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　     2016．10.23　原　政雄
　若い頃、次に行く山は槍か穂高か剣かと、それらの頂に立つことを夢見て次に登る山の
ルートを想像するのが好きだった。
　その夢見た山に登り達成感を得る・・あれから何十年経ったことだろう。長い歳月が経ち
私は再び山の仲間と共に、穂高連峰の一角に立つことが出来た。

　槍ヶ岳から穂高の峰々へ続く大パノラマが真っ青な空の下、頂上に立った者のみに微笑む
かのように圧倒的迫力で拡がる。初めて登った仲間は今まで見たことがない！と、感動と
感激を口にした。再び、立った私は青春の想い出がよみがえった。

　今回の山行は、なんと二つもの幸運に恵まれた。
　１つ目の幸運は天候だ。初日：雨　登頂日：晴　最終日：雨 なんという幸運！
遠い所の山だが、雨ならば岩場でのスリップを恐れ登頂中止を決断する気であった。

　二つ目の幸運は、登頂した私達が乗る上高地から平湯行バスである。
山荘で平湯行最終バスを聞くとPM6:00と言う。朝５時半から行動を始めた須藤、小出、原は
岳沢の下り半ばで3人共に足を痛め、上高地到着時は危うく帝国ホテルで1泊せねばならない
状況であった。が、幸運の女神は３人を見捨てはしなかった。

　この素晴らしい感動と体験は、高見隊長の登山隊結成の配慮により得ることが出来た。
紙面の上ですが、登山隊を代表しあらためて感謝いたします。

　山へ行く人は何かしら、それぞれ想いを持ち登っていることと思う。西穂山頂を目指す
『八剣登山隊4名』も、それぞれ異なる想いを持ち登山をしているのを私は感じた。

　須藤さん、西穂初登頂を楽しむのが目的。事前に多くの知識をブログ等で得られてた。
　美浪さん、既に奥穂から西穂縦走を経験した猛者。今回はピ－クで絵を描くのが目的。
　小出さんも初の西穂。プロ並みのカメラ腕前でほんま物の山岳写真を撮るのが目的。
　原は若い頃、テントをかつぎ奥穂から西穂へ縦走、当時の感動を思い出す山旅だ。

　この紀行は山荘から西穂頂上へのピストン登山と上高地への下山及び平湯行バスに乗る
までの感動や幸運を記したものである。

　9月26日（月）飛騨地方：雨
　八剣山の会9名（野田、金城、真田、増谷、須藤、高見、原、美浪、小出）は、榛原を
7:21に乗り、予定どおり15:00に小雨の新穂高ロープウエイ登山口駅に到着。

　駅の展望台から右手方向に西穂高とそれに連なる岩峰、下手に西穂山荘が見える。
西穂の180度反対に、笠ヶ岳がデンとスカートの裾まで見せ拡がっていた。

　初めて北アルプスの山々を見る仲間は、関西の山との違いに驚いているようだ。
独標から西穂へと続く稜線をバックに、展望台の係員にお願いし全員で記念撮影する。
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     ２０１６．９．２７西穂山頂からの遠景 



　本日中に金城師匠のみがロープウエイで発車駅まで下り、 2/4
上高地、河童橋近くのアルペンホテルに宿泊される。
私達８人とは登山口駅で別れた。

　明日午後4:30上高地バスセンターで落ち合う予定だ。
師匠は西穂事前訓練登山で、体力面から西穂への登頂
のみ断念され、上高地で俳句作りを楽しまれることと
なった。　

　既に、師匠から私達全員にキッチリと俳句用の紙を
手渡されているのはいつもどうりである。

　雨が強くなっており、山荘へ向かうメンバーは駅舎で全員雨具着用する。高見隊長から
『野田さん、増谷さん、高見は後を行くので他の人は先行して下さい』と指示を受ける。

ふつう山小屋到着は午後3時か遅くとも4時までである。が、ここから普通に歩いても到着に
２時間近くを要す。即ち、山小屋へは午後5時を過ぎるだろう。
　よって先行し、山小屋に後から仲間も来る、と告げる必要からの配慮と理解した。
山小屋の予約をした私は５人で先発し、更に雨が強くなる前の4時40分小屋に到着した。

　その後、強雨の中を野田さんら3人は5時10分到着。増谷さんの話によると野田さんは途中
『胸がドキドキする・眠気する』と言われ、少し長めに休憩を入れて来たとのこと。
高見さん、増谷さん。野田さんへのサポート大感謝！！野田さん、よく頑張りました！

　9月27日（火）：晴れ。時々うす雲
　昨夜は9時の消灯後、全員すぐに就寝。　
午前2時頃、天候が気になるのとトイレのため起きる。

寒い！戸外へ出ると気温は5～6℃か？少し雲はあるが、
ほぼ満天の星空。星は榛原より２倍の大きさだ。
ラッキ－！晴れだ。俺たちはついている！

　他の登山者数人が既に、この星空を撮影していた。
部屋へ戻り、寝てる仲間にこのことを伝えると早速
真田さん、小出さん、須藤さんが出て行った。

　登山隊４人は朝、４時半頃から登頂準備と不要の荷を小屋に残す為の整理を行う。
登頂は小型ザックを用い岩場での危険を減らす。更に昨夜、小屋でヘルメットを全員が
レンタル。事前に高見さんから独標や西穂山頂付近で滑落や落石事故が発生し、負傷者が
出ていると情報を受けていた。万が一に備え、レンタルを決めたのである。

　須藤さん、小出さんは本格的な岩山は初とのこと。
私は体移動は確実に３点確保で行うこと。岩場での
下りは顔を山側に向け下降すること、と念を押す。
AM5時半小屋を出発。

　登頂リーダーを任された私は仲間の安全確保。
これが最優先だ。

　私はみんなに『岩場での下りは私が先に降り、
下から手の位置や足場を伝えます』と、告げる。

　前方に独標と岩峰に連なる岩稜が、アップダウンし左手方向の西穂へと延びている。
　須藤さん、『何回も動画や写真で見た景色と同じや！』と、嬉しそうだ。
　小出さん、盛んに自慢の一眼レフカメラのシャッターを切りまくっている。
　美浪画伯は奥穂から西穂の最難関縦走路を経験済。　絵を描くため足早に先行した。

　やがて2701m独標に立つ。
ここで小休止と撮影会だ。青空が広がり、峰々に時々うすい雲がサッ－と流れている。　

朝焼けの丸山から霞沢岳方面臨む 

丸山にて 須藤さん、美浪さん、原 



　奥穂から前穂に続く吊り尾根は、岩峰の支稜が岩と丈の 3/4
短いハイマツのみで、谷底までクッキリと見える。
ハイマツの所々に赤い実をつけたナナカマドが美しい。

　西穂へ向かう独標下りがやや難所。左傾斜の６０度
の角度で、そのまま谷へと続いている。

　須藤さん、顔を山側に向け四つん這いの姿勢で、
慎重に下って来る。問題なさそうだと思った。

　小出さんの体移動は軽い。
レンジャ－訓練を受けていたのか？！と思う程だ。

　幾つかの痩せ岩尾根とそれに連なる岩峰を登り降りし、やがて西穂直下に着いた。
狭い縦走路の正面、右上方向へ長さ４０mの岩場が頂上へと延び、その下方は谷へ続く。
　岩場は15mの長さのスラブ（１枚岩）と、岩石で構成されてるが登りは危険は少ない。
が、下降時にスラブは手がかり足がかりが見にくく、苦労することが予想された。

　2016年9月27日 AM9:10予定より10分遅れで2908m西穂頂上に立つ。素晴らしい景色だ。
頂上から10時方向に左手から槍～南岳～涸沢～奥穂～吊り尾根～前穂と続き、１時へは
日本の最難関縦走路の間の岳、ジャンダルム、奥穂へ続く峻険な岩稜が一望できた。
　９時方向には立山上部が遠望でき、８時には笠ｶﾞ岳が大きな山体を見せていた。　　

　
　小出さん『今までで最高に感動だ！』を連発し、上機嫌で撮りまくっている。
　小出さん、知らない人と親しげに話しだす。途中でも誰彼となく声をかけていたことを
思い出した。見かけによらず人なつこい人だなあと思う。
　須藤さんはニコニコと山の会ブログ用写真を盛んに撮っている。いつもご苦労さんです！

　頂上は時間的にも早く、最盛期でもないので20人程だ。
美浪さんは既に絵を描いていた。　美浪さん『遅いなあ！』と一言。
『先に戻り小屋のラーメン食べとくよ』と、絵道具を収納し帰りも先行する。
既に、4枚描いたとのこと。素晴らしい！

　着いて間もない私達は頂上で、今は千葉に住むが30年前は法隆寺へ5分の所に住んでいた
と言う人に、3人揃った写真を撮ってもらった後、その方と山談議に花が咲いた。

　高見さんから先に上高地へ下ると連絡があった。30分ほど撮影や休息後、山荘への帰りを
急ぐ。が、頂上直下の岩場に多くの登山者が登って来る。

　この岩場の登り下りは、目印のある以外のルートは滑落の危険がありショートカットも
出来ず待機する。暫くして今回のルートで最も難所の岩場を下り始めることが出来た。
　やはりスラブの下りは手強い。足場や岩をつかむ手の位置が見つけにくい。
滑ると谷へ一直線だ。

　私は『須藤さん、次に足を下ろす地点を股の間から見て探してください』
『須藤さん、手は右、もっと右』と下から声かける。狭いがやっと安全な縦走路に降りる。
　独標まで、まだ岩稜は続くが既に来るとき通った道であり問題ない。

右の独標から続く岩稜と西穂 

独標への上り 小出さん、須藤さん 西穂頂上で創作中の美浪画伯 



　12:45山荘に帰着。1時間15分遅れだ。 4/4
須藤さん『手も足も疲れた！』と、笑顔で話す。
小出さん『最高に感動した』と、また同じことを言う。

美浪さん『遅い1時間待った。西穂ラーメンも食った』
と、笑いながら歩いて来た。
 私はみんな無事に帰り着いたことにホッとする。

 『直ぐ出発しよう』と美浪さん。『1時15分出発』と
私は言い『平湯行最終バスを受付で確認して来て』と
依頼。やがて『上高地６時が最終やて』と戻ってきた。

　全員一緒に上高地めざし下山開始。が、美浪さんどんどん先に行き見えなくなった。

　登山口に半ばの場所で、後方から元お嬢さん達が速足で迫って来たので横に避ける。
通り際に『お金もいらん！男もいらん！若さ欲しい』と、のたまわりあっけにとられた。

　元お嬢さんのせいか、岳沢の急な長い下りのせいか、３人とも足が痛いと言い出した。　
おそらく、朝5時半から動いているので疲労がたまって来たのだろう。

　須藤さんはふくらはぎが、小出さんは膝が痛い。と言う。私は両足のつま先が痛い。　
３人は歩行速度が半減。2人は足を引きずるように歩き、私はつま先が痛くカニ歩きだ。

　下山がすごく長いと感じる。登山口到着4時55分。標準タイムより１時間以上遅れの、
3時間40分も要していた。他の仲間は、既に４時半のバスで平湯へ向かっている。

　２人より少し早く着いた私は、バスセンタ－は梓川に架かる前方の橋を渡り、左岸の道を
上流へ向かうが近いか、渡らず右岸の道を上流へ向かえば近いか判断に迷った。

　思案していると幸いに４駆車が登って来た。　車を止めバスセンタ－へ行く近い道を
尋ねる。『橋を渡れ。２０分でバスセンタ－』と教えてくれた。まもなく２人が到着。

　３人で先を急いぐ。が、全員ピッチ上がらない。やや先行の私は橋を渡り５分程歩い
た所で、赤い屋根の帝国ホテルを左手奥に見つけた

　道に作業姿の３人がいた。バスセンタ－を尋ねる。
『ここから15分。平湯行は最終５時のはず』と言う。
『西穂小屋で聞いたら６時と言ってた』と、話すと
『それは夏ダイヤや』と言うでないか！

『タクシ－で行く』と言うと『最盛期過ぎてるので
タクシーは少ない』と言われた。

　やや遅れて２人が追いついたので今の話を告げた。

　別の作業員が『そこの帝国ホテルに泊まったら？１泊４万円』と笑いながら言うのだ！
他の作業員、『平湯行最終バスまだ来てないよ。帝国ホテル前のバス停から乗ったら』と
アドバイスをくれた。

　３人は遊歩道と車道がＴ字に交差する先のバス停へ、足の痛さも忘れ走りだす。すると、
樹々で見えてなかったバスが近づいて来るでないか！手をあげ止める。ドアが開き、運転手
『平湯行最終バスです』3人は急ぎ乗り込む。痛さこらえ走って乗車までわずか20秒間！
奇跡だ！　車内で3人は互いに顔を見合わせ嬉しくなり『ラッキ－』を連発。

　25分で平湯到着。　
小雨の中、歩いて数分に位置する奥飛騨温泉の宿に着き、仲間６人と無事再会。
今回はラッキ－な天候めぐり合せと平湯行最終バスに神がかったように乗れ超ラッキ－。
　本当に『心に残る山旅となった』

おわり

右から須藤さん、小出さん、原  



西穂高、散策隊夏の想い出 

2016.9.27 増谷育男 

今年は自分の体力にあった山歩きを目指してきたが、その中で少し自信が湧い

たので登山への思いがよみがえりこの隊に参加しました。メンバーは高見隊長、

野田さん、真田さん、増谷の 4名（金城さんは上高地で前泊され散策されまし

た）さあ初めての岩稜登山に出発です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5：30 恒例の登山隊を見送る 
7：30散策隊も出発 高見隊長、野田さん 

 

西穂高独標 2701m 高見隊長 増谷 散策隊の目標地点独標に到達 高見隊長 真田さん 

 

さぁ登るぞ！真田さん野田さん 
登山日和でほっとする高見隊長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（散策を終えて） 

高見隊長の先導のお陰でスリルある登山が安全に実現できました。雄大な山々

を展望でき、清流のせせらぎを聞きながらゴールした上高地も最高でした。 

みなさん楽しい散策をありがとうございました。  （完） 

隊長に続く三転確保 真田さん 
 

合流地点で登山隊を待つ高見隊長 

満面の笑顔の野田さん 

上高地梓川より穂高展望 

懸命にゴールに向かう野田さん 

野田さんの目標地点 



 

西穂高岳、上高地の山旅俳句 

平成 28年 10月 金城 凡生 

 

天高し窓に槍の穂ロープウエイ 

同僚（とも）の無事願ふ西穂に霧かかる、 

秋雨に泣くや高山巡る旅 

朝霧の西穂の小屋へリコプター 

白樺を仰げば蒼天秋高し   

西穂向け朝霧の宇陀旅立ちぬ 

登るほど紅葉濃くなるロープウエイ 

のこぎりの連なる穂高秋高し 

こんにちは異人と交わす登山道 

水澄めば紺碧もあり梓川 

山あいに川霧溢れ幽玄に 

無事下山秋の夕暮れ祝ふ杯 

山裾で独りはぐれて秋思（しゅうし）かな  

川霧に歓声あがる飛騨路かな 

矢尻にもなりて大滝落ちにけり 

ロープウエイ山頂駅が登山口 

秋晴れや外人占める河童橋 

秋澄める景に感動撮りまくる（小出さん） 

秋澄みて山頂ごとの絵筆かな（美浪画伯） 

秋麗の山に挑まぬ男あり（凡生） 

事故も無く皆これ名馬秋高し 

秋霖の会間（あいま）目出度く西穂高 

鶺鴒（せきれい）や独り昼餉の梓川 

秋晴れの穂高やここは五千尺 

キジ撃ちや屈めばそこは草紅葉 

この人を囲めば笑い秋うらゝ（野田さん） 

旅帰り三日見ぬ間の金木犀（きんもくせい） 

 

 

 

 



 

秋雨や楽しく駅弁ひだ５号     高見 毅 

         川霧に白濁してや飛水峡   

         岩稜の峰々踏めば秋高し 

         下山道紅葉に笑い膝もまた 

         秋山を仰ぎて笑むや九勇士          

          

朝寒や雲海底に上高地       真田 一郎 

         秋の日に浮かぶ赤屋根上高地 

         登山終えサヨナラ穂高上高地 

          

西穂高岩場に燃ゆるナナカマド   原  政雄 

秋澄みて天を突きさす西穂の穂 

         山荘を抜けて仰ぐや天の川 

          

秋晴れの北アルプスに神を見た   須藤 凡雑 

         西穂高岩峰に這ふ登山かな 

         秋澄みて天空を指す西穂の穂     

 

         秋の空色も鮮やか穂高岳      美浪 敏明 

         登山宿外国人もちらほらと 

         秋晴れや穂高の嶺に祝がれ 

         秋高し西穂を目指す初老たち 

         鰯雲西穂の先はジャンダルム 

         独標で行き場に惑ふ登山人 

         登山道せせらぎの音も上高地 

         登山痛平湯の宿で癒される 

         早立ちの支度急げば星月夜    

         秋高し西穂１０峰踏破して 

 

         ふらついて西穂下れば秋の風    野田 庄次 

         明日挑む西穂仰げば星月夜 

         冬支度せわしき妻へ山土産           

 

（完） 

 



忘れられない山旅スケッチ 

2016.11.20 美浪敏明 

 

2016年 9月 27日 西穂高独標より１０峰を望む 

素描に添えて思うこと 

 前日の小雨も止み逸る心で西穂高山荘を早立ちし、西穂高を目指す。 

出来るだけ速く登頂を終え上高地でスケッチをしたいそんな気持ちでした。 

丸山辺りから大小の岩塊が見られガレ場の連続である。注意しながら歩を進めると

いきなり独標が現れた。絵心が湧く、写真を撮りたいが電池切れでダメ！ 

前日の新穂高ロープウェイの展望台で解った。準備不足を嘆くも仕方がない。 

先を急ぐ、何とか独標の頂に着くと眼前に西穂十峰の山並みが現れた。 

我慢できず素描を描く。その時の印象がこの絵である。僅かな時間で色付けするの

で大変です。後続組が登ってきたので切り上げ西穂高岳山頂を目指す。 

峰を数えながら辿り着いた山頂では遮る雲もなく秋晴れである。槍、穂高連邦の

山々が見え壮観だ！紅葉は色付き始めていて渓谷の木々も素晴らしい色彩で素晴

らしい。二枚目の素描をする。雄大過ぎて描き切れない。切り上げて下山開始。 

途中描き損じた独標を振り返り小休止して描いたのが表題の絵である。 

上高地では時間的な余裕と疲れでスケッチはできなかったのが残念でした。 

しかし今回の旅行では五枚の素描を描けました。 

画家を目指して挑戦する小生にとっては八剣山の会の行事は喜びです。 

行く先々で感動を覚える構図に出会えるからです。 

年々要領も解りスケッチも早くなっている様に思う。 

余談ですが１１月１８日から２３日にかけて大阪心斎橋筋ナルミヤ画廊でユース

美術会員として油絵を初出展します。周りはそれなりの画歴のある方々ばかりです。

これからも周りに刺激を受けながら挑戦していきたいと考えている。 ＜完＞ 
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八剣山の会春秋 平成２９年新年号投稿 

 とっておきヨーロッパ                  2016.11.30 林田俊彦 

ドイツ、ロマンチック街道・スイスアルプス・パリ９日間レポート 

 

今回は会社で勤続３０年の記念で一週間ほどの休暇がとれ、祝い金が少しばかり出たので家内

と初めての海外旅行に出かけた記録を残す。 

当時一番人気のドイツ・ロマンチック街道、スイスアルプス、パリを巡るツアーを選ぶ。 

時は１９９８年９月１９～２７日の９日間、 

初日は関空からロンドン・ヒースロー空港経由でﾄﾞイツ・フランクフルト着、 

２日目 リューデスハイムから観光汽船に乗りライン河クルーズをする。ライン河は全長

１３２０Ｋｍ、スイス南東からオランダのデルタ地帯を経て北海にそそいでいる、ヨーロッパ

でもっとも重要な内陸水路であると同時に最も眺めの美しい河川として知られている。 

その中で風光明媚な古城が両岸に集りワイン畑の広がるところをクルーズする。 

船上のテラス席は満員、だが結構冷える、だんだんお客は船内へ、売店がありドイツワインを

試飲する。途中ローレライの看板がある、ライン河随一の難所だ。Ｓｔ．Ｇｏａｒで下船。 

そこからバスでハイデルブルグへ。ハイデルベルク城、旧市街観光、古城街道を通りローテン

ブルクへ 

次の日は市内観光、ドイツの中世の街並みの代表格のマルクト広場，市庁舎などを見学、

その後ロマンチック街道を縦断しアウグスブルグへ、夕食は本場のビアホールにてショーを見

ながらドイツ料理、なんといってもいろんな種類のフランクフルト、形も大きめやっぱり旨い、

大きなビヤーグラスになみなみと入っているビヤー、日本ビールよりややたんぱく、ドイツ人

は水代わりに飲むという。あの立派な大きなビール腹で想像できる。ドイツも３度目だがとに

かく料理の量が半端でなく多い、デザートもステーキ皿いっぱいに入っている。 

   

ライン河クルーズ     ローテンブルグの街並み ハイデルベルグ、ネッカー河と旧市街 

４日目 今回旅のハイライト、あの有名なノイシュバンシュタイン城へ 

オーストリアの国境近いアルプス山麓、断崖の上に建つフォルッゲン湖に囲まれ城の名はワー

グナーのオペラ「ローエングリン」の白鳥伝説に由来し名前の通り白亜の城は中世のおとぎ話

に出てくるような美しさだ、白鳥の城と称される。 

断崖を結ぶ吊橋から見るこの城は湖上に浮かびうっすらと霧がかかり雲の上にあるように見え

る姿は感動ものだった。土産店で早速 A3 大のポスターを買い込む、冬の雪をかぶった景色、紅

葉に包まれた景色もまた格別だと思う。 
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ルートヴィッヒ２世の作った城で遠くにその父の居城のホーエンシュヴァンガウ城も美しく見

える。 

今夜はスイスに入り湖の間という名のとおりのインターラーケンは２つの湖に囲まれた緑豊か

な街に泊まる、 

夕食はスイス料理のミートフォンデュだ。チーズを溶かした鍋に串に刺した肉などをつけて食

べる。 

   

世界最大のワイン樽   ノイシュバンシュタイン城 

次の日はバスに乗りアイガ―北壁のすそ野に広がる日本人に人気の高いアルペンリゾート、

グリンデルワルトへ入る。 

登山列車に乗り３，５４５ｍのユングフラウヨッホへ、以前、私はスイスハイキングで来てい

る。スイス観光の目玉だ。家内は初めて、ベルナーオーバラント３山、アイガー、メンヒ、ユ

ングフラウの雪山に囲まれ，頂上はレストラン「トップ・オブ・ヨーロッパ」がありアイスパ

レス（氷の彫刻群が並ぶ氷のトンネル）を抜けると、雪原広がる頂上の展望広場に出る。 

間地かにアイガー、メンヒ、眼下にはアレッチ氷河が広がる、誰しも感動する。 

下山後ベランダに花いっぱい飾られた家々の街なみをぬけ、ジュネーブへ。 

ジュネーブはレマン湖の西の端、ローヌ川の河口に位置する、ここは様々な国際機関が集まる、

公用語はフランス語だ。 

         

アイガーバックに   ユングフラウヨッホ頂上、メンヒバックに ゴルナグラート登山列車 

６日目はジュネーブからフランス新幹線ＴＧＶにてフランス・パリへ。列車はまだ新しく、

座席はゆったり目、足を延ばしても足が前の席に届かない、小生の足が短いせいもあるが。 

毎日が足早に観光地を走りすぎるという感じで移動する有名な観光スポットを駆け巡る、密度

が濃いいと言えばそれまでだが、ちょっと気ぜわしい。 
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前にも言ったが旅は若いときに行くべきだ。好奇心いっぱいで感受性あふれる時がより多くを

体験する。 

    

フランス新幹線 ＴＧＶ  ノートルダム寺院 ルーブル美術館   ベルサイユ宮殿   

小生パリは３度目、専用バスで市内観光、 

ルーブル美術館、「モナ・リザ」、「ミロのビーナス」など３０万点以上の美術品を収蔵する。 

ノートルダム寺院、パリ発祥の地であるシテ島の中央にそびえる寺院で、初期ゴシック建築の

粋を凝らした最高傑作、寺院内は高い天井、窓には豪華なステンドグラスの傑作が目を引く。

寺院の屋上の展望台からセーヌ河越しにパリ市内が展望できる。ここでトイレに入ったが、小

便器の位置が高くつま先立ちで用を足した事を思いだす。   

コンコルド広場（マリーアントワネットがギロチンで処刑されたところ）、エジプトから送られ

たオベリスクが建つ。若いとき会社で視察旅行した時この広場の一角に建つコンコルド・ラフ

ァイエットホテルに連泊して近くを歩き回ったので懐かしい。 

エッフェル塔、パリ万博を記念して建てられた塔でパリのシンボル的存在、高台のシャイヨー

宮からエッフェル塔の全景がすっぽり収まる写真スポットがある、皆ここで記念撮影をする。

広々とした緑の芝生とマッチして夜はライトアップされる若者のデイトスポットだ。 

    

凱旋門      エッフェル塔    セーヌ河クルーズ    オルセー美術館 

夜はセーヌ河イルミネーションクルーズと目いっぱい動く。船上からのライトアップされたエ

ッフェル塔やノートルダム寺院も美しい、くぐる橋桁には大理石の彫像も見ものだ。 

次の日はお決まりのベルサイユ宮殿観光、パリから１７Ｋｍ、太陽王ルイ１４世の栄華を

象徴する豪華絢爛な造りの宮殿。ル・ノートル設計の庭園もだだっ広い。 



4 

 

昼食はオペラ座近くのレストランでフランスならではのエスカルゴ（カタツムリ）料理を食べ

る。 

普通の貝の味だが、フランスでは高級食材だ。日本のサザエやアワビのほうが旨い。 

午後ナポレオンが愛したフォンテーヌブロー城、パリから１０Ｋｍ離れたバルビゾン村へ、ル

ソーやミレーなどバルビゾン派の画家たちが住んでいた村を観光。 

夜はオプションでディナーショーへ、例のトップレスの若くて美しいパリ娘達が、カンカン踊

りなど華やかに踊る１００年の歴史を持つキャバレーだ。一人１３００Ｆｒ＝約３万円 

舞台上に白馬が走り回ったりと大がかりなショーが真夜中まで続く。前回はリド、今回はムー

ランルージュでのショーでパリの２大ショーを楽しんだことになる。世界のセレブ達が着飾っ

てワインを飲みながら食事する大人の時間を楽しむ贅沢な一時だ。もちろん家内も一緒だ。 

８日目、初めての自由行動だ。パリ３度目なので整備された地下鉄を利用してあちこち動

く。まずはオルセー美術館へ、ルノワール、ドガ、モネなど印象派の傑作が集まっている。 

次に凱旋門へ行く、ちょうどエレベェーターが修理中で門柱のラセン階段を４～５階もあろう

か歩いて上った。凱旋門の上からはパリ市街が８方向に放射状に広がっている姿が一望できる。

都市計画とはこれだと思う。 

凱旋門からコンコルド広場、約２Ｋｍを一直線に貫くパリの目抜き通り、歌に出てくるシャン

ゼリゼ通りを歩く、道幅も５０ｍ以上もあろうか、パリ祭りの時は歩行者天国になるという。 

並木通りには世界のブランド店がのきを連ねる。 

帰りは時差８時間、関空まで約１１時間のフライト、いつも思うが楽しい旅はあっと終わる。 

 

   

パリ、ムーランルージュのディナーショー（キャバレーへは男性はネクタイ着用、女性はドレ

スアップして） 

                             ＴＨＥ ＥＮＤ 



ネパール・ゴーキョトレッキングの思い出       小西益樹 

              ― アヌーさんのことなど － 

                    

 2003年 ゴーキョトレッキングでガイドをしてもらったセエルパ族、 

彼の家に泊めてもらい、奥さんの料理をご馳走になった、アヌー・セエルパのことなど。 

 

 アヌーさんの誕生名はニマ・アヌルブ。ニマは太陽。アヌルブは宝石のような飾り。 

アヌルブのアヌこれからアヌーさんという。（Anu Sherpa） 

彼は敬虔なチベット仏教徒である。父親（パルデン）が僧侶だったと語った。しかし何故世襲で彼が僧

侶にならなかったのかは聞き漏らした。彼の子供は６人いる。女性が３人男子３名。この内長男はヨー

ロッパで音楽家を目指している、写真で見ると眼鏡をかけ色白で西洋人に似ている。管楽器奏者である。

次男はナムチェの中心街で書籍やインターネットの店を出している。２０代のはにかみ屋でやさしい青

年である。名前は Kamirita（カミリタ）。メールアドレスは kamirita_23@hotmail.com である。一度

メールを入れたが全く音沙汰が無いままである。娘の一人は近くでベーカリーや茶店を開き西洋人に人

気が有るそうである。ここのパンをご馳走になった。一番下の男子はカトマンドウで私学校に入ってい

る。女の子のように可愛らしい写真をみせてもらった、１０歳位か。この子の話になるとアヌーさんは

すこし「はにかむ」。 

そのほか親戚は沢山居てロッジの経営やナムチェバザール一帯で成功をおさめているようだ。さしずめ

アヌーファミリーである。母親はターメ村？出身。ポーターにはターメ村の出身者が、多くヒマラヤ登

山隊に参加している。奥さんの方は「金持ち」の家の出と言っていた。自分は金持ちではないがこれま

で誠実に仕事をしてきた、あまり威張らないのが良いと言っている。歩いているとアヌーさんに声をか

け握手してくる人が沢山いる。昔アヌーさんが率いるパーテイーでキッチンボーイをしていたものや、 

ポーターなどを経て、今ガイドをして歩いているものも多い。教育者の一面もある人。 

坊さんにもよく逢ったがアヌーさんがお寺に沢山寄進していることが分かる。近くの高僧たちが法事に

は家に来るそうである。ターメの坊さんは酒飲みで仏画が上手な人。（この人に休憩所で合ったがやはり

昼間から「チャン」を飲んでいた） 

NＨＫの番組で 根深 誠氏が案内役の時には殆んど「共演」している。この時の収入で今の家の 

二階が立派な仏間になったらしい。まるで小さなゴンパ（僧院）のようだ。 

ゴーキョからの帰り道、尾根に大きな石があってそのそばに、枯れた背丈の高い草が有ったので 

我々はこれぞ「ヒマラヤの青いけし」と思いこみ、さっそく種を沢山採ってポケットに入れた。 

アヌーさんはこれを見てそれは毒草だといった。根の部分がそうらしい。 

ナムチェに帰ったらブルーポピーの種をくれると言った。（あとで約束どおりビンに入れた種を各人に分

けてくれた、春先に撒くといいとのこと）帰国後暫く冷蔵庫に保管してから２００４年の春この細かな

種を家の鉢に撒いたが、結局芽が出なかった。この他の植物に関しても良く知っている。 

シャクナゲの葉の枯れたのは「香」の材料になるそうだ。 

枯れた葉を手で揉んでかいでみると強い香料の香りがした。名前はスンバーテイでスンは 

「黄金」バーテイは「葉」である。葉の裏の色から金色という。これを香炉で燃やすのだ。香炉にくべ

るのは普通、桧の葉に似たものが多い。サルオガセはシェルパ語？ではメンマー。ネパール語はジャオ。 

ジャコウジカが好んで食べるそうだ。ジャコウの香りは「ヘソ」である。ジャコウジカは繁殖がなかな

か上手く行かない話をしてくれた。彼はメスを女、オスを男と云うので一寸話が聞き苦しい。 

彼は目が良いのだろう、道を歩いていてもヒマラヤンタール（野性山羊）を谷の下で岩の上に立ってい

る姿を見つけてくれた。濃い茶色の山羊はジットして動かず、岩と見分けがつきにくい。 



 Iさんの両手の甲のかぶれはイラクサによるもの思うがアヌー氏にも最後まで分からなかった。 

このイラクサは街道付近で一度見かけたが他には見当たらなかった。イラクサはグルン族では「シヌワ」。

「シヌス」とも発音する。これに触れるととにかく何時までも痛みが取れない。 

ヒイラギのような形をした潅木の葉は牛の大好物、棘で舌に血が滲んでも食べるそうだ。 

バラ科の赤い実が成っていたがこれはお茶の？材料だといった。 

彼は往きのルクラからの道々咲いていた桃色のダリアに似た花の名は知らなかった。 

民家の男は「メンドウ・カンシャル」（別名金の持ちの花）と教えてくれた。花の形や下向きの蕾の色や

形がダリアにそっくりだが、茎の部分は太く長い竹の様である。一月前この道を歩いた友人はガイドか

ら「リリー」（百合！）と教えられたと云う。メンドウはチベットでは「花」をさす言葉。 

アヌーさんの家では「ヤク」を５頭飼っている。 

ナムチェへの帰り道、自分のヤクが道端の崖下で草を食んでいる（ポーターのラーナン君の兄）がここ

まで放牧させにきたのだが、アヌーさんの顔を見るとそのうち２頭が「のこのこ」我々の後を 

追ってくる。飼い主を覚えているに違いない。まだ日が高いのでもう少しここで草を食ってもらわない

と困るのだ。アヌーさん、峠から大声で叫んだ「まあ～だだヨ！」と。ヤクは夜になると迷うこと無く

勝手に我が家に帰ってくるそうだ。ヤクの値段は一頭１６００００ルピー？（ヤク！３０万円）。６才？

以上になると荷役が出来るようになる。 

アヌーさんが道を塞いでいるヤクに声をかけるとすぐ動いてくれる・・・理由がこれで分かった。 

ヤクでも云うことを聞かないヤクたたず？の暴れん坊がいる。これは角の根元に縄を結わえてある。 

イザの時これを引くのだそうだ。大人しくよく働く模範的なヤクの方が多いだろうが。 

ヤクにも名前がついているのか聞くと、毛の黒いもの白いもの斑（ぶち）のもの 

また頭、尻尾、足などの白黒の付き方でそれぞれ名前があるという。教えてもらったが沢山有って書き

留められなかった。ヤク使い、これをヤクドライバー（ヤク運転手）といっていた。昔ならヤク使い。 

ヤクの扱い方は自然に憶えるそうだ。普通は男で 5～６頭、女性は２頭を扱うらしい。 

ポーターのナーラン君は出来るが、ラナンには出来ない。ヤクの糞をする場所は大体決まっているらし

い。峠の急なくだりや登りに多かった。やはり足がすくむような場所では下半身に「力」が入るのだろ

うか。 何故かナムチェのアヌーさんの家の前でもよくするそうだ。 

この二人のポーターはコリア村出身のタマン族である。ナーラン君は１８歳、ジーバトル・ラナンさ

んは４８歳で子供が２人。実はラナンの奥さんはナーラン君の姉である。気の合う義兄弟である。 

このナーラン君の兄さんがアヌーさんのヤク使いとして住み込みで？働いている。この兄さんは近く

お見合いをするという。アヌーさんはナーラン君を高くかっている。この兄貴は僕らの食卓に何度か料

理を運んでくれた。ポーターたちはアヌーさんと家族のような関係らしい、道すがらナーラン君が１０

００ルピーを落としたところ、偶然にアヌーさんが拾って事なきを得た。ナーラン君は 

ルクラで我々が渡したチップ１０００ルピーをまた落とすといけないのでアヌーさんに預ける場面があ

って大笑いになった。 

ナーラン君に「将来何になりたいか」と質問したら、すぐにポーターやヤク使いという返事だった。 

ポーターの道具。竹篭はドコ。休む為の太いつっかえ棒はトコマ。 

頭にかける幅広い帯はナムロ。この先で籠を支えるロープはドウリー。ゴーキョの帰り道ラナンのドウ

リーが切れてしまった、代わりに私の持っていた６ｍｍの赤いナイロン製の細引きで間に合った。彼は

懐から安全カミソリの刃を取り出して紐を切りそろえた。ナーラン君はロッジに着くとよく水汲みの「ア

ルバイト」をしていた。６０リッター位のポリタンを背負って川から往復する。食費の代わりなのか 

ボランテイアなのか聞いてみたかったのだが。彼らの細身ながら強靭な肉体には驚くばかりである。 

ラナンは背が低く何時もニコニコして正ちゃん帽をかぶっている姿が白雪姫の７人の小人にそっくり



である。ターメでは体調の最悪だった私の背中をさすってくれたりした優しい人だ。ゴーキョではピー

クに登るのを諦めた私がせめて氷河が見える尾根に登ってみたくなり、ラナンが一緒に登ってくれた。

そこでナムチェから持ってきたタルチョを石積みに結んだ時にも、彼がしっかり結び直してくれた。モ

ンラ峠で朝スケッチしていたとき問うた山の名前が初め分からず後でわざわざ知らせに来てくれたりし

た。その名はタブジェ。ゴーキョからの帰りの坂道は数ヶ所滝の側を通る。滝は凍結していて 

足元の岩もこの飛沫で所々凍っている悪場があった。ここに差し掛かるとやはり「祈り」を忘れない。 

街道の村々にある石積みのおおきな長いベンチ（トウタリ）はポーターが荷を背負ったまま休むのに

都合よく出来ている。これがなければ彼らと云えども地面から一気にドコを背負うことは一人では難し

い。行き交うポーターの中にはビールの箱を７箱もドコの上に積み上げて運んでいる。１リッター入り

の飲料水のペットボトルの値段も標高に比例している。ゴーキョでは１８０～２００ルピー、ルクラで

は５０ルピーである。（ゴーキョ 4790ⅿ・ルクラ 2840ⅿ） 

マニ石。アヌーさんは必ずこの左側を通る。一寸遠回りしてでも。 

道路のほぼ真ん中の柱が立っている。チベットではタルボチェと言うがこの柱も山の下りでは何故か

道の左よりに立っているのでうっかりすると柱の右を通過してしまう。これもマニ石と同じで右側に見

て通る。 マニに刻まれている文字には三種類あって、その読み方とおおよその意味を教えてくれた。 

① オムマニペメフム。これはより良い？人生とか天国を願うもの。 

② オンバサグルペハシデタム。助けを願う。 

③ アーシャーサーマーヤー。これは罪の懺悔。 

ゴーキョ近くの池の周りに無数のケルンのように石が積まれていたが、これはヒンズー教徒が願い事を

祈って積んだものという。若いカップルなども「縁結び」を祈るそうだ。 

アヌーさんに限らずシェルパの人たちは「写真」が好きである。アヌーさん独身？時代のモノクロ写

真が室内に２枚もかけてあった。家族の写真や法要のアルバムも見せてもらった。 

私の撮ったカイラス山の写真を２枚あげたところ写真に一礼をして嬉しそうにしていた。 

やはり信仰の山だからである。仏間に持ってゆかれたらしい。後５～６枚用意してこれはトレッキング

の途中で誰かにあげるつもりがその機会がなくて、帰り道ナムチェで全部アヌーさんにあげた。 

彼は寺院に持ってゆくといっていた。 

友人 A さんの撮ったアヌーさんの写真を渡すと驚きそして嬉しそうであった。合ったことは良く憶え

ておられて奥さんにもこの話をされた。そして食堂のガラスの扉が付いた戸棚にこちらから見えるよう

に挟んでいた。 

彼が熱心なチベット仏教徒であることは述べたが、毎朝仏間と食堂を、小声でお経を唱えながら 

香を焚いて廻る。手提げの丸い真鍮製の香炉をぶら下げて部屋の四隅にその煙を振りまく。 

終われば窓をあけて外に吊るしている。トレキングで立ち寄るロッジや店にも軒先にこの香炉が吊るし

てあるのをよく目にした。 

毎日朝我々のパーテイーが歩き始めると、後でその日の山の無事を祈るかのように低い声で 

お経を唱えている。数珠は何時でも首に架けている。 

ポーターはトランプが大好きだ。もちろん賭けている。何処のロッジであったか新しいトランプが 

一枚床の隙間から落ちて探せど見つからぬ、もはや続けることが出来なくなった。 

これをみてアヌーさんは「大喜び」。賭け事など頭から悪いことだと思っている人なのだ。 

マッチェルモで我々がゴーキョを目指す日の早朝アヌーさんは一人近くの尾根に上がって香を焚いた。

「日」が良いのだそうだ。私が一人でマッチェルモに戻る途中このアヌーさんが香を焚いた尾根に 

登ってみた。 真新しいタルチョが幾重にも風にたなびいていて美しい場所だった。 

風が強く体感温度はかなり低かった。ポーターのラナンも一緒に登ってきた。香木を燃やした跡が有っ



た。後でアヌーさんに話すと「行ってきたのかい！」と笑って景色が良いところでしょうといった。 

ところが写真はここだけまともに写っていない・・・やはり余りの低温でデジカメに障害？が起きて 

うまく作動しなかったのだろうか。それとも・・・。いい写真がとれていた！はずなのに、少し残念で

ある。 

いよいよナムチェから帰るとき奥さんが旅の無事を願って長い黄色いカター（布）を首に掛けてくれた。 

これを帰りの吊橋で、欄干のワイヤーロープに結んでアヌーさんに祈祷をしてもらった。 

（この吊橋はヒラリー橋と呼ばれている） 

犬はキー（チベット語）猫がシミー。アヌーさんは日本人との付き合いも多いので日本語が上手い。 

そしてまだまだ日本の言葉を覚えようとしている。そして毎回懐から小型ノートを取り出す。 

私が教えてあげたのは「押し問答」「去勢」「サルオガセ」などである。 

ちなみに「押し問答」はウドウと言っていた。道の途中で顔なじみの茶店の奥さんにお茶代を払う・・

いやそんなもん「いらんよ」いや「気持ちだけ」・・・何処にもある風景がほほえましい。 

ナーラン君が若くて美男なので さぞや「もてる」だろうなといったら何か「いやらしい」意味ですか

と・・。これを説明するのに骨がおれた。 

カラスはチョンモー。リンドウに似た花はこの辺りではクンブメンドウ。直訳すると「冬の花」となる

らしい。ちなみにナムロケテイは美人である。 

言語はわれわれ日常日本語しか使わない日本人には理解し難いことだが、アヌーさんを例に取れば母

国語であるシェルパ語、ネパール語、英語それに日本語と多彩であるし、これを使わなければ生活が出

来ないのだ。 

一番末っ子が首都カトマンドウの寄宿舎で生活していてシェルパ語が通じなくなっているといっていた。

奥さんとこの末っ子のコミニユケーションはどうなるのだろう。 

博物館（ミュージアム）でみた壁の白い文字の「落書き」は「水の神様に万歳」の意味。モンラではえ

らい坊さんとこの近くで塩が取れたという伝説を話された。詳細は聞き流してしまった。「ラ」というと

普通「峠」の意味だが、モンラは高僧の名前で、この峠は有名な仏教伝説の地らしい。 

カラパタールの谷とゴーキョの谷を比べるとゴーキョの方が暖かいそうである。 

地形からくる日照時間の関係かもしれない。 

チョオユーのチョはチベットのラサにあるチョカン寺のチョである。 

ボデコシのボデはチベット人のこと。コシは川、すなわちチベットの川。途中凍った滝を見たが、滝は

ネパール語でサンガー。シェルパ語でチュータルタルと傑作な発音だ。 

道の要所々には精悍な顔つきの若い兵隊（アーミー）が銃を構えて立っている。 

その殆どは俳優にでもなれそうな男ぶりで、引き金に指を掛けている彼らも、もちろんヒマである。 

菓子をあげるときは一度アヌーさんに渡すと彼らは受け取る。 

尼僧二人がスコップをもってチョルテン（仏塔）に塗る「漆喰」を掘りに歩いてくる。 

路の少し下に漆喰の取れる洞穴があるそうだ。あの印象的な白い仏塔はこうやって維持されるのだ。 

地酒にチャンとロキシーがあるが腹に良いのはロキシーである。腹具合の本調子でない 

私に彼はロキシーを勧めてくれた。 

チュリはネパール語で「尖った」という意味。ヒマルチュリ等。道はシェルパ語で「ラーム」。 

蜜柑はスンダラ。形は貧弱だが以外に甘い。おいしいはシェルパ語で「シンプーノ」。 

ルクラが曇っているとカトマンドウは晴れていることが多い。 

なにしろ両方の空港が晴れなければルクラ便は飛べない。 

ゴーキョから引き返す私の体調を気づかってビスケットを二包み頂いた。 

彼はよく食べるしミルクテイーも良く飲む。道々小便もよくする。（我々はしたくても出ないのである）



酒は強い方だろう。煙草、ネパール人がほとんど吸わないように彼もやらない。 

セエルパやポーターの食事はやはりダルバートだろう。ダルが豆のスープ。バートは炊いたご飯。それ

に申し訳に野菜が添えられている。ただし米はパラパラで箸では食べられないのでスプーンを使う。 

指ではなくポーターもスプーンで食べている。豆のスープの味がなんとも頼りない。ダルバートはカレ

ーと名づけられているがカレーの味はしない。まるで冷めた水炊きの残り汁を冷や飯にかけたような味

がする。暖かい、にんにくスープやトマトスープは美味い。ゆで卵はそこら辺を飛び回っている元気な

地鶏の卵なので美味い。固ゆでにしてあるし食塩をかけるのは同じである。 

ミルクテイーはせん茶に濃い牛乳を混ぜたようで体調の悪いときにはこの香りが鼻について 

なかなか喉を通らない。チベットのバター茶よりは幾分飲みやすい程度である。 

昔はセエルパ族だけでこのトレキングのサポートを仕事にしてきたが今では南の部族がだんだんナム

チェあたりに登ってきてポーターの仕事につくようになってこの世界も変化してきている。トレッキン

グルート沿いの人たちが「裕福」になってきた為のようだ。 

シュラフ（寝袋）を収納袋に入れるには巻いてから入れるのが当たり前と思っていたが、 

アヌーさんはシュラフの端からドンドン詰め込んでゆく。なるほどこれなら早い。 

アヌーさんの家の食堂にある分厚い鉄板製の大きな薪ストーブはカトマンドウ製。 

ボルトで箱状に組んだもので重量感がある。ばらしてヤクの背ではるばる運んできたものらしい。 

これが薪を数本入れるだけでよく温まるし表面は触れられない程熱くなる。 

薪は貴重なので数本入れて長持ちさせながら焚く。上面はさしずめお好み焼き屋の鉄板のようで調理も

できる。何処のロッジでも外からの客の為に予めストーブを焚いて部屋を暖かくしてくれないので、 

冷えた体には応える、何処でも薪が貴重品なのである。 

日本人トレッカーは土産物屋でよく値切る・・露天商はともかく商店では適正な 

値段で売っているので値切らないで欲しいと彼は云っていた。（Ｈ氏より） 

 

関連記事：「シェルパ」根深 誠著 山と渓谷社より 

あのテンジンはチベット人であるがセエルパ族を名乗った 

テンジン・ノルゲイ   ノルゲイ（チベット語で財産と幸福） 

ギャワカンパ チベットからクンブーに移住したチベット人の呼称 

シェルパ族の名前の付け方：生まれた曜日 

 日（ニマ）月（ダワ）火（ミンマ）水（ラクパ）木（ノルブ）金（パサン）土（ペンバ） 

パルデン（アヌーさんの父親）はメールランナーとして BC～カトマンドウまで 

５日で走破した。２７回も走った。エベレスト初登頂のときもメールランナーとして 

走ったという。 

 

写真説明： ナムチェバザール（アヌー一族の暮らす町） 

      アヌー・セエルパ（左上） 

      自宅の仏間で香を焚くアヌーさん 

      ポーターのナーラン君 18歳（右）・ラナン（左） 

      メンドウカンシャルの花（皇帝ダリア）今の時期日本でもあちこちで咲いている 

     

 

 



ナムチェバザール（標高 3440ⅿ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



明日香めぐり＆大台ヶ原山行 

  2016.11.08 木山 裕昭 

 

 東京に単身赴任（2003 年～2007 年）していた時の山仲間と 9 年振りに再会

し、10月 15日～16日にかけて、明日香と大台ヶ原を案内しました。 

 

 

明日香で、最初に行ったところは、

飛鳥寺。ここは 596年に創建された、

日本で最初のお寺であり、本尊飛鳥大

仏は日本最古の仏像です。住職の説明

を聞きながら、しばし飛鳥大仏に魅入

ってしまいました。 

 

 

 

 

    （飛鳥大仏） 

 

その次は、石舞台へ。いつきても、石の

大きさに驚きを感じます。石の重さは最

大のもので 77トンもあるそうです。これ

をどうのようにして運び、ここに積み上

げたか、膨大な人手と日数がかかったこ

とだけは間違いないでしょう。遠来の友

も、この古墳の大きさにはびっくりして

いました。 

  

                                                             

                     ＜周りから祭り太鼓の石舞台＞ 

 

そして、次は 9月 24日にオープンしたばかりの、キトラ古墳壁画体験館「四神

の館」へ。この日は本物の壁画が公開されており、四神（青龍・朱雀・白虎・玄

武）、そして天文図を見ることができました。 



                   

 

よくぞ、1300年もの昔にこのような精巧な絵がかかれたものだと、古代人の技

術の高さにびっくりです。 

なお、この「四神の館」には、デジタルの壁画や、原寸大のキトラ古墳石室模型

があり、いつでも見ることができます。明日香の新しいスポットとして、会員の

皆様にお勧めします。 

 

 さて、明日香めぐりの最後は甘樫の

丘へ。展望台からの大和三山を見渡す

景色は素晴らしいです。つくづく、明

日香は日本のまほろばだなと感じま

した。 

  

  ＜甘樫の丘見納めは秋夕日＞ 

 

 

そして、今夜泊まる、民宿脇本へと向かいま

した。ここは、天武持統天皇陵のすぐ側にあ

る古民家で、母屋は築 250 年を超える重厚

な建物です。家の中に入って、その作りに、これまたびっくりです。夕食時には、

今回のメンバーのＭさんが、古希を迎えられ、皆で盛大にお祝いをしました。 

    

          古希の友祝う明日香の星月夜 

 

 

（四神の館） （玄武） （キトラ古墳） 



なお、この民宿が、10月 15日放送のＮＨＫテレビ「万葉ロマンまほろば奈良

の贅（ぜい）にふれる旅」で紹介されていて、天武持統天皇陵の御陵番をされて

いたそうです。その様子は下記ＵＲＬからご覧ください。 

 

https://youtu.be/3uL72mTinZY 

  

翌日は、朝 6時に朝食をとり、大台ヶ原に向かって出発しました。4人を乗せ

た車は快調に走り、大台ヶ原のドライブウェイへ。このあたりから、曇り空にな

ってきて、大台ヶ原駐車場についたら、一面に霧が出て、そして肌寒いこと。 

 登山支度を終えて、さー出発です。ビジターセンター横から登山道に入り、日

出ヶ岳に向かいます。行けども行けども霧が晴れる兆しはなく、山頂は白い霧に

包まれていました。記念写真を撮り、正木ヶ原へ。枯れたトウヒが霧に浮かびま

す。いよいよ、最大のビューポイントである、大蛇嵓へ。うーん残念、白い霧に 

はばまれて、大峰山系の大パノラマは見ることができません。そして、シオカラ

谷へと下りました。この頃になると霧が消えて、視界は良好になりました。 

                    

 

 

紅葉にはまだ早かったようです。吊り橋を渡り、急な石段を登って、大台教会の

脇を通り、駐車場へと戻りました。 

 

 

（日出ヶ岳山頂） ＜立ち枯れのトウヒ幽玄霧の中＞ ＜惜しまれて霧に隠れる大蛇嵓＞ 

https://youtu.be/3uL72mTinZY


壬申の乱と宇陀（その３） 

                           2016.5.28 安田享 

 

後年、持統天皇（天武の后）の伊勢行幸にお供する夫を思いやった妻の万葉歌がある。 

「わが背子は、いずく行くらむ奥つもの隠（なばり）の山を今日か越ゆらむ」（当麻真人麿

の妻） 

山辺を越えると篠畑（ささはた）である。篠畑は、一時期大和朝廷の先祖神が祀られた地

で大和の国東端にあたり、東国経営の要路。古代、布を織る漢人技能者の移住により黎明

を迎えた。中世（延久２年 1970年）には、興福寺の荘園となった。 

一行は、地形的にぬく森の郷付近から宇陀川沿いに出た可能性もあるが、165号緑川交差点

付近から山側の旧道に入ったと思われる。旧道を行く。300ｍほど行くと道標がある。「左

いせみち」の古い道標が半分程埋まっている。 

その先、道の左側に岡尾「表具師」の板看板がかかっている。西ノ辻地区急傾斜地崩壊危

険区域の県土木事務所の掲示板がある。大野の集落に入る。旧室生高校の校舎を望む。右

に下ると室生口大野駅に出る。 

大海人皇子の一行は、ここ大野で夜を迎えることになった。書紀は、「大野に到りて日くれ

ぬ。山暗くして進行することあたはず。その邑の家の間垣を壊して燭とす。」この日の月の

出は、２３時５５分、月齢は、24 の下弦の月。当時の室生口大野は、山深く、ツキノワグ

マや狼もいたようだ。なお、当時、大野寺も磨崖仏もない。大野寺は、室生寺の西の大門。

平安時代に興福寺の僧らにより創建。室生寺派。（室生寺は、奈良時代末期創建）対岸の弥

勒磨崖仏は、鎌倉時代に後鳥羽上皇の勅願で刻まれた。 

一行は、各地に集結している兵、特に翌日２５日に伊賀国柘植郷で長男高市との約束の時

間があり、休むことなく、夜間も暗闇のなかを進んだ。大野からは、宇陀川沿いは、特に

険く左岸の壁は、急峻である。当時では、道の掘削も困難。山の中腹の山道を馬を進め、

琴引峠（注 19）、三本松（注 20）を経て海神社辺りで再度宇陀川に沿ったものと思う。山

側の道は、室生深野に続く。外回り過ぎてこの道は採用出来ない。 

道の駅宇陀路室生を過ぎた辺りでは、宇陀川は、岩盤を舐めるように流れるような瀬。川

幅も広い。500ｍ程下流に、朱の欄干の室生橋。この南詰に水神の碑と判読不能の石碑があ

る。165号に平行する長瀬の旧道は、街道の風情がある。石碑に「女人高野室生山」「文政」

の文字。通りには、古いたばこ屋の看板、火の見櫓、長瀬簡易郵便局は、旧家の一部を使

用している。室生橋の下流 500ｍ位に農業用沈潜橋。165号と合流する。この辺り、川と山

麓の間が狭い。川は、よどみ、池のようだ。水鳥の探鳥小屋がある。 

165 号が急カーブ。近鉄の鉄橋を 165 号がくぐる。その手前、道路の右手裏側に「四国納

経塔」が数基ある。鉄橋をくぐると左手に青葉寺の「あおばの滝」がある。御神燈「村中

安全 明治二十五年辰年十二月」の碑文。ここで山側の道と合流。165号を行くと左岸道路



沿いに「六宝地蔵」（６体の浮彫レリーフ）。ここで、名張市との市境。宇陀川用水土地改

良区の堰堤。川鵜に会う。 

鹿高神社の手前安部田（あべた）のあたり、兵頭瀬（ひよどせ）で宇陀川を渡り、是より、

伊賀盆地に入る。兵頭瀬では、石の河原を狭く、対岸への渡河が容易。東国道（古伊勢道）。 

「隠郡（なばりのこおり 名張にあった郡役所）に着き、隠駅馬（うまや）（注 21）を焼く」 

とある。名張通過を先々に知らせる烽火（のろし）の役割か？名張の横川(注 22)において

大海人は、式（ちく）で占いを行っている。「天下両分」を謳い、「自分が天下を得るであ

ろう」と宣言をしたとある。実際の踏査は、ここまでとしたい。余談ではあるが、宇陀川

が名張川に合流する辺り、伊賀の国、黒田庄は、東大寺の荘園であった。 

 

大海人の主要兵力は、近江・美濃の国境を挟み近江朝廷と対峙したが、将軍羽田矢国の大

海人軍の寝返りもあり、朝廷軍は、大敗。近江京の東南にあたる瀬田川を最終防衛ライン

としたが、瀬田橋（大津市瀬田。現在も新幹線、東海道線、名神高速道路、国道１号が通

る交通の要衝）を突破され、近江朝廷は、瓦解。大友皇子は、自害。関戸峠を越えて始ま

った壬申の乱も１か月で終結した。 

壬申年を見てみると大海人は、当初より大化改新の後、殺された長兄の古人大兄皇子のよ

うに吉野に隠居し、坐して死を待つつもりはなく、着実に皇位を得るべく、以前から東国

の豪族に対し工作を行い、計画的に決起の機会を窺っていた。 

どのタイミングで吉野を脱出するのかを厳しく計算し、その期日を味方の関係者に周知徹

底させておく必要があった。情報戦であった。 

吉野を出て大和、伊賀、伊勢を経て領地のある美濃の湯沐邑（ゆのむら）までの脱出ルー

トの確保。その沿道の豪族の懐柔。女性を伴った夜間の山道の通行。一行のための馬・輿

（こし）といった交通手段、兵士と武器、食糧の確保など総合的な戦略が求められ、大海

人は、そのプロジュウサーだった。 

近江朝廷側に秘密裏に脱出ルート上（吉野で確保のための活動をすれば、近江朝廷側に露

見）で確保する必要があった。近江大津京に残してきた子の高市、大津皇子との合流。戦

乱に際して全軍の統率者を予定している１９歳の高市皇子を大津京から安全に脱出させ、

如何に合流させるか。絶妙なタイミングで次のことが必要。 

 

① 大海人の封戸（所領）美濃国安八磨評（現在の大垣市）の兵による戦の開始 

② 東山道・東海道諸国の兵を徴発すること。 

③ 都のある近江と美濃を結ぶ不破道（後の不破の関。現在岐阜県関ケ原町）、伊勢、尾張

を結ぶ鈴鹿道（後の三重県鈴鹿市関）封鎖（注 23）を６月２２日に指示している。 

６月２７日には、美濃国不破評の野上（現在の関ケ原町）行宮（あんぐう、仮宮）に入り

本営とした。 

近江朝廷軍と対峙し、勝利した。大王位継承をめぐる争乱は、代替わりごとと言っていい



ほど起こっていたが、壬申の乱の特徴は、朝廷に対して反旗を翻した側が勝利したという

点にある。 

大海人は、野上行宮から飛鳥に戻り、新しい宮、飛鳥浄御原（あすかきよみはら）宮で即

位。絶対権力を持つ天皇として天武朝を築く。なお、宮滝から大海人と行動を共にした妃

の鸕野讃良（うののさらら）皇女は、大和に凱旋する日まで桑名郡家に滞在した。 

 

 

（注 19） 琴引峠 大和から伊賀への越える最後の峠。茶屋や清泉があり、芭蕉や宣長な

どの文人や多くの行人踵を接し行き交った。高札場もあった。昭和 3 年の参宮

線（現近鉄）の鉄路掘削により往時の姿は、全く消えた。跨線橋新設を機に琴

引峠の名を偲ぶ碑があるのみ。この辺りは、ビュー・ポイント。 

 

（注 20） 三本松 この名は、三本に根元の幹から枝分かれした天然記念物の初代三本松

にちなむ。 

 現在も街道を山側の畑のなかに、「天然記念物」と刻まれた石柱と二代目の松が

ある。 

この街道の脇に三本松村道路元標があり、北面「是より西、萩原まで２里２丁」、

東面「是より東、名張まで２里１２丁」と刻まれ榛原と名張の中間であること

を示す。 

 宿場町の町並みが残る。「ぬしや」「ますや」などの昔の表札が残る。 

 三本松役場が、昔、あった所で初瀬に泊まった伊勢参りの旅人が翌日の昼食を

取った所として賑わった。また、大和高原の伊勢講の参宮者が帰る際には、講

の人々が出迎え酒宴を開いた「道迎え」の場となっていた。昭和初期に旅籠「ま

すや」が廃業により宿場町機能を失う。「ぬしや」の看板や宿帳が残る。 

 厚い信仰を集める安産寺の子安地蔵尊は、平安初期の榧の一木造り 

 

（注 21） 駅家 駅家には、官馬を使用できる証明の鈴、駅鈴（うまやのすず）があった。 

     主要道路の駅では、馬の使用許可を駅鈴で行った。 

     在地豪族の拠点間を結ぶ交通路に由来する伝馬制度は、郡家ごとに配置された

馬を交通手段として、用いた。国司の赴任や中央・諸国間の一般の連絡に用い

た。 

     後の律令制（大宝律令）では、兵部省が駅伝制と牛・馬・船を管理し、全国の

情報メディアと交通手段を掌握していた。 

 

（注 22） 横川 名張川のことで宇陀川との合流点付近。大化の改新の詔における畿内と

の境界として明記。書紀よれば天武その人が「天文・遁甲（とんこう）に能（よ）



し」と伝えられ、壬申の乱の渦中にあっても、脱出の途中、名張川の畔で自ら

式（ちく）をとって占いを行ったとある。このことは、天武が、天文・暦に早

くから関心を抱いていたことを物語る。占星台建設や暦の正式採用は、国家秩

序の確立のための政策の一環と理解されている。 

 

（注 23） 関の封鎖 古代唯一の武力による政権簒奪（さんだつ）といえる壬申の乱の勝

者、天武の王統にとって二度と武力による政権簒奪を起こし得ない仕組みをつ

くることが律令国家の目的であった。固関（こげん）は、東海道の鈴鹿の関な

ど三関に使いを出し、関を封鎖し、通行を遮断して守りを固めることをいう。

三関は、いずれも畿内から東国へ通ずる主要道に、都に向かって設けられた。

その目的は、畿内の反逆者が東国に逃亡して東国の軍事力と結びつくのを未然

に防ぐのが最大の目的だった。天皇の交替、死去・病気や変乱など中央で大事

が生じたとき実施された。元明天皇の死去。長屋王の変、恵美押勝の乱など 

 

 

もとより、誤り、不十分なところが多々あると思うので、ご指摘、ご指導を賜りたい。 

 

 

 



【四方山話】コトバの意味は時代とともに変わる 

2016.11.20 須藤和雄 

 

【一話】数年前、私の知人同士で「メール論議」していたのを思い出す。 

それは『琴線に触れる』と云う言葉の意味、使い方に関してである。 

琴の線に触れて音が響き共鳴するように、 

[A]普通は、良い意味で感動、共感したときに使われる。 

「あの作品は私の琴線に触れたなぁ」とか。 

[B]「逆鱗に触れる」みたいに、悪い意味で使われることがある。 

「その無神経な一言が彼の琴線に触れてしまったようだ」とか。 

 

文部科学省の発表によるとコミュニケーション上の食い違い(言葉の混同) 

に関して述べている。 「琴線に触れる」の意味を知っていますか？ 

同省文化部国語課作成「ことば食堂へようこそ！」の第 17話で≪琴線に触れる≫を

分かり易く説明している。 

国語に関する世論調査では[A]37.8%、[B]35.6%と極めて近似している。 

私は本来の意味は[A]と思って来たのですがその内、[B]が多くなるのかも知れない。 

 

当時、知人同士の「メール論議」傍聴していて“若さ”を感じた。 

多分「心も老人」では不可能な遣り取りである（笑） 

 

【二話】年末に発表される「新語・流行語大賞」を振り返ると 

その年 1年間に発生・流行した「ことば」の中から、世相を軽妙に映し、 

多くの人の話題に上った新語・流行語。 

言葉というものは時代に合わせてどんどん進化(新陳代謝)していくもので 

生老病死する生き物の様に感じるのは私だけでだろう。 

 

【三話】若者やギャルの間で流行る言葉も、新しいものがどんどん出てきて面白い。 

「知らないとオヤジ認定される 33の若者言葉」を覗いて見た。 

どうせ若者やギャルと付き合いがないので知らなくても別に不自由はないが 

ＴＶやネットで目に触れるのでチョットだけ寂しい感じがしない訳でもない。 

 

【四話】芸(能)人、内藤大湖氏は斬新な略語で人気があるようだ。 

爆笑必至 50選「DAI語録」を見て(笑)(笑)(笑)である。 

https://www.facebook.com/mextjapan/posts/910448608980223
https://youtu.be/pCDjSKLkbZ4
http://netacon.net/neta/380307980.html
https://otokomaeken.com/manner/2738
http://time-share.me/1755.html


1978年生まれで美人妻を持つ大湖氏は YDKの様だ。(Yやれば・Dできる・K子) 

その内、この中から辞書に載るような言葉が出てくるかも知れない。 

我々は理屈好き世代なので「現代の若者言葉について」と題する 

専修大学商学部ゼミ資料を紹介する。（理屈は納得！） 

 

四方山話とは「会話の趣旨や論点が理解できないさま」とある。 

従ってこの拙文は取り留めのない、 趣旨のぼやけた、話があちこちに飛ぶ 

内容であると告白しておきたい。 

 

このエッセイは「八剣山の会春秋」新年号用の拙文なので・・・ 

アケオメ、コトヨロ <(_ _)> 

(明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします) 

 

2017年は酉年(にわとり)の「にわとり」は、明け方に鳴く鳥 

一番に鳴く鳥のため縁起が良いとされている。行動力があり、積極的。 

親切で世話好きで商売に繋がる、とか・・・ 

 

完成後記:大部分の内容はネットからのコピペ(copy & paste)。 

     会誌への寄稿なので著作権問題を気にする必要もなく気楽でいい。 

以上、結論がはっきりしない拙文を終える。 

http://www.tsuyama-ct.ac.jp/ippan/H26hokoku/ehara3.pdf


【四方山話】IT終活はどうする? 

2016.11.20 須藤和雄 

 

四方山話とは「会話の趣旨や論点が理解できないさま」とある。 

従ってこの拙文は取り留めのない、結論のない、いい加減な内容である。 

 

【一話】最近、ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)を時々目にする。 

その症状は、不注意（活動に集中できない、順序立てて物事に取り組めない）と 

多動・衝動性（じっとしていられない、他人の邪魔をしてしまう）などである。 

小児期、成人期の症状の話題が多い様に見えるが・・・ 

『齢を取ると幼児に戻る』からすると我々シニア世代にも ADHD症状が現れるのでは

ないだろうか。 私には思い当たる節が少なからずあると自覚している。 

 

【二話】時々「IT終活は必要か」等のコラムを目にする。 

毎日、暮らしのツールとして身近にあるパソコン、ネットワーク、ファイルなどは 

ADHD症状を自覚する人にとって問題はないのだろうか。 

私はツールには物理的寿命はあるので活かすも殺すも所有/管理者次第だと思って

いる。しかし今急速に広まりつゝあるロボットや AI人工知能技術の高度化によって

はどうなる事やら。 

・毎日新聞 2016年 8月 31日朝刊(くらしナビ・ライフスタイル)に 

「デジタル遺品、放置せず対応」と云う記事が掲載された。 

この記事によると「一般社団法人 デジタル遺品研究会ルクシー」が発足。 

結構ややこしくて、厄介な問題の様だが避けては通れない感じがする。 

ADHD 症状を自覚する私は「何とかせねばならない」とは思うものの何も具体行動が

起こせていない。 

丁度、何時かは実行すべき『運転免許証の自主返納』と同じ感覚の問題である。 

 

(起こすべき具体行動とは・・・) 

～デジタル遺品問題(破棄、引き継ぎ)への対処～ 

・各種端末(パソコン・タブレット・スマホ) 

・クラウド上のデータ 

・会員登録(有償、無償) 

・アカウント(ID・パスワード) 

(エンディングノートで記栽は可能か？) 

 

http://mainichi.jp/articles/20160831/ddm/013/040/028000c
http://www.lxxe.jp/


 

(今後の検討)自分の死後、他人に Facebookアカウントを託す方法があると聞く。 

Facebookは「追悼アカウント管理人」という機能を実装。 

 

【三話】自然に還っていける道 

これも毎日新聞 2016年 1月 11日朝刊（風知草）の引用である。 

生があれば死もある。それが自然界である。  

超高齢化社会は死が身近な社会だ、死を受け入れて暮らす時代がきた。  

動物写真家の宮崎学(66)に、「死」という表題の作品集がある。 

「現代において、私たちは、死を単なる物質的な終息として教えられている。 

しかし、私が撮影した自然の死は、物質的にも終息することなく、 

新たな生命に引き継がれていた」と云う解説がある。  

宮崎はフクロウのほか、ワシやタカの、知られざる生態を撮って内外に知られた 

名手であり、「自然の中の死」を見つめる思索家でもある。 

多分、訴求したいのは輪廻転生、六道輪廻の仏教思想だったのかも知れない。 

(参考)宮崎学写真館「森の 365日」  

(参考)お寺さんある九相図。   死人を供養しないと、犬やカラスに食われてこう

なるっていう９段階の紙芝居 (宮崎学氏談) 

 

 

(この拙文を書きながら心配になって来たこと) 

【四話】最近「マンスプレイニング」という概念を知った。 

具体的には、「なにかを説明してくれるという行為は親切心だけではなく、 

自分の方が優位であるというマウンティング欲が動機となることがある」と云うの

だ。 マンスプレイニング（Mansplainingは、男を意味する「man」と解説を意味す

「explain」をかけ合わせた混成語。 

「一般的には男性が、女性を見下ろすあるいは偉そうな感じで何かを解説すること」

とされる。 

しかし、コミニュケーションとは情報を伝え合う事であり、謙虚な言動で伝える、

教える、評論する、添削すると私は思っている。 

つまるところ、自分がその人と話していて心地良いかどうかがボイントだと思う。 

 

以上、焦点、結論が呆けてしまった拙文を終える。 

http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1610/11/news021.html
http://www.owlet.net/
https://youtu.be/66Zy0UUxaoY
http://www.huffingtonpost.jp/yuko-fujisawa/mansplaining_b_12424566.html


2016年「八剣山の会」活動実績 

 

 

 

 

 

 

【参加者数】 

●1月 29日(金)  金剛山登山           企画案内：木山【雨天中止】 

●2月 16～17日(水)  武奈ケ岳登山              原【積雪不足中止】 

●3月 2日(水)  筆捨山登山・関宿散策             安田【１０】 

●3月 16日(水)  六甲縦走シリース part3                    真田【６】 

●4月 2日(水)  高取山登山・明日香散策                    金城【６】 

●4月 20日(木)  琵琶湖シリーズ part5(余呉湖)               美浪【３】 

●5月 10～11日(水) 大峯奥駈道 (洞川→吉野)             須藤【雨天中止】 

●6月 8日(水) 国道 308号 暗峠越え                          原【１２】 

●7月 22日(金) 琵琶の滝 (川上村三滝)                      野田【７】      

○8月 24日(水)  竜王山(足慣らし登山)             高見【１１】 

○9月 16日(金) 貝ケ平山(足慣らし登山)            高見【１０】 

●9月 26～28日(水) 西穂高岳（百名山）上高地               高見【９】 

●10月 5日(水)  伊勢本街道シリーズ part6                 須藤【企画断念】 

●10月 19日(水) 稲村ケ岳登山                  安田【８】 

●10月 16日(日) ダイヤモンドトレイル縦走大会参加        上岡【４】 

●11月 2日(水)  京都一周トレイルシリーズ part5 (北山西部)        美浪【３】 

●12月 15日(木) 伊奈佐山登山+納会                     木山【  】 

◎会誌「八剣山の会春秋」発行 3月 20日No.13『春季号』、6月 20日 No.14『夏期号』 

9月 20日No.15『秋季号』、12月 20日No.16『新年号』予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

2016年≪お互い大事にしたい合言葉≫ 

“身の丈に合った行動の多様性を楽しもう！” 

～登りたい山と登れる山は異なる～ 

いくら山好きでも単独登山は危険、お互い避けよう。 

 



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

編集後記：朝な夕なに仰ぐ額井岳は紅葉も散りはて＜眠る山＞へ。その一方で私

達は年末から年始へ慌ただしい時を迎えます。皆さんご健勝にてお過ごしでしょ

うか。ところで今年の流行語大賞は「神ってる」に決まりましたが、振り返って

皆さんにはどの様な良いことがあったでしょうか▲通算第１６号の会誌をお届

けします。お陰様で新年号は作品の数１３と３３ページで、この四季を通じて最

高の賑わいとなりました。皆さんのご協力に感謝いたします。▲今号の記事は美

浪画伯の表紙絵＜西穂高独標＞に象徴されるように９月の西穂高・上高地山行の

記事で賑わってます。原さん増谷さんの紀行文に加え「忘れられない山旅スケッ

チ」や数々の山岳写真と７人の俳人による俳句５５の作品も寄せられました。じ

っくりご鑑賞ください。▲名にし負う岩峰の西穂高岳に挑んだ８人の猛者は原さ

んと高見さんの両リーダーの引率のもと、事故も無く無事生還したのはご立派で

した。原さんはこの事を次のように文章を締めています。「小雨の中、歩いて数

分に位置する奥飛騨温泉の宿に着き、仲間６人と無事再会。今回はラッキーな天

候めぐり合わせと平湯行き最終バスに神がかったように乗れ超ラッキー。本当に、

心に残る山旅となった」原さんもこの旅では「神ってる」ようですね。▲秋晴れ

の山日和にも関わらず西穂高登山を避けた金城は独り上高地で俳句を詠んでい

た。＜同僚（とも）の無事願ふ西穂に霧かかる 凡生＞その頃、山では登山組が

奮闘していた。＜岩稜の峰々踏めば秋高し 高見毅＞＜西穂高岩場に燃ゆるナナ

カマド 原政雄＞＜朝寒や雲海底に上高地 真田一郎＞＜西穂高岩峰に這ふ登

山かな 須藤凡雑＞そして美浪画伯は＜秋澄みて山頂ごとの絵筆かな 凡生＞

▲安田さんの「壬申の乱と宇陀（その３）」は今号をもって完結しました。日本

の古代史の中でも傑出した重みをもつ壬申の乱と宇陀との関わり合いもよく理

解できました。そして実際にその足跡を辿ってみたく安田さんへガイドの期待が

高まりました。ご検討くださいませんか。▲歴史と言えば木山さんは「明日香め

ぐり＆大台ケ原山行」。他府県の山仲間を迎えて、我が大和の名所旧跡の要所を

ガイドされました。その文章と添付の写真から、その名ガイドぶりがしのばれま

す。▲小西さんの久しぶりの寄稿は「ネパール：アヌーさんのことなど」登山を

目的としたネパールへの旅と思われるが、現地で泊めてもらったアヌーさん一家

との交流を綴った話。小西さんの言動からネパール人への生活・文化に対する愛

情と興味が随所に見られ、先方も又小西さんへの親愛の情が見られ立派な民間外

交と言えますね。▲さて次の春季号（第１７号）からは発行５年目に入ります。

更なる充実した編集の為には会員の皆さんの寄稿が欠かせません。今後ともご協

力をお願い申し上げます。次号の原稿締切は２月末、発行日は３月２０日です。                      

金城 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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