
信州大学山岳会70周年記念

２０１９年秋季

ネパール慰霊祭とトレッキング報告

信州大学学士山岳会 ２０２０年６月
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70周年記念慰霊祭とトレッキング
実行委員長 （信州大学学士山岳会 会長） 藤松太一

2019年秋、信州大学山岳会７０周年記念行事の最後として、ネパール第二の都市ポカラに学士会員を中心に33人が集
合した。1971年信州大学学士山岳会は初めてのヒマラヤ遠征をポカラの近くアンナプルナ山群のⅡ峰に遠征した。５月４
日信大として新たに開拓したルートから、佐藤正敏さんがアタックしたが、力尽き遭難し、帰らぬ人となった。その後、中国
で二俣勇司さんが、ヨーロッパで福島渉さんが逝った。また、2010年8000m10座目を目指し、アンナプルナの北西に大
きく聳えるダウラギリⅠ峰で田辺治さんが雪崩によって遭難し今でも氷や岩の下に眠っている。
10月のポカラは青空に白い輝きと威圧感を持ってヒマラヤの山々の雄姿が映えている。信大山岳会はこの周辺の山群
に多くの遠征隊を送り身近であり思い出深い地である。登山許可を取るべき努力をしてくれ陰から支えてくれた小川勝さ
ん、Ⅱ峰の遠征に参加し更に６０周年を中心に推進してくれた松尾武久さん、ヒマラヤに幾度なく遠征し、病気で亡くなっ
た山田和彦さん。ヒマラヤを思い続け、山を愛し、山岳会を応援してくれ病気等で亡くなった諸先輩。今まで79人が旅立
たれていった。今回ネパール、ポカラの地で全員を慰霊することにした。

北東の青空の下にアンナプルⅡ峰がひときわ大きく聳え立ち我々の慰霊祭を見守っている。静かに合掌し心からの慰
霊の祈りをし、思誠寮寮歌でもあり部歌でもある「雲にうそぶく」「春寂寥」を天空に捧げた。

2019年10月23日 ポカラ 駒ヶ根公園にて 合掌

そして、翌日の24日から５つのコースに分かれてアンナプルナ街道を中心に記念トレッキングが始まる。途中アンナプル
ナⅡ峰、ニルギリ南峰、ダウラギリⅠ峰を眺め思い出深いコースをたどる。最長のコースは11月３日に終了し、６日に帰国
した。





カトマンズ集合
結団式

ホテル・サンセットビュー

2019年10月21日



結団式 １０月２１日



①コース 4名

• 1 長船 恵美子

• 2 桑原 了子

• 3 早野 明子

• 4 安田 愛 現地参加、①コース L .

②コース 5名

• 5 板谷 眞人

• 6          加藤 文雄

• 7          加藤 葵

• 8          野口 彰 現地参加 (10/21～10/26)

• 9          武藤 一郎 ②コース L、

③コース 11名

• 10 桑原 尚志

• 11 佐藤 邦彦

• 12         佐藤 敦子

• 13 牧瀬 敏裕

• 14 牧瀬 いづみ

• 15         フランカム優子

• 16         白井 峰子

• 17         寺田 恵子

• 18        近藤 幸夫 報道

• 19        川崎 誠

• 20        米倉 幸夫 実行委員 ③コースＬ.

④コース 5名

• 21        太田 寛

• 22         木嶋 順八

• 23       佐藤 潔

• 24       中館 敏子

• 25       藤松 太一 実行委員 ④コース Ｌ．

⑤コース 9名

• 26 笠原 邦樹

• 27 大庭 民雄

• 28       中川 博之

• 29 難波 良平

• 30 阿部 守

• 31 照井 源悦

• 32 山崎 克則 会計監査

• 33 渡部 光則 実行委員、会計、慰霊祭Ｌ.

• 34       中田 茂 実行委員、現金管理、⑤コーＬ.

慰霊祭・トレッキングコース別 参加者 34名



慰霊祭トレッキング計画 旅程一覧 2019年10月

①コース ②コース ③コース ④コース ⑤コース

２０１９年 ヒマラヤ展望台と観光 アンナプルナ南面ハイキング タサンビレッジ連泊 アンナプルナ北面トレッック トロン峠越えアンナプルナ周回

１０月 ６日間 4名 ９日間 5名 ９日間 11名 １３日間 5名 １7日間 9名
２１日 月 午前 成田、中部、関空、福岡から大韓航空の朝便で仁川に向かう (川崎・白井・米倉10月20日成田発CA460)

午後 仁川でKE695便に乗り継いで１８：００頃カトマンズ（１３４０ｍ）着。専用車でサンセットビューホテルにチェックイン。結団式。
２２日 火 午前 朝マウンテンフライト（Op) またはチャンドラギリ展望台（２５４０ｍ）

専用車でポカラに移動・ホテル・アイスランド泊
午後 午後空路ポカラ。ホテル・ポカラグランデ泊

２３日 水 午前 希望者は専用車で早朝サランコット展望台往復。山岳博物館,.湖畔散策 トレッキング準備

午後 午後3時フェワ湖畔駒ケ根友好公園で慰霊祭、午後5時半からホテルポカラグランデにて懇親会

２４日 木 午前 空路午前便でカトマンズ 専用車でカンデ、徒歩約２時間 早朝空路ジョムソン、四駆車で ポカラからチャーター車でベシサハール（７６０ｍ）

午後 バクタプル観光後、クラブヒマラヤ泊 オーストラリアンキャンプ泊 ナウリコット、タサンビレッジ泊 四駆車に乗り換え、ダラパ二（１８６０ｍ）ロッジ泊。

２５日 金 午前 カトマンズ世界遺産観光、 往路をポカラに戻り午後空路 ショコン湖ミニハイキング、 四駆車でマルシャンディ渓谷北上
午後 １９：４０カトマンズ発大韓航空 カトマンズ。サンセットビュー泊 タサンビレッジ泊 ピサン（３２００ｍ）、ロッジ泊。

２６日 土 午前 機中泊、仁川乗り換え 市内マーケット、寺院観光 朝空路ジョムソンからポカラに移動 アンナ２峰メモリアルケルン（３５００ｍ）往復

午後 正午頃成田着 サンセットビュー泊 ポカラグランデ泊 ピサン、ロッジ泊。
２７日 日 午前 古都、バクタプル経由 朝空路カトマンズ、バクタプール経由 トレッキング、徒歩開始、

午後 ナガルコット クラブヒマラヤ泊 ナガルコット クラブヒマラヤ泊 マナン（３５４０ｍ）ロッジ泊
２８日 月 午前 カトマンズ世界遺産観光、 マナン周辺ハイキング 高所順応、アイスレーク（４６００ｍ）

午後 １９：４０発大韓航空 マナン、ロッジ泊 往復マナン、ロッジ泊
２９日 火 午前 機中泊、仁川乗り換え正午頃日本各空港着 ハイルートを戻る ヤクカルカ（４０１８ｍ）

午後 （川崎・白井・米倉10月29日カトマンズ発１４：５５ CA４３８） ギャル、（３６７０ｍ）ロッジ泊 又はレダー（４２００ｍ）ロッジ泊
３０日 水 午前 10月30日 ピサンから四駆 トロンフェディ（４４５０ｍ）又は

午後 ベシサハール、ロッジ泊 ハイキャンプ（４９２５ｍ）ロッジ泊
３１日 木 午前 31日 専用車で車でカトマンズ、 トロン・パス（５４１６ｍ）、ムクチナート

午後 サンセットビュー泊 から四駆でジョムソン（２７２０ｍ）泊
１日 金 午前 11月1日 観光 バスでポカラ

午後 １９：４０カトマンズ発大韓航空 ホテルアイスランド泊
２日 土 午前 ２日 機中泊、仁川乗り換え （予備日）ポカラで休養

午後 正午頃日本各空港着 ホテルアイスランド泊
３日 日 午前 ３日 専用車でカトマンズ。

午後 サンセットビュー伯
４日 月 午前 ４日 （予備日）カトマンズで休養

午後 サンセットビュー泊
５日 火 午前 ５日 世界遺産観光。

午後 １９：４０カトマンズ発大韓航空
６日 水 午前 ６日 機中泊、仁川乗り換え正午頃帰国

旅程計画一覧



企画から、実施までの経緯、裏事情 実行委員 米倉 幸夫

2016年11月の学士山岳会総会で、自身のネパールトレッキングの報告後、そんなに少ない費用で行けるなら70周年記念トレッキングは、

お前が旗を掲げてみんなを案内したらどうだと、50年以上も前の新人合宿時のリーダー様にけしかけられ、退職して暇だったことから頷

いてしまい、70周年記念事業の慰霊祭・トレッキング実行委員に加わりました。実行委員の藤松、渡部、中田茂と私が藤松宅の、ビシタリ

山荘に集まっては企画案を練りました。旅行会社との折衝で都内の西遊旅行を訪ねた折、予期せず伊藤勇太郎会員と巡り合い、後日実

行委員に加わっていただきました。

2017年秋に米倉が、ナウリコットのタサンビレッジとカリガンダキ左岸のアンナプルナ北ＢＣと、ニルギリ南峰BCへのアプローチルート上

のトロブギン峠まで往復して調査したのち、今回の５つのトレッキングコースを2017年11月の総会で提案し、2018年秋には慰霊祭と、ホテ

ルの選定のために藤松、渡部がカトマンズ周辺、ポカラ周辺の現地調査を行いました。

２０１８年１１月の年次総会で “2019年秋にポカラ周辺で慰霊祭を行いその後、５コースに分かれてアンナプルナ周辺のトレッキングを行

う”案の承認を得、総会報告書の発送時に、70周年記念ネパール慰霊祭・トレッキングの企画書、参加申込書を同封していただき募集を

開始しました。

このネパールへの旅行の骨子は、個人の責任で行くグループ旅行と性格づけ、国際航空券の購入、旅行傷害保険購入は参加者各人の

責任で行い、ネパール国内での費用はカトマンズ到着後に概算額を現地で実行委員会に預け旅行終了後に清算するというものです。申

し込み金50000円を学士山岳会の特設口座に振り込んでいただき、前払費用のほか現地費用に充当し、事後清算することとしました。

東京、名古屋、京都で開催された忘年会、新年会に実行委員が参加して内容の説明を行い、インターネットでホテル、レストランでの食

事、移動手段、ガイド雇用の交渉、予約を通して旅程の合理化、費用の圧縮に努めました。



国際航空券の購入、旅行傷害保険、査証事前取得は、伊藤勇太郎委員に日本の空港を朝出発して当日の夕方カトマンズに着く大韓航空便

の団体旅行向けの割引チケットの提案をいただき、参加者の大半は、ネパールの査証、旅行傷害保険の購入も併せて依頼しました。

案内直後に購入を申し込んだ人は、往復諸チャージ手数料込み80000円台で購入できましたが、航空チケット購入申し込み時期が出発

日近くになった分は割高になり、それに代えて米倉が、1日早く成田を発ち成都に１泊して乗り継ぐ往復諸費用込7万円ほどの中国国際

航空の３席をWebで直接購入し、同行しました。成田発で時間にゆとりのある少人数には良いのですが、他空港発、日数に制限のある

人、大人数で添乗員のエスコートなしで行く場合はハードルの高い選択肢です。

登山許可の取得などの交渉事は全くなかったのですが、ネパール国内の、航空便、車両チャーター、④⑤コースのガイド・ポーター手配、

トレッカー登録証、入域証の事前取得は、会と40年を超える長いお付き合いのカトマンズの老舗コスモトレックに依頼しました。

2018年秋に現地調査した藤松、渡部はポカラ・フェワ湖畔の駒ケ根友好公園を慰霊祭会場に推薦しました。ホテルの部屋の予約は出

発の半年ほど前から、米倉が予約サイトから、クレジットカード決済で宿泊日の数日前までは無料でキャンセルできるものの中から割安

な部屋を予約し、参加者の増減に合わせて修正していきました。その過程で慰霊祭会場の祭壇設営・撤収、その後の全員揃っての懇

親会の会場もポカラ空港近くの、ホテル・ポカラグランデにきまりました。

参加申し込みは総勢33名となりました。全員が会員と何らかの繋がりがあり直接面識がなくても紹介者がおり心を開いてすぐに打ち解

けることができました。

実行委員全員と面識のあったカトマンズ在住の安田愛さんに日程の一部に加わって助けていただきました。

（米倉 記）



サランコット展望台
２０１９・１０・２３

雲去って
青山露る



ポカラ慰霊祭まで 安田 愛

信州大学山岳会の70周年記念という大きなイベントに、カトマンズ在住の私安田が同行させていただきました。還
暦を過ぎた元気なおじ様たちが、毎年代わる代わるやってくるタメルのマドゥバンゲストハウスに住んで早数年、
今回のイベントのお手伝い役（介護役？）に抜擢されました。当たり前のことが当たり前でない国、物事が予定通
りに進まない国、そもそも予定を立てること自体がナンセンスだと思われている国、そうあるべきことがそうあっ
てくれない国、だからこそ人間臭い国、そして、人とモノより人と人の距離が近い国、そんな私の大好きなネパー
ルを皆様に紹介できる、またとない機会を与えてもらえたことに心から感謝しています。

１０月２２日 33名の大所帯の内、数名を除いた皆様は初対面でした。初日の団結式では、顔と名前を一致させよ
うと、皆様の自己紹介中に印象や特徴をコソコソとメモ書きしていましたが、眼鏡で髭のおじ様ばかりで、途中か
らネタにつきて困ったことを昨日のことのように覚えています。大所帯なだけでなく、グループは5つに分かれ、
別行動あり、個人行動あり、途中参加あり、延長あり等々、旅行代理店に丸投げをしていたら、間違いなく面倒く
さいグループだと思われていただろうなぁなんて考えながら、頭の中パニック状態のままツアーが始まりました。

10月23日、慰霊祭までの時間を利用し、①②③グループでポカラ観光へ。いざ出発！という時に、星付きホテルの
エントランスに停まったオンボロバスを見た瞬間、私の頭は真っ白に。それでも、いや、私はネパールの味方でな
いといけないと気持ちを改め、苦情を受ける覚悟をし、お菓子の食べかけやらごみが散乱するバスに乗り込みサラ
ンコットへ向けて出発。悪い道のおかげからか、ドライビングテクだけはあるネパール人ドライバーの運転に、車
内は感心の声と心配の声でいっぱいでした。



ここから先は行けないと言われ（後に、もっと先にも駐車場があることが判明したのですが）バスを降ろされた私
たちは、高低差のある石段を登って展望台を目指すことに。老若男女、ペースに差はあったものの、みんなで励ま
し合い見事無事全員展望台に到着できました。安堵した表情を浮かべたり、ちょっと涙ぐんでいたり、興奮してい
たりと、みんないろいろな想いでサランコットからの景色を満喫していました。私はというと、ここまで来たはい
いけどみんなを連れてまたバスのところまで歩いて戻らなければいけないんだというプレッシャーを感じつつ、雲
の切れ間に顔をのぞかせてくれたヒマラヤに感謝しながら、展望台を後にしました。

ポカラの街へ戻り、繁華街のど真ん中で若者中心の湖チームと別れ、私たちは山岳博物館へ。山に興味があるだけ
あって、みんな展示物に見入っていました。私は一人、展示内容にというよりも、ネパールにもちゃんとした
ミュージアムがあったんだ、という違うレベルで感心しながらみんなの後ろをついていきました。ふと日本語の説
明が聞こえてくるから、へぇ～博物館に日本語ガイドさんがいるんだと思ったら近藤さんだったり、これは何を入
れるのかな？と言いながら展示物を手に取っている川﨑さんがいたり、ポンキッキのムックみたいなイエティ像が
あったり、とっても楽しい見学になりました。そして、敷地内のお庭に面したかわいらしいレストランでお昼ご飯
を食べることに。メニューに載っているほとんどが注文できない、慰霊祭に遅れるからと急いで食べてバスへ戻っ
たらドライバーが居ない、なんていうネパールあるあるをみんなに実体験してもらったランチタイムでした。

（ホテルへ戻り、慰霊祭へ。その後懇親会。） （安田 記）



信州大学創立７０周年記念・信州大学学士山岳会７０周年記念海外事業
慰 霊 祭
２０１９年１０月２３日

於 ネパール連邦民主共和国 ポカラ駒ケ根友好公園

式 次 第
１.開会の辞
２.ご挨拶 学士山岳会会長 藤松太一
３.山岳会会歌 雲にうそぶく 斉唱
４.献 花 山の歌 斉唱
５.春寂寥 斉唱
６.閉会の辞

司会 渡部光則



ポカラ フェワ湖畔 駒ケ根友好公園での慰霊祭 献歌と献花2019年10月23日



雲にうそぶく 信州大学山岳会 会歌 大正十年度思誠寮寮歌

一 血は燃えさかる朝ぼらけ 女鳥羽の岸に佇みて 君よ聞かずや雪溶けを 春は輝くアルペンの
真白き肌に我が胸に いざ朗らかに高らかに 歌いて行かむ野にみつる 大地の命踏みしめて

二 雲にうそぶく槍穂高 天馬の姿勇ましき 乗鞍白馬皆友ぞ 燃ゆる瞳をいかにせむ
さらばいざたて若き児よ 両手を拡げよじ登り 男の子力ためし見む 信濃はうれし夏の国

五 あゝ信州よ山の国 誇りは高しアルペンの 峰に輝く雪を以て 希望は高しいや更に
さらば歌わん諸共に 若き血潮のゆくまゝに あした夕べの友は山 山は我等の姿なる

春寂寥 大正九年度思誠寮寮歌

一 春寂寥の洛陽に を偲ぶ唐人の 傷める心今日は我 小さき胸に懐きつつ
木の花陰にさすらえば あはれ悲し逝く春の 一片毎に落る涙

四 嵐は山に落ち果てぬ 静けき夜半の雪崩れ 榾の火赫くさゆらげば 身を打ち寄する白壁に
冬を昨日の春の色 あはれ床し友どちが あかぬまどいもの語り



マチャプチャレ ６９９７ｍ 南面 払暁



山の歌

(彷浪の歌)

そんなにお前はなぜ嘆く 草のしとねに寝転んで 私のいうことお聞きあれ 人の浮世の見栄を捨て
口笛吹いて気を晴らせ 現の夢を見ていあれ くたびれ休めに山を見て 腹が減ったらまた歩け

Ich  will  Kobold  um  mich haben （×３回）

(スキーの寵児)

一 晴れ渡りたる青空 輝き満てる雪原 遠き山連なり 葡萄色に浮かぶ 丘を滑りて谷間へ
木立くぐりていで湯へ 雪煙あげつつ いつか裾野に着きぬ

風を 切りて 滑る嬉しさ 我を 包む 雪の柔らか
今は あらず 山は 遥か 雪山の楽しければ かくも切なく眼に浮かぶ

Ich  will  Kobold  um  mich haben （×３回）
二 雲は拡がる雪空 樹氷凍れる丘の上 遠き山消え去り 粉雪風に散る 友の姿は何処ぞ

風に舞い舞う粉雪 吹雪走りて舞い 別れ別れに去りぬ
雪は 止みて 静もれる山 真昼 眠る 温き山小屋

高く そびゆ 銀の 峰ぞ 雪山の聖らなれば かくも切なく眼に浮かぶ

Ich  will  Kobold  um  mich haben （×３回）



①コース 旅程表



① コースの記録 （6日間） 参加者： 長舩恵美子、桑原了子、早川明子、 L 安田愛

10月24日。あっという間のポカラ滞在を終え、①コースのマダムたちと空港へ。どうせ時間通りには飛ばないだろ
うとエネルギー出力を最小にして待合所へ。意外にもほとんど遅れずに呼ばれたことにびっくりしながらもホッと
し、飛行機まで歩きながらふと後ろを振り向くと、昨日は雲の合間にしか顔を出してくれなかったヒマラヤがド
ドーンと広がり、早く乗り込めと怒られながらも写真をパチリ。通路の両側に一席ずつしかない小さな飛行機で、
景色を楽しむ余裕はこれっぽっちもないままカトマンズへ無事着陸しホッ。
初日にもお世話になったそば処でおそばのランチ。初恋の君探しに出かける旦那様とそれに付き合ってあげる寛大
な奥様の加藤夫妻を後輩に託し、私はマダムたちと世界遺産観光へ。帰国日前日になってようやく海外旅行っぽく
なってきたと思いながらパタンを散策し、歴史的なことや建築的な説明はガイドブックに任せるとして、レンガ色
の古都の雰囲気やお買い物を楽しみました。やはり女性陣はお買い物に真剣ですね。観光地でのお買い物を終え、
次は地元のちょっと余裕のある人たちが日々の生活のお買い物に行くネパール最大規模のスーパーマーケット（と
は言っても、私が子供の頃に地元にあったイトーヨーカドー的と描写した方がしっくりとくる）「バトパテニ」で
のお買い物へ。パッケージを見ただけではどんなものなのかが想像つかないネパールのスイーツを吟味するマダム
たちに、私の説明が正確に伝わったかどうかは微妙なところですが、日本の家族やお友達と一緒に新しい食べ物を
楽しんでもらえたと信じています。ネパールの遺産とお買い物、そして無料アトラクションのでこぼこ道ドライブ
を体験してもらいながら、今夜の宿泊地ナガルコットへ。夕日は拝めなかったものの、緑いっぱいのホテル敷地内
をお散歩し、もちろんのショッピングも済ませ、賑やかなラウンジでブッフェの夕食。お部屋から眺められるはず
のヒマラヤの日の出を期待しながら眠りにつきました。



機上からのガネッシュヒマール

GⅡ GⅣ GⅢ GⅤ



10月25日。カトマンズ盆地有数のビューポイントとして、外国人にもネパール人にも人気があるナガルコットでの
朝。念には念を入れていくつもセットした目覚ましを何度も止めながら、明るくならない窓の外を眺め、「とうと
う日の出は拝めませんでしたねぇ・・・」とマダムたちと苦笑い。朝食を済ませ、ナガルコットの良さを全然伝え
ることが出来ないままでこぼこ山道を下り、市街地を通り越しネパール最古の仏教寺院スワヤンブナートへ。小高
い丘の上に建つスワヤンブナートへは、ひたすら続く急階段からのアプローチはやめておき、裏の駐車場に車を停
めてぐるっと1周。眼下に広がるカトマンズの街はどこまで広がっていくのかなぁ・・・と。そして、ネパールに着
いたらまずここに行くでしょう、という旅行者が集まるタメル地区へ。ガーデンレストランでネパールの国民食の
ダルバートを初体験。誰一人完食することは出来ませんでしたが、それは辛いからでも口に合わなかったわけでも
なく、日本人女性には量が多すぎるんですよ、と聞かれてもいないのに言い訳をしながらお会計を済ませました。
腹ごしらえが済んだら、そうです、お買い物です。ネパールと日本を何度も行き来している私は既にお土産のネタ
が尽きていて、いくら貰っても何度貰っても処理に困らないお酒を家族用に持って帰るぐらいですが、初心に戻れ
ばネパールにもいろいろお土産があるんだなぁと再認識。マダムたちのお買い物が全部済んだことを念入りに確認
し（笑）タメルを離れ、あちこちで渋滞につかまりながら最後の訪問地、ネパール最大のヒンズー教寺院パシュパ
ティナートへ。ヒンズー教徒でない私たちは寺院の中には入れないものの、日本では見られない人の手によって行
われる火葬の様子を、聖なる河バグマティ川の対岸からしばらくの間眺めて過ごしました。私はネパールで何度も
目にしている光景ですが、マダムたちは何を思って眺め、そして何を感じていたのでしょうか？ネパールにいると、
「死」というものがごく日常的で身近なものであるということを感じさせられるような気がします。ネパール旅行
をこんなにヘビーな場で締めくくってしまって良かったのだろうかと疑問を持ちつつも、今回のネパール旅行が特
別な想い出になってくれることを願いながら、マダムたちを空港へ送り届け、ひとまず①コースのリーダーとして
の任務完了！ （安田 記）



カトマンズ・タメルの路上果物販売



10月26日。今日は②コースと一緒にカトマンズをぶらぶら。ネパールに住む外国人やちょっとハイソなネパール人
が集まるファーマーズマーケットへ。オーガニックな採れたて野菜や手作りチーズ、お菓子やお惣菜のお店が所せ
ましと並び、おしゃれな雰囲気も合わさって、ネパールにいることをつい忘れてしまう空間です。お土産選びに真
剣な加藤さんと野菜に興味津々な板谷さん、そして観光客気分の私でお買い物を楽しみました。ネパール語でイス
クスという名前の野菜を私は日本で目にしたことがなかったので、ネパール人にも「この野菜は日本にはないよ」
と今まで伝えてきた野菜が、実は日本にもあって、ハヤトウリというんだということを教えてもらい、世の中どこ
ろか日本にもまだまだ私の知らないことがたくさんあるんだなぁ・・・と苦笑い。
みんなのお財布の紐が緩んだところでバトパテニへ。買い物カゴどころかカートいっぱいの蜂蜜や紅茶、チーズの
数々。気持ちのいい買いっぷり、1ルピーも落としていない私まで気分爽快（笑）。その後もタメルでお買い物が続
いたことは言うまでもありません。ホテルでの食事が多かったみんなに、やっぱりここはネパールの国民食でしょ
う、と今日もダルバートのランチ。美味しい美味しいと言って完食してくれた板谷さんに、ネパール人を代表して
（？）お礼を言いたいです。荷物もいっぱい、お腹もいっぱいになったみんなをサンセットビューへ送り、今日の
任務も無事完了。

最後に、新しい出会い、貴重な経験、美味しいご飯、楽しいお酒、それからたくさんのお土産をいただきました。
この場をお借りして、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 （安田 記）



Ⅱ②②②コース旅程表



第2コース報告 9日間、 参加者5名：板谷真人、加藤文雄・葵夫妻、野口彰、L武藤一郎

10月21日（月） 成田発（板谷、加藤夫妻）、中部発（武藤）。野口は10月21日にカトマンズで合流。
17:50頃 カトマンズ着 先着メンバーの出迎えあり、現地旅行社手配の車両に分乗してHotel Sunset View (New Baneshwor,
Kathmandu)着、チェックイン。
20:00頃 ホテル食堂にて全コース参加全員による結団式（実行委員会計へ概算費用の各人分支払い）。

10月22日（火） 晴 午前： 板谷、加藤夫妻、武藤は他のコースメンバーと共にカトマンズ国内線空港へ、Mt.エベレスト方面への山岳遊覧

飛行のフライトチェックイン。ゲート前の待合室で天候待ちといわれてかなり待たされる。確かに霧かスモッグか曇っていることは確かだ。飛
行機に乗ってからまた天候待ち。10時過ぎになりやっと飛び立ち、機内では順番に操縦席のコックピットに招き入れて山岳景色をながめさせ
てくれた。ホテルに戻り昼食。午後： 板谷、加藤夫妻、野口、武藤は他コースメンバーと共にカトマンズ国内線空港へ。Yeti Airlines（681便）
の出発までかなり待たされる。空港関係者によれば機体を午前中は山岳遊覧飛行に使っているため国内便遅延は通常の由。午後: ポカラ
着、Pokhara Grandeにチェックイン（予想以上に高ランクのホテル）。夕食はホテルのレストラン。

10月23日（水） 晴 午前： 他コースのメンバーと一緒に貸切バスでホテル発、カトマンズ在住の安田さんの案内で展望台HARA-18,
SARANGKOT（Gandaki Province）へ。道は狭いうえにカーブの多い山道に対向車が多いので随分と時間がかかる。展望台での見晴しは

良好。ポカラ市内に戻り板谷、加藤夫妻、野口は他の希望者とそのまま国際山岳博物館へ、武藤は他メンバーと途中で下車して米倉の案内
で市内観光および買い物。昼食は市内の中華レストランにて。タクシーでホテルへ帰着。15:00 参加者全員で駒ヶ根友好公園にて慰霊祭。
武藤はホテル内の旅行社デスク（Grand Holidays Tours & Travels Pvt. Ltd.）にて翌日のKandeまでの借上げ車（片道、４WD）の予約と前
金（2千ルピー）支払い。翌日のトレッキングガイド（Mr. Karana Magar, 26歳）およびポーター(Mr. Dambar Magar, 23歳)と会う。両名の雇
上げ料は実行委員会から支払い済み。夕食時、参加者全員でホテル・レストランにて懇親会

10月24日（木） 晴 加藤夫妻は午前のフライトでカトマンズへ。Hotel Sunset View到着後、安田さんの案内でほかのメンバーと市内見学。
08:00 板谷、野口、武藤とガイド、ポーターの5名が借上げ車でホテル発、Kandeへ。前日のSarangkot経由の狭くて悪路の旧道を通り
Naudandaで幹線道路に合流。途中「なぜ幹線道路をつかわない？」と質問すると、運転手は「工事中だから」との答え。 09:10 Kande着。
運転手に借上げ車の代金残り3千ルピー（以下R）支払い（チップ別）。
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まずは茶店でチャイ（R30x5）を飲み、小キジ等を済ませる（わりかしキレイなキジ場）。9:35 茶店裏の細い路をたどってKande
発。ジグザグ路が終わったころに子供たちがお祭りの歌と踊りで通せんぼ、お祭りのお祝い金を求められてR50/=をあげる。米国
のハロウィーンでの戸口訪問のようで、どこも子供は可愛いもの。11:25 割合よく整備された石段路を登り途中2度ほど小休止し
てAustralian Campの5分位手前でお茶。ここまでくるとチャイはR70と高くなる。11:35 Australian Campはロッジが数軒散在す
る。品定めをかねて1件ずつ回り見晴らしと位置関係の良さそうなAngel’s Guest Houseを選ぶ。部屋はコテージタイプでハイ
シーズンのため宿泊は3人部屋1室R1,500（食事別）。水洗トイレ付でベッドも結構清潔。天気が良く山の眺望は抜群に良い。ゲス
トハウスの本棟にある食堂で昼食、夕食。食事のメニューは豊富で味もまあまあ。

10月25日（金）晴 早朝の山の景色も相変わらず抜群に良い。06:30 前日の食堂でティータイム、07:00 朝食。チェックアウト
で食事と飲物すべてで全員分R6,720支払い（部屋代は前日前払い）。07:55 ゲストハウス発。ガイドにポカラへの復路の借上げ
車を呼ぶよう指示、前日と同じ車と運転手が来ることになった（復路も同額R5,000）。ガイドとポーターには下りにおける高齢者
に対する気配りをあらためて指示、両名共によく指示に従って配慮した。09:25 Kande着。借上げ車は既に到着、待機していた。
09:30 同発。10:40 Pokhara Grande着。チップを運転手、ガイドとポーターに渡した。相場がわからず、やりすぎか？まあいい
や、喜捨はさせていただくもの。11:30 板谷、野口、武藤でホテルのレストランにて昼食。13:30 あらかじめ予約しておいたホ
テルの無料送迎ワゴン車でホテル発、空港へ。14:45ポカラ発予定のフライト（Simrik Airlines158便）はカトマンズから未着、
14:50になりやっとチェックイン受付、16:00頃になりカトマンズから同機が到着、結局大幅に遅れて17:10ポカラ発。18:00 カト
マンズ国内線空港着。野口は知人の出迎えを受けてここからは別行動。板谷と武藤はその出迎え車に同乗させてもらい18:20
Hotel Sunset Viewに到着、チェックイン。加藤夫妻は安田さん紹介のネパール人Mr.タパ・マガール（日本語学校経営、７年間名
古屋に住んでいた）の案内でカトマンズ観光と知人宅訪問。同夫妻は知人宅で夕食。板谷と武藤はホテルにて夕食。

10月26日（土） 晴 07:00 ホテル食堂で朝食。09:00頃 板谷、加藤夫妻は安田さんの案内でタクシーを使い市内観光、買い物、昼食等。ホ
テル発⇒朝市（Farmers Market）⇒バトパテニ⇒タメルにて買い物、昼食（MUKTINATH, THAKALI KITCHEN）⇒ホテル帰着。 武藤は09:30ネ
パールのNGO、Rural Reconstruction Nepal(RRN)訪問。2015年のネパール大地震の際に信大学士山岳会は会員から震災復興支援金200
万円余りを集めRRNに復興活動のため送った。同年の学士山岳会総会でその使途報告はなされたが、今回あらためてRRNを訪問、専務理
事（Executive Director） Dr. Ratna Karkiと会ってRRNの沿革、活動等についての説明をうけた。当日は週末で26日から29日にかけてのお祭
り初日だったが、特別にオフィスを開けて丁重な対応をしてくれた。
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その後、場所を市内レストラン（Alice Restaurant, Thakali Khana Set）に移し昼食、歓談。13:30頃にホテル帰着。今回の訪問によりRRNを
よりよく知る目的は果たされたと思われる。加藤夫妻はネパール人ガイドと共に友人宅に招待される。板谷、武藤はホテルにて夕食。

Hotel Sunset Viewはカトマンズ市内を見下ろす高台にあり、よく手入れされた広い庭の一画に別棟の土産物店(Lotus Traders)があり野
外でケーキや飲物を供する。ホテル・オーナー（夫人）の飯森紘子さん（Ms.Hiroko Tulachan）によればホテルのレストランでは日本蕎麦を
90年代後半から出しており、蕎麦粉はTukuche, Mustang産でネパール人職人を日本に送り蕎麦打ち修行させたそうで、他にも日本食メ
ニューが準備されている。ネパールまで来て日本食を食べる必要もないが、それなりに工夫しているメニューは試してみる価値はある。

10月27日（日） 晴 07:30 板谷、加藤夫妻、武藤はホテルにて朝食、10:00頃 ホテル・チェックアウト、11:00頃 借上げ車で出発、世界遺
産パタン、バクタプル（Culture City, Bhaktapur 入場料1人R1,500）を見学。午後 ナガルコットの展望ホテルClub Himalayaへ、午後遅め
のチェックイン（実行委の米倉がまとめて全員分の手続き）。展望レストランからの山岳風景は良好。

10月28日（月） 晴 06:30 ホテル・レストランにて朝食、チェックアウト、08:20 前日の借上げ車でホテル発09:25 Hotel Sunset View着
10:00 ホテル発、借上げ車で世界遺産ボダナートへ。11:20 ボダナート発、Hotel Sunset View着
12:15 板谷、加藤夫妻、武藤は他の希望者と一緒にホテル発昼食へ。一行メンバーの牧瀬敏裕医師が“自分の人生で最も美味しかった
ロシア料理”との強いお薦めにより、ホテル・オーナー（夫人）の飯森紘子さんの案内でHotel Yak & Yetiへ。同ホテルはDurbar Marg地域
にある５星。同ホテル内のレストランThe Chimneyの奥まった半個室でSittingでの昼食。ついつい食いすぎ飲み過ぎた。14:10 ホテル帰着。
17:00 ホテル発、国際線空港着、チェックイン。19:50 KE696便へ搭乗、20:20 カトマンズ発

10月29日（火）
早朝 仁川着、午前発のKE5741成田行きの板谷、加藤夫妻らと別れて、武藤は中部空港への便KE741に接続。全員無事帰国した。実行
委員会の皆さんありがとうございました。 （ 武藤 記）



ナガルコット 1900m の朝

ランタンヒマール
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第③コース 参加メンバー（１１名）

川崎 誠 ７０周年記念トレッキング慰霊祭参加者中最年長、自称永遠のシティボーイ。

桑原尚志 最年長参加者に並ぶべテラン、ジムでの鍛錬を怠らない永遠の湘南ボーイ。

寺田恵子 ６０周年記念トレッキングからの帰国直後急逝された故寺田雅治氏夫人。

佐藤邦彦 1967年ネパールワンダリングメンバー。シニアのヒマラヤ登山に参加し高峰の頂にも立つ。

佐藤敦子 佐藤邦彦氏夫人、レーシングスキーヤー、脚力抜群。

米倉幸夫 1967年ネパールワンダリングメンバー。70周年記念ネパールトレッキングのお世話係。③コースリーダー。

牧瀬俊裕 故氏原暉男教授の研究室でネパールでの蕎麦の調査研究に参加。現成田市内 なのはなクリニック院長。

牧瀬いづみ 牧瀬俊裕氏夫人、看護師としても院長を支えている。

近藤幸夫 朝日新聞長野総局で山岳専門記者として円熟した健筆をふるっている。

白井峰子 60周年記念事業を遂行された故松尾武久さんとのご縁で参加。

フランカム優子 米倉の碁友の娘さん。父君経由で計画を知り参加した。



ニルギリ北峰
7061m

ニルギリ中央峰
6940m

ニルギリ南峰
6839m

ニルギリ連峰西面
ナワルコット付近2600mより



③コース報告 米倉幸夫

10月20日 川崎・白井・米倉、成田朝発の中国国際航空便で成都に向かう。同日午後成都着、翌日乗り継ぎの
為、航空会社提供のホテルに投宿。
10月21日 川崎・白井・米倉、成都空港朝発の中国国際航空で同日午前中にカトマンズ着。本隊より一足先に

サンセットビューホテルに到着。本隊は福岡、関西、中部、成田から朝発の大韓航空に搭乗、仁川でカトマンズ
行きに乗り継ぐ。スリンギヒマール偵察から戻っていた実行委員の渡部、中田と、カトマンズに先着した米倉は
現地のコスモトレックと出発前のうちあわせ後、本隊をトリブバン空港に出迎え、全員がサンセットビューホテ
ルに揃ったところで結団式。旅程の詳細を再確認し、乾杯、自己紹介、懇談。

10月22日 早朝のエベレスト方面マウンテンフライトに①②③コースから８名が参加。快晴に恵まれ世界の屋

根の巨峰群と対峙。チャンドラギリ展望台組は、朝食後専用車で出発、小一時間でロープウエイ乗り場到着。天
候に恵まれ標高２５００mから東からマカルー、ローツェ、エベレスト、ランタン、ガネッシュ、マナスル山群

から、アンナプルナ山群までの大パノラマを堪能。ガラス張りのカフェテラスで眼前に輝くガネッシュヒマール
に圧倒され、遠方の高峰の山名同定をしながらのエスプレッソは至福の香りだった。ポカラへの午後便の出発は2

時間ほど遅れたが、機上窓外に広がるランタン、ガネッシュ、マナスル、アンナプルナ山群の眺めに不満は霧消
した。ポカラ空港からはホテル・ポカラグランデの送迎バスで移動。夕食はホテルでビュフェ。

10月23日 ①．②，コースのメンバーと供に、サランコット展望台、山岳博物館、ポカラ市内散策と昼食。詳
しくは安田さんのレポートに譲ります。

午後３時半から全コースが合流し、フェワ湖畔、駒ケ根友好公園での慰霊祭に参加し献花・献歌。式後は全員ポ
カラグランデに移動して参加者持ち込みの飲み切れないほどの美酒で盛大な懇親会となった。
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10月24日 曇りのち晴れ

朝食なしで早朝曇天のポカラ空港に向かい、暫しの搭乗待期の後小型双発プロペラ機でアンナプルナ、ダウ
ラギリの高峰の間を縫っての迫力満点なフライトであっという間にジョムソン空港に着陸、至近のホテルで朝食
をとる。乾いた大地と予想に反した青空と強烈な日差しに、この好機にムクチナートにも行ってみようと思った
のが大きな間違いだった。新たに拡幅、舗装されたばかりの道路を行くローバー四駆でのドライブはスムーズ
で快適だったが、ジョムソン（2700ｍ）から車道の終点ラニパウア（3700m）まで標高差1000メートルを一気に

登ってしまったことで複数が体調不調に陥った。ムクチナートの散策はあきらめて、紅茶と軽食の後引き返した。
途中マルファで川口慧海師の足跡をたずね、ツクチェで蕎麦栽培を指導した農学部の故氏原暉男教授の顕彰
碑に寄ってから、タサンビレッジにチェックイン。暮れゆくニルギリ南峰とダウラギリ主峰の姿に若き日の仲間た
ちの情熱と、今も氷河に眠る田辺治さんの無念に思いを巡らせた。
10月25日（晴れ）

湖面にニルギリが映るショコン湖への日帰りハイキングには、牧瀬医師の指示で前日不調だった川崎、米倉
は参加せず休養。リーダー役を近藤に担ってもらい、ロッジの主人、アルジュン・シン・トラチャンの案内で出発
した。牧瀬医師は近隣住民の診療奉仕を行った。
10月26日（晴れ）

早朝四駆でジョムソン空港に向かい、空港で朝食を摂りながらポカラへの便の到着を待つ。トラチャン氏に見
送られ、ほぼ定刻に発ち昼前にポカラグランデに戻ることができた。午後は各々ポカラの休日。
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10月27日 （晴ときどき曇）

午前のフライトでカトマンズに戻り、サンセットビューホテルで②コースのメンバーと合流しチャーター車で世
界遺産の古都バクタプールを経由しヒマラヤナガルコットのクラブヒマラヤにチェックイン。日没前のヒマラ
ヤ山脈を眺めたのち、揃っての夕食歓談。
10月28日 （曇ときどき晴）

チャーター車でカトマンズ、サンセットビューホテルに戻る。カトマンズ最古の仏教寺院スワヤンブナート観
光組と、デラックスホテルでランチを楽しむ組に分かれて行動。夕刻発の大韓航空便で帰路に就き、翌２９
日帰国。川崎、白井、米倉は29日午後発の中国国際航空便でカトマンズを発ち成都１泊、30日午後10時
成田着。

バクタプル観光

ナガルコットより



③コースリーダーの反省 Ｌ 米倉幸夫

信大山岳会にとって特別なニルギリとダウラギリ遙拝を絶好の時期に天候と関係者に恵まれて実施で
きたのは大いなる幸運でした。今回③コースリーダーの犯した最大の過ちは、10月24日に標高900ｍの
ポカラから2700メートルのジョモソンに小型機で飛び、さらに四駆で2時間ほどの間に平地の3分の2に
気圧の下がる標高3700メートルの高地まで四駆で一気に高度を上げてしまったこと。この行程での高
山病発生のリスクは承知していたものの標高3700ｍでは泊まらず、夕方にはタサンビレッジ（標高２６０
０ｍ）まで下るし、牧瀬医師も同行していることだから大丈夫だろうと、ジョムソンからムクチナートに四
駆で向かいましたが、高所に慣れていない時に、一時的にせよ高度の影響を強く受けてしまった方々
には深くお詫びを申し上げます。我が身に起きた自業自得は深刻でした。急に低下した気圧のせいも
あってか、9月半ばに衝撃を受けた頭部で頭蓋内にジワジワと出血が進んだようで、旅行中に脱力で
足元がおぼつかなくなり帰国後すぐ自宅近くの大病院を受診しましたところ、外傷性慢性硬膜下血種、
即入院手術となり、退院まで約一か月を要しました。旅費精算、本報告の作成掲載も遅くなり誠に申し
訳ありませんでした。幸いかねてからのボケの進行以外、後遺障害は発生せず、退院の６か月後には
温泉とスキーと酒を楽しむことができるようになりました。ご心配くださった皆様にはこの場をお借りして
厚く御礼を申し上げます。

＊提案です。次回の総会で山岳ドクター、師田医師に高山病対策のレクチャーをお願いして、みんなで
聴講しませんか。 （米倉 記）



④、⑤コースはベシサハールからマルシャンディ渓谷
右岸を四駆でピサンに向かう。 １０月２５日



Ⅳ⓸コース 旅程表



④コース行動報告 Ｌ 藤松太一
メンバー：藤松太一、太田寛、佐藤潔、木嶋順八、中館敏子の５名、（太田、佐藤、木島は藤松の大学の同期生、
中館は長野県山岳センター時の受講生といった藤松の旧知のグループである）

アンナプルナ北東 マルシャンディ上流 ロッジ泊トレッキングポカラ慰霊祭参加、アンナプルナⅡ峰ＢＣメモ
リアルケルン訪問

10月21日～23日は全体での行動なので省略。
24日（木）ポカラ⇒ベシサハール
⓸コース5名、⑤コース９人計14人にガイドが３人でマイクロバスに乗り10時には小休止、12時にはランチタイム
を取りながら進む。ドゥムレからマルシャンディに入る、車との擦れ違いに感動しながらベシサハールに到着。ホ
テルガンガプルナ（ホテルというよりロッジに近い）で自然と全員がテラスに出て日本から持ち込んだ酒で酒盛り
が始まる。
25日（金）ベシサハール⇒ピサン(3200m)ホテルニューウッツェ
３台の４輪駆動車に分乗して終日車での移動。10年前の60周年遠征が終了し徒歩で帰る道の対岸の大岩壁を爆破
して道路を造っていたのは昔の話。その新しい道を四駆が恐怖感満載の道と運転で進んでゆく。日本の屏風岩の中
間部に道を作ったようなものだ。ようやく険しい道が終わり昼を食べる。その近くに養殖場があり何と鱒がいた。
これを人数分購入し今夜の食材とした。大変うまく酒も進んだ。
26日（土）ピサン→1971年アンナプルナⅡ峰ＢＣメモリアルケルン往復(3500m)

朝起きると結構肌寒い。外に出てみると水たまりは凍っていた。もうこの標高では氷点下零度以下である。８時に
ホテルを出発する。緩やかな登り道を行く。太陽が出てくると温かくなるが日陰は寒い。しばらく歩くと正面にア
ンナプルナⅡ峰があり、広い河原に着いた。大きな石の上で遭難した佐藤正敏さんと今回の慰霊祭の額を置き、焼
香した。ヒマラヤのベースにしては標高が低いが、この先は急激に傾斜を増している。ゆっくりと帰りホテルに着
き解散となる。時間があったので多くのメンバーは対岸にあるチベットのお寺に参拝を兼ねて向かった。



1991年アンナプルナⅡ峰BC

メモリアルケルンで
④⑤コースのメンバー焼香

2019年10月2６日



ブラカ3360m (アイスレークへの登り口)

マナン3540m

マルシャンディ
渓谷上流部



27日（日）ピサン→マナン(3540m)

７時50分に出発する。今日は４～５時間程度で着くだろうと考えていた。緩やかな登りで道も広い。欠点は車が通過
すると砂煙が立つことだ。皆周りを見たり写真を撮ったり、途中のバッティでお茶を飲んだりとゆっくり歩いた。お
昼はマナンの手前の小さなレストラン？に入りモモやスパゲティなど食べる。何といっても大変に安く全員が驚いた。
ゆっくりしすぎか思いの他時間がかかり３時15分にマナンに着いた。
28日（月）マナン→アイスレーク(4000m位のビューポイント：展望台)

大酒のみの不動の太田が、昨夜ほとんど眠れなかったので今日は不参加と表明する。出発時間の８時となり、太田も
参加するということで、ガイド先頭にアイスレークに出発する。２時間ほど登り4000m位の展望の良い場所で休憩し
た。ここでパーティリーダーの藤松の体調が崩れ、下痢となり大休止した後全員で下山する。太田はいたって元気で
一番にホテルに着きガイド、ポーターと地元の飲み屋でロキシーを他のメンバーと共に飲む。夕食近くまでしっかり
と飲んでいた様子。
29日（火）マナン→ギャル（3670m）
今日から⑤コースとは別れ、我々はトラバースコースでピサン方面に進む。朝５時に起きて⑤コース隊を見送る。
我々は定刻である８時に出発。トラバース道ではあるが広く車も通れそう。（大型のトラクターとすれ違う）緩やか
に上っている感じではあるが、写真を撮ったりアンナプルナⅡやⅣ峰を眺めたりとマイペースで歩いた。昼にギャル
に着き入り口のレストランでビールと昼食を取り、集落の中のロッジに泊まる。かなり安く宿泊代よりも、ロキシー
等の酒代の方が高くついた。
30日（水）ギャル→ピサン⇒ベシサハール

今日の行程は、一挙に400m下りピサンまで。後は四駆でベシサハール。ということは、トレッキング最終日とい
うことである。この下りは本当に一気である。藤松が結構調子が良く終始トップ。ここのルートを数多くのトレカ―

が登ってきているのには驚く。西洋人が多い。８時48分ピサン着。前回泊まったホテルでレモンティを飲み、⑤コー
スの照井を加え四駆に２－３－４人とぎゅうぎゅうで出発。特に木島は後ろがいいだろうと素早く場所を確保したが
４人も乗り全く裏目に出た様子。例の恐ろしい岩壁の道を通過し、４時45分にベシサハールの前回のホテルに到着。
到着し部屋に入り整理した後、当然全員の無事を祈り乾杯。また、夕食も乾杯でした。



アンナプルナⅡ峰７９３７ｍ北面 ギャル ３６７０ｍ より



31日（木）ベシサハール⇒カトマンズ
今日は山用の四駆ではなく、クッションのいいジープで８時20分快適に出発しカトマンズまで行く。しかし、順

調に進むが、最後の峠の登りで事故があり急に進まなくなったが、午後１時30分ほぼ定刻通りカトマンズサンセッ
トビューホテルに到着。夕食はカトマンズ到着を祝い日本の焼酎を6000円でボトルキープ、乾杯でありました。
11月１日（金）カトマンズ：市内観光
現地で生活している安田嬢によるネパール市内観光。パタン、ビールに昼食、パシュパテナート、ボードナードテ
ンプル、飛行場近くホテルのラウンジでコーヒー。ここで解散。藤松、太田、佐藤はタメルのホテルへ移動。
２日（土）カトマンズ
木島、中館帰国。他の３人はネパールの一般飲み屋に行く４人で会計2000円何と安いことか。（ビール、ロキシー、

つまみも）
３日（日）カトマンズ ホテルのテラスで宴会。チャンを４ℓ飲むも酔わず。
４日（月）カトマンズ ウッツェで解散式。盛大に飲みました。(16000円位)

５日（火）カトマンズ⇒仁川
６日（水）仁川⇒中部、成田…解散 （藤松 記）
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⑤コース トロン峠越え 旅程表



アンナプルナⅡ峰、Ⅳ峰
１９７１年 BC メモリアルケルンより
２０１９年１０月２６日

氷河の後退が著しい

アンナプルナⅡ峰
７９３７ｍ

アンナプルナⅣ峰
7525m



⑤コース記録
メンバー ：笠原邦樹、大庭民雄、中川博之、難波良平、照井源悦、阿部守、山崎克則、渡部光則、
中田茂
10月22日（晴れ） カトマンズのホテルサンセットビューからバスは順調に走行、途中交通渋滞はほとんど
なく、午後3時半にポカラのアイスランドホテルに到着。④コースガイド パンカ、⑤コースガイド パサンと
Pに宿泊代、食事代を渡す。
10月23日 （晴れ）午前中は各自トレッキング準備と自由行動。午後から駒ケ根友好公園で慰霊祭参加。その
あとポカラグランデで懇親会トレッキング壮行会。
10月24日 (晴れ) ポカラからベシサハール（バス） ④、⑤コースのメンバー、ガイドと一緒に8時15分ア
イスランドホテルを出発。11時昼食、12時10分マルシャンディ分岐、14時ベシサハール、ガンガプルナホテル
に到着。ティハールの祭が始まっていて、町の人が音楽とダンスで門付けを行っていた。
10月25日 （晴れ）ベシサハールからローワピサン（四駆） 7時朝食 8時に2台の4輪駆動者にメンバー9人
とガイド2名が分乗してピサンに向け出発、10時45分チャムチェ 昼食 ダルバート。14時30分チャーメ
チェックポスト、15時25分ローワピサン着 ホテルウツェ。
10月26日 （晴れ） （以降徒歩）アンナ2峰メモリアルケルン慰霊。中田は風邪のため休養。照井はメモリ
アルケルンに向かう途中高度障害が出た由。メモリアルケルンでは⓸コースメンバーと共に思誠寮寮歌「雲に
嘯く」「秋高原 行け行けバッキャロー」を故佐藤正敏さんに献歌。
10月27日 （晴れ） ピサンからマナン 照井は高度障害がでたので、用心のためこの先の計画を変更する。
３日間ピサンに留まり、④コースが戻ってきたら、④コースに合流してカトマンズに帰ることにする。８名は
８時に出発、１０時３０分ホンデにて昼食 ダルバート、１３時３０分アイスレイク分岐、１４時３０分 マ
ナン到着 ホテルノースポールレストランアンドバー。



アンナプルナⅢ
7555m

ガンガプルナ
7445m

タレカン （グレイシャードーム）
7069m

カンサールカン（ロックノワール）
7485m

トロンハイキャンプ付近
標高約５０００ｍより



トロン・ハイキャンプ
4925m

トロン峠
5416m



アンナプルナⅡ
7937m

アンナプルナⅣ
7525m

トロン峠付近
標高約５３００ｍより



１０月２８日 （晴れ）アイスレイク高度順応 ７時３０分出発、昨日のハイルートのブラカからアイスレイクの
登りにはいる。渡部は順応不調で苦しくなり、１０時２０分ひとり戻る。１２時、４４００メートルの見晴らしの
良いところで行動をやめ下山。１４時ブラカで昼食。全員最初の高度順応行動のため調子が出ず、昼食はほとんど
水分補給程度の食事になる。１５時２０分 マナン到着
１０月２９日 （晴れ）マナンからヤクカルカ ８時出発、ゆっくり歩いてだらだらと高度を上げる。９時４０分
３９００メートルのバッティーでお茶。１１時ギャンチャンコーラ吊り橋。１２時ヤクカルカ到着。トロンピーク
ホテル短時間の行動で翌日のために休息
１０月３０日 （晴れ） ヤクカルカからハイキャンプ ７時１０分にロッジを出発。８時レイダー アシスタン
トガイドのPは単独行動になる。１０時４５分 トロンフエディーで昼食、ここでしっかり休み、もうひと頑張り。
急登の道をハイキャンプへ向かう。１３時ハイキャンプ着、トロンハイキャンプホテルアンドレストラン４９００
ｍ。Pは一人ですぐ下のロッジに泊まる。
１０月３１日 （晴れ）ハイキャンプからトロンパスを越えムクチナート、ジョムソン ４時３０分ヘッドライト
を点けて歩き始める。さー５４００メートルを越えるぞ！大庭前日からの高所順応が少し厳しく、なかなかペース
が上がらない。中川も途中食べたものを戻したりしていたので、パーティーを２つに分ける。中田、渡部、大庭、
中川の組は様子を見ながらペースを合わせて歩く。阿部、笠原、難波、山崎とパサンの組はビスタリビスタリで少
し先行して歩く。本来ならばこの時のためにアシステントガイドのPが必要だった。６時 お茶を飲む。８時２０
分全員トロンパスに到着。記念写真を撮る。ムクチナートへ一気に下山。１１時１５分チャングールでお茶を飲み
ながらビスケットを食べる。１２時２０分ムクチナートの手前の吊り橋。寺院を周りながら１３時１５分ムクチ
ナートのチェックポスト。そのあとすぐレストランロッジで休む。マナンから電話で車の手配を試みたが繋がらな
かったため、パサンがジョムソンへ４駆車を探しに行き交渉。お祭りの際中のため苦労したようだ。休んでいると
Pが現れた。１５時４０分、四駆２台に分乗してムクチナート発、１６時３０分ジョムソン ムーンライトロッジ
着。



トロン峠 5416m ２０１９年１０月３１日



ムクチナート
３７６０m

ダウラギリ主峰 8172m ツクチェピーク
6920m



渡部からパサンにPをポカラまでは連れて行くがポカラについたら解雇すると話す。コスモトレックにも連絡し
ておくようにと指示する。
１１月１日 （晴れ） ジョムソンからポカラへ
前日の車でそのままポカラへ向かう。非常な悪路を耐えるだけの状態で一路ポカラへ。８時間近くかかりポカラ
アイスランドホテルに到着。全員ガタガタの状態。夕方は全員で打ち上げパーティー。
１１月２日 （曇り） 休息 山が見えない。
１１月３日 （曇り） ポカラからカトマンズ ホテルからチャーター車で８時過ぎに出発。順調に走行してい
たが途中交通事故あり。事故が起きてもネパール人は好奇心が旺盛だ。わざわざ事故現場を見に行く人がぞろぞ
ろ歩いている。１５時３０分サンセットビューホテルに着く。照井が待っていた。
１１時４日 （晴れのち曇り） 滞在 笠原、山崎は朝５時３０分マウンテンフライトに出かける。他のメン
バーは予約していた車をキャンセルして自由行動。渡部、中田は途中マドウバンゲストハウスで藤松と合流して、
コスモ トレックへ今回のトレッキングの費用精算、支払いに行く。１２時３０分、中川、難波とマドウバンで
待ち合わせて、渡部、大庭、中川、難波はスモールスターに行き、トンバを痛飲する。
１１月５日 （曇り）
ほぼ半日各自自由行動、午後４時にサンセットビューホテル集合でホテルが手配した車で空港に向かう。午後５
時頃には搭乗手続きを行い、入管を通る。夜８時の飛行機に乗れば翌日は日本。

最後に⑤コースの参加のメンバー阿部、照井、笠原、大庭、中川、難波、山崎、渡部の各氏に感謝します。皆さ
ん非常に親切、友好的そのもので長いトレッキング中全く問題は起きませんでした。そして①コースリーダーの
安田さんには⑤コースと④コース全員がお世話になりました。スペシャル感謝です。

皆さんありがとうございました。またいつか別な山を見に行きたいですね。 （中田 記）



カーラ・バイラヴ様、もう嘘は付きませんからどうかネパールの人々を新型コロナウイルスからお守りください。
（旧王旧広場）
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会計報告について

今回のネパールへの旅行は、山岳会の行事らしく、できるだ
け自分でやる精神で企画、調査、はもとより、ネパール国内
分のエージェントとの契約は包括とはせず、実費＋手数料
ベースとし、行動中の支払、現金管理、記帳、剰余分の返金
まで会計担当と実行委員、各コースリーダーが分担協力して
行い、結果的に内容の実質を高く維持しながら、実費ベース
で精算した結果、平均で１２％を超える剰余金をお返しするこ
とが出ました。５つの旅程の異なるコースに分かれての行動
でしたが、メンバーのご理解とご協力の賜物です。

会計・経理は実行委員全員得意分野ではなかったため、外部
監査をお願いした、澤田克彦さんには整理不十分な資料をお
渡ししてしまい、大変お手数をおかけしました。現職ご多忙な
時期に真にありがとうございました。

剰余金の中から、旅行の出発直前に長野県で発生した水害
が旅行中気にかかっており、復興寄付として７５１３０円を長
野県に寄付させていただきました。

また剰余金の返還をご辞退なされた方々のご意向に沿って、
現役山岳会に９８０００円を寄付させていただきました。この場
をお借りして厚く御礼申し上げます。

会計担当 渡部光則
会計監査報告会計監
査報告

会計報告会計
報告



参加者の感想

２０１９年信州大学山岳会70周年記念ネパール慰霊祭トレッキング

長舩恵美子 桑原了子 白井峰子 牧瀬いづみ 佐藤敦子 寺田恵子 フランカム優子

川崎誠 中館敏子 佐藤潔 木嶋順八 太田寛 笠原邦樹 阿部守 大庭民雄

照井源悦 中川博之 難波良平 山崎克則

















５コース 大庭 民雄 

今回は部外者にもかかわらずあたたかく迎えていただ

き感謝しています。久々のヒマラヤにワクワクでした

が思いのほかの厳しい高度障害に悩まされ、ちょっと

落ち込んでしまいました。しかし、このトレッキング

をきっかけにして私が所属する宇都宮大学山岳部０B

会でも２０２０年ポストモンスーン期のトレッキング

を企画しています。言い出しっぺ 

はまたしても私ですが…。そして当会のトレッキング

がいつかヒマラヤ登山につながっていけばいいな、と

考えています。本当にありがとうございました。 







＜謝辞＞

近藤幸夫記者の朝日新聞２０１９年１２月６日の記事から、この度のネパールでの慰霊祭・トレッキングの趣旨と想いは十
分伝わったと思います。本報告では、登山ではないため細かな行動時刻などは省略したものもあります。エピソードと参考
になると思う反省点に重きを置き、写真には参考までに、出来るだけ、山名、標高、撮影地点を挿入しました。

参加者一人一人の希望に沿い、費用対効果の高い旅にしようとした手作りツアーでしたから、報告書も参加者の皆さんに往
復はがきで感想文をお願いし、文章入力を省き画像としてそのまま掲載しました。印刷・製本はせず、電子ファイルを会の
ホームページに掲載することにいたしました。

多くの関係者のご協力と参加者の大人の知恵のおかげで和気藹々としたネパール旅行が実現しました。ビジネスとは言え国
際航空券、査証、保険の手配をされた旅行社勤務の伊藤勇太郎会員、ネパール国内旅行の手配をして下さったコスモトレッ
ク、カトマンズでの滞在中格別の配慮をくださった、ホテル・サンセットビューの飯森紘子さん、ポカラでの慰霊祭、懇親
会を支えてくださったホテル・ポカラグランデの皆様、自らハイキングのガイドも務めてくれたタサンビレッジのアルジュ
ン・シン・トラチャンさん、破天荒なシニアのグループを見事に統率されたカトマンズ在住の安田愛さん、山道の下りでお
ぼつかない足元を見て支えてくれたガイド氏、荷を担いでくれたポーター氏、ビール、ロキシー、おつまみを用意してくれ
たロッジ、レストランの方々、笑顔でナマステと挨拶を返してくれた地元の人々に、改めて＜ナマステ・合掌＞です。

末筆になりましたが、留守本部を引き受けてくださった扇能清さん、精緻な会計監査をして下さった澤田克彦さんに実行委
員一同深く感謝申し上げます。

2020年５月31日 米倉幸夫


