
たいとろーぷ 

 「アルプスハイキングに関する スライド上映と講演」 

        「アルプス民族音楽の演奏会」にいらっしゃいませんか 

 ３月２９日（水） 開 演 １９：００ （開 場 １８：３０）  入場無料・予約不要 
  会 場  文京シビックセンター シビック小ホール 

     東京都文京区春日1-16-21 文京区役所内 

  ＊地球の歩き方 「ヨーロッパアルプスハイキングガイド」の 

   監修・著者である、日本山岳ガイド連盟認定山岳ガイド  

     近藤謙司 ・古谷聡紀が,ヨーロッパアルプスハイキングの 

     魅力をスライドを使って詳しく解説。 

  ＊テレビ・CMでおなじみのヨーデルソリスト川上博道氏率いる 

      「クーグロッケン楽団」によるヨーデルとアルプス音楽の演 

      奏会です。アルプスの雰囲気を楽しめるイベントです。 

 ＊協賛メーカー提供の山道具を抽選でプレゼント。 

         第２号 

2000年２月29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2、5、10月の 

 年3回発行 

★★★ Ｔｉｇｈｔ Ｒｏｐｅ ★★

 

イベント１． 机上講演会 
   「ヨーロッパアルプスの名峰登頂と 

            氷河トレッキングを目指して」 

   ４/12（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）  

 ＊モンブラン・マッターホルンなど、ヨーロッパアルプ 

  スの名峰登頂を目指すための心構え、リスク、装 

  備について詳しく解説します。 

     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。 

    ４/18（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。）  

イベント３．  お食事会の夕べ  
下町の味 「もんじゃ焼きの夕べ」   

 ４/１３（木） 19:00 月島商店街  会費約 ¥3,000. 

 ＊浅草生れの近藤謙司がうんちくを並べながら   

  下町の味を紹介します。 

横浜中華の夕べ「中華街はずれの名店を紹介」 

 ５/１７（水） 19:00 石川町駅   会費約 ¥5,000. 

 ＊中華街だけが横浜の中華じゃない！横浜育ちの  

   古谷のお勧め店でとっておきの中華を！   

    （両回とも参加者限定 先着10名まで。  要予約） 

イベント５．  春のお花見大会 
恒例！！飯田橋のお堀の土手の花見大会 

 ４/４（火） ・ ４/５（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。） 

 ＊春といえば花見でしょう。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。２夜連続の大イベントです。 

お楽しみイベント情報 

ヨーロッパアルプスハイキング２０００ヨーロッパアルプスハイキング２０００ヨーロッパアルプスハイキング２０００   



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。 

「クラブアドベンチャー・ステップアップスクール」 

雪山登山 
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。 

4/2       谷川岳                ¥10,000.   

4/29-30     北ア・唐松岳     ¥28,000. 

5/5-7        北ア・剣岳       ¥52,000. 

スノーシューハイキング 
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。 

3/18-20   北八ヶ岳縦走ﾊｲｷﾝｸﾞ ¥36,000. 

岩登り 
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。 

三つ峠（１日） 4/23 5/15 6/18 ¥8,000． 

三つ峠（2日）4/22-23 6/17-18 ¥26,000 

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」 
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.   3/25-26、4/1-2 

平日ﾌﾟﾗﾝ  ¥17,000. 3/30-31 

「ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ登高編」 
 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。 

3/19、3/20 乗鞍高原スキー場 ￥8,000. 

「ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ実践編」 
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。 

4/2     谷川岳ツアー         ¥10,000. 

4/7-9 蓮華温泉・雪倉岳ツアー  ¥38,000. 

5/5-7 立山・タンボ平ツアー    ¥38,000. 

 上記以外の日程・プランもあります。 

  アドベンチャーガイズのオフィスが移転しました。 
すなわち「クラブ事務局」の移転です。といっても同じビルの１階下への移動です。今までは、あまりにも狭

いオフィスで、皆さんにお越し頂いてもゆっくりお話が出来るスペースも無く、まともにお茶もお出しできませ

んでした。でも、これからは大丈夫。スペースが今までの３倍になり、資料の閲覧スペースもできました。ふ

らっとお気軽にお立ち寄り下さい。「入れた手」のコーヒーでおもてなししております。「暇つぶし」「クラブのメ

ンバー同士のミーティング」「待ち合わせ」にも使ってください。  ＊私達は相変わらずＭＳ－ＷＯＲＤを使っています。 

内田 敏子さん 
年間の山行回数は、きっと１５０日を越え

ているのでは？国内、海外含めた山行

は数知れず。前回の“タイトロープ創刊

号”でもご紹介した南米ボリビアのパリ

ナコータ峰を始め、昨年秋にはネパール

のパルチャモ峰（6320m）にクラブメンバ

ーの岡田幸子さん、白井和美さん、志賀

嘉寿恵さんと共に遠征し、みごと登頂。 

女性としての世界的な最高記録でしょ

う。何が最高かって？。それは言えませ

ん。 

「自分の冒険」に次々と挑戦する内田さ

ん。次は、今年４月にシャモニ～ツェルマ

ット間を山スキーで走破する“オートルー

ト”のツアー、１０月には3つ目の6000m

峰、ネパールのアイラン

ドピーク（6189m）に出か

ける予定です。一緒に出かけてみません

か？現在参加者募集中です。 

高橋 和夫さん  
1999年12月のホノルルマラソンにて、な

んと総合47位という驚異の記録を達成し

た高橋さん。クラブのマラソン部顧問と自

ら名乗る彼は、実は人間ではなく、“ロボ

ットかサイボーグだ”と良く言われていま

すが、逢ってみるとなかなか良くできた精

巧な作りです。運動生理学やビタミン栄

養学などにも詳しく、コンピューターを操

る職業の傍ら、針灸師の資格を持って往

診にも出かける人なのです。ジョギング

シューズとランニングシャツで行ける山

を選択し、2月上旬に催行されたキリマン

ジャロ登頂ツアーでは、まるで“一人キリ

マンジャロマラソン”状態で走り回り、ツア

ー参加者から特異な目で見られていた

様子です。アフリカの人々が持つ人間の

能力に強く関心を抱いている高橋さん。

今回のキリマンジャロは2回目の登頂で

した。次回はチーターと“かけっこ”でしょ

うか？ 

 

 
 

 

クラブのメンバーを紹介します。第2回  

パリナコータ峰を前に 



「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 

この春、ランタン谷に行く。ずいぶん御

無沙汰でなんとも懐かしい。この谷は

「世界で最も美しい谷」というイギリスの

登山家ティルマンの賛辞で有名になっ

たが、わたしのおすすめは景色の美しさ

もさることながら、カトマンズから近く、

チーズが旨く、経費が安いというナントカ

屋の牛丼のような軽便な中に、ヒマラヤ

のエッセンスが総て存在するという点で

ある。個性的なガネッシュの山々、秋か

ら春は人も少なく味わい深い旅が楽し

め、雨期は景色に勝るかれんな花々の

自然美が堪能できる。日本でいうと八ケ

岳だ。あの臭旨いチーズの工場を再訪

するのも楽しみのひとつだ。 

   ＊＊＊ＮＥＷＳ＊＊＊ 

  大蔵喜福著作の本が二冊続けて発売。 

「エベレストのぼらせます。」 ４／５発売 

  小学館 ￥１，４００．（税別） 
＊「一般のハイカーがエベレストに登る」には。年齢、 

  性別を越え山に情熱をかける人やサポートする 

  人々を紹介し、登山に目標と張り合いをもって、 

  読者を「いつかエベレストぼれる気」にする本。 

「野外のエマージェンシーブック」 

  地球丸 ￥１，０００．（税別） 
＊「山や川での事故を事前に回避するには」「山での 

  緊急事態への対処」などがテーマ。サバイバルの 

やったね。クラブメンバーの村岡明子さん

が3度目の挑戦で冬の赤岳に登りました。

過去２回は彼女の技術や体力が問題で

登れなかったのではなく、敵は「天気」でし

た。こればかりは、私達も予約が出来ない

ことなので、彼女の不運を一緒に悲しむし

かなかったのです。いつしか彼女は「村岡

雪女」と呼ばれていたのでした。しかし、今

年1月10日に3度目の挑戦でついに地蔵

尾根ルートより八ヶ岳主峰・赤岳山頂に

立つことができました。 

当日は、朝から雪。風も強く、村岡雪女の

パワーに今年も負けたかと思いながらも、

赤岳鉱泉より中山峠、行者小屋経由で地

蔵尾根ルートへ。なんと、雪上にはトレー

スは無し。誰も先行していない。ひたすらラ

ッセルをして高度を稼ぎ、最初の鎖場の

手前でザイルをつけて、慎重に進みます。

横殴りの吹雪に皆、顔をゆがめながらも、

一歩一歩上に向かって歩きました。ガス

のため景色を眺めることもできずに、目の

前の雪面にピッケルとアイゼンを食い込

ませて登るだけでした。時折、頭上の雲間

に青い空が一瞬見えるのが唯一の救い

です。間もなく地蔵の頭に到着。風の強さ

は最高に達していましたが、野辺山側の

景色はガスの合間から見下ろせ、その向

こうの雲の中に富士山が覗き、皆を励まし

てくれました。アイゼンのガリガリという音

もかき消されてしまうほどの烈風を右頬

に受けながら、尾根上をジグザグに登りま

す。少しずつ明るくなり、ガスが途切れるよ

うになり、山頂に到着したとき、雲間から北

アルプス、眼下に諏訪湖が見え、村岡さん

もワイワイキャーキャー。この日の登頂

は、どうやら我々のみ。下山後に聞いたと

ころ、登山中のパーティーは全て下山した

そうです。我々は地蔵ルートの樹林の中

での、行動時間が長かったため、山頂に

達する頃には天候が回復したのでしょう。

ゆっくり歩行が良いこもあるんですね。何

はともあれ、村岡さん登頂本当におめでと

う。 

 こんな冒険をしました 
  Vo２ 厳冬の八ヶ岳・赤岳登頂！ 

 

「お勧めの店」 

   薬膳カレー じねんじょ 
   東京都文京区白山5-36-2 

  Tel: 03-3818-5689 FAX: 03-3818-1927  

抗ストレス食として滋養強壮を目的にテ

レビでもおなじみの「生井ストレス科学研

究所」所長の生井隆明氏により考案され

たカレー。奥多摩の名産、山芋、野草を

手摘みし清流で洗って天日干しした自然

の恵みと野菜9種を基調に無添加、無着

色にて一品一品を全て手作りで仕立て

た真心のこもったカレーです。 

たわしの一人ごと 

赤岳地蔵の頭付近 

「アドベンチャーガイズ関連の本」 
＊地球の歩き方旅マニュアルシリーズ 

    「ヨーロッパアルプスハイキングガイド」 

 近藤・古谷が監修・著作を担当。アルプス 

 全般のハイキングコースを詳しく解説。 
＊スタッフ関連の雑誌 

 そとこと ２月号 P30 
 ＊剣太郎セガール氏に近藤が立山の室堂山荘 

   の小屋閉めの手伝いを案内。 

 スノーボード２０００ Ｎｏ．５  P152 
 ＊「自然とのつきあい方」と題してバックカントリ- 

   スノーボードに関して近藤を中心に紹介。 

 ヤマケイＪＯＹ 「春」  P90  
  ＊春の立山ではじめてのアイゼンを履いて登る 

      という登山者を古谷が講師として雄山に案内  

 そとこと２月号より連載 
  ＊Escape-Routeという特集のページ内に「旅行 

   ＆冒険のすすめ」のコラムを連載中 

 BE-PAL 3月号 P72 

 ＊「FCMがゆく」のキャンプ場覆面リサーチに近 

   藤がスノーキャンプの達人としてゲスト出演。  

でんごんばん  

  情報交換のページ 

「お勧めの店」 山道具店  
 キャンピングネットワーク 

       「いずみキャンパル」 
  大阪府高石市加茂3-4-47 

Tel : 0722-66-1010   FAX : 0722-66-1011 

地元に密着した山道具店ながら、色々なオ

リジナル商品を作り販売している。面白いア

イディアがあれば商品化してくれる。高石市

のクラブメンバー森本さんのアイディアで

作った登山靴用の袋も好評。巾着型で軽く

出来ているので持ち運びに便利。登山口ま

でや山小屋で便利な構造。欲しい方は通信

販売もしているので問い合わせを。 

 バックカントリーチーム 「裏山滑走隊」発足 
  スノーボーダー、スキーヤーでこよなくバックカントリーとパウダーを愛する人の情報 

  交換の場です。色々なイベントを企画しますのでスキーヤー、ボーダーの方連絡を。   

 ＊熱帯潜水隊も発足予定です。メンバー募集中。ダイバーの皆さん一緒に潜りましょう。(もちろん潜るのは海です。） 

「売りたし」  Ｓｅｃｏｎｄ Ｈａｎｄｓ 
 不要になった山道具をメンバーの方に 

 安く提供します。 

＊山岳スキー用ブーツ 

      ノルディカＴＲ－９ （26 cm） 

   ￥１５，０００．（１シーズンのみ使

用） 

＊さかいやオリジナルテント 

   ベースゴアテックス３ （４人用） 

  ￥１５，０００.～２０，０００．で。 

   ￥53,000.で購入、１回のみ使用 

＊１２本爪アイゼン（ケース付き） 

   ￥１，０００．で 



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 

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。 

  ＊＊＊「現在計画中のツアー」＊＊＊ 
3/23発  ネパールランタン谷ヘリトレッキング１１日間 ¥338,000. 
  ＊石楠花の咲き乱れるネパールでゆっくりトレッキング。  

4/12発 スーパーポレポレ オートルート１４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。 

4/22発 ﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰ＆ﾊﾟｳﾀﾞｰ in アルプス ８日間     ¥348,000. 
  ＊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。 

5/02発 連休に登る台湾・最高峰玉山登頂６日間     ¥218,000.  
  ＊かつてのニイタカヤマにチャレンジ。日ごろ休みが取りずらい方に。 

6/28発 ゆったりキナバルとビーチリゾート８日間   ¥185,000.  

  ＊ゆとりの日程で４０００Ｍ峰キナバル山に挑戦。ビーチも楽しめます。 

7/20発 スペイン・ピレネー山脈ハイキング９日間    ¥485,000.  

  ＊欧州はｱﾙﾌﾟｽだけではありません。ピレネーの素晴らしい自然にふれる旅 

 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。 

   「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。 

  「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。 

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。 

  「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3F  
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お問い合せ・お申込み 

旅行会社「アドベンチャーガイズ」のご案内 


