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事 務 局 

お月見山行のご案内です。 

◎期 日 10月26日(土)～27日(日) 

◎場 所 七飯岳(26日)と江差の八幡岳・笹山・元山の三山(27日) 

◎集合時間及び場所 26日の12：00 

    函館新道(無料高速道)の七飯本町ICから出て、十字路から山側に入った道路脇。 

◎日 程 26日・・12：30出発、七飯岳を2時間30分で往復、下山後江差町へ。温泉入浴後 

           宿へ、18：00より懇親会。 

       27日・・宿を7：0０出発、三山を4時間で縦走、12：00頃に解散。 

◎宿泊先 ふじや旅館 桧山郡江差町愛宕町1  TEL（ 01395）2－0115 

◎必要経費 宿泊費¥4725(1泊夕食のみ)と温泉入浴料¥300を合わせて¥5025 

◎その他用意すべき物 27日の朝食と昼食、洗面用具、行動食、水筒、秋山日帰り装備、    

               26日夜の飲み物をお持ち下さい。 

◎申込み先 片岡次雄 TEL  0138‐52‐5848  携帯 080‐1891‐3801 

                mail  sbpmm820@ybb.ne.jp  

※昨年同様、札幌発のバス希望者が15名ほど集まりましたらチャーターする予定でおります   

 （交通費は別途）。バス希望の方は合わせて連絡願います。 

◎締 切 10月5日（土）  

支部山行 お月見山行のご案内      担当：海川敏雄  

○実施日  9月18日（水）～19日（木） 

○行動 18日15：00までに西別小屋集合（又はテント）泊 

      19日6：00小屋出発→8：00西別岳頂上→9：30摩周岳頂上→10：30下山開始→ 

         12：00西別岳→13：00登山完了 

○食料 18日（夜）ジンギスカン・うどん・おにぎり・乾杯用ビール 

      19日（朝）カレー・スープ・ご飯 （昼）各自用意  

○装備 夏山装備（防虫対策） 

 ※参加される方は氏名・住所・携帯・生年月日・車両Noをご記入ください。 

○申し込み 9月10日までに大崎 勝子宛てFAX・Maiｌ願います。 

 TEL・FAX 0155-37-3834    Mail  kachiko@f1octv.ne.jp   

支部研修：第3回,第4回岩登研修のお知らせ 事業担当：京極紘一 

○第三回研修 9月11日（水） 申込締切は 9月7日まで 

○第四回研修 10月9日（水） 申込締切は10月4日まで 

いずれも小樽赤岩にて行いますが、募集は10人程度で、赤岩峠に9：00集合とします。 

講師は、メインコーチが沼崎勝洋、アシスタントは京極紘一、高谷和奈です。用具のうちクライミ

ングロープは講師が用意しますが、個人が身につけるハーネス、ヘルメット、クライミングシュー

ズ、ＡＴＣ、スリング、ヌンチャク等は各自で用意してください。 

○研修内容 基礎編は１～２回目の研修で終えていますのでロープ捌きや中級ルートの登攀、 

         そして下降などのレベルに応じたクライミングを行います。 

◎申込みは 植田惇慈企画委員長までお願いいたします。 

   ＴＥＬ:011‐711‐7106  ＦＡＸ：011‐731-1456  Mail ｊ-ueda@rinyu.jp  

支部山行 西別岳～摩周岳のご案内      担当：大崎勝子  

mailto:sbpmm820@ybb.ne.jp
mailto:kachiko@f1octv.ne.jp
mailto:J-ueda@rinyu.jp
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日本百名山【幌尻岳】の中腹にある幌尻山荘では、登山者排泄物による山岳環境汚染が判明しました。そこで登山者が

できる範囲で汚染物質の除去を進めるには、排泄物の人力運搬しかないという判断から、日高山脈ファンクラブでは2005年

に北海道初となる幌尻山荘トイレ排泄物人力運搬事業を実施し、昨年までの8年間で延べ291名のボランティアのご協力に

より3,596ｋｇもの排泄物を運搬してきました。                                                   

今年も日高山脈幌尻岳山岳環境保全協議会が主催し、日高山脈ファンクラブが主管して人力によるトイレ排泄物運搬作

業を下記の通り行います。また例年開催しています命の泉、幌尻岳山頂、七つ沼カール、トッタベツ岳の清掃登山もあわせ

て実施します。 

① 期 日 9月21日（土）～23日（月・祝）2泊3日   ※9月23日のみ参加の方も募集します。 

※排泄物、ゴミ運搬のため取水ダムまで特別に車両乗入をします。 

※第3回の宿泊は幌尻山荘、毛布借用により寝袋は必要ありません。 

② 主 催  日高山脈幌尻岳山岳環境保全協議会 

③ 主 管  日高山脈ファンクラブ 

④ 後 援  北海道日高振興局 日高北部森林管理署 平取町 平取町山岳会（予定） 

⑤ 定 員  20名＋日帰り参加のみ20名 

※幌尻登山経験者、または同等の山歩き、沢歩き、さらには山中での宿泊経験をお待ちの方が対象 

⑥ 集合時間・場所  

9月21日（土）9：00日高総合支所 9：30振内山の駅集合出発   

※9月23日（月）のみの参加者 5：30日高総合支所 6：00振内山の駅集合出発 

⑦ 活動内容  

 ・登山口仮設トイレ清掃。山荘トイレ汲取・密閉。担ぎ下ろし下山。 

 ・上記に加え、2日目は夏道周辺、命の泉、山頂周辺、七つ沼カール清掃と焚き火跡の確認。歩行時間は最低10時間。 

⑧ 持ち物 

昼食・行動食・非常食・雨具・着替え・防寒着・沢靴・ザック（一斗缶を収納できるもの）、または背負子・他必要と思うもの 

※ファンクラブ備品として背負子が20個あります。必要な方は事務局へご連絡願います。 

※共同装備として1日目夕食から3日目昼食までの食糧・ゴミ袋・ゴム手袋・一斗缶を分担運搬していただきます。 

⑨ 参加費  無料（平取町山岳会の支援により参加費はいただきません）。 

⑩ 申込方法  

郵便番号・住所・氏名・電話番号・生年月日・年齢・血液型・緊急連絡先（名前・電話番号）を明記の上、         

ハガキ・FAX・メールで事務局へ、9月17日（火）までに申し込み願います。 

なお事務局の高橋は、仕事のため9月12日から16日まで道外出張しております。 

日高山脈ファンクラブ事務局 高橋 健（〒055-2301 北海道日高町本町東２） 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ01457-6-3630  mail taken@pop21.odn.ne.jp 

会協力公益事業:2013年幌尻山荘排泄物人力運搬事業開催  

25年度、日本山岳会自然保護全国集会は、7月6日～7日

富山県立山国際ホテルで全国から22支部自然保護委員、

一般会員含め100名の参加で開催されました。 

 12:30から各支部の活動状況が発表され、全国的に盗掘

は少なくなりましたがシカによる自然破壊が多く特に農作物

の食害、高山植物踏みつけ、樹木の芽、皮の食い荒しが報

告されました。 

 14:00から節田副会長の挨拶がありました。続いて、富山

支部飯田肇氏の「立山連峰の積雪と氷河」基調講演があ

り、昨年弥陀ケ原がラムサール条約に登録湿地に認定され

又、これまで日本に存在しないと言われていた現役の氷河

が立山連峰に発見されたことが発表されました。 

 氷河は気候の監視者と言われており世界中で観測され、

過去の気候の情報を記憶しています。立山連峰の氷河も詳

しく調べていくことで、古い環境の復元に役立つものと思われ

ます。世界中の氷河が温暖化により急速に縮小しています

が日本に氷河あることで世界の氷河と比較することが可能

になりました。氷河は貴重な資源で、ヨーロッパアルプスで

は代表的な観光資源になっています。 

 分科会では各地の湿原は温暖化、その他の原因で乾燥

化が進み失われていく中、手を加えるのが自然保護なの

か永遠の課題であると発表されました。 

 7月7日はフィールドスタデイ。弥陀ケ原散策、室堂平散

策、立山カルデラ砂防博物館と立山博物館の3コースに

分かれて行われ、私は、弥陀ケ原コースに参加しました。

早朝からの大雨の中ケーブルカーとバスを乗り継ぎ、弥陀

ケ原湿原に着きましが、雨と霧の中雪渓が多くミズバショウ

がわずかに咲いていました。雨が激しくなり15分ぐらいで引

き返し解散、雄大な湿原を見られずとても残念でした。 

 

日本山岳会自然保護全国集会 参加報告                   文：武田一生 

mailto:taken@pop21.odn.ne.jp
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 7月10日(水) 憧れのイドンナップ新冠富士定例山行に勇

躍参加した。あいにく愚図ついた天気が続いていたが、小樽

から銭亀さん、琴似で神埜さん、輪厚ICで鈴木さんと一緒に

新冠ダムの長い林道を走る。札内橋からは途中浅い沢を3

度渡り、車がズリ落ちそうな急坂を下ってやっと札内沢のテン

場co480に15:05到着。1時間遅れで植田さんが到着。出張

帰りにも拘らず参加していただいた。 

早速晴天祈願祭を行う。食担兼任の神埜さんが味付きジ

ンギスカンを手際よく用意する。鈴木さんから、10年前奥さん

と札内橋からイドンナップ本峰を日帰り往復した経験談を伺

う。取付きが前と相当違っているらしい。 

11日(木) 晴 3:30起床。テン場を5:05出発。沢沿いの林

道をたどりco530から沢に入る。co590から沢を離れ、東斜

面をよじ登りco630で林道に出る。 

 売山の東側を南にトラバースし林道終点のコルに到着

(co790、6:00)。アップダウンの激しい尾根道をたどり

(co1,096、7:45)急峻な岩場に出る。ロープを頼りに慎重に

進む。ようやく歩きやすくなったと喜んだのも束の間、

(co1,280、8:50)から(co1,480、10:30)まで2kmに及ぶ長い

長い笹の南斜面のトラバースが続く。傾斜した道の上に笹が

寝ている。何度も滑り落ちるし誠に歩きにくい。殊に帰りの疲

れた足にはたまったものではない。また急坂を登り尾根に出

る(co1,550、11:05)。 

 11:35漸くにして頂上(・1,667)に立つ。日高山脈の展望台

の名に恥じぬ絶景だ。山頂からは、日高幌尻、ナメワッカ、カ

ムエク、ヤオロ、1839、ペテガリ、神威、夕張、芦別などの眺

望を楽しむことができた。 

 イドンナップのピークが間近に見えるが、往復4時間の這松

漕ぎでは足がすくむ。向かいの斜面に鶴の雪渓が残っている

のが印象的だ。それにしても花が少ない。恐らく1,400ｍから

1,550ｍまでの稜線を避けて新ルートでトラバースしてきたの

は高山植物の保護が目的だろうと鈴木さんが予想する。昔は

もっと稜線沿いを歩いたらしい。 

12:00下山開始。16:45全員無事テン場到着。（往路6:30、

復路4:45） 天気に恵まれ、コースの殆どが樹林帯の中でも

暑い山行となった。テントを撤収し17:10出発。レコードの湯に

入り汗と疲れを取り帰路に就いた。  

 輪厚IC 22:00、小樽23:00。長く充実した一日であった。 

鈴木貞信さんのコメント 

 登山口が10年前と変わり札内橋から2㎞車で入れた。

co480の林道から登山開始。 

co1400から1550尾根までトラバースの新しいルートになっ

た。（高山植物保護の為か？） 

ダニは前回(6月上旬)より少ない。花も約30種類と前回よりも

少し少ない。 

参加者：ＣＬ神埜和之、ＳＬ一鐵巌、植田惇慈、鈴木貞信、

銭亀三佐子              

新冠富士山頂で記念撮影 

新冠冨士からの山々：カムエクなど 

北海道内山岳団体交流事業のお知らせ 

 2013年北海道山岳団体交流会は10月3日に実施されます。当支部事務局からも参加いたします。 

 次号の支部通信にて報告内容・交流の様子を掲載いたします。 

新規会員のご案内 

 

   新入会員    杉本拓子   （会員番号15360） 

            大平美津子 （会友番号  114）             

                        藤原千恵    （会友番号  115） 

                        杉本裕美    （会友番号  116） 

支部山行：新冠富士 山行報告               文：一鐵 巌  写真：鈴木 貞信  

会員動向のご案内 
 

 １．分水嶺寄付金 ２３集会 代表 新妻 徹 10,000円  

  ２．自然児学校寄付金              鈴木 幹  3,000円 



Page 4 日本山岳会北海道支部通信 

支部山行：ニペソツ山夏道班 山行報告 上段文：成田ひろ子 写真：成田寛  下段：文；神埜和之 

 「天狗平に辿り着くと、眼前に天に向かって突き出るかのよ

うな頂上が見えた。これがニペソツの頂上か・・・やった！今

日はラッキーだ！」リーダーの神埜さんが、この場所から見る

ニペソツが一番かっこいいとお話しされた。近くにいた石田さ

んが、「北海道の山で一番本州の山の形に似ているかな。」

とお話しされた。疲れてもう止めたいと思っていたのに、まだ

遠い頂上がとてもかっこよく、やっぱり登りたくなってしまった。 

 8月7日8日の2日間の予定で計画されていた「ニペソツ山

行」に同行させていただいた。 

 8月7日10:00八木沼さん、鈴木さん、成田寛、ひろ子の4

名で成田宅を出発。旭川周りのルートで行った。昼食は、上

川ラーメン「しばやま」。ごまみそラーメンが一番人気と書いて

あったので、素直に従った。暑い日の熱いラーメンを汗かきな

がらいただいた。三国峠から尖った山が見えた。運転中の夫

が「あれがニペソツだ。」という。運転は大丈夫か？急カーブ

の道を下りながらニペソツを眺めた。大きな山だな！まっすぐ

幌加温泉に向かう。既に同行させていただく方々は到着され

ていた。沢登りをされる方は13名、尾根を行く人は7名で、合

計20名であった。リーダーの神埜さんらの計らいで旅館をとっ

て頂いたということで、お陰で雨にもあたらず、畳の上でおいし

い夕食を食べ、きれいなお湯の温泉に入り、さらに畳の上で

ゆっくりと寝ることができて、感謝の気持ちでいっぱいだ。 

 翌朝は、3:00起床4:00朝食おいしいうどんと力餅をごちそう

になった。4:30出発で5:10登山口からのスタートになった。先

頭は成田寛、「ゆっくり登りましょう」の多数意見に押されてか

助けられてか・・・自分も何とか一緒に登ることができた。深い

深い樹林を黙々と登ること４時間30分、やっとやっと天狗平

に出ることができた。「ここから2時間。どうかな。」みんなの体

調を気遣って神埜さんが声をかけて下さった。「行けるところ

まで行こう。」と意見がまとまり、いざ出発。みんなの頂上を目

指す意気込みが伝わってきた。 

 12:00、頂上が目前に迫った時、「初登頂の人が先にどう

ぞ」と言う。お言葉に甘えて、鈴木さんと私が先頭に立たせて

もらった。12：05頂上到着。やった！リーダーの神埜さんをは

じめ、同行して頂いた石田さん、島田さん、鈴木さん、夫など

みんなと握手した。一人では来られない。みんなのおかげで

登れた。感謝の気持ちがこみ上げた。 

 もう少しこの感動を味わっていたい・・・しかし、もう遅い・・・

「さあ、おりるよ。」の神埜さんの声で現実にもどり、ただひたす

ら山を下った。長い下りを終えたのは17：10。出発してから12

時間がたって無事下山。ニペソツ山ありがとう！同行して頂い

たみなさんありがとう！2013年のよい思い出ができました！  

    

参加者：神埜和之、八木沼陽子、島田靖子、成田寛、成

田ひろ子、石田栄子、鈴木町子（ＮＨＫ登山教室受講生）  

  支部通信7月号に山行企画を載せるべく、内容を作成し

た。「登山口テント泊、食事付」と。これは6月中旬の事であっ

た。8月2日深夜、沢班・鈴木貞信さんから電話「沢ルート下

見しました。前天狗まで6時間です。それよりも、20名のテン

ト、食事、トイレ…雨の想定…。何か良い方策は…」。神埜

「私もどうしようかと…。幌加温泉・鹿の谷旅館（自炊）に聞き

ます。例え半分でも確保できれば、残りはテント泊でも。食事

場所、トイレの問題も…」。4日鹿の谷旅館の返事「混んでい

るので、1階6畳の双間続きしかない。寝袋持参のゴロ寝

で…、廊下にはみ出し寝…なら。」正に「天の声」すぐ予約し、

鈴木さんに連絡。これで一安心。 

 7日、参加者18名になった事もあり、鹿の谷の女将さんに

「何と御礼の言葉を…」と思い旅館に入ると、「他のお客さん

を相部屋にしたので、2階6畳の3部屋も使いなさい。」いやは

や、大感激、大感謝。「いい女将さんです」17：00ＪＡＣ旗の

下、ジンギスカン鍋4基、ビール、酒、ワインが並び「晴天祈願

祭」始まる。鹿の谷旅館の温泉話、山の話に夢中な人、鈴木

町子さんに山の楽しさを語る人、アルコールも進み、あっと言

う間の3時間であった。 

 8日、5：00、十六の沢登山口で沢班11名、夏道班7名の

合同記念写真を撮り、5：10沢班の入渓を見送り、夏道班は

丸太を渡り、急登の尾根に歩みを進めた。少しの泥濘と倒木

をくぐりを繰り返し、ひたすら登りに耐え、ふと振り返ると「おっぱ

い山」が、その美形を示し、元気を与えてくれた。岩場7：30

着。小休止15分で腹こしらえ。ニペソツ山の雄姿が、乗越し

からその全貌をみせる前天狗着は9：40であった。曇り空で

あったが、その雄姿を見て「やっぱりいいね」の声。沢班・鈴木

さんにメール「八木沼さん、前天狗で待機、沢班と一緒に下

山」を確認。前天狗から天狗平、そして頂上へ続くルートを見

て鈴木町子さんの目は、「絶対に登ります」と光っていた。天

狗平10：20、あと1㎞の標識で11：00、頂上へ12：05着。ＪＡ

Ｃ旗と一緒に写真を撮る。 

 山頂は曇りで遠望はできず、雨の心配もあり12：20下山開

始。あと1㎞標識の近くで雨。カッパの上下を着込み天狗平ま

で凌いだ。雨も上がり、やれやれの思いで前天狗14：05着。

振り返るとニペソツ山はガスの中。「またおいで」と山の声が聞

こえた。岩場15：30、「おっぱい山」を眺め、登山口17：00着

であった。成田車で待機の八木沼さんに迎えられ（沢班は下

山し帰路へ）、「やった…やった…」の歓喜であった。 

 沢班との合同企画も成功し、標高年2013年／2013ｍニペ

ソツ山登頂も達成できた。18名の力・意志が結集した山行で

あった。    
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沢登り研修会：ニペソツ山 十六の沢 山行報告      文：橋本 一郎  写真：鈴木 貞信   

ソツ山を望むことが出来、皆さん感激。沢から稜線に達する

に6時間を要した。あとは、長い、長い夏道を辿るだけ。入渓

地点への帰着所要、9時間10分。メンバーは健脚で予想時

間を下回り完登した。女性皆さんのザックから、旨い物が現

れ、配分された食料で気力、体力を貰った。ハム、カマボコ、

トマト、ミカン、プラム、ブドウ、夏場の果物でさわやかな力を得

た。天候は午後、雨の予報で、天候とのかけ足。皆さんの体

力に感じ入る。 下山後、16：30頃、上士幌で１時間90ｍｍ

の豪雨に襲われた。路上の排水が追いつず、車は川水を浴

びながらの走行状態。ワイパーは非力。山よりも、恐怖を感じ

た。 

○参加者  

ＣＬ鈴木貞信、ＳＬ植田拓史、助田梨枝子、大畑博子、     

  常本良一、橋本一郎 

ＣＬ京極紘一、ＳＬ植田惇慈、一鐵 巌、銭亀三佐子、 

  今田美知子  

実施日・コース 

 8月8日、十六の沢 登山口から十六の沢川に入渓し、前

天狗へ到る。帰路は夏道を下る。  

行動時間 

5：10十勝三股、十六の沢 登山口、十六の沢川に入渓 

6：00 小滝、落差2ｍ   

6：40要塞の滝 標高1220ｍ  

7：30シャワーの滝 標高1300ｍ   

8：20標高1440ｍ 

10：00幌加コース合流   

11：00稜線   

11：15前天狗 

11：45前天狗夏道下山  

14：20十勝三股十六の沢 登山口 帰着 

行動記録  

 前日、幌加温泉鹿の谷に宿泊。素泊まり、自炊、各自寝

袋、温泉はカルシウム、鉄鉱、ナトリウム。露天風呂は硫黄

と変化に富んでいる。建物は湯で蒸されている。室内は暑

い、暖房完備の有様。汗、汗で人も蒸される。 

 朝5：10十勝三ツ股夏道登山口の十六の沢川から入渓。

2班に分かれ、各Ｓリーダー、Ｋリーダーが率いて１１人が行

動する。水量は多くはない。膝下で足りる。倒木が目につく。

淀みには、魚影、イワナだろう。歩程１時間標高1110mで2

ｍの滝、左岸を楽に乗り越える。Ｋリーダーは「滝として認知

しない」と言っていた。 

 この先40分の歩程で落差50ｍ位の滝、要塞の滝と称し

た。標高1220ｍ地点、これは右岸を高巻く。沢に戻るとき、

ロープを出したいところだ。数人は倒木を頼りに沢に下りた。

滝の上から20ｍ程の滑床が続き、安定して滑らない。 

 次は落差30ｍくらいの滝、スジのように流れるシャワーの

滝。標高1300ｍ、左岸を高巻くが、流れに近いので、不安

定なトラバースだ。終点は注意して乗り越す。滝の上に出

る。続くコケ沢は滑る。要注意。本流は、二股を左へつめ

る。標高1390ｍ。 

 1440ｍから雪渓。沢靴から夏靴に替えて、アイゼンを使

用。ほぼ直登で高度を稼ぐ。湿った柔らかな地面はふきの

とう、やがては紫、薄赤、鮮やかなエゾコザクラやキバナノコ

マノツメなど、春の装いだ。軽快な登りはここまで、雪渓は

1620mで消失、アイゼンを外し、暑い夏山の登りが始まる。

標高1630ｍから登り過ぎないことが無難だ。 

 草地を左側にコースをとり、薮に突入する。南方向へトラ

バース気味にルートをとり、カール地形の草地へ下る。薮は

10ｍもなかったかな。幌加コースと合流する。前方、東側

はゴロゴロの岩場、岩場は行き過ぎだ。Ｓリーダーのルート選

択は的確、鮮やかだった。涸れ沢標高1630ｍの先、ルート

の取りようにより、薮、ハイマツに行く手を阻まれる。Ｋリー

ダーの読図とルートファインディングの結果が優れていた。 

 合流した幌加コースは急斜面で標識テープと、消耗した

残置ロープがあった。お花畑、ハイマツ帯、急斜面を辿り前

天狗へ、十六の沢夏道コースに合流した。前天狗からニペ

参加者集合写真 要塞の滝 

参加者集合写真 前天狗平 
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支部山行：オプタテシケ山 山行報告          文：植田惇慈 写真：植田惇慈、西山泰正   

 8月17日（土）大雨・雷注意報発令中の悪天候のなか、雨

天時の食事スペースを考えて林正克リーダーが予約してくれ

た、美瑛自然の村キャンプ場のバンガローへ三々五々全員

が集合しました。車中より美瑛岳からオプタテシケの山容と裾

野の広がりを見通すことができそのスケールの大きさに感動

しました。 

 夕食は林リーダーから素晴らしくバランスのとれたメニュー

の数々を提供していただきました。下ごしらえのご準備もさる

ことながら当日の調理の手際の良さにはみなさん感嘆しきり

でした。スペアリブ、魚介のパエリア、ナスとチーズのミートソー

スホイル焼き、トマトとモッツレラチーズサラダ、ブルスケッタ、

ゴーヤチャンプル、焼豚の炙り焼き、シシカバブ、ポテトのホイ

ル焼き、マンゴーのムースほか、12品目のキャンプ場での食

事とは思えない超豪華料理に舌鼓をうちました。お酒の量も

進んだのはいうまでもありません。 

 18日（日）早朝、強風ではあるが幸いにして雨は降ってい

ず、行けるところまでという林リーダーの指示で森林帯の登山

口をスタートしたのが5時でした。天然公園あたりで残念なが

ら雨脚が強くなりました。幸いこの地点ではまだそれほど風に

当たらず、オプタテシケや美瑛富士が時折眼前にその雄姿

を見せることもあり、美瑛富士避難小屋を目指しました。 

 小屋が近づくにつれ風雨が強まり、水無川源頭付近ではさ

らに強まってきました。石垣山稜線が暴風雨状態であるだろ

うことは容易に想像でき美瑛富士避難小屋で下山を判断、

風雨に濡れた体をしばし休めました。帰りの登山道は濁流状

態となり慎重に足場を確保しながらの下山でした。 

 下山後青空が広がってきたのは何とも皮肉な巡り合わせと

思いました。入浴場所も＠￥200と格安な場所を確保してい

ただき、林正克リーダーにはオプタテシケの日帰り下見も含め

て何から何までお世話になりました。 

 厚くお礼申し上げます、ありがとうございました。 

 

美瑛富士避難小屋まで登り 3時間40分 下り 2時間30分 

 

◎参加者 

Ｌ林正克 ＳＬ植田惇慈 西山泰正、片岡次雄 増子麗子、

大畑博子、一鐡巌、銭亀三佐子、杉浦良文        

トマトとモッツレラチーズサラダ他 

 8月31日、小雨が降る中、ロイトン札幌にて北海道支部夏

季交流会と踏査完了間近のオホーツク分水嶺報告会を実

施いたしました。会場には41名の会員・会友が集まり、16:30

に報告会が支部長の挨拶のあと、京極さんからプロローグが

語られ始まります。 

 報告会は長谷川さんが今年3月に実施した津別峠～・691

の分水嶺距離24.8㎞、植田さんは東岳～ルサ乗越の

9.1㎞、京極さんからはウィ―ヌプリ～知床岬までの6.8㎞の

山行を報告。行ってみたいと思わせる魅力あるポイントもあれ

ば、知床特有の風雪の苦労話などを織り交ぜ、1時間の予定

を30分押し、交流会へと続きます。 

 交流会では滝本前支部長による乾杯のあと、当号にも掲載

されています50周年の計画案、海外登山案などを随所にち

りばめながら、宴が進んでゆきます。淺利さんからは会のため

に活用くださいと未使用の冬靴を寄贈頂きました。新規会員

の挨拶ではなぜか異常な盛り上がりでした。 

 2013年の夏季交流会も内容盛りだくさんの中、無事に終え

ました。 

◎ 参 加 者 ： 芳 賀 孝 郎、高澤 光 雄、新妻  徹、滝本 幸 夫   

長谷川雄助、安田成男、亀井秀子、板垣  望、森下雅幸 

植田惇慈、藤内英夫、日下部賢治、花島徳夫、芳賀淳子 

京極紘一、三戸部清文、神埜和之,八木橋貞美,八木沼陽子

西山泰正、樋口みな子、鈴木貞信、堅田政孝、神原照子、

芳村宗雄、武田一生、一鐵  巌、齋藤勝宏、平田健三、  

竹内正明、銭亀三佐子、岡田秀二、工藤嘉高、成田 寛、 

今田美知子、藤木俊三、杉本拓子、石田栄子、鈴木 幹、 

淺利真理、杉本裕美 

魚介のパエリア 

前夜祭 集合写真 

夏季交流会・オホーツク分水嶺報告会 実施報告                  文：工藤嘉高 
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第14回日本山岳会北海道支部自然児学校報告     文：樋口 みな子  写真：岡田秀二 

取りゲームに盛り上がりました。全員で「もえろやもえろ」「ビ

リーブ」などの歌、花火大会とたくさんのカリキュラムを楽しみ

ました。 

 28日は最終日。毎年継承されてきたパン作り。材料をビ

ニールに入れて、外からもむだけ。単純だけど、もみ方が十

分でないと美味しいパンは焼けません。柳にまきつけてこんが

り焼くと、お店で買うパンとは一味違い、野趣に富んで美味し

い。私も家族へのお土産に持ち帰りました。 

 盛りだくさんの自然児学校に、子どもたちは心から満足し、

帰る頃にはすっかりたくましく成長していました。 

 私は2年ぶりの自然児学校の参加でしたが、多くの子どもた

ちに自然児学校を体験させてあげたい、特に福島の子どもた

ちに自然の中で思いっきり遊ばせたいと思いました。北海道

支部がやれる支援もあるのではと思います。 

 早くから準備に奔走されたスタッフの皆さんに感謝します。  

7月26日～28日、 日高町の国立日高青少年自然の

家、からまつキャンプ場で１４回目の自然児学校が開かれ

ました。中学生2人、小学生7人。スタッフは21人。講師は6

人です。26日、バスで札幌駅を出発し、目的地に着くと開

校式が開かれ、西山支部長と岡田校長が「元気いっぱい、

自然に触れて山やツリークライミングを楽しもう」と挨拶。ＪＡ

Ｃの会旗が自然児たちの手で掲げられました。昼食後、ス

タッフの力も借りながらテント設営し、3日間の自然児学校

がスタートしました。 

早速、新冠の梁田信廣講師、松本健講師らの指導で、

子どもたちはツリークライミングに挑戦しました。毎年、人気

のあるカリキュラムですが、今回は参加人数が少ないため3

回以上も、高い木に登れて満足したようです。どの子もたく

ましく輝いていました。夕食はジンギスカンです。子どもも大

人も完食。大勢で食べると美味しいね。空き缶ご飯の準備

を終えると、樋口澄生講師による星座観測でしたが、あいに

くの曇り空。満天の星に恵まれず残念でしたが、講師が用

意した夏の星座表で勉強をしたり、天体望遠鏡を触って観

測の仕方を学びました 

 27日は北日高岳登山です。午後から天候が崩れるという

予報のため、出発を少し早め、登山口9:00でした。なみだ

の滝やサンゴの滝には立ち寄らず、先を急ぎます。深い

木々の間を登り急に視界が開けると頂上11:00でした。ス

キー場リフトは取り壊され、山頂付近の景観はすっかり変

わっていましたが、子どもたちは一人もばてることなく元気

いっぱい。眼下に日高の街並みを眺めながら、給食班が準

備してくれたおにぎりで昼食。その後、元スキー場の急斜面

を転ばないように気をつけながら下山。駐車場では、子ども

たちにスタッフが準備したアイスキャンデーが待っていまし

た。 

 キャンプ場につくと、毎年盛りあがるスイカ割りです。数人

のスタッフも加わり2つの班に分かれて、熱戦が繰り広げら

れました。まったく違う方向に進む姿に、爆笑する子どもた

ちはすっかり打ち解けたようです。ゲームの後のスイカが格

別美味しい。遊んだ後は翌日のパン作りに使う柳の木を探

しに出かけました。夕食はカレーライス。記録の整理を終え

ると、最大のハイライト、キャンプファイヤーです。 

 火の神に感謝をささげようと、白い衣装に身を包んだ女神

が下手から登場。火の神さまから火をいただき点火すると

子どもたち、スタッフから一斉に拍手が送られました。 

 生活班スタッフによる、クイズ形式のちょっと頭を使う椅子

机上講習会の模様 
３００名山プロジェクト 締め切りのご連絡                               担当：工藤嘉高 

 8月は天候に恵まれず、日々の山行も延期を強いられる事

が多かったのではないでしょうか。 

 300名山プロジェクトの取材時期も大詰めに入ってきている

ことと思われます。既に寄稿していただいております方もい

らっしゃいますが、原稿の北海道支部における一時集約を右

記日程で実施してゆきたく思います。 

 お忙しい中とは存じますが、ご担当者様におかれましてはご

協力のほど、よろしくお願いいたします。   

 【今後のスケジュール】 

 ◎一時集約  ：10月15日  

 ◎本部提出  ：10月31日  

 ◎写真の送稿：11月30日          

大人気！ツリークライミング 

北日高岳山頂で記念写真 
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 大塚武第5代支部長が、1983年8月神威岳で遭難死さ

れ、今年は没後30年を迎える。 

 ご遺族を招き現地追悼行事を実施することとして、北海道

支部のメンバーと長男の大塚謙一会友と協議を重ね、当

初、8月15日(木)神威岳登山、16日(金)レリーフ前での追

悼行事、17日(土)下山の計画で、支部通信により参加者を

募った。今年の8月は、全国各地で異常気象が続き、北海

道も前線の影響で道南地方に大雨被害が出ているなど不

安定な予報の中で、元浦川林道の落石通行危険の情報も

あって、日程を16日札幌発、レリーフ往復、17日帰札と変

更した。 16日早朝、現地に先行していた大庭さんから林道

の落石を除いたのでバスも通行可能との情報が入り、安堵し

て札幌を出発した。林道では3か所ほど土砂が流れ出るよう

な場所があったが、無事通過、バスを山荘に横付けすること

ができた。 昼食をそこそこにレリーフに向かって出発。最初

の渡渉を飛び石伝いに渡り、丸太渡りは滑るので渡渉。時

折小雨に当ったが覆いかぶさる笹をかき分け、渡渉を繰り

返しレリーフに向かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、レリーフまで推定3、40分を残す午後3時40分、雨

脚が強くなり進行速度も落ちてきたため、レリーフまでの往復

時間を勘案し、大塚さんの同意を得てリーダー判断で現時

点で引き返すこととした。 

 17：00雨の上がった神威山荘前広場に段ボール箱に白

布を敷き、遺影に好物の羊羹や果物を供え、立派な花束

を添えて祭壇を設置した。樋口会員の司会で、新妻元支

部長の弔辞、茶色のポンチョをまとった高澤さんが経文を

唱え、大塚さんから遺族の焼香が始まり、遙か神威岳に

向かって手を合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18：00、山荘には一人の先客がいたがお断りして食事会

を開催し、当時の思い出話で新旧の会員は大塚元支部

長を偲んだ。 

 夜半、屋根に叩きつける激しい雨が襲ってきた。林道の

崩壊、落石の危険を避けるため急遽、深夜2:50、山荘を

出発し帰路についた。  

◎参加者 17名 

遺族 大塚謙一、大塚武裕、小倉正彦、小倉明子、    

小倉泰彦、小倉俊彦 

支部 芳賀孝郎、新妻徹、高澤光雄、長谷川雄助、  

亀井秀子、日下部賢治、樋口みな子、今田美知子、  

常本良一 

会友 大庭保夫、大庭太洋子（石川支部）  

レリーフを訪ねる神威岳追悼登山  実施報告                 文・写真：長谷川雄助 

会員樋口みな子、銀河通信発刊25周年イベントの開催 

 

 8月10日（土）、りんゆうホールにて日本山岳会会員：樋口さん 銀河

通信発刊25周年記念パーティを有志が集まり実施されました。 

 1988年に執筆活動を始めて今年で25年、現在178号まで書き続け

ており、多くの方に配信しております。 

 当会より芳賀孝郎、淳子夫妻、高澤光雄、植田惇慈副支部長、京極

紘一が参加し、北海道労働者山岳連盟、中央労働者山岳連盟など一

緒に山を登った方々と一つの節目を祝いました。         

会員動向のお知らせ 

支部通信93号から総会での決定行事事項以外で常任委員会の承認を得た行事・会員動向について、告知・結

果報告の記事を掲載する『会員・会友の動向のお知らせ』コーナーを設けます。情報お待ちしております。 
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会員動向のお知らせ 

支部間交流：北九州支部・アルパインスケッチクラブ交流会 実施報告             文：工藤嘉高 

 6月30日(金)、既に大雪山系を回ってきた芳賀さん達が同

行するアルパインスケッチクラブとこれから北海道の山々を

楽しむ北九州支部の合同懇親会が開かれた。北海道支部

からも多くのメンバーが多く集まり、会場は熱気で包まれた。 

 メンバー紹介では、アルパインスケッチクラブの方々が今回

の山行で描いた作品を披露していただく。新しい作品が紹介

されるたびに感嘆の声が響き渡る。これらがわずか10～15

分で創出されているとは…凄いという他ない。作品の内容は

ゴンドラ終着点からみた黒岳、美瑛からみた十勝連峰、どれ

も味があり、目をつぶると情景がイメージできるものばかりだ。

北海道支部の作品に一枚だけ藻岩山があったが・・・この山

行中、いつ描いたものだろうか（笑） 

 北九州支部の方々は以前にも来道されており、鈴木さん・

平田さん達とは数年ぶりの再開である。北九州支部の関口さ

んのテンポよいトークに合わせ会員紹介される。伊藤支部長

は日本板画院、西日本版画協会、一等三角点研究会など

の会員として活躍されており、造詣の深さを感じる。 

 宴の終盤には、新妻さんや高澤さんの歌が会場に響き渡

り、みんなを巻き込み、その声は次第に笑い声へと変わりク

ロージングとなる。 

 翌日、北九州支部の方々はアポイ岳を経たのち、北九州の

会友になっている長谷川、助田と田島、三戸部、鈴木、常本

の皆さんと阿寒富士を登る。その後、田島さんの案内で十勝

の大平原の中にある一等三角点を訪ねるなど北海道ならで

はの旅を楽しんで離道した。 

 東京・九州・北海道の山に関わらず、再び会える日が楽し

みである。 

◎北九州支部：伊藤久次郎,原 広美,濱松禮子,高畠拓生  

関口興洋 

◎アルパインスケッチクラブ：田中清介,芳野菊子,臼田毅弘,

田中正雄,川  朋子,高橋てる子,小出和子,菅沼満子,        

小林 忍,長澤 登,冨樫信樹,川村利子,都崎修男,秋山典彦,

橋本久子 

◎北海道支部：芳賀孝郎,高澤光雄,新妻 徹,長谷川雄助  

石井忠雅、沼崎勝洋、森下雅幸、藤野和男、川原勝利、 

芳賀淳子,三戸部清文,西山泰正,樋口みな子,鈴木貞信、 

齋藤勝宏、金子由美子、平田健三、竹内正明、岡田秀二、

工藤嘉高、成田寛、杉本拓子、東 一男       （合計43名） 

支部間交流：JAC-YOUTH交流報告                              文・写真：工藤嘉高 

 7月13日～15日(月)、本部ユース担当の永田氏をはじめ

合計9名が来道し、北海道支部メンバー（途中合流を含め11

名）と雨竜沼湿原、十勝岳～美瑛岳、旭岳を楽しんだ。  

 この3日間の天気はこれ以上ないであろう快晴に恵まれる。

初日は雨竜沼湿原。現地ガイドの外山陽一さんは千歳から

のバス～山行中の間、ず～っとお付き合い頂き湿原の生い

立ち、現在の状況など、魅力を余すことなくお話頂く。北海道

の方でもなかなか味わうことのできない贅沢な山行であろう。 

 2日目は今もなお活動を続ける十勝岳。大正火口の強い

硫黄臭を嗅ぎながら鉄鉱石のような赤茶けた砂礫を踏みし

め登る。平ヶ岳～鋸岳～美瑛岳と歩みを進めるにつれ変わ

る風景と一面に広がるお花畑、武田さんは特に思い出に残る

であろうポンピ沢での雪渓渡りなど、約10時間の山行。 

 みんなの口数が徐々に減っていくが、その疲れを飛ばす助

田さんからのスイカの差し入れは最高のプレゼントになった。 

その日は会員の神林さんの白樺荘で疲れをいやした。  

 最終日は旭岳。6:15、穏やかな天候の中、200名を超える

であろう登山客と一緒に山頂に登る。昨日登った山々を時折

ながめ、橋本さんのゆる～いトークにいつの間にか山頂へ。こ

こでは西山さんからカットメロンが差し入れがあった。360°の

大展望のなか、のどを通りぬけるメロンの味に皆目尻が垂れ

ていた。山頂で上がった歓声は大雪のすばらしさに上がった

ものかメロンに上がったものかはわからない… 

 その後、2手に分かれ裾合平で合流することになるが、チー

ム西山は裏旭で200ｍを超える雪渓を尻すべり！中岳温泉

で足の疲れを癒し、滑落停止・グリセードの講習を受けながら

周回コースを楽しんだ。気温が上がるとともに雪渓の上ではガ

スが濃くなり、そのガスが上昇気流に運ばれ山頂で雲が形成

されてゆく様子を見ながら歩みを急がせる。 

 13:00無事、下山。三笠宮殿下御一家が休息所に使った

湧駒荘で温泉につかり、帰路についた。思い起こすと中身に

濃い3日間であった。   

◎参加者：支部：西山 泰 正、助田梨 枝子、武田一 生、      

岡田秀二、工藤嘉高、橋本一郎、田中清子、岡田智子、 

松隈秀雄、大谷基子  

ユ ー ス ： 永 田 弘 太 郎、佐 藤 守、佐 藤 英 子、中 山 茂 樹、      

小山智弘、関野友子、有岡純子、横山昇平、井上由樹子 

 

 

   

旭岳山頂で記念撮影 
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  会行事：ビーコン操作講習会と雪崩講習会のお知らせ         事業担当：芳村宗雄 
 

  ビーコン操作講習会      日時;平成25年12月13日(金) 10：00～12：00 

○場所；中島公園スポーツセンター前敷地（地下鉄幌平橋駅下車）なるべく公共交通機関利用のこと 

○募集；15人で締切；11月29日(金)植田雪崩研修委員長まで、初心者対象及び二つの埋没ビーコンの捜索方法 

○講師；;芳村宗雄、植田惇慈、樋口みな子、鈴木貞信、植田拓史、榊原健一 

※各自ビーコン、プローブ、シャベル、スノーソー（できれば）を持参のこと。ビーコンのない方には4台まで貸出します 

  ※今年は雪崩講習会は札幌地区、帯広地区、函館地区で行います。冬山に入られる方は受講してください。 

    今年は二つの発信した埋没ビーコンの捜索方法と救急を重視したコンパニオンレスキューを行います。 

札幌地区雪崩講習会  日時；平成26年2月1日～2月2日(日) 

･机上講習会(テキストを持っていない方はテキスト代1,500円、観察カード200円必要です。) 

○日時；2月1日（土） 13；00～17；45 

○場所；りんゆうホール(札幌市東区北9条東2丁目りんゆう観光３F) 

○講習内容；雪崩発生メカニズム、雪崩危険予知と行動判断、各種テスト方法と観察、コンパニオンレスキューなど 

○講師；NPO法人北海道雪崩研究会から松浦孝之氏、 

      支部講師；芳村宗雄、植田惇慈、樋口みな子、鈴木貞信、植田拓史、榊原健一、工藤嘉高 

・実地講習会 

○日時；2月2日（日）  8：00～15：45 

○場所；藻岩山スキー場横東斜面、車の方はスキー場第3駐車場利用のこと（りんゆう観光事務所集合） 

○講習内容；ビーコン装着、ピットテスト、雪崩に対する危険度判断、ビーコン捜索、コンパニオンレスキューなど 

○募集；20人 ◎締切り；1月17日(金） 

○申込；上記は植田雪崩研修委員長まで  TEL011-711-7106 Fax011-731-1456 Mail j-ueda@rinyu.jp 

帯広・北網地区雪崩講習会    日時；平成26年2月15日～2月16日(日) 

・机上講習会(テキストを持っていない方はテキスト代1,500円、観察カード200円必要です。) 

○日時；2月15日 （土） 13：00～17：40 

○場所；新嵐山荘 

○講習内容；札幌地区と統一 

○講師；植田惇慈 増子麗子、補助；芳村宗雄 

○参加費；宿泊希望の方は6,000円台を予定 1泊2食（飲み物などは各自） 

・実地講習会 

○日時；2月16日(日) 8：00～15：45 

○場所；新嵐山スキー場    講習内容；札幌地区と統一 

○募集15人  ◎締切；1月24日（金） 宿泊希望の有無を明記して申し込んでください。 

○申込；植田雪崩研修委員長まで  TEL011-711-7106 FAX011-731-1456  Mail  j-ueda@rinyu.jp 

函館地区 雪崩講習会    日時；平成26年1月24日～1月25日(土) 

・机上講習会（テキストを持っていない方はテキスト代1,500円、観察カード200円必要です。) 

○日時；1月24日（金） 13：00～17：40 

○場所；北海道立森少年自然の家「ネイパル森 」 

○講習内容；札幌地区と統一 

○講師；鈴木貞信、植田拓史  

○参加費；2,200円(1泊2食） 

 ・実地講習会 

○日時；1月25日（土） 8：00～15：45 

○場所；ネイパルの森周辺 駒ケ岳山麓   講習内容；札幌地区と統一 

○募集；15人  ◎締切；12月13日(金) 氏名、年齢、住所、電話、宿泊希望の有無を明記して申し込んでください。 

○申込；海川敏雄まで  TEL/FAX0138-52-1473、 Mail seariver@smile.ocn.ne.jp 

【雪崩講習会装備】 

 ビーコン、プローブ、シャベル、スノーソー（できれば）、筆記用具、講習会テキスト、観察カード、15倍ルーペ、山ス

キーの装備を持参のこと（シール）、ビーコンのない方は貸し出しますが、冬山に入る方はできるだけご持参ください。 

     実地講習は終日屋外で行います。防寒対策を十分にしておいでください。 

冬山登山参加者へ重要なお知らせ 
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２年後の支部創立50周年記念事業に向けて 

 
北海道支部は1949年3月6日に創立し一時活動停止後(1953～68年 活動停止)1969年7月に活動を再開しまし

た。2007年には雪崩遭難事故で岳友４人を失いましたが二度と事故を起こさないよう御霊にしっかりと誓い

再出発し、2年後の2015年に50周年を迎えます。支部が一丸となって、以下の「事業計画(素案)」を参考にし

て記念事業を実施したく、今後、役割分担を決め企画内容を検討いたしますので、皆さんのご協力をお願い

いたします。 

 

 

公益社団法人 日本山岳会北海道支部創立50周年記念事業計画(素案) 
 

事業計画案 

 ○記念集会の開催 

  (趣旨) 北海道支部の50年に亘る活動を編纂した記念誌「50年の歩み」の発刊報告と2014年5月に完遂 

      する「オホーツク分水嶺踏査(大雪三国山～知床岬)」(踏査報告書作成)の報告とともに、日本  

      山岳会(本部)及び全国31支部等関係者の参集を得て記念集会を開催する。記念集会後は祝賀会   

      を開宴。祝賀会では50周年関連の関連行事等を報告する。  

 

     ・行事内容 ①記念式典②記念誌「50年の歩み」発刊報告③オホーツク分水嶺踏査報告等 

     ・開催日時 ・場所 2015年12月12日(土曜日) ホテルロイトン札幌(場所確保済) 

 

 ○東北･北海道支部交流会の開催 

  (趣旨) 東北6県の各支部との交流会を北海道支部で開催。記念講演とともに紅葉に彩られた道内の山な 

      みを登山する。 

 

     ・行事内容 ・日時(予定) ①記念講演②交流会③日帰り登山会 2015.10.10(土)～11(日)  

     ・会場、登山予定場所、講演会など別途検討  

 

 ○公益事業の実施(「山の日制定」推進活動に呼応した取組～廃道復活＆山のトイレ対策等) 

  (趣旨-廃道復活を事例として) 地元の山岳会、関係機関と協力し廃道登山道の復活。ファミリー登山な 

      ど登山人口の多い札幌近郊の廃道を選定のうえ笹・下草刈り。本事業をきっかけに地元が一体 

      となって登山道の保守管理により道民が山々をこよなく愛し安全登山を実現するとともに、登 

      山の普及を通じ山岳関係者念願の「山の日制定」を加速化する。 

 

     ・事業内容、実施期間等など別途検討 

 

 ○海外登山 

  (趣旨) 北海道支部は大雪三国山から知床岬に至る「オホーツク分水嶺踏査」を2014年3月に完遂する。 

      岬から北方へと続く遥か彼方に夢を馳せ、ロシア極東・カムチャッカ半島の山々を目指して海 

      外登山を行う。 

 

     ・行事内容 ・時期 登山カムチャッカ半島 アバチャ山2740ｍ案）2015年7月～8月頃 

 

 ※プレ海外登山の実施 

  ロシア極東・沿海地方の世界自然遺産に指定されたシホテアニリ山脈南部の最高峰オーブラチュナヤ山  

  (1854ｍ)。タイガと亜熱帯がぶつかる世界的・生物学的に珍しい針葉樹と広葉樹である混交樹の異色な 

  温帯林地帯。ヒグマやヤマネコと南方生息動物(アムールトラ、アムールヒョウ、ツキノワグマ)が生息 

  する希少動物の宝庫でもある。 

   ●人数 10人程度 ●実施時期 2014.8頃 ●日程 5-6日程度 ●経費 30万程度 

   ★参考文献→ロシア語版インターネット情報 www.mir1.ru/gori/gora-oblako.html  

http://www.mir1.ru/gori/gora-oblako.html
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創立50周年記念事業推進体制(案) 敬称略      

 

 

推進組織および構成メンバー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      (＊：2014年中に実施) 

  ○記念集会委員会 

   ～(集会運営企画) 西山泰正支部長 工藤嘉高事務局次長 

    (「50年の歩み」発刊報告) 長谷川雄助  

    (「オホーツク分水嶺踏査」報告) 京極紘一 

    (｢祝賀会｣実行) 支部事務局〈行事企画/1年間の事業報告等〉 

 ○創立50周年実行委員会 

   ・実行委員長～西山泰正支部長 

   ・実務委員～藤木俊三(総括)、植田惇慈、黒川伸一、工藤嘉高 

竹内正明(■予算経理担当) 

   ・諮問委員～長谷川雄助、◇芳賀孝郎、滝本幸夫 (◇顧問) 
 

  ○東北・北海道支部交流会委員会 

     ～藤木俊三事務局長、植田惇慈、神埜和之 

  ○公益事業委員会(「山の日制定」推進活動に呼応した取組) 

     ～西山泰正、渡辺悌二、武田一生 

  ○記念誌刊行委員会 

     ～長谷川雄助、高澤光雄、安田成男 

  ○海外登山委員会 ～植田惇慈、京極紘一 

  ＊プレ海外登山検討～京極紘一、西山泰正 

  ○＊「オホーツク分水嶺踏査」報告書作成委員会 

     ～京極紘一、鈴木貞信 


