
たいとろーぷ      第１１号 

２００４年９月１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・ＡＧ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７年目へ。  
ＡＧもこの秋でスタートしてから７年目に突入します。山あり、谷ありでしたが、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
同深く深く感謝しております。ラッキーセブンの７年目に向かい、さらにパワーアップする
ために、旅行業の第一種登録を取得しました。今まで以上に、冒険心あふれるツアーや
イベント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 
 「ステップアップ山歩き講座 
    初めての雪山登山、岩登り 
       高所登山と公募登山隊」 

目標を持って山歩きをしませんか。初めて山歩
きをする人がステップを踏みながら、夏山登山、
雪山登山、岩登り、高所登山、公募登山と進ん
で行く過程で、必要な心構え、技術度、体力度、
トレーニング方法、装備などについて解説しま
す。いつかは、モンブランやマッターホルンなど
アルプス名峰、ヒマラヤの６０００ｍ峰、８０００ｍ
にチャレンジしましょう。スライドも上映します。 

「東京会場」 

  日 時 １１月１８日（水）１９：００～２１：００ 

「大阪会場」 

  日 時 １２月０９日（木）１８：３０～２０：３０   

入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。 

「東京会場」 

 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 

 ｢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（水） １９：００～２１：００ 

「大阪会場」 

  日 時 １１月０９日（火） １８：３０～２０：３０ 

「大阪会場」 

 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 



イベント情報 

「親睦ハイキング」 
  １１月１４（日）        会費￥1，０００．     
    場 所：富士河口湖周辺・足和田山 
クラブメンバーとスタッフの親睦山行。講習会とは違い 
ます。気軽に山歩きを楽しみませんか。富士山を正面
に見る雄大な景色が楽しめる足和田山が舞台です。
のんびりと歩いた後は、露天風呂と「ほうとう」でも如何
ですか。メンバー、スタッフとも色々な経験をしている
人が集まります。いくつもの山の話しや冒険の話を聞
きながら歩きましょう。今後の自分の山歩きや冒険の
ヒントにして下さい。 

「雪山体験会」 
１月２２日（土）～２３日（日） 会費￥５，０００．     
   場 所：天元台 西吾妻山周辺を予定 
  ＊現地までは参加者の車に分乗する形もご案内できます。 
  ＊別途宿泊費（￥８，０００．位 朝夕食付き）を直接宿泊先に 
    お支払下さい。ご自身で準備頂ければテント泊まりも可。 

雪の世界は遭難なんかがあって怖くて嫌だ。私は夏山 
で十分！！、と思っている方。もちろん夏山も素敵で
す。しかし、銀世界の雪山は汚いものを覆い尽くした
神々しいまでの素晴らしい世界です。一度体験するの
も悪くないです。山岳ガイドが最も入りやすい初心者
向けの雪山にご案内します。スノーシュー、アイゼン、
ピッケル等は全てレンタルします。神秘的な雪山の世
界を体験してみませんか。 

「岩登り体験会」 
  １０月１７日（日）      会費￥３，０００．     
    場 所：湯河原  幕岩を予定 
  ＊現地までは参加者の車に分乗する形もご案内できます。 

なかなか最初の一歩が踏み出せない岩登り。ちょっと
怖いけど、体験してみたいという方、是非ともお集まり
ください。山岳ガイドが初歩の初歩からご案内します。
シューズは運動靴、トレッキングシューズなど何でもＯ
Ｋ。クライミングシューズもできる限り用意しますので、
サイズが合えばチャレンジして下さい。ハーネス等の
登攀具は全てレンタルします。ちょっとした「スリル」を
体験してみませんか。 

「氷登り体験会」 
２月１９日（土）～２０日（日） 会費￥５，０００．     
   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もご案内できます。 

  ＊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。 

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。簡単にア
イスクライミングにチャレンジできるよう体験会を開催。
アイスバイル、アイゼン、ハーネス等の登攀具はレンタ
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！ 

「山道具研究会」  ＊要予約、参加無料  

  １０/２８（木）  １２/１（水）  １/２５（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。 

「山中忘年会・箱根山荘の 
     お泊り忘年会＆箱根散策」 
 １２月４日（土）～５日（日）  会費￥６，０００．
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。今年の登山はどこか？？。昨年は強
風の中なんとか駒ケ岳へ。寒さゆえにロープウェー駅
の陰でトン汁を食べました。ことしは金時山の順番です
が・・・。ことしこそ、穏やかな日差しの中で富士山を見
ながら食べたいものです。晴れ男、晴れ女の方は、今
年も早めにご予約を下さいませ！！ 

「町中忘年会・タイ料理の夕べ」 
  １２月１４日（火）１９：００～ 会費 ￥５，０００．     
    場所：東京・新宿または有楽町周辺              

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、ロシア料理と続いたＡＧ懇親会。 
今回は忘年会シーズンにあわせ、町中忘年会＋懇親
会。世界各地へツアーに行く際、バンコク経由で行くこ
とがかなりあります。乗り継ぎ時間を利用して市内で、
観光、マッサージ、屋台の麺、そしてタイスキと充実した
時間を楽しむのがＡＧ流。そこで、今回はタイスキにし
ました。すき焼きというよりはしゃぶしゃぶに近く、肉団
子や魚のつみれ、やさい、麺類をお湯に通し、独特の
甘辛いたれで食べるというもの。しゃぶしゃぶしながら、
山やスキー、ボードの話に花を咲かせましょう。 

お楽しみイベント情報 



 ２００４年４月１４日に日本を出発 
した「チョモランマ公募登山隊」。 
既にテレビや新聞での報道でご存
知の方も多いかと思いますが、５
月２０日２名の隊員と近藤、シェル
パ３名が登頂に成功。しかし、下
山途中、第２ステップを通過した
後、隊員の大田祥子さんが転倒さ
れ、そのまま亡くなられました。原
因は１００％解明することはできま
せんが、状況から判断すると高所
における突然死ということになると
思います。大田さんご自身が医師
であり、体調は万全っだったと思
われ、日本登山医学研究会の増
山先生など専門家にも実証を検分
して頂いたところ、それ以外には
考えられないとのことでした。 
また、ご家族の方も医師をされて
おり、状況を説明した際にも、その
ように答えられておりました。 
 この登山隊はホームページで登
山状況を逐次報告し、みんなさん

からたくさんの応援、激励を頂き
ながらコミュニケーションを取って
いました。いわば隊員とみなさん
で一緒に登山をするという、画期
的な形で進めることができていた
登山隊でした。しかし、事故後は
簡単な事故報告をしただけで、
ホームページを休止するこ とに
なってしまい、詳細をきちんと報告
できず申し訳ございませんでした。
深くお詫び申し上げます。大田さ
んのご家族の意思もあり、できる
だけ早くホームページを再会した
いと思っていたのですが、事故の
処理と夏の繁忙期がかさなり、バ
タバタの状況となり遅れてしまいま
した。現在、ホームページを再会
すべく動いており、このお便りがお
手元に届く頃には再開できそうな
状況です。ご興味のある方はアク
セスしてください。 
 また、今回の事故の詳細はヤマ
ケイの８月号にでておりますので、
是非ご参照ください。バックナン
バーを取り寄せて頂くか、それが
難しい場合はご連絡いただければ
記事のコピーをお渡ししたします。

大田さんの次男ゆう すけさんの
ホームページにも詳細がでており
ます。以下のホームページにアク
セスして頂き、日記の「４．５・６月」
の５月２０日前後をご参照くださ
い。また、「チョモランマの道」にア
クセス頂ければ写真等もご覧いた
だけます。 
事故後も数々の励ましをいただき
ました。今回の事故はみなさんの
冒険をお手伝いする我々にとっ
て、最後までお手伝いすることが
できず、ショックであり至極残念な
出来事でした。みなさんの励まし
が私たちの大きな力になり、ＡＧは
通常の形に戻っております。本当
に有難うございました。大田さんの
ご家族からもこの事故に負けず、
近藤ならびAGも頑張って欲しいと
の言葉を頂きました。これからも、
みなさんの冒険をお手伝いできる
よう精一杯頑張りますので、どうぞ
よろしくお願い致します。最後にな
りますが、この場を借りて大田祥
子さんのご冥福をお祈り致します 

 大田ゆうすけHP： 
 http://www.urban.ne.jp/home/kkochan/ 

    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５回  11/9（火）-11（木） 3日間 
  第６回  1/11(火）-13（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 
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。 

「世界最高峰チョモランマ 
    ２００４公募登山隊結果報告」 

「クラブの名前を変えました」 
６年間使ってい た「ク ラブアド ベ
チャー」。長い、あんまりカッコよく
ない、など色々な意見が・・・。７年
目の心機一転の年。最近、こっちも
長すぎるとの意見が多い「アドベン
チャーガイズ」をＡＧとすることが多
くなりました。よって、クラブも「クラ
ブ・ＡＧ」にしてみました。ほとんど
変化もないし、みなさんへの影響
や不都合もないと思われますの
で、こそっと変えてみます。気がつ
いた人だけ気にして下さい。 

「高尾山マラソンのボランティア募集」 
林野庁主催でＡＧスタッフが所属す

る山岳ガイド組織ＮＩＡＪが協力する
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
年スタッフ、クラブ員が活動してお
ります。今年も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２５日～２６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。 

「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。 

「ＢＣスキーキャンプ」  
「ＡＧ＋スキージャーナル」共同企画 
毎年恒例のＢＣキャンプ。「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。 
毎年春秋に立山で開催してました
が、今回は秋の部を時期をずらし
て別の場所で開催予定。詳細はお
問い合わせ下さい。 

Ｃｌｕｂ・ＡＧ Ｎｅｗｓ 



「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 

「ハイグラ・ダクロンＱＤ製 山で使えるＡＧオリジナルＴシャツと山道具の販売」  
 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￥５００．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。 

「スノーボードチューナップを特別価格で提供」 
そそそろ滑りモノのシーズンが迫ってきました。準備は進んでいますか。 
ＢＵＲＴＯＮの関東代理店「ニューポート」でチューンナップを担当していた 
“じゃけん”こと中井徹氏がスノーボードのチューナップ専門店『ＴＵＮＥ ＵＰ ＦＡＣＴＯＲＹ』を主催しています。
この度クラブ・ＡＧの会員に対してチューンナップを引き受けてくれることになりました。！！ 
プロのボーダーもご用達のスペシャルチューナップで今シーズンもキメて下さい。料金ももちろん特別価格！ 
さらに、9月中に到着してた板に限り、２０％割引！ ぜひぜひお問い合わせを。 担当：青木 
  チューンナップコースプライス例    ●スタンダードチューン…7000円    ●ベースワックス加工…4000円 
    ●ニューボードチューン…3000円   他コース、オプションも多数あります。 詳細はお問い合わせください。 


