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本号内容 

１．新年互礼登山・安全祈願（1/5宮島）報告 

２．岳連例会山行（1/5宮島弥山・駒ヶ林、1/22小室

井山）報告 

３．登山教室（2 年 1/11〜12 大山、1 年 1/19 恐羅漢

山、岩稜クラス 1/19経小屋山 残念尾根）報告 

４．山口岳連 70 周年記念講演会・祝賀会（1/18 宇部

市）報告 

５．県民ハイキング（1/26高尾山～呉娑々宇山）報告 

６．連載『幸せの国ブータン王国滞在記もろもろ』② 

７．岳連短信（寄贈御礼、2～3月の行事案内） 

 

１．新年互礼登山・安全祈願報告 

（西部） 

1/5(日)、毎年恒例となっている宮島厳島神社での

安全祈願と宮島の山での新年互礼登山を今年も行っ

た。ただし今年は、連盟の財務状況の逼迫もあり、初

穂料を納めての安全祈願は行わず、有志による参拝と

した。結果、会長・理事長・村井副会長・事務局長と

県庁山の会の 4名（およびブンカッキー）の 8名（と

1匹）が一緒に参拝を行った。 

参拝後はそれぞれの所属会等で登山し、駒ヶ林で再

び集結した。駒ヶ林には神社参拝者だけでなく、岳連

例会山行グループや可部山岳会など連盟所属の多く

の会が集結し、一般登山者・グループとも相まって賑

わいを見せた。 

また、下山後は、宮島太郎の会・タンネンクラブ・

広島山岳会などが大元公園休憩所での新年会を楽し

んだ。 

（写真は厳島神社・駒ヶ林山頂・大元公園休憩所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 営 会 議 用 
 

題字デザイン 今村みずほ   編集 西部伸也 

一般社団法人 広島県山岳・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ連盟 

〒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 

 

題字デザイン 今村みずほ   編集 西部伸也 
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２．岳連例会山行報告 

（副会長 後藤 裕司） 

1月度岳連例会山行 

1月 5日（日）宮島弥山・駒ヶ林（廿日市 20名山） 

岳連の新年互礼登山の日なので、会所属の方は会で

宮島を歩かれる。一方個人会員の方は、「この際有志

で一緒に歩きませんか」との呼びかけがあったので、

そちらに参加する方が多くおられた。 

宮島桟橋で、一緒に行動するつもりだった個人会員

のグループは、メンバーが揃うまで待つというので、

例会メンバー（男ばかり 5 名）は一足先に出発する。 

町家通りを抜けて紅葉谷から向かうが、予想したよ

り人が少ない。霊火堂まで来るとさすがに賑やか。 

一服後、弥山山頂に向かう。山頂では展望台にも登

らず、早々に次の駒ヶ林へと向かう。 

駒ケ林には、会長・理事長がすでに到着されていた。 

我々も昼食とする。あとからも続々と登山グループ

が押し寄せて、広い頂上も人でいっぱいになる。 

個人会員グループが到着するまで待ったが、彼らの

昼食はこれからというので、お先に予定の三剣山－前

峠－前峠山－大元公園へと進む。大元公園の休憩所で、

各会の方々に挨拶して解散とする。 

 

1月 22 日（水）小室井山（廿日市市 20名山） 

これまでに無い暖冬で、雪は日陰に少し残る程度。

私は、何度かこの山を歩くスキーで登ったが、目論見

外れ。 

一行は 8名。車 2台でもみのき森林公園センターに

9時集合。 

ルートはまず、車道をテニスコート近くまで行って

から、高崎王冠山へと北上する。はじめいばらが伸び

ているがまもなく快適な道になる。クロカンスキー用

の道なので、小室井山まで緩い登り下り（一箇所だけ

少し急な下りがある）を軽快に進む。 

山頂で記念写真の後、南西に尾根を下って、東屋で

昼食。降り出した小雨の中、サイクリングロードを歩

いて公園センターに帰着。 

12時には公園センターを後にした。 

 

（写真は 1/22 もみのき森林公園・小室井山） 

 

 

 

 

３．登山教室報告 

（指導部長  森本 覚） 

第 10回 2年生 1/11(土)〜12(日) 

登山形態：雪山訓練 

山域：大山  人数：11名（スタッフ含） 

今回の 2年生は雪山訓練で大山大休峠に行ってきまし

た。ビバーグを意識した雪洞訓練を行いました。積雪

20cmという状況でしたがスノーマウントを作り、なん

とか受講生が泊まれる空間は確保できました。（森本） 

 

『大山 香取草谷～大休峠（ビバーク体験）を終えて』 

（登山教室 2年 佐々木 修） 

前回に引き続き、大山エリアでの雪山山行でした。

とはいえ、予想以上に雪が少なくワカンを履くことも 
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なく、ラッセルをすることもなく予定よりかなり早く

大休峠に着きました。 

ビバーク訓練の雪洞づくりは、雪をかき集めては積

み上げるというかまくら（スノーマウント）づくりに

なりました。これがなかなかの重労働でしたが、最終

的には３時間かかって２つのスノーマウントが完成

しました。苦労はしましたがこれがなかなか立派で、

快適な空間ができて、訓練とはいえとても楽しい時間

となりました。 

避難小屋にての夕食はとても美味しくまた楽しく、

このメンバーでの山行も残すところあと２回と思う

と少し寂しい思いもしました。 

就寝はスノーマウントでした。自分は思ったよりは

寒くなかったですが、とても寒かったという意見もあ

り、雪山でのシュラフやマットなどの装備の重要性を

感じました。 

翌日は朝食後に避難小屋内で、２月の大山山行に向

けての練習でロープワーク講習をしていただきまし

た。 

講習のあとは外も明るくなりはじめ、スノーマウン

トの解体をしました。せっかく苦労してつくったスノ

ーマウントを壊すのはしのびない気持ちもしました

が、じっさいに解体をはじめて頑丈さに驚きました。 

午後から天気が崩れるという予報だったので、避難

小屋を出発して足早に下山し、途中から本来のルート

であった尾根を藪漕ぎしながら下りました。雪のラッ

セルはできなかったですが、笹薮のラッセルはなかな

か大変でした。途中で熊？の寝床などがあって興味深

く写真を撮りました。 

その後、休耕地の畑の広場でビーコンサーチの練習

で、ラフサーチ・クロスサーチを実際にやってみまし

た。机上講習で習っていた電波の特性や流れを忘れて

おり、スタッフの方々からコツを教わりながら練習を

しました。またピープスとマムートでの機能の違いを

体験して、複数埋まった場合にマムートは本領発揮す

るなどの機能も教わりました。こういった機器の性能

もやはり年々よくなるのだなと実感しました。 

11時過ぎには駐車場に下山し、移動して入浴と昼食

などを済ませ、昼過ぎには出発し順調に帰路につきま

した。 

 

雪は少なく予定していた内容とは変わりましたが、

楽しくまた貴重な経験ができた山行となりました。来

月もどうぞよろしくお願い致します。ありがとうござ

いました。 

 

 

（写真提供 森本) 

第 10回 1年生 1/19(日) 

登山形態：日帰り山行 

山域：恐羅漢山  人数：12名（スタッフ含） 

今回も 1 年生は恐羅漢山に行きました。積雪 20cm 程

度と少なかったのですが、埋没体験やワカン歩行など

を練習しました。（森本） 

 

『1月の講習を終えて』 

（登山教室 1年 吉部 恵理） 

雪山講習を目の前にして今季の記録的な暖冬が恨

めしい。最初の計画だった深入山の横を通ると緑の山

で、雪が一番ありそうな恐羅漢山に向かう。スキー場

情報では積雪３０センチ・一部滑走可になっていたが、 
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昨夜も降ったのだろうスキー客も結構いる。流石、恐

羅漢。 

まずはラッセルの練習で先頭は１００歩ずつ交代

して歩くことに。平坦な道だとあっという間に順番が

来るが、尾根の急斜面にかかると息が切れて有り難か

った。雪山だから尾根を自由に歩く体験は面白くも、

木に行く手を阻まれ、小枝がはね返り笹やブッシュに

ストック・ワカンが引っかかって厄介でもう！嫌だと

思っているうちに登山道に出た。 

恐羅漢山頂に近づくと先月はお餅を焼きながら

我々を待って下さっていたＯＢの方を思い出したが、

今月の山頂は寒く（０℃で小雪舞う）誰もいない。 

講習はビバーク訓練に埋没訓練が行われた。ビバー

ク訓練は１年生は２年生とペアになって行ない、それ

ぞれの組で雪山で生き延びる工夫をする。２年生主導

で木を利用してロープを張りスリング・カラビナを使

ってツェルトを張った。地形や風向きも重要。入口の

向きも。雪を集めて防風壁も作る。クローブヒッチ・

シートベント・クレームヘイスト･･･他にも色々な結

び方もあったが、あの結び方はこんな風に使われるん

だ、これから私も１年かけて実践出来るようにロープ

ワークを覚えようと思った。 

ほぼ完成したところで、全員集まって各家の見学・

品評会が行われ、それぞれ家主さんの説明や講師講評

を頂く。限られた時間の中できれいな仕上がりで凄い

なと思った。大きな木を利用してツエルトで風除けし

二人掛けの座を作られたもの。ロケーションのよい家、

公道に面して資産価値の高そうな物件、入口の方向選

び、それぞれ知識を駆使して作られていた。毎回、２

年生の先輩たちを見ていて１年の違いを感じるが、今

回はっきりと分かった。 

次に林の中で二グループに分かれての埋没訓練。雪

が少ないので埋まる役は小柄な人がいいだろうとい

う流れになり、私か？と覚悟を決め、雪の上に横たわ

る楽な役かと思ったが…。最初は非日常の体験に雪の

上から声が聞こえるのが面白く気持も高揚して応答

していたが、自分の鼓動の早まりで雪の重さと呼吸困

難を感じ途中からまずかったと思う。顔の下の雪を掘

ったら呼吸が楽になり、空気確保はしっかりしないと

いけないと思った。ビバークも埋没訓練も、雪山の危 

 

険をイメージ出来て身が引き締まった。 

初めての雪山訓練が無事に出来て本当によかった。

下山口近く夕空の高い木々を見上げるとヤドリギが

たくさんあり恐羅漢らしい風景だなと思った。今月も

有難うございました。 

 

 

（写真提供 森本) 

第 6回岩稜クラス 1/19(日) 登山形態：岩稜歩き 

山域：経小屋山 残念尾根 人数：7名（スタッフ含） 

岩稜クラスということで、6 ヶ月やってきました。こ

の 6か月間の体験が、皆さまの、今後の山人生のステ

ップアップに繋がってくれればと思っています。 

（指導部  久保田 征治） 

『感想文』 

（登山教室岩稜クラス 幾田 千代） 

岩稜クラス第六回、最終回は残念尾根でした。晴れ

の予報でしたが、今回も小雨が降りました。岩場まで

は、ヤブこぎです。岩場に登る前に、ロープワークの

復習と説明を受けました。まずは、二人一組で交代し、 
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リードとフォローを行います。今までも行っていたこ

とですが、ロープ・カラビナの向きなど間違えている

ことがありました。声を出し合い安全確認することの

必要性を教わりました。 

そして、次は何をするか自分で考えて、準備してお

くことも重要です。ついたて岩の途中で靴が片方脱げ

ることがありました。靴紐はほどけていませんでした

が、緩くなっていたことに気づいていませんでした。

片足立ちで靴紐を締めなおすことになってしまいま

した。反省です。 

今回は登ったところを降りました。下りのほうが、

かなり怖かったです。足場をよく見て降りていきます。

前の人は足が届いていたのに…と思いながら、中間地

点に足を置くように気を付けました。自分の道を行か

なければ。そして、かぶと岩でクライミング体験をし

ました。 

岩稜歩きコースを受けて、まだまだ一人では歩けな

いことを痛感しました。これからも、勉強して楽しく

山を登っていけたらと思います。スタッフの皆様、受

講生の皆様ありがとうございました。 

 

 

（写真提供 松本 正和） 

 

４．山口岳連 70 周年記念講演会・祝賀会報告 

（参与 小田里子、西部補足） 

1月 18日(土)、宇部市文化会館で開催された山口県

山岳・スポーツクライミング連盟創立 70 周年記念講

演会（山岳関連分野で日本を代表するトップアスリー

ト 3名の講演 『いま伝えたいこと』）を聴講した。（広

島岳連からは、招待の京オ名誉会長・山田会長のほか、

豊田理事長・村井副会長・岡谷顧問・西部事務局長・

松島理事・福永理事・新山理事・前堂 JAC 会員の 11

名が車に乗り合わせるなどして参加。その他にもトレ

ラン愛好家など、広島から駆け付けている方が何名か

おられた。） 

講師の 1 人目は、日本海から太平洋まで 415ｋｍの

山岳を踏破するトランス・ジャパン・アルプス・ラン

（TJAR、2年ごとに開催）4連覇、2018 年には 15kgの

ザックを背負い無補給完走を成し遂げた望月将悟さ

ん。静岡県南アルプス南部の井川出身の 42 才の消防

山岳救助隊員。 

子供の頃は、手伝いをすることで、皆の為になる→

喜ばれる（頼りにされる）→嬉しい→楽しい、とよく

手伝いをしていた少年。アワ、ヒエ等地産地消の食べ

物で身体を作り、野山で遊びスズメバチ、マムシ、ウ

ルシ等の自然の中、治す力は身体の中にあることを知

り、多くの人から見守られ育ってきた。自然の中で生

きていることに感謝を忘れない。 

TJARへの挑戦は、人はどのくらい耐えられるかを知

ることで山岳救助に役立っている。またチャレンジす

ることで沢山の出会いがあり、伝えたいことは「感謝」。

TJAR 無補給を提案した花谷さんの「体調に変化は？」

の質問に「体重は 3kg減で、一年間レースなどの記録

は伸びないし、なかなか元通りにならなかった」そう

だ。講演後のサイン会には長蛇の列で、人気度が伺え

た。 

2 人目の花谷泰広さんは、神戸出身で幼少の頃から

六甲山に親しみ、「少年団登山教室」では指導者に恵

まれた。高校は神戸の進学校の山岳部を経て、山が好

きで信州大学山岳部に属した。大学を 2年間休学中に

ネパール 7035ｍラトナチュリ峰に初登頂。そのとき鶴

の大群のヒマラヤ越えを見て感動。 

20代は年間 50回の冬期富士山歩荷。30代は山岳ガ 
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イドをしつつ、デナリ、ヒッツロイ等世界各地で登山

を実践。2012 年キャシャール峰（ネパール 6770ｍ）

南ピラー初登攀でピオレドール賞を受賞。指導者に恵

まれ数々の登山が出来たと言う。 

今の若者に継承する為、2015年より若手登山家養成

プロジェクト「ヒマラヤキャンプ」を開始。自分だけ

の山ではなく、世代間の分断が問題だと登山界全体で

の登山文化の継承発展の活動をされている。 

2017 年より甲斐駒ヶ岳黒戸尾根の七丈小屋の運営

開始。山口講演後のフェイスブックには七丈小屋まで

の積雪情報が掲載されていた。早業超人！ 

3 人目は昨年度の広島岳連セミナーでも講演頂いた

平山ユージさん。クライミングを始めた 10 代の後半

から 20 年以上も世界の第一線で活躍のトップクライ

マー。 

現在は年齢も 50 歳を越し、往年のようなプロクラ

イマーとしての活躍は難しいので、クライミングジム

『ベースキャンプ』の経営も始め、また 2020 東京五

輪を前にＪＭＳＣＡ（日本山岳・スポーツクライミン

グ協会）副会長にも就任し、尽力されている。 

ただ、プロクライマーとしてスーパースターの活躍

をしてきた平山さんも、さすがにＪＭＳＣＡ副会長の

仕事は従来と勝手が違い、多方面との交渉の労で一時

は健康を害されたそうだ。 

そうした中でも自分の原点が岩登りにあることを

悟り、忙しい中でもできる限り岩場に出かけることで

本来の自分を取り戻し、再び精力的な活動が可能にな

ったとのこと。したがって、いま伝えたいことは「健

康であること、成し遂げること」と結ばれた。 

スーパーヒーローが一同に会した講演だったが、お

三方の皆さんの謙虚な人間性に感動した講演で、会場

を満席にした 400名余りの全員が大いに満足したこと

と思われた。 

 

講演会終了後、近くの会場（国際ホテル宇部）で祝

賀会も開催され、これには京オ・山田・豊田・岡谷・

西部の 5名が出席し、鳥取・島根・岡山の中国ブロッ

ク各県岳連(山協)からも 1名ずつが出席していた。 

会場で特徴的だったのは、花谷さんも SNSで発信さ

れておられたが、大人だけでなく、山口岳連の古林理 

 

事長さんたちが中心となって指導しているクライミ

ングクラブのジュニア（小中学生）が数多く出席して

いることだった。 

このたびの講演会の講師の一員に平山ユージさん

が選ばれたのも、これまでの山口岳連での指導を通じ

ての交流があったからとのことで、当然ながらジュニ

アの子どもたちは平山ユージさんにサインをせびり、

一緒に写真にも納まっていた。 

 

また、講演会場の宇部市文化会館の別会場では、山

口岳連による歴史を感じさせる登山道具や山岳書籍

の展示ならびに山岳写真展も開催されていた。大きな

額に収められた数々の山岳写真は古林理事長の作品

で、プロかと紛うばかりの出来栄えであった。ご本人

曰く「自分のかくし芸」とのことだった。 
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講演会・祝賀会・展示会それぞれの様子 

 

５．県民ハイキング報告 

（安藤縦走会 坂田 直樹） 

期日：1月 26日（日） 

場所：高尾山～呉娑々宇山 

参加者：一般 12名、担当会 14名、その他岳連 21名、

合計 47 名 

 

概要：9：10 水分峡自然公園管理棟集合 9：30 出発

～147ｍ峰～岩谷観音跡～高尾山岩峰～高尾山～林道

出合（寺屋敷跡）～バクチ岩まで往復 15：50解散 

当週に入って、ずっと 26 日の降水確率は 50％を超

えており、ほぼ中止で間違いないと思っていたが、直

前になって、まさかの実施・・・気を取り直して、メ

ンバー全員で配置につく。 

9：10 不参加の方もさほど多くはなく、当日参加の

方も加わられたため、総勢 47名で開会式を行う。 

9：30水分峡自然公園管理棟の前を出発。今回は 2018

年 7月の豪雨災害の影響で水分峡自然公園内に立入禁

止地域もあるため、コースを変更して西側の尾根に取

り付く。お地蔵さんが並ぶ登山道を登り、やがて中国

自然歩道に合流、岩谷観音跡に到着。ここでは、恒例

の豊田理事長の歴史解説が行われる。 

11：00 高尾山岩峰に到着。いつの間にか曇り空は、

少し晴れ間が見えるほどになっており、広島市内を一

望する岩の上で景色を楽しむ。ここから高尾山山頂に

向けては岩稜があるため、通過方法と注意点のワンポ

イントアドバイス①を行う。 

11：40全員無事に岩稜を通過し、尾根上の鉄塔で小

休止。ここでは、縦走における現在地の確認の仕方の

ワンポイントアドバイス②を行う。 

12：15林道出合（寺屋敷跡）で昼食。豊田理事長の

この日 3回目の歴史解説。その後、バクチ岩に向かっ

て出発。バクチ岩で班毎に記念撮影を行い、来た道を

折り返す。下りの岩稜も問題なく通過。 

15：30ほぼ予定通りに水分峡自然公園管理棟に戻る。 

感想： 

本来であれば、安藤縦走会らしく「縦走」をご案内

したかったが、自然災害の爪痕はまだまだ残っており、

やむなく「往復」のコースをとり、しかも時間の関係

上、呉娑々宇山の山頂には端から行かないという計画

を立てざるを得なかった。 

しかし、あえて選んだ「岩稜コース」は、8 歳の小

学生から 77 才の方までイキイキと越えられており、

縦走の楽しみの一端は伝えられたのではなかろうか。 

閉会式後の反省会でも褒めていただいた「チームワ

ーク」を活かして、次回も「登山の楽しさ」を伝えて

いきたいと思う。 
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管理棟で開会式 

 

高尾山岩峰でワンポイントアドバイス 

 
林道出合で歴史解説 

 

バクチ岩で記念写真 

 

下山後、管理棟前で記念写真 

 

６．連載『「幸せの国」ブータン王国滞在記もろもろ』

―その２―ブータン生活 

（副会長 亀井 且博） 

ブータンでの生活を始める 

2015 年 1 月 5 日深夜（正式には 1 月 6 日 0:30）羽

田空港を飛び立ち約 7時間、タイのバンコク・スワン

ナプーム空港で 2時間あまりのトランジットの後、垂

直尾翼に龍のマークを付けたドゥルック・エアー（ロ

イヤルブータン航空）に乗り込んだ。「いろいろと紆

余曲折はあったけど本当にブータンに行けるんだ。こ

の飛行機が降りた所がブータンなんだ。」飛行機の中

ではその思いで感無量であった。 

タイから約 3時間のフライトでブータンの空の玄関

口パロ空港に着いた。2015 年 1 月 6 日午前 9 時 10 分

であった（ブータン時間）。タラップを下りてブータ

ンの地を初めて踏んだ時の感激はいまでも忘れるこ

とができない。本当に涙が出そうであった。 

 

憧れのブータンの地を踏む（パロ空港） 

 

JICA の迎えの車でパロから首都ティンプーに移動

し、JICA事務所で着任挨拶。その後、アパートが決ま 
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るまでの一時的な住まいのホテルに移り落ち着く。 

ブータンに来て初めの１ヶ月間は関係各省庁、各機

関、関係者への挨拶やオリエンテーションやブータン

の政治、経済、歴史、文化、習慣等ブータンの概要に

ついて、この国で生活するための基本的な知識を習得

するための研修、さらには国語であるゾンカ語の研修

期間で、平日は目新しくそして興味深くはあるものの、

少々退屈で眠くなる日々であった。 

一方、休日には初めてのブータンの街のあちこちを

散策し、街の様子を見歩きながら、ブータン人を観察

し、生活に必要な物を買い集める日々を過ごし、さら

にはあちこち探しまくって、何とかハイキングやトレ

ッキング関係のガイドブックと地図を手に入れた。 

 

ティンプーの市街 

 

ティンプー市内からの眺め（4,278ｍのタラカ・ピーク） 

 

2 週間経った頃にアパート探しを始め、いくつかの

物件を見た後、一番広くて職場にも一番近いアパート 

 

に住むことに決めた。これから 2年間の我が家である。

こうしてブータンでの生活が始まった。 

 

ブータンの我が家（3 階全部が私の住まい） 

 

ブータンでの生活 

JICA の SV としての日々は基本的には月曜日から金

曜日は職場である保健省に出勤し、オフィスワークの

日々を送った。勤務先の正式名称は「Royal Government 

of Bhutan, Ministry of Health, Department of Public 

Health, Public Health Engineering Division（ブー

タン王国・保健省・公衆衛生局・公衆衛生技術部）」

である。ブータンの官公庁の勤務時間は、春から秋の

3月～10月は 9時から 5時、冬の 11 月～2月は 9時か

ら 4時で昼休憩は 1時から 2時である。官公庁や学校

等にはブータン国旗が掲げられ、この国旗が掲げられ

ている施設に入る時は、職員をはじめ訪問者も全員が

正装を求められる。入口の門の前には必ずと言って良

い程、正装で入るようにという注意書きがなされてい

る。ブータンの正装は、男性はゴで女性はキラという

日本の着物に似た衣服である。私は毎日、背広にネク

タイの日本で仕事をしていた時と同じ服装で出勤し

ていた。オフィスワークが主であるが、調査や状況確

認のため、時折出張に出かけることがあった。 

仕事内容であるが、当初の要請された職種は衛生工

学で、「ブータンの地方農村部における生活環境の改

善」プロジェクトである。具体的には「木質燃料使用

に伴う呼吸器疾患リスクの低減（家屋内空気汚染の改

善）」、平たく言えば、「おそらく薪を燃料に使うか

らだと思うが、国内には呼吸器を患っている病人が多 
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いので、それをなんとか減らしたい。」ということで

ある。「煙を抜くための煙突を付けたら良いんじゃな

い？」とすぐに考えるのが日本人である。しかし、ブ

ータン人に対してはなかなかそう簡単にはいかない

のが少しずつ分かってきた。結局種々の調査を含め、

家屋内空気汚染の改善の対策に２年間奮闘すること

になった。 

 

ブータン保健省 

 

さらに、職場のチーフ（公衆衛生技術部長）から「廃

棄物管理の事は分かるか？」と聞いてきた。前回のマ

ーシャル派遣は廃棄物管理だったので、その履歴資料

を見て知っているはずである。「えっ！仕事が増える。」

とも思ったが、そこはボランティア。「分かるよ。」

という事で、最終的には当初の仕事に「地方部の廃棄

物処理・管理の改善。」という仕事が加わった。 

最初は文化、習慣、時間観念、仕事に関する感覚の

違いなどから、いろいろとイライラすることもあった

が、少しすると慣れてきてブータンなりに順調に仕事

は捗った。 

ブータン人はインテリジェンスが高く、あやふやな

説明をすると突っ込んで来るので、事前の理論武装の

必要があり、日々の仕事では結構疲れることもあった。

しかし、私のカウンターパートは若くて奇麗な女性で、

いろいろとこちらに気を使ってくれたのが幸いであ

った。 

ブータンでの日常生活は、平日は保健省で仕事。休

日は買物、掃除、洗濯、作り置き食品の料理や友達と

の食事、そして時間をやり繰りしては毎週のようにテ 

 

ィンプー近郊にハイキングに出かけた。ハイキングに

行く度にフェイスブックにアップしていたら、「遊ん

でばかりいる。」と元職場や山岳会員から誤解されて

しまった。「仕事の写真をアップしても面白くないか

ら遊びに行った時にそれをアップしていたのです。平

日はきちんと仕事していました。誤解の無いよう！」

です。 

最初の１年間はにわか独身の生活でいろいろと面

倒であったが、１年経つ前に家内がブータンに来てく

れて一緒に生活できた。やはり夫婦は一緒におらんと

いけん。それからはいろいろと助かった。 

2 年間、ブータンに滞在している間に出張や休暇を

取っての旅行で、ほぼ全国を廻った。ブータンには日

本の県に相当するゾンカクが 20 あり、最終的にはイ

ンドとの国境近くで JICA からの許可が出なかった 3

ゾンカクを除いて、17ゾンカクを訪問した。出張で地

方に行く際は、ホテル泊りではなく保健省の関係者の

家や施設に泊まることが多く、ブータン人の中での生

活は完全に板に着いた。日本からの知り合いや友人等

のブータン訪問は 5 回ほどあり、延べ 17 人がやって

来た。子供や孫たち家族全員もやって来て 1週間観光

して帰った。 

私が暮らしていたティンプーは、ブータンには戸籍

登録はあっても住民登録がないので確かなことは分

からないが、人口 10 万人とも言われ、ブータン第一

の大都会である。 

 

ティンプーの市街中心部 
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ビルが建ち並ぶティンプーの市街 

 

街には多くのビルが建ち並び、車が多く交通渋滞も

発生する。ブータン国内には交通信号機は全くなく、

交差点はロータリー式である。市民の足はバスかタク

シーで、タクシーはスズキのインドでの合弁会社マル

チスズキのアルトやワゴンＲなどの軽四輪車が多く、

基本的には相乗りである。街には生活用品店、電気製

品店、食料品店、野菜市場、肉屋、スーパーマーケッ

ト、レストラン、喫茶店、ビザショップ、銀行、郵便

局、警察等ほとんどのものが揃っており、日本で手に

入るものは品質の良し悪しを言わなければほとんど

何でも手に入る。食材も新鮮な海の魚介類以外はなん

でも手に入る。味噌、醤油もあり、見かけなかったの

は納豆、レタス、ミョウガぐらいであったろうか。時々

停電があり、また水道の水が出ないことはあるが（こ

れは結構困るけど）、外国人でも何不自由なく暮らせ

る。あとはレストランの食事が口に合うかどうかだ。 

 

車が多いティンプー市内 

 

ティンプーの野菜市場 

 

日本の常識はブータンでは非常識 

ブータンの日常は日本の非日常である。また日本の

常識はブータンの非常識である。何もかもが日本とは

違うと思えば良いだろう。一番違うのは時間に対する

感覚。次が約束事に対する感覚である。 

「ジャパニーズ・タイム」という言葉がブータンには

ある。「Japanese is particular.」とよく言われる。

日本ではごく普通で当然であるがオンタイム、つまり

時間通りだ、という意味である。日本人は時間に厳し

いという意味である。時間通りに物事が進むのは、開

発途上国に限らず世界中で恐らく日本ぐらいだろう。

日本の社会では何事も少しの遅れも許されない。それ

ぐらい日本人は時間に厳しい。特に開発途上国では時

間観念が薄い。開発途上国と言われる国々からみると、

そんな日本は驚きである。ブータンでも他の開発途上

国と同様、時間を守る感覚がほとんどない。例えば会

議で定刻前に来る者は日本人だけである。ブータン人

は先ず誰も来ない。待つこと 15 分ぐらいからボツボ

ツとやって来る。全員が揃うのは 30 分～１時間後ぐ

らいだ。そして、会議が始まる。朝の出勤時間もしか

りである。これが毎度のことなので大抵の日本人なら

イライラして嫌になる。私は、自分が会議を招集する

時は、開始時刻を１時間前で伝えておいて、全員が集

まったら始めていた。 

約束に関しても面食らわされる。ブータン人は優し

く、人や生き物を傷つけるのを嫌う。それは素晴らし

いことであるが、約束事に関しては大変に困る。と言

うのは、こちらが何かを頼むと、出来る、出来ないは 
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関係なく、絶対にノーとは言わない。ノーと言えば相

手に嫌な思いをさせることになる。相手を傷つけるこ

とになる、と思うからである。そこで OK と言う。し

かし、出来ない事でも引き受けてしまうので後が大変

である。こちらは待っているけど、いつまでも約束が

果たされないことになる。また、約束した予定が急に

変更になることが多い。彼らにも事情があるのだろう

が、こちらにも事情はある。朝、急に今日の予定はキ

ャンセルと言われても困るのだが、そんなことは何時

ものことのようで全く意に介していない。反対に急に

「今日、会議をするから説明をしてくれ。」というの

もある。要するに予定は未定で、その時にならないと

判らないというのがブータンだ。約束という概念が希

薄なのであろう。 

しかし、時間感覚にしても、約束事に関しても、そ

れがその国の文化であり、習慣なのだ。ブータンに限

らず、その国で仕事や生活をするのなら、それを受け

入れて自分なりに消化し、それに対応する必要がある。

海外、特に開発途上国で暮らすという事は、そういう

ことである。日本人の感覚、文化、習慣をそのまま持

ち込んで、それを実行しようとしても決して上手くは

いかない。“郷に入れば郷に従え”、である。 

 

そして帰国 

2 年間はアッという間に過ぎた。帰国の半年前ぐら

いから、職場のチーフを初め、局長や保健省の事務次

官からまで「半年でも１年でも良いから任期を延長し

て残ってくれないか？」と頼まれ始めた。私自身は残

っても良いと思ったが、結局 JICA から任期延長の許

可が出ず、帰国することになった。そして 2017 年 1

月 4 日、後ろ髪を引かれる思いで、2 年間のいろいろ

な出来事や、シャイだけど人懐っこいブータン人の笑

顔が、走馬灯のように駆け巡るのを振り切って、ブー

タンを後にした。 

思えば、今まで生きてきた 68 年間の中で、一番居

心地の良い、そして精神的にも一番安定した 2年間を

過ごした気がする。 

（次号に続く） 

 

 

 

７．岳連短信 

１．寄贈御礼 

広島やまびこ会『やまびこ』No.765（2月号） 

三原山の会『筆影』No.479（2月号） 

福山山岳会『会報』R2.2月号 

広島山岳会『山嶺』第 854号（R2.1月） 

 

２．2～3月の行事案内 

（集合時間・場所等の詳細は当連盟ホームページの

「岳連カレンダー」のページを開き各行事をクリック

すると確認できます。不明のものについては事務局に

お尋ねください。） 

2/15 SC審判員/ルートセッター資格更新研修会（岳連

事務所） 

2/16県民ハイキング（佐木島 大平山） 

2/26岳連例会山行（野貝原山・折敷畑山） 

2/29～3/1積雪期レスキュー研修会（県民の森） 

3/7～8中国地区岳連連絡協議会（鳥取県日吉津村） 

3/15県民ハイキング（黒滝山～白滝山） 

3/29岳連例会山行（経小屋山・城山・奥滝山・中津岡

山・ロックガーデン） 

3/29チャレンジクライミング広島（ココペリ） 

 

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。寄稿の場合は所属、役職を

記入下さい。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。 

〇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。 

○この会報はメール配信しています。配信ご希望の方

は岳連事務局までメールアドレスをお知らせ下さい。 

  

雪の少ない今シーズンですが、2 月に入ってようやくというところでしょうか…

（2020.2.7 県民の森） 


