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平成３８何度支部定期総会・於大分市「コンパルホール・視聴覚室」
・５月１４日(土)
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との説明であったが、登山教室などの各種行事でどれ
だけ会員は増えたのかとの質問があり、事業ごとでの
成果は出ていないが、昨年は８名加入があったことの

飯 田 勝 之(10912)

報告がありました。
また事業計画案の補強意見として、
もっと会員を増やす努力をするような活動と、役員の

平成２７年度定期総会は当初４月１６日(土)に開催
予定であったが、１４日夜及び１６日早朝の地震によ

指導を求める意見があり、
会友の会員への加入促進や、

り、被害の詳しい実態も分からず、交通機関も乱れて
いる状況をふまえて、急遽３役で電話協議のうえ、延

会員加入の勧誘に役員・会員が一緒になって、今後も
みんなで努力していって欲しい旨の回答がありままし

期を決定しました。

た。このあと報告どおりに承認されました。

その後事態の終息をみて、５月１４日(土)に開催の
運びとなりました。総会は午後６時から大分市府内町
「コンパルホール・視聴覚室」で開催。はじめに甲斐
副支部長の開会あいさつの後、議長に井上高明会員

次に第２号議案平成２７年度会計決算報告について
事務局から、平成２７年度監査報告について監事から
報告がありました。この報告に対し、繰越金と６０周
年行事基金積立金との関係について質問があり、２７
年度の繰越金を２８年度に基金に積み立てる計画であ

(17437)を選出し、
井上議長のもと議事が進行されまし
た。最初に事務局から資格審査発表があり、４月１日
現在の名簿会員８０名のうち出席会員６１名（そのう

る旨の説明がなされました。それに関連して、２７年
度決算繰越額のうち１０万円を５年後の支部創立６０
周年記念事業の積立金として資金積み立てすることが

ち委任状出席２８名、別に会友の２２名出席）で規約
第１５条に定めるところの、会員の過半数以上の出席
により、
総会が成立していることの報告がありました。

提案され、このことも含めて会計決算報告と監査報告

そして議事録署名委員に浅野総一会員(15201)と工藤

が承認されました。

吉子会員(15698)の会員が指名されました
このあと加藤英彦支部長より地震の影響で総会開催

続いて第３号議案の平成２８年度事業計画案につい

を延期したことの説明と見舞いの言葉があり、
「ＪＡＣ
は会員の減少と高齢化がいま一番大きな問題であり、
支部としても会員の増強と、さらなる活性化を図りた

て事務局から議案書に基づき、新年度の公益事業計画

い。今年から山の日が正式に始まることでもあり、そ
の提唱者としての日本山岳会の果たす役割も大きい。

容の説明もありました。そのあとの質疑の中では、会
員増強に関する補強意見として、各種行事を通じて会
員の獲得について取り組むよう要望がありました。ま
た、登山保険の加入の方法について質問があり、正会
員は日本山岳会の保険を、会友は日本山岳協会の山岳

や、共益事業計画の詳細について提案説明がありまし
た。さらに山行担当役員から研修登山の具体的実施内

支部活性化に向けて支部会員のいっそうのまとまりの
あるご協力をお願いしたい」
とあいさつがありました。

共済に入って加入の方法等の説明がありました。そし
て、支部会員は自己責任を果たすためにも山岳保険に
入るよう説明がありました。また登山届けについても
質問や意見があり、
登山届けを出すことを励行しよう、
安全登山のためにヘルメットの着用にも慣れよう、
等々の意見がありました。さらに、山の日にちなんだ
取り組みに関して、大分県山岳連盟と現在協議を開始
しており、
近く当支部と県山岳連盟、
勤労者山岳連盟、
ガイドクラブとの四者協議の場が持たれることが報告
されました。そのあとの採決では、拍手で事業計画案
(２８年度支部定期総会・コンパルホール)

が原案どおりに承認されました

このあと議事に入り、第１号議案の平成２７年度事
業報告について事務局から説明がありました。この報
告に対する質疑応答では、会員の減少と高齢化が課題

第４号議案の平成２８年度会計予算案について予算
書をもとに事務局から提案説明があり、この中で、予
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大船山山頂付近のミヤマキリシマ支障木の除去作業
にボランティア参加（１０月）

⑧ 登山教室同窓会組織
登山教室同窓会参加者を出来るだけ会員の山行に
誘い加入促進につなげる

修会等について５万円が認められたこと、また、韓国
山岳会蔚山支部との交流について大分県芸術文化スポ
ーツ振興財団に国際交流事業補助金の申請をした結果、

共益事業（支部行事）

１５万円の補助が決まったこと等の追加説明がありま

① 月例山行 （２６年度月例山行）
テーマ「九州近県の山に登ろう」
５月 立花山(367.0m)
福岡県・新宮町
６月 比叡山(760m)
宮崎県・延岡市
７月 虚空蔵山(608.5m)
長崎県・川棚町
８月 九重山
山の安全を祈る集い
９月 牛の峠(918.0m)
宮崎県・三股町
１０月 冠岳(438m)
宮崎県・日向市
１１月 玄武山(974.6m)
宮崎県・高千穂町
１２月 忘年登山
１月 八郎岳(589.8m)
長崎県・長崎市
２月 積岩山(1414m)
熊本県・八代市
３月 根子岳西峰(1394m) 熊本県・高森町
４月 古処山(859.4m)
福岡県・甘木市
② 研修山行
会員・会友の登山技術の研鑽のための研修山行を計画
実施する
第１回 5/14(土)高崎山・登山口近くのゲレンデ
(ロープワーク)
第２回 6/12(日)尺間山(野津原)(読図と厳しい稜
線)
第３回 7/9(土)鳴子川沢登り(初心者向け沢登り)
第４回 7/31(日)小表山ロックハイキング(初心者向
け、岩稜登り)
第５回(日程未定)まとめとして岩か沢
第６回以降積雪期の研修山行を 12 月以降で検討
参加費・装備・参加者募集等（別途）
③ 合宿交歓会
１０月１５日(土)１６日(日)：坊がつる「あせ
び小屋」で実施予定
⑤ 忘年登山と忘年会
１２月１０日(土)１１日(日)実施で山行場所及
び忘年会場は未定
⑥ 韓国山岳会蔚山支部との交流登山
１０月または１１月に韓国山岳会蔚山支部を迎え
て大分で実施。（登山場所と交流会場は未定・当初
阿蘇を予定していたが、地震の影響で無理となり、

した。
説明に対する質疑としては特になかったものの、
予算書の数字の誤記が指摘され一部訂正されたのち予
算案は原案どおり承認されました。
その他の議案では、２年前の支部報に個人の山行報
告を投稿したが、長すぎるて、ひとつ山行記事を分載
するのは不評だったので、短く(1200 字程度)するよう
に言われたが、その扱いに今も不満が残っているとい
う意見が出された。しかし、この意見は２年前の総会
にも出され、その場で支部としての取り扱い方は結論
を見たことだという、議長や他の参加者の意見でその
意見は打ち切りとなった。

公益事業
①「山の日」施行記念・第５回登山入門教室の実施
実施時期：９月から１２月
詳しい実施計画や募集要項等は役員会で検討する。
②「山の日」施行記念・第１５回青少年登山教室
（体験登山大会）
９月１１日(日)久住山の例年のコースで実施予定
③ スズタケの枯死とシカの食害状況調査
本谷山西の稜線で６月４日(土)と１０月１日(土)
に実施予定
④ 清掃登山の実施
実施期日：１０月１５日(土)１６日(日)
実施場所：九重山系の登山道
⑤「山の日の集い」（仮称）
「山の日」施行初年度の記念の行事を山岳関係団体
等と連携しながら計画し辞ししすることとし、実施期
日は原則として８月１１日（木）とする。
⑥ 山の安全を祈る集い
８月７日：久住避難小屋上の遭難慰霊碑前で実施予定
⑦ 大船山ミヤマキリシマ保護活動
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岡市、新宮町の資料から）
参加者は１３人。午前６時、ＪＲ大分駅を車２台（う
ち１台は１０人乗りレンタカー）で出発した。大分自

⑦ 青壮年部の活動
青年部の自主的登山活動を適宜指導・援助する
⑧ 支部報の発行
本年度も季刊として４月（第７３号）、７月（第７
４号）、１０月（第７５号）
１月（第７６号）を発行する。
⑨ 支部創立６０周年に向けての準備
６０周年を迎える平成３２年（２０２０年）にむけ
て、記念事業の準備を開始する。特に「大分百山」三
訂版の発行に向けての準備に取りかかる。」
⑧ 喜寿お祝い登山
１０月～１１月実施
⑨ 山岳保険の加入について
会員・会友の山岳保険加入を徹底しよう
③ 登山計画書の提出について
○ 支部の行事に関する山行は全て事前に本部に計
画書を送付
○ 支部会員(会員・会友)同士で行う、支部行事以
外のグループ山行は事前に事務局へ届け出るこ

動車道から九州自動車道に入り、福岡ＩＣで降りて２
０１号線へ。さらに３５号線で大型ショッピングモー
ル「トリアス久山」
（コストコ）前を通り、５４０号線
で立花口まで約２時間の行程だった。
立花道雪が戦勝祈願をしたという六所神社、道雪と
母親の墓所である梅岳寺に参拝した後、登山口で中野
リーダーがあいさつし、午前９時に登山開始。ナギの
大木、屏風岩、夫婦杉、巨大なクスノキとたどって上
ると、３０分ほどで山頂に着いた。山頂は平坦で北側
の眺望が良く、福岡市街地、博多湾、海ノ中道が見渡
せた。幼い子どもを連れた人たちが少なからずいたと
ころを見ると、
「福岡市民の山」として親しまれている
ようだ。太宰府近くの宝満山も望めた。

と。（様式あり）jachigashi@ari.bbiq.jp）
○ 支部会員が一般の参加者を連れて行う山行もで
きるだけ届け出を。

(立花山山頂にて)

立花山から１５分ほどの松尾山へ足を延ばし、再び
立花山へ折り返して、
午前１１時に三日月山の山頂へ。
記念撮影をし、強い日差しを避けるために少し下った
林間で昼食をとった。立花口への下りでは、元気いっ
ぱいのトレールランの一団が山道を駆けていった。山
の楽しみ方はさまざまだ。
帰路は福岡県篠栗町にある篠栗四国霊場の南蔵院に
立ち寄った。南蔵院には全長４１ｍ、高さ１１ｍの、
ブロンズ製としては世界最大の釈迦涅槃像がある。南
蔵院がミャンマーやネパールの子どもたちに贈り続け
た医薬品やミルク、文房具の返礼として、ミャンマー
国仏教会議から贈呈を受けた仏舎利を祀るために、平
成７年に建立したという。
（篠栗町観光協会の資料から）
参加者（順不同）…中野稔（ＣＬ・車）
、飯田勝之（Ｓ

５月月例山行報告
浅 野 総 一（15201）
５月 22 日（日）
、福岡県新宮町と久山町、福岡市東
区の境に位置する立花山を訪ねた。立花山は、戦国時
代の武将で大友宗麟の家臣だった戸次鑑連（べっき・
あきつら＝立花道雪）と立花統虎（たちばな・むねと
ら）親子の居城「立花城」跡があり、古くから海上交
通の目印でもあったという。１６００年に黒田長政が
筑前に福岡城を築いて、立花城は廃城となり、現在は
山腹に石垣や古井戸の跡が残る。山頂付近には樹齢３

Ｌ・車）
、牧野信江、中島洋祐、浅野総一、薬師寺正憲
（ＳＬ）
、遠江洋子、後藤英文、清水道枝、木下恵子、

００年を超えるクスノキが自生し、立花山クスノキ原
生林として国の特別天然記念物に指定されている。
（福

賀来和子、丹生浩司、久知良美登里、
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たいと思いました。
帰り、再び「道の駅 北川はゆま」に寄り食堂に入り

６月月例山行報告
堤

ました。お蕎麦を注文すると持参していた昼食をおも
むろに取りだし食べ始めました。お店の人に「持ち込
み禁止ですよ」と笑いながら注意されましたが、皆さ

芽 生（会友 208）

山岳会に今年 5 月に加入し初めて、月例山行に参加

ん構わずもぐもぐ・・・、山女・山男のたくましさを
感じました。笑 (^O^)！

させていただきました。わたしは、小学校高学年から
両親に連れられ登山を始めて、12 年が経ちました。
大分の山に登りながら、年に一度は日本アルプスへ行

今回参加させていただき、とても勉強になり良い経
験ができました。会に加入したことで、これから色々

く中で、最近ではテント/山小屋泊に魅力を感じ、夢が

な山に登れると期待しています。よろしくお願いしま

広がっているところです。

す。
参加者(順不同)…木本義雄（CL）、中野 稔(SL)、牧

昨年 10 月からのホルトホールであった入門教室に
参加させていただき、自分自身さらに技術を磨きたい

野信江、中島洋祐、宮本真理子、池辺明美、柳瀬里子、
清水道枝、木下恵子、久知良美登里、神田美代子、大

と思い今回加入させていただきました。
６月１２日、朝 6 時に駅に集合しそれぞれ 4 台の

渡嵩夫、草野和美、堤 元江、堤 芽生

車に乗り込み出発しました。あいにくの雨で宮崎に近
づくにつれ更に激しくなりました。私は、雨の中の登
山経験は無く本当に登れるのか不安でいっぱいでした。
途中、
「道の駅 北川はゆま」に寄りレインウェアを着
て再び出発しました。
その後、国道から細い山道に入り、地域の方に道を
聞きながら 9 時 15 分 千畳敷登山口到着。雨の日の
登山経験がない私が“本当に登るの!?”と躊躇してい

(５回目)

る間に、参加者の皆さんは黙々と登る準備を始めまし
た。出発後、小休止をとりながら急登を登り切り、10

飯 田 勝 之（10912）

時 25 分 第一展望所到着。しかし、雨のため景色は

去る６月４日（土）
、大分県植物研究会との共同作業

見えず先へすすみました。11 時比叡山登頂。

で行う、今年１回目のスズタケ枯死とシカの食害状況
調査作業が本谷山西の稜線で行われた。
数日前からの天気予報では、この日はあいにくの雨
模様。しかしせっかく前々から予定していることでも
あり、みんなの都合もあるのであまり荒天でなければ
予定通りに実施しようと、事前の相談で一致。実は３
年前の秋の調査の時にも同じように天気予報は雨だっ
た。しかし、少々の雨なら予定通りに決行しようと、
当時まだお元気だったリーダーの故生野喜和人先生と
事前に相談のうえ実施したことがあった。
集合場所の緒方町の道の駅「原尻の滝」に午前７時
に集まったのは、我が支部会員７名、研究会が８名。
着いた頃にはもう早速雨がぱらつき始めていた。
取り急ぎ今日の調査の打ち合わせをして、５台の車
に分乗して尾平トンネル宮崎県側の登山口に向かう。

(雨の中の比叡山山頂にて)
昼食をとる予定でしたが、雨のため立ったままおに
ぎり等の軽食をとり下山を開始しました。下りは、川
のように水が流れており、足場が悪い状態でした。何
度も滑りこけそうになるのをこらえながら、
12 時04
分南側登山口下山。その後、霧が晴れてきたため少し
山の岩肌が見え、
“私たちが登ったのはこんな山だった
んだな”と驚きました。晴れた日にもう一度登ってみ

途中で、前日傾山に登り尾平越でビバーグして待って
いた田所会員も合流し８時過ぎに登山口到着。雨はど
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うやら前線がもたらす降り方で、止みそうにはない。
しかし小雨だ。今日は稜線縦走路上の線の調査は取り
やめにして、定点観測地点を中心とした調査だけに集

ている。
天気が良ければ持参の弁当を開くところだが、
到底そんな気分になれない。作業が終わるともうみん
な我先にと急ぎ足で下山開始。降りてきた大分百山探

中して早めに切り上げようと意見一致。
あとから来た支部の大分百山探訪グループ６名も一

訪グループも一緒に下山。
午後２時前に全員登山口に着く。一人、走るように

緒になる。さっそく登山開始で、約３０分で祖母・傾

先頭を下っていった一名が、そのまま下山道を通り過

縦走路の稜線に着く。稜線に出ると風も出てきた。皆

ぎて稜線を直行。途中で気づいて引き返すという小ア

急ぎ足で登っていく。１時間半ほどのところの、県環
境企画課が設置した観測地地点へ到着。百山探訪組は
そんまま本谷山をめざす。

クシデントもあったが、みんな登山口のトンネルの中
に雨宿りして、雨具を脱いだりなどの身仕舞い。そし
てトンネルの中での解散式。１０月の調査作業時の再

定点観測地点のスズタケは、ネットの中ではしっか

会を約して解散となった。

り新芽が成長し、背丈も伸びて密集度合いも濃いが、

参加者…加藤英彦、飯田勝之、木本義雄、田所寿朗、
宮原照昭、渡部昭三、石川洋祐、芝田寿一

浅 野 総 一（15201）
（よく伸びたネットの中のスズタケ）

日本山岳会京都・滋賀支部創立 30 周年記念式典・

ネットの外は丈が短く新芽は短く喰われて、生育もま
ばらである。よく見ると、ネットの中もシカが顔をつ

記念講演が４月 23 日（土）
、記念登山が 24 日（日）に
京都府と滋賀県に跨る比叡山で行われ、全国から 16

っこんで届くところまでの笹は、上の方が喰われてい
るのが分かる。四角いネットの内側３～４０ｃｍぐら
いの幅で低く成っている。

支部・124 人が集まった。東九州支部からは加藤英彦
支部長はじめ会員・会友 11 人が参加した。
東九州支部の参加者は記念行事に先立って、一等三
角点がある「大比叡」
（848 ㍍）の頂を踏み、延暦寺の

いつもならまずはネットの中のから計測となるとこ
ろだが、今回は縦走路上の調査がないのでスタッフが

宿坊・延暦寺会館で午後 1 時半から開かれた記念式典

集中、両方の場所を平行して実施だ。
２５ｍ四方のネットの中を５ｍ四方のマスで切って、
ひとつ飛ばしの計８カ所のマスの中の、２５cm 刻みの
地点のスズタケの丈を測定し記録する作業を、計測者
が５名並び、記録者が１名でチームプレー。今回でも
う６回目となるこの作業だが、回を重ねて慣れたメン
バーと初めて参加のメンバーの混成で、はじめはなか
なか息が合わない。そして次第になれてきて、調査を
始めて約２時間、すっかり要領をつかんだ頃にはほぼ
作業は終了だ。

に出席した。式典では京都・滋賀支部の田中昌二郎支
部長、来賓の山田和人日本山岳会副会長があいさつし
た。
記念講演は２人が登壇した。立山カルデラ砂防博物
館（富山県）の飯田肇学芸課長（第 15 回秩父宮記念山
岳賞・学術分野受賞）は「雪渓から氷河へ～立山・剱
岳の現存氷河」と題して講演。日本初の現存する氷河
と学術的に認められた「御前沢雪渓」
（雄山東面）
、
「三
ノ窓雪渓」
「小窓雪渓」
（剱岳東面）の氷体の存在と流
動をＧＰＳなどで観測し、氷河であることを証明した

稜線は絶えず風が吹きぬけていて、じっとたたずん
だままの計測作業は次第に寒さが感じられてくる。休

経緯を話した。
２人目は、７年間に及ぶ千日回峰行を成し遂げ、江

憩ぬきの作業だったが時刻はもう正午をとっくに過ぎ
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戸期から数えて 48 人目の大阿闍梨となった天台宗伊
崎寺（滋賀県）の上原行照（ぎょうしょう）住職。断
食・断水・不眠・不臥で９日間お堂に籠る「堂入り」
など生死を超越した修行と、連綿と続く回峰行の満行
者の一人として後に続く人を導く先達の役割を語った。

第１回報告（6/12）
安 部 可 人（会友 178）

最後に仏の加護を祈る加持を行い、出席者はこうべを

５月１４日実施予定が雨で、一ヶ月延ばしてこの日
実施予定の研修は高崎山の岩場でのロープワークだっ

垂れた。
続いてクロマチック・ハーモニカの演奏があり、全
員で「坊がつる讃歌」
「雪山讃歌」などを合唱した。
会場を移しての祝賀会では、昨年の東九州支部の忘

たが、またもあいにくの雨で、場所を田ノ浦ビーチの
Ｔウェーブに変更。

年登山にも参加した関西支部の重廣恒夫さんらと再会

those who help themselves”
「自らを助ける者を神は

雨の中、田の浦Ｔウエーブでは、”Heaven helps
助ける」で安東講習会 Self Rescue が始まった。ロ
ープの結び方、簡易ハーネス装着、懸垂下降、トラバ
ースの確保などです。
さて、第２回は読図と懸垂下降の実行編、山岳信仰
の「尺間嶽」760 から鎧ケ嶽まで縦走という。鎧まで
とは安東やぶ山もすごい。
帰宅して早速地形図
「朝地」
を読む。高原・高沢手前の支線終点が尺間神社 640～
左植林上り尾根（奥の院）～崩れ石段～悪場（雨後老
人下見中止）～山頂～鞍部～南 800 ピーク～鞍部～・
825～（迷う）～林道・日平山西口で合流でしょう。

（全員写真と東九州支部メンバーの顔）

帰りは鎧から谷～Ｖ字大カーブ「源流入口」へ。皆
さんが経験したことがない登山道なき登山、自信と原
始の登山を習得する。技術と装備あれば、事前に読図
して、７月９日是非参加されたし。授業料は安い。服
部文祥『サバイバル！』を勧められた。読書も大切で
す。
参加者…加藤英彦、佐藤秀二、桜井依里、宮原照昭、
若月美智子、生野栄城、安部可人、丹生浩司、三代
講師…安東桂三、一色浩幸(みどり山岳会・クライミン
グインストラクター)

し、懇親を深めた。二次会の席で加藤支部長が熊本・
大分地震の状況を報告した。
翌朝は根本中堂での荘厳な朝事（朝のお勤め）に参
列。朝食、記念撮影の後、東九州支部の 11 人はそれぞ
れ、回峰行の峰道を歩くコース、大比叡一等三角点コ
ース、写経と観光コースを選んで参加。八重桜やシャ
クナゲの花に彩られ、満々と水をたたえた琵琶湖と千
年の都・京都の街を見下ろす比叡山延暦寺の諸堂と修
行の道を巡った。
東九州支部の参加者（順不同）…加藤英彦、西孝子、
木本義雄、浅野総一、宮原照昭、渡辺和子、工藤吉子、
若月美智子、土屋多喜子、秋吉けさみ、清水道枝
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個人投稿
ペ ン リ レー・第２１回

中 野

稔（13997）

生まれ故郷の竹田は山に囲まれた街である。そんな竹田での思い出で、小学生の
頃、父の自転車の前に乗せてもらって、竹田市の入田地区にあった温泉に行く途中、
見晴らしの良い道路わきに止まり、あれが九重山、大船山、あれが祖母山、傾山だ
と父から聞かされていた記憶がある。
私が山登りを始めたのはサラリーマンになって車を買い、杵築に通勤するようになった頃からだ。ふとし
たことから山登りに興味を持つようになり、本屋で目にした「渡部智俱人著・マイカーで行く九州百山峰」
を買い、日曜登山と称してこの本をもとに山に登り歩いた。
この本には九州のいろんな山が紹介されており、この中の山を手当たり次第に登っていった。県内はもち
ろんのこと、九州中の山を登り歩いた。本と地図を頼りに一人で車を走らせて次々に登っていった。林道を
車を走らせて奥に入り、道のないところをヤブを漕いだりして登り続けた。この間の山登りは全部一人だっ
た。
しかし、平成８年から１５年の 3 月までは母の看病で付き添い、病気の母を車に乗せて時には九州各地を
一緒にドライブすることはたびたびあったが、山に登ることはなかった。
母が亡くなって少し経ってまた一人での山登りが始まった。そんなある時に、山の道具を買いに立ち寄っ
た山の店「サニー」で西さんに「あんた、日本山岳会に入りよ。そして一緒に山に登ろうよ」誘われて、平
成１６年４月に入会した。それからは東九州支部の月例山行に参加して登るほか、大分百山や九州名百山の
完登をめざして一人で登ったりした時期もある。
こうしてこれまでに、県内や九州の山はだいたいほとんど登ってきたが、仕事の都合もあって、九州以外
の山は、支部の月例山行で四国や中国の山に登ることはあっても、それより遠くの山には行く機会がなかっ
た。しかし、韓国山岳会蔚山支部との交流で、韓国の山にも初めて登り、その後も毎回参加してきたし、北
アルプスへも一緒に行く機会もできた。
昨年は、星子さんの誘いでスイストレッキングに参加させてもらって、やはり一度は行ってみる価値のあ
る場所だと感じた。今でも時折りモンブランや、シャモニ、ツエルマットの街並みや、トレキングコースが
瞼に再現される。ホテルの客室のベランダから見る、朝日に輝くマッターホルン、夕日に染まるユンゴフラ
ウを見ながらの食事など忘れられない。昨年は槍ヶ岳の山頂で日の出を見ることもできた。
一人で登っていた頃はそれなりに、自分だけの山登りの楽しさを味わっていたが、みんなと一緒に登るよ
うになって、一人での山登りでは知らなかった楽しさを味わえるようになり、一緒に行ってくれる仲間たち
に感謝したいと思う。
山登りは常に自分との戦いと、自分への挑戦だと私は思う。そしてそれは、沢山の山を知って行くことで
味わえる。私の山登りは、日本山岳会に入ってその楽しみの幅がうんと広がったし、そして山登りの友達が
沢山できたことだ。
今回の執筆を西あずさ会員(12347)にお願いしていましたが、都合で次回に回して今回は急遽中野会員に依頼し
ました。次回のペン・リレ―もお楽しみに。
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また、根子岳は、見晴新道を登り、根子岳天狗峰の
崩壊箇所を YouTube で公開したのものもあった。見晴
新道は『平成 24 年九州北部豪雨』で被害を受け、ヤカ
タガウドルートとともに、登山禁止のルートであり、
それを無視して登って公開すると言うものであった。

NO21
『熊 本 地 震 と 山 岳』

他にも、
『俵山の亀裂まで行ってみました』とか『杵
島岳の山頂の割目』とか、今流行りのドローンで撮影

安 東 桂 三 （9193）
本年 4 月 14 日 21 時 26 分に発生したＭ
（マグニチュ

したものとか、エンジン付パラパントで撮影したもの

ード）6.5（最大震度 7）の地震に続き、4 月 16

とか、
いろいろなネット公開があった。
どれが良くて、

日 1 時 25 分にＭ7.3（最大震度 7）の地震が起こっ
た。気象庁が 1949 年（昭和 24 年）に震度 7 を設定し

どれが悪いかは、難しい判断を迫られるが、いまだ収

て以降、震度 7 が観測されたのは、『阪神・淡路大震
災』『新潟県中越地震』『東日本大震災』以来であっ

5 強の地震が起きる可能性がある』と注意喚起してい

束していない地震であり、気象庁も『震度 6 弱や震度
る状況では、そのようなことをして良いか否かは、考
えるべきと思う。

たが、今回、震度 7 を続けて 2 度観測するのは、1885
年（明治 18 年）に地震観測が日本で始まってから、始
めてのケースとなった。

津波警報が出ているのに、津波見物に海岸に出かけ
るような行為で、それを公開するのは、それを助長す
るようなもの。その公開もインターネット上の匿名性

一連の地震では、震度 5 弱以上またはＭ5.0 以上の
地震が 20（4 月末まで）を数えた。本稿を執筆してい

故の、責任のない行為と思う。我々、山を愛する岳人
は、
そのようなことより、
被害に遭った方を助けたり、

る 5 月 25 日までに震度 1 以上の地震は、1566 回とな
った。震央は、熊本県熊本区域から阿蘇、大分県中部
と 100 キロに広がり、内陸型（活断層型）地震で、日

山のルートを調査したり、
正しい行動をとって欲しい。

奈久断層帯と布田川断層帯が連動して動き、
別府-万年
山（はねやま）断層帯も地震活動が活発化した。49 名
が人命を亡くし、多くの家屋、インフラが被害を受け

由布岳登
山口の規
制

た。
本地域は、『平成 24 年九州北部豪雨』の被災地であ
り、
その復興が完全に終わってないエリアでもあった。
このエリアには、阿蘇くじゅう国立公園、祖母傾国定
公園と多くの山岳を有し、阿蘇山を始めとする火山も
多い。多くの山岳は、斜面の崩落、落石などの被害を
受け、由布岳・鶴見岳は、ほとんどのルートで入山規

三股山鉱
山道路の
落石

制。九重連山は連山の南側の赤川ルートおよび本山登
山道が、通行危険。阿蘇は五岳などが入山不可となっ
た。被災ルートの詳細は、他の関連機関のホームペー
ジなどを参照願いたいが、いくつかの問題点を報告し
たい。
由布岳鶴見岳は、各登山口に別府市および由布市に
よる登山規制の看板（写真あり）が立てられた。登山
規制は、入山禁止というものではないが、登山ルート
の安全性が保障できず、危険なので、登山をしないで
くれというような意味がある。その看板やロープを乗

根子岳天
狗の崩壊

り越えて、登山する人が多く、それを、インターネッ
トのホームページや、フェースブックで公開する例が
あった。いくつかは連絡し、削除依頼をお願いした。
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あったようだ。真偽も糺さず紹鉄討伐が決定された。
古書は多くが田原紹忍讒言説をとっています」
（大友顕
彰会会員・田北氏末裔若杉孝宏）
。
（熊群山登山）この稿のため東から１５年振りに行
きました。
鹿倉から軽トラ道５００ｍで神楽殿に駐車。
”

三角点と山城探検シリーズ第 18 回
安 部 可 人 (友 11)

鬼崩し” ”念仏坂”のきつい急坂を３０分も我慢す
ると、伐採されて高崎山の見える展望台です。平坦な

今回の主役は大友の庶流田北大和守紹鉄です。大友
の流れ田北氏 15 代田北鑑重紹鉄一族の最後は哀れで
悲しい。最大の悲劇「紹鉄の乱」
（1580）
。田北氏本家

道です。つぎの展望台は７６７．７ ３等 高塚の全

の世界は、芹川ダムから小都留湧水の先の萩原・真法

に９５８．３ ２等の時山（昔の月例登山）ですから、

院の宝積寺が中心地です。小都留・塩手・石合・城後

熊群れの４等は仕方ない。清水を飲んで、熊群神社に

などの地名は一族の名です。
”城後おばね”
（オバネは
尾根）
という変な地点名の 446.2 4 等三角点は不明で

着いてほっとします。見上げる鬼の石段に１本のロー

容が目前に迫ります（本当は標高点・５１１です）
。西

プ、国東の摩崖仏より怖い。一瞬やめようかと弱気に
なります。上宮の”クサリ場”でやめました（1 時間）
。

した。
１．三笈山・松牟礼城 659.2 3 等三角点 田北

６３歳の登山のとき、このクサリ場は以後２度と上ら

氏の主城です。広域農道から城址案内で２ｋｍほど北
へ、林道終点から 2 分で小規模 n な曲輪が見えて、台

ないと決めていたのです。もし熊群山の西側が東の半
分でも険阻なら、豊後国第一級の難攻の山城になれた

地に三角点と末裔が建てた城址碑があります。1580 年

と思います（Ｈ２５・６・16 登山 ７６歳）
。

の乱は紹鉄が讒言により仕方なく引き篭もり、疑心暗
鬼となつた。田原親宏と連携しておこした反乱説もあ
るが、田原氏との共同蜂起は親宏の急死や大嵐で不成

参考 渡辺澄夫
「大分の歴史」
、
県教委
「大分中世城館」
、
「豊後今市」

功に終わります。高城川での大敗北から 2 年後の”大
友離れ”の出来事です。
２．熊群山 804.9 ４等三角点
西の岩下・直
野地区から奥まで林道で行けます。見晴らしの作業道

上宮裏

は、峠の分岐点から右に入り鞍部広場から数分で三角
点に着きます、２５分。２度城址探検して、なんの防

リ場

のクサ

御施設も見当りません。
「田北紹鉄は、３月松牟礼城か
ら此処に逃げ込んで一族１００人たらずで籠城した」
それは、単なる掘立て小屋生活だったと思います。宗
麟の命令で討伐に来た仲良し南部衆の勧めで、再起を
期して妻子・家来と秋の夜秋月をめざして落ちていき
ます。
結果、
日田衆の待ちうける大山川を渡りきれず、
大友氏へ忠節の名門城後田北氏は皆殺しです。別行き
の夫人たちの墓所（代官塩谷の建立）は天瀬の五馬支
所の路傍にあり、哀れ１３名の子女は”竹の首”の川
原で惨殺されたのです。田北トンネルの南口をあがる
と、
田北紹鉄の供養塔があり、
これまた花が絶えない。
（田北紹鉄）懐かしい話「ゆす原の放生会（浜の市）
は国主宗麟が参加することは“絶対の義務”とされ、
警護に当ったのが申次職・田北紹鉄です。謹厳実直、

鬼の石
段

寡黙で口を利くときは核心をつくことばのみ。非常に
とっつきにくく、他人を寄せ付けない。田原紹忍と宗
麟２人は紹鉄とは相性が悪く、永年にわたって確執が
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るが、傾斜の急峻な三角点の近くはツガの多い自然林
となっている。標石の周りは視界がきくように広く伐
開されており、リョウブ、アセビ、ソヨゴなどの低木

私の無名山ガイドブック NO61
( 1088. 8m)

第７４号

( 688. 8m)

が茂っている。

飯 田 勝 之 (10912)

長 尾
参考タイム

奥岳川源流域の三角点
今回も奥岳川の源流域の三角点のある小ピークを２カ

…傾山豊栄

所紹介しよう。
長尾

鉱山登山口
→1:40→林
道→1:30→

笠松山の東にある１３８５ｍの独標から奥岳川の谷

三角点

間に向かって分派する支稜線があり、この稜線は九折
川と観音滝のあるどうかい谷との合流点付近に落ち込
んでいて、ちょうどその付近から、九折越への道と三

海 相

尾への道が分かれている。このやや長い支稜線の中間
点で、高度が１１００ｍを切った直後に、小さくとび

本谷山から九折越に至る主稜線が東にほぼ直角に曲
がる笠松山から、北に分派する稜線は、直下で二つに

出たこぶ状の突起がこの三角点が置かれた地点である。

分かれるが、真北に下る支稜線は、次第に高度を下げ

ここへ行くには傾山への豊栄鉱山跡の登山口から登
山道を登るか、豊栄鉱山の手前から林道を歩くしかな

て奥岳川に谷につき出していき、６８９ｍのこの三角
点のコブから急激に落ちこんでいる。この点に至るに

いが、林道まわりはかなりの時間を要する。登山道を
登れば約１時間４０分で回り道の林道に出会う。登山

は、上畑から傾山登山口に向かって車道を行き、約３

道は林道を横切りさらに九折越へと登って行くが、林
道を右に行くと１００ｍ余りで林道終点となる。そこ
がこの三角点への取りつき地点である。

下の車道から約８００ｍで左に直角に分岐する林道が
あり、これを入るが、かなり荒れているのでここから
歩くとよい。緩い登りで林道を１０分あまり（７００

ここからはもちろん定まったルートはない。林道終
点の先の小さな沢を越えるとその先は岩場で、岩の間

ｍ）で左に大きくヘヤピンカーブする地点の道の右脇
に『1989.11.24「熊魂之碑」の石碑』がある。九州で

を登っても良いし、上を巻いても行ける。そしてその
先は、緩く登り気味に山腹をひたすらトラバースして
いくことになる。かっては猛烈なスズタケのブッシュ
であったが、近年のスズタケの枯死現象のおかげで、
見通しの良い、歩きやすい樹林のトラバースとなる。

最後に山で熊が目撃され、猟師に撃たれた時の熊の慰
霊碑だ。
これを見てやや急な林道登りで次のヘヤピンカーブ。

ブナやモミ、ミズナラ、ヒメシャラ、カエデなどの林
の斜面のトラバースは心地よい。わずかに高度を上げ
気味に進むこと林道終点から約１時間あまりで１３８
５ｍの独標から派生する支稜線上の、１２０６ｍの独
標のやや下方に達することができる。その地点を見落
とさないことが肝要だ。
そこまでくれば、あとはその稜線を少し下ればほど

杉林の斜面で、倒木をくぐったり跨いだりしながら前
に見える稜線へ向かって登っていくと１５分ほどで稜
線に至る。これを右に少し行くと三角点のある稜線突
端のこぶに至る。その中央に三角点があり、眼下に奥
岳川の谷間が睥睨できる。

ｋｍで右に分かれる車道を上とよい。
民家の前を通り、

ここからはほとんど平らな道で、
分岐から約５０分
（１．
７㎞）で林道の終点に至る。終点から先は倒木の多い

海 相
参考タイム…
林道分岐→45
分→林道終点
→15 分→三

なく小さな鞍部となり、その先に小さく突き出たコブ
の頭に至ることができる、
三角点はその真ん中にある。
豊栄鉱山の登山口手前にある林道分岐から左に林道
を入り、営林署林道を行くと、入り口から終点まで約
７ｋｍの道をＲＶ車なら行くこともできるが相当荒れ
ている。三角点手前の稜線はヒノキの植林となってい

角点
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会 務 報 告

制度の新設にともなう定款改正にかなり長い時間の資

平成２８年度

数の確認で時間をかけたが委任状、議決カード、出席
者１０３名の賛成 合計３３８９名の賛成という数の
報告あり、
その前に質疑の時間をとった。
様々な意見、

料に沿っての説明があった。
そして改正は承認された。

質問、があった。挙手をして会員番号と名前を名乗っ
ての質問であった。次々の質問、意見に執行部の答え
があった。

支部長 加 藤 英 彦 (8765)

その質問を列挙すると。会員名簿を作って欲しい。

日時 平成２８年６月２５日（土）午後２時より

他の会では配っているところがある。
5000 名以上の会

場所 東京都新宿区 ＴＫＰ市ヶ谷ビル６階 会義室

では会員名簿作成には制約がある。個人情報保護法の

午後１時４０分、受付を済ませるとあなたは８名の

第何条にかいてあるのか。本日配られた「会費滞納除

方から委任を受けておりますと、その８名の会員の名
前を記載された「評決カード」をもらい指定された席

籍対象者」
のリストも個人情報に当たるのではないか。
いえ総会だけに使用する資料で問題はない。その除籍

に付く。あらかじめ郵送された総会資料を持参。出席
の方はその資料を持参くださいと書いてある。

対象者には紹介者が2 名いるからその名前を表示しそ
の人から督促してみたはどうかという意見あり。終身
会員の問題。準会員のなかでの家族会員の定義はどこ

午後２時定刻よりやや遅れて開会。司会者総務委員
会佐藤氏。小林会長「昨年は創立１１０年だった。今
年はマナスル６０周年と祝日「山の日」発足の年とい

までの範囲か・・など。質問をする方、挙手をする方
は会員番号の低い方が多くそのことを指摘する意見あ

う２つの目玉事業がひかえております。
会の財政問題、
再生委員会、従来どうりの問題を実施していきます。

り。執行部の提案、説明に反論する意見もあり回答に
手間取ることも。山岳会の総会がそんな反論の場と化

基盤の安定、会員増強の仕組みを作っていきます。進
捗状況については適時会報「山」に報告していくので
ご覧ください。本日は十分な審議よろしくおねがいし

していいのだろうか、もっと建設的な総会であって
ほしいといった意見もでた。
あれやこれやの質問の場でここまでで３時間、５時
をすぎていた。そのあと平成２８年度事業計画及び収
支予算の説明があった。特に今年は「山の日」事業プ

ます」とあいさつ。
議長選出―会長が議長を務める。定足数の確認。出
席１０５名、委任状 1455 名、審議カード１８２６名
合計３３８６名 ３分の２以上となり総会成立の報告
（谷口担当）議事録署名人の選出。一任ということで
予め用意された奥田、杉本、両名に決定議事に入り資
料よりすすめていく。総務担当佐藤氏

ロゼェクトが初めての年に当たり各支部の取り組みが
一覧表にて発表された。以上総会終了 午後６時 私
用があったためその後の懇親会には参加しなくて退席
した。

第１号議案 平成２７年度事業報告承認の件。
（この
報告については皆さんも資料を読んでください）登山
振興事業、登山教室、障がい者支援登山等、山岳研究
調査事業、山岳環境保全事業等の報告あり。会員動向：
２７年末における会員数５０２０名、平均年齢も横ば
い。その後議案の採決に。第一号議案賛成多数承認さ
れた。
第２号議案 平成２７年度決算報告承認の件。財務
担当吉川理事より報告説明あり。決算概要では当年度
も６３９２千円の赤字計上であった。
その後監査報告。
平井監事よりの報告あり。賛成多数、第 2 号議案承認

（通常総会であいさつする小林会長）

された。
第 3 号議案 定款、定款細則改正案の提出。準会員
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支部の会議報告
支部定期総会
５月１４日（土）コンパルホール「視聴覚室」
平成２７年度事業報告
平成２７年会計決算報告
平成２７年会計監査報告
平成２８年度事業計画
目的と趣旨
国民の祝日「山の日」が８月１１日に制定され、本年

平成２８年度予算
その他

から施行されるにあたって、これを記念するため、 山

支部役員会

の日制定の「山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝する」

第１回役員会 ６月２日（木）コンパルホール

の趣旨の浸透を図ることを目的とする。この目的のため

１．平成２８年度事業の具体的名推進について
２．「山の日」の取り組みについて

に、山を愛し、自然を愛し、山と自然とのふれあいを大
切にする人々が、一同に集って「山の日」施行をお祝い

３．月例山行の当面の実施計画について

しようという大会です。みなさん一緒に山に登り山の日
をお祝いしましょう。

４．その他

対象者

第２回役員会 ７月１４日（木）コンパルホール
１．「山の日」記念集会について

「山の日」が制定され、今年から施行されることのよ
ろこびを分かちあい、一緒に山登りを楽しみたいとい

２．第５回登山入門教室のについて
３．第15 回青少年体験登山大会について

う人たち全てが対象です
期 日
平成２８年８月１１日（木）

４．月例山行の当面の実施計画について
５．その他

受付場所と時刻
長者原登山口及び牧ノ戸峠登山口で午前８時から
集合場所と時刻
久住分かれ避難小屋前広場に午前１１時までにお集ま

山の日記念大会実行委員会
第１回 ５月２５日（水）コンパルホール
・山の日に一般に呼びかけて山で記念の集会を開く
・場所は久住分かれ避難小屋前広場
・そのための実行委員会を設置

り下さい
参加方法
参加者が各自で受付場所（登山口）に行き、受付をす
ませて記念品引き合え券を受け取り、
各自自主行動で、

（名称「大分県「山の日」記念登山大会実行委員会）
代表者に加藤支部長を決定

集合時刻までに大会会場まで登山し大会に参加して頂
きます
記念大会
大会セレモニーを行い、そのあとは参加者が思い思い
の目的地やコースで山を楽しんでいただきます
参加費
参加費は無料です
注意事項

第２回 ６月６日（月）コンパルホール
・ 実施要領決定
名称 「山の日」記念 in 大分・くじゅう登山大会
主催 「大分県「山の日」記念登山大会実行委員会
構成団体：大分県山岳連盟・公益社団法人日本山
岳会東九州支部・大分勤労者山岳連盟・全九州ア
ルパインガイドクラブ
・具体的実施計画の検討
第３回 ６月３０日（木）
・後援団体の決定

当日の登山中の行動は全て参加者の各自自己責任でお
願いします
記念品
大会集合場所で簡単な記念品をお配りします。
（数に限
りがあり受付先着順とします）

・集会実施次第
・記念品とその配布方法
・各団体の大会参加動員や任務分担ほか
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主 催

参加申込は９月１６日までに

大分県「山の日」記念大会実行委員会（構成団体：大

リーダー：飯田勝之（0977-21-3437・090-2503-8409）まで

分県山岳連盟・公益社団法人日本山岳会東九州支部・
大分勤労者山岳連盟・全九州アルパインガイドクラブ）
後 援

メール yamatomoki@ari.bbiq.jp

10 月月例山行：冠岳(438m)

一般財団法人全国山の日協議会、大分合同新聞社・Ｎ
ＨＫ大分放送局・ＯＢＳ大分放送・ＴＯＳテレビ大分・

日 時…１０月５日(土）

ＯＡＢ大分朝日放送・エフエム大分

出 発…１０月５日((土)午前６時００分
集合場所…大分駅、上野の森口

「山の日」記念大会のボランティアのお願い

装 備…日帰りハイキング装備
参加申込は９月２８日までに

上記「山の日」記念大会の行事当日の各種業務のボラ
ンティアを募集します。

リーダー：田所歳朗（097-532-6744・070-5415-1511）まで

・任務は牧ノ戸峠での受付業務や記念品引換券の手渡

メール ta.koro@eweb.ne.jp

し、参加者への注意事項の伝達、久住分かれ避難小
屋前広場までの荷物の運搬、集会の会場設営や集会

1１月月例山行：玄武山(974.3m)

整理、記念品に引き渡、大会終了後の後片づけな
ど・・・。

日 時…１１月５日(土）

・当日のボランティア参加者は全員、午前７時までに
牧ノの峠集合となります。参加できる方は７月３０
日までに事務局（0977-21-3437・090-2503-8409・

出 発…１１月５日(土)午前６時００分
集合場所…大分駅、上野の森口

yamatomoki@ari.bbiq.jp）へご連絡下さい。お待ち

装 備…日帰りハイキング装備
参加申込は１０月２８日までに

しています。
（募集人数は１０名ほどです）

リーダー：安東桂三（0977-21-3437・090-2503-8409）まで
メール keizoando@xa3.so-net.ne.jp

・なお、ボランティアに参加は不都合でも、当日の行
事に参加できるかたは、是非大勢の方々を誘ってご
参加下さい。

第７回山の安全を祈る集い
日 時…８月７日（日曜）午前１１時
場 所…久住御池避難小屋の上の遭難慰霊碑前（雨天
等悪天候の場合は御池避難小屋で行います）

８月月例山行：九重山の安全を祈る集い

行 事…遭難者の慰霊と登山の安全祈願
趣 旨…山の遭難者の慰霊を行うとともに、安全登山
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
院温泉の共催
参加方法…午前１１時までに現地（遭難碑前）に集合。
参加対象…一般の登山愛好者

日 時…８月７日（日）
集合場所…久住御池避難小屋上の慰霊碑まえ
（詳細…下記）

９月月例山行：牛の峠(918.0m) 男鈴山(783.4m)

※ みなさんの山友達をたくさん誘って、安全登山
の祈願祭に参加して下さい。
※ 会員・会友の参加者は事前に加藤支部長までご

日 時…９月２４日(土)２５日（日）
出 発…９月２４日(土)午前６時００分
集合場所…大分駅、上野の森口

連絡下さい

装 備…シュラフ、行動食ほかハイキング装備（テントお
持ちの方はご用下さい）
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参加者募集

今年で５回目を迎える登山入門教室、今年は「山の
日」施行記念の行事の一環として実施することとなり、

日 時…１０月１日(土)
場 所…本谷山西の稜線の定点観測地点
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

下記の通り開催されます。
実施期間 ９月から１２月
座学講座 9 月から 11 月

ｍ登った定点観測地点で、大分植物研究会の
皆さんと共同作業を行います。

実践講座 １１月と１２月・キャンプ、小屋泊まりなどを２
回実施

参加者…この調査にボランティアで参加できる方は９

受 講 料 ５，０００円程度
定

第７４号

月２４日までに支部事務局へご連絡ください。

員 ３０名程度

（飯田…090-2503-8409）

募集期間 ８月２１日（金）まで
受講対象者 登山の初心者を対象とする
講座の場所 座学講座 「ホルトホール大分」
問い合わせ及び参加申し込み先

第３１回宮崎ウエストン祭

東九州支部事務局 別府市原町５－１４ 飯田方
Tel･Fax 0977-21-3437 Mobilel090-2503-8409

日本近代登山の父として知られ、祖母山にも登った
ことがある英国人宣教師ウォルター・ウェストン
（1861
～1940 年）を偲ぶ宮崎ウェストン祭が、今年も催され
ます。九州の各支部の会員も集います。皆さんのご参

※ 会員・会友のお知り合いの方で、山登りを始めよ
う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。

加を。
主催 高千穂町、日本山岳会宮崎支部
日時 １１月 2 日(水)
場所 高千穂町五ケ所高原・三秀台
参加申し込み
毎年恒例の青少年を始め、一般初心者を対象にした

１０月１５日(土)

加藤支部長

(090-3607-7903)まで
集合場所・出発時刻などは参加者同士で相談します。
※ 翌日、１１月３日（木）の宮崎支部主催の記念山
行は祖母山の予定となっています。

体験登山大会を、今年は「山の日」施行記念行事の一環
として実施することになりました。会員・会友もたくさ
ん参加して、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。
実施期日… 平成２６年９月１３日（日）
登山コース…久住山ほか。参加者の自己申告により、
「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～
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
（北口を出て左側広場）
現地参加者は牧ノ戸峠、午前８時３０
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）

今年も恒例の、支部会員・会友の合宿と清掃登山を
行います。１年１回の支部会員有志による楽しい合宿
と、登山道の清掃作業を実行します。みなさん、都合
のつく人はこぞって参加を。
日時 １０月１５日（土）～１６日（日）
場所 坊ガツル「あせび小屋」
清掃場所 九重山登山道
参加希望 参加希望者は１０月３日（月）までに加藤
支部長まで
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ら流れ出る豊富なミネラルなどが海に膨大な恩恵
をもたらしている。
・我々ヤマ屋が、険しい登り下りへ挑戦し、登った時の
達成感、そして自然とのふれあいや、雄大な大展望
等々、山登りで味わうことのできる、言いようのない

大船山山頂付近のミヤマキリシマの支障木除去作業などの
保護活動が、今年も１０月に実施される予定です。参加でき
そうな方はあらかじめ事務局へご連絡下さい。具体的実施計
画が決まったら、その方には日時・場所・参加方法などをご

悦びを、より沢山の人たちと共有できるようにしよう
というのが、公益法人として我が会が取り組んでいる

連絡いたします。

登山振興事業だ。「山の日」を期にその趣旨に添った
取り組みの発展を考えないではいられない。

第３回支部役員会の開催案内

（Ｋ・Ｉ）

平成２８年度第３回支部役員会を下記の通り開催しますの

公益社団法人日本山岳会東九州支部
東九州支部報
第７４号

で役員の方はご参集下さい。
日 時…８月２６日（金）午後６時３０分より
場 所…大分市「コンパルホール」

２０１６年（平成２８年）７月２５日発行

議 題…① 登山入門教室について

発行者

加藤英彦

② 当面の取り組みについて

編集者

飯田勝之

③ その他

印刷所 佐伯印刷株式会社
発行所 事務局
〒874-0820 別府市原町５－１４ 飯田方
TEL･FAX 0977-21-3437

後 記

E ｰ mail yamatomoki@ari.bbiq.jp

・いよいよ今年から８月１１日が国民の祝日「山の日」
としてスタートだ。平成７年に「海の日」が制定され
て以来、「海の日があったら、山の日もあって良いん
じゃないか」という『ヤマ屋』たちの声があがり、そ
の悲願が実り、昨年の法律改正で１６番目の国民の祝

平成１３年４月号（第 13 号）から１３年間にわたって、支
部報のカラープリントの作業を格安で請けて下さっていた

日に加えられ、今年から施行されることとなった。
・「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を

大分ゼロックス（株）の福丸勇三会員(13281)が、４月以降
業務の都合でプリント作業の提供ができなくなりました。

願う」と言うのが「海の日」の趣旨であるのに対し、
「山の日」は「山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝
する」というのが法律に書かれている趣旨である。山
は計り知れないほどの恩恵を我々にもたらしてくれ
ているが、その恩恵は「山に親しむ」ことから感じよ
うという呼びかけでもある。
・日本の国土の７割が山や山林である。その山がもた
らしてくれている恩恵と言えば、まずはその豊かな
自然の力であろう。動植物が生きていく上で欠かせ
ない空気と水。美味しい酸素は山の緑から生み出さ

当初はワープロでの編集と事務局でのコピー機による
複写出版で始まった支部報の発行は、その後福丸会員の
ご好意により、カラープリントにグレードアップしてきまし
たが、会員の個人的な御労苦に期待してきたという、いさ
さか変則的な会報出版でした。そのおかげでかなりの経
費節減となりました。
しかし、そうした形での出版を続けることができなくなっ
たため、今回からは、編集はこれまで通りに事務局で仕
上げましたが、印刷は佐伯印刷株式会社にお願いするこ
とになりました。

れ、美味しい水も山から生み出されて流れ下ってい
る。木材などの森林資源や、鉱物などの地下資源も
山から生み出され、農業の水も源は山である。漁業
だって、川のみならず海の魚たちにも山の緑と山か
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