
イベント１．無料机上講座 

「初めて６０００ｍ峰」にチャレンジするために 

     ２００１年９月５日（水）  

憧れの６０００Ｍ峰。例外無く雪山の世界です。雪山と聞

いて自分には無理と諦めている方が多いのではないので

しょうか。しかしながらネパール、南米などには比較的登

りやすい６０００ｍ峰があります。この講座では雪山の経

験が全く無い方からを対象に、６０００峰にチャレンジする

為の準備に関し解説。６０００Ｍ峰の魅力、心構え、装備

国内での雪山登山講習会、世界の６０００峰の情報など

がテーマです。 

「世界のトレッキングスライド説明会」 
 ネパール・パタゴニア・ニュージーランドを目指して  

      ２００１年９月６日（木）    
秋から冬にかけ、日本の山々は雪化粧をして一般の登山

者には近寄りづらい時期になります。しかしながら、世界

にはこれからシーズンを迎える山々が数々あります。ネ

パールヒマラヤは雨季が明け、これからがベストシーズン

です。南半球の山々は夏を迎えトレッキングシーズンのス

タートです。「ネパール」「ニュージーランド」「南米」をテー

マに現地情報、装備、トレッキングルートの情報などをス

ライドを使って解説します。 

｢バックカントリー ｽｷｰ&ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ」を目指して       

    ２００１年１０月１６日（火）  
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。魅力的なバックカントリーは雪山の

世界。簡単には入れません。この講座はバックカントリー

の魅力、準備、心構え、リスク、装備などを詳しく解説。これ

からバックカントリーにチャレンジしたい人は必見です。 

 「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。 

  9/26（水） 10/18（木） 11/20（火） 12/13（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。）  
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   残暑見舞いを申し上げます。 
 暑い日が続いていますが如何お過ごしですか。 

  ＊＊＊緊 急 企 画＊＊＊ 
 「タワシ髭 大蔵喜福」と行く 

  モンゴル遊牧民生活と空飛ツアー 
アドベンチャーガイズのご意見番で椎名誠の「あやしい探

検隊」登山隊長を勤める、大蔵“タワシ髭”喜福がモンゴ

ルの大草原で遊牧民のゲルに泊まり、乗馬、つり、ハイキ

ング、昼寝、星空の宴会等、大自然に触れ合う内容盛り

だくさんのツアーを企画。パラグライダーも持ち込みます

ので空も飛べます。もちろんパラが初めての人も体験フラ

イトが可能。大蔵秘伝の大自然の楽しみ方を伝授します 

 ９／２２（土）～２９（土） ８日間 ￥１９８，０００． 

   ＊関西空港発着 モンゴル航空直行便利用。 

   ＊東京からは別途国内線料金が必要です。要問合せ。 

お楽しみイベント情報 



第５回 佐藤友彦さん 
｢お父さ～ん！｣の愛称で親しまれ

ている裏山滑走隊最年長？の青年ス

キーヤー｡夜の飲み会には､無くては

ならない存在で、楽しい話題とジェネ

レーションギャップを感じさせないノ

リ、谷啓も真っ青の「ガチョーン！」が

若者チームにもとっても人気。世界中

で滑りまくる佐藤さんは、バックカント

リースキーヤー憧れのフランスのシャ

モニからスイスのツェルマットまでの１

２０ｋｍを８日間で走破するオートルー

トも経験済。ところが、昨シーズンは

もっともっと楽しくバックカントリーを楽

しむためにと、私たちの知らないとこ

ろで基礎スキーの大特訓をして、益々

腕前（足前？）を上げました。「俺は

帰って寝る！」とか「ヘリ呼んでく

れ！」をすぐ連発するお父さんです

が、最近の滑りは本当に素晴らしく、

安定感抜群のバックカントリーにピッ

タリの滑りですスタッフ一同感心する

ばかりです。いつまでも元気で、これ

からもずっと一緒に世界中を滑って下

さい。でもでも、呑み過ぎだけにはご

用心を。 

 

クラブのメンバーを紹介します   

お楽しみイベント情報 つづき 

イベント３．アビタ お披露目パーティー         

  １０月２日（火） １９：００～ 会費￥３，０００． 

  場所：東京・大手町アビタ 

トピックスでも紹介しておりますが、ＡＧの山岳ガイドみっ

ちゃんの新しい店がついにオープン。お披露目を兼ねて

お食事会を開催します。おいしいワインとお食事で楽しい

ひと時を。料理ではとっておきの裏メニューでスタッフたち

がもてなしてくれるようです。是非是非ご参加を。       

イベント４． AG設立３周年記念 
 「秋のベーベキュー＆山道具フリーマケット」 
   １１月３日（祝） １２：００～１５：００頃まで  

  場所 ： 都内のバーベキューの出来るところ 

   会費 ： もちろん無料です。 
  ＡＧもついに今年の１０月２７日で会社設立３周年を迎 

  えます。みなさまのおかげで、なんとかここまでやって 

  こられました。本当に有難うございます。感謝の意味 

  をこめましてバーベキュー大会に皆様をご招待致しま 

  す。スタッフ一同精一杯おもてなしさせて頂きますの 

  で、是非是非遊びにきて下さい。 

    また、恒例の山道具フリーマーケットを同時開催致しま 

  すので、不要になった山道具、滑りもの用具、アウトド 

  アGoodsを是非お持ち下さい。 

イベント５．どこよりも早い忘年会案内 

  箱根山荘のお泊り忘年会＆箱根散策 

  １２/１（土）～１２／２（日） 会費￥１０，０００． 

恒例！！箱根仙石原山荘のお泊り忘年会です。AG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。今年の登山はどこか。金時山か

駒ケ岳か？果たして新ルートか。二日酔いの方にも安心

なルートにご案内します。 

南米アンデス山脈・アタカマ  

  砂漠と5000峰登頂12日間 
 １２/２２（土）～１/２（水） 

    旅行代金￥６２５，０００． 

“クラブのメンバーを紹介します”で

も、紹介させて頂いた長島富美さん

のたっての希望のアタカマ砂漠ツ

アー。色々な色の湖、間欠泉などが

見たい。その一言からスタートしまし

たこのツアーは、南米チリの北部ボリ

ビア国境付近に位置する、大自然の

脅威を目の当り出来る興味深いアタ

カマ砂漠を巡ります。また、ベースの

サンペドロアタカマ（標高2,438ｍ）か

ら、標高4,000ｍ近くにある色々な見

所を巡りながら高所順応をはかり、ラ

スカール火山（5,１54ｍ）にもチャレン

ジ。この山は車で4,500ｍまで入れる

ので標高差約600ｍの登高で登頂可

能。是非この機会に地球の裏側の大

自然の脅威を堪能して下さい。 

「アタカマ砂漠の見所」 

＊アタカマ塩湖：世界で第２の塩湖。フ

ラミンゴの一大コロニーがあり砂漠と

は思えない光景。夕方は塩湖がピンク

に染まる幻想的な世界です。 

＊月の谷：月面を思わせる丘陵地帯

で、岩肌に夕日があたると光と影が作

り出す神秘の世界を見せてくれます。 

＊タティオ間欠泉：早朝に吹き上がる

砂漠の中の間欠泉。砂漠の中に水蒸

気を吹き上げる姿は圧巻です。 

＊プリタマ温泉：タティオ間欠泉のそ

ばの温泉。砂漠の温泉でのんびりす

るのも他では体験できないです。    

＊湖沼群：ボリビア国境を越ると緑の

湖ラグーナベルデ。赤い湖ラグーナコ

ロラダが有ります。  

＊リカンカブール：標高5916mの世界

最高峰の活火山。アタカマ砂漠を走っ

ていと噴煙を上げている雄姿が色々

な所から見ることが出来ます。 

その他に大蔵喜福隊長と行くキリ

マンジャロ登頂＆サファリツアー

も年末に企画。椎名誠の「あやしい

探検隊アフリア乱入」で登山隊長を

勤めた大蔵がツアーを演出します。 

イベント２～５はクラブの事務局にお電話等でお申込み下さ

い。後日、メールやはがきなどで詳細をご連絡いたします。 

クラブの一押しツアー 



「タイトロープ メール版を発信中」 
年３回発行予定のタイトロープです

が、少しペースが落ちています。いつ

も首を長くしてお待ちの皆様本当に済

みません！！。しかしながらメール版

タイトロープはチョコチョコ発信中で

す。特別企画やニュースなどスペシャ

ル情報を不定期にメールでお送りし

ます。ご希望の方は、ＡＧのe-mailア

ドレスまで、是非是非ご一報を。 

「アドベンチャーガイズがオリジ 
  ナルＴシャツを販売しています」 
テスト販売をしたらすぐに売り切れて

しまったＡＧ Ｔシャツ。好評にお答えし

て、正規販売へ。ダクロンＱＤを使っ

た登山に最適な素材。色は紺、サイ

ズはＳ，Ｍ，Ｌ，ＬＬ，ＬＬＬです。値段は

￥３，０００．色もライトブルーとグレー

も増えました。お求めは事務局まで。 

「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、ＢＣの

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 

「アドベンチャーガイズのホーム
ページがリニューアルの予定 ２」 
前回のタイトロープでもリニューアル

と紹介していたのですが、未だに出来

ていません。本当に済みません。です

が、ついに最終段階に入っています

ので今しばらくお待ち下さい。“狼少

年”と呼ばれないようにガンバリます。 
http；//www.adventure-guides. 
             co.jp/sample 

「大手町の新しい店 
  エスカールアビタがオープン」 
シェフ兼山岳ガイドのみっちゃんが働

く店「ベルン」が突然閉店してから数ヶ

月。ついに新しいお店がオープンしま

した。その名も「エスカール アビタ」。

フランス語で“棲家（すみか）”の意味

で、ソムリエのいる美味しいワインと

料理のお店です。文字どおりにクラブ

の棲家にしてしまう計画です。みちゃ

んも毎日ホールで活躍中。クラブのメ

ンバーと名乗って頂ければなんと“ス

パークリングワイン”を一杯サービス。

是非々お立ち寄り下さい。 

場所は大手町の東京海上新館ビル

地下１階。地下鉄大手町駅Ｄ３出口

に直結です。もちろん、お披露目宴会

も企画しますので、お楽しみに！！。 

「クラブのヒロイン内田敏子さんが  
  北米最高峰マッキンレーに登頂」 
以前から何度もタイトロープに紹介し

ております “自分の冒険” にチャレン

ジしつづける内田敏子さんがついに６

月１６日にマッキンレーに登頂しまし

た。な・なんと７０歳での登頂。今まで

の女性の最高齢記録は６２歳でした

ので８歳も更新。また日本人の最高

齢記録（もちろん男性も含め）も６２歳

でしたので、こちらも８歳更新。これは

ギネスブックものです。もともと内田さ

んは “プロの登山家“ではなく皆さん

と同じく登山や自然が好きな普通の

社会人。プロが作った記録でないとこ

ろがなんともすごい。内田さんのパ

ワーはどこまで続くのでしょうか。来

年は状況が整えば８０００ｍ峰にチャ

レンジかも？。ＡＧも内田さんと一緒

に冒険を続けていきますので、皆さん

も応援して下さい。もちろん一緒に

チャレンジすることもＯＫです。 

｢Strange Land Confirm 発刊｣ 
昨年の秋に遠征したネパール・メラピ 

ーク(6427m)登頂とスノーボード滑走｡

遠征の状況をＷＥＢ上にてライブで紹

介し好評を得ましたが、ついに記録が

山と溪谷社より単行本として発売され

る事となりました。タイトルは､福嶋隊

長のイメージをそのまま言葉にしたも

のです｡WEBでは伝えきれなかった内

容をつめ込み､カラーグラビアも入っ

て９月上旬項に書店に並ぶ予定です

AGでは税金サービス１６００円で発売

します。在庫限りの特別価格。郵送も

可能です。（送料の実費が別途必要） 

「魔頂チョモランマ」文庫本で再販 

１９８５年冬。世界最高峰チョモランマ

の北壁に挑んだ「カモシカ同人チョモ

ランマ冬季北壁登山隊」の記録です。

当時、冬季未登攀のこのルートは世

界中の屈強な登山家たちの注目でし

た。ここに一番乗りしてしまったのが

今井通子隊長率いるカモシカ同人で

した。壮絶な８０００ｍを越える超高所

の環境に圧倒され、打ちのめされ、登

頂を断念しましたが、その時の到達

地点８４５０ｍは、現在も世界最高到

達記録として残っています。（よって、

今もこのルートは冬季未登攀です。）

この３ヵ月に及ぶ遠征期間で彼らは

何かを見つけます。２３歳から４３歳ま

での若い隊員たちが作る壮絶でユー

モラスなノンフィクションドラマのキャ

ストに大蔵喜福と近藤謙司も加わっ

ていました。８６年に今井通子が綴っ

た冒険記「魔頂チョモランマ」を朝日

新聞社が出版。完売とともに絶版と

なっていましたが、なんと今年の６月

に中央公論社から文庫本として復

活！！カラーグラビアも巻頭について

全国書店で発売中。是非ご一読を。 

「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 
 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 

山と渓谷別冊 「自然を相手にする仕事」 
 色々な自然相手の仕事を紹介する本で 

 すが、近藤が山岳ガイドの代表？として 

 紹介されています。 

 
 ＣＡ&ＡＧ ﾄﾋﾟｯｸｽ 
   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 

大蔵喜福とマッキンレーの山頂に立つ内田さん 



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。 

       「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。 

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。 
 今後の予定 

   ９月２２日発 大蔵喜福と行くモンゴル 

  １２月２２日発 アタカマ砂漠と５０００ｍ登頂 

  １２月２２日発 大蔵喜福と行くキリマンジャロ 

旅行会社「アドベンチャーガイズ」のご案内 

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３階 

       ＴＥＬ：０３－５２１５－２１５５      ＦＡＸ：０３－３２８８－３２１１ 
       e-mail adventure-guides@pop11.odn.ne.jp       Home Page  http://www.adventure-guides.co.jp 

  受託販売  ㈱アドベンチャーガイズ  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 

  旅行主催  ㈱風の旅行社     東京都中野区新井2-30-4 IFOﾋﾞﾙ6F 国土交通大臣登録旅行業第１３８２号 

お申込み・お問合せ・・・ クラブアドベンチャー事務局 

 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 
裏山滑走隊の海外遠征隊がこの夏２隊結成。第１弾は８月２６日出発のニュージーランド・タスマン氷河滑走隊で

す。全長２５ｋｍにもおよぶ長大な氷河を山小屋に泊まりながら滑りまくる企画でメンバーは１１名。第２弾は９月８

日出発の南米チリの６０００ｍ峰、セロ・マルモレッホ峰の登頂＆滑走隊です。メンバーは８名。この山からのス

ノーボードの滑降記録は現地でも有りませんので成功のあかつきには、ボード初滑降のタイトルが付いてきます。

みんなが残暑バテのころにスキー、ボード三昧のちょっと “感じ悪い” ヤツらですが、これら２隊の記録は次回

のタイトロープにて報告する予定です。さて、次回の海外遠征隊の予定は、２００２年４月中旬アラスカバルディー

ズ、４月下旬アルプス最高峰モンブラン登頂＆滑走、５月上旬 ヨーロッパ最高峰エルブルース登頂＆滑降です。 

希望者は今のうちにお休みと遠征費用をＧＥＴしておいて下さい。詳細は１０月１６日ころ発表です。 


