
熊本支部設立 4 0 周年に因んで、 「熊本 4 0 山」をつくりました。

動機は簡単なものでした 。支部では J これまで例会登山などで約 70 回、

120 山に登っています。 「熊本 4 0 山 J は総べてこの中に入っています。

従 って、 40名の会員が 1 山宛て分担すればよいと考えました。だが、取

り掛か つてみて容易ではない ことに気がつきました。執筆希望が特定の

山に集中して調整に時聞がかかったこと、 「もの を書く 」ことに不慣れ

で戸惑いがあったことなどです。加えて字数の制限や、最近の情報不足

もあり、皆が苦労して書き上げたというのが実情です。とは云え、会員

手造りの登山ガイド（習作）です。ご笑覧をお願いします。

熊本 4 0 山・目次

番号 山 名（地場名） 執筆者 番号 山 名（地場名） 執筆者

21 鞍 岳 （（ らた It) 出来四韓介

2 市房山（いちぶさやま） 石井久夫 22 俵 山（たわらやま） 神谷文子

l 3 I烏帽子岳 23 白 山（ Ii （吉川 池崎浩｝

4 上福根山（かみふ〈ねやま） 広本帳ー 大行寺山（だいぎょうじさん）

養護之世 | i 5 白鳥山（しらとりやま） 広本陸ー 24 八方ヶ岳（やIiがた It)

6 高 岳（同意） 工藤文昭 25 越敷岳（こ しさだけ） 太田章雄! ？｜湧策山（わいたさん） 純平吉 26 国見山（矧 ・（｜：みやま） 加藤功ー

ー目山離走コース ｜韓国佐知子 27 黒原山 （（ ろ liJ.i やま） 目上最行

8 天主山（てんしゅざん） 広承陸一 28 清栄山（せいえいざん） 西択壁一

』 9 京丈山（きょうのじようさん） 油障措ー 29 洞 ヶ岳（ IHHlt) 藤本多加五

I 10 根 子岳（同車） ｜加藤功ー 30 I大関山（おおぜきやま） 本国語世

! 11 白髪岳（しらがだけ） 石井久夫 31 甲佐岳（こうさだけ） 丸尾韓ー

! 12 
I 

大金峰（おおかなみね） 皆本葉商 32 矢筈岳 （やはずだけ） 出来因調介

小企崎（こがねみね） | 33 金峰山（きんぼうざん） 園田佐知子

l 13 目丸山（めまるやま） 臥陸一 金時山・この品・三の品 門担愛子

; 14 烏帽子岳（同車） 献韓ー 34 竜峰山内村Ii うさん） 目上最行

115 雁俣山（かりまたやま） 丸尾草｝ 35 小岱山（しょうたいざん） 高場 猛

I 16 仰烏帽子山（の1111 しやま）神谷平吉 36 大岳（宇土・おおた It) 本田誠世

黒 峰（（ろみね ） 州議世 37 飯田山（いいださん） 中村車二

I 18 白髪山 C:!ii+: ・ し川） ｜目上 量fi 38 ニ 角岳（みすみだけ） 和仁古昇

I t 9 大矢野岳（同制州山） 本自制 39 天草上島の山 長田光義

i 20 冠ヶ岳（かむりがた It) 純文子 40 天草下島の山 長田 光義

天草諸島の極童図
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《私の山への憧憶をみたしてくれるものは

はじめから山の奥深さということであった〉

寸醜司・ 九州で山の奥深さを求めるならば、

九州脊梁山地が第ーであろう。熊本、宮崎の

県境線となって九州の中央部を貫く、文字通

り背骨となる山地のことである。国見岳はこ

の脊梁山地の盟主で、高さ大きさ共に抜きん J 令官官広歩／／ ~ ~ 

出て王者の貫禄捕る。頂上からの展望も脊 殺雛~~）1~ ／f7~ 屯
梁随一で、九州の主な山は殆ど望むことがで ~｛~：守〈 ＼~iV！~，‘ 

＝ご2、、u 『司司、γ、、可也 . • 官：（. / 1百団且 ,1、

一‘可・・h 、、h • I I•ι 一，－ •;:o・

くから「大ぐるみ」「小ぐるみ」の名で親し ~、汽辺土笠－· L 甲府－－~o・
まれていた。また「大ぐるみに登ると雨が降 ＼ペ＼仏ぺ一‘

るj と云われたが、奥深い山への恐れから言 一、I .lo- 、 ‘
宗主ず司畠 I- •I 

い伝えられたものと思う。山域は準平原状で ;r 、 ，，， p、~
岨園、一， •.i 

ゆったりとうねるような稜線を曳いている。 ，ぃ 7 、 ι ー 唱

しかし谷は深く、緑J,, （献酬）、球磨J,, （蹴裕） さらに4. 5 報で広河原の旧登山口に着く。北

耳川（上帥齢）などの谷々を刻んでいる。東側 へ大きく迂回して一段上の林道脇に車を置く。

に並行する霧立越山地に対して、向霧立越山 登山口から尾根右斜面のスギ林を登る。尾

地と云い、稜線には駄道が通じていた。昔、 根を左へ越す辺りから自然林となり小谷へ下

上椎葉の村人は、この道を通って北の矢部郷 る。これより深い原生林の山腹を幾つも小谷

の村々へ往復したと云う。登山路は北側の広 を横断して行く 。 ベリウサンショウウオが生息する水

河原登山口から、京丈尾根を経て頂上に達す 場を過ぎて右へ廻り込み、広い京丈尾根の上

るのがメーンルートだった。最近は、椎矢林 に出る。右へ縦走路を分け、平坦なスズの切

道を1. 5 報ほど進んだ杉の木谷登山口が、最 り分け道を行く。山頂の北側にはシャクナゲ

短コースとして利用者も多い。西側、五家荘 の群落があり、艶やかな残花を鑑賞する。熊

からは縦木本谷ルート、東側の上椎葉からは 本県の最高峰、 1等三角点が置かれた山頂に

椎矢、門割林道を経由するルートがある。今 は、得体の知れない社殿（琢陣の地であるとして剛3昨

年(1997年）の 5月下旬、久しぶりに広河原か は戸の入金濫）が立ち感興をそぐ。南側の岩上に

ら国見岳に登り、杉の木谷へ下った。熊本か 立っと、見渡す限り緑の山講が連なり素晴ら

ら甲佐、砥用を経て、緑川ダム上流に高く架 しい眺めだ。下りは杉の木谷ルートをとる。

かる赤いアーチの内大臣橋を渡り、九州横断 途中キレンゲショウマの大群生地を通り、旧作業道に

林道（推婦道）に入る。南へ内大臣川を湖行しに 出てスギ林の急斜面を下ると、杉の木谷登山

約7. 5 報で対岸（右岸）に内大臣事業所跡を望む。口に出る0 ・・・酌2時間半、刊1時間半・・ （本田誠也）

国見岳（1739m)

矢部町、鮒、宮幌権鮒 5万国 ｛棚l
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市房山（1722m)

粘村宮崎燐耕 5万国 I村耐

市房山は山容が乳房を連想させるところか

ら、その名がついたと云われる。山域は四万

十帯に含まれる古い地層で、所調深山幽谷を

形成している。山頂からの展望は 360度に

わたり広闘で、九州の主な山々を一望する。

即ち、北は脊梁山地から祖母、九重連山、西

は阿蘇、南は霧島の山々が展望できる。南九

州随一の名山と云われる所以である。また中

世より 600年にわたり、山岳信仰の対象と

して崇められてきた。旧暦の 3月 1 6 日に行

われる市房神社の春祭りは、湯前に近い岩野

の生善院観音堂（猫寺）の春祭りでもあった

とか。湯前だけでなく球磨盆地一帯の善男善

女が「お岳さん参り j をした霊峰である。九

州脊梁山地一帯は1982年5 月 15日、九州中央

山地固定公園に指定されているが、市房山は

この南端に位置し熊本県立自然公園として、

多くの登山者に親しまれている。四合目（種融

800m）の市房神社よりの登山道は、四季折々

の恵みをたっぷり楽しめるコースである。早

春のマンサクの花にはじまり、ピンクの可憐

な花をつけるツクシアケボノ （'n1）、木々の若

葉が目立つ頃はツクシシャクナゲやミツバツ

ツジが山腹を彩る。秋はカエデやシロモジな
どの紅葉、黄葉と移り変わり、冬は霧氷の花

咲く純白の世界となる。植物の種類も豊富で

山麓よりカシ類、ユズリハなどの暖地性の樹

木からコウヤマキ、ツツジ類や南限とされる

マメグミ、高木帯にはモミ、アスナロ、サワ

ラなどの針葉樹が分布している。これらの森

の中はシカ、イノシシ、キクガシラコウモリ

などが生息し動物相も豊かである。また鳥類

は、山頂部のスズタケの中に茂る濯木林では

~ミこコ ー J
a ，駒市高「~

九州では珍しいメボソムシクイの鳴き声や、

コマドリの美声も聞こえてくる。山麓の渓流

では、日本三名鳥の一つオオルリの声が聞こ

えてくることもある。キャンプ場の登山口か

ら紛IIを渡り、樹齢800 年以上と云われる大
杉（市房杉）が並び立つ参道を登り、市房神

社を経由するコースが表登山道。山頂まで約

2時間半を要する。頂上から北の二つ岩へノ

コギリ尾根の縦走は難路で登山者も少ない。

市房山は熊本、宮崎県境の山であるが、熊本

県側は豊かな自然林が残されているのに比べ

宮崎県側は伐採跡の浸食がすすみ荒れた山肌

を曝している。登山時季のお奨めは 5月初旬

ツクシアケボノの開花の頃で、霧の中に浮か

ぶピンクの花は、たとえようもない美しさ。

「日本百名山j の著者、深田久弥氏は百名山

選定の際 「市房山も念頭にあった…個性のあ

る見事な山J と評している。 （石井久夫）
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烏帽子岳Cl692m)

泉村、 5万国 「棚、翻J

烏帽子という山名は数多い。而も全国に分

布している。烏帽子岳は全国で 4 1 山あるが

そのうち九州に 1 9 山もある。県内では阿蘇

の烏帽子岳と、九州脊梁のこの烏帽子岳の 2

山である。標高1692~ は1700~ に僅かにとど

かないが、県内では貴重な高さである。もっ

ともこれは三角点の標高で、東側にある最高

点は5～6~以上は高いようだから、或いはと期

待している。山名はその形状に由来するが、

この烏帽子岳は奥まった位置にあり見え難い

こともあって、烏帽子形と判別するのは難し

い。 かつて脊梁の秘峰と云われたこの山は、

一定の登路がなく、何れの方からも薮分けを

要するとされていた。古いガイドブックでは

「登頂するには那須越より尾根を薮わけして

達っせられる」または 「五勇の肩より薮分け 分で標識（久留米岬AC）を見る。これが第一登山

約3時間を要する」とある。近年は 「五家荘 口で、スギ林の中を烏帽子谷の水場へ下る。

から烏帽子谷に入る林道に入り、その終点よ これより緩やかな尾根を登り、雑木とスズタ

り薮分けして尾根に出て山頂に達すると割に ケの自然林に変わると巨岩に行く手を塞がれ

容易である」となった。平成3年に行われた る。巨岩を巻いて乗っ越すと平坦な尾根上に

全日本登山大会の際、県境主稜線の縦走路が 出る。シャクナゲの群生地を通りぬけると、

整備され、烏帽子岳登山のメーンルートにな やがて濯木に固まれた狭い山頂に着く。南側

った。熊本から砥用経由、二本杉峠を越えて の露岩から広い眺望が開ける。第二登山口は

国道445 号線を行き、吐合橋で左折して縦木 ’ 大きく二曲がりした上部の標識（KAC）より入

川左岸の道に入る。八八重（はちIiえ）から縦木本 る。谷を渡り尾根の上部で第一登山道と合流

谷の左岸を北上し、対岸に開持の集落を見る する。第三登山道は、林道終点から県境尾根

辺りから右折して、烏帽子谷に沿う林道に入沿いのスズタケの切り分け道を北上し、 I時
る。 これは少し上がった所に住居がある山本 間20分で五勇山との分岐に出る。左折して数

健吉氏の私有林道なので、立ち寄って入山の 分で烏帽子岳最高点を経て、山頂三角点に達

承諾を得るとよい。これより上部は路面が荒する。このほか、五勇谷側からモハチ谷を湖

れて一般車では無理なので、車を置いて歩く 行するルート、及びイタゴヤ谷から北尾根を

が林道終点まで約 1 時間はかかる。 この方面 登るルートもあるが、先年の台風被害で倒木

からの登山ルートは 3本あり、車止めから15 が多く可なり荒れている。 （広永駿一）
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上福根山(1645皿）

泉村、 5万園峨l

「平原の春はすでに老いた。しかし九州で

の高い山々は、つつじと石楠とで美しく飾ら

れているであろうと思うと、旅ずきな私はた

まらなくなって又山へ行くことにした…」と

竹内亮氏（繍帥会・脈銭）は『筑紫風景誌』の中

で書いている。 1924年（姐13年5月）竹内氏は先

ず市房山に登ったが生憎の雨、そして球磨川

から緑川へ長途の一人旅の足を踏み出した。

湯山から朴ノ木原を越えて古屋敷に下り、球

磨川源流を瀕って、石楠越から五家荘の久連

子に入った。翌日は雨で停滞。次の日も雨で

明けたが、意を決して出発した。岳の二軒家

から福根越に出たところで、縦木から牛を追

ってきた二人連れにあう。暗い雨の森をさま

よい上福根の山頂も踏まずに縦木に下った。

その頃、五家荘の久連子と縦木をつなぐルー しよう。熊本市から砥用町を経て国道 445号
トは、この福根越がもっとも近くて安全な道線に乗り、北から五家荘をほぼ縦断する。川

だったのである。上福根山は五家荘山地の最辺川にかかる清水橋を渡り、約6鴇で新しい

高峰、根張りの大きな堂々たる山容で、露払 観光施設「久連子の里」に着く。更に久連子

いに茶臼山(1446 t;）、太万持ちに山犬切 川の上流へ進むと民宿「久連子荘J がある。

(1621 蒜）と見立てると、五家荘部屋の横綱 その先 600なほどで平岩の大橋、ここに車を

の風格十分というところである。登路は前述置く。橋を渡らず 500な直進すると左側に新

の久連子と椎原、縦木（）I旧梢）の三つがある。 道登山口がある。約30分で作業小屋、目印の

縦木・八八重からの林道川口線ルートは、山 赤テープを探しながらジグザグの道を登ると

犬切南側の峠(1510 伝）まで車で行けるので 岩宇土山上部の鞍部に出る。右折して林道に

もっとも楽であったが、途中の道路崩壊のた 出たらそのまま薮道を登り、石楠花林に入る

め当分は使えそうにない。また椎原から作業 と程なく山頂に達する。謹木に固まれた山頂

道を登りヒガクレ谷、フクネ谷を経由するル から展望はないが、東側の小鞍部からは北側

一トも、第二造林小屋から先は薮が酷くて時 の展望が開け、遠く阿蘇、九重の山々まで望

聞がかかる。久連子から岳（附）を経て、縦木 むことができる。岩宇土山(1347 ~A:）ルート

越（福蝉）を越えて行くルートも、薮化が進ん は民宿の上部から尾根に取り付き、石灰岩地

で手ごわい。それで私が最近歩いた久連子か帯を東へ登り、久連子鍾乳洞を経て岩宇土山

らの新道（苗コース）と岩宇土山ルートをご紹介 を越え、新道に合流する。 （広永峻ー）
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白鳥山C1639m)

泉村、棚 S万国 I側、醜j

白鳥山（しらとりやま）は、地図には山名の記載が

ないが、九州脊栗山地のほぼ中央に位置する

高山である。山名の由来は「平家伝説」に係

わるもので、平重盛所有の「白鳥毛之鎗」を

平清経が受け継ぎ、この山中に持参したから

と云われている。山麓の縦木に白鳥神社、久

連子には白鳥大明神がまつられているが、係

わりあるものと思われる。天草代官所の役人

内藤子興の天保 7年の巡見記「五箇荘紀行」

に次の一文がある。 『此村（雇紺）に白鳥撮、

烏帽子議等の高山あり。白鳥嶺は昔平家の落

人、初めて分け入り隠れ住みたるところにて

今に矢の根などあるよし。五ヶ庄にては神山

のごとく尊敬する』とある。多分この白鳥山

を指していると思われる。広い台地状の山頂

部にはブナ、サワラ、シオジ、ホオノキ、イ 越えるが、椎葉側へ800 なほど下った所に白

チイ、マユミ、ツガ、カエデ、ヒメシャラな 鳥山唐谷登山口(1330 な）がある。 「平家残

どの自然林が茂り、御池と呼ばれる湿地帯や 党左中将平清経住居跡」と書かれた標柱がた

石灰岩が乱立するカルスト地形も見られる。 つ御池洞分岐まで、約40分の登り。途中、杉

また中央部には、古い人工林と見られるアス の大木の下から湧水があるが、これが唐谷の

ナロの林もある。深い原生林の林床にはヤマ 水源。分岐から御池まで10分、山頂まで20分

アジサイ、キレンゲショウマ、ヤマシャクヤ 足らずで行ける。従来最も多く利用されてい

ク、ミカエリソウの群落が広がる。腐葉土層 た、林道川口線ウゲトノ谷ルートは、平成7

が厚く自然倒木も多いため、ナメコ、ムキタ 年に途中の道路が崩壊して通行不能になって

ケ、ブナハリタケ、ブナシメジなどキノコ類 いたが、今夏（8~）修復見込みとのこと。ウゲ

も豊富である。 2等三角点が置かれた山頂は トノ谷入口から10分ほど、谷沿いの平坦な植

謹木に固まれて展望はないが、豊かな森のプ林地を歩く。自然林に変わり約10分で二本杉6

ロムナードは山上に在ることを忘れさせる。 ここから左折してジグザグの急坂を登る。約

登路は昭和62年春開通した峰越林道（臥ー蹄） 20分で白鳥越えの稜線に出て右折する。自然

の椎葉側（東倒）から、唐谷を登るルートが一番 林の中のなだらかな登り約20分で山頂に達す

近い。五家荘の縦木（心唾）から林道川口線を る。途中、左手にドリーネ状の石灰岩の窪地

行くと、途中で左へ峰越林道を分ける。この を見る。このほか、ウエノウチ谷を湖行する

峰越林道は九州脊梁主稜線の峠(1510 :A: ） を ややハードなルートもある。 （広永峻ー）
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高岳（ 159 2 m) 

ーの割・綱、回国「織J

‘丸州本島のほぼ中央部に位置する阿蘇山は

までもなく火の国熊本のシンボルであり

も高岳は九州の岳人にとって心のふる里

った。阿蘇山は、約30万年前、先阿蘇

が活動を開始し、約8万年前までに4

~.，噴火により巨大なカルデラができ、その

回路油断3の中央には、東西方向に中央火口

広まれ絶え…く噴煙をあげ今
の時を重ね続けてている。

？ さて、阿蘇山の登山は、最初中岳火口を神

とした山岳信仰の山として、古くから行

の難行・苦行の行場として始まり、その

光登山が近代スポーツ登山に継承され

きたと言ってよい。特に、高岳は深田久弥

日本百名山にも数えられ、登山を目指す望むと、急峻な岩壁と岩稜に固まれて蛇立す

は、本格的な岩壁登撃、輸谷での遡行、 る鷲ガ峰、虎ガ峰の偉容は、近寄り難い迫力

スクライミングなどの高度な登山技術を をもって迫る。稜線の南側には赤ガレ谷、鷲

るルートから、花見登山や一般ルートかガ障から東方に派生した竜ガ峰の西側には松

山など、あらゆる登り方に応じたフィ ガ尾谷、東側はツベツキ谷が深く切れ込みな

ドを提供してくれる山である。 がら鷲ガ峰、高岳東峰に突き上げている。

、最も多く登られているルートは、仙 この北尾根は、昭和4年9 月、 JA C熊本

（通称パカ尾根）で、上部は急峻な岩支部の創設者である北田正三氏等によりトレ

山になるが、取付点の仙酔峡から 2時一スされ、昭和 1 1 年頃までにはヴァリエー

か吋ればゆっくり登れる。また、同所か ションルートもほとんど開拓された。阿蘇の

中岳を回るコースが一般的で、天気さえ 岩場は、溶岩と凝灰角礎岩が互層して脆く、

れば誰にでも安全に登れる。 6月初めの阿蘇での山岳遭難事故の大半はこの地域に集

キリシマの頃は、日ノ尾峠からの登山 中している。以前は九州唯一の本格的な岩場

めしたい。西側の砂千里から、中岳をであって、休日は丸刈各地から登山者が集ま

る荒々しい火口荒原のルートもよい。 り順番待ちを余儀なくされる程の盛況であっ

、天狗の舞台から北方に派生する北尾たが、近年は、各地の確りした岩質の岩場に

ルートが開かれ、それなりの技術を要する阿

で何の変哲もないが、仙酔按方面から 蘇の岩場に取りつく人は少ない。（工藤文悶
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湧蓋山(1500m)

小田町、効即虚町 5万国 ［宮原l

九重山群の北西に、その秀麗な山容で孤高

を誇る誘蓋山は熊本県（小国町）と大分県（it訓）

の両県に跨っており、小国富士もしくは玖珠

富士と呼ばれる典型的な円錐火山である。そ

の山麓には岳湯（f:lt hi的反湯（Iiげんゆ）筋湯（すじゅ）

癖癖揚（ひぜんゆ）など多くの温泉を湧出し、山麓

一帯は既に植林地となっているが、中腹には

豊かな自然林が残っていて、美しい新緑や紅

葉を楽しむことができる。また広い範囲に牧

野が拡がり、山頂一帯も草原となっていて、

これらの牧野や草原では、夏から秋にかけて

マツムシソウ、リンドウ、ギボウシ、ヤマユ

リ、カワラナデシコなどが咲き競う。例年5

月の最終日曜日に山開きが開催され、訪れる

ハイカーも多い。その頃は中腹より山頂にか

けて、 ミ ヤマキリシマが一面に開花する。 となるが、尾根を登り詰めた所に、牧柵の出

登路は熊本県小国側の依湯より、また大分県 口がある。ここから樹林帯のコザサの踏跡を

九重町の筋湯や地蔵原などのコースがあるが暫く辿ると、先程の林道と出合う。林道を右

此処で凶依湯からのコースを紹介する。国道へ 300蒜程行くと登山口に達する。カラマツ

57号線またはミルクロードを経由し、国道 2 が混じる樹林帯の山道を、ササをかき分けな

12号線で小国町へ出て、右へ国道 387号線に がら登ると、やがてアセビやウツギ、リョウ

入り、堀田より右折してぷ湯温泉に至る。こ ブなどの謹木帯となり一面に視界が開ける。

の車道は更に湧蓋山の西側中腹の登山口へと 広い草原の急斜面につけられた一直線の道を

続いている。政湯の旅館の奥にある温泉付き 登る。そこかしこにミヤマキリシマの群落を

のキャンプ場を左上手に見ながら、右へカ一 見るうちに、南からの湧葦越の尾根が迫り、

ブし橋を渡った所に、数台は駐車できるスべ南北に長い山頂の一角に到達する。

ースがある。さらにバンガローの横を通ると ここまで登り 1 時間45分、下り 1時間15分。

道は三分する。中央の道は牧柵があるが、左小国側、九重側に夫々石の詞が置かれた山頂

の林道を直進しても、中央の牧柵を越えても からは、遮るもののない 360度の大展望が楽

枝尾根が違うだけで登頂できる。左の林道を しめる。北に由布岳、南に阿蘇の山々、東に

直進すると道が左へカーブした所に駐車スペ は九重連山が指呼の聞に横たわる。また西側

一スがある。ここで林道と別れて酒谷沿いに は瀧木帯の彼方に、ゆったりとした山容の万

登山道を登る。やがて右の稜線へ向かう急登年山を望むことができる。 （神谷平吉）
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湧蓋山0500m)

小田町・城県九重町 5万国 「宮原j

湧蓋山（が悦ん）は九重山群の西北端にあり

小国町と大分県九重町に跨る独立峰。美しい

円錐形の山容は、見る方角から小国富士、あ

るいは玖珠富士の名で親しまれている。山名

の起こりは「蓋J をしたら温泉が「湧j いた

と伝えられるほど、裾野のいたるところに岳

湯、‘政湯 ひぜん湯、筋湯など多くの温泉が

湧き出ている。中腹まで樹林に覆われている
が、上部は草尾根の急斜面でLいくら登っても

頂上が近づかない。 そのかわり山頂に立った

時の喜びは大きい。 視界を遮る樹林もなく展

望は雄大。地蔵原、飯田高原などを眼下に、

九重連峰をはじめ由布岳、万年山、津江山地、

阿蘇の山々など 360度の眺めが広がる。南北

に長い山頂の小国側と玖珠側には、 夫々石岡

がまつ られている。 しかし正確に云うとこの 山に向かう。 ゆるやかな起伏の大草原が続き

山頂部は県界ではない。地図で見ると 3等三 眺めを楽しみながら歩く 。所々にミ ヤマキリ
角点が置かれた山頂から、西へ水平距離にし シマの群落があり、春ならばハルリンドウ、

て300mほど下った辺りに県境線が通っている キスミレなとoの可憐な花lこ心が弾む。みそこ

とは云え、小国富士の名もあることだし県内 ぶし山0296m）を下ると、なだらかな草原の

の山と思いたい。登路は小国町側から政湯コ 濁蓋越。右にひぜん湯へ下る道を分け、左折

ース。九重町側からひぜん湯コース・ みそこ して樹林帯を湧蓋分かれへ。ここから女岳へ

ぶし山コース、地蔵原コースなどがある。私 の急坂となる。 草原の登りが長いが、やがて

が初めて湧蓋山に登ったのは1977年の夏、前女岳Cl425m）に着くと頂上はもう目の前あと

日パスで小国町の宮原まで行き、ここでパス 一息だ。広い山頂では初秋だとキオンの群生

を乗り換えて終点の岳湯で下車、その夜胤亥が見られ、 マツムシソウ、ホクチアザミ 、キ

湯に一泊した。翌朝早く林道、牧野を抜け西 リシマ ヒ ゴタイなども咲く 。 標高差が750m も

にのびた尾根を一直線に登った記憶がある。 あるぷ湯コースは下山路にするとよい。草尾

最近は車で行くので、みそこぶし山コースを 根の急坂を下りきって樹林帯に入ると、カラ

登ることが多い。 瀬の本から猟師山の裾を西 マツ林を抜け程なく林道にでる。そのまま牧

へ廻り込み、北上すると八丁原地熱発電所の 場を下るが、秋ならシラヒゲソウに会えるか

手前に登山口がある。眼前の一目山(1287m) もしれない。再び林道に出て暫く下ると政湯

はほんのひと登り、ここから北のみそこぶし に着く 0 .”酌 2時間半 刊 1時間半－”（鶴田佐知子）
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天主山Cl494m)

畑、 5万回 ［捌j

天主山とは日くありげな山名だが、その由

来は 「熊本の山J ”鮮日噸離骨・によると（矢部

町相藤寺地区にあった愛藤寺城とかかわって

いる（帽）キリシタン大名小西行長が宇土を中

心として南肥後を領地とした際、城代として

結城弥平次を派遣していた（中略）矢部地方には

在籍16年となっているが、 1599年には神父一

人が愛藤寺城の教会に住み、関ヶ原直前には

信者4000人を数えたともいう（哨）この山城か

ら結城らは山地を眺め暮らしたと想像される

が、その山の一つが天主山。 「ゼウスの山」

として崇めた）とある。現在の国土地理院の

地図では天主山だが、かつては山名の記載が

なく地元では内大臣山と呼んでいた。上益城 下a、込 ・ • I ・ I • 

郡誌によると「東南関には内大臣山時栄とし てJ切歩~苛初手
て聾え高さ 1494米に上がり J とある。緑川の 殆ど使われていないため、踏跡も不確かであ

支流、内大臣川の奥にはかつて矢部営林署内 る。早春のある日、比高差 900事余のこのル一

大臣事業所が置かれていた。その脇から右の トに挑戦してみた。熊本から甲佐、砥用を経

小谷を上がった森の中に小松神社がある。小 て赤いアーチの内大臣橋を渡り、内大臣川沿

松内大臣・平重盛を杷った神社で、ここにも いの椎矢林道に入る。西内谷の吐合いを過ぎ

平家落人の哀話が伝えられている。古くはこ ると、すぐ対岸に「こどもの森J の大きな看

の小松神社が天主山（内大刷）の登山口になって 板が見える。内大臣事業所跡だ。小松神社入

いたが、椎矢林道ができてからは、椎矢峠 口の標識もある。橋を渡って歩き出す。 10分

(1460 伝）に車を置き、東側から大きく迂回 ほどで水路を渡り、 30分でプナ、トガの巨木

して登るようになった。峠から三方山林道を に固まれた小松神社についた。そのまま谷を

約 1. 8鴇で務1itT<1578 な）の分岐。左折して 登り詰め、約 1 時間で上部の林道（動1100な）
暫くで尾根の南から北側をからむ山道となり に出た。南へ 100：..；の所に青いトタン匡根の

山頂に達する。途中自然林の林床では、季節作業小屋があり、その左脇から小道が上に延

にはヤマシャクヤクの群生、ヒゴイカリソウ びている。スギ林の中を天主山北側の鞍部を

の花などを見ることができる。往路も帰路も 目指して登る。鞍部から薮が被り消えかかっ

約 1時間半を見ておくとよい。 2等三角点が た踏跡を辿る。小岩峰を越えると見通しのよ

置かれた山頂は自然林に囲まれ、静寂だが展 いブナ林となり、椎矢峠からの道と合流して

望はない。一方、小松神社からの山道は現在 ほどなく山頂に着いた。 （広永峻ー）
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京丈山Cl473m)

雇用町、鮒、浦町 5万回 I蹴j

九州脊梁山脈の盟主、国見岳（おおぐるみ）から

西に派生する京丈尾根の中程に、京丈山（きょう

のじようさん）がある。主尾根はさらに西へのびて

雁俣山(1315m）二本杉峠を経て白山（1073m)

を終端とする。また京丈山から北へ派生する

尾根は北東と北西に分岐し、それぞれ干間山

(1068m）目丸山(1341m）と、茂見山（あざみやま）

洞が岳（997m）のピークをもたげている。広義

には、これらの山々も脊梁の範囲に入れる人

もいる。それは京丈尾根が県内の大河、川辺

JI IC糟Ill）と緑川の分水嶺になっているからで

あろう。また京丈山の山域は砥用町、泉村、

矢部町の三ヵ町村に跨り、山頂がその境界点

になっている。この山も山腹は殆ど人工林に

変わり、自然林は稜線近くと僅かに谷沿いに

残っているだけとなった。しかし、ゆったり の中の尾根道を抜け急斜面をー登りで、京丈

と広い尾根の上にはブナ、ツガ、モ ミ 、カヤ 山主峰北側の鞍部に着く。密生したスズタケ

カエデなどの巨木が高々と枝を広げ、往時の の中を南進するとブナの木が現れ程なく山頂

面影を色濃く残している。また山頂台地には である。登り 1 時間20分、下り 1 時間も見て

カタクリなどの貴重な花の群落があり、季節 おけばよい。南面のワナパ谷ルートは、昭和

には一斉に開花して登山者を誘う。京丈山の 58年頃、葉木の民宿「平家荘」 の松岡さんほ

登路は幾っかあるが、現在では北面の柏川林 かの方々のご努力により開通したもので、ワ

道（砥用町）からのルートと、南面のワナバ ナパ谷入口から水流のある谷、スギ造林地、

谷（耕五組蘇）からのルートがよく利用されて 原生林とスズタケの尾根、林床にカタクリの

いる。いずれも案内標識などは少ないが、よ 花が開く山腹の道など、長いが変化に富んだ

く踏まれた道でルートさえ間違わなければ、 コースである。登り 2時間半、下り 2時間を

薮漕ぎすることもない。どちらも取り付き点 見込むとよい。樹林に囲まれた頂上からは僅

までは、車を利用することになる。最短コー かに北西方面、緑川ダムと熊本平野の一部が

スは北からの柏川ルートで、登山口は林道を 望見できる程度である。京丈の山名の由来は

6Kmほど上がった所で、小谷を渡る橋の手前 よく分からないが、矢部町牧野にある「京の

に廃屋になった作業小屋があり、それを目標上女の碑j にまつわる平家の落人伝説と関係

K行けばよい。小谷の左岸沿いに暫く行き、 があるのだろうか。昔から深い山の代名詞の

右側の尾根のジグザグの急坂を登る。自然林 ように呼ばれていた山で、ある。 （池崎浩一）



根子岳(1433皿）

一の宮町、掛町5万国 ［崎山j

根子岳は阿蘇五岳の中で一つだけ離れてお

り、寝大仏の顔に当たる独立峰である。木の

根っ子の形をしており、どこから見ても同じ

形をしている。東西の方向に鋸歯状に侵食の

激しい岩峰が連なり、中央に最高峰の天狗岩

(1433 ~）が聾え、それに東峰0408 な）、西

峰(1394 ~；）が続いている。登路は幾つもあ

るが、どれも急峻で崩壊が進み落石による危

険もあり、厳しいルートである。 一般ルート

としては、宮地からのヤカ夕方、ウドルート、

上色見からの東峰ルートがある。天狗岩頂上

へは途中に岩場があり、昔は鎖がかけてあっ

たが今は錆び落ちており、ザイルがないと危

険である。また、天狗から東峰へは痩せ尾根

で両側が崩壊しており、一部では尾根上は通

れないため、高巻きが必要である。季節によ 30分も進むと谷も明るくなり、やがて「天

り新緑の頃のミヤマキリシマ、キバナシャク 狗ガ水」 に出る。ここから竿河原のガレ場に

ナゲ、イワカガミと秋の紅葉をお勧めする。 足を取られながら登ると尾根に移る。胸を突

西峰ルートは崩壊が激しく、岩登りの技術と く急坂で濯木に掴まりながら登ると、天狗岩

ザイルなどの用具がないと行けない。天狗岩東側の鞍部「天狗のコル」に着く。コルから

は南北両側とも切れ落ちた垂壁で、ロックク 南側を覗くと地獄谷に垂直に5Q~jj; も切れ落ち

ライミングができる。ここでは北面の宮地か ており足が掠む。これから頂上の天狗岩は熟

らヤカタガウドのルート、南面の上色見から 達したリーダーとザイルが必要だ。ここで往

東峰ルートについて紹介する。 路を折り返すか、東峰へ縦走してもよいが、

（ヤカタガウド・ルート）従来は天狗岩に直痩せ尾根の一部に崩壊した所があり、要心す

接登れることから、もっともポピュラーなル ること。東峰へは約40分で縦走できる。

ートとして利用されてきた。昔は宮地駅から （上色見から東峰ルート）地獄谷避難小屋か

1 時間半も歩いたものだが、今は日の尾峠ま ら、草尾根の急坂をダイレクトに登る。東峰

で道路が整備されたので、登山口まで車で行 直下の「ワクド岩」で九重、祖母方面の展望

ける。登山口の駐車場から草原を 30分ほど が開ける。 2等三角点がある東峰からは360

進むと、石のゴ．ロゴロした谷に入る。谷が狭度遮るもののない大展望。間近い天狗岩の岩

まり両岸が切り立った中を登る。途中に小さ 壁は迫力があって凄い。帰路は箱石峠へ下つ

な滝が二つあるが、左岸を巻いて越える。 て国道265 号線に出てもよい。 （加藤功一）
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白髪岳(141611)

職事I村 5珊 「畝藤J

白髪岳は人吉盆地の南部、熊本・宮崎両県

境近くにあるが、山域は県境線上にはなく全

体が県内（臓器，_tf.j) の山である。何処が頂上か

分からない広い台地状の山頂部一帯は、九州

でも数少ない自然林が残り、 「白髪岳自然環

境保全地域J に指定されている。山域の東側

には北の人吉盆地へ向けて、球磨川の支流免

守~lが流れ、西側は川内川の源となる深い拘
留孫渓谷を刻んでいる。 一等三角点の本点を

置く白髪岳山頂は、謹木に囲まれて残念なが

ら展望はない。しかし10皿ほど南側の伐採跡

からは、肥薩県境の山々や霧島連山の眺望が

よい。天気のよい日には桜島、開聞岳も遠望

できる。登山道の途中（Ii脚糊前600m）に、雨乞

丈0・切郎 rt回t•)J十会 台彰五

歪窓La－－消仰い 〆吾首趣旨、
, , 

主・・ちみ尋吉

宮町斗W

S景いの神として古くから里人が尊崇する 「三池

神社」がある。名のとおり付近に三つの池が状花を見せてくれる。最近では山域のいたる

あるそうだが、深いスズタケの中にそれらし 所に林道が延び、僅かな保護地域を残して尾

い窪地があるだけである。かつては祭日など 根近くまで伐採されスギ、ヒノキの造林地に

「お岳参り J の人々が山道を登ったそうだが なっている。登山は、上村から榎田林道を通

現在は毎年秋季に、地元の上村主催の「フ ァ り、温迫峠（ぬ（みきこ）手前の標示板から山道に

ミリーハイキングJ が実施されている。白髪入る。ひと登りで猪ノ子伏(1233m）そして三

岳の植生は、標高1300m 以下ではモ ミ 、ツガ 池神社を経て山頂に至るのが一般的である。

林、 1300m 以上ではブナ林が優先している。 登り 1 時間半、森林浴をしながらゆっくりだ

このブナ林は、我が国分布の南限に近く貴重 と 2時間弱、下り 1 時間を見ておけばよい。

なものである。ブナの森の豊かな恵みを受け 山道では、シカの採食跡や「角擦り」跡など

て、土壌微生物から昆虫、鳥類、晴乳類と食 が随所に見られる。また夏はコパイケイソウ
物連鎖を通して貴重な植物相、動物相が育ま の白い花、秋はブナやカエデの黄葉、紅葉、

れている。例えば小鳥やノウサギなどを捕食 そして冬は純白の霧氷に飾られた自然の美を

するクマタカの生息が見られ、或る秋の日に 満喫することができる。因に今西錦司先生は

山頂の上空を上昇気流に乗って悠然と飛期す 「1500山のしおり」によると、 1949年（昭24)

る姿を目撃したことがある。また130伽辺り 12月に登っておられる。多分その頃は上村の

め登山路で、は、九州では珍しいコパイケイソ の山麓から歩かれたと思うが、 幸島のニホン

ウ（ユ1）科）の群落があり、夏季には真っ白な総ザル調査の頃のことである。 （石井久夫）
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大金峰(1396皿）小金峰(1377m)

鮒・五組 5万国 ［酬j

九州の真ん中を貫く脊梁山地は、熊本県と

宮崎県を分けている。その熊本県側の中央部

は球磨川の支流、川辺川の源流域をなす山々

に固まれた五家荘である。かつては秘境とい

われた五家荘も、今では国道が通じ林道が整

備されて開発が進み昔日の面影はない。この

五家荘のほぼ中央部に、北から南へ大金峰山

地が連なる。大金峰は 「ダイキンボウ」では :. ~t ／－－一司
なく 「オオガネミネ」 と呼ぶ。同じく小金峰 、 いぞ？ ＼一一

、 1 ； ー剖.V'¥ｷilfi 

は「コガネミネJ である。古い八代郡史には グみ＼賞、、d時唱法L
快勝J 「小鐘峰」とある。昭和 30年代 河ど『，、、あ、／重
までは砥用町の早楠から二本杉へ登る七郎次 ！ ／袖 I ¥ \ti/.f ミぷレl!
官林の山道があったが、林道が開通し砂防ダ ノ ヘ E 大地~'r宮－－·・

:' p、 •I nr岨~lll’構

ムが出来たりして昔の道は消えてしまつた。 岬曜P 1¥ 1/ :r 檎魚＼ 、
砥用町から車で約30分、ジグザグの狭い、舗 －、～ j与露,I~ 司 l l? ' ; I 
装道路を上がると正面に雁俣山の双耳峰が大 クマザ、サの登路の左手に大金峰山頂への分岐

きく迫る。ほどなく 二本杉の展望台に着く。 路がある。 5 ～ 6分でヒノキ造林地に固まれ

ここからの眺めは、北方に広がる熊本平野と た展望のない頂上に着く。小金峰へは先ほど

遥かに雲仙、阿蘇、九重の山々を見渡せて素 の分岐路を直進する。 「福根」 と I攻」 への

晴らしい。展望所をあとに少し行くと二本杉分岐路までは緩やかで快適な下り。ここから

峠の広場に出る。右手に地名の由来になった 小金峰まではさらに 1 時間はかかるが、尾根

が今は 1本しかない杉の大木が立っている。 筋には少しではあるがブナ、モミ、ホオノキ

広場の前には一頃、民宿もやっていた東山商 カエデ、ツクシドウダン、ネジキ、イヌツゲ

店があり、シーズンにはヤマメの塩焼きなど， シャクナゲなど自然林が残されていて、心が

を販売している。ここに来て眼前になだらか 和む。朴の木部落への分岐路付近には小さな

な稜線を曳いた大金峰を望見できる。峠で道 水場もあるが、この辺りから道は狭くなりや

は二分され、右は釈迦院を経て泉村の柿迫に がて左手に小金峰山頂への入り口が現れる。

下る。直進すると五家荘の中央部を五木村へ狭い山頂だが南側の眺望が素晴らしい。眼前

至る。この立派な舗装道路を暫く行くと右手 に五家荘最高峰の上福根山、南東に九州脊梁

に西の岩地区への林道を分ける。この道を約 の白鳥山、烏帽子岳、五勇山、そして主峰の

100 mほど‘進んだ所が大金峰登山口。九州 国見岳がずらりと並んで見渡せる。頂上を後

自然歩道になっており、よく整備されて歩き lごして朴の木への急坂を下り、樽水部落を経

やすい。約 1 時間も登ると、少し狭くなった て川辺川を渡ると国道に出る。 （松本莞爾）
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目丸山Cl341m）ー

矯町、 5凋 ［醐J 2. 5Jj目 「麟l

目丸山を眺めるには、緑川ダム上部の菅野

からがよい。その名の由来と伝えられる丸い

目（目玉）の形がはっきりと見える。目丸とは、

青石、西尾、金地、出野、屋敷、黒谷などの

集落の総称である。日丸山登山の魅力はアプ

ローチが適当であり、 1 時間半も見ておけば

静寂な原生林の山頂に立つことができる。

毎年5月上旬頃には、春の妖精カタクリの花

が平らな山頂一帯に咲き誇る。また秋には茸

（ナメコ、ムキタケ、エjげはど）も多く、紅葉を踏み分け

鹿の声が聞ける深山である。但し、鹿の声は

狩猟の解禁と同時に聞こえなくなる。この自

然は、西内谷の伐採が遅れたことと、京丈山

への尾根道がないことが、幸いしていると思

われる。目丸山の登路は、緑川本流にかかる

内大臣橋を渡り変則的な四差路を右へ入る。 伐採用の小屋跡に出る。錆びたワイヤーが往

1. 3 キロで左上に白糸第三小学校を見る。さら 時を偲ばせる。これより 10分ほど明るい二次

に1. 4 九で、目丸山案内板があるところから 林の中を歩く。大尾根の急坂を登ると 1280な

左折する。西尾集落に入ると3. 5 九地点に分 の鞍部に出るが、左すると尾根末端の孫岳山

岐があり右をとる。やがて青石集落に入り、 頂に至る。但し踏跡は不確かである。右折し

5. 7 九地点で民有林道になる。 7.6 九地点に て風倒木を巻き、原生林の中を少し下る。 左

「希望の森」 (1996.11) があり、 7.9 九地点 にコザサの斜面を見ながら緩やかに登ると、

には西南の森（僻醐ロ寸リクうプ 1997.3）がある。 ブナ、ツガ、カエデの大木が茂る目丸山の平

峠を越えた辺りの杉林の中に「自然を大切に らな頂に辿り着く。山頂近くまで、伐採が及

しましょう」の大看板が見え、ここが登山口 んでいるのを見るのは寂しい。 5月のカタク

である。駐車スペースはその先に数台は置け リの花も、昔を知る人は半誠したと嘆くが、

る。杉林を抜けると左にソマ道があり、やが 昔を知らない私たちは、 今でも素晴ら しいと

て右へ上がる道を辿る。モミ、ブナ、シキミ 思う。時折り京丈尾根の主峰、京丈山へ縦走

などの自然林の森で気持ちが休まる。 この辺する人を見かけるが、尾根筋の薮分けが大変

りは秋の茸、鹿の声、沢の水音と深山の雰囲 だと聞いた。かつて目丸山は、奥山の代名詞

気が高まる。 20分も歩くと急坂となり 1162~ のように呼ばれたそうだが、今でもその片鱗

のピークに達する。 プナ、ヒメシャ ラ、ナラ は伺える。私の好きな山の一つである。

等の大木の林を左に折れ、登山口より 40分で （広永峻一）
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阿蘇・烏帽子岳(1337m)

長田村 5万国 rfi1露出j

阿蘇五岳（中央火口丘）の一つ。周囲128

キロに亘る阿蘇カルデラの中で、唯一の一等三

角点の山である。山名はその形状に由来する

と，思われるが、全国で烏帽子の名のつく山は

多い。試みに［日本山名辞典」で拾って見る

と 6 7 山もあった。熊本県には九州脊梁山地

に、もう一つの烏帽子岳(1692m）がある。

山名は、ある方向から見た形が烏帽子に似て

いるところからつけられたと思うが、その昔

この周辺の古坊中に西巌殿寺の奥院があり、

多くの伽藍が建ちたいへん栄えた頃があった

そうだ。烏帽子の着用は奈良時代まで遡るの

で、その頃からの呼び名であると思われる。

見る人によって違いはあろうが、私は若い頃

幾度か歩いた地獄潟泉への道すがら眺めた、

南西側の鋭角的な山容が、それに最も近いよ る。ただし厳冬期の烏帽子岳は、その位置か

うに思う。 一等三角点の山だから眺望はよい らも、時に烈しい風雪に見舞われることがあ

し、また何処からでもそれと指すことが出来 る。 一瞬にして厳しい冬山に転ずることもあ

る。烏帽子岳の景観を語る時、北側の山腹に るので、細心の注意が肝要で－ある。

広がる「草千里ヶ浜」の存在を忘れてはなら 今は北側の杵島岳の東麓に人工スキー場があ

ない。これは烏帽子岳の側火山として活動し るが、かつては烏帽子岳の北面の山裾が熊本

た二重火山の跡と云われている。この二つを の人たちにとって、最も近いスキーゲレンデ

セットにした風景こそ、阿蘇を代表する景観 であった。熊本支部、初代支部長の北田正三ー

である。草千里側の穏やかな牧歌的な山容に r 先生も、愛用しておられたのを思い出す。

比べ、東から西へかけては烈しい浸食作用で 昭和 53年 4月、日本 1 5 0 0 山登頂を目指

険しく急峻な姿を見せている。登路は草千里 していた今西錦司先生（故人元日本雌銭）が、この

ヶ浜を抱くようにのびた二つの尾根、北東ル 山を訪ねられた。熊本支部会員が同行しご案
一トと北西ルートの 2本がある。いずれをと 内したが、山頂ではタオルの鉢巻きをした先

っても 4 0分足らずで山rnにたつことができ 生が、細い杖を振り上げて 「ヤッホーj を三

る。水蝕で表土が洗われて歩き難い所はある 唱された。終わって缶ビールでの乾杯、と恒

が、ミヤマキリシマ、イワカガ： 、 マイスル 例の山頂のセレモニーを終えた先生の満足そ

ソウなどが群生する草尾根である。途中も山 うな笑顔。烏帽子岳での忘れがたい思い出で

頂と同様、遮るもののない展望に恵まれてい ある。 （西沢健一）
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雁俣山(1315m)

鮒、醐町 5万国 ［醐j

下益城郡砥用町と八代郡泉村に跨る九州山

地の山。臼杵八代構造線（断層）の急崖上

に突出する山の一つで、山頂一帯には古生代

の火山岩系堆積岩を載せる。双耳峰の山容が

雁股の鍛に似ているところから命名されたと

云う。自然林が残る林床には、カタクリの群

落もあり貴重。北西の季節風を受ける厳冬季

には山頂一帯が霧氷に飾られることもある。

九州の中央部にある脊梁山地は「九州中央山

地国定公園」に指定されているが、西側内縁

部一帯は、雁俣山を北端とする「五木・五家

経県立公園」となっている。雁俣山の一般登

路は二本杉峠Cl118m）からだが、現在は砥用

からこの峠を越えて五木、人吉まで国道 445

号線が通じている。かつては五家荘から里に

出るには「僅かに隻脚を容るるに足るのみJ いるが、北面は開けて緑川が蛇行する熊本平

止云われた険路を峠越えして、七郎次官林を 野、西山三山と遥かに雲仙そして阿蘇、祖母

下り砥用に出たものであった。峠の茶屋（馳自 の山々まで一望できる。また頂上周辺にはア

店）の横から東へ向かう山道に入る。左手に雁 セビやミツバツツジ、ヒカゲツツジなどツツ

俣山の山頂部を眺めながら、 15分程で黒原へ ジ科の植物が多い。二本杉峠からでは物足り

の分岐路に出る。この道の辺に以前はよくヤ ない向きには、砥用町側からの北尾根コース

マシャクヤクの花などを見かけたものだ。な をお勧めする。早楠から東側の黒茂集落へ越

お黒原の一軒家は今は無人となり、谷内へ下 える林道を行き、峠から南へ約 2Km、比高差

ったと聞いた。分岐路を左折し、双耳峰の 660mの急峻な尾根を登るもので、所要約3時

低い方の山腹を巻いて原生林の山道を行く。 問。この正面から登るコースこそ、雁俣山が

近年の台風被害で倒木も多く、やや道が荒れ本来持っている山の大きさ、険しさを体得で

ている。モミ、ツガ、カエデ、ヒメ シャラ、 きるものと思う。このほか「熊本里山紀行」

ナッツバキなどの森の下蔭は、一面のスズ舛（鮮日日新耐刊）で紹介された、古女古女印（翻度ベテ

だが、春季には林床が開けた祈ではカタクリ ラン向き）の津留から七郎次の谷を湖行する沢登

の花を鑑賞することができる。雁股の鞍部か りコースがある。 これはバリエーションルー

ら木の根、岩角を掴む急登だが程なく 3等三 トであり一般的ではない。 しかし見かけほど

角点の頂上に着く。登り約 1時間を見ておけ 単純ではない、雁俣山の懐の深さを体感する

ばよい。東西に長い山頂部は濯木に囲まれて ことが出来るコースであろう。 （丸尾龍一）
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仰烏帽子山(1302m)

糊五柑、融村、岨村 5万園 I醐j

人吉市の北、約18鴇に位置する仰烏帽子山

は、五木村、相良村、山江村の三村に跨り、

人吉盆地を挟んで鼎立する市房山、白髪岳と

共に球磨の三山として有名である。山名はそ

の形状に由来すると思われる。なお、全国に

烏帽子と名のつく山は多いが、仰烏帽子はこ

の山だけである。地元ではノケボシまたはた

だホ、シと呼んでいる。山頂一帯や尾根筋、谷

筋の一部ではまだ自然林が残っているが、そ

の外は伐採、植林がすすみ、豊かな自然が失

われつつあるのは惜しい。近年最も登山者が

多いのが北側、五木村の元井谷ルートである

が、この谷を横断、或いは接近する林道造成

に対して、フクジュソウをはじめ石灰岩地帯

特有の植物を守るため、林道の計画変更を求

める運動がなされた。最小限度の変更はあっ

たが僅かな部分を除いて昔日の面影はない。 手のスギ林（私有林）を急登して元井谷に入った

とは云えブナやケヤキ、ハリギリなどの美し が、今は林道が尾根を越えて、元井谷を 2度

い樹林が谷筋を埋め、林床には例年2月下旬 も横断して更に延長され、その所々に駐車で

から 3月中旬にかけて、黄金色のフクジュソ きるスペースが見られる。元井谷入口は狭い

ウの群生を見ることができる。登路は五木、 石灰岩の酒谷。谷に入って程なく前面を酒滝

相良、山江の三ヶ村から幾本もあるが、可憐が塞ぐが、右側の急斜面を巻いて乗っ越す。

なフクジュソウの花に誘われて、五木の元井暫くは平坦な谷をゆくが、左側から尾根が迫

谷ルートが一番人気が高いようである。次い る所は一面に伐採され、押し流された岩石や

で索側、相良村の椎葉から仏岩を経由するコ 倒木で谷は荒れている。しかしその上部は広

一ス。また南側からは、山江村の字那川（お紅 葉樹林が広がり水流もある美しい谷となる。

う）林道を経由するコース、及び万江J11 （まいごう） 時季ともなると林床一面に福寿草が花を開き

を掛り、西側の今村から造林地を登るコース 人々の目を楽しませてくれる。左側の尾根に

などがある。此処では元井谷からの登路につ 上がると仏石へ越す峠に出る。直進してカル

いて触れて見たい。熊本から国道3号線を南 スト地形のヒノキ植林地を登る。縦穴状の風

下、宮原町で左折して国道443 号線、更に県穴を過ぎると、自然林をくぐり抜ける気持の

道宮原五木線に入る。大通峠を越え頭地の手 よい尾根歩きとなる。約2時間半で広闘な展

前で元井谷橋を渡り、右岸沿いの林道を行く。望に恵まれた山頂に到達する。 （神谷平吉）
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黒峰Cl283m)

駒村・宮眼五世制羽田［鯛l

山名に黒の字がつく山は多い。日本山名辞

典で数えて見ると全国に 156山もある。語意

については「深い森林に覆われた山を示す」

とある。いまはスギ、ヒノキの造林地となっ

ている黒峰も、いつの日か欝蒼とした森林の

山であったに違いない。黒峰は九州脊梁山地

の北端に位置する。脊梁の主稜線は熊本宮崎

の県境線となって北上しているので、黒峰は

県境の山である。従って登路も東西の両県側

からつけられている。西側は緑川源流域の緑

仙峡と呼ばれる深い渓谷。その中腹の栗藤か

ら、五ヶ瀬町の一の瀬へ越す峠道があったが

現在は使われていない。しかし一の瀬側は峠

のすぐ下まで林道が延びているので、黒峰登

山の最短コースになっている。蘇陽町の馬見

原から国道 265号線で、県境を越えて五ヶ瀬町阿蘇南外輪山と五岳の山々、そして遥かに九

の鞍岡地区に入り、祇園町の外れから右折し 重山群から祖母山まで視野のうちだ。西から

て町道を約 2Kmで一の瀬集落。これから蛇行南へかけては間近に矢筈岳、遠見山から緑川

する林道を県境稜線の近くまで行き、スギ林 源流の三方山、そして向坂山、小川岳まで脊

の中の細い山道を登る。ジグザグの急登約20 梁山地の山々をぐるりと見渡せる。熊本県側

分で栗藤へ越す峠に出る。北側県境尾根の宮 の登路は、北麓の鎌野から舗装された林道が

崎県側はスギ造林地、熊本県側は丈なすスス 山頂西側の牧場まで延びている。ここまで車

キが茂った急斜面。夏ならばススキを分けて で行けるので、あと未舗装の林道を終点近く

暑さに端ぐところ。だが20分足らずで 3等三 まで歩き、左手の撞木林の中の踏跡を直登す

免点が置かれた山頂に着く。ところで私が初 れば、 40分足らずで山頂に達することが出来

めてこの山に登った時、先人の記録を蝿呑み る。この林道を鎌野から約3Km で右折し、さ

して 1 等三角点の山と思い込んでしまった。 らに500mほど進むと不動峰展望台につく。遮

数年後「熊本の山J ...熊本日日新聞社”に発表したあ るもののない広大な眺めは「熊本名勝百景J

とで誤りに気が付いた。しかしその後に発刊 にも選ばれているほどで、殊に阿蘇外輪山の

された幾つかのガイドブックにも「 1等三角 裾を覆い矢部郷がすっぽりと雲海の下に隠れ

点の山」と紹介され、穴があったら入りたい る早朝の大観は素晴らしい。岩峰には階段が

気持ちであった。とは云え山頂からの展望は つけられ遊歩道も整備されている。また西側

広閥で素晴らしい。矢部高原の広がりの上に にはテレビ中継所などもある。 （本田誠也）
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白髪山<1244m）国見山(1271m)

五木村、 5万国 F頭地ー

子守唄で知られる五木村の西側を南北に連

なる山塊は、北の鈍頂の白髪山から南へ延び

て、いったん浪人越の鞍部となり南下して鋭

｜峰の国見山を隆起させる。対照的なこのこっ

の山はどこから見てもすぐそれと指せる。し

かし、ともに伐採、造林が進み、僅かに谷筋

や山頂付近に自然林が残るのみで、ほぼ全山

がスギ、ヒノキの植林となっている。稜線上

を林道が延びて登頂は容易にな った。だが、

従来の山道は林道によって分断され、利用者

もなくなり夏草の茂るに任せている。白髪山

は同じ 1 等三角点の山、球磨の白髪岳と区別

して、五木白髪とも呼は．れる。なだらかな山

容の石灰岩質の山で、山頂一帯にはカルスト

地形も見られる。山名の由来は定かでないかi

西麓に白滝、白岩戸など「白J の字がつく地 にはまだ自然林が残っている。 特徴のある鋭

名があり、いずれも石灰岩が分布しているこ い山容は遠くから山名同定の好目標となる。

とから、山名も石灰岩に由来すると考えられ 登路は西の鷺山（おしゃま）と五木の掛橋からつけ

る。登路は、西の白髪谷や五木の平野からつ られ、何れも山頂まで 2時間の行程である。

けられているが、林道が延びた現在は利用者 鷺山からは、集落の奥の谷を詰めて稜線に出

が少なく 一部に荒れた所がある。 一般には白 る。ここで掛橋からの登路を併せ、 30分も

髪山の北側から南下する林道（混入蹴）が山の南 登れば石灰岩の露頭が現れ山田に達する。

に廻り込む所まで車で入り、斜面の切り分け また現在は、白髪山から延びた林道が浪人越

を登るが、 1 0分足らずで山頂に達する。 の鞍部を経て南へ廻り込み、鷺山からの登路

1 等三角点の山だが、植林に遮られて展望は と合流し更に南方へ造成中である。車でこの

ない。僅かに山頂南端から南側の展望が得ら 合流地点まで入れば山頂は間近である。東西

れる。初夏の頃、山頂台地には白いヤマシャ に細長い山頂部は自然林が残り、ヒカゲツツ

クヤクの花が聞く。国見という名の山は県内 ジ、ドウダンツツジの群落が見られる。西側

に多い。大体どの山も展望がよいが、この山 は濯木で視界を遮られるが、その外は眺望が

も展望に恵まれている。 肥後求麻郡村誌に、 よい。 とくに東から南へかけては素晴らしい

「此山求麻郡第三ノ高山ニテ、凡郡中ヲ一目 展望が開ける。東は脊梁山地の山並みが連な

ニ見ル。故ニ国見山ト云j とある。山麓は植 り南は五木の谷々の奥に、球磨の山々と遠く

林で占められているが、山頂付近や山の西側 人吉盆地を望むことができる。 （田上敏行）
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阿蘇南外輪・大矢野岳Cl236m)

久木野村、城町 5万国！議、鵬j

延長128 甥に及ぶ阿蘇外輪山（帥子う）の一周

は、古い記録だが大正15年（1926年）に刊行さ

れた阿蘇郡史に次のような記事がある。 「外

輪山巡りはかつて経験したるものなかりしが

大正11年 8月、熊本医大の学生によりて試み

られたり。立野火口瀬より北方立野山に登り

周囲30里に余る火口壁上を一周して南郷北向

山を再び立野火口瀬に出ずる社挙なり。阿蘇

谷外輪山辺は比較的変化に乏しけれど南郷谷

外輪山殊に大矢山冠山の辺りは高低起伏参差

出入して尤も雑樹繁茂し頗る困難とす」とあ 圃 - 、. ., 

る。これと前後する時期に、阿蘇の主と云わ ：品 | 紛
れた北田正三氏の記録もある。何れも立野か玄一：話芭~：：.： ＼（ν 
ら時計回りで一周している。その後も部分的 吾 '\.-6·》河 、

には多く歩かれているが、一周した記録は少 ,..., l圭新働 ＼詩歌
ないようである。昭和34年 4月、地元の熊本 ない。次第にせり上がった稜線のー高点に過

日日新聞社が外輪山の学術調査を行い、併せ ぎない。濯木に固まれた狭い山頂からは僅か

て一周コースを紹介した。これには山岳班と に西側の眺めしか得られない。しかし、ここ

して私たちのグループも参加したが、平坦で から東へ駒返峠を経て高千穂野（たかじようや）まで

単調に見えた外輪山が可なり起伏に富み、湾 は、内壁一帯を狼ヶ宇土と呼ばれる深い自然

入も多く、複雑な地形を造っているのに驚か 林に覆われ、もっとも美しい落着いたコース

された。殊に大草原の北外輪に比して南外輪 （九州自鯵道）となっている。この区間は清水峠か

は北向山、議ヶキ主音字福島などの響蒼と ら地蔵峠まで約13鴇で、 6 時間半を見込めば
した森林の山で、稜線の起伏も大きい。その よい。南外輪核心部の駒返峠から地蔵峠なら

中の主峰が大矢野岳で、外輪山全体を通じて 約7 報で、 3 時間半も見込むとよい。大矢野

の最高峰でもある。尤も阿蘇の景観を象徴す 岳の登路は、久木野村の上猶須（かみなおわから

る広大な草原は、実は古くから採草、野焼き 入るが、羅漢岩を経て地蔵峠の下まで車道が

放牧などにより人為的に作られたもので、森延びている。明るく聞けた地蔵峠(1086 ~ji;) 

林への移行が妨げられた結果であると云われ から、内壁に沿って草尾根を登り詰めると、

る。とすれば、険しい地形故に人為の影響を 小ザサに覆われた大矢岳0220 説）の山頂に

免れた南外輪の山々こそ本来の自然の姿なの 着く。広閥な眺望に時の経つのを忘れるほど

であろう。大矢野岳は地図にも山名の記載が だが、さらに大矢野岳までは濯木のトンネル

なく、俵山や冠岳のように顕著なピークでも を潜って約25分の道程である。 （本田誠也）
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冠ヶ岳Cl154m)

醜村、 5万国 「蜘J

俵山から南下する阿蘇南外輪山は、久木野

村から西原村へ越える本谷越（艇）で90度東へ

向きを変える。冠ヶ岳はそのまま約 800:jj;程

南へ岬のように突き出した尾根の端にある。

山名は、熊本方面から見た時の山の形による

と云われるが、 「神牟礼／岳」．．．神が住まわれ6山．

許tつたものとの説もある。すっきりした山容

の秀峰である。その北東面には今なお広葉樹
の自然林が残されているが、その外は放射状

に原野が拡がり大半は牧場となっている。山

頂一帯はコザサやススキの草原で、頂上近く

には大きな露岩も見られる。これらの原野に

は早春の野焼きの頃はフキノトウが芽生え、

春のワラビ、ハルリンドウ、夏から秋にかけ

てはマツムシソウ、オキナグサ、リンドウ、

ヤマユリ、ウメバチソウ、ワレモコウの花がが終わる所から、前衛峰のような小ピークの

目を楽しませてくれる。冠ヶ岳の登路は、北登りにかかる。 踏跡が乱れるが、斜面の中間

側の護王峠や南側の地蔵峠など、南外輪山を に一本のクヌギの木が立っていて目標となる。

経て登るルートもあるが、此処では西原村の 小ピークの肩越しに送電線路が通っており

宮山方面からのルートについて述べることに その下を辿る。新しい牧柵に出て、その上の

する。マイカ一利用なら、熊本市から第 2空 ザラ場を越え、左折すると再び草尾根の登り

港線、県道高森線を経て、西原村の布団で右 となる。右寄りに道をとり境界柵を越えて、

折し役場前を通過、ほどなく木山川の右岸に ヒノキが植林された鞍部へ下る。ここから暫

出て東へ折れ宮山集落に着く。ここは布団川 くの登りで、見晴らしのよい明るいコザサの

と木山川本流に挟まれた標高300立の台地。さ 尾根となり山頂も近い。大きな露岩の下を廻

らに東へ舗装された牧場道を走り、 一／峰85 りこむと、2等三角点が立つ冠ヶ岳山頂に到達

部、 二j 峰870~の南麓（舗に風僻あり）を通り過ぎ する。この三角点の位置より、露岩の上から

ると、標高800~の終点。ゲートを越えて道路 の方が展望は広間。北から西にかけては、聞

は更に上へ延びているが、ここに駐車する。 近なーj 峰と二j 峰の背後に俵山、熊本平野

ゲートをくぐり車道をしばらく歩いて牧柵の そして遥かに雲仙、天草の山が続く。東から

中に入る。緩るやかな草原を10分ほど登ると 南へ外輪山が長城のように連なり、阿蘇、 九

酒谷に出合う。 左へ石ころの多い草地に入り、 重J 祖母から九州脊梁の山までの遠望が楽し

それに続く広い牧草地の斜面を登る。牧草地 める0 ．”動、 1時間20分刊、 50介・ （神谷文子）

。
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鞍岳Cl118mY

臨調 2. 5万国 f甑J

鞍岳は、阿蘇北外輪山の西端に隆起して南

北に連なる山塊である。馬の鞍のように南北

二つのピークがあり、北を男岳、南を女岳と

いう。この北東1. 5Km にツームシ山(1064m)

が頭をもたげている。鞍岳の東側には、なだ

らかな端辺原野の草原が広がっているが、北

側は数多くの谷が刻まれ、その下流は渓谷美

で有名な菊池渓谷となる。西側は急に切れ落

ちていて、その九合目には古くからの畜産の

村に相応しい馬頭観音がまつられいる。これ

は山麓にある円満寺の奥の院であるという 。

鞍岳の歴史は古く、西暦810 年ごろ坂上田村

麻呂が西下した折に、その山容を見て命名し

たと伝えられる。この山も人里に近いため、

山麓は人工林で占められているが、山頂近く

には僅かだが自然林が残っている。南東の矢

護川上部には、アシビのおおきな群落があり

花期には見事である。アシビのトンネルと呼

ばれる下蔭を行く時、夢幻の境をさまよう様

でしばし世俗にあることを忘れさせる。 2等

三角点が置かれた山頂からは、 360度にわ

たり遮るもののない大展望。東から南は阿蘇

五岳と外輪山、遥か九州脊梁の山々も、北は

九重山群から筑肥山地の山々、そして西は熊

本平野の広がりと西山の山塊、遥かに雲仙ま

で見渡すことができる。西麓から舗装された

林道が山頂の東側を通っており駐車場もある

ので、マイカーで行けば徒歩15分位で容易に

登頂することが出来る。主な登山ルートは二

つあり、 一つは大津町矢護川の陽の原キャン

プ場からのルート。もう一つは平成7年夏、

旭志村が開設した「四季の里 ・旭志J を経由

する伏水ルートである。陽の原キャンプ場か
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らは、矢護川渓谷に沿う遊歩道を上流の無動

寺跡の広場まで辿るσ ここは天台宗の本山、

京都の比叡山延暦寺の末寺として建立され約

700 年間も栄えたが、 1585年に島津勢の焼討

ちにあい消滅したと伝えられる。ここから左

の尾根に上がり、アシビの群落地を経て山頂

直下の車道に出る。伏水口は 「四季の里J か

ら林道を少し上ると、左脇に登山口の標識が

ある。スギの造林地を過ぎると 自然林の中の

急登となり、間もなく分岐路に出る。右は女

岳との鞍部を経て南側から山頂へ、 左は馬頭

観音を経て北側から急坂を登り山頂に至る。

また伏水口の少し手前から、赤崩を経て頂上

に至る道もある。登山口の近くに、郷土の生

んだ反骨・放浪の歌人、宗不皐（そうふかん）の歌

碑がある。 “山崎tllf遠方則的却をこころに留めて高きより見r

とある。昭和17年 5月、この鞍岳山中で消息

を絶った不早を悼み、地元の有志たちが昭和

53年 5月に建立したという。 （出来田耕介）
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俵山Cl095m)

醜村、久木野村 5万国 「紬、柵j

熊本平野から望む俵山は、ふくよかで女性

的な山姿です。阿蘇郡西原村の北東部一帯を

占める裾の広い大きな山です。東面は阿蘇カ

ルデラの急峻な内壁となっていますが、他は

のびのびと明るい草原台地と中腹部を覆う植

林地、そして広大なスロープの牧場地となっ

ています。南に護王峠、北に俵山峠と阿蘇外

輸を代表する大きな峠を従え、悠然として貫

録のある山容は、熊本市からのアプローチの

近さもあり、多くのハイカーに親しまれてい

ます。また西側の山腹にはハンググライダー

やパラパントの基地もあり有名です。山麓か

ら中腹にいたるまで、のびやかな草原が広が

り、四季を通じて安全で快適なハイキングを

楽しむことができます。わけでも、早春の野

焼き、春のワラビ狩り、夏から秋にかけての 三つもあるということです。 余談ですが、こ

マツムシソウ、リンドウ、カワラナデシコや のルートの登山口になる俵山峠の駐車場には

ウメパチソウなどの花々、そして白く磨くス クリーンエネルギー（久木野村営・太陽光2. 65KW）利用

スキの穂波が風景に彩りを加え、興趣をそえ の休憩所があります。駐車場の上の展望所か

てくれます。登路は北の俵山峠から、南の護 ら草原の道を暫く行き、第一のステップ849~

王峠から、西麓の揺ヶ池（お池さん）からと の三角点を越えて、広い草原までの急な登り

幾つもありますが、ここでは最もよく利用さ です。次いで第二のステ ッ プは、樹林帯の中

れている俵山峠ルートをご紹介しましょう。 の木の階段を登ります。 966~の標高点を越え

熊本市から車で行けば第二空港線経由、県道 rて暫く行くと内壁ルートは西へ曲がり、スス

高森線で俵山峠（七曲り）まで上がり駐車場に車 キの茂る尾根の登り下りが暫く続きます。左

をおきます。俵山峠（720~）から山頂までの比下眼下に広い牛王谷が眺められますが、愈々

高差は約380f.i;、距離は約3.2事ほどですが所要 山頂へ最後の急な登りにかかります。最高点

時間は、ゆっくり歩いて登り 1 時間半、下り (1100 な）は護王峠の分岐点から西へ50f.i; ほ

1 時間を見込めばよいでしょう。北東から阿 ど入った所です。 1095~ の 2等三角点は更に

蘇外輪山の内壁に沿うルートになりますが、 西へ200~ほどの草原の中にあります。山頂か

山頂に達するまで三段跳びのように草原台地 らの眺望は、阿蘇の山々を始め九重、祖母、

の三つのステップを上がることになります。 脊梁の山々から、熊本平野の彼方に雲仙、天

緩やかな尾根歩きの中に息を弾ませる急坂が草島まで素晴らしく広閥です。 （神谷文子）
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白L.1JC10721『1）大行寺山（957m)

醐町、中央町、鮒 5万闘 I制lJ

熊本平野から南望すると、九州中央山地の

山々の西端に近く、三角形の白山と僅かに丸

みを帯びた大行寺山が並んで見える。これら

の山は、九州脊梁の盟主、国見岳(1739m）か

ら西へ派生する京丈尾恨の末端に位置してい

る。大行寺山の山頂直下には、古柔IJ ・釈迦院

がある。比叡山延暦寺の開山より、僅か11年

遅れの延暦18年（799年）に創建され、かつては

70有余の堂塔伽藍が立ち並んでいたと伝えら

れる。その頃の釈迦院を囲む山域は、山岳修

法の場にふさわしい深山幽谷であったに違い

ない。今では自然林の多くは失われ、僅かに

大行寺山の山頂部一帯にその面影を残すのみ

で、殆どスギ、ヒノキの造林地化している。

加えて林道が山rn近くを通るようになってか

らは便利になりすぎて、登山者には些か魅力 山から熊本平野、有明海などのパノラマが楽

を欠く山になってしまったようである。車を しめる。 一方山麓から歩いて登るなら、中央

利用すれば登頂は簡単にできる。泉村の柿迫 町坂本から御坂歩道、というより日本一の石

（落合）から打越、岩船を経て舗装された車段ですっかり有名になった 3 3 3 3 段の石段

道が釈迦院のお寺の前まで通じている。同じ 登りに挑戦しょう。ゆっくり歩いても 2時間

く落合から河合場、横手を経て行くこともで ちょっとで大行寺山の山頂に行ける。さらに

きる。北側の砥用町首脇、ら幕JI I沿いに 「ふ 白山まで足を川ましてい時間余の行程であ
るさと林道」を登るルートもあるが、未舗装 る。そのほか、石段登り口の坂本の上流にあ

で路面が荒れている。白山は、山頂北側直下 る釈迦院川キャンプ場から、最奥の水守集落

にオフロードのオートキャンプ尉と山小凶（Jl を経て白山に登るコースもある。これは白山

削踊）があり、ここから林道を東へ廻りこみ から北へ派生する尾根の鞍部で、砥用からの

山頂まで30分足らずで行ける。東西に長い山 「ふるさと林道」に合流するルー トだが、 一

頂（2等三触）は、スギ、ヒノキの植林に積われ 部に磁化して踏跡も定かでない所もある。私

展望は樹間越しに、北側の緑川中流の平野と 達はキャンプ場から白山の山頂まで、往路 3

甲佐岳、飯田山辺りが見える程度。大行寺山 時間、復路2時間半を要したが、蔽漕ぎ部分

は、釈迦院本堂裏からプナ、ナラ、ケヤキ、 は登り 1 時間、下り 35分であった。なお林道

スギ、タケなどの森の急坂を15分程で山頂（4 に合流する所は釈迦院川の 「元水J と呼ばれ

等三角点）に着く。小さな展望台に上がれば阿蘇 観音堂などが建立されている。 （池崎浩一）
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八方ヶ岳(1052m)

蜘市・捌 5Ji自 f川崎l

八方と、の方向から見ても、形が同じである

ことから名づけられたという八方ヶ岳は、県

北の菊池市と菊鹿町の境界最北部に位置して

いる。その山容から別名を矢筈岳、古くは筈

岳とも呼ばれた。遠景はこんもりとしてあま

り人目を引かないが、近づくにつれ怪奇でと、

っしりした姿は印象的である。 『肥後国志』

には、 「高山ニシテ猛獣多シ、頂ニ権現石ノ

アル処天狗栖メリト云」とある。放射状に浸

食された谷、尾根に突出する岩床など死火山

特有の荒涼感があるが、私がこれまでに出会

ったのは随一匹。中腹までスギ林に覆われて

自然林は山頂部付近に見られるだけだ。菊池

方面から山麓を通る道は、普から大分県の鋼

生へ抜け更に日田、大分方面へ通じていた。
一審

戦国時代この山に置かれていた八方ヶ缶城のすこ車道に出合う。この道路を少し進むと矢谷

隈部親次を、豊後の大友宗麟が攻めた時もこ 橋の手前に登山口の表示がある。（車ならここまで）

のルートを来たのだろう。いまよく使われて あとは迷うことなく江良谷を詰めて山頂に達

いる登路は三つある。菊鹿町側は、①番所か する。（動 2時間30分刊 2時間） ③コースは菊池

ら江良谷を湖上するコース ②山の神からダ 発穴川行き上長野バス停下車、新しい竜門ダ

ルメキ谷を瀕上し前岳を経由するコースの二 ム下で迫間川を渡り中片川に沿う車道を行く。

つ がある。菊池市側は古くからの、③上虎最奥の上虎口集落を過ぎ穴川へ至る八方ヶ岳

口コースである。①コースは、山鹿発番所行林道を登る。上部に八方ヶ岳登山口の表示が

きのパスで尾の上バス停下車。年の春を経て r あり（車ならここまで）左手のスギ植林地を登る。ス

山の神養魚場までは車が入る。養魚場脇から ギ林を抜け崩壊地を直上して自然林に入り、

スギ林の山道を登る。途中で一度、林道を横 ジグザグを繰り返して山頂に達する。（重り 3時

切るが迷うことはない。谷の両側に舵立する 間刊 2時間15分蹄止めからはEり 1開刊 40わ周囲を

怪異なカニアシ、チョウナの岩峰の下を通り ススキに覆われた円形の山頂からは、遮るも

ジグザグの急坂を登り詰め、前岳を経て山頂 ののない 360度の大展望が得られる。近く

まで（登り 2糊45分、刊 2鴫15分） ②コースはバ はハナクぜロ、酒天童子、釈迦・御前三山、国

ス終点の番所で下車し、車道に沿って集落を 見、 三国など筑肥山地の山々。遠くは雲仙、

抜け少し歩いて右手の近道をとる。矢谷渓谷 阿藤、九重、祖母、九州脊梁の山々がぐるり
とキャンプ場の聞を通り暫く進むと迂回して と見渡せる豪華版だ。 （後藤之俊）
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越敷岳(1069m)

高棚、大分県竹肺 2.5万園 ［蛾榔j

祖母山から西へのびる尾根は、国観峠の西

側で熊本、大分、宮崎三県の境となる。さら

に北西に延びる尾根は、熊本、大分の県境線

となって次第に高度を下げ、 3等三角点があ

る地図上の越敷岳(1043 ~；）を終端として、

緒方川の支流の谷に落ち込んでいる。いつの

頃からか、地図上の越敷岳の表記の位置が変

わった。山名はその形から甑岳、またはイボ

除 山と呼ばれており、明らかに表記の越敷岳と

は違う。本当の越敷岳は、地図上の越敷岳よ

り 800~ii:程東にある 1069なの岩峰である。岩

峰の頂きは二つに分かれ、北側を大甑（豊僻）

南側を小甑rn儲）という。登路は北側竹田市

田原から緩木神社を経て登るものと、南側高

森町津留の神原（こうら）からのものがある。北

側の大分県側のルートは、緩木神社を起点に

して、途中カノエ滝、枕石、挟み岩等の奇勝

があり、南画的な風景を満喫できる。このル

ートは、比高差 500~；以上を登らなくてはな

らないが、約 3鴇で登り 1時間40分、下り 1

時間を見込めばよいだろう。現在は、緩木神

社から南へ 500な程上がった所に広域農道が

通っており、ここに車を置けば少しは時間短

縮ができる。熊本県側のルートは高森町津留

の神原（こうら）から、これは昨年（1996年）秋の

記録で紹介したい。 「五ヶ所の原山から大谷

川の支流、築の谷を渡って高森町の上津留に

入る。集落とも云えない数軒の民家が立つ神

原を通り抜けると、道脇に新しい越敷岳登山

口の標識が立っている。直進すると干間平を

経て祖母山への登路となる。左折して浅い谷

を渡った所に車を置く。標高は既に 850立を

越えている。山頂までの登りは僅か 200~；余．

主F結

南を向いた越敷岳の内懐を登るので「軽い、

軽いJ と云って出発する。前夜の雨でぬかる

スギ林の作業道を行く。道は幾つにも分岐す

るが、登山道の標識に従って左へ廻り込むと

終点の広場に着いた。ここから山道に入り、

数分でスギ林を抜け自然林の中を登る。ジグ

ザク。につけられた木段を登りきると、痩せた

尾根上の緩木分岐を経て山頂岩壁の基部に着

いた。ここで登路は二つに分かれ、右側は小

さな水場（概本）を経て山頂。左は岩壁の中段

を横断して、西側から狭い岩溝を登り山頂。

今日は左ルートをとる。こ こまで登山口から

40分足らず。先ず狭い肥後岩に立ち、次いで

広い豊後岩に行く。どちらにも石嗣があるが

肥後側は空っぽ、豊後側には埴輪像が鎮座し

ていた。展望はきわめて雄大で、広漢の果て

に阿蘇、九重、脊梁の山々をぐるりと見渡す

ことができるJ .干り1!20銀らわ・ （太田章雄）
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国見山(1018•)

闘関綿町 5万回 「1Vi1r品l

国見と名のつく山は全国に数多い。日本山

名辞典で拾ってみても国見岳が 1 3 山、国見

山は 29山もある。このうち県内の国見山は

7山もあり全国で一番多い。国見の由来は、

「為政者が領地を見渡す、或いはただ遊覧の

場所J と二通りあるとされている。何れにし

ても地域の広がりの中心にあり、概ね展望が

よいのが特徴である。この国見山は筑肥山地

に含まれるが、県境線より僅かに西に入り鹿

本郡鹿北町と菊鹿町の境界にある。一帯の地

質は旧期火山岩類に属し、岩壁や露岩が多く

山頂付近は岩稜となっている。登路は、南側

の番所から登るのが最短コースだが、道が解

り難い。西側の鹿北町では、毎年春のシャク

ナゲの開花時期に、町内の最高峰ということ

回見山

/ 

)A; '-iJf旬1／よリ

で山開き行事を開催している。この時のルー と巨岩に突き当たるが、基部を左へ巻いて垂

トを紹介しよう。熊本市方面から国道3号線 らしであるロープに鎚り乗り越し、岩稜を渡

を北へ走り、鹿北町役場のすぐ先から右に折 るともう頂上は目の前である。 8畳ほどの狭

れ岩野川沿いに道標値目キャンプ場・臨山）に従って い頂上は、木立ちに囲まれて展望はほとんど

進めば、岳間渓谷のキャンプ場に出る。さら ない。木の間越しに八方ヶ岳の荒々しい北面

に東へ進み最奥の集落、茂田井からコンクリ が間近い。しかし登山者が少ないためか静寂

ート舗装の林道に入る。橋を渡った先に駐車 な山頂である。余談だが、或る年の春、鹿北

スペース（4台（らりがあるが、これから先は路 町から山開きの案内状を頂いた。 「参加者に

面が荒れて 4駆以外の一般車では無理。車を rは昼食（おにぎり）と新茶を差し上げますJ と書い

置いて砂利道を30分も歩けば、左手の道脇に てあったので、家内も誘って喜んで ？出か

小さく「登山口J の標示があるが見落とさな けたものである。ところが 「参加者が多くて

いように注意すること。薄暗いスギ林の中を お握りはもう終わりましたJ と言われた。 2

20分ほど登るとモミやカエデなどが多い自然 き腹を抱えてガッカリしていたら、役場の職

林となり天空が開ける。急坂を端ぎながら登 員が見兼ねて「これを食べて下さいJ と自分

るとやがて県境尾根にでる。右に曲がり緩や の弁当を譲ってくれた。家内と分けあって食

かな尾根のシャクナゲとアシビがトンネルを べた弁当の味、あとにもさきにもあんなに美

つくる気持ちのよい道を南下する。 三つ目の 味しい弁当を食べたことはなかった。心あた

ピークで三国山への尾根を分ける。直進する たまる国見山の思い出である。 （加藤功一）
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黒原山Cl017m)

臨材、銀本町 5万聞は副

古くから球磨の名山として知られている黒

原山は、球磨郡の東南部に位置する。人吉盆

地の南側に大きく横たわる白髪岳のやや東側

に、特徴的な三角形の美しい山体でそびえ、

山麓から見てすぐそれとわかる。球磨郡誌は

黒原山について、 「市房の南、久米と岡原の

境に位し海抜1017米、眺望絶佳、小市房の観

ありとさえ言われる。頂上付近の珍木奇草の

多いことは、世間に広く知られていないだけ

に、夫等の原始的な群生状態を見ることがで

きるj と説明している。また、古くは雨引山

とも呼ばれていたらしく、郡誌に「古老の言

に日う、此の山上を雨引撮と言ふ。南面第一

の高山なり。昔は必ず歳上に登りて宇するに

…」とある。雨引嶺（黒原山）は、干ばつの

被害が多かった人吉盆地の農民にとって、ま ートになっている。林道起点の宮麓から登る
さしく雨を引く、雨乞いの山であったに違い と、登山口の手前で、 尾根末端の展望所に出
ない。山名の由来は定かではないが、黒は他 る。ここからは遮るもののない広大な眺めが

の多くの山名と同様に、黒々と茂った森林を 広がり、殊に人吉盆地がすっぽりと雲海下に

指し、原（Ii~）は球磨地方によく見られる台地かくれる早朝の景観は素晴らしい。太古、盆

を指す字名と考えられる。黒原山は、昭和 2 地が湖水であった頃を、紡御させる眺めであ

年に 7合目付近で新種のナンゴクミツバツツ る。 スギ、ヒノキの造林地の中をひと登りで

ジが発見されるなど、かつては特殊植物の宝 2等三角点標石と嗣が置かれた山頂に着く。

庫として知られる山であったが、現在では西近年、周囲の木が伸びて、展望はいまーっと

側の宮原谷にその面影を残す自然林があるだ いうところ。 但し人吉盆地がよく見えるよう

けで、ほぼ全山がスギ、ヒノキの造林地とな にとの配慮からか、西側の一角が切り聞かれ

っている。登路は多良木町と岡原材からつけ そこから眼下に広がる人吉盆地、蛇行する球

られ、いずれも 30分ほどで山頂に達するこ 磨川、豊かに点在する水田など、まさに日本

とができる。以前は、多良木町の語末峠から の原風景とも言える景観が展開する。なお、
尾根伝いに登るのが最短コースとされていた 山麓の宮麓には、相良33観音巡りの 2 9番

が、昭和 59年に山の西側 7号目を周回する 札所で、 県指定重要文化財の岡原観音堂があ

黒原林道が完成し、新しく山頂までの遊歩道 る。 時間に余裕があれば、 詣でるとよい。

がつくられたので、現在では、これが一般ル （田上敏行）
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清栄山0006m)

議町、 5凋 I議j

「清く栄える」とは、何と素晴らしい山名

であろうか。由来は「熊本の山J －·鯨日噸蹴刊・”

によると、 「この山を清栄山と呼ぶようにな

ったのは明治以降のこと。陸地測量部が製図

するとき、無名だったこの山に山頂近くの堂

床にあった清栄山円満寺の山号をとって命名

したj とある。ともあれ清栄山は阿蘇外輪山

南部のー峰に過ぎないが、どこから見ても英

姿揖爽としている。阿蘇五岳（帳如lI）の姿は

北外輪から見た浬繋像で知られる穏やかな山

容に比べ、南外輪からは変化に富んだ姿を見

せる。即ち西の俵山周辺、地蔵峠、南の高千

穂野辺りからの景観も素晴らしいが、私はこ

の清栄山からの間近かな高岳、根子岳の男性

的な姿が一番気に入っている。のみならず清

栄山はその位置から、祖母、九重、九州脊梁 に広がる大斜面のなかに南阿蘇国民休暇村が

山地までぐるりと見渡せる最高の展望台であ ある。近くには町営の高森温泉館もあり、登

る。登山口は、高森町村山から九州自然歩道 山の汗を流すことができる。熊本支部は昭和

を登る。この道は昔の野尻街道でもあり、中 52年5月、南阿蘇国民休暇村で年次総会を

腹一帯の草原は虎御前原と呼ばれていた。曽 開催したが、翌日全員で清栄山に登った。今

我兄弟が父の仇、工藤祐経を討って囚われた は亡き三谷孝ーさん、玉名金助さん、岡田幸

後、母の虎御前がこの辺りに庵を結んだとの干生さんなどの長老会員も参加されて、山頂

言い伝えがある。また、この原の右手上部に からの広聞な展望を楽しまれた。缶ビールで

ある高森殿杉（たかもりどんすぎ）と呼ばれる大杉は、 ， 祝杯を揚げたのは云うまでもない。余談だが

天正の昔の高森落城の歴史の哀話を伝えてい 私は昭和 41 年 3月に、一人で高森峠から清

る。黒岩峠（865m）までは 40分程の車道の緩栄山を目指したことがあった。その頃はよく

やかな登り。峠から急坂を端ぎながら登るが南外輪山を歩いていたが、薄暗い森の中 4今

20分足らずで二等三角点が置かれた山頂に では一帯が聞かれているが、その頃は薮山が

に着く。北側には約600mを隔てて、やや高い 多かった）を歩いていると、野犬の群れの遠

北峰0010m）がある。北蜂頂上には三体の武吠えが聞こえ、一人ではあるし恐ろしくなっ

神像を安置した耐と、少し離れて馬頭観音の て、もと来た道へ引き返したことがある。清

嗣がある。そこから西麓に向けて奇岩を連ね 栄山には登れず、次固までお預けになった苦

るラクダ山の尾根を派生している。また北麓 い思い出がある。 （西沢健一）
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洞が岳（99711) .

雇用町 5万閏 I醐l

九州脊梁の盟主、国見岳(1739皿）から西に

大きく京丈尾根が派生している。その京丈山

(1472m）から北北西に張り出した支尾根の末

端部に洞が岳がある。日本山名辞典によると

「洞は谷のことで、谷の源頭にある山j とあ

る。洞が岳は緑川の支流、山出川と柏川を分

け、緑川ダムの左岸に倣然と立ちはだかる岩

峰である。中腹に権現社（榔品轍）がある信仰

w の山で、地元では古くから権現山と呼んでい

，る。登路は東側、洞岳（ほらおか）地区の山出から
と、北側の藤木から及び西側、柏川地区の楠

根草からの 3本があるが、何れのルートも権

現社で合流する。そのため登山口の標高が高

く、距離も短い山出ルートが最も多く利用さ

れている。熊本方面から国道218 号線の畝野

で、緑川ダムまたは上流の脇瀬橋を渡り、夏

水集落から右折して、山出川に沿う町道に入

る。山出集落の入口に「権現山登山口」の標

識があり、数台の駐車スペースがある。民家

の庭先を抜けるように登ると、段々畑となり

村の浄水場を通過すると細い山道になる。ス

ギ林の中の酒谷沿いに踏跡を辿る。谷奥に小

t さな水場があるが、時季によっては掴れるこ

ともある。ジグザグの急登で尾根の上に出る

と、藤木楠根草からの登路を合わせ、ひと登

りで「洞嶺神社」の石の鳥居をくぐり権現社

に着く。ここまで 40分位。洞岳地区の人々

の尊崇をあつめる権現社は、春秋2回の祭り

には厄払いや病気回復の祈願で賑うという。

銅板葺きの社殿の中には、何故か日の丸の旗

がたくさん奉納されている。神社の裏手から

モミ、ツガ、カヤ、シデ、アカガシなどの自

然林の急坂を登る。山腹を左へ巻いて岩壁の
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大関山（902m)

芦jt町、水師 5万国 I蜘

肥薩県境を西側へ延びる国見山地は、霧島

火山系の旧期火山と云われるが、大関山はそ

の延長線にある。山域は芦北町と水俣市に跨

り、佐敷Jll、湯浦川、久木野川の源流になっ

ている。山名の由来は解らないが、どこから

見ても宏洋とした山容で、大関の名に相応し

い貫様だ。芦北郡の最高峰といったところで

1000事に及ばない。横綱を張るには些か丈足

らずというところか。しかし芦北随一の名山

であることには誰しも異存はない。山頂付近

は広々とした台地。中央に大山津見神をまつ

る大関神社のコンクリートの社殿、西南の役

激戦地の標住がたつほか、テレビ各社の中継

所や警察、自衛隊、防災無線等のアンテナが

8基も目白押しに立ち並んでいる。周囲は密

生した照葉樹林に覆われて展望はない。 2等

三角点の標石も森の落葉に埋もれている。 月から 1 ヶ月にわたる山岳戦を挑んだ。七合

登路は幾本もあるが全て車道で、山頂まで車 目付近には薩軍の聖壕跡があり、多くの戦死

で行ける。北側は、芦北町の国見から大鋸の 者が埋められたという。私が初めて大関山に

俣（おおがんのまた）を経由するもの、米国から百木 登ったのは昭和53年の秋。今西錦司先生のご

（ももさ）を経由するものと 2ルートがある。西依頼でルート調査のため、上小場からゴット

側は、湯浦から湯浦川沿いに古石にいたり、 ン岩の横を通って登った。未舗装道路の路面

石間伏（いしま札）経由と上小場。抗的経由の 2 が悪く随分難儀をした。また三角点の所在が

ルートがある。南側は、水俣市久木野からの 分からず、ヤプ分けしてやっと見つけた。こ

ルートがあるが、いずれのルートも水俣営林 の時は国見山まで足をのばしたが、北側の岩

署の専用道路に合流して山頂に通じている。 壁の窪みに、イモリに似た小さな生物を見つ

大関神社の裏手から、東へ国見山（867~）に けた。動かないので、木の葉に包んで大関神

続く尾根は美しい照葉樹の森。国見山に近ず社まで引返し、よく観察したら昭和38年、九

くにつれ、尾根も痩せて露岩が多くなる。 州脊梁の国見岳の沢で発見された、ベロウサンショ

大関山は奇岩が多く、ゴットン岩、雪隠岩、 ウウオだった。この時は私も同行したので、よ

鳥居岩、役の岩、権現岩などが広い山中に散 く覚えている。石間伏へ下る途中、沢に放し

在している。明治10年の西南の役の際、薩軍てやったが素早く婆を隠した。なお南側には

は最後の命運を賭けて、この大関山周辺で 5 名水で名高い寒川水源がある。 （本田誠也）
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矢筈岳（687m)

水師 2.5万回 「動

県南部の水俣市と、鹿児島県の出水市が境

を接するところに、 三角錘の端麗な婆を見せ

るのが矢筈岳である。水俣市の小学校の校歌

にもその名を見るように、この地方のシンボ

ルとされる名山である。その名の示すように

山頂部は雄岳と雌岳の二峰に分かれている。
神話によると、雄岳の東方 6K皿にある鬼岳と

の嫁取り競争に勝って、雌岳を引き寄せたも

のだという。古い火山であるが人里に近いた

め、山頂付近を残し全て人工林に覆われてい

る。だが山頂部一帯は美しい照葉樹の自然林

が残り、人の心を和ませてくれる。明治10年

の西南の役では、水俣に上陸した官軍をこの

山で迎え撃った池辺吉十郎、佐々友房らの熊

本隊は、大いに奮戦し一時は田原坂以上の激

戦であったという。また山頂の巨石には、か

つてこの地に遊んだ「寛政の三奇人」の一人、はよく手入れされた段々畑が続き、所々に山

高山彦九郎の「草も木もなびかさんとや梓弓 の清水をひいた寛があるなど、和やかな山村

矢筈が岳に登るたのしさ」の歌が刻まれてい 風景が展開する。約 1 時間で矢筈林道との分

る。このように古くから登られている山にし 岐路に出る。営林署の「火の用心」と書かれ

ては道標が少なく、初めて登る人には分かり た赤い横断幕が懸っているが、ここが登山口

にくいと思う。水俣からの登山ルートは二つ である。林道は雌岳山頂までのびているが、

ある。 一つは県界の袋地区から県境線になっ スギ造林地の山道を登る。約 20分で尾根に

ている境川沿いに林道を行くルート。西南の乗り、美しい照葉樹林の中を更に 20分ほど

役の古戦場の跡を残す山道を登り詰め、雄岳で雄岳山頂に着く。濯木に閉まれた山頂には

と雌岳の鞍部に出て、右手の急坂を 1 5 分ほ 1 等三角点の標石と小さな石嗣、それに高山

どで雄岳山頂に着く。林道入り口からだと 6 彦九郎の歌を刻んだ巨石が立っている。北側

キロ、 2時間半の行程。林道終点まで車で行の岩上に立っと、不火海と天草の島々の眺望

ければ2 キロ、 1 時間に短縮されるが道路状が素晴らしい。この山から東の鬼岳一帯にか

況の事前調査が必要である。もう一つは湯出 けではシダ類の宝庫で、その数は180 種もあ

温泉を経由するものである。水俣駅、湯の鶴 るといわれ、郷土の研究家として知られる城

聞のバス便は 1 日に 1 1 往復、所要25分で 戸正幸氏が発見したユj刈イヌワラビ、け7イ1ワラビの外

ある。湯出・流合橋の終点から県道出水線を珍種も見つかっているという。 （出来田耕介） ー
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金峰山（665m)

熊本市 5万国 ［鮮j

熊本市街地の西側に聾える金峰山は、山陰

火山帯に属する金峰火山群の主峰である。金

峰カルデラ外輪の寄生火山として、この山よ

り？とくて高いこの岳（685m）と三の岳（681m）が

あるが、中央円頂丘の金峰山はーの岳と呼ば

れ、もっとも市街地に近いため、手軽に登れ

る市民の山として親しまれている。円錐形の

整った山容は、熊本市内の何処からでも見え

るが、飽田町辺りから眺めた姿が一番均整が

とれて美しいという 。 しかし山頂一帯には各

テレビ局はじめ警察、 J Rなどのアンテナが l

所狭しと立ち並んで感興をそぐ。中央にある

金峰神社の境内脇には、大和国金峰山から蔵

王権現をこの地に勧請した菊池武重の石像が

立つ。山名もそれに因むという。山頂南側直

下大将陣から600mの直登コースはきびしいが と大将陣の登山口も間近い。大将陣の地名は

登りつめた山頂からのの眺望は素晴らしい。 かつて大友宗麟が菊池義武を攻めたとき本陣

東側は眼下に熊本市街地が広がり、その果て を置いた所という。大島居をくぐって胸突八

に大阿蘇の山々が連なる。西は有明海を隔て 丁の「サルスベリ j の急坂にかかる。きつけ

て、雲仙普賢岳の火砕流の跡が痛々しい。山 れば勾配の緩い遊歩道を行くもよい。高距26

頂神社下の茶屋で一休みすると、人馴れした Om余を登り詰めると山頂だが、コースを変え

ヤマガラがピーナッツをつついたり、水浴び て西側の岩戸へ下ってみよう 。 山頂から車道

する姿が見られたりして楽しい。金峰山を愛を少し下ると指導標があり、左へ階段の急坂

する登山グループが幾っかあり、なかには殆を下る。さらに車道を横断して下ると 「山頂

と、毎日登って年間の登山回数を競う人達もい から 1. 6Km 」の標識があり、やがて大将陣へ

る。登路は幾つもあるが、島崎から鎌研坂、 の分岐路に出る。農道を暫く行くと九州自然

峠の茶屋、大将陣を経て「サルスベリ J を登歩道（車道）に出るが、この辺りは「河内ミ

るコースが多く利用されている。これも現在 カン」の産地。秋なら見事なミカンを愛でつ

は本妙寺経由の産交パスで峠の茶屋まで行き、つ下ると、程なく岩戸観音に着く。寺の横の

そこから歩く人が多いようである。峠の茶匡 岩山には五百羅漢が並び、その奥には剣聖宮

から左折して暫く行くと、右手に梨園が続き 本武蔵が「五倫の書J を著したという霊巌洞

晩春の花季には白い花が美しい。桜並木、杉がある。このコースで登り 1 時間余、下り 1

林を横に見ながら緩やかに高度を上げて行く 時間半を見込めばよい。 （鶴田佐知子）



金峰山（665m）二／岳（685m）三／岳（681m)

僻市・玉名郡 5万国 I僻・玉名J

若いころ関西の学校から帰省するとき、長

い汽車の旅のすえ車窓に二／岳、三j 岳が見

えてくると「ああ熊本に帰ったなあ」と実感

したものである。 －） 岳の金峰山は林立する

ビルに遮られて、今では我が家の 2階の窓か

らは見えなくなってしまった。以前は朝夕、

山にかかる雲を見ては観天望気をするのが常

だった。或る時期には水曜登山と称して、仕

事を終えた夕方から仲間と集まり、山頂で夕

日を眺めようと登ったものである。金峰山は

私にとってトレーニングの場であり、友人と

の交流の場であり、かけがえのないふるさと

の山であった。しかし今は山頂にテレビ塔が

林立し、そのための車道が通り大きく様変わ

りした。数年後にはロープウェイが開通する

という話も聞く。昔の面影が失われてゆくの 切って登り詰めると山頂神社の裏手に出る。

を見るのは寂しい。馴れ親しんだ金峰山の登 眼下に熊本市街地、遠く阿蘇、九州山地そし

路は幾つもあるが一般的なものを紹介しよう て有明海を隔てて雲仙岳が望まれ眺望絶佳で

①島崎、岳林寺バス停から左へ菩提樹苑の中 ある。次に二／ 岳、三j 岳の縦走路を歩いて

を通り、三淵山の南側を進み市立少年自然の 見ょう。熊本から西里経由、野出車庫行きの

家を経て大将陣登山口にいたる、所調「中道 ノくスに乗る。終点で降りて野出集落を通り故

コース」である。山頂へは「さるすべり」の け山道を登る。途中「胸突き八丁J などの急

難路を直登する。②島崎の荒尾橋バス停から 坂もあるが1. 5Km、 45分で 1等三角点の二j 岳 l 

夏目激石の「草枕」コースを歩くもので、最 r山頂につく。有明海を隔てて雲仙が目の前。

初は迂回しながら車道を行くが案内板がある 二j 岳は熊岳（九万岳）とも云われ、金峰火

所から鎌研坂の旧道を登る。僅か300m足らず 山の最高峰である。東へヒノキ林の中を下り

だが、昔の面影を残している。あと県道に出 岩塊の間を縫う急坂を登り詰めると三j 岳め

て暫くで「峠の茶屋」に着き、左折して行く 山頂。 1. 8Km 50分の道程である。玉名平野か

とやがて大将陣の登山口に出る。このコース ら有明海にかけての展望がよい。九電や自衛

では右手奥に眺めるこ／岳、三／岳の山容が 隊のアンテナが建つ鞍部に下り、石段を上が

美しい。③峠の茶屋から西へ向かい北登山口 ると観音堂が建つ聖徳寺山に着く。 三／岳集

からのコースで、 鳥居を くぐり仁王様の石像 落への下りは県道を迂回するか、そのまま自

に迎えられ、静かな森の道を登る。車道を横然歩道を行くか何れでもよい。 （門脇愛子）
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竜峰山（517m）竜ヶ峰（542m)

八師、宮原町、東国村 5万国 I八代j

竜峰山、竜ヶ峰は八代平野の北東に位置す

る。 一般には、北東に延びる山塊の南を竜峰

山、北を竜ヶ峰と呼んでいる。八代を象徴す

る山であり、近隣の学校の校歌によく歌い込

まれている。山名については若干の混乱が見

られるが、竜峰村史（18）によれば「竜峰とは

竜ヶ峰の音読で、氷川に起って球磨川に終る

一連の山の姿を、竜になぞらえて名づけたも

ので、油谷凶、竜峰山などを含んでいる。そ

の主峰が竜峰山である」という。また一方で

竜ヶ峰は一連の山塊の主峰で、竜峰山の別名

であるとも云われている。現在、一般に竜ヶ

峰と呼ばれている山は、五万分の一地形図に

は山名はなく、地元では鞍ヶ岳或いは油谷山

と呼んでいる。山名の歴史は古く、肥後国誌

に 「八代事跡考ニハ龍峰山妙林寺ノ、延喜五年 寺、川田町東、坂谷、射鳥峠）からつけられ

（晴905年）ニ立」とあるから、既に平安初期に ている。何れも 1 時間位で山頂に達する。

は山名があったと考えられる。この山塊は、 一般には、川田町から舗装された林道を五合

数層の石灰岩層を含む変成した古生層からな 目まで車で入り、ここから山頂に登るルート

り、山中いたる所に石灰岩の露頭が見られるο がよく利用されている。所要約30分。竜ヶ

一部にスギ、ヒノキの造林があるが、中腹は 峰城跡と伝えられる山頂は、広場となってお

雑木が密生し山麓はミカンの栽培地となって り展望台や東屋が整備されている。山頂の北

いる。また、龍峰山は八代地方の民話「彦一 側はヒノキの造林に遮られているが、その他

頓知話J に登場する天狗の住む山として知ら は広い展望が開けている。西側には八代平野

れる。南北朝時代に修験者の道場として栄え が広がり、不知火海の彼方には天草の島々が

た歴史があるので、天狗伝説も或いはこの修 望まれ、東側には五木、五家荘の山々が幾重

験者と関係があるのかも知れない。彦ーが天 にも重なる。山頂から、北に延びる稜線を伝

狗と知恵くらべをした天狗杉は、かつて龍峰 うと、途中電波反射板を経て約 5 0 分で竜ヶ

山の北側七合目付近にあったという。樹齢干 峰に達する。北側が伐採された山頂からは竜

年以上の大杉が二本あったが、昭和27年頃に 北町方面の眺望が開けている。なお、山麓の

惜しくも登山者の不始末で焼失、伐採された 興善寺町にある明言院は、興善廃寺跡で国指

と聞いている。八代市民憩いの山として親し 定重文の 「毘沙門天立像」 など貴重な文化財

まれているだけに、登山ルートは四方（興善 があり、 一見の価値がある。 （田上敏行）
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小岱山（501m)

玉名市、樹、醐町、棚、 5万目 I玉名l

小岱山は建保二年(1214）宗から帰国して観

音岳山頂に正法寺を建てた月輪大師の開山。

中国五岳の一つ、泰山に似ているので小泰山

と名付けられたのが起源。但し、この地を領

した小代氏に因んだ命名との説もある。玉名

温泉から四ッ原まで九州自然歩道が整備され

県立公園に指定されている。南側の蛇ヶ谷公

園と笹千里には駐車場があり、丸山展望台、

観音岳を経て主峰の筒ヶ岳に至るこのコース

は、比較的緩やかで多くのハイカーに親しま

れている。マツ、 シイ、カシ、ヤマモモ、ツ

バキなどの自然林の中を歩くが、ツツジの花

咲く頃が最高。中央部の観音岳（473m）は、そ

の昔の正法寺跡だけに広々とした山頂。しか

し今は簡易な嗣に観音三尊石仏が安置されて
r. ＼、岱、吉J

いるだけである。ここから主峰の筒ヶ岳まで い山道を分けている。四ッ原口に劣らぬ急教

は、小岱松が点在する岩尾根を伝う気持ちの だが、人工的な横木階段などない自然のまま

よい山道。途中、大きな花闘岩が露出した所 の山道。岩や樹木を掴み四肢を総動員しての

は阿蘇、英彦山、 雲仙など七名峰が一望でき 下降は童心にかえって思いの外愉しい。下り

るので「七峰台」と云い、素晴らしい眺望を きって庄山まで林道を35分歩かなくてはなら

満喫できる。 ー皇、尾根を下り急坂を登ると ないが、パスの便はよい。小岱山の登山ル一

間もなく筒ヶ岳の平坦で広い山頂に着く。鎌 トは幾つもあるが、パスでもマイカーでも便

倉時代に小代氏が築いた城跡で、石垣が名残利なのは府本口であろう。バス停から 2キロ

りを留めている。一等三角点が置かれた山頂弱で登山口。駐車場、便所、 案内板がある。

の東側は、樹林に遮られて展望はないが、西部分位で伝正法寺跡、左へ筒ヶ岳の道を分け

側は玉名平野から有明海、 雲仙など素晴らし る。緩い登り 20分で、右の急坂をつめると、荒

い眺めが展開する。ここから長助金比羅まで 尾展望台からの道と合流し観音岳まで30分位

は尾根伝い急な山道だが、四ッ原への下りは で着ける。キラズ谷のザラ場を直登すると、

さらに急坂で横木階段が続きうんざりする。 筒ヶ岳直下のV字谷まで15分程で行ける。何

林道に出てほっとするが、バス停までは車道 れも自然林の下蔭を行く山道で気持ちょい。

を 1 時間も歩かなくてはならない。筒ヶ岳か東の石貫からは、広福禅寺、丸山を経て観音

ら殆どの人がヨ l き返すのは、車利用の所為だ 岳iご登るコースを薦めたい。史跡の横穴群か

けではなさそうだ。長助金比羅から西北に細 らの直登路は道が荒れている。 （馬場猛）

-9-4 一・
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大岳（477m)

字士市三角町 2.5万回 I齢j

熊本県の形は、西を向いた人の横顔のよう

に見える。 その中央部から慌のようにすそ i：半

島が突出している。大岳は、東西約20Kmの半

島の中心を走る脊梁山地の中程にある。字土

高

マイクロ中継所（日桁レコム）のアンテナが立つな え毛
ど、山の景観も変わってきた。私が初めて大 66号掛からは不知火町の松合と大見、三角町
岳に登ったのは昭和30年の夏、国鉄三角線の の里浦と底江の 4 コースがある。 宇土市の網

網田駅で下車して、先ず眼前に聾える雄岳 田を除く他のコースは、いずれも山頂南側直

(348m）を目指した。 40年以上も前のことで記下の防火線入口で合流する。なお県道58号線

憶が定かでないが、雄岳の岩壁の横を這い上 が半島を横断しており、境界の北側の網引町

がって尾根の上に出ると、わりと幅広い道が からのコースは九州自然歩道（鳩山ーめになっ

あり、この道に導かれるように大岳の頂上台 ており、尾根沿いに大岳山頂をこえて三角岳

地に出た。戦時中に高射砲陣地？が置かれた 方面へのびている。健脚向きになるが、 JR三

と聞いたが、壕を掘り巡ら した跡が残ってい 角線の住吉駅から綱引町を経て、この九州自

た。昭和56年2 月、天草の山を登られた今西然歩道を通り大岳山頂に達し、さらに西へ進

錦司先生（元日本雌銭）を案内して、三角町の里 んで雄岳の横から郡浦越えの車道に出てJR網

浦から南面の防火線を登った。山頂に達する 田駅へ下るコースを推奨したい。核心部のト

最短コースである。現在は九電の送電線（割以 レールは、狭い半島の中とは思えない深山の

城）の60号鉄塔が防火線のすぐ下に建ってお 静寂があり、ハイカーを満足させることと思

り、ここまで車で行けるので20分足らずの登 う。約15Kmのコースで、休憩を含め 6時間を

りで山頂に立つことが出来る。登山ルートと 見ておけばよい。［効棚川］湖一JR三角躍（齢－~~）

しては、半島北側（髄57謙、 JR三鱒）からだと字 1目、 18蛾髄57号線政パス（担 三角） 1 目、 9往復 欄ー磁

土市の網引町と網田町の 2 コース。南側（髄2 266号擁産受パス（純一三角） 1 日10鈍 （本田誠也）
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飯田山（431皿）

掛町、 5万国 I御船J

一昔前、熊本市近郊で観光パスに乗ると、

ガイド嬢はよく窓外に見える山の説明をやっ

たものである。例えば雁回山は一時ここに住

んでいた鎮西八郎為朝が、朝な夕な山上を渡

る雁を強弓で射た。閉口した雁は以来この山

を迂回するようになった。それが雁回山の由

来であるという具合にである。飯田山の山名

の由来については、もっとユーモラスな民話

がある。昔、飯田山と金峰山は互いに自分の

方が高いと主張して譲らなかった。それでは

と背比べをすることになり、両方の山に竹樋

を渡して水を注いだ。すると水は音をたてて

飯田山の方へ流れ山頂の窪みに溜まった。閉

口した飯田山は「もう決して背比べするなど

イイダサン」といったげな…飯田山は熊本市

の南東に位置し、益城町に属し御船町に隣接 なお堂が建っている。山頂はここから 5分程

している。山容はミニサイズの富士山型で、 で達する。広い平地に 1等三角点の標石が置

もっと丸っこい親しみやすい姿である。中腹 かれているが展望はない。南側の露岩が多い

には天台の古剃、飯田山常楽寺がある。肥後斜面に立っと、天君ダムや軍見坂方面の展望

西国第 6番札所でもある。登路は山麓の小池坊〈ある。夏から秋にかけて、途中の山道には

からだが、近年林道ができて常楽寺までマイ

カーで入れる。しかし歩いた方が趣がある。

三差路から少し登ると溜池に着く。ここに駐

車して掘割のような山道を登る。 30分程歩

水引きの花がひっそ りと咲き、シャガの花が

立ち並んで出迎えてくれる。また山芋の芽の

ムカゴ採りに興じることもある。 1 9 8 5年

（蜘60年） 2 月、熊本の 1等三角点の山を訪ね

いて一汗かいたころ送電塔の下に出て、眼下 て今西錦司先生（元・日本雌銭）がこのコースから

に熊本平野の展望が開ける。この先の三差路 登られた。静かな山頂に、高々と今西コール

を右へ進むと、程なく常楽寺の山門の下に出 が響いたと聞かされた。余談だが、飯田山ほ

る。境内には銀杏の巨木が2本あり、秋の紅 ミカド．アゲ．ハの白化異常型の採取地としても

葉の頃、実が熟す頃は日頃閑静なこの寺も人 知られる。明治 2 6年頃イギリス人のワイマ

出で賑うことがある。境内裏から男坂、女坂 ル氏が採取して有名になったという。西麓の

と 2本の登山路があるが、急坂の男坂は下り 御船町高木には野鳥の森（齢賄量隠センター）があ

に使うがよいだろう。杉林の中を 20分も登 り、休日にはピクニックを兼ねて家族連れで

るとやや開けた所に出る。民話の小池と小さ 賑ぎあう。 （中村恵三）
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三角岳（ 406m)

三角町 57i閏 I三角j

三角岳は、その名が示すように宇土半島西

端の三角町にある山である。高度は僅か406m

と低いが、お碗を伏せたような特徴のある姿

は何処からでもそれと指さすことができる。

それに堂々たる 1等三角点の山である。 1981

年 1月、 1200山稜頂を目前にした今西錦司先

生も、この山に登られた。低山だが海岸線か

ら登ることになるので楽ではない。登路は幾

っかあるが、 JR三角駅を起点に際崎から登る

コースが、九州自然歩道として案内板なども

整備されておりもっとも一般的である。交通

の便は、熊本市からだとJR三角線がほぼ 1 時

毎に運行しており、所要時間も 1 時間足らず

と便利である。 三角駅から東へ400mほど引き

返し、踏切を渡って北へ進むと三角町役場の

前に出る。 先の三差路を右折して約lOOm進む

と、左手に笠j! I 日の案内板がある。登山道に

入ってすぐ右手の民家の庭先にパクチノキの

巨木があり、 10月頃の花季には異様な感銘を

受けたものである。登山口から15分ほどで展

望所、眼下に三角港と町並みが広がる。さら

に15分で天朔台への分岐に着く。左へ数分で

天期台、 一段と高い展望を楽しむことができ

る。傍らに後藤是山の句碑「見晴かす嶋山青

し冬麗」が立つ。分岐に戻り 25分ほどで 5合

目の雲竜台に着く。岩上に立っと眼下に三角

西港の町並みと瀬戸を挟んで大矢野島の山々

や天門橋のアーチなど天朔台に劣らぬ景観で

ある。岩山をこえて山頂への急坂にかかる。

イワマツ、カワラ ヨモギ、シャリンパイ、ト

ベラなど岩山や海岸に多い植物が目につく。

急坂を登り切る と、樹林に囲まれた広い山頂

に着く 。大きな岩の聞に山の神の石両や 1等
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天草上島の山

側、姫戸町、棚、倉品町、酬 ゆ脱
却i胸、御所浦町 5万国 ｛三角、搬出

天草諸島は大小120 余の島からなるが、そ

のうち主なものは天草上島、下島、大矢野島

御所浦島の四島である。これに長崎県の雲仙

岳、鹿児島県の獅子島、長島を合わせ「雲仙

天草国立公園j に指定されている。指定対象

として、雲仙岳の山岳美は当然のこととして

天草および周辺の島々の海岸美が挙げられて ースの最高峰、念珠岳（503/i）を越え、烏帽子

いる。これは低山ながら天草島の山々から海岳（465~）を通過して竜ケ岳町に入り、最終点

景を眺望すると領ける。 天草の最高峰である の竜ヶ岳（470ii）に至るものである。砂岩が露 4 
倉岳（682/i）は島外からの登山者も多く、ガイ 出した特異な風化景観と、眼下に展開する八

ドブックにも紹介されて有名である。登路は 代海の眺望が素晴らしい。自然歩道ルートか

九州自然歩道と重なるが、南面の倉岳町棚底 らは逸れるが、松島町の千巌山(162~）干元森

からと、北面の栖本町からの二つがある。ど岳（233ii）太郎丸巌（281ii）次郎丸撮（397/i）は低

ちらも頂上広場（590ii）まで車道が通じており ωながら険しい岩峰で、山容、眺望ともに勝

駐車場から約500官、ゆっくり歩いても15分で れている。特に次郎丸壊は、東面が100fi;以上

1 等三角点（捕点）の山頂に到達する。倉岳神社 もスッパリと切れ落ちた岩壁を持つ三角錘の

の石肩があり、航海安全を祈願して石船が奉特徴的な山容から、天草の秀峰の一つに数え

納しである。四聞は遮るもののない天草随一 られている。登山口は今泉地区の西辺からで

の大展望が開ける。倉岳から北へ約5 報を隔 雑木林の中を、太郎丸識との尾根の鞍部を目

てて、茶碗を伏せたような丸い大きな山があ 指して登る。尾根に出たら南へ進み、岩壁の

るが、これが老掛（590fi;）である。この山も有 手前から西側の肩へ急坂を上がると大岩の下

明町の上津浦と赤碕から車道が通じており歩 に出る。この大岩を乗り越えて暫く行くと小

かずに登れる。山頂の大展望台から島原湾を さな石嗣（事粧）がある。頂上はその先から左 , 
隔てて雲仙岳（普賢品）の雄姿と対面できる。上 へ上がった所で、大きな岩盤の上からは遮る

島東部を南北に連なる二列の山地は、天草ア もののない展望。間近に観海アルプスの山々

ルプスまたは観海アルプスと呼ばれている。 倉岳、老岳、そして遥かに雲仙岳と広閥であ

宇土半島から大矢野島を経て天草上島に入っ る。次郎丸嵐の山名の由来は不明だが、文政

た九州自然歩道は、松島町の高舞登山Cl16ii ) 2年、山頂に弥勅菩薩を把り 「弥勅岳」と呼

から観海歩道となってこの山地を南下する。 んだと伝えられている。上島の北側にある大

茶屋峠、金比羅山（258ii）を経て姫戸町に入り 矢野島は、ほぽ平坦で最高峰は229ti;の飛岳で

牟田峠から次第に高度を上げて、蕗岳（320(;;) ある。しかし南側の御所浦島は、海岸線から

白嵐（373ti;）鹿見岳（285ti）から二弁当峠(124立） 切り立った山地となり最高峰は 2等三角点を

へ下る。ここから再び高度を上げて、このコ 置く烏ヶ峠（442(i;）である。 （長田光義）
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天草下島の山

本書市、ヰ師、天草町、河棚、新和町

5万国 ［本盤、特J

天草下島の山々は照葉樹林に覆われていて

眺望に恵まれない。下島最高峰の天竺（538(;)

も例外ではない。天竺という珍しい山名は、

「山と渓谷」 1996年10月号に（天草下島・天

竺…だれも知らない嗣略…）として、向一陽氏に紹介

されて少しは有名になったようだ。だれも知

らないと云うけれど1981年 2月に、日本1500 除き天草全島の山々を一望する。 1 等三角点

山登頂を目指していた今西錦司先生が、下島本点は全国に 346点あるが、ほぼ45Kmの点聞

の最高峰としてこの山に登られた。高さでは を見通す地点に選定されている。 即ち角山を

2番目になる角山（526（；）は、本渡市、天草町 囲む本点は、長崎県の八郎岳（590（；）雲仙普賢

河浦町の三市町にまたがり、天草下島のほぼ岳(1359（；） 、熊本県の笠山（567（；）矢筈岳（687

中央に位置している。どこから見ても、それ ω、鹿児島県上甑島の遠白木山（423奇）などで

と指せる優れた山容を持っている。この山の ある。下島には行人岳（ぎようにんだけ） という名の

天草町福連木側の山域は、国有林に指定され 山が三山ある。また河浦町の梶木岳（254(i;）と

ており官山（かんさん）とも呼ばれている。地元出 産島（262（；）には、役行者（えんのおうじゃ）の碑があ

身の尾上正彦氏の 「樫の林の物語」によると る。それらはいずれも山岳修業地（善隣）の名

（江戸時代の徳川家の槍の柄は、この林の樫残りを示すものである。また下島には遠見に

の木に限られ［御林］と呼ばれて厳しく監視 関する地名が数多く残っている。 牛深市の遠

取締りが行われていた）とある。貴重な植物見山（217（；）魚貫崎の遠見岳（224（；）天草町の荒

も多く、天草寒ラン、春ラン、エビネなどの 尾岳（342（；）富岡半島、通調島などである。こ

自生地であり、 シダの新種も発見されている れらは江戸時代（鎖国）に外国船を見張るための

が、愛好者達の乱獲に遭っている。登路は本遠見番所や蜂火台が置かれた場明で、密貿易

渡市方面から国道 266号線を南下し、長平越や外国船の取締り、難破船の救助などが行わ

トンネルを出た少し先から右折して広域林道 れた。 下島の南部、牛深市のほぼ中央に、も

（柑・大胡）を行く。 3九余で右側に金比羅宮の石 う一つの 1等三角点（蹴）の山、権現山（4021i)

の鳥居と「角山遊歩道J の案内板があり登山 がある。 前記の今西錦司先生が角山に続いて

口である。コンクリート丸太の階段を約10分 1200山目の山として登られた。 魚貫から山頂

で金比羅宮の広場に着く 。 左折してスギ林の 直下まで車道が通じているので登頂は容易で

中の山道を約10分で尾根に出て、左へ 5分で ある。このほか下島で訪ねたい山として、二

濯木を切り開いた角山山頂に出る。 1 等三角 つの柱岳（柑市－517（；河棚 432（；）と本渡市の帽

点本点が置かれた山頂からの眺望はすこぶる 子岳（484（；）染岳（380（；）、河浦町の頭岳（466存）

良い。 ここからは東の八代海と西の天草灘の 古江岳（342r; ）、 牛深市の六郎次山（405（；）新和

両方の海を見ることができる。北側のー部を 町の竜洞山（317r;）などがある。 （長田光義）
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あとがき

平成 8 年度の支部総会で、支部設立記念事業として何かやろうということにな

り、具体的には特別委員会を設置して審議することになった。その結果、記念集

会の開催、記念登山の実施、そして記念誌の発刊が決まり準備に入った。記念誌

．の発刊については在り来たりの形式ではなく、例えば熊本の山のガイドを全員が

手分けして作ったら、という意見があった。そして、日数が足りないので、対象

となる山の数は 40 周年に因んで「熊本 4 0 山 J にしよう、ということになった。

いま中高年者の登山ブームで、市販のガイドブックは鰐しい数にのぼる。何か特

色を出したいと考えたが、素人の集団なので中途半端な内容のものにならざるを

得なかった。苦労して書き上げられた方には申し訳ないが、時間足らずというこ

とで、ご宥恕願いたい。 4 0 周年のご祝辞を、まことにご多忙な斉藤会長はじめ、

九州各支部（福岡、東九州、宮崎）の支部長さんに書いていただいた。ご厚情ま

ことに有難く心よりお礼申し上げたい。次に会員随想として、支部顧問の西沢さ

んに 4 0 年の回顧を、ヒマラヤに葱かれた男、馬場博行さんには、思いの丈を書

いていただいた。支部年表は、些か繁雑に過ぎる面もあったが、大したことはや

っていないのに、 4 0 年の歳月の重みを感じさせられた。ともあれ、この記念誌

が支部の 4 0 年の軌跡、或いは 4 0 年目の通過点の道標として、今後の発展に些

かでも寄与することができれば、望外の喜びである。 （本田・記）
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