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（1386.0m）
５月月例山行報告
仲 道 史 枝 (会友 228）
５月３日(祝)大分駅５時集合。別府組と合流
後、ローソン戸次店から車３台に分乗し、総勢１
３名で東九州道千歳ＩＣ→三重→宇目経由で日
之影町を目指しました。
５月の月例山行の当初予定は「五葉岳」でした。
ところが、宇目町小野市から杉ヶ超に至る道（県
道宇目・日之影線）に分岐したところに通行止め
の看板があり、木浦から先は通行できないこと
が分かりました。急遽打ち合わせの結果「夏木山」
へ予定変更となりました。
木浦から藤河内渓谷への看板をみて、峠を越
え、藤河内をすぎて山道をどんどん進み夏木山
登山口へ到着。すでに数台の車が停まっていて
駐車スペースが少なく、それぞれ別の場所へ駐
車しました。
午前８時、登山口の標識より登山開始、最初か
ら急な登りが始まり、初めての月例山行で皆さ
んについていけるのか、不安な気持ちがよぎり
ました。
登り進めると辺りは新緑がまぶしく、時折ヒ
メシャラの美しい幹も見られ、高度が上がるに
つれ、ミツバツツジ、シャクナゲがちらほら咲い
ていました。
今年は花が咲くのが１週間以上早く、例年だ
ともっとたくさん咲いているらしいのですが、
それでも十分満喫できました。珍しいギンリュ
ウソウやヒカゲツツジの花も教えていただき見
ることができ、とてもうれしかったです。
そして岩場を過ぎたころ、
「舟石」と呼ばれる
１枚岩があり、名前の由来通り確かに船の形に
似たとても大きな岩でした。舟石をなんとか乗
り越え、さらに進み鋸への分岐という平らな場
所で休憩。ここから最後の急な登りです。
午前１０時夏木山頂上に到着！周辺には見事
なアケボノツツジが咲いていました。盛りを過
ぎて花が少ないと言ってましたが、初めて見る
アケボノツツジ、色が濃いピンク色で形が可愛
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夏木山山頂にて

らしく、疲れが癒されました。
頂上で記念撮影、昨日の雨も止み、時折日差し
が出るものの風が強くかなり肌寒いと思ってい
たら、頂上の温度計ではなんと５℃でした。寒い
はずです。
このまま先へ進むと五葉岳まで続くそうです
が、時刻が下がったので時計をみながら行ける
ところまで行って、引き返すことになりました。
アケボノツツジの花ビラがたくさん落ちている

アケボノツツジの稜線歩き

岩などを下り、稜線歩きが続きます。
緩い登りと下りの繰り返しで楽しい稜線歩き
です。１１時過ぎ、五葉岳までの三分の二ほどの
ところの鞍部手前で、風を避けながらそれぞれ
昼食をとりました。
昼食後、１１時半頃から引き返します。夏木山
でちょっと休憩。今日はこの頂上に立つのが二
回目です。そして下山開始。
登りと下りでは見える景色が全く違い、同じ
道を歩いているとは思えないものだと感じまし
た。最後に急な下りで１３時半過ぎに登山口に
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登りは滑りやすく約３０分で二本松峠に着き、ここで休
憩。雨でいっそう滑りやすい急斜面を登り、10 時 30 分
に尻付山登頂。ガスも出ていて景色は見えません、

ぞれ帰途に着きました。

全員、集合の写真を撮り下山しました。登りの時以上に
慎重になって、無事に二本松峠に着きました。

そこに行くことでしか見られない景色や花や
木々をたくさん見ることが出来、貴重なお話を
聞くことも出来て、とても楽しい山行となりま
した。

次のハジカミ山を目指すころには雨も止み、ついつい
ペースが速くなったため、最後尾との距離がひろがる場
面が何度もありました。11 時 50 分ハジカミ山登頂。雲
が山から切れるのが見れて感動。遠くの山の案内もして
いただきました。鷲巣山とその向こうに姫島の矢筈岳、

参加者…リーダー・中野、
サブリーダー・桜井、
飯田
（勝）
、
鹿島、中島、浅野、宮原、若月、飯田（終）
、芝田、川野
（美）
、井伊、仲道

千灯岳、文殊山、両子山。近くには修験道の夷谷の中山
仙境。
しばらく景色を楽しんだあと山頂で昼食、そして集合
写真を撮って下山開始します。全員無事お尻も付かずに
西狩場の登山口に 13 時 30 分着。

６月月例山行報告
賀 来 和 子 (会友 183）
国東半島、六郷満山、仏の里の言葉に惹かれて、6 月
の月例山行に参加しました。
6 月 23 日（土）天気 雨。
大分駅を 3 台の車で雨の中、7 時出発しました。
途中で杵築市山香町の温泉風の郷で 3 人と合流し、太田
村から真玉町の黒土を通り、西狩場の登山口で国見から
参加の鹿島さんと合流し、総勢１７名でスタートです。
リーダー宮原さんから今日の登山の説明の後、櫻井さん

ハジカミ山山頂にて

ハジカミ山山頂で飯田さんから、広島支部の幌尻岳での
事故を例にして、山道での団体行動の注意事項について
の話がありました。リーダーとなった人の心構えや判断

を先頭に 9 時 10 分出発しました。
朝からの雨でカッパを着ての山は暑く、汗が出ます。

力・心遣い、各人の勝手な判断や個人行動の危険性、リ
ーダーの意志のもとでの統一行動の必要性、それと月例
山行は団体なので、みんなを気遣う気持ちを大事との話
があり、気持ちが引き締まりました。いろいろなことに
気付かされる山行でした。今度は御朱印帳を持って、晴
天の時に国東半島めぐりに行ってみようと思いました。
大変お世話様になりました。
参加者…リーダー・宮原、サブリーダー・桜井、首藤、
飯田、鹿島、木本、中島、久知良、安部、長野、遠江、
宮本、賀来(和)、大星、平原、井伊

尻付山山頂にて
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第１回ヤブ山歩き研修報告
田 所 歳 朗（12019）

去る 6 月 2 日（土）、5 年前から大分県植物研究会と共

今年度のヤブ山歩き研修の一回目は私、田所が担当する

同で実施している「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。

事になった。全 5 回のこの企画。初回からつまずくわけに

当日は快晴に恵まれ、支部会員 8 名は、午前 7 時に緒

国土地理院の地形図を購入するのはいつも通りだが、国

はいかないと入念に準備する。

方町「原尻の滝」駐車場に集合し、植物研究会・大分県自

土地理院のホームページも覗いてみた。なんと、3D 地図

然保護推進室メンバーと合流後、宮崎県側尾平トンネル
入り口広場に再度集合した。

とかあるじゃないですか。うわっ！立体的に見える。こん

先に現地入りしていた渡部昭三会友や今回初めて北
九州市及び滋賀県から来ていた調査員などが全員の自

備を進めていると、子供の頃によく探検していたことを思

なのに頼っていいの？と思いつつ参考にさせてもらう。準
い出す。
時には迷子になって、泣きべそかきながら道を探した事
もあるけど。どこで迷子になったかは、恥ずかしくて言え
ないよ。それでは、田所探検隊、行って参ります。(私一
人だけどね)
５月２７日、予定通り 6:00 大分駅出発。今回、山行に
は参加されないが安部さんがサポートに来てくれた。(生
木峠で待機してくれている)
7:30 西山から入山。ここが一番傾斜のきつい所で、大
きく迂回しようか迷っていたのだが、地理院地図を拡大し

シカの食害樹木の計測作業

てみてたら、崖にそって登れると判断した。イメージより

己紹介後、本日の調査の打ち合わせを行った。
今回は「県環境企画課が設置している観測地点のスズ

少し緩い傾斜で予定より早く登る事がてきた。崖の上の三

タケ調査は秋に行い、移動観測による稜線のシカ食害調
査を実施する」ことになった。
08 時 30 分に登山開始、約 30 分で尾平越に着き、小休

上に止まっている。
「安倍さん急がないと私が先に生木峠

止後、稜線の左右に分かれて食害状況調査を行いなが
ら、本谷山に向かった。
樹木の食害調査は 12 時過ぎに終了したが、今年は稜
線南側のシカ食害が多いように思われた。
山頂や定点観測地点での昼食後下山を開始、全員の
下山を確認後解散となった。下山途中，蝶の採取中と思

地図では標高 400m 地点で、道間違いが予想される。標高

角点に 8:05 に到着。下を見下ろすと安倍さんの車が橋の
に着いちゃうよ！」
最大傾斜の難所は難なく通過し、次のピークへ向かう。
400m でコンパスで方角を確認し進む。がしかし、なんで
だ、どうして？迷子センサーが反応した。何か違う。田所

われる男性 2 名に会ったが、数年前近くの渓流で単独行
動中の蝶採集者の遭難事故と単独行動の恐ろしさを思
いだした下山であった。
参加者・・・加藤英彦、園田暉明、桜井依里、宮原照明、渡辺
千代春、木本義雄、渡部昭三、石川洋祐、（会員外・加藤）
eye で地図をよ～く見る。あっ！間違えた。引き返して予
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定のルートに戻る。
この先の標高 500m 地点に最大の迷子ポイントが待ち構
えている。ここだ！地図とコンパスで確認。完璧。自信
満々に 520m ピークに到着し写真を撮る。さあ生木峠の三

飯 田 勝 之（10912）

角点に向けて出発だ。あれあれ？迷子センサーが反応し

去る６月２８日（木）大分市コンパルホールで新入会

た。また間違った。写真撮るときに気付けよ。崖の上から

員・会友に対する入会に当たってのオリエンテーション

木浦の集落が見えただろ。ルート上に崖の上から木浦方面

が行われた。２年ぶりの開催で、前回実施以降の新規加
入者が対象。３２名中１３名が出席した。

は無いんだよ！と自分に言い聞かせる。つい、展望の良さ
に誘い込まれてしまった。

午後５時３０分開会で、加藤支部長が「歴史と伝統の

予定のルートに戻り、安部さんがいる生木峠の三角点を
目指していると、えっ！またセンサーが反応した。地図を

ある本会に会員や会友として加入された皆さん方は、日
本山岳会への加入の意義を自覚しながら、支部の活動に

見ると、あっこれか、成る程ここは見落としてた。9:50

参加するうえで、自分自身の登山活動の一層の高上に

安部さんと合流し生木峠へ到着。オニギリを１つ頬ばり、

向けて努力してほしい」とあいさつ。
続いて事務局から
① 日本山岳会という組織はどういう組織か、
東九州支部はどんな組織か、その沿革。
② 東九州支部はどんな活動をしているのか、
年間の事業や行事計画とその活動の内容・
そして会員や会友はどんなかかわり持つ
べきか。
③ 日本山岳会会員・会友としての山登りのあ
りかた（歴史と伝統のある登山クラブ会員
として、互いに技術や技能を高めながら、
より中身の濃い、意義深い登山活動を追求
して行くことが大切なこと。安全登山を何
よりの基本として、自然保護や環境保全な
ど山登りを通じて守るべきマナーや知識
を備えることの必要性。登山計画の作り方
と、個人山行も含めて支部・本部への登山
計画書の提出義務の位置づけ、登山口や地
元警察への登山届の必要性。
④ 支部の予算や活動の経費などはどうな
っているのか。
⑤ 高齢化する日本山岳会と東九州支部の
今日の現状と、支部の今後の課題などにつ
いて説明があった。
そのあと、日本山岳会本部が作成した「日
本山岳会」紹介のＤＶＤ（約３０分）を見て
終了した。

お茶を飲んでここから旧生木峠と言うか、地図上の生木峠
へ向かう。最後のピーク(標高 551m)に到着したのが 10:20
生木峠はピークのすぐ下。
今は使われていないので、道が消えかけている。次回は
ここからだよ。11:00 前に下山完了。なかなか面白かっ
た。
帰りに今日の敢闘賞にと安部さんが野菜をくれた。とて
も立派なキャベツと涙成分たっぷりの玉ねぎで、これを食
べて今日の山行で消費したビタミンを補おうと思う。道間
違いした箇所は事前にもう少し地図を読んでおけば良かっ
た。間違いには早く気付けて良かった。かなり読図スキル
が向上したと思う。一番の収穫は青年部と老年部の親睦が
深まった事でした。

安倍さんの独り言
田所は飛ぶが如く速い。参加者０で良かった。存分に楽し
んだのだ。との事。
他にメンバーがいたら、ちゃんとペース落とすし、休憩
も取るから、心配せずに田所探検隊に参加して下さいね。
誰かがすると思います。毎月始めの支部ルームに来てくだ

オリエンテーション終了後は会場を変えて
「セン
チュリーホテル」で懇親会が開かれた。支部役員を
交えてにぎやかに、
和やかに参加者が互いに交流の

さいね。事前にミーティング等もしたいので、宜しくお願

２時間であった。

お待ちしてまいす。次回は９月です。リーダーは青年部の

いします。
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とする。そして、残置ハーケンを利用して、振り子トラ
バース。なおもボルダ―チックに小滝や、小スラブや、
へつりなどの技術を使って遡行し、古い林道と交差する
地点（標高 670ｍ）にて、終了とした。12 時１７分。昼
食後、古い林道から、矢立峠への林道に出て、入渓地に
戻った。
反省、理解したこと
①ハーケンを打つ場合は、足がしっかりしたスタンスに
立っていないと無理。②『振り子』の方法が、解った。
リードの場合、フォロワーの場合、振り子の方法が異な
る。振り子トラバースの残置物は少なく、回収すべきも
のは、回収。③ナチュラルプロテクションの幾つかが、
解った。④黒内谷は、自然美多く、マイナーな沢なので、
人間臭さがない。手垢がついていない、楽しかった。⑤
下山中に、今後の事を話し合った。夢を持ちたい。八ヶ
岳の赤岳中山尾根に冬期登れないか（Ｓ）
。⑤研修山行
を計画しても参加者が少ないのは、困ったこと。何か良
い手段はないか？寂しいこと。悲しい事。

参加者…大渡崇夫、加納信雄、佐藤裕之、樋口大樹、
（以
上会員）河津英基、長尾幸徳、長尾美江、大星三千代、
平原瑞枝、井伊八千代、古野文江 (以上会友)
出席役員…加藤英彦、首藤宏史、安東桂三、飯田勝之、
阿南範寿、木本義雄

新入会員・会友オリエンテーション

研修山行報告
黒内谷

平成３０年７月２５日（水）発行

６月１６日(土)
安 東 桂 三（9193）

平成 30 年度の研修山行は、
3 回シリーズで、
『沢登り』
を計画した。鳴子川（九重連山）
、成瀬谷（祖母傾山系）
、
アキキリ谷（祖母傾山系）で、次第にレベルを上げてい
くもの。第一回目は、沢登りでなく、沢歩きの要素が多
く、それで、楽しさに目覚め、会員会友を奥深い沢登り
へ引き込もうと言う目的があった。
ただ、残念ながら、参加者は、生野（会友）笠井（会
友）の二名であり、両者とも、沢の経験者であり、入門
者は、誰もいなかった。それで、当初の目的を達成でき
ないので、鳴子川を止め、黒内谷に変更した。黒内谷は、
宮崎県延岡市川内名にある谷、簡単に言うと、桑原山の
北東面の沢、それを遡行すれば、桑原山に登りつく。で
も、滝は少なく、唯一大きい滝の黒内大滝は、登るに登
れないほどの滝。その他の小さい滝でも、プロテクショ
ン、ルート取り、ビレー、などの技術習得の研修は出来
た。
記録 黒内谷入渓 9 時 17 分 林道（標高 400ｍ）装備
を装着し、沢へ斜面を下って沢床へ下り着く。ボルダ―
チックな岩を越えたり、巻いたりして、最初の滝らしい
2 条滝は、右側の滝を、ハーケン１本打ち、越える。中
流域の釜のある斜滝は、ナチュラルプロテクションを取
った。穴にスリングを通し支点とする。ナッツにて支点
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行動を早くするため、素早いセルフビレイやフォロ
ーの確保が必要であり、メインロープの立木へのオ
ーバーハンドノットによる支点構築や、状況に応じ
たビレイデバイスの選択と判断を身につける必要
があること
ハーケンによるプロテクション設置
クラックに適するハーケンを選び、正確に打ち込み
効かせること。ハンマーを打つ際には体を安定させ
ること
チームワーク
“お助けひも”の活用により技量が十分でないメン
バーを助けることができること
固定分散、
スリングを使った新たな固定分散について、新たな
方法があること

写真 キャプション 黒内谷遡行中

研修山行報告
成瀬谷

７月１日(日)
生 野 栄 城（会友 144）

三回の研修山行『沢登り』の二回目。成瀬谷（祖母傾山系）
講師…安東桂三
参加者…田所歳朗、佐藤裕之、笠井美世、生野栄城
大雨の後で増水による心配したが、沢登りに影響をきた
すほど水量は増えておらず、沢歩きや沢登りをとおしてロ
ープワークや読図の技術習得ができた。

【記録】
尾平越トンネル宮崎県側の駐車場に車を駐車し、林道
を歩いた後、成瀬谷入渓（9 時 15 分）した。
水量が少し多いことと、歩き始めで体が沢になれてい
ないこともあり、最初の小さな滝を乗り越えるのに苦労
する。
その後も小さい滝を越えたり、小さいスラブを越えた
りして溯行した。核心部となる 20 メートルほどのスラ
ブ状の滝では、下部の石灰岩様の岩にハーケンを二本打
ち、手がかり足がかりとした。
昼食（11 時 50 分）を経て、左岸の支流を遡上し水が
少なくなったところで終了とした。その後、稜線に出て
登山道を歩き、駐車場に戻った。

写真 キャプション 成瀬谷遡行中

【学んだこと】
① ロープワーク
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個人投稿
ペ ン リ レー ・第２７回

私と山との関わり
下 川 智 子(14505)
２００１年の夏、中学の同窓会でたまたま隣に座った同級生が山に登っていると聞
き「私も連れてって」と言った一言から私と山との関わりが始まった。
４８歳だった。始めての山は涌蓋山で、山頂で友人が作ってくれたソーメンがとても美味しかったのを覚えて
いる。皆まだ現役で働いていたので年に４、５回のペースで登っていた。２００８年に主人が定年退職して山に
一緒に登るようになり一気に回数が増え、月２、３回登るようになった。
その頃日本山岳会の会員になり、大分の山岳関係の方々と知り合い、それまで大分の山をポツポツ登っていた
のが、東九州支部の活動に参加することでネパールのエベレスト街道トレッキングや韓国蔚山山岳会との交流登
山など世界が大きく広がった。
山に登り始めて４、５年は体力もなく初めての山に登る前夜はなかなか眠れなかったり不安も大きかったが山
頂から眺める景色と下山後の爽快感が次の山へといざなった。
山岳会に入る前は聞いたこともなかった「大分百山」も加藤支部長率いるひこさんクラブの皆さんの応援を得
て２００９年秋完登できた。
最も思い出深い山行は主人と一緒に参加した東九州支部５０周年記念エベレスト街道トレッキングでカラパ
タールに登ったことと主人の退職記念で二ヶ月イギリスへ行き、湖水地方とスコットランドのウエストハイラン
ドウエイを二人だけで 1 日平均２０キロの道をそれぞれ１週間づつ歩いたことだ。私の最高高度はその時のカラ
パタールの５５４５m となる。
蔚山山岳会の方々との山行で体力不足を痛感し、７、８年前から霊山で訓練登を始めた。今年 1 月からは東九
州支部の行事の一つとして霊山水曜登山が始まり、それにも楽しく参加している。定期的に霊山に登ることで確
実に体力がついたと実感している。
昨年、山岳会本部と北海道支部のコラボ山行「北海道花の山旅 大雪縦走と富良野岳」に大分から一人参加し
て初めて県外の会員との山行を体験した。北海道支部の方々の細やかなおもてなしと素晴らしい会員との出会い
は、一人参加の不安を払拭してくれた。自己紹介で「大分にもたくさんの素晴らしい山があるのでぜひいらして
下さい」と言ったことがきっかけとなり、今年 6 月 8 日から二泊三日の「花の山旅 九重連山」が実現した。
九重連山のミヤマキリシマを目にした参加者から感嘆の声かあがり、
「来てよかった！」
「夢が実現した」と喜
ばれ大分の山の素晴らしさを改めて実感した。二回の交流登山を通じ日本山岳会会員ということで全国の会員と
旧知の友のような親しさで山を歩ける楽しさを味わった。東九州支部の皆さんにも機会があれば積極的に外に出
てみることをお勧めしたい。
主人と私の山の話を楽しそうに聞いていた父が『九十三で久住山』に登った故橋本詳案先生の話を聞き、自分
も挑戦したいと言い、加藤支部長始めたくさんの山仲間に支えられ９０歳の誕生日から９５歳まで 6 回の久住山
登頂を遂げることができたことは、山に登る人たちに大きな夢と希望を与えられたのではないかと思う。霊山で
の父の訓練登山からお付き合いいただき誕生日登山に同行いただいた皆様にこの場を借りて心からお礼申し上
げます。
２年前に亡くなった主人の「山が元気をくれる」の言葉とともに、これからも山との出会いに感謝し楽しく
山に登り続けて行きたいと思っている
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登頂に成功したがチームによる登頂であった。単独では
ない。また指が 10 本有っても、登れるか否かの難しい

NO29

壁で、指 9 本失った人が登れるか、しかも単独無酸素で
はと考えてしまう。それをインターネットで応援する人
は本当の南西壁のレベルを理解していたのかと不思議

『冒険とは生きて帰る事』
安 東 桂 三 （9193）

に思う。
彼の登頂には芸能事務所が飛びついたり、某インター

本年 5 月 21 日、栗城史多さんがエベレストで亡くな
った。彼は 35 歳。2004 年より、登山を始め、マッキン
リー、アコンカグア、エルブールス、キリマンジャロ、

ネットテレビ局が、山頂アタックの瞬間が、配信される
という情報もあった。

ビンソンマシフなどを登り、世界 6 大陸の最高峰を登り
終わり、残りはエベレストのみであった。そして 2009

死者に鞭打つのはためらうことだが、この遭難から正
しいことを理解し、自分の登山がより安全にと思う。Ｊ
ＡＣ東九州支部のメンバーだけでなく、山を登るすべて

年エベレストに行くが標高 7750ｍで引き返し、2012 年
には標高 8070ｍまで登り断念した。この 2012 年の山

の人が理解することを願う。

行では、
凍傷により指10本の内9本を失ってしまった。

本題の『冒険とは生きて帰る事』は、故植村直己氏が

彼は自分の登山スタイルを『単独無酸素登頂』と言っ

常に言っていたことだから皆さんはよく知っていると

ていたが、多くのシエルパや、応援するメンバーと共に

思うが。彼は 1984 年 2 月 13 日、マッキンリーで亡く
なった。43 歳だった。2 月 12 日に同峰の冬期単独初登

登り、正確に言えば、
『登山隊の遠征における個人行動』
が正しい表現で、ルート整備されたルートを一人で行動

頂をなしたが、翌日に亡くなったと考えられる。彼の登
山の功績は、紙面の記すこともないほどであるが、彼の

するものであった。ただ、これは正しい登山家が彼を表
現した言葉で、一般には良く知られては（理解されては）
いないことであった。

亡くなる前の数年は不運であった。
彼は登山家であった、それも謙虚な登山家であった。

彼はインターネットでその行動を公開し中継し、多く
の応援者を得て、ＰＶ数を稼ぐようになっていた。大分

がそれは途中までのこと。登山（垂直思考）から極地な
ど（北極、南極などの水平思考）に目標を変えて、南極
点までの冒険をしようとするが、フォークランド紛争の

でも数度の講演会を開催し、多くの聴衆を集めていた。
栗城史多さんを慕い応援する、言えば栗城信仰宗教

ため、アルゼンチン政府の応援を受けられずに挫折した。

か・栗城応援隊のようであった。でも彼の登山技術は多

そこで、マッキンリーの冬期単独初登頂を目指した。垂

くの登山家からは疑問視されていた。

直から水平へ思考が変わっていたのに、無理に垂直の登
山をしてしまった。思うに垂直思考のまま同峰に取りつ
いたなら生きて帰ったと思うが。

その彼がエベレスト南西壁で亡くなった。真の登山家
であれば、自分の能力と対象の山のレベルを比べて、登
れる可能性、登って生きて帰る確率を考えての行動をす
る。彼はエベレストの南西壁をどのように考えていたの
か良く判らない。ＪＡＣ東九州支部のメンバーはエベレ
スト南西壁がどれくらい難しい壁かを知っていると思
うが、少し説明しよう。

靴はラバーブーツ、この靴は軍隊が極地などで履くも
ので暖かい。しかしアイゼン装着には適さず、ガラスの
ように固いマッキンリーの氷には苦労したと思う。やは
り登山用のしっかりした靴を履くべきであった。雪洞で、
寒い寒いと言いながら、生肉をかじる映像がＴＶで流れ
た（私は未だにこのシーンが目に浮かぶ）
。彼はスポン
サーから提供を受けた人工のウェアを着ていた。本来な
らエスキモーが着る毛皮を着ているはずだったが。

当支部を応援してくれる重広恒夫（現ＪＡＣ副会長）
氏は、その南西壁に 1973 年、第 2 次ＲＣＣ日本エベレ
スト登山隊の一隊員として参加した。この登山隊は日本
から出かけて行った登山隊だが、当時のクライマー集団
であり、この登攀技術レベルは未だにもって越えるのは
無いと言える。この隊は南西壁の標高 8380ｍで登攀を
断念し、現在の一般ルートの南西稜からエベレストに登
頂した。
初登頂は 1975 年英国隊、ダグ・スコット、南西壁の

そのような要因が彼を死へと導いたと思う。
（私の考
えは後日山岳雑誌で誰かが書いていた記憶があります）
『冒険とは生きて帰る事』 真に生きて帰ることのた
めに、正しい技術、正しい判断、熟慮を。紙面の都合が
あり、ここまで。
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７歳だった。昭和１１年１月不死身の『単独行』
『孤高の
人』加藤文太郎も北鎌尾根で猛吹雪に遭って還らぬ人と
なった（今も漫画のモデルで人気あり）
。昭和２３年１
２月松涛明は有元克己と冬の北鎌尾根で猛吹雪の中「風
雪のビバ―グ」
、友に殉じて２６歳で死んだ「今 仲々

安 部 可 人 (友 11)
羽根田治氏の『滑落遭難』
『生還』
『単独行遭難』以下

死ネナイ 漸ク腰迄硬直ガキタ」死の直前までの手記が
残された。日本３大遭難死だ。そこらの現代の遭難死と

十数冊を読んで、教訓となることをメモした。
「誤った
情報を信じない、言わない」若い男が自分が迷っている

は質が違う。羽根田治氏の「遭難記録」を何冊も読んで、

のに、犬連れの男に「いい加減な情報」を流した結果犬

バカバカしくなった。税金で飛ぶ行政のヘリは有料にす

連れは消息不明、若者は谷で奇跡的に救助された。ある
酒飲みが「沢へくだるルートが新設された」と頂上で聞
いて、地図なし、装備なしで実行した。あきれ果てる。
「へりが発見は奇跡に近い」どの遭難でも「ヘリは飛び

べし。
「これじゃ 遭難はできないぞ」と肝に命ずべき
た。行政にとっては捜索は大変、または「自殺」との区
別にも「登山届」が必要なのだろう。今後は「自殺」が
増えそうです（あんべ よしと）

去った」
。緊急シートの反射する銀色、カメラのフラッ
シュ、木をゆするが効果あり。発煙筒はそうでもない。
「事故の補償」ガイドの過失訴訟裁判は聞くが、仲間同
士では訴訟はないのか。例えば、振り向いたりして、ザ
ックが仲間に触れて、バランスを崩して転落した。誤っ

（追記）
登山届・山岳保険の件；届なしでは捜索大変救助間に
合わず、保険なしでは遺族大変。この夏アルプス遠征の
方へ、
「佩楯山」の解散式での重廣恒夫氏の装備の指導など
を思い出してほしい。

て石を落とし、相手が転落死も過失になる。山岳保険で
一番有難いのが「個人賠償責任」Ⅰ億円だ。月例山行で
は事故にならずに済んだ「落石」が数件あり、阿蘇虎ヶ
峰直下では横の N さんをかすめて飛び怖かった。求菩
提山下の「城井郷城」の「裏門」で未熟な中高年が道迷
いで引き返してきた。上から何か言った瞬間「浮石」が
私の脛めがけて５ｍ飛んできた。これも運だ。
「低体温

私の無名山ガイドブック（第 69 回）

症」夏の久住で九大生２名凍死はありえる。梅雨本山滝
で濡れ始めて、白口岳で震えた（カシミヤセーターⅠ枚
で助かった）
。夏の軽装備は一考を要する。北九州の医
師団は５月連休午後の天候急変で白馬山荘にたどり着
けず全員凍死した。九州からの遠征では安東隊のように
引き返すには勇気がいる。
「落雷」雷雲の午後２時には
行動終了が安全、運命次第です（雷予報器）
。
「生きる」
には「登山届」
「装備」
「信じて耐える意志」が必須条件
だ。
「事故はなんでもないところで起きる」
「大分の遭難」
私の高校同級生がリーダで昭和３８年正月久住砂千里

松戸 雄義頭
尾平山
（801.6m）

（590.1m）

（761.8m）

飯 田 勝 之 (10912)
今回も津江のヤブ山歩きのだ。小さなピークだが、ヤブ
こぎしながら、読図しながら目指すピークに至る道のな
い山歩きを楽しもう。

松戸・(801.6m)

で急激な１ｍの降雪のため若者多数全員が凍死した（以
後鐘が設置された）
。夏の大障子岩で単独行の H 先生が

上津江の雉谷の谷を挟んで西側にせり出した台地上
の小ピークで、あたりは全山植林地であるが、山頂付近

転落死（首藤宏史発見収容）
。身近の不運な遭難であっ
た。
（遭難の歴史）
「古典的な遭難」随分読んだが結局現
代の山岳遭難はロマンがない。昔の登山は金持ちの貴
族・大学生の遊びであり、彼らが日本山岳会の中心であ
り、名著も残した（毎月送付の「山岳」読んでいるの）
。
大正１２年１月アイガー初登攀の槙有恒は板倉勝宜・三
田幸夫と立山の猛吹雪のビバーク、貴族の板倉は凍死２

は広葉樹が残っている。狭い谷間のこの寒村における象
徴的な山で山頂には石仏や祠が残っている。
県道天ヶ瀬・阿蘇線の中雉谷から郵便局の前を通って
西雉谷に向かって上り、７００ｍで西雉谷に向かって分
かれる道を上る。 約１ｋｍで左カーブ地点に保安林道
葉迫雉谷線の起点がある。これを入り少し行くと左に廃
屋があり、その先を少し下ると左に分岐する林道があ
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尾平山・(761.8m)

林道は入り口は良いが進むにつれて荒れてくる。草を
分けて登っていくと、１５分ほどで右側の崖が低くな
り、やがてなくなるところを登り口にする。スギ林に踏
み込み、広い谷状のスギ林を登ると５分あまりで鞍部に

下筌ダムの西岸にせり出した大きな山体で、小国の方
から津江に向かうと、室原の集落の前面にどんと広がる
その大きな山体がよく目立つ山である。

達するので、これを
右に登る。緩斜面か

県道天ケ瀬・阿蘇線の宮田のバス停から野田へ向けて
車道を上り、集落を過ぎて県道から約１．６ｋｍ入った

ら次第に急になり、

ところの右に分岐する林道があり、これを入る。やや荒

まっすぐ突き上げ

れているが舗装されており、山頂までの最短距離をねら

ると東西にわずか
に長いピークに達
する。中央に３等三

って進むと、分岐から約２ｋｍあたりが一番近く、大き
な左カーブの先の右カーブの左手の、スギ林の谷間状の
斜面が取り付き地点によい。

角点があり、その直

林に入り、左上に見える尾根へ向かって急斜面を登

ぐ西のわずかに高

る。尾根に上がったら、右（南西方向）にまっすぐに急

いところに古い石

斜面を直登していくだけである。猛烈な急斜面をひたす

仏と祠がある。

ら直登で１５分、古い仙道を横切る。地図にある波線道
で、それを横切ってさらにまっすぐ１０分ほどの直登で

地形図：25000 分の１ 立門
参考タイム：林道入り口～15 分～登り口～15 分～山
頂

ほとんど平らな台地に登りつく。地図上の７００ｍのと
ころで、一息入れてからやや南に緩くカーブしながら緩

雄擬頭・(590.1m)

斜面を登ると次第に急になり、再び急登を数分登ると小
さな山頂に着

「ゆうぎがしら」と読む。下筌ダムの南岸をなす甫手
野の台地の北の端に近い小ピークである。県道天ヶ瀬・
阿蘇線の福島から甫手野に通じる林道を入る。民家の横

く。周りはヒノ
キ林で、その中
央に３等三角点

を通って奥へて舗装の林道を行くと、入り口から約６０

がある。国土地

０ｍで左に分かれる林道がある。やや荒れているのでこ

理院の地形図に

こより歩く。５分ほど（約２００ｍ）行った先きの右側
の緩斜面がとりつ
き点によい。林に踏

ある、野田から
田の口に通じる
波線の道はほと

みこみ、スギ林の中
の尾根状の斜面を

んど判然としな
い。

登っていく。次第に
急斜面となり、照葉
樹の多い灌木林と
なる。まっすぐにひ
たすら登ること２
０分あまりのアル

地形図：25000 分の１ 鯛生
参考タイム：登り口～２５分～台地上～10 分～山頂

バイトで山頂に達
し、中央に３等三角
点がある。
地形図：25000 分の１ 鯛生
参考タイム：林道入り口～5 分～登り口～２０分～山頂
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(No７)

大分百山を終えて
清 水 久 美 子（会友 178）
最後の山、うっすらと雪の積もる岳滅鬼山で同じく百座を目指した大渡さん、唐津さん、久知良さん、丹生さんと
一緒に手をつないで頂上に着いたとき、一つの事をやり遂げた達成感でいっぱいでした。
登った山をふりかえってみると、特にきつかった山は桑原山。登山を始めて間もない頃、ただただきつかった山道
でみたミツバツツジとひっそりと咲くヒカゲツツジの記憶しか思い出せないくらい本当に辛い山でした。他にも道に
迷いかけた立石山や高所恐怖症のため怖かった岩場鎖場が多かった津波戸山など、思い出に残る山がたくさんありま
す。
大分百座は低山でも厳しい山や面白い山も多くあり、違う登山ルートなどで登ることもあり、色んな経験ができま
した。百座でなければ登らずに知らないままだった山もたくさんあったかもしれません。これからは、
「つけねば体
力、学ばねば山のこと」をモットーに。自分のペースでゆっくりと楽しんで山を登れると良いなと思います。
最後に私と一緒に登ってくださった加藤支部長をはじめとする多くの皆様、そして私が 1 人で登らなければならな
い山すべてに付き合ってくれた母に感謝しております。皆さんの御尽力がなければ、こんなに早くに達成することは
出来なかったと思います。歩くペースがかなり遅い私ではありますが、これからも山に御一緒していただければ幸い
です。本当にありがとうございました。

会 務 報 告

開催予定
８月３日（金）18:00～21:00 大分市西部公民館
９月７日（金）18:00～21:00 大分市西部公民館

支部の会議報告
支部役員会

１０月５日（金）18:00～21:00 大分市西部公民館
（１０月は確定ではありませんので、変更の場合はメー

第１回役員会 ５月１７日（水）コンパルホール
１．平成３０年度事業計画について
２．登山計画書の提出に関する取り扱いについて
３．支部創立６０周年記念行事の準備開始について
４．その他

ルでお知らせしますが、出席されるときには事前に事務
局に確かめて下さい）

第２回役員会 ６月２８日（水）コンパルホール
１．第六期登山入門教室について
２．山の日の取り組みについて

お知らせコーナー

３．青少年体験登山大会について
４．その他

月例山行の ご 案内

８月月例山行：中岳・稲星山(1569.6m)
支部のルームについて

日 時…８月３日(日)
集合場所…午前９時牧ﾉ戸峠）
リーダー…加藤支部長
※ 山の安全を祈る集いと併せて実施

開催状況
５月３日（金）大分市東部部公民館 出席者 ８名
６月７日（金）大分市西部公民館 出席者 １４名
７月６日（金）大分市西部公民館 出席者
８名
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連絡先…田所歳朗(タドコロトシアキ)

９月月例山行：釣鐘山(587.3m)・中摩殿畑山

メール…ta.koro@ezweb.ne.jp

(570m)

申込み期限…８月２５日

（ちょっときつくて楽しく面白い縦走）
日 時…９月１５日(土)

氏名、読み仮名、会員番号、生年月日

出 発…９月１５日(土)午前６時００分
参加申し込み…９月１０日(月)リーダーまで
集合場所…大分駅南口（上野の森口）

緊急連絡先と続柄、山岳保険加入状況

装 備…一日ハイキング装備・食料
リーダー…田所歳朗

件名のないメールは削除します

年齢、住所、自宅電話、携帯電話
を明記してメールで申込み
「ヤブ山申込』と件名を入れて下さい。

090-2388-8769 メール…ta.koro@ezweb.ne.jp

１０月例山行：男鈴山(783.4m)岩壺山 (737.6m)
（宮崎県・男鈴神社伝説の山）
日 時…１０月１３日(土)～１４日(日)
出 発…１０月１３日(日)午前５時００分
参加申し込み…９月８日(月)リーダーまで
集合場所…大分駅南口（上野の森口）
装 備…一泊二日のテント泊。着替え、シュラフ持参のこ

今年は当方が韓国を訪問して交流登山を行う順番で
す。下記の日程で現在詳細計画を準備中ですので、参
加希望者はあらかじめ申し込みしてください。詳しい
日程等が決まりましたら、参加申込者に詳細をお知ら
せします。
予定日時 １０月１９日（金）～２２日（月）

と。初日の昼食各自、後は共同食。テントお持ちの
方は持参ください。
リーダー…飯田勝之 0977-21-3437 090-2503-8409

交流場所 蔚山市とその近郊の山（登る山は現在韓国側

メール yamatomoki@ari.bbiq.jp

で検討中です）
※ 今回はモンゴル山岳会から３名参加の予定があるよ
うです。
参加申込期日 ８月末日まで
募集人員 ２０名以内（参加希望が募集人員を超える場

沢登り研修３回目
月 日…８月１8 日（土）
場 所…アキキリ谷（古祖母山・応用編）
参加申し込み…８月１３日(月)リーダーまで
集 合…尾平登山口駐車場 7 時 30 分集合
装 備…ヘルメット、ハーネス、沢シューズ、カナビ

合は、その時点で締め切ります）

スズタケ枯死・シカの食害調査

ラ、ビレイディバイス、スリング
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

参加者募集
日 時…１０月６日(土)

ヤブ山研修２回目

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」

月 日…９月２日（日）

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定点観測と調査登山の共同作
業を行います。
参加者…年二回の恒例となっているこの調査。積極的な
ボランティアで参加を募ります。参加できる方

コース…生木峠～クサギヤブ
集合場所…大分駅上野の森口 6:00 出発

参加申し込み…８月２７日(月)リーダーまで
装 備…日帰り登山装備で必須装備は地図、コンパス

13

公益社団法人日本山岳会

東九州支部報

第８２号

平成３０年７月２５日（水）発行

は９月２５日(火)までに支部事務局へご連絡く

応諾者には次回支部報以降、印刷した支部報はお送りせず、メール

ださい。

便で発送いたします。ご協力をよろしくお願いいたします。

応諾メール発信先 jachigashi@leo.bbiq.jp
メールアドレスをお間違いにないようにお願いします

第３回支部役員会の開催案内
本年度第３回支部役員会を下記の通り開催しますので役員
の方はご参集下さい。
・異常な暑さが続く今年の夏。そんな言葉が毎年の夏に

日 時…８月３日（金）午後６時００分より

② 青少年体験登山大会について

聞かれるようになってもう何年になるだろう。毎年、
今年の暑さは異常というが、異常な去年より今年はよ
り異常なのか。どうやら今年はそうらしい。日本はも

③ 大分百山改訂版の執筆担当等について

う完全に亜熱帯からもっと南の国になったようだ。

場 所…大分市「西部公民館」
議 題…① 登山入門教室について

・山に入っても暑い。九州の山の高さでは、山に登って

④ ６０周年記念誌の編集等につて

も涼しさが感じられない。しかし。緑の木陰に入ると
うんと涼しい。緑陰とはよく言ったものだ。谷川添い
の木陰を歩いていると、街の中の焼けるような暑さが

新入会員・会友紹介
会員
樋口大樹
会友
古野文江

嘘のように感じられる。私は家からさほど遠くない乙
原の滝への道をよく散歩に行く。沢沿いの道は木陰で

３０年６月入会（会員番号 16367）

あるうえに谷の水で風が涼しい。
・そんな異常な暑さのせいでしょうか、今年は蝉の声が

３０年６月入会（会友番号 230）

しません。あまりの暑さに地中で夏を待っていたけど
焼け死んだんじゃないか、などと冗談を言う山友達。
でも本当に少ないのです。暑い最中に聞こえるアブラ
パソコンメール等で支部報の電子版（ＰＤＦファイル）を受信で

ゼミやクマゼミの声は、いっそう暑さを感じさせてう

きる方を募ります。支部報の印刷経費および発送経費節減のため

んざりさせられますが、暑い中に蝉の声が聞こえない
とさみしい・・・。
それに、ヤブ蚊がおとなしい！あまり人を刺さないよ
うな気がする。これも暑さのせいか。しかし、涼しい

のご協力のお願いです。メールで受信できる方には印刷した支部
報の郵送はいたしませんが、印刷物と同じ内容の支部報をＰＤＦ
ファイルで全紙面カラー版をお送りできます。

木陰にはいるとやはりヤブ蚊はおそってくる。暑さと
昆虫の関係・・・・

応諾できる方は下記のメールに「支部報電子版受信を応諾しま
す」と明記のうえ、氏名をはっきり書いて送信してください。

（Ｋ・Ｉ支
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支部会員（会員・準会員・会友）の皆様の参加をお願
いします。青少年体験登山大会は子供たちや初心者と
一緒に登って下さい。
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登山入門教室の受講者の紹介をお願いします。ま
た山の日登山には積極的に参加し、みんな一緒に
ヤマの日を祝いましょう。
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