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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報

たいとろーぷ
★★★ Ｔｉｇｈｔ Ｒｏｐｅ ★★★

ついに新しい世紀が始まりました。
今世紀も一緒に冒険しましょう。
新世紀も皆さんと「一緒に感動すること」を大切に「楽しく」「やさしく」をモットーに頑張ります。

お楽しみイベント情報
イベント１．無料机上講座
「ヨーロッパアルプス・名峰登頂を目指すために」
２００１年２月２７日（火）
４月４日（水）
マッターホルンやモンブランに登ってみよう。アルプス登
頂にチャレンジする人、いつかはチャレンジしたい人のた
めの机上講座。「ルート」「技術」「ガイド」「装備」「旅の技
術」等を国際山岳ガイド近藤謙司が詳しく解説します。

「ヨーロッパアルプスハイキング・スライド説明会」
２００１年３月２８日（水）
緑の草原、聳え立つ岩山、白く輝く氷河、どこまでも青い
空。憧れのアルプスの名峰の雄大な景色を見ながらハイ
キング。「地球の歩き方・アルプスハイキングガイド」の監
修・著作の古谷聡紀がスライドを使い詳しく解説。

「ヨーロッパアルプス 個人旅行説明会」
２００１年４月１０日（火）
アルプスは鉄道やバスのルートが確立され、個人旅行に
最適な所。航空便、ホテル、鉄道、パスの使い方等、個人
旅行の情報を、スイス在住５年の経験を持つ、地球の歩
き方でもおなじみの古谷聡紀がスライドを使い解説。

「各回共通」 時間 １９：００開始

２０：３０終了
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 Ａ５出口隣接

＊入場無料・予約不要です。直接会場にお越し下さい。

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」「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。

３/１３（火）

５/１６（水）

６/14（木）

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．春のお花見大会
恒例！！飯田橋のお堀の土手の花見大会
４/５（木） ・ ４/６（金） 19:00〜
飯田橋周辺お堀の土手 会費 ¥2,000
（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。

イベント４．バーベキュー＆岩登り
バーベキュー＆岩登り体験会＆ハイキンング
５/２７（日） 10:00〜 湯河原幕岩 会費 ¥3,000
新緑の美しいさわやかな季節にバーベキューを楽し
みながらのハイキング＆岩登りです。初めて岩に触
る方大歓迎。でも、飲みすぎて岩に登らないように。
＊現地までは、東京発０８：１３発の東海道線に乗って
下さい。湯河原駅前集合です。

こめて、スペシャルプランを企画します。往復の航空運
賃、宿代、バックカントリーガイドを含めて、リーズナブルな
八甲田・酸か湯温泉バックカントリー＆
料金を設定。３月１日発４日間のコースも有り。人数限定
ゆけむり千人風呂ツアー の特別ツアーです。パウダー、パフパフの八甲田。最高の
済みません。クラブ講習会パンフレットのＢＣ八甲田ツアー 温泉が待っています。ふるってご参加ください。詳細は、事
の料金をミスプリントしてしまいました。お詫びの気持ちを 務局まで。先着順の受付です。

緊急「ゴメンナサイ」企画

お楽しみスペシャルツアー
でっかいどう北海道

「ニセコ滑降＆札幌食い倒れツアー」
北海道Ｎｏ．１、いやいや、日本Ｎｏ．１の呼び声が
高いスキー＆スノーボードの聖地ニセコ。
ニセコ・アンヌプリ山麓に広がる森林限界を超えた
広大なオープンスロープで、滑りまくります。
モチロン、バックカントリーチーム「裏山ニセコ滑走
隊」も結成。アンヌプリから五色沼へ。そして、チャ
ンスがあれば、チョットハードですが蝦夷富士・羊
蹄山を登頂、山頂からの滑降にもチャレンジ。
是非ぜひ、足腰を鍛えてご参加下さい。
ちなみに、ゲレンデチームでは、「せっせと滑ってう
まくなり隊」と「景色をみながらお茶し隊」も結成。
ゲレンデ派、バックカントリ−派のどちらでもニセコ
を満喫できる企画です。
ニセコで滑りを満喫した後は、北海道Ｎｏ．１、いや
いや、日本Ｎｏ．１の呼び声が高い食い倒れの街、
札幌へと繰り出します。北の味覚満喫ツアー。
言わずと知れた「うまいもの」の数々。すし、ジンギ
スカン、ラーメン、カニ、トウキビチョコと何でもあり。
ＣＡ（クラブ・アドベンチャー）流、札幌・食い倒れツ
アーです。是非ぜひ、胃袋を鍛えてご参加下さい。

＊＊＊全体のスケジュール＊＊＊
3/29（木） 羽田〜千歳〜ニセコ (ゲレンデ滑降）
3/30（金） ニセコ
（ＢＣ：アンヌプリ周辺）
3/31（土） ニセコ〜札幌
（ＢＣ：羊蹄山）
4/01（日） 札幌〜小樽〜千歳〜羽田

Ｔｅａｍ 「すべりもの」と「うまいもの」
３月２９日（木）〜４月１日（日） ４日間
￥５２，８００．（４〜６人部屋利用）

Ｔｅａｍ 「すべりもの」と「うまいもの」 ショート
３月３０日（金）〜４月１日（日） ３日間
￥４６，８００．（４〜６人部屋利用）

Ｔｅａｍ 「すべりもの」
３月２９日（木）〜３１日（土） ３日間
￥４４，８００．（４〜６人部屋利用）

Ｔｅａｍ 「うまいもの」
３月３１日（土）〜４月１日（日） ２日間
￥２４，８００．（４〜６人部屋利用）
含まれるもの：往復航空券、宿泊費、千歳〜ニセコ間の
シャトルバス、バックカントリーガイド料
含まれないもの：リフト代、シャトルバス以外の移動代、
食い倒れ費用

全体の日程は４日間ですが、３日間、２日間、うま
いもののみと、都合をつけやすいように、ツアーを
細かく設定。きめの細かさで評判のＣＡならでは企
画。是非ぜひふるってご参加下さい。

登山暦ウン十年のベテランをガッカリ
させてしまったほど。しかし、見た目は
いつも ひょう ひょうとしているのです
第４回 落合志乃さん
が、うわさではキリマンジャロに 向け
バックカントリーチーム「裏山滑走隊」
日々の厳しい節制とトレーニング をし
のメンバーでスノーボーダーの志乃
て、しっかり準備をしていたとの話。あ
ちゃ ん。メンバーの一部では ミ ス裏
まり頑張っているところを人には見せ
山 の呼び声が高いのですが、はたし
ない「白鳥タイプ（あるいはあひるとい
て・・・・・・・・・・・・・・・・・。
ううわさも）」のようです。
バックカントリーとの出会いは昨年の1
バック カントリーのツアーではいつも
月。それまでは、全く山とは縁の無い
「私は一番弱いから！！」とガイド の
生活。だから山歩きの経験は１年そこ
後ろにぴったりとくっつき、その挙句、
そこ。ところが、なにを考えたのか２１
ガイド をあおりまくり、ついついガイド
世紀を迎える昨年の年末年始はなん
にペースを上げさせてしまうという、み
とキリマンジャロ登頂ツアーに参加。
なからヒンシュクをかう姿は、さすがキ
そしていとも簡単にアフリカ大陸最高
リマンジャロ登頂者といったところ。
地点、ウフルピークを極めてしまった
今シーズンもバック カントリーを滑りま
のです。あっさり登ってしまった姿を見
く っ て い る ので しょ う。是非 是 非、ツ
て、「なんだしろうとでも登れるのか」と
ア ー で あ っ た ら、そ の 皆 を惑 わ す

クラブのメンバーを紹介します

「ひょうひょう」さを実感して下さい。
（後日、キリマンジャロにチャレンジし
た本当の訳は、テレビの反町隆史の
キリマンジャロ登山の影響ということ
が判明。結構ミーハーでもあるようで
す。）

をして蓄積されたデーターを実際に現
地まで取りに行かなくてはならないな
ど、苦労の数々。結局、１１年連続して
マッキンレー登山を敢行。貴重なデー
タを集めた。標高５０００ｍ前後の高い
標高の気象観測施設は、世界を見回
しても南米・アンデス、ハワイ、そしてこ
のマッキリーにしかない。この国家的
事業をいち民間人が、自分の私財を
なげうってやってしまったことがなんと
もすごい。
ちなみに、「違いのわかる男 野口健」
のマッキンリー登頂もこの気象観測
隊がサポート。その後、大蔵は野口の
チョモランマ登山も強力サポート。現
在のエコ登山など野口に強い影響を
もたらしている。（ちなみに野口の７大
陸最高峰の初チャレンジ、キリマンジ
ャロは近藤謙司がガイドしました。）
１０年を期に、この機材をアラスカ大学
に寄付して、大蔵の気象観測隊は終
了。しかし貴重なデータを取りつづけ
るために観測活動は大学に引き継が
れている。現在では、マッキンリーの登
山ガイドブックにも「Ｗｅａｔｈｅｒ Meter」

としてこの機材のことがのっている。
受賞パーティーでは、「これで終わりで
はなく、これからが新たなスタートで
す。」さすが、大蔵 タワシ髭 喜福。い
つまでも新たなことにチャレンジする、
すなわち冒険しつづける姿は、私たち
のクラブメンバーの鏡です。これから
の活動がいっそう楽しみです。
（大蔵のオフィスはクラブ事務局の隣。
クラブに遊びにくれば、直接話を聞け
るかも知れません。）
＊今春、山と渓谷社より「マッキンリー
の風」という題でこの登山隊の記
録が出版される予定です。

の出来事でした。美味しいワインと料
理のお店で、ク ラブの集まりにも良く
利用していたのですが・・・残念です。
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 ですが・・・。みっちゃんを始め残った
スタッフ達が新しいお店を出すため現
「アドベンチャーガイズが
在奔走中。場所が少し変わりますが、
オリジナルＴシャツを販売します」
またまた、大手町で４月頃開店予定。
テスト販売をしたらすぐに売り切れて
ソムリエのいる、 さらに 美味しいワ
しまったＡＧ Ｔシャツ。好評にお答えし
インと料理のお店になる予定です。開
て、正規販売へ。ダク ロンＱＤ を使っ
店したら ま た、ご 紹介しま す。も ちろ
た登山に 最適な素材。色は紺、サイ
ん、お披露目宴会も企画しますので、
ズはＳ，Ｍ，Ｌ，ＬＬ，ＬＬＬです。値段は
お楽しみに！！。
￥３，０００．。お求めは事務局まで。

希望の方は、ＡＧのe-mailアドレスま
で、ご一報を。

「アドベンチャーガイズのホーム
「山道具の注文販売を始めます」
ページがリニューアルの予定」
スタッフが使っている山道具、ＢＣの

Escape-Routeという特集の内に「旅行
＆冒険のすすめ」のコラムを連載中

こんな冒険をしました
Ｖｏ４．マッキンリー気象観測隊
クラブ、アドベンチャーガイズ、そして、
日本登山界のご意見番、大蔵 タワシ
髭 喜福がなんと登山界の最高の栄
誉、秩父宮記念山岳賞を受賞。今回は
その受賞理由になった、マッキンリー
気象観測登山隊の10年間におよぶ、
活動を報告しま す。冒険家、植村直
巳、そして大蔵の友人でもあり日本を
代表するクライマーであった山田昇と
いった遭難者を出した冬の北米大陸
最高峰・マッキンリー。６０００ｍ峰なが
ら局地に近いことでヒマラヤの７０００
ｍ級に匹敵するといわれる山。この二
人をはじめ、数々の遭難者を出した原
因は風であったと考えられているが、
果たして真相は何か。それを追求する
ことによって遭難をなくし、これ以上、
山の仲間を失いたくない、という気持
ちからマッキリーの頂上直下５７１５ｍ
地点に観測装置を設置して気象デー
ターを観測したい、というのがことの発
端。場所柄、毎年機械のメンテナンス

ＣＡ&ＡＧ ﾄﾋﾟｯｸｽ

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始めました。私
たちが使って良かった物だけを紹介し
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。詳しくは事務局まで

「クラブでおなじみの大手町
レストランベルンが閉店」

（生意気に敬称略でした。）

「アドベンチャーガイズ関連の本」
＊＊現在書店で手に入る書籍です。＊＊
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

地球の歩き方 「スイス」
古谷が「スイススキーの楽しみ」を４ペ
ージにわたり寄稿。

雑誌「そとこと」に連載中

写真が表示されない、データが古いと
ヒンシュクをかい続けたＡＧのホーム
ページ。ついに、リ ニューアルされる
時がせまりました。現在、サンプルが
アップロード中です。まだ、データはで
たら めですが、雰囲気だけ 味わえま
す。もしよかったら、アクセスを。

雑誌「Ｂａｃｋ Sides」

http；//www.adventure-guides.
co.jp/sample

フリーペーパー「Ｅｄｇｅ」

シェフ兼山岳ガイドのみっちゃんが働 「タイトロープ メール版を発信中」
く 店「ベ ル ン」が 突 然閉 店し ま し た。 特別企画やニュースなどスペシャル
オーナーが体調を崩したための突然 情報を不定期にメールで配信中。ご

ヤマケイ別冊で、バックカントリースノー
ボードの大特集。CA&AGが深く関わっ
ています。

雑誌「山と渓谷 ３月号」
近藤が山岳ガイドのレスキュー装備
を紹介。
スノーボード業界のバイブル。近藤が案
内したメラピーク滑降の記事が紹介。
（事務所にたくさん在庫あり、ご希望の
方は取りにきて下さい。）

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。

「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。

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す。 「次のような方もご相談下さい。」
忘れないで下さい。アウトドア関係 ＊混み合う日程で他の旅行会社から
だけではなく、一般観光のツアーも
「無理」とさじを投げられた。
↓
扱っています。
「航空券やホテル手配のみでＯＫ」

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。

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保したい

＊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

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。

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
ついに、かねてからの噂だった、裏山滑走隊の決起集会を開催します。シーズン真っ只中ですが、
これからの「シーズン本番」を控え、気合を入れ、そして栄養をつけるための集会です。万障お繰り合
わせの上、必ず参加して下さい。！！ （近藤の地元、足立区のパワフルな店での大宴会）
集合日時 ３月７日（水） １９：００
集合場所 東武伊勢崎線五反野駅前
（地下鉄日比谷線相互乗り入れで北千住より東武線へ。秋葉原から２０分くらいです。）
すき焼き、しゃぶしゃぶ、ふぐ、寄せ鍋、なんでも食い放題、飲み放題
会費￥３，０００．

お申込み・お問合せ・・・

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
ＴＥＬ：０３−５２１５−２１５５
e-mail adventure-guides@pop11.odn.ne.jp
受託販売 ㈱アドベンチャーガイズ
旅行主催 ㈱風の旅行社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４−５−４山和ビル３階

ＦＡＸ：０３−３２８８−３２１１
Home Page http://www.adventure-guides.co.jp

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

