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4 月 25 日（日）  晴れ 

麻生釣（交点）～涌蓋山（岳湯･はげの湯）登山

口（県境縦走）大分県・熊本県、日帰り参加者 21

名。大分駅 6 時 30 分集合リーダー阿南さんから

今日のコースの行程が配られる。各個人で車を出さ

れる方、麻生釣（交点）で合流。大分駅 6 時 30

分出発、8 時 30 分全員揃った所で配られていない

方に行程表を渡しリーダーから説明あり、9 時 14

分小国町西里を出発。車道を渡るとすぐに、ここの

道路横には以前鉄道が走っており麻生釣駅があった

とのお話があり、そうなのだと頜く、県境尾根へと

入っていく、天気良好でもあり気分爽快、1 月、2

月、3 月の時と県境越えの時と違い風景が一段と華

やか、若葉が太陽の隙間からキラキラと輝いている

し、地面には山菜（ワラビ、ゼンマイ）そして愛ら

しい花々、ワラビ、ゼンマイを取りながらの尾根歩

き、藤の花も咲き乱れとても綺麗、ここで藤の花に

まつわるお話初めて聞いたお話だったので、とても

ビックリ天ぷらにして食べたら美味しいと〇さんか

ら聞く一度試してみようかと思ってしまう。興味

津々。ヤブの中でミツバチの巣箱を発見、ここで飯

田さんからの説明、この春ミツバチが箱の中に入っ

たばかりなので静かに下ってくださいとの事、ミツ

バチを養蜂している飼い主さんに申し訳ないからと

いい、納得。下って行くとこの辺は温泉郷でもあり

湯煙が凄い。ヤブをかき分け尾根に出るとここで休

憩。小国町地籍図根点（地籍調査）10 時 25 分に

着く。10 分程休み前進はるかに見える風景気持ち

もやわらぐ、おいしい空気を吸いながら、和気あい

あいと話しながら行く。二度目の休憩、藤の花の写

真を撮りながら綺麗だと思う心に又、やすらぎを貰

える。遠くに涌蓋山が見える。リーダーからの説明

で 1 時間程歩いて昼食しましょうと。歩け歩けで

行くと目の前に立派な涌蓋山が大きく目に映る。

12 時 15 分涌蓋山を横目に涼しい場所で昼食。こ

こから一帯ワラビ三昧一面に！食後は皆気の向くま

まワラビ取り、皆楽しそうだった。涌蓋山をバック

に写真撮影と。その前にエピソードあり並んでいる

と〇さんのジャンバー裏返しに着ているよと。その

時の〇さんのリアクションがとてもよく一同笑って

しまう。 

3 回程一緒に参加させて頂いてますが、〇さんの

人格というか笑顔がとてもいい。皆さんに慕われて

いるのがよくわかります。飯田さんが遠くに見える

山々の名前を教えてくれる。英彦山がはっきりと見

えた。12 時 50 分リーダーからの説明、ここから

アップダウンの道なりだと。13 時 35 分涌蓋山、

岳湯・はげの湯（登山口）の分岐に着く。ここから

は下り登山道を一気に下る。ここの場所もわらび一

色、後方で飯田さんが何か説明されている。聞きそ

びれ、残念！14 時 23 分到着、リーダーにより挨

拶あり。無事何事もなく終え本当に感謝です。皆様

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加者＞                                           

阿南リーダー 飯田（勝）、中野（稔）、牧野、中

島、櫻井、宮原、若月、丹生、大渡、神田、佐藤

（裕）、御家、平原（健）、木下、古谷（耕）、大

星、平原（瑞）、榎園、中野（梨）、飛高 

 

 

 

 

 

 

 

熊本･大分県境 後は涌蓋山西面 

麻生釣～涌蓋山登山口（県境歩き） 

4_月月例山行 

  報告 榎園清美 （会友 238） 

 

一目山（県境歩き） 

5_月月例山行 

  報告 柳瀬里子 （会友 163） 
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5 月 16 日（日）雨 

5 月の月例は涌蓋山から一目山まで 2 班に分か

れ県境を時間差登山する計画。 

折しも昨日は九州北部も梅雨入り宣言し、天気予報

は雨。 

朝から大雨を覚悟していたが起きてみると意外に空

が明るく雨が落ちていない。 

青空もありルンルン気分で集合場所の九重森林公園

スキー場に向け車を走らせる。 

途中から明るくなると黒岳がで～んと構えており新

緑がまぶしいほど鮮やか。 

ところが集合場所の九重森林公園スキー場に近づく

とガスガス。 

すぐ前の駐車場の車が見えないほど霧が立ち込めて

いる。 

車を降りると何回も強風に吹き飛ばされそうにな

る。 

リーダーのミーティングの声も風にかき消される。

悪天のため取り敢えず全員で一目山に向かうことに

決定。 

まずは車道を南に進み、県境付近のガードを迂回し

て通過し、見当を付けて藪漕ぎを開始する。途中何

回か進行方向を確認しながら進む。しばらく行くと

ポンと県境の草原に出る。 

野焼きをしたと思われる草原には笹などの背の低い

植物が成長を始めていた。驚くことに背丈が２セン

チ位のミヤマキリシマの開花やロート状をしたハル

リンドウ？も沢山ある。 

野焼き後の笹原に力強い植物のエネルギーを感じ

た。 

視界が利かないが方向を定め笹原を暫く登ると頂上

が見えホッと一息つく。 

ここで恒例の記念写真撮影となるのだが、集合する

と暴風と叩きつけるかのような大粒の雨に見舞わ

れ、早々に駆け降りるように下山を開始する。 

涌蓋山分岐まで下山すると少しだけ風も収まって

きたが、リーダーの判断で本日の月例登山はここで

撤退と決定。 

駐車場に戻り解散となる。 

帰路につくと瀬の本からあざみ台付近から青空がの

ぞき始める。どうやら悪天は九重連山付近だけだっ

たようだ。 

 

 

 

5 月 16 日。行程 2 時間。距離 4 キロ。高低差２

５０ｍ。 

＜参加者＞  

宮原リーダー、阿南、中野（稔）、丹生、平原

（健）、中島、古谷（耕）、牧野、清水（道）、清水

（久）、平原（瑞）、大星、飛高、中野（梨）、吉田、

栁瀨 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月の月例山行は猟師岳南面稜線上にある

1282ｍのピークを目指して登りそのまま猟師

山山頂（1423,1ｍ）に向かい下山は九重スキー

場へ下るコース。 

6 月 13 日、九重町の天気予報は曇りから雨

で雨具を着ての登山を覚悟して集合場所の九重

森林公園スキー場駐車場へ向かった。道中、湯

平の山に入るとすでに霧が深く悪天候を予感さ

せる。 

しかし、スキー場へ着いた時には曇ってはい

るものの雨の気配はなくひと安心。8 時 30 分

の集合時間 10 分前には今日の参加者２１名全

員が揃い出発前のミーティングが始まった 

まず、今日のリーダーの笠井美世さんがコース

の説明をして、目標地点は猟師岳南面の 1282

ｍのピークであること、登山道はないこと、参

加者を 4 つのグループに分けて各グループの 

猟師岳（県境歩き） 

6_月月例山行 

  報告 下川智子 （14505） 

雨の撃ける一目山山頂 



公益社団法人日本山岳会 東九州支部報 第９４号 令和３年７月２５日（日）発行 

4 

リーダーを決めてグループごとに登ってほしい

とのこと。笠井さんが、鹿島さん、田所さん、

宮原さん、桜井さんにリーダーを依頼し参加者

が 4 つのグループに分かれた。 

地図で 1282ｍのピークを確認しピークに向か

って３つの尾根があるので各グループごとにそ

れぞれ登ることになった。 

その後、安東支部長から安全に山に登るにはど

うすればいいかという話があった。まずはリー

ダーのいう事に全員が従うこと、リーダーは常

に全員の行動を把握していること、登山届の必

要性についてなどそのひとつひとつがなぜ必要

なのかということがよくわかった。 

それから車４台に分乗し瀬の本方面へ移動、道

路脇のスペースに車を駐車。私は、リーダー鹿

島さん、平原さん、日高さん、笠井さんのグル

ープで登る。 

登山道はないので、966m 地点から目の前の杉

山の斜面を鹿島さんが尾根道を探しながら登り

始め遅れないようについていく。始めから傾斜

はかなり急で杉の木の枝の下をくぐり抜けたり

倒木を跨いだりしながらほとんど一直線に上へ

上へと登っていく。登り始めて３０分くらい

で、林を抜けるとかやが生い茂る平地にでる。

そのあと胸の高さくらいの笹竹の斜面になる。

そこからの傾斜はそれまで以上の急登でじわじ

わと鹿島さんとの距離が離れていく。水休憩で

振り返ると瀬の本レストハウスや黒川温泉から

熊本方面の山々がきれいに見渡せ息を吹き返

す。吹き渡る風が心地よくまた頑張ろうと思わ

せてくれる。しかしこれほどの急傾斜の山は久

しぶりで息も苦しく足もなかなか上がらない。

登り始めて約１時間、１０時目的地の 1282ｍ

のピークに到着。少し朽ちかけた古い木のポー

ルが立っていた。それぞれ違う尾根から登って

きたグループ全員が揃ったことを確認し小休

止。次の目的地の猟師山山頂を目指して登り始

ると雨が降ってきたので全員が雨具装着。ここ

からも道はないので、先頭を行く鹿島さんにつ

いていく。傾斜はいくらか緩やかにはなってき

たものの笹竹に覆われた山肌をよじ登っていく

のはかなり苦労する。10 時 50 分、ついに猟師

山南面展望所に到着。それまでは天気もよく視

界も開けていたのに展望所に着いた時にはガス

がかかりせっかくの景色は全く見えず残念。 

ここでも全員が揃ったことを確認して、猟師山

山頂を目指す。途中、牧ノ戸から登った安部先

生が出迎えてくれる。展望所から１５分ほどで

猟師山山頂に到着。ここで昼食。食後、記念写

真を撮って次の集合場所をオオヤマレンゲの咲

いている林道にすることを確認して 11 時 40

分各グループごとに下山開始。下山はスキー場

へ向かう登山道を下る。下り始めてすぐ登山道

の脇にピンク色のきれいなウツギの花が咲いて

いた。１０分ほど下った後右に入ると花の終わ

ったシャクナゲが道の両側に群生していた。苔

むした岩に足を取られないよう気をつけながら

歩く。30 分ほどで林道にでる。左に向かってす

ぐにオオヤマレンゲの咲いている木を発見。山

の貴婦人の名にふさわしく白い可憐な花に出会

えて今日のごほうびだなと思った。林道から再

び林のなかの登山道に戻り一路スキー場へ下

る。スキー場のリフトの横の柵をあけリフトの

横を通り駐車場に到着。１時、全員が揃ったと

ころで今日の山行の反省を交え解散式をして解

散する。久しぶりの月例山行参加だったけれ

ど、いつもの登山道を登る山行とは違って道な

き道をひたすら上へ上へと登る今日の山行は新

鮮でこんな山の楽しみ方もあるのかと思った。

楽しく達成感いっぱいの一日だった。準備をし

ていただいたリーダーの笠井さん、グループリ

ーダーの鹿島さんお世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加者＞  

笠井リーダー、安東、飯田（勝）、鹿島、田所、牧

野、下川、中島、櫻井、宮原、大渡、平原（健）、安

部、清水（道）、清水（久）、古谷（耕）、大星、平原

（瑞）、榎園、飛高、諸田 

 

雨上がりの猟師岳山頂 
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「加藤文太郎」の声を聴いた話 

                佐藤裕之  （16315） 

  

「誘ったのは吉田じゃない。俺なんだ。俺が吉田を誘ったんだ。」いきなり野太いがどこか明るい男の

声がした。後ろを振り向いたが誰もいない。幻聴である。一体、誰の声なのか？ 

その時、私は兵庫県北部の高名な余部鉄橋の下にいて、あまりにも見事に高く聳え立つこの鉄橋に見と

れていた。（大学卒業を控えた二男と妻の３人で気ままな旅をしていた最中だった。） 

後ろを向いた後、自分の目は自然と西側の山を向いた。この山を越えるとすぐ浜坂だ（直線距離で約１

０ｋｍ）。浜坂と言えば加藤文太郎、とすると吉田とは、吉田富久のことか？加藤が俺を呼んでいるの

か。調べに来いと。行ってみたいな。浜坂に。それまでにも増して浜坂への思いが強くなった。 

その翌年、２０１０年、北アルプスは天候不順のため予定を１日早く切り上げ、下山すると京都から山

陰本線に乗り換え、朝、浜坂に下車した。 

 そのまま、まっすぐ加藤文太郎記念館に向かう。そこには加藤文太郎の山道具や文献が備えられ、山好

きなら１日楽しく過ごせる。中でも「山と渓谷」のバックナンバーがすべてそろっており、圧巻である。

古びた雑誌をめくると、１００年前の日本の登山状況が分かって面白い。意外と早くから近代化されてい

るようだ。 

 加藤文太郎関係と言えば、彼の使用したスキー、ピッケル、飯盒などが展示されている。中でも目を引

くのは、蘇武岳山頂で撮影された写真で、写真の中の文太郎は、数人の山仲間と実に楽しげに収まってい

る。加藤文太郎の冬山単独行は有名であるが、別に単独行にこだわっていたわけではないようだ（新田次

郎の創作）。 

 加藤文太郎の北鎌尾根遭難についても、関係者の報告書が残されている。それを読むと「孤高の人」と

はずいぶん違う。加藤は、よりレベルの高い山行をめざして、優れた登攀技術の持主の吉田富久を誘って

冬の北鎌尾根を企図したというのが真相である。単独行に限界を感じた加藤が吉田を誘ったのは、登山家

として自然なあり方だ。その意味で、「孤高の人」で展開される加藤文太郎と「宮村健（実際は吉田富

久）」の遭難事故は、感動的だがいささか単純な展開で、不満が残る。吉田は、小説の中では悪役として

描かれており、気の毒としか言いようがない。 

 資料の渉猟を終えて、ふと資料館の中庭を見ると、降りしきる霧雨に光が当たり、ダイヤモンドのよう

にきらきらと輝きながら漂っている。何とも美しくも不思議な光景だった。私には、加藤が「よく来た

な、」と語りかけてきたように思えた。 

 記念館を出て、街中をぶらぶらと歩く。目立つのは蟹の店である。朝飯は蟹の駅弁で、昼も蟹だが、い

ずれも美味であった。普通の観光客にしてみれば、浜坂は蟹の町であり、加藤文太郎に関心のある人は少

なかろう。  一体に、浜坂は美しいところだが狭い。ここを飛び出し、神戸に向かい、さらに広大な冬

の北アルプスを目指した加藤文太郎の思いが自分なりに理解できた旅であった。 

（写真は加藤文太郎愛用の飯盒） 

 

次回のペンリレーは 櫻井 依里会員（15463）にお願いしました。お楽しみに！ 

ペンリレー・第 41 回 

 

個人投稿 
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『2019 年 10 月 22 日、大分市の男性（64

才）が新百姓山で遭難し、同 28 日に重内谷（おも

うちたに）で亡くなっているのが発見された。』こ

の遭難事故は、私にとって気になっていた。大分市

の男性、年齢が近い、知り合いの友人、遭難しそう

でない新百姓山（道迷いしやすいところがあるが）

などの理由で。  

 遭難が新聞で報じられてから、首藤宏史（会員番

号 8595）先生と、新百姓山に行ってみるかと相

談していたが、日程が合わず、出かけることは無か

った。首藤先生は、この男性は新百姓山から、奥に

進んでいる可能性もあると推察していた。 

私は、そうは思わず、新百姓山から杉ヶ越への

帰路、宮崎県側の支尾根へ迷い込み、重内谷の支流

のどこかに滑落しているのではと推察していた。  

 28 日に発見されてから、その発見場所が分かれ

ば、遭難の原因がわかるがと思い、情報収集してい

たら、場所を知ることができた。発見したのは、日

之影町の山菜採りの男性だった。発見者は、見立な

どの地元でなく、もっと下流の方で、山菜採りと

は、松茸採りのことであった。  

 その発見場所は（添付地図の赤〇）、宮崎県側の

重内谷の本流で、標高 640ｍ付近、砂防ダムもあ

り、夏木林道まで 150ｍのところだった。その夏

木林道、その遭難後、私は歩いてみたところだっ

た。その発見場所から、推測すると、新百姓山か

ら、南の桧山まで行き尾根を下るか、もっと先の犬

流れか小鋸まで行き尾根か沢を下らねば、降りつか

ないところだった。不可解だった。沢を下る技術は

持ちえない登山者が、体力的に難しいところまで降

りていたのが、不可解の一番。  

 この男性本人は、砂防ダムをみて、助かったと思

ったと推察するが、助からなかった。骨折をし、心

疾患の既往があったらしい。直接の原因はわからな

いが、砂防ダムまで降りてきたのに残念なことと思 

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『新百姓山の沢登り』 

新百姓山北面の沢に、一昨年より出かけていた。

西山川左俣（別名 コウザキ谷）、中俣左谷、中俣

右谷などを、それぞれ一度、二度と沢登りに出かけ

ていて、新百姓山北面の沢の概念をつかんでいた。

そこで、本年 6 月 15 日、新百姓山の山頂を源頭

とする重内谷支流（添付地図 青線）に出かけた。

その支流の沢登り情報は得られず、沢屋のあまり入

らない沢と考えた。  

 夏木林道より入渓、すぐに簡単な斜滝（5ｍ）を

登り、水量の多い直瀑（10ｍ）は、右岸を巻き、

あとは、楽しいナメ滝。支流の屈曲部までは楽しめ

た。屈曲部より風倒木、岩くず多く、沢の楽しみは

半減した。標高 1150ｍ付近で終了し、南の尾根

に上がり、稜線へ。そこは新百姓山の一つ南の

1260ｍピーク。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より安全な登山のために  No.41 

『新百姓山 気になっていたこと』 
    安東桂三(9193) 

杉ヶ越から新百姓山付近状況地図 

水量の多い直瀑（落差約 10ｍ滝） 
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『思うこと』   

新百姓山から、男性の発見された場所まで、降り

てきたのは間違いないが、技量、体力などから、沢

下りは難しい。そこには、一般登山道で間違って

も、下れるルートがあった。それは、新百姓山の一

つ南のピークと推察した。標高点 1091ｍの尾根

は、読図から下れると思われる。また航空写真で

は、作業道がいくつもあり、尾根を下っていけば、

植林地の道に出合い、そのどれかを下り、発見され

た砂防ダムまで、下れるのは間違いない。途中で滑

落したりしながら、作業道をひたすら下り、夏木林

道に合流する直前に事切れてしまった。  

 新百姓山から南の桧山まで行き、戻るときに、新

百姓山の山頂一つ手前で、間違って左折し、落とし

穴に落ちてしまった。その左折の場所は、少し判り

にくく（写真）、一般道が隠れているし、間違った

左に下るのは容易い。  

 気になる新百姓山の遭難事故について、いくつか

の推察がネット上で掲載されているが、そのどれも

が、正しいことを記載してないと思い、今回、紹介

した。分岐の判断ミスは、痛い目に遭う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は昭和 12 年日田の豆田の借家で誕生したと聞

いている、いくらか親戚もある、初赴任も日田、一

度は日田の歴史に触れたい。 

豆田の小野川・有田川・花月川周辺の日田往還・

中津街道ぞいの交通の要衝に日田八郡衆の城が残っ

ている。城の名が日田市民多くの姓名にみられる、

堤、日隈・財津・坂本・大蔵・高瀬・石松さんたち

がその末裔だろう、母千原の城はない。 

1.雪ヶ嶽城 津江の椿鼻の風車からクサリ道を４０

分登れば東屋あり、・１１５４「雪ヶ岳城」の標識を

見る。重廣さんと忘年登山は其処を通過している。

故梅木秀徳支部長の「大分県山岳一覧」には、北尾

根１ｋｍ先の標高点・１１４０（１０３７）を「雪

ケ嶽」として、此処・１１５４を「本城」とする。

遠方に四方絶壁の削平地が見えた、経験から山城跡

だと信じた、これが標高点１０３７だ（写真）。一行

と別れて林道からゆくが、１０５２．４四等から先

は猛烈なヤブ急な下り坂で、気がなえた（その三角

点は１０年前、飯田・中野数名で実行）。あと５００

ｍ、地形図では楽勝なのだが行けない。これほど厳

しい山城はまれである（Ｈ２８．１２．１） 『豊

後国志』は、「応安４年（１３７１）津江長谷部信家

（信連）が築城、長谷部を本姓とする土豪が鎌倉期

ごろ津江に土着して荒野・森林を開拓、、、、」とある。

今や全山植林化して登山の趣が消えた津江だが、鎌

倉期からの開発だとは恐れ入った。栃野の「伝来寺

（庭園）」も関係するという。なお、大野・柚木・津

江・梅野の地名は、武将の名でもあり、ロマンをか

きたてられる。長谷部姓は、前津江赤石に１９軒残

る。 

2 .城山４６４．３四等 伝来寺の裏山にあり、

15 分、「堀切」を見た、梅木一覧には「牛ヶ城・

田の原山」としている。私は「伝来寺」が某豪族

三角点と山城探検シリーズ（第29号） 

～前津江の雪ヶ嶽と牛ヶ城～ 

安部可人(会友 11) 

新百姓山の一つ南のピーク（1260ｍ）ピーク 
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（津江系）の舘であって普段の生活、緊急時には

「牛ヶ城」に逃げ込んだと推測する。鯛生川と黒谷

川を「堀」として、見事に山城条件を満たしてい

る。 

3. 日隈城（亀山公園）曲輪・虎口あり、城主毛利氏

は西軍方で財津氏と籠城して、黒田勢の説得で開城

した。その後毛利高政は佐伯へ転封された。 ＊親

戚に滞在した夏休みの高校生が、大岩から淵に飛び込

み、楽しんだ、今は何でも禁止だ。 

（注）頼朝は平家討伐旗あげ始めで、惨敗した。長谷

部信連も平家から逃げて、大野村「雪ヶ嶽城」を築い

た。又、猶子義連（義信）は栃野村に居れり、寺（伝

来寺）を建てた（推測通り）。義連津江に在て山中を

ひらき子孫を残せり、その後長谷部氏は、将軍頼朝か

ら戦功を賞された。                                          

地形図「豊後大野」「鯛生」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回に続き井崎川上流の小ピークを紹介しよう。

ここに紹介する二つのピークは、それ自体はさほど

登頂価値は大きくないが、その背後に続く稜線に、

山歩きにとってこたえられない深い付加価値をひそ

めていることが何よりの魅力であろうが、ここでは

そのイントロ部分だけの紹介だ。 

西山 

椿山の西の主稜線から北に、井崎川に向かって幾

つもの支稜線が分派している中の一つの稜線の末端

部にある、谷に突きだした稜線の先端の小ピークで

ある。付近は急峻な崖や稜線部を除き、ほとんどが

スギ、ヒノキの植林地であり、三角点があるところ

は頂上部のみ赤松の点在する、ナラ、カシ、ヒシャ

カキなどの灌木の疎林である。    

登路はないが国道１０号線の中ノ谷トンネルの東

の赤水トンネルの東口が登り口に良い。トンネル口

から南の灌木の中に入り、谷に下って沢を越え南の

スギ林の斜面にとりつく。そのまま急なスギ林の急

斜面を直登していくと、ウラジロの濃いブッシュを

分け登ることとなる。ひたすら急斜面の登りで、沢

から約３０分のアルバイトで傾斜が緩くなると稜線

の端に登り着く。三角点はさらに３０ｍほど行った

わずかに高い南北に長い頂上の中程にあり、側の展

望がよい。   

ここから複雑に分岐する稜線を忠実にたどり、い

くつもの岩稜や小ピークを登り越していくと、楯ケ

城山(609.6m)から冠岳(617.6m)を経て椿山

(659.0m)に至る主稜線に達し、それを東にとれば

ほどなく椿山に達せられる。しかし低山ながら藪漕

ぎで３時間余りを要するハードなルートである。 

地形図┅植松 

参考タイム┅赤水トンネル→４０分→西山三角点 

川中 

楯ケ城山から椿山に至る稜線はさらに北北東にの

びて高度を下げていき、やがて井崎川の谷間に落ち

込んでいる、その稜線が井崎川の大きな湾曲部であ

る川中に落ち込む手前の稜線の肩にあたるところが

この小ピークである。付近は両側が急な崖で、上部

私の無名山ガイドブック（NO81） 

西山(268.5m)･川中（215.4m) 

       飯田勝之（10912） 

下筌ダム上流分流地点の伝來寺の名園 

地点名「中野」三角点からみた「雪ヶ嶽城」 
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は岩稜となっているためアカマツやアセビ、リョウ

ブ、ナラなどが生えているが、基部は植林地であ

る。 

 国道１０号線の川中バス停から大分よりに１００

ｍのところの道路北路肩に、門司より１８４ｋｍの

標識（距離標）がある。その道路反対側の廃屋の東

のある小谷が登り口によい。廃屋の横から谷の右岸

を入り、左（東）川の稜線に斜めに登っていく。ヒ

ノキ林の中の急斜面で、ジグザグ登りがよい。１

７．８分の登りで岩の稜線となる。登り越したり巻

いたりしながら登り、最後の岩は東の植林地を巻い

て稜線に登れば、やがて稜線上の小さなこぶに達す

る。真ん中には 4 等三角点があり、井崎川の谷間

の展望が素晴らしい。 

ここから稜線をさらに奥へとたどれば、快適な稜

線登り２時間ほどで椿山山頂に達することができ

る。 

前頁の西山から椿山へのルートを登り、この稜線

を下るルートをとれば、１日がかりのややハードで

あるが充実感あふれる山歩きを楽しむことができ

る。しかし逆のルートをたどれば椿山から西山へ至

る下りは、読図と地形読みがかなり複雑すぎて、あ

まり推奨できない。なお、いずれもザイル持参も忘

れないようにしよう。 

地形図┅植松 

参考タイム┅国道→３０分→三角点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年より、九州百名山踏破を計画したがコロナ禍

の中なかなか進まないまま、今年初めての山行であ

る。 

4 月 11 日（日曜日）朝 7 時中戸次に全員集

合。今日は、眩しいほどの天気で気持ちも高揚す

る。 私にとって平成 16 年を最後に登って久しぶ

りの高岳・中岳である。登山道脇のミヤマキリシマ

も、どうしたことか 2.3 輪咲き始めていて 5 月中

旬過ぎが楽しみだ。登山道は、溶岩道でごつごつし

て歩きにくく左前には鷹ケ峰や岩峰や岩稜が間近に

見える。20 分位歩くと鷹ケ峰で亡くなられた人を

偲んで慰霊碑が立てられてあった。 

 登って行くとだんだん傾斜が急になり岩場も多く

一歩一歩慎重に登る。しかし、途中振り返ると、く

じゅう連山、外輪山など遠く山々が一望でき 疲れ

も忘れるようである。 

 

 

 

個人山行 

阿蘇高岳（1,592.0ｍ）･中岳 

(1,506.0m) 

    報告 神田美代子 (16235) 

仙酔峡尾根ルート登山口 
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ようやく急な登りも終え稜線に出る。360°の絶

景を見ながら高岳山頂(1592m)へ 11 時 6 分 全

員で万歳三唱し昼食をとる。 

 

 

昼食後 植生が全く見当たらない溶岩と火山砂の登

山道を進み中岳山頂へ(1506m)11 時 36 分 

中岳の先の火口からもくもくと上がる噴煙、荒涼と

したダイナミックな景色を間近に見て、地球の凄さ

にただただびっくり自然の大きさに感動した。 

火山展望台付近は、やはりガスで口や鼻を手でお

おうような感じでした。そして登山靴は火山砂で真

っ白になった。下山は、ロープウェイ跡の遊歩道を

通り仙酔峡登山口に戻り大分へ 

＜参加者＞ 宮原（リーダー）、櫻井、丹生、若

月、久知良、平原（健）、清水(道)、清

水（久）、神田 

 

 

 

 

 

 

 

 

前置き 

二十丁越跡は鹿納の野から釣鐘山に続く稜線上に

ある大きな鞍部だ。私がこの峠を初めて踏んだのは

もう三十数年前、初めて日隠山に登った時のこと

だ。日隠林道から日隠谷に沿って別れる支線をカロ

ーラで上り（今は荒れて通行不能）、登山口を間違

えて、谷に沿って上る杣道をルートと思ってどんど

ん登って行ったら右手上に日隠山が見えているので

確信をもって登っていると、まわりがスズタケに覆

われ始めたら道は消えてしまった。とにかくウジを

拾いながらヤブを漕いでがむしゃらに登ると稜線に

たどり着いた。背丈より高いスズタケの中、近くに

木に登って周りを確かめたら。南のかなたに日隠山

北峰と思しき高い峰が見え、1382m の北の小ピ

ークにいることが分かった。そこで少し反対側に足

を運んでみたらややスズのまばらな鞍部に着いた。

そこが二十丁越だったが、それから先の登りは深い

スズのブッシュなので引き返し、北日隠の岩峰を目

指して登り返した。日隠山三角点からの下山はしっ

かりした踏み跡道があり、難なく林道の車を置いて

いる場所の少し上に降りついた。 

二十丁越が大吹鉱山への物資の運搬の道であった

と知ったのは後日だ。立石敏雄氏の記述「毎日百騎

の馬が山を越さないと大吹の人たちが飢えると言わ

れていた。その径は黒仁田部落より百曲りと称した

ジグザグ道を日隠山の南の野に上って屋根に達し、

これより日隠の長い尾を縦走して頂上を越えて二十

丁峠に下り大吹谷へ下っていた・・・」を読んでか

らだ。 

大吹鉱山は現在の五葉岳、お化粧山登山口の下方

あたりにあって、寛永年間(1620 年代)から天明年

間(1780 年代)まで操業、その後は詳細不明である

が、最盛期には鉱山労働者やその家族のほか他国か

らの 行商人などで賑わい、酒屋はもとより遊郭ま

で存在していたようで、今も谷底に残る女郎の墓が

その往時を偲ばせている。 

私はその後立石氏の記録をたどるべく、朝早く家

を出て午前 7 時に黒仁田に着き、最初の民家に道

を尋ねたら、ちょうど朝食中の家主が立って「登り

口まで送ってあげよう」と言って軽トラックで山道

を 2 ㎞ほど送ってくれた。くだんの家主（私と同

年配のようだた）、道々「日隠山は自分らが子供の

ころ、小・中学校の遠足で 2.3 回登ったことがあ

ったが、今はもう道も無くなっているかもしれな

い」などといろいろ説明してくれ「ここから登ると

良いですよ」と言って降ろしてくれた。 

はじめは植林地でやがて自然林となったが、かな

りしっかりした道が「百曲り」の名の通りジグザグ

に残っており、主稜線近くまでは難なく登れたが、

それから日隠山への稜線歩きは猛烈なスズタケとの

格闘となった。特に 1358.7m の三角点から日隠

山にかけての稜線はまるで櫛の歯のようなブッシュ

を漕ぎ分けるというより、背よりはるかに丈の高い

こぎこぎ倶楽部山行報告 

二十丁越跡～鹿納の野(1,548m) 

～鹿納山（1,567ｍ） 

     報告 飯田勝之（10912） 

阿蘇高岳山頂 
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スズの中を潜水のように潜って分け進むので、タオ

ルで首と口を覆って上から降るホコリを避けながら

の前進であった。昼過ぎにやっと日隠山の三角点に

達し、北峰で昼食の後は二十丁越手前のカコイクボ

谷を下って黒仁田へ戻る計画であったが、時間的に

無理があったので、再び来たヤブを分け戻って下山

した。 

日隠山の南にある釣鐘山には西の小河内谷側から

二度登ったことがあったが、鹿納の野から南に釣鐘

山までのびる稜線を全部歩いてみたいと思ったのは

この日隠山歩きの後だ。そこで西の内の鹿川公民館

横から古い道をたどって鹿川峠に登り、釣鐘山へ登

った後、峠から稜線をたどって、日隠山に至った時

の道に出て百曲りを下って帰った。 

 その後、鹿納河原から谷を詰めて二十丁越に至り

鹿納の野から鹿納坊主を経て鹿納谷の河原に下った

ことがある。こうして鹿納の野から南の稜線歩きを

果たしたが、当時は標高１０００ｍ以上の場所には

どこも猛烈なスズタケが覆っていて、特に日隠山南

の稜線と十二丁越から鹿納の野にかけては、それは

猛烈なブッシュであったのを思い出す 

 このたび 

こぎこぎ倶楽部で久しぶりにこのルートをやるこ

とを思いついてみんなに提案した。この日の参加者

は 10 名。5 月 4 日（火）午前 5 時、おのおの大

分を出て、午前 6 時過ぎに北川はゆまに集合。こ

こで車をＲＶ車３台に絞って、五ヶ瀬川から綱ノ瀬

川へと谷に沿って鹿川へと上っていく。終点の鹿納

谷の河原まで遠い。8 時過ぎにその河原についた。 

８時３０分、荒れた河原を出発。谷の左岸の林道

を進むと、道は稜線の裾を巻くところでなくなって

しまった。すると先頭は稜線にとりついて登りはじ

めた。稜線を回り込んで谷を登るより歩きやすいの

だが、やや高度を上げて現在地を確かめたら登る予

定の谷からかなり離れてしまっている。そこから軌

道修正で山腹トラバースして谷に下るよりも、この

まま登るほうが楽だと判断。 

ぐんぐん登っていき、主稜線が近くなるとちらほ

らとアケボノツツジが見られるようになる。

1382m の独標地点に 10 時 25 分に到着。計画

では十二丁越跡へ到着の時刻である。前方に祖母・

傾の稜線が遠望され、振り向くと木々の梢の向こう

にこれから行く鹿納山がその名の通り坊主頭の岩峰

を覗かせている。 

ここからは快適な稜線歩きが始まる。かっての、

スズタケのブッシュで難渋させられた稜線の面影は

ない。ミツバツツジやアケボノツツジをあちこちに

見ながら、遠く祖母・傾の稜線のかなたに九重連山

や由布・鶴見などを見ながらの稜線漫歩である。 

二つのピークを越えて 10 時 55 分に十二丁越跡

に着いた。計画より 25 分の遅れは遠回りした結果

だ。スズタケがすっかり枯れてのっぺらぼうの、広

い鞍部には歴史の面影はなく、大吹鉱山へ下る道な

どその跡形もない。小休止して登りにかかる。

1405m の標高点を過ぎ、緩いアップダウンの後

の長い登りで 11 時 55 分に鹿納の野の山頂につい

た。ここも計画より 25 分遅れ。木立に覆われ、丈

の高いスズタケに囲まれ、まったく展望のない暗い

小広場だったが、今はすっかり展望の良い明るい山

頂に変わっている。ここで昼食休憩とした。この辺

りは今アケボノツツジが満開だ。ツクシシャクナゲ

もあちこちに見られる。 

再出発後が、緩く下って小さなアップダウンとな

る。坊主の手前の岩峰は、以前は岩の中腹を巻くル

ートがあったが、それは崩落で通れなくなってお

り、岩峰の基部まで大きく下って巻き上がる道にな

っている。坊主への登りも、最後はフィックスのロ

ープが張られているが、これがなかったら、熟達者

以外は登るにも相当難渋しそうなほど足場が崩落し

てしまっている。全員が山頂についたのは 14 時で

計画より 1 時間下がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 度のパノラマ大展望はこの山域随一だ。狭

い山頂で写真を撮って下山開始。縦走路を大崩山へ

向かって進み、途中、権七小屋谷への分岐を左に分

けて、4 つほど小ピークを登り越して、鹿納河原へ

の分岐を右に、谷に向かって下っていく。長い急な

鹿納山山頂 
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単調な下りで、途中に点在するアケボノツツジやミ

ツバツツジがせめてもの慰め。一時間余りの下りで

16 時 15 分に河原の登山口についた。計画より２

時間遅れの下山となり、大分への帰着はすっかり夜

になってしまった。 

しかし、久しぶりに訪れた山道は、昔の面影はな

かったが、絶えずなつかしい気持ちに誘われ、遅過

ぎたであろうと思われたアケボノツツジは、主稜線

はちょうど見ごろで、晴天にも恵まれて最高の山歩

きであった。（老体にはややハード過ぎたようで、

最後はややバテぎみでした） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<参加者＞ 

飯田(勝)リーダー、中野(稔)、櫻井、宮原、若月、丹

生、大渡、久知良、清水(久)、中野(梨) 

 

 

 

 

 

 

 

 前回提案していた県境稜線歩きのもれている場所

の一つ、津江の矢部越しから猿駆山手前までの稜線

歩きの予定であったが、コロナウイルス感染リスク

を避けるため長距離の移動を避け、近場がいいので

はと、リーダーの提案で、塚原の寒水干拓から入山

して立石山を目指し稜線を深見ダムに降りるルート

に変更された。 

梅雨の晴れ間の 5 月 30 日朝 8 時塚原から湯布

院に抜ける高速道下の交差点に 12 台の車が集ま

る。先に出発した、安部さん、石神さんの他 16 名

が顔を揃えた。 

リーダーから今日のルート説明を受けた後、数台

を深見ダムに配車して、他の車は塚原に向かって出

発した。塚原牧場の道路わきの駐車場に車を止め 8

時 35 分出発する。 

寒水開拓の牧場を目指して県道を宇佐方面に向かっ

て歩き出す。牧場の林道から杉林に入るが天気が良

いので朝から日差しが強く汗が出る。杉林の中に入

るとホットするがいきなりの藪漕ぎである。甲斐さ

んと藪の中に突入する。杉の倒木をよけながら足場

の良い所を歩いていく。だんだんと山道がきつくな

る。林の中にメンヒルがあると言うがそれらしきも

のは見当たらなかった。皆を待っていると何人かが

体調を崩し下山すると言うことで残り 13 名で出発

した。891ｍのピークを目指し急な斜面をあえぎ

ながら登っていくと前方に大きな巨石が現れその横

を通り出発から 1 時間 20 分でピークにやっと着

いた。 

ここで安部さんと石神さんと合流し集合写真を撮

る。お二人とはここで別れ、まず立石山の三角点

（1058.9ｍ）を目指して歩き出す。稜線に取りつ

き斜面を登っていく。皆、無言である。急登が続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉が出ない。三角点があるピークが見えたが本日

3 度目の急登、あえぎながら一気に登る。11 時三

角点に到着。立石山 2 回目であるが前回はこんな

急登はなく尾根が全然違う気がした。全員がそろう

まで待って休憩したのち立石山の山頂を目指す。こ

れからは緩やかな稜線歩き、11 時 17 分立石山山

頂に到着。山頂でバンザイして昼食。 

苦労した分弁当が美味い、天気も良く最高の昼

食。集合写真を撮り 11 時 45 分深見ダムめざし出

発する。これからは段々と標高が下がっていく。稜

線歩きが心地よい。1032ｍのピークを過ぎたあた

りから一気に 200ｍくらい降り足場が悪いがみん

な慎重に足元に気を付ながら降りていく。878ｍ

はトラバースしてここからは心地よい稜線歩き。

こぎこぎ倶楽部山行報告 

寒水開拓 立石山経由深見ダム 

      報告 丹生浩司（16103） 

立石山山頂 
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12 時 50 分深見ダムの県道に降りた。駐車場には

先に降りた安部さんが出迎えてくれた。全員がそろ

うのを待って、塚原に向かって車を走らせる。途

中、立石山の林道出口で飯田さん、若月さんの車と

出会う。 

飯田さん、若月さんに乗れなかった人の迎えをお 

願いして我々は一足先に塚原へ。 

今日は皆さんお疲れ様でした、天気も良く気持ち

のいい登山が出来ました。ありがとうございまし

た。次回又、コギコギで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

＜参加者＞  

飯田（勝）リーダー、鹿島、石神、櫻井、宮原、若

月、丹生、大渡、神田、平原（健）、平原（瑞）、安部、

清水（道）、清水（久）、飛高、諸田、甲斐（英） 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 26 日（土曜日） 大金峰・小金峰 

大分を朝早く 4 時 30 分出発して 50 分中戸次で

全員集まると、天気は小雨が降り始め雲行きが怪し

くなって来る。しかし登山口に着くと雲空ながらも

小雨もやみ、8 時 40 分いざ出発。落ち葉がたくさ

ん積もった山道はすべる程ぬれていなく、歩きやす

く気持ちがよい。最初の林道に出る。登山口の表示

から尾根に取りつく。 

緩やかな登りを行くと 9 時 30 分に大金峰の分

岐。山頂まで 200ｍの表示。急な登りをもうひと

踏ん張り。10 時に頂上にでた。山林に囲まれて眺

望なし。時間に余裕があるので小金峰まで足をのば

すことに。単調なアップダウンの繰り返し。何度か

林道に出て最後の林道から山に取りつくと、たくさ

んの「二人静」のお出迎え。ここも最後の急な登り

を小金峰の頂上に 11 時 40 分着く。 

山頂からは眺め良くここで昼食。帰路はずっと続く

鮮やかな緑コケの群生に目を奪われながら帰路に着

く。15 時 10 分に今晩の泊りの民宿「左座家」

16 時着く。少し夕食まで時間が有り、上に古い建

物を見学して風呂に入り食事して早めに就寝する。 

【フタリシズカとは】庭木図鑑 植木ペディアより 
・日本及び中国を原産とするセンリョウ科の多年草。北

海道から九州の低地や山林の日陰地に分布する。意味深

な名前の由来は源義経の愛妻「静御前」とその幽霊の舞

う様子を描いた謡曲「二人静」にちなんでおり、４～６

月に咲く花の様子をこれに擬えた。別名は「早乙女花」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てるてるの会山行報告 

九州百名山 大金峰(1,396.0m)･小
金峰(1、377.4ｍ)・白鳥山
(1,639.2m)  

      報告 清水道枝（会友177） 

大金峰 山頂 

小金峰 山頂 

ピーク 891ｍ 
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6 月 27 日（日曜日）   白鳥山 
今朝は朝早く 4 時 30 分に起きる。民宿から朝

食のおにぎりを詰めたが、雨模様の為しばらく宿

（左座家）で様子見。止みそうもないので比較的容

易に登れる「白鳥山」に変更。朝 5 時 30 分出発

する約 1 時間の 6 時 30 分に白鳥山峰越登山口か

ら雨の中を出発。「バイケイソウ」「シャラ」「ドウ

ダンツツジ」「サワフタギ」「エゴの花」「ツルアジ

サイ」等々。次々と出会う花々を眺めながらゆっく

り登ります。 

中でもツルアジサイが枯れた大木の上に花束のよ

うに咲き誇っているさまが人形の立っている姿に見

えて感動。御池を周回し、山頂直下の急登を上ると

少し先の方に出る。そこが 8 時 50 分頂上に着い

た。雨が降り止まず記念写真後すぐに下山開始。急

ぎ足で登山口を目指し 10 時 40 分に登山口に着い

た。帰りは、県道 265 号線から阿蘇経由で竹田

「道の駅そごう」から大分に着いた。 

 

＜参加者＞ 

 宮原リーダー、飯田(勝)、櫻井、丹生、平原（健）、

若月、神田、清水（久）、平原（瑞）、飛高、清水（道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 3 月 6 日、道の駅ゆふいんに集合し

た。総勢 35 名、前加藤支部長が準備された国土地

理院地図の「日出生台」の裏に私に対する激励の言

葉を書いていただいた。その後車を連ねて尺間神社

鳥居を目指した。ここからくもり空の下頂上に向か

った。ガスのなか幽玄の雰囲気である。登りはじめ

て約 1 時間半で頂上に達した。早速シャンペイン

で乾杯、万歳、記念撮影と続き昼食で一休みであ

る。用意していた紅白の饅頭をくばった。数が足り

なくてカップルの方は一つで我慢してもらった。申

し訳なかった。山頂で去来した思いは、昨年の夏前

加藤支部長に、大分百山登山を誘われたこと、その

ことに起因して大分の山を知りえたこと、山と同時

に道路、温泉をよく知りえたこと、道路を確認する

目的もあって大分の道の駅をみんな回ったことなど

であった。また、同時に以前登った日本百名山、九

州百名山の道中のことなどをよく思い出した。こん

なに大勢の人達に祝福されるのは本当にうれしいし

楽しいことだし、始めての経験だった。また前加藤

支部長の配慮により、81 才最後の日というのも感

慨深いことだった。 

40 代後半に山に登り始めた時は「マイカ-で行

く九州 100 山峰」を参考に近くの山を登ってい

た。大分の山にも目がいって当時発刊された「大分

百山」を参考に登ったがよくわからなくて終わって

いた。その後中央の山や、外国の山などに心が移り

大分の山から離れていて、前加藤支部長に誘われた

時には 31 座が残っていた。 

 令和 2 年 6 月 14 日の宝山をはじめとして、前

加藤支部長の引率のもと、ほぼ毎週 10 数人の人達

と山行を共にして 31 座を登った。加齢して体力が

かなり減少しているのを実感していた当時、霊山水

曜登山会とこの百山とその間に 1 回の霊山と規則

正しい山の運動で体力の維持がよくできるようにな

ったと実感できた。又、こんなに多くの山仲間が出

来たことは本当に素晴らしいことであると強く思っ

た。いいことばかりの百山登山だった。この間の山

行で印象に残ったのは、土砂降りの中の月出山岳、

土砂崩れより道路が封鎖されて三度目にやっと登頂

  

   

白鳥山 山頂 
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できた亀石山、それに雪で覆われた経読岳の山行だ

った。 

夜は九重ヒュッテでの祝賀会で 20 名の参加者が

あり 3 月 6 日は素晴らしい盛り上がりだった。3

月 7 日は私の 82 才の誕生日で、飛高さんのケー

キ、参加者の皆さんの気持ちなどで感激一番、今ま

での人生でこんなに祝福されたことはなかった。前

加藤支部長はじめ皆さんありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回役員会 5 月 10 日（月）大分市西部公民館 

1. 令和 3 年度事業（公益的･共益的）計画 

2. 古道調査 ほか 

第 2 回役員会 6 月 23 日（水）大分市西部公民館 

1. 令和3 年度事業（公益的･共益的）具体化 

2. 中級者向登山講習会実施計画、古道調査 ほか 

 

 

 

5 月 7 日（金）大分市西部公民館 出席者 4 名 

6 月 4 日（金）大分市西部公民館 出席者 7 名 

7 月 2 日（金）大分市西部公民館 出席者 10 名 

 

 

8 月 6 日（金）大分市西部公民館 18：00～ 

9 月 3 日（金）大分市西部公民館 18：00～ 

10 月 1 日（金）大分市西部公民館 18：00～ 

 

  

8 月例山行：未定(-m) 

（県境稜線縦走） 

 日  時････8 月 22 日（日）  

 出  発････8 月 22 日（日）午前 6 時 30 分

発 

 集合場所････緩木登山口駐車場（午前 6 時 30

分） 

参加申し込み期限･･8 月 17 日（火）まで 

担当リーダー･･･鹿島正隆  

参加申し込み･･･TEL  097-545-4846  

（携帯）090-1082-8811 

Email  macpapa@kcf.biglobe.ne.jp 

※地図 1/25,000 豊後柏原・祖母山 

9 月例山行：祖母山  (1, 756.7m) 

（県境稜線縦走） 

 日  時････9 月 26 日（日）  

 出  発････9 月 26 日（日）午前 6 時 30 分

発 

 集合場所････大分駅南口（上野の森口） 

参加申し込み期限･･･9 月 21 日（火）まで 

担当リーダー･･･丹生浩司 

参加申し込み･･･TEL  097-595-1385 

（携帯）090-1080-7623 

Email  hyakusho-jo-to-

12.18@docomo.ne.jp 

※地図 1/25,000 祖母山・豊後柏原 

10 月例山行：扇ヶ鼻（1,698.0m） 

（新たに大分百山に加わった山に登る。） 

 日  時･･･10 月 17 日（日）  

 出  発･･･10 月 17 日（日）午前 6 時 30 分

発 

 集合場所････大分駅南口（上野の森口） 

参加申し込み期限･･･10 月 12 日（火）まで 

担当リーダー･･矢上将大 

参加申し込み･･･TEL  0977-67-7983 

（携帯）090-9494-8115 

Email ｚuck.ni.rock50@gmail.com 

※地図 1/25,000 湯坪･久住山 

 

支部からの報告（会務報告） 

お 知 ら せ コ ー ナ ー 

支部会議報告 

支部ルーム開催予定 

支部のルームについて開催状況 

百山座達成！ 平家山山頂 
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11 月例山行：倉木山（1,160.0m） 

（新たに大分百山に加わった山に登る） 

 日  時･･･11 月 7 日（日）  

 出  発･･･11 月 7 日（日）午前 6 時 30 分

発 

 集合場所････大分駅南口（上野の森口） 

参加申し込み期限･･･11 月 1 日（月）まで 

担当リーダー･･大渡崇夫 

参加申し込み･･･TEL  097-546-3242 

（携帯）090-8919-3876 

Email  ochans2000@gmail.com 

※地図 1/25,000 別府西部･小野屋   

 

古道調査員募集のお知らせ 

  日本山岳会創立１２０周年事業として東九

州支部は「六郷満山 峯入りの道」を調査し

ます。（他の古道も調査する可能性あり） 

    下記の通り募集しますので、奮ってご応募

ください。 

１ 募集人数 ２０～３０名 

２ 募集締切 ８月２５日（水） 

３ 申込み・問い合わせ 

    事務局 阿南寿範 080-3187-2003 

        Mail beca5844@oct-ｎet.ne.jp 

    古道担当 井上髙明 080-5210-368 

         Mail i-tmss@oct-net.ne.jp 

   ４ 調査説明会 ９月上旬予定（日時、場所

は別途連絡します） 

第 12 回 山の安全を祈る集い 

東九州支部と法華院温泉山荘との共催で毎年

実施する、くじゅうの遭難者の慰霊を行い、山

の安全祈願をする集いです。部外の山の仲間な

ども誘って、みんなで参加しましょう。 

日 時 ････ 8 月 1 日（日）午前 11 時から 

場 所 ････ 久住山御池避難小屋の遭難慰霊

碑前 

出 発 ････ 牧ノ戸峠 午前 8 時出発 

集 合 ････ 午前 10 時 45 分までに現地集     

       合 

※参加できる方は 7 月 29 日（木）までに事

務局へご連絡下さい。 

 

青少年体験登山大会中止 

 毎年開催している青少年体験登山大会は、今

年も昨年に引き続きコロナウイルスの終息が確

認できないため、中止と決定しました。 

 次年こそ、このような状況が改善できること

を切に望みます。 

 

  
 

登山技術・技能のさらなる向上を目指す人たちの

ための講座を実施します。山登りを始めてしばらく

たつが、もう少し上の登山を楽しみたいが自信がな

いというひとたちへお知らせです。安全でもっと楽

しく幅の広い山登りをするためには、そのための正

しい知識と正確な技術や、技能がなければなりませ

ん。この講座はそのような人たちの新たな門出のた

め、日本山岳会のベテラン会員がその手助けをしま

す。 

 

記 

実施期間 2021 年 8 月から 2 月まで 6 回実

施。 

講習内容  1.負荷のかかった登山技術（1 回） 

      2.沢登り登山技術（2 回） 

      3.岩登り登山技術（2 回） 

      4.雪山登山技術（テント泊）（1 回） 

募集人員定数  10 名以内 

募集対象  一般公募及び日本山岳会東九州支部

で応募資格として登山経験 3 年以上

の者  

日本山岳協会山岳共済などの保険に事

前加入。 

      テキスト「総合登山技術ハンドブック

公益社団法人日本山岳・スポーツクラ

イミング協会 発行」を事前購入。 

受講料  1.講習会毎に 2,000 円 (別に旅費、

食糧費や装備品等は受講者負担) 

           2.1 泊 2 日の講習会、4,000 円 

応募締め切り  7 月末 

参加申し込み先 〒870-0937 

2021 年度 
中級登山講習会開催のお知らせ 
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大分市南津留 5-28 

安東桂三  

電話（自宅）097-552-2367 

（携帯）090-5727-9472 

Mail ｋeizoando@xa3.so-net.ne.jp     

実施日、コースなど 

2021 年 8 月 1 日（日） 尾平周辺      

ロープワークと沢登り 

     9 月 4 日（土） 祖母山 サマン谷沢

登り 

     10 月 23 日（土）～24 日（日）大崩

山 中瀬松谷付近テント   泊 

        11 月 3 日（祭日） 日出町の岩（石鎚

神社の岩） 

12 月 4 日（土） 宮崎比叡山（南面ス

ラブ） 

2022 年 1 月 8 日（土）～9 日

（日）山口県 （荕ヶ岳～弟見山）積雪

期登山 

以上 

以前一斉メールにてお知らせしてありす     

    が、登山技術の向上により高見を目指す 

    よい機会です。すべての講習会に出席し 

   なくても結構です自分のペースで参加く 

        ださい。            

   

清掃登山と合宿 

日  時 ････ 10 月 23 日（土）～24 日

（日） 

場  所 ････ 坊がつる「あせび小屋」 

出  発 ････ 牧ノ戸峠 午前 8 時出発 

清掃場所 ････ 九重山の登山道 

 

        

※参加できる方は 10 月 15 日（金）までに

事務局へご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「これから山を始めよう」・「山登りを始めたば

かり」という人など、登山初心者を対象とした登

山教室を実施する。 

  登山初心者に、登山に関する基本的な知識と正

しい技術を基礎から学んでいただくことにより、

遭難を防止するとともに、安全で楽しい山登りを

普及することを目的とする。 

  今年度は、実践登山を中心とし、登山に必要な

知識等を山行を通じて学ぶものとする。 

受講料  

３，０００円 ただし、研修に要する旅費、宿

泊費、山岳遭難保険料等の実費は、参加者負担

とする。 

実施期間 

令和３年１０月から令和４年１月まで 

定 員 

２０人程度 

募集期間 

  ８月２日（月）から１０月１５日（金）まで  

ただし、定員に達したときは、募集を中止す

る。 

研修の日程・内容等 

第１回講座 １０月３１日（日） 倉木山

（１,１５５ｍ） 

  ・登山に必要な装備・道具の選定と使い方を学

ぶ。 

  ・安全で楽な登り方や山行計画の必要性を学

ぶ。 

  ・地図の見方やコンパスの使い方の基礎を学

ぶ。 

第２回講座 １１月２８日（日） 鋸山（田原山 

５４２ｍ） 

  ・岩場での安全な行動の方法を学ぶ。 

第３回講座 １月１５日（土）    

 ・山小屋に泊まり山に遊ぶとともに、親睦を深

める。 

・クジュウヒュッテ予定 



公益社団法人日本山岳会 東九州支部報 第９４号 令和３年７月２５日（日）発行 

18 

        ・久住山（牧ノ戸から １,７８７ｍ） 

  ・雪山登山に必要な装備やギアの使い方を学ぶ。 

  ・雪上の歩行技術、耐寒・耐風について学ぶ。 

講師等 

 参加者の安全確保のため、必要な会員の参加を

要請する。 

  実践登山の中で必要な研修を行うので、会員が

分担して講師を担当し、資料を準備し、研修当

日、参加者に解説するとともに、指導する。 

問合せ・参加申込み先 

 事務局  阿南寿範 080-3187-2003 

      Mail beca5844@oct-net.ne.jp 

 

 
日  時････10 月 2 日（土）※コロナ状況次第 

調査場所････本谷山西面の稜線の定点観測地 

集合場所････午前 7 時「道の駅･原尻の滝」 

行  動････尾平トンネル口から旧尾平越に登り、

大分植物研究会の皆さんと定点観測と

調査登山の共同作業を行います。支部

会員の積極的なボランティアでの参加

を募ります。 

参加できる方は 9 月 27 日（月）までに事務局へ

連絡ください。 

 

 

 

 

｢山の日｣記念全国大会 
全国持ち回りの山の日記念全国大会が、今年度

は大分県九重山系を中心に開催されます。今年の

「山の日」記念全国大会は、2020 東京オリンピ

ックの開催中とも重なるため、山の日の日程が 8

月 11 日（水）となりました。山の日の記念全国

大会実行委員会の行う催し物は、パンフおよび、

大分県生活環境部自然保護推進室の HP をご覧

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県下の市町村、持ち回り計画で実施を続けて

いた「山の日登山」は、去る 6 月 25 日（金）

の 4 団体実施委員会（大分県山岳連盟、日本山

 

 

 

 

 

 

 

岳会東九州支部、大分県勤労者山岳会、全九州

アルパインガイドクラブ）で協議の結果、コロ

ナウイルスのために今年も見送ることにした。 

 

 今回会員のみで参加者を募集し久住山登山を

実施します。 

集合出発 ････ 牧ノ戸峠 午前 8 時出発 

「山の日」記念全国大会パンフ 

スズタケ枯死とシカの食害調査 

本谷山定点観測地点（ブロック調査） 
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目的の山  ････ 久住山 

対象者 ･･････ 支部員関係者であれば何方でも

結構です。奮って参加しましょう 

   

※参加者は 8 月 6 日（金）までに事務局へ申

し込み 

 

 

 登山届けは必ず提出しましょう！ 
  令和3 年定期総会において提出先が変更になりまし

た。 

 安東桂三支部長より、鹿島正隆副支部長です。 

 遭難対策部は、2 人体制で、鹿島副支部長、補佐に矢

上将大さんです。 

＜山行の前に必ず提出してください。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3 回支部役員会の開催のご案内 
 

 

 
第 3 回支部役員会の開催のご案内 
第3 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7 月29 日（木）18 時30 分より 

場 所…大分市西部公民館 

 

 

 

 

購入のお奨め 

『総合登山技術ハンドブック 夏

期 アルパイン』 

日本山岳・スポーツクラミング協

会の創立 60 周年記念事業とし

て、国際山岳連盟（ＵＩＡＡ）ペツ

ル財団著作の「UIAA 総合登山技術ハンドブック夏季ア

ルパイン」の日本語版が発行されました。 

A5 サイズ、376 頁、全頁カラー、頒価 2200 円（税込

み）送料無料となっています。 

ぜひ、購入を。入手希望の方は、日本山岳・スポーツク

ライミング協会の HP にアクセスして頂き、ホーム画面

右側のバナーより詳細を確認下さい。 

※中級者講習会に使用します。 

 

 

 

第3 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7 月29 日（木）18 時30 分より 

場 所…大分市西部公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山届

様式 
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・組織の活性化。“言うは易く行うは難し“ 

 会員の減少が続いています。なぜと思われる方 

もおられるのではないでしょうか。また、そう思わ

ない人もおられることでしょう。このまま、進むと

近い将来消滅ということになるでしょう。この現

象、持論ではありますが、会そのものに魅力がない

からだと思います。我々は山に行きたい、山が好き

だから会員でいるのです。一人一人が登りたい山、

好きな山があるはずです。その山に登るには技術

（知識）を持つことです。一人一人がレベルアップ

し互いを引っ張っていけるような組織･スタイルにし

て行きましょう。 

・本部の創立 120 周年記念事業として、今年度より、

「全国山岳古道調査」が始まる。これは全国に残る山岳

古道のうちから 120 の道を中心に選んで、文化的、歴

史的、地理的な側面から踏査・調査・記録・保存するも

のである。将来的には調査データを公開し、結果を地域

社会に役立ててもらえるよう作成するものである。東九

州支部エリア内では候補として「国東半島の峯入りの

道」が選ばれており、早速（7 月 7 日（水））両子寺の

住職（法嗣）に話を聞きに行って来ました。「古道」、こ

こで古道とは、江戸時代ころに始まった天台宗の「峯入

りの道」を主に表すもので、戦時中を含み一旦は休止し

ていましたが、昭和 34 年頃より、復活（10 年に一

度）行われ現在に至っています。調査に当っては地元関

係者との合意形成が必要です。 

・毎月 1 回第一金曜日夕方から、当支部ではルームを

開設しています。山について自由な話ができる機会を持

つことや勉強会、講習会等が出来るようにと、2 年前か

ら始めました。最近利用者が少ないのに少しガッカリし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 月のルームでは、初めての試みとして、会員のレベ

ルアップにつながればと支部長自ら、「ロープワーク」

について講義をして頂きました。ロープの基礎知識から

実演（エイトノット､ムンター･ヒッチ､バットマン･ヒッ

チ）等、これらは、一般の登山ルートでも利用する機会

が多いので実際素早くできるようにと教えられました。

参加したメンバーは、図書やメディア等で聞いたことは

あるももの、実際にやって見るとなかなか難しくすべて

やれる人はごく僅かでした。今後も登山の高揚を高める

ためにこのような講習会等を催し、一人でも多くの会員

に参加してもらいたいです。 （T.A） 
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