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2014 アジア山岳連盟(UAAA)総会・創立 20 周年記念式典 

 
期日 平成 26 年 11 月 22 日(土)~26 日（水） 

会場 広島市平和公園周辺 

   広島県廿日市市宮島 

「平和都市 広島から、 

山への感謝と尊崇を」 

「山の日」制定記念 全国登山者集会 

 
 

 

  日本山岳協会  

     日本 代表 山岳団体  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主催 公益社団法人 日本山岳協会 

共催 日本勤労者山岳連盟 

主管 一般社団法人 広島県山岳連盟 

後援 広島県 広島県教育委員会 広島市 広島市

教育委員会 公益社団法人広島県体育協会       

  公益社団法人日本山岳会 公益社団法人日本山

岳ガイド協会 NPO 法人日本ヒマラヤン・アド

ベンチャー・トラスト 

協力 公益社団法人広島観光コンベンションビューロー 

趣旨 アジア山岳連盟総会（UAAA）総会及び創立 20 周年記念式典

の開催に際して、国内外の山岳団体が一堂に会し、アジア各

国との国際交流を図り、併せて山岳環境保護活動の推進を図

る。また、「山の日」制定に伴い多くの登山者による登山環境

づくりの一環として、社会に親しまれる登山、期待される登

山界づくりを祈念する全国登山者集会・広島山岳平和祭を催

す。 

 
広島山岳平和祭 開催要項 

 

期日 広島山岳平和祭 

    平成 26 年 11 月 22 日(土)~24 日（月） 

   アジア山岳連盟総会 

   平成 26 年 11 月 25 日（火） 

 

開催地 アステールプラザ、広島市平和公園周辺 

     〒730-8012 広島市中区加古町４－１７ 

      TEL０８２－２４４－８０００ 

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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日程 

11 月 22 日(土) 

13:00~14:00 受付（アステールプラザ１階） 

各団体別自然保護集会(総会) 

①日本山岳協会（アステールプラザ４階研修室） 

②日本山岳会（鶴学園広島校舎会議室） 

③HAT－Ｊ（アステールプラザ４階研修室） 

18:30~20:30 交流懇親夕食会 

（広島市文化交流会館・3 階銀河） 

 

11 月 23 日（日） 

広島山岳平和祭及びアジア山岳連盟(UAAA) 

創立 20 周年記念式典 

09:00 参集 セレモニー・記念式典（広島平和記

念公園） 

13:30~16:30 

     国際シンポジューム「登山と山岳自然保護」 

           (アステールプラザ中ホール) 

18:30~21:00 

     祝賀晩餐会(リーがロイヤルホテル広島) 

 

11 月 24 日（月・祝日） 

野外活動（団体によっては別行動あり） 

08:30      宮島口集合 

09:00~12:00   弥山ハイキング 

12:00~14:00   昼食（お弁当）下山後団体毎

自由解散 

14:00~16:00   厳島神社参拝 

17:30      各宿舎帰着 

18:50~21:00 ディナー・クルーズ（オプション） 

 
11 月 25 日（火） 

アジア山岳連盟(UAAA)総会(アステールプラザ会議室) 

09:00~12:00 会議（General Assembly） 

12:00~13:30 昼食（ランチタイム） 

13:30~16:00 会議（General Assembly） 

 

参加申し込み及び問い合わせ先 

 参加者は「参加申込書に」に必要事項記入の上、下

記あてにお送りください。 

公益社団法人 日本山岳協会 事務局 

〒150-8050 東京都渋谷区神南 1-1-1 岸記念体育館内 

TEL03-3481-2396 FAX03-3481-2395 

E -mail:info@jma-sangaku.or.jp  

 

申込期限：平成 26 年 8 月 29 日（金） 

 *団体参加者の方は、各団体(JMA 自然保護委員、

JAC 自然保護委員、HATJ 会員、その他)へお申し込

みください。各団体担当責任者の方は、取りまとめて

日本山岳協会へお申込み願います。 

 

参加費 

（１）23 日の身参加者 12,000 円(広島山岳平和祭・

祝賀晩餐会費) 

（２）22 日~23 日参加者 24,000 円（交流懇親夕食会・

広島山岳平和祭・祝賀晩餐会費・宿泊費（1 泊）） 

（３）23 日~24 日参加者 22,000 円（広島山岳平和祭・

祝賀晩餐会費・宿泊費（1 泊）・宮島・弥山移動

費・24 日弁当） 

（４）22 日~24 日参加者 34,000 円（交流懇親夕食会

費・広島山岳平和祭・祝賀晩餐会費・宿泊費

(2 泊)・宮島・弥山移動費・24 日弁当） 

*参加団体参加者は、別途団体別参加費での対応とな

ります。 

参加費の振込 

最寄りの郵便局から下記の郵便振替口座にお振込み

ください。 

郵便振替口座番号 ００１１０－５－５４６６９３ 

加入者名(公社)日本山岳協会 

*郵便振替用紙の通信欄に住所・氏名・電話番号及び

「広島山岳平和祭」と明記してください。 

 

参加費の返却 

 参加費納入後、平成 26 年 10 月 31 日(金)までに参

加の取り消しがあった場合は、参加費の９０％を返却

いたします。それ以外の取り消しについては返却いた

しません。 
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山岳・辺境文化セミナー2014 

探検家 角幡唯介 講演会 

 

北極圏をゆく 
10 月 4 日（土）開場 13:30 

講演 14:00~17:00 

 

会場：広島市西区民文化センター内スタジオ 

2,000 円（高校生 500 円・中学生以下無料・広島県山

岳連盟加盟団体メンバー・個人会員は半額） 

 

 

角幡唯介（かくはた・ゆうすけ） 

 

 1976 年北海道生まれ。早稲田大学探検部ＯＢ。作

家、探検家。チベットや北極圏の探検行をノンフィク

ション作品として本にまとめている。「空白の 5 マイ

ル」で大宅荘一ノンフィクション賞、「アグルーカの

行方」で講談社ノンフィクション賞、「雪男は向こう

からやってきた」で新田次郎文学賞などを受賞。現在

は太陽の昇らない極夜の北極圏を、六分儀を使った天

測で旅をしている。 

 

 

 

大山登山における登山届の徹底 

 

登山届を提出しよう 

遭難者の 7 割が未提出 

大山遭難防止協会等から「大山登山における登山届

提出等の徹底」について下記の通り依頼があった。 

過去 5 年間の遭難発生件数は 61 件、そのうち未届

けは 41 件で全体の約 7 割が登山届未提出となってい

る。遭難者数は 72 人でそのうち広島県は 13 人となっ

ている。登山届の徹底を図りましょう。 

 

 

平成 26 年 6 月 30 日 

広島県山岳連盟会長様 

大山遭難防止協会会長 

鳥取県山岳協会会長 

鳥取県警察大山遭難広域救助隊隊長 

 

大山登山における登山届提出等の徹底について（依頼） 

（前略） 

 さて、最近の登山ブームを受けて対戦への登山者数

が年々増加するに伴い、遭難事故も増加しております。 

 過去 5 年間（平成 21 年度から平成 25 年度）におけ

る大山の遭難事故発生件数は61件であり、そのうち、

登山届未提出は 20 件、未届けは 41 件で全体の約 7 割

が登山届未提出という状況で在ります。今年に入り、

5 月末で 5 件 10 人の遭難事故が発生し、3 人が犠牲と

なられましたが、いずれも登山届は出されていません

でした。 

 5 年間の遭難者数は 72 人であり、そのうち 58 人が

県外居住者で、中でも中国地方の４県（岡山県 20 人 

広島県 13 人 島根県 7 人 山口県 1 人）が 41 人と全

体の約 6 割を占めております。 

 ついては、貴連盟加盟団体に対し、遭難事故を防止

するために、下記のことについて周知徹底していただ

きますようお願いいたします。 
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記 

１ 登山届の徹底（登山届の提出は遭難事故防止の第

1 歩） 万一の場合は、登山届が唯一の捜索の手掛か

りとなりますので、登山届提出の徹底を図りましょう。 

２ 大山縦走路における縦走禁止 

 頂上部の縦走路は崩壊が激しく、とても危険な状態

であり、これまでも縦走しないよう呼びかけてきまし

たが、縦走する登山者が後を絶たず、今年に入り遭難

事故が相次いあことから、平成 26 年 6 月 13 日開催の

大山遭難防止きゅかいの総会において、縦走路ユート

ピア側と弥山側に「通行禁止」の看板を設置して縦走

を禁止しました。 

 

フォト俳句⑫  

木道に静寂の来て冬隣り 

俳句・写真 江種幸男（福山山岳会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月のクライミングスクール感想文  

 

超楽しい、こんな世界があるなんて 

 

花田 純子 

 

日常のストレス解消の為に登山を始めて 1年くらい

したころ、ある女性から「刺激的な少人数のツアーが

あるよ。次回は三倉みたい」と紹介され気軽に参加を

決定。当日、準備を整えているとガイドさんから渡さ

れた物は、ヘルメット・ハーネス・？？（アッセンダ

ーなる物）で、「ゲ！！クライミングなの？？」と怯

えツアースタート。そして終了時の感想は「超楽し

い！こんな世界があるなんて」これが私クライミング

（とても、クライミングと言える程ではありませんで

したが）との出会いでした。 

山歩きは一人でも可能ですが、クライミングは一人

ではすることは不可能で、技術・知識が無いとするこ

とができずクライミングへの思いを諦めていたとこ

ろ、偶然知った山岳連盟のクライミングスクールに意

を決して参加させてもらいました。 

クライミングスクールに参加して感じた事は、登る

事はとても楽しい、しかしロープの結び方、道具の使

い方の最低限の知識と、安心して任せられるビレイが

出来なければクライミングをする資格はないと痛感

させられました。 

3 回目のクライミングスクールでは、午前は銀座尾

根をマルチピッチで登りました。登ると即ビレイに移

る。当たり前のことですが、手先・腕の力を消耗して

ビレイのまでの準備とビレイに苦戦。又、練習したに

も関わらず ATC のセットやクローブヒッチが出来で

きず、理解能力の低い私にスタッフの方から何度も指

導をいただきました。待ち時間があるとスタッフの

方々の経験談やクライミング道具の用途などの説明

していただき感謝いたします。 

同じ用具でも多くの使い方可能 

ATC でもトップロープの確保ではハーネスに、マル

チピッチでは分散支点にカラビナを使い確保と、同じ

用具でも多種類の使い方が可能なるのには驚きまし

た。（さらに ATC が下降器としても使用出来るとのお

話しもありました） 

スタックの方々が安全を考慮しながらスピーディ

に木や岩への支点の設置やロープの巻き方なども毎

回感動してしまします。 

午後からは、「なめら岩」に戻りトップロープによ

る楽しいクライミングでした。しかし、登れん・高所

への恐怖心で苦戦です。時間がかかればかかる程、身

体（特に腕）の疲労することを自覚させられました。
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下からは、スタッフの方から「諦めるな！まだ、落ち

てないじゃないか！」「ロープがあるじゃ！落ちても

ええんで！！」と、とても温かい声援を聞き、愛ある

御指導を感じられます。（日常、この年でこのような

刺激的な言葉をいただくこともないので思わず苦笑

してしまいました） 

月１回程度ですが、毎回充実し刺激的で楽しい時間

を過ごしています。又、人間味あるスタッフの方々や

クライミングがしたいという仲間に出会えてスクー

ルに参加出来本当に嬉しく思います。 

次回は、三倉岳です。今まで教わったことを復習し、

しっかり体に覚え込ませて少しでも多くの時間をク

ライミングしたいと思います。 

 

フォト俳句⑬ 

岩影の濃く 冬近し  

俳句・写真 江種幸男 

 

 

 

７月のクライミングスクール感想文  

 

高度になれることが目的 

堂前 加代 

 

高度感になれる事が目的でクライミングスクール

へ申し込みをしました。それと合わせてロープワーク

が勉強できたらいいな、そう思っていました。 

４月、天応でいきなりの懸垂下降には震えました。

５・６月はスピード感のある内容についていかれず、

向いていないかもとおちこむ日々。そしてむかえた７

月。当日は雨のため三倉岳のふもとの炊事棟でロープ

ワークの練習をする事になり、今日こそ落ち着いてロ

ープワークを練習できるかもと期待しました。（しか

し、それは）間違いでした。新たな課題が次からつぎ

へとあたえられ、だんだん頭が混乱してきて午前中で

私の許容を超えました。クライミングは楽ではありま

せん。ビレイもロープの片づけまで体力勝負です。そ

れは想像以上でした。それに、教わる以前よりも増し

てクライミングの怖さを感じています。それでもいつ

か、北アルプスのバリエーションルートへ行きたいの

で、クライミングの技術を身につけたいです。時間が

かかりそうですが、あきらめずに続けていきます。 

 

雨の日のクライミングスクール 

近藤 聡 

今年４回目、先月までは天応で今回からは三倉岳で

のクライミングスクール。天応とはまた違う岩場での

受講を楽しみにしていたが、生憎朝から時折土砂降り

の雨、雨脚がひどいため、セロでの練習と勘違いされ

た方がいたほど、一時雨脚が強かったが、スクールが

始まる頃には雨も上がり、終盤は屋外での講習も可能

となった。 

 今日の講習は炊事場で、ロープワークのおさらいか

ら。エイトノットから始まり、セルフビレイ(クローブ

ヒッチ)、ボーラインノット(もやい結び)、ロープの収

納・搬出方法等。ボーラインノットも立ち木に結ぶや

り方は覚えていたが、自分を確保する結びは再三おさ

らいが必要となるほど。ロープの収納もまだまだ練習

が必要。ともあれ、クライミング教室も今年２年目と

なるので、この辺りまでなら、何とかついていける。 

 その後、ラッペリングやリングの終端で最後に降り
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るときにロープを回収する方法。さらには、マルチピ

ッチで二人で交互に先頭を登るやり方等々に入ると、

先月さぼった(ちゃんとした理由があって参加できま

せんでした)ツケが早速出てきた。講師の方の手順を見

たうえで自分たちがやる訳だが、実際に自分がやると、

すぐに段取りを違えてしまう。見た目だけをやろうと

して、なぜこのやり方をしなければならないかを考え

ていないから、すぐパニックってしまう。特に今回は

岩場ではなく、立ち木等を使っての講習のため本来は

垂直でテンションも掛かるところが、水平な場所での

訓練のため余計にまごつくばかり。今回は、いつもよ

り講習後の落ち込みが大きい一日となってしまった。 

 それにしても、講師の方々には本当に頭が下がりま

す。雨のため、多少緩やかな講習かと思いきや、よく

これ程までにと、思えるほどの講義で、事前準備の打

ち合わせ等も含めると、かなりの時間がかかっている

と推察されます。受講生としては、それに応えるべく

自分自身で研鑽を積まねばと、スクールの終了のたび

に思うのですが、一か月も経つと………。次回もよろ

しくお願いします。 

 

岳連短信 

１、自然保護研究会 

（宮島弥山登山道 植物観察会） 

１、開催日：2014 年 9 月 28 日 9:00~ 

 ２、場所：宮島弥山登山道各コース（廿日市市宮島

町） 

３、行動予定：9:00 宮島桟橋（宮島側）集合 

  10:00~登山道での植物観察を行いながら弥山登

山（参加人数により、班及びコースを分けま

す。） 

   15:00 解散予定 

 ４、講師 広島大学付属宮島植物実験所講師 

 ５、参加費 4,000 円（一般登山者） 

     2,000 円（山岳連盟加盟団体員・個人会員） 

*資料代、講師謝金などの運営費・弁当代に充てます。 

*弁当は用意しますが、飲み物・行動食は、各自ご用

意ください。 

６、参加申込 別紙申込みにより 8 月 30 日（土）ま

でに、山岳連盟事務局まで申し込んでください。 

 

9 月行事予定 

9･7（日）第 6 回クライミングスクール（三倉岳） 

9･10（水）第６回運営会議 

9･24（水）第 10 回 UAAA 会議 

9･28（日）岳連例会山行・市間山~立岩山 

9･28（日）広島県自然保護指導員研修会（宮島） 

 

山の風景 44 

 

竜ヶ岳（３６６ｍ）  2013･9･29  

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・写

真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。 

 

題字デザイン  今村みずほ  編集  仲井正美  

 

 


