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.2 0 0 5年度までにやらねばならぬこと

支部長工藤文昭

平成1 4年1月 1 9 日に、貴覧本県境踏査達成祝賀会（熊本支部設立45周年記
念事業）を J A C本部から大塚会長をお迎えして開催しました。 この事業は、前
支部長の本田さんが長年暖められていた構想を基に、平成10年度の支部総会で
支部の記念事業と決定し、 3年3 ヶ月にわたり取り組んできたものです。
四県に境を接する県境線の総延長は436Km、それを68区間に分け、平成

-lQ年9月に福岡県望竺宣塑盗塁企主さタートし、平成13年12月に鹿児島県
墳の氷僕市切顎n荷白に辿りっき、この遠大な計画は達成されました。
その問、 56回もの月例会を要しております。この事業に関しては本田前支部

長の綿密な計画と、執念ともいえる行動があって達成されたものです。月例会の
予定日に雨が降り中止になると、その週のうちに一人で出かけられる… そのよ

うなことが実に24回もありました。支部設立45周年に間に合わせるためには
着実に計画を実施していかねばならないという強い意志があって、成し遂げられ
たものです。達成の目、八代海岸にたった時は、一大事業のフィナーレに相応し
く、参加者全員が夕陽を映して赤く染まった海を前に、暫し感激に浸ったことで
した。一つの目標をやり遂げた時の達成感、充足感は何物にも替えがたい喜びで
す。本田さん、本当にご苦労様でした。 また、多くの支部会員の皆さんのご協力
に感謝いたします。有り難うございました。
さて、これまでの日本山岳会の行事は、本部主導で行われることが多く、地方

支部はあまり参加することもなく推移してきたようです。しかし現在は、各支部
の活発な活動が山岳会全体の発展に繋がるとして期待されるようになりました。
早速、本年は国連決議により国際山岳年が制定され、山岳四団体が連携しなが
ら様々な行事を予定しています。各支部におきましても、既に取り組んでいると
ころももあります。 当然、熊本支部も何らかの記念行事を考えなけれはなりませ
ん。 2004年の全国支部懇談会は、熊本支部が担当することになりました。
その翌年は、日本山岳会設立100周年記念行事もあります。 これも会員全員

参加を目標として準備にかかっています。 それと並行して、支部独自の企画と実
行が求められています。小さなことですが、昨年はHAT-J の全国一斉清掃登
山に呼応して、熊本市の金峰山の登山路を清掃して清々しい気分になりました。
会員全体で取り組めば、そこに喜びもあるし、支部会員の意識の結合、活性化
にもなります。これらの実現は、皆さんのご協力なくしてはできません。 ぜひ皆

さん一緒に取り組みましょう。 よろしくお願いします。



草t1朗会員・真楽寺のこと

6659 田上敏行

昨年2月、支部事務局担当者会議に出席した折り、会の百年史委員会の南川さ
んから、次のような興味深い話があった。それは百年史を編集するにあたり会の
早期会員の調査をしているが、明治39年頃に入会した会員のなかに、熊本県の
真楽寺という名があるので、入会の動機と、なぜ寺の名で入会したのかを調べて
欲しいというものだった。熊本にも戦前に入会した古い会員が何人かいることは
知っていたが、まさか会倉l位の翌年に入会した人がいたとは思いもつかなかった。

熊本に帰ったあと、早速、南川さんから教えていただいた入会当時の古い住所
を手がかりに真楽寺を捜した。寺は元の住所に現在もあることがわかった。そこ
で寺に寵香し、山岳会のことや入会者名簿に真楽寺の名前があることなどを尋ね
てみたが、全く心当たりが無いということだった。

4月に入り、直接に話を聞けば何か分かるのではないかと考え、本田前支部長
を誘って、真楽寺を訪ねてみることになった。

寺は、熊本市から南へ車で40分ほどの宇土市の郊外、松橋バイパスから少し
入った所にあり、歴史を感じさせる山門は、いかにも由緒ある寺のように思われ
た。あいにく住職は檀家回りで不在だったが、住職の奥様から色々と興味深い話
を聞くことができた それによると、山岳会との関係を推測させるようなものは
残っていないが …真楽寺は二、三代ごとに養子関係にあり、新しく住職を迎え

ると、養親の前住職は家財道具を持って寺を腫れる習慣があったようである…
明治時ft後半にあたる先先代の住職に『稲臣天真』という人がおり、非常に多

趣味であったこと、また座敷の鴨居に設けられた古い書籍箱の表板に貼られた蔵
書票の多彩なこと、…山に関係するものは見当たらなかったが… から本の持ち
主が多趣味な人であったこと、これらの本が明治20年～40年に発刊されたも
のであることから、その当時の住職だ、った天真氏のものと思われること、などが
解った。以上のことを総合して推測すると、恐らく入会した年から考えて山岳会

に入会したのは天真氏であろうと思われた。残念ながら入会の動機と、なぜ寺の
名前で入会したのかは解らなかった。
以上の調査結果をまとめて南川さんに報告した。しばらくして、南川さんから
嬉しい返事が届いた。それは、最近になって明治43年、 44年、 45年の会員
名簿が見つかり、その明治45年の名簿のなかに稲臣天真氏の名前があったとい

うことだった。さらに『山岳』および会員名簿の記述を整理して、次のように述
べてあった。
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『山岳』第 1年3号（明治39年発行）の入会者欄に『真楽寺』

明治40年の会員名簿に『真楽寺』

明治43年の会員名簿に『真楽寺』
明治44年の会員名簿に『真楽寺』
『山岳』第 7年2号（明治45年発行）の退会者に『真楽寺』
明治45年の会員名簿に真楽寺と同じ住所で『稲臣天真』
大正3年の会員名簿に『稲臣天真』の名前は見当たらず。

以上のことから、稲臣氏は明治39年に真楽寺の名前で入会し、明治45年に
退会、しかし稲臣天真の名前で会籍は継続して、大正3年の名簿発行時までに退
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全踊轍登山大会を終えて
（第45陛国静糊鰍錦告書より）

8411 松本莞爾

『このとき君が輝き風になる』のスローガンのもと、 2 1 世紀最初の全国高校
総体『第45 回全国高等学校登山大会』は阿蘇の大自然に囲まれながら、多くの
感動と思い出を残し、無事終了しました。
熊本県では、平成 11年度に国民体育大会を開催し、本年度『全国高等学校総

合体育大会』と大きなスポーツイベン卜が続き、その準備には茄？な時間もなく、
果たして来県された選手、監督、役員の皆様に満足頂けるか、多少不安を残しな
がらの企画運営に入りました。
最大の問題は、会場となる山地の選別で国体で使用した『五家荘』山系ではア
クセスの不便さ、幕営地の確保など数多くの難点があり、結局は世界一のカルテー
ラを持つ『阿蘇』山系を舞台にコースを引く事になりました。昨年の岐阜大会の
300伽級の山々とは違い、 1500m そこそこの山域と水が流れる涼しい渓谷もなく、
九州の暑い日中に果たして大丈夫なのか、不安が募るばかりでした。また国立公
圏内の登山コースということで、既成の登山路を使用し、新しく登山路を作らな
い、道幅を広げないなどの制約の中で、ルートの取り方も苦労の一つでした。
さらに苦労したのは国体後の財政の問題で、いかに経費節減を図るか、県の高

校総樹監進室との折衝でした。ルート調査や、コース整備を含め競技役員の養成
事業など多くの準備については、役員にお願いした方々のホボランティアに頼る
しかありませんでした。
何分にも準備期間が短かったこともあり、来県頂いた方々に満足のいく状態で
はなかったと思われますが、高森町、蘇陽町、白水町、久木野村、長陽村の各実 a

行委員会の皆様と関係所轄団体のご協力を頂き、何とか大会にこぎつけたものの、 司

7月初旬には、阿蘇地方を襲った集中豪雨によって、根子岳周辺の登山路が、が
け崩れや崩壊により、寸断されてしまいました。競技役員はもちろん関係町村役
場の皆さんと、必死の復旧作業を実施しました。
開会式の前日には、大会の幕開けを待つのみとなりましたが、炎天下の大会で

暑さに対する対応はし、かにすべきか、最後の最後まで悩みの種でした。幸いにも

開会式では晴天となり、十分にその雰囲気や、すばらしい阿蘇の風景もご覧頂け

たかと思いますが、二日以降の登山行動日に多少なりとも雲と風が炎天下の登山
行動を助けてくれたのではないかと思います。
近年、登山大会における自然保護が叫ば抗るようになりょ以前から大会の基本

-4-



方針になっているものの、さらに自然環境を大切にする心を育む大会にというこ
とで、自然のままのコースを歩いて頂きました。特に南外輪山は自然のままの雑
木林を歩き、根子岳では急な痩せ尾根を下り、高岳の溶岩大地を撃じるコースと
なりました。また、人工的な草原ではありますが、草をはむ肥後の赤牛を横目に

雄大な草原を満喫して頂きました。し、かがだったでしょうか？
今回、 240数名の競技役員を募集するにあたり、県内の高体連登山専門部の

顧問では間に合わず、九州高体連専門部にご相談して、九州各県より 5名づ、つの

役員派遣をお願いしました。また、苛酷な夏の灼熱？登山では若い力が必要とい
うことで、県内の山岳部O Bに応援を要請、全国に散らばっているO B、北は北
海道から南は鹿児島までの卒業生が喜んで協力してくれました。コースの整備や

草刈りには絶大な力を発揮し、短期間での準備に大変貢献してくれました。

なかでも、初めての試みとして、インターネットによるホームページ『全国高

校登山大会を応援する掲示板』を開設し、全国の皆さんとメールのやり取りを行
いました。大会前は情報交換に寄与し、大会後は感謝のメールで溢れていました。
そのホームページのなかで、次のようなメールがありましたのでご紹介します。
『大会のご盛会と無事終了をお祝い申し上げます。お陰様で広島学院優勝させて
いただきました。良き指導者・先輩に恵まれた高ーの孫は貴重な学習と経験を得

させていただきました。 （中略）夜中までアクセスしたものです。素晴らしいH
Pを拝見いたしました。』また『このH Pありがとうございました。多分ネット

交流が盛んになった初のインターハイだったと思います。』等々掲載がありまし
た。暑さによる熱中症が大変心配されましたが、同行した医師と看護婦および救
護支援の皆様、また各隊長・各班長の指示で選手の皆さんが頑張ってくれたおか

げで、大過なく無事終了したことが、ありがたいと関係者の皆さんに感謝申し上
げたいと思います。

この大会を通じて、たくさんの人々の協力によって成し得られたこのイベント
は参加した、選手監督はもとより、役員としてまた補助員として参加した全員の
心のなかに感動と喜び、を残したものと確信しています。特に高校生が主役とは言

え、舞台の陰になり、この大会を支えてくれた高森高校の生徒諸君をはじめ、夏
休みを返上して『一人一役』で活躍してくれた地元高校生、中学生に感謝してお
ります。平成 1 3年度全国高等学校総合体育大会・第45 回全国高等学校登山大
会に参加された選手監督の皆様、ならびに競技役員・運営役員として大会を支え
てくれた皆様に心より感謝申し上げます。そして、素晴らしい舞台となった『阿
蘇の大自然』に万感の思いを馳せながら、ありがとうございました。
来年は茨城県太子町でお会いしましょう。
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ささやかな峨・ 2001年

10185 神谷平吉

いつしか21世紀初年度も終わりを
告げました。この 1年を顧みる時、何

と云っても 9月 1 1 日、火曜日の朝ア
メリカのニューヨークとワシントンを
襲った同時多発テ口事件、および、そ
れが全世界に及ぼした、数々の大きな
影響を忘れることはできません。

地球上のすべての人々が、自然を愛

し、平和を愛し、そしてかけがえのな
い、この地球を慈しむ心を持つ世界が
訪れることを、期待することはできな

いのでしょうか… 私たち自然を愛し
山を愛する者として、少しでも多くの
若い人々にその心を伝えて行きたいも
のです。

2005年、日本山岳会は言己念すべ
き創立100周年を迎えます。その前
年の2004年に熊本支部が、全国支

部懇談会を開催することが決定しまし
た。このときにあたり蹟永、松本両会
員や工藤支部長のご尽力で、 3人の有
望な若者が入会されると聞き、支部活
性化のためには、まことに喜ばしいこ
とと存じます。
ところで、この 1年間、寄る年波に ，

は勝てず、スタミナの低下を痛感して
いますが、山を愛する情熱は寧ろ膨ら
むばかりです。
21世紀初頭の元旦には、運よく休

みがとれた次女夫妻と、小 1 の孫を連
れて、恒例の開聞岳山頂に立つことが
できました。その後も家内（会員）や娘、
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孫、それに友人達を誘ったりして三角

岳や天草の山々、阿蘇の山々、宝満山
など週1 回のペースで登りに行きまし
た。 5月の連休に訪ねた霧島では、韓
国岳登山口の林の中で、萌黄色につつ

ましく咲くキリシマミズキの群落に出
会い心弾む，思いでした。この花は 3 ～

4合目位までの登山道のそこ彼処で目
にする事ができました。下山後、ツル
キジムシロの黄色い可憐な花が敷き詰
められたように咲き競う、えびの高原
を散策しました。霧島道路沿いに歩い
ていると、 ー幸運にも三分咲きのノカイ
ドウが、十数本の梢一杯に薄いピンク
色の花を着けているのに出会うことが
できました。その清純な美しさに息を
のみ、至福の一刻を過ごしました。聞
くところでは、ノカイドウは野生のリ

ンゴの仲間で、世界中で唯一ここだけ
に見られる希少植物として、大正12年
に天然記念物に指定されたとのことで
す。これらの映像は、霧島の山々、え

びの高原なども含めて『霧島えびの春

山紀行』と題する、短編のビデオにま
とめることカfできました。 , 

その後も、ほぼ週1 回のペースで山 司

行を続けていましたが、夏のお盆によ
うやく 5 日間のまとまった休みがとれ

ました。それで『新日本山岳誌』の薩
摩半島の山で、私が執筆を担当するこ
とになった開聞岳に関する資料を集め
るため、鹿児島県立図書館や開聞町役
場を訪ねました。そのあと、添付する
開聞岳の写真をとるため長崎鼻付近ま
方行きましたが、天候の都合もあり満
足できる写真は、一枚も撮れませんで



した。帰路の 8月 1 5 日、再び霧島へ
まわりましたが、大浪池一周の途中で
家内が粘土質の急斜面で滑り、右足関

節を強打して骨折、やっとの思いでホ
テルに辿りっき、翌早朝、熊本へ帰る
破目となりました。忍耐強い家内のこ
と、 45 日間のギプスのあと、リハビ
リに励み、新しい年に入ってから、ぼ

ちぼち低山歩きをはじめられるように

なりました。

年末年始は、再び指宿を訪ね番所ヶ
鼻自然公園から開聞岳を撮影してみま
した。満足できる程ではありませんが
昨年夏の作品よりマシ… と云ったと
ころです。

新年晩餐会では、本田前支部長、工

藤支部長、田上事務局長などのご尽力
で、本部の大塚会長をお呼びすること
ができ、有意義な一夜を過ごすことが
できたことを心から感謝しています。
仕事の都合で、なかなか本部の行事

に参加する機会がない私にとって、歯
切れのよい大塚会長のお話は一服の清
涼剤ともなりました。

今回の支部晩餐会は、支部創立45
周年記念事業としての『県境の山』踏

査完了の祝賀会を兼ねて、開催されま
した。大塚会長は、ご挨拶のなかで本
田前支部長を中心に、 3年有余にわた
り 56 回の月例会で完成させたことを
高く評価されました。このことは支部
の地位を高めることにつながると、喜

びに堪えません。

私は一寸ややこしい開腹手術のお蔭
で、食事のコントロールが難しく一回
も同行できなかったことを、大変申し
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訳なく思っています。
あまり会のお役に立てないシニア会

員ですが、山を思う情熱だけは、持ち
続けてゆきますので、今後ともよろし
くお願い致します。

2001年・春の震島・花配行

10186 神谷文子

昨年5月の連休は、 3泊4 日で硫黄
谷温泉の霧島ホテルをベースにして、
霧島の山々を歩きました。韓国岳の登
山道では、日の醒めるような新緑の樹

林のそこ彼処に、浅黄色の可憐なキリ

シマミズキの群落や、清楚なシロムジ
の花、オオカメノキの純白な花の群生
など、本当に霧島ならではの眺めでし
た。また、えびの高原お池めぐりコー
スでは、不動池から六観音御池へかか
る辺りで、あたり一面にミツバツツジ
のむせかえるようなピンクが、一際目
にとまります。

甑岳の浅い火口底の草原は、ハルリ
ンドウの花に彩られ、湯之野から新燃
岳へ向かう深い雑木林の新緑の聞に、

点々とミツバツヅジが見え隠れして心
を和ませてくれました。

けれども、この春一番の幸せは、え
びの高原の霧島道路を挟んで、ほんの

ーヵ所だけに見られたノカイドウの大

きな木々が、三、四分咲きの淡紅色の
花を聞かせている風景に出会えたこと
でした。そのうえ、タイミングよく N

H K鹿児島放送局の取材班の方々とも



お会いすることができました。主人は
夢中でビデオカメラを回し続けていま
したが、同じ場所でNH K取材班の人
たちも撮影をされました。私は、初め
て見る花の美しさに唯見惚れていたの
ですが… 夕刻ホテルに帰って温泉で
汗を流し、夕食をすませて部屋のテレ
ビ、をつけて見ると、ローカルニュース

で何と先程自にした美しいノカイドウ
の花のアップが映し出されているでは
ありませんか。 さすがにプロだけあっ

て、一輪一輪の超アップの迫力は見事
でした。やがて画面がロングに変わる

と、花に見惚れている私の姿が映し出
されていて二度び、っくり… 嬉しいや

ら、恥ずかしいやらでした。ほんの短

時間でしたが、ビデオを手にした主人

の姿もありました。

このノカイドウの話題は、当夜の全

国ニュースにも取り上げられました。
それ程この花には話題性があるのでし
ょう。この地だけに見られる珍しいパ

ラ科の植物（野生のリンゴの一種）で
大正12年、国の天然記念物に指定さ
れたと聞きました。

魅力ある山の花々への深い想い・－
これもまた、私にとって大きな登山の
楽しみの一つなので、す。
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10390 阿南誠士

『県境の山』踏査、大変だったこと

でしょう。先輩の皆さんのご努力に心
より敬意を表します。

登山の在り方を考えるとき『スポー
ツ』とするか、 『健勝佐持』とするか
夫々の考え方で違うことでしょうが、
最近は若い人たちの間で、 『スポーツ ... 

登山』として取り組みをする人が多く 司

なって来たように思います。
テレビ等の影響もあるのでしょうが

挑戦するエネルギーに変わりはなく、
大自然を相手にしたスポーツとして若
者が増えつつあることは、嬉しいこと

です。

我が家も、私達夫婦は『楽しい健康
登山』を目標にして大自然の中を歩い
ていますが、息子たちはスポーツとし
てのクライミングや、スノーポードな
と、に頑張っています。

昨年は、自転車で『江戸～肥後』 参
勤交代の道を走りました。 22 日間の

『行き当たりばったり』の旅でしたが．
仕事を離れ、家庭を離れ、自由、気まー
まにペタルを漕ぎながら、小学5年生

～中学生 9名と走りました。私は後に
残せるものとでありませんが、この子

供たちが大人になって行く時、体験し
た『自転車の旅』が生かせられること
を祈って、これからも青多年育成に微

力を尽くしたいと思います。登山は私
の一生の歩み… 今年も精一杯山を歩
き、生きている証としたいものです。



鴎の山開聞品

5120 石井久夫

九州本土最南端に位置する開聞岳は
別名を薩摩富士とも呼ばれる美しい円
錐形の山。今から 11万年前に噴火し
た阿多カルデラにはじまり、その後に
できた火山である。
その開聞岳に毎年2回は登っている

が、そのうち 1 回は 1 月 1 日の『初日
の出』登山である。あとは真夏の熱暑
を避けて、冷涼な秋、寒い冬、または
早春の頃を選んで出かけている。
まだ『日本百名山』ブームがない頃

から、私は開聞岳には深い思い入れが
あり、毎年元旦の初登山はこの山と決
めていた。ただ一度だけ、真夏の酷暑
の時に登ったことがある。流汗淋滴と
いうけれど、フラフラになってやっと
山頂についた記憶があるo やはり南国
の山は夏向きではない、と云うことら
しい… いつもは周囲の植物や岩石な
ど自然、の様相がよく見えるのに、この
時は案内を頼まれたこともあり、連れ

} ていった人たちの体調や安全に気を使
いすぎて、心身ともに疲労困懲してし
まった。
そのような、マイナスの思い出もあ
る山なのに、その後も登り続けている
のは、この山に言い知れぬ魅力を感じ
ているからであろう。
開聞岳には、南国特有の豊かな植物

相が見られる。照葉樹林に包まれた登

山道を歩くと、身も心も深い緑に染ま
り山の懐深く入る心地がする。

山頂付近は雲帯林に覆われ、イヌツ

ゲやユズリハの低木林が見られる。ギ
ボウシランやエビネが樹上や地表に着
生し、ヒメウラボウ、ン、べニガヤラン
やホソバコケシノブの着生植物も豊富
で一歩、陽光地に出ると、マルバサツ
キとコックバネウツギなどの特有植物
が見られる。
海岸一帯では、珍しいグンパイヒル
ガオの群落や、天然記念物となってい
るソテツの自生… この地方では珍し
い北方系のノハラクサフジの野草を見
ることができて、話題豊富である。
近くの池田湖には、特産のべニトン
ボとか、南方系のツマベニチョウ、タ
テハモドキの迷蝶も、見ることができ
る。登山道では年中メジロを見かけ、
樹上にはピリピリと鳴くサンショウク
イ、これは本には渡り鳥と書いてある
が、ここでは一年中住み着いている。
海の見える南側の登山道では、時折

豪快なカツオドリのダイビングを見る
ことがある。山麓の樹林帯では、 9月
上旬から 10月中旬にかけてサシパや
ハチクマなと、の、タカ類の渡りが見ら

れる。圧巻は 40 0羽位のアカハラタ
カが渡りの途中に一夜、休息をする光
景を目撃したことである。続いて野鳥
の事を書いて見たし」池田湖では冬の
風物詩として、南九州では余り見るこ
とのないハジロカイツブリの集団での
狩りを観察することがある。 80羽く
らいの群れが一斉に潜水して魚を獲る
有様は壮観である。ほかにカンムリカ
イツブリやミミカイツプリの越冬地で
もあり、私はこの鳥を見るために元日
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登山をやっているようなものである。

枚聞神社に初詣でをして、暫し太古
の神話に親しむのも楽しみの一つで、
この辺の海岸はアカウミガメが産卵の
ため上陸するが、竜神神話の伝説があ
る。そのほか海彦山彦の話、祭神の豊
玉姫、彦火火出身尊（ひこliliでみのみこと）玉依
姫にまつわる話など多彩である。

縄文文化誕生以前からの生業から生
まれたであろう神話を想像しながら、

桝土本殿の葺の上に聾える開聞岳を仰
ぐと、古い時代の山岳信仰の象徴のよ
うに感じられるのである。
また海洋民族のわだつみが薩摩半島

を支配していた時代、それとの葛藤の
歴史がまざまざと蘇るような思いにと
らわれる。まことに開聞岳は、重層的

な魅力で私に追ってくるのである。

2001年の fLlJ.fr_二二這童U

12909 永谷誠一

昨年は二つの圏内遠征登山を愉しむ
ことができた。一つは東北、山形県の

鳥海山（2237m）月山Cl980m）そして蔵
王山Cl841m）の三山で、前年の岩手県
の早池峰山(1914m）焼石岳Cl548m）栗
駒山Cl628m）に続く東北名山シリーズ

の第2弾であった。評判通り出羽富士
とも呼ばれる鳥海山の山容は美しく、
月山は信仰登山の霊場で信者達が列を
なして登って行く。蔵王はご承知の如

くスキー場でリフトを利用すれば簡単
に主峰・熊野岳に登ることができる。

山頂からは、北に月山、鳥海山が、西

に朝日連峰、また西南方遥かに飯豊山
群が望める絶好の展望台であった。

登山ツアーの 1班を仙台空港で見送
り、 2班を迎える聞の 3 日間、レンタ
カーを利用して、福島県の安達太良山
Cl700m）に登り、噂のくろがね小屋に
泊まり満足した。次に東北自動車道を
北に走り盛岡へo 知人宅に厄介になり
翌日風雨の中を、岩手山八合回避難小
屋まで行くも登頂を断念して下山。 再
び仙台空港に引き返し、 2班を迎え1
班同様のコースで3山を案内した。
11 日間の東北滞在で、都合8座に

登ったことになる。いずれの山も、豊

富な雪渓と、数多くの高山植物に迎え
られ思い出多い山旅になった。

今年は、岩手山（2041m）八幡平(161
4m）秋田駒ヶ岳(1637皿）を訪ねようと

計画している。昨年夏、阿蘇を舞台と
して開催された高校総体山岳競技を観

戦したが、岩手代表盛岡四高チーム、

また山形代表酒田高校男女チームに熱
烈な声援をおくったのも、この東北の
山旅を通じて因縁浅からぬものを感じ
たからであろう。いま一つは、 8月末 4 
の南アルプス白峰三山縦走である。 恒
例としている孫を連れての夏休み山行
で、高1、中1、小6、村の計4名に妻も同行
した。幸い天気に恵まれ、北岳をはじ
めとする3.000 なを超える 5座を完登
して孫遥も満足した様子…農鳥岳（302
6m）から見た塩見岳や荒川三山の雄姿

を眼前にして、 『よし！来年は、あの
山だぞ』と言い聞かせて納得させた。
孫達の成長が嬉しい爺の感懐である。

八
U

唱
’
ム



2001年位扇と麗とガス

4943 馬場猛

阿蘇草千里まで80畑、仙酔峡は88km

ラッシュを避けると、私が住む大牟田
市から 2時間で行ける。烏帽子岳か高
岳だと、ゆっくり日帰りできるのだが
“お金持ち”に日帰りはムリ。できれ

ば両方登りたいし、温泉にも浸かりた
い。白川水源の水も汲みたいし、銀河

高原ビールもお土産に欲しい。山麓に

は馴染みの宿もある。でも、顔が利く
と云っても山小屋で、はなく、レッキと

したホテルだから、ローカに寝るわけ
にはいかない。それで、好天の予報を

聞いて予約するのだが、いざ出かける
と篠突く雨か、土砂降りか、ひどいガ
スか、強風か、 7泊したが2 日続けて
好天の日は 1度もなかった。
雨風がひどいと、仙酔峡のケーブル
は運休… これは差し支えないが、上
の駅舎に入れない。昼食は抜いてもよ

いが、古希を過ぎた婆さんに風雨の中
で“キジ打ち”を強いるのは一寸酷。
3回も中岳で引き返したが、雪を踏

んで高岳に 2登できたのを慶しとする

か… 久住町にも常宿がある。ホテル
は 1割引、オミヤゲは 5%引き。ここ
も 3泊したが風雨烈しく、黒岩山でお
茶を濁したり、星生山や岩井川岳で引
き返したりして、御大の久住山には一
度も登らなかった。

スキーは、東北の鬼頭（剖ここうべ）を計
画していたが、孫が雪が少なくて苦労

したと云うので、安比（あつのに出かけ

かったが、久し振りの好天に恵まれて
十分満足した。
ヤマハリゾートから、キロロが10

周年を迎えて格安との案内があった。
“お金持ち”は安いと云うのが最大の
魅力… 3月に早速出かけた。たしか
に、ゲレンデもホテルも整備されてい
たが、風雪には無力。ゴンドラや上の
方のリフトは動かない。 3 日日やっと
動いたので、上がって見たら、ガスと吹

雪で何も見えない。ハウハウの体で降
りたらパッと照った。急いで上がると

またも深いガス。それが何回も…

2001年は、雨と、風と、ガスば
かりだった。

左琴ノ~CD.事蔓三ヨ？

8981 中村恵三

一昔前、冬山遭難が新聞テレビを賑
わした頃、無事下山した登山家が『下

山家と呼んでくれ！』と云ったという

ジョークがあった。

山歩きをする者にとっては、計画通
りルートも誤らず無事下山することが

至上である。そのためには日夜、鍛練
と経験を積み上げることが求められて
きた。最近、中高年の山歩き愛好者が

巷に溢れ、名のある山は大賑わいを呈

している。その数に比例して事故も頻
発しているが、彼等、彼女等は大抵還
暦過ぎての趣味の一つであり、経験も

知識も鍛練もない。優れたリーダーで

も居れば未だしも、夫婦だけや友人同

士の脳天気登山は事故が目に見えてい

1
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る。だからと云って、彼等に地図とコ

ンパスを持たせてもムリであろう。

それなら、折角の健康と生き甲斐づ
くりのための山歩きブームを、行政が
バックアップして欲しいと思う。最近
ょうやく登山道の整備、標識の設置が

なされているが、大方は赤テープと数
年前の案内板に過ぎない。

そこで、これより寝言に入る。
（そのー）どんな高山でも送受信でき
る携帯龍吉の開発を望みたい。現在は
大して高くなくても“圏外“になり緊

急の用をなさない場合が多いようだ。

（その二）登山口から山頂まで太陽電

池や永久磁石を利用したガイドポール
を設置し、登山者はルートを外れない
ような計器を持って歩く、例えば10歳
以上外れたらブザーが鳴って警告を出
すなど… 雪道や、ガスの中でも安全

に下山できる用具（計器）の開発が、

現在の I C全盛時代に叶わぬものかと
夢のような想像をしている。せめて現
在の赤いテープも、反射テープを用い
れば夜間の山歩きも便利になるかな…
などと、幼稚な考えかも知れないが思

っている次第である。

勝r;Jlf~智Wff!IL倒fJIJ

8605 門脇愛子

昨年6月下旬、もう夏山には行けな
いけれど、せめて雑誌のうえで楽しも

うと〈岳人別冊…夏山〉を見ていると
『北ア、朝日小屋主・清水ゆかりさん
が継ぐ』の記事があった。そして、小
屋主の下沢三郎さんが亡くなられたこ
とを知った。

毎年、山や花の素敵な写真入りの年
賀ハガキをいただき、いつも楽しみに
していた。それが今年（平成13年）は来な

かったので気になっていた。
下沢さんとの出会いは、昭和48年

夏、白馬岳2932m ～雪倉岳2611m ～朝
日岳2418m 縦走の際、朝日小屋に 2泊
した時である。 7月 28 日、 8名で蓮
華温泉から白馬大池を経て、白馬岳に
登った。山頂の白馬山荘は、シーズン
中とあって大変な混雑。タタミ 1枚に
4人という状態だっただけに、翌日の
朝日小屋は他に宿泊者もなく、ゆっく
りできて快適だった。小屋主の下沢さ ~ 
んとは初対面だったが、お花畑に案内 ‘ 

してもらったり、山の話も大いにはず
み… 忘れられない山小屋になった。

この日のことを『山日記』から転載
して見ょう… 〈白馬岳までは失望続
きだったが、雪倉岳、朝日岳ではお花

畑が最高によかった。朝日小屋のおじ
さん（下距臨ん）のおかげで山の散策を楽
しむことができた。栂海（つがみ）新道の
アヤメ平まで行ったが、ハクサンコザ
クラの群落、雪渓がかぶさるテルハの
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の池、ニツコウキスゲの原を横切り、
シラビソの林をぬけると目の前にアヤ
メ平が開ける。アヤメの花をはじめ数
十種におよぶ高山植物の花か咲き乱れ
ている。ガ、スがたちこめてきたので早

々に引き上げざるを得なかったが…
翌日、また下沢さんの案内で行った
裏夕日の素晴らしさ、まさに高山植物
の宝庫… 秘境と云われる所だろう。
『ここは誰にも教えない、荒らされ

るから…』と下沢さん。朝日小屋は実
に人情味溢れる扱いで、他に宿泊者も
なかったせいか、ゆっくりとできて心
に残る山小屋となった… （後略）〉
昭和56年に再び朝日小屋を訪れたが
その時は宿泊者が多く、 8年前の雰囲
気は味合うべくもなかった。しかし矢
張り感じのよい小屋で、おじさんも覚
えていて下さっていて嬉しかった。
その後、下沢さんとは年賀状のやり

とりが続いた。
平成9年、立山に行った時、室堂山
荘で下沢さんの娘さん、佐伯法子さん
とお会いした。娘さんのご好意で電話
で直接、下沢さんとお話しすることが
できた。 『もう山に登れないが…』と
お話したら、 『自分も歩いて登れない
ので、ヘリコプターで行っている。こ

ちらへいらっしゃい… 一緒に行きま

しょう』と、おっしゃって下さったが
その約束も果たせないままの、お別れ
になった。卦報のニュースを見て以来
初ょに置いてある、在りし目の下沢さ

んの写真や、年賀状の束を見ながら回
想にふけっている。

20 0  1 壬"t=CVLLJ

9649 鶴田佐知子

2001年は、篠栗の八十八ヶ所巡
りで始まった。若杉山には前に登った

が、そのすぐ下が、篠栗霊場とは知ら
なかった。
山登りではないが、阿南さんのお陰

で車での山寺巡りは爽やかだ、った。

2月は、熊本アルコウ会の例会の下

見で、三角岳や三加和町の中岳の調査
をしたり、例会に参加したりして忙し
く過ごした。また、新穂高温泉に行く
機会があり、ロープウェイで西穂高口

駅まで上がった。白銀の穂高連峰の向

こうに強風をうけて黒々と立つ槍ヶ岳
の雄姿。そして目の前に雪の焼岳…
4 ヶ月前に－汗して登った山は真っ白の
冬姿だった。

4月には、何年振りかで石垣島、西
表島に行く。マングローブが茂る浦内

川を舟で湖行して、軍艦岩、マリュド
ウの滝、カンピュレーの滝を歩く。
へゴ、オオタニワタリ、ヤプレガサウ
ラポシなどのシダ類、アダン、ハプカ
ズラ、ヤエヤマヤシの群生などの南方
系の植物を観賞した。
5月は、熊本アルコウ会の『熊野古

道』、膝を痛めて古道は歩かなかった

が紀伊半島の山の深さに圧倒された。
6月は、植物の仲間と福岡の犬鳴山

立花山、三日月山を歩いた。福岡市東
区のすぐ側の巨大なクスの群生林には
驚いた。これは特別天然記念物だそう
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だ。また日本山岳会科学委員会探索山
行で奥会津に行った。駒止湿原はレン
ゲツヅジ、ウラジロヨウラクが華やか

で、コパイケイソウ、ワタスゲ、タテ

ヤマリンドウ等々。ミズバショウは終

わりに近く、ニツコウキスゲはまだ奮
だった。翌日は志津倉山を歩く。奥只
見に近い雪深いこの山は、冷温帯のプ
ナの原生林がある。標高 600なの登山
口に大プナか現れたのには驚いた。私
は急坂にかかる前の水場から引き返し
たが、プナの大木が多く、ヤク守ルマ、ノ
ウの白い花が目についた。
7月はじめ、山想グループの永谷さ

んと東北の鳥海山吋子く。天気に恵ま
れて、鉾立登山口から青い鳥海湖、白
い雪渓、花の美しい千蛇谷を経て鳥海
大物忌神社へ。ここから岩だらけの新
山2236なに登りついた。西側には日本
海が広がり、雲一つない素晴らしい眺
め… 岩場の基部にはチョウカイフス

マが咲いていた。ザラ場の外輪を周囲
し、南側の急坂を下る。やがて河原宿
小屋1700配に着いた。あたりには可愛
いヒナザクラが咲いていた。さらに、
下っで滝ノ小屋を経て、やっと車道に
出た時は午後7時をまわっていた。
『ながかったなあ！』思わず皆、握手
握手… 雪渓の下りで膝を痛めたので

次の月山では、弥陀ヶ原散策o 蔵王は
ロープウェー上の地蔵山をブラプラ歩
き… かくて東北の山旅は終わった。
9月はじめは、阿蘇外輪山を歩いて

秋の花を楽しみ、月末には石川支部の

全国支部懇談会に参加。 JR加賀温泉
駅から会場の片山津温泉まで、白山が
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よく見える田舎道をのんびり歩いた。
夜は、和やかな懇親会で交歓した。
翌日は、三方岩岳登山班と別れ、観

光班に参加したが、これがよかった。

中谷字吉郎の『雪の記蝕剖、全昌寺
を廻り、次は深田久弥文学碑と思って
いたら、何と深田久弥の生家へ…実弟
の93歳の弥之介さんが、とつとつと語
る兄久弥の想い出話に感動した。
このづ昼間後の 10月始めには、自

然保護全国集会に参加した。大和上市
駅に集合し大台ケ‘原へo 好晴で東大台
の粗葉が鮮やかで美しかった。日出ヶ
岳1695なの山頂で昼食。展望台から熊
野灘を眺め正木嶺、正木ヶ原、牛石ヶ
原、大蛇昌へ。ここから東大台と、そ
の岩壁に懸かる細い白い滝が見える。
深田久弥は『大台ク原で雨に逢わな

かったら、精進のよい人だ…』と書い
ている。

12月 9 日は、支部設立45周年記念
行事として続けてきた『県境の山』の
最終回。県南、水俣市の矢筈岳687mに
登り、境川を下って終点の八代海岸に
到着… ここで地図にない町等三角点
を見つけて一同感激！ 本田さん本当 . 

にご苦労さまでした！ 司

年末は、マレーシァのカメロンハイ
ランドの卜レッキングへ。へゴ、ヤブ

レガサウラボシなどの南方系植物や、

広い紅茶園を楽しみながら、 1500m ～
2000m の高原を歩き廻った。
かくて山と植物との出会いの2001年

が終わった。感謝！ 感謝！
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天草上島・松島町の南へ並走するこ
列の山地の中で、次郎丸嶺（397m）と国
道 324号線をはさんで干元森巌（233m)

がある。 この干元森厳は、松島町合津
の南西に位置し『天草青年の家』の南

に三角錘の山容を示している。
山頂からは、風化砂若からなる 2本

の岩尾根（北西尾根、西尾根〉が海岸
線までのびているo
低山ながら峨峨たる山容に興味を持
ち、周辺の調査や試登を行った末に、
この 2本の尾根をつないで海岸線まで

踏破したのが、今回の記録である。

平成 1 3年12月 2 日（日）快晴に
恵まれて本渡市の自宅を出発。松島町
合津を左折し、西日海水浴場の駐車場
に車を置く 。 永田氏住宅横から北西尾
根の登山道に入り、マツ林に固まれた
石切り場跡を過ぎて高度を上げると、

少しづっ眺望が開けてきた。登山道は
『天草青年の家』で研修する中高校生
たちの、オリエンテーリングコースで
あるため、標識や案内板が等間隔に設

置されており、分岐や枝道があるもの
の迷うことはない。幹線道路2号トン

ネルの上を過ぎると、アカマツ林や紅
葉した辺りの山や谷の眺めが美しい。

登山口から 1 時間半で、千元森厳山
頂（233m）に着いた。標識を立て弁当を

食う… 頂上からの展望は素晴らしく
北に干巌山Cl62m）、東に白巌（373m）鋸
獄など天草観海アルプスの山々、南に

太郎丸獄（281m）、次郎丸嶺（397m）、西

には有明海を隔てて雲仙普賢岳が一望
できる。 頂上（Pl)から南へ入り、愈々

西尾根の縦走開始。へゴ（ウザロ）をかき
分けて急な登りにかかり、木の根を掴
みながら頂上（P2）に出た。 このマツや
ビ、ャクダンに固まれた岩の台地から先

には踏跡はない。急、な斜面を下り濯木
帯を登ると、三角形をした大きな岩が

不安定に重なっているo 左側を巻いて
頂上（P3）に立つo
これを『おむすび岩』と命名した。

続く細い岩塔は正面を登リ、岩の割れ
れ目に沿って右側をまき頂上（P4）へ登
る。ここからは 360度の眺望… 眼

下に今泉地区の国道を走る車や、田畑
で働く人たちの姿が手に取るように眺
められた。
西尾根最大の難所をクリヤーしたあと
は、尾根の右方に下り、背丈ほどのウ

ラジロをかき分けてタタミ 10畳ほど
の大岩の上に出た。鞍部からひと登り

で四等三角点（141. 3m）の頂上（P5）。三
角点から右に派生する尾根を、ウラジ
ロをかき分けて石切り場跡に出る。
このコースでヤブ漕ぎに時間を取ら

れたが、幹線道路1号トンネルの上を
過ぎて廃道を辿り海岸に下り立った。
低山と侮ったわけではないが、この

西尾根の踏破に 3時間25分を要した
ことになる。

大潮の干潮を利用して海岸線を西目
海水浴場まで歩き、車に帰着した時は
陽も傾きかけた 16時… ずいぶん疲
れたが、二つの尾根を踏破した満足感
を抱きながら帰宅の途についた。
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2001 壬"FCDLlJ

11771 旗圏域トー

深田クラブの日本200名山を目標
にしていたので、出張や旅行に行くつ
いでに一つでも登りたいと心がけてい
た。これまで関西方面に行くことが多
かったので、昨年（2000年）は奈良の大
峰山系の最高峰・八剣山Cl915m）今年
(2001年）は大阪、奈良府県境の金剛山

Cl125m）滋賀県の比良山系の主峰・武
奈ヶ岳Cl214m）また、琵琶湖北岸にあ
る伊吹山C1377m）に家内と 2人で登っ

た。
8月の金剛山は、熊本で云えば金峰

山のように地元で親しまれ、毎日登っ
ているファンも多い山。驚いたことに

7500回も登った人がいた。金峰山
を鎌研坂から登るような距離で、猿滑

りとまではし、かないが、 急坂の登りが

続き、きつい山だ。

10月の武奈ヶ岳は、前日、琵琶湖
畔、近江舞子の民宿に宿泊したが、他
にも若い釣り客が同宿していた。 湖畔
にも多くの釣り人が竿を並べていたが

琵琶湖に陽が沈む夕景は格別だった。
宿のおかみさんに、武奈ヶ岳のことば

かり聞くので、琵琶湖へ来て何で山の
ことを訪ねるのかと、怪訪な顔をされ
た。翌日、 JR比良駅に降りたのは私と
ろ家内の2人だけ。駅前に武奈ヶ岳行
のパスが2台も待っているのに、寂し
し、山行になるなと思っているとき、大

阪・京都方面の上り電車が到着した。
登山客が列をなして降りてきて、忽ち

パスは満員となる。行く先が同じよう
なので、この団体のあとについて行こ

うと決める。 パスを降りた人は、すぐ

リフトに乗り込んだ。 私たちも乗る。
リフトは凄い急勾配をぐし、 ぐい登って

ゆくが、振り返ると琵琶湖が眼下に広
がり素晴らしい眺めだ。 ついでロープ

ウェイに乗り換え山上駅へ。 まだ、武
奈ヶ岳は見えない。 登路はいくつもあ
るが、ノーマルルートとする。 山頂ま
で2時間となっているが、人の後ろに

ついて歩く。湿原で花の写真をとって
いる人を見かけたので、花の名を尋ね

たら『サワギキョウ』と教えてくれた

区盟監や写真でしか見たことがなかっ
たので、現物を見ることができて嬉し
かった。武奈ヶ岳の山頂は、登山者の

群れで大混雑… しかし、 360度の
広閥な展望に恵まれた。 眼下に琵琶湖
が大きく広がり、その果てに伊吹山が

霞んで見える、雄大な風景が印象に残
り、次は、伊吹山に登ろうと心に決め
た。ゆっくり大パノラマを満喫o 往路
を下りかけたが、陸続と登って来る登
山者に道を阻まれ、迂回ルートを下る

ことにした。 流石に人は少ないがア ッ ~ 
プダ、ゥンが多くきっい。家内も疲れて

プゥプゥ云っているが、沢すじには紫

色のトリカプトの花が多く、疲れを和
ませてくれた。ロープウェイの山上駅
は下山する人たちの長蛇の列、人の後
に並んで待って、やっと下山した。

関西のハイカーに人気のある山らし
いが、リフトやロープウェイを利用し

でもかなりきっい山だった。
12月には、琵琶湖の北方、関ヶ原
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近くの伊吹山に登った。夏はお花畑、
古くからの薬草の山として名高いL 冬
はスキーのメッカとして有名であるが
12月はじめとあって、花も、雪もな
い。ただ、山中にマユミの木が多く、

赤い実を満喫することができた。低山
Cl377m）にしては、比高差がlOOOm 以
上（ドライブウェイを棚せず歩いた・）もあり、たいへ
んきっかったこと… 足が痛くなった
ことが印象に残る。

2A匂＝＞ 7ノレフρヌ、

会友松岡栄治・啓子

定年退職を記念して、 9月、 J TB 

の『スイス周遊ハイライト 8 日間』に

夫婦で参加。

9月 7 日、関西空港よりミラノへ、
バスでルガーノ着。

翌日、パスでグリンデルワルトへ。
途中、水の都と呼ばれるルツェルンで

昼食、カベル橋、ライオン記念碑など
見学する。 9 月 9 日、グリンデルワル

ト駅より登山電車で、ユングフラウヨ
ッホ駅（3454m）へ上がる。 3475m の展
望台まで深呼吸をしながら歩く。残念

ながら雨天のため展望ゼロ…売店で絵

はがきを買い、記念スタンプを押して
日本行きのポストに投函。帰路、昼食
のため乗換え駅のクライネシャイデッ

クに降りたとき空が晴れて、アイガー
(3979m）メンヒ（4099m）ユングフラウ

(4158m）のベルナーアルペン 3名山が
姿を現わした。

グリンデルワルトまで下りたあと、
シーニゲプラッテまでハイキング…

若い日本人ガイドの足が速く、歩きに
くい雪解け道で音をあげる。 期待して
いた高山の花は、 9月なのでほとんど
無い。植物園にはリンドウ、ヤナギ、ラ

ン、ギンアザミ等が少し残っていた。

9月 10 日、氷河特急でツエルマッ
トへ。環境保護のためガソリン車の乗
り入れ禁止、電気自動車と馬車の町。
ホテルの部屋の窓から、アルプスのシ

ンボル、マツターホルン（4477m）の雄
姿をのぞむことができるが、早速ロー
トホルンまでロープウェーで登り、間
近かに対面する。

9 月 11 日、登山電車でゴルナーグ
ラート展望台（3130m）へ上がり、再度

マッターホルンを見る。帰路、ローデ
ンボーデン（2619m）で下車して、リッ

フェルベルク叱2582m）までハイキング
逆さマッターホルンをバックに記念写

真を撮る。お握り弁当が美昧かった。
ツエルマットへ帰ったあと、クライネ

マッターホルン（3883m）まで、ロープ

ウェイを乗り継いで登る。素晴らしい
眺めでモンプラン、ユングフラウまで

見ることができた。
9 月 12 日、コモ湖を周遊し船上よ

り有名人の別荘を見る。夕刻、ミラノ
到着。外食のスパゲ、ティ、ピザ、ワイ

ン、ビールが美味かった。
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11/J.づどの属労'Dd! 今回、アルパインツアー社で、この
…1988£/3",ア7グ汐，ナニアUt··· ルートを登る企画があり、参加するこ

とに LfこO
5421 本田誠也

初めての海外登山は、アフリカのケ
ニア山、ポイント・レナナ（4985m）に

登った。私にとってはそれまでの最高
到達点である。山は逃げないというが

年齢の増加に反比例して体力は低下し
てゆく。どれほど気力を奮い立たせて

も、精神力だけで山は登れない。年齢
の増加とともに登れる山は逃げてゆく
のである。先ずいそがなければならな

いのは高さの体験であろう。国内では
4000m の高さもこえることはできない
最初の高さの体験はアフリカの山と決
めていた。アフリカの最高峰はタンザ

ニアのキリマンジャロ（5895m）である

が、最近日本からの登山者が急激に増
え、特に休暇が取りやすい年末年始に
かけては、日本人で溢れる程だと聞い

たので今回は見送ることにした。
私の手元にアフリカの登山を書いた

2冊の本がある。一つは『赤道の氷河
を越えて』と題する神奈川県アフリカ

登山隊の報告書である。そして、もう
一冊は植村直巳さんの署名がある『青
春を山に賭けて』という本である。
夫々 1966年の 7月と 10月に、ケニア
山に登っている。このうち神奈川隊は
最高峰のパチアン（5199m) l~~住輩ルー

トから登頂している。植村さんはポー

タ一、一人を連れて象や豹が出没する
山麓の樹海を歩き、テレキ谷からポイ
ント・レナナに登った。

1986年12月 26日夕方、国鉄の寝台特
急『はやぶさ』で熊本を出発した。

12月27 日 インド航空 315便は、予定

よりも 6時間遅れで22時過ぎにやっと
成田の国際空港を飛び、立った。同行は

ツアーリーダーの桑原信夫さんを含め

15名、九州からは私のほかに久留米
の脇坂順一先生が参加された。

12月 28日バンコク、デリーを経由し
て12時にボンベイに着いた。ここでエ
アパスに乗り替えて20時40分、ナイロ
ビ国際空港に到着。時差が6時間ある
ので、 14時40分だから陽はまだ高い。

パスで都心にあるニュースタンレーホ
テルに入った。

12月29 日 9 時30分、ダツトサンのサ
ファリカー 2台に分乗してナイロビの

ホテルを出発。人口 100万近いナイ

ロビ市は、高層建築が立ち並ぶ近代都 1

市である。車も多く活気に満ちている
赤道に近い熱帯だが標高1600メートルを

越える高原なので、 17～18 °C と快適な

気温。市街地を出外れると、北へ延び
るA道路（騨）を車は 100キロ以上のス
ピードで猛烈に飛ばす… 途中フォー

ルパーク情的園）で、小休止。茶色に濁っ

た水が落下する、あまり大きくもない
滝、取り立てて名勝という程の眺めで
はないが、この辺りでは水のある風景
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貴重なものなのであろう。レストラン
や土産物店などもあり、一寸した観光
地になっている。道端の大樹の下に数
人の男が腰を下ろしている。その頭の

上の枝に大きな魚が吊してある。男た
ちは自分が獲った魚の下に座して、買

い主を待っているのだった。アフリカ
的と云うか悠々たる姿に唖然とする。
果てしなく広がる草原の中を車はひ
た走りに走り続ける。所々に柵で囲ん
だ農園があり、スプリンクラーカ勢い

良く水を振りまいている。赤茶けた土
の道を歩く男、女、痩せた牛の群れを

追う子供たち、何時来るか分からぬパ
スを待つ人々… アメリカの西部の街
を思わせるようなフオートホールを過

ぎると、人影もない草原は愈々広い。

やがて行く手に長い裾野を曳いたケ

ニア山が見え始めめた。中央部に鋭い
岩塔を並べた主峰群が、雲を康かせて
高い。

12時30分、ナロモル・リバーロッジ

に着いた。小さな川がU字形に曲った

内側の島のような土地… 草原の中で
此処だけ深い森をつくっている。広い

} 芝生には、熱帯の赤や黄色の花が咲き
乱れ、明るく気持ちのよい所である。
ここにはケニア山岳会の事務所があ
り、登山屈を受付け、ガイドやポータ
ーの手配、登山装備の貸付けなどをす
るが、万事ポレポレ（ゆっくり）で時
間がかかる。備えつけの装備類は傷ん
だり、汚れていて良くないと聞いてい
たので、借りるものはなかった。それ

が気に入らぬのか、アイゼンはあるか

ザイルは、などとしつこく聞く 。挙句
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の果てに女性が5名もいる我々のパー
テイをみて、登山経験はあるのか等と
云う。やっと15時30分、 2台のランド
口ーノてーに乗り換えて出発する。

標高2000m をこえる裾野の高原には
牧場、農園が続き、その聞に素朴な民

家が点在している。山道にかかる所で
登山口のゲート… 事務所の前に、今
朝登頂して来たのか、疲れ切った表情

のアメリカ人のグループが腰を下ろし
ていた。この辺りから熱帯高山性の密
林となり、路面も悪く急勾配になる。
しかし歩かずに済むのは有難い。モミ
などの大木が、驚くほど長いサルオガ
セを纏っている中、車はヘアピンカー
ブを端ぎながら上がる。

16時40分、密林を切り開いた登山基

地メットステイションに着いた。ナロ

モルから24キロ、標高は3000メートルを越
えているので少し急いで体を動かすと
息切れがする。割り当てられたロッジ

に入ると、何処からともなく尾の長い
サルの群れがあらわれた。草地のあち

こちに盟ほどもある象の糞があり、緊
張する。 ガイド、のマイナーとロパーツ

が挨拶にきたが、 二人とも色は黒いが
なかなかの男前… 夕食は手間どって

20時過ぎになったが、野菜スープ、ハ
ムサンド、チキンの煮込み、デザート

はパパイヤとバナナの薄切り、そして

コーヒー… 皆よく食べた。 ムズリィ
（旨い）と云うとロパーツは白い歯を
見せて嬉しそうだった。

12月30 日 7時30分出発。約30分で車道
はきれ無線中継所の前に出た。



8 時20分、森林限界を抜け、緑鮮や

かなヒースと露岩が点在する広い台地
に出た。展望が開け、西側遥かにアベ
ルデア山脈の山並みが望まれる

緩斜面の湿地帯を、草坊主を伝いな
がらポレポレでゆっくり登る。アメリ

カ人のグループも三々五々登ってくる
が、なかには子供連れのファミリーも

いる。 12時過ぎ、広々としたテレキ谷
を見下ろす尾根の端に出た。草原のよ
うな広い谷間の真中に小さな流れがあ
り、岩陰にはモルモットの化け物のよ

うな獣の群れが動いている。ポーター
にマーモットかと聞くと、ハイラック

スだと云う。しかし移しい数である。
見かけに似ず敏捷なので捕まらないそ
うだ。

14時40分、段丘を上がった所に、石
造りのガツシリしたマツキンダーズキ
ャンプが立っていた。正面の谷奥にバ
チアン、ネリオンなどの主峰群が鋭い

岩峰を天に突き立てている。ルイス、
ダーウィンなどの氷河が紺碧の空に純
白の輝きを反映させて素晴らしい山岳
景観だ。谷の両側には、ツクシンボウ
の化け物のようなセネシオが林立して

いるのを見ると、アフリカに来たのだ
なあ… と実感する。ここは4300メートル

矢張り高度の影響か息切れがして軽い
頭痛がする。

12月 31 日、午前2時、小屋を出るo
降るような星空の下、ヘッドライトを
点け、ガイド、のマイナーを先頭に登り

始める。テレキ谷右岸の斜面を巻き、
固く凍結した湿地帯を横断して急なザ

ラ場をポレポレと云いながら登り詰め
る。やがて二つの小さな避難小屋が並
ぶトップハット（4700m）に着いた。

朝の陽光のなか、威圧的な主峰の岩

峰群を仰ぎ見ながら、ガラガラの岩稜
を伝いルイス氷河の雪面に降り立つo
キックステップで一歩一歩息を弾ませ

ながら登る。 73才の脇坂先生は流石に

疲れたのか、ポータ一二人に脇を支え
られながら足を運んでいる。レナナの
岩峰が頭上に迫るなか、四、五歩毎に
数呼吸をしながら、じりじり高度を上
げてゆく。最後に 4メートル程の岩壁

を乗り越えると、ジュラルミン製の大

きな十字架が立つポイントレナナの山
頂（4985m）に着いた。息を弾ませなが
ら四囲の写真を撮る。厳しい寒気にた
まらずヤッケを着けていると、遅れた
人達も上がって来て全員が揃った。
グレゴリー氷河のコルを隔てて、ネ
リオンの岩峰が朝日に赤く染まって間
近い。 1889年、 J ・マツキンダーによ

り初登頂されたルートは北側を登った
のかと、暫しルートファインディング

を楽しんだ。滞頂30分で下山。オース

トラリアンハットで小憩し、三々五々

下る。 2時間余でマッキンダーズキャ
ンプに帰り着いた。大半の人が高度の
影響か青い顔でフラフラと下ってきた
お茶だけ飲んで折角、ロパーツが用

意してくれた朝食に手をつける人はい
ない。長い下山の行程を考えて、パン
にジャムを塗り何とか腹におさめた。

足を痛めた S君がいつまでも下りて
来ないので、マイナーがポーターを連
れて迎えに行く。
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不調の脇坂先生を残して12時30分下

山することになった。広いテレキ谷を
荷を担いだポーターたちと、前後して

下る。振り返ると主峰付近は、いつの
聞にか厚い雲に閉ざされて見えない。
やがてテレキ谷を離れ左手の尾根上に
上がる。この辺りが4000m 位で、森林

限界の 3300m付近までは緩い傾斜の、
丁度久住高原のような一枚の大斜面で
ある。ヒースが生える湿地帯は水が流
れるところもあり、草坊主を伝い歩き
する。登りよりも厄介だ。やっと濯木
林まで、下ったとき、草坊主を踏み外し

て湿地に左足を踏み込んでしまった。
慌てて引き抜こうとした途端、厚紙を

破るような音がした。しまったと思っ
たが取り返しがつかない。脹ら腔の靭

帯を痛めてしまったようだ。携行した
薬で応急手当をしたが、痛くて足が曲
げられない。木の枝を拾って杖とし、

そろそろ下る。川崎市で外科医をして

いる原田先生が心配して付き添ってく
れたが、何とか歩くことができた。

16時30分、メットスティションに到

着した。ほどなく遅れた S君もツアー

リーダーに付き添われて下りてきた。
18時頃、やっと上がってきた車でナロ
モル・ロッジに向かう。 19時30分、ナ
ロモル・ロッジに着いたが、そのまま
昼飯、夕食ぬきでナイロビに直行…
ナイロビ、のニュー・スタンレー・ホ

テルで夕食にありついたのは、 23時を

過ぎていた。

年が改まって1987年 1 月 1 日、タン
ザニアとの国境に近いアンボセリ・ナ

ショナルパークヘサファリツアーに行

く。キリマンジャロを間近く仰ぎ見る
サファリで、多くの動物たちと出会え
た。

翌 1 月 2 日、朝のサファリ後、ナイ
ロビ、へ… 19時40分、インド航空でボ

ンベイに飛ぶ。

1 月 3 日、終日ボンベイ市内観光。
この日、インド航空は原因不明のまま
フライトせず… またホテル泊まりと
なった。

翌4 日、一日遅れのインド航空は更

に 2時間遅れで深夜の22時20分やっと
ボンベイを飛ひ、立った。

脇坂順一著『80歳はまだ現役』
・・（山と蹴社・刊）より・・・

赤道直下のケニアの山・ケニア山

…添乗員兼リーダーは 1 9 8 4年、大
阪アンナプルナE峰南壁登馨隊長だっ
た桑原信夫さん（54歳）メンバーは日本

山岳会会員の本田誠也氏（59歳）医師の
原田俊行氏（56歳）九大山岳部O Bの松
井比百樹氏（51歳）が年長組。ほかは活
気あふれる若手メンバーで、女性を含
む 1 5人のツアーだった。もちろん最
年長は 73歳の老骨の私であった…

噌
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壬主主著毎幸良全聖子

。『県境の山』 3月例会
（日時）平成13年 4月 4 日 （水）
（場所）球磨郡多良木町／宮崎県酪県轍木村
赤木山（ Il)910m 市／俣山約880m

（参加者）本田

…別紙『県境の山』記録参照…

。第 1 回支部委員会

（日時）平成13年 4 月 6 日 （金）
（場所）熊本市国際交流会館
（出踏）工藤（支部長）神谷（』岐部長）田上（常任委

員）蹟永（委員）太田（委員）本田（支部醐）
（椴）支部総会議案検討

。第 3 回新日本山岳誌編集委員会
（日時）平成13年 4 月 14 日 （土）
（場所）東京 JA Cルーム
（出席者）本田

〈〉『県境の山』 4月例会

（日時）平成13年 4月 15 日 （日）
（場所）球磨郡上村・多良木町／宮時期観概柑

小白髪岳（Il)l183m 一本杉 812m
（参縮）本田田上丸尾中村（車こ）
菅加藤（功一） 6 名
…別紙 『県境の山』記録参照…

。平成 1 3 年度支部総会
（日時）平成13年 4 月 22 日 （日）
（場所）熊本市・ NT T熊本会館

（出席者） 工藤（支部長） 神谷（副支部長）田上（常任委

員）西津本田（支繍司）菅松本

（鶏）中村（車二）虞永長田藤本
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池崎丸尾永谷加藤（功一）15名
（椴）平成12制度事業総収支締結、会計踏報告

平成13年度事業計画、版予算案
役員改選

（常務委員）田上敏行（重任）

（委員）鶴田佐知子（新任）門脇愛子（退任）
加藤功一（新任） 馬場博行（退任）

。『県境の山』 5月例会
（日時）平成13年5 月 5 日 （土）
（場所）棚上村・多良木町／宮崎県酪県糊木村・えびの市 . 

高滝山（ll)846m 山の神 724m 一本 、

杉 狗留孫神社（〈るそん）約690m 温迫
峠（ぬ（みど）約930m

（参蛸）本田

…別紙『県境の山』記録参照…

。日本山岳会平成13年度通常総会
（支部長会議）

（日時）平成13年5 月 19 日 （土）
（場所）東京・グリーンホテル水道橋
（出席者）工藤支部長 本田
（糠）会員数 5990名

役員改選では大塚会長、村井副会
長が再任された。 また総会で熊本‘
支部の本田誠也が平成13年度、 14 .. 
年度の評議員に選任された。

。第 2回支部委員会

（日時）平成13年6月 13 日 （水）

（場所）熊本市・産業文化会館

（出席者）工藤支部長 田上（常務委員）太田
鶴田 加藤（委員）本田（支噸問） 6 名

（糠）支部長会議、通常総会報告
新日本山岳誌編集作業について

『県境の山』例会予定について

\ 



く〉『県境の山』 6月例会
（日時）平成13年6 月 17 日 （ 日）
（場所）人前矢醐／宮崎県えびの市東Jlljt

JR矢岳駅537m 816mｷP 841m ・ P
743m ・ P 矢岳展望所約680m

（参縮）本田池崎太田能回 4名
…別紙『県境の山』記録参照…

。日本山岳会新旧役員懇談会

（日時）平成13年6 月 19 日 （火）

（場所）東京 ・新宿中村屋
（出席）本田評議員

。新入会友紹介（献会員側ト）
竹下剛史 号860-0079 熊本市上琳2-2-4

0096-325-4768 
浜崎裕子 号862-0970 熊本市糠6-5 23 

エル斌215
D096 371-2426 

二回賢治 事860-0085 熊本市高平3-6-4
0096-346-5611 

。HAT - J 全国一斉清掃登山

（日時）平成13年 8 月 26 日 （日 ）
（場所）熊本市・金峰山 665m

（参踊）工藤支部長 （常務委員）田上 菅

中村（恵） 虞永藤本池崎丸尾
太田 西津、本田（支部顧問） 橋口

中根（鉱）会員外協力者 4名 1 7 名
（糠）AM.9:00 射べり登山口集合。 山頭神社までゴ：を措い

ながら部。帰路Ii餓の注目ルートと、 テレビ噺車道ルート 1:

分かれて刊。 金韓山Ii鯨市民の山として親しまれており毎日登

る人もあり、マナーがよ（守られているようでゴ： Ii少なかった。

く〉夏季例会 『ビールパーティ』

（日時）平成13年 8 月 26 日 （日）

（場所）熊本交通センターホテル
（出席者）工藤支部長 神谷副支部長

西津、本田（支欄） 田上（常綴員）
菅門脇鶴田阿南贋永
池崎太田中村（笥2）丸尾
住友）橋口中根 16名

午前中の金峰山清掃登山で一汗流し
た後、－§帰宅して夕方6時に再び集
合して冷たいビールで乾杯、歓談のひ

とときを過ごしたむ 恒例の神谷会員の
ビデオと昨年の日本、カナダ合同のア
ルバーター記念登山の記録も放映され
興を添えた。

く〉『県境の山』 8月例会

（日時）平成13年9 月 7 日 （金）

（場所）入部／宮崎県えびの市・鹿児島県知市
関根ヶ平（ Il ) 893m 国見山 800m
(IV) 713m 久七峠県界 732m

（参加者）本田

…別紙 『県境の山』 記録参照…

く〉『県境の山』 9 月例会

（日時）平成13年 9 月 9 日 （ 日）
（場所）雄市・球磨概磨村／鹿児島駄目市

国見山（ 1 ) 969m 賊15号線・県耕約700m
（参縮）本田

…別紙 『県境の山』記録参照…

。第 1 8 回支部懇談会CtiJll支部主管）
（日時）平成13年9 月 29 日～30 日
（場所）石川県加賀市片山津温泉 『佳水郷』

（記含登山）三方岩岳 1736m

（参蹄）工藤支部長本田丸尾鶴田
本部から大塚会長ほか3名の出席あり
全国19支部、 173 名の出席で盛会。
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。今西錦司生誕100周年記念

シンポジューム（主催京都大学）

（日時）平成13年10月 6 日（土）
（場所）京都市京都教育文化会館

（出儲）本田誠也

く〉『県境の山』 10月例会

（日時）平成13年10月 14日（日）
（場所）水俣市／鹿児島県大口市
山木場県界日472m AIV 565.lm 
亀齢峠 AI 578.5m 

（参加者）田上（敏行、綾子、骨） 3名
この区間の県境線は大口市側はすべ

て牧場（臨息養慮、観）で、最近の病害を恐
れて立入禁止となり踏査困難である。

く〉『県境の山』 10月第2例会
（日時）平成13年10月31 日（水）
（場所）水俣市／鹿児島県大口市
山木場県界日472m AI 617.3m 
大川県界（贈15覗）人吉味嫌約55伽
亀齢峠 Al 578.5m 

（参縮）本田誠也 1名

。第1 回評議員会
（日時）平成13年11月 17日（日）
（場所）東京都 日本山岳会ルーム
（出席者）本田誠也（議員）

ーー－－－－ーー

く〉『県境の山』 1 1 月例会
（日時）平成13年11月25 日（日）

（場所）水飾／鹿児島県出姉・大崎
無線山崎 664m Al 626.Sm 
鬼岳叫 734.9m 亀齢峠 AI 579皿
Al 564. 9m（五妨糊）
（劾措）本田田上池崎藤本丸尾

この区間も牧場地で、県境線は低い

土塁の上に有刺鉄線が張られ、また牧
場の番犬に吠えたてられたりした。
西端の無線山は、 NTTコ江ニケー河川のア

ンテナがたち山頂まで車で行けるが、

矢筈峠を隔てて最終ポイントの矢筈岳
は眼前にあり、些か感傷的になる。

。平成13年度年次晩餐会・支部長会議
（日時）平成13年12月 1 日（土）
（場所）椋臨Jl l区新高輪プリンスホテル

（出席者）工藤支部長虞永松本 3名
今年は、雅子様皇女ご出産のため皇

太子殿下のご出席はなかった。

く〉平林克敏氏（常任醐）歓迎会
（日時）平成13年12月 5 日（水）

（場所）熊本市メルバルク熊本

（峨者）工藤支部長本田田上池崎
虞永加藤（功一）鎚 8名

J Aグループの講演会で熊本に立ち
寄られた平林氏を迎えて歓談した。

く〉『県境の山』 12月例会（撤回）
（日時）平成13年12月 9 日（日）
（場所）水俣市／鹿児島県出水市
矢筈岳 AI （捕） 687m 境川神ノ川
八代海岬（E)

（錨盾）工藤支部長本田菅鶴田

田上（紙、殺子、最ー）丸尾藤本

虞永 10名
いよいよフィナーレ。暑い夏、雨に濡

れ、薮をわけ、残雪を踏み、或いは老
骨に鞭打つて歩いた熊本県境の点と線
天草諸島を望む八代海を背にして、横
断幕を掲げて記念撮影。 終わった！
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。平成 1 4年新年晩餐会
（熊本支鞍立45島信とま事業）
『県境の山』踏査達成祝賀会

日時平成 1 4年 1 月 1 9 日（土）
場所熊本交通センターホテル

（鵬者）大塚博美(JAC銭）

西津健一本田誠也田上敏行

工藤文昭松本莞爾藤木孝一
鶴田佐知子藤本多加志馬場断子
虞永峻ー 阿南説志神谷平吉
神谷文子 丸尾龍一加藤功一
永谷誠一 中根俊男加藤百合子
松岡栄治・啓子斎藤弘毅
加藤明 23名

支部設立45周年記念事業として、平成
10年にスター卜した熊本県境踏査が昨
年12月 9 日最後の68区間目の水俣市の
矢筈岳から、鹿児島県との県境になる

境川を下り八代海に到達した。即ち、
支部設立45周年目の最終月に達成した
わけである。
そこで、平成14年の新年晩餐会は県

境踏査達成の祝賀会も併せて開催する
ことになり、本部の大塚会長にご出席
をお願いしたところ、ご多忙中にも拘
らず快諾を頂くことができた。

午後6時、田上事務局長の司会で開
会。はじめに工藤支部長が挨拶にたち
大塚会長歓迎の言葉を述べ、県境踏査
支部長会議、年次晩餐会について報告
そのあと、国際山岳年にあたり支部と
しての活動の重要性、間近かに迫った
2004年の全国集会、 2005年の 100周年
への支部会員の協力を呼びかけた。続
いて大塚会長が紹介され、冒頭、娘と
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孫が費林にいるので自分も熊本支部会

友と思っていますと挨拶し会場を沸か

せた。次いで『県境踏査は支部活性化

に大いに貢献した』と感想を述べ、山
岳会の百年にわたる伝統を踏まえ、山
の文化を組み込んだクラブ活動をお願

いしたい… また、 100周年のプロ
ジェクトには、地方の支部も積極的に
参加して独自のプランを出して欲しい

と訴えられた。このあと当初から県境
踏査の企画、実施に当たってきた本田
前支部長から『県墳の山』踏査報告が
あり会員の協力について、謝辞が述べ
られた。神谷副支部長の乾杯の音頭で
祝宴に入ったが、会長と親しく歓談で
きる、またとない機会とあって、会長

を囲んで賑やかな談笑の輪ができた。

。大塚会長歓迎登山

日時平成 1 4年 1 月 20 日（日）
場所刺脚臨村鞍岳(1119m)

（参蹄）大塚博美工藤文昭田上敏行

松本莞爾鶴田佐知子馬場博行夫妻
鹿永峻ー永谷誠一加藤功一夫妻
松岡栄治夫妻加藤明 14名
今年の干支に因み熊本市から近い、

鞍岳に登った。 9時『道の駅・旭志』

に集合し、当日の夕刻、帰京される会
長の都合を考慮して、鞍岳山頂東側の
駐車場まで車で上がる。当日は『曇り
のち雨』の予報で、天気が心配された
が、鞍岳周辺は薄日がさし、山頂から
は阿蘇、九重、脊梁の山々をはじめ遠
く雲仙岳まで見渡すことができた。
大塚会長も『展望のいい山ですね』
と感心された様子だった。



。九州5支部合同会議（主管制川支部）

（日時）平成 1 4年2月 1 0 日（日）
11:00~16:00 

（場所） ~州市八幅区 『大谷会館J
（鵬者）会長大塚骸 品桧長長尾椴

議員本峨自

〈鯨）工藤競技巌、 断行事事巌
（福岡）探勝三支鞍、中山健、井上優、

（馴）佐蹴報技巌、 酵子事職、 臓英彦
（宮崎）大谷厳鞍、都暗耳、谷口桜、柑博行
(j州）謝健児支鞍耕競技鞍

日僻開巌謝伝平（珊胎）
（撮要） 11:00-13:00 

九州 5支部合同会議
13:00-14:00 
講話大塚会長長尾副会長
14:00-16:00 
懇親会
各支部の現況報告、懸案事項の説明
あり、最も特色があるのは宮崎支部の
活発な年間計画（定例断、定倒研究会 NHK劃艦
等・・） 大谷支部長の卓越したリーダー
シップとスタッフの協力により、着実

に遂行されており壮観である。但し福

岡、熊本支部のように会員の多くが、

他の山岳会等を主催して日常活動の重
点が、そちらにかかっている場合、定
例的な行事計画はなかなか組み難い。
東九州支部は、毎年ユニークな目標
を設定して例会山行を実施しており、
見習う点が多い。熊本支部は、無理を
しない自然体で、設立45周年記念『県
境の山』踏査を完成させたが、 2004年
の全国支部集会に向けて、今から準備
にかからなくてはならない。

大塚会長からは、創立100周年記念

企画プロジェクトについて、夫々の支

部が、或いはブロック合同で活力溢れ

る企画を提案し実施して欲しいと要請
があった。また今後の山岳会の組織と
運営について、アメリカ山岳会の現況

の説明があり、一つの在り方としてた
いへん参考になった。長尾副会長は、
このような会合、或いは企画の実施推

進にあたり、多くの新しい出会いが生
ま才L、そのことが豊かなクラブライフ
に繋がると話されたが、全く同感であ
る。平成5年9月に、第 1 回九州 4支
部合同会議（鱗支部主管・・備山）が開催された
が、その後は各支部の年間行事に絡め

て実施されてきた。今回は、北九州支
部が発足して 5支部になり最初の合同
会議となったが、吉村支部長はじめ支
部役員の方々のご尽力により、会長、

副会長もお迎えすることができて、充
実した会合になった。

く〉平成14年度支部事務局担当者会議

（日時）平成14年 2月23日～24 日

（場所）椋軒畑区グリーンホテル

JAC Iレーム

（出腕）田上常務委員
（議題） 『支部活性化を考える』

その他、事務連絡事項
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壬主主長言U肖主主主

1818 奥野正亥
昨年12月 20日より奥様の付添いで入

院中でしたが、 2月はじめに退院され
現在は自宅でご静養中です。 （本田・記）

4427 西沢健一
昨年来の膝関節炎に悩まされて連日

の通院生活です。 『県境の山』踏査に

は余り参加できませんでしたが、予定
通り達成することができて喜んでいま
す。

8981 中村恵三
昨年、公民館登山部に入り、月 2回
の山行を実行している。部員は30名
で殆ど中高年。 リーダー（翻）は、元自
衛隊レンジャーO Bで、山の鉄人その
もの。 小生にとって好都合なのは足の
心配がないこと… 毎回、マイクロパ
スで登山口まで行けるし、女性部員が
多いことも楽しい… 山は県内、県外
半々と云うところ。

8605 門脇愛子
昨年はサクラカード（鯨杭70齢社iこ刻す

る鯛パス）をフルに活用して、前半は各科
の病院めぐり？… 後半は何とか健康
状態も安定したので、軽い山歩きと旅
行を楽しみました。一番の思い出は 8
月、スイスのハイジの里。

山歩きでは、 5月、白鳥山のヤマシ
ャクヤク… 10月、白神山地で紅葉
を満喫したこと。
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9402 河上洋子
3年前から、県の太極拳連盟の理事

長を引き受けましたので、その行事…
検定、昇格試験、全国大会の会議等々
当初考えていたより忙しく、特に土、
日は殆ど予定があり困っているところ
です。

9649 鶴田佐知子
昨年は膝を痛めて、あまり山行はで
きませんでした。それでも、 7月には
永谷さんのツアー（雌）で鳥海山、 10
月には、山岳会の自然保護大会で、大
台ヶ原へ… 12月は、支部の『県境

の山』最終回で水俣の矢筈岳に登りま
した。 年末は、マレーシアのカメロン
ハイランドで、面白い植物に出会えま
した。

10232 加藤稜子
術後、 5年たち少しづ．つ山登りをは

じめました。日帰りのハードな登山は
まだ無理なので、年数回、遠出の山行
をしています。昨年は、雲取山、瑞購
山、甲斐駒ヶ岳、仙丈ガ岳、岩木山、
岩手山、八甲田山、秋田駒ヶ岳、鳥海
山に登りました。

11771 加藤功一
昨年暮れ、再就職先の会社を退職し

全くフリーとなりました。暮れの30日
から正月の 4 日まで、横浜の娘の所で
過ごしました。新年の初登山は、奥多

摩の鋸山1109m 大岳山1267m 御岳山10
77m の三山を縦走しました。 9時間歩
きっ放しのハードな初登山でした。



11538 丸尾龍一
『県墳の山』は何回か欠席したもの

の、最後の矢筈岳から終点の境川河口
に到着した時は感動した。

8411 松本莞爾
昨年夏（8月）のインターハイ（鋼高機体）
も無事に終わり、年末に報告書も出来
上がりました。国体、インターハイと

大きなイベントが終わり、 2002年度は
自分の山登りができそうです。

11856 太田章雄
昨年は家の都合で、 7月の立山縦走
と鹿島槍ヶ岳、爺ヶ岳縦走だけで、四
国八十八ヶ所も残り 22 ヶ所で足踏み

状態です。今年は70歳になりますの

で、古希までにはと目標にしていたの
で、何としても完歩したいと，思ってい
るところです。

10422 藤本多加志
昨年は体調が悪く、山行は思うに任

せませんでした。今年は少しづ、つ山歩

きを再開したいと思っています。

5120 石井久夫
1月 20 日の新年晩餐会は、同日に

えびの高原の御池で環境省主催の／てー

ドウオッチングがあり、出席できませ

んでした。昨年は熊本支部の行事と私
の方のボランティア関係、野鳥の会関
係が、いつも競合して失礼しました。
新年は、何とかヤリクリをしてと思

いましたが、出ばなを挫かれてしまい
ました。

-28-

6659 田上敏行
昨年は、支部の『県境の山』シリー
ズをはじめ、新日本山岳誌のための調

査登山、西国三十三ヶ所めぐり、 PT 
A、それにファミリー登山と何やら慌

ただしい 1年でした。山の方は、年間

30 山と先ず先ずの成績でしたが、専
ら低山ばかりで些かil.·、残りでした。
今年は、新日本山岳誌の原稿執筆に

暫くは追いまくられ、山の方は当分お
預けになりそうです。

12909 永谷誠一
平成9年から着手した矢筈岳～遠見
山～三方山、また黒峰～小J II岳～向坂
山のルート開拓ができました。最後に

残った向坂山～三方山の所謂、耳川、

緑川分水嶺稜線開通も昨年末に終わり
これで霧立越、向霧立越を結ぶ全ルー
トが、ほぼ開通しました。 あとは部分
的なコース整理に当たることになりま
す。これから県や関係町村に呼びかけ
て、九州脊梁中枢部の登山地図を作り
たい思っています。これを機会に広く

全国にP R し、多くの登山愛好者の注

目を集めれは幸いと，思っています。 ‘ 
10080 虞永駿一

インターハイも終わり、やっと一息

ついております。 2年後の停年に向け

て、身体づくりをやらねばと考えてお
ります。

12100 能田成

カービングスキーに熱中！ かつて
の体力と気力だけのスキーから脱却？



4439 菅隆雄
今年の初登山は、 1 月 6 日、快晴の
開聞岳に行ってまいりました。

11119 後藤之俊
眼（緑鳩）の悪化で、山行も難儀にな

りました。

10751 深堀弘泰

昨年末の検診で異常が発見され、少
しおとなしくしています。しかし気落
ちしているわけではありません…

会友樋口格
加齢とともに脚力も弱り、登山もゴ
ルフもやめています。 朝夕の散歩は二

人で毎日 6キ口前後歩いています。

最後の道楽の盆栽は、最近は小品を
主として、毎日飽きる事なく情熱を燃
やして取り組んでいます。 『熊本県墳
の山』踏査達成、おめでとうございま

す。

会友松岡栄治・啓子
昨年末、 12月 23日、忘年登山、退職

記念登山として、水俣の矢筈岳に加藤
功一（鎖）夫妻と、私達4名で登ってき

ました。 1等三角点のある山頂ではヤ
ッ ホ一三唱、ビールで乾杯、そして広
い展望を楽しみました。 また、山頂の

自然石に、尊皇の志士、高山彦九郎の
『草も木もなびかさんとや梓弓矢筈が
岳に登る楽しさ』 と刻んであるのが印
象的でした。下山の途中、雌岳にも登

り、湯の鶴温泉でひと風呂浴びて帰り

ました。
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会 友 斉藤弘毅
昨年は 3回、北アルプスに遠征しま
した。 新参者ですがよろしくお願いし
ます。

※斉藤君は熊大山岳部員（題な？）新年度

入会希望熱烈歓迎！

“得阿持多経三義三識”を目指して
新年感懐『般若心経』より

10008 馬場博行

8395 大木野徳敏
昨年、交通事故の後遺症治療中の夫

人と共に、熊本市の介護老人保健施設
『赤とんぼ』に入所された。

5074 宮崎豊喜
平成10年から、熊本市の老人保健

施設『フォレスト熊本』に入所中…

会 友 橋本岳範
全国高校総体 （インターハイ）が済

んだ昨年末、球磨郡多良木町出身の中
原真紀さんと結婚。仲人なし二人の手
作りの披露宴はなかなかグーでした。

5421 本田誠也

昨年5月には 3番目の孫誕生、 い
よいよお爺ちゃんになりました。 また

山岳会の年次総会で、評議員に推挙さ
れました。 7月には、熊本電友アルコ
ウ会の立山縦走に参加、引き続き念願

の鹿島槍ヶ岳、爺ガ岳に登りました。
『県境の山』は予定通り、 12月に水俣
市の矢筈岳に登り、達成しました。
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