
「無料机上講座」 

｢バックカントリー スキー＆スノーボード」を始めるために 

 スキー、スノーボードでゲレンデを飛び出してバックカン 

 トリー（ＢＣ）へ。大自然の中でダイナミックにパウダース 

 ノーにスプレー＆シュプール。しかし魅力的なＢＣは雪山 

 の世界。簡単には入れません。この講座はＢＣの魅力、 

 準備、心構え、リスク、装備などを詳しく解説。これから 

 ＢＣにチャレンジしたい人は必見です。 

     ２００２年１０月３１日（木）  １９：００開始  

｢初めての雪山に挑戦、そして６０００ｍ峰、アルプ  

 ス名峰等、憧れの海外登山を目指すために」        
 白銀の銀世界。全てを雪が覆う雪山は神々しいまでの 

 素晴らしい世界が待っています。しかし、雪山は難しい、  

 危険だから、自分には無理だと諦めてしまっていません 

 か。それは、食わず嫌いのようなものです。山岳ガイドと 

 一緒に登れば、初めての雪山でも安全に快適に楽しめ 

 ます。この講習は、雪山に入るための心がまえ、装備など 

 を詳しく解説。また、将来のステップアップとして、アルプ 

 スの名峰や６０００ｍ峰登頂のための準備についても解 

 説します。冬が始まる今こそ準備開始の時期です。 

      ２００２年１１月２７日（水）  １９：００開始 

  「各回共通」  

  場 所   文京シビックセンタースカイホール・文京区役所２６階 
     地下鉄 丸の内・南北線 後楽園駅 ５出口隣接 

      入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。 

「山道具研究会」  ＊要予約・参加無料  

 「たくさんある山道具、何を買っていいか分らない」 

 「買ったけど使いこなせない」「新しい機能を試したい」 

 そんな声にお答えするために、山道具店に集合して 

 実際にものを手に取りながらポイントを解説します。 

  10/17（木） 11/6（水） 12/18（水）      
   各回とも 昼の部 15：00   夜の部 18：00  

   都内山道具店 （場所は参加者にご連絡します。）  

「湘南・地引網＆フリーマーケット」 
 恒例 秋のベーベキュー＆山道具フリーマーケット 
 恒例のバーベキュー＆山道具フリーマーケットを開催 

  します。今回は、なんと湘南の海岸で地引網をして、 

 その魚でてんぷら＆バーベキュー、そしてフリーマー 

 ケットと、内容盛りだくさんな企画です。是非不要になっ 

 た山道具、滑りもの用具、アウトドアGoodsを是非お持ち 

 下さい。 

   １０月２０日（日） １０：００～１５：００頃まで  

  場所 ： 鵠沼海岸 「高網」 

  会費 ： ￥５，０００． 
   ＊参加者３０人の場合、人数が多くなったらもう少し 

     安くなるかも・・・ 

「どこよりも早い忘年会案内」 

  箱根山荘のお泊り忘年会＆箱根散策 

恒例！！箱根仙石原山荘のお泊り忘年会です。AGのご

意見番、登山家で医師である今井通子先生の山荘を借り

きった忘年会。昨年は諸事情で中止になってしまいました

が、今年はやります。今年の登山はどこか。金時山か駒

ケ岳か？果たして新ルートか。二日酔いの方にも安心な

ルートにご案内します。今年は早めにご予約を！！ 

  １２月７日（土）～８日（日）  会費￥５，０００． 

地引網・忘年会は予約が必要です。事務局まで

ご連絡下さい。開催一週間前頃に、詳細をハガ

キでご案内致します。 
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２００２年９月２０日発行 

スタッフ、クラブメンバーを「しっかり」と結びつけるクラブアドベンチャーの会報年3回発行 

★★★ Ｔｉｇｈｔ Ｒｏｐｅ ★★★ 

おかげさまでＡＧもスタートして５年目に突入します。  
やっと涼しきなってきた今日この頃、如何お過ごしですか。ＡＧもこの秋ついに５年目に突入し
ます。ここまでこれたのも皆さんの温かい励まし、そして厳しいご指摘のおかげです。 
スタッフ一同深く感謝しております。これからも、皆さんの力でＡＧを育てるつもりで、「やさし
く･楽しくをモットーに」是非々ご指導下さい。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

お楽しみイベント情報 



 AGの冒険プログラム・ヒマラヤ８０００ｍ峰公募登山

隊シリーズ第1弾「ＡＧチョーオユーエクスペディション

２００２」が９月１日～１０月９日にかけて遠征中です。

北は北海道から南は九州まで。全国から集まった１０

名の隊員が８０００ｍ峰を目指して頑張っています。 

 この隊は、今までの日本の登山隊の常識をくつが

えす一風変わった登山隊です。いわゆる今までの登

山隊違い、メンバーが“素人”の集団なのです。 

  かつて、ヒマラヤ遠征といえば、山にこもり、仙人

のような生活をしている「登山家」と呼ばれる人たち

の聖域で、一般の人には縁が無い思われていまし

た。（今でも思っている方が多いのですが・・・） 

しかし、近年、欧米では公募登山隊が一般化し、時

間が掛かりめんどくさい事前準備をガイド達がやり、

登りやすいルートを確立し、装備やシャルパの質も向

上した事によって、普通の仕事を持つ、趣味で登山を

している“一般の登山者”も８０００ｍ峰にチャレンジ

することが出きるようになってきました。 

  この流れを受け、日本人にもこの欧米の公募登山

隊に参加する方が見受けられるようになりましたが、

言葉や文化の違い、そして大きなポイントとして基礎

体力の違いなどから、うまくこれらの登山隊に馴染

ず、色々なトラブルで良い結果を得ることが出来ない

方が出てきました。そこで、日本人自身によってオー

ガナイスされた、日本人にピッタリくる公募登山隊の

要望が深まり、それを受けるかたちで、ＡＧが今回の

公募登山隊を企画しました。過去には山岳ガイドが

自分の顧客を中心にメンバーを集める形式での公募

登山隊はありましたが、雑誌やインターネットなどで

広く参加者を募集をした、本当の意味での公募登山

隊は、この隊が日本で初めてだと思います。 

  さて、メンバーですが、ふたを開けると、“素人”と

はいいながら、つわものが集まってきました。皆、６０

００ｍ峰やアルプス登山の経験者たちでした。中に

は、山は全くの素人なのですが、マラソンを２時間台

で走る体力勝負の男性など、多士多彩なメンバー構

成です。皆、この遠征に向け、日々ひたむきにトレー

ニングを重ね、かなり良い状態で出発したようです。 

 この遠征の状況は、インターネットで見ることができ

ます。現地より毎日レポートが送られており、ライブさ

ながらに遠征隊の様子が判ります。（メンバーの紹

介、応援メッセージを送る欄などもあります。） 

ＡＧのホームページで確認できます。アドレスは、 

 「http://www.adventure-guides.co.jp 」 

是非々、皆の活躍をチェックして下さい。 

そして、ヒマラヤは、自分とは全く縁が無い世界だと

思っている方も、「100歩の冒険も１歩から。」というこ

とで、一緒にじっくりと準備を始め、いつかはヒマラヤ

遠征にチャレンジしてみませんか。 

“一般の人”でも少し頑張れば体験出きる冒険の世

界です。スタッフがやさしく・楽しくをモットーに、皆さん

の冒険をお手伝いします。 
 

 メンバー帰国後には、帰国報告会を開催する予定 

 です。（１１月下旬頃を予定） 

 現地での楽しいエピソードや苦労話を、写真をスラ 

 イドで紹介しながら報告してもらいます。詳細は追 

 ってメール版タイトロープでお知らせしますので、 

 是非々予定に入れておいて下さい。 

 （メールのない方は、事務局へお問合せ下さい。） 

「アドベンチャーガイズ「アドベンチャーガイズ  チョー・オユーチョー・オユー  
  （（88220011mm））  エクスペディション２００２」エクスペディション２００２」  



「タイトロープ メール版を発信中」 
年２回発行予定のタイトロープ。「ス

タッフやメンバーのテレビやラジオな

どの出演」「雑誌などの掲載情報」「雑

誌、カタログのモデル募集」「お楽しみ

イベント」など、緊急のお知らせが伝

えられなく非常に残念です。しかしな

がら、メール版タイトロープで不定期

にちょこちょこ情報を発信中。メール

版をご希望の方は、アドレスを登録し

ますので、ＡＧまで是非ご一報を。 

「ＡＧオリジナルＴシャツを販売中」 
好評のＡＧＴシャツ。新しくなって発売

中。ＡＧらしく山で使える素材にこだわ

りました。種類は３種。「ダクロンＱＤ」

を使ったダークグリーン、「ハイグラ」

を使ったスカイブルーとオレンジ（文字

が黒なのでジャイヤンツカラーです。

アンチ・ジャイアンツの方は迷わずス

カイブルーをお選び下さい。）サイズ

は Ｓ，Ｍ，Ｌ，Ｌ Ｌ，。値 段は ￥ ３，０ ０

０．（内税、ぽっきり価格です。） 

通販も可能です。送料は￥５００．で

すが、２枚以上は送料無料。 

「山道具の注文販売をしています」 
スタッフが使っている山道具やＢＣの

道具が欲しい。でもどこで売っている

か判らない。地方なので手に入らな

い。そんな声にお答えして、山道具の

注文販売をしています。私たちが使っ

て良かった物だけを紹介しています。

日本では売っていない、ダイニーマの

補助ロープもシャモニより直で仕入れ

て販売中。詳しくは事務局まで。 

「アドベンチャーガイズのホーム
ページをぜひぜひご覧下さい。」 
毎回タイトロープでリニューアルと紹

介していますが、だいぶ形になってき

ました。まだまだ、情報の刷新が遅れ

気味ですが、時々覗いて見て下さい。 

http：//www.adventure-guides.co.jp 

「天元台スキー場存続決定」 

駄洒落で寒さに拍車を掛け、みんな

にひんしゅくをかう、近藤“明”ガイド

（“謙司”ガイドの駄洒落も相当なもの

ですが・・・）の地元、天元台。昨年の

秋に「スキー場が閉鎖」になると大々

的に報道されました。しかしながら、

雪不足が叫ばれる昨今、豊富な雪と

最高の雪質に恵まれたスキー場を閉

鎖してはならぬと、地元の有志と山形

県、米沢市ががんばり第３セクターで

スキー場を存続させることが決定しま

した。しかし、マスコミとは勝手なもの

で、閉鎖のニュースは大々的に流す

のですが、存続決定はあまり報道さ

れていません。てっきりなくてっている

と思っている人も多く、地元の人も

困っています。そのでクラブメンバー

は友達１０人に天元台は存続だよと

伝えて下さい。またその友達が１０人

に伝えれば、なんと１００人に、またそ

の友達が・・・・。ということで、天元台

応援草の根運動を行ないます。最高

の雪質が楽しめる天元台。皆で盛り

上げましょう。 

「アドベンチャーガイズ関連の本」 
「山と渓谷、世界の名峰登頂ガイド」 
ヤマケイの好評連載中のシリーズ。大蔵

喜福が監修して、主にAGガイドチームが

原稿を書い てい るシリ ー ズ。マッ キリ

リー、キリマンジャロ、アコンカグアなど、

世界の名峰を紹介。今までにない充実し

た内容で好評連載中です。 

トラベルジャーナル社 カルチャーガイド 

「アルプスハイキングと氷河特急のスイス」 
古谷が「ヨーロッパアルプスのハイキング

に関して執筆。少しマイルドな内容です

が、初めてのアルプスの方には参考にな

ると思います。 

 
 ＣＡ&ＡＧ ﾄﾋﾟｯｸｽ 
   ｸﾗﾌﾞｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬ  ー“ＣＡ” & 
 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｶﾞｲｽﾞ “ＡＧ” の ＮＥＷＳ 

第７回 吉沢洋子さん 

｢おかあさ～ん！｣の愛称で親しまれ

ている、ツアー＆街中宴会の常連、吉

沢洋子さん。いつも元気一杯のおかあ

さんは、ツアーや宴会を楽しく盛り上

げてくれます。今夏の中国、大姑娘山

＆パンダツアーに参加した吉沢さん

は、登山中、残念ながら腰痛のため一

人早々とＢＣを離れ下山することにな

ってしまいました。普通ならば折角の

登山が出来ず落ち込んでしまうところ

です。また、一人言葉の通じない中国

で皆が降りてくるまで何をしているの

だろ！と心配するのが普通ですが、こ

の時のツアーリーダー古谷は全く心

配しませんでした。なぜなら、どんな状

況でも“絶対に楽しむ”吉沢さんのバ

イタリティーをよ～く知っていたからで

す。案の定、吉沢さんは、別のツアーに

付いて来ていた中国人通訳が、たまた

まフリーで暇を持て余していたの見つ

けだし、腰痛はどこへやら、しっかり彼

を引き連れ、山麓での３日間を満喫し

ていたのでした。心配した皆が下山

後、吉沢さんに声を掛けたところ第一

声が「楽しかったよ～」でした。さすが

は吉沢さん。この前向きな考え方は、

絶対に見習うべきです。吉沢流ポジテ

ィブシンキングでは、楽しい思いしかで

きません。是非、ツアーで吉沢さんと一

緒になったらそのパワーを貰って、楽

し思いをして下さい。 

クラブメンバーを紹介します   

南米アンデス山脈・アタカマ  
  砂漠と5000峰登頂10日間 
 １２/２２（土）～１/２（水） 

    旅行代金￥５９８，０００． 

以前“クラブのメンバーを紹介します”

でも、紹介させて頂いた長島富美さん

のたっての希望の南米チリのアタカマ

砂漠ツアー。色々な色の湖、間欠泉

などが見たい。その一言からスタート

しましたこのツアーは、昨年企画した

のですが、同時多発テロの影響で残

念ながら中止の憂き目に。今年こそリ

ベンジということで、再び企画します。

チリの北部に位置する、大自然の脅

威を目の当り出来るアタカマ砂漠を

巡りま す。ベースタウンから、標高

4,000ｍ近くにある色々な見所を巡り

ながら高所順応。そして５０００ｍ峰に

チャレンジ。ここでは車で4,500ｍまで

入れるので標高差もあまりなく登頂可

能。是非この機会に地球の裏側の大

自然の脅威を堪能して下さい。 

また、このツアー以外にも大蔵行くネ

パール・カラパタール。古谷と行くキリ

マンジャロ登頂＆サファリ。平岡と行く

アコンカグアツアーなど年末に企画。 

 クラブの一押しツアー 



私たちは旅行会社でもあります。

忘れないで下さい。アウトドア関係

だけではなく、一般観光のツアーも

扱っています。 

「航空券やホテル手配のみでＯＫ」 

例えば… 

＊ニューヨークの友達のところに遊び 

  に行くので、宿泊は友達のところ。 

  手配は航空券のみでＯＫ． 

＊マイレージが貯まったので飛行機 

  は必要ない。現地の送迎とホテル 

   のみの手配でＯＫ．  などなど 

 

 

「次のような方もご相談下さい。」 

＊混み合う日程で他の旅行会社から 

   「無理」とさじを投げられた。 
                  ↓ 

  私達のﾈｯﾄﾜｰｸを最大限利用して出 

  発直前まで「しつこく」トライします。 

＊半年先の連休の旅行。まだ、休み 

  が確定していないけど満席になっ 

 て手遅れになる前に席を確保したい 
                 ↓ 

 基本的には出発1ヶ月前まで、取消 

 料なしで席を押さえます。休みの予 

 定が決まってからの最終決定でＯＫ 

また、ＪＴＢ、日本旅行など、大手旅行会

社のツアーも受付が出来る場合もありま

す。ツアーによっては少し割り引きも出来

ます。（もちろんメンバーの特典です。） 

町で見つけたパンフレットのツアーも一度

お問い合わせ下さい。 

 

 私たちはメンバーのための 

  「わがままのきく旅行会社」   

             なのです 

皆様のどんなご希望にも対応します。 

          お気軽にご相談下さい。 

       「いいだしっパー募集」 
クラブでは皆さんの「あんな所に言ってみたい。」といっ

たお話からツア－が企画されます。 

はじめに言い出す人＝「いいだしっパー」を募集します。 

一般のツアーでは設定されてない場所や日程が合わな

い時。クラブならではのアットホームな雰囲気の中で旅

行したい時など。是非、言い出して下さい。クラブのメン

バーにお声かけします。 

クラブアドベンチャーの海外ツアー 
気心の知れた？クラブメンバーのツアーです。毎

回アットホームで家族旅行のような雰囲気が大人

気。メンバー同士、励まし合いながら目標に向け

て一緒にがんばり、そして、楽しみましょう。もちろ

んクラブのスタッフも同行。「やさしく」「楽しく」ツ

アーを演出します。 
 今後の予定 

 １２/２２発 大蔵と行くネパール・カラパール 

 １２/２２発 近藤と行くアタカマ砂漠と５０００ｍ峰 

 １２/２８発 古谷と行くキリマンジャロとサファリ 

旅行会社「アドベンチャーガイズ」のご案内 

株式会社アドベンチャーガイズ内 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４－５－４山和ビル３階 

       ＴＥＬ：０３－５２１５－２１５５      ＦＡＸ：０３－３２８８－３２１１ 
       e-mail adventure-guides@pop11.odn.ne.jp       Home Page  http://www.adventure-guides.co.jp 

  受託販売  ㈱アドベンチャーガイズ  東京都千代田区飯田橋4-5-4,3F   東京都知事登録旅行業第３－４５４０号 
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お申込み・お問合せ・・・ クラブアドベンチャー事務局 

 バックカントリースキー＆スノーボードチーム 

     「裏山滑走隊」 Ｎｅｗｓ Ｌｅｔｔｅｒ 
残暑も終わり、もう少しすると山から雪の便りが聞こえてくる時期です。気の早い人は、既に次のシーズンの板を

手に入れワクワクしている人もいるかと思います。そこで、シーズンを前にして、一つお話を！！。 

今回は“勇気”と“過信”のお話しです。勇気というと、「危険と背中あわせのＢＣに入るためには勇気必要だ！」と

血気あふれる人も多いかと思いますが、全く違います。ここでの“勇気”とは、誘惑に打ち勝つための勇気です。山

の中はおいしそうな斜面の連続。でもそこは本当に“おいしい”斜面でしょうか。入る前にもう一度チェックして下さ

い。そして、少しでも疑心がある場合には絶対に入らない。勇気を持ってあくまでＢＣは安全が第一です。魅力に

負け「まあいいか」で絶対に行動しないで下さい。また、自分を過信しないで下さい。自分は大丈夫だと言う過信が

事故につながります。行動する前にもう一度原点に戻って、自信を持って行動できるのみ先に進んで下さい。 


