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JA C全国支部懇談会の大成功と熊本支部のこれから

支部長（8190) 工藤文昭

} 平成 1 3年のJ A C総会において全国支部懇談会熊本開催が承認され、本格的な準備

に取り組み始めたのが翌 1 4年の春頃からでした。それまでは平成 1 0 年秋から始めた

熊本県境の踏査に支部の総力をあげ取り組んでいました。 ー本県荒尾市と福岡県大牟田市

の県墳から、県南の水俣市と鹿児島県出水市の県境までの436k mは九州最長の県境

線をなしており、それを完全踏査するのに 3年の歳月を要しました。それが終わるのを

待っていたかのように、本部から「新日本山岳誌J の原稿執筆依頼を受け、それが終わ

ると日本山岳会創立 1 0 0 周年記念事業の一つ「中央分水嶺踏査」と、支部活動の殆ど
がこれ等に費やされることになりました。このような状況ですから、熊本支部みたいな

小さな組織では、全国支部懇の準備を平行して行うことは容易なことではありませんで

した。しかし全国支部懇は全国の支部に呼び掛け来熊いただく大会ですから、何とか感

動あふれる大会にしなければと準備会を立ちあげたのが 2年前でした。出始めは隔月ご

との会議も、後半は毎月開催し、事あるごとに支部会員の皆さんに理解・協力を求めき

ました。先催県の視察や本部のご指導を仰ぎ、昨年初めには大会準備と 2 日間の日程に

ついてかなり詳細な計画が出来上がりました。終わってみると熊本支部懇は大成功。そ
惨の要因は、天気に恵まれたこと、この計画をほぼ完壁ななでに実施に移せたところにあ

ります。それは、ほとんどの会員・会友の皆さんの大会参加と献身的な取り組みがあっ

て出来たことであります。火の国人は、ここ一番では燃えるのです。外部から協力いた

だいた鹿本農高郷土芸能部の皆さん、チャーリー永谷さん、講演の池辺先生それぞれが

素晴らしく、大好評でした。また、遠路熊本まで、全国から 137名もの皆さんに参加

いただき、大会を盛り上げていただいたことに私たちは感謝しなければなりません。

今、中央分水嶺踏査で本田、加藤会員を中心に調査がなされ、間もなく本支部担当区
域の踏査も終わりそうです。会のためにこのような精力的な行動が出来る会員を擁する

支部であれば発展も期待出来るはずです。これまでの様々な体験を今後に生かしながら

会員の皆様が気軽に参加できる行事も沢山企画していきます。そして会員相互の親睦・
連携を深める支部活動をやりましょう。今年もどうぞよろしくご協力下さい。



義襲撃 ；.：；·~－議 宮崎豊喜氏(1920-2004)

かねてから病気療養中だった宮崎豊喜さんが、平成 1 6年 7月 1 1 日に逝去さ

れた。享年83歳だった。 熊本市内で営まれたご葬儀には、工藤支部長はじめ支
部会員と共に参列して故人のご遺徳を偲び、ご冥福をお祈りした。生前の宮崎さ
んは、所属された熊本アルコウ会、日本山岳会熊本支部を含む県内登山界の相談
役のような立場であられたように思う。私としては 50年近いお付き合いだった
が、行動幅の広い宮崎さんの略歴については断片的にしか知らない。嗣子の宮崎

健ーさん（レストラン・ホルン帥踏むに書いていただいたメモをご紹介する。 『大正 9年 7
月 22 日、熊本市本荘町に生まれる。本荘小学校卒業後、親戚の宮崎商店で働き
鎮西簿記学校を出て住友銀行支店に入社、太平洋戦争で徴兵されたが戦後復員し -

て住友生命に出向する。独身時代より山が好きで、恩師の勧めもあり熊本アルコ 司
ウ会(1939年会員番号352番） lこ入会。戦後、 「阿蘇の主」と呼ばれた北田正三先生が日
本山岳会熊本支部を設立された後、 1960年 4月に日本山岳会に入会した。会員番

号5074番。戦後の混乱期の中でも、自営への思い絶ちがたく「古城ベーカリー」
に勤めたが、やがて市内の繁華街に「OK レストラン」を開店した。元支部長の
西津健ーさんのお話では、登山関係のお客さんも多く賑わっていたそうだ。 －この辺
の事Ii健ーさんの識にも劫マIiなp... 暫くしてから、昭和29年\1954年）頃、下通りに土地を買

い、観光レストラン「山小屋J を開業。水車が廻るレストランとして地元はもと
より全国の登山者にも知られて賑わったo 昭和53年、隣接する大洋テ’パートの大
火を機に、木造建てを壊して5階建ての「山小屋プラザ」を建設する。父は暇さ
えあれば、アルコウ会や山岳会の仲間と九州や信州、甲府の山々を歩いていたよ
うだ。私も幼い頃、金峰山や阿蘇山に何度となく連れて行かれたり、中学生時代
には、友人 2人と英彦山に連れて行ってもらった思い出がある。金峰山麓に熊本
市内の小学生達と一緒にトーテムポールやバンガローを建て、野外活動の拠点を
提供した。 後年、足が不自由になるまでは孫たちと一緒に山に行っていた。 』 ・M

1962年3月、九重山、祖母山、阿蘇山に登って熊本市を訪れた深田久弥氏は、 ー
その著書に「熊本へ着いたのは夕方であった。山の好きなものは有難い。どこへ
行っても知己がある。貧民本では山岳会の三谷孝ーさんや宮崎豊喜さんの心のこもっ
たもてなしを受けた」と書いている。翌日、宮崎さんは深田さんの希望で、かつ
て知友が学んだ五高（現鱗文学） や、熊本城、金峰山に案内してたいへん喜ばれたと
云う 。 その後、内坪井町に 6階建ての「ホルンハイツJ を建て住所を移したが、
その 1 階部分に「ホルン山小屋」を開設し、私たちも事ある毎に利用させていた
だいたものである。 晩年は病気勝ちで入退院を繰り替えされたが、 1998年にフオ
レスト貴鉢に入所してからは、再び「ホルン山小屋」でお目にかかることはなかっ
た。 長い間本当にお世話になりました。安らかにお休み下さ~＇o （本田誠也）
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最高の感動・カナダフラワーウォッチングツアーに参加して

10232 加麗稜子

私の子供の頃は人生50年と言ねて‘その年をはるかに超え、ガンの手備後8年

を経過、おつりの人生を歩んでいる私にとって、昨年は還暦を迎え新しい年の始ま

りとなりました。まだ仕事現役の為、山行三昧とはいきませんが、昨年の7月カナ

ダの花のエスプラナーデ 10 日間のトレッキングに参加でき大満足でした。ヘリコ

プターで入山、下山、山小屋5泊、 5つのピークに登り、速くにロッキ一山脈の雄

大な眺め、雪のコロンピア大平原のスケールの大きさに圧倒されながらも、 1 日 1

日大地を踏みしめ、ゆっくりゆっくり高山植物を愛でながらのトレッキング、雪の

上での童会戦、湖のそばでの昼食、夢のよ査で最高の襲沢だと思いましたa

昨年は虫ナダでも花の咲き方が早くて、私の目的のグレイシャーリリー（黄色の

片栗〉やウエスタンアネ毛ネも殆ど終わっていて一寸がっかり Lましたが、その他

の廷は沢山嵯いており、ガイFさんも花に詳しい方芳、いろんな誌の名主教え工い

ただきました。又遠くの一つの山を指さして、あの山は日本人が初登頂した山だ

と、山の名はマウント・アルパータ（ 3818m）、 1925年、横有恒他4名と

のことでした

全行程天気にも恵まれて、体調もよく、 10 日間はアッという聞に過ぎてしまい

ました。今年の3月で仕事リタイアの予定。体調の続く限り自然に親しいたいと思

います。

2004年の山

9649 鶴田佐知子

2004年の山行は、前年のアルコー会で天候の都合で登れなかった開聞岳登山

から始まった。熊本からは非常に速しまだ、新幹線も出来てなかったので、登山

口に着いたのは 1 月 9 日の午後も大分すぎていた。日暮は早い時期、カンポ指宿の
車が迎えに来る 5時には駐車場へということで登り始めた。この山は、大きな岩石

が多い道が山を螺旋状にぐるりと巻いて登る。海を眺めながらゆっくり登り、私は

下りを考え9合目あたりから引き返した。

1 月 17 目、九州5支部懇談会が宮崎であり、翌 18 日は国富町の釈迦ケ岳（ 8

3 Om）に登った。法華岳公園からの高度差550mというが、岩場の多い山で、

山頂からの眺めは素晴らしかった。

2 月 8 目、アルコー会で水俣の矢筈岳に登った。パスで途中の山に雪があるなぁ

と思っていたら、湯の鶴温泉の上の登山口からとけた雪、登るにつれ真白な積雪、

586mなのに雪、雪、雪の山頂、足の弱い人をロープで引き上げるやら、下りは

ズルズル滑るやら大変だったが、天気に恵まれ最高だった．

2月は 15 目、大牟田の普光寺で一寸早すぎた臥穂梅を見て、三池bの上で弁当
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を食べた。 22 日はアルコー会で竜田山、そして 24 日は山鹿に先の彦岳に登り、

山鹿温泉を楽しんだ。 3月 1 4 日はアルコー会で935mの矢護山ヘ、リーダーの

調査がよく、登りと下りの道を面白く考えた山行だった。 4月 1 1 日は大分の鶴見

岳、神社の鳥居下広場からの登山、了度登山マラソン大会が開催されτいたので何

回か道を譲ったりして、 1375mの山頂に着いたの 12時をすぎていた．天気は

良く、楽しい一目だったし、帰りには数人と由布院温泉に泊まり楽しい一夜を過し

た。

4 月 22 日は友人と護王峠近くでワラビ狩り、 25 日はアルコー会で外輸のまぜ

の渓谷でわらび狩り、よくわらびをたべたなあ！。 4月 29 日はアルコウー会リー

ダー講習会で久し振り岡藤の烏帽子岳（ 1 3 3 7 m）の一等三角点に登払草千里

での弁当は美味しかった．

5月は 1 0 日に l341mの目丸山ヘ。いつもカタクリを見に登っていなが，ツ

ガやプナの大木をゆっくり眺めながらの登山は面白かった。特にヒメシャラの大本

には驚いた．小雨の登りも山頂では止み、ウリハダカエデの大木のウりのような木

肌を見て納得の山行だった0 1 5 目、 1 6 日は九州地区合同植物観察会が都城であ

り、 1 5 日は甑穴で有名な関之尾公園をさをき、 16 日は青井岳キャンプ場近くから

飛松国有林内の植物を見て歩いた0 5月23日は久L振り脊執幻系の 1692-皿の

烏帽子岳に登った。三等三角点への途中でブナ林の新緑の美しさに心が洗らわれ

た。

5月の末は沖の永良部島、与論島、沖縄本島ヘ旅したが、北部のゃんばるの森の

遊歩道を歩いたのは楽しかった．熊本と違った森の中を水の流れを辿りつつ、水量

の多い比地大滝まで歩いた．人なっこい奇麗な小鳥のアカヒゲ、すーと飛ぶアカシ

ョーピン、夢の世界だった。

6月は上京し、娘夫妻の属する山の会に参加し、群馬県月夜野町の 1254mの

大峰山、 1341 mの吾妻耶山に登り、夜は標高lOOOmのの大峰沼のキャンプ . 
場でキャンプ、久し振りのキャンプファイヤーを楽しんだ。 ‘ 

7 月には永谷さんのお世話で北海道ヘ。 7 日に出発して札幌泊、翌日北上し稚内

から利民島のおし泊ヘ。 9 日は4時に車で出発、 4時30分、 200mの利民北麓

野営場から利民岳へ登山開始。 3年程前に、鳥海山の下りで膝を痛めて以来初めて

の 1500m標高差なので、皆と別れてゆっくり lOOOmまで植物を見ながら登

ることにした。道は一本道、北国しかない花を楽しみ、 1218mの長官山目で登

り最色を眺めた。翌日は礼文島に渡り 1 1 日午前中一等三角点のある490mの礼

文岳に登った。 7月 3 1 日から 8月 2 日は4回目の済州島、 8月 1 日初めてのハン

ラ山ヘ。オリ毛クから登山開始。ゆるやかに登りキオンやイタドリの白や赤い花を

眺め、 13時頃 1700mウイッセ・オルム休憩所着。昼食後林の中に行って驚い

た。素晴らしい色合いのヤマアジサイの群生、心が涼しくなって来てよかったと思
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った。

8月孫たちと遊んで20 日から，「フォーラム in 大山、立山J で富山ヘ。 2

1日、薬師岳の山裾に広がる有峰湖ヘ。美しい湖畔の冷タ谷遊歩道を裸足であるい

た。気持ちょい感触、白樺の木の下にラショウモンカズラの花が奇麗だった。

9月は久し振りの五島の福江島、 1 8 日に出発し、夕方福江に、 1 9 日はゆるや

かな鬼島ヘ。ルツボが多く青空にはトンビだろうか何とも言えないのどかさだ。眺

めのいい大瀬崎昼食。七ツ釜中腹の七岳神社あたりまで登った。 26 日は植物の会

で上益城郡の 138mの白旗illヘ。ここは低いが三等三角点があり、台風のため歩

くのが大変だったが、登る前のお宮近くにスズムシパナが咲いていた。何年ぶりだ

ったろうか、阿蘇の国造神社の近くで見て以来である。

JA  C支部懇談会の熊本開催が近くなり、 27 日は広永氏と能田夫人とで祖母山

の下見に行った。台風が多かったので大丈夫かなと思ったが、国観峠までいい道だ

った。大会の2 目前の9月 30 日、永谷さんのお世話で鞍岳下の四季の里で首都か

らの友人と山想ハイクのメンバー数人とで夜は焼肉パーティ、よく 1 0月 1 日、早

朝バンガローを出て鞍岳登山、楽しく友好を温め、温泉ヘ、昼頃家に帰った。

いよいよ大会の2 目、懇談会、懇親会も無事に終わり交通センターホテル泊、 1

0 月 3 日は、阿蘇烏帽子岳登山に参加した。天気もよくパスで草千里につき、ゆっ

くり登って 1 0時すぎ山頂着、遠くから阿蘇に来て、高岳、根子岳に登る人は多い

ようだが、一等三角点の烏帽子岳は初めての人かなりいたようで、よかったなーと

思った。下りは北の方のゆるやかな道を下り、草千里の上の方で昼食、楽しく大会

は終わった。この後、広永氏の友人の小屋で自炊して美味しい舗を囲んだ一夜は楽

しかった。

明けて24 日、朝6時前に首都の2名と、関西の 1 名と祖母山の登山口へ。 8時

北谷登山口から千問平、 国観峠を経て 1 0時45分祖母山頂ヘ到着。山頂には背の

低いリンドウがやさしく咲き、天気も良く眺めは故群だった。その日移動する山友
に合わせて、小休止の後出発、途中で次々登ってくる山岳会の人々に会った。 1 時

すぎ登山口、近道をして、阿蘇駅近くに友人を送り、関西の友人と私を自宅まで送

っていただき、大会はやっと終わった。

1 0 月 1 7 日の植物会は竹之内峠への昔の道を歩いた。道はかなり荒れていたが

直径 lmの大きなタプの木があった。峠から少し山路に入ったところでカザグルマ

の自生地を訪ね、生育保護状態を確認し、下りは下りは車道をゆっくり日奈久温泉

駅まで歩いた。 1 0 月 24 日には、アルコー会で七滝バス停から八勢橋ヘ歩いた。

姿の美しい目艦橋で昼食、帰りは残り少なくなった日向往還の石畳をしばらく登り

やがて車道を七滝バス停ヘ戻った。

1 1 月は再び上京して、 6 日から7 日とで雲取山に登った。 6 日 5時半に家を出

て、列車を乗り継ぎ、更にロープ・ウェーで lOOOmの三峰山頂駅に9時半過ぎ
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に着いた．さっそく出発、三峰神社にお参りLて登山開始。ここはゆるやかだが長

い行程だ。 1503m霧蕩ケ峰で昼食、前白岩山、白岩山を経て 1 6時40分雲取

山荘に着いた。翌7 日は、 7時20分に出発、 8時2017mの雲取山頂ヘ。ここ

も一等三角点、雲一つなく、富士山は近くに、秩父山系が素晴らしい。下りもゆる

やかで長く、七ツ石山に少し登り、途中美しい錦の紅葉の中で昼食、 14時少し前

540mの鴨沢バス停に着いた。 14 日は友人の車で五ヶ瀬の桝形山ヘ、そして蘇

陽峡で紅葉を楽しみゆったり山歩きをした。

振り返ってみると、 2004年もまあまあ元気に山に登ったなあと山の友人に感

謝、感謝である。

傘寿の今年も元気で登ろう

12909 永谷誠一

昨年もおかげで健康に恵まれ十分山を楽しむことができました。 4月は世界自然

遺産に登録された熊野古道の一部である大雲取越、小雲取越を昔時を偲びながら歩
きました。 5月には四国の西赤石岳より東赤石岳へと縦走し、折から満開のアケポ

ノツツジの歓迎を受け、翌日は強風雨の中、伊予富士の山頂に遣し、 7月は最果て

の利民岳、礼文岳に登頂しました0 8月は小3の孫を連れ、立山から大日岳の縦走

を楽しみ、白川郷の見学もしました．

1 0 月は東北山旅最終シリーズとして、青議の岩木山、八甲田山に登り、奥入瀬

渓涜をさ長き錦秋の東北路を満喫しました。そして今年は傘寿の歳を迎え、余命は儲

けものと受けとめ、先ず4月は昨年に続き、熊野古道の修験道である稲村ケ岳、八

経岳に登り、 5月には、中国湖南省の武陵濠と安徹省に在る黄山を訪ねることにし

ています。両山共世界遺産登録の地で奇岩奇峰が棒立し、風光明婦な最勝地として

今から楽しみにしております。

7月は北海道道東の羅臼岳、斜里岳、雄阿寒岳に登り、 8月は文、孫と共に裏銀

座コースを堪能して槍ヶ岳登頂を目指します。そして、 1 0 月は新設された信越ト

レイルを漫歩して、近くの妙高山、火打山に足を延ばし、奥信漉の紅葉を探勝しま

す。文、一方では日向往還の調査に興味をもち、矢部町、清和村、蘇陽町が2 月 1

1 日に合併し、山都町（やまとちょう）として誕生する機会をとらえ、ツーデーマ

ーチを企画し、近々実施し、新町のP Rに寄与したいと念じる此の頃です。

海外の登山交涜から考えること

10390 阿南説志

全国支部懇談会ではお世話下さいました工藤支部長、田上事務局長のリーダーシ

ップに、会員皆んながそれぞれの役割分担をご奉仕くださり、大成功だったと思い

ます。
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さて、近くて遣い国「韓国J などと言っていたのは 30～40年前の話、最近

「冬のソナタJ などの緯涜ブームで、日本と韓国が一気に近くないました。大変喜

ばしいことです。

私たち「自然を愛する会J は韓国太田特別市の山岳会と姉妹血縁して 1.7年にな

ろうとしています。毎年韓国を訪ね、登山交涜を重ねて思うことがあります。

①全ての面で日本より高い水準の「こころと体J があるように思います。

徴兵制度があり、 2年6ヶ月の軍降生活があり、肉体的にも精神的にも鍛えら

れます。徴兵制度そのものには異論もあるでしょうが、私見として思うのは、

日本の青年も 1 ～2年間、国のお金で l 次産業（農業、漁業など）の生産する

仕事に従事して、高授や大学と進んではどうでしょうか．

②登山ブームは韓国主主変わりなく、中高年艶b賓カミ多いのは日本と一緒ですが

若い青年も多いことです。明るい青年登山者にパワーを感じます。海外登山者

は日本より多いと聞きます。

③子供の教育についても熱心です。しかし、家族中心の愛があります。友達み

んなで子供連をみます。我が子のように叱りもすれば褒めもします。

こんな韓国の家族生活を見ていますと、 「日本人（自分の反省）は自由ではあり

ますが、責任感が薄くなっているのかJ と考えてしまいます。

昨年の新潟震災からスマトラ沖地震津波と自然災害ではありますが多くの荊犠

牲になりました。自然災害だけの問題でしょうか。地球温暖化など人間の審りに自

然（地球）が怒っているように思えます。私たちは自然の中にお邪魔しているわけ

ですから、自然のことをもっと学び、自然を理解することが自然への愛につながる

事と考え、自分にできる事から実践して、 「安全・安心』登山のお役に立ちたいと

庫っています。

マイペースで登る登山の楽しみ

会友松岡栄治・松岡啓子

私たちの山登りの師、弟の加藤功一の教えに習い、登り続ける内に、登山の楽し

さがわかるようになりました。昨年は世界の屋根ネパールヒマラヤの山麓を歩き回

り、至福の時を過しましたが、日本に帰り、古里の里山を歩きますと、自分の身近

な所での登山にもヒマラヤと同じような幸せを感じることに気付きました。

以下、昨年私たちが楽しんだ身近な山の記録です。

• 2004年2 月 22 日 三角岳（加藤功一・百合子、加藤明、松岡新台・啓子）

小雨。小学校の裏手より登る。眼下の藍色の海と船の軌跡が素晴らしい。

406mと低い山だが意外ときっかった。

2 月 26 日俵山（加藤明、松岡栄治・啓子）

これが頂上だと思ったところが2 、 3ケ所あった。急坂を登りやっと 10
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95mの頂上にたどり着く。

• 4 月 l 7 日小岱山（加麓功一・百合子、加護明、松岡栄治・啓子）

先日の新聞に写真が麓っていた荒尾のトキワマンサクが見事であった。山

には三ツ葉つつじがまだ残っていた。

·4月 24 日 目丸山（加聾功一. .a会子、加藤砥松岡総台 ・慶子他数名）

カタクリの花、昨年より少ない気がした。

. 4 月 29 日 分水嶺調査（高蘇方面）についていく。大変な苦労だと感じた。

・ l Q 月 3 日 烏帽子岳 日本山岳会全国支部懇談会で登る。

・立岡山散歩 2 l 0 回 四季折々の最色を楽しみながらマイペースでゆったり

と歩く。時には孫たちをアスレチックに連れて行き、おにぎり弁当を楽し

む。

・金峰山 l 3 回 ある日、山頂近くで、手のひらから山雀（ヤマガラ）にエサ

を食べさせている人を発見。こんなことが出来るのかと驚噴。下り道、自分もやっ

てみようと思った。近くに2、 3羽いたので口笛を吹いたら、 l羽が飛んできた。

あいにくエサになるものを持っていなかった。手のひらに鼠せたチョコレートを一

寸つついて、すぐ輩の中へ飛んでいってしまった。残念 I I I 

私の百名山一“思い出の山”

~~05 門脇愛子

色々な百名山があります。勿論原点は漂田久弥氏の「百名山J ですが・・・。

そこで私の百名山を、 1996年に求めたパベル社刊「私の山歩き日記J に記録し

たものを眺めてみました。丁度百山書吋るようになっており、第 1番は、私の山登

りの原点となった富士山（昭和34年7月）で、その後登った山の中から順源説

し、最後の百山目は、平成 15年7月に登った伊吹山になっています。実際その ‘ 
後、所謂登山といわれるような山には登っていません。

99番目はJA C支部懇談会で登った秋田県男鹿半島のお山です。富士山は一度

は登ってみたい山、やはり日本量高峰の感滋はひとしおで、今も頂上でスタンプし

てもらった（ 3 4 ・ 7 ・ 26 歓喜の征頂）日の丸の小旗や金剛杖が近くにあって

憶かしさを誘っています。富士山から帰って山への想いは待ちきれず、 一人で熊本

アルコー会に申込み、以来40年余りアルコー会の例会や、その後入会した日本山

岳会のおかげで、数多くの山に登ることが出来ました。日本百名山は74山、熊本

百名山には90山登ったことになります。

どの山が一番印象に残っているかといわれましても、山それぞれの思い出や良さ

があってしぼれませんが、富士山は別格として、その後すぐ登った熊本は阿蘇の根

子岳、その後何度も登っていますが、その時は先輩と4人で登り、忘れられない思
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い出です。 3番目に記録されているのは雁俣山、アルコー会参加2回目の例会で、

今のように二本杉まで車で行けず（林道工事中）、砥用駅から（今はもう立い熊延

鉄道の駅）道を歩いて号時間、二本杉峠で昼食をとり、頂上ヘ。 「直上は狭く全員
溢れんばかり、天気は良し、山なみの美しさ、忘れ得ぬ若き日の思い出となって残

るだろう」と当時の記録に書いてありました。

そして、 4番目が初めての冬山で、憧れの九重山群、そして 20番目、 37年7

月に初めての日本アルプス表銀座縦走、燕岳から槍ヶ岳。 45番目の津江三山は、

早朝の日田駅でケネディー暗殺のニュースを聞いたことで、この話題が出る度に思
い出す山でもあります。文、この時の扇ケ鳳キャンプで満天の星が美しく、キャン

プで心ゆくまで歌ったことでした。山の思い出はこのような仲間との交わりが切り

離せないものです。

日本山岳会の山行は、支部懇談会で参加した京都の比良山、あの時の紅葉は文素

晴らしく、その翌日京都の寺巡りをしたことも合わせ85番目。北海道の山は87

番目に大雪山、十路岳。東北の山は54番目、 45年7月の月山、同じ月に秋田駒

ヶ岳、 99番目前掲の男鹿半島の山。その後、北海道、東北の山には登れなく，乙、残

りになっています。文、もう一つの心残りは、南アルプスが北岳、白峰三山のみ（

48番目）という事です。

ともあれ、山の思い出は、この百山に限らず、この百山に書ききれなかった里山

にも珠玉の思い出もあるものです。文一山一回でなく、何回も登った山には季節、

仲間等の関係でそれぞれの思い出があります。何と言ってもこれ等の思い出は、私

の生涯の宝物です。山に登れなくなった日が来ても、これさえあれば幸せを感じる

事が出来るだろうと感謝しています。

『日本山岳会第 2 1 回全国支部懇議会熊本・岡藤のつどいJ 記録

平感 1 4 年3 月の支部役員会で、 f全国支部懇談会を担当していなーい支部は残り

少なくなったので、熊本もこのあたりで責任を果たしてはどうかJ という先輩のご

章見があった。熊本支部は設立後 50年にならーおとするのだが、支部切組織t: －じで

鼠全国25 支部の中でも最も小さく、 「そのような大きな大会を果たじてやるごと ー

が出来るのかJ との心配がありました。しかし、可検討するうちに、支部ーの纏まηーと も

億本の豊かな自然を考えると、 「何とかなる J と判断しました。

5 月の J A C総会で「平成 1 6 年度の支部懇談会を熊本で開催したいJ と立候補

その債の本部での理事会で熊本開催が承認されました。それから 1 年聞は、先催県

の笥報取集にかかり、本格的な準備に取り組んだの平成 1 5 年の 2 月からでした。

10名からなる準備委員会は見事に機能し、そこで立案された計画に支部員皆さ

んの也力が見事でした。ここに、その準備の記録の一部を残します。
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第 1 回全国支剖糟談会準備会 （平成15:2:3)
1 期日について 2004 ・ 10月 2 日（土）～ 3日（日）に決定
2 懇談会会場について

－熊本交通センターホテル
（理由） 阿蘇という案も考えられるが、外来者か稿本到着後の謁亜の僚IJカ導く、

熊本市内となった。センターホテルはあ亜の中心地に有り、施設面において
も問題ない。

3 登山計画について
「高岳J 登山とする。
日本 100名山の一つであり、登峰紬となる伽織の駐車スペースの十分であ

り、 2 コースに分散して登山する。下d踏は中岳、火口東駅経由で仙酔峨に下山する
登山コース

A 他酔蛾～パカ尾根～高岳～中告何蘇山東駅叶＇llJI枠峡
B ｛~酔峡～東駅～火口展望所～高岳（往復登山）
（希望者は、ロープウェーを利用）

c 観光コース（大館樽・阿蘇神社・価機・草千里・火口・
白川水源）

または、熊本市内近郊（武蔵ゆかりの地、総本城、田原坂な
ど） 今後検討する。

登山開始（ o B : o o) ftl酔娘下iJJjC了・解散時刻（ 13:30) 
4 日程について
第 1 日目（土） 受付 13:00~ （荷量センターホテル）

懇談会 15:00~ 17:00 
懇親会 18:00~ 20:00 

第2 日目（日） 朝食 弁当配付（ 2食分配付）
出発 06:30
登山 08:00～13:30

5 参加人員 150~ 160 （麟者 120～130 、
県内者 30前後 } 

6 参加費の問題 ・・・ 18000円内に抑える。
宿泊費・輸送費・ロープウエー代・入場料・弁当代（お茶）・＋ α

業者（肥後観光？）を通してセンターホテル、パス業者と折衝
宿泊、懇談会、懇親会会場、宴会料理、駐車場問題、パス貸切

以上、田上さんカ漣める。

第2回全国支剖噂談会準備会 （平成 14年3月 27 日）
1 懇談会のもち方

「講演会j を行う。 講師については今後梅も
8 懇親会のもち方

－出し物 郷土芸能 鹿本蹟高郷土芸能部 山鹿灯績蹄り
鹿本農高と今後折衝する。

2 集会記録集の発行について
広島では発行・・・・かなり大変な仕事
熊本では、発行しない。
『熊本県境の山』を完成して配付する。，

3 役割分坦
どんな役割が必要か？ 次の役員会で検討、割り当て

4 記念品についても今後慌も
5 9月の青森大会に視察員を派遣する。
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第4回全国支剖穂談会準備会 （平成15年5月 30 日）
1. t姉j分担の素案作り

1 「第2 1 回全国支部理語絵J 定期的に会合
委員（工藤、神谷、本田、田上、藤本加藤広永、鶴田、阿南、松本） ｷCH:J 
基本事項の計画立案、大会案内書、参加申込書、 JAC本部との連絡・折衝

記念樹霊定・注文

2 係分担
①総務係（録十・受付・接待・ 3疎・宿泊等）の仕事内容

1 、案内文書の作成 2、発送、 3、記録 4、宿泊関係、 5、船込用

紙作成、 6、参加費徴収・保管 7、芳ムい、 8、証酒類作成、

9、参加者名簿作成 10、観光雄擦内パンフ集め 1 1 、懇談会・懇親

会企画・運営・進行 12、弁当注文・配付

②記念登山係の仕事内容
1 、登山計画 2、下見 3、登山隊編成 4、通信時十画

5、登山ガイド 6、気象情報の控狸 7、阿蘇・観光コースの輸送

計画、運行 8、ホテルでの駐車計画・誘導 9、ロープウエーと

の交渉 1 0、医療・救護関係、救急ヘリの件 1 1 、現地駐車場係

③観光案内係の仕事内容

見学地の選定、周遊個、実施

2 記念品 rrm本県境の山J 上梓し、これを記念品とする。 （出来なかった）

3 9 月 1 3 日～14日の青森全国支笥理験会に、 3～4名を視察員として派遣する。

旅費見積を見て、補蹴頗は決定する。

人選・補助について、もう少し明確にする。

第5回全国支習強談会準備会 （平成 1 5年7月 8 日）
(1 ）各係分担について

先日、会員に配付してあるが、何の陪躍も出てこず、原鎚量り決定
(2 ）講演会講師の選定 阿蕗火山博物館長池辺伸一郎氏に工藤料繍に訪ねる。
(3）支部理情森大会への派遣について
期日 9月 1 3 日（土）～14 日（臼）
航空券の発売も間丘、派遣者の決定をどうするのか？
工藤、加藤、鶴田、広永の4人を派遣する。

第6回 全国支商港談会準備会 （平成 1 5年9月 30 日）
1. 全国支部懇談会青森大会（9/13 ・ 14）視察報告（力I疎・鶴田・蹟永・工藤）
青森大会に参加した4人から、大会の様子、準備段階でのノウハウを詳しく報告をして

館本大会の準備に大いに役立つた。

11 



第7回全国支間態談会準備会 （平成 1 5年 1 1 月 18 日）
1. 大会実施要領の中に盛り込む内容をどのあたりまでにするか．

( 1 0 月 2 日（土）の日程 再確認
( 1 0 月 2 日（日）の日程 再確認
③連絡事項（受付、ベんとうの配布、阿蘇への移動・輸込斗画など項目的に説明す

る。）
④ 参加者名簿（支部ごと表示、会員番号、氏名、阿蝶への移動手段（自・パス恥）

登山班、部渥番号、）
⑤ 熊本市内図（ホテル中心）
⑥山鹿灯範踊りの紹介 工藤作成
⑦講師紹介（泌亙伸一郎氏） グ
③講師紹介（チャーリー永谷氏） グ
⑨登山について

（登山コースの説明
概念図 （直上から展望図）
火山荒原の植物
高岳の登山史概説

2. 全体的に見て、準備計画で披けていることはないか、再確認する。
3. 役割分担については次のようになりました。閉蹄穆頼

第8回全国支商強談会準備会 （平成16年2月 10 日）
(1) 鹿本農業高校との打ち合わせ（2月 5日）結果

1 パスをこちらで貸し切り、送迎する0 1 1 時に出発したい。道具類が多いので大
型パスにしてほしい。

2 25～30名程度の出演者になる．
3 昼食をごちらで用意する。 (12時） 昼食後、 12:30頃より準備する。
4 演技時間は、 1 5分程度。会場の見取り図、壁の色が欲しい。それにより踊り方
や浴衣の色をを変える。

5 控え室を用意する。
6 費用 洗濯代、化粧品代、蔵員の県規定の旅費など、規定により請求する。
7 9月早々に最終打ち合わせに当方からでかける。 ‘ 

(2) 講演講師の件
ftt大渡遁教授に昨年から依頼をしておりましたが、同日、臆本市で全留地理牢詳会

都合がつかず、同教授の推薦で、阿蘇火山博物館館長、池辺伸一部氏にに依頼するこ
とになった。

(3 ）登山隊に関する支部長会での意見に対する対応
全国支部穂の場合、オーバーユースの陪踊がある。現在の大登山隊での行動を考える

時期。幾つかの山に分散して登ることは出来ないのかとの意見があった。熊本支部は、
全国でも一番小さい支部でもあり、艶コかの山に分散して登山することはスタッフの不
足もあり出来ない。熊本大会は、これまでの準備にしたがって実施する。若し、登山規
( 4）各係の準備内容検討・計画を早目に取り組む。計画が出来上がったら準備会と打ち
合わせをしてほしい。大会実施要領の中に資料として入れるものも多い。

(5）印刷を何処で行うか？
基本的には、原稿を作成し、業者による写真製版印刷をする。それ以外、松本先生
に協力をお願いする。
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(7 ）その他
①参加者予想を、 130名から 150名に修正する。
②高岳登山が、登山規制等で実施出来ない時には、烏帽子岳、杵島岳に変更する。
湯之谷、草千里からの分散登山。記念登山係で計画済。
③記念品は、 500～ 1000円位を用意する。
④全国支商穂に参加できるかどうかの調査をする。 （田上）。 4月総会時に、全体
準備会をもっ。
⑤懇親会のアトラクションとして、カントリー・シンガー、チャリー永谷さんに依
頼出来ないか永谷会員に交渉依頼する。

第9回全国支部漕談会準備会 （平成16年3月 1 6 日）
1 報告

①懇談会講潰講師「池辺伸一郎J について（工藤）
3月 23 日 1 0時草千里「阿蘇火山1明湖町を訪問し、講師依頼。快諾を得る
パワーポイントを使うので機材用意の要望。 9月になり再打ち合わせ。

②全国支部懇に参加できる支部員の調査結果について（田上）
会員・会友 55名中 37名参加

③ チャリー永谷さんの件 （本田）
会議後5人（本田、永谷、藤本、加藤、工藤）で、チャーリーさんの店を訪ね
9/2の懇親会でのミニ・ライブ依頼。 3月 25 日 文書で正式依頼し出演了解
していただく。

2 センターホテルとの打ち合わせについて 3月 25 日に、工藤、本田、田上で行う。
3 その他

①各係からの経費の見積書の請求（田上さんへ） 締め切り 4月末日
②準備日程から（4月末まで完了すべきもの）

・総務 懇談会、懇親会計画（阿南・工藤）
・登山 通信欄画（安場）
・観光 観光地の選定、観光コースの下見、観光コース行聾尉画作成（田上）

・・すべて準備すみ（計画閉属医）
・支商想案内文書、郵便臨み用紙作成・・ 4月末まで作戒する。
・弁当の料金設定も4月末まで（支調理諜V藩にいれる為）

平底 1 5年4月 20 日 平成 1 5年度支部総会で全国支部穂、の概要について郡明し、全
会員の協力を求める。

第10回全国支部懇談会準備会 （平成 1 6年5月 1 1 日）
1. ［日本山岳会第2 1 回全国支商理談会阿蘇のつどいJ についてチラシ検討

正式なものを作り上げ、 5/15 （土）の支商現会で、各支部10枚程度配布、
多い所は増加して配布をした。すでに申込みカ深始めている。

2. 予算案資料の機も大体の資料が出来上がり、会計担当で予第濃の作成中。
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3. 1 0 月 2 日（土）の予定
①支商殺員集合・打合せ会 1 1 時 6階菊の間

点呼、仕事の確認、みやげ等配布品の袋つめ、受付準備、懇談会会場作り
熊本駅. ft肱空港の案内は、 10時から案内任務につく。
ホテルエレベーター 1階前の案内は、打合せ会終了後すれ

②鹿本農高生至1指 12時前後
控え室（ ）に案内。昼食の商渥に案内。

③13:00 受付轍台
＠漕談会 (15:00～17:00)

1 オープニングセレモニー
－山鹿灯篇踊り 15:00~15:20 

2 開会（司会肉声誠志会員）
－歓迎挨拶 15:20~15:25 
・会長挨拶 15:25-15:30 
・講師紹介 15:30~15:33 
・日程説明 15:33~15:40 
・講 演 15:33-16:50 
・事務連絡 16:50~17:00 
・懇談会開会（司会通告）

信耀親会 (18:00～2 0: 0 0) 
－懇親会開演（司会阿再誠志会員）
．開会挨拶

・乾 杯
・チャーリー永谷ライブ

（懇談）
・閉会（司針重告）
．諸連絡

（問題）各支部の出し物はどうするか？

鹿本農高郷土芸能伝承部

貨体支部長工藤文昭
JAC会長平山善吉
支部長 工藤文昭
事務局長 田上樹T
鰍酬搬池辺伸-rus
事務局長 田上樹予

18:00 
18:0ト18:06 本田誠也
18:07 信号耶支商浦樹事生先生）
18:15-18:45 紹介工藤

19:55 阿南会員
19:55~20:00 田上事務局長

貴覧本から呼び掛けはしないが、申し出があった時は出演させる。
＊登山隊編成は、制蹄棋で出発前に行う。

第 1 1 回全国支部懇談会準備会 （平成 16年6月 i 5 日）
1. 支部想実施要項の内容検討

原案が出来ています．追加、削除等の検討をお願いします。
・実施要項・返信ハガキの内容検討

2. 申込者への発送準備を何時するか？
－発送物・・実施要項、返信葉書、ホテル案内 ( 

実施日を検討したが、田上事務局長、家族で捉隠することになる．
3. 振込用紙作成は準備状況 田上擾替用紙準備、松本カ羽瑚にまわす。
4. 参加申込書の受付後の手順について

①事務局受付時田上カ宝パソコン入力司松本に回し、参加者名簿作成
7. ロープウエーとの討ち合わせ 工藤カ宅交渉、全員2審問きになるo JAC会員であ
ることが証明されれば、個人にチケット販売。 1500階 1200肱価。
8. 記念品選定結果報告 ナイロン製の1J喝憾に決定
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第 12回全国支部懇談会準備会 （平成 16年7月 20 日）
(1 ）本日までの申込み状況について
(2 ）要項に掲歳する原稿について ，

1 連絡事項
2 コース案内
3 概創盟・高低表
4 観光案内
5 参加者名簿（支部別・会員番号・氏名・性別。コース・剖竃割引
6 参加コース別名簿（支部別・会員番号・氏名・性別。コース・留軍割り）
7 役員表

(3 ）受惜緬（鶴田・吉田・加藤稜・松岡栄・力I蟻百）
(4 ）宿泊部屋割り作成（川端・藤本・池崎）
(5 ）通信網計画（安場・阿南志・阿南大）
(6 ）県防災へリへの事前依頼（工藤）
(7 ）医痕・救護関係準備（神谷平、神谷文）
(8 ）弁当注文その後（虜永）

第 13回全国支商漕談会準備会 （平成 16年8月 24 日）
(1 ）参加受付状況と参加費納入状況
(2 ）観光地パンフ集め 犬体終わる
(3 ）受付計画 出来上がる
(4）弁当の件 お菊bみで 1000円、京町弁当と郷摘み
(5 ）鹿本農高世話役？ 工藤から広永に引き継ぎ
・パス迎え ・準備室への案内 ・昼食案内 ・お茶1本 ・見送り

(6 ）宿泊商彊割りの作成 川端、本田で作載し、松本に結果を連絡する。
・ルーム恥・人数表入手 ・夫婦は同室 ・支部殺員の剖軍は？・・窓無しの剖渥

(7 ）看板・掲示板の準備 松本が業者に以来
・メーン会場正面看板 ・その他どんな勘示板が必要か？

(8 ）スタッフ・ジャンパーの件 色・サイズ・枚数モンベル社製に決まる
(9) ~己念登山関係

1 登山隊編成
2 パス割り当て
3 火口周辺のガス対策
4 仙酔峡駐車場の整理
5 ホテル駐車場誘導は必要か？
6 救急へリへの緊急時の事前依頼
7 通信網計画

(10）支部現堅実施要項 工藤・松本で作成する。
(11）県内役員用手引き 受付計画費用 鹿本農高係の仕事

外商潮師・出演者の世話役・受け入れ手順 工藤・松本で作成
(12) 1 0/3 （日） 荒知機 登山隊旗蟻で作成済み

(13) 9/16 （木） 19時～2 1 時 場所は国際交涜会館
役員説明会 大会内容について、全員に把握してもらう。
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平成1 6年9月 8 日 センターホテルとの最終打つ合わせ会 工藤、田上、本田

平成 1 6年9月 16 日 支樹党員会体説明会 於て匡際交流会館
準備もほぼ終わり、支部員1人1人に大会全体の計画内容、大会運営
の流れなどについて十分理解してもらい、大会参加者からのどんな質問
にも、各人が対応仕i来るようにと、この説明会を企画した。大会全体に
ついての把揖が出来ると、大会への参加闘争か術劇になり、これが大
会運営を円滑にした大きな要因となり、大会成功へとつながった。

第14回全国支部懇談会準備会 （平成16:9:25)
1. 仙酔峡ロープウエー運休により、 Cコース希望者は、草千里から烏帽子岳登山に変更
する。

2. 参加人員、親睦会、懇談会、詑色I府のコースごとの参加渚確認。
3. 分水嶺実況放送を静岡支部と本会場の町で行うことになり、係分担の一部唆更

・機材据え付け、操作係（旗蟻功、馬喚鐙）
4. これから作成するもの

受け付けグループ表示プリント （松本）
5. 懇親会の歓迎挨拶 神谷先生時本田に変更
6. ガスカヰ山酔峡側に流れた時の対応をどうするか。

－高岳登山を中止して草千里周辺の山にする火．
－高岳を仙酔尾煩から登り、中岳再歯車へ砂千里～山上神社コースも考えられ
当日の朝、阿蘇火U肪災センターに電話して、その結果で決める。

平成 1 6年9月 25 日 グッドチャイム・チャーリーで永谷さんとの最終打ち合わせ
（工藤）

平成1 6年9月 26 日 「第21回全国支割強談会阿蘇の集い. Aft:本支部会員用必携J
「第2 1 回全国支剖穂談会阿蘇の集いJ 大会要項（全員配布）

よ記、 2部将誠

平成16年9月 27日 神谷医師により「救急マニュアル」が完成。
神谷先生、看護師の奥様、もう 1人の看護師の救急隊は倒語械で待

機することになる。
ιU:により、準備万端、大会当日を待つだけとなった。 4 

第 2 1 回全国支部懇議会億本・阿酵のつどい

参加総数 1 7 7 名 内訳（支部外 1 3 7 名

懇観会参加者 1 7 3 名 （支部外 1 3 7 名

宿泊者数 1 4 2 名 （支部外 1 3 6 名

支部別参加者数

支部員 40 名）

支部員 36 名）

支部員 6名）

北海道（ 5 ) 青森（ 2) 岩手（ 2) 山形（ 1 ) 越後（ 8 ) 山梨（ 1 ) 

岐車（ 5 ) 京都（ 1 6) 富山（ 2) 石川（ 5 ) 福井（ 1 0 ）関西（2) 

広島（ 3 ) 福岡（ 2 ) 北九州（8 ) 東九州（ 1 3 ）宮崎（ 3 0) 

首都圏（ 1 8) 熊本（ 40) (2 日のみ参加 8名、 3 日のみ参加 4 名）

1 f¥ 



I 0 月 3 日の参加者

• A コース（高岳登山） 9 9 名

・烏帽子岳登山 52 名

・観光コース 1 3 名

－不明 3 名

・駐車場管理 2 名

I 0 月 2 日（土） 懇談会、懇親会 熊本交通センターホテル

いよいよ大会当日となる。支部員は 1 1 時に集合。点呼の後、配布物の袋つめな

どの受付付け準備。熊本駅、空港は 9時から受け付け案内の任務についている。心

配された天気は、台風一過の秋晴れで快晴。この分では明日の記念登山も好天が期

待出来そうだ。

鹿本農高郷土芸能部の生徒たちも 1 2 時前にはホテル着。受け付けが 1 時からに

していたが、その前に 6 階ロビーは一杯になる。受け付げも事前準備が十分なされ

ていたので、業務はスムーズに運んでいる。

2時から、静岡支部の中央分水嶺踏査の現場と平山会長がリアルタイムでの会談

が行われる。この件を行いたいとの本部からの要望が出たのが遅かったので、準備

＠面で心配したが、うまくつながり会談は成功した。

3時きっかりに司会の阿南会員の発声で懇談会がオープン，オープニングセレモ

ニーとして、鹿本農高郷土芸能伝承部の生徒による「山鹿灯範踊り j が始まる。薄

暗い会場に、乙女たちが頭に担いだ灯績の明かりが怪しく揺れる様は、正に幻想的

芝った。三味棟、太鼓のお曜子も全て自分らでするのだが、これが上手、参加者に

とっても最高の演技だったようで、大好評だった。

恒例の大会行事の後は、阿蘇火山博物館館長の池辺伸一郎先生による「阿蘇火山

EついてJ の講演。阿蘇火山の中に常時いて、火口と対崎きれながら観測を続けら

れている先生の話は、言葉に力があり、わかりやすかったとこれも大好評だった。

奮の懇親会も大盛会だった。各地自慢の名酒も山のように届きのみ放題。料理のト

ラプルも残ったが、参加者一同入り乱れて大いに歓談出来た。熊本が世界に誇るカ

シトリーミュージックの大御所、チャーリー永谷さんのミニライブは参加者の若い

・を街傍させるような歌ばかりで、大宴会を更に盛たてていただいた。

その後はホテルでの二次会、町に線り出した人も多かった。

10 月 3 日（日） 記念登山・観光（阿蘇高岳・烏帽子岳・阿蘇周辺観光地）

今日も期待遇りの秋晴れである。支部員は 6時にホテル集合し業務につく。

語 7時半発の予定が、何名のために遅れる。何とか時聞を取り戻せる範囲で阿蘇に

i拘会う．高岳組は仙酔峡へ。ロープウェー運休のため B 、 C班の中岳経由高岳は山
~－董更して烏帽子岳にの麓、草千里に向かう。観光組も阿蘇に向付出発する。
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A コース：仙酔峡～仙酔尾根～高岳～中岳～火口東駅～仙酔峡の約5時間を要する

健脚向きのコースにもかかわらず、約 1 0 0 名の大部隊となった。

秋晴れの絶好の登山日和に恵まれたこともあり、 JA C平均年齢65才の登山と

は思えない楽しい登山が出来た。

仙酔峡で 1 人の病人（腹痛で下痢）が出たが、神谷医療メンバーによる治療で回

復した。登山中においては、 1 ～ 2 名の軽い故障者はいたが、隊全体の行動には支

障はなかった。

熊本の出発が 1 0 分遅れたが、道路がスムーズに走れたので、仙酔峡に 9時に着

き、トイレ、ラジオ体操、ミーチングを行い、 9時25分にはスタート出来たこと

から、計画より約 30分早くなり、スケジュール通りの進行が出来た。

また、熊本支部会員も良く働いてくれ、医療関係、駐車場誘導、登山中における

連絡等スムーズに出来た。仙酔棋のトイレも工藤支部長の折衝で、 J A C登山者の

ために開吋てもらい大変助かった，

火山ガスにちいても心配していましたが、北風のため高岳、仙酔峡方面への彫響

は全くなく、安心して登山出来た．ちなみに、西側は当目立入禁止になっていまし
たので、天も私たちを助吋てくれた．

「コースタイム』

熊本交通センタ一発7:40～仙酔峡9:25～高量頂上 12 : 0 5 ~ 1 2 : 4 

5 （昼食）～火口東 13:50～ 14:00 （トイレ）～仙酔峡 14:50

仙酔峡発 1 5 : 0 0 ～熊本空港 1 6 : 2 0 ～熊本交通センター 1 7 : 0 0 

~ J R熊本駅ヘ

（反省点）

① 出発当日のパス乗車変更にともなう混乱と、連絡無しに勝手に自家用車でいっ

た人があり、確認に時間をとら、パスの出発が 1 0分遅れた。 直

② パス出発の混乱にともない、松本さんから借りたハンドマイクを忘れたため、 ‘ 
現地でのミーチング等の周知に苦労した。

③ 高量と仙酔峡の連絡を携帯電話を使用したが、良く通じなかった。トランシー

パーを配置すべきだった。

④ 自家用車で移動したパーティー 1 1 名がパスの到着を待たず先に出発していた

（駐車場係に名簿はのこしてあった） （この項加藤功記）

烏帽子岳：登山の申込みをしていがら、他県の山に無断で出かけた人があり、それ

を捜すのに時間をとり、約 1 0分遅れで出発した。元々は仙酔峡から中岳経由で高

岳に登る予定だったグループだが、ロープウェーが運休になることが数日前に判明

し、急遁烏帽子岳に変更を余儀なくされた。しかし、阿蘇の一等三角点が置かれた

18 



この山は、やはり展望が良く、草付きの山で秋の野の花を眺めながらの登山は気持

ちよく、参加者からは好評であったp 特にこの日は、台風の後の好天に恵まれ、南

北外輪山のカルデラがひときわ美しく眺められたし、九州の山の大部分も遠望出来

た。

9時過ぎに草千里の駐車場に着き、諸準備ののち出発。草千里の西側の火口壁に

上り、その後は頂上めかけて登ると 1 時間たらずで烏帽子岳の山頂に着く。期待通

り展望も良かったのだがく、頂上は広いところではなく、人、人、人で溢れんばか

りだった。下りは東側の尾根を途中まで下り、後は草千里り牛道をごとき道を下山

した。丁度草千里ケ浜の最奥部の草原で昼食。予定通り 1 時には、草千里を発って

空港経由、交通センタホテル、熊本駅に4時前には着いた。

山の変更は、結果としては、みなさんの満足度も高く良かったと思える。 (II) 

D コース：観光地案内

熊本交通センターを 7時半に発って、武蔵塚～阿蘇二重の峠～阿蘇北外蛤山～大

値峰～中央火口丘草千里～高森田楽村（昼食）南阿蘇ビジターセンター～空港～交

通センター～熊本駅もコースを平山会長以下 1 3名で回る。天候にも恵まれ、展望 ー

も良く、阿蘇観光には最適の条件で、阿蘇の自然を楽しんでいただいた。武蔵塚で

肱剣豪武蔵を偲び、大観峰では釈迦の浬鍵像に親しみ、なだらかな北外蛤のパノラ

マコースのドライブは阿蘇の自然の魅力を満喫していただいたようだ。

高森田楽保存会での昼食は、素朴な田舎料理を楽しみ、前夜の盛会そのままに、

再度盛り上がり、満足度百パーセント。いい熊本の思い出となったことでしょう。

事前のコース視察を線り返しての企画だけに、参加者も十分喜んでいただいたよ

うだ。 （工藤 代筆）

} 日本山岳会全国支部懇談会を担当するにあたり、心配した事柄も全てクリアー出
来て、大会が済んでみれば、大成功の内に終わったと思います。これは自画自費で

障なく、大会終了後、全国各方面からいただいた礼状は、賃貸の言葉で埋めつくさ

れていました。 JA C支部の中でも、最も小さな支部がここまで出来たのも、会員

・会友のみんなが持っている力と、人柄を結集出来たからだと思います。私たちは

今回多くの苦労の中で素晴らしい宝物を見つけ出すことが出来ました。しっかり手

広した宝物が、持ち腐れにならないよう、今後の活動の中に生かしていかねばなり

ません。そんな支部活動に努めましょう。皆さんたいへんご苦労様でした。

今回この大会に関わりながら教わったことがあります。大会参加を無断で止め、

．手に他の山で出かけたり、知人の車に便乗しパスをキャンセル、その上会費の払 I

Rを平気で請求する人数名、そんな日本山岳会であってはなりません。多くの山に

量るよりも、人としてどれだけ成長できるか、それが山登りの問題なんです。
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仁tヨダミタ子ァk缶詰香子若三く

本田誠也

日本山岳会創立 100周年言己念事業のーっとして、中央分水嶺踏査登山を実施
することになった。 2003年8月、計画書（慈）が送付されて来た。 熊本支部で
担当する区間は、阿蘇外輪山の箱石峠から宮崎県えびの市の茶屋平付近となって
いた。 支部で検討した結果、 10 月 25 日に区間の修正（案）を石田委員長に提
出した。 北側の起点は、箱石峠ではなく熊本・大分県境の瀬の本高原とすること

また南側の終点は、 宮崎県えびの市の茶屋平付近ではなく県境の八ヶ峰南麓

とすること… などである。 熊本支部は、 2004年 1 0月に全国支部懇談会を
主催するため、工藤支部長、田上事務局長はじめ全員が準備にかかっていた。
やむを得ず、先年 「県境の山」 踏査を主管した本田が、分水嶺踏査を担当するこ
とになっ た。 熊本支部の修正案では、 25区間、延長約180 持、 Gp S による

測定ポイントは 86点以上となり、小人数の支部としては些か荷の勝ちすぎる計

画にな っ た。 しかし、先年実施した「県境の山J 4 3 6 切踏査の経験を活かして
努力しようと申し合わせた。 なお一般公募による協力は、登山道が整備されたA
区間に限ると云う制約があり、依頼しないことにした。 なお、分水嶺区間を精査
した結果幾つかの誤りを発見したが、踏査実施の過程で修正することにした。
スケジュールとしては、 2004年4月から 2005年9月まで登山活動を実

施し、 10月の 100周年記念式典で速報報告を行う。 さらに登山活動を追加し

て2006年3月までに完了する。 2006年 1 2 月までに最終報告書を作成し
年次晩餐会で発表するとなっている。 熊本支部では2004年11 月、全国支部
懇談会終了後から踏査を実施する予定だったが、それでは間に合わないと、加藤
功一会員を踏査登山班長にして、 2004年3月から幾多の試行錯誤を重ねなが f

ら踏査に入っ た。 以後、瀬の本高原（大分県界）を起点に南下する分水嶺歩きは司
ほぼ！臨周に推移してきたが、九州地区最大の難関、九州脊梁山地に入った所で夏
台風の被害を受けて林道の崩壊が相次ぎ、予定を大幅に変更することになっ た。
椎矢峠から国見岳の区間と、白鳥山から銚子笠を経て不土野峠の区間が復旧見

込み不明。 また、市房山南西尾根から横谷峠のルートも接近路を調査中… でき
る所からやろうと、湯山峠から市房山、横谷峠から花立山など、可なりハードな
踏査も実施した。当初2班編成で効率的に実施する予定だったが、今のところ加
藤踏査班長を中心にした 1班だけが実働している。 県南部のコースは、分水嶺往
復 （約300鴇） にも時間を取られる。 しかし、分水嶺歩きには興味深々の楽し
さがある。安全を確保しながら、無理のない計画を立て完歩したい。今後とも会
員の皆さんの一層のご協力を期待している。

20 



『分水嶺を歩く』…(1)

2004年 3月 23 日
K086（鯨／大分県境瀬の本融）～K091（胡糊）
2. 5万国 桃山j 「搬j
踏査者本田誠也 （5421)

加藤功一 (11771) 
加藤明 (13845)

加藤百合子住友）
中根俊男住友）

記録者加藤功一

九重山群の南西麓に広がる瀬の本高
原（甑800m～1100m）は阿蘇火砕流堆積物

の上に、九重火砕流堆積物が乗った原
野である。 この瀬の本高原を縦貫して

牧の戸峠を越え大分県の湯布院にいた
る旧やまなみハイウェー（賊11報）は、
我が国有数の高原道路である。 この道
路の瀬の本高原上部が熊本／力源境
で、熊本支部が担当する中央分水嶺の
起点となる。 この辺りは、分水嶺とい
う語感にそぐわない平坦な原野で線引
きには些か戸惑いを感じた。 道路の県
界標識の脇に簡易水道のポンプ舎があ
り、そこが記念すべき G p S測定K点

の第 1号となる。 加藤功一踏査班長の
夫人、百合子さんがGp S係となり、

データーを読み上げる。記録者が確認
して報告書に記入する。 こうして第 1

回目の分水嶺踏査が始まった。

1086（誕の本高原） 1027皿 鯨県船聞／大分県久住町
第 10:14 賭 131° 11’ 43.50’ A-1 
議 10 : 21 鳩 33° 4’ 34.10’ 
これから南下する県道11号線が、分
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水嶺になるので、そのまま車で行くこ

とにする。瀬の本高原を東西に横断す
る国道 442号線の四差路付近は、高原
展望の好位置にあるので大きな展望レ
ストランがある。 道路の両側は広漠と

した牧野。東側は太平洋に注ぐ大野川
水系の玉来J II。西側は、有明海に注ぐ
筑後川水系の満願寺川の源流となる。
約4Km で道路西側の牧草地の端に、丸

い金属標の 4等三角点を発見した。

K087（贈11号線）叩 849m 鱗県掛蘭／産山村
端 11:05 藤 131° 10’ 8. 20’ 
出発 11:28 j揖 33ー 2' 59.10’ 
約2Km で一の宮町萩の草と産山村上
田尻を結ぶ道路の四差路を通過する。
約200mで、レストラン「うぶやま」の
駐車場に入る。以前の「雲海」は「う
ぶやまJ と名を変えていた。広い駐車
場の端に K088 の四等三角点がある筈

だが… 1時間余をかけ草の根を分けて
探したが見つからない。それろ νい位
置に （甑i840mJ と記された金属放があり
捜索を断念して GPSヂ』ターをとる。

レストラン「うぷやまJ は開店休業
で不在… 駐車場拡張の際、三角点棒
を抜き取ったものと思われる。

K088（レストラン・うよやま）品不明 805m 熊本賠山村
踊 11:34 雑 131° 9’ 52.50’ A-1 
出発 13:00 j鳴 33ー  2’ 1. 80’ 
県道11号線を約lKm 南下する。

K089（糊／雌）Al..姐金融. ..804m 鯨煙附

婚 13:10 雑 131° 9’ 31. 90’ A-1 
出発 13:20 j憎 33ー  1’ 0.30’ 



この辺りから分水嶺は西に折れ、約
lKmで高原の真ん中に建つ展望レスト
ラン「夢広場」の前に出る。ここまで
が瀬の本高原で、これより以南は阿蘇
北外輪山の北側に広がる端辺原野とな
る。

（夢広場・賊11号線）804m 鯨県一の宮町／産山村
婚 13:45 雑 131' 9' 2. 70’ A-1 
出発 14:10 j鴎 33ー 1’ 23.50’ 
分水嶺ラインは県道11号線を離れ牧

野道を西へ進む。約lKm余で牧野の境
界線となる土塁に突き当たる。土塁は
分水嶺となって南西に延び、約lKmの

地点に牧舎のような建物が見える。こ
の区間は見通しが利いて地況が確認で
きるので、県道11号線に引き返し旧称
ミルクロードの県道45号線へ右折して

南側から牧舎へ廻り込む。この建物は
搾乳場や殺菌加工場らしい施設もある
が、既に廃業して無人になっている。

（較的 820m 鯨県ーの宮町
端 14:40 難 131' 8’ 28.90’ A-2 
出発 15:00 j憎 33' 1' 14.50’ 
分水嶺に沿う牧野道を南下して、県
道45号線から再び県道11号線に出る。
ここからは北外輪山の外縁を通る、こ
の道路が分水嶺となる。この後、土井
牧場分岐路南側の K091 の三角点が捜
し出せず、時間も16時近くになったの
で未確認のまま打ち切ることにした。

この辺りは1993年春、阿蘇外輪山を一
周した時にも、随分探したが三角点を
見つけることが出来なかった。
東当時｛＇｝プモニターだった本田Ii、国燭臨む

『分水嶺を歩く』…（2)

2004年3月28 日
K090（立峨野）－K092（古献身）

2. 5万図 I娘l
踏査者加藤功一（11771)

加藤明 (13845)

加藤百合子住友）
中根俊男住友）

記録者加藤功一

分水嶺総括担当の本田が評議員会出
席のため不在だが、前回位置不明のK
点探しに行く。立山牧野入り口東側の
台地に山の神の石嗣（放12年8月却齢）が
あり、 789.8mのW等三角点標がある。

K090（剖胸）AIV 794m（山の神） 熊本県一の宮町
踊 10:00 雄 131' 8' 24. 80’ B-2 
出発 10:25 j鳴 32' 59’ 50. 90’ 
この後、土井牧野のミルクロード分

岐から歩測で点名、北山の三角点位置
を推定しGp S データーを記帳する。

K091（胡暢）不明焔（j凶）780m 鯨県崎町

婚 10:55 雑 131° 8’ 38.00’ B-2 
出発 11: 13 j憐 32°59’ 22.30’ 
県道11号線から分岐する牧野道の西

側に792mの標高点があるo そこがGp 

Sの測定ポイントになっている。

（蜘l臨上）・ 798m 鯨県ーの割
璃 13:05 雑 131' 8' 46. 50’ A-2 
蹴 13:32 鳩 32' 58' 53. 3ぴ
標高点は位置を決めるのに暇がかか

る。東へ外輪の縁沿いに牧野道を行く
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lKm余で分水嶺は牧野道を離れ南へ折
れる。その分岐点に NTT古閑無線中継
所のアンテナが建っている。

分水嶺データーで指定された K092
（蛸・林）806. 6m の三角点は地図にも記

載がなく分水嶺上にもないので、一応
ここでGp Sデーターをとって帰る。

1092（晴間）808m(NTT古糊判断） ーの削

指 14:20 雑 131' 9’ 9.60’ B-2 
出発 14:50 鳩 32' 58' 36. 90’ 
I ti!の綱（轍山）あり。 ここから古関へ刊跡針。

『分水嶺を歩く』…（3)

平成16年4月12 日
回92（古搬船－K098（箱石持）

2. 5凋 「娘l 「軒長j
参加者菅隆雄（4439)

本田誠也 (5421) 
加藤功一 Cll 771) 
加藤明 (13845)

加藤百合子住友）
中根俊男性友）

I i董重量者加藤功一

l 先ずーの叫カら牧
［ 極道（：ルクロード）＇こ入り、馬場・豆札牧野
悼 の旧牧番小屋に車を 1台置く。 2台の

ド 車で前回の分水嶺離別地点（NTT捕鰍中継
ーまで行き車を置く。再度、散開して
困問2（儲・林）の三角点を捜索する。地

ι 園を案じ、暫く若草が萌えだした草原
を訪律して小一時間を過ご、した。集合

Lて合議の結果、ここを K092 ポイントと
~ Lて分水嶺を南下することにした。
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外輪山西麓の、一の宮町（2005.2 幡市）
古閑へ下る峠まで行き、阿蘇カルデラ
の外縁となる原野を南下する。数日前

に「野焼き」が済んだ原野は大波がう
ねるように久住高原まで続いている。
その名の通り 「波野ヶ原」である。
ここには、阿蘇でも希少植物となった
キスミレの群落が黄金色のカーペット
を敷き詰めたように広がっている。広

く浅い谷間には、青いハルリンドウと
黄金色のフクジユソウの彩りが鮮やか

二区育成牧野にある K0925（賂概
戒）叩 792.4m の測定ポイントは、分
水嶺から500mも東に逸れているので割
愛して分岐点に替える。

K0925（傾城） 816m 
婚 12:40 雑 131' 9’ 39.10’ B-2 
出発 12:50 j携 32' 57' 56. 30’ 
緩やかにうねる草丘を上下しながら
ほぼ東外輪の外縁となる分水嶺を南へ

進む口

K093（腿）焔・j槻 All 825m 
指 13:15 雑 131' 9’ 39.50’ B-2 
出発 13:21 j鴎 32' 57' 30. 70’ 
北坂梨坂の峠へ下る。馬場・豆札牧
野の放牧地は、既に放牧されゲートが
施錠してあって入れないので K0935仰
の島頒）は割愛する。 国道57号線分岐ま
で西側に分水嶺の草丘を眺めながらミ
ルクロードを歩く 。 朝、牧番小屋に置
いた車で回送班（肱暢）は歩行出発点

まで車を取りに行く。分水嶺は外輪を

越える滝室坂の上で国道57号線を横断
する。 即ち 「坂の上」である。



K094恨の上）79伽”髄57号線－－－ 4割（幡市）
蛸 13 : 55 賭 131' 9’ 35.00’ A-1 
出活 14:00 j描 32' 56’ 30.80’ 
城山展望所上から、ここまで分水嶺

は阿蘇カルデラ（東外輪山）の外縁を南下し
てきた。 東側は大分県を貫流して太平
洋に注ぐ大野川の支流… 西側は阿蘇
から熊本平野へ流下して有明海に注ぐ
白川となっている。 ここから箱石峠ま
では、殆ど牧野道が分水嶺になるので
車で行くことにする。 坂の上から牧野
道を300mほどで、左へ分岐するNTT 長

畑無線中継所専用道路に入る。一の宮
町／波野村境界の土塁を200mほと、で放

牧地の草丘に着く

K095（搬船AI 863m 
縮 14 : 10 購 131' 9’ 49.50’ B-2 
出発 14:15 鳩 32'56’ 13.3σ 

この真下をJR豊肥本線の「坂の上ト
ンネル」が通っている。 分水嶺となる
草尾根伝いに牧野道へ出て、約 lKmで
冬枯れのススキが生い茂った草丘…

K0955（搬鰍野）861m

指 14:35 東証 131' 9’ 20.60’ B-2 
出発 14:45 j携 32' 56’ 8.00’ 
牧野道の西側は東外輪山の外縁部・．．

東側は新波野の放牧地が広がる。 牧野
道を約1. 5Km ほど南下すると、左側の
土塁上に K096 に指定された・882m 標

高点があるが、これは分水嶺を約200m
ほど東側に逸れているようだ。
K096（鰍蝋野）・ 881m
婚 14 : 50 購 131' 9’ 5.90’ B-1 
出発 15:00 j鴎 32' 55' 30.6ぴ
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地図が替わって 2.5万図幅の「根子
岳」となる。 ここまで来たので分水嶺

から外れるが「阿蘇七鼻」の一つ、妻
子ヶ鼻（さいしがはな）に行って見る。 明治10
年「西南の役」 の際、薩軍が弾丸作り
の鉛を運び下ろしたと伝えられる「金
山下ろしj の急坂を眺めて引き返す。

K0965（妻子ヶ身） ・ 905mは、牧野道脇にあ
る筈だが位置を特定できず割愛する。

K097（上秘書）叩 911m（賂臨時）

婚 16:00 雑 131' 8' 56. 40’ A-1 
出発 16:08 j噂 32' 54’ 31. 70’ 
西側正面に阿蘇五岳の盟主、高岳を

見る雄大な展望台… ドライブに来て

いる人に「中央分水嶺を歩いている」
と云うと、 「ここがそれですか…」と
驚いていた。今日の終点は、国最『265

号線が通る箱石峠。 眼前に根子岳、高
岳の大パノラマ…

K098（箱砕）873m
指 16:25 雑 131' 9' 17. 60’ A-1 
出発 16:30 j曜 32' 54’ 23. 70’ 
分水嶺上にある「峠の茶屋J で、ツ
ナギを入れない純蕎麦を食べて峠を下
る。 3 回の分水嶺踏査で32.5Kmを歩い
たが、これは全コースの18%にあたる
熊本市から近い県北部であることと

瀬の本高原から阿蘇外輪の高原地帯な

ので、分水嶺の大半が県道や牧野道で

あったためである。 「日本百名山」の
著者、深田久弥さんを感歎させた阿蘇
と久住高原の広漢を、堪能した分水嶺
歩きであった。



『分水嶺を歩く』…（4)

平成16年4月22 日
醐8（箱石降）－KlOl(大戸／日）術品購を猷6

Z回目 I軒品J
＃加者菅隆雄（4439)

本田誠也 (5421) 
虞永峻ー (10080) 
藤本多加志(10422)

加藤功一 (11771) 
加藤百合子住友）

孟縁者加藤功一

周回128Km の阿蘇外輪山は、西の立
野火口瀬で切れて白川を流下させてい
る他は、ほぼ完全に阿蘇カルデラの縁
を形成している。このカルデラ内に噴

出した中央火口丘は、俗に阿蘇五岳（高
邑帳、島軒品、軒品、特品）と呼ばれている。
その中で最も束三りの根子岳は、東側
の裾野が外輪山を覆っているo ここで
分水嶺は、箱石峠873皿から根子岳東峰
1408m へ高度を上げる。比高差500m余

の箱石尾根の登りは、これまでの高原
歩きではなく本格的な登山となる。

箱石峠（髄265号線）から南へ延びる草
尾根（甑尾根）に取りつく。歩一歩の高ま
り約40分で、牧野境界の土塁上のK
点に着いた。

回99（焔・航）AIV 936m 鯨県一の宮町／繍村
襲 10: 13 燐 32°53’ 56. 30’ B-2 
畿 10:20 購 131° 9’ 18.20’ 
潅木林の急登約50分で、桜ヶ水か

らの登路と合流する。ジヤンクション
ピークである。 K点に指定されていな
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いが、データーをとる。

K0995Ut7ション・ピーク）1263m
端 11:52 j鴎 32° 53’ 20.60’ B-3 
出発 11:55 雄 131ー 9’ 4.00’ 
根子岳東峰直下で岩壁のトラパース

と岩稜の急登があり、小一時間を費や
した。

KlOO（脱）叫 1408m -QJ前／酬
婚 13:00 j~韓 32° 53’ 7.40’ B-3 
出発 13:25 購 131ー 9' 2. 40’ 
眼前に最高峰、天狗岩1433m の鋭峰

が立ちはだかり展望が素晴らしい。
昼食後、ワクド石（甑〉を経て大戸尾根
を下る…この大戸尾根が分水嶺である
ことを確認するまで随分手間どった。
根子岳東峰の東麓一帯は、カルデラ内

を火砕流堆積物が埋め尽くして形成さ
れた。その後の侵食により多くの放射
谷ができた。ほぼ東へ派生する大戸尾
根の北側は大野川の支流となって東流
し、南側は大戸ノ口から外輪内壁に沿
い南流して白川の源流となる。地図で
見ても分水嶺の判定は困難だった。高

森町と波野村境界の尾根が、それでは
ないかと考えていたが山頂から僻敵し
て地図と見比べた結果、登路がある大
戸尾根であることが分かつた。 この尾

根は可なり急坂で両側から侵食されて
痩せ尾根になった部分もあり慎重に下
るo 砂防ダムがある広い谷に下り一息
入れる。分水嶺となる牧野境界の土塁
を右手に見ながら谷を下る。分水嶺に
なっている国道 265号線に出た所で道
路西側のK点を探したが見当たらない



箱石峠に車を取りに行った回送班が

戻って来るのを待ち、再度手分けして
探す… 可なり時間を取られたが道路
からlOOm余も離れた放牧地にあった。

KlOl(焔・大戸／日）岬 914皿 高森町

自属 15:15 j鳴 32ー 52’ 54.20’ B-2 
出発 15:20 購 131ー 10' 13. 10' 
大戸ノ口 （峠）は国道 265号線と県
道 135号線（伽～議）の分岐点で、国道

265号線は、ここから分水嶺を離れ南
郷谷（綱）へ下る。

K102（大戸／日）894m

縮 15:25 j曜 32° 52’ 54.20’ A-1 
峨 15:30 購 131° 10’ 13.10' 
盛大戸j日i説、蜘20年代噴Ii軟骨躍があり番人が常駐していた。

タ~スk告員αコスk豆長

大野Jll（幼県・鯨県）
祖母山、阿蘇外輪山付近に源を発し大
分県中央部を東流して大分市鶴崎で伊
予灘（太平洋）に注ぐ。総延長107Km

流域面積1465Jmj 分水嶺区間は支流の
てF来川、大蘇川、大利川、吐合川、泉
6川、山崎川、河原川などからなり、
熊本県産山村、一の宮町、波野村、高
森町の 4町村に跨る。

筑後Jll（熊本県・効県・福限・佐憩）
阿蘇外輪山、九重山系に源を発し筑後
平野を西流して有明海に注ぐ九州第一
の大河。総延長 143km流域面積2863凶
分水嶺区間は、熊本県南小国町、一の
宮町にまたがり、杖立川の支流小田川
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立岩川、満願寺川、志賀瀬川など、約
15kmにわたる。

白川（熊本県）

阿蘇南郷谷に発し、立野火口瀬で阿蘇
谷の黒川と合流、熊本平野を西流し熊
本市街地を経て有明海に注ぐ。 総延長

63.2km 流域面積 480凶分水嶺区間
は一の宮町、高森町、南阿蘇村にまた
がり約45km＇こ及ぶ。

五ヶ瀬川 I C熊本県・宮崎県）

九州山地の向坂山に発し、宮崎県北部
を東流して延岡市で日向灘（太平洋）
に注ぐ。上流部は熊本県側（山都町）
を流れ蘇陽峡なと、深い峡谷をつくる。

総延長 106km 流域面積1804kni 分水
嶺区間は約39kmで、熊本県高森町、山
都町、宮崎県五ヶ瀬肱4こまたがる。支
流は、吉尾野川、中島川、柳谷川、柳
川、旅草川、神働川、宇谷川、津留川
上差尾川など－．．

緑川（熊本県）

九州山地の北部、宮崎県境の上益城郡 ~ 
山都町（蹄鮒）の三方山に発し、阿蘇外 、

輪山南麓を西流し、御船川、加勢川、
浜戸川を併せて熊本平野の南部にいた

り有明海に注ぐ。 総延長76km 流域面

積llOOkffi 支流55を数える。



『分水嶺を歩く』…（5)

平成16年 4月25 日
1121(規原）～Kl24（購）

2. 5澗 「馬服l 「捌l 「紺llJ
参加者本田誠也（5421)

田上敏行（6659)
丸尾龍一(11538)

加藤功一(11771)

石井文雄(13852)
安場俊郎(13889) 6名

記録者加藤功一

大型連休を前にして比較的歩きやす
い阿蘇を離れ、九州脊梁山地の北端か
ら殆ど登路が無いC ランクコースを歩
くことにした。それで、加藤、田上、

石井、安場など支部の精鋭を揃えた。
先ず今回の踏査終点、黒峰一ノ瀬峠
下に回送用の車を置きに行く。蘇陽町
大野の起点まで林道を引き返す時に、
分水嶺の状況を見ておきたいと考えた
からである。この区間の分水嶺起点（国

量218鴇）は何処が分水嶺なのか、判定
か繋かしい。国道を行きつ戻りつして
捺した結果、予定していた地点よりも
豹500m東側の蘇陽高校前ノfス停（宮崎交通）

付近であることが分かつた。阿蘇南外
輪山の長谷峠から南下する分水嶺は、
大野小学校の北側で東へ折オい弊立神
祉を経て蘇陽高校の南側で国道 218号
線を横断する。

1121（繍 R218)605m 岬］（幡町）婿

到着 11:00 j揖 32' 41’ 6.30’ A-1 
蟻 11:10 東証 131' 8' 16. 90’ 
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道路（R-218）南側のスギ林が分水嶺で

あることを確認して、東側の車道から
白石地区へ車を入れる。山口牧場入り
口から左折して簡易水道貯水場の横に
車を置いた。果樹園の中を通り抜け、
スギ植林地の林道を歩く。林道が尾根
の鞍部を越える辺りで、尾根を直上す
る踏跡を見つけた。可なりの急坂だが
木の根を掴んで直登する。 25分の登
りで尾根の分岐点に着いた。正午を過
ぎていたので、瀧木林の落葉の上に座
わり昼食をとる。ここから踏跡は消え

厄介な薮分けのC ランクコースとなる
13:20 高圧送電線（靖中央線）鉄塔910m

の下に出た。 K1225（県揖断最）付近は密

生したスズタケの薮… 九州脊梁名物
の「お鈴さんの深情け」に阻まれて、
GP S測定を断念する。ここから熊本

／大分県境線が分水嶺になるが、途切
れることのない薮との戦い… 互いに

声を掛け合いながら薮潜りが続く。
15時半過ぎ、 1. 5Kに 2時間を費やして
三等三角点が置かれたピークに着いた
スズタケを切り開いた山頂からは南面
の展望がよし1。

Kl23（綿・一j調） Al 1202m 岬Jinヶ跡

指 15:38 j構 32' 39’ 14.20’ C 
出発 15:53 難 131' 36' 36. 80’ 
眼前に見える終点の黒峰までは、 1

時間足らずで行けるだろうと楽勝気分
で歩き出した。スズタケは消えたが、

伐採跡の薮もなかなか手強い…
1224m 標高点付近から、尾根は広がり
一面のススキの原となる。ザワザワと
ススキをかき分けながら縦断する。



17:00 尾根が西へ折れる辺りに「第三
展望所」の標識があり、南側の展望が
開ける。ここから暫くは微かな踏跡を
伝うが、やがて明瞭な山道になり黒峰
山頂も近い・

K124（焔・購）Al 1285m 事 Ml欄閣の山
到着 17:25 j鴎 32目 38’ 33.10’ c 
峨 17:40 購 131° 6’ 56.90’ 
春の陽も西に傾いているが、三角点

標石を囲んでGp S演l院をする。九州

脊梁の中枢に向かう分水嶺の山々…
小川岳、向坂山、三方山を見渡しなが
ら下りにかかる。約，2 0分で明治10年

薩軍敗走の歴史が残る一ノ瀬越 1150m
に着いた。石井、安場の元気組2人は

南側のトンギリ山1250m を往復する。
地図に山名の記載はないが、清和村
の元・清流館長、奈須昇さんが、脊
梁の縦走路を開いた時に名付けたと云
う。古くから、鉛筆の芯のようにトン
ギツトルからトンギリ山と呼ばれてい
たそうだ。 18:00 一ノ瀬峠下の駐車場
に到着した… 夜の林道を慎重に運転
して全員が熊本市に帰り着いたのは、
21時を過ぎていたo

『分水嶺を歩く』…（6)

平成16年4月29日
K102（大戸／日）～Kl06（ら（だ山）

2.5万国 ［軒品J 「醸j
参加者菅隆雄（4439)

本田誠也（5421)
加藤功一（11771)
加藤百合子住友）
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中根俊雄 住友）

松岡栄治・啓子住友） 7名

記録者加藤功一

北からの！｜田路に戻ってK点をつない

だ。今回は距離も短く、ランクもA乃
至Bなので楽勝と思って出かけた。し
かし、、 思わぬ伏兵に会いCランクの続

出で、またまた深夜の帰宅となった。

先ず、終点予定の黒岩峠に回送用の ! 
車を 1台置いて、起点の大戸ノ口に向 ' 

かう。大戸ノ口峠から分水嶺となる県 可
道 135号線を折り返す… 牧野の草丘
の上に無線のアンテナが立っている。
専用道路の終点に車を置いて、階段を
上がった所にDo Ko Mo根子岳東基地局

と高森町防災無線のアンテナが立って
いる。肝心のK点の三角点は叢の石の
下にあるのを、やっと見つけてGPS 
データーをとるo

K103（純・鱒）岬 916m

到着 10:55 鳩 32ー 52’ 15.20’ A-1 
出発 11:05 雄 131° 10’ 37.10’ 
草丘を西へ進み、外輪山の外縁沿いー
に南へ廻り込む。この辺りまでは軽い．
薮コギだったが、スギ植林地に入ると
境界の土塁上は深いヤブが被り通過を
阻んだ。阿蘇高森ゴルフ場に近くなる
と、森の中にロストポールがたくさん
転がっている。土塁伝いにゴルフ場の
北西端に出たところで、眼下にプレイ
する人影を見ながらK点の測定をして
昼食とする。お天気もよく、はるばる

． と拡がる山東原野の彼方に祖母山群を

眺めてまるでピクニック感覚…



K104（階議ゴル7般車）・931m ・・昼食・幡・戸
蹟 12:30 J鴎 32・ 51’ 36.80’ B-2
蛾 13:30 班 131・ 10' 28. 90' 
分水嶺となる土塁が途切れた所から
ゴルフ場のコース巡回路に出て、少し
上がると何と NO. 9 グリーンの上に出
た。つぶさに地況を点検してみたが、

ここが大分水嶺であることに間違いは
ない。夫々、途中で拾ってきたロスト

ボールをストックで転がしてはしゃい
だ。大村越の峠に出て、ひと登りで

896m標高点… 牧野組合の人たちが放
牧の安全を祈って山の神の嗣を祭って
いた。

K1045（鮒越）・ 917m

婚 14:02 J鴎 32・ 51’ 16.30’ B-2
蹴 14:05 購 131・ 10’ 18.60’
これより分水嶺は外輪山の縁沿いの

スギ植林地に入る。 間伐、枝下ろし、

下草刈りなどの手入れがされていない
ので厳しい薮コギになる。地形も複雑
で、何度も薮の中を歩き廻っては時間
を費やした。

K105（蛸・J＼久保）岬 96伽

婚 16:40 J鴎 32° 50' 55. 00’ B-2 
麟 16:50 藤 131・ 9’ 46.90’
これより分水嶺は南東に向きを変え

豹500岨で矢津田越の車道に出た。既に

1 7時を過ぎていたので、松岡夫妻と
加藤百合子さん3人は眼下に見える南
阿蘇国民休暇村へ下ってもらうことに

した。西へ延びる分水嶺はスギと雑木
の混交林。暮れかかる空の色に追われ
ながら屈曲、起伏の多い難路を行く 。
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薄暗くなった樹林の中で、そろそろ撤
退しようと考えた頃K点を見つけた。

K1055（脇・轍）岬 923m
蟻 18:26 鳩 32°50’ 10.00’ B-2
出発 18:35 麓 131・ 9’ 15.00’ 
ここまで来たらエスケープルートが

ないので、そのまま進むことにした。

らくだ山のルートは、密生したスズタ
ケの薮… GP S測定も出来ない状態
なので、遂に（遅すぎた）撤退を決意する。
それに、らくだ山は分水嶺を少し逸れ
ているので、 Kl06は清栄山北峰1015m

に変更することにした。清栄山北峰の

取りっき点まで‘行き、星明かりを頼り
に東側の放牧地へ下る。草原に件む牛

の群れをかき分けながら牧野道に出た
が、黒岩峠駐車地まで約4Kmの夜道
の長さに悲鳴を上げた。 20:30 黒岩峠
発… 村山、洗川、大戸ノ口を経由し
て今朝の起点となった K103（鱗）駐車
地着は21:00 … 矢津田越から下った

3人を高森温泉館へ迎えに行き、熊本
市に帰り着いた時は 22:30をまわって
L 寸こ。



『分水嶺を歩く』…（7)

平成16年5月 2 日
Kl20（動原）～Kl105（駈）

2.5万園 「高販l f服吉田l
参加者本田誠也（5421)

田上敏行（6659)

丸尾龍一(11538)

加藤功一(11771)

加藤明(13845)

中根俊雄住友）

銭正博住友）
記録者加藤功一

＼、、

7名

第5 回（4月25.日）の起点から、北へ逆
路を歩く。山都町（雌駒）大野の国道21
8 号線から農道へ入り大野小学校の北

側から分水嶺の台地に上がる。広い畑
地の周辺を探すが、お目当ての三角点
はなかなか見つからない。 ふと見ると
畑の真ん中に小塚のような叢がある…
行って見ると叢の中に三角点標が隠れ
ていた。まるで宝探しのようだと一同

大笑いする。

Kl20（点名・最ヶ原） Al 620m 
到着 9:30 鳩 32'41’ 28.00’ B-2 
出発 9:35 難 131' 8’ 1. 10’ 
分水嶺になっている農道を東へ300m
ほど行くと国道 265号線に出る。 これ
から菅尾まで約2Kmは、この国道が分
水嶺になる。菅尾集落の東側に小丘が
あり、この上にK119の三角点を確認し
た。これは国道から300m近く離れてい
た。

K119（点名・穣）叩 612m 帥栴跡り
到着 9:45 j憎 32"42’ 29.20’ B-2 
峨 9:50 難 131' 8’ 22.10' 
菅尾の四差路で国道を横断して分水

嶺は北側の農道へ移る。 やがて農道西
側、雑木林の丘陵地に移るが篠竹やス

スキのひどい薮で歩けない… 農道か
らK点（Kl18）へ見当をつけて遮二無二
薮分けをして探す。 広範囲に散開して
探すが見当たらない… 昼食を挟んで
再度、探索中に中根さんが石に蹟いて
転んだが、それが三角点標石だった。

Kl18（脇・租~）岨 628m
蟻 11:20 鳩 32" 43’ 14.30’ B-3 
出発 13:00 雄 131・ 7’ 58.30’ 
農道を北上し、上塩出の集落を通り

抜けて県道に合流する。 この分岐点が
K117（出出）641m の測定ポイントだが、
うっかりして通り過ぎてしまった。気

づいた記録者（臓）がバックして測定し
てきたが、記録した紙片を失くしたの
で割愛し後日調査のこととする。

広い台地の畑の隅に Kl16（絡・船）を

確認したが、これもスンナリと見つけ
た訳ではない。叢の中に隠れていたの
で、点名が狐谷と聞いて納得？した。

Kl16（硲）岬 653m

到着 13:12 雄 32"44’ 12.30’ A-2 
出発 13:35 藤 131" 7’ 49. 70’ 
上差尾の集落（倣損）を通過して牧野

道を北へ進む。 この辺りは阿蘇南外輪
山の南麓になり、東側は上差尾川（五ヶ瀬
！｜｜）西側は大矢川（鮒！｜）の分水嶺となる。

高原の中間点、西へ山造集落の道を
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分岐する三差路がK点（K114 雌蛾）に

なっている。

1114Ctl断使）・ 763m kれよりjt組閣端紬
蟻 13:55 j噂 32・ 45’ 55.30’ A-1

麟 13:58 東証 131' 6’ 38. 50’ 
約 1. 3Kmで長谷峠への道を分ける三
差路に出る。三角点標の傍らに「高原
開発之碑」が建っているが、見渡す限
り畑地は見えずだ々と原野が広がって
いるだけだ。開拓の夢破れた古戦場と
でも云う趣である。

1113（韓日） Al 823m 糊搬韓あり

到着 14:05 j構 32ｷ 46’ 27.00’ A-1 
麟 14:12 雄 131・ 6’ 37. 80' 
長谷峠までは、さらに 2Kmで舗装は
きれて九州自然歩道分岐路付近の草地
に車を置く。東へ牧野道を歩いて外輪
山沿いの九州自然歩道に出る。二つの
小ピークを越えた鞍部が崩土峠…
峠から二本松へ下る内壁側の道は草が
被り廃道になっているようだ。

1111（酬）87伽 州自棚帰り。

難 15:03 j鴎 32' 47' 36. 00' A-2 
麟 15:07 麗 131' 6’ 44.40’ 
ここまで来たからと欲が出て、東側

のK点まで歩をのばす。僅か500mだが
アップダウンがあり、きっかった。

11105（焔・駈）岬 923m

灘 15:21 j揖 32° 4 7' 44. 00’ A-2 
厳 15:25 麓 131・ 6’ 54.40’
ここから分水嶺になっている九州自

然歩道を折り返す。 往路の崩土峠を経
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て、五つの小ピークを越え約1時間で
今回の終点、長谷峠に着いた。

Kl12（賂降）903m

到着 16:25 鳩 32ー 47' 27. 20' A-2 
出発 16:30 離 131' 6’ 5.40’ 
峠付近の草地には山野草が花盛り。

オキナグサ、エビネ、マムシソウ（黄色の

硝l珍しい）などが目についた。今回はテ
ント携行の一泊二日の日程なので、長
谷峠から外輪越えで南郷谷に下り高森
公園休憩所でキャンプする予定…

長谷峠から城が岳の横を通り二本松へ
下る車道は、岩屑だらけのとんでもな

い悪路だった。

明日は清栄山から高森峠を経て中坂
峠まで歩く予定だが、我々のような高
齢者にとっても久々のキャンプは心が
弾む。道々採ってきたタラの芽やウド
篠竹の笥などを天魅羅に揚げ、持ち寄
りの珍味もでて地酒を酌み交わし大い
に盛り上がった。分水嶺歩きもまた良
き哉！



『分水嶺を歩く』…（8)

平成 16年5月 3 日
K106（牒tW峰）～K109（蹴山）

2.5万国 「議l
参加者本田誠也（5421)

田上敏行（6659)
丸尾龍一01538)
加藤功一（11771)
加藤明(13845)

中根俊雄（会友）

鎚正博住友）
記録者加藤功一

早朝、車を連ねて高森町村山経由で
黒岩峠875mに行く。深い霧の中を清栄
山1006m に登る。前回（4/29）は日没の
ため、らくだ山で踏査を中止したが今
日は逆路で清栄山北峰まで行き、折り
返して順路を歩くことにした。清栄山
は東外輪山随一の雄峰で展望の広さも
抜群である。天気が良ければ、西側正
面は南郷谷を挟んで高岳を中』心に中央
火口丘の山々… 北から東にかけては
九重、祖母山群。南は外輪山の連なり
の果てに九州脊梁山地の山々が並ぶ。
山頂には 2等三角点の標石と「山之

神」の石洞、傍らに人の背丈程の岩が
立ち何やら線刻文字が描かれている。

K107（献山） All 1006m 
蛸 7:40 j揖 32" 49’ 32.60’ A-2 
出発 7:46 耀 131" 8’ 59.60’ 
踏査隊は深いススキを掻き分けなが
ら本峰よりやや高い北峰を往復する。

山頂には「山の神j の石嗣と崩れかけ
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た馬頭観音の嗣があった。

K106（愉M憐）1015m

到着 8 : 14 鳩 32" 49’ 50.80’ B-1 
峨 8:23 購 131・ 9’ 5.90’
深い霧の中、何も見えない分水嶺の

稜線を黒岩峠へ引き返す。

K1075（難時）875m
靖 9:00 j鴎 32"49’ 18.90’ A-2

出発 9:15 難 131" 9’ 6.30’ 
これより九州自然歩道となっている

外輪山を南下する。深いススキの切り
分け道を進むと、 912皿標高点から山都
町（｜晴開1)に入り高森町との境界線を歩
く。高森峠のK点は自然歩道より内壁

側にあり、うっかり見落として通過し
てしまう。御成山の図根点まで来て引
き返した。

K108（高耕）
指 10:47 j噂 32"48’ 33.30’ B-2

出発 10:57 藤 131" 8’ 29.90’ 
御成山展望所まで旧高森峠から車道
があり、災害無線高森中継所と放牧用
の揚水ポンプ室があり、地籍図根点の
丸い金属標が埋設されていた。

K109（蹴h）・ 882m

瑞 10:30 鳩 32" 48’ 23.90’ B-2 
出発 10:36 藤 131" 8’ 28. 70’ 
車道を旧高森峠へ下る。前夜キャン
プした高森峠公園に下って昼食を食べ
ていると、天気予報通り雨になったの
で、中坂峠ルートは後日に譲ることに
して帰路についた。



『分水嶺を歩く』…（9)

平成16年5月 8 日
11092（旧融持）－Kl105（駈）
2. 5澗 「繭l 「服吉田l
参加者本田誠也 (5421) 

園で早めの昼食をとり、七曲がりの旧
道を通って掘割道の峠に着いた。

K1092（識障問）843m
指 12:45 j憎 32° 48’ 11. 00' A-1 
峨 12:50 難 131° 8’ 29. 20' 
牧野道のゲートをくぐり、外輪山の
稜線に上がる。分水嶺は九州自然歩道
となって東から南へ周りこんでいる。

藤本多加志(10422)

加藤功一 (11771) 
加藤百合子住友）
中根俊雄 住友） 5 名 途中、阿蘇五岳の展望がよい休憩所の

記録者加藤功一

先ず高森町別所から車道（賦151号線）

を中坂峠へ車（3台）で行く 。 峠に車を停
めて先日 （5月2日）分水嶺歩きの終点とな

った崩土まで、南外輪山の九州自然歩
道を歩く 。 外輪山の内壁側は有明海に
註ぐ白川水系で、雑木とスギ、ヒノキ
の混交林。外側は日向灘に注ぐ五ヶ瀬
川水系で、緩斜面の原野が拡がる。 約
.f Q分で崩土の三角点についた。

11105（焔・駈）叩 917m 訓A跡
指 10:40 j惜 32・ 47' 44. 00・ A-2

眠 10:50 藤 131' 6’ 54.60’ 
内壁側はスギ林で展望はない。 南側
は外輪山の裾野が、目地のとどく限り
大きく拡がる。 帰路も 40分で中坂峠

に着いた。 車2台を置き 1台に全員が
乗って起点となる旧高森峠へ向かう 。
出発前に中坂峠K点の測定をする。

1110（申眠時・ちゅうぎか）831m －－－賊151帯－－
欝 11:30 j憎 32'47’ 41. 80' A-1 
鶴 11:38 購 131・ 7’ 43.20’
~Ji、高森町市街地に下り高森峠公
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ベンチで小憩する。点名・中坂のK点

は、広い牧野道の土手の上にあった。

K1097（焔・械）Al 869m －・需いススキの中”
婚 13:45 j鴎 32・ 47’ 50.30’ B-2
出発 13:55 藤 131・ 7’ 53.80’ 
内壁側はスギ造林地、林床に白いエ
ビネランの花が数株、ひっそりと咲い
ていた。 広い牧野道を分水嶺稜線に沿
いに下る。 14時過ぎ車を置いた中坂

峠に着いた。 この時点で分水嶺歩きは
瀬の本高原の起点（K086）から、九州脊
梁の一ノ瀬越（K1245）まで完結した。
約78Km 熊本支部分担の分水嶺総
延長43%を踏破したことになる。 比
較的に楽だと考えていた阿蘇外輪山区
間にも、地図上で分水嶺の判定が難し
く実際はK点の位置が大きく逸れてい
た所があった。また手入れをきれず放
置された植林地が薮化して踏査困難な
場所も多かった。 測定ポイントのK点
探しに気をとられて、分水嶺の四囲の
観察が十分に出来なかったこと…
高齢者が多い会員で、ゆとりのある

歩き方ができなかったことを反省して
いるo



『分水嶺を歩く』…(10)

平成 16年5 月 24 日
K1245 （ー／縦）～K1275（五噸スキー場）

2.5万国 ［劇llJ I棚j 閣品j

参加者 菅 隆雄 (4439）サポート車
本田誠也 (5421) サポート理

藤本多加志(10422）サポート理
加藤功一 (11771) 
加藤明 (13845)

加藤百合子住友）
中根俊雄夫妻（会友）
椎葉幸介 （会友） 9名

記録者加藤功一

今回も南から北へ逆路を歩いた。 一
ノ瀬越1150m の起点から順路を歩くよ
り、五ヶ瀬スキー場上部駅1500m から
歩いた方が下りが多く時間が短縮でき
ると考えたからである。午前 8時に山
都町（愉耐）の文楽館で待ち合わせる。
全員揃ったところで車 4台に分乗して
出発する。 馬見原を経て宮崎県五ヶ瀬
町の鞍岡に入り、波帰（はおから五ヶ瀬
ハイランドスキー場の専用道路で標高

1500皿の上部駅まで上がる。 シーズン
オフのスキー場は全く人影もないが、

一点の雲も無い快晴！ 祖母、大崩体
制え）、諸塚（もわか）の山々が、紫紺に霞
んでずらりと勢揃いしている。

Kl275（五端スキー場）1581m

到着 9:20 鳩 32" 34’ 59.40’ A-1 
出発 9:25 購 131ー 6’ 30.50’ 
眼前に黒岩山の黒い岩肌を眺めなが
らスキー場のスロープを1500m の鞍部
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まで下る。向坂山と黒岩山を繋ぐ吊り

尾根が緑川水系（有嚇）と五ヶ瀬川水系
（日曜）の分水嶺になる。 子鹿が一頭、

人工芝のコースに出て遊んでいたが、

我々の姿を見で慌てて雑木林の中に駈
けこんだ。 この一帯は平成7年3月に
「九州中央山地森林生物遺伝資源保存
林」？に指定されている。 それ以前に

スキー場開発の際、多くのプナ林が切
られたことを知る我々にとって些か矛
盾を感じるところだ。黒岩山のK点は
分水嶺から 30mほと、西に逸れていた。

K127（輪山)1582m d繭／五ヶ糊

到着 9:55 鳩 32・ 35’ 20.00’ B-1 
峨 10:00 麓 131" 6’ 18.10’ 
岩峰の山頂には、遠見岩（難）と書か
れた棒杭が立てられていた。ここまで

全員で登ったが、踏査終了点のトンギ
リ山での合流時間を 1 5 時と決めて、
サポート班の 3名（相、昔、藤本）は、リフ

ト上部駅へ引き返した。 10時40分、駐

車場着。 時間があるので霧立越山地の
主峰・向坂山（むこうさかやま）1684mを往復す
る。因にサポート班 3名の平均年齢は . 
75歳… 今回は 9報に及ぶ長い踏査司

コースを敬遠してサポート班に廻った
わけである。 サポート班は車で往路を

下り、国道 265号線に出て鞍岡入口走、

ら左折し、ーノぷ集落を経て一ノ瀬越
下の水場に車を置 く 。 涼風が吹き抜け
る分水嶺の峠（一／縦）1150m から急坂を
登り、 14時過ぎ尖峰のトンギリ山1250

m に着いて踏査班を待つ。 一方、元気
’な女性2人を含む6名の踏査班は、永
谷会員らの手により奇麗に伐関された



縦走路（鍬損）を迷うことなく北上し、
かつては、明確な登路がなく秘峰と云
われた小JI I岳1542m の山頂についた。

Kl26（制服） AH 1542m 樹林法／小川｜｜（五湖｜｜）

到着 11:50 j憐 32・ 36’ 19.40’ B-1 
峨 12:10 藤 131" 7' 14. 60’ 
自然林に固まれた静かな山頂で昼食

を済ませて早々に出発する。小川越ま
では約2.5Km の長い下り… 永谷グル
ープによって丹念に伐り分けられたス
ズタケのコースを！順調に下る。

Kl25（小.JI髄）1106m
婚 13:45 j鴎 32" 37’ 16.20’ B-1 
峨 13:50 難 131・ 6’ 59.30’
ここは、貧民本県山都町（備耐）緑川地

区と宮崎県五ヶ瀬町小川を結ぶ古い峠
である。これよりトンギリ山への縦走
路も、山都町（鵬耐）栗藤の奈須さんが
独力で切り開いたもの… 因に地図に
記載されていないトンギリ山の名称も

奈須さんによると「鉛筆の芯のように
トンギットル（突っかる）ので地元ではト

ンギリ山て云うとります」とのこと…
奈須さんの命名だが、今では五ヶ瀬町
側でもトンギリ山の名称が定着してい
る。古いガイドブックには黒峰の衛生
峰として単に尖峰と記してある。しか

し山頂からの展望は黒蜂を凌ぎ360
度遮るものがなく広闘である。分水嶺
となる九州脊梁の山々はもとより、阿
蘇、九重、祖母、七つ山の山群から近
くは緑川源流を囲む三方山、切剥、遠
見山、矢筈岳など流石に九州中央部の
展望である。踏査班は九州電力の送電
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線が分水嶺を跨ぐ辺りで、ルートを模
索した他は長途の疲れも見せず司切疲
れて予定の 15時きっかりにトンギリ
山に到着した。

K1245-2（ト河川)1253m 張 K脱出

指 15:00 鳩 32" 38’ 15.60’ B-2 
出発 15:15 藤 131" 6’ 54.20’ 
このトンギリ山はK点ではないが追

加としたい。黒峰もトンギリ山も熊本
宮崎県境の山だが、五ヶ瀬町一ノ瀬か
ら林道経由の登山道が整備されてから

最短コースでもあり、一般的な登路と
なった。毎年5月上旬には「山開き」
行事もあり、多くの登山者で賑わうと
云う。このコースには九州最大と云わ
れる「赤かし」の大樹や、夫婦プナ、
キツネノカミソリの群生地など見るべ
きものが多い。一方、西の熊本県側は
緑川源流の「緑仙峡J の深い渓谷を挟
んで栗藤、湯鶴葉、栗林、川の口など
の山村を点在させ、季節になれば水を
張った棚田が陽光に映えて美しい。
帰路、車載のラジオで先日収録した

F M中九州の「加藤功一夫妻が歩いた
分水嶺」を聞いた。次々に新しい発見
があったとの感想…

（阿蘇外輪山）

世界最大と云われる阿蘇陥没カルデラ

の外縁となる、東西18報南北24鴇
周囲 128特にわたる長楕円形の山々の
連なり。屋久島がすっぽりと中に入る
大きさと云ったら想像がつくか…
カルデラの中に俗に阿蘇五岳と云われ
る中央火口丘の山々がある。



『分水嶺を歩く』…(11)

平成16年5月 24 日
K128(1城山）－K130（猷時）

2.5万国閣臨j 鳩山
参加者 本田誠也 (5421) サポート車

加藤功一 (11771) 
加藤明 (13845）付F卜車

石井文雄 (13852) 
加藤百合子（会友）
中根俊雄 住友） サポート車
椎葉幸介住友） 7名

言己録者 加藤功一

分水嶺歩行起点の五ヶ瀬ハイランド
スキー場リフト上部駅まで自動車2台
で行く。 9:15 踏査班4名（雄珠税、推
葉）は向坂山を目指して出発する。

Kl28（蹴出）Al 168担婿捌蝿的場

到着 9:43 鳩 32" 34’ 46. 70’ A-1 
峨 9:50 難 131" 6’ 17.50’ 
黒峰から小川岳を経て南下する九州

脊梁山地の分水嶺は、向坂山で直角に

西へ転じて緑川源流の三方山にいたり
再び南へ折れて椎矢峠、高岳を経て脊
梁山地の最高峰、国見岳（おおぐるみ）1739m
に到達する。向坂山は五ヶ瀬川源流の

山であり、九州脊梁山地北部の最高峰
である。また南へのびる霧立越山地の
主峰でもある。 自然林に覆われた山頂
から展望はない。 これより、 三方山へ
5. 6 報の尾根道は手強いスズタケが密
生した難路だったが、会員の永谷誠ー
さんが主催する九州ハイランド協会の
手により伐関された。向坂山から三方
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山までK点となる三角点はないが、顕
著な岩峰 「天女ヶ岩」 と三つの標高点
でも測定しデーターをとった。

Kl28-2（髄点）・ 1529m
到着 11 : 00 織 32'34’ 41. 00’ A-2 
出発 11:05 難 131' 5’ 17.50’ 
プナの大樹に絡んだイワガラミの花

とオオヤマレンゲの花が美しい。

K128-3（融制）・1417m ii 

到着 11:33 鳩 32・ 34’ 53. 40; A-2 ‘ 
出発 11:36 雄 131' 4’ 51. 90’ 
展望のない切り分け道を黙々と歩く

広い尾根上に小さな湿地があり猪のヌ
タ場を見た。またキノコも多く、測定
そっちのけで‘採取していた会員もいた
ようだ。 やがて行く手に突っ立った岩

峰が現われた。 「天女ヶ岩」 と立札が
立っている。名の謂れは分からないが
多分縦走路を開いた時につけられたら

しし」

K128-4（殻崎）1512m

到着 12:15 購 32・ 35' 5.40’ A-2 
出発 12:50 雄 131' 4’ 27.50’ 句
東西に細長い船体のような岩上から

広間な展望… 耳JI I源流を囲む、波濡の
ような山々の連なりは迫力満点！
展望を楽しみながらゆっくり昼食を食
べる。

Kl28-5（儲点）

到着 13:00 雄 32' 35’ 5.40’ A-2 
峨 13:05 雄 131' 4’ 18.90’ 
一方、サポート班の3名は、国見ト
ンネルを経て上椎葉ダムへ大回りして



日向椎葉湖を湖って未舗装の耳JI I林道
入り、比高差900m余を一時間かけて椎
矢峠1430m へ上がるo ここが今日の終
点になるが、林道を覆うスズタケを掻
き分けて三方山登山口まで車を乗り入
れる。踏査班との合流予定の12時30分

を過ぎているが、一先ず腹捺えをして
三方山へ向かう。緑川源流の三方山は
その名の通り南北と東側の三方向に大
尾根を派生している。葉を茂らせた山
頂から展望はない。待つほと、に人声が

して踏査班が登って来た。

Kl29（三川）岨 1580m 
婚 13:55 j鴎 32" 35’ 16.10' A-2 
出発 14:10 購 131・ 3’ 16.80’ 
可なり予定時間を超過しているので

急いで椎矢峠に向かう。

K130（献降）1442m
指 14:40 j憎 32"35’ 1. 70' A-2 
峨 14:45 藤 131" 2’ 42.4σ 
この区間は 5月上旬の豪雨による崖

崩れのため内大臣林道が不通になり、
サポート班は40Km余も大迂回すること

になった。内大臣林道の不通は、九州
脊梁山地の中枢部に入った今後の計画
に大きな影響を与えそうだ。

『分水嶺を歩く』…(12)

平成 16年 7月 30 日
Kl33（賂・間長）

2.5万図晴雄l 茂木j
参加者菅隆雄（4439)

本田誠也（5421)
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加藤功一(11771)

加藤明(13845)
石井文雄(13852)

中根俊雄住友） 6名
記録者加藤功一

南東海上に発生した台風10号が四
国に上陸… 九州への余波が心配され
たが、午前中は晴れの予報なので出発

する。午前 7時、中央町「佐俣の湯J
に集まったのは分水嶺歩きの常連6名

だった。車2台を置き 3台で出発…

砥用町から国道 445号線で二本杉峠を
越えて五家荘に入る。縦木の八八重（は
ちはえ）から縦木本谷左岸の林道を行く。
五勇谷橋の手前でゲートに道を塞がれ
た。ゲート前に車を停めていると、鹿
児島ナンバーの車が来て駐車する。ご

夫婦で国見岳に登りに来たと云うので
同行することにした。ゲート928mを越
えて五勇谷橋を渡り約500mで、右側に
国見岳登山口980mの新しい案内板があ
り、 8人がー列になって急坂に取りつ
く。 11 時、尾根分岐1408m について
軽い食事をとる。 1450m まで登「だ所

で膝を痛めていた本田はリタイヤして
一人で下る。踏査班 5名は穏やかな尾
根道を登り 12時20分、国見岳山頂につ

いたが、一変して激しい風雨に曝され
た。三角点標を中に人垣を作って GPS
測定をする。

Kl33（蹴長）Al 1739m ...日給00名山・
指 12:20 j噂 32"32’ 49' B-1 
出発 13:00 灘 131" 01’ 06’ 
立ったままで昼食をとり協議の結果



踏査縦走は断念して山酬な繍山 往路を

下ることにした。比高差760mを 2時間
余で、下った。勿論、鹿児島のご夫婦も

一緒である。

『国見岳余話』

国見岳は熊本・宮崎県境に位置してい
るが、熊本県の最高峰であり日本 200
名山にも選ばれている。加えて九州脊
梁山地の主峰であり、 1等三角点の山

でもある。九州では1700m を越える高
さは数少ないが、貴重な高度を有し、

しかも山頂からの展望は極めて広闘で
あり勝れている。しかし、 1906年に発
刊された高頭式氏の「日本山嶺志j
では『国見獄肥後直上益城・八代j

二郡日向国西臼杵郡に跨る、上益城郡
白糸村大字菅ヨリ六里ニシテ其山頂ニ達ス
』とあり、極めて素っ気ない記述で、標

高すら書いてない。しかし、昭和37年
秋に水戸の新興宗教の行者、小島某が
建てた社殿が国見岳山頂を占領してい
る。昭和30年春、佐賀の成富正義先生
（聞雌会会長）が上椎葉の日当を訪れた際
小島某が訪ねて来て、国見岳は天孫降
臨の地であるとして社殿建立の趣旨を
述べたそうだ。成富先生は即座に反論
して、歴史的観点と自然保護の立場か
らその不当を詰られたと云う。成富先
生の話によると、小島某は非常な不機
嫌で立ち去ったそうだ。それでも山頂

の借地認可をとり社殿を建てた。以後
日当の人に毎年2万円を送り、社殿の
清掃、管理を委託していたそうだ。
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『分水嶺を歩く』…(13)

平成 16年8月 22 日
Kl33（鵬）－Kl36（欄）

2.5澗「師長l
参加者菅 隆雄（4439）サポート理

本田誠也（5421) サポート盟
国上敏行（6659)

松本莞爾（8411)
虞永峻ー(10080)

加藤功一（11771) 4 
加藤 明(13889）サポート直

安場俊郎(13889) 8 名

記録者加藤功一

先日、風雨のため果たせなかった国
見岳からの分水嶺歩きを、南の椎葉越
から逆路で歩いた。自動車2台に分乗
して、五家荘縦木の八八重Cl!ちはえ）から
峰越林道に入り県境（鯨／宮崎）の峠を目
指す。峠の約800m手前に車を停め古い
椎葉越の山道を登る。スズタケが被る
急坂を約20分で分水嶺の峠に着く。

K136（騨）1494m 駈繊計：1i臓とも討 、哩

璃 9:30 J惜 32° 29’ 22.30’ B-1 司

蛾 9:40 雄 131" 0’ 27.4ぴ
椎葉越または那須越とは五家荘側（熊

本県）の呼び名で、上椎葉側（宮崎県）では
五家越と呼んでいたそうである。寺が

ない五家荘の縦木では、法事があると
峠を越えて使いがたち向山（上椴）の称
専坊の坊さんを迎えに行く。法事が済
むと峠まで見送ったので、縦木の人た
ちは「ぼんさん道」と呼んでいたそう
である。椎葉側の唐谷に車道ができた



時は、白鳥山の御池越えが「ぼんさん
道」になった。現在の「ぼんさん道」
は云うまでもなく峰越林道である。
かつては3 日がかりだった縦木の法

事に、現在の称専坊の住職、椎葉浄信
さんは四輪駆動車で峠を越え日帰りで
往復する。…峠（推灘）の余話である。
ここで踏査班5名は、サポート班と

別れ分水嶺を北上する。烏帽子岳まで
は約4. 7Km の長丁場で・1491皿・ 1548m
・ 1617mと三つの標高点を越えて行く。

スズタケを切り分けた自然、林の中の静
かな歩道である。

K1355（繍子掛前）1697血鰍酬
指 11:20 ~憎 32° 30’ 54.80’ B-1 
出発 11:25 難 131・ 0’ 32.30’ 
烏帽子岳の三角点は分水嶺から200m
ほど西に逸れている。また県界から約
lOOm熊本県内にある。

阻35（鵬）岨 1692m 紙南側融制。

踊 11:30 j鴎 32°30’ 54.90’ B-2
峨 11:40 頼 131・ 0’ 28.0σ
一定の登路もなく九州脊梁の秘峰と云
われた烏帽子岳は、僅かに西側の烏帽
子本谷或いは北側のモハチ谷から登ら
れていた。脊梁主稜線の切り分けがな

されてからは、椎葉越からの縦走路が
メーンルートになった。五勇山まで約
2報の縦走路は、中間の展望岩以外は
展望のないスズタケのトンネル道であ
る。踏査班は、この区間で多くの蛇を
見た。シマヘビ、ヤマカガシ、マムシ
など… 特にマムシはトグロを巻いて

動かず我々を威嚇した。
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K134（五副J）・ 1663m 削臨池上で昼食をloo
璃 12:30 雄 32・ 31’ 13.10’ B-2
峨 13:10 難 131・ 1’ 37.60’

点名・五勇山の3等三角点1623.Sm
は400mほど東側にある。地図上の山名
も、以前はそちらに表示されていた。
五勇山から国見岳閣の縦走路は、分水
嶺の東側につけられ、やや薮化が進ん
でいるが順調に歩くことができた。古
くは上椎葉から矢部（鮮県）へ越す交易
があり、また、ナバ（きのこ）採りや薬草

採取の生活の道でもあった。

Kl335（姻磁）1712皿
端 14:05 j惜 32" 32' 19. 90’ B-3 
峨 14:15 難 131・ 1’ 14.40’
九州脊梁山地の最高峰・国見岳は別

称を大国見（おおぐるみ）とも云う。約 lKm
南にある小国見岳は 1700mを超える貴
重な高度？を持っているため、小国見

（こぐるみ）と呼ばれている。縦走路（分水量）
より 30mほど西に外れているため多く

の人は気付かず通りすぎてしまう。

K1335（姻踊）・ 1712m

到着 14:05 脇 32°32’ 19.90’ B-3 
峨 14:15 雄 131° 1’ 14.40’ 
先日に引き続き国見岳に登頂するo
山名の通り山頂からの展望は素晴らし
い。大波がうねるような山々の重なり

ここが我々の分水嶺踏査の最高点
である。瓶点艇のデートIi前回こ航。 しかし、
ゆっくり眺めを楽しむ間もなく、時間
にせかれて下りにかかる。比高差760閣

の急峻な下り… 16:30 サポート班が
待つ縦木本谷の林道ゲートに着いた。



『サポート班の記録』 椎葉越まで行

動を共にしたサポート班 3名（相、昔、雄
明）は、峰越林道の峠まで分水嶺の切
り分けがあるのを確認… 9:45 踏査班
と別れて分水嶺を南下する。 60代の
踏査班より一回り年嵩のサポート班は
環境を観察しながらのんびりと歩く。
5分ほどで巨大な石灰岩のピークを通
過… ·1543m標高点は一面のガ、スで展

望はない。 10:20 ポッカリと空が聞け
峰越林道の峠に出た。林道開通記念碑
や簡易トイレ、案内板がある広場の南
側に、白鳥山へ続く分水嶺の踏み分け
道を発見。時間が早いので白鳥山まで
足をのばすことにして、椎葉越登山口
まで車を取りに行く。峠で少し早い昼
食をとり踏査班に連絡して 11:30 出
発する。分水嶺の東側に沿ってスズタ
ケの切り分け道を歩く。牛歩の歩み約
1 時間で・ 1580m 標高点に着いた。東
の唐谷側から涼風が吹き渡り気持ちが
よい。御池カルス卜上部の、希少植物

「キレンゲショウマ」の群生地は青い
ネットで固まれていた。周辺は鹿の糞
がいっぱい… 白鳥山の山頂周辺は九
州最大のキレンゲショウマ群生地だが
鹿の食害で見る影もない。 13:00 緑色
の苔に覆われた石灰岩群が立つ広い窪
地に着く。地図に「御池」と記された
場所である。椎葉村と五家荘一円に残
る平家落人伝説の中心地。西側のニガ
コウべ谷の源流となる湿地（蜘さん）まで
行き、折り返して往路を帰る。 1時間
20分で峰越林道の峠に着いた。それか
ら約1 時間のドライブで、縦木側の登
山口に着いて踏査班を待った。
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『分水嶺を歩く』…(14)

平成 16年 1 2 月 1 9 日
Kl47（江仙）～K151(砺山）

2.5澗 「古轍Jr砺山J
参加者本田誠也（5421)iI削班

虞永峻ー (10080) II 

加藤功一（11771)鵡雌
石井文雄 (13852) II 

安場俊郎 (13889) II 

加藤百合子住友）iI削班
椎葉幸介 住友） II 

記録者加藤功一

多発した今夏の台風で、九州脊梁山
地の林道は壊滅的な被害を受けた。分

水嶺踏査も椎矢峠まで南下したところ
で内大臣林道不通のため頓挫した。止
むを得ず高岳(131) から国見岳（Kl33)

の区間を飛ばして、南の椎葉越（Kl36)
から国見岳（Kl33）へ逆行した。その後
峰越林道、不土野峠、小崎峠も相次い

で不通となり、当分中止せざるを得な
くなった。 10月 2～ 3 日の全国支部
懇談会（熊本支部主催）が済み 1 1 月
から分水嶺踏査を再開する予定だった ~ 
が、林道復旧は進まず徒に時を過ごし
た。国道 388号線が通る湯山峠（K148)

は通行可能との情報があり、早速踏査

計画をたてたが天候と参加者の調整等
で遅れた。熊本市から歩行開始点の湯

山峠まで約130Km … 九州自動車道路
を利用しても 3時間半はかかる。市房
山キャンプ場に車 1台を置き、全員が
車2台に分乗する。国道 388号線の七
曲がりの急坂を湯山峠944mへ上がるo



K148（働時）94佃 ・・蹴388帯”
指 9:25 j鴎 32° 20’ 44.1ぴ A-1
出発 9:40 藤 131・ 5’ 20.30・

ここで2班編成とし、 A班（嘱山） 3 
名（L. 肱砿鴻）は二つ岩（Kl50）を経て
市房山（K151)まで比高差780mの難コー

スを歩く。またB班（日山） 4名（L. 隊、

相、雄主雄百合子）は、江代山（K147）まで比
高差660mの逆路を歩くことにした。
(B班の言改量） 9:43 九州大学演習林
の林道を北上する。約lKmで県境（鯨県
松村／宮崎撒鮒）の境谷。ここまでは車の
通行も可能で路面もよい。これから地
図でも破線の道となり標識もなく荒れ
ている。矢立川支流のセンツキ谷を2
度徒渉して、スギ植林地の細い山道を
登る。自然林の山腹をジグザグに登り
詰めて分水嶺の鞍部に着いた。北へ転
じて、江代山頂にいたる長い尾根を登
り、予定より 30分遅れて 12:40 山
頂に到着した。

Kl47Cff仙）岨 1606m

到着 12:40 鳩 32・ 22’ 13. 7' B-1 
峨 13:20 耀 131・ 4’ 33.9’
生憎、霧に閉ざされて展望はない。

西側にアメダス〈自動気矧搬置）が設置され
た土場があるが既に移設されてなし」

昼食後、 A班に連絡をとる。深いヤ
プに阻まれて二つ岩の直下で苦闘して
いる模様… 頑張れ！とエールを送る

丸木の階段がつけられた県境尾根を
北の鞍部へ下る。津野越へ下る分水嶺
の分岐まで行き、コースの状況を調べ

たが、時間切れと判断して引き返す。

下り 2時間半で 16:40 湯山峠着…
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暫く二つ岩の取りつき点辺りを探した
が、 A班が引き返した形跡がなく、携
帯電話も圏外で通じないので山麓の市
房山キャンプ場まで下る。ここで市房
山へ縦走中と連絡が入り、暮れかかる
林道を市房神社下の駐車場まで行き待

つことにした。

(A班の記録） 9:40 湯山峠を出発。
国土地理院の「三角点の記」では、（国
道388号鱗山時より作柔道制限方向1~200mで峨に入り約500

m 20分で三等三角点 「航1 I~~尉る）とあるが、分
水嶺を忠実にトレースしたので約1時
間にわたり酷い薮漕ぎを強いられた。

Kl49（航）岨 1018m

到着 10:55 鳩 32ー 20’ 45.00’ B-3 
峨 11:00 難 131° 5’ 41. 00’ 
これより二つ岩（Kl50）までは比高差

650m余の急峻な登り… 激しいヤプ漕

ぎを強いられた。 また痩せ尾根の部分
もあり、崩壊箇所にはロープが張って
あり慎重に通過した。予定より 3時間
余り超過して二つ岩のK点に辿り着い
た。

K150（二つ岩）Al 167伽 ・・焔・士跡場”
指 15:00 鳩 32° 19’ 48.20’ B-3 
峨 15:05 難 131・ 6’ 43.40’
鋸尾根と呼ばれる縦走路（分水量）は、
台風被害を受けて崩壊が激しく、至る
ところにフィックスロープが張られ、
応急手当がされていた。時間にせかれ
て、この難コースを一気に突っ走る。

1 7 時少し前、落日の市房山頂に立
ち、直ちにB班に到着を伝える。



Kl51(璃山〉血 I 1721m －－－日本200名山・

粛 16:50 j鴎 32° 18’ 41. 90’ B-1 
出発 17:00 班 131" 6’ 3. 70’ 
深田久弥は『日本百名山』の選定に
当たって「市房山も念頭にあった」と
書いている。この山を訪れた時、激し

い雨に会い 5合目の市房神社の手前で
引き返した。 「登らない山は書かない
…J と云うことで選に漏れた。
市房山は、その秀麗な山容から南九

州随一の名山と云う人もいる。球磨地
方では「お獄参り」の古い信仰の山で
もある。今まで歩いた九州脊梁山地の
山々と共に「九州中央山地国定公園J
に含まれている。熊本県（祉村）と宮崎
県（推耕、猷蹴）の境に位置しているが、
県境を挟んで熊本県側は国有林、宮崎
県側は民有林（王子郷社梯）になっている

が、民有林は戦中、戦後を通じて皆伐
され、山肌は相次ぐ台風被害を受けて
崩壊し無残な姿を曝していた。
A班の 3人は比高差940m余、月明の

光も透さない深い森林の山道を、飛ぶ
ように降りて来た。 18:35 市房山林道
終点の駐車場に到着。虞永会員特製の
熱いラーメンライスを振る舞われ、や
っと一息つくことができた。これから
夜の高速道路をひた走り熊本市の夫々
の自宅に帰り着いたのは22時近くの
深夜になっていた。
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『分水嶺を歩く』…(15)

2005年1 月 22 日
K142（不士駅）－Kl46（豊騎）

2.5璃 「古屋劃
参加者本田誠也 (5421) 縦

虞永峻ー (10080）サポート鞍
加藤功一 (11771）踏脹

石井文雄 (13852）踏醐

加藤 明 (13854）サポート富
安場俊郎 (13889）踏理
加藤百合子 住友）サポート殖
能田直子 住友）サポート車
村尾保義 （蹴）脚
村尾恵子 （蹴）サポート理

記録者加藤功一

新年最初の分水嶺踏査は、道路事情

を勘案して不土野峠から津野越まで、
約5Km k点で6 ポイントを歩くことにし
た。早朝6:40 九州自動車道松橋町の
駐車場に集合し班編成後、自動車3台
に分乗して出発する。 8:30水上村役場
に着いて小憩し、詳細な行動計画を打

ち合わせる。分水嶺北側の歩行出発点

は、古屋敷から不土野峠へいたる県道6
142号線が、平谷地区上部の平畑（だいら

こin で台風による道路崩壊で不通…
また南西部の朴の木原（ふうのきIiる）は、北

目平谷林道が湯山側凍結のため不通。
朴の木原920mから津野越1240m までは
4.4Km もあるので、下りルートにした

方がょいと判断して、北から南へ！｜回路
を歩くことにする。 9:00古屋敷を通過
する。 9:25平畑の魚局川を渡る橋に道
路閉鎖のロープが張られているので、、



停止する。道路脇の民家の森山さん（老
婦人）に尋ねると「台風で崖崩れがあり
車は通れなしリとのこと… 地図では
17-8戸はある平畑地区も、人が住んで

いるのはここ一軒だけと云う。過疎で

廃屋になった家が山中に点在しており
寛の水が細々と落ちているのも、住し
い眺めだ。ここの標高は652m、車を置
き10名全員で県道 142号線を不土野峠

まで歩く。途中2 ヶ所、大きな崩壊箇
所があったが、 11 : 10 不土野峠に着い
た。峠の北側に熊本県知事・寺本贋作

氏の「県境碑」、南側に宮崎県知事・
黒木博氏の「県境不土野島神」が建
てられていた。

K143（不規降）108佃 ・蛾142帯”
婚 11:10 j鴎 32"24’ 29. 80' A-1 
峨 11:25 班 131・ 3’ 9. 7σ 
不士野峠は、熊本県水上村と宮崎県

椎葉村の境にあり、北側は日向灘に注
ぐ耳J IIの支流不土野Jllと、南側は八代
海に注ぐ球磨川の支流魚帰Jllの分水嶺

になっている。また、明治10年4月、
西南の役で熊本城の攻囲に敗退した薩
軍が、人吉で再挙を図るべく椎葉から
不土野峠を越えて江代に入った歴史的
な地である。
東側の牧場地で昼食をとり、加藤班

長ら 4名の踏査班は東の小崎峠へ向け
て出発する。小崎峠までは分水嶺6い
に新設の林道あり順調に歩を進めた。

K143（嫡時）1241血

婚 12:50 j鴎 32°24’ 25. 70' A-2 
蹴 12:55 難 131" 4’ 1. 50’ 
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サポート班の6名は往路を下る。途
中、川の口村道分岐の手前から、私設
林道に入る。長い県道歩きを敬遠して
最短コースを下るつもりだったが、地
図で 3戸の建物が記されている所で道
は途切れた。人が住んでいる気配が全
くない。暫く付近を探したが、東側の
取水路の先にスギ植林地へ下る小道を
見つけた。程なく森山家の下手の廃屋
の前に出た。折よく道路に出ていた森
山さんに聞くと、上の家は森崎さんと
云い、今は古屋敷に下っているが農耕
の時季だけ上がって来るのだそうだ。
過疎の平畑を辞して、車で平谷を経て
江代山西麓の朴の木原へ行く。地図に
ある津野越の道を探したが、今は廃道

になっているのかルートを特定できな
かった。黒木林業の一軒家930mの下の
道路で踏査班を待つことにする。
一方、小崎峠に着いた踏査班は、県

境の山踏査（2000. 11. 12）の記憶から、
僅か 4分で点名・小崎山の三角点を踏
んだ。

K144（麟・崎山）岨 1273m

瑞 12:59 鳩 32" 24’ 27.60’ B-2 
峨 13:05 藤 131" 4’ 5.10' 
分水嶺の尾根伝い20分余で、椎葉村

川ノ口から古屋敷へ越える村道川ノ口
線の峠に出た。

Kl445(JllJ噂）1183m ”櫛・Jllj ［時・
捕 13:28 j鴎 32・ 24’ 2.20’ B-2
蹴 13:32 購 131" 4' 10. 00' 
ここで、サポート班と無線で連絡が

とれ、予定通り津野越まで行くと告げ



る。九州電力の電波反射板の横を通り
境界となる土塁の上を緩やかに登る。
一部ヤブ化して歩き難い所もあったが
先年着けた赤テープが役にたち、迷わ

ず歩くことができた。

K145（御品）岨 1326m t名・ JllJD·.. 
到着 14:28 鳩 32・ 23’ 29.20’ B-2 
出発 14:35 灘 131・ 4’ 23.60’ 
山名は地図に記載がないが、北田正

三著『九州の山々』 (1932年間旭めによ

ると、 ・・平畑を発して削減（獅）案内となり、舶を目壊とし
て協を東i：郵。二時僻の苦しい森林械ぎ盛行して帯(1319籾
拠出こ酎－－ とある。今は地元でも知る人
はいないが、先人に敬意を表して「御
岳」と呼ばせてもらう。これから津野
越の下りは、分水嶺の尾根も錯綜して
道も無いので危慎していたが、何とか
最低鞍部まで下り、ここを津野越と判
断してGp S計測をする。

K146（糊)1240m …融蜘・・
到着 15:20 鳩 32" 23’ 10.60’ B-2 
峨 15:30 雄 131" 4’ 8.80’ 
地図上の破線の道が分水嶺を越えて
いる津野越は、この最低鞍部より240m
ほど南下した所にあるようだ。位置と
しては大きな変化はないが、何れ正確
に踏査したい。踏査班は道の無い平谷
川の源流を下り、十篠製紙偽噺）の取
水口から専用道路に出る。予定より 2
時間近くも遅れて、サポート班と北目
平谷林道で合流した。時に17時50分…
前回に引き続きナイターになったが

安全運転で往路を帰る。熊本市に帰着
したのは、 2 1 時を少し過ぎていた。
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『分水嶺を歩く』…（16)

2005年2月 20 日
K157（横緋）－K161 （加山）

2.5澗「輔自l 「航j
参加者本田誠也（5421) B 車

加藤功一Cll771) A 車
石井文雄(13852) A 草

加藤明03854) B 草
加藤百合子住友） A 車
鎚正博 （語力者） A~ 

鎚百合子 （協力者） A 車

記録者加藤功一
本田誠也

2月に入って日本列島は天候不順が
続いた。南国九州も寒波襲来で、山間
部は雪が降り、林道は路面が凍結して
我々の進入を阻んだ。幸い天気も回復
したので、かつて、ヒマラヤメンバー

だった協力者の参加を得て、残された
区間を歩くことにした。午前 7時、九
州自動車道松橋ICの駐車場に集合…
参加予定の 1名が時刻を過ぎても現れ
ず、連絡もとれないので 7名が車 3台 4
に分乗して出発する。 9:10 県境の横4・
谷峠に到着した。峠下にトンネルを掘
り新道（髄219鴇）が開通して以来、住
民は次々に峠を離れ、今では熊本県側
の 1軒だけになってしまった。

Kl57（齢時）1等水準点目 665m

到着 9:10 鳩 32・ 15’ 49.60’ A-1 
出発 9:20 藤 131" 2’ 41. 20’ 
ここは、貴長本県側は八代海に注ぐ球

磨川水系（耕！｜）と、宮崎県側は日向灘に



注ぐ大淀川水系償却｜｜）の分水嶺である

B班は槻木峠へ廻りA班をサポート
する予定だったが、分水嶺（県境線）沿い

に南下する飯盛林道の状態が良いよう
なので、このまま順路（~~から南へ・・・）を行く
ことにした。林道は分水嶺の西側を大
きく迂回しながら南下している。
9:55 湯／原山東側の平坦なスギ植林
地を通過中、石碑を見つけて停車する
表面に「湯前小学校仁原（Iこわら）分校
跡 －昭和33年9月2日開校（児童数36名）～蜘42年12月5日
献（児童数17名｝·· J 。裏面には［榔6伽j と
書いてあった。戦後の国土復興期に国
有林の事業所を置き、大がかりな森林
伐採を行った場所なのだろう。 50m ほ

ど上の林道分岐路がある峠に広場があ
り車を置く。ここでA、 B2班に分か
れて分水嶺を歩くことにした。 A班の
5名は、東側の・ 1104m標高点を経て県
境分岐（熊本賜前町／多良木町／宮崎県献賄）のK点
へ行く。標高差は160m足らずだが、薮
化していて時間をとられた。

K1575（県蹴破）1116岨
踊 11:45 雄 32°14’ 38.90’ B-2
峨 11:50 雄 131' 2’ 49.40’ 
加藤夫人と鎚夫人の女性2人は、図

らずも同名の百合子さん… すっかり
意気投合して和やかにヤプ分けをしな
がら？往路を引き返す。

K158(1104m・鮪点〉・ 1102m

踊 12 : 15 雄 32°14’ 25. 70’ B-2 
出発 12:20 雑 131' 2’ 49.00’ 
一方、 B班の2名（相、加藤BP） ！士、湯／

原山K点計測の前に、花立！」；土岐路ま
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で林道の状況を調べようと車で西へ行
く。幾っか山側の崩壊箇所があり、岩
屑が道を埋めていた。慎重に運転した

つもりだったが前面に花立山を望む所
で、左前輪をパンクさせてしまった。
予備タイヤに取り替えたものの、これ
以上未知の道路は走れない… 岩屑を
取り除きながら往路を引き返す。
11:25 広場に帰り着いた。まだA班の

姿が見えないので少し早いが昼食とす
るo 12:00 車を置いて、廃道になった
北側の林道を登る。 15分で林道終点。
伐採後、造林せずに放置された荒れた
斜面を登る。比高差lOOm足らず、なので

ほどなく広い山上に着いた。 K点では

ないが、先ず北峰？で計測する。
K1595（量／劇d憐)1026m
到着 12;35 j噂 32' 14’ 19. :J’ B-2 
出発 12:40 東証 131° 2’ ベ.10’
湯／原山の山頂付近は、 ソガ、ヒメ
シャラなどが混じる二次林。林床は一
面、緑のスギゴケの誠盤…

Kl59（書j原山）1056皿
到着 12:45 j鴎 32・ 14’ 13.30’

出発 12:50 雄 131ー 2’ 9.50’ 
往路を下り広場に着くと、 A班が遅
い昼食中だった。広場の間に石嗣があ
り、覗いて見ると木彫りの大きな男性
のシンボルと、鹿の頭骨、角などがご

神体代わりに納ωられていた。ここは
分水嶺の鞍部なので「仁原峠」と命名

し、 K点を附加して計測する。
Kl585（仁麟）919m 4動創世”
指 12:50 雄 32' 14’ 22.30’ A-1 
出発 13:15 難 132ー 2’ 20.90’ 



A班の 5名は、花立山までは林道経
由で行けると判断して、昼食後直ちに
出発する。 B班の 2名は、横谷峠を経
由して湯前町の市街地に下り、パンク

修理をして槻木峠で待つことにしてA

班と別れる。 A班は分水嶺の南側を迂
回するアクソ林道仁原線を車で行く。
途中、路面の岩屑を取り除きながら僅

か6Km足らずに小1 時間もかかり、花
立山分岐（7クソ林道） ＇こ着いた。

K160（刷7~淋蹴）・ 859圃

婚 14:25 J惜 32・ 14’ 12.40' B-2 
峨 14:30 頼 131" 1’ 1. 00’ 
分岐路に車を置いて、アクソ林道花

立線を歩く 。 花立山への登路はなく、
薮分けして急斜面を登る。広い山頂部
はプナ林で展望はない。

K161（担山）岨 1106m
指 15:50 鳩 32・ 13’ 46.30’ B-3
峨 16:00 購 131" 00’ 47.20’ 
湯前町へ下ったB班は、パンク修理
不能でタイヤを交換しなければならな
いと知り、多良木町、免田町、錦町と
修理店を探しながら国道を走った。
しかし、日曜休みで聞いている店がな
い。人吉市まで行って、やっとタイヤ

専門店を見つけて、タイヤを取り替え
ることができた。ここで、花立山山頂
のA班と連絡がとれた。時間的に槻木
峠までは行けそうにないので中止とす
る。夫々帰ることにしたが、 A班は横
谷峠まで引き返して帰ったので、熊本
市に帰り着いたのは21 時過ぎ… 今
回もナイターの分水嶺歩きになった。
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『分水嶺を歩く』…(17)

平成 1 7年2月 27 日
K965（妻子ヶ車）～Kll7 （上塩出）
2.5万国 I軒副 ［馬販j
参加者本田誠也（5421)

記録者本田誠也

これは先般（平成16年4月12日・ 5月2日）の踏

査で見過ごしたものと、踏査資料が紛
失したものの再踏査である。何れも道

路沿いのK点なので喜寿（77車）を迎え
た本田が一人で出かけた。先ず分水嶺
となる阿蘇東外輪山の箱石峠を越えて
「阿蘇の七鼻」の一つ、妻子ヶ鼻に向
かう。地図で見当をつけて牧野道の右

手の土手を上がる。上部は牧野境界の

低い土塁の上に有刺鉄線が張り巡らさ
れている。しかし、分水嶺ラインから
北東に200mほと、逸れている。この区間
を踏査の際、分水嶺上にないの？ヂ、ー

ターをとらなかったのだと怠つ。

K0965（妻子ヶ車〉・ 904m

蟻 14:08 J憎 32・ 54’ 58.00’ B-2

蹴 14:12 離 131・ 6’ 54.30’‘
箱石峠に戻り、国道 265号線を南下
する。大戸j 口から県道 212号線で矢
津田を経て山都町（｜晴閉J）に入り、再び

国道を南下… 菅尾から県道に入り北
上して上塩出の集落に着いた。集落の
出外れがお目当てのK点だ。

Kll7（脂血）・ 642m

踏 15:37 雌 32" 43’ 58.30’ A-1 
峨 15:40 麓 131° 7' 53. 50' 



『分水嶺を歩く』…(18)

平成 1 7年3月 2 日
航僻蹴・離分破～K1325（賄3町械）

2.5万国閣踊J
参加者加藤功一（11771)

識者加藤功一

緑川は、熊本県の中央部を横断して
有明海に注いでいる。その上流部最大
の支流が内大臣川である。九州脊梁山

地の主峰、国見岳の登路として最も多
く利用されているルートである。昨年
5月上旬の豪雨被害で、この内大臣川
に沿う椎矢林道（町道・矢部～槻）は各所で

崩壊して不通になった。 5月24日の分
水嶺踏査の際、サポート班は上椎葉か

ら耳Jllへ大迂回して椎矢峠に達してい
る。その椎葉村ルートも夏の台風で不

通となった。 7月30日の分水嶺踏査で
は、熊本県泉村の縦木谷登山口から国
見岳に登った。南から北へ逆路で高岳
往復をするつもりだったが、国見岳山
頂で激しい風雨に会い中止した。その
後、分水嶺にいたる林道の登路は相次

いで不通となり、今年になっても復旧
の目途はついていない。不通部分を後
回しにして県南部まで進んだ踏査も難
題に直面している。今回は打開を図る
つもりで、加藤会員がマウンテンバイ

クを担いで一人で挑戦した。山都町（旧
畑）の内大臣橋を渡り内大臣林道〈町道・
矯ー糠韓）に入る。約8Km の内大臣事業
所跡までは車の乗り入れが可能だった
が、西内谷林道分岐から上部は大きな
崩壊があり通行止めになっているo
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車を置き、マウンテンバイクを担いで
林道を歩く… 10:35 広河原を経て杉
の木谷登山口に着いた。ここまで3時
間を要した。椎矢峠側の林道は崖崩れ
が多く、歩いても登れない状況なので
杉の木谷の急坂を登る。上部に行くほ
ど雪が深くなる。通常なら 1時間半の
登りに3時間かかって、高岳分岐の分
水嶺に到達… ここまでの登路はプナ
モミ、シナノキ、ヒメシャラなどの原
生林… 餌をあさる鹿を多く見た。

（分捕・高齢世）1549m
到着 13:55 鳩 32°33’ 12.20’ B-1 
峨 14:00 藤 131°01’ 24. 50' 
高岳分岐の指導標（甑品40分離120分）
あり。膝下までの積雪を踏んで県境線

（鱗県畑・鮒／宮崎嫌耕）まで 40分…

K1325（賂勤時最・柑） 張関鮒耐ι

粛 14:40 ~悌 32° 32' 57. 20’ B-1 
出発 14:50 雄 131・ 01’ 15. 30’
長谷登山口分岐の指導標（離140分観

品15分）あり。国見岳のK点は2度も計
測しているので、雪の深さもあり登頂

を断念して往路を下る。高岳以南の指
定されたK点には行けなかったが登山
路の現状を知ることはできた。

今後に残されたK点は（Kl31繭－K132
・ 1509m）と（Kl37附制141不蝋）。市房
山以南の（Kl52編曲南西尾根－Kl56横制〉と、
終点の白髪岳コースの（K162根本トKl72
M観樹齢 6区間となった。
本年 9月までの分水嶺登山期限まで
に、支部会員の協力を得て完歩したい
と考えている。



『分水嶺を歩く』…(19)

平成1 7年 3月 2 1 日（日）
K152（捌尾）－K155（就噛）

2. 5万国 「覗山j
参加者本田誠也（5421) B 車
(11名） 田上敏行 (6659) 

丸尾龍一（11538)
加藤明（13845)
加藤功一（11771) サポート

能回成 02100) A 理
能田直子 (12101)

石井文雄 (13852)

安場俊郎代3889)
中根俊男住友）
鎚正博（会）友）

7時、九州自動車道松橋町の駐車場
に集合する。京都支部の能回夫妻も参
加されて11名になった踏査班は、車3
台に分乗して人吉ICを経由して県境の
水上村に向かう。 9時、休日で人気の
ない水上村役場に着いた。ここで踏査
班を、 2班編成（A.B）として夫々の踏
査区間についで打ち合わせるG 9時20
分、市房山キャンプ場を経て広域基幹
林道cw－大平線）に入る。 舗装は市房神
社駐車場分岐までで、あとは未舗装の
悪路… 昨年夏の台風被害で道路の決
壊があったが休日返上で防護工事が進
められており、標高lOOOm の西米良越
（降）まで無事に上がることができた。

K1535（献繍）大平林道線制（輔10年7月）
璃 9:50 j構 32・ 17’ 8. 70’ A-1 
峨 10:10 藤 131・ 3’ 44. 8ぴ

AR 

(A班の記録） 長大な市房山南西尾

根（約 9鴇）の分水嶺をj仁上する。西米
良越から市房山頂までK点は二つ…

ここは熊本・宮崎県境線でもあり東側

（宮崎県）は自然林、西側（糊）は伊勢神

宮司庁のヒノキ植林地になっている。
また東側は、 －＂｝ 瀬川｜の支流・板谷

川（竹泌）、西側は球磨川支流・大平川の

分水嶺になっている。

Kl53（脳・黒仁田）岨 1110岨

到着 10:54 雄 32°16’ 50.60’ B-2 
出発 11:07 雄 131・ 4’ 12.30’ 
分水嶺の尾根は地図上の 1052m標高
点から西北に転じ、最低鞍部の951m標
高点から緩やかな登りとなる。約 1 時
間で可なり広い台地状の尾根上に新し
く設置された四等三角点（2003.10.6)
があった。

Kl52（焔・泊中尾） AIV 1087m 
盟店 12:06 j鴎 32ー 17' 36. 70’ B-2 
峨 12:38 灘 131° 5’ 13.90’ 
三角点の周辺はヒノキと、広葉樹の
混交林。ここから市房山頂への分水尾
根は、標高差660m、約 3. 5鴇もある。
踏査班長から指示された市房山頂のタ
イムリミット（15:00）は到底無理だと

判断… 昼食後、踏査班長に連絡して
往路を下る。 (14: 15）西米良越えの峠
に帰り着いた。加藤踏査班長と石井会
員は横谷峠へB班のサポートに廻るが
安場会員ほか 4名は、熊本へ帰ること
にした。その頃、 B班の 4名は牧良山
．からの尾根を間違えて西側に逸れ、登
り返しに苦闘していた。



(B班の記録〉 西米良越から、ほぼ
西へ蛇行して延びる分水嶺は、約L2

報で牧良山に到達する。ここまで北側

は球磨川支流の大平川と美尾谷川…
南側は－·；瀬川支流の板谷川｜〈虻田谷）と

の分水嶺になってし喝。尾根筋はヒノ
キ（25年生）と広葉樹の混交林で、所々に
黄色いプラスチックの杭が立っていて

見ると「伊勢神宮J の刻字がある。ご
選宮の用材林になっているらしい。牧
良山までは、腰痛でサポートに廻った

加藤踏査班長も同行する。牧良山に近
づくと鹿除けの青いビニールのネット

が張られている。ネットの南側に小塚
状の土盛りがあり「山・三八OJ と書
かれた山林界標が埋められていた。 三
角点は見当たらないが、ここカ唱はミ山
の最高点と見て計測をする。

（娘d最高点） 1004m 鵬牒鰯欄熔磁色h
灘 11:16 j鴎 32" 17' 11. 90’ A-2 
出発 11:19 藤 131" 3’ 4.40’ 
牧良山の三角点は、 「県境の山」踏

査（2000 ・ 12-2001 ・ 1)の際、 2度も探し
たが見つからなかった。手分けして探
すことにしたが、南西方向約30なの岩
影に測量用の赤旗が立っているのが見
えた。行って見ると新しい四等三角点
標が埋められていた。呆気ない捜索劇
だったが、 三等が四等に替えられたよ
うだ。

Kl54（制h）叩 1002m
到着 11:26 鳩 32°17’ 10. 70’ A-2 
峨 12:05 購 131・ 3’ 3.90’
三角点を囲んで昼食を食べる。 言己念

49 

写真を撮り、西米良越に引き返す加藤
踏査班長と別れて出発する。これから

の分水嶺は踏跡も無いB-3 ルート…
200なほどで尾根は南西方向に大きく
広がり、慎重にルートを見定めながら
下る。尾根はやがて急崖となって小谷
に落ち込んでいる。ここで誤りに気ず

いたが、黒仁田側の尾根を下ったと誤
認して小谷を渡り対岸の尾根へ登り返
す。尾根の鼻に出て湯前方面の展望が
開け、はじめて西尾根を下っている事
を知った。都川源流の深い谷を渡り東
側の分水嶺尾根へ登り返す。簡単に書
いたが、薮を分け急崖を馨じて随分消
耗した。結局、牧良山頂直下まで登り
返すことになった。横谷峠のタイムリ
ミット (15:00）を遥かに過ぎるので、

加藤踏査班長と連絡をとり、サポート
の2人（肱石井）の他は帰ってもらうこ

とにした。 左下、眼下に黒仁田の民家
の屋根を見ながら急坂を下る。 17時過
ぎ廃道になった黒仁田越の林道に出た
が、西へ尾根を横断して国道219 号線
を見下ろす峠に着いた。

Kl55（就噛）・ 70伽
到着 17:39 鳩 32" 16’ 44.30' B-3 
峨 17:42 灘 131・ 'l 59. 0ぴ
横谷山のK点は時間切れで次回に譲
ることにして、横谷峠で待ち佳びるサ

ポー ト班に連絡して旧道へ下る。また
してもナイターの分水嶺歩きとなった
が、高齢の本田が足を引っ張ったよう
で反省している。どうも下りルートの

分水嶺は迷い安いようだ。



『分水嶺を歩く』未了区間

(2005. 3. 30現在）

-9－踏査予定｜地形図｜水系（W）除系（E)
日本山岳会熊本支部

分水嶺ルート

G p S 計測点

130 推耕 1430m(0. 4K)K131 高岳（言制）1563. 

m(1. 5K)K132 （円割草分画） ｷ 1509m(Q. 9K)K1325 

（官財匝） · 1575 m(2. OK)1670m （飴E山口崎厳 ・ 本量）

(Q. 7K) Kl 33 国賄（観~1)1738. 8m 

3K点 5 . 5Km 

2 t2005. 5 肱岡障制｜不土割球磨川由－－ ··－JiT 一応刊誌市o;;(·l~ 1K)-K)-j7(j自由主)148-o－~

C2HIU 

(21鼠）

(JllilJJID 

事県皇制／

（不旭川） 1(1. 7K)K1375 御泡1545m(Q . 5K)K138 白鳥

舗鱒童相｜（平旭川 1638. 8m(0. 4K)K1385県分越 1610m

批H I IC2. 5K) Kl 39 銚子笠（館別） 1488. 9m(l. 6K) 

K140 （上水ri')·1227.5m (1.5K)K141 ・ 1222m

(0.7K) K142 不土野峠 1084m

7K点 1 OKm 

146津野越1250m (2. OK)K147江代山（理由 II)

K点目し、うイ YのA 3. 5Km 

り瀬J 11ド 155！仁田量700m (1. 2K) K156 横谷山 · 900m

7K点 16 . 8Km 

168三連制1370m(O . 8K)K169 白霊岳 h 11416. 

崎県~uの市｜ j 4K点 6. 7Km 

※ K点怠し、ラインのみ（3)(4）区聞については 2005 . 11 以降｜こ実施する。
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九州脊梁山地の中央分水嶺

…北（上部〉から、高岳、三万山、国見岳、小国見岳、烏帽子岳、椎葉越…
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、、

l一重量一員

4427 西沢健一

今年は山岳会にとって 100周年、

記年すべき年になります。多彩なイベ

ントが企画されていますので、楽しみ

にしています。一つでも多く参加した

いと思っています。

4943 馬場猛

千代子

手術後 1 年にもなるのに未だ療き、

立っか、寝ると楽ですが、座ると大変

痛みます。毎日何もせずにいます。わ

が家にはゴミやガラクタは沢山ありま

すが、ワープ口、パソコン、ケイタイ

はありません。皆さんによろしく。

10432 油蝿浩一

旧年中は全国支部懇談会への参加を

取り消す等、ご多忙な時期に大変速惑

をかけました。、病院までお訪ねいた

だき有り難うございました。恐縮の至

りです。お陰様で体調もほぼ元に戻り

、近郊の山には登れるようになりまし

た。重ねて厚くお礼申し上げます。

9402 河上洋子

全国支部懇談会のご成功おめでとう

ございます。お疲れ様でした。”山仲

間はいいものだ”としみじみ思いまし

た。「山行の友ら老いたり されど

今集えば山の青あお動く」

実感として、山が近く感じられま

す。そんなこと語り合いたいのですが

この目、県太極拳連盟の理事会を召集

しておりますので参加出来ません。

量fi ま兄 I 

11538 角昂寵ー

山行きがこの頃遠ざかっています。今年

は出来るだけ山ヘ行くつもりです。

9572 藤木孝一 1 5 日を挟ん

で一週間程所要のため不在です。会員の

皆様と新年の美酒を汲み交わしたいと楽

しみにしておりましたが残念です。

5120 

石井久夫 何時もお世話になっており

ます。行事がこの頃重なって、何時も何

時失礼しています。冬鳥の観察会を月一

回行っております。皆様によろしく。

8411 松本莞爾

今年の4月からはサンデー毎日になりま

す。公務での山登りはなくなり、私用の

山登りを楽しみます。

11771 加藤功一

百合子 旧年中は分

水嶺調査、全国支部懇談会等お世話様で

した。 1 2 月 3 1 日この冬初めての雪、

地元の三の岳ヘ。二人で忘年登山として

雪の中を登り納めをしてまいりました。

雪は8～ 1 0センチも積もっていました

。今年2005年の登り初めは、 1 月 2

日に安場さんを誘って、三人で目丸山に

登りました。すごい雪で膝まであり安場

さん、 「目丸山でこんなに雪があるなん
て」とびっきりされていました。

そこで一句（登りながら読みました）

79 



－初雪をふみしめ登る 目丸山

・初登り 目丸の山は雪ばかり

（百合引宇）

10233 吉田恒子

昨年は全国から多数のお客様を迎え

大変な年でありました。特に、支部長

さんはじめ幹部の方々には大変な御苦

{ 妥当E 理資

。第 1 回中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 6年3月 23 日（火）

（踊）瀬ノ本～ミルクロード分厳

（繍）本田、加藤夫妻、加藤明、中根
/ 

。第2田中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 6年3月 28 日（日）

（噺）立山牧場～古閑牧場

（繍）本目、加藤夫妻、加藤明、中根

。支部委員会

（日時）平成 1 6年4月 6 日 （火）

（噺）国際交流会館

（出鮪）工藤、神谷、本田、田上、松本

鶴田、加藤

（冊全国支部懇談会及び支葡総会提出

議題について

。第3田中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 6年4月 1 2 日（月）

（輔）波野原～箱石峠

（繍者）本田、菅、加藤夫妻、加藤明、

中根

。平背 1 6年度支部総会（日）

（日時） 平成 16年4月 1 8 日（日）

労があったことと思います。本当にお疲

れ様でした。これからも、山岳会の益々

の発展をお祈りします。

会友橋本岳範今年は

3年生の担任のため、 1 5 日はセンター

試験引率です。会の成功と会員の皆様の

ご健康、ご多幸を心よりお祈り申し上げ

ます。

事匝 全雪 I 

（車問九州電重労働会館

（憶） 1 5年度事業報告、決算報告および

16年度事業計画、予算案、全国支部懇

談会の開催について

役員改選支部長工藤文昭重任

副支部長神谷平吉重任

委員 広永峻一重任

監査委員藤本多加志重任

（繍湖、昔、相、目上、工藤、棚、晴、蜘、神谷、繊側、

齢、輔、婦、刷、給、伴、捌（銭i樽乱脈妻、

輔、雑

。第4回中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 6年4月 22 日 （木）

（斬｝箱石峠～大戸ノ口

（服部本田、菅、広永、 藤本、加藤夫妻
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。第5回中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 6 ）年4月 25 日 （日）

（噺）蘇陽町大野本～一ノ瀬峠

（雌）本田、田上、田丸尾、加藤功

石井、 安場

。第6田中央分水嶺踏査

（峨）平成 1 6年4月 29 日（木）

（輔）大戸ノ口～清栄山北峰



仰臓）本回、菅、加藤夫妻、松岡夫妻

中根

。第7回中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 6年2 月 2 日（日）～3 日

（斬） 2日蘇陽町大野～南外輪崩土Eサ

3日清栄山北峰～御成山

（揃）本田、田上、丸尾、加藤功、

加藤明、石井文、中根、鑓

。第8回中央分水嶺踏査

（日時） 平成 1 6年5 月 8 日（土）

（噺）御成山～崩土ピーク

（邸時）本田、藤本、加藤夫妻、中根

。支部委員会

（日時） 平成 1 6年5月 1 1 日（火）

（噺）国際交流会館

（雌）工藤、本田、田上、松本、鶴田

広永、藤本、加藤功

（憶）全国支部懇談会、中央分水碩踏査

。通常総会および支部長会議

（日時）平成 1 6年5 月 1 5 日（土）

（輔）東京都千代田区「弘済会館」

（揃） 工藤

。第9回中央分水嶺踏査

（日時） 平成 i 6年5月 24 日（月）

。新入会友（ 5 月入会）

能田直子 12101 （京都支部所属会員）

椎葉幸介

。第 1 0田中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 6年6 月 1 2 日（土）

（事前向坂山～椎矢峠

（雌）本田、加藤夫妻、加藤明、石井文

中根、椎葉

。支部委員会

（晴）平成 1 6年6月 1 5 日（火）

（勝国際交涜会館

｛鵬）工藤、本田、田上、松本、鶴田

広永、藤本、加藤

（齢全国支部懇談会について

。第 1 1 回中央分水損踏査

｛膚）平成 1 6年7 月 31 日（土）

’B国見山
（蹴｝本田、菅、加藤功、石井文、中根

。支部委員会

（晴）平成 16年8 月 24 日（火）

（勝国際交流会館

（雌）工藤、本田、田上、松本、鶴田

広永、藤本、加藤、 Jll端

（眠全国支部懇談会について

。支部委員会

（日時）平成 1 6年9月 1 4 日（火）

（踊）国際交流会館

（雌）工藤、神谷、本田、田上、松本、

鶴田、広永、藤本、加藤

（蜘全国支部懇談会について

。全国支部懇談会支部員準備会

（日時）平成 16年9月 1 6 日（木）

（噺）国際交涜会館
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（雌）西沢、菅、本田、田上、工藤、

松本、菊地、川端、河上、鶴田、広永

加藤稜、藤本、加藤夫妻、吉田



阿南、 池崎、 宮崎、 丸尾、永谷、

安場、石井文、加藤明、 能回夫妻、

松岡夫妻、中村、斉藤

（蝦）全国支部懇談会の実施要領の説明

及び役員分担の確認

。支部委員会

（日時）平成 1 6年9 月 25 日（土）

（噺）国際交流会館

（蛸）工藤、本田、田上、松本、 鶴田

広永、藤本

（蝦）全国支部懇談会について

。新入会員（ 9月入会）

14053 小倉伸一

。第2 1 回全国支部懇談会

「くまもと・阿蘇のつどいJ

（日時）平成 1 6年 10月 2 日 （土）～38

（噺） 2 日 熊本交通センターホテル

3 日 阿蘇高岳、 烏帽子岳、幡随

（雌） 177名（詳細は別頁記録に）

（顧） 28tt、時3鵬、閣踊りのト7ニング縦、障

制l削厳の甑伸唱氏による「幡紬同町繍都品味。午

都砂ら聾鮮耐~o艇で世チャリー糊Eよるライ7もあ

り、幼いE酌民法。

38U崎臨棚舶、融i枇、制服鳴した

。第20回宮崎ウエストン祭

（日時）平成 1 6年 1 1 月 3 日（水）

（踊）五ケ所高原三秀台

（棚）田上、丸尾、安場、 中根夫妻

（瞭）式典の後、国見岳ヘ記念山行

。支部長会議、年次晩餐会

（日時）平成 1 6年 1 2 月 4 日（土）

（噺）東京都高輪プリンスホテル

（繍）工藤、田上、広永

（憶）全国から470名の会員が参加

。第 1 2 回中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 6年 1 2 月 19 日（日）

（噺）湯山峠～江代山及び湯山峠～噸h

（鵬）本田、広永、加藤夫妻、石井文
安場、椎葉

。平成 1 6年度年次晩餐会

（日時）平成 1 7年 1 月 1 5 日

（噺）田吾作水前寺店

（繍）献、昔、相、世、 JI、齢、蜘、晴、 II崎、前跡、

鵬、齢、 娘、峰夫妻、給、棚、石井文、安犠献妻、

御帳妻、 輔、謙、幡、断

（腰）全国支部懇談会の反省会をかねて新

年の挨拶をかわした。

。第 1 3回中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 7年 1 月 22 日（土）

（輔）不土野峠～津野越

（鵬）本田、広永、加藤夫妻、石井文

安場、能田直、村尾夫妻

。支部事務局担当者会議

（日時）平成 1 7年2 月 1 9 日（土）～20日

（噺）東京都水道橋列サ刷、 雌会トム

（出席）田上

（蝦）各支部の現状と問題点、百周年年関

連事業

。第 14回中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 7年2 月 20 日
（繍）横谷峠～花立山

（醐）本田、加藤夫妻、石井文 ．
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加藤明、鑓夫妻

。第 1 5回中央分水嶺踏査

（日時）平成！ 7年3 月 2 日

（斬）国見岳～門割尾根分岐

（峨）加藤功

。第 1 6回中央分水嶺踏査

（日時）平成 1 7年3 月 2 1 日

（踊）市房山南面k152～黒仁田峠

【御園”色名良書己】

個陶Al棚、世、婦、刷、捌

喧甑建、磁文、湖、帽、量

働踊l砂場締ヘ重自分水齢、 Al （猷越え官152)

噌鍬贈え～虻田｝

。第 17回中央分水嶺踏査

（晴）平成 1 7年4月 1 4 日

噸｝高岳～雷坂分岐

曲麟）本田、加藤功、加藤明、中根夫妻

冊脚勝糊噴杯置のため、刷融から械を鮒る

支部報の編集が、私の担当になり 3冊目がやっと完成しました。今回は、本田

さんが鍾められた中央分水嶺関係と、加麗功ーさんのヒマラヤ初登頂の報告がそ

れぞれに大作で、それだけで全体の6割強を埋めていただきました。担当者とし

ては、こんな楽をして、こんな分厚い報告書が出来る訳ですから感謝に堪えませ

ん。その他、ご投稿いただきました皆さん、本当に有り難うございました。皆さ

んのご活躍に刺滋されながら、もっと頑張れる自分にならねばと思いました。

全国支部懇談会、本当にご苦労様でした。外部からも大変好評で、こうして支

部会体で喜べる幸せ、お互いの連携でやり遂げたことでした。今年は J A C創立 －

1 0 0 周年記念行事も沢山準価されております。いろんな行事にご参加下さい。

7 月には、宮崎支部が担当して、九州地区の 1 0 0 周年記念行事が霧島えびの

高原で行われます。これには是非多くの方に参加お願いしまう。

阿南さんのご意見には、考えさせられることが沢山ありました．私も、この春

まで若者と一緒に、若者の中で仕事をしてきましたが、同様のことを感じながら

改善のための取組みが足りぬまま退・してしまいました。働くこともいや、自分

を高める努力もしない．いくら努力をしても自分の将来に夢を描けない若者が増

えています。これ等を救う手だてが何も出来ない社会、政治の貧困も考えて行か

ねばなりませんね。

ここ数年、県境の山や日本山岳誌、そして今行っている中央分水嶺の踏査と、

楽しい自分の山登りもされず、調査に打ち込んでおられる本田さん、加藤功ーさ

んとその周りの皆さんの積極的な取り組には本当に頭が下がります。全国 25 支一 一

部の中でも一番早い方で踏査は終わるでしょう。これが終わると、また、昔の支

部活動に帰ることが出来ると思います。皆さんの中からも、山の懐に深く入り、

本当の山の楽しさを味わえる山登りがしたいとのご意見もいただいておりますー

是非企画したいと考えております． （工藤）
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繁務義務発京都支部報77号（ 12/24）、広島支部報 14号（12/25)
から、全国支部懇熊本大会分を掲載させていただきました。

斎藤惇生

第21回日本山岳会全国支部懇談会“阿蘇の集い”が熊本支部の主催で、 10月 2 日に熊本市

の中心で熊本城に近い交通センターホテルで懇談会と懇親会が開催された。そして翌 3 日は

阿蘇登山であった。

参加者の内訳

熊本は九州の西にあり、少し遣いので参加者が多くないのでないかと熊本支部では心配さ

れていた。しかし参加者は177声となり、これまでの支部懇談会と変わらぬ人数になった。

参加の多い順を見ると、地元熊本支部40名、隣の宮崎29名、首都圏18名、京都16名、東九州

13名、福井10名、越後、北九州 8 名、北海道、石川、岐阜各 5名であった。京都は 4 番目に

多く横田支部長は熊本支部長から感謝されていた。

熊本域

ホテルから熊本城が見える。私が通った幼稚園も小学校もお城のすぐ下にあった。この天

下の名城は加藤清正が関ヶ原の役後に 7 年聞かけて築いた。清正は勇猛だけでなく土木建築

にも勝れていた。明治10年の西南の役で、西郷隆盛の率いる瞳摩の精強軍の猛攻に堪え抜い
た。西郷軍熊本到着の 3 日前に原因不明の失火で天守閣は炎上している。昭和37年にコンク

リート造りで再建。現在築城当時に近い復元工事が行われている。

懇談懇親会山鹿燈篭踊り

熊本空港から本田誠也前支部長に送ってもらいホテルに着いてみると、熊本在住の京都支

部員、能回成、直子夫妻は、熊本名誉支部員になって受付や準備に活躍中であった。

懇談会のオープニングセレモニーはユニークな催しだった。熊本の北部の山鹿市に伝わる

山鹿燈篭の踊りが山鹿農業高校の郷土芸能伝承部の女生徒によって演じられた。燈篭は高さ

30cm ぐらいで手漉きの和紙で作られ金色に塗つである。これを浴衣姿の乙女たちが頭につ

けて 8 月 15日、 16日盆の時に町を踊り歩く。これは第十二代景行天皇が筑紫野巡幸の折、霧
で道に迷っていた時に村人が松明をかかげてお迎えした故事に始まるとされている。日本書

紀によれば、景行天皇は背いて貢物を差出さなくなった熊襲〈熊本南部より鹿児島北部に勢

力を張っていた部族）を討つために親征して従わせた。熊本、宮崎には景行天皇についての

故事が多く伝えられている。女装して熊襲の宴席に侍り、すきを見てタケル兄弟を倒した日
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本武尊命は景行天皇の実子となっている。大和政権が九州を支配するためにたいへんな努力

をしたことを現わす物語りである。

生徒たちの笛、三味線に合わせての山鹿踊は優雅で幻想的でもあり、見ている我々の心を

魅きつけた。終ると長い拍手が続いた。

このあと工藤文昭熊本支部長の開会の挨拶、平山善吉会長の挨拶があり、続いて池辺伸一
郎阿蘇火山博物館館長の記念講演があった。

講演阿蘇火山について

講演で頭に最も残ったのは次のことだった。阿蘇はカ Jレデラ（二重火山）で外輪山が円く

取り囲む中に高岳、現在も噴火している中岳、担子岳、烏帽子、杵島の阿蘇五岳がある。外

輪山の大きさは周囲125km、東西の内経18km、南北は24km と世界最大である。私は子供

の時から阿蘇は昔は外輪山を裾野にして上に伸びた富士山のような形でたいへん高い山だっ

た、それが火山活動で陥没して今のようになったと聞かされていた。これは間違いで、鰻頭

みたいになだらかな山だったのが陥没したらしい。池辺館長は前説をいう人がいても、夢を

破らないように敢えて否定しないことにしていると笑っておられた。

懇親会

懇親会では支部長、会長との挨拶のあと、乾杯の発声を私に依頼された。熊本出身で熊本

支部名誉会員だから引受けるようにとのことだった。アメリカ33州から名誉州民の称号を受

けているチャリー永谷さんのアメリカン・カントリーミュージックの楽しいライブもあり、

テーブルには熊本名物の馬刺、からし蓮根、天草の鯛の活造りが並び盛上っていった。

10月 3 日の阿蘇集中登山

予報は適中して晴天になった。朝食後 7時30分、パス、自家用車で国道57号線を東に走り、

高岳の中腹で登山口になる仙酔峡に向う。仙酔峡より中岳火口東までのロープウェイを利用

する登山班が予定されていたのだが、直前の検査でケーブルの摩耗が指摘され運行停止となっ

た。そのため 1）仙酔尾根から高岳、中岳班、 2）烏帽子岳班、 3）観光組とに予定が変更に

なった。

京都支部参加者

京都支部は烏帽子岳に酒井敏明、村田逸男、高島法男、西川顕の 4名。高岳には横田明男、

朝倉英子、大槻雅弘、斎藤惇生、酒井展弘、田中昌二郎、西岡圭子、能回成～能田直子、宮

J IIふみ江、田中節子、中川寛の12名が参加した。しかし田中節子さんは朝から急性胃腸炎の

症状がひどく、医師の神谷副支部長の治療を受けながら仙酔峡で待機することになった。

仙酔尾根と鷲ヶ峰

仙酔峡に 9 時30分着、 10時出発、尾根に取付いてミヤマキリシマの群落のなかの道を東へ

10分ほど登ると尾根上に出て、仙酔尾根の登りが始まる。 5 月には仙酔峡はミヤマキリシマ

の花に被われ見事な景色になる。少し左に登ると鷲見平がある。鷲ヶ峰の岩尾根の全容を望
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むことができる。鷲ヶ峰は九州の登山家のロッククライミングのゲレンデだった。

私も熊本にあった旧制の第五高等学校に入学、山岳部に入り始めての山行は仙酔峡でキャ
ンプして、翌日は鷲ヶ峰の登撃だった。私は一遍で岩登りのスリルと充実感に取付かれてし

まったのだった。

鷲ヶ峰の火山岩は脆く風化が激しく浮石が多く、不安定で落石が頻発した。岩に不用意に

手をかけると危険なのでプッシュホールドのテクニックが必須だった。アクシデントも多く

鷲見平には40 ぐらいの遭難碑が並んでいる。最近は風化がさらに進み危険になって登る人が

激誠しているそうだ。

仙酔尾担はそれに比べると熔岩の性質が違うのか、がっちりとして浮石も少なく歩き易い。

仙酔尾根は馬鹿尾根とも呼ばれている。頂上まで高度差630m の比較的ゆるい傾斜が続くの
で長く感じられるからだろう。

高岳頂上、下山

稜線近くなると傾斜は少し急になり、ジグザクになった道は浮石も多い。火口壁になる広

い稜線に出て右へ進むと高岳頂上に着く。高度は1592mで熊本の古名肥後国（ヒゴクニ）、

と語呂が不思議に一致している。

頂上は12時半ごろ到着、昼食を摂る。東を見ると鋸状に特異な形をした峰が並ぶ根子岳、

西を見下すと中岳と火口、烏帽子、杵島往生岳、阿蘇谷の平地の先には外輪山の円く途切れ

ない連なりが見える。カルデラを目で確かめることができ、改めて阿蘇の雄大さを実感する。

昼食後、中岳頂上から四つの火口、砂千里浜の名がある広い火口底を左に見下じながら、

整備された遊歩道を歩く。一帯は火山らしく草木を見ない荒々しい風景である。幸い風が西

に向っていたためか、火山性ガスの臭はほとんど感じなかった。

ケープルの終点の火口東駅は今頃の台風による建物のひどい損壊が見られた。ここから仙

酔峡まで、火山岩をコンクリートで固めだ遊歩道を下る。道があまりにもしっかりと固く足

前‘

や膝にひびき、単調で疲れる。仙酔峡近くになるとミヤマキリシマや濯木、道端に黄色いキ -

リン草も見られほっとする。少しだがミヤマキリシマが咲いていた。今年の夏のきびしい暑

さで・狂ったのではないかと聞いたがどうだろう。

予定された午後3 時ごろ全員無事に仙酔峡の駐車場に帰りついた。

今年の夏以来、週末は台風の襲来も多く好天が少なかった。 熊本支部のほうでも天候を大

変心配しておられ、対策をたてておられたようだった。幸い好天に恵まれ予定は無事終了し

た。万端心暖かい準備とお世話を頂いた熊本支部のみなさんにお礼を申しあげ解散となった。
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第 2 1 回日本山岳会全国支部懇談会

阿蘇の地に~11名集う

1 0 月 2 日（土） 3 日（日）にかけて本年度の全国支部

懇談会が熊本で開催された。

広島支部からは種村支部長、本片山、国枝会員が出

席、全体では 1 7 7 名が集まった。

会場は熊本城すぐそばの交通センターホテル。
オープニングは熊本県立鹿本農業高校芸能伝承部

の女子高校生2 0名による「山鹿灯篭おどりj。「く
まもと県民文化賞j に輝く だけあって、頭上の金釘

篭のほのかな灯りのもと優雅で幻想的な蹄りを見事

に演じて、会場から大きな拍手を浴びた。

.もたけなわ会渇内に繰り出す参加者たち

次いで工藤熊本支部長の挨拶。今夏逝去された小

倉元副会長・大谷宮崎支部長への黙祷から始まり、

「ょうこそ水の都・森の都・火の国へj と歓迎の言葉

が述べられた。平山会長は「創立 1 0 0周年は来年
1 0 月 1 5 日、いよいよ秒読み段階へ入った。事業

と募金が重要な柱になるj と切り出され、詳しい事

業内容の説明と募金への協力が要書憶された。

記念講演は、阿蘇火山博物館館長・池辺伸一郎氏

による「阿欝火山についてj。興味深い阿欝の解義に

全員の視線がスライドに釘づけになった。 20年前

から中岳火口に 2台の

テレピカメラを据えて 一

定点観測中で噴火の事
例が紹介された。「明日
の阿蘇畳山もガスには

注意を。ガスを吸わな

いためには水を濡らし

たハンカチで口をおお

うとか、飲物でうがい

をしてほしいj とアド

バイスがなされた。

懇談会の最後は芳賀

副会長から募金の説明
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田被忠幹（会員番号 13570)
が、宮本福井支部長から「平成 1 8年の支部懇は福井
支部が担当する。“福井・永平寺の集い”にぜひお越

しをj と勧誘の挨拶がなされた。

引き緩いて同じ会場で懇親会が始まった。乾杯は

斎藤元会長。熊本出身のため挨拶の中にも故郷に寄

せる懐かしさが感じとれた。

「閉じ会の山仲間j の親しみからどのテープルも
たちまち盛りあがること盛りあがること。

ステージでは「カントリーミニライブJ 地元出身

のチャーリー永谷氏がウキウキするようなカントリ

ーソングを披露した。阿蘇の草原で開くカントリー

ゴールドは 1 6 回目を迎え毎回 2万500 0人が集

まるという。ケンタッキー州から州名誉称号を、熊

本県から県民文化貧を受賞されているそうだ。

『2次会を別室でj とアナウンスされると多くの

仲間がそのまま繰り出した。各支部からのお祝いの

銘酒を盃に・注ぎあって名残り尽きない懇親の集いは

夜遅くまで続いた。
翌朝は記念畳山。当初案の仙酔峡ロープウェイを

使うコースが、ロープウェイの点検補修で直前に使

用不可となり、コース変更がなされた。

Aコースは健脚向きの仙酔尾根から高岳・中岳を

目指すもので 1 0 0名の列が続いた。 高岳では登頂

したばかりの京都支部会員が三角点を閤み「今西コ

ールJ を発声しているのが印象に残った。 B コース

は草千里近くの烏帽子岳の登山、 Cコースは大観望

などを巡る観光コース。快晴に恵まれ、雄大な阿蘇

のスケールを堪能した 1 日であった。
工藤熊本支部長が r－番組織の小さい支部だがj

と謙遜されていたがスタッフ全員がオレンジ色のジ

ャンパー姿で動き、見事な運営ぶりを見せられた。

償慢のあがる同宣車中岳の雄大なスケールを間近に
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