
大塚武元支部長追悼口神威岳登山
日高 山脈 ・神威岳で遭難 され た大塚武元支部長 さんの没後 20年 追悼集会

と登 山が、 7月 12日 (上)、 13(日 )に 行 なわれ ま した。

集会 と登 出には、 ご子息の大塚謙一 さん を始 め遠 く北九州、神戸、奈良か

らも参加 され 、総勢 34名 とな りま した。 また、神威 山荘前で行 なつた慰霊

式 には北洋銀行静内支店長 も出席 いただきま した。

慰霊式 では、新妻徹支部長 の挨拶 の後 、ネパール帽 (?)に ポンチ ョ姿の

高澤光雄副支部長 が読経 、参加者 の焼香 を行 なつて、献杯 は吉村健児会友 (

前 北九州支部長)

続 きま した。

の音頭 で始 ま り、遺影 を囲み畠山地子会員 らの手作 りの豚汁な どで遅 くまで懇談が

翌朝、山頂組 、慰霊碑参拝組の 2班 に別れ、漆崎隆総 リー ダーの合

図で、午前 4時 45分 小屋 を出発。す ぐ入渓 したが、ニシュオマナイ

川 は、 2～ 3日 前の雨の影響 もな く、濁 りもな く水量 も少 な くて助か

りま した。

遡行 には、沢初心者が数名居たため、極力川歩 きを避 け、巻 けると

ころは巻 いて前進。流木の出になつてい る下三股の左 を進 んだ ところ

で、最後尾の久保 田優一会員が、右岸岩壁 に埋 め込 まれ た レリーフを

発見。大塚謙一 さんを中心に登山組全員が集 まって黙祷 を捧 げ記念写

真を撮影 した。

この頃 か ら、霧 雨が強 く降 り出 してきて、 ここで引き返す とい う

会員 もいたが、取 り敢 えず尾根 に取 り付 く上二股 まで進む ことと

した。 午前 7時 10分 上二股着。 ここで漆崎総 リーダー と鈴木和

夫班長 らが相談 し、出頂組 と下山組 に再編成 して、大塚謙一 さん

、関西支部 の阪 下幸一会友 な ど 17名 が出頂 を 目指 し、 7名 が こ

れ を見送 って慎重 に下山を開始 しま した。

下二股 では、小雨の中を新妻徹支部長 らが祭壇 を作 って待 つてい

て くれ ま した。 下山組一同改 めて黙祷 を捧 げ、下 り始 めて間 もな

く中村 喜吉総括 隊長 と畠出廷子会員が登 つて きたのに出会いま し

た。 この ころか ら小雨はガスに変わ り気温が どん どん下がつてきま した。小屋 では山頂組 の帰 るま

で、浅利欣 吉、赤石喜恵子 さんがス トープを炊いて小屋 を暖 めてお りま した。

午後 3時 、山頂組 が雨に打たれ なが ら小屋 に到着 したのを待 つて、小屋 の前 に しつ らえた祭壇 の

前 で、長谷川雄助事務局長 の司会で解散式 を行 ないま した。 支部長挨拶の後、大塚謙一 さんのお礼
の言葉 、北九州 、関西各支部の皆 さんの挨拶 があつて、祭壇 に供 えた花 をみんなで川 に流 し、追悼

集会 を終 えま した。 (以上、鈴木和夫報告)

山頂組 か らの報告です。

上二股 で、下 山組 の皆 さんに見送 られ て、雨の強 くなる中、助 田陽一会員 を先頭 に尾根 の取 り付

きに到着。 そ こで各 自登山靴 に履 き替 えてい よいよ急登にかかる。 両手で濡れ た笹 をつかみなが ら
一歩一歩登 る。霧 雨 も高度 を上げ るに従 って止み、頂上か らの眺望 も期待 され た。

10時 40分 頂上に立つ。無風状態で暖 かい。上空は、神威岳の上だけが青空が覗 き、周囲の山
々はガスで全 く見 えない。 一瞬、 ソエマツ方面のガスが切れ、尾根 の

姿 を見たのみである。長谷川事務局長が担 ぎ上げた ビールで大塚元支

部長 を偲 んで献杯。各 自で昼食 を とりなが ら、見えない山座 同定をす

る。記念写真撮影 の後、 11時 20分 下山開始。

下 るに従 つて、天侯 は再び雨模様 となる。水量 も増 して きたので、

慎 重に渡渉 を繰 り返 し、 15時 30分 小屋 の前の丸木橋の手前で北守

清会員 らの出迎 えを受 け、心が温 まる。笹の中を漕 ぎ、全身び しょぬ

れ で小屋 に到着。仲間の炊 いて くれ た小屋 の暖 かいス トープが何 よ り

で あつた。 (以上、漆崎隆報告)
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