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平成２５年度喜寿お祝い登山 

 豊後大野市の稲積山へ 
 ５月２６日（日）は支部恒例の支部会員の喜寿お

祝い登山。主賓となる、今年喜寿を迎えられるのは

会員の首藤宏史さんと会友の安部可人さんのお二人

だ。今年の喜寿お祝い登山の企画を話したところ、

主賓となるべきひとの首藤さんから『是非私の里の

裏山でやって欲しい』との提案があった。氏の里の

裏山とは豊後大野市の白山地区にある稲積山(標高

点５８９ｍ)だ。 

 白山地区と言えば全国名水百選に選ばれた『清流

白山川』（通称中津無礼川）の流れるところで、その

白山川の源流部には沢登り名コースの一つである大

白谷があり、また官行コース、冷水コースの二つの

傾山登山道の登山口もあるところだ。稲積山はその

川の中流にあり、近くには稲積水中鍾乳洞もある。 

 参加者は午前９時に「道の駅・みえ」に集合して

一路白山地区へ。現地集合組の待つ稲積鍾乳洞駐車

場へ９時半集結。ここで集まった車を整理して５台

に分乗して登山口のある中津留へ。 

登山口と言っても一定の登山ルートがあるわけで

はなく、当日決めた登り口のことで、そこは首藤さ

んの生家のすぐ裏手で、稲積山の斜面にとりつく林

道の入り口だ。 

この日集まったのは、主賓お二人をはじめとして

総勢１８名。県道から入った里道を３００ｍ余り入

ったところから右手のスギ林の急斜面にとりつく。

最初は小さな作業道があったが、５分も登らぬうち

に道は消えてしまい、あとは植林地の急斜面をジグ

ザグに登る。その先頭を行くのはガイド役ならぬ主

賓の首藤さんだ。 

１５分ほど、ザレ場の急斜面を登ると古い作業林

道に出た。この作業道をジグザグ登りすること約２

５分余り、再び道は突然途絶えてしまう。後は道の

ない疎林の中の、かなりの急斜面をひたすらジグザ

グ登りを繰り返す。タブやシイなどの中にヤマザク

ラやナラ、クヌギなどの古木が混じる混交林の疎林

の中、荒々しい棘のあるクスドイゲの古木も点々と 

見られた。林床にはヤブもなくて見通しも良いが、

乾燥した土が滑りやすくて、浮き石も多くて油断が

できない。おおよそ１時間、急斜面との格闘の末、 

東西に連なる稜線上に出た。稲積山と西の夜星とい

う３等三角点のあるピークをつなぐ釣り尾根の上だ。 

この稜線を東に向かって緩く登っていく。大きな

石灰岩が累々と露出した稜線の上だ。この山の下に

は稲積水中鍾乳洞があり、大きな山全体が巨大な石

灰岩でできていることがうかがえる。稜線登り１０

分足らずで東西に長い山頂に達する。１１時５０分

着。５８９ｍの独標がある山頂は、東の中津留郵便

局あたりから見るとその名の通り稲の小積みのよう

に端正な三角形だが、横から見たら長い平らな山頂

である。 

 

   （喜寿の首藤さん(右)・安部さん(左)） 

山頂に着くと特別に用意したお酒とスパークリン

グワインで乾杯だ。喜寿の二人も元気に登ったが、

同行者の中にはさらに先輩の８２歳の星子さんがい

る。次回は誰の喜寿のお祝い登山になるかなぁ・・、

などと話ながら往路を１２時３５分下山開始した。 

滑りやすい急斜面の山腹は、登りの時以上に気がゆ

るめられない。足下に細心の注意をしながらの下山

が続く。浮き石が多く、石の滑落はこのような大人

数の下山時には大事故を招きかねないので特に注意

を要する。１３時３５分、作業道に出てやっと一安

心。後は歩きやすい作業道を通って１４時１０分、

首藤さんの家の横に降りついた。首藤さん、安部さ

んおめでとうございました。そして参加者の皆さん

苦労様でした。 

         （文責  飯 田 勝 之） 

＜参加者＞…首藤、安部、加藤（英）、星子、甲斐（良）、

野村、飯田、牧野、塩月、藤澤、石川、長野、遠江、

今山、池辺、宮原、加藤（衣） 
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実施日 平成25年4月27日（土） 

＜コース記録＞ 

 大分駅南口(6:10)→登山口駐車場(8:00,8:10)→

天狗の水場(11:35,11:45)→稜線(12:20)→障子岩

→祖母山山頂→ (14:00,14:20)→九合目小屋

(14:30)→分岐(14:40)→宮ノ原分岐(15:45)→分岐

→登山口駐車場(17:45,18:00) →大分 (20:30) 

＜地図＞ 

 
今回の「祖母山」をもって、平成２４年度の月例

山行はすべて完了となる。 

祖母山山頂へのルートは数あれど、今回は最もコー

スタイムの長い「黒金山尾根コース」を選び１月の

支部報に載せ募集した。ところが、締め切り間際の

４月19日まで待ったが、この時点で参加者が０人、

まだ1人もいない状況にあり、取り止めようとした

矢先、１人の会員（池永会員=新人）より参加の電

話が入った。電話の内容からもう１人参加したい人

がいるとのことであった。3 人でも行くかという気

になった。山行前日、飯田会員からも電話をもらい、

「風邪ぎみ」だけど、会友の遠江さんから「風邪ぐ

らいに負けてどうする？」と誘われて行く気になっ

たと。メンバーは、5名となった。 

 朝 6 時、集合･出発場所である大分駅南口、ロー

ソン駐車場に集合し、車２台で出発。 

10号線を南下し犬飼より中九州道、広域農道大野川

中流域道路、県道緒方高千穂線と通って尾平の登山

口に向かう。姥社を過ぎると道が狭くなり、長谷川

地区を過ぎると道路の中にヘリポート（数箇所）設

置されていた。あまりお目にかかれない珍しい光景

であるが、大きなきな災害により道路が寸断された

時など非常時のためであろう。 

 車が奥岳川沿いを走り始めると登山口に近い。数

年前までは川筋には人家が見られたが今では空き家

が目立つ。（みな便利な所に移住したのか）10 分ほ

ど川上渓谷を併走すると「もみじ屋旅館」所有の有

料駐車場に着く。大分からここまで約2時間、狭い

車両空間から解放され、背伸びする。 

天気は上々、ゴールデンウィーク前半の初日とい

うこともあり、駐車場はマイカーで一杯である。登

山靴を履き、ザックを持ち、いざ出発、「飯田会員が

妙案」を思いつき車をもっと奥の方へ乗り入れるこ

とにする。駐車場よりすぐ先は、豊栄鉱山跡の鉱毒

処理会社の敷地になっている。幸い門扉開いており、

これ幸いと車を乗り入れた。行けるところまで車を

入れ、橋の手前で道幅が狭くなったのでここから歩

くことにした。10分ぐらい歩きから解放されて喜ん

だ。 

このことが帰りにとんでも無いことになる。とに

かく、麓に一番近いところまで来たことは確か、細

いが道沿いに進むととうとう道が無くなり、崖に当

たる。川上渓谷を遡上すれば吊り橋に当たりそこが

今回下山してくる宮ノ原コースのクロス点であるは

ずであるが、感は当てにならず位置が分からず、や

ぶからに、渓谷の河床を歩く 20 分程度登山道から

外れ歩き、ようやく、川上本谷と三枚谷の合流点の

登山道に出た。一安心である。小休止を取り、水分

補給を行い10分程休んだ。 

 これからが黒金尾根の長い登りである。稜線に出

るまでは、コルもなく、ただ、ひたすら登り続ける

コースである。登山道は、よく整備しており迷うよ

うなことはない。途中 100ｍ毎に同様な看板が設置

してある。1300ｍくらい登るとシーズンの花「あけ

ぼのツツジ」の花が、ボチボチ現れる。今年は

 (アケボノツツジ)

花があまり多く見られない。花はきれいでも足取り

はやはり重い。 

先行する人に遅れて「天狗の水場」まで来た時に

祖母山(1756.4ｍ) 

４ 月 月 例 山 行 報 告 

阿 南 寿 範  
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は、完全な 1人旅となった。水場では、入れて来た

水道水を捨てて美味しい水に入れ替える。腹にも一

ッ杯詰め込む。益々、足は重くなり前に出ない。岩

小屋前の通過は正午をすでに回っていた。稜線手前

のガレ場に出る。あともう少しで稜線だ。稜線着12

時20分。 

 

登りは緩やかになり、いったん下りとなり一気に加

速出来たかなと思われたが、祖母山山頂までの道の

りは遙か彼方々延々と登らなければならない。障子

岩付近では、心が折れそうになる。足さえ痛くなけ

れば天気は最高なので、鼻歌で進行となるはずだ

が．．．．．．．．．行けども行けども山頂は近づいてこな

いよう．．．だ。 

稜線分岐から1時間30分かけてやっと山頂直下の

ハシゴの所まで来た。ここを登り切れば祖母山山頂

である。ハシゴの手前で小休止し一気にハシゴへ取

り付く。取り付いたものの、2～3歩の所で両足、筋

肉がつり動けなくなった。笑いも出ないどうしょう

もない筋肉痛、通常ならこのハシゴを抜けるのに数

分も要しないのに、今回は 20分以上を要した。この

状況を頂上で待っている飯田さんに携帯電話で伝え

SOSを求める。アドバイスで塩を持って来てもらう。

それを一なめしたらケロリと痛みが取れた。それか

ら頂上頂下の 20ｍ程を這い上がった。私は、メンバ

ーより 1時間30分ほど遅れて頂上に着いたようだ。

頂上は 360゜遠望が楽しめる最高の天気であった。 

おにぎりをほおばり、全員で記念撮影を撮り、宮の

原コースへ下山を開始した。 

 山頂より九合目小屋までは、道がえぐれて、おま

けに滑って歩きにくい。時間が下がったため小屋番

の加藤氏に挨拶程度の言葉を交わし、先を急いだ。

小屋の加藤氏によると小屋下の道は、昔水場横を下

っていたが、昨年の豪雨により、その先が寸断され

て無くなったので小屋の裏手から野営場までの間に

(祖母山頂にて) 

新しい道を作ったので、そちらを歩いてくれるよう

言われて歩いた。さっきの塩のおかげで何とかみん

なのペースで歩けるようになり高度を下げて行った。

例年5月3日は、祖母山の山開きである。登山道の

スズタケは、深く刈り込まれて歩きやすく快適であ

る。宮の原分岐までは、１時間50分で下りここま

では順調に来た。ここから、吊り橋の登山口までは、

また、足のトラブルでほとんどがカニ歩き状態。右

足脛横の「脛骨筋」と膝が痛む。片足1本がほとん

ど松葉杖状態となった。日々の運動不足それに体重

オーバー（肥満）等が重なり、心配事を一気にさら 

け出す結果となった。 

 吊り橋には、17時50分に着き。また、駐車位置

まで登った。朝の楽は、何だったのか、「事件発生」、

私有地の中に駐車していたため、門扉に鍵をかけら

れており出ることが出来ない。管理事務所に開けて

もらうように行ったが、管理事務所には人影はなく、

誰もいない。しかし、鍵を開けないことには、今日

はここに泊まるしかない。この周辺には、人が住ん

でいる所はもみじ屋旅館一軒だけ、そこに行って事

情を話すしかないと、車を門扉の所まで走らせる。

朝開いていた門扉は鎖でぐるぐる巻きになっており、

やはり、開かないのかと思ったが、しかし、開いた。

（門扉は工事現場用の仮設足場を利用しているよう

で、よく見ると鎖は切れないが付け根の所はクラン

プが抜けた）１泊しないでことは解決した。 

 今回の山行は、帰りのハプニングや体調不管理等

の悲惨な結末となったが無事下山出来たことは、皆

さんに感謝です。次なる山行はトレーニングを積ん

で参加したいと思います。 

＜参加者＞…飯田、池永、芝崎、遠江、阿南。（5名） 

 

 



          公益社団法人日本山岳会 東九州支部報   第６２号  平成２５年７月２５日（木）発行 

 

5 

 ５月１９日朝４時３０分過ぎに、中野さんが家ま

で迎えに来てくれました。岐部さん、下川さん宅に

寄り、大分駅上野の森口広場に６時到着。中野さん

の車には岐部さん・小野さん・宮原、飯田さんの車

には下川さん、女性の牧野さん、遠江さんと合計８

名で出発しました。 

 雨が少し降っていたので、車中で「おそらく夏木

山は最悪な天気になるな～」と一人で思いながら行

く。車は三重から宇目のけんか大橋の手前を右折し

て旧国道の時間橋を通り、藤河内に入ります。去年

の台風の影響で、桑原から藤河内への道が崩壊し、

復旧工事中とのことで通行止めのため別の狭い道を

車で走りました。藤河内を過ぎて林道の道を３０分

位走り、夏木新道登山口に7時30分前に着きました。

道路状態が良くなかったのですが飯田さん、中野さ

んの見事な運転テクニックで無事登山口に着きまし

た。 

 登山口に着く頃には本格的に強く雨が降り出した

ので、みんなレインコートを着て出発しました。最

初から急な登りです。２０分くらいしたら少し平ら

なところに着きました。檜見台というところだそう

で、雨に霞んで遠くに檜木山が見えていました。少

し気分が楽になったと思った途端、また急な登りに

なりました。 

皆で昨日の昼ごろ、宮崎の女性の方が夏木山から

鋸への縦走中に滑落し、ヘリコプターで病院に運ば

れたとの話をしながら登っていきましたが、強い雨

が降り出したので、特に用心をしながら登りました。

(夏木山山頂にて) 

船石という大きな岩の横を通るとその先で平らに

なり、ここが鋸との分岐点とのことで頂上はすぐ上

です。頂上には９時４０分過ぎに着きました。 

頂上は雨と風が強くなり写真を撮るのに苦労しま  

した。１０時過ぎ、少し先の要まで足を延ばして来

る組と、すぐ下山する組と２別れ、私はすぐ下る組

に入りました。強い雨の中を今きた道を下山し始め

ましたが、下山の時は足場が悪く苦労をします。ゆ

っくり下っていると要まで行った組がすぐに追いつ

きました。滑らないように慎重に下山し、１１時４         

５分頃登山口に着きました。 

帰りには藤河内のユートピア温泉に皆で入り、頂

上で食べなかった昼ご飯をここで食べた後、朝きた

道を帰りました。 

 悪天候で、初心者の私にとって大変きついルート

でありましたが、挑戦して良かったです。 

＜参加者＞…飯田・下川・岐部・中野・小野・宮原・

牧野・遠江  

 

 

 

 今回の登山は「九州の名山を登る」のテーマの

下、梅雨のまっただ中という最悪のタイミングの

山行リーダーとなる。特に台風４号が接近し、梅

雨前線と重なって西日本全域に大雨洪水警報が

出る状況でした。 

 参加者が少ないのではと心配しましたが、直前

に台風が通過し、一気に申し込みが増え、前泊組

１４名、当日参加組３名、総勢１７名とういう大

編成になりました。 

 ２２日は祝子川キャンプ場の“コテージ大崩”

に宿泊し、２３日に当日組と林道登山口で合流の

計画を立てる。山行コースは、当初予定していた

坊主尾根コースの祝子川徒渉は水位が上がり危

険なため、二枚ダキ林道分岐より坊主尾根に迂回

するコースに変更する。 

６月２２日（土）曇り 

 台風４号通過後の梅雨前線を気にしながら今

夜のコテージでの食料調達（焼肉）を済ませ、一

夏木山(1386.0m) 
５ 月 月 例 山 行 報 告 

宮 原 照 昭  

ササユリの大崩山 

    ６ 月 月 例 山 行 報 告  

下 川 幸 一 
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路祝子川キャンプ場へ向かう。予定通り１５時に

現地到着し管理棟で夕食の準備を済ませ、先着組

１０名は近くの「美人の湯」で温泉を楽しむ。 

 １８時より、広々とした快適な食堂を独占して、

野菜たっぷりの焼肉パーティーの前夜祭が始ま

る。緒方より渡部昭三さんが自家製の野菜をたく

さん提供いただきました。ありがとうございまし

た。 

 １９時過ぎに後発組の飯田・中野・遠江の３人

が到着。２０時に牧野先生到着で１４名全員が揃

い、各自の自己紹介、山談義等々時の経つのも忘

れる程楽しい団らんの場となった。２１時に明日

の健闘を誓って解散しコテージへ戻る。コテージ

横の崖下に流れる祝子川渓流のゴーゴーという

音を聞きながら眠りにつく。 

６月２３日（日）曇りのち雨 

 ５時に起床し外に出てみると幸い雨は降って

いない。テント持参の星子さんは既にテントをた

たんでいる。女性陣中心で用意していただいた温

かくて美味しい朝食で本日のハードなルートの

登山に備える。 

 本日参加の３名もコテージに集合し、６時５０

分に出発する。途中、美人の湯で２台駐車し、４

台で出発。二枚ダキコースの林道の途中に駐車す

る。 

 １７名全員の確認をし、星子さんを先頭に女性

陣が続き、最後尾が中野さんの隊列で７時２５分

スタートする。本日のコースは険しい岩山のハシ

ゴ、ロープの連続となるため慎重を期してのスタ

ートである。林道はいたる所が崩壊し非常に荒れ

ている。３０分程進むと右に分岐する坊主尾根ル

ートへの林道分岐が見えてきた。右折してこの林

道を入って行く。 

 小鳥のさえずり、渓流のせせらぎを聞きながら、

新緑の木々の間をゆっくり進むのは実に気持ち

がいい。渓流の谷を渡るとすぐ先が林道終点で、

ここから少し登ると坊主尾根コースと合流。ここ

まで１時間１５分、約２㎞の歩行距離である。 

 この分岐から急坂の樹林帯を登り、坊主岩を目 

指す。慎重に登って行くと２５分で垂直の大岩壁

の坊主岩に着く。所々にロッククライミング用の

ハーゲンが残っており圧倒される。 

 坊主岩の左側の裾を巻いて登っていくと、展望

のいい一枚岩の平場に出る。今通ったばかりの迫

力満点の坊主（米）岩が眼下に聳えている。残念

ながら白いガスで周りは全く見えない。続く見返

りの塔でも今から登る予定の小積ダキの雄姿を

仰ぐことができない。 

しばらくハシゴ、ロープを繰り返しながら登っ

ていると、岩場にひっそりと咲く淡いピンク色の

名花ササユリを発見！！一同しばし足を止める。

高度が上がるにつれてあちこちの岩陰でササユ

リに出会う。 

 

(ササユリ) 

林道をスタートして約３時間。固定式のワイヤー 

を伝って慎重にトラバースすると象岩に到着。更

に固定式のロープやハシゴを伝って一枚岩のス

ラブを一気に登っていくと小積ダキ分岐へ飛び

出す。 

 ここで少し寄り道。右折して小積ダキへ進むが、

ここも残念ながら周囲は白いガスに覆われて全

く見えない。分岐に戻り山頂を目指す。 

 ゆっくり灌木の登山道を進んでいくと、やがて

リンドウの分岐に出る。ここで雨がポツリポツリ

と落ちてきたがそのまま前へ進む。次第にススダ

ケの中の道となり、湧塚分岐を過ぎる頃とうとう

大粒の雨になってきた。休まず歩き続けモチダ谷

ルートを過ぎ、鹿川方面の道を合流する。ここか
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ら石塚まではあと僅かだ。 

 １１時５５分、「石塚」到着。林道スタートか

ら実に４時間３０分もかかっている。ここは３６

０度の展望に恵まれた実質的な山頂であるが残

念ながら白いガスに覆われて奇岩の眺望はでき

ない。ここで昼食タイムとする。 

 食事の途中で急に本降りの雨となり、一同慌た

だしく雨具をつけ大崩山山頂へ向かう。木立に囲

まれた一等三角点のある大崩山山頂では、激しい

雨の中記念撮影をし、二枚ダキの下山コースへス

タートする。 

 
（雨の中の大崩山頂にて） 

２m以上に伸びたスズダケの間をかき分けて、

雨に濡れた枯れ葉の滑りやすい急斜面を４０分

以上も歩き続け、やっと二枚ダキ分岐の広場に着

いた。これからのガレ場は台風で崩壊し、大荒れ

となった急斜面の連続である。 

 急斜面のガレ場を慎重に下っていき、何度も渓

流の渡り返しを繰り返し、水場経由でやっと二枚

ダキ登山口（林道終点）に出た。山頂から１時間

４５分でかなり早いペースであった。全員の確認

をし、いよいよ最終の林道駐車場を目指して元気

にスタートする。林道とは名ばかりで石垣が崩壊

し、道の真ん中も大きく陥没している。アセビの

群生が道を塞ぎ、所々が川になる等大荒れの二枚

ダキ林道であった。 

 往路で通った坊主尾根への分岐を経て最終地

点の駐車場を目指す。１４時５５分到着。本日の

歩行時間７時間３０分、歩行距離１０㎞のかなり

ハードな山行であった。現地解散し、近くの「美

人の湯」の温泉で疲れを癒し、大分への帰路につ

いた。 

＜6/22〜23参加者＞ 

 加藤英彦・飯田勝之・星子貞夫・中野稔・牧野

信江・塩月靖浩・渡部昭三・遠江洋子・渡部昭・

池辺明美・芝田寿一・甲原邦子・佐藤孝子・下川

幸一  

＜6/23当日参加者＞ 

 児玉章良・小野貴明・池永光希 

 

 

 

 

 

 

メンバー: (L)星子貞夫、(SL)加藤英彦、 (記録、会

計)下川幸一、(装備)中野稔、飯田勝之、池辺明美、

渡辺千代春、(医務)渡辺和子、[伊賀上清香、永井邦

子、清水道枝、荒金幹子] 以上12名 

山域 北アルプス 立山連峰(3015m)、奥大日岳

(2605.9m) 

 北アルプスの雪山の体験を主目的として、雷鳥荘

を起点に立山連峰の縦走と奥大日岳往復の登山を企

画する。 

5月2日 

 大分港19時15分発のサンフラワーで出発。 

3日 

 大阪よりサンダーバード7号で富山駅、更に地鉄、

ケーブル、バスと乗り継ぎ、室堂ターミナルに着く。 

 途中先行列車に人身事故があり特急が遅れ、心配

したが無事夕食前に雷鳥荘に着く。 

4日  曇り午後より全山ガスでホワイト・アウト 

 7時30分に雷鳥荘を出発する。ミドリガ池のほと

りを通り室堂山荘のベンチで一息入れて一ノ越に着

く。今年は特に雪が多く、場所により15ｍもあり一

ノ越の登りも例年は此の時期でもジグザグであるが、

直登している。 

この頃より山頂付近はガスで見えなくなる。雄山の

登りはザイルがベタ張りしてあり殆ど直登となる。 

山頂の鳥居は完全に雪の下で、お祓所も屋根だけ出

ている。風を避けてお祓所の軒下で食事をする。 

山頂の祠の前は流石に雪も無く記念写真を撮って 

縦走に移る。この頃からガスがひどくなる。一瞬ガ

スの切れ間から縦走路の全貌が見えたが、二度とガ

スが切れることはなかつた。 

立 山 ・ 奥 大 日 岳 

積 雪 登 山 訓 練 

星 子 貞 夫 
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     （立山雄山神社前にて） 

縦走路では逆縦走の登山者が多くて祠の下部で渋滞

したがその後は数人に出会った程度であった。コー

スにすべてザイルがベタ張りしてある。今までこの

ような事は無かったので安心であった。しかしこれ

も大汝山までであった。 

 大汝山休憩所も片側は屋根まで雪で埋まっている。

ここに来て完全にホワイト・アウトとなり、トレー

スも消える。此処からは黒部側に雪庇が発達する。

ルートを見失って雪庇を踏み外したり、ホワイト・

アウトの吹雪の中で道を探して時間を失うと、遭難

の可能性もある。協議して直ちに引返す。大汝山の

山頂付近で帰路のザイルを見失う。中野氏の GPS

のトレース機能で直ちに場所を確認できた。その威

力に驚嘆する。 

 雷鳥沢から吹き上がって来る吹雪に目を刺されな

がら、ザイルを頼りに、雄山の祠に着き、お祓所で

一息いれて、慎重に下山する。一ノ越からの下りも

次々とかすかに現れるポールを頼りの進行である。

室堂ターミナル経由で雷鳥荘に帰着する。 

感想: ホワイト・アウトの恐ろしさを体験する。 

5日  快晴後曇り 

 昨夜のガスもすっかり消え、残月の薄い陰が中天

にかかる快晴の朝を迎える。朝食前に夜明けの写真

を撮り、7時35分に奥大日岳に向かって雷鳥沢に下

る。此処は称名川源流の地である。 

 新室堂乗越で加藤、渡辺ｶ、清水、荒金の4名を   

残して奥大日岳への稜線を進む。右手大谷を隔てて

山頂に雪を被った剣岳(2298m)の岩山がどっしりと

座っている。立山の優雅な雪山の姿と対称的である。 

 奥大日岳手前の小ピークの雪庇の上に人溜まりが

あり飯田、渡辺ﾁの２名を残して、星子、下川、中野、

池辺、伊賀上、永井の6名が奥大日岳の頂上を踏む。 

 山頂は祠もなにもすべてを隠して雪の上である。

日差しは益々強くなり雪面が緩み、シャーベットと 

なって下りに苦労する。昨日のアルバイトの疲れも 

あり雷鳥沢からの最後の登り返しに苦労しながら山

荘に帰着する。 

 解散ご中野、星子の2名で滑落停止の練習をする。

雪面が緩み滑落のスピードが出ないので恐怖感がな

かったが、基本姿勢を習得した。練習は早朝雪が締

まっている時間帯かベターである。 

（新室堂乗越にて・後方奥大日） 

感想 下りに尻滑りなどして雪と戯れる一日であ

った。日焼けがひどかった。 

コースタイム 

4 日 出発 7:30-室堂山荘 8:05-一ノ越 9:15-休憩 30

分-雄山祓所10:25-休憩30分-雄山山頂11:00-縦走出

発 11:25－大汝山 12:15-Uターン開始 12:30-雄山山

頂13:25-一ノ越14:54-雷鳥荘着16:25 

5日 出発 7:35-新室堂乗越8:27-奥大日岳 10:35-休

憩25分―新室堂乗越12:27-雷鳥荘着13:30 

費用 宿泊費 ¥8,550x3=¥25,650 

JR 往復 ¥24,950 注:特急遅延の為払戻しあり、   

サンフラワー¥8,720x2=¥17,440 

  シャトルバス ¥220x2=440 

 荷物代¥300x2=¥600 

総計¥69,080 

 

（室堂乗から見た剣岳） 
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スズタケ枯死に関する状況調査を、支部の公益事

業として取り上げて、その具体的なやりかた等を検

討してきていた。調査といっても、専門的知識の少

ない我々ができることと言えば、毎年進行している

ように思われる枯死の実態を写真撮影等によって記

録の残すことぐらいであろうか。定点観測というや

り方で、一定の箇所の一定の範囲の経年変化を写真

に残すという方法などどうだろう？などと議論して

いたところに、大分県植物研究会が県の依頼を受け

て、スズタケ枯死とシカの食害に関する調査をほぼ

同じところで行うとの情報が入った。同会のリーダ

ーである生野喜和人先生は幸いにも私の旧知の人だ。

早速先生にコンタクトをとったところ、調査は始め

たばかりであり、「山登りが専門のあんたんとこころ

が一緒にやっちくるら助かる」とのご返事。共同作

業の話がトントン拍子に進んだ。 

 ６月１日（土）共同作業の第一回目が行われた。

参加したのは当支部の参加者が７名、生野先生のグ

ループが７名である。宮崎県との県境にある尾平ト

ンネル出口から稜線に登ると、祖母・傾縦走路の旧

 

(県の設置した観測地点) 

尾平越で、そこから１時間半ほど本谷山の方へ登っ

たところに大分県環境企画課が設置した定点観測地 

がある。一カ所はシカが侵入しないように２５ｍ四

方の範囲をネットで囲ってあり、それに接したも   

う一カ所は全く囲いのない、目印のポールだけが立

っている２５ｍ四方の観測地点である。 

見るとネットの中のスズタケやノリウツギなどの

新芽は元気よく延びているが、囲っていないところ

のスズタケの新芽の部分がほとんど食べられ、他の

木々の新芽も低いところはみんな食べられているの

が分かる。 

 )調査のやりかたは我々は全くの素人なので、調査

専門のスタッフにやりかたを教わる。調査地点内を

５ｍ四方のマスに切って、その中をまた２５cm 四

方の枡に切って、その枡の角にあるスズタケの延び

具合をメジャーで一本ずつ計るという、実に根気の

要る仕事である。ネットに囲まれた中の観測調査に

１時間半を要した。そして昼食タイム。午後も１時

間半かけて今度はネットのない観測地点を同様に升

目を切ってのスズタケの背丈の計測である。 

 

(計測作業のようす) 

 こうした計測結果は何回か定点観測する中で、シ

カの食害とスズタケ枯死の因果関係の有無などを推

測しようというものである。当初の支部の事業計画

は、素人集団の観測であり、一定の地点でスズタケ

の枯死の進み具合を写真撮影で記録に残す程度のこ

とを考えていたが、このたびの共同作業はより一歩

踏み込んだものである。なお次回は秋に実施の予定

である。 

＜参加者＞…阿南寿範、下川幸一、渡部昭三、児玉

良章、池永光希、三浦良眞、飯田勝之 

 

 

 

 

メンバー:星子貞夫、中野稔、久保洋一、園田暉明、

佐藤秀二、阿倍幸子 

スキル・アップトレーニングとしてロック・クラ

イミングの訓練をした。 

 ゲレンデは星生崎と呼ばれる高度 15ｍ程ある垂

ス ズ タ ケ 枯 死 状 況 調査 
第一回 

飯 田 勝 之 

ク ラ イ ミ ン グ 基 礎 講 座 
星 子 貞 夫 
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直の岩壁である。登山道から見上げる位置にある。 

 下記に示す一般的なクライミング・ギヤの用語と

ザイルの結びの用語、及び其の他の用語について解

説し基本的な実習をする。 

       記 

1 用具…ハーネス、スリング、カラビナ、８環(デ

ィセンダー)、アッセンダー、ヌンチャク、鐙、ハー

ケン、ポルト。(フレンズ、チョックは割愛) 

2 結び….ボーラインノット、エイトノット、フイ

ッシャーマンズノット、バタフライノット、クラブ

ヒッチ、ガースヒッチ、ムンターヒッチ、プールジ

ック、マッシャー 

3 行動…８環で懸垂下降、自己確保、ムンター確

保、クライムアップ、ダウン、三点支持、体重移動、

スタンス、ホールド 

5月18日 星子、中野２名 

 風の強い一日であったが雨もなく少し寒かったが

クライミング・ジャケットの上に羽毛服を着て練習

した。 

5月25日 星子、中野、園田、久保、佐藤、阿倍 

 日差しの強い一日であった。初心者が居たので再

度用具の説明、ザイルの結び、懸垂下降とクライミ

ングアップの練習を行った。 

感想…経験者には易し過ぎたと思った。繰り返し練

習をして確実に習熟するとよい。初心者は簡単なボ

ルダリングでフリークライミングの要領を会得する

と良い。 

体力不足を感じた。クライミングの技術は習うよ

り、慣れろと言われる。考えて出来るのではなく、

考えなくて出来るように習熟することである。 

 

 

 

 

個 人 投 稿 
 

より安全な登山のために No９ 

安 東 桂 三 （9193） 

少し、時間が取れたので、ある本を、読み返し

てみました。今回は、それを紹介しようと思いま

す。 

その本は、『ヤマケイ文庫 垂直の記憶 岩と

雪の７章 山野井泰史著』です。皆さんは、この

山野井さんを御存知と思いますが、日本人アルパ

インクライマーでトップを行く方で、世界的にも

評価の高い方です。もし、この山野井さんを知ら

なければ、山をする人として、恥ずかしい事です。 

私は、本人と会ったことは、ありませんが、彼

が高校生の頃からの活躍を知っていました。それ

は、今から、約３０年位前の事です。当時、彼の

クライミングは、私の目に『怖いもの知らず』と

映り、いつか命を落とすことになるのではないか

と思っていました。現在の彼は、4８歳。奥さん

は妙子さん、彼女は５７歳でしょうか。この妙子

さん（旧姓 長尾妙子さん）も、３０年くらい前

から知っている方です。では、彼の著書の第 5章

『死の恐怖』の一文をここに、紹介します。 

『……前文、略…… 二十代、もっとも危険なク

ライマーと言われてきたが、僕は生き残り、何人

かの大切な友人は亡くなっていった。「山野井は

運がいいから生き残れたんだ」と人々は言うが、

それは決して正しくないと思う。その時その時、

計画のなかで自分の技術と体力が、これから向か

う山の難しさを突破できるのかいつも悩み、心か

ら登りたいのか考え、実際の登攀中も山からの危

険を読み取り、自分の能力を見つめ、そのなかで

最高の決断を下してきたつもりである。僕は、誰

よりも登攀中は臆病なほど慎重になるし、どんな

に天候が悪くても、どんなに脆い岩が出てこよう

と、一瞬たりとも諦めようと思ったことがない。

どんなに限界状況に陥っても、生き延びようとす

る強い意志を昔から持っていたと思う。たくさん

のクライマーを失ったが、僕はこうして生きてき

た。 

 
彼らは本当に純粋だったか。彼らは自分の持って

いる力量の測り方を間違っていなかったのか。山

での死は決して美しいものではないし、「ロマン」

という言葉の意味を抹消してしまうほどである。
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だからといって、アルパイン・クライマーは死を

完全に取り去ることはできないし、その必要性も

ないと思う。世の中では安全登山ばかりを叫ぶが、

本当に死にたくないならば登らない方がよい。登

るという行為は、厳しい自然に立ち向かい挑戦す

ることなのだから、常に死の香りが漂うのだ。…

…後文、略……』 

彼の文書を読み、皆さんと考えたいと思いました。

私は、ハイキングしかしないからとか、私は、そ

んな危ないところへ行かないとか、そのような考

えがあるかもしれませんが、私（安東）は、そう

は思いません。 

安全というのは、如何に集中力を高め、危険を

クリアーしていくかが、問われるものだと思いま

す。彼は、その究極を極めているから、死にそう

な場所から、生きて帰るのだと思います。 

彼は、自分が登ったルートは、すべて覚えてい

ると、どこかで述べたことがあります。例えば、

『右手でホールドをもち、体を引き上げて、左手

で、フレークをつかんだ』というような、一挙手

一投足の子細な動きを覚えていると言うのです。

マカル―や、マナスルなどの、何年も前に登った

ルートの登攀行動を全て再現できるようです。 

私も、良く覚えています。厳しければ厳しい程、

行動を覚えていますが、山野井さんほどでは、あ

りません。 

将棋や囲碁の名人、例えば、羽生さんなどは、

何年前の誰々さんとの対局は、こうであったと、

一手から最終局までを再現できるのと同じでし

ょうか。私は『より安全な登山のために』とシリ

ーズで、書いていますが、安全な登山のための結

論は、この山野井さんの文章を読むと、引き出さ

れてくると思います。 

上記の文書と、前号の宮崎支部の山岳事故につ

いて、数名の方から、意見を頂きましたので、い

くつか紹介します。 

（ＮＭさん）挑戦したい気持ちと自分の甘さを痛

感しています。がまだまだ知識不足です。機会を

つくり、吸収したい。 

（ＴＫさん）考えてみれば、過去の判断の連続が

今の自己の状況を作っているわけで、安全も、自

分を省みながら、目の前の現実と如何に誠実に対

処できるか、そしてどんな時でも冷静に、また継

続できるかが、己への課し方でしょう。改めて勉

強になりました。 

（ＫＭさん）山は皆が恐いとよく言われます。山

を本当に知らなければ恐いだけだと思います。も

っと勉強しないといけません。 

（ＨＳさん）山野井夫妻の特集をNHKで見ました。

奥さんは凍傷で何本か手指を失い、その指で繕い

物をしていましたよね。生活もいたって質素、シ

ンプルで月数万円で過ごす。人生の目的がはっき

りしていて、ぶれてないんでしょう。 

（ＫＫさん）私は今まで家内と山行していました

が、「より安全に登るには---」をいつも考えてい

ました。自然を相手にしている以上、登山には“万

が一”と云うことがある。登山をする者には、そ

れに対応できる行動力と決断力が必要である。

“万が一”の損失を最小限に抑えるのは、身に付

けた知識と技術と体力と決断力を、その場でどう

生かせるかにかかっている。 

（ＹＡさん）残念ですね。Accidents will happe

ｎ と言います。Ａは赤川浦岳のあとその玄武山

を計画、でも岩場が気になり、こんな山無理する

ことないと、行っていません。 

（ＴＳさん）ラジオのニュースで事故の発生は知

っていましたが、詳細は不明でした。発生が正午

ころで、捜索等の時間をそれなりに確保できたの

ではと思われるのに、発見が翌日とはとても残念

ですね。体行動では、最低限ロープ１本は携行す

ること。（誰かが持ってくるだろうでは確実性が

ないので、持つ人物を指定すべきでしょう。） 

（ＴＮさん）川越さん遭難の件、他山の石としな

いことですね。 

 ペ ン リ レー・第１１回 

三 角 点 考 
 野 村 芳 雄 (10589) 

前を見ると空が開けてきて周囲が明るくなり山頂が近いことがわかります。そしてついに三角点が視界に入

り、あと数分で山頂です。花崗岩で出来たひやりと冷たい三角点の表面を触ります。今までの苦労と疲れが吹き

飛ぶ至福の一瞬で、登山者なら誰でも経験することができるある種の感動と充実感をあじわう一瞬です。これが 
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鬼ヶ城と行燈山 

岡城の西の支城 
 安 部 可 人 

 三角点と山城探検シリーズ 第７回 

 １． 駄原城 57線は穴井迫の鳥居南折、川沿いの公

民館すぎて竹中地区へ。この軽トラ道がこの山城の唯

一の弱点。作業道は２００ｍで終わり、低い尾根に入

れば、まもなく墓地と不動様の大石。「墓が駄原城跡と

あるから登山はやめられないのでしょう。 

登山者は山頂を目指し、登山のゴールでもある三角点にこだわります。 

三角点は普通発見しやすい場所に設置されていますが、雪に埋もれ、ブッシュに隠れて発見が困難なこと

もあります。これを探し出すのもなかなか面白く、感をたよりにあちこち探したあげくやっと発見できたと

きの喜びは宝物でも掘り当てたような気分になります。 

三角点の位置は必ずしも山頂の最高点とは限りませんが、通常山頂の最も展望がよくしかも地面が安定し

た場所が選ばれています。地形図を作製するために山頂や展望のよい場所に三角測量のため設置され花崗岩

で作られた標石です。そのうち測量の基点とするため最初に設置されたものが「一等三角点」で高山の山頂

に設置されている場合がほとんどです。 

三角点にはさらに二、三、四等三角点の等級があり、一等三角点を中心とする三角網測量を補足するため

設置されたもので、地上部の標石の大きさは段々小さくなっています。ちなみに一等三角点の一辺の長さは

18 センチ、二等、三等は15 センチ、四等は12 センチです。なかでも一等三角点は文字通り見るからに立

派で気品と重厚さを感じさせ、ほれぼれするような貫禄を持っています。その設置は明治初期に始まり、戦

前では陸軍参謀本部陸地測量部に引き継がれ、戦後は国土地理院によって現在も続けられています。従って

なかにはゆうに百年の歴史を経ている三角点もあり、世界に冠たる詳細な日本国全図が出来上がっています。 

大分県の一等三角点のある山は、久住山、祖母山、由布岳、英彦山、万年山、釈迦ヶ岳、尾ﾉ岳、御座ｹ岳、

鹿嵐山、佩楯山、両子山、雲ｹ岳、元越山、樅木山、矢筈岳、遠見塚の１６座です。 

久住山群では九州本土の最高峰の中岳になく久住山にあるのは、つい最近まで久住山の方が高いと思われ

ていたためです。祖母山は中学生の頃の教科書には九州本土の最高峰と記述されていた記憶があり、そのた

め設置されたもので測量の歴史を物語っているものでしょう。   

また樅木、矢筈、遠見塚は標高500メートル以下で、遠見塚に至っては100メートルちょっとで山とはい

えませんが、周囲を展望できる高地ということから立派な一等三角点を有しています。私は残念ながらこの

一等三角点だけはまだ確認しておらず、いつかは触れてみたいと願っています。 

 私たちが見ることの出来る三角点はもちろん地上部の一部だけですが、その地下部分の長さも等級により

それぞれ正確に決められ、いずれも 70 センチ以上地下に埋められており、その総重量は 60~90 Kg になる

といわれています。 

ついでながら三角点の表面水平部分には十字の切れ込みがあるのに気がつきますが、これは東西南北の方

位を示しているといいます。しかしある人の詳細な調査によると、日本全国の三角点のそれが正確に東西南

北の方位を示しているものは70数パーセント程度であったということです。山頂での方位の確認をする際に

は注意が必要でしょう。 

 これら三角点の多くは人力により山頂まで担ぎ上げられ正確に設置されたものであることを思う時、登山

者はその先人の甚大な労苦に対し大いなる敬意を表すべきです。 

時々この三角点の標石表面の角が明らかに人の手によってと思われる欠損を見ることがあります。その無

残な姿を見ると悲しさを通り越して怒りを覚えます。こうした不心得者は登山した記念か何かにするつもり

なのかどうか分かりませんがバチアタリの不届き者以外の何者でもないでしょう。 

繰り返しますが、登山のゴールはやはりなんと言っても山頂の三角点であり、これに触れることにこだわり

ます。さあまた三角点を探しにでかけようではありませんか！！ 

ペンリレー次回（第１２回）は山本康文さん（７６３３）に願いしました。次号をお楽しみに。 
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聞いています」と奥さんの話。前の岩壁は右に２０ｍ

巻いて、北に落ちないようにロープ使用で相当広い４

４０台地へ。ヤブの図根三角点が駄原城の詰城。その

先は猛烈な小竹。 

１２月、薩将逆瀬豊前守きて城代朝倉一玄は留守の

火縄を設置し、菅迫城へ移った。面白い新兵器で、長

い導火線に火をつけ時間をかけて爆発着火する仕掛け、

薩軍すは失火と討ち入ると城中もぬけのから。なにも

ない焦土。あとで一玄は援軍志賀掃部介（注１）とこ

れを包囲し奪還した。 

２．菅迫城 唯一の入り口は井手添・４２６南の水路

橋で東へ荒れ軽トラ道５００ｍで分岐駐車、右折数分

で城域４００台地。山主に聞いたそれらしきを確認、

遺構はすくない。地形図はきびしく、西しか入れない

要塞、薩軍はきていない。 

３．笹原目城 徳尾バス停西のヨ６０１に駐車。左へ

７０ｍ下り、記念碑右折、地形図の林道は崩壊地４度,

半周３５分で４６０台地 14.5”04.1”が主部。３００

ｍさき後世の家の廃虚あり、東端に田記号、遺構は不

明。ダム建設予定で測量の人たちと会ったが、この城

のことを知っていた。１２月、薩将白坂石見守きて城

番阿南惟秀は計略の降参でともに城にあったが、親次

軍攻めにきて石見守を討ち取った。 

４．南山城 白丹小から四辻を南折して１ｋｍ、左に

説明板を見て駐車。右の杉幼林の中を数分行くと２ｍ

高曲輪の主郭。地元の先生が不思議なトンネルを発見

した報告書（図書館）あり。水路でなく殿様の脱出用

か、佐藤が探検したが穴まではとどかず、惜しい史跡

が草の中。城主志賀鑑隆は城外に島津軍を迎え撃った

が、長子鎮隆は屋形木山で自害。落城しないので敵は

内応作戦、城兵同士が戦う悲惨。鑑隆は綱張城から日

田の津江へ逃げ、無情にも義統に処罰された。 

５．綱張城 その支城は県境の梅ノ木にトンネルと赤

い鳥居、町教委の城跡の白柱、城跡に観音様が祀られ

ていたが稲葉公園に移転という。ヤブを約１時間１周

してそう収穫なし。トンネルと道路がない時は東は

段々の切岸、西も切岸。でも中が広く小人数では防衛

できない。  

６．鬼ヶ城 岡城を

２０倍の大軍でも攻めかね、義弘は南山城や三船城（民

宿三船の東の植林の中）を落として朽網の山野城に停

滞し越冬。薩軍稲富新介は片ヶ瀬台地の戸次城（注２）

を落として駐屯。すぐ真北の鞍ヶ田尾の高圧塔下のク

ヌギ林の行燈山３４０から岡城３２０がまるみえ、ま

ず真下の滑瀬で戦い敗戦(写真）。２月薩軍主力が合流

して最後の攻撃、矢文で決戦を挑む。「渡河が難しいた

め、望み通りの決戦ができず残念、明日浅い渡り場を

教えるからいらっしゃい」と親次も敵に返礼。「麓は大

河みなぎり、渡るべきやう更になく、（島津史料）」  

鬼ヶ城の西南戦争の史跡がある赤座家の墓地が本陣

27.1"12.2”だろう。南下の給食センターの水路橋はダ

ム以前は浅く、「小渡牟礼の渡し」と呼ばれた 21.4” 

11.2”（写真）。ここ

が激戦地で薩軍は親次軍の鉄砲に負けた。「義弘や忠元

不在のしんがり軍の戦いにすぎない」と思う。 

（注１）「（鬼ヶ城戦でも活躍した大将）志賀掃部介は

親次の兄と言われ、親次に宗教や軍事で影響したとい

う。大友改易後、長崎志賀家の祖。掃部介＝志賀親成

（宗頓）の庄屋職を親次の子親勝は代々継いだらしい」

（志賀昭夫氏）。「親次は福島正則に仕え、のち牢人し

て病死 

34歳。由緒ある未亡人（田北鎮周の娘）は肥後に向か

い、子親勝も加藤忠広から細川忠利へ仕えて熊本志賀

家の祖、子孫は幕末まで継承した」（福川一徳氏、北村

清士氏）。＊２説を感謝して引用します。親次の位牌や

墓がないのは仕方ない。最後まで棄教しなかった。祖

父親守も歴戦の勇将、父道益は島津に内応し戦後親次

から処分された。４代目氏房も南北朝時代に活躍した。

親明や親家も立派だ。 

（注２）戸次城 仲村に史跡の石柱。鎧ヶ岳城の戸次

氏の流れだろう。初代は親続の城、４代にわたり片ヶ

瀬を支配、島津に落城。戸次統貞のとき宿敵入田宗和

の津賀牟礼城をとっている。この戸次氏は影がうすい。

（むなしい豊後侵攻） 

 ３月、家久軍は府内の曲の守岡小学校が本陣。義弘

本隊は野上城を撤退し、武宮陣から府内へ来た。秀長

や黒田軍が近い。三重松尾城で名門島津のプライドは

秀吉見下す激論の軍議のあと大雨の中撤退開始。追撃
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され何とか無事帰国、秀吉に降伏した。 

（注)特記すべきはその戦場のマナー。暇乞いの挨拶。

矢文で決戦場所指定。不思議な降伏；和睦兵と薩兵の

同居は捕虜として軟禁したのか、戦力に加えたか。竹

田の戦さは様子が違う。 島津戦は終わります。   （古

賀敏夫「大友宗麟」「城郭大系１６」「竹田」「桜町」） 

 

 

 

私の無名山ガイドブック NO５１ 

西 栂 目 と 宗 太 郎 

              飯 田 勝 之 

今回は国道１０号線の宗太郎峠付近の宮崎県との

県境に近い二つの三角点ピークを紹介してみよう。 

西栂目 

 ここは県境から登ることになる。県境の国道１０

号線添いに鐙川と切込川との合流地点がある。ここ

には大規模林道宇目小国線の起点がある。国道から

入るとすぐ先に切込橋があり、その橋のすぐ手前に

この林道起点の標識のあり、ここが登り口となる。

道の北側の道路擁壁の西の際から照葉樹の林の急斜

面にとりつく。入り口にわずかに踏み跡があるが、

後は不鮮明になる。しかし少し登ると急斜面にジグ

ザグにつけられた古い山道と出会う。国有林の巡視

路らしきかなり古い道で、丁寧にたどらないと逸れ

てしまうだろうが、これを頼りに急斜面をジグザグ

登りするとよい。２０分ほどの Z 字カーブのところ

で西に巻いていく道が分かれるが、鋭角に戻り気味

に東に登る。ジグザグの繰り返しで道路から約２５

分でコンタ２６０ｍの緩斜面に達する。ここから道

はほぼ稜線に沿って真っ直ぐになり、山頂へと続い

ている。左側は谷状に切れ落ちており、右もかなり

の急斜面である。稜線はさほど急ではなく、照葉樹

の林の中の心地よい登りである。そして登りがやや

急になり始めると頂上は近い。目印などを付けて登

ると良い。１０分余りの急登で登りついたところが

東西に長い山頂部の東に端で、そこに三角点がある。

なお最高地点はそこから３５０m ほど西北西に、照

葉樹の稜線を緩く登った地点にある。まわりは深い

照葉樹林の中で景色は期待できない。登りはよいが、

下りはほとんど風景が同じなので、少し方向を誤る

ととんでもないことになるので要注意。  

 

 

 

宗太郎 

 国道１０号のＪＲ宗太郎駅の入り口にある、嘘渕

橋の南たもとから、鐙川右岸に沿って入る荒れた林

道を伝うとよい。国道からヘヤピンカーブでＺ字形

に登っていき、さらに山腹をトラバースしながらこ

の林道は曲がりくねって登っていく。荒れた林道を

約１５分（約８００ｍ）で、大きく緩く右カーブす

る地点の左に、スギ林の中に岩礫の多い枯れ谷の急

斜面が上へ延びている。この谷に踏み込んで直登す

るのがよい。ガレ場の谷の植林地の急斜面を直登し

ていくと、ウラジロの多い小尾根に達するので、ウ

ラジロの真下を斜めに上に登るのがよい。ウラジロ

が薄くなったところから稜線に上り、西に向かって

登っていく。稜線にはわずかに踏み跡道がある。林

道から約４０分、傾斜が緩くなると南からの主稜線

と合流して稜線道はいっそう鮮明になる。やや北に

向きを変えて登ると露岩の多い小ピークが３７８ｍ

の標高点である。快適な稜線登りで緩く二度のアッ

プダウンののち、３８０ｍのピークを登り越す。わ

ずかに下って最後のやや長い登りで三角点のある稜

線上の小台地に達する。なお、下の林道を終点まで

行って、そのまま小稜線を突き上げると、三角点の

手前の３８０ｍピークに達することができ、三角点

に至ることもできるが時間的にはあまり変わらな

い。なお、地形図では国道を南に行くと鐙川と赤松

川との合流地点から稜線伝いに登る破線の道があ

り、稜線道は明瞭であるが、登山口の合流地点の渡

渉が多少やっかいである。 

 

 

参考タイム…国

道１０号→(１５

分)→林道よりと

りつき→(２５

分)→稜線→(２

５分)→三角点 

地形図…二万五

千・ 

参考タイム…切込橋→(２５分)→コンタ２６０ｍ

→（２５分）→三角点（地形図…二万五千・重岡） 
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  お 知 ら せ 

登山入門教室の開講 

昨年実施したトレッキング入門講座が大変好評でしたので、

今年は名前を変えて「登山入門教室」として開催することに

なりました。会員・会友の皆さん、知人・友人など登山の初

心者の受講を紹介して下さい。 

対象者 これから山登りを始めようという人や、山

登りを始めたばかりの人など登山初心者 

実施期間 ８月２８日（水）から１２月２２日（日）

座学講座 ８月２８日（水）から隔週水曜日実施  

４回 実践講座２回を実施 

講座の主な内容 ①山の装備や道具の上手な選び

方・使い方。②疲れない上手な山の登り方。③

失敗しない山登り計画の立て方。④いろいろな

山の紹介とそのルート。⑤山の天気の見方、備

え方。⑥山の地図の見方、磁石の使い方。⑦山

の病気やけがの備え方。⑧山で遭難しないため。

また遭難した時には等  々

受 講 料 ５，０００円（座学講座の４回分） 

定    員 ３０名 

座学講座の場所 「ホルトホール大分・２０１号室」  

実践講座 実際に山でキャンプしたり山小屋に泊ま

ったりして秋の山や冬山登山を体験する。 

 

第１２回青少年体験登山大会 

毎年夏休みの始まる最初の日曜日に実施してきま

したが、この時期の天候が不安定なため、今年から

秋に実施することになりました。会員・会友の皆さ

んには同行登山に参加して下さい。また、青少年を

始め一般の参加者も誘って下さい。 

月日…９月２２日（日） 

場所…牧ノ戸峠から久住山登山 

集合…午前７時大分駅南口集合（バスで牧ノ戸峠ま

で。なお牧ノ戸峠現地集合は８時半まで） 

参加費…１，０００円（青少年５００円） 

 

山の安全を祈る集い 

日 時 ８月５日（日曜）午前１１時 

場 所 久住御池避難小屋上の遭難慰霊碑前（雨天

等悪天候の場合は避難小屋で行います） 

行 事 遭難者の慰霊と登山の安全祈願 

趣 旨 今から８２年前（昭和５年８月）の九重山

で始めての遭難（若者２名死亡）がありました。

その遭難の慰霊碑の前で、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ための安全とざんを祈

願する集いを行います。（読経祈願、弘蔵岳久法華

院白水寺第２６代院主） 

主 催 公益社団法人日本山岳会東九州支部と法華

院温泉の共催 

参加対象 一般参加者募集 

参加方法 基本的に現地集合とする。 

※山を愛し、山に親しむたくさんの人たちが集って、

山の安全を考える一日としたいと考えています。 

 

月例山行のご案内 

8月月例山行 黒髪山(５１６m) 

日 時…８月１８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…８月１５日までに飯田勝之 

まで（0977-21-3437・090-2503-8409） 
 

９月月例山行 宝満山(８２９m) 

（福岡支部主催の九州５支部集会参加と併せて） 

日 時…９月２９日（日） 

出 発…２８日（土） 午後０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…９月１０日までに 

加藤支部長まで（097-543-0333・090-3607-7903） 

九州５支部集会について 

９月２８日（土）２９日(日） 

宿泊 ホテルグランディア大宰府 ２８日１４：００開会  

会費１３，０００円(懇親会、宿泊費) 

集会山行 ２９日・宝満山 

参加申し込み ９月月例山行と一緒に加藤支部長まで 

１０月月例山行 尾鈴山(1405.2m) 

日 時…１０月２６(土)２７日（日） 

出 発…１０月２６日(土) 午後１時出発 

集合場所…大分駅上野の森口広場  
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参加申込及問合わせ連絡先…１０月１９日までに興田勝幸 

まで（②0978-62-4351･090-9070-9407） 

１１月月例山行 多良岳(996m) 

日 時…１１月２４日(日)（予定） 

出 発…午前５時 

集合場所…大分駅上野の森口広場・リーダー安東 

第２回支部役員会の開催案内 

日 時…８月１９日（月）午後６時３０分より 

場 所…大分市「コンパルホール」３１０号室 

議 題…①登山入門教室について 

②青少年体験登山大会 

③３００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 

全国支部長会議 
加 藤 英 彦 

時・ 6月15日（土） 10時30分～ 

所・ 日本山岳会 104会議室 

1・尾上会長挨拶 

「私は、本日の総会を持って会長の任期終了ととも

に辞任する。4年間をふり返って御礼を申し上げる。

長かったようで短かった 4 年間全力で走ってきて、

おかげで何とか職責を全うできた。ＪＡＣは豊富な

人材があり、適材適所の人材で会の運営が出来た。

会長就任の時、会の復興と復権という命題のマニフ

ェストを提案したが、何とか光明が見えたと思って

いる。この路線を次の会長に引き継ぎたい。ＪＡＣ

のベースは支部の活性化である。その為に以下の 4

項についてお願いと提案をしたい。①各支部はルー

ムを持って欲しい。②支部主催の山行をどんどんや

って欲しい。③止まり木となるような、支部内での

同好会を作って欲しい。④対外的事業（公益的事業）

を支部主催で展開して欲しい。以上の４項をスムー

ズに行えば、必ず支部は活性化されるだろう。会員

が増加され、高齢化と減少に歯止めをかけることに

なる。この事を念頭に置いて、支部活動に邁進して

いただきたい。長い間ありがとうございました。」 

2・議題 新支部長紹介 

(1）１０支部の支部長交代の披露があり、其々より一

言の挨拶があった。 

(2）平成２５年度通常総会について（この後行われる

会議についての若干の説明があった。） 

(3）会費滞納除籍予定者について（予定者リストを配

布して説明があった。東九州支部は該当者なし） 

(4）各支部の事業報告（あらかじめまとめられた冊子

を配布。後にみておくようにと指示） 

(5）会務報告 

①平成２５年度支部への運営交付金、事業補助金の

支給について（25年５月末の支部在籍の会員数に

より配布、会費納入の有無は関係ない） 

②日本３００名山について、原稿の書き方などにつ

いて、10月頃までに本部へ 

③旅行業法に基づく「募集の手引きに」について。      

④「山の日」制定について。 

⑤新支部（群馬支部）設立準備について 

⑥Youth Clubについて。 

⑦子供ゆめ基金について。 

⑧その他 ホームページを開くパスワードについ

て。会員名簿の作成・発行について質問があった。 

 

平成２５年度通常総会 

加 藤 英 彦 

と き：6月１５日（土）15：00～ 
ところ：東京都千代田区六番町主婦会館プラザエフ 

１．尾上会長あいさつ～支部長会議に同じ 

２．議事 

(１) 第１号議案・平成２４年度事業報告（案）承認

の件 

(２) 第２号議案・平成２４年度収支決算報告（案）

承認の件 

(３) 第３号議案・平成25・26年度（理事、監事案）

承認の件 

（報告事項） 

① 平成２５年度事業計画および収支予算 

② その他 

事前に其々会員に郵送された、総会資料に基づいて

行われ若干の補足説明。総会は全ての案件が承認さ

れ、15：40閉会。 

その後、別室会議室で臨時理事会が総会で承認され

た新理事のもと開催された。そして新しい役員が選

出された。総会終了後引き続き、同場所において行

われた親睦会の途中に、新しく選出された新役員の

紹介があった。 
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本部役員 

・会 長 ： 森 武昭（9620） 

・副会長 ： 節田重節（6720） 

       黒川 恵（7547） 

       古野 淳（12194） 

・常務理事： 高原三平（7949） 

       吉川正幸（7345） 

       佐藤 守（13431） 

 そして新会長、副会長の一言ずつの新任のごあい

さつがあった。 

 我々九州５支部の支部長は、早々選任された新会

長のもとにあいさつに行き、そして９月２８日福岡

での九州5支部集会に、新会長が出席されるとの約

束を取り付けた。 

 

新入会員オリエンテーション 
と き ６月２８日（金）１８：００より 

ところ 大分市「コンパルホール」 

参加者 ８名（別にその直前に開かれた役員会の出

席役全員も同席） 

平成２３年１０月２３日に実施して以来２回目の

新入会員、会友オリエンテーション。 

・支部長あいさつに 

・オリエンテーション 

①日本山岳会・東九州支部とはどういう組織か（ど

んな活動をしているのか。その活動と会員・会友の

かかわりは。活動の経費はどうなっているのか） 

②会員・会友となってからの登山活動の楽しみ方（み

んなはどんな山登りをしているのか。山登りの楽し

みを深めるにはどうするのか。 

③会で山の仲間の輪を広げよう、など。 

そのあと会場を移して午後７時から「センチュリー

ホテル」で懇親会が開かれた。 

 

役 員 会 

第１回役員 

５月７日（水）１８：３０より「コンパルホール」 

出席者：加藤、甲斐、興田、飯田、阿南、木本、佐

藤、中野、下川、田所、星子、首藤 

報告 

・梅木前支部長追悼登山、（４／１４）２３名参加 

・月例山行（祖母山・４／２７）５名参加 

・研修登山（立山・５／２～７）１２名参加 

議題 

（１）２５年度事業計画の具体化 

（２）「３００名山」の取材について 

（５）その他 

第２回役員 

６月２８日（金）１７：００より「コンパルホール」 

出席者：加藤、甲斐、興田、飯田、木本、中野、下

川、田所、星子、首藤 

報告 

・月例山行（夏木山５／１９）８参加 

・スズタケ枯死調査（本谷山６／８）７名参加 

・支部長会議・本部総会（６／１５）支部長出席 

・月例山行（大崩山・6/22～23）１７名参加 

議題 

（１）登山入門教室実施計画 

（２）青少年体験登山大会実施計画 

（３）その他当面の行事等 

 

 

 

 

・ページ数に制約があるが、投稿者の気持ちを考え

ると文章を削れない。 

・投稿者に無理にお願いして短くして頂いたところ

が何カ所かあります。 

・投稿者の皆さん、すみませんでした。出して下さ

った原稿は全て載せるというのが、編集部の基本

的な姿勢です。 

・さあ夏山だ！みなさんの個人山行報告、お待ちし

ていますよ。 

 

 

公益社団法人日本山岳会東九州支部 
東 九 州 支 部 報  第６２号 
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