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第 12回青少年体験登山大会 
        園 田 暉 明 

当支部恒例の青少年体験登山大会が本年も、９月２２日

（日）久住山、牧の戸峠コースで行われた。参加者は小学

生やその家族、支部主催の登山入門教室受講者等に支部会

員・会友を加えた総勢７６名（過去最多タイ）であった。

本大会は例年、学校の夏休み最初の日曜日に行われていた

が、夏場特有の山の天候から雨に襲われることが、度々で

あったことから、本年は９月に繰り下げて実施したもので

あった。 

 本大会は青少年を始めとする多くの方々に、登山を通じ

て山登りの楽しさや自然とのふれあいを実感して頂き、結

果として山への理解がよりを深まることを願っての開催

である。 

当日は朝方少雨があったものの晴天に恵まれて、秋の九重

の山とのふれあいが深まった１日となった。 

 

 会話の弾む小学生 

 ２年ぶりの大会参加。朝空を見ると一面の雲で今年も雨

かと、晴れない気分で大分駅へ向かう。７時５分バス１台

で駅南口を出発。乗客は５０名位でほぼ満席。男女半々位、

高年齢者と小学生がほとんどである。大分ＩＣから高速道

に入ると、別府ＩＣ手前辺りから小雨となったが、湯布院

で一般道に出る頃には止んでいた。 

 私の後部座席には小学五年生の侑ちゃんと二年生の泉

君（名前は後で分かった）がおり、元気におしゃべり中。

私が山の役割について尋ねてみると二酸化炭素の吸収、保

水、木材の生産等の答えが直ぐに返ってきた。知識の豊富

なことに感心。一部に青空が戻ってきている牧ノ戸峠に、

９時少し前に到着。 

 

 組み分け、秋の気配 

 レストハウス横の広場に集合したところ、現地集合の方

約２０名も加わって大所帯となった。４、５年ぶりの山仲

間もおり、近況を語り合う。加藤支部長挨拶、佐藤（秀）

会員のリードで準備体操の後、各人が、参加することとな

る三つのコースを自由に選び、組み分けが行われる。 

 のんびり組は、最短距離で久住山往復となる一番楽なコ

ース、元気組は、のんびり組のコースの往路に星生山を加

えるコース、健脚組は、のんびり組のコースの往路に中岳

を、復路に星生山を加える一番きついコースである。 

 会員である私と下川さんは元気組のリーダー役を任さ

れ、私は先導役となる。我々元気組は１２名、高年令者ば

かりで年少者がいないのが寂しいが、なんと遠く東京から

参加のＩさんがいた。のんびり組が一番多く、健脚組が最

も少ない。 

 ９時１５分、健脚組、元気組、のんびり組の順に出発。

最初から沓掛山への急斜面で、落伍者が出てはいけないと

特に、ゆっくりと進み、しばらくで頂上部に出る。暑くな

った体に涼風が心地よく、全員から「気持ちがいー」の声。 

 谷越しに見渡す南面の樹木は青々として、秋の気配は全

く感じられない。それでも、沓掛山頂を少し下った窪地で

はコースの両側に群生する茅の穂がえび茶から白色に変

わっており、更に進んだ灌木地区ではコース沿いの楓の葉

がほんの一部赤く色づいていて、静かに秋が進行している

ことに気付く。 

 １０時１０分、扇が鼻分岐点手前のピーク（広場）に到

着、大休止。全員元気で水分や、あめ玉を補給していた。

のんびり組が追いついてきたのであわてて出発。 

 

 星生山頂へ、三点確保、  

  扇が鼻分岐からは緩やかな傾斜となり、草原の中のコー

ス。左手にはコースに沿って星生山がそそり立ち、シルエ

ットからも山頂南方部に鋸の歯状の険しい岩があるのが

分かる。星生山入口を示す標識が設置されてる地点付近か

ら、前方にピラミッド型をした久住山の山頂が見えだした

ところ、このコースが初めてという人たちが、神秘的に見

えるその姿に驚嘆の声。直進がのんびり組みのコースであ

るが、ここから左に折れ星生山へと向かう。直ぐに 小石

の多い急な登りとなり、段差の少ない箇所を選びながらゆ

っくりと登る。１５分程で尾根に出たが他の登山者は見あ

たらない。眼下ののんびり組と思われる集団に向かってヤ

ッホー。 

星生山頂には１０時５０分着。北面眼下の硫黄山は、噴気

により草木のない荒涼とした風景一色である。集合写真

            

（久住山頂での元気組） 
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の後直ぐに出発。星生崎に近づくにつれて、岩の連続とな

り厳しい箇所は巻きながら進むが、１箇所だけ迂回をせず

に岩に挑戦した。参加者から変化や緊張感もなくて物足り

ないと思われないために先導役としてとった行動である。

バランスをとるために両手や体全体を使って、岩にへばり

つきながら進む、いわゆる三点確保を必要とする箇所であ

ったが、登山教室受講中のＯさん等は初めての体験だと嬉

し顔。 

 

 山頂、下山、ハーモニカ演奏 

 星生崎から急斜面を下り、くじゅう分かれには１１時３

５分到着。ここからは久住山に向かう人の波。一面に小石

ばかりの最後の急斜面を喘ぎながら黙々と登り、予定時刻

の１２時１５分久住山頂に到着。他の２組は既に到着して

いた。黒山の人盛りで久住山の人気は相変わらずだ。 

  山頂はガスってなく景色も最高であったが、「阿蘇の涅

槃像」と言われ、南方に見えるはずの阿蘇五岳は雲により

見えなかった。組の集合写真を撮り１２時５５分下山開

始。ここで、法華院温泉に向かうという東京から参加のＯ

さんとお別れ。 

 

（久住山頂での健脚組） 

直ぐに、くじう分かれの避難小屋前広場に着き、久住山を

バックにゆっくり組と一緒に最後の集合写真。振り返る

と、久住山が青空に大きくそそり立っており、それも太陽

を背にして恰も後光が射しているように感じられて、その

荘厳さに心を打たれた。 

 広場から岩場を越えると、以後はゆっくりと高度を下げ

るだけの楽なコース。ゆったり気分で雑談等をしながらの

んびり組みとほぼ一緒に草原状の西千里を牧の戸に向か

う。沓掛の最後の階段状コースも無事に下って、１５時３

０分、全員が事故もなく牧の戸に到着。 

のんびり組到着の後、大分遅れて最後の星生山経由の健脚

組が到着した。支部長挨拶の後、バスに乗り帰路に就く。 

 会友の木山さんがハーモニカーで奏でる「青い山脈」「も

みじ」等の懐かしい曲に聞き入る。音楽が心地よく、私を

含めた数名が一緒にハミング。後の席の侑ちゃんと泉君に

今日の感想を尋ねたところ、来年も是非参加したいとの返

事。１年後に、成長したこの子等に再会するのが楽しみ。 

１７時１５分、大分駅着。解散。 

 

 

 

７月２７日(土)、７：００大分駅上野の森口出発、国道

５７号経由、熊本ＩＣより九州自動車道にて１１：０５人

吉ＩＣ着、国道２１９号、県道４３号にて上村榎田から榎

田林道、猪ノ子伏林道を白髪岳登山口へ１２：０５着。昼

食後、１２：３０出発、深い樹林帯を登ること約２０分で

１２：５０猪ノ子伏山頂(１２３３ｍ)、１３：４０三池神

社(１３９１ｍ)、１４：００白髪岳山頂(１４１７ｍ)着。 

白髪岳は熊本、宮崎との県境付近に東西に連なる山群

の最高峰で、冬季に人吉盆地から眺めると山頂一帯が樹氷

におおわれ白く見えるので、老人の髭にたとえて呼び名が

うまれたという。山頂は深い樹林帯を持つすばらしい山で

ある。昭和３５年白髪岳自然環境保護地域に指定されてい

る。 

下山は往路を戻り、１５：１５登山口着。国道３８８

号にて途中、夕食の食材を調達して１７：２５市房山キャ

ンプ場着。テント泊の計画であったが雲行きがあやしいの

で、リーダーの判断でロッジ泊に切り替えたことが正解

で、夜半の雨音は結構大きかった。夕食はボリウムいっぱ

いのすき焼きパーテイで盛り上がり、明日への栄気を養い

早々に就寝。 

 ７月２８(日)、５：００起床、すき焼きうどんで朝食を

すませ、７：００出発、林道終点より巨杉の参道を歩く。

参道の両側約１㎞にわったて続く杉は樹齢７００～８０

０年とも推定されている。４合目の市房神社で一同、安全

祈願の後、神社裏手の急坂より登る。 

 露出する木の根に苦労しながら登る。１０：００、８合

目着、雨が本降りとなり全員雨具着用。１０：４０山頂着

(１７２０、８ｍ)。山頂は広く、休憩に適しているがあい

にくの小雨模様のため視界は悪い。   

白髪岳・市房山 
７ 月 月 例 山 行 報 告 

塩 月 靖 浩  
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（市房山頂にて） 

早々に昼食をすませ１１：１５下山開始、往路を下り

１３：３０登山口着。熊本県の南、宮崎県との境にそびえ

る市房山には九州山地のなかでは豊かな自然が残り、古く

から「御岳さん」と呼ばれ、地元の県立人吉高校の校歌に

も「秀麗市房仰ぎみて気高き理想をかかげつつ～」と歌わ

れ、近郊の人々による御岳参りで賑わっているという。 

湯山温泉にて汗と疲れを流し帰路に着く。途中、人吉

城大手門前の酒蔵「繊月酒造」で試飲と買い物を楽しんだ

後は、運転手さんおまかせで２０：３０大分着。１５年振

りの市房山と白髪岳は思い出深い、楽しい山行でした。 

 

参加者…加藤、下川、久保、石川、遠江、岐部、柴田、塩

月 

 

 

 

 

 

 ８月１８日（日曜日）晴れ            

８：００分西光密寺出発～８：３０黒髪山頂（天童岩）着

８：５５発～９：３０見返峠～１０：４０： 青螺山頂（昼

食））１１：００発～見返峠１２：００～雌岩１２：１０

～１２：４５西光密寺着 

 

 午前５時大分駅上野森口広場を、中野さんの車で出発。

大分ＩＣから高速で佐賀県の武雄ＩＣへ、武雄市街地から

登山口のある山内町一の鳥居から林道の行き止まりまで

車で上る。終点の西光密寺前に駐車して黒髪山へ。 

石段道を登り、最初の分岐を黒髪神社へ寄り道。さら

にその上の、岩屋の中に祠のある白上神社にも寄り道。頂

上まで岩場やくさり場もあったが、登り始めて３０分で黒

髪山頂へつく。山頂の天童岩の上は３６０度の大展望。記

念撮影の後は、青螺山を目指す。 

（黒髪山山頂・天童岩の上で） 

今日の飯田さんの登山姿、半袖Ｔシャツ、半ズボン。

初めての山です。今日の山はそういう格好でいいという事

ですか？そうです、考え甘かったです。 

黒髪山から見返峠までどんどん下ります。又登らなけ

ればならないと思いながら、どんどん下ります。雄岩、雌

岩の岩峰を見ながら下りついたところが見返り峠。ここま

で３０分。ここから青螺山までの登り。岩場などの急登で

小さなピークに登りつき、ここが山頂かと思ったら少し下

ってまた本格的な登り。一時間ちょっとで頂上に着きまし

た。天気もよく頂上からの景色は最高でした。 

青螺山の山頂で弁当を開いて昼食をすませ、来た道を

引き返します。途中で見返峠の先で雌岩に寄り道して、天

童岩の直下まで長い登り返し。そこから西光密寺に下りま

した。 

里山の様な気持で軽く考えていたこと反省しました。

帰り、武雄温泉で汗を流し今日の山行も終わりました。今

回も又、初めての山に２つ登ることが出来ました。ありが

とうございました。 

 中野さん、４００Ｋｍの運転、お疲れ様でした。 

 

参加者…飯田・星子・中野・牧野・池辺 

 

 

 

 

黒 髪 山 ・ 青 螺 山 
8 月 月 例 山 行 報 告 

池 辺 明 美  
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1957年に福岡と熊本が支部を立ち上げ、1960年に東九

州支部、1985年に宮崎支部、2000年に北九州支部が設立

された。九州に五支部が出来てから13年目になるという

ことだ。 

 各支部順番に持ち回りで行われる九州五支部懇談会。今

回は福岡支部が担当となっている。９月２８日（土）、大

分を午前１１時前に出発し、別府ＳＡで待ち合わせの飯田

さん達と、山田ＳＡでは星子さん達と合流。ここで昼食を

すませて車三台で、翌日登る大宰府天満宮の奥、宝満山の

麓にあるホテルに向かった。 

 ホテルグランティア太宰府に午後１時過ぎに到着。受付

をすませて、待ち合わせの部屋で２時からのチェックイン

を待つ。部屋に入って荷物を置き、２時３０分から五支部

懇談会の開始。 

中馬福岡支部長の挨拶があり、そのあと来賓として出

席した、今年の定期総会で本部の会長に就任したばかり

の、森武昭会長が挨拶。日本山岳会の活性化の基礎は支部

にあり、会員の若返りや活動の活性化を支部の段階で是非

がんばって欲しいと挨拶した。そのあと、五支部の各支部

長が、五分間の近況報告（時間をオーバーする支部長もあ

った）。 

記念講演は太宰府市文化ふれあい館長でＪＡＣ福岡支

部会員でもある小西信二氏の「宝満山の国史跡指定につい

て」で、宝満山全体が史跡として指定される予定のことと、

史跡の主な場所やその内容などについて説明があった。 

そのあと１時間の休憩で、この間に温泉に浸かり、午

（東九州支部の余興・宇目の唄げんかを歌う） 

後６時から懇親会の幕が上がった。宴たけなわでは各支部

が順番で出しもの（余興）披露。東九州支部は「宇目の唄

げんか」を、座布団を赤ちゃんに仕立てて抱いて、みんな

でうたった。最後は参加者全員で坊ゲツル賛歌をうたって

盛り上がり、おおいに親交を深め、其々の夢路に旅立った。 

 ２９日（日）午前7時から食事、８時半にホテルから、

四王寺山歴史ハイキングコースに参加する組と、宝満山登

山の組と、自由散策コース組に分かれて其々の目的地へ出

発。宝満山登山組は竈神社登山口を９時過ぎに出発。前夜

講演した小西信二福岡支部会員の先導で、道々説明を受け

ながら登る。最初から最後まで石段続きの道は標高の割に

はけっこうきつい。途中、３・４〇分おきに休憩を入れて

くれる。 

百段がんきの石段を登れば山頂はだいぶん近まる。お

昼前に最後の石段の登りで山頂到着。ちょうどそのころ小

雨が降り出し、写真撮影後急いで山頂直下の宝満山キャン

プセンターにかけこむ。そしてセンターの中で昼食。 

（宝満山山頂に） 

まだ小雨のぱらつく中、午後１時前に下山開始。しか

し途中で雨は上がる。一の鳥居から林道歩きで、途中で安

西宝塔あとに立ち寄って、さらに登山口にある「山の図書

館」（九州登山情報センター）で四皇子山ハイキング組と

合流して、中でお茶をご馳走になり、館長の説明を受ける。 

 宝満山の歴史を垣間見た今回の登山で、この地を守る

人々の情熱に触れ、家庭も国家も、そしてこの惑星の行く

末は、一人一人の人間に任されているものだと実感させら

れた。 

 

参加者…加藤・星子・飯田・遠江・渡辺・中野・宮原

（宝満山組）・首藤・西・小竹（四王寺山組） 

九州五支部懇談会と

宝満山 
   ９月 例 山 行 報 告 

中 野   稔 
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■ 日時…８月４日（日）午前１１時 

■ 場所…久住御池避難小屋上の遭難慰霊碑前 

■ 趣旨…今から８３年前（１９３０年・昭和５年８月）

九重山で初めての遭難事故があった。その慰霊碑の前

で、九重山を始めとした多くの遭難者の慰霊を行うと

共に、これからの山の安全を祈る、という趣旨から毎

年８月第一日曜日に行うこととなって今年で３回目。

なお、この行事は、法華院山荘の年中行事の一つとし

ても位置づけられている。 

はじめに、遭難碑探しから今日までの経緯について報告し

たい。 

 

(慰霊碑前で・８月４日) 

①_私が遭難碑探しにかかわったのが今から４年前の平成２２

年４月１８日。加藤英彦さん中心の山仲間と、前年１１月

に改修されたばかりの「池の小屋」を訪れ、悪天候の中で

周辺を探すも残念ながら慰霊碑を見つけることが出来な

かった。 

② 続いて６月２０日、ひこさんクラブの３名（加藤英彦、中

島洋祐、下川幸一）で濃霧で視界不良、強風雨の悪条件の

中「池の小屋」周辺を探すも全く見つからない。あきらめ

かけたが小屋の西側の小高い丘あたりで先頭の加藤さん

が「あったゾ！！」の大声。ついに念願の遭難碑を発見し

た。８０年前建立の石碑は、前面に張りつけていた文字入

りの部分がうつぶせに倒れており、長い年月で風化して文

字がほとんど判読できない。サイズは縦１３０㎝、横２０

０㎝、厚さ１５㎝、重さは推定約７００キロの火山岩と思

われる。  

 ３人で山小屋からの距離を巻尺で計り、西の方角２４

０m、高度１，７４８m のピークの位置を確認する。そ

の後３人は風雨の激しい中下山し、昭和３７年１月に７

人の遭難事故のあった北千里が浜で、本日２つ目の遭難

碑に参拝し山の安全を祈った。 

③ ７月１０日、山のいで湯愛好会の加藤英彦、狭間渉、高

瀬正人さん、下川の４名で、遭難慰霊碑修復のための現

地調査登山を行う。慰霊碑の正確な寸法、推定重量をチ

ェックし、今後の修復方法の話し合いをする。この時、

石碑が前に倒れて、正面の文字が下になっているのが判

明する。後で聞いた話であるが、７月１７日、１８日の

２日間、山のいで湯愛好会の狭間・高瀬両名がジャッキ、

ポールの重い機材を運び上げ、法華院温泉山荘の応援を

いただきながら石碑を元通りに起こすという信じられ

ない大作業を行っている。 

④ ７月２４日、加藤夫妻、狭間、高瀬、塩月、久保、下川

の７名で遭難慰霊碑の完全修復と機材の片付けを行っ

た。牧の戸峠に全員集合し、現地に到着。慰霊碑が正面

に起きており、文字もマークもはっきりわかり一同大感

激。早速、太い強力な針金で後ろの岩に固定する。石碑

の前面に石を敷きつめ、残った木の角材を池の小屋へ運

び、修復作業が完了した。石碑の前に生花、酒、果物の

御供えを飾り、８０年前の遭難事故の犠牲者の冥福を祈

る。各自重い機材をザックに差し込み、牧の戸峠までゆ

っくり下っていった。 

⑤ 平成２２年８月８日（日）。８０年前の遭難事故の廣崎

秀雄、渡邊邦彦氏八十回忌法要が、東九州支部会員・会

友、山のいで湯愛好会、山岳連盟他多くの山仲間４０名

が参列して行われた。法華院温泉山荘の弘蔵岳久さんが

読経し、焼香で犠牲者の冥福を祈り、山の安全を誓った。

なお、当日は神事の直前に激しい風雨となり、近くの「池

の避難小屋」に急遽変更となる。８０年前の遭難事故の

翌年に建てられた避難小屋での八十回法要にはなぜか

運命を感じさせるものがあった。 

⑥ 平成２３年８月７日（日）。九重の遭難事故を無くそう

と願いで、法華院山荘の弘蔵岳久氏と、東九州支部が合

同で８月第一日曜日を「九重慰霊の日」とし、恒例の行

事にしようと言うことになり、支部の総会でこの行事を

「山の安全を祈る集い」として、広く一般の登山者にも

参加を呼びかけたのもにすることを決めた。そそ最初の

行事である。昨年と同様朝から濃霧で視界不良となり、

慰霊碑前は強風のため、一昨年１１月に復活した石造り

山の安全を祈る集

い：九重慰霊の日とそ

の顛末 
      下 川 幸 一 
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の「池の避難小屋」に場所を移し、法要を行った。 

⑦ 平成２４年８月５日（日）。朝から台風１１号の影響で

今にも雨が降り出しそうな空模様。途中から雨まじりの

風雨が段々と強くなり、すがもり小屋集合時は、更に風

雨が強烈となり、急遽会場を法華院観音堂に変更し、十

一面観音様の前にて読経、焼香をし安全を祈った。 

⑧ 平成２５年８月４日（日）。連日の猛暑が嘘の様に、前

日から雲が広がり、本日は朝から小雨となってきた。牧

の戸峠登山口に８時３０分に集合し、全員雨具をつけて

８時４０分出発。途中から風雨が強くなり、慰霊碑前に

到着した１０時４５分には濃霧で視界不良、横殴りの吹

きすさぶ風雨となっていた。法要は近くの「池の避難小

屋」に急遽変更する。 

１１時に僧侶でもある法華院温泉山荘の弘蔵岳久氏の

読経で法要が始まり、全員の焼香で安全祈願した。その

後、真っ暗な山小屋で慌ただしく昼食をとっていると、

突然女子高校生のグループが飛び込んできた。聞いてみ

ると、本日は「全国高校総体（北部九州総体、インター

ハイ）」の第５７回全国高校登山大会の３日目。男子は

久住山、女子は中岳コースを、本日の厳しい悪天候の中

競技しているとのこと。途中、体調不良のチームが中岳

ふもとの「池の小屋」に来たらしい。疲労困憊ですぐ横

になった子もおり、スイカ・みかん・ゼリー等を差し入

れし励ました。 

今年で４回目となった「山の安全を祈る集い」だが、

毎回悪天候に見舞われ何かの因縁を感じる。不思議な８

月の第一日曜日なのである。 

 

 【参加者３０名】（会員）加藤、興田、木本、塩月、下

川、（会友）渡辺(千)、渡辺(和)、宮原、大園、その

他会員外一般参加者、他山岳関係者 

 

 

６月の調査に続けて第２回目の調査である。予定日は１

０月５日（土）とすでに４ヶ月前から決まっていた。とこ

ろがその日は台風２５号が日本の南岸をうかがっていて、

数日前からの予報ではほとんど確実に雨である。 

実施の日が迫った、二日前、調査の主宰者である生野

喜和人先生から電話がかかった。「どうするかなぁ。天気

が良うねえごたんが」「天気はようねえけんど、調査がで

きんほどじゃないと思いますよ」「そうかなぁ」「今月は、

うちの支部は週末ごとにいろいろ行事があって、６日を延

ばしたら後はずっと日程がとれんのですが」「そうかえ」

「少しぐらいの雨じ出来んことはないでしょう？」「あん

たどうが頑張ちくるら出けんこたぁねえがなぁ」「先生、

やりもしょうよ。この時期の山は、天気が変わりやしいし、

少しぐれん雨が降ってん、動きがつかんごたぁならんち思

いますよ」「そうかえ、あんたどうがついちくるら、わし

らも安心じゃきなぁ」「ほんない先生、特別天気が悪うな

らん限り実施ということで、朝７時に緒方の原尻の滝集合

でしたねぇ」「ああ、いいで。いつもんとおりじゃ」「は

い、わかりました」「ほんない、頼むで」などというやり

とりで決定。 

小雨の降る中、６日午前７時に緒方町の「道の駅・原

尻の滝」に東九州支部会員７名、植物研究会の関係者８名

が顔をそろえる。生野先生から今日の調査について話があ

る。特に今日の調査に追加したいのは、登山道脇の倒木や

立ち枯れの木の大きさを測って欲しいとのことである。 

天気も良くないので急いで事を運ぼうと衆議一決で、

すぐに尾平越へと出発する。トンネルを抜けて宮崎県に入

ったところの駐車場に着くと、雨具をつけて、ザックカバ

ーを装着する。朝から降り続く小雨は、相変わらずである。 

８時前、雨の中出発、尾平越の稜線めざして、みんな

黙々と登っていく。生野先生とつき添いのもう一人は後か

ら登る。９時に稜線に登り着くと、雨はさほどではないが、

北からの風が強い。ここから稜線を調査地点まで登るのだ

が、登りながら今日の新しい調査開始。メジャーを持った

数人が、道沿いに無数にある倒木や立ち枯れの、直径を計

りながら進む。「立ち枯れ２５ｃｍ」「倒木４５ｃｍ」倒

木１７ｃｍ」「これは大きい、立ち枯れ７５ｃｍ」など次々

に声を上げる。記録する高野先生が、雨に濡れても良いメ

モ紙とペンでいちいち克明にメモしていく。 

北風に吹かれて横殴りの小雨の中を、枯れ木の調査を

しながら上っていく。すたすた登れば雨でも１時間足らず

で調査地点につけるが、枯れ木の計測をしながらの登りで

けっこう時間がかかる。 

午前１０時半過ぎに、尾平越の稜線から約1.9ｋｍ、標

高1,400ｍの調査地点に着いた。ネットで囲っている、そ

の中と外の違いが、６月の調査時より明らかだ。中の笹は

伸びて茂っているが、囲いの外はほとんどの笹が新芽の部

分を鹿に食いちぎられているのが分かる。それを数値的に

記録するのがこの調査の目的でもある。 

ス ズ タ ケ 枯 死 状 況 調査 
第二回 

飯 田 勝 之 
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前回同様に、まずネットの中から調査。横２０ｍ、奥

行き１５ｍ四方のネットの中を５ｍ四方の枡に区分し、全

部で1２枡。その枡の一つおきに全６枡を調査する。その

５ｍ四方の中をさらに５０ｃｍ四方の小枡に切って、その

枡の角にある笹の背丈を一本ずつ測る。横に張った目盛り

のついた縄に沿って、６名ほどが横に並んで角の笹の背丈

を測る。という、前回同様の実に根気のいる作業だが、み

んなもう要領が頭に入っているので、作業は最初の時より

進行が早い。それに何よりも、絶えず後ろから吹き付ける

冷たい風と小雨で、登っている時には感じなかったが、作

業をしているうちに次第に寒くなり、みんな作業を一刻も

早く終わらせようという気持ちで一致している。 

（風雨の中の調査作業） 

ネットの中の調査が終わったのが１２時過ぎで、天気が

良ければここで昼食休憩とするところだが、寒いので続け

てネットの外も終えて、昼食は下山後にしようと決まる。

ネットの外は笹がまばらなので調査の効率が早い。１時過

ぎに終了。終わればもう、長居は無用。みんな急ぎ足で下

山開始。しかし、すっかり濡れた山道は滑りやすい。転ば

ないように、滑らないように細心の注意をしながら、そし

て急ぎ足の下山だ。 

２時過ぎに尾平トンネル口に下山。今日の作業の若干

の総括と、次回は来年の６月の第一土曜日（６月７日）実

施を確約して現地解散となる。ＪＡＣ一行は緒方の原尻の

滝道の駅で暖かな食事をして解散となった。 

 

参加者…加藤、首藤、下川、渡部、中島、宮原、飯田

枯木の測定の様子 

１９日（土）午前１０時、合宿の食糧の買い出しをする

ために大分駅南口に４人集合。まず肉屋で今夜のすき焼き

や鍋の牛と豚の肉を買い、スーパーマーケットで野菜や調

味料やお米などを買い込み、１１時過ぎに久住高原目指し

て出発。気になるのは天気で、予報では今日、明日とも曇

と雨だ。 

登山口の一番水手前の広場に１２時過ぎに到着。先着

の５人が待っていた。買い込んだ食料をみんなで手分けし

てザックに詰め込み、１２時半過ぎに一番水を出発。空模

様は、山に入れば雨も覚悟していたが、どうやらその心配

もしばらくなさそうだ。 

枯れ沢を越えて沢の左岸を登っていく道は、４０年以

上の昔、くたみ別れから小倉峠まで下った思い出がある道

だが、この道は一時は完全に廃道になっていたが近年整備

さている。横の枯れ沢は鍋割り坂を源流として、流れ下れ

ば芹川となり大分川となるが、この沢のすぐ西の、牧野の

中の小沢は境川となり久住川となり大野川となる。同じ所

に降った雨がわずか十数ｍ離れただけでまったく違う川

の水となるのだ。まるで人の人生を思わせるものがある。 

 林が突然明るくなったら、辺り一面サクラの林。十数年

前に植栽された山桜で、四千本を超すと聞いているがよく

手入れされている。その桜の園の最奥がくたみ別れだ。そ

こからスギ林の中の登りが始まる。九州自然歩道として、

木で組まれた階段や石畳などで一度はきれいに整備され

ていたこの道も、今はかなり荒れてしまっている。くたみ

別れから約５０分の登りで鍋割坂の峠に着く。わずかに下

れば佐渡ヶ窪で、ここもかっては湿原で、泥炭地の中に木

道が敷かれていたが、鳴子岳の斜面の崩壊が泥炭地のかに

土砂を流し込み、年々積み重なった土砂で湿地はすっかり

堅くなってしまっている。 

ノリウツギの林の中をゆっくり登り返せば鉾立峠だ。

坊ヶツルと目指すあせび小屋が下方に見えている。清掃登

山で道々、見渡しながら登ってきたが、ほとんどゴミは見

あたらなくて、私は小さなお菓子の紙とビニールテープ

２，３個だけ見つけた。 

木立の中をひと下りで１５時過ぎ、法華院に着く。こ

こであせび小屋の鍵を借る。心配していた空模様はどうに

か持ちこたえた。それどころか、雲が上がって大船山や平

治岳が淡く色づいて、雨上がりのしっとりとした潤いを帯

びた景色が、枯れススキの坊ヶツルの原野の風景とマッチ

あせび小屋合宿と清掃登山 
飯 田 勝 之 
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して幻想的だ。 

小屋につくとまずすき焼きや鍋の準備だ。タマネギの

皮をむいたり、ダイコンやニンジンを刻んだり、ハクサイ

やネギを切ったり、鍋を洗ったり、男たちの作業は全て紅

一点の遠江女史の指図による。一通り準備が終わると男た

ちは法華院の温泉に入りに行く。これも遠江女史の指揮に

よる。その間にすき焼きなどの準備を整えるとのことだ。 

風呂から帰ってみるとなるほど、もう食べる準備も整

っている。乾杯で合宿の宴会開始。風呂上あがりに美味し

いビールで喉が鳴る。美味しいすき焼きに舌つづみ。焼酎

やお酒も・・・。すき焼きが終われば鍋だ。これも美味し

い。たっぷりと飲んで、たっぷりと食べて、宴たけなわは

合唱の時間。加藤支部長のハーモニカ、小屋に備え付けの

山の唄の本を手にみんなで合唱。最初のページから順番に

うたう。その後もいろいろな唄、うた・・・そして終宴。

（あせび小屋の中で） 

酔っぱらって寝た耳にも、夜中の屋根をたたく雨音を

聞いていた。朝には雨は止んでいたが、今にも降り出しそ

うな空模様だ。熱いごはんとみそ汁。炊きたてで美味しい

けど、ごはんはいっぱい炊いているので、弁当を詰めても

かなり残っており、みんなそれを無理に腹に詰め込む。 

掃除して。後始末をして午前８時半、小屋を辞する。

午前９時過ぎ、鉾立峠に着くと、朝大分を発った久保、岐

部支部員が待っていた。峠は冷たい風に小雨混じり。雨具

を着ると暑いし、着らなければ濡れそうだし。迷いながら

も私は雨具の上下を着る。 

峠から白口岳に向けて直登の道だ。この道も年々荒れ

て、何度もルートが作り替えられて今の道になっている。

登るにつれて霧が明るくなっていき、登っていくと暑くな

り、途中で雨具を脱ぐ。１０時３０分、白口岳山頂に着く。

あたりはすっかり霧の中だ。宇佐から来たという一人の男

性に全員集合写真のシャッターを切ってもらう。 

鳴子山の鞍部に下り、稲星山にピストンする組とそこ

で待機する組とに別れ、私は他の３人と一緒にそこに残っ

(白口岳山頂にて) 

て休憩し、弁当を開く。１時間ほどたって引き返してきた

組が昼食を終えるのを待って下山開始。１２時だ。 

本山道を展望台に向かって下る。この道もすっかり荒

れている。もともと足場の悪いところにつけられた道だ

が、土が雨で洗い流され、深くえぐれて岩だけがむき出し

になっている。下り初めてすぐに、その足場の悪いところ

で３０人ほどの団体が登ってくるのに出会い、道を譲るの

に一苦労。佐賀県から来た団体で牧ノ戸へ下るとのこと

だ。みんな、我々と同じ高年者で女性が圧倒的に多かった。 

清掃登山。最近はゴミもあまり見かけなくなったよう

だが、それでも下りながら見ているとけっこうある。プラ

スチック、ビニール、空き缶、発泡スチロールのたぐいが

断片的にある。私は木々の枝や幹に無数につけられている

ビニールテープ類の撤去をしながら下った。これらの目印

は実に目障りで、古くなったら地に落ちて、それからは何

百年も腐らないのだ。それらの目印を、特に上り下りに道

を間違えそうなところ以外はすべて撤去しながら下った。 

展望台に下りついたのは１４時４０分。下山後は久住

高原の温泉に入って帰途につく。気にしていた雨はほとん

ど心配無用の二日間で良かった。山のもみじにはまだ少し

早い時期だったが、大船、平治の山腹や、本山道の下りに

見た岸壁など、まだ青い葉と、やっと色づき始めた葉とが

微妙な取り合わせである。いつもながら四季折々の、その

時々の山の美しさを味わうことができた。 

 

参加者…加藤、飯田、園田、木本、下川、中島、遠江、

渡辺、宮原、２０日の参加者…久保、岐部 
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｢山の日｣制定議員連盟(第１０回総会) 

くじゅう連山「山の日」研修会に参加して        

加 藤 英 彦 

国民の祝日として「山の日」制定を目指す、超党派の国会

議員連盟が１０月１１日、九重町長者原星生ホテルにて開か

れた。議連の会長・衛藤征四郎議員の発案によるこの会が九

重山で開かれるとの連絡が入り、急遽参加した。司会を議連

の神田議員が取り仕切る中、衛藤会長の挨拶に始まり、山岳

会本部より参加の「山の日制定協議会代表幹事」の成川隆顕

氏が冒頭のご挨拶とこれまでの経過報告をし、来賓の玖珠町

長、九重町長、玖珠森林管理署長、そして最後に山岳５団体

を代表して私が指名され挨拶をしてミーティングに入った。 

参加者は約60名、地元議員や大分県山岳連盟関係者、日本

山岳会東九州支部（４人）、北九州支部（１人）そして地元

九重の自然を守る会の会員等であった。様々 な意見が出され、

それはそれで有意義な会となった。最後その山の日を「６月

の第1日曜日」にしたいとう提案があった。 

６月第1 日曜日は、６１年前から続いているくじゅう山開

きの日である。大分の山関係者にとってはその日は、抵抗な

く受け入れられる日ではなかろうかと思った。そして環境省

くじゅう自然保護管からスライドを交えて阿蘇くじゅう国立

公園の現状の説明があった。 

そのあと、懇親会で座は大いに盛り上がった。九重山の麓

で行われたこのミーティングはそれなりに有意義ではあった

が、もっとマスコミやあらゆるメディアを通じて「山の日」

制定の意義を国民的な関心事としてＰＲしていく必要がある

と思った。尚、翌日は好転のもと本部よりの成川さんと木本

会員で、涌蓋山に登って九重の山々 のパノラマを楽しんだあ

と成川さんを大分空港まで送った。  

参加者…本部…成川、東九州支部・首藤，興田、加藤、木本、 

北九州支部・山田 

 

(タウンミーティング・１０月１１日星生ホテルにて) 

個 人 投 稿 
 

より安全な登山のために No１０ 

安 東 桂 三 （9193） 

この支部報が支部会員会友の皆さまに届くころには、気候

も安定し、過ごしやすくなっていると思います。今年は梅雨

前線がはっきりしないのに梅雨入りとなり、梅雨明けも関東

以北はあったのかなかったのか。大分では梅雨時期の雨量は

少なく、夏になれば連日の酷暑、気温は３９度とか。そして

晩夏になるとあちこちでゲリラ豪雨。とにかく天候異常。 

その暑い夏にはハチが繁殖し、あちこちに大きな巣を作り

ました。気温が高いとハチの活動が活発になると言われてい

ます。また、ハチの餌となる昆虫も活動が活発となり、餌も

多いと言う事です。 

 ８月２１日に国東半島の付け根にある津波戸山に登りに行

きました。宮崎県から、鎖場の通過のトレーニングをしたい

と言うことで、大分にやってきた十数名のガイドを引き受け

たのです。向野の駐車場から民家の間の道を歩いて登山口へ

向かいました。そこで案内板にあるルート図を説明している

と、アブが頭の回りにいたので追い払おうと帽子をとったと

ころ、一匹のアブが私の頭に突進、髪の毛をかき分けて、チ

クリと一発。私は素手でそのアブをつかみ地面にたたきつけ、

踏みつぶしました。良く見たところアブではなくハチ。たぶ

んアシナガハチと思いました。昆虫に詳しくありませんが、

スズメハチではなさそうなので、アシナガハチと言う事にし

ました。さされた頭は痛くズキンズキンとして、病院に行く

べきかとも思いましたがしばらく様子見。１０分たってもシ

ョックは起こらないし、たぶん大丈夫と推察。宮崎からの登

山者にビラフェラータ式の確保技術、ムンターヒッチを使っ

た懸垂下降の講習のあと、津波戸山の鎖場を使って、登山し

ながら講習をしました。が、頭はガンガンし、少し腫れてい

るようす。途中で手ぬぐいを湿らせ、頭にくくりつけました。

山行中、夕立ちもありましたが、無事に登山は終了しました。

しかし、頭の方は２日間はガンガンし、大変でした。 

 私のザックの中には、ポイズンリムーバー（写真あり）と

言う登山用品が、いつも装備品として入っています。これは、

虫などに刺された場合、その毒を吸引するものです。簡単に

言えば注射器の様なもので、注射器とは逆に、吸い出すこと

が出来るものです。が、今回は刺された場所が頭ということ

で髪の毛があるため、それが使用できませんでした。私は、

過去に二度ほど登山中のハチ被害に、メンバーに対して使用

したことがあります。 
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 まずハチに刺されたら毒の吸い出し、刺されたところを冷

やす、安静、水分を摂取する、ゆっくり呼吸をする、ステロ

イド剤を塗る、必要であればエピペン（エピネフリン）を注

射、病院へ搬送。このようなことが必要と思われますが、山

中であれば、何も知らない集団であれば虫さされ軟膏を塗る

くらいでしょうか。 

 年間、スズメハチなどによるショック死は、国内で毎年30

～70件程あると言われています。マムシなどよりも、死亡者

が多い。このショック死はハチ毒によるアナフィラキシ―シ

ョックです。ハチに刺されて１０分位で６割が亡くなり、１

時間以内に９割が亡くなります。このアナフィラキシ―ショ

ックに対してエピペンを使います。 

 この頃では食物アレルギーの児童が多く、家庭でもその児

童のためにエピペンを常備している例もあります。今年の夏

は猛暑で、メディアでもハチに注意と警告をしていました。

ハチに注意と言っても我々 は山に行くわけですから、対策と

してハチを刺激しないとか、ハチの特性を知るとかが必要で

す。 

 ハチが棲んでいそうなところは静かに歩く。ストックで、

枯木をたたかない。白や黄色のウェアーを着る。長袖、長ズ

ボンを着用する。化粧品の匂いに気をつける（ハチの好きな

匂いがあるそうです）。ジュース缶の処理を完全に。ハチに

襲われたら、走って逃げる（身を低くして）。ハチに襲われ

たら、殺虫スプレーをかける（持っていたらの場合）。同行

の山仲間に『私はハチ毒アレルギーだ』と伝えておく。私が

思いつくのは、これくらいでしょうか。 

（写真のキャプション・ポイズンリムーバー（左がポイズン

リムーバー、カナビラと同じ位の大きさ） 

アウトドアショップで1000円～2500円程度で購入出来る。

パーティに最低一個は、ほしい。） 

 

 

 ペ ン リ レー・第１２回 

初めての海外登山の雑感    

 山 本 康 文 (7633) 

 2011年7月初めて、海外の山に登ることが出来た。それも一番行きたかった、ヨーロッパの山である。2011

年の日本山岳会の会報（山）四月号のインフォメーションに、集会委員会の特別企画で案内がのっていた。 

 読むとヨーロッパ、オーストリアの最高峰と、スロヴェニアの最高峰を登るとある。しかも時期が最も私がぬ

けやすい、月日であった。さっそく申し込みをして行くことにした。7月まで数ヶ月あるので、暇を見ては装備

のみなおしをした。最近は夏山しか登ってないので、頭の切り替えに時間がかかった。靴とかアイゼン等、特に

アイゼンは昔の鉄アイゼンで、久し振りに見たらさびて重たかった。さっそくアイゼンは12本爪にした。ピッ

ケルもキャリーバッグにはいる長さの物にした。 

 オーストリアの最高峰はグロースグッロクナー（3797ｍ）、スロヴェニアの最高峰はトリグラウ（2864ｍ）

である。定員20名のところようやく6名あつまり、旅行が成り立ったそうである。 

 成田よりオーストリアの都ウィーンに着き乗り継ぎでインスブルックに到着、三方を山にかこまれた町であ

る。迎えの車でホテルまで行く途中の景色をみると、スキー場だらけであった。又、どの家も花を窓の外に向け

て飾っていて綺麗であった。 

 一日目に泊まるキッツビールの町は小さな町であったが、日本のデパートにある有名ブランドの店が多くあっ

た（フェラガモとかヴィトン）。又この町はアルペンスキーの王者トニー・ライザ―の故郷である。翌日、登山 
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    三角点と山城探検シリーズ 第8回 

話は大友滅亡の404年前に戻ります。今回の主役は大野荘領

主猛将大野泰基、大友守護豊後国下向に激怒「神角寺の乱」、

建久七年春の１ヶ月間の激戦、一門の尊敬する緒方三郎惟栄 

（よし）の書状をみて大野九郎泰基自決す。 

 豊後の英雄緒方惟栄は源義経に味方して、源頼朝は惟栄を 

流罪にした。頼朝は豊後国を許せなかった。その機会をとらえ 

た。主不在の豊後国には大野九郎泰基がいた。1196年、頼朝 

は古庄四郎重吉を豊後に派遣した。豊後国乗っ取りである。古 

庄軍は浜脇に上陸して立石に陣をはった。豊後勢は高崎山に一 

族の阿南惟家を配した。だがこの急造の高崎砦を突破されたて、敵軍

は大野川沿いに大野へ来た。 

高崎山城 銭瓶峠から改修された林道に入り、快適なハイクコ 

ースだ。西へ方向が変わり、３０ｍも行くと、敵を誘いこむワ 

ナの「枡形」のあった大手門跡。登山道を離れて植林に入れば 

宗麟が島津軍に備えて増強した、土塁・堀切・虎口・曲輪など 

の第二主郭の遺構が容易に見られる。大友氏時が南北朝時代に 

菊池武光と戦ったが、三角点のある主郭は大体氏時当時のまま 

である。石積みの狼煙穴は外国船の脅威の近世のものだ。 

神角寺 大友軍は次に神角寺砦攻略のため、攻めやすい大野 

原（酒井寺）に布陣した。豊後の大野勢は神角寺砦につなが 

る要害市万田に布陣した。神角寺の東南東の真新しい三等三角 

点酒井寺(676.6)の横に長い土塁をみた。この尾根は高城を経 

て酒井寺に落ちる。 

高 城「朝地」の小城・３８０と大城・４６４のある尾根を 

・５４４を経て登れば三角点が終点。大小2つある高城は大 

野泰基の味方の渋谷重泰の持城であった。戦死した渋谷重泰 

の事は史書に出てこない。この山、地形図をみて大変だと感 

じた。渋谷建設の代ヶ原バス停、寺を左折、直進で稗田橋を 

渡り、渋谷さんの一軒家の前の電柱八４８１に駐車。軽トラ 

道３００ｍで「地形図」の廃屋がある。真北に上がる。軽ヤ 

ブ１５分で円形の曲輪・小城を通過、猛烈なヤブとなり、西 

へ変化し木の葉でしるしを付けながら、急登９０ｍ差が堪え 

どころだ。今度は約４０分かけて標高点・４６４の大城・高 

城城址到着。特徴は８０ｍ長の台地の周囲の４～５ｍ高の始 

めてみる壮大な曲輪。現在の白石や古殿に明治まで千人塚が 

あり古戦場の証拠か。泰基の偽のカラスや牛の角にたいまつ 

の戦法は｢大平記」などの合戦記を投影したらしい。複雑な 

地形を利用した奇策のゲリラ戦に悩まされた古庄重吉は以 

来持久戦にもちこむ。結局、神角寺に籠る大野泰基のもとに 

惟栄の書状が届いた。「おおう、惟栄殿よりの書状か。懐か 

しいの。中味は見ずともわかる」城中の者の安泰が約束され、 

口までの途中の村々には、必ず教会をみかけた。チロル地方の景色は、町並みも山並も非常にすばらしかった。

グロースグロックナーは富士山よりちょっとだけ高い山であるが、雪も多くついた岩稜登攀である。トリグラウ

は3000ｍよりひくい山であるが、石灰岩の岩稜登攀である。山頂近くの岩稜は鉄分が多く雷の落ちやすい危険

地帯であるとのこと。このトリグラウに登った日は、ガスで山頂からは何も見えなかった。グロースグッロクナ

ーに登った日は天気もよく、青い空と雪で目が痛くなったぐらいである。山頂の北側と南側は1000ｍ位切れ落

ちていて素晴しい山であった。 

 山小屋泊りの２泊３日を２回繰り返したが、日本の山小屋とちがって食事がおいしいのと、トイレが綺麗であ

ったのと、毛布や枕には紙製の使いやすいカバーを用意してあった。電気も風力発電であったり、洗面所に湯が

出たりトイレは水洗便所だった。日本の山小屋とはかなりの違いであった。 

 又、グロースグッロクナーでは久し振りのアイゼン使用であったが、その昔、１月に富士山を吉田大沢から登

った時の、アイゼン感覚を思い出した。 

 山岳ガイドさんはスロヴェニアの方々でしたが、リーダーでガイドの奥さんは日本人でしたので、日本語が通

じてたすかりました。ガイド付き登山は初めてでした。初物尽くしの海外の山でした。またヨーロッパの山に行

きたいと思っています。 

 ペンリレー、次回は星子貞夫会員（7906）にお願いしています。お楽しみに。 

高 崎 山・神 角 寺・高 城・
鎧 ヶ 岳  

安 部 可 人 
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温情泰基はいさぎよく自決した。泰基の墓は神角寺本堂横に 

ある宝きょう印塔であろう。豊後国は大友氏のものとなった。 

鎧ヶ岳 大野町はいまでも大友氏初代の思い出の地である。

大野は大友宗麟の時活躍した戸次道雪の本貫地となった。鎧

ヶ岳城（写真13分）はせまい砦程度。日平山（10分）は明

治の記録では地震で崩壊したとあり、雷岳塁（40分）と三山

全体が鎧ヶ岳城とみてよい。昨秋、「筑前戦国史」の吉永元

春氏が大野町で「道雪公500年記念講演」の始まる前、安部

と特別に会ってくれた。「鎧ヶ岳は大野町の象徴として城と

呼ぶのはふさわしい」（安部）；「鎧ヶ岳は戸次氏代々 の精

神的なよりどころであった」（吉永）。常忠寺左の戸次氏代々

が住んだ藤北館の場所も先生の写真と一致した。歩いて書く

87歳の先生でも大野町の「松尾城」や「高畑砦」は知らなか

った。 

 

参考:大野町史、城郭大系１６：渡辺克巳、豊後の武将と合戦

（大友興廃記）、渡辺澄夫氏（皆様へ）島津をおえて、404

年前にもどり、８回：高崎山、９回：切株山・姫岳、１０回：

大村山・妙見山・竜王山、１１回：熊牟礼山・三笈山、１２

回小門山（成仏）・鞍懸山 ＊歴史は出来るだけ簡潔、５回

シリーズになります。 

 

 

武奈ヶ岳(1214.4ｍ) 

              飯  田  勝  之 

武奈ヶ岳。余り耳にしない山の名前であるが、近畿では

もっとも親しまれた、身近な山で日本２００名山にも入っ

ている。九州ではさしずめ英彦山あたりというところか。 

私はこの夏、山の仲間とこの山に登った。近畿の人たち

には失礼かもしれないが、九州からわざわざ登りに行きた

くなるほどの山ではない。ではなぜに私がこの山に登った

のか。大して曰く因縁があるわけでもないが・・・。 

私のなじみのメンバーとの恒例の今年の夏山計画。色々

案があったが、皆の日程が折り合わずに、参加者も減って

きて３人だけで、お盆前の限られた日程。そこで落ち着い

た行き先が恵那山だ。私はこの山には因縁がある。十数年

前、その時も同じ山仲間との日程が折り合わずに、結局私

一人で夏山をやることになり、かねてより考えていた中央

アルプス全山縦走に挑んだ。３日目、空木小屋を出て南越

百以南の、７時間にも及ぶクマザサのヤブ漕ぎでようやく

たどりついた安平路小屋。翌日は擂古木山からいったん下

って飯田の街から恵那山の麓の園原の旅館に泊まったが、

翌朝早発ちの予定で宿の階段を下っている時に、半年前に

手術した左足首に違和感を感じ、大事をとって山に入るの

を諦めた。宿の女将に頼んで、知り合いのおじさんの軽ト

ラックで飯田駅まで送ってもらったが、その道々 、振り返

り見た巨大な恵那山の山体を恨めしく思ったものだ。そん

な因縁のある恵那山をこの夏仲間３人で登ったが、そのあ

とは、道々 遊び半分の山旅だ。 

車を走らせながら二つほどの山をやって、日程が余るの

でもう一つということで選んだのが、２００名山のガイド

ブックに載っている武奈ヶ岳。琵琶湖の西に連なる比良山

地の主峰だ。しかし高さはさほどない。 

『鯖街道』、若狭湾から京都へ新鮮な海産物を運ぶため

の道で、主に鯖を運んでいたために付いた名前である。左

京区の宝ヶ池から八瀬、大原を経て北に延びている国道だ。

大原を抜けると狭い谷間がいっそう狭くなり、『途中越』

という峠から大津市になる。その狭い谷間の道をどんどん

行くと法園寺と明王院のあるところが登山口だ。 

狭い谷間にそそりたくように迫る両方の山は全山スギ

林の急斜面。明王院の横からそのスギ林の中をジグザグ登

りの道が始まるが、何しろ急斜面で、登り始めると息つく

暇もないほどひたすら登りの道が続くのだ。上を見るとど

こまでも急斜面が続く。ウィークデーなので我々 以外に登

る人影もない。どこまで続くともしれない急斜面を、あえ
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ぎあえぎで登っていると下からから人の声がして、振り向

くと遙か下方を登ってくる３人ほどの人影。と思いきや。

その３人、みるみるうちに我 に々追いつき、あっという間

に追い越していった。追い越されながら挨拶を交わしたが、

３人とも女性で、一人だけまだうら若い年頃、ほかの二人

はけっこう年増、アラフォーというところか。小さなナッ

プサックだけの軽装ではあるが、とまれ、ものすごい早さ

で登っていく。そのスピードに舌を巻くしかない。みるみ

るうちに遠ざかり、林の彼方に消えていった。 

 ロートル３人組は相変わらず、あえぎあえぎの登りが続

く。標高３００ｍの登山口からやや傾斜の緩んだ６５０ｍ

付近まで１時間半近くを要している。標高１２００ｍ余り

の山と高をくくっていたが、とんでもない思い違いだった、

と気づいた時には引くに引けないところまで登っていた。

傾斜が緩んだとしてもまだ標高差６００ｍある。 

 乗りかけた船、行くしかない。３人でぶつぶつ言いなが

ら登っていく。しかしそのあたりから薄暗いスギ林が終わ

り、さわやかな天然林の稜線道となり、傾斜も緩んで気持

ち的にはややのどかになる。急な登りの間には、ＧＰＳで

見る山頂までの直線距離はちっとも縮まらなかったが、稜

線に出て少しずつ距離が縮まりだした。 

時計が１２時近くを指し、標高１０００ｍを越えた所で

くだんの猛スピード女性３人組はもう引き返してきた。「も

う山頂をすませたんですか？」「はい」「ものすごい早さ

ですね」と言ったら笑っていたが、逆に「そちらはけっこ

う遅いですね」と言いたそうな顔であった。山頂までまだ

１時間以上かかりそうな所のことである。 

１２時１５分、展望の開けたピークに達した。山頂か

な？ちょっと早が、と思いつつＧＰＳと地図を見ると、そ

こは御殿山というところで、山頂はそこから遙か北にあり、

あといくつかのアップダウンもありそうな眺めだ。一人は

       (武奈ヶ岳山頂) 

「もうここで待つ」とまで言い出す始末。なだめすかし

て連れて行く。大きく下って大きな登り返し。その向こう

にまた緩い下りのあと、山頂までの長いゆるい登りが待っ

ている。やっとの思いでたどり着いた頂上。たかが武奈ヶ

岳、されど武奈ヶ岳。さすが比良の盟主だ。３６０度の大

展望を楽しみ、遅い昼食をとったあと、ゆっくり下山。「今

夜はどこかの温泉とビールだ」などと言いながら来た道を

引き返す。長い、長い下りの道だった。 

 

補遺 元日本山岳会会長今西錦司氏のご長男の名前、今西

武奈太郎氏はこの山からとったと聞きおよんでいる。 

 

  お 知 ら せ 

忘年山行と忘年会のお知らせ 

今年の忘年山行と忘年会は次のように実施します。今年も

毎年恒例のゲスト、重廣恒夫さん(ＪＡＣ関西支部長)が山行

と忘年会に出席します。 

年に一回の支部会員(会員・会友)が和やかに集い楽しむ場

です。みなさん万障お繰り合わせのうえご参加下さい。参加

申し込みは、１４日山行・１４日忘年会・１５日山行の三つ

に区分して、各々 の参加について１１月２２日（金）までに

事務局へご連絡下さい。 

忘年山行 １２月１４日(土) 犬ヶ岳・経読山 

１２月１５日(日) 木の子岳・雁股山 

忘年会  

場所「西谷温泉」中津市本耶馬渓町西谷1448番地 

     TEL・0979-53-2100 FAX・0979-53-2101 

  日時 １２月１４日(土) 午後６時から 

  会費 １０，０００円 

集合場所と時刻  

山行の参加 

１２月１４日(土) ：午前７時・大分駅上野の森口 

   現地集合の場合：８時４５分・犬ヶ岳相ノ原登山口 

 １２月１５日(日)の山行に朝参加の場合： 

午前８時３０分・西谷温泉集合 

忘年会参加：１４日(土)午後５時３０分 西谷温泉受付 

 

年次晩餐会に参加しませんか 

会員の皆さんにはすでに本部から案内状が届いていると思

いますが、年次晩餐会に参加できる方は是非一緒に参加しま
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せんか。 

月日…１２月７日（土） 

場所…東京・品川プリンスホテル アネックスタワー５Ｆ 

会費…１５，０００円 

出欠の返事のはがき投函は１１月１６日までです。 

 

月例山行のご案内 

１１月月例山行：多良岳(982.7m)・経ヶ岳

(1075.7m)佐賀県・長崎県 

日 時…１１月３０日(土) 

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…１１月２２日（金）までに 

安東桂三（090-5727-9472）まで 

 ※１２月の月例山行は諸行事と重なるために忘年山行と兼ね

ることになりました。 

１月月例山行：阿蘇高岳(1592.3m)熊本県 

日 時…１月１９日（日） 

出 発…１９日（日） 午前６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…１月１０日（金）までに 

星子貞夫（080-2724-2438）まで 

２月月例山行：大埜柄岳(1263.4m)・御岳

(1181.6m)鹿児島県 

日 時…２月９日（日）～１１日（火） 

出 発…１９日（日） 午前６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…１月３１日（金）までに 

木本義雄（090-14655696）まで 

 

第５回支部役員会の開催案内 

日 時…１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２６年度事業計画案について 

    ② 平成２６年度予算案案について 

    ③ ３００名山のとりまとめ 

    ④ 平成２６年度定期総会について 

    ⑤ その他 

 各役員においてはあらかじめ予定しておいて、万障お

繰り合わせのうえご出席下さい。 

 

会 務 報 告 

登山入門教室・座学を終える 

平成２５年度登山入門教室が、８月２８日(水)に開講され、

４回にわたる座学が１０月９日(水)に修了した。昨年、支部

で初めて実施したトレッキング入門講座は、定員３０名で募

集したところ受講希望者が多くて、３８名の受講者を受け入

れたが、やや人数が多すぎるたという反省にたって、今回は

２０名に定数をしぼって募集した。しかし、今回も受講希望

者が多く、２９名まで受け入れることとなった。 

 座学の講座は隔週水曜日に実施で、１０月９日まで４日間

で８つのカリキュラムを終えた。講座と講師は下記の通り。 

第１回８月２８日（水）①山の登り方・講師：星子貞夫。      

②山での病気やけが・講師：緒方俊二。 

第２回９月１１日（水）①山の装備や道具・講師：安東桂三。

②山の紹介・講師：興田勝幸 

第３回９月２５日（水）①山登の計画の立て方・講師：加藤

英彦。②山の地図の見方・講師：飯田勝之 

第４回１０月９日（水）①山の天気の見方・講師：佐藤秀二。

②山で遭難しないため・講師：首藤弘史 

この講座はあと二回の実践講座が残っており、１１月１６

日(土)１７日(日)に「キャンプして登山する体験」で、横岳

キャンプ場での野営と鋸山登山、１２月２１日(土)２２日

(日)に「山小屋に泊まって冬山登山を体験」で、九重ヒュッ

テに泊まって、二日間にわたる九重山の登山を体験して全課

程を終了する予定となっている。 

 
（登山入門教室の開講式・8月28日(水)） 
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役 員 会 

第３回役員 

８月１９日（月）１８：３０より「コンパルホール」  

出席者：加藤、甲斐、飯田、木本、佐藤、中野、下川、田所、

星子、首藤 

報告 

①� 月例山行（市房山：７月２７日２８日） ７名参加 ②

山の安全を祈る集い（九重山・８月４日）３０名・うち

支部会員１０名参加 ③月例山行（黒髪山・８月１８日）

５名参加 

議題 

（１）登山入門教室の実施 

（２）第１２回青少年体験登山大会 

（３）韓国山岳会蔚山支部との交流登山 

（４）月例山行 

（５）スズタケ枯死調査 

（６）合宿山行と清掃登山 

（７）親子で楽しむ山登りおすすめコース 

（８）３００名山の取材 

（９）その他 

第４回役員 

１０月２３日（水）１８：３０より「コンパルホール」 

出席者：加藤、興田、飯田、阿南、安東、木本、佐藤、中野、

下川、星子、首藤 

報告 

①� 登山入門教室（座学講座：８月２８日・９月１１日・９

月２５日・１０月９日：受講者２９名） ②第１２回青

少年体験登山大会（９月２２日：参加者７６名） ③月

例山行・九州５支部懇談会（９月２８日・２９日：太宰

府・宝満山：９名参加） ④第２回スズタケ枯死調査（本

谷山１０月５日：７名参加） ⑤韓国山岳会蔚山支部と

の交流登山（１０月１１日～１４日：雪岳山：参加者１

０名） ⑥山の日制定議員連盟タウンミーティング（１

０月１１日：長者原）⑦合宿山行と清掃登山（１０月１

９日・２０日：あせび小屋合宿と鍋割り坂・本山道の清

掃：合宿９名、清掃１１名参加） 

議題 

（１）登山入門教室・実践講座実施計画 

（２）忘年山行と忘年登山計画 

（３）日本３００名山の取材状況 

（４）親子で楽しむ山登りコースの選定 

（５）月例山行計画の実施計画 

（６）青壮年部の設立に向けて 

（７）視聴覚障害者支援登山について 

（８）その他当面の行事等 

 

 後 記  

・台風続きで雨続きの秋から、一変して毎日好天の青空続き。

心は山に走れども、目の前にあるキーボードとディスプレ

イ、支部報の編集が遅れていて、今最後の追い込み中・・。 

・窓の外を見ると、街の郊外の里山はまだ青々 としている。

今年も紅葉は遅くなりそう。温暖化のせいか、年々 遅くな

ってきている秋の深まり。しかし、先日行った尾鈴山の山

頂付近はもうかなり色づき始めていた。１０月下旬だもの。 

・早くすませて紅葉狩りに山へ行こう。三俣がいい、大船が

いい、大崩もいい、耶馬渓の里山歩きもいい、夏木の鋸は

もう遅いかな。・ 

 

 

図 書 紹 介  

「由布岳」 名峰由布岳のすべて 

2013年10月5日発行 (有)海鳥社 ¥1,600 

季節や登山路によってさまざまな表情をみせるこの美

しい山。その歴史と伝承をはじめ、育まれた生き物た

ち、描かれた絵画や文芸、そしてそれとともに生きる

人々の信仰と暮らし。由布岳の全容を顕した一冊です。 

「由布岳概説」「由布岳をめくる伝説」執筆 前支部長 

故梅木秀徳 

「由布岳に登る」登山ガイド 執筆 支部長 加藤英彦 
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