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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アドベンチャーの会
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クラブアドベンチャーの会報誌ついに創刊
「自分だけの冒険」を目指すクラブメンバーのための情報誌。
国内講習会、海外ツアー、イベントの案内や報告
メンバーが体験した「自分だけの冒険」の紹介
メンバー同士の情報交換…
などなど盛りだくさん
ご存知クラブのスタッフと同じく「臨機応変」が売りの情報誌。
メンバーの意見をもとに紙面を作成。どしどしご意見をお寄せ
下さい。メンバーにとって使いやすい情報誌を目指します。！

お楽しみイベント情報
イベント１． 机上講演会
初めての雪山＆ｽﾉｰｼｭｰﾊｲｷﾝｸﾞ
11/10（水） 19:00 文京区役所内 ｽｶｲﾎｰﾙ
（地下鉄 丸の内、南北線 後楽園駅隣接）
＊雪の世界を歩く魅力、心構え、リスク、装備等を解
説。近藤謙司がお約束のジョークを交えユーモア
たっぷりに講演します。
「ヤマケイ」 バックカントリースノーボード机上講座
11/11（木） 昼の部 15：30
夜の部 18：30
千代田区大手町2-2-2ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ大手町ﾋﾞﾙ16階
NTT-X会議室 （地下鉄大手町 A-５出口）
＊「ﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰとは何か」 「その楽しみ方は？」
安全管理を含め近藤謙司が解説します。
初めてのバックカントリー＆パウダー
11/16（火） 19:00 文京区役所内 ｽｶｲﾎｰﾙ
＊ｽｷ&ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞでｹﾞﾚﾝﾃﾞを飛び出し大自然の中で
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸにｼｭﾌﾟｰﾙを描きましょう。バックカントリー
の世界の魅力、心構え、リスク、装備などを解説。

各回とも 入場無料 予約不要です。

イベント２． 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」山道具店で実際にもの
を手に取りながらポイントを解説。
11/12（金）
12/2１（火）
1/19（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。）

イベント３．

お食事会の夕べ

ﾖｰﾛｯﾊﾟｱﾙﾌﾟｽを懐かしみ「チーズフォンデュの夕べ」
10/27（水） 19:00 大手町 ベルン 会費 ¥4,000.
＊ときどきガイド「みっちゃん」の店「ベルン」で、ス
イス帰りの古谷のうんちくを聞きながらスイスワ
インの試飲とチーズフォンデュを食べる会
（参加者限定 先着16名まで。 要予約）

イベント４． 「遠くでお食事会」ツアー
味覚の秋・既に冬の札幌で美味いものを食べる会
11/27（土）-28（日）1泊2日 飛行機と宿で1万円台を予定。
＊スタッフも楽しみたい。と言うことで一緒に札幌
に行って、時間とおなかの許す限り、美味しいも
のを食べまくりましょう。スシ、ジンギスカン、ラー
メン、とうもろこし、などなど。旅行会社の意地で
格安ツアーを探してきます。

イベント５． クラブお泊り忘年会&山登り
恒例！！箱根仙石原山荘のお泊り忘年会
12/18(土）-19（日） ｼｬﾚｰ･ﾄﾞ･ﾍﾞﾙｿｰ 会費￥10,000.
＊アドベンチャーガイズの
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。
今年の登山は大沸谷から
駒ケ岳を登ります。帰り
はロープウェーもＯＫと
いった、二日酔いの方に
もうれしい企画！
98年忘年会のひとこま

99年下期のメニュー発表
「クラブアドベンチャー・ステップアップスクール」
皆さんの「自分だけの冒険」を実現するためのファーストステップ。
ご存知の通り、堅苦しい講習会ではありません。実践を楽しみながら少しづつステップアップ。
いつのまにか技術を学び、経験を積みます。「楽しい」「やさしい」がいつでも基本です。
雪山登山

岩登り&氷登り

「ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ登高編」

初歩のｱｲｾﾞﾝ･ﾋﾟｯｹﾙﾜｰｸの講習です。初
級ｸﾗｽから設定。ご自分のﾚﾍﾞﾙに合ったｺ
ｰｽをお選び下さい。雪山に実際に登りな
がら学びます。ｱﾙﾌﾟｽや世界中の山へ登る
際の技術ﾁｪｯｸや予備山行にも対応。
12/25-26 西穂高岳
¥28,000.
1/8-10
八ヶ岳 硫黄・赤岳 ¥48,000.

初めての岩・氷登りの方もＯＫ。それぞれ
のレベルに合わせ講習します。アルプスや
世界の山々へ登る際の技術の確認やス
テップアップなどにも対応。
岩 11/3鹿沼 11/7日和田山 ¥8,000．
氷 1/22-23 八ヶ岳ｼﾞｮｳｺﾞ沢 ¥26,000.

本格的なﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰのﾂｱｰは、ｽｷｰはｼｰ
ﾙ、ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞはｽﾉｰｼｭｰを使って登ります。
ｹﾞﾚﾝﾃﾞでｼｰﾙ、ｽﾉｰｼｭｰの登り方と安全対
策の必需品、ﾋﾞｰｺﾝの講習をします。
12/11、12/12、1/23 かぐらスキー場
2/5、2/6
天元台スキー場

「ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ実践編」

スノーシューハイキング

ﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰ&ﾊﾟｳﾀﾞｰ
「ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ滑降編」

初めての雪山体験。ｽﾉｰｼｭｰを使うと気軽
に雪山を体験できます。神々しいまでの美
しさに囲まれた雪山の世界を体験して下さ
い。天候などの難しい判断はもちろん、山
岳ガイドの役目。初めて雪の上を歩く人で
も安心して楽しめます。
1/15-16 美ヶ原ﾊｲｷﾝｸﾞ
¥26,000.
1/29-30 奥鬼怒温泉郷
¥26,000.

「ﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰ&ﾊﾟｳﾀﾞｰ・八甲田」
広大な新雪のバーンに豪快にｼｭ
ﾌﾟｰﾙを描きましょう。

「雪山登山・八ヶ岳赤岳」
ｱｲｾﾞﾝ・ﾋﾟｯｹﾙﾜｰｸの基礎を学ん
だら実践の世界へ。

クラブのメンバーを紹介します。

第1回

ｹﾞﾚﾝﾃﾞ講習から初めますので、初めてのﾊﾞ
ｯｸｶﾝﾄﾘｰ、深雪でもＯＫ。滑り中心の講習
会。1-2時間の歩きで八方、栂池、五竜周辺
のﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰを滑ります。ｱﾙﾍﾟﾝの板で参
加可能。ｺｰｽも豊富、毎回雪質も変化する
ので何回参加しても飽きさせません。
週末ﾌﾟﾗﾝ ¥20,000. 12/25-26、1/15-16
平日ﾌﾟﾗﾝ ¥17,000. 1/12-13、1/23-24

本田克哉さん

「い ぃ っす ねぇ！」が 口癖 の本 田克 也さ
ん。スノーボードが三度のメシの次に好き
なクラブのメンバー。夏には何の音沙汰も
なく、秋風が吹くと共に登場する季節メン
バーの代表。
99年の春に山岳ｽｷｰﾔｰの憧れ、「オート
ルート」にクラブツアーで挑戦。シャモニか
らツェルマット間１２０㌔をスノーボードで
完走。日本人では、もちろん初めて。ルー
ト の山小屋のオ ヤジ さんい わく、欧米の
ボーダーも含め、全コースの完走は初め
てでは！とのこと。
山と渓谷社「スノーボード」誌 2000年１号
では、そのニュースが巻頭カラーで紹介さ
れ、本人もビックリ。（もちろん本屋さんで

深雪の世界を楽しむ本格的なバックカント
リーのツアー。スキーはシール、スノーボー
ドはスノーシューを使って登ります。広大な
バックカントリーでの大滑降と大自然の中
のツーリング が満喫でき る本格的なツア
ー。
11/19-21立山・初滑りツアー ¥38,000.
12/12かぐら・神楽が峰ツアー ¥10,000.

上記以外の日程・プランもあります。

「岩登り＆氷登り・八ヶ岳氷登り」
氷の世界にチャレンジ。初めてｱｲ
ｾﾞﾝを履く人から対応します。

売っていますので、見て下さい。）
本田さんはもともと近藤謙司が講師の「ヤ
マケイバックカントリースノーボード」のス
クールに２年ほど前に参加してから山に魅
せられました。
それからは、山のノウハウを身に付けるた
めにステップアップスクールのスノーボー
ド講習会にレギュラーのように参加。練習
と経験を重ねてメキメキと実力を付けてき
ました。岩登りの講習会にも登場。ボード
のブーツで参加してしまう程に打ち込んで
い ま す。もと も と基 礎体力 は抜 群で、ス
キーとボードのミッ クスのツア ーでも、ス
キーヤーに負ける事無く、スノーシューで
登ります。「ラッセルの本田」として近藤も
一目おいています。
今後のバックカントリーの予定にも大きな
夢を持っている本田さん。いつかはマッキ
ンリーの山頂からの大滑降をと考えていま

「ｽﾉｰｼｭｰ・栂池高原」
初めての雪山の世界へ。ガイド
が装着から丁寧に教えます。

す。「自分だけの冒険」を目指すクラブメン
バーお手本です。今ごろは「一刻も早く雪
が降って！」と考えながら冬に備えて夜な
夜なボードに ワッ クスをかけ ている事で
しょう。講習会で一緒になった時には、是
非生「いぃっすねぇ。」を聞いて下さい。

こんな冒険をしました
Vo.1 南米・ﾎﾞﾘﾋﾞｱ ﾊﾟﾘﾅｺｰﾀ

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ･ﾊﾟﾘﾅｺｰﾀ(6342M）に６名の女性が
ﾁｬﾚﾝｼﾞしました。「自分だけの冒険」を達
成した 彼女 たちの 報告 です。平均年齢
６？歳。自分達で考え、相談し、実行した
彼女たちは、近藤と古くからお付き合いの
ある岡田さんをはじめ、内田、井上、辻、
白井、谷口さんの６名。ﾊﾟﾘﾅｺｰﾀを選んだ
理由は、ｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛの次は6000峰。登攀
技術に不安があるので難しい技術なしで
登れる山という2点から。
99年5月22日出発の16日間。国内での事

こんな冒険はいかが！
冬だ！雪だ！ｽｷｰだ！ﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰだ！
バックカントリーのスキーは難しい！！と
いう人が多いのですが、そんなことはあり
ません。慣れていないだけの事。ゲレンデ
もバックカントリーも基本は一緒です。ゲレ
ンデを初めて滑った時の事を思い出して
下さい。初めはあんな斜面絶対に滑れな
いと思っていたところがいつ間にか滑れて
いた。バックカントリーも同じことです。滑
れないと思っている深雪がいつのまにか
に快感になって来るのです。ゲレンデﾞで
転びまくった時ように、少しずつ慣れて行
きましょう。
バックカントリーはゲレンデと違い大自然
の懐に深く入り込みます。景色はもちろん
自然との一体感は言葉ではいい尽くせな
いワンダーランド。雪質もパウダーザラメ、
クラストとなんでもあり。深雪の無重力感、
悪雪の征服感がたまりません。ゲレンデ

でんごんばん
情報交換のページ

前ﾄﾚｰﾆ ﾝｸﾞは皆の都合がつかず 3月の
八ヶ岳・硫黄岳のみ。少し不安を残したま
まの出発でした。最初の到着地はﾎﾞﾘﾋﾞｱ
の首都ラパス。い き なり 標高 4000Ｍ。ﾒﾝ
ﾊﾞｰのたっての希望で一般の日程よりﾗﾊﾟ
ｽ での高度 順応日を多く取るように ｱﾚﾝ
ｼﾞ。これが後の高度順応を大きく助けまし
た。この標高の大変さを知っている旅なれ
た彼女たちならではの変更。こ れも自分
達で企画したから出来る技です。
ﾊﾟﾘﾅｺｰﾀは火山なので山頂は、富士山の
ようなｽ ﾀ ｲﾙ。剣が峰に あ たる最高点に
は、残念ながら時間切れで到達出来ませ
んでしたが、到達高度はなんと6200ｍ。火
口淵の一番低いところより高く登ったので
登頂といっても良いでしょう。「普通のお姉

さま (？)達がよくぞやる気だけで、ここまで
頑張ってくれた」とい うのがガイドの近藤
談。とにかく、全員が無事に帰国できたこ
とが何よりです。「自分だけの冒険」を続
ける彼女たち、次はﾈﾊﾟｰﾙの6000ｍ峰だ
そうです。すごい！ﾊﾟﾜﾌﾙな彼女たちを、
是非とも応援して下さい。そして、次回は
彼女達と一緒に「自分だけの冒険」にﾁｬﾚ
ﾝｼﾞしてみては如何ですか。

スキーに限界を感じ始めた方。新しい世
界「バックカントリー」にチャレンジしましょ
う。
まずは、ゲレンデの板で挑戦できる講習
会「バックカントリー＆パウダー滑降編」か
ら。1〜2時間位つぼ足で歩いてバックカン
トリーへ。深雪を豪快に滑ります。深雪を
滑ることに慣れたら、シールを付けて登る
練習。登りはきついと思われがちですが、
シール登高は実は快適。ジョギングのよう
な爽快感です。最終的にはヨーロッパアル
プ スを代表するルート「オ ート ルート」に
チャレンジ出来る様になるまでのステップ
アップを目標にしましょう。

たわしの一人ごと

「アドベンチャーガイズのご意見番」
ご存知,「あやしい探検隊」の
大蔵 タワシ髭 喜福のなんでもコラム
この秋にｺﾞｰｷｮﾋﾟｰｸからｴﾍﾞﾚｽﾄの雄姿を
拝むというﾄﾚｯｸの計画をしている。ｴﾍﾞﾚｽ
ﾄ街道の行き先はｶﾗﾊﾟﾀｰﾙが有名だが、
ｴﾍﾞﾚｽﾄﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟにて

一緒に「おいしい」思いをしましょう。各回、
人数限定で開催します。みなさんの情報
提供をお 待 ち してお り ま す。ガイ ド役を
買って出て頂けるとなお良しです。

「お勧めの店や宿」を紹介します。
「売り足し・買いたし」の情報募集
「古くなった山道具」「新品を買ったので不
要になった山道具」。まだ使えるものを捨
てがたい。ｸﾗﾌﾞのﾒﾝﾊﾞｰに安く譲って下さ
い。みんなで道具を使いまわせば、新しい
冒険にﾁｬﾚﾝｼﾞするときも負担が小さく第
一歩を踏み出しやすくなります。次号より
「売りたし買いたし」のｺｰﾅｰを掲載開始。
みなさんの情報をお待ちしています。山道
具ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ開催がｸﾗﾌﾞの目標です

「お食事の夕べ」を次々と開催
とっておきの「おいしい」お店を教えて下さ
い。自分だけの楽しみに せず、みんなで

眺めからいうとｺﾞｰｷｮが勝ちである。ﾛｰﾂｪ
もしっかり見え、おまけにﾏｶﾙｰがいい。ﾏ
ｶﾙｰといえば '97年の春ｴﾍﾞﾚｽﾄ北稜から
見た夜明けの山容は荘厳で恐ろしい迫力
だった。この時は相棒が降参したので、頂
上はお 預け とな っ たが、最 高到達 点は
8780mだった。よく見るとﾔﾅﾔﾂと読める。
ここには４回も登りに来てまだ一度も頂上
に立てない。神様に嫌われてるのか、根
性無しか、ﾔｯﾊﾟ「嫌な奴」なんだろう
か？…

お勧めのお店や宿を教えて下さい。紙面
の許す限り紹介します。お店や宿のご主

人の立候補も大歓迎。クラブメンバーの特
典がつくとなお良しです。お店のスタッフに
クラブのメンバーである旨を話すと、夕食
のおかずが一品増えるとか、ごはんの盛
りが良くなるとか、包装の紙袋を２重にし
てくれるとか、などなど…。皆さんのホット
な情報をお待ちしております。

「お勧めの宿」 林ペンション

「お勧めの宿」 エーデルワイス

長野県北安曇郡白馬村北城9464-13
Tel: 0261-72-4724 FAX: 0261-72-4778

山形県米沢市白布温泉天元台
Tel: 0238-55-2218 FAX: 0238-55-2219

白馬岩岳ど んぐり村にある、国際山
岳ガイド林信之さんの宿。オーナーが
山岳ガ イドなの で山の最新情 報は
バッチリ。登山口までの送迎も有りと
山やスキーの前泊に 最適なサービ
ス。林さんはﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰ＆ﾊﾟｳﾀﾞｰ滑

雪の豊富な天元台スキー場の中に
あるペンション。オーナーの近藤さん
は「近藤」のよしみで近藤謙司の知り
合い。山スキー、テ レマーク、スノー
シューなどのガイドプランもあります。
ふかふかのパウ ダーと白布温泉が
あなたをお待ちしております。

降編のメインガイドでもあります。

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。

＊＊＊「現在計画中のツアー」＊＊＊
11/6発 のんびりネパール撮影の旅9日間

「いいだしっパー募集」

¥320,000.

＊写真家ｺﾝﾀﾂおじさんが同行解説のネパールの旅です。

1/22発 キリマンジャロと動物サファリ12日間

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。
「自分だけの冒険」をクラブメンバー
と一緒にチャレンジしてみましょう。

¥550,000.

＊憧れのｱﾌﾘｶ最高峰にﾁｬﾚﾝｼﾞ。登山後はｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛをみながらサファリ。

3/07発 ネパールしゃくなげトレッキング ９日間

¥300,000.

＊石楠花の咲き乱れるネパールでゆっくりトレッキング。

4/15発 スーパーポレポレ オートルート15日間

¥480,000.

＊山岳スキーヤー憧れの「オートルート」をゆっくりの日程で。

5/03発 ﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰ＆ﾊﾟｳﾀﾞｰ in アルプス ８日間

¥330,000.

＊ﾀﾞｲﾅﾐｯｸにアルプスのバックカントリーをスキーとボードで滑ります。

5/15発 ゆったりキナバルとビーチリゾート７日間

¥185,000.

＊4000M峰に挑戦。ゆとりの日程でキナバル挑戦。
上記は予定です。参加者の調整で、日程の変更が可能な場合もございます。
また、料金は予価になります。詳細はお問い合わせ下さい。

旅行会社「アドベンチャーガイズ」のご案内
私 た ちは 旅 行 会 社 でも あり ま 「次のような方もご相談下さい。」
す。忘れないで下さい。アウトド ＊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。
ア関係だけではなく、一般観光
↓
のツアーも扱っています。
私達のﾈｯﾄﾜｰｸを最大限利用して出
「航空券やホテル手配のみでＯＫ」

発直前まで「しつこく」トライします。

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．

＊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したい。
↓
基本的には出発の1ヶ月前まで、キ
ャンセル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

＊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

お問い合せ・お申込み

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。

「クラブ・アドベンチャー事務局」

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４０２号

Ｔｅｌ：０３−５２１５―２１５５

Ｆａｘ：０３−３２８８−３２１１

E-mail adｖｅｎｔｕｒｅ−ｇｕｉｄｅｓ＠ｐｏｐ１１.ｏｄｎ.ｎｅ.ｊｐ
旅行手配・受託販売

株式会社アドベンチャーガイズ

東京都千代田区飯田橋4-5-4 山和ビル402
東京都知事登録旅行業 第３−４５４０ 号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www1.odn.ne.jp/ad-guides
旅行主催

株式会社 風の旅行社

東京都中野区新井2-30-4 IFOﾋﾞﾙ6階
運輸大臣登録旅行業第１３８２号

