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, 和仁古昇さんを偲ぶ

支部長本田誠也
和仁古さんほど純真無垢な山好きの人は少ない。 “より高くより厳しく”というアルピニズ
ムの山登りではないが、晩年の頃の和仁古さんは何かに煙かれたように、ひたすら山に登り続
けられた。…和仁古さんは、敗戦により中国から引き揚げると、熊本市で家業の薬局（猷）をパ
継がれた。昭和23年、熊本アルコウ会に入会されたが、例会には欠かさず参加する熱心な会員
だ、ったという。また専門の薬草のグループや、熊本記念植物採集会、野草の会などの会員とし

て山野を股渉することも多かった。昭和49年(1974) 5 8 歳のとき請われて、日本山岳会に入会
された。以来、熊本支部では支部委員、常務委員、副支部長等を歴任し支部運営に多大の貢献
をされた。熊本支部設立30周年記念誌(1987）に、和仁古さんは随想、を書かれたが、その中で
今西錦司先生が、熊本の八方ケ岳．．．こNi650山目の曲t凶

『先生のひようひよう然たる物腰や、ユーモアあふれる話し振りにすっかり魅せられ、以後は
すっかり先生の信者となった…』 これは和仁古さんが入会される前の1972年のことだが、そ
の後、京都で開催された今西先生の『1400山登頂祝賀会』 (1984. 4）および『1500山登頂祝賀会』
(1986. 4）には、私も和仁古さんと一緒に参加した。そして誘いあって『1400山』の時は、比良
山系の武奈ヶ岳に、また『1500山』の時は、奈良の白髭岳0500岨の山）と大台ヶ原に登った。
、和仁古さんと 2人で歩いたのは、私の記憧ではこの 2回だけだったと思う。両方とも残雪を踏
’んで黙々と歩き、今西先生の『鵬程万里』の足跡を偲んだものである。 70歳を過ぎてから和
仁古さんの山登りは、ますます加速されていった。 73歳(1989）の時のお便りでは『昨年は96
山に登りました… 100山にとどかなかったのは残念』とあった。この年は、 『深田百名山』の
北海道の山々を歩き、翌年はマレーシアのキナパル山（4101m）まで足を延ばされた。 76歳
0992）の時は持病の心臓病で入院されたりしたが、熊本支部設立35周年記念のカナディアンロ
ッキー・卜レッキングには参加して元気に歩かれた。 7 7 歳(1993）喜寿の年にも、屋久島の山々
を含む72山に登頂し、翌年も尾瀬の至仏山や、対馬の山々など72山に登り衰えを知らぬ活躍振
りをしめされた。家業の薬局は後継者（賜的人さん）を得て安心されたが、長年にわたる君子夫人
の看病の合聞を縫っての登山であり敬服のほかはない。しかし81歳(1997）の夏、熊本から自動
車で長駆、南アルプスの北岳に向かわれた。 『勇躍して出かけたつもりでしたが、こと志と反
して途中リタイヤのやむなきに至り、残念至極でした。…これからはマイペースで、ゆっくり
と低山歩きを楽しみたいと思っています』とお便りにあった。山行後は、いつも電話でその山
のお話をされたが、あの楽しげな弾んだようなお声が聞けないのは、ほんとうに寂しい。
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妥主主長三主阪宣禿畏

私のー名山

8605 門脇愛子

私の一名山（服量・刊）という本を読んだ。感

動し、続けて『続・私のー名山』を図書館か

ら借りてきて読んだ。これは、或る団体が公

募したものから、椎名誠氏ら 5人の選者が選

んだ手記であり、また一風変わった登山ガイ

ドにもなっている。内容的には、有名な山も

あり、無名の山もある。一つ一つの山が、そ

の人にとってどんな意味を持つのか、人生の

中の何なのかが語られていている。それでは

『訟の一名山』は何なのか、と考えさせられ

た。私にとってのー名山は？ 私の山の歩み

を振り返ってみると、昭和34年 7 月に友人

と登った富士山に始まる。熊本に帰ると友人

の意向を待ちきれず（熊本アルコウ会）に入・

会した。その翌年が熊本国体の年で、私が所

属する熊本アルコウ会は役員団コースを受け

持つことになった。新人の私もコースの踏査

に参加したが、本番では菊池川水源の宿舎担
当のお手伝いをした思い出がある。

以来、アルコウ会の例会は 25年間無欠席で

参加し、いろいろな山行を経験することにな

った。 その中には屋久島や、北アルプスの

山々など私にとっては遠征ともいえる登山も

あった。また、気の合ったグループとの山行

の輪も広げていった。日本山岳会に入会させ

て頂いてからも全国支部懇談会に参加して、

比良山、伯嘗大山、瑞騎山など、そして普通

は入れない秋田県男鹿半島の一等三角点の山

にも登ることができた。いま、山の数を数え

て見ると、日本百名山は 3 4 山、熊本百山は

90 山登ったことになる。夫々の山に夫々の

思い出があり『私のー名山』は絞りきれない

そして結局、私の山登りの原点であり、一番

数多く登り、私の人生を支えてくれた故郷の

山、金峰山こそ『訟の一名山』であることに

気付いた。金峰山は、まだ本格的？ に山登

りを始める前から、元Eの日の出を見に或い

はリクリエーションで、お弁当を持って行っ

、たことはある。熊本アルコウ会に入ってから

は『金峰山登山競争』があり、山頂神社で記

帳して登山回数を競うことになった。毎週、

水曜登山と称して勤務が終わってから登り、

年間に 60数回登ったこともある。こうして a

昭和 59年には 500回登山を達成した。 司

その後は年に 3 、 4 回とスローダウンして現

在に至っている。ひとつには山頂山小屋の主

が変わったせいもあるが…いつでも登れる山

一人でも登れる山、登路もたくさんあるので

道を変えて登る楽しみもある。時には夏山の

トレーニングと称して、大きなザツクを担い

で登ったり、または、山頂での山仲間の結婚

式、月見登山等々思い出せばキりがない。
－ その中で、大晦日の登り納めは 20年近くに

なるが、いつも一人の静かな山道。山頂でそ

の年の落日を眺め、下山は正月飾りの裏白

（ウザロ）を採って帰る。なかでも昭和 62 年の

落日は最も見事な眺めだった。山頂で出会っ

た友人達と 3人で、金色に輝き有明海に落ち

て行く夕日を見送って、最高にその場にある 4
幸せを感じたことであった。初登りは正月登

山をするようになって、毎年4 日に金峰山に

登る。一人、時には同行者と共に山頂で祝杯

を挙げる。ところが、この 10数年来の慣例

が破れる羽田になった。 1999年最後にな

り足を痛めてしまったのだ。これでは年末、

年始の登山も断念せざるを得ない。しかし、

金峰山はトレーニングの道場であり、仲間と

の出会いの場、受益の場であったし四季折々

の自然が私を棄しませ、心の支えとなる山で

ある。旅行から帰る時、鑑本に近ずくと J R 
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の車窓に金峰山が見えてくると、熊本に帰っ

て来た…という実感が湧いたものである。

金峰山は遠望すると、標高665mとは思えない

ほど高く秀麗な山容である。全国に金峰山と

いう山名は数多い。しかし、わが故郷の山の

金峰山こそ、 『私のー名山』である。

1999年の山

9649 鶴田佐知子’ 熊本支部が始めた『熊本県境』を歩く企画
が面白い。 2月例会は県北、筑肥山地の休鹿

山（865.5m）と国見山(1018.1・〉、 3月例会は

穴川峠からハナグロ山(1086. 3・）、 4月例会

は菊池市木護の1009m 峰と、高見の権現001
5.5m）。夏は忙しくパスしたが、 11 月 3 日

は久しぶりに『宮崎ウエストン祭』に参加し

て、県墳の国見岳0087. 7m）と下切峠の北に

ある丸山（840m）に登った。

このほか、 6 月は毎年参加している科学委員

ー 会主催の探索山行『火山ガスの危険を現地沼

ノ平で学ぶ』に参加。一切経山Cl949m）と、

安達太良山Cl700m）に登った。顔馴染の方と

逢える楽しみもあり、この山群は 3回目の山

行でもあり憤かしい。安達太良山は、いつも
眺めるだけだったのに、今回は沼尻高原側の

’登山口から船明神山へ廻り登頂した。下山は
くろがね小屋から滝のある道を塩沢温泉へ下

る。何年か前の硫化水素ガス噴出で死亡され

た登山者の『鎮魂碑』が登山口にあり、通行

禁止の『沼の平』の手前から右手を登り、上

から事故のあった辺りを術轍しながら、千葉

茂樹氏（福踊離婚）の説明を聞いた。

今年は、私が所属する熊本アルコウ会の例会

にも可なり参加した。 2月は、天草の行人岳

(482m）。 4 月は、筑肥山地の三国山（993m）国

見山Cl018m）。 5 月は、雲仙の普賢岳から平

成新山を眺めた。 9月は、鶴見岳Cl375m）の

北側、船底、内山Cl275m）のアップダウンを

楽しみ、タンナトリカブトやナンバンギセル

の花の大きさに驚いた。 1 1 月は阿蘇烏帽子

岳(133711）。印象に残ったのは、 1 0 月の蒜

山Cl200m）と大山Cl729m）。特に蒜山は、上

蒜山、中蒜山、下蒜山の 3 山を縦走し、アッ

プダウンの多い長丁場には些かくたびれた。

また、他の仲間と行った、久し振りの屋久島

の縄文杉。四国、剣山のキレンゲショウマの

群生の美しかったことなど、楽しい 1年だっ

た。しかし、何といっても最大の感動は、中

国四川省の太姑娘山（トクーニψ〉での美しい花

花との出逢いであった。

7 月 8 日～ 20 日、永谷さん（支齢員）のお世話

で、一行は福岡空港から上海を経て成都へ飛

ぶ。成都から専用車で、太姑娘山の登山基地

日隆（トロン）への長い旅が始まった。

広い四川盆地から眠江の支流を進み、キャベ

ツとトウモロヨシ畠をぬけ、パンダの住むと

いう山道を登り、標高2000m の臥竜で一泊す

る。次の日は、上も下も崖の狭い道、しかも

舗装の突貫工事中で 30分、 50分と待たさ

れる。車はひたすら 4335mの巴郎峠を目指し

て上がる。途中、花に固まれた草原で昼食。

余りの美しさに食事もそこそこ、暗赤色のア

ツモリソウ、ピンクのコンロンソウ。大きな

シシウドとシオガマの群生。 4200m を越える

と、岩礁地にレッド、イエロ一、ブルーのポ

ピイの花を見掛けるようになる。レッドは花

期を過ぎていたが、夢にまで見たブルーポピ

イが咲いているのを見て涙が出た。

巴郎峠を越えると車は 3150mの日隆（トロン）へ

下る。道の向うに太姑娘山の四山が見えると

皆、嘆声を揚げた。日隆に 2泊する。翌日は

高度順応のため、ラマ寺までの散策する。

この辺りは今が春、菜の花が美しい。次の日

は、いよいよ登山。何となく体が重いので馬

に乗る。高度が上がるにつれて花も変わる。
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茎が50本ほど叢生し、茎上に花が球のよう

に着いた奇麗な花を見る。キンパイソウ、シ
オガマの多いこと！ 湿地には黄色のシッキ

ムサクラソウ、その聞にピンクのサクラソウ

が混じる。広い谷間（3660m）のベースキャン

プは花の楽園だ！ 高度順応があまりよくな

い私は、ここで停滞することにした。

谷聞を流れる水は奇麗だが、ヤクの放牧地の

ため飲めない。しかし、周辺の台地や草原は

百花擦乱の花園だ。各種のシオガマ、シオガ

マギク、シッキムサクラソウ、色とりどりの

ランのようなもの。台地にはゲンゲ、リンド

ウ、ウスユキソウ、イブキトラノオ e t c 

ベースキャンプの留守番をした、この 4 日間

私は静かに花との語らいの時を過ごした。

1999年も、未知の美しい花たちとの出逢

いの年であった。

憧れの『槍ヶ岳』に登る

10233 吉田恒子

日本アルプスの雄大な山々、可憐な高山の

花々、この魅力に取りつかれて20余年。

夏の信州の山を訪れる度に、鋭く天を突くよ

うな槍の穂先に立って見たいと、思い続けて

きた。私に登れるだろうか？ 体力のあるう

ちに登らなくては…と今回はながい念願の山

行であった。

1 9 9 9年 8 月 1 3 日早朝、熊本駅集合。

福岡までは J R、福岡空港で 1 名が合流して
9名のパーティ（女性2名）で出発する。いつもの

山仲間でないのが気がかりだったが、心は一

つなので直ぐ意気投合する。名古屋から再び

JR（中煉）そしてパスに乗り次いで新島々に

着く。ここまでは、タイムスケジュール通り

順調に運んだが、前年の大雨による復旧工事

のためパスが足止めを食う。待つこと 1 時間

余、ポツリポツリと雨まで降りだした。

上高地に着く頃は本格的な雨降りになった。

雨具を着け、梓川沿いの薄暗い山路を歩く。

1 9 時少し前、宿泊地の『徳沢園』につく。

翌朝、早めに目覚めて天気を見ると未だ雨。

7時、雨具を着けて出発する。横尾、槍沢と

傘を指して黙々と歩く。槍沢にかかると急坂

が続き牛歩となる。樹林帯を抜けると風雨が

強まり身体も冷えてくる。 一歩一歩哨ぎなが

ら高度を稼ぐ。 「山荘が見えて来た。もう少

しだJ リーダーの励ましに一瞬喜ぶが、殺生

ヒュッテと解ってガッカリ。それから、更に

1 時間余、私は 1 5分遅れで、やっと山荘に 4
着いた。濡れた身体を暖めながら、熱いコー

ヒーを畷る。その美味しかったこと…

3 日目、 4時半に起きてご来光を待ったが、
東の雲聞がオレンジ色に薄く染まっただけ。

6時半、槍の穂を目指して出発する。時折り

ガスが去来するが先ず先ずのお天気。一方通

行の岩道を、順番を待ちながら登る。 7時半

最上部の長いハシゴを慎重に登りきると、そ

‘ こは 3.180m の槍ヶ岳の穂先であった。

感動のどよめきと歓声、最高の笑顔を見合わ

せる。山頂からは 360度の大展望。今まで

登った山々も見えて感激する。その喜びも束

の間で一瞬の聞に漉いガスに包まれてしまっ

た。また、雨の中の長い長い下りとなる。

しかし、長年の夢が叶い心満たされた思いで a

あった。その夜の『徳沢園』 では全員無事登司

頂を祝い、大ジョッキで乾杯。夜遅くまで親

交を深めたことであった。
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星揖（ホシガラス）のこと

5120 石井久夫（鉱）

1 9 5 5年の秋、まだ学校勤めの頃、九州
脊梁の白岩山に登ったときのことである。

山頂での憩いの一時、足元のイワギクに見惚

れていると、突然ガァー、ガァーと鈍い烏の

鳴き声が聞こえた。日出嵯に『ホシガラス』だ

と思い、声の方に双眼鏡を向けた。高いモミ

の枯れ木の梢にとまっているのは、紛れもな

い『ホシガラス』であった。

．本で読んだ知識でイメージとしてはあったが
実物を見るのは初めてで、弘にとっては『幻

の鳥』であった。以来、北アルプスや上信越

の山々の森林限界付近では、度々その婆を見
かけ、てお馴染みの鳥となったが、初めて見

たときの感激は、今でも忘れることは出来な

い。しかし最近は脊栗界隈で『ホシガラス』

の姿を見ず、声も聞かない。いつまた逢える

のかと期待しているが、また『幻の烏j にな

るのかと寂しい思いである。

因に『ホシガラス』は、スズメ目、カラス科

の鳥。全体にチョコレート色で白い斑点が多
数あり、全長は34.5叩、ハトくらいの大きさ

の鳥である。秋季には低地を漂行し、夏季は
2.000m付近の森林限界辺りに留鳥として生息

．している。日本では、北海道や本州の山岳地
帯、四国の石鎚山、剣山、それに九州では脊

栗山地、祖母山、傾山、稀に霧島山にも生息

の記録がある。しかし、九州では近年その姿

を見かけるのが稀で、土地の人に聞いても、
1965年以降は、観察の記録を見ない。

針葉樹林（ハイマツ、ツガなど）で木の実や

動物の臓物などを食べる。大きな先の尖った
鳴と発達した喉袋を持っており、秋はマツ類
の種子を頬にいっぱい貯めて運んで貯蔵し、

春に取り出して食べる習性（貯食）がある。

壇上に貯めたりするので、時にはその場所が

見つけられず、或いは忘れて残置され種子が

発芽することがある。山中でかたまって芽が

出ているのはその所為だと考えられる。

カケスも同じ習性を持っているので、どちら

か分からないが、期せずして森の再生に貢献

していることになる。

昨年の 5月連休に、四国の石鎚山に登った時

思いがItなく『ホシガラス』に出逢った。

久し振りの再会である。シコクシラベの森の

中で、番い（端、〉とみられる 2羽のホシガラ

ス念噂果から種子をつついて食べているのを

目撃した。ドキドキしながら後を追った。ホ

シガラスは、あまり入を見慣れないせいか、

山小屋のゴミ捨て場などでよく見かけられる

という。一般にカラスの仲間肱人を恐れない

が、この番い（湖、〉も辺りに気を遭う橿子も

なく黙々と種子を啄んでいた。時間にして豹

10分くらいのご対面であったが、そのうち

谷の方に飛び去った。

ホシガラスを見送って、石鎚山の山頂を目指

して歩いていると、ルリビタキの噌りを聞い

たり、遠くの林からコマドリの声や、いろい

ろの小鳥の声に迎えられて、楽しい山行の一

日になった。

1999年の海外遠征2題

12909 永谷誠一

（ネパール・ランタン谷トレッキング）

5 月 4 日から 1 6 日にかけてツアーに参加し

た。カトマンズ市街地を始め、トレイル入山

口のシャベルベンシ村や、途中に設けられた
パッテイ（茶店）、宿泊するロッジの模様、

その食事内容等。また現地住民との触れ合い

を通じて、多くのことを見聞し学ぶことがで

きた。例えばロキシー（地酒）がコップ1杯

1 0 ルビー（前20円）、 ビールが 70ルビー（動

140円）等、凡その価格も解り参考になった。
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期待のラリーグラス（硝花）は既に花期を過ぎ

ていたが、イエローポピイを始め、この地特

有の高山植物が彩りを添え、目を楽しませて

くれた。憧れのランタン・リルン（7830m）も

トレイルの前面に、その気高い雄姿を見せて

くれた。途中、ラマホテルやランタンビレッ

ジのロッジに 2泊し、最高到達点のキャンジ

ンゴンパ（3.840m）に達した。更に奥深く氷河

末端（4,300m）まで足を延ばし引き返す。

中高年パーティのため、高度順化が難かしく
メンバー 11 名中、 8名がリタイヤし 3名が
完歩した。あとは往路を引き返しカトマンズ

に無事帰着した。

この体験を基に、次はアンナプルナ・ルート

を目指したい。

『大姑娘山〈トト二十ンザン〉に登る』

7 月 8 日より 1 9 日まで 12 日聞をかけて、

中国・四川省の奥地にある四姑娘連山の一角

にある大姑娘山（5025m）に、仲間 1 7名とん

山した。私は昨年に引き続き 2度目の山旅と

なった。スケジュールは昨年と同様で、上海

～成都～日隆（トロン）登山基地と予定通りに進

んだ。日隆からベースキャンプの老牛園子。

オニュウエンツー）3.600皿までのトレイルは高山植物‘

のお花畠で花好きの人には応えられない。

まさに夢の楽園と云っても過言ではない。

ベースキャンプで 2泊し、高度順化のため周

辺を登降する。体調不全の 3名を残し、高度

順化を兼ねて4.300mのハイキャンプへ登る。

この辺一帯には、幻の花と云われている『ブ
ルーポピイ』が、あちこちの岩陰に咲いてい

る。翌早朝、登頂を開始し累積した岩屑の急

斜面を一歩一歩確実に高度を稼ぐ。
4. 70加地点より実が雪に変わり、瞬く間に白

銀の世界となる。遂に新雪に覆われた太姑娘

山の山頂に到遥し、皆感激に目を潤ませて抱

き合い喜びあった。最年長 77歳の木庭義治

さんの発声で万歳三唱をする。

視界不良のため、本来なら指呼の聞に費える

二姑娘山（5454m）三姑娘山（5644皿）四姑娘山

(6250m）が望めなかったのは残念だ。

遥か南に遠くミニヤコンガ峰（7,556m）や、西

に梅里雪山も望見できるのに説明だけに終わ

る。一気にベースキャンプに下山して、日隆

から我々の歓迎のため登ってきた人達と乾杯
し、歌や踊りで中日友好の場を持つことがで

き幸いであった。

今度は多数のため、旅行社から減圧装置器具

のガモウバッグとヘルスオキシメーターを借．

りて携行したが、これが登頂に果たした役割
は大きかった。またこの器具の活用に当たっ

て、メンバーの中に 3名の看護婦さんがいた

ことは心強い限りであった。丁度我々の成都

より目陸までの行程で、道路舗装工事が中国

的な人海戦術で為されていたが、後日、ガイ

ドの石輝君の手紙によると舗装は完工し、な

お日隆にはホテルも建設されているとのこと

－であった。今日、中国政府が遂行している西

部地域開発構想のーっとして、観光客を誘致

して経済発展を図る考えのようである。

だが彼は環境破壊をたいへん心配している。

来年再訪の折りには、次ぎなる二姑娘山に登

りたいと夢ふくらませている。 軍ちなみに筆者は74草

．「心持歌！？？ちも也 | 
！？と今川町市オ

キャンジンゴンパから見たランタンリルン

. 
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心身ともにスリムになること

（近況報告）

9402 河上洋子
山にはもうすっかり背を向けた格好ですが

元気にしております。或るとき、何というこ

ともなく年齢を考えたことがあり、今年は数

え年では 7 7歳になる筈…こうしてはおれな

い…と、思い至りました。だから、 『どうす

るj ではありませんが、ここらで一寸、身辺

｝整理というか、溜りに溜まったガラクタを一
掃したい。心の中の過剰、不要な情報や、思

いも奇麗さっぱり吐き出してしまおう。

つまりは『心身ともにスリムになること』が

2000年からの、やや急を要する課題では

ないかと思うのです。

残された人生には、もうこれ以上の情報は不

要。でも実行は、そのうち暖かくなったら…

などと相変わらずの優柔不断で、それにづけ

込む様に古い知人から、ヨーロッパの山歩き

や、昨年行った中国・雲南地方の少数民族再

訪のプランなどが舞い込み、早くも心動かさ

れている始末です。

どうやら目標は目標、前途混沌の一年になり

そうな予感しきりの、 『近況報告』となりま

h した。

熊本国体・雑感

8981 中村恵三

かるい乗りで、国体山岳競技のボランティ

アを申し出たつもりだったが、 98年7月頃

設営部の責任者が突然のリタイヤで、こちら

にそのお鉢が廻って来た。最早引くに引かれ

ぬ状況のなかで、部員 15名をどう組織化し

ょうかと困惑が始ま った。熊本県山岳連盟の

部員達も、県下各地に分散しているので一堂

に集まることは、なかなか難じい。

設営部の仕事は、大はテントから、小はセロ

テープまで何万点という物品の調達を引き受

ける訳で、それにも増して最近の国体競技の

得点集計から、全てのマスメディアは、コン

ビューターの時代であり、それらのOA機器

の調達には大変苦労した次第である。

山岳篇技では、毎回、先に開催した県から引

き継がれる備品…例えば、デジタル台秤、ス

トップウオッチ、 C P旗など…は、各麓技会

場の鑓技実値目に合わせて、搬送しなければ

ならない。まさに、人工衛星の打ち上げモド

キのタイムグラフを要求され、ノイローゼに

なってしまった。また部員の配置も、出発点

到着点、第一、第二の給水所に分けて早朝か

ら待機させなければならない。本番実施まで

には先ず九州地区の予選大会が行われ、それ

により大方の体制を推定した。

その後、リハーサル大会（模擬国体）を当年

5月に実施し凡その目安が見えてきた。

競技役員の会合も、基準会議が6回もあり、

小規模な連絡会議は、 6 ヶ月前から毎週夜間

に行われた。夫々が仕事も私事も全てを犠牲

にして、国体遂行のために万全の準備を行っ

たと云ってよいだろう。今振り返って見ても

これほど組織力を結集した事業は、かつて経

験したことはない。

しかし、お蔭で会期中、天気にも恵まれたが

さしたる事故もなく無事に終了したことは、

1年半に亘る苦労が報われたものと、安堵し

ているところである。第54回熊本未来国体

万歳！ 共に苦労した皆さんに、幸多かれと

祈念する。
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200 0年を迎えて

10185 神谷平吉（蔽鞍）

西暦2000年、新しいミレニアムの幕開

きに居合わせたことの幸せをかみしめていま

す。昨年も何とか健康を保つことが出来まし

たが、まだ遠出する自信もなく、また 7月以

降は、大分、熊本両県の72ロータリークラプ

のガパナーの補佐役をつとめ、そちらの仕事

にも結構追われることになりました。そのた

め、もっとも申し訳なく思っていますのは、

いろいろな支部行事のお知らせをいただきな

がら、時間の調整がとれずに失礼ばかりして

いることです。支部長はじめ、多くの会員の

方々が極めて精力的に、また綿密な計画をた

てて『県境の山』の踏査を続けていられるこ

とに、心から敬意を表します。少しでも早く

仕事が落ち着き、体力が回復して参加できる

日を待ち望んでいます。そんな中で、昨年も
主として日帰りの山行ですが、何とか48回

は達成することができました。どんな小さい

山であっても、そこに咲く花々や、フィトン

チッドを含んだ爽やかな空気、小鳥の噌り、

渓谷のせせらぎなど、限りない安らぎと生き

ていることの幸せを感じます。

阿蘇、九重、祖母、霧島、由布… 馴れ親し

んだ、それらの山々であっても、登るたびに

新たな想いが積み重ねられてゆきます。

最近では、 3年ぶりに球磨の名山、仰烏帽子

山を訪れました。林道が掴滝の近くまでのび

て、福寿草の行く末を心配していましたが、

今年に関する限り、元井谷を中心に満開の花

々が咲き競い目も醒める感じでした。

前年の台風禍で、殆ど裸になった山航のそこ

彼処にも福寿草の花が顔を出し初めていて、

その生命力の強さの一面を窺い知り、じんと

熱いものがこみあげてくる思いでした。

熊本の誇る素晴らしい山々の自然を、いつ

までも残ι続けてゆきたいたいものです。

近況から…

10186 神谷文子

主人（栴轄）が今年度、大役（ロイト行プ）を仰

せっかつて、毎日忙しく動き回っているのを

内心ハラハラして見守りながら、支部行事は

失礼ばかりして申し訳なく思っています。

そんな中でも、ほんの少しの暇を見つけて

は、 2人で小さな山行を続けています。

時には、主人が産業医をしている銀行の、

アウトドア派の支店長、副支店長が熊本は初

めての単身赴任ということもあり、県内各地

をご案内したりしています。

つい先日は、天草の次郎丸嶺、太郎丸嶺に

お連れしました。幸い好天に恵まれ、天草五

橋も初めてということで、お二人とも大喜び

でした。年齢的には丁度、長男や次男と同世

代で、そのうえ体格や性格まで似ているとこ

‘ろがあり、まるで子供たちと登っているよう

な錯覚におそわれ、楽しい一刻を過ごすこと

ができました。山頂ではコンロで暖かい食べ

物をっくりながら、天草松島の美しい海景に

感歎するお二人を見て、案内の仕甲斐を感じ

たものです。今後とも、 2人で支えあって、

年齢相応の山行を続け、山を生きる糧のーっ
として、充実した人生を過ごしてゆきたいと

願っています。
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大峰山脈の八剣山に登る

11771 加藤功一

大阪での会議が金曜日までなので、近くに

『日本百名山』の山はないかと調べてみた。

奈良県の大峰山があることを知り、早速地図

を買い山行を計画した。登山装備は予め登山

基地となる天川村川合の弥山館（みせんかん）に宅

急便で送っておいた。

(1999. 11. 26) 会議が17時に終わったので大

干急ぎで奈良の天J，，村へ向かった。近鉄の下市

・bに着いたのが19時、天川村川合行きのパス
便を聞いたら、最終便は17時3的？でもう出た

という。どうしたらよいかと相談すると「こ

れからだと、タクシーしかない。距離は35km

です」とのこと。弥山館に宿泊を予約してお

り仕方がないのでタクシーでとばす。熊本で

あれば、八代から五家荘へ行くような感じで

谷あいのへアピンカーブを走る。真っ暗闇で

この先に民家が在るのだろうかと心配するほ

どだったが、とにかく弥山館に着いた。

「あまり遅いので、どうしたのだろうと思っ
ていました」と、おかみさんが食事の支度を

して待っていてくれた。おかみさんも山好き

で、九州や北海道の山にも行ったと、その時
の写真を見せてくれた。冷酒を一杯呑み部匡

・Mこ入る。寒いので部屋にはストーブがつき、
ー布団にはアンカが入れてあった。下を流れる

谷川の水音を聞き夢の世界へ。

11月 27日（晴れ）大峰山脈の主峰は山上ヶ岳

0 719m）だそうだが最高峰の八剣山(1915m)

に登ることにした。しかし、この辺りでは弥

山の方が有名だという。 7:20 おかみさんか

ら登山口を教えてもらって出発する。
川合が620mで、八剣山が1915m だから高度差

が1300m もある。 1 時間に300m登ったとして

も 6時間、ザックにはテントなどキャンプ用

品が詰まって13kg以上のボ、 ッカでは、 8時間

は覚悟しなければならない。弥山への登りは

原生林の下を行くが、途中、赤松の大木が印

象的だった。紅葉の時期は過ぎていたが、樹

林の美しさは流石だ。 10: 10 避難小屋がある

栃尾辻に着く。それから 2 ピッチで 13:00

袈平の避難小屋で一休み。小さな流れがあり

誰一入居ない静かなところ。ここから弥山ま

では 1時間足らずなので、荷物をデポして軽

いザックで足取りも軽く出発する。

13:55-14:05 弥山0850・）はなだらかな山

で、山頂にはLlJllの天川神社の奥富（制刷）が

ある。昔から修験道の霊場として有名なとこ

ろ。近くに弥山小屋があるが、冬期のため閉

まっていた。これから目的の八剣山は、すぐ

目の前で、針葉樹に覆われた平凡な山道を一

登り 30分で着いた。 14:35-14:50 しかし途

中には、ここしかない『オオヤマレンゲ』（天

髄劫）の自生地がある。花期は 6月頃だそう

だが、鹿の食害から守るため網で囲ってあっ

た。 16:00 狼平に下り避難小屋に入る。

外にテントがー張りあり、矢張り一人で来て

いた。吊り橋の下から小匿をスケッチしてい

ると辺りが暗くなってきた。小屋に入りウィ

スキイのポケットビンでチビリ、夕食はジー

フィズ。 18時就寝するが、沢の音が人の声に

聞こえたり、動物の鳴き声に聞こえたりして

寝っけない。ここには熊は出ないと聞いてい

たので、それだけは安心できた。

11月 28日（霧、小雪）昨日と打って変わって

深い霧、辺りは何も見えない。一面の霧氷で

ある。しかし今日は下るだけ、何の問題もな

い。 7:00発、下山の途中で 2～ 3パーティと

会った。 11:00 弥山館に帰り、ビールで喉を

潤す。おかみさんに「オオヤマレンゲ」の写

真を見せてもらった。白い花でサザンカに似

ていた。 「今度は花の時期においで…」と云

われた。知らない土地、知らない山への一人
旅。…楽しい山行でした。
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四国遍路八十八ヶ所

6659 田上敏行
近頃の世相を反映してか、 NH Kテレビで

放映されている『四国八十八ヶ所』が好評ら

しい。私の周りにも結構見ている人が多いと

みえて、雑談の中で話題に上がったりする。

日曜日の朝、登山の準備をしながら何気なく

見ていたが、まさか自分が八十八ヶ所巡りを

するとは思ってもいなかった。もっとも主人

公は家内の方で、私と息子は専らお供役だが

昨年8月、ファミリーで四国の剣山に登

った。下山の後、時聞が余ったので、ついで

に讃岐富士にでも登ろうかと、琴平の街へ出

た。しかし、あまりの暑さに山に登る気も失

せ、暑さを避けて近くにある善通寺に立ち寄

った。型通り見学を終えて売店の前を通ると

納経帳が目に入った。すぐ隣に納経所もある
という舞台装置のよさも手伝って、早速購入

し納経所で記念すべき最初の墨書をしてもら．

い、朱印を押してもらった。こうして、いき
なり 75番札所から始まった八十八ヶ所巡り

も、白い納経帳が次第に埋められてゆくのが

面白くなり、昨年後半は休日を利用してスタ

ンプラリーよろしく、はるばる四固まで出か

けるようになってしまった。おかげで山行の

方が少々お留守になってしまったが、山の上

にある札所もあるし、何より寺には『山号』

があるではないかと、妙な理屈をつけ心密か

に御利益を期待しながら、残り半分になった
煩悩多き遍路旅を続けている。

四国八十八ヶ所を歩く

11856 太田章雄
一昨年、心臓発作で3 ヶ月入院。昨年は交

通事故で足を骨折して入院6 ヶ月の重傷を負

う。このところ全くツイていない。それでも

山登りはつづけたい。厄払いの意味あってー

念発起、四国八十八ヶ所遍路を思い立った。

ゃるからには出来るだけ歩きたいと、昨年秋

0999. 11. 8-12）徳島県鳴門市の第 1 番札所霊

山寺から歩き始めた。徳島県下23 ヶ所のう

ち第 1 9番の立江寺まで順拝して、 一応の感

触と自信を得ることができた。明けて平成11

年 2月、遍路泣かせの参道をもっ第20番の

鶴林寺からはじめて、第24番の室戸山最御

崎寺で高知県に入り、第32番、南国市の禅

師峰寺まで歩いた。まだ傷の残る足なので無

理はできない。 『同行二人』の旅は続く。

こんにちわ“火の国“

12100 能回 成（京都支部〉

昨年4月に、半世紀以上住み慣れた京都を

離れ熊本へやってまいりました。停年まで熊

本大学に勤務する予定ですので、少なくとも

6年間くらいは、ここをベースにした山歩き

を楽しみたいと思っています。よろしくお願

．いいたします。私にとって此処熊本は全く縁

がなかったわけではありません。大学院での

研究テーマーが日本列島の古い岩石の年代測

定でしたので、試料をもとめて鞍岡や八代あ

たりを訪ねたことがあります。先日、向坂山

へ登ったとき、祇園山のあの特異な稜線を見

. 

て、その時のことを思い出しました。 . 
私の山登りは大学入学以来ですから、およそ－

40年になります。当時は積雪期の剣岳や夏

の黒部の沢には、まだトレースの記録のない

ところがあって、多くの山岳部が麓い合って

いた時代でした。そういう雰囲気にひたって

年間100 日以上も山に入っていると、どう

しても本業がお留守になり勝ちで、以来低空

飛行の悪癖が身に染みついたまま、今日にい

たっています。これからは、ゆっくり楽しく
安全第一で、チームワークを大切にした山登

りを通じて、九州の豊かな自然との対話を深
めたいと願っています。
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壬主き長言t五丘主兄

11119 後藤之俊

緑内障が悪化して、足元が覚束無くなり、

めぼしい山には殆ど行っておりません。

ハイキングまがいの低山を時たま、ゆっくり

のんびり歩いている昨今です。

10233 吉田恒子’ 今年4月は介護保険のスタート、新しい福
祉の幕明け。賛否両論のスタートで、現場は

決定が遅れて混乱。少々心配しているところ

です。毎日準備に追われております。今年も

時には仕事を忘れ山登りでストレス解消に努

めたいと思います。 5～6月に尾瀬沼、爆ヶ

岳、至仏山を計画しています。

9402 河上洋子

座骨神経痛（自己診断）らしいのですが、

左脚、膝の裏側から上下が重たく、歩くとき

に足を引きずる感じです。いよいよダメかな

とガッカリしていますが、兎も角も、生きて

2000年を迎えられたのは驚きです。

元気と口だけは達者です。

t 9939 樋口格
昨年 9月に腎孟炎を患い、その後本調子に

戻らず、時折り病院通いをしています。

山との縁も遠くなるばかりです。ミレニアム

に当たり皆様の益々のご健闘を祈ります。

5421 本田誠也（滞長）

膝痛の通院治療を続けています。支部の県

墳の山の月例登山と、熊本電友アルコウ会の

登山以外は、余り山に行けません。しかし昨

年夏初めて東北の山々（八開山、八軒、早地降、細伽品）

を歩くことができて幸せでした。

国体を終えて

·8190 工藤文昭

第 54 回国民体育大会 『山岳競技』の準備

業務に携わってきましたが、大会も大成功の

うちに終わりました。国体は優勝劣敗を決め

る競技大会ですが、会場地住民総参加の大会

として、何等かの形で国体に関わり大会を成

功させたい！ 皆で達成感、充実感を味わえ

る国体を目指して、準備を進めて来ました。

この目標は十分達成できました。

大会は終わっても、期限付きの残務整理に追

われ休日も返上して勤務しています。これも

2月中旬には終わりますので、その後は30

年振りにネパールを街僅しようと考えていま

す。この数年全く参加できなかった支部の行

事にも、そろそろ復帰できそうです。

12909 永谷誠一

昨年も毎月 3回のペースで山行をこなし、

特筆すべきは、大姑娘山（帽・聞帽〉の新雪を踏

んでの再登頂でした。

ネパールのランタン谷トレッキングは間近に

ランタン・リルン峰をはじめ神々しいヒマラ

ヤの峰々に接することができました。 8 月に

は孫を連れて爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳を楽しく歩

きました。今年は先ず目標としては、皆生ト

ライアスロン大会の 20回記念に出場し完走

すること。次に九州脊梁山脈のルート作りを

完了すること。時間的に余裕があれば、二姑

娘山（5,454m）に登ってみたい。健康と体力作

りに心掛けたい。

4427 西津健ーは糊）

2000年も相変わらず、皆さんと共に山歩

きを楽しみたいと、この思いは変わりません

宜しくお願いします。
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織；：；；；議議議

7778 和仁古昇氏0916 1999) 

平成 11年7 月 1 3 日、和仁古さんの卦報

に接しました。数ヵ月前から体調を崩されて

入院加療中ではありましたが、これほど早い

ご他界は予想もしてはいませんでした。

7 月 1 5 日のご葬儀には、奥野名誉会員ご夫

妻、西揮支部顧問をはじめ支部会員の方々と

参列し、謹んで和仁古さんのご冥福をお祈り

いたしました。その際、ご長男の守人さんの

ご依頼もあり、ご霊前に弔辞を捧げました。

弔辞

和仁古昇さん、貴方の突然の言卜報に接し、

日本山岳会熊本支部の一同は、驚きと共に深

い悲しみにくれています。

熊本アルコウ会の幹部であった貴方が、特に

乞われて日本山岳会に入会されたのは昭和 4

9年 9月のことでした。以来25年間にわた

り貴方は家業の薬局経営の傍ら、母体のアル

コウ会はもとより、多くの植物研究グループ

や自然保護団体の活動にも関与して、文字通

り八面六曹の活躍をされました。

私共の支部運営に当たっても、永年にわたり

委員、常務委員、副支部長を歴任し後進の指

途中リタイヤのやむなきに至り、まことに残

念至極でした。今度ほど自分の体力の限界を

強く身に泌みて感じたことはありませんでし

た。これからはマイペースで、ゆっくりと低

山歩きを楽しみたいと思っています』とあり

ました。日頃から尊敬されていた久留米の脇

坂順一先生の座右の銘『仁者楽山j の心境に

至られたものと思います。できることならい

ま一度、貴方の温顔に接し楽しい山のお話を

お聞きしたいものです。残念ながらこれでお

別れです。 『百の頂きに、百の憩いあり』と

いう言葉がありますが、どうか安らかにお休‘
み下さい。

平成 1 1 年 7 月 1 5 日

（略歴）

大正昨日15日

日本山岳会熊本支部

支部長本田誠也

熊本市水道町で父の経営する薬

局の長男として出生。

昭和12駅21草） 熊本薬学専門学校卒業。

熊本市の西郷外科病院に就職。

昭和16年（25歳） 中国の華中水電に転職。水質検

査の仕事につく。

蜘17年（ 26蔵） 外海君子と結婚。

剛21年（30量） 終戦により帰国。家業の薬局を

継ぐ。

駒23年（ 32量） 熊本アルコウ会に入会。

導育成に尽力していただきました。貴方のご 剛4鮮側（58歳）日本山岳会に入会。

苦労に対し心から感謝すると共に改めてお礼

を申し上げます。ほんとうに有り難うござい 蜘61ト輔4年熊本アルコウ会の会長となる。
ました。それにしても、年を重ねるごとに和

仁古さんの山登りは一段と加速され、一種の 輔11年7月 13日大腸癌で死去。享年83歳

凄みさえ感じさせるものがありました。

しかし平成9年（81量）の夏のお便りでは『今

年の夏は早々と 7 月初旬に南アルプスの北岳

へ、キタダケソウを見に行きました。勇躍し

て出かけたつもりでしたが、こと志と反して
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長主さ差毎幸毘全旨

。『県境の山』 1 月例会

（日時）平成 11 年 1 月 3 1 日（日）

（場所）劇開／欄県婦村星原山（Il)793・

（参踊）本田 田上（断、寿美子、骨）菊池夫妻

藤本丸尾加藤（功ー） 9名

（極要）鹿北町星原『鹿北茶発祥の地』～星原

峠（52伽）～星原山（793m）・・・雪あト～やさぷ岳

（道不明、噸｜：離せf)

-0 『県墳の山』 2月間会
（日時）平成 11 年2 月 7 日（日）

（場所）制聞／捕鯨綱やさぶ岳（1)642•

（参加者）本田 田上 2名

（置要） 1 月例会で登頂を逸した『やさぶ岳』

に登る。 2人は夫 ‘々の思惑で出かけたが、山

頂直下で偶然に出会った。 『やさぶ』の名の

由来は不明だが、三角点は黒木町側にある

。『県墳の山』 2月例会

（日時）平成 1 1 年 2 月 2 1 日（日）

（場所）闘聞／福岡献耐 休鹿山（IV)866皿

酎間／掛町 国見山（ Il)1018血

（参蹄）本田田上丸尾藤本鶴田椎葉

a・i.（事要）降り頻る雪のなか、筑肥山地の休鹿山
．，に登る。また余勢を駆って主峰の国見山にも

登った。薄氷をつけた岩稜の登降に、やや手

古摺る。

。平成11年度支部事務局担当者会議

何時）平成 1 1 年 2 月 27 日～ 28 日

（場所）東京都千代田区『九段会館』

（雌者）田上常務委員

（担要）講演（平林克敏会員）

シンポジューム『支部を考える』

。『県墳の山』 3月臨時例会
（日時）平成 1 1 年 3 月 1 6 日

（場所）宿ヶ峰尾峠816m～穴川峠700m

（参加者）本田

（極要）菊池市と大分県中津江村の境界となる

この区間（3.3Km）の中聞に、標高804mの三角

点がある。 2 月 28 日に宿ヶ峰尾峠から穴川

峠まで県境線の縦走を試みたが、密生したヤ

プに阻まれて到達することが出来なかった。

今回は北麓の地蔵元から送電線の巡視路を辿っ

て、やっとヤプの中に潜んでいた？ W等三

角点を発見することが出来た。

。『県墳の山』 3月例会

（日時）平成11年 3 月 2 1 日（日）

（書面）鶴市／幼量I甑村穴川峠～ノ、ナクeロ山（I)

108611 

（錨者）本田西揮中村（車二）鶴田池崎
丸尾椎葉 7名

（軍要）生憎の雨、全員雨具を着けて県境線の

西尾根を登る。途中、山名の由来となった忠

犬ハナグロを祭る『ハナグロ神社j の石嗣を

経て行く。山頂付近の自然林が美しい。

。『県墳の山』 4月例会

（日時）平成 1 1 年 4 月 4 日（日）

（場所）蜘市初搬上甑村自草高見の権現（冒H018m

（参蹄）本田鶴田 2名

（軍要）木護林道の中間点から伐採された南尾
根を登って1009m 標高点に出る。西へ県境線

を約30分で、地元で『高見の権現』と呼ぶ

1016m(IV）三角点ピークに着く。西側の鞍部に

あった『権現嗣』は倒壊してない。西へ続く

県境線の巡視道は、ヤブ化して進めないので

小谷を下って木護林道に出る。この区間番号

(16)4. 6Km は、 13年前の1986年3 月に西側の

889m (I）三角点から、よく踏まれた巡視道を

『高見の権現』まで歩いたことがある。休日）

q
3
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A
 



。第1匝伎部委員会

（日時）平成11年4月10 日
（場所）貴島本市国際交流会館

（雌）本田神谷田上門脇馬場（衛）

丸尾 路

市要）支部総会議案傑サ

。平感1-l議議論桧
（日時〉平成11年4月 18 日（日）

（場所） NT T熊本会館

（雌）本田西津田上菊池馬場（噺）
藤本丸尾加藤（砂）永谷橋口

菅伴 12名（委蹴 28名）

（置要）事業計画、予算案、役員改選
撤員晴〈再）崩断〈制動）県墳の山、

（新）日本山岳志擬す

。日本山岳会通常盤会（支宜援会議）

（日時）平成11年5月 15 日
（場所）東京・力設会館

（雌）本田支部長

（罰要）会報『山』 7月号掲載のため省略

。今西祭“9 9 （揖・勅般車〉

（日時）平成11年6月 12 日～ 13 日

（場所）大分市（高崎山、豊の国ランド）

宮崎県（幸島、都井岬）
（書鵬）本田西津田上（断、書軒、骨）丸尾

（軍要） 6/12 高崎山自然動物園の松井猛氏よ

り『最近の高崎山事情』と題する講演あり。
豊の国ランドで懇親会、仮眠の後、 J R特急
で、宮崎へ移動する。

6/13 雨の中、貸切りパスで幸島を経て都井

岬へ。今西先生ゆかりの『清水屋旅館』で昼
食、懇談会、師馬の現況について説明あり。
傘をさして扇山（1)295.3m に登る。

。第2回支部委員会

（日時）平成11年6月 19 日（土）

（場所〉費量本市国際交流会館

-14-

（鵬）本田神谷田上門脇

（視野年次総会、支部長会議報告、（恥日制i髄

第1噸鮭甜色

。『県墳の山』 6月例会

（日時〉平成11年6月 20 日（日）

（車両〉劃蝋／久鮒（26)(27）一目山（Il)1287皿～
1240.蹴～瀬の本高原～国道442 号稼～

あざみ台展望所作）103611～久住高原ビール村
(1)874彊～産山村笹鶴～中山鹿（1)672m

（鏑暗）本田田上池崎藤本丸尾橋口

加藤（砂〉 7名色

。新入会員 13Q41 〆伴栄子嚇7刷会）
福岡県筑紫野市むさじヶ丘2-29-3
鶴岡佐知子さんの紹介です。

。『県墳の山』 7月例会

（日時）平成 1 1年7月 11 日（日）
（場所）酎尉・掛村・高醐／伽肺・捌（28)(29)(30)

豊後街道～波野村境谷～国道57号線～J町駄

駅～荻岳（Il)843m ～高森町津留～制措／榔軌

輯（効鰐〉～白水滝

（繍〉本田藤本 2名

。 7778 和仁古昇会員〈韻繊）逝去
平成11年7月 14 白享年83歳

。酬の山』 8月例会 色
（日時）平成11年8月 22 日（日）

（場所）繍・踊聞編制·Jir慣（34)(35)

藤陽峡～烏岳（1)672m ～桝形山（D)982m ～

鏡山（1)917m

（鋪甫）本田田上描崎藤本丸尾 5名

。夏季例会⑮明宅誉会員米寿祝賀会）

（日時〉平成11年8月 29 日（日）

（場所）熊本厚生年金会館

（雌）奥野夫妻本田田上門脇鶴田
中村（車）馬場（博）贋永神谷夫妻



加藤（量）吉田藤本池崎出来田

丸尾加藤（功）永谷橋口菅 21名
（揮要）恒例の夏季例会は名誉会員、奥野正亥
氏の米寿をお祝いする会として開催された。

ご高齢のため滅多に外出されない奥野さんは

夫人同伴でご出席になり、久しぶりに会員と

歓談の一時を過ごされた。

。『県墳の山』 9月例会

（日時）平成11年9月 9 日（木）

（場所）欄神骨竹肺丸調（31一1)越敷岳（ムレ山) 

9 (Il)104 
（参蹄）本田

（視野 9月 12 日の例会か腎雨のため順延さ

れたので、下見のつもりで出掛けた。地図上
の越敷岳は、地元ではムレ山と呼んでいる。

高森町樟留の山付から林道に入り、終点まで
車を乗り入れる。尾根の取りつきが分からず

スギ林の中を直登する。小さな岩峰を二つ越

え、スズを伐り分けた中にムレ山の 2等三角

点があった。

。 I県墳の山』 10月例会

（日時）平成11年 10月 3 日（日）

（場所）醐勧五ヶ踊町五婦（32）筒ヶ岳 1296m

大砲岩 1270m

（参踊）本田

．（置要）今回も雨で中止としたが、天候が回復
したので本田が一人で行く。一般に簡ヶ岳と

呼ばれている山は、県境線にある地図上の筒

ヶ岳0296m甑点）から約40伽ほど南の支尾根の

端に立つ顕著な岩峰のことである。地元では
大砲岩と呼んでいる。

。第16回全国支部懇談会（岐阜支部主管）
（日時）平成11年 1 0 月 1 6 日～ 1 7 日

（場所）岐阜県大垣市大垣フォーラムホ、テル

養老山（ I)l859m

（参蹄）本田支部長、伴、 2名(15儲）

（置要）大垣フォーラムホテルで支部懇談会。

各支部毎『わが支部の自慢話』を披露し和気

語々の集いとなる。次いで懇親会、本部から

大塚会長はじめ小倉、大森、竹内副会長など

7名、及び斎藤前会長も出席され盛会。翌日
は全員で、山麓に有名な養老の滝を持つ養老
山に登った。なお別動隊は、車で関ヶ原を経

て伊吹山に登った。高木支部長の強力なリー
ダーシツプのもと、整然と運営に当たった岐
阜支部の皆さんに深く敬意を表する。

。縄本未来国体閉幕（山岳麺封。
（日働組1年lOB23B-28日

（場面）矢部町、砥用町、泉村、五木村

（雛）工藤副支部長中村恵三松本莞爾

贋永陵一野上薫
※山岳競伎役員として参加

（置要）上記、役員の努力が実り熊本県チーム

は天皇杯、皇后杯獲得の総合優勝を飾った。

なお運営面でも、これまでにない地域密着型

の国体ができたと高い評価を受けた。

。第15回宮崎ウエストン祭
（日時）平成11年11 月 3 日

（場所）宮崎県高千穂町五ヶ所三秀台

（参蹄）本田 田上（齢、殺子、直ー）西津丸尾

藤本鶴田菅佐藤石井 11名

（置要）本部から大塚会長も出席され充実した

碑前祭となった。会終了後、会長は宮崎支部
会員と共に霧氷に飾られた祖母山に登頂され
た。熊本支部会員は、 『県境の山』 11 月例

会登山で国見岳へ向かう。

。『県墳の山』 11月例会

（日時）平成 11年 11 月 3 日（水）

（場所）藤町瑚制御且贈（33）国見岳（Il)1088m
～下切越 730m ～丸山 840m

（参蹄）本田西津田上（断、様子、骨）丸尾

藤本鶴田菅石井 10名

（離島国見の山名は北東の山麓にある国見集

落に由来すると恩われるが、本来の国見岳

c
d
 

l
 



は地元で『くんみん坊主』と呼んでいる岩

峰のことらしい。崩野峠旧道トンネル入り
口から東尾根に取りっき山頂を往復する。

県境線の縦走を予定していたが、アップダ

ウンが多く時聞がかかりそうなので割愛し
た。奥鶴から下切越（麟になり甜lている）を越え、

逆縦走を試みたが下切山まで行けず、地元

で丸山と呼ぶピークで引き返す。

。『県墳の山J 11月臨時例会
（日時）平成11年11 月 9 日（水）
（場所）醐・糊A蝶b綱（37) 2県3町村の境

(1)1198m ···fo園町J..？増よりー

（参鵬）本田

市要〉次回、 12月例会の一部の下見のつも

りで出掛けた。国道265号線から鏡山と

五ヶ瀬川の県境線を視察し、五ヶ瀬町鞍岡

地区のスクナ原から、林道を歩いて県境稜
線に出て道のない三角点を往復した。

。膏藤前会長と甲佐岳に登る
（日時）平成11年11 月 1 4 日（日）

（場所）酎欄／鞘町甲佐岳(H)753皿

（参縮）粛藤本田田上（断、佐）馬場（箭）

藤本太田能回（蒲支部）末永（友人）

（撮要）熊本出身の粛藤前会長が五高同窓会に

出席のため来熊する機会に、ご希望だった甲

佐岳登山を企画した。山腹にある甲佐平の福
城寺からの登山ルー トは、直前に実施された

熊本国体山岳競技の踏査コースであり、よく
整備されており幸いだ‘った。

。平成11年度年次晩餐会（支部長会議）

（日時）平成11年 1 2 月 4 日（土）

（書面〉東京・新高輪プリンスホテル

（雌）本田支部長 (624t) 
沼野現在会員数5985名、来年は6000名の大

台に乗るのは間違いあるまい。ご同慶の至り

であるが、会員の高齢化に伴い物故会員も 3

9名を教え、その中には貴島本支部の和仁古前
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副支部長及び支部と関係が深かった鳥居亮氏

も含まれている。謹んでご冥福をお祈りした
い。新たに粛藤前会長が名誉会員に就任。新

永年会員は30名と報告された。 1982年に始
ま った全国支部懇談会は、 200俳（勅訓） 2001年
（却ID 2002年（鴎） 2003年（謙）まで決定或いは内

定している。九州3支部のうち熊本だけが未

実施である。 2004年位には考えなくてはなら

ないだろう。

。『県墳の山J 12月例会
〈日時）平成11年1 2月 12 日 （日） . 
（場所）楠糊l/1i1酬ー／調（37）黒峰（1)1283皿～ 司

ーノ緬越 115伽～トンギリ山 1250m

（繍） r瓢l 永谷（3A）西揮中村（車）鶴田

丸尾 （奈須昇） 8名

ト／楓j本田藤本太田加藤（功）

橋口 田上（断、殺子、量一） 8名
（視野黒峰までは費量本県側（糊）と宮崎県側

(fo綱）の2ルートに分かれて登る。栗藤班は

永谷さんの指導で県境尾根の縦走路開拓に尽

力している、地元の奈須昇さんが同行した。

黒峰山頂で合流して奈須さんの先導で縦走開

始。一ノ瀬越を経てトンギリ山を往復する。

0平成1 2年度新年晩餐会
（日時）平成 1 2年 1 月 1 6 日（日）

（場所）熊本交通センターホテル

（雌者） 本田西津馬場（猛、 千代子）田上門掴

河上藤木馬場（断） 贋永藤本司

加藤（軒）矢毛石丸尾加藤（砂）
太田橋口菅能回 19名

（草野昨年の春、京都から熊本大学に赴任さ

れた能回 成氏（鵡支部）も、新たに熊本支部の

会友として出席され歓談の一時を過ごした。
熊本国体も無事終了し、県墳の山踏査も予定

通り進捗している。新年は（新）日本山岳志

にも取り‘組まなくてはならないが、会員の一

層のご協力をお願いしたい。 （相支鞍）
昭輔恥鱗捕まり、人古から駆りつ111~藤本舗のー柿めで掃討した。



。『県墳の山』 1月例会

日時．平成 1 2 年 1 月 3 0 日（日）

場所．清和村舞の岳／宮崎県五ヶ瀬町（38)

小川岳（ Il)1542. lm 

参加者．本田西海菅加藤橋口

永谷（会期3名） （河田）

永谷さんの『山想グループ』と地元、栗藤

の奈須さんが開拓した小川岳ルートを登る。

舞岳林道の登山口から上部の欄固まで車道を

歩く。山道に入りササの切り分けを登る。

ー山頂付近は積雪あり。

．監り 3時間半、下り 2 時間。

。 f県墳の山J 2月例会

日時．平成 1 2年 2 月 20 日（日）
場 所． 情耐／宮崎県五ヶ刷、鯨村（39)

白岩峠 1558m 白岩山 1610m

向坂山（ Il)l侃4m 黒岩山 1582m

参加者．本田田上丸尾藤本加藤（砂）

菅橋口能田 （石井児玉）

五ヶ顧町の本屋敷から『日本最南端のスキ

ー場』のキャッチフレーズで売り出した、五

ヶ瀬スキー場のリフト乗り場まで車で行く。

しばらく林道を歩き杉越（自掛）への山道に入

る。積雪20叩、峠から先ず霧立越の白岩山へ
行く。積雪50叩、白岩の岩峰に立って県境線

・を見渡す。杉越に引き返し霧立越の最高峰、

ー向坂山に向かう。積雪さらに深い。向坂山は

熊本、宮崎の県境であると共に 3 町村の墳で

もある。向坂山から県境線沿いにスキー場の

上部を横断して黒岩山に向かう。トレイルは

なくヤブ分けをする。黒岩山の岩頭に立っと

眼下に清和村の緑川源流を見下ろす事ができ

る。小川岳と黒岩山を結ぶ県境尾根のトレイ

ル作りは永谷さんの今年の課題という。

向坂山と三方山の県境線は、距離もあるし、

アップダウンも多いので、可なりの難事業に

なりそうだ。

。平成 1 2年度支部事務局担当者会議

日時．平成 1 2年 2 月 26 日～ 2 7 日

場所． 2/26（土）グリーンホテル（東京都千代田区三崎町）

2/27（日）日本山岳会ルーム会議室

出席．田上常務委員

概要． 『最近の日本山岳会の活動について』

…大塚会長の講話あり。

シンポジューム『支部活動を語る』

・・・岐車、宮崎、静岡支部等がコメンテーター

となり会員の増加や支部の活性化について意

見発表をする。

。（新）日本山岳志の醤纂について

既にご承知の通り、日本山岳会創立100

周年記念事業の一環として（新）日本山岳志

の編纂に取りかかりました。この経緯につい

ては、 『山…1999年（平副1年） 8 月号 N0.651』
に『仮題（新）日本山岳志の編纂』として詳

細に説明されています。

平成 1 1 年 5 月 2 9 日、第 1 回編集会議が聞

かれましたが、熊本支部は熊本県と鹿児島県

の薩摩半島の山を担当することになり、本田

支部長が編修委員となりました。

高頭式氏の『日本山嶺志』には肥後 60 山、

薩摩9 山があげられていますが、編修委員会

が作成した『県別山岳一覧表』では、熊本県

22 山として、その1. 5 倍から 3倍を目安と

して掲上するよう求められました。他県に跨

る山の調整を含め、山座数と山の選定につい

て検討を重ねた結果、最終的には（別紙）の

通り決定しました。また、執筆者については

『熊本 40山』の執筆者の中から、 7名の方

にご依頼しました。執筆する山の分担は現時

点では、まだ未定です。メンバーの都合がつ

き次第、出来るだけ早く編修会議を聞いて話

合いたいと考えています。この一覧表の執筆

分担は予定ではなく、一応、仮定であること

をご了承下さい。

勾i唱
司a
b
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『県境の山』 4 月例会

平成 1 1 年 4 月 4 日（日）

踏査区間(16)(17 ）糊林護／大分県上甑村自草

高見の権現 M 1015. 5m ・ 1009m

（踏査）本田鶴田 2 名

新年度最初の日曜日のためか参加者は

激減した。定刻 9 時に菊池市立門の 『水

の駅』に集ま っ たのは、本田と鶴田の二

人だけ。 この区間は、 1986年に本田、藤

本、太田らによって歩かれているが、高

見の権現（鰍）から南東、約2.5Km の 988m

（三等三角点）ピークまでの県境線は歩いてい

ない。そこを今回踏査することにした。

立門から東へ木護川沿いに約 3 鴇で、標

高650mの台地上にある木護集落に着く。

北側に lOOOm 級の県境の山々を背にした

木護地区は、広く開けた棚田や茶畑の聞

に民家が点在し別天地のような環境であ

る。 9:35 北東部の林道入り口に車を置

いて歩く。この林道は延長約 5 報、上部

で西へ折り返して県境稜線直下まで延び

ている。標高約900・の支尾担を越す峠に

登り着くと、南面の菊池高原や鞍岳方面

の展望が開ける。道脇に昭和 56年に建
てられた『林道木護線開設記念碑』があ

る。 300mほど引き返し先月末、田上ファ

ミリイが踏査した f009m 標高点の南尾根

を登ることにする。伐採跡の密生したス

スキをかきわけで約 3 0 分で草付きのピ

ークの上に立った。山頂の濯木の幹に田

上さんの長男、叡ークンの名を記した木

片が打ち付けられていた。展望は一段と

広い。南面は勿論だが、北側方面の酒天

童子山や釈迦、御前、渡神など津江山地

の山々もぐるりと見渡すことができる。
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東側県境線沿いには踏跡がないので、西

へヤブ分けしながら『高見の権現』を目

指した。 1986年冬、この山地を訪れたと

き、木護の道で出会った老人に山名を尋

ねると「高見の権現て云います。昔は毎

年お参りに登ったが、今は荒れとるだろ

う…」と答えた。かつては営林署の巡視

道があった筈なのだが、踏跡も定かでは

ないヤブ分け約 3 0 分で、平らな尾根の

濯木林のなかに昭和 5 6 年に埋設された

四等三角点を見出した。本田は四度目の

山頂だが、誰も来ないと見えて登山記念‘
標などもなく清潔で静かな頂上である。

西へ少し下った辺りに『高見の権現』の

石嗣があった筈だが、それらしい石片が

散らばっているだけ… こちらも巡視道

は全く姿を消し、自然林の下のササを分

けて進む。 800 ~ほど進んだところで絶

望的にヤブが深くな っ てきたので、鞍部

から強引に酒谷を下る。 2 0 分ほどで木

護林道に出ることができてホッとした。

林道をどんどん下り、 1 5 時前、林道入

り口の車止めに着いた。

… 1986年春のメモから…

榎高650 事の木護高原には雛びた民家の

ほか酒落た民宿やロッジが点在し、残雪企

をのせた県墳の山々を背景にアルプのよ’

うな眺め。木護の人たちが 『鼠山』と呼
ぶ円頂丘（88211）の西側の谷を登って県境

尾根に出る。寒風が烈しくブナの梢を鳴

らして吹き渡る中、残雪を踏んで 889m

（三事三触）ピークに着いた。ヒノキ造林地

で展望は全くない。東へ県境線沿いに国

有林巡視道を進む。 2 帯約 1 時間で地元

の人が『高見の権現』と呼ぶ、この山地
の主峰0016m 鴫三角点）に着いた。山頂か

ら 50なほど手前に、権現様の崩れかけた



石嗣があった。里人の参詣も絶えたのか

銅貨が数十枚、落葉の上に散らばってい

た。 （本田・記）

『県墳の山』 4 月臨時例会

平成 1 1 年 4 月 1 4 日（水）

踏査区間(17)(18) 細市・崎町／鳩魁甑材

tim 988m 尾ノ岳 h I 1040. 1・
（踏査）本田 1 名. 一等三角点の山、尾ノ岳は県道 1 2 号
線（天瀬～阿蘇）が開通後は山頂まで 5

分という近距離になったので、登山とは

云えないかも知れない。 『高見の権現』

Cl016m）を主峰とする県境（木護）山系

の北端に988m峰がある。熊本県側は菊池
川の支流、楕畑川（かごはたがわ）、大分県側は

田原川の支流、白草川（Ii( そがわ）の分水嶺
となる山である。広い山頂の南東部は切

り聞かれて牧野になっているが、他は総

べてヒノキ造林地である。どこから見て

も鈍重な山容のため登山者の足跡のない
山である。
先ず前回Cl986. 3. 26）の記録から…

奥田田スーパー林道の峠（前900m）から西

．の林道に車を乗り入れる。峠付近は一面
の草原で観光用に作られた三角錐の『草
泊まり』の小屋が幾っか建っている。林

道の終点は木材集積の土場で、ここに車
を置く。山林墳の低い土塁に沿う、なだ

らかな小道を登る。山頂は広い草原台地
大きな岩がほどよく配置され人工庭園の

ようなたたずまい。 3 6 0 度遮るものの

ない展望。津江、玖珠、九重の山々がぐ

るりと見渡せる。

あれから 1 3 年、植林されたヒノキが

大きくなり山麓には巨大なオートポリス

施設ができたりして随分様変わりした。

熊本から菊池市街地を経て立門へ、県

道 2 0 5 号線（原～立門）を通って椿畑

川の県墳に着く。倒産した九州オートポ

リスに替わって上津江村が上樟江オート

ポリスとして運営しているというが、そ

の外周道路から奥日田スーパー林道の峠

に上がる0 1 4 時過ぎ閉鎖された門扉の
横の土手を乗り越えて林道に出る。眼下

に睦りをあげて走り回るスポーツカーの

群れを見下ろしながら、西へ県界を目指

して歩く。林道の終点から山林界の低い

土塁に沿って県境護観へ．山頂近くなる

と、ヒノキ林の中を踏跡を探しながら登

る。 1 5 時半頃、丈の高いススキをかき

分けて、やっと三等三角点の標石を見つ

け出した。傍らに『昭和 5 7 年 6 月、国
土地理院』と記された杭が立っている。

前回とは環境が変わり、ススキの中から

は青い空しか見えない。山頂一帯はヒノ
キ植林、ツゲ、アシビなどが点々とたち

丈の高いススキがその聞を埋めて展望は

全くない。往路を下り、 4 0 分で峠に着

く。オートポリスへ下り、 1 0 分足らず
で県道 1 2 号線の峠に着く。尾ノ岳山頂

まで 5 分ほどのあっけない登り。一等三

角点の標石を横目に見て、東西に長い山

頂の西の端まで行く。オートポリスの全

景と、今登ったばかりの988m峰をはじめ

県境の山々を視野一杯に見渡す。尾ノ岳

から西へのびる県境線は、 2 報ほどで広

い牧場地となり、その一隅に990mの三等

三角点標石が埋められている。これから

北西に向かう県境線は、 200 玩ほど高度
を下げて雑木林の中を西へ流れる椿畑川
を渡り、 988 ~Ivの円頂丘へ這い上がって

いる。 （本田・記）
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『県境の山』

昭和 6 1 年 4 月 1 日

踏査区間(19)(20）南小国町／大分県上町村

• 955m • 916m l¥(1)900. 6m 

l¥(1)721. 2m 

（踏査）本田 1 名

南小国町中原の湯田から県道 1 3 4 号

線（市原～小川原）を西へ行く。 二又の手前から

林道に入り、県界の峠（動670m）まで上が

る。明るいクヌギ林を抜け、ほんのひと

登りで東西に長い 721m の三等三角点が

置かれた山頂に着く。南側はヒノキ、マ

ツの造林地。北側はクヌギ林でシイタケ

の栽培地。西北の展望が聞け、津江から

玖珠の山々と間近な域ヶ岳の岩峰が望ま

れる。湯固まで引き返し、矢田原を経て

甲ノ瀬から尾ノ岳の東にある県畜産試験

場まで車を走らせる。先ず尾ノ岳に登り

次いで県境稜線を克明に北上する。熊本

県南小国町と大分県上津江村の境界とな

る稜線である。次々に、 955m、 916m と牧

野の端に並ぶピーク（標高点）を踏んで

行く。眼下には日本百名山の著者、深田

久弥さんが『どこまでも、のびのびと屈 司

託なげに広がった一枚の大高原』と表現

した端辺、久住の高原があった。もちろ

ん阿蘇、九重、祖母の山々も視野のなか

にある。終点は、三等三角点が置かれた

900. 6mの草原のピーク。

『県境の山』

平成 1 1 年 4 月 2 0 日

踏査区間(19)(20）南小田町／大分県上純村

甲の瀬牧場、横道、 二又、上野田川、

（踏査）本田 1 名

この区間は全域が、南小国町と大分県

上津江村の境界となっている。

（南小国町）県北東部、阿蘇外輪山北麓

の町。東部と西部を大分県に接する。町

名は小国郷の南部に位置することに由来
している。昭和 4 4 年、町制施行。東部

は九重山の北西に連なり、筑後川の源流

、 部を占める。南部の阿蘇外輪山斜面は小

国杉の産地。草地を利用した畜産業、高

冷地野菜の栽培が盛ん。黒川、満願寺、

田ノ原などの温泉郷がある。

（大分県日田郡上津江村）県西部、南部

と東部を熊本県に接する山村。村名は古

代以来の地方名による。村域の 9割以上
が林野で、スギ、ヒノキの美林が多く、

日田林業中心地の一角を占める。近年、

林業の不振で過疎化が進み、これを解消

するために第三セクターの林業会社「ト

ライウッド」を設立、間伐材の有効利用

を図っている。農業では集約的野菜の栽

培が盛ん。国際公認サーキットの『上樟

江オートポリス』がある。 －イ日本地名大百科j より

前回(1986. 4）は、県道 1 3 4 号線（市恥

‘ 

小川原）の東にある県界の 721. 2m(3等三角点）に

登ったが、今回は横道／東難谷周辺の県 a

境線を踏査しようと思って出かけた。 ‘ 
県境踏査を始めて痛感したのは、県境

線までのアプローチの長さである。県境

線の距離は…地図上の水平距離に高低差

をプラスしても… 4 3 6 報余である。し

かし、目的の県境までの往復は遥かに長

い距離となる。例えば今回の区間距離、

7報余を踏査するためには往復 1 3 0 報

もかかるのである。これでは県境踏査が

終わるまで、 10. 000 報余のドライ

ブが必要となるだろう。
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今回の熊本市からのアプローチは、先

ず国道 5 7 号線で大津町へ。それから県
道 3 3 9 号線（北外輪山～鳩）と県道 4 5 号線

（輸ー陥スカイうイン）を走り、大観峰ジヤンク

ションで国道 2 1 2 号線に乗り換える。
南小国町市原で、県道 1 3 4 号線（齢骨I

津江）に入り、中原地区の湯田から町道を

南下し矢田原を経て甲ノ瀬へ。西へ牧場

道を 2 鴇ほどで牧番小屋の終点。車を置

いて牧草地の斜面を登る。 1 0 分極どで

県境稜線（前880m）に着く。西側の上津江

．村方面は一面のヒノキ林。東側は北外鎗

山の裾野がのびのびと広がり、その果て

に九重山群が、悠然と天空を画して連な

る。矢田原まで引き返し狭い町道を県界

の横道へ向かう。横道（前680m）は上野田

川源流部にある戸数 2 ～ 3 戸の小集落。

ここから北は上野田川の谷が県境線にな

る。横道から上津江村東椎谷までは未舗

装の村道が通じている。再度、矢田原に

引き返し、湯田川沿いに北上して湯田に

出る。県道 1 3 4 号線で二又を経て県界

を越える。上津江村片仁田から片仁田林

道に入り、上野田川の県境線を棚上する

が可なりの悪路。終点の広場まで行き U

ターンする。帰路は上津江オートポリス

．から菊池を経て熊本へ。

（県境の山）

平成 1 1 年 4 月 2 7 日

踏査区間(19)(20) 南小国町・小国町／大分県上甑村

甲ノ瀬、湯田川林道、湯田、片仁田、

若林、春日牧場、樋の口、手水野川、

春目牧場、

（踏査）本田 1 名

何故か、この付近の山村風景に心ひか

れるものがあり、再度出かけた。

前回の帰路のコースを逆に走り、南小国

町の甲ノ瀬へ。 「マゼノ共和国キャンプ

場」と書かれた駐車場で昼飯の弁当を食

う。標高800mのこの辺りは木々の緑は芽

ぶいたばかりで、ラクダ色の草の丘が大

波のようにうねって続いている。よく見

ると草原の緩斜面に黄金の雫のようなア

ソキスミレの花が美しい。牧場道から県

境線へトライしたが、道の悪さに昨易し

て引き返す。小波瀬、矢田原を経て中原

地区の和田で県道 1 3 4 号線に乗る。西

へ中原川、場田川を渡り湯田を経て県界

の峠を越える。峠と云っても平坦な舗装

道路の掘割で何の風情もない。上諸江村

の若林で東へ折り返し県界の春日牧場に

向かう。標高700・の春目牧場は、落葉樹

が疎らに立つ小丘が速なり牧歌的な風景

だ。県界から未舗装の林道を南小国町の

樋の口へ下る。域尾岳（71担〉の西麓を北

上し小叢の集落を経て国道387号線に

出る。西の杉平の手前で林道に入り山越

えして手水野川の県境線に下る。県道 1

3 7 号線（上蜘～捌）の県界付近を源掩とす

る手水野川は、北西に約 4 報流下して下

茎ダムに入る。熊本、大分の県墳は、こ

れまで山の稜線や峠を境としたが、手水

野Jll から杖立温泉までの約17報は、すべ

て河川やダムなど水系を通ることになる。

右手に県境とは思えない貧弱な小谷－－lrF

で越せそうな・・・に沿って、 県道 1 3 7 号線を行

く。県界の峠（前650m）の北に榎高838mの

山があるが、小薮集落から林道が入って

おり、 「扇山林道J の標住が立っていた

ので山名は『扇山』と云うのかも知れな

い。県界から再び春日牧場へ廻る。

西側正面にどっしりした湧蓋山の雄姿が

あった。全く人影を見ないが、ここの風

物は絵になる美しさだ。 （本田・記）
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『県墳の山』

平成 1 0 年 1 1 月 1 O＇日（火）

踏査区間（21)小間／大分県上甑材、神側、大山町、

(22）小剛／天刷

室原橋、下茎ダム、新津江川橋、杖立

大橋、杖立温泉、湯j 見岳（lll)740. 5m 

（踏査）本田、 1 名

1 1 月 1 日に、熊本支部の秋季例会と

して『県墳の山』（22)(23）麻生釣高原の

吉武山（927皿）と亀石山（943m）に登った。

このときは湯j 見岳（741m）まで足を延ば

そうとしたが、新道工事中のため道が分

からず引き返した。今回は河川とダムが

県境となっている区間番号（21）を車で走

り、西側から湯1 見岳に登ろうと計画し

た。国道 2 1 2 号線を北上し小国町の宮

原から国道 3 8 7 号線に入り、 2 鴇余で

東蓬莱の鉾納社（抹吉見附〉の前に出る。

併納祉の躍起・・・ 1J1園町黒僻説の吉見神抵の禁輸t、械天皇の第ー皇

子、国富命t柑のX彦J＼井命．納には夫婦彰のE本t町指定天韓記錦の大
揮.. 

1塩本善三美情踏l がある．また 1. 5Km西の本村に路、国指定天強記念物の

I附置副首i高38m 幹囲ll.6mがある。

県境にかかる室原橋は舗装改良工事中

のため、 2 鴇ほど手前の杉平から左へ折

れて県道 1 3 7 号線（上蜘～鯛）を県境線沿

いに手水野川を南下する。手水野の集落

を通り県墳の峠を越えて上津江村の吉ノ

本へ下る。上野田川に沿って下る途中、

見事なヨシノスギ間伐展示林を見る。ダ

ム湖にかかる新池ノ山橋を渡り、県界の

室原橋まで行って引き返す。ダム湖の左

岸を北上し瀬戸石で下茎ダムを渡る。こ

こにはダム建設で水没した小学校を偲ぶ

『望郷志屋校之碑』が建っている。ダム

一つつー

反対闘争の拠点、蜂の巣城もこの辺りに

あったのだろう。権力に果敢に挑んだ類

いなきリーダ一室原知幸氏の名も、碑の

台石の側面にひっそりと刻まれていた。

ダム湖右岸の県道 1 2 号線（幡4目）を走
り杖立大橋に出て、左岸の国道 2 1 2 号
線へ渡る。水量豊かな杖立川に沿い 2.5

報ほどで、川辺を浴客がそぞろ歩く杖立

温泉に着いた。県境線の白糸滝への遊歩

道を確認して、国道 2 1 2 号線へ引き返

す。 4 報ほどで松原ダム湖を離れ、袋、

久木野の集落を経て標高570mの『曽田の色
池』に着いて車を置く。九州電力の送電

鉄塔巡視道から湯ノ見岳へトライしたが

手入れの悪いスギ林と、ヤブに血まれて

一汗も二汗もかいた。やっとのことで這

い登ると、山頂には立派な林道（地聞にはない）

があった。東西に長い山頂台地は、スギ

ヒノキ、クヌギなどの林。大きな九電湯

ノ見岳反射板が立ち、その下に三等三角

点標石がススキに隠れていた。この山は

県境から離れて天瀬町側にあるが、展望

は広闘で素晴らしい。東方は眼前の亀石

山から湧蓋山まではるぼると県境線を見

渡すことができる。西は筑肥山地の山々

が延々と連なり、飽くことのない山岳景

観を楽しんだ。帰路は、車道をとんとん a

と楽に下る。 . 
d仇A
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『県墳の山J 1 1 月例会

平成 1 0 年 1 1 月 1 日（日）

踏査区間（22)(23) 小国町／大分県浦町・賜町

吉武山（よしぶやま） (1)926. 5m 

亀石山（かめいけま） (Il)924. 611 

（踏査）本田、西津、馬場（量、千代子）石井

田上（融行、車ー）菊池夫妻 中村（車二）鶴田

藤本丸尾太田 1 4 名

熊本支部の県境踏査第 1 回目として、

．麻生釣高原から吉武山、亀石山に登る。
この二山は、県境線が山頂近くを通って

いるが、山頂三角点は何れも大分県側に

ある。しかし県墳の山であることには間

違いない。前夜は、東九州支部の甲斐良
治さんが経営する筋湯温泉の『八丁原ビ

ューホテル』 に泊まる。甲斐さんのお心

遣いもあり楽しい←夜を過ごした。翌朝

8 時、マイカー 6 台を連ねて、地蔵原か

ら芝館峠を越え、国道 3 8 7 号線を西へ

走って九重町の麻生釣に向かう。 9 時過

ぎ標高690皿の麻生釣高原に着く。県界を

越え小国町西里地区に入って、三共牧場

から吉武山の南麓を西へ廻り込み、 9:30

ヒル石（680m）の道脇に車を置く。地図に

ある『ヒル石』の牧舎は既に廃屋になり

．踏跡もヤブの中に消えている。砂防ダム
の建設現場まで行って引き返し、スギ林

の急斜面を直登する。上部の草原台地に

出ると県界線か、山林界なのか、低い土

塁が東へ続いている。北東方の吉武山頂

を目指して、強引にヤプ分けをする。

やっと、地図にはない林道だか牧場道だ

かに出てこれを伝う。 11: 45 東西に長い

山頂に着いた。北側は急斜面となって落

ち込み、眼下に広がる原野の彼方に万年

山（ Iiねやま）が長々と横たわっている。南面

の緩斜面の草原には、スギ、ヒノキが植

えつけられている。いずれ、この山も展

望のない植林地となるだろう。下りは林
道を 1 時間足らずで、 12 ： ~5 ヒル石の駐

車地に着いた。次の亀石山に登る前に、

県界からかなり西へ逸れているが湯ノ見

岳のルートを見ておこうと直行する。

宇土谷を渡り、水口牧場付近で新道に

出たが、田原開拓地の西端で道路建設中

のため引き返す。途中の民家で道を尋ね

て開拓道を東へ上がる。 1 4 年前に来た

時は、極とんど大根畑だったが、今は青

い牧草畑になっている。道路の終点まで

行き車を置く。牧草畑の中を西へ進み、

丈の高いススキを分けたり、スギ林の中

で方向を見失ったりして時間をとられた

が 15:15 伐採されて展望が聞けた亀石

山三角点に着いた。北側眼下に災害無線

アンテナが見える。東西の県境ラインを

指呼しながら暫くは展望を楽しんだ。

帰路は峡川沿いに鯛田を経由して国道

3 8 7 号線の芹原から、小国盆地の中心

地、宮原に下った。 （本田・記）

『県墳の山』 6 月臨時例会

平成 1 1 年 6 月 1 日

踏査区間（24）小国町盟、胡／大分県鳩町標数場

（踏査）本田 1 名

（小国町） ・・情報臓器小田町（おぐにまち）・・・

県の北東端、阿蘇外輪山北部の町。大分

県と隣接し筑後川の上流部に位置する。

町名は中世以降の小国郷に因む。 1935年

（昭和10）北小国村が町制施行。地形が北側

の日田盆地に向かって聞いているため、

大分県日田市との関係が強い。東部に小

国富士の別名をもっ湧蓋山0500皿）がそ

びえ、江戸時代から育成された県内第一

の林業地域。杖立川の渓流に沿って杖立
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温泉、湧蓋山麓には岳湯、々はげのゆ）湯な
どのひなびた温泉郷がある。町の東部は

『阿蘇くじゅう国立公園』、北部は『耶

馬日田彦山固定公園』区域で、津江川に
下茎ダムがある。天然記念物に『黒測の

阿弥陀スギ』、 『下城の大イチョウ』が

ある。面積137ij 人口 9,412人。林業（ス

ギ、シイタケ）、農業（大根、桝、融）が盛ん。…小国

（おぐに）という地名は、山に固まれた別天

地、小さな国という文字通りの意味であ

る… （日本地名大百科1996 ）より

（九重町） ・・・大分県規制九重町（ここのえまち）・・・

県中部、九重山北部の町。町名は九重山

に由来する。 1955年（昭和30）野上町と、飯

田（はんだ）東飯田、南山田 3 村が合併して

成立。主産業は農牧業で、米のほか、古

くから豊後牛の放牧が盛ん。戦後、高冷

地野菜の生産が始まった。温泉が多く、

飯田高原の筋湯温泉、長者原温泉郷、町

田川沿いの法泉寺温泉などが有名。大岳

と八丁原に地熱発電所があり、矢野地区
にも建設計画がある。面積271. 2ij、人口

12.023人。 農業（末、キャベツ、トマト、シイタケ）、肉用

牛、観光。 （日本地獄百科1996 ）より

この区間は、麻生釣から湧蓋牧場を経

て湧蓋山西麓にいたる標高600m～ 1. OOOm 

の高原地帯である。小国盆地の東北部の

外縁を形成し、内側に岳湯、岐湯の温泉
がある。 5 月例会が雨で中止になったの

で、その穴埋めのつもりで一人で出かけ

た。もっとも、湧蓋山から一日山までの

県境線は、近年、各会員により頻繁に歩

かれているので、その記録を充てること

にする。今回の区間は、その殆どが牧場

（教草地、搬船か、植林地のため車で廻るこ

とになった。先ず小国町西里地区の岳湯

から、路面の悪い林道を誘蓋山西登山口

( 1. 100m）まで行く。ウィークディだが、

登山者の車が 3 台駐車していた。つい先

日、毎年恒例の小国山岳会の『山開き』

があり、 300人・ほどの参加者があったそう
だ。そのためか登山道もよく整備されて

いる。湧蓋山の山頂は大分県に属するが

登山の最短コースとして人気がある。

林道の途中から分岐する牧道に入り、県

境線沿いに北西へ進む。道幅が狭く轍の

跡が深い難路。 2 km ほど進んだところで

ヤブが被り、これ以上行けないと断念。 . 
岳湯集落の北側辺りのようだが、前方大

きくうねる草原の谷間に湧蓋牧場の牧舎

が小さく見える。岳湯へ直接下る林道が

あったので車を乗り入れたが逆落としの

急坂、物凄い悪路で後悔したが間に合わ

ない。車台を擦りながら、やっとのこと

で岳湯に下り着いた。昼過ぎの岳湯集落

は人影もなく森閑としている。新築の温

泉センターも『定休日』の札を掛けてい

る。小谷沿いの水団地帯を西へ行く。農

家が点在する典型的な山村風景の中尾集

落を過ぎ、新道を快適に走って麻生釣に

着いた。荒野の一軒家という形で蕎麦屋

が建っている。昼時を過ぎて空腹を感じ

ていたので立ち寄って『おろし蕎麦』を．

食う。思ったより旨い蕎麦に満足。帰路『

は再び岳湯に引き返し（語教蜘ト附閉まり入れな
いので.. 
ることにした。これは小国町西里地区か

ら南小国町田の原地区まで、標高1. OOOm 

近い高原を縦貫する道路。途中何ヵ所か

展望所が設けられ農道というより観光道

路である。この展望所から見た湧蓋山は

近すぎて圧倒されるようなボリューム。

心国富士と呼ばれる秀麗な山容は、距離

をおいて眺めたがよい。 （本目’記）



『県墳の山』

平成 1 0 年 6 月 1 2 日

踏査区間（25）小国町醒／大分県九重町桝・雌

湧蓋山 且（ Il)1499.5m

みそこぶし山且（・）1296m

一目山 且（ Il)1287. 4・

（踏査）本田 1 名

私がはじめてこの区聞を歩いたのは、

昭和 3 1 年(1956年） 6 月だから 44年も

．前のことである。この年、第 11 回県民
体育際が小国町で開催されることになり

県岳連が主管する山岳競技は、小国富士

の愛称を持つ湧蓋山を中心にコースを引

くことになった。それで当時、県岳連の

常任理事であった私がコースの下見を依

頼された。初めて湧蓋山の山頂に立った

私は、 3 6 0 度遮るもののない大展望に

感歎した。南面の急坂を一気に下り、湧

蓋越（当時Ii夫婦越と元つて＼Iた.. 
を南下した。高原の南端にある三角錐の

小丘、一日山に駈け上がって振り返ると

眼前に湧蓋山の大きな山体が迫る。

あとは地図で道を按じながら、黒川温泉

に下った。後日、この県体登山コースを
主催者の小国町長、河樟寅雄氏に説明し

．たが、 『黒川は南小国町だもんな 県体
は小国町でやるとだけん、他所の町に下

るとは困る』と云われた。やむを得ず、

コースを変えて小国町の万城寺を経由し

て宮原まで歩くことにした。その結果、

標高差750mを上下する 23. 5kmの、これま

で最長の難コースとなり、その年の 9 月

3 0 日の本番では落後者が続出すること

になった。因に第 1 1 回県体登山は、県

岳連理事長の池崎浩ーさんが競技委員長

となり、過去最高の 1 0 8 名が参加して
盛会だった。また県岳連会長の北田正三

先生も参加されて元気に歩かれた。

前置きが長くなったが、次に今回の記

録（コースタイム）を記す。

八丁原 11 :05 県道 1 0 号線に駐車して

牧道のゲートを越え一目山の北東面を登

る。 11:35 一目山北側の斜面を下る。

11:45 牧道（水場）西へ県境線の土塁に

沿って牧道を行く。 12:25 地籍図根三角
点。草原の小道を歩く。コマツ、ツゲ、

アシビ、ツツジあり。 12:25-12:45 1259 

・標高点で、小国盆地を見下ろしながら

昼食。 13:00 みそこぶし山（ミロシの引を侵せた

ような雌）。広い草原の一本道を歩く. 13: 25 

湧蓋越（ 1232m）に着く。撞木林を抜け広

い斜面の急坂を登る。 13:50 女岳 1325皿

比高差170m余を 1 5 分で直登し、湧蓋山

頂に着いた。小国町側、九重町側に夫々

石嗣あり。南北に長い山頂からは遮るも

ののない広間な展望。

往路＝ 3 時間復路＝ 2 時間 2 0 分

『県墳の山』 6 月例会

平成 1 1 年 6 月 2 0 日（日）

踏査区間（26)(27 ）南小国町・削村／大分県九重町・久住町

一日山 fl( Il) 1287. 4m fl( ・） 1240m

瀬の本高原 品（・） 956m 

あざみ台展望所以IV)l036m

久住高原 Ll(JI) 873. 9m 

中山鹿 直（ ll!) 671. 8m 

（踏査）本田田上池崎藤本丸尾

加藤（功一） 橋口 7 名

（産山村） ..情報階部産山村（うぷやまむら）山

県北東部、大分県墳の村。村名は中世以

来の地名で、阿蘇大神の降誕伝承による

という。阿蘇外輪山と久住山の裾あいに

位置し、高原の草地では肉牛の飼育が盛

ん。西端、南小国町との墳を九州横断道
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路が通る。沿道一帯は阿蘇くじゅう国立

公園区域。池山水源は日本名水百選の一
つ。面積60. 7Irnf、人口 1. 885人。

農業（肉ヰ、プロイラー） （日本地獄醐1996）より

（久住町） ＂＇大分県直入畝側（（ ω うまち）”・

県西北部、九重山南麓の久住高原に広が

る町。町名は中世以来の村名だが、久住

山や豪族久住氏と関連づける説がある。

1921年（旭川年）町制施行。 54年（昭和29年）

白丹村、 55年都野村と合併、久住都町と

なり、 57年再び久住町に改称。中心の久

住地区は肥後街道の宿場町として発達し

熊本藩に所属した。主産業は農牧業で、

牧野改良が進み、近代化された牧場での

採草風景がみられる。準高冷地を利用し

た野菜の栽培も盛ん。九重山の南の登山

口にあたり、法華院温泉、赤川温泉、七

里回温泉などもあり、訪れる観光客、登

山者が多い。面積142. 9 Irnf、人口 4.850

人。農業（末、トマト、ピーマン）、 畜産。

（日本齢大商1996）よ’

午前 9時、大分県九重町の八丁原スキ

ー場入り口に集合する。シーズンオフの

スキー場には人影もない。牧場道の柵を

くぐって一目山の北東斜面を登る。山頂

は自の前だが、比高差130m余を一気に登

るので、熟年組？には息が切れるコース

だ。岩を積み上げたような頂上からは四

囲の展望が素晴らしい。ここは熊本県小

国町と南小国町、大分県九重町の 3 町の

墳になっている。小憩の後、県境線の土

塁沿いに青草を分けて南側のピークまで

行く。ススキの根元に九重町の(1240m)

図根点が埋設されていた。南側はヒノキ

林となって粛の本方面に下っている。県

境線歩きは此処までにして、八丁原に下
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る。猟師岳南麓の車道（県道12号館）は県境線

になっているので、車を連ねて瀬の本へ

下る。瀬の本からは、ほぼ県界沿いに久

住高原を東西に横断する国道 442号線を

走る。瀬の本から約 5 kmで、県境線は稲
葉川の谷に沿って南下する。その 1 km ほ

ど手前の丘の上に『スカイパークあざみ

台展望所』がある。地図上では、ここに

三角点(1035. 8m）が記載されているので

寄り道することにした。僅かに登っただ

けなのに広閥な展望に驚く。祖母山から

阿蘇、九州脊梁の山々の山岳景観が素晴‘
らしい。スカイパークの建物の前に円形

の石垣が積まれた上に、小振りなW等三

角点が鎮座していた。

稲葉川に沿う県境線は道がないので、

久住町側の車道を南下する。県界ではな

いが、広い草原の中で三角点を探す。

国道分岐から 2kllほど下ると、草原の中
に『くじゅう高原地ビール村』がある。

書き入れ時の日曜日だが、それほど人出

はないようだ。ここに車を置き、 25.000

分の 1 図を片手に草原を歩き廻り、やっ

と牧草地の中に、 873.9mの三等三角点を

見付けた。真新しい左書きの標石だ。

昔は50.000/1図で山に登ったが、今は25

• 0.00/1図が基本図である。縮尺が大きい．
ので細部を見るには便利だが、車で走るー

と東西 9 km余、南北 1 1 km余なので、す

ぐにはみ出してしまう。地ビール村の広

い芝生で昼食とする。浸食が進む草原の

下部で稲葉川を渡り、県界を越えて産山

村に入る。笹鶴から尾根を越えて産山川

に下り、温泉センターがある御湯船に出

る。産山村の役場がある山鹿から玉来川
沿いに東の県界に向かう。家壁の集落を

経て約 2 km ほどで県界にかかる橋の挟に

出る。木陰に車を置き左岸の台地上にあ



637.6mの三角点を探す。スギ造林地を直
上しブッシュを漕いで 20mほどの岩壁を
這い登る。広い台地に出るものと考えて

いたが、雑木林の細い尾根だった。右へ

左へ三角点を探しながらヤプ尾根を街律

する。図根点がある小ピークに着いて下

を見ると、両側とも道路が通じている。

地図の見方を誤って、かなり西へ逸れた

ようだ。左手の道路に下ると、折よくタ

ケ林の手入れに来ていた農家のご夫蝿に

．出会った。 『三角点なら、この先の中山
鹿の上にもある』とのこと。そしてご組

切にも駐車場まで送って下さった。県界

からは約 1. 5km ほど離れているが、地況

確認のため、教えてもらった三角点にも

登ることにした。低山（里山）だが道が

ないのでスンナリとはいかない。見当を

つけて、ヤブ分けして這い登ると、何と

か 671. 8m （芳三角点）の山頂に着いた。締
まりの悪いフィナーレだが、今日はこれ

までと帰路に着いた。

『県境の山』 7月例会

平成 1 1 年 7 月 1 1 日（日）

踏査区間

(28) 産山村・草野村／大分県竹田市

. 豊後街道玉来川
(29) 草野村・融町／大分県華町

JR滝水駅前600m 荻岳（ Il)843.2m

(30) 高訓／大分県華町・竹田市

白水滝（教戸）Ii) 約550m 大谷川島60011

（踏査）本田藤本 2名

6 月例会で確認できなかった標高63811

の三角点を探すことから始めた。国道57

号線の波野村小池野（しょ うちの） 709m から左

折して、旧豊後街道沿いの県道 216号線

（帥～小間〉を原大利(Iiら柿り）を経て玉来川

にかかる大利橋に出る。橋際に『参勤交

代の道』の案内板がたてられている。

「参勤交代の道」

徳川幕府時代、大名統制の一環として

1 年毎に江戸と領国を交互に行き来させ

た。肥後細川藩では熊本城から大分の鶴

崎港まで120 数キロの道一筋（鍛蹴）を肥

後領として参勤交代を行ったという。

玉来川と大利川の合流点にかかる大利

橋を渡り、左手の山道を少し登ると参勤

交代の通行路を示す種板があり、 『山鹿

（墳の松）の石畳道路ー鵠3・ HBO園田』と

書かれていた。苔蒸した石畳道の中程に

も『豊後街道ー僻描64.5Km 舗l59.5K11－』

の標板があった。登り詰めた峠には産山

村が建てた『豊後街道碑』があり、そこ

が県界になっていた。左手の山道を行き

高冷地野菜畑（ダイコン、 キャベツ）が広がる台地

へ上がり、さらに左手の高みを目指して

生い茂った夏草を分けて三角点を探す。

一面の青草の中にユウスゲ、オオマツヨ

イクサ、ハンカイソウなどの黄色い花、

アソノコギリソウ、シライトソウ、ハナ

ウドなどの白い花や、ホタルブクロ、ク

サフ ジなど、多くの花を見ることができ

た。 しかし、肝心の三角点は天に登った

か、地に潜ったか、遂に見つからず山を

下ることになった。原大利を経て谷片俣

に下り、吐合川を渡って国道57号線の県

界に出る。県界を越えて竹田市菅生の甘

橡（あま（財）まで行き、右折して滝水川を

渡り西へ折り返して、折から高原キャベ

ツの収穫に忙しい原山を経て、波野村赤

仁田へ再び県界を越える。赤仁田集落か

ら南へ折れて県道41号線に出る。 JR豊肥

線のレールを 2度跨いで滝水駅に停車。
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駅舎は波野村商工会に衣替えしていた。

県界の手前で線路を踏切り、県境線沿い

に県道 162号線を南下する。神楽で有名

な中江地区に入り、山頂まで車で行ける

荻岳（843.2m）へ寄り道をする。山頂の展

望台から熊本、大分の県境ラインを写真

に撮りたいと考えたからである。しかし

降りみ降らずみの天気で、祖母や阿蘇、

九重の山々はおろか大波のうねるような

波野原は抑制ら）、山東原野の近最も模糊

として見えない。写真は諦めて下ること

にする。県界沿いの道も、波野村仁田水

から高森町当尾野686mに入る辺りから、

次々と山崎川、河原I 11、牧戸川の谷を越

えるため、大きく迂回を繰り返すことに

なる。黒岩680m、昧鳥、牧戸と小集落を

通りぬけ尾下地区の多々野790mで大谷川

に突き当たり、さらに大きく迂回する。

県道41号線（糊～小樹）で野尻地区を通過し

て、宮崎県高千穂町と境を接する県境の

中心地、高森町津留735mに到着した。

ここは、祖母登山の際に必ず立ち寄るが
いつ来てみても静かな高原の村である。

県道 8 号線（竹田－Iir福）で高群、永野を経て
北上し大分県界へ向かう。県墳といえば

大抵は峠や尾根を越えるものだが、ここ

は緒方川の支流、瀬ノ口川の谷を下った

ところにある。県界を通過して竹田市九

重野の新道を走り、新百木トンネルをぬ

けて大野川峡谷の陽目（ひなため）キャンプ場

に行く。ここから約600mの遊歩道を歩く

と県界の『白水の滝』に行けるからであ

る。今回のフィナーレは、落差 3 8~の

岩壁に勇壮な水煙を揚げる白水ノ滝。

生憎の小雨で雨具を着けて歩いたが、

来てよかったと恩わせる景観だった。茶

屋や駐車場の施設も整っており、雨中だ

が大勢の観光客で賑っていた。 （本田・記）
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（波野村）・鳴本賄側草野村山

県北東部、阿蘇外輪山東部の村。村名は

中世以来の地名によるが、阿蘇火砕流堆

積物を刻む浅い浸食谷と丘陵が波打つよ

うに連なる地形にちなむ。 1889年（明治22)
村制施行。主産業は農業で、 600-800mの

高原に位置し高冷地野菜の栽培が盛ん。

肥後赤牛の飼育も行われる。荻神社に奉

納される中江岩戸神楽は、無形民族文化

財。日本の南限とされるスズラン自生地

があり、春にはワラビ狩りでにぎわう。

南西部の根子岳斜面は阿蘇くじゅう国立 4
公園区域。面積71. 4Jod 人口 1. 823 人

（日草地名大百科1996 ）より

（高森町）・・橋本賄側鵡町山

県北東部、大分、宮崎両県に接する町。

町名は中世以来の郷村名による。 1955年

（昭和30）高森町(1889町制）と草部、色見 2 村

が合併して成立。 57年野尻村を編入。町

域は、阿蘇南郷谷と外輪山東部にまたが

る。中心の高森は南郷谷の東端に位置し

中世高森氏の居城に起源をもち、南郷谷

と外輪山東部の村々を結ぶ在町として発

達。畑中心の農業が営まれ、畜産、高冷

地野菜の栽培が盛ん。北西部、根子岳を

望む景勝地に南阿蘇国民休暇村、鍋の平 4

キャンプ場などがある。阿蘇くじゅう国

立公園区域。 8 月の風鎮祭には町中がに

ぎわう。面積174.9 lai 人口7. 703 人

農業（キャベ7、ダイコン、ハけイ）畜産（肉付

（日本地名大百科1996）より



『県墳の山』 9月例会

平成 1 1 年 9 月 9 日

踏査区間（31）鵡町／大分県骨肺

越敷岳（ムレ山） 且 1043.2・

（踏査）本田 1 名

9 月例会の前に、現地の道路状況を見

るため 1 人で出かけた。しかし 9月 12 日

の例会が雨天で中止になったので、これ

をもって 9 月例会実施としたい。

．神高森町津留地区の山付から恥入り、
原（こうら）の手前から左折して狭い林道

を行く。正面に大きく大甑岩の岩峰が現

れる。林道は 1. 5 kmほどで前面を鉄扉で

塞がれる。車を置いてゲートを越え丈の
高いススキ原の道を行く。この地図上の

越敷岳には、昭和59年の秋に 1 度登って

いるのだが、尾根の取り付き点の記憶が

薄れて思い出せない。荒れた放牧地の斜

面の上に東から西へ、大甑岩（蹴品1069m)

1024m岩峰、そして地図上の越敷岳（ム凶

1043m）と連なっている。草原の真ん中を

広く切り開き、一部をネットで囲んで畑

地になっているところから左手のヒノキ

林を登る。ヒノキ林をぬけると草尾根の
ヤプにつき当たる。ヤブを分けて尾根上

．こ出ると踏跡があり、それを登る。幾つ
かの露岩を乗り越え、さらに二つの小岩

峰を越えると平坦な鞍部に着いた。この

先にお目当ての三角点があった。ぐるり

と自然林に固まれて展望はないが、西側

の防火帯の切り分けから阿蘇方面を眺め

ることができた。 『ムレ山 1043. 2m』と

書いた表示板が立てられている。地図上

の越敷岳の山名は、このピークにつけら

れているが、本当の越敷岳は古い 5 万分

の 1 図では、大甑岩Cl069m）になってい

た。ここは岩峰が乱立しているので地元

ではムレ山（群れ山）と呼んでいた。

下りは尾根の取り付き点で踏跡が消え

ヒノキ林の中を迂回する 0 ・

『県墳の山』

昭和 4 0 年 5 月 2 日

踏査区間（31 ）融町／大分県竹田市

越敷岳Cl069m）千間平Cl447m)

（踏査）本田島2名 3 名

9月例会が季節はずれの豪雨のため中

止になった。雨天順延で計画を先延ばし

にすると、後の予定が立たなくなるので

この区間は古い記録で穴埋めすることに

したい。何しろ 35 年も前のことだが、

現在は殆ど歩かれないコースであろう。

マイカーを持たない頃なので、熊本か

ら竹固まで汽車で行き、パスに乗り次い

で九重野の田原で下車し、特大のキスリ

ング（ザ？のを担いで歩き出した。尾村の

緩木神社を経て山道に入ると、登路沿い

に枕石、カノエ滝、鎮岩などの奇勝が続

く。いま地図に越敷岳(1043m）とあるの

は、地元ではムレ山と呼んでいる山。こ

の時、携行した地図には大こしき岩に越

敷岳(1069m）と記載してあった。

（越敷岳）山頂はSOM;ほどの岩峰で、そ

の形から甑岳（こしき制）またはイボ山とも

呼ばれている。岩峰の頂上は二つに分か

れ、東を大こしき（餓岩）西を小こしき Cf

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

森町樟留の神原からのものがある。
同量本日キ新聞社刊・熊本の山村山

これから 5 キロ余の県境尾根の登りはき

っかった。テントを担いで重荷のうえに
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途中から激しい風雨となり、千間平の東

端に着いた時には体は冷え切り、かなり
アゴをだしていた。祖母山は諦め、高千

穂町岳の『ーの鳥居』に下り、テントを

張る。とにかく、弛みのない長い登りで

あった。 6年後の1971年11月、熊本支部

の例会で、竹田市在住の首藤先生に案内

されて大勢が賑やかに越敷岳に登った。

（本田・記）

『県墳の山』

平成 4年 5 月 3 0 日

踏査区間（31) 鵡聞／幼駒田市

尾村～緩木山(1)1046m～とが山1060m

～県境尾根1136m ～越敷岳106911 ～

尾村

（踏査）本田藤本 2 名

竹田市九重野の尾村集落の東に、スギ

の巨木に固まれた緩木神社がある。

その境内で慌ただしく昼食を済ませ、緩

木山を目指して出発する。 500 なほどで

新設の広域農道を横切り、 100 :jj;で越敷

岳と経木山の登山道分岐。林道を直進し

約 1 九で、緩木山元宮登山口の標識があ

り車を置く。 13: 10 スギの倒木を跨ぎな

がら谷沿いの道を霊る。 13:20 巨岩の下

から右手の尾根に霊る。 13:45 石塔分岐

ヒノキ林の尾根道をしばらく行くと正

面に越敷岳の岩峰が大きく見える。最後
に、 岩と濯木の痩せ尾根を登り詰めると

14: 10 緩木山、 三等三角点の山頂に着

いた。 深いガスと夏葉が茂る自然林のた

め展望は全くない。 14:30 山頂を後にし
て越敷岳まで縦走を開始する。しばらく

岩と濯木の痩せ尾根を伝う。西側は伐採

されてスギが植えつけられている。

14:55 小さな突起を幾っか越えて高城
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山とおぼしいピークに着いた。昔、砦が

築かれていたとは到底考えられない地形

である。木の枝に『トガ山』 と書いた板

切れがぶら下がっていた。 小ザサの急斜

面を登り詰めると、明るい草尾根の上に

出た。祖母主峰に続く県境尾根である。

これから幾つかの小ピークを越えて、

切り分け道を随分歩いた。 16:00 甑岩 9

合目分岐。ザックを置いて空身で左廻り

の『山蛾岩』 ルートから山頂に登る。

1 5 分で山頂。山頂部の岩峰は二つに畠

分かれ、南側の小さな方は 『小こしき』司

または『肥後岩』と呼ばれ、北側の大き
な方を『大こしき』または 『豊後岩』と

いうそうだが、何れにも石両が鎮座して

いる。曇って展望がないが、雨まで降り

だしたので大急ぎで下ることにする。

霧雨に煙る岩壁帯には『峡岩』 『明神

の滝』 『仙人の枕石』などの奇勝がある

が、飛ぶように下った。 17:00 きっかり

に尾村の車止めに着 く 。

『県墳の山』 1 0 月例会

平成 1 1 年 1 0 月 3 日（日）

踏査区間（32）融町糊／宮崎鮪南町E矧

筒ヶ岳・ 1296m 大砲岩動1280m

t踏査）本田 1 名 . 
早朝、雨模様のため中止することにし

たが、昼近くなって晴れ間が出てきたの

で一人で行くことにした。今回の目的は

地図上の筒ヶ岳(1296皿儲点）の確認と、千
間平までの県境線のルー ト調査である。

地図上の筒ヶ岳は県境線上にある 1296m

標高点のことである。地元で『大砲岩j

と呼んでいる筒ヶ岳は県境線から約400m

南（宮崎県）側に入った、支尾根の端に立つ

顕著な岩峰のことである 。



高千穂町五ヵ所の本村と、県界の原山

の中間辺りから筒ヶ岳林道に入る。林道
の路面が次第に悪くなるので、約 1. 5キロ

地点（前850m）に車を置いて歩く。屈曲の

多い林道は、先日の台風で両側から木の

枝が倒れこんでいたり、道肩がガケ崩れ

で崩れていたりして歩き難い。豹2 九、

高度を250mほど上げたところで林道終点

となる。ゆっくり歩いたので、ここまで

4 5 分もかかった。ヒノキ林の細い山道

．を登る。東側前方の木の間越しに大砲岩
の削壁が隠見する。小ザサの急斜面にか

かったところで、突然、大きな陰り声を

聞いた。ササを切り裂くように駆け抜け

たものがいる。何と猪との遭遇である。

それも 1 頭ではない、 2 、 3 頭はいるら

しい。夫々の位置から、鼻息荒く威嚇す

る。ストックを構えてみたが衆寡敵せず

退散することにする。ササの根を掴んで

這い上がり、尾根道に出たところでへタ

リこんでしまった。猪の気配も消えたの

で、北へ約200皿の地図上の筒ヶ岳まで行

く。濯木に固まれた標高点から、干聞平

への尾根に切り分け道が延びているのを

確認して引き返す。大砲岩の登りは金属

製の梯子が架けられている。強い秋風に

．煽られながら恐る恐る登る。
15:40 三方向がすっぽりと切れ落ちた

狭い岩峰の上に立つ。先ず、 3 6 0 度ぐ

るりと見渡して展望を楽しむ。

遠景は煙ったようで定かではないが、

間近な県境稜線の写真を何枚か撮る。

1 0 分足らずの滞頂で慎重にハシゴを

下る。また、猪とのご対面は遠慮して南

西尾根の旧道を下ることにした。人が通

らなくなったせいか、ヤブが被り倒木が

多く難儀する。何度か枝尾根に迷い込ん

だりしながら、 17 : 00 やっと林道中間点

の駐車地に帰り着いた。

（高千穂町） ・・・宮崎県西日柿・・・

県北西端の町。町名は古代以来の郷荘名

（智舗郷、高知尾荘など）にちなむ。

1956年（昭和36）高千穂町(1920町制）と田原、

岩戸 2村が合併して成立。 69年上野村を

編入。天孫降臨神話の地で、記紀の高天
原、天岩戸などの地名がある。江戸時代

は延岡藩領。古生層の九州山地に囲まれ

た盆地で、内部に阿輩格結凝灰岩が広い

台地を形成、東施する五ヶ頑川水系の浸

食により、深〈刻まれた高千穂峡などの

峡谷がみられる。冬は著しく寒冷で宮崎

県ではもっとも雨が少ない地場である。

主産業は農業と畜産業。高千穂峡や天孫

降臨の伝承地を訪れる観光客が多く、観

光業の比重も大きい。中心地区の三田井

は西臼杵郡の経済、観光の拠点である。

高千穂の夜神楽は重要無形民族文化財。

面積237. 2 kni 人口 16, 780人

志.骨

/ 
書L 今袋町
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『県墳の山』 8月例会

平成 1 1 年 8 月 2 2 日（日）
踏査区間（34)(35）鵡町・重刷／宮崎最高千種町・五場町

五ヶ瀬川（蘇陽峡） 烏岳（1)672m

桝形山（Il)982m 鏡山 (1)917m

（踏査）本田池崎藤本田上丸尾

5 名

県墳の山といっても、この区間は殆ど

五ヶ瀬川水系なので、鏡山を除いては山

といえるものはない。国道 3 2 5 号線は

高森町永野原と宮崎県河内を『寧静橋』

と命名されたループ橋で結んでいる。

県界を越えて、河内から宮崎県側の県道

8 号線に入り、所尾野、川下、タ塩、川

添の小集落を経て、県界の吐瀬（とりへ下

る。ここは川走川が五ヶ瀬川本流に吐き

合うところで、右岸の橋際に旭化成の発

電所がある。県界橋を渡り県道 1 4 1 号

線（河内‘矢部）の道脇に車を止める。県境線

となる川走川の上流部を眺めようと、送

水管の巡視道を登ったが、濯木に遮られ

て渓谷を覗くことはできなかった。

五ヶ頑川本流の県境線も約 3 九上流の

仲山ダムまで渓谷沿いには行けないので

県道 8号線へ引き返す。なお地図にある

仲山ダムは、蘇陽町倒では『花上ダム』

五ヶ瀬町側では『桑野内ダム』と呼んで

いる。その桑野内集落のある台地まで行
く。夏休みで森閑とした桑野内小学校の

体育館横に車を止め、先ず、烏岳（672圃）

に登る。約 1 九の登山道は、ゆっくり歩

いても登り 2 0 分、下り 1 5 分で往復で

きる。 3 等三角点が設置された山頂には
宮地岳社、尺間宮など三柱大神の石嗣が
並び、休憩用のベンチも置かれていて気

持ちのよい場所である。眼下に五ヶ瀬川

と川走川の深い渓谷があり、阿蘇、祖母
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大崩、矢部の山々をぐるりと見渡せる。

ところで、本来は県境線を克明に歩く

筈だったが、体力が低下した高齢者集団

としては、些か荷が勝ちすぎる計画であ

ると気づいた。ポイントになる山や峠は

全部歩くにしても、道の無いところは成

る可く県境線に近い道路を行く事にした

い。という訳で、今回は五ヶ瀬川両岸に

もっとも近い道路を行くことにした。

1/25.000図『馬見原』で見ると五ヶ瀬川

は南西から北東に向けて流下している。 -

その半分は、 『蘇陽峡』と名付けられた．

阿蘇溶結凝灰岩層を浸食した深い峡谷で

ある。そり南岸は五ヶ瀬町桑野内地区で

平均高度600mの台地上には、 1 6 の小集

落が連なっている。桑野内小学校がある

土生（っちIiえ）から県道 8 号線を西へ行く。

輿地で左折して標高750mの上赤集落から

桝形山登山道に入る。よく手入れされた

スギ林の山腹を上がると 9 合目の広場に

出る 。 数台は駐車できるスペースと休憩

所（i.C）がある。東西に長い山頂部には

NH  K と九電の中継所があり、 2 等三角

点が置かれた辺りには展望案内板やベン

チなどもあり園地化している。ここから

の展望は遮るものがなく広閥。五ヶ瀬川

の深い渓谷を隔てて阿蘇外輪山の広置が a
ある。心地好い涼風が吹き渡り、展望をー

貧りながら昼食をとる。風に乗って流れ

てくる正午のミュージックサイレンを聞

きながら山頂を後にする。下りは上赤集

落から属場への道をとる。

途中、スギの巨木に固まれた古戸野神

社に立ち寄り、蛇紋岩の水盤に溢れる冷

たい清水を頂く。境内の一隅に童画にあ

るような巨石の彫刻が置かれている。皆

，で「何だ、こりゃ…」と撫でまわしてい

ると傍らの家から一人の男が出てきた。



この巨像の製作者、奥村洋一氏である。

長崎県生まれで、家族は宮崎市に住んで

いる 4 5 才の石の彫刻家。 『夕日の里』

と呼ばれる此処からの展望が好きで、

「一人で、石と語らいながら過ごしてい

る」と云う。こんな人生もあるのか…と

思う。 「頑張って下さい」とは云わず、
「ゆっくりやって下さいJ と云って別れ

た。

五ヶ溜町の中心地、三ヶ所に下り国道

邑2 1 8 号線に出る。ここから同じ町内の

’鞍岡地区へ行くには、県界を越えて熊本
県蘇陽町の馬見原経由、国道 5 2 6 号線

という変わった道順をとることになる。

他県を通らないで行きたいと、当時の

町長が東回りの山越え道を作ったが、余

りの険しさと迂回路のため地元民も殆ど

利用しない、と聞いたことがある。

県界の望蘇橋を渡り、馬見原から鏡山

登山道に入る。ここも先程の桝形山と同

一 様、山頂にテレビや無線中継所が建設さ
れたため、歩かずに登れる山である。

東西に長い山頂部の『西南戦争慰霊碑』

の前に車を止め、東寄りにある建設省の

アンテナまで歩く。石段を上がりアンテ

ナのフェンスに沿って廻り込むと、濯木

．を伐採した跡に測量用のポールと三等三

角点標石があった。東から南へかけての

展望がよい。この辺りが九州本島の中心

点になるらしい。蘇陽町でも五ヶ瀬町で

も、 「うちが九州のへソだ」と主張し合

っているそうだ。

五ヶ瀬町の岩神経由で国道 2 1 8 号線

に下り、再び県界を越えて、蘇陽町長崎

地区北端の展望所まで行く。平均高度が

600m近い長崎台地は、船の舶先のように

北へ突き出し五ヶ瀬川と三ヶ所川を分け

ている。展望台に立っと、眼下に U字形

に深く挟れた峡谷と、細長いダム湖を見

ることができた。紅葉季の秋はよいだろ

うと恩わせる眺めであるィ帰路は『舟の

口養魚場j まで下り、岩壁から逝り出る

冷たい水を腹一杯呑んだ。

こんなにうまい水が音たてていた（噸火）

（蘇陽町）ー齢期制山

県北東部、阿蘇外輪山南東部の町。町名

は阿葺山の南に位置することにちなむ。

1956年（蜘31)馬見原町、柏村、菅尾村が

合併して成立。南端の宮崎県墳にかつて
在町として栄えた馬見原の市街地があり

旧日向街道沿いに古い町並みが残る。

五ヶ瀬川渓谷の蘇陽峡は、阿蘇椿結凝

灰岩を刻む絶壁が約 6 蜘にわたって続く

景勝地で、遊歩道、展望台などが整備さ

れている。面積118. 9 kid、人口4. 850 人

農業（肉併、タバコ、事） （跡地名大開1996 ）より

（五ヶ瀬町） ・・・宮崎県西日開・

県西北部の町。町名は五ヶ瀬川の水源地

であることに由来する。

1956年（昭和31)三ヶ所、鞍岡両村が合併し

て町制施行。町域の多くは、古生層の九

州山地よりなり北部の五ヶ瀬川とその支

流に沿い阿蘇椿結岩台地が分布する。

冬は著しく低温となり、宮崎県えびの市

と並んで多雪である。江戸時代は延岡藩

領。農林業が主産業でそぼなどを原料と
する焼酎醸造も行われる。

向坂山Cl684m）には日本最南端の五ヶ瀬

ハイランドスキー場がある。五ヶ瀬の荒

踊りは重要無形民族文化財。

面積171. 8 knf 人口 5.265人

（日本地名大百科1996 ）より
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『県墳の山』 11月例会

平成 1 1年 11 月 3 日（日）
踏査区間（33）同調掛町／宮脚鼎踊干嗣

国見岳 ~Il 1087. 7m 下切越 730m

丸山 840m 

（踏査）本田西津石井鶴田丸尾

田上（断、殺子、骨）藤本菅 1 0名

先ず高千穂町の三秀台で開催された第 1 5 

回宮崎ウエストン祭に参加する。これには、

1 5 回という節目の祭典となることから日本

山岳会の大塚会長も出席された。熊本支部は

今回の『県墳の山』が、三秀台の近くにある

ので 1 1 月例会を兼ねて 11 名が参加した。

10:20 式典終了後、崩野峠（854m）の旧道トン

ネル北口から国見岳の東尾根に取り付く。

尾根の北側はスギ、ヒノキ林。中間部で国見

集落からの林道が尾根道を横切る。 11:55 テ

レビ中継アンテナ。ここまでは、ササヤブの

切り分け道だが上部はササが被り倒木が多く

て登り難い。 11 : 35 予定時間より早く国見岳

の狭い山頂に着いた。南側の謹木が切り払わ

れ先ず先ずの展望。霧氷で白く輝く祖母山か

ら障子、古祖母の主稜線がずらりと見える。

親父、黒岳から黒原越を経て赤川浦岳まで山

並みが連なる。三角点榎石を囲み昼食の包み

を聞く。めいめい持ち寄った菓子や果物を分

けあい、ウイスキーを廻し呑みして、久しぶ

りに大勢の会員が揃った山頂の憩いを楽しん

だ。南へ続く国見山系の県境横線は、下切越

まで幾つかの岩峰をもたげ、高森町の永野原

で下切Jll(500m）に落ち込んで、いるo. かなり、

アップダウンの激しい地形だが、踏跡程度の

切り分けはあるようだ。稜線を挟んで宮崎県

側はスギ、ヒノキが植林されている。

国見岳の山名は、北東の山麓にある国見集落

(800m）に由来すると恩われるが、本来の国見

岳は地元で『くんみん坊主』と呼ばれる岩峰

0070m）のことらしい。昔は地元の小学校の

遠足で登られていたそうだが、今は登路もな

いようだ。 12:30 県境線の縦走は取りやめて

往路を下る。河内側のトンネル口に下り、車

で上河内の奥鶴集落まで行く。起伏の多い岩
峰コースを割愛して、逆に南側から下切山へ

登ろうと考えたからである。 14 : 10 奥鶴の最

奥の民家の上（630皿）に車を置く。既に村人の

通行が絶えたのか、草が茂り荒れ果てた山道

を登る。 20分ほと、で、峠に着く。峠の南側に

ぽっかりと深い穴が口を空けている。何の穴

だか分からないが、この辺りに多い鉱物試掘．
の人為的な穴ではなく自然のものらしい。

峠から東側（県境尾根を登る。濯木林の急坂

を登り詰めると主稜線は直角に北へ曲がる。

右手のピークに上がってみたが、さっき奥鶴

で聞いた丸山（840m）らしい。タイムリミット

の 3時になったので北側の鞍部越しに、国見

岳に続く県境稜線を眺めて引き返す。下りは

峠までー20分、奥鶴まで 1 5分で着いた。

河内で、岩戸へ廻る石井さんと別れ帰路につ

く。下切山は、また日を改めて下切（藤町）か

ら登ることにしたい。 （本目・記）

『県墳の山』

平成11年 1 1 月 9 日（水）

踏査区間（36)(37）絹崎・請鮒／輔駈守町 企

鏡山（916. 811）ー岩尾野（550•）ー踊265号t ’ 
五ヶ嵐μ卜属見原（520・）-1前崎鮒／舗駈ヶ制

2県3町村の境ムm 1198. 2m 

（踏査）本田 1名

鏡山は、馬見原の東に扉風を立てたように連

なる山。九州のほぼ中央に位置し熊本県と宮

崎県を分ける県境線が南北に通じている。鏡

山山頂から県境線は、約500m南下して直角に

酉へ折れ、谷沿いに約2キロ下って岩尾野の集

落に出る。国道265号線を横断して五ヶ瀬
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川の流れに入り、約 1 キロ下流の馬見原市街地

の西端に至る。この区聞は車で地況を確認し

ただけで歩かなかった。

次の（37）区間で、県境線は五ヶ嵐Hli>、ら南

の台地に乗り、次第に高度を上げて南西に延

び 790m、 864m、 991m の標高点を経て葺陽町、

清和村、五ヶ酒町3 町村の墳となる 1198. 2・

ピークに達する。この区間は尾極筋を残して

スギ、ヒノキの造林地になっている。

ここは 1 2月例会で予定していたが、その

’前に道路状況（林道）の下見のつもりで行き
ついでに登ったものである。ついでと言った

が、地図にある林道は荒廃しており、地図に

ない新しい林道が上部に造成されていたので

歩行距離はかなり延びてしまった。

三角点のあるピークの南側、台地状の尾根

の東側の llOOmラインまで馬見原からの林道

が延びていた。五ヶ瀬町側は『宮崎県林業公

社』の分収林で、この時期は盛んに間伐材の

伐り出しが行われていた。馬見原から五ヶ顧

川に架かる『両国橋』を渡り、鞍岡地区の荻

原を経て、細い舗装道路を最奥のスクナ原

(600m）に出る。地名の通り谷間の狭い土地に

4 、 5軒の農家がへばりつくように点在して

いる。暗いスギ林のなかを行く末舗装の林道
はかなり荒れている。九電の送電線が通る辺

．りで、余りの路面の悪さに車を止めて歩くこ
とにした。ここから林道終点まで標高差350m

余、約3 九だが上部は馬見原からの新しい林

道と合流して道幅も広くなり、谷間の紅葉を

眺めながら歩く。林道終点からスギ間伐材が

尾根の急斜面を埋めつくす中を這い上がる。

尾根筋は猛烈なササヤプで、僅かな踏跡を探

しながら辿る。台地状の1200m ピークは濯木
に囲まれて展望がなく、現在位置の確認が困

難。木の間越し北側に地図上の1198m 三角点

らしいピークが見える。浅い鞍部を経てヤブ

を掻き分けて登ると、基部が大きく露出した

三角点標石があった。ここまで、車止めから
2時間余もかかった。展望は東側が聞けてい

る。晩秋の短い日を気にして、慌てて下山に

かかる。林道に下りっき少し歩いたところで

山仕事を終えて下る人たちと出会い、作業車

に乗せてもらった。三ヶ所から来ているそう

で、この辺りはシシよりシカが増えたと話し

ていた。やがて(10/15）猟の解禁日になり、

孤師が多く入山するので注意するようにとも

お聞きした。 （本田・記）

『県墳の山』 1 2月例会

平成11年 1 2 月 1 2 日（日）

踏査区間（37）融耐／宮眠b制

黒峰 Al 128311 ーの讃越

トンギリ山 ・ 1250m

（踏査）

rA班』本田藤本太田

田上（断、殺子、量一）

『 B班』永谷（3人）西津鶴田

丸尾 （奈須昇）

1150m 

加藤（争） 橋口

8名

中村（車二）

8名

熊本市から自家用車に分乗して午前9 時、

矢部町の通潤橋駐車場に集合。ここで五ヶ瀬

町一ノ瀬ルートの『A班』と清和村栗藤ルー

トの『B班』に別れて出発した。

『A班』 8名は、車3 台に分乗して蘇陽町馬

見原（髄218覗）を経由、宮崎県五ヶ瀬町鞍岡

（髄256覗）に入る。鞍岡（650m）の町並みの外

れから西へ折れ、約2九で最奥の一ノ瀬集落

C750m）に着いた。ここまでは狭いながらも舗

装道路だが、ここから県境線へ上がる林道は

屈曲の多い未舗装の難路となる。安全運転で

慎重に車を走らせていたが、途中にマイクロ

パスが駐車していて吃驚した。佐賀県の唐津

から来たグループで、このあと我々と前後し

て黒峰に登る乙とになった。ところが lOOOm

ライン付近で舗装された新道とクロスする。
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これは地図にない新道で、馬見原から県境線

沿いに南の小川方面へ延びるものらしい。

10:30 この新道に車を置き今は廃道になって

いる林道を歩く。約15分で右手のスギ林に入

り急斜面をジグザグに登る。約20分で県境線

の鞍部に着き、先行した田上さんらと合流す．

る。北へススキの急斜面を一気に登る。宮崎

県側は強風で媛性化したスギ、ヒノキの植林

地。 11:25 高いススキが密生した黒峰山頂に

着いた。 1 0人ほどの唐津グループも到着し

ていて、いつもは登山者が少ない黒峰も今日

は満員札止めの盛況である。展望は東側を除

いて広闘。矢部盆地の北側に阿蘇南外輪山が

長いスカイラインを号｜いている。西側は深く

切れ込んだ緑川源流の谷を隔てて、九州脊梁

山地北端の山々が連なっている。先ず腹帯え

と昼食の包みを開く。 12:05 西尾根のススキ

を分けて最年長の永谷さんを先頭にB班の人

たちが登って来た。独力で栗藤ルートの改修

をしている地元の奈須昇（なすのぼ~）さんも、ガ

イド役で同行された。全員が揃ったところで
三角点標石を囲んで記念撮影をする。

12:50 奈須さんの案内で、南へ県境尾根の縦

走を開始する。約10分で最低鞍部の『一ノ瀬

越し』に降り立つ。小峰（栗藤）から一ノ溜

へ越す古い峠だが、既に廃道になっているの

を奈須さんが改修中という。 『西郷隆盛・休

息の地』と警かれた立札があるが、明治10年

の西南戦役で、敗走中の西郷さんが山簡に乗

ってこの峠を越えたと伝えられる。峠の前面

に聾立する尖峰を、地元では『トンギリ山』

と呼んでいるそうだ。岩壁の右側をへつって

登路がつけられている。南へ廻りこんで県境
尾根に乗り、折り返して 13:30 尖峰の狭い

山頂に立つ。黒峰より 30数立低いが360度

遮るもののない素晴らしい展望台である。

緑川源流域を囲む小川岳、向坂山、三方山な

ど県境の山々をぐるりと見渡せる。宮崎県側

は五ヶ瀬川右岸の祇園山、揺岳をはじめ七ッ

山山地の山々がずらりと並ぶ素晴らしい山岳

景観。 13 : 55 見飽きない眺めに名残りを惜し

みながら山頂を後にする。 15分で一の瀬越し

の鞍部に着き、 A、 B班は夫々左右に分かれ
て峠を下る。峠道は両側とも荒れてヤプ分け

を強いられた。

－ 県境の山歩きも九州脊栗山地の北端に取りつ

いたが、これから愈々核心部に入る。次回の

小川岳は従来道の無い山だったが、 『山想』

の永谷さんや、地元の奈須さんなどの努力に

より、ルートの開拓がなされた。 . 
（清和村）…熊本県上益城郡…

県中央部、緑川上流の山村。村名は「政清

人和」の語からとる。 1956年（蜘31)朝日村、

小峰村が合併して成立。北部は阿蘇外輪山の

南斜面、南部は九州山地の山岳地帯からなり

宮崎県と接す。大平には清和文楽人形芝居が

伝わり．、清和文楽館がある。井無田高原、緑

仙峡など、景勝地が多い。

面積129.5 kid 人口3.489人

農業（栗、肉用牛、トマト、ピーマン）
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県墳の山（38)

平成 1 2 年 1 月 30 日（日）

小川岳 6.n 1542. lm 
（踏査実施者）

本田西津菅加藤橋口永谷（金融3名）

（河田） 計10名

（踏査記録）

昨夜半からの雨がやまず、例会は中止する

ことにして参加者全員に連絡をとったが、今
回のコースリーダーの永谷さんは連絡がとれ
ない。やむを得ず集合場所の矢部町の通潤橋

aiで行くことにした。通酒肴に着くと永谷さ
’；んの『山想グループ』 4名のほか、西揮さん
菅さん、加藤さん、橋口さん、会員外の河田

さんなど 5名も来ていた。天気予報では昼過

ぎには雨は止むということなので、出発する
ことにした。結果として小川岳に登ったので

中止連絡を受けて不参の人には済まないこと

をした。 10:30 永谷さんと共に、この県境線

の縦走路開拓に当たった地元、栗藤の奈須さ

んの見送りを受け、舞岳林道の登山口を出発

する。標高 800~、気温は 6℃だが暫く歩く

と汗になる。上部の棚田 900~.ii:で林道は切れ
て山道に入る。小谷の右岸を登り詰め台地に

出る手前に、永谷グループが聞いた水場『山

想の泉』がある。ここまで 1 時聞かかった。

上部の台地には永谷さんがテント場と呼ぶ広

a場があり、黒峰への道を分岐する。これは県

・明稜線の西側を巻いているトレイルだが奈須

さんが切り開いたという。広い尾根の斜面を
緩くカーブを描いて登る。ここまで来ると山
肌は薄く雪を被り、樹々の梢は審氷で白く飾

られている。先頭を行く 73歳のトライアス

ロンの鉄人、永谷さんの足取りは早い。展望

台と名付けられた1372玩のピークも間近いが

尾根道が平坦になったところで雪の上に腰を
下ろして昼飯を食う。 12:40-13:10 この辺り

は深いスズ、切りわけに随分難儀をしたそう

だ。露岩や倒木を避けて昔からの山道のよう

に自然に造られているのに感心した。

読図を誤ってあと 1 報だから 1 時間半はかか

るだろうと云ったら、久しぶりの雪山に気後

れした高齢の二人が、足の不調を訴えてリタ
イアする。 13:55 周りを美しい霧氷をつけた
樹々に固まれた山頂三角点(1542 な）につい

た。展望は天気がよくても利かないだろう。

しかし，心ゆくまで霧氷…まるで白銀の珊瑚樹

だ…を眺めて満足した。気温 8℃、山麓より

却って高い。かつて(1984. 11. 6）私は波婦か
ら一人で登ったが、スズを分けて三角点を探
しまわった記憶がある。しかし永谷さんの道
作りもここまで。ここから黒岩山(1582 お）

を経て霧立越の主峰、向坂山(1684皿）までは

今年の課題だと云う。従って次回の 2月例会

は今回とは逆に向坂山から黒岩山まで歩く予
定である。ここも 6年前(1994.10.26）に一人

で歩いた。凄いヤブ漕ぎに悲鳴を揚げた記憶

がある。 14:20 記念撮影をして山頂を後にす
る。 15:00 県境線分岐。 15:25 テント場、黒

峰分岐。 16: 10 登山口、車止め。
帰路、奈須さんが館長を務める滝下の『清

流館』横にさしかかったが、広場で盛んに焚

き火をしている人たちがいる。見ると奈須さ

んのグループで、車を乗り入れると拍手で出
迎えてくれた。我々のためにヤマメを焼き、

カッポ酒を温めて待っていてくれたのだ。

暫くは山村の村起こしを話題に歓談する。永

谷さんが、清和村を起点に九州脊梁を縦断す

るクロス・アドベンチャーの雄大な構想をブ

チあげる。話は尽きないが狭い谷聞に夕暮れ

が迫ってきたので、焚き火の暖かさに未練を
残しながらお別れする。 （細・記）

区間番号(38）の概要 崩耐／宮雌b町 2.5万国・卸II

黒峰（Al 1283a）ーーノ顧越1150m トンギリ山

1250・～121値崩止1188111融吋j、jI ｜越1120m－黒峰
分破。ここまで約3響の縦走路は奈須さんが
切り分けている。 黒峰分岐～1372m臨点（躍的

ー小川岳（til 1542m）約 2鴇の縦走路は山想グ

ループと奈須さんの手で切り分けられた。
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『県墳の山』 2月例会

平成 1 2年 2 月 20 日（臼）
踏査区間（39) 嗣耐／宮幌五嫡・鮒

向坂山 ~m 1684. 4m 黒岩山・ 1582m

白岩山・ 1610皿 杉越・ 1558m

（踏査）本回目上丸尾藤本加藤（功一）

菅 橋口能回 （石井児玉）

この区間は個人的には過去に何回も訪れて

いるが、その記録は後に記す。

県墳の山例会は、このところ必ず雨に崇られ

たが今回も早朝は前夜の雨が残り心配した。

しかし、降っても山は雪だろうと重い腰をあ

げて出発することにした。なお、新しく会友

になられた能回先生（京都支部）と、加藤、橋口両

会員の友人、石井さんと児玉さんの参加もあ

り、総勢10名で霧立越（き今的ごL)の山々を歩

いた。

深い積雪で、再びラッセル隊の出動となる。

13:15-13:35 霧立山地の最高峰だが謹木

に包まれて展望のない向坂山の山頂に着く。

西の三方山方面へ向かう県境尾根には、所々

に赤テープの目印がつけられているが雪に隠
れて踏跡は見えない。木々の霧氷が美しい。

三角点を囲んで全員の記念写真を数枚とる。

間近かに聞こえるスキー場のリフトの轟音と

スキーヤーの喚声を疎ましく聞きながら、県

境稜線を下る。標高1600皿の県境尾根沿いに

コースが聞かれ、混雑するほどの賑い。

ネット沿いに北側の端まで下る。日：00 眼前．
に岩壁を剥き出している黒岩山へ、深い雪を

踏みスズタケを分けて登る。黒岩山のピーク

は県境線から200圃ほど西へ、密生したスズを

漕いで登りつめたところにあった。ネザサが

着生した岩頭から、緑川源流域の谷を見下ろ

す。樹の聞越しに露氷に飾られた小J II岳も望

まれた。帰路はスキー場のスロープを登り、

リフトの終点から路面が凍結した長い林道を

『九州最南端のスキー場』と宣伝に力を入

れている五ヶ頑ハイランド・スキー場は、多

くの人出で賑わっていた。 10:20 スキーリフ

ト前から、路面が渡って滑りやすい林道を歩

く。林道の開発により、かつては欝蒼とした

原生林に覆われた、 『きんざきりのよこい憎
い）』の静かな水場も、今は見る影もない。林

道の中間点から杉越への山道になる。 30-40

Fの積雪で早速、若者組（掛グループ）の出番とな
る。 11: 15 杉越（自梯）に着く。向坂山に登る

前に、県境稜線を見渡して見ょうと白岩山に

向かう。地図上の白岩山は、 『水呑の頭 M

． 下る。 16:15 スキー場駐車場に着いた。

1646.4m 』のことで、山頂は深いスズタケに

包まれて展望はない。 11:50-12:10 白い石灰

岩の白岩山の岩峰からは、耳川上流部の深い

渓谷を隔てて大国見を盟主とする九州脊梁の

山々を見渡す。深い雪の中で『白岩山石灰岩

峰植物群落』の標柱を囲み、立ったままで昼
食をとる。再び杉越に取って返し、 12:35 向

坂山の登りにかかる。
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（向坂山の記録）

1980（蜘55) 2.17 本田、雪深く登頂ならず。

5. 5 本田（着色町）杉越より。

1981(蜘56)10.17 熊本支部秋季例会 13名

1984（蜘59)11. 6 本田、黒岩の鞍部より。

11.11 今西（銅）ほか30名（観的）企

1994（輔元年） 10. 26 本田、杉越より黒岩山。 ’ 
2000（輔12) 2.20 県墳の山2月例会。



『県墳の山』 3月例会

平成 1 2 年 3 月 1 2 日（日）

踏査区間（41) 畑町・鮒／宮崎蟻謝

国見岳（ I) 1739m 

（踏査）本田藤本菅田上（甑衡、量一）

予定では、椎矢峠から三方山と高岳に霊る

筈だった。しかし前日の雨で雪が融け椎矢林

道は、特に広河原から上軍拡いたるところ落

．石があり、極めて餓な榔になヲていた。
また椎矢峠から椎葉樹怯積雪カ寝く通行不能

との情報もあったので、杉の木谷から国見岳

を往復することに計画変更した。国見岳は、

言うぎでもなく九州脊栗山地の盟主であり、
熊本県境線の最高峰でもある。南側に小国見

岳があることから大国見（柿ぐるみ）の愛称で親

しまれてきた。県内には国見岳（山）が8 山

もあるが、勿論この大国見が総帥である。

懐の深い山で、かつては内大臣川を湖行して

ー この山に登るには 3 日を要した。私がこの山

に最初に登ったのは、 1952年の夏だから半世

紀も前のことである。その噴は、内大臣川が

緑川本流に吐き合う津留から、重荷を担いで

トロ軌道を延々と歩き内大臣集落（矢部開署献臣事

業所）付近で一泊し、翌日、広河原から登頂し

．たものである。しかし、 196開蜘4船秋、
椎矢林道が開通後（その菌から糊明上聞は蹄パスが通じていた）

は画期的に脊梁山地への登山者が増えた。

先ずは今回の記録から…

11:00 杉の木谷登山口（動1050m) 杉造林地の

急登、上部の林道跡に出ると積雪あり、西へ

平坦な道をしばらく行くと右手の谷側に作業

小屋（躍）を見る。 11:40 この辺りで積雪20Cm
位。約10分で林道終点、左の山道に入りスズ

タケの中の一本道を登る。右へ山腹を巻くよ

うに進むと浅い小谷に出る。僅かな水流があ

るが夏場は掴れることがある。広がった尾根

の緩斜面を左へ巻き気味に登る。モミやブナ

ヒメシャラ、エゴノキ、シナノキなどの大樹

がたち深山の霊気が漂う山道である。この辺

りの林床には、夏ならばキレンゲショウマの

群落が、黄金色の花涯を広げるところ…

13:00-13:20 標高約 1400m付近に、ナパゴヤ

谷とヨサハチ谷を分けるブナなどの大樹の森

がある。私は以前から『ブナ平』と呼んでい

るが、倒木の雪を払って腰を下ろし遅い昼食

をとる。積雪が深くなり、先行者のラッセル

を踏んで登る。気温が上がったのか山頂下の

水場は、寛から水が落ちている。ここから山

頂まで約 1 5分の登りは、溶けかかった霧氷

のトンネルを行く。 14:00 一等三角点標がた

つ大国見、 1739m の山頂についた。ほとんど

無風だが、ガスがかかり残念ながら展望はよ

くない。いつ来ても目障りな嗣の横から南側

の展望だけは、風向きのせいかよい。近くの

小国見から五勇山、烏帽子岳、白鳥山、そし

て五家荘の山々まで辛うじて見える。それで

も県境線を見渡すことができて満足した。

目障りな嗣について、その経緯を記す。熊本

支部報第 5号（平齢制月31日）に『九州脊栗…山
のたより』として佐賀の成富正義先生のお便

りを掲載した。その中に、この両は昭和37年

秋、こここそ天孫降臨の聖地であると称する

水戸の人、小島某が建立したとある。昭和30

年春、霧立越を経て日当に下った成富先生を

訪ねた小島氏は、天孫降臨の史実について激

論し…大変な不機嫌で帰った…という。再度

国見岳の山頂に立った成富先生は『木の香も

新しい詞を見て本当に嫌な感じでした…火を

つけて焼き払いたい心をやっとこらえました

…と、心情を述べている。全く同感である。

山頂の自然を破壊し、私物化する以外の何物
でもない行為である。九州脊梁の他の山には、

このような人為的な作り物はない。

（本田・記）
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後記

いま 3月 24 日、 12時。午後には印刷所

に持っていかなくてはならない。土壇場であ

る、取り急ぎ後記を書く。昨年は熊本国体に

振り目された年であった。支部の中接となる

貴重な現役会員が、殆ど山岳麓技の役員とし

てとられてしまったからである。

副支部長の工藤さんは、専門委員として総括

責任者となり、中村恵三さんは設営部長、贋

永さんは輸送部長、松本さんは競技委員長と

いう具合である。文字通り寝食を忘れた努力

の結果、熊本県は総合第 1位の素晴らしい成

績をおさめることができた。おめでとう、ほ

んとうにご苦労さまでしたと云いたい。

しかし、支部設立45周年に向けての 『県境

の山j 歩きは、そんな中でも会員の協力によ

り途切れることなく続けられ、ほぼ予定通り

進捗している。ただ予定を消化するというこ

とではなく、今後はもっと内容を充実させね

ばならないと考えている。一層のご協力を期

待するところである。

会員の高齢化の趨勢から、致、し方のないこ

とかも知れないが、昨年夏、前・副支部長の

和仁古昇さんがお亡くなりになった。本号の

巻頭に『和仁古昇さんを偲ぶ』を書かせてい

ただいたが、支部にとって惜しい人を亡くし

たという痛恨の思いが残る。

これからの支部の歩みの中では、先ず『県

境の山』の推進である。そして支部が分担す

ることになった（新）日本山岳志の編纂作業

である。永く後世に残るものをと云う設定は

我々の手に余ることと思うが、老骨？に鞭打

って頑張らねばならない。というわけで段々

タイムリミットも迫ってきたので筆を置くこ

とにする。否、ワープロのスイッチを切る。

今回も下手なワープロでご、免なさい。（本田・記）

-41 -


	２０００支部報１０号1 001.jpg
	２０００支部報１０号2 001.jpg
	２０００支部報１０号3 001.jpg
	２０００支部報１０号4 001.jpg
	２０００支部報１０号5 001.jpg
	２０００支部報１０号6 001.jpg
	２０００支部報１０号7 001.jpg
	２０００支部報１０号8 001.jpg
	２０００支部報１０号9 001.jpg
	２０００支部報１０号10 001.jpg
	２０００支部報１０号11 001.jpg
	２０００支部報１０号12 001.jpg
	２０００支部報１０号13 001.jpg
	２０００支部報１０号14 001.jpg
	２０００支部報１０号15 001.jpg
	２０００支部報１０号16 001.jpg
	２０００支部報１０号17 001.jpg
	２０００支部報１０号18 001.jpg
	２０００支部報１０号19 001.jpg
	２０００支部報１０号20 001.jpg
	２０００支部報１０号21 001.jpg
	２０００支部報１０号22 001.jpg
	２０００支部報１０号23 001.jpg
	２０００支部報１０号24 001.jpg
	２０００支部報１０号25 001.jpg
	２０００支部報１０号26 001.jpg
	２０００支部報１０号27 001.jpg
	２０００支部報１０号28 001.jpg
	２０００支部報１０号29 001.jpg
	２０００支部報１０号30 001.jpg
	２０００支部報１０号31 001.jpg
	２０００支部報１０号32 001.jpg
	２０００支部報１０号33 001.jpg
	２０００支部報１０号34 001.jpg
	２０００支部報１０号35 001.jpg
	２０００支部報１０号36 001.jpg
	２０００支部報１０号37 001.jpg
	２０００支部報１０号38 001.jpg
	２０００支部報１０号39 001.jpg
	２０００支部報１０号40 001.jpg
	２０００支部報１０号41 001.jpg

