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東九州支部は１９６０年８月に別府市で大分支

部としての創立総会を開いて以来、本年で６０年

を迎えます。これを記念しての支部創立６０周年

を記念事業として 

・記念式典 

・記念講演会 

・記念祝賀会 

・記念山行（由布岳） 

・記念国内山行（富士山） 

・記念海外山行（ピサンピーク峰） 

・記念誌の発行 

・大分百山（三訂版）の発行 

などを計画して、昨年度から準備を進めてきま

した。しかしながら、本年２月から始まった新型

コロナウイルスの国内感染拡大の中で、それらの

事業実施が危うくなり、見直しを迫られてきまし

た。 

まず、最初にそれらの事業推進のスタートとな

るべき、４月の定期総会の開催が思うに任せず、

６月になって書面議決による総会議案の議決とい

う手続きとなりました。 

こうして決まった今年度の事業計画ですが、そ

の具体的推進を協議した最初の役員会で、予定し

ていた６０周年記念事業の見直しを迫られました。 

当初１０月２４日に予定していた記念式典等の

一連の行事は、１１月まで延期して事態の推移を

見ることとし、国内登山（富士山）と海外登山（ピ

サンピーク）は中止すると決めざるを得ませんで

した。意欲を持って準備にかかっていたメンバー

には、痛恨の思いがあったと思います。 

記念事業で計画していた記念誌の発行と大分百

山（三訂版）の発行は予定通り行うこととしまし

たが、記念式典等の行事については、コロナ禍の

中でどのような実施が望ましいか、役員会の検討

でも紆余曲折を経て、９月に入り、 

1.  本年度中に実施しなければ６０周年になら

ないが、時期を年度末の３月末まで待って

も事態の改善の見通しは難しいので、予定

している１１月に実施する。 

2. 実施するのは記念式典と記念講演会で、三密

にならないように広い会場を使って実施す

る。 

3. 飲食と会話等で三密につながる記念祝賀会

（懇親会）は行わない。 

4. 日本山岳会の全国各支部への招待状は出さ

ない。 

5. 記念山行（由布岳）はその翌日実施する。 

6. 記念誌と大分百山（三訂版）は予定通りに発

行する。 

以上のことを決定するに至り、その後の役員会

で、具体的に下記の通り記念行事を実施すること

となりました。事態の経緯と実情をふまえて、意

義ある記念行事が実施出来ますよう、支部会員の

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

６０周年記念行事 

１．記念式典と記念講演会 

日時…１１月２１日（土） 

場所…「ホルトホール大分」（大分市金池南） 

次第…受  付 13:30～ 

    記念式典 14:10～14:30 

    記念講演会 14:40～15:40  

日本山岳会会長 古野 淳(ふるの きよし)氏 

   ビデオ放映 15:50～16:35 

 「ヒンズクシー登山報告」 

   （東九州支部 1960年 ｺｰ･ｲ･ﾓﾝﾃﾞｨ登頂記録） 

２．記念山行 

 登る山…由布岳 

 月 日…１１月２２日（日） 

 集 合…午前９時 由布岳南（正面）登山口  

60周年記念事業募金 7７万円集まる 

６０周年記念事業実施ためにお願いしました募

金は、支部会員（会員・準会員・会友）のうち８０

名の方々から合計７７０，０００円の募金を頂き

ました。この資金は６０周年事業の各種出費に充

当させていただきます。貴重な浄財の募金に感謝

いたします。     

（事務局長 飯田勝之 記） 

支部創立６０周年行事 

１１月２１日に記念式典を開催 
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9 月１９日（土）上畑登山口７時集合。２班に分

かれ、リーダーシップ・メンバーシップを目標に

装備を整え出発した。センゲン谷は九折越から傾

山への縦走路にある千間山に出る谷。上畑登山口

から観音滝へ向かう橋を渡り九折川へ入渓した。

今まで行った沢に比べ谷は広く、ナメや巨石のゴ

ーロの谷を流れる水は美しく、小さな滝を超えた

り巻いたりしながら進んでいった。 

 すると正面の壁に大きな滝が現れた。そこは地

形図で確認していた標高６１５ｍ地点。左は本流

の山手本谷。V 字谷の先には吉作落としなのか切

り立った岩峰が見え、深い傾山の沢にいることを

実感した。右の支流は等高線が密になっていると

ころが４０ｍもあるセンゲン出合の滝だった。こ

の滝は登れそうにないので、ここで私たち３人は

３０ｍの２本のロープでつながった。高巻きをし

たが、思いのほか藪と岩と泥に悪戦苦闘すること

になった。 

 

次は３段２０ｍの水流の複雑な滝に出た。最初 

は「行けないなぁ」と言っていたリーダーの田所

さんだったが、「やっぱり行けそう」と登り始める。

しかし、冷たいシャワーを浴びて下りてきた。ル

ートを見直し、今度は白いしぶきの中カムを岩に

挟み支点を作り、上の岩にカムをセットしスリン

グを掛けて足場を作り登りきった。日頃の田所さ

んの練習の成果に私も嬉しくなった。田所さんが

リード、セカンド矢上さん、最後に私が続く。岩の

トンネルを超え、次の５ｍ滝で、私は小さな釜で

溺れそうになったり、ロープで確保してもらうだ

けでは登れず引き上げてもらったりしながら、チ

ームワークで芥神の滝まで到着した。下山は九折

越からの登山道を歩いた。 

今年度、私は実家の介護が始まり、登山もクラ

イミングも行くことが叶わず細々とボルダリング

を続けてきた。今回久しぶりに登攀具の準備をし

てワクワクした。しかし沢に取りつくとロープが

スムーズに出せず、確保に時間がかかった。帰宅

後、北海道支部の沢登研修会で足を滑らせ宙つり

になり、チームで対処できずにそのまま下し再度

 

 

挑戦したという記事を読んでハッとした。田所さ

んのリードを私がビレイしているとき、私は離れ

た場所で肩がらみをしていたが、安東さんに「も

っとこっちでビレイをした方がよい」と指示され

た。ビレイヤーも滑りそうな場所でどうすればよ

いのかと考えていたところ、安東さんが田所さん

のすぐ下でビレイをして助けてくれた。アクシデ

ントが起こる前の対処こそ、リーダーシップ・メ

ンバーシップが発揮できる時なのではないかと感

じた。メンバーシップを生かすためにも、いつで

もスムーズなロープワークと信頼してもらえるビ

レイができるようになりたいと思った。 

講 師:安東 

参加者…鹿島、田所、矢上、笠井 

 

 

 

 

沢登り研修（傾山センゲン谷） 

リーダーシップ・メンバーシッﾌﾟ！ 

笠井美世（A0224） 

センゲン谷（中流部）3 段 30ｍの滝 

芥神滝に集合した研修メンバー 

センゲン谷（中流部）3段 30ｍの

滝 
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私は、第５回登山教室終了から三年！体力の無

さを感じ登山への参加を諦めていました。しかし、

山に行かなくては気力も体力もくものではないと

思い、支部長に相談して入会させていただきまし

た。今回二回目の参加です。 

リーダーは安東さんです。今回のテーマは 『読

図』です。末広ダム奥遠くに浮かぶ蓮の花を横目

に登山口まで数分で到着。登山口として二ヵ所の

候補があり、各自これはと思う登山道に分かれて

の登山開始です。 

私がトライしたところは急な登りでしたが、下

見をされた方が梯子・ロープを事前に設置して頂

いたお陰で安全に登ることができました。有り難

うございます。感謝です。 

途中で別ルートのみなさんと合流しピークの現

在地や分岐を数か所確認しながら進んでいきまし

た。途中、昭和の初めに植林をした標柱があり そ

の大きさに驚きました。 

キャンプ場の駐車場をへて 圓通寺でお参り。

10 時、いざ頂上へ。キャンプ場の展望台（摩利支

天の神）で早めの昼食を済ませたのが 1１時でし

た。現在地から横岳を磁石で確認する方法を、再

度教えていただき皆さんで確認しました。 

次に三角点（九六位山登頂）を踏みに展望台の

方へ 11時 5分到着。この場所は 以前、除夜の鐘

と太鼓の共演で日の出を拝んだ記憶が思い出され

ました。帰りにお寺で甘酒を頂いたことも…懐か

しい思い出です。 

三角点からの下山は、異なる道を。道なき道の

竹藪の中を下山しました。途中に、南の方向から

登ってきた村人が雨乞をしたのではと思う標柱が

ありました。柱の正面が南の方角を指していまし

た。 

沢に降り現在地の読図テストです。何とか無事

に合格し道路へ。13時過ぎに全員無事に下山し駐

車場へ到着。お疲れ様でした。最後に安部さんか

ら山に関する本を沢山読みましょうと一言！！ 

登山途中に、イチヤクソウを見つけました。葵

の葉やこの時期の🍄？？？・レモン色のキノコ？

キシメジ・シロオニタケ・飯田さんが美味と言っ

ていたキヌガサタケ等がありました。 

圓通寺では大木があり．．．オッパイに触れ。だ

ーれだ( ´艸｀) 

 

今回、地図を見ながら、昔の道を辿り感慨深い

登山でした。約５時間の山行でした。圓通寺の境

内に『人生そこそこがいい 夕立雲の行くえ』の

句を見つけました。何となくホッとしました。多

くの方々が通る登山道を登るだけでなく、村人や

地域の人が歩いた道を辿るのも登山の楽しみの一

つだと思いました。 

今日一日 ありがとうございました。又、明日

から健康に気を付けて頑張りましょう！ 

参加者…安東（リーダー） 

飯田（勝）、鹿島、宮原、若月、佐藤（裕）、中野（稔）、

久知良、丹生、笠井、平原（瑞）、中野（梨）、清水（道）、

清水（久）、賀来、安倍、飛高、甲斐（英）、諸田 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 9月 13日（日）、午前 7時 30分熊本県

小国町の道の駅に集合。10人全員がそろい 5台の

車で日田市上津江の国道３８７号を南下、兵戸峠

の登山口を目指す。国道は峠の下をトンネルが通

じているが、古い道を上っていくと兵戸峠で、熊

九六位山（451.8ｍ） 

7月月例山行報告 

飛高紀子（会友 244） 

シシガ城（807.6ｍ） 

9月月例山行報告 

久知良美登里（16617） 

九六位山展望台にて 
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本県との県境である。 

熊本県側に入ったところの西に林道が分岐して

おり、小広場があるのでここに駐車。8 時 30 分、

『山伏』と書かれた木の鳥居をくぐり出発。出発

してすぐに祠、後ろには大きな杉のご神木がある。

登山の安全を祈り手を合わせる。 

祠の前から稜線に沿って古い山道を進む。雨上

がりの道は滑りやすい。２０分程行くと急に前が

開けて明るい広い伐採地に出た。遠く阿蘇外輪山

の倉岳などがかすんで見える。伐採地の作業道を

少し行くとまた林の中にはいる。道はほとんどな

く、稜線に沿ってジグザグと歩きやすいところを

選んで登っていく。するとやがて岩場が現れた。

岩の上を行く目印もあるが、下に降りて巻いて進

む目印もある。雨上がりの足下を考えてみんな岩

の下を巻いて行く。 

稜線に登り返すとすぐ先が山頂だったが、その

少し手前に自然のシイタケ発見、大きく立派なシ

イタケでした。多分今夜の夕食のおかずとなった

ことでしょう。出発から５０分ほどでシシガ城に

到着。頂上には三等三角点、小さな山頂標識があ

り、全員で記念写真を撮る。 

予定ではハナグロ山まで縦走し、カシノキヅル

の峠へ下る計画であったが、兵古峠からカシノキ

ヅルの峠に至るスーパー林道が大雨で通行止めと

なっていて、下山地に車のデポが出来ないので、

９０５ｍの標高点付近まで行って、適当なところ

から林道に下ることとなった。 

９時４０分シシガ城を出発。急斜面を下ると小

鞍部で、そこは大きく曲がった複雑な稜線となっ

ているため一度ルートを間違えてちょっと引き返

したりしたが、その先ははっきりした稜線で、踏

み跡道もあり、緩いアップダウンの快適な稜線歩

きが続く。767mの標高点で一度ゆっくり休憩。そ

の後に大きな登りが待っているのだ。１０分程行

くと急な登りが始まった。木の枝や幹にすがった

りしながら登っていく。高度差１００ｍの急斜面

を登り切ると平らになりやっと息をつく。後はゆ

ったり稜線歩きで、１１時過ぎに９０５ｍ地点に

着く。ヒノキ林の中の広い山頂である。お腹もす

いていたためここで少し早い昼食をとる。 

昼食後皆で地図を見ながら話し合い、ここから

スーパー林道へ向かって降りることになる。下り

るルートの話し合いをしているとき、飯田さんよ

り「知ってる谷を下るのは問題ないが、知らない

谷は絶対に下らないこと。知らない谷を下ってい

て、滝などに出会えば進退窮まって大変危険。登

りに使う分は構わない」と教えられる。 

教えを肝に銘じ尾根を探しながら下りはじめる。

猛烈な急斜面の下りで、滑る人もいたが怪我はな

い。急斜面の下りが終わると後は稜線歩きで。所々

濃いヤブなどあったが、それほど歩きにくい稜線

ではなかった。最後は荒れた林道を下ってスーパ

ー林道に出た。時刻は１３時過ぎで、１時間あま

りの下りであった。あとは林道を歩いて兵戸峠に

戻る。 

長い林道歩きだ。「ゲンノショウコウ」「ママコ

ナ」「ツリフネソウ」など秋の花の写真を撮りなが

らゆっくり歩く。 

 

今回の月例は虫もいない、風も涼しくて快適な山

行きでした。ありがとうございました。 

＜参加者＞ 

宮原（リーダー）、飯田（勝）、中島、櫻井、鹿島、古

谷、丹生、清水（道）、清水（久）、久知良 

 

 

 

 

 

 

 ツリフネソウ 

 

シシガ城山頂にて 
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８月２日（日）快晴。標高１６５０ｍの風が心地

好い。九州本土最高峰のくじゅう中岳のふもと、

御池を見下ろす小高い丘の上にある石碑の前で東

九州支部の「第 11回山の安全を祈る集い」と法華

院温泉山荘の「九重慰霊の日」が、賑やかにそして

しめやかに執り行われた。 

この慰霊碑は９０年前の昭和５年（１９３０年）

８月に、この付近で遭難し亡くなった当時２１歳

の２人の若者のために遺族や友人等が建立したも

のである。遭難から８０年の１０年前に支部会員

等が倒れていた石碑を修復し慰霊祭を行い、以降

毎年８月の第１日曜日に「山の安全を祈る集い」

として、一般の登山者にも参加の門を開いて実施

している。 

１１回目の今年は、９０年忌ということで、両

家の遺族を福岡県や京都府から招くとともに、当

時遺体の収容を行った３名の子孫にも声かけを行

った。参列者は支部会員４２名を含め約６０名と

今までの最多であり、遭難事故の関係者６名が初

めて揃った意義深いものになった。また近隣支部

として、福岡・熊本両支から１名ずつの参列もあ

った。 

慰霊祭は予定していた参列者が揃い、午前１１

時過ぎに猪鹿狼寺副住職の読経で始まり、参列者

全員が焼香して慰霊と安全祈願を行った。それか

ら遺族２人の挨拶、主催者２人の挨拶があり、記

念写真を撮って、１２時前に終了・解散した。 

山岳会員として、安全登山のために日頃から危

険を予知して事故を未然に防ぐ訓練はもちろん、

機会あるごとに社会への啓発も役目ではないかと

思う。 

なお、本日の慰霊祭の趣旨を理解してもらうた

めに、これまでの経緯などが記された小冊子を参

列者に配布した。また、催しの内容は８月４日の

大分合同新聞及び雑誌「のぼろ」の秋号で紹介さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日集まった仲間（集合写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年 6 月と 10 月の第一土曜日に行っている恒

例のスズタケ枯死とシカの食害状況調査は、今年

の 6 月は新型コロナウイルスの感染拡大状況の中、

実施を見合わせたが、10月は予定どおりの実施と

第 11回山の安全を祈る集い 

井上髙明（14737） 

当時の関係者のご子息（当事者含む）の 6名 

当日集まった参加者のサイン 

スズタケ枯死とシカの食害調査 

本谷山西側稜線（定点観測地点）と 

尾平トンネル～本谷観測地点まで 

飯田勝之（10912） 
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なった。 

 10月 3日(土)、午前 7時に集合場所の豊後大野

市緒方町の道の駅「原尻の滝」に集まったメンバーは

当支部会員が 10 名、植物研究会が 10 名だ。ここで

車の数を絞って、6台で尾平越へ移動。トンネルの南

側の広場に再集合し、新しいメンバーもいるのでこ

こで調査要領の説明。そして調査班を、定点観測地点

のササの生育状況調査と、尾平越から定点観測地点

までの稜線の樹皮のシカの食害調査の二つに分ける。 

そうしてまずは稜線の縦走路まで登るのである。

毎度のことだが、この杉林の中のジグザグ登りが結

構きつく、一日の仕事の序曲のようなものに感じる

のである。30 分弱で稜線に到着。一休みの後は、定

点観測班はそのまま標高１３００ｍの調査地点へ直

行だ。 

私は稜線調査の 6 名の中に加わった。毎回おなじ

みの調査だが、他のメンバーはみな初めてなので要

領を説明しながら始める。縦走路を中心に大分県側

と宮崎県側の各１０ｍほどの幅の中にある、木々の

樹皮に残るシカの食害痕の測定である。古い食害痕

もあるが、古い傷跡には前回打ち込んだ赤いテープ

の目印があるので、赤い目印のない新しい食害痕を

見つけては、その傷の地面からの位置と一番上まで

の長さ、その樹木の直径を図り、樹木の種類を同行す

る記録担当者に伝え、それを一つずつ記録するので

ある。 

この調査を開始したころに比べ、一時は数も減っ

たように思われたが、今回の調査ではやはり数もさ

して減ってはいないように思われた。そして特徴的

なことは毎回同じだが、食害を受けている樹木は、ご

くたまにドウダンツツジジやサワフタギ、エゴなど

の幹にかじった痕が見られるが、ほとんどがリョウ

ブ、ヒメシャラ、ナツツバキの三ツの樹種に限られて

いるということである。 

スギやヒノキの植林地では、その皮を食い剥がれ

て林業者が嘆いているが、この天然林の中ではスギ

やヒノキには食害痕は見られず、もっぱらこの 3 種

に限られているのは、やはりこれらの木の皮がシカ

の嗜好に合っているのであろうか。そういえば、他の

山でもいたるところで樹皮にシカの食痕が見られる

が、ヒメシャラやナツツバキのない低山で、植林地で

はないところではもっぱらリョウブだけ選んで食べ

ているようである。  

午前 8時 30分過ぎに尾平越から始まったこの調査

は、最終地点と定めている定点観測地点まで終えた

のが 11時 30分過ぎであった。（２年前までは本谷山

山頂までこの調査を行っていたが、時間がかかるの

でその後この地点までに定めたものである）定点観

測班はまだ作業中で、樹皮調査班は、本谷山まで登山

する組と,定点観測を加勢する組に分かれる。そうし

て、定点観測組も 12時 30過ぎには作業終了。 

ネットで囲った中のササは、観測当初から順調に

生育してきたようだが、最近はさほど伸びてはいな

いようである。またネットの外は、当初は裸地が随所

にみられたが、最近は 10cm 程に伸びたササが地面を

覆うように復元しているが、伸びたササの新芽の部

分はシカが食べるため、まるで機械で刈られたよう

に、一定の高さの笹野となっている。 

当初は枯死したスズタケが復元していると思われ

ていたが、その後、よく調べてみるとスズタケが復元

しているのではなく、生育しているのはミヤコザサ

だと分かった。確かにネット内のササの成長は人の

背丈ほどで止まっているようで、２ｍを超えるスズ

タケとは違うのが分かる。以前はスズタケであった

ところに、その枯死したあとにミヤコザサが生え代

わっているのか、それともこの場所は当初からミヤ

コザサの生育場所であったのかは判然としないので、

今後の他の場所の観測も含めて調査を続ける中で確

かめたい事柄であろう。 

（ネットの内と外…右がネットの内側） 

とまれ、調査を終えて食事を済ませた一行は、やや
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時間が早いので少し上にある展望岩（この調査の

チーフであった故生野喜和人先生にちなんで調査

班が名付けた「喜和人岩
き わ と い わ

」）まで足を伸ばして、し

ばし展望を楽しんだあと、調査地点で全員集合の 

 

 

写真を撮って下山し、午後 3 時前に尾平トンネル 

広場で解散した。 

支部参加者…加藤、阿南、飯田（勝）、宮原、大渡、境、

石川、雪野、平原、諸田 

 

 

 

ペンリレー  第 38回 

  ～天拝山～ 
清 水  巌（10154） 

 小野さんからペンリレーのバトンをいただきました清水巌 

です。東九州支部の皆様には、長らくご無沙汰しています。 

仕事の関係で大分から福岡に移ってから早くも１０年になり 

ます。今回のペンリレーでは、地元の人たちだけではなく多 

くの人たちに広く親しまれている福岡の筑紫野市の里山、天拝山について紹介させていただきます。 

 天拝山は、標高 258ｍの低山のわりに頂上の展望がよく、また、地元の方々が早朝から登っている健康

維持にも人気の山です。幼稚園の子供からお年寄りまで年齢に関係なく気軽に短時間で登れる山で、ふも

とから山頂まで 30 分くらいの行程であり登山道も整備されていて歩きやすいです。 

 さらに珍しい放射能泉である二日市温泉からも徒歩で 10～15分程度と至近ですから帰りしなに気軽にひ

と風呂浴びに温泉に寄る人も多く見うけられます。ちなみに、放射能泉は万病に効くといわれているよう

です。 

 私は友人が筑紫野市の近くに居ることもあって天拝山にはよく登っています。休日には時々、天拝山で

軽く汗をかいたあと、二日市温泉に入湯、心身ともにさっぱりして、友人宅を訪問している次第です。 

 今日は彼女と久しぶりに二人で行ってみました。一人で登る時とは違って二人だと楽しく気軽に登れる

ものでした。二人でお互いに自分なりの歩みを楽しみます。 

 私にとっての山登りの楽しみは歩みの中にあります。一歩一歩、地面を踏みしめる時の喜びのような楽

しみ。一歩一歩の歩みを楽しんでいるうちに高度があがって頂上に着いてしまう。頂上では、まず三角点 

             にご挨拶。眺望を確認したら下山にかかります。そして、歩みの中に戻っ

ていきます。 

               今日はせっかくだから国土地理院発行の二万五千分の一地図を見ながら

登りました。等高線、植生、神社などの地図記号を楽しみながら。一部を

ここに載せました。皆さん、地図に親しんでいますか。地図も登山の基本

であることは、どなたも充分に分かっている事と思っていますが、地図が

読めるようになると楽しみが深まると思います。 

（清水会員は現在熊本市中央区練兵町にお住まいです） 

次回ペンリレーは西あずさ会員にお願いしました。お楽しみに。 

 

    

 

 

 

 

個人投稿 
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井原山は、福岡県と佐賀県の県境に位置する背振

山地第 2 の高峰。断層地形で、福岡県側が切れ落ち

ているため、福岡県側には滝や渓谷が多い。 

吉川満氏の著書『九州の沢と源流』には、井原山に

突き上げる瑞梅寺川支流の洗谷の沢登りの紹介文

『……谷筋に登山道があるために、安心して遡行が

できるため、この沢を北部九州のゲレンデナンバー

ワンとして推薦する。……』とある。 

 私も、数度この沢を訪れ、沢登りし、下山してき

た。また、大分県の岳人にもなじみ深く、『井原山雷

山縦走』、『オオキツネノカミソリの井原山』、『コ

バノミツバツツジの井原山』と知られ、東九州支部の

メンバーも訪れたことがあると思う。（井原山をいは

ら山と呼ぶ人が多いが、正しくはいわら山）。 

その井原山の洗谷ルート沿いで、9 月 14日、某山岳

情報誌の編集長（57 歳 男性）が遭難し、亡くなっ

た。13 日午前 8 時すぎに、スマートフォンの登山ア

プリで家族に「井原山に登る、午後 4時 52 分に下山

予定」とメッセージを送ったまま帰宅せず、14 日の

捜索で谷底で倒れていた編集長が発見され、死亡が

確認された。実際の経緯は判らないが、沢登りでなく、

ハイキング中の事故と思う。足が滑ったにせよ、残置

ロープから手が離れたにせよ、何かのきっかけで、滑

落し、亡くなったことと思う。 

この井原山洗谷ルートについて、以前より、注意喚

起されていた。福岡県勤労者山岳連盟のホームペー

ジには、『井原山洗谷ルートの危険情報（2020.08.19）』

が掲載され、計画には十分注意していただきたいと

あった。また、糸島市消防署のホームページの、近年

の山岳事故状況（2020 年 07 月 29 日）には、令和元

年からの統計で 5件の山岳事故が発生し、4件が井原

山で、そのうち 3件が洗谷ルートと報告されていた。

3 件のうち、一件は頭部損傷だった。 

 そのような中での編集長の遭難死、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た。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、19日

からの連休 4 日間は、警察官が登山口に待機すると

なった。 

 このような形で、楽しめるルートが登れなくなっ

たことに寂しさを感じるが、同じような登れなくな

ったルートは、大分県にも多い。この頃の自然災害で、

由布鶴見山群や、九重連山には、数年の間にいくつか

のルートが登山禁止となった。一部のルートは、復旧

となる可能性もあるが、永久に登れなくなったと考

えられるルートもある。 

 また、遭難がきっかけで、通行禁止となったルー

トが、一つだけある。それは、由布岳の大崩沿いの登

山ルート。昭和 53年 12月 25 日、由布岳大崩（おお

くえ おおがれ の呼び名がある）を登っていたパ

ーティが、雪崩に遭い、7名が流され、負傷するとい

う事故が発生した。この事故を受けて、関係機関が、

大崩沿いの登山ルートを、通行規制とした。これに関

して、後日私は、関係機関に、登山規制を解いてくれ

ないかと説明した。大崩（谷ルート）と大崩沿いのル

ートは別物で、安全な登山道だと説明。だが、規制解

除はできないとの返答だった。数年後に、また説明し

たが、やはり関係機関は解除とは言わず、私は、ルー

ト規制の解除を断念した。 

   立入禁止の向こう側に登山者の影 

より安全な登山のために No.38 

 『いわら山』 

安東桂三(9193) 

立入禁止の向こう側に登山者の影 
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雪崩事故から、40 年以上がたった今は、どうかと

いうと、関係機関の登山情報画面からは、そのルート

は抹消されている。2016 年の熊本地震の影響で、通

行できないルートの規制や説明のみとなっている。

一方、インターネットなどで、『塚原登山道』『塚原

ルート』『塚原コース』などで、検索される。いつの

間にか、多くの岳人が登るルートとなったと思うが、

正式には、ルートが規制されたままの状況。そこは理

解して登山。 

 さて、井原山洗谷コースは、登山禁止になって、

数日。自治体のパンフや検索からは、削除、修正の状

況。一部の山岳情報サイトでも同様だが、『洗井谷コ

ースが何故通行禁止か想像がつかない』や『井原山、

洗谷は通行禁止だってさぁ』と書き込みがあり、これ

らをどう考えたらよいのか難しい。 

 山のルートは、難しい易いに関係なく、ハイキン

グクライミングに関係なく、夏山冬山に関係なく、謙

虚に、準備周到、より安全に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅雨閑話、一筆献上、会員の活動、その情熱をテー

マに書いてみよう。但し、老人の戯言批評無用。安部

と付き合いに限定する。さて、飯田会員は年の割には

元気すぎる。コギコギクラブで由布難コースを引き

連れる。「べべ山・蛇山・960 の位置が違う、修正に

行く」とか訳の分からん情熱には涙がでる。もう十分

事務局。安東会員は年齢が違う、さらに情熱がある。

彼の「研修山行」はビビッて来ない(注)「何度指導し

ても実行しない、あまり真剣になるな」、「少しでも進

歩すればよい」の返答。彼の遭難対策記事は掲載は長

い、命にかかわる話を読んで欲しい。安部・飯田会員

の記事も読んで欲しい。"道迷い"が絶えない。安部 80

歳で一度思い立って、「読図指導」してやろうと、道

なしの「中畑・鳥帽子岳」を独り 2 度下見、12000 円

の交通費、その綿密な計画はオジャン、最後に"道迷

い"をしでかした。A 型は激怒以来止めた。その参加

者宮原会員は執拗にねばる(牛年じゃないか)。弁当

配達あり、「午後 2時からの登山」が 3 年続いている

(写真)。やる気はあるが、まだ不安定だ。桜井会員も

あの年にして安東さんに師事、岩登りに挑戦は偉い。

丹生・桜井・宮原の"傾山～大明神縦走"の 2 回目を

期待する)。女性の代表は、元気溌刺ハツラツ娘若月

会員。下川幸一氏追善登山の霊山、「安部さんの山城

探検シリーズ素晴らしい」と 421 ピークで声をかけ

てくれた。うれしいね。あれは 34回まで原稿完成し

ている。宮本会員も読んでいる、長いつきあい(善光

寺の娘田舎に都落ち)。惜しむらくは、宇佐の石神会

員や木下会員も遠い、いつか安部計画で御一緒した

い。西、安藤夫妻、甲斐先輩健康を祈る、安部が代っ

て、死ぬまで自称ご意見番(嫌ならすぐやめる)。橋本

祥案先生よりは少し短命、99 歳を予言する、阿南会

員殿、会報発行仕事は 10年間は貴殿の責任、安部応

援する。支部長加藤英彦さん、しばらくよろしく。故

人酒飲み佐藤正八がなつかしい、下川幸一さんも惜

しい。会員名簿には生きてはいるが、山行には消えた

人が多い。老齢・病気・多忙は別として、彼らの山へ

の情熱は何だったのか 

(注)「7 月 18 日九六位山の研修山行」3 回下見。老

齢が気合。10 日小雨、圓通寺～・387 南下 360 その

先大やぶ退散(20分)、14 日午後(逆コース)、曲角 140

から破線 387 下の中間点 230(30 分)。15 日宮原とア

ルミハシゴとロープ設置(年寄りの感情無視、6 名だ

け利用)18 日当日(悪口修正)18 名の大盛会、全員地

形図には驚いた、安東効果。帰途 180 の沢で安部待

ち受けて全員現在地テスト、合格見直した。行動中も

何度か安東リーダが指導した。不参加者も考えない

と恥じをかきます。(閉会式で安部苦言) 会報のご案

内、初心者もいるから、買うべき「地形図名」「大体

～東九州支部員の 
勤務評定～ 

安部可人(会友 11) 
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のコース説明」を掲載してほしい、ヒント無しでは、

自宅で事前勉強がでないじゃないか、読図せよ!出来

るようにはからうべきだ。何でも自己責任=放任だ。

電話あれば、リーダが質問に答えてもらいたい。 

  

 

あんべよしと「戸次本町」 

 (写真)宮原会員と登った「犬飼」の鳥岳 330、1 三

等三角点を西方の小松製作所の丘から早朝撮影した

(８月 8日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回は豊後大野市三重町の二つの３等三角点ピー

クを紹介しよう。 

石の塔 

三重町中津無礼から始まる中津無礼川とその支流

の奥畑川に挟まれた稜線は、少しずつ高度を上げて、

旧三重町と旧宇目町の境界をなす稜線へとせり上が

っている。その稜線が４００ｍを越える直前の小ピ

ークがこの峰である。周辺の山はほとんど植林地で

あるが、この峰と稜線には天然林が残り、アラカシ、

クヌギ、ナラ、ヤマザクラ、アカマツ、クロキ、ネズ

ミモチ、ソヨゴなどが見られる。 

定まったルートはなく、登るには県道４４号(宇目

清川線)の元二本松バス停のあったところの少し先

の左（東）に、中津無礼川にかかる沈み橋があるが、

ここから入ると良い。 

橋を渡り、民家の横を通って山裾を巻いて南に続

く林道を行くと、橋から数分で道は川に沿って急カ

ーブする地点がある。ここから山頂に至る稜線にと

りつくと良い。登っていくと、最初は根ザサが多いが、

すぐに歩きやすい照葉樹の中の稜線ルートとなる。

数分の登りで左手が伐開されて眼下に展望が開ける

がすぐに樹林の中となる。 

右手がスギ林、左手は照葉樹の多い自然林の中の

快適な稜線登りが続く。林道から１５分ほど登ると

左も天然林となり、ほどなく古い峠道を横切る。道は

右手前方から来て左手前方へ下っている。その少し

上には十基ほどの古い墓がある。その横を通って快

適な稜線登りが続く。やがて傾斜が急になり、５分ほ

どの急登で傾斜がゆるむとほどなく山頂だ。丸い小

さな山頂の中央に三角点があり、北側斜面は広く伐

開されて植林され、そこから北面の展望が得られ、烏

帽子岳・秀峰の稜線や、三国峠・佩楯山などがよく見

える。 

参考タイム 県道～（１０分）～稜線とりつき～

（３５分）～山頂（地形図…三重町・中津留） 

 

抽
いたち

川
がわ

 

  旧三重町と旧宇目町の境界をなす分水嶺は三国峠

から傾山に連なっているが、そのほぼ中間地点にあ

るのが梅津越である。この峠から稜線を西にたどる

と最初のピークがこの３等三角点のあるこの抽川だ。 

 この峰に登るには県道４４号(宇目清川線)の梅津

越から荒れた林道をたどれば容易に登れるが、梅津

越直下の四辻から大規模林道宇目小国線を西に行き、

私の無名山ガイドブック （No78） 

石の塔（393.7ｍ）･抽川（555.3ｍ） 

飯田勝之(10912) 

遠望 烏岳 
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大規模林道が主稜線を越える峠の地点から稜線をた

どるのが面白い。 

大規模林道の掘り割りから東に稜線にとりつき、

最初は植林地の中だがやがて快適な天然林の稜線歩

きとなる。さほど急な傾斜もない緩やかなアップダ

ウンが続くが、この稜線歩きが楽しい。６回ほど小ピ

ークを登り越して林道から４０分あまり、最後のひ

と登りで山頂に達し、稜線からやや北にせり出した

ピークに三角点がある。 

周辺にはアカマツ、アラカシ、アセビ、ミツバツツ

ジ、ウリハダカエデ、カマツカ、ムラサキシキブなど

が見られる。三角点の南西にアカマツの大木がある。 

  梅津越からのルートは、峠のすぐ北側に、稜線に沿

って南西に延びる古い林道があり、入り口に鎖のゲ

ートがある。ここより入ると、入り口はコンクリート

舗装だが、その先は荒れている。ほとんど平らな林道

を行くと、２０分弱（１ｋｍ）で林道が稜線を横切る。

ここより右に稜線の低灌木の中に分け入り稜線を南

西へたどる。小さなアップダウンの約２０分で小ピ

ークに達し、中央に国有林界の石標がありここから

ほぼ直角に右（北）にわずかに下って上り返したとこ

ろの小ピークに三角点がある。 

 参考タイム ① 大規模林道～（４５分）～山頂 

②梅津越下の林道ゲート～（２０分）～稜線入り口～

（２０分）～山頂（地形図…中津留） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 梅雨まっただ中、連日の大雨で山行が危ぶまれた

が、午前中は天気がもつのではないかというリーダ

ーの判断のもと、７月５日早朝５時集合、小雨の中を

出発。 

 宮崎県に入る頃には雨は上がり、雲の切れ間にわ

ずかな青空までのぞいて不安な気分が払拭された。

３時間ほどのドライブで標高１６００ｍの五ヶ瀬ハ

イランドスキー場に到着、脇の林道を更に上るとリ

フトの終点に着く。車から降り立つとカッコーが鳴

いて迎えてくれ、スタートの足取りは軽い。 

登山口はゲレンデを少し下った先にあり、登山開

始が下りからというのは、経験の浅い私には初めて

のことで珍しかった。早速オオヤマレンゲを見つけ

て気分アップ。カッコーに続いてゲレンデに住んで

いるらしいアナグマの歓迎を受け、さらには２頭の

鹿が背後を駆け抜けていくという楽しい登山の予感

十分のスタートだ。 

登山口から雨後の森へ入る。空気が澄んで気持ち

がいい。しばらくは急登だったが、稜線に出ると視界

が開け、広くて歩きやすい道が続く。周囲は太くて大

きなブナが生い茂り、その中にススダケの群生や赤

い木肌のヒメシャラも見られる。ヒメシャラの木は 

 

九州百名山 

小川岳(1,542.0m)（宮崎県） 

      報告 平原瑞枝 （会友 226） 

 

小川岳山頂 
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高く、首を目いっぱい曲げてやっと花を見つけるこ

とができた。落ちた花もきれいだったが、高いところ

から控えめに咲いた花は格別に美しく印象に残った。 

花を見ながらの往路は下りも多かったので頂上ま

で比較的楽に感じられたが、復路は下った分を登り

返すのが体にこたえた。特に最後のゲレンデの登り

坂はひたすら辛抱の時間だったが、終わってみれば

とても気持ちのよい登山だった。 

早朝からの活動で時間に余裕があり、また、あと１

５分程で向坂山へ行けるというので、天気を危ぶみ

ながら今日２座目へ気合いを入れて挑戦。登山道は

ほぼ階段状に人工の丸太を埋めていて、きれいに手

入れされていた。道の両側には、胸の高さほどのバイ

ケイソウが驚くほどたくさん満開の花をつけて迎え

てくれたのは壮観だった。 

疲れてはいたが、バイケイソウのほかにもシモツ

ケソウ、ホトトギスソウ、シロノイバラときれいな花

の美しさに助けられて頂上へたどり着くことができ

た。下山直後、待っていたかのように雨が本降りにな

ったが、天気も味方してくれた山行だったのだろう。 

リーダーはじめ皆さんのおかげで、少しずつ登山経

験を重ねることができて感謝しています。山はすて

きな“ふれあい”の場です。 

＜参加者＞ 宮原（リーダー） 

丹生、若月、神田、久知良、清水（道）、清水（久）、 

平原（健）、平原（瑞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/26（日）最初は七曲峠から石休コースの天山を

目指す予定が通行止めと雨が降り始めた為、南面の

天山上宮登山口から登ることになった。 

皆、傘をさして登り始めると正面に手の届くくら

いのミニ鳥居と紫アジサイの出迎え。池の側を通り

山頂を目指します。 

両山分岐からは足場が岩の露出が増え注意しなが

ら登る。だだっ広い頂上に到着。雨、風、霧で展望は

ゼロ。ただ天山の大きな石碑と阿蘇惟直の墓碑が祀 

 

られているのが分かった。長居は無用。急いで下山。

池の鯉の餌やりで暫し休憩。次の背振山へ向かう。途

中雨も止み青空も見えたが天気が不安定な為、又雲

行きが怪しくなる。矢筈峠経由で登る予定がここで

も通行止めにあい変更。背振少年自然の家を通り山

頂直下の駐車場から背振神社まで行くことになる。

傘が折れそうなくらいここでも風が強く、視界は悪

く航空自衛隊のドーム型レーダーを横目で見ながら

早々と山頂を後にする。 

九州百名山 

天山(1,054.6m)･ 

背振山･(1,046.2.0m)（佐賀県） 

         報告 清水道枝 （会友 177） 

 

登山口にて集合写真 

背振山山頂 

 

天山山頂 
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＜参加者＞宮原（リーダー） 

丹生、櫻井、若月、久知良、清水（道）、清水（久）、 

平原（健）、平原（瑞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月８日（土）午前５時３０分大分を出発、別府Ｓ

Ａに集合し宮原リーダーの下総勢８名にて福岡県朝

倉市と嘉麻市の市境にそびえる古処山に向け出発す

る。 

 古処山は標高８５９．５ｍで中級クラスとされて

４時間３０分のコースタイムを計画する。登山口は

秋月城の城下町の外れにある秋月登山口で８時１５

分登山を開始した。 

 

 

天候は１０時と１３時に雨雲が掛かるとあるが、

そんな予報が信じられない位の快晴で大分を出るも

登山口に着くや小雨が降ってきた。古処林道終点（５

合目）までは、７月の豪雨で荒れているかも知れない

登山道を避け、林道を登り１時間１５分と順調であ

ったが、ここから頂上までが整備されていた石畳み

の道は跡形も無く崩壊されており、６合目から登山

道を避け尾根を登る。 

本来ならば、特別天然記念物のオオヒメツゲやオ

オキツネノカミソリなどを鑑賞しながらの腹積もり

が、９合目までは急登の連続でその様な余裕は無く、

計画より４５分遅れの１１時０５分頂上に着く。し

かし強風と雨で寒くなり、カルスト地形を眺めるこ

となく早々に下山開始する。 

下山は登山道を下りるも正に道なき道の感で、全

員が集中し安全な足場を探し５合目まで無事に着く。

着いた時刻には青空が見えていた。そこから登山口

のそばにある食事処「だんごあん」までひたすら歩き。

所要時間６時間９分と計画を１時間オーバーした。  

綿密な計画を作成頂いた宮原リーダーと気心知れ

たメンバーで楽しく過ごせたことに感謝し「ありが

とうございました」で終了した。 

  

 

感想と反省 

①ヤブコギよりきつかった。中級でなく上級登山で

あった。 

②地図と地形は読めることが必須。 

③低山であっても山の天気は侮れない。 

④何があつても安全第一である。 

＜参加者＞ 

宮原（リーダー） 

清水（道）、清水（久）、若月、平原（健）、平原（端）、日高、

櫻井 

 

 

 

 

 

 

九州百名山 

古処山(859.5m)（福岡県） 

        報告 櫻井依里（15463） 

 

万松院の大杉の前で 

古処山登山口に勢揃い 

古処山山頂 
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 梅雨のさなかである。１週間前から天気予報をみ

てはやきもきする。 

10日 13時前、今川と私と友達はジェットフォイル

で対馬インする。生憎の雨空だがプラン通りレンタ

カーに乗り込み城山（金田城跡）登山口に向かう。レ

インコートを羽織り歩き出す。この城山は、白村江の

海戦（663年）に敗れた中大兄皇子が、国の守りの最

前線として築かせた日本最古級の城跡。国指定の特

別史跡で石塁や城門、水門、住居跡などの遺構がしっ

かり残っていて見学しながらゆっくり進む。276ｍの

山頂からは国境守備兵・防人が見たであろう浅藻湾

の景色はガスがかかっていてまるで見えなかった。 

 もう少し時間があったので、その湾の入り江に佇

む和多都美神社に寄る。豊玉町の由来にもなった豊

玉姫命と、｛海彦山彦｝の神話で知られる彦火々出見

尊（ひこほほでみのみこと）を祭神とする海宮で海に

面して立つ鳥居が印象的だ。 

 ホテルに入る頃には雨は上がっていた。 

 

11 日曇り時々晴れ。宮原さん達が到着する昼過ぎ

まで、南の龍良山に行くことにした。ここも世界的に

珍しい緩傾斜地に残るスダジイ、イスノキなど自然

度が極めて高い原始林だそうだ。残念ながらタイム

リミットで山頂は諦めて Uターンする。 

午後の便で到着したメンバー5名と再会のハイタ 

 

ッチをして、今回のメイン九州百名山のひとつ洲藻

白嶽登山口を目指す。狭い林道を抜け終点に登山口

がある。清流に沿って歩き出す。 

 

国の天然記念物である原始林は、一帯がパワース

ポットのようで神秘的な雰囲気を醸し出している。

アカガシ原生林の急坂を登ると、高さ 40ｍを超す二

つの岩峰の狭間に白嶽神社の石祠が鎮座している。

西の岩峰を慎重によじ登れば 518mの山頂にたどり着

く。向かいの東峰はパンフレットで見た通りカッコ

イイアウトライン。その先は、浅藻湾を囲むリアス式

海岸の岬や島々、この日は曇っていたので遠く韓国

は見えなかった。 

我々8 名の中に数名高所恐怖症の人がいて（誰とは

言いませんが）360度見渡せる岩峰の上で立ち上がる

事が出来ず、でも写真には決して怖くなんかないで

すよみたいな顔で収まっているのが可笑しかった。 

 

ひとしきりピークを堪能して、皆無事下山した。その

夜の反省会のビールが美味しかったこと。 

12 日雨が降り始める。昨日降らなかったので良し

とする。今日はホテル近くの万松院を見学。ここは、 

 

日本三大墓所のひとつ対馬藩主宋家の大墓所で百雁

木と呼ばれる 132の石段と樹齢 1000年の大杉が悠久

的、圧倒的に聳え立っている。本堂の係りの人から朝

鮮国王より奉納されたと伝えられる三具足の説明や

宋家の歴史等の話を聞き、遥かなる時の彼方に心を

馳せる。それから、北方面を時間までドライブして対

馬に別れを告げた。今度来る時は絶滅危惧種のツシ

マヤマネコを探しに行きたい。 

 

九州百名山 

対馬洲藻白嶽(518.0m)（長崎県） 

      報告 若月美智子（15735） 

 

小岱山山頂 

古処山山頂 

高さ 40m を超す二つの岩峰 

 

万松院の大杉の前で 
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＜参加者＞ 

宮原（リーダー） 

櫻井、丹生、今川、神田、久知良、若月、海野（非会

員）  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の盆は、予定がないので 15 日・16日に九州百

名山の山に登りたいので 3 名に声をかけ、急に日程

の計画を立てた。最初の小岱山は、前回登った時は、

ビジターセンターから登山して筒ケ岳と観音岳の往

復であったが、今回は蛇ケ谷公園から丸山（392ｍ）・

観音岳（473ｍ）。筒ケ岳（501ｍ）の往復を縦走する

コースを選びその為、高速道路で行くことになり午

前５時３０分大分を出発。別府ＩＣから高速道路で

久留米経由の菊水 ICを出て蛇ケ谷公園登山口に 8時

過ぎに着き車を駐めて準備して登山開始。公園から

は市民が散歩で登っている人に多数会う。登山道は

歩きやすく最初からペースを上げて行くが、直ぐに

展望所に着くと市街地が見える。この日の温度は 38

度位あり段々汗が拭きながら 10台以上停める笹千里

駐車場に着いた。そして 40 分位で観音岳に着く。観

音岳は小岱山系で最も広場が広い。 

そこでしばし休憩して写真を撮り、そして最アッ

プダウンを繰り返し行くと、高峰の筒ケ岳に着く。時

計を見ると 12時前だ。昼食を頂上でして直ぐに下山

開始。強い日差しで日射病ならないか心配しながら、

水分補強しながら緩やかな道を下る。登山口の公園

着は 3 時過ぎだ．そして今夜の宿泊地の上天草に 2

時間位で弓ケ浜温泉「湯楽亭」に着く。古風な旅館で

ある。洞口風呂などがあり今日の疲れが癒してくれ

た。明日は、目的の次郎・太郎丸嶽と龍ヶ岳は暑い一

日になるだろう。 

朝 8時出発し 30分に今泉登山口に着き直ぐ登山開

始。林道歩きは日が当たりどんどん温度が 38 度以上

上がり約 2 時間で分岐に着き、まず長兄に敬意を表

して太郎丸嶽を目指す。黄色い砂岩の積み重なった

稜線をたどる。そしてロープをたどって頂上に着く。 

頂上からは弟の次郎丸嶽が見える。そして下山開

始して 30分で分岐に着くと体調不良の為、次郎丸嶽

をあきらめて登山口に着き、次の龍ヶ岳に向けて行

くが、1 時間位かかり登山口に着き、に 10 分位で頂

上着き写真を撮り。これからは大分まで高速道路を

乗らないで 57号線を通り阿蘇方面から別府から大分

に夜 7時過ぎ着く。 

 この計画は急に宿泊地が予約でき、行きたかっ天

草方面の九州百名山、暑い中小岱山で約 7時間歩き、

次の日は、太郎丸嶽は、頂上付近には岩登りがあり、

楽しい山行であった。 

 

＜参加者＞ 

 宮原（リーダー）、櫻井、若月、今川 

九州百名山 

小 岱 山 (501.0m) ･ 太 郎 丸 嶽

（231.0m）次郎丸嶽(397.0m)･龍ケ

岳(469.3m)（熊本県） 
        報告 宮原照昭（15683） 

 

太郎丸嶽山頂 

太郎丸嶽山頂 
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(8 月 28日) 

対馬初日は時間の都合と天気予報があまり良くな

かったので有明山を登ることに。有明山は登山ルー

トがいくつかあるが、今回、距離はあるが、アップダ

ウンの少ない 1 番時間がかからないと思われた上見

坂登山口から登ることにした。実際に歩いてみると

確かにアップダウンが少ない林道を延々と歩き、山

頂手前２０分くらいが山道というコース。心配して

いた雨も全く降らず、頂上に到着。 

頂上からはお天気が良ければ明日登る白嶽など周

囲の山々が見える予定だったが、あいにくガスで近

くの山々のきれいな稜線が時折みえただけであとは

ほとんど見ることがかなわなかった。時間もあまり

なかったので早々に来た道を戻る。 

林道途中でガスが晴れ、明日登る白嶽山がカッコ

よくお目見え。明日あの山に登るんだなと思いなが

ら長い長い林道を歩き駐車場所に到着。思ったより

道のりが長かったので予想以上に疲れて初日を終え

た。 

 

(8 月 29日) 

対馬遠征 2 日目は洲藻白嶽へ。前日の天気予報ど

おり晴れでわくわくしながら登山口を出発する。心

配していた沢の増水も全くなく登山をゆっくり楽し

みながら登る。ただ、この日は風がほとんどなく林の

中を歩いていたが、暑くて汗をものすごくかいた。登

山道横には大きな巨石がいくつもあり、白嶽神社の

鳥居に到着し、鳥居横にあった清めの塩？をふり、こ

こからいよいよ本格的な登りがスタート。 

最初は緩やかだったが、徐々に傾斜がきつくなる。

途中ロープなどもあり、暑さも手伝って、やっとの思

いで境内跡のような少し広い場所にでる。が、まだま

だ山頂までは少し距離がある模様。少し休憩して山

頂を目指す。岩のテラスと呼ばれる場所から山頂ま

では岩場を登る箇所があるがロープなどは何もなく

ドキドキしながら慎重に登る。 

 

 

最後の岩場をよじ登ってようやく山頂に到着。 

山頂からは双耳峰のもうひとつの峰がカッコよくそ

びえ立っている。山頂では３６０度の大パノラマの

ご褒美が待っていた！頂上でゆっくりしていたら、

下の方から声が聞こえ他の登山者の方が登ってくる

ようだったので名残惜しかったが山頂に別れを告げ

て、慎重に下山。岩場をすぎたら、あとはゆっくりと

歩を進める。登頂できた高揚感で帰り道も楽しく下

山でき、充実した登山となった。 

洲藻白嶽下山後、時間が少しあったので城山（金田

城跡）まで足を伸ばしてみることになった。ただ入り

口に着いた時間が予定より下がっていたため、往復 1

時間くらいを予定し、行けるとこまで行って引き返

すことを決めて歩き始める。 

途中三ノ城戸を過ぎ、東屋に到着した際、東屋から

城山まで約３０分とあり、往復すると下山まで 1 時

間半以上かかるのでここで引き返すかと話していた

ら、東屋から奥にのびる道に「ビングシ山を経て三ノ

城戸へ」と案内板があったため、どうせなら周回して

九州百名山 

有明山(558.1m)･ 

洲藻白嶽(518.0m)（長崎県） 

     報告 清水久美子（会友 178） 

有明山山頂 

岩のテラスと呼ばれる場所 
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謎の山ビングシ山に行って下山しようという話にな

る。が、これが意外にきつかった。一気に下り、登り

返してビングシ山の山頂へ。なんでも下の部落から

見て、山の形が鬢櫛に見えたことが山の名前の由来

らしい。そこからまた、一旦鞍部におり、そこから三

ノ城戸まで登り返したが、時折現れる美しい湾の景

色を楽しみながら歩くことができた。 

城山の山頂まで歩くことはできなかったが、対朝

鮮半島の最前線であったとされる古代山城跡を少し

でも見ることができて、大変良かった。2 日間とも楽

しく、充実した対馬の山旅となった。 

 

＜参加者＞ 

宮原（リーダー）、清水（道）、清水（久）、平原（健）、平原

（瑞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようやく県内の「自粛」が終った。まだ、長距

離の移動は難しいようだが、近場の登山は可能

である。 

自粛開始当初は、登山にコロナもへちまも関

係ないだろう、山の中に人はいないじゃないか

と単純に考えていたが、次第にそうでもないと

分かってきた。万一遭難した場合の医療従事者

への負担増を考えると、単純に山の中に「密」も

なければ、ウイルスもない、というわけにはい

かないようだ。他に個人的な事情もあり、この

間山に登ることは見送っていた。 

さて、例年、鶴見岳一気登山に参加している

が、昨年は多忙で欠席、今年は中止となり、残念

であった。自粛空け第１号の山行として、鶴見

山を選ぶのは自然なことだ。 

７時別府駅出発。駅周辺は閑散としている。

ちょっとした観光気分で、境川めざして歩く。

コンビニで買い物をした後、境川の堤防で、ゆ

っくり朝食。 

このコース、これまで１５回近くは歩いて（走

って）いるコースだが、全て忠実に一気登山コ

ースをたどっていたのを思い出し、今日はでき

るだけ堤防沿いを歩くことにした。川沿いは、

緑地帯や官民の施設がよく整備されて見晴らし

も良く、気持ちが良い。というか、断然、一気登

山コースより、堤防の上を歩く方が良い！ただ

し、注意しないといけないのは、一気登山コー

スは道標がよく整備され、迷うことはないが、

堤防沿いには標識もなく、道が分かりにくくな

る。実際、自分も民有地や国立障碍者センター

に迷い込み、多少、時間を費やした。また、一気

登山当日だと関門不通過となり、登頂証明書が

もらえなくなるリスクもある。本番では、忠実

に一気登山コースを歩きましょう。 

さて、神社までは余裕しゃくしゃくであった

が、南平台への分岐では、ふくらはぎに張りを

感じだした。久しぶりの登山だからだろうか？  

１１時過ぎに山頂の園地に着くと、ミヤマキ

リシマが今、盛りである。まことに美しいもの

だが、人出は例年ほど多くはないようで、少し

寂しい。これも、コロナのためか？ 

予定より遅れて、１１：４０山頂着。中学生の

集団で賑わっており、ようやく自粛明けを実感

する。普通なら、これで終わりだが、今日はここ

からが本番である。馬の背へ下り、南平台分岐

の少し下から船底新道を経て内山をめざす。現

在、鞍が戸の稜線コースは通れないので、鶴見

縦走をするための貴重なルートとなっている。

ところが、この船底新道、落石と土石流で荒れ

に荒れており、きわめて歩きにくい。これが「新

美しい湾の景色 

鶴見岳（1,374.5ｍ）･ 

 内山（1,275.4m） 
佐藤裕之（16315） 

 

高さ 40m を超す二つの岩峰 
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道」？廃道の間違いでは？と思えるほどである。

それでも、高低差が少ないので、鞍が戸を通る

よりは、むしろ楽に船底に達すると思える。 

久しぶりに船底に着く。以前は、丈の高い草

が風になびくと、いささか不気味なところだっ

たが、今は、樹林化が進んでいるようだ。 

内山への登りは急で荒れており、息が切れる

が、何とかたどり着く。山頂には単独行のおじ

さんがおり、聞いてみるとへびん湯方面から扇

山の尾根を登って来たという。このコースは難

易度が高い。昔、歩いたことがある、と話すと、

先の地震で荒れに荒れ、以前とは比較にならな

いほど難しくなっているが、ロープも設置され、

行って行けないことはない、とのことであった。

このお方、年間５０回は山に登っていると豪語

し、恵まれた環境にある方とお見受けした。し

かし、通行禁止となっている以上、やはりルー

ルは守るべきと思うが。 

再度、船底まで降りて、鞍が戸まで登ろうか

な？とも思ったが次の機会に回して素直に下山

することにした。 

ところが、船底から鶴見林道へのルートが、

急傾斜な上に極めて分かりにくい。再三、迷っ

たが、迷ったときは必ず戻る、の鉄則に帰り、何

とか、林道まで降りつくことができた。計画書

の時間通りに、ロープウエーに戻れそうもなく

なったので、林道からは小走りで下る。駅まで

歩こうか？とも考えたが、自粛明けなので、や

っぱり自粛し、バスで別府駅まで下った。やは

り、バスが楽で良い。以前なら、駅周辺で必ずビ

ールをあおっているところだが、なんとなく、

気がのらず、そのまま JRで帰宅したのは残念で

あった。 

本日は、滝尾駅まで自転車、別府駅まで JR利

用と、自家用車を使わないエコな山行であった。 

登り１８３２ｍ  下り１３４４ｍのなかな

か充実した内容であった。 

７：００ 別府駅  １１：４０ 山頂  

 １６：４０ ロープウエー   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 待ってました、今月のこぎこぎクラブの案内メー

ルが届きました。「次回のこぎこぎ倶楽部の山行は由

布岳中腹にある、1153mの標高点に「ヘベ山」という、

間違った標識があるのでこれを訂正する標識設置の

山行を考えています。本当のヘベ山の山頂は北緯 33

度 16 分 49 秒、東経 131 度 24 分 26 秒です。この間

違った標識は今年の春にあの辺を歩いた時に発見し

たものです。今回の山行はせっかくだから剣の峰を

踏んでウバガウジ（通称火口コース）を通って塚原・

砂防ダムルートから偽ヘベ山に至り、帰りに本ヘベ

山を経由して下山するコースを考えています」 

こんな内容のメールである 

５０年に一度の大雨が、３年間で５度起きている

昨今、先日の大雨で登山道に被害は出ていないか

な？と心配もありましたが、山行の魅力には勝てず

スグサマ参加希望のメールを返信しました。 

 山行当日、７月２３日（木・海の日）、今回の参加

者１３名が由布岳東登山口に集合。8：00 に出発で、

由布・鶴見エコーラインを塚原方面に約 10分、一般

車両進入禁止のゲート脇を林道に入ります。高速で

別府から湯布院へ向かう途中、由布岳の痛ましい崩

壊の姿が見えますが、その砂防ダム工事用の道路で

す。 

8：35工事用の作業舎の前から山道に入っていきま

す。ほとんど道らしい道はないけど、ところどころ目 

 

由布岳ウバガウジと 

へべ山へ 

こぎこぎ倶楽部         

大渡崇夫（16206） 

 

偽のへべ山にて 
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印のテープなどある斜面をどんどん登って行きます。

先ずは、剣ノ峰を目指して登っていきますが、先日の

大雨でいたる所で崩壊の傷跡がそのまま残っていま

す。 

11:10、古い噴火口の跡だという広い草の斜面の窪

地で昼食です。昼食後、ウバガウジの岩場の手前まで

行きましたが、今回は剣ノ峰山頂はパスすることに

決めました。そこからはウバガウジの岩場を通って

いる登山者の姿が見え、我々の声が聞こえたようで、

こっちを見ていました。 

登ってきた道を引き返し、途中から横に山腹をト

ラバースしながら偽のへべ山 1153ｍへと向かいます

が、いたる所で大雨の被害を受けており、谷がえぐら

れているところが何個所もあり、谷を上へ下へと渡

れるところを探しながら進みました。 

苦戦しながらも、偽へべ山に到着（13：30）し、訂

正の標識を取り付けました。 

それから、さらに山腹を横にトラバースで、二度ほ

ど荒れてえぐれた谷を苦戦して通り越し、日向越の

下を通って何の標識もない正しいへべ山 960ｍにつ

きました。（15：00） 

 

ここでみんなで写真を撮って東登山口へと下山（15：

30）しました。 

 由布岳の斜面には大雨の度に削られ、深く掘れて

いく谷が幾筋も出来ているのを知り、自然の猛威を

感じる山行でした。 

＜参加者＞ 

飯田（勝）、櫻井、宮原、若月、丹生、大渡、神田、宮

本、柳瀬、平原(瑞)、平原(健)、飛高、甲斐(英) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月のこぎこぎクラブは大黒山から横山への縦走

と連絡があった。大分百山の一座である横山は以前

登ったことがあったが、はて？大黒山とは？国土地

理院の 2万５千分１の地図には大黒山の表記はない。

案内のメールに添付の地図を見ると横山と平家山の

間にあるピークだ。どんな山なのか楽しみに参加。 

8 月 23 日(日)午前 7 時 30 分、国道 210 号線から

平家山への入口に車９台、15 人が集合。車二台を下

山する林道に置き、残りの車全部を登山口には置け

ないので、３台はそこに置いて４台の車に全員分乗

して平家山登山口のある林道を進む。 

尺間神社の鳥居があるところにゲートがあり、そ

こに車を置いて登山開始。まずは林道歩きだ。8時 30

分出発。新しい山道に期待しながら林道をひたすら

歩く。しばらく歩くと平家山への登山口とかかれた

案内板があり、その先が林道の峠だ。その峠の少し先

からいよいよ山歩き。 

9 時 10 分過ぎ、道のない斜面を登り始める。今回

はスタート前に参加者それぞれが自分なりの歩く道

を考え、地図に書き込みし、実際に歩きながら検証し

ていきました。例えば、途中の分かりやすいポイント

で現在地がどこになるのかを確認したり、また、逆に

迷いやすい箇所でも立ち止まって地図上での位置確

認をしたりと、勉強になった。 

急斜面を登って行くと突然巨大な岩が現れた。そ

大黒山（1,030.0m）～ 

横山（1,036.8m）へ 

こぎこぎ倶楽部 （8月山行）        

清水久美子(会友 178） 

 

 

本当のヘべ山にて 

大黒山から見た平家山 
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の横を通って登って行くと、やがて山頂だ。10 時 40

分、初めて登りついた大黒山は特に山頂標識も何も

ないピークだったが、よく見ると山頂横の木にグル

グルと二本のテープが巻いてある、これが誰かがつ

けた山頂標識の代わりかな？ 

大黒山はほとんどの方が初めてだったので、大黒

山山頂の少し先のもうひとつのピークまで足を伸ば

す。木々の間からではあるが平家山も見ることがで

きた。山頂に戻るとそこから一気に下り、広い鞍部で

昼食タイム。 

昼食後、横山に向かって出発。途中一か所だけ片方

が崩落してナイフ状になった細い尾根道があり、慎

重に歩く場面もあったが、あとはヤブもほとんどな

く、以前は猛烈なスズタケのブッシュの尾根だった

というが、今回の山行は基本的に歩きやすいルート

で、思ったより早くに 12 時 40 分に横山山頂に到着

した。 

横山山頂は周囲が木などに囲まれ眺望は望めなか

った。山頂で全員集合の写真を撮ったあと、急斜面の

道を下山する。そしてやがて林道に出たが、車を置い

ているところまで林道歩きが長い。林道は途中、何箇

所も山の斜面が崩落して、土砂が道を塞いでいると

ころがあり、先日の大雨の影響をまざまざと感じさ

せられた。約一時間の林道歩きで車を置いている所

についた。 

思いのほか涼しい中での登山となり、今回も楽し

い山行でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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)、今川、平原(瑞)、

平原(健)、飛高、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 27日（日曜日）参加者 14 名 

今回のこぎこぎ倶楽部は裏英彦山道周回。 

今日の天気予報は晴れだったが、集合場所に向か

う途中の車中では高速の玖珠辺りから雨が降り始め

るかと思うと虹が掛かるなど、変わりやすい天気と

なった。8時前に少々肌寒い霧の薬師峠に集合。小雨

がぱらつくのでカッパを着用して出発したがすぐに

雨も止み不要となる。 

今日は櫻井さんが先頭をつとめる。まずは豊前坊

登山口から北岳を目指す。途中にある望雲台に初め

てのお二人を宮原さんがご案内。３人が戻ってくる

のを待って、ここからシオジの原生林の中を北岳へ、

クサリやハシゴの道を登る。9 時 40 分過ぎに北岳到

着で小休止。緩く下ってのぼり返すと広い中岳頂。英

彦山神社で小休止。お参りしながら神社がだいぶ朽

ちてきていることに心を痛める。板壁の落ちかけた 

 

英彦山 
（北岳 1,192.0m･中岳 1,180.0m･ 

南岳,1,199.0m） 

～裏英彦山道周回コース～ 

こぎこぎ倶楽部        

柳瀬里子(会友 163） 

 

横岳山頂 

中岳の英彦山神社前で 
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社の前で写真を撮る。そして南岳に向かい山頂で少

し早めの昼食。残念ながらここでも霧のため眺望が

利かない。 

１等三角点で写真を撮って下山開始。南岳から鬼

杉手前までが岩場や鎖場があり岩が雨で濡れていた

ため特に注意を要した。 

予定の時刻を過ぎているため、鬼スギはパスとな

り、鬼スギ手前の柱状節理の材木岩の先で奥英彦山

道に入るため左折する。ここにはロープが張られ赤 

字で「難路」の文字があり、初心者不向きと書かれて

いた。道迷いもあり熟練者同伴でないと危険という

事だろうか。ロープを跨いで籠水(こもりみず)峠へ向か

う。 

岩の多い斜面を何度もアップダウンしながら進み、

やや急斜面を登ると籠水峠だ。南岳で昼食中に追い

越していったツアー登山の一行が先客がいて、先に

薬師峠へ向かって下っていった。鹿ノ角の大岩壁を

バックの写真を撮って薬師峠へ向かう。 

緩く下った後は何度もアップダウンを繰り返しな

がら進む。青々と苔むした岩あり、ロープあり、倒木

を乗り越えたり潜り抜けたりと厳しいが楽しいコー

ス。滑りやすいトラバースの箇所には簡易なロープ

が張られていたりする。 

材木石下の分岐から始まったこのルートには小さ

なナンバープレートが１５ｍごとに 1～64まであり、

救助要請するときの現在地確認の目安番号にもなる

とのことだ。 

峠から４０分あまりで崖から水がしたたり落ちて

いる垂水の壺を通過し、また何度もアップダウンし

て清水も流れるケルンの谷へ到着。ここで小休止し

て先へ向かう。ケルンの谷からまるで一山登るよう

に登って行き、ついに 1030m の稜線まで上る。その

後もう一度登り超した稜線が北岳への道の分岐で、

前に鷹ﾉ巣山を見たりしながら緩く下って、杉林の中

から林道が見えるとホッとした。舗装された林道を

少し歩き駐車スペースに着く。出発した朝は霧で見

えなかったが目の前に望雲台がそそり立っていた。 

英彦山には山岳会行事も含め数回登っているが裏

英彦山道は初めての経験。南岳から鬼スギ手前まで

は起伏に富み岩場あり鎖ありで緊張するコース、裏

英彦山道も苔むした岩あり丸太ありトラバースあり

ケルンありと、とても楽しめるコースだった。あいに

く霧が立ち込めていて、眺望が利かず周囲の山並み

を望むことが出来なかったが、中には鷹ノ巣山など

周囲の山に気が付いた者もいた。霧の中の英彦山と

いうのも霊山らしい雰囲気に包まれ、また趣があっ

た。 

参加者が多いと列が長くなりがちだが小休止の時

などに先頭を行く者と最後尾の者で声の掛け合いを

していたのが面白く和気あいあいと楽しい雰囲気を

醸し出してくれて、とても楽しい山行となった。 

参加者の皆さんありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加者＞ 

飯田（勝）、櫻井、宮原、大渡、神田、久知良、清水（久）、

清水（道）、丹生、宮本、諸田、若月、平原（瑞）、柳瀬 

 

 

 

 

第 3回役員会 7月 30 日（木）コンパルホール 

1. 60 周年記念行事 

2. 大分百山編集 

3. 60 周年記念誌 

支部からの報告（会務報告） 

支部会議報告 

英彦山 南岳山頂 
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4. 月例山行 

5. その他 

第４回役員会 8月 26 日（水）コンパルホール 

1. 60 周年記念行事 

2. 大分百山編集･60周年記念誌 

3. スズタケ枯死調査･清掃登山･共益事業 

4. 月例山行 

5. その他 

第５回役員会 9月 2４日（木）コンパルホール 

1. 60 周年記念行事 

2. 大分百山編集･60周年記念誌 

3. 清掃登山･共益事業 

4. 忘年登山 

5. その他 

 

 

8 月 7日（金）コンパルホール 出席者 7 名 

9 月４日（金）コンパルホール 出席者  9 名

10 月２日（金）コンパルホール 出席者 13 名 

 

 

 

11月 6日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

12月 4日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

1 月 8 日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

1 月は予定で、参加･利用の前に確認してください。 

 

 

11月月例山行：尾ノ岳（1,040.0m） 

（県境稜線縦走） 

日時･･･11月 8日（日） 

出発･･･11月 8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･･･11月 1 日（日）まで 

担当リーダー･･･中野 稔 

参加申し込み･･･TEL  097-543-3903 

（携帯）090-2712-5225 

Email mr.yufu-oze@tw.drive-net.jp 

※地図 1/25,000  立門 

 

１2月月例山行：元越山（581.5ｍ） 

忘年登山（２４項参照）  

 

１月月例山行：十文字（900.7ｍ） 

（県境稜線縦走） 

日時･･･ １月１7日（日） 

出発･･･ １月１7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･･･ １月１0 日（日）まで 

担当リーダー･･･佐藤裕之 

参加申し込み･･･TEL  097-568-3668   

  （携帯）090-5198-8204 

Email satoh@mail.goo.ne.jp 

※地図 1/25,000 立門・満願寺 

 

2月月例山行：中ノ原山（721.2ｍ） 

（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 

 

第 4 回 研修山行 

日時 11/14（土曜日） 

場所 高崎山の大谷 

研修内容 アイゼンワーク、ロープワーク 

問い合わせ 安東まで（090-5727-9472） 

 

第6回支部役員会の開催案内 
本年度第 6 回支部役員会を下記の通り開催します    

の役員の方はご参集下さい。 

日 時…10月 21日（水）18時より 

場 所…大分市「コンパルホール：３１０号室」 

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 

 

月例山行のご案内 

mailto:mr.yufu-oze@tw.drive-net.jp
mailto:satoh@mail.goo.ne.jp
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1.記念式典と記念講演会 

日時････2020年 11月 21日（土） 

場所････「ホルトホール大分」（大分市金池南） 

次第････記念式典 14：10～14：30 

記念講演会 14：40～15：40 

  日本山岳会会長 古野 淳氏 

ビデオ放映 15：50～16：35 

  「ヒンズークシ登山報告」 

(東九州支部 1960 年 コー･イ･モンディ登頂記録） 

2記念山行 
登る山････由布岳 
日時････2020年 11月 22日（日） 

集合････午前 9 時由布岳南（正面）登山口 

 

 

 

年末の支部恒例の忘年会と忘年登山で

すが、コロナ禍の昨今の事情に鑑み、今

年は忘年会は行わないことになりまし

た。 

しかし、忘年登山は月例山行と併せて

下記の通り実施します。 

 

 

日 時･･･ 12月１3日（日） 

集合場所･･･佐伯市木立小学校前 

集合時刻･･･12月１3日（日）午前 9時 

参加申し込み期限･･･ 12月 2日（金） 

申込先･･事務局 0977-21-3437 090-2503-8409       

Email jackeikaku@ant.bbiq.jp 

※地図 1/25,000 畑野浦 
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後  

・10 月 3 日は「登山の日」である。この日の夕

方ラジオでこのニュースを耳にした。私にはあ

まりにもなじみのない言葉だったので、ネット

で調べてみた。日本アルパイン･ガイド協会の重

野太肚二氏が発案して、1992 年（平成 4 年）に

日本山岳会が制定。山に登ることで雄大な自然

に触れ、自然の素晴らしさを知り、その恩恵に

感謝する日とある。10 月 3 日（土）は祖母傾山

系の観測地点で研究会のメンバーとスズタケ状

況調査で一緒に汗をかいた。 

・第 90 号支部報ではコロナ禍において、政府の

自粛要請でステイホーム中でもあり、山行機会

がほとんどなく支部報の原稿の収集が心配であ

ったが、今回第 91 号は、それらを払拭するかの

ように沢山収集出来た。皆さんに感謝いたしま

す。            （Ｔ.Ａ） 

支部創立 60周年記念行事 

 

忘年登山と忘年会 

 

忘年登山：元越山（581.7ｍ） 


