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2019年 スリンギ・ヒマール第 3次偵察 報告書 

スリンギ・ヒマール(右:北峰、左:南峰)2019年 10月 10日撮影

信州大学学士山岳会 
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【目的】 

ツム地方サルプコーラ上流シャクパ氷河踏査。およびスリンギ・ヒマール主峰チャマール峰東面の偵察。

【期間】 2019年 9月 27日～10月 21日

【隊員】 隊長 渡部光則 渉外・装備担当 

中田茂 会計・食料担当 

高井野乃子 医療・記録担当 

ガイド：アン・ダワ・ラマ・シェルパ  

キッチンボーイ：ダワ・タマン

ポーター：サンタ・バハドゥル・タマン、ゴラク・バハドゥル・ライ、 

ラルマニィ・タマン、カスタマン・タマン 計 4名

地元ガイド：チェテン・ドルジェ・ラマ(ツムリン村) 

スリンギ・ヒマール第 3次偵察概略

隊長 渡部 光則 

2019年 10月 1日カトマンズ発、10月 16日帰着した 16日間の偵察行の概略を以下に報告します。 

2016年及び2017年と同様、カトマンズよりアルガハットバザールを経てソティコーラまで車で入山。

翌日よりキャラバンを起こし、10月 5日、チベット人集落ツムリン着。ここでチベット人のチェテン・

ドルジェ・ラマをガイドとして雇用。10 月 6 日よりムーゴンパに向かうトレッキングコースを離れて、

サルプコーラ右岸の道を辿り、上部のカルカに向かう。10 月 7 日、2017 年第 2 次偵察の際に滞在した

パンチェンカルカ着。ここまでの道は、2018年に地元の道普請により整備されており、過去に比して随

分と歩きやすくなっていた。 

 パンチェンカルカより上部へのルートは、P.6339 東面の氷河が懸る広大な圏谷を取り囲む長大な岩壁

群とその間を刻む 3 本の急峻なガリーを、弱点を縫うように転在する緩斜面の草付と岩壁のバンドを繋

いで横断し、北端部のチョルテンのある尾根に這い上がるように取られていた。パンチェンカルカから

遠望できるチョルテンの尾根(H4365ｍ)に立つと、北面は 5 万分の 1 地形図の等高線から予想していた

通り緩斜面の草地が広がっていた。三度目にして尾根を乗越すことができた。10月 9日、ゾムが放牧さ

れたギャンセットカルカ(Ｈ4190ｍ)にキャンプ。10月 10日、シャクパ氷河右岸の尾根の峠シンゲイ・ド

ンボウ・チェン(Ｈ4587ｍ)に達し、眼下に黒く堆石に被われた長大なシャクパ氷河を眺めることができ

た。氷河源頭にスリンギ・ヒマール主峰チャマールの双耳峰(北峰 7165ｍ、南峰 7161ｍ)が聳えており、

やっと憧れの峰を間近に眺めることができた。氷河へのルートは、この峠から尾根を上方に少し上がり

右手斜面を下降して、容易く右岸サイドモレーンに達して B.C.を建設できる。かくて 2016年以来、4年

越しの願いが達せられた。パンチェンカルカまでの急峻な帰路は同ルートを慎重に下降し、10月 15日、

ソティコーラに帰着、ミニバスをチャーターしてゴルカへ。10月 16日夕刻、カトマンズに無事帰着、一

日も休みを取らず動き続けた 16日間の偵察行を終えた。未だにチャマール南峰 7161ｍは未踏峰である。

末筆ながら、小川勝山岳基金から補助を受けましたことに厚く御礼申し上げます。併せて新谷剛 OB か

ら貴重な医薬品のご提供を受けており、大変心強く又ポーターへの投薬に役立ちましたことに感謝申し

上げます。  (H○○○○ｍは高度計による標高) 
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【行動記録】 記録：高井野乃子 

9/27 高井は13:30にマドゥバンゲストハウス着。20:00渡部さんと中田さんと合流。 

9/28 アンバサダーホテル２Ｆコスモトレック支社で柳沢さんとお会いしたのち、ラジンパットにある本社(2019

年8月に引っ越しした)にて本山行の装備と給料などの打ち合わせを行なう。午後は、レーションなどの行

動食としてドライフルーツ、ナッツ類をターメルのスーパーマーケットで買った。（この日、高井はただ金

魚の糞のごとくついて行ってお茶を飲んでいただけである。） 

9/29 9:30コスモトレック本社にてダワじい(アン・ダワ・ラマ・シェルパ)とダワ・タマンと合流後、一緒に干し

肉や野菜、チューラ、調味料、香辛料、ケロシン、大型ポリタンク、ドッコ、防水シートなどの買い出しを

した。米、ツァンパ、ジャガイモはツムに入ってツムリンで購入する。昼食を食べ、ポカラで行なわれる

70周年慰霊祭についての打ち合わせを行なうためにポカラグランデホテルの事務所に行き、英語とネパー

ル語を交えて細かな打ち合わせが行なわれた。(滅多に使わない単語の連発に渡部さんはへとへとである)

最後のひと仕事とばかりに銀行に行くも金額が多く、閉店間近なこともあってこの日のうちに換金するこ

とはできなかった。※銀行で換金するには一万円札の数字を全て紙に書かないといけないらしい。「えっ、嘘でしょ200枚

…」→後日、知り合いの方に本山行に必要な分は普通に換金していただきました。 

(この日も高井はついて行くだけである。) 

9/30 朝からマドゥバンゲストハウスにてダワじいに前払いを済

ませ、コスモトレック支社にて 70 周年記念トレッキング

のガイドの方と顔合わせを行なった。その後本社に移り、

装備の最終チェックをした。ようやく山行の準備も一段落

し、午後はスリンギ・ヒマール周辺の5万分の1の地形図

を購入した。 

(この日も高井は…以下略。) 

写真：カトマンズにて（雨季） 

＊＊＊＊＊＊＊＊1日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/1 バスにて、「カトマンズからソティコーラまで」。曇り14:30から雨 

6:50 マドゥバンゲストハウス発 

11:00～12:10 昼食 

13:55 ソティコーラ着 

この日はバスでの移動のみだ。2017年より整備させている道路が長くなっているらしい。途中整備されていない

ガタガタな道になるも私はほとんど覚えていない。理由は頭を打ったからではなく、ダルバートを食べて眠くな

って爆睡していたからである。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊2日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/2 「ソティコーラからマチャコーラまで。」晴れのち曇り 

6:05 ソティコーラ発 

7:10～7:25 一本 

8:50～9:20 一本 

10:45 マチャコーラ着 

このソティコーラからマチャコーラの間はバスで行く予定だったが、情報の齟齬があり徒歩で行くことになった。

往復で 2日間増えてしまったが、予備日 2日をここに当てることにした。道路状況として整備された幅のある道

路ではあるが、2度靴を脱いで渡渉し、1ヶ所迂回路を通った。 

＊＊＊＊＊＊＊＊3日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/3 「マチャコーラからジャガットまで。」曇りのち晴れ18:00から豪雨 

5:50 マチャコーラ発 

7:05 コーラベシ 

8:20 タトパニ 

9:40～10:00 ドバン 

12:25～12:50 ヤルパント 

14:30 ジャガット 

本山行で最も行程の長い区間である。右岸→左岸→右岸と 2 度吊り橋を渡る。タトパニの後の左岸への橋を渡る

と今までの平らな道とは異なり、人が歩く程度の細い道となり、荷を運ぶカッツァル(ロバと馬の混雑種)を避けな

がらの行程となる。 

＊＊＊＊＊＊＊＊4日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/4 「ジャガットからロクパまで。」晴れ 

5:55 ジャガット発 

6:45～7:00 サレリ 

8:05～8:25 セティバス 

9:20～9:40 フィリム 

11:50 マナスル分岐 

13:30 ロクパ 

写真：サレリ 

村から村へ。いつの間にかネパールの文化からチベットの文化に急転した。セティバスを越えると目標のスリン

ギ・ヒマールの主峰が見える。あれか…遠いような近いような。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊5日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/5「ロクパからツムリンまで。」晴れ 

6:05 ロクパ発 

9:25～9:40 ツムリン手前の吊り橋 

10:25 ツムリン 

登ったり、下ったり。だんだんと針葉樹が優占するようになってきて少し肌寒い。ツムリンに早く着いたので洗

濯して、昼寝した。 

＊＊＊＊＊＊＊＊6日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/6「ツムリンからサルプカルカまで。」晴れのち霧 

6:20 ツムリン発 

8:05～8:40 リンジャン 

10:10～10:50 サルプカルカ手前のチョルテンでポーターの人たちを待つ 

11:10 サルプカルカ着(Ｈ2800ｍ) 

今日はついにムーゴンパへ続く道ともお別れして、カッツァルすら通らない山道となる。しかし、牛もいれば人

もいる。この日から合流となったチェテン・ドルジェ・ラマ。気は利くが、無口である。サルプカルカは水場が遠

いのが難点である。 

＊＊＊＊＊＊＊＊7日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/7「サルプカルカからパンチェンカルカまで。」晴れのち霧 

7:05 サルプカルカ 

8:50～9:45 標高3200ｍあたりをトラバース 

11:00 カールペカルカ近くの沢で一本 

12:20 パンチェンカルカ着(Ｈ3780ｍ) 

2017年と違って新しく道が整備されていたため藪漕ぎをする必要もなく、ただただ高度を上げていく。タルチョ

ーが見えるところまで登ったらパンチェンカルカである。この日、チェテン・ドルジェ・ラマがどこからともな

く水を引いてきた。すごい。流石としかいいようがない。 

＊＊＊＊＊＊＊＊8日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/8「偵察」 くもり 

6:55 パンチェンカルカ発 

8:35 トラバースＨ4100ｍ前後 

9:50 最後の沢を渡ったとこの岩小屋 

11:10 パンチェンカルカ 

この先こそが2017年越えられなかった場所である。そのため全体で先に進むことはせずに偵察である。パンチェ

ンカルカから見える岩壁のさらに上部を通過して、先に進めることを確認してパンチェンカルカに戻った。往復

は同じルートではなく、復路は岩壁下部の道なき道を通って戻った。上部はゾム(牛とヤクの混雑種)を連れて通り、

下部は人のみが通るらしい。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊9日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/9「パンチェンカルカからギャンセットカルカまで。」晴れのちガス(到着後) 

7:05 パンチェンカルカ発 

9:50 最後の沢を渡ったところの岩小屋 

(10：00頃ダワ・タマンとチェテン・ドルジェ・ラマはギャンセットカルカに到着) 

12:40 尾根上のチョルテン(Ｈ4365ｍ) 

13:15 ギャンセットカルカ着(Ｈ4190ｍ) 

朝起きると寒い。4000ｍ以上で冠雪があり、遠くに見えるチョルテンも真っ白である。そら寒いわ。しかし、寒

い寒いとも言っていられずテントを撤収して出発する。ダワ・タマンとチェテン・ドルジェ・ラマは下部の道(第

2次偵察で敗退した近くのルート)を、私たちは岩壁(アイスフォールの直下をトラバース)の上部を越え、石を積ん

で作られた道を通ってチョルテン(Ｈ4365ｍ)を目指す。チョルテンまでは踏み外せば即死のような道だが、チョ

ルテンから先は緩斜面の灌木混じりの草原である。 

＊＊＊＊＊＊＊＊10日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/10「偵察」晴れ 15:00からガス 17:00から雨 

7:25 ギャンセットカルカ発 

9:20 4400ｍあたりで2隊に分かれた 

9:35～10:45 シンゲイ・ドンボウ・チェン（Ｈ4587ｍ） 

12:15 ギャンセットカルカ着 

写真：シンゲイ・ドンボウ・チェンから見たスリンギ・ヒマール 

ギャンセットカルカからシンゲイ・ドンボウ・チェン(峠)へのピストン。私たち３人とダワじい、ダワ・タマン、

チェテン・ドルジェ・ラマ、ラルマニィ・タマン、途中からカスタマン・タマンも合流して８人での偵察である。

「9時頃には雲がわいてきてスリンギ・ヒマールが見えなくなってしまう」ということで、高井とチェテン・ドル

ジェ・ラマ、ラルマニィ・タマンの 3人は急いで峠へ向かった。9：35には峠に着いたもののその 5分後くらい

にはスリンギ・ヒマールは隠れてしまった。その後、1時間ほど峠にいたものの北峰と南峰が同時に見れたのは最

初のみであった。峠にて氷河まで下りられることを確認して偵察は終了である。 

＊＊＊＊＊＊＊＊11日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/11「ギャンセットカルカからリンジャンまで。」晴れ 

7:15 ギャンセットカルカ発 

8:20 チョルテン(Ｈ4365ｍ) 

9:30～10:45 パンチェンカルカまでのトラバース 

12:05 カールペカルカ 

14:05 サルプカルカ 

15:40 ムーゴンパとの分岐にある橋 

16:05 ランジャン                     写真：ギャンセットカルカにいたチベット犬 

あとは同じ道を帰るだけである。パンチェンカルカまでの帰りは岩壁の下部を通った。2000ｍの標高差をただひ

たすらに下った。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊12日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/12「リンジャンからロクパまで。」晴れ 

6:35 リンジャン発 

8:20 ツムリン 

9:20 ツムリン側の橋 

12:50 ロクパ 

途中のツムリンでチェテン・ドルジェ・ラマに給料を支払いお別れした。なぜか行きよりも遠く感じる。 

＊＊＊＊＊＊＊＊13日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/13「ロクパからジャガットまで。」快晴 

6:25 ロクパ発 

8:40 エクレバッティ 

9:20～9:35 Newエクレバッティ 

10:05フィリム 

10:55～11:15 セティバス 

12:20～12:40 サレリ 

13:00 ジャガット 

スリンギ・ヒマールの見納めである。ここが最も長い区間であり、休みなく動き続ける体に鞭を打って歩き続け

た。だいぶ標高が低くなり、気温が高くなったが川からの風が強く心地よかった。 

＊＊＊＊＊＊＊＊14日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/14「ジャガットからマチャコーラまで。」晴れ 

6:30 ジャガット発 

7:40 ヤルプハント 

10:50～11:55 タトパニ 

13:00 コーラベシ 

14:15 マチャコーラ着 

朝からダワじいが風邪をひいていたので薬を渡す。朝から鼻声である。 

＊＊＊＊＊＊＊＊15日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/15「マチャコーラからゴルカまで。」晴れ 

6:25 マチャコーラ発 

10:05～12:10 ソティコーラ 

15:30 ゴルカ着 

歩くのは今日が最後である。行きでは迂回した道も通れるようになってお

り、雨季も終わったせいか車もソティコーラを越えて入ってきていた。早く

にソティコーラに着いたため、予定を変更してチャーターバスでゴルカまで

行くことになった。日本ではあり得ないようなガードレールもない永遠の峠道である。 

写真：ゴルカにて集合写真 



8 

＊＊＊＊＊＊＊＊16日目＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10/16「ゴルカからカトマンズまで。」晴れ 

8:30 ゴルカ発 

10:50～12:00 車の故障 

16:30 カトマンズ 

16:50 コスモトレック本社 

17:30 マドゥバンゲストハウス 

乗合いバスに乗ってカトマンズに向かう途中、「ガタンッ」という音がして車が故障した。近くの茶屋までみんな

で歩き時間をつぶす。マドゥバンゲストハウスにて「8時間かかって、ゴルカからカトマンズまで100ｋｍ程度し

かない」と知ったときのなんともいえないこの気持ち。分かって欲しい。 

10/17 先にコスモトレック本社でダワじいとダワ・タマンがテントを乾してくれていた。私たちはデポしてある

信州大学山岳会のプラ樽の中に取り出したものをしまうだけだったのですぐに片付けは終わった。マドゥ

バンゲストハウスに戻り、再びコスモトレック支社で預けてあった貴重品を返してもらい、無事スリンギ・

ヒマール第3次偵察は終了である。

10/18～20 カトマンズにて10/21からのトレッキングの準備をすすめつつ、しばしの休息。 

10/21 渡部さんと中田さんは70周年記念トレッキングに合流、11/7帰国。 

10/23 高井カトマンズ発、10/24帰国。  

シンゲイ・ドンボウ・チェンにて
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【感想】 

○中田 茂

手元にあるカメラの１枚の写真。ギャンセットカルカから尾根の一番低いところを目指し、

最後は岩のゴロゴロした急な草付きを登りきると、眼下にシャクパ氷河、左上方にチャマール、正面はるか彼方

にチベットとの国境の雪山、そしてシャクパ氷河対岸から切り立つ岩壁の岩尾根、２０１７年北側に廻り込んで

谷を詰めて越えようとした尾根が目の前にあった。２０１７年仮に谷を詰めて尾根鞍部に出られても、目の前の

南側はシャクパ氷河に切れ落ちる大岩壁、下降は出来なかったことが分かった。 

１００％今自分たちが登ってきたルートがチャマールのBCに入る唯一の道である。 

シャクパ氷河をのぞき込んでいるこの場所から左上方にやせた尾根を辿り、尾根の右側の急な草付き斜面を下

りればシャクパ氷河に立つことが出来る。 

渡部さんは峠シンゲイドンボウチェンと峠のように書いているが、私の感覚では峠ではない。敢て無理に例え

れば非常に明るい鹿島のカクネ里があるとすると、その明るいカクネ里一番奥の雪渓をつめて、赤茶けた壁を登

って明るい八峰キレットから、越中側を覗いたという感覚だろう。 

そしてこの感覚が私の現在の到達点でもありました。 

結論、ハワイに行きたい。 

石畳の美しい村サレリにて、高井、中田 
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○高井野乃子

「7000m級の未踏峰」。正直ものすごく登りたくなった。 

今回の偵察山行では最高4600mまでしか登らなかったが、3000mを超えても、4000mを超えても、まだ上が

あって永遠と登っていける感覚がものすごく心地よかった。冬山を直登して標高をどんどん上げていくのと同じ

ような気持ちよさだ。峠でチャマールの双耳峰を眺めているあの時間、山頂に行きたくなった。なんならどの山

でもいいから登りたいと思った。あの衝動がふとしたときによみがえる。 

山頂に行きたいという強い衝動的な気持ちも、すっと登っていける心地よさも、毎日の絶景もすべて日本にい

るだけでは得られないものだ。山岳会に入らなければ得られない感覚なのだとしたら、大学 1 年生の私はいい選

択をした。 

渡部さんをはじめ、たくさんの方に支援いただき得がたい経験をすることができました。ありがとうございま

した。 

サレリにて、渡部、高井
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【共同装備について】                           担当：渡部光則 

 日本から持参した装備は、テント２張り（ダンロップ製８人用テントＶ－804、ICIパイネゴアライトテント 

２～３人用）、ガスバーナーヘッド１、プラティパス製浄水器（４L）1、双眼鏡、温度計、トーメン社製高度計、

パルスオキシメーター、標識用ピンクテープ３巻である。ザイル、フィックスロープ等登攀具及び自炊用コッヘ

ル、やかんは、カトマンズのデポ品を使用。プレッシャー式ケロシンストーブ、圧力鍋、食器等炊事道具類は、

コスモトレック社からレンタルした。２０１７年第２次偵察時は、キッチンテント兼用のネパール人スタッフ、

ポーター用テントとして、コスモトレック社の大型テントをレンタルしたが、総重量が２０Kg以上と非常に重く、

ポーター数削減のため上記のダンロップ製８人用テントを持参した。 

ネットオークションで損耗のない美品の中古品を廉価で落札したところ、フライ込みで５Kgと軽量コンパクトで

かつ広く、有用であった。SAACから購入額を助成していただき感謝いたします。偵察後は、SAAC共同装備と

して、カトマンズにデポしておきました。 

ICIパイネゴアライトテントは、年寄り二人用に持参したが、高井が個人用テント持参を忘れて来たため、 

カトマンズにデポしてあるＳＡＡＣの４人用エスパーステント１張を借用して、３人で使用した。 

【食料について】 

現地食中心のため、日本からは、非常用としてアルファー米３袋／人、コンデンスミルクチューブ２本／人、

インスタントコーヒー、粉末うどんスープの素、ポッカレモン、カトマンズ滞在時の自炊用として、各自好みの

乾燥スープを持参した。キャンプ時はガイド、ポーターと同じ現地食を摂った。乾麺は、中国大使館前にある日

本食材店で購入した。キャラバン時にバッティでお茶を飲む際、毎回の甘いミルクティは喉の渇きを癒し難く、

レモンティ用にポッカレモンは重宝した。

パンチェンカルカにて 
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【謝辞】  

 信州大学学士山岳会小川勝山岳基金より 30 万円(10 万円/人)もの助成をしていただきました。本当に貴重な経

験をさせていただきました。ありがとうございました。 

また、新谷先生よりたくさんの医療品をご支援していただきました。安心感をもって日々を過ごすことができ

ました。ありがとうございました。 

【隊員紹介】 渡部光則 記 

○高井 野乃子 農学部生命科学科４年生 

７０年の会の歴史の中で、初めて女性の２０１９年度チーフリーダーである。２０１９年２月～３月にかけて、

リーダーとして南アルプス光岳～聖～赤石～荒川～塩見～北岳の全山縦走を貫徹。８月、渡部が上高地サマーテ

ントのキーパーをしている時、下級生と二人日帰りで、サマーテントから奥又白の松高尾根経由前穂高岳北尾根

４峰正面壁松高ルート～前穂高頂上、岳沢から下山した。体力、登攀力共に男性山岳部員に引けを取らない。こ

の度は偵察行であったことから、高所順応の経験は得難かったが、異国の辺境に在って、現地に馴染むのが早く

風土順応に優れていた。カルカにいた少年と駆けっこをして走り回り、黄土色の眉が特徴の黒いチベッタンマス

チーフ犬と仲良くしていた。帰路、休日なしの連日の行動でヒラヒラになって、トボトボ歩く年寄り二人の先を、

ゴムまりが跳ねるように下る彼女を見て、二人にもあった若さについて考える。即狂詩人 和尚曰く、「年を取っ

て多少の知恵はついたが、そんなものはこのヒマラヤ山中では何の役にも立たない。若さに勝るものはない。」 

蓋し名言である。 

○中田 茂 １９７０年入学、１９７７年人文学部文学科卒

あだ名：和尚 現役時代、渡部と一番多くの個人山行を共にした。渡部と共に、１９８０年春、未踏のガネッシ

ュヒマールⅡ峰（当時はⅢ峰）に遠征。翌年西ドイツ隊に初登頂されたが、我々が挑んだヤルコーラ側からは登

られていないとして、１９８２年秋、隊長として再度挑んだ。２０１７年の第２次偵察に引き続いて、第３次偵

察に参加した。今回で四度目のブリガンダキの旅であるが、河の瀬音を聞きながら歩くと、かってのガネッシュ

ヒマール遠征を思い出して、「若い時やりたかったことをやれたというのは、うんと幸せなことだね。」と和尚さ

んはつぶやいた。失うものもあったが、本当に幸せなことだったね。和尚さん、若きより僕たちが思いを込めて

ささげた恋歌は、高く聳ゆるヒマラヤの未踏の峰々でした。未だ踏みにじられても流れてもおりません。昨日の

夢を追いかけて、明日再びカトマンズのざわめきに遊び、美味いロキシーを酌み交わしたいと思います。 

○渡部 光則 １９７０年入学、１９７６年農学部林学科卒

１９７３年、同期の高橋雄治君と二人でガネッシュヒマール東面チリメコーラ内院偵察後、南麓を横断、ブリ

ガンダキに出た後、ラルキャ・ラを越えてマルシャンディ河上流に入るため、ブリガンダキを遡上した。現在と

違って、丸太を渡した桟道の非常に粗末な杣道が続く、深い廊下から仰ぐＶ字に限られた上流の空に、スリンギ 

ヒマールが高く聳えていて、以来いつも気になる山となった。１９９６年、ラトナチュリ初登頂後は、ヒマラヤ

から遠ざかっていたが、退職後２０１４年、大阪市大ランタン・リ登山隊（和田城志隊長）に参加してヒマラヤ行

を再開。２０１６年、高橋雄治君とスリンギヒマール第１次偵察、２０１７年、中田 茂君、山崎克則君と第２次

偵察、三度目にしてついに念願のシャクパ氷河への道を見つけることができた。
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【会計報告】 

担当：中田茂 

【コスモトレックにデポした医療品一覧】 

ダイアモックス 184錠 

デカトロン 32錠 

ロキソニン 38錠

アダラート10mg 2錠 

アダラート5mg 8錠

ラシックス 10錠

ムコルバン 56錠

PL顆粒 60包 

メジコン 69錠

グロアミン 21錠 

トランサミン250mg 2錠

レパミビド 18錠

バファリンA 

セフゾン 54錠

クラビット 42錠

タミフル 20錠

ラックビー 66包

ナウゼリン 34錠

ロペミン 36錠

ホスホマイシン 100錠

フラジール 63錠

リンデロンVG

リンデロン点眼 

コルゲンLXa 8錠 

 

 

 

 

 

 

 

担当：高井野乃子 

熱さまシート 5枚 

消炎剤(シート) 1枚 

虫かゆみ止め 2本 

キシロA(靴擦) 1本

イソジン 2本

綿棒 多 

テーピング15幅 1巻

テーピング35幅 1巻

包帯 3巻 

油紙 5枚 

ガーゼ 多 

カットバン 多 

絆創膏 多 

包帯止め 4個 

はさみ 2丁 

ピンセット 2本 

体温計 1個 

針抜き 1個 

ポイズンリムーバー 1個

収入 支出
航空運賃　参考　３名 300000 航空運賃参考　３名 300000
小川基金 300000 コスモトレック手数料 75400
渡部負担金 200000 ツムエリア　入域料 40000
中田負担金 200000 ガイドポータ　保険 39600
合計 ¥1,000,000 チャーターバス 46000

人件費ガイド、キチン　ポータ５名　 225500
ロッジ宿泊 73538
食料 56907

カトマンズ滞在費は各自負担 交通費 25200
マドウバンゲストハウスは１泊　１３００円から１７００円 装備費 22665

予備 95190
合計 ¥1,000,000
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