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灌木の中の小ピークで展望は全くない。時刻は１２時
前で、ここで昼食休憩。雪の中に腰を下ろして弁当を
開く。そうして、出発前に全員集合の記念撮影。

飯 田 勝 之(10912)
１２月９日(土)１０日(日)、
年末支部恒例の忘年登山
と忘年会は、今年もゲストの重廣恒夫（本部副会長）
をお迎えしての催しとなり、登る山は４０００山のう
ちので、阿蘇外輪山の最高峰大矢野岳と阿蘇五岳のう
ちの烏帽子岳・杵島岳。そして忘年会はこれらの山に
近い「かんぽの宿阿蘇」で開催。
９日の朝大分駅出発組は車５台で午前７時に出発。
９時過ぎに南阿蘇の「道の駅・あそ望の郷くぎの」で
(大矢野岳山頂にて)

現地集合組と合流で全部で２１名。ここで、地蔵峠か

１２時３０分出発。大矢野岳で今日の目的の山は終

ら登って大矢野岳を目ざす予定のコース組と別に、清

わったが、山行はこれからが本番だ。駒返峠へ向けて

水峠から高千穂野を目ざす組に分かれる。

長い外輪山の道が続く。緩く下って緩い上り返し、そ

大矢野岳組は地蔵峠下の駐車場に向かって車で出発

んな緩いアップダウンを何度も繰り返すのだ。道の両

するが、林道を登るにつれて雪が路面を被い、ノーマ

側はほとんど同じ中低木の灌木林だ。時おり赤松の林

ル車２台が登坂不能。峠への登山口から中野車がピス

になったり、ブナやナラの古い大木が目につく。

トン輸送で、予定より遅れて１０時３０分出発。最初

再出発から約３０分、
駒返峠まで３．
７ｋｍの標識。

から雪道だ。約２０分で地蔵峠(独標 1086m)到着。

まだ地蔵峠と駒返峠の半分にも達していない。緩いア

広い峠は３～４cm の積雪で、その片隅にひっそりと

ップダウンの単純な稜線歩きは次第に飽きてくる。し

小さなお地蔵さんが安置されている。阿蘇南郷谷を距

かし目ざす峠はまだはるか先だ。道は絶えず稜線のや

てて五岳の山並みが望めるが山頂付近は雲の中だ。俵

や外側斜面につけられているため、阿蘇谷の方から吹

山、冠岳を背に、外輪山を東に進む。草つきの道を２

きつけてくる冷たい風は避けられて、ほとんど寒さは

０分足ほど登ると最初のピークの大矢岳でここには３

感じられず、たいした上りもないのに身体が温もって

等三角点(1220.1m)がある。

くるほどだ。
１３時５０分、駒返峠まで１．７ｋｍの標識をもて
やっと近づいてきたと感じる。清水峠からの縦走組か
ら携帯が入り、駒返峠に着いたがそちらはどうかとい
う。まだ１．５ｋｍほどあると返事。そして少し行く
とスズタケの向こうから聞き覚えの女性の声がした。
清水峠から縦走組のうち、女性陣３名が迎えに来たの
だ。総勢１７名のパーティのうち女性が６名と、やや
少なめだったのが、３名加わると途端ににぎやかにな
った。緩く登ってやや急な雪の斜面を下りきったとこ
ろが峠だ。古い掘り割りの峠の隅に小さな地蔵様が祀

（大矢岳山頂にて）

られている。ここから北に向かって古い峠道を下って

全員集合の写真を撮って一休みのあと出発。前方に目

いく。

ざす大矢野岳が、谷に向かって傾くように高くせり出

大きな石がごろごろして歩きにくく、馬を返して上

している。アセビやリョウブ、シロモジなどの木立の

ったということからついた峠の名前。
その荒れた道が、

中の雪道は快適だ。ほとんど平坦に近い、緩いアップ

雪の中の枯れ落ち葉でいっそう滑りやすく、注意しな

ダウンのあと、緩やかに登りきると大矢野岳山頂だ。

がらの下山だ。まだ新しい木の階段などを通って下っ

2

公益社団法人日本山岳会 東九州支部報

第８０号

平成３０年１月２５日（木）発行

ていくと舗装の林道に出た。さらに植林地の中を下る

山道路を上って草千里の駐車場へ。前日ののどかな青

と再び古い林道にでる。前方に南郷谷の風景を見なが

空の天気とうってかわって、冷たい北風の吹く阿蘇の

ら林道を下ると、今朝通過した地蔵峠に至る林道に出

山上だ。

て、中野車、安部車などが待っていた。１６時前、今

午前９時１５分出発。草千里の西尾根経由の登山道

日の山行はこれで終了だ。後はみんな車に分乗して今

は一昨年の地震で崩落して通行止めで、東尾根経由の

宵の宿、忘年会場へ直行だ。

道を登る。緩く登っていくと次第に雪道になったが、
昨日の道は新雪の中で、心地よい雪道だったのに比べ
こちらは踏み固められ、凍ったところも多く、足下に
細心の注意を払いながらの登りだ。

午後５時前、宿舎の「かんぽの宿・阿蘇」に今年の

１０時に山頂到着。三角点のある山頂は、その直前

忘年会の参加者３２名が勢揃いした。部屋割りが終わ

にある小尾根の南東斜面が大きく崩落して進入禁止。

ると、山行参加組は先ずはお風呂だ。ゆったりと温泉

手前の山頂標識前で記念撮影。中岳・高岳の山頂はは

に浸かって１日の疲れを癒す。

雲に覆われているが、阿蘇の南郷谷の景色は朝日に輝

午後６時から、忘年会の前に今年もゲストの重廣恒

いているのが俯瞰できる。

夫本部副会長に講話をお願いした。テーマは「山の遭
難事故とその対策及び登山計画書」だ。山の遭難事故
があとを絶たない昨今、特に多いのが高齢者の遭難。
さらにＪＡＣの中にも遭難死亡事故が起きている現状
だ。事故を起こさないための基本は、山を知り、山に
対応できるよう自己を高めることだが、組織としては
登山計画を造ることを徹底し、その計画をチェックす
る機能が大切だということが指摘された。
６時３０分から場所を移していよいよ忘年会。支部
長のあいさつのあと、
最長老の星子会員の主唱で乾杯。
年に一度、多くの支部会員が集う懇親の場だ。宴たけ

（烏帽子岳にて）

なわとなると、
出席者一人ずつ順番に一分間スピーチ。

さて下山だが、登り以上に細心の注意だ。何しろほと

久しぶりの顔を合わせるメンバーも多く、それぞれ近

んどのメンバーがアイゼンを持ってきていない。時間

況報告。さ

をかけての下山で古坊中の登山口に全員が着いたのが

らに宴は盛

１１時前。そこから杵島岳へ通じる歩道を登る。

り上がって

一旦 1226m の独標ピークを登り越して緩く下り、

いき、女性

杵島岳の中腹の巻き道を進む。北西の風が強くなり、

陣有志のフ

風に逆らって進むのもやっと。駐車場から来た道と合

ラダンスの

流すると杵島岳への直登道だ。目も開けていられない

披露や山の

ような北西の強風を横から前から受けながら、みんな

歌も・・・。

風と格闘しながら黙々と登る。登るのが必死だ。階段

宴は２時間あまりで終えた、そのあとも場所を移して

道をひたすら登る。そしてやっと杵島岳山頂だ。しか

二次会場へ。夜遅くまで賑やかに宴は続いた。

しそこは猛烈な北風が吹きすさぶところだ。無造作に
立っていると突風によろめいてしまう。とにかくその
場に揃っているメンバーで記念撮影。
終わると強風に追われるように我先に下山していく。
駆け足で下ってきたせいもあり、駐車場に着いたのは

忘年山行２日目は阿蘇五岳のうちの烏帽子岳と杵島

山頂から２０分弱だった。そこで簡単な解散式。良き

岳だ。朝食を終え、そのまま帰宅組と山行組が宿の前

新年を迎えることと、来年の忘年山行と忘年会の再会

の芝生の広場でお別れ。山行組は一路坊中から阿蘇登

などを誓って解散した。
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参加者
全行程参加…浅野総一、安部可人、阿部幸子、飯田勝
之、飯田修三、石川洋佑、尾家暁夫、加藤英彦、唐津
俊徳、工藤吉子、重廣恒夫、清水久美子、清水道枝、
遠江洋子、中島洋祐、中野 稔、長野珪子、松浦一幸、
水本梨絵、宮原照昭、宮本真理子、柳瀬里子
１日目山行と忘年会参加…久保洋一、土屋多喜子
忘年会と２日目山行参加…阿南寿範、今川三弘、丹生
浩司、久知良美登里、牧野信江、若月美智子、渡辺千
代春、 渡辺和子
忘年会のみ参加…石神美智子、木本義雄、小竹初美、

(烈風の杵島岳山頂にて）

西貴子、西あずさ

１１月３日(金)４日(土)訪問団を迎えることとなった。
韓国山岳会蔚山支部と東九州支部の日韓岳人同士の
交流は今から１２年前(２００５年１０月)に遡る。大
分市と工業姉妹都市を結んだ蔚山市の記念訪問団の中

飯 田 勝 之(10912)

に多数の韓国山岳会員がいて、
「大分の山岳クラブとの

第１２回日韓岳人交流会、
第１１回日韓交流登山会、
今年は韓国のメンバーを日本に向かえる順番だ。当初

交流をしたい」との申し出があり、大分市の依頼で当

は韓国側の希望で、阿蘇山で行うように予定を組もう

支部と交流会の場を持ったのが始まりである。これを

としたが、仙酔尾根への道が不通で、うまく山行行程

初回として、その場で毎年交互に訪問団を派遣して交

が組めないこともあって、九重山山系でまだ登ってい

流登山を行うこととなり、翌年第２回日韓岳人交流・

ない泉水山・黒岩山・三俣山に変更して韓国側に連絡。

第１回日韓交流登山として韓国からの訪問団を九重山
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系に迎えて以来、交互訪問を続けて今回で６回目の訪
問団を迎えることとなったのである。
１１月３日(金)東九州支部会員２４名の待つ長者原
のレストハウス前に午前１０時、一行２０名が到着し
た。互いに旧知の岳人同士、１年半ぶりの再会を喜び
合う。加藤支部長が歓迎あいさつを述べ、韓国側代表
の李顧問があいさつ。今回の交流のために依頼した通
訳は韓国の留学生で、日本文理大学３年生の昔 智 原
(ソクジウォン)君が通訳。
（別に韓国側には日本語の話
せる添乗員がいる）
そしてすぐに初日の登山開始だ。この日は出発時刻

（日韓岳人の交流の夕べ）

が下がっているため、長者原から下泉水、上泉水を経

けつけて、総勢５３名といっそう賑やかになる。

て黒岩山から牧ノ戸峠へ下山し、迎えのバスで長者原

開会にあたって先ず加藤支部長のあいさつ、続いて

へ下る半日強のコースである。

李顧問のあいさつ。お土産や記念品の交換。そして乾

晴天に恵まれ、長者原の色づき始めたミズナラの林

杯でいよいよ懇親会。先ず（交流会・懇親会会場）

を抜け、谷を渡って今まさに錦糸の彩りを見せている

は日本側から各自自己紹介、
続いて韓国側の自己紹介。

中腹の紅葉を堪能しながら、カヤ野と森林の境を登っ

日本側の通訳は昔君、
韓国側の通訳は添乗員の金さん。

ていく。泉水の林に入る手前で昼食休憩。そのあとア

いっそう和やかなムードとなり、日本の方から日本舞

セビのトンネルを登り、下泉水の岩の上に案内すると

踊やフラダンス、オカリナ、横笛、ハーモニカなど。

その展望に韓国のメンバーの歓声が上げる。

韓国からは歌やダンスなど、互いの交歓しながら、あ

アセビの林を抜け、カヤ野を分けて急斜面を登ると

っという間の３時間で閉宴。そのあと場所を変えて二

上泉水であり。展望はよいが山頂は狭いので、全員集

次会となり、夜遅くまで賑わった。

合の写真が撮れない。そこで黒岩山に向かう途中、大
崩ノ辻へ分岐の下の草原で三俣山をバックに全員集合
写真を撮る。そして一路黒岩山へ。たどり着いた山頂

園 田 暉 明(10912）
東九州（支部）隊は自家用車に分乗して、宿舎の「花
山酔」を出発、登山口となる大曲に８時過ぎに到着。
続いて、韓国（蔚山支部）隊、約２０人も貸し切バス
で到着。参加者は、総勢約４０名、総リーダーは東九
州隊の久保さん。
前日の山行の疲れが残っているからと、不参加の韓
国隊女性２人程に見送られながら、先導役の宮原さん
の後を、韓国隊、東九州隊と出発。
灌木の中の狭い道を少し進んで、長者原登山口から

（黒岩山にて）

も、岩峰上の抜群の展望に韓国メンバーは大喜びだ。

すがもり越の尾根に至る、正規のコースに合流。この

ここでも全員集合写真。休憩後牧ノ戸峠へ。そして、

コースはすがもり越直下までは、元硫黄採掘のために

迎えのバスで長者原へ下る。

造られた、鉱山用の道路を、登山道に使っているもの
で、茶褐色のはげ山の中を進む。
曇天で、目的とする三俣山やスガモリ越えあたりに
は薄く霧がかっており、青空の下紅葉の中を歩いた昨
日のコースとは程遠い情景に、せめて晴れてくれと願

下山後は宿舎の「法華院温泉・別館花山酔」で交流

うばかり。鉱山用道路から分かれ、火山岩ばかりの足

会と懇親会だ。夜の交流会だけ参加の支部会員も駆
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場の悪い箇所を通って、スガモリ越にある休憩所に９
時頃到着し、小休止。韓国隊員が横にある愛の鐘を珍
しそうに突いていた。
右手下に、
北千里浜を見ならが、
草の急斜面を登り、
尾根を左に進んで三俣山山頂に向かう。ここから山頂
付近までのコースは、狭くて急峻な登りの連続で、長
い隊列となる。風が強くなり寒さも増してくるが、韓
国隊は、列の前後に移動しながらしきりに写真撮影す
る人、大声で歌う人等、元気そのもの。
１時間程で、平原状の山頂付近に到着すると、霧が
出てきて視界が悪くなる。少し進んで、西の頂に到着

（支部旗を交換してお別れセレモニー）

したが、ここでちょっとしたハプニングで、両隊が同

参加者

所に１０分ほど立ち往生だ。

全行程参加…加藤英彦、星子貞夫、飯田勝之、園田暉

霧で周辺の景色が見えなくなったのに加え、平らで

明、下川智子、阿部幸子、宮原照昭、工藤吉子、若月

特徴のない頂の地形から、進むべき方向に自信が持て

美智子、土屋多喜子、大渡崇夫、唐津敏徳、渡部昭三、

なくなったのである。地図とコンパスを使い、主峰の

木山広喜、石川洋祐、長野珪子、宮本真理子、飯田修

方向を確認し進路を決定して、出発。韓国隊の１人か

三、雪野佐喜子、飯田ひとみ、飯田佳子

らも、ＧＰＳ等から得たと思われる同一方向を示す情

１日目山行と交流会参加…阿南寿範

報が提供され、
日韓の友情を肌で感じた一時であった。

１日目山行参加…浅野総一

少し登って１１時前頃、一面霧に覆われた主峰（１６

交流会と２日目山行参加…久保洋一、石神美智子

７８ｍ）に到着。

２日目山行参加…中島洋佑、阿部恵子

集合写真を撮り始めたところまるで、山が韓国隊を

交流会参加…西孝子、興田勝幸、木本義雄

歓迎しているかのように霧が一気に晴れて眺望が開け
てくる。その神秘的な天候の急変に、両隊員が入れ混
じり、両手をあげながら歓喜の声を上げる。
色褪せてはいるが、紅葉の名残ある眼下の大鍋、小
鍋の景観に見入る韓国隊員。大渡さんの吹く、篠笛に
合わせて坊ガツル賛歌を合唱した後、往路を利用し下
山を開始する。
１２時頃、霧はないが、強風で非常に寒いすがもり

１１月例山行報告
清 水 道 枝(会友 177）

越に到着。休憩所の壁や、窪地に隠れて風を避けなが
ら、昼食を済ませた後出発し、１４時ころ大曲の登山

１１月２３日(木) 晴れ

口に着く。

宗像市にある四塚連山のうち 2 座を 5 人の少数精鋭

「花山酔」までは、東支部隊は朝に利用した車、韓国

メンバーで登ります。

隊は少し遅れて、徒歩で到着。

当初の計画にあった湯川山は登山道が荒れていると

１５時ころ、山花酔前で、別れのセレモニー。寄せ

のことで「孔大寺山」
「金山」に計画変更。登山口の地

書きした支部旗を交換。加藤支部長、李顧問があいさ

蔵峠を探します。道迷いもありましたが、後藤運転手

つ。来年の韓国での再会を約して、貸し切バスに乗る

の的確な判断で無事到着。

韓国隊を見送る。支部会員はみんなで手を合わせアー

9：05「孔大寺山」から登ります。いきなりの急登の階

チを作って見送りセレモニー。
貸し切バスに乗る直前、

段後も急登が続きます。みんな、程よいペースです。

東支部隊の一女性が、韓国隊の一女性に分かれの挨拶

景色は望めません。庶民の山らしく何人かの人が登っ

をしたのに対し、同女が別れを惜しみ、動き始めたバ

て行きます。

スの窓から上体を乗り出しながら落涙している姿に、

白山分岐に到達。あと少しです。椰野分岐まで到達。

思わず目頭が熱くなった。

頂上は目の前です。
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ロープワークの練習。昼食後、恵比寿岩に移動し、ア

が、木々に遮られて眺望はありません。

イゼンで岩を登る練習を行った。全４回予定されてい

白山から登って来られた方が地元では
「こだいしやま」

る青年部研修の１回目。多くのことを学び、２回目の
研修に向けたものとなった。詳細な研修内容は、以下
のとおり。
●ミーティング
最近起きた屋久島や北海道での沢登りの事故から、
徒渉技術について、とっさの判断の必要性を学んだ。
また、講師の安東さんより、
「読んでレベルアップする
ように」と書籍の紹介があった。
・保科雅則著『アルパインクライミング』山と渓谷社（入
門書として最適）

・横山勝丘著『アルパインクライミング考』山と渓谷社
と呼び、登山口も色々あり面白い山と説明があり白山

・菊池敏之著『ハイグレード登山技術』東京新聞出版局

分岐で別れ一気に登山口まで下る。

・菊池敏之著『最新クライミング技術』東京新聞出版局

続いて 11：50 発「金山」も最初は急登で土が粘土質

・菊池敏之著『ベーシック・フリークライミング』東

の為ロープが張られ周りは竹林の中を登り切ります。

京新聞出版局

途中木を伐採の中を北岳を目指して進みます。道中急

・Ｂ・シューベルト著『生と死の分岐点』山と渓谷 社

登もあり中々手強い。

・Ｂ・シューベルト著『続生と死の分岐点』山と渓谷社

やっと北岳登頂 12：53。目の前の「孔大寺山」を眺

●研修

めながら昼食。
南岳まで行かずここから引き返します。

【アイゼンワークとロープワーク】

ここの縦走も面白そうです。

アイゼンワーク（アイゼンの装着方法やトラバース

帰りに宗像大社に寄り無事下山を感謝して帰路につく。

時の雪面への足の置き方）やピッケルワーク（ピッケ

参加者…木本義雄、後藤栄文、牧野信江、木下恵子、

ルの名称と使い方や支持の方法）やロープワーク（登

清水道枝

りを“スタカ
ット”で、降
りを“コンテ
ィニュアス”
で）行った。
ロープのセッ
トにおいては、

扇山・恵比須岩（11 月 25 日(土)）

からだに巻き
付け、
「末端は

生 野 栄 城（会友）
アイゼンワーク・ピッケルワーク・ロープワーク

ビレイループを

○日時：25 日（土）8：30～16：00

とおして止め結

○場所：扇山、恵比寿岩

びとすること」

○参加：指原里美、生野栄城 ○オブザーバー参加：

を学んだ。

笠井美世

特に、ピッケ

○講師：安東桂三

ルを使っての、

■概要

ビレイの方法

冬山登山に向けた正しい登山技術の習得を目的に研

（ピックを“雪

修が行われた。
ミーティングの後、
雪山登山を想定し、

面”に突き刺し

扇山北斜面にて、アイゼンワーク・ピッケルワーク・

てのビレイ）や
確保の方法（肩
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がらみによる確保、ピッケルにセットしたカラビナに

しんどい。腕が張るのは腕を使いすぎていているから

ロープを通す方法、足首を使った確保、腰掛け足を伸

で足で登る事。分かっているのだが、爪先の弱さを痛

ばした確保）について説明を受けた。

感する。

【懸垂下降】

高さには随分慣れてきた気がする。もちろん上でし

懸垂下降は疲れたときに行われることが多く、ロー
プや器具を落としやすいとのこと。懸垂下降に使うロ
ープをビレイした上で、設置作業することが肝要との
ことで、ビレイの実演があった。
【アイゼンで岩登り】
トップロープで練習した。アイゼンをつけての登坂
では、
爪が体の一部となるような感覚が必要とのこと。
とてもそんな感じにはならない。
練習が必要であろう。
一人二回岩を登った。雪のあるところでは“ステミン
グ”で登ることが多いとのこと
【その他】
基本技術として、カラビナのザックへの取り付け位
置、ハーネスへのロープ装着方法、エイト環の使用方
法等を学んだ。

高崎山の大谷（12 月 16 日(土)）

っかりロープを引っ張ってくれているからであって、
ロープ無しでは無理。
トップを登る人はたいへんだな。

田 所 歳 朗（）
参加者 生野栄城、笠井美代、指原里美、田所歳朗(記)

上まであと１m。どうしようか考えていたら、
『そこに

講師 安東桂三

ガバッがあるやろ』ガバッ？かばいばあちゃん？

今日は高崎山、家から車で 10 分の山、近くて遠い高

Gurver?脳がフル回転で過去の記憶を検索する。
ガバッ

崎山、あまり足を運ぶ事がない。8:00 に田ノ浦に集合

って何だ？あ～ガバッてするのか。渾身のガバッで何

し高崎山の猿の餌場から大谷の岩に向かう。大谷は高

とか登った。ここで忘れたらいけないのはセルフビレ

さ 20m くらいの岩場で、以前はもっと高く多くの山岳

イ。ロープは踏むな触るな。降りる時は懸垂降下。こ

会が練習に訪れていたそうで、至るところにハーケン

れは登るより楽。
お昼を食べた後は別のルートを同じように悪戦苦闘。

が打ち込まれている。
現地に着いたらアイゼン、ハーネスを装着し、まず

このルートのポイントはえくぼを使う。えくぼとは笑

は小さな壁でアイゼンの感触を確める。アイゼンは利

うとほっぺたが小さく窪むあれかな？ほっぺの窪みを

き足じゃない方から、斜面の上に向いて装着する事。

探すが、ニキビくらいにしか思えないけど、これがえ

ウォーミングアップが終わったら、いよいよクライミ

くぼかな？えくぼを使えたかどうか怪しいが、なんと

ング開始。

か自分が目標とした場所にはたどり着いた。

講師の安東氏が登ったあと、順に登るのだが、待っ

降りる時はビレイヤーに降ろしてもらうのだが、緩

ている間も忘れたらいけないのはセルフビレイ。もち

めて欲しいときには緩まず、緩みだしたら速くなった

ろんロープは踏んだらいけない。触らない。人が登る

りして、意思の疎通が上手くいかなかったが、何度も

のを見る分には簡単そうに見えるが、いざ自分が登る

やっていたら自然と気持ちが通じるようになる気がす

となると何かが違う。思ったようには登れない。ふ～

る。核心部の高崎のアゴは,私は今回は断念。たぶん名
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称はなくて、
私が勝手に高崎のアゴと言っているだけ。

よう。おやすみなさい。今夜は星がきれいです。

もっと練習したいが時間切れ、6 時間はあっと言う間

追記）朝、飯ごうで炊いたご飯に、昨夜のスパイスを

だった。下山後は反省会。

振りかけると、とても美味しかった。駐車場を出ると

1,ロープは掴んで登ったらいけない

昨晩の雪で由布が真っ白だった。

2,日頃から爪先立ちの練習
3,股関節のストレッチ
4,本を読む
次回の山行に生かせるように取り組んで行きたい。
笠井が着々とビレイ職人の道を歩んでいた。見習わな
くてはいけないと思った。高崎山山頂への道は長く険

加 藤 英 彦 (8765）

しい。

記念式典と懇親会

反省会の後は志高湖に移動し夜の部を開催。山岡と
合流し生野、指原、山岡、田所の４名で焼き肉。先に

１１月１８日（土）午前１０時大分駅集合 参加者１

着いた山岡が素晴らしい会場を設営してくれていた。

６名車４台。野津原経由久住町―産山村―大観峰に（熊

さあ食べようとしたら、
買い出し担当の生野が
『あっ！

本支部創立 60 周年記念式典）

タレがない』この展開は想定していた。心配ご無用。

て、別府よりやまなみ経由の若月車４人と合流、大

山岡がいる。何か持っている。
『スパイスがあるよ』と

津町にて昼食。熊本市ホテル到着。会場のアークホテ

取り出したスパイスが絶品で、この気温ではタレより

ルへタクシー分乗して移動。

絶対にこっちの方が良い。ネギは長ネギが良い。一通

記念式典 １５時開始 出席７７名 開会の挨拶 松

り食べた後はマシュマロ。焼きマシュマロを食べるの

本支部長

は初めてで、マシュマロは焼くものだと知った。途中

来賓挨拶 重廣副会長。歓迎の挨拶、祝電披露、感謝

で矢上も合流し、更に盛り上がる。雪が舞い始めてか

状贈呈、偉業達成表彰

なり冷え込んでいるのだが、我々は外で冬の夜を楽し

記念講演 講師「工藤文昭」前熊本支部長 演題「六

む。他の客はみんなテントの中。以外と客が多いのに

大州の山を目指して」

は驚いた。
いつもこのメンバーなのでどうしたら参加者が増える
か等、真面目に青年部のこれからについて話をしてい
た気がするのだが、時間が経つにつれ、話題は刻々と
変化して途切れる事がない。21:30、隣で生野が薪割り
をしている。それを見ていた指原が、
『私は薪割り得
意！』と、どんどん割り出した。ここでも山岡のアイ
テムが活躍。狩猟用剣鉈。切れ味が違う。矢上は明日
も仕事なので途中で帰宅した。もう 23:00 そろそろ寝

１２年で世界六大州＋北極の山を登る。
その後カナダ、
ニュージーランドの山をそれぞれ７回ずつ訪ねて計２
７回の海外登山の体験談を映像をまじえて１時間半
の講演であった、
続いて１８時より同ホテルにて懇親会があった、
歓迎の挨拶、乾杯、そしてアトラクション、アンデス
音楽への誘い「ビエント演奏」
（青年部のキャンプ・志高湖畔・12 月 16 日）

9

公益社団法人日本山岳会 東九州支部報

第８０号

歓談 各支部の紹介 そして２０時にはお開きとなっ

平成３０年１月２５日（木）発行

きて快適なパノラマが見渡せる。

た。市電にのって宿泊のホテルＬＯＨＡＳ熊本に帰っ

やがて一つ小さなピークをこえ自然林へとコースが

て部屋にて二次会を楽しんだ。

はっきりとして心地よい登りとなる。登りついたとこ
ろがこの外輪山の最高点大矢野岳山頂である。しばし
休憩の後ここでこのまま進み駒返峠へと向かう組みと

記念山行

元に戻る組みとに分ける。地蔵峠の戻る組みは車の運

熊本支部設立６０周年記念行事の翌日、記念山行は

転手だ。ゆっくりと下り地蔵峠にて昼食をとる。

鞍岳で案内あったが東九州支部は鞍岳をパスして南阿

車に戻り下って駒返峠より下りてくるところで待つ

蘇の外輪山を歩くコースにした。

ことしばし。待ちくたびれて駒返峠の方に登っていっ

１９日（日）ホテル発７時半。車４台に分乗。益城

て回っていった組みを迎えに登り峠までの中間点くら

インターをめざし市内をぬけ俵山トンネルへとむかう、

いで下山組みと合流、

トンネルをぬけ「道の駅くぎの」へ。弁当を仕入れ南

車に戻って行程を終える。帰路は国民休暇村の温泉に

阿蘇の外輪山「地蔵峠」先行の車で満杯の駐車場にな

はいりさっぱりして大分へ。

んとかならべて４台駐車する。

参加者…加藤、飯田、阿南、木本、櫻井、宮原、工藤、

階段を登りすぐにお地蔵さんのある峠に立つ。ここか

若月、土屋、神田、尾家、遠江、柳瀬、岩崎、清水、

らが外輪山を歩く快適なコースである。阿蘇の山波を左

松浦

眼前に見ながらゆるやかな登りを大矢岳をめざして登
る。３０分で着く。登るにつれますます展望がひらけて

個人投稿
ーが知らないうちに……」というような記事が掲載さ
れた。

NO27

いずれもＪＡＣが出版する『山（2017 年 12 月号）』
（Ｐ5～Ｐ7）に掲載された「広島支部の日高山脈・幌

『山 (2017 年 12 月号)』

尻岳における遭難事故報告と検証」より、上記のメディ

安 東 桂 三 （9193）

アニュースとなったわけであった。

2017 年の年末押し迫って、
飯田事務局長よりメールが

ＪＡＣとしてはこのような遭難が再び起こらないよ

届いた。それは、ＪＡＣ本部より各支部長宛ての書面『登

うにと、登山計画書の提出およびチェックを行うと対策

山計画書の提出とチェック体制について』であった。

をすることに決めた。これはＪＡＣ会員すべてに対して

内容は支部内で行われる個人山行において死亡事故

であり、例えば今日由布岳に登ると決めても、登山計画

が続いて起きる事態により、安全対策を会として講じ

書を提出しなければならないことを意味し、そのチェッ

ていくために登山計画書を遭難対策委員会（本部）へ

クも支部でしなければならないということ。人の命は、

出すること。また、すべての山行の登山計画書のチェ

地球より重たく、何人も亡くなったことで、これ以上の

ックを行う体制を支部に構築することであった。

山岳事故は起こせないと言う決意であった。

この規定は、12 月 25 日より施行という厳しいもの。

ＪＡＣ会員には『山』が郵送されてくるので詳細は判

その後、12 月 31 日には毎日新聞配信で「リーダー

るが、東九州支部の会友はＪＡＣホームページにて詳細

待機判断せず、北海道 3 人遭難死」と言う名で、昨年

を確認してもらいたい。2017.12.21 に「すべての会員の

8 月の広島支部の幌尻岳平取川での 3 人溺死の事故原

皆様へ 登山計画書の提出運用開始」としてアップされ

因の記事が掲載された。大分でも 1 月 7 日の大分合

ている。

同新聞に「リーダー待機させず 北海道山岳事故報告

過去に東九州支部では、支部主催などの山行はすべて

書」の記事が掲載された。この他多くのメディアでも

本部に計画書を送ってきた。多くの月例山行や研修山

同様に「リーダーが遭難防止のための判断せず メン

行、講座などの山行でケガなどの事故はあったが、死に
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いたるような事故は起こっていない。ただ道迷いや、手

していない。そこが一番の問題。パーティであれば、リ

術を伴うようなケガは数回あったと記憶している。いく

ーダーの指示に従うことが基本であるが。日頃の山行、

つかの事故が起これば、いつかは大きな死を伴うような

例えば久住山とか由布山とか、危険度が低いと思われる

事故につながってしまう。それを登山計画書の提出・チ

山行では、なんでもないことが厳しい山や条件の悪い

ェックで止めることが出来れば良いと思う。

山、悪天候になった山では、日頃のなんでもないことが、

さて、年末年始の多くのメディアで報告報道された

問題となってくる。リーダーが沓掛山までは休みません

「リーダー待機判断せず。云々」の記事を、会員会友の

と言えば、メンバーはその通りにしなければならない

皆様はどのように受け止めただろうか？この事故の報

が、メンバーは喉が渇いたといい、展望台で勝手にザッ

告書や『山（2017 年 12 月号）』を再度読み、自分なり

クをおろし給水する。汗をかいた暑いと言い、登山道の

の心配事をここに記そうと思う。私がその場所にいなか

横で、ザックをおろし服を脱ぐ。そのような積み重ねが、

ったので、間違ったことを記すかもしれないが状況は良

メンバーシップの欠如の習慣化となり、危険地帯でもそ

く判る。

れが出てくる。日頃の山行（ＪＡＣの山行を含む）でし

かって私も幌尻岳に三度登ったことがあり、平取川ル

っかりしたパーティ行動を学習することを、この文書を

ートも一度遡行したことがある。その時も増水し、本沢

読んだ山仲間にお願いしたい。

ルートは、通行止めであった。幌尻山荘では沢を下る登

問題は多く、解決しなければならないことは多い。

山者に対して、小屋に留まるように指導し、下山中止と

個々の技術的、体力的、組織としての課題、危険と安全

していた。我々はその時林道から沢へ入り遡行してい

の差を感じる能力、危険から脱出する術、アクシデント

た。もちろん増水していたので、ロープによる確保。

にあったらアクシデント被害を最小にする術、そして自

１人づつの徒渉。基本に忠実に沢登りをした。ただメン

立した登山者となる努力。努力すれば楽しい安全な登山

バーの内、１人が技術的体力的に不可と感じたので、沢

が待っている。

の途中から林道まで引き返し、テント設営、その人を待
機させるようにして、再度平取川を遡行し幌尻岳山荘ま
で行った。下山止めされていた登山者たちは、登ってき
た我々を見て、小屋番の下山許可を得て、下って行った。
我々のパーティは幌尻岳往復し、平取川を沢下りして、
待機メンバーを吸収して町に戻った。幌尻岳平取川そ
のルートは、登山ルート(一般のハイキングルート)でな
く、登攀ルート(沢登りルート)として考え対処していた。
この事故にあったパーティのリーダーは遭難箇所に
差し掛かり「ここは渉れない」と言った。ところがメン
バーの内 3 名が相談し、ロープを出して渡徒渉した。し
かし途中で一人が転倒し、救助に行った二人のメンバー
も同所で溺死した。これはリーダーがリーダーシップを

(横尾本谷右俣 増水なければ快適なルートだが・2016 年 9 月)

発揮していない。ただメンバーもメンバーシップを理解

ペ ン リ レー・休稿
次回のペンリレーは田所歳朗会員(14024)にお願いしました。お楽しみに
永城跡」といわれる。近くの菊池川平野に西郷の集落あ
り、その地名から西郷隆盛の出身地という伝承があ
る。
神社境内に隆盛顕彰碑もあり驚いた
「犬も歩けば、

三角点と山城探検シリーズ第 24 回

棒に当たる」。10 年前、2 月の月例山行は飯田・ 遠

安 部 可 人 (友 11)

江さんら 5 人と奄美大島の山に５つ登った帰り、「西

菊池七城町砂田宮の浦に若宮神社あり、その周辺が「増

郷南洲流謫ﾁｬｸ地跡」を見学した。現地妻愛加那を残
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して、西郷は去った。飯田さんに負けじと黒糖焼酎”
加那”をみやげにどっさり買いこんで船まで持ち上げ

愛加那

るのは大変だった。遅くなりましが、山行報告です。
菊池・山鹿の山城歩きは老人の暇つぶしに丁度よい。
菊池１８外城ﾄｼﾞｮｳは観光資源で案内がある。今回は山
城を５つ終えて、増永城を訪れた。
「西郷隆盛の祖先は、
菊池氏初代則隆の次男が西郷太郎を名乗り分家、２３代
菊池(西郷)政隆となる。「安政五年（”安政の大獄”）
息子 西郷菊次郎

西郷さんは錦江湾に僧月照と身を投じたが蘇生した（そ
の小屋保存）。島津斉興ﾅﾘｵｷ（子が斉彬）の裁量により
幕府に対しては、死亡したと届出で菊池源吾と変名して
潜居を命じられた。大島の名門郷士格龍家に移り住み、
龍家の二男家の娘愛加那（愛子）と結婚した。西郷３３
才、愛子２３才、間もなく帰還命令、愛子が生活の為「現
在残る住居」を建ててあげた。長男菊次郎 9 才、菊草
14 才は西郷本家に引き取られた。菊次郎は京都市長を
務め、菊草は大山巌元帥の弟精之助に嫁いだ。愛子は独
り淋しく、ひたすら夫と子らに会う日を待った。大雨の
中を畑仕事に行き、そこで倒れた、享年 66 才。愛加那
ｱｲｶﾞﾅは島妻の生涯を終えた」（注）子供に菊池の”菊”
をつけている。26 代菊池昌隆が元禄時代に島津氏に仕え、

私の無名山ガイドブック（第 67 回）

鹿児島に居住、その子孫が西郷隆盛というのです。菊池一

(841. 3m)

族と同じ家紋〝鷹の羽”。隆盛は島津久光とは不仲、徳之

( 1077.1m)

島に流され、愛子は子２人つれて会いに行ったら、さらに

飯 田 勝 之 (10912)

沖永良部に遠島命令で会えず。菊次郎は数年間母と暮らし

今回も津江のヤブ稜線歩きの続きだ。

たり、台湾赴任途上帰郷したり、葬儀にも出ている。菊草
は夫と不仲、苦しんだ。一度も母と会っていない。

赤石

（歴史要点）私５６才は妻と薩摩へ旅したとき、網渕
謙錠『島津斉彬』を買った。”薩摩にバカ殿（暗君）な

石建峠を挟ん

し”、豪快な曾祖父重豪ｼｹﾞﾋﾃﾞは開明的な文化人で、そ

で渡神岳と対峙

の”蘭癖”は藩校・演武館・薬草院開設となる。重豪日

するように聳え

本一の貧乏殿の尻ぬぐいをしたのが、調所笑左衛門で

る無名の独標

す。重豪は孫斉彬ﾅﾘｱｷﾗをシーボルトに会わせている。

(1055m)ピーク

英明な斉彬（順聖院）に抜擢された隆盛はすっかり心酔、

がある。こから

斉彬の 50 歳急死は諸国の日本国の将来を憂慮する数あ

北に大きな稜線

る大名たちをも落胆させた。「次代の島津久光”と隆盛

がアップダウンしながら高度を下げて、一旦７８０ｍ

は深刻に対立した。斉彬は日本国、久光は薩摩（藩存続）

の鞍部まで下げたあと、841.3m のこの三角点地点へと

を思った。井伊直弼は日本の近代化を遅らせた国賊だ。

盛り上がり、そこから一気に虫秋の谷へと落ち込んで

直弼は幕府を思った」76 才で再読して、そういう感想

いる。この円い小高いピークは小さな独立峰の体をな

を書き入れている。＊斉彬の偉業は世界遺産”尚古集成館

しており、谷筋から登るには相当のアルバイトを要す

（磯庭園）”に残されて、鹿児島の”豊久公・南昌寺祭”

るだろう。
石建峠に源流を発する虫秋川に沿って、市道を峠に

でお会いした島津興業代表取締役の島津本家 32 代島津修

向かって上ると、崩ノ平に分岐する地点から２ｋｍあ

久ﾉﾌﾞﾋｻ氏が管理しているようです。

まり上った所の左手に水槽があり、そのすぐ上から左
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石がある。

草が茂り荒れた林道を５分ほど登ると左に鋭角に分

地形図：豊後大野

岐し、さらに５分で右に鋭角に分岐する林道を登り、

参考タイム…スーパー林道～(30)～御側山

そしてさらのその上を左に鋭角に分岐して登っていく。
荒れ果てた林道はやや傾斜を緩くして山腹を巻くよう
に続いている。そして、目の前の山腹に突き当たるよ
うにして林道は終点となる。
小広場状になっていて、右手上に稜線が見える。そ
こに向かってスギ林の中のヤブを分けて登ると数分で
より左に急斜面を直登していく。右手に皆伐の斜面な

会報投稿
宮 本 真 理 子（会友 127）

どを見ながら登ると、鞍部から１５分あまり傾斜が緩

今日１２月１６日、この日だけ１２℃7.5℃ 曇、

小鞍部に達する。ここが前述の 780m の小鞍部で、ここ

くなると東西にやや長い山頂部の東端である。ここか

「地元の山に登らんでどうする」５月の津波戸山でお

ら西へ５０ｍほど行ったら山頂の西端の最高地点であ

世話をしたのに安部老人から叱られ、地形図「立石」

る。そしてその南側２ｍほどのやや低い所に点名赤石

「豊後高田」を渡されました。忘年会でお話して、宮

の四等三角点はある。

原照昭・木下恵子・柳瀬里子会員の参加を得ました。

地形図：豊後大野

「人のあとを歩くだけはやめよう」が目的。万一に備

参考タイム…市道～(30)～林道終点～(15)～赤石

えて、安部さんの GPS６０CSX 携行を命じられ、赤
の紙テープも女性群に渡され完璧。ご本尊の安部氏と
は５４０コブ分岐点（Ｘらしき古木、下山直進禁止、

御側山

右折テープ）で合流。５のチェックポイント地点入り

釈迦岳(1231M)

の拡大地図をいただき、
「ひよっこ４人が真剣に読図し、

を最高地点とする

相談しながら登り、
いつもとは違う山行でした」
（柳瀬）
。

津江山系の大分・

安部さんは長らく高校登山部の指導をしてきたそうで

福岡県境の稜線は、

す。
「稜線に着いたら下山用のしるしを忘れるな、後ろ

南にアップダウン

を振り返って風景を記憶せよ」
（ひら教員時代を忘れて

しながら高度を下

いない）携帯切断、
「自分たちで帰れるのか」これまた

げていき、最後に

叱られ我慢。そのあと立石城山２８８．２（写真）で

10777,1m のピークから南は 1000m を割ってしまい、熊

更にやぶ山の読図練習です。神社上宮 3 つ祠がベスト

本県との境にあるハナグロ山(1086.4m)まで 1000m 未

取付き点「山腹が堀返されて遺構だろう」と興味もな

満の稜線が続く。この最後のピークが点名が御側山と

いことを言う、遭難しても当てにならずの老人を見捨

いう４等三角点のある山である。なぜこの名前がつい

てて、各自助け合って先を行き無事帰還しました。皆

たのか良くわからないが、釈迦岳の側にある山という

さんが「楽しかった」と報告。機嫌をよくした安部さ

意味かもしれない。面白い名前である。

んは、宮本の在所では、飯田さんが無名山シリーズで

ここへ至るには、地形図ではスーパー林道の椿ケ鼻

紹介した国東の美しい照葉樹鑑賞（東堅来、熊毛等）

から矢部の峠へ分岐のところから破線があるが、道は

へ、柳瀬さんの在所では、安心院（耶馬渓）の無名の

ほとんど判然しない。そこで、スーパー林道をさらに

名山（妙見山、竜王山山城、長岩城等）へ、果たして

南下し、矢部への分岐から約３．８ｋｍのところから

実現するのでしょうか。但し、計画立案しても途中ま

右手の灌木の中の浅い藪を分け、１０４５ｍ独標から

でだから、あとは自己責任です。

北北西に稜線を進む。判然としない稜線で、枯れササ

＊木下恵子のメール「こんな山登りの楽しみ方もある

の多い浅いヤブなので、方向を見失わないようにまっ

んだ」今回は主体的に登り、里山ならではの魅力を再

直進むと、２０分あまりで県境稜線の踏み分け道にと

発見しました。

出会う。これを左にたどると１０分足らずで山頂であ

＊宮本メール「子供の頃兄たちと山野を駆けめぐった

る。天然林の灌木の中の一番高いところに三角点の標

思い出が蘇りました。華岳は校歌にうたわれ、古老に
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聞くも華岳登山した人皆無です
※宮原照昭先導役無しにはこの山行実現しなかった
（感謝）

(No５)

大分百山を終えて

工 藤 吉 子 15735）

退職後仕事仲間だった吉田さんに街中で出会い、山の話になり鎮南山登山から仲間に入れてもらい 2014 年 11
月 29 日大分百山完登することが出来ました。
私が完登を目指したのは 2011 年下川さんの百山完登の祝賀会に参加したのがきっかけです。其れまでは１～
２ヶ月に１回参加する程度でしたが、仕事を止め本格的に完登を目指しました。雨が降ったら登山は中止と思
っていたが「山は登山口まで行って見ないと分からない」と加藤支部長に叱咤激励を受け、登るごとに段々と
面白くなって行きました。最後の山は平家山と決め計画的に日程を組み加藤支部長の都合が悪い時は渡辺夫
妻・故下川幸一・下川智子・芝田さんに協力をして頂きました。
百山百様で何時も変わった美しい景観を見せてくれました。雨の中登った古祖母・障子岳、紅葉の綺麗な鋸山・
三国山、春のアケボノつつじの夏木山は忘れることの出来ない山です。下山後は温泉に入り時には美味しい郷
土料理を食べ沢山の楽しい思い出を経験いたしました。
完登記念に作成した百山達成 CD と額は私の大切な宝物の一つになりました。

この一年は 8 月に槍が岳（雨天のため登頂は出ませんでした）10 月にはゴーキョピーク登頂と（神々の世界
といわれル白銀のゴーキョピークは絶景でした）山に明け暮れた最高の一年でした。
多くの山の仲間に助けられ激励を受け達成する事ができました。協力してくださった仲間の皆さんに感謝い
たします。本当に有難うございました。お礼を申し上げます。

会務報告
場 所 京王プラザホテル ４２会「高尾」
参加者 本部会長 副会長３名 理事５名 委員長４

平成２９年度

名 総務委員３名 支部より３３名
配布されたレジメを参照しながら議事に入る
会長挨拶
議題

支部長 加 藤 英 彦 (8765)
１２月第一土曜日の晩餐会の行われる日の午前中にひ

１） 支部における登山計画書とチエック体制につい

かれていた支部長会議がなくなり、今年から支部連絡

て（中山副会長）

会議と代わり支部から一人参加ということになった。
日 時 １２月２日（土）１０時３０分～１２時

すべての山行についてその計画書の提出をするこ
と。それと支部にて提出された計画書のチエックを
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するような体制をとること
２）支部事業委員会のアンケート報告（重廣副会長）
３）指導者養成講習会について
（宮崎支部事業委員長）

支部長 加 藤 英 彦 (8765)

４）支部ＨＰの作成方法について（大塚ＤＭ委員長）
日時 平成２９年１２月２日（土）１８時開始

５）支部山行と旅行業法について（奥田総務委員長）

場所 京王プラザ 本館５階コンコードボールム

国土交通省、官公庁、等の行政からの通達。公益
団体であるがゆえに締め付けがきびしい、旅行業者

今回東九州支部からは参加者が２３名もの数となり

を取り締まる法律であり消費者保護のためだ。

過去最多の参加者、
そのうち新入会員の参加が５名、
そして準会員Ａ０００１番河野達也さんは新入会員

６）
「幌尻岳事故」報告（広島支部）

を代表して挨拶をするという大役に抜擢された。

詳細な報告書が配られたがまだ捜査段階というこ

事前にテーブル毎の席が指定されており私「Ｄ－２

とでその報告書は終了後回収された

伊吹山」のテーブルマスターに指名された 東九州支

その他の議題のあと質疑応答があった。

部員９名 合計１０名でのテーブルであった。

特に１）の議題の登山計画書提出の義務化につい
ての様々な意見や質問があった。本部としては制度

全国からの参加者は５１７名を数えた。会員、準会員

上の変更でありすでに理事会において決定されたこ

の約１割の数である、
会長挨拶。今年の「山の日」の行事、次世代へ引き

とであり支部においても徹底をお願いする次第であ

継いでいく活動を、会員増強、財政のより健全化、１

る。詳細は１２月号の「山」において通知する。
終了１２時すぎ。

２０周年事業への取り組み等、最後に今回欠席された

このあと京王プラザ本館５階において１２時３０分よ

皇太子殿下からのお言葉「晩餐会に出席できずにまこ

り晩餐会受付開始

とに残念である、盛会を祈っている」を披露された。

講演会 ３件 山岳写真展、図書交換会、支部の書籍

来年はこられるであろうか。
続いて今年度物故会員７８名に対する黙祷、東九州

文献の展示、即売、等の行事あり。
特に講演会は面白くためになった

支部では９月１０２歳で亡くなった橋本祥案さんが名

２部「登山のための体力トレーニングー加齢に負けな

簿にあった、ご冥福をお祈りする。そして新永年会員

い工夫とは」講師山本正義（鹿屋体育大学教授）の話

の紹介３２名、本日出席６名、代表して遠藤京子会員

の中で年齢をとればとるほどより山に行く回数をふや

の挨拶あり。７９歳とはいえまだまだお元気でこれか

す努力が必要と言ったのが印象にのこった。佐賀の金

ら続く後輩達に元気で頑張れと挨拶。

立山に毎週水曜日に登ぼっている会がある。そのグル

さて今年度新入会員１３７名 本日出席５８名、壇上

ープを調べたら他と比較してより健康体であったと。

に上がる、代表して準会員、会員番号Ａ０００１番の

良い話をきいた、大分でも毎週水曜日 霊山に登って

東九州支部河野達也さんが挨拶、わずか４日前に指名

はどうだろうかと考えた。

があってその間考えた素晴らしい挨拶だった。

３部
「デナリ滑降とカメラワーク」
は映像を楽しめた。
図書交換会
では４札名
前を書いた
が念願の本
一冊が安価
で手に入り
満足した。

（新入会員を代表して挨拶する河野さん）

（会場展示の皇太子殿下撮影の写真）
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沢山の拍手があった。一生に一度しかないチャンス
をいかされたわけでまことに幸運であった。ご本人に
とっても本当によい思い出となったことであろう。ま
た支部としても存在をアピールでき誇らしい出来事と

第２回実践講座 和尚山(327.2m)

なった。
さて 鏡開き、会長以下５名 「えい、えい、やあ」

報告 飯 田 勝 之（10912）

の掛け声。
（例年は必ずご臨席の皇太子殿下がご一緒に
壇上に上がり、鏡開きに加わるが、今年はお顔が見ら

１０月１５日(日)、前日夕方から降り出した雨は朝も
降り続いている。秋雨前線の影響だ。前日から実践講座

れなかった）

の実施について問い合わせの電話がいくつかはいる。し

乾杯 新井新太郎さん 雲取山（2017m・西暦の年

かし、８時３０分、安心院支所集合の予定を妙に変える

号と同じ）の山荘の主人、声高らかに「かんぱいー」

と混乱するので、予定通りとし、現地で天候の状況を見

の発声。

て相談しましょうと返事。

開演、お酒で喉をうるおすのと美味しいフルコース

雨だからと参加を断ってくる受講者もでたが、定刻に

の料理のはじまりだ。テーブルでの歓談、会員の紹介

集まったのは９名だった。雨降る中、支所の奥にある文

今年登った山の思い出 来年の抱負等のスピーチが読

化会館玄関前の広い軒下に移動して開会セレモニーと

く。会員相互の歓談、テーブルを離れて友人、知人等

若干の講座だ。雨の日の坂道の登り方、下り方や、雨具

との歓談等だんだん盛り上がっていく。

やスパッツの付け方、座学で学んだ地図と磁石の使い方
の実技など・・・。

やがて司会者が北海道支部をかわきりに支部を紹介
していく。
「東九州支部」と呼ばれて２３名全員立って

さて出発だが、しょぼしょぼと降り続く雨は止みそう

手をふって挨拶する。さらにうちの支部員は全員壇上

にない。予定の鹿嵐山は雨天の上り下りは初心者にはと

に上がり会長、
重廣副会長を囲んでの記念撮影をとる。

ってはちょっと厳し過ぎる。そこで近くの和尚山(かし

名残惜しいが約２時間の宴会もあっというまに終焉の

ょうざん)という、手頃な山があるのでそちらに変更す

時間だ。閉会の辞、また来年もこの場で会いましょう

ることに決めた

との言葉あり。終わって有志にて２次会で新宿の夜を

今日のリーダーは久保会員だ。表登山道の駐車場から

たのしんだ。皆さんも是非一度晩餐会に参加してみて

スタート。池の畔を通って山道に入る。林の中の道は最

はいかが。

(和尚山(かしょうざん)山頂にて)

（小林会長・重弘副会長を囲んで壇上の支部会員）

初は緩やかだが次第に急になり、足下が滑ってたいへん
だ。座禅石まで登ると傾斜は緩くなり、後は５分ほどの
稜線登りで山頂だ。
木立の中で展望はない。石の祠の奥に三等三角点があ
り、三角点についてちょっと説明。そして少し下って座
禅石で展望を楽しむ。雨に煙った駅館川沿いに開ける景
色を眺め、いよいよ下りだ。急斜面の下りは登り以上に
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神経を使う。落ち葉とぬかるんだ斜面に滑って尻餅をつ

いでいく。岩の上に上がると細い石橋があって、その

く人も・・。しかし、ゆるやかな山道になるとみんなご

先にお自蔵さんが祭られている。

機嫌で女性のおしゃべり。雨の日の山歩きも研修山行の

みんなしっかりと岩を上り越していく。天気も良く

一つだ。

風景を楽しみながら行くが、しかしいつも緊張感をも

１２時過ぎに駐車場に着く。しかし雨も降りしきるの

っていなければならない。岩場を過ぎ、谷まで下ると

でみんな一緒に昼食という雰囲気になく、そこで解散と

一般道と合流。そのまま谷を上がって稜線に出て、左

なった。

に行くと１０分余りで山頂だ。

参加者…飯田、園田、久保、宮原、丹生、受講生９名

１２時前に着く。地元の宮本さんも応援に駆けつけ
てきた。そこで昼食、弁当は当番が朝作ったもので、
受講生は皆で降りる時足の置き場などを話しながら食

第３回実践講座
横岳キャンプと津波戸山(529.1m)

べる。下山も谷筋の道から左にそれて岩場コースをと
る。上りの時のコースほどないが、少し岩場があり、
眺めも良い。

報告 宮 原 照 昭（15683）

登山口には２時２０分到着。そこで解散式をして次

１１月１１日(土)、集合時刻の午後３時前に横岳キャ
ンプ場につくと、もう本日参加予定の１２名が全員そろ

回の実践講座での再会を約して解散。昨夜の話で、津
波戸山は岩場とクサリ場が有るので険しいと聞いてい

っていた。まず加藤支部長の挨拶で２日間登山教室の開

たが、全員一緒のコースを登ったのは、これからの次

始。今回のリーダは興田さん。借りていたのはこのキャ

の訓練につながることと思う。

ンプ場で一番大きなコテージだ。中に荷物や炊事のコン

参加者…加藤・興田・飯田・木本・久保・中野・宮原・

ロや電気釜や食材などを運び込む。まず最初は食事の準

若月・遠江・宮本・受講生１２名

備。炊事のリーダーは遠江さん。あみだくじで夕食の準
備、片づけ、朝食の準備、片づけと任務分担を決める。
そしてさっそく作業開始。メーンディッシュは鍋だ。

第４回実践講座・くじうヒュッと

準備が終わり、４時半から興田さんのロープワークや
テント張りなどの講習。６時から夕食懇親会。食べなが

泉水山・黒岩山・三俣山

ら一人ずつ自己紹介と登山教室に申し込んだ動機や理
由などを発表した。それで時間をたつのが早いが最後に

報告 飯 田 勝 之（10912）

飯田さんが、パワーポイントを使って山の天気予報や天

登山入門教室の実践講座４回目。この講座の仕上げ

気図や雲の見方など、登山に役立つ気象学の話を聞き、

で、場所は九重山系で「山小屋に泊まって冬山体験」

みんなで布団を敷いて雑魚寝。

がテーマだ。１２月２１日(土)午前９時長者原現地集

二日目は実践登山だ。朝７時起床し朝食を食べて７

合。しかし、雪道が心配という参加者達の希望を入れ

時３０分出発して津和戸登山口の駐車場に集合した。

て、大分駅からの乗用車乗り合わせを組む。午前７時

リーダー興田さん、そして今日の応援に中野さんと久

に大分駅南口に参加者７名が集合。加藤、飯田、若月

保さん。そこで登山の基本など説明する。そこで途中

の３台に分乗で出発。

から岩尾根コースの岩登りやクサリ場などのコースと、

長者原ビジターセンター前に集まったのは、今日の

谷筋の一般コースとに分かれるが、
どちらに行くかは、

講座に参加の受講者１１名とリーダーの加藤支部長外

その分岐点まで登ってみて決める事になり９時１０分

エスコート会員(飯田、若月、唐津)３名。出発前の簡

頃から出発。

単なミーティング。新年早々の寒波で雪が期待されて

リーダーの興田さん先頭で駐車場を出て、民家の横

いたが、数日前からの暖かな天気で山の雪はほとんど

から農道を歩き、約１０分で海蔵寺跡に着く。休憩の

融けているようで、
山々を見渡しても冬枯れ色だけだ。

あとここから本格的な山道で、数分で分岐だが、全員

午前９時１０分、
リーダー先頭に隊列を組んで出発。

が左の岩尾根コースを希望。私も初めてのコースで少

先ずは下泉水を目ざす。防火帯から樹林の中へ入り下

し登る岩道になる。でもホールドが沢山あり浮石もな

泉水の岩の上に登りついたのが１０時１０分。登山道

くどんどん登って行く。岩肌をつかみながら高度を稼
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は全く雪がない。さらに上泉水まで登るが、やはり雪

るので、遅い受講者を前に行かせるように隊列を組み

はない。１１月の韓国との交流会登山の時にはなかっ

変える。コンクリート舗装の道を再出発。露岩の斜面

た、真新しい木の杭と板で組まれた階段が上泉水直下

を登りきるとスガモリ越だ、１０時過ぎに到着。

まで、急な斜面につけられていた。

一休みして三俣への登りにかかる。離合する登山者

山頂は風が冷たいので大崩ノ辻分岐の先の草原で昼食

が、我々の隊列を見て「ツアーですか」と聞く。
「初心

休憩。雪はなく、暖かな日射しの中で弁当を開く。

者の登山入門教室です」
とこたえると
「いいですねぇ」

そのあとの黒岩山への道も、日陰にほんのわずか雪が

と言った。三俣山西峰で休憩、写真撮影。そして三俣

残って折る程度で、明るい日射しの中の、のどかな山

本峰めざすが、本峰手前の十字路で時刻がまだ早いの

行は冬山訓練にほど遠い。黒岩山の岩の上でしばし談

で南峰にも登ることにした。露岩の小ピークからの下

笑。そして、牧ノ戸峠へ下り、遊歩道を牧ノ戸温泉め

り。それまでほとんど無かった雪が道に残っており、
踏み固められた雪が滑る。みんな、声をそろえて「滑
らないように」と、細心の注意の下りだ。昨日は全く
不要だったので、みんな持参のアイゼンを小屋に置い
てきている。
大鍋へ分岐から南峰への登りは、アイスバーンのよ
うな雪を踏みながら登っていくが、
下りは大変だろう。
１１時３０分過ぎ、南峰頂上は冷たい風がく吹いて寒
いので、少し風を避けて南側の緩斜面に腰を下ろして
昼食。小屋のお母さんの造ったおにぎり弁当だ。
山頂で記念写真を撮って本峰に向かう。下りは一歩
一歩滑らないように下り、登りは足を取られないよう

(黒岩山山頂にて)

に登る。１２時４５分山頂着。明るい青空の下、素晴

ざして下る。そして午後３時前に宿舎のくじゅうヒュ
ッテの入り口に着く。車組は長者原駐車場へ車をとり
に行き、他は歩いてヒュッテへ。 ゆっくり温泉に浸
かったりして、午前４時３０分から加藤リーダーの講
座で「山の保険制度について」
午後５時から、ちょっと早いがビールで乾杯。地鶏
鍋を中心にヒュッテのお母さんの心づくしの手料理で、
おなかもいっぱいに、
ビールやお酒で心持ちも和らぐ。
そのあと登山入門教室の映像講座。
「安全で疲れない山
道の登り方、下り方」
「ザックのかつぎ方」
「登山靴の
履き方、紐の結び方」
「やさしい岩登り入門」などのビ

（三俣山山頂にて）

デオを見て。思い思いに部屋に入って就寝へ・・・。

らしい展望を楽しみ、記念写真を撮って下山開始。ス

翌日(２１日(日))は午前７時３０分から朝食。８時

ガモリ越でちょっと休憩の後、一路ヒュッテをめざし

３０分にヒュッテ前で出発準備。この日のエスコート

往路を帰る。午後３時前にヒュッテに帰着。

隊員として駆けつけてきた宮原会員を先頭に２日目の

ここで解散式。座学１回と実践講座４回の今回の登山

山行出発。２０分弱で大曲登山口へ。ハシゴを通って

入門教室の全課程の終了だ。加藤支部長の閉講のあい

細い凍った道を登っていく。雪はないが数センチの霜

さつ。これを機に、ＪＡＣの会員、準会員、会友への

柱の道だ。気温が上がったら、帰りに霜どけのぬかる

入会をおねがいしてお別れとした。

みが気になる。硫黄鉱山道路に出るとやや風が冷たい

参加者…加藤・飯田・若月・唐津・宮原

が、寒くてたまらないほどはない。

・受講生１１名

ここで、これまで足の速い受講者がつい前に行って
しまい、遅い受講者が後になって、列が長くなりすぎ
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第６役員会 １月１７日（水）コンパルホール

支部の会議等の報告

１．平成３０年度事業計画と予算計画について

支部役員会

２．登山計画書の提出に関する扱いについて

臨時役員会 １１月２０日（月）コンパルホール

３．第５回登山入門教室実践講座の実施について

１．大分百山の選定直しに「ついて

４．支部創立６０周年について

２．その他

５．その他

参加申込は３月２３日までに
リーダー：安東桂三(097-552-2367・090-5727-9472）まで

２月月例山行：八方ヶ岳(1052.9m)

メール

keizoando@galaxy.ocr.ne.jp

(龍神伝説の山・八方ヶ岳)
日 時…２月１８日(日）
出 発…２月１８日(日)午前６時００分
集合場所…大分駅、上野の森口
参加申込は２月８日(木)までに

第４回研修山行
月日 ２月２３～２５日
場所 山陰の山で雪山訓練を実施・場所は未定、テント
泊を予定）
出発 ２３日の予定
それから、青年部研修を受けられる方は日本山岳会の
会員もしくは準会員への入会を是非お願いします
宜しくお願いします。（青年部担当役員 田所歳朗）

リーダー：久保洋一(090-8353-9770）まで
メール

yariho1953@yahoo.co.jp

３月月例山行：祇園山(1307.3m)・揺岳(13035.4m)
（九州最古の地層の山・祇園山）
日 時…３月２４日(土）
出 発…３月２４日(土)午前６時００分
集合場所…大分駅、上野の森口

※ 青年部(４０歳代以下）以外で研修に参加したい
方は、事務局まで申し出て下さい。意欲のある方を歓

参加申込は３月１２日までに

迎します。

リーダー：浅野総一(097-537-7301・080-6408-8000）まで
メール

asanos@po.d-b.ne.jp

支部役員会の開催案内

※ ３月は目丸山の予定でしたが、登山口に至る青石林道が
崩壊し、車も人も通行禁止となっているために変更になりま

次の通り開催しますので、役員の方はご出席下さい

した。

第７回役員会
日 時…２月２２日（木）午後６時００分より
場 所…大分市「コンパルホール」

４月月例山行：万年山(1139.9m)

議 題…① ２９年度事業報告・決算報告(本部)について
（切り株伝説とメーサ台地の山）

② 登山計画署提出の取り扱いについて

日 時…４月１日(土）

③ 定期総会にまでの諸課題について

出 発…４月１日(土)午前６時００分

④ その他

北山田からのロングコースです
集合場所…大分駅、上野の森口
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雨具や非常食など十分な装備も呼びかけている。

支部協賛事業

・日本山岳会本部は遭難対策規定を改正（日本山岳会Ｈ
Ｐ・会員専用ページ参照)して。会員の行う登山活動
アルプスにはモンブラン山群を一周するツール・ド・モ

は、支部の主催行事はもちろんのこと、会員個人の登

ンブラン、モンテローザ山群を一周するツール・ド・モ

山も含めて全て、登山計画書を作成し、支部に設置す

ンテローザ、そしてマッターホルンを周遊する ツー

るチェック機関のチェックを受け、本部に提出するよ

ル・マッターホルンがあるが、前二者は山群を一周する

うにと決めた。

ため、ルートの大半がアルプのトレッキングである。そ

・前号の後記にも書いたが、山登りは究極の自己責任の

れに比べてツール・マッターホルンはバリスアルプス山

スポーツで、全てが登る当人の体力と、技力と、精神

脈を横断し、派生する尾根を横切るルートとなる。

力だ。しかし、団体で登ればそのチーム全体の力が問

従って行程には 3900m～2500m の峠を七ヶ所、更に幅約

われ、日本山岳会という組織に所属して登山活動を行

1Km 長さ約 5Km の上アローラ氷河を下るルートが含まれ

えば会の組織が問われる。
・近年当支部では幸いにして、大きな遭難等の事故は起

る。これぞアルピニストの世界である。
催行期間… 2018 年 7 月 25 日～8 月 8 日

きていないが、大事故につながる可能性のある出来事

募集人員… ５名から 9 名募集

はいくつもある。大事に至らなかった教訓を踏まえ、

参加資格… (1) 連続して 7 日間歩行出来る。

その検証と、再発防止と、登山計画の策定と届け出の

(2) 標高差500m を2 時間半以内で登れる。

励行を・・・。そのため個人山行はもちろん、支部山

(3) アイゼン歩行が出来る。

行でもリーダーが作るのとは別に、参加者は自分なり

参 加 費…現地経費（５０万円前後）＋渡航費（１０～１７

に登山計画を作り、リーダーと協議・突き合わせなど
をしてはどうだろう。

万円）（参加人数により決まる）

（Ｋ・Ｉ）

参加申込期限…２月末日まで

公益社団法人日本山岳会東九州支部
東九州支部報
第８０号

申 込 先…星子貞夫 080-2724-2438
メールsada-hoshi-1931@outlook.com

２０１８年（平成３０年）１月２５日発行

・県内の昨年一年間の山岳遭難者数は５０人(３４件)だ

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

った。(県警発表・１月２６日朝日新聞) うち死亡者

発行所 事務局

２人、重傷者１０人、軽傷者５人、九重山系１０人、

〒874-0820 別府市原町５－１４ 飯田方

祖母・傾山系１０人、由布・鶴見山系５人。６０代が
最多の１９人で全体の４割、５０歳以上が７割を占め

TEL･FAX 0977-21-3437

ている。県警は余裕ある登山計画と登山届けの励行、

E ｰ mail yamatomoki@ari.bbiq.jp
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