
無料机上講座 

初めてのことにチャレンジする。これは立派なあなただけの冒険です。 
初めての海外旅行。初めての国へ。初めての高度へ。初めて雪山へ。初めてのＢＣへ。 

人にはそれぞれの「初めて・・・」があります。ＡＧスタッフは、皆さんの「初めて・・・」が有意義で楽しいものになるよ
う、私たちの経験を生かしたいと思っています。「楽しく・やさしく・安全に」をモットーにきめ細かいサポートで皆さ
んの「冒険」をお手伝い致します。皆さんと「一緒に感動する」ことを目標に頑張ってまいります。 

各回共通  場所：文京区役所内 

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 

  
「海外の登山にチャレンジ」 
  日時 ４月１３日（水） １８：３０～２０：３０  
皆様の強いご要望にお応えして、関西地区の机上講座を
開催。東京で行なわれる２つの机上講座「ヨーロッパアル
プス名峰登頂」「60歳から始める海外登山」の内容をコン
パクトにまとめて解説。今回は古谷が大阪にお伺いして
ツールドモンブラン、ブライトホルン、モンブラン、マッター
ホルン、キナバル、大姑娘山、キリマンジャロ、メラピーク
のスライドを上映しながら解説します。 

 

場所 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 

    長堀鶴見緑地線 

  森ノ宮駅徒歩２分 

入場無料・予約不要。 

直接会場にお越し 

関西地区机上講習会開催 

「６０歳からはじめる海外登山」 
  日時 ３月２８日（火） １９：００～２１：００ 
「もう自分は年をとりすぎているから海外登山はだめ」「若い人のペースに
ついて行けないからツアーは無理」といってあきらめていませんか。ＡＧで
は、そんなお客様向けの新しい外登山＆トレッキングツアーを企画します。
題して「ＡＧマスターズ」シリーズ。通常のツアーより、ゆとりを持ったプラン
とベテランツアーリーダーの同行、現地のサポートシステムで、皆さまを憧
れの海外の頂や素晴らしいトレッキングルートにご案内します。始める前か
ら諦めないで、スタッフと一緒にチャレンジしてみませんか。海外登山を始
めるための準備、トレーニング、装備などスライドを使いながらお話します。 
 スライド上映 ： ツールドモンブラン、ブライトホルン、モンブラン、 
            キナバル、大姑娘山、キリマンジャロ、メラピーク 

入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。 

「ヨーロッパアルプス名峰登頂」 
  モンブラン・マッターホルンを目指して 

  日時 ３月３０日（木） １９：００～２１：００  
アルプス最高峰モンブラン、天を突き刺すピラミッドのような山容で「いつか

は頂に立ちたい」マッターホルン、アルプス登山史に燦然と輝くアイガー

な・・・。ヨーロッパアルプス名峰登頂を目指す人のための講演会です。山

岳ガイドと登ることを前提に、それぞれの山のルートの解説、登頂に必要な

技術、国内でのトレーニング、装備、現地までの旅の技術等に関し詳しく解

説します。モンブラン、マッターホルンのルートのスライドも紹介します。 
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「ＡＧファーストエイド講座」 
  ベーシックＭＦＡ取得コース 

 第５回 ４/１７(月）-１９（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のオフィスにＭＦＡのイン
ストラクターにお越し頂きベーシックＭ
ＦＡ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。 

「春のお花見大会・飯田橋編」 
    ４月５日（水）  １９：００～  
  飯田橋周辺お堀の土手  会費 ￥３，０００．  
  （開花の状況によって日程が変更の場合があります。） 

  恒例の飯田橋のお花見。この時期のＡＧといえばなんと 
 いっても土手のエンドレスお花見です。 
  飯田橋から市ヶ谷にかけてのお堀の土手の遊歩道は、 
 桜並木が続く、お花見のメッカ。満開の桜の下でアウトド 
 アの専門家としての意地で、他では体験できない花見を 
 お約束します。お堀沿いにずらっと並んでいるお花見グ 
 ループ。その中で、ひときわ明るいエリアがＡＧです。土 
 手で一番目立っているチームが目印です。 

「お花見キャンプ・道志渓谷編」 
    ４月８（土）～９日（日）   会費 ￥５，０００． 

 場所：山梨県南都留郡道志村  
  （開花状況によって日程が変更される場合があります。） 

  春といえばモチロンお花見。今年はキャンプお花見を企  
 画します。キャンプサイトに桜がある道志渓谷のオート 
 キャンプ場を選びました。午後から集まって頂き、周辺の 
 川沿いを散策したり、釣りをして楽しだり、春の大自然を 
 満喫しながら過ごします。そして、夕方から、いよいよお 
 花見の開始。キャンプならではのメニューを盛りだくさん 
 でご用意してお待ちしております。山の話や冒険の話な 
 ど・・・。尽きない話で盛り上がりましょう。もちろんキャン 
 プなので終電の時間を気にする必要はありません。大自 
 然の中で心行くまでお花見を楽しみましょう。 

「岩登り体験会」 
    ５月２１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。 

「山道具研究会」  ＊要予約、参加無料  

  ４/４（火）   ５/１８（木）  ６/１４（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。） 
  「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 
 ん購入も可能ですが・・・。 

  
 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。 

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。 

「登山者のためのヨガ＋ストレッチ教室」 

      ４月１２日（水）    
   １９：００～２０：３０  ＡＧ飯田橋 オフィスにて   

        参加費  ￥２，０００． 
 最近人気急上昇中のヨガ。ＡＧでは、このヨガをトレーニン
グメニューに加えて頂くために「ＡＧヨガ＋ストレッチ教室」を
開催します。ヨガでは、人の体はフィジカルボディ（肉体）、
エナジーボディ（呼吸）、メンタルボディ（意識）の３つの要素
からなり、お互いに連動していると考えます。この３つ調和
を取りながら、ヨガのもつ柔らかい自然な動きや捻りを取り
入れ、体幹部分を鍛え、歪みなどを調整するヨガ本来の効
果と共に、登山者に必要な柔軟性と筋力のアップにつなが
るようなプログラムを作りました。もちろんトレーニング同様
に、内臓や神経までリラックスしてストレス解消に向かうよ
うに、体・気・心の調和をお手伝いします。       

「登山者のためのテーピング講習会」 

     ４月２０日 （木）      
   １９：００～２０：３０  ＡＧ飯田橋 オフィスにて   

     参加費＋材料費  ￥２，０００． 
 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。   

お楽しみイベント情報 

ＡＧ特別講習会情報 



 「ＡＧ＆スキージャーナル」 

    共同特別企画 

 「立山ＢＣ体験キャンプ」 
   ５/３（祝）～５/５（祝）３日間 

 参加費用￥３８，０００．（現地集合・解散） 

 近年人気のＢＣスキー。しかし、雑誌
のグラビアなどのイメージが一人歩
き。「どうやってＢＣに入ったら良いか
判らない」「入っていてもリスクの対処

などを知らない」そんなスキーヤーが
多いのが現状。そこで、ＡＧとスキー
ジャーナル誌は、魅力が多いＢＣだか
らこそ正しい方法でより安全に楽しん
でもらいたい、ということでＢＣキャンプ
を開催。ＢＣはリスクが高く豊富な知識
と経験が必要。しかし、基礎からしっか
りと勉強すれば決して難しいものでは
ない事を伝え、ＢＣに入るための導入
部分に関しての講習をします。色々な
知識を身に付けこれからのステップに
つなげてもらうことを目的としたキャン

プにします。ゲレンデのみでＢＣ未経
験の人から、ある程度経験がある人ま
で。クラス分けしてレベルにあわせ講
習します。 

「ニュージーランド・クラブフィールドＢＣツアー」 
 ニュージーランドのスキー場には、「コマーシャルスキー
フィールド」と「クラブスキーフィールド」の２種類があります。  
 「コマーシャルスキーフィールド」とは、営利目的のスキー
場で、南島でいうとコロネットピーク、リマーカブルス、マウン
トハットなどがこれに当たり、レストラン、カフェ、圧雪バー
ン、チェアリフト、Tバーなどの整った設備があります。日本
のスキー場もこの形態に当てはまります。 
 一方、「クラブスキーフィールド」とは、営利目的ではなく、
クラブメンバーのためにあるスキー場で、簡素な設備を自分
たちで運営していく方法が特徴です。プライベート感覚が強
いものですが、一般にも開放されているスキーフィールドい
くつかもあります。 
 クラブフィールドの運営費はクラブ員からの会費、寄付金、
リフト代から出されています。営利目的ではないのでスタッ
フにはメンバーのボランティアも多数存在しています。この
ため、設備も必要最低限のものしかなく、利用者が一緒に
運営していく感覚が強いのです。世界にスキー場と呼ばれ
る場所は数千以上ありますが営利を第一目的としないス
キー場は世界広しといえどもニュージーランドにしか存在し
ません。 
 クラブというシステムはニュージーランドでは普通に存在し
ています。アルパインクラブ、トレッキングクラブ、サーフィン
クラブ、ヨットクラブ、スキークラブ。これは英国の古き良き文
化の一つだと思います。スキー場という概念を覆し、改めて

スキーの原点へ戻る場所がクラブスキーフィールドです。 
 クラブフィールドのリフトは、チェアーリフトがなく、ほとんど
がＴバー、もしくはロープトゥ（ロープが腰の高さで回ってい
る）に金具（ナッツクラッカー）を引っ掛けて登るものです。
ロープをしっかりつかむ必要があるのでグローブカバーを使
うなど、少々コツをつかむまで時間が必要です。また、構造
上、スノーボードよりスキーに向いており、ボードの場合は、
Ｔバーに普通に乗れる程度の技術が必要です。また、ロー
プトゥによってはレギュラー向き、グーフィー向きがあるので
注意が必要です。フィールドの状況は、一般的に圧雪車が
なく、また、あったとしても必要以上の圧雪はしません。自然
のままの状態の雪を楽しむのが基本的な考え方で、新雪パ
ウダーの日もあれば、湿雪、クラスト、アイスバーン、コブの
時もある。積雪が多ければ、山全体どこでも滑降できるの
で、バックカントリースキー、スノーボードをそれぞれの地形
の中で楽しむ事ができます。 
 ＡＧでは、このクラブフィールドのいくつかをバックカント
リーを使いながら渡り歩く、ツアーを設定しました。スタッフ
の手伝いをしながら、雪山の原点に戻ってスキーやボードを
楽しんで見ませんか。日本では体験できないツアーになる
でしょう。 

 ８/２６、９/１６発 ９日間 

 ￥３３６，０００～￥３５３，０００． 

 詳細はパンフレットをご請求下さい。 

  ＊＊＊ＡＧオススメツアー＊＊＊ 

 デサント・ホールアースコレクション、テクニカル・アドバイ
ザーの古谷聡紀が、ホールアースが企画するアースデイハ
イキングにゲストで参加します。 
 広島、関西、関東で開催。大自然が残っているハイキング
コースを選び、ハイキングを楽しみながら、ちょっとだけ地球
の環境を考える一日にして欲しいと思っています。 

 「４月２２日はアースディです。」  アースディとは・・・。 
地球の環境を考えるためにアクションを起こす日です。アメ
リカのネルソン上院議員によって提唱された宣言に始まり、
地球環境を守る意識を共有する日として、世界中で活動の
輪が広がっています。銀座で日本で最初の歩行者天国が
誕生したのも、このアースデイがきっかけでした。 
 ホールアースでは、「自然に興味を持つことが自然環境を
守る意識の第一歩」と考え、アースディハイキングを実施致
します。 
「山陽・広島」       ４月１５日（土） 
 瀬戸内海・上蒲刈島・七国見山ハイキング 
  芸予諸島の名山。山頂からは瀬戸内海の多島美が楽し 
  めます。照葉樹の森の中で自然に触れながら歩きます。 

    集合 ： ＪＲ山陽本線 呉駅 午前８時４０分 
    解散予定： １６：００頃   歩行：約３時間 

「関西・大和葛城山」  ４月１６日（日） 
 大和葛城山ハイキング 
  大阪と奈良の県境に位置する、関西で人気の山。山頂 
  のブナの原生林をハイキングします。  
    集合 ： 近鉄御所駅 午前９時００分  
    解散予定：１６：００頃   歩行：約３時間  

「関東・富士山中湖」  ４月２２日（土） 
 大洞山・富士山展望ハイキング 
  ブナの原生林が残る山。富士山の展望を楽しみながら  
  雄大な自然を満喫します。 
    集合：ＪＲ中央本線 大月駅 午前８時００分  
    解散予定：１６：００頃 歩行時間：３時間３０分 

  ご興味のある方は、専用の申込用紙がございます。 
  クラブ事務局までご請求下さい。 

 

デサント・ホールアース特別企画  
           『アースディハイキング』 開催 

特別企画イベント情報 



「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ＡＧ Ｔシャツ。ＡＧらしく山で使える素材で作製。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 
 お答えして販売を開始しました。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接仕入れて販売中。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」 
 そろそろ滑りモノのシーズンも終わりが近づいています。オフの板の手入れのご案 
 内です。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！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。 

  特別キャンペーン実施します。 
  ４/２０～５/３１、８/１～９/３０の間にオーダー頂いた方は、上記金額より２０％ＯＦＦです。この機会をご利用下さい。 

「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」のストック、「ガーミン」のＧ 
 ＰＳ、「ＢＣＡ」のトラッカー（ビーコン）、「ＴＳＬ」や「ＭＳＲ」のスノーシュー、「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、ダウンジャケットなど。 
 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。 

 
「チョモランマ公募登山隊２００６」が出発します 
  ４/１５発５１日間の日程で５名のメンバーが世界最高峰 
 チョモランマにチャレンジします。 
  今回もリアルタイムでホームペー 
 ジ上で隊の状況をお伝えします。 
 この期間はぜひAGのホームペー 
 ジに注目をして下さい。そして、ぜ 
 ひぜひ隊員たちに暖かい励ましの 
 メッセージをお送り下さい。 

「シシャパンマ公募滑走隊」がこの秋実現か 
 世界初８０００ｍ峰での滑走を目的とする公募登山隊。シ
シャパンマ（８００８ｍ）への登頂とともにスキー、スノーボー
ドでの滑降を目指します。シシャパンマは、８０００ｍ峰１４
座のなかでも、滑り応えのあ 
  

 る広大な斜面を持つ山。既に名乗りをあげるメンバーもい 

 ます。バックカントリースキーヤー、ボーダーの皆さん。 
 是非、この秋、一緒にチャレンジしてみませんか。 
 メンバー募集中です。４月頃詳細を発表します。 

 「カールステンツ・ピラミッド」公募登山隊が実現目前 
  毎年募集していましたが、現地政府の入域許可や、現 
 地でのヘリコプター等の移動手段の手配などで、入山で 
 きず、中止になってきたこの公募隊。しかし、今年は状況 
 に変化が発生。現在順調に実現に向けて話が進んでいま 
 す。１９９６年より入山できていないオセアニア最高峰につ 
 いに登るチャンスが訪れるかもしれません。この吉報を 
 待っている方も多いと思います。ＡＧも全力を挙げて取り 
 組みますのでご 
 期待下さい。 
 １１月出発予定。 
 ５月頃に詳細を 
 発表します。 

 ＡＧ公募隊ニュース 


