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も夕食を挟んで会談されると共に、農業関係の

無償資金援助が供与されました。ギャワリ外相

の訪日は、オリ政権で初めての閣僚の訪日であ

り、新生ネパールとの官民レベルでの交流が早

期に開始されたことは大変喜ばしく思います。

　日本ネパール協会としても、ネパールのこの

ような転機を捉え、ネパールの伝統的楽器で奏

でる質の高い音楽を届けるため、2018年7月21日

にネパール音楽と和太鼓のコラボレーションに

よる本格的なネパール・ミュージック・コンサー

トを四谷区民コンサートホールで開催し、高い

評価を得ました。これまでネパールの文化を紹

介する行事は沢山ありますが、多くの場合招待

ベースのもので、普及する範囲も限られたもの

であり、一般への普及は限られますので、一般

への知名度も低いのが現状でした。今回のコン

サートには、一般の方々のチケット購入者は少

なかったものの、ネパールやアジア諸国を良く

知っている多くの方々やその関係者がチケット

を購入し足を運んで頂き、コンサート終了後、

‘こんなに素晴らしいコンサートと知っていれ

ば、もっと多くの人を誘ったのに’、‘また開催

して欲しい’などの声が聞かれました。ネパー

ル、アジアを良く知る方々でさえ、ネパールの音

楽や文化に固定観念を持っていたようであり、

正にこのような固定観念を払拭することがこの

コンサートの目的に一つでした。

　ネパールが連邦民主共和国として歩みだした

現在、従来の固定観念を越え、事業ベースのコ

ンサートを含め、新しい交流や活動が普及し、

新生ネパールと日本との新たな関係が発展する

ことが望まれます。皆様の一層のご支援、ご鞭

撻をお願い申し上げます。

　皆様のご多幸とご発展をお祈り致します。

　皆様、それぞれに良い新年を迎えられたこと

と思います。2018年には冬季オリンピックや卓

球、水泳、テニス、野球など、多くのスポーツで

日本人選手が活躍し、また環太平洋パートナー

協定（TPP11）が当面6カ国で発足することとな

ると共に、国際場裏でも南北首脳会談や歴史的

な米・朝首脳会談が行われる一方、米・中貿易

問題や難民問題などの国際関係の変化の他、地

球規模で地殻変動や大気と海流の変動が起こ

り始めており、世界各地で自然災害が起こるな

ど、正に悲喜こもごもの動きが見られました。日

本でも西日本豪雨被害や北海道地震などで被害

が拡大したところであり、被災された方々に心

よりお見舞いを申し上げますと共に、1日も早い

復旧、復興をお祈りするところです。

　一方ネパールでは、2015年9月20日に公布され

た新憲法に基づき連邦議会選挙が行われ（2017

年11月、12月）、その結果を受けて2018年3月に

オリ首相の下で新政府が発足しました。新憲法

に基づく連邦民主共和国としての新政府が発足

したことになります。

　私は、同政権発足後の2018年9月に、ネパール

地震災害救済事業の一環として現地団体を通じ

再建した校舎の引き渡し式への出席と、実施中

の農村コミュニテイ開発支援活動などを視察の

ためネパ―ルを訪問しました。その際オリ首相

及びギャワリ外務大臣を訪問し、新政府発足に

祝意を伝えると共に、訪問目的などにつきそれ

ぞれ40分近くに亘り懇談致しました。

　そしてその2か月後にギャワリ外務大臣（夫

妻）一行が日本外務省の招待で訪日し、同年11

月19日に、鈴木外務大臣政務官のご出席も得て

日本ネパール協会主催の歓迎レセプションを開

催致しました。会員の皆様へのご連絡が一部徹

底しなかった面があるかと思いますが、準備期

間の短い開催でしたのでご理解頂ければ幸甚で

す。ギャワリ外務大臣は同日夕、河野外務大臣と
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　プラディープ・K・ギ

ャワリ外務大臣は、2018

年11月18日より21日の

間、日本外務省の招待

で訪日されました。

　ギャワリ外務大臣の

訪日は、新憲法の下で実

施された連邦選挙の結果を受けて発足したオリ

首相政権での最初の閣僚、最初の外務大臣であ

り、新生ネパールと日本との交流の新たな１ペ

ージを飾られた。

　当協会は、同年11月19日正午より同外相一行

の歓迎ビュッフェ・レセプションをニューオータ

ニイン東京で開催致しました。ネパール側から

は、ギャワリ外務大臣の他、5人の随員と在京ラ

ナ大使が参加し、日本側からは、鈴木外務大臣

政務官、瀧崎外務省南部アジア部長と在ネパー

ル西郷大使他が出席しました。

　冒頭の歓迎行事においては、主催者を代表し

小嶋代表理事/会長より、新憲法の下、オリ政

権から初の閣僚の訪日であり、これを契機に、

政府間や政府開発援助（ODA）はもとより、貿

易投資、観光、民間社会支援など、様々な分野

で関係が加速化する契機となることを期待する

旨、歓迎の挨拶を述べた。ギャワリ外相より、こ

のように早い段階で訪日出来、またネパールと

関係の深い日ネ協会により、このような歓迎レ

セプションを開催して頂いたことを嬉しく思うと

しつつ、2015年4月の大地震に際する支援など、

これまでの日本の各種の支援を感謝すると共

に、両国関係の更なる発展への期待が述べられ

た。次いで鈴木政務官より、歓迎の言葉の後乾

杯が行われ、食事をとりながら和やかに歓談が

行われました。

　なお同日夕、ギャワリ外務大臣は、河野外務

大臣主催のワ―キング・ディナーに臨まれた。

その際、両外相立ち合いの下、ネパールに対す

る無償資金協力（3.5億円相当の食糧関連援助）

に関する書簡の交換が行われました。

　また翌11月20日には、UNIDOとJETRO主催で

投資セミナーが開催された。その後ギャワリ外務

大臣一行は、関西に向かわれ、工場視察などを

行われ、関空より帰国の途につかれた。（M.K.）

プラディープ・K・ギャワリ外務大臣の訪日について
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校舎再建依頼と建設基金の設立

　2015年4月25日、中央ネパールで発生したゴ

ルカ地震（M7.8）に引き続き、5月12日には最大

余震（M7.3）が中国との国境の町コダリの南東

で発生した。この地震によりネパール全土で約

8500名の方が亡くなり、5000校以上の学校校舎

が倒壊した。東ネパールのエベレストのベース

キャンプやその周辺では雪崩が発生し、約40人

が死亡したほか多くの被害がでた。エベレスト

の南西50 kmに位置するソルー郡ジュンベシ村

（標高2800 m）でも家屋や仏塔が破壊され、学

校校舎が倒壊した。そのジュンベシ村の出身で

ある旧知のペンバ・ラマさんは地震後、国際医

療チームの活動を支援していたが、そんな彼か

ら「ジュンベシの学校校舎が地震で倒壊しまし

た。酒井さん、校舎再建の支援を頼みます」と

いうメールが届いたのは、最大余震の翌日5月

13日のことであった。添付された写真を見て直

ぐに、校舎再建プロジェクトを立ち上げること

を決めた。翌14日には郵便局に寄付用の振替口

座を開設すると同時に、「ジュンベシ村学校校

舎再建基金」の趣意書を書き、全国の知人・友

人・団体に向け支援を請うというメールを発信

した。

倒壊し、瓦礫となった学校校舎と亀裂が入り倒壊寸前
のコンピューター室

私とネパール：基金の背景

　このように即断即決したのは、私とジュンベシ

村出身のシェルパ達の30年以上に亘る交流と友

情があったからに他ならない。私は1980年から83

年まで青年海外協力隊から派遣され、トリブバ

ン大学地質学教室で講師として勤務していた。

その当時から地質調査や学生実習の際には、ネ

パール人のポーターやガイドにお世話になってき

た。私のような地質学者のみならず氷河や植物

などの研究者は、50年以上前からシェルパを初

めとするヒマラヤの山地民の支援を受け野外調

査をやってきた。ヒマラヤの厳しい自然環境の下

で、苦楽を伴にしてきた彼等に災難が降りかか

ったと聞いては、黙ってはおれなかった。

　ペンバさんやJ.P.ラマさんの運営しているト

レッキング会社には、言葉で表現できないほど

お世話になってきた。特に神奈川県立地球博物

館に展示するための巨大な岩石標本（9m×4m

の壁）の採取プロジェクトでは、ジュンベシ出

身のシェルパとマガールに大変お世話になった

（酒井、1995「ヒマラヤの渚」近代文芸社）。そ

の後私は、現場責任者で優秀かつ人徳のあった

ニマ・ギャルゲン・ラマさんを日本の大学院に

呼び寄せ、農学博士号を取得するお手伝いをし

た。また、トリブバン大学地質学科の学生の野

外実習のベースキャンプとすべく、また地方の

教育レベルの向上のために学校校舎を６つ建設

した経験があった（酒井、2015「ネパールに学

校をつくる」東海大学出版会）。さらに2006年

と2008年には、地質調査のためジュンベシ村に

滞在していた。ヒマラヤの大断層MCT直上の片

麻岩の岩壁を氷河が削った広い谷底の村は、明

るくのどかで桃源郷のようであった。そんな私

とネパールの関係を良く知っているペンバさん

は、「酒井さんならネパールの社会と学校の事

エベレスト山麓の地震倒壊校舎の再建
　　酒井治孝　元青年海外協力隊ネパール隊員、京都大学名誉教授

Numbur (6959m)の南麓に広がるソルー地方の山々 
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情を良く知っているから引き受けてくれるだろ

う」と思って支援を頼んできたのだった。

　ジュンベシの学校は、エベレストの初登頂者

であるエドモンド・ヒラリーによって1963年に小

学校として創立され、1970年に中学校初等科が、

そして1983年には中学校高等科が併設された。

現在１年生から10年生までの生徒155人が在籍し

ており、15人の教師と全体を統轄する1人の校長

チュンバ・ツェリン・ラマ先生から組織されてい

る。地震後直ぐに、村の教育委員会は村の中心

にあった学校を少し離れた牧草地に移動させる

ことを決め、トタン葺きでトタン壁の仮校舎を建

設し、そこで授業が行われていた。しかし、標高

2800mのジュンベシの冬の厳しさを考えると、早

くしっかりした校舎を再建し、トタン張りの寒い

校舎から生徒達を解放してやりたいと思った。

　ヒラリーは登頂後、エベレスト山麓のソル・

クンブー地方の環境保全と教育・福祉の向上を

目指してヒマラヤン・トラストを設立し、各地に

学校を建設した。また教育支援の中心となる学

校がクムジュン（ナムチェバザールの上に位置

する）とサレリー、ジュンベシの３ヶ所に建設

され、観光地のクムジュンと郡庁所在地のサレ

リーの学校には手篤い支援がされ、立派な学校

になって行った。しかしジュンベシの村はトレ

ッキングのメインルートから遠く、他の２校に

比べると支援の手は薄かった。ジュンベシ村の

入口手前に広い学校用地が購入されたが、スイ

スの木工技術専門学校によって寄宿舎と食堂が

1995年に建設されただけであった。またヒラリ

ーが教育支援のリーダーとしてダージリンから

連れて来たジュンベシの学校の元校長、カジ・

シェルパさんの尽力によって寄宿舎と並んで教

員住宅が建てられていた。しかし創立後50年経

過しても学校校舎はこの用地に建設されること

なく、依然として家屋が密集した狭隘な村の中

心に在った。ただし勤勉で教育熱心な村人と教

師のお蔭で、10年生終了時の国家統一卒業試験

（SLC）では、毎年優秀な成績を修めていた。

校舎再建会議と建設計画

　幸いなことに、募金活動のスタートが早かっ

たこともあって10月までに約400万円の基金が集

まったので、ネパール調査の際に手渡すことに

なった。銀行を通して送金したら、一部は政府

の役人の懐に入ることは確実だったので、カト

マンズにあるジュンベシ村出身の人達が作る同

郷の会「イエティ・クラブ」の会合で、会長の

ミンマさんに直接手渡した。また調査の途中ジ

ュンベシ村に立ち寄り、校長先生のチュンバさ

んほか10数名の先生と学校運営委員会の委員お

よび村人の代表など20数名に会って、学校校舎

の再建計画について会議を開いた。夕方から２

時間余り続いた激しい真剣な議論の末、3つの

ことが決まった。（1）村の集落の中心にある小

学校は現地再開発、（2）中学校は学校用地を

整備して新しく建設、（3）校舎は頑丈で耐震構

造であること、シンプルで冬暖かいこと、この３

点である。中学校の建設用地は静穏なカラ松林

の中にあり、教育環境としては打ってつけの場

であった。学校の前にはサッカーができる広い

グラウンドがあり、寄宿舎には近隣の郡からの

生徒を含む25人ほどが共同生活していた。ヒマ

ラヤン・トラストは小振りの教室を3つ建設する

ことを決めていたので、その続きに比較的大き

な教室を9つ建設することになった。そして近い

将来、10+2の学校の併設も目指すことになった

（2018年から教育制度が変わり、9年生から12年

生までが高校となった）。また設計・施行は、こ

れまで校舎建設の経験があるヒマラヤン・トラ

ストに依頼することになった。

地震後に修復された、村の中心にあるジュンベシの小
学校と生徒・先生達
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を取られることから、他のネパールの建設会社

に設計と見積もりをお願いした。その会社はジ

ュンベシ村出身のシェルパが運営していて、日

本のODAに関係した建設プロジェクトの下、大

成建設や清水建設で仕事をし、日本にも研修に

行っていた。そこで「ラマ・ブラザーズ建設有

限会社」に設計・見積もりを依頼し、それが妥

当だったので発註することになった。

耐震校舎の建設開始

　2017年5〜6月には校舎の基礎工事が始まり、

耐震のための強固な鉄筋コンクリートの土台が

完成した。各教室の４隅には鉄筋が９本入った

柱が作られ、その間の壁には平行に４ヶ所鉄筋

を入れ、廊下の鉄筋コンクリート製の柱の鉄筋

と繋がれていた（tie-beam構造）。鉄筋の柱の

部分は地下1.2 mまで穴を掘り、底には鉄筋を

敷き詰めた上でコンクリートを流してあった。

この校舎全体で使われた鉄筋の総重量は12.6ト

ン、セメントの総量は約 9 ㎥に達した。

　一方、壁の厚さは約38cmと厚く、石積みで1

個1個がモルタルで接着されていた。石材は学

校用地から4 km余り離れた石切り場で採取さ

機材運搬用の道路工事

　このように建設計画は決まったが、建設に着

手するまでには1年半の時間が必要であった。そ

の理由は、ソル・クンブー地域の家屋の再建に

あたっては、地震で倒壊したエベレスト街道の

ホテルが最優先されたからであった。ホテルの

オーナーは豊かな資金を持っていて、一般家屋

や校舎の建設は二の次であった。また飛行場の

あるファフルーまでは自動車道路ができていた

が、ジュンベシまでは延びておらず、村人は徒

歩で4時間歩かなければならなかった。学校建

設用の鉄筋やセメント、石材などの資材を運搬

するには、自動車が通れる道路が欲しかった。

そこで村では、小水力発電の工事と学校建設の

ため、ファフルーとジュンベシを結ぶ自動車道

路の工事を始めた。道路工事は、雨期に河が増

水して渡河できなくなったりして難航したが、

2017年３月までには終わり、4月からは学校用地

の造成が始まった。送られて来た写真には、パ

ワーシャベルやブルドーザーなどの大型重機に

より道路と学校用地が整備されている様子が写

っていた。思わず「これがネパールの僻地の村

か！」と目を疑った。

　ヒマラヤン・トラストが最初に提示した設計

図によると、校舎は２階建てで、シェルパの伝

統的意匠を取り込んだものであった。しかし見

積総額は1600万円以上に達し、とても私達と村

の基金で準備できる額ではなかった。またそれ

以外に設計にかかる費用や事務手数料、人件費

地震の2年後、カラ松林に囲まれた学校用地では重機に
よる造成が始まった

耐震のために鉄筋コンクリートと石材を使って強固な
基礎が造られた

 2017年5月、校舎の建設が始まり、鉄筋コンクリート製
の基礎が造られた

（公社）日本ネパール協会会報
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れ、運搬後厚さ10〜18 cm、長さ20〜30 cmの角

形にグラインダーで一つ一つ削られていた。壁

の石積み作業は７月から始まったが、モンスー

ン期の大雨のため河が増水し、道路が泥濘でぬ

かるみ状態となったのでトラクターが使えず、１

ヶ月余り工事は休止となった。8月の後半から工

事は再開され、9月には片麻岩の石積みの壁が

完成した。なお石材とコンクリートを扱う職人

達は、2015年5月の地震の震央近くのシンドウー

パルチョウク郡から来ており、現地の村人にな

い技術を持っているとのことであった。

　そして10月には赤茶色の波形トタンの屋根が

取り付けられ、教室の内側の壁と床全面に幅約

20 cm、厚さ1.5 cmのカラ松の板を貼付ける作業

が始まった。驚いたことに板の長辺に沿ってホ

ゾを組み、板同士を嵌め込んで壁に貼り込み、

教室の気密性と保温効果を保つことができるよ

う工夫されていた。なお板材は村の共有林のカ

ラ松を切り出し、その場で製材し、乾燥させた

後使用された。また各教室の屋根には、グラス

ファイバー製の明かり取りの窓が付いており、晴

天の日には電灯がなくても教科書が読めるよう

になっていた。校舎は二棟に分れており、東側

の校舎は三つの教室を繋いで全校生徒が入れる

講堂としても使えるような設計になっていた。

2018年3月に完成した校舎の４教室。一段上には寄宿舎
と教員住宅がある

校舎の完成と仏像の安置

　2018年１月末には外構工事はほぼ終わり、2月

からは内装と電気配線などが行われた。3月17日

には校舎が完成し、18日には本校の卒業生でも

ある郡長のナムギャル・ザンブー・シェルパ氏や

ゴンパの高僧も出席され、盛大に開校式が行わ

れた。村の人々と教師達は「ネパールで一番地

震に強い学校ができた」と喜色満面であった。た

だし、地震によって破壊したコンピューター室や

理科実験室、図書室の整備はこれからである。

総板張りの講堂で開催された開校式でシェルパダンス
を披露する女子学生

　ところで私は11月に建設現場を訪問した際、

校庭に小さな花壇を造り、そこに仏像を安置す

ることを校長先生に提案した。シェルパも、校

舎建設基金を提供して下さった日本人の多くも

仏教徒であり、信心の程度の差こそあれ、両者

の文化の背景には仏教がある。そこで両国の友

情と今後の交流を願って、またジュンベシの学

校の生徒達の輝かしい未来を願って仏像を安置

することを提案したところ、即座に了解しても

らえた。私の胸の奥には、地震で亡くなった方

達とこの学校の卒業生で初めて博士号をとった

故ニマ・ギャルゲン・ラマ君の慰霊の気持ちも

あった。カトマンズの南にある古都パタンの石

工により制作された仏像は、今、校庭の片隅で

子供達の成長を見守っている。

　この校舎の建設経費は、総額13,106,345円で

あった。日本側が8,987,369円（ルピーに換算し

て約8,249,000ルピー）の基金を提供し、村の学

校建設委員会は3,782,652ルピー（円に換算する

と4,120,536円）を提供した。日本からの寄付者

は、個人と小さな団

体代表者110名、修

猷館高校同窓会や

会社など6団体でし

た。建設の趣旨に

賛同し、ご寄付頂

いた皆様に深く感

謝いたします。
校庭に造られた花壇の上に
安置された仏像と風に翻る
経文が刷られた旗

（公社）日本ネパール協会会報
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　昨年5月,日本ネパール協会の理事に就任直後

から,会主催の国際文化交流として登山をイベン

トとして考えていた。偶然にも初回の理事会の会

合後の食事の席で、世界最高峰のエベレストを

登頂されている大蔵理事と話す機会があった。

　ベテラン登山家が協会の理事としていらっし

ゃる上に、同じ考えで意見が一致した為に、実

現に向かってより実践的に計画する事にした。

二人で何度も話会いをした結果、昨年9月15日〜

16日に富士山登山の実現が叶いました。

　当初は少人数で日本人とネパール人が半分ず

つの実施予定だったのですが、時が過ぎるにつ

れ思うとおりに計画は進められませんでした。

　結局、初のトライアルとして少人数の在日ネ

パール人のみで、実施する方向で最終的にまと

める事になった。

　しかし、おおざっぱな考えを持っている在日

ネパール人は、オフシーズンに入り、トイレや営

業小屋の恩恵は得られない状況の中だというの

に、最終締め切り日迄に、当初考えていた人数

の4倍に膨れ上がりました。36名のネパール人と

２名の日本人、総勢38人で年齢は一番下が20歳

代〜一番上は60歳代で平均45歳、40代が多かっ

たようだ。38名の中で女性はたったの7名、圧倒

的に男性の方の参加が多かった。

　参加人数の調整、参加費徴収、装備、注意点

や計画全般の事は私に任せて貰い、大蔵理事に

は貸し切りバス、登山保険、ルートと下山後の

温泉等の手配をお願いしました。15日(土)吉田口

5合目を、夜中1時半小ぬか雨の中を出発。天候

は次第に安定し、雲海を抜けるとやや風は強い

が、晴天が待っていました。38名という大所帯

での富士山登山は、ほとんどの人が初めての経

験です。それにまともな装備もなく、登山知識も

浅い人ばかりでハラハラとドキドキの二日間で

した。

　沢山の心配とリスクを抱えながら、わたしが

一番先頭歩き大蔵理事に一番後ろに歩いてもら

いました。勿論我々2名で36名の参加者全員の

面倒をみなければならないので、トランシーバ

ーを頼りに二人でやり取りをしながら今回の計

画を終えました。結果は38名が約8時間を掛け、

全員無事に富士山の登頂に成功し3時間ほどか

けて下山しました。行動時間が大幅に延び、時

間ロスになった為、温泉時間を短縮し反省会を

省きました。参加メンバーの中には、下山後す

ぐ帰国の為に羽田空港へ向かわなければならな

い人もいて、大忙しでした。参加者の強い希望

により、次の週にネパールレストランで反省会

を行い、大いに盛り上がりました。

　せっかくの機会とみんなで力を合わせやり遂

げた素晴らしい登山企画だったので、大蔵理事

から参加者全員に富士山登頂成功証明書の贈呈

式も行いました。今年の夏は、静岡の富士宮口

から6合目に泊まってビスタ―リ、ビスタ―リで

楽しく登る、1泊２日の富士山登頂を計画してい

ます。乞うご期待。

ゴウチャン サラドウ クマルゴウチャン サラドウ クマル

日ネ文化交流「富士山に登ろう」日ネ文化交流「富士山に登ろう」

大蔵理事（左）と私、夜行登山は安全第一で

（公社）日本ネパール協会会報
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頂上での昼食タイム、暖かい飲み物を!!

頂上へあとひと息

剣ヶ峯を望む、手前は火口クレーター

寒々〜　8合目の小雨

吉田口頂上、浅間大社（久須志神社）前で

（公社）日本ネパール協会会報
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　咋夏、吹田市の国立民族学博物館（民博）

で、「バイラヴダンス」（44分）の試写会があっ

た。それは同館南真木人准教授のプロジェクト

で、制作されたもので、60年前の写真から話は

始まる。

　ポカラのある青年が、兄さんから聞いて、イ

ンターネット上に昔のバイラヴの踊りの写真が

出ていることを知った。それは1958年西北ネパ

ール学術探検隊撮影の写真が載る、民博のネパ

ール写真データベースで、ちなみに英語版が出

来た翌年のアクセス数は260万を数えた。

　その中に、青年の祖父らの踊る姿や昔の人た

ちの写真があって、他にもっと写真がないかと

民博に問い合わせてきた。彼等は先祖たちの写

真など持っていないのである。そういうことか

ら、ポカラのネワールたちと民博のつながりが

出来、2016年に6年に1度催される踊りの撮影、

調査がおこなわれ、このほど一つの映画の完成

をみた。

　映画はこれらのいきさつ、踊りの歴史など導

入から始まり、踊りの準備から、午後8時から真

夜中までおこなわれたバイラヴダンス初日の奉

納踊りがみごとに記録された。

　ポカラの今昔の比較に、また私が半世紀前に

撮った、踊りの伴奏者とそれを囲む群衆の写真

（引き延ばして額に入れられていた）に、これ

が自分だと指さす人を見て、私は感動した。

　データベースを作るとき、肖像権の問題を危

惧して、断り書きをしたが、このように現地の人

びとに喜んでもらえる結果になった。なおこの

映画は、民博のビデオテークで公開された。

　この他にも、このデータベースに載る写真を

使って、ポカラで写真展示会を開催するネパー

ル人が現れた。またカリガンダキ上流の村、マ

ルファに、そこ出身で現在大阪で観光会社を経

営するヒラチャン氏に托し、私の撮った昔の写

真を送って、村人に「おじいちゃんがいる」な

どと喜ばれたこともある。

　ネパール写真データベース： Nepal Photo 

Databese: http://htq.minpaku.ac,jp/databases/

nepal/ 日本語版と英語版があり、地図から、物

から、テーマからの三つの検索ができる。

バイラヴダンス　ポカラ1958年

踊りの伴奏者と踊りを見る町の人びと　同上

バイラヴダンス　　
高山 龍三

（公社）日本ネパール協会会報
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　敗戦による日本国民の自信を取り戻す出来事
の一つにマナスル初登頂があります。1956年(昭
和31)日本山岳会により成されました。国内に空
前の登山ブームを巻き起こし登山人口は激増、
全国に幾多の社会人山岳会を生み出すきっかけ
となりました。その３年後、今から60年前登山界
にもう一つのエポックが生まれたことはあまり知
られていません。
　1959年(昭和34)は戦後の東西冷戦真っただ中、
特にキューバ革命には世界の目が集中。国内は
岩戸景気、最大の話題となったのは《皇太子ご
成婚》、民間テレビ局の開局が続き、女性週刊誌
が続々創刊、子供向け漫画週刊誌も。レコード
大賞の創設、カミナリ族、ダットサン・ブルーバ
ード発売、小型自動車の生産急成長。即席ラー
メンにインスタントコーヒー、カラーテレビの新
発売、王貞治のデビューにトニーザイラーのスキ
ーブーム、ミスユニバースに日本女性が選ばれ、
五輪東京'64開催が決まる。国家公務員上級基本
初任給10,200円、都市銀行標準の初任給15,000
円、小学校教諭２級普通免状基本初任給8,400
円、ラーメン35円、米10㎏が850円・・・。そして
最大級の台風が列島を縦断する大災害も発生(伊
勢湾台風)しました。《もはや戦後ではない》と
政府はことあるごとに宣伝やっき？でしたが、新
団地生活の三種の神器(テレビ・洗濯機・冷蔵庫)
ブームは高嶺の花。庶民に生活のゆとりはなく、
地方はまだまだ厳しき状況。そんな時代に、南信
州のある市井の山岳会がヒマラヤの高峰を目指
す若く清々しい登山隊を送り出したのです。
　ヒマラヤを標榜したのは飯田山岳会でした。
旧制飯田中学校と新制高校（現・飯田高等学
校）の山岳班を母体に、OB有志が'50年（昭和
25）に創設した会で、母校の創立60周年記念事
業としてネパールヒマラヤ、シャルバチュム（※
サルバチョメ）峰初登頂とランタンヒマール調査
登山を実施しました。
　山田哲雄（28歳）隊長以下、北城節雄（27
歳）、寺畑哲朗（26歳）、松島信幸（28歳）、新

井均（24歳）、笠井亘（39歳、中日新聞記者、
撮影）隊員からなる6名の登山隊は当初、ランタ
ン・ヒマールの盟主ランタン・リルンを目指しま
したが、登頂困難と判断し第二候補のシャルバ
チュムに対象を絞りました。秋も深まる10月25
日、北城、寺畑両隊員とシェルパのダワ・トンド
ゥップとパサン・テンバの4名が初登頂に成功し
ます。我が国の社会人山岳会としては初めての
快挙でした。
　その背景には日本最初のナンダ・コート登山
隊(立教山岳部)の教え、登山技術の習得、マナス
ルやヒマルチュリに参加した人達の助言。松島
らの京都大学今西研究室カラコルム探検の海外
登山隊荷搬出のお手伝い体験と学習、前年の'58
年にランタン・ヒマール入域を果たした深田久弥
隊からの現地最新情報など日本におけるヒマラ
ヤのノウハウを余すところなく取り込む努力があ
りました。
　病気で隊員を辞退した小池宗夫は『当時の私
達としては、どうしたら行けるか五里霧中の状態
ではあったが《俺はヒマラヤに行く》という夢で
もってお互いは強く結ばれていた。』と書き残し
ています。
　当時、個人負担20万円(実際は15万円で収ま
る）をどう工面するかは大変なこと、隊員3人が
教鞭をとる教育者、当時の基本給を1万円〜ほど
とすると20か月分です。現在の小中学教員初任
給が205,000円ほどなので現在の給与は20倍以
上。20万は現在の金額と比較すると、単純計算
でも400万円近い大金になります。

ネパール　ランタン・ヒマール

1959-2019　初登頂 60周年　ある社会人山岳会の快挙
大蔵喜福

※山名；シャルバチュム(Sharbachum 6918m)はコンサイス外
国山名辞典による。過去サルバチュムあるいはサルバチョメ
とも呼ばれた。

シャルバチュム東壁。山名は巨大な絶壁を表す。ルート
は山頂から左に下る傾斜の緩い西稜。

（公社）日本ネパール協会会報
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8月12日 問合せ：東京オリンピックの文化プログラム

イベントへの参加協力について

8月23日 問合せ：ネパール人の就職活動について

9月 3日 問合せ：ネパールの絶滅危惧種等保護団体に

ついて

9月 5日 問合せ：ネパール語翻訳について

9月11日 大崎再開発説明会

9月13日 問合せ：最近杉並区で着飾ったネパールと思

われる人を多数見かけるが特別な行事が

あるのでしょうか

9月15日 文化交流「富士山に登ろう」総勢38名が無事

登頂（ゴーチャン理事、大蔵理事）・16日

9月24日 富士登山祝賀会（ゴーチャン理事、大蔵理

事）

9月25日 問合せ：協会について

10月 3日 問合せ：求人募集について

10月10日 問合せ：ネパールの学生について

10月16日 問合せ：協会からの外部イベント周知につい

て

10月19日 問合せ：Nepal-Japan Dialogue Seriesへの協力

依頼

10月24日 理事会：小嶋代表・中川執行理事・大蔵理

事・ゴウチャン理事・大熊監事

10月26日 問合せ：ミランクラブジャパン『30周年記念

イベント』及び『30周年記念誌』を発行に

ついてー代表の出席とメッセージの寄稿

10月29日 大崎再開発事務所との面談：小嶋代表・中川

執行理事

11月 6日 決算：小嶋代表・中川執行理事

11月19日 ギャワリ外務大臣訪日歓迎レセプションの開

催（鈴木外務政務官、瀧崎南部アジア部

長、小嶋代表他関係理事）

11月27日 会報発送

11月30日 問合せ：ネパールの農業について

12月 3日 問合せ：ネパール アグリビジネス現地訪問

プログラムへの協力依頼

12月 6日 問合せ：協会会報記事投稿について

12月19日 問合せ：ネパールの保育について

●会員読者の皆様へ●

当協会へのご支援、ご協力まことにありがたくお礼申し

上げます。さて、会運営の事情にて会報が年３回の変則

になってから、発行時が不定期となり皆様に大変ご迷

惑をおかけしております。今回は制作の事情にて新年

号としての発行が遅れましたこと、悪しからずご了承く

ださい。基本的には、新年号・春夏号・秋冬号の3回で

す。今後ともよろしくお願いいたします。(編集担当)


