
登山教室『モルゲン』 

 

「今から登山をはじめる方」 「テント泊縦走をしたい方」 

 「雪山を登りたい方」 

そんな貴方に『めざせ！日本アルプス』を合言葉に 

安全第一で、ご満足いただける登山を創造いたします。 

長崎県佐世保市 

ＴＥＬ/ＦＡＸ 0956-49-4043  携帯 090-5474-4539   

Ｅmail：naturegaido@ybb.ne.jp 

ＨＰは、「登山教室 モルゲン」 で検索 

http://shizennnonakade.com/gaido/index.htm 

 無料机上講座  

日時：毎月１回  第二水曜日 １９時００分～２０時３０分 

場所：佐世保市相生町エレナ 立体駐車場内会議３０２  

申込不要途中入退席自由です。お気軽にご参加ください！ 

【無料机上講座】 

日程 テーマ 備考 

1.13 登山と気象 安全登山と天候 

2.10 登山の保険 もしもの場合の備えに 

3.10 2009 年度スライド会 写っていました？ 

【 実技講習会 一般：3 千円（保険料込）】 

日程 曜日 場所 講習内容 

1.16 土 国見山 ビバーク（緊急野営）の方法 

1.18 月 隠居岳 冬山テント泊の方法 

2.13 土 佐世保公園 ビバーク（緊急野営）の方法 

2.15 月 愛宕山 読図と山座同定 

3.13 土 国見山 国見山から隠居岳まで縦走 

3.15 月 白岳 岩場の安全な歩き方 

【のんびり～トレッキング】 

日程 曜日 山名 参加料 実費 

1.4 月 九千部山（九州百名山） 8,000 なし 

1.5 火 鶴見岳（九州百名山） 10,500 なし 

1.6 水 長崎七高山めぐり 6,800 市内交通費 

2.4 木 岩屋山（長崎市） 6,000 市内交通費 

2.11 木 普賢岳（九州百名山） 6,500 なし 

2.17 水 経ヶ岳（九州百名山） 6,500 なし 

2.23 火 青螺山・黒髪山（九州百名山） 5,000 なし 

2.25 木 多良岳（九州百名山） 6,500 なし 

3.6 土 経ヶ岳（九州百名山） 6,500 なし 

3.14 日 鞍岳（九州百名山） 9,000 なし 

3.17 水 絹笠山（雲仙市） 6,500 なし 

 

        

          社）日本山岳ガイド協会 認定ガイド 

          全九州アルパインガイドクラブ所属 

               末永 直樹 

（ｽｴﾅｶﾞ ﾅｵｷ） 

          

                

【活動内容】 

 大学時代の屋久島登山から山を始め、社会人となって 

からは、トライアスロンを１０年程継続その間も登山を継続。

平成８年正月の屋久島登山まで、独学で山を学び、その 

後、長崎朝霧山の会へ所属。転勤族であったために、山岳

会所属後も単独での登山が多く、まとまった休日や東京出

張の折に、中部山域の登山を重ね、国内各地の山を登り、

社団法人日本山岳ガイド協会の検定審査を受け、平成２１

年４月より、登山教室『モルゲン』を主催して現在に至る。 

【主な登山経歴】 

１９９６年 １月  屋久島（宮之浦岳）縦走【単独】 

１９９６年 ２月  ミルフォードトラック [ＮＺ] 

１９９９年 ２月  阿蘇（赤谷） 

１９９９年１０月  鉾岳（美しきトラバース） 比叡山（第一スラブ）  

２０００年 １月  後立山（杓子岳・鑓ヶ岳・唐松岳）縦走 

２０００年 ４月  祖母傾山完全縦走【単独】 

２００１年 ７月  祖母山（ウラ谷右俣） 

２００３年 ４月  鹿島槍ヶ岳東尾根 

２００４年 ７月  剣岳 源次郎尾根 八ツ峰 

２００７年１１月  阿蘇 鷲ヶ峰北壁 

２００８年 １月  八ヶ岳全山縦走【単独】 

２００８年 ５月  明神岳東稜  南西稜下山  

２００８年 ７月  大雪山縦走 知床岳 知床岬 【単独】 

２００９年 １月  中山尾根 日ノ岳稜 

           九州内の主要な山 ほか 

 
 

 



 

 

【公募登山ガイド】  ２名様から催行いたします。 

 登山教室『モルゲン』の企画募集したガイド登山です。 

全国の一般登山を対象にご案内いたします。 

参加料例） 九重山系日帰り（無雪期） 

一般 ： 10,000 円 会員 9,000円 （別途実費 なし） 

参加料例） 屋久島縦走３泊４日（避難小屋２泊、民宿１泊） 

一般 68,000円 会員 64,000 円 （別途実費 15,000 円） 

ガイド経費は、参加料に含まれております。 

公募登山の最新の案内は、ＨＰをご確認ください。 

 

【個人ガイド】  １名様から催行いたします。 

全国の一般登山を対象に、お客様とガイドで、日程調整 

の上、ご要望の山を１名様から、ご案内いたします。 

参加料例） 九重山系日帰り 

1名様  一般17,100円 会員16,100円 （別途ガイド経費） 

２名様  一般10,400円 会員 9,400円 （別途ガイド経費） 

３名様  一般 8,800円 会員 7,800円 （別途ガイド経費） 

４名様  一般 7,700円 会員 6,700円 （別途ガイド経費） 

ガイド経費は、ガイドの登山口までの交通費の実費です。 

 

【山が好き！】  1 名様から催行いたします。 

公募登山が催行できなかった場合に、急募する企画で

す。そのため、通常の参加料より低価格の設定となっており

ます。日程のみのご案内で、最初に参加を希望されたお客

様のご希望の山を登ります。 

１日１名当りの参加料  一般：6,500 円 会員 5,500 円 

別途、ガイド経費（交通費 宿泊費）が必要となります。 

佐世保市内のみ、ガイド経費は発生いたしません。 

山が好き！の最新情報は、メールでの案内が可能です。ご

希望の方は、ガイド宛ＨＰよりメール送信ください。 

 

 

【実技講習会】  1 名様から催行いたします。 

 無料講習会の内容を反映した野外での講習付きの登山 

です。講習に主体を置いた登山となっております。 

 平成２２年３月までは、佐世保市内において開催いたし 

ます。 

参加料） 佐世保市内開催（各自集合）の場合 

一般 ： 3,000 円 会員 2,000 円 （別途実費 なし） 

ガイド経費は、考慮しておりません。 

 

登山教室『モルゲン』は、お客様から、日程と登りたい山をご

要望頂く、【個人ガイド】を最も優先して行ってまいります。九州

本土内であれば４名、それ以外の地区であれば３名で、公募登

山とほぼ同額でのガイドが可能となっております。ガイド経費（交

通費・宿泊費）は、実費となっておりますので、土日のＥＴＣ割引

利用の活用でさらに、お客様のご負担を軽減することができま

す。九州内に限らず、日本アルプス、北海道などの【個人ガイ

ド】も承ります。お見積もりは、無料で行います。  数ヶ月、半年

先の登山でもかまいません。早めのご相談をお願い申し上げま

す。 

 

参加にあたっては、｢参加予約｣､｢参加料のお支払い（参加申

込）｣､｢登山催行の決定｣､｢参加申込のお取消｣､｢安全対策｣、

「傷害保険」、「重要事項の説明｣について、ご同意を頂いてから

ご参加していただくこととなります。詳しくは、申込時に紙面にて

確認していただくこととなります。  

            

登山教室『モルゲン』の山旅 

 

実技講習会 

 

霧島 韓国岳 

 

霧島 高千穂峰 

 

霧島 高千穂峰 

 

九重 坊がづる 

 

実技講習会 

 

古処山 ツゲの原始林 

 

由布岳 

 

平戸市 礫岩 

 

机上講座 

 

 
 

【個人ガイド】の募集 

参加にあたっての諸注意 

登山教室『モルゲン』からのご提案 

2009.12 


