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
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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。
人にはそれぞれの「初めて・・・」があります。 ＡＧは、皆さんの「初めて・・・」が有意義で楽しいものになるよう、
私たちスタッフの経験を生かして頂きたいと思っています。 「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。 皆さんと「一緒に感動する」ことを目標に頑張ります。

無料机上講座

＊入場無料・予約不要です。直接会場にお越し下さい。

「憧れの高所登山にチャレンジ」
キリマンジャロ、アコンカグア、南米・ヒマラヤの６０００ｍ峰、
そして公募登山隊を目指して

日時
場所

１０/５（水） １９：００～２１：００
文京シビックセンター スカイホール

世界の高所登山を目指すための講習会。夏山・低山中心の活動をしている
方、アイゼン未経験の方が、初歩の登山からスタートしてステップを踏みながら
５，０００ｍ峰、雪山登山、６０００ｍ峰、そしていつかは８０００ｍ峰を目指すため
の心構え、トレーニング、装備等について解説。キリマンジャロ、ネパール・アンデ
スの６０００ｍ峰、チョモランマ、南極などの公募登山隊のスライドも上映します。

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

名古屋・大阪地区 無料机上講座
「憧れの高所登山にチャレンジ」
皆様の強いご要望にお応えして、大阪・名古屋地区の机
上講座を開催。AGスタッフがお伺いして海外登山、そして
世界の高所登山を目指すための講習会を開催します。

「名古屋」 １０/６（木） １９：００～２０：３０
名古屋市公会堂 第一集会室
名古屋市昭和区鶴舞 １－１－３
地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅
4番出口 徒歩2分
JR中央本線「鶴舞」駅
公園口 徒歩2分
入場無料・予約不要
直接会場にお越し下さい。

＊入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。

アイゼン未経験の方が、ステップを踏みながら５０００ｍ峰、
雪山登山、６０００ｍ峰、そしていつかは８０００ｍ峰を目指
すための心構え、トレーニング、装備等について解説。キリ
マンジャロ、ネパール・アンデスの６０００ｍ峰、チョモラン
マ、南極などの公募登山隊のスライドも上映します。

「大 阪」 １０/７（金） １９：００～２０：３０
阿倍野市民学習センター
大阪市阿倍野区阿倍野筋 3-10-1-300
あべのベルタ3階
地下鉄谷町線 「阿倍野」駅
７号出口すぐ
ＪＲ・地下鉄御堂筋線
天王寺駅 徒歩8分
入場無料・予約不要
直接会場にお越し下さい。

ＡＧ バックカントリー スライドショー
｢憧れのパウダースノーへ」
初めてのＢＣスキー＆スノーボード
東 京 １０/２０（木） １９：００～２１：００
名古屋 １０/２７（木） １８：３０～２０：３０
大 阪 １０/２８（金） １８：３０～２０：３０
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＆シュプールをあげてみませんか。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、
どのようなことを勉強すれば良いかを詳しく解説。これから
ＢＣにチャレンジしたい人は必見です。

「東 京」 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

「名古屋」 名古屋市公会堂 第四集会室
名古屋市昭和区鶴舞１－１－３
地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅 ４番出口 徒歩2分
JR中央本線「鶴舞」駅 公園口
徒歩2分

「大 阪」 阿倍野市民学習センター
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階
地下鉄谷町線 「阿倍野」駅７号出口隣接
ＪＲ・地下鉄御堂筋線 天王寺駅 徒歩8分
入場無料・予約不要直接会場にお越し下さい。

＊入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。

近藤謙司＆ＡＧのBC教本 好評販売中です
「バックカントリーセルフレスキューDVD BOOK」
近藤謙司監修
スキージャーナル社 ￥３，２００．
山岳エリアで起きたケガや事故、とくに雪崩事
故から自分や仲間を救助し、第三者レスキュー
に引き渡すために必要な知識や方法を映像と
テキストで解説しました。BCスキー＆ボーダー
は必読です。

「バックカントリースキー＆スノーボード」
ヤマケイテクニカルブック登山技術全書５

近藤謙司共著
山と渓谷社 ￥１，９００．
テレマーク、アルペン、スノーボード、ゲレンデ
外＝バックカントリーの雪山を滑るための
テクニックを収録。用具の解説、滑走テクニック、
リスクの対応など、総合的なテキストになって
います。

「雪山１００のリスク」
近藤謙司文・監修
山と渓谷社 ￥１，７００．
雪崩、転滑落、道迷い、低体温症など・・・
雪山で実践すべき、さまざまなリスクマネジメン
トを解説。登山者、バックカントリースキーヤー
とスノーボーダーにも必読の一冊です。

つきいち 無料机上講座
近藤謙司とＡＧガイドチームが贈る「無料つきいち机上講座シリー
ズ」。山歩き、バックカントリー、アウトドアの基本を、毎月色々な
テーマを設定して机上で優しく・楽しく講習。どなたでも、参加可能
です。（人数が定員を越えた場合は抽選とさせて頂きます。）

場所：アドベンチャーガイズオフィス（ＪＲ飯田橋駅徒歩３分）
時間：１９：００から １時間半
定員：９名
第１回 １１月０１日（火） 「初めてのロープの結び方」
基本的な５つの結び方をを覚えます。
第２回 １２月０１日（木） 「地図の読み方 その①」
初めての地図読みとコンパスの基本

＊お申込みが手続きが必要です。

第３回 ０１月１８日（水） 「地図の読み方 その②」
地図とコンパスを使って道程表を作る
第４回 ０２月０１日（水） 「山道具の選び方 その①」
靴と靴下、ザックの選び方と使い方
第５回 ０３月０６日（火） 「疲れない山歩き」
ペース配分、エネルギー補給、ストックの使い方
第６回 ０４月１２日（木） 「山道具の選び方 その②」
正しいウェアーの選び方 レイヤリングの基本
第７回 ０５月１０日（木） 「初めての高所登山」
高山病のメカニズムと高所順応のポイント

お申込者が定員を越えた場合は抽選とさせて頂きます。講座開催日の１０日前に抽選をして、ご案内のメール、ハガキをお送り致します。

つきいち ワンコイン実践講座
近藤謙司とＡＧガイドチームの「無料つきいち机上講座シリーズ」
の実践編。東京近郊の山で実際に山歩きを楽しみながら、山登
り、アウトドアの基本を学びます。毎月色々なテーマを設定して優
しく・楽しく講習します。どなたでも、参加可能です。
参加費用

各回 ￥５００．

＊講習に対応した保険にお入り下さい。申込者に別途ご案内します。

第１回 「初めての岩登りとロープワーク」
１１月１３日（日） 日和田山 １０：００ 高麗駅集合予定
机上で覚えた５つの結び方を実践で使ってみます。簡単な
岩登りにもチャレンジ。もちろん初めての方も大歓迎です。

第２回 「初めてのアイゼン歩行」
１２月１１日（日） 水上周辺 １０：００ 水上駅集合予定
アイゼンを使って雪の上を歩いてみます。

＊お申込みが手続きが必要です。

第３回 「地図とコンパスの使い方」
１月２９日（日） 箱根駒ケ岳 １０：００ 早雲山駅集合予定
地図とコンパスを実際に使いながら、簡単なハイキングを
楽しみます。

第４回 「初めての雪山体験・スノーシューハイキング」
２月１９日（日） 水上周辺 １０：００ 水上駅集合予定
スノーシューで雪の世界を体験します。ウェアーのレイヤリ
ングの効果も試してみます。

第５回 「疲れない山歩き」
３月２５日（日） 高尾山
１０：００ 高尾山口集合予定
ペース配分、エネルギー補給を考えながら登ります。
ストックの正しい使い方も講習します。

おたのしみイベント
山中忘年会＆親睦登山 at 箱根
１２/３（土）～４（日）

会費 ￥５，０００．

集合：親睦登山 １２：００ 忘年会 １７：００～

＊お申込みが手続きが必要です。

登山者のためのテーピング講習会
１１/１０（木） ・ ２/１５（水） 参加費＋材料費￥１，５００．
１９：００～２０：３０ ＡＧ飯田橋 オフィスにて

恒例！箱根仙石原のお泊り忘年会。もちろん今年もやりま
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。今年の登山も
土曜日に設定。次の日の行動を考えず、老若男女入り乱れ
てエンドレスに飲み続けます・・・。
今年も、料理自慢のメンバーの、どんな手
料理が飛び出すか乞うご期待。
ちなみに今年の親睦登山は大涌谷から
駒ケ岳へ。年に一度は、穏やかな日差しの
中で富士山を見たいものです。日曜日は、
温泉でのんびりしたり、おいしいものを食べ
て帰るのも良し・・・。晴男、晴女の方、今年
も早めにご予約下さい。

登山、ハイキング、スキー、スノーボード中に、突然のケガ
などで関節を痛めてしまうことがよくあります。また、ひざな
どが慢性的に痛い方で、長いコースが歩
けないという話もよく聞きます。そういった
突然のアクシデントや日々の関節の問題
に対処するために、テーピング技術が有
効です。しかしながら、テーピングテープは
持っていても、正しい使い方を知らない人
が多いのが現状です。転ばぬ先の杖では
ありませんが、テーピングの正しい講習を
受けませんか。

山道具研究会

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、お集まり下さい。
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ＯＫ。
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。そして、岩登りを体験した後は、バーベキュー班が昼食
をご用意。楽しく、美味しく岩登りの世界を体験しましょう。

１１/９（水）

＊要予約、参加無料

１２/８（木）

１/２４（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。見学だけでもＯＫです。

岩登り体験会＆バーベキュー
１１/６（日） 会費￥３，０００． 場所：湯河原

大阪地区イベント

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ＯＫ。ハーネス等
の登攀用具は全てレンタル。ちょっとし
１０/２９（土） 会費￥３，０００．場所：六甲山周辺 た「ス リ ル」を 体 験 し た 後 は、バ ー ベ
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 キュー。楽しく、美味しく岩登りの世界
験してみたいという関西方面在住の方、お集まり下さい！！
を体験しましょう。

「岩登り体験会＆バーベキュー」

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。

２０１１年国際森林年記念 ＡＧ特別ツアー

森林セラピーツアー

森林セラピーとは
医学的に裏付けされた森林浴効果を、森林環境を
利用して心身の健康維持・増進、疾病の予防を行う
ことを目指すものです。AGのご意見番、登山家、そ
して医師でもある今井通子先生が提唱しています。

医師と歩く森林セラピーロード
高知 津野・ゆすはら３日間
１０/１４（金）～１６（日） 旅行代金￥１０７，０００．
高知のセラピーロードを２ヶ所歩きます。１６日は、２０１１年国際
森林年記念特別イベント、医師が同行するセラピーロードに参加
して、ゆすはらの豊かな森を歩いて癒されます。
「津野町・天狗高原セラピーロード」
日本三大力ルストに数えられる四国力ルスト。緑の草原の中に、カレン
フェルトと呼ばれる点々と連なる石灰岩の塊は、まるで草原に遊ぶ羊の
群れを見るよう。

「ゆすはら町・久保谷水路の道」
梼原（ゆすはら）は、町域の９１％を森林が占め、町を流れる梼原川沿い
に集落が点在する静かな里山。久保谷渓谷の流れを真下に眺め、セラ
ピーロード沿いには先人がら受け継がれてきた水路が流れています。

医師と歩く森林セラピーロード
福岡 八女・うきは３日間
１１/１１（金）～１３（日）

旅行代金 ￥９８，５００．

柳川の川下りなどを楽しみながら、福岡のセラピーロードを２ヶ所
歩きます。１３日には、医師が同行して、うきはの森を歩きます。
日本の里山の原風景のような心が安らぐ道で、癒されます。
「くつろぎの森グリーンピア八女」
八女茶の生産地、美しい茶畑が広がっています。森林の多くはリラックス
効果をもたらすフィトンチッドが豊富な針葉樹、またセラピーロードではコ
ナラ、モミジなど広葉樹も見られ、森林療法にはこの上ない環境です。

「うきはの森 つづら棚田ロード」
白壁の町並が昔ながらの風情を残す、うきは。筑後川流域には肥沃な水
田地帯、山麓には果樹栽培地、山間部は棚田などを含む森林が広がり
ます。こうした自然が育む水源の森、名水、棚田は、いずれも百選指定。

ＡＧ関係のテレビ番組紹介
WOWOW

ノンフィクシＷ

「エベレスト登れます」

アドベンチャーガイズ、２０１１年エベレスト公募登山隊の模様をＷＯＷＯＷ撮影班が同行
して、ノンフィクションで取材しました。世界最高峰のエベレスト山頂までテレビカメラを持ち
上げ撮影に成功。
素晴らしい映像で、ヒマラヤの山々の魅力を十分にご覧頂るのはモチロンですが、ガイド
の近藤謙司を中心に、参加者が公募登山隊に参加した背景も取材しました。ありきたりの
山の映像ではなく公募登山隊の本当の姿を垣間
見ることもできるドキュメンタリーです。
本編は７月２５日に前編、８月１日に後編が放映さ
れました。その後も、前・後編をまとめて放映したり
と、適時再放送を実施しております。興味のある方
は、ＷＯＷＷＯＷのホームページをチェックしてくだ
さい。

http://www.wowow.co.jp

NHKワンダーｘワンダー

「絶景体感！

ヨーロッパアルプス

９月２４日（土）

～大縦断パラグライダーレース～」

１９：３０～２０：４３

ＮＨＫ総合テレビ

パラグライダーとトレッキングでヨーロッパアルプスを縦断するという、世界でも類をみないアドベ
ンチャーレース「エックス・アルプス」。ザルツブルグからモナコまで、総移動距離は、１５００ｋｍ
以上。重い装備を背負い、山を登ってはパラグライダーで飛び、再び山を登って飛ぶ・・・をひた
すら繰り返してゴールを目指します。レース期間は約２週間、ゴールまでたどり着くのも困難な
サバイバルレースです。マッターホルンやモンブランなど、世界的な名峰が連なるアルプス。そ
の雄大な自然と絶景をたっぷりと紹介し
ながら、世界でも指折りの過酷さといわ
れる「エックス･アルプス」に挑む選手た
ちの人間ドラマを、ダイナミックな映像でお伝えします。また、最
近人気が高まりつつある、新しいアルプスを楽しむスタイル、ヴァ
イフェラータ。ＡＧのツアーを舞台に、その魅力も放映される予定
です。お楽しみを！！

ＡＧ

東日本大震災支援活動

東日本大震災で被災された皆さまにお見舞い申し上げるとともに、
一日も早い復旧、復興を心からお祈り申し上げます。
AGは復興支援の一助になるよう「Pray for Japan from Everest」
プロジェクトを立ち上げました。
ＡＧエベレスト公募登山隊で、世界中の登山家にエベレスト山頂から祈りを捧げ
てもらえるよう活動しました。その後も活動を継続して、少しでも多くの義捐金が
集められるよう頑張っております。活動記録は以下のブログで紹介しています。

http://adventure-guides.blogspot.com/
また、この活動で得ることができた売上金の全額を日本赤十
字社を通し、義援金として寄付いたします。

お申込み・お問合せ・・・

株式会社アドベンチャーガイズ

〒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
e-mail info@adventure-guides.co.jp
旅行企画・実施 ㈱アドベンチャーガイズ

ＦＡＸ：０３－３２８８－３２１１
Home Page http://www.adventure-guides.co.jp
観光庁長官登録旅行業第１７１３号 日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）正会員

