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富士山登山報告 
 
１ 期  日 平成21年7月17日（金)～19日（日） 
２ 場  所 富士山（富士宮口 往復） 
３ 参加者 15名 
４ スタッフ 山口吉男 中村桂悦 斉藤政人 
   三浦拓男 

 
17日、盛岡駅西口BTを6時40分出発。途中、

首都高で渋滞につかまりながらも17時50分富士宮

口新五合目に到着。13日の落石事故現場に一同驚

き気が引き締まる。18時15分本日の宿、六合目の

雲海荘に向け出発、貸切状態の宿で夜景を満喫後

21時就寝。

 
18日、雨模様の中4時50分出発。6時50分七

合目、風雨が徐々に強まる。これ以上「風雨が強ま

るようであれば登山行動を中止する」との判断の基、

頂上を目指す。幸いにも風が弱まり、10時5分浅

間大社奥宮山頂（3740m）全員高度障害もなく到着。 

 
剣が峰への登頂は、「風が強く這って登らない

といけない。」と九合五勺の小屋の方からの情報で

参加者の安全を考え剣が峰の登頂は断念する。11
時下山開始。九合目辺りから視界が広がり青空も見

え始める。登山者が多くすれ違いに苦労しながらも、

15時40分富士宮口新五合目に全員無事下山。17時
10分御殿場のホテルに着、一日の汗を流し、ビー

ルで乾杯、今日の山行に話の花を咲かせた。 
19日、8時ホテル発、19時5分盛岡駅西口ＢＴ

着。3日間の山行を無事終える。 
 
 

「岩手山」 
ジュニア体験登山報告 

１ 期  日 平成21年8月8日（土）～9日（日） 
２ 場  所 岩手山馬返し～岩手山頂往復 
３ 参加者 女子11名、男子3名、保護者15名 
４ スタッフ 植田瑞穂 山口吉男 中村桂悦 
  小林きのえ（巌鷲） 

 
今回の体験登山は日本山岳協会のジュニア育成

事業「少年少女登山教室」を活用し取り組んだ。参

加者は小学1年生から5年生の11組29名である。 
8日、8時馬返し登山口集合、諸注意、準備体操

後、8時20分出発。一合目9時20分。新道経由で

10時20分三合目着。曇りではあるが天気は崩れる

様子もないので、岩場の経験もすることにし旧道に

入る。 
小１の女の子が弱音を吐きながらも頑張り通し

13時20分八合目避難小屋に到着。小屋にて今日の

寝場所を決め休憩。 
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14時10分頂上を目指し元気に出発。15時15分
一合目で下山した1名を除いて28名全員登頂、コ

マクサも咲いており、景色を充分満喫した。 

 
16時10分小屋に到着。休憩後17時からベラン

ダにテーブルをセッティングして小林スタッフの調

理した、ちらし寿司、また山走（巌鷲）さんが上げ

てきたスイカや唐揚げなどで美味しく夕食をいただ

いた。日が暮れてから花火を行い、20時消灯就寝

した。 

4日、4時過ぎ雲間からのご来光を仰ぎ、朝食。小

屋・トイレ等の清掃を経験してもらい8時20分下

山開始。新道経由で13時00分馬返し着。 
最後に日本山岳協会ジュニア育成事業「少年少

女登山教室」修了書と記念バッジを一人ひとりに手

渡し、二日間の体験登山を終えた。 
ジュニア体験登山は3年目となるが昨年と比べ

運営がスムーズに行われた。次年度も今回の反省を

踏まえ実りある登山教室行いたい。 
 

岩手山八合目避難小屋管理状況 

◇ 小屋管理員協力者・加盟団体 
7月 山走一男、西舘正治、高橋実、工藤洋司、

菊地真市、武田勝栄、中道政春、中村桂悦

玉山会、矢巾山好会、翌檜山岳会、都南山

岳会 
8月 山走一男、阿部定志、阿部陽子、中村桂悦

高橋稔、山口吉男、諏訪木秀夫、小松涼、

工藤洋司、早池峰山岳会、巌鷲山岳会、 
ＪＲ山岳会、県立大山岳部、アルペンロー

ズ山岳会 
◇ 今後の予定 

10月11日（日）小屋管理終了 
10月24日（土）～25日（日）小屋終い 
 

登山教室参加者募集 

和賀岳登山 

１ 期  日 10月3日（土） 
  5：15 盛岡駅西口ＢＴ集合 
２ コース 秋田県甘露水登山口～和賀岳往復 
３ 参加費 5,000円 
４ 募集人員 20名（最低催行人員12名） 
５ 募集〆切 9月24日（木） 
６ その他 小雨決行。登山行動時間9時間程。 
 

開聞岳、霧島山登山 

１ 期  日 11月26日（木）～29日（日） 
  8：40 花巻空港集合 
２ 日  程  

11/26 花巻空港集合発→鹿児島空港着→鹿児

島市内泊 
11/27 鹿児島市内発→韓国岳登山→高千穂峰

登山→霧島温泉泊 
11/28 霧島温泉発→開聞岳登山→指宿温泉泊 
11/29 指宿温泉発→鹿児島市内観光→花巻空

港着解散 
３ 参加費 125,000円 
４ 募集人員 20名（最低催行人員12名） 
５ 募集〆切 11月9日（月） 
６ その他 交通事情、登山中の天候により日程の

変更があります。 
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高体連登山専門部 50 周年を迎える 

50周年記念登山「富士山」 

50周年を記念して記念登山が実施された。 
8月8日（土）～10日（月）の日程で富士山登山

が参加９校、参加者63名（男子41名、女子8名、

顧問14名）の「高体連登山専門部夏休み合同合

宿・指導者講習会並びに50周年記念登山富士山」

が企画実施された。 
8日、バス移動、車中泊。9日、須走口新五合目

より3時32分ヘッドランプを点けて登山行動を開

始する。剣が峰11時36分登頂。須走口新五合目

15時30分無事下山。 
ものすごい数の登山者と遭遇。軽い高山病の症状

を体験する生徒。岩手の山では経験できない多くの

ことを経験し、大きな感動を手にしました。バスに

揺られ睡眠時間も充分に確保できない中、12時間

に及ぶ行程を元気に歩き通すところは、さすが今年

の近畿インターハイで種目男子優勝、団体男子5位
に入賞した、岩手の高校登山部員である。 

 

高体連登山専門部50周年記念祝賀会 

１ 期 日 平成21年11月21日（土） 
２ 場 所 サンセール盛岡 

 
 

沢登り・岩登り講習会兼研修会 

１ 期 日 平成21年8月2日（日） 
２ 山 域 夏油牛形山うしろ沢 
３ 講師兼検定員 佐藤 誠 
４ 参加者 指導員2名、一般3名、高校生2名 
  検定1名 
５ 内 容 基本歩行、読図、ロープワーク 

7時、夏油温泉駐

車場集合、開校式。

7時30分出発。道路

を戻り林道から入渓

する。堰堤を2つ越

え廊下状となり、小

滝を登る。沢幅が狭

くなり小滝が続く。

三段の滝を安全に確

保しながら登り二俣

に出る。滝は登れな

いので右岸の小沢を利用して尾根を越える。下り

15m2ピッチ懸垂下降、右俣に降りる。

5m10m12m15mの滝が次々と現れる。ロープをセッ

トし確保する。滝がぬめって登れない所は、草付を

巻くがスリップしやすく怖い。 
最後の滝を登ると雨が降り出した。土砂降りそし

て雷、水位が一気に増す。下部であれば危険だった。

冷たい高気圧配置のときは注意が必要だ。藪漕ぎを

し、15時30分登山道に出る。17時全員無事駐車場

に戻る。閉校式をし解散する。 
 
 

第6 回岩手県ボルダリング大会 
 

下記の要領で開催しますのでお知らせします。 
１ 期 日 平成21年10月25日（日） 
  開会式8時30分 
２ 場  所 岩手県運動公園登はん競技場（屋内） 
３ セッター  渡辺 数馬 
４ 申込み 10月20日（火）期限 
  〒020-0835盛岡市津志田26-17-1 
  盛岡第四高校 吉田 英男 
５ 参加料 ｼﾞｭﾆｱ・高校生2,000円、一般2,500円 

 
 

初冬期登山講習会兼研修会 
 

下記の要領で実施しますのでお知らせします。 
１ 期 日 平成21年12月13日（日） 
２ 山 域 花巻市大迫町「鶏頭山山域」 
３ 講習研修内容  雪中歩行技術、耐寒訓練、確保技術 
   ロープワーク、雪崩対策（氷雪ﾚｽｷｭｰ等） 
４ 申込み 11月27日（金） 
  〒020-0841盛岡市羽場14-53-8 佐藤 誠 
５ 参加料 一人1,000円 

  登攀技術他  

 

国体等競技力向上 
強化対策募金のお願い 
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協会では、国体等競技力向上強化募金のお願いをし

ています。平成26年の二順目国体も内々定し、新た

な競技種目としてスタートして2年目、リード、ボル

ダリング競技の強化に力を入れています。今年は、長

谷川慎平君が、世界ユースに、藤原祐樹君がアジアユ

ースの日本代表に選ばれ、また東北総体では、11年ぶ

りに、全種目国体出場権を獲得するなど、着実に地力
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をつけてきています。ついては、みなさんの強化募金

へのご協力をお願いします。 
1口 5,000円（1口以上の募金をお願いします。） 
振込み口座  岩手銀行北上支店普通2070130 

岩手県山岳協会選手強化部 中村浩之 

・ 
 

第４回常任理事会 
９月2日第4回常任理事会を開催する。18名参加 

協議・報告事項 
・6/20-21日山協国際部委員会・海外登山遭対報告 
・6/27-28日山協遭対委員会報告 
・6/28クライミング選手権大会報告 
・7/4-5県民体・国体予選会報告 
・7/12トレイルランニング大会報告 
・7/17-19富士山登山報告 
・7/19クライミング認定会報告 
・7/31-8/4全国高等学校登山大会報告 
・8/8-10高体連登山部50周年記念富士山登山報告 
・8/2沢登り・岩登り講習会兼研修会報告 
・8/8-9岩手山ジュニア体験登山報告 
・10/3-5新潟国体選手監督決定について 
・10/8-10県高校新人大会について 
・10/25ボルダリング大会について 
・11/28-29東北総体山岳競技ブロック会議について 

・12/13初冬期講習会兼研修会について 
・12/27ビギナーコンペについて 
・登山技術講習会指導者マニュアルの改訂について 
・平成22年度事業日程について 
・協会創立70周年記念事業準備委員会について 
・県体協栄光賞前期候補者の推薦について 
・平成21年度日山協共済会事業について 
・平成22年度東北総体について 
・ホームページの利用について 
 
経過報告（協会ニュース１５９号と重複あり） 
6/17 第3 回常任理事会 見前地区公民館 
6/18 第1 回国体担当者会議、県体協競技団体事務局

長会義 盛岡地区合同庁舎 
6/20-21 日山協国際部委員総会・海外登山遭対研究会 
   福井県  事業部長 
6/21 工藤洋司氏、浅沼利一郎氏｢県体協功労賞｣ 
 千葉富夫氏、熊谷浩志氏「ｽﾎﾟー ﾂ指導者表彰」 
 受賞祝賀会 メトロポリタン盛岡 
6/27-28 日山協遭難対策委員会総会・研修会  指導部長 
6/28 岩手県ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ選手権 県運動公園登攀競技場 
7/1 岩手山山開き 

7/4-5 第61回県民体兼2回国体予選会 
  県運動公園登攀競技場 
7/5 第5 回部長会 〃 
7/12 ‘09トレイルランニング大会 箱ガ森 
7/11.18.20.23夏休み親子クライミング教室 
7/17-19 富士山登山（登山普及部担当） 
7/19 クライミング認定会 県運動公園登攀競技場 
7/20 矢羽々昭夫氏瑞宝双光章受賞祝う会 
7/23 県体協第2回選手強化委員会 県体協会館 
7/24-26 第36回東北総合体育大会 青森県新郷村 
7/31-8/4 2009近畿まほろば高校総体  兵庫県 
8/2 沢登岩登講習会研修会  夏油牛形山うしろ沢 
8/9 矢羽々文一郎前参与会長退任記念講演会 
8/8-9 ジュニア登山体験 岩手山 
8/11 岩手山登山者安全対策協議会解散懇親会 
8/14-16 第12回 JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会 
8/30 第6回部長会 
9/2 第4回常任理事会 
 
今後の予定 
9/4 平成22 年度国体ブロック大会連絡調整会議局長 
9/8 県体協第３回選手強化委員会 
9/9 県体協第３回理事会 
9/12 八幡平市スーパーキッズ 
9/18 県体協栄光賞授与式 
 新潟国体監督会議・結団式 
9/25-27 岩手県高等学校登山部登山基礎講習会(後期) 
10/3 和賀岳登山 
10/3-5 新潟国体 新潟県上越市 
10/8-10 県高校新人大会 
10/11 岩手山八合目避難小屋管理終了 
10/24-25 岩手山八合目避難小屋終い 
10/25 ボルダリング大会 
11/4 第5 回常任理事会 見前地区公民館 
11/21 岩手県高体連専門部創立５０周年祝賀会 
11/26-29 九州の名峰「開聞岳・霧島山」登山 
11/28-29 東北総体山岳競技ブロック会議 
12/13 初冬期講習会兼研修会 
12/27 ビギナーコンペ 
 


