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支 部 活 動 報 告 

釈 迦 岳、御 前 岳 

９月月例山行報告 

 佐 藤 秀 二  

平成２４年９月２２日、大分駅に午前 6 時に集合し、時間

どおりに誰一人欠けることなく出発。大分インターから

日田インターまで高速に乗り、日田市内で買い出しとガ

ソリンの補給。先日の豪雨で至るところで川が氾濫して

おり、２週間前に道路状況の下見に行ったが、登り口付近

に回り道や通行止めがあり山の中もやられているので

は？と心配しながらの登山となる。椿ヶ鼻ハイランドパ

ークに直接行く予定だったが、下見の時に日田市から御

前岳の登山口に直接行く道が走りやすいことを知り、ガ

ソリンの補給の後サッポロビール工場先バイパス下の

県道675号を通って御前岳登山口へと向かう。 

７時５０分に登山口に到着。ここで、先に到着していた

飯田さんと合流。今日は、縦走するので車を一台おいて

椿ヶ鼻ハイランドパークの釈迦岳登山口に向かう。豪雨

の爪痕も残る中、麓の道を約１５分で椿ヶ鼻ハイランドパ

ークに到着。ランドマークの風力発電機の下に車を止め、

ここから登り始める。(午前８時３０分)西さんはここです

ぐ近くの展望台へ。風力発電機のすぐ横には安部先生

が車を止め先行して登山している。風車の足下から登

山道となり釈迦岳へは最初が急登となる。久しぶりに

登るので、記憶にないが登り初めてすぐに大きな岩が

あり足跡のある左へ。するとだんだん道が細くなりつ

いに灌木の中へ。どうやら道を間違えたらしい。「引き

返そう」となり、大きな岩が現れたところへ戻る。する

と、右にテープがありそちらが本道となっていた。テー

プを草に巻いていたので、さっきは「変な形の花があ

る」と勘違いしたところだ。 

先行した安部先生も間違えてその足跡をたどってし

まったようだ。大きな岩を右に巻くと真新しい鎖が現れ

ここから急登となる。途中再び道を間違えかけるが事

なきを得てさらに急登を登る。急登を登ること約１５分

で稜線にでた。ここで一休み。途中で道を間違えたこと

もあり、結構時間がかかってしまった。ここから稜線歩

き。最初のピークの雲ヶ岳城跡の分岐で安部先生と出会

う。展望台に立ち寄って、再び登山道に戻り少し登った

ところで安部先生とお別れ。この先、電波塔のある２つ

の小ピークを越えて道路に出る。そのすぐ先が釈迦岳

最高地点（平成４年まではここに１等三角点があった）の

レーダーがあるところ。 

 

     (釈迦岳山頂（ 1 2 2 9 ． 5ｍ ）にて) 

時刻は午前１０時。思ったよりも時間がかかってしまっ

た。ここで少し休憩して、釈迦岳へ。山頂手前で御前岳

から来た人に会い縦走路が崩壊してないかと尋ねると

「大丈夫です」とのことで、ほっと一息。約十分で釈迦岳

山頂へ到着し、ここで記念撮影。ここから御前岳の縦走

路へ。少し急な岩場を下った後、緩やかな傾斜の縦走路

へ。崩壊を気にしていただけに、こんなに快適な縦走路

だったかな？と思いつつ、思ったほどの傾斜のない快

適な縦走路を歩く。ただ、一カ所崩壊が縦走路近くまで

来ているところがあって、もう一度７月同様の大雨が来

たら道がなくなるのではないかと思えるところがあっ

た。そして御前岳手前のピークをググッと登ると、朝、車

を止めたところへの分岐が現れすぐに山頂に着いた。

（午前１１時３５分） 

ここで昼食を取ることにして、座り込む。すぐ後から

福岡県側から登ってきた２つのグループで頂上広場は

中高年の登山者でごったがえし、まるで中高年の遠足

のよう。 

遠江さん持参のシシトウの醤油漬けをいただき昼食

を済ませ、記念撮影をして午後１２時１５分に下山開始。先
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       （御前岳（ 1 2 0 9ｍ）にて）  

ほどの分岐を左に。最初はやや急坂。時々倒木があり通

行を邪魔する。約２０分でシオジの森に。ここから道はや

や緩やかになり谷に沿って歩く。最初右側に谷が現れ

るが、先日の大雨で谷がえぐられている。下るにつれ

谷のえぐれは大きくなり、やがて登山道は谷に吸い込

まれる。元々谷を渡るように道ができていたが、完全に

分断され道が消えている。やむなくガレた谷を下って

いると、歩いて１００メートル足らずの左手にテープが沢

山巻いてあり、再び登山道に戻ることが出来た。 

このあたりを流れていた水は伏流水となり地表から

消えている。この先の川の合流点も川底が１～２メート

ルえぐられ岩だらけ。ここにあった清流はなくなってし

まっていた。さらにこの先の名水百選の湧水地の水は

流れているものの左側崖の崩壊や倒木や流木で完全

に荒れてしまっていた。再び昔の風情を取り戻すのは

何時のことやらと憂慮しながら、緩やかになった道を

下り新しく工事中の砂防ダムに出る。飯田さんはその手

前で、まだ登っていない三角点を目指し山へ入ってい

った。 

登山道はここの手前で山に入る。この道は昔からあ

る古い登山道で、車を止めたところから林道をさらに１

００メートル奥に進んだところに出るようになっている。

古い砂防ダム工事用の道が今の登山道になっている

が、ちょうど新しい砂防ダムの工事のため旧道を通る

よう、迂回標識がある。しかしこの日は休みでもあり工

事がされていないので、そのまま今の道を下って車を

止めている登山口に直接出た。（午後１時３０分）ここから

再び椿ヶ鼻ハイランドパークに止めた車のところに戻

ったが、この後予定の渡神岳は、「登れそうもない」方

もいて、雨もばらつき始めたのでここで解散となった。

その後、椿ヶ鼻グリーンパークから渡神岳に登ったこと

のない私は、一人渡神岳を目指したが、途中から雨が本

降りになりこれから登りというところで引き返した。本

来は津江三山縦走を考えていた私にはちょっと残念で

したが、充実した一日でした。 

 

参加者…中野稔、佐藤まゆみ、飯田勝之、岐部威吉、遠

江洋子、安部可人、西孝子、後藤英文、佐藤秀二 

 

 

 

石 鎚 山 

１０月月例山行報告  

         藤 澤 容 子 

１３日夜１１時、別府港宇和島フェリー乗場に集合、興田リ

ーダー運転の１０人乗マイクロバスに荷物を積込み乗船。

１１時５０分出港、貸切状態の２等客室で仮眠２時間半、翌１

４日午前２時３５分八幡浜着。コンビニで朝食/昼弁当等

調達後、石鎚スカイライン（石鎚山岳観光道路）駐車場へ

到着朝4時半。既に開門（朝7時）待ちが数台、我々も開

門迄、車中仮眠 2 時間半。終点土小屋迄約２０km、道路保

全の為、制限時速 40km で走行、もう車でいっぱいにな

っている広い駐車場の一角に車を止め、秋の装い始め

た石鎚山の険しい山容を望み、前途急峻な岩稜、鎖場等

に不安を覚えながら登山準備。 

７時４０分登山開始。石鎚山頂まで４．６ｋｍ。登山口は標

高1492m（いよのくに）、周囲の幾重にも連なった山々の

紅葉具合を楽しみ乍ら、歩き易く整備された快適なアッ

プダウンの繰返しのトレッキングコースを歩く。赤、黄、

茶色のグラデーションに石鎚特有種ウラジロモミの鮮

やかな緑のアクセント。紅葉の点描で埋め尽くされた絶

景に感嘆！！前方に弥山、天狗岳が姿を現す。丸太の階

段や補強された登山道脇は急斜面。落石危険の標識に

注意しながら歩く。ロープウェイ成就社登山口からの合

流点を過ぎ、鳥居をくぐると、左手は垂直急勾配に６５m

の二の鎖。遥か上方まで延々の岩、垂れ下がった巨大
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な鎖を見上げ胸が騒ぐ。 

迂回しようと一瞬迷うが、頑張って挑戦する。鎖輪に

足を掛け、何とか行けそうと思った途端、一枚岩が大き

くなり、鎖が小さくなり、足を手を何処へ？と必死、無我

夢中で登る。岩場中程で、足が引攣り、下を覗いて眩暈、

上を仰いで思案に暮れる。一息入れ足の具合を案じつ

つ気を取り直し、サポートされながら最上部に辿り付く。

ふぅ～、ほっ。次は６８ｍの三の鎖、幸いか不幸か【工事中

の為通行止】の標識。スチールや木製の階段の迂回路に。

脇は所々絶壁、谷底。これも恐い！ 

 

（天狗の山頂（ 1 9 8 2ｍ ）にて） 

弥山到着。山頂広場の守り神様に手を合わせ、西日本

最高峰天狗岳に急ぐ。３６０度のパノラマの天空、峻峰と

山肌の紅葉を背景に険しい痩せ尾根岩場を点々と続く

登山者。１１時頃、弥山山頂広場に戻ると、大勢の人、人、

天狗岳入口の岩場は順番待ですごい渋滞。昼食も腰を

下ろせない位の混雑で、そこそこに済ませ下山。登りと

打って変って余裕の下山路は周囲の連山を見下ろし天

上散策、絶妙な秋の彩りを十二分に堪能し、素晴らしい

の一言に尽きる。可憐な釣舟草（ツリフネソウ）、竜胆（リ

ンドウ）等の秋の草花にも心癒され、心洗われ、土小屋広

場に下山。 

登山口の石鎚神社に無事のお礼参拝後、フェリーの時

間を気にしながら１３時半土小屋出発。予定通り八幡浜１７

時２５分発に乗船、別府着２０時１５分迄は諸山談義や懇親

で有意義なひと時を過ごせました。石鎚は燃えるよう

な紅葉一歩手前でしたが、絶好の紅葉、日和に恵まれた

至福の一日でした。私は足の引攣り、痙攣等のアクシデ

ント/トラブルで天狗岳を踏めなかった心残りは多少あ

りますが、二の鎖岩場の達成感の方が大きかった。山で

の種々判断は自己責任と改めて実感、これからは回を

重ねる毎に技術、知識を体得、習得できる様頑張って山

行を楽しみたいと思わされた石鎚山行でした。以上 

 

実施日：平成24年 10月 13日～14日 

参加者：10名  リーダー；興田勝幸 

飯田勝之、下川幸一、下川智子、中野稔、久保

洋一、遠江洋子、佐藤まゆみ、荒木真由美、藤

澤容子 

 

集合：平成24年 10月 13日午後 11時００分 別府港 

解散：平成24年 10月 1４日午後 1０時３０分 別府港 

行程：別府港⇒八幡浜⇒石鎚スカイライン⇒土小屋登山

口⇒石鎚山の往復⇒土小屋登山口⇒石鎚スカ

イライン⇒八幡浜⇒別府港 

踏破 石鎚山（弥山 1974m/天狗岳 1982m）  

石鎚山は石鎚神社山頂の弥山/西日本最高峰の天

狗岳/南尖峰の一連の総称で今回は土小屋登山口

から弥山～天狗岳の往復コース。 

会 費：10500円 

 

 

 

 

「山の安全を祈る集い」報告 

         加 藤 英 彦 

日時・8月5日 

場所・久住御池避難小屋上の避難慰霊碑 

趣旨・今から８２年前（昭和５年は８月）の九重山で初め

ての遭難者の慰霊碑の前で、これまでの九重山

を始めとした多くの山の遭難者の慰霊を行うと

ともに、これからの山の安全を祈る。 

 ８月５日朝から台風１１号の影響で今にも降り出しそう

な空模様だ。大曲より登り始めたが雨まじりの風雨が

段々と強くなってくる。とりあえずすがもり峠まで登る

ことにして法華院弘蔵岳久君にも連絡をとりすがもり

小屋に集合。開始時刻の１１時まで待つことにしたが、さ



          公益社団法人日本山岳会 東九州支部報   第５９号  平成２４年１０月２５日発行 

 

5 

らに風雨強烈となり現地までは行っても行事ができな

いと判断をし、弘蔵君と相談し急遽会場を法華院観音堂

に変更して行うこととした。すぐに雨の中法華院まで下

り観音堂の十一面観音様の前にて読経・焼香をして安全

を祈った。尚この行事は法華院山荘では、九重慰霊の日

として日本山岳会東九州支部と合同での行事である。

昨年も雨だったが、どうも 8 月の第一日曜日は悪天候

に見舞われっぱなしであった。 

参加者…加藤英彦・星子貞夫・下川幸一・塩月靖浩・加藤

平治（以上会員）・渡辺千代春・渡辺和子（会友）・安部・上

田・芝田（会員外）以上 10名 

 

    （法華院「観音堂」にて） 

 

 

 

 

 

トレッキング入門講座開講！ 

       企画担当 佐 藤 秀 二         

支部主催で初めて開催する「トレッキング入門講座」

がコンパルホールで９月１４日から開催されています。座

学４回、山行２回の計６回のトレッキング入門講座です。 

当初受講生２０名の予定でしたが、大分合同新聞（夕

刊）に受講者募集の記事が掲載されたことを契機に一

気に３６名に増え、山登りの精神の一つである「来るも

のは拒まず」の精神で大盛況となっています。９月１４日

の第一回講座「さあ、山に行こう」(山登りの基本・体力

づくり)、９月２６日の第二回講座「いろんな山へ行こう」

(山の楽しみ方・多くの山を知る)は既に終了しています。

講師陣は、役員を中心とした経験豊富な面々。しかし、

経験が豊富なだけにたったの５０分で多くのことを伝

えるのは時間が足りないようで、一部の受講生からは

不満も出たりしています。教える(伝える)ことの難しさ

を感じているのではないでしょうか？講師陣は一生懸

命頑張っているのですが、その点については改善して

いきながら開催しているところです。 

 この後は、１０月１０日の第三回講座「山の危険と遭難」、

１０月２４日の第四回講座「山の天気と地図」と続きます。

そして、１１月１７、１８日の山行(横岳、鋸山を予定)、１２月２２、

２３日の山行(久住山を予定)もあり、講師の皆さんの奮

闘(自分を含めて)を期待しています。会員会友の皆さ

んのご協力をいただくこともあるかと思います(但し

ボランティア)ので、その時はよろしくお願いします。 

 また、講座の開催が毎年の恒例行事になることが出

来るように思っていますし、会員会友の皆さんにも中級

から上級の登山教室を開催する検討もしています。開

催の要望があれば、役員の方までお申し付け下さい。皆

さんの声があれば開催出来るのではないかと思って

います。 

 

（開講式） 

 

     （受講のようす） 
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個 人 投 稿 

花の白山 荒島岳 山行 

           阿 部 幸 子 

 ７月１３日（金）22；30 分車一台で大分インターを出発。

途中朝食を取り、福井北インターに到着。運転の久保さ

んご苦労様でした。 

 別当出会いは本日から車乗り入れ禁止との事で、バ

スで移動する事２０分で登山口に到着。12；30 分出発。初

めての白山に期待と不安で胸が高揚した。甚ノ助避難

小屋経由で 15；10分南竜山荘に到着。夕食まで時間があ

ったので少し休憩した時に、大分小野屋出身で農工大教

授福嶋さん他二名（他県出身）と同じ部屋で、大分弁で

話がはずみ、白山を巡る環境の事は参考に成りました。

山での人との出会い楽しく感じます。連休で小屋は満

室状態でした。 

 ７月１５日（日）朝はあいにくの雨で止みそうもなく、7；

40 分出発。10；20 分御前峰に到着。雨と風でほとんど見

えず、記念の写真を撮って早々に下山。天気が良けれ

ば剣が峰から池めぐりコースの予定でしたが残念。堂堂

平にて暖かいコーヒーでゆっくり昼食。お土産に絵ハガ

キを買い、10；50 分少し雨も小降りになって堂堂センタ

ーを出発。観光新道を通り、途中クロユリ、ハクサンコザ

クラ、ハクサンフウロ、チングルマ等みごとな花が咲き、

高山のお花畑で何度立ち止まってカメラのシャッター

を押したことか。気持の良い下山でした。 

 今日の宿になる、六呂師のピクニックガーデン外は、

キャンプのテントで灯りがいっぱいでしたが、ガーデン

内は貸し切り状態で、４人で宴会場は盛り上がり、加藤さ

んのクロユリの花から坊がつる賛歌まで歌のメドレーで

した。 

 ７月１６日（月）4；50 分出発。深田久弥が登った中出集

落からのコースで、小荒島（帰路）～シャクナゲ平～荒

島岳へは 9；30 分到着。霧で眺望はきかず残念。船の出

航時間もあり 12；00駐車場到着目標で、ストックなしの私

には、早歩きの下山でした。 

 神戸港に予定より早目に到着して、フェリー４人部屋

に乗船。バイキングでくつろぎ登山の疲れも取れて大

分へ到着。天候には恵まれない事もあったが、花がき

れいで信仰のある白山登山、大野富士と呼ばれるブナ

林を歩く荒島岳は、思い出に残る登山でした。 

 

 参加者 加藤英彦・久保洋一・下川幸一・阿部幸子 

 

ハクサンフウロ    ハクサンコザクラ    

 

   クロユリ        チングルマ 
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今年の夏の懐かしい山旅 

              飯 田 勝 之 

 千枚小屋で朝食を済ませ、小屋の前で雲海の上にご

来光を見て、ゆっくりスタートの山行である。小屋から４

０分程登ると森林限界を抜けてやがて千枚岳の山頂に

着く。雲一つない青空で、素晴らしい展望である。南に

は赤石岳の巨大な山体がそびえ立ち、前方は丸山を経

て荒川東岳への稜線道が続く。北には塩見岳、農鳥岳、

間ノ岳の向こうに鳳凰三山の稜線まで見える。東は生

木山・笊ヶ岳・布引山と続く白峰南嶺の向こうに、高くくっ

きりと富士山が見える。昨日から今日、そして明日、明後

日と予報では好天が続きそうだ。 

 丸山を越え、巨岩の累々とした稜線を登っていくとど

こか見覚えのある大きな岩が目の前に迫った。「ここ

だ」先頭を行く私が言うと後ろでＨさんが「そうだ、こ

こだ。間違いない、ここで朝ご飯を食べたんだ」 

 今回は四人だが、あの時はＨさんと二人だけであっ

た。思いおこせばもう１５年も前になる。今回とほぼ同じ

に椹島から入り、今回は聖平までだが、体力のあったあ

の時には一気に光岳まで足を延ばしたのである。がし

かし、荒川三山は雨風に吹かれたほろ苦い思い出のコ

－スだ。 

 百間洞の小屋まで行く予定なので三時過ぎに小屋を

出発。出る時にはあたりはまだ霧の中だったが、登るに

つれて雨となり、千枚岳から先の稜線は強風で足下か

ら吹き上げる雨となった。登るにつれて腹が減ってきた

が、弁当を開くにもままならない。どこか良いところが

ないかと探しながら登っていると、目の前に黒々と壁

のような巨岩が立っている。あたりはまだ夜明け前で

薄暗い中、この岩陰に身を寄せて、二人は立ったままで

朝食にもらった弁当のお握りを頬張った。風は避けられ

たが、雨は容赦なく降っている。そんな中、どうにか腹

ごしらえをして先に進んだ。吹き付ける風と雨の荒川三

山を過ぎ、下りになると風はおさまったが、荒川小屋を

過ぎて大聖寺平に出るといっそう強い風雨が吹きつけ

た。そんな中、ただ黙々と二人して赤石の急斜面を登っ

た。小赤石を過ぎたあたりから雨もいつの間にか小降り

になり、風も止んできた。そして、雨の上がった赤石岳の

山頂では、雲間から日射しが射し始めた。 

 このあと易老渡へ下るまでの全行程が良い天気で、

展望も十分に楽しめたが、荒川三山だけは、二人の脳裏

に残る記憶といえば雨と風以外には、風雨の中に突然

ボーと視界に浮かび上がった中岳避難小屋に、喜んで

戸を開けて入ったとたんに無愛想な小屋番に「濡れた
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ままで入るな」と追い出された不愉快な記憶がある。 

１５年前ほどに体力もないし、今回はのんびり山行を

決め込んで、今宵の宿は荒川小屋である。この素晴らし

い晴天のもと、変わりゆく大展望と道脇の草花をゆっく

り楽しみつつ歩き、頂きごとにたっぷり休んで展望を楽

しみ、誰もいない前岳では草の上に横になってゆっくり

昼寝まで楽しんだ。それでも、１３時過ぎには荒川小屋に

着き、生ビールで乾杯だ。この後、翌日の赤石岳、その翌

日の聖岳と好天のもと、懐かしい山道を楽しみ、聖平小

屋から椹島へ下って、バスを待つ間の時間で渓流に入

り、冷たい水で全身の汗を洗い流した後の爽快感。私の

山旅では下山後の水浴びがすっかり癖になっている。 

    （荒川東岳より赤石岳と後方聖岳） 

 今年の夏は懐かしい山歩きが重なった。この一週間

後も懐かしい山旅を堪能した。支部の月例山行である。

今月のリーダーのＫさんが、宮崎県椎葉村の雷坂から国

見岳へ登り、石堂屋を経て尾前に下るルートを選んでく

れた。これは私にとってはもっと古い思い出のある懐

かしいコースだ。雷坂の部分と五勇山から後の部分は実

に４７年ぶりに歩くコースである。 

 １９６５年１１月、当時の山友達のＹ君と二人で延岡から五

ヶ瀬町の本屋敷までバスで入り、今はスキー場の玄関口

となっているが、当時はうら寂しい谷間の小さな集落

である波帰の公民館を借りて一泊した。翌日は波帰から

カシバル峠を経て杉越に登り、霧立越を縦走してコヤン

バ谷を耳川源流へと下った。 

 その夜は尾前に二軒あった宿のうちの一軒に泊り、翌

日は尾前からさらに奥の堺谷という集落に向かう、朝一

番のバスで雷坂登り口のバス停で降りてこの坂を登っ

た。その時の記憶はもうほとんど全く残っていない。し

かし今回のように、登り口からブッシュで道を見失うと

いうようなことはなく、しっかりした山道であったこと

と、ただひたすら長い、長い登りが続いたことだけ記憶

にある。所々に広い山道が残るが、これは西南戦争の時

につくられたものだと聞いたことを今回も思い出した。

石堂屋の前後のブッシュなど全く記憶にないから、昔は

道もはっきりしており、すんなりと気楽に山道を下った

に違いない。 

 その時のメモを見ると、尾前で泊まった宿は「国富旅

館」、尾前発堺谷行きバス６時３０分発、雷坂登り口６時４５

分発、ヘラの木平８時５５分、県境分岐９時３０分、途中で

昼食をとり、１１時に国見岳山頂に至っている。この後、小

国見を経て五勇山１２時４０分、石堂屋１３時３０分、尾前１４

時３０分、宿に預けていた荷物と受け取り１５時３５分のバ

スで上椎葉へ向かって発っている。その夜は上椎葉の

宿で二人で乾杯している。 

（昔の写真・Ｙ君（右）と二人で・へらの木平付近） 

 

 

 

 

 

三等三角点 

城山(権現岳城)216.1m 
       安 部 可 人 

玄鳥嶽城, 船ヶ尾城 

三角点と山城探検シリーズ ４回        

大友家中智将の誉れ高い権現岳城主狭間鎮秀はは

たして降伏したか、讒言か、不和の愚人大友義統に謀伐

され、狭間家終焉。 

１５８６年 10 月、高森から島津義弘２５０００騎朽網の山
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野城落として駐屯（注１）。１８歳勇将志賀親次の岡城攻め

切れず、内応南部衆のいるこの安全地帯から新納忠元

６０００騎は玖珠へ、弟新納右衛門久将４０００騎は大分郡

へ。途中湯布院では 5 人衆の藤ヶ城（本丸牧場）落とせ

ず,湯平の厳島神社（砦）で戦い、庄内町の柿原 232mの

船ヶ尾城（柿原神社)へ来た。武将、兵士、土民も善戦及

ばず、内応放火で落ちて阿鼻叫喚の地獄、すぐ前の橋

爪の鳥ヶ鼻城（山林）の軍兵とともに松尾城・331m（狭間

川の影戸、小公園で案内あり）へ逃げたものはいたが、

堅城松尾城もおちた(薩軍矢いれもせず撤退の説）。老

婆妻子自害、城主大津留鎮益は義統と竜王山へ避難留

守だった。 

 すぐ由布高校裏山の城主狭間鎮秀の権現岳城へ押し

よせた。強力な防戦、結局和談降伏、仕方なかった。そ

の兵站地は高長谷山・二等 236.7（陣屋のつり橋から 1５

分）で見張り所と狼煙台があった。当時陣中で疫痢流行、

かれらは栄養補給のためあの味噌入りの小麦粉練って

焼いたヒヤキを発明、戦後飢えたころの私の遠足の弁

当だった。今も先祖祭で仏前にこれを供えるという。

(注２） 

玄（燕）鳥嶽城・430m（鎮秀の支城）（丸秘）あり（同行

者佐藤）。この位置は難、佐藤は西尾根の超急登終了済

み。袋地区の大野さんの持ち山で、軽トラ入口離合でき

ない,２５分歩くと広い小笹の平地、眺望よしの山城跡。

すぐ背後の妙音山三等577.6mは公園から２５分。ツバメ

城ともいい、家臣平松・向井を配置。土民の避難所だろ

う。 

辻ヶ台城（鎮秀の支城〕210m 線庄内町はずれ下武宮

で左に大砲の模型が以前あったが、裏山・282m が山城

跡で城主が武宮武蔵守〔留守｝。426.3m や三等星岳

729.1m には砦があったはず。臼杵を薩軍３日間攻撃、国

崩しで撃退（ウソ、大砲は存在しなかった）。宗麟の頼る

鉄砲術の名人武蔵守は臼杵にいたらしい。東６ｋに雷地

区（地点名雷 198.6m）、鉄砲発射実験の適地、轟音がし

たから雷と地元の人に聞いた。なお、武蔵守は大男で

史書では有名人。  

 繁美山城・266m 警察学校の南下の池、太田地区に義

経の家臣佐藤忠信、継信の一族佐藤大輔１１９５年の築城。

跡形も無い中腹の吉祥寺で奥州の戦死者の供養。２４代

信隆は石垣原で戦死、ロマンある伝説。３度ヤブ探検し

て何もなし。「子供の頃、タ－ザンごっこで散乱する多

数の五輪塔を見た」と波多野老人。島津来たかは不明。

３度大火ありと、史跡大田摩崖仏の火炎地蔵語る。 

その他。トンネル、赤い橋のダム前のいちぎ城，柿原

に一法師城もあったらしい。 

（附記）薩軍別働隊は松牟礼城＝三笈山三等 659.2m 通

過、城主大友名門城後田北紹鉄は反乱で６年前に滅亡、

戦さにならず、芹川に来た。塩手という地名人名（三角

点）の残る小津留湧水手前ダムを渡って２００ｍ、庄屋さ

んの墓に駐車。４等並石の城山416.7mは広い城域（堀切、

切岸）、城主塩手鎮定軍は勇敢に抵抗、３００名戦死。５分

で美しい宝匡印塔と地蔵様の墓地発見。他に螺貝城、岩

野城、真法院城、田北城など探検終了。当地城後田北氏

と、飛び地山香・日指〔差）田北氏（有名武将）の２つある。

水汲みの人何も知らない。 

(注１）長兄島津義久は秀吉、家康と和解、政治力のすぐ

れた人物、享年８５歳。義弘は朝鮮で活躍、また関が原

の敵中突破で有名（家久長子しんがり戦死）、教養もあ

り、青年の教育に専念、８０才、鹿児島で人気３人男の一

人（義弘が３月府内に来たは疑問）。歳久は秀吉には危

険人物、しかたなく義久その首を取る、５６才。家久は気

性激しく戦さ上手、安堵された佐土原で急死、４１才（正

月、軍兵の疲労、兵糧、軍律の乱れ、朽網の義弘へ相談、

ウソだろう、遠い、暗殺の危険）。義久はかれらを上手に

つかった。新納忠元も秀吉から釣られかかった猛将、古

今集を愛読教養もあり、投降勧誘も上手、８６歳。私は島

津の将軍に魅力を感じてしまう。 

 (注２）同紋衆狭間鎮秀は不仲の他紋衆大津留鎮益を

義統重用に嫉妬したともいう。逃げ回った臆病者低脳

義統は島津軍撤退後、これを許さず、湯山城の奴留湯

氏〔または鎮益）に命じて川上で鎮秀を討ち取らせた。

狭間鎮秀公無念、その墓碑は川上の田んぼのそばにあ

る。 

 

 （参考）「狭間氏の由緒考」挾間健会員、「城郭大系１

６」、「大友宗麟」古賀敏夫 、学研「九州三国志」 

   地形図 ｢豊後今市、小野屋」  
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船ヶ尾城 

左の台地が燕

鳥城（中央奥妙音山） 

並石城墓地の

美人地蔵 

繁美城 

 

 

 

より安全な登山のために 

No6 
安 東 桂 三  

日付は、１９５５年１月２日。場所は、前穂高岳東壁。起こっ

たことは、登攀中に、トップが５０センチ滑落して、ナイロ

ンザイルが切断、クライマーが死亡。 

『ナイロンザイル事件』や、それがモデルの井上靖の『氷

壁』などで、多くの岳人に、知られることとなった。この

ことは、最近まで、多くの雑誌や、メディアなどで取り上

げられ、東九州支部の会員・会友の方々も詳しく知って

いることと思う。 

でも、なぜ、ＪＡＣ東九州支部の支部報で、安東が記述

するかというと、この事は、人間のもつ落とし穴（本性）

によって起こったと推察するからです。ザイルが切れ

た→切れてはいけないものが切れた→製造物の欠陥 

このような構図であり、今では製造物責任法（ＰＬ法）

違反ということでしょうか。でも、これは事象であり、使

う人（クライマー）の考えが入っていません。 

 本来、人間は、楽に物事を行いたい。きついより楽に。

長時間より短時間で。重いより軽く。このような考えを

持っています。（一部の人間は、逆の場合もありますが） 

 例えば、車のドアウインドウ。かっては、手でハンドル

をくりくり回し、窓を開けたり、閉めたりしていました。と

ころが、パワーウインドウの出現によって、手でハンドル

を回して、開けたり閉めたりすることは、無くなりまし

た。このパワーウインドウの出現当初は、よく事故が起

こりました。車内の幼児が、自分の足で、パワーウインド

ウのスイッチを押し、首をはさんだり、指を摘めたり、事

故多発。 

 そこで、車メーカーは、幼児がスイッチを踏めば、窓

が開くシステムにしたり、足で踏めないドアサイドにス

イッチを設置したり、改良を重ねました。 

 ザイルの場合。ナイロンザイルの出現以前は、麻のザ

イルでした。その麻ザイル径は１２ミリ、水を吸えば重く、

気温が下がれば凍り、凍ればゴワゴワして扱いにくい。

そこで、その麻ザイルの性能（？）を大きく上回るとさ

れたナイロンザイルが製造されるとクライマーはそれ

を使用してクライミングに出かけました。そして、切れ

てはいけない状況で、切れてしまったのです。 

 人間は、良いものが出ると、それを手にいれ、使いま

す。人間は使いやすいものが出れば、それを手に入れ、

使います。でも、手に入れたものを、よく研究すれば、本

当に良いものか否か、使い方に制限があるか否かなど

が、判りますが。今まで使ってきたものと、同じ以上の性
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能や使い勝手があると確信してしまいます。 

 当時の切れたザイルは、径８ミリでした。現在では、同

じ径で、当時の８ミリザイルより強度がはるかに強く、水

に対してはドライ機能をもつザイルが、販売されていま

すが、そのザイルは、シングルでクライミングに使用す

ることはありません。８ミリザイルでは、それを必ず２

本使うことになっています。 

 良くよく研究すれば、上記のナイロンザイル事件は

発生しなかったかもしれません。登山用具は日々、改良

されています。ハイキング用具、クライミング用具など、

使いやすいものや軽いものなどは、次々に販売されて

います。 

 昨年、悲しい事故が起こりました。用具はザイルでは

ありません。クイックドローと言うクライミング用具を使

用中に、それが、ハーネスから外れ、岩場の最上部から、

取りつきまでグランドフォールしてしまいました。そして、

そのクライマーは、大けがを負ってしまったのです。 

 詳しく述べると、場所は、中部地方にある蓬莱の岩場。

クライマーが最上部まで登り、支点にクイックドローを

セットし、それをハーネス（安全ベルト）に固定した。そし

て何か作業しているうちに、ハーネスがクイックドロー

のカナビラから外れ、落ちたということ。 

 クライミングとは、高みに体を持ちあげる行為、重力

に逆らって、登るためには、装備はより軽くなければな

らない。また、クライミング行為中は、片手で作業する

ことが多い。両手を岩から、離して作業することは、安

全に反する。そこで、片手で作業するために、作業性が

良く、あまり力を使わないで作業が出来るようにする

ことが求められています。 

 そのようなことから、クライミング用具は、より軽く、

より操作性が良くと改良されてきた。ハーネスは、軽量

化されれば、強度を出すために、力が加わる場所（ビレ

イループ）は固く作らなければなりません。カナビラも、

軽く作られ、支点（ボルトやハーケン）にかけやすいよ

うに、操作性が改良されてきました。 

 このことは、逆に言えば、ハーネスの固いビレイルー

プは、しなやか性がないので、かけたものは外れやす

い。カナビラの操作性が良いということは、操作良く、

支点にかけることが出来るが、操作良く（？）外れやす

いと言うこと。事故の要因は、このようなことでありま

した。 

この昨年の事故はまるで、１９５５年のザイル切断と同

じことでした。安全登山のためには、いくつもの策を考

え、いくつもの実操作をやってみて、自分でＯＫと判断

することが必要と思います。それでも、どこかに、気が

つかない落とし穴は、有るかもしれません。 

 

写真の説明（キャプション）  

1枚目 現在市販されている軽量のハーネスとクイ

ックドロー 

 ハーネスは、258ｇ。クイックドローは、カナビラ 2枚

とスリングで 68ｇ    合計 326ｇと軽量化されて

いるが。 

 
2枚目 30年前に一世を風靡したトロールのハーネ

ス、520ｇ。スリング 1本とボナッティカナビラ2枚で、180

ｇ 合計 700ｇ  半分に軽量化されたが、使用方法を

間違えると……。 
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ペ ン リ レー・第８回 

桑原山とスズタケの思い出 

飯 田 勝 之 

 

九州の海抜１０００ｍ以上の山地にはスズタケ

が繁茂しているのが自然の姿であった。「あった」

とあえて言うのは、過去のことだから。このごろの

九州のそういった高地にはもうそんな姿が見られ

なくなってきているからだ。 

ブナをはじめとしてモミやトガ、シデ、カエデ、

ミズナラ、ヒメシャラ、ナツツバキなどの高木と、

その下にはビッシリとスズタケが被っている。それ

が九重や由布・鶴見、阿蘇など、ノリウツギやミヤ

マキリシマが繁茂する火山灰の山以外の九州の山

地では、特に祖母・傾・大崩山系から南の九州山地

では特徴的で当たり前の林相であった。 

昭和３０年代末から４０年代はじめの私は、職場

が桑原山の麓にあった関係で、桑原・大崩・夏木に

かけての山域を暇さえあれば歩き回り、特に桑原山

には幾度となく分け入ったものだ。桑原山といえば

高度の割には九州で際だって人姿の少ない山であ

った。それは、知名度の低い山であることとあわせ

て、全山が深い原生林に被われ、その林中はスズタ

ケが密生し頑固として人を寄せつけなかったから

だ。 

４０年代終わりから５０年代にかけて矢立峠や

県境尾根の近くまで林道が通り、藤河内からは七年

谷に沿って奥ヶ迫への林道も開かれ、万次越へも登

りやすくなったが、それまでの桑原山に登るための

ルートらしきものと言えば、仁田内や黒内部落から

矢立峠または県境稜線までは杣道をたどり、それか

ら後はひたすらヤブを分けて頂上を目ざすしかな

かった。黒内の谷からも、藤河内の七年谷からも、

祝子川のクロスケオチダニからも登ったりした。ど

こから登っても高度を上げれば必ずスズタケのブ

ッシュとの格闘だ。背丈よりはるかに高い、櫛の歯

のような濃いスズのヤブをこぎ分けて急斜面を登

っていると、ものの５分も登れば５分は休まないと

息が続かないほどの重労働となる。おまけにヤブを

ゆするたびに舞い上がり、舞い散るおびただしい埃

やゴミが口や鼻や首筋に容赦なく入ってくるので、

夏でもタオルでマスクし、首にもタオルを巻き付け

て汗だくの奮闘となる。時折り小さなウジ（兎路）

などを見つけると思わず嬉しくなったものだ。 

登りはとにかく上を目ざせばよいが、下りはヤブ

を分けながらいっそう神経を使う。とにかく先が見

えないから、方向を間違えばとんでもないところで

下ってしまう。だから、下りは自分の登った跡をた

どるのが一番安全となるが、しかし時間が経てば通

った跡がほとんど判然としなくなり、ルートファイ

ンディングがいっそう困難になる。近くによじ登れ

そうな木や岩を見つると登って、行き先を定めたり

しながらの下りとなる。高度が下がればスズタケは

なくなるが今度は低灌木が行く手を遮る。 

ある時私は下りルートを見失い、方向も分からな

いままヤブの中を彷徨すること３時間近く、おまけ

に雨まで降ってきた。秋の午後で夕暮れが早い。薄

暗くなってようやく里近くに着いたのを感じた。ふ

と開けたところに出たのだ。ところがそこは何と墓

場だったのだ。薄暗くなった雨の中、墓場を通過し

終えるその直前に後ろで『ばさっ』と何か大きな物

音がした。音の方向をふり返ると何と卒塔婆が揺れ

ているのだ。身の毛のよだつ思いで後ろを見らずに

つっ走って逃げた。薄暗いが道ははっきりしており、

ほどなく民家の灯りが見えた。たどり着いたのは仁

田内の部落だった。 

ヤブこぎの重労働に加えてとんだ恐怖のおまけ

つきだ。後で部落の人から聴いたところによると

「昔の土葬のころの棺桶が朽ちていたところに、雨

に濡れて土が重くなったため、棺桶がつぶれた音で

はなかったのか」とのこと。聴いていっそうおぞま

しさが増したものだ。 

とまれ、今九州の山からスズタケが消えてしまい

そうになっている。かって８時間も９時間もかけて

スズのヤブをこぎ分けて縦走した桑原山と木山内

岳との間は、今は一本のスズタケもなくなり、３時
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間足らずで歩けるようになっている。祖母、傾の稜

線も、九州脊梁の稜線も同じ状態だ。鹿の食害とい

う人や、地球温暖化のせいではないか・・・、酸性

雨のせい・・・、中国大陸から飛来する煙霧に有毒

物があるからなど・・・、諸説あるがはっきりした

理由はまだ分かっていない。いずれにしてもまだど

んどん枯死が進行していることだけは事実だ。私の

山遊びの人生は、その大半がヤブこぎであったこと

を思うと、こうしてスズタケの枯死が進行している

のを見るのは無性に寂しい思いである。 

 

ペンリレー、第７回で中断していましたので再度開始

しました。次回の執筆は前副支部長・佐藤浩幸さんにペ

ンをお渡しました。よろしくお願いします 

 

 

 

 

 

 お 知 ら せ  

トレッキング入門講座の実践講座指

導支援者募集     

 トレッキング入門講座の第５回及び第６回の実践講

座実施にあたり、現場指導の支援に当たれる会員を募

集します。 

具体的には第５回講座・１１月１７日（土）杵築市

大田村横岳におけるケビンでのキャンプと１８日（日）

鋸山登山の指導及び、第６回講座・１２月２２日（土）

泉水山・黒岩山登山と九重ヒュッテのキャンプと２３

日（日）三俣山登山の指導です。 

５回、６回のいずれかの参加でも、両方参加でも歓

迎です。参加出来る会員は下記まで申し出て下さい。

締め切りは実施日の２週間ほど前とします。詳しいこ

とは参加者に後日連絡します。（なお、申し出が多い場

合は調整させて頂きます） 

佐藤秀二（携帯：０９０－９６０７－６７８９・ 

携帯メール：syuji-satoh@ezweb.ne.jp 

までお知らせ下さい 

普通救命講習を開催します！ 

 １１月２８日(水)に東九州支部の主催で、大分市消

防局による普通救命講習を行います。平日の開催にな

りますが都合の付く方は参加いただきますようお願い

します。特に２年以内に受講されたことのない方はご

参加下さい。最低２０名の参加が必要ですのでふるっ

てご参加下さい。ご夫婦での参加もＯＫです。大分市

消防局に受講者名簿を提出する必要がありますので１

１月１１日までに申し込んで下さい。 

場所 コンパルホール ３０４会議室 

時間 ９：００～１２：２０ 

講習内容：心肺蘇生法、AEDの使用方法、その他救命処

置の基本を学ぶコース。 

参加される方は、受講者氏名、過去に受けた経験があ

る方は受講種別（普通・上級・普及員）・受講番号・受

講年月日を以下までお知らせ下さい。 

佐藤秀二  大分市野田５３５－８ 

携帯：０９０－９６０７－６７８９ 

携帯メール：syuji-satoh@ezweb.ne.jp 

PCメール：syuuji_satoh@nifty.com 

 

ロッククライミング講習会 
ロッククライミング講習会を行います。参加希望者

を募ります。 

 期日…１２月９日（日） 

 場所…並石の岩峰 

 集合場所…豊後高田市並石ダム駐車場（県道 29号） 

集合時刻…午前９時まで 

 持参する物…ハーネスとヘルメット 

 参加申し込み問い合わせ…担当・興田勝幸

（090-9070-9407） 

 

 

スズタケ枯死状況調査参加者募集 

スズタケの枯死状況調査のための、第一回現地踏査

を実施しますので、ボランティア参加者を募集します。 

 実施する作業は、枯死状況の定点観測を行うため尾

平越から登り、本谷山の西側稜線を踏査し、スズタケ

mailto:syuji-satoh@ezweb.ne.jp
mailto:syuuji_satoh@nifty.com
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がほぼ完全に枯死している場所と、枯死が始まってい

る場所の二カ所を選定し、その場所の写真撮影、植生

等のメモなどを行う。 

実施期日…１２月９日(日) 

実施場所…本谷山の西の稜線 

集合場所及び時刻…大分駅南口、午前５時 

参加者が準備する物…日帰り登山の装備と食糧 

参加届…１１月末日までに事務局・飯田へ（TEL・

FAX・0977-21-3437 e-mail・yamatomoki@ari.bbiq.jp） 

 

 

忘年登山と忘年会のご案内 
 今年も登山家の重廣恒夫さん（ＪＡＣ関西支部長）

を交えての忘年登山と忘年会を実施します。会員・会

友の皆さんの多数のご参加をお待ちしています。 

◎忘年登山 

○１２月１５日（土）本山登山道～稲星越～白口岳往

復～稲星山～中岳～天狗ヶ城～ 

久住別れ～牧ノ戸峠 

○１２月１６日（日）崩平山～フキクサ山～ナガミズ

山～花牟礼山 

○集合…１５日（土）大分南口広場午前７時００分 

久住高原展望台現地集合午前８時３０分 

◎忘年会 

○日時…１２月１５日午後６時より 

○場所…九重町筋湯温泉「八丁原ヴューホテル」 

          TEL 0973-79-2234 

○会費…１１，０００円（一泊２食・忘年会費） 

   １６日の山行参加者は弁当代７００円追加 

※ １６日の山行のみ参加者は朝日台ドライブインに

午前８時半に集合 

※ 別添送付の案内文書の申込書で１１月２６日まで

に参加・不参加のお返事をお願いします。 

１５日の山行・忘年会・１６日の山行の、各参加区分

で正確に返事を記入して下さい。 

問い合わせ 飯田勝之 TEL・FAX 0977-21-3437 

        e-mail yamatomoki@ari.bbiq.jp 

 

 

十二支会支援登山（蛇越岳） 

十二支会の例会が来年１月に大分県で開かれます。

十二支会とは故今西錦司博士が48年前に（昭和３５年、

１９６０年・子年）「子の泊山」に仲間数人と登った機

会に、年に一度十二支の名の付く山に登ろうという目

的で発足した会で、趣旨に賛同した全国の登山愛好家

の会です。県内では平成１９年に亥年にちなんで猪群

山で一度開かれています。 

別府市（花菱ホテル）で例会・懇親会が開かれ、翌

日は巳年にちなんで蛇越岳（山下池の北）登山が行わ

れます。この登山会を地元とし支援することになり、

１月の月例山行もこれに代えることとなりました。支

部会員・会友のご参加をお願いします。 

 月 日…１月１３日（日） 

 集合場所…立石池 

集合時刻…午前９時 

 参加申し込み…１２月２１日（金） 

 申込先…事務局（飯田 TEL・FAX・0977-21-3437 

 e-mail・yamatomoki@ari.bbiq.jp） 

◎ １月６日（日）蛇越岳登山道の整備作業を行う

ことにしています。ご加勢出来る会員・会友は是非

ご協力願います。（１２月２１日まで事務局へご連絡

下さい。） 

 

第５回役員会の開催 

日 時…１１月２８日（水）午後１時より（普通救

命講習会のあとに実施） 

場 所…大分市「コンパルホール」311号室 

議 題…①トレッキング入門講座・第６回講座 

②忘年登山及び忘年会 

③十二支会支援登山会 

④月例山行ほか 

 

会 務 報 告 

役 員 会 

第３回役員会 

８月２２日（金）１８：３０より 

mailto:yamatomoki@ari.bbiq.jp
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大分市「コンパルホール」にて 

出席者：加藤、甲斐、興田、飯田、安東、佐藤、中野、

下川、星子 

報告 

・第１１回青少年体験登山大会・７月２２日（日）・参

加者６４名 

・本部支部事務局担当者会議・７月２８日（土）・東京

本部・飯田出席 

・山の安全を考える集い・８月５日（日）・荒天により

現場慰霊祭中止 

・月例山行報告、７月・雲仙岳・７月８日（日）・参加

者１３名、８月・国見岳・８月１８日（土）１９日

（日）・参加者７名  

議題 

（１）トレッキング入門講座について 

①カリキュラムと日程及び講師等 ②受講料 ③定

員 ④受講申し込み 

（２）当面の事業計画の実施について 

①合宿交歓会 ②清掃登山 ③スズタケ枯死状況調

査 ④月例山行（当面の計画） ⑤忘年会と忘年

登山 ⑥支部報の発行について 

 

第４回役員 

１０月４日（木）１８：３０より 

大分市「コンパルホール」にて 

出席者：加藤、興田、飯田、木本、佐藤、中野、下川、

首藤 

報告 

・トレッキング講座開講、第１回・９月１２日、第２

回・９月２６日、受講者 ３７名 

・月例山行報告、９月２２日・釈迦岳・御前岳・参加

者８名 

議題 

（１）トレッキング入門講の今後の日程等について 

①第３回、第４回講座 ②第５回講座・実践講座（横

岳キャンプと鋸山登山） ③第６回講座・実践講

座（九重ヒュッテ泊と九重登山） 

（２）今後の事業計画の実施 

①合宿交歓会 ②清掃登山 ③視覚障害者支援登山 

④スズタケ枯死状況調査 ⑤月例山行（当面の計画） 

⑥忘年登山と忘年会 ⑦普通救命講習会 ⑧韓国山

岳会蔚山支部との交流（平成 25年（2013年）10月

11日（金）～14日（月）ごろの日程で蔚山支部との

調整を開始する） ⑨１２支会の支援 ⑩支部報の

発行 

（３）諸行事 

①年次晩餐会 ②崎支部ウエストン祭 ③大分山の

会３０周年記念  
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