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支部創立以来６０年を迎える今年は、その記念の事業として記念行事(記念式典・記念講演会・記念祝

賀会)、記念山行(支部山行【由布岳】・国内山行【富士山】・海外山行【ピサンピーク】）、60 周年記念

誌の発行、大分百山三訂版の発行などを一連の事業として昨年度からその準備を進めてきた。 

しかし今年度に入って、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で事業計画の見直しが迫られ、とり

わけ１０月に予定していたメインの記念行事は、実施時期とその内容に大幅な変更を余儀なくされた。 

本来ならＪＡＣ各支部にも案内状を出し、全国の多くの山の仲間との交流や親睦を深めながら６０周

年の節目を祝う場であるが、限られた来賓以外には外部への案内状は出さずに、支部会員のみ参加の内

輪の行事とし、恒例の祝賀会も取りやめ、また記念国内山行や記念海外山行も中止とした。 

こうして１１月２１日（土）に記念式典と記念講演会、翌２２日（日）に予定の由布岳を変更して、

登山者の少ない鎧ヶ岳で記念山行を実施した。なお、６０周年記念誌と大分百山三訂版「新・大分百

山」は予定通り刊行し記念式典当日参加者に配布した。 

 

 

 

 

  

  

東九州支部の創立 60 周年記念式典・記念講演

会は 11 月 21 日、大分市のホルトホール大分・

小ホールで開き、会員・会友ら 101 人が出席し

た。 

 式典ではまず安東桂三副支部長の開会あいさ

つ。下川智子会員が司会を務め、物故者へ黙とう

を捧げた。続いて加藤英彦支部長があいさつし、

1960 年 8 月に福岡支部から分離独立する形で

8 人のメンバーによって設立された東九州支部の

現在までの足跡を紹介。60 周年記念式典はコロ

ナ禍で支部員だけの開催となったものの、記念事

業として新大分百山（大分百山・三訂版）、創立

60 周年記念誌を発行したことなど報告。今後の

活動について「自分はなぜ日本山岳会に入会した

のかを自問自答しつつ、60 周年を次への飛躍に

つなげていきたい」と述べた。 

 永年会員表彰があり、加藤支部長が 1966 年

1 月に入会の佐藤浩幸会員（会員番号 6062・

日田市）を表彰。佐藤会員が謝辞を述べた。 

 日本山岳会の古野淳会長はあいさつで「コロナ

禍で海外登山の文化が消えるのではないか」との

危惧を示す一方、「日本山岳会による 1956 年の

マナスル初登頂以来の登山文化を途絶させること

なく、さらなる飛躍を遂げるよう期待している」

と述べた。 

  

来賓の吉野真治・大分県山岳連盟会長は「東九州

支部の組織承継の努力に敬意を表し、益々の 

発展を祈念する」。重廣恒夫・日本山岳会前副会

長は「全国の多くの支部が会員減少に悩む中、東

九州支部は登山教室などを通じて会員数を維持し

ている。今後も力を蓄え、70 周年を迎えて頂き

たい」と祝辞を述べた。 

 式典に続いて、日本山岳会の古野会長が「エベ

レスト 50」と題して記念講演した。1970 年 5

月、日本山岳会隊の松浦輝夫、植村直己両隊員が 

日本人として初めてエベレスト（8848ｍ）に登

頂。翌日、平林克敏隊員も登頂した。日本は世界

で 6 番目の登頂国。登頂から 50 年になる。 

 古野会長は、1953 年 5 月にニュージーラン

ド出身の登山家エドモンド・ヒラリーとシェルパ 

のテンジン・ノルゲイが初登頂して以来のエベレ

スト登攀の歴史を紹介。その前の 1924 年にエ

ベレストに挑み、現在も「登頂か否か」の謎が残

東九州支部創立 60周年記念式
典･記念講演会開催  

大分市ホルトホール 

報告 浅野総一（15201） 

古野会長から祝辞を頂く 

東九州支部創立 60周年記念の事業終る 
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る英国人登山家ジョージ・マロリー

の話も交えながら、パイオニアワー

ク（創造的登山）としての登山につ

いて話した。 

 続いて、1965 年 7 月、アフガニ

スタンにあるヒンズークシュ山脈中

部のコー・イ・モンディ峰（6248

ｍ）に日本人として初登頂した「大

分ヒンズークシュ遠征登山隊」の記

録映像「コー・イ・モンディ峰

1965 年登頂記録」を上映した。大

分県の山岳界にとって、ヒマラヤ登

山のきっかけとなった先駆的な登山

隊。同登山隊の梅木秀徳隊員（前東

九州支部長・故人）が撮影した 8 ミリカメラフ

イルムを、東九州支部の尾登憲治会員が編集し、

ナレーションやインタビューを加えた。同登山隊

の隊員だった加藤支部長と江藤幸夫氏（静岡県在

住）が解説した。 

 登頂果たした江藤氏は「酸素が薄く、苦しいば

っかりだったが（途中で）登れるという確信を持

った」と振り返り、「当時はヒマラヤの山の情報

は少なかったが、手軽に行ける現在よりも得るも

のは大きかったのではないかと思う」と話した。 

 最後に、甲斐良治副支部長が閉会のあいさつを

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 22 日（日曜日）、天気はやや高くも

り。参加者は６９名。古野淳会長も参加。四辻峠

に 8 時半に集合。加藤英彦支部長、古野淳会長

より挨拶を頂き、その後、モニュメント前にて記

念撮影。安東桂三副支部長より、本日の行程につ 

 

いて説明があり、9 時 15 分に出発。  

 車道をツグミ谷の登山道入口に向かい歩き始め

る。参加者多数のため、隊列の途中に山行担当者

を配置し、体調管理、交通整理等を行い歩いた。  

車道は緩やかな下りで、ツグミ谷登山口にて、

一度隊を整え再出発。車道からいよいよ登山道へ

踏み入れる。ツグミ谷には七瀬川源流があるとい

うので楽しみにしていた。谷の木々はすっかり紅

葉も過ぎ、枯れ葉が舞っていた。登山口はツグミ

谷の左岸より始まり、数度沢をまたいだ後、左の

沢へと登っていくと程なくして、それほど大きく

もなく小さくもない岩が見えてくる。よくよく見

ると小さな黄色の看板に源流と書かれていて、岩

下から水がチョロチョロと流れ出ていた。これが

七瀬川の源流か、と感動。その先はやや急登だ

が、すぐに車道に出た。 

10 時 40 分。車道出口にも七瀬川源流案内の

小さな指標が出ている。再度隊を整え再出発。車

道を四辻峠方向へ歩くと、鎧ヶ岳登山口の指標が

左手に出てくる。 

東九州支部創立 60周年記念山行 
鎧ケ岳・烏帽子岳・雨乞岳 

 

報告 鹿島正隆（11546） 

林道から鎧ケ岳取付き 

式典会場 司会下川会員 

記念山行・四辻峠にて(11.22) 

林道から鎧ヶ岳へのとりつき 

林道から鎧ヶ岳へのとりつき 
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登山道は木段が付けられ良く整備されている。最

初のピークが鎧ヶ岳 847m、11 時 5 分着。そ 

の先は緩やかな傾斜が続き、隊が掌握できる緩斜

面で昼食時間とした。 

その後、烏帽子岳に向け歩き始める。野津原少

年の家、旧香りの森博物館方面が望める烏帽子岳

山頂 821m へ到着。山頂は狭く、各々遠望を楽

しみながら下山。四辻峠へは、なだらかな下り

で、途中雨乞岳を通過し、13 時四辻峠に到着。    

全員下山後、古野会長を見送り散会した。七瀬

川の源流を確認できたし、鎧ヶ岳のなだらかな山

容と烏帽子岳の峻険な山容を堪能することがで

き、思い出に残る 60 周年記念山行となった。 

 

 2020 年（令和 2 年）12 月 13 日（日）、例年

だとこの時期、前日の土曜日も使い（泊りで賑や

かに忘年宴会）県内の山々をよくばり登山してき

たが、今年は新型コロナ禍の中で大変な年末を迎

えている。役員会で忘年会は中止となり、忘年登

山のみ実施（佐伯市;元越山）することとなった。

各会員･準会員･会友には目的の山および、集合場

所･時間等をメール配信し参加者を新たに募った。

集合時間８時（佐伯市木立小学校=登山口に近い）

最終的に総勢 37 名が各自の車で集まった。加藤

支部長のあいさつ、そのあとコース説明があり、

今回は人数が多いので二方向（木立登山口コース

20 名と色利登山口コース 16 名）に分かれ頂上

で交差することとした。私はこの山へは一度木立

コースを登ったことがあるので、変化を求めて色

利口コースに参加した。色利口コースのリーダは

加藤支部長。16 名は 6 台の自家用車に分乗して

登山口に移動(県道 388 号を南下し尾浦トンネル

を経由し豊後くろしおライン利用)した。移動には

約 30 分かかった。登山口は色利漁港に流れ込む

小河川の奥にあるので少しわかりにくいが、案内

板をたどれば、間違いなく着く。駐車場は広く 30

～40 台は有に駐車できる。9 時 40 分駐車場を

出発。駐車場の入り口付近から小河川に架かる床

板橋を左に渡り、6 分ほど林道を歩くと元越登山

口の案内板がある。案内板にしたがってしっかり

とした急登を約 20 分登り、振り返ると色利湾が

よく見える第一展望所に出る。この辺りには「お

たねの泣き石」たる看板あり、チラ見して休まず

照葉樹林の中を登る。約 20 分で第二展望所に着

く。登山口からここまで 900ｍ第二展望所は東西

に延びる稜線（第一展望所）の延長状にあるため、

ちょっとばかり高度を稼いだぐらいで下界の景色

はさほど変わらない。休まず同様の樹林帯を登る。

汗をかきながら進むと「木漏れ日の小径」と洒落

た看板がある。この辺りから南側の山腹をトラバ

ース気味に行く。11 時 15 分林道に出る。林道に

は軽トラが 2 台ほど停まっており近くで登山道の

整備をしていた人たちであった。林道交差から案

内板に従い元越山頂を目指し登る。2～3 分ほど

登ると第五展望所、狼煙台跡 2-1 と狼煙台跡 2-

2 の看板がありここには 2 基の狼煙場があったよ

うだ。さらに 10 分ほど登ると浦代登山口コース

と合流、道脇のお地蔵さんを過ぎ一息で山頂（11

時 34 分）に着く。すでに木立登山口から登った

組は山頂に到着しており、数組の登山客も含め賑

やかな山頂であった。風は少し冷たいが空は晴れ

渡り爽快、昼食を取り終え集合写真を撮る。  後、

三角点（一等三角点）の周りに 36 名が集まり、

加藤支部長の音頭で 2020 年を締めくくる万歳

（今西式スタイル）を三唱した。１時間ほど山頂

を満喫したのち、それぞれの来たルートの反対方 

向に下山を開始した。木立登山口に到着したのは 

13 時 50 分、集合場所の木立小学校に一端全員 

2020忘年登山 

元越山（581.5m） 
    報告 阿南寿範（9169） 

 

 

元越山山頂にて 
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集合、加藤支部長が 2020 年閉めのあいさつをし 

て解散となった。参加された皆さんお疲れさま。 

＜参加者＞                                       

（木立登山口コース）                                                     

飯田（勝）、中野（稔）、下川、中島、宮原、若月、

大渡、神田、石川、飯田（修）、柳瀬、岩崎、雪

野、飯田（佳）、平原（瑞）、中野（梨）、三浦、青

木、飛高、平原（健）  

（色利登山口コース） 

加藤、興田、阿南、渡辺（千）、渡辺（和）、土屋、

丹生、丸井（弘）、丸井（元）、境、久知良、深草、

松村、賀来、古谷（耕）、古谷（あ）（木本=待機）                                    

 

 

 8 月 22 日、ほぼ曇りで時折雷が鳴ったりしたが、

雨は降らず過ごしやすい日であった。 

由布岳東登山口に朝 7 時集合する。 

安東リーダー以下、会員、会友，22 名が参加。 

リーダーから約 45 分間、最近の山岳遭難の現況

についての報告があった。 

令和元年 山岳遭難 〇 遭難者 2937 人 

      うち死者・行方不明者 299 人 

 また、JMSCA 登山医科学委員会発行の資料を見

ながら、新型コロナウィルスに対する心得を学習

した。ガイドラインには、3 密を避ける、マスク

着用、手を洗う等、平地と同じである。 

 アクシデントに遭わない山行とは、まず日本全

体の天気図を開き、低気圧がどこにあるか確認す

る。低体温症が発生するのは、低気圧が発達しな

がら日本列島を通過した後、北海道や千島列島、

三陸沖に抜け、等圧線が日本付近で混み合う時で

ある。遠地で山行を実地する時は特に、天気図を

見て判断することの重要性を話された。私は、天

気図の読解力が無いので、ウェブサイトの“てん

きとくらす”の高原と山を見て判断している。

A,B,C と判定があって、去年、八甲田山、岩木

山、十勝岳等、コースタイムが比較的短い山を C

でも登ったが凄まじい暴風雨で、命辛々頂上に行

くには行ったが、まるで三途の川を歩いているよ

うだった。今月 10 月那須岳リベンジ登山をし

た。A 判定の日だったにも関わらず、2 日前から

の小雨が止まず決行した。去年のような風速 30

ｍの暴風ではなかったので良しとする。 

 レクチャー後、4 班に分かれ、地図とコンパス

を睨みながら 950ｍの地図に載っていないへべ山

に向かって各班 5 分おきに出発する。だいたい 1

時間後にそれぞれ時間差でへべピークで再び集合

し、班ごと 〇足を捻挫した時 〇腕を骨折した

時 〇日射病に罹った時 の発表をした。テーピ

ング方法、固定の仕方、応急処置等の学習。日射

病、熱中症は本人しか判らないので頭痛、眩暈、

昏睡、死に至る事もあるため、水分・ミネラル摂

取に努める。 

 昼食を済ませたら、今度はロープワーク。〇フ

ィギュアエイト・ノット、〇ムンター・ヒッチ、

〇ガーダー・ヒッチ、〇バックマン・ノット、〇

簡易チェストハーネス。私は、ロープを持って悪

戦苦闘。なかなか難しい。ロープがいるような山

にはなるべく行きたくないものだ。まだ人生を終

わらせたく無いから。 

 最後に、ツエルトの使い方。緊急時、ツエルト

を使う場合は被る。二人の時は、お互い向き合い

四隅を持ち座る。その間でバーナーを付けると低

体温症が防げる。 

 山は平地と違い、すぐ助けを呼ぶことが出来な

い。全て自己で完結しなければならない、そのた

めの知識、準備、処置が如何に重要か今回の山行

で改めて学ばせて頂いた。 

＜参加者＞ リーダー安東・飯田（勝）・鹿島・中

野（稔）・田所・下川・櫻井・宮原・若月・丹生・

佐藤（裕）・久知良・笠井・安部・清水（道）・清水

（久）・今川・平原（瑞）・中野（梨）・飛高 

へべ山（950.0m）研修山行 

8月月例山行 

   報告 今川三弘（会友 204） 

 

 

へべ山山頂にて 
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10 月 18 日㈰午前 5 時 30 分に大分駅を出発し

て、奥産スカイラインから花公園入口、国道

442 号線を通って、集合場所の小国の道の駅に

7 時 15 分に着きました。そこで鹿島リーダーの

点呼があり、12 人が集合。そこから今日の登り

口の白草入口へ移動。下山口に車を 3 台置いた

後登山口(白草入口)に再び集合して 8 時 45 分に

出発しました。 

コンクリート舗装された道をしばらく歩いてい

くと、前方から安部先生がみえてきました。先生

より若いのがんばれとおしりぺんぺんの愛のムチ

をいただきました。林道終点から鹿島リーダーが

ナタで開拓した急斜面のやぶ尾根にとりつきまし

た。歩きやすいようにナタで切られた枝が続く斜

面をしばらく歩くと古い荒れた林道にでました。

そこから目の前に 3~5 メートルの崖があり、鹿

島リーダーがロープを準備している間に、その崖

の左側の岩場を、丹生さんは、なんなく身軽に崖

を登っていきました。私たちは、鹿島リーダーの

ロープを待って一人ずつ順番に登っていきまし

た。それから、また急斜面のやぶ尾根を宮原さん

と登りながら、後ろから「落ちても大丈夫だよ」

「よける準備はできている」と冗談をいうと、

「絶対いじでも転ばない」と四つんばいで登りま

した。 

9 時 40 分過ぎに県境の稜線に出ました。稜線

を行くと 20ｍおきくらいに境界を示す標識が建

っていて、その標識には番号がふってありまし

た。それを確認しながら歩いていると、ずっと聞

こえていたオートポリスの車の爆音が近づいてい

るようなきがして、飯田さんに話したら「近づい

ていない」「遠ざかっている」と笑いながら言わ

れて、少し冷たい風がずっと吹いていたので、風

向きによって風にのり、音が聞こえていたのかも

しれません。 

それから 909ｍのピークに 10 時につきまし

た。そこで、リーダーが右側に 30 分で林道につ

ながるエスケープルートがあることを話してくれ

ました。それから尾根道を歩いていると飯田さん

が「今日はきのこがないなぁ」とつぶやいて歩い

ていたら、白いきのこを発見。私は「白いきのこ

ですね」というと、「これはひとつで大人 3 人は

殺せる」と白いきのこには猛毒をもつきのこがあ

ることを教えてくれました。 

しばらく尾根道を歩くと 11 時 5 分に保慶の

山頂に着きました。山頂は標識がなく四等三角点

が建っているだけでした。飯田さんが三角点と書

いている方が南とコンパスを置いて説明してくれ

ました。まわりを見回すと木々に覆われて眺望は

なく、ほんの少しだけ紅葉している木をみつけま

した。 

そこで、少し早い昼食を取りました。風が冷た

く体が冷えてきたので、食事を終えると早々に下

山に向けて出発しました。途中 15 分くらい歩く

と、県境尾根から離れて、崖のような急斜面の下

りです。一歩一歩足元を確認しながら慎重に下っ

ていくと、林道がみえてきました。そのあたりで

遠くの山々がみえて、飯田さんが山々の名前を一

つ一ついいながら「一番奥が万年山」と教えてく

れました。 

それから林道を歩いて白いゲートに到着しまし

た。白いゲートのところで解散しました。最後に

今回の県境の尾根道に行くまでに、複雑な等高線

から尾根と谷を見極めてやぶ尾根を開拓して道な

き道を作るのは本当に大変だっただろうなあと思

いました。また、安部先生、登山口と下山口で皆

さんの安全を見守っていただいてありがとうござ

いました。 

保慶山（1015.0m） 

10月月例山行 

   報告 中野梨絵(会友 239) 

） 

 

 

保慶山山頂にて 
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<参加者>鹿島リーダー、飯田(勝)、中野(稔)、宮

原、丹生、大渡、久知良、安部、柳瀬、松浦、古

谷（耕）、中野(梨) 平原(健) 

 

 

 前日の雨が上がり、天気はまずまず。夜の明け

ないうちに家を出て集合場所の道の駅小国へ向か

う。 

 全員が揃ったところで、朝礼を始める。リーダ

ーの中野さんから行程表が配られた。大分百山の

本によると、目的の尾の岳は登山口から１０分程

とあったが、行程表では、沢登りあり、林道歩き

ありと変化に富んだコースが示されており、説明

を聞いて大方のポイントごとの様子が想像される

とともに、今日の山行に期待が高まった。 

 朝礼後、オートポリス南側の熊本県との県境付

近へ移動。途中にかかる高い橋の上から望まれ

る、水面に映る赤や黄色の紅葉が目を楽しませて

くれ、これだけでも参加してよかったと思えたこ

とだった。 

 運転手が車を下山場所に移動させるのを待って

行動開始。まずは紅葉した木々に取り囲まれた小

さな沢を渡る。早朝のうっすらと靄のかかった冷

たい空気に身が引き締まる中、苔のついた石に注

意を払い、一人ひとり慎重に渡っていく。 

 渡り終えると、今度は急登。林道に出るまでひ

たすら登り続けたが、背後からはオートポリスで

レースをしているのか、オートバイの爆音が聞こ

えてきた。 

 今回のルートは登山道と呼べるものはなく、リ

ーダーが事前に付けてくれた目印のリボンを頼り

に、そのリボンを回収しながら歩く。コースは沢

あり、草地あり、谷あり、樹林帯あり、ヤブあり

となかなか変化に富み、さらに色付いた木々や落

葉のアクセントもあって、素敵な登山コースとな

っていた。聞くと、リーダーが何度も下見をして

歩きやすいように手を入れてくれていたとのこ

と。おかげで大変快適で心地よかった。 

 ちょっと早い昼食は、オートポリスは勿論、遠

くの山並まで見渡せる電波塔の下でとり、その

後、林道から尾根沿いに山頂へ向かう。 

 山頂は、松やドウダンツツジに囲まれて見晴ら

しはよくない。記念撮影の後下山。１０分程で登

山口駐車場へ着いてしまい、あまりにあっけなく

て驚いてしまった。 

 下山後は一言ずつ感想を述べて解散となった

が、下見と下草刈りで準備を重ねて下さったリー

ダーに皆感謝です。 

 

感想より 

 初の川ポチャ体験に苦笑いのＯさん 

 フカフカ山道に大満足のＳさん 

今回の山行で目にした珍しい植物 

 ヤブデマリ、イヌザンショウ、ジュウリョウ、

ヒノキゴケ 

 

<参加者>中野(稔)リーダー、飯田(勝)、大渡、丹

生、佐藤（裕）久知良、柳瀬、清水（道）・清水

（久）、平原(瑞)、中野(梨)、平原(健)） 

 

高崎山研修報告の前に、今回の研修場所である高

崎山の大谷の岩場は、昔から大分の岳人達が訓練

研修を重ねてきた場所でもあり、残置された古い

リングボルトやハーケンからもその歴史が伺え

る。昔のような利用頻度はなく岩も苔むしている

が、市内からアプローチもし易く、今もなお登攀

技術を磨く際の貴重な練習場所となっている。 

研修登山(高崎山大谷) 
登攀技術 ＋αを学ぶ 

  報告 矢上将大（準会員 A0240） 

 

 

尾の岳（1040.7m） 

11月月例山行 

  報告 平原健史（会友）245） 

 

 

尾の岳山頂にて 
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 しかし、「瀬戸内海国立公園高崎山自然動物

園」内に位置するため、自然公園法の改正による

動植物の生息・生育環境の維持等うんぬんの理由

により、より一層規制が厳しくなってきた。これ

までのように登山研修の場所として簡単に利用を

続けていくことが難しい状況になりつつあった。 

 今回の研修開催にあたっては、生野会員が尽力

してくれた。管轄する大分市観光課とこれまでの

経緯や背景を説明され、交渉を重ねることで大分

市観光課に深い理解をして頂くことが出来た。 

 ＜取り決め内容＞ 

◆利用 10 日前までに任意の計画書（人数明

記）を大分市観光課へ提出する。/当日は高

崎山管理事務所に入山と下山を伝える。/イ

ンターネットで不特定多数が閲覧するサイト

には山行記事を掲載しない。 

 

さて、11 月 14 日（土）に開催する運びとなっ

た高崎山大谷研修では、講師の安東会員を含め 8

名の参加者が集まった。 

今年はコロナの影響で、計画通りの登山が出来

ずにいたため、久しぶりの研修に少し緊張気味だ

った。高崎山自然公園では餌を求め下山してくる

猿の群れも減少しているらしく「猿も三密回避で

コロナ対策かな？」と考えつつ、取り組め通り管

理事務局へ入山報告後、大谷の岩場へ移動する。

ともかくコロナの早期収束を願うばかりだ。 

 今回はアイゼンを装着しての登攀技術を磨くこ

とが目的であり、「田所・櫻井・鹿島」「生野・安

東」「私（矢上）・笠井」の３パーティーに別れ

て、大谷の岩場で研修を開始した。私は最初にリ

ードをさせてもらい、まずは第１ピンまで６m 程

を目指して登った。アイゼンの先端を岩に引っ掛

けながら、登っていくのだが、さぁあと少しでピ 

 

 

ンという場所で、次の一手に必要な一歩を踏み込

む自信がなく、何度も右足アイゼンの位置を動か

していく内に体勢が不安定になり、立て直すこと

が出来なくなってしまった。（後に反省：一度足

を置いたら、むやみに動かさない。） 

 すかさず、安東会員が脇の岩場をよじ登り、上

からお助けロープを設置してくれたおかげで、最

初のピンにロープを掛けることが出来た。 

 岩場上部を見上げると田所会員が、別ルートの

核心部をクリアしていた。次に、生野会員がリー

ドで難易度の高いルートに挑戦した。岩が被さる

最後の核心部まで登り上がった所で、同じように

動きが止まってしまった。安東会員が真下に入

り、最後の踏み込みをフォローしたが、生野会員

のアイゼンの先端が岩を滑り、４m 程落下して第

２ピンで停止した。 

 その際に、アイゼンの爪が安東会員の左足ふく

らはぎに刺さる事故が起こり、研修を中断。直ぐ

にテープで止血し、携帯電話で病院へ状況を説

明。自力下山してから大分市内の病院で縫合処置

をしてもらった。また高崎山は動物の多い山であ

り破傷風が懸念されるため抗生物質の注射の処置

も必要であった。幸い大事には至らず、処置後、

近くのファミレスで反省会を開き、事故の原因や

対応などを話し合った。 

高崎山大谷の岩場 

高崎山大谷の岩場の研修状況 
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 今回の研修で、登攀技術を学ぶことだけではな

く、いざ事故が起こった際、適切な応急措置や冷

静な状況判断を行うための知識の取得は、自分や

大切な登山仲間を守るために身につけるべきとて

も重要な事だと改めて実感した。後日談として、

負傷した安東会員は翌週の６０周年記念山行には

無事復活を果たしていた。 

講師：安東 

参加者：櫻井、鹿島、田所、生野、笠井、矢上、

会員外 1 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 人 投 稿 

        

北アルプスの端っこと真ん中 
            西あずさ （12347） 

 北アルプスのどこがお好きですか？槍穂高、剣立山、白馬、魅力はそれぞれですね。有名どころを登

ると、まだまだ歩いて無いところに行きたくなりますね。登り残した北アルプスの端っこと入山しにく

い真ん中はいかがですか？ 

 まずは笠ヶ岳。ゆったりした稜線の美しい形は、登りたくなっても三俣蓮華から双六小屋に来たら、

槍に行ってしまいますよね。槍を背中に、穂高を左に見ながら、快適な稜線歩きで笠ヶ岳への道は、花

も楽しめる人の少ないルートです。 

 次は、立山の隣の大日岳。室堂からサブザックで往復しました。広い稜線で、雪渓も残り、ガスると

ルートを見失うこともあります。ここもお花畑が広がります。剣のすっきりとした姿を見ながら、室堂

に戻りました。 

 さて、次は、私が登り損なった餓鬼岳です。燕岳から槍を目指す方は多いでしょう。燕岳の北にある

のが餓鬼岳です。合戦尾根を登らず、餓鬼への尾根歩きをしたかったものです。 

 続いては、端っこだか真ん中だかわかりませんが、剣沢から仙人池、阿曽原温泉からトロッコ電車に

乗りました。憧れの仙人池で 1 時間も剣に見とれて、慌てて先を急ぎましたが、仙人湯に浸かってしま

いました。阿曽原温泉にも入り下りの疲れをとりました。が、翌日の水平歩道の 4 時間はしんどかった

ことを思い出しました。 

 取って置きの端っこが、白馬から朝日岳、さらに北上して日本海の親知らずの海岸に抜ける栂海新道

です。白馬から海まで歩けるマニアックなルートです。サワガニ山岳会が何年もかけて作ったルートで

す。登山靴を脱ぎ捨てて日本海で泳ぎました。 

 では、真ん中は赤牛岳です。水晶からピストンすることもできますが、やっぱり読売新道を登らない

と、真ん中を実感できませんね。黒部湖をぐるっと歩き平ノ渡しに初めて乗りました。いよいよ黒部の

奥に入って奥黒部ヒュッテのテン場は深い森林の中でした。早朝 4 時に出発して、三俣蓮華に到着した

のは 18 時でした。水晶小屋にはテン場がないので、よく歩きました。赤牛岳からの眺めは最高です。

後立山から槍、黒部五郎がでっかく見えます。 

もう一つ真ん中は、槍の北鎌尾根です。学生時代は高瀬ダムから歩きました。湯俣山荘が遠くて、や

っと到着したら、小屋は警察も来て騒然としてました。千天の出会いあたりで熊に襲われた登山者がい

て、私たちも入山規制に合いました。先輩方は温泉に入って、翌日また長い道のりを帰りました。 

今年の夏はみなさんが好きなところにお出かけできるようになってるといいですね。 

    

次回のペン・リレーは宮原照昭会員（15683）にお願いしました。お楽しみに！ 

 

ペンリレー・第 39回 



公益社団法人日本山岳会 東九州支部報 第９２号 令和３年１月２５日（月）発行 

10 

 

 

 

 

 

 2020 年 10 月号に記載した『いわら山』の

洗谷ルートで遭難、亡くなった某山岳情報誌の編

集長（57 歳 男性）の死因は『溺死』、右側頭

部が陥没、右のあばら骨も 5 本折れていた。署

は沢を渡っている最中に足を滑らせて岩で頭を強

打し、意識を失ったまま溺死したと判定した。 

西日本新聞社は 10 月 8 日、糸島署と糸島消

防署の許可を得て、消防署員と福岡県勤労者山岳

連盟・福岡市山岳連盟幹部ら 9 人で同じルート

を検証した。その福岡市山岳連盟幹部から、直接

に話を聞くことが出来たので紹介しよう。 

その幹部によると場所は、通称「五段滝」両手

にストックを握ったまま亡くなっていたので、沢

で足を滑らせたのでなく、また急な斜面で滑落し

たのでなく、急な箇所（岩、斜面）を過ぎ、安全

と思われるところでストックを 2 本出し、歩き

始め、沢を渡るところで水圧に負け、流されてし

まい事故にあったと推察したと言う。 

事故前日に糸島市では大雨が降った。現地の洗

谷は当時は普段より 30 センチは水嵩が高く、そ

こをストック頼りに渡渉しようとしたのではない

か？そこで流された。渡れるか否かの状況判断ミ

スが一番の問題と思う。彼は名古屋の学生時代、

山岳関係のクラブに所属していたが、サラリーマ

ンになり山から離れた。が、山岳雑誌の編集長に

移動となり、また職務として山に関わらねばなら

なくなり、個人山行として「洗谷」に出かけ、水

量の多い渡渉部で事故にあってしまった。 

編集長の遭難死後の 9 月 18 日に、関係機関

が緊急対策会議を開き『洗谷ルート』を通行禁止

にすることを決め、JR 筑前前原駅前やバス停な

どに同ルートの『通行禁止』の看板を設置し、ル

ート入り口には通行禁止のロープを設置した。

が、その後も閉鎖された洗谷コースに入山する登

山者が多く、ルール違反が事故につながる恐れが

あると関係機関は考え、10 月 19 日警察や消防

などおよそ３０人が洗谷ルートを登り、コールポ

イントを設置した。そのコールポイントは携帯電

話の電波が通じ、救出の目印となる場所。また糸

島市は「市ガイドブック」からルートを抹消し

た。事故後に糸島市のホームページは以下のよう

に記載されている。 

【危険】事故多発 井原山洗谷 関係者以外・

登山者は通行禁止 危ないよ ここは運命の 分

かれ道 ～（省略）～ 糸島市内の他のコースと

は危険度・難易度が大きく異なり、甘い見通しは

自殺行為です。 

増水した沢を渡渉出来るか否かの判断が正しく

出来、引き返すなどの行動を取れば、遭難死しな

かったと思う。また火事場見物ならず、遭難事故

現場見物のような物見遊山登山者。それにストッ

プをかけようと市のホームページの赤字表記、お

よび「自殺行為です」の表現。 

正しい登山と、常識のある登山を。 

 

 

 

 

 

 

 

 人に自分の興味を押し付けられない、でも無関

心には耐えられない。以下登山会報 91 号の歴史

説明。まず、ｐ１５若月会員の「金田城」報告

だ。うらやましいね、まだ九州には特別な山城が

20 は残る、80 歳で気力失い対馬は遠い。若月さ

んは歴史に興味がありそうだ、文章から分かる。

それは日本有数の名城です。朝鮮軍が大宰府を侵

攻する恐怖で山城が博多湾岸に築かれたが、すべ

て古代朝鮮式山城です。一等三角点の基山城、高

祖山三等三角点の怡土城、国史跡日本最古の「大

野城」などです。ペンリレー記事、清水巌氏の

「天拝山」も山城です。登山口に公園あり満車、

時間がないので止めた。菅原道真が毎日登山、京

より安全な登山のために No.39 

 『いわら山 その後』 

安東桂三(9193) 

第 3回「九州の山城」歴史解説 

～それは山城です～ 

安部可人(会友 11) 
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に向かって拝み涙した伝説がある。筑紫家臣帆足

弾正が居城していた（戸次の帆足家と関係あると

読んだ）。櫻井報告の「古処山」は秋月種実城

主、宮原報告の「小岱山」は筒ヶ岳城小代城主で

す（写真）、その登城は猛烈に蒸し暑い梅雨入り

の日帰り、79 才はまだ元気だった。 もう一

つ、P11 飯田ガイドの「石の塔」は県資料では謎

の大無礼城です（屋形将軍の墓あり）。北の峠から

中野・安部コース、延命地蔵から安部・宮原楽コ

ース、南の天然林尾根の飯田コース、4 人しか登

っていない。「抽川５５５．３三等」は”イタチ

川”と呼ぶとは知らなかった。単独で行かざるをえ

ない。「九州百名山」報告沢山、陰ながら応援す

る。足立山、立花山、宝満山、筒ヶ岳が山城址

だ。山と渓谷社の「福岡県の山」、岩石山、三池

山、発心山、障子ヶ岳、香春岳ｶﾜﾗﾀｹ､蔦ヶ岳、一

等三角点鷹取山、犬鳴山は全部山城です。その

中、「笠置山」はすごい遺構が見られます、若月

さん一番おすすめ。英彦山報告の柳瀬さん、「大

友の天敵秋月種実に味方したので、英彦山は大友

軍から焼き討ちされた」「戸次川の勝者島津家久

若き頃京への船旅、途上馬を借りて英彦山拝殿ま

で登山している」、歴史で登山が豊かになる。山

城は女性に人気があるようだ（大分は遅れてい

る）。 

 P3「沢登り研修」報告、笠井美世さんが「小さ

な滝で溺れそうになった」と報告、大釜は渦巻い

て、流木が立っていたら危険です。8 月の盛会

「へべ山ロープ研修」、久しぶりに笠井さんと会

い、2 人で最後を歩いて楽しく、彼女の読図上達

を感じた、田所会員と同じ高度計を上手に使用、

安東指導で本物になる。彼女の在所北九州には

「花尾城」あり、古い石垣井戸がすごい（写

真）。 

（注）２４日喜寿登山、合頭山から下山遅れを駐車

場で待つ間会報が配布されて、首藤宏史、飯田勝

之、安部３人が談笑した内容（石の塔）を入れて翌

朝文章化した（あんべ よしと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 臼杵川の源流部に、旧臼杵市と旧野津町にまた

がる神野という地がある。昔、臼杵や野津の里人

たちから地の果てのようにいわれていたという辺

地の村だ。かなり深い谷間の村で、北に続く斜面

は八戸高原といわれるカルスト台地で碁盤ケ岳へ

と続いている。今回はこの郷の南にある三角点の

ある二つのピークに登ってみよう。 

私の無名山ガイドブック（NO79） 

山手(553.4m)･登り尾（437.6m) 

        飯田勝之（10912） 

 

花尾城の古井戸（右手貯水枡） 

筒ケ岳城の入口 
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山手  

 中の谷峠の北にある 436m の小ピークは野津川

と臼杵川と井崎川の三分水嶺となっており、ここ

から西に連なる稜線は臼杵川と野津川の分水嶺

で、野津の川登の村と神野の郷を隔てる稜線でも

ある。最高地点はニガキの台(565.5m・点名：割

後場)で、そこから北西に１．２ｋｍほど隔て

て、分水嶺の稜線から北にせり出した大きな盛り

上がりがこの山手のピークで、ニガキの台よりわ

ずかに低い高度である。 

 ここへ登るには国道１０号線の風連鍾乳洞入り

口から市道を入るとよい。この道は野津町川登と

神野をつなぐ古くからの峠道で、鍾乳洞の横を通

り、ジグザグ登りで市道が峠を越す少し手前から

東に分岐する林道がある。この林道を東に 1.6km

ほどで左手の稜線が間近になる地点があるので、

ここから踏み込むと良い。少し登ると主稜線の鞍

部で、これを右にたどると数分で登りついたとこ

ろここから左（北）に稜線が延びている。 

ここを左に、平らな稜線を伝うと緩い登りとな

り、雨水に削られて鋭く尖ったようになっている

石灰岩の間を縫うように登るとクヌギの多い鈍頂

に達する。三角点は最高地点より１２ｍほど南に

寄ったやや低い地点にあり、国土地理院の標柱の

西１ｍのところに、クヌギの落ち葉に深々と埋も

れていた。周りはシイタケ原木のクヌギ林で林床

には露出した石灰岩がたくさん見られ、神野の谷

から碁盤ケ岳に至る眺めなど北に広がる展望が素

晴らしい。 

参考タイム 林道～(１０分)～稜線分岐～(１５

分)～山手    （地形図：犬飼・津久見） 

登り尾 

 ニガキの台から西に連なる分水嶺から、上記の

山手への支稜線の次に北に分岐する支稜線は臼杵

川の本川と名塚川との分水嶺をなす小山塊となっ

ており、その中の主峰の存在がこの峰である。 

 この山域はスギやヒノキの植林地が多く、稜線

の南はスギの植林地で、北は自然林とクヌギの植

林地で、三角点山頂付近は石灰岩の露岩が多く、

クヌギの中にシロダモ、イチイ、タブなどが点在

している。 

 国道１０号線の風連鍾乳洞入り口から市道を入

り、峠を越えて下ると神野の郷である。最初の集

落が上西神野で、ここから西の笠木良に通じる峠

越えの林道があるが、荒れていて車の通行は難し

い。上西神野の集落のはずれからこの林道を西に

入ると、約３００ｍで三叉路がある。直進する荒

れた林道が登り道。４分ほどで作業小屋があり、

その奥に炭焼き釜のあとを見ながら沢沿いに登

る。スギ林の谷を直登すると照葉樹の林になり、

４６０ｍのピークに達する。ここより、北に向か

ってゆるく下って少し行くと１０分ほどで林道の

峠の三叉路に出る。 

林道の峠からそのまま正面の尾根に踏みこんで

ゆるく登って行くと広い鈍頂に達する。その中央

に三角点がある。東は植林地で展望はないが西側

は遠く野津や犬飼の山並みが望まれる。 

参考タイム 上西神野の林道三叉路→(３０分)→

４６０ｍピーク→(１０分)→林道の峠→(７分)→

登り尾 

（地形図：犬飼・津久見） 
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富士見台 10 月 29(木)  天候曇り              

中津川から馬籠へ向かう道を左に見て、坂道

をぐんぐん登って行くと標高１５８５ｍの神坂

（みさか）峠に着く。ここは、古代の官道、中

山道最大の難所で、倭建命が東征の折に越えた

という由緒のある峠である。古に旅の安全を祈

った祭祀跡が発掘され国の指定史跡となってお

り、興味深いものがある。 

近くに素泊まりの山小屋、萬岳荘があり、心

強い。小屋から３０分も登ると、富士見台に到

着。僅かな登りで、御嶽や中央アルプスなどの

展望が広がり、雄大である。下山後、小屋わき

にテントを張る。久しぶりのソロテントとな

り、試行錯誤しながらの設営となる。設営後、

時間があるので、再び稜線に登ると夕日が見事

で、月が幻想的だった。本州の１６００ｍでの

夜はさすがに寒く、夜半には、フライが真っ白

となっていた。なお、富士見台から富士山を望

むことはできないという。なしか？ 

(累積標高差２００ｍ 行動時間 ７５分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵那山 10 月 30 日(金)天候曇り時々晴れ 

神坂峠に移動し、６時過ぎに出発。千両山、

大判山の２つを越える。山名は戦国武将の埋蔵

金に関係がありそうだが、どうなのか。眺望は 

 

 

 

 

 

 

 

 

素晴らしいが、２時間近くも歩いて登山口か

らわずか３０ｍしか標高が上がらない。延々と

上り下りを繰り返し、４時間近くかけて６００

ｍを登り、ようやく頂上に到着。頂上からは何

も見えないので、避難小屋に戻って、ゆっくり

と食事をとる。小屋近くの岩場から南ア方面が

良く見える。富士山も見えるというが、今日は

見えなかった。 

ところで、恵那山の真の最高点は、三角点の

ある山頂ではなく、小屋の西側のピークであ

る。わかりにくく、ほとんどの人が見逃してい

るようだ。恵那山に登る人は、くれぐれもご注

意を。 

下山も行程が長く楽ではない。山頂でゆっく

りしたこともあり１０時間近い山行となった。 

(累積標高差１２５０ｍ 行動時間９時間５０分) 

下山後、馬籠を経由し、妻籠に近い「床浪

荘」に向かう。ここは、高級旅館の素泊まり部

門で、立派な温泉に入れて素泊まりなので、山

登りに適している。 

南木曽岳 10 月 31 日(土)天候曇り時々晴れ 

蘭（あららぎ）登山口に着くと、既に４台の

先行車がいる。 

６時過ぎに出発。初めの２０分は林道で歩き

やすいが、二股の分かれ道からは、延々と木段

が続く。ここからは周回コースで、登り専用と

下り専用に分かれている。この木段、かなり古

びて怖いのだが、なければ登りが飛躍的に困難

になる。木段様々である。 

個人山行 

富士見台･恵那山･南木曽山･ 

武奈ケ岳 

          佐藤裕之(16315) 

富
士
見
平
稜
線
か
ら
月
と
神
山 

 

恵
那
山 
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山頂からは何も見えないので、避難小屋先の

展望台でゆっくり休む。展望台からは、御嶽、

乗鞍は指呼の間、特に中央アルプスは麦草岳か

ら擂古木山まで、その全貌を間近に見ることが

できる。北アルプスも近くなった。下りもこれ

でもかという長い木段を歩かなければならな

い。南木曽岳は、御嶽、木曽駒と並んで木曽三

岳と言われているそうだが、前の２つが３００

０ｍ級で知名度が高いのに比べると、さほど有

名とは言えないかもしれない。４～５時間で十

分登れるが、今日は６時間かけて登ったので、

十分楽しめた。 

(累積標高差７８０ｍ 行動時間５時間５０分) 

小休止した後、次の目的地に向けて出発。目

的地の大津市葛川の梅ノ木キャンプ場に着いた

のは、６時を過ぎて暗くなっていた。この季

節、大分ではキャンプ場も閑散としており、ひ

ょっとして、自分一人？と思っていたが、なん

と、広大なキャンプ場に無数の車が停まって、

ここかしこで、赤々とかがり火を焚いている。

しかも、７時を過ぎても、どんどん車が入って

くる。さては、コロナ禍のキャンプブームかと

気づいたが、過疎県の住民にとっては信じがた

い光景であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

武奈ヶ岳 11 月 1 日(日)天候 曇り時々晴れ  

本日も６時過ぎに出発。２時間ほどで、標高

差７２０ｍの急坂を登ると南に蓬莱山、北に比

良山地の主峰武奈ヶ岳が見えて、まことに眺め

が良い。特に、武奈ヶ岳は１２００ｍの山とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思えない堂々とした風格で、それもそのはず、

２００名山であった。 

気持ちの良い道を歩いて武奈ヶ岳に登ると、

琵琶湖が良く見える。琵琶湖がこんなに複雑な

形をしているとは知らなかった。丹波から丹後

にかけては山また山で、本当に日本は山国だ。 

武奈ヶ岳往復だけなら簡単で楽ちんだが、再

び来ることもあるまいと、近畿地方では珍しい

高層湿原のある八雲ヶ原に向かう。静かで良い

ところだが、八雲ヶ原経由の周回コースをとる

と、道が分かりにくく、一段と険しくなる。一

回りして下山したのは、２時を回っていた。 

(累積標高差１３００ｍ 行動時間７時間５０分) 

ここからは、神戸も近いので、フェリーに乗

って大分に向かう。 

今年は諸般の事情で高い山に登れなかったの

で、以前から気になっていた恵那山に登ること

とした。コロナの関係で、あまり山行も楽しめ

なかったが、低い山でも十分に登る価値がある

ことが良く分かった山行であった。 

メンバー 佐藤裕之（単独） 

 

 

 

 

 

去年から計画を立て予定をしたが、なかなか達

成できない。４月にもう 1 回の予定がコロナウ

イルスで断念し、最後に今年中と 11 月 15 日に

決め 1１名で登山することになり、登山口を七年

個人山行 

桑原山(八本木)(1408.0m) 

        宮原照昭(15683)

（15683） 

 

南
木
曽
岳 

武
奈
ヶ
岳 
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谷から登ることになり。早めに朝 5 時 30 分自

宅を出発し、中戸次の 3 台で集結し一路小野市

経由で藤河内を目指す。「藤河内湯～とぴあ」の

手前の林道入口に来ると、道路が車で行けなくな

り空き地に駐車してここから登山開始。約 40 分

で奥ケ迫林道ゲートの駐車場に着く。 

それから又林道歩き紅葉が少しあり右前に桑原

山が見え、それを 1 時間 20 分で桑原山登山口

の表札（標高 850ｍ）を、駆け上がり右に杉並

を見ながら登って行き万次越尾根に急登を繰り返

し上げていく。先輩たちが桑原山を登るのは「ク

ワバルクワバル」と言っていたのを考えながらひ

たすら急登を行くと、万次越え（1,240ｍ）に着

く。頂上付近は、春は「アケボノツツジ」が咲い

ているが秋の 11 月は紅葉が終わりかけでそれか

らは、快適な尾根を約 40 分で桑原山頂に着く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山頂には山の神石祠があり昔は信仰の対象とし

て登山者が絶えなかったのでないか。予定より

40 分遅いので昼食を早く切り上げ下山開始。万

次越えまでは順当通りであったがそれからは急下

山を何回か繰り返し桑原山登山口の林道には予定

の 1 時間程度遅れ、ここから林道を 2 時間位歩

くと駐車場に着いたのは 4 時 30 分過ぎ。風呂

を予定したが「藤河内湯ユ～とぴあ」は 4 時ま

でなのであきらめて小野市経由で帰路。 

去年から構想していたがコロナでストップした

が今年秋口再度計画を立て、初めての七年谷コー

スから上人の岩屋に降りるルートを計画したが車

の配車で残念する。七年谷コースは約 2 時間林

道歩き、それから尾根の急登などで時間通りいか

なかったが達成した。今年からこのグループで何

回も登山して来て、何か気が合う。これからも切

磋琢磨しながらステップアップしていきたい。 

＜参加者＞ 

リーダー 宮原・櫻井・丹生・若月・神田・久知

良・清水（道）・清水（久）・平原（健）・平原

（瑞）・飛高 

 

 

 

 

 

 

酒場という聖地へ酒を求め肴を求めてさまよう

というテレビ番組がありますが、私も山に何かを

求め「放浪」を始めて１年と１１か月、令和２年

１１月７日、県南の場照山と津島畑山へチャレン

ジです。 

まず向かったのは場照山。黒沢ダムから谷沿い

に車を走らせ、取り付きの林道を目指しますが、

最後の方はかなりの悪路、普通車ではどうかなと

思うのは私だけで（？）無事にゲートまで到着。

天気予報どおりとはならず、レインを羽織って出

発です。歩く林道は幅が広く、途中の森林局の標

示板では林業振興のためのモデル林道として整備

したとのこと。説明を読み、これまでの登山の中

で歩いてきた林道に近年の台風や豪雨で復旧まま

ならないものが多くあったことを思い出したこと

でした。さて、５０分程でうっかりすると見落と

してしまいそうな登山道入口の場所まで到着。 

いよいよ山の中へと入っていきます。天然林の

中、落葉が積もって歩きやすく気持ちよく進みま

す。ただ、紅葉の季節なのに色付いた樹をあまり

見かけず、ちょっと残念です。一時間弱で山頂へ

到着。 

個人山行 

場照山(660.7m)･ 

    津島畑山(506.3m) 
平原健史 （会友 245） 

 

桑原山山頂にて 
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樹木が茂りガスも発生して見通しは悪く、早々

に退却、再び林道を下り次の登山地へ向かいま

す。登山を始めた頃は１日に１山で十分という

か、１山しか登れなかったのに、今では百山２つ

ゲット、嬉しいねえ～と感じる自分に、我ながら

人間変わるものだと思いつつ、佐伯堅田～蒲江波

当津インター間を高速道で移動し津島畑山へ向か

います。 

高架下の小さな広場で遅めの昼食後、登山再開

です。歩き始めて２～３分、不法投棄された電化

製品などが道の左右に数十メートルにわたって続

きがっかりです。その後、シダの群生をかき分け

て登っていきますが、①昼食後であったこと、②

石ころ混じりの道で歩きにくかったこと、③雨降

り止まずその上に大変蒸し暑かったこと、④午前

に続き２山目であったこと、この４重苦の中、周

囲の景色を気にかけることもできず、ただただひ

たすら歩き続けます。 

頂上まであと１０分の表示がある地点までたど

り着き、アドレナリンを補充し、そして喘ぎ喘ぎ

して何とか頂上に到着、こちらも場照山と同様周

囲は見渡せず、小休止の後テクテク歩いて下山、

帰途につきました。皆さんお疲れ様でした。 

今回は雨の中の山行でしたが、それも登山。２

つの山の頂に我が足で立つことができ満足してい

ます。１人ではなかなか行こうとしないであろう

所にご一緒いただき、リーダーをはじめ皆さんに

感謝しています。ありがとうございました。 

 

＜参加者＞ 

 宮原（Ｒ）・神田・清水（道）・清水（久）・飛

高・平原（健）・平原（瑞）  

 

 

 

 

 

１１月９日、天候 晴れ 

１０時すぎに大分発。バイデン町長で有名に

なった山都町を過ぎ、美里町美和交差点から５

ｋｍほど行くと、急に道が狭くなり、強烈なへ

アピンカーブで断崖絶壁の悪路となる。ようや

く二本杉峠に着くと、広場があり食堂もある。

ここで一休み。その後も厳しい道を抜け、樅木

の吊橋など散策した後、ようやく登山口近くの

民宿山女魚荘に到着。ここは 9,000 円で

（GOTO で 5,700 円。）で、信じられないほど

の豪華な食事が並ぶ。日頃、何かと小うるさい

家内も満足していた。 

１１月１０日 登山口手前の林道が崩壊して

いるため歩きが長くなることから、食事は６時

からとなる。登山者に優しい民宿だ。食事後う

す暗い中を出発。 

ゲートで車を停め、３０分ほど林道を歩く。

登山口から１時間ほどはちょっと急だが、その

個人山行   

 国見山 (1738.8m) 

佐藤裕之 （16315） 

 

場照山山頂にて 
津島畑山山頂にて 
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後は傾斜も緩く、随分と歩きやすい道である。

天候にも恵まれ、まことにさわやか。 

駐車場から３時間ほどで、順調に山頂に到

着。３６０度の大展望で、国見が九州中央山地

の盟主であることを物語っている。ピストンで

下山すれば楽だが、せっかく遠くから来たの

で、五勇から烏帽子の縦走路に踏み込むことに

した。 

小国見から五勇、烏帽子と続く縦走路は意外

にも高低差が少なく、歩きやすく爽快そのも

の。もう少し険阻かと思っていたので、拍子抜

けするほどだ。 

ところが、烏帽子の下りから状況は一変、急

な下山道となり、おまけに林道が道を寸断し、

きわめてわかりにくい。迷うほどではないが、

あっちに行ったりこっちに行ったりを繰り返

し、１６時４５分に下山した。 

帰りは、夜道の峠越えは自信がなかったので

五木経由で帰る。かなり遠回りになるが、道は

良い。五木には道の駅や酒屋、温泉もあり開け

ている。 

五家荘からの周回縦走は、なかなか面白いと

思うが、登山口まで大分から５～６時間を要す

るので、日帰りはほぼ不可能であると思われ

る。 

距離 14.19ｋｍ 9 時間 30 分 累積標高差

1260ｍ 

メンバー 佐藤裕之・美和子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部の一大イベント、６０周年記念行事が終了

した 11 月 28 日の日曜日、気持ちも新たに椿山

と佩楯山に挑戦です。事前にリーダーから今回は

新しい百山の本のルートを行くとの連絡があり、

一夜漬けで予習します。 

この新しい本は、３３人の執筆者によって新た

に書き起こされ、前の二訂版に比べ一層読みやす

くなっており、その上、①カラー刷りとなったこ

と ②概略図ではなく地図で登山口や山頂を表示

しているとこと ③ＱＲコードが添付されている

こと等々大幅に利便性が向上していると思いま

す。まさに経験浅い私にとって格好のガイドであ

り、執筆された皆さん方のご尽力に感謝する次第

です。 

さて、国道１０号、県道３５号を経由して椿山

に向かいます。予習した本では、竹原峠で下車し

登山口まで４０分程歩くようになっていました

が、幸いに今日の車２台はともに四駆、行けると

ころまで行くという東九州支部の伝統（？）にの

っとって進みます。路上の石ころや倒木を除きな

がら、これ以上は無理という所から５分ほどで登

山口に到着、いよいよ山頂を目指し山の中へ入っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個人山行 

椿山(753.8m)･ 

佩楯山(658.8m) 
平原健史 （会友 245） 

 

樅木の二重吊橋 林道横断部に悪戦苦闘 
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１０分程、さほど傾斜のきつくない山道を登っ

ていくと、林道が登山道を遮断、林道掘削によっ

て生じた２メートル位の崖をスリングを使用して

登り、再び山の中へ入って行きます。ここからが

急登、一度の休憩を挟み、３０～４０分程登り続

け、ようやく稜線に到着、１５分程で山頂に至り

ました。 

 

山頂からは、水面きらめく川やその先の佐伯

湾が望まれ、また反対側には、これから向かう佩

楯山が指呼の間にあるように見えています。記念

撮影の後、下山。佩楯山を目指し、県道３５号を

進んで行きますが、車窓に見える番匠川の何と美

しいこと。途中、西日本一のゲンジボタルの里と

やや謙遜した看板を目にしましたが、確かにホタ

ルの里に相応しい素敵な景色でした。また、クラ

イミングの練習をしている他県のグループも見か

けました。こんな所にという思いがわき起こった

ことでした。 

いよいよ３５号から分かれ、５３号に入って登

山口の上腰越に行こうとしましたが、全面通行止

めの立看板、別の道で佩楯山に向かいます。看板

の案内通り進んでいくと、結局山頂近くまで着い

てしまい、改めてそこから上腰越に行こうにも、

この道にも全面通行止めの立看板。やむなく看板

傍の駐車スペースに車を停めて、まずは昼食を摂

ることにしました。リーダー持参のインスタント

ラーメンをそれぞれ調理（？）して食しました

が、登るだけではない登山の魅力、楽しみを味わ 

 

うことができました。昼食後は山頂まで歩いて移

動、周囲を見渡すと、３６０度の眺望の中、先ほ

ど登った椿山が小さく見えていました。 

今回、計画通りにはいきませんでしたが、これ

も登山、ご一緒いただいたリーダーをはじめ皆さ

ん大変ありがとうございました。 

＜参加者＞  

宮原（Ｒ）・丹生・久知良・平原（健）・平原（瑞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 6 日 快晴 

こぎこぎ倶楽部の今回の山行は、前回の平家山

東の稜線歩きの続きで、カルト山から福万山南西

鞍部までの駅館川の分水領ルートです。カタカナ

の山の名前に興味がわき参加しました。 

湯布院スポーツセンターに 8 時集合、参加者は

14 名で、飯田さんから今日のルートやカルト山

についての説明があり、ここに車を減らして、4

台の車に分乗して出発地点に向かいます。 

スタートは前回と同じ、カルト山北西の鞍部か

らで、今回は反対に向かって進みます。8 時 45

分出発。柳瀬さんと私が先頭に行きましたが、最

カルト山から 

福万山西の鞍部へ 

こぎこぎ倶楽部山行         

賀来和子 (会友 183) 

 

椿山山頂にて 

佩楯山頂にて 
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初から大量の杉の倒木が行く手を遮り大変でし

た。一度林道に出て、次はきつい急登が 30 分ほ

ど続きます。 

傾斜が緩くなったところで休憩。日出生台演習

場の砲撃音が間近に聞こえます。一度緩く下って

また緩く登ったところがカルト山の山頂。10 時

でした。三等三角点山頂標識を前に全員で集合写

真を撮影。 

 

カルト山から少し下ると広い林道に出ました

が、林道は通らずに稜線を歩きです。二度三度と

林道を横切りながら稜線歩きが続きます。11 時

30 分に９９５ｍの標高点に着き、ここで少し早

めの昼食をして 12 時出発。 

この季節なので紅葉はなかったのですが、珍し

い実の無い（雄木）の真弓の紅葉を見ることが出

来ました。木立の分厚い落ち葉はフカフカで良か

ったです。 

カルト山からずっと林道が稜線の近くを通って

いるのですが、林道を通らずに稜線をたどるの

で、落ち葉の多い時期なのでルートを間違えてし

まい引き返し、途中で何度も皆で地図を確認しな

がらの難しいコースでした。 

広い鞍部に出ると林道があり、これを横切って

また林の中の登りです。緩い斜面の長い登りが続

き、やがて広い台地につきました。１０４４ｍの

標高点です。由布岳や九重連山、万年山など周り

の景色に癒され休憩を取りました。 

一休みのあと、灌木の中をゆるく下ると福万山

へ登る道と合流しました。時刻は午後 1 時 40 分

で、もう少し早く着けばここから兜山まで往復で

きたのですが、夕暮れの早いこの季節、時間の都

合で兜山の登山は断念しました。 

杉木立の中を抜けると、福万山の斜面に建設中

のメガソーラーの造成地に出て、その巨大な工事

現場に圧倒されました。後ろのほうで、大自然が

無残に破壊されていくさまを嘆く誰かの声が聞こ

えました。 

帰りにはツルウメモドキを採り女性で分け山の

お土産です。長いコンクリート道を下りて、2 時

30 分スポーツセンター到着。飯田さんより来月

の予定を聞き、次回はマスクを着用しない登山に

なればと思いました。今日登れなかった兜山はい

つか登れたらと思います。いろいろ大変でしたが

天気にも恵まれて楽しい山行でした。どうも有難

うございました。 

＜参加者＞ 

飯田（勝）、櫻井、宮原、若月、丹生、大渡、神

田、久知良、柳瀬、清水(道)、清水（久）、賀来、

平原(瑞)、平原(健) 

 

 

 

 

 

 

12 月 25 日（日）新・大分百山に選ばれた釣

鐘山へ。前回は月例山行で、中摩殿畑山から縦走

個人山行 

釣鐘山･天の岩戸･桧原山 

清水久美子 （会友

178） 

今回トレースしたカルト山 

カルト山山頂にて 
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の際に訪れて以来となる。今回は他の山にも登る

ので、釣鐘山登山口からの往復。 

 

少し傾斜はあるものの終始歩きやすいフカフカ

な落ち葉が敷き詰められた登山道。登っていると

右斜面には雪もちらほら残っていた。頂上はあま

り眺望もない為、すぐに下山。 

時間があるとの事で、景勝地「天の岩戸・西京

橋（仙人梁）」に寄り道することに。登山靴必須

のこの景勝地、水の量はほとんどなかったが沢を

少し登ったところにある。 

天の岩戸は暗い祠、あまりにも暗いのでライト

で照らして中を確認したが、特に何もなかったが

かなり広かった。そこから少し歩いて見上げると

今にも落ちてきそうな西京橋が、奥には鎖場があ

り洞があったのでそこまで上がってみる。苦手な

鎖場を何とか登りきり振り返ったら、神秘的な西

京橋が。圧倒的な存在感、素晴らしかった。 

次に向かうは檜原山、この山は大分百山でも好

きな山のひとつ。低山ながら色んな見どころがあ

り初心者でも楽しめる山だからだ。正平寺にお参

りしてから、針の耳などの見どころ箇所を経てぐ

るっと周回、帰りは少し足を伸ばして千本かつら

を見学してから帰る。    

 

この日はお昼ご飯を自分達のバナー等を使っ

て、即席ラーメンを作ることにも挑戦。私は今

回、他の方が用意してくれたコンロを借りて作っ

たので今度は自分用の道具を買いたくなった。山

で作って食べるご飯は本当に美味しかったし、何

より楽しかったのでまたチャレンジしたい。良い

経験になった。 

＜参加者＞ 

宮原（リーダー）・丹生・若月・平原（健）・清水

（道）・久知良・平原（瑞）・飛高・清水（久） 

 

 

 

 

 

 

 

 

さぁ～頑張るゾ❕❕  

気合を入れて、12 月 27 日（日）に薄曇りの

中、」林道を車で走り進むと、2020.7 月の梅雨 

 

釣鐘山山頂にて 

個人山行       

岳滅鬼山（1036.7m）        

飛高紀子 （会友 244） 

 

景勝地「天の岩戸･西京橋（仙人梁） 

」釣鐘山山頂にて 

桧原山山頂にて 

」釣鐘山山頂

にて 
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前線豪雨被害の立て札があり土砂で通せんぼう!!

車を降り林道歩きです。 

途中にこの山の案内板があり豆田林業と地域住

民が豆田・隈地区を中心として歴史的遺産の木造

建築物や日田祇園祭りに欠かせない山鉾・小鹿田 

の里の唐臼等に使用する為の、日田ならではの木

の森である「文化財の森」が伝統文化として受け

継がれています。それらの修復や新築に使う木々

が少なくなり岳滅鬼市有林内にケヤキ林の植栽を

育成しています。「文化遺産を未来につなぐ森づ

くり」の為の創造プロジェクトへ登録されていま

す。将来を考えての試みのようです。 

歩く事 40 分ようやく登山口に到着。途中、雪

が少しあり足元に気を付けながら進みました。法

華窟、さらに 20 分で福岡側からの合流地点、岳

滅鬼峠です。昔の豊前との国境を示す石柱があり

ました。そこからは、急な斜面を鎖・ロープ・梯

子と木の根っこや枝をつかみ命綱にして、命掛け

でした。転んだり、ケガをして、みんなに迷惑を

かけないようにとの思いで登りました。梯子を登

りあがった時、何というか最後までやり遂げたよ

うな不思議な気持ちと何故か空虚な気持ち。足は

がくがくと。やっとの思いで岳滅鬼岳(1050m) 

へ辿り着きました。そこから三角点まで。みんな

で万歳三唱！！ 

下山では、鎖をしっかり掴み、左右にぐらつく

梯子のバランスを取り、ロープでうっかり半回

転。三本のロープを巧みに操りゆっくりと降り付

きました。(ホッ) 

山中では、シャクナゲの自生地、赤い実をつけ

たヤブカンゾウ？癒してくれました。林道に着

き、登りとは違う道を 20 分間ショートカットす

る事で雨にもあわず早く下山できました。車に戻

ると雨がパラパラと落ちてき林道にはもみの木が

自生？ツルウメモドキを見ることができ、疲れた

体と心を癒されました。約 5 時間の山行でし

た。険しい中にも和気あいあいの時間でした。 

次回もよろしくお願いいたします、 

 

 

＜参加者＞ 

宮原(リーダー)・櫻井・久知良・平原(健)・平原

(瑞)・飛高 

 

 

 

 

岳滅鬼山山頂にて 

林道崩壊ここから歩き 

文化財の森づくりの案内板 
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令和２年１１月２１日にホルトホール小ホール

にて記念事業、そして翌２２日鎧ケ岳の記念登山

と無事終えることができました。これもひとえに

支部会員の皆様のご努力、ご協力のおかげと感謝

もうしあげます。この件については会報「山」第

９０７号にて事務局より詳細な報告がなされてお

りご一読ください。 

約２年前よりとりかかった記念事業については

ご承知のとおりコロナ禍の中、一時は延期、中止

という意見もあった中なんとしてでも６０周年を

やり遂げねばという熱い情熱のもと準備をして規

模を縮小しながらも無事におえることができまし

た。その仕事の中でも一番大変だったのが「大分

百山」三訂版の作成、発行でした。まずは編集責

任者を浅野会員に指名、百山の選定見直し、各山

の執筆担当者の希望、割り当ての決定。それぞれ

が実地調査、撮影、コースタイム、に取り掛かり

最終的に３３名の会員に原稿を頂くことになりま

した。印刷会社の決定、契約、幾度となく打ち合

わせ会を重ねて検討してきました。最後販売方

法、の決定、本の売値の決定、発行部数、本の題

名「新大分百山」とする、等納期せまりながらも

なんとかすべてクリアーして式典に間に合わせま

した。最初から最後まで校正、訂正、写真、概念

図、コースタイム等すべての英知を傾注された飯

田事務局長、安東副支部長、お二人の仕事の結集

で完成しました。そしてまた佐伯印刷、と山岡会

員にも感謝です。 

もう一つの出版物、「６０周年記念誌」につい

ては編集責任者を阿南会員に指名し原稿依頼、表

紙等の打ち合わせを私と何度となくおこない、こ

れもなんとか前日までに間に合わせることができ

ました 

今回６０周年記念事業の財政に鑑み、皆様方の

寄付金のお願いをいたしました、その結果９７

名、合計８８５０００円の寄付を頂きました。控

除証明必要な方は本部宛ての寄付となりますから

その明細は会報「山」にて報告されました、他の

方については氏名金額の公表は避けさせていただ

きました。悪しからずご了承ください。 

寄付の管理については会計木本会員に多大な仕

事をお願いしました、それで今回寄付された方と

式典参加と申し込まれた方に記念のジャケットを

配布いたしました。男性６９名、女性４１名合計

１１０名です。出版した「新大分百山」と「６０

周年記念誌」については会員、全員に無料配布い

たしました。 

様々な意見や決め事についてはその都度検討な

されたものでしたが最終的に異なる判断もありま

した、皆様方に諮る時間もないままになされたこ

とでとまどいがあったかと思いますがその決定で

ありその事についてはお詫びもうしあげます、こ

れも振り返ってみるとうまく納まったとご理解く

ださい。 

終わってみれば６０周年事業は式典の中身もよ

かったし司会の下川会員もお疲れでした、出版物

の出来ばえも好評でありすべてが成功、であった

という声をききました。これもすべて会員皆様の

ご協力、お力添えのたまものでなしえた物でただ

ただ感謝申し上げるのみです。 

 そして支部が一丸となって次のステップ７０年

に向けてこれからを進んでいくことを祈念もうし

あげます。最後に「新大分百山」の在庫管理、会 

計管理については櫻井会員に担当お願いしており

ます、皆様方の一人でも多くの方に声をかけて販

売の協力をお願いします。 

 

 

第 6 回役員会 10 月 21 日(水)大分市西部公民館 

 １，60 周年記念事業について 

 ２．忘年登山と忘年会等についてほか 

臨時役員会 11 月 13 日（水）大分市西部公民館 

１．60 周年記念行事の事前準備について 

臨時役員会 11 月 26 日（金）大分市西部公民館 

１．60 周年記念行事修了後の整理について 

第 7 回役員会 12 月 11 日（金）大分市コンパル

１．令和 3 年予算計画について（本部提出） 

 ２．令和 3 年事業計画について（本部提出）ほか 

支 部 か ら の 報 告 

支部会議報告 

支部創立 60 周年記念事業を終えて 

『報告とお礼』 
      支部長 加藤英彦（8765） 
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11 月 6 日（金）大分市西部公民館 出席者 12 名 

2 月 4 日（金）大分市西部公民館 出席者 7 名 

1 月 8 日（金）大分市西部公民館 出席者 6 名 

 

  

2 月 5 日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

3 月 5 日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

4 月 2 日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

４月は予定ですので、利用前に事務局に確認して下

さい。 

新入支部会員紹介（令和 2 年 7 月以降） 

会員  

財津正美（(会員番号 16692) 2 年 12 月 入会 

会友 

甲斐英男（会友番号 248）  2 年 7 月 入会 

松田源治（会友番号 249）  2 年 10 月 入会 

関 恵子（会友番号 250）  3 年１月 入会 

 

月例山行のご案内 

2 月例山行：中ノ原山(721.4m) 

（県境稜線縦走） 

 日  時････2 月 14 日（日）  

 出  発････2 月 14 日（日）午前 6 時発 

 集合場所････大分駅南口（上野の森口） 

参加申し込み期限･･･2 月７日（日）まで 

担当リーダー･･･阿南寿範 

参加申し込み･･･TEL  097-597-7120  

（携帯）080-3187-2003 

Email beca5844@oct-net.ne.jp 

※地図 1/25,000 満願寺 

 

3 月例山行：亀石山(942.6m) 

（県境稜線縦走） 

 日  時････3 月 14 日（日）  

 出  発････3 月 14 日（日）午前 6 時発 

 集合場所････大分駅南口（上野の森口） 

参加申し込み期限･･･2 月７日（日）まで 

担当リーダー･･･阿南寿範 

参加申し込み･･･TEL  097-597-7120 

（携帯）080-3187-2003 

Email beca5844@oct-net.ne.jp 

※地図 1/25,000 満願寺 

 

4 月例山行：吉部山(926.3m) 

（県境稜線縦走） 

 日  時････4 月 1８日（日）  

 出  発････4 月 1８日（日）午前 6 時発 

 集合場所････大分駅南口（上野の森口） 

参加申し込み期限･･･４月１１日（日）まで 

担当リーダー･･･阿南寿範 

参加申し込み･･･TEL  097-597-7120 

（携帯）080-3187-2003 

Email beca5844@oct-net.ne.jp 

※地図 1/25,000 満願寺 

 

第8回支部役員会の開催案内 

本年度第８回支部役員会を下記の通り開催しますの 

で役員の方はご参集下さい。 

日 時…令和3 年1 月28 日（木）18 時より 

場 所…大分市「コンパルホール：３１０号室」 

 

 

 

天候が悪く、大雪警報により、1 月 8 日～10

日の研修登山は延期しました。それで、2 月 19

日（夜）～21 日 あるいは 2 月 20 日～21

日に、研修登山を計画します。参加希望者は、2

月 15 日までに、安東に連絡ください。目的地

（目的研修など）は、参加希望者のレベル、他に

より決定します。安東桂三 090-5727-9472 

あるいは keizoando@xa3.so-net.ne.jp 

 

 

60 周年記念誌は、校正を重ねて来ましたが本文

中に 2 箇所ほど訂正箇所が発生しております。

訂正しお詫び申し上げます。 

お知らせコーナー 

60周年記念誌の訂正とお詫び 

支部ルーム開催予定 

 

支部のルームについて開催状況 

 

第 4回 研修登山のご案内 

mailto:beca5844@oct-net.ne.jp
mailto:beca5844@oct-net.ne.jp
mailto:beca5844@oct-net.ne.jp
mailto:keizoando@xa3.so-net.ne.jp
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 お手数ですが、各自、所有されている記念誌を

訂正くださいますようよろしくお願いいたしま

す。 

① ７２頁下から 3 行目 正誤表  

誤 

トリスリ川には多くの河川が流れ込んでいるが、

聖なるゴザインクンド(Gosainkund)の湖に端を

発するトリスリ川はカリガンダキ 

(Pashupatinath)を流れるバグマティ川

(Bagmati)にも言える。この川もインドに行くま

でバグマティ川である。ヒンドゥー教とのつなが

りを感ずる。 

正 

トリスリ川には多くの河川が流れ込んでいるが、

聖なるゴザインクンド(Gosainkund)の湖に端を

発するトリスリ川はカリガンダキと合流するまで

トリスリ川の名は変わらない。これと同じ事が、

カトマンズの聖地パシュパティナート

(Pashupatinath)を流れるバグマティ川

(Bagmati)にも言える。この川もインドに行くま

でバグマティ川である。ヒンドゥー教とのつなが

りを感ずる。 

② 99 頁左下から 7 行目 正誤表 

誤 

ゴーキョ・ピ－ク登頂（5360ｍ）の時は自分も

66 人の仲間と…. 

正 

ゴーキョ・ピ－ク登頂（5360ｍ）の時は自分も

6 人の仲間と…. 

 

① は赤字部分が欠落、②は 66 人が 6 人の間違

いです。          

（以上） 

 

 

・2020 年 11 月、支部創立 60 周年記念式典・記

念山行が取り行われた。昨年は新型コロナウィルス

が世界的に猛威を振るい人々の生活に多大な影響を 

与えた。コロナ禍の中で行われた一連の記念行事は

誰も経験のない相手で幾度となく計画の見直しを迫

られるものであった。一旦は行事そのものを中止も

しくは延期も視野に入れて検討されたが、最終的に

規模縮小（支部会員のみの参加）で実施することに

なった。年が明けてさらに拡大するウイルスに有効

手段は今のところない。支部創立以来このような事

態はなく、支部員一丸となって今回の行事を祝えた

ことは誠に喜ばしい限りである 

・昨年の冬に比べ今年の冬の寒波強すぎる。北陸地 

方日本海側は年末年始にかけ大雪となり、高速道路

に数千台の車が閉じ込められ、自衛隊が出動して救

出している。昨年支部の冬山登山研修では雪がな

く、研修場探しをしいられたが、今年は逆に雪が多

くて山にたどり着けない状況。 

(T.A） 
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