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支 部 活 動 報 告 

平成２５年度支部定期総会 

平成２５年度（２０１３年度）支部定期総会が去る４月１

３日（土）午後６時から大分市コンパルホール・視聴覚室で、

出席者８１名（うち委任状４２名）で開かれた。総会は、開

会にあたりまず物故者に黙祷を捧げて、その後議長選出とな

り、議長には中島洋祐会員(14963)が選ばれた。 

最初に加藤支部長が挨拶に立ち、「昨年度は、梅木前支部長

が他界するなど、支部にもいろいろな動きがあったが、公益

社団法人の初年度として各の事業を行ってきた。本日の総会

は公益社団法人２年目の年としの各種の事業計画が提案され

る予定である。また規約改正案、諸規定の制定案など提案さ

れることになっており、よろしく審議頂きたい」と述べた。 

 議事に入り、最初に平成２４年度事業報告、会計決算報告、

会計監査報告が行われ、全て報告どおりに承認された。続い

て議案の審議で、第１号議案・平成２５年度事業計画案が提

案され、公益的事業、共益事業等全ての議案について提案ど

おり決定された。 

その後、第２号議案の会計予算案提案の前に第３号議案の

規約改正案（会費の値上げ案）及び第４号議案の諸規定の制

定案（旅費規程案、慶弔規程案）が先議案件として提案され、

両議案とも提案どおりに決定された。この後第２号議案、平

成２５年度会計予算案が提案され、これも提案どおりに決定

された。 

 

(定期総会・予算案の提案) 

 

登山教室など公益的事業 

総会で議決された２５年度の主要な事業計画や諸議案は次

のとおり。 

支部長あいさつ 

引き続き東九州支部支部長を引き受けるに当たり 

 

東九州支部 支部長 加 藤 英 彦 

 ４月１３日の支部定期総会においての役員改選にて支部

長の続投を命ぜられました。２年間、前梅記事部長より引

継ぎ、支部長の重責を務めてまいりました。何分２年間と

いう短い期間ですので大した成果も出ていませんが私なり

に努力してまいったつもりです。 

支部長就任時に会員皆さんに問いかけた、「皆さんはどう

して日本山岳会に入ったのですか」という事を再度言いた

いと思います。歴史と伝統ある日本山岳会の会員として、

そして又趣味の会でもある山岳会員として誰にも強制され

ず自由な行動で、自分自身の考えに基づいて、会員の権利

と義務を果たしていってもらいたいと思います。 

会というグループでの活動は、人と人とのつながりで運

営され会が動いている訳です。「組織は人なり」という考え

があるように、それを動かす力はそれぞれ分担された役割

をこなす事であります。それぞれが任命された役割をこな

していくことによって、会の運営が成り立っている訳です。 

役員として指名された方々には、引き続き会の運営につ

いて御足労を願うわけでありまして、それぞれの事情はあ

りましょうがなにとぞ支部の活動、存続のための今後もも

う２年間の仕事をお願いいたします。 

支部長一人ではどうすることもできません。より良い会

の運営のため皆様御一人御一人の意識の向上、「自分は日本

山岳会の会員である」という認識を持ち、今後も活動して

もらいたいと思います。今回の総会において会費の改定も

承認されました。今までよりも多くの会費をいただくわけ

ですから、その会の中身も今まで以上に充実した実りの多

い会の運営にしなければならないと考えます。 

「支部報」についても総会時に貴重な意見が出ました。

今後の課題として支部報担当の役員とともに検討事項とし

たいと思います。引き続き会の運営にあたり皆様方のご協

力をなお一層よろしくお願いします 
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公益的事業 

① 登山入門教室の実施：昨年に引き続き実施する 

  対象者 登山を始めたばかりの人、またはこれから始めよ

うとする人 

カリキュラム構成 座学：８講座とし、１回２講座を４

回、実践講座：２回 

実施時期 ８月から１１月 

② 第１２回青少年体験登山大会：９月２２日（日）久住山を

予定(天候を考慮して７月末から９月に変更) 

③ 聴覚障害者支援登山大会：府内山岳会と共催で実施（１１

月頃） 

④ 祖母傾山系のスズタケの枯死状況調査：本谷山稜線で定点

観測 

⑤ 清掃登山の実施：実施期日…１０月２０日（日） 

実施場所…九重山系の登山道 

⑥ 山の安全を祈る集い：８月４日（日） 

・久住御池避難小屋上の遭難慰霊碑前 

⑦ 大船山のミヤマキリシマ保護：ボランティア活動で参加 

 

共益事業（支部行事等） 

① 月例山行   ２５年度テーマ「九州の名山を登る」 

５月 夏木山(1386,0m)大分県・宮崎県  

６月 大崩山(1643.3m)宮崎県 

７月 市房山1720.8m）熊本県・宮崎県 

８月 黒髪山(516m)佐賀県 

９月 福智山(900.6m)福岡県 

１０月 尾鈴山(14r05.2m)宮崎県 

１１月 多良岳(996m)五家原岳(1057.3m) 

長崎県・佐賀県 

１２月 行縢山(829.9m)宮崎県 

１月 阿蘇高岳(1592.3m)熊本県  

２月 大篦柄岳(1236.4m)御岳(1181.6m) 

鹿児島県 

３月 九千部岳(1062.4m)長崎県 

４月 英彦山(1199.6m)大分県・福岡県 

② 研修山行 

１．ロープワークとロッククライミング基礎講座：５月に２

回連続・場所 九重星生崎岩場 

２．積雪登山：５月２日（木）～７日（火）・立山室堂平と

雄山縦走と大日岳  

３．沢登り：９月・むこうかまど谷（大白谷）遡行 

４．冬山登山：２月・伯耆大山（山頂小屋泊まり） 

③ 合宿交歓会：１０月１９日（土）２０日（日）九重坊ガツ

ル「あせび小屋」 

④ 新入会員：会友オリエンテーション：５月２４日（金）午

後６時から・大分市 コンパルホール 

⑤ 忘年登山と忘年会：１２月１４日（土）１５日（日）・犬

が岳、経読岳、雁俣山・忘年会場は耶馬渓方面の温泉を予

定 

⑥ 韓国山岳会蔚山支部との交流登山：１０月１１日（金）～

１４日（火）・韓国雪岳山（ソラクサン） 

 

支部会費の値上げを決定（会員２，０００

円・会友３，０００円） 

 定期総会の第３号議案、規約改正案は支部会費の値上げ案

件であった。支部会費は長い間、年額１，０００円でやって

きた。それは、平成２３年度までの支部財政は支部会費より

も、本部から交付される会費の還元金（正会員が本部に納め

る会費１２，０００円のうち、２，５００円が支部事業費と

して還元されてきた）の方が多く、これらが支部活動費を支

えてきたからである。 

しかし、平成２４年度から公益社団法人になったことによ

り２，５００円の支部事業費の還元がなくなり、公益的事業

に使うことが義務づけられる費補助金として１，５００円、

共益事業として支部活動に使うことが出来る交付金として１，

０００円の二つに分けて支部に助成されることになり、支部

財政が非常に逼迫することになった。 

このため、昨年の定期総会でも「経費が足りないのなら支

部費を値上げしてでも、活動を充実すべきだ」という意見も

出された。このため役員会で検討してきたところである。ち

なみに、全国各支部の支部費も調べてみたところ、年会費３，

０００円の所が一番多い。こうした状況を参考に役員会では、

会員は年額２，０００円（本部会費を入れて年額１５，００

０円）、会友は年額３，０００円とする、ということで提案

の運びとなった。 

総会では賛成意見が出されたうえで原案に異議なしとして

提案どおりに決定された。 

 

旅費規程・慶弔規程も決定 

 これまで支部には旅費規程がなく、また、支部財政が乏し
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いため旅費の支給も行われていなかった。しかし、遠隔地か

ら役員会に出席したり、支部長の指示により支部を代表して

旅行するなど、支部の公の用務で行動する支部会員には当然

交通費等の支給が行われるべきであるという意見が多かった。

このため、今総会で支部費の引き上げと併せて旅費規程を制

定し、所用の旅費を支給することができるようになった。ま

た、これまで支部会員に弔事が起きた時などには支部より香

典を包むことがあったが、そのことについて決まりがなかっ

たため、今総会で慶弔規程も制定した。 

     （文責 飯 田） 

 

 

月例山行報告 

 二月月例山行報告 

 ２月９日（土） 午前７時上野発、星子車に４人乗って出

発。高速経由佐伯ＩＣ～宗太郎峠～北川道の駅はゆまにても

う一台の飯田車（3人）と合流。参加者７名顔合わせ。 

 昨年１２月に開通したばかりの東九州自動車道に乗り延岡

から日向ＩＣに向かい一般道（国道１０号線）に出て都農へ。

右折してこれまた昨年１２月に開通した都農ＩＣへ。ここか

ら東九州自動車道を南下、清武ＪＣＴを経て宮崎自動車道へ。

山之口ＳＡにて休憩後小林ＩＣで一般道へ下り、えびのスカ

イラインを経てえびの高原へ。 

 韓国岳登山口着１１時３０分。大分から４時間４０分で着

く。一台をえびの高原駐車場へ廻して、１２時１５分登山開

始。天気快晴足取りも快調に登り、約７５分にて目的の韓国

岳山頂(1699.8ｍ)に着く。(13:30)山頂からは最高のパノラマ

があった。特に新燃岳の火口には火山の噴煙がいくつも見え、

まだまだ活動中の火山で、縦走するのも禁止されているのを

納得する景色であった。  

 霧島山は平成２３年１月の噴火で現在も新燃岳、中岳、獅

子戸岳、大幡山は、入山規制が続いており登山は禁止されて

いる。 

 下山は大浪池方面に下るルートをとる。急斜面を木道がか

(

韓国岳山頂にて) 

なり整備されており快適に下る。木製の階段が整備されてあ 

ったが、これが無いとかなりのえぐれた悪路の様子が想像さ

れた。避難小屋をみて左へゆるやかな下りでえびの高原へ下  

山。(15；20） 

 さて本日のキャンプ予定地のえびの高原オートキャンプ村

は閉鎖中だ。一応使えるかみたが、トイレも封鎖しており水

道も出ないのでダメだと判断。駐車場の管理人に訪ねて白鳥

温泉キャンプ場の情報をえて、電話にて承諾を得る。約６Ｋ

下の白鳥温泉下湯の先にあるキャンプ場へ下る。道より左へ

白鳥神社へ登るとすぐに立派なキャンプサイトがあり、今夜

はここをお借りすることにする。テント三張り設営、夕食準

備、「ブタしゃぶ」の鍋で夜も更けるのも忘れて宴が続いた。

夜中寒さで起きテントの中での深夜のハーモニカが響いてい

た。 

 ２月１０(日)時起床、８時キャンプ場出発。えびの高原を

経由して高千穂河原駐車場へ車を入れる。９時登山開始。鳥

居をくぐって霧島神社古宮跡を経由して登りにかかる。新燃

岳の噴火のため、登山道は小さな石のまじった火山灰の堆積

した状態となっている。火山灰のため植性の枯れた状態が気

になるところだ。樹林帯を抜け急斜面の登りとなる。登りき

ると御鉢の頂上、馬の背とある火口縁だ。登るにつれ展望が

ひらけてくる。桜島も南に見えだす。 

しばらく登っていてふと桜島をみるとたった今爆発したと

ころだ。黒い噴煙が大きく湧いてもくもくと上空へ上がって

いるのが見てとれる。桜島の爆発は日常茶飯事の出来事なの

だろう。馬の背より一端背門丘（せたお）に降りて最後の登

りへとかかる。上部より下山するパーティが石を落した。こ

ぶし大の落石であるがすぐに止める。 

山頂(1573.7ｍ)へ登りつく(10:35)。好天気でここでも大パノ

ラマが目を楽しませてくれた。天孫降臨伝説の「天の逆鉾」  

霧島山山行報告 

（各県の最高峰・鹿児島県） 
加 藤 英 彦   
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 (高千穂峰山頂にて) 

があるが山頂部分には入れないように囲いがある。以前あっ

た小屋をのぞいてみるがきれいにしてあるものの、管理人は

常駐しなくなって不在だ。避難小屋としては使えるようだ。 

 間食のあと運転手２名（星子・飯田）は高千穂河原へと戻

り、残り５人は高原町へと下山するコースをとる。(11:04)  

快晴の中二ツ石を経由して霧島東神社へ下りを急ぐ。私は

昭和３２年夏、高校一年生の時、霧島遠征の時に登ったルー

トであった。２時間１５分で着く。(13:20）  

高千穂河原より廻してきた２台に乗り込み高原町へ。給

油、遅い昼食をとり、高原ＩＣ～田野ＩＣへと走り本日のキ

ャンプ地、椿山公園キャンプ場へと移動。 

 田野Ｉ．Ｃを下り２８号線へ大戸野越、そして２７号線（飫

肥街道）を経由して椿山キャンプ場の案内板を見て右折、山

道を３キロ走って捜し求めて立派な水洗トイレ付のキャンプ

場へ到着。冬場のため閉鎖中のキャンプ場を借りて、清武Ｉ．

Ｃを経由して遅れて到着した飯田車を待つ間に設営、今夜も

快適なキャンプ場を貸し切って我々のテントのみで大いに盛

り上がった夜となった。 

 ２月１１日(月)６時５０分時起床、８時５０分時発、椿山

峠を経て椿山森林公園へ、まだ空いていないところ展望台へ

上がる。見晴らしは絶景だ、斜面には蕗のとうがみられ早速

収穫にかかる。公園を歩いて本日の目的地の野口記念コーナ

ーへ。まだ花は総体的に早かったようで満開とはいかなかっ

たが、公園全体で４万８千本の椿の木で埋め尽くされてその

規模の大きさが分かる。 

 元支部長野口秋人さんが収集大事に育てていた椿千三百本

を、平成２年この宮崎市の椿山公園に御子息の野口志郎さん

が寄贈された、その説明の立派な石碑が記念園の中央に設置

されている。それにしても「山と椿の先生」と親しまれた野

口先生の名前がここでも残っておられるということで大変嬉

しい事だ。生前の元支部長の温厚な人柄が思い出されて貴重

な一時であった。 

この野口記念コーナーには平成１１年６月にあった今西祭

の行事に椿山を訪ねた事があった。そして別府市の野口先生

が育てた椿がなぜわざわざ遠路の宮崎市のこの山まで持って

いかれたかが話題となった事である。 

 

(椿山公園・野口秋人記念園レリーフ前にて) 

 さて椿山公園を後にして次にすぐ近くの双石山へ登ること

とし、車を丸平登山口へ、ここから照葉樹林の登山道を約５

５分で山頂(509.3m)へ。眺望を楽しんだあと往路を下山、３

３分で(12:16)到着。まだ時間があるので帰路、西都原古墳を

観光することとする。清武ＩＣより西都ＩＣまで走り西都原

古墳へ昼食後ガイドに説明を受けて２つの古墳をみて、高鍋

ＩＣより東九州自動車道にのり、道の駅はゆま(17:10にて清

算をして帰路に着く(19:00)大分着。 

 今回の山行下記３つの点で恵まれ三日間を楽しんだ。 

① 好天に恵まれた三日間であった 

② メンバー７人車２台で快適であった 

③ コースも設定もよく一日一山登れた。キャンプ場も２ヶ

所とも冬場で閉鎖中であったが快適に過ごされて最高であ

った。そしてなによりテントの旅は楽しくて安上がりであ

った。 

参加者…星子、加藤、飯田、下川、阿部幸、遠江、池辺

 

（双石山頂にて） 
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三月月例山行報告  

期日 平成25年3月24日 

ルート 八丁谷左俣（沢登り）を登攀し、中山越からはハイ

キングで経ヶ岳まで 

コースタイム 大分発(6：00)―長崎県黒木登山口着(8：30)

－林道歩きと河原歩きー入渓(9：30)－沢を出る、昼食(12：

05～12：35) ―中山越(1：08)― 経ヶ岳(13：50～14：00)―

中山越(14：30)―登山口(15：30)―大分着(18：30) 

概要 

当初、経ヶ岳八丁谷左俣ルンゼを目標にしていたが、事前

のトレーニングが出来なかったので、舞岳に突き上げる左俣

ルンゼを止め、左俣本流を忠実に詰め、水流が無くなったと

ころから、登山道を登り、経ヶ岳に登る事にした。支部の月

例山行であったが、残念ながら、参加者は、安東、中野、佐

藤の３名のみであった。 

大分を中野会員の車で、出発。大分道・長崎道と飛ばし、

大村インターから一般道へ、途中、買い出しの後、林道終点

の車鎖止めの路肩へ駐車。一般登山道を歩き、金泉寺への登

山道分岐から、八丁谷へと入る。沢沿の河原を歩き、斜滝 3

ｍの手前にて、沢装備をつける。次の５ｍ滝より、３名はア

ンザイレンし、途中の木、ボルトとビレイし、登りあがる。 

残置ボルトがあったのは、この滝のみであった。あとは、

６斜滝、８ｍ滝、５ｍ二条滝、ナメ６ｍ斜滝、上斜１２ｍ滝

と、２～３ｍ滝が六本あり、水流が無くなるところで、ハイ

キングに切り替えた。 

３月末で、水はあまり冷たくなかったが、シャワークラ

イミングで、濡れたり、スリップしたり、楽しい初級沢登

りだった。 

安東・中野は、何度か経ヶ岳へ登ったことがあったが。

佐藤は、初登頂だった。黄砂の影響か、山頂よりの遠望は

利かなかった。目的達成のあとは、往路の登山道を引き返し、

登山口まで１時間３０分の所要時間だった。 

反省・感想 

中野 始めて、水に濡れる経験をした。水に濡れた岩に慣れ

るまで、怖かった。 

佐藤 普通の登山靴だったので、滑って大変でした。最初の

滝の時、雨具のボタンを留めてなかったので、滝の水が、ど

んどん胸に入り、冷たかった。良い経験をした。 

安東 3 人でロープにつながり、沢を登れて良かった。支部

会員のレベルアップにつながれば良いと思う。そのきっかけ

になったと思 

参加者…安東、中野、佐藤 

 

（滝上で、ビレイする中野） 

 

（上斜12ｍ滝を登る佐藤） 

 

 

 

 去る３月３日（日）、九重・大船山で行われた、ＮＰＯ法人

久住高原みちくさ案内人倶楽部主催の、『守ろうミヤマキリシ

マ』ボランティア活動に、我が支部の有志も参加した。この活

動は、大分県自然環境企画課が、大船山山頂付近のミヤマキリ

経ヶ岳(1075.5ｍ) 

（各県の最高峰・佐賀県） 
安 東 桂 三  

大船山のミヤマキリシマ保護

活動にボランティア参加 

              飯 田 勝 之 
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シマがノリウツギなどの支障木の繁茂に侵されて、年々枯死・

衰退している現状を受けて、その復元を図ろうという試みで、

環境省及び文化庁の許可を得て、当団体に委託して実施したも

のである。 

 同日午前８時から出発式が行われる竹田市役所久住支所前

に、ボランティアの呼びかけで集まったのは全部で３８名、そ

のうち我が支部関係者は１０名参加である。主催者の用意した

車数台に分乗し、有氏の牧野道を大船山中腹の伽藍台まで上が

り、そこから大船山頂を目すのである。ゆっくりペースの２時

間半の登りで山頂直下の台地についた。山頂一帯は前日までの

冷え込みで、木々に真っ白な霧氷が見られ青空を背景に美し

い。到着するともう昼前なので先に昼食をすます。 

 そのあと主催者が用意した鋸や鉈などを使っての作業であ

る。指示されたのは環境省から許可された、山頂の南側約１０

０ｍの、登山道の両側１０ｍという作業の範囲と、ミヤマキリ

シマとドウザンツツジだけ残して、他の支障木を除伐し、伐っ

たものは細かく切って根本に敷くと言う作業である。しかしい

ざ作業にかかると参加者の中には、冬枯れた木々の中でどれが

ミヤマキリシマかドウザンツツジか、どれがノリウツギやヤシ

ャブシやリョウブなどの支障木なのか見分けがつかない人が

多い。地元の人に懇切丁寧な教えを受けながらの作業である。

支部会員も手に手に鋸や鉈などを持って作業にかかる。登山道

の直ぐ脇は密生したブッシュである。それを掻き分けながら、

一本ずつ樹木を見分けながらの除伐と、伐った支障木を細かく

切って根本に横たえる作業が続く。 

 熱心な作業で汗ばむほどとなり、冷たい風が心地よい。途中

休憩を入れて約２時間半の作業で予定の作業はほぼ終了とな

った。あとは全員揃って伽藍台まで下山である。途中で旧竹田

藩主中川入山公の墓に立ち寄り、大船山をこよなく愛し、山に

登った昔の殿様の逸話などを聴く。伽藍台に戻った後は、分乗

した車に乗って流れ解散となった。この作業は来年以降も続

け、支障木除伐の結果がどのようになるのかも見守ることにな

っている。 

昭和３０年代後半までの大船山山頂からその西側斜面は、６月

はじめの頃はその広大な斜面全体がピンクに染まるほど広い

範囲でミヤマキリシマが群生しており、昭和９年１２月４日に

阿蘇国立公園（その後阿蘇くじゅう国立公園に名称変更）に指

定された時に、そのミヤマキリシマ群生地が特別保護区に指定

され、また昭和３６年９月２１日、文化財保護法による天然記

念物にも指定されている。しかし、近年ノリウツギやヤシャブ

シ、リョウブなどが繁茂し、それらの植物の日陰になってミヤ

マキリシマがどんどん枯死、衰退しているのが現状である。 

 このような現状を嘆く声は随分前から聴かれていた。また、

クジュウフユシャクというシャクトリムシに食害されること

も多く、害虫の駆除が出来ないものかと言う声も聴かれてい

た。しかし、この地域は特に自然保護法による特別保護地区で

あるため、木の枝一本、石一つ動かすにも環境大臣の許可を必

要とするというほどに厳重に保護されたところであり、たとえ

ミヤマキリシマの枯死につながっている支障木と思われても、

勝手な除伐は許されない。このたび、県自然環境企画課は大船

山山頂付近のミヤマキリシマを絶滅危惧種として位置づけて、

その保護を行うための支障木の除伐として、かつ、試験的な行

為として山頂南側直下の限られた地域が特別許可されたとの

ことである。昔のミヤマキリシマを懐かしむ者として、何とか

昔日の６月上旬のピンクの色合いを取り戻したいものである。 

 

参加者…園田、阿南、池永、渡部、石川、遠江、藤澤、小野、

能仁、飯田 

 

(参加した支部会員) 

 

(作業を終えて参加者全員で) 
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３月１６日１１時半、豊後大野市緒方町「道の駅原尻の滝」

でマイクロバスにて先に着いていた福岡支部の一行、支部長

以下１９名と合流。 

 昼食後緒方町歴史民俗資料館へ移動。ここで館長、高野弘

之氏より祖母傾山系のクマの話を中心として様々な講和を、

館内を説明しながら又用意された資料に基づいて貴重な、そ

して有意義な話を聞く。特にツキノワグマに関する記録や目

撃に関する情報や体験談は、大変興味深いお話であった。結

論として祖母傾山系にクマはいて欲しいとの見解のようであ

った。 

その後尾平に移動する途中の上畑部落で、クマの供養塔「熊

乃権元」の石塔を、道路よりすぐ上の大石の上にあるのを見

学した。 

 宿は尾平のもみ志や旅館、夕方６時より福岡支部１９名と

交流会。東九州支部から参加の私と渡部、木山（会友）を紹

介。特に渡部さんは地元緒方町のことでそのことを披露、ま

た木山さんは本日の交流会のために、いつもの上手なすみ字

の垂れ幕を用意していたのでそれを紹介した。 

 福岡支部の１９名もそれぞれ自己紹介があり、前支部長副

島さんや現支部長中間さん、そして元支部長深田さん等の旧

知の人たちや、井上さんという大学の教授の面白い方もおら

れた。またJACの会に初参加という方も何人かいた。どこの

支部も会員以外の交流がもたれているという事だ。 

 ３月１７日、尾平越トンネルの宮崎県側、ひむかの国登山

口より縦走路路経由して古祖母山へ登る。上部がガスのかか

った状態の天候で見晴らしがきかない中、古祖母山頂を往復

して、またトンネルの登山口まで下山してそこで昼食をとり

解散した。 

 福岡支部との意義のある交流ができた二日間であった。 

参加者…加藤、渡部(昭)(会友)、木山(会友) 

 

 梅木秀徳前支部長の追悼登山が４月１４日（13日・支部定

期総会の翌日）行われた。みんなで坊ヶツルに登って、梅木

さんの作詞した「坊がつる讃歌」を、ゆかりの「馬酔木(あせ

び)小屋」でみんなで歌おうという集いである。 

 当日は長者原から２１名と大船林道からは１２名（１名は

吉部から）と２つのグループに別れて、それぞれ坊ヶツルを

目ざした。長者原組は午前９時に出発。まだ春の芽吹きが始

まっていない林の中を登っていき、雨ヶ池越へ。薄曇りの天

気は暑くなく寒くなくの、山登りには絶好の天気だ。約２時

間で坊ヶツルへ着くと、ちょうど合流点で林道組と出会う。

総勢３０名が揃って馬酔木小屋へ向かう。 

 午前１１時半から馬酔木小屋の中で「梅木秀徳さんを偲ぶ

会」を開催。梅木前支部長の遺影を前に５列で着席。後ろに

は椅子がないので立ったままの沢山の会員。最前列中央には

梅木三恵子夫人が参列。はじめに挨拶に立った加藤支部長が

「梅木秀徳前支部長を偲ぶ会にこんなに大勢の会員・会友が

参加されて、きっと本人も天国から喜んで見ていることでし

ょう。ここは今から約６０年前（１９５２年）に梅木さんた

ち九州大学学生が、小屋番しながら坊がつる讃歌を創ったと

ころです。この記念の場で、梅木さんを偲んで、後ほどみん

なで大きな声で坊がつる讃歌を歌って、天国の梅木さんに届

けましょう。そしてみんなで思い出を語り合いましょう」と

述べた。 

出席者を代表して首藤宏史会員と甲斐一郎会員が故人を偲

んでの思い出ばなし。『一緒に九重山系で清掃登山をしたこ

と』や、『彼の提案で熊本から大分まで肥後街道を４泊５日で

歩き通したこと』、あるいは、『大分合同新聞の執筆で大分の

山々を紹介したり、彼が大分県の登山界に残した功績はまこ

とに大きいこと』など語った。また西孝子会員が、梅木支部

長と長年コンビで事務局長を務めた間のいくつかの思い出話

の中で、『話をしても、文を書いてもどこの支部長より秀でて

いた人でした』と語った。 

そしてその後みんなで坊ヶツル讃歌」を合唱して、遺影に

向かってビールで献杯した。 

なお、この日には大分合同新聞社の記者も取材に訪れ、大

船林道から会員と同行し、偲ぶ会の一部始終を取材していた。

福岡支部の行事、「九州の熊の実

態調査山行」に参加して 

加 藤 英 彦 

梅木前支部長追悼登山       

飯 田 勝 之 
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(４月１５日・月曜の朝刊に掲載) 

 偲ぶ会終了後は、小屋で昼食をとり、その後三俣山に直登

コースで登る組、大船林道へ帰る組、諏蛾守越経由で下山す

る組などに分かれて行動した。 

参加者 長者原組…星子、安東、野村、飯田、鹿島、園田、

佐藤(秀)、後藤(実)、加藤(平)、下川(幸)、井上、中島、藤澤、

渡部(昭)、石川、遠江、岐部、宮本、渡辺(昭)、池辺、宮原 

大船林道組…加藤(英)、西(孝)、首藤、甲斐(一)、安藤(幹)、 

安藤(セ)、安部(可）、加藤(衣)、篠原、梅木三恵子夫人、重箱 

女将       吉部より…木本（義） 

 

 (挨拶する加藤支部長) 

 

(梅木さんの遺影) 

 

(みんなで坊がつる讃歌を合唱) 

 ペ ン リ レー・第１０回 

私 と 由 布 岳 
 大 林 正 彦 

 由布岳（豊後富士）と呼ばれ、大分県では久住山に次いでたくさんの登山者に登られている。この山に私が初めて由布岳に登

ったのは昭和３５年でした。南崎大海さん（故人・会員番号４８５０）と昔、一軒茶屋（溝口さん）があった正面登山口から登

り、マタエの下あたりにはヒゴタイがたくさん咲いていたのを覚えています。東峰から西峰へ、そしてそのころは大崩の上に避

難小屋があり、その前を通って林道に下り、猪ノ瀬戸まで歩きました。今では大崩の崩壊が激しく、登山道もなくなりしたが、

そのころは冬には雪が多くて、大崩を下から雪上訓練で登ったものです。 

 冬の由布岳といえば、梅木前支部長宅で星子さんと私と３人でスキーの話しをしていた時です。そのころは雪も多く、積雪量

もありましたので「マタエの下を滑ろうじゃないか」いう話しになり、次の日の夜、まずは調査と午後８時頃星子さんと登山口

で落ち合い、マタエ付近まで現場調査に行きました。月の明かりで積雪状態もよく見えました。しかし、ブッシュが多くて、滑

るには滑れそうだが、帰りには担架の世話になりそうだと断念しました。東峰に登り、コーヒーを涌かして夜明けを待って帰宅

したのを覚えています。 

 東峰に自衛隊機が落ちて、夜捜索に行ったことや、西峰から池代（御殿と呼ばれる美しい庭園のようなところもある）の飯盛

山３山から合戦原へ下って、由布院へ行ける道を開いたりしましたが、この道は大崩と数年前の豪雨で荒れて、ほとんど通る人 

もなくなりました。池代は今はもう鹿の巣となってしまっています。 
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個 人 投 稿 
 

より安全な登山のために No8 

安 東 桂 三  

『他山の石 反面教師 その 1』  

長年山登りを趣味として多くの山行を行っていると、いく

つものアクシデントを経験してしまう。自己の怪我や仲間の

怪我など、怪我をしようと思ってなくても、山行の頻度が多

ければアクシデントの数も多くなってしまう。 

 今回は私のアクシデント、怪我に関しての話をしよう。私

は、中学三年生のころ、山登りをしようと決めた。今はその

年齢から４０歳以上の年をとってしまっている。 

大学一年生になって山岳部に入部。山岳部では、４月から

５月にかけてのゴールデンウィークには、祖母・傾山群へ合

宿するのが恒例となっていた。新人の私もその合宿へ参加し

た。合宿では前半に沢登りを何本かして、後半には祖母から

傾へ縦走するのだが、その沢登りで怪我をしてしまった。川

上本谷を遡行中、雨が降り出したので途中より沢を下る事と 

の先なった。その下る途中でスリップし頭から落ちて行った。 

 

そには尖った岩が二つあり、その岩と岩の間に頭から突っ込

んだ。頭は無事であったが左右の両手が、その尖った岩にぐ

さりと刺さり出血となった。そこでそれぞれの手にタオルを

巻き、沢を下った。その後はキャンプもし縦走もして、連休

明けに大学構内にある診療所で縫合の手術を受けた。怪我か

ら数日後であったが、特に大変な事にならずにすみ良かった。

が、今思うに怪我をすれば応急処置のあと即、医療機関へ行

くべきだった。 

私は山登りのジャンルの中で、冬山が一番好きな形態であ

る。冬山と言うのは北アルプスなどへ正月に行く事だ。その

冬山は雪が降り風が吹き気温が低い。凍傷になる確率が高い

という事だ。二度ばかり大変な凍傷になった。二度とも悪天

候の時であった。 

一度目は、昭和６４年の正月（元号が平成になる直前）で、

天候は俗に言う二つ目低気圧であった。場所は槍ヶ岳北鎌尾

根。北鎌平を出発して槍の穂先を越え、肩へ。槍ヶ岳山荘の

冬季小屋で休憩し大喰岳へと進んだところ、強風のため前進

出来ず、また冬季小屋へ引き返し、再度体制を整えて飛騨乗

越へ、途中メンバーの一人のアイゼンが外れ、私が彼の登山

靴へアイゼンを装着しなおし、大喰岳のただっ広い山頂へ辿

りついたが、ブリザードで方向判らず、そこで除雪をしてい

 県外の人に一番人気があるのがお鉢廻りコースで、西峰から剣ノ峰までの間の岩場はアルプス登山のトレーニングに最適だそ

うです。最近は外国人の登山者も多く見られるようになりました。由布岳を愛する、ある方が登山道の整備をされているようで

すが、利用者が多いのと天候も温暖化のためか、雨が多く整備が追いつかないようです。 

 登山者が多くなり、遭難者も去年は５件も発生しています。中でも多いのが道迷いです。特に秋に正面登山道でおきています。

そのほとんどが計画の不備と経験不足です。 

 私は最近自分なりに時間を見つけては、由布・鶴見山系の道標の設置作業を行っています。昨年は頂上標の設置を始め、登山

道の主要な分岐点に標識をとりつけました。長年登って、お世話になってきた豊後富士に感謝しつつ、これからも整備していき

たいと考えています。 

 

ペンリレー次回

（第１１回）は 

野村芳雄さんにお

願いしました。次

号をお楽しみに。 
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た単独行の方に、大喰岳西尾根の方向を尋ね、磁石を頼りに

下山。結局時間切れで、大喰岳西尾根の途中でテントをかぶ

っただけのビバークとなった。この 1日の行動で、私を含む

メンバー３人とも、顔面凍傷になってしまった。後で反省す

るに、その日は行動を止め沈殿すればこのような事にならな

かったと思った。ただ湯俣から忠実に槍ヶ岳北鎌尾根を越え

てきたという達成感が状況把握を正しくさせなかったのだと

思った。 

二度目の凍傷は 1992 年の年末の事である。私はこの年末

年始の山行の目的を、南アルプス主脈冬季単独縦走と決めて

いた。準備万端、雪の降る大分駅を列車で出発。列車をいく

つか乗り継ぎ、夕方甲府駅からタクシーで入山。タクシーは

夜叉神峠への林道を行くがスリップして動けなくなったので、

途中からとぼとぼと夜道を歩くことになった。２４時頃トン

ネル前に到着しキャンプ。 

翌日も林道歩きからいっきに野呂川へ下り、池山吊尾根を

登り返す。その日は池山小屋泊。３日目は、八本歯のコルへ。

登山者たちが多く下山してくる。皆トレースがなく、登れな

いと言う。私は先が長いのでトレースが有ろうと無かろうと

進まねばならない。慎重に下り北岳の斜面を登り返す。その

斜面はガラスの様な氷で固められていた。そこではとんでも

ない風が吹き、富士山にあるような蒼氷、アイゼンの爪が数

ミリしか入らない状況で、風の息の間に数メーター進み、耐

風姿勢を取るように進むしかなかった。傾斜はきつくはない

がアイゼンの前爪とピッケルのピックの 3点支持による尺取

り虫様の歩き。この時は顔面が、じわじわと凍傷になるのが

判った。でも斜面の途中で何かをするというわけにもいかず、

とにかく風の弱いと思われる稜線をめざすのみだった。超長

場の山行のため、単独行のため、装備を切り詰め、食料を切

り詰め、軽量化を図っていたので、目出帽も登攀用の薄手。

そこへ強風の嵐。夕刻には北岳山荘の冬季小屋へ入りこんだ。 

この日は、その斜面で、滑落する学生もいた。その後は、

北岳と塩見岳の間は積雪多く、ラッセルに苦労し、テント２

泊を費やし、三伏峠の冬季小屋でも宿泊となった。そこで進

むか否かの検討をしたが、凍傷と疲労を考え塩川へと下山し

た。単独の冬山は６泊７日で終わり目的の半分で終わった。

凍傷の原因は装備の不備と強風によるものだった。 

凍傷にはならなかったが、とんでもない強風を経験したこ

とが一度ある。場所は冬の富士山。私は富士山が好きで何度

も冬に出かけた事がある。富士吉田や富士宮から登ったこと

があったが、御殿場から登ったことがなかったので二人で出

掛けた。御殿場駅まで列車、そこからタクシー。タクシーが

動けなくなったところから、ひたすら上を目指して登る。七

合目付近の壊れた山小屋の廃屋の中にテント設営。持てる物

すべてを使いテントを固定する。アイスハーケンやピッケル

やとにかく打ちこめる物すべて。天候を予想し強風の襲来を

予期しての設営だった。強風が荒れ狂い一睡もできなかった。

翌日は山頂へ。火口にたどり着いたら立てない程の風で匍匐

前進。体を持ち上げられないように進んだが、山頂へは到達

せず、途中より退却した。帰ってみれば列車が鉄橋の上から

飛んでしまった日だった。 

余部鉄橋列車転落事故。1986年12月28日、山陰本線余部

鉄橋、お座敷列車「みやび」の客車７両が鉄橋より、転落。

鉄橋下の食品加工工場の従業員や車掌６名が亡くなり、他に

重軽症の方が何人か出た。 

最近では２年前に、冬の富士山、（レーサーで有名な）片

山パーティの２名が山頂付近でキャンプ中にテントごと飛ば

され、亡くなると言う山岳事故が起こった。やはり強風対策

不十分か？人間の能力（パーティの能力）を越えた環境だっ

たか？悲しい出来事と思う。 

他にはすり傷はたえないが、一度脱臼をしたことがある。

交通事故に遭い山に行けない日々が続いていたが、少しでも

山の空気を吸いたいと、ジョギングシューズで別府の裏山に

出かけた。数か月のブランクと装備が悪いのでスリップして

しまい、手をついた。すると右手の中指が反対側を向いてし

まった。本当にびっくりしたが一人なので自分で何とかせな

ばならない。外に向いた指を左手で引っ張り内側へ戻した。

そのまま下山し、バイクで大分の医師会立アルメイダ病院の

救急外来へ。先生はよく剥離骨折せずに自分で戻したものだ

と言われた。ただ切れた腱は今でも切れたまま。少し弱いの

でクライミングの時に無理をしないようにといつも思ってい

る。他にも左足首の腱も 1本切れている。いつ切れたか判ら

ないがこれも用心しながら山に登っている。 

私のアクシデントを少し述べたが、いつもアクシデントに

陥ることのないように心がけているが、起こればそのアクシ

デントの被害が大きくならないようにと努めている。 

本年になって4日間の救助訓練に行った。何か起こればヘ

リコプターと言う世の中だが、天候悪い場合はやはり人力。

出来ることを出来るようにしておかねばならない。写真は、

ロープで担架を作ったところ、滑落した人を、岩の上に引き
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上げるところである。 

 

 

緊急投稿：玄武山の事故に思う 

安 東 桂 三 

毎日新聞、読売新聞、宮崎日日新聞などの記事によると 

『4月20日午前11時45分ごろ、高千穂町の玄武山（標高

974ｍ）の9合目付近で、日本山岳会宮崎支部の川越典子さん

（73）は約 1.5ｍの岩の段差をロープを使って下りようとし

た際、足を滑らせ、行方不明になった。仲間から110番通報、

高千穂署などが、捜索したが、濃霧で視界が悪くなったため、

午後4時過ぎに捜索を打ち切った。川越典子さんは21日午前

9時頃、滑落場所から約 15ｍ下で発見された。頭部損傷によ

る死亡が確認された。』この報道を読んで『より安全な登山の

ために』の緊急原稿を書こうと思った。 

遭難は、山岳事故は起こるべくして起こるもの。どんなに

気をつけていても、1 万回に 1 度位は起こる。起こったらそ

の被害を最小限に止める。そのことが必要だ。 

今回、東九州支部と親戚関係にある支部の山行で事故が起

こり、自力での対応が出来ずに警察に依頼をしたが、悪天候

で当日には見つけられず、翌日残念な結果で発見された。 

このパーティはまさか自分のパーティがこんなことになろ

うとは思ってなかったはずだ。また川越さんも、同じように、

まさか自分が滑落しようとは思ってなかったはずだ。そうで

なければロープを持参し、確保して登り下りしたりするはず

であろう。また、滑落が予想される登山ならパーティとして

ロープなどの簡単な登攀具を携行しているはずある。 

私は玄武山には数度登ったことがあるが、一般ルートは残

置ロープの有る箇所もあるが、特に危険なところはない。他

のルートは、少しアドベンチャラスな少し危険なルートもあ

るが・・。 

私が東九州支部の会員・会友に伝えたいことは、山岳事故

とは起こる事が必ずあるということを、常に考えておい欲し

いということだ。そしてそのためには少なくとも、その準備

をしておくことが必要だ。ザックの中には数枚のカナビラと、

数本のスリングと、パーティにはロープを・・・。 

宮崎支部の川越さんに深く哀悼の意をこめながら思ったこ

とを書きました。 

 

 

 

ニュージーランド・ 

トレキング旅の寸描 
飯 田 勝 之 

念願のニュージーランドの、ルフォードトラック（M・T）、

ルートバーントラック（Ｒ・Ｔ）のトレッキングを行ってき

た。念願とあえていうには訳がある。『世界一美しい散歩道』

とよばれるＭ・Ｔにはかねてより是非訪れてみたいと思って

いて、仕事をリタイア後の、今から３年前に計画をしたら、

その直前にクライストチャーチで大地震があり、その２ヶ月

後には東北大地震。そんなこんなでつい行きそびれていた、

いわくつきの計画を今季やっと実施にこぎつけた。 

 ニュージーランド南島の南にあるこの二つのトレッキング

コースは、フィヨルドランド国立公園の中にあり、フィヨル

ドと名のつくように、この地域は約１５，０００年前の氷河

期に、高い台地が氷河によって削られて、深いU字谷と断崖

絶壁の上に高い山と稜線を連ねる、複雑に入り組んだ地形と

なったところである。2000mを越える高い稜線の連なりに西

から海を渡って湿った空気が流れ込み、冷やされるために年

間降雨8000mmという多雨の独特な気候となっている。 

トレッキングの基地は、ニュージーランド屈指のリゾート

都市クイーンズタウンで、我々はここからレッキングツアー

を主催する会社の、Ｍ・ＴとＲ・Ｔの二つのコースのツアー

をつなぐかたちで参加した。 

Ｍ・Ｔはニュージーランドで３番目に大きいティアナウ湖

をボートで最上流まで行って、そこから全長５４ｋｍ、３泊

４日の行程である。クリントン川という川に沿って深いＵ字

峡の谷を緩やかに登って、中程で一気に 400mの標高差を登

ってマッキノンパスという峠(1135m)を越え、そこからまた

一気に 500m下って、アーサー川という川に沿って再び深い
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Ｕ字峡の谷を緩く下っていくのである。トレキング終了の翌

日は遊覧船でミルフォードサウンドというフィヨルドの湾を

観光してバスでテアナウへ帰る。 

ツアー一行はここからクーンズタウンヘ帰るのであるが、

我々はテアナウで一泊してクイーンズタウンから来るＲ・Ｔ

のトレッキングツアー一行と翌朝合流した。Ｒ・ＴはＭ・Ｔ

に隣接する人気の高いトレッキングコースで、全長４３km、

２泊３日の行程である。標高 532mのデバイド峠が起点で、

左手に深い峡谷を見ながら、延々と続く山腹のトラバース道

である。深い谷を挟んで遠く対岸に連なる、氷河を載せた岩

稜が終始ハイカーの目を楽しませてくれる。緩いアップダウ

ンを繰り返しながら最高地点のハリス峠(1277m)を越えれば

長い下りで、谷が広くなり、川の流れが緩くなると終点とな

る。 

Ｍ・Ｔの起点をスタートした時から目についたのは、木々

の枝や幹に垂れ下がり、へばりついたおびただしい量のサル

オガセで、多雨の気候を象徴する姿である。ガイドブックに

も書かれていたので雨に合うことは覚悟していたが、やはり

このコースの三日目の、マックノンパスの手前から雨の出迎

えである。また同じように、Ｒ・Ｔは起点のデバイド峠から

雨具をつけてのスタートで昼過ぎまで半日降られた。しかし

良いあんばいにいずれも小雨・霧雨で、雨に煙る氷河の峰々

の遠望も、墨絵のように美しく見られた。 

広大な谷間を埋め尽くす原生林はそのほとんどがブナであ

るが、日本のブナとは違って銀ブナ、山ブナなど葉の小さな

ブナである。その根元をびっしりと埋めるのは幾種類ものシ

ダである。南緯４４度であるから北半球では樺太とほぼ同じ

であるが、比較的温暖で多雨のためたくさんのシダ類が繁茂

している。鳥も幾種類も見たし、聴いた。中でも「キーア」

と鳴くオウムの仲間のキーアは、マッキノンパスの十字架の

ケルンの上で我々を迎えてくれた。トムティットというシジ

ュウガラの仲間や、ロビンというコマドリの仲間の小鳥は、

直ぐ道端にいて、近づいても逃げもせず、むしろ足下に近寄

ってくる。人なつっこく好奇心強い鳥たちである。 

英語がダメな私であるが、Ｍ・Ｔコースは３３人のトレッ

カーのうち、１６名が日本のあるツアー会社のお客で、ガイ

ド３人の娘さんのうち一人はアキコさんという日本人なので

助かった。しかしＲ・Ｔはでトレッカー２１名のうち日本人

は私と妻の二人だけで、３人のガイドうち１人がわずかに日

本語が分かるだけだった。しかしまあ、何とかなるものだ。 

トレッキングでいちばん手を焼いたのがサンドフライとい

うブヨの一種で、刺されるとかゆい。この虫が特にＭ・Ｔル

ートではボートから降りて歩き始めた時からお出迎えで、そ

の数はおびただしい。事前に聴いていたので持参していた虫

除けスプレーが終始手放せなかったが、それでも首や手首に

数カ所刺された。雨に降られるのは覚悟していたものの降ら

れるとやっぱりちょっとブルーな気分になる。しかし、同行

する白人たちは全く雨を気にする様子はなく、少々濡れても

平気でいる。私が「雨はイヤだねぇ」と言うと「なぜ？楽し

いじゃないの」という返事。文化、習慣の違いだけなのだろ

うか？とまれ、非常に楽しくハッピーな旅が出来て大満足で

あった。 

 

 

三等三角点 騎群山 380.４ 

            安 部 可 人 

三角点と山城探訪シリーズ ６回   

今回の主役は岡城の若武者・志賀親次、熱心なキリスト信者、

生まれながらの戦さ上手、改易後は浮雲のさすらいの身となる。

今回は目玉の三等449.5 牧の城(戦跡なし）、三等366.7 荒平山(鉄

塔工事で城跡破壊、戦跡なし）は役不足で歴史あるこの古城にし

た。この親次の支城騎牟礼城は久住からの分岐点で重要拠点、鬼

ヶ城と同じく西南戦争の激戦地でもある。鹿口に駐車、急坂を上

りＷＣ、右の東台は公園化され展望台。植林の北台は弱いからＷ

行程…３月 ９日(土)成田発、１０日(日)クライストチャー

チ着・国内線でクイーンズタウンへ、１１日(月)クイーン

ズタウン、１２日(火)～１５日(金)ミルフォードトラック、

１６日(土)ミルフォードサウンド観光、１７日(日)～１９日

(火)ルートバーントラック、２０日(水)マウントクック国立

公園観光、（バス移動）、２１日(木)クライストチャーチ発・

成田着 
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Ｃには大堀切があったと想像する。西のやまなみカボス工場から

全容見て小型の岡城だと思った。 

小牧ノ城、 沈堕の滝の上流、２つの大河の合流点の小山が山城

跡。展望台の上の金網から一望できる。南西に唯一の入り口、定

付の羽田野家のヒ３２１に駐車、北へ墓と水路東折,作業道２０分

で地蔵様の奥が山城跡だが段々ヤブとなり、先端までの遺構の探

検は無理。野尻や砂田の武士がこもった。薩軍和睦で占拠、2月 親

次軍の武将志賀掃部介三方より寄せて、策略の和睦で城中にいた

味方も参戦して勝利。「敵の武士一人裸で川にいり、鉄砲当たらず、

滝より落ちても無事」、武将大森大炊介｢不思議な運だから助けて

国許へ帰せ」と命じ、着物と糧米まで与えた（写真）。 

 

高尾城、五升栗の神社裏からやぶ小径北へ２0 分で山城跡。平

成１１年の試掘で陶器や柱穴が発見された。虎口や畔状空堀跡な

ど島津対策の備え、ヤブ植林は深く何も見えず残念。強い家久軍

の薩将伊集院美作守は三重の松尾城からこの急造の要害にきた。

緒方武士堀中務・阿南但馬・藤井右近や土民2０0人は10倍の敵

にかなわず落城。深手を負った阿南但馬守の 17 歳の娘「妾もや

がて死出の山へ御手を引いて参りましょう」と言いすて、太刀を

くわえて伏し、貫いて死んだ。剛なる女かなと両軍共に哀感を催

したという。和睦が破綻したというが、周辺ではここだけひどく

やられた。 

柏野城、柏野地区入口に防火水槽と右に木造の祠、電柱フ１８

１に小山が残って櫓が唯一の跡。この城は後世の改変のため遺構

が消滅。後藤姓５件の平和な台地、豪快な段々畑は曲輪跡と思い

たいが西下の大野川へ落ちている、いい風景だ。軸丸蔵人と土民

200 人は南の神社裏山が恐ろしい絶壁の要害でそこにも籠もった

か。義弘軍の薩将白坂式部,伊地知民部に開城、不思議な和睦で共    

にこの城にあった（写真）。 

腰ヶ城、ゴルフ場・炭焼案内入る。地域バス停に駐車、高圧塔

上に眺望の三等310.2観音堂（見張り場）へ数分。戻つて直進数

分で田んぼの中の高台の墓地 58’35.3"、25'24.5"に親次軍布陣。

囲まれたと思い、柏野城の浮き足だった薩軍の将より使者「親次

殿への遺恨ではありません。島津義久の下知です、只今降参致し

ます」。３月、柏野城の弘呂木左京進と白坂式部が岡城に暇乞いの

挨拶、,親次は部下に大塚まで見送らせた。竹田戦は何か間が抜け

て面白い。鬼ヶ城戦は２月２８日。まだ終つていない。春が近い、

秀吉接近、帰国したい。退却ではしんがり軍がやられる。鬼ヶ城

を黙らせる必要があった。 

志賀城、道の駅あさじを南へ、トンネル東へ,八原へ下り、志賀

迫の東の踏み切りから見える末裔の志賀院長が建てた志賀城跡の

大かんぱんに向かう。「あの丘は土葬の場、いまは移転」と伊東さ

ん。多数の見捨てられた墓石を見て西から降りると、３ｍ高の土

塁がわずか５ｍ、７００年間過ぎて残っている。 地図の・２０２

記念碑記号が城跡（データは梅木一覧にあり）。１２４０年、大友

家名門の志賀能郷築城。岡城に移転するまでの92年間志賀氏の居

城、または騎牟礼城も居館だったという。最高の英雄志賀親次は

岡城で誕生。  （志賀親次の話）宗麟を尊敬して17歳で入信。

「子供のとき自分で腕に十字架の入れ墨をした」とフロイス伝。

キリシタンは強い。「古より皆死せざる人はなし。義は千載不朽の

ところ候。我が息の絶えざらんうちに、この城を敵の泥足に踏ま

すべきにあらず、ただ死して君恩を九泉の下に報ずるばかりなり」

と涙して言えば・・。 

 

 

  お 知 ら せ 

月例山行のご案内 

５月月例山行 夏木山(1386.0m) 

日 時…5月19日(日) 

出 発…午前５時 

集合場所…大分駅上野の森口広場 

参加申込及び問合わせ連絡先…5月 13日までに中野 稔ま

で（097-543-3903・090-2712-5225） 
 

６月月例山行 大崩山(1643.3m) 

日 時…6月23日（日） 

出 発…午前５時発 

集合場所…大分駅上野の森口広場 

参加申込及び問合わせ連絡先…5月13日までに下川幸一ま

で（097-544-0563・090-86625100） 
 

７月月例山行 市房総(1720.8m) 

日 時…7月27(土)28日（日） 
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出 発…7月27日午(土) 午前７時発 

集合場所…大分駅上野の森口広場  

参加申込及び問合わせ連絡先…7月22日までに加藤英彦ま

で（097-543-0333・090-3607-7903） 

 

研修山行のご案内 

星生山クライミング訓練の予定 

5月18日7時  牧の戸峠集合(17日に変更も可) 

5月25日7時  牧の戸峠集合 

実施場所  星生崎岩場 

必要装備  ハーネス、カラビナ２ｹ以上、シュリング 60cm、

手袋(革)、ヘルメット、登山靴、  

装備のすべてを持っていなくても、借りて使う事も出来るので

先ずは体験して欲しい。 

加申込及び問合わせ連絡先…リーダー  星子貞夫 

（097-537-8877・080-2724-2438） 

 

お二人の喜寿をお祝いして登山会を開催します 

月日 ５月２６日(日) 

場所 稲積山(589m)・豊後大野市三重町白山 

集合場所 道の駅「みえ」豊後大野市三重町宮野 

集合時刻 午前９時 

参加申込問い合わせ  事務局（飯田勝之） 

     (0977-21-3437・090-2503-8409) 

    Yamatomoki@ari.bbiq.jp  

 

 
東北・北海道地区集会及び青森支部創

立２０周年記念式典 
開催日 平成２５年１０月１２日(土) 

場所 「プラザ陸奥」青森県むつ市下北町2-26 

行事 １３時受付、１４時記念講演会、１８時懇親会 

懇親会費 ５，０００円 

山行 １０月１３日(日)、Ａ大尽山（828m）、Ｂ縫道石山

(628m)、２コース選択参加、会費５，０００円 

※一応参加してみたいとお思いの方は５月１０日までに事

務局へご連絡ください。正式な参加申し込みは８月末日とな

ります。 

スズタケ枯死状況調査の参加者募集 

日 時…６月１日(土)午前５時 

集合場所…大分駅上野の森口 

調査場所…本谷山西稜線 

ルート…尾平トンネル～尾平越～三国岩～本谷山 

※ 参加できる方は５月２４日(金)までに事務局までご連絡

下さい   事務局（飯田勝之） 

     (0977-21-3437・090-2503-8409) 

    Yamatomoki@ari.bbiq.jp  

 

第１回支部役員会の開催通知 

日 時…５月１７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平成２５年度の事業推進について 

②３００名山ガイドブックについて 

④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。 

 

 

会 務 報 告 

全国支部事務局担当者会議長会議 
飯 田 勝 之 

 １月２６日（土）午後１時から２７日（日）午後３時まで、

初日は本部会議室、二日目は四谷のプラザエフ会議室の２日間

にわたり、支部事務局担当者会議が開かれた。会議はまず会務

報告から始まり、その中では各委員会の現状や問題点など説

明、本部の組織の説明、山の日制定運動の経過や現状の説明な

どあった。また、四国支部から「小島鳥水祭」の案内の説明や、

高尾の森づくりの会の運動取り組みの説明などもあった。 

 その後、少し遅れて出席した尾上会長が挨拶に立ち、「本会

の新規の取り組みとして『新版・日本三百名山』を、初版は山

と渓谷社から出したが、新しく本会が出版することとなった。

三百名山を選んだ会として、会員の力を結集して出版にこぎつ

けたい」と決意のほどを見せた。 

 この後、この会議の主目的である会計処理についての説明で

ある。主な内容は、支部助成金の支給と会計処理の原則、寄付

首藤宏史さん・安部可人さんの 

喜寿 お祝い登山会 
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を受けた場合の会計処理の原則、特に寄付については、個人や

他団体や地方自治体等から支部に対する寄付や助成であった

場合も、公益法人日本山岳会に対するものであり、必ず本部に

報告し、会長の領収書を発行しなければならないことが強調さ

れた。また、経費の精算の原則、支払い報酬の源泉徴収の徹底

などが強調された。 

 本部から支部に支給される助成金の会計経理や事業報告等

の年間スケジュールの説明があった。 

 このあと各支部からの現状報告が北海道支部から順番にあ

り、持ち時間２分程度と言われていたが５分も７分も話す支部

があり時間切れ。午後４時から約一時間、日本山岳協会会長に

就任した神崎忠男前副会長（東九州支部創立５０周年記念式典

に会長代理で出席）の特別講演「日本の山岳界について」があ

った。 

 翌２７日は前日の支部報告の続きがあり、本部説明に対する

特に会計処理についての質疑応答があった。 

 そのあと、「三百名山ガイドブック」の出版事業について、

詳しい説明があった。説明の主な点は①ガイドブックとして、

紹介するルートの一番新しい状況を分かりやすく書くこと、字

数を守って書くこと。②コースタイムは平均的な時間で、紹介

した時期に合わせて書くこと。③特に写真が今回出版のクオリ

ティーであり、天気の良い日に良い写真を撮ることなどが強調

された。 

 

役 員 会 

第８回役員 

３月８日（金）１８：３０より 大分市「コンパルホール」 

出席者：加藤、甲斐、飯田、阿南、木本、佐藤、中野、下川、

星子 

報告 

・本部事務局担当者会議 

・月例山行報告、２月９～１１日・霧島山７名参加 

・支部報（第６０号）発行 

・大船山ミヤマキリシマ保護ボランティア、３月３日１０名 

議題 

（１）２５年度事業計画案 

（２）規約改正案（支部費値上げ案） 

（３）旅費規程、慶弔規程案 

（４）「３００名山」の取材について 

（５）その他 

第９回役員 

４月４日（金）１８：３０より大分市「コンパルホール」 

出席者：加藤、甲斐、興田、飯田、阿南、安東、西(あ)、佐

藤、中野、下川、星子、首藤 

報告 

・月例山行報告、３月２４日・経ヶ岳、３名参加 

議題 

（１）事業報告等、総会報告事項 

（２）２５年度事業計画 

（３）規約改正（支部費値上げ） 

（４）旅費規程、慶弔規程の制定 

（５）その他 

 

全国各支部から送られてきた支部報 

越後支部「越後支部報」（第６号）１月２５日発行 

富山支部「富山支部会報」（ＮＯ９２）１月３０日発行 

東京多摩支部「通信たま」（第１１号）１月３０日発行 

北九州支部「JAC北九だより」(NO６４)４月発行 

京都・滋賀支部「支部だより」(NO１１０)３月１５日発行 

東海支部「東海支部報」(NO１３３)１月発行 

関西支部「関西支部報」(NO１５０)３月発行 

山梨支部「甲斐山岳」(第５号)３月３１日発行 

宮崎支部「宮崎支部報」(第４４号)４月１日発行 

青森支部「会報日本山岳会青森支部」３月３１日発行 

熊本支部「熊本支部報」（ＮＯ２９）４月２１日発行 

岐阜支部「岐阜山岳」（第７３号）３月３１日発行 

（１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６１号 
２０１３年（平成２５年）４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 


