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大普賢岳登山記 

            2015.5.28  木山 裕昭 

日 時：2015 年 5 月 27 日（水） 

ｺｰｽﾀｲﾑ：大和富士ﾎｰﾙ発(7:15) ＝ (9:05)和佐又ﾋｭｯﾃ(9:25)  － 日本岳コル － 

     (12:10)大普賢岳頂上(13:00)  －   (16:00)和佐又ﾋｭｯﾃ(16:25)   = 

       大和富士ﾎｰﾙ着(18:00) 

参加者：安田享、下谷毅夫、須藤和雄、高見毅、真田一郎、原政雄、美浪敏明 

    木山裕昭 以上８名 

 

雲一つない快晴のもと、天満台組が大和富士ホールに集合し、いよいよ出発

です。和佐又ヒュッテに向かって車は快調に走り、9 時過ぎにヒュッテ到着。 

ここで、下谷さんと合流して、今日の精鋭メンバー8 人が全員揃いました。 

そして登山届を出して準備も完了し、い

よいよ登山開始です。 

ヒュッテ前の駐車場から大普賢岳登山口

に向かいます。 

ブナ林の中を足取りも軽く進み、ほどな

くすると、和佐又のコルに到着しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和佐又のコル、みんな笑顔一杯です。 

小休止後、日本岳のコルを目指して出発

です。 

 

 



ブナ、ヒメシャラの美林を登って指弾ノ

窟に到着、そそり立つ岩に圧倒されます。 

ここから岩場がはじまり、梯子や鎖があ

り、慎重に登っていきました。 

 

 

 

そして、笙ノ窟に到着。ここは平安時代

からの行場です。窟の奥の岩清水で喉を

潤しました。元気を取り戻し、日本岳の

コルに向かいました。 

 

                 

今回のお目当ての花、イワカガミです。

梯子の間から顔をのぞかせています。 

いま、安田さんが登りきった梯子はこん

なにも、急なんです。 

このような梯子が次から次へと出てき

ます。 

         

 

 

 



 

梯子を登りきると、可憐なシャク

ナゲが姿を見せてくれました。 

今年は、ちょっと咲き具合が悪い

ようで、楽しみにしていただけに 

残念です。 

 

 

 

 

 

 

そして、石の鼻に到着。高見さん

曰く、今回の最大のビューポイン

トだと。大きな岩を登って、眼前

に広がった大パノラマに、みんな

ワーと歓声を上げました。大台ケ

原が真正面に見えます。 

 

 

 

 

絶景を堪能した後、小普賢岳を巻

き、小キレットを通りすぎると奥

駈道に合しました。大普賢岳まで

100mの立札を見で最後の頑張り、

12 時過ぎに、ついに頂上にたつ

ことができました。 

 

 

 

 

 

そして、山頂で、昼食です。真田

さん差し入れの食後のコーヒー、

なんと美味しかったこと。 



美浪画伯は、スケッチに余念があ

りません。 

 

 

 

頂上からの眺望も素晴らしいで

す。右から山上ヶ岳、大日岳、稲

村ヶ岳が横一列に並んでいる大

パノラマです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山頂からの大展望を堪能して、いよいよ下山開始です。下山途中では、今年の

夏山についてのミーティングもあり、大いに盛り上がりました。 

全員、無事に下山し、和佐又ヒュッテで軽い反省会をして、今回の大普賢岳 

登山を締めくくりました。 

          大普賢岳登山の句 

新緑や急登なれど足軽く   凡太 



1 

 

嵯峨野・嵐山の観梅報告 

2015.3.17 企画案内：安田 享 

 晴天に恵まれた観梅でした。 

3 月 12 日朝、7 時に榛原駅に集合。京都駅で JR に乗継ぎ嵯峨嵐山駅に到着。

散策開始。 

まず、大覚寺横の大沢池の畔、紅梅白梅をみる。 

大覚寺では、嵯峨御流のダイナッミッ

クないけばなを拝観。 

 

次に、白
しら

拍子
びょうし

の祇
ぎ

王
おう

・仏
ほとけ

御前
ご ぜ ん

の悲哀
ひ あ い

を伝える平家物語ゆかりの祇王寺や芭蕉門

下の向井去来
きょらい

の草庵・落
らく

柿舎
し し ゃ

から竹林の散策路を巡り野宮神社に至る。 

狭い境内は、縁結びを願う若い男女で一

杯（本来は、天皇の代理として伊勢神宮

に仕えた斎宮が、身を清めた場所）。 

小倉山山麓の嵯峨野を散策。 
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天龍寺の裏側の竹林を抜け丘の上にある嵐山（亀山地区）公園の展望台に至る。 

 

展望台からは、京都五山の大

文字や京都タワーなど市内が

一望できた。そして、振り返

ると、眼下に大堰川の流れ。

大堰川に浮かぶ屋形船と 1 時

間 1 本のトロッコ列車が丁度、

運よく見られた。記念写真。 

 

 

 

小倉百人一首の多くの歌碑や嵐山吉兆などの料亭を横目に見ながら嵐山のシン

ボル、渡月橋まで下る。 

 

古都の名勝地、流石に人が多い。

遅めの昼食（蕎麦）。 

日宋貿易の富で足利尊氏が、建立した世界遺産天龍寺。夢
む

窓
そう

疎
そ

石
せき

の見事な 

庭園を廻る
め ぐ る

。 
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 そののち、昔懐かしい、情緒ある嵐電に揺られて、北野白梅町に着く。学問

の神様、菅原道真公ゆかりの北野天満宮。1500 本と都随一の梅園。満開の紅梅・

白梅が一重・八重と咲き誇る風情を堪能した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市バス、地下鉄、近鉄と乗り継いで帰宅。 

 

以上、嵯峨野・嵐山の観梅報告 ＜完＞ 

 



           嵯峨野・嵐山観梅 ２１句  凡生 

宇陀つぼみ京は見ごろの梅巡り 

      京に入る東寺の塔も霞みをり 

      春がすみ京の西山東山 

      嵯峨巡り疲れの果ては梅見茶屋 

      草萌えの大和国原経て京へ 

達磨の絵今日は優しや梅見頃 

      春日照る修行の僧の青つむり 

      梅疲れ水琴窟（すいきんくつ）の音が嬉し 

      老梅も競ひ咲かせて天神さん 

      不義理して梅見三昧大覚寺 

      広澤の池が気に入り残る鴨 

      麗らかや水害も癒え嵐山 

      客を待つ遊覧船の船溜まり 

      渡月橋渡らず戻る梅疲れ 

      右ひだり竿も巧みに遊覧船 

      落柿舎の翁（おきな）を偲ぶ破（や）れ芭蕉 

      外人の奇声は何よ京の春 

      嵐峡（らんきょう）のトロッコ撮りたや梅越しに 

      春近し苔の手入れも念入りに 

      イケメンの車夫も一役京の春 

      嵐峡の船に乗りたや花見頃 

       

          歌 ３首 

      行き届いた案内ありがと安田さん 

         疲れありあり宴のうたたね 

乙女らにカメラのポーズ指南する 

         野田節冴えて笑顔でパチリ 

      反省会介護士高見出番無く 

         ほどよき酒にまずはめでたし 



嵯峨野・嵐山観梅の句    

                 

夢かない京都の空で梅仰ぐ   高見  毅 

行く春に庭師汗かく苔の寺 

鼻風邪を通りぬけする梅の香よ 

春が来た小鳥も鯉も天龍寺 

老梅も負けじと盛る天満宮 

  

嵯峨野路へ見頃の梅見賑やかに  須藤 凡雑 

老梅や根もと朽ちてもいぶし銀 

天神さん仄かに薫る梅見茶屋 

京の街着飾る乙女春うらら 

デジカメであち見こち見の梅疲れ 

観梅や少し気になる酒の量 

 

  

 

お水取り 

籠松明春へ導く炎かな      木山 裕昭 

お水取り火の粉浴びんと前へ出る 

宴を張るお水取り待つ参籠所  

                 以 上 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://mykyotoblog.img.jugem.jp/20101021_554582.jpg&imgrefurl=http://my.kyotoblog.com/?eid=834820&h=300&w=400&tbnid=TQ0cIs7k1cxLBM:&zoom=1&docid=v-ho8LiBzsugUM&ei=6t9TVb2LJoL1oASUxIBI&tbm=isch&ved=0CCIQMygCMAI


=== 最近の山行き === 

多武峰から明日香へ春散策の記憶 

2015.4.25 須藤和雄 

 

今年の 4月 9日、桜井の多武峰から明日香村への散策を楽しんで来た。「八剣山の会」も最近

では『山から丘へ』への意識の移り変わりがあるのか、精鋭による「七人旅道中」となる。 

その足跡を本会誌の記事として残したいと思う。 

 

心配された天候も快方に向かった朝、近鉄桜井駅から「桜井市コミュニティバス」で 9時前にバス

停「多武峰」に到着。 

全員既知のエリアだけに「うしのおいど※」振りを発揮、 

スタートから笑い声が絶えない。 （※モーの尻/知り） 

まず、拝観料 500 円を払い、談山神社参拝、同社裏山の

談い山 566mで談笑。 

 

次いで御破裂山 607m山頂の展望台へと歩を進める。ここで金剛山―葛城山―二上山、 

更には畝傍山―耳成山の眺望を楽しむ。 

 

ここから明日香村への漫遊旅が始まる。すべて下り道(約 6Km)なので登山とは違い全員難なく万葉

展望台で小休止を挟んで石舞台古墳に到着。明日香の風が吹き花吹雪の中で昼食・休憩の心地良さ。 

 

←何だろう、この気取ったポーズは。 

誰が先導したのだろうか？ 

何時もと違う飛鳥の景観に酔った面

持ちである。 

酒に酔わず、景色に酔うのも 

中々良いもんだ。 

 



 

 

画伯と呼ばれるメンバーは石舞台古墳 

のスケッチを素早く描き、旅友たちに 

「流石！」と思わせた。 

 

 

 

観光客も疎らな飛鳥川の畔を歩いて橘寺へ。 

誰かが「こんなにゆっくり、のんびり明日香を歩いたのは初めてだぁ！」と言っていた。 

我々もこんな楽しみ方を好む年齢になったものだと心の中で思った。 

「否、まだまだ高い山に登りたい、登れる」と云う思いもあり、複雑な心境である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更に歩を進めて甘樫丘(標高 148m)を縦走し、頂上の展望台では 360度パノラマを楽しむことが 

出来た。 

午前中、御破裂山 607m山頂で眺めた金剛山 1112m―葛城山 959m―二上山 517m、 

畝傍山 199m―耳成山 140mを標高差 460m低い所(甘樫丘)から眺めるのも違った面持ちがあり、 

一興である。また今まで見えなかった天香久山 162mも眺めることが出来た。 

 

 

甘樫丘から橿原神宮前駅までの最終散策道(約 2Km)に進む前に自主判断で甘樫丘バス停 

で歩行を断念したメンバーが一人、素晴らしい判断だと思った。 

これには現地状況を事前に知った上での勇断でする。我々はこの判断と行動を範とすべき 

である。決して恥ずかしい事ではないとお互い思った方が良い。 

 

 

橘寺(拝観料 350円)往生院の 

仏前で寝転がって天井画を眺めると 

何とも言えず癒される・・・ 

 



＜明日香路を堪能しましたお陰さま 凡生＞ 

 

本日、歩いた精鋭による「七人旅道中」の足跡は・・・ 

     多武峰バス亭→談山神社→御破裂山展望台→万葉展望台→石舞台 

    →橘寺→甘樫丘→近鉄橿原神宮前駅 (12Km) 

 

[復路]近鉄橿原神宮前駅→17時頃、榛原駅 

 

《散策を終えて》 

全国各地で「いよいよ春本番到来です！」とのニュースが飛び交う中、 

我々の春散策は葉桜と菜の花などの中で『漫談道中』感の一日でした。 

これからも少しでも長い間、色々な所へ・・・ 

 
＜おわり＞ 

 

【散策データ】 

・天候：晴れ   ・歩程：１２Km、約６時間 

・参加者：美浪、安田、高見、金城、小出、野田、須藤（計７名） 

・記録ムービー「明日香の風に誘われて」 

スタート 

ゴール 

http://youtu.be/16776SyT4kA


「多武峰から明日香へ」俳句１８句 

          平成 27年 4月 9日    金城 凡生 

 

         眠たげな亀石の野や揚雲雀 

         野遊びの昼餉見下ろす石舞台 

         春水を集めて今に飛鳥川 

         白鷺の一羽飛鳥のみささぎに 

         春の雨屋形橋には屋根のあり 

         幻のごとく三山霞むかな 

         落椿入鹿首塚見ゆる丘 

         絵筆とる画伯や花と石舞台 

         うたかたのよどみのどかや飛鳥川 

         甘樫の丘で野遊び締めくくる 

         明日香路へ寒の戻りに怯み無く 

         棚いくつ畑の大和柿若葉 

         橘に触れて太子を偲ぶ寺 

         神の森常盤木落葉を踏みしめて 

         タンポポの小さな演出石舞台 

         落花敷く明日香山辺の明るさよ 

         林道を抜けて芽吹きの山現れる 

         万葉を語るに良かれ霞む丘 

             冗 句 ６句 

         高見さんダニに好かれてダニーボーイ 

         十年の知己の如しや小出さん 

         反省会割り勘勝ちしてすんまへん 

         ガラケーを知らぬあんたもガラケーです 

              名ガイド須藤さん 

         明日香路を堪能しましたお陰さま 

         甘樫の丘で会う人すぐ友に  

                    以 上                  



チベット 聖山カイラス一周トレッキングとグゲ王国、チョモランマ＆シシャパンマ、チョー

オユー３つのＢＣ訪問＆清蔵鉄道の旅２８日間(2010.9/2～929)レポート 

                   2015.5.20 八剣山の会 春秋投稿 林田俊彦 

 

私の海外登山、トレッキングのレポートも終わりに近づいています。自慢話になりがちなレポー

トにうんざりしているでしょうが私のエンディングノートの一つとしてまとめているものです。

また４月２５日に起きたネパールの地震、何度か訪れたダルバール広場などの貴重な遺跡、寺院

の崩壊などＴＶ報道を見て心痛めている。                       

今回はＫ２・バルトロ氷河ＴＫに一緒した友人から上記企画するのでと誘いがあり、２つ、３つ

のコースを一緒にすまそうという欲ばりな企画だ。今回もアルパインツアーにお願いしてツアー

リーダーも指名する。気心の知れた友人がいるので本当に楽しい毎日だった。 

カイラス行きのきっかけは小西さんが行ってその美しさを見せてもらいひかれていたからだ。 

チベット草原を駆け抜ける青蔵鉄道も乗ってみたい、それにチョモランマを正面から見られるの

も魅力だ。ネパール側からのＭｔ エベレストは前山が邪魔して頭だけなのでもうひとつ迫力に

欠ける。そんなこともあり決断する。 

行きは関空から北京経由、交通の要衝四川省の成都泊、関空ではいきなり北京行の航空機が台風

の影響で北京から飛べず、結局５時間待ち、北京からの乗り換え便も間に合わず成都のホテルに

着いたのは真夜中、すぐ寝る。次の日に国内機でチベット自治区の首府ラサに昼前着。 

ラサは標高３，６５０ｍあり、いきなり富士山の高度の所に降りるので高山病対策が必要。 

高所順応のためラサに３日間滞在、その間 4,000m近い山へ２日間訓練登山、ラサの象徴である

ポタラ宮や大昭寺（ジョカン寺）を見学、バルコル（八角街）の巨大市場を観光する。 

メンバーは女性 4 人男性 3 人の 7 名、7 名中 5 人がキリマンジャロ登頂者の強者揃い、それに

ツアーリーダーはアドベンチャーのカメラマンで時々ＮＨＫでも放映されるとか計 8 人、それ

に現地ガイド、彼は日本に 2 年留学していた重慶（漢族）出身の３０代の男性、流暢に日本語

を喋る。ラサからの運転手はチベット族の３人、時たま漢族出身のリーダーと衝突する。微妙な

政治を感じる。ラサはチベット仏教の中心で２００８年北京オリンピックの年に暴動がありそれ

以来中国の統治が厳しさを増しあのインドに亡命しているダライラマ１４世（１９８９年ノーベ

ル平和賞受賞）のダライラマ一族の居城として栄えたポタラ宮（１９９４年世界遺産に登録）が

あまりにも有名でラサの象徴になっている。ラサ２日目車で３０分くらいの４０００ｍ近い山と

ゆうか丘へ訓練に行く、高度があるので２００ｍ近く登ると汗をかき、少し息苦しい。頂上は観

光スポットなのか真正面に川を挟んでポタラ宮の全貌が見渡せる。おびただしいタルチョ越しの

ポタラ宮は絵になる。皆写真を撮りまくる。大半はフィルム装着の本格カメラとデジカメ持参だ。

街中に戻りラサの最大観光スポットの八角街の一角にあるワンタン専門店で昼食、日本人になじ

みなのでさすが旨い。ラサの飲食店の料理人は大半漢族（中国）出身とか。昼食後は自由行動で

皆めいめい早目の土産を物色、ＨＯＷ ＭＵＣＨ？の英語すら通じない、店員と計算機をやり取

りして値切って買う。それも駆け引きが楽しい。大概半値くらいでＯＫ．１０元以下の小物はま

けない、たくさん買うと小物のサービスがある。 

我々の宿泊のヒマラヤホテルの隣にチベット山岳連盟がありＴＫ入山にはここの許可が必要、ほ

かに国防省、警察、チベット登山協会、旅行局などの許可も必要とかビザ取得後２週間ほどかか

るとか、地元の旅行業者を使わないと手続きがむつかしい仕組みになっている。夕方ポタラ宮の

ライトアップを見に行く。噴水越しのポタラ宮も美しい。ラサ３日目今日もホテルから１時間近

くの山へ訓練に行く、午前中は川口慧海（えかい）、チベット仏教を紹介し、セラ寺で学び、「西



蔵旅行記」の著作残したゆかりのセラ寺へ行く。 

ホテルに帰り現地ガイドがポタラ宮は入れないという、見学の許可が２日必要とか複雑なのか？

どうしても宮内を見学したいとツアーリーダーから説得してもらう。入場制限していて、１時間

前から並ぶ、１００元の入場料とパスポートが必要、荷物チェックもする。ポタラ宮は撮影禁止

と言われていたが宮内の仏像等は撮影禁止で、外での撮影はＯＫ，皆勘違いしてカメラを持って

こず、小生のカメラで記念撮影をする。ポタラ宮は中国に無理やり搾取されチベット仏教徒はい

なく、完全に観光地化されている。複雑に山の斜面に張り付いた白と紅で統一された建物群は見

ごたえがあった。 

ラサから７日間かけて約３３００Ｋｍ、高所順応もかね、聖山カイラス巡礼の基地タルチェンへ

４輪駆動車（トヨタのランドクルーザー）３台で移動する。ツガチェ、ラチェ、サガ、パルヤン、

マナサロワール湖畔、プラン、9/12 タルチェン４６３０ｍと１日平均３００ＫＭ近く高度をあ

げ移動する。 

前半は素晴らしいハイウエー、後半は地道が多く寸断された道路建設中の所は脇道の凸凹道を走

る。途中川を渡る場面もしばしば。１ケ所車が川にはまり何台も動けず４時間停滞もあり、予定

どおり行かない。川で動けない車の救助は軍隊のトラックがきて牽引する。日常的に起こる光景

のようだ。中国は寺や観光地を巡るたびに入場料を払う。ベースキャンプに入るのも有料、帰り

のパンラ峠越えも有料、それに至る所に軍の検問があり、長時間待たされる、車のスピード違反

（検問所で時間チェック）の取り締まりがあるので、早すぎると検問所前で時間調整、それに至

る所で道路建設中、午前中に入らなければ夕方８時まで通してくれない等々。 

また要所々に軍の施設があり写真撮影ができない。チベットの独立の暴動があり、神経をとがら

している。管理された国という感じがする。 

カイラス山一周巡礼（コラル）は２泊３日で５２Ｋｍを歩く、チベット仏教、ボン教、ヒンドゥ

ー教、ジャイナ教の聖山とされ多くの巡礼者はこれを１３回行うという。 

熱心な信者は五体投地をして２～３ケ月かけて一周するという。これほど宗教が心のより所とし

て浸透している様は日本人に理解できないかも？ 

たしかに家族ずれで赤ちゃんを毛布につつんで背負い歩いている人もいた。若い娘達も着飾り 

皆何枚も重ね着をしている。夫婦が食糧やテント？をかつぎ一つの目的のため過ごす様は家庭崩

壊などありえないと思う。我々の荷物はヤク２頭でヤク使いの若い兄弟で運ぶ。 

カイラス山（6656m)は聖山ゆえ登頂許可がおりない、従って未踏峰である。カイラス山はまさ

に神様であり、祈りを捧げるべき尊い存在、チベット人は畏敬の念を込めて「カン・リンボチェ」

（尊い雪山）と呼ぶ。 

巡礼地の最高所はドルマ峠で５，６００ｍある。夏の終わりに近い９月だが、トレッカー同志で

情報交換し積雪が膝当たりまであるとか、山の天気なので日々変わる。 

我々は頂上付近であられの洗礼を受ける。カイラス一周の間すっきりカイラスの全貌は見られず

しまいだった。日本人ツアー会社の西遊旅行、ウエックトレックなどの連中とも出会う。日本人

の年配女性は高山病にかかり目が見えずガイドに背負われ真夜中にキャンプ地につき、次の日空

路日本へ搬送したなどお互い情報交換する。我々メンバーは皆最後まで高山病にもかからず予定

の日程をこなす。リーダーはカメラマンらしく要所々で我々の写真を撮ってくれたので、その点

は良かった。１０数年前このチベットで川下りの撮影に来て以来とかその変容ぶりに驚いていた。

カイラスは初めてとか、現地ガイドも初めてとかでこと山のガイドがほとんどできず、その点は

がっかり、ラサで雇った運転手ももう一つ。ほとんど英語も通じない。カイラス一周を終えてか

らは車の移動での観光でとてもリラックスして毎日４～５０００ｍの所の移動だが、高山病のこ



とは頭になし。食事は四川料理が主で朝昼晩テーブルに野菜やヤク肉、鶏肉との炒め物が６～８

種類、薄いスープ、白飯とうまいものはその都度おかわりして追加するなど少人数だったので自

由がきいた。皆これじゃ痩せられないとこぼす。カイラスのＴＫ中を除きほとんど毎日夕食時は

ビールで乾杯。特に餃子やマンドーなどは絶品。 

後半中国版のグランドキャニオンのような奇岩群が連なるトーリン（土柱）を抜け、グゲ王国（遺

跡）９～１７世紀に西チベットに栄えた仏教都市で急峻な丘の上に立に建つ城郭都市を見学。こ

こでも毛沢東時代に文化大革命時代にチベット支配をするためか寺院内の多くの仏像群が破壊

された。その現場を中国人（漢族）の観光客も交じって見学。現地ガイドは中国人＝漢族で、自

分達の先祖が破壊した現場を案内したがらなかった。 

今回のもう一つの見どころは８０００ｍ峰のシシャパンマ、チョモランマ、チョーオユーの３つ

のベースキャンプを訪れたこと。１番期待したチョモランマが３週間ぶりの好天とかで見られた

ことはラッキー中のラッキーだった。途中の予備日をこのために残しておいたかいがあった。 

後半はほとんどテント泊の予定だったが結果的に１日だけシシャパンマＢＣで行った。テントや

寝袋、炊事道具も３台の車に乗せガイドと３人の運転手で食事を作るコンパクトなツアーだ。 

後半はロッジ泊でリーダーを入れ４人１部屋男女別で宿泊した。シーズンを過ぎているので当日

いっても宿が確保できた。シーズン中はインド人の団体などで一杯とか。もちろん欧米系、中国

人が主だったが。以外と韓国系と合わなかった。ロッジのトイレ事情はどこも最悪。 

帰りの圧巻はパンラ峠、何度も何度も折り返しの峠越え、その度に８０００ｍ峰５座が横一列に

見える様は息をのむほどだったが、午後の通過のせいもあり３座はしっかり見えたがあとは雲に

覆われている。明朝再度訪問の可能性もあったが峠越えに入場料６万円余かかるとか聞き予算オ

ーバーとか、宿から２時間ほど離れているので確実に見られる保証もなく断念した。 

長期間のＴＫですっかり打ち解けた連中からコースを外れて温泉に入りたい等実現する。 

ラサはビルが立ち並び日本の都市並み、次は清蔵鉄道に乗りラサから西寧間、２５時間の旅、 

早朝ラサを発つので車窓から山々や広大なチベットの景色を堪能できる。通常は夜走る便が多く

シーズン中は切符が取れないと聞く。世界で一番の高所を走る列車で有名だ。最高所はタンラ峠

の５０７２ｍを通過する。窓からはニェンチンタンラ峰７１６２ｍ、コンロン山脈が見られる。 

西寧に早朝着き、国内飛行便で北京に昼前つき時間があるので天安門に行きたいとリクエストが

あり、観光をする。夕方は自由行動、皆旅慣れているので三々五々行きたい所に行く。 

私は旧知の友人と今回すっかり気の合った高知の男性とホテル内で中国酒で夕食をとり旅の話

で盛り上がる。 

北京は１０年ぐらい前現役時代仕事で来た時よりオリンピックを経験して街がきれいになった

事、ビル群がどんどん建ち、車も多い様は中国の勢いを感じた。途中尖閣列島事件があったがパ

ソコン持参、携帯電話でも日本の情報は瞬時に入るので影響はなかった。 

高原での放牧民はテント前にソーラー電池があり、ガスボンベで炊事、移動用の軽３輪があり、 

携帯電話ありと想像以上でびっくりした。至る所の道路工事現場で仕事している男女のチベット

人を見掛けた。仕事がある。急ピッチで中国化されているチベットはダライラマ率いる仏教を主

としての独立だけでは本当の近代化は進まず、人々の幸せを得られるか複雑な気持ちだ。 

あと数年すればカイラスまでハイウエーが出来観光地として生まれ変わりそう。 

カイラスまで鉄道が延び、飛行場の計画もあるとか。広大な中国にはまだまだ未開発な遺産が多

くインフラ整備も急ピッチで進められ、発展の余地があると実感。大満足の旅だった。 

家族と健康に感謝。 “トジチェ” 



 

聖山カイラス山 ６６５６ｍ      巡礼中の私、６８歳     ＴＫ最高所、５６００ｍ登頂で友人と 
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パンラ峠 5210ｍ、ヒマラヤ 8000ｍ チベット仏教本山 ポタラ宮      清蔵鉄道、世界最高所の 

峰の大パノラマは圧巻                          タンラ峠５０７２ｍを通る 
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ふるさとの山々 
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＜夜明け前天空の里眠り更け＞ 

＜朝焼けに雲が広がる里の海＞ 

 

カメラ：NIKON(D600) 

露出モード：絞り優先 1/20 F/4 

ホワイトバランス：オート 

ISO感度：200 

ピクチャコントロール：スタンダード 

三脚：使用 

 

以上 



宇陀地方の難読地名について 

                          2015.5.12  三明 博夫 

 皆さんは平成 11 年 10 月２４日に榛原総合体育館で全国難読町村

サミットが開催されたことをご存じですか。 

初回は私の古里島根県温泉津町（ゆのつちょう）、世界遺産石見銀山

のあるところで開かれました。榛原町では第 2回目でした。 

奈良県からは榛原町、都祁村、平群町、斑鳩町、菟田野町、当麻町、

野迫川村の７町村が参加しました。「地元ではあたりまえですが他府

県の人からは読みにくいと言われる」という旧榛原町、日本書記に

は「そこをなづけて榛原（はりはら）と言う」と記されたのが名前

の由来とされているが「しんばら」とか「はるばら」と読まれたり

郵便物に「ぼうばら」と書かれていることもあるという。 

このサミットに参加した町村は北海道弟子屈町（てしかがまち、元

横綱大鵬の出身地）はじめ、岐阜県坂祝町（さかほぎちょう）、愛知

県御津町（みとちょう）、鹿児島県頴町（えいちょう）、福岡県頴田

町（かいたまち）、岡山県柵原町（やなはらちょう）大分県安心院町

（あじむまち）など、いずれも読みにくい町村ばかり 40町村が参加

しました。 

以下身近な地区での難読地名を披露します。 



○榛原地区 

 篠
ささ

畑
はた

 額
ぬか

井
い

 玉
とう

立
だち

  篠
ささ

楽
がく

 雨師
あ め し

  角柄
つのがわら

 下井
し も い

足
だに

 上井
か み い

足
だに

  墨坂
すみさか

 

 十八
い そ は

神社
じんじゃ

 三十八
み そ は

神社
じんじゃ

 檜
ひの

牧
まき

 水分
すいぶん

神社
じんじゃ

 菟田野は国宝「水分
みくまり

神社」と読む 

 赤埴
あかばね

 諸木野
も ろ き の

 駒帰
こまがえり

 母里
も り

 比布
ひ ふ

 

○室生
む ろ う

地区
ち く

  向
むこう

渕
じ

 無山
む や ま

 砥
と

取
とり

 角川
つのがわ

 栂坂
とがさか

 

○曽爾
そ に

地区
ち く

  門
かど

僕
ふさ

神社
じんじゃ

（お葉つき銀杏で有名） 倶留
く ろ

尊山
そ や ま

 葛
かずら

 

○菟田野
う た の

地区
ち く

  岩端
いわはし

 芳野
ほ う の

 宇賀
う か

志
し

 

○大宇陀地区 

 上品
かみしな

 下品
しもしな

 小和田
お わ だ

 守
も

道
ち

 拾生
ひ ろ う

 上新
かみしん

 五津
い つ つ

 迫間
は さ ま

 芝生
し ぼ う

 嬉
うれし

河原
か わ ら

 

 町拾内
まちいろう

 馬
ま

取
とり

柿
がき

 小附
こうづけ

 野依
の よ り

 女寄
み よ り

峠
とうげ

 鹿
ろく

路
ろ

、 

○御杖村
みつえむら

地区  神
こう

末
ずえ

 桃俣
もものまた

   ○東吉野村
ひがしよしのむら

  小
おむら

 木津
こ つ

 大豆生
ま め お

 

         その他の地区 

○桜井地区 忍坂
おっさか

 小夫
お お ぶ

 生田
お い だ

 粟原
おうばら

 針
はり

道
んど

 多武
と う の

峰
みね

 談山
たんざん

神社
じんじゃ

 下
おり

居
い

 吉隠
よなばり

   

○天理地区  櫟本
いちのもと

 苣
ちしゃ

原
はら

 指
さし

柳町
や な ぎ

 石上町
いそのかみ

 杣之内
そまのうち

町 和邇
わ に

町 

       三昧田町
さんまいでんちょう

 粟
おお

殿
どの

町
まち

 東田
ひがいだ

    ○福住地区 藺生
い う

    

○御所地区  蛇
さ

穴
らぎ

 稲
いな

宿
いど

 九品寺
く ほ ん じ

 重阪
へいさか

 櫛
くじ

羅
ら

 

○奈良地区  鹿野園町
ろくやおんちょう

 肘塚町
か い づ か

 京終町
きょうばて

（平城京の南の端） 神殿
こ ど の

町  

杏
からもも

町
ちょう

 平城山
な ら や ま

駅 生琉里町
ふるさとちょう

 忍辱山
にんにくやま

町 

 

以上奈良県宇陀地方の難読地名などを記しました。 



               ハノイの冬            小西益樹 

ベトナムのハノイを初めて旅した。 

南国と思いきや日本並みの寒さには少し戸惑う。 

それでも車窓からは田植えの準備が見える、ハノイは二毛作地帯なのである。 

とくに舟で乗り出した海の上ではほとんど日差しが無くどんよりとした空模様で、白波こ

そ無かったが風が冷たかった。海の色は鈍く緑がかった鉛色をしており、海といってもそこ

は大きな入り江になっていて大小さまざまな石灰岩の島が点在している。この海から余り磯

の香りがしないのは中国大陸の奥地に源をもつ紅河（ホン河）デルタから流れ込む水の影響

かもしれないなどと思った。 

ベトナム・・・あの圧倒的な軍事力をもつアメリカに屈しなかった国には一体どのような

人々が生活しているのか・・・これが旅の動機であるといえば大げさになるが、ハノイ市民

の印象からなにか感じられるだろうか？ 歴代受け続けた北の大国中国の圧迫と共に中華

思想の深い影響と長いフランス植民地時代それに続く日本の侵攻、そしてアメリカとの戦争、

その後の南北統一。戦争の歴史、強靭な抵抗力、得意なゲリラ戦、優れたリーダー。独特な

共産主義国の、その街並みや庶民の顔とは？ 

これについては旅する直前に読んだ、小倉貞男著「物語ベトナムの歴史」中公新書にくわ

しく書かれている。おかげで漠然としていたこの国の形を少し知ることができた。この本に

は副題があって＜一億人国家のダイナミズム＞とある。 今回旅したのは旧正月（テト）を

間近にしたハノイの街だった。市街の湖を中心にした公園に広がる大きな花壇は見事に手入

れされ、色とりどりの花が溢れんばかりである。緑の木々の間には鮮やかなベトナム国旗（金

星紅旗）がはためき街全体に正月を迎える華やいだ空気が満ちているようであった。 

また公園ではハナモモが咲き始めているし、街路樹の中にはジャックフルーツの樹があって

大きな実をつけている。通行に邪魔な木を切る発想はここには無い。 ここで誰しもその光

景に驚くし、注意が必要なことがある。ハノイ市民の殆どが通称カブという軽バイクを使っ

ていて、その数は国民２人に１台にもなるという。 

街ではすべての人がカブに乗って渦を巻くように道路という道路を間断なく行き交ってい

るようだ。日本でいえば季節は師走である、慌ただしく感じるのはそのせいかもしれない。

日本では大都市にあるスクランブル交差点で大勢の人が行き交う映像を見るが、ハノイでは

カブに跨った大集団が一気に交差点に進入してくる。私たちは広い道路の横断に毎回神経を

張り詰めることになる。とくに女性も男性と同じ数だけ乗っている様であった。こんな国は

他にないかもしれない。 本人の移動と同時に物を運ぶ手段なので３人乗りは未だしも子供

を乗せた４人乗りも珍しくないし、正月飾り用のキンカンの実のついた背丈ほどある重そう

な鉢植えや、花や野菜、ブタ肉、竹、板などの建材や焼き物、商品など運べるものはなんで

も乗せて走っている。 しかし人々は当たり前のように整然と走り、あまりクラクションの

音は聞かない。もちろんその中に自転車や車、歩行者も混じっている。そして多くが朝昼晩

の食事に向かう人々である。路地では低い椅子に腰かけて＜歩道＞で食事する人が多く、カ

ブに乗ってやって来て無造作に歩道にとめる。これに店の人や食材を持ち込む人などが加わ

りごった返していて、ここでは歩道は歩く場所ではなく、商売をする場所なので。 暗い夜

道ではとくに危なっかしい思いをしたが、迷って道を尋ねると塾の生徒と先生が親切に教え

てくれた。ハノイの冬、カブは寒い風を切るのでみんなダウンの防寒着をまといヘルメット

とマフラーで顔を覆うように走っている。ハノイの人は寒がり？と問えばこの季節は霧が多

く湿度が高いので気温が下がると日本の冬より寒く感じるのだそうだ。 

戦いの連続だったベトナム、平和が戻って久しい現在、庶民は逞しくエネルギッシュな姿

が印象的だったが、まだ貧しく都市での平均月収は３万円だとも。そしてここにも毎年都市

に人口が集中しインフラが追いつかない途上国特有の姿を感じた。 

しかし次回は山の方や南の川の方に行って、さらにベトナムを体感してみたいと思う。 

     終わり    



春日大社「万葉植物園」散策記 

2015.5.30 堀江政四郎 

 

五月三日晴天に恵まれた春の植物園に入園してビックリしました。 

白色やピンク色の藤、香りを広げる藤、房の長い藤など早咲きから遅咲きまでの立ち木造り

の藤の花が満開でした。 

 

 

＜金色が流れ落ちるよ藤の滝＞   

 

樹木高 約 20m 

 

 

 

 

カメラ:LUMIX(コンパクト) 

露出モード：P 1/160 F6.3 +/-：-0.3 

ホワイトバランス：晴天、 

ISO：200、三脚：なし 

 



【植物園の歴史】 

昭和７年万葉集にゆかりの深い春日野の地に我国で最も古い約 300 種の万葉植物を植栽す

る植物園として開園しました。園内は 9,000坪、中央に 600坪池があり奈良市指定文化財の

イチイガシの老巨樹がその幹を地に長く臥せて繁ります。 

奈良時代より絶えることなく春日大社に伝承の雅楽・舞楽が春、秋執り行なっています。 

 

★幹回３ｍを超える「臥竜イチイガシ」 

強風で倒れたがその後起き上がるように枝を伸ばして現在の姿になった奈良市天然記念物

です。 

 

 

＜横になり自然打ち勝つイチイガシ＞ 

 

カメラ:LUMIX(コンパクト)、 

露出モード：P 1/200 F7.1 

ホワイトバランス：オート、 

ISO：200、 

三脚：なし 



 
＜藤種類枯れずに咲かす人の知恵＞ 

 

カメラ:LUMIX(コンパクト)、露出モード：P 1/320 F11、 

ホワイトバランス：オート、ISO：200、三脚：なし 

 

 

 
＜春の鯉指の動きで口開く＞ ＜尾鰭跳ね池を飛びだし花見する＞ 

 

カメラ:LUMIX(コンパクト)、露出モード：P 1/320 F11 

ホワイトバランス：オート、ISO：200、三脚：なし          (完) 



私の宝物 

                          2015, 5.15  高見 毅 

 長く山登りを行っていると多くの登山道具が私のもとに入り、過ぎ去っていきました。 

その中で浮気をせずにずっと付き合ってくれているものが“私の宝物”ピッケルです。 

この物は登山家で有名な芳野満彦氏設計による 

１９６９年（日本製）EVERNEW、Glectsher  

 69F で、もう４５年傍にいます。ピック部は 

ニッケル、モリブデン鋼、２種、シャフトは木質 

全長は７９cm、重さは１kgあります。 

現在のピッケルは長さも重さも約３０％小さくてスマート、シャフトなども木製からア

ルミやカーボン、中にはチタン製になっています。時たま持ち歩きますとジロジロと見ら

れ、時代遅れを感じます。ご存知のようにピッケルは雪山の必需品。親兄弟から雪山は止

めとけ！との忠告を聞き流しながら白銀の世界に魅了され、北アルプスや八ヶ岳に出かけ

雪山賛歌の時を過ごしました。本年５月もこの私の宝物が錆びつかないように立山縦走の

計画を立てましたが、残念ながら天候不順のため未実行となりました。 

さて、以下にちょっと昔の思い出の写真を添付します。 

 

  

  ’７３年正月 西穂高（独標）～上高地       ‘７３年３月 五竜岳への稜線     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘７９年５月 横尾から槍ヶ岳               ‘７９年３月 八ヶ岳（赤岳横岳縦走）  

（完）  



           ラジオと少年時代 

2015.5.13     金城 清三 

私は沖縄で生まれ育った。少年時代の仲間との遊びはもっぱら家の前の路上

だった。当時、車は走らないので遊びに熱中できた。沖縄独特のケンケン遊び

のほか、布切れを巻いて作ったボールのキャッチボールや、パッチ（面子）で

近所の遊び仲間は多かった。遊びの中でもパッチは人気があった。パッチのそ

の厚紙の表面に貼り付けたプロ野球選手の写真から、川上・大下・藤村などの

名選手を知った。中でも僕はホームラン王、タイガースの藤村富美男選手が好

きだった。彼はホームランを打つ度に、自転車が貰えると聞いて凄いなあと羨

ましく、彼とそのチームである阪神タイガースのファンになった。 

今でこそ、プロ野球の数球団がシーズンオフには沖縄でキャンプを張って、

プロ野球は身近なものになっているが、当時のプロ野球は面子遊びやクラスで

廻し読みする少年雑誌で知るだけだった。 

中学生になって、友達から『町の靴屋でプロ野球のナイターが聴けるよ！』

と聞いた。当時の我が家にはラジオは無く、町からの「お知らせ用」の有線放

送しかなかった。「プロ野球の実況放送が聴けるとは凄い！！」 

そこで、さっそく店主に頼んでプロ野球の実況放送を聞かせてもらうことにな

った。靴屋の主は当時の強い西鉄ライオンズのファンであるから、ライオンズ

の試合が無く、阪神タイガースの試合の日である。内地（本土）からのナイタ

ー放送は短波放送でしか聴けない。試合開始５分前の「今日の見どころ」から

ラジオにかじりつく。試合開始前の甲子園球場のどよめきも伝わって胸が熱く

なる。短波放送は遥か内地から海を越えての電波だけに途切れたりすることも

あるが、それ故に聴き逃すまいとして必死にかじり付く。名手揃いのタイガー

スの内野陣吉田、鎌田、三宅選手らのファインプレーを伝えるアナウンサーの

声には迫力があって興奮した。試合は９時を回ることもあるが、店の主は容認

して最後まで聞かせてくれた。こうしてナイター放送を楽しんでいるうちに、

試合の経過が分かるスコアブックを付けたらもっと楽しめるのでは、と思いつ

いた。そこで、記入方法を勉強し、スコアブックを手に入れ、試合の一球一打

ごとに経過を記録することにした。 

記入を始めると実況中継のアナウンサーの早口に戸惑ったりしたが、それも慣

れてくると、何とか間に合うようになって聞く楽しさが倍加してきた。 

そして、やがて憧れの内地へ行って、それも甲子園球場で直にタイガースの試

合をみたい思いが高じてきたのである。 

しかし今はかなわぬ夢であった。戦後、本土から切り離された沖縄はアメリカ

の占領下にあって、パスポートを申請すれば本土への渡航もできるが、内地は



遥かに遠く、その費用は大きく手に届かない。 

やっとそれが実現したのは、社会人になった２３歳の時だった。長兄の紹介で

神戸の貿易会社へ勤めることになったからだ。内地で働くなら甲子園球場に近

い大阪か神戸と決めていたから喜んだ。『さあ！神戸ではタイガースの試合を生

で見て応援できる』と５月に神戸入りして翌月。さっそく職場の先輩と憧れの

甲子園でタイガースの試合を観戦した。球場の広さ・熱狂するスタンド・すで

に知っていたタイガースの応援歌「六甲おろし」もスタンドの仲間と一緒に歌

い感動と涙の一日だった。それから暫くは月１回のペースで甲子園へ足を運ん

だ。そのシーズンの終了後、『待てよ！どうも違う！』ふと考えたのが、沖縄で

ラジオにかじりついて応援した熱気が今の自分に感じられない。どうしてだろ

う。少年時代のあの短波放送。鉛筆片手にスコアブックを付けながら聞いた、

遥かに遠い甲子園球場からの生放送。あの時の＜感動＞は何処へいったのだろ

うと思った。アナウンサーの実況放送の声に自らもイメージを作り上げていた

のが甲子園球場で見る現実のそれとは違うのである。いわば夢を見ていたのだ。

現実のそれとは違う夢を・・・。その後もタイガースファンに変わりはなく、

甲子園球場へ行き、又、テレビ桟敷で観戦もしているが、あの懐かしい少年時

代のラジオ放送の感動は得られない。ラジオは少年に大きな夢とロマンを与え

ていたのである。テレビと違うラジオの良さである。      

                            完 

 

                       

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://hirorin330.exblog.jp/15920670/&ei=6sZSVYT6IujKmAX8rYGgCw&bvm=bv.93112503,d.dGY&psig=AFQjCNEU0DD9MMddrx1990vj37lxQfgVQw&ust=1431574509933428


私の余生は老い仕度（その 10） 

2015.5.20 須藤 和雄 

 

何れ訪れる「ボケ」を少しでも将来に伸ばしたいと云う思いで今まで『大風呂敷』を拡げ

て参りましたが、疲れて来たので今回から風呂敷を小さくして参ります。 

 

今年から「八剣山の会」スローガンに"身の丈に合った行動の多様性を楽しもう！" 

そして"今年も伸ばそう、健康寿命"と掲げていますが、今年の行事は 1月 30日の「出雲の

国一泊」からスタートし、観音峰、京都嵐山、六甲縦走、明日香、琵琶湖大橋と進んで来ま

した。振り返って見ると確かに「全員が年齢を重ねたこと」により色々の考え方、そして行

動のバラツキが出て来たと云う止むを得ない現実があります。そこで関連する新聞記事を紹

介して見ます。 

 

今年の 2月 12日毎日新聞(朝刊)くらしナビ／鈴木隆雄（国立長寿医療研究センター研究所

長）「シニアのための健康術」の要点と「健康寿命」の理想と現実は・・・ 

以下に要点を抜粋します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 最近、「健康寿命を延ばす」ということがあちこちで話題になっています。 

一生の間、特に高齢期にできるだけ自立して(人様の助けを借りずに)生活できる期間 

を延ばすことが最重要課題として、国家再興戦略など国の基本的な方針にまで取り入れられ

ています。例えば「2020 年までに国民の健康寿命を１歳以上延ばす」ことが大きな目標の

一つとなっています。 

 この「健康寿命(を延ばす)」という言葉は耳当たりが良く、受け入れやすい半面、 

最近はあまりにも安易に使われているように思います。 

私は長く高齢者の健康に関するさまざまな問題に取り組んできましたが、現在の日本のよう

に平均寿命が 80歳を超え、今後 90歳まで延びていくような状況で、健康寿命を 10歳以上

も延ばすことは「至難のわざ」であると考えます。 

これは、単に「生活習慣病を予防すればよい」「再生医療や先進医療を加速させればよい」 

「医療や介護のサービス体制を整備すればよい」ということではないからです。 

いずれも重要で大切な取り組みであることに異論はありません。 

現在の日本のシニア、特に前期高齢者（65～74 歳）は驚くほどに健康的で活動的、社会へ

の貢献度も高いです。しかし、後期高齢者（７５歳以上）になると老化が目立つようになり、 

晩年を迎えてからの心身の機能低下は、どんな努力をしてもいかんともしがたい状態になり

ます。超高齢社会を生きていく私たちにとって、晩年の不健康は致し方のない面もあること

を理解することが必要です。 

 人生晩年の心身が衰えることは必然的かつ不可避であり、 

これを忌避することはできません。最後は誰かに助けてもらわなくては、生命をまっとうで



きないという「現実」を直視しなければならないと思います。 

よく言われる「ピンピンコロリ」は現実にはほとんどあり得ません。 

健康寿命を一日でも長くするため普段から自助努力を尽くして暮らすと同時に、 

やがては不健康となり周囲からの助けが必要となる自分をいつくしむこと、 

それをしっかり受け止めることができるような心の準備もまた必要なのだと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

うぅ～ん、返す言葉が見つかりません。 

また昨今、こんな情報を頻繁に見聞きする事も多く、厳しい現実です。 

 

関連して抜粋して見ました。 

★日本文学と日本文化研究の第一人者ドナルド・キーンの健康寿命考 

～～～鴨長明「方丈記」に関する小文(2013年 3月号サライ)～～～ 

行く河の流れは絶えずして～ 

人と栖の無常は「日本人の心」を表現している。 

堅牢と思われている「石の建物」は廃墟化した建物が多いが「木の建物」は 

建て替えを前提としているので・・・「常若」思想が生きている。 

人の宿命としての「生老病死」、人としてまぬがれられない四つの苦しみがある。 

すなわち生まれること，年をとること，病気をすること，死ぬこと。 

更に四つの苦に加え八苦もある。 

愛別離苦（あいべつりく）- 愛する者と別離すること 

怨憎会苦（おんぞうえく）- 怨み憎んでいる者に会うこと 

求不得苦（ぐふとくく）- 求める物が得られないこと 

五蘊盛苦（ごうんじょうく）- 五蘊(人間の肉体と精神）が思うがままにならないこと 

 

無常の世をいかに生きるか===「閑居暮らしのすすめ」とあるが、今一つ実感が涌かない。 

 

★『老いの落ち着く処』に関しての色々な表現がある様です。 

○「逍遊」とは気ままに歩き回り、心を俗世間の外に遊ばせること。 

又ゆったりと人生の実りの秋をストレスフリーで楽しく生きること。 

≪自然の中で～、人の中で～、そして、自由な心で～≫ 

○中国の「人の四季」とは青春→朱夏→白秋→玄冬 

<白秋期>とはゆったりと人生の実りの秋を楽しく生きる 

○五木寛之は幻冬舎「林住期」で述べている 

古代インドにあった教え、人生とは・・・学生期→家住期→林住期→遊行期 

50～74歳<林住期>とは・・・人生のクライマックス 

第三の人生を心ゆくまで生きるのが人間らしい生き方、日本人はまじめに考えすぎる。 

「林住期」に何かを始めるのは「必要」だから始めるのではない。 

始めるきっかけは、「必要」ではなく「興味」だ。 

https://youtu.be/ElddczwBKUY
http://www.johou.net/syoseki/rinzyuuki.htm


 

★昨年 10月に遡行した大杉谷の 

 柱に「自然はわれわれを れわれは自然を」 

 あったどんな意味があるのだろうか? 

 何となく分かる感じがする。 

 

 

 

 

 

 

★もっと我々の生きている現実に目を向けると・・・ 

【１】介護現場の想いを伝える、想いが伝わるニュースメディア  

（色々あり過ぎて纏まりがつかないと云う現実を伝えています） 

   「介護」のほんねニュース 

 

【２】1 月 27 日政府が進める認知症対策を発表したが、ここ奈良県、宇陀市から未だ何も

聞こえてこない。 

「新オレンジプラン」決定！認知症とともに暮らす社会へ、その中身とは？ 

 

◎今年の 4月 1日から業務を始めた『宇陀市医療介護あんしんセンター』との 

関連性はあるのだろうか? 

同センターの上手な使い方について気の合った仲間とディンカッション出来るのは 

今しか無いのかも知れません。 

 

本稿を書いている内に「結び方」が分からなくなり戸惑っていますが 

「健康寿命の伸長」が大事なのではなく「非健康の時の短縮」が大事だと云う事の様です。 

 

皆さんから叱咤、反論、お導きをご教示頂きたいと思いつゝ筆を置きます。 

（その 11)へつづく 

(ちょっと一言) 

何時ももやもやしていて中々整理がつかない宗教問題に対して 

比較的分かり易い思われる文献に遭遇しました。興味があればお読み下さい。 

★(宗教から日本を読み解く) 日本人の死生観を探究するための三つの扉 / 山折 哲雄 

『日本風土の中で変容した「無常観」』や『万人が死んで「ホトケ」になる日本』とか・・・ 

日本を代表する宗教学者(山折 哲雄)が、環境・風土、神話、歴史的背景などを 

手掛かりに、日本人の死生観とその多層的な意識構造を洞察。  

 

 

http://news.kaigonohonne.com/
http://news.kaigonohonne.com/article/180
http://www.city.uda.nara.jp/kaigoanshin/introduction.html
http://www.nippon.com/ja/in-depth/a02903/


最近の注目すべき登山情報５ 

2015.4.20  情報まとめ：須藤和雄 

第一回ロープワークの実践練習会レポート 

 

 目的：登山やレスキュー、日常生活に応用できるロープ技術を学ぶ 

《 日 時 》４月１６日（木）１４時～１７時 

《 場 所 》天満台西４丁目、野田宅前の公園(児童公園) 

《 指 導 》野田さん、アシスタント高見さん、三明さん 

《 参加者 》木山さん、原さん、真田さん、堀江さん、須藤の合計８名 

 

【実践練習内容】 

①チェストハーネス、シットハーネス   

②テグス結び 

③エイト・ノット(八の字結び) 

④プルージック、傾斜地の登り降り 

⑤ボーライン・ノット(もやい結び) 等など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【まとめ】配布資料、関連書籍等からの抜粋です。 

●ロープワークのポイント 

１．すばやく結べる 

２．使用中にほどけない 

３．ほどくとき、ほどきやすい 

 

詳細説明 http://www.goo.ne.jp/green/life/outdoor/mame/vol17/ 

 

☆ボーライン・ノット(もやい結び) 

 
☆エイト・ノット(八の字結び) 

 

【感想】 

71歳の私はこの実践練習会に参加するにあたり考えた事は・・・ 

Ａ.ロープワークを覚えてまで登山はしない。 

Ｂ.ロープワークを覚えて安全登山を続ける。 

私はＢの考え方を選びました。 

参加して見ると参加者の皆さんも概ね同じ考え方の様にお見受けしました。 

それよりも素晴らしかったのは「爆笑の楽しいひととき」だったと云うことです。 

その後、野田さんにお借りしたロープ等を使って自宅で復習していますが 

中々難しいので慣れるまで続けて見ようと思います。 

何時の日にか第二回ロープワークの実践練習会の実施を希望します。 

＜完＞ 

●ロープワークの種類 

１．ロープにコブを作る 

２．ロープを物体に結ぶ 

３．ロープに輪を作る 

４．ロープとロープを結ぶ 

http://www.goo.ne.jp/green/life/outdoor/mame/vol17/


 

編集後記：今年、ほととぎすの初音を聞いたのは５月１７日でした。その日か

ら＜宇陀なれや朝な夕なのほととぎす 凡生＞です。田んぼの苗もよく育って、

もうすぐ青田へ。額井岳麓の年金畑の農夫さんも忙しくなりますね。宇陀なら

ではの、目には青葉、耳にはほととぎすの季節です。夏は又、登山のシーズン。

お互いにそれぞれの器量？で夏山を楽しみましょう。▲さて、三度目の夏季号

は小西画伯の＜ハロン湾＞が表紙を飾りました。この涼をよぶハロン湾はベト

ナムの海です。詳しいことは今号に寄稿の小西さんの「ハノイの冬」を読んで

更に楽しんでください。▲今号のトップ記事は木山さんの「大普賢岳登山記」

です。普賢菩薩を名乗りながら嶮しいその山に挑んだの猛者揃い８人衆です。

私もこの山は二度登ったが、岩場の鎖場や梯子には泣かされたものです。その

時の怖さが今もあるから今回の参加を見送りました。ところが木山さんは＜新

緑や急登なれど足軽く 凡太＞と詠んでの余裕です。今回の８人衆は全員がこ

の句のとおり「足軽く」踏破しましたね。因みに私が登った時の句は＜仏の名

冠して嶮し夏の山 凡生＞でした。二つの句を並べたら極めて対照的です。▲

今号では公式行事の記録としては他に安田さんの「嵯峨野・嵐山の寒梅報告」

と須藤さんの「多武峰から明日香へ春散策の記録」でした。どちらも京都・明

日香の古都散策。美しく楽しい写真も添付しての貴重なご報告でご両人にはご

苦労さまでした。▲堀江さんは「ふるさとの山々」と「春日大社・万葉植物園

散策記」の写真を寄せてくれました。「ふるさとの山々」とは、ご本人の故郷・

越前（福井県）の山々です。雲海が荒れているように見えるのは、日本海から

の強い風のせいだそうです。石川啄木の歌＜ふるさとの山に向かいて言ふこと

なしふる里の山はありがたきかな＞の思いが伝わってくる写真です。ありがた

くも美しいふる里の山々です。皆さんも「ふる里の山」に思いを込めた文と写

真をお寄せください。▲三明さんからは「宇陀地方の難読地名について」の興

味深い寄稿がありました。それによると私達の宇陀地方は全国でも名うてのや

やこしい地名が多いことが分かりました。この「榛原」もしかりで、日本書記

には「はりはら」と記されていたとか。今でも「しんばら」「はるばら」と読ま

れたり、郵便物には「ぼうばら」と書かれたりすることもあるとか。この機会

に地元の地名の読み方をしっかり覚えたいものです。三明さん貴重な資料有難

うございました。▲この夏季号に対する読後の感想や批評・ご意見も寄せてく

ださい。次号編集にあたっての是非参考にしたいと思っております。不明な点

については編集委員にお訊ねください。なお、秋季号は原稿８月末締切、発行

９月20 日です。会員の皆さんからの寄稿あっての「春秋」誌の発行です。更な

るご協力をお願い申し上げます。                  凡生 

 


	1.夏季号表紙・小西
	2.大普賢岳登山記・木山
	・2/4
	・3/4
	・4/4

	3.嵯峨野・嵐山の観梅報告・安田
	・2/3
	・3/3

	4.嵯峨野・嵐山観梅の句・金城
	・2/2

	5.多武峰から明日香へ春散策の記憶・須藤
	・2/3
	・3/3

	6.多武峰から明日香へ俳句・金城
	7.チベット聖山カイラス一周レポート・林田
	・2/4
	・3/4
	・4/4

	8.ふるさとの山々・堀江
	9.宇陀地方の難読地名について・三明
	・2/2

	10.ハノイの冬・小西
	11.春日大社「万葉植物園」散策記・堀江
	・2/3
	・3/3

	12.私の宝物・高見
	13.ラジオと少年時代・金城
	・2/2

	14.私の余生は老い仕度(その10)・須藤
	・2/3
	・3/3

	15.最近の注目すべき登山情報５・須藤
	・2/2

	16.編集後記・金城

