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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・ＡＧの会報誌 年2回発行 

★★★ Ｔｉｇｈｔ Ｒｏｐｅ ★★★ 

 おかげさまでＡＧがスタートして８年目へ。  
ＡＧもこの秋でスタートしてから８年目に突入します。山あり、谷ありでしたが、ＡＧがここ
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
同深く深く感謝しております。末広がりの８年目に向かい、さらにパワーアップするため
に、旅行業の第一種登録を取得しました。今まで以上に、冒険心あふれるツアーやイベ
ントを提案してまいります。モットーはいつも変わらず「楽しく・やさしく・安全に！！」 
      きめ細かいサポートで「皆さまの冒険」をお手伝いさせて頂きます。 

無料机上講座 

「憧れの高所登山」 
   アコンカグア・キリマンジャロなど 
       世界の高峰登山を目指して 

 東京  １０/１８（火） １９：００～２１：００ 
 大阪  １０/２７（木） １８：３０～２０：３０ 

世界の高所登山を目指すための講習会。夏山・

低山中心の活動をしている方、アイゼン未経験の

方が、初歩の登山からスタートしてステップを踏み

ながら５，０００ｍ峰、雪山登山、６０００ｍ峰、そして

いつかは８０００ｍ峰を目指すための心構え、ト

レーニング、装備等について解説。キリマンジャ

ロ、ネパール・アンデスの６０００ｍ峰、チョー・オ

ユー（８２０１ｍ）、南極などの公募登山隊のスライ

ドも上映します。 

入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。 

｢憧れのパウダースノーへ」 
  初めてのバックカントリー 
       スキー＆スノーボード   

  東京 １０/２６（水） １９：００～２１：００ 
  大阪 １０/２８（金） １８：３０～２０：３０ 

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

をあげてみませんか。しかし魅力的なＢＣは雪山

の世界。簡単には入ることはできません。この講

座ではＢＣの魅力、準備、心構え、リスク、装備

など、どのようなことを勉強すれば良いかを詳し

く解説。これからＢＣにチャレンジしたい人は必見

です。   

「東京会場」 

 文京シビックセンタースカイホール 

東京都文京区春日   

  １－１６－２１  

 文京区役所26階 

  地下鉄丸の内 

     ・南北線 

  後楽園駅５番 

     出口隣接 

「大阪会場」 

 アピオ大阪（大阪市立労働会館） 

 大阪市中央区 

   森ノ宮中央 

     １－１７－５ 

 JR環状線 

 地下鉄中央線、 

  長掘鶴見緑地線 

  森ノ宮駅徒歩２分 



イベント情報 

「岩登り体験会」 
  １０月２３日（日）      会費￥３，０００．     
    場 所：湯河原  幕岩を予定 
  ＊現地までは参加者の車に分乗する形もご案内できます。 

なかなか最初の一歩が踏み出せない岩登り。ちょっと怖い

けど、体験してみたいという方、是非ともお集まりください。

山岳ガイドが初歩の初歩からご案内します。シューズは運

動靴、トレッキングシューズなど何でもＯＫ。クライミング

シューズもできる限り用意しますので、サイズが合えばチャ

レンジして下さい。ハーネス等の登攀具は全てレンタルしま

す。ちょっとした「スリル」を体験してみませんか。 

「親睦ハイキング」 
  １１月２０（日）        会費￥1，０００．     
    場 所：富士河口湖周辺・足和田山 
クラブメンバーとスタッフの親睦山行。講習会とは違います。
気軽に山歩きを楽しみませんか。富士山を正面に見る雄大
な景色が楽しめる足和田山が舞台です。のんびりと歩いた
後は、露天風呂と「ほうとう」でも如何ですか。メンバー、ス
タッフとも色々な経験をしている人が集まります。いくつもの
山の話しや冒険の話を聞きながら歩きましょう。今後の自分
の山歩きや冒険のヒントにして下さい。 

「雪山体験会」 
１月２１日（土）～２２日（日） 会費￥５，０００．     
   場 所：北八ヶ岳周辺を予定 
  ＊現地までは参加者の車に分乗する形もご案内できます。 
  ＊別途宿泊費（￥８，０００．位 朝夕食付き）を直接宿泊先に 
    お支払下さい。ご自身で準備頂ければテント泊まりも可。 

雪の世界は遭難なんかがあって怖くて嫌だ。私は夏山で十
分！！、と思っている方。もちろん夏山も素敵です。しかし、
銀世界の雪山は汚いものを覆い尽くした神々しいまでの素
晴らしい世界です。一度体験するのも悪くないです。山岳ガ
イドが最も入りやすい初心者向けの雪山にご案内します。
スノーシュー、アイゼン、ピッケル等は全てレンタルします。
神秘的な雪山の世界を体験してみませんか。 

 

 

「氷登り体験会」 
２月１８日（土）～１９日（日） 会費￥５，０００．     
   場 所：八ヶ岳 赤岳鉱泉周辺を予定 
  ＊現地までは参加者の車に分乗する形もご案内できます。 

  ＊別途山小屋代（￥８，０００．位 朝夕食付き）を直接山小屋 

    にお支払下さい。ご自身で準備頂ければテント泊まりも可。 

体験するチャンスが少ないアイスクライミング。限られた場
所で、限られた時期しか出来ないため。簡単にアイスクライ
ミングにチャレンジできるよう体験会を開催。アイスバイル、
アイゼン、ハーネス等の登攀具はレンタルします。もちろん
初めてアイゼンを履く人、ピッケル、バイルを持つ人からＯ
Ｋ。神秘的な氷の世界を体験してみてください。また、アイス
クライミングはチョット・・・。という人も氷の滝を見に行くだけ
でも十分に魅力的。懇親会をかねて八ヶ岳の山麓にＧＯ！ 

「山道具研究会」  ＊要予約、参加無料  

  １０/２８（木）  １２/１（水）  １/２５（火）      
  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。） 

「たくさんある山道具、何を選んで良いか分らない」「買った
けど使いこなせない」「新しい機能を試してみたい」そんな声
にお答えするために、山道具店の店先を借り山岳ガイドが
登山者の立場に立って、実際に品物を手に取りながら、長
所、短所のポイントを解説。山道具店といっても、何も購入
する必要はありません。見学だけでＯＫです。希望があれば
もちろん購入も可能です。 

 
 これらのイベントには予約が必要です。事務局までご連絡 
 下さい。イベントの約１週間前に詳細をハガキかメールで 
 ご案内致します。 

「未知なる大陸・憧れの南極へ」 
  クルーズ船で訪れる最後の秘境 

  ２００５年１０月５日（水） 1９：００～２１：００ 

    文京シビックセンタースカイホール 
    東京都文京区春日１－１６－２１文京区役所２６階  
    地下鉄 丸の内・南北線  後楽園駅 ５番出口隣接 

南極大陸は雪と氷が作りだす壮大な大自然の世界。 
目前に、海に浮かぶ大氷山や巨大な氷壁がそそり立ちま
す。そして、その厳しい自然条件の中、ペンギンやアザラシ
などの動物たちが、たくましく生きています。 
誰もがあこがれる南極ですが、公共交通機関が無く、一般の
人々が訪れることが難しい地域です。 
しかしながら、クルーズ船を利用すれば、簡単に南極の世界 

を満喫することができます。手軽で人気のある「南極半島ク
ルーズ」を初め、南極大陸のふところ深くまで入り込み、本当
の南極の世界を目の当たりにできる「ロス海クルーズ」など
魅力あふれるプランがたくさん。クルーズ船で日本では決し
て体験できない、未知なる大陸の大いなる魅力を実感してみ
ませんか。 
スライドを使って南極の魅力とクルーズ船ツアーに参加する
ための準備、注意事項に関し解説します。 

スライドショー 



「山中忘年会・箱根山荘の 
     お泊り忘年会＆箱根散策」 
１２月３日（土）～４日（日）  会費￥７，０００．
恒例！！箱根仙石原山荘のお泊り忘年会です。しつこいよ
うですが、今年もやります。AGのご意見番、登山家で医師
である今井通子先生の箱根の山荘を借りきった忘年会。終
電の時間を気にせずゆっくりと語らうことができるのが大き
な魅力。老若男女入り乱れてエンドレスに飲み続けます。今
年の登山はどこか？？。昨年は雨と強風の中、ロッジでの
んびりとなってしまいました。ことしは金時山が順延の順番
ですが・・・。ことしこそ、穏やかな日差しの中で富士山を見
ながら食べたいものです。晴れ男、晴れ女の方は、今年も
早めにご予約を下さいませ！！ 

「街中忘年会・屋形船の夕べ」 
  １２月１６日（金）１９：００～  会費￥１０，０００．     
    場所：勝どき周辺より出航               

今年の街中忘年会は屋形船です。屋形船は２回目ですが、
前回は風の影響で、ディズニーランドの花火が上がらず不
完全燃焼でした。今回はそのリベンジです。壮大に広がる
東京ベイエリアの夜景を海上から楽しみながら、東京湾で
取れた新鮮な海の幸のてんぷらを楽しみ、老若男女入り乱
れて、登山やスキー、ボードの話に花を咲かせましょう。今
度こそ「近藤謙司の花火ダンス」ではなく、本物の花火を見
たいのです。晴れ男・晴れ女とともに、無風男・無風女を広く
募集します。屋形船の定員の都合上、皆様の早めの予約を
お待ちしております。 

特別講習会情報 

「スキー＆ボードメンテナンス講習会」 

    １１/９（水） ・ １/１８（水）     
   １９：００～２０：３０  ＡＧ飯田橋 オフィスにて   

     参加費＋材料費 ￥２，０００． 

まだまだ残暑で暑い日々が続いてますが、ふと気づくとあと
一ヶ月もすると山から雪の便りが聞こえてくるころとなりまし
た。来シーズンに向けて、スキー、スノーボードのメンテナン
スの状況はいかがでしょうか。話を聞くとシーズンオフのメン
テナンスは、プロに任せてしっかりとやっている方が多いの
ですが、シーズン中のメンテナンスはおろそかにしている人
が多いようです。毎回プロにお願いするには、時間や予算
の関係で難しいかと思います。今回は、自分で手軽に正し
く、シーズン中の日々のケアができるようにするための講習
会。簡単な傷の補修やワックスのかけ方などを講習します。
ボード、スキーを持って飯田橋に集合してください。 

       ＊予約が必要です。事務局までご連絡下さい。 

「登山者のためのテーピング講習会」 

    １１/１４（月） ・ ２/２３（木）     
   １９：００～２０：３０  ＡＧ飯田橋 オフィスにて   

     参加費＋材料費  ￥１，５００． 

登山、ハイキング、スキー、スノーボード中に、突然のケガ
や関節を痛めてしまうことがよくあります。また、ひざなどが
慢性的に痛い方で、長いコースが歩けないという話をよく聞
きます。そういった突然のアクシデントや日々の関節の問題
に対処するために、テーピング技術は有効です。しかしなが
ら、テーピングテープは持っていても、正しい使い方が判ら
ない人が多いのが現状です。転ばぬ先の杖ではないです
が、テーピングも正しいの講習を受けませんか。テーピング
の専門家を招いて講習します。通常のテーピング、伸縮用
のテーピングを教材として用意。終了後は、自分の装備とし
て使ってください。 

    ＊予約が必要です。事務局までご連絡下さい。 

    特別企画 

「ＡＧファーストエイド講座」 
  ベーシックＭＦＡ取得コース 

 毎回、ご好評頂いているAGファーストエ 
 イド講習会。今期も２回開催します。 

 第９回  11/15(火)-17（木） ３日間 
 第10回  ２/20(月)-22（水） ３日間 

 時間：19：00～22：00 1日3時間 計9時間 

 場所：ＡＧオフィス     費用：￥１５，０００． 

   講習費に含まれるもの：講習・教材費、実習 
        キット、マニュアル、ポケットガイド、 
     ライセンス発行料 
 

ＭＦＡ、メディックファーストエイドプログ
ラムは、２０年以上前にアメリカで生ま
れ、現在世界８０カ国以上に普及して
いる応急救護講習プログラムです。 
一般市民レベルの応急手当のプログ
ラムで、そのソフト（ノウハウ）とハード
（教材などの伝達媒体）は数年ごとに
最新の医学、そして教育学的情報を
盛り込んでアップデートを続けていま
す。今回、ＡＧの飯田橋オフィスにＭＦ
Ａのインストラクターにお越し頂き、
ベーシックＭＦＡ取得を目的とした講習
会を開催します。是非、この機会に最
新のファーストエイドを勉強してくださ
い。山での行動中はもちろん、日々の
生活にも役に立つはずです。終了後

には、ＭＦＡの国際ライセンスを発行致
します。 

以前に取得された方へ 
 ライセンスの有効期限は、２年間で  
 す。有効期間中であれば、割引料 
 金（￥１１，０００）で再受講で、有効 
 期間が延長されます。 

 Ｃｌｕｂ & ＡＧ  Ｎｅｗｓ 
「たいとろーぷメール版を発信中」 

年２回発行のたいとろーぷ。「スタッフ
やメンバーのテレビなどの出演」「雑誌
などの掲載情報」「特別のお楽しみイベ
ントの設定」など、緊急のお知らせが伝
えられません。そこで、メール版たいと
ろーぷで不定期に情報を発信中。ご希 
望の方は、ＡＧまで是非ご一報を。 

 

「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が欲しい。
でもどこで売っているか判らない。そん
な声にお答えして、山道具の注文販売
をしています。「レキ」ストック、「ガーミ
ン」Ｇ ＰＳ、「Ｂ Ｃ Ａ」トラ ッ カー（ビ ーコ
ン）、「ボレー」＋「Ｇ３」バックカントリー
用具、「ガルモント」スキーブーツなど。
私たちが使って良かった物だけを紹
介。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に仕入
れて販売中。詳しくは事務局まで。 

「今年もチョー・オユーにチャレンジ中」 
ＡＧチョー・オユー公募登山隊。今年も
９月３日日本発で近藤謙司を隊長に４
名のメンバーがチャレンジ中です。近
藤のブログで経過報告をして行く予定
です。ＡＧのホームページよりアクセス
できます。是非、注目してください。 



たいとろーぷ特別販売   クラブアドベンチャー会員専用の特別販売 

「ハイグラ・ダクロンＱＤ製 山で使えるＡＧオリジナルＴシャツと山道具の販売」  
 好評のＡＧ Ｔシャツ。ＡＧらしく山で使える素材で作成。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。サイズＳ，Ｍ，Ｌ，ＬＬ。値段￥３，０００．（内税）通販も可能。送料
は￥５００．ですが、２枚以上は送料無料です。また、山道具の注文販売もしています。スタッフが使っている山
道具が欲しい。でもどこで売っているか判らない。そんな声にお答えして販売をしています。私たちが使って良
かった物だけを紹介。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。 

「スノーボードチューナップを特別価格で提供」 
そそそろ滑りモノのシーズンが迫ってきました。準備は進んでいますか。 
ＢＵＲＴＯＮの関東代理店「ニューポート」でチューンナップを担当していた 
“じゃけん”こと中井徹氏がスノーボードのチューナップ専門店『ＴＵＮＥ ＵＰ ＦＡＣＴＯＲＹ』を主催しています。
この度クラブ・ＡＧの会員に対してチューンナップを引き受けてくれることになりました。！！ 
プロのボーダーもご用達のスペシャルチューナップで今シーズンもキメて下さい。料金ももちろん特別価格！ 
さらに、9月中に到着した板に限り、２０％割引！ ぜひぜひお問い合わせを。 担当：青木 
  チューンナップコースプライス例    ●スタンダードチューン…7000円    ●ベースワックス加工…4000円 
    ●ニューボードチューン…3000円   他コース、オプションも多数あります。 詳細はお問い合わせください。 

 「アフリカ ケニヤ・野生動物 
     自然環境保護活動ツアー」 
 現在、ＡＧでは旅行ガイドブックでおなじみの「地球の
歩き方」といっしょに学生向けのツアーを運営していま
す。これは、ＡＧとしてキリマンジャロ登山ツアーで非常
になじみが深い、東アフリカ・ケニヤのマサイマラ国立
動物保護区を舞台に地球規模の自然環境を考えるツ
アーです。 

 「野生の王国」の代名詞として有名なマサイマラ保護
区は、広大な草原にアカシヤの木がポツリと生え、そこ
に数多くの草食動物がのんびりと草を食む姿が印象的
な場所。この雄大な景色がテレビや雑誌などでたびた
び紹介されています。しかしながら、実はこの雄大だと
思われている景色がマサイマラの自然環境が末期的
な状況になっていることを示すものなのです。 

 もともと、マサイマラはブッシュ（低木が作り出す林）が
広がる緑豊かなところでした。しかしながら、ここ５０年
で周辺が開発されため、このエリアを中心に歩いてい
た遊牧民の「マサイ族」が、遊牧せずに定住しながら放
牧するようになり、このマサイ族が行う火入れが原因で
ブッシュがなくなり、草原になってしまったものです。ま

た、押し寄せる観光客もこのブッシュの減少に拍車をか
けています。 
 講師にＴＢＳの情熱大陸でも紹介された「アフリカで象
と暮らす」（文春新書）の著者中村千秋さんを迎え、実
際にアフリカのサバンナに住み、野生動物保護、自然
環境保護活動を行っている中村さんの生の言葉を聞
き、実際にこのような状況を見ながら、これからの野生
動物保護、自然環境保護と人々の生活に関して考えて
いくという、内容充実の究極のエコツアーです。 
 また、マサイマラのあとにはビクトリア湖を訪れ環境
問題を考えるとともに、小学校を訪問し現地の人々と触
れ合いながら、ボランティア活動についても考えます。 
 基本的には学生向けのツアーですが、一般の方も参
加可能です。毎年、３月、９月に実施しています。興味
のある方は、是非是非お問い合わせ下さい。 
  
また、中村さんの恩師である小原秀雄さんが中心と
なって行っている野生動物保護活動に興味のある方
は、以下のホームページを訪れてください。 
    http://www.jwcs.org/ele_hogo2.html 
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