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　2016 年に支部長に就任してから、もうすぐ 2 年になろ

うとしていますが、ほんとうにあっという間の期間であっ

たような気がしています。

　福岡支部は、昨年、創立 60 周年を迎え、記念事業とし

て「岩崎元郎さんの健康登山講座」(10 月 13 日 : 太宰府

館まほろばホール )と「猪熊隆之気象予報士の山の天気入

門机上講座＆実践フィールド観察会」(12 月 9 日 : プラム・

カルコア太宰府多目的ホール～四王寺山麓 )の二つのイベ

ントを開催しました。あわせて「日本山岳会福岡支部創立

60 周年記念式典」を猪熊気象予報士の講演の前に、若干

時間をとって簡素に行いました。

　内容は、支部の 60 年間の歴史をパワーポイントを使っ

てのご報告と支部長からのごあいさつでした。全体的に、

本部や他支部、他山岳諸団体をお招きして行なうという派

手な側面はありませんでしたが、実質的で時機を得たイベ

ントではなかったかと考えています。

　さて、昨年の支部報でも、現在の大きな課題として会員

の「高齢化」とそれに伴う会員数の「減少」が慢性的に続

いていることへの対策を挙げました。とくに 2016 年 10 月

から取り入れられた①未組織登山者に対する「準会員制度」

の導入、②契約施設利用で割引等の恩典を受けることが出

来る「新会員証の発行」の二つの制度の活用に加え、支部

独自の山行行事やイベント活動を活発化させることで、会

員の増加と若返り化をはかることを呼び掛けました。

　支部においても、その後、準会員 2名を含む若干名の会

員増には成功しましたが、会員の死亡、退会なども続き支

部会員数は「一進一退」あるいは「減少傾向」にあること

に変わりありません。昨年 9月に開かれた日本山岳会支部

合同会議でも、会員ひとりひとりによる入会への誘いかけ、

「お友だち作戦」の実施が呼びかけられました。

　次に「安全登山」の問題です。2016 年 11 月の富士山登

山中ならびに 2017 年 8 月の北海道幌尻岳下山中の会員死

亡事故を受けて、本部の遭難対策委員会では、安全登山・

遭難防止の方策の一つとして以下のような具体的な対応を

実施するよう手続きを進めています。

　①当会において当会会員が行なう山行については、すべ 

　　ての山行計画について山行計画書を作成し、遭難対策

　　委員会へ提出すること。

　②支部における支部主催山行は、これまで通り支部の責

　　任において、その山行の安全性を吟味するのは勿論の

　　こと支部員の行なう個人山行についても、しかるべき　

　　計画書受理機関を支部内に設けて頂いて、すべての山

　　行計画書を受け付け、必要があれば山行メンバーに

　　アドバイスをしたり、計画の見直しを促し、最終的に
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・1956 年 ( 昭和 31 年 )

　10月本部理事会に北田正三(981)、橋本三八(1713)は、南

九州支部、北九州支部設立を申し出る。

・1957 年 ( 昭和 32 年 )

7月2日北部九州支部(全国12 番目)発足。北九州戸畑の西

日本工業倶楽部で、槙有恒名誉会員、福岡県山岳連盟安川寛

会長を迎えて、発会式。支部長代理に末松大助(3118)選任。

後に初代支部長岡田喜一(935)が就任。

・1961 年 ( 昭和 36 年 )

　11月15日八幡製鉄九重山荘で支部集会。支部範囲を福岡、

佐賀、長崎とし福岡支部と改称。第2代支部長末松大助、副

支部長高尾徳繁(4542)、岡田喜一前支部長は顧問就任。会

員数 51名。

・1965 年 ( 昭和 40 年 )

　11月7～ 8日槙有恒名誉会員を迎え本会創立60周年記念

山行。英彦山八幡製鉄山の家に20 名が参集し英彦山登山。

・1972 年 ( 昭和 47 年 )

　11月4～ 5日本部から吉沢一郎副会長を迎え東九州支部と

の合同懇談会を九重町の新日鉄保養所で開催。

・1975 年 ( 昭和 50 年 )

　10月8日本会創立 70周年福岡支部集会。11月15～16日

同 70周年記念の熊本、東九州の3支部合同集会と登山。本

部から今西錦司会長他 3名を新日鉄九重山荘に迎え久住山と

涌蓋山への記念登山。参加者46 名。

・1985 年 ( 昭和 60 年 )

　3月3日本会創立 80周年記念晩餐会を熊本、東九州、福

岡の3支部合同で開催。参加者 94 名。晩餐会に先立ち佐々

保雄会長の「日本山岳会あれこれ」の講演、「マナスルに立つ」

の映画鑑賞会に会員以外を含め200 名ほど参加。

・1987 年 ( 昭和 62 年 )　支部創立 30 周年

　3月29日支部の組織がなく、仮眠状態の支部を再建しよう

と35 名の有志が参集し、支部再建総会を開催。支部規約

を新たに制定、支部役員を改選。第 3代支部長に権藤太郎

(2037)、副支部長に吉村健児(3173)、事務局長、委員、監事

の役員計15名を選出し、月原俊二(1436)、三日月直之(1654)、

末松大助は顧問就任。支部会員99 名で新たな福岡支部の運

営が再開された。

・1988 年 ( 昭和 63 年 )

　北九州市門司区の「めかり山荘」で九州 4支部合同連絡

会開催。26 名参加。

　3月19日講演と映画の会開催。講師は広島三郎で K2隊の

記録映画で約100 名参加。

　8月13～29日支部創立30周年記念事業として「ヒンズークッ

シュ真只中の旅」に権藤太郎支部長ら10名がパキスタン・トレッ

キング。支部会員103 名。

昭和 63年 5月総会

・1989 年 ( 昭和 64 年・平成元年 )

　1月28日第1回支部新年会を開催、以降1996 年まで続け

られ、1998年からは「岳人のつどい」と改称し現在に至る。

　3月11日「日中ネ三国友好登山隊」北側登攀隊長重広恒夫

報告会。

　4月15日中国登山協会史占春主席他 3名「来福歓迎会」。5

月14日支部総会で「九州登山史年表」編纂委員会委員長井上

優(10125)で開始。支部会員110 名。

・1990 年 ( 平成 2年 )

　3月17日脇坂順一(5332)の「中高年の登山と健康」の講

演会開催。6月3日支部総会で支部規約一部改正。支部会員

114 名。

・1991 年 ( 平成 3年 )

　3月16日工藤裕章の「登山と服装」後援会開催。支部会

員130 名。

・1992 年 ( 平成 4年 )

　4～ 5月支部創立35周年記念事業「中国シシャパンマ登山

隊 1992」隊長成末洋介(13248)他 3名、内2名中央峰(8008m)

に登頂。

　5月10日支部総会で第 4代支部長に吉村健児、副支部長に

松本徰夫(4607)、前支部長権藤太郎は顧問就任。

　8月「九州登山史年表」(1947～1990)発刊。

　10月第10回全国支部懇談会・英彦山の集いを主管し、全

国から155 名参加。

　10月20日支部報第1号発刊。

・1993 年 ( 平成 5年 )

　4月10日重広恒夫の講演会「ナムチャバルワ登山」報告会

　　受け付けた計画書をすべて遭難対策委員会へ提出する

　　こと。

　以上の原則を制度として、支部でいかに具体化するかが、

今後の課題であると考えます。いずれにしても「安全登山」

を引き続き追求して行きたいと思います。

　最後に、今年もこれまでの支部独自の事業のほか、3 回

目になる「山の日」(8 月 11 日 ) に関連して、日本山岳会

をはじめとした山岳諸団体が協同して行なう「夏山フエス

タ in 福岡 2018」(6 月 23 日～ 24 日 : 福岡市・電気ビルみ

らいホール )、8月 11 日当日の「ふるさとの山に登ろう福

岡県民登山大会 ( 風師山・英彦山・宝満山 )」の成功にむ

けて、みんなで取り組みたいと考えています。

倉智　清司
№7130
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を開催。支部会員151名。

・1994 年 ( 平成 6年 )

　4月9日北村泰一九州大学教授講演会「南極越冬…犬ぞりと

共に」を開催。支部会員150 名。

・1995 年 ( 平成 7年 )

　4月15日安部一紀の講演会「ネパールの山中で考えたこと」

を開催。

　5月27～ 29日九州4支部主催、福岡支部主管屋久島自然

観察登山、全国から101名参集。

　6月17日大分市で本会創立90周年九州ブロック記念式典を

4支部合同で開催、64名が参加。支部会員159 名。

・1996 年 ( 平成 8年 )

　4月13日支部総会で第 5代支部長に松本徰夫、副支部長

に深田泰三(8136)、吉村健児前支部長は顧問に就任。同日本

会員日下田実講演会「マナスル登頂40周年」を開催。

　11月9日福岡県山岳連盟と共催により久留米市で「岳人の集

い」を開催、100 名が参加。

・1997 年 ( 平成 9年 )　支部創立 40 周年

　11月6～18日支部創立40周年記念事業として松本徰夫支

部長ら11名で「中国の辺境・雲南最北の旅」トレッキング。支

部会員166 名。

　11月1日支部報第10号発行。

・1998 年 ( 平成 10 年 )

　5月6日～ 6月28日　「福岡支部 40周年記念・納木那尼峰

登山隊」隊長太田五雄(6486)他3名を派遣、6月6日太田とシェ

ルパ2 名が第 3登に成功。5月20日～ 6月10日カイラスと納

木那尼峰 BCトレッキング会員7名参加。支部会員172 名

・1999 年 ( 平成 11 年 )

　4月「九州登山史」の編集開始。支部会員163 名。

・2000 年 ( 平成 12 年 )

　4月23日支部総会で第 6代支部長に深田泰三、副支部長に

中山健(10309)、松本徰夫前支部長は顧問に就任。

　同総会で北九州市在住の会員から北九州支部設立の緊急動

議がなされ、検討・協議する前に本部に申請し承認され、9月

2日北九州支部が分離独立された。支部長吉村健児。

　本会創立100周年記念出版「新日本山岳誌」の編集委員と

して、松本徰夫、深田泰三が執筆、校正。支部会員118 名。

・2001 年 ( 平成 13 年 )

　4月22日～ 5月8日中国東ヒマラヤの「第 1次崗日嘎布山

群調査」(横断山脈からチベットの山旅、拉古氷河偵察 )に

松本徰夫ら会員7名を派遣。

カンリガルポ山群・ラグー氷河

・2002 年 ( 平成 14 年 )

　4月19日～ 5月4日「第2次崗日嘎布山群調査」に松本徰

夫ら7名を派遣。

　5月12日支部編として「九州の岳人たち―その登山史」執

筆者井上優、松尾良彦(10843)549Pを出版。

支部会員122 名。

・2003 年 ( 平成 15 年 )

　1月25日福岡市で岳人のつどい兼九州5支部懇談会開催。

　11月10～30日中国東ヒマラヤの「第3次崗日嘎布山群調査」

に松本徰夫ら7名を派遣。

・2004 年 ( 平成 16 年 )

　5月16日支部総会で第 7代支部長に中山健、副支部長に副

島勝人(8125)、前支部長の深田泰三は顧問に就任。6月21日

支部報第17号発行(B5 判からA4 判に変更 )。

　10月31日～11月15日中国東ヒマラヤの「第 4次崗日嘎布

山群調査」に松本徰夫ら会員7名を派遣。

　11月30日から7回(2005 年 5月24日)に分け中央分水嶺

調査開始。副島勝人・浦一美(9506)が担当し、会員延べ 48

名が関わり調査を完了する。

・2005 年 ( 平成 17 年 )

　5月24日中央分水嶺調査終了。調査には支部会員延べ 48

名動員。

　5月16～17日本会創立100周年記念九州地区大会(えびの

高原)に 9名参加。

　7月24日～8月7日中国東ヒマラヤの「第5次崗日嘎布山群

調査」(高山花弁観察)に松本徰夫ら7名を派遣。

・2007 年 ( 平成 19 年 )　支部創立 50 周年

　4月15日支部報第20号発行。支部創立50周年記念特集号

として「創立時・再建時・50 年の活動概史」等を主に掲載する。

　4月20日5次にわたって実施された調査行の総括し、松本

徰夫編著、辻和毅(7698)・渡部秀樹(9826)共著「ヒマラヤの

東　崗日嘎布山群―踏査と探検史」を櫂歌書房より出版。

　9月29日支部設立50周年記念祝賀会開催。来賓に本会神

崎忠男副会長、記念講演は「ヒマラヤの東」と題して、東ヒマ

ラヤの踏査、研究の第一人者の中村保氏。出席者は支部会員

37名、九州地区各支部長はじめ31名、計 68 名

50周年記念式典

　関連事業として、9月30日四王寺～太宰府天満宮で「50周

年記念万葉の里ハイキング」出席者 21名、11月8～23日に「50

周年記念海外トレッキング」で崗日嘎布山群の山 と々青蔵鉄道

の旅に21名参加。

　12月1日本会年次晩餐会で松本徰夫編著、辻和毅・渡部秀

樹共著「ヒマラヤの東　崗日嘎布山群―踏査と探検史、2007

年 4月刊、櫂歌書房発行」が平成19 年度(第 9回 )秩父宮
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　9月28～ 29日九州5支部懇談会主催。本会森武昭会長他

5支部から70 名参加。

・2015 年 ( 平成 27 年 )

　支部会員79名。

・2016 年 ( 平成 28 年 )

　5月21日支部総会において第10 代支部長に高木荘輔、前

支部長中馬董人は顧問に就任。

　6月25～ 26日国民の祝日「山の日」の制定を記念し、第１

回夏山フェスタin 福岡2016に開催協力、来場者 3700 名、セ

ミナー受講者延べ 4100 名と大盛況であった。

平成 28年第1回夏山フェスタ講演会（故田部井淳子氏）

　8月11日「山の日」として国民の祝日に制定される。祝日

制定を記念し、祝日「山の日」制定記念 in 福岡登山大会

が福岡支部、福岡県山岳連盟主導で「英彦山登山大会」を

開催。

・2017 年 ( 平成 29 年 ) 　支部創立 60 周年

　3月15日支部報第 30 号発行。1992 年(平成 4 年)10月に

第1号発行以来 25年で第30号を発行する。

　6月24～25日第2回夏山フェスタin 福岡2017開催。

　10月13日支部創立60周年記念事業「岩崎元郎さん健康登

山講座」を開催。参加者131名。

　12月9日支部創立60周年記念事業「猪熊隆之気象予報士

の山の天気入門机上講座＆実践フィールド観察会」開催。参

加者 94名。

・引用文献：

福岡支部報№ 20「7.日本山岳会福岡支部の歩み―活動概史」,

「9.福岡支部報総目次(第1号～第20号)」,日本山岳会「山

岳第102年～第112年(支部活動報告)」

・（　）内は日本山岳会福岡支部の会員番号。

・本文中の敬称は省略しました。

記念山岳賞を受賞する。

・2008 年 ( 平成 20 年 )

　3月9日「ヒマラヤの東崗日嘎布山群―踏査と探検史」出版

記念及び松本徰夫の「秩父宮記念山岳賞受賞」祝賀会開催、

参加者 98 名。

　故松本徰夫氏秩父宮記念山岳賞

　5月17日支部総会で第 8代支部長に副島勝人、副支部長に

中馬董人(6222)、高木荘輔(12920)、前支部長中山健は顧問

に就任。

・2009 年 ( 平成 21 年 )

　1月17日「岳人のつどい」開催。これまでの支部会員向

け事業だったが、はじめて共益・公益事業推進の試みとし

て会員外へも呼びかけ会員 46 名、会員外 49 名計 95 名の

参加。

　4 月26日支部総会おいて副島支部長から事業計画とし

て「崗日嘎布山群登山計画」が提案されるも諸問題もあり、

登山隊派遣の目処は現在も立たず。

・2010 年 ( 平成 22 年 )

　世界自然遺産屋久島の問題で本会自然保護委員会に「世

界自然遺産プロジェクト」が立ち上げられ、2009 年 12月の

第 1回現地予備調査から 2010 年 9月の 6 回現地調査が実

施され、支部としてオーバーユースの問題提議等に積極的

に関わり、プロジェクトチームは「屋久島への提言―危機

遺産にさせないために―」としてまとめられた。

・2011 年 ( 平成 23 年 )

　6月11～12日自然保護全国集会(本会自然保護委員会との

共催 )を福岡で開催。テーマは「エコツーリズムと屋久島」参

加者 90 名。

・2012 年 ( 平成 24 年 )

　5月19日支部総会において第9代支部長に中馬董人、副支

部長に高木荘輔が就任。

・2013 年 ( 平成 25 年 )
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福岡支部長

高木 荘輔

日本山岳会福岡支部の60年の歩み

2017.12.09

 1998年6月6日 中国・ナムナニ峰（7694m）登山隊太田五雄氏ほ
か3名が第3登に成功。あわせてカイラスとナムナニB.C.トレッキン
グ（7名）。「納木那尼峰登頂と3000キロ辺境の旅」を刊行。

 2000年9月2日 北九州支部が分離独立（全国25番目）。

 2001年 福岡支部 第一次ヒマラヤの東 カンリガルポ調査隊派
遣。松本徰夫氏ほか2005年まで毎年5回派遣。

 2002年 「九州の岳人たちーその登山史ー」出版。井上優・松尾良
彦両氏執筆）。

 2004年～2005年 第1回～第7回中央分水嶺調査。副島勝人・浦
一美両氏担当。

 2007年 「ヒマラヤの東 崗日嘎布山群 踏査と探検史」出版。松
本徰夫・辻和毅・渡部秀樹著。

 2007年11月 福岡支部 50周年記念 「カンリガルポ山群踏査とヒ
マラヤの東」講演会 中村 保氏。

 2007 年12月 松本徰夫氏 日本山岳会秩父宮記念山岳賞受賞。

福岡支部の歩み ―概 要― （2）

福岡支部の課題

会員の高齢化と会員数の減少に対し、

未組織登山者に対する準会員制度の導入。

新会員証の発行。契約施設利用で割引等の
便宜の供与。

登山講習会。とくに安全登山への発信。

一般向け登山技術の公開講座。

海外トレッキングの勧め。

福岡支部隊がチベット・
ナムナニ峰(7694m）に登
頂（1998年）

故脇坂順一名誉会員(左端）が海外山
岳200峰を達成(1998年）

未踏の6327m峰、ザユール・カンリガルポ山群東部（世界初撮影）

 1957(昭和32）7月2日 北部九州支部として槇有恒氏を迎え、戸畑
の西日本工業クラブで発足。全国で12番目の支部。初代支部長は
長崎大学教授岡田喜一氏。1961年福岡支部と改称。

 1988年8月13～29日 支部創立30周年記念事業。権藤太郎支部長
ほか10名「ヒンズークシュ真只中の旅」（パキスタン・トレッキング）

 1989年1月28日 福岡市平和楼で支部新年会（～1996年）。1998年
から「新年の集い」と「岳人の集い」に分けて開催。

 1992年 支部創立35周年記念事業「中国シシャパンマ登山隊」（隊
長成末洋介）。5月6日中央峰（8012m）に日野悦郎・宮崎豊文2名が
登頂。

 1992年8月 「九州登山史年表（1947～1990）発刊。

 1993年12月4日 脇坂順一氏海外登山150峰登山で日本山岳会か
ら特別表彰。田部井淳子氏に次いで二人目。

 1997年 松本徰夫氏ほか「中国辺境・雲南最北の旅」トレッキング。
支部40周年記念事業。

福岡支部の歩み ー 概 要 ー （1）

現在行っている主な活動

 「岳人の集い」 1月～2月 山の映画上映、講演会、懇親会

 「パハルフェスタ in 坊がつる」 4月～5月 （後援）

 「自然観察登山会」 テーマがあり、専門の講師が説明。2016年は
五十嵐賢氏による基山のオキナグサ（2015年環境大臣表彰、2016
年藍綬褒章）

 清掃登山会 （山のトイレ・環境を考える福岡協議会での活動）

 「安全登山のための知識と技術」公開登山講座

 2016年以降は 祝日「山の日・8月11日」制定に伴い、「夏山フェス
タin福岡」、ふるさとの山に登る「福岡県民登山大会」（風師山、英
彦山、宝満山）に協賛。

ラウからデモラ峠に行く道の南に開ける展望。カンリガルポ山群東部
の主稜が連なる。左端が最高峰のロウニ峰(6882m)、中央は神戸大学
隊が登頂したロプチン峰(6805m）

ミーツイ谷の源流に聳えるゲムソング峰(6450m）

福岡支部60年の歩み（平成29年12月9日記念式典で発表）
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1 Sir Ernest M.Satow

　昨年夏のこと、長男が何のはずみか突然「アーネスト・サトウ」

を知っているかと尋ねてきた。「うん、明治維新のころ日本に

駐在していたイギリスの外交官だろ」と答えた。彼は E.Satow 

の著書を読んだという。米国に滞在中、サトウの「A Diplomat 

in Japan」という本を見つけて購入し、読み始めたが古い語

彙が多くて読みづらく、つい途中で読みやめてしまった。帰国

して最近また読み始め、やっと読み終えた。これは面白かった。

読んでみるなら持ってきてもいいよという。「彼には日本に子供

がいたのは知っているか」と尋ねると「そんな話は出てこなかっ

たよ」といった。

　E.Satow は明治維新の前後、幕末から明治維新にかけて

激動期の日本に滞在していた英国の外交官で日本語にも堪能、

初めは英国の通訳官として採用された彼が日本に着任したのは

安政5年(1858)の条約で日本が港を開いて3年後のことであっ

た。その頃、日本側との対話は口頭、文書のいずれも日本で

通用する唯一の欧米語であるオランダ語で行われて英語を解

する日本人はほとんどいなかったのである。その頃各国の領事

館職員などへの刃傷事件が頻発していた。彼が横浜に着任し

たのは文久2年8月15日(西暦では1862年9月8日)だったが、

その数日後9月14目には薩摩藩士によって英国人4人が殺傷

されるという生麦事件がおこった。早速生 し々い動乱の洗礼を

受けたのである。その後薩英戦争(1863)では英国の軍艦に同

乗して薩摩での戦火を体験する。その後は卓越した日本語力

と日本に対する理解と親しみは高く評価され、当時の駐日英国

公使ハリー・パークス(Sir Harry S.Parkes)に同行して時の

将軍徳川慶喜との謁見や明治天皇への信任状奉呈などにも同

席した。彼はその前後を含めて高杉晋作、西郷隆盛、伊藤俊

輔(博文 )、桂小五郎、大久保利通、後藤象二郎､勝海舟な

どとも交流があった。まさに激動する日本を体験したのである。

公使館書記官となった彼はその後抜擢されてバンコク駐在代表

兼総領事へ栄転した。のちには駐日英国公使(当時はまだ大

使の着任はなく英国の対日外交の最高責任者)となった。英

国における日本学の基礎を築いたといわれるその E.Satow の

著書、日本では長く禁書とされていた本である。内容的にも貴

重で面白いものであろうとは容易に想像がついた。

　当時の日本は長く続いた鎖国のために外国語としては中国

語、朝鮮語のほか、欧米の言語ではオランダ語が蘭学として

医学方面でわずかに学ばれていた時代、朝廷にも幕府にも英

語を解する人材は皆無といっていい時代であったから、英語と

日本語を解する彼の存在は日本側にとっても貴重なものであっ

たろう。

　E.Satow の著書には家族のことは出てこない。彼は東京で

は旧麹町区富士見町の元旗本屋敷( 約 500 坪 )を購入して住

居とした。彼は生涯独身であったが、武田兼(かね)を内妻と

して三児をもうけ認知している。日本滞在中には家族との生活

があったはずだが、日記では兼は「0.K」、家族のことは「富士

見町」などと符号で表しているという。長子である女児は幼く

して病没、長男栄太郎は Cambridge大学入学のため渡英した

が、肺結核に罹患し米国に移住した。その後次男久吉(ひさ

よし)を英国に呼び寄せ、植物学者として育てた。

　E.Satow は多忙な外交活動の間に度々日本各地を歩いて

登山も行い、膨大な日記とともに克明な記録を残した。それ

はサトウ文書(Satow Papers)として英国の旧国立公文書館

(The Public Reoord Offi ce)に収蔵されたが、のち2003 年

に The National Archives に統合された。彼は日本国内を

旅し、それをもとに旅行案内を出版した。Albert G.S.Hawes 

との共編著である「中央部・北部日本案内」(A Handbook 

for Travellers in Central & Northern Japan,1884 

London,John Murray)である。そこには登山記録のほか各地

山村の描写もあり、当時の田舎の風俗が垣間見られて興味深

い。その足跡は、富士とその周辺、越中・飛騨、日光・尾瀬、

吉野・高野・熊野、北アルプスでは険路針ノ木峠を越えて黒部・

立山、南アルプスでは秘境奈良田から外国人初登頂とされる

農鳥岳・間ノ岳などにまで及んだ。

　E.Satow は外交官としてその後 清、ウルグアイ、モロッコな

ど数か国で勤務し、英国に帰国後は1906 年枢密顧問官を拝

命した。晩年日本を訪れる希望が強かったが、その希望がか

なえられることはなく、淋しい最晩年を過ごして昭和4年(1929)

英国で没した。86歳の波乱に満ちた生涯であった。

アーネスト・サトウ（1869年、パリにて）

日本任期(1895年～1900 年 )

2 武田久吉 (たけだひさよし )

　武田久吉は E.M.Satow と武田兼(かね)の次男として明治

16年(1883)東京で生まれた。

明治34 年(1901)東京府立一中に入学した彼は植物研究に興

味を持ち、採集した植物標本を牧野富太郎博士に送って鑑定

山本　博
№12312

3. 会員からの自由なテーマ3. 会員からの自由なテーマ3. 会員からの自由なテーマ
Sir Ernest Mason Satow と 武田久吉
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を願ったりしている。その後も博士との交流は続き、植物学同

志会に参加して植物研究に熱意を燃やし、そのためしばしば

山に入って植物採集に励んだ。明治30 年前後、まだ実測の

地図がない山地を中学生であった久吉は友人と少人数で歩い

た。一家は夏には日光に長期滞在することが多かったので、そ

の頃は日光周辺の山 を々歩くことが主であった。

　中学卒業後、父の勧めもあって東京外国語学校に入り、卒

業後渡英した。英国で彼は Birmingham 大学、英国理工大

学などで学んだが、これらには父 E.Satow の計らいがあった

のであろう。英国滞在中には登山を好んだ父君としばしば山を

歩き植物を採集したりした。また王立植物園 Kew Gardenでも

研鑽を積み、帰国後は京都帝大、北海道帝大、九州帝大など

で講師として教鞭をとり、植物学の研究で理学博士の学位を

取得した。

　一方、山への情熱も強く日本山岳会の創立には力を注ぎ、

創立会員7名の中に名を連ねた(会員番号 5)。彼は山岳会の

機関誌「山岳」第一年第一号(明治39 年 4月)に「尾瀬紀行」

を寄稿して尾瀬沼の美しさ、尾瀬ケ原の高山植物や景色の素

晴らしさを初めて詳細に報告した。久吉 22歳のことであった。

　今では訪ねる人が毎年数百人という盛況だと久吉が書いて

いるほど静かだった尾瀬だったが、大正13年尾瀬のダム化計

画が浮上した。尾瀬沼畔に山小屋をもつ平野長蔵は尾瀬の自

然を破壊するものだと深く憂い、高名な植物学者であり登山家

でもある武田久吉博士を訪ねて、尾瀬の保護への協力を要請

した。その後も再三にわたって上京して連絡を取り、久吉は雑

誌、新聞などに尾瀬の自然や景色の素晴らしさ、その重要性

などについて寄稿し、貴重な尾瀬の自然を壊してはならないと

訴えて、ともに尾瀬の自然保護に努めた。久吉は平野長蔵を

親しみを込めて、長蔵老人、長蔵翁、尾瀬沼山人、山人など

と呼んでいる。

　長蔵が沼尻に長蔵小屋を建設したのは明治41年であった。

その後尾瀬沼の水利権で対立した栃木県と電力会社の争いで

は内務大臣に取り消し訴願を行ったり、保護のために尾瀬の国

立公園化を訴えたりした。後年昭和 9 年に指定された日光国

立公園に尾瀬地区が含まれることでこれは実現した。第2次

大戦ののち、戦後復興のため電源開発が強力にすすめられた。

尾瀬の豊富な水力もその対象とされたが、「尾瀬がダムに沈ん

でしまう」との危機感が尾瀬を愛する人々に浸透し、尾瀬研究

の第一人者である武田久吉など学者、文化人のほか一般人も一

部の官僚も参加して「尾瀬保存期成同盟」が発足、これは昭

和26年設立の「日本自然保護協会」の母体となった。尾瀬は

昭和35年特別天然記念物に指定され、平成19 年 8月には日

光国立公園から分離して独立した国立公園となった。この長い

歴史もあり尾瀬は日本における自然保護運動の原点とされ、武

田久吉は“尾瀬の父"と呼ばれるようになった。

　武田久吉と父君 E.Stow との文通は父の最晩年まで続いた

が、久吉の著書にも父のことは出てこない。一家で夏日光に滞

在したとか、京都に旅行をしたとか、一家で日光滞在中に湯

元温泉まで出かけたなどの記述があり、母が…ということはあっ

ても父は出てこないのである。しかし、あちこちにお互いの思

いが込められたているように感じられる。

　明治38年 7月、久吉は日光湯元から金精峠を越えて上州東

小川(片品村)に泊まり戸倉から初めて尾瀬に入った。その著

書の中で当時ガイドブックらしいものは「植物学雑誌 191号」

にある早田文蔵氏の簡単な記事のほかには、ただ一つ「ハン

ドブック・フォア・ジャパン第二版」に載る戸倉から桧枝岐へ

の峠越えの記事だけだとある。これこそは父 E.Satow が奥日

光から金精峠を越えて上州小川に入り、戸倉から尾瀬沼を経

て桧枝岐に抜けたときのコースで London の Jo ㎞ Murray 

社から出版した「A Handbook for Travellers in Central & 

Northern Japan中央部・北部日本案内」に載っているコース

そのものではないか。久吉は父君のことを思い、懐かしみなが

らこの峠を越えて尾瀬への道をたどったに違いないと思われる

が、そういった記述はない。父への思いは複雑なものであった

ろう。

　久吉はその後第 6代日本山岳会会長を務めたが、そのほか

にも初代日本山岳協会会長、日本自然保護協会会長などを歴

任し、昭和 45年(1970)には第 6回「秩父宮記念学術賞」を

受賞した。昭和 47年(1972)6月7日逝去、89歳であった。

武田久吉（1883-1972）武田久吉メモリアルホール

3 それから

　日本を愛した Ernest M.Satow は日光のガイドブックを英

文で刊行するほど日光に魅せられていたが、明治 29 年(1896)

中禅寺湖畔南岸に別荘をつくった。その別荘は、中禅寺湖を

見渡す眺望絶佳な場所にあり、1500 坪を超える広い敷地に建

坪は150 坪という立派なものであった。それは後年イギリス大

使館の別荘となって長く使われていた。その別荘は奥日光で最

初に建てられた別荘であったが、その後近くにいろんな国の大

使館の別荘が建てられてその一帯は国際的な避暑地域となっ

ていった。

　平成 22年(2010)、この別荘は英国から栃木県に無償譲渡

された。県は往時の姿に復元修復し、平成 28年(2016)7月「英

国大使館記念公園」として公開した。近くには旧イタリア大使

館別荘の記念公園もあるので、この一帯は新しい観光スポット

に変貌するだろう。
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写真 -1　ミヤマキリシマと坊がツル

写真 -2　冬の坊がツル

　山の日の平成 28 年 8 月 11 日は西穂山荘にいた。上高地

は山の日制定の記念式典で大混雑と思い、久しぶりに飛騨

高山から入山した。初めて上高地に来たのも記憶にない頃

で、梓川の河原で兄と二人で遊んでいるモノクロ写真が

残っている。その後、高校 3 年生の昭和 52 年 7 月、高校

の修学旅行に参加せず、当時大学生だった兄と槍ヶ岳－北

穂高岳を縦走した。1日目小梨平、2日目殺生ヒュッテ、3

日目涸沢にテントを張った。覚えているのは、槍沢で足が

つったこと、大キレットの最初の梯子で足が震えたこと、

涸沢から下山するときに足が強張っていたこと、それと毎

日午後から雨と雷に遭遇したことだけで、その他の事はほ

とんど覚えていない。どこに登るかも知らされず、必死に

ついて行っただけである。当時の私は登山と全く縁のない

生活をしていた受験生であり、今考えても無謀登山である。

その後、何回か大キレットを通過したが、全く記憶が蘇っ

てこない。

　翌 8 月 12 日は天気にも恵まれ、3 年ぶりに西穂高岳－

奥穂高岳の快適な稜線歩きができた。昔の北アルプスと言

えば、食糧やテントなど重装備で登る山だったのに、今回

ジャンダルム手前で軽装のトレイルランナーに抜かれた。

奥穂高岳山頂は足の踏み場もないほど人が溢れ、白出のコ

ルに下る梯子は大渋滞、直下に穂高岳山荘が見えているの

に待ち時間が長く、今回の山行で最も時間がかかった。ツ

アー登山客や外国人も多く、山のマナーが分からない人も

　修復完成ののち E.Satow の孫にあたる久吉の次女林静枝

さん(86)は長女暁美さん(55)とともに栃木県庁を訪れ、彼が

造った庭を飾った庭石、久吉が英国留学中に父から贈られ帰

国時に持ち帰ったライティングデスクや書棚などの寄贈を申し

入れた。デスクは久吉が大切にしていて暁美さんも触ったこと

がなかったという。その机や書棚などは館内に展示されること

になった。これらの遺品はやっと納まるべきところに納まった

のではないか。久吉は生前自分の父親のことを子供たちに話し

たことはなかったそうだが、 E.Satow も久吉も愛する中禅寺湖

畔に復元された別荘に机や庭石が落ち着いたことを喜んでいる

に違いない。

　E.Satow は生涯、生活費を送り続けるほど家族のことを気

にかけていた。日本の家族に赴任先から送った手紙は500 通

にも及ぶという。彼は遠く離れていても日本にいる家族のこと

を忘れることはなかった。晩年日本を訪れるのが念願だったと

いうE.Satowだが、それも叶うことはないまま孤独の中で旅立っ

たのである。

主要参考図書

アーネスト・サトウ 一外交官の見た明治維新上・下

   坂田精一訳　岩波文庫

アーネスト・メイスン・サトウの明治日本山岳記

   庄田元男編訳　講談社学術文庫

尾瀬と鬼怒沼  武田久吉　梓書房

明治の山旅  武田久吉　創文社

日本山岳会百年史  日本山岳会編著

増補　近代日本登山史 安川茂雄　四季書館

日本の自然保護　尾瀬から白保、そして21世紀へ

   石川徹也　平凡社新書

　山の日制定の一年前の平成 27 年 8 月 11 日、長者原で開

催された「坊がつる讃歌」歌碑の除幕式に参列し、芹洋子

さんの生歌を聴いた。坊がツルは記憶にない幼い頃から家

族で何回も訪れた場所である。豊後中村駅でバスに乗り換

えて長者原まで行き、雨ケ池を越して坊がツルに入ってい

た。あせび小屋をベースにして久住山や大船山への登山、

蝶々の採取、露天温泉など、自然を満喫させてもらった。

その後、30 年ほど九重から離れていたが、ここ数年は様々

な縁があって、九重に行く機会が増えた。周辺の山々から

坊がツルを見下ろすと、幼い時の記憶が蘇り、懐かしさを

感じる。これらの自然や風景が見られるのは、「九重の自

然を守る会」を始めとする多くの人々の努力の賜物である。

九重に育てられたと話していた父は平成 23 年 3 月の東日

本大震災の 1週間後、「九重の自然を守る会 ｣の 50 周年記

念事業の一環として「九重山の花暦」の最終原稿打合せ後

に酒を飲み、良い気分で帰宅した後に倒れ、3 月 31 日に

亡くなった。また、父が倒れた後、九重に限らず、常に親

身になってお世話して頂いた船津武士氏（九重の自然を守

る会）も平成 28 年 5 月 19 日に逝去された。

柴田　佳久
№15240

山の日に想う････山の原点・九重と穂高
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１．はじめに

　昨年（2017）7 月宗像・沖ノ島と関連遺産群が国連教育

科学文化機関（ユネスコ）から世界文化遺産として登録さ

れ、郷土の明るいニュースとして報道されました。この遺

産群は沖ノ島（沖津宮を含む）、と 3 つの岩礁、宗像大社

（辺
へ

津
つ

宮
みや

）、中津宮、沖津宮遙拝所および新
しん

原
ばる

・奴
ぬ

山
やま

古墳群

から構成されます (図 1、図 2)。沖ノ島や宗像大社は有名

ですが、福津市北方にある新
しん

原
ばる
・奴

ぬ

山
やま
古墳群は日本の古墳

として最初の登録で、被葬者は海人族の宗像一族とされて

います。

　昭和 29 年に始まった本格的な発掘調査により沖ノ島か

ら数多くの遺品が出土しました。大陸への航海の安全を祈

るため奉献した品と考えられ、4 世紀後半から 9 世紀末ま

で行われた大陸との海上交易の証
あかし

と考えられています。そ

の大半が国宝に指定されその数と多様さおよび高い歴史的

価値から「海の正倉院」と言われています。

図 1　沖ノ島の位置図と地形図（宗像沖ノ島・1979 より） 

　沖ノ島は九州本土の北西 58 ㎞、対馬厳
いず

原
はら

の東 75km の沖

合にある孤島で　北東 -南西方向に主稜（1.6km）が伸び、

幅0.8kmの紡錘形をしています（図1）。最高峰は一の岳（標

高 243.6m）で白亜の灯台が建っています。現在は無人で

すが、高さ 10m 余の立派な灯台です。南の沖合（1km）に

3つの岩礁があります。

　私は沖ノ島を 2度訪れたことがあります。古くから受け

増えている。山荘ではビールとラーメンを注文し、テラス

で梯子の渋滞を眺めながら飲み続けた。酒好きの私は、夕

食時には完全に出来上がっている時もあり、贅沢な時代に

なったと思う。時代の移り変わりを見ることなく、兄は昭

和 57 年 2 月 7 日、冬の大山で遭難した。大山も子供の頃、

家族でスキーに行った思い出の山である。

写真 -3　ジャンダルム

写真 -4　雪の大キレット

　先日、福岡支部 60 周年の記念行事の一つとして、岩崎

元郎氏の講演会を拝聴した。「小股でゆっくり歩く、登山

時間を計らない、山自慢をしない」の 3 つの格言、「コー

スタイムより何分早かった」とか、「一本でも早い電車に

乗るため直ぐに頂上を出発する」とか、せっかちで人間が

できていない私とは真逆の考え方で、少し考えを改めよう

かと思った。福岡支部創立から 60 年、私は少し後輩であ

るが、もう少しで 60 歳。未だ現役サラリーマンなので、

長期間の山行はＧＷ・盆・正月に限られるが、最近は福岡

市近郊の山にも登るようになり、新たな発見と感動を覚え

ている。体力の衰えとバランスの悪さを痛感しつつも、北

アルプスには通い続けると思うが、年相応の山登りも見つ

けていきたいと思う。

　山や自然の素晴らしさを教えてもらい、山の関係で多く

の諸先輩と知り合うことができ、改めて山との縁を作って

もらった家族に感謝したい。

辻　和毅
№7698

ユネスコの世界文化遺産『神宿る島』宗像(むなかた)・沖ノ島と関連遺産群
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継がれた信仰によって『おいわずの島（不言島）』とも言

われ、島で見聞きしたことは他言をはばかりますので、以

下は大寒の夜
よ

更
ふ

けの“ひとり言”としてお聞き流し下さい。

 図 2　沖ノ島を南上空から望む（宗像沖ノ島・1979 より）

　

２．沖ノ島巡りと学術調査

2.1 沖ノ島沖合を巡回航海　

　1 回目は 1967 年 6 月 23 日福岡海上保安部の巡視艇「わ

かちどり」に乗船し、沖ノ島の南沖合に停泊して灯台員が

交代した後、島の沖合を右回りに一巡しました。上陸はし

ませんが、島の全貌を良く観察できました。同日夕刻志賀

島の沖合で小型の巡視艇　「くれたけ」に移乗し、夜の巡

視のため北に向かう「わかちどり」と別れて博多港に帰り

ました。図 3はその時のスケッチの一枚です。

図 3　南西から沖ノ島を望む（沖合 200m の巡視艇より）

　この時は九大探検部から福岡海上保安部に同乗を申請し

て許可された貴重な機会でした。写真やスケッチで分かる

ように沖ノ島には岩壁（石英斑岩）が海から聳え立ち (図

4)、ロッククライミングの対象として観察していましたが、

今思えばなんと恐れ多いことかと反省しています。過去の

文献を見ますと戦前にも同じことを考えていた人（竹内亮

氏）がいたようです。

図 4　沖ノ島東端の岩壁（石英斑岩）

2.2　九州大学の学術調査

　2 回目は 1970 年（昭和 45）10 月秋、九州大学考古学教

室（岡崎敬教授）を中心とする学術調査に同行しました。

昭和 44 年～ 46 年にわたり 4回に分けて行われた第 3次調

査のうち、昭和 45 年 9 月 26 日～ 10 月 20 日の第 3回目の

調査に参加しました。10月 15日岡崎隊長と一緒に入島し、

みそぎの後 5 日間地質調査をしました。20 日朝 8 時半離

島し、昼 12 時半に神
こうの

湊
みなと

に帰港しました。

　往路神湊の宿で岡崎先生と布団を並べて一泊しました

が、その時の先生の言葉が忘れられません。「発掘は宝探

しではない。その時代の知識や技術で分からないところは

そのまま残して、後の時代に委ねる」とおっしゃいました。

先生はシルクロードを経由した東西文明交流研究の大家で

す。喜多郎のテーマ音楽と共に大ヒットした NHK のテレビ

特集番組「シルクロード」に出演され「ああ、そこに遺跡

が！」と解説ともつぶやきともつかない声が漏れたシーン

が放映されたことは有名なお話です。1990 年 67 歳でお亡

くなりになりました。真摯にして謙虚に取り組まれた研究

に裏打ちされたお言葉は私の人生訓として今も生きています。

　このときの成果は第 3次沖ノ島学術調査隊・代表岡崎敬

「宗像沖ノ島」として 1979 年（昭和 54）に宗像大社復興

期成会から発刊されました。本文、図版、史料の 3分冊か

らなり、全 1211 ページの大冊です。宗像大社復興期成会

は宗像市赤間出身で出光興産を創業した出光佐三氏が大社

復興のため興した団体で、昭和 29 年から沖ノ島の発掘調

査や大社の復興を続けています。地質調査の成果は 1973

年に地質学会西日本支部会で発表しました。
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３．沖ノ島と関連遺産群の神々

　今回の世界文化遺産の正式名称には『神宿る島』沖ノ島

とあります。一体その謂
いわ

れはなんでしょうか。沖ノ島や宗

像大社の由緒を語るとき必ず日本で最古の文字として残っ

た歴史書「記紀」（8 世紀初め）に「女神」と記してある

という文言があります。ここではこの神話の世界に至るま

での曖
あい

昧
まい

模
も

糊
こ

とした時代の“空気”を推
お

し量
はか

ってみます。

そこで私は初めて「記紀」を開いてみました。原文は難し

い漢字が多く読めませんので解説・注を抜き書きします。

　まず、日本書紀神代一には「宗像三女神、天照大神とｽｻ

ﾉｳﾉ尊との天安河原における誓約により出現し給ふ。三女

神はｽｻﾉｳﾉ尊の児、筑紫胸肩君ら齋
いつ

き祭る」とあり、宗像

は胸肩と書いてあります。古事記上には「多紀理昆賣命は

興津宮に座し ､市寸嶋比賣命は中津宮に座し、多岐都比賣

命は邊津宮に座す。大国主命、多紀理昆を娶
めと

り給ふ」とあり、

宗像は胸形と書いてあります。宗像三姉妹の神様は上記の

通り沖津宮の田心姫神”（ﾀｺﾞﾘﾋﾒﾉｶﾐ）、辺津宮の“湍津姫神”

（ﾀｷﾞﾂﾋﾒﾉｶﾐ）、中津宮の“市杵島姫神”（ｲﾁｷｼﾏﾋﾒﾉｶﾐ）です。

　やんごとない血筋の三姉妹という密な血縁の神々が

60km も離れた 3 つの地に分れて配置され、長姉はさらに

遠い出雲の大国主命 ( ｵｵｸﾆﾇｼﾉﾐｺﾄ ) に嫁いだとは何を意味

するのでしょうか。私はここに出てくる土地は当時の人に

とって私たちが考えるほど遠くなく、海上航海はもちろん

生命の危険を伴うけれども、意外と頻繁に行われ身近な地

理的範囲だったのかもしれないと思っています。大和政権

に屈し政略結婚の末併合された出雲族の世界観も表現され

たのではないでしょうか。

　遺跡は 4世紀後半から 9世紀末まで岩上遺跡、岩陰遺跡、

半岩陰遺跡、半露天遺跡と形態を変えながら 500 年の長き

にわたって続いています。貴重な品の奉献が継承されたこ

とは交易と近海の制海権を掌握し、安定した権力者が統
す

べ

ていたことを物語っているのかもしれません。そして奉献

の見返りと御
ご

利
り

益
やく

もあったからこそ継続し、文字による記

録が残らない 8世紀以前の古代祭
さい

祀
し

の模様を伝える貴重な

遺跡となったのでしょう。奈良三彩の小瓶は時代の指標に

なっています。

　時代が移って航路も変わり孤島も忘れ去られて、島全体

が伝説の世界へさらに信仰の対象となり、入島を厳しく禁

忌する掟
おきて

になって、『神宿る島』に昇華したのではないか

と想像しています。信仰が守られてきたから手つかずの遺

跡として残されたのでしょう。信仰の対象として別格の島

と崇
あが

められたことは、史料では江戸時代中頃まで遡
さかのぼ

ること

ができるとのことです。女人禁制という忌
き

避
ひ

は祭神が三姉

妹であることから想像できると思います。

　今でも宗像大社の宮司は 10 日交代で沖ノ島にこもって

あるそうです。余談ですが日露戦争の終盤、務めていた宮

司が沖ノ島の北の近海で展開した日本海海戦の模様を日誌

に残したことはよく知られた話です。

４．世界文化遺産の登録と環境問題

　宗像大社の神職や旧大島村の漁民、さらに古くは宗像氏

一族など守った人がいたから、現在まで沖ノ島の遺跡は

残ったと思います。宗像七浦のみあれ祭（大規模な海上神

幸行事）はいつ始まったのか知りませんが、漁民に受け継

がれた信仰を守り伝承する気運が大漁祈願の実利と相まっ

て大漁旗がはためく漁船団のデモンストレーションという

勇壮な祭りに発展したのではないでしょうか。

　ですから、昨年 5月に世界文化遺産の諮問機関（イコモ

ス、後述）が当初の申請と違い沖ノ島と 3つの岩礁のみを

登録すると勧告した時私は片手落ちだと思ました。守って

きた人や拠
よ

る施設（大社や古墳）を抜きにして沖ノ島の文

化遺産は成立しないと感じたからです。

　一方、「古い、珍しい、貴重な」だけで文化遺産が登録

される時代ではないと思います。そのヒントを昨年 12 月

の九州水フォ―ラム 2017 における藤田香氏の基調講演か

ら得ました。氏は沖ノ島の文化遺産は、Spiritual（日本

古来の精神に宿る宗像大社信仰）、Animism（自然崇拝にも

とづく沖ノ島信仰）に加え Environment（環境保全）がキー

ワードであると指摘しました。

　上記のように一旦登録は沖ノ島と 3つの岩礁に限られて

いました。7 月に上部機関である世界遺産委員会で最終審

議された結果沖ノ島と関連遺産群を含めて一括して登録す

ることが決まったのです。そのポイントは「神々の住む海

は生態系の多様性にも富んだ海であるべき」という基本認

識のもと、現在起こっている環境負荷に対する問題を把握

し、対策および行動を前面に打ち出して改めて訴えたこと

が功を奏し、委員の納得を得たからだと氏は総括しました。

それは国連の SDGs に向けての実践活動に沿うもので、具

体的には海岸漂流物の清掃や自然保護活動などです。

　SDGs は 2015 年国連のサミット会議で採択された国際社

会共通の 17 の持続可能な開発目標（ゴール、うち 12 が環

境に関係する）とそれを達成するために必要な 169 の具体

的指針（ターゲット）を指しています。2030 年が最終年

です。今後日本が世界遺産の登録申請を目指す場合「良い

勉強」になったはずです。

　沖ノ島と関連遺産群のこれからの環境保全では自治体と

地域住民が一体となって自然景観と調和させながら持続的

に遺産を護る取り組みをして行かないと早
そう

晩
ばん

評価を落とす

ことになります。とくに観光客の増加ばかりに目が行かな

いように自治体の将来を見据えたリーダーシップが重要で

す。都市計画の一環として早急に自然景観の保全や改善策

の全体像を地域住民に示して合意を得、条例を整備する必

要があります。

　例えば現状で危うさが目に付くのは新原・奴山古墳群周

辺の自然景観です。近くにある高い円筒形のサイロは目障

りですから移転し、宣伝広告板は撤去した方が良いと思い

ます（図 5）。現地の説明板は訪日客に不親切で、訪れる

人に見せたい ､理解して欲しいという熱意が全く感じられ

ません。

図 5　新原・奴山古墳群（左手前）と景観を壊す目障りな 

　　 サイロの建物（右奥）
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  （7:10 ～ 7:55）ゴーキョロッジ着 9:20 

  ／発 10:30 ⇒マッチェルモ着 14:55 

  （ロッジ泊）

　 　 24 日（火）マッチェルモ発 8:00 ⇒ポルチェテンガ 

  着 14:10（ロッジ泊）

　 　 25 日（水）～ 26 日（木）

  （ロッジ 2泊）ポルチェテンガ発 8:00 ⇒ 

  ナムチェ・バザール着 14:05

  2 日目はロッジ発⇒ターメ⇒近郊散策

　 　 27 日（金）ナムチェ・バザール発 7:40 ⇒パクデン 

  着 15:05（ロッジ泊）

　 　 28 日（土）パクデン発 8:00 ⇒ルクラ着 13:05

  （ロッジ泊）

　 　 29 日（日）ルクラ空港離陸 9:30 ✈✈カトマンズ空 

  港着陸 10:00（ホテル３泊）

　 　 30 日（月）～ 31 日（火）

  カトマンズ滞在、ナガルコット観光、 

  チャングナラヤン

11 月 １日（水）ホテル発 10:30 ～カトマンズ国際空港離

  陸 14:55 ✈✈バンコク国際空港着陸

  19:40 ✈✈ 11 月 2 日 1:00 離陸✈✈福岡 

  空港着陸 8:15

 カトマンズ国際空港到着

◇期日　　2017 年 10 月 12 日（木）～ 11 月 2 日（木）
◇メンバー　日本山岳会福岡支部会員 6 名、歩く会 4 名　

計 10 名　平均年齢 71 歳（？）

◇行　　程

10 月 12 日（木）福岡空港発 11:35 ✈✈タイ（バンコク国　

  際空港）⇒（ホテル泊）

　　13 日（金）バンコク国際空港✈✈カトマンズ国際

  空港⇒カトマンズ（ホテル泊）

　 　 14 日（土）トレッキング準備　　スワヤンブナート 

  寺院参詣（ホテル泊）

　 　 15 日（日）カトマンズ国内空港離陸 6:58 ✈✈

  ルクラ空港 7:20 着陸⇒シェルパロッジ 

  発 8:15 ⇒パクデン着 13:45（ロッジ泊）

　 　 16 日（月）パクデン発 8:30 ⇒モンジョ着 12:00

  （ロッジ泊）

　 　 17 日（火）～ 18 日（水）

  モンジョ発 8:30 ⇒ナムチェバザール着

  12:15（ロッジ 2泊）高度順応日・・・ 

  国立公園・・博物館・・近郊散策

　 　 19 日（木）ナムチェ・バザール発 7:55 ⇒エベレス 

  トビューホテル⇒クムジュン⇒キャンズ 

  マ着 14:10（ロッジ泊）20 日（金）キャ 

  ンズマ発 8:00 ⇒ポルチェテンガ⇒ドー 

  レ着 15:00（ロッジ泊）

　 　 21 日（土）ドーレ発 8:00 ⇒マッチェルモ着 11:50

  （ロッジ泊）

　 　 22 日（日） マッチェルモ発 8:00 ⇒ゴーキョ着 12:15

  （ロッジ泊）

　 　 23 日（月） ゴーキョロッジ発 3:55 ⇒ゴーキョピーク 

長岡ミツ子
№15345

５．おわりに

　世界文化遺産の登録はユネスコの下部機関であるイコ

モスに諮問されます。イコモスとは国際記念物遺跡会

議（ICOMOS/ International Council on Monuments and 

Sites）のことで、文化遺産保護に関わる国際的な非政府

組織（NGO）です。文化遺産候補はイコモスが現地調査を

踏まえて登録の可否を勧告します。一方自然遺産候補は国

際自然保護連合 (IUCN) が現地調査を踏まえて登録の可否

を勧告し、文化的景観に関しては、両者で協議が行われる

場合があります。最終的には上位の世界遺産委員会が勧告

を受けて審議し決定します。これとは別に国際諮問委員会

が登録する世界の記憶（記憶遺産）があります。

　昨年 12 月九大大学院教授の河野俊行氏がイコモスの会

長に就任することが決まり、地元福岡では沖ノ島の登録に

続く明るいニュースとして報じられました。3年の任期です。

　福岡県ではほかに世界記憶遺産として三井田川鉱業所な

どの石炭採掘や炭鉱長屋の様子を描いた「山本作兵衛の水

彩記録画」（国内第一号）があり、世界文化遺産（非公式

には産業遺産）に登録された「明治日本の産業革命遺産」

を構成する三池炭鉱宮原坑跡があります。新旧時代の多彩

な遺産が揃ってまことに誇らしいことではないでしょうか。

文献

竹内　亮（1933） 宗像沖ノ島雑記　『島』1．3．27-33．

竹内　亮（1933）岩場としての宗像沖ノ島　『山と渓谷』　

5月号

鳥山武雄（1933）沖ノ島の地質　福岡博物学雑誌 1．2．

176-178．

竹内　亮（1933）続宗像沖ノ島雑記　『島』2．157-171．

辻和毅・大松重雄（1969）宗像沖ノ島偵察行報告　九大探

検部誌　2．5-12．

辻　和毅（1973）玄界灘沖ノ島の地質　日本地質学会西日

本支部報　57．3-3．

第 3次沖ノ島学術調査隊・代表岡崎敬（1979）宗像　沖ノ

島　宗像大社復興期成会　本文．図版．史料．

4. 山行・トレッキング記録4. 山行・トレッキング記録4. 山行・トレッキング記録
ゴーキョピーク・トレッキング
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からはエベレスト、ローチェ、アマダブラムなど青い空に

映えて神々しかった。国立公園博物館やシェルパ文化博物

館にも寄った。テンジンシェルパの像や植村直己、田部井

淳子、三浦雄一郎氏の写真もあった。日陰は寒く日向が恋

しくなる。夕食時は参加者の一人の誕生祝で盛り上がった。

エベレスト　　　　ヌプチェ　　　　ローチェ

５日目　エベレストビューホテルのバルコニーでゆっくり

おしゃれなティータイム。ここまでヘリで来る日本人や各

国の観光客もいる。ここからはエベレスト、ロブチェ、ロー

チェ、ローチェシャ、ピーク 38、アマダブラムが眺めら

れる。クムジュンでお寺に参拝し、下の村で昼食を終えて

キャンズマのロッジへ向かった。

６日目　今日も素晴らしい天気で青空と白い峰々のコント

ラストが眩しい。ビスタリービスタリー、でも登りは喘ぎ

ながらの歩行。登り下りでポルチェテンガでの１時間 20

分の昼食時間が有難かった。時折現れる滝がすごい。今日

の 4,000 ｍのドーレのロッジは寒いのでストーブのあるダ

イニングにトレッカーのほとんどが集まっている。

７日目　牧草地を抜け小川を渡り、ジグザグの道を登る。

リンドウが白と青のツートンカラーのものや花弁が切れて

るものなど数種、キキョウに似た小さな花などに励まされ

ながら歩く。トラバース気味の長い道ではドゥドゥコシか

ら吹き上げてくる風が冷たく衣服調整をする。今日滞在の

ロッジ近くの風の当らない草原の丘で寝転んでしばらく休

む。贅沢なひと時。ロッジに着き昼食。シェルパスープが

美味しい。雪山に囲まれているマッチェルモの 4,000 ｍ以

上に居る感じがしない。皆高度順応はうまくできているの

だろう。

８日目　歩き始めはやはりしんどい。濁流のドウトコシに

沿って歩く。途中のパンガではツォンパさんが遭難碑を案

内してくれた。16 年前ここで雪崩が発生し、日本人 15 名、

ネパール人 12 名が亡くなれたそうだ。碑には全員の名前

が刻まれていた。間もなくゴンジュンバ氷河から濁流と氷

河湖のドゥドゥポカリからの清流との合流点。清流を辿っ

ていくと美しいブルーの大きな湖が 1,2,3 と現れ Lake3，

Lake2，Lake1と表示してある。この美しい氷河湖に感動し、

色はコバルトブルー、ターコイズブルー（？）などと言い

ながら歩いているうちにゴーキョのロッジ着。パン工房も

ある大きなロッジで宿泊者も多い。今日も湯たんぽの温か

さが身に染みる。

　一年ぶりのカトマンズは埃とあふれんばかりの車、バイ

ク、地震からの復興の建築や工事のエネルギッシュな喧噪

にわくわくした。二日間の滞在でトレッキングの準備。カ

トマンズからルクラまでの飛行機は、ダッフルバッグが

10kg、ザックが 6kg の制限で重い食べ物などを減らし調整

した。ルクラまでのフライトは 7時発。ホテルで慌ただし

く朝食を終え空港へ行き無事離陸。山間を飛び、雪を抱い

た峰々が見えて感激の声。20 人乗りの小さな飛行機がル

クラに着陸した途端、機内に拍手が起きた。そして、いよ

いよトレッキング開始。

１日目　パクデンへの道は各国のトレッカーで賑わってい

る。ロッジではレストラン同様のメニュー（洋、中、ネパー

ル、チベット料理、飲み物各種）から選び 3時のティータ

イムで夕食を夕食後に朝食を注文しておく。これから先は

どのロッジでもこの方式。20 数年前のテント泊のトレッ

キングを思うと浦島太郎の心境であった。

２日目　今日の目的地はモンジョ。歩き始めて間もなくタ

ムシェルクの白い峰が見える。トレッカー、ポーターさん

達、ヤク、馬などを我々ビスタリー派は除けることが度々。

急坂を登る

大きな滝も現れるが名前もないようだ。今日のロッジ到着

後、昼食を済まして高度順応を兼ねて散策。祭りのため休

校になっている小学校の空手教室で練習している子供達を

覗き、無人のお寺、農家のジャガイモや豆の収穫、トマト

のハウスなど見ながら１時間程歩いた。静かな村にはオム

マミペメフムのお経を彫った岩があちこちにあり、タル

チョもはためいていた。

３日目・４日目　ナムチェバザールへ向かう。ドゥドゥコ

シに架かるいくつかの長い吊橋を渡り、高台に上がるとガ

イドのツォンバさんが「エベレストが見えますよ。」と指

さした先にくっきりとエベレスト。早速写真に収める人び

とが続く。お昼ごろに到着したナムチェバザールには立派

な門があり、正面のタイル張りの川に導かれるように坂道

を登っていくと中ほどに噴水まである。そして街には多く

の山用品店は勿論、薬局、ケーキ屋、喫茶店、レストラン、

エステサロンまであり驚いた。坂を登り切った所がツォン

バシェルパのロッジ。今日から 2日間の宿である。２日目

は高度順応でヘリポートのある丘や国立公園へ行く。ここ
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場所。ギャンズマで 1時間以上のランチタイムの後、赤や

黄色のツツジの返り咲きなど見つけながら、行きと違う緩

やかな広い道を下る。途中、カメラマンのＹさんは花を見

つけては呼ばれ、前になり後になりしてスナップ、絶景を

撮るのに大忙し。間もなくナムチェ到着。

１２日目　ナムチェの同じロッジで 2泊なので、洗濯をす

る人も多い。２日目はターメという村の方へ出かける。ゆっ

くり歩きながら、リンドウなどの花ばかり見ていたら、ツォ

ンバさんの「キノコーォ」という声で皆茸探しに夢中にな

る。ヒラタケの様なのが採れた。来た道を戻り、昼食は街

に出て、日本料理店で店の人に代って、メンバーのＨさん

と 2人で店のキッチンに入り、自己流の白菜、豆腐なしの

すき焼を作り、先日ここで食べたのよりも手前味噌でずっ

と美味しいと言いながら食べた。途中ケーキ屋さんでケー

キとコーヒーでゆっくりして帰る。洗濯物はすっかり乾い

ていた。

１３日目　天気が今回初めて下り坂ということで早目にパ

クデンに下る。晴れ時々曇りで寒い。しかし歩みはビスタ

リー。トレッカーは相変らず多い。行きのロッジよりも少

し下った新しいロッジ。何と部屋にトイレがあった。星空

は美しいが寒さは変わらず、ダイニングのストーブと湯た

んぽで暖を取る。毎晩の湯たんぽの威力に有難く感謝。

１４日目　今日は登りが多いという。曇って来たので気に

なる。やはり間もなく空港という所まで来たら小雨が落ち

てきた。大した雨ではないがすごく寒いので雨具の上着だ

けを着用する。13 時空港に到着。空港は悪天候のため 3

日間飛行機が飛ばなかったそうで混雑していた。シェルパ

ロッジに荷物を置いて、寒い中街に買い物に出かける。夕

食はスタッフ達とのお別れパーティで歌ったり、踊ったり

で盛り上がった。いい人たちだった。

フル回転のルクラの飛行場

ゴーキョ周辺の山々

９日目　今日はいよいよピーク。起きれるかなという不安

でほとんど眠れないうちに 3 時起床。4 時出発。ヘッドラ

ンプの灯りがジグザグの登山道に帯状になっている。我々

も続く。

ゴーキョピークでみんな笑顔

　急坂をビスタリーの 3乗位で登っていく。立ったままの

数回の休憩が有難い。また途中日の出の頃の熱い紅茶の提

供はグッドタイミングで嬉しかった。3 時間の苦闘でタル

チョ棚引くゴーキョの山頂いやピーク（5,357m）に到達。

先に到着していた各国のトレッカー達が拍手と歓声で迎え

てくれた。感激！感動！感謝！ガイドさんが運び上げてく

れた温かい紅茶とサンドイッチを食べ、記念撮影、美しい

山々、湖、氷河などしばらく眺めて 40 分程で名残惜しみ

ながら下る。1時間30分程で下りて、10時 30分にゴーキョ

のロッジを出発してマッチェルモへ下った。

１０日目　他のグループはナムチェへ直接下るそうだが、

我々はポルチェテンガで宿泊。下りなので皆余裕。時々振

り返り山に別れを惜しみながら下る。ナマステ、コンニチ

ワ、ハローなど挨拶を交わすトレッカーの多いこと。帰り

もドゥトゥコシから吹き上げてくる風が冷たく寒い。シャ

クナゲの林を抜けて谷筋のロッジで宿泊。

１１日目　途中モン・ラのきれいなロッジでティータイム。

ビューポイントの立札。アマダブラム、カテンガ、タムシェ

ルクなどの山々が青空をバックにくっきりと見える絶好の
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4 日目　晴　7 時温泉組 7 名が出発、8 時散策組 7 名が出

発。散策組は先ず東側の高台に登って水晶岳方向を眺め、

次いで南側に進みスイス庭園、西に下ってギリシャ庭園、

アルプス庭園、祖母岳からは槍ヶ岳を見ることができて

感激。更に進んで奥日本庭園と天空の庭園散策を楽しん

で山荘に戻る。15 時 30 分温泉組が日本一遠い温泉から

戻って来た。下山時、滑る道に苦労したが全員、天空の

秘湯に浸かることが出来たと満足気な戻りであった。

5 日目　快晴　6 時 20 分発。霜で白く光る木道がガラ場

の登りに変わって祖父岳着 8 時 20 分。

　水晶、鷲羽、三俣蓮華、笠、黒部五郎、薬師、立山な

ど雲の平を取り巻く山々が見渡せ、眼下に黒部川の源が

見える。景色を堪能して水晶岳へ。山頂（2978m）着 11

時 40 分。裏銀座の山々が見える。北アルプス最奥部か

らの景色を目に焼き付け下山。来た道を戻って鷲羽岳山

頂着 14 時 40 分。槍ヶ岳が近づいた。ガラガラの急坂を

下って三俣山荘着 16 時。この日は 1 日中快晴で、すれ

違いの挨拶は「今日は」に合わせて「最高ですね」だった。

6日目　晴　6時 20分発。直ぐに三俣蓮華岳の登り。ゆっ

くり進んで 7 時 30 分山頂着。槍ヶ岳が大きくなり 4 日

間前に通った太郎平がはるか遠く小さくなった。雲ノ平

に別れを告げ双六岳へ。山頂着 9 時 20 分。槍ヶ岳が目

の前、槍へと延びる道を進んで双六小屋へ。小屋前のベ

ンチにて昼食。鏡平を目指して下り、弓折岳分岐に到着。

眼下に鏡平山荘が見える。折角だからもう一山と弓折岳

を往復して鏡平へ下った。山荘着 14 時。鏡池では槍穂

の峰々が眼の前に広がり、その姿が水面に静かに映って

いた。

7 日目　曇　6 時、小池新道を新穂高温泉に向け下る。

１５日目　今朝は昨晩降った雪で山々は白くなっていて、

高い頂きは朝日に輝いていた。ルクラ空港は４機の駐機場

をフル回転して離陸、着陸を繰り返している。隣のヘリポー

トも慌ただしい様子である。

　我々も 10 時 10 分ツォンバさんの見送りを受け、小さな

飛行機でカトマンズへ向かった。好天に恵まれた素晴らし

いトレッキングは終わった。カトマンズでの 3日間はテン

ディシェルパさん宅を訪問したり、ナガルコットの丘から

の雲海、チャングナラヤンでのミニトレッキングや宮殿の

見学などを楽しんだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　平成 29 年 9 月 10 から 16 日まで折立～太郎平～雲の

平～水晶岳～鏡平～新穂高を縦走した。参加者は中村正

義 淀川雅之 長岡ミツ子 森山幸美 中村寛三 原 義宣 

酒匂輝昌の 7 名、あるく会 6 名、スイス友の会 1 名の 14

名。年齢は 64 歳～ 79 歳にわたった。

1 日目　晴　14 時 50 分富山駅集合。富山地方鉄道で有

峰口へ。迎えのバスにて亀谷温泉の白樺ハイツ着。ここ

で劔岳に登って来た寛三さんと合流。夕食では翌日から

の長い山行の無事を祈って乾杯。地酒も入りにぎやかな

宴会となった。

2 日目　曇　6 時タクシーにて登山口の折立へ。身支度

を整え 7 時登山開始。樹林帯の急登、それに続く草原の

長い石段を登って 11 時 50 分太郎平着。昼食を摂り 12

時 40 分、今にも降りそうな空模様の中を黒部川に向かっ

て下る。薬師沢小屋着 15 時 20 分。小屋は山岳会の提携

宿。会員証を示し宿泊の手続き行う。1000円の割引があっ

たがビールの泡。

3 日目　雨　7 時 40 分出発。茶色く濁った水が川幅いっ

ぱい渦を巻いて流れている。鉄製のつり橋を渡り、増水

時用に作られた木の橋を一人ずつ慎重に渡って雲ノ平へ

の道に取りつく。急登、道というより川。石から石へ飛

び移りながらの登りで何度か水の中に足を滑らせた。上

部では川を超え滝のようなところも。かなり登ったとこ

ろで緩やかになり木道が現れた。雲の平は雲の中。木道

を辿って雲の平山荘着 12 時。雨は降り続いており予定

していた高天原温泉行と雲の平散策は翌日に延期。予定

を 1 日遅らせることにした。

酒匂　輝昌
№10797　

太郎平、雲の平、鏡平を縦走
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　このあたりにはモンゴルでは珍しく森林地帯があり、そ

の森林と隣接した草原が花の宝庫であった。エーデルワイ

ス（ウスユキソウ）、マツムシソウ、トリカブト、フウロソウ、

ヤナギラン、ヒゴタイ、ワレモコウ、ツリガネニンジンな

どの仲間が咲き乱れており、まさにお花畑であった。また

森林帯を越えて背後のなだらかな山にも登り雄大な展望を

楽しんだ。ツェンケルの天然温泉では連泊し、旅の疲れを

癒すことができありがたかった。

　帰路はやや南周りの道を行き、ラシャントという奇岩の

山々が連なる地域に宿泊しボグハーン・マウンテンズの一

角に登った。草原から砂漠地帯、奇岩の山々と変化に富ん

だモンゴルの地形を実感することができた。ウランバート

ルではチンギス・ハーン広場などの観光や、アルタイ山脈

に伝わる独自の歌唱法ホーミーの演奏会も楽しんだ。

ワレモコウの仲間の群落

ヤナギランの仲間の群落

エーデルワイスの仲間　　　　マツムシソウの仲間

到着後温泉に浸かり、バスにて高山へ。高山発 14 時 38

分の特急で名古屋に出て新幹線に乗り継ぎ、博多着 20

時 45 分。

　大雨で１日予定が伸びてしまったが、これ以上は望め

ない好天の中、全員無事予定した行程を歩き通すことが

でき、最高の山行となった。

　2017 年 7 月 5 日～ 11 日の 7 日間で宮崎支部の方々を中

心としたグループでワイルドフラワー観察を主目的にモン

ゴル国の大草原を訪ねた。宿泊は首都ウランバートルのホ

テルを除き、すべてツーリストキャンプのゲルに宿泊する

というのが草原の国モンゴルらしい体験であった。

雄大なモンゴルの草原とゲル　

首都のウランバートルから荒涼とした半砂漠地帯に伸びる

高速道路を約 400km 西に進むと、かつてのモンゴル帝国時

代の首都カラコルム（ハラホリン）がある。ここでは世界

遺産でモンゴル最古のチベット仏教寺院エルデニー・ゾー

を訪ねた。ストゥーパ（仏塔）と外壁に囲まれた寺院はチ

ベット仏教ゲルク派と深い関わりがあったがロシア革命、

モンゴル革命後は弾圧され閉鎖された。その後博物館、国

家保護建築物となった。

　カラコルムからさらに西に約 200km 進むと天然温泉のあ

るツェンケルがある。高速道路を外れると四輪駆動車で来

た意味がようやく理解できた。草原はどこでも道である。

トヨタのランドクルーザーが大活躍している。

道なき大地を四輪駆動車で行く

渡部　秀樹
№9826

～モンゴルの風にふかれて～
モンゴルのフラワー・ハイキング
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　サマルカンドは「チンギス・ハーンが破壊し、ティムー

ルが建設した」といわれるように、ティムールは職人や建

築家を使いイスラム世界屈指の都市に復興させた。圧倒的

な迫力と繊細な美しさで 600 年を経た現在でも“イスラム

世界の宝石”として君臨していた。レギスタン広場のスケー

ルには圧倒され言葉もなくした。

また、ウズベキスタンの人々はとても親日的で、どこでも

親しく声をかけられ、そして一緒に写真を撮ってほしいと

いう要望がいたるところで寄せられた。老若男女を問わず

日本人と写真に納まるのはまさに「インスタ映え」するよ

うで、メンバーも「こんなにもてるなんて有名人になった

気分だ」と感激していた。

サマルカンドのシンボル、レギスタン広場

親日的でどこでも写真を一緒にと声をかけられた

　西天山を望むウガム・チャトカル自然保護区は白銀の世

界だった。砂漠から、まるでチベットのような高原と湖を

経て標高 1,650m のチムガノ村へ。近年高原リゾートとし

て注目されているとのこと。地元の登山家グリゴリー氏の

案内で、雪景色の中をチャトカル山の中腹の 2,000m まで

スキーリフトで登った。山上駅からは、背後に迫るチャト

カル山から、対岸に臨むグレーター・チムガン山（Greater 

Chimgan 3,309 m) まで 360 度の雪山の大パノラマは圧巻

だった。今回は山岳展望を目的としたので登山は行わな

かったが、雪の無い時期であれば、軽ハイキングから登山・

トレッキングのコースもたくさんあるようだ。

　古来のシルクロードの面影を色濃く残すウズベキスタ

ン、交易の中継地として財を蓄積し、それはオアシス都市

に中央アジアのイスラム文化として壮麗な建築物を残し

た。古くはマルコポーロ、玄奘三蔵、チンギス・ハーンや

ティムールなど、さまざまな人が行き交い、歴史の舞台と

なってきたウズベキスタンには、昔と変わらぬ街並みや活

気あふれるバザールが今に残っている。2017 年 11 月 21

日～ 29 日で、ソグド人の築いた商業都市サマルカンドと、

中央アジアのイスラム教の聖都としても栄えたブハラでは

ゆったり連泊し、ウズベキスタンにある４つの世界遺産の

街、ヒヴァ、ブハラ、シャフリサブス、サマルカンドの歴

史地区を全て訪れて見所を巡った。旅の最後には、カズフ

スタンと国境を接するウガム・チャトカル自然保護区を訪

れ、天山山脈の西側に迫り雪山の景色を堪能した。

ヒヴァのイスラーム・ホジャ・メドレセとミナレット

　首都タシケントから西 1,000km、かつてのホレズム帝国

の聖都ヒヴァは外壁と内壁の二重の城壁で守られていた。

内側の城壁に囲まれた内城イチャン・カラは全体が「博物

館都市」であり、20 のモスク、20 のメドレセ（神学校）、

6 基のミナレット（塔）が残されている。その内城の中に

あるホテル・アルカンチに宿泊したので、ゆっくり歩いて

場内を散策することができた。ミナレットに登れば「博物

館都市」が一望にでき、まるで中世の映画の世界に紛れ込

んだかのような風景を鳥瞰して堪能することができた。

内城イチャン・カラは全体が「博物館都市」

渡部　秀樹
№9826

中央アジア・シルクロード・文明の十字路
ウズベキスタンに世界遺産と西天山を訪ねて
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　終日、お天気に恵まれ、関門海峡を中心とした、素晴ら

しい景観を楽しむイベントだった。

　「山の日」が祝日に制定されてから 2回目の 2017 年 8 月

11 日 ( 金 )、1 回目にひき続いて、山の日記念福岡県民登

山大会が、県下の英彦山 (1199.6m)、宝満山 (829m)、風師

山 (362.2m) の三ケ所で行なわれた。

　これは、福岡県山岳連盟、福岡県勤労者山岳連盟、日本

山岳会福岡支部、日本山岳会北九州支部、全九州アルパイ

ンガイド協会の山岳 5団体で構成する「山の日」制定記念

福岡 2017 実行委員会の主催で実施されたもので、私たち

福岡支部は福岡県山岳連盟とともに英彦山を担当した。

　当日は好天に恵まれ、福岡支部からは 16 名が参加。午

前 9時から福岡県添田町の英彦山神宮奉幣殿前で、記念式

典と安全祈願祭を行い、登山開始。山頂までを無事、往復

した。頂上では記念のバッヂを配布して登山者に喜ばれた。

　また関連イベントとして、福岡県警ヘリコプターによる

安全登山の呼びかけ ( 添田警察署 )、銅の烏居から奉幣殿

までの 800m を走り登って競う「英彦山駆け上り大会」(英

彦山神宮 )なとが催され、そばやぜんざいの販売とあわせ

て、奉幣殿前広場は、終日、人であふれた。

　なお、この日午前 8時すぎから、本会会員の五十嵐賢さ

んがＲＫＢラジオのナマの情報番組で、「山の日」につい

て大いに語って頂いて、花を添えた。

高木　荘輔
№12920

　日本山岳会の 5支部懇談会が、昨年 (2017 年 )5 月 20 日

(土 )と 21日 (日 )の 2日間、山□県下関市の「海峡ビュー

しものせき」で開かれ、主管の北九州支部を始め、福岡、

熊本、東九州、宮崎の計 5 支部から会員約 80 名が集まっ

た。会場は関門海峡を見下ろす絶景の場所にある国民宿舎

で、福岡支部からも支部長ら 10 名が参加した。

　1日目は、13 時に開会。最初に関ロ興洋・北九州支部長

から歓迎と開会のごあいさつがあり、続いて「安全登山の

ために」というタイトルで、鹿屋体育大学・山本正嘉教授

の記念講演が行なわれた。内容は、「行きたい山」と「行

ける山」の体力度を数値化して、マッチングさせる試みが

テーマで、具体的な実験や調査の数字をあげられてのお話

は、なかなか興味のあるものだった。

　講演終了後、各支部からの活動報告、安全登山のための

九州・山ロ地区「山のグレ一デイング表」の発表なとが行

なわれ、記念写真撮影を経て、18 時から懇親会が和やか

にかつ賑やかに開かれた。

　2日目は、記念山行と散策。①「関門の史跡・歴史散策コー

ス」( 火の山三角点～下関市立歴史博物館～功山寺～関門

トンネル人道歩き～和布刈神社～門司区役所、約 4時間 )、

②「槙有恒記念碑・風師山コース」( 門司区役所～風師山

往復、約 4時間 )の 2班に分かれて行なわれ、門司区で合

同解散。

高木　荘輔
№12920

チャトカル山

グレーター・チムガン山

ウズベキスタンは歴史的な中央アジア・シルクロードの世
界遺産と西天山の大自然、そして美味しく日本人には好評
のウズベキ料理、親日的で暖かな人々、治安も良く安心し
て快適な旅を楽しむことができとても魅力的な国であった。

5. 支部活動・事務局報告（支部創立60周年記念事業関連含む）5. 支部活動・事務局報告（支部創立60周年記念事業関連含む）5. 支部活動・事務局報告（支部創立60周年記念事業関連含む）
関門海峡の景観楽しむ2日間
九州５支部懇談会開く

山の日記念登山大会in福岡2017
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計：３９名

　支部規約改正など各議案が審議され承認された。

　総会後に支部会員の活動報告会（水野、酒匂、九大山岳

会、渡部）を行った。また、場所を移して「みくに」にて

懇親会を開催した。

第２回夏山フェスタ in 福岡２０１７

◇日時：平成２９年６月２４日（土）１２時～１９時、

２５日 (日 )１０時～１７時

◇場所：電気ビル共創館 （4 階 / みらいホール）福岡市中

央区渡辺通 2-1-82

来場者数：２４日約１，６００人 ( 昨年 1,000 人 )、２５

日約２，７００人 ( 昨年 2,700 人 )

合計 :約４，３００人 ( 昨年 3,700 人 ) 

　国民の祝日「山の日」の制定を記念し、登山愛好家の裾

野を広げる好機として、山に親しみ、理解を深めてもらう

イベントを電気ビルみらいホールにて開催した。主催は日

本山岳会などからなる全国「山の日」協議会を中心とした

夏山フェスタ in 福岡 2017 実行委員会で、また協力団体と

して日本山岳会福岡支部、日本山岳会北九州支部、福岡県

山岳連盟、 福岡県勤労者山岳連盟なども加わった。

【セミナー】敬称略（来場者数）

《２４日》・13:00 指原孝治「植物から見た九重」（280 名）・

14:30 山本正嘉「夏山登山を目指して～登山者に必要な体

力とトレーニング」（350 名）・16:00 近藤謙司「安全に登

山を楽しもう」（310 名）・17:30「山小屋オーナー座談会」

白馬館 /松沢謙一、八ヶ岳・蓼科山頂ヒュッテ /米川佐和

子、蓼科山荘 /米川佳子、法華院温泉山荘 /弘蔵岳久、司

会磯野剛太（200 名）合計 1,140 名

《２５日》・10:00 渡部秀樹「地図読みの基本」（380 名）・

11:30 川上信也「デジカメで撮る山の風景」（200 名）

・13:00 南谷真鈴「私が山から学んだこと」と南谷真鈴 /

春山慶彦トークショー「未来に向けて」（380 名＋会議室

中継 130 名）

南谷真鈴さん書籍販売の様子

　そのほか、宝満山 ( 福岡県勤労者山岳連盟担当 )、風師

山 (日本山岳会北九州支部担当 )でも、同様の登山大会が

開かれ、関連イベントを含めて大いに賑わった。

第 2回山の日記念登山大会（英彦山）

パハルフェスタ in 坊がつる

◇４月２９日（土）～３０日（日）２日間で第６回『パハ

ル ･ フェスタ in 坊がつる』のイベントとして、鈴木みき

さんをゲストに「山っていい友！新緑の九重山登山と法華

院温泉」に講師派遣等で協力した。２日間晴天に恵まれ、

北は北海道、南は熊本からの参加者総勢２７名で長者原→

雨が池→坊がつる（法華院温泉山荘泊）→北千里が浜→久

住山→沓掛山→牧ノ戸峠と、足並みもそろって春のくじゅ

うを楽しんだ。法華院温泉山荘では「パハルフェスタ in

坊がつる」イベントとして鈴木みきさんトークショーを開

催。山荘は昨年は地震の影響で登山者が激減したとのこと

が、29 日は 100 名以上の宿泊者となり、テントサイトか

らもトークショー参加もあり復興イベントの一助となった。

パハルフェスタ、久住山 1787m に全員登頂！

平成２９年度福岡支部総会

◇日時：平成２９年 ５月２８日（日） １４時　開会

◇場所：福岡市立早良市民センター：早良区百道２－２－１

会員数：６８名　総会出席：２５名　委任状：１４名　合

渡部　秀樹
№9826

平成２９年度主な支部活動報告
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日本山岳会福岡支部創立６０周年記念事業

「猪熊隆之気象予報士の山の天気入門講座」

机上講座＆実践フィールド観察会

◇日時：１２月９日（土）１３：００～１７：３０

◇場所：プラム・カルコア太宰府（太宰府中央公民館）多

目的ホール

　講演に先立ち、日本山岳会福岡支部創立６０周年記念式

典として、高木支部長よりパワーポイントを用いて福岡支

部６０年の歴史や活動についての解説を行った。

　記念講演として、ＮＨＫ「グレートサミッツ」や日本テ

レビ「世界の果てまでイッテＱ」登山隊などの撮影をサポー

トし、登山家に信頼の厚い山岳気象予報士として知られ、

中央大学山岳部監督、国内初の山岳気象専門会社「ヤマテ

ン」代表として活躍される山岳気象予報士・猪熊隆之さん

による気象講座を行った。机上講座では風の流れと地形に

よる山岳気象の基礎と気象遭難を防ぐための知識を学んだ

（参加者５４名）。さらに実践フィールド観察会では観世音

寺から大宰府政庁跡までを歩き、実際に空を見ながら観天

望気についても学んだ（参加者４２名）。

主催：日本山岳会福岡支部

協力：アルパインツアーサービス株式会社

後援：日本山岳会北九州支部、福岡県山岳連盟、福岡県勤

労者山岳連盟

猪熊気象予報士の山の天気入門講座

・15:00 飯田肇「日本にも氷河があった」（150 名）・16:15

長井大輔「火山を知ろう～雲仙普賢岳と御嶽山噴火災害か

ら学ぶ」（150 名）・17:30 徳永哲哉「安全快適登山術」（160

名）合計 2,060 名、２日間で延べ 3,200 名がセミナーに参

加した。

【ブース出展】メーカー関係 21 社、旅行関係 5社、自治体

関係 11 団体、その他 10 団体。

専用ホームページ：http://natsuyama-fukuoka.jp/

日本山岳会福岡支部創立６０周年記念

「岩崎元郎さんの健康登山講座 in 太宰府」

◇日時：１０月１３日（金）18：３０～２0：30（開場

１８：００）

◇会場：太宰府館まほろばホール

第１部：岩崎元郎さん講演『山に登って元気になろう』 

第２部：『生涯登山を楽しむために』【対談】岩崎元郎＆古

川靖（毎日健康登山実践者）と高木荘輔（日本山岳会福岡

支部長）

◇参加者：１３０名

　岩崎さんは登山学校「無名山塾」を創設し、ＮＨＫ番

組「中高年の登山学」に５年間出演され中高年登山ブーム

の仕掛け人として知られる。日本が元気を取り戻すために

「一億二千万人総登山者計画」を提唱されており、そのお

話を中心に『山で失敗しない 10 の法則』『今そこにある山

の危険』など多数の著書でも述べられている注意点などを

啓蒙する内容の講演であった。第２部では岩崎さんの本に

よって登山人生が変わったと言われる古川靖さん、高木支

部長を加えた対談が行われ、未組織登山者の増加に伴う変

化や問題点などが話し合われた。

　最後に、協賛各社よりご提供いただいた景品のお楽しみ

抽選会も行われた。

主催：日本山岳会福岡支部　特別協賛：救心製薬株式会社　

協力：アルパインツアーサービス株式会社、株式会社ラリー

グラス

後援：日本山岳会北九州支部、福岡県山岳連盟、福岡県勤

労者山岳連盟

協賛：プロトレック、スポルティバジャパン、THE NORTH 

FACE、C3fit、キャラバン　のぼろ

《編集後記》
　福岡支部は昨年、北部九州支部として創立されてから60周年を迎えました。人生の暦で言えば還暦に相当します。
その歴史は倉智会員によってまとめられた通りですが、良く続いたなと思う反面、巻頭言で高木支部長が指摘された
ようにこれから先どうなるのか不安な点もあります。何事にも節目節目にきちんと記録を残しておくことは、持続性を
保つうえで基本ですので、本誌を60周年記念号としました。時代の雰囲気や先達の素顔を伝えるため、写真を多く
掲載しました。これから支部の運営を歩みながら考えてゆく材料になれば幸いです。その点山本会員の寄稿は日本山
岳会の萌芽から黎明期にさかのぼり、その原点時代の熱き雰囲気を伝える興味深い論考です。柴田会員、酒匂会員、
長岡会員の山行記は山岳会の原点である「登山」の楽しさ、仲間の大切さを語ってくれます。渡部会員の海外記は馴
染みのない中央アジアの素顔とﾄﾚｯｷﾝｸﾞの楽しさを伝えています。沖ノ島はﾀｲﾑﾘｰで地域に則した嬉しい話題ですが、
今後世界遺産として訪れる人に「どう見せる」のか、他所には無い難問が待ち受けています。（A.B）

■発行者：高木荘輔　　■編集者：辻 和毅・倉智清司　　■発行日：2018 年（平成 30 年）3月15日

■発行所：公益社団法人 日本山岳会福岡支部　　〒 811-1302 福岡市南区井尻 5-6-14-201  渡部秀樹 方　　TEL/FAX 092-592-8170


