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新型コロナウイルスの感染拡大による国の緊急

事態宣言を受けて、当初４月１８日(土)開催を予

定していた支部定期総会の開催を延期し、事態の

収束状況を見てきたが、去る５月２６日(金)に開

催の支部役員会で協議の結果、多数の支部会員が

集まっての総会を開催できるような事態には、当

分なりそうな状況にはないため、総会開催せずに

会員の書面議決により総会開催に代えるというこ

とに決定した。 

このような取扱いは、規約上の定めにはないも

のであるが、規約上「支部長は、毎年４月に定期

総会を招集し、事業報告、会計報告、事業計画及

び予算の承認を得なければならない」と定めのあ

る総会を、永く延期して予算や事業計画を決めな

いまま推移することの方が好ましくないので、想

定外のいわば超法規的扱いをせざるを得ないと判

断して決めたことであった。 

６月５日付文書で、各会員宛てに書面議決の趣

意書と定期総会の議案書と議案に対する賛否投票

の返信用はがきを送付し返答を待った。そして、

６月２６日(金)開催の第２回役員会で返信ハガキ

の開票結果を確認した。 

結果は会員総数７８名のうち、期日までの返信

総数は５０名で、内訳は全議案に賛成４９名、白

紙１名であった。白紙は一任と理解して、規約に

定める「会議の議決は出席会員の過半数をもって

決する」の規定に準じて、投票総数全員の賛成に

よりすべての議案は議決されたこととした。 

（なお、準会員及び会友は規約上は「総会で意

見を述べることができるが、議決には参加できな

い」とあるので議決書は送付していない。） 

 

 

議決された議案は次のとおりである。 

第１号議案 令和元年度事業報告 

第２号議案 令和元年度会計決算報告 

第３号議案 令和 2年度事業計画  

第４号議案 令和 2年度会計予算 

 

令和２年度の主な年間計画 

公益事業 

 （１）ズタケの枯死とシカの食害状況調査 

        本谷山西の稜線で恒例の６月と１０月の 

第 1土曜日に実施 

（6月は中止・10月は 3日予定） 

 （２）山の安全を祈る集い 

    日 時…毎年８月第１日曜日     

(本年は８月２日) 

    場 所…久住避難小屋上の遭難慰霊碑前 

 （３）清掃登山 

    日 時…10月 24日(土)～25日（日） 

    場 所…九重山系の登山ルートを選ん

で清掃登山を実施する 

 

共益事業（支部行事） 

（１）支部創立６０周年記念事業 

① 記念式典…開催月日 ： ２０２０年１１月 

２１日（土）予定 

  ② 記念誌発行 発行予定…２０２０年１０月

末  

 ③ 大分百山（三訂版）発行  

発行予定２０２０年１０月末 

④ 記念国内山行 富士登山は中止 

（北アルプスでの冬山雪山を企画する） 

 

（２）月例山行 

2020年度のテーマ 

『登山力アップを 2021 に向けて』 

『続・県境の山をたどって登ろう』 

6月 21日(日) ハナグロ山（1086.4ｍ）（４

月が延期されたので） 

 7月 18日(土) 九六位山（451.8ｍ） 研修山

行を兼ねる 

   8月 22日(土) 由布岳（1583.3ｍ） 

東         東登山口 研修山行を兼ねる 

9月 13日(日) シシガ城（807.6ｍ） 

コロナウィルス感染リスクを避けて 

定期総会は会員の 

書面議決で！ 

飯 田 勝 之（10912） 
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10月 18 日(日) 保慶山（1015.9ｍ） 

11月    尾ノ岳（1040.9ｍ） 

12月    忘年登山 

 1月     十文字（900.7ｍ） 

2月     中ノ原（721.4ｍ） 

 3月     亀石山（942.6ｍ） 

 4月     吉部山（926.3ｍ） 

 

（３）キャリアアップ研修（リーダー育成研修） 

2020年度のテーマ『登山力アップを 

2021に向けて』 

    正しい登山技術をもった岳人、リーダー

を目指す。 

 7月 18 日(土)  九六位山  読図を学ぶ 

 8月 22 日(土)  由布岳東登山口  アクシ

デントの対策を考える 

9月 19 日(土)  祖母山系   沢登り（初

級） 

11月 14日(土)   高崎山  アイゼンワーク 

年末年始 あるいは 3月連休 北アルプス 

あるいは 伯耆大山の実践登山 

 

（４）忘年登山と忘年会 

期日…1２月１９日(土)～２０日(日) 

 

（５）喜寿お祝い登山 

   実施月日…１０月１０日（土）  

 

（６）合宿山行 

日 時…10月 24日(土)～25日（日） 

 

※ 総会議案書で提案されていた事業計画はコロ

ナウイルス蔓延以前の議案なので、議決案件

の実施計画の中の下記計画は、第２回役員会

で今後の事態を踏まえて本年度実施を見合わ

せることとした。 

  （１）第８期登山入門教室の実施 

  （２）第１９回青少年登山教室 

（体験登山大会） 

 （３）「山の日登山」の実施 

（４）６０周年記念国外遠征山行  

（５）韓国山岳会蔚山支部との交流登山 

 

 

 

定期総会議案の中から 

創立６０周年記念に関する事項 

支部創立６０周年記念行事について 

記念式典・記念講演会・記念祝賀会とその翌日

の記念山行(由布岳)などの実施について、さる６

月２６日（金）の役員会で協議の結果、当初予定

（10月予定）を 1ヶ月送らせ、１１月２１日

（土）に変更して実施することとし、その準備を

開始する事となりました。これはあくまでも、そ

の頃までにコロナウイルスの感染状況が改善して

いることを想定してのことであり、今後の推移に

よっては再変更もあることを理解ください。 

 

支部創立 60 周年記念事業の 

募金について 

上記の６０周年記念事業実施のためこれまで資

金の積み立てを行ってきたところですが、資金に

やや不足が生じるため、定期総会議案書に提案の

とおり、この度支部会員（会員・準会員・会友）

の皆様に臨時の募金をお願いすることになりまし

た。ご理解とご協力をお願いします。 

 

（１） 募金目標：５０万円 

（２） 募 金 額：一口 １，０００円とし何   

口でも結構です。（できれば 3 口以上

お願いします） 

（３） 募金方法：別途送付の払込取扱票に、

口数と金額及び住所氏名など所定事

項とを記入のうえ郵便局へ払い込ん

でください（払い込み手数料は払い込

み者で負担をお願いします） 

（４） 募金期間：７月末から８月末まで 
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コロナによる移動自粛が全国的に緩和された直

後の６月２１日、日田市中津江村のハナグロ山へ

月例山行を行いました。 

 総勢１５名が道の駅、鯛生金山に集合し、以下

のとおり、２班で交差縦走することとしました。 

 A班 穴川峠→山頂→カシノキズル峠（８名） 

 B班 カシノキズル峠→山頂→穴川峠（７名） 

まず、全員で穴川峠に向かい、そこから B班は

さらにカシノキズル峠へ向かいます。この峠は、

酒呑童子山への登山口でもあり、着いたときには

既に１台のキャンピングカーがあって、親子４人

連れで酒呑童子山へ登るとのことでした。 

 ４人と別れ、いよいよ登山開始です。よく踏み

固められた道を、丹生さんを先頭に進みます。さ

ほどの急坂もなく、ヤブの中を２５分ほど進み１

回目の休憩です。 

このあたりから植生が変化し、ミヤマシキミの

群生が山頂近くまで続いていました。登山開始後

４５分で２回目の休憩、再開後、もう一踏ん張り

と思っていると１０分位で山頂に到達。２月の猿

駈山への月例に比べ、何とも快調、快適な、都合

５５分の登山でした。 

さて、山頂は木々に覆われ眺望は良くありませ

ん。また、晴れの予報に反して曇天で風もあり、

上着を着込んで A班の到着を待ちます。登頂直後

に確認し予想していたとおり、４０分後の１０時

１０分、A班が到着です。 

早速、記念撮影、車のキー交換、そして昼食と

いうには早すぎる食事をとって、１０時４０分に

は再び行動開始、穴川峠へと向かいます。 

下山開始直後の傾斜は急で、A班の苦労を思い

つつ、慎重に歩を進めます。２５分ほどで、ハナ

グロの祠に到着。猪から身を呈して主人を守った 

 

忠犬ハナグロを祀っており、山の名の由来ともな

っている由、浅野リーダーから伺い、不勉強を恥

じるとともに納得です。 

合掌の後、下山再開。３０分ほどで登山口に到

着。駐車場を経て１２時００分に鯛生金山に戻っ

てきました。 

戻ってみると、当然先に着いていると思い込んで

いた A班の姿がありません。「何故」「どうした

の」「ひょっとして小鈴山へ行った」等々推測し

ていると１５分ほどで A班到着。車に乗ってか

ら、思いの外時間がかかったとのことでした。 

ともあれ、全員無事に帰還することができまし

た。皆さん、どうもお疲れ様でした。また、浅野

リーダーには大変お世話になりました。ありがと

うございました。  以上 

＜参加者＞ リーダー；浅野、 飯田(勝)、宮原、

櫻井、丹生、境、平原(健)、平原(瑞)、神田、久知

良、牧野、若月、清水(道)、清水(久)、賀来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハナグロ山（1,086.4m） 

6 月月例山行 

   平 原 健 史（会友 245） 

ハナグロ山にて 

ハナグロの石の祠 
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ペンリレー ・第 37 回 

 

個人投稿 

        

 

～進むあと押し、引く勇気～ 
小 野 克 重（14757） 

  

大して誇れる山行歴はありませんが北アルプスの 

槍穂高縦走は３回、正確には２回完登、１回断念の 

思い出がありますのでこの３回についてお話ししま 

す。 

今からかれこれ２０年前、初めて北アルプスに山 

行する機会に恵まれました。岐阜
．．

の先輩がリーダー 

として緻密に計画を立て、誘ってくれたのです。８ 

月上旬に４日かけて上高地～徳沢（泊）～横尾～殺 

生小屋（泊）～槍ヶ岳～大キレット～北穂高岳（泊）～穂高岳～前穂高岳～上高地、 

のルートで登りました。それまでは専ら大分の山専 

門でしたので,初め見るアルプスの山々のすばらしさ 

に圧倒されました。この山行で僕の登山人生が開けたように感じました。天気も４日間快晴で、

願ってもない条件が揃った山行でしたが、４日目にトラブルが起こりました。岐阜の先輩は大ベ

テランですが下山中に膝を岩に当ててしまい、歩き辛くなったのです。二人の体力からすると何

でもない計画と思っておりましたが、５日目に僕は朝からキャンセルの効かない重要な仕事が予

定されていたため、どうしても４日目に空路で大分に帰る必要があり、先輩に急ぎの下山を強い

てしまいました。片膝をかばって歩くため、先輩は両膝、大腿に疲労がたまり、やっとの思いで

上高地にたどり着きました。下山中、先輩（木曽殿）は「日頃は何とも覚えぬ鎧
よろい

ザックが、今日

は重うなったるぞや」と弱音を吐くのです。すると僕は「御身はいまだ疲れさせたまはず、御馬

脚も弱り候はず」と応えるわけです。まさに、平家物語です。本来なら山行の翌日に変更のきか

ない予定など入れるべきではなかったのですが、何せ本格的な山行は初めてでしたので無謀な計

画に気が付きませんでした。その時に山行計画の重要性を痛感いたしました。 

時は過ぎ、一昨年、今度は僕がリーダーとなり、北アルプスに初めて登る二人を連れ、同じル

ートで槍穂高縦走を計画しました。４日間連続で休みを取ることが簡単なことではないため、８

ケ月前から入念に計画したのですが、天気予報の通り、松本空港は風を伴った雨降りでした。上

高地で一泊の後、重い足取りで上高地から槍ヶ岳に向かったのですが、計画より遅れ、槍ヶ岳の

取り付きの「殺生ヒュッテ」に着いたのは２日目の夕方でした。３日目の早朝に「槍ヶ岳山荘」

に着くものの雨の中での槍ヶ岳を断念して穂高岳に向かうことにしました。この雨天で大キレッ

トは無理かもしれないと思いつつ、２時間ほど歩きましたが、結局、安全第一を考え、う回路

（天狗原）を通って下山しました。半年以上かけ、かなりの出費もしましたが、結局、１山も登

らず、松本まで引き返しました。残念な気持ちもありましたが、３人とも怪我なく下山できたの

は勇気をもって下山を決心したことが良かったと思っています。この判断には２０年前の苦い経

験が生かされたと感じています。昨年は頑張って予備の１日を用意し、５日かけて前述の縦走を

完了しました。天候にも恵まれて槍穂高縦走の楽しみと完走の喜びを満喫しました。「進むときは

励まし、引くときは勇気をもって決断する」。安全な山行はこのことに尽きることを再度、心に刻

んだところです。 

 

次回のペン・リレーは清水巌会員（10154）にお願いしました。お楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

ペンリレー ・第 37 回 

 

槍穂高縦走コースの難所、長谷川ピークを過ぎた

北壁から槍ヶ岳を望む。2019.9.14 
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 2019年 12月以降、中国の湖北省武漢市で、病

原体不明の肺炎患者が増え、それが新型コロナウ

ィルスによる肺炎と判明し、世界各地に感染が広

がり、日本国内にも感染が、広がった。1/16に

国内初の感染者が、報告され、3月には、東京オ

リンピックの延期が決まり、4月には、国内感染

者が 3000 人を超えた。そこで、4/7 に緊急事態

宣言が 7 都道府県に発令され、4/16 には、それ

が全都道府県に拡大発令された。5月になり、新

感染者の減少とともに、感染者の少ない県から、

順次、緊急事態宣言を解除し、5/25 には、すべ

てが解除された。 

 だが、国内の新感染者は、毎日 100名程度あ

り、6月末には感染者が、世界全体で 1000万人

を超えた。6/30、WHOのテドロス事務局長は、新

型コロナウィルスの現状について、「終息には近

づいてもいない。厳しい現実だ」と対策の強化を

訴えた。 

 この新型コロナウィルスの猛威に対して、国内

の山岳四団体は、4/20 に「登山自粛に関する共

同声明文」を発表し、5/25の政府の宣言解除を

受け、「自粛要請解除後の登山・スポーツクライ

ミング活動ガイドライン」を発表した。この声明

文、ガイドラインは、会員の皆様は、再度、読ん

でおいてください。（紙面の都合上、割愛） 

 4月の春山から、ゴールデンウィークの連休登

山、6月のミヤマキリシマ山開きと、自粛要請中

であったが、いくつもの遭難事故が発生した。自

粛中なので、例年に比べて、はるかに少ない遭難

事故数では、あったが。 

4/25 阿弥陀岳。単独男性（36歳）御小屋尾根

を下山中、滑落し、ヘリコプター救出。この男性

は、救助後に、新型コロナウィルスの感染疑いが

あることがわかり、救助隊員や、パイロットが、

一時自宅待機になった。  

5/2 男体山。新型コロナウィルスによる緊急事

態宣言を受け、開山祭を延期、立ち入り禁止とな

っていた男体山（日光二荒山神社所有）の閉門さ

れた登山口の脇から、単独男性（25歳）が登山

道に入り、登頂後、下山中に道迷い、滑落して、

靴が脱げ、そのままさまよって、両足凍傷、ヘリ

コプター救出。 

5/13 妙義山。衆議院事務局の男性職員（59

歳）、一人で、鎖場を下る途中、滑落。頭や腰の

骨折、重症。ヘリコプター救出。この時期は、政

府は感染拡大を防ぐために、不要不急の外出自粛

を呼び掛けていて、山岳団体も登山自粛を求めて

いた時期だった。また、男体山、妙義山の遭難者

は、いずれも、知人（女性）に連絡し、その知人

から県警へ救助要請がされた。 

6/3 鹿島槍ヶ岳。単独男性（77歳）疲労および

装備不足により行動不能。6/4、県警山岳遭難救

助隊員と下山。 

6/6 爺ヶ岳。4人のパーティ登山。女性（45

歳）滑落、負傷。男性（56歳）技量不足により

行動不能。女性（53歳）滑落、負傷。 

いずれもヘリコプター救助。鹿島槍、爺ヶ岳の遭

難は、いずれも、登山力のなさによる。6月と言

うのに、残雪期の装備（アイゼン、ピッケルな

ど）を持たずに、行動不能、滑落となった。 

 

 新型コロナウィルスの感染拡大防止の対策で、

多くの山小屋は、営業せず、山小屋泊の山行はで

きない。そこで、山へは、自前の宿泊装備（テン

トなど）を持参して登るか、登山口からの日帰り

往復登山を選択するしかない。また、テント泊の

指定地も閉鎖されているところもある。その事前

調査をすれば、もちろん残雪状況も含めて、その

計画が、安全か否かは、判ると思う。 

自粛中は、お粗末な遭難事故が、多かった。あ

るいは、賢明な登山者は、登山を自粛したのかと

思う。 

我々の地元の山々も、「県をまたいだ移動は自

粛」であったが、由布岳や九重連山は、県外ナン

バーの車が多く（県外ナンバーの車ばかり）、自

粛と言われて、逆に、山恋しい登山者（？）、あ

るいは、都会より山は安全だの考え（？）で、多

くの登山者があった。大分県はその多さに、県が

管理する駐車場、トイレを一時閉鎖し 6/1まで使

用不可とした。 

 

より安全な登山のために No.37 

『 『新型コロナウィルスと共に』 
安 東 桂 三(9193) 
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今年は由布岳、万年山、九重連山、祖母山、傾

山と山開きは開催されなかった。 

 梅雨が終われば、夏山シーズン到来となるが、

新型コロナウィルスのワクチン・特効薬が出来な

い限り、「新型コロナウィルスと共に」の生活、

あるいは登山をせねばならない。「自粛要請解除

後の登山・スポーツクライミング活動ガイドライ

ン」を詳しく読むと、登山力を上げて登山してね

と受け取れる。登山計画書の正しい提出、自分の

体調管理、自分の能力にあった山選び、などな

ど。 

 コロナと共に、感染しない、させない登山を。 

（写真 キャプション 自粛の案内 いくつか） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家に閉じこもり生活では、「お年寄りのフレイ

ル（虚弱）が心配だ」、「スクワット」を勧める

（朝日新聞 4月 22日）、と読んだ。妻はもう山歩

きにつきあわず「スクワット」だ、これは地獄

だ。独りで週 1～2回の近郊の三角点あるきのほ

うが楽しい。三角点およそ 200ヶ所のメニューが

保管されて、GPSを携行直ちに行動にうつせる。

運動、食事、睡眠が免疫力となる。入院の順番は

ない、頼りは老人力だ（20年来の「日記」よ

り）。＊この記事は、宮原君との山行「午後２時

からの登山」の下見でもあります。 

第 2回「近郊の三角点」を歩く 

～緊急コロナの中で～ 
安 部 可 人(会友 11) 
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4月 11日 「野津原」の日方５５０．４ 野津

原の辻原、入蔵、日方へ立派な道路が大野町へ、

日方から旧道を羽原へ戻る中間地点カーブ「後藤

家の墓」３５０駐車、数分上がると道は 400地点

で右に行くが、其処で道なき左のやぶ突入、北西

尾根２００ｍ高度差７０ｍが難儀だ（中止）、其

処 470ピークから真西へ４００ｍ、一時間でしょ

う。日方から林道の峠・６０３駐車なら 15分で

す。 

4月 18日 「戸次本町」の海老尻山１４７．５ 

井上鍛冶、久保駐車、見えない池の南側から北へ

石塁を見て、右の堀の中を東へ直進、ウラジロの

さきに「海崎線五五」分岐、右の伐採地を２００

ｍ、三角点めがけて道から離れる。ドコモ搭への

舗装道の手前１００ｍ、その横にあるはずだがな

い。 

4月 21日 「小野屋」の大郷５５５．４ 北大

津留の平原鹿ゲートで由布院への広域道に入る。 

最初の右谷林道（地図なし）に入り、破線道に合

流終点駐車、快適な水路道が下り地点池見えて取

り付きです（此処Ａに下山）。堰堤から小竹のヤ

ブを斜め左方向に短く我慢すると、主尾根に合流

して左目前に山頂、鞍部にいることが分かる。帰

途は、三岩のピーク５５０からヤブをＡへ数分で

帰着。＊目的地が見えない、ヤブ山練習によい。 

4月２６日 「田中」の２３７．５ 牟礼の池か

ら正福寺北折、木ノ元山の農蝅神社（蚕を祀る）

に駐車、少し戻り 200 鞍部から取り付き、南へ７

００ｍ曇天のヤブ林は面白くない。大辻山三等 

豪族の古墳あり、市史跡。*桑畑の草取り人「青

汁の原料です」「へえー桑が人間のえさ！」大野

はかっては養蚕が盛んだった。 

4月３０日 「小野屋」の朴木２８８．８三等 

宗教施設あたり駐車、九谷焼・輪島屋から下り気

味の道沿いヤブ中にあり、帰途、犬が吠えて失礼

と品のよいご婦人の接待、茶が美味、遠景の剣竜

山、妙音山を知っていたのには驚いた。この周辺

の風景が特に好きだ（写真）。池の東横の愛宕神

社（地図にない）から、時松３１４．５往復３０

分（温泉から 5分だが私有地避けた）、伐採クヌ

ギの茅場２３７．８もよろしい（写真）。  

「高齢者は（在宅）うつ予防に電子メール、SNS

で交流をすすめる（K 教授）」、「馬鹿言うな、だ 

れが取り合ってくれるか、老人は孤独に生きるの

だ」 「歩くだけで病気、認知症、コロナに勝て

る」（N医学博士・山と渓谷社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九重連山の北東に、東の花牟礼山(1170.5m)か

ら西のふきくさ山(1309.6m へと連なる三日月形

の小山塊がある。そのほぼ中程にあるのが、この

山塊の最高地点のながみず山(1310.3m)だが、こ

のピークから北と東の二方向に、主稜線と離れて

私の無名山ガイドブック（NO77） 

大瀬ケ迫(1152.5m)・ 

大野原(1088.2m) 
        飯 田 勝 之（10912） 
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分派する稜線がある。その先端近くに三角点の置

かれた小ピークがあがり、二つ歩けばほぼ１日楽

しめる。 

 

大瀬ケ迫 

ながみず山から北に派生する稜線は、１１３０

mまで高度を下げた後、緩いアップダウンを続

け、最後に１１５０mを越えるピークをなしたあ

と、三方に稜線を分けて一気に高度を下げてい

る。このピークへの稜線歩きを紹介しよう。湯平

の奥から長湯温泉の方へ続く広域農道の扇山分岐

から谷に沿って林道を入り、９００ｍあまりで左

手の橋を渡り、扇山林道を上ると国有林の林道と

なる。これを２．３ｋｍあまりで右に林道５２支

線５３分線が別れる。道がやや荒れてくるので付

近の空き地の車を止めてここから歩いて行こう。 

真っ直ぐに２００ｍほど行くと、左に鋭角に戻

り気味に分岐する林道５２支線５４分線が分かれ

る。これに入って緩く登っていくと、駐車地点か

ら３０分ほどで林道が稜線を横切る掘り割りの峠

に着く。小型ＲＶ車ならここまで来れよう。 

林道は先へ延びているが、峠から北東方向に延

びる稜線を伝うのである。最初は平坦だがすぐに

緩い登りとなり、登りついた所は長い稜線上の最

初のピークで、ここからほぼ直角に北西に向きを

変えて平らな稜線を行く。やや下りになり、緩く

下り着いた小鞍部から急な登り３分余りで小ピー

クにつく。 

境界の石柱があり三角点はそこから西に４０ｍ

弱のところにある。長い稜線上の肩にあたるとこ

ろで、稜線はそこから急斜面で低くなっている。

北東斜面は広い皆伐地で、南西斜面は灌木の林と

なっている。標石のまわりはクヌナラ、ハゼ、ヤ

マザクラ、ノリウツギ、リョウブ、シデなどがあ

り、樹間から崩平山や扇山が望まれる。 

 

大野原 

ナガミズ山の東の稜線の肩から大きく北東に分

派して張り出した稜線が、直野の谷間に落ち込む

手前の肩にあたるところに、狭い小さな盛り上が

りがある。ここが大野原で稜線歩きの面白さを紹

介しよう。 

前記の林道５２支線５４分線が尾根を横切る掘

割から、大瀬ケ迫と反対に南の稜線にとりついて

登っていく。右は自然林、左はスギの植林地の境

界の稜線を登りで、林道から 20分ほどで 1230m

の独標に着く。ここから緩く下って広い鞍部を通

過の後、かなり急斜面の登りを詰めるとナガミズ

山の山頂である。 

山頂から東南東に稜線をたどると、10分余り

で尾根が二つに分かれ、右は花牟礼山へのルート

が急斜面で下っており、ここを左に灌木とスギ林

の間に分け入る。後は緩斜面の稜線をまっすぐに

緩く下る分けである。右は植林地の民有林、左は

落葉広葉樹の国有林で、広葉樹の中を行けば歩き

やすい快適な稜線歩きが楽しめる。 

２０分ほど下ると広い平らな鞍部となる。ここ

らが帰路の下山地点となるので覚えておこう。そ

こを少し登ったところが 1195mの独標で、そのあ

と緩いアップダウンが２度あり、稜線分岐から１

時間ほどで稜線が二つに分かれるが、両方ともや

や急な下り斜面である。これを左にとると、数分

で平らな小台地になり、中ほどに国有林の石柱が

埋められており、その北東に数ｍ先のやや低い地

点に４等三角点が置かれている。 

周りはヤマザクラ、カエデ、ケヤキなど落葉広

葉樹の多い灌木林で、樹間から直野内山の谷間を

挟んで時山や熊群山が望まれる。 

帰路は来た稜線を緩く登り返し、1195m独標点

を下った鞍部から右に、稜線を逸れて斜めに灌木

の中を下って行こう。かなりの急斜面を、やや斜

めに西に向かってしばらく下ると林道に出ること

が出来るが、ルートは無いので読図力が試され

る。 

下りついて林道に出たら、あとは林道を西向き

から北向きへと歩けば３０分弱でとりつき地点へ

着く。稜線からの下りを早すぎたら林道に出られ

ないので要注意だ。自信がない場合はナガミズ山

まで登り返して往路を下ろう。 
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参考タイム 

林道三叉路～３０分～林道掘り割り～３０分～鞍

部～５分～大瀬ケ迫～４０分～林道掘り割り～５

０分～ナガミズ山～３０分～1180m鞍部～３０分

～大野原～４０分～1180m 鞍部～２０分～林道～

３０分～林道掘り割り～３０分～林道三叉路 

地形図 大船山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くじゅうの山々に春を呼ぶ法華院温泉山荘主催

の開山祭、2001年から始まって今年は丁度 20年

目となる。 

年中行事も今年はコロナウィルスの感染予防に

ため規模を縮小して時期も 4月から 5月に変更し

てひっそりと行われた。折から山の自粛要請の続

く中で少人数での行事であったが毎年参加してい

るので今年も出かけた。 

 法華院温泉の営業も 5月 7日から再開された。

5月 8日（木）まず鉾立峠に立っている木製の標

柱である鉾の立て替えを 10年に一度にあたる今

年にすることになった。200kgに近い木製の鉾を

あらかじめ掘っていた穴に立て替えた。固定作業

し金剛宝寺の僧侶による読経をして弘蔵岳久法華

院 26代の院主による解説でセレモニーが終了し

た。 

新しい鉾には「桙峠」と黒く書かれている。鉾

ではなく木へんの「桙」という字を使っている立

派な角材で作られた物でこれから 10年間この鉾

立峠を通過していく登山者達を見守ってくれるで

あろう。 

 

 

  

 

その足で 4月 11日に一人の登山者の不注意で

焼けた立中山の火災現場を見に行った。まだ焼け

たばかりで黒くなったミヤマキリシマやアセビを

見るにつけ全く残念な気持ちになった。元の姿に

戻るには 10年はかかるだろう。同じように、三

俣山の南面が焼けたのは 11年前の事だ。くじゅ

うは草原状のところが多い。火の扱いには十分注

意が必要であろうとあらためて感じさせられた。 

 そのあと午後 3時より法華院前広場にて護摩焚

きの行事があった。金剛宝寺の僧侶達により読

経、山の安全を祈願しての荘厳なる儀式である燃

えるやぐらを組んで檜の枝からの煙が春のくじゅ

うの山々をバックに立ち昇っていく様には感動さ

せられた。 

「コロナ終息」と書いたお札を火の中に燃やして

願いごとを祈った。 

幸運の矢をいだいて法華院を後にした。 

 

法華院開山祭に参加して 

             加 藤 英 彦（8765） 

 

新装になった鉾立峠の桙 
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6月 27 日（土）曇りのち雨午前中は何とか雨

に合わずにいけるとリーダーの判断で集合時間を

1時間早め、朝 6時に戸次のホームワイド前に集

合。総勢 10名が 3台の車で登山口を目指す。 

富野尾登山口から登る予定であったが、天気を

考慮して煤市からのびる林道から登ることにし

た。林道わきに車を止め、直ぐ傍にある祠に参り

200ｍほど歩くと登山口。なんと、登山口のすぐ

そばに駐車スペースがあるではないか…次回はそ

こに。曇ってはいるが雨は降っていない。 

セメントの階段を上り登山開始。10分ほど登

ると二ツ岳八幡宮に到着、お参りを済ませ本峰を

目指す。途中ヒカゲツツジが登山道の両脇に沢山

群生している。二つ岳八幡宮から本峰まで 25

分。本峰で写真を撮りゆっくり景色などを楽しみ

たいところだが、天気が怪しくなったため急ぎ分

岐まで戻り南峰を目指す。 

分岐からはいきなり急な下りでロープもある。

下ってしまうと今度は急な登りが始まるが、本峰

から南峰までは 25分で到着した。南峰は本峰よ

り 3メートル高い 1260ｍ、集合写真を撮り下山

開始。先ほどの分岐まで戻り休憩していると登り

の際はわからなかった三角点に清水さんが気づ

く。苔むし、ちょうど等級を書いているところが

欠けていて何等かよくわからないが、大きさから

すると三等かなと思う。二ツ岳八幡宮から少し下

ったところに、展望所がある。登りで行かなかっ

たから下りで立ち寄ってみるが雲が邪魔をして景

色が見えなかったのが残念。あともう少しという

ところで雨が降り始めるが、幸いに木が傘となり

あまり濡れずに済んだ。 

リーダーの判断さすがです。昼食を山でゆっく

り食べることができず、帰り道見つけた神社をお

借りして食べる。ワイワイガヤガヤと楽しく食べ

たが少しうるさかったかな？それとも静かな部落

だから反対に喜んでくれたかな？雲が多く景色は

よく見えなかったが、遠くからでも目立つ双耳峰

の二つ岳、以前一度登ったことがあったがヒカゲ

ツツジの葉が赤かったのでたぶん秋だったような

気がする。今回は緑色、これもまたいい。九州百

名山の本ではヨウラクツツジやアケボノツツジも

多いと書いてあり、今度はツツジが咲く時期に登

ってみたいと思います。 

参加者の皆さんありがとうございました。 

＜参加者＞ リーダー  宮原、桜井、若月、清水

(道)、 清水(久)、 神田、平原（健）、平原(瑞）、

丹生、久知良 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴って 4

月 7日に政府から緊急事態宣言が発令され、山登り

についても JAC本部から出された自粛するようにと

の文書が、事務局から伝えられてきた。私自身もそ

れに伴い、大分の低山を一人で登りながら過ごし

た。しかし、緊急事態宣言が段階的に解除されてき

た中、飯田事務局からメールあり、『三密』を注意

しながら山に行こうと、こぎこぎ倶楽部の山行の誘

いがあった。別府市街の裏山歩きとのことだ。 

宮崎県 （個人山行） 

二ツ岳(1257.0m) 
      久知良美登里（16617） 

 

ラクテンチ裏山から 

  向平山周回コース 

こぎこぎ倶楽部         
宮 原 照 昭（15683） 

 ロープウエィ乗り場跡 
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５月２４日（日）にラクテンチの上の、乙原集落

はずれの駐車場に 8時に着くと、相乗りを避け、各

自の車で来たメンバーが９名来ていた。今日のルー

トの説明を受けて出発。駐車場の直ぐ横の崖に作ら

れた階段を登るといきなりヤブだ。古い道のあとが

あるようだが直ぐになくなり、ヤブを避けるように

崖の際を進むと深い木立の中の広い空間に出た。古

い寺の後ろ側で、付近にカマドや陶器のかけらや鬼

瓦などが散らばっている。寺の正面に廻ると「真言

宗毘沙門寺」と表札が架かっていた。 

そこからスギ林に入り、最初の目的地「乃木神

社」を目指して縦横に折り重なっているスギの風倒

木を越えたり潜ったりしながら登っていくが、神社

は見つからなかった。いつの間にか横を通り過ぎた

らしいとのことだ。そのまま登っていくと以前、ラ

クテンチから志高湖ユートピアへと通じていたリフ

トとロープエーの乗り継ぎ駅の跡に着いた。森の中

の廃墟である。荒れ果てたビルの一角（リフトを降

りてロープウエーに乗り換えるためのロビーの跡）

で写真を撮る。 

 

「志高」と名前の書かれたゴンドラが発着点に座

ったまま錆びて、雑木に包まれている姿を見て、ヤ

ブを分けて登ると林道に出た。その道を登り、道脇

の４等三角点（点名：楽天地）の頭を撫でて、その

上から稜線の林にはいると、まもなく目の前に大き

な岩が現れた。近づくとその岩には線で刻み込まれ

た 

大きな観音像がある。何時、誰が彫ったのか？・・

立石山のメンヒルだ。 

そのあとはしばらく平らな稜線歩きが続き、やや

急な登りとなって登りついて平らになると船原山

（標高点 692ｍ）に着く。そこからまたちょっと登

ったらロープウエーの船原山上駅の跡に着いた。こ

の廃墟には「鶴見」と書かれた錆びたゴンドラが駅

舎跡の発着点にぶら下がったままだ。 

その奥のヤブの中にある３等三角点（柳原）を撫

でて、お昼ご飯場所を探して進むと、撤去されてい

ない古いリフトにイスが列を守ったままぶら下がっ 

ている。歩道の直ぐ横にぶら下がっている椅子の一

つにみんな交代で乗って、童心に返って遊んで写真

を撮る。 

小鹿山へ続く防火帯の稜線道を進み。小高い稜線

上の広場で昼食タイム。そして防火帯を下り、右下

に志高湖を見て左にヤブの濃い作業道へ入る。 

作業道は深いカヤの草ヤブで、やがて道はなくな

りカヤを分けて下り、スギ林の谷をどんどん下って

いく。しばらく下ると砂防ダムがありその下で林道

に出た。予定はここから乙原の滝へ下ることになっ

ていたが、時刻も早いのでついでに向平山へ登ろう

ということになった。志高湖へ通じているという櫛

下林道を逆に東へ向かう。40分位林道歩くと左に登

山口が見えてきた、そこを入り鉄塔の下を通って一

旦鞍部へ下ると最後の急な登りだ。１５分ぐらい急

斜面を登ったら向平山（標高 500ｍ）に着い 

 

た。写真を撮り、そこから朝の出発点へは来た道を

通らず真下を通る高速道路のトンネル口に向かって

下ることにした。道のない急斜面をどんどん下って

行くと荒れた道に出た。高速道路の工事用の道の跡

向平山山頂にて 

ﾛｰﾌﾟｳｴｰ駅舎跡にて 

向平山にて 



公益社団法人日本山岳会 東九州支部報 第９０号 令和２年７月２５日（土）発行 

13 

とのことだ。これを下ると乙原集落への市道に出

て。やがて朝の出発点に着いた。約 6時間歩く。 

こぎごこぎは今回で９回目である。最初の佐賀関

から九六位山まで４回、そして由布岳の池代飯盛

山、猿駆山の下見登山、立中山のマンサク登山、そ

して津波戸山から応利山など私自身地図を時々見な

がら現在点を調べて行く、そして今回の尾根に沿っ

て歩くなどで少しはレベルアップしたのでないか。

またラクテンチから志高湖までリフトの駅の跡やロ

ープウエーのゴンドラが残っていたり、残置のリフ

トに乗り写真を撮ったりと面白い思いをした。  

 

リーダー飯田、参加者 宮原・丹生・若月・久知良

清水（道）・清水（久）・柳瀬・遠江 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立石山の線彫観音像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6月１４日（日）、こぎこぎ倶楽部の山行に初

参加しました。コースは津波戸山～応利山縦走で

す。当初の予定は応利山から津波戸山への縦走で

したが、雨天を予想して、津波戸山からの下りコ

ースは滑りやすくて危険が伴うので逆にしようと

いうことで、リーダーらが早めに来て、車二台を

応利山登山口にスタンバイさせて津波戸山登山口

の８時待ち合わせ時間に集合です。 

8時 10 分、津波戸山の駐車場から山行開始。

前日の天気予報では雨・・・、な感じであり、ま

してや、こぎこぎ倶楽部初参加とあって、雨具を

ザックの中の取り出しやすい場所にセットし、ス

パッツを装備してのスタートです。 

 １５分程度で、舗装路も終わり案内板の足元に

登山靴（花瓶）のオブジェのある登山口に到着、

「今日は降らない」と自分勝手にこれからの天気

を決定し、一歩一歩。高湿度、高温度、高年齢の

３Ｋの中、沢沿いを気持ちよく登っていくと、季

節のお友達(ブヨ)がお迎えに来てくれました。

「向こうは好きでも、こちらは嫌い」と言うこと

で、北海道物産展で入手したハッカ油の登場で

す。同行の先輩は、とても上品な香りの㋲製の虫

よけスプレーをスマートに使用していました。 

 途中、イワタバコの群生を横目に見て、開花時

期にまた来て観てみたいと思いました。東岩尾根

からの下山道を右に見て、西岩尾根への分岐も左

折せず、谷筋を黙々と登り、水月寺奥の院の滴り

落ちてくる硯石水で喉の渇きを潤し一休みです。 

さらに鎖の急斜面をひと登りで尾根の鞍部に着

きました。(9:40) ここでは、多数決で津波戸山

はパスし進路を先に進める如く右折です。緩い登

りで小さくピークを越えてもう一つ登ったところ

まで３０数分。ここにも津波戸山の山頂標識があ

りました。５４０ｍで三角点の山頂よりこちらが

やや高い。しかし林の中でなにも見えません。 

山頂から鋭角に左に折れて緩い下りが始まりま

した。津波戸山の鞍部からこっちは所々目印のテ

ープはありますが道はなく、稜線に沿って林の中

を 2度ほど緩くアップダウンしながら緩く下って

行きます。途中やや尾根を外れ修正のトラバース

などもあり、11時 30 分過ぎに来縄山(376.2mに

津波戸山から応利山へ 

  こぎこぎ倶楽部         

大 渡 崇 夫 （16206） 

 

応利山三角点(点名向平)にて 

来縄山にて 
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着きました。おなかがすいたとの声で、まだ時刻

は早いけどここでランチタイムを楽しみました。 

 ここでリーダーから岳、山（やま、さん）の違

いなどを教えて頂き、自分の持ちネタとして有効

活用しようと思いました。それと、今日の山行ル

ートはずっと常緑広葉樹の林の中だったので、下

草が生えないことを教えていただき勉強になりま

した。（結果的にスパッツ不要だった？） 

昼食後 12時 15分に出発。ここから応利山へは

主尾根を逸れての急斜面の下りです。猛烈な急斜

面で、木の幹や枝につかまりながら下って行きま

す。下りつくとなだらかな縦走路で、その先に見

えた石の階段を上ると石の灯篭や祠のある所に着

きました。神仏習合の六郷満山の文化の名残りを

示す、応利山報恩寺を守る風除大明神が祀られて

います。 

「応利山の三角点は林の中で行っても面白くな

いけど、行きますか？」リーダーの声にみんな

「行こう」です。風の神の裏手に回り、ほとんど

平らな林の中をどんどん進むと、暗い木立ちの中

に三角点(点名向平・297.4m)がありました。応利

山山頂へは午後一時 

に到着。写真を撮っていると心配していた雨がぱ

らつき始めましたので急いで引き返します。 

風の神の横を降りると舗装された立派な道に出

ました。すぐ先の報恩寺の本堂前でお参りして、

メンバーは何知らぬ顔で各々ザックカバーを付け

たり、 

カッパを着たり、傘をさしたりと・・・・雨具を

つけて下山開始です。 

下っているうちに小降りにりなりました。石段

の途中には可愛らしい仁王様のお顔を見る事も出

来ました。そして、下りついた駐車場から美しい

豊前湾のパノラマを見られました。そのあと、津

波戸山の駐車場に移動して解散です。最後にちょ

っと降られただけで楽しい山行でした。 

 

参加者：飯田、宮原、若月、丹生、大渡、神田、

宮本、柳瀬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1回役員会 5月 29日（金）ソレイユ 

1. 定期総会の開催・書面議決について 

2. 定期総会、書面議決の議案について 

3. 60周年記念行事について 

4. 緊急事態宣言時の登山について 

5. その他 

第 2回役員会 6月 26日（金）コンパルホール 

1. 定期総会議案の書面議決結果について 

2. 本年度事業の具体的実施計画について 

3. 60周年記念行事について 

4. 専門部制による支部役員会運営について 

5. その他 

 

 

6月 5日（金）大分市西部公民館 出席者 8名 

7月 3日（金）大分市西部公民館 出席者 10名 

 

 

 

8月 7日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

 9月 4日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

10月 2日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

11月 6日（金）大分市西部公民館 18:00～ 

 

支部からの報告（会務報告） 

お知らせコーナー 

支部会議報告 

支部ルーム開催予定 

 

支部のルームについて開催状況 

 

応利山参道の仁王像 
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月例山行のご案内 

７月月例山行：九六位山(451,8m) 

7月 18日（土） 九六位山 

研修山行を兼ねる。（読図を中心とした学習）  

 参加者は 事前に 1/25000図 購入のこと。 

コースは 九六位山の南からアプローチの予定 

 集  合 ７時 末広ダム、ダムサイトから、九

六位峠方向へ 1.5キロ登ったゼブラゾーン付

近。あるいは、九六位峠から、ダム方向に下

ってきて、登尾第２号橋から、70ｍ先のゼブ

ラゾーン付近 

参加申し込み リーダー安東桂三 

097-552-2367 (携帯）090-5727-9472 

 Email keizoando@xa3.so-net.ne.jp 

 

 ８月月例山行：由布岳(1583.8m) 

8月 22日（土）由布岳東登山口  

研修山行を兼ねる（山中でのアクシデントを想

定した対応を考えたい。日頃の装備で結構です

が、それで、どこまで対応できるか。 

コースは、猪瀬戸から、東峰に向かって登る

が、山頂まで行かないかもしれない。 

集 合 午前７時 猪瀬戸  

参加申し込み リーダー安東桂三 

097-552-2367 （携帯）090-5727-9472 

 Email keizoando@xa3.so-net.ne.jp 
 

 ９月月例山行：ししが城～ハナグロ山 

日 時･･･９月１３日（日） 

出 発･･･９月１３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･･･９月７日（月）まで 

担当リーダーと参加申し込み･･･宮原照昭 

TEL 097-537-1389（携帯）090-7384-3111 

Email teru-miya240619@docomo.ne.jp 

 

 １０月月例山行：兵古峠～保慶山 

日 時･･･１０月１８日（日） 

出 発･･･１０月１８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･･･１０月１２（月）まで 

担当リーダーと参加申し込み･･･鹿島正隆 

･TEL  097-545-4846  （携帯）090-1082-8811 

Email macpapa@kcf.biglobe.ne.jp 

 

東九州支部と法華院温泉山荘と共催で実施する、

九重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

で参加して安全祈願しましょう。 

日 時…８月２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 

出 発…牧ノ戸峠 午前 8時出発 

集 合…午前 10時 45分までに現地集合 

参加できる方は 7月 24 日(金)までに事務局へご

連絡ください。 

 

 

日 時…１０月３日(土) 

場 所…本谷山西の稜線の定点観測地点 

集 合…午前７時「道の駅・原尻の滝」 

行 動…尾平越トンネル口から旧尾平越に登り、

大分植物研究会の皆さんと定点観測と調査登

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 25 日(金)までに事務局へご

連絡ください。 

 

 

 

 

喜寿対象者：三浦敬志、江藤幸夫、興田勝幸、 

飯田勝之、園田暉明、衛藤伸一、河津英基 

期 日…１０月 10日（土） 

場 所…万年山 

集合時刻場所…午前９時 万年山吉武台牧場の 

ゲート前 

登山ルート…ゲート～万年山～矢野貢氏レリーフ

前～お花畑～ゲート 

参加者…9月 25日（金）までに事務局へご連絡

下さい。車の同乗希望の方があれば、大分駅

発で車の調整しますので申し出て下さい。 

 

 

スズタケ枯死シカの食害調査 

第 1１回山の安全を祈る集い 

mailto:keizoando@xa3.so-net.ne.jp
mailto:keizoando@xa3.so-net.ne.jp
mailto:macpapa@kcf.biglobe.ne.jp
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日 時…10月 24日(土)～25日（日） 

 場 所…坊がつる「あせび小屋」 

 清掃場所…九重山の登山道 

参加できる方は 10月 16日(金)までに事務局へご

連絡ください。 

 

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…７月３０日（木）１８時より 

場 所…大分市「コンパルホール：３１０号室」 

 

 

 

 

県下の市町村で持ち回り計画で実施を続けてい

ました「山の日登山」は、今年は日田市で実施の

順番でしたが、去る７月４日（土）に開いた大分

県山の日登山実行委員会（大分県山岳連盟・日本

山岳会東九州支部・大分勤労者山岳会・全九州ア

ルパインガイドクラブ）で協議の結果、コロナウ

イルスのため今年の開催は見送ることとなりまし

た。 

 

新入支部会員紹介（令和２年４月以降) 

会員 

渡辺金治（会員番号 16613）2年 4月入会 

 準会員から会員へ 

深草秀昭（会員番号 16645）2年 5月入会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 2年度の定期総会も書面議決となった。支部

報発刊も原稿が集まるか心配であった。 

・本来なら今頃は東京オリンピックの開催でお祭り

騒ぎのはずだが、新型コロナの影響で来年に延期。

ウイルス拡散防止のために行事のほとんどは中止。

学校は休校、経済活動も三蜜を避けるため自粛。こ

れらの影響をまともに受け月例山行は１度だけ、 

・ここ 1週間ほど、梅雨前線の影響で九州地方では

甚大被害が続いている。メディアにより連日自然の

猛威の映像を流しているが、自然の猛威には到底か

なうものではないことをもっと認識するべきではな

かろうか。自然を軽んじてはいけない。いつも謙虚

に。 

             (T.A） 
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清掃登山と合宿 

 


