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、．， 山の数をかぞえる

今西錦司先生の山の随筆の中に「山の数を

かぞえる」という一文があります。これを書

かれたのは1946年ですから、今西先生44才の

ころになります。内容からみると随分老成し

た感じを受けますが、“初登山に寄す”で著名

な「山岳省察」にも、当時40才の自分のこと

を“老兵”と呼んでいるので、あの時代の人

たちの年齢感覚ではそんなものかと思いま

す。この時、過去20年あまりで登った山の数

が約 250、 これから登ろうとする山の数も丁

度 250 位あるので、一生かけて 500 座の山に

匂量る こ とを一つの念願としようと考えられた

そうです。しかし「五百山踏破を願うピーク

ハンターは、もし条件きえ許すならば、つい

には千山踏破を願っ たかも知れない」と書か

れているように、その後20年かけて66才の時

には、 500 山の目標を達成きれました。 10年

後76才で1000山、そして何と 7 年後の1985年

83才の時、 1500山の大記録を達成されたので

す。 正統派登山と決別したピークハンターで

あっても「山の数をふやさんがために、数の

奴隷となって山へ登るのではなく、数ある山

の中からあらかじめえらんでおいた山へ登る

のであれば」と注釈がついていますが、最晩

年のころは数をふやすために幾分こだわりを

支部長本田誠也

持たれたようでした。 1983年秋に薩摩半島の

山に登られた時など、予定外に 3 山を追加し

て「ハシゴ酒かなにかしらんが、これだけた

くきん登らしていただけば満足です」と礼状

を頂いたこともあります。 私は近来とみに物

覚えが悪くなり、いや物忘れがひどくなった

というべきでしょうか、否応なく心身の退化

を感じています。その私にとって、このよう

な大先達の記録に迫ることは及びもつかない

ことです。 1991年春のマ ッ キ ン リーと、 1993

年夏のカナディアン・ロ ッ キーではトレーニ

ー ング不足とはいえ無棟な挫折を経験しました。

限られた人生のなかで、無原則な山登りを続

けていることに、些か疑問を持つようになり

ました。 このあたりで越し方の山登りを振り

返って見ょうと思っ たわけです。 今西流に私

の山のしおりを捲って見ると、 1945年の初登

山から今日まで登った山の数は 5 I 6 座、 1

069 回でした。このうちでは当然のことな

がら、大票田の熊本を含む九州が圧倒的に多

く 4 2 8 座、 9 7 3 回になります。 深田久弥

さんの 「日本百名山J では標高1500m 、今西

先生の1500山は、 「山城30山」をいれるため

に標高 400 m 以上となっていますが、私は登

山行為として登った山は、すべてカウ ン トし



ています。ぞれにしては、寂職中の中護者があ

たにせよ、費りたい山がまだまだたくさんあ

るのに、臨分少ない数のように患います。以

i立、過去の山の数をかぞえたわけですが、

これからは受りたい出の数をかぞえてみたい

と患います。いつだったか、自本山岳舎の会

合の折に f託、ずかしながら私も E本斑名山を

愛っているのですが…j と云われた方がいま

した。おに院ずかしいことではなく、百擦を

"SLてて登ることは、ひとつの手法として良い

ことなので、本もやってみようと考えている

ところです。これは、今までそのつもりが無

かったので、今度数えてみると 3 3 LlJ に登っ

ていることがわかりました。あと 6 7 山も鶏

っているわけで、熊本からだと遼痛の地が多

いので大変です。しかし、きっちり計額を立

てて 5 年以内には殺りたいと思っています。

海外経山は、かつてアフリカのケニア山に同

行した久留来の喜義援顕一先住の後追いで、パ

プア・ニュ…ギニアのウイルヘルム、メキシ

コのポポカテベトル、台湾の玉LlJ、中障の太

姑娘LU、いレコのアララト iこ受りました。今

夏はイランのデマベンドにでかけるつもりで

すが、あとは多少患窃れ（金切れ）の気味がある

ので、体力議りと並行して考えたいと思って

います。登りたい LlJがそれこそ“出ほど”あ

るので闘った｛楽ししサものです。

心にのこる山旅

和仁古 昇

いつも新年を迎えると、前年に登った LlJ の

数を数えることにしている。砕年は72山還まっ

たので、 5 B にー・毘は行ったことになる。そ

のうちで、特に心にのこる山旅のいくつかを

言c してみたい。

鱗ヨド支部春挙制会 大崩・五灘昏（1570m)

3 月 12 日、お之影町見立の「あけぼの荘J に

集合、指泊し、翌 3 J-H3 B ，日穏林道を経て

五葉岳に変った。そしてお姫山（1550m ）化粧

LlJ (1450m ）と縦走したが、このコースの総氷

の美しさは圧巻。永く記f撃に残るほどの糞靖

らしさであった。

対馬の山、有顎aJ.i 器開m ）自骨（519m)

かねての懸言葉だった対馬の L!J、出j菜の九州

首山にのっている、存関誌i と自岳に主まった。

4 月 26説、博多から対篤行きのフェリーに

乗る。 4 時間半で厳臓に着いたが、その日は

符熟の万松院や厳療人種宮を瑚り、民宿に治

家る。翌27 司、タクシーで自岳登山口へ。約

”一時間歩いて自岳大明神の鳥諸に着いた。お

参りに主まって来ていた地元のお婆ちゃん達の

話では、このお宮は木曾の御岳さんの末社で

あるという。山閣には10持35分に着いたが下品
束、 i主演のピ…クにあるとのことで、いっ

たん鳥居まで下って登り臨す。あまり去をられ

ていないのかルートが務り難く、地E還を見た

り、目印の赤テ…プを揮したりしてやっと組

りついた。二等三角点が震かれたこのピーク

からの眺めは、 360 度にわたり嚢靖らしかっ

た。同行 3 名で万義三唱する。翌日は手言明山

に登るため、登山口の入構宮横まで民指の車

で通ってもらう。？時35分に歩き出し、 9 時

15分にはなだらかな草原状の存噴出の噴きに

た。ここは、対馬下鳥唯…の一等ミ三角点

の山であり、展望もまた索靖らしい。援は靖

れ、暖かな吾差しがふりそそぎ、この上ない

幸せを感ずるひとときを過ごす。高々と万拘.... 

して山を下った。

尾瀬号室仏山（2228m ）に獲る

熊本記念横物採集会の例会で建議に行った。

7 月 25 日、参加者21名は熊本から空路で東京

5]~慌を経由し、関越観光パスを乗り継いで、

15時には尾瀬ヶ販の入り口、 1615m の鳩待綜
に着いた。タ余前のひととき、アヤメ互p:の方

角へ向けて散策する。オコt シラピソ、ダケカ

ンパ、ブナなどが立つ山道の両慨には、美し

いチシマザサが群生していた。親26 日は、

朝 6 時に出哀を出て至仏山 iこ向かう。 9 時30

分iこ小至仏山を越えて、 10時25分、 2228m の

至仏出現に若いた。ご等三角点の標石が、無

。
，u



残にも倒きれていたのはショックだった。 暫

〈は四囲の大展望を楽しむ。 14時少し前、鳩

待峠に下り着き、更に尾瀬ヶ原の山の鼻へ下

る 。 15時40分、山の鼻小屋着。夜はビジター

センターで、 尾瀬の植物などのスライドを見

せてもらう 。 この日の行程では、たくさん山

の花を見ることができた。 主なものを列記し

てみよう。ジョウシュウオニアザミ、ヅダヤ

クシュ、ヒオウギアヤメ、イワイチョウ、オ

ニシモツケ、ヤグルマソウ、オゼソウ、ゴゼ

ンタチバナ、ハクサンイチゲ、ウサギギク、

チングルマ、タカネナデシコ、ハクサンフウ

ロ、エゾシオガマ等々。 27日早朝、山の鼻小

w屋を出て木道を歩く。竜宮小屋、弥四郎小屋
を経て、正午過ぎ白砂峠で昼食をとる。 14時

50分、尾甑沼の畔に立つ長蔵小屋に着いた。

私にとっては11年ぶりだが、少しも変わって

いないのに懐かしさがこみあげてくる。今日

は一日お天気にも恵まれ、ゆっくり湿原を歩

くことができた。周囲に広がる景色を眺め、

足もとの草や花を見ながら、満ち足りた時を

過ごした。 木道の道すがら色々な花を見たが、

なかでも、キンコウカの多かったのが印象的

だった。ナガパノモウセンゴケに白い小さな

花が咲くのを初めて見た。翌朝、早〈起きて

大江湿原へニッコウキスゲを見に行く。今

年は開花が例年より早かったのか、既に花は

，過ぎて、実を結んでいるものが多かっ た。 阿

蘇のキスゲに比べると、大輪の花をつけてい

るように感じた。 湿原の奥の小さな丘の上に、

平野家の墓地があると聞いて行ってみた。入

り口に「ヤナギランの正」と書かれた古びた

木札が掛けられていたが、折しもヤナギラ ン

が、一面に花をつけていたのは印象的だった。

墓地の手前に「武田久吉氏追慕之標」があり、

“この下に武田氏の愛用品を埋める”と書か

れていた。 正面に平野長蔵、 長英、 長靖三氏

の墓碑があり、その右後方に、女性の名前の

墓碑が二つ立てられている。何と素晴らしい

環境に置かれた墓碑であろうか。 この大自然

の閑寂の地に眠る尾瀬の先覚者を偲ぴ、私は

,_ 3 一

黙然と立ち尽くした。尾瀬の主と云われた平

野長蔵氏は、私より遥かに若い61才で亡くな

られたが、坊主頭に顎ひげの“異相” の人で、

たっつけ袴に振り分け荷物、一本歯の高下駄

を履き、東京に行くときもそんな仙人スタイ

ルだったという。短歌を詠み、時には学生た

ちと国政、社会を論じる熱血漢だったそうだ。

自ら“尾瀬沼山人”と号し、 rこの地をして

永久に、永遠に、幽寂を失わしむることなく

して、独想し、思索し、膜想するの地たらし

めよ 。 青年よ、赤き心よ 、 風光明掴なるこの

湖畔に、大自然の美を事受せよ』と、叫んだ。

去りがたい想いを抱いて、 9 時過ぎ長蔵小屋

を立つ。三平峠を越え、一の瀬休憩所を経て

13時、大清水着、パスで水上温泉へ。 29日往

路を熊本へ帰る。この尾瀬行は今撮り返って

も、本当に実り多い旅であった。尾瀬を再認

識することができたと思っている。

「尾瀬は総べての人を、マナーのよいハイカ

ーにしてしまう、不思議な所だ」という言葉

を、何かで読んだことがあるがその通りだ。

最後に腰折れを一つ

キスゲ咲〈 尾瀬の湿原 仏眠る 昇

家族カナダ・ハイキング

工藤文昭

南米アンデスの貴婦人と呼ばれるチンボラ

ソ（6 , 310m ）は、エクア ドルのほぼ中央に位置

し、赤道直下にありながら雪と氷に覆われた

高峰である。この山に一度は登りたいと以前

から考えていたが、いろんな事情があっ ての

びのびになっていた。一昨年の秋に東京の友

人から誘いを受けたが、時期が遅〈航空券が

取れず一年延期することにした。その後チン

ボラソで雪崩による大量遭難があったり、仲

陶の都合が折り合わなかったりで、暫くは行

けそうにない状況になった。 それではと急に

思い立つてカナダ行きを決めたのが、昨年 6

月に入ってからであっ た。 これまで私は一人



で気俸に海外の山を歩き回っていた。その罪
滅ぽし？に予てから一度は家族（妻、娘二人）を連

れていくと約束していた。娘たちが今年しか

夏休みに暇が取れないと言うので、すぐさま旅

行業者に予約の打診をし準備に取り掛かった。

カナデイアン・ロッキ一家族ハイキングと

いうことになったが、慢性金欠病の私には 4

人分の負担は相当に応える。少しでも安くす

るために無い知恵を絞った。 航空運賃の比較

検討、現地ではコンドミニアムでの自炊生活、

レンタカーによる移動等々。 7 月 29日ソウル
経由パンクーパー（大鱒航空）、その日の内にカナ

ダの圏内線に乗り換えてカルガリーに到着。

レンタカーで 2 時間、明るいうちにパンフに

着くことができた。リゾートホテルは二階建

ての豪華な造り、パス、トイレ、キッチンと

必要な電化製品も全て揃っている。近くにス

ーパーもあり、快適な自炊生活が送れそうだ。

翌日は時差による疲れもあり、ゆっくり起

きてミンネワンカ湖へ軽いハイキングに出掛

けた。どこまでも澄んだ碧い水、エルクやマ

ウンテ ン シープなどの動物も、人聞を気にす

ることなく俳佃している。愛敬者のシマリス、

小鳥の鴫り、私たちはこの大自然の中で、森

の住人たちと共生していることを実感し幸せ

だった。ミンネワンカ湖と連なるツウ・ジヤ
ック ・レークから眺めるマウント・ラ ンデル

(3,030m ）の山岳景観も素晴ら しい。

＊ヒーリー・パス（ハイキング）

バンフからサンシャイン・ピレッジ・スキー

場まで約20km0 駐車場に車を置き、トレイル・

ヘッ ドの指導標に従いヒーリー・クリーク沿

いに谷を詰める。両側は険しい斜面をラーチ

の森が稜線まで這い登り、足もとはインデイ

アン・ペイント・ブラッシュやアーニカ（うさぎぎく）、

フリーベン（あずまぎりなどの色鮮やかな花々が埋

め尽くし、ま さ に花の谷である。 トレイルは

平担でよく踏まれていて歩き易いが、アブや

蚊の来襲には昨易した。携帯用の蚊取線香を、

ホテルに置き忘れて来たのが失敗だった。カ

ナダでは湿地帯やクリークを歩くとき、蚊取

二 4 一

線香は必携品である。グレイシャー・リリーの

の群落が広がるヒーリー・クリーク・キャン

プ場まで一時間半。それから次第に斜面がき

っくなるが、 50分も登るとウエスタン・アネモ

ネが咲き乱れるアルパイン・メドウ（高山草原） に

出る。緩やかな道は、隙間も無い程に花で埋

め尽くされ、まるで花の械誌の上を歩いてい

るようだ。登るにつれて展望が広がり、烏帽

子型のマウント・アシニボイン（3,618m ）を

遠望する。 15年前に登頂した当時を思い出し、

旧知の友にあったような気分になり殊の外嬉
＼しかっ た。 花に酔いながら歩いているうちに

ヒーリ一・パスに着いた。ここからの展望I{

また一段と素晴らしく、ファラオ・ピークやJ

ボール・レンジの山々が、大きな氷河と様々

な色合いの氷河湖を懐に抱いて、峠を取り巻

いている。 いくら眺めても飽きることのない

大景観だ。しかし、ここも アプが多く追い立

てられるように峠を後にする。 駐車場まで 2

時間半位で下りついたが、こんなに広〈多彩

なお花畑を見たのは初めてであった。

＊ウイルコックス・パス

コロンピア・アイスフィールドのシャーレから、

東へアイスフィールド・パークウェイを3km程走

った辺りにトレイル・ヘッ ドがある。北西に15

分位針葉樹林の中を登ると草原帯にでる。こ

こから雪と氷の大パノラマが開ける。 眼下に

アイ スフィールド・ シ ャー レの赤い屋根が光ゆJ

目前にコロンピア氷河の大雪原やスノ ー・ドー

ム（3 , 460m ）、アサパスカ （3,49lm ）、アンドロ

メダ（3,442m ）などが連なり絶好の展望コー

スである。 アサパスカ氷河の末端は、一昨年

来た時（熊本支部カナデイ アン ・ロッキー遠征隊） より 幾

分後退しているように見えた。 その左手横に

は山頂まで僅かに 130m を残して敗退したマ

ウ ン ト・アサパスカが、再会を喜ぴ語りかけ

てくるかのよ う だっ た。暫く 見ている うちに

今回はどうでも登っておかけねばと思っ た。

フ リーベン などの花に埋め尽く された、 アル

パイン・メドウは峠までうねるように続き、

ビッ グホーン・シープなどの野生動物も多く、



魅力溢れるコースである。 1 時間半も歩くと、

道は平担になりやがて峠に着いた。それから、

マウント・ウイルコックス（2,892m ）の取り付

き辺りまで俳個したが、こんなに自然と同居

できる所は他にないように思えた。 帰りは 1

時間程で駐車場に下り着いた。

＊アサパスカ（リターンマッチ）

二年前の失敗を教訓に、深夜の 3 時に単独で

登り始め、 4時半には北面氷河に取り付いた。

雪面は固く締まり、スリップに注意してア

イゼンをきしませながらぐいく・いと高度を上

げる。陽が上がり、雪が腐る前にプラトーを

ι 抜けておかなければと、出来る限り飛ばした。

，頂上に立ったのは 7 時半。 15年前に初めてこ
の山に登った時も一人だったが、どうも単独

行は私には向かないようだ。同じ目的に向か

つて力を合わせて登る方が感動も大きい。あ

まり登頂の喜びを感じないまま、早々に下山

にかかる。ルートを変えてアンドロメダとの

中聞にかかる懸垂氷河を下る。途中500m 程が

所謂懸垂状で苦労したが、あとは北面氷河よ
り楽で 3 時間で下りついた。 15年前まだ若く

元気旺盛だった頃も、同じ 7 時間位で往復し

ーたことを思うと、我ながらよく頑張ったもの

と思う。ロッキーで過ごした10日間では、こ

のほかにエディス・キャベル（3,363m ）や、ジ

ャスパ一周辺のハイキング。カヌーやマリーン・

’レークでのボート・クルージングなど思う存

分に楽しんだ。私にとっては 3 度目のカナデ

イアン・ロッキーの旅であったが、いつもと

変わらずカナダの自然も人も優しく迎えてく

れた。今回初めて海外旅行を経験した娘たち

は、あまりの語学力の無きに気付き、英会話

の必要性を痛感したらしいが、帰国後のアク

ションはまだ無い。しかし、旅のはじめ頃は

親から離れることが出来なかったのに、後半

では物怖じもせず一人で買い物を楽しんでい

た。 自分で見聞し、体験を通じて学ぴと っ た

力は大きい。新たな夢が娘たちにも育つこと

だろう 。 出発前にホテル、レンタカー、航空券

だけは業者に依頼して予約をとったが、ホテ
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ルは現地料金（約100 ドルー 1 カナダ ドルが74円位） の 3

倍位になっていた。レンタカーは 1 日 90 ドル

だったが、その便利きを考えると安いものだ

と思 う 。 食料品は、日本食を含め現地で何で

も揃い、しかも安かった。 結極、 2 週間のカ

ナダ旅行が一人32万円位に納まったが、海外

旅行はすべて自らの責任において＂Your o 

-wn risk”で行動すれば安くあがるものだと

実感した。 治安もよく家族連れには打ってつ

けの国ではないかと思う 。 ごく当たり前に自

然を保護し、次の世代に引き継いで行こうと

しているカナダ。 幾度訪れても、その魅力は

尽きることがない。

高山の花の思い出

門脇愛子

数多い高山の花のなかで、最初に覚えたの

がチングルマでした。 昭和37年の夏、初めて

北アルプスの表銀座コースを縦走した時、教

えられて知ったのですが、そのとき同行した

高校生のY君が「チングルマ、チングルマf」

と叫んではしゃぎまわっていたのを思い出し

ます。 同時に見たのが、ハクサンイチゲ、ミヤ

マキンポウゲ、シナノキンパイなどで、これ

らもしっかりと覚えまじた。 その後チングル
マは、花よりも風に長毛を焼かせる実が美し

いことも知りました。高山植物の女王と呼ば
れるコマクサには、なかなかお目にかかれま

せんでした。初めて見つけたのは、 一人で登

った秋田駒ヶ岳の中腹でした。 砂醸の斜面で

見つけた時は、あまり小さいのでぴ、っくりし

ました。 絵ハガキなどで見ていたときは結構

大きな花と思っていたからです。その時の感

激を短歌に詠んで投稿したところ“駒草を撮

りて”を、“摘みて”と添削きれ、高山植物は

’絶対に摘んで帰ることはないのにと憤慨した

ものでした。 それでその選者への投稿は止め

てしまいました。 別の一首“風強き 稜線に

やっと見付たる 駒草は少なき高山植物”



昨夏久しぶりで白．馬三山の縦走をした折り、

三国境、小蓮華の手前の斜面で、コマクサの一

群生を見ることができて感激しました。夏山

の楽しみの一つにお花畑があります。一番忘

れ難いのが、白馬岳北方稜線上にある朝日小

屋の、下沢きんに案内していただ‘いた裏夕日

のお花畑です。ここはまさに秘境、滅多なこ

とには教えないのだがと下沢さんは、朝日小

屋に二泊した私たちを特別に案内して下さっ

たのです。それは昭和48年の夏、蓮華温泉か

ら入り白馬岳、雪倉岳、朝日岳と縦走し小川

温泉に下った時のことです。ハクサンコザク

ラの原、アヤメ平、クルマユリなど色とりど

りの花を満喫し、夜は下沢さんから楽しいお

話を聞かせていただきました。その後、昭和

56年にも朝日小屋を訪れましたが、宿泊客が

多く混雑していて案内していただけませんで

した。それらのご縁で、今でも年賀状の交換

をしていますが、いつも高山植物の写真入り

の美しい賀状をいただき感激しています。朝

日小屋は私にとって忘れることのできない最

高の山小屋です。また行きたいな朝日岳、朝

日小屋。でも、もう私にとっては幻のお花畑

なのかも知れません。

南阿蘇点描

中村恵 一

“白川水源”

阿蘇五岳（中央火口丘）に降った雨が、ながい年

月を経て南郷谷の至る所に湧き出す。 そのう

ち、最も湧水量が多いのが白水村にある白川

水源である。 これは阿蘇谷、南郷谷の水を併

せて熊本平野に流下する熊本の大河、白J 11 の

源流地であるが、毎分60屯もの清水を湧出し、

池底の砂を舞わせている。 環境庁の「名水百

選」にも選ばれ、美味しい天然のミネ ラルウ

ォーター として既に商品化され、訪れる人も

多い。この頃は、休憩所や、土産物店、レス

トランなどが軒を並べて、すっかり観光地化
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されて入園料まで取るようになった。私など

も、若い頃は登山の帰路によく立ち寄ったも

のだった。美味い水を飲むために、廻り道も

厭わずにとぼとぼ歩いて、吉見神社の石の鳥

居をくぐり、境内のヒンヤリした空気に触れ

ると、生き返ったような気持ちになったもの

である。今はハイヒールにサングラス、 三段

腹のオパチャンたちが閥歩し、登山靴など場

違いの場所になってしまった。因に「名水の

里」と自称する白水村の湧水地を列挙すると、

池の川水源、竹崎水源、寺坂水源、塩井社水

源、明神池名水公園、湧沢津水語、吉田城御

献上汲場と、多士済済である。日本一長い名．

と云われる、南阿蘇鉄道の「水の生まれる豆・

白水高原」駅は、その中心にある。

“トロッコ鉄道と温泉駅”

かつての国鉄“高森線”は、赤字鍵として

J R移行時に廃止され、替わって雄元が経営

する第三セクターの“甫阿葺鉄道’が開業し

た。やや割高な科金ながら、 1 両か 2両のレ

ールパスが軽ろやかに走っている。聞くとこ

ろでは、国鉄O Bの協力により運営されてい

るそうだが、従来の駅より更に三駅を増置し

て、地元の利便を図っている。駅舎も国鉄時

代の無愛想なものでな〈、工夫を凝らしてハ

イカラな、メルヘンチックな、洋菓子を見るよ

うな楽しい建物になっている。またイベン ト匂

列車として、全国に先駆けてトロッコ列車を

走らせている。かつての国鉄の無蓋貨車、通

称・トラ”に屋根を張り、木製の座席をつけて

2 、 3 両をディーゼルの豆機関車が引っ張っ

ている。 春は菜の花、れんげ、秋はススキを

縫ってゆっくりと南郷谷を走るが、川下りで

もしているような、浮世離れした乗り心地で

人気を集めている。もと地裁・垂玉温泉の畳

り口であった下回駅は、全面的に改築され、

駅舎に温泉や物産店を併設して、名前も“下

回域ふれあい温泉駅”と改称。 他の無人駅に

はない活気を呈している。



“ハナシノブ”

阿蘇山野草の一つで、高森の林聞に自生する

ハナシノプは、栽培される花のような豪華き
はないが、楚々として慎ましく可憐である。

草丈が高く、その茎の上部に鮮やかな青紫

色の花が集まって咲くさまは、踊り子の花替

を見るようで愛惜しい。説明書によると“和

名は花の美しいシノフ守の意味で、シノブは葉

の形によるという”とある。かつて、現皇后

陛下が、開花期に聞かれたハナシノブコンサ

ートに来臨された折り、この花にいたく感激

ι されたと聞いた。最近になって、環境庁の「絶

、断成の恐れのある動植物の保存法」の圏内希少

種に指定され、採取や取引を禁止することに

なったそうだ。久木野村では、大々的に栽培

して売り出そうとする計画があるらしいが、

果たしてどうなることか。矢張り、 “野の花

は野に置け”と云いたい。参考までに、南阿

蘇の自然を飾る山野草を披露しよう。

リンドウ、ツリフネソウ、ヒゴタイ、ヤツシロソウ、カワラナ

デシコ、 ノハナショウプ、 ツクシマツモト、 ユウスゲ、シライ
トソウ、 ヤマブキソウ、オカグルマ、サクラソウ、キスミ レ、

フシグロセンノウ

オーストラリアを旅して

• HI 端浩文
昨年は、 7 月末から約三週間余、オースト

テリアを訪問する機会に恵まれた。それは熊

本日豪協会主催の、いわゆる民間大使とも云

うべき、学生たちを連れての親善旅行であっ

た。首都のキャンベラ、大都市シドニ一、そ

して、私たちの鹿本町と姉妹提携をしている、

クーマとレイモンドテラスをホームステイし

ながら廻ったのである。また、各地の学校で

文化交流を行い、私たちは習字、折り紙、日

本食、そして歌や踊りを披露して、日本文化

の一端を紹介し好評だった。近年、日豪経済

関係の発展に伴い、文化交流も深まって来た。

特に日本語教育と、日本文化研究の盛んなこ
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とは驚くばかりである。 小さな田舎町の学校

でも、選択制とは云え日本語授業が行われて

いるのを見た。自動車や電気製品など日本製

品が普及し、現地で出会った日本人観光客の

多さにも驚いた。南半球にあるオーストラリ

アは、日本とは季節が逆になる。お陰で昨夏

は暑さ知らずで過ごすことができた。 私たち

が訪ねた地域は、緯度的には日本とあまり変

わらないので、冬とはいえ雪が降ることもな

いようだった。南部のクーマでは雪を戴いた

山々を遠望したが、街では少し肌寒く感じる

程度であった。乾燥大陸と云われるオースト

ラリアでは、水の確保が最大の課題で、この

地方では、雪解け水を利用して、ダム、貯水

池を作り飲用、湛概、発電に活用していた。

また、オーストラリアは、隔離された巨大

な“孤島”であるため、特異な動植物が多い。

但し、樹木に関してはユーカリが90% を占め

ているそうで、私たちはホストファミリーの

庭で、ユーカリの樹上にコアラの姿を求めた

が、これは無駄な努力だったようである。 秋

から冬にかけて、日本の山野を彩る紅葉は、

ここオーストラリアでは見るべくもない。植

物の多くは、生気をなくした色合いで冬越し

をしていた。かつて、オーストラリアからの

留学生を秋の登山に誘った時、紅葉の美しさ

に感激していた姿を忘れられない。登山につ

いては、 平担な大陸オーストラリアは恵まれ

ていない。今回は時聞がなくて登れなかった

が、あの有名な一枚岩のエアーズロックは、

標高867m 、但し地上高は342m という。国土

は日本の20倍強、内陸部は殆ど砂漠と荒野、

東海岸沿いのスノーウイ一山地には、 ~OOOm

前後の山がありスキーが盛んだという。登山
は日本ほど一般的でなく、ブッシュウォーキ

ングや、アウトドアの生活を楽しんでいる。

スポーツとしては、水泳、サーフイン、ボー

， トセー リング、サッカ一、 バスケ ッ トボール、

ネットボール、乗馬、エアロピックスなどを

気楽に楽しんでいる。私も、乗馬やプッシュ

ウォーキングに誘われたが、彼等のゆとりあ



る生活の一端を知った。広大なオーストラリ

アでは、自然発生的に起こる山火事が少なく

ない。今回も、方々でその被害の跡を目撃し

たが、油性に富むユーカリの木は、いったん

火がつくと、とどまるところを知らず燃え広

がる。だが生命力の強いこの木は、すぐ建っ

て新しい芽をふくという。もともと、降水量

より蒸発量が多いので、緑はあまり見られな

い。粗放的な放牧地では、羊や牛の姿も心な

しか哀れに見えた。あの悪名高い「白豪主義」

は1973年に廃止され、今やアメリカをしのぐ

多民族国家になり、私達も各地で暖かく歓迎

された。 1982年に日豪ワーキング・ホリデー

制度が発足し、また交換留学制度もあり、多

数の青年が活用して相互の理解を深めている。

両国間の高校留学生も増加（熊本県内にも 3名が

留学中）しており、いまや私たちにとってオース

トラリアは、遠くて近い固となっている。オ

ーストラリアの原住民アボリジニーの祖先は、

今から 3万年以上も前に、東南アジアから渡

って来たとされている。ヨーロッパ人による

発見は遅〈、 1642年にオランダ人、アベル・

タスマンはタズマニア島からニュージーラン

ドを見ているが、大陸は発見していない。 17

70年、イギリス人のジェームズ・クックが大

陸東岸を発見、イギリス領有を宣言した。 17

78年、最初の流刑者たちが現在のシ ドニーに

上陸した。この日、 1 月 26日が建国の記念日

になっている。このことで、オーストラリア

は流刑者が建国したと思われがちだが、そう

ではない。移民流入者により 1870年には、人

口 160 万を越え著しい発展を遂げたが、その

うち流刑者は僅か17万人足らずであった。

原住民アボリジニーは、類例のない独特な

文化を持っている。その、伝説と神話に題材
をとった芸術には素晴らしいものがある。音

楽の分野でも、あの独特な音色のデイゼェリ

ド ゥ は私たちに、忘れられない強烈な印象を

与えてくれた。 「百聞は一見に如かず」の諺

通り、これまでのオーストラリアへの多少の

偏見も一掃され、いまでは、私にとって大好
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きな国のひとつになった。

木の倒れる音

河上洋子

随分昔のことに思えるが、 NH Kに勤めて

いた頃だから、たかだか40年しかならないの

に、熊本の山や、町村の変わりょうは全く幻

ではなかったのかと思う位である。あれは昭

和33年の夏のはじめ、日赤の僻地診療班が、

矢部営林署の内大臣事業所へ健診に行くとい

うのを取材させてもらったことがある。そ O..l...

頃はまだタップリと山にも緑が残っていた，v

緑川中流の甲佐町の木材集積場までトロ軌道

があった。便乗したトロッコは板切れ一枚で

囲いもない。まさに恐怖の乗り物であった。

腰を下ろすと両足は崖っぷちに宙ぶらりん、

録音機を抱えて身を諌ませていた。その夜は

事業所で山仕事の話を聞かせてもらい、翌早

朝、私は営林署の職員というより、見るから

』こ桜さんというに相応しいオジさんと二人で
国見岳に登ることになった。 山仕事の話に迫

真性を持たせるために、山の木を切り倒す音

が欲しかったのである。当時の録音機は現在

のものと違い、手回しでしかも可なりの重量

があった。それでも、肩に掛けて一人で持て

るというので画期的な新兵器であったが、相．

かげで取材には技術職員もつかず、女といえ

ど容赦はなかった。歩いて登山口の広河原ま

でどのくらいかかっ．ただろう。当時の広河原

にはまだ欝蒼と茂りあう大木が残っていた。

録音機は重いし、私はこの辺りの木でもよい

のではないかと、何度もオジさんに言った。

しかしオジさんは「こんな木ではよい音は出

ない」とニべもなく尾根に取りついて登る。

四合目か、それ以上の谷を横切る所で漸く素

晴’らしい樹に出合う。私の目には、ゅうに数

百年は経たシオジの巨木であった。真っ直ぐ

に天を指した姿の美しき。 オジさんは木肌を

慈しむように撫でて梢を見上げる。倒すのに



どのくらいかかるかと問うと、 「昔はこのく

らいの木だと、二人掛りで大鋸挽いて一日仕

事だったなあ。でも今は、この新兵器で先ず

40分ほどで倒せるよ」と言う。オジさんが手

にしていたのはチェンソ一、つまりは電気鋸

であった。その時私ははじめて目にしたのだ

が、今にして思えば日本中の山の木が切られ、

スギやヒノキの人工林にとって替わられた原

因の一つは、この効率抜群の新兵器チェンソ

ーの出現であったのだろう。選ばれたシオジ

の大木は、そんなことは露知らず遥かな初夏

の空に精一杯枝葉をのばし、さやきゃと梢を

．揺らしていた。 「夏には白い小さな花をつけ

るよ」と、伐採の用意をしながらオジさんは

少し湿った声で言った。やがてチェンソーが

捻りだし、あの歯が痛くなるような音が山々

に街した。小一時間、木の皮一枚残すところ

でチェンソーを止め、あとは人手で模が何本

か打ち込まれた。それまで木の傍らで録音機

を回し続けていた私に、 「離れろ」と合図さ

れた。オジさんは目をきっと空に向けて、よ

く透る大きな声で「右カタヤマに倒れるぞー」

と叫ぶ。ややおいて街が「倒れるぞ一、ぞー

ぞー」と反ってくる。しかし百年も生きてい

た木である。梢から少しづっ傾いてはゆくが、

皮一枚でピチッ、ピチッと乾いた音を立て続

けでなかなか倒れない。私は録音機を一心に

．回し続ける、と一瞬「飛び退け f 」と鋭い声
が走った。大樹はゆっくりと谷側に根元から

倒れていった。ドーンと意外に短い響きと、

周りの雑木が暫くぎわめいていたが、そのあ

とは信じられない位の深い静寂。怖々と下を

覗いたことを今も忘れない。樵のオジさんは

黙って切り株に瓶の地酒を注いだ。そして暫

くは放心の態であった。下山の道々「大木を

切るときは、倒れる瞬間に素早く木から離れ

ないと、木の精が乗り移って気が狂うと言わ

れている。どんな間抜けでも切り株に乗った

りはしないものだ」と話してくれた。今でも

山仕事をする人々は同じ思いなのだろうか。

人工林のスギなどの切り出しでは、一々そん
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な儀式は無いのかも知れないが、私はそれで

も山の人々に木を切ることへのd｜布れや傷みの

ようなもの治宝まだあるとイ言じたい。

しかし、チェンソーをはじめて見た日から

十年も経たぬうちに、九州脊梁の山々は裸同

然になってしまった。そして私は、その当時

千メートルを越える山に登ることなぞ夢にも

思わなかったのに、何の因果が山登りの虜に

なってしまった。素直に美しく伐られて倒れ

たあのシオジの精が、若しかしたら私に乗り

移ったのかも知れないと、国見岳の登路を辿

る毎に思うのである。

1 9 9 4 年の山行

鶴岡佐知子

この一年、また多くの方々のお陰で、私に

とって初めての山に幾っか登ることができた。

そのうちでもっとも楽しかったのは、ゴール

デンウィークの韓国での山旅であった。これ

は、広吉功さんのヒロオアートスポーツのツア

ーに参加して、雪岳山（1708m ）とハンラサン

(1950m ）に登ったものである。先ず雪岳山は

束草のコンドミニアムで自炊し、早朝から12

時間余をかけて主峰の大青峰、中青峰、小青

峰を経て千仏洞渓谷を下った。我ながらよく

歩いたものだと感心した程だが、途中夜の明

け切れない道すがら、タイツリソウを見るこ

とができた。またカタクリも、九州、｜のより大

きくて実をつけたのを見ることができて嬉し

かった。再訪の韓国の最高峰ハンラサンは、

前回のコースとは異なり、片道 9.6kmの長丁

場だった。帰りは少々ウンザリしたが、ゲン

カイツツジの花々に慰められた。私にとって

は山の花の旅であったが、これはみな広吉リ
ーダーのお陰である。その広吉さん（宮崎県出身）

の縁で、今年は宮崎の山に登った。大崩山群

の新百姓山 (1272m ）五葉岳 (1569m ）そして梅

雨季 6 月の大崩山（1643m ）では、待望のササ

ユリに会うことができた。私が入っている熊



本アルコウ会の例会登山も、楽しいものだっ

た。 1 月は特別例会の久住山（1787rn ）。 2 月

は福岡の宝満山（829rn ）。 3 月の八竜山（449rn)

は都合で行かれなかったが、下見調査では 2

回も登った。しかし、車道ができたために古

い山道が崩壊していて、寂しい思いをした。

5 月の日向大河内の三方岳(1479rn ） は九大の

演習林のなかの気持ちのよい山道だった。 6

月は、雨の阿蘇烏帽子岳(1337rn) 9月は背振

山系の九千部山（848rn )0 11月の阿蘇高岳(15

92rn ）は、 中岳火口規制のため日の尾峠から

往復した。 また、夏のひまわり班（老年組）の緑

川水源は、予定を変更して西山のこの岳（68

5rn ）、三の岳（68lrn ）となったが、久しぶりで

楽しく歩いた。 10月初め、孫のお守りを頼ま

れて上京する途中、中央アルプスの木曾駒ヶ

岳周辺で、日本山岳会の「氷河地形を科学す

る」探索山行があり、参加した。しらぴ平か

らロープウェーで千畳敷カールへ。途中、全

山紅葉の美しさに目を見張る。浄土乗越を経

て宝剣岳に登り 、 天狗荘に入った。参加者全

員が揃ったところで、本部の有井講師により

氷河地形の学習会あり、夜は懇親会で賑っ た。

早朝起床、宝剣山頂でご来光を迎える。朝食

後 6 時半出発、中岳を経て駒本峰（2956rn ）に

登頂、南アルプス、八ヶ岳、恵那山、木曾御

岳など 3 6 0 度の大観を楽しんだ。 馬の背か

ら濃ヶ池へ下る道々、地形や岩石の観察、説

明がありたいへん勉強になった。また浄土乗

越へ登り返し、カールを囲む絢瑚豪華な紅葉

を楽しみながら、往路を下った。在京中は、

高尾山（600rn ） 小仏峠（590rn ）のハイキ ングを

楽しんだ。 小仏峠近くではサラシナシ ョ ウマの

群生を見た。孫のお守りも、またよからずや

である。帰宅して11月、例会の下見で由布岳

(1584m ）に東登山口から登っ・たが、日向山分

かれ付近のマユミの強烈なピンクの美し き。

錦秋の賛沢なカラーに包まれたコースであっ

た。一年の締めくりは、シェルパアナンの阿南

さん（支部会員）の企画で、小岱山と鹿児島県大

隅半島の山々に登った。肝属山系の、甫与志

-,IQ-

岳（968m ） と稲尾岳（930m ）に登る予定で、田

代町に泊まったが、稲尾岳は道路決壊のため、

高隅山系の御岳 （118lrn ） に変更された。稲尾

岳は亜熱帯性特有の植生を楽しみにしていた

だけに、残念だった。 しかし、甫与志岳では

シダの美しさと、山頂から見た照葉樹林の輝

き、高隅山系、桜島、開聞岳、志布志湾の眺

めが素敵だ、った。この辺りは、もっとゆっく

り歩いてみたいと思った。 今年も私にとって

は、よい山と、花と、人との出会いに恵まれ

た一年であったと思う 。

夏の加賀台山行 . 
神谷平吉

古来、日本三名山のーっといわれた加賀の

白山に、 一度は登りたいものと予てから願っ

ていたが、昨年夏、その夢が叶えられること

になった。 常々お付き合い願っている北陸製

薬のT氏（福井県出身）から、盆休みで帰郷するの

で、 白山登山に付き合いたいとお話があっ た。

絶好のチャ ンスとばかり、 早速計画を練り準

備万端整えて出発の時を待った。ところが 8

月 9 日昼過ぎ、激しい腹痛に襲われた。さら

に 、 夜になると40℃の悪寒発熱が加わった。
精査の結果、胆石発作と判明したが、 何とか

行きたいとの一心で、 診療の方は娘婿に任吋.. 
て自分の治療に専念した。 有難いことに、何ー

とか出発のめどがついてホ ッ とした。 13日早

朝、家内と共に熊本を発ち、福岡経由で昼前

には小松空港に到着した。 レンタカーで兼六

聞、永平寺などを廻り、夕刻宿泊予定の白峰

温泉に着いた。翌朝、牛首川沿いに市の瀬へ

向かい、渓谷の畔りの広い量車場4こ車を置 く。

ここからピストン輪選のパス仁牽り換えて、

登山口の別当出合いまで缶〈．午薗9時過ぎ、

別当谷Sこ菓けられた:t••を遭うて、砂防新

道を登り始める，達中‘ミ守マシシウドが咲

き零れ、所々仁，，..，.念 ~,c·喧蜘且を覗かせ

る。 10時過ぎ中値•c着屯 1:，，.，.晦‘こかかる



不動滝が眼前に望まれ、しぱしの憩いを楽し

む。昼前、標高1750m の別当覗きに着いた。

砂防ダムが連続する渓谷を情搬すると、遥

かに別当出合いが望見できた。このあたり、

ナナカマドはまだ実も目立たず、ハクサン ト

リカブトの花が散見きれ始め、針葉樹林帯と

なって涼風が肌に心地よい。 12時30分、甚之

助ヒュッテも間近かな道のベに、格好な木陰

を見出して昼食、休憩とする。 午後 2 時過ぎ、

南龍ヶ馬場への分岐点に到達する。なだらか

な斜面一帯に紫色のハクサントリカプト、ピ

ンクのシモツケソウなどの花々が咲き競い、

..一際目を惹いた。午後 3時半、宿泊予定の南

・円龍山荘に到着し重荷を下ろす。 先ずは広い食

堂で憩い、コーヒーの香りを楽しみつごつ白山

の写真集を播いたりした。その夜は上弦の月

が沈む頃、銀河は乳白色に輝き、満天に埋め

く星々の豪華きに、しばし我を忘れた。翌朝

早く山荘を発ち、 トンビ岩コースを室堂へ向

かう。見晴らしのよい草原いっぱいに燦々と

陽光は降り注ぎ、快適に高度を上げて行く。

急峻な御前坂の中腹から、木曾御岳の秀麗

なピラミッドが印象的に望まれる。 午前 9 時

前、トンピ岩に到着した。 此処からは、女性

的な白山のドームが指呼の間に望まれる。ハ

イマツ帯を縫うように登り、ナナカマドやコ

ケモモの赤く熟れた実を愛でつつ行く。万

．歳谷雪渓が白く斜面を覆う辺りには、一面に
ミヤマキンポウゲが咲き溢れ、私たちは山行

の幸せに酔い痴れる思いであった。程なく室

堂に着いてザックの重荷から開放される。

明るい岩聞を縫っ て登り詰め、 午前11時、

白山の最高峰、御前峰（2702m ）山頂に到達し

ー た。 眼前には、翠ヶ池や千蛇ヶ池など池沼群

がある火口跡を囲んで、剣ヶ峰、大汝峰のピ

ー クが立ち並んでいる。 小雨のため池沼群の

大半は、水のない空池になっていたのは残念だ。

遥かに連なる北アルプスの山々 。 なかでも、

一際群を抜いて聾える槍ヶ岳の尖峰の、孤高

の美に感動する。間一髪、病を癒して家内と

共に登ることができた宿願の山頂に立って、
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私は深い感慨を禁じえなかった。

帰路は、五葉坂を弥陀ヶ原へと下る。広間

な草原を彩る豪者な高山植物の数々に、胸躍

らせながらゆっくり歩く。黒ボコ岩を経て往

路の砂防新道に至り、夏の陽が傾きかけた長

い登山路を、 一歩一歩別れを惜しみつつ別当

出合いへ向けて歩き続けた。

風雨の露島山

神谷文子

かねがねお付き合いいただいている、 S 銀

行支店長の I きんは、京都から単身赴任きれ

て一年余になりますが、このところ多忙な仕

事の合聞を縫．って月一回位、山行を共にする

習わしとなっています。 昨年秋の連休には、

幸い時聞がとれて、霧島へご一緒することが

できました。 10月 8 日早朝、熊本を発ち、昼

過ぎにはえびの高原に着きました。当日は朝

からさっぱりしない、ぐずぐずした天気でし

たが、やっぱり山では雨にな ってしまいまし

た。 それでも白鳥山から白紫池、六観音御池、

不動池と廻って、早々に硫黄谷温泉のホテル

に入り、諸々と溢れる湯舟で汗を流しました。

翌日は期待も空しく、深い霧に包まれた雨

の朝となりました。それでも、折角来たのだ

からと出発し、 8 時半過ぎに高千穂河原に着

きました。早速、雨具に身を固めて、石畳の

登山道に足を踏み出しました。しかし、ガレ

場の急斜面にかかる頃は、 一層風雨も強まり

危うくスリップしそうでした。それでも 10時

過ぎには、お鉢北面入り口の標識に到着しま

したが、これからが大変でした。 風雨は益々

激しくなり、身体ごと飛ばされそうで、身を

屈めながら慎重に歩を進め、お鉢の縁を廻り

込みました。此比で 3 、 4 人のパーティが下

って来るのと出会いましたが、聞けば、馬の

背の鞍部から急斜面を登りかけた所で、余り

の風雨の激しきに、堪まらず引き返して来た

とのこと 。 ここに至って、私達も危険を冒す



ことはないと判断して、高千穂峰の登頂を断

念しました。激しい雨と風に追われるように

下山して、正午過ぎには何とか高千穂河原に

辿り着くことができました。ビジターセンタ

ーに行き、びしょ濡れの衣類を着替えて昼食

を済ませました。午後は大浪池を訪ねました

が、矢張り深いガスに包まれて、何の眺望も

ありませんでした。三日目の朝も期待を裏切

る激しい雨と風です。しかし、意を決して出

発し、 8 時過ぎえびの高原の駐車場に着きま

した。案じていた通り一台の車も見当たりま

せんが、再び雨具に身を固めて歩き出しまし

た。高原を横切り、硫黄山を左に見ながら、

石ころだらけの登山道を、霧島の最高峰韓国

岳の山頂目指して登ります。頂上が近ずくに

つれ、風はいよいよ強く、横殴りに雨が降り

つけ目も明けられぬ位です。午前10時過ぎ、

深いガスが渦巻く山頂に着きましたが、何処

が山頂なのか、探すのにひと苦労したほどで

す。 3 人だけの山頂を踏み、すぐに下山しま

した。この日はついに一人の人にも出合いま

せんでした。好きな山なので、今までずいぶ

ん霧島には来ましたが、今回のように殆ど無

人ということは有りませんでした。広大な霧

島の山を一人占めしたようで、何か勿体ない

ような、しかし連日の風雨に打たれて、却っ

て心身を洗い流されたような、爽やかな気分

でした。（負け惜しみに非ず）それにしても、

初めての霧島だった I さんにはお気の毒でし

た。また何時の日か素晴らしい快晴の日にご

案内したいものです。

服装は登山の脇役だ／
（華美をさ吋て身にあったものを）

広 吉 功

春、新しい人生が始まる季節。街角にピッ

カピカの新入社員らしい姿が目につく。いつ

もながら“とってつけた”ような格好である。

意地悪く値踏みさせてもらうと、外国プラン

ドの二十万円は下らないスーツを着こんだも

のもいる。勿論見合っていればいいが、痴鈍

な（失礼）彼の表情からは着こなしているとい主a

自信は読み取れない。つまり中身が伴って岬’

ないのである。「古くてもいい、ちゃんと洗濯

がしてあって清潔であれば、立派なものだ」

高校卒業の時、言われた校長先生の言葉を今

も忘れない。風雪に明け暮れる冬山。おさが

りのラクダのシャツ、ビニロンのヤッケ、特

大のキスリングザックを担いでラッセルする

辛さは忘れがたい。厳冬期の北アルプスでは、

今でもこんな装備の学生達に会うことがある。

自分の過去の姿に重ねて、無言の拍手をおく

る瞬間でもある。八ヶ岳や、中央アルプスの

宝剣岳など、冬期営業小屋を持つ山域では、

この時期ギンギラギンの華美な服装・装備でや

って来る登山者が日につく。小屋泊まりの冬山

だから衣・1住のうち食と住はあるので、．
とは自前の服装・装備だけで気軽に来れる。

テントも、寝袋も、コッヘルも、食科も要

らないし担がなくてもよいのである。あとは

軽くて嵩張らない紙幣岨釦？があればよい。

しかし、プラスチヲクプーツを履き、フリ

ースやクロロファイパーの中間着にゴアテック

スのヤッケなど、一流品に身を包んだ冬山霊

山者たちがー赤岳鉱泉への雪道をよたよたと

歩いていく。諌結した橋は渡れないと言うて

大騒ぎをしたり、トレースを外して雪中で‘

がいたりの体たらくである。赤岳や伺薗量轟

は自信がないからと、硫黄岳に登る；主語，て

これも断念。引き返す折りに、せ"'J~唾’fま
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れたトレースを、尻セードで崩してしまい迷

惑千万。他人のことは全く考えていないので

ある。厳冬期のヒマラヤでも行けそうな装備

で、営業小屋のある冬山を閲歩？するので

ある。ワンタッチ式のアイゼンを持ちながら、

宝剣岳や硫黄岳にも登れないのである。千畳

敷のロープウェー駅下の冬季出入り口から、

50メートルも歩かずに引き返した人はまだいい

としても、ガスのカールを俳個して救助された

り、昼頃下ってきて、雪崩に巻き込まれるな

どは見苦しい。冬山は、小屋から一歩でも出

れば風雪吹き荒ぶ世界であることを、もっと

＠認識して欲しいものである。昔にくらべ登山

の服装・装備は画期的に改良され、道路やロ

ープウェー、山小屋などの施設も整備されて

人々を冬山に誘う。「年をとったら、冬山はし

んどいから、もういかん」とは建て前の話。

本当は登れなかったのであろう。つまりは、

装備の軽量化と、交通、宿泊施設の充実でそ

れが可能となった現在でも、実力にあった山

の選定こそ必要であろう。服装・装備は飽く

までも脇役であって、主役には成りえないの

である。そのことを忘れないで、 実力に合っ

た十分に使いこなせるものを、慎重に選ぶべ

きであろう。ステップ・パイ・ステップ、そ

れが遠回りの道であろうとも・

., 
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3 8 年目の五龍岳

池崎浩

昨夏は、かつての電電山岳会時代のメンパ

-4 名 （本田、藤本、太田、池崎）で、後立山連峰北部

の縦走をした。実に38年ぶりに五龍岳の山頂

に立った時は、往時を想い些か感慨深いもの

があった。栂池から、白馬大池を経て白馬岳

に登り、白馬鑓、不帰ノ険、唐松岳、五龍岳

と縦走して遠見尾根を下った。後立山連峰は、

3000m を越す峰こそないが、豊富な残雪と多

彩な高山植物があり、縦走ルートも、小蓮華

山への緩やかな尾根歩きから、不帰ノ険周辺

の険しい岩稜など変化に富み、登山の楽しさ

を満喫させてくれた。 今回は白馬大池山荘、

天狗山荘、五龍山荘などの山小屋を利用した

が、シーズンには、このような 3 食賄い付き

の山小屋が数多く営業しており、重荷を担ぐ

こともない。冬季はともかく、私たち中高年

者には取り付き易い山になった。いまから38

/ 



年前、冬山（遠見尾根から五飽岳、唐松岳）、春山（大雪渓

から白馬岳、杓子岳）と青春の血をたぎらせた思い

出の山であり、ながく音信のない友に会いに

ゆくような、懐かしさを覚える山旅でもあっ

た。 しかし、移り変わりの激しい当今、変わ

っていて当然ながら安曇野の変貌には驚いた。

遠見尾根も、八方尾根も、栂池も山腹まで

リフトが架設され、広大なスキー場が櫛の歯

をひくように出来ている。 多くの観光施設や、

ホテル、 ペンションなどが山林を切り聞き、

田畑を埋めて建設されていた。 「自然保護か、

開発か」と云われて久しいが、もうこれ以上

の開発は差し控えて貰いたいものである。今

度の山行は 7 月 19日から始めたが、夏休みに

入る前なので山はまだ閑散としていて、行き

交う登山者も少なかった。詰め込みで悪名高

い山小屋もひっそりと静かで、伸び伸びと広

いスペースで足腰を伸ばすこ とが出来た。 ま

た皮肉にも折からの日照り続きで、好天にも

恵まれた。期間中は、早立ち （午前 6 時）早着（午

後 3 時）早寝（午後 7時）とセオリ一通りの健康、安

全登山を心がけた。 流石に初日は旅の疲れも

あり、栂池から乗鞍への急登は些か応えた。

だが最後まで、このオールドメンバーの中で

不調を訴えるものもなく、元気に歩くことが

出来て幸せだった。縦走路は総じて走き易く、

指導標も整っていて、ガスがかかっても迷う

こ とはなかった。高山植物は開花期とあって、

小蓮華山への広い尾根筋をはじめ、至る所で

見事な彩りを繰り広げ、目を楽しませてくれ

た。天狗尾根から不帰ノ険を隔てて、唐松岳

に対する辺り、右手遥かに立山、剣岳などの

高峰群を望み、まさに天下の絶景と感激した。

縦走の核心部として興味を抱いていた不帰ノ

険は、難場には梯子や鉄鎖、ロープなどが取

り付けられ、緊張はしたものの、きしたる危

険を感じることもなく通過した。 最終ポイ ン

トの五龍岳は、五龍山荘から空身で往復した。

山頂までガレ場続きのルートを登りながら、

38年前の冬山のトレースを思い出すことがで

きなかった。五龍山荘も当時は白面小屋と云
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って、小さな避難小屋程度のものであったが、

吹雪かれて 2 日間閉じ込められ、大袈裟に云

うと九死に一生を得た思い出がある。この所、

2年続けて夏山を楽しむ機会に恵まれた。 19

93年には、富士山に続いて南アルプスの北岳

に登ったし、今回はこの縦走を果たすことが

できた。 その前の1992年には、熊本支部のカ

ナディアンロッキー登山を目前にして、体調

を崩し涙をのんだ苦い思い出があるだけに、

私にとってこの二つの山行は貴重な財産とな

った。まだやれると思っている内に、私も古

希を迎える年になった。 今後は年相応に、「山

に登る」から、「山を楽しむ」で行きたいと思ー

っている。 しかし山登りは、技術的にも、何”

力的にも困難が多ければそれだけ楽しみも大

きいし、このへんの兼ね合いを考えると、ど

んな山登りをすれば満足出来るか、そんなこ

とも考えさせられる山行であった。

ひどリ歩きの山 . 
出来田耕介

私は平均すると年聞に50回は山に登ってい

るが、そのうち40回位は単独行である。

中高年の山の遭難が多いと云われる昨今、

63才という私の年齢での単独行は、罪悪視さ

れているようで少々気がひける。単独行の先

駆者、加藤文太郎が云っているように「怠だ

っτ、よい仲間と一緒に山に登るのは棄しい

ことだと思っている」 は、私も問主主である。

加藤文太郎は、厳冬期の北アルプスのロン

グコースを踏破するという記録を打ち立てた



超人である。私には到底そんなことは出来な

い。 私の場合は精々日帰りで往復できる九州

の山々であり、彼とはくらぶべくもない。

しかし本質的には一人で、自分のスタイル

で山を楽しむという点では、私の一人歩きも

単独行と云えなくもないと思う。私の行動範

囲は九重山群をはじめ、阿蘇山、祖母・傾山

群そして熊本近郊の里山である。私が好む山

の第一条件は、人が少ない静かな山であるこ

と。 そのためには好きな山でも、人の少ない

時季とコースを選ぶことになる。プナやナラ

等の落葉広葉樹の自然林の中を一人歩くのは、

．私にとって至福の一刻である。殆どが伐採さ
れた九州の山でも、僅かに残きれたこれらの

コースを歩くとき、この幸せな時聞を出来る

だけ長くしようと、私の足取りは自然と遅く
なる。 この条件に近いのは祖母・傾の縦走路

や、九州脊梁の国見岳周辺などであろう。

次に、少し妥協してカシ、シイ等の照葉樹

林、早く云えば雑木林のあるコースと云うこ

とになる。里山と呼ばれる低山にも、伐採を

免れた気持ちのよい山道が残っている所があ

る。 地表にはシダが生え、ツワブキの厚い葉

が見え、子供のころ登った裏山などが思い出

されて懐かしい。 木の葉山の奥や八峰山、 三

角岳などにその面影を見ることが出来る。

最後に最大限妥協して、スギ、ヒノキ等の.. 針葉樹の造林地と云うことになる。 鞍岳、阿

一蘇南外輪山、甲佐岳などがこれに入る。

私は家を出るとき、凡その方向は決めて行

くが、その時の気象条件でどのコースをとる

かを決める。無風快晴で白雲が悠々と浮かん

でいるような日は、例えば九重山であれば赤

川から扇ヶ鼻へのコースをとり、途中のある

アングルからの久住山を撮影するのが、無上

の楽しみである。 写真撮影ということでは、

私は山に行く時は三個のカメラを持って行く 。

35 ミリカメラと交換レンズ、 6 × 9判の蛇腹カ

メラには赤外線用のフィルム、もう一つの中

判カメラにはモノクロとカラーフィルムの両方

を用意し、臨機応変に撮り分けることにして

いる 。 これらのカメラは全て手動式で、先ず

距離を合わせ、単体露出計で明るさを計り、

絞りとシャ ッ ター速度を決め、撮影後は手巻

きでフィルムを巻き上げることを厭わない。

まことに時間がかかる写真であるが、それ

だけに仕上がりが楽しみである。一人歩きの

次の理由は、私は朝が早いことである。体力

維持のため始めた早朝ジョギングの習慣で、

毎朝四時には目覚める。 朝食を済ませて出発

しでも、七時には登り始めることができる。

だから途中で知人と出合っても、大抵は私は

下山の途中、相手は登りの途中と云うことに

なる。 早く発って早く下ると、帰宅後街に出

て必要なショッピングをする余裕も出来る。

その次の理由は、個人の体力の差から来る

ものである0 ・自分より強い人と同行する場合、

少しでもザックの軽量化を図るため、例えば

愛用の石油コンロは携行を割愛することにな

る。 またカメラにしても何台も持つては行け

ない。 撮影に時間をとっては相手を待たせる

ことになるので、これも止めておこうという

ことになる。こんなことでは折角山に行って

も、充分に自分の遊び心を満たすことが出来

ない。 これでは困る。私はこの頃ピークハン

トの楽しみが以前ほどにはな い と感じている。

これは怠惰が原因かと思うが、山頂よりもア

プローチの中で好ましいと思う所で、好きな

ように自分の時間を楽しみたい心が強く働く

のである。 昨年の夏、一人猛暑を避けて久住

山に登った。 一応山頂は踏んだものの、その

帰路渓流の傍らで小半日、文庫本を読んで過

ごしたことがある。 私のザ ッ クにはいつも、

小型のナタと折り込み式のノコが入っ ている。

倒木で山道が塞がれ、危険な巻道がつけられ
ているところがあれば、時聞をかけてルート

を拓く 。 またイバラを被った山道はナタで切

り開いて通れるようにする。当然予定時聞を

超過することになるが、目前の障害物を排除

して行く行為には、自分なりに爽快感があり、

労力が苦にならない。 これまではやや危険と

恩われる所でも、一人でス リルを楽しんだ り
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迷いそうな心細い踏み跡を不安な気持ちで通

ったこともあった。山の楽しみの一つに、この

ような不安感、緊張感があるということを読

んだことがあった。危険を侵すことはあって

はならないが、山登りには適度の緊張感は必

要だ。私の単独行は、今のところ全く自由で

好きなことを好きなだけやったら、いつの聞

にか時聞が過ぎていたという、人生最高の賛

沢を楽しんでいるということになると思う。

北アルプスぶらり山旅

後藤之俊

盛夏の北アルプスは喧喋と雑踏でうんざり
する。静かでぶらぶら歩けるルートはないか、

思案の末選んだのが信濃大町～黒部湖～五色

酌 ヶ 原～薬師岳～太郎兵衛平～雲の平～真砂岳

～湯俣～高瀬ダム、と北アルプスの最奥部を

ひとまわりするコースである。一週間の行程

の始めはまことに調子がよかったのだが、後

半はパテてふらふらになってしまった。以下

はその道中記である。

第一日（8月19日）黒部湖～平ノ小屋

J R大糸線の信濃大町駅で、同行する東京の知

人と落ち合い黒部ダムへ。ここまでは観光客

の世界。ダムサイトから歩行開始。湖の右岸沿

いの山道に入ると静寂が支配する。コバルト

ブルーの湖水を隔てて、紺碧の空に映える赤

沢、スパリ、針ノ木の鋭峰を仰ぎ見ながら歩ー

く快適な四時間。平ノ小屋は湖岸の高みにあ

って、テラスは湖畔の別荘にでも居るかのよ

うなたたずまい。泊まり客は五人でゆっ たり

していたが、その日、針ノ木岳で連難発生。

小屋に救助本部治宝設置されて、救助隊員たち

の緊迫した捜索の打合せが夜半まで続いた。

第二日（8月20目）平ノ小屋～刈安隙～五色ヶ原

低気圧の接近で天気は下り坂。六時前出発、

小屋を出ると道はやがて湖を離れ峠を目指し

てひたすら登る。峠を越えてもなお登りは続

く。小屋を出て五時間、勾配が緩くなった所

J で桟道がある湿原の一角に出た。所々に雪渓
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が残る。五色ヶ原に着いたのだ。晴天続きで

池塘の水は掴れ、湿原の高山植物も花の季節

は去って早や秋色。そこへ雨がj市然と降りだ

した。草原は忽ち潤いを取り戻し、池塘は本

来の池となってその幽遣さを蘇らせた。

午後一時、五色ヶ原山荘に入る。 折から五

色ヶ原は富山国体高校山岳競技の会場となっ

ていたが、俄か雨に選手や役員がなだれ込ん

できて山小屋は超満員となった。

第三日（8月割目）五色ヶ原～スコ乗越し

雨はあがらず 6 時前出発。ガスで視界はゼロ。

鳶山、越中沢岳と雨中の縦走は遠望がきかず
欝陶しいが、高山植物が目を楽しませてくれ

る。瞬時、薬師岳の頂きが雲間に垣間見えた

が、左手に切れ落ちた黒部の上の廊下側はな

にも見えぬ。．スゴ乗越しまではアップダウ ン

の繰り返しが続く 。 下りの急斜面で、 前後し

て歩いていたパーティの一人がスリッ プ。 あ

わや谷底への一瞬、辛うじて助かったのを目

撃した。 濡れた草木、濡れた雨具が潤滑油の

働きをしたためのスリップであったのだ。 （救助

したサブリーダーの脱兎のような身のこなしには感心した）ス

ゴ乗越し小屋には午後二時に到着、すでに満

員の盛況であった。聞けば、すぐ近くのテン

ト場に昨夜熊が現れたという。キャンパーが

難を避けて小屋に駆け込んだのだ。

第四日 （8月22自）スゴ粂起～穫．岳～太郎兵衛平

雨はあがったが、依然、ガスで視界がきかなり

六時出発。岡山、北薬師を経て薬師岳が近く

なってくると、雲ノ乎越し仁黒部五郎岳が姿

を見せる。 眼下に轟を績〈豪簡のカールが美

しい。登り詰めると、如来像を安置した御堂

がある山頂についた。今回のコースの最高点

(2926m ）だが、残念ながら雲に遮られて展望

はあまり利かない。山頂からガレ場の下降が

続き、休憩小屋を過ぎると小きなピークが一

つ。そこからまた急降下して太箆長信干の一

角に出る。 ひと登りで午後二時手、主蕗平小

屋に到着した。小屋の周り且高由.. の大群
満員、パテてげんなり、・k



第五日（81.123日）太郎兵衛平～雲ノ平

明ければ快晴。雲海の上に黒部五郎、三俣蓮

華、祖父、鷲羽、水晶と息をのむ大展望。ハ

イな気分で六時スタートする。薬師沢に下

ると沢沿いの道は鼻唄まじりの快適き。ここ

はまだ夏、咲き乱れる花、涼風が肌に心地よ

い。しかしそれも薬師沢小屋まで。小屋の前

で黒部本流に懸かる吊り橋を渡ると、道はす

ぐ谷を離れて雲の平への長い長い急登になる。

ゴロゴロした岩の道である。周りは樹木で視

界はきかず、目を楽しませるものもなく息を

切らしてただ登るだけだ。ほとほとうんざり

．してきた頃、ようやく傾斜が緩くなってやが

て桟道となり、湿原が現れ這松帯に入った。

もう雲の平の一隅である。暫く行くと視界も

開けてきて、何と三俣蓮華越しに槍ヶ岳の北

鎌尾根が見えるではないか。気分一新して爪

先上がりの桟道をまた一頻り歩く。午後二時

過ぎ雲の平山荘に到着。この一帯も高山植物

の宝庫であるが既に秋色が濃い。 一寸大袈裟

と思える名がついたスイス、アラスカ、日本

庭園などの巡遊は取りやめて、ガランとした

大部屋でさっさと布団に潜り込む。

第六日（閉24日）窟の平～真砂岳～湯倶

雲は少しあるが先ず先ずの天気。今コースの

最長距離を歩くため五時に出発する。 疲労が

とれずふらりふらりと頼りない足取り。祖父

．岳への急なガレの登りは、足もとがズルズル
して定まらず心身共に消耗する。時折り不整

脈もあらわれて、文字通り四苦八苦の末やっ

と山頂にたどり着いた。 しかし、 360 度ぐる

りと見回す山岳景観の素晴らしさに思わず声

をあげた。眼下に広がる雲の平を隔てて立山

連山と左手遠く白山、手前に薬師の雄大な山

体。間近かに水晶岳（黒岳） と稜線つづきに赤牛

岳。 振り返ると黒部の源流越しに黒部五郎、
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鷲羽、三俣蓮華とその背後に双六の鋭峰、さ

らにその左奥手には朝日に輝く槍、穂高の峰

々が連なっている。豊能の時を過ごしたあと、

岩苔乗越しを経て水晶小屋への道を辿る。体

力も大分あやしくなってきた。水晶岳山頂を

往復する余力はなく、そのまま東沢乗越しへ

そして真砂岳へ。崩壊地のトラパース、崩れ

やすいガレ場の登降が続いていよいよパテピ

ッチ。細い岩稜の通過にも何とか耐えて、ふ

らふらと高瀬川畔に下りっき湯俣の晴風荘に

へたりこんだのは午後五時半であった。乳白

色の内湯に浸り一杯呑んでカイコ棚に横たわ

ると、やっと人心地がついた。

第七日（8月25日）渇倶～高潮ダム

快晴 f 今日は＂＇沿いに下るだけ。出がけに川

原を流れる湯を小石でせき止めた露天風呂に

浸る。眼前は川の流れ、その対岸は鋭く切れ

落ちた樹林の垂壁。 まことに湯快？である。

八時に宿をあとにする。 高瀬ダムサイトへの

道は快適な林間の歩道。パテきった身には

たいへん有難い。 路面は土からパラス敷さら

に舗装と変わり、トンネルを抜けるとそこは

もうダムサイト。正午過ぎタクシーで信雄大

町へ、 J R大糸線に乗り込むと余力はすっか

りゼ、ロになっていた。

マカルーへの想い

馬場博行

この度、隊員に選ばれて’95 日本山岳会マ

カルー登山隊に、参加させていただくことに

なりました。 マカルー登山は私の強い希望で

もありましたが、この実現に当たっては支部

長はじめ支部会員の皆様と私の職場（NTT） の

皆様のィ深いご理解とご後援をいただき、心

から厚く感謝申し上げます。 私とマカ jレー峰

，との出会いは、 10年前の1985年に始まります。

冬のマカルーを目指して山仲間の同志が集い、

当時ヒマラヤの ジャイアントに立ち向かうに

は、 余りにも小さな登山隊を組織しました。



世界初の冬期登頂を目指したのですが、力及

ばず、また悪天候のため北西稜7520m 地点で

断念しました。あれから10年、その間何度か

リターンマッチを図りながら呆たせず、夢に

まで見たマカルー登山のチャンスが再来した

のです。今回選ばれた隊員のなかでは私が最

年長で、マカ jレー登山期間中に47才を迎えま

す。しかし、まだまだ気力十分と思っていま

す。チベ ッ ト側からのこのルートは、史上初

のものです。約lOkmに及ぶ東稜線は、岩壁あ

り氷壁ありの岩稜で、ヒマラヤでも例がない

登馨部分の多い、長大なルートと云われてい

ます。前途には様々な危険や困難が待ち受け

ていると思います。私は、重広隊長をはじめ

優秀なクライマーの仲間たちと、一体となっ

て強力なチームワークを組み、全力を尽 く し

て是非成功させたいと思っています。 熊本支

部の皆様には、いろいろお世話をかけますが、

どうぞよろしくお願い致します。

山登り 3 5 年
（新入会員の自己紹介）

加藤功一

私の登山は、昭和35年(1960年）当時の電々公

社に入社とともに始まり、以来35年間続いて

います。最初の頃は一人歩きでしたが、新入

社員訓練の際、電々九州山岳会があることを

知り入会しました。丁度その頃(1963年）、会は

ネパールヒマラヤのヒムルンヒマール遠征準

備中で、私は新人としてその作業を手伝いな

がら「俺もいつかはヒマラヤへ行くぞ」と、

心中期するところがありました。 それからは、

福岡の野北の岩場や、阿蘇高岳北面鷲ヶ峰で

のロッククライミングをはじめ、 ~Iニアルフ。ス

での積雪期登山により自らを鍛えて来ました。

残念ながらヒムルンヒマールは登頂ならず、

そのあと第二次遠征が計画きれましたが、ネ

パール政府の登山禁止により実現しませんで

した。 10年後の1973年、私は山岳会のチーフ
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リーダーとして、第三次遠征計画を推進しま

したが、途中、病気で倒れ断念しました。 そ

の後、再起を図り日常のトレーニングに励み

ました。その頃は、植木町の自宅から熊本市

の勤務先まで13kmを、往復歩いて通勤したも

のです。 きらに10年後の1983年冬、私は馬場

博行君ら NT Tの 4 人の仲間とネパールヒマ

ラヤのカングルー（7010m ）に挑み、念願の厳

冬期初登頂に成功しました。

今は仕事の都合で、海外登山など長期にわ

たる山行はできませんが、やがて自分の時間

が取れるようにな っ たら、再びヒマラヤに行

きたいと，思っています。私、は、とにかく山カ主

好きで好きで、山に行かないと頭痛がする佃巴

です。最近は近郊の山（小岱山、鞍岳、八方

ヶ岳、三ノ．岳等）を毎週歩いております。

山への再出発
（新入会員の自己紹介）

太田章雄

私は平成 2 年 5 月にNT T を退職したが、

昨年、思うところあって在職中に中断してい

た山登りを再開した。そのきっかけは、 N

T TのO B組織である熊本電友アルコウ会の

例会に参加したことである。 その時かつての

職場山岳会時代の先輩から、後立山北部縦走‘
の計画を聞かされ、老化するにはまだ早いと

参加を申し入れた。何といっても 30数年ぶり

の山行になるので、心身の準備はもとより、

すっかり陳腐化した登山装備の調達もたいへ

んだっ た。早速、体力トレーニン グを始めたc

早朝、自宅から花岡山まで往復 2 時間のウ

ォーキング。 出発までには何とか体調を整え

ることができた。 7 月下旬、学生の夏休みが

始まる前に、栂池から白馬大池、白馬岳、白

馬鑓ヶ岳、不帰ノ険、唐松岳を経て五龍岳に

登り遠見尾根を下った。今回のルートは昭和
33年 9 月、第13回富山国体に参加した帰路に

歩いた思い出深い場所。 62才の私が最年少と



いう 4名のオールドメンバーながら、気の合

った仲間で楽しく歩くことができた。私の山

への再出発には、まことに相応しい山行にな

ったと思っている。振り返れば、 1954年噴か

ら当時の職場山岳会の一員として、スポーツ

登山を目指して岩登りや雪山などに、若きの

情熱を燃やした時代があった。久しぶりで山

稜に立っと、それらが鮮明な印象となって匙

ってくる。阿蘇の岩場での合宿訓練、九重、

祖母・大崩、霧島そして九州脊梁山地の縦走

から本格的な雪山体験。先ず1956年 1 月、冬

山初年兵として遠見尾根から五龍岳に登った

が、サポートメンバーとして連日ラッセルに

’苦闘、以後の冬山は早月尾根から剣岳登頂、
次いで小窓尾根からは豪雪に阻まれて敗退の

苦汁を呑まきれた。しかし冬山の苦しきと共

に美しきも堪能できたと思う 。 冬と違い春山

は楽しい。 1958年 4月の燕岳から槍・穂高の

縦走は、門田の 8本刃アイゼンを履きっぱな

しで雪稜を駆け抜けた。翌年、積年の願望だ

った北鎌尾根から槍ヶ岳は、流石に緊張の連

続で重荷と雪庇に苦しみながら完登した。昨

年秋、既に入会していた先輩の紹介で、伝統

ある日本山岳会に加えていただいた。長い間

違ぎかっていた山岳写真にも再挑戦を始めたc

夢よもう一度、体力と意欲の続く限り、安全

で実り豊かな山登りをしたいと願っています。

’ 
会務報告

。青年畳山懇設会

日時平成6年 2 月 26 日（土）～27 日（日）

場所東京都八王子市下柚木1987-1
大学セミナーハウス

内容ノfネルデイスカッ シ ョン

「若い人に魅力のある日本山岳会に

するために」

支部事務局担当者会議

海外登山報告

出席者 馬場博行（熊本支部）
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。春季例会登山（大崩・五議岳 1570m)

日時 3 月 12 日（土）～13 日 （日）

場 所 宮崎県西臼杵郡日之抑T見立水無平「あけぼの荘」

内容雨模様の空を気にしながらも、午後
七時には参加者全員が、あけぼの荘
に顔を揃えた。懇親会はシシ鍋を囲

み、シカ刺身、ヤマメ塩焼、地豆腐、

山菜料理それに差し入れの酒、焼酎

もふんだんにあり盛会だ、った。翌朝

は夫々マイ・カーに分乗して出発。

先ず先ずの天気で日之影川を下り、

中村橋を渡って大吹谷に沿う林道を

i朔る。小屋の谷出合いのゲート前に

車を置き、林道を歩く。奥州屋谷の

吐合いから、ヒノキ造林地の尾根道

を登る。山腹を東へ廻りこんで、岩

まじりの急坂を登り詰めると、岩盤

状の山頂に着いた。折しもガスがき

れて、霧氷に飾られた大崩山群の山

々が勢揃いする。 期待通りの展望に

満足し、時間が早いのでお姫山へ廻

ることにして急坂を下る。瀬戸口谷

の鞍部まで下り、お姫山に登り返す

途中で、プナ林の下のスズが円形に

切られた格好な休み場があったので、

弁当の包みを開く。お姫山（1550m )

は、その名に似合わず切り立った岩

峰。 五葉岳にはないゴヨウノ マツも

あり、南画のようなたたずまい。自

然林とササの尾根道は風が吹くと、

霧氷がさらさらと花吹雪のように降

りそそぐ。大きく枝を広げたプナの

巨木が立っところから、右の尾根を



下る。程なく尾根上の小ピーク、お

化粧山(1450m ）に着いた。その名の

由来を書いた案内板が、樹聞に下げ

である。 昔、大崩の峠を越えて大吹

鉱山を目指した遊女たちが、ここで

化粧直しをしたとある。小屋の谷の

下りが、予想以上に長く感じたのは、

前夜のアルコールの所為か…

出席者 西沢・石井・本田・和仁古・広吉・樋口夫
妻・神谷夫妻・藤本・池崎・出来回・後藤
・丸尾・前田 (15名）

。支部委員会

日時 4 月 3 日（日）18:00～20:00

場所熊本市内坪井ホルン山小屋

内容支部総会の議案検討
出席者 本田・和仁古・田上・河上・中村・広吉

(6 名）

。平成6年度支部総会
日時 4 月 24 日（日）17:00～21:00

場所熊本市内坪井ホルン山小屋

内容平成 5年度事業および収支決算報告
・収入…582.052円 ・支出 1日，474円

．繰越…413.578円

平成 6年度事業計画・予算
・ 8 月 夏季例会（ピルパーティ）
• 11 月 秋季例会（九州四支部合同会鴎）

芸高千穂町三秀台

・ 1 月 支部新年晩餐会
・ 3月春季例会
・予算収入 510 ，αm円支出 180.000円

繰越 330.000円
＊役員改選支部長本田誠也（再任）

副支部長和仁古昇（再任）

＊懇親会

出席者 奥野・西沢・馬場（猛）・宮崎（豊） ・本田・
田上・和仁古・中村（恵）・川端・河上・
樋口・広吉・池崎・出来回・後藤・丸尾・
前田 (17名）

。平成6年度通常総会
日時 5 月 21 日（土）14:0ト16 :00

場 所東京都千代田区大手町1 8-3 J A ピル

内容支部長会議 10:30～12 :30

総会 創立90周年記念行事について
’95マカルー東稜登山隊について

懇親会

出席者本田支部長 (188名）
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。支部委員会
日時 5 月 29 日（日）18:00～20:00

場所熊本市内坪井ホルン山小屋

内容通常総会報告
’95マカルー登山隊隊員に馬場博行会員を
推薦する

出席者 本国・田上・河上・広吉・馬場（博）
( 5 名）

O夏季例会（ビールパーティ）

日時 8 月 21 日（日）18:00～21 : 00

場所 熊本市内坪井ホルン山小屋

内容恒例の神谷会員の 8%ピデオ作品は、

「阿蘇高岳行」「五葉岳」そして芸術的

な香り高い「春よ山を彩る花よ」に

出席者

みな堪能した。 また平均年齢60才を , 
越えているとは思われない、活発な）

夏山報告あり。剣岳（ 1 名） 後立山縦走
( 7 名）白山（ 2 名） 北岳(1 名）カナデイ
ア ン ロ ッ キー（ 1 名）

奥野・宮崎（量）・石井・本田・田上・和仁
古・門脇・河上・鶴田・広永・馬場（博） ・
吉田・ 神谷夫妻・池崎・宮崎（守） ・深堀・
出来田・加藤（功） (19名）

。平成 6年度全国支部想醗会（聞西支節）

日時 10月 15 日（土）～16 日（日）

場 所 兵庫県養父郡関宮町ハ子高原パークホテル白樺館

内容懇親会

記念登山氷ノ山（1510m)
谷コース 布滝、地蔵堂経由で畳る

出席者西沢・本田 (125名）

。支部秋季例会・九州四支部合開会輔 l 
宮崎支部創立10周年記念集会 ) 

第10回宮崎ウエストン祭

日時 11月 2 日（水）～ 3 日 （木）

場 所 宮崎県高千穂町五ヶ所 三秀台

内 容標記の四つの行事を一括して実施した。
＊九州四支部合同会議（五ヶ所小学校体育館）

福岡支部提案の屋久島自然観察畳山にっ
て討議・本部、中村副会長の「ピレネー

の山旅」スライド と講話

＊ウエス トン祭前夜祭（農業改善セ ン タ一広場）

キャンプファイヤー、地元の小中学生によ

る夜神楽、コーラスなどあり、また模擬店
も出てカッポ酒が振る舞われるなど、夜半

まで賑わった。

＊第10回宮崎ウヱストン祭
第10固という こ とで、 テ レビなど報道陣



の取材もあり、 100名が参加して盛会だ

った。

＊宮崎支部創立10周年記念畳山
本部の中村副会長ご夫妻と共に47名が、
筒ヶ岳(1296m ）に登った。

参加者 西沢・本田・和仁古・田上・川端・藤本・
池崎・丸尾・前回 ( 9 名）

。今西錦司先生記念碑兜成撞露会
日時 11月 5 日仕）～ 6 日（日）

場 所 京都市中京区河原町三条京都ロイヤルホテル

内容披露パーティ 18:30～20:30

京都支部の呼びかけで、元日本山岳会長

今西錦司先生を追慕する記念碑（レリーフ）

が、 ゆかりの北山、直谷の奥に建立された。
今西先生の、 1500山登頂に関わりを持つ人
が参集して披露会を開催、また碑前祭を行

った。

碑前祭 折悪しく雨になったが、貴船神
社奥の院より滝谷峠を経由して直谷の奥ま
で歩く。右岸の自然石に依め込まれた レ リ

フの前で缶ピールで乾杯、 先生の愛唱歌を

合唱。最後に今西コールと万歳三唱をし

て下山した。
出席者西沢 J本田 (130名）

0平成 6年度年次晩餐舎

日時 12月 3 日比）

場所 東京都新高輪プリ ンスホテル

内容支部長会議 13:00～14:00

晩餐会開宴まで、マッキ ン リ一気象観測登

山隊報告会、山岳写真展山岳書、グッズ即

売、 簡易パー開設などあり 。

晩餐会 18: 00～20:50

皇太子徳仁親王をはじめ、 橋本龍太郎会員

ら553名が出席して、例年通り盛会であっ
た。 また’95マカルー登山隊について、熊

本支部の馬場博行会員 ら 13名の隊員の紹

介があっ た。

出席者 本田 ・ 西沢・ 門脇・馬場（樽） (553名）

。新年晩餐会

日時平成7 年 1 月 8 日（日） 18 :00～20:00

場所熊本市千葉綾町4-25 熊本厚生年金会館

内 容 遠来の石井さん、初めて天草から参加

した長田きん、 新入会の加藤き ん、 太

田きんをはじめ22名が出席して盛会で

あった。長い間親しんできたホルン山小屋

は、店舗改装のため会場を変更した。オー

ナーの宮崎豊喜会員には衷心から謝意を表
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したい。 20年来、山の花を撮り続けてい る

広永会員から、 美しい花の写真（カード）が
プレゼン ト された。

出席者 奥野・西沢・石井・本田 ・ 和仁古・図上・
工藤・河上・川端・門脇 ・ 馬場（博）・宮崎
（豊） ・矢毛石・長田・中村（恵）・広永・ 後
藤・丸尾・前田・出来田・加藤（功）・ 太閏

。支部委員会
日時 2 月 5 日（日） 18:00~ 20 :00 

場所熊本市内坪井ホルン山小屋

内容馬場隊員の社行会について

(22名）

3 月 4 日比）18:00～熊本厚生年金会館

青年登山懇談会について
田上常任委員、工藤委員が出席する。

春季例会登山について
3月 18日仕ト19日（日）藤河内渓谷より夏木山

出席者 本田・和仁古・田上・工藤・河上・中村
(6 名）

。第 2 回青年登山思議会
平成7年度支部事務局担当者会議

日時 2 月 25 日（士）～26 日 （日）

場 所東京都千代田区三崎町1-1-16

東京グリー ンホテル水道橋
内 容 2月 25 日 第 2 回青年登山懇親会 12 : 30～17:00

組織活性化について
懇親会 18:00~ 20: 30 
2月 26日支部事務局担当者会議 8:40～11:oo 
1 . 創立叩周年ブロック別記念式典について

2 . 記念募金について
3 平成7年度通常総会議案説明

出席者 工藤 ・ 田上

。マカルー萱山隊馬場博行隊員社行会
日時 4月 4 日仕） 18 : 0ト20 :00

場 所 熊本市千葉織町4-25 熊本厚生年金会館

内 容 田上常任委員の司会で開会、先ず発起人を
代表して本回支部長より挨拶あ り、 次いで

遠路出席された吉村福岡支部長と 、 友人を
代表して矢毛石会員から、受山の成功と馬

場隊員の活躍を期待する激励の言葉が贈ら

れた。これにたいし馬場隊員から謝意と決

意表明があり和仁古副支部長の乾杯、の音頭

で開宴（立食パーティ ）

出席者 馬場 ・ 本田・和仁古・西沢 ・ 田上 ・ 工藤 ・
河上・門脇・吉田・ 広永 ・ 池崎・神谷夫妻
出来田・矢毛石・丸尾 ・ 加藤（功） ・太田・
前回 ・ 吉村（福岡支部長） ・ 立石（電電山岳
会顧問） (21名）



。新入会員

加藤功一（11771) 1994.6入会

~860・01 熊本県鹿本郡植木町一木360-2
1!096-272-5261 紹介者馬場博行

太田章雄（11856) 1994 . 10入会

~861-41 熊本市上ノ郷町124
1!096-355-2890 紹介者 池崎浩一

。世界を舞台に登山

平成7年2 月 4 日出熊本目白新聞ふるさと人風土記より

；四水町住吉出身の工藤文昭（56）は、県立湧

心館高校教諭で登山家。昭和45年のヨーロッ

パ遠征を皮切りに海外遠征10因。マッターホ

ルン、キリマンジャロ、ヒマラヤなど世界六

大州の高峰と北極点に立っ た。最後に残るの

は南極。県山岳連盟の副理事長。菊池高一熊

本商科大（現熊本学聞大）

※これまで、この欄で紹介されたのは小国町の禿博

信さん（故人）と、津奈木町の斉藤惇生さん（現京
都支部長）のお二人である。

。マカルー東稜登山隊

日本山岳会創立90周年記念マカルー登山隊

の隊員に、かねてからマカルーに強い執念を

持つ馬場博行さん（支部会員）が選ばれた。登山

期間中に47才を迎える馬場さんは、隊員のな

かでは最年長だが、マカルーに寄せる若々し

い情熱と、日常のトレーニングで鍛えた体力、

そしてヒマラヤでの豊富な登山経験などから

十分な成果を期待したい。仕事の都合もあり、

東京で開催された社行会に、出席できなかっ

た馬場きんを励ますため、本隊出発を控えた
3 月 2 日、 NT T グループの関係者有志によ

り、盛大な壮行会（NT T熊本会館）が聞かれた。

必要な資金も会杜ゃ労働組合、職場山岳会の

カンパで集められたと聞いている。これは本

人の日頃の精進と努力もあって、十分な理解

と協力を得られたものと思う 。

。支部役員

支部長

副支部長

本田誠也

和仁古昇

常任委員

委員

上
藤
上
口
野

田
工
河
樋
奥

行
昭
子
格
亥

敏
文
洋
正

村
吉
中
広

恵二

功
会計監事

支部顧問 西沢 健一

。会員の現況

支部会員数

支部会友数
永年会員

終身会員

41名

6名

1名（奥野

1名．（馬場

正亥）

猛）

後記

私事で恐縮ですが、 1983年に38年間のサラ．
リーマ ン生活をリタイアしてサンデー毎日の

結構な身分になりました。 きて長い間中断し

ていた山登りを再開しようと、張り切ったも

のの、いろいろと家庭の事情もあり、自分の

時聞が持てるようになったのは還暦を過ぎて

からでした。 山は逃げないというけれど、実

感として、加齢とともに登れる山は逃げて行

くのです。若い頃は職場で山岳会をつく って、

ない金とない暇の都合をつけては、岩登り、

縦走、積雪季登山に精を出していました。そ

れも在職年数が長くなると、役付きになった

りして余暇は極端に制限きれました。そして

退職後、暇だけはできたものの体力的には粘

りが利かなくなり、里山歩きに毛が生えたよ‘

うなピークハン ターとしての山登りが多くな‘’

りました。それでも年に何回かは、お互いに

相当ガタがきた古い山仲間を誘って北ア、南

アや手近な海外の山に出掛けています。一昨
年、京都の斉藤支部長からいただいた年賀状

に「初秋誘われて鈴鹿の藤内壁、北アの錫杖

岳で岩登りを久しぶりに楽しみました。新し

い登山技術を教えてもらい心が躍りました」

とありました。 流石に8000m を、還暦をこえ

て登っ た人は心身ともに柔軟で若々しい情熱

を掠っていられると感心しました。 及ばずと

も見習いたい心境でいるところです。

（本田・記）

※カットは藤本多加志会員
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