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2011年度総会

神戸大学山岳会

会長挨拶 井上 達男
2011/4/9
大阪凌霜クラブ

第141回 例会 氷ノ山(2011/3/4-6)
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20102010年度を振り返って年度を振り返って

新たなる目標を求めて

緊急
東日本大震災 ACKUにて 義捐金 募集

振込先

みなと銀行 春日野支店 普通預金
神戸大学山岳会事務局長山田健
口座番号 3815501

２０１１年９月末〆切
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追悼

故 横山 千秋 先生 (名誉会員)
偲ぶ会(2011/4/23)開催予定

故 岡田健宏 会員

故 宇田宏成 会員

故 東 博 会員

2010年度を振り返って

心より哀悼申し上げます
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例会山行2010 計画
継続は力なり

安全登山

リスク回避策の徹底

新企画

現役・若手の参加促進

2010年度の実績

132 2010 5月15日（土）～16日（日） 春の氷ノ山

134 2010 5月23日（日） 六甲山

135 2010 7月17日（土）～20日（火） 悪沢岳

136 2010 9月11日（土）～12日（日） 吉野

137 2010 10月9日（土）～11日（月・祝日） 那須連山

138 2010 11月6日（土）～7日（日） 秋の氷ノ山

139 2010 12月3日（金）～5日（日） 富士山

140 2010 12月18日（土） 忘年会

141 2011 2月下旬～3月上旬（土・日利用） 冬の氷ノ山

計画
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金井良碩、矢崎雅則千本杉ヒュッテ(前後に合歓の木山
荘をベースにスキー訓練)

冬の氷ノ山3月5日6日（土・
日）完

2011141

山田健大阪凌霜クラブ予定忘年会12月18日（土）完2010140

緒方俊治、中川勝八郎冬季トレーニング（佐藤小屋をベー
スに冬季訓練）

富士山12月3日（金）～5
日（日）完

2010139

土山尚彦、矢崎雅則千本杉ヒュッテ（紅葉と冬支度家族
参加歓迎）

秋の氷ノ山11月6日（土）～7
日（日）完

2010138

大竹口誠治川畑さんロッジと温泉那須連山10月9日（土）～
11日（月・祝日）
雨のため中止

2010137

河本卓生（高田和三）飛鳥から吉野への山旅（飛鳥～芋峠
～宮滝～青根が峰・最高峰）

吉野9月 11日（土）～
12日（日）完

2010136

井上達男、高田和三椹島山荘～千枚小屋、悪沢岳往復悪沢岳7月 17日（土）～
20日（火）完

2010135

東郷賢治、高田和三〈阪急六甲集合〉ケーブル下～アイ
スロード、記念碑～シュラインロー
ド、蓬山峡～有馬口

六甲山5月23日（日）
雨のため中止

2010134

土山尚彦、矢崎雅則千本杉ヒュッテ(薪荷揚げと筍とり、
家族参加歓迎）

春の氷ノ山5月15日（土）～16
日（日）完

2010132

幹事山・ポイント等例会名称期日年NO

2010年度の例会登山実績2010年度を振り返って
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未知への挑戦Lopchin Feng 初登頂
対外発表・講演
神戸大学・学長報告 11/30
JAC ２００９年 晩餐会 12/5
報告会 12/26
東京凌霜クラブ報告会/ACKU新年会 1/18
凌港会講演 2/5
ACKU新年会 / 報告会 2/6
長野県山岳協会山のセミナ－ 2/6
日本山岳協 ・海外登山研究会 2/10
工学部機械クラブ総会(卒業式 )            3/25
横断山脈研究会 3/27-28

雲南懇談会 2010/4/17
JAC関西・夏期懇談会 2010/ 8/25
日本山岳協 ・海外登山研究会 2011/2/10
横断山脈研究会 (3.11震災で中止) 2011/3/26 約1200名

２００９年-２０１０年度を振り返って

のべ１２００名強への発表

約700名
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未知への挑戦Lopchin Feng 初登頂

投稿
岳人 2010年2月号
Japanese Alpine News 2010
山岳 2010
American Alpine Journal
KOBE university STYLE 113号
凌霜クラブ 会報

KTC 会報
他

報告書「山と人」18号の発行 2010年5月初旬発送

Japanese Alpine News    2011年６月発行予定

２００９年度ー２０１０年度を振り返って
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2010年度を振り返って
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山本恵昭 特別会員
幻のKone Kangri 撮影成功!

2010年度を振り返って
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2010-6-12 
平井一正 名誉会員・叙勲を祝う会

北野 六甲荘にて

「わが登山人生」
■ 著者 平井一正
■ 2010年10月発行
チョゴリザ初登頂の経験から大きく人生の方向が転換した登山

人生を振りかえって多くの人たちとの人生のドラマが展開します。

瑞宝中綬章の御受賞瑞宝中綬章の御受賞
2010年度を振り返って
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2010-11-18 高木正孝先生を偲ぶ会・奈良・百楽荘

2010年度を振り返って
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シンポジウム「過去の遭難に学ぶ」及び
故右田卓氏、故天野弘善氏、故船原尚武氏合同追悼会

2011年2月26日

特 梅里雪山雪崩事故（船原他１６名）講師小林尚礼氏（AACK）
① 御岳雪洞埋没事故（天野） 講師 柴田隆宏氏

② カラコルムクレバス転落事故（右田） 講師 中川勝八郎氏

③ 西鎌尾根滑落事故（石川） 講師 河本卓生氏

④ 滝谷クラック尾根転落事故（青木、山内） 講師 豊田寿夫氏

⑤ 北鎌尾根滑落（下津）及び奥又白谷雪崩事故（岸本）
講師 高田誠氏

⑥ 北岳バットレスザイル切断事故（中川） 講師 金井健二氏

⑦ 東鎌尾根赤岩岳雪崩事故（八巻、詠村） 講師 福田久勝氏

2010年度を振り返って
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シンポジウム「過去の遭難に学ぶ」
2011年2月26日

2010年度を振り返って
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故右田卓氏、故天野弘善氏、故船原尚武氏合同追悼会
2011年2月26日

2010年度を振り返って
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20112011年度の展望年度の展望

次なる目標に向かって
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山岳部の復興と強化

山岳部副部長 山形裕士 先生
ご指導に尽力いただいています

人材の育成
新入部員獲得
若手山岳会員による指導体制

対山岳部セミナ－
初登頂の講演

山岳部支援金
会費納入促進に負う

2010年度 期末会費徴収キャンペ－ンご協力ありがとうござ
いました

ビーコン購入支援済み (遭難対策基金活用)

2010-2011年度の展望



17

未知への挑戦

未踏峰の研究

カンリガルポ山群未踏峰の同定

東チベット全域の研究
念青唐古拉山群(Nyainqentanglha)
四川省

次なる目標の探索

研究会の継続

近藤昂一郎 新会員Facilitator 

2011年度の展望

6842m 峰
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KGKG--1717
6536m6536m

KG-16
6377m

KG-15
6350m

KG-18
Gemsongu
6525m

KG-34 Noi
6377m

•View from the Snow Dome 5900m in the upper Lhagu Glacier
•KG-17 6536m seems to be the highest point of the Lhagu Glacier

2006 Silver Turtle
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「氷ノ山ヒユッテ」の活用

ヒュッテ50周年、デッキ10周年
メンテナンス・快適化
無雪期の例会
初夏5/14
秋10/15
冬2012年２月下旬or3月初旬

Open House企画
JAC 会員への案内
一般学生の勧誘
学生課との連携
リスク対策

担当
土山 矢崎

2011年度の展望
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acku.net の活用

記事の充実

投稿の促進

Mail magazine 発行
Blog  Twitter などの活用検討
Ｋａｎｇｒｉ Ｇａｒｐｏ ペ－ジ刷新

担当

香山 井上

2011年度の展望
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Password:   yamatohito

2011年度の展望



22

山岳関係各団体との交流

日本山岳協会の動向

西内理事

海外登山研究会

兵庫県山岳連盟

JAC関西
山行への参加

本山寺山 森造り

お多福山 草原回復Project

2011年度の展望
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会誌・会報 河本卓生 理事

2010年度報告
２２年５月 「山と人 １８号 ロブチン峰初登頂」発行ーー早期の
発刊と、内容の双方に於いて、好評を得る
２３年２月 ACKUnews ３６号発行ーーーロブチン峰その後
を掲載

2011年度 計画
２４年２月 ACKUnews ３７号発行予定
いろんな会員より寄稿をお願いしたい。締め切り２３年１１月末

山岳会１００年史
今年度中に 発行委員会とメンバーを概略決定。
メンバーは幅広く人選し、山岳会の総力を結集する形とする。必
ずしも山岳会理事に捉われぬこととする

2011年度の展望
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河本編集長の後任育成

早急に選任

ACKU １００年史 企画

編集委員会の発足

企画案 ご意見募集

ACKU news 発行継続
現役山岳部の積極的参画と投稿期待

2011年度の展望

会誌・会報の課題
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100周年に向けて 2015年

新旧「人」 の交流

歴代会長・役員・山岳部長

戦前の先輩
山本明 氏

同期の人々

登山史

国内

海外

登山文化史

遠征計画

2011年度の展望

企画・参画歓迎
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井上達男石徹白周辺の山、春スキー登山３月下旬（２泊）151

矢崎雅則、金井良硯氷ノ山ACKUヒュッテ
（前後に合歓の木山荘をベースにスキー訓練）

平成2４年2月下旬
～3月上旬150

山本恵昭、高田和三栂池(定宿)をベースに、３大学合同(甲南・関学Ｏ
Ｂ)交流スキー合宿

平成24年1月下旬149

山田健、石丸祥史ＡＣＫＵ忘年会
（現役・先生方とＯＢの交流・岩トレと忘年会）

12月17日148

緒方俊治、中川勝八郎富士山合宿
佐藤小屋をベースに富士山登頂

11月末～12月147

河本卓生(高田和三)比叡山(千日回峰行道体験)
坂本～叡山～黒谷青龍寺～八瀬かまぶろ温泉泊

10月初旬
（一泊２日）

146

矢崎雅則、土山尚彦氷ノ山 千本杉ヒュッテ。
薪あげ小屋整備と紅葉狩

10月15日(土)～16日
（日）

145

大竹口誠治会津駒ヶ岳
（川畑實大兄の羽鳥湖ヒュッテ利用）

10月8日～10日144

香山博司 他２－３日

現役の夏合宿に合流(現役合宿計画による)
７月ないし８月143

矢崎雅則、土山尚彦氷ノ山 千本杉ヒュッテ整備
薪荷揚げと山菜とり（家族参加歓迎）

5月14日（土）
～⒖日（日）

142
幹 事計画概要 山・ポイント等日 程例会NO

2011年度の例会 計画

担当理事: 高田和三、坂本 淳、山本恵昭
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山岳部・山岳会の交流

新入部員 獲得への協力

支援金の継続

氷ノ山での交流

ACKU news への現役の参加
遭難防止

シンポジウムの開催

経験の伝承 Know how Lessons learned 

技術交流会

合宿参加

2011年度の展望
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遭難対策・事故防止
保険加入

例会リ－ダ－選任の徹底

遭難事例に学ぶ
「過去の遭難に学ぶ」 シンポジウム実施(2011/2/26)

初動態勢の確立
装備

連絡網

Rescue Tech --- 訓練の実施
外部講習会

対策投資 (事故防止に投資)

2011年度の展望

Safety is a value!Safety is a value!担当理事: 高田和三
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2010-2011年度 役員

多くの役員で負担を軽く

会員の参画

部会活動の立ち上げ

2011年度の展望

尾崎竜平、近藤昂一郎、
請川剛史

尾崎竜平事務局員

金井良碩金井良碩監事

田中信行田中信行監事

居谷千春－中国担当理事

香山博司
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・映像・名簿管理）

木南晴太副事務局長理事

西内 博（日山協担当）大竹口誠治東京支部理事

高田和三（兼務）長谷川浩遭難対策理事

－香山博司（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・映像）映像 理事

矢崎雅則、土山尚彦土山尚彦、矢崎雅則ヒュッテ理事

河本卓生河本卓生、井上 薫会誌 理事

高田和三、坂本 淳、山本
恵昭

高田和三、川端 充企画 理事

乙藤洋一郎、山形裕士乙藤洋一郎山岳部 理事

山田 健山田 健事務局長

居谷千春（財務）副会長

大竹口誠治（東京）西内 博（東京・対外）副会長

井上達男井上達男会長

新 (案) 2010～2011年度旧役割


