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桑原山(1408.0m)と

部にその形跡をとどめているに過ぎずない。猛烈なブ

忘年会

どめず、山歩きには快適この上ないが、何となくそら
恐ろしさすら感じられる。
傾斜がややゆるんで県境稜線が近づくと、粉雪が混

ッシュと格闘しながら歩いた尾根筋、谷筋は面影をと

飯 田 勝 之(10912)

じった北西からの強い風がまともに横から当たるよう
になり、冷たくて脱いだ衣服を再度着込む。そして林

山行

道から約１時間１０分、万次越東の 1241m の標点付

今年の忘年登山の初日は県境の桑原山だ。１２月１

近に着いた。木の幹に万次越の指標があるがこれは場

３日(土)午前７時大分駅南口集合組、車４台１５名が

所の間違いで、越はここから２００ｍあまり西だ。

出発。唄げんか大橋の道の駅宇目・
「うめりあ」で待ち

ここから桑原山への県境稜線歩きが始まるが、北西

合わせ組と８時半過ぎに合流。忘年登山と忘年会には

からの冷たい風を避けて、出来るだけ南を歩く。北か

毎年ゲストとしてご出席下さっている重廣恒夫関西支

らは小雪混じりの刺すような冷たい風、南からは冬枯
れのブナの梢越しにのどかな日ざし。そんな中を３０

部長、今年は同支部の女性会員お二人とご一緒の参加
で、ここで合流。全部で２４名だ。

分ほど進んだところで、ほどよい日だまりと、風を避

桑原山には矢立峠側からと奥ヶ迫林道側からと双方

ける大きな岩を見つけてここで昼食休憩とした。
２０分ほど休んで１２時３０分再出発。緩い登りで

から登って、途中で車のキーを交換する交差縦走で登
ることとし、車と人を半分ずつに班分けする。私は奥

少しずつ高度を上げていき、七年山への尾根の分岐を
過ぎたあたりで前方から人の声が聞こえてきた。ほど

ヶ迫林道からのグループに入った。車４台１２名だ。
藤河内川の集落への入り口にある四つ辻。直進は藤

なく矢立峠からの別隊が休憩している、祠のある桑原
山頂上に到着。１２時５５分、おおむね予定通りの時

河内渓谷で、これを左に奥ヶ迫林道へ入っていく。入
り口から荒路でＲＶ車でないと入れない。約１．６ｋ

刻だ。ここで全員集合の記念写真を撮って、互いに車
のキーを交換して分かれる。

ｍで国有林林道への分岐。
入り口に鎖のゲートがある。
ここから林道歩きだ。９時２０分出発、霜柱の残る林
道を大きくカーブしながら上っていく。谷沿いの古い
杣道を近道で行っても良いのだが、道が不鮮明でかえ
って時間がかかりそうなので林道歩きとした。約１時
間の林道歩きで１０時２５分、万次尾根の取り付き地
点に着いた。
これから本格的な登りだ。林道の斜面から尾根に入
り、
ヒノキの植林地の急斜面をジグザグに登っていく。
かなりの急登だ。２０分ほどの急登のあと幾分傾斜が
緩むが、相変わらずの急な登りが続く。植林地の中の
単調な登りで、飽きてしまうころ、高度１０００ｍを
越えてようやく天然林の中となった。このあたりから
上は、かってはスズタケのブッシュの中の登りであっ
たが、今は跡形もなく枯れてしまって、林床は見通し
も良く難なく登ることが出来る。
１０年ほど前から、祖母傾山系だけでなく九州全域
で始まったスズタケの枯死現象。原因には諸説あるが
まだはっきり解明されていない。いずれにしても全山

(桑原山山頂にて)

５０ｍほど先にある三角点を撫でて１３時１０分下
山開始。スズタケの濃かったころには、ヤブの中の小
さな踏み跡をしっかりたどれば迷うことはなかったが、
ヤブのなくなった今は道が不鮮明で、よほど注意して
ルートファインディングしながら下らないととんでも
ないところで下ってしまう。今回は双方の班から一人

全域の枯死はただごとではない。桑原山は九州の他の
山域を寄せ付けないほど、猛烈なスズタケのブッシュ
でその名をはせていたが、今はもう山頂付近のごく一

が往路をリードすることにして、
別隊には中野さんが、
我隊には加藤支部長が登ってきた道をリードしてくれ
た。しかし下り始めて４０分ほど、1330m の前衛峰を
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椿山(659.0m)佩楯山(753.8M)

最後尾の三名が、
前を行く本隊メンバーの姿を見失い、
別尾根に踏み込んでしまうというちょっとしたアクシ
デントがあった。早く気づき、互いに携帯電話で連絡
を取りあいながらの行動でほどなく本隊と合流して、

久保洋一（14168）
忘年会翌日は朝７時起き食事を済ませ、宿の前の直
川鉱泉センターの駐車場へ。車には霜がいっぱい。こ

ことなきを得たが良い教訓となった。
５０分ほどの時間ロスで、矢立峠に１５時１５分到
約１時間の林道歩きで、１６時２０分、車の置いてあ

れでは運転出来ないのでエンジンをかけ、デフロスタ
ーをつけて出発の用意をする。それにしても、 昨日の
私達が寝た部屋は寒かった。屋外の部分を後で軒を出

るところに到着。
ここから車で別隊の待つ
「うめりあ」

して取り込んだ付け足しの部屋だった。よく冬にシン

へ。全員合流して今夜の宿のある直川鉱泉へと急ぐ。

ビジュームなんかを取り込むあの部屋だ。屋根はプラ

夕暮れの道は千束を過ぎたあたりからかみぞれが降り

スチックの波形プレートだし寒いはずだ。風邪をひか
なくて幸い。さて、時間がかかりそうなのでフロント

着。少し下ると林道で、あとは長い長い林道歩きだ。

出した。宿は「旅館やまもと」直川鉱泉のすぐ前。到
着は１７時３０分になっていた。着くとまず部屋割を

ガラスにお湯をかけて溶かすなどして、漸く出発。北
上して大きなカブト虫の看板の処で国道１０号線に入
り, 更に北上して直見駅の処で左折し, 久留須川沿い

して、その後は温泉だ。１日の山歩きと、冷たい風に
吹かれて疲れて冷えた身体には何よりのご褒美だ。

に北へ。

忘年会

番匠川の合流点から少し下流の「おにがせ橋」の手
前で、今日だけ参加の組と合流して、橋の手前の旧道

風呂から上がって、旅館の食堂で忘年会。旅館とい
っても部屋が６つの民宿で、しかもひとつはベランダ

を入り、椿山林道へと上る。林道入り口の鋭角に曲が
るところの先で舗装は無くなり、その奥で,私の車では

につけ足しの部屋だ。食堂も狭く、総勢３０名でほぼ
満員。最初に会友の木山さん書の横幕を背景に記念写

先に進めなくなる。U ターンし、道路脇に駐車し後は
歩いて進む。少し先に丁度良い駐車スペースがあった

真撮影。開会にあたって支部長の挨拶のあとは、恒例
の重廣氏からの講話を拝聴する時間で、このことは前
もって依頼していたが、予定時刻が４０分近く下がっ

ので先まで車で行った人たちもそこに車を停めて歩き
出す。遅れて来た加藤さん達も合流し林道を更に進む。
１ｋｍ程も進むと山頂に通じる尾根が林道におりて
きている。そこから山道にはいる。最初はなだらかだ
ったが、だんだん急になり、足元は落ち葉で滑りそう

ていたことを配慮してか、氏の講話は５分ほどの挨拶
で終った。
首藤会員の音頭で乾杯。あとは賑やかで和やかな宴

なので立ち木に掴まりながら登っていく。程なく岩場
を経て稜線に辿りつく。
右に稜線を少し進むと山頂だ。
稜線には昨夜降った雪が薄っすら残っていた。山頂は

の始まりだ。宿の女将が挨拶「この宿始まって依頼の
大勢のお客様のおいでで感謝します」過去最大のお客
は２６名であったとのこと。
宴たけなわとなると、忘年会恒例の全員の自己紹介
と近況報告。一人１分間以内にとお願いしたが、中に
は７分近く話す人も・・・。重廣氏と一緒に参加した
関西支部の女性も一言ずつ述べてもらった。一人の女
性(宗實さん)は昭和３５年に日本人女性で初めてヒマ
ラヤの６０００ｍ峰に登ったという経歴をお持ちの方
で、朝の出発前にお年を聞いて心配していたが、別隊
で登った同行者に聞くと、あの矢立峠からの厳しい登
りを難なく登っておられたとのことだ。宴は午後９時

ほとんど眺望がきかない。狭い岩場に大勢がひしめき
ながらの山頂の記念撮影。2 度に分けて撮影したよう
だ。
（椿山にて）

過ぎにお開き・明日に備えてみんなお休みだ。
私達は先に写して貰ったので早々に下山。登るとき
はそれなりの距離があったように思うが、下りはあっ
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けなく林道へ出た。鋭角のカーブの峠まで車をおろし,

石川 、遠江、宮本、池辺(明)、宮原、若月、芝田、久

道路脇の広い平らなクヌギ林の中ので、
昼食をとった。

留島、村田(vt)
13 日と忘年会参加…西(孝)、工藤(吉)、宗實(vt)
忘年会のみ参加…首藤、阿南

その後, 番匠川沿いに車で上流に走り小半鍾乳洞, 因
尾を経由して佩楯山に向かう。私はひたすら飯田さん
の車について行った。よく道を知っている。

忘年会と１４日参加…牧野、桜井、渡辺(千)、渡辺(和)
14 日のみ参加…安部、後藤(英)、清水(道)、清水(久)

佩楯山は山頂まで車で登れるが、山頂の手前の広い
駐車場に全員の車を停めた。全部で１０台あった。後
は車道を歩いて山頂へ。
上まで車で来ている人がいた。
ここは一等三角点である。天気も良く眺望がいい。下
山時の会話の際に清水さん(娘さん)が飯田さんの近隣

鳴 子 川・沢登り

の山々の同定に驚いていた。この洗礼はいい。私達も
そうだった。

７月月例山行報

（佩楯山にて）

佐 藤 秀 二(13141)
午前８時３０分に吉部登山口に集合。今回は緑山岳
会の女性２名も同行する。
早々に沢登りの準備をして、
吉部登山口先の橋上で、安東さんより遡行図を渡され
ルートの説明を受け、午前 9 時に出発。ゲート手前よ
り通常の登山ルートを歩き２００メートルほどで沢に
入る。ここで沢対応の装備に換え沢登りが始まる。
最初は沢が比較的広く脇を歩けば通常の登山靴でも
支障がないが、皆、沢対応の装備をしているので水の
流れる中を進む。最初は小岩の中を進むが、だんだん
沢は狭くなり比較的大きな岩がごろごろとした「ゴー

駐車場に遅れて戻ると重廣さんの講話があっていた。
自分のザックの中身を見せてくれ, いろいろ道具の説
明をしてくれた。為になる話しではあるが, 「山の遭

ロ」という所を進む。
（(写真１：下ゴーロ付近を歩く)

難の大半が、道迷いが起因している。疲労困憊、低体
温症、転倒、転落、滑落などのほとんどが、道に迷っ
たことが原因で焦ったり、急いだり、近道しようとし
たりして起きることが多い。しっかりした読図力と、
地図と磁石の使い方を身につけて、常時活用する癖を
つけることだ」等々のお話のあと常時携行しておきた
い装備などを、ザックから出して見せてくれ、簡単な
使い方などの説明してくれた。
聴きながら私達支部の若手は、あの重廣さんの話を
より具体的に実践出来るまで掘り下げる必要性がある
と感じた。ロープ一つについても、持っていくだけで
はダメでどう結び、どう使うのかという具体的な問題
が残る。直ぐに実行出来るまで掘り下げなければ絵に
描いた餅である。駐車場にて現地解散。

流れが強いためか水深は深くなり股下まで水につか
る。また場所によってはボルタリングの要領で岩を越

参加者
全日程参加…重廣、加藤、星子、飯田、木本(義)、園

のすぐ横を登る。トップの安東さんがハーケンを打ち
つつチャレンジするも、
もう少しでスリップして滑落。
運良く滝滑り状態となり無傷。交代して一番の若手が

えていかなければならない。クライミングの練習が役
に立つ。やがて F1 の滝に到達。ここまで約 2 時間半。
前日までの雨の影響か水量が豊富。勢いよく流れる滝

田、佐藤(秀)、中野、久保、下川(幸)、下川(智)、塩月、
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宮之浦・永田岳・黒味岳・
モッチョム岳・愛子岳
１１月月例山行報告
岩 崎 眞 琴 (会友 175)
屋久島の山には宮之浦岳に登った経験はあるが、永
田岳・黒味岳、モッチョム(本富)岳、愛子岳は初めて
だ。 １０月３１日午前０時、柴田さんの車１台に６名
が乗って大分を出発し鹿児島港へ。午前 8 時３０分発
の「やくしま 2 号」に乗船。客室は連休前なのに思っ
たほど混んでなかった。船で柴田が知り合った佐藤さ
んという男性、臼杵出身で屋久島の登山やアウトドア

(写真２：滝を登る池永隊員)

のガイド歴が１０年以上あり、このあと島では大変お
世話になった。

登る。もう一段登って滝のてっぺんを徒渉。ここで 12
時を回り昼食。また、1 名疲労のため撤退をしようと

１４時５５分淀川登山口到着。食糧、テントを分担
して淀川小屋へ向けて出発。４０分ほどで淀川小屋に

話していたが暮雨の滝まで行こうということになり、
昼食後に出発。約 25 分で暮雨の滝に到着（午後 1 時
20 分）
。ここで記念撮影（写真３）し、撤退すること

到着。幸運にも小屋には６人が泊まれる空間が確保で
きてテントは無用。すぐに調理開始だが阿部さんが下

(写真３：暮雨の滝にて)

準備してくれたお陰で、短時間に美味しいすき焼きと
サラダの夕食完成だ。
２日目(11/1)午前 2 時に起床。静かに出発の準備。
昨日の夕食のすき焼きに餅を入れて食べた。午前３時
３０分、土砂降りの中をヘッドライトで出発。他に起
きてくる者はいない。強い雨で登山道は沢状態。暫く
すると革靴の中まで水が浸み込んで来た。
小花之江河辺りで突然の稲光、リーダーの指示で安
全な場所へ避難。雷雨が小康状態になり出発。６時過
ぎに明るくなり始め、投石平、栗生岳を過ぎて、午前
８時頃九州最高峰の宮之浦岳(1936m)山頂に到着。雷

となった。下山は左岸登山道を登山口に戻った。下山
後反省会をしようということになり、安東さんの知り
合いのペンション庭で反省会を行った。内容は以下の
とおり
○途中で 1 人撤退したが、付き添いが必要でなかった
か？○F1 の滝でﾋﾞレイヤーが油断していた。○F1 の
滝で若手を先行させたが、トップでの確保の指示が滝
の音で伝わらず、安全でない方法で確保がなされた。
○声が伝わらない場所での伝達方法を考えないといけ
ない。○事前の準備情報が伝わらずに装備が不十分の
者がいた。○こんなに疲れるとは思わなかった。○す

(宮之浦岳山頂にて)

雨の中、登山者は我々の他には３名のみ。
「ここまで来
たら次は永田岳へ」とみんな意欲満々であった。
小川状態の登山道をアップダウンしながら焼野三差
路を経て永田岳への登りとなる。山頂直下の登りにさ

っげー、楽しかった。
（参加者）安東、中野、牧野、久保、佐藤秀、小野、
池永、緑山岳会から女性２名
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りと落ち葉や木の根などで気が抜けない。予定より早

を屈める。１０分程経って雷が治まったので、再び登
頂開始で９時４５分に永田岳(1886ｍ)到着。記念写真
を撮り下山開始まで数十秒という早業であった。
同じコースを淀川小屋へ引き返す。雲の切れ間が少
しずつ広がって来て、天候回復への期待が高まる。午
後２時前に黒味分かれから青空が広がる中を黒味岳へ。
２時２０分黒味岳(1831ｍ)登頂。山頂から宮之浦岳か

（モッチョム岳山頂にて）

く登山口に到着。駐車場の売店のフトクリームの美味
しかったこと。17 時 50 分にペンションに到着。
4 日目(11/3(月))最終日の今日は愛子岳だ。午前２時
起床。２時３０分にペンション出発。３時２０分登山
口に到着。
暗闇の中をヘッド･ライトを便りに登山開始。

ら永田岳へと続く山並みが眺望でき、山行の疲れが和

山名が親しみを感じさせるこの山は、ピラミッド型の
秀麗な山容で急登が連続。露岩の厳しい登りもあり変
化に富んだコースだ。６時２０分頃東の空が白み始め

らぐ。
写真を撮り下山開始。
４時５０分淀川小屋到着。

る。標高 850m 付近まで急登が続く。最後は険しい登

計画では、小屋に連泊の予定だったが、強い雨と１０
時間以上の行程、大分から夜を徹しての移動などで疲

りで灌木やロープを掴みながら幾つかの岩場を超えて
６時５５分に愛子岳(1,235m)山頂に立つ。風がかなり

れが溜まっているので、船で知り合った佐藤さんに問

強く、記念撮影が終わると直ぐに下山開始。

（黒味岳山頂にて・後方宮之浦岳、永田岳）

い合わせ、知り合いの宿「ペンション・ハロー」と美
味しいと評判の食事処を紹介してもらう。そこで飲ん
だ生ビールの旨かったこと。
3 日目(11/2(日))朝 5 時起床。５時４５分ペンション
出発。６時１０分に千尋滝の駐車場に到着。駐車スペ
ースの脇で、
朝食の準備。
ここでも阿部さんが大活躍。
カレーと新鮮な野菜たっぷりのサラダが完成。美味し
く頂く。７時４５分、モッチョム岳山頂目指し出発。
いきなりの急登が２時間以上続く。標高は 1,000ｍ足
らずだが、
「急登や急降下が多く、屋久島でも屈指の難
路」とガイドブックに紹介されていた。
午前９時「万代杉」に到着し小休止。万代杉は樹齢

１０時２０分登山口に到着。宮之浦港到着は１２時
４０分。最後に地元の海の幸が美味しい食堂で昼食を
ということで、三度佐藤さんのお世話に。お蔭で最終
日を新鮮で美味しい食事で締めくくれて大満足。
日本山岳会東九州支部の会友に入って始めての参加

が 3,000 年の巨木で自然の偉大さを感じる。４０分で
モッチョム太郎と可愛い名前が付いた巨大な杉を過ぎ、
ここから更に急登で、９７９ｍ地点に到着したあと、
折角登ったのに急降下。
今度はロープ伝いの岩場登り。
左側が切れ落ちている上に、
足場が確保しづらいので、

は、とても楽しく充実した山行になった。今回の山行
で得たことや反省点をこれからの活動に生かしていき

慎重に登って無事全員登頂。海に近いせいか、風が強
く下りには特に細心の注意だ。
風が当たらない鞍部で、
カップ麺と大根サラダの昼食をとる。その後も急な下

たい。
参加者…久保、中野、中島、阿部(幸)、柴田、岩崎
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午後４時過ぎに宿舎のくじゅうヒュッテに到着。温

登山教室実践講座終了

泉に入り、６時半から懇親会。乾杯をして１８名が名

九重山で２日間の冬山体験

物の御馳走に与る。７時半から全員が 1 人づつ簡単な
自己紹介をし、
これからの山登りへの夢と希望を語る。
８時からは、９３歳で九重山登山した会員の下川さん

中 野 稔 (13997)

の奥様（会員）のお父様のＤＶＤを鑑賞、続いて大分
百山完登した会員のＤＶＤを鑑賞。このビデオは登山

４回の座学と２回の実践登山の、初心者対象の登山
教室を始めて今年で３年目。毎回愉快で楽しく、登山

家でもなく、スポーツ選手でもない平凡な主婦が、６

初心者とは思えない位逞しい人達に接し、講師の方も

０歳を過ぎて登山を始め、登った事に意義が有る。

元気を貰い、心改まる日々になった事は嬉しい限りで

２１日日曜日、午前８時半までに朝食をすませ、玄

ある。

関先でアイゼン装着。緩みかけていた雪も凍り、アイ

最終回の講座は九重山での雪山体験登山。１２月２

スバーン状態だ。昨日よりも寒いが去年よりは少し穏

０日土曜日、午前７時大分駅南口を 5 台の車に１９名

やかだ。あとで下山して聞いたところによると、スガ
モリ越は氷点下 10℃だったらしい。

が乗って出発。８時半に長者原登山口に到着。最年長
８４歳で現役で役員の星子会員の車も最後に到着して
合計２０名が集合。支部長の挨拶、佐藤(秀)会員の登

出発前に支部長の挨拶、
佐藤(秀)会員の号令で体操、

山行程説明と諸注意の後、冷たいみぞれの降りしきる

４０分に出発。大曲で宮本さんと合流。支部長は此処
で下山。登山は自己責任で、自己判断が大切という事

中、雨具、スパッツを付け、マイカー出来た清水さん
含む１９名が、９時過ぎに登山開始。支部長は風邪の
ため車に待機。こんな事もある。

を暗に示す。
１０時半にスガモリ越につく。１０名前後が三俣山へ
向けて登っていたお蔭で、ラッセルも苦になることも
なく登れる。１１時４０分に西峰(1687m)に到着。本峰

１１時過ぎに東の方向に由布岳が直近に見えた。空
気が澄みきっているせいだろう。写真に撮るべきだっ
た残念。
軽いラッセルで下泉水山(1296m)に１１時４５
分に到着。昼食を済ませて、上泉水山(1447m)に１時頃
着く。去年は大雪のためここから引き返した。ここか

(三俣山西峰にて)

へはトレースが見当たらない事もあり隊員の技量を見
極め、
時間を考慮して秀二隊長が引き返すことを決断。
雪野さんを二番手にして下山開始。登山は、他人と
の競争や時間との戦いではなく、自分自身との戦いで
ある。山にいる者たちとの暗黙の了解のもと、楽しく
登山するものであり、いざというときには他のグルー
プの人とも互いに助け合う事が必要となる。
１２時１０分スガモリ越に下りて昼食。星子会員の

（黒岩山にて）

らアイゼンを装着し、積雪２０㎝前後の道をラッセル
で進む。黒岩
山(1502.8m)に午後３時に到着。
みぞれから子粒の雹に変わり、いつしか雪になって
いた。記念写真を撮って下山開始。３時半に牧ノ戸峠
に着いて、迎えに来ていた支部長の車に４名が乗りこ
み、長者原へ車の回収に向かう。木本会員と下川会員
の先導で、
くじゅうヒュッテに向かって１５名が下山。

大切な講義を聞いて、３０分に下山開始。1 時半に大
曲に到着。４０分にくじゅうヒュッテに到着。１４時
から加藤支部長の閉会の挨拶、佐藤リーダーの参加者
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たが、その後も壇上にはいろんな人が上がっていた。

８月から始まった今年の登山入門教室。４回８講座
の座学と、二回の実践講座、１泊２日の体験登山が終
了して全ての課程を終えた。

武甲山(1241m)と両神山(1723.3m)
全国支部懇談会に参加して

『遠路来て、この扱いはないだろう』気持ちよく飲ん
でいたのに、とても不愉快で非常に後味の悪い懇親会

飯 田 勝 之 (10912)

となった。

昨年１０月１８日(土)１９日(日)に埼玉県秩父市で

翌日(19 日)は山行で、武甲山の方に加わった。９時

開催された全国支部懇談会に、会友の宮原照昭氏と参
加した。今回参加を申し込んだのは、両神山の日帰り
コースが入ってためであった。しかし申し込みが遅れ

に生川登山口の一の鳥居からスタート。登山口が１丁
目で１丁ごとに丁目石があり、山頂が５４丁、ちょっ

て両神山は定員オーバーではずされたが、秩父に行っ

と変わった指標の登山道だ。登りの道は終始スギ林の

てついで個人で登ろうと、参加を決めた。
西武秩父駅から送迎バスで会場についたのが午後

中でいささかうんざり。急げば２時間で登るルートを

２時で、すぐの開会だ。全国から２７支部、埼玉支部

昼食後は反対側の浦山口駅へ下山。快晴に恵まれてす

の会員と合わせて２０７名の参加者が集う大きな集会

ばらしい登山日和の一日だった。

だ。大久保晴美支部長のあいさつのあと、記念講演は
最初は埼玉県警山岳救助隊の副隊長より「埼玉県の山
岳遭難事例と安全対策」と題しての講演で、特に両神

西武秩父駅で埼玉支部会員に送られて解散。我々２
名は両神山に近い両神温泉の「両神荘」へ向かった。
２０日(月)午前６時５３分、宿のすぐ前の薬師堂バ

山の岩場での転落・滑落事故の遭難事例とその救護の
体験、安全登山のための心構えや対策などについて、

ス停から小鹿野町営バスに乗り、約３０分で終点の白
井差口着く。そこから歩いていると軽自動車が迎え来

熱のこもった話は聞き応えがあった。次の講演は秩父
まるごとジオパーク推進協議会の講師で「日本地質学
の発祥の地・秩父からの報告」と題して、秩父盆地の
地形や地質の話、専門的でややわかりにくかった。

た。両神山を日帰りするのに最適な白井差ルートは私

３時間かけてのゆっくりペースで１１時過ぎに山頂着。

有地で、地主の中山さんの許可がいる。前もって電話
で予約していたので出迎えに来てくれたのだ。歩けば
３０分のところ半分ですんだ。
登山口で中山さんから説明を聞いて地図を借りて９

午後６時から交流会は席は決められていて、支部の
枠をはずして互いの交流が出来るよう分散テーブル。
主催者挨拶、来賓の森武昭本部会長挨拶。雲取山荘の

時過ぎに出発。よく手入れされた、実に登りやすい道
だ。天気予報は午後から夕方にかけて雨となっていた
が、朝はほとんど快晴だった。登るにつれて色づきは
はじめた紅葉が日の光に美しい。山頂まで３０分あま
りのところで下ってくる一団と出会い、その先頭の人
が私の帽子を見て声をかけてきた。東海支部の一行８
名だ。しばし立ち止まって会話。我々と同じように、
前日の両神山定数にもれたので今日来たとのことだ。
１１時１０分山頂着。山頂一帯は紅葉が今盛りとい
ったところ。山頂の岩の上で昼食とゆっくり休憩。そ

オーナー差し入れの酒樽の鏡割り、関西支部の重弘恒
夫支部長の音頭で乾杯、総勢２００名を超える大きな
パーティが始まった。宴も佳境に入り参加支部が順番
に壇上に上がって自己紹介と出し物披露。我が支部の
順番が近づく中、隣の人と会話中に支部名が呼ばれた
のが聞こえなくて、
反対隣の人から促されてあわてて、
宮原さんと一緒に司会者の所に行く。しかし行くのが
遅れたのが悪かったのか、
「東九州支部です」と言うと

こで知り合った単独行の男性は奇しくも今夜両神荘に

司会者「何か言いますかぁ？もう、ちょっと時間がな
いので・・」と迷惑そうな顔つきである。当方、
「そう
ですか、それならもう良いです」と二人して席に戻っ

泊まるとのことで、帰りは車に乗せてもえらえること
になった。１２時下山開始。歩きやすい道なので快調
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に下って、１時２０分に下りついた。ちょうど登山口

1）参加者が 510 名の多数となり、テーブルが 50 用意

（両神山山頂にて）

された。私はＣ列-1 国見岳テーブルのテーブルマスタ
ーを指名された。10 名の内８名が東九州支部の支部員
で、あと２名が北九州の支部員となり、打ち解けた感
じで大いに懇親の場が盛り上がった。テーブルマスタ
ーとしての仕事は何もする事がなかった事だった。
2）新入会員紹介・今年入会した新入会員 211 名の内４
５名が、この晩餐会に参加しレジュメに名前と会員番
号が書かれてあった。東九州支部からは桜井依里さん
（№15463）が 45 名と共に壇上に上がり、参加者から
大きな拍手をうけた。桜井さんも大いに満足した一瞬
となった。一度だけのチャンスを生かした有意義な時

についたところでぱらつき始めた。登山口で借りてい
た地図を返して入山料１０００円を払おうとしたら、

間となった。
3)東九州支部からは１１名の参加があった、同じテー

昨日の全国支部懇談会の山行に漏れたのなら半額の

ブルにつけて日頃の顔なじみの気さくな状態で、大い

５００円でよいといってくれた。あとはくだんの男性
の車で両神荘へ、両神温泉での連泊だ。

に東京での宴会を楽しんだ。特に皇太子殿下と共に 2
時間同じ時を過ごし、感激にひたるひと時となった。
49 各支部紹介で東九州支部と呼ばれた時は、
10 名全員
が立ち上がり手を振った。
「支部青壮年部の組織化を目
指しています」と紹介された。皆様も一度格調高い日
本日本山岳会の晩餐会に出席してみては如何？本年
（27 年）は創立 110 周年の記念式典もあり大いに盛り
上がる事でうけあい。

平成２６年度

平成 27 年 12 月 5 日（土）が予定日なので是非空け
ていて欲しい。支部長 1 人だけ参加という支部もあっ
たが、東九州支部からは１１名も参加して頂き、参加

年次晩餐会報告
加 藤 英 彦 (8765)

された方々には大いに変感謝したい。
翌日
（12月6日）
は本部主催の懇親山行が行われて、
山中湖東部の高指山（1174m）に登った。東九州支部か

12 月 6 日（土）開宴 18 時 00 分
京王プラザホテル本館 5 階コンコードホール
晩餐会に先立ち、同ホテル会場にて２時から海外登
山隊の報告会（２件）
、秩父宮記念山岳賞の受賞者、大

らは 3 名が好天の許楽しんだ。

澤雅彦氏の「湿潤アジア山岳の垂直分布帯の成立と保
全に関する生態学研究」の講演。隣の会場ではアルパ
インスケッチ会の作品展と、３年目となった図書交換
会（350 点）が行われた。好評のグッヅの販売もあっ
た。
晩餐会は 510 名の出席で、６時丁度に皇太子の入場
で始まった。受付にて配布されたレジュメに出席者の
名前と式次第、注意事項が記入されてあった。
①開会の辞、②会長挨拶、③物故者への黙禱、④新永
年会員発表・代表挨拶、⑤第１６回秩父宮記念山岳賞

(壇上で記念撮影・東九州支部参加者)

受賞、⑥会長特別表彰、⑦新入会員紹介、⑧鏡開き、
⑨乾杯で開宴。テーブルでの歓談、支部と支部会員紹

晩餐会参加者…加藤、西、星子、飯田、佐藤(壮)、木
本(義)、久保、下川(智)、阿部(幸)、日向、桜井

介、会員相互の懇談、○閉会：20 時 40 分
特記すべき事
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が多いです。
噴火による被害は登山届を提出していても、提出し

より安全な登山のために No15

ていなくても変わらなかったかもしれません。でも各
関係各所で登山届の提出推進と義務化の方向に動き出
しました。
岐阜県の御嶽山は義務化になました。
また、

『再考 登山計画書（登山届）
』

長野県も同様に御嶽山の登山届提出義務となりました。
富士山の静岡県、山梨県も白山の石川県、福井県、蔵

安 東 桂 三 （9193）
昨年（2014 年）7 月 10 日、岐阜県の県議会で、山

王の山形県、火山でもない山でも同じに。

岳遭難防止条例が可決されました。これは、2013 年に

本来は自分のための登山計画書（届）であるはずだ

岐阜県内で過去最多の 93 件の山岳遭難事故が発生し

が、行政側からの義務化により届が確実に行われる

たことにより、かねてより検討されていた条例を本会

のは良いことと思う。届を出さなくても、携帯電話が

議で可決したということです。今までは谷川岳の群馬

あるから大丈夫と思うかもしれないが、山中では圏外

県、剱岳の富山県にこのような条例がありましたが、

が多いし、バッテリーあがり、水濡れなどもあり、万
能ではありません。何事も打つべき安全性はしておく

これらの条例は厳しく危険なエリアのクライマー対象
でありました。

ことが重要と思います。

しかし今回の岐阜県の条例は、北アルプスの一般登

子供が母親に、
「○○ちゃん宅に、
遊びに行ってくる。
5 時には帰るよ」と言い、帰ってきたら、
「帰ってきた

山者（上級ルートですが）が歩くルートも、対象とな
っています。登山届出の提出義務を求めていて、違反

よ」と伝える。届と同様なことは、小さい子供もして
いることで、自宅、会の事務局、現地の関係各所に、

すると罰金が科されます。
本支部の加藤支部長が、支部長に就任した折に、
『登

登山計画書（届）を出すのは、常識と思います。
もし子供が帰ってこなければ、
母親は○○ちゃん宅に、

山計画書（登山届）
』を作って提出するような山行をす
ることを望むと言われました。これは登山をするうえ

迎えに行くか電話をかけます。
以上の文書は、昨年の御嶽山噴火直後に書いていた

での基本的なことです。再度基本に忠実と言うことで
あり、実際は基本的なことが疎かになっていることへ

ものです。その後、11 月 19 日の第 5 回東九州支部役
員会において、議題の一つに「登山計画書の提出」に
ついて討議されました。支部に関係する登山（支部会

の警鐘でした。
前事務局長の西さんが、いつも「登山計画書を持っ
てくるのは桂三と星子さんだけだ」と言われていまし

員の個人山行やグループ山行は除く）は、必ず本部に
報告することになりました。また、それ以外の山行に
ついては、いかにすべきかと議論しましたが、結論は

た。私は冬の北アルプスに出かける場合、西さんに登
山計画書も持っていき、帰ってきたら山の写真を持っ
て報告に伺っていました。もちろんその他にも、現地

出ず、
とりあえず啓蒙をするということになりました。
そして、新年を迎えると、年末年始の登山で数件の遭

の関係各所や所属する大分緑山岳会、大分県山岳連盟
の関係者にも提出していました。

難事故が発生しましたが、中でも、新潟県湯沢町のか
ぐらスキー場で、登山届を出さずに行方不明となった
3 人パーティの事故がメディアやネット上で問題視さ
れました。このパーティは登山届を提出していないの
に、提出したとスキー場のスタッフに嘘を述べ、スキ
ー場外に滑って行ったことが分かりました。
自分の身を守る登山届（計画書）を、私は遭難しな
いとか、私には関係ないこととかと言う意識がいまだ
にあると言うことで、蔑ろにするのは恥ずかしいこと
で常識のないことと思います。

登山計画書の重要性は充分に理解し、その計画書を
作ることにより、自らの知識の整理、現地の研究も行
え、実際の登山の安全度が増すという効果もありまし
た。このことを私の周りの登山愛好者に伝えようと努
力していましたが、その重要性が伝わらずに残念に思
うことも多い場合がありました。
昨年 9 月 27 日午前 11 時 53 分、御嶽山が噴火しま
した。この御嶽山の噴火により、犠牲者は 57 名、い
まだに不明者 6 名、噴火による犠牲者数は過去最多と
なりました。この噴火直後の数日は、行方不明者数の

我々、東九州支部の仲間は、そこら辺の常識を守っ
ていきたいと思います。

全体数がわからないと関係者が登山者数の把握に努め
ていました。救難救助の場合その対象者全体数が分か
らないと対応が遅れることが多く、致命的になること
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ば、土民たちもこの山城に逃げこんだであろう。島津

角牟礼城と周辺の三等三角点

が来たとき馳せ集まった古後城・魚返城・長野城の武

三角点と山城探検シリーズ第 13 回

将たち、森一族、帆足一族だ。島津の新納忠元は日出
生城で負傷して、
鹿伏山の陣で１ヶ月も休養している。
（鹿伏 994.8m・三等）
。元旦早々まず松木城を落とし

安 部 可 人 (友 11)

眺望の場所に造られている。
島津義弘の本陣の城山
（野

て、要害角牟礼城攻撃を開始。玖珠衆は、城から出撃、
現在の「森川」
（馬渡川）を越えたところで伏兵が起こ

上城・710.9m）
、伐株山城（高勝寺城・658.5m）
、玖

って若宮で包囲されて、多数討ち取られたとあり、島

珠の始祖伝説の清原正高氏の船岡館城（長野砦・
389.7m）
、日出生城があったヤブの本村(568.7m・三

津得意の「釣り野伏せ」だ。籠城して、落城はしない。

角点不明)などが三等三角点である。残念ながら角牟礼
城(576m)は標高点で、代りにすぐ北の乙ヶ辻(520.5m)

糧・弾薬の補給で島津時間切れだ。
豊後の３大堅城は、

三等を砦跡とする。
角牟礼城 私が若い頃、この古城の石垣が雑草から
掘り出されたと新聞で読んだ記憶があります。源為朝

しく「岡城」だけである。

山城は後世、特に三角点や標高点が設置されるような

水源・多数の籠城兵・沢山な岩石（武器）
・官兵衛の食
これと「岡城」
・
「栂牟礼城」だ。国史跡への昇格は難

の築城伝説から８００年の古城。毛利氏の増築「穴太
積み石垣」があって、中世と近世が混合のため難しい
（山城ではない）
。見捨てられたのが幸いし、遺構が残
った。
（ルート）正月、息子と２人、三島公園に駐車して、
末廣神社右手のＷＣから北の赤白の幟に向かって直登
して、桜の植樹園に出た。
「穴太積み」の下には数本の
「竪堀」が埋もれ流れ落ちて、南面の弱点を防御して
いる。滅多にない「水ノ手曲輪」では今も水が飲める。
８代 久留島道嘉ひろ）城が欲しかった殿様は、浪
費して文化遺産を残した（９代は節約令）
。お城仕立て
の庭園・末廣神社・茶室栖鳳楼、表玄関の清水御門の
常夜燈の６畳大の笠石や神社の手水石は日本一とあり
（庭園の巨大な礼拝石は泣いて運んだという）
。
通嘉の
劣等感は充たされた。(現代の童話碑だって巨大だ)
（かえりの案内）参勤交代”影の木”から大岩扇山(３
等)へ、
ワラビの宝山３等へ、
龍門の滝の食堂”
城下街”
の主人は、裏山「松木城」の地主で話好き。おかげで
古代の官道”永山布政所路”の石畳路２００ｍ区間を
探索出来た（九重役場無視の文化財）
。
「玖珠の歴史散歩」史談会編は名著絶版（県立図書館
収）＊現在の会長は、龍門上流の赤い鳥居宮司の甲斐
素純氏。

伝承の二の丸下の伝承の大手門の石垣が一番すばらし
い。
（１時間）更に「切岸」の一段上が土塁が残る広大
な「本丸」だ。１０００人は居住できるが、今や単な
る運動場だ。
（平坦に削る大工事を想像）東端に「焼不
動へ」の案内、やや難路の下山だ。焼不動～祠・殿様
の月見岩・針の耳が連続～広い草道から住宅地へ（一
部石畳道）～三島公園 （ゆっくり２時間）
。焼不動下
山コースが登山者向きのルートだ。
（歴史）交通の要衝に位置して、古代から戦さがあれ
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ペ ン リ レー・第１５回

縄 文 杉

菅

勲 (11568)

２６年前鹿児島市内で甥の結婚式が有り、その足で屋久島に飛んだ。屋久島
はなんとなく光が暖かく島の人は親切だ。空港前の蘭園に立ち寄り話を聞
いたら「この蘭をあげる」といわれ無料で頂いた。島に一度渡った人は必ず
また訪島するとのジンクスがあるという。屋久杉ランドに行ったら樹齢七千
年以上といわれている巨木があり、縄文杉に心を奪われた。
当時小学校四年生であった息子の夏休みに合わせて縄文杉を見に行く計
画を立てた。登山靴やテント、リュック、磁石など必需品を準備し、自宅から霊
（自宅を出発）
山まで約五キロを数回歩いて練習もした。
鹿児島からフェリーで島に渡り、タクシーで白谷雲水峡に行き、高塚小屋前
でテントを張り、下山したら海岸で又テントを張ってフェリーで帰る計画にしていた。健脚なら日帰りのコースだったの
で、ゆっくり午後三時ごろ到着すればよいと考えていた。白谷雲水峡から辻峠には二つのコースがあり、右岸側の道
が本道らしく、左岸側は小道であった。白谷雲水峡でタクシーを降り、同行してもらえる登山者を待ったが二、三〇分待
って誰も来ない。やっとバイクに乗った町の人らしい男の人が現れたので、話しかけたところ「辻峠なら、私が案内し
ますよ」と答えたので同行をお願いした。
その人は、蘭の採取の入山らしく、左岸の小道を進んだ。ほぼ源流近くで、「辻峠はすぐそこで、あっちの方です」と
指さして山の中に入ってしまった。小径を進んだが小川の前で道が途切れて、どちらに行けばいいのか全くわからな
くなった。周囲は樹齢数百年の樹木が鬱蒼として、地図を広げても位置が全くわからない。上流側がやや明るく、峠ら
しく見えたので進んだが道ではない事がわかった。白谷雲水峡まで引き返さなければいけないかなと思ったが、小
川の近くまで引き返し周囲を見たところ川の反対側の小枝の先に、色褪せた赤いテープが見えたので小川を渡った
が、道らしい道はなかった。息子を待たせ、少し行っては「道があった」と引き返し、それを数回繰り返しやっと辻峠の
本道に至った。
今思い出しても冷や汗もので、反省しきりの峠道だった。辻峠からは本道で迷うことはなく、トロッコ道を通りウイル
ソン株の手前まで平坦な道を行く。ウイルソン株の中の小さな社に参拝し、湧水で喉を潤しいよいよ急な登りに挑戦し
た。大王杉や枝で仲良く結ばれた夫婦杉などの巨木の屋久杉に感動しながら、午後三時ごろ縄文杉と対面した。当時
は、触れることも自由でまったく自然のままだった。しかし、心ない人により皮の一部が剥がされて痛々しかった。写
真をとり、少し上の高塚小屋に着いたがテントを張ったのは私達だけだった。
屋久島では、一日に一度は雨に会うと準備はしていたが天気には恵まれ
た。しかし深夜にはやはりパラパラと雨が少し降ってきた。翌日は、視界がひ
らける所まで登ろうと進んだが視界は開けず、最後の水場と案内板があった
ので、みやげに水を水筒に入れ下山することにした。白谷雲水峡にタクシー
を午後三時と予約していたので早目の下山となった。広い本道を通ったので
不安は全くなかった。午後三時にやっと登山口に到着したが、汗びっしょりだ
ったので、テントをやめて港近くのホテルに駆け込んだ。
翌日はフェリーで鹿児島に渡り、電車で帰宅したが、反省の多いい山旅だっ
た。息子は現在横浜にいるが、日本山岳会に入会し、晩餐会に出席するのを楽
しみにしている。血は争えないもので、娘も縄文杉を見る登山をしているが、
その男孫が今５年生。当時の息子の年齢と同じくらいで、四国にいるが、帰る
と霊山など近くの山に連れて行っている。三代目の山好きになってくれれば
と期待している。
（次回は茅野 亨生(10344)にお願いしました。お楽しみに）
（トロッコ道の息子）

12

公益社団法人日本山岳会 東九州支部報

第６８号

平成２７年１月２５日（日）発行

薬師如来・観音菩薩・勢至菩薩・阿弥陀如来・阿閃如

十三仏の山道歩き

来・大日如来・虚空蔵菩薩のこと。

飯 田 勝 之 (10912)
昨年夏、信越国境近くの頸城(くびき)三山に登ったつ
いでに、近くにある戸隠連峰の高妻山(2353.0m)に登っ
た。この山にはちょっとした因縁があったのだ。私が
まだ２０台の後半、今から三十数年も昔、信州を一人
で車で旅したことがあり、その時戸隠神社に立ち寄っ
た。奥社まで行く予定だったが、目の前にそびえる荒々
しい岩峰群を見てにわかに登頂意欲がわき出し、スニ
ーカーとカメラと水と簡単な食料を持っての足を延ば
した。その時は戸隠山までであったが、山頂から眺め

(六弥勒から見た高妻山)

た連峰最高峰の高妻山が、延々と連なる稜線の彼方に
ひときわ高くそびえ立っているのが心に残っていた。

九勢至菩薩の先で下ってきた中年夫婦らしき二人。
「もう登ってきたのですか？」と聞くと「その向こう
で登るのを止めました」との返事。少し行くと小さく

その後訪れる機会がなかったが、このたび近くに行
くついで同行者に提案して一緒に登ることにした。そ
のあと登る山の計画もあり、遅くとも午後３時ごろに

下った先に、山頂に続く長い急な登りが目の前に迫っ
ている。二人が落胆して引き返した気持ちが分からな
いことはない。とにかく意を決して登り始める。六弥

は下山の必要があったため、戸隠山からの縦走はやめ
にして、六弥勒経由の道で、そして出来たら乙妻山
(2381m)まで足を延ばしたいと思いつつ登った。この道

勒からから九勢至までは簡単に来たから高妻山頂の十
阿弥陀までは見たほど遠くはないのでは、と勝手な期

は近年開かれた高妻山への最短距離のルートだとのこ
とで、時間節約に持ってこいと思って高をくくって登

待を込めて登っていくが、それもまたとんだ思い違い
であった。
山には一合目から十合目までの区切りがよく見られ

り始めた。ところがとんだ思い違いであったのだ。六
弥勒までが長くて遠くて完全に一つの山登りだ。ルー

るが、この由来については「山の形が穀物を盛った時
の形に似ていることから、穀物を計る単位『合』を用

ト案内には３時間とあったが、老体にはきつすぎて、
ひたすら登りの三時間半、特に最後の３０分は急登に

いた」とか。「夜の登山で使う行灯の油が一合燃え尽

次ぐ急登でやっと登りついた六弥勒。本当にやっとと
いう気持ちで登りついたところ、まず目についたのが
その向こうに高くそそり立っている高妻山だ。汗を拭
き拭き悲鳴が上がった。

きる道のりで区切ったもの」などのほか諸説ある。十
等分で区切られているが、高度でもなく、距離でもな

思わず脳裏に浮かんだのが、数年前に登った北海道
のニペソツ山だ。延々と登ついて稜線を越えたら、や
っと姿を見せたその雄姿！思わず息をのんだその後に
は、「ああ、まだこれからが本当の登りなんだ・・・」
落胆とも、驚愕ともつかない気持ち。それを思い出し
たのだ。遠く高い峰のとの間には念の入ったことに、
まだ幾つものアップダインの稜線が続いているのだ。
ひとつ下って登り返した小ピークが七薬師、また下っ
ての登り返したピークが八観音、また小さく下って登
ったところが九勢至と続く。これが、戸隠山の一不動

梯山は五合目が山頂となっているが、これは標高が富
士山の五合目の高さに相当することらしい。しかし、
ここのように十三仏で区切られているのも珍しい。
（そ
う言えば、この秋に登った秩父の武甲山は上り 58 丁、
下り 58 丁、全部で 108 丁で、人間の煩悩のことだった）
とまれ、あと一区切りの高さと思いつつ登っていく
が、この一区切りの長いこと。二つ区切も三つ区切り
も息を入れて、やっとの思いで登りついたと思ったら、
そこはまだ山頂から南にせり出した肩で、山頂はまだ
向こうにある。そしてやれやれ山頂だと思いつつ登り

から始まって乙妻山の十三虚空蔵までに置かれている
十三仏（じゅうさんぶつ）だ。十三仏とは不動明王・
釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩・地蔵菩薩・弥勒菩薩・

ついたらそこは山頂のまだ南の端で、岩の上に十阿弥
陀の札があるが、三角点山頂はまだ１００ｍ先だ。
やっと登りついた山頂。さすがに戸隠連山の盟主だ。

く、登る時間でもなく、登る難易度で決められている
と言うが、それもあやしいところが多い。ちなみに磐
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しかしなんと遠かったことか。近道コースで４時間程

は今後会の運営はより困難になる。経費縮小の為「山」

度で登れると見ていたのに、老体にむち打ちながら、

「山岳」等の廃刊や支部助成金の廃止等の検討する事

あえぎ登った時間は６時間。深田久弥は一不動経由で
登って「高妻山への長い登りは急峻で、実に辛かった。
ようやく頂上に達して私の喜

もありうるが、それは会の運営を停止する事に等しい
事となり、大変難しい問題である。色んな英知を結集
して今後会の生き延びる方法を見出していこうではな

びは無情であったが、もう乙妻
まで足を伸ばす元気はなかっ

いか。
③平成 27 年度全国支部懇談会・27 年 4 月 11 日（土）

た」と書いているが、六弥勒経

12 日（日） 四国支部主催 香川県高松市

由の近道で登ったのに、私もも
うその先に足を伸ばす元気は
もうなかった。

自然保護集会参加報告
阿 南 寿 範(9169)

会 務 報 告

2014 年 11 月 22 日～24 日於広島市
今回のテーマは、「人と山の関わり」。参加者は全
国各地の支部(15 支部)から、約 50 名に地元広島支部の

第二回支部長会議報告

会員約 30 名が加わり総勢 80 名の集会となった。
今回の自然保護集会はア

加 藤 英 彦 (8765)
年次晩餐会に先立って支部長会議が開催された。
日時・平成２６年１２月６日（土）１０時３０分より

ジア山岳連盟(UAAA)の創
立20周年記念式典行事等と

場所・京王プラザホテル４７階 会議室
出席・全国３２支部支部長・本部役員・各委員長

重なり 3 日間続けて様々な
行事が執り行われた。

森会長挨拶「支部活性化．会員増強．次期リーダー育
成．会員の高齢化．財政基盤の確立等の問題について

自然保護集会

触れながらの挨拶」
議事
①会務報告
1）110 周年記念事業について、2）安全登山につて

22 日(土)、午前１１時最初に近藤自然保護委員長挨拶。

3）
「日本山岳会の説明会」の開設について、 4）平成
26 年度秩父宮記念山岳賞について

は埼玉支部からで、昼食を挟んで午後の多摩支部から

続いて本部委員会山田担当理事、地元広島兼森支部長
歓迎挨拶など。
このあと支部報告会で、北から順におこなわれ最初
東九州支部までの発表が行われた。原稿作成していな
かった私は、「木の目草の芽」に飯田事務局長の作成
した文章を、引用し慌てて発表、無事終了した。
基調講演の前に JAC 森会長より挨拶「会員の高齢化が
進む中、組織の活性化が
必要だ。山の日制定を機
会に、次世代を担う若者
を山へ積極的に誘う機会

特に（2）安全登山について、会が主催する山行につ
いて、今後本部に登山計画書を提出する事を義務づけ
る．
「委員会・支部」が主催する全ての山行をいう．但
し同好会山行．個人山行は含まない．特に留守本部の
緊急連絡先を明記する事．提出方法はメール又はＦＡ
Ｘで管轄警察署等の提出は必ず行う事とする
事故発生時の対応については事故の一報を速やかにＪ
ＡＣ本部に連絡する事．

を増やしてもらいたい」
とのべた。
（講演会）基調講演は
NHK 広島局の井上恭介氏の『里山資本主義 里山が宝

②財政問題について
会員減少．会費収入が減ってきたため．会に運営の
財政問題が深刻になってきている。このままの状態で
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い時間を要した。ご馳走を目の前にし、お預け状態は

身近にあるエネルギーを見直したらよい。田舎のよ

全く辛い。祝辞が終わり乾杯となりようやく喉を潤し、

さを真摯に受け入れ、均衡のとれた暮らしを求めると
したら、一石二丁(鳥獣被害の解消、人口減少問題)等が、
解決すると思われる。エネルギーや建築などに木材の

ご馳走にありつけた。アトラクションは、地元の和太
鼓メンバーによる演奏、神楽(神話を題材にした出雲系)
「戻り橋、八崎大蛇」であった。

利用を増せば、自然環境の変化が見えて来る。里山を
再度見つめ直せば、豊かな生活が見い出せる可能性が

テーブルでは各マスターの司会で自己紹介、ステー
ジではアジア各国の代表者の記念品交換など、あっと

ある。等の話は誠に興味深く私も共感した。

言う間の１時間 30 分であった。

（討論会）

宮島:弥山ハイキング

今回は 4 件の案件について討論の予定であったが、
時間の関係で次項の 2 件となった。

２４日(月)宿泊地の観音青少年会館を出発。宮島へフ

①宮城支部

ェリーで渡る。最初に世界遺産の厳島神社を見学。土

「宮城県の山地及び丘陵における放射線量測定結果報
告」2011 年 3 月 11 日の東日本大震災での東京電力福

産物屋さんを抜けると登山口。今回は多宝塔コースを
登り、新しく整備された紅葉谷コースを下るコースだ。

島第一原子力発電所の事故の放射線汚染とその影響を

自然保護の面々は山に入ると「水を得た魚のように」

について、宮城支部も「山岳地域放射線調査委員会」
を設けて汚染調査をおこなった。

元気になる。ワイワイガヤガヤと、約 2 時間のアルバ
イトあっという間に登りきり、竜ヶ馬場に着いた。こ

②静岡支部報告「中央新幹線(リニア)計画に係る環境影
響評価書に関する環境大臣意見書の提出について」国

こで広島支部ご自慢弁当で昼食。昼食を終え。主峰の
弥山 Mt535m に向かう。山頂では、UAAA のメンバー

が約 5.5 兆円をかけて建設するこの一大プロジェクト
は、南アルプスの地下トンネルで計画であるが①膨大

と重なり、相当な盛り上がりとなった。帰りは、紅葉
谷コースを下りフェリー乗り場で同行のJAC メンバー

な残土処理の防災や景観維持上の問題。②トンネル工
事で自然の生態系に与える影響。③トンネル掘削によ

と別れた。今回は
JAC 広島支部の

り地下水の減少問題など、そのリスクも計り知れない、
と懸念が示された。

方々には大変お世
話になり、同支部
の組織力には感銘

広島山岳平和祭
23 日(日)１０時よ
り、広島平和記念公園

させられ

にて、平和式典が行わ
れた。この式典には、
駐日ネパール国大使
を始め UIAA 国際山岳連盟会長、日山協神崎会長ほか、
アジア各国の山岳関係者、国内関係者約 500 名近くの
人々が集り、参加者一人一人献花台に花を手向けた。
アジア山岳連盟主催国際シンポジューム 23 日（日）
テーマ:「山登と山岳自然保護」
13 時 30 分から、アステルプラザ(中ホール)にて、各国
9 名のパネラーが順に発表した。
UAAA 創立 20 周年記念祝賀会
18:30 リーガロイヤルホテル広島にて開宴、駐日ネパ
ール大使、UIAA 国際山岳連盟会長、日山協神崎会長、
広島松井市長等の祝辞。祝辞はそれぞれの国の言葉で
述べられ、これを英語、次に日本語に訳すので大変長

お知らせ
月例山行のご案内
２月月例山行：仰烏帽子山(1301.8m)
日 時…２月２１日（土）～２２日（日）
出 発…２１日（土） 午前９時発
予 定…２１日は人吉盆地の相良村のバンガロー(自炊)。
２２日仰烏帽子登頂後帰途へ。
集合場所…大分駅上野の森口広場
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関西支部８０周年記念参式典

リーダー：加藤英彦（090-3607-7903）まで

日時…５月３０日(土)・３１日(日)
場所…神戸市中央区北野町
「ホテル北野プラザ六甲荘」
参加費…１万円

３月月例山行：鉾岳・鬼ノ目山(宮崎県)

記念山行…六甲山の３コース(参加費…３千円)
参加締め切り…参加希望者は２月末までに事務局(飯

日 時…３月１５日（日）
出 発…午前６時発

田)へ

集合場所…大分駅上野の森口広場

※詳細の問い合わせも事務局へ

参加申込及び問合わせ連絡先…３月６日（金）までに
リーダー：飯田勝之（090-2503-8409）まで

後 記

※４月の月例山行は諸行事と重なるために中止となりまし
た。５月以降の月例山行公は４月の定期総会で決まります。

・平成１０年１月に支部報の創刊号を発行して以来１６年が
過ぎた。というのも、今号を編集中に、一体いつ頃からや
り始めたんだったけ、と思って既刊号をめくって再確認。
・１６年か・・・。以外と短かかったんだなぁ、私の実感で、
実はもっと長く思われた。この間に久保・中野両会員にバ

平成２７年度支部定期総会開催

トンタッチして５４号から５８号まで出してもらったが、
久保さんの仕事の都合で再び私の手に戻ってきた。

支部規約第１５条第２項の規定により下記のとお
り平成２７年度定期総会を開催しますのでご参集下

・記事がなければ支部報は出来ない。出来るだけ多くの会員
の執筆によるものが欲しい。そのため、支部の山行や行事

さい。
支部長 加 藤 英 彦

の度に誰かに「今回の報告記事をお願い」と頼むが、その
時が私は心苦しい。頼まれる方はもっと心苦しいらしい。

日時 ４月１８日（土）午後６時より

長い原稿はページの都合で削らせて頂くこともある。それ
が執筆者の意に添わないことがあり、不服を言われること
もある。

場所 大分市府内町「コンパルホール」
公益社団法人としての事業報告や新年度事業計画
などを決める、支部にとって一番大事な会議です。

・そんなにしてまでして、支部報を出す必要があるのか・・・、
と自問自答することも。出しても読まれなければ意味がな
い。読みやすい支部報にするため、今年はどんなことをし

会員・会友の皆さん方のご出席をよろしくお願いし
ます。
この会報と同封で総会案内と返信用はがきをお送
りしていますので、３月３日（金）までに出欠の

ていこうか。このごろなんだかマンネリになってきた編集
作業。投げ出したくなることもたびたびだ。読者の皆様の

返事をお願いします。なお、欠席の場合は支部役員

ご意見を・・・・。
（Ｋ・Ｉ）

以外の総会出席者または「総会議長」に委任する旨
をお忘れなく。

公益社団法人日本山岳会東九州支部
東九州支部報
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第７回支部役員会の開催案内
日 時…３月５日（木）午後６時３０分より

２０１５年（平成２７年）１月２５日発行

場 所…大分市「コンパルホール」

発行者

加藤英彦

議 題…① 定期総会議案協議

編集者

飯 田 勝 之・中 野

② 当面の行事・日程等

稔

発行所 事務局

③ その他

〒874-0820 別府市原町５－１４ 飯田勝之方

※ 各役員においてはあらかじめ予定しておいて、万障お

TEL･FAX 0977-21-3437

繰り合わせのうえご出席下さい。

Email yamatomoki@ari.bbiq.jp
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