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支 部 活 動 報 告 

忘 年 山 行 と 忘 年 会 

年末恒例の忘年会と忘年山行。今年も登山家の重廣

恒夫氏（日本山岳会・関西支部長）を交えて、去る 12

月 15日(土)16日(日)行われた。 

初日の山行は稲星山、中岳、星生山を久住高原の

展望台から本山本道を登って牧ノ戸峠に下るコースで

歩いたが、あいにくの雨と風とぬかるみ中の山行とな

った。 

その夜の忘年会は筋湯温泉の「八丁原ヴューホテル」

で、山行参加者組は、一日雨の中を歩き通してすっか

り冷え切った身体を温泉でゆっくりと温め、忘年会参

加組みと合流。 

宴会の前にゲストの重廣氏から30分ほどの講話を聴

く。氏の若き頃の山に込めた情熱的行動とそのエピソ

ーゾなどを聴かせて頂いた。 

場所を移して宴会は、参加者25名で開始。杯が進む

と出席者全員の近況報告なども始まり、賑やかに和や

かに進んだ。その後、再び部屋を移して二次会は重廣

氏の部屋に全員集合で、夜遅くまで続いた。 

翌16日の山行は、当初の予定は崩平山、ナガミズ山、

フキクサ山、花牟礼山の予定であったが、城ヶ岳と雨

乞岳に変更となった。ホテルの前で全員集合してもう

一度記念写真。その後、帰宅や別行動する組と別れて、

山行参加者組１７名は、７台の車を連ねて、朝の集合

場所である湯平駅前に向かった。 

山行の報告は、15日は園田会員に、16日は牧野会員

にお願いした。 

 

八丁原ヴューホテル前にて 

どんよりとした空模様。何時降り出してもおかしくな

い。昨夜の天気予報、テレビ画面には曇りと雨の２つの

マーク。降っても小雨くらいだろうと高を括っていたの

だが。とりあえず、泥に汚れた登山靴の収納に備えて、

大きめのビニール袋をザックに追加する。 

 天気予報をみる暇もなく、お迎えの中島（洋佑）さん

の車に同乗、途中から下川さん夫妻も乗って、野津原町

を経由で一路、スタート地点の久住高原展望台に向か

う。 

定刻の 8 時 30 分少し前に到着すると既に、本日の主

賓、重廣さんや飯田さんは着いていた。他の登山グルー

プは見あたらない。ここのルートは短いが急峻なためか

敬遠されるらしい。 

 雨に備えて皆が合羽を着用する中、私だけはスパッツ

だけを着ける。牧ノ戸峠に下山するので、そちらに車を

回す組が２台出発。登る組は残る 11人で、直ぐに出発。 

杉や檜の人工林をしばらく行くと、急に勾配がきつく

なった辺りから、自然林となる。人工林の 暗くて鬱蒼

とした場所から、明るい自然林に入り心が弾んでくる。

更に少し進むと、不思議にも突然に日が差してきた。上

空にも青空が覗いて、今日の天気は回復かと皆で大喜

び。しかしこれも束の間、直ぐに霧雨に変わる。 

ルート上の沢にある雪の積もった巨石群の箇所では、

石の隙間に落ちないように気を使い、高い段差の箇所で

は両手を使って這うような姿勢になる等して樹林内の

急斜面を進む。２時間ほどで山頂部近くのミヤマキリシ

マの群生地区に入るが、急斜面の赤土に足を取られて転

倒者も。 

頂上部に出てルート分岐点にある案内標識から左に

折れて、ルート上の吹きだまりの積雪の中を稲星山に向

かい、１２時半頃山頂に到着する。体が煽られるような

強風で、おまけにガスっていて見晴らしもきかない。 

植物が全くなく、山頂全体が赤茶けた１つの塊のよう

にみえるこの山の姿から、太古にここが火山であったこ

とを改めて感じさせられた。 

 余りにも風が強いので、急いで集合写真に収まり、斜

面を下って直ぐに御池の避難小屋へ急ぐ。そこには別行

稲 星 山 ・ 中 岳 ・ 星 生 山 

園 田 暉 明 
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（稲星山頂にて） 

動で、牧ノ戸から上ってきた加藤支部長や星子さん等

が、今や遅しと我々を待っていた。寒風の中、時間遅れ

で到着した我々を待って頂いた方々にお詫びと感謝。 

炭焼窯を思わせる暗い小屋の中で、慌ただしく昼食を

済ませて、近くの遭難者慰霊碑へ行く。昭和５年夏の台

風襲来時、此処で福岡県の大学生２人が遭難死したのだ

という。大きな石造りの慰霊碑に向かい合掌。 

その後中岳へ向かうが、山頂付近から雨足がひどくな

り、頂上に着くが腰を下ろす暇もなく引き返して、星生

山に向かう。途中通過の御池は全面結氷。 

くじゅう分かれで、車移動の為に先に下山する班と分

  

（星生山頂にて） 

かれ、私たち重廣班は星生山を目指す。稜線の足場の悪

い箇所は巻く等して無事に山頂に到着。下りは 稜線ル

ートは避けて直ぐに下方の西千里に降りる。 

雨足は全く衰えず、ルート上が小川のようになり、ぬ

かるみ等の中をひたすらに歩く。一瞬、私達の姿と、昔

見た映画「八甲田山」で、遭難することとなる神田大尉

隊の行軍の姿が重なった。 

午後４時頃やっと牧ノ戸に到着。迎えの移動用車班に

合流して 宿舎のヴューホテルに着き入浴したが、濡れ

て冷えた体に温泉はまさに極楽であった。 

 宴会は山行に参加できなかった方々も加わり総勢２５

人。 

重廣さんからは山登りを始めた動機等の話があった

が、穂高の山小屋で働いていた折り、連日上高地から

50ｋｇの荷物を背負い 2 往復していたというのには驚

かされた。 

参加者全員からは山行に関する近況の披露があり、最後

には唄も飛び出す等して大いに盛り上がり、悪夢のよう

な昼間の雨中山行を忘れさせてくれる楽しい宴会とな

った。 

手厚いおもてなしと、おいしいご馳走を提供して頂い

た甲斐さんに感謝。 

 

参加者…展望台から  重廣、飯田、佐藤、中野、下川夫

妻、中島、塩月、石川、遠江、園田 

牧ノ戸から 加藤、星子、池辺、安部、渡辺夫妻  

 

 

 

今年も重廣さんを迎えて忘年登山です。二日目の今

日は最初に予定されていた崩平山から庄内の城ヶ岳と

雨乞岳に変更になりました。12月 16日（日曜日)朝 8

時八丁原ヴューホテルを出発。湯平駅で今日だけ参加

する人と合流します。そして湯平駅から２１０号線に

出て山道に入ります。山の中腹の林道に出て駐車。 

まわりのなだらかな山々を眺めながら、アスファル

トで舗装してある林道（広域基幹林道大分中部線）を

東に 30分ぐらい歩いて行ったところの左側に、陰陽石

へと書いてある小さい木の案内板がありました。そこ

が城ヶ岳の登山口です。スギ林の坂道を２０分ぐらい

行ったところに陰陽石がありました。そこからは枯れ

た茅の道を登って 1167.8mの城ヶ岳頂上です。眺望は

良いです。昨日と違って今日は晴れです。皆で集合写 

真を撮って、違う道から下山です。下の方に林道が見

え、駐車している車が見えます。 

城 ヶ 岳 と 雨 乞 岳 

牧 野 信 江 
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（城ヶ岳山頂にて） 

傾斜が少し急でした。昨日の雨に濡れたササの中の

道はよく滑ります。林道に下りたところに木に赤テー

プがしてあったが行きは気がつかなかった。 

もう一度車に乗って移動です。由布院におりて県道

１１号線に出て、由布岳登山口の手前からまた由布院

を見下ろす林道に入ります。上りついたところが雨乞

牧場で、ここで昼食です。ヴューホテルの弁当は美味

しかった。それからは７台あった車を３台に減らして

林道をどんどん奥へ入ります。しばらく行くとゲート

があり、その奥の広場に駐車してコンクリートの林道

を登って行きます。２０分ぐらい行ったところに「雨

乞岳」と書かれたオレンジのプレートが木に付けてあ

ります。そこが登山口です。 

このオレンジのプレートは助かります。なだらかな

道を登って行くと T字形の分岐点に着きました。右に

行けば黒岩山で、左折して雨乞岳を目ざします。緩い

アップダウンで最後に急な道をひと登り。2時 30分雨

乞岳 1073.7m頂上です。一方の眺望がありません。皆 

 

（雨乞岳山頂にて） 

でバンザイを言い、重廣さんの４０００山達成目標の

横幕を中心に集合写真を撮りました。帰り道、雨乞牧 

場で解散の挨拶がありました。来年は県北の犬ヶ岳の 

ようです。忘年登山は楽しみです。 

 

参加者…重廣、加藤、星子、飯田、園田、佐藤（秀）、

佐藤（壮）、中野、塩月、中島、安部、石川、遠江、渡

辺夫妻、池辺、後藤、牧野 

忘年会のみの参加者…甲斐、興田、西（孝）、阿南、西

（あ）、安部、小竹 

 

 

 

 

期日:2012 /11/2～5                       

天候:晴れ、 

メンバー:夜行バス利用 星子貞夫、下川幸一、下川智

子、渡辺千代春、渡辺和子、池辺明美、 

中野車利用  飯田勝之、中野稔、遠江洋子、 

現地参加   小竹初美 

山域 伯耆大山、弥山(1709.4ｍ)、三鈷峰(1516ｍ) 

 

 紅葉に彩られた秋の伯耆大山の弥山と衛星峰である

三鈷峰の登山である。数日前の寒波で初雪があり、6

合目付近より上部は白一色の冬景色、山麓は紅葉とい

う初めて目にする光景となった。 

 下山キャンプ場には先着の自家用車組が既にテント

の設営を終えていて、現地合流の小竹さんと共に全員

で出発する。 

大 山   弥山・三鈷峰 

１１月月例山行報 

                 星 子 貞 夫 
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 降雪の程度が心配であったが油断すれば滑ることも

あるが、ツボ足歩行の良い経験となった。８合目以上

の木道では離合渋滞が起こる程の混雑で山頂での記念

撮影も順番待の混雑であつた。 

 下りは石室を経由して行者コースを行き、元谷、大

神山神社、金門、鐘撞堂を経て下山キャンプ場へ帰る。

小竹さんは日帰りの予定であったので、6 合目より単

独で往路を下る。元谷は水害の復旧工事で新堰堤の建

設中であった。一泊二日の山行計画であったので夕食

と朝の朝食のみ共同で炊事した。遠江奉行の指示で水

炊きに餅、うどんの会食となる。ガスボンベの数が不

足し、個人持参のEPIの助けを借りる。 

 翌4日は6時に出発し、下宝珠越より宝珠尾根を行 

き、上宝珠越より左にトラバースしてユートピアの鞍

部に至り、三鈷峰を往復する。往路を下ると時間不足

が不安だったので小屋は割愛して下山したが、上宝珠

越より砂滑りコースを下ったので時間が余り、小屋に

行けば良かったと思う。 

（三鈷峰にて） 

 砂滑りコースは一部ロープがあり女性群に少し不安

もあったが無事に通過できてよかつた。 

 ネパール帰りの池辺さんが膝に不安があったのでテ

ントキーパとして残ってくれたので後片付け、テント

撤収が早く終わり感謝している。 

 下山後車組と分かれて米子に下り、焼肉屋でバスの

時間まで反省会をする。行きつけの銭湯は孫の代にな

り、改修中であり利用出来なかった。 

 今回の山行は思わぬ雪があり、少し緊張する場面も

あったが事故も無く無事に終わった。皆の頑張りに感

謝している。 

 

10月 26日、大山山行の最終打ち合わせをコンパルホ

ールで行う。総勢 10名のテント泊のため食料、シュラ

フ等の確認をして夜行バス利用の 6名は、11月 2日の

21時 44分のソニック 62号に乗り込む。食料やテント

等は別行動の中野車にお願いする。 

 小倉駅で非常食等を調達し、夜行バスに乗り込む。

初めて利用したが、もう少し余裕が欲しい。米子で 1

時間程待ち、大山寺行きの定期バスに乗る。中野車は

すでに現地に到着しており、テント 2 張りの設営も完

了の旨 TELあり。 

 久留米からの小竹さんも合流し荷物の整理をすませ、

いよいよ大山登山開始である。一昨日の初冠雪のため、

頂上付近はまっ白である。スポーツ店で状況を聞くと、

6合目から上は、アイゼンがないとダメと言われる程だ。 

 とりあえず行けるところまで行こうと出発。途中、

阿弥陀堂がありちょっと立ち寄る。4合目を過ぎたあた

りから積雪がちらほら、しだいに雪の量は多くなり、6

合目あたりでは登るか、下山するか躊躇するくらいの

雪で、山頂の眺めは素晴らしい。それでも登る人も多

く私たちも登ることにする。すべりやすいので注意し

ながら、ゆっくりと登る。 

 8合目あたりから、下山する人との交差により、かな

り時間を費やす。それでも 3 時間で山頂に辿りつき、

記念撮影。あたりは一面雪化粧ですばらしい眺めであ

る。雪の上で昼食、ラーメンのつゆがおいしい。 

帰りは石室経由で下山。ダイセンキャラボクの中を

（弥山山頂にて） 

大  山  弥山・三鈷峰岳 

               渡 辺 千代春 
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ゆっくり進む。私たち夫婦が遅すぎるので何度か待

ってもらい六合目まで下る。ここで休憩するのと思え

ば、そのまま行者ルートの分岐まで行く。ここまで降

りてくると紅葉のすばらしさが目を楽しませてくれる。

九州の山とはちがう色彩だ。ちょっと時間に余裕がで

きたので大山寺や金門に寄って帰る。 

夜は待望のなべ料理。みんなで手分けをしながら美

味しい料理に舌鼓。ちょっとひんやりしてきたので、

枯れ枝を集めたき火をして暖をとる。私たちは九時す

ぎテントに入ったが、みんなは 11時過ぎまで飲みあか

していたようだ。 

朝 5時起床、昨夜の残りに餅を入れて朝食。6時 15

分に三鈷峰に向けて出発。途中まで北九州から来た 7

名のパーティとほぼ同じペースで登る。中宝珠あたり

から積雪の量も多くなり、昨日とはちがったムードの

なかで登る。体力の消耗も昨日とは較べものにならな

い。時間もかなり費やしたのでユートピア小屋にはよ

らず、三鈷峰で記念撮影後すぐ下山。ユートピアの分

岐で軽い昼食をとり、砂すべりの分岐まで下る。 

どちらのコースをとるか、リーダーが思案中。あと

から来た若者のパーティが砂すべりの方へ下って行っ

た。それで我々も後に続いて降りることになった。途

中かなり高いロープがあり、気を引き締めないと危な

いところを、どうにかクリア。あとは注意しながら下

山することができた。こちらのルートを下ったため、

かなり時間を短縮でき、途中でゆっくりと本格的な昼

食をとる。 

あとは、昨日と同じルートをキャンプ場まで下る。

予定より早く帰る準備をして、2時間ほど早いバスで米

子駅へ。ここで風呂に入る予定であったが改装中とい

うことで、焼肉屋で反省会を行う。当初は雪もないつ

もりだったが、おかげで楽しい（？）忘れられない山

行となった。不慣れな私たちに同行してくれたみなさ

んに感謝します。 

大分に着いて、お猿の湯に直行。２日間の雪と汗を

洗い流して改めて登山のむつかしさを体験した山行で

あった。記録をとるような余裕もなく、このような拙

文を許していただきたい。 

 

 

 

日時  平成 24年 10月 20日（土）、21日（日） 

参加者 合宿…加藤英彦、飯田勝之、下川幸一、木本

義雄、中島洋佑、石川洋祐、遠江洋子、宮本真理子 

清掃…中野 稔、久保洋一、藤澤容子、長野珪子、今

山アヤ、 

 

20日（土）行程 

10：00ＪＡ飯田高原に集合～10：20吉部発～12：00坊

がツルあせび小屋着（昼食）13：004名は三俣山南峰に

直登～14：40三俣山南峰到着14：50下山開始～15：40

あせび小屋到着 

 澄み切った秋日和の１０時、ＪＡ飯田高原に参加者

８名が集合する。青空を背景に九重連山が映える。買

い物等を済ませ、車５台は隊列を組んで、吉部の弘蔵

氏宅へ向かう。ここに車を停めさせてもらう。ここで

合宿の食糧等、荷物を分担して背負い坊がツルへ出発

する。 

林道を離れ、山道に入る。高度が増し、谷のせせら

ぎが聞こえ始めると、原生林の中に紅葉が現れる。気

温は涼しく、樹林の中を登るのは快適である。林道に

出て、木陰のだらだら坂を登る。木立を抜けると、突

然、視界が広がり、白いススキが原と九重連山の山々

が目に入ってくる。錦秋の坊ガツルの風景である。そ

こには単独の若者、老若のカップル、大小のグループ

が散策したり、登山に向かったりしている。 

正午前、あせび小屋に到着する。白いススキの穂波、

カラフルなテント群、紅葉した大船山、平治岳を見な

がら昼食を食べる。昼食後、加藤、下川、飯田、中島

の 4名は直登ルートで、三俣山の紅葉鑑賞に登る。 

1時間 40分で山頂に到着する。青空を背景に、やや

傾きかけた陽に映える大鍋、小鍋の紅葉の美しさは筆

舌に尽くしがたい。飯田、下川両氏は写真を撮りまく

る。 

小屋に残った者は法華院温泉に入り、夕食の準を

する。食事を待ち切れず、ビールを飲む者も現れる。 

合宿交歓会と清掃登山 

               中 島 洋 祐 
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（三俣山南峰にて）  

16：00、夕食会が始まる。サラダ、すき焼き、その他、

山の食事にしては豪華である。大いに談笑し、「坊ガツ

ル賛歌」を歌い、ハーモニカ伴奏で山の歌を次々歌う。

ある者はアルコールに酔いつぶれ寝床に向かう。また、

他の者は食べ疲れ、飲み疲れて布団に入る。Good night、

and have a good dream！ 

 

    （交歓の夕べ） 

21日（日）行程 

 8：50 坊がツル避難小屋に集合～10：00 大戸越到着

10：30平治岳登山道の清掃開始～11：30平治岳山頂で

昼食～12：00下山開始～平治北尾根道清掃～14：00吉

部到着、解散 

午前６時、ボリュームたっぷりの朝食をとる。朝か

ら十分過ぎるエネルギーを摂する。女性隊員が考えた

山の朝食は美味しい。忙しい中、お握り弁当まで作っ

てある。 

８時５０分、坊がツル避難小屋前で中野グループの

３名と合流する。何故か久保グループはこの時間、大

船山山頂にいるではないか。その２人を除いた１１名

の清掃登山隊は坊がツルから平治岳登山道沿いにゴミ

を拾いつつ登る。登り口で隊長の提案で全員が、「石

運び運動」に参加する。これは各登山者が、積んであ

る石を運び、泥濘の登山道に置く運動である。 

周囲の景色ではなく、足元だけを見ながらの登山で

ある。想像以上にゴミが少ない。登山者の自然に対す

る思いやりの意識向上の結果であろう。ゴミを見つけ

ると、「ゴミさん、拾わせてもらって有難う。」と言

う隊員さえ出る。爽やかな大気の中での清掃登山は精

神的にも、肉体的にも満たされる活動である。 

１０時、大戸越に到着する。ここで水分とエネルギ

ー補給の為の休憩と、北大船から下山してくる久保グ

ループと合流の待ち合わせである。 

１０時３０分、平治岳への登山道の登り道と下り道

の２コースを２グループに分かれ、ゴミを拾いながら

の登山を開始する。途中、立ち止まっては、黒岳と三

俣山山腹の紅葉を眺め、堪能する。ミヤマキリシマが

咲き誇る６月の平治岳登山とは違う趣である。 

 

       （平治岳山頂にて） 

１１時３０分、平治岳山頂に到着する。大きなお握

り２個と栄養を考えたおかず付きの弁当を食べる。空

腹には特別美味しい弁当であり、女性隊員に感謝、感

謝である。山頂からは３６０度の眺望を楽しめる。澄

み切った青空の下、近景の三俣山、黒岳の紅葉を見る。

また、遠方に大分百山の山々が見える。ビールで乾杯

する者もいる。  

１２時、北尾根道を下山開始。ゴミを拾いながら大

船林道まで下る。厳しい下り坂であるうえ、黒土のた

めにすべる者が出る。林道に出たら昨日登った道を引

き返す。１４時、吉部の弘蔵氏宅到着する。清掃登山

が終了したこと、次の登山までのお互いの健康を祈念

して、解散をする。 

 

☆雑感 錦秋の好天気に恵まれた清掃登山であった。

隊員たちは各自の役割を十分に果たした。目的であっ
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た平治岳登山道の清掃活動は達成されたと考える。か

く隊員の清掃意識は高く、秋の坊がツルの景色を楽し

みながらの清掃活動の２日間であった。あせび小屋は

電気、ガス、布団、食器などが完備されており、水洗

トイレまで設備されていた。その為快適な山の生活を

過ごせた。加藤、飯田両氏によると、以前、この山小

屋には露天風呂が設置されていたという。今、露天風

呂があれば、大分が誇れる日本でベストな山小屋とな

ったであろう。天候に恵まれ、紅葉と美味しいお酒と

食事を楽しみ、快適に睡眠できた今年の清掃活動登山

は成功であった。参加の皆さんご苦労様でした。 

 

 

 

 

十二支会と蛇越岳 

 １月月例山行報告 

            飯 田 勝 之 

十二支会の登山が１月１３日（日）湯布院町の蛇越

岳で行われた。支部の１月の月例山行は香川県の龍王

山の予定であったが、この十二支会の支援同行登山に

切り替えることとなった。 

十二支会とは故今西錦司博士（日本山岳会第１３代

会長1973～1977）が「干支にちなんだ名前の山に毎年

一つずつ登ろうではないか」と呼びかけて、昭和３５

年（1960年）から毎年続けられている同好者のあつま

りで、日本山岳会会員も多数加入している会である。

年に一度集まって、前夜は久しぶりの再会を喜んで、

おおいに飲んで、おおいに歓談し、翌日はやや二日酔

いで干支の山に登るのである。 

    

（今西博士の写真を飾った懇親会場） 

今年は癸巳（みずのと・み）で蛇年にちなんで本県

の蛇越岳（1024m）が選ばれた。１月１２日（土）１

３日（日）に例会と登山が行われることとなり、この

催しを地元山岳クラブとして東九州支部が歓迎し、支

援・歓待することとなった。この会が本県で開かれる

のは二度目で、６年前の平成１９年、丁亥（ひのと・

い）の年に猪群山で行われ支部で歓待している。 

 蛇越岳は２万５千分の１の国土地理院の地形図に標

高点しか記載されていないほど、無名の山で、よほど

の山好きでなければ名前も知らず、また登ることのな

い山である。登山口となる立石池湖畔の峠からの高度

差は１５０ｍしかないが、定まった登山ルートはなく、

登山者が自分の下山ルートの目印としてつけたテープ

が点々と残っている程度である。 

 支部は十二支会の登山のために１月６日（日）１６

名の支部会員・会友がボランティア参加で、登山道の

整備を行った。登山ルートとなる入口から途中まであ

る作業道や駐車場となる広場を被っているキイチゴや

カヤや雑草を刈払機で刈ったり、ほとんど直登につけ

られている目印をジグザグルートに付け替えて、急な

ところは鍬でステップを造ったり、フィックスロープ

を張ったり、危険な木の株や枯れ枝、枯れ木、倒木の

除去などの作業だ。 

 

（(蛇越岳登山道整備を終えて山頂にて・1月6日)  

かくして迎えた１月１２日（土）の別府市北浜の「花

菱ホテル」で開かれた例会では受付などに支部員が加

勢。全国から５８名の会員が参加して賑やかな懇親会

がひらかれた。そして翌１３日（日）は蛇越岳登山で

ある。 

この十二支会が蛇越岳登山するという記事が事前に

大分合同新聞に紹介されたことなどもあり、新年にな

って巳年にちなんでこの蛇越岳に登山をする人が後を

絶たないようで、６日の作業の日にも何組かの姿を見
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かけ、特にこの日は福岡県から貸し切りバスで３０名

近い団体がこの無名の山に登って帰って行ったが、こ

れも巳年にちなんだ登山ツアーであった。１３日の当

日も十二支会の団体に前後して登る組が３組あった。 

十二支会は５０代から８０代、平均年齢は７０歳を

過ぎており、登りの時間も、２０分あまりで登る人も

いれば４５分かかる人もいる。全員が揃うのを待って、

山頂で還暦、古希、喜寿、傘寿などを迎えた会員の慶

祝行事があり、万歳とヤッホーで歓声を上げて、登頂

を喜び合っていた。 

天気予報は午後から雨という下り坂の予報なので早

めの下山開始だ。登山口では支部会員が甘酒やおしる

こを温めて、焼いた切り餅などで迎えた。雨雲が近づ

くほどに気温が下がり、冷たい風の中、下山してきた

人たちは温かな接待にはみんな大喜びだ。 

雨が降る前の正午前に登山口で解散式。横田１２支

会会長より東九州支部会員にお礼の挨拶があり、来年

の午にちなんだ山での再会を約して帰っていった。そ

のあと、地元のメンバーのみで登山口でゆっくり弁当

を開き、「お疲れさま」で解散。帰途の途中で雨がぱら

つき始めた。 

（支部員にお礼の挨拶をする横田十二支会会長） 

1月 6日登山道整備参加者…加藤、興田、星子、首藤、

西（孝）、西（あ）、木本、下川、飯田、中野、園田、

塩月、中島、安部、岐部、渡辺（千） 

1月 12日受付参加者…加藤、星子、西（孝）、西（あ）、

飯田、中野 

1月 13日山行…加藤、星子、西（孝）、阿南、西（あ）、

佐藤、木本、下川、飯田、阿部（和）、中野、加藤（平）、

藤澤、渡部、石川、遠江、岐部、池辺、渡辺（千）、渡

辺（和） 

 

今年９月から４ヶ月に渡って開催されたトレッキン

グ入門講座が無事終了しました。開催にご協力いただ

きました講師の皆様、参加いただいた皆さんにこの場

を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

(コンパルホールにて) 

トレッキング入門講座は、第一回が山登りの基本・

体力づくり、第二回が山の楽しみ方・多くの山を知る、

第三回が山の危険と遭難・けがや病気と対処方法、第

四回が山の天気と気象・地図の見方、と座学がコンパ

ルホールで行われ、第五回は 11月 17、18日にかけて

行われ、横岳自然公園に泊り鋸山登山、第六回は 12月

22日に九重泉水・黒岩登山の後九重ヒュッテに泊り、

翌 23日三俣山登山と実際に山に登りました。 

受講生は当初２０名の予定でしたが、新聞に募集記

事が載ったとたん受講生がふくれあがり、途中からの

参加もあって約３８名となりました。講座は初回から

時間オーバーのハプニングで、今までの経験を 50分の

時間に詰め込むのは、なかなか難しく、第三回以外は

時間オーバーをしてしまいました。内容も入門講座に

しては、難しい内容もあり、アンケートを取った結果、

一部受講生から不満が出ていました。第三回のみ見事

に時間どおりに終わって内容も好評でした。 

第五回は、横岳自然公園に泊り初日はあいにくの雨

でしたが、テントの建て方、講座で２人用テントと４

人用テントを実際に建てて練習をしました。その後、

懇親会では新たに作成した「山の歌集」で、山の歌を

トレッキング講座修了 

            佐 藤 秀 二 
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歌って楽しみ、特別講習で簡単なロープワークをしま

した。 

翌日は好天に恵まれ鋸山登山口で、日帰り参加者と

合流し、総勢 18名で鋸山登山を楽しみました。山頂か

ら見返り岩までやせ尾根の岩を登ったり下りたりしな

がら脱落者もなく無事予定どおりに登山を終えること

が出来ました。 

 

  （鋸山登山口駐車場にて） 

第六回は初日は小雨でしたが飛び入りを含む13名で

九重泉水・黒岩山に登り、雨の登山を体験しました。

地面が至るところでどろどろになっていて滑りやすく、

雨の日の難しさを感じていただけたと思います。泊ま

りの九重ヒュッテで温泉に入って汗を流し夕方５時過

ぎから懇親会をして、前回誤字脱字の多かった「山の

歌集」を修正再作成し加藤支部長のリードのもと、ふ

たたび山の歌を歌って楽しみました。 

翌日は寒波襲来で雪を期待しましたが、雪はほとん

ど降らずに霜柱の世界を楽しんでいただく結果となり

ました。日帰り参加者１名を加え 14名で三俣山に登り

ましたが、すがもり越から先は、強風で冬山の大変さ

を感じていただけたと思います。第六回講座の３日前

に梅木元支部長が亡くなられたこともあり、上泉水山

頂では花を撒き、三俣山山頂では花を手向けました。

受講生にとっては普段登らない状況のなかを登山出来

たので、いい経験になったと思います。下山後は九重

ヒュッテの風呂につかって講座を終了しました。 

座学についてはまだまだ改善する必要がありますが、

山行については、希望者が少なかったこともあり本当

に気持ちのある方が来ていただいたおかげで、とても

いい山行になりました。山行に来ていただいた方の中

から、会員希望者１名と会友希望者４名(12月 25日現

（三俣山頂にて） 

在)が出たことはとてもいい結果になったと思ってい

ます。また、今回受講していただいた方のうち１１名

が次に講座があったらぜひ参加したいと回答をいただ

いています。参加するかもしれないと回答していただ

いた方を含めると実に２３名が次回講座に期待してい

ます。次回開催を実施する方向で検討して行きたいと

思います。このほか、会友の方から会友向けの講座を

してほしいという意見もいただいていますので、合わ

せて検討するようにしたいと思っています。 

 

 

 （式典） 

日時 平成24年11月3日（土） 午後４時より 

場所 宮崎県高千穂町 三秀台 

 （交流会） 

午後６時より 五ヶ所野菜集荷場 

 「日本近代登山の父」として知られる英国人宣教師

ウォルター・ウェストン師（Walter Weston）を偲び、

山岳遭難者に哀悼の意を表し登山の安全を祈る。宮崎

支部主催の行事、今年度第28回を迎えるのに支部より

4 名で参加した。午後４時より三秀台のレリーフの前

広場にて、主催高千穂町、日本山岳会宮崎支部、後援

一般社団法人高千穂町観光協会、田原地区村おこし推

進協議会のもと参加者６０名（内地元小学生１０名）

例年どうりの式次第にのっとってのセレモニー、関係

者の挨拶。 

○ ウェストン師にささぐ鎮魂と新たなる誓い 

第２８回宮崎ウェストン祭 

            加 藤 英 彦 
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○ ウェストン祭の歌合唱 

○ 地元田原小学校児童への記念品贈呈 

 ○ 万歳三唱で開会となった 

 行事の準備や進行は、とどこうりなく行われた。

特に地元の少ない小学生達の参加は、みていてもほ 

   （ウェストン レリーフの前で参加者４名） 

ほえましいものである。終わって宿泊先の五ヶ所公民

館に移動。そのあと、交流会が五ヶ所野菜出荷センタ

ーにて行われた。 

 神事をとり行い、そのあと神楽、奉納、バザー。お

酒はカッポ酒のふるまい、キャンプファイヤーと続い

て、8 時に公民館に移動。日本山岳会の会だけで参加

した各支部の交流を深め、各支部の出し物のアトラク

ションと続いた。我が支部は木山さんのハーモニカ演

奏が好評であった。 

 翌日（４日）は、東九州支部からの参加４名だけで、

筒ケ岳（1296ｍ）へ。五ヶ所より右手林道に入り２Ｋ

（車）にて、伐採された跡地に車を止め、右へ林道を

歩く。林道終点より杉林に入り急登を20分登り尾根に

つく。ここより右へすぐにハシゴの取り付けてある岩

峰がある。慎重にハシゴを利用して山頂に立つ。その

後、下山して帰

路の途中、美女

ヶ嶽(竹田市紺

屋・びじょがだ

け 640m）へ登

り帰路につく。 

参加者…加藤・

渡部（会友）・木

山（会友）・衛藤

（会友）  

 

11 月 28 日に支部主催で普通救命講座を開催しまし

た。トレッキング講座に合わせて開催したもので、支

部で初めてとなります。私は、福岡で普及員講習(３日

間)、大分では上級講習(１日間)などを受けていますが、

山岳会でも高齢化や、自宅でも役に立つので、受講す

べきではないかとかねがね思っていたので、トレッキ

ング講座開催に合わせて開催させていただきました。

案内が遅れたことや、平日開催のためなかなか人が集

まりませんでしたが、加藤支部長の尽力でなんとか人

数をそろえることが出来ました。 

今回は、普通救命講座で、救命講座の入口となりま

す。午前９時から１２時までの３時間、大分市消防局

の方を招いて、心肺蘇生・ＡＥＤの使い方の講習を受

けました。最初、大分市消防局の方から、大分市内で

は、通報から救急車が到着するまでに約７分間かかっ

ているなど説明があり、救急車が到着するまでの７分

間に心肺蘇生をするとしないとでは、生存率や後の後

遺症の度合いが大きく違うということでした。 

その後、人形をを使って心肺蘇生の方法を学び、さら

にその後ＡＥＤを使って心肺蘇生を練習しました。今

回参加した皆さんは初めて受講する方も多く最初はう

まくいかなかったりしていましたが、交代でやってい

るうちにだんだんと上手くなっていきました。「誰か来

て下さ～い」「あなた１１９番に通報して下さい」「あ

なたＡＥＤを持ってきて下さい」など声を出さなけれ

ばちょっと恥ずかしさもあるのですが、緊急時のこと

  （胸骨圧迫・心臓マッサージの実践のようす） 
（筒が岳 山頂直下のハシゴを登る） 

普通救命講座を開催 

    佐 藤 秀 二 
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を考えればそんなことは言っていられません。皆さん

惜しげもなく声を出していました。 

ＡＥＤの使い方の講習では、実際に機器を使って心

肺蘇生とＡＥＤを持ってきて使用する方に分かれての

講習です。ＡＥＤを実際に使うのも初めての方が多く、

最初はパッドをどこに張ったらいいのか右往左往しな

がらやっていましたがだんだんと慣れてきました。な

かには、電源を入れることもわからない人もいて、心

肺蘇生している人が教えながらするという想定でやっ

たりしました。 

最後に質問タイムがあり「実際に山で起きたらどう

したらいい?」という質問に「まず安全(平坦)な場所に

移動して通報、助けが来るまで心肺蘇生をとにかくす

る」ということでした。今回は山で起きたらという想

定も質問出来たのが良かったと思います。約３時間で

したが、いい勉強になったのではないかと思います。

次回はいつになるかわかりませんが、土日開催も検討

していきたいと思います。９の付く日には近くの消防

局で講習が行われている様ですので、問い合わせて参

加してみてはいかがでしょうか? 

    

 

 日時  平成24年12月1日（土） 

 場所  品川プリンスホテル 

 アネックスタワー5F 

「図書交換会」 約 400冊の図書を処分．入札により

購入者を決定。私は10冊ぐらい申し込んだら2冊当た

った。格安の値段で手に入った。ただ入札から落札ま

での時間が長すぎた．ずっとその場を離れられなかっ

た。 

「講演会」  午後２時より 

海外登山隊の報告 ３件 

・チョモランマ登頂女性最高齢更新・・渡 邊 玉 枝 

・インド・サンスカール登山遠征隊・・学 生 部 

・フィッロイ山群南下縦走・・横山勝丘 ・増本亮 

・第１４回秩父宮記念山岳賞受賞者講演・・小 泉  弘 

「晩餐会」午後６時開始 

参加者 全国より４２５名の参加・テーブル５３テー 

ブル 

 私は、D列-１１ 羅臼岳のテーブルマスターの指名

があり 東九州より参加の６名は全員そのテーブルに

同席した。 

 今回は愛子内親王の誕生日に当たり、皇太子殿下の

出席はなかった。例年どうりのセレモニーであったが、

東九州支部より参加した新人会員２名（安部幸子．浅

野総一）は、当日参加の新入会員４８名とともに壇上

に上がり紹介された。 

 格調高い会の晩餐会であった。皆さんも一度参加し

てみると、その雰囲気も体感でき、新たな気分にひた

る時間を経験できます。 

参加者…加藤・木本・佐藤(壮)・菅・安部・浅野 

 

 
年 次 晩 餐 会 報 告 

    加 藤 英 彦 

  訃   報 

前東九州支部長 梅木秀徳さんが平成２４年１２月１

９日午前１０時２２分、ご自宅にて腎盂がんのため享年

７９歳で亡くなられました。通夜１２月２０日午後７時、

葬儀１２月２２日午後１時、喪主は奥様の三恵子夫人で、

大分市・風之荘本館で相営まれました。 

多くの支部会員や山の仲間たちや生前に関わりのあっ

た方々が多数参列し、お見送りしました。ここに深く哀

悼の意を表し、心からご冥福をお祈り致します。 
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故梅木秀徳前支部長を偲んで 

支部長 加 藤 英 彦 

梅木さんが体調をこわされて入院されたと聞いたのは昨年８月でした。手術を受けられ、順調に回復さ

れ１０月中旬には自宅に戻られたということで、これで一安心と思っていました。そして、１１月８日、

９日に九重法華院温泉での「法華院の会」に参加され、ご挨拶もし、乾杯の音頭もとられ元気になった様

子でした。ところが、暮れの１２月１９日自宅にて倒れられ、そのまま帰らぬ人となってしまいました。

それほどまでに病魔が体を襲っていたとは思いもよらぬことでした。 

私が梅木さんより東九州支部の支部長を引き継いだのが一昨年（平成２３年４月）の総会でした。それ

から２年もたたない間に逝ってしまうとは、引き継いだ梅木さんの「弔辞」を一番先に請け負わなければ

ならないとは、思いもよらぬ事です。 

 私が梅木さんに最初にお会いしたのは我が家がまだ九重にあった、６０年も前の事でした。九大の学

生服を着た紅顔の美少年でした。九重を庭のごとく駆けめぐっていた頃でした。昭和４０年に大分から初

の海外遠征隊・ヒンズークシ登山隊として梅木さんと一緒の遠征隊で２ヶ月もの長い間の登山活動の中

で、いろいろとご教示を受けました。その後、「大分登高会」をたちあげ、その会でも同じ釜の飯を食っ

た仲でした。その後大分県山岳連盟の副会長として活躍され、大分県の山岳界の発展に尽力されました。 

 日本山岳会には、ヒンズークシ遠征隊の参加と同時に入会（昭和４０年、会員番号５９０８，紹介者

野口秋人、加藤数功）されています。そして、東九州支部の元支部長野口秋人さんの死去（平成元年）の

後、支部長として２２年という長い間、西事務局長とのコンビで支部をひっぱり、まとめ上げてこられま

した。 

何より梅木さんの名前を有名にしたのはやはり、「坊ヶつる讃歌」の作詞者の一人であったということ

でしょう。故松本征夫先生、草野一人さんと三人で作ったというこの詩は、思うに九州大学文学部の出身、

梅木さんの文章力に他ならない作品ではなかったかと思うのです。 

梅木さんは常に「山は文化だ」という言葉を力説していました。そして、晩年はその言葉どおり、文化

や歴史といった面での活躍や仕事に情熱を注いでいたように見えました。その著書にも“山”を中心にし

て幅広い知識の集大成の著書が数多く見られます。 

なかでも東九州支部への貢献から言えば、「大分百山」（支部創立２０周年記念誌・昭和５５年発行に掲

載）を選んだことでしょう。「大分百山」を目ざして登っている人たちは数多くいますが、その原点を作

った功績は大きいものです。それと、余り知られていないが、「大分の山」―大分県主要山岳丘陵一覧―

（昭和６２年発行）は、山の原点とも言える大分の山々の紹介の集大成で、根気よく、そして郷土を愛す

る故に成しえた著作です。 

 「九重山博物誌」（平成９年発行）には、そのあとがきに「九重はまさに“自分の宝物”だ」と表し、「死

んだら久住の山頂から灰を撒いてくれないかなぁ」と書いています。日本山岳会１００周年記念で出版さ

れた「新日本山岳誌」（平成１７年発行）の大分県の山々の紹介もすべて支部長の梅木さんの執筆でした。

そして、最後の著作が一年半前に一足早くなくなられた松本征夫先生と共著の「九重山法華院物語」（平

成２２年発行）であったのも、何かの因縁でしょうか。人一倍酒を呑み、人一倍煙草を吸い、そして人一

倍の知識を山のごとく持ち合わせて、森のごとく深い味わいのある言葉で語り、読みやすく分かりやすい

文章で綴った数々の著書を残した梅木さん。 

毎週金曜日にはいかなることがあろうと通った都町の小料理の店“重箱”にも、今はもうその姿はあり

ません。あれだけの幅の広い知識を持ち合わせた梅木さんを失った今、その存在が如何に大きかったかが

思い知らされて、まことに残念でなりません。 
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支部では梅木前支部長を偲んで次のよう

な追悼行事を行います 
 

１．ヒンズークシ遠征隊の記録映画 

「コー・イ・モンディ峰登頂記録」鑑賞会 

日時…４月１３日（土）定期総会終了後 

場所…コンパルホール「視聴覚室」 

（全て梅木秀徳さんが撮影したフィルムです） 
 

２．梅木秀徳前支部長追悼登山会 

  日時…４月１４日（日） 

  場所…九重山 

  集合場所と時刻…長者原駐車場午前９時まで 
 

坊がつる讃歌の発祥の地、坊がつるの「あせび小

屋」をたずねて、坊がつる讃歌をみんなで歌って、

その後みんなで一緒に三俣山へ登ります。 
 

※ 皆さんご一緒に梅木前支部長を偲ぶひとときを

すごしましょう。二つの追悼行事に皆さんのご出席、

ご参加をお待ちしています。 
 

 

 

全国自然保護集会報告 

          阿 南 寿 範 

平成24年6月30日(土)～7月1日(日) 

   群馬県 尾瀬高原ホテル 

 

2012 年度､全国自然保護集会が､群馬県片品村で行

われた。この集会は、昨年福岡県で「屋久島の環境問

題」をテーマに開催された。本年はここ尾瀬で開かれ、

本年度は「尾瀬を考える」のもと、尾瀬の地で開かれ

た。 

 尾瀬は 1934 年日光国立公園の一部として国立公園

になった。東京電力㈱はその頃、首都圏の電力事業の

拡大を図るために、ダム建設構想が持ちあがった。ダ

ム建設の動きを知った時、私たちの先輩方々が断固反

対運動の先頭に立ち、様々な方向から尾瀬の自然を守

ろうとする行動を起こした。そのことがきっかけとな

り、この地が日本の自然保護の「発祥の地」となり、

今回の開催会場となった。 

 今回の参加者は、全国(20 支部)、協力団体、一般参

加者等ら約 140 名の参加があり、特別参加として群馬

県立尾瀬高等学校の自然環境科の先生･生徒合わせて

20 名程が加わった。１日目は、主催者の挨拶に続き、

JAC尾上会長の挨拶、基調講演として小泉武栄氏（東

京学芸大学教授）が「尾瀬の自然学」と題し講演され

た。その後、テーマ別に分かれ分科討議会、夕食をは

さんで、支部別報告会が行われた。2 日目は、コース

別に分かれて、尾瀬での『フィルドスタデｨｉｎ尾瀬』

が行われた。 

<1日目> 

① 主催者挨拶。（13:00～13:10） 

・川口章子実行委員長の開会宣言の後、尾瀬高校の紹

介があった。尾瀬高校は全国でも珍しい自然に興味が

ある生徒が全国から集まり修学している学校で当校で

は自主性を尊重し、一人一人が研究テーマをもってそ

れぞれの研究に邁進している。また、尾 

瀬の自然環境を定期的に観測、データ整理されている

のである。 

尾上会長の挨拶では、本年度日本山岳会は、社団法

人から公益社団法人に移行し新たに活動を開始された

こと、かねてから会員が活動してきた「山の日」の制

定が閣議決定され、「毎年６月の第一日曜日」と決まっ

た事などを強調された。         

 

 

②基調講演（小泉武栄氏） 

・先生の講演は、レジメとスライドを使っての「尾瀬

の自然学」と題し歴史と動植物、地形･地質等幅広い紹

介が行われた。先生は、日本山岳会の会員でもあり、

大学では、自然地理学を教えられている。 

講義の中で、地塘、ケルミ、シュレンケという言葉が

沢山出てきましたが、地塘とは、泥炭層の間隙にでき

－JAC尾上会長挨拶－ 
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る池沼。ケルミとは、地表の盛り上り、シュレンケと

は、窪みで相互に交互成長してできている等の興味深

い話を多く聞き、益々尾瀬に興味をもった。 

 

③分科会討議 (14:30～17:30) 

分科会討議は、次のようなテーマに分かれて行われた。 

 1.尾瀬の管理のあり方   2.尾瀬の楽しみ方 

 3.尾瀬の高山植物     4.尾瀬の野生動物 

 5. 私と尾瀬 

各分会より、それぞれ活発な意見が出されて、最後小

泉先生にまとめとして発表していただいた。 

 

  

 

④各支部の活動状況について 

       (18:30～20:30) 

・今回の各支部の自然保護の活動状況報告については、

事前に原稿を提出した支部から、長野支部、山梨支部、

福島支部、福岡支部、富山支部という順に発表が行わ

れた。 

各支部からの報告は、大半が、山のトイレ問題、シ

カの問題、熊対策等が深刻な問題として報告された。  

 

中でも、注目されたのは、福島支部の問題である。昨

年の３月１１日以降「原発事故」の影響で、県内の山

々が大気汚染にさらされており、汚染状態の状況把握

に支部員自ら奮闘中であるとの報告であった。 

<2日目> 

①  『フィルドスタディin尾瀬』  

 2 日目は尾瀬沼に入り、小型バスを使用し、班ごと

に希望のルートに分かれた。(1)(3)班は、富士見下→ア

ヤメ平→鳩待峠。(2) 鳩待峠山の鼻→鳩待峠。(4) 鳩待

峠→山の鼻→牛首分岐→山の鼻。を歩いた。今回は、

休みの制限もあった関係で私は、 (2) 鳩待峠→山の鼻

→鳩待峠の最短コースに参加した。小型バスで、ホテ

ルを後に鳩待峠まで行き、リーダーのもとにて準備体

操を行い8時15分から歩き始めた。東電の協力の下設

置された散策(木)道の上を山の鼻まで歩いた。左手を見

ると時より雲の切れ間から至仏岳の稜線を確認、稜線

には雪渓が見えた。 

途中、小屋に荷揚げをしている強力に出くわし、学

生時代に北アルプスや、富士山、八ヶ岳を歩いた頃の

記憶が読みがえって来た。山の鼻に着いて、ビジター

センターを見学後私は１人でセンターを後にした。 

 １人参加の今回の体験は大いに今後の自分に勉強に

なった。 

 

 

分科会の意見内容については、紙面の都合上割愛します。

「資料を確認されたい方は、「木の芽草の芽（第99号）2012

年7月31日発行」をご覧ください。 

－各支部活動報告会－ 

－今も昔も重さは変わらない

－ 

 

－尾瀬集会アルバム

－ 

－小泉武栄氏の基調講演－ 
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今回、全国支部から多くの自然保護委員が参加し、色

々な話が聞けたのは私にとって大変な勉強になった。

全国には様々な地域性･条件があるものの、意見･問題

点を共有することが大切であると考えた。その上、共

通認識のもとで解決することで、地方に良いと思われ 

ることはどんどん吸収し、間違いあれば皆で正しい

方向に修正し、永久的文化的な地域保全･保護に寄与し

たい。 

 

 ペ ン リ レー・第９回 

貴重な自然の宝を後世に  

         安藤 幹(１１４２５) 

 新年明けましておめでとうございます。皆様には健やかに希望に満ちた新年に、今年も元気に登山を続けよ

うと、心に決めていることと思います。私は今年７回目の年男を迎え、５月には８４歳となります。年相応に健康を

保ってはおりますが、足腰の弱りは如何ともしがたく、高い山には登れなくなりました。そんなことで皆さんと

の、月例山行にも参加できない有様で残念ですが、致し方ありません。 

 山岳会の仲間に入れて貰って、間もなく２０年になります。今振り返って２０年間の山歴を思い出しますと、われ

ながら沢山の山に登ったなあと感じております。この機会に、特に印象に残る登山の思い出を辿ってみます。 

 一番楽しかったのは、私の喜寿を祝って会員の皆さん２０名位が、県南木浦の横岳に祝賀登山をしてくれたこ

とです。山頂で会員の一人一人が、お祝の言葉を言われ、祝杯をあげて頂いたときには、感激で胸が熱くなりま

した。どこの山に登っても、頂上を極めたときの爽快感や、雄大な景観や、荘厳な深山の佇まいに触れ、自然の

偉大さを改めて知ることができました。 

 また途中の皆さんとの語らいも楽しく愉快なものでした。さらに貴重な高山植物の数々、山の妖精と言われる

オオヤマレンゲ、可憐なサクラソウ、スミレやリンドウ、ほのかな甘い香りのユウスゲなどなど、数えあげればき

りがありませんが、厳しい冬の寒さに耐えて、夏の暑さに負けぬ逞しさは驚くばかりです。 

 ヒマラヤおろしの砂塵の中を歩き続けて、チベット国境の秘境ムスタン・ローマンタ探訪では、電気もなく粗食

にたえ、文明とは程遠い生活を垣間見て、世界には自分達の知らない処が、沢山あることも知ることができまし

た。ヨーロッパアルプスの美観と登山電車など、設備の充実には、アルピニズムの歴史の深さを思い知らされま

した。 

 登山を通じて学んだことは、枚挙にいとまがありませんが、今後は、体験や知識を少しでも自然保護の活動に

役立て、貴重な自然の宝を、次の世代に伝えるように、自然保護団体の皆さんと協力して、少しでもお役に立て

るように、過ごしたいと考えております。 

 

 ペンリレー、今回は前支部長の佐藤浩幸さんの予定でしたが、多忙のため急遽 安東 幹 さんにお願いしました。

安東さんには急なお願いで大変失礼しました。有り難うございました。なお、次回は佐藤さんが書いて下さる予定

です。 
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個 人 投 稿 
 

より安全な登山のために No７ 

安 東 桂 三  

『遠慮近憂』 

 人間の本性として、自分には都合よく、物事を考え

ると言うことがあります。例えば、地震が起こっても

我が家の家具は倒れない。我が国の原発は、暴走しな

い。あるいは、私は交通事故には、遭わない。また、

私は、山では遭難しない。すべて自分には無関係なこ

と、自分にはそのような事は起こらないと思ってしま

います。 

地震対策に、家具を固定しましょうとか、冷蔵庫が

転倒しないようにしましょうとか、地震が起こっても、

3日間は生き延びるように、飲み水を確保しましょうと 

 

か、緊急時に対して、非常持ち出し袋を準備しまし

ょうとか、放送メディアや、書籍などで呼びかけられ

ています。でも、日本人の何パーセントが、対処した

でしょうか。よく判りませんが、あまり対処してない

と思います。 

地震や山岳遭難などのアクシデントは、忘れたころ 

にやってくるか、思いもよらない時に起こります。 

昨年の 8月末に、大分の中高年の女性 4名と私の 5名

で、北アルプスの針ノ木岳と蓮華岳に登りに出かけま

した。初日は、大分駅からＪＲにて、松本駅へ、それ

からは、レンタカーで登山口の扇沢まで、1時間歩いて、

大沢小屋泊。2日目は、大沢小屋から、針ノ木雪渓を登

り、針ノ木峠へ、針ノ木岳と蓮華岳を往復し、針ノ木

小屋泊。3日目は、針ノ木雪渓を下り、扇沢からレンタ

カー移動で、大町温泉入浴、松本駅へ、そして、ＪＲ

にて、大分へ。3日間の北アルプス行でした。 

ＪＲの改札は、今では、自動改札になっています。

チケットを自動改札口のチケット投入口に入れると、

必要なチケットのみを、排出口から出してくれます。

ただ、通過する人が多いとか、間違ったものを投入す

るとか、いろいろなアクシデントがあると、自動改札

口は、アラームがなり、閉鎖します。 

我々のパーティも名古屋駅で、新幹線から在来線に

乗り換えるときに、自動改札口を通りました。メンバ

ーの一人が、通過しようとしたときに、チケットが出

てこないか（？）あるいは、前に通過した人が持って

行ったか（？）その他不明な理由で（？）アラームが

なり、ストップしてしまいました。 

駅員さんが、自動改札機を開けてみたりしましたが、

見つからず、結局、チケットを再発行していただきま

した。私は、今回ＪＲチケットの座席番号をすべて、

手帳に筆記しておきました。Ａさんは、ソニック○号

車の○番の○席、のぞみも○号車○番○席、特急しな

のは○号車○番○席と言うように、Ｂさんも同様、Ｃ

さんも、と言うように、全員の座席をメモしておいた

のです。再発行もそれをみて、すぐに手書きでチケッ

トを作っていただきましたので、待ち時間が少ない乗

換時間に対処出来ました。 

私は、このようなアクシデントを想定していたわけで

はありませんが、万が一のために、ただ筆記していた

だけでした。こんな事もあるのだなと、思いました。 

そうしなければ、記憶で、○号車くらいは覚えてい

ても、○番や○席は覚えていないと思うし、ＪＲを利

用する全ての人は、ほとんど、座席番号はひかえてな

いし、自動改札では、アクシデントは起こらないと考

えています。でも実際は、連休や祭日の人が多い時は、

ＪＲの職員が自動改札でトラブル対策に、対応してい

ます。 

このような事が、有りましたが、登山は、順調に行

えました。8月末の針ノ木雪渓は、融解が進み、雪渓の

中間部付近は細くなり、急峻になっていました。私た

ちは、1本のロープにつながり、誰かがスリップしても、

すぐに止めることが出来るようにと通過しました。 

 

もちろん、誰か 1 人がスリップして、他の全員が巻き
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込まれるかもしれない可能性は、ゼロではありません

が、パーティとして行動する意味、パーティとして能

力を上げて、安全に通過をしました。これも今までの

トレーニングのおかげです。 

1人が、スリップすれば、他のメンバーを引きずりこむ

可能性があるので、常に 1 人で行動するということで

あれば、いつまでたっても、パーティを組む意味は、

判りません。一度パーティを組んだら、最後まで、共

にする。共に安全に登り、共に無傷で帰ってくるが、

重要です。 

その為のトレーニングを一緒にしましょう。ただ、

ハイキングであれば、パーティを構成しても、一人一

人が集まっただけで、ただの一人の集合体でしかない

が、少し厳しい場所を通過するために、1人たす 1人は

1人以上の能力になり、安全度も増すようなパーティに

なればと思います。 

 

 

 

 

 

私の無名山ガイドブック NO５０ 

四 浦 半 島 の 高 平 山 

              飯 田 勝 之 

 彦岳から東に向かって延びる、佐伯市と津久見市との

境界をなす稜線はアップダウンを繰り返しながら徐々

に高度を下げて、四浦半島の先から保戸島につながって

豊後水道へと落ち込んでいる。この稜線が高度３００ｍ

を割って一段と低くなる直前のピークがこの峰である。 

 平地の少ない県南部では、戦前まではどこでも見られ

ていた半島風景。それは耕して山上に至るという、海岸

から稜線の上まで耕されていた段々畑。四浦半島も山頂

付近まで畑があったとのことである。今ではこの半島は

全山植林地か照葉樹の林となってしまっている。 

 高平山は土地の古老に聴けば、畑が作れないところは

岩棚や急斜面で、そこは子どもたちが冒険で登って遊ん

でいたところであったとのことである。この山に登るに

は、山麓の福泊の集落の上を巻く林道の、水道タンクの

横から登る道を辿って主稜線に至り山頂に達すること

が出来る。しかしこの道は入り口が猛烈なブッシュでし

かも途中でほとんど判然としなくなる。 

 それよりも、２万５千分の１の地形図にある破線の道

を辿るのが面白い。車で行けば、福泊集落の東端近くの

寺の横を上る車道を入ると、県道から約６００ｍで集落

の上を巻いて蒲戸へ通じる林道に合する。その合する地

点の東の緩い右カーブの先に、左の道路擁壁の上に上る

道がある。これを登り、擁壁の上を３０ｍほど戻り気味

に 伝うと古い道が谷の上部をトラバースするように上

っている。これが地形図の道だ。スギの植林地の中を、

谷に沿って緩く登っていくと、やがて道はほとんど判然

としなくなり、地形図では左に巻き気味に道が登ってい

るが、不明であるのでそのまま谷状の窪地を登っていく

とよい。車道から１０分あまりで三段の半円形に石垣が

積まれたところを通過する。地元の人に聴けばこれも畑

の跡とのことである。 

 石垣から五分ほどの登りで稜線鞍部に達する。これは

主稜線から東に分派する小稜線の鞍部で、まずはそこか

ら東（右）に登ろう。三分ほどヒノキの林の中を登ると

小ピークがあり、中央に四等三角点がある。点名「西ノ

寄(162.7m)」である。 

 引き返して鞍部から緩く登ると照葉樹の林の中、稜線

上の小台地となり、再び緩い登りが始まる。地形図では

ここを破線がよぎっているが現地では不明である。タブ

やイヌガシ、ハマビワ、ヒサカキなどの照葉樹の中にヤ

マザクラやクヌギが点在する樹林の中は下草がなく、快

適な稜線漫歩が楽しめる。 

緩く登っていくと鞍部から１０分あまりで突然前方

が明るく開けてくる。前の平らな稜線の上はトゲの多い

フユイチゴのブッシュに被われて、その中ほどにアンテ

ナがたっているが、そのブッシュは歩けば難渋するので
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右に木立の中を回り込んで進むとよい。 

 いったん緩く下って再び緩い登り。１０分余りの登り

で小さなピークに達する。地形図上の２１０ｍピーク

だ。樹間から前方に高く高平山の山頂が見える。このピ

ークからほぼ直角に右へ折れるように下ると広い鞍部

で、そこからまた緩い登りとなる。 

緩やかに右にカーブしながら広いなだらかな稜線を

上へ上へと登っていくと、あちこちに石垣が見られる。

昔の畑の跡だ。照葉樹林の中の快適な登りが続き、やが

て左にスギの植林地が現れ、その境界に沿うように登っ

ていく。 

鞍部から２０分近く登ると傾斜がやや急になって露

岩が多くなり、巨大な岩を登り越したり、巻いたり、ち

ょっとしたチムニー登りなどを遊んで登るとやがて傾

斜が緩くなり、山頂が近くなる。巨岩が消えて、やさし

い照葉樹の林の緩斜面を行くとほどなく広い丸い山頂

に達し、その中央に二等三角点「高平・(３４０．８ｍ)」

がある。下の鞍部から約４０分の登りだ。まわりは照葉

樹の二次林だが、東のわずかに切り開かれた樹間から豊

後水道を挟んで鶴見半島と宿毛の海岸が見える。 

 

地形図：二万五千分の一「浅海井」 

コース参考タイム：福泊の林道～（２５分）鞍部～（３

分）～西の寄～（２分）鞍部～１０分～アンテナ～（５

分）～鞍部～（１０分）～３１０ｍピーク～（５分）

～鞍部～（４０分）～山頂 

 

（高平山と西ノ寄） 

 

 

 

 

 

 

三等三角点 

高城 253.2穴囲砦 
       安 部 可 人 

三角点と山城探訪シリーズ 5回   

今回の主役は秀吉激賞の若武者佐伯惟定とその母、

教育係・軍師山田匡徳そして因尾の勇敢な土民たちに

しよう。 

発端、島津家久は本陣松尾山から勧降使１９名送り、

栂牟礼城城主佐伯惟定は竜護寺さきの番匠淵（不明）

でこれを斬る。高城戦死の惟定の祖父(惟教）・父（惟

真）・鎮忠の恨みを母許さず、軍儀は鶴の一声。さて、

大越川と堅田川の中、運動公園周辺の汐月、宇山、長

谷、竹角の天然の堀の中が戦場。１５８６年１１月、

家久は土持親信と新名親秀の日向・薩摩混合軍２００

０人を派遣、轟、岸河内,府坂峠から侵入させた。堅田

合戦は結局島津大敗、陣形や作戦の不手際、３回の渡

河で転落、溺死多数。ほめすぎれば匡徳の諸葛孔明な

みの計略あってこそ。例えば激戦地竹角の農民を集め

て実際は戦わない偽兵として置いた。 

３７線の池田トンネル真上が中山峠で軍師の本陣中

山砦（１０分）があつた。八幡山城 57mは,神社から１

５分,曲輪や堀切あり、惟定の先陣。その先、お為・半

蔵心中墓案内入り宇山城は４分、神社と４つ祠のせま

い砦跡。見晴らしよく、旗や馬印を立てるか狼煙穴が

ある指揮所だったろう。佐伯氏の館は裏の運動公園や

遊歩道の丘・９３が推測される。高城山城は臨時の逃

げ場だったろうか。高城山 253.2（三等地点名小畑）

は樫野の林道ゲートから入り１０分で北から取りつき、

少しウラジロ我慢約１時間、もう１つ 320の高城山山

 

割後の落人の滝（多数逃げこんだ）穴囲砦の洞窟 
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頂には三角点はないが眺望よい。城跡の遺構が無い。 

魅せられた謎の穴囲砦（同行者 佐藤）。梅木一覧の

囲い岳データを参考に実行、それは府内への戦略拠点

因尾の井ノ上の宿善寺から見え、超きびしい断崖。土

豪柳井左馬助の留守を守る土民が洞窟に籠もり、石や

木を落として敵を撃退、痛快、惟定これを褒めた。

 

橋本製材所の電柱２本目から入り、左右断崖、大小

の石ころだらけ、急な竪堀は白い石が重なり落ちて、

多分その後の鉄砲水が凄味をましている。竪堀の右の

へりを登り２５分で大岩にぶちあたると左にまいて、

大岩を越して右へまもなく、その洞窟発見 56'20.7", 

44'16.7", １５ｍさきまで急な小石の小径あるが、

穴まで危険で行けない。古書の「鳥しか行けない、窓

の穴」はピタリの表現。賀川教授が学生とこの洞窟を

探検して有名だが、かれらは縄梯子で降りた。この山

主の史談会の久々宮氏と偶然会って撮った写真を証明

してくれた。 因尾茶の産地の老人たちはその穴はよ

く知っていた。橋のたもとに穴囲い戦闘の説明板あり、

小半鍾乳洞近くに佐伯惟冶家臣の碑あり。なお因尾の

みかまえ神社あたりも激戦地で左馬助以下２８名への

宗麟からの感状が証拠。島津は惟定の領内へ２度と来

なかった。 

惟定は追撃戦の戦果もあって秀吉から 2度感状も

らい、大友滅亡後は藤堂高虎の客分 500人扶持、朝

鮮、夏冬の陣で軍功、１６１８年６月病死 49歳。子

息惟重は 4500石となり、名家佐伯は明治まで四国で

存続。惟定は同じ英雄志賀親次よりずっといい晩年。 

（史跡）岸河内に耳塚（道路わきの耳塚の１０ｍ奥

が本物）。最後の決戦  地長瀬原に亡霊を鎮めるた

め１８２２年日輪當午塔（荒瀬原移転）が建立され

川原の上に現存する（橋で竹角へ左折、地蔵様から

林道）。太陽が高度に達し万物は平等に照らされるの

意。碑文は木許博氏が全文解読してご立派。竜護寺

地区に竜護寺。１３代佐伯惟真の墓。当時ここは接

待所でもあり１９人は飲食でもてなされた。 

さて、その他の山城。１０号線沿いの赤木城、用

来城、竹田城。番匠大橋手前入る林道峠の塔のある

小田山城・１８０は駐車場のW.Cから３分で堀切と

竪堀を見学できる。ＷＣから北東に国史跡申請中の

栂牟礼城へ縦走が出来る（史談会の佐藤巧氏の話）。 

因尾・屋形には武将柳井左馬助の柳井館（宝塔だ

けあり）、二等盾ヶ城山  城 609.5 ( 林道から１

５分）もある。遠くに彦岳城。もう１つ、四浦の久

保泊城（２０分）には２００艘の薩海軍来襲、地元

の土豪鉄砲で撃退、小学校の裏。 

参考：「佐伯市誌 」、「大友宗麟」古賀敏夫、「城 

郭大系 １６」 地形図「はい盾山、植松、佐伯、

上直見」 

 

 

 

 

 お 知 ら せ 

月例山行のご案内 

二月月例山行 霧島山 
日 時…２月９日（土）～１１日（月） 

出 発…２月９日（土）午前７時 

集合場所…大分駅上野の森口広場 

コース予定… ９日 韓国岳登山 

      １０日 高千穂峰登山 
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      １１日 野口秋人元支部長記念椿公園 

装 備…テント・シュラフ・防寒具・コンロ・コッフ

ェル等 

参加申し込み及び問い合わせ…加藤英彦 

連絡先  

（097-543-0333・090-3607-7903） 
 

三月月例山行 経ヶ岳 
日 時…3月 24日（日） 

出 発…午前 6時発 

集合場所…大分駅上野の森口広場  

ルート…八丁谷左俣（軽い登攀です） 

装 備…沢シューズ あるいは クライミングシュー

ズ、ヘルメット、ハーネス、簡単な登攀具、

ロープを持っている会員は持参ください。（下

山は、登山靴必要、ザックに入れておいてく

ださい）昼食、行動食、他 

参加申し込み問い合わせ…安東桂三まで 

（090-5727-9472） 

八丁谷左俣を登る予定ですが、メンバーの能力によっ

ては、ルート変更も考えます。その時は、ハイキング

です。まずは、問い合わせください。 

以上、よろしく。 
 

四月月例山行 祖母山 
 春の「祖母山

そ ぼ さ ん

」アケボノツツジの 

黒金山尾根コース 

日 時…4月 27日（土曜日）日帰り 

出 発…午前 6時 

集合場所…大分駅上野の森口広場 

コース予定 

黒金山尾根･宮原コース分岐 8：40～天狗岩 11：20～天

狗の別れ 11：50～祖母山山頂13：20～下山（宮原コー

ス）14：00～9合目山小屋 14：10～14：50～尾平 16：

50大分駅帰着…19：00（予定） 

2008･04･29” 

アケボノツツジ 

 

 

 

 

参加申し込み問い

合わせ…阿南寿範   

連絡先：080-3187-2003 

Email beca5844@oct-net.ne.jp 

申し込み〆切：4月 19日 

 

 

 

冬山登山体験の募集 
場所…:北アルプス立山(雄山、大汝山(3015m)、真砂岳、

別山、雷鳥沢、奥大日岳(2605.9m)) 

期日…:2013年4月末～5月始のゴールデン・ウイーク 

4泊 5日 

申込期限…:2013年3月10日(山荘予約の関係あり) 

飛騨山脈の北アルプス立山地方は豪雪地帯で弥陀ガ

原では積雪 5ｍに及ぶ。春のゴールデン・ウイークに

合わせて除雪作業が行われ、材木坂の立山ケーブルも

開通します。 

安定した季節の雪山登山を経験することを目的とし

て山行を計画しています。 

2013 年の夏ヨーロッパアルプスのブライトホルン

(4164ｍ)登頂とツールド・モンテローザのトレッキン

グを企画しているので、立山の雪山体験は雪上のアン

ザイレン技術の習得にもなり、雪山歩行に慣れる意味

で大変有効であります。 

かつては雷鳥沢にテントを張っていたが、諸般の事

情で今回は雷鳥荘に宿泊しての山行とします。 

参加したいが不安と思う方は電話で気軽にご相談く

ださい。 

参加希望の方は下記まで連絡ください。 

星 子 貞 夫  TEL  080-2724-2438  Email  

sada-hoshi-1931@motmail.co.jp 

mailto:sada-hoshi-1931@motmail.co.jp
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第８回支部役員会の開催案内 

日 時…３月８日（金）午後６時３０分より 

場 所…大分市「コンパルホール」 

議 題…①定期総会の各種議案 

２４年度事業報告 

２４年度会計決算報告 

２５年度事業計画（案） 

２５年度会計予算（案） 

②支部費の値上げについて 

③３００名山ガイドブックについて 

④梅木前支部長の追悼行事について 

⑤月例山行ほか 

 各役員においては万障お繰り合わせのうえご出席下

さい。 

 

 

 

 

ホームページをご覧下さい 

支部のホームページを、日本山岳会本部のホームページの中

に掲載していますので、ご覧下さい。閲覧方法は、下の画面

のように公益社団法人日本山岳会のホームページ

（http://www.jac.or.jp/）を開きます。 

 

上図の「日本山岳会の活動案内」のところを、画面のように

ブランチさせて、下から二段目の「支部」をクリックします。

すると下図のように「支部一覧」の画面が出ます。 

 

上図の頁の一番下の欄にある（下の画面参照）「東九州支部」

をクリックします。 

平成２５年度支部定期総会開催 

支部規約第１５条第２項の規定により下記のとおり

平成２５年度定期総会を開催しますのでご参集下さ

い。 

           支部長 加 藤 英 彦 

 

日時 ４月１３日（土）午後６時より 

場所 大分市府内町「コンパルホール」 

議題 報告 

平成２４年度事業報告 

   平成２４年度会計決算報告 

   平成２４年度会計監査報告 

   議案 

   第１号議案 平成２５年度事業計画 

   第２号議案 平成２５年度会計予算案 

   第３号議案 支部規約改正案 

   第４号議案 支部規則について 

   第５号議案 その他 

 

公益社団法人認可後の初年度の事業報告や新年度事

業計画などを決める、支部にとって一番大事な会議で

す。会員・会友の皆さん方のご出席をよろしくお願い

します。 

 

総会終了後のアトラクションは梅木前支部長を偲んで「ヒン

ズークシ遠征隊の記録映画＝コー・イ・モンディ峰登頂記録

映画鑑賞会」 

を行います。 
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すると下図のような東九州支部のページが開けます。支部の

行事や広報をご覧下さい。 

支部報アーカイブはただ今PDFにして掲載作業中です。もっ

と古いものも、順次PDF化して掲載する予定です。 

 

 

会 務 報 告 

 
全国支部長会議 

加 藤 英 彦 
日時 平成 24年 12月 1日（土） 10時より 

場所 品川プリンスホテル・5F・ 

プリンスホール「石鎚」 

議題 1.会務報告 

     2.「会計処理の手引き」について 

     3.支部より提案．問題点 

     4.全国支部懇談会について 

     5.その他 

出席者 全国 31支部・支部長（代理 3名）  

本部役員 会長 1 副会長 2 常務理事 3 理事 4 

委員長 3 

会長挨拶 

会員数の報告 5200名 平均年齢 67才 この三年間

にこの数字に変化なし．減少化に歯止めがかかったと

思われる． 

組織運営の活性化 

その他報告 

 第 14回秩父宮賞 小泉弘 

 名誉会員    今回はなし  

 財務報告 

 組織についての改善 

 「山の日」制定プロジェクト 

 支部活性化委員会 

 「Youth Club」 

 助成金の処理についての説明があった 

 来年度 全国支部懇談会 10/20～10/21 静岡支部 

 小島烏水祭 4/13・4/14 四国支部（高松市） 

 その他支部よりの提案．問題点についてレジュメよ

り説明あり 

 以上終了． 12時 10分 

 

（支部長会議・24.12.1） 

 

役 員 会 

第５回（臨時）役員会 

１０月３１日（水）１８：３０より 

大分市「コンパルホール」にて 

出席者：加藤、甲斐、飯田、木本、西（あ）、佐藤、中

野、下川、星子 

報告 

 トレッキング入門講座 

議題 

（１）支部報発行体制について 

（２）その他 

トレッキング入門講座 

（カリキュラムと日程及び講師等） 
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第６回役員 

１１月２８日（木）１３：００より 

大分市「コンパルホール」にて 

出席者：加藤、飯田、木本、佐藤、中野、下川、星子

報告 

・トレッキング講座開講、第５回（横岳・鋸山） 

参加者・１４名（鋸山のみ４名） 

・月例山行報告、１１月３～５日・大山・１０名 

・宮崎ウエストン祭１１月３・４日４名 

議題 

（１）忘年登山と忘年会について 

  １２月１５日（土）（久住展望台から稲星山・星生

山・牧ノ戸峠） 

     １５日忘年会「八丁原ヴューホテル」 

     １６日（日）（崩平山から花牟礼山の予定だ

が、城が岳などに変更を検討） 

（２）トレッキング講座開講、第６回・１２月２５日 

（３）十二支会支援 １月６日（日）登山道整備 

          １月１２日（土）受付 

          １月１３日（日）蛇越岳 

（４）その他 

第７回役員 

１月１６日（水）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、安東、木本、佐藤、中野、

下川、星子、首藤 

報告 

・普通救命講座 

・忘年登山と忘年会（参加者 15日 19名、忘年会 26名、

16日 18名） 

・トレッキング講座開講修了(12月 22日・23日) 

・十二支会支援登山・蛇越岳・参加者 21名 

議題 

（１）本部提出の平成２４年度事業計画及び平成２４

年度予算書について 

公益的事業「初心者登山教室」「青少年体験登山大会」

「視覚障害者支援登山」「スズタケ枯死状況調査」

「清掃登山」 

共益的事業「月例山行」「韓国蔚山支部交流登山」「研

修登山」「合宿交歓会」「忘年山行・忘年会」「ツ

アー登山」「支部報発行」その他 

（２）定期総会開催について（４月１３日） 

（４）梅木前支部長追悼行事について 

（３）今後の日程等について 

 

新入会員紹介 

 浅野惣一（１５２０１）（２０１２年９月） 

 三浦良眞（１５２２６）（２０１２年１２月） 

 芝崎隼人（１５２２７）（２０１２年１２月） 

新入会友紹介 

 森田まゆみ（１５３）（２０１２年１１月） 

 福田節子（１５４（２０１２年１２月） 

 松崎京子（１５５）（２０１２年１２月） 

 宮原照昭（１５６）（２０１３年１月） 

 後藤周次（１５７）（２０１３年１月） 

 

 

全国各支部から送られてきた支部報 

静岡支部「不盡」（Ｎｏ７２）１１月号 

関西支部「関西支部報」（Ｎｏ１４９）１２月１０日号 

京都・滋賀支部「支部だより」（Ｎｏ１０９）１２月号 

宮崎支部「宮崎支部報」（第４３号）１月１日号 

東海支部「東海支部報」（Ｎｏ１３２）１月号 

東海支部「支部会友だより」（Ｎｏ６０）１月１日号 

北九州支部「北九だより」(Ｎｏ６３)１月号 

熊本支部「熊本支部報」（第２８号）１月９日号 

福井支部「福井支部報」（ＮＯ２６）１月１日号 

山梨支部「支部通信」（Ｎ０７）１月号 

（１０月号記載以降のものです） 

 

 

公益社団法人日本山岳会東九州支部 
東 九 州 支 部 報  第６０号 
２０１３年（平成２５年）１月２５日発行 

発行者  加藤英彦 

編集者  中野 稔・飯田勝之 

発行所 事務局  

〒874-0820別府市原町５－１４ 飯田勝之方 

      TEL･FAX 0977-21-3437 

      Email yamatomoki@ari.bbiq.jp 
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特別報告 

アンナプルナ B.C(内院・Sanctuary) 

トレッキング 

期日 2012年 10月1日～19 

               星子記 

メンバー ＪＡＣ 星子貞夫、池辺明美、阿部幸子、 

労山大分 坂本映子、荒金幹子、伊賀上清香 

ゴーキヨピークを目指すトレッキングを計画したが、

ルクラに行く飛行機が天候不順のため欠航続きで、日

にちが経過するばかりである。ルクラの天候はさらに

一週間は不順との予報である。フライト待ちに日々を

費やして日数切れになると問題なのでアンナプルナ

B.C(内院)トレッキングに変更する。 

 アンナプルナはサンスクリット語で「豊穣の女神」

と言う意味である。ネパール中部に位置しカリガンダ

キとマルシャンディの二大河に囲まれた山塊である。

東隣に日本隊が初登頂したマナスルがある。 

登山基地となるポカラから北方に仰ぎ見る位置にあ

り、中でもマチャプチャレはスイスのマッターホルン

に似て目立つ姿でそそり立っている。 

アンナプルナ山塊を訪れるルートは主に二つある。

一つは山塊を両大河に沿て北側を一周する。もう一つ

は南からモデイー・コーラ沿いに内院に入り込むルー

トである。 

「処女峰アンナプルナ」この言葉を聞いただけでロ

マンを掻き立てられた時代があった。1950 年モーリ

ス・エルゾーグを隊長とするフランス隊が人類初の

8000ｍ峰アンナプルナⅠ8091ｍの登頂に成功したのだ。

両手両足を凍傷で負傷し雪盲になった隊長のモーリ

ス・エルゾーグとルイ・ラシュナルの救出に行ったガ

ストン・レビュファ達は下山中に雪崩に会い九死に一

生を得て,生還した。シェルパの肩にすがって下山する

エルゾーグの姿の写真は今でも目に焼き付いている。

この時のルートは北側である。アンナプルナ内院は南

側になる。 

 

10月 1日 福岡空港 香港 カトマンドゥ ホテル・

ガンジェン泊 

台風一過晴天の朝である。満月が西の空にかかり、

あけの明星が東の空に赤く輝いている。ソニック 6 号

で福岡空港に向かう。今回は香港経由のカトマンドゥ

行きのドラゴン航空である。後立山の唐松岳ヒュテで

働いていたシーガル社(旅行エージェント)のマネージ

ャーであるナビン氏もこの日に成田より帰国する事に

なり香港で合流する。カトマンドゥのトリブヴァン国

際空港でビザを取得し入国する。早速ナビン氏の世話

になる。 

 

10月 2日 ホテル・ガンジェン泊 

午前 4時にモーニング・コールを聞き、5時に荷物を

フロントに預け、勇躍空港に向かう。いつ来ても雑然

とした人混みの待合室の中で13時まで待機したが、遂

にフライトできずにホテルに帰る。空港の待合室でサ

ーダーのラクパ・テンジとコックのキエシに会う。前
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回はルクラで合流したが、三日前からフライトできず

彼らもルクラに帰れなくてカトマンドゥに滞在する羽

目になったようだ。 

もし彼らがルクラにいたら我々だけ 6 人乗りヘリコ

プターで入山するつもりであったがヘリ２台分の費用

は出せないのでもう二日だけフライト待ちする事にし

た。夕食は近くの中華料理店に行き取り敢えず無事入

国とフライト再開に期待してネパールビールのエベレ

ストで乾杯する。 

 

10月 3日 

今日もフライトは無いので明日に賭けて、世界遺産

の観光をする。ボーダナート、パシュパテナート、バ

クタプルの三箇所である。バイ・ジャラ氏の流暢な日

本語で丁寧に説明してもらう。夕食は前日の中華料理

店に行ったが、一階がスーパーで近くに登山用具店が

あり、スーバーで土産物用に岩塩とチョコレートを

早々と購入し、登山店で小物を買う。 

 

10月 4日 

午前 5時にモーニング・コールを受けて 6時 15分に

ロビーで待っていたがフライト無しの連絡が入る。迎

えの車で旅行会社の事務所に行きトレッキングコース

変更の打ち合わせをする。日数とサプライズに見合う

ものとしてアンナプルナ内院トレッキングとエベレス

ト遊覧飛行に変更する。 

打ち合わせ後スワヤンブナート、王宮広場、パタン

の観光に行く。王宮広場ではからずもクマリの行列に

会い、男に抱かれた幼少のクマリを目前に見ることが

できた。夕食はタメルにある日本料理店の桃太郎に行

きタクシー二台でホテルに帰る。 

カトマンドゥに来て驚いた。町中の狭い道路の拡張

工事である。道路の両側に面したすべての家屋を約 3

ｍほど切り取って道路に提供するのである。早々と切

り取った面を修復している家、切り取ったままの家、

切り取ったレンガや瓦礫を片付けることも無く歩道に

積み上げ、埃の原因になっている。人々はその横を平

然として歩いている。ちなみにこの工事に補償は無い

とのことである。 

中国の黄河の水は上流の黄土地区から流れているた

め、水が濁っていて澄む事が無い。このことを称して

「百年河清を待つ」と言う諺がある。カトマンドゥで

は瓦礫の整理は計画では半年だが 2 年はかかると言っ

ていた。百年待てば綺麗になるだろうか。 

 

１0月 5日  快晴 シャウリ・バザール泊 1220ｍ 

ポカラ空港着 9:00 ナヤプル着 10:30 ビレタンテ

ィ・チェックポイント 11:35 昼食  シャウリ・バザ

ール着 15:00  

5時にモーニング・コールを受けて、6時 45分にホ

テルを出て空港に向かう。ポカラ行きのフライトは問

題なく、快晴の空、右手にマナスル等のヒマラヤの白

い峰々を眺めながら緑のポカラ空港に着く。空港でポ

カラの象徴であるマチャプチャレが、そしてアンナプ

ルナ山群が出迎えてくれる。 

空港ではすでにアシスタント・クルー達がいて、チ

ャーター車でナヤプルに向かう。右手にモディー・コ

ラーの流れを、正面にアンナプルナ山群を見て太陽の

強い日差しの中を進む。 

シャウリ・バザールのグリーン・バレー・ロッジの

夜は若者が遅くまで騒いでいた。夕暮れ時マチｬプチァ

レの頂上が夕日に赤く燃えていた。 
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10月 6日 快晴後曇り ジンダンダ泊 1780ｍ 

シャウリ・バザー発 7:45 キウミ 1330ｍ着 11:07ラン

チ ニューブリッジ 14:07 ジンダンダ着 16:30 

 

今日からは 6時起床、7時朝食、8時出発のスケジュ

ールで行動する事になる。毎朝 6 時にナマステの挨拶

で洗面のお湯とテイーとビスケットを持ってシェルパ

のセイラとラナの二人がドアをノックする。さあ一日

の始まりである。慌てて顔を出して受け取る。シュラ

フをたたみながら忘れ物が無いように品物の名を言葉

にして荷作りする。ベニヤ板一枚隔てた隣室も声で準

備の様子が良くわかる。 

バザールを出て車道を外れ川沿いを進む。ニューブ

リッジから正面の高台に今日の宿泊地ジンダンダ 1780

ｍの家屋が見える。近いと思ったが誤算であった。ニ

ューブリッジ 1340ｍから一度モディー・コーラーの支

流であるキムルン・コーラーの川岸まで下り、鉄製の

釣橋を渡り延々と続く石段を登りかえすことになる。 

すれ違う他国のトレッカーとナマステの挨拶を交わ

し、時 ・々・の品定めをしながらのんびり必死で歩く。

ジンダンダ 1780ｍはロッジ集団の部落で地形に沿って

高台に向かって多くのロッジがある。その最上部が今

日の宿である。食堂の裏は断崖になっていた。食事も

口に合い、まだ全員元気である。少し覚えたネパール

語の発音の違いを、ザンネバード、いやダンネバード。

アガリティ、いやアリカティ。パニタト、いやタトパ

ニが本当、と互いに批評しながら、食事の味や食材を

吟味しながら、食事の時が一番楽しい。 

(ダンネバート Dannebad=有難う。アリカティ

Alikati=少し。タトパニ Tato Pani=お湯。ナマステ

Namaste=おはよう、こんにちは、こんばんは。) 

 

10月 7日快晴 シヌワ泊 2360ｍ 

ジンダンダ発 7:00 チョムロン着 9:44 バヌワ着

12:00 シヌワ着 15:10 

スタートから急な石段の連続である。ジンダンダ

1780ｍからタウルング 2180ｍまでただひたすら石段が

続いている。更にチョムロン 2170ｍの大きな部落を過

ぎると、チョムロン・コーラーの川岸まで約 200ｍ下り、

吊橋を渡ると又一気にシヌワ 2360ｍまで石段まじりの

登りである。 

振り返るとチョムロンの部落の上 2600ｍ近くまで農

地がある。耕して天に至るとは此の事である。我らの

行程も天に通じる石段を登り、地に潜る石段を下る。

チョムロンのなんでも屋(通称デパート)で買ったワイ

ンが殊更重く感じる。 

吊橋を渡った付近より周囲は竹、シャクナゲ、ツツ

ジ、樫の大木の森となる。この鬱蒼とした森の空気が

心を和ませ、一服の清涼剤となる。 

今回ルクラのフライト不能のため急きょポカラに変

更したこともあり、又各国のトレッカーも同じく変更

したので、ロッジ不足が起こり今夜は３ベッド２部屋

に押し込まれる。それでも日本の山小屋に比べれば、
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一人でベッドに寝られるので快適である。これが畳な

ら悲劇である。 

明日からは 3000ｍに達するのでアルコールは自粛す

ることにしてチョムロンで購入したワインで・・・・

の為に乾杯する。 

 

10月 8日快晴 ヒマラヤ泊 2920ｍ 

シヌワ7:45発 バンブー着9:40 ﾄﾞバン着11:40 昼

食 ヒマラヤ・ホテル着 14:45 

マチャプチャレが朝日に輝いている。昨日の様な天

に続くかと思う様な石段はなくなり、巨木の樹林と竹

林に覆われた道となる。段々畑もなくなり、シヌワま

では生活道路の感じであった道も、いつしか大木の根

が岩を挟み、小さな谷川の流れを渡りながらの登山路

となる。このルートは水が豊富で急峻な断崖から吹き

出した水が小滝となって幾筋もモディー・コラーに落

ちている。 

ドバンのロッジの入り口付近に小屋掛した小型ペル

トン水車に依る発電所がある。直径 200mm ほどのペン

ストックが一本、斜面を上に高く伸びている。 

ヒマラヤ・ホテルに着く頃からガスが降りてくる。

ヒマラヤ・ホテルと聞けば立派な建物と思ったが今ま

で泊まって来たロッジと何も変わらない。粗末な共同

トイレとお湯の出ないシャワー室が長屋の端に 

あり、横に厨房と食堂棟が直角になる位置立っている。

石畳の庭にテーブルと椅子が置いてあり、自由に使っ

ている。 

此処はヒウンチュリ6434ｍとマルディヒマール5553

ｍに挟まれた位置にあり、冷たい風が谷を伝って吹き

おりてくる。いよいよアンナプルナ内院の入口に来た

感じで少し身震いする。 

 

10月 9日快晴 M.B.C泊 3760ｍ 

ヒマラヤ発 7:30 デウラリ着 9:20 マチャプチャレ

B.C着 13:30 

今日はいよいよシャンクチュアリに入る日である。

モディー・コラーの右岸を正面のゴルジュ目指して進

む。巨大石のケーブを過ぎ、対岸にチャレ・コーラ、

マチャプチャレ・コーラー、タデ・コーラーの滝をみ

て樺の木やシャクナゲの森を過ぎると突然視界が広が

り、マチャプチャレB.Cの青い屋根のロッジがみえる。 

ロッジまでの石段を登り切ると、左手にアンナプル

ナ山塊が屏風のように立ち並びマチャプチャレは後ろ
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になる。ここは広く平らなモレーン圏谷である。ヒウ

ンチュリから流れ出る小さな小川に水力発電の小屋が

ある。ペルトン水車である。豹、狐、ヒマラヤ・イタ

チ等を見かける事があると言う。遅い昼食を済まし周

囲を散歩する。 

 

10月10日快晴後ガス小雪 アンナプルナB.C.泊4130

ｍ 

マチャプチャレ B.C 発 7:45 休憩 9:41  A.B.C 着

10:21 

今日はいよいよ最終点のアンナプルナ B.C に入る日

である。草原の小径を内院に向かって進む。トリカブ

トの葉が枯れて青白い花だけが残った群生を見る。 季

節が深まり一面が草モミジになればさぞかし美しいこ

とであろう。 

シャングリラとはここの為に出来た言葉か。小川が

チョロチョロと音を立てて流れ、左にヒウンチュリ

6441ｍ、アンナプルナ南峰 7219ｍ、ファング 7647ｍ、

正面にアンナプルナⅠ8091ｍ、カングサル・カング 7485

ｍ、タルケ・カング 7202ｍ、右側にガンガプルナ 7454

ｍ、アンナプルナⅢ7555ｍ、ガンダルバ・チュリ 6248

ｍ、そして背後にマチャプチャレ 6997ｍと雪山に取り

囲まれ、ロッジの近くにはバレーコートもある。人種

の異なるさまざまな人たちが暖かい食堂に集まり、異

国語でしゃべり、笑い、賑やかである。 

13:00にモレン・クリフの上端を氷河を見下ろしなが

ら小トレッキングに行く。垂直のクリフの 30ｍ下はサ

ウス・アンナプルナ氷河が黒い砂に覆われて波のよう

にうねって流れている。 

14:40 に 4360ｍ地点の岩壁の基部まで登り、15:20

に A.B.Cに帰る。岩壁に差渡し 20ｃｍもある名も知ら

ない大きな花が二つ咲いていた。 

16:50頃より雪が降り出す。天気が心配で 21:00頃外

に出てみたら満天の星空で星座がすべて見え、天の川

が明るく流れていた。 

 

10月 11日快晴 マチャプチャレ B.C泊 

5:30 4360ｍ着6:45 A.B.C帰着8:30 朝食9:00 下

山開始 10:00 夕食 18:15 

日の出前のまだ暗い朝、ランプを点けて出発する。

ヒウンチュリから派生する尾根、通称裏の丘に登りア

ンナプルナ山群の日の出を待つ。 

4360ｍで昨日と同じ高さである。日の出を待つ間、

阿部さんが日頃鍛えた喉で、「豊後追分」を二番までア

ンナプルナの空に向かって朗々と歌う。フルートの音

色の様な味のある歌声が天空に吸い込まれていった。

そのあと皆でなぜか「高校三年生」を合唱した。 

やがてマチャプチャレの肩からダイヤモンドの光が

あらわれ、山

群のそれぞれ

の頂上を白く

照らしていっ

た。 

下山後遅い

朝食を済まし、

アナンプルナ

を背景にサーダー、シェルパ、コックを交えて記念写

真をとり、なだらかな草の道を M.B.Cに.下る。昼食に

日本より持参した餅でぜんざいと安倍川を坂本さんの

指揮で協力して作る。 

 

10月 12日快晴 ﾄﾞバン泊 

M.B.C発 7:30 ヒマラヤホテル着 11:35 昼食 ﾄﾞバ
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ン着 14:00 

見納めに美しいアンナプルナの朝焼けを写真に収め

て桃源郷を後にする。 

帰路はニューブリッジまで往路をたどり、ニューブ

リッジの釣橋でモディーコーラーを渡り左岸を歩く事

になる。路の両側にはシャクナゲ(ラリーグラス)の大

木か多い。道に多くの落ちた落葉が落ちている。ラリ

ーグラスはネパールの国花である。雨季にネパールを

旅すると赤いラリーグラスの花がみられる。 

バンブー2310ｍのロッジが満室のため予約が取れず、

一つ手前のﾄﾞバン 2600ｍに宿泊することになる。トタ

ン板一枚で作った小屋をベニヤ板一枚で二部屋にした

粗末な家だが、暖かいマットのベッドはついている。 

 

10月 13日快晴後雨 ジンダンダ泊 1780ｍ 

ドバン出発 7:30  シヌワ着 10:40  ボニュワ着 11:35 

昼食 12:35発 ジンダンダ着 16:25 

今日は少し行程が長い。ボニュワからの下りとチョ

ムロンへの登り、そしてジンダンダ 1780ｍへの大下り

がある。生活道路でもあるので立派な石段の道である。

ボニュワで昼食時にフランスのグループと会話をする。

浮世絵に詳しいらしく、北斎の名を知っていた。我々

も文化的な事をしょうと俳句を作る事にした。芭蕉な

らこう来るだろうと一句ひねる。 

「石段のボニュワ、チョムロン、ジンダンダ」 

  貞夫 

苦し紛れの一句である。 

15時頃より雷鳴が轟き雨となる。小さなレストハウ

スでしばし雨宿りをして、透明なゴミ袋で簡易カッパ

を作って被ったり、ザックカバーを掛けたりしている

うちに小降りになったのでそのまま下る。 

今夜のロッジは少し上等で土産物店もあり、値切る

のが面白くて毛糸の帽子ペンケース、手袋等を購入し

た。夕食の時うしろの席で大勢の韓国隊が自国の強い

酒で盛んに気炎を上げていた。我々も.ワインで静かに

乾杯する。帰国後の打ち上げ会の話がまとまり、11月

15日 18:00より高城のうまか屋に決まる。 

 

10月 14 日快晴 トルカ泊 1700ｍ 

ジンダンダ出発 7:30 ニューブリッジ 9:05 ランドル

ック 11:30 トルカ着 14:30 

ロッジの高台からアンナプルナ・サウスとヒウンチ

ュリーが朝日に輝いている。ニューブリッジからモデ

ィー・コーラーを釣橋で対岸 1340ｍに渡る。このあた

りは往路と違い、川岸が開けてカルカの様な所もある。

モディー・コーラーの小さな支流の流れを利用したミ

ル小屋があり、差渡しが 1.5ｍ位の石臼が水力で回って

いる。ひと組の男女がトーモロコシを挽いていた。 

やがて川岸の平野がなくなり、再び急な石段のある

登りが続きランドルック 1640ｍに着く。ここで昼食を

していると、先日ボヌワで会ったフランス人グルーブ

の女性一人が仲間とはぐれて、哀れな声でマイ フレ

ンドを見なかったかと捜していた。小さなテンプルを

過ぎる頃より小雨となって、大して濡れることもなく

今日の宿となるトルカ 1700ｍに着く。粗末な建物のロ

ッジで階下のトイレに降りる石段の手すりの柱は腐っ

てぐらぐらしている。ベニヤ板一枚の仕切りで隣の会

話は筒抜けである。 

明日で最後となるのでアシスタント・クルーに渡す

チップの計算と袋詰をして、名簿を見ながら名書きを

する。阿部、伊賀上、池辺の三人に手伝ってもらった。

夕食前にビールで乾杯する。一本400ルピーであった。

ロッジの建物の前庭には韓国隊が雨の中テント 4 張ほ

ど設営していた。 
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10月 15日 快晴 オーストリヤ・キャンプ泊 

トルカ発 7:30 ピタン・デウラリ着 10:15 ポタナ着

10:40 オーストリヤ・キャンプ着 12:30 

今日は楽な一日である。急いで下っても車の手配と、

ポからに深夜に着く事になるのでオーストリヤ・キャ

ンプまでの行程である。 

トルカ 1700ｍを出発しピタン・デウラリ 2100ｍまで

又々石の階段登りである。ここで水資源保護の為に阿

部さんが 50ルピーの寄付をする。多くのトレッカーが

動めいている。 

ここはマルディヒマール・ベース・キャンプ、マチ

ャプチャレ・モデル・トレックに行くことが出来る分

岐点で展望台もある。ポタナ 1950ｍで昼食をし、道端

の出店で小物を買う。 

オーストリヤ・キャンプ 2060ｍの場所は広々として

開けた台地で、晴れているとアンナプルナ・サウス、

ヒウンチュリ、マチャプチャレが壁絵の様に浮き上が

って見える場所である。此処のロッジは最高である。

各室に温シャワー、トイレが付いている。シャワー室

用の履物も用意してある。近くに食料店もてり、レス

トランもある。ポカラから一日で来られるので、ここ

まで来て山を見て二日位のんびりしたいと思った。10

日振りに体を洗いさっぱりする。 

10日間行動を共にしたラナ・シェルバは見習いのよ

うで、兄貴分のセイラ・シェルパの後をいつも付いて

歩き、手伝いをしている。礼儀があまり良くない。自

分の個人装備は白い化繊の砂袋に背負い紐を付けた手

製のザックに入れて担いでいる。破れた所に厚紙を入

れて、中身が出ないように細工している。 

池辺さんは古い50㍑のザックを荷物用に持っていて、

ラナ・シェルパにやることにした。セイラ・シェルパ

を呼んで、ザックをラナにあげるからサンキューと言

わせなさいと言う。貰ったザックを提げて、照れくさ

そうな笑顔でやって来て池辺さんにサンキューと行っ

て頭をピョコンと下げる。「しっかり頑張りなさいよ。」

と言う池辺さんの顔はすっかり母親の顔になっていた。 

食料店に行きビール 2本(300ルピー/本)とワイン 1

本(1400ルピー/本)を仕入れて、広場のテーブルで食前

に取り敢えず乾杯をする。今夜は最後の夜である。夕

食後再会を願ってコックが大きなケーキを作って持っ

て来る。周囲を見るといつの間にかポーター達も集ま

っている。ケーキのお裾分けを待っているのだ。私が

ナイフを入れて後はコックに任せる。 

 

10 月 16 日霧後晴れ ポカラ ホテル・ランドマーク

泊 

チップ 7:00 出発 8:00 カンデ着 9:00 駐車場着

10:30 ポカラ着 12:25 

長く続いた晴天もようやく崩れはじめて、今朝はガ

スがなかなか晴れない。一瞬ガスが晴れたと思ったら

直ぐに押し寄せて、遂に期待した山の全容は見えなか

った。しかし晴れたその一瞬を荒金さんがカメラに収

めていた。 

 チップを渡す時は渡す方も受け取る方もそれぞれの

思いで緊張する。サーダーのラクパ・テンジンに読み

にくい名前を読み上げてもらって、伊賀上さんが自分

が持参した日本タオルを添えて順番に渡す。式の後ポ

ーターも入れて記念写真を撮り、最後の行程にむかう。 

 カンデ 1770ｍは車道沿いの部落である。赤土の滑り

そうな道を人家の間を縫って下る。空き地でお茶と軽

食をとる。草の上にヒルがいて大騒ぎするが、シェル

パが塩を撒いて退治する。車道に出てポーターを解約

し車を待っていると一人の男が近づいて来て、日本人

ですかと尋ねる。聞くところによると彼はチベット難

民で、トレッカーに土産物を売って生計を立てている。 
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日本人は中国人と顔つきが似ているので、必ず確認

して中国人は避けるようにしていると言う。ポカラの

宿はフェワ湖の畔で空港に近く、名前はホテル・ラン

ドマーク・ポカラである。 

 

10月 17日曇 カトマンドゥ泊 

朝食 6:30 散歩 7:10 ピッアップ 8:00 

朝食後久しぶりにさっぱりして湖畔を散歩する。残

念ながらトレードマークのマチャブチャレは雲の中で

ある。空港では乘客一人乗りのエンジン付ハングライ

ダーの遊覧飛行ができる。若い日本人女性二人が屋上

で順番を待っていた。 

ポカラ空港は人も少なく混雑も無く、定刻にテイ

ク・オフする。カトマンドゥの夕食はタメル地区にあ

る日本料理店「ふる里」に行く。店の場所が変わって

いて「地球の歩き方」の地図も元のままであった。や

っと探し当てる。 

 

10月 18日晴 

エベレスト遊覧飛行 最後の会食 香港経由福岡 

6:00にホテル・ガンジンを出て空港に向かう。Yeti 

Airlines の Everest Express 双発のプロペラ機に乗

り込む。乗客は 30人ほどである。上昇するにつれて左

側にヒマラヤの白い峰々が見えて来る。スチュアデス

が機内を移動して乗客一人一人に山の名を教える。 

西からランタン・リルン 7234ｍ、シシャ・パンマ 8013

ｍ、ドルジェ・ラクパ 6966ｍ、ガウリ・シャンカール

7134ｍ、チョー・オユ 8201ｍ、ギャチュンカン 7652ｍ、

ヌプツエ 7855ｍ、サガルマータ 8848ｍ、ローツエ 8516

ｍ、が晴天の空に次々と移動して一望できる。サガル

マータはひときわ高く、東に雪煙をたなびかせている。

いよいよサガルマータの近くまで接近すると、コック

ピットに乗客を一人づつ案内しその雄姿を見せてくれ

る。機はサガルマータの前で U ターンしてもう一度山

脈を辿り、カトマンドゥ空港にかえる。約一時間のフ

ライトである。9:00にフライトを終ってホテルに帰り、

荷物の整理と休養をする。 

昼食は持参した日本食の余り物を整理して済ませる。

夜 6 時からシーガル・トラベル社の招待で、音楽演奏

やネパールダンスを見ながらネパール・レストランで

夕食をして 20:00に空港に向かう。 

初期の目的のゴーキョ・ピーク登頂は出来なかった

が、アンナプルナ内院も違う意味で収穫のある旅であ

った。高度が低いので高山病の心配はなく、国内登山

の延長の感はあった。登山とはまさに歩くことである。 

アシスタント・クルー達に助けられて楽しく無事に

旅を終えることが出来た。サーダーのラクバ・テンジ

ンとはシシャパンマをはじめチョモランマ、カラパタ

ールと続いて今回で 4回目となる。彼も 70歳となり少

しきつそうに見えたがいつも笑顔で、最後にカトマン

ドゥのホテルまで来てくれて皆と握手して別れた。感

謝している。シシャパンマでキッチンボーイとして働

いていた御子息も今ではナムチェでサクラ・ロッジの

経営に携わっているとのことである。 

 

参加された 5 人の女性達はそれぞれに個性豊かで旅

の楽しみを盛り立てて呉れた。色々な人が居て互にみ

とめあい、一つの目的を成し遂げることは嬉しい事で

ある。忍耐と寛容の精神で助けて頂いて無事に旅を終

える事ができた。感謝している。有難うございました。   

ダンネバード(Dannebad) 

 


