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平成十八年度

轄馬岳遭鰹会報告
群馬県山岳連醒

されていたとの監査報告があり︑

ついて︑水野監事から適正に処理

説明が付け加えられた︒これらに

対策基金と辞馬の山基金について

ついては質問に答えて︑遭難防止

かたについて︑星野光会長︑田中

方向性と山岳会の登山活動のあり

れに関連して︑国体山岳競技会の

きではないかとの提言があり︑こ

に予算をかけて力を入れていくべ

心な意見が交わされた︒総会終了

成幸・水野金太郎参与︑八木原因

次に︑平成十八年度事業計画︑

後︑岳連懇親会が催され︑和やか

一括して拍手多数で議案書通り承

長︶・清水邦夫 ︵轄馬県教育委員

同行事一覧表︑また︑平成十八年

な歓談の時が持たれた︒

光

群馬県山岳連盟平成十八年度総

会事務局スポーツ健康課長︶ の両

度収支予算︑同補助金等の内訳に

︽轄馬県山岳連盟参与︾ ︵敬称略︶

会長 星野

会は︑五月二十八日 ︵日︶ 午後六

氏︑そして事務局長の女屋等志氏

ついて女屋事務局長から提案され︑

小林次郎 ︵登商会︶︑石井謙一郎

明・松永幸雄常任理事らにより熱

時から前橋市上毛会館において開

と事務局員の千明政彦氏 ︵ともに

一括審議されて︑これらも議案書

︿伊勢崎︶︑田中成幸︵登商会︶︑渋

認された︒

催された︒

辞馬ミヤマ山岳会︶ の再任が承認

通り承認された︒

今年度総会は︑役員改選期に当

された︒

理事九名︑理事三十九名︑評議員

明氏 ︵鞋馬ミヤマ山岳会︶ 他常任

長︵高体連登山専門部︶︑八木原因

馬ミヤマ山岳会︶︑小林達也副理事

両氏︑そして佐藤光由理事長 ︵醇

峰会︶・水野金太郎︵沼田山岳会︶

の参与︑監事の竹山繁男 ︵酵馬独

次郎氏 ︵群馬登商会︶ ら二十二名

山専門部︶︑中曽根弘文顧問︑小林

会︶︑角田二三男副会長︵高体連登

じめ︑羽野順一副会長 ︵墳町山の

星野光会長 ︵沼田山岳会︶ をは

れ︑拍手多数によって承認された︒

光由理事長によって報告・提案さ

平成十八・十九年度役員案が佐藤

された理事会において推薦された︑

競技力対策事業収支決算書につい

七年度収支決算報告︑同基金調書︑

いて紹介した︒引き続いて平成十

受賞等および後援名義承認等につ

わたって説明を行い︑また︑表彰

事業部・クライミング部の各部に

体部・海外登山部・自然保護部・

部・遭難対策部・登山指導部・国

会議案書に従って︑総務部・編集

告から始まり︑女屋事務局長が総

議案審議は平成十七年度事業報

わって秘書山崎氏が挨拶を行った︒

拶し︑また︑中曽根弘文顧問に代

る登山活動を心かけてほしいと挨

ことが多いが︑自然の中で錬磨す

年クライミングボードが使われる

議事に先立って星野会長が︑近

山岳競技の選手強化︑競技力向上

ととした︒田中成幸参与から国体

があったか︑理事会で協議するこ

堀越利通クライミング部長の提案

を合わせた競技部設立について︑

あった︒国体部とクライミング部

集部福田純一理事から提出依頼が

﹁加盟団体紹介﹂ の原稿について編

また︑﹃山岳ぐんま﹄掲載のための

たことが阿部源理事から報告され︑

角田守副委員長の新体制が発足し

委員長︑久保田一美・高橋守男・

され︑役員改選の結果︑吉田直人

委員会総会が四月二十五日に開催

について要請があり︑また︑指導

て長谷川勇事業部長から応募協力

岳連カレンダーの作品募集につい

その他の議事では︑二〇〇七年

技術の向上のため訓練を行う︒

実施︑救助活動および救助隊の

遭難防止のためのパトロールの

谷川岳を中心とした地域の

一︑遭難防止活動の推進

︽平成十八年度主要事業計画︾

井下隆弘 ︵伊勢崎︶

信︵伊勢崎︶︑牛久保 拓︵伊勢崎︶︑

田︶︑大澤 清 ︵高体連︶︑中澤安

惇田正也 ︵高体連︶︑冨山 真︵太

宗平 ︵桐生︶︑水野金太郎 ︵沼田︶︑

重工︶︑堀口貞夫 ︵登商会︶︑樋口

池澤常平︵青空︶︑加藤藤夫︵富士

五十嵐一夫︵墳︶︑太田忠行︵独峰︶︑

田︶︑吉田茂作︑田中拙僧︵鵬翔︶︑

月岡武久︵星稜︶︑寺島鉄雄︵松井

たり︑去る五月十日 ︵水︶ に開催

三十二名︑更に︑特別会員の須田

て説明が行われたが︑基金調書に

澤真一︵墳︶︑中原正喜︵ミヤマ︶︑

啓美 ︵醇馬県観光局観光国際課

ま

ん
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山
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二︑国民体育大会への参加と選手
登山競争大会を開催する︒
期日 九月二十四日 ︵日︶

会場 武尊山 ︿利根郡川場村︶

強化

第六十一回国体山岳競技関東

平成十八年度 輔馬県民体育大会第二部

山岳競技会報告

少数ながら大変レベルの高い予選

を通過した選手の中でも︑昨年度

の国体選手である富澤太郎氏と一

躍した堀込悟氏との一騎打ち的な

昨年まで少年男子の選手として活

年の関東ブロック予選の選手であ

様相を呈した︒息の詰まるような

勉

四月二十二日 ︵土︶・二十三日

り︑しかも昨年の三枝杯の優勝者

雰囲気の中二人のクライミングを

島

︵目︶ の両目︑少年男子・女子︑成

である︒そのほかの選手も健闘し︑

見守った︒結果は僅差で富澤氏が

川

年男子・女子の国体の県予選が行

今後につながる内容であった︒少

一位となったが︑非常にレベルの

群馬岳連国体部

﹁県民の日﹂ 制定記念事業の

われた︒二十二日は縦走競技が水

年女子は沼田女子高校勢が上位を

高いファイナルとなった︒

八︑第二十二回轄馬県民の日記念

一環として︑一般県民から参加

沢山で︑二十三日はクライミング

占めた中で︑高崎工業高校の ︿た

まとめとして︑二年後の大分大

ブロック大会 ︵栃木県︶ への参

者を募集し︑県民登山大会を開

競技がウォールストリートでそれ

かし︶ 亜美さんが意地の走りを見

会からは縦走競技がなくなり︑リ

事業﹁第二十九回県民登山大会﹂

催する︒

ぞれ実施された︒参加者は少年男

せた︒成年女子では︑初出場の武

ードクライミングとボルダーリン

加と︑﹁にじぎく兵庫国体﹂ ︵兵

期日 十月二十二日 ︵日︶

子が三十六名︑少年女子が九名︑

井早紀さんが一位になり︑今後大

の開催

もに︑各会との交流を深め︑研
会場 沼田市玉原高原︑鹿俣山︑

成年男子が八名︑女子が六名であ

庫県︶ で好成績を目標とする選

修会等を通じて技術の向上︑岳
尼禿山

四︑美化活動等市民運動への参加
指導員会および遭難救助隊が

九︑各種研修会及び講習会の開催

者が多く︑近年︑参加者の減少が

った︒今年は特に少年男子の参加

技が行われた︒少年男子では高崎

続く二十三日はクライミング競

きな戦力となりそうだ︒

競技を中心に国体で優秀な成績を

ら二名となる︒今まで醇馬は縦走

グの二種目となり︑選手も三名か

日山協行事等に参加するとと

各会の交流

三︑日山協主催行事等への参加と

手強化を推進する︒

人としてのモラルの高揚を図る︒

尾瀬のゴミ持ち帰り運動およ

続いていたので喜ばしい傾向であ

収めてきた︒鏑木・松本両氏の活

主管して︑一般会員を対象に登

工業高校の白石裕也君が一位︑同

躍は目を見張るものがあった︒し

び谷川岳等の美化活動等の推進

じく商工の南本憲孝君が二位と高

かし︑残念ながら二人の国体での

山技術講習会を開催し︑併せて

二十二日はまずまずの天候で︑

崎工業高校の活躍が目立った︒少

活躍も来年までとなる︒群馬の国

に協力する︒

男子が先にスタートし︑五分後に

年女子では︑前橋女子高校の長谷

写真カレンダーの制作頒布など

進するため︑平成十九年版山岳

岳連の事業・事務を円滑に推

感させた︒少年男子では渋川高校

あり︑今年も本国体での活躍を予

のの二位鏑木氏もその差は僅差で

らしく︑松本氏が一位になったも

鏑木毅・松本大両氏の走りは素晴

に膨らむ︒また︑成年女子ではウ

東ブロック予選通過の期待が大い

亜里沙さんも経験豊富であり︑関

大いに期待できそうだ︒二位西山

なり︑〝新星現る〟 の感があり今後

川美鈴さんが一年生ながら一位と

題も多い︒とりあえず︑今年の県

関プロの会場をどうするか等々問

どうするか︑そして三年後にくる

やすか︑また︑ジュニアの育成を

ライミングの競技人口をいかに増

ればならない時期にきている︒ク

体強化も今後大きく舵を切らなけ

︒
る

て研修会を開催する︒

女子がスタートした︒成年男子の

の事業を行い︑自主財源を確保

の剣持好司君がトップ︑二位が同

ォールストリートのオーナーであ

予選は無事終了し︑大変中身の濃

指導員の資質の向上を目的とし

﹃山岳ぐんま﹄ の発行を通じ︑

十︑岳連事業収入の確保

す
る
︒

じく渋川高校の青木大輔君︑三位

る柘植氏の奥さん文代さんが初出

いものであった︒是非関プロを通

五︑岳連会報の発行

会員相互の結びつきと啓発を図

利根郡みなかみ町に計画され

が沼田高校の田口修一君であった︒

場し︑縦走競技がなくなる二年後

︒
る

辞馬が生んだ登山家︑山田昇

ている ﹁山岳資料館﹂ に展示す

青木君は昨年関東ブロック予選の
選手であり︑今年もまた期待がで

圧巻は︑成年男子の決勝であった︒

に向けて重要な戦力となるだろう︒

を期待したい︒

過し︑選手たちの本国体での活躍

争大会の開催

七︑第十七回山田昇記念杯登山競

を計画する︒

第十次群馬岳連ヒマラヤ登山

六︑海外登山の実施

および三枝照雄両氏の業績を後

る山岳資料を提供する︒

である体力を競い合い︑登山の

きそうだ︒三位田口君も同様に昨

十一︑山岳資料館資料の提供

世まで伝えるため︑登山の基本

啓蒙︑普及︑発展の一助とする
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うだ︒施設も整備され充実してい

らは結構︑稼働率が高く盛況のよ

ャンプ場がお目見えしたが︑こち

前には榛名富士の北側にオートキ

るのかは与り知らない︒十年ほど

その施設がどれほど活用されてい

辺の施設のことを言うらしいが︑

名湖畔にあるバンガローやその周

ンプ村﹂ の一枚がある︒これは榛

上毛カルタに ﹁登る榛名のキャ

残るのは無理からぬ事かもしれな

財政支出削減の潮流の中では生き

6件だけだったそうな︒それでは

ると昨年度の利用件数はわずかに

ャンプ場である︒聞くところによ

全く一般には認知されていないキ

粗末な水場とトイレがあるだけの︑

奥まった所︑標名山沼ノ原にある︑

麓駅東側︑旅館や土産物屋の更に

ろう︒榛名富士ロープウエーの山

と思い浮かぶ人は数少ないことだ

は⁝⁝辞馬だけ︑とは言い過ぎだ

は備えている︒保有していない県

営キャンプ場を少なくとも一カ所

県を見ても︑まさに ﹁垂涯﹂ の県

を利用する機会が多い︒関東の都

仕事柄︑他県の公営キャンプ場

理由から不十分なのだ︒

験から鑑みて︑他の施設は諸々の

しかし︑これまでの大会運営の経

自然の家のキャンプ場はある︒し

城山はどうか︒前橋市立赤城少年

キャンプ場は実在していない︒赤

表する山岳である谷川岳山麓には

しているが︑その結果︑辞馬を代

維持が難しかったのだろうと推察

豪雪やら厳しい自然条件下で施設

の教育キャンプ場が閉鎖された︒

ろうか︒かつて︑谷川岳マチガ沢

の活動は︑自力で背負い上げた物

保護者の同行しない高校登山部

管された︶ キャンプ場はあるが︒

晴らしい村営 ︵県営から村営に移

尾瀬はどうか︒野反湖には⁝⁚素

光白根山麓︑四阿山麓︑浅間山麓︑

山麓はどうか︑草津白根山麓︑日

どうか︒妙義山麓はどうか︑武尊

かし大沼北岸の県営キャンプ場は

部にとっての ﹁登る榛名のキャン

部の活動には緑がない︒高校登山

定するものではないが︑高校登山

ンプなりの楽しみがあり︑無論否

オートキャンプにはオートキャ

場﹂ は今︑水場もトイレも撤去さ

る︒その ﹁県立大原教育キャンプ

登山大会の主会場となるからであ

三年に一度ではあるが県高校総体

いては︑非常に重要な施設である︒

しかし︑高校登山部の活動にお

それでは高校登山部は片隅へと追

ンシュクを買う羽目になるだろう︒

り︑人目を忍んで用を足してはピ

なければ人目を忍んでテントを張

利用するより他に道はなく︑さも

小屋や旅館︑オートキャンプ場を

にとっては経済的負担の大きい山

ば︑山中で宿泊するには︑高校生

得ない︒それができないのであれ

ではキャンプ場施設に頼らざるを

は訪れるのかもしれないが︑現状

がコンセンサスとなる目がやがて

のがトイレ問題である︒﹁持ち帰り﹂

いる︒しかし︑如何ともしがたい

うべきことが数々あると自負して

パクト︑省エネの手本として見習

ぐわけでもない︒まさにローイン

ち込むはずもなく︑夜遅くまで騒

ち帰る︒発電機や電化製品など持

生ゴミはもちろん︑ゴミは全て持

は使わず食器は紙で拭き取るだけ︒

だけで賄い︑水は汲むだけ︑洗剤

るから︑利用料も高めの設定にな

プ村﹂ とは︑まさに ﹁県立大原教

れ︑植林が計画されているとのこ

○

育キャンプ場﹂ のことであった︒

と︒二年後︑再び榛名山が県高校

ヽ●

その ﹁県立大原教育キャンプ場﹂

総体登山大会の会場として巡って
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っているらしい︒

が今春︑ついに閉鎖されてしまっ

だろうか︒﹁他の施設もあるのでは

来る時︑果たして︑利用できるの

﹁県立大原教育キャンプ場﹂︑と

ないか︒﹂ という声もあるだろう︒

︒
た
いっても﹁ああ︑あそこのことか︒﹂

∴∴「一∴、十：∴ ∴∴∴∴∴ i二塙
関目護国
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いやられ︑やがては排除され︑活

なく受講生の方々も︑大胆かつ華

止の練習も余計な緊張をすること

来期は中級者コースを受けたいと

初級者コースは2回目ですが︑

れ︑認識されつつあるという︒欧

その有効性・有用性が高く評価さ

とする青少年健全育成において︑

から挨拶の後︑初級︵受講者九名︒

午前八時集合︒指導委員会の方々

会場となる谷川岳マチガ沢出合に

四月二十六日に実施されました︒

雪を掘り込んだ支点

④ 確保支点のつくり方

前記の各姿勢からの停止動作

またザックを背負った状態で

更にアイゼンを履いた状況で

にひどくなっていました︒講習会

れている個所があり︑帰りはさら

マチガ沢まで行く途中に︑雪崩

加したいと思います︒

できる事は自習して身に付けて参

えたり︑ロープワーク等︑自宅で

しました︒

動不能に陥ることは明白だ︒

麗な滑落をして︑技術を習得して

思います︒そのためには用語を憶

しかし今︑﹁偉大なる教師﹂ であ

いきました︒

る自然の中での野外活動︑登山活

米においては︑﹁必須科目﹂ として

講師は太田山岳会の久保田氏・武

ピッケルを埋め込んだ支点

平成十八年度雪上技術講習会が

位置づける所もあるとも聞いてい

井氏︑墳町山の会の吉田直人氏︑

ブッシュを埋め込んだ支点

動が︑豊かな人間性を育成しよう

る︒多種多様なスポーツがある中

ミヤマ山岳会の阿部氏︶・中級︵受

スタッフバッグやコンビニの袋

ヽ●︐．ヽ．︐

ヽ．◆︐ヽ．：ヽ●︐

◆●．◆

◆．◆︐置︐；◆

︐．．︐

◆〝．︐．◆；︐

山雪滑りの愉−さを

ヽ．︐

︐．．︐．◆．．◆．◆

より︑そこを通過するほうが緊張

で︑オリンピック種目であるかど

講者六名︒講師はアルパインガイ

を利用した埋め込み支点

午後

うかがその人気の尺度になるケー

ドの田中氏・角田氏︑桐生山岳会

いがコケてもコケても懲りもせ

かけ︑世辞にも上手たァ言えな

いて︑梅雨前までに十日余も出

三月生まれて初めてスキィを履

還暦を迎えたT氏など︑昨年

りもウイスキィ︒

︐ヽ．．︐．◆；︐ヽ●．︐．◆〝了．・．．︐．・〝．︐ヽ〝．︐．・〝．︐．・〝．︐ヽ〝．︐．・．．●．◆．ノー

スが多い︒また︑高額な収入を得

⑤ スダンテインクアックスビレ

はゲレンデで乗るものと思いし

世間で多くの人々はスキーと

ず︑皆に ﹁愉しき﹂ を吹聴する︒

浜の真砂の白きより︑清さま

か︑以前を言いやあそもそもは︑

福田 純一

ばゆさ峰の雪︒その白銀と青空

ゲレンデという︒脚前に覚えの

スリングを使った︵プルージツク・

ある岳兄ならばなおのこと︑練

自然の山で雪滑りが先に在り︑

その愉しさの味わいに上手下

の狭間を滑る愉快さを︑貴方も

手とは無関係︑上手く滑れるこ

習ばかりで終らずにスキィ本来

マッシャーによる︶ 仮固定の方法

とよりも出掛ける我身の幸いと︑

の愉しぎと爽快さを味わいに︑

その手はじめや練習をする処を

山に身を置く爽快を尊ぶ我が仲

知っちゃあ︑みやせんか︒
耐風姿勢︵利き足を伸ばし︑しゃ
がみ込んだ姿勢でピッケルを刺す︶

︵午後三時ころ講習終了︶

感想

深雪・新雪なんのその︑曲がれ

山雪滑りの愉しぎを知ってしま

からは積雪の知らせが届く候︒

今や早や︑そこやかしこの山

ひとつ出掛けちゃみやせんか︒
当日はうず曇りでまずまずでした︒

やしないテクニック︑埋まる雪

ョン︒締まり雪の快適は勿論に

初級者コースは︑講師の方の冗

った者達は︑あそこの山々今如

かねてから天気が心配でしたが︑

間︒味の仕上げはシチュエーシ

⑥一補足

肩ガラミの方法を検証

イにて

の吉田秀樹氏︶ に分かれて講習と
なりました︒以下︑私が受講した

るスター選手を生み出すスポーツ
の人気も依然として高い︒残念な

初級の内容と感想を報告します︒

① 用具の説明

午前

がら登山はオリンピックにはなじ
まないようであるし︑高額収入は
望むべくもない︒だが︑﹁人気﹂と

ピッケル・アイゼン各部の説明
と使用方法

﹁金﹂︑それだけがスポーツの価値
基準ではないはずであり︑まして

つぼ足でキックステップによる︑

② 歩行技術

﹁登山﹂ がその教育的効果において

直登・トラバース・方向転換・下り

や ﹁文化的要素﹂ をも併せ持つ

再認識されてしかるべきだと思う︒

いて実施

次に右の各動作をアイゼンを履

動︑登山活動の場を保障するため

③ 滑落停止技術

その認識の上で︑青少年の野外活

に︑﹁採算性﹂ ではなく﹁未来への

面の抵抗をあてにシュプール一

談を交えた講義で用語もかみ砕い

何にと気になってオチオチ街に

用具なしで抱え込み停止技術

︐．．︐．ヽ．◆

︐；◆

ヽ．：◆●．◆＼

◆

◆

〝 ◆ 〃 ◆ ． ◆ ○ ◆

に狂った奴たあ俺達のことだあ︒

文字︒○級の脚前など眼中にな

投資﹂ として︑﹁山岳群馬﹂ の目指

て説明してくだきり︑とても判り

◆．．︐

◆ ． ◆ − ◆

ゃ馨らせない︒そんな︑白い粉
◆

◆

◆

ヽノ〟ヽ．◆tヽ；

春風そよぐ昼飯にゃ︑スキィよ
−

●

◆

−

ヽ

◆

◆

◆

−

●

〝 ◆ 〃 ◆ − ◆ ● ◆

く︑話題はあの山・あのルート︒

あいの雰囲気でしたので︑滑落停

やすく感じました︒終始和気あい

次にピッケルを使用して

仰向け足から・仰向け頭から

す方向として公営キャンプ場施設

の確保︑拡充を望みたい︒

うつ伏せ足から・同頭から

◆〃

畠
山
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七月二十二日 ︵土︶・二十三日
の二人は同じくらいのポイントで

合六位の成績だ︒その後ルートが

たが︑その先で競技を終えた︒総

も初めのトラバースをうまく越え

だ浅く︑それでも善戦する︒斎藤

手や監督から情報を得

うなったか︑他県の選

を現さない︒結果がど

選手たちがなかなか姿

には情報が入ってこな

ようとするが思うよう

そして競技が行われた︒縦走クラ

い︒やがて︑やっと鞘

変更され男子のオブザベーション︑

イマーの青木は︑まずまずのとこ

馬の選手達が姿を見せ
る︒まずはお疲れ様︒

ろで競技を終える︒続く白石に期

待がかかるが︑やや実力を発揮で

総合四位で一日目の競技を終える︒

三位の東京都との差が僅差なのが

︵日︶ の二日間で国体の関東ブロッ

ク予選が行われた︒選手は︑少年

順位が次第に分かって

控えの選手達が出迎え

翌二十三日 ︵日︶︑梅雨の中休み

くるが︑他県との比較

きずに終る︒総合成績4位︑こち

なのか曇り空で︑気温もそれほど

がどうなのか分からな

悔やまれるが︑翌日の縦走に期待

高くなくまずまずの天気

い︒男子は剣持が2位

男子が剣持好司 ︵渋川高校︶・青

だ︒スタート地点は日光

に入る健闘を見せた︒

る︒それぞれの選手の

市立束中学校︑ゴールは

少年女子は笠原が持病

らも縦走に期待を託す︒

鴫虫山山頂で︑距離は約

のヘルニアが出たがそ

がかかる︒次に成年女子の予選が
行われる︒武井は縦走クライマー

四・八血︑標高差は五二

れでも完走する︒みんなよく頑張

結果は︑成年女子総合成績六位︑

五mの登りだけのコース

子の剣持かいいスタート

少年女子三位タイ ︵ポイント差で

ってくれた︒期待と不安を抱きつ

を切る︒ゴール地点に立

国体出場はならず︶︑少年男子一位

である︒計量が行われ次

ち入ることができないの

で国体出場権をつかむ︒今年は︑

つ閉会式会場へと移動する︒しか

でスタートを見送って競

少年女子の出場枠が3で︑国体出

第に緊張が高まる︒成年

技終了点に移動する︒ゴ

場の期待が高かったのだが︑ほん

しなかなか確実な情報が分からな

ールの山頂からは別ルー

の僅差で涙をのんだ︒しかし各選

女子︑少年男子・女子一

トで各県ごとにまとまっ

手が自分の持てる力を発揮し頑張

いまま閉会式を迎えた︒

て下山するということで︑

頚麗醒睦

走姦

・蚕出

豆一子十i

1．1

ン竺 ．震う季￣翳・

・．．・・ 翳

髪

牽率牽誓詞

【※翻．∴翳i￣￣〝￣￣￣￣一￣￣￣孝孝多寄￣￣ 〝謬綾な謬司

績をおさめてくれるだろう︒

動している︒成年男子と共に好成

た︒少年男子は本国体に向けて始

以上のような形で関プロは終了し

が今後はポイントになるだろう︒

た︒成年女子もクライミングの力

轄馬だけに︑縦走が決め手となっ

クライミングのレベルはやや劣る

走一位を取る快挙を成し遂げた︒

渋川高校の青木・剣持の二人が縦

ロ通過は厳しいと思われていたが︑

ってくれた︒一方少年男子は関プ

一、．−1ニー1−十十十十十i1−1

／

∴完工鸞＿ii￣辛 ＿

i髪

、、・一

懸

露髪髪髪菱憂憂二三萎菱．i＿髪＿）．i。珍、一題霊菱誓言酷馨

二11−1窯 摺一三￣i二誓密参潜一二1−一

組を

斉のスタートだ︒少年男

木大輔 ︵渋川高校︶・白石裕也 ︵高

崎工業高校︶ の三名︑少年女子が
であるが︑クライマーの経験はま

臨一間i

西山亜里沙 ︵沼田女子高校︶・笠

原千裕 ︵沼田女子高校︶・長谷川

美鈴 ︵前橋女子高校︶ の三名︑成

年女子は︑法領田恵・武井早紀・
斎藤きく代の三名である︒

まず二十二日にクライミング競

技が︑今市青少年スポーツセンタ
ーにて行われた︒午前中に少年女

子と成年女子の予選が行われた︒
同じルート設定で︑グレードは11

dくらいであろうか？ 少年女子

がまずオブザベーションを行い︑
競技が始まる︒登り始めが難しく︑

左の壁から右の壁へのトラバース

に苦戦する選手が多い︒轄馬の西

山・長谷川の両選手は︑トラバー
スは難なくこなし︑右の壁のハン
グを越えたあたりで競技を終えた︒

埼玉が一位︑千葉が二位で︑鞘馬

「
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の花の最盛期で︑尾瀬沼から大江
湿原で観察された花は︑ヒオウギ
アヤメ︑ハクサンチドリ︑トキソ

ウ︑サワラン︑オゼヌマアザミ︑
コバボウシなどで︑ニッコウキス

ゲの黄色は鮮やかでした︒また︑

加醒団体紹介

〇六年七月二十三日︑尾瀬の自然

第三回自然植物観察会が︑二〇

ついて斎藤次江氏︑野鳥について

観察会となりました︒特に植物に

なめでしたが︑恵まれた充実した

すと︑そこは夏の尾瀬とは思えな

沢田代のすっきりした所に飛び出

声を聞きながら歩きました︒小淵

林帯では野鳥の種類が多く︑鳴き

る上毛三山をさす﹁三山﹂ であり

赤城山・榛名山・妙義山のいわゆ

創立会長の命名です︒﹁ミヤマ﹂ は

﹁轄馬ミヤマ山岳会﹂ は大隈宏

勢でもあり︑由来でもあります︒

を人生哲学とした大隈の山への姿

﹁山を愛し︑人を愛し︑己を愛す﹂

﹁美山﹂とも書ける︑とするのが

群 馬 ミ ヤ マ 山 岳 会

と植物に関心の深い登山者を集め
は荻原哲也氏 ︵ともに松井田山岳

て開催されました︒一般登山者十
澱懇綴 ∴∴∴∴

会︶ にご説明いただきましたので︑

考えています︒会

ドの活動は︑常々

ン・オールラウン

るオールシーズ

し︑会の方針であ

が現状です︒しか

とどまっているの

週末の個人山行に

の合宿は行えず︑

動は縮小し︑長期

での遭難以降︑活

のダウラギリ東壁

七名︒二〇〇一年

四十名で︑現役は

現在の会員数は

し
た
︒

年︶四月に発足しま

五二年︵昭和二十七

して︑本会は一九

その大隈の基本哲学を基本理念と

大江湿原から小淵沢湿原までの森

・

ますが︑﹁御山﹂とも﹁深山﹂とも

綴綴

い静かなところで︑目の前に日光

五名︑関係役員十名と参加者は少

白根山や周辺の山々がよく見え︑

湿原にはインコウカ︑タテヤマリ

烹

えら ∴∴

享 ∴：

洋一 ￣＼舵

改めて感謝申し

上げたいと思い

ゲなどが辞生して咲いているとて

it肇

頚i潔．

星髪髪

ンドウ︑ヒメシャクナゲ︑ワタス

コースは︑大

もきれいな所でした︒そこで昼食

植物の花が素晴らしかったためか︑

題額 ii縫

∴∴∵∴言∴ i十二i1−

ま
す
︒

清水登山口を午

をとり自然の美しきを満喫してか

ら帰路につきました︒

前七時三十分に
出発し︑一ノ瀬

が雨は降らず︑私たちも少し早足

帰り道は少し雲が出てきました

〜尾瀬沼休憩所

で下山しました︒予定より一時間

休憩所⊥二平峠

〜大江湿原〜小

憩所⊥二平峠〜

苦情もなく終了することができま

半も遅れてしまいましたが︑天候

大清水登山口の

した︒次回はもっとしっかりした

淵沢田代〜大江

ピストンでした

計画を立てて︑より多くの人に参

に恵まれたためか︑それとも高山

が︑楽しい山行

加して頂き︑自然保護への理解を

湿原〜尾瀬沼休

ができたと思っ

更に深められる楽しい山行の開催
を心かけたいと思います︒

ています︒時あ
たかも高山植物
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の会員が頂上に立っています︒行

ナンガバルバット登山隊では三名

し︑二〇〇五年の辞馬県山岳連盟

員の三名が遭難対策救助隊で活動

私たちの山岳会は昭和六年六月

渡辺剛を会長として総勢三十三

から中禅寺湖を踏破し大いに気勢

団を指導し︑四日間かけて尾瀬沼

あった︒また市役所と共催で青年

人を雇って登山するという時代で

られていない谷川岳に地元の案内

義山山塊︑八月には当時あまり知

ンへとなり︑ビザ発給内意まで漕

タンへのライトエクスペディショ

昭和四十七年︑会員の夢はブー

至った︒

員六名を失い︑活動を自粛するに

地獄谷上権現沢での雪崩遭難で会

事は︑秋の裏妙義で行う飯合血祭り︑

人で活動をし始めた︒創立の六月

紹介した︒更に上信国境走破︑積

域の開拓・ルート整備をし世間に

当局と共催という形で定期的に市

をしなから︑地域山岳会として市

それ以来︑通常的な山岳会活動

計画は頓挫してしまった︒

雪期の上越国境や北アルプスで経

民ハイキングを行ってきた︒この

事を実施することで︑多くの人々

験と技術を向上させていった︒特

戦時中はわずかな活動にとどま

に山の楽しみ方や新しい登山技術

ほか当会独自の行事の中にも一般

ったが︑昭和二十二年 ﹁高崎山岳

の指導を地道に繰り返し行い︑平

に丁須の頭の初登撃は高く評価さ

会﹂ に名称を改め︑地域山岳会と

成十四年には社会体育の普及振興

市民の山岳愛好家が参加できる行

して地域住民に正しい登山の啓蒙

に尽力しているということで︑県

会長＝黒川篤︑理事長＝新井邦

啓発と普及・遭難防止を図る役割

この間︑より一層の困難を求め︑

光︑理事＝萩原俊彦︑高田昭︑事

教育委員会の表彰を受けるなどし

挑戦するという﹁アルビニズムの

務局＝阿久津清子 ︵連絡先︑高崎

を自覚し︑講習・講演会︑映画会

考え﹂ のもとに︑先鋭的かつ幅広

市島野町六八〜五一︑電話〇二七

て今日に至っている︒

い登撃登山を四季を通じて行い︑

−三四六−四五八六︶

付から墜落︑昭和四十二年八ヶ岳

一スラブ〜ドーム中央壁終了後革

一ノ倉沢滝沢下部直登ルート〜第

のマチガ沢東南稜︑昭和四十年の

登撃をしるしたが︑昭和三十六年

厳冬期の一ノ倉沢や幕岩周辺の初

などの活動をした︒

れ
た
︒

では角落山を中心とする烏川源流

にもたれた ﹁高崎山岳倶楽部の創

繋翳霧雪 国￣

繋

∴∴
ー＿惑馨
−i翳

岳連行事への参加などです︒

、〉†∴言 摘贈 ∴−て十十 ．千∴∴ 一：ヽ 薯 一二日護 三言恵 や1、 義澄ま 、．さi

ぎつけた矢先︑国王暗殺の政変に

：「∵：鉦

を上げている︒会員各個人の山行

重酷

に神津牧場・荒船山︑七月に裏妙

亭翳 ￣￣そ う、； 畿

立に関する発起人会﹂ に始まる︒

i蜜￣ ÷1

より豊かな山行を実践するため

に︑基礎から自分達で作っている
クラブです︒佐藤理事長宅で月二
回会合を開いています︒

連絡先
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寓屋建設グループ
をもって、21世紀の人間と環境を考える。 総合建設業

〇 寓屋建設株式会社
会
臆
∴∴∴∴∴∴

∴∴：∴∴∴∴∴∴∴∴

紫綬＿

∴∴＿二∵∴∴

∴∴∴∴

∴

∵「

：∴∴「

∴

∴∴一∴ ：∴ ∴一∴一 ∴∴ ∴∴∴ ￣謬 ∴∴∴ ∴∴ ∴∴∴∵∴ ∴∴∴ ∴∴∴i∵ ∴∴∴ ∴∴∴∴ 一∴∴一∴∴ ∴∴∴∴ ∴一∴∴一∴ 謬発議・ ∴∴ ∴∴∴ ∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴ ・∴イ￣一一 ∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴一 ：∴：∴ ：∴∴： ∴∴∴：言 「∴∴∴ ∴∴一一∴

∴∴∴

∴∴

∴∴∴

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴

∴∴∴∴∴∴∴∵∴∴∴∴∴∴∴一∴∴
一

∴

「∴∴∴∴

∴ 一

∴∴

∴∴一∵

∴

∴∴ 一一∴∴一 ∴∴
∴∴ 露懇

襲

＿一＿iっ

一

一

一∴ ∴∴∴一

∴∴∴∴

∴∵十一∴∵∴∴∵一

∴∵

∴＼∴∴∴∴

∴一∴∴

∴∴∴

∴∴一∴

十〇 一∴∴
一喪孝一 ∴∴

∴∴∴∴∴

∴

p∴

髪

∴∴「∴一∴∴
一

∴∴
「∴∴ ∴∴∴

・亨を妾

一∴∴∴

∵1

謹

−葛告∵∴ ：Jrヽl−∴∴∴「

￣一∴∴∴∵∴∴∴

蕃

、∵∴∴

野

∴∴∵

一

∴一∴ 萎髪

∴∴∴∴

∴∴∴

一∴∴∴一一一∴

∴∴∴∴∴∴
一約m黍種豚要一

：∵∵：∴∴∴：

∴：一∴∴

一∴∴∴

∴∴i∴∴一一

∴一言

一∴∴

「：∴ ．∴∵∴∴∵∴∴長∴∴ 亭主∴∴∵∴∴∴∴子

一．ノ毛で ∴∴一 一∴∴∴ 祭箸一 ∴∴

縁

髪髪 ∴∴ 髪 繁＿ ∴ ．「 言一 ∵∵ 塚

￣髪髪 一つここた裏手… 一髪髪妄 言−∴∵1回 ∵∴∵重言享 ∴∴∴
二m∴∴ ∴ 髪髪髪萎

∴：∴

∴∴∴∴∴∴∴

∴∴

∴

：∴∴∴∴￣∵∴∴：∴

∴∴∴

∴

∴

子3∴TEL：0打8−2

∵

∴∴

一∴∴一一 ∴∴∴ 一一一∴∴∴∴
∴∴∴∴一 ∴∴∴∴∴∴∴ ∴、−∴∴．∵∴
∴

∴

謬畿費 翳 ∴∴

∴∴

∴∴∴

∴∴∴

綴

懸綴喜一髪

一

F似02：78「23j900∴ ∴∴∴∴∴

∴

∴∴∴＿∴∴∴∴一∴∴∴∴∴∴∴

∴∴ ∴∴∴ ∴∴∴

∴「∴∴

∴∴∴∴

∴∴：∴∴∴∴

一二∴吉

∴∴ ∴十∴∴ヽ∴：山∴「∴lgJとゝ：＋」「∴∴∴∴

∴∵∴〇〇日

∴∴ ∵∴−一「∴ ∴∴∴∴∴岬ヽ∴−∴
∴∴

∴
言∴

一一一
「∴∴∴「∴∴∴

∴∴∴

一∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴：∴∴∴「∴∴∴一一

∴∴∴∴ ∴杢∴ ∴∴∴ 撥 ヰ∴沼に 車上本屋2338−1∴∴TELO278−24鴨川∴

∴∴∴∴∴∴∴，∴∴∴∴一

十一∴∴∴∴ ∴∴∴∵∵ 一∴∴ ∴∴∴∴一 一一￣一￣謡 ヂ￣一「ノ ∴∴∴∴ ∴一∴ ∴∴∴一一

∴∴

一

∴∴

∴∴∴∴∴∴ 一∴∴∴

∴∴∴∴∴∴∴

一一

∴ヽ￣∴∴∴

∴∴∴∴∴∴

一∴∴∴∴

∴∴

FAX03−3982−5964

∴ ∴∴一 ：∵∴ 一戦 淑 子「 ∴∴∴ ∴∴一 ∴∴ ∴宣∵∴工∴−∴ ：∴ ∴∴∴ ∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴∴∴： ∴∴∴∴

∴

醤接饗一一 ∴∵ 「1十㌧∴

＋

一∴

∵：∴∴∴

∴∴「 ∴∴∵一 ∴∴∴ ∴∴∴∴ 一子ラ：∴妾 ∴∴∴ ∴ ？金一一，一 子 髪萎謬髪 ■

∴∴∴ ∴∴ ∴∴∴∴∴∴∴∴ ∴一∴一∴−i ∴∴∴∴∴ ∴∴∴∴∴ ：∴∴∴ ∴∴∴一∴∴ ∴∴∴∴ ∴∴一∴∴∴ ∴∴∴一∴∴ ∴∴∴∴∴ ∵∴∴∴∴

光

∵∴∴∴∴ 曇翳 一之電

∴∴∴

∴∴：∴ 翳発露髪 一一一∴∴

∴∴∴∴∴

∴一一∴∴∴

＿一三＿

・豪家 ∴∴ ∴∴ ∴∴ ∴：∴ ∴∴「∴： ∴∴一∴∴ ：ら￣￣￣ ∴∴∵一∴一∴∴ 〆一／一享子 ∴∴∴ ∴∴一一∴∴ ∴∴∴∴一∴∴ ∴∴∴∴∴∴ ∴∴一∴一∴ ∴∴∵∴∴一 ∴∴∴∴∴∴

∴∴∴∴∴∴：∴∴∴∴∴∴∴∴：∴∴：

一∴∴∴∴

∴ ∴ ∴∴： 饗饗 ：∴．「 ：∴∵∴ ∴∴ ∴一∴∴一 一一 ∴∴∴∴∴ 一∴∴一∴∴∴一 ；蒙蒙一．

∴

∴∵

∵∴一∴∴ 季まま嘗妾 ∴∴∴ ∴∴「∴∴

ー∴「∴「∴∴∴∴∴∵言∴∴∴∵∴一

∴∴

∴ ∴ ∴ 一∴∴ 一∴ 一∴

∴∴∴∴∴∴ ∴∵∴∴ ∴∴∴∴ ＿＿一家雲

一∴∴∴∴∴ ∴∴一∴∴i：一
一∴

一

∴∴∴∴∴∴∴∴

∴∴∴∴一∴∴一

∴「∴∴

∴∵∴∴互 愁雲畜 ∵T∴∵

星

、町1756−2 TEL0278−23−4648（代） FAX0278−24−3371
店 東京者
円豊島区
也袋
4−2−7
TEL03−3985
−7631

支
ii：

長

∴∴∴
一ir

∴∴

∴∴∴一∴∴∴ ∴∴一∴∴∴∴：∴∴

∴∴∴∴∴∴

∴∴∴一∴∴∴∴

一∴∴
∴

一

∴∴∴：∴

