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飯 田 勝 之(10912) 

平成２９年度定期総会は４月２２日(土) 午後６時

から大分市府内町の「コンパルホール・視聴覚室」で

開催されました。はじめに興田副支部長の開会あいさ

つの後、事務局から資格審査発表があり、会員７１名

のうち出席会員４４名（そのうち委任状出席１９名、

別に準会員３名、会友の１７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。続いて

加藤支部長より「昨年度は山の日が正式にスタートす

るなど、山を愛するものたちにとっては意義多い年で

あった。しかし、日本山岳会は年々高齢化が進み、会

員の減少などこれからの課題が多い。そのため準会員

制度を新設して、会員の増強や会の活性化に向けて努

力しているが、支部も同様の課題があり、支部の活性

化に向けてこの総会を新しいスタートにするように、

熱心な審議をお願いしたい」などの要旨のあいさつが

ありました。 

続いて議長選出では桜井依里会員(15463)を選出し、

桜井議長のもと議事が進行されました。さらに議事録

署名委員に下川智子会員(14505)と丹生浩司会員

(16103)が指名されました 

このあと議事に入り、第１号議案の平成２８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、青少年体験登山大会の参加

者をもっと増やす工夫を、また参加者への引率や指導

のためのもっと支部会員の参加を増やすようにという

意見や、登山入門教室受講者が多く会員や会友に加入

してきた経緯があり、昨年実施できなかったのは宣伝

の不足で、もっと宣伝を強化したほうが良い、などの

意見が出されました。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

員の指導を求める意見があり、会友の会員への加入促

進や、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

ました。このあと報告どおり拍手で承認されました。 

次に第２号議案平成２８年度会計決算報告について

会計から、平成２８年度監査報告について監事から報

告がありました。この報告では、会計決算書の作り方

が、公益社団法人になった平成２４年度から続けてき

た一般会計と本部補助金関係特別会計方式が、ちょっ

と複雑で分かりにくかったため、２８年度決算書では、

一般会計に一本化し、本部補助金関係の支出は、一般

会計支出の中の一部を再掲で記載する方式に変えたこ

との説明があり決算報告のとおりに、また監査報告も

報告のとおりに、拍手で承認されました。 

 続いて第３号議案の平成２９年度事業計画案につい

て事務局から、新年度の公益事業計画や、共益事業計

画の詳細について提案説明がありました。そのあとの

質疑の中では、会員増強に関して、もっと宣伝・広報

の方法を検討して会員勧誘の活動をした方がよい。今

年は是非登山入門教室を開いて欲しいなどの意見が出

されました。また、支部報の発送費を節約するため、

メールで発送する方向で進めたらとの意見が出された

が、これはパソコンやメールをやれない人もいるので

反対だという意見がでて、みんなの同意にはなりませ

んでした。更に山岳保険の加入方法について質問が出

されて、会員・準会員は日本山岳会の保険を、会友は

日本山岳協会の山岳共済に入って加入出来るので、具

体的には個別の相談に支部長や事務局が応じることに

なりました。いずれにしても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。

そのあとの採決では、拍手で事業計画案が原案どおり

に承認されました 

第４号議案の平成２９年度会計予算案について会計

から提案説明があり、この中では、決算書と同じく、

去年までの本部報告経費の特別会計方式を改めて、公

益事業・共益事業とも本部報告経費は支出欄に再掲す

る方式が提案されました。青年部活動に対する支部独

自の補助金を計上するなど、新しい予算案は原案どお

り承認されました。 

第５号議案の規約・規程の改正・制定案では、本会

に準会員制度がスタートして、東九州支部でもこの準

会員に４名(１名は申請中)が早速加入したことを受け

て、支部規約の中に「準会員」の項目をうたい込む規

約改正案の説明がありました。また、これまでなかっ

た会計規程を制定したことと、同規程の中の備品の項

目に備品貸し出しに関することを明記したことが説明

されました。規約改正案は質疑もなく決定され、会計

規程ではテント等の貸し出しには使用料を入れたらど

うかとの意見が出され、、役員会で検討するという回答

を含めて会計規程は提案通りに決定されました。その

あと、第６号議案の役員の改正に先立ち、第７号議案

のその他で、マイカー使用に関する申し合わせ事項の

提案がありました。これは支部の用件や月例山行で個
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人の車を使用し、支部会員が便乗する機会が多いなか、

事故等の場合補償はどうなるのかという、疑義がかね

てから出されていました。マイカー使用時の事故等の

アクシデントに、支部がそれを補償できる実態にない

ため、個人の自動車保険で処理してもらうしかないと

言う基本認識を、支部会員全員で共有して、そのため

には『ある基準の自動車保険に加入するよう努める』

などのことを申し合わせ事項としようという提案で、

異議なく承認されました。 

第６号議案の役員改正では、支部長には加藤現支部

長が留任することとなり、興田副支部長と星子会計監

査が退任することになりました。その後任や他の役員

の入れ替えについては、大平会員が新たに追加され、

当日会場にいた、甲斐副支部長、飯田、阿南、木本、

中野会員が留任で、他の役員の留任、入れ替え等は加

藤支部長に一任されることになりました。 

 

 

公益事業 

① 第５回登山入門教室の実施 

実施時期：７月から１２月 

② 第１６回青少年登山教室（体験登山大会） 

  ９月１０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・６月３日(土)と１０月７日(土)に実施予定 

④ 清掃登山の実施 

  実施期日：１０月２１日(土)２２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」にちなんだ行事を山岳関係団体等と出来

るだけ連携しながら計画し実施する。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６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 

 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） 

共益事業（支部行事） 

① 月例山行  （２９年度月例山行） 

  テーマ「歴史と伝説の山に登ろう」    

５月１４日 津波戸(529.1m)(六郷満山本山本寺跡) 

６月４日 求菩提山(792m)・犬ヶ岳(1130.9m) 

(山伏とかめの尾) 

７月９日 五葉岳(1569.6m)(大吹鉱山の跡) 

８月６日 中岳(1791m)(白水寺、猪鹿狼寺奥の院)  

（山の安全を祈る集い） 

９月 男鈴山(783.4m)・牛の峠(918.0m)(雄鈴神社伝説) 

１０月 天山(1046.1m)・彦岳(845.2m)(弁財天の山) 

１１月 宗像四塚(498.8mほか)(宗像三女神伝説) 

１２月 阿蘇外輪山(阿蘇九神社)(忘年登山) 

１月 可愛岳(727.8m)(西南戦争とニニギノミコト伝説) 

２月 八方ヶ岳(1502.9m)(龍神伝説) 

３月 目丸山(1341.4m)(平家落人伝説)(カタクリの花) 

４月  万年山(1439.9m)(伐株山伝説)(北山田コース) 

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計画 

６月１７日(土)麗谷周回沢歩き(耶馬渓駐車場･9:30 集

合・沢シューズ等沢歩き装備) 

７月２日(日)神原川沢登り（初級・神原五合目駐車場

9:30集合・ヘルメット・ハーネス・沢シューズ） 

８月１９日(土)サマン谷沢登り(応用・尾平登山口駐車

場 9:00 集合・ヘルメット・ハーネス・沢シュー

ズ・カラビナ・ビレイディバイス・スリングなど) 

青年部研修とセット 

１１月 アイゼンワーク・ピッケルワーク・ロープワー

ク(扇山周辺) 

１２月 高崎山 アイゼンワーク 

１月 九重連山 雪山実践 

２月または３月 山陰地方の山で実践 

③ 合宿交歓会 

１０月２１日(土)２２日(日)：坊がつる「あせび小屋」

④ 新入会員・会友オリエンテーション 

６月に実施予定 

⑤ 忘年登山と忘年会 

１２月９日(土)１０日(日)・阿蘇外輪山で実施 

⑥ 韓国山岳会蔚山支部との交流登山 

１０月７日～９日、韓国山岳会蔚山支部を迎えて大分で 

実施。（登山場所は阿蘇山または九重山・交流会場未定） 

⑦ 青年部の活動 

 青年部は支部活性化と次期リーダー育成を基本とす

る支部の補助機関として準会員・会員で構成することと

し、会友を含む青年会員（４０歳台未満）をユースクラ

ブとして、若年支部会員の相互交流と親睦のクラブに位

置づけることとなりました。そして、青年部活動には支
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部から活動助成金を補助する（２９年度は３万円）こと

となりました。 

⑧ 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。 

⑨ 喜寿お祝い登山 

    １０月～１１月実施    

⑩ 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 

 

 

       東九州支部長 加 藤 英 彦 

 

４月２２日(土)平成２９年度総会において支部役員

は留任していただくことでお願いしていましたが２名

の方 興田副支部長、星子監事 が退任されました。

後任として大平監事を選任いたしました。役員の方は

今後２年の任期の間、会運営に責任をもって当たって

いただくことをお願い申し上げます。 

今年度の事業計画については総会資料に載っています

のでご覧いただきますようおねがいします、 

それとは別に私から３つの事業を提案させていただき

ます。 

１）支部報第７６号のペンリレーにて宇津宮会員の提

案です。久住山の牧ノ戸峠よりの登山道を木道化し

たらどうだろうかとの提案です。非常に的をえたす

ばらしい提案です。勿論大きな事業であり宇津宮会

員１人の力ではできないことではないでしょうか。

そこでこの事業を是非今後の支部の取り組む仕事と

して考えていきたいとおもいます。実現には様々な

問題があると思いますがどこかで音頭をとっていか

なければすすみません。勿論１年ですむような事業

ではありません。まず声をあげて問題を提起してこ

とにあたっていき実現にむけて前進していきたいと

考えています。とりあえず皆さまにこのことの考え

をききたいと思います。 

２）興田会員の提案です。大分合同新聞読者の声欄の

投稿しました。宇目町木浦鉱山の山中にある墓 「女

郎の墓」と呼んでいるがその名称を変えてはどうか

ということです。興田さんは「女郎」ではいたたま

れません。せめて「女人墓」と変えられないだろう

かという気持ちです。まったくそのとおりでしょう。 

これは管轄の佐伯市教育委員会との折衝になると

思います。提案者である興田さんと交渉の動きをし

たいとおもいます。 

３）毎年支部行事で８月「山の安全を祈る集い」を行

っています。そのシンボルともなっている遭難碑が

いったい何の碑でしょうかという声をききました。

そこでその碑の解説を書いた物を設置することで

す。久住御池避難小屋の壁をお借りして遭難碑の説

明板を設けたい。壁をお借りするところが管理をし

ている大分森林管理署です。 

民間人が申請しても有料です。そこで竹田市久住

支所を動かして支所を経由してお借りするというこ

とですすめたいと思います。完成を今年の８月６日

「山の安全を祈る集い」当日を予定しています。 

以上３つの件を提案いたします。今後役員会で諮って

いきたいと思いますので皆さま方のご協力よろしくお

願いします。またこの件に関してご意見、お考え等あ

りましたらどしどしお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 １月２１日(土)、前日は大分市内でも雪が舞う空

模様で実施が危ぶまれたが天気予報では今日は晴れ。

まだ暗い６時半に大分駅南口に集合。そこで昨日から

の降雪の為高速道路が通行止めとなり１月月例山行予

定の長崎・八郎山に行かれないことを知る。中止もや

むなしかと思いきや、誰かが南に行けば雪の影響は無

いだろうと言い、リーダーの阿南さんが別府で待ち合

わせ組と電話で相談。行縢山か尾鈴山にでも行こうか

と言うことで、とりあえず南進し、道の駅“北川はゆ

ま”で全員集合して決めることとなった。午前７時過

ぎ、北川はゆまに車３台集合。ここで尾鈴山に行くこ

とに決定し、早々に出発する。 

尾鈴山は九州百名山（日本二百名山）。登山口駐車場

から更に４ｋｍほど林道を車で上り、林道分岐に駐車。

その先の通称甘茶谷登山口から１０時頃登山開始。い

きなりの急登で息が切れるが各合目ごとに表示がある。

 
  １月月例山行報告  

  柳 瀬 里 子（会友163） 



          公益社団法人日本山岳会 東九州支部報   第７７号  平成２９年４月２５日（火）発行 

 

5 

１合目、（２合目は気づかず）３合目、４合目と表示を

見つけるごとに、さあ次の表示まで頑張ろうと気合を

入れる。 

途中落ち葉の上にうっすらと雪が残り、陽があたる

と輝く様が美しい。１０センチ以上もあろうかと思わ

れる霜柱が出来ており踏みしめるとサクサクと小気味

よい音がする。９合目を過ぎると急に展望が開け、は

るか遠方に日向灘が望めた。霞む水平線が心なしか丸

みを帯びて見える。この辺りに来るとアケボノツツジ

の堅いつぼみが見られ、開花の時期にはさぞかし美し

いピンク色に包まれるのであろうと思いを馳せる。 

傾斜が緩んだと思うと鳥居があり、間もなく「尾鈴 

 (尾鈴山山頂にて) 

山」頂上到着。都農町観光協会の立派な看板がある。

台地状の山頂は樹林に囲まれ眺望は得られない。時計

を見ると丁度お昼時、晴天で風もない陽だまりの中で

昼食をとる。 

心地良い休憩の後、いよいよ尾根道を長崎尾に向け

出発する。馬ノ背で振り返ると今来た尾鈴山頂が望め

る。途中、巨石が今にも倒れそうに危うい形で鎮座し

ており、役には立たないと思えるが倒れてこないよう

に何本かの「つっかい棒」をしている様が笑える。 

約１時間で「長崎尾」頂上に到着。口々に今日は長

崎県の八郎山には行かれなかったけれど宮崎県の長崎

尾に来られて良かったなど洒落を言い合う。 

長崎尾からしばらく矢筈山方面に向かうと駐車場へ

の下山道との分岐に出る。この辺りは石楠花の群生が

見られるが今年は蕾が少ない気がした。下山道はヒメ

シャラやブナの巨木の森を通過してからだいぶ歩くと

舗装された車道に出る。 

そのまま山道を下り駐車場に至る近道もあるようだ

が車道を行く。目の前に尾鈴山の頂上が見え隠れする

なか歩みを進めると間もなく駐車場。１５時３０分無

事到着した。 

夕暮れが早く矢研の滝には足を延ばすことが出来な

かったが、この辺りは国内唯一の瀑布群、季節を変え

て花を愛でながらの滝めぐりも一興と早くも次に期待

する。当初の月例計画の八郎山には行かれず残念でし

たが、またご計画頂けるとありがたいです。 

参加者…LD阿南寿範、飯田勝之、岩崎眞琴、笠井美世、

神田美代子、芝田寿一、清水道枝、遠江洋子、中島洋

祐、松浦一幸、宮原照昭、栁瀬里子 

 

 

 

 

 ２月２５日(土)大分駅上野の森口６時出発、戸次に

て３台目の車と合流して総勢１２名で再出発。高森 

二本杉峠経由で熊本県八代市久連子に到着 

久連子福寿草祭り開催中で登山者が多くて車は登山

口に止められなかったので車を途中の道路脇広場に止

め、２０分ほど歩いて登山口に到着、参加者は１１名

（安部さんは別行動）。天気は快晴のベストコンディシ

ョンだ。荒地のような斜面から取付き、やや斜度のあ

る坂道を登り始める。左前方に見えているのは茶臼岳

から上福根山の稜線だろう。気持ちのいい尾根道コー

スになってきた。 

 周囲はアカマツも混じるが落葉樹主体の明るい自然

林の中を進んでいく。右下からの沢音はまだ続いてい

る。ゆるやかなアップダウンから、次第に斜度が増し

始める。石灰岩の露頭も見えてくると、急坂登りの場

面も多くなり、きついところが断続的に現れる。同じ

ような景色が繰り返し現れ、きびしい登りはさらに続

く。 

 樹間の左側に、上福根山が見え、右側には翌日登る

予定の山々が霧氷で覆われてきれいだ。稜線の小ピー

クを右に見ながら、左脇を巻き終わると小鞍部のよう

になって、森の中から石仏さんが迎えてくれた。もっ

と大きな磨崖仏を想像していたが小さなお地蔵さん位

で観音様かな、石仏を過ぎると、尾根筋から離れなが

 
  ２月月例山行報告  

 松 浦 一 幸（会友180） 
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ら右の斜面をへつらうように、迂回しながら登ってい

く。斜度はゆるいが、小砂利の多い斜面なので、かな

り歩きにくい。 

 小さな植林帯を急登し、疎林の斜面を斜上していく。

このあたりも、ガレ気味の斜面なので、足元注意しな

がら登っていくと 突然の大岩が現れ、下の方は ぽっ

かりと口が空いている、久連子鍾乳洞に到着。中は十

畳ぐらいで、円形の空洞になっており、鍾乳石などは、

はっきりしないが、石灰岩が雑然と積み重なったよう

にも見える。やがて、前方に真っ白な景色が広がり、

石灰岩の露出帯が現れた。やや斜度を感じるところだ

が、異様な雰囲気に圧倒されながら、登って行った。

石灰岩の尾根道を登り詰めると斜度はゆるみ、防獣ネ

ットが現れる。ネットに沿いながら、枯れカヤとの狭

い隙間を掻き分けながら、登って行く。 

 フラット気味になって、このあたりが、１３４７ｍ

の標高点付近で、頂上尾根の南西端にあたるが、ピー

クのような感じではない。 

ゆるやかなアップダウンを行くと尾根幅も狭まり、

頂上稜線らしくなって、小岩のピークにアルミの標柱

が立っていた。岩宇土山の頂上に到着。ここで少し登

山道を南によけ昼食をとる。前方に鷹巣山や積岩山が

霧氷で輝いてきれいだ気温も暖かいし最高の日に来ら

れたみたいだ。以前はこの辺りも福寿草が咲いていた

らしいが今は全く見られない 

（岩宇土山山頂にて） 

 昼食後、頂上をあとにして稜線を北東に進み、ゆる

やかに下り始める。次第に急坂になって、鞍部に降り

つくと標識などが現れ、オコバ谷への分岐点。直進は

上福根山へのコース。頂上から１５分弱のところ。鞍

部から左に折れオコバ谷へ、植林帯の中を苔むした下

り坂を滑るのを注意しながら降りていくと緩斜面にな

ると黄色い物がちらほらと見えるように、あれが福寿

草かな？保護ロープが張ってあり近寄れない。しばら

く行くとロープ付近でも見られようになり感動してい

たが白崩平に着いたらロープ規制にない所で福寿草の

群生で写真撮り放題。 

気分よくあと少し慎重に下山。車で今夜の食事と明日

の積岩山登山を楽しみに一路今宵の宿、椎原の「五家

荘旅館」へ。 

 

 

 

月例山行２日目。いよいよ九州百名山の積岩山を目

指ざす。朝６時起床。朝食・支度を済ませて午前８時

出発の予定であったが、曇り空に変わった為、予定を

早めて五家荘旅館を７時３０分出発。登山口の泉五木

トンネルを目指す。前日の安部さんの偵察で、林道は

崩壊しており、車は通れないが歩いていけないことは

ないとのことで、トンネル登山口に向かうが、崩壊地

からかなり遠いので予定を変更し、リーダーの飯田さ

んが以前蕨野山に登った登山口を探したが、はっきり

せず、踏み込みやすいところから稜線にとりついて、

地図を頼りに稜線登りすることとなった。 

午前８時４５分登山開始。いきなり自然林の中の急 

登が始まり、木を掴みながら登る。暫く登り杉林が過 

ぎた辺りから、木立の間から山が見える様になる。更

に、１時間程登り展望所に着く。前日登った岩宇土山

の姿が向かいに見えて来た。その斜面の傾斜を見て、

「あの急登を登ったの」との声、声。暫く登ると両脇

に人の背丈よりも低い馬酔木の樹が目立つ様になり、

視界が広がって来た。尾根筋を右方向に標高を上げな

がら進むと、所々に残雪が。よく見ると霜柱の様な塊

がある。時々、樹から雪の様に落ちて来るのは、霧氷

の様だ。昨日岩宇土山方面から見えた山並の霧氷の残

骸を踏みながら進む。標高が上がるにつれ木々の枝先

に霧氷が見られる様になる。時折風が吹くとキラキラ

と輝きながら落ちで来る様子に心が和む。 

１０時１２分鷹巣山（１４５３ｍ）山頂到着。山頂

付近は背丈の高い馬酔木の樹に囲まれ、展望がない。

飯田、中野両会員が以前登った時はここが蕨野山だっ

  ２月月例山行報告  

 岩 崎 真 琴（会友175） 
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たとのことだ。山頂で久連子神社から登ってきたとい

う、逆向きの縦走の３人組にであう。１０分程休憩し、

出発。 

大きなブナの木や馬酔木の灌木の中アップダウンを

繰り返し進む。小さなピークには、足元に蕨の枯れた

葉が多く見られた。１０時５０分蕨野山（１４３８ｍ）

山頂到着。休憩後、最終目的の積岩山を目指し歩を進

める。さすが１４００ｍ級の稜線だけあって、強風に

より根こそぎ倒れた大きな木が所々に見られた。 

５０分程で岩茸山（１４３８ｍ）山頂到着。新しい

標識が付けられ、近くの馬酔木の枝に２０１６年３．

１６積岩山（１４３８．２ｍ）の札が下がっていた。

２５年前に飯田さんが登った時はここが積岩山立った

という。国土地理院の地図の山名が積岩山から岩茸山

に変わったとの事。倒木や枯れ枝は、表面が苔に覆わ

れていた。木の幹に「ここが岩茸越です」の表示を過

ぎ、苔に覆われた岩が目立つピークを登りつめ進むと、

最終目的地、積岩山（１４１４ｍ）山頂到着。１１時

４２分。 

ここも以前は山名の無いピーク、詳しい事情は分か

らないが、蕨野山と同様に、山名が付けられた様であ

る。ここで昼食タイム。食事の後、飯田さんから見え

る範囲の九州脊梁の山々を紹介してもらう。 

（積岩山にて） 

周辺には山犬切を始め１０座程の九州百名山がある。

次の機会に是非、訪れたいと思う。１２時０７分下山

開始。往路をたどって下山。下山口近く迄降りた辺り

で、下には駐車中の車が見えたが、急斜面に浮石が多

く落石が見られ、慎重に下る。幸い何事もなく全員無

地に下山することができた。１５時０５分。 

 途中、道の駅で解散式。それぞれの車で帰路に着く。 

大分着２０時頃。今回は奥深い九州脊梁の山の一角に

登れた事は勿論、楽しみにしていた九連子に群生する

「福寿草」に出会う事ができた。また、地元の美味し

い郷土料理や宿の方々の温かさに接することが出来た

ことも心に残った。 

２月月例山行参加者…LD飯田勝之、中島洋佑、阿部幸

子、桜井依里、宮原照昭、安部可人、遠江洋子、芝田

寿一、岩崎真琴、清水道枝、松浦一幸、笠井美世 

 

 

 

 

 

3月 11日（土）阿蘇五岳のひとつ根子岳に行った。

予定だった西峰は熊本の震災後登山規制中で、釣井尾

根から東峰、箱石尾根をくだることになった。 

当日は快晴。安東さんをリーダーに15人。ヘルメッ

トを装着、スリングはすぐに取り出せるようにザック

に付け、3 本のロープは分けて持った。登山口から根

子岳を眺めると、釣井尾根と箱石尾根が交わり東峰ま

で続く尾根筋がはっきりわかった。 

8時35分標高800ｍの登山口を出発。林道から尾根

に出るために谷を渡り、尾根に出てしばらく歩いたと

ころで安東さんから「何か気付いたことはありません

か」と声がかかった。尾根沿いには土塁のようなシシ

垣があり地形図にも表れているとのこと。横を見ると

いくつかの尾根の終了点が並んでいることから地形図

上のどこに立っているのかがわかった。 

高度が上がると高岳の鷲ヶ峰と虎ヶ峰が見えてきた。

尾根が交わるのは1200ｍ。陰には雪が残り足元は凍り

つき、洞窟には大きな氷柱が何本もあった。1408ｍの

東峰に10時45分到着。天狗峰が岩の稜線の先にそび

え立つ。狭い山頂で昼食をとり11時30分出発。 

下山はロープをとり出し危険だと思うところで使った。

フィックスロープは何カ所かあったが急勾配の上、足

元が悪い。ロープを半分にして木の根元付近にかけ 2

本合わせた末端はエイトノットに結んだ。 

皆が安全に通った後は回収も簡単で、これからはロー

プを持参したいと思った。途中、道を見失ったが小さ

な尾根に上がり林道に出た。登山口13時15分到着。

青空の下、すすきに覆われた山肌は金色に輝いていた。

 
  ３月月例山行報告  

   笠 井 美 世（会友210） 
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（根子岳東峰にて） 

これから野焼きで黒くなり夏には緑、秋には銀色に輝

く阿蘇の四季を思った。標高差約 600ｍ、所要時間 4

時間40分。下山後、国の登録記念物になった豊後大野

市のこうもり滝に立ち寄った。滝は渇水期でこうもり

には見えなかったが、白くなった河床の甌穴群はすば

らしかった。 

参加者…LD安東桂三、飯田勝之、下川智子、中島洋佑、

若月美智子、芝田寿一、柳瀬里子、岩崎真琴、清水道

枝、清水久美子、松浦一幸、久知良美登里、阿部恵子、

笠井美世、指原里美 

 

 

 

雪山訓練 三瓶山縦走（平成29年3月4日〜5日） 

青年部では今冬、講師に安東氏を迎え一連の雪山訓練

を行ってきた。第１回は高崎山でロープワークを学び、

第２回は九重で雪山の基本技術を学んだ。そして、第

３回目となる今回の山行では、島根県の三瓶山に１泊

２日の縦走に出かけた。 

 別府ＩＣをＡＭ６時過ぎに出発し、高速道路を借上

車で走らせ、目的地である三瓶山西の原登山口を目指

す。今年は暖冬で雪が少なく計画通りの訓練が出来ず

にいた。今回も雪の状況を心配しつつ、途中のサービ

スエリアで昼食を取りＰＭ１時には西の原駐車場に到

着。 

 駐車場から見る限り三瓶山斜面には雪はなく、別ル

ートも検討したが、当初計画に従い男三瓶山頂を目指

す。天気は快晴、汗ばみながら何とか急坂を登りきっ

たところでアイゼンを装着し、山頂へ続く雪原を進ん

でいった。 

ＰＭ３時に男三瓶山頂(1126m)に立ち、日本海を眺め

ながらしばしの休憩を取った後、避難小屋に一旦荷物

を降ろし、雪が残る適当な斜面でアンザイレンや滑落

停止訓練を１時間程行う。夜の帳が降りる頃には集め

た雪で水作りを終え、リーダー兼食事担当の山岡氏に

よるスペシャルディナーで宴が始まった。 

 ２日目は、残り４つの主峰縦走を行う為に、ＡＭ７

時前に小屋を出発。ここから危険個所が続くためアイ

ザイレンを２人ペアで行いながら注意深く女三瓶への

路を辿る。この日も快晴で、女三瓶山頂展望台(957m)

からは遠くの山々、伯耆大山までもがくっきり望めた。 

大平山(854m)を越え、孫三瓶(903m)から子三瓶への

ルートは雪深く、慣れないラッセルと水分不足で足が

つってしまう事もあった。ＡＭ１１時過ぎにようやく

最後の子三瓶山頂(961m)に到着し、記念撮影を行った

後、西の原へ向けての下山を開始する。 

くたくたになりながらもＰＭ１２時半には無事に駐車

場まで辿り着いた。車中で今回の山行の反省をしつつ

大分への帰路に就いた。 

 今回、青年部のスキルアップを目的に計画された一

連の雪山訓練では、基礎的な技術・知識はもとより、

より深い登山の楽しみ方を教わった。講師を勤めてく

れた安東氏に感謝し、更なるレベルアップに向け青年

部山行に励んでいきたい。 

 講師・・安東桂三氏 

青年部参加者・・山岡、矢上 

 

 

 
第３回報告・三瓶山 

矢 上 奨 大（会友 204） 
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１月末から２月始めにかけて私は南米のパタゴニア

の山旅を楽しむ機会を得た。パタゴニアは南米大陸の

南端部、南緯４０度以南の地域の総称である。南米大陸

を南北に貫くアンデス山脈が、南に行くほど高度を下 

 

げていくがこのあたりでも、高いところでは３０００ｍ

以上あり、西から吹きつける、太平洋からの湿った空気

はこの山脈に沢山の雪を降らせ、東側の原野に乾いた

風が吹き抜けていく。この気候が山脈東側のパンパの

平原を造っている。山脈に降った雪は積もって溶けず、

厚く固まった氷の台地となっている。これがパタゴニ

ア氷原と呼ばれる、地球上では南極大陸、グリーンラン

ドに次ぐ世界３番目の氷の大地である。その広大な厚

個人投稿 
 

ペ ン リ レー・第２４回              

    

                児 玉 良 章 13997）  

  そもそも登山と関わりを持ったのは、母校｢竹田高校｣に帰って顧問

になったときであった。当時、数名の男子生徒しかいなく、強豪校でも

なかった。私もあまり山に興味はなく、むしろブラスバンドの方に力を

注いでいた。しかし、せっかく引き受けたのだから賞状を取ってやろう

と野球部崩れの男子数名集め、体勢を整え直し、ついでに女の子も集

め｢女子部」も創ってみた。３年目「大分県予選」でアベック優勝してしまった。この時から竹田高校は男女とも強豪部にな

った。「杵築高校」に異動し、同じく登山部を持った。ここで後藤利夫先生と出会い、本格的に登山のノウハウを教えてい

ただいた。女子を連れて静岡インターハイにも参加させてもらった。この時、山登りの楽しさとインターハイ熱に取り憑

かれてしまった。その後、鳥取、岩手、高知、富山、熊本などのインターハイにも参加させていただいた。後藤先生と出会

わなければこの後の登山人生はなかったかもしれない。次の「日田高校」でも女子隊を作り、県２位の賞状を手に入れ

た。この時、ふと登山用品を買いに「サニースポーツ」を訪れたときに、支部の山行に誘っていただいた。｢夏木山｣だっ

た。この時以来、支部の山行にも参加するようになり、どっぷりとはまってしまった。当時、医大の本田、野村両先生、隊長

の西さん、名ガイドの飯田さんなどとテントで飲むのが楽しくてたまらなかった。この頃、佐藤正八先生からも山に関わる

グルメ、温泉なども教えていただいた。よく２人で県外の山にも足を伸ばしたものだった。特に、後藤、佐藤両先生と台湾

の｢玉山｣に登ったのは楽しかった。その後、「玖珠農高」に異動し、ホッケー部を持ち、「三重農高」では馬術部を持ち、そ

れぞれで全国大会に参加したが、そこでも帰りには必ずその県の山に１つは登って来た。三重農高のオーストラリア研修

では世界自然遺産の「Mt.Warning」にも一人で登ってきた。この頃は１年に１００山登るのが日課となっていて、今は東京で

活躍している佐藤壮吾先生と毎週末と言ってよいほど山に登っていた。その後、現場を離れて県の「国体局」に異動とな

り、山岳、ラグビー、ホッケー、卓球などの強化担当指導主事となり、得点を取る手伝いをさせていただいた。大分国体が

終わり「大分工業」で久しぶりに登山部を持った。この時、男子が強豪竹田高校を破り、初優勝で｢兵庫インターハイ」に参

加した。この時の生徒が、今、我が支部の若手として頑張っている池永などの連中である。今、私の方は椎間板ヘルニア

が悪化し、手術を受けたが左足にしびれが残り、山登りからは遠ざかっている状態である。そろそろ復活をしたいと思う

この頃である。この支部との縁であろうか、長男誕生までには医師宇都宮、緒方両先生にはお世話になった。緒方先生に

は今もお世話になっているが・・。あるいは、高校県体では八重先生、福永先生にもお世話になった。改めてこの場を借り

てお礼を申し上げたいと思います。いつの日かまた、皆さんと山で一緒に飲み明かせる日を楽しみにして、ペンを置き

たいと思います。 

 

次回のペン・リレ―は牧野信江さんにお願いしました。お楽しみに。 

 
飯 田 勝 之（10912） 
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い氷のは自らの重さで、少しでも低いところへと山を

削って流れ下っている。これが無数にある氷河であ

る。 

私が今回訪れたのはそんな広大なパタゴニア山域の

中の、チリ側のトーレス・デル・パイネ国立公園の通称パイ

ネ山群と、アルゼンチン側のロス・グラシアス国立公園の

通称フィッツロイ山群である。 

日本から１７，０００ｋｍも離れた地球の裏側で、成田から

アトランタとサンチャゴで乗り継いで、パタゴニア最南端

の町、マゼラン海峡に面したプンタアレーナスまで、飛行

時間２８時間、乗り継ぎ時間を入れると３６時間の空の旅

である。真冬の日本から真夏の国へ。しかし南緯５３度、カ

ムチャッカ半島の中ほどの位置に相当するこの地は吹く

風が涼しすぎる。そんなプンタアレーナスから車でパイ

ネ山群へ移動。見渡す限りの荒野の大平原を走ってパイ

ネ山群の玄関口のペオネ湖畔へ。ここから小屋やテント

で寝泊まりしながらの４泊５日のトレッキングが始まる。 

左手には氷河で削られた尖った雪の岩峰群を仰ぎ見

ながら、右手には湖や林や荒涼とした荒野の丘陵を眺

めながら、山群の南の山麓をほぼ半周のコースである。

南極ブナの原生林の中を歩き、珍しい草花や鳥などを

見ながらの、さほど厳しいアップダウンもなくて楽しい

山旅である。 

 パイネ岩峰群に朝日が当たり、真っ赤に染まるモルゲ

ンロートを毎朝見て、ハイライトはパイネの岩峰群展望

だ。高度差４００ｍのモーレーンの斜面を登りきると圧巻

の展望。眼前にせまる大岩峰と目の前の氷河湖。しばし

息を飲む。真っ青な空にそそり立つ巨大な岩峰群。テレ

ビや雑誌で見て、一度本物を見たいと思い立った、今回

の旅の動機だ。 

見た感じではすぐ前にあるように見えるが、岩峰が大

きすぎて間近に見えるだけで、実際には標高800mのそ

の地点から、並ぶ岩峰群の最高峰(標高 2850m 高度差

2000ｍ）は約４ｋｍも離れているのだ。（ほぼ同じ距離の

由布院駅前から由布岳（高度差１１００ｍ）を見上げるのと

比べて9００m以上も高い高度差である。その迫力は想像

できよう） 

 パイネ山群を下山後は、国境を越えてアルゼンチン

へ。この国境越えもこの旅の良い思い出となった。荒野

の中にぽつんとあるチリ側の出入国管理事務所。そこか

ら３０分近く走ったところの、同じく荒野の中にぽつんと

一軒のアルゼンチン側の出入国管理事務所。時折りゲー

トのバーが上がり、そのたびにバスやトラックやバイク

などが一台ずつ通過する。実に長閑な国境越えだ。 

 アルゼンチンに入ってもやはり、いやそれまで以上に

広い荒野が続く。周りが全部遙か彼方までの地平線だ。

夏だというのに緑色がない。枯れ草色の平原がどこま

でも続く。 

 パタゴニアの観光の拠点、カラファテで一泊過ごした

あと、行き着いた先はフィッツロイ山群の玄関口、チャル

テンの街。ここから３泊４日のトレッキングである。２日目

の朝は、それは見事な景観に大感動だった。早朝暗いう

ちにキャンプを出てモーレーンの上に登りつくと、眼前

に氷片を浮かべた氷河湖と、その向こうに氷河の末端、

さらにその向こうのそびえ立つ針峰の列（主峰がセロ・ト

ーレ）。夜明けの空に突き刺さるように屹立している。そ

の姿が、目の前の氷河湖の鏡のような湖面にくっきりと

写って、まさに逆さセロ・トーレ岩峰だ。やがて尖った岩

の峰に朝日が当たりはじめ、次第に赤く染まっていく。赤

い尖峰が鏡のような湖面に映る。ガイドが、こんな光景 

（湖面に映る逆さセロ・トーレ） 

が見られるのは一年に１～２度だといっていた。快晴で、

朝霧がなく、全くの無風状態という全ての条件が揃わ

ないと見られない現象で、そう言ってるうちに、気温の

変化で空気が動き、湖面にわずかにさざ波が立ち、水面

の逆さ岩峰がアミかけ状態となる。 

 トレッキング３日目はもう一つのハイライト、この山群

の主峰、Ｍｔフィッツロイ(3405m)の岩峰群を眺める標高

1200mのモーレーン上までの登山だ。標高差600mを登り

きると、その大景観が眼前にせまる。上下二つの氷河湖

を隔てて、巨大な氷河が広がり、その背後には主峰のＭ

ｔフィッツロイ(4km 先)を中心に、左右に屹立して並ぶ岩

峰群。全てが息を飲む大迫力の展望だが、眼前にせまる

氷河の末端から、大きな氷塊が今まさに崩落して、３００ｍ

余り下の湖面に轟音を立てて落下していく様はまさに圧

巻であった。 

 パタゴニアは１日の中に四季があると言うほど気温
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や天気の変化が激しく、また強風吹き荒れる大地と聞い

ていた。しかし雨具をつけたのはパイネの初日一時間

と、フィッツロイの初日の２時間だけで、後は素晴らしい

天気に恵まれ、さほど強い風にも見舞われることもなか

った。それに毎朝、朝日に真っ赤に染まる岩の峰々のモ

ルゲンロートを観賞して、小屋やテントでは毎晩美味しい

ワインを頂戴する。最後は観光で、湖にせり出した巨大

なペルト・モレノ氷河を遊覧船と展望台から見物し、帰途

に立ち寄ったブエノスアイレスでは、アルゼンチンタンゴ

発祥の地、カミニートも観光して１５日間の中身の濃いパ

タゴニアトレッキングの旅を終えた。 

 

 

 

昨年祖母山で３０歳女性（大分県別府市）の道迷い遭

難があった。単独行でルートは黒金山尾根。道迷いで山

中に一泊し、自力下山。大分県警などの捜索隊も出動し

た。 

日本山岳会東九州支部の安部先生から、この遭難事故

を支部報の『より安全登山のために』で取り上げて、検

証してくれないかと依頼を受けていたが状況が判らず、

のびのびになっていた。当時新聞には、数行の記事しか

載らず、ＴＶなどのメディアでもあまり取り上げられな

かった。またインターネット検索でも、状況は良く判ら

ず……。 

でも、取りあえず山の状況やルートから判る範囲で、

年月のたたないうちに推論しておこうと筆を取った。 

ＯＢＳの報道から 

すべての報道をチェックしているわけではないが、Ｏ

ＢＳの報道で、祖母山の道迷い遭難の検証があった。そ

れによると、この遭難はテープによるものと言う。彼女

は山中に多くのテープがあり、それを頼りに行動してい

たら迷子になったとのこと。ＯＢＳのディレクターと、

大分市内のある山岳会の会長が本宮山に登って、いくつ

かのテープをみて、登山者のつけたテープと山林関係者

のつけたテープがあることを報道し、テープの目的が違

うことを述べていた。それを頼りにして間違ったと結論

づけていた。 

私は、森林関係者の設置したテープによる道迷い遭難

もあるが、祖母山黒金山尾根には、その森林関係者のテ

ープは、殆ど存在しないので、それは少し無理があると

思った。 

インターネットの書き込みから 

この道迷い遭難の状況を知りたくて、ネット検索をし

た。ネットは常に面白半分の批判的な書き込みが多い。

私は人の災難や事故を中傷するネットは嫌いだが、どこ

かに真実がないかと検索した。その検索の中に一件の正

しいと思われる書き込みがあった。それは彼女がスマホ

のアプリで、他人が黒金山尾根を登ったのを見ながら登

った。それが正しいルートを掲載してなかったので、道

に迷ってしまった。彼女は３０歳と若いので、たぶんス

マホは十分に使いこなしているデジタル人間と推察し

た。それが道迷い遭難の原因かもしれないと思った。 

ある登山者との遭遇 

 日本三百名山（日本山岳会編 2014年）の祖母山の執

筆の依頼が私にきた。それで祖母山の指定ルートの調査

取材に、黒金山尾根を登った。この三百名山は本部から

ルートが指定され、祖母山は尾平から黒金山尾根を登

り、祖母山から宮原経由での周回登山コースだった。 

調査の時に、黒金山尾根の途中である男性（福岡県の

方）の単独行登山者と会った。その男性は祖母山は３度

目と言い、祖母山登山はトラウマと言う。なぜかと問う

と、祖母山に来たら必ず迷子になってしまう。一度は神

原コースで登山道が判らなくなり、山中に泊まったと言

う。またこの黒金山尾根を下っているときに道に迷い、

沢を下ってしまった。木の根につかまったり、滑ったり

しながら小さな沢を下ると大きな沢に出て、古い木の看

板があり、それを下ると尾平に出たと言う。 

そのような会話をして、相前後して黒金山尾根を登っ

たが、その登山者は祖母傾の稜線手前で、大声を上げて

「道を失った」と助けを呼んできた。 

私は彼の場所が判っていたので、そのまま登って岩壁

の下を右に行けば良いと大声で返答した。 

黒金山尾根 

私は何度か黒金山尾根を登り下りしているが、この尾

根は間違いやすいところが数か所あることを知ってい

る。私はどのような場所に行っても、ルートミスをしな

いが、知らない場所に行った時にもし道間違いをしたら

すぐに気がつく。それは道間違いをしたら何か違和感を

感じるから。例えば、今まで広い登山道だったのが、狭

くなってしまったとか。今まで頭や顔や肩に雑木などが 

Ｎｏ24  

 

安 東 桂 三 （9193） 
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当たらなかったが、当たるようになったとか。それで登 

山道から獣道になったのがただちに判って、違和感を

感じるのです。1ｍでもルートを外れるとすぐに判るが、

そのまま数メートル進み、やはり「これは登山道でない」

と判断し、正しい道に戻ります。 

さて、黒金山尾根の間違いやすいところはある登山者

の間違った二か所が、私の知っている場所です。まず一

か所、下りの時に天狗の水場からそのまま水の流れに沿

って下ってしまう。これは黒金谷と言い、沢登りでは初

級ルートである。登山者は滑落しなくてよかった。 

もう一つはその天狗の岩屋の上、稜線直下の場所、上か

ら下ってきても、下から登ってきても判りにくい。上か

ら下ってきた場合、そこまでは草や樹木が多く、ルート

ははっきりしているが、その場所はガレ場で、樹木や草

は少なく少し開けた場所となっている。ルートは二本あ

り、一つは開けた場所の右端を壁に沿って下り、下りた

ところから左へ。もう一つは苔のついたガレを真っ直ぐ

下り、下りたところから右へ。どちらのルートも合流す

る。下から登ってきた場合はその逆となる。 

 私は何度か此処を登り下りしたが、必ず同行した人は

道が判らないとか、道がないとか言う。でも此処は頭の

中に地形図を描いておけば、間違うことはない。 

日本山岳会東九州支部の皆様、この二か所を通るとき

に、少し考えて通ってみてください。 

より安全な登山のために 

 ３０歳女性の道迷い原因の推察を簡単に結論すると、

『他力本願』と言うことと思う。正しい結論ではないか

もしれないが、木につけれらたテープにしても、スマホ

の他人の軌跡にしても、自分の判断でなく人に依頼し

た、あるいは人の結果を信用し、道迷ってしまったと言

うことと思う。より安全な登山のためには『自力本願』、

自己の能力を高めることが、一番と思う。 

 

（天狗の水場 水の流れと共に……） 

安東桂三さんから緑山岳会記念の「霊山地図」が届

いた。下川幸一さんのコース内稙田から 35 分、２０

０地点に火伏地蔵・「万灯籠」（写真）あり、昨秋の追

悼登山で草刈りの人達「あそこで、昔入会権など話し

合った」。掘っ建て小屋があって、戦時の避難所でもあ

ったか。平野橋の岩崎台４等73.6は危険な登りで見張

台と推測する。これも「じょうやま」と呼びます（正

解だった）。当日は・４１２で引き返した。富士見ヶ丘

の看護大学向かいの横瀬２等 112.7 は田吹城址だろ

うか。山頂は削平されて城跡に見えた(残念、ミカン園

跡）。霊山攻めで手柄の田吹宗綱一族の名が見えて、田

吹地区には城があったはずだ。史料もある。尼ケ城「私

の祖父大神兵部小輔・三七父子儀ハ、豊後之内天賀城 

（尼ケ城）ヲ持居申儀、大友屋形様御居城上野原から

一里半」とある。西大分～賀来間の谷間の東の団地に

あった。谷の西、金谷迫3等三角点１６６．６の真東

３５０ｍの丸い墓台地の周囲の竹藪２００ｍ区間に

「横堀」が歴然と残っていて、「丸山城」という。 

 高長谷２等236.7 ( 陣屋の村・大友氏重臣挟間氏の兵

站ﾍｲﾀﾝ地・烽火場）は竹藪化している。野津原支所前

の愛宕山４等 104.9 は「鷲ヶ台砦」で、島津史料に

も出る。雄城台高校４等６７．１は雄城氏の城址。＊

玖珠の高勝寺城に籠る南朝方が霊山を占拠して留守の府

中を攻めた。北朝方の大友家臣稙田寂円が霊山寺を焼き

討ちした。賀来神社の大事件 享禄 3 年（１５３０）、

血気盛んな同紋衆(譜代）の若者たち（清田越前守）が

他紋衆(外様）の賀来左衛門大輔・大津留・橋爪・阿南

氏を攻めて、賀来神社近くの森の木４等 47.2 で逆に

他紋衆から返り討ちを食らった。大友義鑑は清田氏を

処罰せず、亀裂を残した。この年宗麟誕生、義鑑の家

訓「一意の事」（両衆仲良く）と指示している（狭間久

『豊後大友物語』）。弘治2年（１５５６）、宗麟は親の

遺言を守れず、他紋衆「小原鑑元の乱」が起きた。舟

ヶ平３等２３６．８は鬼崎のゴミプラントの裏台地の

藪の中、肥後侍１７名常駐、早馬対応ののろし場をや

つと見つけた。浅い洞窟にノミの跡がある。鶴崎に入

港した殿様との連絡の為、此処は小さな街跡だった。

挟間との三国境から上がる妙音山３等577.6 か 

ら見下ろすと、舟ヶ平はまさしく海の航空母艦です。

霊山(四等 596.0m)と周辺の風景 
三角点と山城探検シリーズ(第21回) 

安 部 可 人 (友 11) 
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１等三角点の御座ヶ岳南下１．５ｋｍに標高点・597、

安藤氏の「田附（ズク）城」です。道路から１５分、

「堀切」があって、下の安藤地区の眺望がよい。広瀬

橋南「曲石仏」のある森岡小学校の南の栗園に地点名

森岡３等63.3あり、此処に大友氏の幻の守岡館城があ

った（戸次川勝利の島津家久露営、大友屋形と対峙）。

大分市文化財課から昭和５０年発掘調査報告書が届い

た。小学校建設前に来たかった。伝説の碇島は散歩に

は物足りない。３度目にして見た「真田栗毛埋所」、「大

阪城で討死にした真田幸村の愛馬を越前８６万石の松 

 

私の無名山ガイドブック(No64) 

(714.4m) (661.8m) 

           飯 田 勝 之 (10912) 

今回も津江の無名山の紹介をしよう。 

 高 嶽 

中津江の栃原から川畑橋を渡って上津江に向かって車

平忠直が貰い受けた」、忠直公御乱行の為豊後国へ配流 

され、監視つきの生活ではこの馬が慰めてくれ、共に

碇島に眠る「碇島は大分で一番低い山」。歴史ある 

霊山の麓、「露ｱﾗﾜｽ｣地区で退職以来20年楽しい農業 

に従事している（あんべよしと） 

 

*全三角点（７３．６除く）を発見したら御一報、読図 

の1単位認定証と副賞差し上げます。 

地形図「大分」「野津原「豊後今市」 

（写真：火伏地蔵と烽火洞窟） 

 

 

を走らせると、谷沿いの道の正面に見えてくる山が、

上津江村の入り口のシンボルとも言える高嶽である。 

この山に登るには決まったルートはないが、西の中山

から谷沿いに登るのと、東の林道からとりつくのが比

較的登りやすい。ここでは東からのルートを紹介しよ

う。このルートは稜線の変化を楽しみつつ読図の練習 

しながら登るのに手頃なコースだ。 

 国道387号から県道天ヶ瀬阿蘇線に分岐し、約3.2ｋ

 (No２) 

  大分百山を完登し思う                             桜 井 依 里（15463）  

 平成２８年１１月２６日に大分百山を完登し、まだ達成感余韻冷めやらぬ状態での感想です。 

平成２７年１０月に宮原照昭さんより大分百山完登を一緒にやろうと誘われその気になったのですが、それ

までは大分百山完登とはどの様な事をいっているのか知りもせず、私には関係無いものと思っていました。 

さてそんな状況で登った山を数えると４３山で宮原さんとは大きな差があり達成目標月の平成２８年１１

月までには登山計画の作成が必須となりました。それからと言うもの生活の全てが登山中心の生活にかわりま

した。更に同有志の土屋さん清水さん若月さんと休みが合わず一人登山を余儀無くされ寂しい不安と孤独の登

山になりました。 

その様な状態で完登を果たせたのは、加藤支部長はじめ皆さまのおかげと感謝しております。とりわけ加藤

支部長にはリーダーに必要な資質や多くの事を学ばせて頂きました。 

最後に加藤英彦さん宮原照昭さん土屋多喜子さん清水道枝さん若月美智子さんは私の人生で忘れることの

できない人達となりました。  
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ｍで 右に直角に入る林道がある。アスファルト舗装さ

れたこの林道を入り、約1ｋｍで右に大きくカーブする

地点で、道路左脇が広くなっているところがある。 

ここに車を止めて、すぐ先にある携帯アンテナへ上る

コンクリートの階段を登るのがよい。アンテナの横を過

ぎると道はなくなるが、急斜面を登ると林道から５分あ

まりで尾根の肩に達する。そこから左にスギ林の中の小

尾根を辿ると、少し急な登りを数分で小ピークに達す

る。その先は平らな小尾根だがスギ林から小灌木のブッ

シュに変わるので、ヤブを分けながら進む。 

再びスギ林に変わると歩きやすいが、ほどなくかなり

急な斜面となり、数分の登りで小ピークに達する。ここ

は高嶽山頂から南に派生し 703m の独標に至る稜線で、

ここを直角に右に折れて小さく下り、平らな鞍部を通過

すると再び急な登りとなる。最後の急登を約１０分ほど

あえぐと、東西に長い山頂の西の端に登りつく。登りつ

いたところには四等三角点がある。 

参考タイム…携帯アンテナ入り口→３０分→主稜線ピ

ーク→２０分→山頂 

 商人山 

津江には変わった名前の地名や山名が多いが、商人山

も面白い名前である。名前も面白いが途中の林道が面白

いので紹介しよう。県道天ヶ瀬阿蘇線の上津江振興局の

先から県道川原上野田線に分岐してすぐ先で右に分岐

する道がある。これを入ってすぐの橋を渡り、すぐまた

先で右に分かれる林道がある。この道を入るのだが、先

で車道としては行き止まりなので分岐手前の公民館前

の小広場に止めさせてもらうとよい。 

 平らな小径を進むと、分岐から 100m あまりで道路は

突然一枚岩の川となる。幅 6m 余りの川床全体が一枚岩

で、その上をさらさらと清流が流れている。流水はごく

浅いので靴を履いたまま歩くことが出来る。ちょっとし

た渓流登りを靴履きで楽しめる。さほど急でない川を数

分ほど登ると急に流水は右の小谷に移動して、再び目の

前に林道が始まる。どうやらこの川床は林道が洗われて

一枚岩の川床になったのだろう。林道はそこから１００

ｍほど上ると二又になり、その上は両方ともひどく荒れ

た道となっている。このあたりまで小型のＲＶ車や軽ト

ラックなら一枚岩の川床を走って上って来られよう。 

分岐する林道を右にとり、コンクリート舗装されて

いるが、ほとんど荒れ果てて半ば崩落した林道の、か

なりの急斜面を登っていくと、１０分あまりで傾斜が

緩くなり舗装が切れる。やがて平坦となって中腹を巻

きながら林道は続く。左側の展望が開けて、遠く小国

の山並みの向こうに九重山が見える。更に行くと再び

急傾斜となりコンクリート舗装が始まり、５分ほど登

ると峠に達し林道が二手に分かれる。しかしそこはも

う山頂の間近で、右手のスギの幼木林の中、４０ｍほ

ど奥が山頂である。深いカヤを分けて進むと最高地点

に石を積んだ上に石の祠があり、北側の展望が開けて、

釈迦岳、渡神岳など津江の北の山々が望まれる。祠の

東５ｍの深いカヤの中に四等三角点がある。 

参考タイム…公民館前→２０分→林道分岐→２０分→

峠→２分→山頂   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地形図：鯛生  (高岳と商人山) 

 

 

 

 

５月月例山行：津波戸山(529.1m  

テーマ…六郷満山本本寺水月寺の跡 

日 時…５月１４日（日） 

出 発…大分駅、上野の森口・午前７時３０分  

装 備…日帰り登山の装備と食料 

参加申込は５月１０日までに 

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

        メール yamatomoki@ari.bbiq.jp 

６月月例山行：求菩提山・犬ヶ岳(1130.9m 

テーマ…山伏修験者の山とかめの尾 

日 時…６月４日（日） 

出 発…大分駅、上野の森口・午前６時  

装 備…日帰り登山の装備と食料 

mailto:yamatomoki@ari.bbiq.jp
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参加申込は５月２９日(月)までに 

リーダー：久保洋一（090-8353-9770）まで 

        メール yariho1953@yahoo.co.jp 

７月月例山行：五葉岳(1569.6m)  

テーマ…大吹鉱山の跡 

日 時…７月９日(日)  

出 発…大分駅、上野の森口・午前５時  

装 備…日帰り登山の装備と食料 

参加申込は７月２日までに 

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

      メール mr.yufu-oze@tw.drive-net.jp 

８月月例山行：九重山中岳(1791m)  

テーマ…久住山白水寺・猪鹿狼寺の奥の院 

日 時…８月６日(日） 

※九重山・山の安全を祈る集いと併催（下記）集い終了後に

中岳に登ります。 

 

 

６月  ６月１７日(土)麗谷周回沢歩き 

(耶馬渓駐車場･…9:30集合・沢シューズ等沢歩き装備) 

７月  ７月２日(日)  神原川沢登り 

（初級・神原五合目駐車場…9:30集合・ヘルメット・ハーネ

ス・沢シューズ） 

８月  ８月９日(土) サマン谷沢登り 

(応用・尾平登山口駐車場…9:00 集合・ヘルメット・ハーネ

ス・沢シューズ・カラビナ・ビレイディバイス・スリング等) 

問い合わせ・参加申込 いずれも、安東桂三まで 

090-5727-9472  メール keizoando@xa3.so-net.ne.jp 
 

 

幹事支部 北九州支部 

開催期日 ５月２０日(土)～２１日（日） 

開催場所 下関市「海峡ビューしものせき」 

行事日程 ２０日 13:05～17:00記念講演会・懇談会 

        18:00～20:00懇親会 

     ２１日 記念山行（風師山）or歴史史跡散策 

会 費 １５，０００円（懇親会費・宿泊料・弁当代） 

参加申込 申込期限は過ぎていますが、希望者は支

部事務局まで問い合わせ下さい。 

 

第８回山の安全を祈る集い 
日 時…８月６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） 

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…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）集合。 

参加対象…一般の登山愛好者 

※ 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。 

※ 参加者は事前に加藤支部長までご連絡下さい 

 

参加者募集 
日 時…６月３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、大分植

物研究会の皆さんと共同作業を行います。 

参加者…この調査にボランティアで参加できる方は５

月２６日までに支部事務局へご連絡ください。 

 

 毎年恒例の青少年を始め、一般初心者を対象にした

登山教室・体験登山大会です。支部会員もたくさん参加

して参加者の引率・指導等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２９年９月１０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） 

受講申し込み 支部事務局 
 

 

mailto:keizoando@xa3.so-net.ne.jp
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 昨年は中止しましたが、今回で５回目を迎える登山入

門教室を下記の通り開催予定です。知り合いの方に紹

介し受講のお誘をお願いします。 

実施期間 ８月から１２月 

座学講座 ８月から１０月 

実践講座 １０月から１２月…日帰り・キャンプ・小屋泊ま

りなどの登山を３回実施 

受 講 料 ５，０００円程度 

定  員 ３０名程度 

募集期間 ８月１０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」 

受講申し込み 別府市原町5-14（飯田方） 

日本山岳会東九州支部事務局 

0977-12-3437 090-2503-8409 

メール jachigashi@leo.bbiq.jp 
 

 

 

平成２８年度新規加入会員 

丹生浩司 ２８年１１月加入（会員番号 16103） 

２８年度新規加入準会員 

河野達也 ２８年１１月加入（準会員番号 A0001） 

尾家暁夫 ２８年１１月加入（準会員番号 A0002） 

渡部金治 ２９年 ２月加入（準会員番号 A0029） 

平成２８年度新規加入会友 

笠井美世 ２８年１０月加入（会友番号211） 

唐津敏徳 ２８年１２月加入（会友番号212） 

黒田行徳 ２８年１２月加入（会友番号213） 

羽田野俊幸２８年１２月加入（会友番号214） 

日浦晃英 ２８年１２月加入（会友番号215） 

指原美里 ２９年 ２月加入（会友番号216） 

原田久永 ２９年 ４月加入（会友番号217） 

後 記  

・４月に入ってうんと寒い日と、初夏のような暖かな日

が交互に続き、つい気温の変化に反応させることを油

断して、風邪をひいてしまいました。ちょうど総会の

直前で、思いも寄らない高熱で床に伏せる日が２日

間。窓の外はもうヤマザクラも散って、まぶしい若葉

が山肌を被っているのに、それを床から眺める時の心

さみしい気持ち。それは、何ともない時に窓の外の景

色を眺めるのとはまるで違うものがあると感じまし

た。「旅に病んで夢は枯れ野を駆けめぐる：芭蕉」 

・定期総会の案内の往復はがきで、山岳保険の加入のア

ンケートを行った結果意外や、会員ですら約４割が未

加入で、会友は約４割が加入でして。保険に加入する

か否かは勿論個人の問題で、登山活動と同じく、あく

までも全てが自己責任ですが、絶対に安全だというこ

とはあり得ないのが、他のスポーツとは違うところで

す。保険は『万が一』に備えるものです、その『万が

一』が起きた時に、同じ山仲間や他の人たちに最小限

の迷惑ですませられるようにするためのものです。

『自分で責任を取るから』と言ってのけるのは簡単だ

が、それではすまされないのが『万が一』の時です。 

・私のいくつかのハイキング仲間のうち、一番やさしい

町内の野山歩きの仲間で先日、近くの野山を一緒に歩

きながら道端のヨモギやタンポポやフジの花のつぼ

み、モウソウチク、タラの芽、ウド、ミツバなどを摘

んで、お昼には天ぷら会をしました。青空の下で、摘

んだばかりの山菜の揚げたてで、みんな大喜び。山菜

はこれからがいっそう楽しめる時期だ。 

（Ｋ・Ｉ） 

 

支部創立６０周年記念の「大分百山」３訂版の発行を計画して

います。今回も支部の伝統により、会員の手作り版で出すよう

計画中です。会員の皆様に登山ルートの踏査・執筆等を手分け

して担当して頂く予定です。「会員１人１山執筆」が目標です。

後日あらためて会員の皆様にお願いします。 

公益社団法人日本山岳会東九州支部 
東 九 州 支 部 報  第７７号 
２０１７年（平成２９年）４月２５日発行 

発行者  加 藤 英 彦 

編集者  飯 田 勝 之 

印刷所 佐伯印刷株式会社 
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