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来年度休会/退会/山岳保険加

入区分変更等申し出のお願い 

 2014 年度活動方針策定の一

環として、来年度の TTC ﾒﾝﾊﾞ区

分並びに保険加入区分の確定

を実施します。つきましては、

現役ﾒﾝﾊﾞで退会または休会さ

れる方、並びに山岳保険加入区

分の変更を希望される方、休会

ﾒﾝﾊﾞで現役復帰を希望される

方は、2014.1.18(1月例会)まで

に坂本世話人代表にﾒｰﾙ等でお

申し出ください。 

山岳保険について 

現在選択加入いただいてい

る日本山岳協会(JMA)山岳共済

会「遭難捜索保険」並びに、日

本遭難救助機構(JRO)」の保険

内容が少しずつ変更になって

います。詳細は TTC ｻｲﾄのﾘﾝｸﾒﾆ

ｭ-から各 HPで確認ください。 

◆JMA(掛金+山岳共済会年会費） 

・1B(入通院給付）\8,410+\1,000 

・B(同上無) \5,720+\1,000 

◆JRO(会費+事後負担金) 

･2012年度以前加入\1,900+\600 

･2013年度加入 \1,900+￥800 

･2014年新規加入\1,900+\1,900 

指名削除さんに感謝状贈呈 

 TTC ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞを独力で立上げ

て以来 10 年間､ｻｲﾄ管理者とし

て献身的な努力を続けられ、今

回の新ｻｲﾄ移転を契機に、その

役目を後輩に譲ることになっ

た氏名削除さんに対し、忘年山

行ﾊﾟ-ﾃｨ席上で、これまでのご

苦労と貢献に対し感謝状と記

念品(ﾁﾀﾝｸｯｶ-)を贈呈しました。 

Ａさんが登山ガイド資格取得 

 この度、氏名削除さんが、公

益社団法人「日本山岳ｶﾞｲﾄﾞ協

会」の公認ｶﾞｲﾄﾞ資格「登山ｶﾞｲ

ﾄﾞｽﾃ-ｼﾞⅠ」を取得されました。

本有資格者は、ﾌﾟﾛの登山ｶﾞｲﾄﾞ

として「国内の無雪期の山岳地

帯の整備された登山道で、登山

ｶﾞｲﾄﾞ行為」が可能です。また、

本資格を取得するためには、満 

 

 

 

20歳以上で、通算 120日以上の

登山経験と標高1500m以上の積

雪期 10 日間を有する者で、基

礎知識、関連法規法令、専門知

識、安全管理、小論文等、広範

囲にわたる内容の筆記試験に

合格後、無雪期ﾙ-ﾄｶﾞｲﾃﾞｨﾝｸﾞ及

び安全管理に関する各2日間の

実技試験に合格したものに授

与される高度な資格です。 

山行実施結果報告 

★陣馬山･高尾山(定例)★★

11/23(土)日帰、公共交通利用、

参加17名､天候:快晴。CL/計画:、

SL、会計:なし、救護:ｽﾀｯﾌ名削

除。富士山や南ｱの大展望と紅

葉を楽しむ。 

☆足和田山(提案)★12/7(土)

日帰、ｽﾀｯﾄﾚｽﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用､参加

13 名､天候:晴。CL/計画:、SL、

会計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。360°

の大展望と静かな日だまりﾊｲｷ

ﾝｸﾞ、下山後に温泉。 

山山山ののの花花花・・・野野野ののの花花花    
サザンカ【山茶花】(ﾂﾊﾞｷ科ﾂﾊﾞ

ｷ属の常緑広葉樹) 

 
原種に近いサザンカ(薄桃色を交えた

白の一重咲き) 

 

ツバキの原種「ヤブツバキ」 

 

 

 

★武甲山忘年山行兼 12 月例会

(定例)★★12/21(土)-22(日)1

泊 2 日､公共交通利用,参加 25

名｡天候:晴｡CL/計画:､SL、会

計:、救護:ｽﾀｯﾌ名削除。新雪を

踏んでの登山。浦山山荘で盛大

な忘年ﾊﾟｰﾃｨ。 

 

 

◆金時山新年山行(定例)★☆

1/11(土)日帰、公共交通利用、

申込 21 名(新年会参加 18 名)。

CL/計画/会計:、SL、救護:ｽﾀｯﾌ

名削除。【要注意】集合時間が

約 10分早くなっています。 

◇竜ヶ岳(提案)★★1/25(土)

日帰、ｽﾀｯﾄﾚｽﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用。申

込 15名。CL/計画:、SL、会計:、

救護:ｽﾀｯﾌ名削除。富士展望ｽﾉ-

ﾊｲｷﾝｸﾞ。 

◆二宮吾妻山公園ｳｫ-ｷﾝｸﾞ(ゆ）

☆2/1(土)日帰、公共交通利用。

申込15名。CL/救護/計画:、SL、

会計:なしｽﾀｯﾌ名削除。 
原種は山口県、四国南部から九州

中南部、屋久島から西表島の南西諸

島等の日当たりのよい尾根筋に自生

する日本の古来の花。近隣種が台湾

やｲﾝﾄﾞﾈｼｱ等にも分布する。したがっ

て、関東の山に野生種が自生してい

ることはない。花の少ない冬に咲く

数少ない花であることから、多くの

園芸品種が開発され、庭木として全

国に広まった。もとは中国語でﾂﾊﾞｷ

類一般を指す山茶花「ｻﾝｻｶ」が音位

変換して、「ｻﾝｻﾞｶ」から「ｻｻﾞﾝｶ」に

なった(英名:sasanqua)。原種は部分

的に薄桃色を交えた白の一重咲だが、

現在では八重咲や赤､ﾋﾟﾝｸ､白等、多

種の園芸種があるが、開花時期と花

形から以下の 3種に分類される。ｻｻﾞ

ﾝｶ群以外は、ﾂﾊﾞｷとの交雑種である。

①ｻｻﾞﾝｶ群、②ｶﾝﾂﾊﾞｷ群、③ﾊﾙｻｻﾞﾝｶ

群。ｻｻﾞﾝｶとﾂﾊﾞｷの違いは、後者は、

花弁が全開しない(写真参照)、散る

ときに花首ごと落ちる、ｻｻﾞﾝｶの花は

芳香を発するがﾂﾊﾞｷは匂わない。ｻｻﾞ

ﾝｶの方が花期が早い（10-2月）。 

ＴＴＴＴＴＴＣＣＣ通通通信信信   
丹沢トレッキングクラブ 代表：坂本 達治 TEL:046-241-6839  URL:http:// ttc.moo.jp/ 
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◆菜畑山(定例)★★2/8(土)日

帰、ｽﾀｯﾄﾚｽﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用。申込

11 名。CL/計画:、SL、会計:、

救護:ｽﾀｯﾌ名削除。 

 

◆三浦アルプス (定例)★★

3/1(土)日帰り、公共交通利用。 

計画:ｽﾀｯﾌ名削除。 

◇奥多摩日の出山(提案)★★

3/8(土)日帰り、公共交通利用。 

計画：ｽﾀｯﾌ名削除。 

◇丹沢主脈縦走(提案)★★★

3/21-3/22；1泊 2日。公共交通

利用。計画:ｽﾀｯﾌ名削除。 

 

 

日本の登山ガイド制度 

 我国で登山ｶﾞｲﾄﾞを職業とす

る登山家は相当前から存在はし

ていたが、ﾂｱ-会社が主催するﾂｱ

-登山がﾌﾞｰﾑになった約 10 数年

前頃から、ｶﾞｲﾄﾞに対する需要が

急激に増大した。そんな折り、

ﾄﾑﾗｳｼ山ﾂｱ-登山大量遭難死事件

が発生し、大手登山ﾂｱ-会社が主

催するﾂｱ-登山のｶﾞｲﾄﾞに、ｶﾞｲﾄﾞ

資格を有する者は少なく、大半

が自称ｶﾞｲﾄﾞや登山経験がある

人がｱﾙﾊﾞｲﾄ的に勤めている実態

が明らかになり、安全管理を軽

んじたﾂｱ-登山のあり方が問題

視された。無資格者による登山

ｶﾞｲﾄﾞ横行の一因は、高度過ぎて

資格取得が困難な我国山岳ｶﾞｲ

ﾄﾞ認定制度（山岳ｶﾞｲﾄﾞ資格と登

攀ｶﾞｲﾄﾞ資格のみ）自体にも問題

があるとの指摘がなされた。 

 現在の山岳ｶﾞｲﾄﾞ資格認定組

織である公益社団法人「日本山

岳ｶﾞｲﾄﾞ協会」(2012 年 3 月に内

閣府所管として発足)の母体は

1971 年設立の社団法人日本ｱﾙﾊﾟ

ｲﾝｶﾞｲﾄﾞ協会（厚生省→環境庁所

管）で、その後、各地の山案内

組織や山岳ｶﾞｲﾄﾞ組織を統合し、

2003 年に全国統一組織の社団法

人「日本山岳ｶﾞｲﾄﾞ協会」を経て

現組織になり、以下に示す職能

別に 6階級に細分化されたｶﾞｲﾄﾞ

資格認定制度が発足した｡現在

ｶﾞｲﾄﾞ資格保持者は約 920人。 

◆ｶﾞｲﾄﾞ資格とその職能範囲 

・自然ｶﾞｲﾄﾞｽﾃ-ｼﾞⅠ：国内無雪期

において、里地・里山・山地・高原

における自然ｶﾞｲﾄﾞ。ﾋﾟ-ｸﾊﾝﾄが主目

的の登山ｶﾞｲﾄﾞは不可。活動ｴﾘｱ例：

上高地･尾瀬ヶ原、霧ヶ峰高原等。 

・自然ｶﾞｲﾄﾞｽﾃ-ｼﾞⅡ：国内積雪期

を含む以外、同上ｽﾃ-ｼﾞⅠに同じ。活

動ｴﾘｱ例：積雪期の日光戦場ヶ原、霧

ヶ峰高原等。ｽｷ-ｶﾞｲﾄﾞは要別資格。 

・登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃ-ｼﾞⅠ：国内無雪期

山岳の整備された登山道のｶﾞｲﾄﾞ。難

路、ﾊﾞﾘｴ-ｼｮﾝﾙｰﾄ、沢登りは不可。 

・登山ｶﾞｲﾄﾞｽﾃ-ｼﾞⅡ：国内積雪期

を含む以外、同上Ⅰに同じ。積雪期

は森林限界以内(八ヶ岳天狗岳･硫黄

岳は不可)。ｽｷ-ｶﾞｲﾄﾞは要別資格。 

・山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃ-ｼﾞⅠ(旧山岳ｶﾞｲﾄﾞ

資格)：国内通年で縦走ｺ-ｽ、岩稜ｺ-

ｽ等のｶﾞｲﾄﾞ。岩稜登攀、岩稜ﾊﾞﾘｴ-ｼ

ｮﾝ､雪稜ﾙ-ﾄ、ﾌﾘ-ｸﾗｲﾐﾝｸﾞは不可。 

・山岳ｶﾞｲﾄﾞｽﾃ-ｼﾞⅡ(旧登攀ｶﾞｲﾄﾞ

資格）：国内四季すべてを通じてすべ

ての山岳ｶﾞｲﾄﾞ＆ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ。ｽｷ-ｶﾞｲﾄﾞ

は要別資格(ｽﾃ-ｼﾞⅠ・Ⅱとも)。 

・国際山岳ｶﾞｲﾄﾞ：国際山岳ｶﾞｲﾄﾞ

連盟加盟諸国の山岳全ｴﾘｱ。 

ｶﾞｲﾄﾞが引率できる登山者数に上

限がある。詳細は TTC ｻｲﾄのﾘﾝｸから

「日本山岳ｶﾞｲﾄﾞ協会」HPへ。 

 

山に想う  
はじめての テント泊 

         ＃094 指名削除 

 ３年前、子供たちと 富士山に 

行ってみようか～と  軽い気

持ちで 始めてしまった山登り。 

いまだに前日は、楽しみより不

安な気持ちでいっぱいになった

りしてますが、それでもなんと

か無事に戻ってくると､ 不思議

に「次の山は・・」などと雑誌

や地図を広げて想像し、いつか

はもう少し余裕が持てるように

頑張ってトレーニングに励んで

います。 

 以前の私は、１キロ先も歩こ

うとはせず、キャンプやＢＢＱ

など、アウトドアが苦手で、テ

ントに寝るなんて絶対無理！だ

と思っておりました。 

 両親も山登りに出かける私を

見ては、小学生の頃に家族旅行

で、瑞牆山を目の前にした途端、 

『絶対行かない！帰る！』 と言

い張り、みんな渋々、引き返し

てきたときの事を話し、いまの

私のあまりの変わりように驚い

ています。 

 今年、その山に登り、頂上か

ら絶景を眺めながら、感動する

気持ち以上に、家族に申し訳な

い気持ちでいっぱいになってし

まいました。 

 そんな私でも、昨年は初めて

のテント泊を甲武信ヶ岳にて 

経験することができました。 

 初心者の私はのんきに西沢渓

谷のきれいな紅葉を眺めながら、

はしゃいでいました。登山口よ

り登りはじめ、一転登っても登

っても終わりが来ないんじゃな

いかと思うほどの急登に(私に

はかなりの急坂に感じられまし

た。）半泣き状態で、自分の体力

以上の荷物を背負ってきたこと

に後悔し、このまま引き返そう

かと真剣に考えたり・・、それ

でも何とか歩を進め、分岐に到

着。木賊山を過ぎ、あと少しの 

頑張りだと気力を振り絞り、 小

屋からのかすかな煙のにおいを

感じたときの安堵感で、頂上で

の達成感ではなく、ここで涙し

てしまいました。 

 テント準備など、慣れない作

業にとまどい、凍える手で食事

の準備をし、日常の生活とは違

い、原始的であるにもかかわら

ず、満たされた気持ちになるの

は、普段の生活がいかに空虚な

ものであるかということを感じ

させられました。 

 それに、私の子供達はもちろ

ん山にはまったく興味はなく、

自然の美しさもそれほど知りま

せん。いまさらながら、この自

然の良さを教えてあげられなか

ったことを後悔してますが、い

つの日か、興味を持ち、同じ思

いになってくれることを信じて、

私も先輩方に教わりながら 経

験を積み、山のすばらしさを 

学んでいけたらと思います。 

 これからもどうぞよろしくお

願いいたします。 

次回は氏名削除さんの登場です。 

 

1月例会:1/18(土)厚木市睦合西

公民館工作室。安全登山教室

18:30-19:30､例会 19:30-21:00､ 

拡大世話人会 11:00-17:30 


