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福島登高会

巻頭言

福島登高会結成の経緯と会の理念について
1975 年 8 月 1 日、私たちは福島勤労者山の会

ングを主体に活動をやってゆきたい層と、もっ

から発展分離する形で福島登高会を結成した。

と専門的に研究発展させてゆきたい層を、それ

早いもので会を結成して今年で 43 年になる。

ぞれの特質に応じてそれぞれの山岳会が有機

時の流れと共に、活動の中心は次の世代が担う

的に連携しながら結集してゆこうというもの

ようになり、いずれ結成時の会員がいなくなる

であった。これにより福島登高会の発足が正式

のもそう遠い話ではない。

に認知されたのである。福島登高会の結成は当

私たちが加盟する日本勤労者山岳連盟は、

時多くの山岳会が抱える問題を解決するひと

「登山・ハイキングを健康で文化的な生活のひ

つの試みでもあった。

とつととらえ、平和で民主的な国民生活に根ざ

「登山要求が多様化している中で、我々は沢

したスポーツ・レクリエーションとして普及し

登りと冬山(それもスキー登山を主として)と

発展させること」を目的に1963年7月に結成さ

いう分野を守備範囲とし、地元に密着した活動

れた。福島地区においては、1967年6月に藍原

を行いながら、信頼される山岳会を作り上げ、

正美氏を中心に福島勤労者山の会(以下福島労

労山運動の一翼を担っていこう」という会の基

山)が結成され、無雪期のハイキングや縦走登

本理念は、この結成時に20～26歳の若者が激論

山を主体に活動していた。

を交わして作り上げたものである。その中で確

若者の登山ブームも手伝って結成5年後の

認されたのは、「組織が一定の成長段階に達し

1972年には会員100名を超える大所帯になった。

たならば積極的に分離を行い、登山者の多面的

当然、会員の登山要求も多種多様で、表面だけ

要求に積極的に応えられるような考え方に立

の要求に応じた定例山行では会員を満足させ

つ」ことだった。私たちが今まで福島登高会の

ることができなくなっていた。こうした状況の

主たる山行形態を変えなかったのも、沢登りと

中で1973年に、その後の福島登高会結成に向け

山スキーをする会員がいなくなれば福島登高

た運動の理論面・実践面で中心となる西和文と

会が消滅することを承知の上でのことである。

和泉功が出合うことになる。２人が考えたのは

組織は人の集合体であり、人によって支えら

過去のいきさつにとらわれずに、どうしたら多

れている。また人によって考え方も異なる。育

様化する登山要求に応えられるかだった。

ってきた環境が違うのだから当たり前のこと

当時の２人には、まだ登山要求に応じた山岳

なのだが、当時私たちは各会員の登山指向には

会を作るという考えには達しておらず、福島労

いろんな違いがあることを前提に、相互に尊重

山の中でいかにこの難しい課題をこなしてゆ

しながら会の基本理念に沿って共通点を見つ

くかを模索していた。1974年、登山企画部とハ

けだす努力をする必要があると考えたのであ

イキング企画部の設置が総会で決まり、互いが

る。私たちは社会人であり、ひとりの人間とし

協力して山行を企画・実施することになった。

て尊重されるのは当然のことである。行動を共

このうち登山企画部は後の福島登高会の母体

にする仲間は自然に増えるものでもなく、また、

となり、ハイキング企画部は福島登高会分離後

自分のやりかたを他の人に押しつけるもので

の福島労山の活動方向を示すものであった。翌

もない。信頼関係の上に立って共通する山行指

1975年4月、福島労山は総会において画期的な

向を持つもの同士が切磋琢磨して福島登高会

決定を行う。それは多様化する登山要求に対し

は初めて発展する。この考え方を常に頭に置い

多様化した組織形態で応えようというもので

て、これからも努力してゆきたいと思う。

あった。具体的には会を２つに分離してハイキ

（和泉 功）
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