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支部長本田誠也
全国各支部のうち設立後の節目の年に、記念事業として夫々の県境線を踏査しているところ
があります。例えば、信漫支部は創立20周年記念事業として「連嶺1000甥、長野県境地帯一
周踏査J を昭和40年(1965）に実施しました。翌年(1966）は、越後支部が延長 625鴇の「新潟
県境全山縦走踏査登山Jを実施しました。今から 30年も前のことですが、信濃支部では69
日間、参加延人員 73名。また越後支部は県及び関係市町村の協力を得て6 ヶ月にわたり 46
団体、延521名により実施したと聞いています。 9 lb ‘ ’< I 2- I 3 ／ ψ 

母？’ if'. y 
私たちの熊本玄車位、ヤ戎G年(lQQ7）！ずさを立 40罵年を迎えました。 fその際、 40周年に因

んで記念誌k 「熊本40山」を紹介しました。次竺節回ま.-45周年α00ぬヱ泊~室主主主ー
に九州各県ρ空室望号~－~－~－§＿整立趨飽を歩きたいと考えました。平成，_LQ_空度の運盤金一
に提案してー準備にかかり、昨年軟か色毎且ご回は陛ミのペースで実施し主むる占ころですb- ---

次に県境線の歩き方ですが、海を持たない長野県で証棄¥1c~苓記示に反時計回り、各班リレー
方式で一周しています。また新潟県は分割した区聞を各団体に割当て、 6 ヶ月間で縦走してい
ます。何れも会員数が多い大支部なので、当該年度内の短時日で完成されたと推察しています。
それでも天候やルートの状況によっては、随分ご苦労されたと聞いております。当然資金面の
問題もあります。資料収集・作成、通信・連絡、輸送・宿泊、記録等ですが、助成金や募金及
び会員の自己負担などで賄ったと思われます。
熊本支部では、便宜的に熊本県墳の陸上郁子（県北の荒尾市／大牟田市県界から、県南の水

俣市／出水市県界まで） 4 3 6報を68町占に分け、月例会の形で歩くことにしました。しか
し、それでは期間内に消化できないので会員夫々の個人山行に組み入れて実施するよう、ご協
力をお願いしております。また既に走り出していることですが、地図・賢料、交通費、宿泊費
等についても通常の例会と同様、自己負担であ頓いをしています。
「県墳を歩く」という発想はどこから来たのでしょうか。いま日本百名山、二百名山、三百

名山、または各県の最高峰、或いは一等三角点の山とか干支の山など、登山の「かたち」が多
様化しています。 「県墳を歩く」計画も、それほどオリジナリティーのあるものではありませ
んが、貧民本県墳は当然のことながら、全国何処にもない「此処だけJ のものです。
ともあれ故郷の県境の山と、峠と、渓谷と、原野とず村里を歩きたいものです。そのことが

故郷の自然、風土と心を見詰め直すーっのきっかけになればとの思いもあるのです。
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登山の棄しみ

10185 神谷平吉

いつの間にか満 7 2歳も目前となってしま

いました。開腹手術を受けて早や3年7 ヶ月

体力的には加齢と共に低下するのはやむを得

ないことですが、山への夢だけは未だに膨ら

み続けています。小さい開業医（内科）とい
う職業の制約と、術後という健康上の制約も

あって、今のところ全く「井の中の蛙J で専
ら九州の山々を訪ね歩いているばかりです。

それでも、ほんの僅かでも体力の衰えを防

ぎたいものと、常々畏敬して止まない脇坂店
一先生（久留米大学名誉教授）の健康法を、ー

自分で出来る範囲だけでもとりいれさせて頂

き日々実行しています。先ず早寝早起きのリ

ズムを守るように努め、午前6時3防予から天

突き体操、躯幹の前後屈、横曲げ、体捻り、

首や上肢の運動、跳躍運動、下肢の屈伸運動

かけ足の足踏み、エキスパンダーや鉄亜鉛、

足踏み器などによる運動を繰り返して約20分
暇な時には30分程行ったあと、柔らかなタワ

シで全身の皮膚摩擦を、根気よく続けていま

す。お陰でインフルエンザの最盛期など超多

忙ですが、何とかこなしているところです。

山行の方は大半は日帰りですが、平成1昨

には年間54回もの山行を行うことが出来ま

した。例え近郊の山々であっても季節により
また天候の知何によ っても夫々趣を異にして

山行毎に深く心に残るものがあります。なか

でも昨年6月初め、祖母山系の親父山から障
子岳に向かう途中、出逢うことができたオオ

ヤマレンゲの気品溢れる花の姿には、強〈心
惹かれるものがありました。今年になって、

1 月 16 日、 17日に雲仙を訪ねました。昨年の

春、普賢岳への登山が解禁になって始めての

登山でした。数年前までNH K熊本放送局長

でいらっしゃった0氏と、また住友銀行熊本

支店長でいらっしゃったった I 氏とが、夫々

拙宅に集まられて、家内と 4人揃つての山旅

となりました。幸いにも15日に降った雨は雲

仙では雪となっていて、また16日にはマイナ

ス13度まで下がっていた山の気温も、 17日に

はプラス 3度と暖かな晴天に恵まれました。

おまけに仁田峠まではチェーンなしでは車

が上がれないという好条件（？）も揃ったた

め掲の原園地から、仁田峠を経て山頂を目指

しました．妙見岳を過ぎる頃から木々を彩る
純白の.氷の見事さに、夢中でビデオを回し a

たものです．国見岳への分岐から普賢岳の急司

慢な霊路を登り詰めると、眼前に平成新山が

慮容を現しました。元日の恒例となった開聞
岳、そして雲値岳登山と、今年の山行も大し
たf切ヲり映えもなく始まりました。今後もな

お健康に恵まれる限り、夢を抱き続けて新し

い山行を目指したいものと、希求して止みま

せん．

山こそ生き甲斐

10186 神谷文子
ウイークデーは、いつも主人の診療のアシ

スタントとして、またその合聞を縫って開腹

手術後の主人の食事療法などで多忙な、しか

し平々凡々な日常を過ごしています。それで

も、山のお陰で生きる悦びを感じているこの
頃です。本田支部長はじめ熊本支部の皆様の

お一人お一人、何方とも山を愛するという一
点での繋がりであるだけに、心を許しておつ

きあいができることを本当に幸せだと思って

います。昨年も九州の山々だけですが54 山

に登ることができました。冬の阿蘇南外輪の

山々や、春の九重、祖母の山々、初夏の祖母

山系の親父山、障子岳、盛夏の九重黒岳、秋

の九千部山や鍋の平からの阿蘇高岳など、そ

れぞれ自然の織り成す造形美に感動した忘れ

られない想い出があり ます。新年も元日早々
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例によって指宿温泉に宿をとり、ゆっくり朝

食をすませて開聞岳に向かいました。垂山口
に車を止めて二合目の山小屋に入るところで

偶然にも下山中の石井先生にバッタリお会い
しました。お互いに奇遇を喜びあいましたが

夕方の再会を約してお別れしました。特徴の

ある螺旋形の山道を一周して、午後 2時過ぎ

には快晴の山頂に立つことができました。こ

の山には 30年以上も正月登山を続けていま

すので、いろいろと想い出があります。次女

の由美が4才の時は、すごく寒い元Eで九合

目近くの岩壁には 20Cm ほどの氷住が見られ

ました。それでも子供達は元気に頂上を踏む

ことができました。ある年は余りに早く山を

下った長男と次男が、登山道を外れて酒谷に

迷い込み、苦心の末やっと山麓にある公園に

辿りついたこともありました。山頂に立つ度

に走馬灯のように数々の想い出が脳裏をよぎ

ります。その夜は私達の宿に石井先生をお招

きして夕食をともにしました。一週間近くも

野鳥の観察を続けていられる石井．先生から、

鹿児島、宮崎一帯の冬の野鳥の生態について

興味深いお話を伺うことができました。新年

は、このあと雲仙岳や祖母山などを訪ね歩き

ました。こんな調子で私達2人の新しい山行
のスタートがきられました。山は登る度に私

に何らかの活力を与えてくれます。それは何

時の間にか生き甲斐と言ってもよい位のもの

になっていました。今年もまた実り豊かな山

行ができますことを心から願っています。

1998年の山

5120 石井久夫（宮崎支部）

1998年の山を回顧すると、心に残るい

〈っかの山旅があった。その中でも四国の石

値以1982m）が特に印象に残っている。石鎚

曲Eは今まで何回も足を運んでいるが、秋か
PE
s
t
E

臨
官官

ら冬にかけての時期だけで、春夏の時期には

まだ行ったととがなかった。春のアケボノツ

ツジとイシヅチサクラを見に行こうと思い立

ち、 5月の連休に照準を合わせて計画を立て

た。大分県の臼杵港から深夜便のフエリーで

四国の八幡浜に渡り、その日の内に石鎚スカ

イラインで主稜線上の土小屋0500皿）に入り

翌日は石鎚山に登る予定で日程を組んだ。平

成 1 0年(1998) 5 月 1 日、深夜便のフヱリー

に乗り込む。翌朝早く愛車を駆って石鍾山を

目指す。途中、面河渓に寄り道して漢谷を歩

いて見た。入り口の関門は面河川の最も狭い

峡谷の側壁となっている。溶結凝灰岩（天狗

岳火砕流堆積物）が垂直、水平に節理をっく

り渓谷美を作り出している。川面に影を映す

落葉広葉樹林には、直立したサワグルミや掌

状葉のトチノキなどが目についた。段々と天

候がおかしくなり一雨来そうになったので石

鎚スカイラインを土小屋に向かう。その夜は

国民宿舎の駐車場に車をとめて泊まった。夜

になると風雨が強くなり、明日の天気を心配

しながらウトウトと微睡む。明け方、雨は止

んだが深い震が立ち込めて白一色の世界。そ
のうち震が晴れそうになったので、慌てて支

度をして登山道を歩き出す。今回は、植物観

察を主体とした登山をしようと考えていた。

それで、前もって下調べをして出掛けたのが

幸いして楽しい山行になった。次第に天気も

よくなり、．新緑の美しさに目を奪われながら

歩いていると、先ずウラジロモミが自につい

た。これは日本特産の針葉樹で、他のモミ属

とは若い枝に徴毛が生えていないことで区別

できる。あちこちにアケボノツツジの花があ

らわれてきたが、既に花期を過ぎたものが多

かった。歩き始めの登山道沿いにヨウラクツ

ツジが小さな提灯のような赤い花をつけてい

るのを見かけた。おちこちにオオヤマザクラ

の花が見え隠れして、その中にイシヅチマメ
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ザクラが小さな花を沢山つけていた。私は前 とは少し違うかなと思っていたが、調べて見

からチシマザクラだと，思っていたが、後に調 るとブナ林の生育している比率が、太平洋型

べた結果タカネザクラとマメザクラの中間形 と比べて高いようである。石鎚山のブナが日

でイシヅチマメザクラと解った。石鎚山の山 本海型と知り注意深く観察してみると、何と

頂に近づく頃には青空も見え始め、山稜を吹 なく大木が多くて生育の比率が高いような気

き渡る風の彼方に、点々と見えるピンク色の がした。このあと九州脊梁山地に行く機会が

アケボ、ノツツジが見事だった。山頂直下の林 あったらブナ林を比較して観察して見ょうと

の中には、今回の目玉としたシコクシラベが思いながら山頂をあとにした。下山後、その

自生していた。このシラベの林は今から 2万 日のうちに四国を横断し、祖谷地方から剣山

年ほど前の寒冷な気候の時代に、日本列島の に入った。快晴の山々を存分に楽しみ九州に

中園、四園地方を覆っていたと考えられてい帰ったのは 5月 5 日の深夜であった。

る。その後の地球温暖化に伴って北へ退きー . 
部が紀伊半島や四国の山岳地帯に取り残され 鰭本市医師会「登ろう会」の紹介

た。ササとの競合を避け、ササの侵入できな

い露岩地に退避しているが、本州のシラベと 10522 出来田耕介

隔離されていたため多少の変異があるとして この会は主に熊本市内の開業医をメンバー

シコクシラベの名がつけられた。しかし、現 とする登山の同好会です。昭和51年に発足し

在は区別はしていないようだ。山腹の急斜面 ましたが春夏秋冬に一回づっ、年に四回の定

にはダケカンパが目につく。そのほかナンゴ倒山行を行っている和気あいあいの楽しい会

クミネカエデ、オオイタヤメイゲツ、ツルギ です。早いもので、この秋の十防山（とんぼやま）

ミツバツツジなどの落葉広葉樹が多く、秋の で91回目を数えることになりました。日帰

紅葉はまた一段と見事である。四国最高峰の り、大型パス、多人数という制約があるので

石鎚山には自生の南限植物が多く見られる。 目的の山を探すのは大変です。いつも世話役

ハクサンシャクナゲ、シラベ、ツマトリソウ は苦労をすることになります。ときには有志

ミヤマダイコンソウなと‘高山に分布の中心を で遺体を利用して、南アルプスや八ヶ岳、屋

もつ高山植物で、ある。固有種となると、イシ久島の山々にも足跡を残してきました。我が

ヅチザクラ、イシヅチボウフウ、オオトウヒ 神谷覇支部長も、発足当初からの有力なメ ン . 
レン、シコクイチゲ、シコクギボウシなど多 バーの一人として重要な存在です。春(1998)

い。石鎚で最初に発見された植物の多くにイ の例会では宇土半島の大岳（478m）に登りまし

シヅチとかオモゴの名が冠されている。今回 た．不知火町の大見からミカン畑の中を通り

特に見たかったのは、山頂付近にあるシコク 林道を迂回して時間を稼ぎ、それから自然歩

シラベ、シコクダケカンパ、シコクザサであ 道を登って約一時間半かけて山頂です。我々

る。これは九州では見られないもので、特に だけの静かな山頂には「神風連六列士自刃之

シコクザサの淡い緑の葉が、輝いて風に揺れ跡j の碑会液しく立っていました。昼食後は

るさまは心を和ませてくれる眺めである。そ 往路を下山しますが、林道は迂回せず直下降

れに今回始めて知ったことだが、四国のプナ で一気に下り、不知火海を正面に見るミカン

林は、山陰の大山や東北の飯豊山系のそれと 畑の簡易舗装道路では、落果しているミカン

閉じ日本海型ということだった。九州のプナ を拾いながらゆっくり下りました。過剰な豊
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作のせいか入手不足なのか木に生ったまま放

置しであるのです。それも拾って食べてみる

と結構美味しいのです。勿体ないことです。

山頂から一時間でパスに帰り着きました。
不知火の「道の駅」に立ち寄り、冷たい飲物
で喉を潤して帰途につきました。夏は背振山

地の九千部山（847m）に登りました。九州自動

車道を鳥栖インターで下り、河内町転石の採

石場から歩き出しました。大谷観世音に今日

の無事をお祈りし、スギ林の中を登りますo

’尾根上に出ると自然林の気持ちのよい山道と
なり、 30分で山頂につきました。地元の知

人が山麓の手作りの豆腐を冷やして待ってい

てくれました。冷たいビールと豆腐と持参の

弁当で昼食をすませ、全員で記念写真をとり

往路を引返しました。 下山の途中で思わぬハ

プニングがおきました。メンバーの一人の山

靴の底が剥げてばっくばくになったのです。

それも来る途中のパスの中で、靴底が剥がれ

で歩くのに苦労したという話が出たばかりだ

ったので、皆吃驚したり注意しなりればいけ

ないと思ったことでした。今度剥げた山靴は

それほど履いたものではなく、購入してから

7 、 8年も履かずにいたものだそうでした。

所調自然劣化したもので、人工の化学素材の
脆さを思い知らされた事件でした。秋は背振

’山地西端の十防山臼35m）でした。私にとって
は 20年来の念願の山でした。展望が素晴ら

しい山と聞いていたのですが、登る機会がな

く今日に至ったのです。小学3年の孫を連れ

て参加しました。九州自動車道の佐賀 I Cを

出て七山村の中村集落でパスを降り、歩き始

めました。いかにも里山らしい照葉樹林の中

の細い山道を登ります。孫も元気にトップを

行きます。約2時間で山頂に着きました。

高さ 5、 6J－ ~kの大岩がありロープが下げて

あヲて、これを頼りに岩上に立っと 3 6 0度

の展望が聞けています。玄海灘をパックに記

念撮彫をする人達が交替で岩を登ったり降り

たりしていました。下りはザラザラで滑りや

すい急斜面の道。互いに助け合いながら下る

微笑ましい婆も見受けられました。予定して

いた温泉は請員のためパスして、真直ぐ帰る

ことになりました。これで今年も春夏秋の 3

回がすみました。次は冬山ですが、いつも冬

の山登りでは焚火を焚き、カッポ酒と豚汁の

サービスがあります。何処からか支援隊が現

れて盛り上げてくれるのです。毎回これが楽

しみで参加する人もいるようです。何処も同

じで会員の高齢化が進んでいますが、無理を

せず、豊かな自然の残ったコースを求めて今

後とも活動を続けて行くつもりです。何処か
でお会いすることでもありましたら、よろし

くご支援をお願いします。

1998年の山

8605 門脇愛子

1 9 9 8年の山行は 1 月 20 日から 18 日

間にわたるニュージーランドのトレッキング

で始まりました。これは 18 日間という弘に

とっては初めての長丁場になるため、参加を

決心するまで随分考えました。帰国してから

も「ほんとによく行って来たJ と、夢のよう

な気がしています。世界一美しい散歩道と言

われてい石ミルフォードトラ ックですが、天

候や私の体調の関係もあり後半のルートバン

トラッ クP方がよかったよ うに思います。 し

かし流石に世界のトレ ッキ ングコースです。

素晴らしい自然や眺望と共に山小屋の完備、
トレッカーたちのマナーのよさに感嘆しまし

た。もう無いかと思っていたマウントクッ ク

リリーにも会うことができて、花も山も人も

十分満喫したニュージーラン ドの旅でした。
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夏は、恒例のグルーデで日本アルプスの山旅。

中央アルプスの予定が千畳敷ロープウエーの運

休で後立山連峰の八方尾根から唐松岳に変更。

8月 2 1 日から 3泊4 日で行きました。今回は

いつもの松本経由ではなく長野行新幹線で長野
そして白馬直行パスを利用したため、大幅に時

間短縮ができました。長野、白馬聞は所謂オリ

ンピック道路でしょう、快適でしたが白馬村の

中心部にはまだオリンピックの名残りが色漉く

（良（樋（も〉残っている感じでした。初日は八方池

山荘、翌日はこの夏最高という天気に恵まれ唐

松岳へ。元気な加藤さん、吉田さん等4人は五

竜岳まで足を延ばしましたが、私たち 3人は唐

松岳頂上山荘泊まり、のんびり、ゆっくりと賛

沢な山旅を堪能しました。秋は、第 1 5 回全国

支部懇談会（秋田支部）に加藤さんと二人で参

加しました。男鹿半島の「お山かけ」では今回

しか入れない航空自衛隊レーダー基地内の一等

三角点に対面することができました。また秋田

支部のご好意で男鹿半島の名所を案内していた

だいたり、前夜祭（強会）での新鮮な海の幸の御

馳走を満喫して、楽しい思い出になりました。

大きな山行は以上の 3 回、あとは月 2回位のペ

ースで、里山歩きや自然探訪ハイキングが18

回。大晦日には恒例の金峰山に登り一年間無事

に歩き続けられたことを感謝し、今年の登り納

めとしました。

JA Cネパールトレッキング

9649 鶴田佐知子

JA Cネパールトレッキングのことを知った

のは、たしか昨年3月、九州四支部合同会議の

際小倉副会長からのお話にあった。その後、月

報「山J 7 月号の案内を見て早速申し込んだ。

私が 1 2年前にネパールを訪れたのも J A Cマ

ナスル登頂30周年記念トレッキング“1986 “
「マナスル展望の旅」だった。集合は11月 20 日
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7 時、関西空港国際線ロビー。今回は日本

山岳会関係者を中心としたチャーター機で

カトマンズへ直行する。私は、 J コース

「自然保護委員会シパブリ植林体験と展望

トレッキング 9 日間J を選んだ。植林と現

地の人々とのふれあい、そしてヒマラヤの
展望を棄しめるという他にはない企画だと

思うたからだ。 9時半離陸し、カトマンズ

には14時半頃着いた。 3時間15分の時差が

あるので8時間15分の空の旅であった。 17

時頃ホテルヒマラヤに入り、各コースの人

達との顔合わせがあり、一日目の夜は更け

た。 11月21日、専用車でシバプリのシャク

ナゲ植林地に向かう。途中、ヒンズー教の

寺院ブタンネルコンドに立ち寄り、 10時頃
自然保護地区入り口に着く。 250ルピー払って
日本語学生と一緒に作業開始。今日は大森
弘一郎氏らがネパールで採取した種子を屋

久島で育て、その苗を飛行機で運んだもの

を鉢に植える作業である。シャクナゲはネ

パールでは 「ラリグラスJ といい、国花に

なっている。鉢の底に石を入れ土を入れて

苗を一本一本植えながら学生達と喋りなが

らの一日は楽しかった。 16時過ぎ学生と別

れて山道を登り、テント地のカレビールの

ラマ教の尼寺に着いた。ヒマラヤザクラが

美しく、カトマンズの夜景を傭廠して満足

した。ラマ教の仏さまは日本の密教の仏さ

まに似てなつかしい。翌22日は8時過ぎに

出発、昨日の鉢が置いてある所まで下り、

鉢を一つ抱えて植林地まで畳る。水を含ん

だ鉢の重いこと！ 配水施設の整備をする

人達と合掩して崖の上の水源を見に行く。

配水が完備していないので植林を中止して

昼飯にする。この辺りは1900皿位だが、 13

時50分愈々登山を開始する。カシの仲間ら

しい林の道をひたすら登り、 15時半2350皿

の平らな所に着いた。ここが今夜のテント



地だ、ネパールのお茶が美味しい。

11月 23日、今日のコースは短いので、ゆごっく

りと 9時に出発する。大きなカルスという木

の林の中の緩やかな道を登る。 1時間20分で
2732m のシパプ、リ山頂に着いた。ヘリポート

もある広い山頂には石詞があり展望は素晴ら

しい。正面にガネッシュヒマールの山々、ラ

ンタン・リ lレン7245m ガウリシャンカ－）レ

7146m やロールワリングの山群、ドルジェ・

ラクバ6990m 西方遠くに懐かしいアンナプル

ナ II 7937m やマナスルの姿も見える。昼食

後は、写真の名人たちがシャッターを切るの

に忙しい。ここに 8年も住んでいるという黄

衣を着た修業僧の洞窟を訪ねたり、飽かずに

山を眺めたりして一日が過ぎた。その夜の星

の奇麗なこと！満天の星とは、このことだろ

うか。 11月24日、 6時のモーニングティーが

すむと少しづっ夜が明ける。ピカリと山が光

る。あれがランタン・リルン、高い山から光

るそうだ。西方のアンナプルナにも朝日があ

たり赤く染まった。あまりの美しさに声もな

い。 8時出発、今日は緩やかな尾根道を東に

行き、南下してチソパニへ。竹が一斉に花を

つけている。パーツというカシの仲間のドン

グリの大きいこと！ ユズリハに似た木、ア
シビ、モチノキの仲間など九州に見られる木

I も多い。低木のミツマタも多く花が大きい。

雨が多いのかシダの種類も多く、リョウメン

シダによく似たものもある。東の方の展望が

聞けヒマラヤの 巨峰群がずらりと並ぶ。

13時頃、チソパニ（枇い加重）着。ここは小さな

ホテルもある村である。ここからカトマンズ

は歩くと 2 日かかるそうである。翌25日、今

日は少し東よりに1800m まで下り、 1985m の

ナガルコットまで登り返す20Kmほどの長い行

程だ。今朝はアンナプルナの左手にマチャプ

チャレが小さく見えた。この山々の眺めも今

日で終わりかと思うと一寸淋しい。 8時出発

広い道を暫くはのんびり歩く。巨大なウラジ

ロの群生、ヌスキ、パンパス、ナギナタコウ

ジュの実、タデの仲間、ガマズミのような赤

い実。狭い下りと、広い平坦な所と道は明る

い。ユズリハ、モクレンの仲間、ノボタンの

花も咲く。 11時30分、平らな草地に着いた。

近くに農家が点々とあり、水牛がいてミズバ

ショウが茂り、ソバが実りプーゲンビリアの

木が大きい。ここで昼食、小学生が5- 6人

集まって来て教科書などを見せてくれる。中

学生も来て嬉しそうに一緒に写真に収まる。

これからナガルコットへ、幾つかの村を通り

長い道を行く。少し遅れ気味の弘をシェルパ

のウイ君がサポートしてくれた。 16時40分、

ナガルコットに着いた。 12年前にも来たが

すっかり様子が変わってしまった。ホテルも
たくさん並び、テント地からの眺めはあまり

良くない。今夜でテント生活も最後、シェル

パと共にお別れのビールノfーテイ。楽しく賑

やかなお喋りで夜も更けていった。翌26日、

6人のシェルパ、 4人のキッチンボーイ、 11

人のポーターと別れの日。 9時15分、車でカ

トマンズに向かう。明日、彼らは夫々次のト

レッキング地に行くそうだ。楽しい時は早く

過ぎる。途中バドガオンのお寺や古い町並み

を棄しみ、 12時40分カトマンズのホテルヒマ

ラヤに着いた。久しぶりの入浴後、 15時過ぎ

今回のトレッキングに同行した日本語教師ラ

メッシユさんのお宅を訪問する。 62度もある
自家製の強い酒〈時シ〉や、ネパールの家庭料

理が本当に美味しかった。 27日は、朝からパ

タンの日本語研究学院を訪問するなど、慌た

だしく時は過ぎ16時30分カトマンズを離陸。

何か心ひかれる思いを残してネパールを後に

した。心優しいネパールの青年たち、昔の日
本を思わせるような、ゆったりとした時の流

れ、人の数より神の数が多いというネパール
是非もう一度訪ねて見たいものである。
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五ーのこと

4943 馬場猛

五ーとは、昔、支部会員だった墳忠一君
のことである。即ち、 （氏名）境忠二
（会員番号）四九九一 （日本山岳会入会紹

介者）三谷孝二西津健一 （住所）大牟田
市明治町二丁目三一番地。それで五ーと云う

私が昭和 2 1 年春、三池中学 4年に転校し

たところ同じ組に五ーがいた。家も近く、当

方に似て秀才？だったので、すぐ仲良しにな

ったが、一緒に山に出かけた記憶はない。
五ーは、佐高（佐賀静報）から九大（il.lff大学）に、

小生は「都の西北j へと別れ、タマに会う程

度になったが、その時も山の話なぞした覚え

はない。

昭和30年に岩登り（ロヲクサライシグ）を始めた私

は或る日、阿蘇に出かけてピッ クリした。若

しゃと，思って追いかけると、果たしてそれが

五ーだった。何時の間にか二人とも岩にとり
頚かれている事が解り、二人揃つての山行が

始まった。阿蘇だけではもの足りず鋼、穂高

へと広がって行った。 二人の交友は山だけで

はなく、私はバッハやモーツアルトの世界に

引き摺り込み、五ーからはピカソやミロなど

の現代絵画を習ったので、音楽会や美術館通

いも始まった。五ーは本を出す度に持ってき

てくれた。文学関係は 4 ～ 5冊は読んだが、

20冊ばかりの詩集は専らツンドク。どうし

ても詩が解らぬ小生を残念がったが、その度
に「詩を作るより田を作れj と噴いていた。

詩、短歌以外のものは割に読んでいたので

色々と本の話をするうちに、では俺も読んで
見ょうという気になり、二人だけの共通語が

生まれた。 「何とかストーンを持って来たJ

「アクアクか有りますように」などから「ホ
タカの母（または道綱の母）によろしく」と

云った具合。

穂高に惚れ込んだ五ーは、毎年のように穂

高に通ったのはよいが長男の名前を「穂高J
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と決めて、夫人、母上と大喧嘩。その内「貴

方が火付け役じゃないの、何とか思い止まら

せてくれJ と当方にまでトパッチリが来る始

末。当時、鋼に夢中になっていたので、穂高

は五ーに引き摺られた方だった。子供の名前
に「ホタカ」は余り芳しくない、私もそう思
う。そうだ窪田空穂先生の名前に肖ろう。

詩人と歌人の違いはあるが、五ーと同じ国
文学者、而も草桂履きで二度も槍ヶ岳に登ら
れた方だ．種高でなく高穂と書き、タカホ、

タカオと呼んでもいいじゃないかと自信満々

の妥協案を出Lたが、あえなくハネられた。 ー
「有紀j と決まったが、それより夫人のこ . 

とを『ホタカの母j と呼ぶようになった。

後目、五ーが衝の小路の女に手を出したと

聞いてから気位高い夫人が「かげろう日記J
の作者を思わせたので、 「道網の母J と呼ん
だところ、五一極瞬時にその意を解した。

熊本支部の行事では、設立1 0周年の市房

山登山が思い出される．支部随ーの酒豪で聞
こえた五ーに Iお薗が聾待委員長だ、酔い潰

せJ とけしかげて、本新t表の藤井運平評議
員に立ち向かわせたが、全く歯が立たず二日
酔いでダウン．翌日肱五合目の市房神社で座

り込み、皆の下山を待つハメに陥った。
福大時代〈副熔〉までは支部の行事に績を出
していたが、立正大学に移ってからは縁遠く

なり、支部でも知る人は少なくなったので追
悼の章を込めて、この支を書いた。 . 
「あと 10年怯生きたいJ と、血の出るよ

うな言葉を吐きながら、昭和 54年(1979年）

1 月、 48轟でこの世を去った。あと 1 0年
でなく、 30年肱生きて貰いたかったが。

・・・合掌・・・
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1998年の弘…ヒマ人の寝言… 迫る映画であった。その中で地元の老人に扮

した“加藤許嘉”が『こんな雪の中を。あん

9402 河上洋子 た達は雪の恐ろしさを知らない。山の神様を
ここ 3年程、私事の事件で可なり不愉快な恐れないにも程がある』と言うシーンがあっ

日常が続き 1998年はその頂点といった年た。案内人を買って出た加藤老人に、 「実戦

であった。漸く決着か、となれば先送りとな には案内人などない！」と、本来の指揮官を

り、またーから蒸し返される。その連続でス 差し置いて軽々と言い放った大隊長。その上
トレスは溜まる一方。何しろ相手はお役所、 官に抗うことも出来ず、隊を率いて雪の中を

それも天下の大蔵省が最終決定権を持つのだ歩み出す膏轟障の指揮官と兵を見送る場面で

つくづくと官僚組織のしたたかさを実感させ ある。一方の弘前act、雪に可なり馴れてい

られている。大臣と実行窓口の聞に何段階も る兵隊の小人数の舗虞で案内人も額み、指揮

の役験、分担があり関連の会議機関が、また 官といえども雪ヰ唖劃匿なところでは案内人に

幾つもあるらしく本当の責任者が誰なのかが従い殆ど事故者を出さずに生還している。軍

さっぱり解らない。それでも今度は決定と連 隊について私は知らないことが多いか、矢彊

絡があっても何処からか横槍が入る、そんな り指導者に人を得ること、豊かな短国民と経蹟

仕組みなのである。だから連絡文書も非常に 冷静な判断と決断力、そして人柄がどんなに

判り難い文章で、例えば「0月 0 日 0時以降大切かと、映画を見ながら考えた。私等のょ

に決定、延期することは有り得ない。何らか うな小さな山行にしたって、よいリーダーの

の事由が発生しなければ云々」と、必ず『あ 存在を痛感することが多いからである。弘が

り得ない』の後に一行加わり、これは決まっ いま無力感を募らせている役所の体質の中に
て『何らかの』事由が発生することになって果たして本当のリーダーが育つのか。矢張り

しまうのである。誰も断言しない、誰も矢面戦前の軍隊に通じるものが残っているのでは
に立たない。それでいて権力ばかり振り回す など、と思ったのも実感。…そこでもう一つ、

まるで“やまたのおろち”ではないか…と仕 「アポロ 13」というアメリカ映画を見た。月

事が手につかず怒りまくり、憂さ晴らしに映面探査の目的で打ち上げられたアポロ13号は

画（専らテレビで）を見る次第となる。そこ 宇宙船本体の事故で計画は中止、無事地球に

である日「八甲田山J という映画を見た。厳生還させる事が目的となる。画面の殆どは、

冬の八甲田山での無謀な軍事訓練で兵隊の殆 ナサの基地と飛行士との切迫したやりとりが

どが凍死した事件。と私はこの位しか知らな 延々と続く。殊に後半、大気圏突入までの秒

かったが、驚いたことに、その真相もそれを 読みに入っているというのに、再度調整の為

出ないもの、はっきりした史実は残されてい に面倒な計算のやり直しゃ、船体内に充満す

ないという。それは兎も角、東北特有の気象 る炭酸ガス放出の為に応急措置の道具を作る

変化の厳しさ、腰まで埋まる雪量の凄さ、雪 “その手順の説明をやる場面など、見る者も宇
崩、吹雪の恐怖など、映画とは言え、まこと 宙船にいる様で胸苦しくなる。しかしナサの

にリアルに描かれていた。私が、かつて夏の 指令は冷静で時にユーモアも交え、船内の飛

頃快適に旅した八甲田山麓の美しさ優しさと 行士もよくそれに応えている。映画だからと
は何と遠いことか。自然というものの本当の 言ってしまえばそれまでだが、夫々が、夫々

姿、人間の無知と無力など、さまざまに思い の持つ責任の中で自由に振舞い、リーダーに
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様々の角度から判断の材料を提供し、最終的

にはリーダーが明快に決断し皆も、その決断

を支持する。何だかやっぱり違うなあ。同じ

人問、同じ人間の組織、そして閉じ二十世紀

末なのに。映画が終わったら、小測さんと小

沢さんの大きな顔がアップで映し出されてい

た。所詮は“ヒマ人の寝言”であろうか。

私の近況

10232 加藤稜子

平成8年の夏（6月26日）から秋(10~9日）にか

けて 3 ヶ月半も、子宮癌のため入院生活を余

儀なくされました。抗癌剤のため白血球が通

常の人の 3分の 1 で退院させられました。そ

の後3 ヶ月程は、殆ど家で寝たり起きたりの

療養生活となりました。術後6 ヶ月で少しづ
っ仕事に復帰しましたが、昨年3月下旬に広

吉さんが黒岳の男池付近に、ユキワリイチゲ

の花を見に行こうと誘って下さったのです。

歩けるかどうか不安でしたが、あまり歩かな

くてもいいからと云われて参加することにし

ました。久しぶりの森の香り、落葉の感触が

懐かしく“私はいま山に来てる”！と、叫び

たい気持ちでした。主治医から「無理はいけ
ない、疲れないように」と、きつく云われて

いたので心配でしたが、幸い何事もなく術後

初めてのささやかな山行は終わりました。ユ

キワリイチゲの花の可憐だったこと。摘んで

かえったノビルの味、春の息吹きを身体一杯

にいただ、きました。これは一生忘れない思い

出となることでしょう。入院中は二度と山歩

きは出来ないかも知れないと思っていました

から。また 5月には大崩山群の五葉岳にクマ

ガイソウを見に行きました。残念ながら時期

が遅くて、多くの花は見られなかったけれど

一輪、 二輪と残っていて、私を喜ばせてくれ

ました。それにクマガイソウに再び会えたの

も嬉しいことでした。他の人たちは山頂を目

指しましたが、私は山麓でゆっくり花を訪ね

て時をすごしました。術後 1年目の 8月には

思い切って立山へ。しかし、雄山縦走をする

メンバーとは別に、私は門脇さんと二人で室

堂付近を散策しました。チンク’ルマやサギギ
クなどの高山植物に会えて、感慨も一入でし

た。癌＝再発＝死の図式がいつも頭の片隅に

ある弘にとって、元気なうちに山に行ける機

会がある時は、他のことは犠牲にしても山に

行きたいと思っているのです。家族にも「あ

と何年生きられるか分からないので、 5年間

は私の自由にさせてJ と言っています。（この5

年齢蹴、子宮務調時暗合、予倒神60完）立山からも

無事帰って術後 1年半の 1 月 1 9 日から 2 月

5 日まで、広吉さんの企画でニュージーラン

ドのミルフォードトラックとルートパン・ト

ラックのトレッキング。これも私にとっては

一つの賭でした。 1 日に 20数キロ歩くこと

もあり、足が腫れたら二度と山歩きはできな

い身体になる、そうなっても仕方がないとの

賭でした。しかし無事に全コースを歩き通す

ことができたのです。この分なら、まだまだ
歩けるかも知れないと婚しかった。 4月には

ハワイ旅行。 2年目の 8月には後立山連峰の

八方尾根から唐松岳、そして五竜岳への縦走
もできました。少しつ。つですが元の山歩きが I 

できる感触を得たのです。 9月には全国支部

懇談会（秋田支部）に参加しました。年末の

1 2 月には中国雲南省へ一週間の旅を楽しみ

ました。今後も再発との隣り合わせの生活で

あり山歩きですが「癌などには負けないぞj

の気持ちで楽しみたいと思っています。大病

をして初めて健康の有難さを知り、また家族

の鮮の有難さ、友の大切さをつくづく感じる

ことができました。このことは私の残りの人

生にとって、大きな収積だったと思います。
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ウエストン師祖母登山

顕彰碑建設の思い出

5117 佐藤光俊

3 0 有余年奉職した高千穂町役場を、仕事

をした年月分は遊ぼうと勝手な理屈をつけ、

定年より 6年も前に退職して阜くも 1 7年が

過ぎた。そして 7 0才をこえた今日この頃だ
が、振り返って見ると人生不真面目に過ごし

た覚えはないのに、気憧に過ごしたことのみ

蘇ってくる。生来、筆不精の私が御無沙汰の

お詫びも兼ねて、私の山と人との出会いの中

でもっとも印象に残る「ウエストン師祖母登

山顕彰碑」建設の思い出を記してみたい。

私の山と人との出会いは昭和 27年春、宮崎

県山岳界のパイオニア、松本賢郎さんに誘わ

れて諸塚山に登ったのが始まりであった。そ

の後、数多くの山と人との出会いを重ねてき

た。特に思い出深いのは、 「祖母・傾固定公

園j 指定推進運動たけなわの昭和 33年 1 0 

月、日本山岳会の槙有恒さんを高千穂町に

お迎えした時のことである。その当時、折に

ふれ祖母登山などでご一緒していた、大分の

加藤数功さんから連絡があり、所属していた

地元の北稜山岳会員数名で県境をこえて尾平

までお迎えに行った。周囲の景観を説明しな

がら尾平越の道を歩いたが、その時ウエスト

ン師の祖母登山のこと、登山の期日がよくわ

からない等の話が出た。また私達に日本山岳

会入会のお誘いもあった。その夜の高千穂町

主催の懇談会では、自作の祖母山関係のスラ

イドをご披露した。雑談になって「瓢箪から

矢津田義武さん宅に、昔からの日記が残され

ていることを知り、膨大な量の日記の調査に

とりかかった。 5年後の昭和 37年夏、明治

23年 11 月 6 日の頁に「エストン」の名で

祖母登山をしたことが記されていた。これで

登山期日の確認ができた。その問、昭和 35

年5月には松本賢郎、谷口治郎、日高万喜男

石井久夫、大谷優の先輩岳友と日本山岳会

に入会した。昭和 40年 4 月には地域住民多

年の念願だった「祖母・傾固定公園J が指定

され、 10月の指定祝賀会の席上で加藤さん

共々、感謝状を授かったことは望外の喜びで

あった。槙さんが投じられた一石は昭和 37

年 1 0月、固定公園指定推進記念事業として

「ウエストン師祖母登山顕彰碑」建設が、高

千穂町議会で議決され特別委員会を設置、浄

財募金運動が始まった。また、ウエストン師

の生家よりヨーク石の寄贈を受けた。指定の

翌年、昭和 4 1 年 1 1 月にはウエストン師も

通ったであろう祖母、阿蘇、九重の 3 山を一

望する五ヶ所の三秀台に顕彰碑が完成した。

英国大使館からお祝いのメッセージを頂いた

が、募金不足で（洋鐘）は間に合わず、私達

北稜山岳会が「ウエストン碑に洋鐘を」のキ

ャッチフレーズで引き続き募金を行なった。

6年後の昭和 47年 5月、宮崎県山岳連盟の

ご協力で全岳連から小島六郎、尾関広両氏の

ご列席を戴き名実共に顕彰碑は完成した。以

後、ささやかな碑前祭を北稜山岳会が行って

きたが会の解散とともに無くなり 3年後、高

千穂町と日本山岳会宮崎支部の共催で復活す

る。この経緯については、いずれ折をみて述

駒J ではないけれど、ウエストン師の祖母登 べたい。あれこれと要を得ない雑文になって

山の期日調査を含めた、資料蒐集をしておら しまったが、会員の皆さんの今後とも変わら

れた加蕗数功さんの、お手伝いをすることに ぬご交誼をお願いして筆をおく。
なった。以後、そのことで何度か高千穂町を

量れられた加藤さんと当時、町議会議員をし

「一…一当主



つれづれの記

8981 中村恵二

還暦を前後して二つの半官半民のホテル勤

務を経験したが、国が設置した公共の施設と

いえども、収益を度外視するわけにはゆかな

い。勤務といえば土、日祝こそ多忙であるの

で、わが身でありながら、わが身でなかった

9年間であったような気がする。そしてまた

忘れかけていた行政へ舞い戻った、ここ 2 、

3年であるけれども、行政から離れていた期

間、法律や規則はどんどん変わっていて、な
かなか戦線復帰も思うようにいかず四苦八苦
の毎日である。けれど部下のいない身は随分

と気楽になったし、精神的にもゆとりができ

行く雲、河の流れにも心を通わせることがで

きるようになった。時間的にも夜に六法全書

をめくるなんてことはなく、俳句や川柳の一

つもひねってみたくなってきた昨今である。

たまたま日刊紙の読者投稿欄に何度か投稿し

昨年秋の季間賞を貰ってシマッタので、恥ず

かしながらここにご披露することにした。

ミズ

炎天下、草地に続く歩道にミミズが干しゼ

ンマイのようになって散らばっている。地上

に這い出たが、不運にもアスフアルトやプロ

ックの歩道に迷い出て、草むらに戻れず成仏

・したのだろう。生きていれば草地に落として

やるが、多くはアリ Zも運ばれず土にも戻れ

ず、人や車に踏まれて終わる。なぜ酷暑に土

から這い出るのだろう。輪廻か摂理の範略な

のか。セミやトンボの死骸は感慨もないが、

鳴きもせず黙々と土壌を浄化するミミズが私

は好きだ。坪庭の手入れにもミミズを傷めな

いように用心する。別に殺生を慎み極楽浄土

たった一人の山

11771 加藤功一
ブナの木の下で憩う。頭上では“カンカン

カン・コンコンコン・コツコツコッ”とキツ

ツキが枯木をたたく。素晴らしいメロデーで

最高の気分だ。

頂上へのだらだらな尾根が続く、あたりは

一面の銀世界で積雪は足のふくらはぎまであ

る。径の両側にはロープが張られ「とるのは

写真だけ、残すのは足跡だけJ などの標語が

書いてある。ここは春であればカタクリの花

が一面に咲き乱れているのだ、昨春見たカタ

クリの花が頭をかすめる。

日丸山には、ここ数年春と冬に登っている

雪が降ると一番に思い出す山である。 1 月も

1 0 日過ぎ八代へ出張した、里にもこの冬初
めて雪が降りだした。私は仕事の傍ら脊梁の

山ばかり見ていたが、山がすっかり白くなっ

た。よし、雪を踏みに行こう。

土、日は所用があったので月曜に休みをと

り、 一人で目丸山に出掛けた。内大臣橋から
青石へ、車を止め凍った林道を40分行くと

登山口である。径には 2 ～ 3人位の踏み跡が

あったが先日のもので今日は誰も入っていな

い。しめた！

横線の分岐までは積雪はくるぶし位で多く

ない。昨年はここで先行パーティに追いつき

「ラッセルを代わってくれJ と言われたこと

を思い出す。

頂上では一面の銀世界に、ただ一人で昼食

をとったが、風の昔、鳥の声もなくシーンと

へ行こうなど魂胆はないが。 （綱貴・受賞作品） している。時折ブナの梢についた樹氷がパラ
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パラと落ち日に照らされてキラキラと光る。

私はただ一人の満ち足りた時間を満喫歩る。

山を下りながら、浦松佐美太郎の［たった

一人の山J が頭に浮かんだ。どんなことが書

いてあったか思い出せないが、きっと一日中

誰とも会わず、自分一人で山を独占した轟ち

足りた満足感があったのだろうか。？

途中で見聞きしたのは、シジュウカラ 2羽

ジョウビタキ 1 羽、アオジ 1 羽それとキツツ

キの美しいメロデーだけ… 最後は人に会わ

ないでくれと願った。それは、私の「たった
一人の山」を大事にしたかったから…

1999. 1. 11 （月） 晴れ

青石 9:30 …登山口 10:00···分岐点 11:30 

・・目丸山頂 12:00 （昼食） 12:30 …登山口 13:25

…青石 13:55

花と私

10080 蹟永峻ー

写真を始めて何年になるかとよく聞かれる

が、中学時代に小さな小さなカメラを手に入

れ家族の写真を撮った。その頃、路傍に咲く

小さな花が例えようもなく美しいことに気付
いた。小学生時代は何回となく立田山で遊ん

だが、途中の豊国廟まで登り山頂を踏むこと

はなかった。中学に入り金峰山を知ってから

何度となく足を運んだ。高校では山岳部に入

り、金峰山はボッカ訓練の場として 30認の
キスリングを担いで往復した。この頃ミノル

タの前聞きのカメラを入手し、阿蘇の岩場や
石神山のゲレンデを撮り、おおいやきをした

思い出がある。この頃の小堀牧は、快い風の

吹く昼寝の牧場であり中央にあった二本松が

懐かしい。大学へ進み、山は北アルプスへと

移った。松本の友人が多くなりオールシーズ

ンの山を楽しんだ。高校時代に登った針ノ木

岳が初恋の山のように恩われ、幾度となく足

を運んだ。

大学の頃撮った尾顧の水百蕉が懐かしい。

卒業後、就職して外国製カメラを入手したが
仕事が忙しく山へ行くことは一度もなかった

その後、力訓出身の校長の呼びかけで信州

の高校へ赴任した。山岳部発足。出張旅費を
貰って山へ行げる喜びに、神に祈る思いで校

長に感謝した。以後 10年、感謝感謝の山行

を続ける。

自然保護委員に任命されてからは、特に山

の花への興味が増し、やがてキャノント1 と
接写リングを購入しコマクサを撮った。今も

自室に飾っている。現在はキャノンF-1 を 2

台使いポジとネガで撮っている。
30年前、田淵行男先生のヒトリシズカの

写真を見てから、幾度となく撮り続けたが絵
にならず、一昨年やっとイメージに合った写

真が撮れた。この一枚に 30年を費やしたこ
とになる。

自分なりのイメージに合った花を探した時

の喜びと感動を求めて山野を歩いているが、

夫々の花に何年もかけて撮影し、その内の一
枚が日の目を見る。

今は忙中の寸暇を貧りつつ野山を歩きフィ
ルムの老化を防ぐためにデジタル化を考え、

身体の老化を防ぐために立田山へのランニン

グを頑強っている。いつまで撮れるか解らな
いが、カメラの焦点が合ううちは撮り続けた

いと思うー
一生は短く、一日も短いと思っている。

近況の便りから…今冬は「シモバシラ」の

花を撮りましたが、納得のゆく写真はありま
せんでした。年末は 12/12 仰烏帽子山、

12/20 黒岳、 12/27-30 祖母、傾縦走と相変

わらず山を楽しんでいます。

今年の花はフタリシズカ、イワカガミなど

を考えています。

qu 

句
E
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ケリンチ山に登る

一一私の山日記から一一

10432 池崎浩一

例年夏、キャラパン会（類信夫氏・掻）の世界百

名山ツアーに誘われて、スマトラ島（インドネシア）

のケリンチ山（3,805m）に登った。ケリンチ山

はスマトラ島西部、南緯1度42分に位置する

赤道直下の山で、島内の最高峰である。この

山は山容から高さまで日本の富士山そっくり

であった。しかし今回の登山を富士山と比べ
るなら、登山口からの比高差が富士山の約14
OOm に対して、こちらは約2100m もあり閉じ

山中一泊二日でも、私には一寸ハードな登山

だった。以下その記録の一端を記す。

1997年 7月26 日（士）

スマトラ島第二の都市パダンからマイクロ

パスで 7時間もかかって、茶畑が広がる標高

に我々 7人のメンバーは 2台の車に分乗して

出発した。昨日は姿を隠していたケリンチ山

が、今朝は広大な茶畑の彼方にゆったりと大
きな山体を現していた。登山口まで約5 報、

車は畑に出かける牛車の列に容赦なく撲を浴

びせて突っ走った。車道の終点で下車、登山

前のお祈り（ム刈ム）をすませジャングル内の一

本道に入った。乾季とあってカラカラに乾き

きったジャングルの細道をひたすら歩く。 2

時間もたった噴から、山道は雨に挟られて講

状に深く切れ込み、時には丈余に及ぶ段差も

あって辛い登りとなった。先般行った日光白 -

根山の天狗平から湯元への下りが「天下無双

の悪路」と，思っていたが、到底その比ではな

い激しさであった。なにしろ年間に4.000 聞
も降雨があるというから、こんな奇っ怪な道

になったのだろう。 3.000 立を超える辺りか

ら流石に樹林帯も疎らになり謹木林に変った

1500皿の登山基地の村、ケリシクツオに着い 所でキャンプ地（3, 240~；）に着いた。

た。民宿を経営するスパンディさんは40才前 7 月 28日（月）

後の穏やかな人で、ケリンチ登山のガイドも 6時キャンプ地を後にした。すぐ岩礁と火

兼ねていて、ほんの少し英語も話せるようだ 山灰のルートになる。私には阿蘇高岳の稜線

った。民宿には 5-6畳程の部屋が8室ばかり を歩いている感じだった。登りづくめ 2時間

あったが、パスは勿論シャワーの設備もなく で山頂火口縁に着いた。石積みにインドネシ

トイレには大きな水槽があり、用便のたびに アの旗がはためいていた。山頂は火口縁の西
手桶で水を流す仕組みになっていた。片隅に 隅にあり、ナイフリッジ状の火口壁がいくつ

石鹸の使かい残しがあったところを見ると、 かの岩峰を連ねて、ぐるりと火口を取り巻い 企

水浴（郎防りもここでしているようだ。部匡ている。火口は直径、深さとも 500t;近くも 司

には裸電球が一つぶら下がっているだけで、 あり、火口底には丸い噴気孔が赤い焔と噴煙

我々老年者には戦後のローソク送電を思い起をあげていた。山頂からの展望は 360度、

こさせる風情だった。ベッドも手作りの粗末 インド‘洋は勿誼マラッカ海峡まで望まれる筈

なもので、寝返りをうつ度にギイギイと音を であったが、今日は雲が低く近くの七つの山

たてた。蚊は少しいたようだが気になるほどが雲海の上に見える程度だった。滞頂35分で

ではなかった。蚤、到などの心配もしていた 下山。キャンプを撤収し、軽く腹捧えをして

が、それは無くて安心した。 ゴルジュ状の深い溝の道を下った。登り以上

7 月 27 日（日） に神経を使ったが下りは早い。 6時間で登山

ポーター頭兼ガイド、のスパンディさんと地 口に帰り着いた。迎えのワゴン車が待ってい

元のポーター 7人、通訳のジャマリス、それ てくれたが途端に疲れがどっと出て、もうー
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歩も歩けなかった。海外では行く先々で、異
国人との交流や異文化との接触がありィそれ
が旅の楽しみの一つでもあるが、今回は予想

以上に多くの体験をすることができた。

登山基地のケリシクツォでは、 2泊のホー

ムステイを通じて現地の人たちの生活ぶりを

観察することができたし、同行の若い通訳ジ

ヤマリス君の案内で国営製茶工場の見学もし

た。また彼の希望で遠く離れた生家のある村

を訪ね、私達の感覚では貧窮に暗ぐ暮らしの

厳しい現実も見せられた。

インドネシアは多種族の国である。夫々の

文化を守りながら、一生懸命に生きている婆

を見て感動した。山に登った喜びとともに、

一般の観光旅行とは異なった体験をしたこと

は、この度の山行の大きな収穫であった。

熊本支部に入会して

10777 赤星隆一郎
神奈川から故郷の熊本に帰り、今回、熊本

支部に入会させて頂きました。私は支部委員
の贋永さんとは学校は違いましたが、高体連

（僻賄悌育週）の山仲間でした。当時、高体連

の県予選に選手として参加じましたが、その

時インスベクター（審判員）を務められたの

が、県岳連役員の池崎さん（支齢員）と本田さん

（支巌） でした。まさに雲の上の存在でした。

バフシュターロ・ゴル山群の未踏峰（5300m
と 5400m の無名峰）に登頂して完全にのめり

込んでしまいました。

平成4年0992年）、広島三朗隊長が率いる神

奈川ヒマラヤ登山隊に参加し、カラコルム山

群のスパンティーク（7027m）の全員登頂に成

功しました。

これまで3回のヒマラヤ遠征を含め、国内

の調鎮登山でも軽症から重症まで様々の高山

病の患者を診穫し、医者として貴重な体験を

しました。

一昨年は1978年のK2 登山隊の登頂20周年

を記念して、同隊の元主要メンバーと神奈川

ヒマラヤンクラブの共催で、カラコルム山群

のスキルブルム峰（736011）を目指しました。

私も参加予定でしたが、膝の故障のため断念

しました。この隊は 1 6 名中、 6名が登頂に

成功したものの、ベースキャンプ撤収予定日

の早朝、セラ ッ ク（氷塔）崩壊による爆風の

ため 6名を失うという悲しい結末を迎えまし

た。広島隊長はじめ主要メ ンバーを失った神

奈川ヒマラヤンクラブは活動休止の状態です

が、そろそろ本格的な活動を再開しようと考

えているところです。

今年は地元の熊本国体の年で、公私共に多

忙となりそうですが、熊本支部の一員として

頑張ります。よろしくお願いします。

そのお二人が、今でも元気に山に登ってお 卯年の年賀状

られることは、私の師である山内 浩先生か 6659 田上敏行
ら伺っていました。そのような方々とご一緒 何かと暗いニュースの多い一年でしたが、

させて頂くことは誠に光栄です。 お蔭様で、どうにかこの一年を過ごす事がで

諸般の事情と医者という仕事のために大学 ‘ きました。相変わらず家族三人で山歩きを楽
入学以後は、長く山から離れていました。 しんでいます。昨年は 45 山に登り、なかで

昭和57年0982年）神奈川県高体連登山専門 も雨の大台ヶ原やテントを張って登った石槌

部のヒマラヤトレッキングに参加してから、 山が印象に残り ました。大自然のなかでの体

本格的に登山活動を開始しました。 験が多いせいか、叡一（賜） も 目に見えて逗し
平成元年(1989年）にはヒンズーク シュ山脈 くなりました。 本年もどうぞ宜しく…

PD
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新入会員随想

九州脊梁アルプスに夢を求めて

12909 永谷誠一

いま私は九州脊梁アルプス（仮称）のルー

トづくりに取り組んでいます。何しろ広大な

山域で、しかもスズタケが密生している尾根

筋です。山仲間の協力を得て慣れぬ手に鎌や

鋸を持って、少しつeつ作業を進めているとこ

ろです。先ずは清和村の矢筈岳(1, 113・〉の新

ルートより始め、遠見山0.268・）を拓き、そ

れより稜線を南下して久保の息（ょこい）1. 434m 

を経て三方山(1, 578・）に至るコースを伐開し

ました。次は、このルートと緑川源流を挟む

東側県境線の小川岳(1, 542m）に、熊本県側か

ら畳るルートづくりに挑み平成 1 0年 1 0 日

1 0 日、 3 回目にしてやっと新コースを拓く

ことができました。次には黒峰（1. 283m）から

の稜線（県界尾根）を伝い小川岳につなぐコ

ースづくりです。黒峰は緑川右岸の栗藤から

地元の那須昇さんのご協力を得て、新しい

ルートをつけることができました。那須さん

は、この地で長らく林業に携わっておられて

周辺の地形に詳しく何といっても心強い存在

です。現在は緑仙峡、清流館の支配人として

活躍中です。このルートは 2 回目にしてつな

ぐことができ、このため黒峰から小川岳まで

貫通したことになります。今後の課題は小川

岳から霧立越の盟主・向坂山Cl. 684m）、そし

て緑川と耳川の分水嶺となる県界尾根を経て

三方山までのルートを開拓することです。こ

のルート開通の暁には、緑川源流を囲むコの

字形の三稜線が結ばれ、一巡することも可能

となります。夢は大きく広がり九州脊栗山地

の主脈となる霧立越と向霧立越をつなぎ、さ

らに銚子笠(1, 489m）や江代山(1, 606m）、市房
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山（ 1. 722m）までトレイルが延び、九州中央山

地を縦横に結ぶ面白いコースが出来上がりそ

うです。幸いなことに現在、熊本県が提唱し

ている脊栗山地を取り巻く 1 5 町村（毒刷、高綱
晴樹、矢輔、翻町、中央町、略町、紬町、鮒、購材、水上札椴札 E

紺、宮蝦麟材、五市町）が、協調して滞在型観光計
画「九州ハイランド観光j を推進しており、

この構想の実現も、そんなに遠くではなさそ

うです。水場を探し、テント地を設け、将来

は山小屋が設置されると、この九州アルプス

を訪れる人々も増えるのではと思います。

皆さんも是非一度足を踏み入れて下さい。 . ~ 
（霊岬品店 ru血l 錦、鮮さんすい帥会・傾）

入会に寄せて

12924 野上薫

昨年(1998年）の 1 0 月、贋永先生のご紹介

で入会させていただくことになりました。

日本山岳会については、送られてきた「しお

り j を読んで、会の歴史と伝統の深さ、その

高い理念等に接し尊敬の念を抱きました。私

が初めて登山と言える体験をしたのは、まだ

たいへん日が浅く、 5年前の 6月に永谷さん

はじめ「山想ハイク J の人たちと登った阿蘇

高岳でした。それまでは殆ど登山の経験など

無く、気軽なピクニック程度のものでしたか ~ 

ら、自分の力不足を痛感すると共に目の覚め ‘ 
る思いがしました。正直言って、この日の登

山は散々でした。私より年配の方々がどんど

ん登って行かれるのに、私は息が上がって思
うように足が運べないのでした。パーティの

方々に迷惑をかけないようにしなければと自

分を叱時激励し、皆に力づけられて山仲間の

パーティシップに触れる事ができ、頂上に立

てた時はとても幸福でした。無事下山した時

には、今まで私が経験したスポーツとは異質

の感動を覚えました。と同時に、これからよ



りよい登山を続けて行くには、知識と技術を
身に付けるためのトレーニングが必要だ主強

く感じています。自分なりに目的意識を持っ
て行動できるように、少しく心がけておりま

す。普段は仕事を持っていますので、九州の
山を日帰り、時にはテントを担いで夫や友人
と、一泊または二泊のキャンプ、夏には一週

間位の日程で北アルプス縦走というペースで

山行を楽しんでおります。日本山岳会におい

て、今の私が何をすればよいか、まだよく解

りませんが、素晴らしい先達の体験を見聞し

｝勉強させていただきながら実りあるものにし
たいと思います。この度、この会に入会させ
ていただいた事で、より多くの機会が生まれ

ることと思います。未熟ですが、ご指導の程

よろしくお願い致します。

会員近況

1119 後藤之俊
昨年夏は、朝日連峰の縦走、鳥海山と連続

登山をしましたが、視力低下で下りは難儀し

ました。ハードなルートを歩くのは、そろそ

ろ終わりにしたいと思っています。

10233 吉田恒子

私の仕事は、いま介護保険導入のための準

｝備、施設の改築と忙しい時を迎えています。
仕事第一、遊び第二ですが、今年も日本アル

プスを目指して頑張ります。それには健康に
気をつけたいと思います。今年もよろしく 。

7778 和仁古昇

あれ程お元気だった和仁古さんが、脊椎と

膝の疾患で入院加療中です。高齢（82草）のた

め回復困難とのことですが、奥様と同じ病室

で再起を賭けて車椅子訓練に励んでいます。
心よりお見舞申し上げます。 （細・記）
鮮市制3-9-1 本庄内科病院 (096)368-2811 

8411 松本莞爾

今年(199呼）の熊本国体、および平成13年
の全国高校総体の準備で忙しい毎日を過ごし

ています。また当校（東海軍二高）の合宿やスキ一

部の合宿等で、この冬も正月もありませんで

した。県境踏査も是非参加したいのですが、
現在のこの有様では、ご無沙汰することにな

ります。

12909 永谷誠一

近年山行が多くなりました。私が主催する
「山想ハイク」や個人的山行の他に、脊梁ア
ルプス（暢）のルート開拓に入山することが多

くなったためです。新年の課題は、小川岳～

向坂山、そして向坂山～三方山のルート作り

です。これを九州ハイランド構想のモデルと

して取り上げることができれば、と思ってい

ます。 7月には再度、中国の太姑娘山に行く

つもりです。

11856 太田章雄
今年(1999年） 1 月、交通事故で左足骨折。

現在、 NT T九州病院でリハビリ中。少し長

くかかりそうです。県境踏査に参加できなく
て残念。

5074 宮崎豊喜
宮崎さんは、フオレスト熊本（老人繍厳）で病

気療養中です。昨年秋、西津、本田がお見舞

いに伺いました。支部の皆さんに、くれぐれ

もよろしくお伝え下さいとのことでした。
（本田・記）

10278 広吉 功
昨年、 1 2月初めより約40 日間、ネパー

ルの山歩きを楽しんで来ました。

今年も 5月と 1 0 月には、またネパールの

6500な～7000立の山に行くつもりです。
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(1999.3.3 鮮問閥「建l から）

亡き友にささげる登頂の喜び

アタック開始。切り立った氷壁を 150なほ
ど登り詰めると、真っ白な雪原が広がってい

た。熊本市内でアウトドア店を営む阿南誠志
さん（51) ＝鹿本郡菊鹿町＝が、ネパールのア

イランドピーク（甑6160~）に挑んだのは二月

半ば。キリマンジャロ、モンプラン、キナバ

ル…世界の山々を征してきた山男だが、今回

の登頂には特別の思いがあった。
二年前の寒い朝。ジョギング中に突然意識

が遠のいた。脳内出血と診断され、二ヵ月の

入院。 「もう山には登れない」。ベッドの上

で、不安が何度も胸を締め付けた。

幸いにも後遺症はなかった。再び歩ける喜

び。再起の一歩に選んだ山、それが十二年前

ネパールの空の下で仰ぎ見て、あこがれ続け

てきたアイランドピークだった。
実は昨年二月、阿南さんは一度登頂に挑戦

したことがある。山の仲間五人が同行したが
そのうちの一人が標高4700なの地点で不調を
訴えた。高山病だった。アタックをあきらめ

全員で下山。その途中、仲間は婦らぬ人とな

った。

1999年時賀状

8190 工藤文昭

旧年中は公私共に大変お世話になりました。

いよいよ熊本国体イヤーを迎え、山岳競技
の準備に携わるものとして身の引き締まる思
いで初春を迎えました。今年一年のすべてを

国体に捧げるつもりで頑張たいと思います。

いろんな意味で私を育ててくれた学校での

生活も、この 3月をもって終わることになり
ます。第二の人生への旅立ちの年でもありま

す。今年もこれまで同様によろしくお願いし r 

ます。 司

1818 （名艶員）奥野正亥
名誉会員、永年会員、支部顧問の奥野さん

は今年めでたく 88歳の米寿を迎えられまし

た。明治44年9月 22 日のお生まれなので

支部ではただ一人の明治の男。ご高齢のため

自宅で静養中とのことですが、天気がよい時

は、付近の秋津川沿いの道を散歩したり、時

にはサイクリングを楽しんでいられるとお聞

きしました。県墳の山にも興味を示され、皆

さんによろしくとのことでした。 （相・記）

「彼の無念さを思うと、もう一度、頂上を 4427 （支欄間）西津健一
目指しかったJ 。アイランドピークへの再挑 平成1 1 年も健康を願い、いつまでも皆さ

戦に旅立つ前、阿南さんは自らに「弔い登山 んとご一緒に、山行、パーティを楽しみたい

J と言い聞かせた。 と思います。よろしく… ‘ 
単独で挑んだ今回、天気にも恵まれ、頂上

への道のりは順調に進んだ。 5000-6000 官級 10921 中本還
の山々に囲まれ、一年前に通ったコースをた 昨年は 5月末に椎間板ヘルニアを発症 8 
どっていく。 「ここだ」。頭が痛いと言って 月末から 4週間入院し 病室の天井と空を眺
仲間が倒れ込んだ場所で、阿南さんは足を止 めていました。年齢も顧みず重いものを背

め、そっと手を合わせた。 負って体力トレーニングを意気揚々とやっ

阿南さんは四日、熊本市内で帰朝報告会を ているうちに 因果がめぐってかくなる仕儀

開く。登山中、恐怖心に押しつぶされそうに と相成ヲたしだいです。もうほとんど旧に復

なった時、いつもそばで励ましてくれた「亡 しましたが今年は忙中のんびりをキーワー
き友」と登頂の喜びを分かち合いたいと恩っ ドにして過ごしたいとおもっております。
ている。 どうぞよろしくお願いいたします。
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4主主華客幸民全旨

。支部特別委員会

日時平成9年9月 19 日（金）

場所熊本市国際交流会館

概要熊本支部設立40周年記念集会の最終

準備会・記念誌の発刊 〈麟銘〉

。熊本支部設立40周年軍治集会

（九州四支部合同会寄

日時平成9年10月 4 日（士）

場所阿蘇町坊中 ピラパークホテル

（概要）

16:30-17:00 丸刈四支部合同会議

議・細（僻姐脹）

齢（樹姐脹）西（酎版部）雄（諭姐脹）

17:00 18:00 記念講演「山を語るj

日本山岳会長斎藤惇生氏

18:00-20:30 記念祝宴（議幡員）

（雌）越髄槍嫡鏑蹴鱒軒柑鳩．剰刺序幌韓

幌栴晦捌向田鼠晦崩御猷卦撒蕗戟

日向欄棚趨I西軒曙蹴期入 I輔！大8 ・

雄セ7子鵬庄有欄鼠越 I鉱趨I輔自幡轄

鰍子嘩畑醜慢ー腸量購千冊子硝夫僧蛾匝踊

欄蝋匙噌貯観劇軒種目事除却軒陣臨

調語ー 頑奇麗功ー 畑韓 (4諸〉

。熊本支部設立40周年記念劃1J

日時平成9年10月 5 日（日）

場所阿蘇・烏帽子岳削（描） 1337. 担

（標）動リーダー（車販巌〉よりがト帽鵬り、 8:30 齢錨l回

より劃鵬、軒里帰加批時l'.-A岨盟あり．体観園陸棚Lτ剣儲

蝋・圃却脹より暗鬼l広ついてレクチ十ーあり， 11:00 錦鱒鴎幅

子師、高齢伽静明日世臨調咽ぎる枇緬捕J. d脚t

拠1f:~軒里帰に下りて昼食tする．対械醜駒嚇協ので、析峰L

ILのパス吋中へ下o.

。第13恒陪崎ウエストン祭

日時平成9年11月 3 日

場所宮崎県高千穂町三秀台

鉱蹴胤掘削機守護、甑轍臥

。日；布b岳会年次噴盛会（支部長会議）

日l時平成9年12月 3 日（土）

場所新高輪プリンスホテル（東京）

〈・e盤剤、樹齢創圃恒雄llU鋪75湖咽L!t:カナダ山
信髄n，崎樋ι7濁持て定蜘t1.併州値廊湖i0r

沖縄縦f64ベ川崎岨生時弘

囲拡館姥蹟『とっておきの山j 刷船枇川較

齢ら雌雄会員が琢磨の名山「仰烏帽子山j を掛L

鵬首Lt.僻掛ら輔織、陽、肱諸制Lι

。転入会員赤星隆一郎(10777)

。新奇噴餐会

日時平成10年1月 11 日（日）

場所熊本厚生年金会館（鮒〉

（雌）陽、細、相、醐（量）越、植民括払駈、丸尾世、

醐（博）雌（功〉紘融株跡、柑（車）崎、師、計1銘

（標）靴雌鍋 rt-iτお抑制躍で、鮒でプレゼントLr鰍．北美L~1

d陣取潮を、広絵財宮崎鍋嶋霊し喜凶恥

。平成10年の干支のd盛山

日時平成10年2月 15 日 （日）

場所芦訓・虎石山（40担） 大関山（90211)

（鰯）相、世（3A）制、総柑（車）齢、甑、臥

丸尾属（功）語日 計1諸

〈巌〉輔l仰干却随．それ前倒立脚制鳳芦踊蝋

肱あた剤駒踊降、鳩i跡、ら匙駐する長調防端陥る帥明、先f

雌暗蹴る鳩l附｛．ゆら縦置りこA棚刷割肱刷、山
隣接ゆf婦干する．制劇い時論厳輔しτ44211躍脚綿

布き引き封．膿蜘32211髄縦tlil胸ような正ヲを見ヲ脚輯

雌梯まま下山Lt. 肱枇石でもあ砂携Lt紛糾凶叫肱醐

記してあ初則前胡で齢、て儲繍雌荷でかむ

nU
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。平成1併岐部事務局担当者会議

日時平成10年2月21 日（士）～22 日（日）

場所 東京グリーン析lレ水道橋・ J A Cルーム

（参儲）田上常務委員

。丸刈四支部（宮崎の集い）

日時平成10年 3月 14 日（士）～15 日（日）

場所宮崎市・国民宿舎 「青島」

（参蹄）相支鞍賊（量）夫妻田上（3人）網棚繊嬬

JAC棉 2名欄支部10名刺員悌8名輔支制純 計77'-b

（椴）四支部合同会議（融勅川、熊本購）

諮講話 「21世伽瑚鱒を考えるj 宮崎支部 吉瞳人民

（鰐見会）

記念登山双石山崎 509.3m （椿山公園）

。支部委員会

日時平成10年4 月 5 日（日）

場所熊本市国際交流会館

（鵬）本眠振回I 晴広永雄輔（車）

議題支部総会議案検討

。平成1昨度支部総会

日時平成10年 4 月26 日（日）

場所 NT T熊本会館

6名

（雌）酵細目I 蜘晴柑（車） 極日賜（博） 畝桝

吉田焔藤本輝雄（功） 15名

（鎖措）支部長 本田誠也

副支部長神谷平吉

工藤文昭

常任委員田上敏行

会計監事中村恵三

。平成1昨度通常総会（支部長会議）

日時平成10年5月 16 日（士）

場所東京グリーンホテル水道橋

出席工藤副支部長

平感情献金撒 5737名（新入金賊 270名）轍・齢者等 156名

東ネパ』A組解説 r；パール・トレヲキングj を実草する．
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。支部委員会

日時平成10年6月 10 日（日）

場所熊本市国際交流会館

（雌） 本田文棋革献桜田I 晴雄駄騨（博）

（議題）年次総会報告・平成10年度事業計画

特別事業計画（滞粧品僻説轄として僻県轍406Km

のトレースを鶏向。鴎鵬織を作成する）

。夏季例会（ビールパーティ）

日時平成10年8月 30日 （日）

場所熊本市厚生年金会館

出席砂本目世虻古蜘 F歯車本細賜（博）

広永鰍妻桝輔捌輝雄（功） 永谷野上

（韓日） 計20名

（魁離）本臥世、舶、跡、柄、服凪畑、弘樹、虻古、
事柄蔽駒ピヂオ儲（輔雌の花蜘九重県品）

。新入会員 1焔永谷誌とニ＼
(2924 野上与

。全国支部懇談会（秋田支部）

日時平成10年9月 19日ー 20日

場所男鹿半島・真山、本山登山

（繍）門脇、加藤（韓） 計160名

。今西祭“9 8 （京都支部）

日時平成10年10月 24 日ー 25 日

場所京都j塩崎割J （泊）

魚谷山 I 816.2m 貴船山 n 699.8m 

（鋤晴）本岐眼 前回

。秋季例会（県墳の山）

日時平成10年10月 31 日ー 11月 1 日

場所幼財劇蹴八丁原ビ、ューホテル（泊）

吉武山 I 926.5皿亀石山 n 942.6m 

（獅）相、酵、騨（量）境研、目上（2人）、輸感慨

柑（車）、藤本雄、畑、 計14t

（額要）県駒山シリーズ第咽~Ii~暗号23齢歩いι



。秋季例会（第1匝開捧県境踏査登山｝

日時平成10年10月31 日‘ 11月 1 日
場所効財調蹄「八丁原ビ、ューホテルj

吉武山岨 926. 5m 

亀石山岨 942. 6m

（郷）相暗脹珊ー腸臨醐夫 Bili断·I- 鋪岳

鞭討議柑正甑蜘子紛肱旭韓計14名

（軍要）熊本支部設立45周年の記念事業として

熊本県境 436Kmの踏査を企画したが、その第
1回目の例会として区間番号22.23 番の麻生
釣高原を歩いた。吉武山、亀石山とも山頂は

｝大分県に属するが、県境線が夫々南側山腹を
通っている。山頂へのルート探索に時間をと

られ、予定していた湯j 見岳までは行けず。

。第14回宮崎ウエストン祭

日時平成10年11月 3 日（大）

場所宮崎県高千穂町三秀台

（郷）鵬支部 5名

。顕彰碑「五輪塔J 建立30屑情己鎌

田時平成10年11月 3 日（火）

場所九重山・法華院

出席本田支部長

（撮要）九重山を九州の山のメッガとした先覚

者6名（工藤元平弘船僻説雌蹴立石雌醐明）を

’顕彰して昭和46年秋、筑紫山岳会、しんつく
し山岳会の有志により建立された。福岡支部

長の松本さん、東九州支部の加藤さんが発起

人となり碑前祭を開催した。

。平成10勾寝日本山岳会年次晩餐会

（支部長会議）

日時平成10年12月 5 日（土）

場所東京・新高輪プリンスホテル

出席本田支部長島主峻ー

〈憶） 昨年に引き続き晩餐会特別企画として

「支部とっておきの一山J 展が開催され、

費量本支部は五家荘の上福根山を紹介した。説

明員として贋永委員が出席して、参観者には

「山の花j の写真を無料で配布して好評を博

した。なあ噴護会に始めて皇太子ご夫妻及び

前総理大臣の橋本極太郎氏（会員）が出席さ

れ盛会であった。

。鰭本県掴蝿査登山（12月例会）

日時平成1昨12月13日（日〉

場所陣床峠男岳何 532.2・）鹿牟田峠

姫御前岳（51411) 女岳05部.8・）

（参踏） 相、眠、畑、跡、醜、舶、融、婦、齢、世C3A)

蹴妻、搬主婦 計17名

（草野鹿北町の陣床峠から鹿牟田峠（珊号一7)

を 3班編成で歩いた。 3山とも植林のため展
望なし。榊iJlr-同髄えて離できf。

。平成11年度新年晩餐会

日時平成11年1月 9 日
場所熊本市厚生年金会館

（醐賭） 醜ー 石撤去本暗曲目揃工藤期器棚

轍更生暗躍子柑庄河上肝肱隆一雄軒古雌子

阿南甑 棚橋ー鴻弘幸 雄官郎堀t 雄功ー 太田韓

永借（純子）（管臨） 討23名

（置要）初出席の赤星会員、新入会の永谷会員

支部設立時の管会員の出席もあり盛会。

。特別例会（干支の山）

日時平成11年1月 17 日（日）

場所鴨署ー宮町観卯の鼻（融制劇J)AIV 773. 8m 

（雛）本繊世棚橋一脳陣御伽輪競目上（3人）

（視野新年の干支は卯（うさぎ）、熊本県内には

山名に卯の字がつく山は、阿蘇外輪山の七鼻

の一つ、この卯の鼻しかない。ミルクロード

の馬場・豆札牧場から2Km 歩いて20分という

手軽さだが、先日来の雪で白い原野を「雪の

行軍j となる。文久元年建立の馬頭観音に敬

意を表して、よい年となるよう祈願した。

’’
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貧民::zfs:！黒穆量E沓至呈言己盆議

(1 ）荒尾・大牟岡県界 上井手には肥後の名工、橋本勘五郎の築造
踏査年月日 平成 1 0年 9月 8 日（火） と伝えられる岩本橋仁輔）がある。庄山から
踏査区間(1）有明海、四つ山、荒尾・大牟田 関川を渡り大牟田市教楽来の山口まで行く。

市街地、関川 ここは県界を挟んで南関町側の地名も山口で

踏査実施者本田誠也 ある。県道29号線（耀‘醐）を北上し、山付を

（踏査記録）県境を歩く第一歩は、県北西端経て林道（鳩～耐）に入る。荒平峠（鳩劃）はス

の荒尾市と大牟田市の県界から始めた。これ ギ林の中を通る。 「大間山一三池山」の標識

は 1 5年前(1983. 4. 21) にも歩いたが、この があり両側に山道が延びている。山付へ下る

時は県界から400mほど南に入った四つ山（簡山途中、右折して「熊本ふるさとの森」林道へ
叫 55.1 ~）から始めた。その時の記録には 入る。標高 250~付近に「三池山登山口」のー
（山頂部は広く四つ山神社…蹴l.( /vf~/v· ..大師 案内板があり小さな水場もある。多分このルー．
堂、慰霊塔、 三池灯台等があり、展望はすこ トが三池山への最短コースであろう。次回確

ぶるよい。西北部の眼下に三池闘争時のシン 認することにして三池山東側の山腹を巻いて

ボルだったホッパーが高くそびえ、黒々と貯 長山へ下る。

炭場が広がっている）と書いている。

地図にある大島社宅（今はない）の西側一帯は三

池発電所の用地になっているが、ゴミ捨場の

ように荒涼とした海岸線から征洋と霞んだ水

平線に向けてカメラのシャッターを切った。

海岸から東を見ると四つの低い丘が並んで

いる。所調四つ山であるが、左から二番目が
県界となる約40なの丘である。西側の道路か
ら石段（75~）を上がると照葉樹林に囲まれた

径20なほどの広場がある。地図には神社の印

があるが、いま社殿はなく藤棚や小池の跡が

残っている。西の隅に金属標（境糟NO.l 蜘63.

11蟹僻賠断固眼耕肺）があり、東の隅にも二

級基準点標が埋設され県界であることを示し

ている。この小丘の下から荒尾、大牟田の市
街地を県墳に沿って車で走る。地図にある三
池鉄道は既に撤去されてないが、家屋が密集

した市街地では道路が必ずしも県境になって

いないので車で走るのは極めて困難だ。成る

可く県境線を離れないように注意して車を走
らせた。それでも浪速町〈婚肺）、四つ山町、

三里町（大細市）、西原町、甲根、妙見、神田町
（排肺）、深瀬、上井手と言った具合である。

途中、関川に架かる萩尾橋、助丸橋を渡る。
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(2 ）三池山～大岡山

踏査年月日平成 1 0年 1 1 月 25 日（本）

踏査区間（2） 三池山（AB 388.1 ~）三池神社

(366~~）荒平峠(190~~）金比羅
神社（Al 252.1 ~）八角田峠(1

30~A:）大間山（Al 225 ~） 
踏査実施者本田、藤本、太田
（踏査記録） 「三池山（みいけざん）は南関町と大

牟田市の県境にあるが、その名の通り旧三池
藩のシンボル的な山であり大牟田の山と思っ

ている人が多い。だが山頂の東半分はれっき

とした熊本県の山であるj 山鮮日噸蹴刊・鮮の山川島

町三池山には今まで3回登ったが、何れも普一

光寺ルートか乙宮ルートの大牟田側である。
今度初めて南関側から登り、県境線に沿って

三池山系を縦走した。先ず関町から落合を経
て県道5号線（熔骨蘭）を西へ走り、八角目峠

の県界標の傍らに車を一台置く。次いで落合

まで引返し県道29号線（躍鳴聞〉を南下する。
小次郎丸から西へ折れ山付を経て久重＜Wf)

南区有林道へ左折する。約2 鴇ほどで三池山

墨山口（前250 な）に着く。西側の山腹はクス
ノキが多いが登山口の案内板に、昭和24 25 



年頃山火事の後に久重（（しのの住民が植えた

と書かれていた。 10:45 ジグザグの急坂を登

る。約10分で休憩所のある鞍部に着いた。東

側の小ピークに上がり県境線沿いの山道を確

認して11 : 00 北へ縦走を始める。草付きの斜
面をー登りでベンチが置かれた 350~榎高点

を通過する。前方の大牟田舗に高いアンテナ

が立っているので近寄って見ると、配A 大牟

田移動無線制御局と記されていた。 11:20 三

池山二等三角点の山頂に着いた。付近は草原
状で展望がよい。西方一面に大牟田、荒尾市

街地と有明海の眺めが広がる。振り返ると筑
肥山地から阿蘇の山々が青く霞んで見える。

10分ほど展望を楽しんだ後、深い樹林に包

まれた鞍部に下る。ここで西の谷沿いの普光

寺ルートを分ける。岩塊のピークを乗り越え

急坂を下ると、三池神社が立つ台地で・東方の

展望が大きく開ける。神社に参詣し三池伝説

のある白龍社を廻って展望所で弁当の包みを

開く。 11:45-12: 10 昼食後、神社の石段下か
ら北へ縦走を開始する。 三池山系は花闘岩類
なので、山中至る所に露岩が散在している。

樹林帯の中の一直線の鉄砲道を下る。約20
分で林道（鳩州）が通る荒平峠（撒）に下り

着いた。峠を境に大牟田側は舗装されている

が南関側は未舗装である。かごって藩政時代に
は有明海沿岸の海産物などが運ばれた間道で

あったと言われているところだ。北へスギ林

の中の山道を10分足らずで、木立ちの中に小

さな四等三角点がたつ 252慌のピークに着い

た。東を向いて金比羅神社の石嗣が一基、今
でも里人の尊崇が厚いとみえて供物などが上

げられていた。ここから東面が伐採されて開

けた尾根を行く。関川支流の谷を隔てて鮮や

かなオレンジ色のセキアヒルズの建物が目の

前である。小ピーク（230な）を越え、タケ林

の中に丸い岩塊が散在する急坂をー下りで、

13:10 県道5号線の八角目峠に着いた。最後

の仕上げで天御前宮（耳岬撮）から上部台地のミ
カン畑を通って大間山にも登った。低山だが

展望は広闘であった。

(3）大関山一上徳山一大津山
踏査年月日平成10年12月 18 日（金）

踏査区間（3）八角目峠（動130 な）大間山（Al
225 蕊）上徳山（Al 258. 1 ~i) 
大捧山（珂 256.1 ~；） 

踏査実施者本田誠也
（踏査証海｝ f熊本県の北西部、南関町と福

岡県大牟田市との聞には、 三池山を主峰とす
る山地カf南北に連なっている。古くからこの

山地を越え、南関、山鹿地方と有明海に面す

る筑後の三池地方を結ぶ東西の峠道が発達し
ていた。その要路の一つが三池山とその北方

大間山の鞍部に位置する八角目峠であるJ -
鮮間新制・鮮の自制よト前回（輔10年11月25日）は
三池山から荒平峠を経て八角目峠まで県境線

を歩いた。その時は大牟田市側から車道を芝
尾開拓地まで上がり大間山まで足をのばした
が、今回は八角目峠から県境線沿いに大間山
に登り、上床、上徳山を経て関外目に抜ける

ことにした。県道29号線（躍ー醐）の落合から

西へ折れて県道5号線（排昨朝）に入り、谷沿

いに点在する久重の集落（軒、産融蜘、嶋目）を

通り、県界の八角目峠に着いた。 12:40 峠か
ら県境線添いの急坂を登る。雑木混じりのタ
ケ林を15分足らずで、大間山三角点への分岐

路に出る。北東部に広がる台地上は一面のミ

カン畑。道脇の柵の中に白く塗った反射板が

立っている。 13:00 平坦な大間山頂に着いた
低山だが広い展望に恵まれている。眼前に

三池山が大きい。大牟田市街地の先に有明海

が白く光って見える。この山は県墳から 100
~ほと、福岡県側に入っているが、まあ県境の

山と言ってもよいだろろう。三角点の西側に
は露岩が積み重なり、そのうちの一つに大き

な仏像が刻まれ信者からの供物や、お賓銭な

どがあげられていた。山頂広場の一隅に東屋

があり、弁当の包みを広げる。 13 : 30 往路を
八角目峠まで下る。 13:40 峠の大牟田側直下
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に耳の神様として信者が多い「天御前宮J が

あり、目礼して通り過ぎて台地上の芝尾開拓
地へ上がる。ここは昭和58年5月 (1983年）

に通ったことがある。その時は上内峠を経て

南関町の関外目に出た。今回は上床（うわtこ）の

県界から 300なほど大牟田市側に入った上徳

山に登ろうと車を走らせた。ところが県境沿
いの南斜面一帯に「セキアヒルズ」（大織ショッピ
ングセント）が、まさに忽然と出現したため旧道

が寸断され迷ってしまった。上徳山を眼前に
見ながら花山へ下り、川床から狭い林道を西
へつめて 14:20 地図にある宮地嶺神社の参

道入り口に車を止めた。小丘の上にひっそり

と建つ神社に詣で、密生したタケ林の斜面を
登る。炭焼き窯跡から雑木林の急坂をひと登

りで東西に長い尾根の西端に出た。東へ尾根
道を辿り苔蒸した岩塊を乗り越すと、 14:45

四等三角点の上徳山頂に着いた。雑木に固ま

れて展望はない。北へ延びる山道は上床峠に

下っているようだ。往路を引返し10分余で車

止め。下原を経由して県界を離れ関町に入る

ここは昔、肥後、筑後墳の交通（酸鎚）の要

衝であり、藩政時代には最も重要な番所（断）

が置かれていた所である。但し、古代の境界

は現在の大牟田市の湯谷付近にあり、ここに

「大津山の関」または「松風の関」の名で知
られる関所が置かれていたという。これを境

に関の北（酬町鯛）関の南（南剛）と称していた

この関一帯を一望するため、九州自動車道

南関 I Cの東にある大津山に登った。先ず山

麓の大津山阿蘇神社に参詣し、かなり急坂だ

が、よく整備された登山道を登る。応永2年

(1395年〉大津山資基が築いた「つづら城」跡

の記念碑が建つ山頂部からは、広く四方を見
渡すことができる。山頂部は長く北へのびて

遊歩道の途中には「資基橋」 「家稜橋j 「新
蔵橋」など城主、大津山氏に因んだ名がつけ

られた木橋が架けられていた。蛇足ながら、

満 7 1 歳の私の足では、登り 30分、下り 25分

であった。
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(4 ）矢部谷峠

(5）小栗峠一猿懸峠ー南蛮毛峠

踏査年月日平成1 1年 1 月 1 2 日（火）
踏査区間（4）矢部谷峠 260~ 賭4号館（玉名一般）

(5）小栗峠日 182. 7な髄3鴇岬

302.1 ~ 猿懸峠 200~ 賭6号館

（玉名一立花） A302. 1海 南蛮毛峠（水

蹴） 380~.ii: A416. U.ii:(NTT量醐
槽所）

踏査実施者本田誠也
（踏査記録）熊本県三加和町と福岡県立花町

が墳を接する区聞を歩く。先ず地況について

「熊本の街道と峠J （鮮日噸商社・青）によると、

（…古生界筑後変成岩で多くの断層によって

分断され、浸食の進んでいるところが多い。

したがって筑肥山地には菊池111と、福岡県矢

部川両水系の谷が南北より奥深く入り込み谷
頭はいちじるしく接近している。したがって
両地域の聞には、古くからこれらの谷を通じ

て多くの峠道の発達を見た）とある。今回は．

県境区間の順路とは逆に東の小栗峠から始め

た。小栗峠は、古くは三楠峠と呼ばれ険阻な

山道であったそうだが、国道3号線が通じる

現在は終日、自動車のエンジン音が響き昔日

の面影はない。県界の西側、ミカン園の作業

道に入り三角点がある小丘の中腹まで車を乗
り入れる。ミカン圏とブドウ圏の聞の小道を

ひと登りで四等三角点が置かれた県界の山頂
に着いた。北面の展望が開け、先日歩いた男

岳までの県境山地を見渡すことができた。ミ

カン園の周囲は防風のためかヒノキ林で固ま

れている。ミカンの木の枝には烏が啄んだか

ミカンの皮だけがぶら下がり、異様な光景で

ある。ー皇、国道に戻り西へ 400事ほど行き

左折して県道6号線に入る。 1報足らずでス

ギ林に固まれた薄暗い猿懸峠を通過して三加
和町に入る。猿懸の集落まで道路は大きく迂

回しながら比高差 100~余を下る。十町川の

小谷に沿う打越集落の北側に車を置き、コン

クリート舗装の林道を歩く。舗装がきれた上



部は道も狭まり草が被って歩き辛い。最後は

スギ植林地の中の踏跡を僅かにつめると県境

稜線に出た。立花町側は緩傾斜地でブドウ圃

が広がっている。東側の雑木林の下ヤプを分
けて三角点を探したが見つからない。諦めて

県墳を西へ辿ったが、こちらもトレイルらし

いものはない。明るいクヌギ林の日だまりで

遅い昼食を食う。打越へ下り十町川沿いに県
道を南下する。途中、山十町への分岐路を通

り過ぎて気がついたら東山開拓地の台地に出

ていた。東山公園で暫く休み地図を広げて地

形を按じる。和仁川と西山川の水源となる県

境地帯は地図で見ても極めて複雑である。和

仁の太郎丸に下り、県道4号線を北上し矢部

谷峠を目指す。うねうねと曲がる道を約5報

比高差 200立を走って矢部谷峠に着く。スギ
林に固まれた峠には昭和4年に福岡県が建て

た県界標石があり、両側面に「至福岡69.542
米十七里二十五丁J 「至熊本52.997米十

三里十七丁」と刻まれている。福岡県側は一
面の果樹園、開拓農家が峠の直下に点在して
いる。早々に峠を下り、上和仁から東側の水

源開拓へ登る。こちらも長い道程だが比高差
が 330配もあり難路である。ここは南蛮毛峠

と何やら日くありげに地名だが、どこが峠か

分からない地形で、それらしい標識もない。

416.2 蕊の三角点を探していたら「NT T松
尾無線中継所」のアンテナの下に出ていた。

(6）小栗峠一小太郎山一黒松峠
踏査年月日平成10年 1 2 月 23 日（水）

踏査区間（6）小栗峠日 182. 7~ 小太郎山

叩 369.5~ 黒松峠 390~ －
踏査実施者本田誠也太田章雄
（踏査記録）国道3号線の鹿北町中津川から

北に入り、底野川に沿って約1. 5 報で、標高

112 なの底野集落を通過する。今日は小栗峠

から黒松峠の聞で唯一、三角点がある 369蒜

ピークに登る予定。集落を出はずれると谷川

は溝ほどに細まり、スギ林の薄暗い林道を抜

け分岐点に出て直進する。道の両側には切り
出したタケが積み上げてある。ここは県下有
数のタケの産地なのだ。道幅が狭いうえに急

傾斜、やっとのことで終点の作業小屋の前に

着く。折よく山仕事の老婦人が上がって来た

ので、この辺りの山のことを尋ねた。 「この

上のタケ山までは道はあるが、先はヤブで行
けない…あの山はこの辺りでは小太郎山て言

うとります…j などと話してくれた。 9:45

半時間もあれば往復できるだろうと軽装で出
発した。伐採されたタケザサを跨いで左手の

尾担に取りつく。ヒノキの植林地だが間伐さ
れた木や枝が放置されているので歩き難い。

尾根上に出て踏跡を左方に辿ると県境稜線。

福岡県側はスギの植林地、熊本県側は伐採跡

で講のように掘られた県境線を行く。いった

ん下って登りつめるとピークの南端に三角点

があった。 10:45 周囲をヒノキ、タケ、雑木

に固まれた中に左書きの新しい四等三角点が
あった。 11:00 往路をバックする。いそぎす

ぎたか東へ曲がるところを直進して福岡県側

に入ってしまった。さらに林道に出て谷へ下

るので、途中から東側の尾根を這い登ると何

と黒松峠に出た。 12:10 ロータリーのように
四方からの道に固まれた「黒松の地蔵犠j の

嗣があった。石段を上がると昭和46年に再建

された地蔵堂があり台石に「寛政？年、酉十
月二十四日」の刻字が見られる。図らずも県

境を歩いたことになる。低山と侮ったわけで

はないが、里山の怖さを思い知らされた結果

になった。黒松峠とは、地蔵堂の脇に枝を広

げた黒松に由来するものだろうか。軽装で来

たので一人分の弁当を二人で分けあって腹搭

えをする。 12:50 かなり迂回することになる
が底野へ下って車を置いた所まで登り直すこ

とにする。地図にある林道は途中で廃道にな

り、またヤブ漕ぎをする破目になった。踏跡

らしい所に出て崩れかけた道標を見つけた。
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「右くろきみち」とある。古道に出たのだ。

ほどなく建設中の車道に出る。あとは舗装道

路を快調に下るだけだ。この辺りで‘目立つの

は、よく手入れされたタケ林、ウメ林、銀杏

林である。植林のようにサイクルのながいも
のではなく、ウメ、クリ、ミカン、ギンナン

生花など、短期の換金作物に転換しているよ

うだ。底野まで下り登り返す。 14:00 車止め

先刻下ってきた道路を再び車で上がる。陣床

峠を経由して男岳集落まで県境沿いの林道を
走り、男岳川に沿って南下し国道3号線に出
て小栗峠まで行く。道さえあれば自動車は便

利で早い。小栗峠では地図にある 182. 7なの

水準点を探したが見つからなかった。県界の
南側に福岡県が建てた県界標があり、両県側

の側面に（至福岡 69.937来怜里二十九T 至熊本

43. 523米引干不明）とあった。

施することになった。

(A班の記録）歩き出しから重大な誤りを犯

した。竹の谷公園は県界から 500なも離れて
いるのに、東へ派生する尾根を県境線と誤認
したのだ。ウメ林やクヌギ林を通りぬけ車道

を 2度も横断してダラダラと下る。最後は一

軒家の脇を通って谷沿いの車道に出た。これ

はおかしいと気づいて農作業中の婦人に道を

聞いたが、ここは竹の谷ですと言うだけで要

領を得ない。やむを得ず谷沿いの道を上がる

ことにした。道々廃屋が点々とあり、山村生
活の厳しさを痛感させられた。結局大きなリ ... 

ングワンデリングをして竹の谷公園に帰って司
しまった。約 1 時間半のロスタイム。先ずは

腹帯えと、芝生に腰を下ろして昼食とする。

地図を広げ磁石で方角を確認し県道 127号

線を西へ廻り込み県界の陣床峠に出た。 一旦

黒木町の陣床まで下り、県界へ引き返して県
境沿いの林道を南下する。ここでも地図にな(7）陣床峠一（賜骨髄t錨〉一鹿牟田峠

踏査年月日平成1 0年 1 2 月 1 3 日（日）

踏査区間（7）陣床峠約380 ~ . 男岳（雄岳）

岬 532.2t: 姫御前岳 514:.ii:

女岳（雌岳）日 596. S:.ii: 
鹿牟田峠前 300:A:

踏査実施者 (A車）本田、藤本、太田

(B理）贋永、池崎、西揮、鶴田、

加藤（功）橋口

ー い新しい作業道に入り込んだり、黒松峠を探 J
して底野へ下ってしまったりして再度、陣床

峠へ引き返す。どうしても地蔵嗣があるとい

う黒松峠に行くことができない。断念して県

道127 号線を東へ下り 12:50 柚木谷集落を

経て県界の鹿牟田峠に着いた。峠の道脇に昭

和4年に建てられた県界標石があり、側面に

cc直）田上（3人） 馬場（量）夫妻

菊池夫妻丸尾

（踏査記録）定刻9時に全員が鹿北町役場駐
車場に集合。自動車5台に分乗して男岳川に

沿う県道13号線を北上する。上中から左に折

れて曲がりくねった県道127 号線（揖一瓢）を

西の県界を目指して上がる。県界の手前にあ

る竹の谷公園に車を乗り入れ、ここで（崎） 3

名、黒松峠往復及び鹿牟田峠から女岳。（Bl)

6名、陣床峠ー男岳ー女岳ー鹿牟田峠縦走。
(C車） 8名、柚木各から男岳～姫御前岳～女岳

～鹿牟田峠縦走。以上3班に分かれ踏査を実

「至熊本酎J\· －三来（十二軌J)」 「至福岡七十・八0
七来（十店 －T)」 と刻まれている。県境線の南側 -

から柏木谷集落を半周する作業道に入り、谷．

の入り口に車を置く。 13:05 廃道になった林

道を奥まで詰めて、雑木林の急斜面を這い上
る。 13:30 県境線を通る作業道の鞍部に着い

た。道脇には首の欠けた地蔵様が鎮座してい

た。折からチエンソーの音が響き 5-6人の作

業員がスギを間伐中。その時、姫御前岳の峠

から縦走班（B直）が歩いて来るのに出会う。全

くグッドタイミングだったが、聞けば男岳山

頂付近でルート探しに随分時聞を取られたら
しい。既に鹿牟田峠から女岳に登って男岳分
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岐路で待機しているC班と連絡をとり、女岳

へ先行したB班の後を追う。女岳の西の肩を
越える峠に「間伐作業道開設記念碑j があり

そこから西尾根の急坂を登る。約20分でヒノ

キ林のなかの女岳山頂についた。 B班の 6名

も二等三角点標石を囲んで休憩していた。全

員の記念写真を撮り直ちに下山にかかる。鹿
牟田峠への県境線はヤブが被り通れそうにな

いので、南側の鞍部へ荒廃した山道を下る。

約15分で鞍部に着き「姫御前御所、東へ30

~J の案内板に誘われて下って見る。かつて

スギ林の中にひっそりと鎮座していた良成親
王の妃を奉る石嗣は、伐採跡のヤブの中にあ

った。姫御前岳にも登る B班と別れ、踏み跡

を探しながら柚木谷へ下る。柚木谷の作業道
でC班と合流し、姫御前岳から下山中のB班
を車で迎えに行き 16:00 鹿牟田峠で全員揃

ったところで現地解散とする。 （細・記）

(B班の記録） 陣床峠から男岳、姫御前岳
を経て女岳まで縦走する。
竹の谷公園 10: 15 県道 127号線を県界の

陣床峠まで歩く。 10:30 陣床峠。林道を15分

ほど歩き樹林帯に入る。 11:00 林道を出たり

県境稜線のヤブを分けたりしてルート探しに

時間をとられる。 11:50 男岳林道分岐。ここ

でC班と合流し暫く歩いて昼食とする。

12:15-12:45 林道終点まで行き、雑木林の
急斜面を直登すると呆気なく男岳山頂に着い

た。 12:55 男岳山頂、四等三角点あり。雑木

林で展望なし。 13:05 林道分岐まで下り C班
の車で姫御前岳と女岳の聞の間伐作業道まで

送ってもらう。姫御前の嗣に下る鞍部でA班

と合疏し、間伐作業道を進み「開設記念碑J
から右の尾根の山道を登る。 10分余で狭い女

岳山頂に着いた。 13:55 女岳山頂、二等三角
点あり。ここちヒノキ林で展望なし。 14:05

南側の鞍部へ荒れた踏跡を下る。鞍部から左
の姫御前の嗣に立ち寄り、そのまま柏木谷に

に下るA班と別れる。 14 : 45 姫御前岳登山口

から切り分砂を伝い、目前の山頂を目指して
登る。 15:00 ここは更に狭い山頂。木の間越

しに先刻登った女岳と男岳が見える。 15:10-

15:20 登山口に下る。柚木谷へ林道を下る途
中で、 A、 C班の迎えの車に会う。 15:35 鹿

牟田峠の下に全員鋪ったところで、現地解散

となる。 （輔・記）

(C班の記録） 竹の谷公園でA、 B班と別

れ県墳の鹿牟田峠へ向かう。福岡県黒木町と

熊本県鹿北町の墳にある鹿牟田峠は標高280
露、筑肥山地を越える峠の中で比較的緩やか
な峠道であるため、古くから筑後と肥後を結

ぶ主要なルートの一つである。スギ、ヒノキ

に固まれた峠の脇には県境を示す高い標石が
立ち、側面には福岡、熊本までの距離が刻ん

である。峠の手前から北に入る林道に車を進

める。 10:30 緩やかに蛇行する林道に沿って

美しいタケ林が続き、笥の季節にはもう一度

訪れてみたい所である。 5分ほどで男岳集落
への道と分かれ右折して県境稜線に上がると

（間伐作業道雌岳線）に出た。女岳を目指し

て車を進めたが、間伐作業中の現場に出会い

伐り出された木材が道を塞いでいるので手前

に車を置いた。 10:50 100 なほど歩くと道の

右側に「姫御前御所東へ30 なj の案内仮があ

り一寸寄り道する。 30~ほど下ると左側の斜
面に石嗣があり、小さな石像がまつられてい

る。その昔、矢部の大柚に隠遁した良成親王

を追ってきた妃が、この地で建産のため亡く
なり、後にその死を悼んだ村人が嗣を建立し

たといわれている。真偽のほどは分からない

が、ここが古くからの峠道であったことは間

違いあるまい。なお、姫御前岳の山名は嗣か
ら真正面に見えることから名付けられたと云
われている。林道に戻り女岳の西側山腹を緩

やかに上がる。林道から西側の視界が大きく

聞け遠く八女市街まで見渡せる。小さな尾根
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を越えたところに「間伐作業道開設記念碑j

があり、 11:15 そこから右にのびる尾根に取

り付きヒノキ林の急斜面をひと登りで 11:15 

二等三角点標石がある女岳山頂に着いた。
ヒノキが林立して展望はない。駐車地点まで
下山して縦走班を迎えに男岳へ向かう。県境
に沿って林道を進み男岳直下の林道分岐に車

を置く。反時計回りで荒れた林道を暫く登っ

たところで縦走班と出会う。 12:15 頃合もい
いので昼食をとった。 12 : 45 縦走班と一緒に

林道終点まで進み雑木林の急斜面を直登する
と、 12:55 呆気なく男岳山頂に着いた。雑木

に固まれて展望のない山頂には、四等三角点

標石と丸い石がある。記念撮影のあと往路を
パックする 縦走班を伐採作業現場近くまで

送ったあと姫御前岳へ向かう。県境稜線を少

し下った林道脇に車を置いてタケ林の中の作

業道を進むタケ林を通り抜けた辺りから東側
の視界が聞け、眼下に柚木谷の集落、その向

こうに筑肥山地と鹿北の山々が望まれる。

300 伝ほどで作業道は終点となり、雑木林
のなかの微かな踏跡を伝って急斜面を強引に

登る。姫御前の名に似合わないヤプ漕ぎで、
11:45 頂上に着いた時は身体中、落葉屑だら

けになった。小さな切り分けがある山頂には
黒木町が設置した図根点と山名標識があるだ

けだが、少し南にある岩上からは男岳と木の

間越しに女岳が見える。帰路は作業道を一気

に下り、あとはのんびりと美しいタケ林の中

を歩いて車に戻った。 (lllt ・記）
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(7-1) 陣床峠一男岳（雄岳）

踏査年月日 昭和58年 1 1 月 8 日
踏査区間（7-1) 陣床峠動380 t; 

男岳（雄島町 532. 2t; 

踏査実施者 本田誠也

（踏査記録）些か旧聞に属するが 1 5年前の
記録である。しかし県境線を忠実にトレース
しているので、現在の状態と見比べるために

紹介したい。鹿北町岩野の上中から西へ折れ

て県道127 号線（甥一献）に入る。南へ大きく

迂回し竹の谷の集落を経て県境の陣床峠に着

いた。峠の南側には広間な展望を持つ竹の谷
公園がある。ここに車を置いて県境尾根を北

上する。クリ、タケ、ヒノキ林の中の僅かな

踏跡を辿る。典型的な円頂丘の男岳は、どこ
から見てもそれと分かる山容である。約2 キロ

50分で山頂に到達した。丈の高いヒノキに

固まれて展望はない。真新しい四等三角点標

石の傍らに丸い露岩が三つ、その一つに何や

ら刻字があるが読み取れない。山頂南側の広

い鞍部は一面のタケ林、男岳の集落からタケ

ノコ搬出用のモノレールが架設されているが

これを伝えば最短コースになるだろう。

( 7 -2）鹿牟田峠ー女岳（雌岳）

踏査年月日 昭和58年 1 2 月 20 日
踏査区間（7-2）鹿牟田峠 280t;

女岳（甑）日 595.Bt;

踏査実施者 本田誠也

（踏査記録） 鹿北町柚木谷集落の東側、鹿
牟田峠から左の林道に入る。谷合いの柚木谷

集落を見下ろす植林地の脇に車を置き、西へ
山道を登る。途中に小さな石嗣があるが、こ

れは良成親王の妃を奉ったといわれ「奉祈進

柚木谷慶慮二両寅年七月吉田」の刻字が

見られる。タケ林の中を登ると一本の大木仰

の材嚇らない）の下に出た。ここからヒノキ林の

急斜面を直登する。東西に長い頂上台地の西

端に登り着き、東へ廻り込むと二等三角点が



置かれた山頂に到達した。ヒノキ造林地で展

望は全くない。車止めから登り 30分。

( 7 -2）鹿牟田峠一姫御前岳一女岳

踏査年月日 平成6年 1 月 5 日

踏査区間（7-2）鹿牟田峠 280~~ 姫御前岳

• 514 官女岳日 595. 8 ~ 

踏査実施者 本田誠也
（踏査記録）熊本、福岡県境、筑肥山地の男

岳、女岳には 1 0年前に登っている。ところ
が姫御前岳（組上か・）と思って登った山が、実

．は女岳であることがあとで解った。
熊本日日新聞社刊の「くまもと里山紀行J

によると、 「男岳、女岳、姫御前岳は鹿北町

からも黒木町からもー揃いの山と見られてき
た。富士山のような円錐形の美しい山体をし

た男岳。逆にまるで鍋を伏せたようなゆった

りした山体をしているのが女岳で、別名を鍋
底山とも云う。姫御前岳は男岳と女岳の子供

である。 二つの山の間にある小さな頂上が姫

御前岳であるJ とある。
国土地理院の1/25.000図では、高井川図幅

黒木図幅とも姫御前岳はあるが女宮はない。
ともあれ登り残した？姫御前岳に登りに行っ
た。鹿牟田峠（贈143号館一蹴ー鳩）から北の林道
に車を乗り入れる。柚木谷集落の上に車を置

き、倒木に塞がれた林道を登る。谷奥で林道

．は終わり雑木林の急斜面の踏跡を辿る。女岳
と姫御前岳の鞍部に出て驚いた。尾根通しに

立派な林道が開通しているではないか。目の

前に軽トラックまで停まっている。やれやれ

と南側の堀切から姫御前岳の小さなピークを

目指してよじ登る。 5分ほどで呆気なく図根

三角点がある頂上に着いた。アルミのプレー

トが 2本立っている。臼杵岳友会と筑後岳友

会のもので、これはあとで登った女岳にもあ

った。こんな低いヤプ山をよく歩いているも
のだと、感心するやら呆れるやら…山頂部は

ヒノキの倒木が多く、展望は西方の男岳付近

だけ。堀切へ下り北へ林道を歩く。女岳の西

肩に自然石句碑があり「間伐作業道雌岳線開
設記念碑J （輔5年3月紅幅3m 巌2156m 事業主体・櫨耐
首薗合）とあった。掘り割られた崖を登り女岳
の西斜面に取り付く。踏跡とも云えない獣道
を辿り 10数分で女岳の山頂に着いた。丈の

高いヒノキ林で展望はない。北側に丸い大き

な露岩があり表面に字らしいものが刻まれて

いるが何か分からない。そこから山頂に向け

て石が一列に並んでいるが、これも何か分か
らない。何となく謹めいた山である。南側へ

荒れた山道を約40分で柚木谷の車止めに帰り

ついた。時間も早いので男岳集落へ廻り、気

になる作業道に入って女岳の峠を越えて黒木

町の八女グリーンピアに下った。

(7-8-10）鹿牟田峠一星原峠・星原山

踏査年月日平成1 1 年 1 月 28 日（木）

踏査区間（7 8 10）鹿牟田峠 280事無田峠

330 ~jj; 冬野越 490な星原峠

520 ~jj; 星原山 All 793.4 窃

踏査実施者本田誠也
（踏査記録）熊本市から国道3号線を北上し
鹿北町弁天で右折して 11 : 35 県道13号線

（蹴一黒木）に入る。上中を通過したところで分
岐路を間違え竹の谷公園まで行き引き返す。
折から鹿北町は町議選の最中で各集落の辻に

は村人が集まり物々しい雰囲気。柚木谷集落

を経て 12:08 県墳の鹿牟田峠を越える。黒
木町弓掛の三差路まで入ったが、東側の本田

方面が道路工事中で全面通行止めのため引き

返す。鹿牟田峠から県境沿いに北に入る林道

に車を乗り入れたが、地図に記載された通り

約1 九で終点となり峠へ戻る。上中まで下っ
て新設の八方ヶ岳林道に入る。長生（ながそ）の
上部の県境三角点へ行くつもりだったが、入
り口が分からず開山の手前から 13:00 無回

峠〈車道）を越える。筑肥山地のこの辺りは非対

象山形というか、熊本側の急陵に比して福岡
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側は緩やかな傾斜である。無田の名の通り耕

地が少ない集落の外れから、地図上の無田峠

への道を探したが分からないので往路を引き

返す。これは車道ができたので廃道になった

のかも知れない。開山、後川内を経て峠（車道の

降、前490な置に冬嶋崎村げる〉を越えて黒木町冬野に
入る。東へ 500なほど進み右折して県境の星

原峠を越える。スギ林に固まれた峠には県界

標識はなく、西側の道脇に石の地蔵尊が一基

鎮座していた。名茶の産地として有名な星原

集落に下る途中から左折して、再び八方ヶ岳

林道に入る。終点の茂田井まで行きUターン

して星原山南尾根の末端付近に車を止める。
14:15 スギ林の山道に入り右手の尾根を直登

する。徴かな踏跡を辿るが、上部は露岩が多
い雑木林の急斜面。時々ヤブ分けをしながら

登りつめると、 15:15 きっかり 1 時間で二等

三角点の星原山 793.4蕊の山頂に着いた。

ヒノキ林に固まれて展望はない。県界を挟ん
でヒノキの大きさが違う。熊本側は20年位だ

が、福岡側は40年生位もあろうか。三角点標
石の横に「筑後岳友輔5. llJ と「熊本ヒメシ

ャラ会輔元年4月29日j の登山標が立っていた。

下りは西へ県境尾根を行く。矢部村側から
林道が上がってきている鞍部に出たが、南へ

下るルートが分からず谷を下ることにした。

間伐のスギが谷聞を埋め歩き辛い。地勢の

都合もあろうが、福岡側は間伐、枝下ろし、

下草刈りがよくなされているのに比べ、熊本
側は入手がないのか切りっ放しで放置されて

いる。 16:50 やっと林道に下り着き、ほっと

した。 17:15 星原経由、県道18号線（蜘一蹴）

で帰路についた。

(9-10）やさぶ岳星原山

踏査年月日平成1 1年 1 月 31 日（日）
踏査区間（9）冬野越岬 565. 5 fi 星原峠

星原山 Al 793. 4 fi やさぶ岳
踏査実施者本田、田上＜3A）菊池夫妻、

藤本、丸尾、加藤（功） 9名

（踏査記録）午前9時、鹿北町役場駐車場に

集合。 4台の車に分乗して出発する。西から
の順路を逆に先ず星原山に登ることにした。

9:35 星原峠を越えて黒木町の冬野に入る。

途中、星原集落の出外れにある 「鹿北茶発祥

の地」碑に立ち寄る。冬野から根引峠をこえ

て矢部村に入り、広域林道が北の県境へ大き
くカーブする辺りから右折して狭い新設林道

に入る。 9:50 県界稜線の鞍部に車を置き、

田上さんの長男、叡一君（8才）を先頭に歩き出

す。ヒノキ林の中の踏跡を20分足らずで星原

山頂に着いた。展望のないヒノキ林の中で、 ... 

二等三角点の標石を前に記念写真を撮る。東司
側に延びる県境稜線は、イバラに覆われ通過

不能とみて往路を引き返す。 10:35 車を置い

た鞍部に着き、広域林道を経て黒木町の冬野

へ行く。 10:55 冬野から鹿北町へ越す車道の

峠（跡、冬贈し）に車を止め、西側 300伝にある

三角点を目指し県境線を登る。 11:10 ヒノキ

林の中にひっそりと立つ四等三角点（髄565. 3-' 
fi） を発見し、全員で証拠写真？を撮る。
次は今回の最終目標「やさぶ岳J を目指し

後川内を経て開山へ行く。やさぶ岳は15年前

(1989. 2. 7）に本田が登っているが、八方ヶ岳

林道が開通して赤岩への入り口が分からなく
なった。地図を手に散々探し廻った揚旬、田
上さんが開山の民家に尋ね、やっと判明。

標高 400慌の赤岩一軒家は既に廃屋になって
いたが、林道は南に廻り込んで上部へ延び・て．
いる。 12:40 終点近くの採石場に車を置き、

昼食のあと荒れた造林地の斜面を登る。かな

り北にそれで県境稜線に出た。南側正面にや

さぶ岳が見えたのだが、北側の岩峰を誤認し

尾根筋をヤブ分けしながら 14 : 30 やっと岩

峰に道い上がった。マツや雑木がまばらに生
えた山頂には、図根点の標石があるだけで全

く別の山であることが分かつた。西側、黒木

町無固からの林道に下り、また北側の県境線

の534 fi標高点に登り直して方位を確認し、
15:50 やっと採石場の車止めに帰り着いた。
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(8-9）長生（ながそ）ーやさぶ岳

踏査年月日 平成 1 1年2月 7 日

踏査区間（8-9）やさぶ岳 Al 642. 3 ~ 
長生 A（碍） 356.5~ 

踏査実施者 本田誠也田上敏行
（踏査記録） 前回（ln31日〉ルートを誤って

幻の山となった「やさぷ岳J に登ろうと一人

で出かけた。しかし同じ思いを抱いていたの

が、もう一人いたのだ。熊本 10:00 国道3

号線を走り、鹿北町弁天から県道13号線、さ
らに八方ヶ岳林道に入り赤岩採石場へ直行す’ る。（鮒から46駒山O 林道を 1鵬ほど進
み、左へ曲がるところから分岐する廃道に入

る。ススキを分けて 100~ほどで終点。前面

はスギ林、左の酒谷に入り倒木を避けて左岸
の微かな踏跡を登る。やがて前面に立ちはだ
かる岩を乗り越え、雑木林の急斜面を登る。

11:50 県境稜線に出た。ヤプを分け踏跡を
探りながら稜線を進む。前面に東西に長いや

さぶ岳の山頂が見えるのだが、地図で見るよ

り距離がある。最後の急斜面を登って山頂部

の西端（僻賭）に出た。謹木をつけた痩せた岩
稜を数分で 12 : 30 福岡県黒木町）こ属する山
頂三角点に着いた。狭い山頂付近はヒノキ林
で展望はない。三等三角点標石の横にアルミ

のプレートがあり「筑後岳友＿H5.11J と書か

れていた。このグループは、この辺りの山に’ は殆ど登っていると見えて何処でもこの登山
標を見た。 13:00 昼食を済ませて往路を下る

北側の鞍部に下り着いたところで、図らず

も田上さんと出会った。思いは同じというこ
とだったのか… ルートの情報交換をして別

れる。しかし谷への下り口を探してウロウロ

していたら、早くも頂上を踏んで降りてきた

田上さんに追い付かれた。少し北へ行き過ぎ

たようだ。二人でルートを探しながら下る。

14:30 田上ファミリー（奥さんcl－君）が待つ林道

終点に下り着いた。今日のやさぶ岳は、登り

1: 10 下り 1:30 かかった。低山と侮ったわ

けではないが随分手を焼いた。このあと本田

は、八方ヶ林道から県境の長生（ながそ）に行き

356. 3 ~の三角点を探す。地図で見ると長生

地区は果樹園が多いようだが、網の目のよう
に彊り巡らされた作業道を車で、走った感じで

は、それほど多くはない。それと見当をつけ

てスギ林、雑木林、タケ林などのピークを調
べたが、ついに三角点を発見できず（件柑っ帥

？）空しく帰路についた。一方、田上パーテ

イは八方ヶ岳林道終点の茂回井まで行き、国
見山登山林道の途中から県境稜線へ上がる 2

本の林道を調べた。 （本田・記）

(1984. 1. 1 IJJ壬よ’〉

鹿北町板曲より北に入り、開山を経て赤岩
一軒家（もぬ2戸ft-,f:j.、 1両劃して躍になうた〉に車を止

め、 一軒家の右から谷をつめタケ林を登ると
稜線に出る。 三角点は山頂東端（黒木町に属する〉に

あり、ヒノキ林で展望はあまりよくない。

山中には露岩が多い。

(10-11) 休鹿山一国見山

踏査年月日平成1 1年2月 21 日（臼）

踏査区間(l0-11) 休鹿山白川以品川1865.5配

国見山崎 1018.1事

踏査実施者本田、回上、丸尾、鶴田、藤本

（椎葉）

（踏査記録）第 4回目の県境踏査は、インフ

ルエンザの影響で参加者が誠り 6名で実施し
た。集合場所の鹿北町役場は早朝から恒例の

「鹿北町一周駅伝大会j の人出で混雑してい

るので、早々に車3台に分乗して出発した。
県道18号線経由、岳間渓谷を通って茂田井へ

岩野川上流部に明るく聞けた茂田井集落か

ら国見山林道に入り、 2本目の県境線側へ分
岐する林道を上がる。時折小雪が舞う林道を

慎重に走る。休鹿山（き刊引きん）北尾根の中間

の鞍部が林道終点。 9:35 手前に車を置いて

登路を探す。結局、林道終点から急斜面を這
い上って尾根筋に出る。雑木林の中の微かな

トレイルを辿り、露岩を乗り越えたりひたす
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ら登る。県境の北側がヒノキ林になると山頂
も近い。 10:35 きっかり一時間で雪に覆われ

た四等三角点標石と福岡労山、筑後岳友の登

山標がたつ休鹿山の頂上に着いた。山頂部は

北の矢部村側へ大きく広がり、 一面のヒノキ
林で展望はない。休鹿山（きり引きん）の名の由

来はよく解らないが、植林以前の昔は鹿が多

く生息していたのだろう。腰も下ろせないま

ま記念撮影をする。東側の県境稜線は切り分

けはあるが、雪が深く倒木が多いので敬遠し

て往路を下る。 11:30 林道終点下の車止めに

着く。時間が早いので国見岳にも登ろうと言

うことになり、国見岳林道まで下り上流の登

山口まで行く。丁度昼になったので寒風を避
けて車内で弁当を食べる。 12 : 30 ヒノキ林の

中の細い山道を行く。酒谷に出て登り詰める
と谷奥は美しい自然林が広がる。ジグザグに

県境稜線へ登る山道で下山中の中高年パーテ

イと出会った。 13:00 県界の鞍部に着いて北

側の県境線を見ると、細く踏跡が延びている

ようだ。ここから南へ県境稜線に沿ってひと

登り。県境分岐を経て国見山までは美しい自

然林の中の遭遇路。しかし、山頂直下は切り

立った岩稜となりロープを伝つての厳しいコ

ースとなる。 13:25 雪を被った濯木に固まれ

た国見山頂に着いた。先ず中央の三等三角点

標石を囲んで記念写真を撮る。この国見山は

県境から約 400事ほど西にそれているが、筑

肥山地の国見・三国山群の主峰である。木の

間越しに先刻登ったばかりの休鹿山から星原

山、やさぶ岳、遥かに男岳、女岳、姫御前岳

’ の 3山まで望むことができた。間近かに八方

ヶ岳の怪異な山容と津江の山々など、なかな

かの展望である。 13:50 山頂をあとにするが

凍りついた岩稜の下りに手間どり、登りと同

じ55分もかかって登山口に下り着いた。

(12-1) 三国山一山口越一鬼／詞

踏査年月日平成1 0年4月 1 6 日

踏査区間(12）宿ヶ峰尾峠 800~ 三国山崎

993.8~ 山口越 890~ 鬼j 洞
踏査実施者本田誠也

（踏査記録）筑肥山地の国見山から三国山、
宿ヶ峰尾峠までの東半分を歩いた。
三国山、三国岳、三国峠などは何れも旧三

国の境にある山である。日本山名辞典による

と、全国に三国山は 1 7 、三国岳 1 0 、三国

峠6がある。予想より多い数だが、九州では
この三国山のみである。熊本県菊鹿町、福岡 .... 

県矢部村、大分県中津江村の墳にあり肥後、 司

筑後、豊後三国の境をなす山である。菊鹿町

の番所から宿ヶ峰尾峠まで11鴇余の道は上部

に行くほど拡幅されて良くなっている。峠か

ら大分県道9号線（日目一僻）となって東へ下っ

ている。峠の北側に宿ヶ峰尾不動明王の石鳥

居がたち、ここが三国山の登山口となる。
七十数段の石段を上がると左手に地蔵尊を

奉る小嗣があり、さらにコンクリートの参道
を行くと不動尊の社殿とお纏り堂の前に出る

県境線の山道は不動尊嗣の右裏手から始ま
る。マツの木が混じる撞木林の中の緩やかな

登り。倒木を跨いで急坂にかかると次第に痩

せ尾根となり、小さな鞍部を越える辺りは険
しい岩稜。低い濯木林の山道を登り詰めると

狭い山頂に達する。謹木に固まれた中に三等

三角点の白い標石。南西側を除いて展望はな . 
い。東北方に延びる尾根は福岡県矢部村と大

分県中津江村の境界となり、津江の山々に続

いている。西側約2報の国見山までの県境縦

走路は、幾つかのピークを越えて行く変化の
あるコースである。山口越（矢舗）の鞍部まで

は比高差 100~の急な下り。福岡側（矢鮒山口）

の山道はスギ林の中の緩い斜面を下っている

が、急傾斜の熊本側（殖酬始）は低い濯木の下

殆ど廃道になっている。集塊岩の奇岩を連ね

る「鬼／洞」は、縦走路から南へ派生する尾
根の末端にある。濯木の枝越しに僻噸すると
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圧倒的な黒い岩肌を垣間見ることができた。

地図の 989~標高点から西へ三つ目、シャク
ナゲの群落がある岩峰まで行き、国見山を眼
前にして時間切れのため往路を引き返した。

（コースタイム）
宿ヶ峰尾峠 11:20 (74段の石段を上がる）

11:35 不動尊詞 11:40 （県境尾根を登る）

12 : 25 三国山 12:50 （県境稜線） 13:00 山口

越し（県境稜線） 13 : 20 鬼／洞分岐 13:25
鬼l 洞往復 13 : 35 （県境稜線） 14:00 ・ 989｛~
ピークより三つ目の岩峰（往路を引き返す）

14:50 山口越し 14:55 （県境稜線） 15:10 

三国山（県境尾根を下る） 15:50 宿ヶ峰尾峠

(12-2) 国見山

踏査年月日 平成 1 0年 4月 20 日

踏査区間(11 12）国見山岨 1018.1t; 

踏査実施者本田誠也

（踏査記録）前回（4月16日）は菊鹿町矢谷の宿

ヶ峰尾峠から三国山を経て県境稜線を縦走し

た。国見山まで行くつもりだったが、途中の
鬼j 洞付近で道草を食ったため蒔間切れとな
り引き返した。今回は県界からややそれてい

るが、この山系の最高峰、国見山に登り逆縦

走をして、この区聞を完結させた。マイカー
登山は時間の制約がなくて便利ではあるが、
一人だと同じルートを往復しなければならな

いので、時には却って時聞がかかることにな

る。熊本から国道3号線を北上し、鹿北町の

四丁から東へ岩野川沿いの県道に入る。多久

を過ぎると岩野川も細流となり、最奥の茂田

井集落からスギ林の中の林道を行く。約3報
ほどで林道脇に駐車スペースがある国見山登
山口明 700t;）につく。 13 : 20 車を置いてス

ギ林の中の細い山道を登る。やがて広い崩壊

地に出て酒谷の石を伝い谷奥の自然林の台地

に着く。山腹をジグザグに巻いて最後の急坂

をひと登りで県境稜線の鞍部（動 950t;）に出

た。 14:00 福岡県側はスギ植林地の緩斜面だ

が、熊本県側は削ぎ落としたような急崖。
14:10 三国山への県境線分岐。濯木林のなか

の平坦な尾根道を行くと、前面を塞ぐように
巨岩が立ちはだかる。基部を左方に廻り込み
固定ロープを伝って岩上に出ると、程なく国

見山頂に着いた。 14 : 20 謹木に固まれた狭小

な山頂から木の間越しに、八方ヶ岳、ハナグ

ロ山、酒天童子山、そして間近い三国山、鬼

／洞の赤黒い岩壁が望まれた。 14:40 県境線

分岐まで引き返し東へ樹林帯の尾根を行く。
やがて道は右に折れ、ササに覆われた鞍部に

下る。前面の岩峰へー登りで 15:00 シャク

ナゲが群生するピーク（拘lOOOt;）の上に立つ

ことができた。 先日はここまで来て折り返し
たので、これでこの区聞を完結したことにな

る。花期には少し早いがシャクナゲの花もチ
ラホラ咲いている。 15:10 往路を引き返す。

20分で県境線分岐に着いて谷へ下る。 16 : 00

登山口に着いた。

全国に国見の名がついた山は多い。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、あるいはただ遊覧

のため」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、おおむね

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へ

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

が分かり難い。 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

ことで山開き行事を開催している。

（日本雌錦闘世40僻蹴I僻40山より）
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( 1 3) 宿ヶ峰尾峠一穴川峠 イすることにした。林道入り口の一軒家は既

踏査年月日平成 1 1 年 2 月 2 8 日 に廃屋となり、林道も橋を渡ったところで廃

踏査区間(13）宿ヶ峰尾峠動 810な ・ 898 伝道になりススキに覆われていた。 14:35 谷沿

踏査実施者本田誠也 いに踏み分け道があるので、それを伝う。上

（踏査記録）二つの峠（賭）を結ぶ約3.3 報の 部はススキに覆われた植林地となり、右手の

県境稜線には、 898 ~；の標高点と 804伝の三尾根に上がったところで踏跡も消えた。あと

角点がある。この二つのポイントを歩こうと は尾根を目指して遮二無二ヤブ漕ぎをするこ

快晴の天気に誘われて一人で出かけた。 とになった。やっと尾根に這い上がったもの

10:00 熊本発。 10 : 40 菊池通過。県道 133号 の道らしいものはない。西側のピークに登り

線（蝶一蜘）を走って龍門ダム湖へ。谷奥にぎ 見渡したが、眼下に合瀬の民家が点々と見え
っしりと家を並べた穴川の集落を過ぎると道 るだけで三角点は見当たらない。またヤブを

幅が急に狭くなる。道路脇の岩壁を深く挟っ 分けて西側へコブを二つ越えたが、尾根筋の

た大滝（鮮名水曜）で清水を汲む。 11:20 穴川峠 ヤブは一層深くなり前進を断念した。再訪を
に着く。穴川峠は標高約 700配、宿ヶ峰尾峠期して引き上げる下りも「悪女の深情」か、

は 816説。どうせなら高い方から歩いたが得 ヤプが待ち構えていた。ヤブの中でもがきな

策？と、地蔵元を経て宿ヶ峰尾峠へ廻る。 がら、ふと静岡の石間信夫さんを思い出した
11:35 峠に車を置き、東側のヒノキ林の急斜 今は故人になられたが、昭和55年(1980年）

面を直登して尾根上に出た。道はないが県境 5 月、屋久島に同行して以来の岳友である。

線沿いに南へ廻り込み、－＿§＿平坦な鞍部へ下 その 8 1 年の生涯で2645回、 1621山に登られ

り再びヒノキと雑木の混交林を登る。 12:15 たが生前「薮漕殿只管登山居士」と称し、只 ：
コンクリート製の標石を見る。頭部に三角点 管（ひけら）ヤプ漕ぎ登山を愛された。こんな時、

と同じ＋印があるが、側面には「山」と「補石間さんなら莞爾として歩かれたのでは、と

点j が刻字されている。また国土地理院の略思ったことであった。

か「園地j の刻字も見える。私は初めて見る

標石であるが多分、位置からみて 898~の標 (13-2）宿ヶ峰尾峠一穴川峠

高点在思われる。そこから痩せた尾根を 5分踏査年月日 平成 11年3 月 1 6 日

ほど辿ると、また「山J の標石があった。 踏査区間(13）地蔵越（跡）A IV 804. O~i 
しばらくヤブ分けをしながら行くが、展望踏査実施者本田誠也

がきかないので現在位置の確認ができない。 （踏査記録）リターン・マッチである。 2 月

804玩の三角点を探しながら前進したが、尾 28日に目的を果たし得なかった三角点を踏み
根が広がった所でリングワンデリングをして に出掛けた。 11:40 菊池市街地通過し、県道

元の 「山」標石にバックしてしまった。そこ 133号線を行く。 12:00 穴川集落を経て大滝
を起点にして北側へ張り出した尾根のピーク で名水を汲む。 12 : 10 穴川峠通過。 12:20 地
に行くと、今度は図根点があった。小数点以 蔵元一軒家（離）前650:A:に車を置く。スギ林の

下の数字がある標高点以外は標石はないと聞 中の九電送電線巡視路を登る。菊池営林署の

いていたが、こんなに幾つもあっては混乱し 植林標識あり（植地国附 64欄対昭和62鞄）とあ。

てしまう。三角点は諦めて「補点J を経て往 る。ウグイス頻りに鳴く。左手のヒノキ林の

路をバックする。 14 : 15 宿ヶ峰尾峠に帰り着尾根を行く。 12:50 送電線の鉄塔から左の谷

いた。しかし三角点未確認が気になるので、 へ、コンクリー卜板の階段を下る。谷の分岐

地蔵元（幼県）に下り地図にある林道からトラ から右折して、南側の県境稜線に突き上げる
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巡視遁を畳＆遭遇。至る厨に諸が幼虫を捕
食するた揖1:11，主流がI;る. 1 0分ほとの

登りで薗E・圃・揖個且釘｝がたつ県界の峠
に著い丸ー点画．胤送電穫に沿って切り
分け倉崎弘遍橿遣が下っている。前回見付

けることSでき電かうた三角点は、東側へ50

t耳障どヤプ’”をした轟木林の中にあった。
やは，~トレイルはなかった。鉄塔

の下に会え勿、遅い昼食を食う。谷を隔てて
八方タ副唱麗〈見える。 13:55 往路をバッ

クする．番＠分敏からは水流のある本谷沿い

に下る• Lばらく行くと谷を腫れ、スギ林の
中のよ〈．まれたは温となり、ほどなく九電

遭担遁＠入り口に出た0 l4:25 一軒家の車止

めに着〈．量り位回り道をして1時間、下り

は却分で往復したが、この区聞はこれで完結
ということにしたい．穴川峰から憧門ダムへ

下り立門を経由して兵戸峠まで行く．奥田田

スーパー林道が穴川峠から 3事上がった地点

で全面通行止め（旗頂中〉のため、逆コースで

カシノキズル峠まで行こうとしたのだが、こ

ちらも上部で工事中通行止め引き返す。

大分県側を東へ行くスーパー林道を走り、

上津江村の九州オートポリスで熊本県側へ折

り返し県道 255号線を走り立門に出た。

傾斜が緩んで自然林の中の山道を行く。
10:40 山名の由来となった忠犬ハナグロを

祭る石嗣の前に出る。 二つの嗣が並んだ前に
「ハナグ‘ロ神社J と書かれた小さな木の鳥居

が立てられている。これには猪の攻撃から主

人の猟師を守って果てたという伝説がある。

雨は止んだが気温が下がり霧が漂う山道を

黙々と登る。 900 ~jj;を越える辺りから疎らに

雪が残りブナやシャクナゲも現われ、山の深
まりを感じさせる。 11 : 15 濯木に固まれた平

坦なハナグロ山頂に着く 。 霧に閉ざされて展

望はない。また冷雨が降り出したので 11 : 30

記念撮影をして早々に山を下る。

当初の予定では、カシノキズル峠から登り
ハナクeロ尾根を下るつもりだった。しかし兵

戸スーパー林道が穴川峠から 3報の地点で交
通止め（組I事）になっていたのでハナグロ尾根

往復に変更した。 12:30 登りとあまり違わな
い 1時聞かかって穴川峠に下り着いた。雨が

止まないので、夫々車の中で昼食をとる。
スーパー林道が通れないので、大分県側の

地蔵元に下り、鋼尾を経由して上津江村から

県界の兵戸峠へ行く。 雨は止んだが「シシヶ

城J に登るのは見合わせ、峠の 「逆さ杉J が
ある山伏堂にお参りして現地解散とした。

（本田・記）
(1 4）穴川峠ーハナグロ山 ( 1 5 ）シシヶ域
踏査年月日平成11年3月 2 1 日 踏査年月 日 (1）昭和 6 1年3月 25 日
踏査区間(14）穴川峠 690~ ...賭133鴇m (2）平成9年 1 1 月 1 1 日

ハナグロ山岨 1086.3~ 踏査区間(15）兵戸峠 670事

踏査実畠者本田、西淳、中村（車）鶴田、 - シシヶ城岨 807. 4~ 

握曲、丸尾、（椎葉） 7名 踏査実施者本田、藤本0997. 11. 11) 

（園田薗彊副生憎の雨。しかし小降りであり （踏査言改議）先ず昭和61年春の記録から…
午後からあがると天気予報にあったので登る 菊池、 立門経由、 兵戸峠へ。 「逆さ杉」 の山
ことにLt:. 10:00 雨具を着けて出発。穴川 v伏堂から西へスギ造林地を登る。 次第に痩せ

峠の橿高が圃・6ーなので豹 400志の登りとな 尾根となり、左へ山腹を巻いて行く辺りで右
る。峰＠車・~Aる林道のゲートを跨ぎ、九手のヤブを分け稜線の岩上に登る。眼前いっ
電高圧＝＝＝ラー圃主主む。北側に廻り込ん ぱいに酒天童子山群のパノラマが展開。新設
だ所で柿遁副主・E霊山口の表示があり、雑 の奥田回スーパー林道が山肌を縫って小鈴山

木林の急置を量る..，値の尾恨上に出ると の稜線を越えているのもよく見えた。
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左へ、稜線沿いに乱立する火山岩を越えて
行くと瀧木に固まれた山頂三角点に着いた。

誰も来ないのか、叢に隠れた三角点の標石

以外は何も無い山頂であった。

次は、平成 9 年晩秋の記録から… この
時は藤本さんと二人で菊池市北部の山を歩い

た。先ず女鞍岳（623な）に登り、次いで鉾甲

川右岸の観音岳（657~）に登った。ここから

国道 387号線に引き返し、鉾甲川の最奥の鉾

甲を経て兵戸峠へ。峠の上に「逆さ杉」の巨

木と山伏堂がある。この「逆さ杉」は昔、峰
入りの山伏が杉を逆さに挿しこんだのが根付

いたという伝説がある。この「逆さ杉J の横
から西へ延びる熊本、大分県界の尾根道を行

く。厚い落葉を踏んで約20分で伐採跡に出て

前面の濯木林の稜線に上がる。火山岩の露岩

を幾っか越えて、馬の背のように狭い山頂に

着いた。展望は北側だけだが、尾根続きのハ

ナグロ山から酒天童子山までが間近く望まれ

る。地図に山名の記載はないが前回来た時に
峠の一軒家（今闘い）で聞いた「シシヶ域」が新

しい表示板に書かれていた。帰路はケモノ道
を辿って踏み跡に出て下山した。

(1 5 ）シシヶ域

踏査年月日平成 1 1年 3 月 22 日

踏査実施者 田上敏行（寿美子、骨） 3 名

（踏査記録）兵戸峠は菊池市（僻県）と上津江

村（大分県）の墳にある標高 668~~の峠で、藩政

時代には日田往還或いは津江道とも云われ、
熊本城下と日田代官所を結ぶ要路であった。

現在は峠の真下をバイパス（国道387号館）が開

通しており、峠は昔日の静けさを取り戻して

いるようだ。途中まで婁混じりの雨が降って

いたが、’ 峠に着いて身仕度を整えているうち

に回復し、時折は陽のさす天気になった。峠

の西側に「山伏j の扇額がかかる木の鳥居が

あり、 20玩程登ると杉の大木の下に山伏の桐

があった。入り口の案内板によれば、約 750

年前の阿蘇一の宮の真覚坊の墓だそうで、参

円ρ
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詣する人があるのか、新しいサカキが供えら

れていた。 11:30 嗣の手前から西へ山道を登

る。スギ、ヒノキの人工林の中を緩やかに上

がる道は、造林作業に使われているのか歩き

やすい。林床にはサカキ、ツバキ、ハイノキ

等の常緑樹が茂り、数日前の寒の戻りの名残

りの雪が点々と残っている。県墳に沿って稜

線のほぼ南側を30分ほど進むと、道は緩い下

りとなり、やがて人工林を抜けて明るい落葉
樹林に出た。右へ急斜面の落葉を踏んで 5分

ほどで、 12: 15 3 等三角点と山名表示がある

シシヶ城の山頂に着いた。東西に長い頂稜は • 
常緑樹に覆われ、東側には山名の由来になっ 司
たと恩われる小岩峰がある。緩やかな南面と

は対照的に、北面は急斜面となって眺望が聞
ける。正面に堂々とした酒天童子山が聾え山
麓には笹野の集落が見下ろせる。寒風を避け
て落葉樹の林まで下り日溜りで昼食をとる。

12:40 シシヶ城の南側を巻いて延びる山道
を少し先まで歩いて見た。西側に廻りこんだ
所で斑蛇口方面から上がって来たと思われる
立派な林道の上に出た。道はさらに県境稜線

に沿い北へ延びていたが、ここから往路を引

き返した。兵戸峠までは25分ほどで戻った。

薄日が射し僅かな時間の聞に林床の残雪

はあらかた消えていた。

後 記今回から熊本県墳の山踏査記録
を載せることにした。その分、頁数が増える I 
ので印刷費を節約するため、老兵の私がワー

プロを叩くことになった。折角、充実した原

稿を寄せられた会員各位には申し訳ないが、

出来映えの未熟さはご宥恕願いたい。今年度‘
は新入会員 2名、転入会員 1 名、会友 2名の

嬉しい移動があった。反面、高齢や病気等で

山行をリタイアする会員もある。今年(1999)

は熊本県の国体開催年で、支部会員の多くが

登山競技役員として多忙を極めている。その

聞を縫って県境踏査も続けて行きたいと苦心
している。ご協力をお願いします。 （本田・記）


	１９９9支部報9号1 001.jpg
	１９９9支部報9号2 001.jpg
	１９９9支部報9号3 001.jpg
	１９９9支部報9号4 001.jpg
	１９９9支部報9号5 001.jpg
	１９９9支部報9号6 001.jpg
	１９９9支部報9号7 001.jpg
	１９９9支部報9号8 001.jpg
	１９９9支部報9号9 001.jpg
	１９９9支部報9号10 001.jpg
	１９９9支部報9号11 001.jpg
	１９９9支部報9号12 001.jpg
	１９９9支部報9号13 001.jpg
	１９９9支部報9号14 001.jpg
	１９９9支部報9号15 001.jpg
	１９９9支部報9号16 001.jpg
	１９９9支部報9号17 001.jpg
	１９９9支部報9号18 001.jpg
	１９９9支部報9号19 001.jpg
	１９９9支部報9号20 001.jpg
	１９９9支部報9号21 001.jpg
	１９９9支部報9号22 001.jpg
	１９９9支部報9号23 001.jpg
	１９９9支部報9号24 001.jpg
	１９９9支部報9号25 001.jpg
	１９９9支部報9号26 001.jpg
	１９９9支部報9号27 001.jpg
	１９９9支部報9号28 001.jpg
	１９９9支部報9号29 001.jpg
	１９９9支部報9号30 001.jpg
	１９９9支部報9号31 001.jpg
	１９９9支部報9号32 001.jpg
	１９９9支部報9号33 001.jpg
	１９９9支部報9号34 003.jpg
	１９９9支部報9号35 001.jpg
	１９９9支部報9号36 001.jpg

