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路経由で、先ず大分県豊後大野市歴史資料館を訪れ、高野

学芸主幹から祖母山域を中心とした九州の熊の講義と同資

料館の剥製の熊について勉強し、翌日の尾平から古祖母で

の熊の痕跡の発見に期待を持ちました。宿泊は尾平部落の

「もみじや」で、懇親会を行い和やかな雰囲気でした。山

中での熊の痕跡の発見が期待されましたが、残念ながら何

らの痕跡も見つかりませんでした。

2013 年度は 8 月 28 日～ 9 月 1 日の 5 日間、上高地の山

岳研究所をベースとした日帰り登山を行う、として参加者

を募集したところ 9 名の参加がありました。往路 JR 中央

西線の中津川で途中下車し、中山道の木曽、島崎藤村の「夜

明け前」で有名な妻籠宿から馬籠宿までをハイキングで楽

しみました。上高地では焼岳（雨で途中まで）と翌日は徳

本峠組と、西穂山荘までの組のハイキング。また小梨平泊

りの夜はバーベキューを楽しんでいる最中に、雨に見舞わ

れるなどもありました。帰途は信濃大町の山岳博物館を訪

問し、同館の敷地内にある山岳図書館で松本徰夫元支部長

が寄付された図書を閲覧しました。12 月は恒例の忘年登

山を十坊山で実施し、下山した後は福吉浜の牡蠣小屋で忘

年会を行い大いに盛り上がりました。以上がこれまでの主

な実績ですが、これまでに内容については会報でも報告して

いませんでしたので、あえて具体的な報告をいたしました。

今後は山行役員を増強し、支部山行について毎年度当初

に計画書を作成し、山名や日程をお知らせしたいと思って

いますので、是非多くの皆さまの参加を期待いたします。

2012 年 5 月の支部総会で支部長に選出され、間もなく 2

年になろうとしています。まことに陳腐な言葉ですが、「光

陰矢のごとし」が改めて実感されます。

私たちの福岡支部をどう活性化するかについて、次のさ

さやかな目標を掲げました。

　【支部会員間の連帯を図る】

①支部山行の回数を増やし会員の親睦を深める。

②会員の現状等を把握するためのアンケートを実施する。

③アンケートの結果を踏まえて今後の支部運営方法・指

　　針を検討し実施する。

④これまで継続してきたイベントは引き続き実施する。

以上の 4件についてこれまでの取組状況は次の通りです。

[ 支部山行の実施状況等 ]　

支部山行については支部役員 2名（酒匂会員、淀川会員）

に担当してもらっています。

'12 年度の山行は 12 月 8 日、忘年登山を糸島半島の可

也山で行い参加者 22 名（会員外参加 5名）、忘年会は芥屋

の「磯の屋」で開催しました。'13 年 3 月は「九州の熊を

訪ねて」のタイトルを掲げて祖母山系で公益事業として実

施しました。前支部長の副島氏が担当し 22 名（含む会員

外参加 9名及び東九州支部）の参加がありました。東九州

支部（加藤支部長以下 3名参加）との共催で行ないました。

バスをチャーターし福岡市天神の日銀前から出発、高速道
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[ アンケートの実施について ]

アンケートについては私（中馬）が支部会員の方々はど

んな人がいて支部に何を求めているのか、また支部執行部

が今後なすべきことについて検討材料を求めたつもりでし

たが、残念ながら私の考え方が甘かったと思います。

会員数 80 名超のうち回答頂いた方は 16 名、率にして

20% 弱の回答しかありませんでした。回答数が少なかった

原因として考えられることは、

a. 支部予算の関係上日頃 e メールを利用している会員

には eメールで済ませたこと、郵送でお願いした方に

も返信を自己負担でお願いしたことが回答数の減少の

一因となった。

b. アンケート設問が適切でなかったのではないか？

c. アンケートなど今更億劫だ。

等々が考えられるが、いずれにしろ会員の大多数の方の

意志把握には失敗しました。しかしながら貴重なご意見を

いただき、内容は支部運営上の参考にさせていただきます。

[ イベントの実施 ]

a.「岳人のつどい」は福岡支部のメイン・イベントであ

り毎年続けていく予定です。

b.「山のトイレ、環境を考える会」は県岳連、労山等と

共同で運営している団体で、県内の主要山岳へのトイ

レ設置の推進と登山道の清掃に取り組んできました。

当支部では数人が参加していますが、支部全体での取

り組みを行うまでには至っていません。新年度は福岡

支部として取り組みたいと思います。

c. 九州の５支部ではこれまでに交流会を持ちまわりで

開催してきていますが、2013 年は当支部が幹事支部

となり宝満山・四王寺山で行いました。日本山岳会の

森新会長の出席も得て、成功裏に終了することができ

ました。今後とも 5支部持ちまわりで原則隔年毎に実

施する予定です。

【支部の活性化】

福岡支部をさらに活性化していくためには「人・物・金」

が必要ですが、残念ながらそのどれもが不足しています。

新会員を増やしていくことが望まれます。本部の施策では

支部活性化施策の一つとして「支部所属新入会員の入会金

の一部（20％）を支部に還元する」があります。但しこの

施策は 13 ～ 14 年度の暫定となっています。新入会員の数

もありますが、若い人々の入会が会（支部）の活性化に最

も望まれますが、21 世紀になって入会した支部会員で入

会時 50 歳未満は 1 人だけです。会員の皆さんにも会員獲

得にご協力のほどお願いいたします。

活性化の一つとして支部会員相互に連帯感を持って貰う

ツールの一つとして支部会員名簿の作成を提案し、いまだ

作成に至っていません。プライバシーとの関係もあります

が今年の総会までには作成予定です。

以上当たり前のことだけを申し上げたに過ぎませんが、

支部役員一同一所懸命に取り組むつもりですので、ぜひ皆

さんの応援をお願いいたします。

日本山岳会など山岳 5団体が中心になって、かねてから

提案している「山の日」制定については、月刊情報誌『山』

（2014．1・824 号）にある通り、8月 11 日で国会に法案を

提出する予定まで話は進んでいます。

最後に2012年度～2013年度に入会した方を紹介します。

福岡県内には 320 余の山が連なるものの、御前岳（1209m）

など 5 山を除いては標高 1000m にも達せず、雪山もなく、

本格的登山には縁遠い。だが、日本の登山史をたどると、

そこに育った岳人たちが日本の登山界を節目節目で、引っ

張ってきていた（文中敬称略）。

＊　　　　　　　　　　　　＊

創設期の日本山岳会を支えた久留米出身の城数馬

わたしたちが所属する日本山岳会は1905年（明治38年）、

イギリス人ウォルター・ウェストンに背中を押された小島

烏水を中心に 7人の発起人で発足するが、まとめ役に城数

馬がいた。バックボーン的存在。

城はこの時41歳で、発起人の中の最年長。東京弁護士会

の副会長や東京市議会副議長を務めており、その有識と社会

的信用の重さが初めて設立した山岳会の存続、発展を支えた。

松尾　良彦
No.10843

福岡岳人史異聞--日本の登山界を引っ張った男たち

 【福岡支部所属の新会員(2012～2013)】 

会員番号 氏 名 住      所 入会年月 

 佐賀市嘉瀬町 12/09 

福岡市城南区別府

 春日市須玖南

みやま市山川町 13/06 

15197

15240

15344

15345

15347 福岡市中央区那の川 13/06 

池　田　浩　伸

柴　田　佳　久

小　野　サツキ

長　岡　ミツ子

児　玉　かめ子

13/02

13/06

支部長　中馬　董人
No.6222

創設期の日本山岳会を支えた久留米出身の城数馬
（「山岳」第 62 年号から）
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久留米藩馬術師範の子息。上京すると山草に興味を持ち、

その収集のため山に登ったが、山草家仲間の武田久吉から

山岳会設立に誘われ参加。発足すると山岳会事務所を自分

の法律事務所に置き、会員を募った。

設立 1年で久留島通簡（豊後森藩主）ら何人もの貴族院

議員や多くの法曹界関係者、山草家らが名を連ね、約 390

人が入会して会が軌道に乗ったのも、城の人柄と肩書きの

持つ信用が大きかった。会員の顔ぶれがまた ､会の信用に

なり、100 年を越えて続く会になった。

設立当初「山岳会」と称した会が 4 年後「日本山岳会」

に改称、のち会員に会員番号をつける際、城が「第 1 番」

に推されたのも、その功績からだった。

＊　　　　　　　　　　　　＊

戦後最初の「ヒマラヤ登山許可」を仕掛けた福岡山の会・加藤秀木

戦後いち早く雪山合宿を始めた同山の会は 1951 年（昭

和 26 年）、インド・ネパール国境の未踏峰トゥインズ登頂

を計画する。火をつけたのは「山をやるならヒマラヤへ」

が持論の加藤秀木だった。兵隊でミャンマー（当時はビル

マ）を転戦、負傷し送られた野戦病院でヒマラヤに詳しい

パキスタン人の捕虜から山の様子を聞いていた。

戦後 1947 年にインドが独立、2 年後ネパールが開国す

ると、加藤はイギリス山岳会やインド・ダージリンのヒマ

ラヤンクラブとも文通、ヒマラヤ登山をさぐった。在イン

ド日本大使館へもインド政府への登山許可折衝を頼んだ。

その年の暮れ、外務省を通じ届いた回答が「許可」だった。

（注：ネパール政府から日本山岳会へのマナスル登山許可

は 52 年 5 月）

早速、翌 52 年 9 月の登頂を予定。約 340 万円の遠征費

も含めて西日本新聞社が全面的に後援することが決まり、

後援会長には福岡出身で朝日新聞副社長や国務大臣を務め

た緒方竹虎が就く。

7 月初めには政府の外貨割り当ての許可も下りた。隊員

6人（加藤秀木、緒方道彦、川北幸男、稲富昭、内野宏昭、

諸岡久四郎）と記者 2人に旅券も発給され、装備や食料の

梱包 106 個（計約 4t）も神戸港に集荷完了。あとは出発

の日を待つばかり…。

だが、そこに再び外務省を通じてインド政府からの連絡

が来る。「登山許可の規則が厳しくなり、国境地帯の山岳

遠征は許可しない」。加藤のレター作戦が功を奏し、全国

の岳人が注目した戦後最初の遠征計画は実現寸前で、あえ

なく中止せざるを得なかった。

追　記

ただ、この遠征計画をめぐっては前述の事実とは全くか

け離れて受け取られたのは残念だった。「（福岡山の会はヒ

マラヤ遠征を策したが）資金の点と対内、対外関係の行き

詰まりから計画を放棄した」（西岡一雄著「登山の小史と

用具の変遷」1958 年、朋文堂）。

そんな見方がどこから出たかは分からないが、真しやか

に〝独り歩き〟した。同計画に対し日本山岳会が好ましく

思っていなかったのも確かのようだ。

同山の会は日本山岳会に計画の後援を依頼したが、同山

岳会は断っている。当時、同山岳会の会報編集委員だった

織内信彦（東京農大山岳部 OB）は「日本山岳会は時期尚

早の理由で（福岡山の会の）後援要請に応えようとしなかっ

た。会の中にブロードピーク登山の具体化を考えていた若

手グループがあり、福岡などに先を越されては、という思

惑が作用したのではなかったろうか。私の推測だが」（「山

と渓谷」1996 年１月号）と述べている。

また当時、同山岳会評議員だった杉田勝朗（岡崎山岳会

長）は、加藤への書簡で「インドから日本山岳会に再照会

があったのに対して、同山岳会は木で鼻をくくった様な回

答をインド政庁へ出しておるので査証は来ないでしょう」

と書き寄こした。加藤も「日本山岳会のエライさん連中が

緒方竹虎邸を訪れ、後援会長を降りるよう言ったそうだ」

とも生前、話していた。

同山岳会の態度は「なぜ？」と疑問だが、面子にこだわ

るあまりインド政府へ〝不許可工作〟さえしたのではない

か、と推察もしたくなる。

＊　　　　　　　　　　　　＊

海外遠征に「外貨割り当て」のトビラを開いた福岡大隊

福岡大は 1959 年（昭和 34 年）、創立 25 周年記念事業と

してネパールヒマラヤのガウリサンカールとギャチュンカ

ンへ登路踏査隊派遣を決める。「九州からヒマラヤを踏む

1 番手に」と同大山岳部長・渡辺幸生が 5 年をかけて練っ

た計画だった。

隊員に同大 OB の加藤秀木と阿部盛明、学生の尾石光治

も決まったが、実現へは難関があった。「外貨割り当て」だ。

戦後の日本は貿易不振とドル不足から外貨持ち出しを制

限、一般渡航、学術研究、スポーツ活動それぞれに枠があっ

た。海外登山はスポーツ枠だが、日本体育協会を通じてな

ぜか日本山岳会だけに割り当てられていた。

渡辺は文部省に陳情するが「日体協の方へ」、日体協に

相談すると「日本山岳会へ」、日本山岳会に頼むと「会員

以外はダメだ」。どこも門前払いだった。

本来、都道府県岳連が加盟する全日本山岳連盟（日本山

岳協会の前身）にこそ割り当てられ、全国どこの山岳会も

遠征のチャンスがあるべきなのに、1 会の日本山岳会だけ

に割り当てるのはおかしいじゃないか－－渡辺は全日本岳

連とも相談して、文部省に実情を説明。隊員らも加わって

福岡山の会に1951年（昭和26年）12月末届いた戦後第1号の
「ヒマラヤ登山許可」（故加藤秀木の資料から）
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政府渡航審議会メンバーの外務、大蔵、通産（いずれも当

時）など省庁にも日参、掛け合うこと 1カ月。渡辺らの情

熱と粘りが堅いお役所制度のトビラをこじ開けて、全日本

岳連にも外貨が割り当てられる。

もちろん同大はその第 1 号。59 年 8 月末、加藤ら 3 隊

員は勇躍出発した。日本の登山隊がネパール東部に入るの

は初めて。エベレストなどの写真や踏査記録は、その後の

ヒマラヤ遠征隊の貴重な資料となった。

外貨割り当てにより海外登山は盛んに。5 年後、東京五

輪開催を迎え、制度は撤廃される。

＊　　　　　　　　　　　　＊

〝街の岳人〟に 8000m 峰挑戦の道をつけた福岡登高会・新貝勲

日本ヒンズークシュ・カラコルム会議が日本で初めて世

界第 2の高峰・K2 の登山許可を受け取ったのは、1976 年（昭

和 51 年）の正月だった。

が、同会議はカラコルムヒマラヤに憧れる岳人たちの研

究グループ。すぐに登山隊が編成できる組織ではなかった。

日本山岳会からは「許可」の移譲を迫られたが、登山隊長

になる新貝は断る。

それまで日本からヒマラヤの 8000m 峰を狙う遠征隊は

京大、慶応大出身者中心の人脈で編成されるのが常で、

〝独学山育ち〟の新貝には反発もあったろうが、何よりも

「地方で黙々と努力し、力をつけてきている岳人たちにも

8000m 峰へ挑戦のチャンスを…」にこだわった。

都道府県岳連の上部組織・日本山岳協会が主催を引き受

けると、全国から隊員 37 人が選ばれた。新貝はその隊員

に毎月１回、地方ブロックごとに作戦会議を開かせ、結果

を一人ひとりに手紙で報告させた。その書き方や意見で隊

員の性格もつかんだ。

新貝が各人に出した返事は約 1700 通におよんだが、そ

れで隊組織は縦列でなく、新貝を中心にした放射状の円に

なり、円周は隊員同士の横の結びつきになって、堅いチー

ムワークができた。

〝街の岳人〟の集まりに「二流登山隊」とも揶揄された

登山隊だったが、77 年（同 52 年）8 月 8 日と 9 日、計 7

人が日本隊初登頂する。新貝は「頑張れば我々でも 8000m

峰の頂に立てる、と地方の岳人の励みになってくれれば」

と、目尻をさげた。

これで海外登山のあり方、考え方は完全に変わった。福

岡県内からだけでも、83 年には福岡登高会がナンガ・パ

ルバットへ、85 年には福岡大隊が同じナンガ・パルバッ

トを無酸素登頂する。86 年にも北九州ヒマラヤ同人会が

チョー・オユーの頂に無酸素で頂上に立った…など、〝街

の岳人〟たちの 8000m 峰挑戦が続いた。

全日本岳連による第 1号の外貨割り当てを得てネパール東部
ヒマラヤの踏査に入った福大隊の隊長・加藤秀木（中央）

＝ハディンゴ峠で（故尾石光治のアルバムから）

8000m 峰遠征の流れを変えた 1977 年日本 K2 登山隊の
隊長・新貝勲(右 )＝K2ベースキャンプで。

左は副隊長・深田泰三（筆者写す）

全日本岳連による第1号の外貨割り当てを得てネパール東部ヒマ
ラヤの踏査に入った福大隊＝左から1人おいて尾石光治、加藤秀
木・阿部盛明の隊員（福岡大山岳部編「アルピニストの50年」から）
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小西　信二
No.8189

国史跡  「宝満山」

「宝満山」は平成 24 年 10 月 17 日付官報告示で以て国の

史跡指定となった。その告示内容には「大宰府と密接な関

係をもって成立した信仰の山。最澄をはじめ入唐の際の祈

願が行われた。中世には修験の山として発展し、近世を通

じて信仰の山として繁栄した。祭祀跡、堂舎跡、窟、坊跡

等、古代から近世に至る遺構が良好に遺存。我が国の山岳

信仰のあり方を考えるうえで重要である」（大宰府と密接

な関係の信仰の山。山岳信仰のあり方を考えるうえで重

要）。これらのことから、日本の山岳信仰の山として『宝

満山』の位置付けが示され、平成 21 年 7 月 23 日『鳥海山』

（秋田県・山形県）、平成 23 年 2 月 7 日『富士山』（静岡県・

山梨県）に次ぐ三例目の霊山として国史跡になった。こう

して「史跡宝満山」の自然と文化遺産は関係機関により国

民共有の財産として、末永く保全管理がなされていくもの

と思われる。

しかし、山中は過去の風水害・植生変化と人為による被

害が進行しており、中腹以上に既存する各坊跡の石垣など

は樹木の根によって大きく膨らみ、台風や集中豪雨などに

より崩壊している。径の作り付けなどの人為による自然破

壊は、山中の各所における土石流発生の一因となっている。

いずれにしても早急な保全管理計画が立案され「宝満山」

全体の整備が進むことを願っている。

今後の大きな問題点は、登山者による自然破壊（土壌汚

染・登山道の毀損）と遭難事故である。自然破壊について

は史跡の保全管理で多少なりとも解消できるであろうが、

遭難事故は不特定多数の登山者に対して突発的に発生する

不慮の事故である。昨年 10 月に史跡指定となってから、

宝満山の登山者数は明らかに増加している。今後、史跡地

内の登山道整備（特に筑紫野市側）が進めば、登山者はさ

らに増加するであろう。それに伴う事故も多発すると予測

される。山中の登拝道や広く知られる道筋であれば救助活

動も手早く対応できるが、単独行の遭難事故（道の間違い

による所在不明）の場合、遭難救助を依頼した登山者（原

因者）の所在地点を確認し、捜索活動がなされるため救助

に時間を要し、その救助に取り組む地域の消防署救急救助

隊員の苦労は大きい。事故の減少は各登山者の事故に対す

る認識を高める以外になく、万が一事故発生時に初期初動

が敏速に行われるためにも登山届けの提出が望まれるが、

その設置場所や管理など、早急なる対策が急務といえる。

終わりに、宝満山の史跡指定について簡略に記し、関係者

として宝満山の遭難事故に関わる事柄を書き記した。

（太宰府市文化ふれあい館　館長）

文化庁 報道発表 史跡等の指定等について《史跡の新指定》  

（平成 25 年 6 月 21 日）より抜粋 (編集委員付記 )

７.宝満山 (ほうまんざん )【福岡県太宰府市・筑紫野市】 

宝満山（標高 829m）は大宰府の北東に位置する山で、

大宰府と密接な関係をもって成立した信仰の山である。山

頂に竈門神社上宮、麓に下宮、8 合目に堂舎はすでにない

が、中宮跡が存在する。 

 延暦 22 年（803）、最澄が渡海の平安を祈るため、大宰

府竈
か ま ど

門山
やまてら

寺に薬師仏を造ったと史料にみえ、宝満山は古く

竈門山と呼ばれていた。また、承和 7 年（840）竈
か ま ど

門の神
かみ

に従五位上が授けられ、『延喜式』には名神大社として竈

門神社がみえる。大山寺や有智山寺等の名称も使われ、円

仁は承和 14 年（847）帰朝し、大山寺において竈門大神の

ために読経を行っている。中世には宝満山とも呼ばれ、宝

満大菩薩という仏神となり、修験の山となった。 

また、戦国時代には坊中が山中に移動し、近世を通じて

信仰の山として発展した。花崗岩の巨岩で構成される山頂

において、8 世紀から 11 世紀まで祭祀が行われ、沖ノ島

における祭祀との関連性が指摘されている。下宮地区など

において平安時代から鎌倉時代の礎石建物が検出され、本

谷地区からは沙弥證覚が承平 3 年（933）に造立した宝塔

と考えられる遺構が発見されている。祭祀跡や堂舎跡、窟、

坊跡などの遺構は保存状態が良好で、我が国の山岳信仰の

あり方を知るうえで、重要な遺跡である。（文化審議会答申）

太宰府市観世音寺から望む宝満山

筑紫野市紫からの宝満山
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総会の記念講演でお話した「ブータンと日本の幸福感」

についてまとめました。

幸福の国ブータンとは

「幸せの国ブータン」と言われる。それはブータンが

GDP に替わる独自の幸福指標、GNH（国民総幸福量 :Gross 

National Happiness）を掲げていることでよく知られてい

る。GNH は以下の 4つの柱からなる。

１.『持続可能で公平な社会経済的開発』　

２.『環境保護』　

３.『文化の推進』

４.『良き統治』

 つまり、経済開発は当然大事なのであるが、反面、経

済発展は環境破壊につながるので、それをくい止めるとい

うこと。そして、伝統文化を守りつつ多様な文化も大切に

ということ。それにはよい政治、よいリーダーシップが必

要であるということである。GNH はブータンの国づくりの

最も重要な柱であり、国民の人生の方向性を考える指針と

なっている。

4つの柱はさらに 9つの領域に分けられている。

①心理的な幸福　②国民の健康　③教育　④文化の多様性

⑤地域の活力　⑥環境の多様性の活力　⑦ワーク・ライフ・

バランス　⑧生活水準　⑨良き統治（ガバナンス）

例えば、「地域の活力」では、地元の祭りが受け継がれ

ていて参加しているのか、「環境の多様性の活力」では国

土の 60% 以上は森でなければいけない、などといった基準

が設けられている。自然と文化を大事にしつつ経済発展し

仏頂山

宝満山頂

竈門神社 愛嶽山

本谷地区本谷地区

愛嶽山頂地区愛嶽山頂地区下宮地区下宮地区

大門地区大門地区

上宮地区上宮地区

東院谷地区東院谷地区

西院谷地区西院谷地区

中宮跡

座主跡
（キャンプセンター）

▲

▲太　宰　府　市太　宰　府　市

筑　紫　野　市筑　紫　野　市

史跡地

行政境

登拝道

史跡地域図　太宰府市HP（http://www.city.dazaifu.fukuoka.jp/bunka_t/houmanzan_sitei.html）より引用（編集委員付記）

渡部　秀樹
No.9826

平成25年度福岡支部総会・記念講演
『ブータンの幸福度について』

ようということである。「ワーク・ライフ・バランス」では、

労働時間や、きちんと睡眠をとっているかということまで

管理している。幸福感は人によってそれぞれ違うものであ

るが、国の役割として「それぞれの幸福を追求できるよう

な環境をつくる」というのが重要だとブータンは考えてい

るようである。

日本とブータンの幸福観の違い

ブータン国民の 97% が幸福な国といわれる。これは 3つ

選択肢：「非常に幸福 (very happy)」、「幸福 (happy)」、「非

常に幸福とはいえない (not very happy)」で調査された

もので、結果は、それぞれ、45.2%、51.6%、3.3% であり、

前二者を足すと 96.8%、確かに 97% となる。しかし、世論

調査や意識調査では、選択肢が 3つの場合、中央に回答が

集中する傾向があり、本来は「幸福」「どちらでもない」「不

幸」とすべきであり、それで「幸福」が 97% となれば「国

民の 97% が幸福」と言えるのではないか。

一方、ブータン国立研究所が 2010 年に行った 11 段階評

価（0 がとても不幸、10 がとても幸福として 11 段階の中

から選ぶ）調査では、ブータン人の平均的幸福度は 6.1 と

なった。同様の日本の内閣府の調査では、なんとブータン

より高い 6.6 となったのである。

日本の幸福度は客観的には世界のトップクラスにある。

しかし、その日本人自身は強い不安・不満をもっていると

考えられている。2011 年 1 月発表の英レガタム研究所に

よる「豊かさ指数」ランキングによると、世界の主要国

110 カ国のなかで、日本は 18 位であった。「経済」では失

業率の低さ、衣食住の質、一人当たりの資産、市場の規模

等々、経済力指標で世界のトップクラスにある。しかし、

現在の生活に満足している日本人は 65％に過ぎず、「豊か

な国にしては非常に低い数字」とされた。「国の統治」で

は民主主義が浸透している点で、日本は世界 1位。しかし、
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政府に対する「信頼度」は 98 位と非常に低い。「教育」に

おいては、教育を受けられる権利では世界トップクラス。

しかし、教育に満足している人は61％にしか過ぎない。「健

康」は日本が最も優れている項目であり、寿命、幼児死亡

率、衛生、医療費の低さ、病院のベッド数などで世界のトッ

プクラス。しかし「自分の健康状態」に満足している人は

68％に過ぎなかった。これらの日本の評価の特徴をまとめ

ると「客観的にみると世界のトップクラスにあるのに、日

本人自身が強い不安・不満をもっているため、順位が低め

になっている」ということになる。

コップに水が半分入っているとき、「半分もある」とい

う考えと「半分しかない」という考えがある。「まだ半分

も残っている」という思考の方が、人生を楽しく送れる可

能性も高い。ブータンは世界最貧国のひとつだが、人々は

昔ながらの牧歌的な暮らしをしながら人生を楽しんでい

る。一方、「水が半分しかない」と考えがちな日本人は、

そのおかげで継続して努力を重ね、今日の地位を築いてき

たのかもしれない。しかし、悲観的な見方が自暴自棄の感

情を引き起こしてしまっては元も子もない。明るく前向き

に生きていける社会を作っていくにはどうしたらよいか。

これが、我々がブータンの幸福感に関心を抱く最大の理由

ではないだろうか。

ブータン人の自信は何処から来るのか

ブータンに行ってまず驚くのが、人々が自信に満ちて

堂々としている姿だ。若者から老人まで、女性も子供も実

に凛々しい。ブータンの人口は約 70 万人。GDP は 14 億ド

ル (2011 年 )、日本の人口 5 万人程度の市に相当する経済

規模といわれる。一人当たりの GDP は 2000 ドルであり、

世界水準では大幅に低い。にもかかわらず人々の自信に満

ちた顔の秘密は何であろうか。それはチベット仏教の力で

あると思われる。小学校の教育から仏教の教えはあらゆる

教科に及んでいるという。仏教の教えが根幹にあることに

よる迷いのない安堵感、国民共通の価値観、目指すべき方

向がはっきりと見えているということが、人々を自信に満

ちた姿にさせていることを、ブータンを訪れると強く感じ

るのである。

チベット仏教の幸福観

ブータンにはチベット仏教の教えが人々に共通認識とし

て根底にあることがポイントである。アジアは長い歴史を

通じて、中国文化圏とインド文化圏とに大きく二分されて

きた。その中間に位置したチベット文化圏は、大乗仏教の

理念に基づいた独自の崇高な精神文化を花咲かせてきた。

　ところが今世紀に入ってこの文化圏の諸国・諸民族の多

くは、1959 年のダライラマ 14 世のインド亡命といった悲

しい事変・変遷を余儀なくされ、今や風前の灯である。こ

の中で独立を死守し、外部からの影響に押し流されること

なく今に至っている唯一の例外がブータンで、いわばチ

ベット文化圏最後の砦である。

チベット仏教の特徴のひとつとして「師の存在以前には、

ブッダという名前さえ存在しない」という言葉がある。全

ての実践において、チベットでは「ラマ」と呼ばれる法師が、

仏以上に尊重されている。弟子にとってラマは、三宝（仏：

ブッダ、法：ダルマ、僧：サンガ）が 1つに合体した生身

の代理人ととらえているからである。

ブータン人は子供の頃から寺の入口に示してある、六道

輪廻図の説明を知っている。図の中央に描かれた動物、ニ

ワトリ、ヘビ、ブタは、貪欲、怒り、愚かさの三悪をあら

わし、「欲望があるから苦しみがある」と説明される。そ

れを囲んでいる輪の右側が、地獄に落ちる人々、左側は、

この輪から抜け解脱の道を歩む人々が描かれている。本当

の平和は、自分を取り巻く環境や条件がよくなることでは

なく、自分の心が平和になることだけなのだと説く。

また、チベット仏教は、カルマ（業・ごう）の教義を信仰

している。「因果応報」であり、この世の幸も不幸もすべて

前世の結果とみなされる。ブータン人が「足るを知り」慈悲

に満ち、正直で、陽気で、自分の運命に満足している理由が

ここにある。今の自分に悔やんだところでしょうがなく、善

行により今後は良い方向に向かうのだと信じている。

最後に、ブータン国王（第5代ジグミ・ケサル・ナムゲル・

ワンチュク国王）の示唆に富んだ言葉を紹介します。

・美しい自然を百年後、二百年後の子孫に残せるのなら

ば、私たちは世界の中で 2周遅れのランナーであっても

よい。

ブータンの子供たちの制服も伝統衣装

六道輪廻図
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・私たち一人一人の中に、人格という龍がいます。その龍

は経験を食べて大きくなるのです。（2011.11.18 東日本

大地震被災地、福島県相馬市の桜ヶ丘小学校の子供たち

に向けて）

・日本および日本国民は素晴らしい資質を示されました。他

の国であれば国家を打ち砕き、無秩序、大混乱、そして悲

嘆をもたらしたであろう事態（東日本大震災）に、日本国

民の皆様は最悪の状況下でさえ静かな尊厳、自信、規律、

心の強さを持って対処されました。文化、伝統および価値

にしっかりと根付いたこのような卓越した資質の組み合わ

せは、我々の現代の世界で見出すことはほぼ不可能です。

これは日本人特有の特性であり、不可分の要素です。この

ような価値観や資質は、何世紀もの歴史から生まれてきた

ものなのです。それは数年数十年で失われることはありま

せん。そうした力を備えた日本には、非常に素晴らしい未

来が待っていることでしょう。この力を通じて日本はあら

ゆる逆境から繰り返し立ち直り、世界で最も成功した国の

ひとつとして地位を築いてきました。さらに注目に値すべ

きは、日本がためらうことなく世界中の人々と自国の成功

を常に分かち合ってきたということです。

　　ブータン人は何世紀も続けてきたように人々のあいだに

深い調和の精神を持ち、質素で謙虚な生活を続けています。

今日のめまぐるしく変化する世界において、国民が何より

も調和を重んじる社会、若者が優れた才能、勇気や品位を

持ち先祖の価値観によって導かれる社会。そうした思いや

りのある社会で生きている我々のあり方を、私は最も誇り

に思います。我が国は有能な若きブータン人の手のなかに

委ねられています。我々は歴史ある価値観を持つ若々しい

現代的な国民です。小さな美しい国ではありますが、強

い国でもあります（2011 年 11 月 17 日、国会演説）。

ブータン国王は、ブータンから見れば日本という国と国民

は、すでに完成さており、後は心の迷いの問題ではないか、

と言われているように思う。ブータンの幸福感を見ると、我々

はもっと自信を取り戻して良さそうな気がしてならない。

第 5代ブータン国王と王妃

パロの空港にて

シェイタン・ラからガンカール・プンズムをバックに

渡部　秀樹
No.9826

書籍紹介『屋久島山岳大系』（未来への伝言）太田五雄著

「凄まじい」としか言いようのない執念の集大成である。

この執筆を始めて、ここに完成に至るまで 7年の歳月が費

やされたのも、妥協を許さない太田五雄（No.6486）さん

らしいことだ。

太田さんが屋久島に関わるようになったきっかけは、昭

和 35 年、仕事で半年間を屋久島で過ごしたことに始まる。

当時、観光客は皆無で、一部の探検的踏査登山を志向する

登山者が僅かに入島する時代だった。その後、縄文杉の再

発見、世界自然遺産の登録などで屋久島は観光的に大きく

発展することになるが、九州一の山岳を有する島であるに

もかかわらず屋久島には詳細な山岳地図がなく、当時国内

唯一の山岳地図の空白部であった。太田さんは探検的踏査

登山に傾注し、ライフワークとして屋久島の山岳地図を完

成させることに取り組んだ。屋久島の主要な渓谷を 50 年

の歳月をかけてくまなく遡行調査し地理的解明を行った。

一方、地名・山名については内部調査が必須となり平成7

年に意を決して会社を早期退職し、屋久島に移住してしまっ

た。そして、古文献を調査し、島民や見識者との交流を重ね

て、山名、地名を明らかにしていった。その成果を総合的に

整理し完成したのが昭文社のエリアマップ「屋久島」である。

そして、この研究は、屋久島の生活文化、歴史、地質、自然、
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【内　容】

1．屋久島の概要

2．屋久島の自然

3．屋久島の気候と気象

4．屋久島の登山道

5．屋久島の渓谷（沢）

6．垂直への志向・屋久島の岩壁

山岳宗教など複合的な研究結果をもたらすことになっていた

のである。そのすべての研究の集大成を纏めたものが、この

度の『屋久島山岳大系』（未来への伝言）である。

ここには、日本書紀から現代に至る屋久島の有史以来の

山岳に係わる諸文献や、地図の空白部を解明し完成した「屋

久島山岳詳細地図」の原資となった全ての資料が纏められ

ている。天保 14 年に編纂された「三国名勝圖會」、明治か

ら現代に至る貴重な諸記録、昭和初期の探検踏査時代に活

躍した旧制第五高等学校山岳部の屋久島に関する総記録復

刻、藩政時代から現代に至る諸登山道の変遷、屋久島固有

の山岳宗教「岳参り」の時代変遷、屋久島の林業、自然保

護活動、世界遺産に至る時系列的歴史解説等、屋久島の山

岳に係わる全てがこの一冊に集約さてれているといって良

いだろう。後世に残すべき重要な資料であることは言うま

でもない。

『屋久島山岳大系』（未来への伝言）太田五雄著

KING JIM ファイリング B5 860 ページ

7．古文書・古文献

8．昭和以降の屋久島探検踏査の記録

9．屋久島の山岳宗教

10．屋久島の地名山名変遷

11．屋久島の地図（① 20 万分の 1地図 ② 5万分の 1地図　

　　　　　　　　　③ 2万 5千分の 1地図）

12．屋久島の国立公園

13．屋久島林業の歴史と世界自然遺産

14．屋久島山岳の見所

15．山岳に係わる特記事項

16．屋久島登山の根拠地

17．屋久島交通機関の変遷、

18．屋久島の山岳遭難

19．主な登攀史と文献

20．特筆すべき山岳誌・文献

21．屋久島でよく使われている用語

22．本書に使われている用語

【添付折込行程表及び地図】

・山岳行程表・屋久島・陸地測量部地図（縮尺１/20 万）［明

　治 22 年・1886 年］

・屋久島・大日本帝國陸地測量部の地図（縮尺１/20 万）［昭

　和 11 年・1936 年］

・屋久島・地理調査所地図（縮尺１/20万）［昭和 23年・1948 年］

・屋久島大絵圖（現代地図上に展開）

・別冊（屋久島文献のみ復刻）第五高等学校山岳部部報

【添付資料】

・屋久島大絵圖（絵地図）［明暦・1555 ～ 1558 年］

・屋久嶋沿海地圖（伊能忠敬）［文化 9年・測量 1812 年］

・屋久島・大日本帝國陸地測量部地図（縮尺 1/5 万）［大正

　12 年・1923 年］

・屋久島地圖（五高山岳部作図）（縮尺 1/10 万）［昭和８年・

　1933 年］

・屋久島山岳概念図（三穂野義則作図）［昭和 43年・1968 年］

・昭文社地図（太田五雄作図）（縮尺 1/5 万）［平成 25 年・

　2013 年］

中馬　董人
No.6222

南パタゴニア（風の大地）旅行

支部長　中馬　董人
No.6222

3．海外山行報告

アルゼンチン

フィッツロイ
1/14～16

カラファテ

ブラジル

ボリビア
ペルー

カラファテ
1/17

パイネ国立公園
サンパウロ

メンドーサ

1/18～1/20

チリ

ブエノスアイレス

フィッツロイ

ウシュアイア
1/20 21

チリ
フィッツ イ

ウシュアイア

1/20～21
南パタゴニア旅行行程図

パタゴニア旅行行程図

2012 年正月早々の 1月 10 日、私たち一行は南パタゴニ

ア地方の観光トレッキングを楽しむため、アルゼンチンの

首都ブエノス・アイレスに向けて関西国際空港を後にした。

旅程はまずワインの町、メンドーサを訪れ南米最高峰アコ

ンカグアの南壁を眺め、次に憧れの南パタゴニアに入り、

フィツロイ山群とパイネ山群のハイキングとペリト・モレ

ノ氷河の舌端での巨大氷塊がアルヘンチ―ノ湖に崩落する

瞬間を目撃すること、次は南米大陸とマゼラン海峡で接す

るフェゴ島にある世界最南端の町ウシュアイアの観光と

ビーグル海峡のクルーズをした後、北に反転し緯度で約 30

度、距離で約 3500 ㎞を北上、かの有名なイグアスの滝を訪

れるという欲張りな大旅行を僅か 16日間で終える予定だ。

日本から南米への旅はアメリカを経由するのが通例であ

るが、今回は関空から西に向かいカタール国のドーハ空港

で乗り継ぎ、アフリカ大陸を斜めに縦断し、サンパウロ空

港に寄港した後ブエノス・アイレスまでほとんど 1日半を

飛行機の中で過ごした。うんざりするほど長かった。



10

南米の旅は 2009 年世界遺産マチュピチュとチチカカ湖

をめぐるツアーの参加に続いて 2回目、今回のパタゴニア

は子供の頃地図を眺めて憶えた「マゼラン海峡」「フェゴ島」

やテレビ画面で見た「パイネ山群」の素晴らしい眺めの虜

になりツアーに参加することとした。　

参加費用は私にとってかなりな出費であったが、何とか

なるだろうと参加に踏み切った。

[ ブエノス・アイレスまで ]

関空を出たのは日付が変わった1月11日午前零時20分、

カタール航空の 803 便は機首を西に向け飛び立った。ドー

ハまで 11 時間 30 分の予定、各シートごとにあるモニター

テレビで表示される飛行機の位置がなかなか進まない。提

供される機内食も残しかげんでひたすら耐える時間が続

く。払暁のドーハ空港に着陸したのは現地時間午前6時前、

足腰を伸ばしながらトランジット・ルームで休む。

1 時間強の休憩後サンパウロを経由しブエノス・アイレ

スに向かう飛行機に乗る。客はヨーロッパからブラジルや

アルゼンチンに帰るラテン系の人々が多い。

再び忍耐の時間を過ごさねばならない。ローカル・タイム

午前 8時前離陸、今度はアラビア半島を超え、アフリカ大陸

を斜め縦断、さらに南大西洋を横断しブラジルの大都会サン

パウロを目指す。飛行機の窓はほとんど閉じられ、乗客は居

眠りするか機内テレビを見ている。関空～ドーハでは日本食

らしきものがあったが、今度はもちろん日本食は出ない。

サンパウロまで約 16 時間耐え忍ぶ。サンパウロで乗客

の過半数が降りた、現地時間の午後 5時半である。我々は

機内に 1時間半近く過ごした後、飛行機はやっとブエノス・

アイレスに向け最後のフライトに付いた。2 時間ほどで到

着、やっとアルゼンチンに入国できた。ここはタンゴの国、

タンゴ・ショー見学をオプションしていたメンバーは時間

がないと、ホテルに入る前にショー見物に出かけた。ベッ

ドに入ったのは 1月 12 日になっていた。

1 月 12 日 [ アコンカグア南壁を遠くに眺める旅 ]

　　　　　ブエノス・アイレス→メンドーサ

ゆっくりと手足を伸ばしベッドで睡眠をとることができた。

午後には国内線の飛行場からワインの郷メンドーサに向か

う。ブエノス・アイレスからほぼ西に千㎞強、2 時間弱の

フライトでこぎれいな町メンドーサに到着、ホテルにザッ

クを置くと早速街の探検に出かける。人口約 11 万人の町

には明るい空が広がっていた。夕食は街のレストランでメ

ンドーサ・ワインを楽しむ。

1 月 13 日 [ アコンカグア南壁遠望 ]

朝、チャーターの小型バスで出発。アンデスを超えてチ

リの首都サンチァゴへ向かう国道を西に進む。アコンカグ

ア登山基地である「プエンデ・デル・インカ（インカの橋

の意）」は 2850m ほど、高山植物の群落に彩られた高原で

ある。ここから遥か遠くにアコンカグアの南壁が望まれる

ことになっており、看板もある。しかしあまりに遠く、ま

た雲もあったことから私にはどこがそうなのかはよく判ら

なかった。メンドーサ泊。

1 月 14 日 [ 南パタゴニアに入る ]

14 日はいよいよ南パタゴニアに入る。メンドーサからカ

ラファテ（アルゼンチン側南パタゴニアの玄関）間の直行空

路はないため、ブエノス・アイレスへ引き返しカラファテ行

きの飛行機に乗りかえる。パタゴニア地方とは、アルゼンチ

ンとチリの南緯 40度以南をいう。パタゴニアという地名の

由来は大航海時代の超有名人の一人マゼラン（ポルトガル

人）が 1520 年、今でいうパタゴニアでグアナゴの皮で作っ

たブーツを履いた先住民の大きな足跡を見つけ、パタ（足）、

ゴン（大きい）[大きな足の巨人 ]といったそうで、それか

らパタゴニアという地名が起こったということだ。パタゴニ

アの面積は 110万平方キロ、日本のおよそ 3倍である。

エル・カラファテの空港はアルヘンティ―ノ湖（琵琶湖の

2.2倍でアルゼンチン最大の湖）岸の砂浜の上にあった。夕

方6時半ごろ到着するとすぐエル・チャルテン（フィッツロ

イ山麓の出来たての町）へ向かう。途中にある山のホテル「ラ・

レオナ」で休憩、ここにはアメリカ映画「明日に向かって撃

て」で有名な列車強盗のサンダンス・キッドとブッチ・キャ

シディ等が南米の地にのがれ、途中銀行強盗を働きながら人

里離れたこの地に1カ月ほど潜んでいたそうで、1905年の

彼らの手配書（写真入り）が飾ってあった。世界各地までの

里程標があり東京もあった。距離21041㎞となっている。

エル・チャルテン到着は夜の 9時過ぎ、宿のフィッツロ

イ・インを暗闇の中で見つけるのに時間がかかり、夕食は

午後 11 時、しかも宿から数 100m はなれた食堂兼飲み屋と

いったところで済ます。就寝時は日付が変わっていた。

パタゴニア　フィツロイ峰
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1 月 15 日　天候晴れ　フィツロイ山麓ハイキング

ここエル・チャルテンは南緯 50 度に近い。朝 8 時には

朝食を終え、ガイドの到着を待つ間、町の様子を見る。昨

夜は遅くなっての到着で何にもわからなかったが、朝の光

を受けている町は一見西部劇で見られるような建設中の町

並みを思わせた。やがてガイドと車が到着、挨拶を終え車

に乗り込む。山道の取り付きまで 1時間足らずドライブし

車を降りる。いきなりフィツロイをメインとした山群が

目に飛び込んできた。「素晴らしい !」、「すごい」といっ

た感嘆詞が参加者の口々から飛び出す。蒼天を突きさす

針峰群、中でも巨大な岩峰は 3405m のフィツ・ロイ (Fitz 

Roy) で圧巻だ。メンバーはカメラのシャッタ―を押すの

に余念がない。人気のない小きれいな小屋の横から緩やか

な樹林帯の登り道になる。約 2時間弱の登りでフィツロイ

BC に到着。美しい眺めを楽しみながら昼食。さらに急坂

を約１時間強登るとフィツロイと真下の氷河湖の特等展望

台だった。高度はおよそ1400mだった。帰りは途中からチャ

ルテンの町に直接下るルートである。途中にある湖「カプ

リ湖」では岸で汲んだ水がそのまま飲めるといわれ、私も

実際に飲んでみた。冷たくておいしかった。フィツロイが

後方から見ていた。途中道草を食ったこともあり宿に帰り

ついたのは午後 8時前になったが、まだ夕日がさしていた。

1 月 16 日　概ね晴れ　セロ・トーレ山麓ハイキング

今日はフィツロイの南西に当たるセロ・トーレ（3102m）

のビューポイントのトーレ湖まで行く。大きな丘を越えた

高みからセロ・トーレ山群が見渡せる。岩石の塔だ。欧州

アルプスの針峰とも異なる。途中白骨化した樹林帯もある。

やがてフィツロイ川畔に出るとモレーンにぶつかり、モ

レーンに登ると目の前に屹立したセロ・トーレが現れ、足

下にはトーレ湖その向こうにはグランデ氷河の落ち口があ

る。残念ながら湖面に逆さセロトーレはなかった。

フィツロイもセロトーレも真夏であったこともあってか

天候に恵まれ、素晴らしい景観に接することができたが、

旅行記やガイドブックによると珍しい事のようだ。今日は

車でカラファテまで帰ることになっている。全員疲れから

か殆どが居眠りを決め込み、車外の素晴らしい眺めは夢う

つつでカラファテ郊外のホテルに到着。　

1 月 17 日　カラファテ滞在

今日の予定はペリト・モレノ氷河の舌端で 70～ 80mもあ

る氷塔がアルヘンチ―ノ湖に崩れ落ちる瞬間を目撃する日で

あるが、それが思うほど簡単にはいかなかった。専用のバス

で氷河湖クルーズ船の発着所に向かう。テレビ画面でおなじ

みの景観が広がっている。さっそく船に乗り氷河に対面、氷

が真っ青に輝いていたのが印象深かった。丘からも見て回っ

たが、崩れ始めから見ることはなかなか困難だ。音で気づき

振返るとすでに崩れかけている。カメラで撮るのはなお難し

い。1か所で辛抱強く待つ以外にはなさそうである。

1 月 18 日　カラファテ→パイネ

陸路で国境を越えることもあり早朝出発である。朝7時、

宿を出てほどなく大平原になる。牛群や羊群を追うガウ

チョに遭遇、男の中の男といわれる人々である。12 時ご

ろ国境を通過する。イミグレーション、通関は何度しても

肩が凝る。トラブルはなくチリに入る。

パイネ山群はチリ国にあるが昨日泊ったカラファテのす

ぐ南に位置する。直線距離にすると 100 ㎞もない。税関を

出て 1時間弱でパイネ国立公園の入り口に到着。入園料と

して $15 を支払う。2011 年末にパイネ国立公園内で山火

事が発生し未だ鎮火していないので入園できないことも考

えられる、との情報があり心配していたが、入園拒否はな

かったのでホッとした。この後園内をまわる途中黒焦げに

なった樹木や煙が出ている灌木もみられたが、幸い大した

ことにはなっていないようだった。今夜と明日の宿はラス・
パタゴニア　セロ・トーレ峰

ペリト・モレノ氷河
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トーレスであるが宿に入る前に、小雨の中グレイ湖畔を約

2時間周遊する。パイネ山群には一部雲がかかり、パイネ・

グランデやクエルノ・デル・パイネ（パイネの角）はガス

の間に見え隠れしている。砂州でつながっている小島にわ

たり上流方面を見ると、グレイ氷河から流れでた様々な形

をした大きな氷塊が浮遊していた。夕刻に宿に到着。明日

はトーレス・デル・パイネを眺めに行く。早く寝よう。

1 月 19 日　快晴　トーレス・デル・パイネ

                 （パイネ タワー）麓までのハイキング

７時出発、宿のラス・トーレス裏手の急坂に取りつき 1

時間半弱でアセンシオ川のほとりにあるチレーノ小屋に着

く。国旗（チリ）が翻っていた。しばらく川沿いに遡行、

対岸に渡った後川を離れ急坂となる。さらに登ると樹林帯

からモレーン状のガラ場となり頭上にトーレス・デル・パ

イネの 3本槍が迫る。圧倒的な存在感があるタワーだ。ア

ンデスの大鳥コンドルも飛んでいた。昼食、写真撮影など

を終え下山。途中の植物も日本とは異なる珍しい花々であ

る。ラス・トーレスのラウンジの外に１匹の赤キツネが現

れしばらく遊んでいた。夕食ではご当地、チリ・ワインを

注文し、無事目的を果たせたことと、これからの無事故を

祈念して乾杯した。明日は国境を越え一旦カラファテまで

引き返し、フェゴ島、世界最南端の街ウシュアイアに入る。

1 月 20 日　晴れ

パイネ山群に名残を惜しみつつ国境を越えアルゼンチンに

入る。カラファテへの途中で観光客に自分の牧場を開放した

ところがあり、見学をし食事を頂く。食事は牧場主自宅の客

間でラム肉の焼き肉やサラダ、フルーツなどとても食べ切れ

ない量だ。牧場主の家は立派で、かつての豪華な生活がしの

ばれる。牧場では羊の毛を刈るところとか、食用に飼育して

いるダーヴィン・レア（ダチョウ科で小型のレア）などを見

せてもらった。カラファテからウシュアイアは70分、世界

最南端の街は何となくくすんで見えた。南緯55度、街には

カジノもあった。

パイネ山群　トーレス・デル・パイネ

パイネ山群　湖面に映るパイネ山群

ダーヴィン・レア

パイネ山群　トパトパ（きんちゃくそう）

パイネ山群　パイネ・グランデ峰
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福岡～アムステルダム直行便が 3月に就航。ヨーロッパ

が少し近くなった。お花を見ながらの山歩きも良いが、も

ともと山の形そのものにとても興味があり、荒々しい山容

にワクワクする私は「サッソルンゴ・ドライチンネンをこ

の目で見たい !!」と夢見ていた。後期高齢記念に実行。

1 日目：アムステルダム～ミュンヘン経由でオーストリ

アのインスブルックへ。

2 日目：バスで、かつてナポレオンやモーツアルトが行

き来したブレンナー峠を越えて、世界遺産の北イタリアの

ドロミテ山群へ。午後は世界で最も美しいが、知られざる

フネス谷と言われる、教会と森と静かなサンタ・マッダレー

ナ村を散策。雨上がりのフネス谷から望んだガイスラー山

山川　万里子
No.12453

北イタリアのドロミテ山群とオーストリア最高峰展望
（2013年6月）

群の絶景に感動。次回はガイスラー山群を周遊したい。こ

の谷は世界最強の登山家と言われたラインホルト・メス

ナーの生誕地とのこと。夕食は保養地カルデナ谷の 5星ホ

テルでイタリアンのフルコース。明日からの英気を貯蓄。

3 日目：カルデナ谷からバスとチェアーリフトを使って

モント・デ・セウラ（2.025m）へ。怪峰サッソルンゴ（3.181m）

直下を半周 3時間のハイキング。文字通り妖怪の岩山は時

には台形に、周り込むと焦げたロックケーキにお砂糖を振

りかけた様に。2 日前に降った雪がまぶしい。その後第 2

次世界大戦の時に作られた要塞へ。「1939 ～ 1945」の文字

が私の幼児期とダブる。ドロミテ最高峰のマルモラーダ（主

峰は 3.343 ｍ）を望みながら雪道を歩く。その後、バスで

イタリア最大の山岳リゾート地コルチナへ。

4 日目：午前中はソラピス峰（3.205m）を湖面に映すミ

ズリーナ湖へ（写真 1）。

午後はいよいよ待望の名峰ドライチンネン (2.999m) 一周

ハイキング。歩くにつれ山容が変わっていく様に驚嘆の声。

目前に三峰が並びそびえ、山頂まで 500m と言う岩壁の前の

ラヴァレード峠に立って興奮。前日の大雪で半周しか出来

なかったがゆっくり景色を堪能し満足だった（写真 2）。

写真 2. ドロミテの名峰ドライチンネン

写真 1. ソラピス峰を映すミズリーナ湖 .

1 月 21 日　ビーグル水道のグルーズ

今日からの日程には山登りはない。観光である。ウシュ

アイアの街から見える山は高くても千 mクラスの山である

が、雪が付いた岩山である。森林限界は低い。フェゴ島内

には 2千 m超の山ある。午前中は市内散策、午後ビーグル

海峡のクルージング船に乗る。船は双胴船で2～300t程度、

客数に合わせて数隻出ているようだ。約 2時間半海峡内の

海獣や鳥類を船上から観察する。ロス・ロボス島はシー・

ライオン（オタリア）の島、ロス・パハロス島は鳥が多く

ウミウ類（遠目で見るとペンギンと見間違う）大コロニー

をなしている。

この日で南パタゴニアの楽しかった旅も終わり。ホテル

の夕食では肉やカニ（タラバ蟹のむき身）が食べ切れない

ほどあり感激する。夜9時前ウシュアイアを離れブエノス・

アイレスに向かった。

旅は、この後イグアスの巨大瀑布、ブエノス・アイレス

の市内観光と続くが、本稿はこの辺で筆を置くことにする。

ビーグル水道　オタリアの群れ
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高木　荘輔
No.12920

日本山岳会　九州５支部懇談会開く

日本山岳会の九州5支部懇談会が、2013年9月28日（土）・

29 日（日）の 2 日間、福岡支部の主催で、福岡県大宰府

市連歌屋のホテル・グランティア太宰府を主会場に開かれ、

5支部から約 70 人の会員が参加した。

1 日目の 28 日は、渡部秀樹会員（福岡支部事務局長）

の司会進行で、午後 2 時 30 分にホテル会議室で開会。中

馬董人福岡支部長のあいさつのあと、昨年、日本山岳会の

新会長に就任されたばかりの森武昭会長が登壇。新任のご

あいさつとともに、これからの日本山岳会がめざす方向と

して、「会員の増・強」「若手リーダーの育成」「山の日制

定運動」などのほか、入会金の一部の支部還元、支部の事

業計画への補助金構想など「支部活性化」についても熱く

語られた。

つづいて、5 支部代表による支部近況報告に移り、伊藤

久次郎（北九州）、加藤英彦（東九州）、工藤文昭（熊本）、

末永軍朗（宮崎）、中馬董人（福岡）の各支部長から支部

活動の現状が報告された。

当日の記念講演は、小西信二氏（太宰府市文化ふれあい

館館長）による「宝満山の国史跡指定について」。これは

会場近くにある宝満山（829m）が鳥海山、富士山に次いで

日本で 3番目に山岳信仰に基づく修験道の山として、一昨

秋、国史跡指定に内定したことを受けて行なわれたもので

（その後昨年 10 月中旬に正式指定された）、小西氏の 40 年

間にわたる宝満山の古代山岳寺院史跡の発掘活動への執念

が滲み出た 1時間半だった。

夜は、ホテルに併設されている天然掛け流しの温泉「み

かさの湯」にゆっくり浸ったあと、懇親会が開かれ、おい

しいお酒と料理を味わいながら、歓談や各支部から出され

た「かくし芸」を楽しんだ。

日本山岳会九州 5支部懇談会

「梅雨空の 最中をチロルドロミテへ 女
め

の山
やまとも

友は 勇みてたてり」

「名にし負う ドライチンネン眼前に 友ら声なく しばし佇む」

5 日目：イタリアと別れ 3 時間ほどで再びオーストリア

へ入る。当たり前になっているヨーロッパの国をまたぐ旅

も一昔前はパスポートを出し入れしたり、通貨を換えたり

忙しかったが、現在は国境を意識しない。ホーエタウエル

ン地域で最も美しい今日の宿泊地、ハイリゲンブルートへ。

午前中に着き午後は、渡部ツアーリーダーの気が向くまま

に（?）野を越え、丘を越えて 3時間半の散歩。

6 日目：この旅のクライマックスはオーストリアの最高

峰グロースグロックナー（3.797m）と東部アルプス最大の

パステルツェ氷河の展望ハイキング。グロースグロック

ナーの山頂には 130 年前、時の皇帝ヨハン大公に捧げた「皇

帝の十字架」がある。300 ㎏の鋼鉄製を分解して山岳ガイ

ドが運んだと言う。ピンクの花畑と氷河を越えた向こうに、

巨大なグロースグロックナーの山頂を仰ぎ、十字架を探し

たが定かでない（写真 3）。

ロッククライミングを習得してこの山の頂に立つことが

来世の宿題になった。午後、最終日の宿泊地ザルッツブル

グへ。事前に「ぜひコンサートを予定に入れて」とお願い

して居たら、ホーエンザルッツブルグ城で 90 分のコンサー

ト。チェロの響きが胸に沁み、感動の山旅は終わった。こ

こザルッツブルグを舞台にしたサウンド・オブ・ミュージッ

クの中で、修道女が「すべての山に登れ、たとえ道は険し

くとも神はみ守り給う。」と歌う場面があるが、私は何時

もこの歌詞に励まされて人生を過ごしてきた。山登りを続

けるには体力・気力・協力のどれも大切だが今の私には周

りの人たちの協力のお陰で山に行けている（介護度 4の夫

を頼んで行ける幸せ）。

帰国後、私を日本山岳会に推薦して下さった山の恩師、

井上優氏へ報告しましたら歌を数首詠んでくださった。そ

の中の 2首をご紹介します。

写真 3. グロースグロックナー
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2 日目の 29 日は、記念山行。朝食後、8 時 30 分にホテ

ルを出発、①四王寺山「歴史」ハイキングコース、②宝満

山登山コース、③自由散策コースの三つに分かれ実施。森

会長も宝満山を元気に往復し、麓にある「山の図書館」(九

州登山情報センター )にも立ち寄られた。

一時小雨は降ったものの秋の一日を、歴史の趣あふれる

太宰府界隈で堪能した「九州 5支部の集まり」であった。

以下は、3 コースのリーダーとガイドをつとめて頂いた

淀川雅之、副島勝人、酒匂輝昌の３会員のレポートである。

参加者21名（北九州5、東九州1、熊本 8、宮崎 2、福岡5）

はホテルのバスで観世音寺まで送ってもらい、当日のお世

話係を紹介した後、スタートした。観世音寺の創建時（746

年）は大寺院であったが、その後、火災等に遭い当時を偲

ぶ物は国宝の梵鐘だけである。そして庭続きの戒壇院へ進

んだ。戒壇は正式な僧侶になるための授戒を行なう場所で、

創建当初は観世音寺の管理下に置かれていたが、黒田藩の

命令で博多の禅寺の管理下に移されたそうだ。次に太宰府

資料館に移動し、太宰府政庁と四王寺山の簡単な説明を聞

き政庁跡地を見学した。きれいに整備された礎石などを見

た参加者からは感嘆の声が上がった。

政庁跡地から北東方向に移動し、市民の森登山口から四

王寺山登山を開始した。暫らく緩やかな道を進むと石の門

と東屋があり、ここが市民の森の入口である。ここからは

地面が苔むしたところがあり慎重に歩いた。やがて九州自

然歩道に合流、登りがきつくなるが、参加者の皆さんはス

イスイと余裕をもって登られ一安心。立花宗茂の実父の高

橋紹運の墓所を経た後、林道を横切りひと登りすると岩屋

城跡地に着いた。ここから見える 360 度の広さの展望に、

素晴らしいとの声がひとしきり。

さらに暫らく登りの道が続き、二度目の林道を横切り、

馬責（うまぜめ）に出ると歩きやすい森の道に変わる。鏡

ケ池、増長天礎石群を見て三度目の林道を横切ると展望の

良い焼米が原に着いた。これからもう一息で目的地の遠見

所であるが、その時、にわかに雲行きが怪しくなりポツリ

ポツリと雨が落ちだした。下山路は急な下りが続くので雨

が降る前に下山することにした。暫らく急な下りを進むと

水瓶山に到着。心配した雨も何とか持ちそうなので、途中

の見晴らしの良い場所で、遅ればせながらの昼食を取った。

昼食後、ふたたび急な下りが続き、黒岩稲荷神社、砂防ダ

ム、連歌屋登山口を経由してホテルグランティアに戻った。

全員無事で笑顔で散会した。

参加者 24 名 ( 森会長、小西講師、北九州 2、東九州 7、  

宮崎 9、福岡 4)

宝満山登山コースの参加者は竈門神社駐車場に集合し、

会長、講師、各支部参加者の紹介を行い、小西講師を先頭

に登り出す。駐車場から階段を上り竈門神社に出る。本殿

は改築のためシートで覆われていたが、安全登山を祈って

お参りをする。本殿前から左に下り一合目の鳥居をくぐる。

ここから登る正面登山道は、宝満山でも一番人気のコース

で登山者が多い。早くも下山してくる登山者とあいさつを

交わしながらすれ違う。前夜の懇親会での飲み過ぎか、ま

だ本調子とはいかない。1 時間ほどで三合目の休堂跡に着

く。水場の冷たい水で喉の渇きをいやし一休み後出発。

講師の話を聞きながら石積みの階段をゆっくりと登って

行く。汗をかきながら登るとともに体が慣れ、調子が出て

きたのかお互いの会話も弾んでさた。足取りも少し軽くな

り一気に百段ガンギを登り詰め七合目で休憩。「こんな階

段ばかりの山は初めてだ」との声も聞こえる。中宮跡では

講堂の礎石の説明を聞き、「男道」を登る。登山道の側で

は、中世時代に祭祀に使われた遺物が今でも出てくるとの

話に、宝満山の歴史の深さを感じた。さらに岩場の道を注

意して通り、頂上への最後の石段を森会長を先頭にして登

りきる。頂上は雲の中、展望は得られない。記念の集合写

真を撮り、キャンプ場に下る。キャンプ場の山小屋で西鉄

山友会の伊藤博紀氏からバイオトイレの維持管理について

の苦労話を聞き、昼食とする。

下りはキャンプ場から「女道」を通り、往路の階段の道

を苦労しながら二合目の一の鳥居まで下る。ここからは林

道を通り本谷遺跡に再建された六所宝塔の安西塔について

説明を聞き、一合目近くの「山の図書館」（九州登山情報

センター）を訪ねる。竈門神社駐車場で、森会長をはじめ

九州 5支部の再会を約し散会とした。

参加者 4名 (東九州 2、福岡 2)

福岡支部の 2名が案内役となり、車を使用して出来るだ

け多くの寺社・史跡地を巡り、行先地での散策時間を多く

取ることにした。

まずは木立に包まれた観世音寺を訪れ、日本最古とされ

る国宝の梵鐘を見る。さらに平安時代に作られ、重要文化

財に指定されている仏像群を拝観して心を癒した。ついで

戒壇院、太宰府政庁跡を巡ったが、広く開けた政庁跡から

は、登山・ハイキング班が登っている四王寺山や宝満山が

見上げられた。私たちも高い所に上がりたいと四王寺山の

一角にある岩屋山に向った。標高 281m、戦国時代、岩屋

城の本丸があった所である。ここからの眺めは素晴らしく、

先程歩いた観世音寺や政庁跡を眼下に見、その先遠くに脊

淀川　雅之
No.12989

記念山行① 四王寺「歴史」ハイキングコース

副島　勝人
No.8125

記念山行② 宝満山登山コース

酒匂　輝昌
No.10797

記念山行③ 自由散策コース
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副島　勝人
No.8125

九州の「熊？を訪ねて」古祖母山・障子岳 登山

【期　日】平成 25 年 3 月 16 日（土）～ 17 日（日）

【参加者】22 名（福岡支部会員 11 名、東九州支部会員 3名、

　　　　 一般参加者 8名）

祖母、傾山系のツキノワグマは、明治以降の捕獲の記録

があるが、1987 年捕獲されたのが最後で絶滅したとされ

ている。しかし、平成 11 年祖母山中の尾根道で大型動物

を目撃したとの情報があり、平成 12 年 NGO「日本クマネッ

トワーク」による生息調査が行われたが、生息を証明する

痕跡は見つからなかった、と発表された。果たしてクマは

いるのか、クマの痕跡を訪ねる山行を行った。

3 月 16 日

「熊」調査の一行 19 名は福岡市天神を貸し切りバスで出

発、豊後大野市にある原尻の滝で東九州支部長加藤英彦氏

他 2名と合流した。昼食後、豊後大野市緒方町の歴史民俗

資料館を訪問した。資料館には、捕獲されたクマのはく製

やクマに関する文献、祖母、傾山系の動植物、旧緒方町の

歴史、民俗、地質、産業などに関するものが展示されてい

る。館長高野弘之氏から、山の神にクマやイノシシなどの

内臓を捧げることや、仕留めた熊を供養するための石塔の

ことなど、また館内の展示物についての説明を興味深く伺

うことができた。

古祖母山山頂にて

豊後大野歴史資料館前にて

【コース】静岡～椹
さわらじま

島～聖平～聖岳～聖平～上河内岳～茶

　　　　 臼岳～易老岳～光
てかり

岳～易老岳～易老渡～平岡

【日　程】平成 25 年 8 月 2 日～ 6日

【参加者】 淀川雅之 森山幸美 中村寛三 酒匂輝昌（年齢順）

私たちは年に 1 度は 3000 ｍの風に吹かれたいと聖岳～

光岳を縦走しましたので報告します。参加者は男性 3 名、

女性 1名の計 4名、平均年齢は 69 歳でした。

歴史民俗資料館を辞し尾平鉱山の旅館へ向かう途中の上

畑で、「熊の権元」の供養塔を見学し、大岩の上の石碑は

倒れていたが参加者の方が厳かに御神酒を掛けて供養され

ていた。もみ志や旅館の夕食は、東九州支部との交流会を

兼ねて行い、飲み語らい楽しい会となった。最後に東九州

支部会員によるハーモニカの伴奏で“森のくまさん”を歌

いお開きとした。

3 月 17 日

天候は曇り空、風がやや強い中、尾平トンネルの宮崎県

側日向国登山口から入山した。杉木立の中を通り尾平越に

出る。これから樹林帯の中稜線沿いに登り詰め 2 時間 30

分を要して古祖母山頂についた。山頂からは高千穂町方面

や障子岳、親父山と雄大な景色を見ることができ参加者は

満足顔であった。計画では障子岳までとしていたが、時間

もなくまた高齢者中心の登山隊は安全が第一、と往路を引

き返した。尾平越までの登山道の一部ではシカの食害と思

われるがスズタケが全滅状態で、また周辺の樹木は枯木が

多く痛ましい林相となっていた。

大人数でのクマの調査は、クマもびっくりしたのか現れ

ず、またその痕跡も見つけることができなかったが、早春

の古祖母山に登ることができ、楽しく充実した山行となっ

た。帰路は、竹田駅近くの銭湯で汗を流し、ビールで喉を

潤し無事帰福した。

振山から九千部山に連なる山なみ、南に耳納連山を見渡す

ことが出来た。山頂で景色を堪能した後、山を下り、光明

禅寺、九州国立博物館、太宰府天満宮を巡る。

最後は、「山の図書館」（九州登山情報センター）へ。こ

こでは、蔵書を見せて頂くとともに昼食を取らせてもらっ

て、宝満山登山班の到着を待った。暫らく話し込んだとこ

ろで、宝満山登山班が着く。東九州支部の会員も戻ってき

たので、自由散策コース班は解散、出発したホテルダラン

ティアに帰ってきて終了した。

酒匂　輝昌・淀川　雅之
No.10797 No.12989

南アルプス 聖岳～光岳縦走 山行報告
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〔1 日目〕8 月 2 日（金）、午前 7 時博多発の「さくら」

に乗車し、大阪で「こだま」に乗り換え、12 時 17 分静岡着。

13 時に予約していたタクシーに乗って畑薙第一ダム手前

のマイクロバス停に向った。タクシーは洪水で道路決壊が

あったとのことで迂回、遠回りしてマイクロ発車 5分前に

到着、気を揉む車中だった。椹島行のマイクロはほぼ満席、

1 時間の乗車で 16 時 30 分椹島ロッジに到着した。同行の

淀川、中村さんは山が好き、酒は嫌いでないと好みが合う

ので先が楽しみ。夕食の頃、激しい雨が降り始めた。明日

の晴天を願って１杯。

〔2 日目〕天気はまずまず。6 時 30 分畑薙ダムに向うマ

イクロに乗ってロッジを出発、10 分で聖岳登山口に到着。

身支度を整え 6 時 45 分登山開始。歩きはじめて間もなく

ヒノキの林のジグザグの急坂となり、一列になって登る。

道は林の中、暗い山道だが低木や丈の高い草がなく見通し

がよい。暫く急登が続き、何時もなら元気で一山も二山も

多く登る中村さんが前夜頑張り過ぎたためか遅れ始める。

ゆっくりと登り 7 時 25 分出会所小屋跡に達し、次いでヒ

ノキ林の中の暗くて長いトラバース道を進んで聖沢に到

着。沢からは急登となったがやがて尾根になり 9 時 40 分

造林小屋跡に出た。更に登り続け、木の丈が低くなり、足

元を草が覆うようになった頃、左側に落差のある 2本の滝

が見えてきた。12 時 40 分滝見台到着。歩き始めて 6 時間

やっと展望のきく所に出て暫く休憩、中村さんも何時もの

調子を取り戻してきた。そこから先は緩やかな登りとなり、

小さな沢を何度か渡るうち、テント場が現れ、聖平小屋が

見えた。14 時 25 分小屋に到着、長い登りも終わった。夜

は満天の星、明日の好天が期待された。

〔3日目〕今日は聖岳の頂上に立つ日。出来れば茶臼小屋

までと 4時 30分、ヘッドランプを点けて出発。日の出を稜

線で迎えたいと急ぎ足で進み、聖から茶臼、光岳をつなぐ稜

線に出た。道を右にとり少し登ったところでお花畑、更に進

んだところで東の空が明るさを増してきたので立ち止まって

日の出を待った。間もなく日の出、富士山も近くに並ぶ贅沢

なご来光を堪能し、歩みを続けた。暫く登って森林限界、小

聖岳に着いた。目の前に大きな聖岳がどっしりと構え、斜面

を登っていく人の列が小さく見える。大斜面に付けられた

岩屑と砂礫のジグザグ道をゆっくりと登り、7時 10 分標高

3013m の聖岳山頂に到着、額の汗に 3000m の風が心地良かっ

た。山頂は広く、北に赤石岳がドンと構え、南は上河内岳か

ら光岳にかけての稜線が低く遠くに連なっているのが見渡せ

た。展望を楽しんだ後、来た道を聖平の小屋まで戻り、荷物

を整えて茶臼小屋に向った。稜線の分岐に戻り左に曲がって

南岳へ。南岳山頂に着く頃から雲が増し、朝方登った聖岳は

見えず、またこれから向う上河内岳も見ることが出来なく

なった。上河内岳の肩に着いたころガスはますます濃くなり、

風も強くなったので頂上をあきらめ先に進んだ。砂礫の山稜、

コバイケイソウの群落、ダケカンバの林を通り抜け茶臼小屋

への分岐に着いた。ここまで来たところで雨が降り出し雨具

を着て小屋へ。15時 05分小屋到着、夕食はまぐろの刺身も

出て、山の中と思えない食事だった。

〔4 日目〕小屋発 5 時 45 分、小雨の中を稜線の分岐に

戻って茶臼岳へ向う。山頂着 6 時 45 分、ガスの中で展望

はなし。仁田池、希望峰と進み 9 時 25 分易老岳山頂に到

着。山頂はシラビソ林の中の小さな平らで、道標がなけれ

ば通り過ぎてしまいそうなところだった。ここは明日易老

渡に下る際の分岐点なので、通り過ぎないよう周囲を確か

めてから光岳に向った。暫く下って三吉平、雲の中で草地

が広がっているのを見るだけ。更に進んで林の中の石がご

ろごろする涸れた沢状の道にさしかかった。長い急坂、ま

だかまだかと思いながらの登って明るい草地が広がる静高

平に出た。木道のセンジガ原を進み 12 時 30 分光岳小屋に

到着。荷物を置いて山頂へ向い15分で到着。山頂は林の中、

ガスのせいもあるか展望はなく山名を書いた標識だけが目

立った。次いで中村さんの提案で光石へ下った。15 分で

「光岳」名のもとになったと云われる白く巨大な岩が現れ

た。山腹から飛び出した白い大岩は麓からも目立つと思わ

れた。来た道を小屋に戻り夕食の仕度。この小屋では 3人

以上は自炊とのことで中村さんに腕を奮ってもらった。こ

の日は紅一点、森山さんの 60 歳代最後の誕生日、南アル

プス山中で迎える記念すべき日に乾杯、コッフェルを囲ん

で祝いの杯を重ねた。

光岳山頂にて

聖岳山頂にて
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日本山岳会の会員であるからには、一度は「山研」（日

本山岳研究所）に泊まってみたい。また、いつもは北アル

プス登山の通過点にしている「上高地」に滞在し周辺をゆっ

くり散策してみたい――こういった思いを実現すべく 4泊

5 日の予定で、福岡支部の中高年グループの有志 9 人（男

5・女 4）が、中馬董人支部長を先頭に猛暑の博多（昨夏

は 35 度以上が連続 17 日間の新記録・平均気温は日本第一

位）を離れて上高地の山研に向かった。

2013 年 8 月 28 日朝 7 時 05 分発の新幹線で博多を出発、

名古屋で特急列車に乗換え、まず中津川で下車。馬籠宿と

妻籠宿をそれぞれ約 1時間観て歩き回ったあと、妻籠宿か

ら JR 南木曽駅までの中山道自然歩道（3.8km・1 時間）の

ハイキングを楽しんだ。

南木曽から列車で松本に出、夕方、中心部のスーパー

で翌日から 4 日間分の食材を買い込み、当日は松本泊り。

夜は、名物の馬肉専門の料理屋さんで、今回の成功を祈っ

て乾杯、ミーティングを行なった。

2 日目の 29 日は、松本から電車で新島々へ、そこから

バスに乗換え、朝の 11 時すぎには、憧れの清涼感満ちあ

ふれる上高地に入った。梓川にかかる河童橋から明神岳、

前穂高岳、奥穂高岳などの峰々いわゆる吊り尾根に見入る。

この日は山研が満員のため、小梨平キャビンに宿をとり、

上高地帝国ホテルで少々贅沢な昼食。田代池を経て大正池

までの散策、ウェストン碑訪間などで時を過ごし、夜は飛

騨牛の焼肉など野外のバーベキュー料理で盛り上がった。

3 日目の 30 日、この日から天気が崩れ始めた。朝、雨

が降ったりやんだりする中、山研に余分の荷物を預けたあ

と梓川右岸沿いを歩き焼岳登山に向う。途中、西穂高岳登

山口を過ぎ、小梨平から 1時間歩いたこころで登山口。右

に入り峠沢の左岸を登って徐々に高度を上げて行くと、岩

壁帯につけられた金属製のハシゴにいくつも出会う。登山

聖岳～光岳縦走概念図

高木　荘輔
No.12920

山研を利用し上高地・北アルプスヘ

〔5日目〕小雨、小屋発 5時 30 分、福岡に帰る日。易

老岳までは昨日歩いた道を戻る。苦労して登った石だら

け沢状の道も下りとなればあっけなく、7 時 40 分易老岳

分岐に到着。暫く休んだ後、シラビソの林を一気に下っ

た。道はほとんど直線的で狭く急な下り、目標になるもの

もない。足元を見ながらひたすら下って行く途中、足首を

骨折したと座り込んだ人に追いついた。顔を覗き込むと光

岳から前後して歩いてきた人、救助の要請はしたとのこと

で言葉を交わし分かれた。3 分 2 くらい下ったところで森

山さんが遅れ始めた。どこに足を置いたらいいか分からな

いと言う。足の疲れと思われたので男性が荷物を分けて持

つことにしてゆっくりと下った。暫く下ったが歩き難くそ

う。先は長いと思われたので健脚の中村さんに残りの荷を

背負ってもらい下りを続け、予定時刻の 12 時 20 分易老渡

着。予約し待っていたタクシーで平岡に出たが、途中「神

楽の湯」に寄って 5日間の汗を流し、喉を潤した。後は豊

橋、名古屋、大阪と乗り継ぎ 23 時 14 分博多着。無事、沢

山の想い出をつくり長い山旅を終えた。
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口から 2時間半歩いて最後の一番長いハシゴの下の岩場に

着いたころ、ついに雨が激しくなり、金属製ハシゴや道が

滑りやすくなり危険になったため登頂を断念、往路をその

まま下り山研に辿り着いた。単独で西穂高岳登頂をめざし

た Nさんも西穂小屋から引き返してきたばかりだった。

念願の山研に落ち着いた私たちは、管理人の内野さんご夫妻

から使用規則を詳しくお聞きしたあと、濡れたウェアや用具の

乾燥、入浴などを行い、夜はビールなどを飲みながら自分たち

で作った鍋をつつき、ゆっくりと山研ライフを楽しんだ。

4 日目の 31 日は、明神池から白沢出会を経て徳本峠ま

でを往復、期待していた北アルプスの山々の風景は雨混じ

りの曇天のため眺めることは出来なかったが、代わりに美

しい高山植物の花々が出迎えてくれた。帰りにビジターセ

ンターに寄って山研に帰着。なお Nさんは、この日焼岳に

無事登頂して帰ってきた。

最終日の 9月 1日には、大町市の大町山岳博物館に立ち

寄り展示室を見学、とくに付属施設の「山岳図書資料館」

では、元福岡支部長の故・松本徰夫先生（秩父宮記念山岳

賞受賞者・地質学者）が寄贈された図書のコーナーを見せ

て頂き、図書整理を分担した当事者たちとしては大変感慨

深かった。かくして、当日夜、やっと猛暑と大雨が去った

ばかりの博多に、新幹線で帰還することが出来た。

山研で、管理人の内野さん一家と

日本山岳会福岡支部忘年登山会
十坊山～まむしの湯～カキ小屋で

高木　荘輔
No.12920

日本山岳会福岡支部の忘年登山会が、12 月 14 日 ( 土 )

脊振山系の一番西の端にある十坊山（とんぼやま・535m）

で行なわれ、20 名が参加した。

当日は、午前 10時 30分に JR筑肥線・福吉駅に集合。肌

寒い曇天ながら時々陽がさす天気。リーダーの水野公代さ

んと中村寛三さんの案内で、10時 50分に出発した一行は、

20分程歩いて中村登山口に着き、そこから山道に入る。ミ

カン畑や照葉樹の森の中を登り、さらにスギやヒノキの林

を 1時間余つめると大きな岩が現われ、そこが山頂だった。

途中、山道の枯葉を踏んでの歩きがこころよかった。12

時 28 分山頂着。

頂上の大岩の上は、絶好の展望台。玄界灘や虹の松原の

弓状の海岸線が眼下に広がり、振り返ると浮岳、女岳、二

丈岳などが展望できる。

他の登山グループも含め、山頂の小さな広場で賑やかに

昼食後、午後 1時、下山開始。下りは、往路を引き返す

班と浮岳との鞍部にある白木峠を経て浮嶽神社に立ち寄り

下山する班の 2班に分かれる。いずれにせよ、中村登山口

の近くの「まむしの湯」に午後 2 時半頃には全員が集合、

ゆっくりと体を温め汗を流す。心地良いひとときだった。

入浴後、マイクロバスで近くの福吉海岸にある名物のカ

キ小屋「ますだ」に送って貰い、そこで忘年の懇親会。殻

付きのカキや帆立貝、ハマグリ、サザエ、イカ、エビなど

を金網の上で炭火焼きしながら、ほうばる。ビールや焼酎

を飲みながら、最高のご馳走だった。

夕暮れが迫る頃、散会になったが、一部有志は、さらに

電車で移動し、福岡の天神界隈で二次会を開き盛り上がっ

たとか。

河童橋で

2013 年忘年登山会　十坊山山頂
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《編集後記》
　支部報第27号は多くの方に寄稿頂き刊行しました。本誌について感想を述べます。戦後
いち早く中央の岳界に先駆けてヒマラヤを目指した先達がいたことは九州の岳人として誇り
です。その知られざる小史がのちに自らも報道記者としてヒマラヤの地を踏んだ松尾氏によっ
てつまびらかになりました。宝満山はみんなに親しまれた故郷の名峰です。古来修験道の霊
山として崇められてきました。一昨年史跡として国の指定を受けるまで長く地道に運動を推
進されたのは小西氏です。ツアーガイドのベテラン渡部氏はチベット仏教に対する深い造詣
を駆使してブータン国民のあふれるような幸福観のなぞを解き明かし、日本人ももっと自信
を持ってと呼び掛けています。九州の南、屋久島は世界自然遺産になって何かとかまびすし
いのですが、島在住の太田氏はその以前から続けていた研鑚を集大成されました。これらの
諸氏のように登山に親しむだけでなく、幅広い分野において多才ぶりを発揮し、多彩に活動
する仲間が身近にいることは、大きな喜びであり励みです。特集を組んだゆえんです。山岳
会の活動や山行にも多くの報告が寄せられました。海外、国内ともに高齢者とはとても思え
ない大きな行動半径にただただ感嘆するばかりです。女性会員山川氏からの投稿はことのほ
か嬉しいことでした。女性会員の投稿を今後も期待しています。色々な切り口から各地の山
を描き込んだ本誌は、本来山好きの集まりである山岳会として極めて健全な姿を示している
のではないでしょうか。寄稿下さった方々にお礼を申し上げます（A.B.）。

◎平成２5年度（2013年）福岡支部事業報告
１．通常総会
　「平成 25 年度 （2013 年度） 通常総会」 を 2013 年 5 月 19 日 （日） に福岡市中央区の 「中央市民センター」 にて開催

した。 出席 23 名、 委任状 37 名、 計 60 名。 中馬菫人支部長挨拶につづき、 平成 24 年度事業報告、 平成 24 年度会計

報告、 平成 25 年度事業計画、 平成 25 年度会計予算等が審議され承認された。

総会後、 記念講演として渡部秀樹氏 「ブータン横断の旅と幸福度」 を開催した。 懇親会は会場を赤坂の 「みくに」 に移

して開催され 24 名が出席した。

２．「パハルフェスタ in 坊がつる」に参加し自然観察会等を担当した。
　2013 年 4 月 28 日 （土） ～ 29 日 （日）、 大分県九重山法華院温泉山荘にて開催。

　主催 ：パハルフェスタ実行委員会

　後援 ：日本山岳会福岡支部、 東九州支部、 他。 参加者 ： 50 名 （福岡支部会員 7名）。

３．「岳人のつどい」山の講演会
　2014 年 2 月 9 日 （日） 14 ： 00 ～ 16 ： 00 に開催した。

講演「世界の山々を歩いて」渡部秀樹氏スライドとトークを太宰府市太宰府館まほろばホールで行なった。 参加者約 160 名。

また同会場にて懇親会を開催した （参加者 56 名）。

４．自然観察登山「福万山と由布岳」～自然を守り育む野焼きの風景を訪ねて～
　2014 年 3 月 8 日 （土） ～ 9 日 （日） に開催。

◎日本三百名山ガイドブック出版について
　この企画は 2000 年に山の溪谷社から出版された同名のガイドブックを完全リメイクし、 最新情報や写真を盛り込んだ 「日

本山岳会版」として発刊するものです。 全国の 31 支部がそれぞれの地域の山々を担当しました。 福岡支部は雲仙普賢岳、

多良岳、 屋久島宮之浦岳を担当、 2014 年 5 月に発行予定です。

◎福岡支部例会は、 毎月第２火曜日赤坂の 「みくに」 で行なっています。 18:30 ～ 20:00 頃まで協議事項 （役員会） で、

20:00 当たりから飲み会になります。 どなたでも参加できますので、 是非顔を出してみて下さい。

～ 5. 事務局報告～
渡部　秀樹
No.9826

ブータン横断の旅ブータン横断の旅


