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大分駅を 6 時に出発して、集合場所「道の駅や

まくに」に着く。点呼をして釣鐘山登山口近くの広

場へ移動する。8 時 40 分に登山開始。車道を 10

分歩くと釣鐘山登山口の標識が見えて丸太を並べた

登り口からスギ林の踏み跡道をジグザグに登ると岩

稜がみえて、もうひと踏ん張りすると 9 時半に釣

鐘山山頂につく。角が丸くなった二等三角点をみ

て、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆で集合写真を撮り、スギとヒノキの違いについ

て、葉が違う木の皮が違うことをＩ氏より学んだ

後、尾根道を北へと進むと岩場につき、岩つきの痩

せ尾根をなだらかに下り、アップダウンを繰り返す

と鹿よけネットがありその脇を歩くと、彦見岳の急

登にでて、2 回ほど休みながら登り、山頂につく。

皆で集合写真を撮り、50ｍ外れた南東側にある四

等三角点「金箱」を目指す、ここで 10 分ほど休憩

をとり、中野班、飯田班に分かれて下山することと

した。中野班はナカマドンへ行く縦走路を行き、飯

田班は、南東側へのびる尾根道を下り車道につく予

定で出発した。中野班はピークまで戻り北へ尾根道

を行くと残置ロープがある崖にでた。雲の切れ間か

らうっすら北西方向に遠く、英彦山と鷹ノ巣山が見

えた。写真を急いで撮り、ロープ場を下ると痩せ尾

根があり、また残置ロープがあり、ロープの連続か

ら岩混じりの激下りが始まった。木々もつかむと折

れて、岩も足をのせるとグラグラ動き、非常に緊張

する下りであった。2 つピークを越えると林道が見

える鞍部につき、林道にむかって約 70ｍを下る。

12 時 20 分ここで昼食をした。ここから 20 分歩

くと車を止めた下山予定の車道に午後 13 時に着い

た。一方、飯田班は南東側へのびる尾根道を下ると

地図では読み取れない急坂があり、ここでスリン

グ、カラビナを使うロープ懸垂下降の講習をしなが

ら下ると、車道がみえたが、車道まで 4ｍ近い法面

の壁が立ちはだかり、トラバースして車道に出られ

るところを探し、ようやく 13 時前に車道に着く。

その後、皆で集まり終礼をして解散となりました。

皆さまのご協力で無事に下山出来たことが幸いでし

た。ありがとうございました。 

<参加者> 

中野(稔)リーダー、飯田（勝）、下川、櫻井、丹生、

久知良、平原(健)、山村、遠江、古谷(耕)、平原(瑞)、

榎園、古谷(あ)、中野(梨) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⓵JR 宇佐駅～御許山 

 １１月２０日（土）   天候晴れ     

支部の調査に参加できなかったので、宇佐神宮

から御許山に個人的に登ることにした。 

宇佐駅に車を置き、歩く。宇佐平野をのんびり

歩くのは気持ちが良い。古道はどれだ？と見なが

ら歩くので、のんびり歩きだ。北馬城小学校近く

の住人と話して、この辺り一帯が、片倉製糸の紡

績工場であったことを知る。橋津の集落を歩く

と、昔は（今も？）栄えていたことが分かる。山

登りも良いが、こんな歩きも良いものだ。伊能忠

釣鐘山（952ｍ）,彦見岳（896ｍ）
（三訂版に新に！） 

3 月 月例山行 

  報告 中野 稔 （会員 13997） 

古道調査（A班リーダー） 

①JR宇佐駅～御許山,② 津波戸山周辺 

  報告 佐藤裕之 （会員 16315） 

二等三角点 釣鐘山山頂 
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敬をもてなした屋敷もあった。宇佐神宮で団子汁

を食べ、観光気分である。 

山頂まで楽ちんコースと思ったが、ところどこ

ろ、道が判然とせず、迷いやすい部分がある。も

う少し、ルートが明確かと思ったが、そうでもな

い。ただ、山頂までは、資料のルートからほとん

ど外れずに到着できたようだ。 

御許山頂には、正覚寺方面から来たと思われる

３組がいた。我々は、山頂から「古道」を探索す

べく金丸集落をめざす。頂上東の広場から森の中

に突っ込む。いきなり分かりにくい。市境らしい

稜線にはテープが点々と付けられ、歩きやすそう

だが、これは古道ではない。稜線を離れ、左の沢

に入るが古道らしいものは見当たらない。そのう

ち、資料の道からかなり下を歩いているのに気づ

いたので、上に戻ろうとするが、険しくて戻れな

い。資料の道から標高で７～８０ｍほど下を等高

線に沿って歩いていると、作業道らしきものを見

つけたので、そちらに向かい、古道ルートからは

どんどんずれてしまった。３０５ｍピークは確認

することができ、踏み跡らしきものもあるが、古

道と言えるようなものでもない。稜線を北に進む

が金丸への下降点が分からない。少し北に進みす

ぎたようである。これ以上進むと、完全に古道か

ら外れてしまうので、意を決して斜面を下る。こ

こで、意外なものを発見。「旭越え隧道（通称マ

ブの口）を説明する錆び付いた看板である。記述

によれば、明治８年、金丸から日足に通じる隧道

を掘ったとある。当時、国道を通す計画もあった

ようだが、現在の１０号線ができたのでとん挫し

たようだ。それでも、当時は人力車や荷馬車が通

っていたようだ。看板は写真に収めたが、トンネ

ル内はあまりに不気味で、気の弱い自分は写真を

撮ることができなかった。さらに下るとジグザグ

の林道らしきものに出会うので、資料の林道かと

思ったが、違うようである。 

  この隧道について、豊後高田市のＨＰで検索し

たが、出てこない。しかし、ヤマップの登山記録

の「宇佐百山 横山」の記録に出てくる。旭越え

隧道で検索すると出てくる。 

  金丸にたどり着いたときは、まだ、足元は明る

く、ちょうどコンバインで稲刈りをしている最中

であった。稲を刈ってモミを擦り、刈った稲わら

はくるくる丸めて、白いロールに収めるさまを見

ていると、とても面白く、眺めているうちに、日

も落ちてきた。 

 宇佐駅に戻ったころはうす暗くなっていた。 

  <所感.> 

   旭越え隧道は明治人の苦労が分かって興味深

いものだが、古道とは直接関係がない。 

   宇佐神宮から御許山までは、何とか歩ける

し、面白いが、御許山から金丸への道は、荒れ

ているし、極めて分かりにくい。正直２度と歩

きたくない。これこそ古道と言えるものも分か

らなかった。 

 

8:50 出発 15:50  御許山山頂  

14:05 ３０５ｍピーク  17:30 宇佐駅着 

 ８時間４０分 ２０．０ｋｍ 累積標高差 

８４４ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭越え隧道掲示板（錆て分かりにくい） 

薬師堂横石仏 
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 ②津波戸山周辺 

３月５日（土）  天候 晴れ       

津波戸山駐車場から、江熊に向けて出発しよ

うとすると、登山道入口すぐ左の民家のご主人

が出てきたので、挨拶する。 

「今日は風が強いので危ない。やめた方が良

い。」「いや、江熊から来縄山に回って、北から

津波戸に登るんだ。」と。「そのコースは迷いや

すい。先日も３日間迷って、豊後高田に出た人

がいた。」「１月に２０人で歩いているコース

で、ちゃんと地図もある。」と鹿島さんの資料

を見せる。「そういう自信のある人が一番危な

い。」なかなか行かせてくれそうにない。 

ご主人の言うことにも一理ないではないし、

遭難があって地元が迷惑を被るのは理解できる

が、はい、分かりました、とやめるわけにもい

かない。丁重にお礼を言って出発することにし

たが、いかにも不服そうであった。（実際は、

バランスを崩すような強い風ではないし、津波

戸周辺で３日も迷うというのは、話が盛られて

いるような気もする。） 

以下、前回の鹿島さんの詳細な報告があるの

で、重複するところは、原則省略する。 

江熊への田舎道は、気持ちが良い。途中、江

熊橋で興味ある看板を発見。江熊橋たもとの馬

頭観音から恵比須様巨石の間に、昔宿場町があ

り、江戸時代は栄えていたとのことである。し

かし、馬頭観音は分かったが、恵比須様が見当

たらない。民家のご主人に聞くが、恵比須様の

ことは聞いたことがないようだ。しかし、江熊

地区に江戸時代の街道が通っていた、との証言

は得られた。資料地図の「豊前道」であろう。

ご主人に道を聞いたおかげで、江熊の廃寺には

参道を通って到着した。 

ここから先のルートは分かりにくいが、何と

か鞍部に出る。鞍部から報告によれば、薬師堂

めざし、北に向かってほぼ水平に向かう、とあ

るので、水平移動するが道らしいものはなく、

薬師堂が見当たらない。崖や斜面を伝ってのア

ドベンチャーみたいなものだ。どうも薬師堂の

上に出たようである。 

薬師堂北の尾根に出るとなぜか、ロープが上

に向かって張られている。興味を惹かれたので

稜線まで上がってみたが、何もない。何のため

に立派なロープがあるのか？ちょっとわからな

い。再び、降りて薬師堂を探すが見当たらな

い。途中、国東らしい岩場があり、津波戸山方

面が良く見える。そのままテープに沿って降り

ていると、運よく地元の人らしい男性４人と出

くわした。聞けば、薬師堂は、展望の良い岩場

のすぐ下にあるらしい。そこで、再び、上に戻

る。岩頭から直接薬師堂に向かうが、これは崖

沿いの危険なルート。岩頭からもう少し上に登

ると、トラロープがあって安全に降りることが

できる。 

薬師堂跡は、なかなか立派で、探した甲斐は

あったというもの。隣にある石仏も興味深い。

そこから、ロープ沿いに下ると真新しい林道に
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出るのは報告通りだ。報告では、林道を横切っ

て町村境の沢を下るとある。自分は前進するつ

もりでいたが、連れが「時間も下がり、ルート

も判然としない。」と不安がり、来縄を省略し

て、直接、津波戸山に登ることを主張し始め

た。足元の明るいうちに下山できる自信はあっ

たが、連れの主張にも一理あるので、林道をト

コトコ歩いて、津波戸山に向かう。報告にある

来縄から津波戸への鞍部に出て、連れが初めて

であったので、西側山頂と展望台に向かい、東

尾根を通って下山した。下山は、弘法大師像、

水月寺跡など見所多いので、時間がかかる。 

<所感> 

 恵比須様巨石は資料が見当たらず、分からな

い。江戸時代の古道に当たるので、本調査とは

関係ない？ 

途中、道らしいものがところどころあるが、

古道かどうか分からない。目印やある程度のま

とまりがないと、古道か作業道か獣道か現在の

生活道か区別できない。 

 薬師堂は、一見の価値あるとも思うが、たど

り着くのは容易でないと思う。紹介できれば良

いが、本日のルートは極めて迷いやすく、一般

向きでない。 

8:40 駐車場発  9:30 江熊廃寺 10:50 

鞍部 12:05 薬師堂 

13:00  来縄・津波戸鞍部 14:10 展望台 

15:55 帰着 

 ７時間２０分 １１．８ｋｍ 累積標高差８

４４ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加者＞ 

 佐藤裕之、佐藤美和子 

 

 

 

 

 

 

 
江熊橋たもとの掲示板 

研修登山 

大崩山 中瀬松谷 

  報告 田所歳朗 （会員 14024） 

馬頭観音 
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 10 月 23 日(土)～24 日（日） 

大崩山登山口、9:00 出発。大崩山荘、湧塚分

岐、喜平越谷出合と順調に進み、吐野の手前のス

ラブ地で昼食。大雨で崩れた場所は、慎重に北面

の山腹を大巻し、吐野へと下った。三里河原は、

登山靴のまま、右岸から左岸、左岸から右岸と滑

る川底を渡渉しながら、モチダ谷出合まで。金山

谷も同様に渡渉を繰り返して、中瀬松谷吐合にた

どり着いた。 

中瀬松谷は、大崩山系一番の美渓といわれてい

る。ここも、右岸左岸と弱点を見つけながら、小

滝、釜、スラブと麗しい景色の中を歩き、標高

1270ｍの平坦地にて、各自が宿泊を行った。 

新人の佐藤彰は、ポールのないテントを枯れ枝の

ポールを使って建て、安東リーダーは、タープを

張っただけ、他のメンバーは、ツエルトで宿泊。

田所は、重い 50ｍのロープを枕とした。 

 二日目、気温低く、予定より早く目覚める。安

東は、タープの下にゴロンと横になっていたの

で、少しも睡眠時間が取れなかった。7:00 に出

発し、中瀬松谷を詰め、祝子川の最初の一滴（源

流）を確認し、大崩山の石塚へ 8:30 に到着。石

塚と三角点で、45 分も過ごした。霧島連山、市

房山、噴煙の阿蘇、祖母傾、九州の主要山岳が望

めた。 

 下りは、予定の坊主尾根を湧塚尾根に変更し、

上湧塚の岩峰は、狭いスクイズチムニーをロープ

につながり登った。あとは、幾度かの大雨で荒れ

た一般道を下り、無事に下山した。最後の渡渉

で、滑ってこけたメンバーもあった。大崩山登山

口には 13:40 に下山した。 

 反省として、ヘルメットを持参していない、沢

シューズを持参していないメンバーもいた。荷物

の軽量化が出来ていない。メンバーによって、荷

物の重量差が 3～4 キロあった。荷物の軽量化

は、安全登山につながるので、今後の課題。で

も、久々に登山した感じをもった。 

（田所 安東 記） 

 

 

＜参加者＞ 

安東（リ—ダー）、鹿島、佐藤（彰）、笠井、矢

上、田所、上野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中瀬松谷のベースキャンプ 

大崩山の頂 

湧塚の狭いチムニー 
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「私の山の始まり」 

                佐藤秀二  （13141） 

 私の山の始まりは、中学１年の夏休み。担任の先生に誘われて九重の 

大船山に登ったことに始まる。どのルートをどこから登ったか、記憶が 

薄れてわからない。ただ一つ憶えているのは、山頂に到達した後、段原から坊ヶツルを目指して下山し始

めた時、折しも雨雲が迫って、雷が鳴り始めた。雷に当たるといけないからと地面に伏せる。３０分ほど

鳴っていただろうか、だんだんと雷が遠くなって、さあ出発しようかと、水を飲もうと水筒に口を付けて

傾けるが水が出てこない。 そのうち皆が「水ない？」と騒ぎ始める。夏の山行ですでに皆水を飲み干し

ていたのだ。ただ一人 100cc 程度の水が残っていたので、皆で少しずつ分けて飲んだ。喉を潤すことも

なく、ここから約１時間半、喉はカラカラのまま坊ヶツルまで歩いた。到着後真っ先に川の水をがぶ飲み

した思い出がある。今でも意識せず水を飲み干さずに残すクセがあるのは、この時の経験がきっかけとな

っている。反骨精神を持ち合わせている私は、高校進学後、山岳部に入部することになる。 

 高校山岳部では、先輩方が好成績を収めていることもあって、結構厳しい練習を強いられた。当時の常

識で「水を飲むな」と言われて、練習中はほとんど水を飲むことがなかった。山行中も同様で、１年生の

夏合宿の時には気を失いかけた。今で言う熱中症である。その時先輩からいただいた粉ジュースの美味し

かったことは、今でも忘れられない思い出となっている。 

 高校卒業後、社会人になって一緒に登る人がいなくなって、年に１回は一人で坊ヶツルをベースキャン

プにテント泊２泊３日で九重連山を歩き回った。３年ほど続いたが、その後仕事が忙しくなって少しずつ

山から離れていった。転勤族だったせいもあって大分の山だけでなく、九州各県の山に登っていろいろな

人と出会って見識が広がった。 

 山岳会に入会後は月例登山を中心にほぼ毎月山に登るようになった。コロナ前の５年間は、支部で開催

した登山教室の有志生徒約１０名を連れて北アルプスの縦走登山を行った。厳しい？練習登山に耐えられ

た者が参加できる山行である。これは北アルプスに行ってバテるのではなく楽しんでもらいたいという私

の思いでもある。１度は悪天候で途中下山したが、その時以外は、行く度に奇跡のような天気に恵まれ

て、脱落者も怪我人もなく私にとっても奇跡のような山行であった。早くコロナが開けて、元のように楽

しい登山が出来るようになることを願っている。 

 

 

次回のペンリレーは 岩崎真琴準会員（A-400）にお願いしました。お楽しみに！ 

 

ペンリレー・第 44 回

 

個人投稿 
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3 月末から４月初めにかけて、滑落事故が続い

た。伯耆大山 ３月末になり気温上昇による雪解

けとともに山も優しくなった。多くの登山者が伯

耆大山の弥山を目指した。多くの登山者は、登山

前にネットなどの情報を得ようと検索する。伯耆

大山では、『大山プロガイド協会』の

Facebook が、最新情報を的確に発信してい

て、発信もほぼ毎日、また一日に数件の発信もあ

る。30 日には、以下のような発信が掲載され

た。『残雪期になったとはいえ、登山道の急なと

ころにはまだまだ雪道です。今日のようなザリザ

リの雪質だと、アイゼンは 10 本か 12 本爪でな

いと効きません。着脱の容易さからか、チェーン

アイゼンを着けられる方が多いですが、グリップ

していないのを感じながら登っておられます。登

りではなんとかなっても、下りで困る事になりま

す。軽アイゼンも同様です。適正な装備と適正な

技術をもって、雪山に遊びにいらして下さい。』

と。 

そして、その３日後の４月２日午前５時２０分

頃、夏山登山道７合目付近で２名（57 歳、60

歳）が滑落した。２人パーティのうち１人と単独

登山中の１人、両名とも 700ｍ滑落して、行者

谷で救助されたが、搬送先で死亡が確認された。

登山道はアイスバーン状態だったと報道された。 

大山プロガイド協会では、『軽アイゼンや最近

流行りのチェーンアイゼンは平地や緩斜面で使用

するものであり、大山で使用するには難しく、そ

れなりの技術を要するものとお考えください。少

しでも不安を感じたらそこで登るのは止めましょ

う。それが我々山屋が想う「勇気ある撤退」で

す。決して恥じることではありません。またいつ

も我々が警鐘することは「山でベテランはあり得

ない」ということです。自分がベテランだと思う

と必ず心に隙ができます。』と再度警鐘をならし

た。 

また、この２名は登山届の提出が確認されてな

かった。 

本年、鳥取県では、山岳事故が多く、年初から

７件の遭難が発生し、３人が死亡、遭難した９人

は全員が県外在住者で、６人が登山届を提出して

なかった。４日に鳥取県は、情報連絡会議を開催

し、県のホームページやツイッターを活用し注意

喚起を行い、登山届提出の徹底を求めた。 

乗鞍岳 当支部の佐藤裕之会員は、滑落事故の

場に居合わせた。３月２６日～27 日にツアー登

山で、乗鞍岳へ登った。ガイド３名、ツアー客１

３名の総勢１６名。27 日午前 10 時過ぎ、乗鞍

岳を登頂後下山中に埼玉県の 36 歳女性が 150

ｍ滑落した。午後７時３０分に救助され、病院に

搬送され、ろっ骨などを骨折し重症で、現在も入

院治療中と言う。 

佐藤会員は、ツアー登山のグループ分けの問題

点、装備（ヘルメットの着用）の不徹底が問題と

報告した。滑落した女性が滑落するのを目の当た

りにして、『簀巻きの布団』が転がるようにと表

現し、自分は、バランスを崩した瞬間に対応でき

るよう、常時、緊張感をもって行動する必要があ

ると感じたと述べた。 

人は必ず滑落する。一度も転んだことのない人

はいないと思う。路面の状況や、傾斜の具合や、

またシューズの減り具合や、または本人の年齢、

バランス感覚、運動神経などいくつかの状況が左

右すると思うが、人は、転ぶ。 

山では、酸素も薄く、気温も低く、また斜面に

は雪もあったり、凍っていたり、厚手の服装を着

ていたり、日頃は使わない重たい靴を履いていた

り、またアイゼンと言う重い金属を装着したりす

る。そのような状況下では、滑落を想定すること

が山の常識と思う。滑落したら、滑りやすい斜面

では、止まることがなく、永遠と滑りつづける。 

その滑落に対して、『止まろう、止めよう』と

いう技術が、滑落停止訓練。昔の山岳会では、毎

年毎年、滑落停止訓練をやってきた。そして、実

際の山岳で滑落したら、停止し、身のダメージを

最小限にしてきた。現在の山岳会では、そのよう

より安全な登山のために  No、44 

『滑落、滑落、滑落』 

       安東桂三（9193） 
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な地道な訓練を行っているところが少ない。ま

た、その指導者は高齢化して、若年層に技術の伝

承も難しい。まして、その機会のない登山者（山

岳会などに所属しない）は、山の技術書で自己学

習するか、ガイドや山岳会の開催する講習会など

でしか、技術習得の道がないと思う。ツアー登山

だから大丈夫とはならない。山では、自分の登山

能力（ここでは、滑落停止技術）が一番重要と思

う。 

当支部も一つの山岳会。支部の会員は、自分の

登山技術の向上に努め、私は大丈夫ではなく、必

ず起きる状況を頭に描き、対応策は頭に入ってい

ることでありたい。（滑落停止の技術は紙面の都

合で省略） 

研修。役員研修登山と言う名称で、５月より７

月まで、５回シリーズで計画している。役員でな

くとも、参加出来ます。支部報の案内を参照して

下さい。 

 

2017 年３月 4 日 三瓶山滑落停止訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県の資料では、地形図「三重町」では「本城

山」、「松尾山」、「石の塔」を山城とする。松尾山

は、島津家久の陣地であったから、事実である。さ

て、「石の塔」は中間点の・標高３７０が「大無礼

城」とされる、なかなかの隠れ名山だ。１０数年

前、増氏マシュウジから神社のある峠２５０に駐車

して、西へ中野軌跡を歩いた。標高点３００が唯一

の急登であり、「空堀」「大堀切」らしきをみた。結

局・３７０で止めて三角点は諦めていたが、今回別

ルートで宮原さんと実行した（令和２年５月） ９

１号飯田無名山ガイドでも紹介されている。 

 増氏からさらに１ｋｍ南に２つの黒点（家）が見

えて、延命地蔵尊への林道入口（案内あり）。林道

途中「屋形将軍の墓」から、標高３００の黒点 2

つが「地蔵尊」であり、駐車する（将軍の墓は地蔵

尊手前右手に案内柱からすぐ、立派な謎の墓だ）。

主尾根に並行して戻る感じで、前回の・３７０に２

０分で合流した。高低差のない８００ｍ縦走路は４

５分で三角点着、まさしく高齢者むきの楽コースだ

が、若い人には中野ルートをすすめます。飯田コー

スは急登ありきつかろう。照葉樹林鑑賞コースだ。

（注）沢山もらった中野軌跡 MAP では、惣見山は先

端が切れて、合使山縦走はできず、臼杵の「竜王山」

でも山頂から彼の軌跡は歩けなかった。とんでもはっ

ぷんな中野ヤブ屋だ。何度かひどい目に遭った。 

「延命地蔵尊」の説明板 「500 数十年前、都より

下向の屋形将軍が当時の国主大友氏のもとに身を寄せ

て、当地大無礼山の聖地に延命地蔵尊を祀った。近年

村民が小屋を改装、金色の本尊が収納され、信仰が厚

い。屋形将軍が大無礼城と関係あるのか、謎だ、もう

ロマンの世界だ。 

（照葉樹林が美しい山）石の塔山頂を西へ下り始め

ると、クヌギ林が美しい（写真）。ふと思つた。照

葉樹林を全部歩き直してみたい。但し歩ける限り

だ。山頂に斧いらずの美しい照葉樹林は滅多にない。

飯田さん以外はあまり興味はないようだが、残された

美林が目的の登山は通の世界だと思う。熊毛１５５．

2017 年 3 月 4 日 三瓶山滑落停止訓練 

三角点と山城探検シリーズ（第32回） 

大無礼城･石の塔393.8ｍ 

三等三角点 

   （会友11）  安部可人 

2020 年 2 月 23 日 伯耆大山滑落停止訓練 
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３三等三角点あたりの巨大な樹木（写真）は、西から

１５分だ。梅木大分県山岳一覧では、これを「熊毛

城」としている。「戸次本町」の１８６．７屋永は山

頂だけ樹林が残されて素晴らしい。雁股山山頂の樹

林もよい。「木浦鉱山」の鷹鳥屋山６３９．１二等

三角点の神社の原生林は遠い、なつかしい。9 月月

例の「へべ山」も気に入った。令和３年２月７日、

また１つ増えた。会員１０名が飯田発案の「福万山

池ノ台ルート」開拓登山をした。池ノ台から２５

分、標高点９９５～１０４５ピーク一帯がものすご

い枯れ樹林だった。後日「飯田さん、あれは新緑紅

葉は素晴らしいじゃろうな」「それに気ずいたのは

あんただけだ」もう一度行きます（あんべ よし

と） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野川と番匠川との分水嶺をなす長大な稜線が佩

楯山から東に中ノ谷峠へと連なっているが、その中

間にある楯ケ城山の直ぐ西の小ピークから北に派生

する支稜線があり、これは野津川の二つの支流に挟

まれた複雑な地形で北に高度を下げて野津町川登の

垣河内川に落ち込んでいる。この稜線上にある二つ

のピークを紹介しよう。 

河内  

楯ケ城山から北に派生する支稜線が、垣河内川の

支流の田代川によって二つに分かれる、その東の支

稜線の最高地点である。付近の山はほとんどがス

ギ、ヒノキの造林地であり、稜線部分のみ天然林が

残っている。三角点があるところも西はアカマツ、

クヌギ、ヒシャカキ、ネズミモチなどの灌木林だが

東は標石の１ｍ東にシカ避けのネットがあり、その

東はヒノキの幼木林である。 

ここへ登るには風連鍾乳洞のある野津町泊の対岸

の田代の天神社の前から谷沿いに入る林道を登ると

良い。天神社前から約８００ｍで三叉路がある。こ

こに車を駐めて左の荒れた林道を登る。スギ、ヒノ

キの植林地の中を、曲がりくねりながら高度を上げ

ていき、１時間も登れば次第に傾斜が緩くなり、三

叉路から約１時間２０分ほど（約３．３km）で林

道の終点の車まわし広場に至る。ここまで小型 RV

車なら来られよう。終点はほぼ稜線近くで、そこよ

り稜線に沿って南に灌木を分ければ、５分ほどで木

立が伐り開かれた低い根ザサの小広場の山頂に至り

その中央に 3 等三角点がある。 

地形図 25000 分の一：佩楯山 

参考タイム：林道三叉路→１時間２０分→林道終点

→５分→河内山頂 

 

将野 

609.6m の楯ケ城山から次第に高度を下げてい

くこの稜線が高度５００ｍを切る直前のピークがこ

れである。付近はスギ、ヒノキの植林地がほとんど

で、このピークの北西側斜面は広い範囲で伐採され

ている。この山頂付近の北側の稜線付近はかなり広

い範囲で広葉天然林が残されており、半径２０ｍの

私の無名山ガイドブック（No,84） 

河内（468.3m)･将野（525.1m) 

       飯田勝之（10912） 

国東熊毛三角点の樹林 

 

石の塔のクヌギ林（後ろ姿宮原会員） 
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広い伐開地となっているが、まわりはシイ、カシ、

モチ、タブ、クロ、キツバキなどの広葉樹が覆って

いる。  

 ここへ登るには県道山部野津線の中野から東に入

る市道を行けば、約１．７ｋｍで左に入る林道があ

るのでこれを使うとよい。この林道はかなり荒れて

おり、ＲＶ車なら入れようが普通自動車は無理であ

る。林道を歩くと、約３５分（１．４ｋｍ）で三叉

路で、これを左に上り、約１０分（３００ｍ）で稜

線直下の三叉路、これを右にほぼ水平に南に進めば

１５分（５００ｍ）で林道終点となる。ここより東

に稜線を登れば約１０分で主稜線につく。これを右

（南）に進めば５分で広い伐開地の広い山頂に着

く。中央に 4 等三角点がある。 

稜線直下の三差路から右上の稜線に登ったら右に

とると、少し下ったあとひと登りで 488m の標高

点に達し、やや東に尾根をとって下り、右に左に曲

がりくねりながら小さなアップダウン３～４回の

後、緩く登り返したら河内の三角点で、この稜線は

稜線歩きが楽しいので、時間が許せばこれを往復し

て、登りついた稜線から将野へと、二つのピークと

稜線歩き楽しめる。登りついた稜線から河内まで往

復 2 時間弱であろう。またそこから将野まで 20

分ほどである。 

地形図 25000 分の一：佩楯山 

参考タイム： 市道→３５分→三叉路→１０分→三

叉路→１５分→林道終点→１５分→将野山頂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月のこぎこぎ倶楽部の山行は、かの有名な明治

の文豪、国木田独歩も歩いた道を登り、元越山山頂

に行き、天空ロードを通って色利山まで歩き、林道

を歩いて下山するコース。特に今回の元越山山頂ま

でのルートは初めて歩くコースなのでワクワクしな

がら出発しました。 

1 月 30 日（日）7 月 30 日、8 時 55 分、佐伯

から米水津に通じる県道の、浦代トンネルの手前か

ら旧県道に入ります。この道は今はもう完全に廃道

となっているので石がゴロゴロ抉れている箇所もあ

りました。しばらく歩くと石のトンネルが、入り口

付近には石祠とお地蔵様が祀られています。古い浦

代トンネルで、覗いてみるように促されたので、覗

いてみると、でこぼこしており何でも昔のトンネル

なので手掘りでトンネルを施工したとのこと。その

凄さを実際に目で確かめる事が出来て感動しまし

た。 

トンネルの入口から横の斜面にとりついて登って

いきます。スギ林の中の急斜面を、各々が登りやす

い箇所を見つけながらジグザグに尾根を目指して登

って行きます。尾根に登りついて右に少し歩くと浦

代峠へ到着。昔の峠道がわずかに残っていました。

そこからさらに登って行くと少しひらけた瀬戸ノ奥

（三角点）に到着。ようやくひと息。 

時刻は 9 時 10 分、ここまでの道中、自分が想

像していたよりも時間がかかったなぁという印象。

記念写真を撮って出発。そこから少し歩くと今度

は、ウラジロがびっしり茂っている。猛烈に茂った

ウラジロをかき分けながら登ると、やっと開けたと

ころに出ました。そこは林道の終点でほっと一息で

す。 

予定のルート（独歩が登った道）は林道の左手上

の稜線ですが、まだまだ続くウラジロのブッシュの

との格闘はもうみんな嫌なようで、林道を歩くこと

になり、私的にホッとしました。林道を歩くと程な

くして木立登山口から登るルートと合流、ここから

は通常の登山道、元越山山頂を目指してひたすら歩

きました。 

こぎこぎ倶楽部 

元越山（581.7ｍ）から色利山

（552.4ｍ）まで 

    報告 清水久美子 (会友 178) 
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たどり着いた元越山山頂は、今日も素晴らしい眺

望でした。国木田独歩もこの景色を見て感激したそ

うですが、頷けます。時刻は 11 時 45 分、山頂で

お昼ご飯を食べ、エネルギーチャージして色利山を

目指します。ここから先は通称「天空ロード」と呼

ばれ、石槌山を経て空の公園まで続く登山道です。

良く整備された道なので皆のペースも上がります。  

13 時 30 分、色利山の三角点で写真を撮ってか

ら、いよいよ下山。アンテナのある鞍部から天空ロ

ードと別れて林道に出て、車を停めた場所まで歩く

のですが、この林道歩きがが思ったよりも長くて 1

時間 40 分。下るだけでしたが今回のルートで最も

きつかったです。車が見えたときはホッとしまし

た。とにもかくにも今月の山行も大変楽しかったで

す。企画してくださった飯田リーダー、ご一緒して

くださった皆様に感謝です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

＜参加者＞ 

飯田（勝）（リーダー）、中野（稔）、宮原、櫻井、丹

生、若月、久知良、神田、平原（健）、

清水(道)、清水（久）、柳瀬、雪野、古谷

(耕)、平原（瑞）、飛高、中野(梨)、関（恵） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月２０日 日曜 夜が明けかかった早朝家を出

る。前日降り続いた雨がまた残り、車のフロントガ

ラスには細かな雨粒がかかる。 

 気温が上がらず寒いという予報に、防寒を兼ねた

上下雨具を着込み、スパッツをつけて雨の藪漕ぎに

万全の出で立ちで向かう。 

 佐伯市蛇崎のマルミヤに参加メンバー１５名が揃

い、リーダーの飯田さんより本日の地図が配られ指

示が出される。 

 前回の元越山～色利山の山行の際は、色利山から

林道をひたすら歩いて県道へ下り（一時間半くらい

だろうか）少々飽きるくらいだったが、前回の続き

となる今回は、色利山までの林道を車で上ること

に。 

 林道は畑野浦トンネル脇から色利山登山口のゲー

トまで標高差３００メートルを蛇行しながら上る。

落石もありなかなかの悪路で、しかも途中道を間違

こぎこぎ倶楽部 

色利山（552.4ｍ）～河内奥山

(553.8m) 

     報告 平原瑞枝（会友226） 

元越山山頂にて 

瀬戸の奥三角点にて 

色利山山頂にて 
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って狭い道を後退するのに運転手は神経をつかった

と思う。 

 下見をして下さった安部さんの助言により鎌持参

の２名は先頭を歩いてもらうことに。 

 早速地図で確認しながら石草峯を目指して尾根を

進む。多少起伏はあるものの、カマ隊の出番もな

く、比較的歩きやすい。ただ、外気はかなり冷た

く、時折雪が舞う中、日が差すとそれだけで気持ち

もあたたかくなる。 

 あまり高低差はないのだが、進むにつれて植生は

少しずつ変化する。足元に沢山の万年青が緑の葉を

広げていたと思っていたら、いつの間にかサザンカ

の仲間の木が続いていたり。こんな寒い中でも花が

咲いているのを見ると春の到来はそう遠くないと思

えた。 

 石草峯（3 等三角点：点名「八窪岳」）に着く

と、木々の切れ間から日豊海岸の入り江が見える。

小休止して河内奥山目指して出発したものの、数十

メートル進んだところで、後方から飯田さんの”道

が違う”という声が。気づかずに逆方向へ向かって

いたのだ。入り江を右に見ながら進んでいたが、本

当は左に見ながら進まなくてはいけない。手元に準

備しているのは等高線が見やすい拡大地図で、しか

も出発地点から到着地点までを中心とした部分地図

なので当然遠方の入り江は地図上にはない。事前の

学習で本来の地形がしっかり頭に入っていれば、こ

んな間違いはなかったであろうと猛反省。こぎこぎ

倶楽部に属していながら他人任せでは地図読みは上

達しない。こんなことではいけない。 

 石草峯から河内奥山までは、比較的歩きやすかっ

たが、とにかく寒さが身にしみた。顔が冷たいので

ネックウォーマーを鼻まで上げてフードをかぶる。

皆寒さのせいか口数少なくただ黙々と歩く。 

 地籍調査の際に打ったとみられる杭が等間隔にあ

るので、進む道がわかりやすかったし、黄色の杭が

珍しかった。 

 こんな天気なので、昼食は日が差して風がないと

ころを探し、適当な場所でさっさと済ませた。 

 午後 1 時 40 分過ぎ、河内奥山（4 等三角点：

点名「河内奥」）に着いた。少し下がったところに

小さな石の祠と石仏が二体あった。さて問題はそこ

から先、中津留の車デポ地点までだ。進みはじめて

まもなく第一の試練が。 

 谷を下るつもりで進んだのだが、かなり下ったと

ころで崖に阻まれ、やむなくまた登り返すことに。

かなりの勾配で、喘ぎ喘ぎやっと登った。 

 ここで仕切り直して更に南下した独標地点から下

ることに。これが本日一番の難所だった。まずは、

サルトリイバラとお化けみたいに茂ったウラジロが

混在したヤブの中を抜けるのに悪戦苦闘し、やっと

出たと思ったらその先は急降下だ。傾斜がハンパな

い。 

 救いは立木が多いことで、つかまえながら進め

る。ところが、調子よく木を左右交互につかみなが

ら下っていたところ、見誤って立枯れの木をつかん

だらしい。勢い余って危うく転倒するところだった

が、幸い傍の木をつかむことで救われた。自分の注

意不足が原因だ。この日２つめの反省点であった

が、とにかく全員が無事に下れてよかったと思う。

午後 5 時過ぎ林道に出てやっと一安心。 

 下山はかなり時間が下がり、すっかり暗くたって

からの解散となった。帰宅も８時を回りとても長い

１日だった。振り返ってみれば大きな反省点が２

つ。でも充実の山行であった。この日の経験を今後

に生かしたいと思う。 

 

PS やっと最近、前の人を追いかけるだけでな

く、時折立ち止まって辺りを見回す余裕ができたよ

うに思う。今回植生の移り変わりを発見できたが、

更に木の名前を知りたいとも思うようになったので

樹木図鑑を買った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<参加者＞ 

飯田(勝)リーダー、櫻井、宮原、若月、丹生、大

渡、神田、久知良、平原（健）、清水(道)、清水

(久)、雪野、古谷、平原（瑞）、飛高 

河内奥山山頂にて 
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) 

 

 

 

「アッ あった！」「エッ どこ？」このやり取

りが幾度か繰り返され、可憐なマンサクに出会えた

1 日だった。プラス…⁈ 

３月１９日（土）午前 8 時、長者原ビジターセ

ンター前に参加者１２名が集合。前日が本格的な雨

だったため、「こんな日のルートはどんな感じかな

ぁ」と、曇り空を眺めながら出発した。まずは、雨

ケ池までの九州自然歩道を行く。雨で汚れが洗い流

されたような木々の風景としっとりとした空気が心

地よい。時折薄日も差してきて、足が軽くなる。 

しばらく行くと、最初のマンサクの木が現れた。

何とも大きな幹である。見上げるが花は見当たらな

い。近くには小さなオオヤマレンゲの木もある。

「今年は寒い日が続いたから、花の時期が遅くなっ

ているのかも」等と話しながら進んでいくと、「あ

の上の方に花が！」の声が。「どこ？どこ？」と探

すと薄っすらと黄色い花が見える。「あっちの木に

も咲いてる！」どの木も高いので、視線をかなり上

にする必要がある。黄色い蕾の木もあり、見ごろは

もう少し先のようである。例年より遅い開花が残念

ではあるが、それだけに今日咲いている花は注目の

的である。 

雨ケ池に到着。期待していた水はほんの少し。台

風並みの大雨が降らなければ、よくある写真の様な

風景は見られないのだと納得した。見渡せば山肌に

残雪が。山の春はまだまだ遠い様子である。 

ここから引き返し、指山へ。こちらの指山自然観

察路も実に気持ちがよい。綺麗に整備されており、

季節に関わらず人気のルートとのこと。この日いち

ばんのたくさんの花を付けた大きなマンサクの木に

遭遇。「これは見応えがある！」 

指山への登りが始まる頃に小雨が降り出したので

雨具を着用。鹿にごっそり樹皮を食べられた木々に

驚きの声をあげながら進んでいくと、次第に雨？み

ぞれ？あられ？状態になり、風が強まってきた。特

有の黒土はドロドロ～ 頑張って到着した頂上は強

風！寒すぎ！長居はできないとすぐに下り、途中の

岩陰で風をよけながらようやく昼食を。その後、滑

らないように気を付けながら下山し、無事に長者原

に着いた。徐々に変わる天気に鍛えられた後半だっ

たが、悪条件の時ほど緊張感が高まり、ワイルドな

感覚がよみがえってくるのを体験できた山行でもあ

った。 

計画をして声をかけてくださり、一緒に登ってく

ださる方々がいるからこそ、色々な山に出会え、貴

重な時間を過ごすことができている。本当にありが

とうございます。

 

<参加者＞ 

飯田(勝)リーダー、中野(稔)、宮原、若月、大渡、

尾家、平原(健)、木下、柳瀬、飯田（ひ）、平原(瑞)、

中野(梨 

 

 

 

 

 

 

 

背振山系・福岡佐賀の県境に位置する金山（かな

やま）と背振山に登って来ました。 

 

こぎこぎ倶楽部 

マンサク鑑賞登山 

    報告 木下恵子（準会員A0299） 

指山自然観察路を歩く 

てるてるの会  ＜九州百名山＞ 

金山（967.1m）・背振山 1,054.6m） 

    報告 飛高紀子 （会友244） 
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令和 4 年 2 月 27 日に佐賀県側の県境の三瀬峠

（標高 490ｍ）を 8 時 40 分登山開始。登山口か

ら 5ｍ位上がったところに、大吹竹が沢山有りまし

た。耳を治してくれると言われる大吹竹の竹林にあ

るお地蔵は、パワーが強いお地蔵さんです。少し雪

が残る登山道に少し不安を感じながらアイゼンなし

で山頂を目指すことにしました。 

 登山道を進んで行くと急登の箇所がありました

が、木や草を掴みながら足もとに注意して頑張って

登って行きました。三瀬山付近では雪が少なくなり

ましたので一安心。山頂へ向けて足が軽くなりまし

た。10 時 20 分城ノ山（標高 846ｍ）の四等三

角点は時々目にする丸い盤状の物でした。1 時間位

進んで行くと急に展望が良くなり周辺の山が見えま

した。岩の上に立って見ると達成感があり、頂上と

勘違いしましたがまだ先があるのだー。少し下がっ

て 10 時 40 分にアゴ坂峠で一呼吸。これから又登

りで、ぬかるみでは 5ｃｍもある氷が張っていまし

た。雪と氷を踏みしめ残雪の中、どこからも登れそ

うな登山道を一気に登り、そして回り込んで金山

（標高 967.1ｍ）11 時 40 分に頂上に着きまし

た。 

 山頂では、素晴らしい景色が楽しめると期待して

いましたが、黄砂の影響で空が霞んでおりそして山

頂付近ではハイキングでの登山客も多く、身軽な方

たちも見受けられます 

 

 

 

 昼食を食べ 12 時に下山開始。最初は北へと一歩

下るが雪と急傾斜で断念して来た道を折り返すこと

にし、雪が少し溶けた道の良し悪しが分かるように

なり個々の折れる箇所を見つけて 12 時 40 分アゴ

坂峠まで一気に下山した。ホッと一息。下山途中雪

の中での「ツルシキミ」の赤い実がとても可愛らし

く。「寒椿」の蕾もちらほら見られました。14 時

20 分登山口に着きそして約 1 時間で背振山の登山

口に 15 時 20 分に着きそれから約 20 分で頂上 

 

（標高 1，054.6ｍ）に着き写真を撮り直ぐに下

山して急いで長崎道から大分自動車道通り帰る。 

 金山を登って見ると雪の中でのアップダウンの登

山道で結構時間かかりましたが、ゆっくりのんびり

下山しました。皆さんお疲れさんでした。 

＜参加者＞ 

 宮原（リーダー）、平原（健）、神田、平原（瑞）、

飛高 

 

 

 

 

 

 

 

３月２５日（金） 愛宕山（924.0ｍ） 天候 

晴れ 単独 

乗鞍へ向かう前に京都で時間を作り、愛宕山

（924.0ｍ）に登ることにした。 

愛宕山は３００名山であるが、歴史で選べば確実

に１００名山である。全国愛宕神社の総本社でもあ

り、謀反を決意した明智光秀が「愛宕山参篭」をし

たことは、あまりにも有名だ。登山口の清滝から、

良く整備され、歩きやすい表参道を歩く。４４０年

前に光秀がこの道を歩いたかと思うと灌漑深い。 

 山頂には立派な神社が建つ。参拝し、火よけのお

札を買い求めた後、山頂直下の広場で、無心に柿の

種を食べていると、バシッと手に衝撃があり、柿の

愛宕山（924.0m）・乗鞍岳

（3,025.7m）・黒滝山（270.0ｍ） 

    報告 佐藤裕之 （会員16315） 
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種が消えた。何と、トンビに柿の種をさらわれたの

である。山で食べ物を取り出すときは、よく気をつ

けよう。 

 下りは別ルート（月輪寺経由）を下る。山道は１

時間、車道を３０分ほど歩けば良い。 

 下山後は歩いて、嵐山に向かう。途中奥嵯峨野の

風情ある街道など、退屈しない。最後には久しぶり

に嵐山見物だが、何度来ても良い。まん延防止が解

除されたためか、大変な人出であった。 

  10:15  登山口 12:35  山頂  13:15  山頂着 

14:45 下山     

登り２時間１５分 下り１時間４５分 登山口

から嵐山まで１時間前後 

  標高差 ８２０ｍ  

 

 ３月２６日（土）乗鞍岳（山小屋まで） 雨  

アルパインツアー主催（ガイド３人 参加者１

３人） 

松本駅集合後、乗鞍高原へアルピコタクシーの

バスで向かう。乗鞍高原は標高約１５００ｍ、３

０年前、ここから乗鞍に登ったことがあり、懐か

しい。２０００ｍまではスキーリフトを乗り継

ぎ、そこから雨の中、わかんを着けて歩く。昨

年、雪崩で死亡事故があり、位ヶ原山荘への冬道

は樹林帯に変更されたようだ。２時間３０分ほど

で、山小屋に着く。 

12:30  スキー場  14:55 山荘  標高差 ４

００ｍ  

  

３月２７日（日） 乗鞍岳 快晴 

朝、６時発、昨日の雨は上がり、うって変わっ

て快晴の登山日和である。途中の避難小屋で、わ

かんからアイゼンに履き替える。辺りは、サング

ラスをとるとまぶしいばかりの白銀の世界であ

る。２７００ｍくらいまでは歩きやすかったが、

稜線が近づくと雪も硬く、傾斜も少し急になり、

手ごたえを感じる。朝日岳と乗鞍の鞍部では押し

戻されるほどの強風で、さすが３０００ｍの冬で

ある。９時３５分、無事登頂。周囲はまさに３６

０度の大展望。白銀の槍穂連峰や御嶽山がなんと

もいえぬ。写真をとって下山開始。 

  下山途中、アクシデント発生。なんと３０代の

女性が滑落したのである。「あっ。」と 

いう声を聞いたので、振り返ると回転しながら

落ちていく人がみえる。はっきりした原 

因は不明だが、段差にして５０ｃｍほどの岩場

があったので、岩にアイゼンを引っ掛けたと推

察する。難ルートとは思わなかったが、ちょっ

とした不注意が重大事故を招く。雪山ではいっ

たん落ちだしたら止まらないと話には聞いてい

たが、本当のことである。推定で、斜距離で２

５０ｍ、標高差で１５０ｍ以上落ちたようだ。

何とか、一命はとりとめたが、全身打撲で肋骨

を折る重傷とのことである。 

このツアーで疑問に感じたのは、班分けが明

確でない。随時、準備ができた者から出発す

る。３人いるガイドに客を振り分けて、ガイド

が客の状況をきちんと把握していれば、事故は

防げたかもしれない（防げなかったかもしれな

い。）。 

もう一つは、ハーネスは必須だが、ヘルメッ

ト着用が必須となっていない。冬の乗鞍レベル

なら、ヘルメットが必要に思う。 

落ちた人には申し訳ないが、この事故は参考

になった。ヘルメット持参の山行を広げる必要

があるかもしれない。 

6:00  小屋発 9:35 山頂  10:30  事故 

11:30  避難小屋 14:45 乗鞍高原 

登り ６８０ｍ 下り １０５０ｍ  天候 

快晴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

   

 

 

 

乗鞍山冬景色と滑落想定コース 標高差 
約１５０ｍ以上は落ちたようだ。 

肩の小屋 

山頂 朝日岳 
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３月２８日（月）天候 晴れ 黒滝山（広島

県） 単独 

広島県三原で新幹線を降り、呉線代替バスに乗

る。忠海（ただのうみ）という海辺の小さな町の

駅前から黒滝山などをめざす。 

黒滝山、貧乏山（福寿山）、白滝山の３つの山

を結ぶルートはよく整備され、石仏や地蔵様、観

音様が点在し変化もあり、低いながらも素晴らし

い。さすが日本百低山である。 

8:45  忠海発 9:35  黒滝山 10:45 貧乏山  

11:45 白滝山 13:00  下山  

この度の登山では、１００名山、３００名

山、日本百低山に登れて大変良かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場(10:33)—山頂(12:53) 

 阿部幸子さんからのお誘いで扇山に登った。いつ

も鶴見岳側の谷を遡行して、右側の林を抜けて草原

と堺の稜線にある道を登っていたが、駐車場の安全

を考えて、ゴルフ俱楽部より登ることにした。 

 俱楽部の駐車場の左側から、草原の小道を入ると

直ぐに道は無くなり、桜苗木のなかを過ぎて唯ひた

すらに扇山の三角形の頂点目指して真っ直ぐに歩

く。 

 道は無く、綺麗に刈り取られた茅の切り株や倒れ

た草を踏みながらの登行である。所々頂上に向かっ

て一列に並んだ岩があり、座って休む。傾斜は

30°～40°である。やがて傾斜が 45°位になる

地点で左側にトラバースして森林との堺にある登山

道に出て、山頂に達する。 

 頂上で休んでいると、高校生が三人登って来て、

山頂で戯れていた。聞けば 18 歳。何の屈託も無

く、嬉々として戯れる姿を見ていると、若者の明る

い未来を感じて、こころ晴れやかになる。下山途

中、登って来る二人の登山者に会う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齢
よわい

90 を過ぎると、若い人と一緒に付いて山歩き

が出来ない。まさしく介護されてるような形であ

る。 

 誘ってくれて、一緒に山に行ってくれる事は、誠

に有難い。大きな山には行けないが近場の山に誘っ

大平山（扇山）（890.0m） 

    報告 星子貞夫 （会員 8582） 

瀬戸内の絶景 白滝山から 

北アルプス 見えているのは吊尾根か 

大平山（扇山） 
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て頂いて感謝しています。冨士山登山も頭が下がる

思いです。有難う御座います。 

 注:登り赤、下り青 

 

 

 

 

 

 

 

３月２７日晴天、安部先生が企画した４つ三

角点巡りの研修山行に参加しました。野津原の

ななせダムからいつも見る天空広場付近の連山

です。平原さん、久知良さん、最後は４３０P か

らリーダを私が担当した。各女性リーダーがそ

れぞれの区間を担当するといういつもとは少し

違う山行でした。現地で、「リーダーの仕事」と

いうメモが３人に渡されました。丹生総監督が

いるので安部先生も安心です。１２日母と私が

安部先生と下見しました。２５０ポンプ小屋７

時２０分出発。最初の２０分間は下見した道を

緊張しながら皆さんを案内しました。荷尾杵登

山口で平原リーダーと交代、三角点を目指しま

す。この区間は尾根に沿ってひたすら登る道で

したが、１時間くらいで荷尾杵の三角点に到

着。安部先生が認めるという柿色の山名板があ

った。ここから久知良リーダです（丹生さんと

下見すみ）。真南方向へ１．５ｋｍ稜線歩きは、

地点名岩詰という恐ろしい三角点下の鞍部到

着。無理をしないでとの安部先生の開会式の注

意、でも全員登頂した。一番きつかったです。

２５日櫻井・安部先生が南の後藤家住宅から登

ったそうです。急坂を慎重に降りました。次の

高松の三角点を目指し、途中皆のお腹が空き始

めたので昼食タイム。高松には１１時１０分ご

ろ到着。１２時ごろ、シイタケ小屋との合流地

点で安部先生が待ち受けて、短時間ロープワー

クの指導があった。Heaven helps those 

who help themselves.は笠井さんが日本語で言

ってくれました、「頼らず自力で自らを救助す

る」という意味だそうです。１５分後、４３０P

着（ここから読図の研修、開会式で説明あり）。

下見したリーダー私が最後をしめます。まず高

度４００の等高線で帰れるか（ヤブでした）。次

は、４００のコブ東の丹生さんが歩いた尾根の

入口だけ見学して、ヤブでした。標高点３５４

到着（メッセージあり）。東の深い谷を渡らない

と帰れません。左の境目を探して、安部先生の

しるしから植林に入ります。なるほどここしか

ありません。これがルートファインディングで

すか。「消える尾根は選択しない」これが読図で

すか。勉強になりました。最後は天空広場東の

尾原三角点を往復２０分経由して、出発点に戻

りました。（感想）途中途中で皆で地図を確認し

たり、各ポイントに安部先生案内の段ボール片

があり、ウオークラリーみたいで楽しかったで

す。疲労度をみた安部先生の判断で、貝殻岳は

中止、２時１５分早めの閉会式です。充実した

１日になりました。ご一緒してくださった皆

様、企画してくださった安部先生に感謝です。

（閉会式で聞いたこと）大分市全部で１７０ぐらい

ある三角点で今回がベスト、だからここで開催した

とのこと。(主催者安部先生からひと言) 山里

は、老いたるヤブ屋の最後の自由な遊び場だ。冬枯

れがとくによい。春ともなれば、フキノトウ、わら

び、タラの芽がとれる三角点がよい。初夏渓流が

濁れば、エノハが飛びつく。田舎の豆腐は美味し

い。＊４３０P から主催者同行予定は、貝殻岳林道

で転倒足首痛めたとのこと。 

＜参加者＞ 

飯田（勝）、下川、阿南、宮原、櫻井、丹生、久知

良、笠井、平原（健）、平原（瑞）、中野（稔）、中野

（梨）、若月、木下、飛高、清水（道）、清水（久）、

安部、古谷（耕）、１９名） ＊古谷さんは遅れ

て、後を追いかけたそうです。 

地形図「豊後今市」 

 

 

荷尾杵連山一周   報告     

＜登山研修＞ 

    報告 清水久美子 （会友178） 
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東九州支部報に安部可人さん、飯田勝之さんの寄

稿文が毎号連載されている。私の知らないエリアの

情報として、興味深く読ませていただいている。特

に興味があったエリアは、国土地理院 1/25000

地形図を読みながら、山の様子を想像して、チャン

スがあれば訪れようと思う。 

 平成 28 年 10 月 25 日発行、第 75 号、「内ノ

口」が飯田さんにより、報告された。530.6ｍ、

内ノ口、四等三角点。豊後大野市緒方町にある低山

だが、その山頂の北西稜線には岩マークが表現され

ている。また山頂から南下すれば日神山（ひんがみ

山）（三角点名は砥石山）から傾山へと素晴らしい

稜線が続くと推察される。 

 登りに行くつもりだったが、実現出来ずにいた

が、やっと時間がとれて、本年 4 月に登ってき

た。飯田さんのガイドブックによると作業道を

250ｍほど南に登り、沢を東につめ、内ノ口の南

側の鞍部から、山頂へとあった。1/25000 図に

よると、北西稜線には、岩マーク、これを試みたい

と考え、市道にある作業小屋から、伐採された涸沢

経由で北西稜線に登り上がり、アップダウンの岩尾

根を登り、山頂直下の凹角は枯れ木を持って登りあ

がった。下山は、飯田さん記述ルートを下り、周回

で、1 時間 50 分。 

 人知れず山はひっそりとしている、ネットなどに

紹介されないが、面白い山は多いと思う。支部報を

利用して、楽しい山登りをしないか、折角のデータ

なので。（令和 4 年 4 月 27 日） 

 

 

 

 

 

 

寄稿『三角点と山城探検シリーズ  

ｖｓ 私の無名山ガイドブック』    

    報告 安東桂三 （会員9193） 

荷尾杵 三角点にて 

高松 三角点にて 

岩詰 三角点にて 
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「剱岳に登ってみたい」と最初に思ったのは、

10 年ほど前「剱岳 点の記」を映画館で見た時で

あった。登山から長く離れていた当時は、まさか現

実に登ることになるとは夢にも思っていなかった

が、東九州支部入会後、2 度の北アルプスやその他

多くの経験を経ても、国内屈指の難易度と言われる

剱岳は遥かに高いハードルとして長年の夢のままで

あった。 

今回の立山・剱岳縦走は、東九州支部のＯ氏とそ

の友人 I 氏が私の夢を実現するために、約１年前か

ら準備を進められた。 

私は参加表明していたが、最大の懸念「新型コロ

ナウイルス」を前に決心は揺らいでいた。比較的休

暇の取りやすい 8 月初旬に山行を計画いただいた

が、出発直前は、全国の多くが緊急事態・まん延防

止地域に指定され、自身も職場内での対応に加え、

８月末に開始する「職域接種」の準備が佳境にあ

り、とても行ける状況とは思えなかった。随分前か

ら「いつお断りしようか」と考えながらも、一切ぶ

れることのないお二人の情熱に言うに言えぬ状況が

続いた。 

そのような状況下で、最終的に私が山行を決意す

るに至ったのは、準備されたお二人の情熱に加え、

「Ｎ夫妻とＹ君」とのご縁の後押しであった。出会

いは 1 年前の由布岳の下りで、凄まじい速さで、

小さな子供 2 人を前後に背負い、「剱人」と書かれ

たＴシャツを着用していたＮ氏に声を掛け、N 夫妻

が少し前に出会ったばかりの Y 君とも、その人懐

っこい人柄から直ぐに仲良くなった。福岡県在住の

Ｎ氏は大学時代に剱岳に 1 か月間滞在し、その後

60 ㎏の荷物を担ぎ穂高まで縦走され、Ｎ夫人はネ

パールで教員をしている際の知り合いからの誘いに

より、剱沢キャンプ場の管理事務所で働いていたと

いう。京都の大学生の Y 君は、休学して日本一周

の自転車旅行中であった。 

以降、Ｎ夫妻には今回の山行計画にアドバイスを

頂きながら親交を深めたが、出発１か月前にはＮ夫

妻、Ｙ君も剱岳行きを決断され、我々の３日目の剱

岳登頂後、剱澤小屋で再会することとなった（その

翌日、Ｎ氏は源次郎尾根、登山経験がほとんどない

Ｙ君は我々と同じ別山尾根からの登頂を予定）。 

もはや、私が「断念する」という言葉を言い出せ

ない中、Ｎ夫人の「もう後には引けません!!!」、Ｎ

氏の「チャンスの神様は、つるっぱげ、チャンスと

思ったら『その時』掴め！」という言葉が最後の一

押しとなった。 

コロナ禍に加え、出発数日前には台風 9 号が発

生し、今回の山行に影響が及ぶ恐れも皆無ではなか

ったが出発当日を迎え、「もはや一か八か」という

心境で、令和 3 年 8 月 6 日 5 時 18 分大分駅発の

ソニックに乗車した。 

 

【1 日目（8/6(金)）】 

ソニックから乗り継いだ新幹線を京都で降り、金

沢まで特急、富山まで北陸新幹線に乗車。富山駅で

Ｉ氏と合流し、立山駅まで富山地方鉄道、立山駅か

らはケーブルカーとバスで 16 時 50 分に室堂に到

着。宿泊先である一の越山荘までの高度差 250ｍ

をゆっくり歩き、18 時 30 分に到着し１日掛かり

の移動を終える。 

快晴に恵まれた、美女平から室堂までのバス移動

（標高 977ｍから 2,450ｍまで一気に 50 分で移

内ノ口の北西稜線（上・下） 

百山座達成！ 平家山山頂 

初めての立山（劔岳縦走）    

（2021 年 8 月の報告） 

   報告 河野達也 （会員16600） 
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動）は、雄大な景色に感動の連続であった。大日岳

の巨大な山容を眺めながら進むと、更に高い立山連

峰が現れ、その左側に剱岳が急峻な姿を現す。穏や

かで優しい立山連峰とは異なる剱岳の圧倒的な姿

は、今回の山行の中で最も印象に残る景色であった

(写真 1：姿を現した剱岳)。 

室堂ターミナルの建物を一歩出ると、空の青、

木々の緑、雪渓・雲の白、岩場の灰色等、様々な色

で構成される景色に囲まれる。夕食前には山荘スタ

ッフも飛び出してくるほどの真っ赤な夕焼けにも恵

また。コロナ禍に翻弄された前日までとは別世界の

剱・立山連峰が我々を迎え入れてくれた（写真 2：

一の越山荘の夕日）。 

 

【2 日目（8/7（土））】 

5 時起床。今日は以前から特別な思いを抱いてい

た富山湾から望む 3,000m 級の立山連峰縦走コー

スを横断し、剱澤小屋まで下る。 

最高の天気の中、6 時 50 分頃に出発。岩場の急

登を登り、先ずは 8 時過ぎに立山連峰主峰の雄山

山頂に到着。石垣の上に造られた大きな売店と雄山

神社峰本社の社殿がある広い山頂は、日本三霊山と

言われるに相応しい雰囲気を放っていた(写真：3:

雄山神社峰本社)。 

その後は、室堂側の斜面に大量に残る雪渓や青く

澄んだ池、北欧的な山小屋と次第に近づく剱岳な

ど、大展望の中、立山連峰稜線を歩く。8 時 30 分

に立山最高峰の大汝山(3,015m)に到着。富士ノ折

立から真砂岳への砂地の下りを経て、長い上りを登

り詰めると別山山頂にたどり着き、眼前に剱岳を見

ながら昼食をとる(写真 4：別山山頂からの剱岳)。

別山からトウヤクリンドウやタテヤマリンドウの可

憐な花が咲く緩やかな稜線を 30 分程下ると剱御前

小舎に着き、更に剱沢の上部の雪渓を下に見ながら

剱澤小屋に下る。 

途中、剱沢キャンプ場の管理事務所前で休憩。明

日は剱岳下山後にここで N 夫妻と Y 君と再会予定

である。いよいよ目前に迫った剱岳に恐怖を感じな

がら剱澤小屋に到着し、長い 1 日を終える。この

日は終日好天に恵まれて立山連峰の素晴らしい眺望

を存分に味わいながら清々しい気持ちの山行ができ

た。もし明日、劔岳山頂に辿り着くことがでなくて

も、今回の山行はこれで充分と思えた。 

明日の天候は午後から厳しくなる予報であったた

め、降雨になった場合は登頂を断念することを 3

人で確認し、後は神のみぞ知りえるというという心

境で就寝した。 

 

【３日目（8/8（日・山の日））】 

4 時起床。天気は快晴。午前中は台風の影響を受

けずに済みそうだと思われたため「行けるとこまで

行こう」と、4 時 50 分に剱澤小屋を出発する（写

真 5：剱澤小屋からの剱岳）。 

岩のゴロゴロとした緩やかな道や雪渓を渡りながら

約 30 分で劔山荘に到着し、ここから最初の小ピー

ク「一服剱」を目指す。途中。2 つ鎖場はあるが普

通の山道で、苦労せず「一服剱」に到着。目前の険

しい頂は前劒で本峰はまだ姿を隠している。ここを

下ると前剱への登りになり、いよいよ本峰の岩場へ

の前章となる。 鎖場を 2 つ越えると、岩道の傾斜

がきつくなり始める。早くも下山してきた 2 人組

に声を掛けると「朝 3 時に出発したが橋の所で撤

退した」と聞き、この後に訪れる試練を覚悟した。 

更に登るとゼッケンを付けたランナーが走りなが

ら下りてくる。声を掛けると「前日、魚津港を出発

して、剱に登って来ました」と言う。更に聞くと

「トランスジャパンアルプスレース（日本海から静

岡の太平洋に北アルプス～中央アルプス～南アルプ

スと縦走する鉄人レース）」のトップランナーであ

った。凄い人に会った喜びと、レースに遭遇した偶

然に幸運を感じた。後続ランナーに暫く会うことが

ないまま、厳しくなる道をゆっくり登り続け、前剱

の山頂に到着すると本峰の全容が目の前に迫る。 

前剱からは、断崖絶壁のトラバースやアップダウ

ンの鎖場が続く危険地帯となり、先ずは鉄の一本橋

のその先にトラバースの 5 番目鎖場の「前剱」が

出現。これまで映像で何度も見て、とても無理だと

思っていた一本橋は予想以上に広く、高度感が凄ま

じい鎖場「前剱」も、大分の山々の岩場と同じ感覚

で越えることができた。 

しかし、鎖場はまだまだ続く。トランスジャパン

の超人達も次々と下りてくるようになり、我々はそ

の姿を見送りながら先へと進む。 

6 番目は 20ｍほど下り、次の鎖場まで暫く稜線

を歩く。7 番目は「平蔵の頭」といわれる大岩で

10ｍの断崖を登り切ると、20ｍの絶壁を下降、次

に向かうのは 8 番目、「平蔵のコル」、緊張の糸は

張りっぱなしである。山頂が次第に近づく。そして

いよいよ、屈指の難所といわれる垂直の岩壁、9 番

目「カニのたてばい」まで辿り着く(写真 6：直下

からのカニのたてばい)、この難所も下から見上げ
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ると意外に恐怖感は覚えず、平常心のまま超えるこ

とが出来た。東九州支部の先輩方と共にした数々の

山行経験のお陰であると思えた。 

頂上にたどり着くことが確実となり、目を潤ませ

ながら、山頂に向かうが、岩場が長く中々山頂に着

かない。焦りながらも耐えて登ると、やっと山頂の

祠が見え、登り切った時は 10 時近くなっていた。

「万歳」と叫びたい気持ちを抑え 3 人で握手。 

快晴の中の剱岳山頂は、北アルプス・立山連峰

等、何処までも見渡せ、日本海の姿も望めた。三角

点に触れた際には映画の主役になった気がして、こ

こに到達できた幸運に感謝した。また、山頂は上級

者の集合場所でもあり、 長次郎の雪渓や早月尾根

ルートの人、大学登山部など、見た目や装備から明

らかに様相の異なる猛者が多くいた。登山者にとっ

て至福の場所といえる念願の劔岳山頂で 360°の

眺望を約 1 時間堪能した後、後ろ髪を惹かれつ

つ、今回の 2 つ目の目的である N 夫妻と Y 君との

再会を果たすべく下山を開始。岩峰の八ツ峰の先に

ある筈の仙人池には、次の機会には是非、行ってみ

たい（写真 7:剱岳山頂からの八ツ峰）。 

最大の難所と予想していた「カニのよこばい」を

過ぎ、前剱にたどり着いた際、Ｎ氏からの電話が鳴

った。Ｎ夫人が疲れ気味でペースが中々上がらず、

キャンプ場まで着いていないと言う。台風の迫る

中、翌日の登頂は難しいだろうと思われた。 

 前剱からの岩場を暫く下っていると、登ってきた

若者が「大分の方ではありませんか？」と声を掛け

て来た。直ぐにＹ君であることが分かった。さっき

までキャンプ場手前にいたはずの Y 君とここで会

うことは信じ難かったが「明日は雨なので、これか

ら行ける所まで行きます」と言って、風のように去

って行った。 

やっとの思いで一服剱に着き、そこから下り始め

ると凄い勢いで向かってくる登山者に遭遇。直ぐに

N 氏であることが分かった。「15 時半までに山頂

に到着し、17 時半までに下山します。後でお会い

しましょう」と言い残して、周りの登山者数名の拍

手の中、凄まじい勢いで登って行く。2 人との再会

はあっけないものであったが、2 人の勢いに圧倒さ

れ、呆れて笑っていた。 

剱澤小屋には 15 時前に到着。3 日目も好天の山

行だったが下山した後はさすがに疲れていた。それ

でも小屋に到着直後には N 夫人が到着している管

理事務所へ 1 人で向かった。 

１年前の由布岳の際、N 氏より、N 夫人がご病気

であることを聞かされており、再会する喜びの反

面、怖さもあった。スタッフに尋ねると、事務所で

横になっているとのことであった。小屋の前で 30

分程待つと、スタッフ全員と一緒に１年前と何ら変

わらぬ姿の N 夫人が出てこられた。ここまで導い

ていただいたこと、ここで再会できたこと等、色ん

な感情も折り重なり感極まってしまう。 

その後、19 時に事務所前の屋外で N 夫妻、Ｙ君

と我々3 人の全員が集合した。最も驚いたのは、

30 歳台後半と思っていた N 氏の年齢が 52 歳と私

のたった１年下であったことである。N 氏は今日出

会った多くの登山者の中で最も輝いていた。約束の

1 時間はあっという間に過ぎ、皆が寒い中での N

夫人の体調を考え、お開きとなった。 

劔澤小屋への真っ暗な下り坂を歩きながら、この山

行の大切な目標を果たした喜びで胸がいっぱいにな

っていた。 

【４日目（8/9（月））】 

4 時前に起床し、4 時半過ぎに小屋を出発。当初

の計画では、最終的に仙人池ヒュッテまで行く予定

であったが、仕事の都合でこの日のうちに大分に帰

り着きたいとの提案を 1 ヶ月前に了承いただいて

いた。仙人池ヒュッテは次の機会に是非とも行きた

いものである。 

キャンプ場に着くと N 氏と Y 君がテントの前に立

って待ってくれていた。いつ通りかかるか分からな

い我々を見るために、寒い早朝にどの位待ってくれ

ていたのかを思うと熱いものが込み上げた。この

後、全員で記念撮影。剱御前に登り始め、随分と時

間が経っても、後ろを振り返ると見送ってくれてい

た。我々も何度も手を振り、別れを惜しんだ。 

ここで、この４日間を通して初めて雨が落ちる。

剱御前迄登り、雷鳥沢へ 1 時間少しで下り切る

と、既に雨はかなりの勢いとなり降り続く。室堂ま

での長い道を登り切り、雷鳥沢ヒュッテに到着。こ

こからは多くの水蒸気を噴き出す地獄谷、血の池、

みくりが池など、正に映画に出てきた「立山曼荼

羅」の絵の世界となる。素晴らしい風景は地獄では

なく天国としか思えなかった。 

「神様の使い」といわれる雷鳥を初めて見る幸運に

も恵まれた後、富山湾に別れを告げて、9 時 30 分

に室堂ターミナルに到着（写真 8:室堂からの富山

湾）。予定どおり立山駅まで下り、I 氏と来年６月の

九重での再会を約束し、３人の４日間の旅が終了し

た。リーダーとガイド役を自ら買って出ていただい

た I 氏には、山や景色、植物等多くのことも教えて

いただき、感謝しかなかった。 
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帰路は台風９号の影響を大きく受けることになっ

た。金沢までは予定どおりであったが、乗車予定の

金沢発特急が運休となり、次の 16 時 29 分発に乗

車。京都着 18 時 53 分、大分 0 時 35 分着に変

更するも、京都への特急の到着が 2 時間近く遅

れ、小倉に 23 時 30 分到着となり大分への帰着を

断念。翌日 8 時 44 分大分着となり、台風に翻弄

された最後となった。 

しかしながら、大分着と同時にコロナ抗原検査を

実施することができ、陰性を確認。その後、自宅を

経て、職場へ向かうこととなり、台風の影響を受け

ず、予定どおり大分駅に着いた場合、時間的に抗原

検査をしないまま帰宅することになっていたため、

振り返ると結果的にはこれが最善であった。 

剱岳下山中の N 氏、Y 君との思わぬ再会など、

今にして思えば台風でさえ歯車の 1 つとなり、全

ての歯車がかみ合って、この４日間を成立させてく

れたように思う。山行記を書く時点で半年以上が経

過しているが、1 つ 1 つのことが色あせることな

く、鮮明に記憶に刻まれている。正に一生に一度あ

るかどうかという山行となった。 

 

＜参加者＞ 

尾家、河野、ほか 1 名 
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第７回役員会 ３月 16 日（水）大分市西部公民館 

1. 令和 3 年度事業（事業･会計）報告承認 

2. 古道調査 ほか 

第８回役員会 ４月１3 日（水）大分市西部公民館 

1. 令和４年度定期総会の準備 

2. 古道調査について 

3. 第9 期登山入門教室について 

 

 

 

支部からの報告（会務報告） 

支部会議報告 

写真 4 写真 7 

写真５ 写真 8 

写真 6  
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２月４日（金）大分市西部公民館 出席者 ７名 

３月 4 日（金）大分市西部公民館 出席者 ８名 

４月１日（金）大分市西部公民館 出席者   9 名 

 

 

５月 6 日（金）大分市西部公民館 18：00～ 

6 月 3 日（金）大分市西部公民館 18：00～ 

７月 1 日（金）大分市西部公民館 18：00～ 

8 月 5 日（金）大分市西部公民館 18：00～ 

 

5 月例山行：障子岩(1,451.0m) 

（三訂版に新たに選定 ） 

日  時････５月 22 日（日）  

出  発････５月 22 日（日）午前 6 時 00 分発 

集合場所････原尻の滝駐車場（午前 6 時０0 分） 

参加申し込み期限･･５月 1５日（日）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 小原 1/25,000  

6 月例山行：涌蓋山  (1, 499.7m) 

（深山霧島鑑賞）  

（シニアトレッキング） 

日  時････6 月５日（日）  

出  発････6 月 5 日（日）午前 6 時 30 分発 

集合場所････未定 

参加申し込み期限･･･6 月１日（水）まで 

担当リーダー･･･下川智子 

参加申し込み･･･TEL  097-544-0563 

（携帯）090-9076-3391 

Email  hukus@yahoo.co.jp 

※地図 湯坪 1/25,000 

7 月例山行：佩楯山（753.8m） 

（大分県の一等三角点に登る） 

 日  時･･･７月 17 日（日）  

 出  発･･･7 月 17 日（日）午前 8 時 00 分発 

 集合場所････戸次ホームワイド駐車場 

参加申し込み期限･･･７月 12 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 

uck.ni.rock50@gmail.com 

※地図 佩楯山 1/25,000 

 

実施時期 ５月から１月 

   構 成 座学講座（2 回）と実践講座（4

回）の組み合わせ 

   講師及び教材資料等 会員が講師となり資料

は手作り 

   受講料 ５０００円 

今回の受講者 22 名 

＜研修日程＞ 

 第１回 ５月２５日（水） ホルトホール３０２会

議室 １８：３０～ 

座学研修 登山の基礎を学ぶ。 

 第２回 ５月２９日（日）実践講座 

  鶴見岳（１３７4.6ｍ）花の山を楽しむ。 

 第３回 ９月１４日（水） ホルトホール２０１会

議室 １８：３０～ 

  地図の見方やコンパスの使い方などを学ぶ。 

 第４回 １０月２日（日）実践講座      

 本宮山（６０7.6ｍ） 

  地図読みの勉強などをする。 

 第５回 １１月２７日（日）実践講座      

田原山（鋸山 ５４２.0ｍ） 

 岩場のあるちょっと難しい山に登る。 

 第６回 １月１４日（土）～１月１５日（日） 

 実践講座 

 山小屋に泊まって山を楽しむ。 

冬の久住山（１７８6.5ｍ）に登り、 

冬山登山の基礎を学ぶ。 

 

 

 

 

大分県生物談話会と共同で実施する 

お 知 ら せ コ ー ナ ー 

支部ルーム開催予定 

支部のルームについて開催状況 

スズタケ枯死とシカの食害調査 
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今年度から､上記に加え天然記念物である日本カモシ

カの生域調査も行う予定。   

実施月日 ６月４日（土）及び１０月１日（土） 

   実施場所 祖母・傾山系本谷山西側の稜線 

 

  
 

研修山行は、本部特別補助事業に前年度まで取り

込み活動してきたが、今年度は支部単独で活動す

る。この研修山行は、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人たちへのお知らせで

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登山技術や・

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。 

実施期間 2022 年 7 月から 2023 年 1 月まで 

 6 回実施。 

講習内容  1．沢登り登山技術（２回） 

      2．岩登り登山技術（２回） 

      3．雪山登山技術 （2 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会員

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、食料費や装備品等は受講者負担） 

積雪期登山講習会は、4，０００円 

応募締め切り ６月末 

実施日、コースなど 

2022 年 7 月 9 日（土）沢登り（基礎編） 

北川水系 黒内谷（宮崎県延岡市）  

  8 月 20 日（土）沢登り（実践編） 大野川水

系黒原谷（豊後大野市） 

  9 月 25 日（日）クライミング（基礎編）石鎚

神社の岩（日出町） 

  10 月 16 日（日）クライミング（実践編）比

叡山（宮崎県延岡市） 

11 月 23 日（祭）アイゼンワーク（基礎編） 
恵比寿岩（別府市）あるいは、高崎山（大分
市） 
2023 年 1 月 7 日（土）～9 日（祭）（基礎
編）積雪期登山  伯耆第大山 （鳥取県） 
 

＜問い合わせ先＞ 
安東桂三  090-5727-9472 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜目的・趣旨＞ 

支部の存続のためには、会員のレベルアップが必

要です。支部会員も支部役員も問わず、少し山を学

びませんか。質の高い山登りをすれば、得るものも

大きい。アクシデントに遭う確率も低くなり、もし

アクシデントに遭っても、被害は最小限にすること

が出来ます。レベルが少し上がるだけで、少し高

く、少し険しい山に登ることも出来ます。 

 

第 1 回  5 月 12 日（木） 山登りとは 読図 

緊急対策  

場所  七瀬公園駐車場 

集合時間 ８時  山に入る時間があれば、少し山

に入ります。 

持ち物 日帰り登山装備（弁当、水筒だけでなく。

テーピングとか、ロープとか、ヘッドラ

ンプとかも必要です。山は低山でも事故

は起こります）  

1/25000 図（大分、野津原） 地図は

拡大コピーでも構いません。が、国土地

理院の地図も持参お願い。 

2022 年度 
中級登山講習会開催のお知らせ 

2022 年度 

役員研修（一般会員含む）のお知らせ 

「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」 
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※雨天決行（屋根ある場所で、行いま

す）。保険に入ってください。       

 

第 2 回   5 月 21 日（土）             

霊山登山 あるいは 障子岳登山  

場所  七瀬公園駐車場    

集合時間 ８時  山に入ります。 

 

第 3 回  6 月 8 日（水） 高崎山登山 

場所  田ノ浦海岸駐車場   

集合時間 ８時  岩がちな場所に行きます。その

つもりで準備ください。 

持ち物 1/25000 図（大分、別府東部）   

 

第 4 回  6 月 19 日（日） 御岳山登山  

場所  道の駅きよかわ 集合時間 ８時 30 分  

持ち物 1/25000 図（中津留、小原） 

車移動で、清川町左右知まで。岩がちな

尾根を登ります。  

 

第 5 回  7 月 3 日（日） まとめ（前期の役員研

修登山の反省） 意見交換など  

場所  七瀬公園駐車場    

集合時間 ８時  山に入るかもしれません。 

注）参加希望の方は、1 週間前までに直接（安

東支部長）申込みして下さい。キャンセルはい

つでも OK です。 

 

 

 

  

 昨年より、始まった古道調査（現地踏査）の完了

している区間は次の通りである。 

①.第 1 回 20211009（豊後高田市田福～宇佐市

両戒）No.0～No.8+400 L=8ｋ400ｍ 

②.第 2 回 20211121（宇佐市両戒～御許山）

No.8+400～No.20L=11ｋ600ｍ 

③.第 3 回 20211218（宇佐市江熊～宇佐市松

尾）No.25～No.32+500L=7ｋ500ｍ 

※1 月から 2 月一杯は、コロナ過で活動自粛。

ABC3 班に分かれ踏査する。 

④.第 4 回 20220312Ｂ班（豊後高田市田染中学

～宇佐市松尾）No.89+900～No.98+400L=9ｋ

500ｍ 

⑤.第 5 回 20220409Ａ班（宇佐市松尾～豊後高

田市割掛遺跡駐車場）No.32+500～No.43L=10

ｋ500ｍ 

⑥.第 6 回 20220416Ａ班（富貴寺～都甲小学

校）No.98+400～No.112+500L=14ｋ100ｍ 

注）これまでに踏査が完了した距離  ΣL=61ｋ

600ｍ 

全行程の 1/3 弱完了。進捗状況が思わしくない。

6 月の梅雨時期と夏場の踏査は当初行わない予定で

あったが、目標の「今年度一杯に完了する」ことは

出来ないので、この時期も天候確認しながら調査を

行う予定である。 

 

 

 

 

 

こぎこぎ倶楽部は支部協賛事業として承認され

た東九州支部の登山同好会です。良く知られた山で

はなく、あまり知られていない山や、名のない山、

有名な山でもあまり知られていないルートをたどっ

たり、また山頂だけを目指すのではなく稜線歩きや

谷歩きを楽しんだり、そしてそのルートには道が有

ったり無かったりと、いろんな山のバリエーション

ルートを楽しむとともに、そういう中で地図の見方

や地形の見方、登山中の注意事項や危険な場所の通

過、登山中のアクシデントの対応やトラブル回避な

どの勉強を通じて山登りのレベルアップを目指す山

仲間の会です。 

加入者はメールアドレスで登録することにしてお

り、登録された会員には計画が決まった都度にメー

ルでお知らせし、その日程や山行計画に希望する人

が参加できることにしています。現在会員は３１名

で、毎月ほぼ一回の山行計画には毎回１５～２０名

が参加しています。 

 山登りのレベルアップと、ちょっと中身の濃い山

登りを希望される方のご加入をお待ちしています。

ご加入ご希望の支部会員の方は下記のメールアドレ

ス宛にお名前とこぎこぎ倶楽部加入と書いてお送り

ください。 

こぎこぎ倶楽部代表者 飯田勝之 

jacyabu@ant.bbiq.jp 

古道調査の進捗状況について 
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第 1 回支部役員会開催のご案内 

第 1 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 4 年 5 月 12 日（木） 

場  所･･････大分市西部公民館 

議  題･･････⓵令和 4 年度事業計画について  

       ②登山入門教室について 

       ③古道調査について 

       ④その他 

 

 

 

・支部報発行に今回は意味を成せないほど遅くなっ

てしまい、皆様には多大なるご迷惑をお掛けしまし

た。前回も前々回も期日には過ぎていたものの 1

ヶ月以内には日の目を見たのですが今回ばかりは 2

ヶ月も過ぎ自分でもあきれる一方です。当人は病気

でもなく元気バリバリでありますが、ただただ足り

ないのが「自分の時間」1 日が 3 日まとめて過ぎ

るような状態で自分でも情けなく思います。 

・数日前、早起きしたので一服しようと机の椅子に

座り机上に散らかっている雑誌類を整理しようと思

い一冊の本に手をかけた。表紙の裏側に雑誌のイン

トロ部で「処女峰アンナプルナ」の記事が使われて

いた。 

人類初の 8000ｍの登頂に成功（1950 年 6 月） 

記録だった。登頂者はエルゾーグとラシュナルの 2

名。まだ、読んでいないので近いうちに是非読みた

い。結局かたづけならず朝が来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・5 月 14 日（土）の古道調査は、上国埼郵便局前

から山越えして国東市原までの約 16ｋｍの行程で

あったが、山越えルートがうまく見つけられず、山

中にて大半の時間をロスする。昼前に行入寺に着く

予定であったが、手前の神宮寺にて昼食となった。 

通常 16ｋｍであれば平地ならば 4 時間ほどで踏破

できる。ルートは山中 3ｋｍで路面 13ｋｍであ

る。計画が甘かったのか大いに反省する。 

・この日の最終ポイントは、自家用車の回収もある

ので泉福寺で解散となった。 

・妙徳山 泉福寺は，永和元年(1375)創立の曹洞

宗寺院である。室町末期に一時荒廃したが，近世に

は復興され，2 層構造山門は県の有形文化財また、

茅葺屋根の（開山堂）仏殿は国の重要文化財となっ

ている。江戸時代には九州曹洞宗の総本山として栄

えた。一見の価値あり。       （T.A） 

 

 

公益社団法人日本山岳会東九州支部 

東 九 州 支 部 報 第９７号 

２０２2 年（令和４年）4 月２５日発行 

発行者  安 東 桂 三 

編集者  阿 南 寿 範 

印刷所 (株)佐伯コミュニケーションズ 

発行所 事務局  

〒87０-１１１３ 大分市中判田１５-５５ 阿南方 

    TEL･FAX 097-597-7120 

    E ｰ mail beca5844＠oct-net.ne.jp 

後 記 


