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その後質問や意見提案の時間に以下のような様々な

平成２６年度

件が、活発に挙手をした会員の中から出た。その主な

通 常 総 会 出 席 報 告

もの
①…都岳連を脱退したのは何故か、説明がなかった。

加藤英彦

どういう意図で退会したのか？Ｊ．Ａ．Ｃは未組織団
体になってしまうのでは、スポーツ行政、国の体育行

日時：平成２６年６月２１日（土）１４時より

政に携わって行くつもりは無いのか？

場所：東京都千代田区 主婦会館プラザエフ

回答…退会の主な理由は会報“山”にも述べている。

進行 高原常務

今後も山岳四団体と連携して山岳行政をやっていくつ
もりである。

森会長 挨拶（概して次のとうり）
自分が就任して１年たった。ホットニュースとして

②…支部助成金について、申請した支部 2 支部に助成
金を出すよりも、新しい支部に助成金を下ろしたらど

は“山の日”が祝日として正式に８月１１日と決まっ
た。今後国民運動として盛り上げていきたい。

うか。
回答…新入会員の入会金の内、4,000 円を支部にお還

会員の増強・次期リーダーの育成・ユースクラブ
の活動強化・支部活性化（自分が就任して既に１２支

元している。
③…支部があって本部が成り立っている、今はその逆

部を訪問した、来年は５支部に行く予定）
・来年創立
110 周年となり記念式典を晩餐会を兼ねて12 月5 日に

で
はないか？

予定する。
学生部の活動・女子部の動き・出版事業 300 名山の

④…永年会員と財政基盤について、今後永年会員が増
え（その分年会費が入らなくなる）るので、その対策

出版は 7 月末頃にずれ込む・
上高地山研の飲料水の確保の問題・会員 6000 人をめざ

は？

す・財政健全化・公益社団法人の利点を生かす・以上
が挨拶。

財政は大丈夫か、現在の年金制度の様な状態になるの
ではないか心配だ。
⑤…某支部から出された意見書について．監事からの

次の議題に入る。議長＝会長とする。
定足数・出席者 113 名・委任状 3338 通・計 3451 人・

説明、税法上からもおかしい、ガバナンスとコンプラ
イアンスの点からもその問題が指摘される。

会員数 5101 人・過半数を越えているので総会成立・議
事録著名人 2 名指名。事前に配布（郵送）された議案

ここまでで、第一号議案、第二号議案、の採決にい
る。賛成の方の拍手ではなく、挙手でお願いします。

書にて議事を進める。
第一号議案 平成 25 年度事業報告

賛成の挙手が多数と判断で承認された。次に監査報告
について監事より説明があった。

第二号議案 平成 25 年度決算報告
その読み上げる説明の中で会員動向について（10 ペ

次いで第三号議案 定款施行細則改正等についての

ージ掲載）
会員減少はこの 3～4 年間ほぼ横ばいとなっ

質疑にいる。ここでは多くの意見が出された。要する

た。
会員構成は70歳以上が53％を占めるにいたった、

にこの細則は入会時のその年の年会費を、月割りにし
て入会をしやすくする為の改正案である。様々な考え

との衝撃的な説明があった。

方の色んな意見が出た。割り引く必要は無いとか、そ
んな割り引いてまで入会してもらわんでよいとか、し
かしそれらは少数意見であった。４月に入会が集中す
るのを避けるためにも本部としてはこの細則が必要だ
と訴えた。最後に前会長の賛成の意見で採決となり、
ここでも挙手の結果、賛成多数でこの改正案も承認さ
れた。
ここまでで時間が２時間を越えた。そして報告事項
として平成２６年度事業計画及び収支予算の説明、そ
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の他として、四支部の支部長交代（熊本支部が工藤さ

から四方台のほうに行かず、塔ケ峯のほうに行きまし

んより松本新支部長に交代）との発表あり。

た。
こちらの道のほうが木 の下を歩くので気持ち良か

それと会費滞納除籍対象者６９名のコピーで発表
（東九州支部は３名の対象者あり）
。

った。舗装された林道に出てしばらく歩いて貫山の登
り口に出ました。

今回は昨年まであった総会時の前の支部長会議を無
くしたために、
全国から 10 の支部長しか出席してない

貫山の頂上は見晴らし良かった。帰りはのんびりと
草地の台地を歩きました。北九州国定公園の中心地平

という事だ。九州の他の四支部は支部長が出席してい

尾台は、山口県の秋吉台と並ぶカルスト台地で草原に

なかった。そのあとやっと、４時 30 分過ぎから懇親会

羊の群れのように見える石灰岩が多数見えます。石

（会費３０００円）が始まった。
帰りの飛行便の関係で、約１時間しか歓談できなか

灰穴も見えます。パラグライダーの聖地と書いてある
桶ケ辻で、5 人ぐらいの人が気持ち良さそうに風に乗

ったが、山の日制定の代表幹事成川さんと、宮崎理事
とは親しく懇談をして挨拶もそこそこに退席した。有
意義な総会出席であった。
今回、総会案内の中に一緒に郵送された、会費の預
金口座振替のお願いについての説明がなかった。

（桶ヶ辻にて）

って 舞っています。皆で 2 人の人が飛びたつのを見
ました。
その後、
天狗岩から茶ケ床園地に着きました。
途中、

貫山(711.6m)・平尾台

赤いランの花ーシランという名ー覚えやすいです。そ
れからオミナエシ科の薄紫色のカノコソウという花も

５月月例山行報告

たくさん咲いていました。平尾台自然観察センターに
皆で寄って花のパネルを見ました。帰路の途中、道の

牧 野 信 江 (14455)
５月１８日(日)６：００大分南口集合~８：３０吹上

駅豊前おこしかけに寄り解散になりました。おこしか

峠駐車場登山口より出発~９：１０大平山~９：５５塔

けというのは、神功皇后が巡幸の途中、当地で石にこ

ケ峯~１０：０５林道に出る~１０：４５貫山~１１：
２０昼食を終え出発~１２：１５周防台~桶ケ辻~１

しかけたという伝説に因むそうです。天気に恵まれ良
い一日でした。

３：０５天狗岩~１３：５０茶ケ床園地

参加者…星子、加藤、中野、久保、下川、?部、宮原、
遠江、若月、柳瀬、牧野

平成２６年度のテーマは「九州百名山とセカンドア
ップ」です。５月は福岡県の貫山です。リーダーは中
野稔さんです。プリントを用意してもらってありがた
いです。中野さん、久保さん、若月さんの車で出発。
天気は晴れ。１１名参加。吹上峠に駐車。久保車を茶
ケ床園地に駐車。
大平山(おおへら)で中野さん、久保さん合流。ここ
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走路はそんなにアップダウンもなく快適だ。縦走路で

釈迦ヶ岳(1231m)・

は足元にはアマドコロ、ギンリョウソウ、両サイドに
はシロモジの木が目に付く。また、エゴノキの白い花
が少し満開を過ぎ、登山道に散乱して道を明るくして

御前岳 (1209m )

いた。ワールドカップコートジボワール戦の報告でみ
んな一喜一憂しながら縦走路を進む。そして最後の登

６月月例山行報告
久 保 洋 一 (14168)

りも軽快に１２時５分御前岳山頂（1209m）到着。

大分駅に 6 時 30 分集合し４０分に出発。途中別府

ここで昼食。食後石川さん差し入れのスイカを美味

湾サービスエリアで遠江さん、若月さんと合流し、天
ヶ瀬インターから椿ヶ鼻ハイランドパークへ。ここに

しくいただく。ザックに入れてここまで持ち上げは阿
部さんです。ご苦労様でした。記念撮影をし、１２時

到着したのが８時５０分。当初交差縦走を予定してい

４５分山頂出発。
釈迦ヶ岳の方へ少し戻り左折し田代方面へ降る。縦

たようだ。私は参加者１１名これを２つのグループに
分けての縦走は完全に別行動となるので参加者の交流

走路からみて道はかなり薄いがしっかりはしている。
少しおりると沢が現れシオジ原生林の中を沢に沿って

を考えるとどうかなと思っていた。今回リーダーの下
川さんも同じように感じたのか全員で釈迦ヶ岳から御
前岳への縦走に出発直前に変更になった。

下っていく。沢の中頃一部登山道が流失しているとこ
ろがある。その先で遠江さんがカンアオイを見つけ土

ここには風力発電機の風子と風太郎の２機があるが

を掘って黒い花をみんなに見せてくれた。さすがよく
知っている。私は初めてだったので驚き混じりの感動

上にある風太郎の横から９時１０分に登り始める。中
野さんと柴田さんは下山口に車をまわしてから私たち

だ。座禅草を彷彿させる。
さらに下ると沢はより大きな沢に合流するが今度は

を追ってくる。リーダーのご指名で私がトップを務め
る。最後尾は石川さん。天気はどんよりしている。林

その沢に沿ってさらに下る。やがて湧水の広場に出て

道と平行しながら尾根を登っていく。登山道はしっか

沢を横断し少し下ると砂防堰堤のところに降りつく。

りしている。
３５分程で最初のピーク雪ヶ城跡に到着。
ここはちょっとした広場になっていてツツジが満開

ここからは工事用道路沿いに５分くらい下って田代登
山口に１３時５０分到着。全行程 6.4km の縦走でした

だった。ここからは少しアップダウンして普賢岳へ１
０時４５分着。ここには建設省の雨量観測所がある。

。以上 6 月月例山行報告です。

記念撮影をして５分程で出発。車道を少し戻って登山
道に入り１０分くらいで釈迦ヶ岳山頂（1231m）に到

参加者…牧野信江、遠江洋子、阿部幸子、若月美智子、
石川洋祐、下川幸一、岐部威吉、宮原照昭、芝田寿一、

着。ここで再度山頂記念撮影。

中野稔、久保洋一

個 人 投 稿
より安全な登山のために No13

『してはいけないことをした』
安 東 桂 三 （9193）
（釈迦ヶ岳山頂にて）

本年の梅雨の期間中(６月中)に三度ほど沢登りを行

この山頂は普賢岳より１m 程低い。次に行く御前岳

った。最初は(6/1)の暑い日、犬ヶ岳の岩岳川恐淵谷、
二度目は(6/18)雨天、犬ヶ岳の岩岳川恐淵谷、三度目

はここからはピラミダルな山容だ。この山頂からの降
りは岩もあり急だ。しかし一旦下ってしまうと後の縦

は(6/28)雨後、祖母山神原川本谷。いずれの沢行も問
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決めた。岩にロープを回し、懸垂下降（ロープを使っ

１８日の恐淵谷は、特に大問題であった。少し書き

て降りること）のセットをした。私が最初に下り、降

たいと思う。この目論見はリーダー養成を目的として
行われた。メンバーは、S（30 歳代、男性）
、E（30

りついたところから、ロープを離し泳いで岸へ。泳い
でいるが前に進まない。どうも滝壺へ引き込まれてい

歳代、男性）
、H（60 歳前半、男性）と A の私。
S のリーダー養成を目的とし、沢登りを当日行うか

る様子、真剣に泳いで岸についた。数メートルだった
が。
続いて H、同じように降りてきて、ロープを離して

否かの決定も任せた。
雨が降ることが確実となったが、
S は現地に行き、状況を判断するという決定をした。

泳ぎ始めるが進まない、泳ぐのを止め、少し浮いてい

それで、豊前の犬ヶ岳登山口へ。
雨は降っていた。岩岳川の水量も多く、状況は少し

ようとしたので私が水流に入り、H の手を握り岸まで
引っ張る。そのようなことをしているときにロープを

厳しい。身支度をして入渓地点まで歩く。本来ならこ
こからが沢登り開始だが、下部のゴーロ帯（岩がゴロ

1 本失ってしまった。滝上の S は岩に回していたロー
プを岩から外し下に投げ落とした。また H は、ロープ

ゴロしているところ）は、カットしてゴルジュ入り口
付近まで登山道を歩く。
ゴルジュ手前で登山道を離れ、

は浮くものと思い、懸垂下降したあと、末端を保持せ
ず泳ぎ始めたのだった。
私はそれを岸から見ていて
『ア

沢へ。登山靴を沢シューズに履き替え入渓。雨降り、
水量多し。S の指示はないが、私は皆に雨具の装着を

ッ、失った』と思ったが、後の祭り。ロープは水流の
中で、今も滝壺の中にあるのかもしれない。

勧めた。H は最近買ったウェアーは保温性良く、雨具
は不要と言う。あとのメンバーは雨具をつけた。

側壁の鎖を登りあがり、私と H は登山道へ出た。そ
こからは S と E が二つほど滝を登るのが見えた。

いくつかの小滝を越えて、3ｍ程の水量の多い滝。
ロープ必要と判断し、4 人でアンザイレン（ロープに

そこで私は二つのことを考えていた。一つはバック
アップロープを持っていないこと。もう一つはロープ

つながること）
。最初に H が右壁に取りつく。右壁を

を失ったこと。最初のバックアップロープとは、若い

へつり（トラバースのこと）
、滝の右壁と水流のコーナ

S と E が、目下の滝を登っているが、アクシデントの

ーを登るが流激しく、数度滝壺へ落ちる。次に E に交
代し、一度は落ちたものの滝上へ登りあがる。その次

時に、
そこに降りつくロープを持参していないことが、
不安。登山口に乗ってきた自家用車には、3 本あった

は私がトライ、流激しく体が岩から離されそうになり
ながら登りあがる。
この時私は落ちられないと思った。

が、今日は 4 人パーティなら 2 本で良いと、1 本置い
てきたことを反省した、もう 1 本ザックに入れてくる

落ちればこの水温の低さにより、体力が奪われるのは
確実、何とか一度で登りあがらねばと満身の力を出し

べきだった。
ロープを失ったこと、これはクライミングではして

た。続いて S と H がロープに確保されてトライ。S は
数度落ちて、右の流を止め、左の流れを登りあがる。

はいけないこと、絶対にしてはいけないことだった。
私は良く懸垂下降中にみんなに伝えることが多い。
『何

H はまた数度落ちたが、何とか登りあがる。

度も懸垂下降が続くルートでは、ロープを失うと致命

いくつかの小滝を越え、淵のある斜滝。ここもロー

的になる。末端をどこかに固定するように。そうしな

プで確保し、左壁をへつり、数メーター泳ぎ、滝に取
りつき、水流の左を S と E が登りあがる。そのあとを

いと相手が持っているだろうとか、どこかに括り付け
ているだろうとかと考えていると、ロープが固定され

私と H が登りあがった。
ここで H は歯がガタガタと合わないようす。脚もブ

てなく、スルスルとロープが落ちて行ってしまう。そ
うするとそこからの脱出は困難なこととなる。
』

ルブルと震え体温低下の状況。雨は継続して降り状況
は悪い。
ここでパーティは二つに別れることとなった。

S と E は二つほど滝を越え、我々のいる登山道へ登
り上がった。そこからは、沢シューズを登山靴に履き

S と E はもういくつかの滝を登る、私と H は登山道
へ登りあがることとした。

替え、雨の降る登山道をとぼとぼと下って行った。
みんなロープを失ったことを反省し、言葉少なにな

ただここの側壁は登れないことはないが、今登って

った。これは大分緑山岳会のメンバーによる沢行だっ

きた滝の下に鎖が左壁についているのを認めていたの

たので、7 月に開催された緑の定例会で議題として討

でそこまで下降し、鎖を使って登山道へ登りあがると

議し、特に我々4 名は、猛省であった。
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① 松山城(127.9)・三等三角点 北九州空港近くで、

いう、失ってはいけない装備を失ったという、言葉に

神田交差点を右折して、案内と駐車場あり。登城道は

出していけないほどの重大事項だった。
産業界の重大事故発生事例の統計から出されたハイ

ロープと丸太段で歩きやすく２５分。土塁、切岸が曲
輪をなして、後世改築の崩れた石段を上がり広い本丸

ンリッヒの法則と言うのがある。それは、一つの重大
事故の背景に、２９件の軽い事故と３００件のヒヤリ

へ。当然眺望抜群だ。門司城と同じく争奪戦の的だ。
秀吉が九州征伐のとき、毛利や黒田の本陣にいた（秀

としたり、ハッとしたりする体験があるという。労働

吉は小倉から）

災害事故の統計から導き出された法則である。ロープ

② 馬ヶ岳城(208.9)・四等三角点 大谷登山口から展

を失うということを繰り返していたら、いずれは山中
で命を失うことになるかもしれない。
産業界の法則は、

望台経由で３５分。下山は展望台下からは西側コース
です。土塁・横堀・畝状竪堀群が３００ｍ区間見る。

山岳事故でも通用する。
この6 月の三度の沢登りはそれぞれに問題点があっ

杉の木の館に２泊した秀吉のため、小早川隆景が急遽
増築した防御施設である。１５８７年３月２９日、３

た。梅雨中ということもあったが、その問題点を明ら
かにしそのようなことが起こらないようにと思ってい

０日滞在は事実で書状があるそうだ。
（１０日前、豊後
占領の島津は撤退開始）秀吉九州平定後、黒田如水・

る。
7 月 20 日は、日本山岳会東九州支部の月例山行で、

官兵衛豊前１２万石はこの馬ヶ岳城を居城として、宇
都宮氏などと厳しい戦をした。

鳴子川へ行くが、基本正しく、安全な山行を行いたい
と思っている。

物足りない方へ。
「御所ヶ谷神籠石」＝住吉池公園の
奥の終点駐車場～史蹟・中門～景行神社～礎石～奥の
院まで日射病を心配して往復した。
奥の院から
「南門」
尾根を御所ヶ岳(246.9)三角点経由は人気の馬ヶ岳ト
レッキングコースである。”
④ 城井ノ上城 ３２号線は牧の原橋から林道にな
り、すぐキャンプ場だ。
「三弓岩」
（射手三兵で敵兵一
兵も通さずとある大岩）を過ぎて登山口。城の入り口
は大岩２つが重なって、その隙間を上がる。
（写真）１
０分行くと、城跡は削平されたごろ石に疎らな杉の大
木だけである。
「周囲を岸壁に囲まれた谷で、隠れ城と
伝えられる」さらに緩く２０分で恐ろしい鎌倉によく

（恐淵・ゴルジュ手前にてのルート工作、流早く、流木をセット

ある切り通しの裏門が見える。
（写真）
。
「自然を利用し
たこの備えは古今有名である」
「番人の穴」からは崩れ

している様子。
）

て行けない。特異な山城である。
「検地反対の一揆」の
首謀者宇都宮鎮房はこの“囲い城”で籠城。官兵衛は
仕方なく謀略でこの格式高い名門を鎮圧したのだ。
④ 岩石城(454) 小石原から５２号線で添田公園の
復元岩石城の“添田ジョイ”へ。庭に石碑「秋月種実
３６万石の堅固な自慢の城は１５８７年４月１日秀吉

大河ドラマ官兵衛ゆかりの
山城

軍１５万の大軍に１日で落ちた。熊井越中守久重は３
０００人の兵と討死にした」そこの登山口はきついの

三角点と山城探検シリーズ第 11 回
昨年６月、
「馬ヶ岳城」は二児神社から暗い谷間の急

でさらに林道で２３８．９三角点下の終点へ。水場か
ら５分の急登で新設林道に出る。残暑きびしく同行の

坂を３５分で東の二の丸、西峰・２１６本丸へ数分で

佐藤昭博君に遅れて３０分かけて稜線着。左２分で木

す。
（花熊コース）
「ＮＨＫが調査にきました」と地元

の鳥居の展望地往復。あとは数分で遺構の連続。路傍

の人。ＴＶにでそうな山城を簡単に紹介しよう。

の岩盤に８個並んだ「柱穴（柵を立てた）
」
、谷に現在

安 部 可 人 (友 11)
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県道１２２号（古江丸市尾線）を葛浦の分岐から南

主台跡」 手頃な山で中高年の姿が絶えない。

に９００ｍ余り行った所から左に入る林道が登り口に

⑤ 戸城山城(317.6) 二等三角点 立石峠から赤村
役場へ。 北から暗い鬱しい植林地の登りのため人気

なる。林道入り口手前の道路反対側には魚つき保安林
の標識がある。未舗装の荒れた林道はＲＶ車なら登れ

はない。鈍足安部は２０分をゆっくり３５分だ。公園
化された山頂には遺構がちゃんとある。
「１５８７年、

よう。曲がりくねった林道の途中の二つの分岐を右に
とりながら登ると、国道から約５０分ほど(1.7km)登る

５２歳の秀吉が此処から、前田利長や蒲生氏郷が岩石

と林道は平らになりその先でカーブして稜線を横切

城を１日で攻め落とすのを観戦した」という伝承・伝

る。左から荒れた林道が合流して林道はその先右へ大

説がある。
⑥ 松尾城 福岡県史跡 帰途、小石原三叉路の長池

きく巻いて稜線の南西側へと続いている。そのカーブ
の右手の掘削斜面に斜めに道がつけたれており、ここ

製材所裏山へ５分。小学校跡に駐車。説明板「黒田官
兵衛が年貢問題から不仲の細川忠興に備えた筑前六支

を登山口として稜線にとりつくとよい。スギの植林地
と灌木林の間の稜線は、所々キイチゴやウラジロなど

城の一つである」運よく草刈後なら石垣・東の３連堀
切・斜面に畝状竪堀がよく見えるであろう。山城入門

が覆って歩きにくいところがあるが、おおむね歩きや
すい稜線である。時折り左手の視界が開けて、波当津

向きでだ。
（注１）菩提寺は天徳寺で、長子朝房１９歳は玉名郡

湾や陣ヶ峰などが展望できる。西に向かって緩いアッ
プダウンを繰り返しながら徐々に高度を上げて、林道

で清正に討たれる。吉冨の広津の宇賀神社に、
「姫の磔
場」の吉冨町の指定史跡。

から約３０分で平らな天然林の稜線に達する。少し行
くとまた傾斜が増し、そのあと１０分ほどで急斜面を
登れば鈍頂に達する。少し広く伐開された林の中の空
間の中央に４等三角点がある。
ＲＶ車なら登り口からさらに、平らな林道を８００
ｍほど進むと大きな右カーブで、左に小広場のある地
点まで行き、そこから右のスギ林に踏むとよい。植林
地内の小稜線をひたすら直登していけば途中から天然
灌木林となり、林道から１５分足らずで先の平らな稜
線に達することができ、左に１０分足らずで山頂に至
ることができる。山頂には「貝ヶ谷山」と書かれた私
標が二つもある。

貝浦(216.2m)
大分県の最南端の町が波当津で、美しい波当津湾か
ら西に波当津川に沿って狭い谷間に民家が並ぶ小さな

私の無名山ガイドブック NO54

町である。集落の西奥から津島畑山への登山道がある。
貝浦は集落入り口にある小さな小学校と道路を挟んで

貝 谷 と 貝 浦

反対側にある明正神社の鳥居が登り口となる。入り口
にシカ避けのゲートがあり、これを開けて鳥居をくぐ

飯 田 勝 之 (10912)
宮崎との県境にある津島畑山から東に派生した稜線
が、４６２ｍの独標の東から二つに分派して高度を下

って石段を登る。狭くてかなり急な石段である。石段
を登り切るとその先はさらに急坂が続いて、鳥居から

げながら、二カ所の三角点を通って急角度で海へと落
ち込んでいる。その北側の三角点が貝谷、南側が貝浦

１０分ほどで小さな社のまえにつく。社の横の石垣を
越えて背後の露岩の多い稜線にとりつくと良い。シイ、

という点名となっている。稜線歩きが面白いので紹介

カシ、タブなどの照葉樹にヌギやナラやヤマザクラの

してみよう。

混じった灌木の中をひたすら登る。露岩がなくなると

貝谷(376.5m)

いっそう急な斜面となり、落ち葉に足をとられながら
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這うようによじ登る。しかし林床には下草がほとんど
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お知らせ

ないのでヤブこぎの必要はない。急斜面をひたすら登
っていくとやがて緩斜面になり、少し行くと樹林が伐
り開かれた明るい空間に行き着く。そこには樹林の中

月例山行のご案内
８月月例山行：福智山(900.6)福岡県

はなかったウラジロやコシダ、キイチゴ、ジャケツイ
バラなどが茂っている。その茂みの際に４等三角点が

月 日…８月３０日（土）

ある。そして、三角点の数ｍ南の木の幹に白い木の札

出 発…３０日（土） 午前５時発

が結び付けられており、黒い文字で下り方向の矢印に

集合場所…大分駅上野の森口広場

「正明神社」登り方向の矢印に「山頂・１２０分」と
読める。津島

参加申込及び問合わせ連絡先…８月２２日（金）までに
リーダー：木本義雄(097-551-9117・090-1465-5696)まで

畑山までのこ
とだろう。そ

９月月例山行：鞍岳(1117.8)・ツームシ山
(1064)熊本県

の地点から津
島畑山の山頂

日 時…９月１３(土)

がかなり高く
遠く見える。

出 発…９月１３(土)午前６時

地図ではこの稜線は、その先で緩く落ちたあと標高４
６２ｍのピークを越えて津島畑山へと高度を上げてい

リーダー：田所歳朗

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５日（金）までに
飯田勝之 (0977-21-3437・090-2503-8409)

ぢ げ

る。かって私は、北の地下から津島畑山に至る、地図
上の破線の山道を登るべく、大内川に沿って走る林道

１０月月例山行：祖母山

から挑んだことがある。荒れた林道の途中から地図の

日 時…１０月１２日（日）

山道を目ざして濃いウラジロのブッシュをこいで登っ
たが、道は見つからずに４６２ｍ独標の西の鞍部に登

※ 韓国山岳会蔚山支部との交流登山と月例山行をか
ねて実施します。詳しくは韓国交流登山のお知ら

りついき、そこからあとは快適な稜線歩きで山頂に至
ったのを思い出す。

せを参照のこと。

１１月月例山行：宮之浦岳(屋久島)

参考タイム…○林道入り口～５０分～登り口～４０分～貝谷
○波当津小学校前～１０分～正明神社～２０分～貝浦

月 日…１０月３１日（金）～１１月３日（月）
出 発…１０月３１日（金） 午前５時発
参加申込及び問合わせ連絡先…１１月１７日（金）までに
リーダー：久保洋一(097-546-1140・090-8353-9770)
黒味岳・宮之浦岳・永田岳・モッチョム岳・愛子岳・などを登る
予定ですが、旅程などを含めての山行計画の詳細は、後日
参加希望者にお知らせします。

「山の日」法案が成立
日本山岳会が先頭を切って進めてきた、
「山の日」を
制定する運動が実を結び、２０１６年から８月１１日
が「山の日」として「国民の休日」になることとなり
ました。２０１３年６月３０日に山の日制定議員連盟
が開いた総会において、①6 月上旬、②海の日の翌日、

２万５千分の１地形図…蒲江・三川内
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盆休みと連続させやすい利点があるとしてお盆前の８

第３回登山入門教室受講者募集

月１２日を祝日とする案が採用されました。しかし、
８月１２日は日本航空１２３便墜落事故と同日のため

今年で３回目を迎える登山入門教室(初回はトレッキ
ング入門講座)が下記の通り開催されます。

この日を避けるべきたということになり、
、
８月１１日
を山の日とする案が決りました。３月２８日、９つの

実施期間 ８月から１２月
座学講座 ８月２７日（水曜日）から隔週水曜日・１１８：３０
から約２時間・４回実施。
実践講座 １１月と１２月に実際に山に登ったりキャンプ

政党の共同提案として「国民の祝日に関する法律の改
正案」が第 186 回国会に提出され、４月２５日衆議院

したり、小屋泊まりなどをして２回実施

本会議で可決、参議院に送られ５月２３日に参議院本
会議において可決、成立しました。

受 講 料 ５，０００円
定
員 ３０名
募集期間 ８月１５日（金）まで
受講対象者 登山の初心者を対照とする
講座の場所 座学講座 「ホルトホール大分」

第３回支部役員会の開催案内

問い合わせ及び参加申し込み先
東九州支部事務局 別府市原町５－１４ 飯田方

日 時…８月６日（水）午後６時３０分より

Tel･Fax 0977-21-3437 Mobilel090-2503-8409

場 所…大分市「ホルトホール」
議 題…① 登山入門教室の実施計画

※会員・会友のお知り合いの方で、山登りを始めよう

② 青少年体験登山

という人や始めたばかりの人などがいたら是非受講
をお奨め下さい。

③ 韓国交流登山
④ その他
※ 役員の方のご出席をお願いします。

第 13 回青少年体験登山大会
毎年恒例の青少年を始め、一般初心者を対象にした
体験登山大会が近づきました。会員・会友もたくさん参

第５回山の安全を祈る集い
場 所…久住御池避難小屋の上の遭難慰霊碑前（雨天

加して、一般参加者との同行登山をお願いします。また、
一般参加者のお誘いもよろしくお願いします。

等悪天候の場合は御池避難小屋で行います）

実施期日… 平成２６年９月２３日（火）

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）の８月、九重山で始

登山コース…久住山ほか。参加者の自己申告により、

日 時…８月３日（日曜）午前１１時

「のんびり組・牧ノ戸峠～久住山往復」「元気組・牧ノ戸
峠～星生山～久住山～牧ノ戸峠」「健脚組・牧ノ戸峠～

めての遭難者の慰霊碑前で、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、これからの安全

久住別れ～中岳～久住山～星生山～牧ノ戸峠」）
集合…午前７時・大分駅北口貸し切りバス発着ブース

登山を祈る行事として山の安全祈願を行う。
主 催…公益社団法人日本山岳会東九州支部と法華

（北口を出て左側広場）
現地参加者は牧ノ戸峠、午前８時３０

院温泉の共催
参加対象…一般の登山愛好者

参加費…１，０００円（高校生以下…５００円）
現地参加者…３００円 （牧ノ戸峠集合）

参加方法…午前１１時までに現地（遭難碑前）に集合。
参加申し込み…支部長（加藤）または事務局長（飯田）
までご連絡下さい。
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スズタケ枯死・シカの食害調査
参加者募集
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後 記

日 時…１０月４日(土)
場 所…本谷山西の稜線の定点観測地点

・再来年から８月１２日が「山の日」として正式に「国民の祝日」
となることが決まった。「海の日」があるんだから「山の日」
もあっても良いんじゃないか。山ヤのそんな気持ちからスター

集 合…午前７時「道の駅・原尻の滝」
行 動…尾平越トンネル口から旧尾平越に登り、約１．２ｋ

トした「山の日制定運動」、ようやく日の目を見た。

ｍ登った定点観測地点で、大分植物研究会の

・主な９つの政党の共同提案で、賛成多数で可決されたこの法案

皆さんと共同作業を行います。

だが、「この日を祝日とする由来や根拠が不明確だ」「日本に
は祝日が多すぎる。これ以上増やしたら国力が下がる」「海の

参加者…ボランティアで参加できる方は支部事務局ま
でご連絡ください。

日だ、山の日だといろいろ言い出したらきりがない」などの理
由で反対や棄権した議員もいたようだ。
・山の日は再来年からだが、今年もいよいよ本格的な夏山シーズ
ンが来た。一時すっかり減っていた若者が、近年山に戻ってき

韓国山岳会との交流登山

たように思う。見るとこのごろの若者たちは実に綺麗さっぱり
して山を歩いている。

韓国山岳会蔚山支部との交流登山、今年は韓国が日
本の山に訪れる順番です。現在下記の通りの交流計画

・私が若い頃のキスリングに重いテントかついで、きつい、汚い、
かっこ悪いの３Ｋと言われた山ヤ達の時代とは大違いだ。装備

が予定されています。初日の夕方懇親会をして翌日二
日間一緒に山に登ります。会員・会友の皆さんの方の参

も軽く、小さく、使いやすくなっており、綺麗さっぱりにこし
たことはない。しかし山は昔と変わっておらず、いつ何がある

加をよろしくお願いします。
期 日…１０月１１日(土)～１３日(月)

か分からない。「備えあれば憂いなし」やはりこれが一番だ。

予 定…１１日(土)荻の里温泉にて懇親会

（Ｋ・Ｉ）

１２日(日)祖母山登山（神原登山口より）
１３日(月)越敷岳・緩木岳登山
懇親会参加費…約９，０００円（１泊１食込み）
宿泊のみ（１２日）…７，５００円（１泊２食）
① １１日の懇親会参加(宿泊含む)、②・１２日の山行、③．
１２日の宿泊、④．１３日の山行、の四つの区分で参加申し
込みを事務局までお願いします。（電話、ＦＡＸ、メール
可）
集合場所、時刻、山行日程、配車計画そのほかのｄ詳細
は参加者が決まりましたらご連絡します。

公益社団法人日本山岳会東九州支部
東九州支部報
第６６号
２０１４年（平成２６年） ７月２５日発行
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報告

入り口が現れた。看板には尾瀬の生態系を乱さないよ

２６年度支部協賛事業

と記されていた。皆、力を入れて人工芝マットに靴底
を擦りつける。雪解け水が音を立て勢いよく流れ下る

うにとの配慮から靴底に付着した種子を落とすように

尾瀬・燧ヶ岳山行記

沢沿いの登山道は階段状に整備され歩きやすい。朝日
に照らされた山々を眺めながら高度を上げていく。登

宮 本 眞理子

山道はやがて木道に。
（これより３日目の鳩待峠終点ま
５月３１日１７：３０、大分組の中野車と宇佐組の

で尾瀬全域５７ｋｍに渡って環境保全のため木道が設

久保車が空港近くの駐車場で合流、全員でザックの中

置されていると久保さんより説明あり）三平峠に近付
くにつれ、木道の上に残雪が目立つようになる。樹木

身の最終調整をする。空港レストランにて夕食後、１

の赤いビニール道標も４，５ｍの高い所にあり、豪雪
地帯であることを実感する。１９７１年１２月、尾瀬

８：２０ＡＮＡ２００便にて全員機上の人となる。
皆、
尾瀬に思いを馳せ、気分はルンルンである。学生時代

からの下山途中この三平峠で平野長靖氏が遭難し、凍
死されたことが思い出される。残雪に隠れた左右の木

何度も尾瀬行き経験のある久保さんは客室乗務員さん
に「♫夏の思い出」を口ずさみながら尾瀬への思いを熱

道を踏み抜かないよう皆、慎重に歩を進める。
７：３５，日光国立公園尾瀬の入り口である三平峠

く語るも、若い彼女にはあの中田喜直作曲の文部省唱
歌もピンとはこなかった様子でちょっと残念。１９：

に到着する。
「日光国立公園 尾瀬」の大きな看板を背
に東京電力の看板文字を手で覆いながら一人、一人記

５５羽田到着から２２：００新宿西口発の関越交通高
速バスに乗車するまでは移動等でちょっとしたハプニ

念撮影に納まる。三平峠から尾瀬沼までは残雪の下り
斜面、樹木の間に垣間見る尾瀬沼の青い、青い湖面に

ングがあり、スリル満天であった。
6 月１日３：２０、深夜バスの最後部座席は揺れが
激しい為か眠りが浅く、しばし微睡んでいたら「後１
０分で大清水に到着です。ご準備を」との運転手のマ

皆感激しながらも足元はしっかり確保、ストックを頼

イクの声に慌てて起き出す。３：３０、真っ暗な大清

着することができた。コーヒータイムにて久保さんよ
り明日の燧ヶ岳登頂時は長蔵小屋に荷物を預け軽装備

りに下りていく。８：１０ようやく尾瀬沼休憩所に到

水バス停に６名降り立つ。お土産屋のベンチに腰を下

でとの説明があり、私の中の大きな不安要素が消え、
気分も明るくなる。

ろし、暗闇の中でヘッドランプを取り出し装着す。慌
ただしく朝食、トイレ（ここより鳩待峠まで有料トイ
空が少しずつ白み始める。記念撮影、ストレッチと済

９：４０あの伝説の長蔵小屋に無事到着する。２階
建ての古い檜皮葺の建物の前に佇むと平野長蔵・長

ませた頃には全員登山モードに切り替えができていた。
４：２０，登山開始して間もなく久保リーダーが中

英・長靖へと引き継がれた不屈の精神が伝わってくる
ようで歴史を感じさせる。昼食前、尾瀬沼ビジターセ

野さんと一緒に登山道のゴミ拾いを始める、沼田街道

ンターにてジローさん（指導員）より尾瀬沼の自然・

レ）を済ませる。服装を整えると４：００過ぎとなり、

の林道の両脇には新緑のブナ林が続き、野鳥の声も心
地よい。朝の清々しい空気をいっぱいに吸い込みなが
ら歩を進めて行く。５：１５少しずつ背中のザックの
重さが気になりかけた頃、１３５０ｍ地点で小休止、
長野さんからの夏みかんの差し入れに元気をもらう。
５：５０一ノ瀬休憩所着、
トイレ休憩後行動食を摂る。
６：２５、一ノ瀬休憩所を立って間もなく道の端々
に、残雪の中からやや黄み帯びたふきのとうが顔を出
し始めていた。食いしん坊の私は思はず手を伸ばし摘
み食い、やさしいほろ苦い早春の香りと味を堪能させ
てもらった。途中、岩清水で岩盤の中より湧き出すお
（燧ヶ岳にて）

いしい水に喉を潤す。三平橋を渡ると左側に登山道の
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鹿のニッコウキスゲの食害と対策等環境保全について

ブチ岳」に飛び出る。その後も残雪の中を進み、２１

のお話を伺う。長蔵小屋で昼食後、尾瀬沼周辺を散策

２５ｍ、ピークを前にて最後の休憩を取る。

す。青い尾瀬沼に映る残雪をたたえた燧ヶ岳と紺碧の
空、水辺のいたるところから匂い立つ水芭蕉の華花の

８：００、
「後３００ｍ！」と中野さんの励ましの声
を背に受け、ピークに向けて再び残雪の斜面をリーダ

可憐さに皆感激しまくり、一時モデル撮影会と化す。
午後の日差しが 30°近くまで達するなか、木道をシニ

ーの助言にて皆でトラバースしながら踏み跡を確かめ
ながら一歩一歩前進する。最後は岩のガレ場に悪戦苦

アの団体ツアー客と頻繁に出会す。７月になるとニッ

闘「コンパスが足らん！遠江さん助けて！」と思わず

コウキスゲが咲きほこる大江湿原の中に熊笹におおわ

叫びそうになった時、先に頂きに立った阿部さんから

れた「ヤナギランの丘」がある。
燧ヶ岳を開山した長蔵始め平野一族の墓があり、皆

「頂上よ！」と弾む声が聞こえてきた。
８：４０、ようやくの思いで２３４６ｍ（二等三角

でお参りする。尾瀬ヶ原ダム計画に２代に渡って反対
し続け、阻止させた長蔵、長英氏親子、大清水から尾

点）栃木、群馬、福島、新潟に境を接す東北地方の最
高峰・日本百名山のひとつである燧ヶ岳の山頂に立つ

瀬への自動車用道路工事に反対して大石環境庁長官に
直談判、中止决定の回答を勝ち取った孫の長靖氏を偲

ことが出来た。３６０°の大パノラマを漫喫する。
「あ、
富士山が見えるよ！」と長野さんが指差す先、南南東

び、この尾瀬のすばらしい自然を守り抜いた先人達に
深く感謝しながら明日の燧ヶ岳への安全登山をも併せ

にかすかに富士山の勇姿あり。
９：２０，下山開始。お日さまが顔を出し、残雪を

て祈願する。沼田街道を小淵沢田代分岐点まで往復し
た後に早めに長蔵小屋に引き上げる。夕方、ひとり洗

融かす。下山時アイゼンを外した為油断するとすべり
転ける。久保さんはストックを上手に操りスキー滑降

面器 2 杯まで使用のお風呂に入る。が湯船はお湯が
満々と張られ、疲れた体には嬉しいおもてなしであっ

を始める。私も雪の重みで折れた針葉樹の枝をお尻に
敷き、初めての草スキーを体感、それに続けと石神さ

た。食堂で登頂前夜祭のシャンパン（久保さん持参）

んもビニール袋を取り出し滑り出す。ひととき子供に

と心尽くしのお料理で楽しい会食となる。明日は早朝

返り雪国の遊びを体験することができた。途中,小休止

の出発とのことで皆早めに床に就く。
６月２日４：３０おにぎりを頬張り、身軽になった

を取りながらダンダラ坂道をひたすら木道を目指し、
下山する。やがて尾瀬沼がチラチラする頃ようやく尾

ザックを背負い、明るくなった長蔵小屋前を皆元気に
出発する。今日も快晴なり、尾瀬沼沿いに長英新道へ

瀬沼を一周する木道に辿り着くことが出来た。
１１：５０長蔵小屋到着、燧ヶ岳往復所要時間７時

と続く木道の樹林帯を進む。途中、
「あ、熊のベッドや」
「これ熊の足跡じゃない？」と石神さんの声！その度

間２０分。長蔵小屋にてまずは乾杯皆、達成感はピー
クに達する。１３：００尾瀬ヶ原に位置する第二長蔵

にビクッとする。
「熊ベルをもっと大きく鳴らさんと！」
と度々彼女の激が飛ぶ。

小屋に向け、重たいザックを体にしっかり装着し、出
発する。
樹林帯の残雪の残る木道を黙々と歩く。
途中、

５：００過ぎ、だんだんと残雪が深くなる樹林帯の

沼尻休憩所にて肩に食い込んだザックを下ろし暫しの

ダンダラ坂の途中で小休止、久保リーダーの指示でア

休憩、尾瀬沼からのさざ波のような風が疲れた体に心

イゼンを装着する。木に付けられた道標を頼りに久保
リーダーを先頭に登っていく。アイゼン装着体験はキ
リマンジャロ登頂以来2 回目であるがサクサクと残雪
に食い込む音が何とも頼もしい！快感である。途中、
小休止を取りながら残雪が更に深くなった頃には左側
にはダケカンバの合間に尾瀬沼が見下ろせ、右側には
会津駒ヶ岳を望む地点にまで登っていた。急坂を登り
終えると雪がなくなり、芽吹き始めたオバイケソウが
顔を出す。が、アイゼンは装着したまま進む。その先
には残雪の急斜面が立ちふさがる。そこを登り切ると
渇いた土の道となりケルンのある稜線らしき所「ミノ
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地良い。沼尻川に沿って山道を上り下ること３時間半

が１５分遅れとなり、無事２１：１５大分空港に帰還

ようやく尾瀬ヶ原。

することが出来た。後日反省会を持つ中で共通事項と

１６：３０夕暮れ迫る第二長蔵小屋に到着すること
ができた。夕食はこれ又、阿部さんが持ち上げてくれ

してザックの中身（着替え、行動食、装備等）を慎重
に吟味し、とにかく軽くすることが第一であったと。

た２本目のシャンパンで全員登頂を祝って乾杯。心の
こもったお料理を完食す。

私としてもここ１，２年程頚椎の老化現象から不安材
料を抱えての参加であったはずなのに。その点、石神

６月３日４：４０今日はいよいよ最終日、少し雲も

さんはあっぱれである。必要最低限の着替え、装備に

あるがお天気はよさそうだ。前庭にひっそりと咲く薄

事前の階段トレーニングで鍛えた身軽な身のこなし

むらさきのシラネアオイに別れを告げ、第二長蔵小屋
の前で記念撮影後鳩待峠に向け出発。朝靄の中、水芭

等々学ぶことが多い山行であった。
今回の山行の全行程を最初から最後までサポートい

蕉の咲きほこる木道を歩く。そんな中、尾瀬ヶ原の木
道までくると皆が木道の下に落ちているゴミが目に付

ただいたリーダーの久保さん・中野さんを始め、ご一
緒いただいたい皆さまに、
そしてこの一期一会に感謝、

くようになる。ストックを使って上手にゴミを掴める
ようになる。
「誰がこんな場所にカップ麺の容器なんか

感謝です。

捨てたのか？」
といぶかり、
目を凝らしてよく見ると、
それは巨大化した水芭蕉の白い花びら（実は葉が変形
したもの）であった。などとの笑い話のような本当の
お話。沼地の中に浮かんでいる浮島を見ながら「♫夏が
くれば思い出すはるかな尾瀬遠い空」と口ずさむ。青
春時代から憧れ続けた思い入れの地に立つ喜びを噛み
しめる。黄色いリュウキンカ、座禅草等ここでしかお
目にかかれない高山植物をしっかり目に焼き付ける。
竜宮十字路を通り中田代のビューポイントに差しかか
ると目の前に雪解け水を集め湿原を悠々と流れる下ノ

参加者…久保・中野・石神・長野・阿部幸・宮本

大堀川が弧を描いている。中洲に水芭蕉の大群落、そ
の背後に至仏山が優美に裾を広げる光景はまさに絶景
なり。誰からとはなく「次回はニッコウキスゲと至仏
山ね！」との話が出る。
９：４０山ノ鼻のロッジではおいしいキノコ蕎麦を
いただく。山ノ鼻から鳩待峠までは３，３ｋの上りが
延々と続く、最後の最後に試練が待っていた。１時間
半、只々我慢の登りである。途中、石神さんがスイス
イ追い越していく。１１：５０，ようやく観光バスが
引っ切り無しに出入りする鳩待峠に辿り着く。

特別寄稿

１２：４５戸倉行の乗り合いバスで出発、戸倉からは
新宿に向け１３：３０高速バスに乗り込む。ＪＲ新宿

剣岳より奥穂高縦走と山小屋談義
星子貞夫

駅から乗り込む羽田国際線ターミナル行の電車は５分
弱しか余裕が無い事をバス運転士に話すと「道路事情

期日 1992 年9 月11 日～26 日(平成4 年)

もありますから確約はできませんが」
と話していたが、
何と３０分も早い新宿到着を実現してくれた。
「お気を

メンバー 星子貞夫、池辺明美、ほか3 名
コース 馬場島―剣岳―-雄山―五色ケ原―薬師岳―太郎平小屋

つけて！」と笑顔で見送って下さる。感謝、感謝であ

―北ノ俣岳―黒部五郎岳―三俣蓮華岳―槍ケ岳―北穂高岳―奥穂

る。

高岳―白出-新穂高温泉

羽田でもちょっとしたハプニングがあったが最終便

データー
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太陽を眺めながら今日一日の幸運に感謝する。

2 日 2600m 地点(4:30)剣岳(6:50)―獅子岳(18:25)

9 月13 日

3 日 獅子岳(5:15)スゴ小屋(13:30)―薬師岳(19:00)薬師岳山
荘(19:50)

今日はいよいよ剣岳山頂である。
午前3時30分に起床して朝食、
撤収をすませ肌寒い空気のなか4時30分にライトを頼りに出発す

4 日 薬師岳山荘(5:05)―太郎平小屋(6:20)
5 日 太郎平小屋(5:15)―黒部五郎岳(11:05)―三俣蓮華岳

る。昨夜は秋の月が剣岳の上にかかっていたが、残念ながら今は
曇りである。5 時20 分に2800ｍ地点に達し本峰を仰ぎみる。6 時

(16:00)―双六荘(17:15)

10 分クサリ場に達する。これが「カニのたてばい」であろうか。

6 日 双六荘(5:20)―槍ケ岳山荘(10:53)

6 時50 分山頂に着く。この時まことに不思議な事に視界が急に

7 日 槍ケ岳山荘(5:00)―北穂高岳(10:53)―奥穂高岳山荘
(13:40)

開けて、後立山連峰が一望に見える。富士山、八ケ岳、白山も見
える。記念撮影の後、立山にむかつて下山する。7 時40 分に避難

8 日 奥穂高岳山荘(8:50)―白出小屋(12:23)―穂高平避難小屋
(13:10)

小屋で本朝食をする。前剣で道を間違えて黒百合のコルを通過せ
ず剣山荘に降りてしまい、剣御前小屋には11 時55 分の到着とな

馬場島は白萩川と立山川との合流点で、ちょうど三角洲の様に

った。今日は五色ケ原まで行く予定である。
立山連峰は昨年の5 月に縦走したので、先を急ぐ我々は別山そ

なった地形である。早月尾根は其処から左に白萩川、右に立山川
を見下ろしながら剣岳にむかって文字通り一直線にまっすぐ伸び

の他の山頂は割愛してひたすら先を急ぐ。15 時30 分に雄山の社
務所に着き、山頂で記念撮影をして16 時15 分「一の越」に着く。

ている尾根である。登山はここからはじまった。
9 月11 日

ここで水を補給し16 時35 分に出発して竜王岳下の富山大学立山
研究所に17 時10 分に到着する。ここにもテント場があり幕営可

ご多忙中にもかかわらず我々のために駆けつけてくれた友人ら
に見送られてニチリン号に乗り込んだ。「出かけてしまえば、僕

能である。「五色ケ原」までは流石に遠い。ザラ峠の下りも長い
し、またそれからの登りもある。「一の越」で協議の結果テント

らの天下」今までの緊張した気持ちが一気に緩んで、もう仕事は

場を3 ケ所仮定していた。先ずは研究所横、次に鬼岳の登り地点、

追っかけて来ないと、肩の重みが抜けていく。車窓より、別府湾

第三に獅子岳に至る鞍部である。18 時25 分、日没前に第三の候

に昇った中秋の月を眺めながら、秋空の青が次第に広がっていく
のを見て、旅の前途を象徴しているような気分で愉快である。大

補地でキャンプする。周囲に這松があり、片方に大岩のある絶好
の地点である。地面が少し傾斜しているがザックを足置きにして

阪より急行「北国」の三等寝台で寝不足のまま、富山電鉄を上市
で下車し、予約してあったタクシーで馬場島に着いたのが6 時30

我慢、我慢である。この頃より小雨となる。
9 月14 日

分であった。天気は快晴である。
馬場島の青少年旅行村の施設を借りて朝食をする。此処はとて

夜中に月が出て晴れると思ったが今日は一日雨の模様である。4
時に起床し例によって軽くコーヒーを沸かして5時15分に出発す

も綺麗でゴミも空き缶も落ちていない。汚さないように注意して
僕らも綺麗に掃除した。水筒に2 ㍑の水を入れて急に重くなった

る。今日は太郎平小屋か薬師岳山荘まで行きたい。ようやくザラ
峠に着いたのが6 時25 分である。急坂を登りガスの中「五色ケ原

リュックを担ぎ、いよいよ早月尾根の登りである。初めから30 度

小屋」に行くと閉まっている。晴れていればさぞ美しい高原のは

に近い急坂である。早月小屋の手前1 時間のところで、ついに先

ずである。重い足取りで「五色ケ原山荘」に辿り着き、山荘の土

頭を譲って後尾につく。やはり歳には勝てない。12 時52 分に早
月小屋に着き、約一時間の休憩と昼食の後2600ｍのテント場に着

間で朝食となる。水も貰って8 時15 分に出発する。10 時28 分に
越中沢岳を超える。

いたのが15 時45 分であった。
(本来 早月尾根のテント場は小屋
周辺に限られており、その他の所はテント禁止になっている。小

雨は小降りであるが風があり、何も見えない中 事前調査の時
間表を頭に入れて、ひたすらタイムレースである。13 時30 分に

屋の指導員より一応の注意を受ける。)
2600ｍ地点は尾根上に2 張り、池ノ谷側に1 張り、計3 張りの

やっとスゴ小屋に着き、雨も上がったので小屋のテーブルを拝借
して遅い昼食をとる。ラーメン一杯である。小屋の主人に薬師岳

テントを張れる場所があるだけで、周囲は全く設営不能である。
我々は風当たりの少ない池ノ谷側に設営する。周囲の草を手でむ

の避難小屋の様子を聞くと「そこはケルンが積んであるだけで、
立って二人しか入れない。薬師山荘はもう閉まっているので、軒

しり、テントの底面に敷き防寒とクッション材にする。18 時頃よ

下にテントを張れば良いだろう。」との事である。

り視界良好となり一面に雲海が広がり、白馬から薬師岳まで一望

間山を過ぎて2832ｍのピークを17 時に通過しナイフリッジを

に見渡せる。剣岳の岩壁も目の前である。皆で遠く日本海に沈む

過ぎ17 時50 分に北薬師岳山頂に達する。相変わらず小雨まじり
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の横風である。ここから薬師岳まで更に2 時間と見て山頂は20 時

い屋根が見える。この小屋は他の小屋と異なり作りがロッジ風で

になる。日は沈んだがライトを点けると周囲が見えなくなるので、

ある。三角形の屋根が地面まで届いてみえる。黒部五郎岳の下り

岩稜であるがそのまま頑張った。やがて道は岩稜の急な登りとな
った。大岩塊の所で全員ライトを点ける。なにも考える事はない。

はカールの中を通る道と、尾根通しに小屋へ行く道の二通りある。
尾根の北東面はロッククライミングに最適な花崗岩の岩峰が連立

ただ歩くだけである。気合をいれて岩塊をよじる。突然まさに突
然指導標が目に入る。ふり仰げば山頂の社の石垣が見える。思っ

している。尾根道は巨岩と這松の綾織の道である。尾根道を行き
12 時45 分に黒部五郎小屋に着く。小屋の女主人の話では、昨日

たより1 時間早く着いた。社の鐘を四回鳴らし全員で合掌する。

は一人の客も無かったとのことである。太郎平の小屋には20 人程

風下の岩陰で間食をとり、衣服を整えて下山である。時に19 時

の人が居たが、もう山は冬になるのだと言う実感が湧く。

10 分、真っ暗の中フラッシュをたいて写真を撮る。薬師岳の下り
道は縦走路と対称的な広い砂の道である。夜は注意してルートを

α米のシイタケ飯で昼食をして14 時に出発する。小屋はとても
親切で登山者用の炊事場を無料で提供してくれて水も使い放題で

確認しないと間違いやすい。殆ど走るようにして下る。風が強く
肌にT シャツを着ていた者は体温を奪われて寒さで体が冷えたよ

あった。15 時15 分、三俣山荘との分岐点に達する。上空は晴れ
ているが「雲の平」にはガスがかかり遠くに雲が湧いている。16

うだ。いつも注意していることなのに。ああ、薬師岳山荘は閉ま
っていたが、横に冬小屋があり利用させてもらう。今夜は屋根の

時00 分、三国国境の三俣蓮華岳山頂である。黒部五郎岳で会った
二人連れは黒部五郎小屋泊とのことで、結局登山者は我々三名だ

下に寝られそうだ。
9 月15 日

けである。
三俣蓮華岳から双六小屋へは三通りの道があるが中の道を行く

明け方まで時雨であったが5時05分の出発時にはガスも晴れて
雨も止んだ。6 時に薬師峠に着く。今日は上野、渡辺の2 名が太郎

ことにした。始め稜線を行き双六岳山頂は通らずに直接小屋へと
下る。17 時15 分、双六小屋に着くと支配人が食堂係に三人分の

平小屋より下山する日である。6 時30 分頃までに太郎平小屋に着
かなければならないとあって先を急いだ。薬師山荘付近から太郎

夕食を追加指示した。もうこの時刻に小屋に来る者は誰もいない。
早速ビールで乾杯となったがあまり飲めない。この日は二段ベッ

兵衛平への道は谷川もあるが「五色ケ原」や「雲の平」を想わせ

トの大部屋であった。夕食付き一泊6000 円、ビール一本500 円

るような高原の気分である。木々は雨に濡れて瑞々しい。雨後の

であった。夕食後テレビで天気図を見た。明日もまずまずの天気

水が至る所に流れて心和む。6 時45 分、太郎平小屋で家路を急ぐ
両人に別れを告げる。

である。支配人のサービスで双六小屋周辺のビデオを見せてもら
う。五月の春山が素晴らしい。(これに魅せられ後日五月の春山に

天気回復の兆しはあったが本格的ではなく、体も疲れたいたの
で今日は太郎平小屋での停滞ときめる。小屋の主人に来意を告げ

数回訪れる事になる。)
9 月17 日

ると、早速乾燥室に火を入れ親切にもてなして呉れる。夕食付き
一泊6500 円であった。濡れた衣服や靴までも乾燥させ、昼間から

5 時起床、快晴である。今日は槍ケ岳山荘までの楽な旅である。
午前中はかかるだろうと思ったが10 時50 分に山荘に着く。結局

ビールを飲み15 時まで畳の上で布団をかぶりぐっすり眠る。食堂
の窓から水晶岳が「雲の平」の上にある。

またビールを飲んで15 時まで一寝入りする。夕方17 時に槍ケ岳
山頂に登り、はるかな山波が夕焼けに染まるのを静かに眺めて下

9 月16 日

山する。山頂は十名くらいの人であった。大地に沈んで行く太陽

4 時起床「待てば海路の日和あり」晴天の秋空に残月がかかり満

を眺めていると、今日一日の無事が心に滲み、山旅の喜びに浸る。

天の星空である。星の光りが明るくて近い。「雲の平」は黒く静
かですぐ近くにある。周囲の山々も静かに星の下に眠っている。

天気は明日も最高のようだ。
9 月18 日

風は無く空気は冷たく優しい。一日の休養で体調は良好である。
昨夜は夜中に二回も小便が出て、体の浮腫が少なくなる。5 時15

午前5 時 槍ケ岳山荘を後にする。天気は曇りで今一つ冴えな
いが太陽に照らされながらの尾根歩きより楽である。昨夜は夜中

分 太郎山に向かって出発である。
上ノ岳に登ると槍、穂高、笠、八ケ岳、乗鞍が見える。白山、

三回も小便に行き、体の浮腫も取れてくる。5 時30 分、大喰岳山
頂でモチの朝食となる。雲が次第に全天に広がつて行く。槍ケ岳

剣岳、立山も見える。眼前に「雲の平」が光っている。7 時07 分、
北ノ俣岳の稜線下でソバ、モチで朝食をとる。8 時37 分、赤木岳

の向こうに剣岳、立山、薬師岳、黒部五郎岳、三俣蓮華岳、双六
岳と歩いて来た山々が見える。空気が澄んでいる。雲の平、祖父

山頂、登山者は一人もいない。11 時05 分、黒部五郎岳山頂に立

岳、鷲羽岳、水晶岳、赤牛岳が中央にある。野口五郎岳は槍ケ岳

つ。眼下に黒部五郎のカールが美しい。五郎沢これぞ当に黒部川

の陰のようだ。槍ケ岳の右肩に鹿島槍があり、手前に燕岳、大天

(黒部渓谷)の源流の一つである。遠くの湿原に黒部五郎小屋の赤

井岳、横通岳、常念岳、蝶ケ岳と続いている。
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ビ中継用無線等すべてが整っているので遭難の情報等直にキャッ

とても綺麗である。「荷物は中にいれるな。」と書いてある。背

チ出来る。

広を着てスーツケースを持って来るべきだった。コーヒーを沸か
しクッキーを食べて8 時50 分に出発する。10 時53 分、北穂高岳

小屋の食堂は総檜作りで特にロビーは「太陽の間」と称して、
東西に窓を配し、常念岳よりの朝日が真っ直ぐに窓に入って来る

小屋に着く。池辺、中野のクライミング・バランスは抜群で安心
して岩壁を登る事ができる。時々先を行く私に注意を与えてくれ

ように、涸沢側の塀を30cm 低くする工事を行い、夕日も真っ直ぐ
に入るように西側の塀も低くしてある。唯冬支度のために塀を高

る。北穂高岳小屋で牛丼とスパゲッティとホットミルクを注文し

くする工事が大変である。山小屋の主人は往々にして山の主であ

て、室内のテーブルで待っていると、「此処は休憩料が200 円で、

るかの様な顔をして登山者を見下し、無力な登山者は気兼ねしな

払わなければ外で食べろ。」と言う。「食事を注文しても休憩料
は別だ。」と言う。仕方なく外に出たが、ウェーターの計算ミス

がら山小屋の世話になる。このような気配は全く感じない。雰囲
気が自由である。自分の家のような伸びやかな気分で過せる。

で3750 円のところ3150 円しか取られなかつた。「ザマーミロ」
11 時40 分 小屋を出発し北穂高岳山頂で女性達は一斉にお花を

休憩室のテーブルの上では登山者が自由にコンロを使って食事
の準備をしている。ロビーにはセルフサービスのコーヒーが一杯

つんで、記念撮影をする。ガスの切れ目に穂高の北尾根が黒く見
える。

100 円で置いてある。時々今田氏が薬缶の湯をポットに追加して
いる。ゴミは従業員の風呂炊きの燃料にするので置いて行けと言

13 時20 分、涸沢岳山頂を過ぎ、13 時40 分奥穂高岳山荘に着
く。流石にここは登山者が多い。6 畳一間の個室をもらい、3 人で

う、どうせ持って帰っても途中で捨てるひとがいると「チクリ」
一言。外にテントを張った青年がもう三日になるが、夜は自分の

30,500 円で夕食と弁当付きである。山荘の従業員から彼の私物の
カミソリを1 ケ貰い、一週間振りに髭をそり、顔を洗い、頭を水

テントで過し、昼はロビーに上がりストーブにあたりながら瞑想
している。コンロは土間で使え、荷物は外に置け、休憩料を払え、

で撫でつけ気分爽快である。薪ストーブの前で3 人揃ってワイン、
ビール、ブランデー、差し入れのウイスキーで乾杯である。心地

水は自由に使えない。このような山小屋が多いなか、登山者奉仕
の精神と企業努力によって近代的な山小屋経営を目指しているこ

よく酔う。

の山荘で、山小屋嫌いの私も好感がもてた。第一ワインを置いて

此処奥穂高山荘は今田重太郎氏により開かれた山荘である。氏

いるのが良い。僻地であるからこそ近代ハイテクを充分に利用し

はご高齢であるが、神岡町にご健在とのことである。現在の管理
者である今田英雄氏は重太郎氏のご養子で20才の頃より山荘にか

合理化し、サービス精神を発揮すべきである。登山者もこれに答
えねばならない。山小屋の将来に幸あれ。

かわり、現在49 才である。重太郎新道の前穂高分岐点の「紀美子
平」の地名は英雄氏の妹の名である。彼女は既に他界している。

9 月19 日
夜半より雨となる。いよいよ最終日である。奥穂高岳より西穂

英雄氏は近代的な山小屋経営を目指して鋭い感覚と聡明な頭脳で
時代の最先端を行くハイテク技術を取り入れている。エネルギー

高岳を経て新穂高温泉へ下るつもりである。同行の二人は西穂高
のルートを心配している。彼女らの実力なら問題ないと思ったが、

と情報の管理である。
水は山小屋にとって命である。どこでも雪渓か天水に頼ってい

雨となれば情況が変わる。出来るだけ出発を伸ばして天候の回復
を待った。天気図によると回復の兆しはある。しかし気分が高揚

る。ここでも小屋より高い位置の雪渓から引いているが問題はそ

しない。要するに気が進まない。このような時は止めるにかぎる。

の貯蔵である。常に60ton の水が貯えてある。水は小さなタンク

8 時になって空身で奥穂高岳を往復する。山頂は降雪があり、霧

に分散して小屋のまわりに埋めてある。最盛期でも60ton 確保し
てあれば、登山者が使っても充分大丈夫との事である。

氷が張り付いている。昨夜の雨は雪だったのか。8 時50 分、山荘
に帰り、白出コースで下山する。12 時23 分 白出小屋に着く。

白出のコルは常に風が吹く。風力発電機が3 碁、風に向かって
勢いよく回っている。奥穂高岳登山路から振り返ると赤い屋根の

既に無人である。更に穂高平に下りの甘い花の香りに酔いながら、
観光客の群れの中に入り、新穂高温泉の双六荘に泊る。

上に整然と太陽電池パネルが並んでいる。自然から得られるエネ
ルギーをバッテリーに充電して、これを使う。石油エネルギーの

長い山行であつた。膝が痛んで思うように行動ができず、年齢の
重みを感ずる山行であった。しかし祭りの様に登山者で賑やぐ盛

消費が従来の五分の一に減った。ヘリコプター会社がぼやいてい
る。次に情報の管理である。夕方一定の時刻になると自動的にFAX

夏を過ぎた初秋の飛騨山脈は実の静かであつた。草も、木も、岩
も、空も全てが冬に向かって静かに待っているような感じであっ

から現在の天気図、明日の予想天気図が出てくる。翌日のテレビ

た。

の天気図と全く同じでる。登山者は掲示板に張ってある天気図を
みて翌日の行動の参考にする。アマチュア無線、警察無線、テレ
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