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私が支部長に誘われて、最初にこのルートを歩いたの

忘年山行と忘年会
犬 ヶ 岳

第６４号

は１０年前の５月中旬であった。ピンクのシャクナゲ
の花々が満開であり、新緑に映えていたのを今でも思
い出す。

（1130,8m）

11:30 犬ヶ岳山頂に到着
積雪のアップ・ダウンを数回繰り返すと犬ヶ岳山頂

中 島 洋 祐 (14963)

(1130.8m)に到着する。山頂には避難小屋と展望台を

[参加者] 重廣、加藤、飯田、阿南、園田、佐藤、中

兼ねた、朽ちかけた建物がある。北風が激しく、汗で

野、久保、下川、塩月、中島、阿部、小野、

濡れた身体は冷たい。或るものは風を避けて、避難小
屋で昼食を、或るものは風の吹きさらしで, 立った状

石川、遠江、宮本、
後藤、渡辺（千）
、渡辺（和）
、
芝田、中村、工藤、西

態のまま昼食を食べる。弁当は冷たく、カップ・ラー
メンは雪と寒さの為、十分に底まで暖まらず、日ごろ

[行程]
12 月 14 日（土）

程美味しくない。記念写真を撮った後、下山行動を開

AM8:35 相ノ原バス停（犬ヶ岳登山口）到着。雨
か霙が降りだしそうな天候の下、加藤支部長車以下 10
台の車で２３名の会員、会友が登山口に集合する。１
年振りに重廣さんに会って、挨拶する人、久し振りに
会い、挨拶を交わす会員、会友たちである。３名の新
会友も参加している。支部長の加藤さん、重廣さんの
挨拶の後、重廣さんの指導でウオーミングアップの体
操。十分に身体を温め、筋肉を伸ばす。
9:40 登山口を出発
加藤支部長を先頭にゆっくりしたペースで登山開
始する。樹齢 70 年か 80 年の杉林の中、壊れたコンク

始する。

リートの勾配の厳しいジグザクした林道をスローペー
スで進む。
10:30 九州自然歩道に

12:10 下山開始

林道を離れ、落ち葉の重なった山道に入る。急登の
藪を抜けると大分県と福岡県の尾根分岐点である笈吊

同じルートを笈吊峠まで下る。岩に雪が積って、上
がる時より更に注意を要する。滑落する危険があるた

峠(940m)に到着する。この県境のルートは羅漢寺方面
ら英彦山方面への九州自然歩道であり、新しいベンチ

め注意しつつ、ゆっくり岩場を下る。 計画では経読
岳まで縦走する予定だが、パーティの人数が多いのと

も設置され、良く整備されている。積雪のこの笈吊峠
で小休止する。風が吹くと、汗で濡れた体は冷たく、

積雪の為、時間がかかるであろうと考え、経読岳へは
元気良い佐藤、園田、小野の３名の隊員が登ることに

手足は凍えそうだ。支部長が周辺地形を説明した後、
犬ヶ岳へこの自然歩道を進む。数分歩くと、このルー

なる。
13:05 笈吊峠に到着

トの一番の難所である、笈吊岩に着く。その昔、修験
者たちが背負っていた笈を肩から外し、吊り上げなけ

上記の３名は経読岳へ向かう。
本体の２１名は往路

ればならないほど険しい岩場である為、この名前にな
ったとある本に書かれている。積雪で危険なため、岩

を下山する。下山のペースは速い。壊れたコンクリー
トの林道を走るように下る。温かい温泉に早く入りた

壁のルートを離れ、迂回ルートをトラバースする。迂
回ルートでも積雪の岩場は滑り易く、
十分な注意して、

いからであろう。
14:10 駐車場所に到着

ゆっくり高度を稼ぐ。１０～１５分で迂回ルートは終
わり、本来のルートに入る。そこからはツクシシャク

重廣さんの指導でクールダウンの体操を行う。
再び
分乗して西谷温泉へ移動する。

（犬ヶ岳山頂にて）

ナゲの群生が続き、その群生の中、背を屈めて進む。
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１次会は２１時頃に終了する。まだ飲み足りない者、

忘 年 会

話し足りない者、歌い足りない者は支部長たちのロッ

（西谷温泉）

ジへ移動する。他の者は各ロッジへ帰り、睡眠する。
疲れとアルコールが良い睡眠薬になるはずである。

中 島 洋 祐 (14963)
15:00 西谷温泉公園に到着
チェックイン後、
研修室で部屋割りと今後の時間説
明を聞く。我々のロッジ「合良ヶ岳」には６名が割り
当てられる。ザックを置くと本館にある温泉に直行す
る。ここの温泉は熱い、ぬるぬるした、肌にしみる湯
である。ゆったりつかり、身体と心を温め、疲れをと
る。
17:30 重廣恒夫氏の講話
忘年会の前は、恒例の重廣恒夫氏の講話である。エ
ヴェレスト登山の歴史を中心に、彼の経験に基づいた
話しで、
西暦年号と西洋の個人名がすらすら出て来る。
１２，３の登山ルートがあること、現在ではお金をか

（忘年会）

忘年会へ追加参加者…星子、牧野、日向、渡部（昭）小
竹、池辺、桜井

ければ、体力と登山の経験がある者は「登らせてもら
える」こと、重廣さんは世界で６０数番目にエベレス
トに登頂したこと、今では世界で６千数名がこの山頂

雁股山(807.1m)と

に立っていること、等が主な内容で、大変興味深いも
のであった。

木の子岳(630.3m)
久 保 洋 一 (14168)
12 月 15 日(日)
本日の登る山は、雁股山と木の子岳 です。６時半起
床、７時半朝食、西岳温泉の前にある駐車場に８時半
に集合し、最初に登る山、雁股山（807.1ｍ）に向け
て出発。この雁股山は前日の犬ヶ岳から途中経読岳を
へて、8ｋｍ程県境沿いに東に位置する山である。こ
の県境尾根は九州自然歩道になっていて、登山道はと
てもよく整備されている。
車の一団は、国道 500 号線に合流、次に国道 212 号

（重廣さんの講話を聴く）

線に合流して南下、中津南高校耶馬渓校の先を右折し
三尾母川沿いに遡る。上福土の先から西に延びる林道

18:00 忘年会開始
重廣氏の講話後部屋を移し、
忘年会が山岳会支部長、

に入り、
９時10 分オレンジプレートで書かれてある、
雁股山登山口に到着。
車は橋の近くの空き地に止める。

加藤氏の挨拶で始まる。乾杯のビールの美味しいかっ
たことは記述し難い。飲んで、食べて、話し、笑いが
続く。ビールだけでなく、日向さんの４６度の清酒、
重廣さん持参の東北の旨い酒、幹事達が用意してくれ

９時 30 分荒れ果てた林道を、雁股峠目指して登り
始める。周りは杉の植林地帯だ。しばらく登るとトン

た多種類の焼酎を飲み、みんなかなりご機嫌になる。

ネルの手前から林道を離れ、５分程度で尾根へ。トン

談笑が続く中、各自２分間のスピーチが割り当てられ

ネルの上の尾根からは快適な九州自然歩道を、緩やか

る。この談話でその人の近況なり、人柄がわかる。新
会友も堂々とスピーチする。
十分過ぎる程飲み、
食べ、

なアップダウンを繰り返し、落ち葉を踏みしめながら
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を止めた広場に全員集合し、雁股山登山口と同じよう
に、重廣さんのリードで今度はクールダウンの体操を
行い、来年の予定を話しながら現地で解散。2015 年 5
月 30・31 日関西支部の 80 周年、六甲山（932ｍ）登
山があります。宜しくとの事です。
○ 雁股山：9 時 30 分 出発 10 時 50 分 雁股山山
頂 12 時 15 分 登山口
○ 木の子岳：13 時 30 分 出発 14 時 10 分 木の子
岳山頂 14 時 50 分 登山口

（雁股山山頂にて）

行くと雁股山山頂に到着。しばらく後発の重廣さん中
野さんを待って、全員山頂で記念撮影。雁股山は双耳
峰で、今回のピークの先にもピークは有るが、手前の
ピークで引き返した。昼食は登山口で済ませ、12 時

尾鈴山(1405.2m)

45 分出発。
次は大岳（木の子岳）
。これは東谷と西谷の分岐して

１０ 月 月 例 山 行 報 告
佐 藤 秀 二 (13141)

いる道を、西谷の方へ少し入って後は山道へ入る。こ
の道も途中までは舗装しているが、最後は道も悪く急

１０月２７日(日)、今月の月例山行は、リーダー予

な登りになる。駐車場になる採石場跡の広場に到着。

定の興田さんが急用のため代理リーダー。登山教室の

13 時 30 分登山開始。落ち葉がいっぱいだ。お蔭で登

メンバーも加えて１５名の大人数となった。尾鈴山は

山道がはっきりしない。木にある赤いテープを頼りに
登ってゆくが、急な登りを直登しているので、落ち葉

宮崎在住時に毎年訪れた山。都市部に近い割に登山者
が少なく、自然も豊富で瀑布群もある。ルートも体調

が滑ってとても登りにくい。汗をいっぱいかきながら
山頂近くまで登ると、立派な作業道が出来ている。山

に合わせて選択が可能だ。今回は登山経験の少ないメ

頂に塔があるのでその為の作業道の様だが、登山道が
分断されている。かっての様な山頂の風情は失われて

ルートは、尾鈴の自然と瀑布群を満喫できる大周回コ
ース、途中の長崎尾の先から下山できる周回コース、

しまっていてがっかりした。
14 時 10 分山頂到着。記念撮影後下山。下りはまた

山頂往復の往復コースである。

ンバーもおり、３つのルートを用意して臨む。３つの

当日（１０月２７日・日）は、午前５時に大分駅を
出発。途中、戸次のローソンで先行部隊と合流し、高
速は利用せず三重町経由で道の駅「北川はゆま」をめ
ざし、尾鈴登山口へ向かう。さらに、ここから高速で
日向インターまで行き、１０号線を経由して尾鈴登山
口へ。高速が全線開通すればかなり時間も短縮される
だろう。
尾鈴キャンプ場に、
午前９時１０分に到着し、
ここで車を減らして、山頂に近い甘茶谷登山口へ車を
進める。
以前はキャンプ場から先は未舗装路だったが、
３分の２程度は舗装され普通の乗用車でも行きやすく
なっている。甘茶谷登山口でさらに３台を先の下山口
まで進め、合計３カ所の登山口に車を分散しどのルー

木の子岳山頂にて

トから下山してもいいように配車した。

滑る落ち葉と格闘しつつ女性陣とゆっくり下りた。車

甘茶谷登山口で体操をして、初顔の人も多く自己紹
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介を済ませ午前９時３０分に出発。最初階段状の急登

の林道を進むと途中の林道脇の木にテープがついてい

を登り尾根にとりつく。この尾根を登ると山頂だ。登

る。どうやら、登山道沿いに伐採のための林道を新設

山道には「何合目」を記した真新しい看板があるが、
旧看板もそのままにしており邪魔くさい。偶然である

したようである。テープを無視して林道を下ると、旧
来の矢筈林道に出た。登山道を分断するように林道が

が、１合をほぼ１０分で正確に刻み山頂まで歩行時間
１００分、３度の休憩を挟み山頂まで約１３０分、午

新設されていた。
ここで、小休止。矢筈林道を５０m 程下ったところ

前１１時４０分に山頂に到着した。ここで記念写真と

に白滝などの瀑布群へ下る標識がある。１０分ほど休

昼食を取り大休止。もう少し時間がかかると思ってい

憩して、標識の所から人工林の中を下り、坂が急にな

たが、思いの外順調。
１２時３０分に山頂を出発する。予定をやや早め１

った途中に白滝の展望所があり、白滝を望む。前々日
の雨もあって水量も豊富。なかなかの景色だ。景色を

２時２５分に長崎尾をめざし出発。ここからは、尾根
道歩き。まずは下るが、登りで力を使いすぎた人が遅

眺めた後、標高差５０m 程下ると加原のような所に出
て木の橋を渡る。ここからは、旧トロッコ道となる。

れ始める。まだまだ長い道のりが残っているため、先
を急ぐ。小さな上り下りを繰り返しながら巨石群を通

キャンプ場登山口まで約４キロ。延々と滝を見物しな
がらのトロッコ道が続くが、これまでの道のりで疲労
している人もいて、黙々とトロッコ道を歩く。途中シ
ョートカット道を使いながら午後４時３０分にキャン
プ場登山口に到着した。
久しぶりの尾鈴登山で、やや疲労したものの楽しい
登山だった。出来れば夏に滝壺で体をクールダウンし
て下るのがこの山の楽しみであるとあらためて感じた。
参加者…星子、飯田、牧野、佐藤、藤澤、宮原、小
野、遠江、池辺、久保、岐部
（登山教室より…柳瀬、久留島、井上、藤澤、荒木、
若月）

（尾鈴山頂にて）

過。小休止した後、坂を上り返したら長崎尾に到着。
ここで、再び小休止。長崎尾は展望もきかず標識がな
ければ、山頂かどうか見分けがつかない。大人数とい

長崎尾の
次の分岐

うこともあり、水分補給のみで出発。１０分足らずで
最初の分岐に出る。

（シャク
ナゲ千本

ここで、３名下山。会員２名がサポートに廻り、残
り１２名は、大周回コースへ。もっと少なくなるかと

林分岐）
から下山

思っていたら、大人数になった。
ここから矢筈岳を目指し､尾根道を進んでいたら、
や

した組は、
本隊が下

がて尾根道を外れやや急な下りとなる。確か尾根道を
登り返して山頂だったと思い「おかしいな？」と思っ

山するま
での時間

て GPS を見ると GPS が不調で場所が特定できない。
登り返す分岐があるだろうと進むと矢筈岳の先の尾根

に矢研の
滝を散策

に到達し、分岐は不明。
「登り損ねた」と思ったが、登
り返すわけにもいかずそのまま下る。やがて小さな谷

しました。
(後方が矢研の滝)

間をトラバースしながら登り返すと林道に出た。
「こん
な林道なかったよな？」と思いつつも、やや荒れ気味
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らく進むと経ヶ岳に着いた。あれ？他の人たちは？

経ヶ岳(1075.7m)・
多良岳（996m）

携帯に電話するも電波が悪く繋がらない。
時計を見ると 11：50。二手に分かれた場所から 1
時間もかかっているので先に多良岳に向かったのだろ
う。考えても始まらないのでとりあえず昼食にする。
眺めがよく気持ちがよい。この山は佐賀県の最高峰に

１月月例山行報告
小 野 貴 明 (15286)

してこの多良山系の最高峰でもあるらしい。多良岳よ

１１月３０土 晴

りも高いのか…。

8：30 黒木登山口出発～10：15 舞岳～11：50 経ヶ岳
～12：50 平谷越～13：20 中山越～14：10 金泉寺～
14：40 多良岳～15：00 金泉寺～16：30 黒木登山口
普段の登山のほとんどが県内の僕にとって、県外の
山に登るということはとても楽しみなことなのである。
今回の多良岳・経ヶ岳も当然初めて登る山で前日から
ワクワクしていた。
幼少の頃より楽しみがあるとなかなか寝付けない性
質なので今回も寝たのは 0：30、そして 2：00 起床と
いつものことだがまたやってしまった…。ゴソゴソと
準備をし、眠気を押して一人で長崎へと向かう。

（経ヶ岳山頂にて）

7：30 大村インターを出てすぐに山岳会のみんなと

30 分ほどで昼食をすませ下山開始。平谷越を経由し

合流する。ちょうど一緒になってよかった。僕以外は

中山越へ行く。ここは黒木登山口、多良岳の分岐にも

皆一緒にワゴン一台で来ている。一緒に来ればよかっ

なっており一休みしていると足元に紙を発見。もしか
してと思い拾ってみると先に行ったグループからのメ

たなと思ったが長崎で用事があるので仕方なし。イン
ターから約 20 分で黒木登山口へ到着。メンバーは僕

モだった。
世の中はどんどん便利になっていくけれど、
こんな方法の方が確実で便利なときもある。文明に頼

を入れて 10 名だ。準備をして登り始める。舞岳まで
はゆっくり歩いて 1 時間 45 分程で尾根筋をひたすら

ってばかりではダメだなぁと少しだけ思った。
先ほどの経ヶ岳で登るのに時間を取りすぎたみたい

登るコース。あまり一般的なコースではないらしい。
途中の展望所で見た景色が綺麗であったと同時に山が

で全員で登ると日が暮れてしまう。ということでここ
から先は僕と佐藤さん二人で多良岳を目指すこととな

思っていたよりも深いので長丁場になりそうだなと予
感した。

り、あとの人は黒木へ下る。

再び登り続け主稜線のルートに出る。その後経ヶ岳

時間も下がっているのですぐに出発。
どんどん進む。

へ向かうのだが、もう山頂が近いなと思っていたとこ

途中先に行ったグループに追いつく。時間がないこと
を伝えると皆いそいそと歩き出す。途中迷いもしたが

ろで佐藤さん、安東さんがなにやら道を探し始める。
経ヶ岳の西に向かい今いる位置と反対側から登るルー

中山越から1 時間ちょっとで多良岳に着くことができ
た。佐藤さん、久保さん、僕の 3 人だ。山頂には太良

トがあるらしい。ここで一行はそのまま進むコースと
反対側に向かうコースと二手に分かれ経ヶ岳を目指す。

岳神社がある。昔は真言密教の霊場として栄えたらし
く山頂までの石垣や石段、石仏が歴史を感じさせる山

僕は後者を選ぶ。
わずかに踏み跡のあるラバースルートを進む。雪が

であった。ここから望める経ヶ岳を見ながら「けっこ
う歩いたねー」
。3 人で写真をパシャリ。さぁ、下りよ

解けずに残っており滑ったらどこまで落ちるかわから
ない。危険なのでと安東さんがザイルで繋いで歩くメ

う。金泉寺で残り 2 人と合流し 2 時間ほどかけて下山

ンバーもいた。やがて右手には岩壁が現れる。岩山だ

する。

な。この辺りが山頂直下かな？岩壁には所々にハーケ

合計 8 時間ほどの山行で尾根歩き、トラバース、鎖
場、岩場、縦走といろいろと楽しめる山であった。い

ンが打ち込まれておりこの壁を登っていたのだろうな
ぁと圧倒される。トラバースが終わり急勾配登りしば
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つもは個人での登山が多かったが皆と一緒だと山のこ

わからず右往左往していました。途中小雨が降り出し

とについていろいろと知識もつくし勉強になる。山岳

ましたがすぐにやみ、雨の影響もなく山頂に到着。山

会に入ってよかったと思います。まだ新人ですがこれ
からもよろしくお願いします。

頂に着く頃には岩に少し慣れて大分うまく歩けるよう
になりました。
山頂では記念撮影し軽く食事を取って、

参加者…安東、飯田、佐藤、久保、小野、長野、遠江、岐
部、宮原、柳瀬

１２時過ぎには全員無事に下山しました。岩の多いや
せ尾根や三点支持のいい練習になったと思います。
１２月の講座は九重連山で行われ、病気などで３名
が欠席したものの受講生１０名が参加。初日は２日前
から降った雪で道路は水分峠よりチェーン規制となり、
集合時間にこの日のためにスタッドレスをはいた車を
用意しましたが、チェーンを巻いて来た２台の車が遅
れるハプニング。結局、二隊に分かれて登ることとな

登山入門教室
全講座終了

りました。
長者原でも２０センチ近い積雪で､ラッセル
を体験するには絶好の機会となりました。
先行隊は先頭を交代しながらラッセルを体験し、標
高を上げるにつれ、所によっては膝上まで雪が積もっ

佐 藤 秀 二 (13141)

ていて、ラッセルの大変さと後からついてくる楽さを

４回の座学講座に引き続き、１１月１６～１７日に
第５回、１２月２１～２２日に第６回の実践講座が行
われ、無事に本年の登山入門教室を終了しました。
１１月の講座は杵築市の横岳自然公園で行われ、受
講生１２名が参加。好天に恵まれ、第１日目は２人用
のテントを使った、テントの張り方など野外での講座
をし、テントの広さや軽さ、テントの建て方などを体
験していただきました。夜は手製の鍋料理で懇親会を
して親好を深めました。
翌日は､鋸山で日帰り組３名を
加えて行われ、昨年とは逆ルートで登山口－見返り坂
－山頂－登山口のルートで歩きました。
登山口付近は、大規模の伐採が入っており大きく様

（上泉水山頂にて）

体験していただきました。
先行隊は出発が遅れた上に、
ラッセルしながらの行軍で通常の２倍近く時間がかか

相が変わっていました。登山道は今のところ今までど
うりで、見返り坂までの急坂を越えその後岩の登り降

ったことから上泉水まで行って引き返しました。

りを繰り返し、受講生は最初の頃は手足を置く場所が

後発隊は出発が大幅に遅れたため下泉水まで行って
引き返しました。その後九重ヒュッテに入り温泉で汗
を流した後、夜は民宿の豪華な山菜料理で舌鼓。皆満
足していた様子でした。
翌日も前日同様にラッセルから開始。三俣山登頂を
目指し、ヒュッテから大曲・硫黄山道路に出るまでラ
ッセル。積雪は３０センチを超え先頭は大変。すがも
り越までは踏み後を歩くが、すがもり越から三俣山頂
まで再びラッセル。この日も時間がかかり、西峯まで
で主峰の登頂を断念しここで記念撮影。すがもり越峠
まで戻って昼食を取り一路ヒュッテへ。復路は来た道
を戻ったが見事に立派な道が出来ていて、るんるん気

（鋸山・八方岳山頂にて）
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分で戻ることが出来ました。ラッセルをした皆さんお

3) 家族登山普及ＷＧについて

疲れ様でした。２日間とも冬山を体験するにはすばら

4）300 名山編集について

しい天候と好条件に恵まれいい経験になったと思いま
す。最後にヒュッテの前で簡単な終了式を行い登山入

5）日本山岳協会、東京都山岳連盟との新たな関係
について

門教室を終了しました。

6）税額控除制度について
7）施設などの自己負担額を日本山岳会に寄付する
場合の取り扱いについて
8）ＹｏｕｔｈＣｌｕｂ活動について
9）その他
② 支部活性化についての意見交換
北海道、東京多摩、東海、関西、広島、四国の支部
よりの取り組み報告あり
③ 平成 26 年度全国支部懇親会について
④ 今後の日程について
⑤ 会費未納者への納入督促について
東九州支部 該当者 5 名あり
以上で終了後、昼食を挟んで晩餐会受付。特別展示
図書交換会への参加。出展 700 点の山岳書、私も 4 冊

（三俣山・西峯にて）

の本をオークションにて当てる事が出来た。また会場
入口には皇太子殿下の写真「黎明の富士」が飾られ花
を添えた。

講演会
平成２５年度

（1）アウトライアー東峰初登頂への道
（2）秩父宮記念山岳賞受賞記念

第２回支部長会議・年次晩餐会報告

立山連峰に於ける越年性雪渓研究および日本初の
現存氷河の発見

加 藤 英 彦 (8765)

支部長会議

（3）秩父宮山岳賞受賞
日本人初8000ｍ峰14 座完全登頂を達成したプロ登

日時 平成 25 年 12 月 7 日(土)午前 10 時 30 分より

山家竹内洋岳氏の自信あふれるお話を聞いた。そして

場所 品川プリンスホテル 5F ホール

受付には彼の著書「頂へ、そしてその先へ」という彼

出席者 全国 32 支部長 会長 他役員
司会 高原常務理事

のサイン入りの書籍があった。興味ある面白い考える
ヒントで、共感するところが多くある内容だ。ただ彼

会長挨拶要旨
6 月会長就任後始めての支部長会議、会員増強、次期

が最初の 8000ｍ峰に登った山マカル―（8463ｍ）
（隊
長は重廣恒夫さん、1995 年 5 月）その当時は日本山

リーダー育成・ユウースクラブの活動、支部活性化・
会の活動、中身の充実化、遭難対策・安全登山、2 年

岳会の会員であったのだが、現在は退会しているとい
う事は何故だろうか気になった。

後会の１１０周年について、海外登山など

議事

年次晩餐会

① 会務報告
1）110 周年記念事業（案）について

午後5 時45 分開場、
午後6 時皇太子殿下入場後開演、

2）
「山の日」制定について、8 月 11 日として祝日法
案提出、全国「山の日」制定協議会発起人会設定

466 人出席でプログラム通りの進行であった。東
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故・高並 勉君を偲んで
山 本 康 文(7633)
高並君が亡くなってはや２ヶ月が過ぎようとして
います。１０年程前より肝臓が悪くなり最後は肝臓
がんでした。大好きな酒もやめ努力しましたがだめ
でした。６７才になって間もなくの死でした。
高並君はサントリー臼杵工場にいた時に、三重野
勝彦さんの紹介で大分登高会、日本山岳会へと入会
（年次晩餐会・皇太子殿下も加わり恒例の鏡割り）

することになります。日本山岳会は紹介者野口秋人
元支部長（会員番号４５１９）
、三重野勝彦さん（会

九州支部からは 9 名の出席、私は「雲取山」のテーブ
ルマスターを務めた。ふるさとの山の席という事で、

員番号７６３２）です。

東京多摩支部の方が雲取山のテーブルめざして着席さ
れたため、東九州支部の会員が一緒のテーブルに着け

大分登高会では西諒さんの発案で高並組ができ、
冬の穂高や伯耆大山に登りました。岩登りの練習で
は高崎山にもいきました。その後サントリービール

なかった。これも又他の支部との交流になるので良い
のかなという事です。各支部の紹介の際のアナウンス

の東京工場に転勤になりましたが、九重や冬の阿蘇

に「東九州支部は祖母、傾山系でのスズタケの枯死状
態の調査を行っている」とのコメントが司会者からあ

山にスキー等もよく行きました。

った。

に行ってからも夏山を楽しみました。いっしょに北

毎年夏は北アルプス等に登っていましたが、東京

日本山岳会らしい格調高い、賑やかな晩餐会の雰囲

穂滝谷、前穂岳４峰、剣岳八ツ峰 5 峰、6 峰、チンネ、
北岳バットレスなどの岩登りを楽しみました。家族

気を味わう事が出来た。皆様も一度参加されてみては
如何でしょうか。一会員としての意識が高揚する事は

連れで白馬岳にも登りました。

確かです。終了お開きは、21 時でした。

酒が強くビールはサントリービールしか飲みませ
んでしたが、日本酒が好きで料理にうるさく酒を飲
みながら、うまいものの話をよくしたものです。今
後、山登りもゴルフもいっしょに出来なくなり非常
に残念です。どういう時でも強気の高並君が思い出
されます。
（平成２６年１月某日）

東九州支部参加者…左から浅野、
阿部
（幸）
加藤、
星子、
佐藤
（壮）
、

会員の高並 勉 様 (会員番号 7632)
臼杵市久保８－２

飯田、木本（義）
、木本（慶）

翌日(８日)の山行は平塚市の湘南平で行われ、東九州

は２０１３年１１月１２日逝去されました。

支部からは阿部幸子さんが参加しました。

（享年６７でした）
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また、年末年始の南アルプスや、今まで雪の少ない

個 人 投 稿

山地にも積雪が多いということを意味します。このこ

より安全な登山のために No11

とは、ここ数年冬山を趣味とする私にとってより慎重
な計画、タクティックスを取らねばならないというこ

『極端気象』

とでした。『地球温暖化』は冬山にとって厄介なこと
となりました。
ある地域では今まで以上に雪崩注意。ある地域では

安 東 桂 三 （9193）

多くの積雪量に苦労するようになる。冬山を計画する

この頃は、『地球温暖化による異常気象』と言う表

時は、その山の地域と気象を詳しくより研究すること
が必要となりました。もちろん今までも研究していま

現が、多く使われてます。が、あるＮＨＫの放送、た
ぶん『クローズアップ現代』だったと思いますが、気

したが。
今年は年始に南アルプスにアイスクライミングに出

象予報士が『異常気象と言うより極端気象と言うべき
ではないか』と述べてました。暑い夏が続いたり、び

かける計画をたてました。南アルプスの北部、甲斐駒
が岳の西北面、神宮川（濁川）本谷を荷物をかついで、

っくりするような大量の雨が降ったり、あるいは四季
が無くなり（ちょっと表現が悪いですが）、短い春と

途中にて宿泊しながらアイスクライミングするという
ものです。が、本谷を詰めると大滝は結氷あまく、両

短い秋のみで、長い暑い夏と長い寒い冬が続く。この
ような事を述べていたと思います。

岸は凍っているが中心部は水流が激しく流れ、とても
アイスクライミングどころではありませんでした。そ

私は、いくつもの登山の種類のなかで冬山が好きで
す。夏山ハイキング、クライミング、沢登り、冬山、
高所登山、高所のアルパインクライミングといくつも

れ以前の小滝もすべて巻いて来ていたのでした。そこ
で諦めて下山し、目的変更で八ヶ岳の立場川に行きま

のの種類の登山の中で、自然と一番対峙できるのが冬

した。例年では、あまり積雪はないのですが、今回は、

山だと思うからです。登山道は雪の下、テープや道標

積雪充分。雪崩が起きそうなくらい。でも、立場川右

も判らない、登山者も少ない、自分でルートを判断し

俣のクリスマスルンゼで、アイスクライミングの練習
をして、次回のためにレベルアップをしました。何に

道を作る、ラッセルする、壁に支点を作る（ハーケン
を打つ）、テントを張る（雪洞を掘る）。そのような

しても地球温暖化などの要素を充分に研究することが、
君子危うきに近寄らずです。

登山が好きです。その冬山のフィールドは北アルプス
や南アルプスなどの、本州の中央部の山々です。
冬になれば気圧配置は『西高東低』と言います。日
本を宇宙から見て、日本の西側に高気圧、東側に低気
圧。この西高東低が続けば北アルプスでは雪が降る。
この西高東低が続けば南アルプスでは、
雪が降らない。
年末年始の南アルプスや八ヶ岳はまだ積雪は少ない。
気温は低いですが。
春が近づくとその西高東低は続かず、日本の南岸を
前線を伴った低気圧や、伴わない低気圧が通過する。
これにより大分や東京に雪をもたらし、もちろん今ま
でに積雪の少ない南アルプスでも積雪が増える。この
ような状況が一般でした。
冬山に対しての地球温暖化とは、
どういうことかと、

（八ヶ岳の立場川八ヶ岳立場川右俣のクリスマスルンゼで）

私的意見を言いますと『西高東低』の期間はあまり続
かない。『南岸低気圧』の起こることが多い。実際に
雪は降ったり止んだり、この現象は雪の斜面に層をな
してしまう。これは雪崩の起きる確率が高くなる。
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ペ ン リ レー・第１３回

五大陸最高峰挑戦の思い出
星 子 貞 夫 (8528)
初めて高所登山に参加したのは 1980 年 12 月である。大分県山岳連盟のポーロンリ登山の計画があり、高所体
験の必要性を感じたからである。当時日本山岳会東海支部の原眞(はらまこと)氏は最大酸素摂取量に着目して高
所登山の理論を展開しマッキンレイなどで実践的アプローチを行っていた。
松田雄一氏の紹介もえて、原眞氏主催のアコンカグア(6962m)登山隊に参加する。名古屋大学で低圧タンク訓
練を受け、アコンカグアの登山基地となるアルゼンチンのメンドウサに飛んだ。旅は実に楽しく、スペイン語圏
で英語が通じずハブニングの連続であった。登山は食料計画に不備があり、私は 6000ｍで放棄し下山する。当
時東大生の山本正嘉氏も参加していた。
現在山本正嘉氏は鹿屋大学の教授となり高所登山に動脈血酸素飽和度の考えを導入し現在では其れが主流と
なっている。以後私もこの考えに従っている。
2004 年 1 月６名の仲間と再度アコンカグアに挑戦し池辺(大分)、宮崎(千葉)、星子の 3 名が登頂する。アタ
ック食に餅を用意した。メンドウサで現地のガイドが世界最高齢記録であると言っていたが過去の正確な記録が
無いのでその話はたち消えになった。
2005 年 6 月登山ガイド安村淳氏をリーダーとしてマッキンレイ(6194m)に挑戦する。
午後 8 過ぎ安村氏と二人で無事山頂に立ったが帰路、白夜とガスのためバランスを崩し滑落した。幸にもフッ
トボールフィールドの方向であったので、
早く下れたと強がりを言いながら午前3時にABCテントになだれ込む。
12 時まで爆睡しその日のうちにメディカルキャンプに下る。
タルキートナのレンジャーに下山報告をしたとき、年齢が 74 才で世界最高齢と分かり大騒ぎになる。観光客
からサインをねだられた時が恥ずかしくて一番困った。
ヨーロッパ大陸の最高峰はモンブラン(4807m)と思っていたが違っていた。それはコーカサス山脈のエルブル
ース(5642m)であった。
2006 年 9 月アースデスクの公募隊に参加して大分の仲間 2 名と共に登頂する。リーダーは古野淳氏である。彼
は現在日本山岳の理事で 1995 年チョモランマ北東稜ルートからの初登頂者である。そんなことも知らずにロッ
ジで共に酒をのんだ。今思えば風格のある登り方をしていたのを覚えている。
2007 年 5 月のチョモランマ(8848m)は実に惨めであった。登山のコンセプトでリーダー安村.淳氏と意見が合
わず C1 まで登り、登山をやめて帰国する。帰国後裁判に勝訴して、登山料の 30%を返還してもらった。
2009 年 12 月、2011 年 1 月、2012 年 1 月と三年つづけてキリマンジャロ(5896m)に登った。初回ギルマンズ・
ポイント、二回目ウフルピーク最後はクレーターキャンプを経てウフルピークに登った。ルートはすべてケニア
からの縦走である。
氷河は普通傾斜を流れている。キリマンジャロの氷河も同じであるが、平なクレーターの中にも 30ｍを越す
平な氷河と言うより氷の台地がある。夜明けの陽光が真横からクレーターに差し込む時氷河はダイヤモンドの輝
きを見せる。実はこの光景を見たかったのだ。すべてが大分の山仲間(下川、宮本、阿部、佐藤)と共に旅したの
で楽しかった。アフリカの旅はサファリーのオマケが付いている。アンボセリやンゴロンゴロで象やヌーの群れ
やライオンその他の小動物を見る。又マサイ族のうす暗い家の中も見せてもらった。中は二部屋だけで、煙出し
と明かり取りの窓が一つづつあり、入ったすぐは目が慣れるまで何もみえない。
次回ペンリレーは萱島 孝（８８２８）さんにお願いしました。お楽しみに。
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さであった。鎮南山から若林水軍や津久見水軍が物資

伐株山と高崎山・姫岳

を補給して、１２代大友持直の１年半のろう城を可能
にした。裏切りもあり、府軍の総攻撃で落城。持直こ
の不思議な人物はやられると姿を消して行方不明、ど

三角点と山城探検シリーズ第 9 回

こかで生きている。博多での対朝鮮貿易で巨利を得る
持直と大内の対立や大友家の内部抗争も原因であった

安 部 可 人 (友 11)
大友入国以来１４０年すぎた１３３６年。家督相続

（注１）
。

に不満の大友貞順と信義の入田士寂は南朝につき玖珠
城で反旗、大友７代氏泰は総大将一色頼行と北朝につ

姫岳は青江ダムの峠から、４０分で行けた山腹をま
くルートは以前からの崩壊が進行危険で引き返す。幕
府軍は臼杵石仏さきの神野口から東神野を経由して来

き内乱８ヶ月。そして 16 年後、次世代は南朝方の肥
後の菊池武光と北朝方の大友８代氏時・岡城 4 代目志

たに違いない。峠下の神社横に８０ｍの大空堀。東神
野に出城があつた。その後両軍の落武者が住んでいた

賀氏房が対立する。これは 40 年間の内乱。６０年間
も続いた南北朝は複雑で面白くない.

との伝承。２等三角点の山城は竜王山・屋山・天面山
とこの姫岳である。

伐株山 玖珠は天皇領地であった。昨日の友が敵味方
となって戸惑った。持久戦となり晩春から、夏の炎暑

北ルート 石仏から７００ｍの望月から舗装林道、
３等 287.1 の立石山公園経由で上がり分岐右へ、
・４

やがて晩秋、その間後方かく乱を企て貞順の兵は城を
出て府内の霊山寺を拠点に大友館を攻撃し、館の兵は

８９下の案内板駐車。
水軍の歩いた土塁の溝道を西へ、
快適な

逆襲して霊山寺を焼き払った。魚返城城主の宰相房は
籠城の兵糧をひきうけていたが捕虜となり、水源は豊

尾根縦
走南へ

富なこの高勝寺・切株城は１３３６年の秋落城した。
高崎山 ２３年後の１３５９年、今度は南朝の菊池武

３５分。

光が肥後から北朝大友氏時の高崎山攻撃のため赤松に
布陣した。氏時は強固に構築して待ちかまえていた。

山頂の
曲輪は
広く気

高崎山には水軍が物資補給して、姥が水もあり、１７
年間武光４度せめてこれをおとせず。２人は人生の大

持ちが
よい。

半を高崎戦で過ごした。
都野に地点名「千人塚」の三角点あり。久住山麓ま
で氏時が武光を追撃した戦死者の墓地ではなかろうか。
鳥屋の城山 1363 年、武光は帰途ある時腹いせに鳥
屋の城山を放火し落城させたとある。志賀親次の祖
先・志賀氏房は筋湯の八町（丁）辻や、肥後国に出陣

古代の
（姫岳山頂）

のろし穴

は不明。
（注１）大友持直の菩提寺・観音禅寺は亀川四の湯の平田橋前。
数十基の五輪塔の中、ひときわ目立つ塔が持直の墓。苔むした歴

し勲功ありともいう。臼木バス停に４等の「のくぼ」
94.1、その辺が菊池軍の陣地跡らしい。簡単に述べた

史が止まった一角の森、婦人がいう「この裏あたり、かくれ里と
いいます」
。この魅力ある男は水軍にも人気があり、一尺屋の摺

が、実はこの戦さは大変面白い。
鳥屋の城山 新登山口を紹介する。
鶏舎電柱ョ９２

木山城（写真）
、浅海井の狩生トンネル北口上の阿波ヶ城、彦岳、
黒島の海賊

１から林道１００ｍで小径に入ると、数分で赤松林。
道はゆるく明瞭快適、すぐ細尾根の暗い樹林で少し急

砦にも隠れ
ただろう。

になり、７５０のピークあたりを通過する、３０分。
南に第２ピーク、西へ変化して植林鞍部から急登南西

（参考；「豊
後の武将と

方向、長い７７０の頂上台地の南端"辺りに着く。その
辺から山頂まで土塁、堀切が冬季は連なって見えるは

合戦」、 地
形図「朝地」
、

ずだ。３等三角点。
姫岳 室町時代の 1436 年、姫岳の合戦。脆弱な室町

新版の「津久
（摺木山城）

幕府が強い守護・大友持直を恐れて排除するための戦
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の小峰でその先はまた深く切れ落ちている。再び戻っ

私の無名山ガイドブック NO５２

て裾をまき直してまた登る。ＧＰＳでは三角点が近く

清 水 畑 と 堂 明

なってきた。今度こそと思って登るとその岩稜も先が
大きく切れ落ちて、三角点のある地点は５０ｍ向こう

飯 田 勝 之 (10912)

に見えるが先へ進めない。
また下って急な岩をよじ登ればやっと岩の上に埋め

両子山から西に派生して、北に向きを変えて伊美
山・黒木山を経て鷲巣岳へと連なる主稜線の、黒木山

込まれた４等三角点の標がある。
その先７ｍに高さ７、

の北で西に分派する支稜線が、放射状に走る国東半島

８ｍほどの切り立った岩のピークがある。よじ登ると

の稜線の一つを形成している。西の竹田川、東の竹田

素晴らしい大展望。無数に点在する奇岩、奇峰、複雑
に削り込まれた谷筋。西の谷を隔てて中山仙峡が手に

津川に挟まれたその稜線の両側には複雑に入り組んだ
谷と、溶岩の奇岩・奇峰が密集し、みごとな景色をな

取るようだ。帰りは岩稜を避けて谷に下り、スギ林の
中を下っていくと登りの半分の時間で林道に出た。

している。西側は夷耶馬渓と呼ばれる有名な景勝地で
あるが、東もそれに劣らない。しかし谷筋はほとんど

堂明(353.0m)
もう一つ。この稜線上によく目立つピークを目だそ
う。点名は堂明とある。清水畑から下り着いた林道を
西にたどる。まだ新しい広い林道で、所々が舗装され
ている。三叉路から２．４ｋｍで林道が稜線を越えて
下り始める。ここらが登り口に良さそうだ。道路脇に
小広場がありここに車を止める。
西側のスギの植林地に踏み込む。シロダモの低木が
林床を覆っている。ちょっとうるさいがほかのブッシ
ュに比べればたやすい。分けたりくぐったりしながら
登ると５分足らずで植林地が終わり、灌木二次林にな
ると林床は歩きやすくなる。そして程なく南北に連な
る稜線に至る。これを南に緩く登っていくと次第に急
な登りとなるが、すぐに岩の露出した頂上に着く。低
い岩壁を登ると長い岩の頂上で、その南の端に４等三
角点がおかれている。ここも３６０度の大展望だ。
「高
岩」と書かれた山頂私標がおかれている。帰りは林道
の峠から北に進めば２．７ｋｍで見目川沿いのオレン
ジロードに出ることができる。

植林地で、交通事情の悪さから観光的価値はほとんど
見捨てられている。
この稜線の東半分に二つの小岩峰があり、各々４等
三角点がおかれている。今回はここに登ってみよう。

清水畑(322.4m)
筆者は２年前に西の夷谷からこの峰に挑戦したこと
がある。上坊中の池の上から林に入り、小稜線を登っ
て行けば主稜線に出て、それをたどれば行けると地図
で読んだのだが、いったん主稜線に出てもその稜線は
とうてい辿っていけるものではないことが分かり、三
角点までわずか２００ｍ足らずの岩峰の上で、時間切
れで引き返した。
今回は北の西方寺から登ることにした。竹田津から
川沿いに５ｋｍほど登ると山腹を横に走る新しい林道
と出会う。その出会いの三叉路から２００ｍほど西に
林道を行った地点が登り口によい。
スギの植林地の中の浅い谷に踏み込み、右手上に見
える稜線をめざす。すぐに小稜線で、これを辿るのだ
が、２０分も登ると目の前が馬の背状の岩稜で、それ
を登ると展望の良い岩の上に達する。奇岩、奇峰が広
がる景色はよいが、稜線はその先が２０ｍほど切れ落
ちている。岩稜の基部まで下り戻って岩の裾を巻いて
登って
いく。
すると
また岩
稜でそ
れを登
ってみ
清水畑から見た堂明(右)と岩峰群

参考タイム：林道～４５分～清水畑・林道～１５分～堂明

ると岩

25,000 分の１地図：香々地
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④ その他

お知らせ

※ 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。

月例山行のご案内
２月月例山行：大埜柄岳(1263.4m)・御岳

平成２６年度支部定期総会開催

(1181.6m)鹿児島県

支部規約第１５条第２項の規定により下記のとお

日 時…２月８日（土）～１０日（月）

り平成２６年度定期総会を開催しますのでご参集下

※前号・６３号でお知らせした日と変わっていますのでご

さい。

注意を

支部長 加 藤 英 彦

出 発…２月８日（土） 午前８時発
集合場所…大分駅上野の森口広場

日時 ４月１2 日（土）午後６時より

参加申込及び問合わせ連絡先…２月３日（月）までに

場所 大分市府内町「コンパルホール」

リーダー：木本義雄(090-1465-5696・097-551-9177)まで
議題 報告

３月月例山行：行縢山(829.9m)・宮崎県

平成２４年度事業報告

日 時…３月９日(日)

平成２４年度会計決算報告

出 発…午前６時

平成２４年度会計監査報告

集合場所…大分駅上野の森口広場

議案

参加申込及び問合わせ連絡先…２月２８日（金）までに

第１号議案 平成２５年度事業計画

リーダー：中野 稔(090-2712-5225・097-543-3903)まで

第２号議案 平成２５年度会計予算案
第３号議案 その他
公益社団法人としての事業報告や新年度事業計画

４月月例山行：英彦山(1199.6m)大分県・福岡県

などを決める、支部にとって一番大事な会議です。

日 時…４月６日（日）

会員・会友の皆さん方のご出席をよろしくお願いし

出 発…４月６日（日） 午前６時発

ます。

集合場所…大分駅上野の森口広場

この会報と同封で総会案内と返信用はがきをお送

参加申込及び問合わせ連絡先…３月２９日（土）までに
リーダー：首藤宏史(090-8419-3086・097-545-4547)まで

りしていますので、３月２０日（木）までに出欠
の返事をお願いします。なお、欠席の場合は支部役
員以外の総会出席者（不明の場合は「総会議長に委

※ 各山行時の準備する食糧や装備及び配車等について
は、事前に担当リーダーとよく相談しておいて下さ
い。
※

任」でも良い）に委任する旨をお忘れなく。

第６回支部役員会の開催案内
日 時…３月１２日（水）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 平成２６年度定期総会について
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図書紹介
「登山案内・一等三角点全国」(既刊)

役員会

Ａ５版 ２６０頁

第５回役員

定価 2,100

「登山案内・
〈続〉一等三角点全国」
（新刊）

１月１７日（金）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、星子、首藤

Ａ５版 ２１２頁

定価 1,890

日本全国の全ての一等三角点を紹介するガイドブックで
す。既刊本は５００ｍ以上の山、新刊本は５００ｍ未満の

報告
(1)忘年登山 12 月 14 日(土）犬ヶ岳（参加者２３名）

山となっています。
（いずれも（株）ナカニシヤ出版）
日本山岳会・会員特価で、既刊本１，８９０円、新刊本１，

15(日)雁股山、木ノ子岳（参加者２５名）忘年会 14

７００円（いずれも税・送料込み）です。

日(土）本耶馬渓「西谷温泉館」
（参加者２９名）

（申込期限２月２９日）

(2)トレッキング講座・実践講座、
第１回11月16日
（土）
17 日(日)横岳キャンプと鋸山登山・
（参加者：受講

購入希望者は２月２０日までに支部事務局まで申し込んで
下さい。支部で一括申し込みます。

者１３名、会員８名）第２回 12 月 22 日(土)泉水山・
黒岩山、23 日(日)三俣山、宿泊：九重ヒュッテ(参加

後 記

者：受講者１０名、会員６名）
(3)月例山行 10 月・尾鈴山(27 日)（参加者１１名）

・例年になく早く寒波の襲来した今年の冬。鶴見岳は１１月
末からうっすらと白く化粧したままの姿を見せ続けていま

11 月・経ヶ岳・多良岳(30 日)(参加者１０名)
(4)３００名山の原稿

す。ふつうならその間に何度か黒い冬枯れた姿に戻るので

(5)「親子で楽しむ山」の紹介(坊ガツル)

すが、この冬は、この分だと春までうっすら雪化粧が続く

議題

のでしょうか。

（１） 平成２６年度事業計画について（本部提出）

・登山入門教室の受講者が何人も会員や会友に加入して下さ

（２） 平成２６年度予算案について（本部提出）

いました。その中には、九重山で行われた実践講座で、初

（３） 平成２６年度定期総会の日程等について

めて雪の中をラッセルして、きついけども楽しい経験が出

（４） 山の日制定について

来たことを感激し、もっと、もっと山を楽しみたいという

（５） 韓国山岳会蔚山支部との交流登山母山についてほか

人もいました。
・山は来る人を拒みみません。でも、来た人を全て楽しく安

県下の高等学校に｢大分百山｣を寄贈

全なままに帰らせるとは限りません。山をいっそう楽しく、
そして安全に訪れるために、山とのつきあい方をこれから

東九州支部が発刊(2002 年4 月)した「大分百山・改訂版」

一緒に深めていきましょう。この会報が今後の絆の一助と

が、図書販売の委託先に相当数に残っていました。この処理

なれれば・・・。

の一案として県下の高等学校の図書室や山岳部に寄贈して、

（Ｋ・Ｉ）

登山活動に積極的な若者育成の一助にしようということで、

公益社団法人日本山岳会東九州支部
東九州支部報
第６４号

県教育委員会との間でその活用について相談してきました。
その結果、県教育委員会に寄贈というけたちで、県下の全て
の高等学校（県立４９校・私立１４校）に配布されることに

２０１４年（平成２６年）１月２５日発行

なりました。その中には山岳部を持つ高校もいくつかあり、

発行者

加藤英彦

図書執拗とは別にクラブに配布されることになっています。

編集者

飯田勝之・中野 稔

去る１２月１７日に一括して、県教育委員会教育財務課に

発行所 事務局
〒874-0820 別府市原町５－１４ 飯田勝之方

２２４冊を贈りました。
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