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実、山行計画の立案ができる人を養成するなど会員スキル

アップにも努めたいと思っています。

2.「山の日」について

皆さますでにご存じのとおり8月11日を「山の日」とする

議員立法案が国会で審議可決され、2016 年から施行され

ます。私たち支部会員も一人ひとりが何ができるか、何を

するかを考え実行しなければと思います。また支部として

取り組むべきことについてご提案をお待ちします。

3. 現在実施している支部の主な会合や山行

[ 集会 ]支部総会（5月）や岳人のつどい（2月）など。

[ 支部山行の充実 ] 支部山行は担当役員の熱意と新入会

員を取り込みながらベテラン会員の参加もあり段々と参加

者が増加しています。当支部の現状からして岩壁登攀や積

雪期登攀は望むべくもありませんが、2014 年は南・北ア

ルプスの 3000 ｍ峰（北岳と奥穂高岳）登山を計画し登頂

できました（詳しくは支部活動報告をご覧下さい）。

2014 年度の計画は 3 月の自然観察会を残すのみとなり

ました。いずれも楽しい山行です。支部会員の参加をお待

ちしています。

以上の支部計画山行のほかに、会員同士の自由な山行も

もちろん行われています。2015 年度の計画は別途お知ら

せいたしますが、支部会員相互の親睦を深め支部の活性化

を進めたいと思います。

当支部会員の平均年齢は 72 歳（2014 年 8 月時点 = 支部

長会議資料より）となっています（秋田、越後支部も 72 歳、

平均年齢が最も若い支部は東九州の 61 歳）。若い支部会員

1. 支部長２期目の取組みについて

2014 年の支部総会でもう 1 期支部長をせよとの宣告を

受け 2014 年度・2015 年度の支部長を仰せつかりました中

馬董人です。支部の運営はこれまで通り支部の活性化を進

めていきます。支部活動を積極的に実施するとそれに伴う

経費もかかります。当支部ではこれまで支部活動に要する

費用は全て本部からの交付金で対処してきました。支部報

の発行費や事務費の節約、郵送料の節約のため極力 Eメー

ルを利用するなどは実施しているところですが、限界があ

ります。支部会費を会員諸氏にお願いすることも役員会で

話題に出たこともありました。今後具体的に検討していく

べきではないかと思います。

日本山岳会の目的は定款の第 3条に記してあります。皆

さんご存じのとおりですがあえて引用します。『本会は、

山岳に関する研究、知識の普及及び健全な登山指導、奨励

をなし、あわせて会員相互の連絡懇親をはかるとともに、

登山を通じてあまねく体育、文化ならびに自然愛護の精神

の高揚をはかることを目的とする。』となっています。

私たち福岡支部の会員がお互いに会って山に関するいろ

んな話ができること、さらに一緒に山に行くことは会員間

の連帯を深めることになりますし、支部のモチベーション

が高まり、公益活動時の指導力アップに資することも可能

になると思われます。ちょっと大上段に構え過ぎましたが、

要するに楽しく愉快な支部にしようということです。もち

ろんいまでも楽しい会ですが、もっと多くの会員に参加し

てもらいたいということです。支部活性化のため会合の充

目  次
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2
3
4

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5
8
10

1．年次報告（2014年度）
2．地域に根ざした山への想い

3．福岡支部の山行活動

◎筑紫丘高校山岳部60年の歩み
◎山への想い
◎里山の自然保護に想う

[海外編 ]
◎中国四川省・四姑娘山群遠征記（2010年～2014年）
◎中国チベット・カンリガルポ山群再訪（2014年）
◎ネパール・親子道中記

スークーニャン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14
15
15
16
16

4．支部活動・事務局報告
◎岳人のつどい「山の映画」上映会開く
◎新年登山会  油山に25名
◎2014年度山行記録のまとめ
◎福岡支部事業報告
◎編集後記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12
13
14

[国内編 ]
◎北岳とキタダケソウ
◎秋の北アルプス山行・涸沢から奥穂高岳をたずねて
◎自然観察会  福万山と由布岳登山



JAC FUKUOKA No.28

2

の獲得にも心がけていきたいと思います。

以上をこれからの目標として掲げましたが、支部の皆さ

まのご支援をいただきますようお願いいたします。

4. 新入会員へのメッセージ

日本山岳会に最近入会した支部会員の知識の足しになれ

ばと、日本最初の「山岳会」や諸支部の設立された時期等

を中心に簡記してみました、

[ 日本山岳会（正式には公益社団法人日本山岳会）及び

支部の設立等 ]

日本山岳会は今年（2015 年）創立 110 年を迎えます。

1905 年、明治 38 年 10 月 14 日発起人小島烏水等 7 名が東

京飯田橋・富士見楼に集まり設立されました。設立時の名

称は単に「山岳会」でした。「日本山岳会」と言う名称になっ

たのは 1909 年（明治 42 年）でした。

一方、地方組織（支部）の設立について見てみましょう。

戦前の 1935 年 ( 昭和 10 年 ) に関西支部が設立されたのが

最初です。その後は太平洋戦争後の 1946 年に越後支部が

設立されたのに続き、石川、東京（1967 年解散）、信濃な

ど続々と設立されました。 九州の支部では当支部（当初、

北部九州支部と称す）は 13 番目、14 番目の熊本支部とと

もに最も歴史が古く、1957 年（昭和 32 年）7 月に発足し

ました。以来 1966 年に東九州（当初は大分支部）が生まれ、

その後 1985 年に宮崎支部、さらに 2000 年には北九州支部

が設立され現在は 5支部があります。

支部間の交流制度としては「全国支部懇談会」が支部持

ち回りで開催されています。九州の支部間の交流としては、

九州 5支部交流会（隔年で支部持ち回り）や宮崎支部が毎

年高千穂町と共催で開催している「宮崎ウエストン祭」に

各支部も参加し交流を図っています。

[ 会費、入会金の変遷 ]

「筑紫丘高校山岳部 60 年誌

　　　　　～ CMC・筑高山岳会 60 年の歩み～」紹介

　　　　　A4 判縦 129 ぺ一ジ　写真 638 カット

　　　　　発行 :筑紫丘高校山岳会　会長　中村修一

　　　　　編集統括 :竹田和夫（次期会長）

4年前、編集を開始しました。15 年前のバヤンコール遠

征以降さまざまな意見が出ました。「インターハイ壮行会

ばかりで筑高山岳会全体の活動・会合がない」「筑高山岳

部員に CMC ノウハウの継承がない」「部室に山に憧れを抱

くような本・写真・記録がない」「CMC を指導している OB

も歴史・記録を掌握していない」などでした。

そこで筑高山岳部の歴史・記録を網羅し山岳部の失敗成

功ノウハウを整備し、CMC のアイデンティティ（方向性と

意義）を再認識し高校山岳部員のモチベーションを向上さ

せること、編集活動を通じて山岳会員同士の連帯感を再構

築し親睦を深めることを目的とし「CMC60 年誌」の編集を

しました。高校山岳部は、計画し登山し、反省する事は大

事ですが更に公的に検討報告し記録に残す事は登山目標管

理上もっと重要です。「変えてはいけないものの為に、変

えなければならないことがあります」。

筑紫丘高校山岳部 60年の歩み筑紫丘高校山岳部 60年の歩み
変えてはいけないもの、それは、筑高山岳部のアイデン

ティティは Mountaineering C1ub であることです。変えな

ければならないことは時流に応じたキャスティング、関係

者の意識、目標と方針、メニューです。他体育部のように

競技での勝利が第一目的というのではなく、山岳部員はど

のような登山をするのかという目標を設定しトレーニング

していく訳で毎年、筑高山岳部はどうあるべきかという事

をも考えなければなりません。その歴史の集積が 60 年誌

ですし、これからも、環境・時勢に合わせて対応していく

ことが必要です。しかし、時代がどう変わろうと変わらな

い筑高山岳部のアイデンティティの継承の意味をこめて

60 年誌のタイトルは“Climb On!!CMC“としました。

2014 年発行「筑紫丘高校山岳部 60 年誌」表紙
～ CMC・筑高山岳会 60 年の歩み～
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平成 20 年の支部報に、「カミさんと登った日本百名山」

の記事を載せていただいた。そのカミさんが黄泉に旅立ち、

亡くなる前に山への想いを述べていた。個人的なことだが、

書かせていただければと思う。

[ カミさんと山へ ]

私は、平成 10 年定年退職を機に登山を再開した。カミ

さんも一緒に登ろうと誘うと、音楽が趣味のカミさんは「独

りで登るか、お友だちとどうぞ」と返事はにべもなかった。

そこで、日本全国の温泉に入浴します、その土地の名物料

理もご馳走しますと口説き、イヤイヤながらも日本百名山

登山に付き合ってくれるようになった。ところが、日本百

名山を 3分の 1ほど登ったころから登山の楽しみに気付い

たのか、残りの山は愚痴もこぼさず 5 年間で登り終えた。

次の九州百名山は、驚いたことにカミさんの方が積極的で、

2 年で全て登れた。その後は、カミさんも私がお世話して

いる山の会に入り、月イチ登山を楽しむようになっていた。

[ 癌の発覚 ]

平成 21 年 8 月、カミさんに末期の腎臓癌が発覚した。

その年の正月に凍結した難所ヶ滝経由で膝までの雪の中宝

満山に登り（写真参照）、4 月には法華院温泉山荘開き登

山もした。毎月近郊の山にも登っていたので、癌末期とい

筑高山岳部は、自然と触れ合うトレッキングではなくア

ルパインクライミングを含めたオールラウンドな「マウン

トニアリング」の基礎を高校教育課外活動の一環として学

ぶところです。大学山岳部や山岳会ではありませんので、

卒業時ようやく登山技術トレーニングが始められるという

ことです。

九州では、生の情報量も少なく、マンネリ・因循姑息に

なりがちですが、インターハイに出場し全国の高校との交

流や OB との交流で自己啓発し、目標を高くアスリートと

して積極果敢な登山活動を展開してほしいと思います（下

図に世界を舞台にしたCMCとOBの山行活動を示しました）。

山への想い山への想い
うのは信じられなかった。幸い侵された腎臓は翌年早々摘

出できたが、2 年後の夏全身への転移が判明した。抗癌治

療を再開することになった日、カミさんは病室から見える

油山を眺めながら ｢もう一度久住に登りたいな ｣と言った

のであった。私は ｢法華院の弘蔵さんに相談して山荘まで

なら連れて行けるよ」と答え、翌年 4月山の会との山荘開

き登山の際に弘蔵さんから ｢長者原まで来られると方法は

あります ｣と言われていた。しかし、副作用による体力低

下は著しく、カミさんの言葉は実行に移せないまま過ぎて

いた。そして平成 26 年 1 月、癌発覚後 4年半足らず 72 歳

で逝去した。

[ 最後の願いが久住山登山 ]

残した身の回りの物を整理していると、遺言書が出てき

た。内容は、残された者へ感謝する言葉と登山や旅行など

幸せな人生だった、とだけ書かれていた。ところが日付を

見ると、抗癌治療を再開し久住に登りたいと言った日で

あった。久住山登山は、カミさんの人生最後の願いだった

と気がついた。私は感傷からの発言と受け取り、望みを叶

えてやらなかったことに慙愧の念が湧いた。

結局、遺言書を書いてから 2年半弱生きることになった。

この間のカミさんの山に対する想いを振り返ると、抗癌治

療で 40kg の体重が 20kg 台半ばまで減少し、孫の見舞いを

断るようになっても、百名山登山の本だけはベッドの側に

置いて暇があれば眺めていた。

自宅では、NHK-TV「にっぽん百名山」や「実践にっぽん

百名山」番組を、百名山の本を手にして欠かさず見ながら、
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入れて 7時間の行程である。

2014 年 5 月の台湾の玉山 ( 新高山／標高 =3,952m) の登

山を決めた 2月から 3か月間のトレーニングを、この里山

ですることにした。また、縦走とは別に承福寺 P/A ⇒湯川

山⇒垂水峠⇒孔大寺山⇒地蔵峠を折り返すと、山と峠とに

標高差があって、結構ハードなトレーニングになった。

湯川山の西斜面の山道は粘土層が露出し、傾斜も急で滑

り易いことから、山道脇の樹木にロープが沢山張られてい

る。何度か登るうちに、ロープに結ばれ、根元を上に枯死

した木々があることに気付いた。ロープを杉木にタイトに

結び付け、年月が経過し、ロープが杉肌に食い込み、樹液

の流れが絶たれ、枯死したのであろう。

杉の地肌に深く食い込んだロープは、緩めることが困難

であったが、一か所を切断すれば、次々と緩めることが可

能になった。また緩めるだけでは無く、杉木が成長しても

ある期間はロープが杉肌に食い込まないよう配慮した結び

方に変更した。3 か月のトレーニングの間に、湯川山の西

斜面のロープが掛けられた杉木数 10 本をすべて独力で処

理した。

そして、登山道の倒木は、下を木で支えてから鋸で切断

し、崖崩れ箇所を補強し、粘土で滑り易い登山道には山裾

から運び上げた石を打ち込んで、ステップにして完成した。

崖崩れ箇所の補強

放送内容と登山時の状況を反芻していた。私もカミさんの

死後、真似てみたが駄目だった。特にテレビの登山ルート

が私たちと同じ場合は、当時のカミさんの所作を思い出し

番組に全く集中できないのであった。

[ カミさんの山への想い ]

カミさんの登山は、私への付き合いから 50 歳代後半に

渋々始めたもので、登山歴は僅か 10 年程度にしか過ぎな

い。しかし、カミさんにとっての登山は、単なる趣味やス

ポーツと異なっていたようだ。遺言書を書いた日の最後の

希望が登山だったということは、登山が人生のかけがえの

ない一部分を占めていたように思うのである。山或いは登

山というものは、そのような魅力を持っていることに初め

て気付かされたと言っても良い。

カミさんの還暦は乗鞍岳で祝った。1 歳の孫は背負子で

担い、子や孫を含めて 20 人の登山であった。初盆をカミ

さんの遺志に応えて法華院山荘でやろうとしたが、子供か

ら反対された。お参りの方にご迷惑を掛けるという理由か

らだった。そして、初盆の迎え火は勢い良く燃えてくれた

が、送り火は何故か全く燃えてくれなかった。娘は、まだ

この世に心残りがあるのではないか、と言ったがそうかも

しれない。

今は、カミさんの最後の想いである久住山登山がやれな

かったことに、あの世で納得してくれるためにはどうした

良いだろう、と考えるのである。

「宗像四塚」ここが宗像市在住の私にとっての里山であ

る。

響灘に近接した西端にある承福寺 P/A（標高≒ 20m）を

出発し、まず湯川山（標高＝ 471m）に登り、垂水峠（標

高＝ 110m）に下り、孔大寺山（標高＝ 499m）に登り、地

蔵峠（標高＝ 160m）に下る。この 2 つの峠は、いずれも

遠賀郡岡垣町に抜ける 2級国道が通っている。

3番目の山は金山（金山南岳／標高＝ 330m）で、石峠 (標

高 =160m) を経て次の城山 ( 標高 =369m) から JR 教育大前

駅 ( 標高≒ 150m) に至る縦走コースは 13Km、昼食休憩を

里山の自然保護に想う里山の自然保護に想う

宗像ユリックス北農道から、左より湯川山、孔大寺山、金山、城山を望む

ロープが樹木にタイトに結ばれ、木肌に食い込んだ傷痕と掛け直したロープの状況

鋸で切断前の倒木　
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なんとか 10 ピッチ終了点のテラスまで降ろした。ここか

ら妹尾は大溝にベースを置いている YCC（東京ヤングクラ

イマーズクラブの略称）パーティに救助を求めて下降、米

澤は長友とともにビバークに入った。長友は意識が混濁し

ており、いつ呼吸が止まるか気が気ではなかった。遭難の

連絡を受けた YCC パーティは、自分たちの登攀を放棄し、

救助に当たってくれた。日暮も近くなった頃、妹尾と YCC

の佐野がテラスまで登って来た。

8 月 12 日、朝から長友を背負い、アプザイレンで下降

を開始する。午後 4時頃、取り付き着。ここからポーター

の手で麓の道まで降ろし、救急車に担ぎ込んだ。その後は

全ての登攀活動を停止し、8月 15 日、ベースをたたみ下山。

17 日に福岡へ帰り着いた。4980 ｍ峰登攀には成功したも

のの、野人峰登攀は反省の多い物になってしまった。

改めて、落石の怖さを知らされた思いがする。幸い、長

友の経過は順調で、10 月には職場復帰した。一方、野人

峰は、アメリカパーティによって、別ルートから初登頂さ

れてしまった。ビッグウオール登攀の難しさ、怖さを痛感

させられる遠征だった。

2 回目の遠征（2011 年）

7 月 21 日に成都で大内、守屋と合流。昨年入山した大

溝の隣の谷である、小溝へベースを設ける。周りはぐるり

と 5000 ｍ級の岩峰が聳え、高度差 600 ～ 1000 ｍに及ぶ花

崗岩の岩壁が連なっている。今回の遠征は日程に余裕が無

いため、その中で、すっきりしたラインながら登攀距離が

短そうな 5060 ｍ峰に突き上げるカンテに目標を設定する。

7月28日、ワンビバークの用意をして取り付いた。6ピッ

チ目を終えた大テラスでビバーク。翌 29 日はあいにくの

小雨模様となり一端下降する。

7月 30 ～ 8 月 3 日　雨　沈殿。さすがに、5連沈にはま

いった。室屋は雨の中を下山し、大内、現地スタッフとの

4人、終日焚き火を囲んで過ごす。

8 月 7 日、登攀を開始する。この日は大テラスでビバー

ク、翌日は 9ピッチ目までルートを延ばしたが、電動ドリ

ルのバッテリーが切れ、ボルトを打つことが出来なくなっ

てしまった。後ろ髪を引かれる思いで下降する。私はこの

後、九大山岳会のヒマラヤ遠征に参加するために下山。

8 月 14 日、福岡着。私の下山後、畑、佐野が入山し、

大内と共に登攀を継続したが、アタック不成功に終わった。

～海外編～

2009 年初旬の頃だと思うのだが、九大山岳会の長友に

中国四川省四姑娘（スークーニャン）山群登攀の話を持

ちかけられた。長友は数年来、東京在住の大内尚樹を中

心とするメンバー数人と共に、中国四川省奥地に位置す

る 5000 ｍ級岩峰群の登攀を行っていた。彼の話によると、

未登の 5000 ｍ峰、それも私の好む花崗岩の岩峰がごろご

ろしているらしい。さっそく、その話しに飛びついた。

1 回目の遠征（2010 年）

7 月 18 日、福岡発、上海経由で成都へ入る。ここでパー

トナーの大内、室屋、妹尾、現地スタッフと合流。一泊後、

車にて双橋溝へ入り、大溝上流にベースを設けた（4200ｍ）。

7 月 24 日、大内、室屋、米澤で 4980 ｍ峰東壁に取り付

いた。この高度での岩登りはきつく、激しい動作をすると

息が続かない。ヘルメットを岩に押しつけて、呼吸が整

うまで喘ぎ続ける。電動ドリルを使用しているとはいえ、

ボルトを打ちながらの登攀は遅々として進まず、4 ピッチ

登ったところから下降する。

 7 月 26 日、再度 4980 ｍ峰東壁へ取り付き、6ピッチ終

了点にビバーク地を整備する。妹尾は単独で 5200 ｍ峰に

アタックをかけた。翌 27 日、さらに登り続け、12 ピッチ

目で主稜線上に出た。ここから 1ピッチでピーク着。ピー

クは安定した場所で気持ちが良い。これで、第一の目標は

済んだ。一端、双橋溝まで下山し、改めて 7 月 30 日、野人峰

（5592 ｍ）のベースを建設する。目指す野人峰北西カンテ

は、高度差 1400 ｍ、相当に難しそうだ。さらに、左右の

壁には頻繁に落石が飛び交う。登攀意欲よりも恐怖心が先

に立つラインである。翌 31 日に大内、室屋は下山、8月 1

日に長友が入山してきた。翌日より登攀に入り、4 日間掛

けて 10 ピッチザイルを延ばした。10 日、米澤トップで 13

ピッチ目を登攀中、落石に遭い、セカンドの長友が頭部と

左手に直撃を受けた。頭部の傷は重傷であり、（頭蓋底骨

折と診断された）自力で動ける状態では無かったものの、

中国四川省・四姑娘山群遠征記（2010年～2014年）
スークーニャン

中国四川省・四姑娘山群遠征記（2010年～2014年）
スークーニャン
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3 回目の遠征（2012 年）

今年は 40 日間に及ぶ日程を組んで三度中国へ出かけた。

7 月 18 日、成都で大内、室屋と合流。昨年同様小溝へ BC

を置いた。

天候不順に泣かされたが、幸い課題だった仙人峰（5062m）

北西カンテ、Daogou 西峰（5422m）の隣のピーク（5360m

麗人峰と命名）南東カンテ、Chibu 2 峰（5400m）正面カ

ンテにラインを引くことが出来た。

1. 仙人峰北西カンテ登攀

26 日、登攀開始。8ピッチ目の大テラスを整理し、ビバー

クに入る。苦心の甲斐あって、三人が横になることが出来、

快適なビバークの出だしだった。しかし、真夜中頃から雨

が降り出し、翌 27 日は岩壁中で停滞する羽目となってし

まった。 28日、幸い雨が上がった。ビバーク用具等は残し、

セカンド以下も空身同様、ぐんぐんペースが上がる。3ピッ

チで昨年の最高到達点に達した。さらに 5 ピッチ登ると、

脆そうな岩壁に突き当たった。下部からの偵察時に於いて、

相当に悪いだろうと見当を付けた部分である。

幸い、岩壁基部を右上に走るルンゼが見える。このルン

ゼに入ると、格別の困難も無く、2 ピッチで頂上直下のコ

ルへ達した。頂上は狭く、一人ずつ交代でピークを踏んだ。

ピークからは反対の長坪溝が一望の下に見渡せる。さすが

に四姑娘峰は 6000 ｍを越えるだけあって氷河を掛け、雪

に覆われた山容は急峻に切れ落ちた岩壁を従えて迫力があ

る。さらに、アメリカパーティがルートを開いた神山が端

正な山容を見せる。まさに、岩壁の宝庫と言うべき景観で

ある。 このピークを九大山岳部の先輩にちなみ、仙人峰

と名付ける。また、ルート名を3人の年齢を合計した168（イ

ロハ）ルートと決めた。この数は中国では縁起の良い数だ

と言うことである。

2. 麗人峰曙光のカンテ

仙人峰登攀後、すっきりしない天候が続いたが、麗人峰

を目指し、8月 4日に登攀を開始した。 4 ピッチ目終了点

でビバーク。5 日は 4 ピッチラインを伸ばしたところで急

な降雪に見舞われ、登攀不可能となり、不安定な小テラス

でのビバークを強いられた。翌 6日も天候は回復せず、ア

プザイレンで下降する。この日、後発組の野口と合流した。

10 日、再度アタック。予定通り、7ピッチ登った所のテラ

スでビバークとする。翌日は核心部の登攀が始まった。12

ピッチを終えた頃には日没を迎えた。ビバーク点を求め、

暗闇の中でワンピッチザイルを延ばし、ピナクル裏の狭い

テラスで座ったまま眠れぬ一夜を過ごした。 翌 12 日も好

天、上部は傾斜が緩み、順調にザイルが延びた。17 ピッ

チ目を終え、ピーク直下のバンドに達した所で登攀を終了

する。 ルートは麗人峰へまっすぐ突き上げるカンテ上に

引かれ、爽快なライン取りが成されている。また、ルート

内容も優れており、好ルートと言える。朝日がこのカンテ

仙人峰ライン図
（5062m峰）
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を照らし出し、影になった岩壁を背後に直線的なラインが

くっきりと浮かび上がるところから曙光のカンテと名付け

た。大内と私にとって、会心のルートである。

3. チブー 2 峰正面カンテ

このラインは、昨年、

大内、佐野、畑が試登し、

18 ピッチまでザイルを

伸ばしている。小溝の

岩壁群の中では、最も

スケールが大きく、末

端からの高度差は 1000m

に近い。目指すライン

も 30 ピッチ近くになる

と思われる。13 日、後

発組の山崎、畑と合流。

16 日にアタック開始。

メンバーは、大内、畑、山崎、米澤の 4名。下半部は容易

なピッチが多く、一部ラインを間違えた所があったが、行

程がはかどり、昨年の最高到達点 18 ピッチ目終了点でビ

バークとなった。17 日、夜明けと供に登攀開始、長かっ

た25ピッチを登り切り午後2時半、山頂に立った。 11ピッ

チ目終了点の大テラスまで一気に下降し、ビバーク。翌日

も順調に下降を続け、取り付きで室屋の出迎えを受けた。

第 4回目の遠征（2013 年）

大内からの計画書では、双橋溝白海子（バイハイツ）の

奥にそびえ立つ岩峰を第一目標に上げてあった。私もこの

岩峰の写真を見てすっかり惚れ込んでいたから、問題なく

今年の課題は白海子と決定した。大内と私、68 歳同士の

熟年パーティが出来上がった。

7 月 28 日、福岡を発ち、成都で大内と合流、30 日には

白海子（山奥の湖）のほとりにベースを建設した。高度は

4600 ｍ、今までのベースに比べ、400 ～ 500 ｍ高い。バテ

バテになって白海子着。白海子は聞いていた以上の美しい

湖であった。澄み切った青い水はそのまま飲料にも使え、

湖畔には平らな草原が広がる。3 方を岩山で囲まれた景観

はクライマーの天国と言うべきであろう。湖を隔てた彼方

に三つの顕著なピークが傲然とそびえ立つ。左が老鷹岩、

右がワーグルセイ、どちらもすでに登られている。しかし、

中央の鋭く尖ったピークは未登である。

8 月 2 日、試登に向かう。雪渓を上がり切った所より脆

いルンゼを 1ピッチ登ると、赤茶けたフェイスの下へ出て、

ここから実質的な登攀が始まった。この日は 1 ピッチ上

のテラスに荷物をデポし下降する。 1 日休養を挟み、8月

4 日、2 ビバークの用意をしてアタックをかけた。4 ピッ

チを登り切った地点の狭いテラスでビバークに入った。二

人が横になれるスペースは無く、上下に分かれて座ったま

ま一夜を明かした。さらに 7ピッチ登った所から時間切れ

で退却、下降途中のテラスで 2 回目のビバークとなった。

身体は横になったものの、寒さで眠られず、体力の回復に

はほど遠かった。翌日は日が当たるのを待って下降する。

身体がふらつくほどの疲労を覚えたが頑張りきり何とか

ベースへ転がり込んだ。 

翌 7 日は朝から雪、山はたちまち冬山状態となった。8

日は休養、9 日にポーターが入山しベースを撤収する。11

日夕刻、後発の佐野、山崎と合流し、メンバーが揃った。

12 日に、東方のピンプン溝までベースを移すべく移動

したが、入山許可が下りず仕方なく 13 日、白海子へ再度

ベースを建設する。17 日に 2 回ビバークの用意をしてア

タックをかけた。12 ピッチ終了点のテラスでビバーク。

麗人峰より大溝を望む
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面はインド、ミャンマーとの国境に隣接し地理的、軍事的

理由などにより入域することが困難であるため、おもに北

面から多数の谷を広範囲に調査した。5 次の調査において

山名確認と山座同定ができたピークは約 40 座、走破した

走行距離合計は約 1 万 2000km に及ぶ。調査の報告は『ヒ

マラヤの東 崗日嘎布山群 踏査と探検史』（櫂歌書房）と

して詳細なものが残された。また、日本山岳会の『JAPANESE 

ALPINE NEWS』、『山岳』、『福岡支部報』、横断山脈研究会

の『ユンシス』等にも発表し大きな反響を得た。そして、

2007 年秋には福岡支部創立 50 周年記念トレッキングとし

て多くの支部会員がこの山群を訪れた。

『ヒマラヤの東 崗日嘎布山群 踏査と探検史』のあとが

きに松本先生は次のように記している。「崗日嘎布に入域

して、先ずはその見事な自然景観に感動した。清流と湖水、

河畔・湖畔から生育する針広混交樹林、それに連なる針葉

樹林、それを囲むかのような氷河と氷雪の山岳、天空に突

き出る鋭いピークの数々、夏季ともなれば色とりどりの高

山花卉等々。そのうちどれか一こまをとっても筆舌につく

しがたい。いくら美辞麗句をならべたててもすまされない。

さらにそこに住むチベット民族の村人は、敬虔なチベット

仏教徒のまま純粋さと素朴さを保ち続けている。近年、中

国の西部大開発政策はこの地を大いに変えようとしてい

る。確かに道路が良くなり、アプローチする時間が短縮さ

れるという便利さや施設の改善などは、私たちにとってあ

りがたい。しかし、その反面自然や村人たちに対して、ど

のように影響するのか心配である。今のままであってもら

いたいと、祈らずにはおられない。」松本先生のこの言葉は、

協力をしていただいた村人、通訳、ドライバー、そして隊

員の方々の清々しい笑顔の記憶とともに、私の心の底にそ

のまま残り続けていた。2013 年と 2014 年の秋、カンリガ

ルポ山群を再訪する機会を得たので、現況を紹介したい。

カンリガルポ山群の高峰が集中し、最大の氷河・ラグ氷

河を正面に望む丘陵地帯にあるラグ村は、福岡隊が何度も

訪問した村である。周辺の山座同定のために測量班が陣

取った丘は現在展望所が作られていた。またこの一角に政

府機関の出張所ができており漢人の若い役人が常駐してい

た。この役人は 2001 年から私が通っていると話したら驚

明るくなると同時に行動を開始、13 〜 17 ピッチと快調に

登り、小ピークへ立った。大内はこれが 10 本目、私にとっ

ても 5本目のルートである。

我々が登ったピークを「中央尖塔」と命名し、またルー

ト名を白海子の女神にちなみ「女神の微笑み」とした。

白海子から眺めると、「中央尖塔」は老鷹岩とワーグル

セイとに挟まれて一番低く感じるが、頂上に立つと、老鷹

岩、ワーグルセイが 100 ｍ程下に見下ろせる。中央尖塔が

低く見えるのは奥まっているためであって、実は 3ピーク

中最も高いのを確認した。GPSの値では高度5380ｍとなっ

ていた。「中央尖塔」は晴らしく迫力のある美しいピーク

である。ルート内容も緩みがなく、それぞれのピッチが充

実している。昨年の「曙光のカンテ」と並ぶ好ルートと言

えよう。この後は、老鷹岩の試登、野人峰、ポタラ峰の偵

察で時間をつぶし、24 日、深夜、福岡に帰り着いた。

5 回目の遠征（2014 年）

7 月 26 日、福岡発。成都で大内、山崎、室屋と合流す

る。今年は因縁の野人峰を第一目標とし、更にピンプン溝

の 5513 ｍ峰を狙った。しかし、悪天候が続き、行動 28 日

間で一日中雨が降らなかったのは 1日のみ、後は全部雨に

降られるという惨憺たる天候に遭遇してしまった。両ピー

クとも下部を登っただけで退却せざるを得なかった。

四姑娘山群は未だに未登の大岩壁が多く残され、クライ

マーにとって天国みたいな所だが、入山には中国登山協会

の許可を得る必要があり、つてが無いと許可を得ることが

出来ない。また、滞在費が高く、1 日当たり 2 万円を取ら

れる。気軽に出かけられるところでは無いと言っておこう。

なお、詳しい報告は http://www1.bbiq.jp/kokuryoukai/

に掲載されている。

日本山岳会福岡支部は東チベット・カンリガルポ山群に

おいて 2001 年～ 2005 年、松本徰夫先生を隊長とし、合計

5 次にわたり、山群全域における山名調査、山座同定など

の地理的解明を柱とし総合的な調査を行ってきた。山群南

中国チベット・カンリガルポ山群再訪（２０１４年）中国チベット・カンリガルポ山群再訪（２０１４年） ラグ村上部からラグ氷河
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一方、探検家ハンベリー・トレーシーとコールバックが

南北から合流し、その探検録にこの地域最大のゴンパが

あったと記載しているダシン・ゴンパは、まだ約 50 年前

にダイナマイトで崩壊されて以来の無惨な姿のままであっ

た。村の古老はまだ幼かったが、当時の様子を今でも脳裏

に焼き付けている。「大蔵経は山にように高く積まれて燃

やされた。その煙は天高く上って、風の馬になっていった」

と話した。彼は若い頃ラサに巡礼に行き、一万元ものお布

施を集めて、ムルゴンパから大蔵経テンギュル、カンギュ

ル全巻譲り受けて持ち帰った。寺の回りには石を高く積ん

で再建工事の許可を待ち望んでいるが政府は許可しないの

だという。

福岡隊ゆかりの谷として思い入れのある米堆谷の変貌ぶ

りはすごかった。谷入口には民族村のような石のゲートが

できていたが、これは明らかにカム東部のギャロン地方の

塔のデザインでここのものではない。チベットの地域性に

無頓着な漢人の設計であろう。車道は我々が「上の村」と

呼んでいた最奥の村まで延びており、そこから米堆氷河末

端の氷河湖まで遊歩道ができ、僅か 30 分ほどの気楽なハ

イキングで到達できるようになっていた。駐車場には馬と

馬方が詰めており氷河湖まで乗せて商売をしていた。幸い

漢人の商売人はまだ入っておらず、これには強力に抵抗し

ているそうだ。観光収入もすべて村に還元されているよう

で、その点は望ましいことだ。

いていたが、実直そうな人で、村人とはうまくいっている

ように見えた。村には何軒かの民宿もでき漢人観光客も多

く訪れるようになった。村の下の入口には数年前から簡素

なゲートと詰所があり、車はそこから上には入れなくなっ

た。入場料を払って、馬を雇って入らないといけなくなっ

たが、入場料は村の収入になるとのこと。私とガイドのジャ

ンツェンは村の顔なじみであったので車で村まで入ること

を特別に許可された。ひとつの民宿兼食堂には 1人の漢人

女性が駐在しており、「日本人がどうしてこんな辺鄙な村

まで来たのか」と英語で声をかけてきた。それはこちらの

台詞で、反対に、「なんでこんな辺鄙な村に漢族の若い女

性がひとりいるのか」と聞いた。彼女は上海の都会生活に

閉塞間を覚え、精神に病んでいた時、インターネット上で

ボランティアを募集していることを知り応募して派遣され

たらしい。賃金は支給されず宿泊と食事が保障されるだけ

とのこと。「不便だけど、信仰深くてシンプルな人々の暮

らしにすっかり救われて、任期が終わってもまた来たい」

と言っていた。

川藏公路からラグ村に入る途中の 2つの湖、マン・ツォ

とヤン・ツォの間にカンサ村があり、村を見下ろす高台に

はかつてはナゴン地方の府であったゲルク派のシュデン・

ゴンパがある。中国侵攻や文革により完全に破壊され、我々

が調査に入っていた当時は仮の本殿に数名の僧侶が修行を

しているだけだったが、2013 年にかつてのりっぱな僧院

が完全に再建された。資金はすべてこの地方の各村からの

寄付や、寺の募金活動にて再建したとのこと。

この地域は僧院の目の前にどっしりとそびえる聖山ド

ジ・ツェンザ峰 (5662m) をユ・ラ (産土神 )として崇めて

おり、その団結力が復興に寄与したのだと感じた。新築さ

れたばかりの僧院本殿に入ると神像の壁画が描かれてい

た。僧侶に「これはドジ・ツェンザ神ではないか」と言うと、

「どうしてそんなことを知っているのか」と驚き、それか

らいろいろな話を親しく教えてくれた。このドジ・ツェン

ザ神の壁画が再現されて確認できたことは、今回の旅の最

大の収穫と喜びであった。

シュデン・ゴンパから仰ぐドジ・ツェンザ峰（5662m,左の尖峰）

シュデン・ゴンパのドジ・ツェンザ神の壁画

米堆谷最奥部にできた展望台よりゲムソング峰と米堆氷河を望む
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福岡隊がベースキャンプとしていた「中の村」では、当時

の妙齢の娘さん達が中年のご婦人になっていたが、私を覚

えてくれていた。中の村はソーラー式の街灯ができたこと

意外はほぼ昔のままであった。

かつて苦労して入った朗秋谷もポーロンツァンポに立派

な鉄筋の吊橋が架かり、カンリガルポ峰を望む場所に展望

所ができていた。岩峰の裾野に広がるシラカバやカラマツ

の黄葉が美しく、村ではクルミや桃が実っていた。

然烏の町には漢人経営のホテルもできていた。ガイドの

ジャンツェンによると親切で良識ある漢人夫妻オーナーだ

とほめていた。スタッフとして然烏村の女性達が働いてい

た。この地での滞在が快適になったことは、我々旅行者に

とってはありがたいことだ。

チベット自治区の区都であるラサの変貌は年々驚くばか

りだ。今やチベット人よりも入植した漢人の人口の方が逆

転したという。また、警官はチベット住民１人に対し１人

以上駐在しているという風説もあるほど。聖地ジョカン（大

昭寺）を一周するバルコルは 2013 年に露天が一掃され広々

としていた。地元のチベット人は、門前町の風情が失われ

たという意見とコルラ（巡礼）がやりやすくなって良いと

いう意見とがあった。市街地周辺には誰が買うのだろうと

思うような投機対象の高層マンションが林立し、競技用ス

タジアムもできた。しかし標高が高くてスポーツ大会など

は催されないという。ラサの物価高騰はチベット人の生活

を苦しめている。カムやアムドの遊牧民は冬虫夏草が高額

で売れること、ヤクの売値も高騰したことなどで成功し金

持ちになった者も多い。今やランクルやパジェロに乗って

遊牧に行く。彼らはラサに巡礼に来て寺に寄付をするので

あるが、ついでにラサのマンションも購入する。それで、

ラサでは 10 年前 8 元 / 斤 (500g) だったヤク肉が今は 45

元 / 斤に高騰。バターは 10 元 / 斤が 60/ 斤になった。反

対にありがたい変貌もあった。ラモチェ（小昭寺）は今年

からデンリン (壁画 )が修復され、それは美しく、チベッ

ト仏教美術の集大成という感じになっていた。

2011 年春に急逝された松本先生の祈るような気持ちを

思い返してみると、チベットは今もスピードを増して変わ

りつつあると言える。ただ、あの雄大なカンリガルポの山々

や氷河の風景、チベットの人々の信仰心は何ら変わってい

ない様に思える。そのことだけは安堵したのである。

傘寿が近づいてきた。祝い事は数え歳で行うものであっ

たが、最近は満年齢で祝う方も多いようである。私は昭和

10 年（西暦 1935 年）11 月生れ、満 80 歳まではあと 1 年

弱である。

昨年（平成 26 年）の正月、帰省してきた長男から「傘

寿の祝いに一緒にヒマラヤを見に行こう、費用は負担す

る。」と提案され、その時は行ってもいいと生返事してい

たが、半分は宛てにしない気持もあった。

そのまま忘れかけていたところ、6 月も末になった頃、

長男から「8 月半ばごろ休みを貰えそうだ。行けるか ?」

と聞いてきた。「8 月はモンスーンの最盛期で雨が多く、

山（ヒマラヤ）も見えない、山蛭も多い、出来れば 9月下

旬以降がいいぞ。」と言うと、小学校教諭の息子は「教員

の長期休暇は夏休み期間中でなければ無理。」ということ

で、リスクを覚悟して 8月のお盆を挟んでの期間にネパー

ル旅行に行くことにした。

露店が撤去され広々となったバルコル

ポカラ郊外（ペワ湖の裏山）山頂にある日本山妙法寺仏舎利塔

ネパール・親子道中記

朗秋村にできた展望所よりカンリガルポ峰を望む
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トレッキングに行った際の最初のキャンプ地だったところ

で、想い出深いところだった。しかし天気が悪ければ山は

見えないし途中の山道は山蛭が多いそうだ。

ポカラ観光はぺワ湖南の山上にあるワールド・ピース・

ストゥーパ（日本山妙法寺仏舎利塔 =熊本の花岡山頂にあ

る仏舎利塔と一連のもの）、世界山岳博物館やチベタン・

コミュニティなどを見学。

一度ホテルに帰り、再度散歩に出たのが暗転。ホテルま

であと 100 ｍ余りの路上で、中学生高学年と思われる子供

数人の自転車がやや坂になった舗装の無い道を上方から疾

走してその中の一人が私に真正面から衝突した。その場に

昏倒した私の額からは日頃飲んでいる、血液が凝固しにく

い薬の影響もあり相当の出血があった。ポカラの病院に担

ぎ込まれ傷口の縫合（帰国後確認したところ止血薬だけで

済んでいたらしい）をしてもらった。もちろん翌日からの

トレッキングは中止した。

1日静養した18日早朝、車でサランコット（高度1400m弱）

まで登り夜明けを待つとアンナプルナ・サウスやマチャプ

チャレがどうにか雲の間に数分間かすかに姿を現し、息子

も少し納得したようだった。

あとは当初の日程どおり、カトマンズでボドナート・ス

トゥーパやバクタプール、パタンさらにスワヤンブナート

寺院を1日で回り、その日（20日）の遅い便で帰途についた。

とんだ親子道中になったが、どうやら無事福岡空港に帰り

ついた。以上が昨夏のおそまつネパール紀行のお話でした。

アルパイン・ツアー社に旅程を組んでもらった。添乗員

なしの旅行は久し振りであったが何とかなるだろうと踏み

切った。目的は中部ネパールのポカラに行き、アンナプル

ナ山群とマチャ・プチャレを眺める 1泊 2日の小トレッキ

ングだ。

お盆の入りの 8月 13 日、私たち 2名は福岡空港からキャ

セイ航空で香港に行き、ドラゴン航空に乗り換えてカトマ

ンズに行くことになっている。今の香港国際空港は初めて。

昔の啓徳空港に比べるとものすごく大きい。香港の租借

返還に合わせてイギリスが中国への贈り物として 1997 年

7 月の返還式に合わせての開港を目指したが間に合わず、

翌 1998 年にⅠ期工事が完成し、開港したとのこと。乗り

換え予定のドラゴン航空の駐機場がなかなか発表されない

のでヤキモキしたが結局 1時間強の遅れで香港空港を飛び

立った。機は途中バングラディシュのダッカに寄り、カト

マンズ空港到着は日付が変わり 14 日になったが無事到着。

空港内で入国ビザを取得しネパールへの入国を果たした。

ホテルでひと眠りし、雨期の雨が降りしきるカトマンズ

の街に出た。まずダルバール広場に行き旧王宮を訪れる。

以前に比べ参観料が数百ルピーと今世紀初め頃に来た時と

比べると相当値上がりしているようだ。その後アッサン通

り、カンティ・パトを通りパレス前に出た。今回のカトマ

ンズで王宮（いやこの前までの王宮）だったところが博物

館として国民に、さらには外国人にも開放され参観が可能

になっていたことは特に感慨深く感じた。もちろん雨に煙

る宮殿の中をゆっくりと見学させてもらった。雨が降り続

き靴の中はびしょびしょ、あきらめてホテルへ帰る。

15 日、当初カトマンズ～ポカラ間は飛行機の予定だっ

たが、雨で飛行機が飛ばないため（有視界飛行）陸路を 6

時間強のドライブとなった。途中モンスーンで増水したト

リスリ河沿いの道を行く。土砂崩壊や落石個所が数か所み

られたが、無事 15 時過ぎにポカラに到着。旅行社の現地

駐在員とは翌 16 日 9 時にホテルで会うことになった。空

き時間ができたので息子と「地球の歩き方」を参考にホテ

ルの周辺を探訪、ついでに日本食レストランも見付ける。

16 日朝、駐在員と会いポカラでの行動予定を決める。

16 日はポカラ周辺を観光し、明 17 日～ 18 日でダンプス

1 泊のトレックにでることとした。ダンプスは 1991 年に

NTT 退職後すぐ、電電山岳会の仲間や妻とアンナ・プルナ

ネパールでもトレパン姿の小学生が多い（バクタプール寺院ニャタポラにて）

モンスーンの雲間にマチャプチャレ（6993ｍ）がちょっと頭を見せた。
サランコットにて

世界山岳博物館正面
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～国内編～

北岳（3193m）は、富士山に次ぐ日本第二の高峰で、高山

植物の宝庫と言われています。キタダケソウに会えるかな？

7 月 29 日

福岡空港～羽田空港～新宿～甲府～広河原へ。朝一番の

ANA 便にて予定通り羽田に着きました。「夜行バスはかた

号」にて新宿に着いたメンバーと合流。13名の山仲間です。

あずさ 11 号で甲府着。本来ならば甲府駅よりバスにて広

河原へ直行するのですが、先立っての大雨災害のため南ア

ルプス林道、広河原線は通行止になっています。

身延線に乗り継いで JR 身延駅へ。そこから早川町営バ

スで奈良田温泉へ。さらに乗り換えて山梨交通バスにて広

河原着。家を出てからおよそ 12 時間、スタートなのにゴー

ルしたって感じです（フーッ！）。

7 月 30 日

天気は晴天です。広河原山荘からの道沿いには、クガイ

ソウ、ホタルブクロ、クサボタンと出迎えてくれました。

水が豊富なので、緑の木々や花々達も生き生きとしていま

す。バイカウツギだ。シモツケソウ、オニシモツケ、と沢

沿いに咲いています。

北岳は花の宝石箱などと、言われていますが、中でも

世界にここだけにしかない「キタダケソウ」が咲く山で

す。そして、ミヤマハナシノブも期待出来そうです。しか

し、キタダケソウは本来、7 月初めの雨の多い頃に咲くと

聞いています。ガイドブックによると肩の小屋のそばにま

だ残って咲いているかも？と期待しながらも息は上がりま

す。ゆっくり 1歩ずつ登ります。

大樺沢二股の手前は、大雪渓が残っていて一服の場所で

す。左廻りは雪が多く、つい先日八本歯のコルを目指して

いた 60 代の女性が滑ってケガをされたそうです。私たち

は、右股コースの花の多いコースを登りました。雪解け直

後で花がたくさん咲いています。

ミヤマハナシノブが現れました。阿蘇のハナシノブは美

智子皇后さまがお手にされたとかで知られています。凛と

した紫色の花です。

ミヤマハナシノブ

登山を進めて行くと次々とお花のオンパレードです。ハ

クサンフウロウ、ハクサンチドリ、ツマトリソウ、ミヤマ

ダイコンソウ、カラマツソウ、センジュカンピ、ミヤマシ

オガマ、ゴゼンタチバナ、タカネヤハズハハコ、キバナノ

コマノツメ、イワベンケイ、タカネグンナイフウロウ、ミ

ヤマキンポウゲ、イワウメ、タカネナデシコ、チングルマ、

タイツリオウギ、タマガワホトトギス、ミヤマシシウド、

シナノキンバイ、クルマユリ、白いオドリコソウ、ピンク

のカワラナデシコ、小太郎尾根分岐までも、まだまだ花は

続きます。ゆっくりとしたペースでお花を観察出来ました。

今日の宿、3000 ｍの肩の小屋に到着。早速、「キタダケ

ソウ」を探しに。咲いていました。初めて見ることが出来

ました。世界でここにしか咲いていない花です。ハクサン

イチゲ、チョウノスケソウと良く似た花々も一緒に咲いて

いました。コイワカガミも咲いていました。

しばらく休んで、北岳山頂へ。小屋に重たい荷物を置い

て行ったので、楽ちんに花の写真を撮りながら歩けました。

高度が増すごとにお花の種類も変化してきました。イワツ

メグサ、タカネツメグサ、キバナシャクナゲ、コバノコゴ

メグサ、ミヤマオダマキ、チシマギキョウ、ウリ坊を思わ

せるタカネマンテマ、アオノツガザクラ、葉が紅葉するウ

ラシマツツジ、ミヤマクワガタ、3193 ｍの山頂付近に岩

にへばりつく様に咲いていました。

キタダケソウ

北岳山頂にて

北岳とキタダケソウ
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7 月 31 日

今日も良い天気です。雲海の中から富士山がくっきりと

見えます。日本で 2番目に高い山から 1番高い富士山とご

来光をみるのは感動しました。

数年前は山頂を越えて間ノ岳、農鳥岳、大門沢へと縦走

しましたが、今回は、N さん一人が縦走コースへと一足先

に歩をすすめられています。大門沢小屋に宿泊されたそう

です。私たちは広河原へ下ります。稜線から左手には、仙

丈岳、右手の方には甲斐駒、そして鳳凰三山を眺めながら、

小太郎分岐から白根御池小屋をめざしてのルートを下りま

した。草スベリコースの急な道ですが、周りには、ウサギ

ギク、ヨツバシオガマ等、又、違った花に出会えました。

白根御池小屋の冷たい水は無料で飲み放題でした。ガラガ

ラと喉を潤しました。小屋からは、思いのほか、こんなに

も急坂？と思える程の道を 3時間程かけて広河原に下りま

した。分岐と合流してからは、上りに見た花をもう一度ゆっ

くり見てやはり、南アルプスの花は、潤ってるなと思いま

した。マルバタケブキ、サラシナショウマ、キタダケヨモ

ギも路をふさぐ程でした。小屋前のベンチでカンパイ！し

ていたら、雨がポツリ、そのうちにザーと降り出しました。

肩の小屋のご主人の天気予報は雨の降り出す時間までピタ

リと当たりました。

8 月 1 日

雨は夜だけで朝から今日も良い天気です。広河原山荘

からバスで奈良田温泉まで。ここで大門沢小屋に泊まっ

ていた、N さんとも合流できて奈良田の公営風呂「女帝の

湯」にゆっくり入って、JR 身延線、新幹線で静岡、名古屋、

博多と乗り継ぎ、山と花の旅は終わりました。

「北アルプス涸沢の紅葉を満喫しよう！」をテーマにし

た日本山岳会福岡支部の山行行事参加者 12 名は、2014 年

9 月 30 日から 10 月 4 日までの日程で、北アルプス穂高連

峰のべ一スキヤンプ涸沢に入り、紅葉の真っ只中、周辺の

登山を楽しんだ。

秋の北アルプス山行・涸沢から奥穂高岳をたずねて

9 月 30 日（晴）朝 7 時の博多駅発・新幹線さくらに乗

り込み、新大阪駅、名古屋駅で乗り換え、14 時 03 分松本

駅着。途中、中央本線の列車内から、数日前、大噴火を起

こして大災害をもたらした御嶽山の噴煙を見る。犠牲の大

ささを思うと複雑な気持になる。松本市内で自炊用の食材

を調達したあと、松本電鉄・新島々を経てバスで 17 時す

ぎ上高地（1500m）に入る。上高地・河童橋近くの林の中

に建つ日本山岳会の山岳研究所（通称 =山研）に落ち着き、

女性たちが主に作ってくれた「水炊き」をつつきながら、

お酒も入って楽しい夜を過ごした。

10 月 1 日（晴）7 時に上高地を出発、明神池～徳沢園～

横尾と順調に進み、昼食時間を含めて約 7 時間半の歩き・

登りで 14 時 30 分涸沢ヒュッテ（2300m）に到着。

折しも涸沢一帯はナナカマドが真っ赤に染まり、緑まじ

りの紅（黄）葉の美しさも最高。まわりの穂高連峰（前穂

高岳、奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳など）とカール（氷河

圏谷）の台地に点在する色とりどりのテント群の景観の見

事さと併せてまさに最高の「涸沢の秋」を満喫することに

なった（写真参照）。その代わりにヒュッテは登山客で超

満員。　1 枚の布団に 2 ～ 3 人が寝なければならない状態

だった。16 時 30 分夕食、18 時就寝。

10 月 2 日（晴）4 時起床、4 時 30 分朝食。ヒュッテ滞

留組（2名）を除いて、10 名が 6時までには出発。

「ザイテングラードまでの登り」（2 名）、「穂高岳山荘ま

での登り」（3 名）、「涸沢岳（3110 ｍ）登頂」（1 名）、「奥

穂高岳 (3190m) 登頂」（4 名）の各グループに分かれそれ

ぞれの「山行」を楽しんだ。

ヒュッテのテラスで、贅沢にも、陽光を浴び生ビールを

飲みながら周囲を見回すと、西に前穂・奥穂・北穂の連峰

北岳肩の小屋から富士山を望む
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受験の合格祈願や観梅を兼ねた参詣者で賑あう太宰府天

満宮参道の入口、その近くにある太宰府館・まほろばホー

ル（福岡県太宰府市宰府）で 2月 1日（日）午後 2時から、

日本山岳会福岡支部主催の恒例の「岳人のつどい」が開催

され約 130 人が集まった。

最初に中馬董人福岡支部長から開会のあいさつがあり、

16 年実施の「山の日制定」の意義やその充実化、近く九

重山域に建立予定の「坊がつる讃歌歌碑」への募金要請な

どが呼びかけられた。

が迫り、北東に目を転じると左から大天井岳、東大天井岳、

横通岳などの山なみ、手前に屏風の頭などが望める。また

混雑する泊り客に対応するため、ヘリコプターがこの日だ

けで 11 回も荷下ろしのため飛んできて、そのたびに強風

にあおられて右往左往しなければならなかった。連泊で、

16 時 30 分夕食、18 時 30 分就寝。

10 月 3 日（雨のち曇り）6 時 30 分ヒュッテを出発。上

高地まで往路を下る。朝のうちは小雨が降っていたが横尾

大橋に着く頃には止んでいた。下りも順調で、徳沢園でソ

フトクリームの休憩、嘉門次小屋でイワナの塩焼きの昼食

を取り、14 時すぎ山研着。夜はワインと手作りのサラダ、

カレーライスで打ち上げの宴を開いた。

10 月 4 日（曇り）この 10 年で何度もお世話になった山

研の管理人、内野慎一さんご夫妻が今年一杯で退職される

と言う。お礼とお別れのごあいさつをして、7 時 30 分に

山研を出発、帰路に着く。JR 中央本線の奈良井駅で途中

下車し日本一の宿場町・中山道の奈良井宿を散策。21 時

ちょうどには新幹線で博多駅に帰着した。

日本山岳会福岡支部事業（自然観察会）

福万山 (1235.9m) と由布岳 (1538.3m) 登山

期　日　平成 26 年 3 月 8 日（土）～ 9日（日）

参加者　18 名

＜会員＞ 13 名　中馬董人・一枝　高木荘輔　酒匂輝昌

竹原隆義　淀川雅之　中村寛三　田中政次郎　小野サツ

キ　長岡ミツ子　児玉かめ子　渡部秀樹　副島勝人

＜一般参加者＞ 5名　嶌本久仁子　角野祥子　神信昭仁

　武藤篤野　上岡恵津子　

阿蘇からくじゅう、由布市に広がる緑の草原は、春に野

焼きが行われている。草原に火を入れることで、草原の環

境を維持し、牛などの放牧地として利用されています。緑

の草原を守る野焼きの風景を見に行く山行を行いました。

今回の催しのテーマは、映画「盲目のクライマー」の上

映と「ヒマラヤ・トレッキングの紹介」（スライド映写つき）

の二本立て（会費 1人 500 円）。

映画「盲目のクライマー」（製作＝ 2003 年米国・75 分間）

は世界で初めて盲目の登山家エリック・ウィーンマイヤー

が世界最高峰エベレストを目指す内容。氷河、垂直の岩壁

など、危険と隣り合わせのヒマラヤ登山は彼にとって一体

何を意味するのか。風・雪・音などで目に見える以上のも

のが感じられると言うのが彼の答え。誰も想像し得ない感

動と興奮がエベレストの頂きへと集約されて行く、映像が

とても美しい作品だった。終った直後、会場から拍手が湧

き起った。

つづいて、渡部秀樹会員（福岡支部事務局長）によるヒ

3 月 8 日　福万山

湯布院青少年センター駐車場を元気に出発。春の日差し

が明るく気持ちが良い。背丈もあるススキの原を通り、杉

林から落葉樹林帯を抜けると、黄色く変わった草原の登り

となる。稜線に上がると、日出生台から残雪に輝く由布岳、

背後には久住の山々と広がる景色に、疲れもとれる。頂上

へ続く稜線には雪が残っているが、歩きやすい。山頂から

の 360 度の眺めは素晴らしい。明日登る由布岳に背中を見

せながら下山する。　　

3 月 9 火　由布岳

正面登山口から入山。登山口には「野焼き注意」の看板

が立っている。草原歩きの 3名の方には十分注意するよう

お願いして出発。樹林帯から頂上へ続くジグザグの道を

ゆっくり上る。人気の山らしく登山者が多い。マタエまで

上がると風が冷たく霧氷が見えてきた。西峰ルートは登山

者で混雑しており東峰に向かう。登山道は凍り付き登りづ

らい。残雪の山頂で記念写真を撮りマタエに下り昼食とす

る。食事をしながら倉木山方面を見ると煙が上がり赤い炎

が上がっている。正面登山口周辺も焼いているようだ。合

野越しまで下ると、飯盛ヶ城周辺にも火が入り一面火の海

となり、熱風を受けながら正面登山口に下山。草原歩きの

３名も、炎と煙に巻かれながら無事下山。冬枯れの草原を

なめつくす炎のすごさと恐ろしさを体感した登山でした。

～4. 支部活動・事務局報告～

「福万山」山頂にて

岳人のつどい「山の映画」上映会開く

自然観察会  福万山と由布岳登山
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マラヤ各地のトレッキング紹介。世界で 7000m 以上の高峰

は、ここでしか見られないと言うヒマラヤの山旅の素晴ら

しさをスライド映写し、全体像のほか、個別に「アンナプ

ルナ山群」「マナスル山群」「クーンブ山群（エベレスト山

群）」などを約 30 分にわたって解説してもらった。

「山の映画上映会」終了後、ひきつづいて同会場で「岳

人のつどい新年会」と名うった懇親会（会費 1人 4000 円）

が開かれ、約 50 人が参加した。高木荘輔副支部長の乾杯

の音頭で宴に入り、後援の九州登山情報センター（山の図

書館）理事長・重藤秀世さん、協賛の福岡県山岳連盟会長・

足達敏則さん、福岡県勤労者山岳連盟代表・新野あや子さ

んからごあいさつを頂いたほか、伊藤久次郎北九州支部長

もかけつけて下さって、お祝いの言葉を述べて頂いた。

テーブルと椅子が全員に用意された会場では、真ん中に

いろいろな料理が並び、それをお酒と一緒に頂きながら、

お互いに新春を祝い山の話に花を咲かせた。正面スクリー

ンには大矢統士会員（長崎在住）制作の大分県・国東半島

を紹介する DVD が上映され、皆さんの目を楽しませた。

最後に深田泰三・元福岡支部長のごあいさつと余興の歌

で、午後 6時半頃閉会になった。

福岡支部主催の平成 27 年「新年登山会」が１月４日（日）

福岡市南区桧原の油山（597m）で行われ、会員外の方も含め

25 名が参加した。

　当日は曇天ながら比較的穏やかな天気。午前 10 時に市

民の森・油山キャンプ場に集合した参加者たちは、油山の

頂上（597 ｍ）までを２時間足らずで往復。12 時頃からキャ

ンプ場で「新年お清めの会」（懇親会）を開いた。各自お

正月のおせちの残りなどを持ち寄ったほか、現場でも雑煮

などの暖かい料理が作られ、シャンペンからワイン、吟醸

日本酒、焼酎など持寄りのお酒とともに楽しく頂き、新年

を賑やかに祝った。

新年登山会 油山に25名

１．5月 18 日（日）　四王寺山清掃登山

中馬董人支部長、高木荘輔副支部長、中村寛三、飯田建夫、

児玉かめ子、酒匂輝昌、小野サツキ、石松欽一、淀川雅之

会員 9名、山の図書館 7名、山のトイレ協議会 7名、会員

外 14 名、計 23 名

◎ 9時 30 分大宰府政庁址駐車場に集合

◎ 3つのチームに分かれ四王寺に向かう

◎ JAC チームは大石垣コースを担当、途中から 3コース　   

　に分かれ焼米が原に集合

◎帰りも同コースを通り、不法廃棄物を回収

◎午後 2時大宰府政庁址に集まり解散

２．5月 24 日（土）　山の図書館総会

高木荘輔副支部長、稲永篤、江崎真陽、酒匂輝昌、松尾良

彦、淀川雅之、会員 6名

◎太宰府市まほろばホール

３．6月 1日（日）～ 6月 2日（月）　花の久住登山

中馬董人支部長、高木荘輔副支部長、石松欽一、酒匂輝昌、

竹原隆義、長岡ミツ子、淀川雅之、会員 7名、計 10 名

①白木原駅前～長者原～指山～雨ケ池～法華院 (泊 )

②法華院～大戸越～平治岳～吉部～長者原～白木原

４．7月 29日（火）～ 8月 1日（金）南アルプス北岳登山

飯田建夫、小野サツキ、江崎眞陽、児玉かめ子、酒匂輝昌、

竹淵弘、長岡ミツ子、中村寛三、中村正義、淀川雅之、

会員 10 名、会員外 3名、計 13 名

①博多・福岡空港～東京～広河原 (泊 )

②広河原～大樺沢二俣～小太郎尾根分岐～肩の小屋～北岳

　山頂～肩の小屋 (泊 )

③肩の小屋～白根御池小屋～広河原 (泊 )

④広河原～身延～静岡～博多

５．9月 30日（火）～10月4日（土）北アルプス涸沢・奥穂高岳

中馬董人支部長、高木荘輔副支部長、石松欽一、小野サツ

キ、児玉かめ子、酒匂輝昌、中村寛三、淀川雅之、会員 8名、

会員外 4名、計 12 名

①博多～名古屋～松本～上高地 (泊 )

②上高地～明神～徳沢～涸沢 (泊 )

③涸沢～穂高岳山荘～奥穂高岳～涸沢 (泊 )

④涸沢～横尾～徳沢～明神～上高地 (泊 )

⑤上高地～松本～名古屋～博多

６．12 月 14 日（日）忘年登山高良山

中馬董人支部長、高木荘輔副支部長、飯田建夫、大中雅彦、

石松欽一、小野サツキ、加藤昌隆、倉智清司、児玉かめ子、

酒匂輝昌、佐々木耕二、白川孝司、竹原隆義、中馬一枝、

長岡ミツ子、中村寛三、中村正義、波野壽代、深田泰三、

2014年度山行記録まとめ
（含事業担当行動記録）
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《編集後記》
　暦の上では春季に入ったが、日本列島は相次ぎ南岸（爆弾低気圧）低気圧が発生し、
北日本を中心に北からの大きな寒気団が押し寄せ、冬型の気圧配置となり大雪を降
らせ、市民生活に大きな影響が出た。これも近年の異常気象のひとつだそうである。
また、今年はバックカントリーでのスキーやスノーボードの滑走で遭難事故も相次
ぎ社会問題化した。以前は登山の延長線上に山スキーがあったが、冬山の怖さを知
らない人達が安易にバックカントリーに立ち入り事故を起こしているようだ。
　支部報第28号は多くの方々の寄稿により刊行することができました。支部主催
の山行も担当役員の尽力により参加者も年々増えてきているように思います。国内
外ともに寄稿いただいた方々の行動力には感嘆いたします。特に、米澤氏の平均年
齢56歳での中国四姑娘山群5000m級岩峰群の登攀に4年間毎年遠征された貴
重な記録を拝読し、その行動力と登攀意欲には敬意を表します。
寄稿いただいた方々に厚く御礼申し上げます。（K.K）

松隈茂、水野公代、森山幸美、山本博、淀川雅之、渡部秀

樹、会員 25 名、会員外７名、計 32 名

◎久留米御井町バス停～高良下宮社～袴着天満宮～祇園山    

　古墳～岩不動～愛宕神社～宮地嶽神社～高良山神籠石～ 

　高良座主墓～孟宗金明竹～高良大社～杉城址～森林公園

　～高良山頂～奥の院～高良大社～吉見城址～御手洗池～

　久留米御井町バス停

７．2015 年 1 月 4 日（日）新年登山油山

中馬董人支部長、高木荘輔副支部長、飯田建夫、石松欽一、

大田宏志、加藤昌隆、児玉かめ子、斎田貴典、酒匂輝昌、

白川孝司、竹原隆義、竹淵弘、中馬一枝、中村寛三、中村

正義、波野壽代、水野公代、山本博、淀川雅之、会員 19 名、

会員外 6名、計 25 名

◎油山キャンプ場～油山山頂～油山キャンプ場ピストン登山

１．公益目的事業

　①「パハルフェスタ in 坊がつる」に参加

　　2014 年 4 月 26 日（土）～ 27 日、大分県九重山法華

　　院温泉山荘にて開催。登山講座講師派遣と自然観察会

　　をボランティアで担当。一般参加：50 名

　②「岳人のつどい」山の映画会

　　2015 年 2 月 1 日（日）映画「盲目のクライマー」上

　　映とヒマラヤ・トレッキング・スライド会。

　　太宰府市太宰府館まほろばホールにて開催。

　　一般参加：130 名。

　　また同会場にて懇親会を開催した（参加者 45 名）。

　③その他の支部公益目的事業

　　自然観察会「イズモコバイモ観察と出雲の里山歴史

　　紀行」。2015 年3月23日（月）～25日（水）に開催

　　20 名参加予定。

２．共益事業

　①「平成 26 年度（2014 年度）通常総会」

　　2014 年 5 月 25 日（日）に福岡市中央区の「中央市

　　民センター」にて開催。出席 33 名、委任状 29 名、

　　計 62 名。記念講演として「九州登山史九州の〈山

　　と人〉の記録」（松尾良彦会員）を開催。

　②支部報第 28 号の発行

　　支部山行：5月 18 日四王寺清掃登山、6月 1日花の

　　くじゅう（指山・平治岳）、7 月 29 日南アルプス北

　　岳と白峰三山、10 月 1 日涸沢・穂高岳、12 月 14 日

　　忘年登山、2015 年 1 月 4 日新年登山会

　③会員増加への支部の取組み

　　公益事業を通しての勧誘など。

2014年度福岡支部・支部事業報告


