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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 ★★★

初めてのことにチャレンジする。これは立派なあなただけの冒険です。
初めての海外旅行。初めての国へ。初めての高度へ。初めて雪山へ。初めてのＢＣへ。
人それぞれの「初めて・・・」があります。皆さんの「初めて・・・」が有意義で楽しいものになるように、
私たちの経験が少しでも皆さんのお役に立てればと思っています。「楽しく・やさしく・安全に」を
モットーにきめ細かいサポートで皆さんの「冒険」をお手伝い致します。これからも、皆さんとともに
「一緒に感動させていただく」ことを目標に頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

無料机上講座

入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。

「ヨーロッパアルプス名峰登頂」

各回共通 場所：文京区役所内
文京シビックセンタースカイホール

モンブラン・マッターホルンを目指して

日時 ３月２５日（木） １９：００〜２１：００
ヨーロッパアルプス名峰登頂を目指す人のため の講演
会。山岳ガイドと登ることを前提に、それぞれの山のルート
の解説、登頂に必要な技術、国内でのト レーニング、装
備、現地までの旅の技術等に関し詳しく解説します。モン
ブラン、マッターホルンのルートのスライドも紹介します。

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

「憧れの高所登山」
世界の6000ｍ峰、8000ｍ峰を目指して

日時 ４月１日（木） １９：００〜２１：００
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8000
ｍ峰を目指すための心構え、トレーニング、装備等について
解説。ネパール・アンデスの６０００ｍ峰、２００２秋チョー・オ
ユー（８２０１ｍ）公募登山隊のスライドも上映します。

関西地区机上講習会開催

場所 アピオ大阪 (大阪市立労働会館）

「世界の名峰登頂にチャレンジ」

大阪市中央区
森ノ宮中央１−１７−５

日時 ３月３０日（火） １８：３０〜２０：３０

JR環状線、地下鉄中央線
長堀鶴見緑地線
森ノ宮駅徒歩２分

皆様の強いご要望にお応えして、関西地区の机
上講座を開催。東京で行なわれる２つの机上講
座「ヨーロッパアルプス名峰登頂」「憧れの高所
登山」の内容をコンパクトにまとめて解説。モンブ 入場無料・予約不要。
ラン、マッターホルン、チョー・オユー（８２０１ｍ）・ 直接会場にお越し
南極ビンソン峰公募登山隊のスライドも上映致 下さい。
します。

お楽しみイベント情報
「春のお花見大会・飯田橋編」
恒例だった飯田橋お堀土手の花見大会が復活
４/２（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。）
昨年はお休みだった飯田橋土手のお花見。ＡＧとい
えばなんといっても土手の花見です。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。

「北アルプス 光城山お花見ハイキング」
４/１８（日）
会費 ￥３，０００．
場所：長野県南安曇郡豊科町 光城山周辺
（開花状況によって日程が変更される場合があります。）
春といえばモチロンお花見。今年もやります。光城
山のお花見。昨年は大雨のために光城山に行くこ
とができず、カモシカスポーツ穂高店の店先で行っ
た花見。その後､全てを撤収したスタッフが光城山に
いって見たところ、あまりにも素晴らしい桜に圧倒さ
れました。そこで今年こそ！の願いを込めてリベン
ジ企画を設定しました。また、昨年は前の日から山
に入り山菜取りをしましたが、雪が多くふきのとうし
かとれませんでした。このため今年は取り合えず、１
日の企画として、間際で前の日のことを決めようと
思っています。前の日から入りたい人は、お問合せ
下さい。この時期は、なんとか白馬方面でもスキー
が可能な時期。スキーの帰りに寄るのも一考です。

「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」
４月２９日（祝）〜０１日（土）３日間
参加費用￥３８，０００．（現地集合・解散）

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

クラブメンバーを紹介します
第10回雅楽真理子さん
裏山滑走隊のスキーヤー、雅楽真
理子さん。いつも明るく穏やかで、そ
してちょっとお茶目なキャ ラクター
で皆を和ませてくれます。ご本人の
年齢はさておき、２０〜３０代が多い
裏山滑走隊の中に入っても、全く年
齢差を感じさせない「のり」で、いつ
もすっかり溶け込んでいます。また、
国内以外にも多くのツアーに参加
しており、２００２年にはヨーロッパ

ＡＧ懇親会町中編「ロシア料理の夕べ」
６月１６日（水）１９：００〜 会費 ￥５，０００．
場所：東京・飯田橋周辺
チーズフ ォンデュ、モンジャ、焼肉、中華、屋形船、
ネパール、モロッコ料理と続いたＡＧ懇親会。今回は
ロシア料理。最近、ＡＧではエルブルースの人気が
高くツアーがよく催行されます。また、来年あたりエ
ルブルース滑走隊も結成しよう、などと話題によくの
ぼります。そこで、懇親会第８回はロシア料理です。
名物料理ボルシチ、ピロシキ、ガロビツィなど、ロシ
アの名物料理を食べながら、ウ ォッカを飲み、そし
て、山やスキー、ボードの話に花を咲かせましょう。

「山道具研究会」
４/７（水）

＊要予約、参加無料

５/２０（木）

６/１５（火）

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、何を選んで良いか分らない」
「買ったけど使いこなせない」「新しい機能を試して
みたい」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です。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。

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。

オートルートへ。４泊５日で１２０ｋｍ
を走破するアルプスきっての過酷
なルートもみごと完走。２００２年年
末は南米アタカマ砂漠５０００ｍ峰。
そして、２００４年２月にはキリマン
ジャロツアーへ。どんなに辛い状況
でも絶対に弱音をはかない雅楽さ
んはここ でも最高峰ウ フルピーク
登頂はたしました。このツアー中に
判明したのですが、なんと雅楽さん
はあの伝説のビートルズ初来日公
演を見に行っているとか。これはす
ごい！！ツアーメンバーの羨望の
まとでした。でも、それって僕が生ま

れた年のことですよ！といったら３
時間ぐら い口を聞いても らえませ
んでしたが・・・。（ｂｙ古谷＝後に古
谷２歳のときだったことが判明) バ
イタリティーあふれる雅楽さん、最
近は息子さんとスノーボードに通っ
ているとか。これからもパワフルに
色んな冒険を一緒にしましょう。そ
して、ツアー全体を和やかな楽しい
雰囲気に包んで下さい。

「南極・最高峰ビンソンマシフ
２００３公募登山隊結果報告」
２００４年1月１４日２０時１０分。
地球の最も南にある出っ張りに到
達しました。皆さんの応援のおか
げです。有難うございました。

「今年も南極大陸最高峰ビンソン
マシフ公募登山隊を実施予定」
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
イトで登山ベース、パトリオットヒル
ズへ。ここ から 登山活動を開始。
極地で 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。
現在、南極条約批准国で環境保
護の問題が議論されています。将
来的に環境保護の観点から、登山
などの目的で南極への入域がで
きなくなる可能性もあります。金額
的には長距離のチャーター便を使
うので高額になってしまうビンソン
公募登山隊ですが、他では決して
体験できない冒険の世界がまって
います。「ものより思い出」といって
車を売っている某社と違い、ＡＧで
は「かけ がえの無い 思い 出」を提
供しま す。高級車を買う か、南極
に行くか。思案のしどころです。

登頂時の気温は、マイナス２５度。
微風。しかし日陰に入ると、なんと
マイナス３５度。このような過酷な
条件の中、隊員の内田さん、大田
さん、水上さん、花崎さん、高橋さ
ん、今井さんの全員が無事に登頂
という快挙を成し遂げました。全日
程 を通して 寒さと荷上 げとの戦
い という登山でしたが、予想した
猛烈な南極風が吹き荒れることが
なく、幸運の女神が味方してくれま
した。あの気温でも し風が吹いて
い たら…。晴れ女、晴れ男って大
切ですね。参加申込書に記入欄を
作りたいくらいです・・・。
ＡＧ２００４公募登山隊シリーズ
詳細の日記とフ ォトアルバムは、
AGのホームページから見ることが ＡＧではこの秋から年末にかけ３
でき ま す。是非是非、下記に アク つの公募登山隊を企画してい ま
セスしてみてください。
す。ともに簡単には行くことができ
http://www.adventure-guides.co.jp/
ない特別の山をセレクト。皆さんの
koubo1.html 夢を実現するために、スタッフ一同
全力でサポート。この機会に、チャ

Ｃｌｕｂ&ＡＧ Ｎｅｗｓ
「ついに世界最高峰チョモランマに
６名のメンバーがチャレンジします」
昨年より準備を続けていた「２００４
チョモランマ公募登山隊」が４月１４
日にいよいよ出発します。最終的
にメンバーは参加者６名と近藤、大
蔵のリーダー２名の計８名。そして
現地で心強い１２名のシェルパが
合流して計２０名の大所帯で世界
最高峰に挑みます。今回もホーム
ページで経過報告をして行く予定
です。是非是非、注目して下さい。

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
毎回好評頂いているAGファーストエイド
講習会。今期は２回開催します。

第３回 4/14（水）-16（金） 3日間
第４回 6/29(火）-0１（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 費用：￥１５，０００．
講習費に含まれるもの：講習・教材費、実習
キット、マニュアル、ポケットガイド、
ライセンス発行料

「ＡＧ関連の書籍」
「ソトコト4月号」
（3月5日発売 木楽舎 月刊誌）
エコと自然がテーマの生活マガジ
ン。近藤謙司のインタビュー記事
がカラー４Pで載っています。

「バックカントリーハンドブック」
（既刊 枻出版社）
タマさん ことBCガイドの高橋玉
樹がライターとなっているバックカ
ントリーの入門本。絶賛発売中。

「スキージャーナル３月号」
（既刊 スキージャーナル社）
昨年の立山BCキャンプの記事が
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

レンジしてみてはいかがですか。
＊ヒマラヤ８０００ｍ峰公募登山隊
ＡＧ定番の秋の８０００ｍ峰公募
登山隊。今回はチョー・オユー峰
かシシャパンマ峰を予定。
（９月上旬出発予定
詳細は５月上旬に発表）
＊カールステンンツ峰公募登山隊
インドネシアの秘境・ニューギニ
ア島のイリアンジャヤ。オセアニ
ア最高峰にチャレンジ。登山の
難しさしさよりも原始的な生活を
続ける地元住民との交渉が難し
い究極の秘境での登山です。
（１１月上旬に出発予定
詳細は７月上旬に発表）
＊南極ビンソンマシフ公募登山隊
１２月２９日発予定 ２３日間
予定参加費用３８０万円
（詳細は７月上旬に発表します）

出ています！カラー１P版。（この
春にも同じ内容のキャンプをやり
ます。興味のある方はスキージ
ャーナルでチェックして下さい。）

「たいとろーぷメール版発信中」
年２回発行のたいとろーぷ。残念
ながら緊急の「スタッフやメン
バーのテレビ出演」「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。特別イベントの情報もあ
ります。ご希望の方は、ＡＧまで。
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。

「たいとろーぷ特別販売」

クラブアドベンチャー会員専用の特別販売

北欧スウェーデンのアウトドアウエア「ホグロフス」の
クラブ会員特別販売
１９１４年、スウェーデンにおいて誕生したホグロフス。森林で働く人のためのバックからスタート。パラシュート
の素材から作られたそのバックは非常に機能性に優れシンプルな物でした。現在もファッション性よりもシン
プルで機能性を求める姿勢が引き継がれ、常に『本物』にこだわり続けています。北欧では75％のシェアをも
つ人気ブランドです。通常定価販売のホグロフスですが、クラブの会員向に１５％ＯＦＦのスペシャルプライス
を設定。ここの日本代表がかつての古谷のガイド仲間だったということでのスペシャル販売です。ＷＥＢサイト
で商品をチェックしてＡＧにＴＥＬかメールでオーダーして下さい。直接ホグロフスにＴＥＬしてもスタッフにケゲン
な顔をされるので必ずＡＧにオーダーして下さい。メーカーに在庫があれば、３〜４日で届きます。また、同じく
スウェーデンのグローブメーカー「ヘストラ」の商品も２５％ＯＦＦの特別価格で販売します。同じくＷＥＢサイト
でチェックして下さい。
ホグロフス：http://www.haglofs.jp/ ヘストラ：http://www.hestra.jp/

藤沢鵠沼のニューポートが「ブラックマーケット」に改装
会員向けバートン系スノーボード、ウェアの特別販売
バ ー トン の デ ィー ラー 向 け 販売 を行 っ て い たニュ ー ポ ー トのシ ョー ル ー ムがこ の
度ウ ェアー、 ス ニー カー、 アクセサ リーな ど を扱う シ ョッ プ「 ブラッ ク マー ケッ ト」
と し て 生ま れ 変 わ りまし た。 な か なか 手 に 入 りづら い プレ ミ ア グ ッ ズ 系 が 勢 ぞ ろ
い。一度覗いて見て ください。し かし、ボードの販売を忘れた訳ではあ りません。
地下室で は、 バートン 系のボ ード、 ウ ェア ーを特別に 扱っ て い ま す。こ れはライ
ダーな ど関 係 者向け の 特別 販売で す。 しか し、今ま での ＡＧ ＆ ニュ ー ポー トの 関
係で、 今回ク ラブのメ ン バーが特別に地下室への入場でき る 権利を手に 入れる
ことができました。事前にＡＧに日時の連絡を入れて頂き、この「たいとろーぷ」を持参頂ければ入場ＯＫで
す。現行モデルもビックリ価格でそろっています。
ブラックマーケット： http://www.blkmkt.com/

ニューポートが作ったダブルネーム版
スント「ベクタ−」「アルティマックス」の特別販売
高度計付きの腕時計で非常に評価が高いスント。以前ニューポートが作った
ダブルネーム版の「ベクター」と「アルティマックス」を特別販売。ニューポート
のオオカミのロゴが入ったスペシャルバージョンです。
ベクター

定価
特別価格
アルティマクス 定価
特別価格

￥３２，０００．のところ５０％ＯＦＦ
￥１６，０００．（税込み￥１６，８００．）
￥２８，０００．のところ５０％ＯＦＦ
￥１４，０００．（税込み￥１４，７００．）

ハイグラ・ダクロンＱＤ製 山で使える
ＡＧオリジナルＴシャツの販売
好評のＡＧ Ｔ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 能。送料は￥５ ００．です
が、２枚以上は送料無料です。また、山道具の注文販売もしています。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。

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 〒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 info@adventure-guides.co.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

