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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誌 年2回発行 

★★★ Ｔｉｇｈｔ Ｒｏｐｅ ★★★ 

 おかげさまでＡＧがスタートして６年目へ。  
ＡＧもこの夏でスタートしてから６年目に突入します。ＡＧがここまでこれたのも皆さんの 
温かい励まし、そして厳しいご指摘のおかげです。スタッフ一同深く感謝しております。 
節目の５周年を終え、６年目はさらにパワーアップして、冒険心あふれるイベントや 
ツアーを提案してまいります。モットーはいつも変わらず「楽しく・やさしく・安全に！！」 
      きめ細かいサポートで「皆さまの冒険」をお手伝いさせて頂きます。 

無料机上講座 

「初めての高所登山 

        と公募登山隊」 
 世界の6000ｍ峰、8000ｍ峰を目指して 

夏山中心の活動でアイゼン未経験の方が、雪 
山登山からスタートしてステップを踏みながら
6000ｍ峰、いつかは8000ｍ峰を目指すための
心構え、トレーニング、装備等について、近藤謙
司が解説。ネパール・アンデスの６０００ｍ峰、２
００２秋チョー・オユー（８２０１ｍ）公募登山隊の
スライドも上映します。 また、現在人気急上昇
中の公募登山隊の実情も報告いたします。 

「東京会場」 
   日 時 ９月１０日（水） １９：００～２１：００ 

   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   

「大阪会場」 
  日 時 ９月１１日（木） １８：３０～２０：３０  
  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・長掘鶴見緑地線 

       森ノ宮駅徒歩２分  

入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。 

｢初めてのバックカントリー 

    スキー＆スノーボード」   
広大なパウダーにシュプール＆スプレー 

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（ＢＣ）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。しかし魅力的なＢＣは雪山の世界。簡単に
は入ることはできません。この講座ではＢＣ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ＢＣにチャレンジしたい人は必
見です。   

「東京会場」 
  日 時 １０月２７日（月） １９：００～２１：００ 
   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  

「大阪会場」 
  日 時 １０月２９日（水） １８：３０～２０：３０    
  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・長掘鶴見緑地線 

       森ノ宮駅徒歩２分 



ＡＧではこの秋から来年の春にかけ、２つの公募登山
隊を企画しています。ともに簡単には行くことができな
い特別の山をセレクト。皆さんの夢を実現するために、
スタッフ一同全力でサポートします。この機会にチャレ
ンジしてみてはいかがですか。 

 ＡＧ公募登山隊シリーズ２００３ 

 「南極大陸最高峰ビンソンマシフ4897ｍ公募登山隊 」 
南極大陸最高峰、ビンソンマシフ登頂の公募隊。究極
の秘境南極。パタゴニア・プンタアレナスから、チャー
ターフライトでビンソン登山のベース、パトリオットヒル
ズへ。ここから登山活動を開始。極地のため天候が安
定しないため、じっくりと時間を掛けて登ります。 
 １２月２３日発 ２３日間   予定参加費用３８０万円 

ＡＧ公募登山隊シリーズ ２００４ 

「世界大陸最高峰チョモランマ８８４８ｍ公募登山隊」 
憧れの世界最高峰チョモランマ（エベレスト）。ついにＡ
Ｇの公募登山隊として登場。技術的、体力的に非常に
困難な山ですが、過去のデータを見ると、体力、技術
以外にも、戦略面、精神面で失敗した人も多いようで
す。今回は日本人山岳ガイドのオペレーションで隊を
運営。日本人の体力、感性にあわせ、ストレスもたまら
ないように心掛けます。ちろん言葉の問題もありませ
ん。この秋から来年の春へ向け準備をスタート。技術、
体力、装備など、今から一緒に準備を始めまてみませ
んか。 

  ２００４年４月出発予定 
        参加費用 未定 

お楽しみイベント情報 

「パラグライダー体験ツアー」 
 １０月１８日（土）～１９日（日） ２日間 
  場所：蔵王防平を予定  会費￥１８，０００．  
  ＊現地までは各自。参加者の車に分乗する形でご案内します。 

  ＊宿泊費、朝夕食、講習費、レンタル代が含まれます。 

ＡＧイベント体験会シリーズ。今回はパラグライダーで
空を飛ぶ！！です。かつてＮＨＫのパラグライダー教室
にも講師として出演した、パラグライダーインストラク
ターでもある近藤謙司とパラグライダーの達人・大蔵喜
福がいつも一緒に飛んでいる蔵王防平パラグライダー
スクールのヘルプのもとパラグライダー体験ツアーを開
催。初めて飛ぶ空の感覚、空中に浮く感覚。病み付き
になること請け合いです。パラグライダー等は全てレン
タル。動きやすい服装のみ用意してください。蔵王の自
然の中でのんびりすごしながら、仲間達とワイワイ楽し
くパラグライダーにチャレンジしてみませんか。 

ＡＧ懇親会町中編「メキシコ料理の夕べ」 
11月13日（木）19：30～ 場所：東京・四谷周辺                
    会費￥５，０００．(飲み放題付き）     
チーズフォンデュ、もんじゃ、焼肉、中華、屋形船、ネ
パール、モロッコと続いたＡＧ懇親会。今回はメキシコ
料理。ＡＧでは現在メキシコツアーを実施していませ
ん。これは、登りたい山が噴火中で登山禁止だから。 
でも、近藤も、古谷も、横谷も非常に好きな国メキシコ。
山もいいし、海もいい。人も陽気で穏やか、そして食
事、お酒もおいしいとくれば、登山可能になれば直ぐに
ツアー再開したいところです。そこでさっさと噴火が収
まることを祈念して、今回の懇親会第８弾はメキシコ料
理となりました。名物料理タコス、エンチラーダ、ワカ
モーレなど、ちょっと刺激的でエスニックな料理を楽し
みながら山やスキー、ボードの話に花を咲かせましょう 

「アイスクライミング体験ツアー」 
１月１７日（土）～１８日（日） 会費￥３，０００．     
   場 所：八ヶ岳 赤岳鉱泉周辺を予定 
  ＊現地までは参加者の車に分乗する形でご案内致します。 

  ＊別途山小屋代（￥８，０００．位 朝夕食付き）を直接山小屋 

    にお支払下さい。ご自身で準備頂ければテント泊まりも可。 

なかなか体験するチャンスが少ないアイスクライミン

グ。限られた場所で、限られた時期しか出来ないため
です。今回は、簡単にアイスクライミングにチャレンジで
きるようアイスクライミング体験会を開催。アイスバイ
ル、アイゼン、ハーネス等のＧｏｏｄｓはレンタルします。
もちろん初めてアイゼンを履く人、ピッケル、バイルを持
つ人からＯＫ。神秘的な氷の世界を体験してみてくださ
い。また、アイスクライミングはチョット・・・。という人も氷
の滝を見に行くだけでも十分に魅力的。懇親会をかね
て八ヶ岳の山麓にＧＯ ＧＯ！です。 

「忘年会・箱根山荘の 
     お泊り忘年会＆箱根散策」 
 １２月６日（土）～７日（日）  会費￥５，０００．
恒例！！箱根仙石原山荘のお泊り忘年会です。しつこ
いようですが、今年もやります。AGのご意見番、登山家
で医師である今井通子先生の箱根の山荘を借りきった
忘年会。終電の時間を気にせずゆっくりと語らうことが
できるのが大きな魅力。老若男女入り乱れてエンドレス
に飲み続けます。そして、今年の登山はどこか。ここ数
年悪天候で山に登れず温泉ツアーに変更。今年こそ、
金時山か駒ケ岳の山頂から雪を抱く雄大な富士山を拝
みながらトン汁を食べましょう。今年も早めにご予約を
下さいませ！！ 

「山道具研究会」  ＊要予約、参加無料  

  ９/１８（木）  １１/１１（火）  １/１４（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、何を選んだら良いか分らない」 
 「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。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。 

「夢にチャレンジ！！２つの公募登山隊」 



「たいとろーぷメール版を発信中」 
年２回発行のたいとろーぷ。「スタッ
フやメンバーのテレビなどの出演」
「雑誌などの掲載情報」「特別のお
楽しみイベントの設定」など、緊急の
お知らせが伝えられま せん。そこ
で、メール版たいとろーぷで不定期
に情報を発信中。ご希望の方は、Ａ
Ｇまで是非ご一報を。 

「ＡＧオリジナルＴシャツを販売中」 
好評のＡＧＴシャツ。ＡＧらしく山で使
える素材で作成。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。送
料￥５００．（２枚以上は送料無料） 

「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。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で仕入れ
て販売中。詳しくは事務局まで。 

「高尾山マラソンのボランティア募集」 
林野庁主催でＡＧのスタッフが所属
する山 岳ガ イド 組 織ＮＩＡ Ｊ（ネー
チャー・インストラクターズ・アカデ
ミー・オブ・ジャパン）が協力する大
イベント、高尾山マラソン。高尾山を
舞台とした山岳マラソンで、クラブの
メンバーにも毎年参加者がいます。
例年はスタッフがボランティアとして
活動しておりましたが、今年はクラ
ブ員より広くボランティアを募集。会
場の設営や当日の走者の誘導など
が仕事。日程は、９月２７日～２８日
の２日間。宿泊場所等は林野庁が
用意。是非、お手伝い下さい。 

「今年もチョー・オユーにチャレンジ中」 
昨年、１０人中７人を山頂に導くとい
う公募隊史上例を見ない成功を収
めた、ＡＧチョー・オ ユー公募登山
隊。今年も８月３１日日本発で６名
の参加者＋２名のガイドがチャレン
ジ中です。ホームページで経過報告
をして行く予定です。是非是非、注
目してください。 

「アドベンチャーガイズ関連の本」 
スキージャーナル１０・１１月号 
 昨年のスキージャーナルとＡＧの  
 共同企画の立山ＢＣ体験キャンプ 
 が掲載予定。 
ヤマケイ ８月号 
 古谷が遭難防止に関してコメント 
 を掲載。 
バックカントリーマニュアル本 
 ＡＧがスキージャーナル社より２０ 
 ０３年に初冬発売に向け、鋭意作 
 成中。バックカントリーのバイブル 
 になるように頑張っています。 

 Ｃｌｕｂ&ＡＧ Ｎｅｗｓ 

 第９回 北条俊彦さん 
クラブの飲み会には、ほぼ１００％の
出席率をほこる北条さん。その穏や
かな語り口から、いきなり数々の武
勇伝が飛び出だします。その中で
も、皇太子妃雅子さまのお父様がモ
スクワの日本大使館に勤めていた
頃、仕 事でソ 連（懐か しい 響き で
す・・・）を訪れていた北条さんが、な
かなか発給されないビザをもらうた
めに怒鳴ってしまったとか・・・。ほん
の３０年くらい前の話ですが、今では
考えられないことです。そんな北条

さんの趣味は多様。まずは登山。往
年の登山ブームの時に岩登りでな
らしたとのこと。一時期休んでいた
のですが、ＡＧと出会ってから復活。
キリマンジャロを始め世界中の山に
出かけています。それ以外には釣り
が好きなようです。渓流釣りがメイ
ン。ここでも武勇伝が。以前、釣りに
熱中して山深くに入り、時がたつの
も忘れ熱中。予定通り下山しないた
め、家族が心配して捜索願を。釣り
が終わってのんびり山を降りてきて
駐車していた車に戻るとなんと警察
が待っていたとのこと。最近はカヤッ
クにもはまっていて、先日は自宅の
相模湖から相模川を下り平塚の河

口まで延々下ってきたそうです。ま
た、先日の湘南・地引網のときもカ
ヤック持参で来たのですが、ちょっ
と、飲みすぎてカヤックと並んで海岸
で寝ている姿は、一部からカワ イ
イ！！との声が。また、裁縫・刺繍に
も長けていて古いテントを壊してジ
ャケットをつくったり、ザックやセータ
ーに、行った山の形の刺繍がされて
いたりと非常に器用。 
毎年、箱根の忘年会では、ヤマメや
イワナをつってきてくれて、骨酒が楽
しめます。北条さんの色々な武勇伝
を聞きに是非忘年会に遊びに来て
ください。 

クラブメンバーを紹介します   

南部アフリカ 「テーブルマウンテ
ン登頂とビクトリアの滝、サファリ８日間」 
 １２/３０（火）発 ￥５７８，０００． 

ケニア・タンザニアの東アフリカは
キリマンジャロ登山があるので、Ａ
Ｇにとって非常になじみの深いエリ
アですが、南部アフリカは同じアフ
リカでも、行く機会がなく縁があまり
ありませんでした。しかし、様々な
自然と触れ合うことができる興味深
いエリアとして注目しておりました。

そこで、今回、現地の会社と提携。
今年の年末にツアーを企画しまし
た。見所はたくさんあります。まず、
ジンバブエで世界３大爆布のひとつ
「ビクトリアの滝」を見学。豪快に流
れ落ちる巨大な滝。大自然の脅威
を目の当たりにします。次にボツナ
ワのチョベ国立公園へ。ケニアとは
少し違ったワイルドな動物サファリ
が 楽 し めま す。次 に南 アフ リ カ・
ケープタウンへ移動。アフリカ大陸
最南端、最果ての地・喜望峰やペ
ンギンのコロニーを訪ねます。そし
て、最後はＡＧらしく登山を組み込

みました。ケープタウンのランド・
マークテーブルマウンテンの登頂を
目指します。標高差約１０００ｍの
登山ですが、技術的には難しいとこ
ろは無くハイキングの延長でＯＫ。
（といっても標高差があるので疲れ
て いる 人は の んび り 過ご して も
可）。南アフリカの多様な景色と雄
大な大自然に触れる旅です。是非
この機会に地球の裏側、まだ訪れ
る人の少ない南部アフリカの魅力を
その目で確かめて下さい。 

ＡＧのお勧めツアー 
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     「いいだしっパ募集」 
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」を募集します一般
のツアーでは設定され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
旅行したい時。是非、言い出してみて下さい。クラ
ブのメンバーにお声をかけます。「自分の冒険」に
クラブメンバーと一緒にチャレンジしてみては。 

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。毎回家
族旅行のような雰囲気が大人気。メンバー同
士、励まし合いながら一緒にがんばり、そして、
楽しみましょう。ＡＧ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」 次の年末年始、ガラパゴス諸島に行
きたい方がいます。大型船も良いのですが船を一隻
チャーターして、ワガママプランで満喫したいとの事
ご一緒されたい方はご一報を。日程を調整します。 

 ＊＊＊特別企画＊＊＊ 

「ＡＧファーストエイド講座」 
  ベーシックＭＦＡ取得コース 

日   程 ： １０/７（火）～９（木）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 
講習費用 ： ￥１５，０００． 
    ＊事前にＡＧまでご予約下さい。 
  講習費に含まれるもの：講習・教材費 
    ポケットガイド、マニュアル、実習キット 
    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

ＭＦＡ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。 

「ＡＧ＆スキージャーナル」 
   共同特別企画 

「立山ＢＣスキーキャンプ」 
11 月 28 日（金）～ 30 日（日）３日
間 
 参加費用 ￥３８，０００．（現地集合・解散） 

   ＊別途ロープウェー代金等が必要です。 

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。 

「ハイキングクラブ、山岳会のリーダー 
  リーダーを目指す人のための講習会」 
今自分が会のメンバーに教えている、道具の使い方、山
岳知識、登山技術は本当に正しいものですか。もう一
度、「登山靴の履き方、ザックの背負い方、歩くペース配
分、エネルギー補給、登山計画の立て方、地図の読み
方、緊急搬出など」から基本に戻ってチェックしてみませ
んか。時代によって刻々と変わる最新知識を山岳ガイド
が、参加者が人に教えることを前提に講習します。 

テーマ１ 正しい道具の選び方と使い方   

テーマ２ 登山・ハイキング計画と地図の読み方 

テーマ３  ロープワークとレスキュー 

 場所：弊社オフィス ＪＲ飯田橋駅徒歩５分 

 時間：午前部１５時～ 午後部１９：００～ （２時間） 

＊日程等、詳しくはパンフレットを ご請求下さい。 

＊実技講座も開催予定です。 

 


