カタクリパトロール2021
自自然保護委員会では毎年4月初旬より約1 ヶ月間、奥多摩御前山で奥多摩では数少ないカタクリの群生地を守る
ために保護柵や看板を設置、またブースを仮設して携帯トイレをPRするため、カタクリパトロールを行っている。
昨年は新型コロナの急拡大により中止を余儀なくされたが、本年は春の訪れが早く奥多摩のカタクリも当たり年と
の予報もあり、例年より1週間早めての実施とした。事実、桜の開花をはじめ新記録続出の春ではあったが、山では
前日の4月9日に降雪もある程の寒の戻りもあり、御前山のカタクリ開花時期は例年並みであった。コロナ禍の収束
設置した看板
が見えない中での再開であることから、今年は多くの人員を要する保護柵の設置やカタクリの分布調査は行わず、初日の10日に専門委員等総勢15名で1．
大ダワ方面、2．湯久保尾根、3．御前山頂～惣岳山頂～体験の森（カラマツの広場から活動の広場およびアセビの広場からヒノキの広場に至る登山道）、
4．惣岳山～大ブナ尾根～サス沢山付近、5．惣岳山～ソーヤの丸デッコおよび巻道～小河内峠～奥多摩湖、6．月夜見駐車場をパトロールし、カタクリ
保護の看板を各所に設置、また定点6カ所で花株調査を行った。残念ながら見事な開花株の多くは防鹿柵内にあり、柵のない斜面はシカが食さないとい
うハシリドコロやコバイケイソウが覆っている。撤収作業は緊急事態宣言下の5月9日、各コース担当を1名に絞り5名で行った。今回、カツラの木から
トチノキ広場に向かう山道で、シカと思われる食痕のあるハシリドコロを数多く発見。御前山でも有害植物を食べる程にシカの食圧が高まっているのか。
また例年より密にあった開花を待つ大きな片葉のカタクリの行く末も心配なことから、この情報を環境省等関係機関に連絡、善後策をお願いして今年の
カタパトを締め括った。近年奥多摩の山岳でも見受けられるシカと思われる有害植物の食痕について、今後も特に注視していきたい。撤収作業は緊急事
態宣言下の5月9日、各コース担当を1名に絞り5名で行った。今回、カツラの木からトチノキ広場に向かう山道で、シカと思われる食痕のあハシリドコ
ロを数多く発見。御前山でも有害植物を食べる程にシカの食圧が高まっているのか。また例年より密にあった開花を待つ大きな片葉のカタクリの行く末も
心配なことから、この情報を環境省等関係機関に連絡、善後策をお願いして今年のカタパトを締め括った。近年奥多摩の山岳でも見受けられるシカと思わ
れる有害植物の食痕について、今後も特に注視していきたい。
自然保護委員会 小高令子

昭和山岳会

天気に恵ま

れた剱岳で

〜 加盟山岳会紹介・会員番号7 〜

当会は「より高く、より困難を」をスローガンとする岩と雪を中心としたアルパインクライミングの会です。創立は1938
（昭和13）年、現在は会員個々の志向に合わせた個人山行が中心で、ゴールデンウイークや夏休み、年末年始には合宿山行
を実施し、アルパインクライミングから縦走登山、沢登り、バックカントリースキー、雪稜、アイスクライミングまで幅
広く活動しています。戦前から戦後にかけては谷川岳周辺の登攀や集中山行、さらに北アルプスや南アルプスの全山縦走
や地域研究など、独創的な山行を行なってきました。なかでも昭和47年ごろから約10年、集中して取り組んできた黒部
周辺の地域研究には、当時在籍した多くの会員が参加し、厳冬期の黒部に足跡を残しています。以前は周年記念山行とし
て海外登山も行なっており、60周年はエベレスト登山を実施、成功させています。
当会はアルパインクライミングを主体とした山岳会ですが、単純にグレードの高さを求めるのではなく、独自
の視点で興味深い山行を見いだし、極めていくものでした。特に、冬季の豪雪地帯の山行は昭和山岳会の持ち
味のひとつであったと思います。平成20年代前半に実施していた、高瀬ダム周辺での地域研究は、記録のほ
ぼ見られない未知な尾根を積雪期・残雪期にひとつずつ登っていく、積雪期を得意とする伝統を受け継ぐもの
でもありました。
現在は実働の会員数も減少し、昨年はコロナの影響で山行も少なかったですが、会員どうしで和気あいあいと、
充実した山行を実施しています。昨年末は霞沢岳西尾根の合宿山行を行なうこともできました。会全体で取り
組む山行が思うように実施できないのが現状ではありますが、魅力的な山行を続けていきたいと思っています。
西野

都民山の会

淑子
岳西尾根山行

昨年末に実施した霞沢

〜加 盟山岳会 紹 介・会員番号439 〜

当会は昭和 62 年 (1987 年 )、東京都山岳連盟の下部組
織として誕生しました。創立時の会員数は 200 名で会長
は都岳連の会長が兼務し二代続きました。平成 5 年 (1993
年 )11 月 14 日、都岳連からの「独立総会」を岩殿山で
開催し「独り立ち」いたしました。初代会長は

渋谷千

秋（日本山岳協会・事務局長）、12 年後の平成 17 年 (2005
年 ) に長谷川正が会長に就任しました。昭和 7 年 (1932 年 )
生まれの 89 歳は、都岳連では最高齢現役会長です。
◇都民山の会の活動◇

都民山の会の有志・令和3年4月10日・五日市ジオパークにて

（１）会の運営は毎月の役員会で事業を具体化。4 月には総会山行を行います。
（２）会員は現在 30 名。高齢化が進み、山行クラス（Ａ～Ｄ）にＳ（ショート＆スロー）を導入して、会員が
安全に楽しく参加できる活動にしています。
（３）ホームページ作成会の歴史、活動を伝えるＨＰは、「都民山の会」と検索ですぐに出て来ます。
（４）会員は山岳保険に全員加入します。
◇都民山の会「過去・現在・未来」◇
＊未組織登山者の安全確保という都岳連の具体的実践から始まり、5 年ごとの海外山行、アルプスの縦走、スキー
合宿など、岩と雪を除く多様な山行を実践しました。
＊ 2021 年度もコロナに抗して、月 2 回「北ア、近郊の山々、郊外の自然・都市公園散歩」迄、高齢者も参加
できる様々な活動を行っています。
＊最高齢現役の会長は、69 歳で「はせつね最高齢完走」！！ 「富士山高齢登拝」は今も継続、一位（93 歳越）
を目指します。名物会長を見に来ませんか。★今年の総会は五日市のジオ「ビリ窪沢」に行ってまいりました。
都民山の会会長

長谷川

正

年に四回、都岳連通信の企画、編集、入稿作業をしていますが、このコロナ禍
ですっかりＷｅｂ会議とＷｅｂ編集が定着してしまいました。昨年の通信二号
のときは、 「“ウイルスとの共存」の時代に沿ったスタイルで活動することが
必 須 と な っ た の か も 知 れ ま せ ん。 と
” 書いておりましたが、あれから一年、本
当にその時代が来たと実感しております。
今回もすべてＷｅｂ上で発行まで作業しましたが、違和感なく作業が出来てお
ります。でも対面作業が不要となっても人との繋がりが要らないなんて、そん
なに単純ではないですよね。来年の通信二号の編集のときはコロナ禍も収束し
て、以前のような作業形態に戻したいです。さて東京は緊急事態宣言が二回延
長されて、都岳連の活動もままならない状態が続いておりますが、そのなか「第
七 回 ス ポ ー ツ ク ラ イ ミ ン グ 東 京 選 手 権 大 会 」 が 開 催 さ れ た こ と は、 う れ し い
ニュースです。ワクチン接種が全国民に行き渡って、はやく都岳連の活動が全
面再開されるのを望んでいます。
出版委員会 星野恒行

編集後記

の夏合宿

写真：山岳写真ASA 星野恒行

新しい体制

公益社団法人東京都山岳連盟

会長

松本

敏

この都岳連通信が皆様のお手元に届くころは梅雨が明け、真夏の太陽が照りつけていることと思います。本来なら、夏山に
思いをはせるころですが、残念ながらコロナ禍により心から登山を楽しむのにはもう少しの時間が必要な状況です。
さて、私は 5 月 25 日の第 9 回通常総会で公益化後第 5 期理事として信任され、また、その後の理事会で会長に選任され
ました。第 4 期に引き続き再任となり、今後 2 年間皆様のご支援を頂きながら都岳連のかじ取りをして参ります。何卒、
よろしくお願い申し上げます。なお、第 5 期理事・監事は、10 名中 3 名が女性理事、監事 2 名中 1 名が女性です。国から
示されているガバナンスコードにあと 1 歩迄迫っております。また、個人会員も前期に引き続き 1 名が理事となっています。
コロナ禍のみならず変化の激しい時代であり、多様なニーズに対応することが求められる時代です。役員一同心を合わせて、
新しい発想で前例にとらわれない運営をして参る所存ですので、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
前期を振り返れば、新型コロナ感染症対策に追われた日々でした。都岳連の 70 年の歴史の中での最大の危機、存続の危機と役員全体
で共通認識し、感染症対策と事業の推進のバランスを取りながらの運営でした。事業収入の大幅な減収を見越し、可能な事業はやり遂
げ、たとえ固定費であっても縮減を図り、また、国や東京都の支援策を活用することで赤字幅の縮小を図りました。しばらくはコロナ
禍との戦いが続きます。障がい者やファミリー層、自然志向の若者たちに焦点を当てた教室、また、感染が広まっていない地域でのエ
リア限定のイベントなど新しい発想での事業の展開を構想するつもりです。皆様のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。ご支
援を謹んでお願い申し上げます。

第9回通常総会を開催しました
第9回通常総会は昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
「通常総会の議決を書面によって行う」こととし、オンライ
ンで事前説明会、総会（書面の議決結果報告）、総会結果報告会を行いました。事前説明会は5月18日に開催し、廣川副会長・専務理事か
ら事業報告についての説明があり、決算について中嶋副会長・財務部長代理から、監査結果について猪狩監事から報告がありました。また、
5月25日に書面による総会の議決結果報告を行いました。第1号議案については 正会員数156名の過半数、79名のところ98名の委任状を
含む賛成を得られ承認されました。第2号議案の役員改選につきましては、理事は立候補数10名、監事2名の全員が承認され
ました。今回、理事に3名、監事に1名が女性メンバーとなり、新しい動きとなっております。
新役員メンバーは下記のとおり。
会長 松本 敏（東京恋峰倶楽部）再任
副会長 中嶋 正治（好山会）再任
副会長・専務理事 廣川 健太郎（クラブアルパインテクノロジー）再任
理事・事務局長 長田 佐恵子（かもしか隊）新任
理事 栗田 季慎子（東久留米市山岳連盟）再任
理事 本郷 利夫（個人会員）再任

おくたま登山学校

～歴史登山を楽しむ

理事
理事
理事
理事
監事
監事

切嶋 良（東京ヤングクライマーズクラブ）再任
原 誠一郎（東京ハセツネクラブ）再任
桜井 進（登高会嵓）新任
藤田 智子（アルプス灯会）新任
猪狩 ノブ（U ー TAN CLUB）再任
中野 永一（むさしの山の会）新任

秩父多摩甲斐国立公園の魅力〜

東京、埼玉、長野、山梨の一都三県にまたがるエリアに大自然が残る広大な森があります。人里近くにはスギなどの植林はあるものの、森の奥へ行けば
行くほどブナやミズナラなどの巨木が現れ、神秘的な雰囲気に包まれます。標高を上げて行けばコメツガ・シラビソなどの香り高い木々になり、森の奥
深さを実感するのが秩父多摩甲斐国立公園です。都心からも近く、アクセスも便利なことから関東周辺の方々にはおなじみの場所。最近では人気アニメ
の影響もあり、地元の方々が登山口などに緑と黒のチェック柄の旗を立てて盛り上がっています。国立公園内の登山道には古いお地蔵様や馬頭観音が残っ
ていたり、草木で覆われた古い石垣や建物らしき残骸などに時々遭遇します。調べてみるとその場所が古道や旧街道であ
ることがほとんどです。奥多摩から大菩薩峠を越えて山梨に行く甲州古街道、秩父から雁坂峠を越えて山梨に行く秩父往還、
信州から十文字峠を越えて秩父に行く信州往還などが有名で今でも歩くことが可能です。そんな古道に残された馬頭観音
などには建立年号が刻まれていることが多く、それを読み解くと当時の状況が浮かんできます。例えば、”安政”と刻まれ
ていれば ｢150年ぐらい前だからペルーが浦賀に来た頃だな・・。｣ とうなずき、”享保”だと ｢300年前だから吉宗(暴れ
ん坊将軍)の時代だな・・。｣ などと時代背景が推測できます。普通に古道を歩いているだけでも ｢荷物を背負った農民や髷(ま
げ)をしたお侍さんもこの道を歩いたのかな？｣ とか、｢ここは山賊が出たのかな？｣ と想像ができて、いつもとは違う登山
になります。登山といえばピークハントが主流ですが、古の人の思いを想像しながら古道を歩く歴史登山も良いものです。
歴史登山を目的に秩父多摩甲斐国立公園内を歩いてみてはどうでしょうか。きっと新しい登山スタイルになること間違いあ
りません。
おくたま登山学校委員会スタッフ 佐藤勝秀

―やっぱり「山岳会の仲間」っていいですよね

第7回スポーツクライミング東京選手権大会報告

久保田賢次の

～ 参加選手: ボルダリング: 81名、リード:72名 スタッフ:約55名（2日間）～

四方山話

4月10日(土) ～ 11日(日)に、葛飾区の水元公園・東金町運動場スポーツクライミング
センターにて、第7回スポーツクライミング東京選手権大会(TSC2021)を開催しまし
た。昨年の施設新設時に合わせて開催予定だった本大会でしたが、新型コロナウイル

成年男子表彰式

スの影響により中止。1年越しに本施設で都岳連が主催する初の大会となりました。半屋外施設の

40 年ぶりにいただいた封書 ―「山」のご縁はありがたいものです。

ため天候が不安材料でしたが、競技中は初夏を思わせるような晴天に恵まれ、無事に大会を終える

おかげさまで、この連載も９回目となりました。感染下で人に会
うこともままならない世の中で、こうして紙面を通じて皆様に語
りかけることを許されている自分を幸せに感じます。そいいえば、
最近は会議もオンライン一辺倒、伝達手段もメールなどが中心に
なり、相手の都合を考えると電話をかけることさえも逡巡してし
まいますね。やはり「昔はよかった…」と素直に想ってしまうの
です。新しい様式、イノベーションや改革の流れに乗れない者は
ダメだという声も聞こえてきそうですが、私はそれで充分です。
そういえば、まだ酒宴の後にカラオケなどで盛り上がることがで
きた時代、私の十八番は河島英五さんの「時代おくれ」でした。
つい先日も、「昔はよかった」と思える出来事がありました。少し
ずつ断捨離も進めなければと、山岳書や資料で満杯になった書棚
を整理していたら、ある手書きの冊子が出てきたのです。
「こんわ
会ニュース」と私の筆跡で題字が記されたこの冊子（1983 年９月
発行）は、当時参加させていただいていた「平和と登山のあり方
懇話会」が、呼びかけのために発行したものでした。その頃、運
よく憧れの山と渓谷社に入社できたばかりの私は、夢見ていた『山
と渓谷』編集部への配属まではかなわず、広告営業の仕事に就い
ていましたが、「山人脈」を増やし、いざ編集部に異動できたとき
に備えようと、夜は様々な山の集いに参加させていただくことが
楽しみでした。懇話会との出会いも『山と渓谷』の催し物コーナー
で見つけたものでしたが、「どんな人が集っているのだろう」と、
会場の水道橋の会議室の重い扉を緊張して開けた瞬間を懐かしく
思いだします。「登山者も戦争や平和について無関心ではいられな
い」と、色んな分野の講師の方をお招きしての勉強会に参加させ
てもらいました。懐かしく冊子を読み終えて、玄関の郵便受けを

ことができました。運営面では、感染症対策としてコロナ禍でのJMSCAの先行大会と同様に、スタッ
フ・選手へ大会前後2週間の健康チェックを実施。また、三密防止対策や手指消毒の徹底、ビレイヤー
のフェイスシールド着用などを行いました。競技面では、東京都のレベルは例年非常に高く、特に
成年女子リード種目は全員が日本代表経験者という顔ぶれ。それに合わせて、今大会はルートセッ
ターも、リード種目でチーフを務めた松島暁人氏を始め、国内外の主要大会で活躍する顔ぶれが揃
いました。競技は非常に難易度の高いルートで行われ、選手も高いパフォーマンスを発揮していま
した。また、コロナ禍において大会機会が減少してしまった中で、選手の競技中の生き生きとした
姿と、久しぶりに顔を合わせるスタッフ同士の笑顔も印象的な大会でした。大会運営も試行錯誤が
続きますが、SC局の経験豊富なスタッフに支えられ、一人の体調不良の報告もなく、無事に終える

リード成

年女子

平野選手

ことができました。本大会の開催にあたって多大なるご理解とご協力をいただいた松本会長
はじめ役員の皆様、会場施設、ご参加いただいた選手、スタッフの皆様に深くお礼申し上げ
ます。
大会の結果は特設サイト(https://www.sport-climbing.tokyo/)
大会の写真がSC局Facebookページ(https://m.facebook.com/
TokyoSportClimbing/?locale2=ja_JP)に掲載されておりますのでぜひご覧ください。
S C局・競技運営委員会 副委員長

（その9）

TSC2021 テクニカル・デリゲイト 大沼広夢
受付風景

驟雨(しゅうう)の思い出
春も深まった一日、私の所属する山岳会と、懇意にしている茨城県の日立山岳会との合同山行が行われた。目的の山は、茨城県の

開いた瞬間、なんと、その懇話会でご一緒だったＮさんから
の封書が届いていたのです。20 代の出会いから 40 年の歳月
が流れていました。さっそく開封してみると、中身は大阪府
勤労者山岳連盟が創立 50 周年を記念して刊行した『事故防
止は仲間の知恵で』という事例集でした。私が山岳遭難防止
の勉強をしたり、そうした活動に取り組んでいることを知っ
て送ってくれたのでしょうか。日本山岳会の名簿から私の住
所をたどって下さったことも知り、なお一層うれしくなりま
した。しみじみとご縁のありがたみを感じます。思えばこの
連載も都岳連関係の皆様にお世話になって来たお蔭で書かせ
ていただいているものです。やはり、リアルなお付き合いが
あったからこそ、今の時代でも繋がれているということです
よね。思えば、世の中は様々に激変しました。しかし私は時
代遅れのまま終わりたい。そのほうが幸せな
のかも知れないと思うこの頃です。
大阪府勤労者山岳連盟
https://owaf.aikotoba.jp/
コロナ下でもあり、事例集の注文の取
扱いは現在、労山内のみのようです。
（くぼたけんじ）1958 年茨城県筑波山麓生まれ。
徒登行山岳会会員。東京都山岳連盟救助隊所属。
筑波大学山岳科学学位プログラム終了。日本山岳
救助機構研究主幹、AUTHENTIC JAPAN（ココヘ
リ）アドバイザー、日本山岳文化学会常務理事、
日本環境ジャーナリストの会理事、山の日アンバ
サダーなど。

と

』（左）
の知恵で
止は仲間
『事故防
」（右）』
ス
ー
ュ
会ニ
「こんわ

栄蔵室(えいぞうむろ)だったかと思う。その下山中の話である。
日中暖かく、ルンルン気分で下山し、登山道が終わって砂利道の林道に出た。あとはマイクロバスまで残り30分くらい歩くだけだ。

介

優待施設紹

その時だった。サーッと涼しい風が吹き抜けた。歩いて火照っている身体にはラッキーだったが、その後続けざまに涼しい風が断
続的に吹いた。(これはおかしい)と私は思った。空を見上げれば、白濁して霞がかかったようだ。青空は見えていない。これは、小
規模な寒冷前線あるいは局地的なセルによる驟雨の前兆だと判断した。この雨の特徴は、突然にどっと降り出し、短時間で降りやむ。
特に短時間で止むような雨がにわか雨である。
「皆さーん、雨が来ますよー。急いでくださーい」 と私は叫んだ。「えー ?

（徳島県・1955m）

日本百名山「剣山」の頂上直下にある山小屋
剣山頂上ヒュッテは1955（昭和30）
年、
徳島県美馬郡木屋平村
（現・美馬市）
の新居熊太が開いた山小屋です。

本当かー ?」と私の言を信じない年配会員が言った。

剣山の標高は1955ｍ。標高と同じ年に開設されたことは不思議な縁かもしれません。その後何度か拡張・

「絶対降りますよー」と私は繰り返し叫び、林道を走り出した。皆も、それにつられて走り出した。すでに、パラパラと雨粒が落ち

改修を行い、約100人を収容できる現在の姿となりました。剣山の山容は、
「剣」文字からは想像がで

てきている。これも予兆だ。林道T字路の待機スペースにマイクロバスは待っていた。バスに全員が乗り込んで数分もたたずに雨は

きないほどなだらかです。山名の由来は、壇ノ浦の戦いで敗れた平家・安徳天皇が密かに生き延び、三

土砂降りとなった。バスのワイパーが効かないくらいだ。「よくわかったねー。すごいねー」口を開けば、いつも人をけなしてばか

種の神器の一つである宝剣を納めたことからきたなどとされています。かの深田久弥も「その広々とし

りいる口の悪い年配会員が、今回ばかりは感服したように言った。「あったりめえよ。これが東京都山岳連盟の気象委員の実力って

た原は、昼寝を誘われるようなのんびりとした気持ちのいい所であった」と記しています。現在では、

もんよ」と、私は言い放った。気分はちょっと鼻高々。その後、口の悪い会員は、私に対しては、減らず口をたたかなくなった。

百名山登山の方に加え、
「日本で最も暗い場所」の一つとして天体愛好家の方も多く訪れる山になって

これは一例です。気象委員会では、観天望気はもとより、気象遭難をなくすために様々な活動や研修・勉強会をしています。楽し

います。剣山にお越しの際は、ぜひ当ヒュッテにお立ち寄りください。細心の注意で感染対策を行い、

みながら勉強でき、それが身に着くと有意義なこと請け合いです。興味のある方はいろいろな講座がありますから、是非お申込み

１１月下旬まで営業しています。

ください。

気象委員会

真島類治

全国優待施設案内
宿泊施設
北海道 十勝岳凌雲閣
奥多摩 三条の湯・駒鳥山荘
奥秩父 雲取山荘
富士山 トモエ館富士山八号目・三ツ峠山荘
谷川岳 やど千秋庵・谷川岳肩の小屋・旅館 永楽

浅間 天狗温泉 浅間山荘・嬬恋の宿あいさい
尾瀬 尾瀬小屋・山ノ鼻小屋・燧小屋
那須 三斗小屋温泉大黒屋
六日町 柾廣館
丹沢
蛭ケ岳山荘・みやま山荘
八ヶ岳 蓼科山頂ヒュッテ・赤岳展望荘・ヒュッ

東北

石山山荘・夏沢鉱泉・オーレン小屋・ペンション さ

八幡平高原ホテル ・アルブ天元台・ハイランドホテ

妙高
長野

●

荘・土合山の家

旅館たにがわ

焼き走り国際交流村・ペンションあるぺじ
お・酸ヶ湯温泉・飯豊山荘・八幡平マウンテンホテル・
ル山荘 ・八甲田山荘・奥の湯 森吉山荘・国民宿舎 竜
山荘・元湯甲子温泉 旅館大黒屋・飯豊山荘

南会津 茅葺屋根の民宿「離騒館」
日光 日光澤温泉・スパ ビレッジ カマヤ・

奥日光小西ホテル

テ夏沢・八ヶ岳山荘・美濃戸山荘・硫黄岳山荘・根
んどりよん
滝の湯・ホテル花文
御嶽山たかの湯・Royal Hotel 長野

南ア
北ア

北岳肩ノ小屋・山彦荘・赤石温泉

雷鳥荘・みくりが池温泉・ひがくの湯・岩岳
の湯・明神館・太郎平小屋・薬師沢小屋・高天原山
荘・スゴ乗越小屋・雷鳥沢ヒュッテ・ロッジ立山連峰・
中房温泉・殺生ヒュッテ・Royal Hotel 長野

鳥取 ホテル大山しろがね・皆生温泉 三井別館
伊吹山 ペンションいぶき
徳島 剣山頂上ヒュッテ
鹿児島 アクティブリゾーツ霧島
福岡 アクティブリゾーツ福岡八幡

● 登山用具販売店
神田

さかいやスポーツ

クライミングジム
葛西
●

ロックランズ

西東京市
GIRI .GIRI

