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山岳・辺境文化セミナー2013 

挑戦し続ける想い 講師：竹内洋岳氏 

8,000ｍ峰 14 座完登の軌跡 
10 月 19 日（土）開場 13:30 
広島市西区民文化センター 

 
 恒例の「山岳・辺境文化セミナー2013」が 10 月 19
日（土）13:30（開場）から広島市西区民文化センタ

ーで開催される。講師はプロ登山家竹内洋岳氏でテー

マは「挑戦し続ける想いー8,000ｍ峰14座完登の軌跡」

である。多数の聴講を希望します。 
 竹内洋岳氏プロフィール：1971 年生まれ、東京都

出身。立正大学卒、（株）ICI 石井スポーツ所属。登山

好きな祖父の影響を受け、幼少より登山とスキーに親

しむ。高校、大学で山岳部に所属し登山の経験を積み、

20 歳で初めてヒマラヤでの 8000m 峰での登山を経験。

1995 年にマカル―(8463m)東稜下部初登攀より頂上

に立ち、1996 年には、エベレスト（8848ｍ）と K２

(8611ｍ)の連続登頂に成功し活動をヒマヤラに集中さ

せていく。2001 年からは各国のクライマーと少人数

の国際隊を組み、酸素やシェルパを使用せず、アルパ

インスタイルを積極的に取り入れた速攻登山で複数

の 8000m 峰を継続する登山スタイルを取り入れる。 
 2012年 5月には世界に 14座ある 8000ｍ峰全 14 座

の内 14 座目となるダウラギリへの登頂を果たし、日

本人初となる 8000ｍ峰 14座完全登頂という偉業を達

成した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2 部 お楽しみ抽選会 
登山用品等多数用意しています。 

受講料 2,000 円 
（高校生：500 円・中学生以下は無料） 

広島県山岳連盟加盟団体のメンバー及び個人会員は

半額 
主催：（一社）広島県山岳連盟 

後援：広島県教育委員会・広島市・（公財）広島県体育協会・ 

（公社）日本山岳協会 

一般社団法人 広島県山岳連盟 

〒733-0011 広島市西区横川町 2 丁目 4-17 

電話・FAX  （０８２）２９６－５５９７ 

Ｅ-Mail：hgakuren@lime.ocn.ne.jp  

URL：  http://hiroshima-gakuren.or.jp 

郵便振替口座 01380-6-37958 
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山岳辺境文化セミナーの歩み 
第 21 回 10･19（土）開催 

8000m 峰 14 座完全登頂、竹内洋岳氏 
 広島県山岳連盟（会長：京オ昭・会員数 31 団体、

約 2,200 名）は、山岳地帯を中心に自然を愛する者が

集う団体として、これまで数多くの活動を進めて参り

ました。国体をはじめとする各種協議会への参加のみ

ならず、広島県近郊の山の清掃登山、初心者のための

登山教室などの協力、地域社会への社会還元活動及び

韓国との国際交流を図るなど努力いたしてまいりま

した。 
 1993 年度から地域社会への幅広い還元活動の一環

として、さらに国際化をより一層推進するために山

岳・辺境文化セミナーを開催いたしました。このセミ

ナーは山岳・自然活動で活躍されている方をお招きす

ると同時に、広島県山岳連盟の国際的活動を広く地域

住民の方々へ紹介しながら、ともに山岳・辺境文化を

学ぶことを基軸としてまいりました。 
 第 21 回目を迎える今年度は、講師に竹内洋岳氏を

お招きします。竹内氏は 1971 年東京生まれ、幼少よ

り登山とスキーに親しみ、1991 年、20 歳で初めて

8000ｍ峰登山を経験し、2012 年日本人初となる

8000m 報 4 座完全登頂という偉業を達成されました。 

山岳辺境文化セミナーの歩み 

第 1 回 1993 長谷川昌美 ウータンクラブ代表 

第２回 1994 藤木高嶺  登山家・ジャーナリスト 

第３回 1995 田部井淳子 エベレスト女性初登頂者 

第４回 1996 重宏恒夫  日本百山最短登山記録者 

第５回 1997 岩崎元郎  NHK 登山学講師 

第６回 1998 岩崎元郎  NHK 登山学講師 

第７回 1999 斉藤淳生  前日本山岳会会長・医師 

第８回 2000 平林克敏 エベレスト日本人初登頂者 

第９回 2001 椎名 誠  作家・映画監督 

第 10 回 2002 山田 淳  登山家 

（セブンサミッツの世界最年少記録保持者） 

第 11 回 2003 太田祥子  医師 

第 12 回 2004 岩崎元郎  NHK 登山学講師 

第 13 回 2005 渡邊玉枝  登山家 

第 14 回 2006 関野吉晴  医師・探検家 

第 15 回 2007 関野吉晴  医師・探検家 

第 16 回 2008 服部文洋  サバイバル登山家 

第 17 回 2009 山野井泰史 登山家 

第 18 回 2010 山本正嘉  大学教授・登山家 

第 19 回 2011 三浦雄一郎 プロスキーヤー 

第 20 回 2012 石川直樹  写真家 

第 21 回 2013 竹内洋岳  プロ登山家 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真は天応の岩場にて 

 

研修報告 

毎回が挑戦のクライミングスクール   

 受講生 近藤 聡 

登山教室に入って３年目。定年退職後の趣味を見出

そうと軽い気持ちで入ったのですが、気が付けばどっ

ぷり浸かっている今の私があります。昨年の教室で天

応や三倉岳で岩場のロープワークを教わったのが契

機となり、今年からクライミングスクールにも入校し

ました。前回までは天応でトップロープ・マルチピッ

チクライミングの講習を受け、５回目からの三倉岳で

はもっと難しくなるといわれていました。そして、今

回初めての三倉岳でのクライミング。友達や家族と来 
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た折に練習されているのを見たことはありますが、い

よいよ自分が取り付くことになりました。最初にクラ

ックを利用した登り。初めてテーピングをして旧 Aフ

ェースノーマル(名称は間違っているかもしれませ

ん)を。講師の方の助言もありここは何とかクリアで

きましたが、次のピッコロ・ポロリは途中からお手上

げ。最後に新山さん開拓の【じゃじゃ丸と】の【と】

をクリアすることで、何とかストレスを発散すること

ができました。講師の方の課題設定が上手で、毎回、

もう少し努力したら更に満足度が上がるけど今回は

だめだった……次回も頑張ってみよう……こんな感

じで今日もスクール修了。 それにしても、いつまで

も登ることに一生懸命で、登った途端にロープワーク

で毎回パ二クル私を、温かく指導していただくスタッ

フの方には本当に頭が下がります。 

岳連短信                                            

１、広島三峰会ホームページ開設 

 広島三峰会は６月下旬よりホームページを開設し

ております。時間のとれる時に覗いてみて下さい。 

検索を 広島三峰会 でクリックすれば開けます。  

 

 ２、2014 アジア山岳連盟（UAAA）総会・創立

20 周年記念式典 

  2014 アジア山岳連盟（UAAA）総会・創立 20 周年 

記念式典が広島で開催されることが計画されている。 

日程は 2014年 11 月 21 日（金）～11月 25 日（火）。 

会場は広島市及びその周辺で主催は公益法人日本山 

岳協会、主管は広島県山岳連盟が予定されている。 

 関連して行われる行事など詳細については検討中。 

 

３、大邸八公山（パルコンサン）フェステバル 

  大邸八公山（パルコンサン）フェステバルが 10月 5

日（土）～6日（日）に大邸広域市で行われ、この 

 

ほど岳連宛に招待状が届いた。大邸市長杯クライミン

グ大会も開催される。 

４、第 22 回スカイラン大会日程、実行委員会 

第 22 回スカイラン：平成 26年 5 月 17日（土）（フ

ェスエバル）～18 日（日） 

大会実行委員会日程 

1 回：10･23（水）･2 回：11･20（水）･3 回：12･18（水） 

平成 26 年 

4 回：1･22（水）・5回：2･19（水）6回：3･26（水） 

7 回：4･9（水）・8回：4･24（水）9回：5･7（水） 

反省会 5･28（水）  

2 年前から岳連行事となっています。 

岳連全体で実行しましょう。 

 

５、賛助会員のお願い 

財政の強化のため賛助会員を募集しています。岳

連の発展のためご協力をお願いします。 

口数 個  人 1口（5,000 円）以上 

   加盟団体・法人の場合 

        1 口（10,000 円）以上 

１、賛助いただける口数でお願いします。 

２、申込書と申し込み口数を山岳連盟事務局まで 

お届けください。 

振込先：広島銀行横川支店 

（口座番号（普通）014-3251234 加入者名 

一般社団法人広島県山岳連盟会長 京オ 昭） 

 

山の風景 33 

矢筈ヶ山  

2009･6･16 写真提供 仲井正美（ひこばえ） 
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６、矢野三山たんけんマップ 
 矢野から登る△絵下山△発喜山△明神山「矢野三山

たんけんマップ」は、矢野南里山遊歩会「やのみー探

検隊」（2010 年 1 月～2011 年 1 月）の調査にもとづ

くものです。身近な里山と言えども危険な場所があり

ます自己責任において慎重に行動するようお願いし

ます。「矢野三山」とは、広島市安芸区矢野地区の南

方に聳える絵下山（593ｍ）、発喜山（476ｍ）、明神山

（495ｍ）のこと。矢野小学校の校歌に「三つか山」

と表現されている。制作：矢野南里山遊歩会 
 

俳句 5 題 
 

富澤哲郎 
        （岳連参与） 

テント泊楽しい会話に虫の声 
 

折角の展望むなし秋の雨 
 

秋の雨濡れて登ると山にしき 
 

里山の木々色ずく昨日今日 
 

山の駅コスモス一輪お出迎 
 
上高地散策 
 上高地は中部山岳国立公園の中にあり、年間 180 万

人もの人々が訪れる、日本を代表する山岳公園です。 
 国立公園とは、すぐれた自然の景勝地を保護すると

もに、多くの人々に利用してもらい、自然に親しんで

もらうことを目的とし、国が指定しています。 
 
日本アルプスと上高地の生い立ち 
 北アルプス（飛騨山脈）は、日本海に臨む糸魚川市

から乗鞍岳までの、南北約 100 ㎞にわたって連なる大

山脈です。上高地はこの北アルプスの南部に位置し、

3,000ｍ級の穂高連峰をはじめ、霞沢岳(2,646ｍ)や活

火山の焼岳(2,456ｍ)などの高山に囲まれた、標高約

1,500ｍ付近に位置する、梓川流域に開けた細長い盆

地状の地形をしています。 
 北アルプスの隆起、およそ 100 万年前から始まり、

やがて現在の高さになり、いまなお隆起し続けていま

す。その間に何度か氷河期が訪れ、標高の高い所では

氷河の浸食により、のみで削ったようなカールＵ字谷

などの氷河地形がみられます。河童橋から眺める岳沢

や涸沢がそれです。 
 大正池から横尾にかけての梓川流域は、アルプスに

数多くある渓谷の中で例外的に広い平地になってい

ます。大昔からの焼岳からの溶岩や火山泥流などによ

って、梓川の深い谷がせき止められ、そこに周囲から

の土砂が流れ込んで堆積した為にできたものと言わ

れています。 
 

山の風景 34   岩木山（青森県） 

2013･7･13 写真提供 森 智昭（ひこばえ） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
編集部より 
○この会報は、皆さんの提出原稿を編集して発行して

います。岳連行事・山の情報・行事参加の感想など

気軽にお寄せください。編集の都合で一部手直しす

ることがあります。ご了承ください。 
○各研修会、講習会へ参加された方は積極的に報告書

を提出ください。随時掲載いたします。 
○会員団体で会報発行されたら岳連事務局まで恵送

下さい。随時紹介します。 
 
題字デザイン  今村みずほ  編集  仲井正美 


