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しろがねに芒は靡きたたなはる山は錦繍の内掛け纏ふ
式典会場から望む祖母連山

第34回宮崎ウェストン祭
秋晴れとなった11月3日の文化の日、高千穂町
三秀台において「日本近代登山の父」として知られ
るウォルター・ウェストン師を偲び、山岳遭難者に哀
悼の意を表し登山の安全を祈る「第34回宮崎ウェス
トン祭」が開催された。
式典は、我々宮崎支部会員20名・九州３支部（北
九州・熊本・東九州）会員40名はじめ地元の方々・
登山愛好者など約100名が参加し、午後４時、田原
小学校児童2名による点鐘で始まった。ウェストン師
を偲び山岳遭難者の冥福を祈って黙とうし、献花、
主催者挨拶（高千穂町興梠副町長・日本山岳会宮
崎支部荒武支部長）、来賓挨拶（工藤高千穂町議
会議長）、詩朗読（久峩会員）、作文朗読（田原小
学校田上君）と進む。「ウェストン祭の歌」合唱では、
谷口敏子会員の指揮により、祖母山に向かって声
高らかに歌い上げられ、事前の発声練習が功を奏
したようである。その後、田原小学校児童13名に記
念品贈呈を行い、最後に甲斐五ケ所公民館長の万
歳三唱で閉会した。
＜行程＞
10:00ヤマダ電機駐車場発－道の駅よっちみろ屋－下野八
幡大神社（巨樹見学）－15:00公民館着 16:00ウェストン祭
開会16:30閉会－18:00交流会開会－19:50九州４支部懇親
会～22:00閉会
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日高研二 (12816)
式典終了後、田原地区村おこし推進協議会の主
催による交流会が五ｹ所野菜集出荷場で開催され
た。午後6時からの神事で始まり、五ケ所神楽保存
会による神楽（戸取りの舞）、キャンプファイヤー（北
九州支部の今年金婚式の丹下さんご夫婦が点火）、
田原地区女性部の踊り、本陣太鼓（鳴龍会）などが
披露され、また、恒例で楽しみにしていた「かっぽ
酒」のふるまいもあり、しばし楽しく時を過ごした。
この後、宿泊場所の公民館で九州各支部会員が
一堂に会しての懇親会が行われ、当支部から
「ひょっとこ踊り」を4名（ひょっとこマン3名、ウーマン
1名）で披露したところ、会場全体がパッと明るい笑
顔でいっぱいとなり、これにお酒も加わりとても愉快
な懇親会となる。いくらしても話は尽きないような状
況であったが、明日の記念登山もあることから、来
年度の再会を誓い名残惜しくも、午後10時閉会した。

＜参加者 ＊一般者＞
拵 恵子・久峩慧子・谷口敏子・多田登美子・服部澄子・
橋口三枝子・永友友美
前原満之・荒武八起・都甲豈好・日高研二・末永軍朗・
谷口菊美・武田芳雄・櫻木勉・服部岩男・畑島良一・
川越政則 ＊永友直隆 ＊佐藤徳一
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ウェストン師にささぐ
鎮魂と新たなる誓い(抜粋)
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この風景と共に生きる

田原小学校 六年 田上智也
みなさんは、このウェストン祭の主役である
宮崎支部元支部長 大谷優氏 作詩
ウォルターウェストン氏がなんと言われている
11月3日 文化の日という美しい今日
かご存じですか。「日本アルプスの父」「日本
新しい自然と風を受け私は今 あなたの碑の前に立つ
近代登山の父」と言われています。そのような
1890年 明治23年11月6日
とても有名な方が、この祖母山に登ったとき、
あなたが30歳の時に登った祖母山
どう感じたのでしょうか。ぼくは、きっと美し
ここに山を愛し山を尊ぶ老若男女が相集う
い自然と景色だなと感じていただけたのではと
あなたを思い あなたの前に追慕の鐘を鳴らし
思っています。
感謝の花をささげる
五ｹ所地区の近くにある祖母山は去年、ユネ
イギリス人のあなたは 日本人のために大きな支えとなった スコエコパークに登録されました。祖母山には、
その人間愛にどれほど多くの教えを受けたことだろうか
めずらしい動植物が数多く生息しています。ぼ
日本の自然と山の美しさを自分の足で確かめながら
くは、祖母山がユネスコエコパークに登録され
その深遠さとすばらしさを世界に紹介し・・・
てから、祖母山にたいする考え方を変えました。
あなたは正に日本近代登山の父であり
何も知らないときは、ただぼくの家の近くに祖
人道主義の先覚者
母山があるのを当たり前に思っていましたが、
今 あなたの人徳をしのび
今では、どのような動植物が生息しているのだ
新たな決意と実践を あなたの後輩として誓いたい
ろう、祖母山のどんな点が、すばらしいと評価
あなたの言った 風光明媚な「九州の軽井沢」は
されたのか興味をもつようになってきました。
ここ五ｹ所高原
ぼくは一回祖母山に登りいろいろな動植物と触
晩秋の風は祖母山から 今 山里に下りていく
れ合いたいです。最後に、ウェストン祭に際し、
ウェストン師をしのび、山岳遭難者に哀悼の意を表
この詩は、毎年のウェストン祭において、支部会員によって
朗読される。今回は久峩慧子会員が朗読した。
すとともにこれから登山に行かれる方やこの地域に
住む方々への安全を願います。
そして、この祖母山の自
然、景色、美しさなどが変わ
らずにずっとあり続けることを
これからも願っています。

刈り干しのすみて紅葉の三秀台
秋天高く点鐘ひびく

田上智也くん
作文を朗読する田上智也くん

今回も田原小学校児童の点鐘で開式となった

高千穂町 副町長のあいさつ
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田原小学校のみなさん

谷口敏子会員指揮によりウェストンの歌を全員で合唱

九州各支部のみなさん

【ウェストン祭記念山行】

筒ケ岳（1,296.0m）

11月4日（日）

祖母山の尖兵・誇り高き岩峰へ
ウェストン祭の記念山行は、例年ウェストンが登っ
たという祖母山に登っているが、今年は度重なる豪
雨による林道決壊のため、工事中で車の置き場所
がなく、急遽わが支部は筒ケ岳に登ることになった。
6時、祖母嶽神社社務所起床。身支度を整え、五ｹ
所高原ひめゆりセンターに朝食の手伝いに向かう。
各支部が朝食をすませた後、自分達も朝食をとり各
支部を見送る。各支部は前夜に親父山、障子岳他
に変えて出発する。我々は8時半センターを出発し
筒ｹ岳に向かう。林道も悪いところがあり、9時に車
を止めて歩く。途中で山頂に行く人と、散策する人
に分け、行動する前に陽射しの良いところで写真を
撮る。林道より筒ｹ岳の岩峰が見える。10時、筒ｹ岳

武田 芳雄 (13587)
登山口に到着。登山道になると急勾配になる。鹿よ
けネットの扉が何ｹ所かあり、開け閉めしながら進む。
尾根道の取り付きはヒノキの植林が行なわれており
2, 3mになっている。その隙間からちらほら筒ケ岳の
岩峰が見え、谷の方には見事な紅葉が見られる。
尾根道分岐を過ぎた大岩には梯子が掛けられ、そ
れを登るとすぐに山頂に達する。山頂は狭かったが、
眺望もよく集合写真を撮り下山する。梯子に取り付
くまでの岩場を畑島さん特製のザイルでサポートし
ながら一人ずつ下りる。尾根分岐で昼食をとり、12
時下山開始。12時半登山口に着き、林道を歩いて
１時過ぎ車に乗り込む。よっちみろやでトイレ、買い
物を済ませ、川南SAに寄り西都ICから5時過ぎヤ
マダ電機駐車場に到着。2日間の労をお互いにね
ぎらい解散した。
＜コースタイム＞
8:30ひめゆりセンター－9:00林道P －10:00登山口－
10:50筒ｹ岳山頂－11:30尾根分岐昼食－12:30登山口
－13:15林道P－15:15よっちみろや－16:20川南SA－
17:20ヤマダ電機駐車場到着
＜参加者 ＊一般者＞
拵 恵子・久峩慧子・谷口敏子・多田登美子・服部澄子・
橋口三枝子・永友友美・前原満行・荒武八起・都甲豈好・
日高研二・末永軍朗・谷口菊美・武田芳雄・櫻木勉・服部
岩男・畑島良一・川越政則 ＊永友直隆 ＊佐藤徳一
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紫尾山（1,067ｍ）

10月13日（土）

360度の展望が拡がる北薩の名峰へ
10月の定例山行は、歴史と伝説の霊山、鹿児島
県北薩地方にある最高峰「紫尾山」であった。宮崎
市から登山口までの距離はおおよそ150㎞。午前6
時に宮崎産業経営大学駐車場に集合し、参加者15
名が車4台に分乗して鹿児島県に向った。
登山口がある紫尾山ふれあいの森林体験学習舎
前に着いたのは午前9：25分頃で、早速体操など登
山準備をして入山。林道を40分ほど進んだ所から山
道に入り、高さ76ｍの「千尋の滝」を真上に見上げる
木橋に着く。照葉樹林の間から流れ落ちる三段の
水爆の様相は実に壮観であった。しかし登山はここ
からが本番。千尋の滝の横を迂回するといきなり急
登の山道となり、その上ところどころ路辺が崩れ落ち、
一歩足を滑らすと大変な事故につながる危険が
あった。お互いに声を掛け合いながら慎重に進むと、
今度は古びた急登の木道が続き、これも段差がまち
まちで滑りやすく油断のならない山道であった。 喘
ぎながら約1時間50分位かけて尾根の出会いに出る
と皆がほっとした感じで喉を潤していた。そこで一息
の後、照葉樹林の中の緩やかな登り尾根を約40分
位進むといったん林道に出るが、間もなく山道に入
り20分程で9合目付近にある上宮神社に着いた。
上宮神社は記紀神話の神々が祀られている由緒

末永軍朗（13054）
ある神社で、紫尾山の別名を上宮山と呼ぶように
なったという由来があり、また中国の清の始皇帝か
ら命を受けた「徐福」が不老不死の薬草を求めて渡
来し、王冠に付いた紫の紐を山頂に奉納したことか
ら紫尾山と称するとなったという説もある。
当日は無風快晴で絶好の登山日和に恵まれて、
山頂の視界は360度に開け、そこから見渡す下界
の展望は実に素晴らしいものがあった。山頂で昼
食の後、下りは一部の者を除き元のコースを引き返
し、午後2時30分に無事下山し、そこで全員が合流
することができた。 紫尾山は山ヒルが多い山という
話を聞いていたが、下山後女性参加者のスパッツ
に3匹もの山ヒルが付いているのを見つけ大騒ぎを
する一幕もあった。予定が順調に進んだので、途
中にある美肌の湯として有名な「紫尾温泉」で疲れ
と汗を流し、幸せ感と満足感を一緒に車に乗せて
帰路についた
<コースタイム>
産経大駐車場6:00集合―登山口9：25―千尋の滝10:00―尾
根出会い―11：50―上宮神社12:50―昼食―下山14:30
<参加者15名>
黒岩タカ子・多田登美子・服部澄子・橋口三枝子・前原満之
乾正太郎・末永軍朗・武田芳雄・多田周廣・櫻木勉・服部岩男
弓削達雄・畑島良一・四宮林三・福島龍好

紫尾山 山頂 1,067m
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【清掃登山】

双石山（509m）
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12月8日(土）

山への感謝
今年も山に感謝して双石山の清掃登山を22名の
参加で行う。今回は、小谷登山口に加え、九平登
山口の清掃を二班に分かれて実施した。九平登山
口駐車場付近にはゴミはほとんど見当たらなかった
が、道路下の斜面にはたくさんのゴミが見られた。
急斜面を慎重に下り作業し、缶、瓶、土に埋もれた
発泡スチロールや袋に入れられた家庭ゴミも多く収
納した。約40分の作業で集められたゴミは、前原会
員の車に後部座席も倒して積み込んで再び小谷
登山口に戻る。小谷登山口と合わせて45ﾘｯﾄﾙ袋18
個と大量のゴミの山となった。ゴミを前に反省点とし
て、次回は軽トラックが用意できれば・・・、九平登
山口の急斜面はロープが必要なのではなどの意見
が寄せられた。清掃を済ませ気分も新たに双石山
の登山開始。小谷登山口からの登山ができるのは

橋口三枝子(14885)
杉伐採のため12月までで、その後は塩鶴登山口か
ら登ることになっている。今回は針の耳神社からの
ルートにて登る。針の耳神社の天狗岩で見られる蜂
の巣状の岩は「タフォニー」と呼ばれると説明を受け
る。全国的にも貴重なものとなっているようである。
空池のチョﾂクストーンの大岩も圧巻だった。大岩展
望台からの展望を楽しみ、尾根コースのロープ場を
慎重に登り第二展望台で小休止する。ルートの案
内板も新しくなり、分かり易くなっていた。山頂は寒
いだろうと山小屋で昼食を摂る。山小屋に設置され
ている温度計は5度を示していた。山頂には12時半
に着く。山頂の赤松ごしに回りの山やまを確認し九
平登山口へ向かう。急坂が続くコースは松の落ち葉
もあり滑り易く注意しながら姥ｹ嶽神社経由にて九平
登山口に無事到着する。今年も少しだけ山に貢献
できたような清々しい気持ちで登山ができたことに
感謝する。皆さん、作業本当にお疲れさまでした。
<コースタイム> 8:00 小谷登山口集合－九平登山口清掃
8:10-8:50) － 9:20 小 谷 登 山 口 発 － 10:45 第 二 展 望 台 －
11:25山小屋(昼食)11:57発－12:27山頂着－12:39山頂発
－13:45九平登山口着－14:00小谷登山口解散
<参加者 22名> 拵 恵子・清水弘子・清家順子・谷口敏子・
多田登美子・服部澄子・橋口三枝子・林田明美・永友友美・
前原満之・荒武八起・末永軍朗・武田芳雄・酒井保男・多田
周廣・服部岩男・畑島良一・橋口光博・四宮林三・川越政
則・櫻木幹雄・永友直隆

収集したゴミを前に(小谷登山口)

ゴミ拾いの件、補足

前原満之(9878)

小谷登山口駐車場下の不法投棄されたゴミ清掃
を始めたのは平成２６年１２月である。それまでは登
山道の清掃ということではあったが、登山道はそん
なにゴミは落ちていない中、清掃登山として続けて
いた。そうしているうち、小谷登山口駐車場下の山
に多くのゴミがあることに気付いた。登山者の捨て
たゴミというより駐車スペースに止めて不法投棄さ
れたゴミではあろうが、登山に来た時気持ちよく登
山したいという思いからここでのゴミ拾いが始まった。
今年は５回目で、下見した時今までの成果か、小
谷登山口のゴミはさほど目立たなくなっていた。し
かし九平登山口の先、駐車場下の山にかなりのゴミ
があり、今年はここのゴミ拾いを重点的にする事に
した。足場の悪い中、皆さんの頑張りで見違えるほ
どきれいになった。皆さん一人ひとりの力の結集に
感謝また感謝である。
(5)

作業中(九平登山口付近)

後日、持ち帰ったゴミは分別し、収集日に出す予定
だったが、市が取りに来てくれるのではないかと電
話したところ取りに来てくれた。話を聞くと、来年から
ボランティア袋の支給を受け、集めたゴミは現地に
置いて回収依頼をすると取りに来てくれるとの事で
ある。よかった～。
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谷口 敏子(13062)
今年、会員が最後に集う締めくくりの忘年会。午
後6時、会場の「ひまわり荘」には、久しぶりの会員
と喜びを分かち合う姿も見える。コーナーには会員
の寄贈による銘酒やワインがずらり。
現金の寄贈もあり、最後を盛り上げようとする皆の
気持ちが嬉しく伝わってくる。日高副支部長の名司
会により、会は飲むほどに語るほどに盛り上がって
いった。かなり酒量が回ったところで突然、「ひょっ
とこ」登場。芸達者の前原・橋口・畑島会員のそれ
ぞれの、おもしろ・おかしみの演技に大爆笑。出し
物もこれで終わりと思いきや、ステージにこれまた
橋口会員の「安木節」の踊り登場。そのうまいことう
まいこと、会場の熱気は最高潮に達した。宮崎支部
にはこんな芸達者がいて何とも頼もしい。一段落す
るとビンゴゲームが始まった。景品は川越会員の提
供で有難いかぎり。あちこちで「リーチ」「ビンゴ」の
声が飛び交い、次々と嬉しい贈り物をいただいた。
最後に皆で「日向山旅賛歌」を合唱し、こころ一
つになれた楽しい宴を終えた。きっと来年もこの仲
間と良い年になると確信できた夜であった。

名司会の日高会員
乾杯・石井会員

詩吟・末永会員

コーラス ・多田/弓削会員

参加者全員

ひょっとこ踊り・ 前原/橋口/畑島会員

全員で「日向山旅賛歌」合唱

安来節・橋口会員

(6)

一本〆・谷口会員
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思い出の市房山

五十代のはじめ、高校の同窓生１４、５人で年２
回のトレッキングを始めた。ほとんどが初心者。案
内役は数人のベテラン男性たち。双石山や高千穂
峰、椎葉の扇山など、登りも下りもおぼつかない。
それでも皆元気だった。
そして３年目の秋、無謀にも米良三山の一つ市
房山に挑戦。九州山地・南部の主峰だ。祖母山や
国見岳に次いで高く大きい。標高1720.8ｍ、一等
三角点の山である。車窓から見る米良街道の紅葉
はまことに美しい。だが、これから登る未知の山に
は不安がよぎる。熊本県、球磨郡水上村、市房神
社参道の登山口から出発する。頭上には樹齢数百
年のスギが生い茂り、足元には露出した木の根で
油断がならない。三合目あたりは八丁坂。苔むした
石段をあえぎあえぎのぼる。四合目の社殿ではとう
とう座り込む。リーダーは「ここで待て」と言う。でも、
それでは気が収まらない。相談のうえ全員で行くこ
とにした。

清水弘子（13029）

神社の裏手は急坂のうえ、木の根や岩がむきだし
だ。難儀の連続。五合目からのやせ尾根は両側が崖、
緊張で足がすくむ。リーダーの掛け声でロープや梯
子を使い、慎重に足を運ぶ。六合目、馬の背の大岩
までいくと平坦になった。ようやく一息つく。お八つと
水分を補給。ところが、七合目を過ぎたあたりで私の
膝が笑い出した。力が入らず歩けない。残念！断念
だ。夢中で登ったせいか景色を見るどころではな
かった。しばらくすると痛みも和らぐ。緑の中に赤や
黄の紅葉が目に飛び込んできた。山並みも輝いてい
る。頂上を見ずしての挫折。悔しさと山への憧憬。そ
れが登山教室入会のきっかけとなったのである。
そして、日本山岳会元支部長、故大谷優氏に出
会い、登山のいろはを教わった。以後、全国の山々
を山岳会の仲間と共に登頂させてもらった。心より感
謝している。

大崩山とカミさん
二十数年前、私は妻に誘われて初めて県北の大崩
山に登った。以来、取りつかれたように春と秋の年二
回は登るはめになった。ゆうに20回前後は登った計算
になる。私をそこまで魅了させたもの、それは見事な
までに咲き誇る「あけぼのつつじ」と切り立つ岩峰群で
あろう。
さて、私はここ十数年来、麓の民宿に前泊すること
にしている。それまでは真夜中に宮崎を発ち夜明け
に登山を始めるパターンが多かったが、55歳を過ぎる
頃から後で触れるが体力や事故のことが心配になり
民宿「渓流荘」にお世話になることになった(残念だが
今は廃館のようである)。酒を酌み交わしながら山友と
のくつろぎは前泊でなければ味わえない至福のひと
時である。
ところで、山岳会などに所属し登山の基礎を学んだ
訳でもなく体力、技術、知識の全てに劣る私がこれま
で大した事故もなく今に至ったのは、大崩があったか
らこそと思っている。
しかし、一度だけ肝を冷やしたことがある。それは10
人近くでこの大崩山に登った時のことであるが、その
中の一人のご婦人が象岩を過ぎ小積ダキで展望を楽
しんだ頃から突然様子がおかしくなり一歩も歩こうとし
なくなったのである。おそらく絶壁に足が立ちすくんだ
のであろう。
(7)

櫻木 幹雄 (会友A-006)

その時から彼女は登山口に降りるまで一言も声を
発することがなかった。このままでは救助隊の要請か?
と頭をよぎったが、意を決し自力で下山することにした。
55キロはゆうに超していると思われるそのご婦人を夫
である旦那様と二人し、時には交互に背負いながら
上湧塚から登山口までの岩場や梯子などの危険な山
道をライトの光を頼りに5時間ほどかけて下山した苦い
思い出である。
そのとき私の妻は、先に残りの数人を登山口まで下
山させたのち麓でキャンプ中のグループからライトを
借り再び暗い山道を一時間以上かけて迎えに来てく
れた。まさにカミさんは山の神であり命の恩人と言って
も過言ではなかったのだ。
この事件以来、私は自分の年齢と体力を過信する
ことなく、だれと登る時でもつとめて安心安全を心がけ
るようになった。「山を甘く見るな」の私への貴重な戒
めとなったのである。
＊この文章は数年前
に私が所属している県
庁職員退職者会の会
報に投稿した原稿を
抜粋したものです。

袖ダキにて

Miyazaki Section of The Japanese Alpine Club

[事務局だより]

支部行事予定
月 別
1月
2月
3月

行
定例山行
定例山行
定例山行
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事 名
高砂城山
青井岳
諸塚山 山開き

期 日
1月13日(日)
2月9日(土)
3月2-3日(土日)

備 考
宮崎県日南市
都城市山之口町
熊本支部との交流登山

支部会務報告(10月-12月)
月日
10.4
10.4
10.12
10.13
10.18
10.25
11.1
11.1
11.3
11.4
11.19
11.24-25
11.29
11.29
12.6
12.6
12.7
12.8
12.8

事業・行事
支部役員・委員長会議
第235回定例登山研究会
第24回中央公民館まつり実行委員会(第2回)
定例山行 柴尾山
支部役員・委員長会議
宮崎家庭裁判所委託登山
支部役員・委員長会議
第236回定例登山研究会
第34回宮崎ウエストン祭
同上記念登山 筒ｹ岳
第24回中央公民館まつり出典パネル作り
第24回中央公民館まつり
宮崎家庭裁判所受託者協議会
第34回宮崎ウエストン祭反省会
支部役員・委員長会議
第237回定例登山研究会
第24回中央公民館まつり実行委員会(第3回)
定例山行 双石山清掃登山
宮崎支部晩餐会

開催場所
宮崎市中央公民館
宮崎市中央公民館
宮崎市中央公民館
鹿児島県出水市
総務委員長宅
双石山
宮崎市中央公民館
宮崎市中央公民館
高千穂町
高千穂町
宮崎市市民活動センター
宮崎市中央公民館
宮崎家庭裁判所
宮崎市
宮崎市中央公民館
宮崎市中央公民館
宮崎市中央公民館
宮崎市
宮崎市

人員
9
22
2
12
18
13
9
19
60
20
8
20
2
16
8
20
2
21
26

備

考

第34回宮崎ｳｴｽﾄﾝ祭、他

第36回全国支部懇談会、他
家裁5、友の会1、宮崎支部7

北九州支部17、東九州支部12、熊本支部10、宮崎支部20
宮崎支部のみ

グループ山行等 (届け出分)
月日
10.3
10.28
10.28
11.18
11.23
11.14
11.25
12.1
12.15

山座
英彦山
親父山
権現山
小川岳
雁ｹ原摺山
青井岳
鉾岳
双石山
双石山

場所
福岡県
宮崎県
山梨県
宮崎県
山梨県
都城市
宮崎県北方町
宮崎市
宮崎市

代表者
畑島良一
武田芳雄
畑島良一
橋口三枝子
畑島良一
畑島良一
武田芳雄
武田芳雄
武田芳雄

人員
9
6
5
5
5
2
9
3
8

備考
麗山会
宮崎山友会
麗山会
麗山会
宮崎山友会
宮崎山友会

事務局からのお知らせ
1. グループ登山の届け出の厳守 : グループで登山される時は事前に登山計画書を作成し事務局に提出して下さい。
2. 会員の募集について : 支部活動を活性化するために会員募集にご協力下さい。
3.第35回全国支部懇談会参加申し込みについて 参加希望者は1月15日までに《事務局・都甲}まで申し込み下さい。
編集後記
年頭にあたり、皆々様のご健勝ご多幸を心よりお祈り申し上げます。旧
年中は、支部活動に積極的にご参加賜り誠に有難うございました。お陰
様で大きなトラブルもなく楽しく賑やかな一年を終えることができました。
さて、ご案内申し上げておりますように第36回全国支部懇談会(2020年
開催)を宮崎支部が担当することになりました。今年は、その準備等に相
当のエネルギーを要するものと考えられます。つきましては、皆様方の尚
一層のご支援を宜しくお願い申し上げる次第です。
我が宮崎支部は、小世帯ながら多士済々の紳士・淑女で構成され
ています。今年も和気あいあいと安全な登山を楽しみましょう(Y.A)。
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