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リーダー育成研修の最後は、中国地方の最高

峰、伯耆大山（1710m）の積雪山行となった。今

冬は異常気象のせいか、これまでにない暖冬のた

め、雪が全然ない！？という事態に見舞われ、延

期を余儀なくされ続けてきた。 

2 月 22 日〜24 日の日程で、大山の元谷から７

合尾根を経由し弥山へと至る研修計画と参加メン

バーがようやく決まった。 

＜１日目＞ 

 22 日（土）は低気圧の通過により天気は雨。

出発時刻を遅らせ、午前９時に大分を出発。別府

IC から高速で中国道を走り、大山へ向かう。途

中、雪のないスキー場を車窓から眺めながら、改

めてその異常さを感じる。積雪状況を心配してい

たが、大山町に入り、目に映った伯耆富士と呼ば

れるその美しい姿と山肌の白い雪に、ようやく心

が踊り出す。 

17 時前に大山有料駐車場に到着し、テントの設

営を済ませる。ローソクに火を灯し、食当笠井さ

んの鍋料理で晩餐会が始まる。 

＜2 日目＞ 

 23 日（日）移動性高気圧が近づき天気は回復

へ向かうが、午前中は寒気の影響が残る。5 時前

に起床し、準備を済ませ 6 時 15 分に出発、大神

山神社を通過し、１時間程で元谷へと至る。視界

不良の中、弥山尾根、８合尾根、７合尾根を確認

し、アイゼンを装着して取り付きへと沢沿いを登

る。前日の車内で読んだ大山での雪崩に関する報

告書を思い出しながら、危険性のあるところは早

目に・・・。しかし、食料を忘れた失態でのラッ

セルに、ハァハァと息が上がる。７合尾根から

は、ブッシュの出た尾根を登り続けるが、途中で

とうとうバテてしまい、安東さんにバトンタッ

チ。（ここで歩行技術の差を見せつけられる）ブ

ッシュを避けたり、潜ったり、乗り越えたりしな

がら 10 時 30 分に夏道登山道に合流して今回の目

標をクリアする。その後、山頂の弥山で記念撮影

をし、適当な斜面にてピッケルを使った滑落停止

等の雪上訓練を行う。13 時 40 分に駐車場へと下

山し、大分への帰路に着く。 

＜感想＞ 

 今回の山行では、リーダーを担当させて頂くに

あたり、雪崩のリスクや選ぶルート、気象状況の

把握など事前準備を進めてきたつもりだったが、

実際の場では、安東さんに頼ってしまう場面が多

くあり、己の力のなさを痛感した。2 年前の吉和

冠山、昨年の御在所でのアイスクライミングと研

修を重ね、視野が広がり、更なる目標も見えてき

た。強い「岳人」となるためにはまだまだ、深い

知識・豊富な経験・身体化された技術が必要であ

り、一つずつ確実に身につけ、これからも良き仲

間と共に様々な山に挑戦していきたい。 

 

 

 

 

 

 

(弥山山頂にて) 

 

＜参加者＞安東、笠井、矢上 

 

第 5回リーダー研修 

伯耆大山(1,710.0m) 

      矢上将大(準会員 A-0250) 

 

 

滑落停止と SAB(スタンディング アックス ビレイ) 
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第７期登山入門教室は、去る１月１９日（日）

の最終講座をもって全課程を終了した。今年度は

受講申込者が１１名と少なかったが、それだけに

各講座は身の入った授業が出来たと思われる。特

に実践講座は少ない人数に支部会員のエスコート

は例年とほぼおなじ数が参加したので、細部に渡

る指導等が出来たものと思われる。 

講座は９月１１日から開始し、座学講座２回

（延べ２日間）実践講座４回（延べ６日間）で実

施してきたもので、座学講座は山道の歩き方から

スタートし、装備や道具の選び方使い方、地図の

見方・磁石の使い方、山の天気と気象学、けがや

病気やアクシデント・遭難防止などであった。 

実践講座は装備や道具、歩き方、読図や地形の

見方などの実地講習。まずは優しいハイキングで

１０月６日の日出生台と飛岳からスタート。２回

目は１０月２７日、ちょっとマイナーな山道歩き

で鍋山尾根を選んだが、良く整備された登山道を

登るのが登山だと考えていた参加者、初めての体

験に喜んでいた。３回目はキャンプの体験を交え

た登山で、１１月１６日（土）横岳キャンプ場の

コテージで、共同料理のあとは、テントの張り方

や優しいロープワークなどを体験。翌１７日

（日）はクサリやボルトのあるやや険しい岩稜歩

きの体験として津波戸山を選んで実施した。 

そして最後の実践講座は山小屋泊まりと雪山体

験であった。１月１８日（土）に九重連山の泉水

山から黒岩山にかけてのミニ縦走。雪がなければ

まさに初心者のハイキングコースであるが、雪道

が期待されるこの時期。しかし、あいにく暖冬の

昨今で、山道には雪が日陰にわずかに残るだけ。

しかし、林の中に突き出た下泉水の岩の上で歓声

を上げ、黒岩山の大展望にも大満足。牧ノ戸峠へ

の下りは雪溶けのぬかるみ道下りが大変な訓練と

なった。 

その夜はくじゅうヒュッテ泊まり。山小屋に泊

まるのも初体験の受講者は、山のいで湯と小屋の

おかあさん手作りの美味しい料理を楽しんだ。 

最終日の１９日（日）は北風の強い冬空で、登

る山は三俣山。途中から雪もやや深くなり、山頂

直下の登りでみんなアイゼンをつけて登る初訓

練。北風吹きすさぶ山頂は長居も出来ず、早々に

下山で、スガモリ越で弁当だ。 

小屋に戻って玄関の前で簡単に終了式。これか

らもっと山登りを楽しみたいと、みんな口々に言

いながら、またせっかく知り合った者同士、次に

一緒に出会う山を話し合って分かれる姿も見られ

た。 

登山入門教室ではこれまで合計１８０名が受講

しており、その中からは本会の会員に１０名、準

会員に６名、会友には３８名が加入しており、今

回も修了時に早速４名の会友の申し出があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 26 日（日） 

 熊渡山・カラ迫岳は大分県と福岡県の県境にあ

り名前がユニークで興味をそそられたのと、単独

第 7期 登山入門教室修了 

(座学･実践講座 全体報告） 

      飯田勝之（10912） 

 

 

熊渡山(960.0ｍ)・カラ迫岳 
(1,006.0ｍ) 

1 月月例山行報告 

        平原瑞枝（会友 226） 

 

黒岩山にて(1 月 18 日) 

三俣山にて(1 月１９日) 
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で行く機会はまずないだろうということで参加す

ることに。前日の大雨から中止も予想していまし

たが当日の朝は雨が止んで何とか行けそうなの

で、暗い中家を出発。 

集合場所の高塚インター出口に参加者 12 名が

揃ったところで、リーダーの阿南さんより地図の

配布とルートの説明あり、早速 4 台の車に分乗し

て登山口へ向かいます。ほどなくして道幅が狭く

なり次第に高度を上げながら蛇行する山道を 30

分程走って目的地に到着。まず、目指すは、熊渡

山です。 

幸い空はどんよりしているものの、雨は降って

おらず装備を整えて出発です。目の前は背丈程の

ヤブが広がり、このどこから分け入るの？と思っ

ている暇もなく、先導する宮原さんについて行く

のに必死。歩き進んで行くと倒木やトゲのあるつ

るが行く手をさえぎり、山はかなり荒れているの

だとわかります。時折り後続の人がいるかどうか

の確認をしながらひたすら急登を進むところ 30

分程、尾根に出たら山頂が近いとの背後からの声

の通り、登りついてしばらく尾根を進むと山頂で

した。 

 

 

山頂は狭く、眺望が望めないので写真を撮って次

のカラ迫岳目指して出発です。熊渡山からカラ迫

岳への縦走路は、アップダウンの繰り返しで県境

ということもあっていくつか“国境石”を見るこ

とができこれが目新しく、身近に隣県を感じられ

ます。苔むした石を見ていにしえの人々の往来の

目印になったのだろうかと想像するのもまた、楽

しいことでした。 

 カラ迫岳山頂手前には大岩があり、お互いに注

意しながら細い道を回り込んで行きます。山頂は

あいにくの天気で、靄に包まれた白一色の世界で

した。風が強くなり寒かったので、昼食は少し下

った鞍部でとって早々に下山開始。帰路は熊渡山

への登り返しを避けて、谷の一つを一気に林道ま

で下り、車まで林道を登り返すコースで、林道脇

のふきのとうの収穫というおまけ付きでした。 

 今回の山行で何より印象に残ったのは、杉やヒ

ノキの落葉が堆積した地面を踏んだ時の感触で

す。包まれるようなふんわりと足にやさしい踏み 

心地で、普段感じることのない新鮮な感触があり

ました。そのおかげで足どりも軽快に進めたのは

嬉しいことでした。そしてもう一つ、徳川の家紋

で有名な「みつば葵」を、飯田さんに教えてもら

ったのは有難いことでした。前の人の後を追うだ

けでなく足元の植物に目を向けるゆとりを持ちた

いものだと思いました。今後も、しっかりと五感

を働かせて、山行を楽しみたいと思います。 

 

 

＜参加者＞ 

 CL 阿南、飯田(勝)、宮原、若月、櫻井、丹生、

久知良、遠江、清水（道）、清水（久）、平原（健）、平

原（瑞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月１６日（日）雨 

天候を危ぶみながら大分駅に７時集合。８時半

「小国道の駅」に全員が集合し宮原リーダーのも

と出発式。総勢１９名。今回の猿駈山は参加者も

猿駆山(968.0ｍ) 
 

2 月月例山行報告 

           柳瀬里子（会友 163） 

 

熊渡山山頂にて 

カラ迫岳山頂にて 

カラ迫山山頂にて 
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多いため A 班 B 班の２班に分かれ交差縦走をす

る。 

A 班は R442（旧国道）の竹原峠に駐車し登山

口から猿駈山に直登する。頂上を経由してから北

に向かい標高９５２ｍの分岐を経由して県境の稜

線を北東に進み標高９５０ｍピークから標高９０

０ｍまで下りる。標高９００ｍの荒れた林道に出

て B 班が出発した地点まで行くコース。 

B 班は A 班と別れ奥日田スーパー林道を椿が鼻

方面に進み石場の池付近に駐車してここから出

発。林道を登り標高９００ｍ地点から藪漕ぎして

標高９５０ｍの稜線に出て県境を南西に進み標高

９５２ｍの分岐から南に進み猿駈山山頂を目指

す。猿駈山頂上からは竹原峠まで急坂を降りると

A 班の出発地点に着くコース。稜線上の出会った

ところでＡ班、Ｂ班の車のカギを交換し合うとい

う計画。 

朝、高速道路を小国の道の駅に向け走行中は雨

が止み、何とかお天気が持ってくれたらと念じた

が小国道の駅に着くとやはり天気予報のとおり

雨。ここで全員が雨用に身支度を整えそれぞれの

登山口に向かう。私はＡ班となり竹原峠より出

発。大粒の雨に気持ちも萎えるが切り替えて９人

で出発。杉林の中は相当な急登で足元がズルズル

と滑る。雨はミゾレ混じりにかわり強風も吹き付

ける。案内板には頂上まで４０分とあったが６０

分かかり登頂。 

ここでＢ班の到着を待ち一緒に下山しようかと

の意見もあったがＢ班と出会ってから決めようと

標高９５２ｍの分岐に向け前進する。頂上と分岐

の中間くらいの位置でＢ班と出会う。大雨の中を

Ｂ班が頂上からの急坂を下るのは滑りやすくて危

険と判断し全員でＢ班の出発地点に向かうことに

決定。Ａ班はＢ班が頂上から戻るまで標高９５２

ｍの分岐で待つことに決まる。合流し全員で稜線

を歩くがやはり強風が吹き付け歩行困難な場面

も。標高９５０ｍのピークから下山する地点はや 

はり分かりにくい。このコースを登りで使う場合

は約１００ｍを藪漕ぎし稜線に向かいさえすれば

迷わないが、下山にこのコースを使うのは目印が

ないと難しい。Ａ班が下山する時に迷わないよう

にと B 班の丹生さんが目印をつけてくれていた。

よく気が付いてくれたものと感心した。目印の白

い袋を回収し少し広い場所に出て、荒れてはいる

が林道らしきところを歩き無事下山する。冷たい

雨に濡れた全員が B 班の車を見つけホッとした事

と思う。 

雨の山中では昼食をとれなかったため、鯛生金

山の食堂で全員が温かいうどんやそばで暖を取っ

た。今日は悪天候で楽しい山行とは言えなかった

が、このような天候に対処する装備や技術を考え

る機会と捉え今後の山行に生かしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加者＞宮原（Ｒ）阿南、井上、中野(稔)、

櫻井、牧野、丹生、久知良、石川、遠江、宮本、

柳瀬。清水(久)、中野(梨)、古谷、平原(健)、平原

(端)、 後方支援 加藤、安部 

 

 

 

 

 

 

 19 日朝-0.8 度 C、11 時間熟睡、ビールの朝

食、16 日雨中登山の反省会。 

猿駆山の反省 【特別寄稿】  

安部可人(会友 11)からの提言 

雨の中の稜線歩き 

猿駆山にて(A班 ) 
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20 年前月例梅雨の白口岳、途中カシミヤセータ

ー着用したが山頂で震えた。飯田は悠然とウイス

キーをちびり、一杯くれたが酒は逆効果だ。寒い

(故)佐藤正八と駐車の沢水へ走った。寒気は個人

差あり、史上有名な遭難は貴族板倉勝宜の凍死だ

（槙･大島生存）。 

猿駆山は東最短コース独り 900 地点で本格的

降雨寒気下山 15 分、信頼していた 40 年来の 3

層ゴアテクス上衣、ユニクロのメリノウールとカ 

シミヤセーターが濡れた、ザックも濡れた。今

回、飯田さんが不参加だから慣れないコースは心

配した。各自装備の基本を見直しませんか、安物

の雨具は買うな。（蛇足）AB 両隊は、山頂～安

部ルート 20 分下山の選択もあった。下見でエス

ケープは常に準備する、車回収は近い、交差登山

は無視でもよかった。新人の平原夫妻、古谷氏の

感想欲しい、12 から 20 才ほど若いから老人の

心配は無用だったか（安部滑って苦戦した）。

（注）この会は、西さんがバカ元気（ベテラン会

員たち）、常に雨天決行だった。幸運にも事故な

し、「反省会」の記憶がない。ただし阿蘇の「虎

が峰」で私の横の西さんは落石で死ぬところだっ

た。 

“反省は大事”これを機にその場限り終わらず 

良悪点を見直す心構えを身につけ、次回の山行に

繋げよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年の支部の月例登山のテーマは県境の山を歩

く。3 月の選ばれし山は三国山。大分、熊本、福

岡にまたがる山で、3 県にまたがる山は珍しいの

だそう。 

三国山は宿ケ峰尾峠の登山口からは登ったこと

があったが、今回のルートは初めてだったので、

ワクワクしながら登山開始。宿ケ峰尾峠の手前

１．５ｋｍのところから入るコンクリート舗装の

林道登りからスタート。普段は苦手な林道歩きだ

が、林道脇にフキノトウがあり、たくさん収穫し

ながら歩けたので楽しくあっという間だった。 

その林道入り口を９時２０分に出発で、２０分

余り登ったところから山道にはいる。送電線の下

を登る巡視路で、ジグザグ登り２０分ほどで稜線

に出た。送電線の鉄塔がある。と、ここで地図を

見ながら現在地の位置確認。ここが福岡県との県

境稜線で、目的地の三国山方向を確認し更に歩を

進める。 

尾根歩きだが、思ったよりもアップダウンがあ

り登りごたえがあった。途中ポイントポイントで

位置を確認して登れたのも凄く勉強になった。上

り下りを繰り返し、１１時過ぎに三国山の頂上に 

到着。山頂からは遠くに涌蓋山、ドーンと目の前

に八方ヶ岳、2 月の月例で登った猿駆山も見え

た。 

 

予定より早く山頂に到着し、時間に余裕がある

という事で、昼食後、リーダーの案内で鬼ノ洞近

くまで足を延ばすことになった。道中マンサクが

少しだけ咲いており私達の目を楽しませてくれ

た。 

そして案内していただいたその場所は少しだけ

スリリングな場所から３６０度の素晴らしい景色

が臨める素敵な場所で、支部会員の方が岳人に執

筆されたという鬼ノ洞の記事も皆で読ませていた

だいた。しかし、残念ながらそこから鬼ノ洞を見

ることはかなわなかったが、 

引き返して１３時に再び三国山山頂へ。山頂から

宿ケ峰尾峠の登山口への下山途中に視線を横にす

ると、それらしき洞窟が見え、あれがそうかな？

と皆で話しながら鬼ノ洞を想像しつつ下山。１３

時４０分に峠に到着で、そこからスタート地点に

戻る車道歩きも、地図で見たときは長いなぁと思

ったが、またまたフキノトウ探しをしながら歩い

たのであっという間だった。１４時にはスタート

三国山(968.0ｍ) 
 

3 月月例山行報告 

     清水久美子（会友 178） 

三国山山頂にて 
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地点に到着。歩きごたえのあるぐるっと周回コー

スで春の気配を感じた楽しい山行でした。 

リーダー…井上、参加者…加藤、阿南、中野、 

牧野、宮原、若月、丹生、境、久知良、遠江、 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳瀬、清水(道)、清水(久)、平原(瑞)、平原(健)、 

中野(梨)、飛高 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ペ ン リ レー ・第３６回 

                  
 
  

                  山 岡 研 一（15674） 

先日、ひょんなことから、西日本新聞社発行の季刊『のぼろ』の取材を

受けた。「わくわく登山計画 2020」という巻頭特集の中で、九州の山好き

が今年どういう山登りを考えているか、紹介するのだという。 

事前の電話取材では、「くじゅうの坊がつるにテントを張って、明日はど

この山に登ろうかと考えを巡らせながら、夜の一人酒盛りでついつい深酒

をして、結局登らずに迎え酒を楽しむ・・・みたいな、自由で贅沢な山行

を夢見ている。でも、悲しいかな、蓋を開ければ「山と渓谷社」様から依頼を受けている取材山行で

一年が過ぎてしまうのだろう」みたいなことをお話しした。しかし、実際に記者の方とお会いしたと

ころ、山登りを始めたきっかけから、国東半島峯道ロングトレイルを立ち上げたエピソードに至るま

で、かなり内容を掘り下げたインタビューを受けた。結局、自家用車の中や部屋の中まで大公開

だ。・・・何とも、汗顔の至りである。 

さて、私は会員諸氏のような、人に誇れるような山行歴はないし、高度な技能を要する登山は遠慮

するような半端者だ。本来であれば、当会に籍を置けるような身分ではない。ただ、山に関しては、

本当に人様のご縁に恵まれているなあと思っている。 

今回の取材の話も、以前、『山と渓谷』の仕事でつながったライターの米村奈穂さんからお声掛け

いただいたのが始まりだ。その米村さんと知己を得たきっかけを、ずっと遡って考えてみると、15 年

ほど前に大分合同新聞社から刊行されていた月刊『ミックス』に掲載されていたアウトドア記事の取

材をお手伝いしたところから始まっている。当時一緒に仕事をさせていただいた甲斐編集長とは現在

も一緒に山に登っているが、その間、発信し続けていた山行記録のホームページを見た方から、子ど

も会の登山ガイドを依頼されたり、里山を使った地域起こしの相談を受けたりしているうちに、いつ

の間にか、「山と渓谷社」様から原稿執筆の依頼をいただいたり、国東半島峯道トレイルクラブの顧

問や日本ロングトレイル協会の理事まで仰せつかるようになった。 

本当のところ、いつもお声を掛けていただくたびに、自分には少しハードルが高いお仕事だなあと

尻込みしているのだが、これからもいただいたご縁を大切に、山を通じて成長させていただければと

思っている。 

 

ペンリレー次回は小野克重会員にお願いしました。お楽しみに。 

 

個人投稿 

山とわたし
ま
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2017 年３月 27 日、那須温泉ファミリースキー 

場で登山講習会が開催され、参加している県立太

田原高校などの生徒ら 48 名が雪崩に巻き込ま

れ、そのうち 8 名が亡くなった。事故から 3 年が

たったが真実はどうであったか、結末はどうなり 

つつあるのか、その場に居合わせた高校生、先生

らはどう思っているのか、亡くなられた高校生の

同級生は、身内は、悲しみから立ち直ったか、 

この事故は山岳界に改革をもたらしたかと考えて

しまう。 

この事故も 3 年がたち、遠い九州の我々も少し

事故の記憶が薄らぎつつあるが、産経新聞(3/26)

に以下のような文面が掲載された。『那須雪崩事

故 3 年 遺族ら独自に追悼式 高瀬晶子さん「な

ぜ死んでしまったの」』 その内容をかい摘んで

みると、県教委が行う合同献花（3/27）には、遺

族は出席しない。遺族らは「那須雪崩事故祈りと

誓い」（3/26）を行った。そこで高瀬昌子さん

は、「なぜ息子たちは死んでしまったの？ 死ぬ

必要があったの？ みんなのことをずっと忘れな

い」と語り、引率教員の 2 人が、今も教壇に立っ

ていると教諭らの謝罪を求めた。（詳細は産経新

聞などを参照して） 

事故から 3 年がたったわけだが、その 3 年間に

この事故を巡っていくつかのことがわかり、その

いくつかの対応があった。 

平成 29 年 10 月 15 日に『平成 29 年 3 月 27 日

那須雪崩事故検証委員会報告書』が発行された。

これは検証委員会の最終報告書。 

令和元年 6 月 1 日『那須雪崩事故の真相。銀嶺

の破断』（阿部幹雄著 山と渓谷社）が発行され

た。阿部さんの調査執筆。阿部さんは北海道岳連

の 1981 年ミニヤコンカ登山隊員で、7 名が亡く

なった事故に遭遇している。 

平成 30 年 3 月、県教委は男性教諭 3 名を停職

3～5 カ月の懲戒処分にした。平成 31 年 3 月、県

警が男性教諭 3 名を書類送検した。生徒一人の遺

族は県と示談が成立した。そして令和 2 年 3 月

26 日、遺族弁護団（生徒一人の遺族は含まず）

は県などに謝罪や損害賠償を求める民事調停を宇

都宮簡易裁判所に申し立てた。 

 民事訴訟でなく民事調停ということで、謝罪を

求めての事故検証がすすんでいる。事故が起これ

ばなぜ起こったの、人が亡くなればなぜ亡くなっ

たの、そのような事故はどうしたら防げるのとな

るはずであるが、事故は繰り返される。岳人はよ

く自分は事故に遭わないというが、事故が繰り返

されるのは、そんなバイアスがどこかにあるから

と思う。 

 さて、なぜ雪崩が起こったの？だがいくつかの

ことが明らかになった。3 月 26 日には南岸低気

圧が日本からかなり離れたところを北東に進んで

いた。離れているので陸地には雪は降らない。と

ころが関東の南岸に突如低気圧が発生し、これが

関東甲信越に大雪をもたらした。正確に言えば新

雪が多量に降り、新雪雪崩の起こる条件になって

しまったという事。そこで雪の斜面を登って行っ

た高校生が、やっと雪崩ないように保っている雪

斜面にストレスを与え、雪崩てしまった。隊列の

上部の斜面を、誰かが横切ることによる雪崩をい

う人がいるが、誰も上部にいなくても雪崩は起こ

る。鹿などの動物の移動でも起こる。本来の雪自

身の重みでも起こる。起こるときはいろんな原因

で起こる。雪崩事故を避けるには、雪崩そうな状

況下では雪崩そうな場所に行かないことが重要。 

 私は南岸低気圧通過の予想があれば、その低気

圧が陸地に近いところを通れば、大雪→雪崩と予

想し、遠いところを通っても新雪があれば異常を

感じる。情報の世の中なので、そこらへんは数秒

ですべて判る。前もって予期もできる。それを怠

れば痛い目に遭う。雪崩に遭うような雪の山には

行かない・雪崩は起こらないと考える人はご用

心。雪崩でなくても岩崩やルートミスも、時間切

れも経緯は同じようなものだから。 

 積雪期の今シーズンはもう終わりだが、2 月 6

日に、日本山岳ガイド協会の磯野剛太理事長か

ら、国内の山岳・登山ガイド全員に「注意喚起」

が発信された。それは今シーズン初めての本格的

な寒波が到来し、（文書、省略）雪崩や雪庇崩落

等に神経を（省略）凍傷・低体温症等の発生（省

略）改めて、強く「注意喚起」をお願いしたいと

（以下、省略）。これで 2 月の 2 週は雪崩に遭遇

したガイドと顧客はいなかったと思う。 

ブロック雪崩（スノーボール） 

より安全な登山のために No.36 

『 あれから、３年              

那須岳雪崩事故 
安東桂三(9193) 
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 山に入らずとも情報の多い時代、予想はつくと

いう事。今シーズンは暖冬であったので、新雪、

深雪を楽しむことはあまり出来なかったが、伯耆

大山（3 度）、氷ノ山、八ヶ岳の登攀と九州の氷

を楽しんだ。3 月 20～22 日は、伯耆大山の三鈷

峰へ出かけ、雪中泊を行った。 

 

暖冬故、気温高い故、ブロック雪崩（スノーボ

ール）と稜線からの落石、いずれも雪崩跡、落石

後であったが通過には慎重に素早くとメンバーで

行動した。書けば長くなるので、興味のある会員

は連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清川村の大分百山「御嶽山」５６８ｍには三角

点はない。大きな岩をよじ登れば山頂だがあと３

ｍが怖い。そんな年だが年をとれば若い時みのが

した史跡に気付く。山頂の由緒ある神社は石造り

が驚くほど立派で不思議だ。県指定の無形文化財

の御岳流神楽は知られている。宝生寺もある。石

塔もある。この地の小文化の跡が見える。その理

由は、「鎌倉の大友氏について豊後に来た下り

衆、武将加藤氏・久保氏（会員の先祖かな）を中

心に宇田枝衆が根強く土着していた」とあり「合

点」。 

さて御嶽神社境内へ。大正１１年の石碑「今を

距る４７４年前宝徳元年（１４４８）創建にて太

守大友親隆日向国行縢山嶽向祈願戦に勝利、神社

の分霊を奉祀シ武運長久を祈り建立す」をメモし

て帰った。親隆ﾁｶﾀｶは御嶽山山頂から行縢嶽に向

かって戦勝祈願した。勝利したお礼にこの神社

（山城）を建立したのだ（戦は不明）。県立図書

館の『清川村志』が唯一の資料だ。加藤家の古文

書がすべてを語る。御嶽山（写真）は「杉城」で

もあるのだ。（ああ知らんかった！）そんなこと

が分かれば登山も楽しくなる。私がしばらく山城

に専念したのは歩けばごほうび（遺構）が見られ

るからだ。もちろん三角点も楽しみだ。さて、道

の駅「きよかわ」から南へ川を渡ると宇田枝で、

紅葉の宝生寺は大友親隆の菩提寺、１４代大友親

隆は事情があってこの地の裏山に「宇田枝城」

（不明）を築いた、探検して（不明とされる）親

隆の墓らしき五輪の塔を発見した（写真）。住職

「その荒れ道は御嶽神社経由延岡に行く道です」

親隆はどうして延岡の行縢嶽を知ったのか。何か

ないかと私は 延岡の行縢神社に行ってみたが、

あるはずがない。神社から杉林ルートで行縢の滝

の見える鉄橋まで 40 分歩いた。岩場の「行縢

山」までもう登れないが、「上宮跡」があったと

記憶する。ともあれ、「大友親隆が御嶽神社を創

建したのは事実。約１００年間も府内から列をな

して親隆供養の宝生寺詣でがあった（伝承）。御

嶽神社詣ﾓｳﾃﾞも盛んだった」と宝生寺住職の話で

した。  

H28 年 3 月 15 実行  

 （杉城）県の資料「大分の城館」から、「大宮

司加藤長房は在地武士たちを集め、島津勢に備え

るため男女千人で杉城に籠った。社殿をにわかに

城塞として待ち受けた。突如として御嶽山に深い

霧がかかり、敵は方向を見失って、追い落され

た」と古文書に書かれているようだ。 

三角点と山城探検シリーズ(NO26） 

「御嶽山は杉城であった」 
安部可人(会友 11) 

稜線からの落石 

御嶽山山頂付近 

ブロック雪崩（スノーボール） 

稜線からの落石 
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72 歳の夏、久保洋一君と清川町大白谷の夜星

572,1m と 532.2 黒岳三等に登山した。後で知っ

たのだが、黒岳は「大白谷城」だった。読図して

みて、大白谷から延岡には容易く行けるものでは

ない。なぜ、「杉城」や「大白谷城」が存在した

のか不思議である（攻める理由がない）。尾平越

から上畑の「深入城ﾌｹｼﾞｮｳ」（狼岩７４０．５三

等）から小原の「烏嶽城」（烏嶽６８３．８三

等），「加納塞」経由なら清川村を攻められる。

(眺望のよい三等には山城が多い）。  

『清川村志』『日本城郭大系１６巻』 地形図

「小原」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧三重町と旧宇目町の境界にある古い二つの峠

を紹介しよう。三国峠と旗返峠である。佩楯山か

ら傾山に至る長大な稜線は昔の南海部郡と大野郡

を隔てる境界をなしているが、二つの峠は１．５

ｋｍほど離れてこの稜線上にある。 

 

三国峠(663.2m) 

三国峠は古くから両郡の間の交通の要で、日本

百名峠にも選ばれている。古くは戦国時代の大友

軍と薩摩郡との戦や、明治の西南戦争の舞台にも

なっており、また、旅人の憩いの場となり、山頭

火の「日の落ちかかるその山は祖母山」の句碑も

ある。三角点は旧峠道からやや南にそれた稜線上

にある。 

旧国道３２６号が三国峠を通り越すところはほ

とんど平坦な道で、どこが峠か判然としないうち

に通過してしまう。この峠は南北に連なる分水嶺

の西側斜面の旧三重町から東側斜面の旧本匠村に

越しているので、道路の山側の斜面が左から右に

変わるので分かる。 

峠の地点には看板と山頭火の石碑もあり、右に

細い道が分かれる。ここが入り口だ。細い道を進

むと約１０分（７００ｍ）で展望の良い鞍部に登 

りつく。その先に教育委員会の立て看板や西南戦

争薩郡山田宗賢の墓などがあり、その横を通って

古い林道が稜線を巻いて水平に伸びている。 

この林道を２００ｍほど行き、緩い左カーブの

地点より左上の斜面にとりつくとよい。斜面を登

れば根ザサとカヤの繁る稜線で、東に向かって緩

く登ればすぐに小さなコブと通過し、その先の鞍

部にある大きな岩を巻くようにして再び緩く登れ

ば、林道から１０分足らずで三角点のある山頂に

至る。付近は広いササ野で３６０度の展望があ

り、特に祖母、傾山に至る稜線の展望は雄大であ

る。 

参考タイム…旧国道→１０分→稜線鞍部→５分→

稜線とりつき→１０分→三角点 

地形図：中津留 

 

旗返峠(548.3m) 

 三国峠の南方約１．5km にある峠だ。江戸時

代、岡藩の御郡廻り（領内視察）木浦鉱山の鉱物

運搬に供されていた道で、豊後国誌には「畠返

嶺」と記され「宇目郷奥畠村の東にあり、山勢峻

険、迂曲盤登一里余。下り一里余。官道は岡より

私の無名山ガイドブック（NO76） 

三国峠(663.2m)・旗返峠(362.9m) 

       飯田勝之（10912） 

 

大友親隆の墓らしき五輪塔 

御嶽山山頂付近 
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佐伯に達す」とある。(今の三重町奥旗は昔は宇

目郷だったのだ) 

国道３２６号の三国トンネル入り口の手前４０

０ｍから北に入る道があり、これを入るとすぐ先

で T 字路に突き当たる。これは旧国道で右へ上れ

ば三国峠で、これを左に向かう。少し行くと国道

の下を通ってヘヤピンカーブの先で右に入る古い

舗装の道がある。県道 706 号伏野宇目線で三重町

中津無礼に通じている。しかしこれを入ると約

１．５ｋｍ先で舗装が切れて道が荒れて、とうて

い車の通れる県道ではなくなる。 

このあたりから歩くが、道はますます荒れてき

て、道とは思えない道で、１０分ほど（約７００

ｍ）で崩壊したトンネルの手前につく。トンネル

入り口のコンクリートアーチが半円形に見えて、

３分の２以上が埋まってしまっている。現役の県

道である。おなじ県道トンネルで使用に耐えない

雁股峠のトンネルもここまで崩れてはいない。日

田の大石峠を思い出すが、これほどはない。 

トンネルの手前は崩壊が著しいのでその手前か

らトンネルの左（南）の斜面を登ると良い。スギ

林の急斜面を５分ほど直登すれば稜線に達する。 

稜線には南北に踏み跡道が続いており、北の古

い峠の鞍部にいったん降り、目の前のピークをめ

ざす。そばには「大乗妙典一字一原塔」と書かれ

た石塔と道祖神がある。その脇を通って真っ直ぐ

登れば１０分で山頂に達し、小灌木に囲まれた中

央に４等三角点がある。峠の踏み跡道は、宇目町

の地誌を読めば「殿様道」とあり、岡藩の御郡廻

り道のことと思われる。この峠付近も西南戦争の

激戦地で、近くにはその時の塹壕の名残り思われ

る跡もある。 

参考タイム…旧県道の舗装の切れ目→１０分→崩

壊トンネル→１５分→山頂 

地形図：中津留 

 
  

 

 

 

     

 

 

 

 

                             

2020 年 3 月 22 日～23 日、九州中央山地

の登山に誘われて山行する。別府市を午前 3 時

に、迎えのレンタカーで出発する。 

 22 日 8 時 35 分に登山口を出発する。歩く速

度の遅い私はマイペースでゆっくりと登る。傾斜

の急な石灰岩の稜線を転落の危険を感じながら注

意して登る。 

時々雨粒が落ちてくるが、天候の崩れはなさそ

うである。尾根の左右の谷から白い霧が上がって

くる。天気俚諺に言う所の「たっ霧、てっ霧」で

ある。「立ち上る霧は、照る霧でやがて晴れてく

る。」のだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石灰岩特有の小さな鍾乳洞があり、ここまで来

ると福寿草が可憐な花を咲かせている。群生して

いる所もある。この花は毒性があり、根は強心薬

となる。 

九州中央山地国定公園（その１） 

岩宇土山(1,347.0m)・上福

根山(1,645.0m)･国見岳

(1,738.8m) 
        星子貞夫(8582) 
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1250m 地点に久連子岳があり、レスキューポ

イント#460 である。このルートには要所にレ

スキューポイントがあり、事故発生時に位置の特

定が出来るようになっている。 

ここで少し食事する。5 人のメンバーは既に上

福根山に到着している頃だ。 

 見上げると岩宇土山まで更に一登りある。腹が

落ち着いて元気が出たので頑張って山頂に向か

う。山頂で一時間休憩し、この傾斜の下りは日暮

れるとヘッド・ライトでは危険なので、13 時に

下山を開始する。今日の登行高度は約 670m で

ある。 

 駐車場に全員揃い今日の宿となる平家荘に向か

う。ここは山奥に数軒ある民宿の一軒でヤマメの

養殖水槽があり、稚魚を八代市周辺の養殖店に卸

している。家族で経営している實に穏やかな宿で

ある。民宿は冬季には休んでいる。 

 遙か昔、源氏に追われた平家の落人がこの山奥

で如何にして生き延びたのか、その強い生命力に

思いを馳せながら一夜を憩う。 

 夜、離れにある木風呂につかり疲れを癒し、焚

き火の煙で真っ黒になった自在の下がっている囲 

炉裏を囲み、青竹のカツポ酒を炭火で温め、ヤマ

メの塩焼きを齧りながら夕食し歓談する。 

食後離れの寝室に行くため外に出て夜空を見上

げると、ひときわ明るいオリオン座の足元にシリ

ウスが輝き、明日の好天を約束してくれていた。 

23 日 

 国見岳(1738.8m)それは九州中央山地では祖

母山(1756.4m)に次いで高さを誇る山である。山

脈の南西になる五勇谷沿の新登山口(970m)から山

頂をめざした。私は前日の疲れもあり、行ける所

までと思い一人ゆっくりと落ち葉の絨毯を踏みな

がら 1200m 地点の窪地まで登る。 

春とは言っても吹く風は冷たく、木陰を避けて

暖かい太陽の光を浴びて弁当を食べる。幸い天気

は良く、ここで登るのをやめて谷に降り、絶え間

なく聞こえる谷川の水の音を聞きながら昼寝をし

皆の帰りを待った。      

両日とも天候に恵まれて深山を周遊し春の陽

光、谷川の絶え間ない流れと踊る水面を眺めて青

春の日にタイムスリップした。 

初日は午前３時に出発し帰りは 24 日の午前 1

時に帰着した。大型のレンタカーを終始一人で運

転した久保氏はもとより山行を共にした仲間に深

く感謝しています。有難うございました。 

参考文献:九州の山歩き 

     吉川 満 著 

久保(CL)、星子、石川、岩崎、阿部、古野     

6 名 

 

 

 

 

 

 

日本山岳会東九州支部の先輩からお誘いを受け

九州脊梁の山（岩宇土山、上福根山、国見岳）に

登る。上福根山は、以前福寿草の季節に東九州支

部の月例山行で初めて登った山である。尾根筋で

は殆ど見ることが出来なかったが、下山途中に岩

でゴツゴツした広い福寿草の自生地（白崩平）が

あり、見頃の福寿草の群落とそれを目当てに訪れ

た人達で賑わっていたことが今でも印象に残って

いる。 

九州中央山地国定公園（その２） 

      岩崎真琴（会友 275） 
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－第１日目－  

午前２時３０分、大分を出発してから午前８時

ごろ五家荘、久連子の登山口近くの駐車場に到

着。支度を済ませ３００ｍ程林道を歩き登山口

へ。 

午前８時３０分登山開始。スタート直後からが

勾配がある急登をひたすら登る。細かい石灰岩が

あちこちに点在していて歩きづらい。１時間近く

登り衣服調整。 

久連子の谷はガスが立ち込め周りの山の様子が

見えない。雨が来ないことを願うのみ。途中で星

子さんが別行動をする事になり、リーダーがＧＰ

Ｓと地図を渡す。 

お地蔵さんが見えたら右側へ急斜面のトラバー

スに入りると材木の切り出しに使ったのか、太い

ワイヤーロープが谷を跨いで張られていた。登山

道には細かい石灰石が散らばっていたり細い所は

右側が切れ落ちていたりと気が抜けない箇所もあ

った。 

暫く進むと斜面に黄色の福寿草の姿が見えて来

た。始めは蕾が多かったが、徐々に黄色く開いた

福寿草が斜面に広がり始め夢中で写真を撮る。以

前支部で来た時には、登山道沿いでは福寿草の姿 

を見ることが出来なかったので嬉しい発見であっ

た。 

お花畑を過ぎて久連子鍾乳洞に到着。入口は狭

いが奥行きがありそうに感じた。トラバ-スから

尾根道に戻るまで思った以上に高度差があった。

これから岩宇土山から上福根山に向かうが山頂は

まだガスに包まれていた。この後石灰岩が露出し

ているガレ場の急斜面を登り終え、鹿よけネット

が張られた登山道を進む。 

午前１１時頃岩宇土山に到着。山頂と言っても

展望がなく稜線の途中という感じだ。小休止後上

福根山に向けて出発。１０分程で上福根山と白崩

平への分岐点通過。更に登ると林道に出会う。薄

茶色の長くて柔らかい草が一面に生えていて不思

議な風景だ。更に両側にシャクナゲの群生が続く

中を進む。 

午前１２時頃上福根山１６４５ｍ山頂到着。こ

こも木々に囲まれて眺めは余り良くなかった。途

中でパラパラと降って来て雨具を付けたが小雨も

直ぐに止み雨具無しで山頂に立つ事が出来て良か

った。雲が薄くなって周りの稜線が見えるように

なりホッと一安心。記念写真を撮って昼食を摂

る。 

 

午後 0 時分頃下山開始。登山計画では往路下

山の予定だったが急斜面の下山は危険と白崩平経

由で下山することにした。２０分ほどで白崩平分

岐を過ぎ、細かい石灰石の混じる杉林の急斜面を

下る。傾斜が緩やかになって来ると林の中や登山

道の脇に福寿草の黄色が目に付くようになる。予

想以上に群生していて格好の撮影タイムに。先に

ある鹿よけフェンスの扉を開閉して白崩平へ。こ

こは初めて来た時は福寿草が一面に咲いていて見

事に群生していたが、今年は盛りを過ぎていて、

花も人も少なかった。 

予定より時間が遅くなりそうだったので、谷川

を何カ所か徒渉しながらオコバ谷登山口へ急ぐ。

３0 分程でオコバ谷登山口到着。オコバ谷登山口

から林道を進むと県道に出て、左方向へ進めば岩

宇土山登山口だ。 

登山口に近づいた時、別行動で下山していた星

子さんの姿が見えた。 

午後１８時３５分平家荘到着。 

（以下その１とほぼ同じ） 

 

 

 

 

上福根山山頂にて 
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令和２年３月２７日（金）から２９日（日）に

かけて６名で佐賀県の黒髪山、長崎県の八郎岳と

五島列島の七ッ岳に２泊３日の登山を行う。目的

は九州百名山に挑戦、観光登山等々６様である。 

 ２７日は大雨注意報が出されており躊躇するも

とりあえず現地まで行って様子を見る事になり、

宮原リーダーの判断で計画を変更２７日は１時間

遅れの６時大分を出発。黒髪山を八郎岳に変える

ことになった、この変更案が功を奏し八郎岳登山

口で１時間半車中で天候を伺っていると小雨とな

り、登山開始時には雨が止み１時間３０分で頂

上、１時間で下山した。登山道は分かりやすく迷

うことは無いが登山口までが分かり辛く、駐車ス

ペースもお墓参りの方の駐車場所で狭かった。 

 あいにくの天候のため景色を堪能することは出

来なかったが、八郎岳は長崎市内で一番高い山で

あるが、５８９．８ｍと低山である。私達も登山

と言うよりはハイキングを楽しませて頂いたと言

うほうが良い感じの山であった。下山は小八郎岳

を経由するルートをとるが沢が、増水しており危

険は感じなかったが靴の濡れが気になるも上手く

渡れ下山できた。下山した途端、ポツリポツリと

小雨が降りだし、そのタイミングの良さに又感激

した。本日は無理をせず早々にホテルに入る。夜

は定番の中華街にて会食し清水久美子さんが、以

前から行きたかったと言う一口餃子の宝雲亭で締

めとする。 

 ２８日は今回の参加者が行きたかった五島列島

の標高４３１．１ｍの七ッ岳である。七ッ岳登山

口と七獄神社に車を配置しての３時間３０分の縦

走である。 

 昨日とは逆の天候で登山を開始すると雨が降り

始め頂上付近に至っては強風も加わり絶景を堪能 

する事は叶わなかった。飽きる程のアップダウン

を繰り返し下山となる。 

 早々に荒川温泉の宿に着き、御馳走を頂き就寝

する。宿には京都の登山者９名も宿泊しておりま

したが交流する機会は無かったのが断念である。 

 登山とは関係ないが五島の特徴、教会はコロナ

ウイルス対策で施錠されており入ることは叶わな

かった。 

(No1２) 

私の大分百山完登                      

清 水 道 枝(会友 177） 

大分百山を知ったのは合同新聞主催の大分合同トレッキング講座「大分百山を登ろう」という企

画でした。 

平成２１年９月の第 7 回目「猪群山」からでした。 

毎月第３日曜日です。単純計算で８年かかるけど、毎回参加するのが楽しみでした。ガイドの安東

桂三さんとのご縁で東九州支部主催の「登山入門講座」2、3 回を受講終了。支部入会。 

加藤支部長の音頭で大分百山完登を目指す方達と一緒に登る機会も増え最後の１座は「大岩扇山」

を残すのみとなりました。 

平成２８年１１月の「大将陣山」を百山目としている４人の帰途におまけで立ち寄ってくださり、

支部長の万歳三唱の音頭で完登。 

丁度８年目。合同トレッキングもこの年９月終了。 

振り返ると何かしらのご縁で山との繋がりを感じている今日この頃です。       

感謝、              合掌。 

 

大 分 百 山 完 登 

佐賀県･長崎県(五島列島)  

黒髪山(516.0m)･八郎岳

(590.0m)･七ツ岳(432.0m) 
        櫻井依里（15463） 
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 ２９日は別行動となり現地解散し宮原さん清水

道枝さん清水久美子さん櫻井の４名で佐賀県武雄

市の黒髪山（５１６ｍ）に登る。昨日までとは打

って変わり好天に恵まれる。登山者も多く佐賀を

代表する山であることを確信する。 

 後黒髪東峰、蛇焼山を経て黒髪山山頂（天童

岩）へ２時間掛け登頂、天童岩からの展望は素晴

らしいがちょつと怖い、スリルある鎖場を幾つか

クリアすると雄岩、雌岩が出てくる不思議という

か凄いというか良い眺めである。下りも２時間を

要した低山でも強烈な山であった。 

 最後に①宮原リーダーが下調べを十分やって頂

いていたので無理なく安全に実施できた。②何度

登っても雨の登山は好きになれない。③低山であ

っても山の天気は激しく変わるので侮ってはなら

ない。以上を総括とし、メンバーのお蔭で気持ち

良い３日間を過ごすことが出来たことに「ありが

とうございました」と申し上げ終わります。 

＜参加者＞リーダー宮原照明・今川・若月・清水

（道）・清水（久）・櫻井 

 

 

 

 

               

去年の総会で承認された支部協賛事業の「こぎ

こぎクラブ」の発足。いろんな山のマイナールー

トや古い昔の猟師道、里道、峠道や道のない山の

ヤブコギや林内歩き、尾根歩き、谷歩きなどを地

図と磁石などでルートファインディングしながら

山を探検するための同好会だ。発足以来この一

年、いくつかの山行をしてきたがその中の、シリ

ーズ山行・佐賀関半島縦断旅の報告をしよう。こ

のコースは２０年前の東九州支部創立４０周年の

記念事業で実施した「別府湾リレー登山」の時に

踏査したコースだそうだ。 

 

1 回目（佐賀関-樅ノ木山）（元年 8 月 18 日） 

 第 1 回の参加者は３名参だ。車を一台中尾ダ

ム奥の樅木山登山口に置き、もう一台で旧佐賀関

高校の上に行き、午前９時にスタート。まずは城

山へ。城山の山腹を巻いて反対側から山頂へ。 

それから林道を歩き、稜線にとりついて白木山

の三角点、稜線歩きで緩く下って林道を横切って

高城へ。小さな神社を過ぎると道はなくなり、途

中で昼食をとって急斜面を登り、１２時過ぎに高

城の三角点に着く。深い木立に囲まれて展望は全

くない。そこから先は緩い下りの後は緩いアップ

ダウンが続く。この辺の稜線には道はなく、所々

濃いヤブがあったりするが、後はほとんど楽な稜

線歩きである。高城から１時間余りで４５０ｍの

小さなコブを越えて最後の登りとなり、１４時過

ぎに樅木山の山頂に着く。ゆっくり休んで下山

し、１５時過ぎに登山口に着き佐賀関に車を回収

に行ってこの日は終了。  

参加者…飯田・宮原・雪野 

 

2 回目（御所峠・藤ノ尾）（元年 11 月２日） 

 今日は７名の参加だ。予定は御所峠から樅木山

までで、一台を中尾ダム上の樅木山登山口に置い

て御所峠へ集合。９時２０分過ぎに峠からスギ林

の急斜面に入り、登り着いたら御所峠の４等三角

点である。 

そこから先頭を行くリーダーを交代しながら歩

き始める。あまりアップダウンはないが、道はほ

とんどはっきりしないので、稜線をはぐれないよ

うにルートファインディングの稽古だ。途中で携

帯が鳴る。車で藤ノ尾集落まで来て登ると言って

いた安部先生だ。「まだか」の問いに「まだ４０

分はかかる」と答える。１１時２０分過ぎに前の

方から声がして安部先生の待つ藤ノ尾の三角点に

着く。ここで写真を撮って再び前進。 

ヤブが深くてわかりにくい稜線を慎重に進む。

深いヤブと倒木に阻まれて、谷の方へと回ったり

して時間がかかる。おなかが空いたという声で時

佐賀関半島縦断山行 

こぎこぎクラブ         

宮原照昭（15683） 

 

     清水道枝（会友） 

 

七ツ岳山頂にて 
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計を見ると１２時２０分過ぎ、稜線の明るいとこ

ろに上がり昼食とした。地図を見るとちょうど３

８９ｍの標高点の場所だ。景色も良い場所で、臼

杵湾や佐志生の黒島、すぐ下には藤ノ尾の民家も

見える。 

昼食後リーダーが「今日はここまででＵターン

しよう。この分だと予定の樅木山につくのは夕方

になる」と言うことで引き返すことに。御所峠に

着いたのは１５時３０分過ぎで、樅木山登山口に 

置いた車の回収へ走り、全員が帰途に就いたのは

１６時３０分を過ぎていた。 

参加者…飯田・櫻井・宮原・安部・久知良・遠

江・清水(道)・清水(久)・雪野 

 

３回目（樅木山・御所峠）（元年 11 月９日） 

今回は６名の参加で、一週間前のリベンジ山行

だ。前回と反対に御所峠に車を一台置いて、樅木

山登山口からスタート。７時４５分出発で樅木山

までは照葉樹林の中の快適な登りだ。樅木山の山

頂直下から半島の稜線ルートが始まるが、以前は

なかった佐志生からの登山ルートが開かれてお

り、これを使えるところまで行くことにした。 

２０年前は特にこの下りのヤブは、ルートファ

インディングに難渋したとのことだが、今日は難

なく前進できる。佐志生への分岐点に着いたのは

９時１５分前。地図上の 400m の台地で予想よ

り３０分ほど早く着いた。そこから先はルートが

全く不明なのでリーダーが先頭。度々地図とコン

パスで現在地を確認しながら前進。小さな鞍部と

ピークを三つ登り越して、やや急な登りを終えた

少し先に三角点があった。「あっ、ここが大久保

だ」１０時４５分に大久保三角点の頂上に着く。 

写真を撮って出発し、１１時１０分に前回昼食

をとった 389m に到着。今日もここで昼だ。そ

のあとは一週間間前に往復した道をひたすら進

む。藤ノ尾三角点１３時２０分、御所峠三角点１

４時２５分、御所峠横着１４時４０分、予定より

かなり早い時刻だ。樅木山登山口の車を回収して

全員帰途につく。 

参加者…飯田・櫻井・宮原・久知良・遠江・清水 

 

４回目（御所峠-九六位山）（２年 2 月 8 日） 

今回は１１名の参加だ。車１台を九六位山に置

き全員御所峠に集合。８時１０分、峠から稜線を

縫うように走る林道歩きからはじまる。車道が稜

線に沿って九六位山まで続いていているが「こぎ

こぎクラブ」は度々車道をそれて稜線歩き。 

若山の標高点、時には稜線を下って白山神社に

お参り。荒れた作業道を登り白山の山頂へ。急斜

面を下って車道の再進峠から再び稜線へ。今度は

かなりのヤブをこいで着いたところが大臼の三角

点。再び車道に出てまた稜線へ。途中で昼食をと

って次の三角点の広内へ。稜線を歩いたり車道を

歩いたり、何度も繰り返して九六位峠に１３時３

０分到着。 

そこから今日最後の仕上げだ。峠から山頂へ続

く舗装の車道を通らずに直登コースを選ぶ。峠の

藤ノ尾三角点で 

大久保三角点で 

九六位山三角点で 
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すぐ上にある送電線鉄塔まで巡視路があるが、そ

こからは先はヤブコギだ。丹生さんが先頭に立っ 

てまっすぐに稜線を登っていく。横にはずっと土

塁が続く。境界なのか、シシ垣なのか分からない

がかなり古い。ひたすら急斜面を登っていくとや

がて傾斜がやや緩くなり峠から５０分で明るい九

六位山頂に飛び出した。コンクリートの展望台が 

 

 支 部 会 議 報 告 
第６回役員会 ２月１９日（木）コンパルホール 

 １．本部報告の新年度事業計画について 

 ２．本部報告の新年度予算計画について 

  ３．本部報告の本年度会計報告について 

４．６０周年記念事業について． 

 ５．その他 

 

第７回役員会 ４月２日（月）ソレイユ 

１．支部役員の専門部分担制について 

 ２．定期総会について 

  ①日程の延期 

  ②提出議案について 

３．６０周年事業について 

４．その他 

 

支部ルーム開催予定 

5 月１日（金）大分西部公民館  18;00～ 

6 月 5 日（金）大分西部公民館 18;00～ 

7 月 3 日（金）大分西部公民館 18;00～ 

コロナウイルス感染状況で中止も予想されます。 

 

 
5月月例山行：ハナグロ山 

４月の月例山行に予定のハナグロ山は、コロナ

ウイルスの感染蔓延の中、往復の車の同乗はその

リスクを避けられないため５月に延期しました。

しかし５月の実施日等は未定です。 

新年度の月例山行は定期総会で決めることにな 

あり。その横に三角点がある。快晴の空の下、展 

望台で景色を楽しんだあと、山頂西の摩利支天の

展望台へ行き大分市街地を眺めて下山。これから 

も地図とコンパスで「こぎこぎクラブ」の精神で

行きたい。 

参加者…飯田・櫻井・宮原・丹生・安部・ 若

月・久知良・遠江・清水(道)・清水(久)・雪野 

 

支部のルームについて開催状況 

１月１０日(金) 大分市西部公民館 出席者７名 

２月 ７日(金) 大分市西部公民館 出席者９名  

３月 ６日(金）大分市西部公民館 出席者 ８名 

４月 ３日(金）大分市西部公民館 使用中止 

大分百山出版はプロポーザル方式で 

大分百山（三訂版）の発行に関する編集及び印

刷は、プロポーザル方式に準じて印刷会社を選定

し、その業者に随意契約で発注する計画となりま

した。そして、8社ほどに募集をかけた結果、4

社の応募があり、去る 3月 23日にプロポーザル

実施説明会、4月 2日応募 4社による企画内容の

プレゼンテーションのヒヤリング会を行いまし

た。その結果を近く役員会で審査のうえ、業者を

決めて正式に発注すすることとなります 

 

っていますので未定です。 

第８回支部役員会の開催案内 
本年度第８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…４月３０日（木）１８時より  

場 所…大分市中央町「ソレイユ」7F・ローズ 

議題…１．支部定期総会の開催について 

２，支部創立６０周年の準備 

      記念式典と関連行事の日程 

記念誌発行準備 

      大分百山３訂版発行準備 

      記念海外山行・国内山行等 

    ４．その他 

支部からの報告（会務報告） 
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定期総会の延期について 

4 月 18 日(土)に開催を予定していた

2020 年度支部定期総会は、コロナウイルス

の感染拡大状況のため、延期して正式な開催

通知を見合わせています。 

 今のところ、5 月 23 日(土)を予定してい

ますが、これも今後の収束状況を見極めたう

えで確定する必要がありますので正式通知を

待ちください。 

 

新入支部会員紹介（平成２年２月以降) 

会員 

尾家暁夫(会員番号 16599) ２年４月  

準会員から会員へ 

河野達他(会員番号 16600) ２年４月                            

準会員から会員へ  

久知良美登里(会員番号 16617) ２年４月          

準会員から会員へ 

会友 

諸田佳正（会友番号 246）２年４月 入会 

和田真紀（会友番号 247）２年４月 入会 

深草秀昭（会友番号 248）２年４月 入会 

 

メールア ド レスの登録お願い 

メールアドレスを事務局に登録頂いている

支部会員(会員・準会員・会友)にはその都度各種 

情報をお送りしています。支部役員会での決

定事項（議事録）、山行行事の予定変更、新し

い行事や山行予定の追加、支部会員の動向や

支部内の新しい情報、本部や他支部や他の山

岳団体等の新しい情報、全国各支部から送ら

れてくる支部報（電子版）など。時には支部会

員への緊急連絡も。各種情報や連絡を適宜お

送りしています。 

アドレスの未登録の方、登録しているつも

りだが、これまで上記のようなメールは届い

ていない方。下記にメールアドレス登録を申

し出て下さい。パソコンのメールアドレスの

方がまちがいのない伝達が出来ます。 

yamatomoki@ari.bbiq.jp まで 

登山計画書の提出について 

令和元年度１年間で、個人山行で登山計画

が提出されたのは２３件だけでした。支部会

員(会員・準会員・会友)は約１６０名です。皆さん

かなり積極的に登山活動をしているようです

が、そのほとんどが登山計画書を出さずに登

っているようです。 

山登りをする場合、計画を立てるのは当然

で、無計画の登山など考えられません。 

貴方がもし日本山岳会に属していなくて

も、登る前に家族などに計画書を渡すか、少

なくとも行き先だけでも伝えて行くでしょ

う。そして登山口では備え付けの登山届に記

入して登るでしょう。 

しかし貴方は日本山岳会に所属していま

す。そうすれば、その計画書は会にも出して

おくべきなのです。「これからこの山にこの

予定で登ります」と伝え「今下山しました」

と伝える。もし何かがあったら報告する。 

この当たり前のことが、当支部ではこれま

で長い間なおざりにされてきました。登山計

画など会に出さなくても良い。そんな必要は

ない。あるいは出さないのが当たり前と思わ

れてきました。しかし、他の登山クラブやＪ

ＡＣの他支部では違います。中には無届け登

山は御法度で除名という会もあります 

JAC 本部は昨今の山の事故多発を踏まえ

て、登山計画書提出の励行を各支部に指導し

ています。それを受けて当支部は、昨年の定期

総会で本部の遭難対策規程をもとに、支部遭難対策規

程を定めて、支部会員の登山計画書の提出を規定しま

した。（次頁のチャート参照）しかし、個人山行の計

画書提出は守られていません。 

このようなことで、この支部は良いのでしょうか？ 

なぜ登山計画を出さなければいけないのか？ 

計画書の提出にどんな意味があるのか？  

一緒に考えてみましょう。 

 

この記事に対する皆さんのご意見、ご質問をお待ち

ます。(下記まで) 

jackeikaku@ant.bbiq.jp 

 

mailto:yamatomoki@ari.bbiq.jp)
mailto:jackeikaku@ant.bbiq.jp
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・今年 1 月から中国武漢市から始まった新型コロ

ナウイイルスは、一次的には収まったようにも

思われたが、3月に入り世界的な流行が始ま 

 

り、今も続いていている、感染者数が思いもよ

らぬ早さで急増し、それに伴い死者数も世界(4

月 1５日現在)で 1２万人を越えている。国内で

も死者数が 100を越えた。 

後 記  
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このため国は、国内の感染リスクの封じ込め

対策として 4月 7日「緊急非常事態宣言」を

発令した。感染拡大を封じ込めるために、

「密閉空間」「密集空間」「密接空間」の 3つ

の「密」を避けるようお願いをしている。 

・ 我々、日本山岳会の組織も具体的な行動とし

て本部施設の閉館、委員会や会合等の自縮、

行事活動の中止又は、延期等を行っていると

ころである。この状態は、当分の間続くと思

われるが早く収束して貰いたいものだ。 

・  2月月例山行は、移動性の低気圧の影響で連

日雨模様であったにも拘らず行われた。行動

中も一向に止む気配はなく、全員雨具を身に

着け県境を歩いた。しかし、全身ずぶ濡れ、

おまけに、風雨が強くザックカバーは飛ばさ

れサックの中はバケツを背負ったような状況

だった。今支部報記事の中に反省として紹介

したように、たとえ低山といえども、冬の雨

は冷たく体温が奪われる。自身受けた体験を

忘れることなく、次回の山行に生かしてもら

いたい。    （Ｔ・Ａ） 
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