
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。

「初めての海外の山歩き」
海外の山で山歩きを楽しむためには？

世界各地の魅力的な山々のスライドショーとともに、海外登山の登山・

体力レベル、装備、その他の海外登山の耳寄り情報をお話します。

日時 ９/２６（木） １９：００～２１：００

場所 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

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。

おかげさまでＡＧは１５歳の誕生日を迎えます。おかげさまでＡＧは１５歳の誕生日を迎えます。おかげさまでＡＧは１５歳の誕生日を迎えます。
１９９８年に産声を上げましたＡＧも、ついに今年１０月２７日に１５歳の誕生日を迎えます。

これもひとえに、皆様の暖かいご支援のおかげです。本当に有難うございました。感謝の気持ちを込

めまして、感謝パーティーを開催いたします。ささやかですが、お食事とお飲み物を用意してお待ちし

ております。会場の関係で、７０名様をご招待させて頂きます。是非、お集まり頂きまして、スタッフ、ガ

イドと一緒に、これまでの「冒険」の話、そして、これからの「冒険」の話に花を咲かせましょう。！！

アドベンチャーガイズ １５周年感謝パーティー

日 時 １１月２日（土）１３：００～１５：００

場 所 レストラン エスカール・アビタ
東京都千代田区丸の内１-２-１ 東京海上ビル新館地下１階

電話 ： ０３－５２２１－８８７５

[交通] ＪＲ東京駅北口徒歩３分

東京メトロ半蔵門線大手町駅Ｄ３出口徒歩１分

東京メトロ千代田線二重橋前駅Ｄ３出口徒歩１分

参加費 ： 無 料 募集 ： ７０名様

＊予約は、電話、ＦＡＸ、メール等でお申込下さい。

＊参加希望者が定員を上回った時は抽選とさせて頂く場合がございます。 ＪＲ東京駅

アビタ

☆

イタリア・ドロミテ スイス・アルプス アフリカ・キリマンジャロ ネパール・トレッキング

たいとろーぷ第２９号

２０１３年９月６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 ★★★



「岩登り体験会＆バーベキュー（懇親会）」

参加費￥３，０００．
【大 阪】 １０/１２（土） 場所：六甲山周辺

【名古屋】 １０/２６（土） 場所：御在所周辺

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

関西・名古屋方面の方、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。ハーネス等の登攀用具

は全てレンタル。ちょっとした「スリル」を体験した後は、バーベ

キューか懇親会。楽しく、美味しく岩登りの世界を体験しましょう。

大阪/名古屋地区イベント

皆様の強いご要望にお応えして、大阪・名古屋・福岡地区の机上講座を開催。ＡＧスタッフがお伺いして世界の高所登

山を目指すための講習会を開催します。アイゼン未経験者がステップを踏みながら５０００ｍ、雪山登山、６０００ｍ、

そしていつかは８０００ｍ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します。

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。

名古屋・大阪・福岡地区 無料机上講座

「名古屋会場」

１０/１０（木） 19：00～20：30
名古屋公会堂 第１集会室

名古屋市昭和区鶴舞１－１－３

地下鉄「鶴舞」駅 ４番出口 徒歩２分

ＪＲ「鶴舞」駅 公園口 徒歩２分

「憧れの高所登山」にチャレンジ

「大阪会場」
１０/１１（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

3-1-10-1-300 あべのベルタ3階

地下鉄 「阿倍野」駅７号出口すぐ

ＪＲ・地下鉄「天王寺」駅 徒歩8分

「福岡会場」
１０/１４（祝） 14：00～15：30

ラリーグラス 大名店

福岡市中央区大名２丁目２－４６

福岡市中央区役所裏

地下鉄「赤坂」駅徒歩２分

西鉄「福岡」駅/地下鉄「天神」駅徒歩７分

入場無料・予約不要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 １０/４（金） １９：００～２１：００
場所 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、

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。

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。

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



おたのしみイベント ＊お申込みが手続きが必要です。

ＡＧ町中忘年会
１２/１３（金） １９：００～ 会費 ￥５，０００．

場所：東京・渋谷・恵比寿・新宿周辺

今年の町中忘年会はロシア料理。

最近、セブンサミッツの一つとして人気

が高まっているエルブルースの国。ロ

シア料理はあまりイメージがわかない

のですが、ツアーでは、いつも料理が

大好評。素朴ですが、出てくるもの全て

が美味しく、ツアー中は食事が毎回楽しみです。ロシア料理といえ

ばボルシチが有名。登山ベースのテレスコルの小さな食堂で食べ

たボルシチがあまりにも美味しく、いつまでも忘れられません。ボ

ルシチを食べながら、ロシアの話、そして登山の話を楽しみながら

ロシア料理を満喫しましょう。

山道具研究会 ＊要予約、参加無料

１０/１６（水） １２/５（木） ２/４（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」「買ったけれ

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。

登山者のためのテーピング講習会
１０/３０（水） ・ ２/２０（木） 参加費＋材料費￥１，５００．

１９：００～２０：３０ ＡＧ飯田橋 オフィスにて

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は、テーピング

技術が有効。しかし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てみませんか。

岩登り体験会＆バーベキュー
１０/２７（日） 会費￥３，０００． 場所：湯河原

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。

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。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用意します。

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。

「名古屋」 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」駅４番出口 / JR「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。

｢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

福 岡 １０/１４（祝） １７：００～１８：３０
大 阪 １０/２４（木） １８：３０～２０：３０
名古屋 １０/２５（金） １８：３０～２０：３０
東 京 １０/２９（火） １９：００～２１：００

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

ＡＧ バックカントリー スライドショー ＊入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。

「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「阿倍野」駅７号出口隣接 ＪＲ天王寺駅 徒歩8分

イベント情報

ＪＭＧＡ日本山岳ガイド協会 公開講座
『百万人の山と自然安全のための知識と技術』

【日 時】 １０月１７日（木） １８：３０～２１：００

【場 所】 新宿区立四谷区民センター

【講 演】 近藤謙司 山を安全に楽しむために

【主 催】 公益社団法人日本山岳ガイド協会

入場無料 先着４５０人 （予約不可です。）

ＳＰＯＲＴＥＣ ２０１３ スポルテック
近藤謙司が、鹿屋体育大学の山本先生と運動生理学的

に見たヒマラヤ登山をテーマにトークショーを行います。

【日 時】 １２月５日（木） 午後

【場 所】 東京ビックサイト

詳細は未定です。日程が近くなったら以下のサイトを

ご参照下さい。 http://www.sports-st.com/

「福 岡」 ラリーグラス 大名店
福岡市中央区大名２丁目２－４６ 福岡市中央区役所裏

地下鉄「赤坂」駅徒歩２分 西鉄「福岡」駅 / 地下鉄「天神」駅徒歩７分



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 ＦＡＸ：０３－３２８８－３２１１
e-mail info@adventure-guides.co.jp Home Page http://www.adventure-guides.co.jp

旅行企画・実施 ㈱アドベンチャーガイズ 観光庁長官登録旅行業第１７１３号 日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）正会員

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 １０月２２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 １１月２８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

第３回 １月１５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 ２月０５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 ３月０４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 ４月１０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 ５月１５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 無料机上講座 ＊お申込みが手続きが必要です。

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１０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０８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。

第３回 「地図とコンパスの使い方」

１月２６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１６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３０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。

つきいち ワンコイン実践講座 ＊お申込みが手続きが必要です。

お申込み・お問合せ・・・

旅専・食文化セミナー アドベンチャーガイズ編

「初めての山歩き・早春の箱根駒ケ岳

懇親ハイキングと美味しい山ゴハン」
２０１４年３月１６日（日） 箱根・駒ケ岳
参加費 ￥３，０００． 交通費は各自払いです。

集合 ９：４５ 箱根ロープウェー大涌谷駅

解散 １４：３０ 箱根駒ケ岳ロープウェー山頂駅

まだ寒い日もありますが、そろそろ山歩きに出かけたい季節です。

早春の箱根、富士山の大展望の中、山ゴハンを楽しみませんか。

今回は、大涌谷から、箱根の雄大な自

然を楽しみながら駒ヶ岳までハイキン

グ。初心者の方を対象に、登山ガイド

が山歩きの基本をレクチャーしながら

歩きますので、山歩きが初めての方で

も、安心してご参加頂けます。目的地

の箱根駒ケ岳では、富士山のパノラマを楽しみながら、山のエキス

パート達が用意する山ゴハンをお楽しみ下さい。

旅行業界の個性派集団「旅専」

旅専とは・・・
旅行業界の中で独自な専門性を持つ旅行会社の

集まり。メンバー各社の規模は小さいですが、特

定の国・地域、専門分野に関しては、どこにも負けない情

報量・企画力・手配力を持っています。既存ツアーに満足

できない方、とっておきの旅をしたい方、「旅専」にご相談下さい。

「スノーボードチューンナップを特別価格で提供」
滑りモノのシーズンが近づきました。スノーボードチューンナップ専門店『ＴＵＮＥ ＵＰ ＦＡＣＴＯＲＹ』が特
別価格のご案内です。！！プロご用達のスペシャルチューンナップで今シーズンもキメて下さい。

チューンナップ・プライス例 ＊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下さい。

●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

特別キャンペーン実施します。

４/２０～５/３１、８/１～９/３０の間にオーダー頂いた方は、上記金額より２０％ＯＦＦです。この機会をご利用下さい。


