11

0

10

る氷河の後退は、 くれた。
然烏から徳母拉
（４９００
ここチベットで
ｍ）までは高峰展望の格好のルー
も顕著である。
トで、崗日嘎布山群東部の秀峰と
氷河が集まっている。

色季拉から望んだナムチャバルワ西面。1992年、日本山岳会隊が初登頂

REPORT

新入会員の増加につながった
「埼玉やま塾」
開塾中！
ダイナミックに新しい会員を迎
え入れる策は、登山教室しかない
だろう。そして、教室を通して健
全で自立した登山者を育成するこ
とで、埼玉県警察山岳救助隊から
常々指摘されている未組織登山者
の遭難事故の防止にも寄与するだ
ろう。先輩支部がすでにそれを立
証しているではないか。やるしか
ない、と決意した。早速、すでに
教室を運営している先輩支部の活
動を調べた。特にお隣の東京多摩
支部には知り合いの会員も多く、

び付いたことは間違いない。また、

とのコミュニケーションを取って
くれたことが、終了後の入会に結

してカメラに収め、募集ツールの
作成をリードした稲越会員、机上
講習の統括などを担い、
サポート・
チームをまとめてくれた宮川会員、
その他の方々が山で積極的に塾生

埼玉支部「埼玉やま塾」チーム
開塾に至る経緯
２０１０年４月に、埼玉支部は
１５０名ほどの会員で出発した。
その後、 年近い年月が経過した
が、その間、埼玉支部の構成人数
はほぼ横ばいか微減である。もち
ろん、その間に毎年数名の新規加
入もあるのだが、同時に様々な事
情で退会される方がいるのである。
当然、
年々平均年齢は上昇して、
直
近では 歳となった。
支部会員は皆さん、それぞれの
関心分野で熱心に活動していて、

いろいろ実状も聞くことができた。 勧誘はやりがいがある。新しい仲
これで気付いたことは、それぞれ
間を迎えることは、大きなモチベ

験は陳腐化するのが自明である。
やはり、昔取った杵柄方式だけで
は不十分であろう。現在の登山技
術や装備の特質を熟知し、さらに
ＳＮＳなどのコミュニケーション
手段にも長け、しかも、最近の登
山者の思考回路や行動特性も理解
し、認識していることが必要だろ
う。ここは、そのような知識やス
キルを有する人材の力を借りた方
が良いのではないか。そして、埼
玉支部にはプロガイドで、初心者
の指導経験や講師経験が豊富な平
川会員という、ぴったりな人材が
いるではないか。
もう一つ大事な視点は、この取
り組みを支部の活性化につなげる
ことである。どんな組織でも新人

決して支部活動が停滞しているわ
けではない。今の時代は、高齢者

机上講習でも真剣なまなざしで聞き入る講習生たち

が年々元気がなくなるのではなく、 支部の基礎体力に差があることで、 ーションの源泉になる。
そこで
「埼

寿化のお陰で組織が持っているこ

ますます意欲的で元気だからであ
る。しかし、これでは日本人の長

経験を活かしてこれをサポートす
る方式が良いのではないか。結果

チと講習をお願いし、支部会員が

自分たちの体力に応じた人数規模、 玉やま塾サポート・チーム」を編
やり方が必要だと感じた。
成した。プロの指導者に実技コー

塾生と接している姿が、まさに支
部の活性化そのものであった。

嫌な顔一つせず、実に楽しそうに

全くの手弁当であるにもかかわら
ず、サポート・チームの皆さんが
指導者探しと運営方法
埼玉支部には、輝かしい山歴を

第２期実施概要
時期：５月～ 月の６ヶ月間

とになる。やはり、もっと積極的
に次世代会員を迎えていかなけれ

実技には毎回参加し、平川コーチ
をサポートしサブの役割を果たし

講習内容：机上講習３回、登山実

有する会員がたくさんいる。では、 的にこれが大正解であった。登山

として、健康に資する安全登山を
経験豊富な熟年会員が自らの経験
振興し、社会に貢献することなど、 を伝承すれば良いのか。ちょっと

てくれた飯塚会員、すべてに参加

ば、登山界における公益社団法人

疑問もあった。どの世界でも、経

絵に描いた餅にもなるまい。
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技講習４回
（大高取山、武甲山、谷
川岳、雲取山）
コ ー チ 兼 講 師： 平 川 陽 一 郎 会 員
（日本山岳ガイド協会認定ガイド）
参加費：１万２０００円
（全７回）
募集人数： 名
募集方法：運動具店にチラシ配布、
『山と溪谷』
誌に情報掲載、口コミ、
ホームページ、フェイスブックな
ど。ハイキング中にチラシを配り、
休憩中に声を掛けて誘ってくれた
会員もいた。
実施に当たり最も心配だったの
は、はたして参加者が集まるだろ
うか、であったが、第１期は 名、
第２期は 名と、なんとか催行可
能な人数が集まってくれ、ホッと

行動中も平川講師によるレクチャーは続く

15

17

13

ＡＣの山行への参加ははかばかし
くなかった。
第２期は、第１期より多く入会
を実現しようと考えた。テーマは
サポート・チームで取り組み、自
らの仲間を増やすこととし、チー
ムとして講習内容と進行を共有す
ることで、自らの役割を理解して
もらい、互いにフォローしながら
積極的に関わり合って進行した。
結果として第１期より多い９名の
入会目標を達成した。
しかし、入ったはいいが、その
後にどのような活動をすれば良い
かの指針を示していなかったため、
１期生と同じことが起こる可能性
がある。
また、
入会されなかった方
からは、ステップアップ講習会を希

者として成長することで、私たち
とともに安全な登山を楽しめるチ
ームを育てていきたい。

気付いたこと・今後のこと
支部の実態は様々である。登山
教室は、支部の足元をしっかり見
詰め、自らの意志で支部が一丸と
なって開催することが何より肝要
であると思う。埼玉支部は設立か
らやっと 年の若い支部である。
どんな環境の支部でも、工夫すれ
ば支部の実態に応じた登山教室の
開催が可能であるし、そこから得
られる成果はわずかであっても、
必ず支部の活性化を呼び込むこと
になると信じている。
埼玉支部ではすでに１期、２期

かくつかんだ支部活性化の糸口を

■5

した。
参加費は、第１期は１万円だっ
たが、これだけの内容で１万円は
安い。安くできたのは、本部の支
部特別事業補助金７万円をいただ
いたからで、感謝、感謝である。
得られた成果と目指すべきテーマ
一番の成果は、経験は浅いが真
剣に登山に取り組もうと考えてい
る登山愛好者に、安全登山とは何
か、なすべきことは何かを理解し
てもらい、自立した登山者への第
一歩を踏み出してもらったこと。
もう一つの成果は、
「 埼玉やま
塾」を通じて日本山岳会の考え方
や活動内容に共感を覚え、
また、
日
本山岳会の仲間になることに魅力

の結果も総括し、第３期の準備に
入っている。講習内容の充実や運

営の改善、サポート・メンバーの

そこで第３期は、全員入会をテ

大事に育てていきたい、と念願し
ている。第２期生は初めての冬山

増強、参加費も含め会計関係の見
直し等々を検討しているが、せっ
ーマとした。ＪＡＣ埼玉支部の２
０２０年度年間計画を説明、入会

山行にも参加するなど、活発な動

（高橋 努）

後には、個々の力量と志向性に合



きを見せ、支部に刺激を与え始め
ている。
ま塾」でそれぞれが自立した登山

わせて登山を行なうことができる
ことを明確に説明する。
「 埼玉や

を感じて入会を希望してくれた方
望する声が上がった。共通するこ
が、第１期は３名、第２期は９名
とは、
「埼玉やま塾」
の主催団体で
もあったということだ。もちろん、 あるＪＡＣの具体的な活動や、入
新入会員は嬉しいが、それ以上に
会後の選択を示すことができてい
私たちの活動に共鳴してくれたこ
なかったことが原因と考えられる。
とが、何よりの喜びである。
第１期は、何人か入会すれば良
いと考えた。テーマは、自立した
登山者の育成とし、幅広く様々な
知識を提供し、山で考える力を育
てることに重点を置いた。結果と
して入会はあったが、入会後、Ｊ

10

ン国境上のノシャックなど、国境
近辺の登山許可を出していたが、
政府許可と軍の国境警備の違いに
問題が残った。
チリンジ峠が越えられないので
次の峠に回るべく、ギルギットか
ら４ＷＤに乗ってシャンドール峠
（３７３５ｍ）
を越えて、ヤルフン
川の源流を目指した。
ヤルフン川途中のガゼン谷は、
私が１９６７年に日本人として初
めて訪れた谷だ。
トゥイ峠
（４４９

ヤ
ル
フ
ン
川

曾遊の山河との再会の山旅
昨年秋、秘境ワハン回廊を覗き
たく、ワハンの南辺にあるカラコ
ルムのチリンジ峠～カランバール
峠～ヒンズー・クシュのバローギ
ル峠～シャージナリ峠の４つの峠
を結ぶ踏査を、伊丹紹泰会員とふ
たりで計画した。
このルートは、
パ
キスタン政府をして 年ぶりのト
レッキング許可証発行とかで、私
たちも期待に胸を膨らませた。
しかし９月 日、
チリンジ峠
（５
９ｍ）
に立つも、トゥイ・ゾム
（６
１５８ｍ）
や周りの山は大岩峰で、
取り付く隙もなかった。北面のカ

ツリ
コー
川

２４７ｍ）に向かうべくチャプル
サン渓谷に入ったが、ババグンデ
ィの国境警備軍に制止されてしま

マロー・ゾム
（６２５１ｍ）
に登路
を見付けアタックに向かったが、
パートナーの足首が膿んで倒れて

インダス川

ナンガ・パルバット
（8126ｍ）

TRAVELOGUE

った。中央政府とフンザの地方政
府の２つの行政府発行のトレッキ
ング許可をもってしても、軍の壁

しまった。登山を中止し、担架に
乗せて撤退した苦い思い出がある

カール・マルクス
（6726ｍ）

高仙芝将軍はどちらの谷を登ったのか
年ぶりのヒンズー・クシュ踏査

は厚かった。この年、パキスタン
大使館のレセプションで、
「 パキ

髙橋善護（善数）

スタンは安全になりました。ぜひ
観光においで下さい」と大見得を
切っていたし、インドとの境のシ

（
『山岳』
第 年、
『岩と雪』 号）
。
昔はチトラルから歩いて８日か
かった道が、
今では車で１日だ。
年ぶりに再会したトゥイ・ゾムと

チ
ト
ラル
川
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ハラモシュ
（7409ｍ）

ギルギット

カラコルム

フンザ

ヤシン

マスツジ

チリンジ峠
（5247ｍ）
カランバール峠 （4343ｍ）
ダルワザ峠
（3880ｍ）
ガーヘル峠
（3804ｍ）
バローギル峠
（3804ｍ）
ジンディハーラム峠（4700ｍ）
ダルコット峠
（4575ｍ）
トゥイ峠
（4499ｍ）
シャージナリ峠
（4259ｍ）
シャンドール峠
（3735ｍ）

（7788ｍ）
ラカポシ

ギルギット川

Ⓙ

ブニ・ゾム
（6551ｍ）

バツーラ
（7794ｍ）

ジ
ラ
・
ー

ズ
ン
ヒ

ティリチミール
（7706ｍ）

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

チトラル

Ⓘ

ダルコット

Ⓗ

ン
ヒ

ノシャック
（7492ｍ）

ババグンディ

Ⓐ
コヨ・ゾム

チャプルサン渓谷

Ⓑ
ⒺⒹⒸ
ババタンギ
（6507ｍ）

Ⓕ
Ⓖ

アフガニスタン

15

アチェン氷河の山や、ヒンズー・

52

）
ジャ
バン
・
ュ
・イ
シ
アブ
ク
（
川
・
ス
ー
サ
ズ
オク

16

ブラッツヨースの大岩峰に、心を

11

中国
ワハン谷

タジキスタン

52

ラジのコヨ・ゾム、アフガニスタ

63

897−２０20・2・２０
山

ヒンズー・クシュ／カラコルム概念図

パミール

パキスタン

897−２０20・2・２０
山

乱さざるを得なかった。
ヤルフン川沿いに造られた車道
は、バローギル峠下より先のラシ
ュカルガスまで通じていたが、私
たちは真夜中に車で通ったため、
ヒンズー・クシュの核心部を見る
ことができなかった。
朝起きて驚いた。目前にヒンズ
ー・ラジの大山脈が開け、最高峰
のコヨ・ゾム
（６８７２ｍ）
やトゥ
イⅠ峰
（カロール・ゾム、６６６０
ｍ）
などが並んでいる。後ろは、
ア
フガニスタン国境上のバローギル
峠の東隣にあるガーヘル峠（３８
０４ｍ）
だ。
ガーヘル峠はここから
距離１５００ｍ、高度差２００ｍ
で、１時間もかからない所にある。

ダルコット谷は傾斜も緩く、
一直線の谷だ

ジンディハーラム谷か
ダルコット谷か
次いでチリンジ峠の雪辱として
ダルコット峠
（４５７５ｍ）
へ行く。
峠から北東に流れるジンディハー
ラム谷を登って峠に立ち、北西に

の大事業の顛末についてはつぎの
三章と二二章で述べることにする
が……」
と書いているものの、
『中
央アジア踏査記』は二一章で終わ
り、二二章がない。
スタイン研究家の井出マヤさん
に調べていただいたところ、スタ
インは著書『セリンディア』と『イ
ンナーモースト・アジア』
（ともに
英文）
に、
高仙芝の軍がジンディハ
ーラム谷
（原文は英語で別名。
筆者
が現地名に直す。
以下同じ）
からダ
ルコット峠を越えたと考える根拠
は、１８９５年に帝政ロシアと領
土確定交渉を行なった大英帝国の
パミール国境査定委員会が、ポニ
ー６００頭を連れてギルギットか
らワハンに入った際、往復ともジ

の二章に「この記念すべきシナ人

よって峠へ登ったとしている」
と。
スタインは
『中央アジア踏査記』

その前者
（ジンディハーラム谷）
に

検家のオーレル・スタインは、
「い
ろいろ考証の末、高仙芝の軍隊は

を実地に調査した、中央アジア探

はまた、
『ヒマラヤの高峰』コヨ・
ゾムの章に、この遠征軍のルート

ット峠へ２日だろうか。深田さん

高く登る ）
、とスタインが書いて

コット谷経由よりも１３００ ほ
ど登るのが低い（実際は１２０ｍ

ジンディハーラム谷の方が、ダル

もう一つの根拠として、ワハン側
からダルコット峠を越える場合、

を越えている可能性があること。

を越えてアフガニスタンに入って
いるので、高仙芝軍もダルワザ峠

ルフン川に降りてからダルワザ峠

三日、
ダルコット峠に至る」
とある。 ンディハーラム谷を通過している
バローギル峠越えに１日、ダルコ
こと。そして、委員会の一行はヤ

泊めてもらった家のあるガーヘル
流れるダルコット谷を下ってヤル
集落は、南斜面の大草原の中にあ
フン川に降りる、１泊２日の一周
って、ヒンズー・クシュの核心部、 コースだ。
バローギル
（ボロギル）
盆地と呼ぶ
ダルコット峠は、７４７年に唐
に相応しい場所だった。
の高仙芝将軍が１万の軍勢を引き
ラシュカルガスより先の車道終
連れ、ワハン谷からヒンズー・ク
点、イシュワール集落からカラコ
シュ最低鞍部のバローギル峠を越
ルムとの境、
カランバール峠
（４３
えてヤルフン川に降り、次いでダ
４３ｍ）
に行き、
カランバール湖を
ルコット峠に登りヤシン、ギルギ
一周した。
ットを攻めた歴史的に著名な峠で
ある。この高仙芝将軍がダルコッ
ト峠に登った道が、ジンディハー
ラム谷なのか、ダルコット谷なの
か議論がある。
深田久弥の
『中央アジア探検史』
高仙芝の章には、３０００の兵を
ワハンに残し、７０００の兵を引
き連れて、
ワハン谷から
「進むこと

ジンディハーラム谷は見通しが悪く、峠は見えない

ft
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宣言を出したものの、国境には監
視の目を光らせている証であった。
早々にバローギル
（ボロギル）
を
離れ、
次の峠に向かう。
シャージナ
リ峠
（４２５９ｍ）
へ登るシル谷か
らは、 年前に登り損ねたトゥイ
峠のカマロー・ゾムがよく見える。
峠の下りで道を間違えてしまっ
たが、シャージナリ谷のツリコー
川出合近くに、山から転げ落ちた
大岩が重なってできた自然の大岩
橋があった。この橋は１９３５年
に峠を越えた探検家レジナルド・
ショーンバーグが『異教徒と氷河
―チトラール紀行』に書いている
橋で、 年以上も流されずに残っ
ていた。
年ぶりのヒンズー・クシュ再

訪だったが、実り多き山旅であっ
た。

■8

52

84

いる、とご教示いただいた。

ダルコット峠を下った後、国境
上のバローギル峠
（３８０４ｍ）
を

氷河がどのようになっていたか分
からないものの、地形は変わりよ
うもない。とにかく、
「あと２日」
で峠に立たねば史実と合わない。
南のダルコット村へ行くために名
付けられたダルコット谷である。
ジンディハーラム谷ルートをとっ
たのであれば、なぜダルコット峠
より高い「ジンディハーラム峠越
え」との記録が残されなかったの
だろうか？
７０００の大兵力が、ヤシン背
後の峠から急な南面をダルコット
村目掛けて１８００ｍも駆け下っ
て攻め込んだのだと思うと、ワク
ワクする。私はダルコット峠の現
場を歩きながら、そんなことを考
えていた。

訪れたく、イシュカル

それに比べてジンディハーラム
谷は二俣に分かれ、登路の右俣は
下から見ると右に回っていて、奥
に峠があるとは思えない、見通し
の悪い谷である。その上、最上部
の大雪原に入ると、どこを越えれ
ばダルコット村に通じるか分から
ない。私たちには地図があり、先
人の資料によって右の雪稜（ジン
ディハーラム峠
〈４７００ｍ〉
。峠
というより乗越）
に登って初めて、
１２０ｍ下の大雪原に２つの門柱
に挟まれたダルコット峠が見える、
複雑なルートである。
それにヤルフン川出合（３６３
０ｍ）は深いゴルジュになってい
て、左右の谷の方がよほど開けて
いて入谷を間違えそうだ。地元民
に案内させたとしても、まずは斥
候を出して谷全体の偵察をしてか

ワルズの陸軍駐屯地で
打診するも、峠往復は

私はダルコット谷説を支持
私は現地で両方の谷を登下降し
てみて、ダルコット谷説を取りた

らでないと、７０００の大軍勢を

許可されなかった。峠

い。ダルコット谷は、ヤルフン川
出合のチカール集落
（３６９０ｍ）

の傾斜は緩く、大きなクレバスも
引き連れてこの谷には入れない。
少なく、馬やヤクでも登りやすい。
スタインは１９０６年と１９１

から峠まで高度差９００ｍ。氷河

３年の２回ともダルコット谷を登

には監視カメラがあり、
兵 隊 も 常 駐 し て い る、

えようもなく、大雪原の肩まで登
ると、門柱のように２つの岩峰の

谷は一直線に流れているので間違

降していて、
ジンディハーラム谷を
登ってはいない。
「 国境査定委員

と村人たちが言うのも
は弱い。一度登っていれば、結論
本当だろう。砦の塔の
は違ったものになっていただろう。 窓には、峠に向けた機
１２７２年も前の話であるから、 関銃口が見える。安全

ショーンバーグも見た自然の大岩橋

ジンディハーラム峠の右下にダルコット峠を見る

会が通ったのだから」とする根拠

間の雪原が開いていて、南へ下る
峠と分かる。この谷は下から全体
を見通せ、指揮官にとって部隊を
把握しやすい登路である。

52

897−２０20・2・２０
山
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山
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追

主で、いつも笑いの中心にいた。
そして、子どものころから文章
が非常にうまく、面倒な内容の文
章も、あまり推敲することなく書
くことができた。彼の記録が輝い
ているのは、文章の力によるとこ
ろが大きいと思う。
卒業後、大会社のモーレツ社員
になったため、厳しい登山はでき
なくなった。それでもアコンカグ
ア南壁やジャヌーの遠征に参加し
て、常に第一線で活躍している。
スキーは子ども時代から得意で、
新雪を自在に滑ったが、山スキー
をする体力がなくなるとやめてし
まった。ゴルフも歳を取ってから
始めてすぐシングルになったが、
これ以上進歩する可能性がないと

月に 歳で没したが、
常に
「より高
き」
を求めた男の一生であった。

82

橋村一豊の想い出

と組んでの北岳・バットレス中央
稜冬期第２登からである。
その後、彼の行なった初登攀は、
無雪期の剱岳・源次郎尾根Ⅰ峰平
蔵谷側上部フェース、チンネ正面
ｈクラック、
池ノ谷右俣中央壁、
前
穂高岳・北尾根Ⅳ峰正面。積雪期
は鹿島槍ヶ岳・北壁直接尾根、北
穂高岳・滝谷Ｃ沢右俣奥壁、同ド
ーム正面壁などがある。
剱岳・別山平に立つと、目の前
に源次郎尾根Ⅰ峰平蔵谷側フェー
スが颯爽と屹立している。それを
見ているうちに、彼はあの真ん中
にルートを開きたいと思う。思い
立つと相手を選ばず、すぐ実行し
た。岩に対して彼はリカルド・カ
シンのような直感力があり、登れ

部を、一流の実力を有するクラブ
に育て上げた。強引なところも多

（成城大学鉄人会会員）

10
かったが。独特のユーモアの持ち

10

O B I T U A R Y

山田英二

バテたが、何か強く山に惹かれた。
高校１年のとき、山好きの先生
に連れられて立山・剱岳に登った。
彼は何かに興味を持つと徹底的に
集中するのが性分である。学校が
小田急沿線にあるので丹沢が活躍
の場となり、特に指導者はいなか
ったが、易しい沢から難しい沢へ
と、毎週のように山を駆け回った。
成城大学で山岳部に入部したが、
当時、部は冬の剱や白馬に登るの

支部での自然保護活動や「猿投の
森づくりの会」を立ち上げた経緯

橋村一豊は昭和 （１９３７）
年
生まれで、
小学校から大学まで、
成
城学園で過ごした。本格的な登山
を始めたのは中学２年のときから
で、先輩に連れられて丹沢・勘七
ノ沢を登った。その後、山スキー
をするため、成城の山小屋がある
白馬・栂池に登った。当時、リフ

ボルトを連打して登るようなルー
トは好まなかった。何よりも登攀

などを語れる情報を、私は持ち合

判断すると、完全にやめてしまっ
た。運動能力が落ちるにしたがっ

の本質的な楽しさを追求した。

わせていない。
精悍だった彼が、最後に認知症

ると思うと必ず登れた。使うハー
ケンは極端に少なかった。埋め込

優秀なクライマーであったが、
同時にカリスマ的なリーダーシッ

になったのが悲しい。令和元年

て関心は山から森に移った。東海

プがあり、 名に満たない小さな

みボルトを使ったこともあるが、
1937年 東京都世田谷区に生まれる
1960年 成城大学経済学部を卒業。在
学中は山岳部に所属、剱岳や
穂高岳で数々の初登攀を記録
1964年 日本山岳会入会。紹介は田中
栄蔵、岸田権二、梶本徳次郎
1966年 日本山岳会東海支部アンデス
学術遠征隊に参加、アコンカ
グア南壁を第４登
1974年 成城大学ジャヌー（現クンバ
カルナ）遠征隊に登攀隊長と
して参加、第２登を果たす
2004年 東海支部に「猿投の森づくり
の会」を立ち上げ代表に
2019年10月 逝去、享年82

が精一杯の実力だった。だが、彼
の入部で一変した。部が初めて登
山界で評価されたのは、市川章弘

会員番号5821

トはなく大糸線の信濃森上駅から
の歩きだった。重荷を担ぎシール
を着けてのラッセルでしたたかに

橋村一豊（はしむら・かずとよ）

12
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宮崎紘一

悼

たもので、最初のパキスタンでの
に連れ出し、大ハングに挑戦させ
登山と調査以来、 年を超す年月
られたこともあります。一方、１
をこの調査に費やした成果です。
９７７年発刊の農大山岳部の部報
先輩は東京農業大学山岳部出身 『報告３号』
に、中間発表ともいえ
で、私の６年先輩です。私が入部
る
「カラコルム氷河周辺図」
と解明
したてのころは雲の上の大先輩で、 にまつわる一文を寄せて、山岳部
当時からご自分の山登りを熱く語
の山登りが染み付いていたＯＢた
って周りを惹き付け、仲間として
ちを驚かせたものでした。
いく特技を持っていました。会津
地図作成の間も同志を募ってネ
の造り酒屋の２代目として社用で
パールの小学校建設の援助を行な
上京する機会を利用して、山岳部
い、 校を超す校舎を建設してい
の部室に立ち寄ってくれました。 ます。 歳になってからも、ＪＡ
当時はあまり知られていなかった
Ｃ福島支部のカラコルム登山隊の
奥只見地域の沢や岩壁の写真を私
総隊長として、東日本大震災で計
たちに見せて熱く語り、郷土の山
画の実行が危ぶまれた隊を「復興
を世の中に紹介しようと意気込ん
を世界にアピールするために頑張
でいた様子が、今でも目に浮かび
ろう」
をスローガンにして実行。
自
ます。そして、奥只見に若手ＯＢ
らＢＣで指揮をとり、２峰の初登

追
ていたパキスタン山岳祭で、
「ナ
ジール・サビル山岳賞」の第１回
受賞者に選ばれたとのことで、さ
らに認識を深めさせられました。
先輩の業績は、２００ 年に秩
父宮記念山岳賞を受賞した著作
『ヒンズークシ・カラコルム登山
地図』
により周知のとおりです。
こ
の仕事は、インダス川流域からア
フガニスタンの砂漠まで、東西２
０００㎞にわたる広大な地域の６

追悼 宮森常雄先輩

宮森先輩が昨年８月 日に亡く
なられた。この日は偶然にもパキ
スタンの独立記念日で、先輩とヒ
ンズー・クシュ、カラコルムとの
縁を感じます。この追悼文を書く
に当たって優子夫人に相談をして
いたとき、夫人がナジール氏から
乞われて分骨を届けにパキスタン

宮森イズムを貫き通して 年の人

らに興味を持った私たちを三ツ峠

て、ダブルザイルとアブミの使い
方を指導してくれたものです。さ

木の枝をオーバーハングに見立て

間を忘れて部室からザイルと三つ
道具を持ち出し、キャンパスの大

説明してくれました。ときには時

に当たり、心残りになっています。

ですが、紹介する機会がないまま
になっていることが、先輩を送る

製による日本初の埋め込みボルト

と渡された物があります。昭和
年、宮森常雄設計、佐々木健臣作

き、先輩から
「君に預けておくよ」

33
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10

80

を連れ出して田子倉湖を船で渡り、 頂を成し遂げています。亡くなる
アプローチのない沢を登ったりし
まで登山との関わりを持ち続け、

30

山岳部の知らない山登りを語り、 生を生き抜いた先輩でした。
最先端の人工登攀の用具や技術を
私がＪＡＣの役員をしていたと

87

2

福島県会津若松市生まれ
東京農業大学醸造科を卒
業、宮泉銘醸（株）に入社。
在学中は山岳部に所属
1964年 日本山岳会入会
1967年 東京農大ヒンズー・クシュ学
術調査隊に隊長として参加
1977年 日本Ｋ２登山隊の学術隊員
としてバルトロ氷河を測量
2001年 『ヒンズークシュ・カラコルム
登山地図』を刊行
2002年 「秩父宮記念山岳賞」を受賞
2012年 ＪＡＣ福島支部の登山隊総
隊長としてカラコルムへ
2019年8月14日 逝去、享年87

たときは、得意満面でした。

1932年
1958年

０００ｍ以上の１２１５峰が緯
度・経度で位置付けられ、地形の
特徴と登山史を含む情報が記され

会員番号5723

に行くと聞き、ますます縁を再認
識していたところです。帰国した
夫人の話では、おりから開催され

宮森常雄（みやもり・つねお）

14

897−２０20・2・２０
山

897−２０20・2・２０
山

11

受賞したNazir Sabir Mountaineering Award

著作をナジール氏に贈呈する優子夫人

の敬意の表われだったということ
を、のちに観光省で聞かされた。
永年患っていた慢性関節リウマ
チに苦しみながらも、ネパールで
の学校建設やカラコルム研究に情
熱を注いでいた氏とは永年、
「ヒ
ンズークシュ・カラコルム会議」
主催者と常連参加者の関係である。
個人的に親しく話すようになった
のは１９９２年ごろ、ネパールの

されたが、自らの足で現地へ赴け
なくなってからも引き続きその地

出版後にいくつかの誤りも指摘

し、
辛さを一時的にでも忘れて、
楽

を踏み入れたカラコルムの小さな
峰々からの写真を熱心に山座同定

いるときも同じだった。我々が足

秩父宮記念山岳賞を受賞したのは、 をいただいた。これはその後、４
ご承知のとおりである。
年に及ぶ悪性リンパ腫で苦しんで

安宿で遭遇してからである。
病の辛さが出ると、
決まって
「気
くもパキスタン独立記念日の８月
日。夫人から連絡をいただいた
ものの、家族で静かに葬送したい

図の加筆訂正を行なっていた。２

しんでおられたようである。
（日本ヒマラヤ協会、ヒマラヤン

では
「宮森氏逝去」
の報が飛び交い
始めた。一段落したころ、宮森氏

付け薬代わりの写真を！」と連絡

との気持ちを察し、私は胸の内に
秘めておいた。しかし、どこから
聞き付けたのか、パキスタン国内

０１２年にＪＡＣ福島支部が初登
頂した日パ国交樹立 周年記念登

クラブ会員）

登山地図』
を発刊、
ＪＡＣの第５回

を慕っていた彼の地の人々から散

山の未踏峰への許可も、宮森氏へ

13

骨の希望を聞かされ、そのことを

60

14
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故宮森常雄氏 が 第 １ 回
ナジール・サビル山岳賞を受賞

夫人に伝えたところ、まずはお世
AWARD
話になった方々に会いに、遺骨と
ともにイスラマバードまで行きた
いとのこと。当初は夫人独りで訪
寺沢玲子
パの予定だったが、いろいろな事
が、カラコルム
パキスタン国内各地で２週間に
情があり、結果的に私とふたりで
taineering Award
地図作成者の故宮森常雄氏に授与
わたって開催された第９回パキス
行くこととなった。
され、優子夫人がスペシャル・ゲ
タン山岳祭の締めくくりのイベン
宮森氏は１９６７年に、東京農
ネパール大使
ストの
トが２０１９年 月 日、国連食
業大学学術調査隊隊長として当時
Sewa
Ramsal
から代理受賞した。
糧農業機関とパキスタン貧困緩和
は資料や地図の極めて乏しかった
ナジール氏に、候補者のひとり
基金の支援を受けてイスラマバー
チトラルに入域、１９７７年には、
大学で行なわれ、今
として宮森氏を挙げたけど、どう
ドの
日本Ｋ２登山隊の学術調査隊員と
Comsats
回初めて創られた５つの賞がそれ
なるか分からないとお聞きし、と
してバルトロ氷河の測量を行なっ
ぞれ授与された。
りあえず誘われるままに会場に足
ている。その後もアフガニスタン
その一つ、同国登山界牽引者の
を運んだというのが実情。我々は
やパキスタン山岳地域の地形調査
ひとりであるナジール・サビル氏
授賞式のために訪パしたわけでは
を精力的に行ない、１９７９年に
の名を冠した Nazir Sabir Moun- なかったため、夫人は会場で名前
同地域の地図を作成、２００１年
を呼ばれて初めて受賞を知り、驚
には、それに肉付けした山岳研究
きと感動でいっぱいだったようだ。 書と 枚の地図シートを併せた大
宮森氏が亡くなられたのは奇し
作『カラコルム・ヒンズークシュ
12

活
山行委員会

動


報

年次晩餐会記念懇親山行
「三ツ峠山」
に参加して
年近く前、富士山に登った折、
下山後に河口湖から三ツ峠山を眺
めた記憶があり、今度は三ツ峠山
から富士山を見てみたいと思い参
加を決めた。
三ツ峠山は開運山
（１７８５ｍ）
、

告
気は快晴で真っ白な雪を被り、太
陽の光を浴びて輝く富士山を間近
に見て、早くも興奮状態に。走る
バスの中から苦戦しながらもなん
とか写真を撮る。
時半ごろ、三ツ峠登山口近く
に着いたあたりで、そこから先は
大型バスが通れず小型バスで３往
復することになった。そのため全
員そろっての登山スタートとはな
らず、着いた人から順に出発。３
班に分かれ、私は２番目のグルー
プの約 名で登り始める。

にベンチがあり小休止。各自水や
行動食をとる。そこからさらに
分ほど登山道を登って三ツ峠山荘
前の広場に到着。
振り返ると、目の前に巨大な富
士山がデーンとそびえていてびっ
くり！ 登山道は林に囲まれ周り
の景色が見えなかったので、突如
現われた巨大富士に言葉もない。
しばらく写真を撮ったり、周りの
人たちと
「きれいですね」
「すごい
ですね」
と富士山礼賛をしたのち、
三々五々ベンチに座って美しい富
士山を見ながらの昼食。
３番目のグループの人たちも到
着して昼食を済ませると「写真を
撮ります！」
の声がして、
三ツ峠山
荘と四季楽園の中間地点にある広

がとうございました。
（東九州支部 下川智子）

来た道を下る。 時 分。登山口
に到着する。
ここで朝乗ってきたバスの１台
が故障したので、全員が１台のバ
スで帰ることになったとの説明が
ある。２時間以上のバスの旅も他
支部から参加の会員の方々との山
談義が弾み、あっという間だった。
渋滞で予定より約１時間遅れて
時 分、新宿駅西口に到着。あ
たりはすでに暗くなっていたけれ
ど、快晴に恵まれ、最高の富士山
を見られた満足感で笑顔いっぱい
の皆さんと口々に再会を約しお別
れした。
このすばらしい山行を企画、準
備してくださった山行委員の皆さ
まに心からお礼申し上げる。あり

コースは三ツ峠登山口から開運
念撮影。遠く北西方向に広がる南
山山頂までの道を往復する。登山
アルプスの山々、
「あれは甲斐駒、
道は狭いながらも整備されていて、 仙丈、間ノ岳……」と山行委員の
ブナの林に囲まれた気持ちの良い
方々が教えてくださる。

場に集合。逆光で富士山をバック
の写真は撮れなかったが全員で記

登山道を 分ほど登る。 時 分、

御巣鷹山
（１７７５ｍ）
、
木無山
（１
７３２ｍ）の つの山の総称との
ことで、今回はその一つの開運山
に登った。
月 日㈰午前８時、ＪＲ新宿
駅西口・工学院大学前に集合。参
加者 名がバス２台に分乗して８

山歩きが続く。黄色のスカーフを
巻いた山行委員の方々が先頭、中
間、最後尾にいて、全体の様子を

山頂到着。立派な開運山山頂の標
識と富士山をバックに各自写真を

13

20

そこから開運山山頂へは、富士
山を見ながら整備された階段状の

時 分、出発した。出発して間も
なく、今回の山行の責任者で山行
委員長の征矢三樹さんより日程の

見ながら安全登山に気を配りなが
ら歩かれていた。

40

確認、諸注意があった。
分ほど過ぎるとバスの車窓か

50

15

13

8

ら大きな富士山が見えてきた。天

40

12

55

10

30
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日本山岳会の
各委員会、同好会の
活動報告です。

撮る。 時 分下山開始。下山は

20

10

出発から 分ほど歩いたあたり

3

10

897−２０20・2・２０
山

18

30

14

30

897−２０20・2・２０
山

支部
だより

熊岡 達夫 会員

30

静岡支部創立70周年
記念事業
木村 勝利 会員

50

静岡支部創立70周年
記念事業

安間 荘 会員

10

静岡支部創立70周年
記念事業

山崎 郁郎 会員

15

静岡支部創立70周年
記念事業

照内 豊 会員

20

静岡支部創立70周年
記念事業

西村 しのぶ 会員

10

静岡支部創立70周年
記念事業

青野 興喜 会員

35

静岡支部創立70周年
記念事業

海野 俊久 会員

10

静岡支部創立70周年
記念事業

實川 欣伸 会員

20

静岡支部創立70周年
記念事業

久保田 保雄 会員

30

静岡支部創立70周年
記念事業

小西 晃 会員

100

静岡支部創立70周年
記念事業

有元 利通 会員

10

静岡支部創立70周年
記念事業

17

静岡支部創立70周年
記念事業
（一万円未満
４名の氏名省略）

越後支 部

雷鳥保護活動資金
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越後ＹＯＵＴＨ設立経緯
とその取り組み

50

40

古川 研吾 理事

74 70

日本山岳会運営費

会長となった高頭仁兵衛翁
《注》
を
顧問とし、藤島玄初代支部長から
爾来七十有余年の伝統と実績を有
し、支部会員数で一大勢力を形成
して一目を置かれた支部であると
自負してきた。戦後混乱期の支部
創立だったが、日本山岳会マナス
ル初登頂に象徴される時代でもあ
り、
「日本山岳会」
のブランド力と

登山ブームにより入会者も多く、 １名、 歳台 名で 歳台以上が
「何もしない支部」
と称して支部会
１６０名ほどの極端な逆ピラミッ
員の勧誘・加入や育成を考えなく
ト形を呈していた。さらに 年後
ても発展し活動できた時代だった。 の状況を考えると、まさに支部存
しかし、
「年々歳々花相似たり、 続の危機的状況にある。精力的に
歳々年々人同じからず」と白頭を
登山を志す若手会員を増強し、バ
悲しむ翁の詩のとおり、年月の経
ックアップしなければ支部活性化
過により組織の新陳代謝がなくな
は成り立たない。
り、会員減少と高齢化の傾向が進
昨年７月 日に開催した越後支
み徐々に活力を失ってきた。以前
部伝統行事の「第 回高頭祭・第
から問題提起されて改革意識はあ
回弥彦山たいまつ登山祭」
に、
本
ったが具体的対策ができず、この
部から古野会長と野澤・坂井両副
年ほどで会員数は２５０名→１
会長も参加していただき、支部会
８０名と 名強の減少。平均年齢
員と交流しながら将来的課題を話
は 歳→ 歳へと７歳上昇した。 した。越後支部では早急にできる
昨年までの支部会員構成は 歳台
限りの対策を取るべく、今年度よ
り支部長直轄の「ＹＯＵＴＨ委員

本部YOUTHと越後YOUTHの交流会メンバー

10

15

67

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。

匿名希望

21

北九州支部ルーム
運営費

33

300

2

日向 祥剛 会員

越後支部は、１９４６
（昭和 ）
年 月５日創立で、全国 支部で
は関西支部に次ぎ 番目に誕生し
た支部だ。日本山岳会創立発起メ
ンバー中、唯一地方出身で第２代
受入金額など
寄附の目的、その他
（単位千円）
寄附者など

12

（令和２年1月31日まで）

寄附金及び助成金などの受入報告

66

50

13

25

60

62

10

ら知識や技術の普及啓蒙を図り、
日本山岳会の魅力をアピールして

会員の勧誘・加入と育成を目的と
する公募登山や登山セミナーを企
画し、登山の楽しさを体験しなが

して支部再生への結果を出したい
と考えている。現在、越後ＹＯＵ
ＴＨ３ヶ年計画を策定しており、

してきており、支部活動の活性化
に大きく踏み出している。この機
運をもって、引き続き総力を結集

会」
を設置し、
支部再構築と活性化
への取り組みを説明し、本部ＹＯ
ＵＴＨ ＣＬＵＢに協力と支援を
依頼して行動を起こすことにした。
２０１２年の公益法人化以降、
越後支部の事業多角化を進め実行

でないと特定できない」と言われ
（支部長・桐生恒治）
た。 

義の付く名前を命名している。山
の仁兵衛は９代目で、名前は義明
と名乗り、本来は高頭仁兵衛義明

頭家の系図を見せていただき、次
の指摘を受けた。
「 高頭仁兵衛は
代々の世襲名であり、個人名には

岡市深沢町在住で分家
（西高頭）
の
御当主・高頭璋氏にお会いし、お
話を聞く機会を得た。その際に高

支部入会を促す。
支部の将来を背負う若手中堅会
員には、伝統行事の継承を指導し
ながら将来的な幹部リーダーとし
て育成し、
本部ＹＯＵＴＨ ＣＬＵ
Ｂとの交流や情報交換を通して、
日本山岳会の仲間づくりを推進し
ていきたいと思う。日本山岳会の
全国ネットワークを利用し、本部
や各支部との連帯感を醸成して、
国内および海外の登山などにも連
携できる環境づくりを進めたいと
考えている。現在、本部ＹＯＵＴ
Ｈ ＣＬＵＢと越後ＹＯＵＴＨの
仲間で、スノートレッキングや雪
崩講習会などで交流が始まり、仲
間づくりが芽生えてきている（写
真）
。
《注》
筆者は、高頭翁の出身地、長
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山

交流会での搬送訓練（妙高・杉ノ原）

897−２０20・2・２０
山

で うら

北九州支部

22

信濃支 部

第３回槇有恒碑前祭

がしら

第３回槇有恒碑前祭は令和元年
月 日㈰、快晴の下、北九州市
かざ し
かざ
門司区の風師山（別称＝風 頭 山）
山頂に設置されている槇有恒記念
碑と略歴碑の前で行なわれた。
今回の碑前祭には、森武昭元日
本山岳会会長
（神奈川支部）
、高木
荘輔福岡支部長ほか北九州支部会
員を含め 人が出席した。主催者
として、関口前支部長が挨拶を行
ない、次に森元会長の来賓のご挨
拶、北九州市門司区長の祝辞を北

20

急を築き上げ、電鉄王と言われた
五島慶太やヒマラヤ観光開発株式
会社を創業し、ホテルエベレスト

地で、残念ながら眺望はなく、記
念写真を撮り早々に下山した。計

10

信州の里山―青木三山

てから間違ったことに気付いた。
結局大明神岳を諦め、そのまま歩
を進めて保福寺峠に登り、ウェス

次回はメンバーそれぞれで登るこ
ととし、青木三山の山行を閉じた。

（事務局長・古幡開太郎）

里山とはいえ、侮ればとんでもな

画では女神岳を予定していたが、

トン師の足跡を偲ぶことにした。
午後は計画を変更、夫神岳に登
ることとし、
登山口である
「まるべ

30

い所に出るという、怖い思いをさ
せられた山行であった。
30

■ 15
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夫神岳は
「出浦富士」
とも呼ばれ
る左右対称の独立峰で、毎年７月
日に
「岳の幟」
を立てて、雨乞い
が行なわれていた。別所温泉を挟
んで女神岳があり、ともに干ばつ
に悩んだこの地域で雨乞いを行な
った山として知られている。
この日の宿は、信濃支部員でも
ある宮原岳子会員が経営する島崎
藤村縁の宿・田沢温泉「ますや」
。
木造３階建ての味わい深い旅館で
汗を流した。
明けて 日は、昨日登頂を諦め
た大明神岳に再チャレンジする。
宿から 分ほどで登山口を見付け
て登高開始。急な西尾根を登るこ
と 分で頂上に達した。
頂上は雑木に囲まれた小さな平
15

45

りーオートキャンプ場」へと向か
った。無料駐車場に車を置き、頂
上を目指す。頂上までアカマツ林

24

の急登を登ること約１時間 分、
つく ば
途中「月波の泉」という湧き水も
あって、厳しくも快適な登高だっ
た。

風師山山頂での記念撮影

ビューを建て、先日亡くなられた
信濃支部では、東英樹副支部長
たかし
宮原 巍 の誕生地としても知られ
が山行委員長となり、毎月の山行
ている。
計画を立てている。２０１９年度
この山行の参加者は４名、８月
は
「温泉と山」
をテーマに、雷鳥沢
日㈯の朝、松本から三才山トン
と地獄谷温泉、白馬岳と白馬鎗温
か け ゆ
１
ネルを抜け、
鹿教湯温泉を左折、
泉、黒部峡谷・下廊下と阿曽原温
４３号線を青木村に向かった。途
泉などが計画され、８月は青木三
中の道標に大明神岳コースの標識
山と田沢温泉で催行された。
ちいさがた
があったので標識を左に折れ、長
長野県 小 県郡青木村には、山
名に
「神」
の名が付く山が３つあり、 沢川に入って途中で車を駐め大明
「青木三山」
と呼ばれている。大明
神岳に向かった。地図を持参せず、
お がみ
（１２５
神岳
（１２３２ｍ）
、
夫神岳
スマホのアプリを頼りに大明神岳
０ｍ）
、女神岳
（９３０ｍ）
だが、い
の登山口を探したのだが見付から
ず、いつしか東山道の茶屋跡に出
ずれも独立峰である。青木村は東

再挑戦して登頂した大明神岳山頂

山

この頂に立つ 幸福の輝きは
これをとらふる 術を知りし

九州支部の丹下副支部長が代読披
露した。その後、献花を三宅会員
が謹んで捧げ、町元会員の指揮で
「坊がつる賛歌」
の合唱を行なった。
粛々と一連の記念行事が進んだの
ち、槇有恒記念碑の前で全員の記
念写真を撮った。
記念行事が終わった後、山麓の
「門司倶楽部」
に席を移し記念食事
会を開催した。会は園川顧問の乾
杯に始まり、森元会長より越後の
銘酒
「八海山」
の差し入れもあって、
楽しく大いに盛り上がった。伊藤
顧問の万歳三唱、竹本副支部長の
閉会の挨拶に続き全員の記念写真
を撮り、本日の槇有恒碑前祭を終
えた。
ここで槇さんの記念碑がなぜ風

する。 

山人たちの 力によるものなり
昭和三十三年十月
槇 有恒

師山に設置されたのかを、関口興
洋前支部長の文により経緯説明を
（榊 俊一）

《１９５６年、マナスル初登頂に
成功した第３次マナスル登山隊の
隊長を務めた槇有恒氏が初登頂の
報告をするため、１９５８年に九
州の各地を回り、 月、旧門司市
にあった毎日新聞西部本社へ、支
援をいただいたお礼の挨拶に立ち

寄られた。そのとき、風師山早朝

10
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登山会の堤甚五郎会長（元日本山
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師山に
ご案内した。当時の感慨をのちに
したためた槇さんの詩文を基に、
堤さんが記念碑を設置した。
》

「坊がつる賛歌」の合唱指揮をする町元会員

図書受入報告
（2020年1月）
著

者

高田哲郎
高田哲郎
埼玉新聞特別編集
委員室 (編)
雁部貞夫
伊藤精一
弘前市立郷土文学館
(編)
樋口明雄
羽根田治
加藤公夫
九州大学山岳会 (編)
津軽百年の森づくり
京都トレイルガイ
ド協会
(編著)
小泉武栄

書

名

頁／サイズ

発

行

者

発行年 寄贈／購入別

秩父の地名の謎１０１を解く ：
秩父が解れば日本が分かる
秩父の地名の謎９９を解く ：
秩父が解れば日本が分かる
地名は語る ：埼玉の歴史と伝承

365p／19cm 埼玉新聞社

2018 出版社寄贈

320p／19cm 埼玉新聞社

2019 出版社寄贈

200p／18cm 埼玉新聞社

2019 出版社寄贈

わがヒマラヤ 雁部貞夫自選歌集 ：
オアシス・氷河・山々
俺のアラスカ ：
伝説の日本人トラッパーが語る狩猟生活
岩木山と文学：
弘前市立郷土文学館開館30周年記念
北岳山小屋物語
山岳遭難の傷痕：十大事故から読み解く
松浦武四郎の釧路・根室・知床探査記

303p／22cm 青磁社

2019 著者寄贈

267p／19cm 作品社

2020 萩原浩司氏
寄贈
2020 発行者寄贈

44p／30cm 弘前市立
郷土文学館
302p／19cm 山と溪谷社
399p／19cm 山と溪谷社
277p／19cm 北海道出版
企画センター
391p／26cm 九州大学山岳会

2020 出版社寄贈
2020 出版社寄贈
2019 出版社寄贈

めろ・さてぃ (No.9) ：
2019 発行者寄贈
九大山岳部 創部70周年記念特集
岩木山弥生登山道整備事業報告書 2019年 16p／30cm 津軽百年の
2020 発行者寄贈
森づくり
京都一周トレイル (英和バイリンガル表記)
240p／21cm ナカニシヤ出版 2020 出版社寄贈
日本の山ができるまで：
5億年の歴史から山の自然を読む
■ 16

216p／22cm A & F

2020 出版社寄贈

甲斐百山

図書紹介

ながら望める、展望の山だ。

けで５４４座。高峰や秀峰に恵ま
れ る。 け れ ど 本 書 に あ る よ う な
人々の日常にある里山、主稜線を
外れたひっそりとした山にも目を
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日本山岳会山梨支部編

は、松濤明が
『風雪のビバーク』
に
記した
「甲斐駒環走」
を読み、厳冬
期にこの周辺を走るように巡る彼

故郷の山、日常にある山はあり
がたい。山梨県は名前がある山だ

近くの八王子山は往復２時間。甲
府の老舗登山道具店エルクでは、
毎土曜朝にトレランを開催する。
思い思いのペースで走った後、温
泉や朝ご飯へと三々五々散ってい
く集まりが、日常となっている。
大岩山は甲斐駒ヶ岳の北東に位
置する日向八丁尾根にある。古屋

山梨支部創立 周年を記念し、
これまでに歩き歩き登ってきた

に憧れ、その姿を追った。
これからの登山社会を牽引する
中堅たちも、
山梨県に多くいる。
１
２０周年記念事業の一つであるヒ

向けたい。それは、甲斐の山を知
るだけでなく、それぞれのゆかり

だが、
「 日向八丁尾根から外れた
不遇の山だけれど、甲斐駒の絶好
の展望台。黒戸尾根にわずかに咲
くクモイコザクラが、鞍掛山には
群生する」
と。
黄蓮谷を従えた甲斐
駒ヶ岳の苦味走る姿が目に浮かぶ
ようだ。
大菩薩峠の南に延びる小金沢連
嶺を
「甲州アルプス」
と名付けたの
は、甲州生まれの天野和明。初め
ての山に大菩薩峠を選ぶ人は多い
が、
「初めて」
を終えた先に、もっ
と甲州の山に登山に触れてほしい
と、天野は周辺を多方面から丹念
にガイドする。大菩薩峠を点で見
るのではなく、東西南北へ稜線を
往く。少し歩を進めると、新たな
愉しみもある。
甲州アルプスは、
正

山々から選んだ１００の山。
「山
梨百名山」
は、
山梨県が１９９７年
に選定したもの。そこに載らなか
った「埋もれた山々に息吹を与え

マラヤ・キャンプを主宰する花谷
泰広もその一人。北杜市在住。登
山を通じて、地元の地域活性化に
挺身する。大岩山の東にある鞍掛
山は、彼のツアー会社の目玉の一
つ。当初は、黒戸尾根の前段階と

の土地の山を思い、足元を見詰め

面に富士山がどんと構え、歩けば
歩くほど南アルプスが角度を変え

たい」
と古屋寿隆事務局長は言う。
古屋に甲斐百山の好きな山を尋
ねると、いくつも挙がった。甲府
市中央に位置する愛宕山は、子ど
ものころの遊び場だったそうだ。
今は五十余人ものグループが、毎

して、標高差のある鞍掛山を選ん

2019年12月
日本山岳会山梨支部
A5判208㌻
1500円（送料込み）
897−２０20・2・２０

朝山頂でラジオ体操をする。その

70

山

購入・問い合わせ＝古屋寿隆
０９０ ４５３９ ３０５９
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日 資料映像委員会 記念事業
委員会
日 山の自然学研究会
日 総務委員会 資料映像委員
会 フォトクラブ
日 スキークラブ バックカン
トリークラブ
日 家族登山普及委員会 ＹＯ
ＵＴＨ ＣＬＵＢ 麗山会
日 公益法人運営委員会 学生

越後
信濃
茨城

村山裕嗣
（１１３４９） ・１・
城戸 剛
（１６５２６） ・１・

退会
佐藤俊彦
（４８２３）
三井嘉雄
（９７１６）
村山和彦
（９９３５）

村川八重子
（１０１５８）
大山雄一
（１２０６５）
斉木和夫
（１２１２１）
遠藤銀朗
（１２９８６） 宮城
白川幸司
（１５５８７） 福岡
櫻井玲子
（１５７４６） 東海

10 13

部 山遊会
日 会報編集委員会 自然保護
委員会 記念事業委員会
日 青年部 支部事業委員会
日 デジタルメディア委員会
遭難対策委員会 平日ク
ラブ
日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ

１月来室者 ３５１名

日 「山の日」
事業委員会 マウ
ンテンカルチャークラブ

会員異動
物故
・１・
・ ・
・ ・
・１・８
・１・４
・ ・６

20 20

ymn@jac.or.jp
（柏 澄子）

■１月の理事会は休会でした

日

日

日

日

日

日 ＹＯＵＴＨ ＣＬＵＢ
日 常務理事会 スケッチクラ
ブ

1月

17
日下田實
（４１４６） 
牧田洋子
（５４４１） 
吉川 仁
（６３４８） 
雨宮宏光
（８９２３） 
古屋 紘
（９９２５） 
平田和男
（１０２３５）

29 24 18

告

山行委員会 ＹＯＵＴＨ
ＣＬＵＢ
図書委員会 スキークラブ
九五会
山岳研究所運営委員会 資
料映像委員会 財務委員会
フォトクラブスケッチクラブ
三水会 つくも会 マウン
テンカルチャークラブ
記念事業委員会 みちのり
山の会

9 11

10

るきっかけにもなろう。それがあ
えて
「名山」
とせず、
「甲斐百山」
と
言い切った、編者たちの想いなの
かもしれない。

「優待サービス一覧」の追加お
よび変更
〈会員サービスＷＧ〉
〈追加〉
【近畿】ペンションいぶき
宿泊料金の５００円引き
①０７４９ ５８ １３２３
②前記に同じ
〈変更〉
【上信越】高峰マウンテンロッ
ジ→高峰マウンテンホテル
①宿泊料金を公式ＨＰの料金
から１名に付き５００円引き
（要直接電話予約）
【 四 国・ 九 州 】 雲 仙・ 青 雲 荘
→雲仙温泉・青雲荘
入浴休憩料７００円→６００
円

19 20 20 19 19 20

務

20 18
21
22

23

24

28 27

31 30

報
7 6
8
9
14
15
16

会
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山
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山

◆四国八十八ヶ所歩き遍路 逆
山行委員会
打ち②愛媛県

四国八十八ヶ所１２００㎞を、
春
２回秋２回の区切り打ち１年で歩
きます。２０２０年は閏年。逆打ち
り やく
の年で、
順打ちの３倍のご利益があ
ると言われ、４年に１度のチャンス
です。２回目は 番延命寺から
番延光寺まで。歩き遍路の経験豊
富な四国八十八ヶ所霊場会の公認
先達２名が、遍路・巡拝・服装等

行程
日＝ 番延命寺
（泊） 日
＝ 番円明寺―道後温泉
（ 泊 ） 日＝ 番太山寺―
番浄瑠璃寺（泊） 日＝ 番
大寶寺― 番岩屋寺（泊）
日＝内子町（泊） 日＝大洲
市（泊） 日＝ 番明石寺―
番仏木寺（お大日さまの御
縁日法要）― 番龍光寺（泊）
日＝津島町（泊） 日＝
番観自在寺（泊） 日＝ 番
延光寺（泊） 日＝市野瀬バ
ス停（ 時 分発）＝中村駅
＝高知駅（ 時 分着）
（解
散）
歩程 １日 ～ ㎞余
（健脚向き）
費用 参加費１万円
（通信費、
写真

の作法をお教えします。遍路用品
は現地でも購入できます。お遍路
はどこから歩き始めてもいいので
す。今回からの参加、歓迎します。
日程 ４月 日㈪～４月 日㈭
泊 日

自お掛けください。遍路用品
は約２万円。別途往復交通費。
名
（先着順）

ただし

す

み

申込み ４月６日㈪までに数見
直へ
０９０ ７２０４ ４６６８
sanko@jac.or.jp

◆第 回東海岳人写真展
２０２０山 と 自 然のパフォー
マンス
期間 ３月 日㈫～ 日㈰９時
分～ 時
（最終日は 時まで）
会場 名古屋市民ギャラリー栄
（ 中区役所朝日生命共同ビル
８階 第９・ 展示室）
０５２ ２６５ ０４６１
地下鉄栄駅 番出口が便利
です
入展料 無料
展示数
点ほど
（全紙）
17

30
後援 愛知県教育委員会、名古屋
市教育委員会、
愛知県、
名古屋
市、ＮＨＫ名古屋放送局
連絡先 〒４６０ ００１４ 名
古屋市中区富士見町８ ８
ＯＭＣビルＢ１（公社）日本
山岳会東海支部 写真展実

❖編集後記❖
◦先月下旬、私も審査員をしてい
る、子どもたちの自然体験活動企
画コンテストの表彰式があり、文
部科学大臣賞に次ぐ
「優秀賞」
に山
梨県の南アルプス市立芦安中学校
が選ばれました。
「 五感で感じる
体験―南アルプス・鳳凰三山への
全校登山及び自然環境・森林保護
活動等の支援」が企画のコンセプ
トでした。
◦この中学校では３年間を１サイ
クルとして、
北岳、仙丈ヶ岳、鳳凰
三山を全校で登っています。さす
が地元だけに事前学習やトレーニ
ングも充実しており、一般的な学
校登山と比べ頭一つ抜けていまし
た。将来、このような子どもたち

特別出品 登山家／医学博士・今
をＪＡＣに呼び込めるよう、クラ
井通子
ブとしての魅力をより高めていく
（節 田重節）
共催 （公社）
日本山岳会東海支部、 必要があるでしょう。
中日新聞社

17

行委員会 山内 薫

■ 19

22

10

14

46

44

17
40
39

代等）
、ほかに１日１万円
（宿
泊代はその都度精算、賽銭、
納経、
昼食代）
、傷害保険は各

定員
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集合
月 日㈪ 愛媛県今治駅。
集合 時＝ＪＡＬ４３１羽
田７時 分発＝８時 分松
山着。 時 分松山発＝ 時
分今治着
日に前泊さ
れても結構です。

897 号

山

日本山岳会会報
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