
キリマンジャロ登頂記（編集S治） 

メンバー   I崎（L）、K原、T山、T西陽、H本、Y井、A上、S治 

赤城山麓での悠々自適生活に入ったI崎さんの声掛けで、銀座から8名ものメン

バーがキリマンジャロ登頂に向けて集まった。さすがI崎さんの人望はただも

のではない。当初は昨年を考えていたようだが、定年を迎える都合とか、百名

山を優先したいとか、メンバーのわがままを寛容に受け止めていただき、めで

たくそろって日本を出発した。タンザニア上空に差し掛かったところで、飛行

機の窓からキリマンジャロの姿を見てはやくも興奮した。 

2018年7月19日（木） 雨のち晴れ  

Y子さんが調べた天気予

報によれば現地モシの天

気は、ここ一週間は雨だ

そうだ。せっかく乾季をねらってこの時期にした

はずが、いったいなんてことだ。一方、ガイドさ

んは、「概ねこのツアー期間は晴れる」という。ど

ういうことだろう。ところが実際に出発点のマチ

ャメゲートは本降りの雨。全員が雨具をつけて歩き出す。 

 

道はおおむね平坦で、幅も広く歩きやすい。サルオガセ

がぶら下がる林はなかなかフェアリーな雰囲気で気持

ちがいい。やがてあたりがガスに包まれた。雲の中に入

ったようだ。そして今日の目的地が近づくにつれて薄日

がさしてきて、マチャメキャンプについたときは、 

完全に雲の上に出ていた。空に

はさんさんと太陽の光が降り注ぎ、目指すキリマンジャロの姿も臨

めた。どうやら下界は雨でも、登山ルートはほとんど雲の上なので、

毎日が晴れになるようだ。 

そして、宿泊地となるテント村を見て感動した。4人用テントが４張

り。2人で 1テントだと荷物を広げたまま寝られるぐらい広い。食堂

テントは、テーブルと椅子が用意されている。さらにトイレテント

が男女それぞれ用意されていて、簡易水洗だ。山行後は、毎日のよ

うに、洗面器にお湯が一人一人用意される。にわか貴族気分だ。 

 

登りの途中から船形山が見える 

キリマンジャロ 

雨が上がった サルオガセの林 

出発は雨具をつけて ホテルの前で 

夕食風景 

トイレの説明を受け

る 

テント村 やっとキャンプに着いた 



2018 年 7 月 20 日（金） 快晴一時曇り 

 

今日の目的地のシラ

キャンプは３８４５

ｍで高度の影響が出

始める範囲だ。先頭を

行くガイドさんのペ

ースが昨日とは一転

して、ゆっくりになる。

「ポレポレ（ゆっくり

ゆっくり）」が合言葉

になる。あたりは、高木はなくな

り、低木と岩の道が続く。あたり

に銀色の花がいっぱい咲いていてとても美しい。 

やっとキャンプ場につい

たときには、曇ってきて、

視界が遮られた。山が見

えないので、今日のスケ

ッチ対象は、人を恐れず

近寄ってくる月の輪カラ

スだ。 

時間が早かったので、近

くの丘に高度順応もかねて散歩に行く。丘に着い

た頃はすこし晴れてきて、視界が広がりだした。 

そしてキャン

プ場の戻った

ときには完全

に晴れ渡って、

昨日より格段

に大きくなっ

たキリマンジ

ャロを見る事

が出来た。 

ここで、ガイドさんが、スタッフを紹介してくれ

た。並んでみると、人数の多さに驚かされる。ガ

イドさん 4人に、ウェイターさんが 2人、コック

さんが 2人、ポーターさんが 19人。 

さらにその場にはいなかったが、毎日新鮮な食料

を届けてくれるポーターさんが何人がいるそうだ。 

だから毎回おいしい料理（ほんとうに美味しい）

が食べられるのか。 

 

みんな陽気な人たちで、歌と踊りとで歓迎してくれた。みんなが踊りだすと、Y子さんを先頭に銀座の

仲間も踊りの輪に加わって、それはそれは盛り上がりました。 

 

雲海を背に登る 

みんな踊りだす 

銀色の花がたくさん 

夕陽のキリマンジャロ 

ティータイム 

月の輪カラス 



 

2018 年 7 月 21 日（土） 快晴  

この日は、高度順応の為に一旦4600mのラバタワーまであがっ

てから、3960ｍのバランコキャンプまで下る。 

ついに、事前にトレーニングのために登った富士山を超える

高さでの行動になる。 

昨日に増して、ゆっくりなペースで登る。道は一部ロッキー

なところがある。ラバタワーが近づくと高度は上がってくる

ものの意外とつらくない。あまりの気分の良さに、カエルの

歌を歌ってみるが誰も輪唱に加わってくれない。 

ラバタワーの手前でラン

チボックスで昼食をとっ

た。ランチボックスの豪

華さには驚く。リンゴ1

個に、ゆで卵、チキンに

クッキーに、いろいろと。

そして、高度順応には水

分摂取が必要ということ

で、魔法びんからジンジ

ャーティーが大きなコップにいっぱい注がれる。 

意外なことにラバタワーの脇にテントが張ってある。ここも

キャンプ指定地になってい

るようだ。 

ラバタワーからは、谷に下

りる。目的のキャンプは谷

間にあるのだ。険しいわけ

ではないのだが、私は右ふ

くらはぎに違和感があって、

ゆっくり歩いた。バランコ

キャンプの手前で期待のジャイアントセネシオが現れた。さすがに大きい。 

もうすぐ夕食というときに、ダイアモックス

を飲んだところ、急に吐き気がして、さらに

頭痛も感じた。なんで、予防薬を飲むと高山

病の症状がでるのだろう。おかげで、夕食が

まともに食べられなかった。とてもおいしそ

うだったのに残念だ。さらに悪いことに夜の

トイレの頻度が上がって7回も行くことにな

った。これでは安眠どころではない。しかも

下痢気味。トイレが快適なので助かった。 

ラバタワー 

ラバタワーまで登れた 

ランチボックス 

ロッキーな道 

キャンプからキリマンジャロ 

でかい 

砂漠道の始まり 



2018年7月22日（日） 快晴  

高山病症状と下痢に頻尿という最悪の体調をなんとかせねば。

ということで、T山さん提供の薬の飲み方と漢方薬の助けを借り

ることした。どうやら薬が効きすぎる時は、飲む頻度ではなく、

量を減らすといいようだ。もともと半錠ずつ飲むはずだったダ

イアモックスを1回に4分の1だけ飲むことにした。しかも食後に。

これでなんとかなるだろうか。 

幸いなことにこの日の行動は7日間で最も短い行程になってい

た。 

まず最初に2

時間かけてバ

ランコウォー

ルという崖を

登る。ロープ

が必要なわけ

ではないが、

両手を使うと

ころも出てく

る。ストック

はザックにし

まい込んだ。ところがこんな崖をポ

ーターは巨大な荷物を頭にのっけ

て、壁にあたらないように頭を振り

ながら登っていく。しかもほとんど

荷物を持たないわれわれの3倍以上

のスピードで。曲芸を見せられてい

るようだ。 

崖登りが2時間ということで、途中でトイレ休憩があった。とこ

ろが岩陰はどこもティッシュで埋まっている。どうやら登山マナーに問題のあるパーティもキリマンジ

ャロを登りに来ているよ

うだ。 

崖を登り切ったらあとは

緩やかな道が続くだけで

気分はとても楽だ。 

ところが、最後の小川を超

えると、きつく感じる登り

が待っていた。今日のキャンプ地は丘の上だ。 

2018年7月23日（月） 快晴  
稜線歩き 

塩見岳山頂 

ティータイムに串焼き 

崖を登り切った 

大きな荷物をもって 

バランコウォールを登る 

雲海に朝日が昇る 

キャンプは眺め良し

好群 

ほぼ平坦な道のり 



高山病症状がなくなり、体調がほぼ回復した。夜

のトイレも7回から2回に激減した。同テントのA上

さんにも迷惑をかけずに済んだだろうか。 

今日も昨日に続いて砂漠の中のような道を歩く。

空気が乾燥しすぎて、ほこりがすごく鼻の中がジ

ャリジャリしている感じだ。鼻をかみ過ぎたせい

か、少し鼻血も出てきた。 

バラフキャンプは、最後のアタックキャンプだ。今

日登頂を果たしたであろう登山者が次々と下りて

くる。 

なかには、高山病のためだろうか、両脇を2人の男

性に抱えられるようにして下りてくる女性登山者

がいた。次には、自力では歩けないのだろう、おん

ぶされて下りてくる女性登山者もいた。おんぶのあ

とは、荷物を全く持たない男性が2人がついていた。

きっと交代でおんぶするのだろう。 

我々は無事登ることができるのだろうか。 

夕食の場でガイドのヴィンセントさんがメンバー

を見回してこう言った。「みなさんの状態を見たと

ころ、全員登頂できるだろう。この状態で登れなか

ったことはない」 

とても勇気づけられる言葉だった。 

 

2018 年 7 月 24 日（火） 快晴 

 

いよいよ登頂日だ。早朝（正確には前夜）22時に早起きして、23時過ぎに歩き出した。 

真っ暗で、ヘッドランプをつけて、羽毛の上下を含む完全冬山装備で歩き出す。普通ならこんなに着込

んだら暑くてたまらないだろうが、思いっきりゆっくり上るため、寒さ対策がとても重要になる。 

それでも５３００ｍぐらいまでは問題なく登れた。 

問題はそこからだった。異様に眠い。一歩一歩がつらい。やがて幻覚？を見た。1つのヘッドランプの

明かりが、複数に見えて、「あの電飾はなんだろう」と口に出していた。だけど、誰もなにも反応しな

い。まわりもみんな寝る寸前なのだろうか。 

女性メンバーは 3人ともプライベートポーターを頼んでいた。一人一人に専属のポーターがついて、行

動食や飲み物も含めて完全に空身で歩くことができる。 

今日も雲海が広がる 

広い道はポーターの追い越しが楽 

バラフキャンプに着いた 



 ５３００ｍまではまるでその必要性を感じな

かったのが、５３００ｍを過ぎたあたりから、

５ｋｇもないはずの荷物がやたり重く、肩に食

い込むように感じ始めた。結果的に下山でガイ

ドに荷物を持ってもらうことになったことを

思えば私も見栄？をはらずにプライベートポ

ーターを雇えばよかったと後悔した。 

 

稜線に出るタイミングで日の出を迎えた。いま

まで見る事のなかった素晴らしい眺めだ。太陽

は、ミュージカルのライオンキングで

みたようなオレンジ色をしていた。そ

こは、ステラ・ポイントと呼ばれる、

頂上の一部だった。ここでもヴィンセ

ントさんのリーダーシップが発揮さ

れた。「記念写真は後にしよう」。この

意味は、ここで写真をとってゆっくり

休むと疲れと達成感で本当の頂上に

行く気がなくなるからだとあとで思

い知った。 

日が出ると急に暖かくなり、防寒具の

半分はザックにしまった。 

 

ステラ・ポイントからウフル・ピークまでは、

雪の道だ。トレースはあるが、踏まれ過ぎて

いてよく滑る。ガイドさんはあえてトレース

のないところを歩こうとするが、へんなシュ

カブラがあって、やはり歩きにくい。 

頂上が近づいてくると、登山者が集中するの

か結構な人だかりになってきた。 

 

アフリカの夜明け 

雪と氷河と雲海 滑らないように慎重に 

懸命に登る 

頂上が見えてきた 



そして、ついに頂上についた。なだらかな雪

（シュカブラ）に覆われた丘だ。 

登りはあんなに眠くてつらかったのに、もは

やなんの疲れも感じない。ただただ広いと感

じた。見渡す限りの青い空と、雲海。 

 

ステラ・ポイントに戻ってからの下山は、自

然と 3パーティに分かれた。 

元気な女性 3人と K原さんがまず下った。 

予防のため脚をかばってゆっくり下る S治と

付き添ってくれていたのであろう I崎さんが

次のグループで、やや高山病の症状を感じて

いた Y井さんと H本さんが最後だ。 

H本さんは、登頂前後で食事を抜いていた。 

ゆっくり下る私に、ガイドのトーマスさんが、

声をかけてくれた。事情を聞いた彼は、私の荷

物をもってくれるという。ありがたくその申し

出を受けることにした。もちろんあとでチップ

をはずみました。 

実際とても助かった。おかげで、自然からの呼

びかけに、ぎりぎりトイレテントで答えること

ができた。 

 

好調だった、女性陣だが、キャンプ 30分手前で、

Y子さんが歩けなくなった。脚に力が入らないと

いう症状だそうだ。 

ヴィンセントさんが即座に対応を手配した。ポ

ーターの一人が雪を採ってきて、ヴィンセント

さんがアイシングとマッサージで処置をしていた。 

そのおかげだろうか、Y子さんは、バラフキャンプまで、一時的に負ぶわれたものの、その先のミレニ

アムキャンプまでは自力で下ることができた。 

 

バラフキャンプで昼食をとって、すこし仮眠してからミレニ

アムキャンプまで下った。計画書ではさらに下のムェカキャ

ンプまでくだることになっていたが、ミレニアムキャンプま

で変更してもらって助かった。とても脚がもたないと思った。 

 

途中にヘリポートがあり元気そうなけが人？が乗り込んで

いた。搬出用の一輪車つき担架が無造作に置かれている。こ

のあたりで歩けなくなったら、あの担架に乗ることになるの

だろう。 

 

ミレニアムキャンプは雲の中で、久しぶりのおしめりだ。湿

った空気がとても気持ちいい。 

 

ガイドさんたちも加わって 

一輪車の担架 

ウフル・ピーク登頂 



2018 年 7 月 25 日（水） 雨 

 

夜から雨になった。ここまでさんざん砂漠気候に

悩まされてきただけに、雨の中を歩くのがちょっ

と嬉しくもある。傷んだ鼻の穴も喜んでいた。 

 

この日のうちにンゴロンゴロまで移動するのが時

間的に楽ではないので、最終日にも拘わらず、普

段より早めに行動を開始した。 

 

雨の中で、草花が生き生きと輝いて見える。 

歩きやすいなだらかな下り道で、ガイドさんに花

や鳥の名前を聞きながら、ハイキング気分で歩き

を楽しむ。エバーラスティングフラワーなんて、素

敵な名前ですよね。 

 

ここで、Y子さんが急に目覚めたかのような歩きを

見せる。とにかく速い。途中、ムェカキャンプに寄

ったのだが、私が付いた時にはすでに Y子さんは出

発していた。事故を起こさなければいいのだが。少

し心配になる。 

 

結局、遅い私でもコースタイムを 40分短縮して十

分だと思っていたのに、Y子さん（Y井さんも一緒）

はさらに 40分短縮していた。 

最後の林道がぬかるんでいて、靴も雨具も泥だらけ

になった。ここで現地のすばらしいサービスを受け

た。雨具も靴も付けたまま、水とたわしで裏も表も

きれいに洗ってくれた。このサービスはとってもあ

りがたかった。小銭を持っていればチップを渡した

いぐらいだった。（残念ながら財布はザックの中で

簡単には取り出せなかった） 

 

最後は解散のセレモニーがあるということで準備

をしていたが、雨のために中止となった。 

歓迎の踊りのすばらしさを思うと、ちょっと残念。 

あわただしくンゴロンゴロへ向かう車に乗り込んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨が気持ちいい 

霧雨の中で撤収 

エバーラスティングフラワー 



コースタイム 

7月 19日 マチャメゲート（10:00）～マチャメキャンプ（16:15） 

7月 20日 マチャメキャンプ（8:00）～シラキャンプ（13:40） 

7月 21日 シラキャンプ（8:10）～ラバタワー（14:10）～バランコキャンプ（16:50） 

7月 22日 バランコキャンプ（8:05）～カランガキャンプ（14:45） 

7月 23日 カランガキャンプ（8:05）～バラフキャンプ（12:30） 

7月 24日  バラフキャンプ（23:20）～ステラ・ポイント（6:30））～ウフル・ピーク（8:00-8:30） 

 ～バラフキャンプ（12:20-15:10）～ミレニアムキャンプ（17:35） 

7月 25日  ミレニアムキャンプ（7:10）～ムェカゲート（12:20） 

 

 
 

 

 

 

 

 

マチャメゲート 

(1800m) 

マチャメキャンプ 

(3010m) 

シラキャンプ 

(3845m) 

ラバタワー 

(4600m) 

ウフル・ピーク 

(5895m) ステラ・ポイント 

(5730m) 

バラフキャンプ 

(4645m) 

カランガキャンプ 

(4035m) 

ミレニアムキャンプ 

(2850m) 

バランコキャンプ 

(3960m) 



感想 
 

【I崎】 
 

１． 発端  

勇退後には漠然と 3回ぐらいは海外旅行に行きたいと思っていた。キリマンジャロ登山が浮上したの

は２～３年前で、理由は比較的楽に６，０００ｍ近い高峰に登れそうなことと、アフリカに行ったこと

がなかったのでサファリを同時に楽しみたい、ということからだった。銀座の中で内々に打診してみる

と S治さん、T山さんが前向きでこれなら数人でツアーに参加できると喜んだが、勇退した２０１７年

はスケジュールが合わず実施は２０１８年となった。 

  

２． 登山隊結成 

２０１７年１２月に、翌年７月の西遊旅行のキリマンジャロツアー参加、という形で参加者を募っ

たところ紆余曲折はあったがなんと８名もの参加者が集まった。さすが中高年主体の銀座山の会。

結局銀座山の会オリジナルキリマンジャロ登山＆サファリツアーが実現する運びとなった。 

 

３． 大人の登山隊 

 私が言いだしっぺということでリーダー役を務めたがさすが還暦登山隊、富士山での高度順応やダイ

アモックスの処方などで心配された高度障害に各自対応し、テントやホテルの部屋割にも文句を言わず

に従ってくれ大変助かった。またガイドとの折衝は Y子さんにおんぶにだっこ状態、さすが「放浪のヨ

ーコ」の面目躍如だった。みんなの大人度が８人全員登頂という快挙を成し遂げた最大の要因だと思う。

みんなありがとう。 

 

【K原】 

 

１． パーティ 

昨年頃からキリマンジャロ遠征の話題があり、良い機会なので募集があれば参加しようと思ってい

ました。当初の予定は一般ツアーへの参加でしたが、何と 8名の参加者があり、銀座単独のパーテ

ィが成立したことは望外の事でした。一般ツアーと異なり英語の問題がありましたが、ヨーコさん

の活躍で何の問題もなく感謝です。 

２． キリマンジャロ登山 

初日は雨の熱帯雨林の中を標高差 1000ｍ登るということで気張りましたが、傾斜も緩くペースもポ

レポレで意外に楽にマチャメキャンプに着きました。登るにつれ空が明るくなりキャンプ地では雲

の上に出て山頂が望めたのは感激でした。 

2 日目からは雲上の旅となり、天候も良く、1 日のコースも手頃で何の問題もなく無事山頂を踏む

ことができました。何といっても 6000ｍ近い山に登れたという事だけで貴重な経験でした。またバ

ランコキャンプ付近のジャイアントセネシオの群落も前からの憧れだったので素晴らしいもので

した。 

３． サポートについて 

ガイド・コック・ポーター総勢 27 人のサポートという大名登山でしたが、専用トイレ付というの

が素晴らしかった。お陰で毎日快食快便できたことが体調管理で役立ったのではないかと思ってい

ます。 

４． 高度順応について 

ダイアモックスは 4錠しか処方されず、マチャメキャンプからカランガキャンプの間飲みましたが、

他のメンバーの様に頻尿に悩まされることもなく順調に高度順応ができました。澤田石ドクターの



説「煙草飲みは高度に強い」を実証したのではないかと思っています。因みに煙草は山頂では流石

に吸いませんでしたがバラフキャンプ 4600ｍでは吸っていました。 

５． ンゴロンゴロサファリ 

クレーターの縁は雲の中でどうなる事かと心配しましたがクレーターの底は見通しが利き、沢山の

種類の動物を見ることができ素晴らしいものでした。あれだけ棲息密度の高い場所は他にはないで

しょう。ヨーコさんの貪欲さ（「もういい」「早く帰りたい」と言いながら新手の動物が見えると急

に元気になってカメラを構える！）にも感心しました。 

６． ツアーを振り返って 

先ずは I崎隊長他メンバー各位に感謝です。繰り返しになりますがヨーコさんの通訳にも改めて感

謝します。 

 

【T山】 
 

キリマンジャロ山頂に８人全員で立てたことが一番嬉しいです。 

出発前は、膝が痛く、また高度順応の富士山登山を悪天で２回中止（他のメンバーは強行して行ってい

ます）不安だらけの出発でした。 

山行中はガイドさんのポレポレ（ゆっくるゆっくり）で登山自体は厳しく感じられませんでした。 

２日目はエバーラスティング（白い花、ときどきピンクもあり）の中を楽しく歩けました。乾燥地帯と

思っていたのにお花が多く咲いていて感激！ 

３日目のジャイアントセネシオも見事！ 

アタックは２３時出発で月あかりの中（月年齢は１４日だと思います）、荷物を背負うのを悩んで、パ

ーソナルポーターをお願いし空身だったので、高山病の気配もなく山頂に行くことができました。山頂

は思ったより雪が多かったので高山の印象が一段と強かったと思います。 

最初で最後の海外の高い山だと思います。本当に山頂に立ててよかった！ 

一緒に山頂に立てた皆さんありがとうございます。 

 

【T西】 
 

今年の2月にチベットのお坊さんからもらったお守り紐がキリマンジャロ全員登頂まで切れることなく

（解けることなく）私の手首に残っていてほしいと祈っていました。 

その希望通り、全員登頂を果たし、紐は切れることなくまだ私の手首にあります。 

 

キリマンジャロの印象はゴミが多いことです。岩陰のキジ紙は目も当てられない感じ。 

キジゴミだけではなく、お菓子の箱や包み紙といった物が無造作に捨てられている。 

ペットボトルは持込み自体が禁止されているのに。捨てるのは登山客よりも、ポーターやガイドかも知

れない。私のプライベートポーターが使い捨てカイロを出してくれた時、袋を無造作に捨てたので、「ダ

メ！捨てちゃ。」とゴミ袋に入れさせました。 

 

思い返せば、ああすれば良かった、こうすれば良かったと悔やむことはありますが、病気や怪我もなく、

概ね問題なく帰国できて良かったです。 

 

一番の後悔は「旅のしおり」を失くしたこと！ スタッフ紹介の時、ポーター19人の名前も全部しおり

にメモしたのに。 今となっては4人のガイドVincent、Michael、Mike、Thomasと私のプライベートポ

ーターであり第1ウェイターのGood Chanceとトイレの世話人、Azusしか名前がわからない。まぁ2度と

会うこともないけど…。 



 

それから、マサイの村でビーズのブレスレットを勧められた時、買えばよかったと後悔。観光客に強引

に営業していると思って、いらないと冷たく断ったけど、「私の妻が作ったブレスレット、私の妻を、

私達を助けたいと思わないか！」という言葉がまだ心に残っています。多分、ぼられてもいなかったの

に。 

 

ダメ元で西遊旅行に「旅のしおり」のことをメールで頼みましたが、1ヶ月以上たった今も、当然なが

ら何の音沙汰もありません。 

 

【H本】 
 

高度順応が登頂のカギのため事前訓練で２度の富士山を計画していたが、 

１度しか行くことができず高所経験のない私としては不安抱え出発を迎えて 

しまったが、少しの高山病症状が出た程度で天候にも恵まれメンバーの助け 

もあり全員で登頂することができ最高の登山でした。 

メンバーの皆さんありがとうございました。 
 

【Y井】 
 

山に限らず海外にほとんど行っていない私には以下初めての体験が多い山行だった。 

１.アフリカの山・・ 旅行と登山のミックスした不思議な感じ。 

植生の違い。標高が高いせいか麓も思った程暑くなかったが 

山の上は日中と夜との寒暖差が大きかった。 

２.ガイド・ポーター登山・・・昔の遠征隊てこんな感じなのかと思った。やはり自分の 

体力と技術で登りたいが、どこかクセになる要素がある。 

３.初めての標高 5895m・・・はっきり高山病を感じた。ダイアモックスも初めて。 

４.普段一緒にならないメンバーとの山行も新鮮だった。 

総じて楽しい山行、旅行でした。皆様有難うございました。 

 

 

【A上】 
 

山から遠ざかっていた時期の終わり、たまに日帰りハイキングくらいはしていましたが、まだ前向きで

はない時期、突然キリマンジャロ登山の話が聞こえてきました。 

 

最近ちゃんとした山に登ってないから体力的に難しいとか、会社も休みが取れるかわからないな等、は

じめは後ろ向きな気持ちでした。 

ですが、体力がついてからとか、休みが取れたらなんて言っていたらいつになっても行けないなと思い

直し、なんとか休みを取り参加しました。 

 

「案ずるより産むが安し」の言葉通り、簡単に休みは取れ、富士山に 2回も行き、遅いながらもなんと

か登頂でき、サファリも楽しんで、最高の山行となりました。 

そして、また山へ登りたいと思えるようになりました。 

 



健康診断で肺活量が要精密検査だったので、帰国後循環器科へ行きましたが問題無し。猫背を直し、肺

活量を増やすトレーニングしかないようなので、頑張りたいと思います。 

 

今回は知った人だけでパーティーを編成できたことがなにより良かったです。 

特に Y子さんの英語通訳は素晴らしかったです。海外に行くなら英語レベルを上げないとなと思いまし

た。 

 

一人ではまず無理ですが、メンバーのおかげで登ることができました。 

最高のメンバー皆様に感謝感謝です。 

本当にありがとうございました！ 

 

 

【S治】 
 

いつかはアフリカ大陸に行ってみたいと思っていました。 

できれば、山登りで。 

でもキリマンジャロは簡単じゃないからというので、モロッコあたりのトレッキングを探したこともあ

りました。 

I崎さんのお誘いで、いつかが現実になって、おかげで心残りなく・・・（ちょっと危ないか） 

 

久しぶりに大部隊での山行はとっても充実していました。 

大人数、海外、高所とハイリスクな大プロジェクトでした。 

プロジェクトマネジャーの I崎さんはほんとうにご苦労だったと思います。 

 

個人的には意外な体調の良さ（富士山効果だと思っていました）と意外な体調の急変（ダイアモックス

が原因？）に振り回された感じはあります。 

 

とにかくすばらしかった。独立峰ゆえの崇高さも良かった。 

そしてなにより、銀座の仲間と一緒に行けたことが楽しかった。 


