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巻頭のことば 

諏訪山岳会会長 堀内俊彦 

 

諏訪山岳会は 1967 年（昭和 42 年）に産声をあげ、山岳会創設から実に５０

年、半世紀が経過しました。実に長い歴史の流れを実感しています。山岳会の創

設は 1960 年代から 1970 年代の日本の高度経済成長期の真っ只中、当時の世相

を反映しミニスカートが全盛の大流行となり、石原裕次郎主演の「黒部の太陽」

が邦画ランキング 1位の年であったとのことです。 

この頃、登山界では日本人初の 8,000 メートル峰マナスルの登頂をきっかけ

に全国的な登山ブームが招来することになりました。「3 人寄れば山岳会」と言

われるほど社会人グループが数多く誕生し、まさに 1960 年代は昭和初期に次ぐ

第二次登山ブームが形成された頃でもありました。 

また、登山の形態分化は鮮明となる中で、ハイキングから沢登り、岩登り、積

雪期へとより先鋭的な登攀を求め、クライマーたちは、ヒマラヤへ目を向ける一

方、ヨーロッパアルプスの岩壁に力をぶつける傾向となっていました。 

その中にあって、先人たちの連綿とした活動の積み重ねにより、諏訪山岳会は

無雪期から積雪期の八ヶ岳、南アルプス、穂高岳や剱岳などの縦走から岩登り、

バリエーションルートにとどまらず、利尻岳、甲斐駒、黒部、また奥秩父のフリ

ークライミング等々新たなジャンルやエリアにも拡大しながら国内の山域で技

術を磨き、さらには国内のみならずアラスカ、ヒマラヤ、ヨセミテなど海外遠征

へと結実させてきました。 

現在では、更に登山形態やジャンルの多様化と個別化が進み、創設当時からの

山岳会のスタイルである合宿山行は十分に成立しない状況にあります。しかし

ながら、個々の嗜好に合った少人数の会員同士の個人山行を主体としながらも、

今の諏訪山岳会らしい四季を通じたオールラウンドな活動を活発に展開してい

ます。 

今後におきましても、諏訪山岳会の諸先輩方が情熱を注ぎ培われ築きあげて

きた50年の歴史と功績に支えられた諏訪山岳会存在の意義を受け止めるととも

に、その実績を将来へ伝えていくことが今ある会員の役割であると感じていま

す。 

私たちは、悠久で偉大な自然の中の一員としてその存在の小ささを認識しな

がら、山を愛するものとして共通の喜びと楽しみを求めて共に歩み続けたいと

思います。創立 50 周年に当たり、新たな飛躍を期して一層素晴らしい会となる

よう祈念いたします。 
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諏訪山岳会のバッジ 

デザイン 河西 俊郎 

表・・・外形は高山蝶の羽を形取ったもの 

文字は Suwa Alpine Club 

の S. A. C を図案化した。 

黒地に緑と文字が茶色 

 

裏・・・諏訪山岳会と漢字で表わし、 

バッジナンバーが入っている。 

第一部 50 周年記念特集 

SUWA Alpine Club 50th Anniversary 
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創設期 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 年 さんぞく 1 号 

← 年代不明 新人歓迎山行 北八ヶ岳 

年代不明 八ヶ岳 赤岳付近 

↓ 70年? 柳氏 追悼山行 

← 69 年 アラスカ遠征登山 

← 70 年 冬山合宿 北穂の下降 ↑ 70年 冬山合宿 北穂へ向かう 
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70 年代～80 年代前半 ヒマラヤを目指して 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 年 ガンガプルナ 

74 年 甲斐駒赤石沢継続登攀 

↑ 74 年 訪韓親善登山 
75 年 事務所新築 → 
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← 76 年 マナスル 
79 年 マッキンレー登山 下 4枚 

 

７
５
年 

冬
山
合
宿 

 
 

横
尾
尾
根
～
滝
谷
ピ
ス
ト
ン 

 

７
５
年 

冬
山
合
宿 

 
 

滝
谷 

 

７
３
年 

冬
山
合
宿 

西
穂
（
本
隊 

明
神
東
稜
～
西
穂
） 

7 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 年 冬山合宿 荷上げ 横尾 
82 年 冬山合宿 南ア縦走 

82 年 カラコルム  

パスー峰登山 下 4枚 
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80 年代中盤～90 年代 多様化の時代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 84 年 白馬大雪渓 

86 年 カラコルム ウルタルⅡ 

↖ 87 年 冬山合宿 薬師岳 

↗ 89 年 一ノ倉沢 衝立岩 

← 88 年 冬山合宿 笠ヶ岳 

87 年 伊豆 城山南壁 → 

85 年 廻り目平 ハコヤ岩 開拓 

上記はクライミングジャーナル 29 号掲載記事 

87 年 瑞牆山 不動沢の岩場 

↑ 年代不明 
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↑ 90 年 夏山合宿 剣沢 93 年 一ノ倉沢 コップ状岩壁 → 

94 年 冬山合宿 前穂高岳 ← 95 年 雨飾山 フトンビシ岩峰群 

94 年 冬山合宿 爺ヶ岳 91, 97 年 シシャパンマ 年代不明 大町人工壁 

↑ 99 年 冬山合宿 剣岳 96 年 チベット チャチャチョ峰 → 
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2000 年代 個別化の時代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 年 春山合宿 岳沢 

02 年 アメリカ ヨセミテ渓谷 

03 年 チベット 紅旗峰 

02 年 冬山合宿 北鎌尾根 07 年 甲府幕岩 
アラポテト 5.13a RP 

06 年 西上州 犬殺しの滝 

 

０
７
年 

四
十
周
年
記
念
式
典 

 

赤
岳
山
荘 

05 年 北八ヶ岳 東トキンの岩場 開拓 
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00 年代後半～ 新時代への対応 デジタル化、例会山行の再開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 年 HP、Blog、グループメールの開始 

09 年 茅野市人工壁 

09 年 第 1回 例会山行 御嶽山 

12 年 ルームの大整理・補修 

11 年 ネパール メラピーク 10 年 赤岳鉱泉 アイスキャンディ 

10 年 例会山行  
 富士山 → 

13 年 アルプス ユングフラウ 

14 年 ザイル祭 → 
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13 年 伊豆 海金剛 

13 年 錫杖岳 前衛壁 

16 年 魚野川本流 

16 年 金峰山 鷹見岩 サミットリッジ 
16年 上越 湯檜曽川本谷 

17 年 例会山行 醤油樽 アイスクライミング 

17 年 諏訪近郊クライミングジム 

17 年 山岳会ルーム → 
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寄稿 50 周年に寄せて 

SUWA Alpine Club 50th Anniversary 
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諏訪山岳会 50 周年記念式典に寄せて 

 
諏訪市長 

                          金 子 ゆ か り  

 
諏訪山岳会の創立 50 年周年を心よりお祝いを申し上げます。 
貴会は昭和 42 年 4 月に発足以来、合宿例会山行を開催して経験を積み、ふる

さとの山、八ヶ岳連峰を始め穂高連峰や海外の名だたる峰を登山し、経験を積み、

多くの登山関係者に山岳技術を指導されると共に、安全な山岳観光の推進に寄

与してこられました。こうした会員の皆様の偉業はもとより、登山最盛期には山

岳パトロールを実施し、救助技術の向上のための訓練を行うなど諏訪地区山岳

遭難防止対策協会にも積極的に参加し、霧ヶ峰や八ヶ岳などの私達の誇る地元

の貴重な自然を守り続けてこられました各種各様のご貢献に対し心より敬意と

感謝を申し上げます。 
 登山には広く、深い知識と経験、またその装備にも様々な工夫や技能が伴わな

ければなりませんが、近年は装備品も進化して幅広い年齢層や「山ガール」とい

う言葉が生まれるほど多くの女性が登山を楽しむ時代となりました。私もほん

の少しの経験でありますが、八ヶ岳はじめ信州の山に登り、樹林帯を抜けたとき

の見晴しの爽快感、尾根を縦走する楽しみ、高山植物可愛らしさとその色彩の鮮

やかさ、また流れ星の近さや、闇が群青色から暁の光に変わりゆくグラデーショ

ンの荘厳さを五感で感じる登山の醍醐味を知ることができました。 
 多くの人が登山の楽しみを経験できることを歓迎する一方で、登山者の知識・

技術やモラルの低下など懸念される課題も生まれています。長野県では登山安

全条例を制定し登山計画書の提出を求めるなど、山の安全管理は向上してきて

おりますが、貴会が今年度計画されています市民登山など、指導者による経験の

積み重ねは大変有効な事業と思い、貴会の活動に大いにご期待を申し上げると

ころであります。 
すべての登山者の安全を祈りつつ、私たちの誇るふるさとの山の魅力が更に

多くの人に知れ渡りますよう、諏訪山岳会の会員皆様、並びにご関係者各位のご

健勝と貴会益々のご発展を祈念申しあげます。 

 
                          
 

平成 29 年 6 月 15 日 
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勇 気 
 

諏訪市体育連盟 

会長 佐久 秀幸 

 

 ≪信濃の国は十州に 境連ぬる国にして 聳ゆる山はいや高く…≫で始まる

『信濃の国』は、信州人なら誰もが歌える『県歌』です。２番では≪四方に聳

ゆる山々は 御嶽乗鞍駒ヶ岳 浅間は殊に活火山 いずれも国の鎮めなり…≫

と歌われ、自然豊かな信州を表現しています。これだけ県民に親しまれている

『信濃の国』は、昭和４３（１９６８）年に『県歌』となり、平成３０（２０

１８）年には制定５０周年を迎えます。 

 『県歌』にもあるように、信州は山岳県として毎年、多くの登山者やハイカ

ーらが訪れます。一方で、山登りは自然を相手にするだけに、遭難や事故が後

を絶たないのも事実です。 

テレビのあるバラエティー番組で、山登り初心者の女性お笑いタレントが、

企画としてエベレスト登頂へ挑戦する姿を、数年間にわたりドキュメンタリー

風に紹介する様子が放映されました。彼女は、山のプロたちのサポートを受け

自らもトレーニングを積み、キリマンジェロ、モンブラン、マッターホルン、

アコンカグアなど世界の名峰に登りました。そして、集大成としてエベレスト・

マナスル（８,１６３㍍）への登頂を目指していました。 

世界８位の高峰への挑戦に当たっては、１年前から準備に準備を重ね、現地

入り。標高６千メートル付近で、地味な高度順応訓練を続けていました。とこ

ろが、登頂に向けベースキャンプを移動する直前に、他の登山隊が大規模な雪

崩に巻き込まれシェルパ１０人以上が亡くなる、という遭難事故が起きました。

この大量遭難を受け、エベレスト挑戦は、『勇気ある撤収』となりました。５年

越しのスケジュールを立て準備を進めていただけに、女性タレントの頬を涙が

伝わりましたが、『下山する勇気』に登山家から、称賛の声が贈られました。 

私たちの周りにはたくさんの山々があり、里山であっても登り切れば、爽快

感を味わうことができます。でも、どんなに低い山でも登る時以上に、下山に

は細心の注意を使わなければならない―と言われます。まして、高山になれば

なるほど、たとえあとわずかで登頂できる可能性があっても、天候や自身の体
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調などによっては、『勇気』を持って下ることが必要となります。 

諏訪山岳会の皆さんには、半世紀の歴史を振り返るとともに、山の素晴らしさ

を多くの方々に伝えるとともに、牙をむくことがある山の恐さの啓蒙にも一層

努力されることを願っております。そして、諏訪山岳会が着実な歩みを続け、

次の１０年、その先の１００周年に向けて、岩場にハーケンを打つような、地

味でも着実な『歴史を刻む』ように期待しています。 

17 



18 
 

諏訪山岳会 50 周年にあたり 
 

長野県山岳協会  
会長 唐木眞澄 

 
５０十年の歴史は実に重いものがあります。 

山岳会を始められた皆さん、そしてこれまで活動を引き継ぎ、続けられている

皆様に深く敬意を表すものです。 
長野県山岳協会の中にあっても独自の雰囲気を持った山岳会です、南信でも

なく北信でもない、まさに諏訪衆、諏訪気質の塊のような山岳会です。 
皆がどう言おうが諏訪は諏訪の考え方がある、よい意味での自己主張のはっき

りとした会だと思います。 
発足当時の山岳界は大学山岳部から社会人山岳会の台頭で広く大衆のものと

なり、未踏の壁、積雪期の新ルートからの登頂を目指すなどの息吹が芽生えて

きた時期です。 
新宿発２３時５５分発の夜行列車に乗るために新宿駅西口のコンコースに 
ニッカズボンにナーゲルと呼ばれた革靴を履き、馬鹿でかいキスリングを背負

い山岳会ネーム入りのシャツを颯爽と着た山男の長い列ができていた。 
都会では雨後の筍のように山岳会が数多く誕生していたが地方では、まだそう

多くはなかった。 
その頃から諏訪カラーを鮮明にし、活動を続けられていることに改めて敬意

と拍手を送りたいと思います。 
山岳界にも時の流れがあり、嗜好する登山形態も変わってきています。 

組織に縛られる事を嫌い組織離れが進み、インターネットや雑誌等で得た断片

的な知識を元に山に入り様々な事故を起こしていることも事実です。 
又登山の楽しみ方も多様化しその一つとしてスポーツクライミングが完全に競

技として位置づけが成され 2020 東京オリンピックから正式種目に採用されま

した、それに伴い日本山岳協会も「日本山岳・スポーツクライミング協会」と

名称を変更しました。 
この件に関しては、長野県山岳協会としては明確に反対しました。 
スポーツクライミングを認めないのではなく、登山本来のあり方を大事にした

かったからです、しかし時の流れに棹差すのは難しく流れを変えるにはいたり

ませんでしたが一石を投じたと自負しております。 
一方これからの登山界を見据えて、自分に合った山を知るためのグレーデング

マップの作成、己の体力を知るためのセルフチェク等、山岳センターを中心に

開発し全国に発信しています。 
長野県の勧めている登山安全条例についても、自由な趣味であるべき登山を 
条例等で縛るのはなじまない、とのスタンスから総論では反対でしたが趣旨を

理解すれば反対だけよりも中に入ってよりよい物にしてゆくのが筋だろう、と

の見解から条例に対するパブリックコメントにも意見を具申し、ガイドライン

の作成にも協力してきました。 
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このように、こと山岳に関しては全国的に見ても注目度の高い県です、それに

は個々の山岳会がしっかりと活動してこそボトムアップが期待されます。 
諏訪山岳会にあってもますます発展する事を祈念してお祝いの挨拶とします。 
 

平成 29 年 6 月吉日 

19 



20 
 

諏訪山岳会 ５０周年によせて 
長野県山岳協会 諏訪支部 

支部長 藤森 幸広 

 
この度、諏訪山岳会が創立５０周年を迎えられ、その記念式典を催されるこ

とに、心からお祝い申し上げます。 
諏訪山岳会は、国内山行、クライミング、市民登山、はては創立の早い時期

からの海外遠征と、支部の中でも活発な活動をされ、注目をあびている会と思

われます。 
近年の活動内容を、県山協５０年誌で拝見しました。担当者持ち回りにより、 

毎月の山行を実施されているとのことでした。また、支部、県山協の行事、諏

訪地区遭対協の活動にも活躍されています。 
 ともすると、山岳会はいつも同じメンバーでの、行事活動になりがちですが、

諏訪山岳会はその時々に新人会員を獲得し、丁寧な育成により、会を引っ張っ

てゆく人材に育てています。素晴らしいことだと思います。 
 昔とは違い、会全体での活動は難しくなっているようですが、年代、登山ス

タイルの多様性などにより仕方ない面もあるかと思います。しかしながら、小

グループや個人の活動の総和が、会の活動という面で、新しい会の運営につな

がっています。 
 昭和５０年代のモータリーゼーションの激しい波の中、諏訪地方にも中央道

が全線開通し、都会より人、物、情報がもたらされ、格段に変化しました。最

近では、ネットによる情報社会の中で、携帯やスマートホンが発達し、自分が

今登っているルート、場所、高さ等が瞬時にわかります。事故が起きても、連

絡さえつながれば、迅速な救助が可能になりました。 
 しかしながら、便利になったとはいえ、インターネットで山の情報を見ても、

満足感は得られません。やはり、自分の足で山を登ってみなければ、実際の事

はわかりません。 
 山岳会は会員の山登りを通じ、人と人とのつながりを作り、安全な登山とは

何かを意識し、自然の素晴らしさを体験できます。また、自身での山の研究、

計画、実践よって得られる満足感は特別なものです。 
 登山といっても、その目的は多岐にわたり、スポーツとして、写真や花を楽

しむこと、信仰など、奥深い文化的な面もあります。その中でも、諏訪で行な

われている清掃登山は、素晴らしい自然を次の世代にも残したいという、自然

保護の精神に根付いた活動です。他にはあまりない活動ではないかと思います。 
 時代は変化し、登山に対する考え方、やり方、道具なども変化します。 
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しかし、山と真摯に向き合い、人と人の関わりや自然を大切に思うこれまでの

伝統は守っていかなければいけないと、改めて思います。そこにこそ、山岳会

の大きな役割があるのではと考えます。 
 安全な登山に心がけ、楽しい山仲間の輪をさらに広げていきましょう。 
 諏訪山岳会の、さらなるご活躍、ご発展を、祈念いたします。 

21 
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座談会 諏訪山岳会 50 年を振り返る 

SUWA Alpine Club 50th Anniversary 
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座談会「諏訪山岳会 50 年を振り返る」 

 

時  ：2017 年 6月 3日(土) 14:00～17:00 

場所 ：山岳会ルーム 

出席者：島田 良（No. 5  1967 入会） 河西 和雄（No. 12  1967 入会）、 

今井 二郎（No. 22  1967 入会） 若尾 巻広（No. 22  1971 入会）、 

高橋 恭一（No. 55  1977 入会） 高橋 政男（No. 64  1981 入会）、 

堀内 俊彦（No. 77  1988 入会） 西之園 徹（No. 86  2000 入会）、 

朝岡 一郎（No. 87  2001 入会） 古倉 康雄（No. 90  2003 入会）、 

石原 光則（No. 22  2012 入会）  

（司会） 内山 正一（No. 75  1988 入会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後列） 石原、高橋（恭）、西之園、朝岡、古倉 

（中列） 堀内、高橋（政）、内山 

（前列） 河西、島田、若尾、今井 
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－ では山岳会の 50 年を振り返るということで座談会を始めます。 

本日は、50 年を 10 年毎に区切る中で、その当時に活動の中心を担った方にお集まり

いただきました。当時の山岳会の様子などを年代順に聞かせてもらいたいと思います。 

 

［設立以前］ 

 

－ まず諏訪山岳会設立以前の話から始めますが、戦前の 1933 年に旧諏訪山岳会という

会があったそうですが、何かご存じでしょうか。 

 

島田 兄から聞いた話だけれど、諏訪地方の知識人たちが集まって創立されて、非常にアカ

デミックな会だったが、登山活動そのものは大したことはなかったらしい。残念なが

ら、記録も残ってないんだよね。考古学者の何とかいう人（多分、藤森栄一）も所属

していたらしい。 

 

－ 次に 1953 年に諏訪市山岳協会が設立されましたがどんな団体だったのでしょうか？ 

 

島田 私は昭和 27年上諏訪中学校を卒業して大和工業（現在のエプソン）に入って、その

翌年、28 年の 12 月に諏訪市山岳協会が発足したんですよ。三協、東洋バルヴ、北澤

バルヴの山岳会も名義貸しで所属していて大所帯だった。私のバッジナンバーは 117

番でした。 

今そこに郵便局がありますよね。昔はそこが市役所だったんですよ。石段の面が空

いてて、会議室でそこで集会をやっていた。冬になると会社から、一番で飛んでって、

役員さんが来るまでに、ストーブつけてあったかくして待ってたけれど。山の話は無

しですぐ芸者街なんですよ。 

 

－ 諏訪市山岳協会として全会員が、いっしょに活動するということはあったのですか？ 

 

島田 は、無いな。どこかに所属する人はそれぞれの山岳会単位で活動していた。 

（そうではない一般入会の宮坂尚樹さんや島田さんはそういう者同士で活動してい

た。 後日聞き取り） 

 

［創設期］ 

 

＜設立の経緯＞ 
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－ いよいよ 1967 年、昭和 42年に諏訪山岳会が設立されるのですけど、山岳協会から諏

訪山岳会を創立したという背景や経緯を教えてください。 

 

島田 アラスカ行くために諏訪山岳会にしたんだ。っていうのは、諏訪市山岳協会っていう

組織体の名前じゃ嫌で、何々山岳会という名前で行きたかったので、諏訪山岳会に強

引にしたんですよ。だもんで、会員がほとんど減っちゃって、私がナンバーワンとい

うことで、全て取りまとめをしてきて、・・・。 

 

－ 設立の頃は河西さんもいらっしゃったんですけどもいかがですか？ 

 

河西 俺はあんまり関わらなかったっつうか。覚えがないね。良さんが 1人でやったんじゃ

ないかな。誰も反対する人もいねえし。会議開いて、こうにしようなんつうことをし

ないんだよ。みんな良さんがやったんだよ。 

 

－ 山岳協会のメンバーは、自動的に諏訪山岳会員に移行したのでしょうか? 

 

河西 良さんがみんな切った、切ったっつって。連絡も・・・（しないで？）。 

島田 土井さんっていう協会の親玉が亡くなってから、協会員もだんだんいなくなって・・・。

（設立の時に）切ってね、戻っておいでよって言ったけど、誰も戻ってこなかった。

だから 1番から 4番までは空いてるでしょ。そこへ 3、4人来てほしかった。 

今井 会への出席率が悪いとか、全然連絡がつかねえとかそういうふうな中で、自然淘汰じ

ゃないんだけど（切られた）。70～80 人はいなくなったけど、大体 20人ぐらいは残っ

て・・・。だってもの言う人、あの人だけだもん。 

河西 反対する人がいないんだもん。良さんはみんなやったでしょ。 

今井 もの言ったのは、ナオキさんとツンちゃんがこの事務所建てるときだけだもん。 

 

＜事務所建設＞ 

 

－ 昭和 43 年 12 月に事務所建設とありますね。 

 

島田 大和のかんぽの宿を建設したときに人夫が寝泊まりするプレハブがあってそれを買

ったんですよ、10万円だか 7万円で。最初は今の場所に建てたかったのだけど、ここ

は学校何とか有地なもんで、駄目だって言われて、それで宮坂尚樹さんの田んぼへ建

てさせてもらった。 
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河西 高島公園の裏、ちょうど。あっこに 2年ばっかあったかな。今のよりもうちょっとち

っちゃいプレハブでね。大勢でやらあ 1日もかからんで組み立っちゃった。 

島田 最初は田んぼへ建てたのだけど、道の反対側のほうにまた移したんだよ。 

 

－ そのルームができるまで、例会はどこでやっていたのですか？ 

 

河西 市役所とか・・・。市民体育館・・・。 

今井 そこの市民センターだった。 

島田 1 回。高くて。信じられねえよ、今な。2000 円ですよ、1回。 

朝岡 全館借りたにした・・・？。 

河西 いや、ルーム 1個借りてただけ。 

朝岡 今だって借りたくないような金額ですね。 

 

－ その頃は、例会にはどのぐらい人が集まったものですか？  

 

今井 大体出席はしてたね。ただ年長の人たちが、たまに欠けるくらいで。毎回 20人以上

はいたね。 

 

＜映画上映会＞ 

 

－ 『さんぞく』の会務日誌を見ると山行以外にしょっちゅう会務をやってるっていう感

じですね。ちょっと驚いちゃうのが、映画の上映会をやってるんですね。 

 

今井 ガストン・レビュファの『天と地の間に』とか。 

島田 俺んちのはす向かいの今コーヒー屋（石の花）になってる所に、昔、関ホールという

使用料が安いホールがあって、そこで装備の資金稼ぎの目的で上映会をやった。結構

映画はもうかりましたよ。10何万くらい。4、5回やってるね。 

うちの新雪荘がいろんな付き合いがあって、東京にね。そこへレビュファが来たり

なんかしたもんで、そういう映画が入手できたんですよ、安く。むしろただで借りて、

もちろん入場料もらって、結構いい利益が上がったんだよね。 

 

－ これだけいろんなことやってると、仕事に影響がでたと思いますが・・・。 

 

島田 俺は年間 100日くらい欠勤してましたんで、精工で。 

河西 俺はそんなに負担は感じなんだね。 
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＜合宿＞ 

 

－ 次に山行について伺いますが、当時は合宿前になると皆でトレーニングをしていたよ

うですね？ 

 

河西 あれは毎年冬山合宿の 1カ月前に、そこの石段を飛んだり、展望台まで毎日、1カ月

くらいやったね。やりますから、どうぞ参加してくださいって感じで、強制でも何で

もなくて。でも冬山行く人はなるたけやったほうがいいんじゃないかという感じで。

毎回、3、4人は集まったかな。 

 

－ そういうことをやろうと思った、モチベーションは？ 

 

河西 いや、穂高行くったら何が何でも登るという、それにはまず体力ということで。とに

かく行ったら、天気はどう、関係ない。やるっつったら登るという、そういうスタイ

ルだったよね。 

今井 リーダーがリーダーなもんで、“ワレ（お前）死んで俺助かる”っちゅう感じで、 

本当それでみんな猪突猛進で。（リーダーの）ケツについてくだけです。 

 

－ その頃の合宿等の年間計画は、リーダーさんが今年はこう行くぞ、みたいな形で決め

ていたのですか？ 

 

河西 リーダーというか会で決めて、今年はじゃあ冬山穂高行くんだったら、春も秋も行く

という、ほれで冬山は仕上げというような・・・。 

島田 一応八ヶ岳は全て終了したんですよ、大同心も含めて、全山縦走も含めて。 

だから次は、もう一つレベルの高い所に。最初滝谷、滝谷上がったら奥又っていう順

序踏んで、諏訪地方の他の山岳会には無い行き方を、諏訪山岳会が身をもってやろう

と。他の県山協加盟してる会は、GDM とかね、長野すごかったからね。だから追いつ

け追い越せみたいな、そういう意識だ。 

そういうことも県山協ができないと分からなかったからな。県山協できて俺も役員

になったもんで、そういうことが分かったんで。レベルが違い過ぎる。諏訪が一番遅

れてるっつうこと痛感したんで、とにかくレベル上げてヒマラヤに近づこうっていう、

そういう意識でやったんですよ。どうするかっていう道順を決めて。10 年先のことも

決めてやったんで。 
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－ なるほど。河西さんも今井さんも、そういう計画にのっとってやっていこうという感

じだったのでしょうか？ 

 

河西 いや、俺はそういうあれはなかった。なんでも行けりゃやる。 

 

－ 冬合宿とかっていうと、全員が行ってたっていう感じなんですか？ 

  

河西 一応は（合宿の時は）他の山行は認めないという感じでやってた、初めはね。 

 

－ 話題を変えますが、1969 年 5 月に小同心の右岩峰で事故がありましたが、事故の中身

は別にして、この件は山岳会の活動に何か影響を及ぼしましたか？ 

  

島田 それはアラスカ行く年だったんだわ。だからアラスカ遠征隊の壮行会、岩本市長さん

が 300 人ぐらい大壮行会やってくれる予定だったんだ。で、（事故で）結局中止。 

だけど会の活動そのものに対して、大きな影響を及ぼしたということはない。 

 

内山 ただ、『さんぞく』の発行時期を見ると、この事故の後は、しばらく間が空きますよ

ね？ 

 

島田 やっぱちょっとショックだもんな。 

 

堀内 創設期のときっていうのは登山の技術や登り方をどこから教わるといったことはあ

ったのですか。 

 

島田 先輩から教わることは何もありませんでした。全部講習会に俺が行って、それでそこ

で勉強して覚えてきてそれをみんなに普及する・・・。その繰り返しでしばらくはね。

講習会としては県山協もあったし、日本山岳会信濃支部で西穂でやるとかね。 

教えてくれる人誰もいねえんだもん。自分たちでそういう所へ行ってという時代が結

構続いたんだよね。 

 

 

［70 年代］ 

 

－ ここでいったん創立期の話は、おしまいにしたいと思います。 ここから先は 10 年

単位でその当時の会がどんな様子だったかという話を聞いていきたいと思います。 
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早速、70 年代から始めますが、70 年代というと、今井さん、若尾さんが非常に活躍

された時期かなと思います。まず今井さんがチーフリーダーをやられていた頃の話を

聞かせていただけますか？ 

 

今井 やっぱり先ほどから島田さん言ってるとおりアラスカがあったりして、徐々に会の

中でも海外っていう機運は高まりました。浜巌さんと、原の清水さんがネパールやト

レッキングに行ったんですよね。そういうふうの影響から余計、今度山行を充実さし

て、よりネパールに近づけようというふうな努力はしましたね。男、女関係なく本当

に毎週、手の空いてるっちゅうか暇な人は両角山のほうへ行ってトレーニングをやっ

たと。そういう時代ですね。 

ただ先輩から言われたのは、見えるパーティーに後れを取っちゃいかんと、全部抜

けとそういうこと何度も、横に出てでもいいから前へ行けと、二番煎じは駄目だと。 

島田 鹿島の東尾根なんかな、山学同志会の連中を和雄さんがあっという間に追い越して

って、気分がいいこと。とにかく見えるやつはみんな追い抜けっていうね。むちゃく

ちゃなことしたもんだよ。 

 

＜穂高合宿＞ 

 

－ この頃の冬合宿を見ると、（島田さんの）さっきの話じゃないですけど、穂高がメイン

ですね。穂高に毎年のように入っている。それは何か、最終的なターゲットに向けてと

いうような狙いがあったのでしょうか？ 

 

今井 それと岩を組み合わせて長い距離をガンガンと歩けるような山行にしないと、ヒマ

ラヤでは通用しないと・・・。 

内山 確かにこの頃の穂高の合宿ってやたら長距離ですよね。驚いちゃったのが、1975 年

の冬合宿っていうのが北鎌から西穂まで行ってるんですよね、これね。 

北鎌から西穂と、そのとき同時に横尾尾根からキレット超えて、滝谷往復してるんで

すか？ 

こういう長い計画っていうのは、どういう意図でやってたのかなって思ってたんです

けど、今話聞いて、大体分かった気がします。 

 

― 長いという点で面白いなって思うのは、さっきも話出ましたけれども、1972 年にタカ

ボッチから赤岳まで縦走しています。若尾さんが、縦走本体でやってますけど何かこ

のときの思い出はありませんか？ 
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若尾 こんときか？スキーができねえっていうのが取りえだった。 

ちょうど雨水になって。雨降ってきて、大雨よ。そんとき初めて俺雨水を知った。 

島田 三峰の辺りでやられたのかや。そうだな。 

若尾 毎日雨だったような気がするな。 

内山 全部で何日ぐらい行ったんですか、これんときって。 

若尾 さあ？ 

 

＜事務所新築＞ 

 

－ 話題を変えますが、事務所新築に関するお願いっていう文書が残っていて、これは宮

坂（次）さんが OB の方にいろいろカンパをお願いしてるような内容の文なのですけ

ども。このときがまさしく今のこの場所に事務所が移ったというときのものなのでし

ょうかね？昭和 50年 7月 7 日って書いてあります。なにか覚えてますか？ 

 

今井 尚樹さん所からここへ持ってきたときだね。 

河西 これは今ん所建てるやつだよな。屋根は本職でやったら。 

島田 45 万円かかってるんだよ。 

若尾 これは尚樹さん所で全部溶接したり・・・。 

島田 そうだよ。少し大きくしてね。プレハブはもっとこの半分、3分の 2くらいだったか

ら。 

河西 尚樹さんとかは、みんなそういうこと知ってたじゃん・・・。道具のことも。 

若尾 ツンちゃんと小松さんと。 

内山 そういうプロがいたっていうことですね。 

若尾 この屋根は屋根屋さんがやった。 

島田 池上は、こういうな。 

高橋（恭） 板金屋さんだし。 

 

－ ここの土地を最初のときは使わせてもらえなくて、そのときになって使わせてもら

えるようになったいきさつは？ 

 

島田 これは私も何十回も市役所行って結局駄目なもんで、ちょうど当時、宮坂尚樹さんの

お父さんが市議会議員だったんだよ。ここは学校環境何とかって、難しい土地なんだ

って。だから厚生省の管轄なんだって、諏訪市で許可しても駄目なんだって。 

河西 失業対策何とかっつうのがあったな。それで厚生省か。 

島田 そう、難しかった。だから余計難しかったんだ。結構ねばって、8年以上・・・。 
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ここからみんなニコヨンの人たちは行ったから、仕事にね。ここに 20～30 人いたん

だよ、がらの悪いおっちゃんたちが。こっから朝みんな仕事もらって・・・。 

内山 日当 254 円だからニコヨンか。 

島田 だから諏訪市の土地だけれど、いわゆる厚生省管轄になるんだって、学校のそばの。

それをクリアするのに非常に無理があったんだけど、強引にもう。 

若尾 この事務所建てる前にプレハブの事務所がここにあってさ。 

高橋（政） これ建ったときにつぶしたっていう流れだよね。 

河西 （皆、建物のことを）知ってたから、ただわれわれじゃできんよ。 

島田 池上は窓枠とかね。だから結構・・・。 

今井 池上が兄ちゃん連れてきてやってくれたんだよ。 

若尾 プロだ。素人は俺だけだ。 （会員の多くはプロだったという意味） 

 

－ ここにいまだにこの貼り紙があるんですけど、ルーム使用に関する厳守事項って。ル

ーム内外での夜間騒音の厳禁だとか、これはやっぱり 1970 年代とか・・・。 

 

河西 そこにお店、おじさんがいてね・・・。 

島田 おばあちゃんがいて、うるさい・・・。 

河西 騒ぐとすぐ警察が寄ったんだ。警察に・・・。 

島田 諏訪署の見回り地域になっちゃったんだよ、それ。ここで酒飲んで騒ぐと。 

そう、おばあちゃんがいたんだよ。死んじゃったけどね。 

高橋（恭） 合宿の準備したりしてりゃあ・・・。 

河西 夜遅くまでうるせえとか、朝早くからうるせえとか、苦情がきたよ、散々。 

毎日じゃねえんだ、会が、合宿の前とかね。車でダンダンそれ持って帰って、そんで

大騒ぎして荷物積んだりするもんでさ。それが毎日じゃねえで、いいじゃねえかっつ

うの俺たちの思いだったけど。向こうにしてみりゃたまにでも・・・。 

島田 たまにだから余計な。 

 

＜マッキンリー登山＞ 

 

－  あと 70 年代で一番最後の 1979 年にマッキンリーに諏訪山岳会単独隊で行ってま

す。参加した若尾さんに聞きますが、これはどんな経緯だったんです？ 

 

若尾 知らね。この頃アラスカ行って、ヒマラヤ行くっちゅうそういう通り道だった。 

内山 これんとき 5名参加で 3名登頂ということですが、全員で頂上向かったけど途中で 2

人はやめたとか、そんなパターンだったのですか？ 
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高橋（恭） 肺気胸になったりとか・・・。合宿の後、塩嶺(病院)の見舞いに行ったりした

りしたことは覚えてるけど。夏だっけ？ 夏、剱の帰りだね。この上の戻ってきて、

肺気胸で酸素テントに入ってたっつう記憶は・・・。成田さんが。 

だから向こうでも、ある程度具合悪かったんじゃない？ で、登頂には、できなった

んだと思う。 

 

 

－ ひととおり 70年代まで終わったところで休憩を挟みたいとと思います。15分ほど休憩

ということでお願いします。 

 

 

［80 年代］ 

 

＜パスー登山＞ 

 

－ 次に、80 年代に移ります。最初に、マッキンリーを足場にしてヒマラヤにという流れ

で 82年にパスー行ってますけども、パスーって山を選んだいきさつを若尾さん覚えてい

たらお願いします。 

 

島田 最初はパスーじゃないんだよな。 

若尾 ウルタルかなんか行く予定・・・。 

内山 なんで?じゃあそれは許可が下りなかったとか？ 

若尾 いや、俺はさ、この遠征に間に合うように帰ってきてくれっつうことで。 

大体パスーって山に決まった理由も知らんな。 

内山 若尾さんは年表見ると、81 年にハージュのカンチェンジュンガ行って、そのまま向

こうに残ってランタン・リ登ってきて（初登頂）、その翌年がパスーなんですね。 

若尾 高度順化してるからっつって、よく駆り出されてた。今思うと。 

内山 きょう都合で来れなくなった宮下（悟）さんが、80 年代の思い出ということで幾つ

かのエピソードをメールで送ってくれたのですが、その中に、同い年の市川さんがパ

スーで帰らぬ人となったことが非常にショックだったということが挙げられていま

した。 

 

－ 八ヶ岳から始まって穂高行って、それからマッキンリーを経てヒマラヤへっていう流

れが、いったんここで終わったように感じますがいかがでしょうか？。 
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島田 そうです。終わったってこと。 

 

＜パスー前後、女性会員のこと＞ 

 

－ 高橋恭一さん、80年代のこの頃の雰囲気を教えてくれませんか。 

 

高橋（恭） ついていくのがやっとっちゅうか、目標を決めて結構やってたかな、合宿にし

ろなんにしろ。よく若尾さんなんかと朝会社行く前に両角山行ってやったりとか、終

わってからもやったりとか、1人でトラバースやったりとかそういうことはしないと、

おだてながら登らせてはくれるけども、おだてられるだけじゃなくてやっぱ経験しな

いと駄目かなというような感じで。トレーニングしてる中で松見さんとか滝沢さんと

も会ったりとか。ちなみに、松見さんが国内で最後にザイルを組んだのが俺で、南沢

の氷を登ったんだけど、それでヨーロッパの初登（モンブラン 井上－松見ルート）

の時の靴をもらった。（その後、コングールに出発） 

 

－ 高橋（政）さんはこの頃、勤務地の関係で山岳会に顔を出せないことも多かったと思

うんですけど、80年代冒頭の辺りの思い出があったらお願いします。 

 

高橋（政） そうですね。80 年代も前半は、例会にこのくらい（の人数は）いました多分。 

内山 今いるの 12人なんですよ。このぐらいだったら今もあるよね。だからもっといたっ

てことだよね、きっと。 

高橋（政） いや、でもこんなもんだよね。 

朝岡 コンスタントにこの人数来てたら結構ね。 

高橋（政） そう、毎回ね。 

高橋（政） 徐々に後半に向けて女性陣がいなくなったりとか、人が減ってきたりとか。や

っぱパスーの境で結構変わってきましたかね。あとは長期間、1 週間とかああいう冬

の合宿とかもそうだけど、がなんか成り立たなくなってき始めましたね。新しいそう

いう人（合宿に入る人）も入ってこないっつうのもあるのかな・・・。 

内山 だけど 80 年代の後半って、例えば薬師だったりとか、笠だったりとか（長期計画の

合宿は）あるんですよね。ちょうど 80 年代の中盤ぐらいに僕とか堀内さんとかが入

会しました。 

堀内 合宿ってのはあったよね。人数的には大人数っていう感じはなかったけど・・・。 

内山 先ほどの宮下（悟）さんのエピソードの中で、この頃は結構女性が多かったっていう

ことが書いてあったんだけど。僕入ってからあまり女性多かったって記憶がないんで

すよ。前半の頃ってそれなりにいたんですか、女の人。 
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高橋（政）（恭） 今言った金子・・・。太田。ここに載ってねえけど、原村の新藤 さんか。

カヨちゃん。 

内山 そういう人たちはどんな活動していたのですか。 

高橋（政） いや、普通に山行ってやってましたけどね。ただやっぱり結婚、同じ年ぐらい

なんですよね、みんな。で、結婚やなんかでごっそり抜けちゃう感じでしたよね。 

島田 太田とかの結婚式行ったもんな。 

 

－ 堀内さんは 80 年代の入会した頃とか、入会してしばらくの間とかっていう中で、な

にか思い出はありますか。 

 

堀内 私がこの諏訪山岳会入ったっていうのが、大学で岩登りを始めて、東京の山岳会に入

って、こっち帰ってきたときにどこの山岳会で岩登りできるかっつったら、やっぱ諏

訪山岳会っていうふうなことでこの会入ったと。 

クライミングシューズも当時、昭和の 50 年前半の頃はまだ登山靴で岩登ってた・・・。 

夏でもね。それが戸田直樹だったっけ、EBシューズが入って、高橋なんかも履いたり

したりしてるんだけど、その EBクレッターちゅうか、フラットソールの最初の時代、

切り替わる時代だったんですね。今まで登ってない屏風の東壁ルンゼだとか、谷川の

衝立だとか、そんなちょっと名のあるクラッシックルートを、どんだけ登れるかなっ

ていうふうな思いでやってたもんで。 

私個人としては、海外登山とか合宿というよりは個人的に岩行きたいなというふうな

中でやってました。合宿という点では、だんだん小人数になっていくような時代だっ

たのかなっていうふうに記憶しています。 

 

内山 80 年代というと、82 年に田中さんと高橋さんで廻り目平の“春のもどり雪”という

ルートを開拓しています。その後の 85 年の 10月に、これも廻り目平の 藐姑射岩（ハ

コヤ岩）の開拓をしています。このときは田中さん、高橋さん以外に山本さんって方

もいたのですけど。これらのルートって、今の時代になってみると、フリークライミ

ングをやる人の多くが通るルートになっていて、そういう意味ではその時代の廻り目

平のクライミングシーンに残るルートであるとかクラッシックルートっていうふう

にいえるんじゃないかなって思っています。これはあくまでも田中さんのパーソナル

な部分の活動だったのですけど、諏訪山岳会のメンバーがそういう後々に残るような

ルートを作ったということは、会として記憶にとどめておいていい話なんじゃないか

なと、思います。 
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［90 年代］ 

 

＜全国的な山岳会受難の時代＞ 

 

 － 次に 90年代に移りたいと思います。 

 

内山 80 年代の中盤から合宿とかで中心的に活動していた私なんかも含めたメンバーなん

ですけども、大体同じぐらいの年齢のメンバーで活動していて。そのメンバーが 90年

に入る辺りで結婚とか、勤務地変更だとか、そういうタイミングが一気に訪れたんで

すね。その結果、その頃って例会もほとんど成立しないような状況になってしまい、

かなり活動が低迷しました。ただその低迷も一時的な話で、その後またみんな会に戻

ってきて 80 年代の延長で活動するんですけれども。 

そうはいっても 90年代を通してみると、合宿に参加する人なんかもどんどん少なく

なってきます。その最大の理由っていうのが、若い人が山に行かなくなってるんです、

この時期。バブルの頃って、よく 3Kといって、きつい、汚い、危険っていう活動がも

のすごく嫌われた時代だったのですけども、登山っていうのはまさしく 3K の象徴の

活動で（敬遠された）。なのでこの頃は日本全国的に山岳会の活動って一気に低迷し

た時代で、かなりの数の山岳会がこの時期に活動中止、中断になって会が成立しなく

なった。 

そういう中で諏訪山岳会も、年表なんか見るといろいろ山には行ってはいるんだけ

れども、例会に人が来ないっていうのを始めとして、やっぱり全体を見るとどんどん

活力が低下していってるというような時代でした。 

 ではその後（かつてのような）活動が活発化した時代あるかっていうと、それはな

い。逆にいうと 1990 年代以前の時代が、特殊な時代だったのではないでしょうか。

良さんが創設期に八ヶ岳から始まって穂高、ヒマラヤっていうようなシナリオを描い

てやったって言ったけど、そういう時代っていうのはわあっと人が集まったんだけど、

いったんその時代が終わってみると今度は途端にどんどん人がいなくなってったっ

ていうような、そんな流れなのかなっていうふうに思っています。 

 

＜奥又白の思い出＞ 

 

－ 90 年代で他にこんな思い出があるというような話はありますか？ 

 

堀内 夏合宿で奥又白へ行ったときがあって。河西さんが入山してきて、ほいでザック下ろ

したら、缶ビールが 1ケース入っていて・・・。それもすごい、こんな人、体力は・・・。 
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内山 いまだにそうですよ。 

堀内 俺ベースキャンプまで行くまでにばててたのに、暑くて。この人は、ザック開いたら、

いや飲めみたいな。 

内山 （ビール１ケースは）それはいまだに変わりませんよ。 

あの奥又白のときは、堀内さんとか俺で入山したとき、上から下りてくるパーティー

の人がけがしていて、「なんで？」って聞いたら、岩雪崩が今年すげえって、その年梅

雨の雨が少なかったんだよね。その人も落石でけがして、「あんたたちも気を付けな

さいよ」って言われて。 

翌日、朝早く出てって四峰に向けて C沢を渡っていく途中でちょうど日が上がってき

たらその瞬間にガランガラン上から始まって、その中で、堀内さんギリギリの所通っ

て行ったのが一発あって、俺てっきりやられたかと思った。 

高橋（恭） あそこ行きゃ硝煙のにおいするもんね。 

島田 奥又は、5、6 回くらいやったよね、合宿ね。 

堀内 （人が）減ったせいか、池はきれいだった。 

高橋（恭） 汚いもの浮いてなかった？ 

内山 プカプカ浮いてるなんていって聞かされてたけど、きれいなものでした。 

島田 かっては、最初に行った頃なんかくそだらけだよね。どうやってキジを撃つか、本当

に。あの池の周りの上の尾根なんかも全部ね、くそだもん。 

河西 こっちの右回りの道なくなっちゃったよ、草生えてね・・・。 

島田 あそこの水場はまだ、俺 3年前に行ったのかな。全く昔と変わってないんだよね。び

っくりしちゃったけど。 

堀内 俺、泳いだもん。 

内山 ただ 2000 年に入ってから群発地震ってのがあって、穂高で。あのとき滝谷とか奥又

で、いっぱいルートが崩れてなくなっちゃっていて。だから今奥又で登るなんて話、

あんまり聞かないよね？ 

河西 若尾ちゃんと 2 年前行ったときえらい混んでたな。女の子が四峰正面登ってきたな

っつって。すげえなって、わけえ女の子が。 

高橋（政） 特定のしっかりした所は相変わらず行ってはいるみたい。 

 

［2000 年代］ 

 

－ 90 年代はそんなところで、次は 2000 年に入ってからの話を西之園さんから聞かせて

ください。 

 

＜低迷期＞ 
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西之園 諏訪山岳会としてかなり人が少なく、低調でしたよね。 

堀内さんも、内山さんも、子育てで会に来てなかった頃で、高橋さんはクライミン

グやってましたけど。だから諏訪山岳会の中では、（新しく）入ってきた人とは一緒に

行ったりしてたけど、会の外の人とかとも行くことも多かったような気がします。 

ただ合宿は何回か行きましたが。この頃はっていうか、やっぱり人少なかったり、山

行も少なかったような時期かなと思いますが。 

朝岡 例会もすごいさびしかった思い出があります。 

西之園 例会流れてばっかでしたよね。結構流したよね・・・。 

朝岡 来ても 1人、2人っていう・・・。 

西之園 高橋さんと俺しかいねえとかで、一回やめるかみたいなこと結構ありましたよね。 

高橋（政） うん、多かった。 

西之園 （私の）入会の経緯ですが、海外に行きたいなと思って、長山協の事務局に連絡し

て、どこかいい会ないですかと聞いたら諏訪山岳会紹介してもらって 2000 年に入っ

たんですけど。その年ちょうど、長山協のほうで紅旗峰という 7000 メートルの未踏

峰の計画があるということで、それに乗りました。（2003 年に遠征） 

西之園 そんな感じで、2000 年代前半はとにかく入会者もパラリパラリはいても、なかな

か山行としてはまとまってってのはなかった。高橋さんがずっとチーフリーダーでし

たよね、なんか万年的に。 

高橋（政） だってチーフリーダーっつったって人いないしさ。ほとんど成立しないぐらい。 

西之園 俺は入って次の年ぐらいに事務局長になって、それもなんかずっと数年続いたよ

うな感じで。 

朝岡 なんか固定メンバーでしたね。 

内山 例えば合宿に入ってる人数数えたって、大体 3人、4人だもん。ほとんどが。 

西之園 下手すると俺ら 2人とかですよね。2人、3人とか。 

 

－ 朝岡さんどうですか。 

 

朝岡 最初私全然この会のことを全く知らなくて、八ヶ岳森と自然の学校で、良さんから

「諏訪山来いよ」って言われたので来てみたら、ちょっと薄暗いルームに 2、3 人人

がいて、入っていいのかなみたいな感じの所だったんだけど。まあ取りあえず逃げず

にしばらく顔出してみるかということで、今に至るという感じです。 

今いなくなってしまったんですけど、僕の 2 年ぐらい後に太田さんていう人が入っ

てきて、この太田さんと結構あっちこっち出掛けたり・・・。彼と同じような足のそ

ろい方でやれたのが、定着できた理由かなというふうに思ってます。 
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とにかく前半人が少なくて苦しかったのが、だんだん人が増えてきて会の雰囲気が

フレンドリーになった感じがしました。以上です。 

 

－ あとは古倉さんが、2003 年に入会しましたね。 

 

古倉 私大阪から 57 のときに茅野に女房と 2人で移住をして。もともと大阪で山岳会の活

動をしてたもので、こちらで落ち着いたところで山岳会を探してその中から諏訪山岳

会が一番自分としては趣向と合うんじゃないかなというようなことで 60 過ぎで入れ

ていただきました。恐らく当時のここにいてた方、こんなおっさん今頃何しに来たん

やという感じであったんちゃうかなっていう。 

 さっき朝岡さんにも言われたように、当初は例会も非常にまばらで少なくって 

合宿もほとんど合宿らしいものも、あまりまとまってトレーニングをしていくとか、

その時々の場当たりっていうんですかね、ちょっと言葉悪いんですけど、そんな感じ

だったですね。 

 以前、岩登りはちょこちょこしてたんですけど、こっちに来て、環境が非常に良く

なったので、諏訪山岳会がその頃は個人山行が主でしたから、だから当初はフリーク

ライミングを重点的にやってたような気がします。合宿はほとんど参加をせずに、こ

んな個人山行的なことをやってましたね。 

 その後何年かして、メンバーが限られたメンバーで役職をグルグル順番に回ってき

たら、リーダーをやれということで、こんなおっさんなんで今頃という感じやったん

ですけど、引き受けました。 

 

＜合宿の終了、HPの開始、例会山行の再開＞ 

 

内山 2000 年代で一番大きい話っていうのが、2006 年の春山合宿をもってして合宿が終わ

ったことですね。原因は 会員一人一人の（登山）指向が多岐に渡ってきて、なかな

か一つの山にわっと人が集まることがなくなっただとか、あと特に年末年始とかに長

期で山に入れる人っていうのが少なくなったってことがあって。合宿もう全てやらな

いっていうわけじゃないんですけども、合宿を毎年恒例に季節毎にやるっていうよう

なことは、この段階でいったん終わりになっています。 

 その後になって、後々非常に大きな意味を持つ話なのですが、ホームページですと

か、グループメールですとか、あとブログっていうのが始まっています。今って山岳

会っていうと大概どこでもホームページだとかそういうのは持っていて、 

山岳会に入会を検討する人は、昔だったらヤマケイとかの山岳募集広告みたいなのを

見てたんですけど、今はそのホームページを見にいって、自分に合うクラブかどうか
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検討します。 

だからこのときにホームページとか立ち上げたっていうのは、その後すごく大き

な意味持ってきます。ちなみに今うちの会に入会検討したいって入ってくる人は、基

本的にみんなホームページ見て、諏訪山岳会、自分に合いそうだなっていうことでや

ってくるっていう人がほとんどです。 

 

－ あともう一つ、合宿がなくなったことで、会の山行が全くなくなっちゃったんですけ

ど、それに対して、古倉さんからの提案で例会山行が始まった（再開した）のですが、

その辺について、古倉さんお願いできますかね。 

 

古倉 はい。今ちょっと調べてみてたんですけど、私がリーダーになって、諏訪山岳会とし

ての例会山行がないっていうのは、やっぱり、山岳会としてみんなが一緒に活動する

っていう機会が、最低なんか必要やなという感じてたので、運営委員会で図って月 1

回担当者を決めて例会山行しようと。誰でもが気楽にいろんなジャンルで山登りをし

ていこうじゃないかというふうなことで始めました。それがきっかけで。 

 その結果、ずっと今まで続いてるんですけども。それなりに皆さんに理解を得て、

例会山行の位置付けってのが、月 1回ですけども継続していってるんではないかなと

いうふうに思ってます。 

 

内山 2007 年は創立 40 周年ということで、ちょうど今から 10 年前なんですけど。このと

きも創立 40 周年記念でなにかやるか？っていう話はあったんですけども、50 周年の

ところで盛大にやりゃいいんじゃないかっていうことで、2007 年の 10 月に赤岳山荘

で、ちょっと参加者少なくて寂しかったですけどね、11 名参加して一応 40 周年をお

祝いする・・・（会を開いています）。 

 この 40周年記念のお祝いの日に、高橋（政）さんが甲府幕岩のア・ラ・ポテトとい

う 5.13a という難しさのルートを登っていますが、5.13 っていうのはおいそれと登

れる難しさじゃなくて、（諏訪山岳会で初）フリークライミングではこれが諏訪山岳

会 50年通じて一番難しいルートですね。 

 

 

［2010 年代］ 

 

 － 最後は 2010 年代っていうことで、石原さんはその 2010 年代に入会してきてるので

すが、思い出話とかお願いします。 
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＜近頃の山への入り方＞ 

 

石原 私はここにいる皆さんとは全然山の入り方が違くて、1 人でハイキングから始めて、

基本的には 1人で登ってまして、組織に入るのってのは面倒くさいなっていうふうに

思ってた口です。テントも 1人テントで、時々山で知り合った仲間と登ってもソロテ

ントを並べて 1人一つテントっていう、そういう異常な・・・。 

朝岡 今のスタンダード。 

石原 多いんですけどね。そんな中で 11年の大震災のときにちょうど引っ越してきたんで

すけど、その年の冬ですね、12 月に天狗岳で古倉さんとたまたま会って、話をしてい

たら、「山岳会入らへんか」と言われて。えっと思いつつ、ちょっとなんかの縁かなと

思って、例会をのぞきに来て入口を開けた瞬間違うと思ったんですけどね。ロープが

ぶら下がってたり、なんか自分が今までやってた山とは全然違うんで、これはそのま

ま扉閉めたかったんですけど。 

 そしたらその翌週が富士山の雪訓で、僕の気持ちとは全然関係なく行くことになり、

いろいろお世話になったのでちょっと続けてみようかなと思って、気付いたら定着し

てたというそんな感じですかね。 

古倉 今までは沢登りっていうのは、諏訪山岳会では活動する人が少なかったんだけども、

石原くんが結構沢登りを活発に、最近はね。 

石原 僕は、岩登りはそんなに好きじゃなかったんで、冬山はやりたいと思ってましたけど。

だから夏場、無雪期にあんまり諏訪山らしい活動をできないなって感じてたんで、そ

の中では沢登りだったらもしかしたら自分に合うかもしれないってことで 

やってみたらだんだん好きになって今は月に 2本、3 本行ってますから、本当にいい

出会いだったと思いますけど。 

 

－ 今話にあったように、われわれから見ても石原さんって、全然違う山の入り方してる

なとかっていう印象があるんだけども、そういう人が、ここまで創立以来のいろいろ

の話を聞いて、どんなような印象を持ちましたか？ 

 

石原 いや、山岳会ってそういう所だろうなっていうのは、のぞきに来る前からそれは分か

ってたんで、でもすごいタフな山行やってるなと。山岳会とはいえ、今の時代だとな

かなかそこまでタフな山岳できないなとか。あと会社辞めてでもとか、そういう話も

なんかすごいなとは思いますね。 

 

＜会員数増、活動活発化、高齢化＞ 
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内山 私は 15 年前の会報 4 号と今回の会報 5 号の編集をやった中で 80 年以降の会員数や

活動の推移をみてきたのでそれについて話をしますと、まず会員数ですが、さっき 80

年代ぐらいのとこで話がでたように、85～86 年のところで会員が少なくなって、半分

ぐらいになって、それがずっと同じぐらいでずっと続いてきたんですけども、2010 年

以降ぐらいになって、少しずつ（活動）会員は増えてきています。（在籍会員数はあま

り変わりがない）それと年間山行数をみると 80年代から 2000 年ぐらいの期間は、多

い年でも 80 回ぐらいなんですね。なんだけど、例えば去年辺りになると、年間の山

行数って二百幾つぐらいある。ものすごく数は増えている。ただ中身が昔とは随分違

っているんで、直接比較するわけいかないんですけれども、一時に比べると、さっき

2000 年代ちょっと寂しかったねって話だったんですけど、ここにきてまただんだん

活気は出てきてるのかなと思います。 

その辺の理由なんですけども、95年ぐらいから中高年登山ブームっていうのが始ま

ってるんですよね。それが 2000 年代になると、2005 年ぐらい辺りから山ガールブー

ムっていうのあって、2010 年なると、もともとマンガだったんですけど、映画の『岳』

っていう山岳映画が話題になって。（そんな背景で）登山人口が、今ものすごい増えて

いる。 

そういうこともあって諏訪山岳会も、今人の数はまた増えてはきてるんですけども。

その一方で高齢化がものすごい進んでいて、最近は 50 歳の人が山岳会に入りたいっ

つって来てるような時代です。そういうことで、昔とは随分変わってはきたんですけ

ども。2000 年代ちょっとさみしかったねっていうのが、まただんだん人が増えてきて、

いい方向に向かいつつあるのかなというような気がします。 

 

 

－ ありがとうございました。以上、駆け足ですが 50 年を振り返ることができました。 

最後に皆さんから山岳会への思いを聞かせていただきたいと思います。 

思いと言っても、なんでもいいんです、私にとって山岳会ってこういう所だっただと

か、これから先、こんなふうにやっていきたいだとか、やっていってほしいだとか。

今度は逆に 2010 年代の一番若い人のほうから順番にお願いします。 

 

 

［山岳会への思い］ 

 

石原 僕らの世代で、山ブームで始めた人っていうのは、こういう組織って苦手なのかもし

れないですけど僕自身入っていろいろ教えてもらって、すごいありがたいことです。事

故も多いですからね、技量のない人の事故とか、そういうのを防ぐにはやっぱこうやっ
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てしっかり教わんなきゃいけないし、教わったことを次入ってくる人に伝えていかな

きゃなって思っています。 

 

古倉 諏訪山岳会に限らず、どこの会でもそうですけども、昔すごく活動してた人たちで、

今そこそこコンスタントに山登りをしてる方ってのがたくさんいるのかなと思うん

ですけども。諏訪山岳会なんかも過去にはすごいたくさんの優秀な方たちがいるのに、

今活動してる人たちが少ないのが寂しい。 

 だから今度の 50 周年の会合のときでも、また昔の人に声掛けてぜひとも月に 1 回

ぐらいでもとにかく山へ行くというそんなことを、輪を広げるというんですかね、そ

んなことしていけたらいいかなと。 

 

朝岡 今僕、やれ結婚だ、子どもだっつって活動が非常に停滞期に入ってるんで、このまま

フェードアウトするつもりはないので、ぜひ僕と同じぐらいの世代にしても、古倉さ

んのようにすごく上の方にしても、その人たちがバンバン山をやっててくれると、俺

もやらなきゃ、やりたいっていうふうな気持ちになる部分がありますので、ぜひ見せ

つけるような感じでブログとかを投稿してもらえると、僕もそれを見て早めに復活が

できればいいなというようなこと考えています。 

 

西之園 会に今度入ってくる方ぐらいが 50歳、私と同じ年生まれぐらいの方なんですけど

も、会がちょっと中高年登山会化していて、もうちょっと若い人に入ってもらえるよ

うにするにはどうしたらいいんだろうなと悩んではいます。 

 私の唯一の実績は、ブログ作ったり、ホームページも最初のセッティングは私やり

ましたんで・・・。 

次の手がまだ（出てこないので）、なんか打たなきゃいかんのかな。遭対協のほうの補

導とかで小屋とかに行くと、若い人が結構泊まりで来てるんですよ。話を聞くと、た

まに山岳会に入ってる人もいるんだけど、山岳会は敷居が高いとか言われて、何が敷

居なんだろうなっちゅうのよく分からないだけど・・・。 

入ってる中の人間からすると。その辺を何か敷居を低くするようなこともしなきゃい

かんのかなと、ちょっと思ってます。 

 もうちょっと子どもが大きくなったら復活できるといいかなと思います。 

 

堀内 山岳会に入らなくて山へ行くっていうのがネットの関係とかで非常に多いというふ

うなことで、登山口で初めて会った人たちが、パーティーを初めて組んで一緒に山登る

なんていうケースも本当にあるということです。山岳会の存在自体の意味っちゅうの

が、安全な登山をしてみんなで楽しく登りましょうと、んで信頼した仲間同士で登りま
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しょうってのが本来のものなので。 

 これから山岳会に入る人増やすっちゅうのは実情的に難しいんでしょうけども、諏

訪山として存続するからには、安全な登山っていうのは引き継いでいく組織じゃなき

ゃいけねえななんては思うとこです。 

 ただ自分はなかなか皆さんのように、毎週とかしょっちゅう行ってなくて、体力的に

も非常に衰えを感じるところでありまして。本当にある程度年とっても行けるってい

うのは素晴らしいことだなと思っていて。歩くのが基本なので、低い山でもいいので地

道に活動をしていきたいなと最近思うとこです。 

 

内山 諏訪山岳会に入ったのは私かれこれ 30 年ぐらい前になりますけど、その頃一緒に登

っていた仲間と、今一緒に登ってる人って、全然違う人です。その 30 年前に一緒に

登ってた人たちってどうなってるのっていうと、今ほとんどみんな山から離れちゃっ

てます。そう考えると、もし自分が山岳会に入らないで、個人的なつながりの中だけ

で山やっていたら、自分もある程度のところで一緒に登る人がいなくなっちゃって、

山やめちゃったのかな。だから逆に今もこうして山登れてるのって、山岳会っていう

所に入っていたおかげなのかなと思ってます。 

 そういう意味で山岳会って、実は一つ大きな意義があって、やっぱりどんどん新し

い人が入ってくる、それが非常に大きな意義なのかなというふうに思ってます。なも

んですから、さっきからも何回も出てますけども、会にまた若い人に入ってもらうだ

とか、そういう努力をしていかなきゃいけない。 

 西之園のほうから策がないっていう話があったんだけども、なんか策あるとしたら

一つ思ってるのが、もう山岳会って名前やめたほうがいいんじゃねえかなと俺は思っ

ていて。っていうのは、今われわれの活動って 3分の 1ぐらいが山のピーク踏んでな

いんですよね。クライミングで終了点行っただとかね、 

 で、実は山岳から始まったいろんな活動って、どんどん山から離れてって、今は若い

人たちって基本的にはそういう活動やるようになってる。だからいつまでも山岳会っ

ていう伝統にこだわってると、だんだん人集まんなくなっちゃうかもしんないなと、

これはすぐってわけじゃないですけどね。いずれそういう時代もくるかもしれないっ

ていうことを考えながらこの後も活動をやっていくと、いいかもしれないな、なんて

最近思ったりしています。 

西之園 変な話、以前、横浜で入ってた会ってアルパインクラブ横浜って名前だったけど、

その前は横浜労山だったんですよ。それを、アルパインクラブ横浜って名前を変えて、

山渓に広告出したらドサッと人が入ってきて・・・。だからそれ（名前を変えること）

はありというのか。あとカモの会とかもはやって、ああいう名前の会で、カモの会と

か、カワウソとか、。 
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高橋（恭） 古いところでエーデルワイスとかさ。 

朝岡 グループ・ド・モレーヌもそういう意味なんですか、そういうことなんですかね、あ

れは。 

高橋（恭） ウチだって英語名持ってるじゃん、SAC。 

内山 多分、今ネット上で SAC っていうと信大アルパインクラブと思われる。 

西之園 それは同じように出しときゃ、別に。そのアルパインクラブを表に出しても別

に・・・。 

堀内 名前大事だよね。 

 

高橋（政） さっき合宿がなくなって例会山行っちゅう話ありましたけど、例会山行もそう

いういろんな全ての相対的に技術身に付けるっていう形で回数重ねてきてるっちゅ

うこともありますし、どっかできることなら、ちょっと人数の多い長めで大変そうな

合宿みたいなのもね、計画できるようになりゃいいかなと。やっぱり総合力っちゅう

とそういうとこいくと思うんで。そういうことも計画できるような時期がくればいい

かなと思ってます。 

 

高橋（恭） 会に入ったきっかけっつうのは、学生時代に買った登山靴が壊れたのを修理に

良さんの所に出したのが縁で、看板見て入ろうかなと。それで説明を聞いたときに、

正徳さんが言われたのは、25 歳の時だったと思うんだけど、年取ってるなと言われた

と。 

会にはいろいろお世話になったし、基礎はここで全部教えてもらったから。そうい

った会ではいい会かなと。優しい会っちゅうか、優しさだけじゃなくてちゃんとした

実力も持ってる人たちもいるし、それなりに聞けばいいし、教えてもらえると思うん

で。そういうふうに厳しくも仲良くできて、それは伝統として残ってるような気がす

るんで。いい雰囲気で続いてってくれたらいいかなと思います。 

 

若尾 まじで、すいませんね。50 周年の祝いのことで海外登山のことを書けと言われて頭

がそれでいっぱいで。アラスカは 20 周年の記念らしいね。パスーは 1980 年の 11 月

18 に、カラコルム研究会が発足したんじゃよね。これだけで精いっぱいです。きょう

の話をあまり聞いてても、みんな。 

 

＜会員番号 欠番の話＞ 

 

（今井さんのところで、会員番号の話になる） 
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今井 42 は・・・。俺欠番にした覚えがある。 

（バッジを）俊郎さんに作ってもらって、ほんときに 4と 9は縁起悪いからやめよう

っちゅうことで。 

河西 そんなことあったんだ。 

内山 ちなみに 104 番っていうのも欠番にしてあって、なんでかっていうと 104 番になっ

た伏見くんって男がね、なんかふと読んでみたら凍死に見えるから、これ俺 104 番嫌

だっつって、105 番にしてくれって、そういうのありました。 

島田 なるほど。そういうことか。 

河西 考え方の違い。透視ができて。将来の透視でも。 

 

今井 自分たちの頃は、先輩、良さんを筆頭に和雄さんが現役で当時ベトコンっていわれる

男で、本当に馬力がすごくて、その人のけつについてく、みんなでそういう山行に明

け暮れてました。自分も柳くんもちょっと事故っちゃったりしたんですけれども、ほ

ん中でもいまだに忘れないのがわれ死んで俺助かると、絶対に死んじゃうなと、その

言葉だけを肝に銘じてやってましたけどね。 

内山 その言葉は誰が言ったっのですか。 

今井 うちの兄とお父ちゃんが言ったやんか。 

高橋（恭） ワレが死んでも我は助かるでいいんですよね。 

朝岡 ワレは相手か。 

古倉 要は自分のことは自分でしろと・・・。 

今井 そう。 

 

（このあと今井さんの大同心の事故の話が続くが中略） 

 

＜高齢登山＞ 

 

河西 会入って 50年以上になるんですけれど、昔はバンバン登ってると「元気ですね」と

言われたけど、今は「お元気ですね」って言われる。そのたんびガクッときて、それ

もじいさんに言われるからさ、よほどじいさんと思って登ってるんですけれど。会に

来ても年齢差が離れてるから、例会出ていくとちょっと浮いちゃうような感じなもん

でね、みんなの話についてけないんで。それで出てこないわけじゃないんですけど。 

 でも会入ってれば誰か彼か声掛けてくれるで、そしたらまだ続けるかなと思うんで。

またどうしても 1人で行くのが嫌だと思ったら私ん所へ電話していただければ、ご一

緒さしていただきますんで、そんなとこでよろしくお願いします。 

内山 ちなみに河西さんは冬合宿に入ったのの一番最後って、62 歳とか 63歳ですよね、確
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か 2 回目の剣行ったときって 59 歳。 

河西 俺薬師行ったとき、スキーが駄目でさ、ザック切れたりして、俺は引退宣言して・・・。 

内山 だけどその後もずっと入ってます。 

河西 まだ入ってるかな？ 

内山 入ってた。 

河西 若尾ちゃんが、俺が行かねえと思うと、電話よこすんだよ、月末になって。 

それで続けたと思うけどね。 

内山 60 超えて合宿出てたって、それも冬合宿出てたっていうのは、ちょっとまねできな

いなっていうふうに思いますけどね。 

河西 これやめちゃうと駄目だと思うでや。月 1回でもね、行ってれば・・・。いいと思う。 

内山 ちなみに年齢の話でいうと、良さんが 67歳んとき Aフランケ登ってんですよね？ 

島田 うん。 

内山 それが一番最後？ 

島田 いや、最終 77 のときに小同心へ、日本山岳協会じゃなくて、なんとかの会長さん、

亡くなっちゃったんだけど、そいつを連れってった 77 歳のときなんだよ。それが最

後。 

西之園、内山 それもすごいな。すごいな 77 歳。 

島田 5 人、滝田栄とかね、そのとき 5、6人、7人ばっか連れてった、それが最後。 

もう島田さんやめようっていったけど、いや、小同心トップで登って、7人で。 

河西 俺が記録破らなきゃいけない。78 歳。 

内山 河西さんまだ 77までいってない？ 

高橋（恭） 76。 

 

島田 諏訪山岳会は私のベースですから、本当に名を汚すなとかそういうことじゃなくて、

山に対する意欲を失わないように、私が自慢できるような状態にいてほしいなと。い

つも自慢しますもんね、諏訪山岳会、誰々じゃなくて。そこが私のベースなので。 

今養護学校の子どもたちの岩登りも教えてますし、80、現役ですからね。先週も佐渡

へ行って、2 日間、随分歩かされましたけど、ちゃんと歩いてきましたんで。7 時間

ぐらい入ったのかや、2 日ね、もっと楽で行けるんかなと思ったらとんでもない。ま

だ現役でやってますので、皆さんも一つ大いに活躍をしていただきたい。私が自慢で

きるような会になっていってほしいなと思います。よろしく。 

 

－ ありがとうございます。長時間になってしまいましたけども、これにて座談会は終了

させていただきます。きょうはどうもありがとうございました。 
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一同 ありがとうございました。 

 

－ 最後にみんなで集合写真を一枚撮らせてください。 

 

今井 黒枠入れるなよ。 

 

堀内 まだ早え。 

 

 

 

 

（了） 
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回想 50 年の風景 

SUWA Alpine Club 50th Anniversary 
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諏訪山岳会 50周年おめでとう 

 

会員 No. 5 島田良 

 

この 50 周年 私の一番の思い出は 7～8 回の海外登山よりも現在の事務所建設のことで

しょう。ひょっとすると 50 年前かもしれません・・・・。 

確か建設費用は49万円 1人 10,000円の寄付でしかも窓枠の一部を除いては総じて自分達

の手で建てました。 

振り返って今でも信じられないことですが何日かかったか忘れました。ここに辿り着く迄

の困難な道のりは長くなりますので省きますが、よくここまでという思いです。私有地であ

り学校の近くでもありますので、難しい問題がありましたが一つ一つ解決してきました長

年の夢でもありました事務所です。 

私達にとっては一番大切な場所ですからこれからも感謝の気持ちを忘れずに大切に居場所

として守っていきましょう。 

 

諏訪市山岳協会から諏訪山岳会に移行したのは昭和 42年 4月頃の事です。 

当時 30才 2年後に私にとって初めてのアラスカ遠征組織体の名前ではなく実質の山岳会名

でとの強い思いがありました。 

諏訪市山岳協会時代にもたくさんの想い出の山行があります。私にとっては両時代共々大

切な思い出が多くありますから、どちらが良かったではなく両時代の思い出を今後共大切

にして行こうと思っている次第です。 

 

最後に私自身 80 才となりました。 

まだまだ現役として頑張っています。 

養護学校低学年の子供達 1年生から 6年生に岩登りの体験かれこれ 7～8年になります。 

幼稚園の子供達との 2000m 級の登山等々年数回に亘り行っています。 

どうか会員の皆さんにもお手伝いをお願いする次第です。 

なかでも茅野警察署からは 2～3名のおまわりさんにもお手伝いをお願いし子供達に喜ばれ

ています。 

1 人 2000 位の寄付を戴きおやつとか昼食等一緒にし子供達に喜んでもらっています。 

今後その都度ご案内しますのでお手伝いよろしく。 
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創立期の山岳会 

 

会員 No. 12 河西和雄 

 

創立と言っても新しく山岳会を作った訳では無く、長年活動してきた諏訪山岳協会の名称を、

諏訪山岳会に改称した時が創立と言う事になっているが、協会創立の期間を入れればもっと長い

歴史になるのではないでしょうか。 

 

当時の山岳会は、個人山行より合宿と言う形の山行が主だったが、徐々に会員個人の実力の向

上も有り、分散合宿の傾向が少し出てきた時期だった、又合宿で会の総力を上げて取り組まなく

ても個人の登りたい山、又はバリエーションルートに分散しても対応出来る力がついて来た。そ

れには、暇をみつけては両角山のゲレンデに通い、又稲子岳の南壁には数え切れない程出掛けて

いた、そういう努力があったからだと思う。 

前年四月利尻の遠征が有り、北海道の山に登りに行くのに遠征とは今では笑い飛ばされてしま

いますが、当時としては大変な山行だった、山に登るより島に着くまでの方が大変だった、海外

遠征の練習を兼ねて装備、食料の梱包から発送の体験をすると言う目的もあった。 

会の名称も変わり、会員の浜巌さんの長山協のペルーアンデス隊に参加する事も有り、会の海

外遠征も行くか行かないかの話から、どこの山に登るのかと具体的になって来たが、多数の会員

が関心があった訳では無い。一番積極的に熱心に行動していたのは島田さんだった。海外遠征す

るんだと 1人奔走していた島田さんの熱意が無ければアラスカ遠征はなかったと思う。県山協の

会合に出席しても諏訪の技術レベルは低いからあまり相手にされないと嘆いていたから、その思

いもあったんでしょう。 

でも滝谷合宿では、一度に７～８のルートに取りつく人材がいたし冬には爺の東尾根、鹿島槍

の東尾根、天狗尾根、横尾尾根から北穂、槍までのピストンと結構ハードな山行をしていたので

すが、評価は低かったようです。 

アラスカ遠征も予定していたピークを全部登り、成功裡に終わったが次の遠征と言う話はどこ

からも出てこなかった。 

 

遠征後は、島田さんを除いて、松見はより困難を求め会を去り中国の山で帰らぬ人になってし

まい、小松はしばらくして山から遠ざかり、私はモチベーションが上がらずほんの付き合い程度

の山行しか出なくなり、会の飛躍の為の遠征も何の貢献もできず個人の心の中に埋没してしまっ

た。 

 

 

 



51 
 

70 年代の山岳会 

 

会員 No. 22 今井 二郎 

 

特大で横長のキスリング、先端を締めるだけのサブザック、防寒具はビニロン製、シュラ

フは米軍の放出ならまだしもスリーシーズン用、麻ザイル。クレモナロープからようやくア

タックザックやナイロンザイル等が徐々に自分達の手が届くようになってきたが、まだま

だ高嶺の花。そんな時代に本格的な登山を私は始めた。今では想像がつかない貧しい装備だ

が志だけは高く、海外遠征を夢見て週末ともなれば、両角山のゲレンデに足しげく通った思

い出がある。そんな 60 年代後半から 70 年代を知る人間として、ピーマン頭にわずかに残

った記憶を思い出し、取り留めもなく書いてみた。記憶に多少の間違いがあるかもしれない

が、ご容赦ください。 

 

【諏訪地区山岳団体協議会の発足と初の海外遠征】 

どの山岳会もまだまだ懐事情や人材は乏しく、会単独での海外遠征が困難な時代であっ

た。60 年代後半に、諏訪地区６市町村の山岳会に山幸グルッペが加わり、諏訪地区山岳団

体協議会が発足したことを契機に、海外登山への意気込みは高まった。第１回目の冬富士合

同合宿では、一番高地で生活して高地順応しているはずの原山岳会会員が高山病でダウン

するというハプニングもあった。協議会は徐々に軌道に乗り、地域の企業等様々な方々から

支援を受けて念願の初めての海外遠征が実現し、アラスカへ！ 島田隊長の元、見事に登頂

し無事帰国した。 

 協議会の海外初遠征は実現し成功したが、まだまだ当会の懐事情は貧しく、八ヶ岳への山

行の際は、炭や練炭、缶詰等々を美濃戸上の堰堤の駐車場から赤岳鉱泉まで荷揚げしてはボ

ッカ代を稼ぎ、装備の補充や山岳会事務所を立てる費用に充てていた。当時の八ヶ岳山行は

トレーニング兼収入源で、ボッカで鍛え上げられたといっても過言ではない。 

その頃には、ようやく個人装備もナイロン製の上下に、アイゼンは 10 本歯から出歯と呼ば

れた 12 本歯になり、羽毛服に羽毛シュラフ、ナイロン製品等々軽量化されてきていた。（今

とはくらべものにならないが、当時としては画期的）。なけなしのお金をはたいて買い求め

た記憶がある。ロッククライミングも全盛の時代に入り、どこの岩壁いっても順番待ちが当

たり前の状態であった。 

 

【穂高夏山合宿と松本深志高校の被雷事故】 

そんな 67年、当会の夏山合宿が穂高で行われた。連日の好天に恵まれ、滝谷の様々なル

ートを精力的に取付いた。合宿最終日の８月１日、突然激しい雷雨に見舞われ、岩が激しく

振動した。岩にしがみつき、金具を遠ざけて雷雨の通り過ぎるのをひたすら待っていたが、
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西穂高方面をみると連射花火のように火柱が走るのを見て、生きた心地がしなかった。河西

（和）、笠原両氏のアパッチコール（当時の会の伝心方法）に勇気づけられて何とか滝谷の

頂きに抜けた時は、無事登頂できたことを喜んだものの、ホッとして体から力が抜けていく

ような感じがした。翌日、「やけに今日はヘリが多いわ」と脳天気に話しながら上高地へ下

山するまで、西穂高独標付近で松本深志高校生が被雷し、11 名死亡、10名負傷の大惨事が

発生していようとは全く知らなかった。 

 その頃、原山岳会清水（澄）氏と当会の浜（厳）氏の 2名がヒマラヤトレッキングに出発

し、海外遠征への夢が一段と膨らんでいった。海外に通用するように山行も厳しく密度の濃

いものへとレベルアップを図り実践していった。 

 

【山岳事故からの学びと復活へ道のり】 

 アラスカ遠征の年に、小同心右岩峰で柳君が遭難死した。中山乗越の奥に当会で建てた墓

標がある。その後、私自身の不注意による大同心正面壁での事故と、当会の山岳事故が続い

た。会の仲間をはじめ、大勢の皆さんに多大なご迷惑をおかけしたことを深く反省している。

退院後は骨折した腰に注意しながら、事故を起こした大同心正面壁２時間以内で完登を目

標に、最初は 10 ㎏の砂袋から徐々に重くし、連日両角山や階段でのトレーニングと体力の

回復に努めた。功を奏したのか、大同心正面壁～小同心クラックまで１時間半で登攀するこ

とができ、体力は事故前の状態にほぼ回復したことをやっと実感できた瞬間だった。以後は

以前にも増して精力的に山行に取り組んでいった。会の山行も一段と厳しさを増し、密度の

濃い山行へと移る中、徐々に体力強化に努め、皆と肩を並べられる自信もついてきた。そん

な時期、開拓されて間もない黒部丸山東壁を久々に当会メンバーのみで登攀した。Ｌ伊藤

（忠）、今井、滝沢、藤森の４名で好きなルートに取り付いたが、ほとんどが人工登攀のた

め、ボルト間隔が非常に遠かった。身長 170 ㎝以上ある３名に比べ、160 ㎝程度の自分には

ハンディが大きかった。今さら寸足らずの身長を悔やんでも仕方がないため、帰幕後アブミ

の最上段を靴先が入るだけに狭め、更にカラビナの先にフィフィをセットして回収しやす

く工夫した。それでも届かないことが多く、非常に微妙なバランスで、神経を集中しながら

呼吸を止めて素早く目前のボルトの上に立ち、次のボルトに進むという連続できわどい登

攀を強いられた。そんな連日の厳しさの中でも、登攀が早く終えたり、登攀に飽きたりすれ

ば、内蔵助出会の河原で泳いだり（水が冷たすぎて 30秒程度が限界。泳ぐというより我慢

比べでつかる感じ）、魚釣りに興じ楽しんだ。釣り糸は滝沢君が持参しており、魚釣りの竿

は河原の柳の枝で代用、餌は川虫を捕まえて調達した。そのかいあってか、どうにか 3匹程

の川ますを釣り、豪華（？）な夕食とウイスキーで乾杯！ 釣りたて・焼きたてはうまかっ

た！（皆、欠食大人） 

 また、甲斐駒赤石沢奥壁,赤蜘蛛ルート A～Cフェースの登攀（L:今井、若尾、斎藤）でも、

旧知の仲間がリスが広いのでアルミサッシ等加工したハーケン等駆使して開拓したばかり

のルートで他に登る人もおらず、八丈の岩小舎をベースにして多いに楽しむことができた。
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おそらく自分たちの登攀は、３本の指に入るのではないだろうか。大変厳しく変化に富んだ

ルートで気が抜けない登攀をであったが、振り子トラバースの場所で何故かザックのラジ

オから、当時超アイドル山口百恵ちゃんの「ひと夏の経験」の一節「こ～わくない。ああっ

あっ こ～わくない」と突然流れ出した。偶然とはいえ、絶好のタイミングを知っているか

のように鳴り出し、皆おかしいやら、呆れるやらで、一気に緊張がゆるみ、しばし気持ちが

和らいだ。はっきり聞き取れたのはその部分だけで、その後は雑音で聞こえず、狐につかま

れたような妙な気分になった。しかし、まだ難ルートは続くため、気を引き締め直して登攀

を続け、花崗岩塊の白砂に覆われた頂に飛び出した時は、完登の喜びをかみしめながら、仲

間と固い握手を交わし充実感に酔いしれたことを今もはっきりと覚えている。 

  

【ヨーロッパアルプスへの憧れから、ヒマラヤへ】 

 そんな山行を続けている頃から、仲間らとヨーロッパアルプスを目指すようになり、より

長く困難なルートを、重荷を背負いながら精力的に取り組んだ。しかし、先行した仲間が単

身ヨーロッパアルプスの氷河で不慮の事故に合い計画は中断してしまった。張りつめてい

た糸が切れかかった時に、HAAJ 隊隊長で原山岳会の清水澄氏から、ヒマラヤ遠征への誘い

を受け飛び入り参加した。中途からの急な参加であったが、仲間らに温かく迎えていただき

メンバー入りした。隊員は、長野２名、福島・山形・栃木・京都・兵庫各１名の計７名パー

ティー。目標の山は、ナンダ・デビィ内院（インド）にあり、シプトン以来入域した人がい

ないという未知に近い山域。キャラバンは、ブルーポピー（青いケシ）や一面エーデルワイ

スの咲き乱れる草原、フィックスロープを張ってようやく通過するような岩場等があり、非

常に変化に富んだルートであった。当初の目標の山であったチャンガバンから変更したが、

未登の無名峰２峰に初登頂。途中帰国する隊員のために、リエゾンの勇気ある即断即決で、

隊員と行動を共にしてくれ、予定外にもう１峰の登頂にも成功した。リエゾンの名前が、B・

S・Pフンダル他であったため、誰とはなしに「最悪フンダル（リ）、ケッタリにならないよ

う」にと皆で祈っていたが、本当に献身的で親身な好青年の将校であった。雪ヒョウ（スノ

ーパンサー）が捕獲してまだ生温かい野生のヤギのバラルを横取りし豪華（？）な料理を堪

能したりと、登山技術はもとより、リエゾンを含めた７名の愉快な仲間に囲まれ、想い出多

い遠征であった。（遠征の詳細は、会報３号に掲載してあります） 

 

 以上、自身の山行を中心に、それにまつわるエピソードを書いてみた。書きながら改めて

思ったが、厳しいルートの山行が多いはずなのに、思い出すのは楽しい出来事ばかりだ。 

自身の周囲には、苦しい山も楽しく愉快にしてくれる山仲間がたくさんいた。今も細々と山

を続けていられるのも、そんな山仲間がいたからと思う。（この場を借りて、感謝！） 

また、このような機会を与えてくれた山岳会事務局の皆さんにお礼を申し上げます。 
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80 年代の山岳会 

 

会員 No. 67 宮下 悟 

 

私が入会した 80 年代の、諏訪山岳会の様子や山行について、思い出すままに書き綴って

みた。 

 

（大勢の会員と年間行事の充実） 

私が諏訪山岳会のドアを叩いたのは、82年の諏訪精工舎入社と同時だった。夏の山歩き

しか経験のない初心者の私にとって、山岳会という組織は全く未知の世界だったが、本格的

な山登りをしたかったのでとれあえず籍を置くことにしたのだと思う。当時は若い女性が

多く在籍していたし、私の後にも続々と若者が入会して来る状況で、活気があった。毎月例

会山行が計画され、会の共同装備が使えたし、どんな個人装備を買ったらいいか教えてもら

え、初心者にとって諏訪山岳会に入るメリットは大きかった。 

会員が大勢いたこともあり、年間行事運営は充実していた。空で思い出すだけでも、春

山・夏山・秋山・冬山合宿。スキー山行、富士山雪上訓練。ザイル祭、市民登山、臨時総会、

総会など。しっかり組織化されており、定常的に毎年のサイクルが回っていたように思う。 

役員候補の人材が豊富におり、運営委員会で議論して次期役員名簿を作成し、総会に起案し

ていた。 

合宿は誰でも参加できる本隊と、バリエーションルートに取り付くパーティとに分かれ

るほど、参加者が多かった。冬山合宿の直前の例会では、山岳会ルームに人が溢れ、殺気立

った言い争いも行われていたように思う。新人はテントを張ってポールや張綱を確認した

り、コンロに火をつけたり、食料を計画したりと、経験を積むには良い環境だった。11 月

の富士山雪上訓練では、必ずかまぼこテントを張って大宴会をやるのが定例となっており、

世代を越えての新旧交流の場となっていた。ルームで総会の配布資料を、青焼きで何枚も印

刷し、乾かしていたのも時代性を感じるなつかしい思い出である。 

 

（諏訪山岳会は若い女性会員が多い） 

諏訪山岳会の特徴として、若い女性会員が多かったことが挙げられるが、当時は人類の

半分は女性な訳だし、当たり前と思っていた。学校の先生、日赤の看護婦さん、諏訪精工舎

の社員が多かったかな。 

国体の成年女子チームのメンバーに諏訪山岳会からよく選出されていたので、他の山岳会

にも諏訪山岳会の女性会員の存在はよく知られていたようだ。思い出すところで、金子さん、

星野さん、湯田坂さん、伊藤さん、他にも厳しい練習に参加された皆さま、本当にお疲れ様

でした。 
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高橋さん夫婦のように結婚した例もあるし、お付き合いしていたカップルもいたように

思う。女性が山行に加わることで華やかさや和みが生まれ、ある面、社会人山岳会として健

全だったのではないか。冬山や岩登りにも男女の区別なく、積極的に参加していた。なぜそ

の後、女性会員数が減少してしまったのかよくわからない。思い当たることとしては、女性

に限らず初心者の入会が減少した傾向に、連動しているような気がする。 

 

（山スキーの醍醐味） 

山スキーなるものがあることを知ったのも、山岳会に入ってからだった。例会山行で野

麦峠を目指した時、若尾さんだけが登山靴に山スキーで、残りのメンバーはゲレンデスキー

にスキー靴だった。すいすいと歩く若尾さんを追いかけるも、シールのないゲレンデスキー

は一向に前に進まず、野麦峠がはるか遠くに感じられた。つぼ足で無駄に汗を流しながら、

あの時ほど歯がゆさと道具の威力を感じたことはなかった。 

早速、新雪荘で山スキーを新調し、シールを着けて雪の斜面を登った時の爽快さは、今

でも忘れられない。ところがシールを外して滑降に入ると、革の登山靴では押さえが効かず、

見事に何度も後ろに転倒してしまった。ゲレンデでは、いかにスキー靴に頼っていたか思い

知らされた。次に兼用靴なる存在を知り、新雪荘のお世話になったことは言うまでもない。 

道具を揃えると、使いたくなるのが人情である。諏訪山岳会の若者中心にスキー山行をする

機会が増えていった。先輩には成田さんや斎藤さんなどプロ級の大御所がいたが、同期近く

に高橋政さん、山本さん、塩沢さんなどがいて、白馬大雪渓や針ノ木大雪渓の春スキーを毎

年楽しんだものだ。富士山や御嶽山に加え、北信の妙高、雨飾山、黒姫などが記憶に残って

いる。後から入会してきた平野・北原・堀内といった輩はスキーが本当に上手で、怖いとこ

ろも平気で滑り降りていき、付いていくのに必死だった。私にとっての楽しみは、スキー滑

降よりも、新雪に沈まずに歩けたり、斜面を登れたりすることにあった気がする。 

 

（合宿の思い出） 

80 年代後半から、諏訪山岳会のチーフリーダーを務めさせていただいたが、乗鞍・薬師・

笠ヶ岳と続いた奥飛騨シリーズが印象的だった。特に乗鞍と薬師は山スキーを駆使して、一

日のうちに圧倒的な行動距離を稼いだものだ。薬師岳ではスキーが得意でない河西さんも、

独特の制御方法で大滑降し、皆の喝采を浴びていた。幸い天候にも恵まれ、準備万端荷揚げ

しておいた割には、短期間で合宿を終えてしまったと記憶している。奥飛騨からは崇高な穂

高の威容が望め、やはり皆の気持ちにうずくものがあり、90 年代は穂高の合宿が復活する

こととなる。 

私が結婚したのは 88 年。新婚の正月に、冬合宿に参加するのが肝心、と諸先輩方から盛

んに戒められていた。素直に助言に従い、正月を山で迎えたら効果はてきめん。夫は、正月

は家に居ないもの、との刷り込みが行われ、毎年何の抵抗もなく冬合宿に参加することがで

きた。先輩の意見はありがたく聞くものである。周りをみても、結婚したから冬合宿に参加
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できないという事例は、余りなかったように思う。 

先輩の助言といえば、手長神社の階段ダッシュがあった。諏訪郵便局脇の急な石段を、

手長神社まで駆け上がり、駆け下りるのを繰り返すトレーニングだが、これをやって冬合宿

に入ると楽だぞ、というのである。試してみると短時間でたっぷり汗がかけ、バランス感覚

も良くなる気がする。暗くなった夕刻、一週間以上トレーニングして合宿に入ると、確かに

苦しい思いをせずに乗りきることができた。私自身何年か手長神社にお世話になったが、先

客がいて黙々と走る会員の姿を見かけることも多々あった。諏訪山岳会の伝統ですね。 

夏合宿は沢登り、秋合宿は岩登りを取り込んで、山行計画を立てたものだった。夏の南

アの沢登りは、料理にふんだんに水が使えて楽しかったなあ。冷たいソーメンはとてもおい

しかった。意味もなく薪をあつめて火を焚いて、夜遅くまでながめていたような気がする。

秋は松高ルンゼをつめ、奥又白池にテントを張った風景が印象に残っている。奥又白池は気

持ちのいい場所だが、テントの中で雨に閉じ込められ、宮下・内山・平野・村井の常連メン

バーで何度か通った。岩登りの対象として、やはり前穂高岳東壁への憧れは強かった。 

話の種に一度は登っておきたい Dフェースを、落石に遭いながら恐々乗り越え、Aフェース

の快適な登攀で溜飲を下げた。その時の前穂高岳山頂は快晴で、皆で登ってきたルートを誇

らしく見下ろしたものだった。 

 

（海外遠征） 

82 年には諏訪山岳会単独で、パスー登山隊を送り出した。入会早々の私にとっては別世

界の話のようで実感がわかなかったが、盛大な壮行会が行われ、来賓の方々から期待のお言

葉をたくさんいただいた。登頂したらまたお祝いするんだろうな、とのんきに構えていたと

ころ、市川隊員肺水腫発症、死亡の訃報が入った。23 歳で同い年の青年が還らぬ人となっ

たのは、大きなショックだった。遠征の詳細は「そしてケルンは残った」を参照のこと。 

市川さんは無口で穏やかな方で、会話した記憶も私にはなかった。葬儀に諏訪山岳会員

大勢で参列し、ご遺族との対面を終え、何とも言えない脱力感が会を覆っていた。田中さん

も同い年で、「市川さんと屏風岩を一緒に登る約束をしていたので、夏合宿は屏風に行きた

い」と提案し、自重すべきとの会員の間で熱い舌戦が繰り広げられたのを覚えている。そん

な山への想いが交錯する中で、徐々に会の活力が甦っていった。 

86 年は成田隊長率いる御渡湖衆隊が、諏訪地方の山岳会員中心に編成され、未踏峰のウ

ルタルⅡを目指した。私も独身かつ 20代最後のチャンスと名乗りを上げ、事務局長という

おまけ付きで参加させていただいた。編成母体を諏訪山岳会にこだわらなかった成田さん

の真意はわからないが、「俺が登りたいから遠征隊を出す」との強烈な熱意と、人物金を操

る経営感覚はその後も一貫していた。長期休暇を取るのが難しいご時世になって来て、広く

募らないと人が集まらないのが現実だったのだろうと思う。諏訪山岳会からは共同装備の

貸し出しを含め、多大な援助をいただいた。 

寄付集めやメディア対応は積極的に仕掛けた。会社で昼食を取っていたら、NHK のニュース
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に成田さんの顔写真が映り、御渡湖衆の遠征計画が報道されたのはインパクトがあった。 

笠原諏訪市長から寄付金をいただき、激励される記事が、写真入りで市民新聞に載ったこと

もあった。帰国後 LCV で成田・島田・宮下対談を 30 分番組にし、何度も放映していただい

た。上手くまとまっており、とても好評だった。遠征の詳細は本ビデオと共に、報告書を参

照のこと。 

 

（両角岩での練習） 

50 周年記念式典の前に、両角岩で記念撮影をすると聞いて急に懐かしくなった。岩登り

のゲレンデとして、まさに諏訪山岳会のホームグラウンドといえよう。三石さんに初めて連

れていかれた時は、見上げた岩肌が威圧的で、足がすくんだ。懸垂下降の練習では、あの高

度差でも震えが止まらなかったことを覚えている。ハーネスの着け方、ザイルの使い方、三

点指示、まさに一から教えていただいた。頻繁に練習しているとムーブメントを夢で見るよ

うになり、岩に取りつくと勝手に手と足が動いた。冬にはアイゼンを履き、手袋を着けて練

習することもあった。どの分野でも反復練習が基本ですね。 

80 年代は、一人でトラバースの練習をしようと車で両角岩に向かうと、誰かの車が停ま

っていて、ザイルを組めたりもした。その位賑わっていた時代で、アプローチの道もきれい

についていた。下部のハングした岩は練習の対象外で素通りしていたが、なんと吉井さんは

登れるのだそうな。曲芸的動きで見事に攻略するビデオが残っている。何度も通った両角岩、

今はどんな風景が広がっているのだろうか。 

 

私の視線で 80年代を振り返ってみた。読まれた方が、当時を思い出すよすがにしていた

だければ幸いである。 

 

以上 
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90 年代の山岳会 

 

会員 No. 75 内山 正一 

 

90 年代の思い出に残る山行や出来事について、断片的な記憶を書き連ねます。 

 

（夏合宿の事故で幕開け） 

90 年代は剣の夏合宿での連続 2 件の事故で幕を開けた。登攀の初日に、2 パーティーで

源次郎尾根に向かったが、まずは取り付きから間もない地点で北原さんが先行パーティー

の落石を受けて腕を負傷。彼に付き添って剣沢をテントに向けて登り返している最中、 

村井・永安パーティーが取り付いているはずの源次郎一峰から、谷中に響き渡る落石の大音

響。一瞬、事故か？と不吉な予感が頭をよぎったが、まさかと思い直し帰幕を急いだ。 

夕方になって片腕を抱えながら帰ってきた村井君の口からそれ（事故）が現実に起こったこ

とを知らされ（成城大ルート下部の終了点間近で自分より大きな岩を抱きかかえて転落、腕

を負傷、ロープ一本は切断）、それを聞いた時は、目の前の二人の負傷者ではなく “二度

あることは三度ある” の諺で、チンネ付近でビバークしているはずの金子・堀内パーティ

ーの身を案じたのだった。幸い、彼らには何事も起こらなかったが、この話には続きがあっ

て、剣沢の診療所の見立てでは、北原さんは骨折、村井君は打撲だろうとのことだったが 

下山後にきちんと検査したら、二人の結果は全く逆。その時以来、医学生が避暑で遊びに来

ているような山の診療所なんて当てにならないところだと思っている。 

 

（前半期の冬山合宿） 

当時は、多くの会員の意識の上では冬山合宿が年間のメインイベントだったが、90 年代

に入って、初年度の後立縦走、その翌年の水晶岳と、準備不足が原因で 2年連続して登頂を

逃してしまった。そこで、それを反省し、それから 3年間は会でしばらくご無沙汰していた

穂高に通い、一つの山域に対する経験値を増やしながら登頂の確率を高めることに注力し

た。この期間に行った穂高東面のクラッシックルートの山行は忘れがたい記憶となってい

る。そんな当時の我々の想いを、会報 4号の平野君の文章がうまく表現しているので引用す

る。 

「二年前から正月は横尾尾根、明神東稜、前穂北尾根と続けてこの地域で合宿を行ってきた。

岩と雪が適度に（？）MIX したコースで天候もそれなりに厳しく、冬山のおもしろさが大い

に味わえた。またそれにも増して印象的なのは空を切る穂高の冬の稜線の荘厳な姿。次もま

たこの自然の中に自分をおいてみたいと思う。」 

 

（瑞牆山の思い出） 



59 

 

80 年代から 90 年代中盤にかけて田中さんが瑞牆山や昇仙峡の未開の岩場に足しげく通

い、精力的にルート開拓を行っていた。私や村井君、牛越君等は、たまにそれに同行させて

もらい、いくつもの新しいルートや岩を登らせてもらった。 

瑞牆山の岩場に関しては、現在の植樹祭の広場一帯が何の変哲もない林だったこと、そ

の中に微かに続く踏み跡をたどって人知れぬ岩場に向かったこと、途中の滑滝の上で一本

入れ、そこからいまにも崩れそうなガレ沢をつめ上げて十一面岩にアプローチしたことな

ど、整備が進み大勢のクライマーを迎えている今となっては幻のごとき光景が脳裏に焼き

付いている。人影稀なあの時代の瑞牆に遊んだ時間は永遠に取り戻すことができない貴重

なものであったことをいまさらながら思わずにはいられない。そんな時間にめぐり合うこ

とができた幸運に感謝している。 

 

（活動の停滞、昭和の登山の終焉） 

80 年代中盤から 90 年代前半に中心的に活動していたメンバーは、近い年代が固まって

いたこともあって、90 年代に入ると結婚、子供の誕生や勤務地変更のタイミングが一気に

訪れ、一時山岳会活動から遠ざかった。その後、いったん復帰はしたものの 90年代後半ま

でには大半が山岳会を去った。 

それにともない、90年代初頭は山行数が減り、例会にも人が集まらず山岳会活動は一時

停滞を余儀なくされたがそれを徐々に補うように山好き（例えば 照内、林、岡野）が集ま

り、90 年代後半からそれまでとは一味違った山行が行われるようになった。それらは例え

ば、爺ヶ岳の冷尾根とか雨飾のフトンビシ岩峰群といったような、当会では後にも先にも行

ったことが無いようなルートだったり、中アの縦走のような、近くにありながら、これまで

の合宿ではとりあげられなかった山行である。 

しかし大括りにみれば、90 年代を通じて活動状況の低下が続いたことは間違いない。 

例えば、冬山合宿の参加者をみると 80 年代半ばまでは 10 人前後であったのが、90 年代後

半に入ると半減した。また秋山合宿は 93 年を最後に自然消滅した。 

このような状況は当会にとどまらず全国の山岳会に共通で、この期間に多くの山岳会が活

動の幕を閉じた。この原因の一つとして、バブル期の 3K を嫌う風潮の中で、若者の登山離

れ、山岳会離れが進んだことがあげられる。 

このように振り返ってみると、90 年代は登山の世界の大きな転換期であり、それまで山

岳界を支配していた“昭和の登山”の熱気が終焉した時代であったような気がする。 

90 年代に諏訪山岳会を去った世代はバブル手前の最後の世代であり、そして大学体育会山

岳部出身者が４名（北原、堀内、金子、照内）、ワンダーフォーゲル部出身者が 1名（平野）、

かくいう私も準山岳部とも言える古い体質のクラブ出身、と学生時代に“昭和の登山”を叩

き込まれた最後の世代であった。この世代が去ったことで、諏訪山岳会でも“昭和の登山”

は終焉を迎え、新しい時代に向けての試行錯誤が始まったのである。 
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（人工壁の出現） 

93 年に噂に聞いていた営業人工壁（クライミングジム）が韮崎に出現した。店舗名は STEP

といい、オーナーは地元の女性だったが、後にその旦那さんになったのは 80 年代前半に諏

訪山岳会に在籍していた方（宮下氏）で、そういう点で当会にも少しは縁（？）があった。 

初めて STEP を訪れた時は、自然の壁には存在しないカラフルなホールドやルートを示す

模様付きのテープに頭が混乱して、ルートを追うのに苦労したことを思い出す。 

それ以降、2006 年の閉店までの間、諏訪から一番近くにある人工壁として、私のみならず

多くの諏訪山岳会員がお世話になった。 

当初は自然の岩を登るクライミングの屋内練習版的な存在だった人工壁クライミングも、

その後大発展を遂げてスポーツ競技として独立し、ついには東京オリンピックの正式種目

になったことは周知の通りである。 

2017 年現在、諏訪周辺でも市内や近隣をあわせれば 3ケ所のクライミングジムがあると

いう盛況ぶり。時代は変わったものですね。 

 

（海外登山） 

海外登山では、成田さんはウルタルⅡに（御渡湖衆隊 86 年に続く 2 度目）、若尾さん

はシシャパンマに（90 年代に 2 回）執念ともいえる挑戦を試みたがいずれも登頂はならな

かった。 

ウルタルⅡは当時の未踏最高峰で、世界中から注目を浴びる中、世界の精鋭パーティー

の 10度の挑戦を退け、さらには三大北壁の覇者 長谷川恒夫まで呑込んで難攻不落のタイ

トルを勝ち取ったかに見えたが 96年に日本の 2人の若手登山家に初登頂を明け渡した。 

が、うち一人が下山の二日後に突然腹痛を訴えて急死、残る一人もその翌年に同じカラコル

ムで帰らずの人となって、ウルタルの呪いとして後に語り継がれることになった。 

果たして、首尾よく御渡湖衆が初登頂の栄冠を手にしていたら、やはり当会会員の誰か

しらかがウルタルの呪いを受けたのだろうか・・・が、幸いなことに（？失敗したので）そ

の心配は一切御無用、これも諏訪湖を渡る建御名方神（たけみなかたのかみ）のご加護があ

ったればこそ・・・なのかもしれない。 

 

（20 世紀最後の元旦を剣岳山頂で迎える） 

剣岳と言えば、北アルプスの中では諏訪から最も行きにくいピークであり、とりわけ冬

は黒部立山アルペンルートが閉鎖されるため、完全なアウェーとなる。そのせいもあって、

当会の冬山合宿で剣岳に行ったのはこれまでに 2度しかない。 

1 度目の冬の剣は、84 年の年末のことで、この時は中津川トンネルを通って飛騨山脈の

西側に抜け、そこから下呂、高山、富山と北上して入山している。で、合宿は首尾よく成功

し、その帰路、次は安房トンネルが開通したらまた来ようという話で盛り上がったとか。 
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安房トンネルについては、工事の歴史は古く、諏訪山岳会が設立された 1967 年（昭和 42

年）にボーリング調査が開始され、それから 30 年後の 1997 年（平成 9 年）12 月に開通し

た。開通当時、当初の計画よりも早く開通したという話を何度か耳にしたが、それが事実だ

とすると 98 年の長野オリンピックに関係があったのかもしれない。 

で、（多分）84 年のメンバーのリクエストだと思うが、99 年度の冬山合宿は 84 年の約束

を果たそうと安房トンネルを抜けて剣に向かった。このときは天候に恵まれ、入山 3日目の

2000 年 1月 1日、すなわち 20世紀最後の元旦という記念すべき日（？というか単に覚えや

すい日）を剣のピークで迎えることができた。このとき 84年の約束を果たして 2度目の冬

の剣に登頂したのは河西さんと若尾さんのお二人で、河西さんは 59 才、若尾さんは 51 才

だった。私の記憶では、二人ともまったく歳を感じさせない現役バリバリの動きだったと記

憶している（荷物も均等割りでした、スミマセン）。 

若尾さんは、河西さんが現役で冬山合宿に参加した最後の年齢までは自分もそうしたい

と言っていたが、残念ながら会の最後の冬山合宿が 2006 年（05 年度）だったので、公式記

録上は未達に終わってしまった。ただ、その後も冬山によく入っていたので、事実上目標達

成ということにしておきたい（ちなみに私が最後にご一緒したのは 07年 GW の穂高だった）。 

お二人とも会の創設期から 21世紀に至るまで長年に渡って冬山を登り続けられた。 

短い間にパッと花火を打ち上げてさっさと山を去っていくことは凡人にできることではな

いが、それと同様に長い間登り続けることも普通はなかなか真似ができないこと。お二人と

もご立派です、岳人の鑑ですね。 

 

こうして、めでたく剣の山頂から始まった 2000 年以降の活動については、本誌後半の会

報 5号本編でご確認いただきたいと思います 

 

以上 
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アラスカ、マッキンレー カラコルム、パスー 

 

会員 No. 37 若尾 巻広 

 

会報の第 3号には、 “北米の最高峰であるアラスカのマッキンレー峰は 6194ｍである。地元名はデ

ィナリー。その名の示す通り、極北の大地にそびえる巨大な王者である。我々がこのマッキンレーへの

遠征計画を立てたのは 1977 年のことである。78 年の遠征を目標としたが、折り悪く翌 78年は長野国体

の年であった。国体への全面的協力体制を会を挙げて敷くということで計画は流れた。この為遠征計画

は空中分解しかかったのだが、遠征への情熱と、未だ見ぬ氷河へのあこがれが、我々の意志をかろうじ

て支えた。そして 1979 年 6 月 11 日、諏訪山岳会創立 30 周年記念山行と銘うって開港したばかりの成

田新空港から我々はアラスカの空へと旅立った。“ 

 

国体のため一年先送りになった事などもうすっかり忘れていました。当時は、ヒマラヤに行く前にマ

ッキンレーに行き 6000ｍの高度体験と海外登山の要領を得るための手順だった様であった。 

ルートについてはオリジナルルートではチョイトな…―、カシンリッジは登山活動が長期に成り過ぎ

飛行機の都合でダメ、そんな事でウエスタンリブルートに決まった様な気がする。 

遠征から 38 年が経ち、なかなか山のことは思い出ってこない。そんななか山岳会事務所で古い史料

を捜していたら史料の下の方から皿に乗っかって大小五～六この石が見えた。大きさ 20 ㎝ぐらいの平

たい石に、マッキンレーと書かれて在った。何処にでもある石でマッキンレーと書かれていなければ、

とうに廃去処分されているはずの石塊だ。確か頂上では岩は見なかった様な気がする、誰が拾い持ち帰

って来たか思い出せません。 

登山が終わり、タルキートナに帰るセスナ機の中から遥か彼方に小さく緑が見えたら見る々大きくな

り、俺はこれほどに緑に飢えていたのかと眼下に緑一色の大地、皆にこ々嬉しい笑顔だった事だけは覚

えている。 

 

成田隊長のパスーの話では、 “この計画の端初となったのは、一冊の紀行文庫に載っていた一枚の

写真である。54 年 7 月、一年かけて計画したアラスカ、マッキンリー山（6194ｍ）遠征が終わって、私

の心中にポッカリと空白があいていた。それは過去の登攀の思い出や、日本国内での山行では埋め得な

い大きな穴であった。そして次の遠征計画に向け、自然に私の心は動いていた。そんな時、私の心をと

らえたのがラカポシとフンザの写真であった。すぐさま仲間にその写真を紹介した。桃源境フンザと、

そこから一気に 5800ｍの標高差でそびえるラカポシ。皆、その地域と山に大きな興味を示した。そして

55 年 10 月カラコルム遠征計画へ向けて、我々の活動はスタートを切った。苦しい準備期間であった。 

最初、予定メンバーは十名。パキスタンへの登山許可申請、長野県山岳協会への推薦状公布依頼など、

まったく零からのスタートだった。経験者が少ないとか、技術がどうだとか、地区指導員（長山協資格）

が隊員の中にいないとか、身内からの批判は厳しかった。こうした状況の中で隊員の結束は強まり、又
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それぞれに成長した。逆境がむしろヒマラヤ遠征隊として必ずしも十分資格があるとは言えなかった

我々を育ててくれたと思う。“ 

 

成田隊長はここまでも大変御苦労した様だ。当初はウルタルⅡ峰を計画していた様でしたが、57年 

1 月パスー峰に許可が下り、計画の修正等出発準備が急がしく始まっていた。 

俺はそんな頃に日本に帰ってきた。計画、準備の段階でなにも協力出来っていないので何か少し気が

引けたが皆の後に付いてパキスタン入りをした。でも隊費（個人負担金）を払った覚えが無い。三年も

海外が続き、ろくに仕事もしていない、銭は全くなかった筈、面倒見の良い大先輩に幾らかお世話にな

ったかなー。 

今思うとあの頃の俺は如何を同しって生活していたか？… 

 

一次アタック予定の市川隊員が突然肺水腫を併発、帰らぬ人となった。パスー峰は終わった。Ｃ３を

建設しアタック体制に入り、隊長、市川隊員、私の三名はＢＣまで休養に下りた時だった。市川隊員は、

日本に帰ったら会社に転勤届けを出し田舎に帰えると言い嬉しそうに笑顔で話をしていた。 

 

アラスカ、カラコルムと 35 年以上たった今なか々思い出せない。報告書には何月何日にＢＣ入り、

誰某が 200ｍフィックロープを張るなどきっちりと記録がされているが前々駄目だ。元々バカな頭が

愈々俺も認知症が年も年だし諦めるか。この機会に昔の報告書等を読み返す事が出来ました。若い頃さ

んざん遊んでいた自分を少しだけ思い出させていただき、有り難うございました。 
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50 周年記念企画 

 

記念企画１ 「Blog に残す八ヶ岳 50 ルート」 

 

諏訪山岳会会員にとって八ヶ岳はそこから出発し、再び帰ってくる原点の山です。 

創設期の先輩から 50 周年を現役で迎える我々に至るまで、全ての会員が八ヶ岳で研鑽を

つみ、そこで培った技術や経験をベースに国内外の山に活動の場を広げていきました。そし

てそれは、これから入会する未来の会員にとっても変わらない道であり続けると思います。 

 

今回、50 周年の記念として、この節目のタイミングの八ヶ岳登山の姿を Blog という 50 年

前には無かった媒体を通して記録することを企画しました。例えていえば、諏訪山岳会員に

よる八ヶ岳登山のタイムカプセルのようなものだと思ってください。 

八ヶ岳登山といっても漠然としているので、50 周年にちなんで、50 のコース・ルートの

記録を残すことを目標としました。 

当会が Blog を開設したのは 2009 年で、この企画が持ち上がった 2016 年春の時点にはす

でに 30 ルート程が Blog 記事になっていました。そして記念式典までの残り 1 年の期間に

残り 20 ルートを皆で手分けして、過去の山行記録をひっぱりだしたり、再登したり、初め

て訪れたりして記事にしてきました。 

 

以下に、そうして集めた八ヶ岳の 50 のルートの Blog 記事のリストを掲載します。 

個々の記事については残念ながら本誌の中では見ることができません。 

少々手間がかかりますが、是非インターネットを辿って見に行ってください。 

アドレスは    

http://suwa-ac.main.jp/_pages/docs/yatu-50r.html                       

です。 

 

もし、Blog や HP は苦手という方がいたら、お孫さんや身近にいる若者にこの文章を読ん

でもらって、インターネットを記事の在り処まで案内してもらってください。 

お手数をおかけしますが、皆さんの訪問をお待ちしています。 

 

以上 
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Blog 記事にしたルート一覧 

 

北→南 の順に掲載 

 

 ルート ジャンル  ルート ジャンル 

１． 春日渓谷 沢登り ２６． 美濃戸口の氷 アイスクライミング 

２． 東トキン（屏風岩） クライミング ２７． 南沢大滝 アイスクライミング 

３． 蓼科山 山スキー スキー ２８． 摩利支天沢大滝 アイスクライミング 

４． 縞枯山 山スキー スキー ２９． 阿弥陀岳北西稜 岩稜 

５． 雨池周遊 山スキー スキー ３０． 阿弥陀岳北壁左稜 雪稜 

６． 北八ヶ岳縦走 一般路 ３１． 阿弥陀岳北稜 雪稜 

７． 稲子岳南壁 左カンテ 登攀 ３２． 御小屋尾根 一般路 

８． 河原木場沢 沢登り ３３． 阿弥陀岳中央稜 一般難路 

９． 醤油樽の氷 アイスクライミング ３４． 広河原沢正面壁 登攀 

１０． 峰の松目沢 アイスクライミング ３５． クリスマスルンゼ アイスクライミング 

１１． ジョーゴ沢/左ルンゼ アイスクライミング ３６． 広河原沢右俣 アイスクライミング 

１２． アイスキャンデー アイスクライミング ３７． 阿弥陀岳南稜 雪稜 

１３． 裏同心ルンゼ アイスクライミング ３８． ししヶ岩第一尾根 岩稜 

１４． 大同心北西稜 登攀 ３９． ノロシ場沢 沢登り 

１５． 大同心雲稜ルート クライミング ４０． 立場川本谷 沢登り 

１６． 大同心南稜 クライミング ４１． 中岳クーロワール 登攀 

１７． 大同心稜 一般難路 ４２． 赤岳南峰リッジ 岩稜 

１８． 小同心クラック 登攀 ４３． 赤岳主稜 岩稜 

１９． 小同心バンド 登攀 ４４． 赤岳ショルダー左 岩稜 

２０． 小同心右岩峰 岩稜 ４５． 真教寺尾根 一般路 

２１． 杣添尾根 一般路 ４６． 天狗尾根 雪稜 

２２． 無名峰南稜 岩稜 ４７． 旭岳東稜 雪稜 

２３． 三叉峰ルンゼ アイスクライミング ４８． 地獄谷周辺の氷 アイスクライミング 

２４． 石尊稜 岩稜 ４９． 権現岳東稜 岩稜 

２５． 中山尾根 岩稜 ５０． 南八ヶ岳縦走 一般路 
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記念企画 2 東トキンの岩場の開拓整備 

－ 忘れられた岩場のリニューアル － 

 

古倉康夫、内山正一 

 

東トキンの岩場は、蓼科山山麓、双子山の東約 1km 花ノ木沢（大岳川支流）の源流の標

高 1950m に位置する斜度 70－90 度、幅 300m、高距 70m の岩場＊1である。 

この岩場は、日本登山大系で屏風岩という名前で取り上げられているが、その内容は「最

近ここを登攀する人がふえている。赤褐色の岩壁で脆いが、興味あるルートがたくさんあ

る。」との、いったって簡単な解説がされているにすぎない。また、同書以外にこの岩場に

ついて触れた記録や文献は一切見当たらず、その全貌はベールに包まれている。  

諏訪山岳会に残る数少ない記録やその他の情報＊2 を元に推測すると、この岩場は 1960 年

代後半に開拓が始まり、1980 年（登山大系が発刊された年）頃までは登攀パーティーを迎

えていた可能性がある。しかしそれ以上の推測ができる情報は無く、一つ確かなことは、近

年は完全に忘れられた岩場となっていたということである。 

（どなたか、この岩場の情報をお持ちの方がいたら、ご提供いただければ幸いである。） 

 

今回、50 周年記念企画として東トキンの開拓整備活動を行った。これは、1960～70 年代

に行われた真正の岩場開拓とは異なり、フリークライミングルートを開拓することを目的

にしたものであり、言い代えれば、60～70 年代に開拓された東トキンの岩場を現代風にリ

ニューアルする活動であったともいえる。 

この活動は 2005 年夏～2006 年秋と 2016 年春～2017 春の二期にわたり行われたが、前者

は 50 周年とは全く無関係の活動である。しかし、前者の活動成果の上に立って、（50 周年

記念を意識した）後者の活動を実施したので、今回はそれらを合せて 50 周年記念企画とし、

その詳細を紹介する。 

 

＊1 登山大系では岩場の落差 150m と記載しているが、これは岩場上部の樹林帯も含めた落

差を指していると思われる。岩場の高さとしては 70m が妥当だろう。 

＊2 諏訪山岳会に残る記録、その他情報 

・ 今井二郎氏 1968 年 4 月 6～8 日の山行記録（ご本人から聞き取り） 

－松見親衛氏と 2 人で登攀。ハーケンを打って登ったが、全部回収した。ボルト

は打っていない。（従って、登った痕跡は残っていない）。  

・ 古い例会の記録には、1971 年に 2回登攀報告があるが内容は不明。 

・ 生前の大河原山荘の田中オーナーに過去の様子を尋ねたことがあるが、”昔は松見

とかが登りに来ていたなあ”というコメントが唯一の情報。  
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［開拓経緯］ 

 

第 1 期活動  2005 年夏～2006 年秋 

大河原峠の近くに大きな岩があるとの情報を得て 2005 年夏に偵察を実施。 

引き続き、秋口からルート開拓に着手し、ホクト（3P 5.10b）、オールド（1P 5.10b）、

オールドジャック（3P 5.10c）の 3ルートを開拓した。活動期間は 2 年に渡るが、実際

に活動を行ったのは毎年秋の数週間程度の期間である。 

開拓は、古倉が主導し、内山、高橋(政)、西之園が参加した。 

 

第 2 期活動 

第一期から 10年たった 2016 年に、50 周年の記念も兼ねて、東トキンの開拓をもう一

段階進め、より整備されたゲレンデにすることを目標に活動を再開し、16年春から 17 年

春にかけて活動した。 

この活動では、第一期に開拓したルートの整備（アプローチ整備、支点整備、支点補

強）とルートの追加を行った（下部 1P だけだったオールドを 2P 延伸して上に抜けられ

るようにした）。第 2期の活動は例会山行と絡めて多くの会員が参加したが、オールドの

新ピッチの追加は、内山、岩路、大石、伏見が行った。 

 

［岩場へのアクセス］ 

車は大河原峠から少し佐久側に下った双子池林道入り口まで入る。 

この場所は双子池小屋の車が出入りするので、邪魔にならないように止めること。 

（林道入り口近辺に広い路肩が数か所ある） 

ここから林道を五分ばかり歩いたところの、林道が右にカーブする手前を左の笹薮に

つけられた切り開きに入る。笹薮を少し下り気味に 10分ほど行くと、そこだけ樹林が無

い見晴らしのよい広い稜線にでる。我々はその荒涼とした雰囲気からここを「惑星のコ

ル」と呼んでいる。 

岩場の取り付きには、ここから南方向に約 100m 下降して、岩場の基部沿いにトラバ

ースする。要所要所にケルンとテープがあるので、それを探しながら行くと良い。所用

時間は下り 35分、登り 45 分ぐらい。 

なお、初めて行く場合は双子池林道から笹薮に入る切り開きを見つけることは難しく、

あてにしない方が良いだろう。地図とコンパスを頼りに笹薮を下れば案ずるより産むが

易しで簡単に“惑星のコル”に出ることができる。帰路は惑星のコルから林道方面に向

かって左方向にケルンを追っていけば切り開きに至ることができるはずである。 
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［岩場の状況］ 

アンサウンドな部分があるので注意が必要である。八ヶ岳としてはしっかりした方だ

が、廻り目平等のフリークライミングエリアの感覚から見るとかなりもろいので、それ

なりの心構えでクライミングに臨みたい。 

全般的に見て、初級者のマルチピッチクライミングのトレーニングに向いているが、

フリーとアルパインの両方の性格を持っているので、人工壁の経験しかない人・スポー

ツルートの経験しかない人だけのクライミングは避けたほうが無難である。逆に、アル

パイン経験が豊富な人でも、フリーは１０マイナスぐらいが精いっぱいという人にはき

つく感じられるだろう。 

東トキンの岩場 
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ピッチグレードは最高でも 10C だが、純粋なフリークライミングというわけではない

ので、慣れないうちは岩のもろさに萎縮してトポのグレードより辛く感じると思う。 

またルートの屈曲が多いのでダブルロープで登るのがよい。 

 

［ルート解説］   

 

１．オールドジャック （3P）5.8、10c、10c 

草つきを唐松の大木まで登る。取り付きは少し右上である。 

lP 目 10m カンテ状を登る。 

2P 目 25m カンテを使いながら薄被りのフェースを登り、上部はカンテ沿いに登る。

フエースからカンテに移る所がややバランスが不安定だ。 

岩の状態はいい方で、見栄えのする好ピッチである。 

3P 目 25m 立ち木を利用して取り付き、フェースからカンテ沿いにルートをとる。

下部は側壁をうまく利用すると安定する。このルートも上部はカンテを登るが、

移る部分がやや悪い。全体的に垂直(ないしは薄被り)で高度感もあり、眺めも

よい。ホールドもガバが多くそれほど難しくないが、浮石とコケも多く状態は

あまりよくない。 

 

２．オールド （3P）10b、5.9、5.7、 

lP 目 25m（30m） 下部の小ハングを越えフェース状を登る。傾斜はあまりないので、

丁寧にホールドをひろって登る。古い人工ラインと交差する部分の残置物に惑

わされずにルートをとること。なお、25m 登ったところのハンガーボルト 2 本

の支点はトップロープ用支点で、2P目より上に行くときはこれを通過しカンテ

の左を登ってホクト 1P目終了点のテラスに上がる（30m）。 

2P 目 25m 出だしの 10m はホクト 2P 目と同じ。ホクトが右にトラバースするとこ

ろをそのまま直上する。終了点の狭いテラスは上部の落石が集中するので、注

意が必要である。 

3P 目 20m クライミングそのものは技術的にやさしいが、上部がもろいので注意。 

 

３．ホクト  （3P）10b、5.9，5.8 

1P 目 30m(25m) 左右にルートをさぐりながら登るとのぼりやすい。 

（テラスまでは 30m、トップロープ支点までは 25m） 

2P 目 25m 出だしのホールドが豊富なハングを超えるとスラブとなり、途中から 

右上してカンテを登る。岩はしっかりしていて高度感もあり気持ちがよいピッ

チである。 

3P 目 35m（25m）  ビレイ点から左上し、もろく高度感がでるフェースをトラバー
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スする。 

2P 目、3P 目 ともにグランドアップルートなので、リングボルトが多い。ただし、

いずれのピッチも開拓後にラッペルボルトを打ち足してあるのでランナウトするこ

とはない。なお、3P 目 35m は樹林帯まで登る場合の長さで、オールドの終了点まで

の場合は 25m である。 

 

（下降） 

全てのルートは、2回ないしは 3回の懸垂で取り付きまで下れるが、ダブルロープ

で下るのが無難である。シングルロープで下る場合、ホクト 1P 目終了点からはロー

プが足りないので、その場合はテラスの右に見えるホクト 1P 目トップロープ支点ま

で移動しそこから下る必要がある。 

終了点から下降をせずに上部樹林帯を抜けて惑星のコルに続く稜線に出ることも

できる。この場合、オールドの終了点からいったん左上の松の木を目指し（途中に古

いリングボルトと残置ハーケンがある）そこからさらに右にトラバースして太い松の

木までリード＆フォローで登る必要がある。トラバース部はかなりもろいので落石と

ともに転落にも十分に注意のこと。 

松の木から上部安全地帯までは残置ロープ沿いに辿ればよいが、傾斜が強いところや

浮石があるので、リード&フォローで登った方が良い（45m）。 

繰り返しになるが、上部樹林帯に抜ける一帯は岩がもろく浮石も多いので、下にパ

ーティーがいる場合は上に抜けることは避けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上図：開拓エリア 

右図：ルート  

   赤 オールドジャック 

   緑 オールド 

   ピンク ホクト 
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諏訪山岳会 年表、会員名簿 

SUWA Alpine Club 50th Anniversary 
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諏訪山岳会年表 

 

（年表掲載方針） 

 

１．記録が残っている年度は全て年表に掲載する 

 

（主な出典）諏訪市体育連盟協会誌、会報 1～4号、2000 年以降の活動記録 

 

２．各年度の記録は下記の基準に沿って選出する 

 

〇 会全体の活動状況を示す記録 

 

→ 夏山合宿と冬山合宿の記録 

これらが無い場合は春山合宿、秋山合宿の記録 

合宿終了後（2006 年以降）の期間についてはそれらに相当する例会山行

の記録 

 

〇 会活動の広がりを示す記録 

 

→ その時点までに記録がない山行、しばらくの間記録がなかった山行 

 

 

これらを合わせて各年毎に 3～5の記録を目安に掲載する 
 

３．年表は（見やすくするために）年度単位ではなく年単位の表示とする。 

  （例）2000 年度 2月の記録は 2001 年 2月の記録として掲載する 
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諏訪山岳会年表 
 
 
1933 年（昭和 8 年） 旧諏訪山岳会設立 
 
1953 年（昭和 28 年） 諏訪市山岳協会設立 
 

1958 年（昭和 33 年） 第 1 回 市民登山開催 県内で最も歴史の古い市民登山となった。

1960 年（昭和 35 年） 8 月  八ヶ岳大同心正面壁第四登 宮坂（次）、宮坂（尚）、島田 
1962 年（昭和 37 年） 2~3 月 美ヶ原~八ヶ岳全山スキー縦走 

本体 宮坂（次）、宮坂（尚）、河西、島田 サポート 2 隊 
1966 年（昭和 41 年） 4~5 月 利尻岳遠征 L 島田、河西、笠原、菊池、松見、小松 
 

 
1967 年（昭和 42 年）  諏訪山岳会設立 
 

4 月   諏訪山岳会設立 
 
4~8 月 ペルーアンデス遠征隊（長山協隊）に参加 浜 

ネバド・チチ（5200m）の初登頂に成功。隊は 3 峰の初登頂に成功。 
 
7 月   八ヶ岳広河原沢奥壁第一ルンゼ奥壁右フェース初登攀  

宮坂（次）、小松、松見 
 
7 月   夏山合宿 穂高滝谷 （同時期に西穂独標で深志高生の落雷遭難発生） 

一尾根、二尾根、三尾根、四尾根、クラック尾根、C 沢右俣奥壁、 
P2 フランケ、ドーム北壁、中央稜、正面壁、北尾根 

L 河西（俊）、笠原、片山、伊藤（忠）、今井、河西（邦）、小
池、飯田、浜（正）、林、小林、藤森、武井、矢島（清）、
河西、松見、小松、島田、赤松 

 
12 月   冬山合宿 鹿島槍ヶ岳天狗尾根 

L 宮坂（尚）、河西、今井、島田、鈴木、矢島（清）、藤森、
松見、柳、伊藤（忠）、海原、小松 

 
 
1968 年（昭和 43 年）  事務所設置（小和田 宮坂宅） 
 

2 月   八ヶ岳 大同心正面壁 雲稜ルート 松見、小松 
 
4 月  北八ヶ岳 東トキン（屏風岩）試登 松見、今井 
 
 

1969 年（昭和 44 年） 小同心にて遭難事故 
 

5~8 月 アラスカ遠征隊（長山協隊）に参加 隊長 島田、河西、松見、小松 
セントエアライス山群ウッド峰（4820m）他 4 峰の初登頂に成功 

 
5 月   八ヶ岳 小同心右岩峰で遭難事故発生 柳氏が死亡 

 
 
1970 年（昭和 45 年）会報 1 号発行 
 

4 月   八ヶ岳 大同心正面ダイレクトルート 松見、伊藤（忠） 
 
9 月  市民登山 八ヶ岳 参加者 120 名 

 
9 月  谷川岳 一ノ倉沢 衝立岩、コップ状岩壁、烏帽子奥壁 伊藤（忠）、滝沢 

 
10 月  穂高 屏風岩東壁ルンゼ  松見、滝沢 
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12 月  冬山合宿 槍ヶ岳集中合宿  
・北鎌尾根 L 伊藤（忠）、松見、藤森 
・横尾尾根 L 矢島、宮坂（尚）、花岡、伊藤（正）、戸枝、矢沢、 

河西、島田 
 
 
1971 年（昭和 46 年） 
 

2 月 訪韓親善登山（諏訪地区協議会隊）雪岳山、五台山、道峰山  松見（和） 
 
7 月 夏山合宿 分散山行 

・北鎌尾根 田中（み）、戸枝、河西（俊） 
・南ア 塩見岳~北岳 L 小林、原、清水、松見、宮坂（次）、木下、 

朝倉 
・滝谷 L 矢島、浜、矢沢、伊藤（正）、中村、花岡、吉井 
・黒部丸山東壁 左岩稜 L 伊藤（忠）、今井、藤森、滝沢 
 

8~翌 1 月 ネパール ガンガプルナ登山隊（長山協隊）参加 宮坂（尚） 
隊はポストモンスーン初登頂に成功 

 
 
1972 年（昭和 47 年） 長山協諏訪支部結成 
 

2~3 月 高ボッチ~赤岳 縦走 
本体 L 小松、若尾 他  サポート 4 隊 16 名参加 

 
 
1973 年（昭和 48 年）会報 2 号発行 
 

6 月 八ヶ岳 広河原沢 2 ルンゼ～日ノ岳稜～大同心～小同心 継続登攀  
今井、滝沢  

7 月   夏山合宿 南アルプス分散  
・甲斐駒～光岳 L 若尾、池上 
・北岳～塩見岳 L 戸枝、永田 
・二軒小屋～荒川岳～三伏峠 L 木下、小林、四十物 
・塩見岳～蝙蝠岳 L 今井、伊藤（正） 

 
9 月 八ヶ岳 広河原沢正面壁ルート 開拓 今井、伊藤（忠）、若尾  

12 月 冬山合宿 穂高集中 
・明神東稜~前穂~奥穂~西穂   L 今井、伊藤（正）、若尾   
・西穂～奥穂         吉井 他 
・西穂            島田、河西、戸枝、四十物 

 
 
1974 年（昭和 49 年） 
 

6 月 訪韓親善登山（諏訪山岳会隊）智異山、道峰山牛耳岩登攀 他 
隊長 今井、島田、宮坂（尚）、宮坂（次）、伊藤、若尾、矢沢、小松（純） 

 
8 月 甲斐駒赤石沢奥壁ダイヤモンドフランケ A～C 

今井、若尾、斎藤 
 
 
1975 年（昭和 50 年）  現在の事務所設置 
 

7 月  谷川岳 烏帽子奥壁変形チムニー 斎藤、内田、若尾 
 

8~11 月 インドガルワールヒマラヤ登山隊（HAJ 隊）参加 今井 
リシパハール（6992m）他 3 峰の初登頂に成功 

 
8 月   夏山合宿 剣岳 真砂沢定着 L 北原、吉井、宮下、上島、若尾、成田、矢沢 
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六峰フェース 、チンネ左稜線、チンネ左カンテ、本峰リッジ 
 

12 月   冬山合宿 穂高集中  
・北鎌尾根～槍ヶ岳～北穂～西穂 L 伊藤(正)、若尾、吉井 
・横尾尾根～キレット～滝谷/ ～槍ヶ岳ピストン L 北原、宮下、五明、

成田、河西、池上、上島 
 
 
1976 年（昭和 51 年） 
 

6 月 訪韓親善登山（諏訪地区協議会隊）雪岳山周辺の岩壁登攀 
隊長 北原、上島、清水、成田、宮下（一） 

 
8~11 月 マナスル登山隊（日本・イラン合同隊）参加 島田 

隊はポストモンスーン初登頂に成功 
 
8~11 月 日本・イラン親善女子登山隊（長山協隊）参加 今井（美） 

ダバマント峰初登頂に成功 
 

10 月  穂高 奥又白 前穂北壁 A フェースを前夜発日帰り登攀  
若尾、成田、上島、池上 

 
12 月 冬山合宿 穂高集中  

・屏風岩東稜 L 吉井、若尾 
・北鎌尾根   L 成田、上島、池上 
・前穂北尾根  L 伊藤（正）、河西、松木  
・蝶ヶ岳   L 小林、中沢 

 
 
 
1977 年（昭和 52 年） 
 

 
4 月 春山合宿 穂高 屏風岩、滝谷 吉井、上島 

 
8 月 夏山合宿 分散山行  

・鳥海山～森吉山  L 成田 総勢 3 名 
・黒部上ノ廊下    L 北原 総勢 2 名 
・北鎌尾根      L 中沢 総勢 2 名   

 
 
9 月 甲斐駒黄連谷右俣～奥壁中央稜左ルート 吉井、成田 他 

 
12 月 冬山合宿 前穂北尾根   L 北原 総勢 14 名   事故のため中断 

河西氏が前穂吊尾根から岳沢に滑落、負傷を負ったものの自力下山する。 
 
 
1978 年（昭和 53 年） 
 

 
 
1 月 甲斐駒 戸台川本谷～駒津峰  成田、若尾 他（松見、井上） 

 
7 月 夏山合宿  穂高 涸沢定着    L 若尾 総勢 7 名 

滝谷、北尾根 
 

12 月 冬山合宿 後立山 L 北原 総勢 15 名  
・鹿島槍天狗尾根 
・爺ヶ岳東尾根  
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1979 年（昭和 54 年） アラスカ マッキンレー峰遠征 登頂 
 

6~7 月 アラスカ マッキンレー峰 3 名登頂 L 北原、成田、若尾、清水、吉井 
 
7 月 夏山合宿  北ア分散山行 L 伊藤 総勢 13 名 

・剣岳 八ツ峰、源次郎尾根  
・五色ヶ原～穂高  

 
12 月 冬山合宿 甲斐駒周辺 L 吉井 総勢 10 名  

・赤石沢 B フランケ～甲斐駒～鋸岳 
・仙丈岳～甲斐駒～鋸岳  

 
 
1980 年（昭和 55 年） 
 

7 月 夏山合宿  北ア分散山行 L 北原 総勢 10 名 
・剣岳～笠ヶ岳 
・烏帽子岳～南岳 
・北鎌尾根 
・屏風岩～滝谷、屏風岩～北尾根 、穂高縦走  

 
12 月 キリマンジャロ 登頂 上島  
 
12 月 冬山合宿 穂高周辺 L 北原 総勢 13 名  

・屏風岩東稜  成田、池上、田中 
・北尾根 
・蝶ヶ岳、常念岳～蝶ヶ岳  

 
 
1981 年（昭和 56 年） 
 

4 月 カンチェンジュンガ縦走隊（HAJ 隊）参加 若尾 縦走ならず 
 
5 月 日中友好親善登山 八ヶ岳 渋の湯～阿弥陀岳 L 北原 総勢 15 名 
 
7 月 夏山合宿  北ア分散山行 L 成田 総勢 17 名 

・黒部上ノ廊下 
・北鎌尾根～滝谷 
・双六岳～槍～上高地、 
・唐松岳～烏帽子岳 
・五色ヶ原～黒部五郎～双六岳  

 
8 月 ネパール ランタン・リ（7239m） 初登頂  若尾 
 

12 月 冬山合宿 槍ヶ岳 L 成田 13 名参加  
・表銀座～槍ヶ岳～横尾尾根  
・横尾尾根～槍ヶ岳 L 北原、松木、若尾、小坂、宮下、高橋（恭）、 

高橋(政)、松沢 
 
 
1982 年（昭和 57 年） カラコルム パスー峰遠征  
 

4 月 廻り目平 八幡沢「春のもどり雪」 開拓 田中、高橋(政) 
 

5~7 月 カラコルム パスー峰 登頂ならず 市川氏が高山病のため死亡 
L 成田、清水、三石、金子、池上、若尾、市川、谷内 

 
 

12 月 冬山合宿 南ア L 伊藤 9 名参加  
・仙丈岳 岳沢          田中、高橋(政) 
・北沢峠～仙丈岳～北岳～北沢峠  伊藤、河西、若尾、松木、高橋（恭） 
・仙丈岳             太田、小松 
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1983 年（昭和 58 年） 
 

記録なし 
 
 
1984 年（昭和 59 年）会報 3 号発行 
 

5 月 例会山行 白馬大雪渓スキー 大田、斎藤、三石、若尾、宮下、高橋(政)、藤森、
星野、塩沢、小平 
 

8 月 夏山合宿 分散山行 
・北海道 利尻岳・大雪岳  金子、太田  
・剣岳 L 宮下、松木、斎藤、三石、山本、塩沢、湯田坂、藤森 
 

12 月  冬山合宿 分散山行 
・剣岳 早月尾根 L 成田、三石、宮下、河西、若尾 
・西穂高岳  L 高橋（恭）、二村、山本、塩沢、藤森、小松、大田 

 
 
1985 年（昭和 60 年） 
 

4 月 例会山行 大渚山、雨飾山スキー 成田、宮下、山本、斎藤、塩沢 
 
8 月 夏山合宿 甲斐駒ケ岳集中 

・赤石沢本谷～奥壁左ルンゼ     L 宮下、若尾、北原、内山  
・A フランケ赤蜘蛛～奥壁左ルンゼ L 田中、高橋(政)、山本 
・黒戸尾根ピストン                 成田、塩沢、河西、三石、二村、

伊藤 
 
10 月  廻り目平 藐姑射（ハコヤ）岩 開拓 冬のいざない等 田中、高橋(政)、

山本 等 
 

12 月  冬山合宿 分散山行 
・餓鬼岳 L 成田、若尾、宮下、河西、二村、塩沢 
・赤岳鉱泉定着 大同心、小同心 L 田中、高橋(政)、山本、北原、内山 

 
 
1986 年（昭和 61 年）  春合宿（岳沢定着）にて滑落事故 
 

1 月 千波の滝 アイスクライミング 田中、小島、高橋(政)、高橋（恭） 
 
5 月 春山合宿 涸沢定着    L 三石、河西、高橋(政)、鈴木、川上 

北穂沢にて滑落事故 1 名骨折 
 

7 月 夏山合宿 分散山行 
・小川山、瑞牆山フリークライミング L 田中、高橋（政）、平野、 

伊藤（ひ）、山本、村井  
・塩見岳（8 月）    L 三石、宮下、鈴木、平野 
 

10 月 カラコルム ウルタルⅡ峰登山隊（御渡湖衆隊）参加 成田（隊長）、宮下 
登頂ならず 

 
12 月  冬山合宿 塩見岳 L 宮下、河西、若尾、平野、村井 

 
 
1987 年（昭和 62 年） 
 

4 月 頸城 火打岳 山スキー 若尾、宮下、平野 
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9 月 秋山合宿 穂高 前穂東壁 L 宮下、山本、北原、平野、村井  
 
10 月 中国登山協会主催 第一回岩登り競技大会に 

田中、高橋(政)がゲスト出場（長山協派遣） 
 

12 月  冬山合宿 薬師岳 L 宮下、河西、若尾、北原、平野、村井、内山 
 
 
1988 年（昭和 63 年） 
 

4 月 北ア 遠見尾根～五竜岳～八方尾根 山スキー 平野、内山 
  
7 月 夏山合宿 北ア 金木戸川打込谷 L 宮下、若尾、北原、平野  

 
12 月 伊豆 城山南壁、湯河原幕岩 高橋(政)、内山 
 
12 月 冬山合宿 北ア 笠ヶ岳 L 宮下、若尾、北原、平野、金子、伊藤（ひ）、村井 

 
 
1989 年（平成 1 年） 
 

1～3 月 昇仙峡の岩場の開拓 田中 この前後数年にわたり開拓を実施 
  
7 月 夏山合宿 穂高 涸沢定着 

・滝谷 ドーム周辺 L 北原、宮下、金子、伊藤（ひ） 
・屏風岩 東壁ルンゼ 堀内、村井 

  
8 月 ヨーロッパアルプス 平野 他 

マッターホルン、エギーユドミディ、バイスホルン 等五座登頂  
 

9 月 谷川岳 一ノ倉沢 衝立岩 雲稜第一 堀内、村井 
衝立岩 ダイレクトカンテ 平野、金子、永安 

 
12 月 八ヶ岳 秦野山岳会交流登山  

宮下、高橋(政)、北原、金子、伊藤（ひ）、平野、内山、上野 
 
12 月 冬山合宿 北ア 後立山  

・鹿島槍ヶ岳 天狗尾根 L 北原、内山、金子、伊藤（ひ） 
・爺ヶ岳東尾根 L 宮下、若尾、松木、村井、上野 

 
 
1990 年（平成 2 年）夏合宿にて落石、転落事故 2 名負傷 
 

8 月 夏山合宿 剣岳 剣沢定着 
・源次郎尾根 L 北原、内山、伊藤（ひ）  

落石により北原打撲 中止 
・源次郎尾根一峰成城大ルート 村井、永安  

転落により村井骨折 中止 
・八ツ峰～六峰 D フェース～チンネ左稜線 金子、堀内 

 
12 月 冬山合宿 北ア 後立山縦走 L 内山、宮下、河西、成田、若尾、伊藤（ひ） 

蓮華岳手前で中退 
 
 
1991 年（平成 3 年） 
 

7 月 夏山合宿 北岳バットレス 四尾根 L 村井、金谷 
  
8 月 ケニア キリマンジャロ 登頂 平野 

  
8 月 チベット シシャパンマ登山隊（長山協隊）参加 若尾 

事故により登頂ならず 
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12 月 冬山合宿 北ア 竹村新道 南真砂岳まで 
L 内山、宮下、河西、成田、若尾、伊藤（ひ）、村井、金谷、牛越 
 

 
 
1992 年（平成 4 年） 
 

4 月 カラコルム ウルタルⅡ峰登山隊（御渡湖衆隊）参加 成田（隊長） 
登頂ならず 

 
7 月 夏山合宿 甲斐駒 戸台川本谷 L 内山、平野、村井、牛越 

 
12 月 冬山合宿 穂高横尾尾根～南岳 L 内山 河西、若尾、宮下、伊藤（ひ）、平野、

牛越 
 
 
1993 年（平成 5 年） クライミングジム STEP（韮崎）が営業開始 
 

5～10 月 瑞牆山 天鳥川周辺の岩場の開拓 田中 他 
この前後数年にわたり開拓を実施 

  
7 月 夏山合宿 穂高 涸沢定着 

・屏風岩東稜 L 内山、牛越  
・悪天のため縦走 宮下、北原、平野 

 
9 月 谷川岳 一ノ倉沢 烏帽子岩凹状岩壁、コップ正面壁 堀内、牛越 

 
12 月 冬山合宿 明神岳集中  

・東稜～西南尾根  L 内山、北原、平野 
・西南尾根ピストン L 照内、河西、若尾、牛越、林 

 
 
1994 年（平成 6 年） 
  

5 月 槍ヶ岳 槍沢スキー 宮下、北原、堀内、照内 
 
7 月 夏山合宿 穂高 奥又白定着  

四峰正面壁 北条・新村、松高 L 堀内、内山、林、寺岡、 
中又白谷            岡野 若尾、牛越 
A 沢～前穂           河西、伊藤（ひ） 

 
10 月 甲斐駒 赤石沢 A フランケ 同志会ルート 内山、岡野 
 
12 月 冬山合宿 穂高分散山行  

・前穂北尾根～明神 L 内山、若尾、平野、林、武藤 
・西穂高岳     L 宮下、伊藤（ひ）、照内、北原、河西、伊藤（健） 

 
 
1995 年（平成 7 年） 
  

1 月 有明山 アイスクライミング 岡野、若尾 
 
6 月 雨飾山 フトンビシ岩峰群 右岩峰中央稜 岡野、林 
 
8 月 夏山合宿 北岳バットレス ピラミッドフェース L 岡野、伊藤、伊藤（健） 

 
12 月 冬山合宿 爺ヶ岳集中 

・冷尾根 L 岡野、若尾、林 
・東尾根    河西、伊藤（ひ）、内山 
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1996 年（平成 8 年） 
  

1 月 南ア 仙丈岳 岳沢 岡野、若尾、林 他 
 

4～5 月 チベット チャチャチョ峰遠征隊（長山協）参加 林 登頂ならず 
 

8 月 夏山合宿 甲斐駒 尾白川本谷 L 岡野、河西、宮下、小平 
 
12 月 冬山合宿 甲斐駒集中  

・鋸岳～甲斐駒 L 高橋(政)、河西、若尾 
・摩利支天南山稜～甲斐駒    内山、後藤 

 
 
1997 年（平成 9 年） 
  

4～5 月 チベット 地図峰登山隊（長山協隊）に参加 小平 登頂 
 

8 月 チベット シシャパンマ登山隊（長山協隊）参加 若尾 登頂ならず 
 

8 月 夏山合宿 黒部上ノ廊下 L 林、河西、高橋(政)、平野、荻野 
 
12 月 冬山合宿 中ア 北御所谷～宝剣岳～檜尾尾根 L 林、河西、高橋(政)、後藤、 

荻野 他 
 
 
1998 年（平成 10 年） 
  

7 月 夏山合宿 北ア 剣岳～五色ヶ原 L 高橋(政)、河西、荻野、村上 
 

10 月 錫杖岳 前衛壁 左方カンテ 内山、後藤 
 
12 月 冬山合宿 中ア 檜尾尾根～空木岳  

L 林、河西、若尾、山崎、高橋(政)、真下、内山 
 
 
1999 年（平成 11 年） 
  

5 月 春山合宿 剣岳 源次郎尾根 L 高橋(政)、若尾、内山 
早月尾根   河西、堀内、山崎、後藤 

 
7 月 谷川岳 一ノ倉沢 ３ルンゼ 堀内、後藤 
 
8 月 錫杖岳 前衛壁 １ルンゼ 内山、真下 

 
12 月 冬山合宿 剣岳 早月尾根 L 高橋(政)、河西、若尾、内山、後藤 

 
 
2000 年（平成 12 年） 
  

7 月 キリマンジャロ、ケニア山 若尾 他 ケニア山登頂 
 

8 月 夏山合宿 穂高分散山行  
・滝谷ドーム  堀内、後藤 
・南岳～西穂高岳 高橋(政)、内山 

 
9～10 月 ネパール アイランドピーク 登頂 林、小平 他 
 
12 月 冬山合宿 穂高分散山行  

・硫黄尾根 L 高橋(政)、内山 
・横尾尾根    河西、若尾、後藤  悪天のためいずれも中退 
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2001 年（平成 13 年） 

 
12 月   甲斐駒 篠沢七丈瀑 西之園 他  

 
12 月   冬山合宿 中崎尾根～槍ヶ岳 L 高橋(政)、河西、若尾、小平、後藤   

悪天のため中退 
 
 
2002 年（平成 14 年） 
 

 
5 月   アラスカ フォーレイカー峰 中退 西之園 他  
 
6 月   瑞牆山 十一面岩 ベルジュエール 内山、漆谷  
 
6 月   アメリカ ヨセミテ渓谷 クライミング 内山、漆谷  

ハーフドーム スネークダイク、エルキャピタン イーストバットレス（中退） 等 
 

12 月   冬山合宿 穂高岳分散山行 
・北鎌尾根 L 高橋(政)、西之園 他   
・霞沢岳  L 内山 、河西、若尾 
 

 
2003 年（平成 15 年）会報 4 号発行 
 

 
3 月   鹿島槍北壁主稜（長山協遠征合宿） 西之園 他 
 
9 月   甲斐駒 赤石沢 A フランケ 赤蜘蛛 島田（67 歳） 他  
 

10 月   チベット紅旗峰登山隊（7011m）に参加 西之園  
6700m で登頂断念 

 
12 月   冬山合宿 穂高岳分散山行 

・西穂高岳西尾根 L 内山、若尾、西之園、太田 
・横尾尾根～槍ヶ岳 L 河西、後藤 

 
 
2004 年（平成 16 年） 
 

 
7 月   屋久島 宮之浦岳 山田 他 
 
8 月   夏山合宿 分散山行  

・瑞牆山の岩場 大面岩、大ヤスリ岩 L 高橋（政）、内山、窪田 他 
・中ア 奥三ノ沢         L 西之園、若尾 

 
10 月   キリマンジャロ 登頂 朝岡 

 
 
2005 年（平成 17 年） 
 

 
2 月   菅平 大谷不動 アイスクライミング 西之園、太田 
 

7~11 月 北八ヶ岳 東トキン（屏風岩）ルート開拓 古倉、高橋(政)、内山、西之園  
（翌年も活動継続） 

 
12 月   冬山合宿 白根三山縦走 L 西之園、若尾、内山、窪田 

 
 
2006 年（平成 18 年） 事実上、最後の合宿が行われる 
 

 
2 月   西上州 荒船山 昇天の氷柱 西之園、若尾、内山、窪田 
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4 月   湯河原幕岩 スパイダーマン 5.12a R.P 高橋(政) 

 
5 月   春山合宿 岳沢集中 事実上、最後の合宿 

・奥穂南稜         L 西之園、若尾、窪田 
・西穂~間ノ岳~天狗沢~岳沢 L 内山、朝岡、太田 
・奥明神沢スキー滑降     堀内 

 
7 月   ヨーロッパアルプス 朝岡、太田 

マッターホルン、ブライトホルン 等 登頂 
 
 
2007 年（平成 19 年）創立 40 周年、HP 開設 グループメール開始 
 

 
9 月 キリマンジャロ 登頂 古倉 
 

10 月 甲府幕岩 「アラポテト」 5.13a R.P 会では初めての 5.13 RP 高橋(政)  
 

10 月 赤岳山荘にて 40 周年記念式典を開催 参加者 11 名 
 

 
 
2008 年（平成 20 年）Blog 開始 
 

 
1 月 湯河原幕岩 「スードラ on 攀」 5.13a R.P 高橋(政) 
 
4 月 南米 コトパクシ、チリボ  登頂 西之園 他 
 
8 月 八ヶ岳 大同心 オールフリークライミング 高橋(政)、古倉、岩路  
 

11 月 甲府幕岩 「ミコスリ半劇場」 5.12c R.P 高橋(政)  
 

12 月 南米 アコンカグア 登頂 古倉、朝岡 
 
 
2009 年（平成 21 年）例会山行開始（再開）、茅野市人工壁オープン 
 

 
4 月 第 1 回例会山行 御嶽山スキー登山 L 古倉、内山、岩路、萬代夫妻 他 
 
9 月 例会山行（第 3 回） 中ア 東横川 L 内山、古倉、大石、藤巻 
 
9 月 瑞牆山 十一面岩 山河微笑 内山、堀内  
 

12 月 例会山行（第 8 回） 行者小屋定着登山 L 内山、古倉、岩路、大石、藤巻 
赤岳、ジョーゴ沢  

 
 
2010 年（平成 22 年） 
 

 
8 月 例会山行（第 15 回） 谷川岳 白毛門沢 L 内山、岩路、朝岡大石 
 
9 月 剣岳 真砂沢定着山行 内山、藤巻  

・八ツ峰 マイナースラブ、6 峰 D フェース 等 
 
9 月 錫杖岳 前衛壁 注文の多い料理店 堀内、内山、岩路 

 
12 月 例会山行（第 19 回） 中山尾根 L 内山、古倉、朝岡、岩路、藤巻 

 
 
2011 年（平成 23 年） 

 
2 月 ボルネオ キナバル山 登頂 岩路、朝岡 
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8 月 例会山行（第 24 回） 剣岳 真砂沢定着 L 篠原、朝岡、石田、大石  

八ツ峰、北方稜線 
 

10 月 ネパール メラピーク 登頂・スキー滑降 古倉 
 

12 月 穂高 西穂~奥穂 縦走 篠原、内山 他 
 
 
2012 年（平成 24 年） 

 
1 月 例会山行（第 28 回） 八ヶ岳 旭岳東稜 L 内山、加藤、藤巻 
 
3 月 八ヶ岳 渋の湯～天狗岳～赤岳～権現岳 縦走 朝岡、藤巻 
 

10 月 錫杖岳 前衛壁 左方カンテ オールフリークライミング 内山、岩路、加藤 
 
10 月 廻り目平 左岸スラブ「アルピニスト」 5.12b R.P 加藤  

 
 
2013 年（平成 25 年） 

 
8 月 例会山行（第 47 回） 御岳 鈴ヶ沢東股 L 内山、石田、石原 
 
8 月 ヨーロッパアルプス 篠原、古倉、朝岡、岩路 

メンヒ、ユングフラウ、ブライトホルン 等 登頂 
 
9 月 錫杖岳 前衛壁 １ルンゼダイレクト 内山、加藤、岩路 

 
11 月 伊豆 海金剛 スーパートリトン（中退）、スーパーレイン 内山、藤巻、加藤 

 
 
2014 年（平成 26 年）例会山行が通算 50 回を超える 

 
1 月 例会山行（第 50 回） BC スキー遭難救助訓練（栂池） L 古倉、岩間 他 
 
7 月 例会山行（第 56 回） 瑞牆山 大面岩左稜線 L 堀内、内山、古倉、岩路、

岩間 
 
8 月 剣岳 剣尾根（上半）篠原、岩間、佐藤 
 
9 月 奥只見 恋ノ岐沢 石原、石田 

 
 
2015 年（平成 27 年）箕輪町、塩尻市にクライミングジムがオープンする

 
2 月 湯河原幕岩 「スーパータクティクス」 5.12b R.P 加藤  
 
5 月 甲府幕岩 「爆弾低気圧」 5.12a R.P 岩路 
 
7 月 例会山行（第 64 回） 北ア 黒部源流 赤木沢 L 石原、石田、岩間 
 
9 月 東北 八幡平 葛根田川～大深沢 石原、石田 
 

12 月 甲斐駒 黄連谷右俣 内山、藤巻、石原 
 
 
2016 年（平成 27 年）諏訪にボルダリングジムがオープンする、 

東京五輪にクライミング競技の正式採用が決定 
 
2 月 戸隠 西窟尾根 内山、篠原、伏見 
 

5～11 月 北八ヶ岳 東トキン（屏風岩）ルート整備・開拓（第 2 期） 
内山、古倉、高橋(政)、岩路、篠原、岩間、大石、伏見 
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7 月 奥秩父 金峰山 鷹見岩南山稜 岩路、高橋(政)、内山 
 
7 月 上信国境 魚野川本流 石原、石田 
 
8 月 例会山行（第 76 回） 八ヶ岳 大同心雲稜ルート  

L 岩路、高橋(政)、内山、岩間、大石、伏見 
 

12 月 北ア 霞沢岳西尾根 篠原、岩間、東城、中原 
 
 
2017 年（平成 29 年）創立 50 周年 会報 5 号発行 

 
3 月 例会山行（第 83 回） 上越 仙ノ倉岳北尾根 中退 L 石原、大石、中原 
 
9 月 創立 50 周年式典 成田屋 
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第二部 会報 5 号本編 
2001～17 年 活動記録 

SUWA Alpine Club 50th Anniversary 

 



 

会報 5 号 本編 2001 年～2017 年 活動記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 年 瑞牆の岩場 

14 年 大面岩 

06 年 荒船山 

11 年 仙人池 

03 年 西穂 
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朝岡君 

14 年 蓮華岳 

14 年 白馬岳 

16 年 富士山 

14 年 富士山 

10 年 大面岩 

90 



91 
 

諏訪山岳会 2001 年～2016 年 活動概観 

文責：編集部 

 

2001 年～2016 年度の諏訪山岳会活動状況を、前会報（4 号）に倣って、

会員数や山行の回数といった数値データを中心に概観する。 

 

本文中における編集部の見解やコメントには、見方の偏り、誤解、曲解

等があるかもしれない。これについては編集部の本意ではなく、その力量

の限界として寛大な気持ちでご容赦願いただくとともに、もしそのような

表現が見られた場合は是非ご指摘いただきたい。 

 

 

０． 登山環境の変化 

 

最初に期間中の登山環境の変化について、当会に関連するものを中心に

振り返る。 

 

（登山人口の増加） 

以前からブームになっていた中高年登山に加えて、山ガールブーム、岳

（漫画・映画）のヒット、富士山登山ブーム などにより、登山人口が著

しく増加した。それに伴って山岳会（社会人、学生）への入会者も増加し、

1990 年代に生じた全国的な山岳会の低迷状況に一部改善がみられた。 

 

（IT 化） 

急速に発展し普及したインターネットや電子メールといった IT 技術は、

登山の世界の情報流通にも劇的な変化をもたらした。これによって、以下

の新しい動きが生まれた。 

 

－山岳会が HP等を開設し、活動状況を広く外部に向けて発信するように

なった。山岳会への入会検討者は HP を見て山岳会選びをするように

なった。 

－インターネット上で例会や山行計画／報告を行う、ネット山岳会が生

まれた。このような形態の山岳会（サークル）では、山行の時に会員
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同士が初めて顔を合せるようなことも多いと聞く。 

－インターネット上の地図、天気予報、といった山岳情報を（インター

ネットにアクセスできる環境にいる限り）随時見ることができるよう

になった。天気予報については、予報精度の向上（的中率、エリア細

分化、予測間隔の短縮化）により登山計画や行動判断に変革をもたら

したと言って過言ではない。それに関連して、山の天気予報を有料で

提供するビジネスも生まれた。 

－インターネットから警察へ登山届を出せるようになった（入山口ポス

トへの紙の計画書投函の必要が無くなった）。 

 

（クライミングのスポーツ化・レジャー化） 

日本全国に営利目的の人工壁（以後、クライミングジムと呼ぶ）が多

数開設され、スポーツクライミングがポピュラーなスポーツ種目、レジャ

ーとして認知されるようになった。2017 年現在、諏訪周辺でも 3軒のクラ

イミングジムが営業している。茅野には市所有の屋外壁が設置され、管理

団体によって運営されている。このようなブームの中でスポーツクライミ

ングが 2020 年の東京オリンピックの競技種目として採択された。 

 

１． 会活動の変化 

 

次に期間中における会活動の（大きな）変化について述べる。 

 

（合宿の休止と例会山行の開始） 

 

会の設立以来続いてきた季節毎の合宿が 2006 年度の春合宿を最後に

休止した。これは当時の会の状況下（会員の登山嗜好の多様化・個別

化、長期入山可能な会員の減少）で、合宿開催が困難になり、会の総

意としてそれに拘る必要はないと判断したためである。（秋合宿につい

ては 1994 年に休止になっている）。 

これに代わってその 2 年後の 2009 年から月 1 回の定例会山行（例会

山行）を開始（再開）した。これは合宿休止の弊害（会員間のコミュ

ニケーション不足や新人の教育訓練機会の不足 等）を補うことを目

的として企画されたもので、開催の負担を低減するために日帰り山行

を中心として開催されている。 
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（会運営への IT 技術の取り込み） 

 

前章で述べた世の中の IT 化の流れに乗り、インターネットや電子メ

ールといった情報伝達手段を会運営に取り込み活用した。 

具体的には 

－山岳会専用サーバー（レンタルサーバー）を立ち上げ、会内の情報伝

達手段として運用を開始した。このタイミングに合わせて、山行計画

書の提出、承認プロセスを電子化した。 

－2007 年にグループメールを立ち上げ、同メールによる入・下山連絡

を正式な連絡方法として認めることにした（一部の山行については、

メールによる入山連絡を計画提出としても認めている）。 

－2008年に会のHPを立ち上げ外部に向けて活動内容の発信を開始した。 

HP 内のメニューの一つである、山行報告記事（ブログ記事）は、開設

以来 7年で累積アクセス数が 5万を超え、現在 1日当たり平均して数

10 件程度のアクセスがある。 

 

（入会制度の変更） 

 

従来の入会制度は、入会希望者をいったん準会員として受け入れ、所

定の要件を満たした段階で正会員とするものであったが、2013 年 1 月

からこれを変更し、入会希望者には一定期間、非会員のまま会の山行

や会員の山行に参加してもらい、希望者、会の双方で活動継続の合意

ができた段階で入会してもらうという制度に改めた。 

この変更の背景として、入会希望者の登山バックグラウンドが多様化

する中で、それを見極めきれない時点で会員（＝準会員）として抱え

るのはリスクが大きいと感じるようになってきたことがあげられる。

また、準会員の山行に対する規制に対して不満が提起されたことも制

度変更の一要因になっていいる。 

 

 

２．会員数の推移 

 

巻末の表１に 2001～2016 年度の在籍者リストおよび在籍期間を示す。

この期間中在籍した会員は正会員、準会員あわせて約 50 名にのぼる。 

（活動会員数は 38名） 
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（会員数の推移） 

期間中における会員数の推移をグラフ 1に示す。なお、図中の活動会員

とは（その年度で一度でも）“山行報告があった山行”に参加した会員の

ことである（山行はしていても、山行報告が無ければその会員は活動会員

としてはカウントされない）。一つの特徴として、2007 年度に在籍会員数

が減少しているが、これはこのタイミングに会費未納者に対する活動継続

の意思確認を行い、その結果としてまとまった数の会員が退会したためで

ある。 

その後、在籍会員数は多少の増減はあるがほぼ横ばいないしは微減とみて

よいだろう。 

 

 
グラフ 1 会員数の推移 

 

 

（新入会員数の推移） 

次に、新入会員数の推移をグラフ 2 に示す。年度によるバラツキはある

が、平均して年に数名程度の新入会員を迎え入れている。ただし、このペ

ースはそれ以前のものとあまり変わらず、近年の登山人口の増加の影響は

あまり見られない。 

 

ここ 10 年ほどの新入会員の特徴としては 

・40 歳以上の入会者が多い。 

・大町山岳センターが主催する登山技術講習会（山岳リーダーコース） 

出身者が多い。また、その関係で、県外在住の会員が数名いる。 

といったといころがあげられる。 
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入会者の年齢については、会規約に年齢制限の明記は無く、私が認識し

ている範囲では、会員の平均年齢や会の活動状況を勘案して感覚的に年齢

が高いと感じる方はお断りしてきたように記憶している。そのような経緯

の中、会員の平均年齢が上がったこともあって近年は 40 歳前後なら抵抗

感なく受け入れるようになってきた。逆に、社会全体の高齢化で若い人の

入会希望者が減ったので年齢にあまり制限を設けずに受け入れなければ

人が集まらないという事情もある。 

このような 40代入会者の活動は平均的に見て活発であり、年齢が原因で

会活動の足かせになるというような事例は発生していない。 

なお、東京等の大都市では現在も厳密な年齢制限を設けているクラブが

多いらしい。これは若者の入会者が多いことの裏返しでもあり、当会のよ

うに年齢制限を緩やかにせざるを得ないのは若者が少なくなった地方の

山岳会ならではの事情だという可能性も否定できない。 

 

2 番目の特徴については、その最大の理由は当会会員が講習会の講師を

務めているからであり、その新人勧誘に対する貢献度は大である。 

県外在住の会員は（当然ながら）例会出席や役務提供という点で一定

の水準に達していないのであるが、現在のところそれに対する課題提起は

なく、県外会員は、仲間を増やすうえでの貴重な存在という位置づけなの

である。 

 

 
グラフ 2 新入会員数の推移 

 

（活動会員の平均年齢の推移） 
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次に、活動会員の平均年齢の年度推移をグラフ 3に示す。 

活動会員の平均年齢は世の中のご多分に漏れず、40～45 歳で高止まりし

ているが、ほぼ一定に保たれているのは、それ以下の年齢層の入会がある

ことによる。ただし、それ以下といっても 2017 年 3 月段階で 20 代の会員

は一人もおらず、若者不足は深刻な状態にある。 

なお、活動会員の平均年齢が 40 代ということはかつては考えられなか

ったことであるが、日本全体の高齢化の進展の中で、このような年齢構成

の山岳会は現在はけして珍しくないことを付け加えておく。 

 

 
グラフ 3 平均年齢の推移 

 

 

３．活動概況 

 

３．１ 活動全般の状況 

 

活動の全般状況をみるために、例会の開催状況（開催回数、出席人数）

および山行数（会山行、個人山行全てをあわせたもの）を活動状況の指標

と捉え、その推移を振り返る。 

 

（例会の開催状況） 

例会の開催状況の推移をグラフ４に示す。例会については 2001～08 年ま

での記録が残っていないので、グラフ４はそれ以降の期間のものであるが、

この期間に限ってみればコンスタントに開催され、各会毎に一定の参加人
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数もあり、安定した状況にあると言える。ただし、2008 年までの期間はか

なり低調であり、特に 2000 年代前半は流会が多かった。 

2008 年度以降の例会の記録が存在するのは、記録をノートでは無く電子

データとして残すようになったからである。 

0 章で述べたように、現在はネット上のやりとりのみで会運営を行って

いるネット山岳会が多くあって、それはそれなりに機能しているようで現

代の社会インフラを充分に使いこなした一つの在り方だと思うが、当会の

ように面と面を突き合わせて例会を行うという昔ながらのスタイルの在

り方もあって、これはこれで将来にわたって継承していく価値があること

なのではないかと思う。 

 

グラフ 4 例会の開催状況の推移 

 

こういった在り方を可能足らしめているのは、ルームの存在と、例会に

行けば誰かしらいるだろうという（根拠のない）安心感である。どちらも、

努力無しに維持することは難しいものであり、会員各人の自覚に期待する

ところである。 

 

 

（山行の状況） 

次に山行数であるが、これはグラフ 5 を見ると 2007 年以降右肩上がりに

増加している。 
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グラフ 5 全山行数（活動数）の推移 

 

2007 年以前とそれ以降の最も大きな差は、電子メールによる入山連絡・

下山連絡を開始したことにある。これにより、誰がいつどこの山に入って

いるのか、正会員ならだれもがそれを把握できるようになった。またその

記録はネット上に半永久的に残るようになったので、山行記録の漏れが無

くなり、山行数増大の大きな基盤になった。 

その基盤にのって、ショートルートクライミングをはじめとする手近な

エリアの山行が増大してきたことが山行数増大の大きな要因としてあげ

られるであろう。（山行という言葉がふさわしくない活動もあるので、以

降山行数ではなく活動数とする） 

 

グラフ 6は、活動ジャンル毎の活動数の推移を示すグラフである。 
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グラフ 6 活動ジャンル毎の活動数の推移 

 

活動ジャンルは多岐にわたっているが、そのうち活動数の増加が多いも

のは縦走・ピークハントとショートルートクライミングである。 

本論で手近なエリアの活動の代表例と捉えているのは、このショートル

ートクライミングであり、さらには、アイスクライミングの多くもそこに

含まれる。 

これらに共通しているのは、活動の場が山に限らない（大半のケースで山

ではない）ということと、スポーツ的な側面に重点を置いた活動であると

いうことである。このジャンルが活発であることは、0 章で述べたクライ

ミングのスポーツ化・レジャー化と深く関わっていることは言うまでもな

い。さらに、グラフ６の縦走・ピークハントの多くは無雪期の日帰り登山

であり（目的は多岐にわたる）、ショートルートクライミングとは質が異

なるがこれも手近なエリアの活動に含めることができよう。 

 

ショートルートクライミングについては、従来から活動してきた廻り目

平や瑞牆山等に加えて、甲府周辺の諏訪からアクセスしやすく冬も比較的

温暖な地域に良質なクライミングエリアが開拓されたことが、活動数増大

の大きな要因になっている。アイスクライミングも近場のエリアが増えた

ことや、用具の性能が著しく向上したことが要因になっている。 
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このような、手近なエリアでの活動は、アプローチの労が少ないことや

活動時間が比較的短いこともあって定期的に毎週末のように行えるので、

活動数の増大につながる傾向にある。 

 

なお、手近なエリアの活動という語感から、手近＝手軽・安易という印

象を持ちがちであるが、それが正しくないことは、近年のクライミングレ

ベルの高さみれば一目瞭然である。困難への挑戦としてこれに取り組むこ

とは、困難な登山ルートを登るためのそれとスタイルや対象は異なれど、

本質的な差は無いと考える。 

 

そうはいうものの、宿泊を伴う冬山登山の回数と日帰りのショートルー

トクライミングのそれを直接比較できないことも確かであって、グラフ 6

をみて、2016 年は 2001 年の倍ほど活動が活発であったとするのはあまり

に短絡的な見方である。 

そのような事情を踏まえた上で、現代の山岳会にとっては冬山登山もシ

ョートルートクライミングもどちらも価値ある活動であることを考える

と、それらの活動総数が伸びているという事実は、活動が活発化している

ことの表れであるととらえて間違いではないだろう。 

 

 

３．２ 会山行の状況 

 

この期間中の会山行については、１章に述べたように、2006 年度春合宿

をもって合宿が（自然）休止となったので、そこまでの会山行と、2009 年

度からはじまった例会山行の二つに分けて振り返る。 

 

まず、2006 年度までの合宿を概観する。 

巻末の表 2 に 2001～06 年度間における合宿の概要（ルート、参加人員

数）を示す。 

2003 年度の夏合宿と 2004 年度の冬合宿が流れているが、前者は悪天の

ため、後者は計画不成立のためである。 

合宿の山域、内容を見ると積雪期は南北アルプスの中堅社会人山岳会

の定番ルートが中心で、それまでの流れを踏襲したものになっている。一

方、夏合宿は短期間のクライミングや近場の沢登りのような安近短の傾向

が出てきている。 

参加人数についてみてみると、その多くが 4 名以下の参加で、少人数
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化が年とともに進行している。これらの傾向は、07 年以降の自然休止の前

兆と捉えることが出来よう。 

 

次に、2009 年度から始まった例会山行についてみてみる。 

巻末の表 3に例会山行の内容を示す。また、各年度の例会山行の状況（開

催回数、1回あたりの参加者数）の推移をグラフ 7 に示す。 

 

 

グラフ 7 例会山行開催状況の推移 

 

例会山行は開始から 7年目を迎えたが、ほぼ毎月コンスタントに開催さ

れ、各会の参加者もまとまった数になっていてすっかり会に定着したもの

になっている。 

内容も講習会的なもの、季節の恒例行事、スポット的なものとバラエテ

ィに富み、広いジャンルに渡っている。個人的には、いろいろな会員とオ

ールラウンドに活動するという目的において欠かすことができない行事

になっている。 

 

 

３．３ 市民登山の状況 

 

次に、市民登山に目を移す。この期間中の市民登山の行き先を巻末の表

2に示す。 

市民登山は過去長い間に渡って8月の最終日曜ないしは9月の第一日曜

に開催されてきたが、これらの日は晴れの特異日だったようで、めったに

雨に降られることは無かったと記憶している。 

ところが、2010 年前後から、この時期に市の防災訓練が開催されるよ
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うになり、それによって一般参加者の市民登山への参加が制限される可能

性が生じたので、これを回避するために、2011 年以降は、開催時期を盆休

み明けにずらすようにしたが、そのとたんに雨に降られることが多くなっ

た（6回中 3回が雨天）。 

行き先は、諏訪から日帰りで行ける範囲をなるべく重複が無いように広

く漁っている。最近の一般参加者の話を聞くと、マスコミの山の取り上げ

方が影響してか、有名山岳の人気の高さが顕著で、行き先選定にあたって

地味な山はなるべく避けるようにしている（とりわけ八ヶ岳は、諏訪市民

にとってはあまりにもポピュラーすぎるので、当分却下の見込み）。 

この中で、2009 年、10 年の参加者が極端に少ないのだが、09年は一般

参加者の現地集合を試みたこと、10 年は小宮御柱と重なったことが原因で

ある。09年の試みは、市民登山会計の赤字化回避のため、バスチャーター

代を浮かす試みとして実施したのだが、逆に人が集まらないという弊害の

方が大きくこの試みは 1回で終了した。 

 

昨年（2016 年）のコースは富士見平からの金峰山往復であったが、登

頂率が 50％を切り、かつ、途中引き返し者の疲労度合いも大きく、今後は

このレベルの市民登山は難しいだろうというのが引率会員の率直な印象

であった。このコースは、27 年前の 1989 年に行っているが、正確な記録

は残っていないものの、その時はまったく問題なかったと聞く。こういっ

た事例にも、日本の高齢化の進展が見え隠れしているようで興味深い。 

 

 

３．４ 事故 

 

この期間中、会員が参加した山行で 4件の事故があった。それらを以下

に列挙する。（会員が事故当事者ではなかった事例も含む） 

 

・02 年冬 長山協ヒマラヤ遠征 富士山合宿での天候遭難  

他会の 2名死亡、 

・05 年夏 個人山行 瑞牆山クライミングのアプローチでの転落事故  

会員友人（未所属）1名が骨折、 

・16 年夏 個人山行 巻機山沢登りにおける転倒事故 正会員 1名が骨折 

・17 年冬 個人山行 美濃戸口のアイスクライミングのビレイ中における

落氷事故  正会員 1 名が骨折 
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これらで亡くなられた方の冥福を祈るとともに、会員の重大事故が無か

ったことの幸運に感謝したい。しかし、最近小さな事故が続いていること

もあり、全会員がいま一度、謙虚な態度と慎重な姿勢をもって山と向き合

うことを肝に銘じていきたい。 

 

２．５ まとめ 

 

以上、この 16 年間をざっと振り返ってきた。合宿の終了と例会山行の

開始、山岳会運営へのIT手段の取り込みといった大きな変化があったが、

それらは登山を取り巻く環境の変化や会内部の状況の変化に適応するた

めのものであった。また、クライミングのスポーツ化等の影響もあって活

動対象や活動範囲も変わってきて、山岳会という名前とその活動内容の間

に微妙なずれも生じてきている。 

これらが当会にもたらした影響や功罪について論じるには、まだしばら

くの時間が必要かもしれない。が、それらの変化を経た上で、一定の活動

レベルを維持しながら創立50周年を迎えることができたことを考えると、

この 16 年間は時代の変化に取り残されることなく比較的うまくやってき

た期間だったと言えるのではないかと思う。 

 

その一方で、世の中の登山人口が増加したにもかかわらず入会者数が伸

び悩んだり、20代の若い会員がいないという事実は、人口減少や高齢化が

進む地方に拠点を置くというハンディを差し引いても、自分達の活動が時

代に取り残されつつあることを暗示しているようにも思える。 

 

当会が設立されて 50 年の年月が流れた。設立以来の変化が積み重なっ

て会の姿は外見も中身も一変したと言っても過言ではないだろう。しかし、

同時に変わっていないこともあって、それは会員が登山を愛好し、それを

共にする仲間を求めて山岳会に集っているということである。 

 

人が山や登山に求める「何か」は時代を超えて流れ続けるが、その「現

れ」である「登り方」や、「何か」を求めるための「山岳会の在り方」は

時代背景の中で形成される。 

ある時代の「登り方、会の在り方」を無思考的に繰り返すだけ、ある

いは次の時代のそれを拒絶した時、山岳会は時代に取り残され朽ち果てて

いくのだろう。 

登山行為の本質や精神を理解し、それをその時代に最も適した形に焼直



104 
 

して実践し、継承すること、さらには、それを行うために最もふさわしい

会の在り方を追求することが山岳会の役割である。不要なこだわり、慣習

にとらわれることなく、素直な開かれた心と真摯な姿勢で山・登山・自分・

仲間と向き合うことによってそれが可能となり、それが次の 50 年を切り

開いていくものと信じている。 

 

 

以上、長きに渡り拙文におつきあいいただきありがとうございました。 

本稿で至らない部分については、本誌掲載の各寄稿や、巻末、HP 掲載の山

行リスト等を参照していただき、各会員の心のうちに補っていただくこと

をお願いしたいと思います。 

 

以上 



会山行の記録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 年 西穂西尾根 

17 年 例会山行 仙ノ倉山 北尾根 

15 年 例会山行 黒部 赤木沢 

06 年 最後の合宿 岳沢春合宿 

05 年 白根三山 

11 年 例会山行 赤禿山 14 年 例会山行 大面岩左稜線 

10 年 例会山行 富士山雪訓 
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２０００年代前半の冬合宿 

 

会員 No. 75 内山 正一 

 

2002 年度 霞沢岳 （2002 年 12 月 29～31 日） 

メンバー：河西、若尾、内山 

 

この年は小学校に入学したばかりの双子を女房に任せっぱなしにして夏にヨセミテに遊

びに行ったりしたものだから、せめて年末年始ぐらいは大人し目に行動しようと、大先輩

二人をお誘いして老後(？)の楽しみにとっておいた霞沢岳のピークハントに向かった。 

（他の冬合宿としては、同時期に高橋、西之園（＋1名）パーティーが北鎌尾根に入山） 

計画したルートは上高地から徳本峠を経由して霞沢岳をピストンし、登頂後に余裕があっ

たら六百山にも寄って、ついでに帰りは蝶を廻って長塀尾根を下ろうという欲のはったも

のだった。 

 

入山は 29 日。坂巻温泉に車を置いて出発。釜トン手前の補導所通過時点では雪が降って

いた。明神から黒沢に入り、途中から小尾根に取り付いて思いのほか急な樹林帯を赤テー

プに導かれて登る。トレースは無かったがラッセルに苦労したという記憶もない。登るに

つれて天候は徐々に回復し、徳本峠到着時点では時折青空がのぞくぐらいになっていた。

この日は小屋の少し上にテントを張った。 

翌日は快晴。峠からのピストンでは帰りが遅くなってしま

いそうなので途中までテントを上げることにして荷物をま

とめて出発。急な尾根筋をあがると 2428m の平坦地に飛び

出る。この平坦地は広く、あまり見通しも効かないので、

ガスっていたりするとルートファインディングがやっかい

だろう。霞沢岳に向かう尾根筋に入り、尾根が細くなり始

めたところにテントや不要な道具をデポしアタックに向か

う。森林限界付近で西尾根から登ってきた下山パーティー

とすれ違い、そこから先は彼らが付けてきたトレースを辿

る。K1 に続く斜面は傾斜が急で状態によっては雪崩の危険

もあるらしいがこの日はそれなりに安定していて危険は感

じられなかった。 

K1 まで登ったところで河西さんがリタイアし、若尾さん

と二人で頂上を目指す。12 時前に登頂。眼前には奥穂と岳

沢があけっぴろげな姿を惜しみなくさらし、河童橋から見
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上げる気品？のある姿とは一味違った姿を楽しませてくれた。 

森林限界に降りてくるころにはすっかりいい時間になっていて、あっさり六百山はパスし、

大きなブナの林の中にテントを張った。続く楽しい宴会で身も心もすっかりだらけてしま

い、蝶経由の下山もあっさり却下。翌日は来た道を下って山行は終了した。 

 

市民登山等は別にして、本格的な山登りに河西さんとご一緒したのはこれが最後となった。 

山岳会設立メンバーの河西さんにとって、俺なんぞはいつまでも新米にしか思われていな

かっただろう。思い起こせば、88 年の薬師岳の冬合宿で、苦手な山スキーの下りに懲りて

冬合宿引退宣言をしたはずが、その後何度も冬合宿をご一緒させてもらった。 

このとき河西さんは 61 歳で、その後も毎年のように雪山に入っていた。俺も還暦ぐらい

までは冬山に入ることを目標にして山やクライミングを続けたい。 

 

 

2003 年度 西穂西尾根 （2003 年 12 月 28～30 日） 

メンバー：若尾、西之園、太田、内山 

 

さて、前年が渋い冬山だったので、この年は、もう少し刺激を求めてといろいろ物色して

みたのだが、日程やら参加メンバーやらの関係で最終的には刺激というよりはモノ珍しさ

に惹かれて登山大系に載っている西穂西尾根に行くことにした。 

珍しいといっても自分の周りでこのルートを登ったという情報を見たり聞いたりしたこ

とがないといった程度の話であって、後で知ったがこの当時も年によっては数パーティー

ほどが入山していたようだ。しかし、今と違って、インターネットで情報検索など一般人

には思いもよらぬ時代なので、他パーティーのこと等知れたことではなく、ルート情報は

登山大系のそれが唯一無二という状況。そこで秋に偵察を実施して、冬の本番に臨んだ。

ちなみにこの尾根は国体の山岳競技用として切り開かれたコースだったそうで、この当時

は穂高牧場入口に「西穂西尾根」と書かれた道標が立っていたが、夏道はほぼ廃道といっ

てよい状態だった。 

 

さて冬本番。29 日に高曇りの新穂高から入山（他の冬合宿としては、ほぼ同時期に、河西、

後藤パーティーが横尾尾根に入山）。牧場から尾根取りつきまでは平坦地のラッセルに苦労

したが尾根に取りついた後は割と順調に行動をした。ただそうはいっても他パーティーの

いない北アの尾根なのでそう簡単には標高を稼げない。この日は偵察時に予定していた宿

泊地にたどりつけず、尾根上の平坦な場所を探してテントを張った。 

翌日は朝から吹雪。森林限界を超えるともろい岩場が出てきて古いハシゴや頼りない針金

を頼りに登る。その先、吹雪で視界が得られず、ジャンクションピークから一度変な尾根

に入ってしまって登り返す。そこでいったん来た尾根筋を戻って視界が回復するまで待と
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うか思ったが、西之園の提案で下に見えるコルを目指したらそれで正解。そこにしっかり

した防風ブロックを積んでテントを張る。 

3 日目も吹雪。これか

ら辿る岩稜が吹雪のカ

ーテン越しに威圧的な

シルエットを浮かべる。

岩稜は 3P ほどロープ

を出して通過。登り応

えがあるというほどで

はないが、かといって

念のためにロープをだ

したというほど易しくもなかった。登るにつれて天候が回復し、頂上ではお日様にご対面。

その後も順調に行動を続け明るいうちにロープウェイ駅まで下って合宿は終了。 

振り返れば適度に天気が悪く、ロープを出すところもあったりして、新人の太田君にはい

い経験が出来たのではないかと思う。残りの 3人の旧人にとっては、物珍しいルートを登

って、酒の肴のネタ作りにはなったというところか。 

この時は、入山から西穂を超えて独標まで他パーティーに会わない静かな山行だったが、

近年は西尾根も良くトレースされているようで、その分ルートの希少価値が減ったような

気がして、ちょっぴり残念にも感じている。 

 

こうして、短期間・少人数で、かつ計画性が無い、合宿と呼ぶには少し物足りない冬合

宿が 2年続いたが、今になって振り返ればそれは冬合宿に対する会全体のモチベーション

が下がっていたからに他ならない。その理由として、会員の活動ジャンルの多様化・個別

化や勤務・家庭の状況等で合宿に人が集まらなくなったことがあげられるだろう。そして

ついに、04年は冬合宿の企画が成立せずに流れてしまい、その翌年の 05 年は 03年とほぼ

同じ顔ぶれ（太田君のかわりに窪田君が参加）で白根三山を縦走したものの、これが事実

上の最後の冬合宿となった。 

06 年以降は、会員の活動状況から見て合宿の開催に拘る必要は無いと判断し、それを年

間行事として取り上げなくなったまま現在に至っている。 

 

長年受け継がれてきた行事が無くなる（中断する）ことは寂しいことであるが、時代の

流れを正面から受け止めた上での判断だったので間違ってはいなかったと感じている。た

だ、合宿が会運営の上で果たしてきた役割も十分に承知するところであり、それは 3年後

の 2009 年から例会山行という形で引き継がれることになった。 

 

以上 
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例会山行の始まり（再開） 

 

会員 No. 90 古倉 康雄 

 

平成１５年に諏訪山岳会に入会して、会員となりました。入会後主に岩登りやアイスクラ

イミングなど、個人の人たちと活動しながら、会としての例会山行がなく、山岳会として

の組織のつながりが不足しているように感じていました。 

昔は山岳会と言えば、一般的にはより高く、困難を乗り越え、会員が一丸となって、山頂

を極めるため、皆で例会山行、四季の合宿が通例でした。しかし山登りも多様化して、個

人の山登りのスタイルが異なることにより、全員が同じ目標に向かって、活動することが

難しくなってきました。当会でもその傾向が顕著で、会としての例会山行が影をひそめ、

個人山行がほとんどになっていました。しかし個人的には山岳会である以上、組織的な活

動がなければ、山岳会の意味合いが薄れるのではと思っていました。 

 入会後１０年をへて、会のリーダーを引き受けるにあたり、総合的な組織力を高めるた

めに、個人山行だけでなく、会としての山登りを企画すべきと考え、月一回の例会山行を

提案しました。 

この狙いは 

 

1、 会員の誰でもが参加できる機会をもうける。 

2、 例会山行で意思の疎通、登山レベルの平準化と、レベルアップを図る。 

3、 例会山行をつうじて、会員相互の連帯感をたかめる。 

4、 新入会員の育成。 

 

以上の様な活動を継続することで、会員相互の連帯感を高め、組織力の強化とレベルの向

上が図れると考えています。 

 

 今では月一回の例会山行も定着して、各会員がその担当を分担することで、いい方向に

進んでいると思います。 
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第83回例会山行 「谷川山系仙ノ倉山 積雪期」 
 

会員No. 106 中原 喜史 

 

メンバー：リーダー石原、大石、中原 

日程：２０１７年３月１８日～１９日 

 

2017年春に諏訪山岳会に入会し、その直後の山行がこの仙ノ倉山でした。 

今回のルートである仙ノ倉山北尾根は岳人100ルートに挙げられるだけに期待が高まりま

す。 

 

3/18（土） 

早朝に諏訪を出発し、東京から新幹線で来る大石さんと７時半に越後湯沢の駅で合流し、

駅から車で10分ほどで登山口の土樽に。 

 

駐車スペースには既に３台の先行者の車が駐っていて、３人組のパーティーが出発すると

ころでした。 

朝は若干の雪が降っていた様子でしたが、我々が準備を整え出発した８時すぎには空は明

るく、僅かに薄日が射し始めていました。 

出発からしばらくは毛渡沢の左岸を行く雪の積もっ

た林道歩きが続きます。雪は深くなく先行パーティ

ーのトレースを辿って順調に進みます。 

途中雪が深くなってきたところで一回目の休憩。ワ

カンをつけ、やがて追いついた先行パーティーとラ

ッセルを交代しながら、出発から約２時間の林道歩

きの後、毛渡沢と仙ノ倉谷の出合いで右へと延びる

仙ノ倉谷を橋で渡った先から北尾根に取り付きまし

た。 

北尾根は雪が豊富で1182mのピークまでは急な傾斜の

樹林帯の尾根を行きます。北尾根に取り付きしばら

くした頃には陽もあたり、気温も上がり急な坂とラ

ッセルに汗が吹き出てきます。 

 

11時過ぎ、1030m付近の尾根の途中で２回めの休憩をとりました。さらに樹林を登り、

1182mのピークで尾根は左に直角に曲がります。そこからは見晴らしの良い、両側が穏や

かに落ちる平坦な尾根がしばらく続き、行く先のシッケイの頭が確認できました。 
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1300mより上はほとんど木もなくなり、再び傾斜が出てきます。いったん登り上がった

1460mの平坦地で時間は13時、休憩をとりました。 

この先の風に雪がさらわれた斜面では足下は固くクラストしていて、ワカンでは滑りやす

い状況に変わってきました。リーダーの判断でアイゼンに履き替え、初心者の私を２番手

にして、そこから先は慎重に進みます。 

不安定な雪と急斜面で歩は進まず、この時点で私はほぼギブアップ状態でしたが、先輩方

の励ましと優しいながらも有無を言わせぬ「あの上まで行こう」の声に引きずられ、歯を

食いしばりながら必死で登ります。 

1627mピーク付近には巨大な雪庇が東にはりだし、下から見上げると恐ろしいほどの迫力

です、大事を取って右に大きく迂回しながらここを抜けて、いったんは先の鞍部でテント

を張ることも考えましたが、1740mのシッケイの頭まではあと一息なので、最後の力を振

り絞ってここを登りきりました。 

シッケイの頭でザックを下ろしへたり込んだ私を残し、先輩二人はキャンプ地探しに。さ

らに５分ほど進んだ広大な雪原にテントを張る事になりました。来た道を振り返ると、後

続は３パーティーあるようでしたがシッケイの頭まで登ってきたのは我々だけでした。 

到着時は風は全くなかったのですが、明日に

かけて風が強くなっていくと予想されたの

で、床を深く掘り下げ、風上側には雪のブロ

ックで風よけの壁を積み上げました。 

大雪原から南に続く大きな尾根の先に目的の

仙ノ倉山が望めます、一面を完全に雪に覆わ

れてしまっている付近の景色は距離感を欠

き、すぐにでも手が届きそうな感じがするの

ですが、実際にはあと300mほどの標高差があ

ります。西に目を転じると平標山がこれもまた雪にすっかり覆われて真っ白な丘のような

感じで横たわっています、どこからでもスキーで滑っておりられそうな山容がとても魅力

的で、いつかスキーで行こうと心に決めました。仙ノ倉山から東に延びる稜線上には万太

郎山が間近に見えその先は谷川岳へと続きます。 

 

ひと通り景色を満喫したあとは、テントに入り温々と夕食の支度を始めました。鍋を囲

み、先輩方のザックから出てくる酒の量に驚きながら、山岳会で唯一下戸の私はホットカ

ルピスで長い夜の宴会を楽しみ、21時半に就寝しました。普段テントではあまり寝付けな

い方ですが、この夜は長く深い眠りが待っていました。夜にだんだんと風の音が大きくな

っていった僅かな記憶だけがありました。 

 

3/1９（日） 
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朝5時に石原さんに体を揺すられ目が覚めました。強い風の音が聞こえますが、積み上げ

た雪壁のおかげでテントはほとんど揺れていません。 

外は霧と雪で視界は30mほど、風も強くこのままでは登頂は望めない状態です。ゆっくり

朝食を食べ状況が変わるのを待ちましたが変化がなく、ここからの下山をリーダーが決め

ました。 

風と雪の中素早く撤収し、7時過ぎに下山を開始しま

した。霧で視界が利かず、既に昨日のトレースも消

え迷いそうな状況ですが、今日の悪天候を予想して

リーダーが登りで随所に設置しておいた赤布に助け

られ、方向を見失う事もなく下る事ができました。

シッケイのからの下りで２パーティーとすれ違いま

した。彼らのトレースは方向を見失うのを防ぐため

か尾根の端が見える東端を通っていましたが、その

場合、昨日我々が下から見上げて危険を感じた大きな雪庇の直近を通ったと思われ、何事

もなかったから良かったとは言え視界不良時の行動の危険さを再認識しました。 

 

登りの苦労とは裏腹に下りは赤布のおかげもあって順調に進み、9時半には林道、１１時

前には駐車スペースに着きました。 

下りの所要時間はおおよそ３時間半でした。林道の後半で雪は雨に変わりすっかりぬれて

しまいましたが、その後、日帰り温泉に入り冷えた体を温め、米どころ新潟のお酒をお土

産に買い求め、帰路につきました。 

 

今回は残念ながら、山頂を踏む事ができず、結果的には敗退になってしまいましたが、２

日目の悪天気を予想していたリーダーが多少無理をしてでもシッケイの頭まで登る事を決

めたおかげで、1日目にはすばらしい景色を見る事ができました。大きな悔いは残ってい

ませんが数年後にはリベンジをしたいと思います。 

 

私にとっては諏訪山岳会員としての初山行であり、THE雪山というべきすばらしい山に全

力を出し切って登れた、すばらしい経験となりました。 



 

個人山行の記録（国内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 年 穂高 

07 年 白馬岳 

16年 日光白根山 

16 年 天狗尾根 

15 年 北鎌尾根 
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16 年 一ノ倉沢 

15 年 戸隠連峰 

16年 魚野川本流 

08 年 湯河原幕岩 スードラ ON 攀  

14 年 奥穂南稜 16 年 廻り目平 ガマスラブ 

16 年 雨飾山 10 年 阿弥陀岳 
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山スキーへの想い 

 

         会員 No. 77 堀内 俊彦 

 

 

その舞台は、パウダー、深雪、アイスバーン、ザラメ、モナカ、湿雪などの雪質の違い、

広大な斜面、急峻な斜面、緩やかな斜面、樹林帯など。また、季節により、天候、気温、時

間帯、地形や斜面の向き等、刻々と条件が変わりまさに千差万別の表情を見せます。 

そんな太陽と風の仕業による様々な雪質を克服し、ゲレンデでは味わえない自然の醍醐

味を全身で感じることができるのが山スキーであると感じています。 

緊張と期待の中、未知の斜面に理想のターンを求めて、フォールラインへスキーのトップ

を落とし込み、自分自身のシュプールをその時々のキャンパスに描き込みます。 

極上のパウダースノーの中で浮遊し自由にシュプールを描く爽快感。クラストした斜面

にエッジのわずかな食い込みを足裏で感じる緊張の瞬間。吸い込まれるような急斜面に身

を躍らせるジャンプターン。雪崩の恐怖に身が縮むいやらしいトラバース。雪の持つ魔力に

陶酔する一瞬、全ては、この時のためにあります。山頂からの大滑降を夢見ながら、喘ぎ、

苦しんで自分の足で標高を稼ぐことに多大な労力をかけて行動の大半を登りに費やした後

の至福の時です。 

私は、1980 年代スキーブーム真っ只中にゲレンデでスキーを始めました。SAJ（日本スキ

ー協会）がリードする基礎スキーの美しく力強いデモンストレーターの滑りに憧れて、如何

にきれいに滑るかを求めて毎週のようにゲレンデに通い、バッジテストは１級を取ってみ

ました。それと並行して如何に速く駆け下りるかを競うレースもかじってみました。 

長い間、ゲレンデでアルペンスキーを楽しんできましたが、その後、諏訪山岳会の山行の

中で山スキーに出会うことができました。 

初回は、山スキーの道具もなく妙高へ。みんな

がシールを付けて快適に登るのに対し、私は競

技で使っていた２ｍのスキーを担いで、スキー

靴でツボ足、下りは樹林帯の斜面を苦労して滑

降したのがスタートでした。 

その後直ぐに新雪荘で山スキーの板スーパー

イエティーと、ジルブレッタのビンディング、

滑り優先のノルディカの兼用靴を購入しまし

た。 

その後、白馬岳周辺、針ノ木岳、乗鞍岳、槍沢、立山等々、歩くためのスキーより滑るこ

とを目的とした山スキーを楽しんできました。その中で、特に印象深かったいくつかの山ス

90 年代 黒姫山 
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キーについて、微かな記憶をたどって、以下に記載します。 

 

◇前穂高岳頂上から奥明神沢へ（2006.5） 

若尾、内山、西之園、朝岡、太田、窪田、堀内で 5月岳沢合宿、二日目は私一人で前穂高

へ。岳沢のテン場を一人で出発。奥明神沢出会までシール登行、狭い沢に入ってからスキー

板を担ぐ。ピッケル、アイゼンを装着しルンゼの急斜面を直登、明神岳とのコルを過ぎ、そ

のまま続く前穂岳への長い雪壁をアイゼンの爪を軋ませて登る。ピーク手前の岩と雪のミ

ックスを通過し 9時頃山頂に着く。ピークからは、奥穂高、北穂高、槍ヶ岳まで見渡せる良

い天気だ。雪面は、大分固いアイスバーンなので、1時間くらい表面が緩むのを待つ。まだ

怖いけど、足回りを入念に確認し、覚悟を決めいよいよ滑降開始。絶対にコケられない。奥

明神沢の斜面に向けてトップを落とし込む。出だしのアイスバーンにエッジの食い込みと

板への確かな荷重を感じ、ジャンプ系の小回りターンで制御する。氷の飛沫がカラカラと落

ちていく。滑降している斜面にはいくつかのパーティーがザイルをつけてスタカットで登

っている。小回りから中ターンに切り替え加速する。終盤は奥明神沢に落ちていくほどに急

で狭くなり、さらに両側に岩が迫り気が抜けない。この明神岳を正面に鳥が舞い降りるよう

な超急斜面の滑降は、想像以上にダイナミックで、今までの山スキーで最高にスリリングな

ものとなった。 

 

◇富士山吉田大沢（2008.5.4 他） 

5 月の連休、5合目駐車場の喧騒を離れ夏の登山道をたどる。前回は吉田大沢をシールで

詰めたが、登山道の方が楽である。しかし 7時間ただただ地道に板を担ぎ、頂上直下の鳥居

をくぐる。天に手が届くような紺碧の空と頂上からの眺めを堪能した後、幅 1 ㎞、長さ 5.6

㎞、標高差 1500ｍの広大な一枚バーンの斜面に向かう。勢いよく飛び出したものの、頂上

直下はひどいモナカ雪でターンができない。8 合目付近からは傾斜も 25 度くらいとなり、

やっとショートターン、ロングターンが思いのままとなる。6合目まで来ると重い腐れ雪に

大きく変わる。登りの疲れもあり足はヘロヘロ。地道に苦労して登ったご褒美は、広大な斜

面を独占できる滑降、でもあっという間の富士山の一日。 

 

◇白馬岳山域 杓子沢（2007.5.4）。 

白馬の王道、白馬大雪渓を手始めに、次は金山沢や白馬沢へ。そしてその後の滑降は杓子

沢 

大雪渓から稜線へ上がり、夏同様に杓子岳をトラバースして鑓ヶ岳とのコルへと結構足

の疲れを感じながら到着する。はやる気持ちを抑えつつ息を整え、未知の斜面に飛び込む。
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多少雪が緩んだ大斜面に歓声を上げ一人だけの

パラダイスを楽しむ。そのまま急斜面を滑って

いくと岩壁に吸い込まれるように幅が狭まり核

心部のノドに着く。怖い気持ちを抑えて落石や

転倒に気を付けながら、ここを抜けると、さら

に広大な斜面にシュプールを描くことができる。

疲れた足がつらないように念じつつ、双子尾根

を登り返し小日向のコルを越えて猿倉へ。 

金山沢 
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高台・堂倉谷 

 

会員 No. 89 山田 嘉孝 

 

日程 ２００５年 １０月７～８日 

メンバー 山田・伊藤（晴） 

 

もう一度登りたい沢の中に「堂倉谷」があります。沢登りを初めて数年しか経たない私

が、会員のメンバーと様々の沢を登る中で経験を積んでくることが出来ました。 

当時、百名山のピークハント繋がりの沢登りをしていた伊藤さんと堂倉谷に行こうとい

う事になり計画を立てました。 

 

１０月７日 

 

仕事が終わり、伊藤さんと合流し大台ケ原駐車場を目指す。道に迷いながらも大台ケ原

の駐車場に着く。テントは禁止場所となっていましたが、こっそりと車脇にテントを設置

し就寝する。 

 

１０月８日 

 

早朝テントを片付けパッキングを済ませ出発する。３０分程歩くと日出ヶ岳（百名山）に

登り、大杉谷の尾根道を降下し堂倉避難小屋に到着する。小屋は整備されていて、夕食を

食べて就寝する。 

 

１０月９日 

 

早朝出発し堂倉滝へ着く。封鎖してある吊り橋を渡り、それから大きく高巻く。モノレ

ール沿い右側のルンゼをおり堂倉滝上の谷床に降り立った。ウエットスーツに装備を整え

遡行開始する。最初の滝下の釜を泳いだ。すぐに現れた３０M滝は左岸を高捲いて滝上に出

た。小さな滝と釜が続き、へつりと泳ぎを繰り返し中七つ釜を通過する。エメラルド色の

釜水は美しいが、ウエットスーツを着ていても冷たく感じた。玉川本流の沢登りで、少し

へつり恐怖症になっていた私は、度々伊藤さんに助けられた。伊藤さんは内科の医師であ

り、体力もあり心強かった。アザミ谷出合を経て、奥七つ釜の奇岩を通過する。右岸の樹

林を捲きながら進むと苔むした堰堤が現れ、右岸を大きく捲いて堰堤の上に出た。しばら

くゴーロ歩きが続き、ミネコシ谷出合、二俣、石楠花出合を過ぎて連爆帯に至る。連爆帯
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に入ると５～１５Mの傾斜のある滝が次々と現れる。 

所々ザイルで確保しながら登る。そして、２段４０M の滝が現れる。これは見事な滝で、

この谷の核心部と思われる。ナメ滝や小さな滝を越えて源流近くとなり遡行を終える。周

遊道に出て、尾鷲辻を経て大台ケ原駐車場に帰り着いた。小処温泉に入り食事して帰った。 

  

 堂倉谷は、３０Mの滝や斜爆、多段滝、釜、ナメ、床透き通ったエメラルドグリーンやコ

バルトブルーの釜、苔むした木々、岩と一体となった大木たち。水量もあり、泳ぎやへつ

りもありとても素晴らしい沢でした。まだまだ技術不足であった私をサポートしてくれた

伊藤さん、そして堂倉谷に感謝します。 
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5.13 への取り組み 

 

会員 No. 64 高橋 政男 

 

甲府幕岩のアラポテト 5.13a をレッドポイントしてからすでに 10 年が過ぎてしまった。 

この間クライミングに集中することが出来ず、時間は、着実に過ぎてきた。 

今回、SAC50 周年に合わせての会報 5号にあわせ、13グレードへの取り組みを書けという

ことで、・・記録をほとんど付けない私にとって、こういった文書を作るのは、非常に大

変。 

もしやと思い、当時の手帳を見返してみると、何時どこへ行った、このルートへは、何便

出した程度の簡単な記録が残っていた。珍しい。 

35 才で諏訪に戻り、なかなかコンスタントにクライミングのみには集中出来ないなか、あ

る理由で 5.11c が登れるようになる必要が出てきた。 

過去に何本か 11 グレイドをレッドポイントしているとは言え、なんとなくクライミング

を続けていた自分にとっては、5.11 はしっかり登り込まないと対応できないグレードにな

っていた。改めてフリーにのめり込むきっかけになったのは、この対応がスタートだった

ような気がする。 

20 代に入会後、田中喜幸さんについて、廻り目平、更に 20代後半には、不動沢、昇仙峡

等とクライミングを中心に活動し、なんとか 5.10 まで登れる力が付いてきた。私にとっ

てのクライミングの基礎である。その後、佐久の岩場でのクライミング、また、韮崎に人

工壁 STEP が出来たことにより、わずかだけれど被ったフェースも登るようになった。フ

ェースでは徐々に 11 から 12へと力が付いてきた。 

30 台の頃、廻り目では、イエロークラッシュ 12a、佐久ではキッチンマンマ 12c のレッド

ポイントが主な成果か。 

45 歳を過ぎて、10グレードまで落ちた能力の中で、前記の 11 プラスを目標に、フリー中

心に時間を費やすことになっていった。 

佐久の岩場で登り慣れていた垂壁のフェースを中心に、甲府幕岩、湯河原幕岩、城山等毎

週通い詰めるような日々が続き、登り慣れた甲府・湯河原では、主な 10・11 を登り尽く

す位になってきた。 

その頃、湯河原には、スパイダーマン 12a（2006 年 4月 RP）という日本で初期の 12グレ

ードのルートがあることを認識しだした。また、諏訪からの距離では湯河原と変わらない

沼津の鷲頭山の岩場には、スパイダーマンと同様に、日本でも初期の 11a～12a のルート

があり、これら今流行の言葉で言うレジェンド的なルートに手が届くようになり、最低で

もこれらは登っておきたいと、11グレードでは満足できない思いが出てきた。 
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また、古倉さんつながりで、N島・M尾・各氏をはじめとした雲表倶楽部のメンバーと知

り合いになれ、前記の各岩場で一緒に登ってもらえるようになっていた。 

自分だけでは、12＋以上のグレードは、ほぼ対象にも考えていなかったが、雲表の各氏と

行動しているうちに、モチベーションの高さにも引っ張られ、12＋も積極的にトライする

ようになっていた。また、ムーブについても、高グレードの経験者から得られる物は多か

った。 

2007 年当初に、雲表の人たちに引っ張られ、湯河原

幕岩の「スードラ ON 攀」13a にトライを始めるよう

になったが、核心部のデッドポイントまでも繋がら

ない状態であった。 

 

2007 年夏シーズンには、甲府幕岩で 12前半のルー

トは数便で RP出来る程になっていた。 

「甲府の軟派師 12a」が 5月 5日、幻の右 12c が 5

月 26 日と 12 台を数本残すまでになって、更に 12台

を攻めようとも考えたが、雲表の人たちとともに、

アラポテト 13a に取り組み始めた。 

指先の皮を持っていかれそうな細かく痛いホールド

に対応できるようになり、徐々に上部のムーブをこ

なせるようになりながら、1日に 3便程度しかトライ

できずにいたが、ほぼ夏シーズンを費やして、50便

出して 10月 20 日 RP となっている。 

 

その後も甲府・湯河原とクライミング中心に時間が

進み、11月 25 日からスードラへの再トライを始め

年内に 5日間、2008 年 1月 6日 RP 約 25 便となっ

ている。 

私のようにリーチのある者にとっては、左手一手の

核心部をこなせばと言うルートである。当日は、ま

だまだこの核心をこなせないまま、いつものよう

に、可能性を探しにトライを始めたところ、正に、

核心がホールド出来てしまった。2度目があるかわ

からない中で、その上に続く 11 台のフェースで落ち

ないように必死で、抜けたことは覚えている。 
スードラ ON 攀 5.13a（湯河原幕岩） 

アラポテト 5.13a（甲府幕岩） 
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2006 年 12 月から 2008 年 1 月 6日スードラ RP の間 84 日間ほど行動している。内フリー以

外は 1割程度。今思えばよく通ったと思うが、週一クライマーにしてみればこのくらい費

さないと達成できなかったのかもしれない。 
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阿弥陀岳北稜、小同心クラック 

 

会員 No. 95 藤巻 功 

 

いつも先輩方に頼ってばかりなので自分達の力で行ってみよう！ということで当時の新人

２名で八ヶ岳の登攀入門コース、阿弥陀岳北稜と小同心クラックを登ってきました。 

 

メンバー：藤巻、大石 

 

日程：2010/6/5 美濃戸～阿弥陀岳北稜～行者小屋泊 

   6/6 行者小屋～小同心クラック～美濃戸 

 

１日目 

8:20 美濃戸発 二人とも前日の飲み会を引きずり足取りが重いがなんとか出発 

10:50 行者小屋発  

この頃には気持ち悪いのも抜け、気持ちの良い青空にも押され意気揚々と出発。阿弥陀岳

北稜は今年の冬に連れて行って貰ったので、その記憶を頼りに直ぐに尾根に入るもそこは

樹林帯で影になっている為雪が 30cm 位残っていた。雪に足を取られながら、もっと良い道

が有るのではと言われるが、冬はここから登ったしと暫く進む。だが一向に良くならない。

ちょっと見てくるとザックを下ろして進んでみるが、かなり進んでも雪は消えないし直ぐ

左に中岳沢が見えている。そう言えば冬に登ったときも途中で中岳沢から上がってくるト

レースがあったなと思い直し一旦沢に戻って開けた尾根へと登り返す。雪も無く踏み跡も

あった。同じルートでも状況によってアプローチの仕方が変わるんだなと、当たり前の事

を再認識しました。 

そこから先は順調に高度を上げ、 

12:50 第一岩稜 

１ピッチ目 

これも冬のイメージで途中右に行こうとした

が脆い。しっかりとしていた真ん中を行く。 

２ピッチ目 

ナイフリッジで少しビビったが難なくクリア。

ロープを片付け頂上へ向かう。 

13:40 阿弥陀岳頂上 

中岳沢は上まで雪があったので滑りながら降りてこれた。 15:00 行者小屋 
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２日目 

5:20 行者小屋発 

赤岳鉱泉までの道で雪が多く、凍っていててこずる。アイゼンが必要だったなと反省。 

6:05 大同心沢 

途中からの急登が長く辛かったが小同心は初めてなので下調べもバッチリ。大同心沢には

看板もあったし踏み跡もしっかりしていて迷うことなく行けた。 

7:10 大同心基部 

ここから小同心へトラバースして行くのだが先行パーティーがいたので暫し休憩する。ト

ラバースの途中には雪が残っていたがアイゼンもピッケルも持って来てないのでロープを

出す。先行パーティーも居るし待つことになるからゆっくり行こうとお互いをビレーしな

がら慎重に移動、なんてことをしてる間に先行パーティーは遥か彼方に見えなくなった。 

8:40 登攀開始 

１ピッチ目 40m とあったが登り初めて 15m ぐらいで良いボルトがあったのでピッチを切る。

『まだ半分も出てない』と言われるが『初めてだし慎重に行こうと思って』と言い訳をす

る。帰って調べたら、1ピッチ目はスタックしやすいので刻んで正解だったようだ。 

２ピッチ目（25m）ビビリも消え順調に登る。３ピッチ目（20m）チムニー登りが印象的。

４ピッチ目（25m）ルートが左右に分かれていてどちらを行くか少し悩んだが左を行く。 

10:00 小同心の頭 

10:40 横岳頂上 

雪上のトラバースとピッチの刻み過ぎで時間がかか

ったが、余裕をみて計画を立てていたので予定通り

頂上に登頂。頂上では一般登山道から来た人から『凄

いですね！あんな所から来たんですか！！』と言わ

れ大石が『はい、でも簡単なんですよー』と嬉しそ

うに答える。 

12:00 地蔵の頭 

余裕があれば開山祭にも行こうと思っていたが、体

力的にも時間的にも間に合わ無かったのでそのまま

帰宅。 

ルートファインディングや装備不足など経験の浅さ

が露呈し、反省点も多々有りましたが天気にも恵ま

れとても気持ち良い山行となりました。 

 

その後紆余曲折を経まして、当時はザイルパートナーだった二人ですが現在は人生のパー

トナーとなりました。昨年子供にも恵まれ育児に奮闘しております。なかなか山へ行く時
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間が作れないでいますが、親子での登山、そして何より諸先輩方の様な山を目指して精進

して行きたいと思います。 
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12 月の西穂～奥穂 

 

会員 No.96 篠原 宏次 

 

日程：2011 年 12 月 25 日～29 日  

参加者：内山・篠原・水野（チーム 84） 

 

「昨日も吹雪、今日も吹雪、でも明日から移動性高気圧が来て 2日間好天が予想される」 

「真冬なのに移動高なんか来るの？」 

「山岳天気予報の情報だよ」 

「それなら好天の前提で、まず西穂まで行ってみようか」 

西穂山荘から独標手前まで吹雪の中登高し、雪を切り崩して設営、ゴーゴーとうなる風の中

テントに入って一杯やりながらそんな会話を交わし、翌日の行動に備えた。 

 

3 日目（27日） 

独標手前 7時―独標―西穂―間ノ岳―天狗のコル 16 時半 

夜が明けても一向に風雪は止まず視界もない。とはいえ好天の予報もあるし、と撤収、独標

へ向かう。あいかわらずの吹雪だがガスの中、時折上空に青空がちらちら見えはじめる。基

本このコースは岩稜だが風当たりが強い稜線の積雪は少なくリッジ通し～飛騨側を巻きな

がら西穂へ至る。風は強いものの、ようやくガスが切

れ始め、遠く奥穂まで見通せるコンディションとな

る。 

西穂のピークでは誰も引き返そうという言葉は出さ

ずに一歩を踏み出し、懸垂ポイントへ。鎖場を岳沢側

に懸垂し、風の無い陽だまりでほっと一息。ただ、ト

ラバースの吹き溜まりで足元が崩れロープを出しな

がら慎重にリッジへ戻る。 

その後はいくつもの小ピークの難場を右に左にルー

ファイしながら、カチカチのアイスバーンをフロン

トポインティングで、吹き溜まりではラッセルにあ

えぎ、悪い下降は懸垂しながら進んでゆく。今回 3人

の山行だったが、足がそろっており、全員交互にトッ

プを交代しあいながら進んだ為まとまった休憩もあまり取らずに進む結果となり、非常に

タフな一日だった。 

気が付けばいつの間にか日が傾き、天狗の頭からコルへの下りにさしかかる。 
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稼いできた高度を一気に吐き出してしまうことになるが、微妙に屈曲する尾根を夏道を外

さない様に泊まり場を目指して懸垂を交え慎重に下る。 

明るいうちにコルの岳沢側を整地すると風も無い快適な幕場が完成、設営。 

貴重なアルコールを一杯やりながら、内山さん用意のぺミカンをフリーズドライ食品に入

れるとカロリー満点、すぐにエネルギーになってくれそうな豪華メニューの出来上がり。美

味い上に体が温まった。 

今日は天気は回復したが、終日北西の風が強く冷たかった。テントの中でお互いの顔を見る

と 3人とも顔にどこかしら凍傷を負っており、「今日は寒かったねー」とまた一杯。  

 

4 日目（28日） 

天狗のコル 7時―ジャンダルム―奥穂―白出コル―涸沢岳―西尾根 2400ｍ20 時半 

起床すると快晴。予報通りとはいえ、冬の穂高の稜線で何とラッキーな事か。気温は低いが

風は弱い、という絶好のコンディションの中、コルからコブ尾根の頭へ登りかえしジャンダ

ルムへ。ロープを出して慎重にトラバース、急

ないやらしい雪壁を下り日陰の冷え冷えした

岩場を懸垂 2回の後、高度感満点の馬の背をロ

ープを出してクリヤ。最後まで気の抜けないル

ートだった。 

ここで難場は終わり、春の様な陽光（寒いけど）

を浴びながら奥穂へ歩を進める。 

もちろん奥穂のピークも貸し切りで、3人で握

手を交わした後、周囲の山々を眺める。結局主

稜線では誰にも行き逢わず 3 人そろった写真は山行中、撮ることもなく終わってしまった

のは残念だった。 

奥穂からはラッキーなことに切れ切れにトレースが残っており、ずいぶん気楽になった。穂

高岳山荘前で既に 15 時、3人とも疲れてはいたが、翌日は荒天の予報もあり、「トレースに

あるうちに下山」と決す。 

疲れた足取りで涸沢岳へ登りかえし、西尾根のトレー

スを辿る。笠ヶ岳の向こうに陽が沈む頃に懸垂ポイン

トに至り、ヘッドランプを使いながら下降を続け、な

んとか安全地帯の 2400ｍの幕場に至り、設営。「やれ

やれ、きつい一日だったねえ」とお約束の一杯をやり

ながら水を作り、遅い夕飯を取る。昨日連絡が取れず

留守本部に心配をかけてしまったため、携帯で電話を

入れることになったのは反省点の一つでした。 
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******* 

もう 6年もたってしまいましたが、本山行は自分にとって久々の本格的な冬山山行で、秋の

偵察含め準備を進めましたが、非常に充実した山行でした。当初天候が悪かったのですが、

最後の決め手は天候判断で、好天予報を信じて登ることができました。高層気象を自分で書

いていた頃を思うと、精度の良い天気予報が利用できる現在の環境には隔世の感がありま

す。それでも冬の穂高は最後まで気の抜けない場所であることには変わりなく、良き同行者

と山行が組めた事に感謝です。 
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日光白根山 

 

会員 No. 99 加藤 由美子 

 

岳人の冬山に日光白根山、関東以北の最高峰、

厳冬期には技術・体力が要される湯元からの行

程が紹介されていた。ドーム状の独立峰、その

美しさに心惹かれ、行ってみたい、と思ったの

がそもそもの始まりだった。2012 年冬山シーズ

ンの始まる頃のことだった。 

あれから 4年、2016 年 12 月 30 日に、無雪期１

回を含め5回の山行を経て漸く登頂できた山で

ある。 

 

1 回目山行：2012 年 12 月 22 日、23 日 

同行を快諾してくださった U倶楽部の Mさんと初めて白根山を目指す。 

リフトを降りてスノーシューを履き歩き始める。スノーシューでもズボズボ沈む、この山

域は初めてだがとにかく雪が深い。そして約 2200m の外山までは急登、トレースもない。重

荷と深雪に喘ぎながら漸く外山に着く。ここからはさほど急登ではないがまだまだ登りは

続く。ラッセル、ルートファインディングに時間がかかってしまい、結局その日は前白根山

手前 2200m 辺りで幕営。 

翌日、快晴。まずは前白根を目指す。広い尾根を

詰め 2325ｍのわかりにくいピークを目指す。そこ

から先は緩やかなアップダウンを繰り返す。なだ

らかな雪面と青い空と樹氷、遠くには男体山、中禅

寺湖も臨める、大変美しい景色だ、この景色が拝め

ただけでも来た甲斐があった。 

前白根山に到達する。前白根山は強風で有名だ

そうで、立っているのもやっと。そこからは堂々た

る白根山が目の前に迫ってくる。まさに岳人の写

真でみたあの姿、圧巻である。どこからどうやって 

あの急斜面が登るのだろうか？ 

前白根山から白根山まではまだまだ先が長い、結局、前白根山までで敗退することとした。 

 初めての山行でこの雪深い美しい山域にすっかり魅了されてしまった。そして、いつかは

必ずあの白根山に登りたい、と思った。 

前白根山から白根山を臨む 

男体山、中禅寺湖を臨む 
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2 回目山行：2013 年 1月 2、3日 

年が明け、早々にまた山行を計画。今回は単独なので、不安を覚えないこともなかったが、

無理をせず行ける所までということで決行した。 

時間がかかることを想定し、今回はリフトが動きだす前からゲレンデ下から登ることと

した。外山までは迷うことなく進む。例によってトレースはなく他の登山者もいない。 

12：40 前白根山到達。あまりの強風でなかなか通過できず躊躇していると、後続パーティ

（2名）がやってきた。そのパーティは、慣れた足取りで強風の中がんがん進んでいく。私

も強風に煽られながら前白根山を通過し一騎に下る。尾根をひと登りし避難小屋への分岐

から樹林帯に入り、半分埋もれた避難小屋になんとか到着。既に 14：00 を過ぎていた 

翌日は天候が崩れるのがわかっていたので、そのパーティはこれから白根山登頂を目指

すという。とりあえず私も基部辺りまで偵察に行ってみることにする。先行パーティのトレ

ースを辿り白根山の基部につく。そこから先はいきなり急登、雪壁にすら見える。時間も遅

くなってきたのでそこで小屋に戻ることにした。既に 16:00 時近くになっていた。 

その夜は結局避難小屋には、そのご夫婦パーティと私の 3人が泊まりとなった。 

翌朝は予報通り朝から吹雪いていたので早々に下山した。 

この回は、避難小屋まで足を進めることができたが、白根山の基部へ行ってみると、その

急登に圧倒された感じであった。 

 

3 回目山行（無雪期）：2015 年 10 月 10 日 

まずは無雪期の偵察が必要と思い、同じルートで白根山に登った。とにかく、避難小屋か

ら白根山まで登ってみないことには、どのような山なのか全くわからない。 

湯元温泉から入山、急登があり長いので無雪期でもこのルートをとる登山者は少ない。避

難小屋まで順調に進み白根山頂へ向かう。山頂付近まではかなり急登。その後は平たんな道

を少し歩き、最後は、3級程度の岩場を登り山頂となっていた。山頂はかなり狭かった。復

路は、座禅山、五色山を経由し白根山をグルッと一周見て湯元に戻った。漸くこれで白根山

の全容が把握でき、あとは天候さえよければ冬期も登頂できる、という気持ちになってきた。 

 

4 回目山行：2015 年 12 月 28 日、29 日（予備日 30 日） 

2015 年年末に、また白根山山行を計画した。今回は、T研の Nさんにご一緒いただいた。

夏道で偵察したし、今回こそは、と期待しての計画だった。 

この回もゲレンデ下から出発。他には入山者はおらずトレースもなかった。 

前回 2回行っているが、雪のつき方によって尾根の様子が全然違って見える。地図とコン

パス、標高で場所を確認しながら進んでいく。前白根山に到着した時は既に 14：00、避難

小屋に到着は 15：00 時となっていた。この時点から登頂は時間的に厳しいので、とりあえ
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ず基部まで偵察に行くことにした。わかりにくい樹林帯の中を抜け基部まで辿りつく。しか

し、そこから雪壁のようになっておりどこから取りついてよいかよくわからないまま、日も

暮れ天候も悪くなってきたので避難小屋へ戻った。 

その晩は、避難小屋には我々2名のみ、かなり心細く一夜を明かした。 

翌日は天候が悪く吹雪いていた。この日の登頂は諦めることとし、その次の日も予報は良

くなかったので、また天候が悪いので下山路も心配だったため、下山することとした。降雪

があったため前日のトレースがほぼ消えていた。前白根を通過し樹林帯に入り尾根に入る

処で迷ってしまった。小一時間迷った末、なんとか尾根に入るでることができ、湯元へと下

山した。 

結局この回も白根山基部までとなった。天候がよくなるまで小屋で停滞する覚悟で臨ま

ねば登頂は難しいのでは・・などと相方の Nさんと語りつつ帰途についた。 

 

5 回目山行：2016 年 12 月 29 日、30 日（予備日 31 日、1月 1日） 

そして 2016 年年末、積雪期 4回目の山行を計画した。今回も T 研の Nさんが同行者。 

翌日は天候が崩れそうだったので、できるかぎり 29 日に登頂、13 時までに避難小屋出発

できれば登頂を目指すこととした。 

この年もゲレンデ下から出発。今回も他に入山者は見当たらない。 

ピッチを上げながら外山まで一騎に登る。その先は赤布をつけつつ前白根山へ向かう、特

に去年下りで迷った尾根には入念に赤布をつける。 

お約束の強風に煽られながら前白根山到着 12：00。避難小屋までは 1 時間程度かかるの

で、この日の登頂を狙うには微妙な時間である。前白根山から一気に下り、また尾根をひと

登りして避難小屋 12：50 到着。ぎりぎりだがなんとか行ける。13：00 避難小屋出発。 

白根山基部までの樹林帯では赤布を付けつ

つ、とにかく上を目指し樹林帯を抜ける。昨年

は雪壁のようになっていたが、今年は岩が露出

し雪がついていない箇所があり、そこから登り

始める。ドーム型の白根山は、基部から頂上近

くまでは、遠くからみても急登なのだが目の前

にしてもやはり急登でしかも一枚板のように

ペロンとしている。一歩一歩着実にキックステ

ップで蹴り込んで進んでいく。 

中盤に入るとますます斜度が上がり雪壁のような壁が続く。 

 

とにかく滑ったら最後、ザーッと行きそうである。この時、この山域に入っているのは我々

のパーティのみ、携帯電話も一切通じない、救助を呼びに行くのもかなり大変、絶対滑って

はならない、益々身が引き締まる思いだ。漸く 2500m 辺りに到達し少し斜度が緩む。遠くに

頂上に向け雪壁を登る 
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岩に囲まれた狭い山頂が臨める。もう少し頑張らねば

ならない。山頂付近の祠を通過し一旦下り、最後の岩場

にいどむ、10ｍ程度だが、アイゼンを付けているといや

らしい箇所が何か所か出てくる。 

そこを通過し山頂の指標が見えてきた。岩場を登りき

り、15:00 ついに山頂である。 

4 度目にして初めて踏む積雪期の山頂、一瞬、ウルウ

ルしてしまう。同行の Nさんと固い握手。 

見ると、黒っぽい雲が重く垂れこめてきた、崩れてきそうである。そこそこに下山開始、

急な雪壁を下るのが心配になってくる。暗くなる前には避難小屋に戻りたい。急斜面に差し

掛かる。大きくジグザグにルートをとり一歩一歩き確実に足を運ぶ。樹林帯に到達。往路つ

けてきた赤布を辿り樹林帯を抜け、無事避難小屋へ到達。 

その夜も小屋には我々パーティのみ、心細くはあるが、漸く登頂を成し遂げたことで嬉し

い夜となった。 

翌日、朝起きてみるとガスっている。前日に登頂できて本当によかった。もしできていな

かったら予備日を 2 日とってはいたが、この人気のない山域で果たして 2 日間天候が良く

なるまで粘れたか・・と正直思った。 

そそくさと下山開始。吹雪いていて視界は悪い、前白根山もかすんでいる。急登を登り前

白根山頂の強風の中を通過、その後樹林帯に入る。赤布を頼りに迷うことなく無事尾根に入

りあとは順調に下山した。12時前に湯元登山口到着。 

 

こうして合計 5回、足掛け 5年の山行を経ての白根山登頂となった。天候に恵まれ、もっ

と技術や体力、突っ込む勇気があれば、こんなに回数を経ることなく登頂できたであろう。

しかし、最初から自ら計画し最後まで同行者の力に頼ることなくできた山行であり充足感

は大きい。年を重ね体力やモチベーションや気力も落ちてゆく中、つたない自分の技量や体

力を以って漸く成し遂げた登頂だと思っている。 

最後になるが、この 4回の山行の中で同行いただいた M氏、Nさんには本当に感謝をして

いる。自立した信頼できる相方と山行を共にできたことは大変有難く心強いものであり、彼

らなくしてこの登頂はなしえなかったものだと思っている。 

これからもどんどん衰えていく体力ではあるが、自分の技量や体力、身の丈に合った、し

かし、満足のいく山行をしてゆければと思っている。 

ついに頂上を踏む 
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奥穂南稜 
 

会員 No. 101 佐藤 和歳 
 

2014 年 4月 26 日、27 日 

メンバー：篠原・佐藤 

 私の初上高地は奥穂南稜でした。 

 

26 日は岳沢小屋までの移動、暖かな日差しの中テン泊装備を担ぎ小屋を目指します。上

高地はゴールデンウィークということもあり、人が多くにぎわっていました。途中、木道

から見える川の流れもとてもきれいで篠原さんよりは「山をやらない人でもここまでなら

連れて来られるよ」とありがたいアドバイスをもらいつつ、岳沢登山口へ。 

ここからは、普通の登山道。7 番標識の話などを聞きつつ、いつの間にか雪道となり、

岳沢小屋へは 12：30 着。早々に、テントを設営し、ビール片手に明日登るルートの話を

聞く。「トリコニーが見えるでしょ？あそこを越えて行きます」と説明されたけど、正直

あんなギザギザ行くのか？と少々不安でした。 

 

27 日 4：40 行動開始。まだ暗い中ヘッデンつけて歩き出す。デブリを越え、岳沢を詰め

南稜へ。 

 

南稜へは左の斜面を登りコルから、ハイマツ

をかき分け登り、その後は固くしまった急な

雪壁をフロントポイントで延々登る。登るに

つれてふくらはぎが痛くなる。途中休憩をは

さみ、結局上り詰めたところでトラバースし

、南稜へ移れた。 

 この先は、傾斜も緩み、ハイマツも越えな

がら高度を稼ぐ。振り返れば、岳沢の広がり

が一望できた。 

 ここから先はトリコニーになるが、Ⅰ峰は

知らない間に越えていたようで、Ⅱ峰にとり

ついてから、ロープを出す。 

篠原さんリードでロープを伸ばすが、ビレイの私はスムーズにロープを送り出すことと、

コールを聞き漏らさないようにするので精一杯だった気がします。2ピッチ目がトリコニ

ーⅡ峰の核心部だったと思うが、私には周りを見る余裕がなく、バランスを崩さないよう

にトレースを追うので精一杯。今にして思うと、あの景色を見てないなんてなんて残念な

んだろう。 

 3 ピッチ目はコルを通過し、Ⅲ峰裏の斜面

へ。篠原さんからは「簡単なピッチだからリ

ードできる？」と聞かれ、慎重に一歩一歩進

み、ロープ一杯でスタンディングアックスビ

レイ。この時初めて、Ⅱ峰のピークに自分た

ちがいたことを認識するとともに、そのロケ

ーションにビックリしました。 

 

ロープはその先のコルで解き、南稜の頭ま

で硬い雪稜・雪壁をゆっく登る。標高が上が

ってきたため、一歩一歩が重く雪壁で消費し

たふくらはぎが痛い。 
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 10：20 南稜の頭着。篠原さんより「奥穂行

きたい？」とありがたいお言葉頂いたので、

間髪入れず「行きたいです」。南稜の頭より 10

分程度で奥穂のピークへ。しばし涸沢からの

登山者でにぎわう山頂で休憩。 

 

 下山は吊り尾根からの前穂高岳経由で奥

明神沢を下降。吊り尾根にはトレースは無く

、篠原さんより「私のトレースを踏み外さな

いこと。涸沢側には雪庇がついてるからね。

」と注意をいただき、必死に篠原さんの後を

追う。 

途中幾度もフロントポイントでの下降、トラバース、岩場の通過を繰り返しながら、前

進する。 

13：10 重い体を引きずりながらもなんとか前穂に到着。頂きでは思わず篠原さんと握手

を交わす。気が付けば、周りはガスがでて雪も舞い始めていた。 

ここから先は、トレースもついており気が楽になる。途中、ライチョウも姿を現しホッ

トする。岳沢小屋まで奥明神沢を尻セードも交えつつ一気に下り、テントを撤収し 16 時

半にはバスセンターに到着した。 

 

同行していただいた篠原さんにはこのような機会を設けていただきありがとうござい

ました。私自身の経験はもとより、体力的にも不足している部分を認識でき、今後の山行

の良い目標となりました。 
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戸隠山西窟尾根 

 

会員 No. 105 伏見 羽置 

 

2015 年 2月 11～12日 

 

山登りは楽しい。どの山もそれぞれの良さがあるが、また行きたい山となると数が絞ら

れる。私にとってそういった山の筆頭が冬の戸隠山である。 

 

就職で信州に住まうようになり、周りの影響から山歩きを始めるようになった。山は好

きだったが山歩きの範疇から出ることなく、山と付かず離れずの関係が続いていた。 

山を初めて十数年ほど経った時、山との関係を考え直してもっと深く山に関わりたいと

思うようになり、2015 年の秋に諏訪山岳会の門を叩いた。ただ、山岳会というものが身近

になかった環境で過ごしてきたため、山岳会に入るのは自分にとってハードルが高く、前

準備として長野県山岳総合センターに通い、岩登りと冬山の初歩をかじってから諏訪山岳

会のお世話になる事とした。諏訪山岳会にお試し会員として入会して、岩登りやバリエー

ションルートに連れて行って頂き、入会したての割にはコンスタントに経験を積ませて頂

けた。この話をするとある先輩からは恵まれた環境の時に入会したと言われ、自分でも非

常に幸運なことであったと思う。 

 

入会して 3 か月が過ぎる頃、内山さんか篠原さんか忘れてしまったが、「2 月に休みは

取れるか？」と聞かれた。これは何か面白そうなことがありそうだと思い、即座に「取れ

ます。」と答える。幸い年度中に取得すべき休みが残っていた。話しの続きを聞いてみる

と戸隠に行くと言う。P1 尾根という聞きなれない言葉に引っ掛かりを感じたが、戸隠は無

雪期に何度か登っていることもあり、標高も低いので何とかなりそうだと何も知らない自

分は勝手に想像していた。 

冬の戸隠と P1 尾根について調べてみると、「激しいラッセル」「キノコ雪」「いつ崩

れるか分からない雪に体重を預けて雪壁を登る」「エッジの無い丸い石にアイゼンの爪を

乗せる」といった言葉を目にする。これは 1 年後に内山さんからも同じような言葉を聞く

ことになる。また、冬の戸隠は過去に何度か敗退している事、私が行った時は積雪が少な

く条件が良かった事を聞き、この時のビギナーズラックであったことを山行後に知ること

になる。 

今見て聞いても緊張感が走るこれらの言葉に当時の自分は、緊張を通り越して



136 
 

「？？？」だった。なぜ自分が誘われたのか？と。内山さん、篠原さんのフォローがあっ

たとしても今の自分に対応できるのか？動けなくなってしまい迷惑をかけることにならな

いか？ 

 

参加表明したことを後悔しつつ、しかし、新しい経験ができる期待感も抱いて山行日を

迎えた。ただ、山行日程の天気予報が芳しくなく、2 泊 3 日の P1 尾根から 1 泊 2 日の西窟

尾根の計画に変更。前年に内山さん、篠原さんが敗退した厳しいルートであるのだが、何

も知らない自分は 1日減ったことでなぜか安堵感を覚えていた。 

 

以下、山行の詳細は篠原さんが書いた山岳会のブログも合わせて読んで頂きたい。 

 

2015 年 2月 11 日 

中央高速道下り線のみどり湖 PA で拾ってもらい戸隠へ。 

戸隠神社の駐車場に着くと数台の車が止まっている。そのうち 1 台では男性 2 人が準備を

始めており、これがこの後同じルートを前後してたどる 2人となる。 

 冷たく締まった空気の中、戸隠神社の奥社に向かう参道を歩いていると厳かな気分にな

る。隋神門から鏡池へ向かう遊歩道の途中から右に折れ西窟尾根に向かう。踏み跡から外

れるとわかんを付けても腰ほどまで埋まるラッセル。内山さんからラッセルの方法、作法

を教えてもらい消耗を若干抑えることはできるもののつらいことに変わりはない。傾斜が

強くなってくると胸ほどまで埋まる場面もありさらにきつくなる。この先 3 人のローテー

ションはきついなと思っていると前述の 2 人が追いついて 5 人でのラッセルとなり、少し

だけ体が楽になる。これで雪が少ないというのだから、本来の戸隠のラッセルはどれだけ

激しいのか。 

このラッセルというものはなぜか負けん気が起こる。面白みは無いが激しければ激しい

ほどその山行の印象が強くなる不思議な行為であると思う。 

 尾根に乗りしばらく行くと痩せ尾根となっ

てくる。ハーネスを付け、アイゼンとわかん

併用で進む。岩峰が現れるとここを巻くため

に懸垂下降して草付きの急斜面にルートを取

る。今でこそ草付きにアックスを振るう行為

は当たり前となったが、当時はそのような経

験もなく、決まれば良く効くからと言われて

もなんとなく信用がおけず、 

なるべくアックスに荷重がかからないように木や草をつかみながらおっかなびっくり登っ

た。ただ、この草付登りがなぜか面白く、この山行の中でも非常に印象に残っている場面

八方睨～戸隠山 
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である。子供の頃の野山遊びの感覚に通じるから印象深いのかもしれない。 

 尾根に再び乗ると懸垂を交えながらアップダウンを繰り返し、その日の幕営地に到着す

る。共同のテント生活も不慣れで、当時は今の比にならないほど探し物をしていたし、段

取りも悪かった。緊張と疲労とほろ酔いの中就寝。 

 

2015 年 2月 12 日 

 5 時起床。天気は良く、空気はすがすがしい。アイゼンとわかんで西窟を目指す。相変

わらずのラッセルで、朝一からはキツイ。西窟から先は急な雪壁と岩稜でわかんを外す。

雪は緩く、アックスや足場が定まらない。掘り出した岩は丸い石がちりばめられたような

もので、引っ掛かりに乏しい。フォローでも精一杯の力で登りながら、こんな所をリード

するのは勇気がいるなと感じた。 

 蟻の戸渡りは雪を被っていかにも不安定な歩行

を想像させる。おまけにまともなランニングは取れ

なく、また 50m のロープでは長さが足りず、終了点

も心もとないものしか取れない。「落ちるなら(傾

斜の緩やかな)右側ね」という掛け声に妙に納得し

た安心感を得てほぼ股ずりで通過する。 

その後はコンティニュアスとスタッカットで登り、

晴天の八方睨に到着する。ここが今回の山行の目的

地である。西岳を見ると雪を纏うことで尾根の鋭さ、

山の険しさが露わになり、息を飲む美しさである。

正直、穂高を眺めているような錯覚をおぼえた。 

この景色と登りきった達成感が一緒くたになった爽

快感を覚え、単純にまた来たいなと思った。ひとし

きりピークを楽しんだ後、下山に取り掛

かる。 

 帰りも西窟までは気の抜けない下降と

なったが、戸隠に惚れた身としてはそれ

も楽しむ気分になっていた。西窟から先

は夏道を下降し奥社経由で駐車場に戻り

全員の無事を感謝した。冬の戸隠は山登

りの総合力が試される場であると考えて

いる。 

今後必ず何度も行きたい山であり、自分が主体となって行ける実力を備えて取り組みた

い山である。 

頂上からの西岳方面 

蟻の戸渡り 
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以上 
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北鎌尾根 
                             

会員 No. 93 岩路 亜野 

 

山に行く人なら誰もが憧れる、必ず行ってみたいルート、その一つに北鎌尾根は入るだろ

う。槍ヶ岳の頂上から北に竜の背中のように長く伸びるバリエーションルート。 

しかしその機会は、なかなか巡って来なかった。それがやっと入会 5 年目にして！！これ

を逃したら、一生、行けないかもしれない。そんな気持ちで、この日を迎えた。 

メンバーは、経験豊富な篠原さん（30年ぶり）、若い佐藤君と岩間君の 4人。 

コースは、上高地起点に、水俣乗越から、北鎌沢出合いに降り、そこから北鎌のコルを詰

め、独標を経て、北鎌平、そして最後は、槍ヶ岳の頂上を目指す、2泊 3日のコースだ。 

 

2015 年 9 月 20 日 

秋の大型連休とあって、上高地のバスターミナルは、人で溢れていた。それでも横尾から

先は、登山者だけになり、秋が始まったばかりの登山道は、空気も乾いてすがすがしい。

水俣乗越で休憩を取り、北鎌出合いに向う。広い河原は、ちょっとしたテントサイトだ。

夕暮れが近づき、あちこちで焚き火が灯る。私達も、暖かい火を囲み、美味しい食事とち

ょっとのお酒で、早い眠りについた。 

 

9 月 21 日 

満天の星空の中 4：30 出発。沢のような急な道を登り、明るくなる頃、7：00 コルに到着

した。ここで装備を付け、いよいよ出発。長い一日が始まる。 

さすがに日本一有名なバリエーションルート？踏み跡は、まるで一般登山道のようだ。と

はいえ、岩場になると踏み跡も薄くなり、ルートファインディングが必要になる。先頭を

行く篠原さんが、道を確かめ進んで行く。10：30 独標についた。目指す槍が青い空を背景

に、その雄姿を見せつける。どうだ、早くここまで来いよ！と言われているようで、その

姿に導かれながら長い稜線を北鎌平目指して歩いた。近くて、遠いとはこのことだ、右に

左に薄い踏み跡をたどり、ガレ場は、浮き石も

多い。もちろん両側が、すっぱり切れ落ちてい

るところもあるので慎重に歩かなくてはなら

ない。 

 

13：30 北鎌平に到着した。このままなら槍ヶ岳

を抜け、夕方には、美味しいビールが飲める。

それにしても、こんな稜線上に、こんな広い場

所があるなんて不思議だ。今日のように天気の
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良い、景色の見渡せる日は良いが、もし吹雪に閉ざされたら、霧や雨の降る時なら、まっ

たく周りは見えないだろう。そんな時、この場所は一変して、人の命を奪う大地に変わる

のだろうか。そんな感慨にふけっていると、突然、後ろのパーティの一人が、携帯電話で、

‘槍のテン場がいっぱい？今夜、素泊まりで、小屋に泊めてもらえます？’と大きな声で

話している。これも時代だろうと、思わず苦笑い。 

さて、ここまで来たら、あとは気持ちよくゴールするしかない。ここからは、槍の頂上ま

で、どんどん高さが増して行く。今までの足の重さが嘘のように軽やかになり、あっとい

うまに最後の岩場に着いた。ここを登れば頂上だ。それでも最後は、慎重に岩場を乗越し、

15：00 頂上に着いた。 

感動！は一瞬、凄い人で驚いた、皆、順番に写真を撮るために並んでいる。私達は、突然、

現れた迷惑なエイリアン、そんな目を周囲から感じた。早々に全員で握手して、下る事に

した。よく見ると、なんと下の小屋から頂上まで行列が続いている。今まで以上に足場に

気を付け、すれ違う登山者にぶつからないよう慎重に降りた。 

半分を過ぎ、やっと、降り口が見え始めた頃だろうか、上から‘ラク！’の声。すぐ私の

横を頭位の岩が落ちて行く、少し下には佐藤君がいる。‘危ない’と‘ラ～ク’を一緒に叫

んだ気がした。幸いにも岩は、すぐ下で 2 つに割れ、人にぶつかることはなかった。良か

った…と思った時、‘人にぶつかったぞ’の声、振りかえると、篠原さんが、うつむきに倒

れている。すぐに駆け寄り、意識を確認すると、う～んと声が返ってきた。佐藤君も岩間

君も駆けつける。岩を落とした登山者も、真っ青な表情で、上から謝罪している。気丈に

も篠原さんは立ち上がり、身体の痛みを確かめると、ゆっくり歩き出し、無事に小屋にた

どりついた。 

すでに診療所の人が待っていて、私達が降りてくるのを、双眼鏡で見て準備をしていたと

言う。診察では、骨折はしていないようだが、やはり早く下山して、医者に行った方が良

いとのこと。皆で相談し、今、無理をするより、今夜は、下のテン場で休んで、明日、降

りることになった。そう決まると、そこからが

速かった。若者 2人が、篠原さんの荷物も持っ

て、風のように登山道を走り降りた。まるで１

秒でも早く、テン場に到着し、良い場所にテン

トを張って、篠原さんを休ませようと、はやる

気持ちを後ろ姿に感じた。篠原さんも痛みがあ

るはずなのに、何も言わず、もくもくと歩く。

2 人が迎えに来てくれ、無事に心地よいテント

に入ることができた。 

 

9 月 23 日 

朝焼けの綺麗な日を迎えた。篠原さんは、痛みはあるものの何とか、自力で歩けるとのこ
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と。帰り道、槍を振り返ると、昨日よりも青い空、そして始まったばかりの紅葉の中、ま

た懲りずにおいで！と言われているような気がした。 

幸い、篠原さんの怪我は、酷い打撲で済んだとのことだったが、30 年ぶりの北鎌尾根で、

痛い思いをさせてしまい申し訳なかった。 

 

山行直後だったので、ブログでは、この事故の

事を記載しなかったが、今回、篠原さんの了解

も得て書き加える事にした。 

山の事故は、どこで起こるかわからない。もし

かすると、今は、危険と言われるバリエーショ

ンルートより、一般道の方がよほど危ないのか

もしれない。 

 

 

今回、私にとって、何より思い出に残る風景は、北鎌尾根の遥かな稜線よりも、急な登山道

を走り降りてくれた 2人の後ろ姿だ。山の仲間っていいな…と思えた心に残る山行だった。 
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八ヶ岳 天狗尾根 

 

会員 No. 97 石田 奈美 

 

 

諏訪周辺に住んでいる人間としては、八ヶ岳と言えば西面の方が馴染み深く、東面にはな

かなか行く機会がないのですが・・・５年程前に初めて真教寺尾根から赤岳を登った時、

すぐ隣のゴツゴツしたかっこ良い尾根に目を奪われました。「天狗尾根だよ」と教わり、

いつかあの尾根を歩きたいなと思っていましたが、2016 年の冬に I原さんと二人で天狗尾

根を登り、美濃戸口へ抜けるルートで行って来ることが出来ました。 

 

2016 年 2月 6日～7日 

＜1日目＞ 

6:30 駐車場出発 → 9:00 出合小屋到着 → 9：30 天狗尾根取り付き → 13:30 カニ

のハサミ直下幕営 

 

美しの森駐車場に車を停めて、林道をしばらく歩きます。河原に下り更に進むと、出合小

屋に 2時間 30分で到着。ここまではトレースもありました。 

赤岳沢を少し歩くと赤テープが表れ右岸から支流が入り、その横の尾根に取り付きました。

樹林帯の中は雪も深く、わかんをつけても膝くらいまで埋まる時も。所どころの急登に苦

しみながらも尾根まで上がると、木の間から天狗尾根の岩峰や赤岳が見えてパワーをもら

います。 

順調に高度を上げそろそろ疲れてきたなぁと思

ったら、カニのハサミらしき二股の岩が見える。

早速その直下の平らで見晴らしの良い場所に、

テントを張りました。尾根に取り付いてから 4

時間の登りで本日は終了。風も穏やかで夜景も

綺麗、明日に期待しながらお酒とご飯を頂きま

した。 

 

 

 

＜2 日目＞ 

6:30 テント場出発 → 9:30 大天狗着 → 10:40 小天狗着 →11:10 稜線 
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朝 6時 30、朝日を浴びながらテント場をスタート。 

カニのハサミは左からを抜けると、その前方に急な雪壁が立ちはだかりました。 

ここが第一の難関！右側にあるバンドをトラバースしてからロープを出し、I原さんリード

で急なルンゼを 50Ｍロープいっぱいで登り切る。次はフォローの私の番。アックス＆アイ

ゼンを何度打ち込んでも、雪がポロポロ落ちていく…でなかなか登れません。ここでかな

り体力を消耗しました。落ちればふか～い谷底への雪壁、I原さんリードでよく登ったなあ

と感心。 

しばらく進むと、また大きな壁が立ちはだかりました。これが大天狗？と思いましたが、

どうやら大天狗直前の壁。ここは少々苦労しましたがロープ無しでなんとか登り、その先

に待ってました！大天狗と小天狗が姿を表しました。 

大天狗は私がリードでロープを出す。ますは右側へトラバース、その先は岩場中間のテラ

スまで上がれば楽そうなのですが、そこまで５M程の垂直な岩場。ホールドは十分あるので

すが、ザックが重くて体が思うように動きません。最後の１手が怖かったのですが思い切

って！で、なんとかテラスまで這いあがりました。そこからは右をぐるりと周り込むと、

小さいけれど形の良い小天狗が目の前に。ここは左側から容易に巻けました。 目の前に

は大天狗の頭、振り返れば登ってきたばかりの天狗尾根、ん～すばらしい景色。 

 

   

 

ここまで来るとあとひと踏ん張り。。。で 11 時にはキレットと赤岳間の稜線へ到着しまし

た。今までの緊張から解放されたのと、先輩方に頼らず２人で登り切れたのとで、感動で

目がうるうるでした。 

後は一般道といっても冬期の八ヶ岳。慎重に文三郎尾根を下り、美濃戸口へと下山しまし

た。今度は雪のない時期に、大天狗直登で天狗尾根に登るのも良いかなと思いました。 
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山岳会洗礼山行＠雨飾山南尾根 

 

                      会員 No. 102 大石 哲央 

 

2016 年春、私は諏訪山岳会の正会員として入会した。 

お試し入会期間を通じて、山行には度々参加していたが正会員としては初の山行である。 

この山行は私にとって、山岳会員に必要な技術、体力を備えることの大切さを実感させら

れた、 

まさしく洗礼山行ともいうべき思い出深いものであった。 

 

行程の概要は以下。 

 

日時：2016 年 3 月 27 日（日）、天候：晴れ、参加者：石原、石田、大石 

総会終了後の夕刻にルームを出発、小谷温泉で幕営して翌朝発の日帰りピストンの計画で

ある。 

幕営地をゆっくりの 6：00 発、天候は快晴無風。気温も高めなため融雪による苦労が予想

される。 

通行止めゲートから入り林道分岐を 7:00 に通過、8：00 に南尾根に取り付いた。 

尾根直登を避け、比較的容易そうな沢筋から徐々に高度を上げていく。 

P3 に 9:00 到着。鹿島槍から北へたっぷりと雪

を湛えた朝日連峰が遠く望める。 

P2 に向けて、30 ㎝ほどのラッセルが続く。す

でに溶け始めた重い雪との格闘が始まる。 

わかんに張り付く重い雪が脚への負担を増長

させ体力を奪う。 

一方で、まるで宇宙を感じさせる晴れ渡った紺

碧の空と、雪の純白コントラストが素晴らしい。 

 

我々と脚の早いソロ BC スキーヤーだけの貸切の P2 に 10：

20 到着。 

猫の耳のような双耳峰が特徴の P1 になんとか 11：00 には

取り付きたい想いが脚を急がせる。 

P1 手前、雪庇が発達したリッジをトラバースする。ハイ松

に足を取られながら雪庇を崩さないように慎重に渡る。こ

こまでリスキーなリッジ通過の経験がない私にとって緊張
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が走る。 

無事 11：20 に P1 基部に到着したのも束の間、すぐに登攀準備に取り掛かる。 

テンポよく登攀装備を整え 11：40 石原リード、石田ビレイで登攀開始。 

Ⅲ級とはいえ脆く剥がれやすい岩質に苦労しながらもリードはテンポよくカムを決め、凡

そ 30m で中間支点を構築、セカンドを待つ。 

さて、私の番だ。一手、二手のホールドを決め、最初のスタンスに体重を乗せた瞬間、ビ

シッという鈍い感触とともに左脚ふくらはぎに激痛が走る。肉離れである。全く踏ん張り

が利かなくなってしまった。 

「まずい！」 行動不能が想像された。 

石原リーダーの指示で、その場で待機、結局、石原、石田の１ピッチ終了時点で、P1 ピー

クハントは取りやめ、下山を始める。時刻は 13：00 少し前。 

痛めた左足を引きずりながら、せめて日のあるうちに…と気が焦る。 

幸い持参したストックを松葉杖代わりに使いつつもペースの上がらない下山ながら、なん

とか無事に駐車場に 16：00 着。核心に触れたとは言え、なんとも中途半端なラストの詰め

に課題の残る山行であった。 

 

後で聞いたが 「今日はヘッデンだな…最悪ビバークならどの辺りがいいかな…？」と腹

を決めていた石原リーダーに脱帽、「これが山岳会か！」と感じた一瞬であった。 

振り返れば反省点は多々。 

第一に、携行水量の不足（テルモス 0.5 リットル）。好天春山の日帰りと舐めていた自分

が恥ずかしい。第二に、山行向け体造り不足（家庭事情により昨年初夏から山行中断、い

きなりの残雪期本格登山）。言い訳にしかならないが、日頃の備えと意識の甘さにおいて

自責の念に苛まれた一日であった。 

 

思えば一年前、長野県山岳総合センターのリーダーコースを終業し、さらに高みを目指し、

厳冬期の北アルプスに挑めるようなアルパインクライマーになりたいと、諏訪山岳会を選

んだ。 

自分の未熟さを実感しつつ、兎に角、場数を踏んで、もっと学ばねば… 

そのためにも、ここで「本気でやって行こう！」と改めて決心した思い出深い山行であっ

た。 

 

あれから一年、山行を重ねれば重ねるほど己の未熟さを実感する日々が続く… 

今月も雨飾山リベンジを計画中である。一年前との変化を感じられる良い機会だ。 

いつかリーダーとして後進を育てられるクライマー目指して、日々精進あるのみ。 
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魚野川本流 

 

会員 No. 98 石原 光則 

 

日程：2016 年 7 月 30 日～8月 1日 

参加者：石田、石原 

 

沢登りに興味を持ち、積極的にやっていこうと決めた年、内山さんが行きたい沢として挙

げてくれたのが、魚野川本流だった。しかし、当時の私はまだ沢登りを前年に 1 度経験し

ただけの初心者。魚野川が自分の趣向にも合致する、素晴らしいルートであることも、こ

のときは分からない。何より、規模が大きすぎて、興味の対象と成り得なかった。 

それから 3 年、多くの遡行を経験した。いつの頃からか、魚野川もルート候補として目に

留まるようになり、いつか行きたいと思うようになっていた。そしてその機会に恵まれ、

いよいよ計画に移すことになった。 

 

7 月 30 日 

前泊の野反湖でパッキングを済ませ、白砂山登山口を 6 時過ぎのスタート。重装備での真

夏の峠越えはしんどい。4時間かけて渋沢ダム上流の河原に降り立つ頃には、すでに疲弊し

ていた。 

この 3日間の予報は不安定で、2日目後半からは大きく崩れる可能性もある。完全遡行は半

ば諦め、エスケープ案をいくつも用意した。天気に不安を抱えての入渓だった。 

多くの枝沢を持つこの本流は、遠目で緩やかに見えても水勢が強い。千沢出会までに念の

ためスクラム渡渉を 2度行う。 

千沢出会を過ぎると、多くの記録で必ず取り上げられる桂カマチというゴルジュとなる。

ここで水量を測れるのだが、この日は脛程度だ。かなり少ないということになる。この川

の平時の水量を想像し、驚きと呆れ、そして安堵が入り交ざる感覚を覚えた。 

野反湖から流れ出る千沢を分かつと、水量は一

段減少する。しかし、ゴルジュが続くのでまだ

まだ余裕とはいかない。それでも、全て巻かず

に突破できたのは、水量が少なめだったからだ

ろう。ゴルジュを抜けた頃、小雨がパラつくも、

この日の降雨はこの僅かな時間だけだった。 

幕営適地といわれる高沢出会は、確かに高台で

どんな増水にも耐えられるだろう。 

 
＜桂カマチ＞ 
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しかし、薄暗いゴルジュでの幕営は、決して気持ちのいいものではないと感じた。大ゼン

はこの日唯一の滝らしい滝だ。右の倒木を利用して超える。この先は陽射しも戻り、緩や

かな流れをのんびり歩く。 

入渓から 4 時間、黒沢出会い手前の目印、ナマリ岩の横で幕営。完璧な高台ではないが、

砂地で快適だ。薪は潤沢、岩魚も 2尾釣れ、良い沢の夜となった。 

 

7 月 31 日 

この日は天気が崩れる可能性があり、6時の早出とした。タズナ沢を過ぎると大きな釜があ

り、早朝から泳ぐ。 

この先が魚野川のハイライトといわれる区間だ。カギトリゼンは横に広がる大スラブ、石

原は左の水線にスタンスを求めるもあえなくドボン。代わって石田さんがさらに左、コケ

をむしり取り、スタンスを見出し突破した。 

続くイワスゴゼン、スリバチゼン、ヘリトリゼ

ンはどれも綺麗なナメ滝、いずれもフリーで登

れた。美しい渓相が続くこの区間、陽ざしも入

り気持よく遡行できた。 

燕ゼンを右から巻きしばらく行くと庄九郎沢

出合、この辺りも綺麗なナメだ。庄九郎沢は有

力なエスケープ案だったが、青空が広がる絶好

の沢日和を逃す手はない。石田さんにも全くそ

の気はなく、本流遡行継続となる。 

 

庄九郎大滝は、巻きの右ルンゼが見るからに悪

い。時間に余裕もあるので、ロープを出して石

原が空身で左壁を登る。ハーケンで中間支点、

最後はシャワークライムとなって突破した。そ

の後は広い河原やナメ、優しい小滝など、緊張

感のないのどかな川歩きだ。14時に幕営地の南

沢出合に到着した。 

 

さすがにここまでくると水量は大分減り、 

1 m 超の高台に刈り払われた幕営地は安心感が

ある。この日も小ぶりだが 3尾の釣果があった。 

 

魚野川は 2 日かけても抜けられない大きな沢だ。僕らがこれまで経験したどの沢よりも深

＜カギトリゼン＞ 

＜南沢出会付近＞ 
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い。誰にも会わない深い山にどっぷり入り込み、仲間と焚火を囲んでの食事とお酒で、今

日の疲れを癒やす。綺麗な水、現地調達の岩魚もある。なんて贅沢な時間を過ごせている

のだと、実感する夜だった。 

 

8 月 1日 

入渓前の予報から雨を覚悟していたが、朝起きると青空が広がっていた。この日も 6 時ス

タートで順調に詰めていくと、なかなか水量の減らなかったこの沢も、さすがに源頭の雰

囲気が出てくる。そして、水が細りフィナーレの大藪漕ぎへ突入する。一歩進むのも一苦

労の、密度の濃い笹薮で 1 時間近く格闘した。登山道へ飛び出したときは半ば放心状態だ

った。石田さんと握手を交わし装備を解除する。登山道を歩いて東館山のゴンドラ駅へ正

午の到着。ゴンドラで発哺温泉へ降りる頃から、雨が降り出した。 

野反湖の車を回収に向かう途中、雨が激しくなる。全てが恵まれていた 3 日間だと感じた。 

 

魚野川は沢登りの懐の深さを教えてくれた沢だと思う。あの 2 日目の夜に感じたような大

自然の中に浸る感覚が、私が沢に求めているものなのかもしれない。 
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一ノ倉沢烏帽子南稜～国境稜線 

 

          会員 No. 100 岩間 雅己   

 

初めて谷川岳に登ったのは、高校生の夏。 

厳剛尾根から下山し、その帰りにふらっと立ち寄った、一ノ倉沢出会。 

そこから見る、迫力ある岩壁の光景に圧倒されたのを今でも覚えている。 

山を始めたばかりの自分にとって、あの時の光景はとても衝撃的で、その後頭の片隅から

消え去る事はなかった。 

故郷の山という事もあり、それから何度も谷川岳を訪れる事になるのだが、行く度に必ず

一ノ倉沢から岩壁を眺めては、「いつか登ってみたい。」と漠然と思っていた。 

 

その後、就職の為しばらく故郷を離れ、山からもかけ離れた生活を送っていたのだが、縁

あって諏訪へ移住することになり、諏訪山岳会へ入会した。 

そして、会社の旅行で谷川岳を訪れたのがきっかけで、「あの岩壁を登ってみたい。」と

言う気持ちが、再び湧き上がってきた。 

日に日に強まる気持ちを、内山さんに相談すると、快く引き受けてもらえた。 

そして、ついに念願かない、2016 年秋に一ノ倉沢烏帽子南稜へ行く事が出来た。 

 

アプローチでの高ぶる気持ち、岩壁を目の前にした時の緊張感、そして登りきった後の達

成感、山頂での心地よい疲労感・・・すべて忘れることの出来ない、思い出となってい

る。 

ルートやグレードに関係なく、谷川岳は自分にとって、思い入れのある山の一つになっ

た。 

 

日時：2016.10.13～15 

メンバー：内山、大石、伏見、岩間 

 

13 日(木) 晴れ 

週末の混雑を避ける為、金曜の夜 20 時に茅野を出発し、佐久南 IC から高速に乗り、2時

間半ほどで JR水上駅に到着。ここで大石さんをピックアップし、温泉街外れのコンビニ

で買い物を済ませ、23時 30 分に土合駅に到着。早速、駅の階段を登った所にテントを張

り、駅構内で一杯やって、この日は就寝。 

ついに明日、登れるのかと思うと興奮し、なかなか寝付けなかった。 
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14 日(金) 快晴 

土合の朝は、放射冷却の影響でかなり肌寒い。 

すばやく準備を整え、6時に土合駅を車で出発。 

ロープウェイ乗り場の駐車場へ車を置き、準備を整え、ここから長い一日の始まり。 

登山指導センターから 1時間ほど林道を歩き、一ノ倉沢出合まで来ると、大迫力の光景が

目の前に・・・ 

高ぶる気持ちと、緊張の入り混じった複雑な気持ち

を抑えつつ、小休憩。 

 

7 時 30 分、支度を整え一ノ倉沢のトレースに入る。 

途中、右岸側の巻き道を間違えるなど、30分程のロ

スはあったものの、その後は順調に進み、ヒョング

リの滝を 50m ほど懸垂下降後、8時 45 分にテールリ

ッジに到着。 

 

ここで、クライミングシューズに履き替え、テール

リッジに取り付く。 

所々フィックスロープがあり、歩きやすいものの、

最後が少し悪い。 

テールリッジを登りきると、中央稜の基部。ここか

ら南稜テラスへトラバースするのだが、ここは数ヶ

所いやらしかった。上部からの落石を考慮しなが

ら、慎重かつ速やかに進む。 

10 時、南稜テラス到着。 

 

ここで登攀の準備を整えていると、4名の後続パー

ティーが追い越していった。 

（この日、南稜は 2パーティーのみ） 

10 時 15 分、内山・伏見組が先行し、その後を大石・岩間組が、それぞれツルベで登攀開

始。 

 

1P 目 ロープの流れが悪いので、チムニーの直下で短くピッチを切る。 

2P 目 チムニーは、出だしがいやらしいが、落ち着いて登れば問題なし。 

3P 目 スタンス、ホールドも豊富で、快適な 25ｍ程のフェース。 

4P 目 草付きが 50ｍ程度。  

5P 目 ハングを避け、左のリッジに出る２５ｍ程のフェース。 



151 
 

ここはトポでは III級とあるが、結構神経を使う登りだった。 

6P 目 馬の背はロープの流れが悪く 2ピッチに分けた。（上部・下部） 

下部は 6 ルンゼ沿いになんなく階段状を登る所のはずが、ルート取りを間違え時間が掛か

ってしまった。（ただし支点は豊富にあり、何とか抜ける事が出来た。） 

7P 目 馬の背・上部は右のカンテを登り、最終ピッチのフ

ェースの下のテラスまで。 

8P 目 最終ピッチの核心、上部垂壁２０ｍ。 

壁が立っていて、慎重に登るも最後の一手がどうしても出

ず、A0 で抜けた。 

14 時 15 分、登攀終了。 

 

終了点から少し上がった所でロープをたたみ、小休憩の後、

稜線へ抜けるため草付きの中のトレースを進む。 

途中 5 ルンゼの頭への脆い斜面と、ナイフリッジでロープ

を出し、慎重に抜けるも、かなりの冷や汗もの。 

その頃には陽も陰ってきて、気温も徐々に下がってくる。 

焦る気持ちを抑え、最後のヤブ漕ぎの急登を抜けると、ついに国境稜線が目前に。 

結局ここまで、ルートファインディングもしっかり出来、順調に来ることが出来た。 

国境稜線へ出ると、緊張感から開放され、何とも言えない達成感と同時に、心地よい疲労感

が押し寄せてきた。 

17 時 一ノ倉岳到着。 

 

山頂で小休憩をとり、茂倉岳非難小屋へ歩を進める。 

徐々に夕陽が沈み、周囲を紅く染める至福の時。忘れられない光景となった。 

17 時 30 分 ヘッデンのお世話になる事も無く、無事に到着。 

長い 1日を終え、快適な非難小屋での酒は格別だった。 

 

15 日(土) 快晴 

6 時起床、ゆっくりと準備を整え、7時 30 分下山開始。 

週末と言う事もあり、オキ（奥）の耳、トマ（手前）の耳付近は、登山客でごった返してい

た。 

上越の山々の景色を楽しみながら、西黒尾根を下降。 

再訪を心に誓い、13 時に無事下山した。 
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「登れた」ということ 小川山ガマルート 

 

会員 No.103 東城 深雪 

 

 「登れた」という本当の意味を実感したのは、小川山のガマルート。命を預かる責任の

重さ、ザイル操作の大変さを実感した山行でした。 

 

２０１６年１１月７日 参加者：古倉、東城、中原 

  

(ガマルート最終ピッチ) 

 

 初夏に古倉さんと山行に出掛けた帰り、ザイルパートナーが欲しくて会に入った、バリ

エーションルートに行きたいと言う話をした時でした。「今の東城さんはガイドと行けば

登れるだろうが、連れて行ってもらう域を出ない」「本当に登ったということは、パート

ナーと一緒にこなしてこそ」「信頼されていないから、パートナーを組もうと思う人はい

ない」。今までの私の経験が打ち砕かれた瞬間でもあり、山岳会とはこういう団体なんだ

と理解した瞬間でもありました。 

 

 八ケ岳がすぐそこという好立地に産まれ、小さい時こそ親に連れて行ってもらっていま

したが、本格的に山に専念し始めたのは 27 歳位の時でしょうか。ちょうど漫画の「岳」

が流行っていた頃で、「山岳救助って格好いい！私も少しでも得意なことで人の役に立て

たらな」と思い、諏訪地区遭対協立科班に入ったことが全てのスタートのような気がしま

す。 

 まだ当時はどこの会にも属さず、諏訪山岳会 OB で、諏訪百名山に登る会会長の島田良
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さんの元で学んでいました。遭対としての技術を身に付けようと、ガイド講習を受けたり

遭対訓練に参加したりもしました。雪山も百名山の例会に一緒させてもらい練習した後、

一人でも行けるかな？と 12 月の赤岳に挑戦。その後も一般ルートで春山の奥穂や、一人

で北穂、槍(ここで BC に来ていた古倉さんと出会う)に行き、自信を付けていきました。 

 この間、うっすら雪の積もった 10 月の２週目に一人でテントを担いで行った奥穂～前

穂で、前穂北尾根から人が出てきたことにびっくり。この頃からだんだんバリエーション

ルートが気になり出し始めました。その後、チャンスに恵まれ阿弥陀岳北稜や北穂高岳滝

谷、アイスクライミング、、等に島田さんなどに導かれて行きましたが、いつも至れり尽

くせり。まさに「連れて行ってもらう」状態でした。それでいて「登った」と舞い上がっ

ていました。 

 バリエーションルートはザイルとパートナーが必要。ザイル操作ができるようになって、

パートナーを得たいなと会の扉を叩きました。お試しで入った後、篠原さん主催の赤岳主

稜や阿弥陀岳南稜、稲子岳南カンテなどに行きましたが、やはり不安であるからかザイル

操作は見てるだけ、殆ど至れり尽くせり。一緒に行ったみんなは優しかったので何も言わ

ずでしたが、お荷物だよなあと痛感する日々でした。 

同期は山岳総合センターで学び、ザイル操作が完璧な状況の中、ろくにザイル操作を習

わず入ってしまった私。篠原さん主催の三ツ峠での特訓で「つるべ」「セカンドのビレ

イ」というものを初めて教わる。とても有難いと思いました。これは忘れてはいかんと、

古倉さんにマルチピッチのお付き合いを願いました。 

 

 そして初めて「登った」と実感できたのが、ガマルートでした（一緒に行った中原さん

は諸事情で金峰山に転進）。とは言っても、岩登り初心者の私には厳しいルート(５・８)。

難しいピッチ(5・8～5・9)は古倉さんがリード、私は１ピッチ目(５・８)、４ピッチ目

(歩き)、６ピッチ目(５・４)のリードを担当しました。どのピッチも私には印象的なルー

トでしたが、セカンドのビレイが綺麗に決まった４ピッチ目が「よし！」と実感。いつも

傍で見ているだけだった操作をやってみて、大変さも痛感しました。 

難しいピッチ(5・9)はＡ０で登るしかなかったのですが、２人でつるべて登りきった瞬

間、達成感は満点。「こういうことか！」と思いました。眼下には錦の紅葉が広がり、と

もに握手を交わした瞬間は充実感で目の前がキラキラしました！ 

 それとともにセカンドのビレイ練習中、ビレイ姿勢が違い、試しに落ちた古倉さんをケ

ガさせてしまったかと思った時、とても冷や汗ものでした(かろうじて大丈夫でした)。

「命をともに預かり合う」。今までの考えがいかに甘かったかを思い知らされ、確実なザ

イル操作の重要性を痛感したのでした。 

 こんな私でもいつかザイルを組んでくれる人が現れるよう、練習を積みたいと思いまし

た。そしてどんどんバリエーションに挑戦して、経験技術を遭対協で生かしたいなとも思

いました。 



 

個人山行の記録（海外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 年 ネパール メラピーク 

03 年 チベット 紅旗峰（ギュバ・ツォモツェ） 

08 年 南米 アコンガクア 

02 年 北米 ヨセミテ渓谷 

13 年 アルプス ユングフラウ 11 年 キナバル山 

154 



155 

 

３大陸最高峰の記録 

 

会員 No. 87 朝岡 一郎 

 

はじめに 

特定の目標があって海外の山に登ったわけではなく、その時々で行きたいところがあって、

重ねてみたらこの３つがそうだった、という結果の話である。 

◆モンブラン 1998 年 8月 

98 年は、イギリスから飛行機を使わずに日本に帰る旅行を予定しており、その中でヨーロ

ッパ最高峰でありながら比較的簡単と言われていたモンブランに目を付けた。 

同行の友人は医師試験を受ける年だったが、強い思い入れと陸上で鍛えた体力にものを言

わせ、１週間の弾丸工程で合流した。 

8/10。シャモニーからロープウェイでエギ

ーユドゥミディに上がる。登山者のみ、とさ

れたゲートを開けて、雪の上に出る。ちょっ

と切れた雪稜を下ってだらだらと登り返す

とコスミック小屋に着いた。1時間ほどであ

る。晩飯に出てきたスープとパンをしっか

り食べて明日に備える。スープの後に料理

がコースで出てくる事を、山岳部上がりの

自分に想定できるはずもなかった。 

8/11。朝は１２時起床１時発。ガイドレシオ

は２。しばらく晴天が続いていたので、数日前からのトレースがはっきり残っていた。時々

あるクレバスを大股でひょいと越えていく。ドゥ・タキュルを越えた記憶がほとんどない。

モン・モディの最後の尾根越えだったと思うのだが、３－４mの青氷のクーロワール末端を

詰めて、尾根の上に上がった。そこからなだらかにモンブランへ登っていく。9：００、無

風・快晴の山頂。 

下山はグーテルートの下りである。天気のおかげで雪（氷）が適度に緩んでおり、アイゼン

の効きが良かった。当時のグーテ小屋を過ぎた所で雪が切れ、ガラガラとした岩場を下る。

例のクーロワールは頻々たる落石の間を縫って本当に駆け下りた。ニ・デーグルの最終列車

にどうにか間に合わせ、シャモニーで祝杯。途中で友人が眠ってしまったことをよく覚えて

いる。 

翌日、友人は帰国のためにジュネーブに発ち、僕はゾーリンゲンに向かった。 

なお、友人は年度末の試験に受かったということだ。 
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シャモニー－(ロープウェイ)－エギーユドゥミディーコスミック小屋 3800m（8/10 泊）－ド

ゥ・タキュル－モン・モディ－山頂－ニ･デーグル駅 2380m－（登山列車）－シャモニー 

 

◆キリマンジャロ 2004 年 10 月 

ツアーは多数あったが、周遊コースの選択肢が皆無、かつ価格の問題で、現地でガイドを探

す方法をとった。１６日を超える休みが取れたことが決め手だ。なお、黄熱病の予防接種が

必須だった。 

 

タンザニアの乾季は日本の夏～秋と重なる。僕は十月を選んだが、それは乾季である事の他

に十月以降航空券が安くなる為だ。キリマンジャロの北山麓はケニアとの国境に接し、南山

麓には登山基地となるアルーシャ、モシなどの町がある。そのため、多くの登山者はナイロ

ビの空港からバスで国境を越えてアルーシャに入る。 

主たる登山ルートは二つあり、最もよく

知られたマラングルートは通常四泊五日

の往復である。もう一つは今回採ったマ

チャメルートで、通常五泊六日、山を眺

めながらの周遊で高度順応の時間もとり

やすい。 

乾季のキリマンジャロは技術的に難しい

山ではない。アイゼンも使わないし、荷

物も食事もガイド任せだ。ポーターは、

我々の出発後に片付けをし

て、我々を追い抜いて次の

宿泊地でテントを張る。そ

して我々が着く頃には洗顔

用にお湯を沸かして待って

いるのだ。やることは歩い

て高度順応するくらいしか

残らない。 

登頂日の出発は夜中の二

時。標高に加え寝不足のせ

いで頭の働きは極めて鈍かった。それでもその日、全六人のうち女性三人が外輪まで、男三

人がウフルピークに達した。氷点下三度という気温にしてはやけに寒く感じたことを覚え

ている。 

特段の技術なしで登れる大陸最高峰。加えて山麓から山頂に向かって熱帯の植物からどん

どんと植生が変わっていく様は、他の山では見られない。植物がわかる人には、特にこの周
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回ルートは楽しめると思う。ユネスコによれ

ば、山頂一帯の氷河は 2020 年には失われると

いう。ンジャロ（＝輝く）の名残を見るには、

すぐにでも出かけたほうがいいのかもしれな

い。 

下山後の集合写真を見ると、やけに顔がむくん

でいた。ぐるぐる回った割に、高度順化が上手

くいかなかったようだ。僕の高度の壁はまず

4200m 付近にあるらしいと、このころ知った。 

 

10/11 マ チ ャ メ ゲ ート － マ チ ャ メ 小 屋

CP3100m(10/11 泊)－シラ小屋 CP3800m(10/12

泊)ーバランコ CP3950m(10/13 泊)ーカランガ

谷 CP4250(10/14 泊)－バラフ CP4600m(10/15 泊)－山頂－ムウェカ CP3100m(10/16 泊)－

10/17 ムゥエカゲート下山 

 

◆アコンカグア 2008 年 12 月 

一番大変なのは時間の確保だった。２３連休の確保にめどをつけて、古倉さんと「行こう！」

ということになった。 

海外の現地集合ツアーを含め多数情報をあたり、最終的に海外１社国内２社を詳細検討し

て、最もレスポンスの早かった日本発着のアドベンチャーガイズを使わせてもらうことに

した。 

12/21 日本発。ツアー客は 5人。北米経由でチリのサンチャゴに入り、アルゼンチンのメン

ドーサで登山パーミッションを受ける。今回は山の南側から入山してオルコネス渓谷を詰

め、ベースから山の北側に回り込んで山頂に至るノーマルルートである。最終的にガイドは

日本人 1人と現地ガイド 2人となった。 

登山口のレンジャーステーションでは shit bag を渡される。自分の始末をつける専用の袋

である。１泊目のコンフルエンシアを含め、ベースのプラサデムーラス（4230ｍ）直前まで

はオルコネス渓谷をだらだらと歩く。ＢＣはまさに常設テントの村であり、ポータブルのト

イレ、shit bag の中身を集めるドラム缶が公共施設となっていた。水は雪渓から取り、飲

料用としては煮沸したものが渡された。BC までのテント村には救護施設があり、それぞれ

で体調確認が行われ、異常があれば下山させられる。古倉さんの鍛え上げられた筋肉に医者

が驚いていたことをよく覚えている。 

ＢＣ到着の翌日は休養日だった。標高が自分の高度の壁に一致して頭痛・吐き気が典型的に

出ていたが、とにかく歩いた。息を「吐き切る」事が高山病対策として重要らしい。朝起き

たときに最も症状が出やすいのは、眠ると呼吸が浅くなる為とのことだ。2 日目に 5004 の
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ピーク(ボネーテ)にトレッキング、その翌日は5000のキャンプカナダに宿泊。そのまま5500

まで一時高度を上げて再び BCに戻る。このころになるとまったく問題なく動けるようにな

っていた。 

1/2 上部へ移動開始。テントは 2-3 人用をポーターが上げ、客は個人装備のみである。上

部キャンプでＢＣと違うのは、水・メシ作り等自分でやることくらいだ。ニド 5560 泊、ベ

ルリン 5900 泊。ベルリンに着いた時には雪が舞っていて、翌日の天候が心配になった。 

1/4 5:00 発。星は見えなかったが、日の出はきれいだった。5人のうち１人が 6000 を越え

てギブアップし、BC に下山。個人的には大トラバース(6500 付近)まで非常に快調に進んだ。

が、その後突然下痢を発症。物陰を探して、装備を外して、腰を下ろして、コトを済ませて、

回収する・・・この標高で 5回もやればひどく体力を削られる。高山病の症状はないが、グ

ランカナレータ 6600～以降、全く足が動かなくなっていた。 

先行する古倉さんとの距離は徐々に開いていった。やがて、古倉さんが何かこちらに声をか

けた。登頂したらしい。「もうダメっす～」と声を上げた。この時は本当に、もう降りて来

年以降リトライでもいいか、と思っていた。次の金の工面まで考えていた。古倉さんが「も

少しがんばれー」と叫んでいた。声が届くのだから大した距離ではない。それでも本当に遠

かった。「足のサイズの半分で一歩」が事実になっていた。 

14 時 40 分、山頂。古倉さん、空気薄いのに大声かけてくれてありがとうございました。そ

れがなければ止まっていたと思います。天気は快晴、微風。この日はとても珍しく、午後も

雲が出なかった。下りは体力が落ちていても頭さえしっかりしていれば大丈夫。時間も充分、

日が落ちるまでにはキャンプに戻れる。よし。あとは無事に戻るぞ、と決意した。 

―――――と、ここまでの日記と写真はあった。が、この後ぷっつりと記録も記憶も途絶え、

2 日後の 6日に下山したことだけが記録されている。ということで、実は行程表の最後は写

真の日付を手繰って、後から補完したものである。登頂したその日に最終キャンプのベルリ

ンにもう一泊したことすら、記憶には残っていなかった。 

 

今、自分が４０を超え、６０歳以上であれ登る古倉さんってスゲー！とつくづく思うのであ

る。 

 

12/25公園入口2950m－コンフルエンシア3400m(12/25泊)－南壁ビューポイント4000m－コ

ンフルエンシア(12/26 泊) －プラサデムーラス 4300m(12/27 泊)－ムーラス(12/28 泊)－

ボネーテ 5004m－ムーラス(12/29 泊)－キャンプカナダ 5000m(12/30 泊)－ニドデコンドレ

ス 5560m－ムーラス(12/31、1/1 泊)－ニド(1/2 泊)－キャンプベルリン 5900m(1/3 泊)－山

頂－ベルリン(1/4 泊)－ムーラス(1/5 泊)－1/6 下山 

 

終わりに 

別に７大陸最高峰を目指しているわけではないが、山の要素として標高はやはり大きいと
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思っている。そして、端っこ好きである。〇〇最北端とか。そんなわけで、技量の追いつく

ところで高いところに行ってみたい・・・となる。今すこし気になっているのは、エルブル

ースとプンチャック・ジャヤか。エルブルース途中の小屋は大分前に火事で焼けたというが、

復旧したのだろうか。 
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ヨセミテ ハーフドーム スネークダイク 

 

会員 No. 75 内山 正一 

 

2002 年 6月 27 日 

 

僕と漆谷はヘッデンの明かりを頼りに夜明け前のミュアトレイルを辿っていた。歩き出し

て小一時間ほどたったころ、突然いままでに嗅いだことがないような強烈な獣の匂いが鼻

を衝いた。どこか近くに獣がいるのだろうか？だけど、そんなことにかまっていられない。

スネークダイクを登ってハーフドームに立ち、明るいうちにキャンプ 4 に戻ってくるため

には一刻も無駄な時間は許されない。僕らは臭いから逃れるように歩みを進める。 

 

ネバダフォール付近で夜明けを迎えたころ、白人の二人

組が我々を追い越しざまに何かを言ったがよく聞き取

れない。漆谷に「何だって？」と聞いたら「トレイルの

すぐわきにでかい熊がいたのに気が付いたかだっ

て・・・」。 

それを聞き、渓谷のいたるところに貼られているポスタ

ーが頭をよぎった。そのポスターには”昨年、数百の車、

テント、バックパックが人間の食べ物を目当てにした熊

により被害を受けました”という見出しの下に、熊が車

やキャンプ用具ををくしゃくしゃに壊している写真が

掲載されていた。 

 

80 年代に登攀を始めた自分にとってヨセミテは憧れの

地であった。その地の代表的なスタイルであるフリークライミングは、自分の身一つで自

然が提示する課題に挑戦するもので、新しい波であると同時に、登山も含めた“攀じ登る”

行為の原点でもあった。 

そんなスタイルが生まれたヨセミテに行ってみたいと思いながら実力が伴わぬゆえ踏み

出すことができず、自分には縁が無いかなと諦めかけていたころパートナーとなる漆谷が

入会してきた。彼は山に関して、世間の常識に捕らわれない身軽な発想と、実行力を持ち、

そんな資質を生かして、アンデス、ヒマラヤ、冬の黒部・剣に足跡を残していた。 

 

彼と何回かクライミングをともにするうちに、どちらからともなくヨセミテはどうかとい

う話が出てあとはとんとん拍子。ただ、彼はヨセミテに関しても徹底して身軽な考えで、

渓谷のポスター 
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週末に出発して翌週の日曜には帰国しましょうという。彼に興味があるのはエルキャピタ

ンのイーストバットレスだけなので、それだけの期間があれば充分とのこと。せっかく行

くのだから、しばらく滞在して・・・と考えていた自分とはギャップはあったが、とにか

くヨセミテの地を踏むことを最優先し、海外経験豊富な漆谷に従って日本を後にした。 

 

初めて訪れたヨセミテは自分の期待以上のパラダイ

スだった。ブッシュがほとんどない硬い岩、岩を断ち

割る美しいクラック、仰ぎ見る大岩壁の上にどこまで

も広がるカルフォルニアの青い空。訪問初日のエルキ

ャップベースのわずかなクライミングで、この地を訪

れた幸運を神に（家内に？）感謝した。 

 

3 日目には目標のイーストバットレスに取り付いた。 

1P 目はワイドクラックで、少しはワイド慣れしてい

る自分がリード。2P 目はこのルートの核心で、以前

打たれていたピトンが抜かれプロテクションがとり

づらいらしい。そんなピッチをツルベで入れ替わった

漆谷がランナウトをものともせずに果敢に攻めるが、 

終了点付近で行ったり来たりを繰り返すのを心配し

てみていたら、突然宙に舞い、自分の頭上を超えてビレイ点の下まで落ちていった。幸い、

体はどこにもぶつからずロープをゴボウで登り返してテラスに戻るまではよかったのだが、

見れば彼の指から鮮血が噴き出していてテラスが血痕で赤く染まっていく。どうやら、落

ちる瞬間にクラックのヘリで指を切ってしまったらしい。とにかくかなりの出血だったの

で、クライミングは即中止。後続のヨーロッパ系パーティーの慰めを受け、エルキャップ

の基部をキャンプ 4に向けて下った。 

 

幸い、けがは深刻ではなかったが、傷の化膿やら再

出血を考えるとクラックは当然避けるべきで、それに

よって取り付けるルートが著しく制限された。ショー

トルートならビレイヤーに徹するよと申し出てくれた

が、こちらもそんな状況では登攀意欲がわかず、リー

ズピナクル等でクラックを数本登ってお茶を濁した。 

 

このまま消化不良でヨセミテを後にすることになる

のかなと覚悟しかけた時、漆谷からハーフドームのス

ネークダイクの提案が出た。 

エルキャップベース 

スネークダイク 

スネークダイク 
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スネークダイク、その名の通りハーフドームの西面を蛇のごとく延々とうねり上がるダイ

クを辿る 5 つ星の大クラッシック。このルートはクラックが 2 ピッチだけなので、なんと

かごまかしが効くだろう。ただし、グレードこそ 5.7 と低いが、R付きで強烈なランナウト

が有名だ。さらに長期滞在の日本人にルートについて尋ねたところ、”あそこはアプローチ

敗退が多い。かくいう自分も敗退組”とのことで、結構アプローチが分かりにくいらし

い・・・・。 

 

リバティーキャップの麓を通り過ぎてしばらくしたころ、後ろから 2 人のクライマーが走

ってきてハーフドーム方向に消えていった。今なら、さしずめトレイルランというところ

だが、その当時は単に急いでいるとか元気が有り余っているかぐらいにしか思わなかった。

だが、走っていった方向から見て、彼らもスネークダイクなのではないか？と気づき、そ

れを追うようにしてトレイルを外れ草原の中に踏み込む。が、乾燥地なので日本のような

明瞭な踏み跡は無い。疑心暗心のまま、たまに現れるケルンと廻り目や瑞牆で培ってきた

ヤマカンを信じて進み続けていたらなんとか取り付きに到着できた。 

だけど、さっきの二人がいない。違うルートだったのだろうか？そんなことを話しながら

準備を始めたら、彼らが遅れてやってきた。”君たち早いな。で、どうやって登るの？リー

ド&フォローの繰り返し？それともツルベ？” どうやら、リード&フォローだったら先を

譲れと言いたげな様子。”もちろん、ツルベだよ”そう答えて、目の前のコーナーに取り

付いた。 

 

2P 目のクラックを終えるといままで見たこともないような広大なスラブの中にスネーク

ダイクが現れた。それにしてもなんてバカでかい壁だ、全く距離感がつかめない。 

3P 目で今立っているダイクから隣りのス

ネークダイクにトラバースし、そこから

ひたすら蛇の背中を辿っていく。ダイク

はデコボコしていてホールドスタンスに

は事欠かないが、どこまで行っても残置

プロテクションは現れず、緻密なスラブ

にカムをセットできるような割れ目も見

当たらない。足元を見ると、はるか下の

漆谷のところまで、ロープが一直線にだ

らんと垂れ、気持ちが縮みあがるが、こ

の程度の岩なら絶対落ちないと自分に言

い聞かせ、次のホールド、スタンスを選ぶ。視野一杯の花崗岩と紺青の空、足元の空間と

ダイクの凹凸。なんだか夢の中にいるようで頭の芯がしびれてきた・・・。 

ロープを半分以上伸ばしたところでようやく一本目のボルトが現れ安堵とともにクリップ。

スネークダイクを辿る 
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次のボルトは・・・全然見えない。50m ピッチでランニング数本というクライミングが続く。

ルートの後半では残置が現れないままロープが残り 10m をきった。このピッチはノーピン

かなと思っていたら、目の前にけっこう立ったセクションが現れ一瞬戦慄する。 

覚悟を決めてとりついたらボルトが現れほっとしたが、その先数メートルで終了点、と同

時にロープいっぱい。約 45m のランナウトだった。 

10P ほどでロープを解き、まだ先に続くスラブを高いほうを目指して延々と登る。やがて、

ハイカー達の姿が目に入ったので一番人口密度が高い地点を目指したらそこがハーフドー

ムの頂上だった。 

“短い間にいろいろあったけれど、最後は渓谷から脱出できてよかった”と固い握手を交

わす。頂上の目の前から、いきなり 600m の垂直の空間が落ち込み、はるか下の渓谷を隔て

てワシントンコラムの 400m の垂壁が眼下にそそり立つ。遠くに目をやれば、見渡す限りに

花崗岩の山並みが続き北米の大自然の雄大さを見せつけられる。 

昼食をとってのんびりするうちに、ずいぶん前から姿が見えなくなっていた後続パーティ

ーも無事到着した。我々の姿を見つけ”君たちとても早いね”と言われ、まんざら悪い気

はしない。彼らは今着いたばかりだというのに、もう下ると言う。”下りも走るの？”とか

らかい半分で聞いたら大笑いを残して去って行った。 

 

その後、我々もハーフドームを後にし、明るいうちにキャンプ 4に帰ることができたのだ

った・・・とすっきり締めくくりたいところだが、実際のところは、恐怖のハイカーズト

レイルに顔を引きつらせたり、西欧人とアジア人の体格の差を見せつけられて屈辱を味わ

ったりと、すんなりとはいかない思い出深い下降になった。 

だが、許された紙幅も尽きたので、それらについてはテントの酒宴の時にでもお話ししま

しょう。 

 

あれからすでに 15年。ヨセミテの再訪を思いつついも今だ実現していない。ただその間、

それまで以上に日本の自然や山の豊かさを理解するようになり、週末の身近な山登りやク

ライミングにも十分満足している。だけど、チャンスがあれば、もちろん行きますよ、 

次は、もう少し長く。     
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2003 年チベット紅旗峰（ギュバ・ツォモツェ）遠征 
 

会員 No. 86 西之園 徹 

 

大学卒業後に横浜で就職、趣味で登山をはじめ、登山教室に参加したり、社会人山岳会

に所属して山に登っていた。前の会社を辞めた後、山のある県で仕事を探した際、たまた

ま見つけた伊藤忠重さん（後で諏訪山岳会の大先輩と知った）の会社で働くことになり、

2000 年 3月に諏訪に転居してきた。長山協で山岳会を紹介してもらい諏訪山岳会に入会し

て間もなく、長山協が 2001 年にチベットと合同で 7000ｍ級未踏峰登山の計画をしている

のを知り、計画への参加を申し込んだ。ただ高い山、行った事のないところに行ってみた

かった。 

 

2000 年秋、偵察 

何度か準備会議が有り、その中で 2000 年秋に出す偵察隊の隊員にも手を挙げ、チベッ

トに始めて行くことになった。偵察の期間は、2000 年 9月 18 日～10 月 8日までの 20日

間、メンバーは登攀クラブ安曇野（CCA）の山田慶周さんと私の 2名。ほとんど記録のな

い西ロンブク氷河を遡ってルートを確認し、目的の山、紅旗峰（7011ｍ、ネパール名ギュ

バ・ツォモツェ）の写真を撮ってくる事が目的だ。2000 年 9 月 18 日、名古屋空港を出

発。ラサで順化を行い、車でチョモランマ BC にはいる。そこから西ロンブク氷河を遡り

10 月 1 日写真を撮ることができ、10 月 8 日に無事帰国した（会報 4号に報告掲載）。 

 

富士山の事故 

偵察が終わり、翌年の登山計画が具体化する中で、富士山で隊員候補の訓練を行うこと

が決まった。12 月 9 日、参加者 9名で富士山へ向かった。9日は車で 5 合目まで入り、8

合目まで登ってテントを張り、10日に吉田大沢をつめる予定だった。そして 10日、‐

12℃の暴風の中、訓練参加者 2名が山頂で凍死する遭難が発生し、長野県山岳協会とチベ

ットとの合同登山の話は中止になってしまった。 

 

ふたたびチベットへ 2003 年の挑戦・敗退 

事故後、富士山の訓練に参加したメンバーが集まる中で、中村正勝さん（隊長）、百瀬

尚幸さん（副隊長）、中島俊哉さん（登攀隊長）、赤田幸久さん、西之園の 5名で再び紅旗

峰に挑戦する話が固まってきた。中島さん宅等で準備会合を重ね、あちこちに挨拶へ行っ

て助力をいただき、3月の鹿島槍北壁主稜で訓練登山を行い、2003 年の秋にふたたびチベ

ットの紅旗峰へ遠征登山に出発した。 
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10 月 14 日～11 月 1日：出発～BC～ABC（前進ベースキャンプ） 

10 月 14 日、成田出発。長かったが、やっと挑戦のスタート地点にたどり着いた。四川

省の成都を経由し 15 日チベットのラサ入り。ラサで 4泊する間に準備、高所順化を行い

19 日ラサ出発。2泊 3日で 21日 BC（＝チョモランマ BC）着。ここまでは順調に到着し

た。BC に 3 泊し 5700ｍ程度まで順化を行い、10月 24 日の出発に備えた。 

10 月 24 日の朝、前夜からの雪が積もり始め、まだ降り止む気配もない。朝 9時に安全

祈願祭を行い、ヤクに荷を積み、昼近くに降雪の中 BCを出発した。チョモランマ ABCへ

の道から外れるところに荷物をデポし、少し先の氷河の中の平坦地に C1を設営した。翌

25 日、朝起きると積雪 30 ㎝、雪はまだ降り止まない。ポーターは装備不十分（ズック

靴）のためいったん下山することになった。隊員は終日降雪の中、デポした荷物を取りに

行く。26日～28 日まで C1 泊。天候は回復してきたが、ポーター不在ではキャラバンを続

行できない。上部の偵察、デポ荷物の回収・整理をして過ごす。28日夕方に足元を整えた

ポーター到着。再出発の態勢は整った。 

29 日 C1 発。偵察時は、途中 C2 を設営して C3（前進ベースキャンプ＝ABC）予定地に到

着したが、荷の重いキャラバンは思ったように進まず、途中 3泊して 11月 1 日ようやく

紅旗峰が正面に見える ABC（標高 5800ｍ）に到着した。BCを出発して 9日目（予定は 3

日）、海外の大きな山ではなかなか思ったようにことが進まない。 

 

11 月 2 日～13日：ABC～北壁工作～アタック～ABC～BC 

C4 

C5 

至 C3（ABC） 
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11 月 2 日、北壁近くに C4 を設営すべく、中島、赤田、西之園の 3名で C4方面偵察とル

ート工作。ルートはアイスフォール帯をさけた雪原上。C4建設地を確認して ABC 帰営。翌

日は中島、西之園で北壁偵察、赤田他チベット人スタッフで C4設営と手分けになった。

中島、西之園で北壁基部にあるシュルンドまで上がってみた。またげる程度の幅だが深く

て底が見えず、北壁基部に延々と続いている。ここがロンブク氷河につながる氷河の始ま

りだ。中島、西之園は C4に留まり翌日からの北壁工作に備える。11月 4日、北壁工作 1

日目。中島さんの配慮で最初のピッチを登らせもらった。ルートはシュルンドをまたいだ

先は傾斜の緩い広い氷雪壁。ダブルアックスでまっすぐ上る。傾斜は緩いのだが空気が薄

くなかなか上がれない。途中で一本、スクリューで支点をとる。案外硬くスクリューは良

く効く感じだった。ロープ一本分伸ばしてピッチを切る。この支点はフィックスロープを

登山期間中張るアンカーになるので、後でアバラコフ（Vスレッド）アンカーにしてみた

が、最後までよく効いていた。この日はもう２ピッチ程度中島さんがロープを伸ばして終

了、C4 へ戻った。翌日は中島、百瀬でルート工作、

西之園は ABC 帰営。メンバーを交代しながら（中島

登攀隊長は 4日連続！！）工作 4日目の 11月 7日、

稜線直下の C5予定地（標高 6500、稜線直下）まで

到着し、いったん全員 ABC に帰営してアタックに備

えることになった。ABC に帰着すると中村隊長が足

の動脈血栓症で緊急下山していた。幸い足切断には

至らなかったが場合によっては生命にも関わる危険

な事態だった。残ったメンバーも残された時間は少

なく、ほぼワンチャンスのみだった。8日は休養、9

日は風が強く待機となり、10日からの行動予定は、

頂上アタックは中島、赤田の 2名、百瀬、西之園は

C5 をの設営するまで同行してから C4 まで下山、翌

日 C4撤収と決まった。 

 

10 日朝、4人で ABCを出発し、C4を経由し約 8時間で C5 予定地着。急いでテントを設

営し、下山する前、C5よりわずかに上のネパール・チベットの国境の稜線にあがってみ

た。今回の遠征で西之園の最高到達地点。ネパール側、チベット側の写真をとり、百瀬、

西之園は C4 へ下山した。翌 11日、アタック組は C5 を出発するも標高約 6700 地点で登頂

を断念、C5 を撤収して ABC まで戻り、百瀬・西之園組は C4を撤収して ABC に帰営、今回

の遠征登山は終了した。 

 

11 月 12 日～17 日：ABC～BC～ラサ 

アタック翌日の 11月 12 日、休養日をとる間もなく朝からテントをたたみ撤収作業。荷

C5 にて 
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がまとまり次第出発し、歩くこと約 10時間、最後は日も暮れヘッドランプで歩いて最初

にヤクで荷揚げした地点まで戻って幕営した。入山時は停滞も含め 8日間もかかった道だ

ったが、高度に慣れたせいも有り下山はあっという間だった。翌日 3時間でチョモランマ

BC 到着。そのまま車で標高 4300 のティンリー（定日）という町まで戻りホテル泊。入山

時にはあれほど時間がかかったのに、下山時はアタックの翌々日にはホテルでシャワーが

浴びられた。ヒマラヤ奥地も案外近いのかもしれない。翌日は 7時間半、その翌日は 6時

間のドライブで 11月 15 日にラサに戻った。11月 16 日は荷物の片づけ、観光にあて、17

日にチベットを出発して成都へ向かった。 

 

11 月 17 日～23 日：ラサ～成都～太姑娘山登山～帰国 

18 日、百瀬、中島は帰国の途に就いたが、

赤田・西之園は四川省の観光兼登山という事

で太姑娘山（標高 5025ｍ）へ行くことにし

た。太姑娘山は四姑娘山（標高 6250ｍ）の並

びの山で、麓の村から往復 3泊 4日のトレッ

キングで行ける。 

四川省登山協会に段取りしてもらい、18 日の

うちに車で約 6時間かけ麓の村へ。 

翌日、馬（騾馬？）に荷を積み、通訳、現地

ガイド、馬使い２名と人間 6名＋馬 2 頭で出

発した。途中 2泊し、11月 21 日太姑娘山登

頂、前後はずっと好天だったが登頂日に限り

雪の中、今回の遠征は肝心のところで天候に

恵まれない。山頂で現地ガイドが携帯電話で

電話をしていた。標高 5000m の山もここでは

「奥地」ではないのかもしれない。翌日下山

して成都まで戻り、11月 23 日、41 日の旅を

終えて日本へ帰国した。 

3 年後、再度紅旗峰への遠征が行われることになったが、西之園は処々の事情で断念。

2006 年遠征では中島、百瀬の 2名が登頂することができ、長野県チームの紅旗峰登山は決

着がついた。 

 

西之園はこの後 2008 年に新婚旅行中にエクアドルのコトパクシ山（標高 5897ｍ、駐車場

から日帰り可）に登ったのみで海外登山から離れてしまっている。またいつか、諏訪山岳

会としてどこか海外の山に挑戦できることを願っている。 

四姑娘山から太姑娘山 

太姑娘山登頂、景色なし 

四姑娘山 
太姑娘山 
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６３歳からの高所登山 

                              

会員 No. 90 古倉 康雄 

 

永年務めた会社を、５７歳で早期退職をしました。これを機会に若いころからの願望、信

州で過ごそうと、家内と二人で茅野市に移住しました。そして長野で山登りを継続するた

め、諏訪山岳会に平成１５年に入会しました。当時の諏訪山岳会は個人山行が主体で、私

はクライミングや山スキーの仲間との活動が主でした。しかし６０歳を超えて、随所に体

力の衰えを感じ始め、これからも山登りを継続するため、クライミング主体から、歩きの

山登りがいいと方向転換をしました。又これを機会に、高所登山が個人でツアーに参加す

れば、今からでも登れそうなので、若いころからの夢を実現すべく、7000ｍ峰へチャレン

ジすることにしました。 

 

キリマンジャロに挑戦 

 ツアーのパンフを取り寄せ、最初に登る山をキリマンジャロにしました。選択理由は短

期間で６０００ｍに近い高度が比較的やさしく登れそうなことです。 

月日：２００７年９月１３～２２日（１０日間） 

ツアー会社：道祖神（ツアーガイド羽鳥さん） 

メンバー：男子１１名（大学生等、若い人が多く、最年長でした） 

費用：約４０万円 

行程概要 

 １３日に羽田から関空経由でドーハへ。広大なアフリカ大陸を移動して、１５日に麓の

マルーシャーマングラフにつきました 

 １６日：いよいよ登山の開始。マングラゲートで現地のガイド（4 名）やポーター（24

名）と合流。登山手続きを済ませて、出発です。コースはよく整備された森林で、ゆっく

りしたペースのハイキングです。アフリカといっても、この地域は亜熱帯の森林で、景色

もきれいで、花も楽しめました。約４時間、標高差 850ｍを登り、マンダラハット（2720

ｍ）に到着です。宿泊はバンガローの様な小屋で、快適です。 

 １７日：マンダラハットからホロンボハットの行程です。灌木帯から草原地帯のなだら

かな登りで、標高差 1000ｍ、１１ｋｍの道のりを約 5 時間です。行程の途中ではお茶や昼

食と、ポーターの方が先回りして、準備しており、殿様行列です。 

 １８日：キボハット（4710ｍ）まで標高差 1000ｍ、１０ｋｍの道のりを約 5 時間。森林

限界を超え、広大な大地の先にキリマンジャロがそびえています。そして少し登りにかか

り、最終キャンプにつきました。キボハットはＢＣなので、宿泊施設も山小屋の様で、こ

こだけが連泊できるそうです。 
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 １９日：いよいよアタックです。今日は登りが 1200ｍ、その後ホロンボハットまで 

2150ｍの下降で、16ｋｍ、１２時間の長丁場でした。 

朝の０時にヘッドランプをつけて、ゆっくりし

たペースで、ガイドにつきます。丁度富士山の

登りの様な登りが続き、５時間弱で前衛峰のギ

ルズマンポイント（5685ｍ）につきました。こ

こから外輪山の様な稜線を１時間半、念願の頂

上（5985ｍ）に立つことができました。途中雪

渓部分を通過、下部には氷河が見えますが、そ

れほど広くはありません。 

私は高度障害もなく順調に登れましたが、２名

の方は途中でリタイアしたようです。そしてここからホロンボハットまで下山しました。 

 ２０日：ホロンボハットからマラゲートに下山。ここでガイドの皆さんにお別れです。

五日間の短い期間でしたが、我々登山隊に献身的に尽くして頂きました。最後は別れの歌

と踊りで見送っていただきました。感謝です。 

 ２１日：ナイロビ空港からドーハ経由で２２日に無事帰国しました。 

 

アコンカグアに挑戦 

 キリマンジャロから一年、今度は南アメリカの最高峰、アコンカグアに朝岡君と一緒に

アドベンチヤーのツアーに参加しました。アコンカグア（6962ｍ）は南米大陸の最高峰で、

7000ｍ近い高さと、登山コースが整備された山です。 

月日：２００８年１２月２１日～２００９年１月 11 日（２２日間） 

メンバー：５名、ツアーガイド１名（杉本）ガイド 3名。 

費用：約１００万円 

行程概要 

 ２１日に羽田をたち、アトランタから翌日サンチャゴ着。２３日に国境を越えてメンド

ーサで登山申請後２４日ペンテニスに戻り、ホテル泊。 

 ２５～26 日：ペニペンテスから登山口に移動。ここで登山申請後コンフルエンシアまで

登る。標高は 3300ｍで、すでに富士山に近い。翌日高度順応のため 4000ｍまで登り、戻る。 

 ２７~２９日：コンフルエンシアからプラサ、デ、ムーラスＢＣ（4230ｍ）に入る。ここ

は各国のツアーテントが建ち並び、大きなテント村だ。ここで休養とボネーテ（5004ｍ）

への高度順応。 

 ３０日：ＢＣからＣ1（5150ｍ）まで登りテント泊。 

 ３１日：さらに高度を上げて 5700ｍ、ここからいったんＢＣに下山。 

 １日：休養 

 ２日：ＢＣからいよいよ山頂に向かい、キャンプニード（5150ｍ）に入る。 
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 ３日：キャンプニードからキャンプベルリン（5950ｍ）に入る。 

 ４日：５時過ぎにテントを出て、頂上

を目指す。標高差は 1000ｍだが、高度の

影響でピッチは遅く、長い道のりとなる。

強いて危険な場所はないが、アイゼンを

付けて、一歩、一歩とガイドについて頑

張る。稜線への登りは、長いトラバース

から大クロアールの急な登りが核心で、

ここを登り切ると山頂は近い。９時間ば

かりで、やっと山頂にたどり着く。 

山頂は平坦で、支柱に各国の旗がなびい

ていました。そしてガスの切れ間に南峰の切り立った雄姿が見えます。今日は天気がよく、

風もない。のんびり景色を堪能しながら、メンバーの到着を待つ。朝岡君に続いて待つこ

と二時間、時間オーバーで三回目のチャレンジのＯさんが到着。ツアーガイドの杉本さん

がよくサポートしたと思う。時間は午後４時２０分、すぐにＣ2に下山して８時にたどり着

きました。長い一日でしたが、好天に恵まれ、登頂出来てよかったです。 

５日：Ｃ1を経て、無事ＢＣに下山。テントで新年のお祝いです。 

６日：ＢＣからペニペンテスに下山。 

７～8日：サンチャゴ、観光。 

９日：アトランタ経由で１１日に羽田に無事帰国です。 

 

メラピークへの挑戦 

 ネパールのトレッキングで登れる最高峰がメラピーク（6476ｍ）です。高度は高いです

が、技術的にはさほど難しくありません。問題はＢＣまでの道のりが長く途中 4700ｍのワ

ラ峠の登り下りが大変です。今回は山頂からのスキー滑降のオプションを付けて、参加し

ました。 

月日：２０１１年１０月９日～２９日（２１日間） 

メンバー：５名（女子 2）、ツアーガイド１一人。現地ガイド：４名。ポーター約２５名 

費用：約７３万円（スキーオプション４５０００円） 

 

行程概要 

９～10 日：成田近くのホテルに宿泊して、早朝のフライト。アジア都市経由で翌日カトマ

ンズに着く。この日はカトマンズのホテルでガイドさんと合流。 

１１日：カトマンズからルクラに飛ぶ。ルクラは山間の丘で、小さな飛行場だ。 

１２日：いよいよツアーの始まり。大勢の登山者で、ルクラの町は賑やかだ。エベレスト

街道を離れると、登山者も少ない。半日行程で、チュタンガ（3400ｍ）に着く。 
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１３日：チュタンガからカルカチン（3985ｍ）まで登り、ここから明日に備えて 4200ｍま

で登り、カルカチンに下山。 

１４日：カルカチンから最初の難関ザトル、ワラ峠（4700ｍ）を超えて、チュリタルタ（4280

ｍ）を経てまで降りる。さらに谷に向かって下降して、コーテー（3550ｍ）まで降りる。

ここまで来ると、谷あいの先に、6000ｍ級の白銀の山がきれいだ。 

１５日：休養日 

１６日：コーテーから谷あいを登り、コーテータンナン（４３５０ｍ）まで登る。このキ

ャンプサイトから、メラピークの 1500ｍの西壁が目の前にそびえて見える。 

１７日：コーテータンナンからさらに谷を詰め、メラピークＢＣ（4900ｍ）までたどり着

く。ここから前方を仰ぎ見ると、前方にメラピークのすそ野が見える。ＢＣには２０件位

の小屋があり、登山用品や、レンタルもあり、外人隊などは利用している様子。 

１８日：休養日 

１９日：今日から頂上アタックのＣ1に向かう。渓谷を詰めて、稜線に出る。尾根筋に小屋

があり、ここからアイゼンを付ける。ここから広大な雪原がメラピークに広がり、遠方の

彼方に、エベレストの山並みが見える。ここからさらに高度を上げて、Ｃ1（5700ｍ）に着

く。いよいよ明日はアタックだ。さほど寒くもないし、体調は良さそう。 

２０日：２時にテントを出て、山頂に向

かう。すでに二人があきらめ、三人のメ

ンバーにガイドが三人、ゆっくりと登る。

標高差は８００ｍだが、高度の影響か、

呼吸が苦しく少しあるいては小休憩、

段々体力と根気が続かず、ばて気味。ツ

アーリーダーに調子を伝えると、少し休

憩して水分補給をするようにとのアドバ

イス。そういえば早朝から、ほとんど水

分を補給していない。 

水分を飲み気持ちを落ち着かせ、歩きだ

す。すると調子が戻り、まずまずのペー

スで登りだす。山頂直下の２０ｍ位が急

斜面で、ザイルにユマールをセットして

７：４０分やっとのことで山頂に立つ。

山頂でしばしパノラマを楽しみ下山開始。

直下にスキーを持ち上げて頂き、ここか

ら広大な斜面をツアーリーダーについて

滑る。6000ｍ級の山並みを眼下に見なが

ら、気持ちよく滑る。標高差 1300ｍ位を
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滑り、無事ＢＣ（11：15）に戻りました。 

 

２１~２５日：２１日雪の中をベースを後にする。途中四泊を経て、無事ルクラに到着。 

２６日：ルクラ～カトマンズ 

２７日：カトマンズ 

２８～29日：カトマンズーアジア都市経由で２９日無事成田に帰国しました。 
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活動データ 

SUWA Alpine Club 50th Anniversary 

 



年度 合宿 市民登山 会三役
春 夏 冬 会長 チーフ 事務局長

２００１ ・北ア　硫黄尾根～北穂高岳  (3)
・北ア　横尾尾根～槍ヶ岳  (2)

・北ア　北鎌尾根  　　　　(3) ・北ア　中崎尾根～槍ヶ岳　（5)
中退

四阿山～根子岳
宮下　悟 高橋　政男 西之園　徹

２００２ ・北ア　北鎌尾根  (3)
・北ア　岳沢定着　(3)

・瑞牆山の岩場　釈迦岩（富士山
岩）　（7）

・北ア　霞沢岳           (3)
・北ア　北鎌尾根　　 　(3)

瑞牆山
宮下　悟 高橋　政男 西之園　徹

２００３ ・北ア　岳沢定着　(8) なし ・北ア　西穂高岳西尾根           (4)
・北ア　横尾尾根～中崎尾根  　(2)

黒斑山
宮下　悟 高橋　政男 西之園　徹

２００４ ・北ア　白馬　杓子岳（8） ・瑞牆山の岩場　大面岩左稜線、
大ヤスリ岩　　　（4）
・中ア　奥三ノ沢　　（2）

なし 栗沢山　（スタッフ12）

宮下　悟 高橋　政男 西之園　徹

２００５ ・奥只見　守門岳　山スキー （諏
訪支部パーティー）
・北ア　五竜岳北尾根　　（2）

・北ア　双六谷　　（4）  中退 ・南ア　白根三山　　（4） 御嶽山　（スタッフ11）

宮下　悟 高橋　政男 西之園　徹

２００６ ・岳沢定着　　　（4）
・西穂～天狗沢　(3)

なし なし 唐松岳　（スタッフ10）
田中　喜幸 堀内　俊彦 西之園　徹

２００７ ・北ア　ジャンダルム飛騨尾根
(2)   総勢2名のため合宿不成立

なし なし 中ア　三の沢岳
（一般25、スタッフ12） 田中　喜幸 堀内　俊彦 山田　嘉孝

２００８ なし なし ・戸隠　P1尾根　（4）　　中退
　有志パーティー

台風により中止
田中　喜幸 堀内　俊彦 山田　嘉孝

２００９ 蓼科山（一般12、スタッフ
6）

田中　喜幸 古倉　康雄 朝岡　一郎

２０１０ 浅間山（一般9、スタッフ
10）

田中　喜幸 古倉　康雄 朝岡　一郎

２０１１ 雨天中止
田中　喜幸 朝岡　一郎 篠原　宏次

２０１２ 白馬乗鞍（一般21、スタッ
フ8）

古倉　康雄 内山　正一 篠原　宏次

２０１３ 甲武信岳（一般21、スタッ
フ10）

古倉　康雄 内山　正一 篠原　宏次

２０１４ 焼岳（一般28、スタッフ12）
堀内　俊彦 内山　正一 藤巻　功

２０１５ 木曾駒ケ岳（一般27、ス
タッフ12）

堀内　俊彦 西之園　徹 藤巻　功

２０１６ 金峰山（一般20、スタッフ
9）

堀内　俊彦 西之園　徹 石田　奈美

２０１７
堀内　俊彦 西之園　徹 石田　奈美

月度 例会山行 表3参照

表２ 会山行/市民登山 リスト
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年度 通番 月度 テーマ 担当 山行
参加人数

()内は非会員
数

2009 １ ４月 山スキー 古倉 御嶽山 5（1)

２ ６月 クライミング交流会 堀内 茅野消防署人工壁 多数
３ ７月 沢登り 内山（代） 中ア　東横川 4（2)
４ ９月 岩登り 高橋 廻り目平　左岸スラブ 3　他
５ １０月 清掃登山 朝岡 桜平～硫黄岳 4 他
６ １１月 初雪登山 内山（代） 御小屋尾根～赤岳 3
７ １２月 雪上訓練 高橋 富士山 9（1)
８ 年越登山 内山  八ヶ岳赤岳・硫黄岳・ジョーゴ沢 5
９ １月 冬山 内山  八ヶ岳南沢小滝・大滝　赤岳南峰リッジ 3

１０ ３月 （軽登山） （田中） 兜岩（フリークライミング） 4

2010 １１ ４月 山スキー 古倉 乗鞍岳 3

１２ ５月 春山 内山 白馬岳主稜 3
１３ ６月 クライミング交流会 堀内 茅野消防署人工壁 多数
１４ ７月 岩登り 藤巻 三ツ峠 2
１５ ８月 夏山 大石 谷川岳、白毛門沢 4
１６ １０月 チャレンジ登山 岩路 甲斐駒　黒戸尾根　日帰り 4
１７ １１月 初雪登山 朝岡 八ヶ岳　阿弥陀北稜 2
１８ １２月 雪上訓練 高橋 富士山 7
１９ １月 冬山 内山  八ヶ岳中山尾根、赤岳ピストン 5
２０ ２月 山スキー 古倉（代） 白馬乗鞍 3 (1)

2011 ２１ ４月 春山 篠原/朝岡 涸沢岳西尾根 5

２２ ５月 クライミング 田中 林岳 3(1)
２３ ６月 マルチ 堀内/岩路 三つ峠 5(1)
２４ ８月 夏山 篠原（代） 剣沢定着　八つ峰/北方稜線 4
２５ ９月 沢 古倉/内山 立場川本谷 4
２６ １１月 初雪 篠原（代） 西穂高岳（冬山偵察） 4(1)
２７ １２月 雪上訓練 高橋 富士山 8(3)
２８ １月 冬山 内山 旭岳東稜 3
２９ ２月 雪山 北村 阿弥陀南稜 4
３０ ３月 山スキー 漆谷/古倉 赤禿山 4

2012 ３１ ４月 春山錬成 篠原 爺ヶ岳 4

３２ ５月 春山 篠原/内山 明神東稜 4
３３ ６月 ベーシッククライミング 岩路 三つ峠 8
３４ ７月 マルチピッチクライミング 藤巻 屋根岩　セレクション 4
３５ ８月 夏山 篠原 早月尾根～剣岳 4
３６ ９月 沢登り 内山 中ア　正沢川細尾沢 3
３７ １０月 秋山 北村 戸隠　奥社→戸隠山→戸隠牧場 4
３８ １１月 初雪山行 朝岡/石原 硫黄岳 4
３９ １２月 雪上訓練 古倉 富士山 5
４０ １月 冬山 内山 八ヶ岳　中岳クーロワール右岩稜 4
４１ ２月 アイスクライミング 北村/堀内 湯川 9(3)
４２ ３月 山スキー 古倉 大渚山 3

2013 ４３ ４月 春山 篠原 鹿島槍ヶ岳東尾根 5

４４ ５月 マルチピッチクライミング 岩路 三つ峠 7(1)
４５ ６月 救急講習（ザイル祭） 内山 救急講習・支点作成講習 9

４６ ７月 長時間歩行 朝岡
船山十字路～西岳～キレット～阿
弥陀岳～御小屋尾根

5(1)

４７ ８月 夏山 内山 御嶽山　鈴ヶ沢東股～中股下降 3
４８ ９月 沢登り 石原 中ア　西横川 2

４９ １２月 雪上訓練 内山／篠原
富士山雪訓

7(3)
2(1)

５０ １月 BCスキー遭難救助訓練 古倉 栂池周辺 3(2)
５１ ２月 アイスクライミング 北村 乗鞍　善五郎滝 5(2)
５２ ３月 山スキー 古倉 黒姫山　山スキー 3(1)
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年度 通番 月度 テーマ 担当 山行
参加人数

()内は非会員
数

2014 ５３ ４月 春山 篠原 飛騨沢～槍ヶ岳～大喰岳西尾根 3(1)

５４ ５月 マルチピッチ講習 内山 廻り目平　烏帽子岩　左稜線 6(3)
５５ ６月 ロープワーク研修会 高橋 四賀の岩場 11(2)
５６ ７月 マルチピッチ 堀内 大面岩　左稜線 5
５７ ８月 沢登り錬成 石原 笛吹川ナメラ沢 3(1)
５８ ９月 沢登り 石原 中ノ岐沢小渕沢 4
５９ １０月 クラック講習会 岩路 廻り目平　妹岩 5
６０ １１月 冬山偵察 篠原 戸隠　P1尾根 3
６１ １２月 雪上訓練 朝岡 富士山雪上訓練 9(1)
６２ １月 雪山研修会 内山 戸台　上ニゴリ沢 6

2015 ６３ ６月 ロープワーク講習会 高橋 両角岩 5(2)

６４ ７月 沢登り 石原 赤木沢 3
６５ ８月 開拓偵察 内山 小同心 5(1)
６６ １０月 沢登り 北村 奥飛騨　沢上谷 5
６７ １１月 雪山 古倉 燕岳 4(2)
６８ １２月 雪上訓練 篠原 八方尾根 7(2)
６９ １月 冬山 岩間 広河原沢周辺アイスクライミング 5(1)
７０ ２月 アイスクライミング 石原 峰の松目沢 6(1)
７１ ３月 ビーコン講習会 古倉・石原 ビーコン訓練 11(6)

2016 ７２ ４月 雪洞山行 篠原 爺ヶ岳　南尾根 5

７３ ５月 沢登り講習 石田 奥秩父　大若沢 4
７４ ６月 セルフレスキュー講習会 高橋 廻り目平 7
７５ ７月 マルチピッチ講習 篠原 稲子岳　南壁　左カンテ 5
７６ ８月 50周年関連登山１ 岩路 小同心右岩峰、大同心雲稜 6
７７ ９月 50周年関連登山２ 内山 東トキン　開拓整備 7
７８ １０月 トレーニング山行 古倉 甲斐駒　黒戸尾根 4
７９ １１月 岩稜ハイク 岩路 妙義　星穴岳 6(1)
８０ １２月 雪上訓練 高橋 富士山 11(1)
８１ １月 アイスクライミング 石原 尾白川下流域　アイスクライミング 3
８２ ２月 山スキー 古倉 ピラタス～雨池峠　周遊スキー 3(1)
８３ ３月 雪山 石原 仙ノ倉　北尾根 3

2017 ７２ ４月 春山 内山 奥穂南稜～北穂 3

７３ ５月 マルチピッチクライミング 岩路 男山ダイレクト 5
７４ ６月 セルフレスキュー講習会 高橋 両角岩 5

表３ 例会山行 リスト
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（編集後記） 

 

創立 50 周年の節目に会報 5 号を出すことができた。 

50 年で 5号ということは、単純計算をすると 10 年周期で会報を出してきたこと

になる。 

世の中には毎年のように会報を出している会があることを考えれば 

当会の出版周期はいささか長すぎるのかもしれない。 

しかし、各号とも出版当時の登山の息遣いを伝える貴重な記録となっており、 

数は少なくとも出し続けてきたことの意義はいささかも色あせることはない。 

本会報とあわせて、会報バックナンバー（電子ファイル）を会の HP に掲載した。 

現役時代の会報を無くしてしまった人や古い会報を見たことが無い人は 

そちらも見ていただければと思う。 

 

会報が果たす役割や価値は多岐にわたっていると思うが、その最も基本的なと

ころは活動の記録を残すことにある。 

かつては十年に一度、時間をかけて紙と鉛筆で残してきた山行記録も、 

昨今はインターネット上のブログという媒体を通して、手軽にかつ日常的に積

み上げられるようになってきている。 

この先、会報は、そういった状況を前提として作り上げられていかなければな

らないだろう。 

 

そんな状況をほんの少し念頭に置いて、本号は、当初はネット上に置いたデー

タないしは CD に焼いたデータとしてまとめる予定であった。 

が、たまたま出版時期が 50 周年の節目と重なり、50 年を振り返る特集を組んだ

ので、それをデジタル弱者であろう（失礼）大先輩方とも共有すべく最終的に

紙の冊子という形態で出版することになった。 

なので、これが紙の会報としては最後のものになるかもしれない。 

 

次回の会報がどのような形になるか、これから出現する新たな媒体も含めた中

で検討されていくものと思う。 

そんな会報の編集の様子を傍から見物できる日がやって来ることを楽しみにし

ている。 

 

（内山） 




