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「 いままでのこと 」 

 

No.85 山本 光子 

 

私が山に興味を持ったのは、県庁で臨時職員をしていた頃です。上高地でのキャ

ンプに誘われ、河童橋と穂高の山々と梓川の景色に魅せられました。次の年は初め

て北アルプスの立山に登りました。それから夏の北アルプスに行くようになりまし

た。 

 盛岡山友会との出合いは、登山教室の受講がきっかけで入会しました。それから

２５年と長い間この会にお世話になっております。毎月の例会のミニ講座での知識、

会山行、登山の技術を教えていただき、会員の技量は向上しましたが、私はあまり

向上できませんでした。 

 今までに山行に参加して皆様のお世話になりました。私の印象に残る山行は尾瀬

と富士山です。尾瀬は力のあるメンバーが弱い私に合わせてくれて、念願だった至

仏山と燧ケ岳に登り、尾瀬ヶ原から尾瀬沼と歩かせていただき感動の山行でした。

富士山は震災の翌年の２０１２年に登りました。５人での個人山行で車での移動で

した。メンバーの中で一番弱い私にいろいろなアドバイスとサポートをいただき、

３７７６ｍの富士山の頂上に登ることができました。メンバーのフォローがあって

こその山行になりました。本当にありがとうございます。 

 この頃は仕事の都合であまり山行に参加できていませんが、山友会の会員で本当

によかったと思っております。会員の皆様ありがとうございます。 

 



- 2 - 

 

 

今 後 の 日 程（2017/11/1～2017/12/4）  

 
行    事 

 
行    事 

11/1 ◇冬山入門講座 18  ▲五葉山（四季）～19日 

水  土  

2 19  

木 
 

日  

3  ▲霊山（山行企画） 20  

金  月  

4  21  

土  火 
 

5 ▲宇霊羅山（個人） 22 ◎11月例会(勤労福祉会館)18:45～ 

日  水 
 

6   23 ▲黒森山（ゆうゆう） 

月  木 ▲今出山（名山） 

7 ☆第８回常任理事会（県連） 24   

火  金  

8 ◎運営委員会(勤労福祉会館)18:45～  25  

水 
 

土  

9  26  

木  日  

10  27  

金 
 

月  

11 
 

28  

土  火  

12 ▲階上岳（山行企画） 29  

日 
 

水  

13  30 ▲黒森山（ウィーク） 

月  木  

14  12/1 ◇納山祭（ホテルルイズ） 

火  金  

15 ◇新入会員オリエンテーション 2 
 

水  土 
 

16  3  

木  日 
 

17 
 

4 

金  月 
 

 

 

 

◆「やま・ともサロン」は日程を決めず、会員の希望により随時開放します。ご希望の方はお電

話ください。090－4318－5128 （No.19 中村美栄子） 

◆山行管理専用アドレス：morioka_yamakan@freeml.com 

11/6～11/12 
№455 大倉 博 

11/13～11/19 
№385 小田嘉洋 

11/20～11/26 
№279 松田幸久 

10/30～11/5 
№433 岡 義博 

11/27～12/3 
№002 渡邊健治 

12/4～12/10 
№234 古川 孝 
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＊ 掲載の山行企画は全会員を対象としています。 

 

 

【山域/ルート】 霊山 825ｍ 企画 山行企画部 

実施日 11月 3日(金)祝日 地形図 福島県 霊山（1/25000） 

目 的 東北百名山 

難易度 歩行：★ 荷物：★ 技術（無雪期）：★ 

コメント 紅葉を見に行きましょう 

締切り 10月 30日（月） 打ち合わせ 10月 31日（火）18：30場所：おでって 

問合せ 千田勝則  連絡先：℡ 019-635-0201 

 

 

【山域/ルート】 宇霊羅山 600ｍ 企画 古川孝 

実施日 11月５日(日) 地形図 岩泉（1/25000） 

目 的 龍泉洞の上の岩の山に登る 

難易度 歩行：★ 荷物：★ 技術（無雪期）：★ 

コメント 登り 1時間半くらいです。龍泉洞にも寄ってきましょうか。 

締切り 10月 29日（日） 打ち合わせ 10月 30日（月）18：30場所：未定 

問合せ 古川 孝  連絡先：℡ 090-8923-3120  メール等 

 

 

【山域/ルート】 階上岳 739.6ｍ 企画 山行企画部 

実施日 １１月１２日(日） 地形図 階上岳（1/25000） 

目 的 青森県境の名山に登る 

難易度 歩行：★ 荷物：★ 技術（無雪期）：★ 

コメント 階上岳下山後、久慈平岳にも寄ります。 

締切り 11月 5日（日） 打ち合わせ 11月６日（月）おでって 2Ｆ18：30～  

問合せ 松田徹  連絡先：:℡090-8781-1168（SMS可）                  
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【山域/ルート】 五葉山/赤坂コース 1351ｍ 企画 四季の山 

実施日 11月 18日(土)～19日（日） 地形図 五葉山（1/25000） 

目 的 小屋泊まりの体験 

難易度 歩行：★ 荷物：★★ 技術（無雪期）：★ 

コメント ゆっくり登り、しゃくなげ荘に泊りませんか 

締切り 11月 9日（木） 打ち合わせ 11月 13日（月）18：30場所：おでって 2F 

問合せ 工藤敬子  連絡先：℡ 019-635-3203 ＦＡＸ可 

 

 

 

【山域/ルート】 黒森山 837.3ｍ 企画 ゆうゆう 

実施日 11月 23日(木）祝日 地形図 （1/25000）区界・矢幅 

目 的 初冬を楽しむ 

難易度 歩行：★ 荷物：★ 技術（無雪期）：★ 

コメント 一等三角点の眺望を楽しみましよう！（岩手山、和賀山麓、） 

締切り 11月 11日（土） 打ち合わせ 11月 13日（月）18：30 おでって 2F 

問合せ  393 吉田 成子  連絡先：:℡ 080-5571-3589              

 

 

 

【山域/ルート】 今出山 756.2ｍ 企画 岩手の名山歩こうかい 

実施日 11月 23日(木）祝日 地形図 越喜来、盛（1/25000） 

目 的 山頂からリアス海岸を眺めよう 

難易度 歩行：★ 荷物：★ 技術（無雪期）：★ 

コメント 岩手の山１５０ 

締切り 11月 16日（木） 打ち合わせ 11月 17日（金）18：30 おでって 2F 

問合せ 千田勝則  連絡先：:℡ 019-635-0201 
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【山域/ルート】 黒森山 837.3ｍ 企画 ウィークデイクラブ 

実施日 11月 30日(木） 地形図 区界・矢幅（1/25000） 

目 的 平日山行を楽しむ 

難易度 歩行：★ 荷物：★ 技術（無雪期）：★ 

コメント 盛岡市と紫波町の境の山へ登りませんか 

締切り 11月 16日（木） 打ち合わせ 11月 22日（水）18：20 勤福（例会時） 

問合せ 工藤敬子  連絡先：℡ 019-635-3203 ＦＡＸ可 

 

 

 

あかげら 11月号に掲載する山行計画は、書面、メールにて、山行企画部 

№234 古川 孝 090-8923-3120（ショートメール可）  mountfuru2@yahoo.co.jp 

までお願いします。 締め切りは 11月 5日（日）です。 

なお、フォーマットは会員専用 HP左下の様式ダウンロードを御利用ください。 

 

 

 

 

 

 

mailto:mountfuru2@yahoo.co.jp
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 ２０１7年度 第 7回運営委員会報告 

出席者確認(出席者数：15/23名)   2017.10.11(水)18:45～19:50 勤労福祉会館 

渡邊 三浦(明) 中村(美) 石澤 高橋(恵) 中村(数) 松田(幸) 千田 古川 福山 

山田（潔）小川 渡部(彩) 大倉 大森 

【進行：三浦（明）記録：中村(美)】 

１ 会長あいさつ 

  10月18日（水）山行リーダー会議をする。メールで呼びかけるがたくさん参加してほしい。 

２ 報告事項・確認事項 

(1) 現在の組織状況（10月11日現在） 

会員数101名（男56名／女45名）登山時報 52部 

新入会No,48１谷原伸一さん  退会者No.358石川享子さん  No.468関由美子さん 

（２）各専門部等の取組状況 

①山行管理委員会…リーダー会議の中身を協議へ。 

②救助隊‥・救助隊名簿を 10月例会時にもチェックするよう再度回覧する。 

③教育遭対部…10／29（日）救命講習会予定、11／1（水）冬山入門講座予定。 

④ 組織部…10／1（日）新人歓迎山行13人の参加があった（会員外３人）。 

納山祭の申し込みが 40人ほど、会場と交渉を進める。 

⑤ 自然保護部…10／7日（土）自然観察会（七折の滝）雨のため中止。 

⑥ 会報部…「山友」の原稿募集中。 

⑦ 事務局…別記 

⑧ 県連理事会…別記 

（3）その他報告事項 

   労山カレンダーが来ている。10月例会時販売の予定。 

３ 協議・承認事項 

（1） 事務局…会装備保管者から 

(ア) ダンロップ8人用テント（2003年購入）雨漏りがする。フライだけかセットでの購入か

を協議する。⇒費用も考慮して、8人用がまだ2セットあるのと、4人用を援用するこ

とも可能なので、今年度は購入しない。また、6 人用は古くて使用頻度が少ないが、

廃棄処分はいつでもできるから当分はそのままにする。 

(イ) 中間期収支決算を協議…特に異議なし  

（2） 山行リーダー会議のレジメを検討 

（3） 会のホームページの更新…今月は古川さん、八甲田山の写真（ブログの入り方を検討） 

  (4) 新入会員オリエンテーションをしたい…１１月１５日（水）１８：４５～することに。 
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◆当面の予定 

10月18日（水） 山行リーダー会議 

10月25日（水） 10月例会 

10月29日（日） 救命救急講習会 

1１月 １日（水） 冬山入門講座 

 

1１月 ７日（火） 県連理事会 

1１月 8日（水） 第８回運営委員会 

1１月１5日（水） 新入会員オリエンテーション 

１１月２２日（水） １１月例会 

 

☆ 例会の司会と後片づけ 

担当月 担当部 担当月 担当部 担当月 担当部 

4月／10月 教育遭対部 5月／11月 山行企画部 6月／12月 会報部 

7月／1月 組織部 8月／2月 事務局 9月／3月 自然保護部 

            

 1１月運営委員会 1１月８日（水）18：45～ 

 

 

                                  

原 稿 の お 願 い 

11月号の原稿締め切り 

◎  11月 4日（土） 

※手書き原稿の場合は、２日前までとします！ 

 

             原・稿・の・基・準 

 

■サイズ：Ｂ５ 

■本文枠：幅 14ｃｍ・縦 22ｃｍ以内  又は 余白：上・下・右・左 20mm 

■ 本文のフォント：10～12ポイント、明朝体、またはゴシック体で 

※編集作業中に文字化けする可能性がありますので、フォントは守って下さい 

           

□ 送り先 ◎手書き原稿（郵送） 

会員№357 渡部 彩子 

          〒020-0632 滝沢市牧野林 1047-66 

             Tel 090-7528-1968 

         ◎メール原稿 

          会員№301 久保 加世子  

          メールアドレス k-kubo@mba.nifty.ne.jp 

 

mailto:k-kubo@mba.nifty.ne.jp
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 事務局から            

☆ 会員動向（10／13現在）  

会員数 101 名 （男５６、女４5）  登山時報 52 部 

     入会者 No.481 谷原伸一さん ケイタイ 080－6147－1920    

     退会者  No.358 石川享子さん 

No.468 関由美子さん 

 

☆ 新入会員オリエンテーション  

     日時：11 月 15 日（水）18：45～ 

    場所：勤労福祉会館  

    持参するもの：2017 年度（第 31 回）総会議案書  

 

  昨年から今年に入会した方、又はまだオリエンテーションを受けていない方は、 

是非参加してください。 

また、各専門部の部長さん、志向別グループの代表者の方も出席をお願いします。 

 

☆ 例会の司会と後片づけ 

担当月 担当部 担当月 担当部 担当月 担当部 

4月／10月 教育遭対部 5月／11月 山行企画部 6月／12月 会報部 

7月／1月 組織部 8月／2月 事務局 9月／3月 自然保護部 

 

11月例会は 11月 22日（水） 18：45～ 
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2017年度 第７回県連理事会報告 

2017.10.3（火）19:00～花巻市学園都市会館室 

               出席：渡邊健治、千田勝利、村上明枝（文責） 

 

１ 理事長挨拶 

２ 報告事項 

（１）クライミングレスキュー技術講習会(9月30日～10月1日 展勝地・大迫体育館) 

・収入27,200円  支出 9,450円 

・胆江1名、花巻1名、盛岡1名、 RAM5名（宮城県連から7名） 

（２）その他 

・RAM主催 セルフレスキュー訓練(９月９・10日 区界) 

４つの会から15人の参加。 

軽量化、食料計画、心肺蘇生、ツェルトの張り方など 

・RAM主催 ナチュプロ研修会(9月23日（土）～9月24日（日）) 

    宮城県連からも参加も含め14名の参加。 

器具の基本的使用方法、実践～反復練習の必要性 

３ 協議事項 

（１） スキルアップ講座(11月12日(日)9時～15時 滝沢ふるさと交流館チャグチャグ

ホール) 

山のファーストエイド ファーストエイドって何？ ファーストエイドの順序 

外傷の応急処置 低体温症 山での病気 

大出血のコントロール ちょっとしたケガのトラブル 搬送その他 

（２）奥羽B協議会会議(岩手県連11月11-12日  八幡平市 中山荘)  

  ・盛岡１、生協１の参加予定 

（３）女性委員会創設40周年記念「第８回女性と登山全国集会」(12月2-3日 埼玉) 

・テーマ：女性委員会40年の歴史から学ぶ「新しい波を女性たちから」 

 内容：基調報告、講演、分科会 

・現在、盛岡2名、花巻1名、アウトドア1名の参加希望あり 

（４）冬山交流登山 (岩手山 12月09日（土）10日（日）)    

  ・昨年と同様に宮城県連も参加する。 

（５）2017年全国自然保護担当者会議 (10月28日（土）～29日（日）栃木) 

・阿部事務局長出席  

（６）埼玉県防災ヘリ有料化条例運用への要望書について 

  ・有料化に憂慮し数県から要望書を出している。要望書提出について異論がなけ

れば事務局で文案を検討する。 

  ・登山行為に限定、要救助者の責任でないものについても有料化、救助要請躊躇

の懸念などの問題あり。有料化について他県に波及することの恐れ有。 

（７）リニア新幹線の凍結、見直しを求める署名活動について 

   ・現在、全国連で署名用紙の案を検討中 

（８）来年の総会対応について 3月4日（日）10時開会 花巻市民交流センター 

・それぞれ受け持ちの担当者により資料作成→12月末までに事務局へ 
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●山行管理委員会 

■2017冬山に向けた留意点について 

雪山シーズンを前に、困難度が高まる積雪期登山の留意点をまとめましたので、初

めて雪山に入ろうとする方だけでなく、経験者の方も再確認の意味で一読されるよう

お願いします。これは毎年この時期に掲載しているものです。 

 

2017冬山に向けた留意点 

１ 事前トレーニング等の重要性 

冬山に入るには、厳しい気象条件に耐えられる体力と様々な状況に対処できる知識・技

術が欠かせません。そのためには、冬山入門講座を受講するとともに、自己学習や自主

トレーニングなど、自ら目標を設定し計画的に体力づくりやスキルアップに励むことが

必要です。 

２ 時期によって異なる気象条件 

① 10月から 12月初旬にかけて、冬型の気圧配置になると低山でも上部は積雪となると

きがあります。晩秋のこの時期は、雨がみぞれに変わるなど、濡れた衣服で体温が

奪われ、乾雪の厳冬期よりも低体温症になるリスクが高まることがあります。 

② 12月末から 1月は、冬型の気象条件が安定していないため、晴天の次の日が大荒れ

になるなど予測が難しい時期です。特に、年末年始の連休を利用して長期に山に入

る場合は絶対に無理をしないことが鉄則です。 

③ 1月から 2月は厳冬期と呼ばれますが、気象は冬型気圧配置が続き厳しい条件ながら

安定的に推移します。ただし、二つ玉低気圧が発生したときは急激に発達し大荒れ

となる恐れ（爆弾低気圧）がありますので、絶対に山に入らないか停滞する勇気が

必要です。 

④ 3月になれば、穏やかな安定した日が３～４日続くこともあり、春山気分で登山を楽

しむことが出来ます。ただし、③と同様に二つ玉低気圧など発達する低気圧には注

意が必要です。 

３ 事前打合せの徹底 

冬山は、無雪期と比べ様々なリスクを伴います。事前の打合せを徹底し、リーダーを中

心に、目的、ルート、行程、危険箇所等を確認するとともに、自らも机上で様々な状況

をイメージし準備することが必要です。 
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４ 三種の神器の携行 

冬山は、低山であっても悪条件が揃えば雪崩が発生します。冬山装備の三種の神器であ

るビーコン、プルーブ、ショベルは必ず携行してください。また、これを使いこなせな

ければ意味がありませんので、雪崩講習会を必ず受講してください。入山前のビーコン

チェックも忘れずに。 

５ 凍傷・低体温症の対策 

冬山では、稜線に出ると強風に晒されることが多く、凍傷や低体温症になる危険性が格

段に高まります。基本は、凍傷や低体温症になるメカニズムや予防策を学び、未然に防

止する手立てをとることです。また、山では自分で症状に気付かないことも多く、メン

バーがお互いの顔や行動に気をつけ注意し合うことが重要です。 

６ 装備の事前点検・調整 

スノーシュー、ワカン、アイゼン、スキービンディング等は、シーズンに入る前に靴に

装着して外れないか、不具合がないか、壊れかけていないかなど、事前の点検を必ず行

って必要な調整や修理をしておいてください。山行中に外れたり、壊れて使い物になら

なくなると命に係わることにもなります。 

７ 装備の軽量化の徹底 

冬山装備は、泊山行になると個人装備だけでも重く嵩張ります。体力に応じて共同装備

は分担しますが、個人装備は食糧も含めて徹底して軽量化を図ってください。また、共

同食についても軽量化は基本です。泊山行のアルコール類も持ちすぎは禁物で、厳しい

山行では我慢することも必要です。 

８ スキー山行の留意点 

① 山スキーは機動力が大きく、特に下降ではあっという間に距離を稼ぐことから、ル

ートを間違えると修正に大変な労力を要します。また、スキー技術の差が大きいと、

パーティが離れ離れになり易く充分な注意が必要です。 

② 転倒による怪我は遭難に直結することから、ゲレンデの延長のような感覚で雪山に

入ることは絶対に避けてください。自分の技術レベルを正しく認識し、絶対に転ば

ない滑りに徹してください。 

③ スキー滑降に適した斜面は、往々にして雪崩の発生し易い斜面です。斜面に入り込

む前に必ず弱層テストを行うなど安全を確かめてください。なお、斜面に入り込む

場合は、雪面にできるだけ衝撃を与えないように間隔を空け、同じトレースを辿る

など充分な注意が必要です。 

〔参考〕次頁に積雪期の難易度基準（登山・スキー）を掲載しました。(2010作成) 
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（参考） 山行難易度基準【積雪期】 2010年作成 

◇ 技術力（積雪期／登山） 

難易度数 ルートの状況 参加条件※ 

★ 

ルートが明確 

雪崩、滑落の危険なし 

近郊の里山程度 

冬山入門講座を受講するなど、冬山の基礎知識

を身に着けていること。 

 

★★ 

ルートファインディングを要する 

部分的に雪崩、滑落の危険あり 

ワカン、アイゼン、ピッケル使用 

アイゼン・ピッケル訓練、雪崩講習会を受講する

など、実地訓練の経験があること。 

★★★ 

アプローチが長く山中泊を伴う 

雪崩、滑落、暴風雪の危険あり 

クラストした雪面、岩稜帯あり 

弱層テストで雪崩の危険を察知でき、ビーコンに

よる埋没探査ができること。 

ピッケル・アイゼンワークの基本を身に着け、確

実に滑落停止ができること。 

★★★★ 

テントや雪洞での連泊を伴う 

雪崩、滑落等の危険個所多い 

雪と岩のミックスした稜線あり 

上記に加えて、 

クライミングの経験があること。 

セルフレスキューの技術を身に着けていること。 

雪山★★でリーダー経験があること。 

★★★★★ 

痩せ尾根・岩場が連続する 

硬い氷雪の歩行技術を要す 

高度障害の危険性あり 

上記に加えて、 

アイスクライミングの経験があること。 

雪山★★★でリーダー経験があること。 

◇ 技術力（積雪期／山スキー） 

難易度数 ルートの状況 参加条件※ 

★ 

ルートが明確 

雪崩、滑落の危険なし 

近郊の里山・スキー場近辺 

冬山入門講座を受講するなど、冬山の基礎知識

を身に着けていること。 

斜滑降とキックターンができること。 

★★ 

ルートファインディングを要する 

部分的に雪崩の危険あり 

深雪のラッセルと滑降あり 

弱層テストで雪崩の危険を察知でき、ビーコンに

よる埋没探査ができること。 

ボーゲンで転ばずに滑り降りることができること。 

★★★ 

アプローチが長く山中泊を伴う 

雪崩や暴風雪の危険あり 

クラストした雪面、岩稜帯あり 

スキーを外しアイゼン・ピッケル

歩行の箇所あり 

上記に加え、 

クラストした雪面の登下降をスキーで着実に行う

ことができること。 

アイゼン・ピッケルワークと滑落停止の基本を身

に着けていること。 

★★★★ 

テントや雪洞での連泊を伴う 

雪崩や落石等の危険個所多い 

深雪やクラスト雪の急斜面の登

下降あり 

上記に加えて、 

重荷を背負ったスキー歩行及び急斜面での下

降を安定して行えること。 

スキーによるセルフレスキューの技術を身につけ

ていること。 

山スキー★★でリーダー経験があること。 

★★★★★ 

雪崩の危険度が高い沢筋やアイ

スバーン斜面の登下降あり 

スキーとアイゼン・ピッケルの歩

行が繰り返し必要とされる 

高度障害の危険性あり 

上記に加えて、 

山スキー★★★でリーダー経験があること。 

【留意事項】 

※参加条件の記述は判断の目安であり、同等以上の技量が認められる場合は可とする。 

※技術力の難易度数は、県内山行の上限を★★★に想定している。 
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● 教育遭対部 

 

・冬山入門講座  座学 

冬山登山に向けての注意点、低体温症・凍傷を防ぐ方法、必要な装備などの 

講習を行います 

今シーズンから冬山登山や山スキーを始める方は受講しましょう 

日  時：  11月1日（金）PM6：30～8：30 

場  所：  勤労福祉会館 

申し込み：  279 松田幸久 090-1374-2367（SMS可） 

締め切り：  無し 

 

・冬山入門講座  実技 

岩手山の4合目から5合目でピッケル・アイゼンの訓練を行います 

日  時：  11月26日（日） 

場  所：  岩手山馬返しコース 

申し込み：  267 中村数博 090-2270-9185 

締め切り：  11月18日（土） 

打合せ ：  11月21日（火）PM6：30 おでって 

 

・ビーコン訓練、雪洞訓練 

  日  時：  12月24日（日） 

  場  所：  網張スキー場 白樺ロッジ 

申し込み先、締め切りは次回のあかげらで連絡します 

 

申し込みは氏名と会員番号をお願いします 
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● 組織部 

 

■納山祭のお知らせ 

 

１、いつ ： １２月１日（金） １９時～２１時  受付は１８時３０分から 

２、どこで ： ホテル ルイズ ３階 

         開運橋西側  ☎０１９－６２５－２６１１ 

３、会費 ： ￥５,０００円 

         酒類を飲まれない方については調整中 

４、飲食の内容 ： 和食のコース料理で飲み放題の予定 

５、申し込み ： ９月例会時及びメール等で確認中、参加希望の方には 

１１月例会までに最終確認の案内を送ります。 

案内が漏れていて参加希望の方は下記へ連絡ください。 

４１６ 福山茂和  

               自宅 ☎ ０１９－６９７－４１６８ 

         携帯電話（SMS可）０９０－７０６３－０７８８ 

         メールアドレス  s_fukuchan@amail.plala.or.jp 

６、オークションについて 

  （１）目的 ： 納山祭の盛り上げとエコの観点からご自宅で眠っている物で、 

          皆さんに使ってもらいたい物をリユース・リアライズします。 

  （２）出品物 ： 通常の日用品、登山用品、本、趣味の制作物、その他 

  （３）売上金 ： 原則、会の雑収入とし、￥１,０００円を超える物は半額を 

出品者へ返金します。 

  （４）申込先 ： ４１６ 福山まで 

  （５）その他 ： 出品物については、事前にお知らせください。 

           また、品物は１１月の例会もしくは、当日、お持ちください。 

出品物のご協力をお願いします。 
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◆ 岩手の名山歩こうかい 

 

今後の計画                         2017年～18年                                     

日程 山域 メモ 担当 

11月23日(木祝) 今出山 岩手の山150 千田 

12月10日(日) カモメ森山 岩手の山150 千田 

1月8日(月祝)) 姫神山 一本杉コース 中村 

2月18日(日) 黒森山 深沢コース 熊谷 

3月18日(日) 矢越山･大森山 矢越神社・太田清水 千田 

4月22日(日) 岩手山 馬返しコース 遠藤 

 

次回の会議は 3月22日（木）勤福 18時30分 

 

 

 

◆ 四季の山 

 

今後の計画                         2017年～18年                                     

日程 山域 メモ 担当 

11月18・19日(土日) 五葉山 小屋泊 工藤 

12月16･17日(土日) 乳頭山 小屋泊 小田 

1月13･14日(土日) 東根山 テント泊 日比野 

2月11･12（日月祝） 赤林山 テント泊 級木 

3月10･11日(土日) 源太ケ岳 大深山荘泊 石澤 

4月29･30日(日月祝) 羽山･羽黒山･月山 つなとり温泉泊 本間 

 

次回の会議は 3月22日（木）勤福 18時30分 
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〔9月 17日～10月 15日現在〕その１ 

№ 月日 山域 ルート 目的 参加者名 会
員

分類

1
9月17日
～9月18日

蔵王山（刈田
岳・熊野岳・地
蔵山）

刈田岳～熊野岳～
地蔵山往復

山と温泉を楽し
む女子会

Ⅼ高橋(英) 〔会員外〕 2名 1 個人

2 9月22日 三ツ石山 網張奥産道コース 紅葉山行 Ⅼ福山 〔会員外〕 1名 1 個人

3 9月22日 三ツ石山 松川コース トレーニング Ⅼ岡(義)・柏木 〔会員外〕 1名 2 個人

4 9月22日 三ツ石山 網張奥産道コース トレーニング Ⅼ太田代 〔会員外〕 1名 1 個人

5
9月22日 三ツ石山 網張奥産道コース トレッキング及

び紅葉撮影
Ⅼ川村(雅) 1 個人

6 9月23日 三ツ石山 網張奥産道コース トレーニング Ⅼ三澤 1 個人

7

9月23日 源太ヶ岳
（1,545m)・
三ツ石山
（1,466m）

松川温泉～源太ヶ
岳～三ツ石山～松
川温泉

岩手の名山で一
足早い紅葉を楽
しむ

Ⅼ日比野・S小川(優)・遠藤(千) 3 会

8
9月23日 三ツ石山 網張奥産道コース 足慣らしをしな

がら紅葉を見る
Ⅼ中村(美)・Ｓ北田・亀田(英)・
亀田(金)

4 個人

9
9月23日
～9月24日

秋田県境 手倉街道～南下～
P877往復

岩手／秋田県境
を辿る（県境区
間7.1㎞）

Ⅼ小田(嘉)・S中村(数)・渡邊・
加藤(桂)・高橋(陽)・小田(春)・
小原(耕)・大倉

8 会

10

9月23日
～9月24日

一切経山・吾妻
小富士、磐梯山

浄土平～吾妻小富
士往復～一切経山
往復、浄土平～八
方台～磐梯山往復

福島の名山を行
く

Ⅼ古川・S舟越・工藤(敬)・小野
(由)

4 会

11 9月24日 三ツ石山 網張奥産道コース トレーニング Ⅼ久保 1 個人

12

9月24日 池口岳 池口地残口～黒灘
～ザラナギ平～池
口岳（北峰・南
峰）往復

県外秋山山行を
楽しむ

Ⅼ大峠 1 個人

13 9月24日 姫神山 一本杉コース トレーニング Ⅼ石原 1 個人

14
9月24日 岩手山 網張コース（鬼ヶ

城）
秋を探しに Ⅼ杣澤 1 個人

15
9月25日
～10月1日

黒部五郎岳・鷲
羽岳・水晶岳・
薬師岳

折立～黒部五郎岳
～鷲羽岳～水晶岳
～薬師岳～折立

雲ノ平周遊 Ⅼ山田(潔) 〔会員外〕 1名 1 個人

16 9月25日 三ツ石山・小畚 網張奥産道コース トレーニング Ⅼ高橋(英) 1 個人

17
9月25日
～9月27日

光岳・茶臼岳・
上河内岳

易老度口～光岳～
茶臼岳～上河内岳
往復

県外秋山山行を
楽しむ

Ⅼ大峠 1 個人

18
9月29日 南本内岳

（1,492m）
東成瀬三合目～山
頂往復

紅葉を見る Ⅼ岡(義)・S山崎(祐)・高橋
(恵)・太田代

4 個人

19
9月29日 安平路山 林道ゲート～摺古

木自然園～摺古木
山～安平路山往復

県外秋山山行を
楽しむ

Ⅼ大峠 1 個人

20
9月29日
～9月30日

岩手山 七滝～平笠不動～
山頂～鬼ヶ城～網
張

未体験コースを
歩く

Ⅼ舟越 1 個人

21
10月1日 岩手山 網張～お花畑往復 トレーニングを

兼ねて紅葉散策
Ⅼ久保 1 個人

22

10月1日 八幡平 見返り峠～山頂～
長沼～大沼

登山教室参加者
のフォローアッ
プ山行

Ⅼ福山・S遠藤(千)・Ｓ新田・吉
田(成)・小川(優)・三澤・髙橋
(敏)・亀田(英)・亀田(金)・佐々
木(優)・小野(由) 〔会員外〕 4名

11 会

23
10月1日 早池峰 小田越コース 久しぶりの名峰

を訪ねる
Ⅼ高橋(英) 1 個人

24 10月1日 姫神山 一本杉コース トレーニング Ⅼ石原 〔会員外〕 1名 1 個人

25
10月1日 泉ヶ岳（宮城

県）
スキー場コース 紅葉を楽しむ 加藤(桂) 〔会員外〕 3名　※生

協山の会企画
1 他団体

26
10月1日 八幡平・焼山 御所掛温泉～焼山

～べこ谷地～御所
掛温泉

紅葉を楽しむ Ⅼ吉田(菊) 〔会員外〕 2名 1 個人

27

10月1日
～10月2日

空木岳・南駒ケ
岳・越百山

登山口～金沢土場
～空木岳～南駒ケ
岳～越百山～上の
コル～登山口

県外山行を楽し
む

Ⅼ大峠 1 個人
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〔9月 17日～10月 15日現在〕その 2 

№ 月日 山域 ルート 目的 参加者名 会
員

分類

28

9月1日
～9月3日

塔ノ岳
（1,491m）・
丹沢山
（1,567.1m）
・蛭が岳
（1,673m）

丹沢主脈ルート
（大倉口～蛭が
岳）

丹沢山地を歩く Ⅼ本間(典)・S級木・中村(美)・
工藤(敬)・北田

5 個人

29

10月4日
～10月5日

蔵王山（刈田
岳・熊野岳）

レストハウス～刈
田岳～熊野岳～熊
野岳避難小屋～レ
ストハウス

蔵王のお釜と温
泉を楽しむ

Ⅼ高橋(英) 1 個人

30
10月7日
～10月8日

白神山地 マテ山コース 紅葉の白神山地
に登る

Ⅼ三浦(明)・Ｓ中村(数)・石澤・
高橋(恵)・太田代・高橋(陽)・
佐々木(善) 〔会員外〕 1名

7 個人

31
10月8日 烏帽子岳

（1,472.5m)
滝ノ上温泉～烏帽
子岳～千沼ヶ原～
平ケ倉沼口

烏帽子岳と千
沼ヶ原の草紅葉
を楽しむ

Ⅼ渡邊・石原 2 個人

32
10月8日 高妻山 登山口～五地蔵山

～高妻山往復～不
動小屋～登山口

関東の山に登る Ⅼ小田（嘉）・小田（春） 2 個人

33
10月8日 大平山

（1,170.5m）
宝蔵岳コース～山
頂～旭又コース

東北の山に登る Ⅼ本間（典）・S工藤（敬）・袰
地・古川・熊谷（久）・北田・
級木

7 会

34
10月8日 鳥海山 祓川コース（康新

道下山）
山案内 Ⅼ杣澤 〔会員外〕 1名 1 個人

35
10月8日 たたら山 公民館右回りコー

ス
トレーニング Ⅼ川村（雅） 1 個人

36
10月8日
～10月9日

会津駒ケ岳 滝沢コ－ス 高層湿原の草紅
葉を楽しむ

Ⅼ加藤(桂)・Ｓ遠藤(千)・菊地
(広)・菊地(良)

4 個人

37
10月9日 鍬崎山 山頂駅～瀬戸蔵山

～大品山～鍬崎山
往復

県外秋山山行を
楽しむ

Ⅼ大峠 1 個人

38 10月9日 岩手山 柳沢コース トレーニング Ⅼ高橋（英） 1 個人

39
10月9日 八甲田山（大

岳）
酸ヶ湯～大岳～毛
無岱～酸ヶ湯

絶景の紅葉を見
る

Ⅼ古川・S中村(美)・吉田(菊)・
大倉・三澤 〔会員外〕 2名

5 会

40
10月9日
～10月12日

恵那山・雲取山 広河原口～恵那山
往復、三峰神社口
～雲取山往復

関東の山に登る Ⅼ小田（嘉）・小田（春） 2 個人

41
10月10日
～10月11日

朝日岳・雪倉岳 蓮華温泉～白高地
沢～朝日岳～雪倉
岳～蓮華温泉

県外山行を楽し
む

Ⅼ大峠 1 個人

42
10月12日 七時雨山 南峰登山口～南峰

往復
心のスケッチ Ⅼ工藤（敬）・S北田・級木・本

間（典）
4 会

43
10月15日 石上山 砂子沢口～山頂往

復
遠野修験の山に
登る

Ⅼ武田(秀)・三澤 2 会

44
10月15日 女神山

（955.8m）
相沢口～山頂～白
糸の滝往復～相沢
口

ブナと滝を見に
行きましょう！

Ⅼ岡・S太田代・川村（雅）・加
藤（桂）・小川（優）・亀田
（英）・亀田（金）

7 会

45
10月15日 八幡平（安比

岳・黒谷地・茶
臼岳）

赤川ダム口～安比
岳～黒谷地～茶臼
岳～赤川ダム口

安比の紅葉を楽
しむ

Ⅼ本間(典)・S新田・中村(美)・
石澤・工藤(敬)・日比野・熊谷
(久)・北田

8 会

 

 

注：これは、あくまで速報的なものですので、掲載もれや誤り等がある場合はご容赦ください 
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      会津桧枝岐三岩岳 保田橋沢遡行 

 

                                            №350 木村 一 

２０１７年９月９日(土曜日） 

天候  ： 快晴 

メンバー： CL 木村 一 他 4名（会員外） 

路側帯出発（７：００）～三俣（11：09）～二俣（１２：１１）～三岩岳避難小屋（１４：４５）～路

側帯（１７：４５） 

豪雪地域の会津桧枝岐には、バックカ

ントリースキーに適した山々があり、その

山間に切れ込んだ沢筋が、沢登り愛好者

に絶好のフィールドを提供してくれる。保

田橋沢は、三岩岳と窓明山の間に深く切

れ込んでいる沢だが、以前に隣の黒檜沢

を遡行した時から気になっていた沢であ

る . 

遡行前夜に茨城を出発して、道の駅番

屋で車中泊し、起床後に桧枝岐の保太

橋まで移動し路側帯に車を止めて 6:52

遡行開始。国道脇にある別荘の庭を横切

って 5 分ほどで入渓できたが、早朝は沢

床に太陽の陽が当たらないため少し肌寒

く感じられた。 

入渓して少し進むと、ミニゴルジュが現れてき

て、その先に 5m 滝が出現。左壁の凹角を登

攀し水流左を登れそうだが，壁は濡れてテカ

テカになっているし、右壁も厳しそうなので右

岸の枝沢を登り小さく高巻くことにした。しかし、

高巻いた先は崖・・・沢床までは懸垂下降で降

りるしかない。『あらー。懸垂下降器がない。』  

☀ 

 

 

 

★ ☾ 
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『しょーがねーなー（仕様がないなー）肩がらみ懸垂下降で降りるかー』久し振りの肩がら

み懸垂下降で沢床に降り立った。 更に少し進むと 2 か所目のゴルジュ帯へ。この頃に

は太陽の位置もだいぶ高くなり，沢水に浸かっているのが気持ち良く感じられる。このゴ

ルジュの中には 3m滝が 2つあったが，いずれも水流右を登っていった。ゴルジュを超え

ると２段 10m 滝が出現。一段目の滝を水流右から登り、二段目の滝は水流左が登りやす

そうだが、岩が滑りそうでトラバースもあり嫌らしそうに感じる。 

ノーロープで右岸の浮石が多い岩場を登って上部の濃い藪の中に突入。途中で嫌ら

しい草付きはアイスハンマーが大活躍。さらに進んでいくと，8m，2段 9m と滝が続く．ここ

は直前の反省を生かしてロープを出して安全に登攀。この滝を過ぎるとしばらくは平凡な

河原歩きが続くが、開放的な沢で天気も良く

快適だ。 

少し登っていくと、トイ状 4m2 段が出現。先

行 3 人は左岸を高巻き上段の滝上に出たが、

後続の 2 人は下段の滝は両手両足をツッパリ

で登ってきた。上段の滝を 1 人は右岸の苔の

ついたやや寝た岩を登っていったが、もう 1 人

は灌木に掴まって右岸の壁を乗越にかかるが

足のホールドがなくて一苦労．腕と背筋フルパ

ワーで何とか突破。ここで小休止．振り返れば

会津の山々が気持ちいい。 

二俣からは左俣を選択したが、小滝が続々と

現れてくる。それでも登り易い滝なので、ロー

プを使用しないで高度を稼いでどんどん登る。

滝場は終わったかと思いきや，，，滝，滝，滝．の連続で面白い。  

そのまま本流を詰めていくが、

窓明山と三岩岳の稜線が右に

見えて気になってきたが、上部

の二俣は早めに右俣を詰めて

いくが源流の様相の中を更に遡

行を続ける。稜線の先は登山道

のはずなので、あの藪を越えれ

ば登山道に出られるだろうと思

っていたのだが、稜線を超えて

も出てくるのは笹薮だけ。どこに

登山道があるか判然としないま 
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ま藪を漕ぎ続ける。 

GPS で現在位置を確認するが登山道は過ぎている。『でも登山道なんてなかったよ

ね？』太陽フレアの影響かなんて言ってもしょうがない。三岩岳の方向に向かって藪を漕

いで行けば何とかなると確信して藪を漕いで行くと『登山道があったー！』『』ふぅ～～良

かった、良かった』あとは避難小屋を経由して登山道を下って行くだけで帰れる。 

『ヘッデンを点けての残業にならなくて良かった～』 
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前川 大滝沢 

№350 木村 一 

1、 日時 201７年９月２４日（日曜日） 

2、 メンバー  CL: 木村 一 他 3名（会員外）  

滑川橋(7;00)～大滝下（8;00）～～登山道（12：30～134;00）滑川温泉（15：00） 

 

魅力的な大滝沢をまだ遡行していな

い会員を案内して、５回目の大滝沢遡

行に行ってきた。 

前夜に茨城を出発し大滝沢近くの峠駅

で車中泊して翌朝、滑川温泉近くの空

き地に車を止めて沢装備を身に着けて

遡行開始。大滝沢の良いところは、車

から入渓場所まで３分とアプローチが

短い事。 

入渓してすぐに沢幅一杯のナメが迎

えてくれ、更に進むとＦ1（2段 20ｍ）

が出てきた。前回遡行時に先行者が F1

で滑落してロープにぶら下がってしま

ったのを目撃している事と、水量が多

く右壁の前にある淵が深そうなので、

今回は左壁の７ｍをロープ使用してト

ラバース気味に登り、上部はロープ無

しで登攀したが、上部のほうがホール 

 

 

 

ド、スタンスが細かく、ロープを使用しなかっ

た事を反省した。 

更に進むと大滝（120ｍ）がドーンと目の前に

現れてきた。直登ルートは右上バンドを登り、

上部は左上して最後は右壁を登るルートらしい

が、かなり困難な登攀になるので、我々は右岸

のルンゼからブッシュに入る高巻きルートを辿

る事にした。高巻きルート途中には草付帯のト

ラバースと露岩があり、過去にはこの高巻きで

死亡事故が発生しているらしい。高度感はある
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が足元はしっかりしていて、登山道をトラバースしている感じさえした。 

120ｍ大滝上も沢全面に広がるナメと、ロープ無しで快適に登れる滝が次々と現

れてくるので、遡行していて快適だ。青く澄み切った水を満々と湛えた深い釜を持

つ滑滝。白い飛沫をあげて流れる水流の渡渉。まさに沢登りの醍醐味を満喫できる、

東北を代表する美しい渓流だ。 

今回は９月下旬なので真夏と比べ

ると水温が低く、水深が深い淵を構え

た滝の直登は敬遠して、草付きの高巻

きを選択した場面もあったが、草付き

の高巻きは意外と悪く、後続には上か

らロープを投げ下ろして安全を期し

て登って貰った。 

快適に遡行していくと突然目の前

に石積みの堰堤が現れ、上部には吊橋

の残骸が現れてくる。 

 

この吊橋付近からは大滝沢の様相が一

変して巨岩帯が続くようになり、右に左に

とボルダーチック的な登りになってきた。 

大滝沢を登山道が横切っているところで

遡行終了とし、大滝沢の名所である“潜り

滝”を見物して登山道を下山したが、上部

の登山道は笹薮が生茂り廃道寸前の趣き

を感じ、更に途中には熊の糞もあったので

注意しながら下山した。 

滑川温泉手前の吊り橋が老朽化のために通行不可になっていて、散々思案した末

に老朽化した吊り橋

を一人一人慎重に渡

り、滑川温泉で入浴

して茨城に戻った。 

６回目の大滝沢遡行

はあるかな～。 

 

 

 

 

 

 

潜り滝 
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    組織部フォローアップ山行で八幡平から大沼へ 

                                          

No.416 福山茂和 

日程：2017年 10月 1日 

天候：快晴 

参加者 ：CL 福山、SL 遠藤千鈴子、SL 新田俊博、吉田成子、小川優子、三澤信裕、

高橋敏明、亀田英一郎、亀田金花、佐々木優子、会員外 3名（登山教室参加者） 

コースタイム 

八幡平登山口 8:03→8:37八幡平山頂 8:41→9:24草の湯分岐 9:33→12:13 

長沼 12:32→12:58大沼分岐→13:50大沼 

 

 昨年に続いて登山教室の参加者（未入会の方も含めて）のフォローアップとして、今

年も八幡平から大沼へのコースを歩いてきました。今年の登山教室参加の方から入会

済みの方 2名、未入会の方は 3名に参加して頂き、計１３名で歩いてきました。 

 

「八幡平山頂まで」 

 出発時点では昨年と同じく雲の中で心

配された天気も、八幡沼に着く頃には快

晴となり山頂展望台からは岩手山や早池

峰山が美しく見えていました。 

 

 

 

 

 

「草の湯分岐」 

 山頂から草の湯分岐までは「草紅葉」真

っ盛りの草原の中を遠くには雲海や岩木

山を見ながら順調に下り草の湯分岐にて

最初の休憩を取る。ここまでは、ほぼ予定

通りのコースタイムで歩くことが出来一安

心するが、このコースの難所はここから長

沼までの途中にある急な崖の下りなので

余り安心することも出来ない。 
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「長沼まで」 

 昨年も通過に時間の掛かった崖ですが、一番の難所は固定ロープが新しく２本設置

され、ロープ自体の信頼感は増したのですが、やはりここの下りは大変で、ここで時間

が掛かってしまい長沼到着は予定より遅れ、昨年同様昼食の時間は１９分と少々慌た

だしかったです。長沼の紅葉はきれいだったのですが、風が強くて水面上にさざ波が

立つため、水面に映る紅葉の観賞は残念ながら出来ませんでした。 

 

「大沼まで」 

大沼から八幡平への定期バスは午前と午後の２本しかなく、午後は２時３分発が最

終のため乗り遅れると大変なので長沼から大沼まで約１時間半、休憩も取ることなく歩

いて頂きました。大沼分岐で蒸ノ湯へ抜けることも考えたのですが、昨年も大沼への道

は歩けてないので予定通り大沼を目指すことに。結果的には、全員、予定通りの１時５

０分に大沼に到着しバスに乗車することが出来ました。 

来年の実施時には、集合時間を３０分くらい早くして長沼でゆっくりと過ごせるコース

タイムでの山行としたいと考えています。 
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エッセー    ある日、ある時 

                                                     淡 望天 No.354  

“＜義理と人情と寅さん・・・＞” 

 

神の見えざる手というものがある。＜危ない！＞となれば、身体が反応する。これは神でな

く、自分の脳の命令だ。ところが、＜心臓よ、止まれ＞といってもだめ。自分の意思の外にあ

る、いわば神の見えざる手とも言うべき自律神経の勢力範囲にあるから。脳と自律の両神経が

身体を操縦する。人間界にも二つの命令系統がある。個人の意思と社会の意思だ。自分の好き

勝手なことをする場合は、どんな手を使うかは本人の知るところ。しかし、社会の動きは、勝

手に変えられない。変えるためには、それこそ神だのみしかない。社会という波は、ある時代

のある場所を支配する潮流という神の手（文化）のようなもの。神の手と同じように、つねに

変化する文化も目に止まらない。その上、時と場所が違うと異なる文化になるから厄介だ。 

日本の文化に、義理と人情がある。義理と人情の話は遠い昔話だなぁと思っている私だが、

意識しないうちに、義理で行動をしている場合がある。 

満州を出自とする女真族清朝王国の衰退時の話である。清朝の発祥の地、満州ですら、治安

が悪化し、馬賊の横行で混乱している。馬賊とは盗賊から村を護るための自衛組織で、馬によ

る速攻遊撃隊だ。本来は村の自警団なのだ。映画「七人の侍」の浪人のように。が、時には他

の村を襲撃する盗賊となる。これら多くの馬賊の大親分となったのが張作霖（チャンツオリン）。

後に満州王といわれる人物だ。だが、この話は満州馬賊の大親分の時。馬賊かつ清国軍の軍人

という肩書を持つ張作霖なのだが、満州のすべての軍事勢力（馬賊はもちろん、清国派遣の駐

屯部隊）に「服（まつろう）者は敬して迎へ、服（まつろ）わざる者は粛清す」という布告文

を出す。これを知った清朝の都からは「張作霖なる不逞の輩」に従うものは厳罰に処するとい

う布告文が出される。ある辺境の地の派遣軍へもこの二つの文書が届く。のどかな満州の奥地

へ派遣され、三年も戦争も移動もなく、兵士たちはその地の住民と結婚したりして、農民化し

ている。住民の一部となって平和に暮らしていた。さてどちらの命令に従うかが問題になる。

この布告文は満州の実質支配者が誰かを意味した。清国軍でもその敵対する孫文の革命軍でも

ない、張作霖が満州の支配者であるとの宣言文でもある。辺境の地の駐屯地隊長は張作霖を知

らなかった。清国の命令に従えば、張への反乱、張へ加担すれば清国への反乱となる。こんな

辺境の土地まで軍が攻めて来ないないだろう。どちらにも返事をせずとになった。張作霖の馬

賊軍が現れ、返事がないのは服従しない者とみなされた。隊長をはじめとして、子どもを除く

その村の駐屯兵および村の住民の男女すべてが殺された１）。布告文という神の手の命令は皆殺

しという行動でその無残な正しさを証明した。 

日本にも義（正しい）理（ことわり）、ということばがある。 ♬義理がすたれば この夜は

やみだ♬（「人生劇場」）と歌われる。義理を重んずるのは日本文化の一つ。これに人情がからま

ると、義理と人情に挟まれて、どちらを選ぶかという＜しがらみ＞に巻き込まれる。外（の仕

事）と内（家庭）の両方を両立させるのが日常。外の仕事には義理が、内にかえると人情が生
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まれる。しかし人情は義理（正しい道）と同居できない。どうしてなのだろうか。 

「義理がすたれりゃこの世は闇だ」と思いつめなくとも、義理と人情はあったほうがいいぐら

いなら分かる。だが、義理と人情を両立させるのは大変なのだ。義（正しい）理（ことわり）

ということばは、万物のあるべき道の意味なのだから、この世の真理と同じになる。自然現象

の真理が義理なら問題がない。人間界に義理を持ち込むとどうなるか。 

共通の原理として、人間社会の正しい在り方としての義理が決められる。無意識のうちに

人々を支配する原理となり、やがて一つの文化となる。言葉自体に悪い意味はない。だが、♬

おれも生きたや 仁吉のように♬ と歌われた吉良仁吉は義理と人情の板挟みとなる。清水次郎

長の子分として任侠道を生きるには、やくざ仲間の縄張り争いから逃げるわけにはいかない。

それが仲間への義（正しい）理（ことわり）なのだ。仁吉には愛する新妻がいた（というのは

創作だそうだが）。その妻は敵の親分・穴太徳（あのうとく）の妹だ。妻への人情か、妻の兄を

敵とする義理か。義理か人情か。義理（任侠の世界）と人情（妻への愛）は両立しない。結局、

離縁することで人情を切る（という話）。 

 仁吉が選んだ義理の世界とは、一匹狼集団の＜しばり＞である。このしばりの帯が緩めば一

家はバラバラになる。強い集団であるためには親分（次郎長）への義理という＜しばり＞が必

要となる。個人と社会との関係でも同じだ。会社や企業に所属して、生きる。ここに義理が発

生する。集団には命令、秩序のための縦の関係、一方、家族や近所づきあいは横の関係だ。外

面の服従と内面の自由というこの矛盾した＜しがらみ＞に耐えられなくなれば、離職、昔なら

隠居という手がある。しかし、義理の相手が国家という公への奉仕（戦前の滅私奉公）となる

と、国民である限り逃げられない。 

主君や国家へ果たすのは＜義理＞ではなく、忠義ということばがあった。縦社会（会社、国

家など）の権力が維持できるのは忠義の精神という支えがあるから。義（正しい）ことに忠（実）

に実行する。ときには、主君や上司の間違いを諫めて命を落とす覚悟もいる。私欲を捨て、す

べて公への奉仕となる。義理も似たようなもの。だが、国や国民という公・衆への義理はない。

義理に生きる集団は公人でも、堅気（かたぎ）の庶民でもない。公でも私でもない集団、公私

の枠から飛び出した（飛び出さざるをえなかった）はみ出し集団。そこから生まれた文化が義

理なのだ。この集団は、対立集団との抗争でつねに自衛の必要に置かれている。あの満州の馬

賊のように。自衛する最大の武器は命を賭けること。その精神的支柱が義理なのだ。義理とい

う神の見えざる手に任せない限り、人は人を殺せない。 

義理人情の世界の映画といえば、テキ屋稼業で日本全国を渡り歩く渡世人＜ふうてんの＞寅

さんだ。＜フーテン＞を＜風天＞と読めば、風来坊だ。寅さんは一見してどこか抜けている。

テキ屋というやくざ稼業でありながら、どのやくざ集団にも属さない。ところが、妹の住む浅

草柴又にひょっこり戻り、柴又は帰（起）点になる。糸の切れない凧となり、人情の風に舞う

風来坊となる。風来坊には義理を果たす相手がいない。寅さんに抜けていたのは義理の世界。

人情の世界との糸はしっかりつながっている。 

 

１）浅田次郎『中原の虹 三』講談社。小説なのでこの部分は事実ではないかもしれないが、

これに近い歴史的事実は多数ある。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%AD%E5%B1%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A1%E4%B8%96%E4%BA%BA
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意外な日本一 

No.323 三浦良夫 

 意外なことがあるものである。先月、家

内と車で旅行をしていた時のことだ。福井

県敦賀市にある氣比神宮に参拝し、市内で

福井名物のソースかつ丼を食べた後、次の

目的地である長浜城に向け南下した。滋賀

県に入ってまもなくすると、左手に少し大

きな山がある。山と言えば夏山はまれにし

か登らず、もっぱら山スキーのために登っ

ている私としては、山を見ると滑れそうか

どうかという目で見てしまう。その山は一

目で「いい山だ」と思った。傾斜といい、

延長といい、木の生え具合といい、山スキ

ーにぴったりに見えた。「こんな暖かい地方

にあって雪も少ないだろうに、もったいな

い山だなあ。」と思いながら通り過ぎた。 

その後、長浜城に到着し、記念写真を撮

った後、天守閣に登ってみると、四方に見

えるものの名前の表示がしてある。さっき

見た山の名前を見つけると「伊吹山」と書

いてある。なにか聞いたことあるような名

前だなあと思って、スマホで検索してみる

と、なんと滋賀県で一番高い山で、しかも

積雪の記録が１１ｍと日本一だというのだ。

いや、日本一どころか、世界一としてギネ

スブックにも載っているとのことで、たい

そう驚いた。こんな琵琶湖の近くにあって、

意外な場所に雪がたくさん積もるものだ。

しかし１１ｍも積もれば雪崩が起きそうな

地形であり、山スキーは無理かとも思った。 

 ついでにもうひとつ。敦賀市に行く前に、

福井県の東尋坊にも寄った。自殺の名所と

して知られるくらいだから、さぞかし断崖

絶壁かと思っていたが、せいぜい２０ｍく

らいで意外と高くない。これなら三陸海岸

の北山崎の方がずっとすごいと思った。 

 その後、先日、たまたまテレビで島根県

沖にある隠岐の島について見た。その島の

海岸にある摩天崖というところは、垂直に

切り立っていて、なんと高さは２５７ｍと、

日本一の海食崖だとのこと。上には上があ

るものだ。しかもこんな外れの島にそんな

場所があるなんて。クライミングする人も

いるのか気になった。       

 

 

 

 最近、年のせいか、腰痛に悩まされるよ

うになり、腰回りを支える筋肉を強化しよ

うと、筋トレを始めた。治るまではいかな

いが、大分軽減してきたが、それより思わ

ぬ副産物があった。少し高めだった血糖値

が下がり、猫背ぎみだった背筋がピンと伸

びた。来るべき山スキーにも効果があるか

も。ฅ^>ω<^ฅ （良夫）
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～里山からヒマラヤまで安く、楽しく、安全に！～ 

 

― 岩手山 ― 

 

朝晩が寒くなり、岩手山は里より早く、秋が深まりそうです。 

 どこから登っても降りた時は「長いなー」と思う。下りは緊張もあり、

登山口に着いた時はほっとする。 

 それでもまた、シラネアオイやコマクサに会いに、8合目の冷たい水を

求めて、登りたいと思う。 

 雪化粧が始まると私の岩手山は冬休みです。 

 

                     No.２６８ 熊谷久美子 

 

■□ 表紙の言葉 □■ 
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