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 午前６時大分駅南口に集まったメンバーは１７

名、５台の車に分乗して西へ向かう。国道１０号

から中九州道を完成したばかりの竹田 ICまで行

き、荻から高森を経て山都町の矢部へ。さらに狭

い道を通って、緑川の内大臣大橋を渡って、めざ

す目丸山に向かって山の斜面を上っていく。山の

斜面にへばりつくように民家の点在する青石の集

落を過ぎて、さらに上るとようやく登山口だ。大

分から１６０ｋｍ３時間半の長い長い道のりだ。 

 出発の準備をして、リーダーの浅野さんの指示

で柔軟体操などのあと、９時４０分過ぎに出発。

最初はスギ林の中の緩やかな登りで、右手に真新

しい林道を見ながら登っていく。やがて高い木立

の自然林の中へ。ブナやヒメシャラ、カエデ、ミ

ズナラ、モミなどの大木の中、若葉の中に陽が射

し込んで、萌葱色の光のシャワー。シジュウガラ

やヤマガラ、イカル、ウグイスなどの小鳥の声も

聞こえてきてすがすがしい山道だ。 

 1162mの標高点で小休止。ブナやハリギリ、ナ

ラの巨木が目立つが、西側の斜面は直ぐ近くまで

植林地となっている。この付近から上は以前は深

いスズタケに覆われていたが、今は全く枯れ絶え

てしまっている。木立の向こうにはこれから登る

山頂の稜線が見えている。緩やかに上っていく

と、次第に急な登りとなり、足を滑らせながら上

っていく。そして１１時過ぎ、登りついたところ

で左から来た道と合流して、小さな標識があり右

は目丸山、左は馬子岳となっている。 

 右に向かって行くとほとんど緩やかなアップダ

ウンで、大きな木立の中の疎林は、下草もなくて

明るい。かっての深いスズタケのブッシュの面影

はない。そして、道の両側には無数に見られたカ

タクリの姿もなくなっている。 

ごく緩やかな登りを行くと、分岐から２０分余

りで三角点のある山頂標識の場所に着いた。どこ

が山頂か分からないほど広い所だ。 

広い山頂一帯には、歩くのに注意しなければな

らないほどのカタクリを、観賞しながら周遊でき

るようにロープで仕切られた遊歩道が設けられて

いたが、花の姿も見られなくなってしまったため

か、道のロープも支柱も朽ちてほとんどその体を

なしていなくなっている。 

何が原因か分からないが、心が痛み、寂しさが

こみ上げてくる光景だ。カタクリを探してあちこ

ちへ。「あっ、あった」「あっ、こっちにもあっ

た」とまるで宝探しのように見つけて喜ぶ。そし

て薄日の射す落ち葉の地面に腰を下ろして全員で

ランチタイム。 

 

食事しながらしばし談笑したあと、下山にかか

る。三角点と山頂標識のあるところで全員集合写

真撮影。 

そして１２時５分に下山開始。下りはみんな足

が速い。１３時２０分に登山口についた。解散は

青石の公民館前ですることにして、来た道を下っ

ていくが、地元車と離合するときに一台の車が草

の中の何かに切られたのか、タイヤがパンクとい

うアクシデントもあった。とまれ、公民館前で一

応全員揃って解散式。リーダーの浅野さん、ご苦

労様でした。 

 

参加者…リーダー：浅野総一、飯田勝之、中野

稔、桜井依里、宮原照昭、安部可人、遠江洋子、

後藤英文、飯田修三、清水道枝、清水久美子、木

下恵子、大星三千代、伊井八千代、古野文江、榎

園清美、水本梨絵 

目 丸 山(1341.4m) 
４月月例山行報告（4月27日・土） 

       

 

あっ、ここにあった、カタクリ！ 

貴重な一輪のカタクリ 
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カタクリの花で有名な目丸山。登山口から人工林の

中を少し歩くとすぐに自然林の多い登山道へ。気持ち

の良いなだらかな登山道を登っていくと主稜線へ、馬

子岳との分岐に到着し、そこから少し歩くと、おそら

くカタクリの保護のためであろうガイドロープが現れ

る。カタクリの花自体は昔に比べるとだいぶ減ったら

しい。それでも、ぽつぽつと蕾はあるものの、陽が十

分に当たらないと咲かないカタクリの花。本日の曇り

空でその蕾は固く閉じられたまま。群生を期待してい

ただけに少し残念。咲いているカタクリの花に出会え

ぬまま山頂に到着し、昼食。昼食後、辺りに少し陽が

差し込んできて、固く閉じられていたカタクリの蕾が2

輪だけうつむき加減であったが花開いてくれて、その

可憐な姿を見ることができた。たった2輪ではあった

が、可愛らしいカタクリの花に癒されたゆったりした

良い山行でした。 

 

 

 

 

 

 

今年の月例山行のテーマは『県境の山々を登ろう』

その最初の月例山行となる５月は大平山でした。この

山は福岡県と大分県の県境に位置する山で、県境に沿

って九州自然歩道にあります。 

当日の朝は、大分班は大分駅を7時すぎに出発しま

した。空を見上げると雲がどんよりしていて、雨がぽ

つぽつと降り始めていました。 

大分駅から待ち合わせ場所までの高速道路でも、雨

がだんだん激しくなり、風も強く、霧も深くなって、

２ｍ先もみえないところもありました。車中でも少し

心配しながら、8時半に最初の待ち合わせ場所である青

の洞門近くの、お弁当屋(美屋)に到着しました。 

そこで、再度リーダーより点呼とルート確認がありま

した。 

今日は天候のこともあり、阿南班と宮原班の2つの

班にわかれてクロス縦走することになりました。阿南

班は、福土台の尾峠から出発して、宮原班はふれあい

の森登山口から出発になりました。私は阿南班で、お

弁当屋(美屋)から、車で国道212号線を日田方面に7

分くらい走り、戸原の城井橋の交差点で右折して県道

111号線を、御峠登山口を目指して道なりに１５分弱く

らい上ると尾峠（東岩屋峠・福土峠・509m）に到着し

ました。 

車を降りるとすぐに雨具をきて、リュックにもカバ

ーをかぶせて、阿南リーダーの周りに集合しました。

それから、準備体操をして９時３０分にリーダーの合

図で清水道枝さんを先頭に出発しました。 

登山道は綺麗に整備されていて歩きやすく、広くわ

かりやすい一本道の山道でした。地面には落ち葉が積

もっていて雨に濡れていますが、土壌は固くて、ぬか

るみもなく、靴とズボンの裾がびちょびちょになるこ

とはありませんでした。 

４０分くらい歩くと本日の最高点662.4ｍの４等三角

点(点名：県境)に到着しました。三角点は遊歩道の直

ぐ脇にあり、四つの石に囲まれていて直ぐに分かりま

した。 

一休みして出発で、それから１５分くらい歩くと前

方から宮原班が、見えてきました。そこで皆さん合流

して、全員の記念撮影をしました。 

 

それから、お互いの安全を祈願してそれぞれの登山

口を目指し歩き出しました。歩く道中、新緑の木々の

説明や、鹿が食べた痕跡などのお話を聞きながら、た

まに聞こえてくる、美しいうぐいすの音色や小鳥のさ

えずりや、飯田さんの懐メロに聞き惚れながら、しば

らく20分くらい大小アップダウンを繰り返すと大平山

に到着しました。 

山頂の周りは木々に囲まれていて、眺望はなく、山

頂標識もなかったけれども、安部先生のピンクのテー

プと手書きの611ｍの印があったので、とてもわかりや

すかったです。 

大 平 山(611m) 
５月月例山行報告（5月18日・土) 

        水元梨絵 (会友 2 4 0 

 

) 
 

目丸山の感想 
清 水 久 美 子（会友178） 

       

合流点での集合写真 
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それからまた１５分ほど行くと大平山山頂の標識があ

り、そばに三角点がありました。597.2mの３等三角点

山頂です。ここでもみんなで写真を撮って先に進みま

した。 

そこから東にちょっと歩くと展望台が見えてきまし

た。なにが見えるのか、わくわくしながら展望台の階

段を踏みしめて、一歩一歩登りましたが、登り切った

展望台の眺めは、霧で真っ白でした。もし、晴れてい

たら周防灘や青の洞門、八面山、鹿嵐山、さらに由布

岳まで見えるとの事でしたが、今日は残念ながら、あ

いにくの天候でした。 

 少し引き返してふれあいの森の広場に下り、１１時

３５分、宮原班の車に乗って待ち合わせの道の駅「耶

馬トピア」へ下っていきました。そして、宮原班と合

流して、道の駅の休憩場所で昼食をとり、反省会をし

て、午後１時過ぎにそこで解散となりました。 

 

参加者…リーダー：阿南寿範、飯田勝之、中野稔、石

神美智子、宮原照昭、久知良美登里、遠江洋子、柳瀬

里子、清水道枝、清水久美子、賀来和子、井伊八千

代、古野文江、岩尾祐輔、水本梨絵、（エスコート安部

可人）、 

 

 

 

 

 

 

6月16日(日曜日)晴天に恵まれました。総勢１６名。

リーダーは石神美智子さんです。今年のテーマは県境の

山々を登ろうです。朝7時大分南口集合。安部車、宮原

車、丹生車で出発しました。耶馬渓高校前で飯田車、木下

車と合流。 

そこの広場で石神さんから今日のルートの説明などがあ

りました。そしてまた車で少し移動し尾峠(東岩屋峠)とい

うところに車を置きました。 

峠の車道を挟んで東西両方に遊歩道が続いていて、東側

は広い草つき道の緩い登り、西側は丸太を横にした階段状

の道が上の方まで見えます。九州自然歩道の案内板があり

そこが雁股山へ向けての登り口です。 

9時１５分登

山開始。自然

林の木立のト

ンネルは気持

ちが良くゆっ

くり登って行

きました。最

初はかなりの

急な登りでし

たが、あとは

ほとんど平ら

に近い緩いア

ップダウンの

連続です。２

０分ほど行っ

たところに大

平山へ分岐の

標識があり、

そこから直角 

に左へすすみます。そしてゆるく右へと、幾つものゆるい

カーブとアップダウンを繰り返しながら少しずつ下って行

き、１０時３５分に小さな鞍部に着きました。両方に古い

道が下っており、ここが地図上の福土から来ている峠道で

す。 

さらにゆるく登っていくと、１０分ほどで右に小さな分

岐があり５０ｍ程行くと４等三角点(527.0m)があるという

ので、４名ほどがそこに立ち寄りに行きますが、ほかのひ

とは真っ直ぐ進み、１１時過ぎに雁股峠に着き、三角点立

ち寄り組を待ちます。予定より３０分近く速いペースだそ

うで、ここでゆっくり休憩です。おなかが空いたという人

と、まだ早いという人がいて、雁股山まで行ってお昼にす

るとリーダーの決断です。 

１１時１０分再出発。はじめはゆるい登りでしたが、だ

んだん急なところが出てきました。２０分ほど登ったら一

息入れて、そしてまた急な登りを続けます。雁股峠から1

時間ぐらいで傾斜が緩くなり、平らな所に着いたと思った

ら、そこが雁股山東峰でした。１２時１０分到着、３等三

角点があり、ちょっと広い山頂です。ここで昼食時間。３ 

 

雁 股 山 (535.8m) 
６月月例山行報告(6月16日・日) 

           牧野信江 (14455)  

大平山三角点山頂にて 

縦走路で見つけたツチアケビの花 
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０分ほどで食事を済ませ集合写真を撮って１２時４５分下

山開始です。 

一度小さく下り、クサリ場などを経ながら登り返すと１

０分余りで西峰に着きました。スギの植林地の中で、長岩

城主野中氏の家臣友枝大膳が守ったという山城「雁股城」

跡の説明板があリました。 

その直ぐ先で直角に右に曲がり、急斜面を下っていきま

す。私は後について歩くので意識していなかっ たのです

が、飯田さんの話では降り口がわかりにくく、間違えると

崖に突き当たるそうです。「滑らないように注意」と言わ

れていましたがかなり急な、足下の危ない下りです。そし

て平らになったところで三叉路がでてきました。 

まっすぐは福岡県の上毛町に下る道で、ここを左に曲が

りほぼ平坦な細い道を、山腹を巻くようにしばらく行くと

両午峠の立派な標識があります。そこからは石の多い歩き

にくい下り道です。２０分ほど下ると道がやや良くなり目

の前に大きな送電線鉄塔が見えました。そしてやがてコン

クリートの道に出ました。 

安部さんの車が待っていて、運転手さんはその車で今朝

の尾峠へ車を取りに行き、あとの人たちは歩いて下りま

す。少し下るとアスファルト道に出て、飯田さんが教えて

くれたとおり左折して、舗装の林道を下っていきます。両

午の春日神社前の上で時間つぶしなどをして下っている

と、尾峠まで取りに行っていた人たちの車も帰ってきて、

林道入り口の広場で解散式です。 

リーダーの石神さんがよく調べておられ助かりました。

珍しいキノコの名前も教えてもらったけど忘れてしまいま

した。 

 

参加者:リーダー…石神美智子、阿南寿範、 飯田勝之、牧

野信江、浅野総一、宮原照昭、若月美智子、丹生浩司、大

渡崇夫、久知良美登里、 石川洋祐、遠江洋子、賀来和

子、木下恵子、 岩尾祐輔、（エスコート・安部可人） 

 

 

毎年、2回大分県植物研究会と日本山岳会東九州支部

支部が、共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。 

 去年の秋は予定していた１０月７日が、おりからの

台風来襲により中止したため、今回はスズタケの定点

観測と、稜線の樹木のシカの食害調査の両方をするこ

とになり、人数が要るため声を掛けたらいつものメン

バーに加えて女性たち3名が参加していた。 

午前７時に緒方町の「道の駅原尻の滝」駐車場に集

まったのは、東九州支部から8名と大分県植物研究会

が8名だ。ここでちょっとミーティングして尾平トン

ネルの宮崎県側南口広場に8時30分に再集合。そこに

宮崎県の研究会3名を入れて19名で登山開始。 

 

尾平越の稜線まで20分で登り、ここで2組に分かれ

た。スズタケの定点調査の組は標高1380ｍの観測地点

に直行で出発し、シカの食害調査の組は本谷山までの

稜線を大分県と宮崎県の左右に分れて調査開始。 

私は定点観測組に入り観測点に直行する。９時４０

分に観測地点について、ネットで囲った中と、ネット

の外と、２班に分かれて測定にとりかかった。私は外

の班に入って測定に参加。ネットの中はかなり大きく

成長しているが、ネットの外はあまり伸びていない。

明らかにシカの食害によるものと思われる。 

一方、樹木のシカの食害調査は、尾平越から稜線の

左右を見ながらスタートして、リョウブ、ヒメシャ

ラ、ナツツバキなどシカに食われた跡を観測しながら

登る。どちらも根気のいる仕事だ。しかしこれからの

調査も、今までのデータが無駄にならないようにする

第１２回スズタケ枯死とシカの食

害調査（６月１日）  

        宮 原 照 昭（15683） 

 

雁股山山頂にて 

尾平越駐車場でのミーティング 
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ためには、これまで通りに年2回の観測を続けた方が

よいと、大分県植物研究会の責任者が話していた。 

定点観測が終わったところへ稜線観測組も本谷山か

ら下りてきて、そこで全員で昼食。 

１３時１０分に全員下山開始で、尾平トンネル南口

広場で１４時１０分に解散式で、今年の１０月５日

（第1土曜日）次回の調査を実施することを決めて散

会し帰途についた。 

 

東九州支部参加者…加藤英彦・阿南寿範・宮原照昭・

久知良美登・石川洋祐・柳瀬里子・賀来浩子・（オブ参

加…加藤タカ子） 

 

 

 

 

 

 

 青年部研修では基本的な技術を学び、仲間意識も高

まった。更なるレベルアップを目指し今年度スタート

したキャリアアップ研修に参加した。第1・2回は祖母

山小松尾根を登る。目的は読図とルートファインディ

ング。更にリーダーとは何をなすべきかという課題が

与えられた。 

５月１２日、竹田市神原神の里交流センターに集

合。出発前に日本山岳会副会長だった深田久弥が宿泊

した祖母館跡に立ち寄り、標高４９０mの神原キャン

プ場へ移動した。いつものようにヘルメット着用。

各々、尾根筋や目標物を書き入れた地形図を持参し、

私はコンパスと老眼鏡も一緒に持ち歩く。 

ルート確認後、８時３０分に出発。小さなピークが

ある尾根に取りつく。地形を把握しながら現在地を確

認。同じ所を引き返す時を想定し、間違えやすい地形

だと思うところでは振り返り再度確認した。歩いてい

るうちに岩壁に突き当たったが、地形図には岩崖の印

はなく、等高線が1mm以下で詰んでいるところは岩

場もあり得ることがわかった。 

トラバースする道を探す。ピークを越え鞍部に出た

所でハーネスを装着。3人が1本のロープにつなが

り、コンティニアスビレイで行く。岩場では登りやす

いルートを見極め登り、懸垂下降も行った。 

初夏の陽気に汗が目にしみる。１０時０５分、８１

５．４ｍの小松城跡。途中鞍部に赤テープがあった

が、登山道ではなく、急峻な尾根に沿った獣道だっ

た。１１時２９分、８５４ｍの標高点のピークに到

着。 

思ったよりも時間がかかり、次回はここから目標に

していた神掛岩（ニニギノミコトが腰掛けた岩）に向

かうこととなった。次回の道を確認しながら谷を下

り、１３時１０分にキャンプ場に到着した。 

今回私はハーネスと８環を持参せず、スリングとカ

ラビナで代用できないかと考えた。しかしハーネスを

第１回キャリアアップ研修山行

報告（松尾根下部） 

      笠 井 美 世（A0224）   

 

定点観測地点でのメンバーの勢揃い 
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ロープやスリングで作ることは勉強になったが、安全

や時間のことを考えても充分な装備が必要だと思っ

た。油断が事故につながる岩場では最低限のロープワ

ークを確実に身につけてなければと思った。経験を積

んでいくことで、その時々の判断力が付いていく。そ

のうえでメンバーを安全登山に導くことができるので

はないかと思った。 

 

講師…安東桂三 メンバー…田所歳朗、笠井美世 

 

 

 

 

 

 

６月９日(日) 祖母山系での第２回キャリアアップ研

修に参加した。コースは神掛岩～メンノツラ越～五合

目小屋～神原登山口までの約９ｋｍ５時間（休憩含

む）のコースを、５名を２班に分けての実施である。 
 装備はハーネス・ヘルメット・簡単なクライミング

装備でロープや不足品等はスタッフが用意してくれて

いた。 

 祖母山神原登山口手前、県道８号から直接神掛岩を

目指して登山を開始する。急登の連続２時間２０分で

尾根に出て、さらに１０分で神掛岩に着く。足が竦む

程の断崖絶壁の岩場である。ここまでの急勾配の程度

は問題はなかったが、スピードは速くついていくだけ

が精いっぱいで、尾根に着いた時には失速状態で年齢

を感じざる得なかった。既に大腿骨当たりが痛み始め

ていた。 

 今回は幸か不幸かロープワークをする場面はなかっ

たが、これらの技術は経験を重ねれば習得できると思

ったがかなりの練習の必要性を感じた。 

 神掛岩から尾根伝いに２０分でメンノツラ越に到

着。あとはここから五合目小屋を目指し地図を頼りに

稜線を下る。地図と実際の地形の連動を習得してない

私には少し難を覚えた。 

 １３時１０分、神原登山口に下山した。 

 次回までに用意する装備品の指示を受け本日の山行

について雑談ぎみに意見交換し解散した。 

 参加者は私を含め５名と少なく若手（出来れば６０

歳以下）の参加が望ましく、今後の課題であるとも思

えた。 

 追伸、登山途中でタイムを書き込んでいた地図を落

としポイントタイム等が克明に記せず申し訳なく反省

しきり。（この様な場合を想定しスマートフォンの必要

性を感じた。） 

  

講師… 安東桂三 メンバー…リーダー田所歳朗、リ

ーダー矢上將大・ 櫻井依里・笠井美世  

 

 

 

第２回キャリアアップ研修山行

報告（小松尾根中部） 

      桜 井 依 里（15463） 

 

神掛岩にて 
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 トルコのカッパドキアに行って来た。なぜそんなと

ころに行ったのか。それにはちょっとしたいきさつが

あった。 

巨大な溶岩と凝灰岩の台地が長年の風化によって削

られてできた崖には、数千年も前から穴を掘って生活

していた人々がいたという。その地域を巡って歴史は

実に複雑に入り組んで変化しながら過ぎ去っていった

のである。 

 カッパドキアはトルコ中央部の高原地帯（アナトリ

ア高原）の地域名で、「美しい馬の地」という（トルコ

語）を意味し、この広い範囲に住む人をカッパドキア 

 

人と呼んでいたという。紀元前15～12世紀にはヒッタ

イト王国の中心地であったこの地域は、アジアとヨー

ロッパの中間をなすためギリシャ時代から、ペルシャ

時代、ローマ時代、セルジュクルコ時代、オスマント

ルコ時代へと実に複雑に歴史の波に飲み込まれてい

る。 

 私がこの地名を初めて知ったのは中学校の歴史の授

業の時だったと思う。『カッパドキア』このちょとふざ

けたような不思議な響きの名前が、ほとんど意味なく

妙に心に残っていた。それがある時、もう大人になっ

ていた時だが、何かの機会にふと見た写真の、その世

にも不思議な岩の造形や家々のある、その地名が記憶

の中に残っていたカッパドキアだったのだ。歴史のこ

とはすっかり忘れていて、地名だけが脳裏に残ってい

ただけだ。 

個人投稿 

 

  ペ ン リ レー ・第３３回 

                  
 

安 東 桂 三 （9193） 

平成から令和へ。元号が新たになった。平成時代は、どのような時代だ

ったのだろうか。令和時代は素晴らしい時代になるか。新聞や放送のメ

ディアでは、平成時代を検証する記事が多かった。いずれも、経済では、

平成元年の史上最大の株価からバブル崩壊・電気メーカーの退潮・かっ

て世界を席巻した日本の企業も、今やトヨタが45位のみ。世界のトッ

プ10企業は、米国と中国に占められている。 

日本は戦争こそなかったが、自然災害が多く、その復興もままならぬ。少子高齢化・人口減少により若者少な

く、働き手が足りない。また若者の晩婚未婚化。近隣諸国との摩擦も多い。国はお金を刷り（借金をして）、活

性化をしようとして、そのため膨大な財政赤字を抱える。数えれば限りなく負の面が多い。令和時代になり、そ

れは解決されるのか、ますます負の面に向かうのか。これは国民すべてで考え、結論を出さねばならない。 

先の4月20日、JAC東九州支部総会で、本年の事業計画が承認されたが、今後の支部は、過去の支部活動

の反省の上にたち、支部会員の総意のもとに運営されると思う。平成時代の総括と同様に、東九州支部の総括を

すると、一番の問題は高齢化と思う。山岳会もスポーツ団体の一つ。9年前支部創立50周年を行った。来年創

立60周年を迎える。新たに入会した会員もいた、退会した会員もあった。 

会員の山行は、ハイキングは活発であるが先鋭的なクライミング・北アルプスなどへの冬山登山・海外の高所

への登山は皆無。寂しい限り。ハイキングは盛んであるが、ただ従属的な（パラサイト的な）会員では、寂しい。

自立した支部会員でありたい。日本の今後と同様に、支部の今後も、支部会員の今後にかかっている。 

 次回ペンリレーは井上高明さんにお願いしています。お楽しみに 

 奇岩群と洞窟住居の 

カッパドキア 
飯 田 勝 之（10912） 

エッセイ・問題山積 
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不思議なところがあるものだなとは思いつつも、世

界中にはこういう奇妙な観光地は無数にあるものだ

と、特段深い気持ちはわかなかった。 

 ところが最近、ある旅行社のトレッキングツアーで

この地が紹介されていて、観光ではなく、高原や谷間

をトレッキングしながらこの不思議な造形を楽しむ旅

があると知って食指が動き、古い記憶の糸が急によみ

がえってきて、妻を誘って参加することにした。 

 トルコ語など全く分からないからもちろん、ガイド

付きの旅であったが、しかし歩いてみ見る価値の十分

ある風景や景観だった。広大な火山灰の台地が、長年

の風雨の浸食によって、固い部分だけが削り残されて

できた岩々の世にも不思議な造形群である。キノコや

孟宗の筍のような形をした、巨大な岩の柱が林立し、

赤や白やバラ色をした火山灰の斜面の、複雑怪奇な自

然の彫刻の。巨大な斜面を持つ峡谷がまるで龍のよう

に延々と曲がりくねって続く、アメリカのグランドキ

ャニオンの風景を思わせる景観。 

 そんな大自然の造形の中に、ある時期に住み着いて

いたキリスト教徒が、侵攻してきたイスラム教徒の迫

害を逃れるために崖や地底に造られたという、無数の

住居の地下都市、高い断崖絶壁に掘られた無数のトン

ネルの隠れ家とその窓の穴。１２００年も前から、鳩

を食べ、またその糞を肥料として使うために壁に穴を

開けて鳩に巣を作らせ、たくさんの鳩を飼っていたと

いう、谷間の絶壁に延々と無数に続く鳩穴の列。 

こうした何千年も前から住み着いた人々の暮らしの

影が、その壮大な自然の中にあり、大自然と人間が織

りなす歴史の風景が見られるのだ。それらを見ながら

連日登ったり、下ったりしながら谷間や平原を歩いた

数日間。民家も、レストランも、ホテルも、みんな山

の斜面の岩をくりぬいた空間の中にあり、泊ったホテ

ルの部屋は洞穴の中の広い空間で、ベッドがあり、奥

の部屋にはバスルームとトイレと洗面所がある、ごく

普通のホテルの間取りだが、窓はなかった。 

 最期の日は予定にはなかったおまけのハイキング

で、町の背後にある海抜１３５０ｍの山に登ったが、

わずか高度差５００ｍを何度もアップダウンしながら

の登りで、登りつくそこは万年山を何十倍も広く大き

くしたような、平らで緩やかに波打つ広い草原台地

だ。地図で見るとそれは付近に無数にある高原台地の

一つだったのであるが、その高台から俯瞰する世にも

不思議な地上の自然の芸術作品に感動させられた。（余

談であるが、カッパドキアの観光の目玉が、晴れた日

の無風状態の朝しか上がらないという、熱気球に乗っ

て上空から見るツアーで、滞在中に一度だけ、空に浮

かぶ無数の熱気球を見たが、その数倍もスケールの大

きい眺めとの説明があった景色を、我々は山上から味

わえたのだ。 

 

カイマクルで見た地下都市の名残の地底博物館。カ

ッパドキアの観光の中心都市ギョレメにある世界遺産

指定の野外博物館やウチサヒルという岩峰の要塞な

ど、観光の目玉も見学したが、私には歩きながら見

た、荒涼とした原野、長大で巨大な峡谷と、そこに無

数に点在する奇岩や複雑怪奇な形の絶壁と、その自然

の中で絶妙のバランスで生き抜いてきた人々の長い歴

史をないまぜた景観と、最後に山の上から見たカッパ

ドキアを俯瞰する景色が最も印象に残った。 

 
 
 

 

 

 

本年（平成31年末から令和元年）の大型連休の山岳

遭難は、23名死亡、不明1名となった（警視庁調べ）。

昨年より10人ほど死者数は増えた。ただ例年のように

新聞紙上には『連休登山遭難相次ぐ』の記事は掲載され

なかった。この統計には山菜採取、渓流釣りなどの遭難

も含まれていて、一概に山岳遭難が増えたとの判断も出

 

NO33 

『避けられた遭難、 

避けられなかった遭難』 

安 東 桂 三 （9193） 

 

キノコのような奇岩群 

朝の空に浮かぶ無数の熱気球 



公益社団法人日本山岳会 東九州支部報 第８６号 令和元年７月２５日（木）発行 

 
10 

来ず、また本年は改元に伴う10連休と日数増え、例年

との比較は難しい。 

長野県では歴年と比べても、死者は少なく 3 名に留

まった。これをどう解析するかと考えると、登山者側の

要因と自然要因の二面からアプローチしなければなら

ない。連休前半と後半で、山の状況と遭難の状況が異な

った。前半は27日の低気圧の通過による悪天候の中の

行動で何らかの原因により行動不能になったと推察。後

半は行動中の滑落がもっとも多く、死亡に至らないまで

もヘリによる救出が相次いだ。前半は山の状況とも言え

るが、それを判断する登山者の能力の不足、後半も登山

者の技術的な能力不足と言え、やはり登山者（人間）の

要因と思える。 

連休前半の悪い天気から回復した 28 日に重大事故

が起こる可能性があった。死に至らない事故が（メディ

アで報道されない事故）発生していた。26～27日の降

雪量があり、それが28日に雪崩となったらしい。あず

き沢で30人くらいが流されて腰まで埋まったとか、北

穂沢で 200ｍ流されたとか、一人も死者が出なかった

ので『連休登山遭難相次ぐ』の報道はなかった。 

山小屋のブログ等を見ると、岳沢小屋のブログで『雪

質は乾いていてサラサラの雪が降り積もっています。～

表層雪崩はどこでおきてもおかしくない状況～

（4/27）』とあり、翌28日には『あらゆる斜面から

雪が崩れ始めました。～それに巻き込まれる人もなく

～』とあった。 

またある山岳ガイドのブログでは『雪崩は28日に出

たようですが、穂高に入る登山者こそ（晴天を1日犠牲

にしてでも）入山を 1 日遅らせたりするべきだったの

だと思います』とあった。 

我々九州の岳人は、積雪状況や雪崩の予感が、雪国の

岳人と比べて劣っていると自覚し、深く研究する必要が

あると思う。JACが発行する『山（2019年4月号）』

1面には、涸沢ヒュッテの小屋開けの記事があった。そ

れには『10年ほど前の4月26日、やっと建てたばか

りの外売店が表層雪崩で吹っ飛び、支配人が大ケガをし

ました。 

（一部、略）この時期には雪崩は絶対来ないと信じて

いた私の 40 年余の経験も一瞬にして吹っ飛びまし

た。』とあった。雪崩に疎い我々は、本当に痛い目に遭

わないようにと思う。 

また連休後の屋久島では、5/18には、大雨により県

道崩壊などで314人が取り残され、山中に留まり、19

日に救助され下山した。当日は午前より注意報が出され 

 

 

 

御嶽山、雪崩に遭遇（面発生、板状ブロック雪崩）厚さ３０センチ、

畳くらいのブロックが降ってきた。 

北アルプス西穂沢のデブリを越えて（デブリがあること

は、雪崩の起こる可能性があるが、気温やその他の状況で

安全と考えている） 
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午後には大雨に関する気象情報が出され、1時間午後に

は大雨に関する気象情報が出され、１時間に80ｍｍの

猛烈な雨のおそれ予想となり、最後 18 時に 1 時間に

120ｍｍの大雨が予想され記録的短時間大雨情報が出

された。この注意報・警報はエリアにより基準が異なっ

ている。 

土壌雨量指数、表面雨量指数などで注意報・警報が出

されるが、エリアによりその指数は異なっている。大分

より屋久島は、その指数が、15％から50％高い。と言

うことは、簡単に言うと屋久島では、大分より多くの雨

が降らないとその注意報・警報が出ないと言うことにな

る。その事を知っておくことは重要なことと思う。また、

これは山岳に関する基準ではないことも知っておく必

要がある。 

雪崩れにしても、大雨にしても、避けられる遭難は避

けたい。 

 

 

 

 

 ３０才始め、もう５０年も前の真夏、高校登山部

OB３人と実行したが、『屋久島連峰』（地元の遠崎史朗

先生）と地形図「屋久島」だけしか資料はない。OB

の一人が桃太郎海苔の息子で、会社のセドリックバン

を運転した。以下の行程だ。安部宅～指宿海岸（幕

営）～鈍足の汽船～安房港～タクシー荒谷～トロッコ

軌道夜半小杉谷学校（幕営）～猛暑疲労～花の江河手

前（幕営）～宮之浦登頂～小杉谷トロッコ（紹介状持

参便乗）～安房海岸（幕営）～汽船～志布志湾（幕

営）（若い３人はストリップ小屋見学、当時は海水浴が

隆盛の証拠）～門川海水浴～安部宅帰着 ５泊６日も

かけた。３６才、今度は女子部員４人引率の九州大会

だつた。楠川下山コースは長かった。２回ともたいし

て雨ふらず幸運だった（まったく登山者と会わず）。当

時は救助体制は皆無、猛烈な豪雨あれば、遭難死はあ

りえた、若気の至りだ。 

 「５月の屋久島豪雨、３００人救助さる」ロープを

握って仮橋を渡る場面で思った。緊迫した状況、すば

やく「簡易ハーネス」を装着して準備する。ロープに

カラビナを通して、６０ｃｍのシュリンゲで胸のハー

ネスに接続する（手を放してもOKだ）。実に容易に習

得できる技術だが、関心がない。大崩の凍結した象岩

トラヴァース、途中に支点があるから、シュリンゲと

カラビナが２組必要だと分かりますね。恐怖心が消え

ます。また７mぐらい転落して意識あれば、簡易ハー

ネス装着２分、上から投げられたロープに接続すれば

素早く引き上げてもらえる。セルフ・レスキュー（事

故救助）です。もう一つ、下山で５mののり面に来

た、回るのは容易でない。急斜面を転落しないため、

「懸垂下降」を行う（樹木必要）、即ち「ムンターヒツ

チ」、結び方は容易に習得できて、一生の宝です。どの

山もサービスが完備、そんなの要らない、でも安心で

きる技術ですがね。「岩・沢登り技術」の一部分だけ利

用するのです。沢谷で「道迷い」は気が狂うという

が、この装備を使いこなせたら落ち着いて生存率が高

くなる。道のない山城探検などでは安心の装備です。

７ｍｍ１５ｍロープを先行者に投げ落し確保してもら

い、老人は超急登をアッセンダーで楽をします。絶対

事故を起こせない単独行が多い高齢者に必携の装備・

技術でしょう 

          

 

 

 

私の無名山ガイドブック（第７３回） 

 

           飯 田 勝 之 (10912) 
 今回も津江のヤブ山の紹介だ。酒呑童子山から西に

延びた稜線は、小鈴山から北に向きを変えて鯛生川へ

と落ち込んでいくが、その途中の長い稜線の途中にあ

る４等三角点のある二つのピークの紹介だ。 

経塚(1015.5m) 

 鯛生川の支流の中川内川に沿って山奥まで車道が通

じている。スーパー林道が出来る以前の、昭和５０年

１月、私はこの車道を歩いて酒呑童子山へ登った。ず

いぶん奥まで営林署の車道が通じていて、林道が終わ

ると道のはっきりしない谷を突き上げたら、お地蔵様

のある峠に出て山頂に至った記憶がある。 

鯛生金山手前の下切から中川内橋を渡って谷に沿っ

て入る道は、中川内の最後の民家を過ぎると次第に荒

れてきて、５００ｍ余り先の林道三叉路で、道が荒れ

てくるのでここより歩くしかない。ヘヤピンカーブを

過ぎて、歩き始めて２０分（１ｋｍ）で左に分ける林

道を見て、直進すると１００ｍ余り先で大きく右カー

ブ地点に、直進する林道が分かれる。この道は荒れて

ヤブのようになっているが、昔酒呑童子山に登った時

に歩いた道のようだ。右に行くとほぼ平坦な道は広く

コンクリート舗装されているが、草も多い。舗装も切

れ、荒れた林道を２０分余りで、左に分岐する林道が

 
安 部 可 人 (友11) 
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あり、入り口に「田島山業」と書かれた私有林道のゲ

ートがある。 

ゲートの道に入り１００ｍほど先で左の稜線にとり

つくとよい。やや急斜面を登ると数分で８９５ｍの標

高点で、さらにまっすぐゆるい稜線を登っていく。ヤ

ブも浅くて比較的歩きやすい稜線で、林道から５０分

あまりで９８０ｍのピークを登り越して、一旦下って

ゆるく登っていくとピークから２５分ほどで経塚の山

頂に達する。山頂の直下まで植林地であるが、山頂部

はアセビ、ソヨゴ、シャクナゲ、ネジキなどが見られ

る天然林で、小さなピークの中央に４等三角点があ

る。山頂は木立の中でほとんど展望はない。 

参考タイム…林道三叉路→６０分→林道三叉路ゲート

→７５分→経塚 

小川内(740.9m) 

酒呑童子山から西に延び、経塚を経てアップダウン

しながら鯛生川へと落ち込んでいく長い稜線の最後の

ピークが三つの頂を持ち、その真ん中の最高点がこの

三角点のあるピークである。 

ここへ登るには鯛尾金山から、県道９号（日田鹿本

線）の市ノ瀬から池田に入る道が良い。集落を抜けて

県道から600m余りで舗装が切れて林道となるのでここ

から歩こう。やや荒れた林道を３０分ほど行くと荒れ

た作業道となり、この道が主稜線から鯛生川に西にせ

り出した支稜線の端を回り込んでいく。稜線の西の端

で作業道から稜線へ急斜面を這い登り、コンタ６００

ｍの稜線をめざす。稜線鞍部に登ると左へ。ややなだ

らかな稜線から主稜線へ急斜面を直登すると、一旦作

業道を横切り、さらに直登１５分ほどで三角点の南西 

手前の小ピークに達する。少し下って天然林の急斜面

を直登すれば４等三角点のある山頂に達することがで

きる。植林地の中の鈍頂で廻りには根笹がまばらで、

アラカシやシロダモ、ヒサカキ等が点在しており展望

はない。 

参考タイム…林道入り口４０分→支稜線とりつき→４

０分→山頂 

(No11) 

大分百山を終えて                           神  田  美 代 子（16235） 

私が初めて山（1000m超え）に登ったのは、中学の２年生の時で、父と一緒に月山に登りました。その時、８

合目の辺りのお花畑の美しさや山頂に着いた時の達成感、朝起こされて見たご来光の大きさに魅せられ、それ以

来山が大好きになりました。    

大分に住むようになってからは、山とは縁がなく遠ざかっていました。子ども達に高校の部活を相談されたと

き、「山岳部にしたら」と言った事から、また山と関わるようになりました。 

子どもを通して西さんを知り、東九州支部に入会し、月例に参加するようになりました。平成１４年の秋だっ

たと思うのですが、「大分百山」の本を西さんより薦められ購入しました。その時は、本を見ながら「完登」と言

う言葉は全く浮かびもしませんでした。 

平成２８年１１月にあった若月さんの百山完登の祝賀会に誘われ出席した際、皆さんの充実感あふれる山行話

を聞き、私もやってみたいと強く思いました。 

それから奮起し、昨年の完登の方々に同行させてもらい、山頂での「○○座バンザイ」三唱の声で１山、１山

登ることが出来ました。今年になってから、松浦さん、岩崎さん、柳瀬さん達とお互いに登ってない山を一緒に 

大 分 百 山 完 登 
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去る６月２０日（木）大分市コンパルホールで新入

会員・会友オリエンテーションが行われた。昨年に続 

いての開催で、前回参加できなかった人も含めて新

規加入者が対象で、１３名中９名が出席した。 

午後５時３０分開会で、加藤支部長が「何らかの期

待と目標を持って加入したみなさんだと思いますが、

加入の意義を自覚しながら支部の活動に参加して頂き

たい。そうしてそのなかで自分自身の登山活動の一層

の高揚に向けて努力してほしい」とあいさつがあっ

た。 

そのあと参加者の自己紹介で、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、その沿革等。 

 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・そして支部会員

はどんな関わり持つべきか。  

 ③ 日本山岳会会員・準会員、・会友としての山登り

のありかたについて、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、いっそう

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、支

部・本部への計画書の提出、登山口や地元警察への登

山届の必要性。 

④ 支部の会費や予算や経費はどうなっているのか。 

⑤ 高齢化する東九州支部の今の現状と、支部の今後

の課題などについて説明があった。なかでも、登山計

画書と登山届の重要性については、意識が薄かっただ

けに反応が大きく、改めてその重要さが認識された。 

そのあと「写真で見る東九州支部」と題して、支部

の主な一年間の行事や山行記録の映像を見て終了し

た。 

オリエンテーション終了後は会場を変えて「サッテ

ジャワ」（府内町）で懇親会が開かれた。支部役員を交

えてにぎやかに、和やかに参加者同士で互いに交流の

２時間であった。 

 

支部の会議報告 

第１回役員会 ５月１６日（木）コンパルホール 

 １．令和元年度事業の具体的推進について 

 ２．役員の任務分担について 

  ３．新入会員のオリエンテーションについてほか 

第２回役員会 ７月８日（月）大分西部公民館 

１．第７期登山入門教室について 

 ２．第１８回青少年体験登山大会について 

 ３．山の日の登山会について 

４．山の安全を祈る集いについて 

５．韓国山岳会との交流予定ほか 

登るようになり、先が見えてきました。百座の山が障子岳で、ウェストン祭の翌日に登る事ができ、また晴天の

登山で最高でした。これも組み入れてくれた支部長、一緒に登ってくれた方々のおかげと深く感謝しておりま

す。 

そして、大分に来てから４５年になるのですが 全然行った事のない地域の多さにびっくりさせられました。

百山を回ることで県内の地図、それぞれの市町の歴史やお祭り、行事、食文化など知ることができました。それ

と下山後の温泉の楽しみです。こんなに良いところがあったのかと今頃になって気付かされました。山行だけで

なく、他にもいろいろと得るものが多かった大分百山でした。 

支部長はじめ本当にたくさんの方々のお力添えがあり、完登することが出来ました。心よりお礼申し上げま

す。 ありがとうございました。 

 

大分百山完登された方で、まだ支部報に投稿されていない方は是非投稿をお願いします（字数は１，０００字程度でお願いします） 

支部からの報告 

新入会員・会友のオリエ

ンテーション 
清水久美子（会友178） 
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支部のルームについて開催状況 

５月１０日（金）大分市西部公民館 出席者８名 

６月７日（金）大分市西部公民館 出席者６名 

７月５日（金）大分市西部公民館 出席者９名 

支部ルーム開催予定 

８月２日（金）18:00～21:00 大分市西部公民館 

９月６日（金）18:00～21:00 大分市西部公民館 

１０月４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。日程変更がないか、

利用する前に事務局に確かめて下さい） 
 

  

 7月月例山行：経読岳(992.2m) 
日 時…７月２７日(土) 

出 発…７月２７日(土)午前７時００分 

集合場所…大分駅南口（上野の森口）  

参加申し込み期限…７月２２日（月）まで 

担当リーダー…田所歳朗 

参加申し込み…TEL  090-2388-8769  

Ｅmail  ta.koro@ezweb.ne.jp  
 

８月月例山行：鷹ノ巣山(979.2m) 
日 時…８月２４日(土)  

出 発…８月２４日(土) 午前７時００分 

集合場所…大分駅南口（上野の森口）  

参加申し込み期限…８月１２日（月）まで 

担当リーダー…鹿島正隆 

参加申し込み…TEL  097-545-4846  090-1082-8811       

Ｅmail macpapa@kcf.biglobe.ne.jp 
 

９月月例山行：岳滅鬼山(1037m) 
日 時…９月２３日(月)  

出 発…９月２３日(月) 午前７時００分 

集合場所…大分駅南口（上野の森口）  

参加申し込み期限…９月１７日（火）まで 

担当リーダー…桜井依里 

参加申し込み…TEL 097-569-4448 090-9795-7309 

       Ｅmail yorisatosakurai@docomo.ne.jp 

参加申し込み期限…５月１３日(月)まで  
 
１０月月例山行：英彦山・犬ヶ岳 
日 時…１０月１２日(土)・１３日(日) 

※ 韓国山岳会蔚山支部との交流の項参照 
 

１１月月例山行：御前岳・釈迦岳 
日 時…１１月１７日(日) 

出 発…１１月１７日(日)午前６時００分 

集合場所…大分駅南口（上野の森口）  

参加申し込み期限…１１月１１日（月）まで 

担当リーダー…丹生浩司 

参加申し込み…TEL  097-595-1385  090-1080-7623  

Ｅmail  hyakusho-jo-to-12.18@docomo.ne.jp 
 

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 

日 時…８月２８日（水）１８時より  

場 所…大分市「コンパルホール・２０１会議室」 

議題 １．第18回青少年体験登山大会 

２．第7期登山入門教室 

   ３．大分百山執筆状況等 

   ４．その他  

 

 

 

 

月日…９月８日（日） 

場所…九重山 

出発場所時刻…大分駅貸し切りバス待ち合わせブース 

午前７時出発（現地集合は午前８時３０分牧ノ戸峠） 

コース…健脚組、元気組、のんびり組に分かれて久住山。 

エスコート要員…支部会員の皆様は、青少年や登山初心 

者の皆さんのサポート、エスコート要員として

出来るだけ多数のご参加をお願いします（参加

申し込み…事務局までに、バス利用か現地集合

かの別を合わせて８月２６日（月）までにＦＡＸ・メ

ールで申し込んで下さい。 

※ 詳しくは JAC東九州支部のホームページ参照 

 

の参加者募集 

東九州支部と法華院温泉山荘と共催で実施する、くじ

ゅうの山の遭難者の慰霊を行い、山の安全祈願をする集

いです。部外の山の仲間なども誘って、みんなで参加し

て暗然祈願しましょう。 

   

 

の参加者募集

第 10回山の安全を祈る集い 

mailto:ta.koro@ezweb.ne.jp
mailto:macpapa@kcf.biglobe.ne.jp
mailto:hyakusho-jo-to-12.18@docomo.ne.jp
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日 時…８月４日（日）午前１１時から 

場 所…久住山御池避難小屋上の遭難慰霊碑前 

※ 詳しくは JAC東九州支部のホームページ参照 

 

２０１９年 

山の日にちなんで「ふるさとの山に登ろう」をテーマ

にして、大分市から始まった山の日登山は、今年は中津

市で実施されることになりました。皆様、山仲間や友達、

家族ご一緒にふるってのご参加をお待ちしています。 

日 時…８月１１日（日） 

場 所…中津市八面山 

受 付…八面山野外音楽堂 午前８時～９時 

登山コース…野外音楽堂～箭山神社～八面山山頂～ 

天空の道展望台 

※ 簡単な記念品も準備しています 

※ 詳しくは JAC東九州支部のホームページ参照 

 

開 講…９月１１日（水） 

座学講座…９月11日(水)・９月２６日(水) 

実践講座…１０月～１月（４回延べ６日実施） 

定 員…３０名  受講料…５，０００円 

募集期間…８月２８日（水）まで 

会友の受講や、支部会員の知り合いの方の受講者を紹介し

てください、お待ちしています 

受講申込…支部事務局 

※ 詳しくは JAC東九州支部のホームページ参照 

 

日 時…１０月６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定点観測と調査登山の共同作

業を行います。支部会員の積極的なボランティアで

の参加を募ります。 

参加できる方は９月２９日(日)までに事務局へご連絡く 

ださい。 

キャリアアップ研修 受講者募集 
読図、地形把握、ガレ場歩き、藪漕ぎ、沢登り、クラ

イミング、雪山、ビバーク、ルートファインディン

グ、リーダーシップ、メンバーシップ等 

日程場所 

第３回…10月6日(日)祖母山系：スズコヤ沢 

第４回…11月30日(土)高崎山：大谷 

第５回…１月３日(金)～5日(日)伯耆大山雪山実践 

申込先…安東桂三 090-5727-9472 

keizoando@xa3.so-net.ne.jp 

※意欲のある人大歓迎。積極的に受け入れます 

 

 

 

該当者…加藤英彦様、塩月靖浩様、石川洋祐様 

期 日…９月２９日（日） 

登る山…涌蓋山 

集合時刻場所…午前８時３０分・九州横断道路 

飯田農協ドライブイン前 

ルート…希望により三つの登山口（地蔵原・加藤、ひ

ぜん湯・塩月、一目山・石川）に分かれて出

発し、登山開始、山頂で合流後、希望により

三方に分かれて下山後、飯田農協ドライブイ

ン再集合 

慶祝行事…山頂で行います会 

※下山後懇親会を予定していますので参加希望される

方は９月１０日までに事務局までお知らせ下さい。 

※当日は現地飯田農協ドライブイン集合としますが、乗

り合わせ希望の方は大分駅南口７時発とし、２２日

(日)までに事務局へお知らせ下さい。 

（上記、いずれもメールまたはＦＡＸのこと） 

 

韓国山岳会蔚山支部との交流は、今年は当方にお迎え

して交流会と交流登山を行う順番です。 

下記のとおり実施の予定ですので、支部会員のみなさま

方には出来るだけ多数のご参加をお願いします。 

日 程…１０月１２日(土)～１３日(日) 

交流山行…１２日 ： 英彦山 １３日 ： 犬ケ岳 

交流会…１２日(土) 場所…「やまくにの郷」 

参加申し込み…９月１３日（金）まで 

１２日の山行 ・ １３日の山行 ・ 交流会の、３つの区分で参

加について事務局へ申込下さい（メール・ＦＡＸ・郵便で） 

日程の詳細は決まり次第参加申込者にお知らせします 

スズタケ枯死・シカの食害調査 
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募集原稿…山行報告、随筆、詩、短歌、俳句。川柳ほか 

山の思い出やエピソーゾや記録、ほかいろんな投稿を 
お待ちしています。(おおむね１，０００字以内) 

提 出 先…阿南寿範 
〒870-1113大分市中判田 15-55   

TEL 097-597-7120  080-3187-2003  
メール beca5844@oct-net.ne.jp 

原稿締め切り…１２月末まで 
 

新入支部会員紹介  

会員 

江 藤 幸 夫（会員番号  8572 元年５月復帰 

会友 

 嶋 田 喜代美 (会友番号 242) 元年５月入会 

 

 

パソコンメール等で支部報の電子版（ＰＤＦファイ
ル）を受信できる方を募っています。支部報の印刷・
郵送経費の節減と発送作業軽減のため、一人でも多く  
のメール受信の出来る方はできる方のご協力を願いし
ています。電子版受信者は支部会費が５００円安くな
ります。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」と明記し、氏名をはっきり書いて送信
してください。 
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。 
 
 
 

・５月と６月の月例山行に参加して、みんなと一緒に

歩いた福岡県との県境の九州自然歩道は、私には実

は感慨深い思い出がある。今は亡き檜原山正平寺の

先代のご住職檜
ひ

原順
はるじゅん

亨
きょう

師との思い出だ。 

・今は亡きと、言ったが実は毎年行ってお会いする檜

原マツ(まつり・4月14日)に今年も行った時、お姿

が見えないのでご子息のご住職に聞いたら、なんと

祭りの５日前に亡くなられたというのだ。 

・実に温厚篤実な僧侶であった師とは、もう４５年以

上の長いおつきあいであった。昔、私の仕事の関係

上、文化庁委託の名勝耶馬渓の管理人をなさってい

た師に、１年半にわたり耶馬渓の隅から隅まで歩い

て案内して頂いた事があり、歩きながら折に触れて

いろいろな教えを頂き、それ以来のおつきあいだ。 

・山が好きな私を知ってる師は、ある時「野峠から雁

股峠からまで歩き通してみたい」と私が言ったら、

「一緒に行っても良いよ」と言って、休日に約１０

時間の距離をつきあって下さった。私が４１歳で師

はもう５８歳くらいだったろうが、しかしけだし健

脚であった。 

・そのあと今度は「英彦山から大平山まで」と言った

時には「そらぁつきあえんけど」と言って、前夜早

朝車で奉蔽殿下の登山口まで送ってく下さり、疲労

困憊しきって深夜に下曽木に倒れるように下りつい

た私を、何と待っていて下さり「ようあんたやった

なぁ」と言って笑って出迎えて下さった。心暖かな

師の笑顔を思い出すゆかりの道だ。 

                  （Ｋ・Ｉ）                                                                                
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