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熊本支部設立５０周年を迎えて 

 

 

熊本支部長  工 藤 文 昭 

 

 最近の新聞紙上で、今年は「南極観測５０周年」、「水俣病公式確認５０周年」、「赤い羽根共同

募金５０周年」とか、その他「５０周年」に関する報道は枚挙にいとまがありません。やはり５

０年というのは、どの世界でも活動の大きな節目ということでしょう。日本山岳会の１００年を

超える歴史に比べますと半分にも満たせませんが、しかし、熊本支部が設立以来５０年間も組織

を維持し、活動を続けてこられたことの意義はきわめて大きいものと思います。これも偏に、支

部会員・会友の纏まった活動と、日本山岳会本部、全国各支部の皆様の御指導・ご鞭撻の賜と感

謝せずにはいられません。特に、九州五支部の皆様との協力関係も大きな力になりました。 

 さて、熊本支部の設立ですが、昭和３１年頃から阿蘇在住の高名な登山家であり、阿蘇の父と

呼ばれた北田正三先生を中心に設立準備に取り掛かり、同年１１月の本部理事会で設立承認を得

ていました。この年は日本山岳会隊が、ヒマラヤの 8000ｍ１４座の一つ、マナスルを初登頂し

た記念すべき年でもありますし、これを契機に第一次登山ブームが始まった年でもあります。そ

の頃熊本で活躍していた登山家９名の先輩が北田邸に集い、その後の会活動の根幹について決定

された日、つまり昭和３２年(1957 年)７月 13 日をもって熊本支部の設立記念日とされています。

僅か 11 日前に設立された福岡支部に次いで、全国 12 番目の設立となりました。しかし、1 年後

の７月、北田支部長は、自分の庭ほどに愛され、知り尽くされていた阿蘇高岳、鷲ケ峰で墜落、

命脈を絶たれました。大黒柱を亡くした支部にとって、危急存亡の時ではなかったかと思います。

しかし、残された先輩会員は、この悲劇を乗り越えて会は存続、たゆまない歴史を積み重ねてい

ただきました。ただ、今、当時の支部発足メンバーの中でご存命されている方は２人だけで、今

更ながら５０年という時の流れの重さを感じます。ここで改めて、今までの５０年を振り返り、

そしてこれからの５０年を目指すとき、新たに気づくこともあります。                

設立当初からの支部年表を辿ってみると、１３名で発足した熊本支部も、その後２０年近くは

会員数も増加せず、１５名前後で推移しています。この頃は、職域や町の山岳会も多数存在して

いたことや、ＪＡＣという格式の高いイメージ、高会費の問題などもあって、やや敬遠されてい

たこともあるのかもしれません。しかし、この頃の例会には、毎回支部会員の８～９割が参加さ

れ、会員それぞれに山への熱い思いがあったのでしょう。 

支部設立２０年を超える頃から、会の活動も盛んになり、会員数も増加傾向に転じています。

元会長の今西錦司先生が８年間に１０回九州の山、４１座に登られたのもこの頃でした。設立３

０年目頃からは、会員数も３０名を越え、個人での海外遠征や、馬場博行会員のヒマラヤジャイ

アンツへの挑戦、海外の山へ向う人も増えて、平成４年の支部設立３５周年を記念して、支部初

の海外遠征「カナディアンロッキー遠征隊」を送り出し、それなりの成果をあげて帰国しました。 



平成９年の設立４０周年をすぎると、当時の支部長だった本田顧問の永年の夢であった九州４

県に跨る熊本県境踏査に取り掛かりました。この事業は、３年２ヶ月かけて、総延長４３６キロ

を踏破しました。それに続いて、「日本山岳誌」(熊本支部担当６７座)執筆のための調査に約２年

費やし、それが終わると、ＪＡＣ創立百周年記念事業の一つ日本分水嶺踏査に、延べ１８９人が

参加し、１８０キロを踏破、熊本支部としての責任を十分果たすことができました。 

又、１６年１０月には、本支部が全国支部懇談会を担当し、全国から１７５名の参加を得て、

熊本の文化、自然を堪能していただき、全国日本山岳会員の交流の輪があちこちで広がりました。

１８年には、５０年記念事業を１年間前倒しして、ヒマラヤトレッキングを行いました。これに

ついては本誌に報告されていますが、リーダーの加藤功一会員は、この数年ヒマラヤ詣でを続け、

いくつかの初登頂を手にするなど、支部会員に大きな刺激を与えてくれています。 

しかし、これからの５０年を考えるとき、熊本支部も例外ではなく、会員の高齢化は進み、す

でに例会への参加率も減少してきています。この状況を何とか改善し、支部の活性化に繋げるた

め、今年から例会を見直し、月１回の例会を実践しています。それに、若い会員の獲得にも力を

注ぎ、少しずつですが、目論見は達成されつつあります。同じ趣味と生き甲斐を持つ者同士が集

まる山岳会では、やはり山での活動なくして、支部への魅力は感じられませんし、次代を背負う

若者の加入も期待できません。熊本出身の前会長で自分の故郷を愛するように本支部にご好意を

寄せていただいている齋藤惇生先生の会長就任時のお言葉「山登りは、それぞれのパイオニアワ

ークの実践を」とか、熊本支部との縁が深い平林克敏前副会長の「山への情熱と行動が結果を生

む。熱き心を持ち続けよう」のお言葉が、これからの支部５０年へ取り組む我々への示唆に富む

最高の言葉だと思います。山を愛する者の基本は、やはり山を登り続ける事、そんな生き方を会

員同士が共に続けていくことだと思います。これこそ支部１００周年への確かな道筋になると思

います。熊本支部の皆様、この道筋を外すことなく、みんなで歩き続けましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



祝    辞 

（社）日本山岳会熊本支部設立 50 周年を祝して 

 

（社）日本山岳会会長  宮 下 秀 樹 

 

 熊本支部結成 50 周年を迎えられ、誠におめでとうございます。30 周年、40 周年に引き続き、

50 周年も記念誌が発行されると伺い、重ねてお祝いを申し上げます。皆様の着実な歩みの 50 周

年が見事に結実されたものと期待しております。 

 北九州で生まれた私にとって、九州は故郷であり、火の山阿蘇は懐かしい山であります。 

 戦前、草千里から馬に乗せてもらって上に登ったところ、横を一緒に登っていた「氷売り」の

おじさんが、高度が上がるにつれて同じサイダーの値段を段々上げて売っていたのが、子供心に

もおかしくて印象に残っています。 

 昭和 27 年、北アルプスで一ヶ月の合宿を終えた 8 月後半、別府から熊本まで歩こうと天幕と

食糧を担いで、仲間 3 人と由布岳、久重山など登って、仙酔峡に入りました。五高の山岳部から、

古い三ッ道具を借り出してきた友人と、２パーティーで鷲ヶ峰の赤壁を攀りましたが、お山の噴

煙ですっかり酸化して、指で触るだけでふわっと崩れてしまう残置ハーケンを見て、九州の岳人

は大変だなーと思ったものです。 

 38 年に日本山岳会に入会しましたが、出不精の私はあまり支部に顔を出さずに大方の皆様に

失礼しています。九州の山には長い間ご無沙汰してしまいましたが、娘婿が玉名の工場で 5 年間

勤務したり、坂本龍馬好きの娘はおりょうさんの足跡を辿って，独り高千穂の峰や湯治場回りを

したりと，九州は親しみのある土地であります。 

 現在、日本山岳会では 100 周年以降「これからの山登りは如何にあるべきか」と悩み、苦しん

でおります。 

 自然環境の保護を一つの重要な柱に据えることに異論はありませんが，本来の「山登り」を如

何に護り,後の世代に伝えていくかが更に大切な課題と考えております。 

 その打開策の中にはユニークな発想で,地域との共生を計りつつ山登りを実践して,成果を挙げ

ているところもあります。 

 少子高齢化が加速して行くこの時代に､貴支部におかれても 50 年の実績をもとに、九州各支部

と力を合わせて日本山岳会の一層の発展にご支援いただくよう期待すること大であります。 

 皆々様のご健康と、ご健闘を祈念しております。 

 



熊本支部設立５０周年を顧みて 

『発足当時と種まき爺さんのこと』 

                

熊本支部顧問 ４４２７   西 沢 健 一 

【はじめに】 

 日本山岳会に入り、いつの間にか高齢者となり、山の仲間と縁が切れないままに永年会員とな

り、白い(銀の)輪のバッジをもらって、改めて歳月の流れの早さを感じた。この５０年間私にと

っては貴重な体験となり、あまりに多くのことがあり、限られた紙面で何を申したらよいか困っ

てしまった。当初１３名いた発起人は現在２人(西沢・菅)となり、当時を知る人は次第に少なく

なり、かつ高齢化も加わって今日ではすっかり様変わりしてしまった。会員・会友の温かい援助

に支えられて続けてこられたことに感謝を申し上げる。 

【支部の創設】 

 当時日本山岳会支部は山形・福島・越後・東京(後の首都圏)山梨、信濃、富山、石川、静岡、

関西、山陰の１１支部があり（現在は２８支部)、東京が抜けて熊本は設立順位１２番目、まだ

九州は、未結成であった。会員の存在も専ら福岡、大分県下に集中し、熊本県では北田正三氏(会

員番号９８１．故人．初代支部長)と北田氏の紹介で入会された三谷孝一氏(４０９２．故人．二

代目支部長)の２人であった。少人数のため、支部を結成するには当時も今も変わっていない２

０名以上会員の賛同を得る必要があった。九州の如く当初から会員が少ない地域ではこの要件を

満たすことは容易ではなかった。また入会時の要件も本質的には現在と変わりなく２人の紹介者

を必要としていた。当時はこのほかに登山者としての経験年数、例えば山歴年数(１０年以上だ

ったか)、うち3000ｍ級の山何座とか、日本山岳会員としてふさわしいレベルがあったように記

憶している。現在は紹介者の保証と責任に任ぜられているので、紹介者以外の要件はない。今で

はこのハードルは当たり前の登山常識であろうが、当時は初めから日本山岳会に入会するには高

い理想があって、品格が伴った山岳会独自の気質を帯びた怪物みたいなものが往来していた。つ

まり、プライドが高かった時代でもあった。私の入会時にもそのような話を聞いた憶えがある。 

 私が初めて北田正三さん(北田さんをキタショウとか、ほら正とか言っていたが、私はここで

は「種まき爺さん」と呼ばせて頂く。種まき爺さんとお会いしたのは1947(昭23)年７月10日熊本

県山岳連盟主催の指導者講習会講師依頼のため、三浦堅太郎氏と２人で宮地のお宅を訪ねたのが

始まりであった。講師は快諾を得、それ以来北田さんとのお近づきが始まった。自宅は保育園を

経営、クリスチャン。外人宣教師が住んでいたという広い教会堂風の建物が小さい子供さん相手

に種まき爺さんの仕事場であった。そうしたことで、私の勤務先、熊本県庁へもちょくちょくお

見えになり、私も阿蘇登山時にはよくお宅に立ち寄っていた。日本山岳会の入会の勧めがあった

のは1956 (昭31)年７月18日であった。私にも日本山岳会への入会が出来るのかと、一瞬驚いた

が、ためらわず北田さんに一任した。その後に北田さんから指示があり、熊本支部設立へ向けて

の準備が始まった。 

【会員の募集と岳連の連携】 

 さて、発足にあたり最初に手始めたのは会員の募集である。北田さんは支部を県庁登山部(県

岳連加盟団体)内に置いて私に支部の世話をやってくれるよう申された。現在支部会員として在

籍されている菅隆雄会員もこの頃から支部の結成に協力されていた１人であった。この頃、北田

さんは熊本県内をはじめ、九州でも山岳会の長老的存在であり、熊本県山岳連盟会長を兼務され



ていた。支部会員を選ぶことになると慎重に考えられていた。熊本県では支部と岳連がうまく連

携して本業は岳連がやり、岳連ができない面を支部が側面的に協力してやっていこうと、両立し

た方針で県内和やかに家族的連携をもっていける支部を作りたいと常々言われていた。 

【募集行き悩む】 

早速、私は県岳連を唯一の頼りに募集を始めて見た。ところが意外にもそれぞれ個人に当たって

みると、各自所属の山岳会があるから重ねての入会には口が重かった。当時は全日本山岳連盟が

全国組織団体として結成間もない頃であり、組織づくりが軌道に乗りつつあった。更に'59(昭34)

年７月には日本山岳協会（'60(昭35)年５月発足）が結成されて今日の姿になっていた。 

 現在は日山協が日体協加盟団体となっているので、各地域として山岳会は都道府県山岳連盟

（協会）に加盟し、日山協を上部団体としている。日本山岳会も本部支部は原則として各都道府

県山岳連盟に加盟となる。熊本支部は'66(昭41)年11月宇土郡三角町（現宇城市）にて開催の秋

季臨時総会において、県岳連への加盟を検討した結果、現状は県岳連所属山岳会ＯＢ者も多いこ

とから支部としての加盟は当分見合わせることになった。 

 このような経緯を経て、当初から甘い考えでいたわけではないが、一部に県岳連関係筋への募

集は早急に集まる気配はなかった。この点、北田さんの心痛を察するに余りあるものがあったと

思う。募集は各方面への時間をかけて続けていかねばならなくなった。目下のところ、私が県庁

登山部を、北田さんや三谷さんは意中の方を、大分の竹田山岳会、荒尾岳連、熊本アルコウ会か

ら入会申込者が確定していた。 

【発起人のプロフィール】 

 こうして具体化していく中で発起人１３名も決まっていった。以下簡単に１３名のプロフィー

ルを紹介する。 

（発起人氏名、会員番号、略歴）●印故人 ○印退会） 

●北田 正三   ９８１ カナダ山岳会員  保育園経営 

●三谷 孝一  ４０９２ 熊本アルコウ会員  自営業 

●玉名 金助  ４４２５ 熊本アルコウ会員 自営業 

○岸本 舜二  ４４２６ 熊本県庁登山部員 県職員 

●西沢 健一  ４４２７ 熊本アルコウ会員  熊本県庁登山部員 県職員 

○森  秀雄  ４４３８ 熊本県庁登山部員 県職員 

●菅  隆雄  ４４３９ 熊本県庁登山部員 県職員 

●粟津寿八朗  ４４６５ 熊本アルコウ会員 熊本第一信用金庫常務理事 

●荒尾  宏  ４４６６ 植物採集愛好家  トキワマンサク発見者（小岱山） 

●首藤 宗利  ４４７７ 竹田山岳会    教職員 

●大津 省吾  ４４７８ 竹田山岳会    教職員 

●山口  辿  ４４７９ 竹田山岳会    教職員 

●猪本 勝茂  ４４９３ 熊本アルコウ会員 熊日社員 

【本部の意向】 

 その頃東京の日本山岳会本部においては、北部九州については橋本三八、南部九州については

北田正三こと種まき爺さんから地元の情報が寄せられていた。1956 (昭31)年10月理事会におい

て九州支部設置の件が取り上げられていた。九州は会員数からみて県別に設置することは無理な

ので、北部九州支部（福岡、大分、佐賀、長崎）と南部九州支部（熊本、鹿児島、宮崎）の２支



部案が準備中であると報告されていた。 

 一方本部への態勢づくりを進めていかねばならず、地元では'60年開催の第１５回熊本国体を

控えているため、理事会の見通しと準備の手順を心得ておくため一度上京してみることになった。

私は1956 (昭31)年11月20日、日本橋の丸善ビルに理事の折井健一氏を訪ねてみた。折井氏から

は翌日開催される理事会において、南北部九州はともに承認の意向であるとの内報があり、身の

引き締まる思いであった。 

翌日の理事会では支部発足後会員数を２０名以上に増員することを条件に承認された。 

こうして２０名に満たない小さな支部は無事出産できたが、残る問題は会員の増員と発会式の日

取りであった。発会式までに打合会を熊本市と宮地で３回ほど開いた。最終打合会を明けて

1957(昭32)年7月13日を目途に当日は宮地の北田さん宅に招集した。ところがこの頃、北部九州

支部が一足先に（1１日早く）1957(昭32)年7月2日戸畑市（現北九州市）西日本工業クラブで、

本部から槇名誉会員列席のもと発会式を挙げてしまった。のち長崎在住の長崎大学教授岡田喜一

氏（会員番号933が初代支部長に就任した。）このことが発表されて先を越されてしまい、熊本

支部としては猶予できぬ状況となった。 

【設立発会式の当日】 

 ５０年前つまり、1957(昭32)年7月13日阿蘇郡（現阿蘇市）一宮町宮地北田正三宅（爺さんの

自宅聖山荘）に会員９名が集まった。聖山荘といっても旅館やホテルではなが、宿泊を予定して、

午後８時に集合した。出席者は北田正三、三谷孝一、玉名金助、西沢健一、森秀雄、菅隆雄、荒

尾宏、首藤宗利、猪本勝茂の９名。今や北部九州支部（その後福岡支部に改め）が10日余り早く

発足した現在、爺さんの心境は複雑であったろう。自己紹介に始まり、爺さんより諸般の状況説

明があって、３年後に迫っている熊本国体開催を控えて熊本支部の態勢作りを早く急がねばなら

ないと、会員の加入状況を再確認された。事態はまごまごしていられない状況にあって即時決断、

この日をもって支部発足の日とされた。続いて支部規約承認、役員選出へと議事は進んだ。支部

役員は支部長北田正三、常務委員西沢健一、委員に三谷孝一、玉名金助、首藤宗利を選出した。

終わりに会員の意見交換を行い、北田支部長からこの月の８日、九大山岳部蒲池昭彦、井手潔士

両君の高岳北尾根鷲が峰北壁白坂ルート転落事故死亡状況説明があり、夜が更けるのも忘れて午

後10時半に閉会した。集まった面々には満足と感謝の面持ちがあふれ、首藤会員からは竹田山岳

会にとって将来とも明るい兆しが見いだされると喜ばしき挨拶があった。当夜は全員爺さんの広

い園舎に一泊した。 

  翌日は晴天に恵まれて、全員楢尾岳（１３３１ｍ）へ記念山行、午前９時４０分北田さん宅を

出発した。一行は途中仙酔峡まで当時新設工事中だった今の車道を歩いた。楢尾岳へは東尾根か

ら取り付き、ジャンダルム、ナイフリッジをたどり、西の肩をトラバースして午後２時１５分に

頂上に着いた。二日間にわたり記念すべき支部発足の日は、思い出深い印象を残し、小さいなが

らもラインアップした。快適な一日だった。北田さんとしては，なんとこの日を待ち望んでいら

れたことかと思う。 

 九州における，日本山岳会員の分布は前にも触れたが，会員の組織上からみて当然人口密度の

高い北部九州の方が支部を作るにせよ，大勢を占めるに利点は多かった。すなわち，福岡市と現

北九州市、それに周辺の衛星都市を含めると巨大人口都市を有している。立地的にも工業都市を

有し,新興都市となり,この二つの都市では時を待たずして,会員の増加は容易であったろう。大

分県はこれに反して,由布､九重､祖母を控え､温泉と保養地に恵まれている山岳王国。それに比べ



ると､南九州は阿蘇､霧島と優れた名勝地はあっても､会員の組織上から見て､２０名を越す組織

づくりにはまだまだこれからであった。現在は皆さんのご協力を得て会員数も増えているが､当

時は全くの未知数であった。その上に北田さんが一番心に残していたものは’６０（昭３５）年、

第１５回熊本国体の開催であった。間近に迫る中、この大会を成功へ導くには､県岳連と支部が

協力して成功へと体制作りが最優先課題であった。 

 こうした背景から種蒔き爺さんとしては何とかして､北部九州と同じ船に乗り遅れないように､

本部のお計らいに、この期を逸せず、焦りがあったのだろう。     

【発足後の諸問題】 

 熊本支部が発足して最初に開いた例会は、’５７（昭３２）年１１月１７日秋期例会（懇談会）

であった。当日は快晴に恵まれて初会合ゆえ、爺さんの発案で会員の親睦と交流を図るため、熊

本駅に集合して万日山、花岡山、北岡自然公園を散策した。昼時、熊本アルコウ会会員、宮崎豊

喜氏（のち日本山岳会入会№５０７４）経営のレストラン『山小屋』で会食懇談した。 

 この席で爺さんこと、北田支部長から、熊本支部は、今後支部会員相互に連携を密にして、家

族的な雰囲気と友情を持った和やかな親しみ易い支部を作りたいと、心の内を披露された。一方

支部は県岳連とも協調して、車の両輪のごとく一心同体となって、県岳界発展のために寄与して

いきたい。それがためには支部は徒に会員数の多さを誇らず、焦らず、確実な方への入会を勧め

てもらいたいと、質的向上へ配慮をされていたようだ。 

 先ず発足当時会員数が２０名に達していなかった本部の条件は、その後間もなく２０名を越え、

一時は４０名を越えていた頃もあった。全国支部のうち、最少のレッテルは決して誉めたことで

はないが、熊本の場合は、もともと会員数の少なかった地域、それと持って生まれた保守性が強

いこともあって、誰でも彼でも入会を勧めることは当初から考えていなかった。 

 また、支部の包括地域は発足当初から熊本県は、九州の中央に位置する関係上、隣接する地域

の特殊性（地理的）、経済圏等を考慮して、本人の希望があれば柔軟に考え、熊本支部会員とし

て扱ってきた。発足当初から九州一体化の構想は底辺にあった。現在でも幾人かは県外在住の会

員がいる。 

 会友制度については本部にでは認められていない。むしろ当初から支部の制度として、支部の

目的に賛同された、良き理解者（夫婦）の場合良きパートナーであると理解していた。事実、発

足当初から幾組かの夫婦同伴者はあった。しかし、これらの人達が本部制度にある夫婦会員（本

部では、昭５２年に熊本支部より遅れること２０年､正会員として夫婦同伴者が共に入会した場

合、その一方の年会費を減額する制度がある。）に入会されると､個人的にも色々な事情（山歴

とか年会費など）難色をもたれるカップルのためにも何らかの形で､本部制度に準じた扱いで会

友制度を考えてみた。熟練者であろうと､初心者であろうと､支部の活性化を図るとき､本人の自

由意志により､例会参加等に積極的に参加してもらえるためにも、この会友制度は歓迎されると

考えていた。あくまで､本部会員になってもらえることを前提としたものであって､制度としては

ごく狭義のものと考えていた。 

 こうした経緯から会友制度は生まれたが、何時の頃からか総会において、もっと枠を広げて入

会者を増やすよう意見があり､それが採択されて現在に至り定着してしまった。それにしても、

この会友制度は各支部事情の違いはあっても､瞬く間に他の支部にも広がり、現在２８支部中１

４支部が採用しているのには驚いている。会務のことでは､支部例会は各人、所属の山岳会活動

を勘案して、原則として春秋２回開催することを申し合わせた。 



 支部費は当初何年かは､本部会費を見合わせて､負担を軽減するため､必要の向きはその都度分

担徴収しようとしていた。その後、昭和３８年度から年額３００円を徴収した。それでも、当然

のこと予決算書類は初年度から作成していた。現在は支部費２０００円、また､夫婦会員は（会

友も）いずれか一方を免除している。 

【北田初代支部長の遭難】 

  支部発足後は順調に時は流れた。ところが思わぬ事態が起きた。昭和３３年７月２７日、推定

時刻午後２時から３時半頃のことと思われる。阿蘇高岳北尾根、鷲ヶ峰東面、松ケ尾谷源頭の岩

場において単独登山中の爺さんこと、北田正三支部長の身辺に予期せぬ転落事故が起きた。支部

発足１年後のことである。熊本支部にとってこれからという時、また、県岳連にとっても熊本国

体を前にして不慮の事態、そのショックは大きかった。享年６５才だった。今時に言えば長寿の

ご時世である。まだまだこれから余生を楽しまれるお歳である。（爺さんと呼ぶのは早かったか

な）。今ここに尽きる霊魂に悼みいり、想像だにしがたきものがあり、あれから５０年が経つ。

事実が風化しない内にと、当時を回想し、この一編を捧ぐ。 

 事故は次のようにして起こった。この日（２７日）の出来事は先ず根子岳で２名の遭難者が出

たという連絡から始まった。三菱化成黒崎工場のパーティー、若い小林正人,神谷悟の両名が根

子岳縦走中、天狗の大下りで転落死した。熊本岳連では,直ちに救助隊を編成し,多数の岳友が根

子岳へと駆けつけた。当時は今と違って,県警察山岳救助隊が編成されていなかった頃で,我々岳

人の手で救助活動を行っていた。 

 いつもこのよう場合､陣頭に立って指揮を執られる、北田さんの姿がこの日は見えない。岳連

では早速北田宅へ連絡をとり､仙酔峡へ人を派遣したが､不明のまま夜になってしまった。そこへ

八代の興国人絹山岳部の中島氏が見えて､「２７日正午頃､鷲ヶ峰頂上で北田さんと会った」とい

う情報が入った。北田さんは鷲から竜尾根へ向かわれていたことがわかった。興人パーティーの

話によると､一行は赤ガレ谷に入り､午前１１時過ぎには赤壁上にいた。そこで虎尾根から登って

くる一人の老人の姿が目についた。一行が北壁下で軽い昼食を取っていると、その老人が近づい

てきて、声をかけてきた。見ると北田さんであった。ここで一緒に小休止、鷲頂上へは一足先に

出発された。頂上では、先着の礼峰クラブや興人パーティーと代わる代わるカメラにおさまり楽

しんでおられた。この時の写真が恐らく北田さんにとって最後の姿となられたことだろう。 

 事故はこの後起きた。竜尾根へ向かわれた爺さんは、鷲頂上から約１５０ｍ位下降した地点で

転落され、急峻な岩場を途中何度かバウンドして、その際に生じた後頭部に打撲の跡があり､松

ケ尾谷源流へ滑落していかれたのが､午後１時３０分頃と推測される。当時この谷に入っていた

パーティーは他になかったとみえ、あくまで推測であるが､このような最期であったと思われる。

このあたりの岩場の脆さを十分知り尽くされていた北田さんの身辺に何が起こっていたのだろ

うか。持病の胃けいれんが襲ったのか､心臓麻痺か何かの原因でバランスを崩されたものか。こ

の竜尾根は､岩の脆さに加えてすこぶる急峻なやせ尾根、足場が悪く､転落の原因は未だに不明の

ままとなっている。 

 私は､もう一つの遭難事故で根子岳頂上にいたが､北田さんの情報を聞くや直ちに宮地に下り

た。その夜は、まだ生死不明のなかで､我々関係者は宮地駅前の､わかのや旅館に集まり、まんじ

りともせぬ一夜をあかした。翌日は阿蘇神社の御田祭り、その前夜で人の流れを横目にして､北

田さんのお宅へ行き､奥さんにお会いしたが､何とも申し上げる言葉を知らず、わびしさの念、今

に至るも耳に残っている。 



 遺体搬出は翌２９日早朝を待って行われた。この日豊肥本線一番列車で、九州各地から駆けつ

けてくれた山岳団体は３６団体、１５４名に及んだ。この中には日本山岳会会員の方も多数おら

れた。宮地駅前で点呼、班編成があり、先発隊が直ちに出発した。私は先発隊に加わり、小堀牧

までジープが出た。午前８時半頃には仙酔尾根を越して赤ガレ谷関門を通過した。これから先は

岩場になる。現場は急峻な斜面ゆえ、限られた人数が登った。私は先頭のパーティーに加わり､

第1キレット下方から､通称弾丸ルートを西稜へ巻き、一気に駆け上り､午前10時10分には赤壁直

下に達した。ここで軽く昼食をすませ赤壁を攀じた。いつもになく赤壁は冷たい。奇妙に気がせ

く。足元を確かめるが力が入らない。この難所を登り切れば松が尾谷は間近だ。すると突然先頭

を切っていた一人が叫んだ。午前11時45分、目前にうつむけに頭部を下方に向けて、やや急な斜

面に倒れておられる老登山者のご遺体にまみえた。一同駆け寄りながらおろおろするばかり。目

は潤み､声は弾んで、うわずり言葉にならない。岩肌に冷たく冷え切ったご遺体についていた時

計は､午後3時13分を指して止まっていた。27日のこの時刻に何が起きたんだ。激しい衝撃に遭わ

れていたことであろう。 

 黙祷、遺体処理をすませて､午後0時15分、遺体搬出にかかった。親しき岳連の人達の手を経て，

担架は急峻な岩場を一歩一歩、慎重に下りて行った。赤壁の下りが一番神経を使うところ，難所

を越えて，午後2時10分虎が峰頂上に到着した。思わぬ時間がかかった。虎が峰頂上では爺さん

が生涯愛し続けた北尾根の全容、主峰鷲が峰の赤茶けた岩肌に最後の別れを告げて黙祷を捧げ、

これより草付きの尾根に入り、更に多くが待ち受けていた人達の輪ができた。列は粛々と二束牧

を後に宮地へと進んだ。午後6時30分、御家族の待つ自宅に帰られた。 

 どれほど多くの人達に迎えられ，生前親しまれていたのか種蒔き爺さん。町民の中にも人垣の

中から遺体にすがり寄る光景もしばしば見られた。勿論山岳関係者の中には、この3日間遠路隣

県からも，多数の方が駆けつけてくれた。心温まる友情に接し，心打たれ，心からなるお礼を申

し上げたい。今は昇天された故人の霊魂に対し，永遠の祈りを込めて，虎の頂上からでも「北田

さ～ん」と，もう一度叫んでみたい。 

【蘇れ、阿蘇の主よ、霊魂尽きぬ未来永劫の世界へ】 

 故北田正三氏こと、種まき爺さんの葬儀は熊本岳連葬をもって、8月10日午後2時より地元宮地

の県立阿蘇高等学校講堂で、会葬者500余名の多数の参加で行われ、多数の岳人、町民会葬者が

最期の時を惜しんだ。日本山岳会本部より別宮会長の弔辞（支部会員による代読）が捧げられ、

支部としては、故人の遺徳を忍び、花輪と香典をお供えした。さらに、熊本支部では、’58（昭

３３）年9月27日、大分県竹田市、首藤宗利会員宅で9名が参加し、北田春子未亡人を招き支部主

催の追悼集会を行った。この席で､次期支部長に､三谷孝一氏（会員番号４０９２）を選出した。 

 北田支部長の遭難から早や9年が経った’67（昭42）年5月15日、私たちは遭難現場に至る阿蘇

高岳北尾根、赤ガレ谷関門に設置された北田さんのレリーフ披露除幕式場に向かっていた。快晴

に恵まれた周辺の岩肌は鮮明に照り輝き､この日を待ちわびていたかのように､午前11時30分、多

くの参列者を前に除幕された。 

 レリーフは地元出身の画家、井口天心氏により描かれ､九州学院高校美術担当教諭、重野忠夫

氏の製作によるものであった。「噫北田正三先生」と大きな文字で書かれた碑銘､最期のお姿と

なられた在りし日の面影が妙に印象づけられた。この谷に､この尾根に､永遠に尽きぬ先生の霊魂

が今は残る中、一同黙祷して下山､後ろ髪を引かれる思いで仙酔峡を後にした。北田初代支部長

のことは､これで書き終えるが､特に遭難の事項は長文になってしまった。これは事件を美化する



つもりではなく､二度と山での事故が起きないよう警鐘を与えるために他ならない。今は残る北

尾根関門の一角に白髪白装束の老兵の一人が、哨兵の如く見張っている。このレリーフの設置に

より、つい足元をみる。 

【初代支部長北田正三氏のプロフィール】 

 自営業の宮地保育園でかわいい幼児から「種まき爺さん」と呼ばれては喜んでおられた北田さ

んの素顔をそのまま戴いて、本書の稿でも愛称を呼ばせていただいた。 

 北田さんの山行足跡は共に海外ものについては詳述に乏しく、氏のスクラップより奥さんの許

しを得て大略を拾ってみた。 

 ○北田正三氏（１８９３～１９５８） 

 宮地の酒造家に生まれる。大分中学から関西学院大学神学部卒業後、アメリカ留学。南北アメ

リカやカナダの山地を精力的に歩く。若い頃の北田さんは渡米後大望を抱き、牧師を志しておら

れたと聞くが、当時の米国の牧師の世界に失望され、聖なる山岳を通して自分の信仰を宿してお

られた。氏の山行は単独行が多く、「今日も山頂で神と話をしてきた」と奥さんに語っておられ

た。私にも山頂や岩壁でたたずむとき、一瞬そんな気持ちになると明かされたことがあった。 

 以下、北田正三先生の略歴を記す。 

１９２６（大15）年 5月    台湾新高山（玉山3997ｍ）登頂 

１９２６（大15）年 9月   日本山岳会入会（会員番号９８１） 

１９２６（大15）年 11月  根子岳天狗岩登路開拓 

１９２８（昭３）年          根子岳完全縦走を果たす 

１９２８（昭３）年 ８月、 カナダ山岳会主催、毎日、報知両   

新聞社後援のカナディアン・ロッ 

キー未踏峰マウントカンプ初登頂   

（3515ｍ）を果たされ、約半年間 

当地に滞在、周辺のレーニア山  

（4392ｍ）、ベーカー山（3285ｍ） 

に登頂、このときカナダ山岳会員 

となられ名誉会員証を授与され。  

その後満蒙北支へ転じ、1933（昭8）  在りし日の北田正三先生 

年～翌年にかけて満州国境泊学園教 

授となり、北満、興安嶺の山へ、1940（昭15）年～翌年にかけて

西蔵ラサ方面を徘徊、蒙古陰山山脈ヤンコシャン（2064ｍ）に登

頂と放浪の旅が続いた。 

１９２９（昭4）年       阿蘇高岳北尾根、初縦走 

１９３１（昭6）年 ７月   台湾次高山（雪山3931ｍ）登頂 

１９５２ (昭27)年度以降   熊本県山岳連盟会長 

【遺稿集『阿蘇』の発刊】   北田さんが最後に残されたもう１つの仕事があった。それは遺稿

集『阿蘇』の発刊であった。「阿蘇の縮図」とでもいうべき故郷火の山阿蘇の姿を丹念に詳細に

わたり分析説明し、今燃えている、将来へ燃え続ける大阿蘇の古代から現代までを１冊の本にま

とめて、あらゆる角度から集大成させようと、遠大な構想をいつの頃から持っていられたのかは

わからないが、できあがった著書『阿蘇』を見ると３１０ページにも及ぶ超大作である。阿蘇の



副読本ともいえる内容を各章にわたり網羅し、労作のほどがありありと伺えるものである。氏の

遭難により図らずも刊行を待たずして遺稿となってしまったが、幸いにして稿は一応完了してい

たものの（昭32年２月に北田さんの結語の言葉あり）、かつ未編集の状態であったため、北田未

亡人から県岳連に対して特に請願があり、「このままうずもれてしまっては残念だ」と、岳連で

はこれに応えて昭和34年２月、５名の編集委員に委嘱して編集を始めた。しかし、『阿蘇』の原

稿は莫大な量で（原稿用紙７００枚）、大変な作業となった、故人としての思いからも、ほとん

ど原文のままに編集し、著者北田正三、発行者北田春子名で印刷へ回され、非売品として1960(昭

35)年熊本国体の年に関係者へ贈呈された。ちなみに、本書『阿蘇』の巻頭序文には徳富蘇峰(猪

一郎)氏から玉筆を頂かれ、その一節にはかように申されている。 

「君は寧ろ精神的に山岳を愛し、直ちにその呼吸を山霊と愛通ぜんとするもの。これ予が殊に

推賞措く能わざる所。所謂、『深山大沢生龍蛇』 

君に於て見るというべきものであろう」また、北田未亡人(今は故人)の歌一首。 

   

今ありて 今なき君が はかなさよ  

                  

 尊きは清き 君がみたまよ 

 

【熊本国体登山と支部の協力】 

 その頃私たちの心の中にのしかかっていたものに、国民体育大会の開催が一つの目玉になって

いた。これは第１５回熊本大会を目前に控え、いかにして盛会に導き、全国から選手役員を迎え、

大会を成功に収めるか、亡き北田支部長も国体に関しては相当に気を遣っていられた。登山部門

の正式参加は1948(昭23)年第３回福岡大会以降である。日本体育協会加盟の日本山岳会が担当し

てきた。ところが全日本山岳連盟(全岳連)が結成されると、日本山岳会と全岳連はそれぞれ分掌

を異にして、国体部門は全岳連に、日本山岳会は海外登山と技術指導を分担することになった。

両者はその後（1960(昭35)年５月）さらに組織を一体化して日本山岳協会(日山協）となり、日

体協加盟の上部団体となった。こうした山岳団体の改組を経て、国体部門が全岳連の分掌へ移っ

てからも、永年国体登山を続けてきた日本山岳会に対して当分の間は継続するよう両者意見が合

意し、第１４回東京大会を最後に日本山岳会は手を引き、第１５回熊本大会から日山協として岳

連の手で運営されるに至った。 

 さて、いよいよ熊本大会開催の日がやってきた。大会は1960(昭35)年10月23日から27日まで、

連日快晴の阿蘇山一体で５コースに分かれて開催された。入山式は23日、一の宮町宮地(現阿蘇

市)阿蘇神社で行われ、直ちに行動開始、全国から選手役員を３００有余名が参加した。終始秋

空のもと大会は進行し、日本山岳会支部会員は主として県岳連所属者は各コースの役員へ、その

他国体記念コースへ参加して、全国から参加された選手役員を歓迎し、大会を側面から盛り上げ

ることができた。 

 新しい組織のもとで大会は盛会のうちに終了した。地下に眠る北田の爺さんはさぞや喜んでい

られたことであろう。良き種は地に落ちて良き実を結ぶ。多くの岳友と語りつつ逝かれたありし

日の爺さんの種は良き実を結んだ。 

 

 



･･･熊本支部設立４５周年記念事業･･･ 

熊本県境を歩く（1998～2001） 

 

           ５４２１ 本 田 誠 也 

 

 本年は熊本支部設立５０周年を迎える。今まで１０年の節目毎に記念集会を開催したが 

支部設立時の会員も次第に減って行くので、何か記念事業をやりたいと考えた。３５周年の時は

現在の支部長、工藤文昭氏の企画で「カナディアン・ロッキ－」のトレッキングを実施した。海

外登山は初めての高齢会員も参加して好評だった。全国各支部のなかでは設立後の節目の年に、

夫々の県境線踏査を企画・実施しているところがある。例えば信濃支部は、昭和 40 年（1965 年）

に創立 20 周年記念事業として「連嶺 1000Km 長野県境地帯一周踏査」を実施した。翌年は隣接

する越後支部も、創立 20 周年記念事業として延長 625Km の「新潟県境全山縦走踏査登山」を

実施している。これら先輩支部の壮挙に触発されて、熊本支部は設立４５周年記念事業として、

九州最長の熊本県境踏査を計画した。 

平成 10 年度の支部総会（1998.4）で、平成 13 年（2002 年）に迎える支部設立 45 周年の記念

事業として『熊本県境踏査』が決定された。県北の荒尾市／福岡県大牟田市（有明海）から県南

の水俣市／鹿児島県出水市（八代海）まで、436Km を３年掛かりで歩くことにした。会員の高

齢化を念頭に置いてｽﾛ-ﾍﾟ-ｽで発進したが、結果的には５２回、延べ２７０名の会員の参加を得て、

４５周年目の最終月（2001.12）に踏破する事が出来た。 

締めくくりは年が明けた平成 14 年 1 月 14 日、熊本交通ｾﾝﾀ-ﾎﾃﾙに大塚会長を迎えて熊本県境踏

査達成祝賀会を開催した。福岡、大分、宮崎、鹿児島の４県と境を接し、９市２２町１３村（当

時）に渡る広範囲な県境線の踏査には、2.5 万図、34 枚を要した。最初の計画では県境線（ﾗｲﾝ）

をﾄﾚ-ｽするつもりだったが、信濃支部の場合も「最初の計画では県境線をﾄﾚ-ｽするつもりであっ

たが、道が無く通過不能で迂回した場所もあった･･･」と記しており、迂回したり、或いはやむ

を得ず割愛したポイント（標高点）もあった。 

実際に県境線を歩いて、その形が極めて多様であるのに 

驚いた。県北部の筑肥山地、中央部の九州脊梁山地、県 

南部の球磨山地、国見山地などの分水嶺の他は、河川、 

渓谷、ダム、原野、牧場、道路など県界は、いろいろな 

形を持っていた。また荒尾／大牟田市街地を貫通するユ 

ニ－クな境界もあった。県東部の波野ｹ原から山東原野に 

かけて、大野川支流を横断する県界は、どのような経緯 

で決められたのかと興味を唆られた。藩政時代の参勤交 

代の道、関所跡が残る古い街道、今は行き交う人もなく 

廃道になった峠道など、歴史を回願させる県界もあった。 

しかし圧巻は、熊本／宮崎県境線となる九州脊梁縦走で        クマガイソウ 

あった。戦後早々に歩いた頃に比べ、林道が四通八達し          

たとはいえ九州ではもっとも奥深い山地である。山都町の黒峰から水上村の市房山までの約６０ 

Ｋｍの中央分水嶺は、1000ｍ～1700ｍの高度を連ねる九州最長、最難の縦走コ－スであった。 



･･･熊本県境踏査記録･･･ 

（ １）1988.  9.08  有明海岸～四ツ山(県界標)40m～荒尾/大牟田市街地～関川(岩元橋) 

（ ２）      11.25   三池山△Ⅱ383m～荒平峠190m～金比羅神社252m～八角目峠130m～大間山△Ⅲ256m 

（ ３）      12.18   大間山△Ⅲ256m～芝尾開拓地～上徳山△Ⅳ258m～大津山△Ⅳ256m ※九州自動車道 

（ ４）1999     1.12   矢部谷峠（県道）260m～南蛮毛峠380m～猿懸峠200m～小栗峠（国道3号線）□183m 

（ ５）1998   12.23   小太郎山△Ⅳ370m～黒松峠（地蔵堂）390m 

（ ６）       12.13   陣床峠（県道）380m～男岳（雄岳）△Ⅳ532m～姫御前岳514m～女岳（雌岳）△Ⅱ597m～ 

            鹿牟田峠（県道）300m  筑紫山地 

（ ７）1999 .  1.28   鹿牟田峠～無田峠330m～冬野峠490m～星原峠（県道）520m～星原山△Ⅱ793m 

（ ８）     2.. 7   やさぶ岳△Ⅲ842m  ※山頂三角点は福岡県黒木町に属する 

（ ９）     2.27   休鹿山△Ⅳ866m～国見山△Ⅲ 1018m ※筑肥山地の主峰、山頂三角点は熊本県側にある 

（１０）     4.16   宿ケ峰尾峠810m～三国山△Ⅱ994m（福岡、熊本、大分３県の境にある）～山口越890m～鬼の洞

989m ※宿ケ峰尾峠から往復する。 

（１１）     3.16 宿ケ峰尾峠810m～地蔵越（九電送電線路）△Ⅳ804m～穴川峠（県道）690m 

（１２）     3.21 穴川峠～ﾊﾅｸﾞﾛ山△Ⅲ1086m ※穴川峠から往復する。 

（１３）     3.22 兵戸峠（山伏堂）668m～シシケ城△Ⅲ807m ※兵戸峠（国道387号線）から往復する。 

（１４）     4.04 又次郎山768m～△Ⅲ889m～高見の権現△Ⅳ1016m（木護山地の主峰）～・1009m 

（１５）     4.14 △Ⅲ988m～上津江ｵ-ﾄﾎﾟﾘｽ～尾の岳△Ⅰ1041m 

（１６）     4.20 甲の瀬牧場880m～横道県界680m～上野田川 

（１７）     4.27 湯田県界～春目牧場700m～手水野川 

（１８）1998.    11.10  手水野川～室原橋～下筌ダム～杖立大橋～杖立温泉～湯ノ見岳△Ⅲ741m 

（１９）     1 1.01  湯ノ見岳～亀石山△Ⅱ925m～吉武山△Ⅲ927m～麻生釣高原（県界） 

（２０）1999    6.01 麻生釣高原～湧蓋牧場～湧蓋山北麓県界1100m 

（２１）1998    6.12 湧蓋山△Ⅱ1500m～女岳（県界）1235m～みそこぶし山△Ⅳ1296m～一目山△Ⅱ1287m 

（２２）1999    6.20 一目山南峰1240m～瀬の本高原956m～あざみ台展望所△Ⅳ1036m～久住高原△Ⅲ874m～中山鹿 

（２３）       7.11 豊後街道～玉来川～国道57号線～ＪＲ滝水駅600m～荻岳△Ⅱ843m～白水滝550m～瀬の口川県界 

（２４）       9.09 ムレ山（越敷岳）△Ⅲ1043m～越敷岳（大こしき岩）1069m 

（２５）      10.03 千間平（３県境）1488m～千間平△Ⅳ1447m～筒ケ岳△Ⅳ1296m 

（２６）     11.03 国見岳△Ⅱ1088m～丸山840m～下切峠730m 

（２７）      8.22 寧静橋（国道325号線）～五ケ瀬川（県界橋）～烏岳△Ⅱ672m～枡形山△Ⅱ982m～蘇望橋（県界）～鏡山△Ⅲ917m 

（２８）      11.09 五ケ瀬川・532m～△Ⅲ1198m （２県３町村の境） 

（２９）      12.12 黒峰△Ⅲ1283m～一の瀬越1150m～トンギリ山1250m～ ※九州脊梁山地の北端 

（３０）2000   1.30 小川越～小川岳△Ⅱ1542m 

（３１）      2.20 黒岩山・1532m～五ヶ瀬ﾊｲﾗﾝﾄﾞスキ－場～向坂山△Ⅲ1684m ※霧立越山地の主峰 

（３２）2000   5.21 三方山△Ⅲ1578m～椎矢峠（椎矢林道）1400m～高岳△Ⅲ1563m 

（３３）2000   3.12 国見岳（おおぐるみ）△Ⅰ 1739m ※熊本県境の最高峰 

（３４）1985   4.20 国見岳～小国見岳・1708m～五勇山・1662m 

（３５）      7.09 峰越林道（峠）～椎葉越1470m～烏帽子岳△Ⅱ1692m～五勇山  

（３６）             8.20 峰越林道（峠）～御池1580m～白鳥山△Ⅱ1639m 



（３７）             9.24 白鳥山～銚子笠△Ⅱ1489m～不土野峠（県道）1059m 

（３８）            11.12 不土野峠～小崎峠1230m～御岳（小崎山）△Ⅲ1319m 

（３９）            10.15 人吉～江代山（津野岳）△Ⅱ1607m   

（４０）       4.15～16 市房山△Ⅰ 1722m～鋸尾根 ～二つ岩△Ⅲ1672m   南から北へ縦走   

（４１）     12.24 大平峠（西米良越）951m～･1052m～牧良山 

（４２）2001        1.28 牧良山△Ⅳ1002m～横谷山908m～横谷峠（県界）・665m 

（４３）             2.25 下規木 （永原林道）～千本山△Ⅲ906m～県界橋（槻木川／綾北川） 

（４４）             4.04 御大師～赤木山△Ⅱ910m～市の俣山880m～槻木 

（４５）             5.05 槻木峠～山の神～高滝山△Ⅲ846m～県道43号線・須木村県界～一本杉800m～一本杉谷～ 

             川内川／八ケ峰川県界 

（４６）             4.15 一本杉～小白髪岳△Ⅲ1183m～槻木 ※小白髪岳は県界ではない、一本杉谷が県界（水系） 

（４７）             6.17 人吉～ＪＲ矢岳駅537m～･816m～矢岳展望所680m～堀切峠（県界）732m 

（４８）             9.07 人吉～大塚林道～間根ケ平林道～間根ケ平△Ⅱ893m～△Ⅳ713m（県界）～久七峠（県界）732m 

（４９）             9.09 一勝地～県道15号線（県界）峠700m～国見山△Ⅰ969m～宮ノ尾山△Ⅱ877m～一勝地 

（５０）            10.31 水俣～山木場県界（国道268号線）・472m～△Ⅱ617m～大川県界（県道15号線）～亀齢峠（県

界）△Ⅱ579m 

（５１）            11.25  水俣～無線山△Ⅲ664m～牧場県界△Ⅲ627m～鬼岳△Ⅱ735m～亀齢峠県界～五女木牧場△Ⅲ565m 

（５２）            12.09   水俣～矢筈峠350m～矢筈岳△Ⅰ 687m～境川～八代海△Ⅳ   （ Ｅ ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００１年１２月９日 熊本県境踏査達成 



中央分水嶺を歩く（２００４．３～２００５．１１）                         

                             ５４２１  本 田 誠 也 

瀬の本～箱石峠～根子岳～高森峠～黒峰～向坂山～国見岳～白鳥山～不土野峠～江代山～ 

市房山～横谷峠～黒原山～白髪岳～八ケ峰～県境林道 

  （東シナ海水系） 筑後川・白川・緑川・球磨川・川内川 

 （太平洋水系）   大野川・五ケ瀬川・耳川・一ツ瀬川・大淀川 

 日本山岳会創立１００周年記念事業の一つとして、日本列島の中央分水嶺を踏破することになった。 

２００３年８月に素案が送られたきた。それによると熊本支部で担当する区間は、北側の起点、阿蘇外輪山

の箱石峠から、南側の終点は宮崎県えびの市の茶屋平とされていた。支部で検討した結果、１０月２５日に

修正案を石田委員長に提出して承認された。即ち北側の起点は熊本県内の箱石峠ではなく、熊本／大分県境

の「瀬の本高原」とする。また南側の終点は、宮崎県えびの市茶屋平ではなく、熊本／宮崎県境の八ケ峰（白

髪岳山系）南麓までとした。宮崎支部の担当区間が、霧島から鹿児島県の大隅半島に至る九州最長になるた

め、熊本／宮崎県境の九州脊梁山地は総て熊本支部で担当することになった。先年、支部設立４５周年記念

事業として、延長４３６ｋｍにわたる熊本県境踏査を実施した。今回は、その経験を十分に活用することが

できた。結果的にはＧＰＳ（全地球測位システム）測定点９９ポイントを２８回に分けて、延長１８０ｋｍ

を延べ人数１８９名で完歩することができた。当時、支部は２００４年１０月に全国支部懇談会を熊本で開

催するため、工藤支部長はじめ支部役員はその準備に忙殺されていた。その後からでは間に合わないので急

遽、全支部長の本田が分水嶺踏査責任者となり実施することになった。当初は、踏査の効率化を図るため２

班編成で歩く予定だったが、人が集まらず、やむなく加藤功一会員を班長とするＡ班だけで実施した。２０

０４年３月２３日、熊本／大分県境の瀬の本高原（1027m）に５人の踏査班員が集まった。県道１１号線（旧

ﾔﾏﾅﾐﾊｲｳｪｲ）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ＧＰＳ測定点の第１号になった。

加藤踏査班長の婦人、百合子さんがＧＰＳ係となり、デ－タ－を読み上げる。記録係（加藤班長）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。ここから分水嶺は端辺原野を横断して、

阿蘇カルデラの外縁となる阿蘇外輪山（周回128km）を半周する。 

この区間は、ほぼ道路（県道・牧場道）沿いで距離を伸ばすことが 

出来たが、小谷が複雑に入り込んで分水嶺の同定が難しい場所もあ 

った。予定していたＫ点が分水嶺から大きく逸れていたり、三角点 

が脱落していた箇所もあり時間をとられた。熊本／宮崎県境の九州 

脊梁山地は、延長６０ｋｍの九州最難コ－ス。その上２年続きの台 

風被害で林道が各所で崩壊し、分水嶺への接近が困難になった。椎葉越え、県分越、小崎峠、津野越など廃

道になった峠も多く、酷い藪分けの苦行が続いた。高齢者が多い支部では６０代の会員を青年部と称してい

る。難コ－スでは加藤班長以下の青年部が頑張った。白髪岳（1417m）から八ケ峰を経て県境林道にいたる

最終区間は、８０代に近い永谷、本田も元気に歩いた。２００５年１１月２０日、江代山と花立山の残され

たラインを歩いて分水嶺踏査は完了した。１年８ケ月に亘り踏査に協力された会員、会友に感謝。 

※ 中央分水嶺の詳しい資料は日本山岳会（本部２００７年１月発行）の踏査報告書をご覧下さい 

 



2006 ヒマラヤトレッキング・ヤカワカン偵察報告 

                 日本山岳会熊本支部設立５０周年事業 

   ヒマラヤ遠征巻頭言             ８１９０ 支部長 工 藤 文 昭 

日本山岳会熊本支部は、昭和 31 年から支部設立の準備に取りか

かり、昭和 32 年 7 月 13 日、初代支部長の北田正三氏邸に 9 名の

登山家が集い、その後の支部活動について話し合ったその日をもっ

て熊本支部の発足日とされています。それからの支部は、先輩諸氏

により発展的活動が続けられ、来年(平成 19 年)には、熊本支部設

立 50 周年という大きな節目を迎えます。当然来年は、盛大な祝賀

行事も計画されていますが、その中の一つ「ネパール・ヒマラヤト

レッキング」については、諸般の事情から 1 年前倒しして、今年 9

月から実施することになりましたが、記念事業として海外遠征が実

施されることは誠に喜ばしいことです。日本の故事・ことわざに、 アマダブラム（６８１２ｍ） 

「日光を見ずして,結構というなかれ」というのがありますが、私もこれに習って述べるなら,

「ヒマラヤを見ずして,山を語るなかれ」と言いたい。勿論、熊本の里山も、日本各地の名山と

いわれる山々にも、それぞれに自然の素晴らしさはあり、それに登れば大きな感動は間違いなく

得られます。しかし、インド亜大陸の北側、中央アジア高原の南端に沿って東西に走る世界の屋

根「ヒマラヤ」は、2500 キロにわたり大山脈が連なり、ほぼ日本列島の長さに匹敵し、その中

で，7000m を超える山が 250 以上もあり、8000m 級も 14 座も鎮座しています。山の大きさと

いう観点から山を語るなら、やはりヒマラヤを見ずして山は語れないことになります。「ヒマ」

はサンスクリット語で「雪」、「アラヤ」は「すみか」の意味だそうで、それが一つになり「ヒマラヤ」

となったと言われ，昔も今も氷雪輝く山峰が限りなく連なる景観は圧巻です。山に近ずくと，万

年雪を戴く山々は、まるで生き物のように，一筋の黎明とともに輝きだし，刻一刻と装いを変え

ていきます。山嶺から太陽が現れると，山肌は眩しいばかりの黄金色に染まります。ヒマラヤの

大自然が織りなす光景を眺める者は，誰もが思わず息が止まるほどの感動と衝撃を感じることで

しょう。歩き始めると，果てしなく続く峻険な巨峰、広大無辺とも思えるヒマラヤのシャンペンシ

ャワーと呼ばれる清爽な大気の中を歩きます。太陽の移行とともに山々も彩りを変えていく。そ

の美しさも感動ものです。夜になれば，手の届きそうな満点の星が輝き、思わず現世を忘却する

ほどの荘厳さです。ヒマラヤトレッキング。それは自分の足でヒマラヤの大地を踏みしめながら，

ヒマラヤの大自然を思う存分満喫する山旅です。広大なヒマラヤの中で，今回の目的地をエベレ

スト方面を選ばれたのも良かったと思います。ナムチェ，あるいはシャンポチェの丘から眺める

エベレスト，ローチェ,アマダブラムなどの展望だけでも満足できます。ビスタリ (ゆっくり）。本当に

のんびりと周囲の景観を楽しみながら歩いてください。ただ、遠征隊の皆さんに注意していただ

きたいのは，高山病の問題です。私たちの生活圏からすると、全くかけ離れた生活環境の中で行

動するわけですから，身体には相当の負担がかかるはずです。高山病は恐いもので，私も過去に

ひどい高山病にかかり，3 年間も後遺症に苦しめられ経験があります。高山病を簡単にかんがえ

てはなりません。幸い、加藤隊長がヒマラヤ経験豊富ですから，早め早めに対処してください。 

 隊員の皆さん，目的を果たし、全員元気で帰国されることを期待し，応援いたしております。  

            （※ ２００６年ネパ－ルヒマラヤトレッキング計画書巻頭言より）        



ネパ－ルヒマラヤ トレッキング記録 
１．方 面  クーンブ方面（エベレスト方面）    

２．期 間  Ａ班 2006 年 9 月 23 日～10 月 15 日（23 日間） 

Ｂ班 2006 年 9 月 23 日～10 月 11 日（19 日間） 

３．参加者  Ａ班 加藤功一、廣永峻一、木曽萬喜治・Ｂ班 田中朝子、村尾保義、加藤 明 

４．行 程（予定） 

9 月 23 日（土）熊本～難波 

9 月 24 日（日）関西空港～カトマンズホテル 

9 月 25 日（月）カトマンズ～ホテル 

9 月 26 日（火）カトマンズ～ ホテルジョモチョ山（２３００ｍ）登山 

9 月 27 日（水）カトマンズ空港～ルクラ（2827m）～バクティンマ（2640ｍ） 

9 月 28 日（木）バクティンマジョサレ～ ナムチェ（３４４０ｍ） 

9 月 29 日（金）ナムチェ（３４４０ｍ）～ｴﾍﾞﾚｽﾄﾋﾞｭ-ﾎﾃﾙ 

9 月 30 日（土）ナムチェ（３４４０ｍ）～ﾌﾟﾝｷﾞ･ﾃﾝｶﾞ～ ﾀﾝﾎﾞﾁｪ寺院（3860ｍ） 

10 月 1 日（日）ﾀﾝﾎﾞﾁｪ寺院（3860ｍ）～パンポチェ～ ペリチェ（４２４０ｍ） 

10 月 2 日（月）ペリチェ（４２４０ｍ） 

10 月 3 日（火）ペリチェ（４２４０ｍ）～トゥクラ～ ロプチェ（４８８７ｍ） 

10 月 4 日（水）ロプチェ（４８８７ｍ）～ゴラプシェ－プ（５１００ｍ） 

10 月 5 日（木）ゴラプシェ－プ～ カラパタ－ル 

10 月 6 日（金）ゴラプシェ－プ～ ロプチェ（４８８７ｍ） 

10 月 7 日（土）ロプチェ（４８８７ｍ）～トゥクラ～ ペリチェ（４２４０ｍ） 

10 月 8 日（日）ペリチェ（４２４０ｍ）～パンポチェ～ ﾀﾝﾎﾞﾁｪ寺院（3860ｍ） 

10 月 9 日（月）ﾀﾝﾎﾞﾁｪ寺院（3860ｍ）～ﾌﾟﾝｷﾞ･ﾃﾝｶﾞ～ ナムチェ（３４４０ｍ） 

10 月 10 日（火）ナムチェ（３４４０ｍ） 

10 月 11 日（水）ナムチェ（３４４０ｍ）～ルクラ 

10 月 12 日（木）ルクラ～ カトマンズ 

10 月 13 日（金）カトマンズ 

10 月 14 日（土）カトマンズ～関西空港 

10 月 15 日（日）大阪～熊本 

 

５．ヒマラヤトレッキング報告      １１７７１  加 藤 功 一 
（１）総 括 参加予定者は当初１２名いたが、もろもろの都合で６名となった。特に出発間際

になって２名が参加できなくなり、班の編成にも影響した。、 

（２）成 果  高山病にかかった人もいたが、事故もなく目標を達成できた。 

（３）反 省 エベレストへのトレッキングは、一番ポピュラ－で人気があるが飛行機でルクラ

（2770ｍ） にいきなり入るため、高度順化に無理があった。今後は、アンナプル   

ナやランタン等飛行機を使わず、高度の低い所から出発し、自然に高度に慣れて

いくル－トが望ましい。 

（４）その他 ①毎日良い天気に恵まれた。メンバ－の希望によりル－トが変更できた。 

②エベレストビュ－ホテルには泊まれなかったが、テラスからのエベレスト方面

の素晴らしい眺めを楽しめた。       

             ③工程に余裕があり、のんびりできた食事は日本食を作ってくれて、毎日美味し

く食べられた。高山病の薬が効果があった（ダイヤモックス、ラシックス） 

              ④マオイストに 1 人１５００ルピ払った(Ａ班) 

              ⑤珍しい動物を見れた｛ナ－ル（山ヤギ）、ギッダ（犬鷲）、ラフ ティ（国鳥） 



 ６．トレッキング記録（文中 加藤功一は私、加藤 明は明と書く また俳句は田中朝子作）   

※ ９月３０日（タンボチェ）まではＡ班・Ｂ班一緒、１０月１日から別れる。 

  

９月２３日（土）晴れ 熊本交通センタ－で工藤、田上、本田、松本、石井各氏の見送りを受け.

２１：００発 の夜行バスで大阪に向け出発。 

９月２４日（日）晴れ 関西空港発 14:10 カトマンズ着 22:32 途中上海に寄り、雨のカトマン

ズ空港に着く。ネパ－ルの政治情勢が少し良くなったためか、飛行機は満席。 

９月２５日（月）晴れ ＣＯＳＭＯ ＴＲＥＫに挨拶・打合せ後、装備等不足品の買物。 

        ガイドサ－ダ－Ａ班アナンタガイドＢ班ヒットマンコックＡ班アンタレＢ班マンバハド－ル  

９月２６日（火）晴れ カトマンズ 高度順化登山 

              高度順化でナガルジュン公園にあるジョモチョ山（2100）に登る。ホテル発 10:00、

タクシ-に分乗して登山口へ10:35 頂上13:15  登山口着15:55 金峰山みたい

な山で、カトマンズの郊外にあり、樹木に覆われた里山である。公園入場料が

１０ルピ－、中腹に兵隊が駐屯している。登山者は少ない。明日からの予定 に

ついてＣＯＳＭＯと打ち合わせ（功一、廣永）6:30･･･フライト 5:15･･･ホテル

に迎えに来る 空港使用料･･･１７０ルピ－   カトマンズ→ルクラ 飛行機 

９月２７日（水）晴れ  カトマンズ→ルクラ→

バクティンマ  カトマンズ空港発 ７：２０ 

              ルクラ空港着 ７：５０  バク

ティンマ着 １４：４５  予定

通りホテルを出るが、ガスが晴

れないためフライトが遅れる。

高山病予防のため全員ダイア

モックスを飲む  ロッジでお

茶を飲みながら、ポ－タ－の雇

用等キャラバンの準備を待つ   

キャラバンスタ－ト９：１５道

端には、まだ花が沢山残ってい

た（ハハコ、 サワギキョウ、

シオガマ トリカブト）、家の軒、

まである、コダチダリヤ（皇帝

ダリヤ）が沢山あった。タドコ

シで昼食、雲の間からクスムカングル－が見えた（以前、当会の馬場隊が初登

頂した山）今日宿泊のバクティンマに全員元気に到着  夕食は豪勢だ（てんぷ

ら、肉いため、オクラ、味噌汁、サラダ）桃の缶詰 

９月２８日（木）晴れ バクティンマ→ナムチェバザ－ル  出発 8:00 ジョサレ（昼食 11:30～12:45） 

                ナムチェバザ－ル １６：１５  田中の調子がおかしくなり昼食が食べられな

いので、水分だけとる。高山病の薬(ラシックス）を飲むと少し良くなったの

でガイドのヒットマンとマンバハド－ルニンマに支えながら歩いてナムチエ

バザ－ルへ着いた。 



９月２９日（金）晴れ ナムチェバザ－ルで休日  田中は少し良くなったようで、ベッドでパン 

を食べた。廣永、木曽、村尾、明は写真を撮りに上の丘へ登り、私はロッジか

ら スケッチした。午後は各々自分の好きなことをして過ごした、私は日本で

お世話になった人にハガキを書いた。ロッジの主人へ郵便を出してもらうよう

に頼んだら、「１０月８日まではダサイン祭なので郵便局は休みです、そのポ 

              ストに入れておいて下さい、出しておきます」。とのことポストに入れておい

たら、入れ替わり立ち代り、人のハガキを閲覧していた、これから後１０日間

も人に見られるのか？エベレストビュ－ホテルの宿泊について、ＣＯＳＭＯの

大津さんへ電話で確認したところ、「ホテルでの宿泊は見積りに入っていませ 

ん、加藤さんへ言うのを忘れていてごめんなさい」とのこと、仕方がないので

皆んなに了承してもらった。 

９月３０日（土）晴れ ナムチェバザ－ル→タンボチェ田中の調子が戻らないため、ナムチェバ

ザ－ルに滞在 タンボチェ着１４：２０ チャンシュマでゴ－キヨの道と分か

れ、プンギテンガで昼食、これからさせることにし、ガイドのヒットマンを一

緒に残して出発する。出発 ８：００タンボチェへのきつい登りが続く。 

              雲間からエベレストが見える、馬に乗って記念撮影したり、ゆっくり過すタン

ボテェ寺院の夕方のお参りに参加、座ってチベッタン仏教のお経を聞く、世界

各国の人が参加して国際色豊かである。正座で足が痛いのと寒い、お賽銭を入

れてとうとう途中で退席した。明日はＢ班と分かれる、村尾は休日に近くの尾

根を４２００ｍまで登ると張り切っている。 

１０月１日（日）晴れ タンボチェ ここでＢ班と分れる出発 8:50 デンボチエ着 15:26  

              Ｂ班は休日の予定であったが、村尾の調子がおかしいのでプンギテンガまで下

ることにする。 Ｂ班と握手を交わし出発、今日からＡ班のリ－ダ－は廣永と

なる。今日の予定はペリチエとなっていたが、ペリチエは寒いのでデンボチェ

に変更した。パンボチェ昼食時、カラパタ－ルから帰りのバングラデシュの若

い女性２人と廣永・木曽との話がはずみ、写真を撮ったりメ－ルアドレスの交

換をしたりして、出発が遅れる。デンボテェはチュクン氷河の入り口で、広々

とした所、目の前にアマダブラムがあり、エベレストやアイランドピ－クが見

える景色の良い所今日の泊まりは私たちだけ

ということ、夕食後、木曽とキッチン・ポ－

タ－は、チャンを飲んでネパリ－ダンスを楽

しんだ。 

１０月２日（月）晴れ デンボチエ 休日 廣永・・・チュク   

ン方面へ写真撮り、加藤･･･チュクンまで散歩    

木曽･･･裏の山を 51000ｍまでガイドと登る 

１０月３日（火）晴れ デンボチエ→ロブチエ出発 8:10 ロブツエ 14:13  

デンボチェからトウクラまでは見晴らしの良

い丘の上を歩く、廣永は風邪を引いて調子が

でないので馬を使用、花の写真 

 



１０月４日（水）晴れ ロブチエ→カラパタ－ル登山→ゴラプ  

シェ－プ 出発 7:07  10:07～10:30 カラパタ－ル登山 13:15 ゴラプシェ－プ着 14:42 

              計画ではゴラプシェ－プ泊としていたが、高度が５１００ｍあるので高山病を

考えてロブチエ泊とし、ここからカラパタ－ルへ登り、ゴラプシェ－プ泊とし

た。カラパタ－ル（5550ｍ）はプモリの一つの尾根にすぎなく、すぐに登れそ

うに見えたが、実際に登ってみるときつい。田上さんから預かったＪＡＣ熊本

支部の旗の基で記念写真を撮り、早々に引き上げた。頂上は風が強く吹き飛ば

されそうだ、廣永はカラパタ－ルの直下まで馬を使用したが、帰りは歩く。眼

下にはエベレストＢＣやウエスタンク－ムのセラックが見えた。 

１０月５日（木）晴れ ゴラプシェ－プ→デンボチエ  加藤・木曽はエベレストＢＣへ出発 7:50 

ＢＣが見える丘（5310ｍ）からエベレストＢＣを見る｡ゴラプシェ－プ 11:07 

ロブテェ（昼食）13:10 トクラ 14:55 デンボチエ 16:30 せっかく来たので

エベレストＢＣを一目見たかった、時間の関係でＢＣまでは行けなかったが、

遠くにＢＣのテントが見えたのと、ウエスタンク－ムの荒々しいセラックが見

えた。よくあんなところを登れるな と感心した。ヌツツエから落下する雪崩

の音が轟いた。廣永は馬でデンボチエへ向った。 

              夜半、トイレに行くと、月に照らされたアマダブラムが幻想的で。素晴らしい

ので、隣室の廣永を起して写真を撮ってもらった絞りを開放に、５分・１０分・

１５分と２時間かけて撮った（１２時～2 時）途中で木曽も見にきた。明日は

休日なので、のんびりできた。 

１０月６日（金）晴れ デンボチエで休日  廣永・木曽はチュクンへヒマラヤヒダの写真撮りに

加藤はＣＯＳＭＯと連絡に、下記

の情報を得る 

              ①熊本の田上事務局長へ１０月５   

日、Ｅメ－ルを入れた 

              ②田中はタ－メには行かず、ナム  

チエバザ－ルに滞在している 

              ③明日の飛行機のキャンセル待ち  

は、まだ取れていない 

１０月７日（土）晴れデンボチエ→ポリチエ  出発 8:12  パンボチエ（昼食）10:48 ポルチエ着 

              同じ道を帰るのもなんだから、ポルチエ経由とする、タンボチエの向かいにあ

る村で、前から行ってみたいと思っていた。途中は高巻きのすごい道で、空中

を歩いているみたい。ナ－ル（原生のヤギ）が沢山見られた、大きなナ－ルがすぐ

近くにいたのでカメラに収めた。久しぶりに缶ビ－ルを飲む（150 ﾙﾋﾟ－） 

１０月８日（日）晴れ ホリチエ→クムジュン  出発 8:13 ポリチエテンガ 8:36 モンダラ・ラ

（3970ｍ）10:05～10:50 クムジュン着 11:48 

              ポリチエで木曽とガイドが道を反れて違う方に行っていたので、何をしていた

か聞いたら「ラフティ（ネパ－ル国鳥）を写真に撮っていた」とのこと、私は見れ

なくて残念だった。ポリチエテンガでゴ－キョの道に出る。そこからの登りはきつ

い、途中雨がパラツクイてきたが、傘を出したら止んだ。クムジュンへ早く着



くいたので、村内を見物した。ここにはエベレストに初登頂したヒラリ－の銅

像がある、学校を寄付したそうである。日本からも長野山岳連盟からの寄付で 

出来た校舎もあった。コックに「久しぶりに肉を食べたい」と話したら、夕食

はバッハロ-肉のステ－キとカレ－ライス、豪勢で美味しいかった。 

１０月９日（月）晴れ クムジュン  出発 8:13 ナムチエバザ－ル着 12:15 

              朝５時に起きて、月に輝くヒマ－ルの写真を撮る。廣永・木曽もエベレストビ

ュ－ホテル方面へ写真を撮りに行く。途中エベレストビュ－ホテルでコ－ヒ－

を飲みながら、テラスからの素晴らしい眺めを写真に収める。外国人も多く賑

わっていた。ＣＯＳＭＯへ電話を入れる。Ｂ班は元気でカトマンズ観光を楽し

んでいるようだ。 

１０月 10 日（火) 晴れ ナムチエバザ－ル  出発 8:06  パクティンマ着 13:30 

              どんどん高度を下げる、白人系のトレッカ－が多い、パクティンマ入り口 で

マオイスト１５００ルピ－/人払った。 「写真を撮っていいか」と聞いたら  

「ＯＫ」とのこと。パンフレットを８ルピ－で買った。 

１０月 1１日（水) 曇り パクティンマ→ルクラ  出発 8:06  ルクラ着 11:35 

              ルクラで空港見物、お土産を少し買う。 お世話になったガイド・ポ－タ－に

チップを払い解散。 

１０月 1２日（木) 晴れ ルクラ→カトマンズ  ルクラ空港発 7:30  カトマンズ空港着 8:00 

  ＣＯＳＭＯの迎えの車でホテルへ、午後ＣＯＳＭＯで挨拶及び精算滞在中の明

からＢ班の話しを聞き、夕食はタイ料理

で成功を祝う。 

１０月 1３日（金) 曇り カトマンズ滞在 

        熊本、田上さんへ結果報告 加藤・木曽   

はＣＯＳＭＯでヤカワカン偵察の打ち  

合わせネパリ－ダンスを見ながら夕食 

１０月 1４日（土) 晴れ  カトマンズ滞在 

        加藤・木曽はＣＯＳＭＯでヤカワカ       

ン偵察の打ち合わせ、廣永・明はお土産  

買、深夜日本へ向帰国  

（Ａ班：加藤功一記）                    

カンテガ（左） タムセルク（右）と川の流れ 

Ｂ班の記録 

１０月 1 日（日) 晴れ タンボチェ→プンギ・テンガ  タンボチェ出発 8:30 プンギ・テンガ着  

       今日はタンボチェで休日の予定であったが、「せっかく来たので４０００ｍまで

是非登りたい」と張り切っので、用心のためプンギ・テンガまで下ることにした。

村尾の調子が急におかしくなったＡ班のメンバ－と握手して別れ、プンギ・テン

ガへ下った。プンギテンガでは、加藤（明）一人でサナサ（ゴ－キョ分       

れ）へ散歩して、子供たちと「むすんでひらいて」をして遊んだ。 

 



１０月２日（月) 晴れ プンギ・テンガ→クムジュン プンギ・テンガ出発 8:10 クムジュン着 10:20 

       村尾の調子がもう一歩なので、村尾は馬に乗って移動した。夕方には回復して食

欲も出てきた。加藤（明）一人でクムジュンのヒラリ－スク－ルを見物し、エベ 

レストビュ－ホテルの方へ散歩した。丘の上にはヤクやゾッキョが沢山いて怖か

ったが、上から見るクムジュンの街並みはブル－で統一され素晴らしいかった。 

１０月３日（火) 晴れ  クムジュン→タ－モクムジュン出発 8:00 タ－モ着 15:10 

       エベレストビュ－ホテルで休憩し、   

最高のエベレストの 山並みを見な   

がらのコ－ヒ－は美味しいかった。 

        タ－モではペンバテェリン（シェル  

パ：功一の友人）の家に土産を持っ   

て行き、ヤクの乳や煮ジャガイモの 

接待を受けた。 

１０月４日（水) 晴れ タ－モ→ナムチェバザ－ル 

           タ－モ出発 7:35 ナムチェバザ－ル着    

            ナムチェ滞在の田中は元気になった   

ろうか、花の綺麗な道を一路ナムチェへ。田中はヒットマンのサポ－トで元気に

なり、エベレストビュ－ホテルまで登りエベレストも見たそうだ。ナムチェにゆっく

り滞在できたので俳句も沢山できたとのこと。これでやっとＢ班全員が揃った。 

１０月５日（木) 晴れ ナムチェバザ－ル出発 8:07 バクティンマ着 16:00 

            ナムチェで、バクティンマの近くでマオイストがいるような話を聞いていたが、

マオイストは現れなかった。 

１０月６日（金) 晴れ バクティンマ→ルクラ  バクティンマ出発 8:08  ルクラ着 12:30 

            バクティンマでマオイストの情報が入り、２５００ルピ－用意するように聞いた

が、日本人トレッカ－へ聞いたらマオイストはいなかったようだ。今日でスタッ

フ（ガイド・コック・ポ－タ－）ともお別れ、全員で記念撮影お礼のチップを渡した。 

１０月７日（土) 晴れ  バクティンマ→ルクラ 

            ルクラ空港発 5:00 カトマンズ空港着 7:30 

            ホテルは直行、休息後ショッピングへ。 

１０月８日（日 )晴れ  カトマンズ 

            ＣＯＳＭＯへ挨拶、支払いを済ませた後、   

ボ－ダナ－ト寺院やパシュパティナ－   

ト周辺の観光。昼食は天ぷらうどんの大  

盛りを食べた。 

１０月９日（月) 晴れ  カトマンズ                           タルチョ 

            スワンヤンブナ－ト寺院とダルバ－ル観光とショッピング。 

１０月１０日（火) 晴れ カトマンズ空港 23:30→帰国   パタンのダルバ－ル広場旧王宮跡と市

内観光、ショッピング。田中、村尾はカトマンヅ空港へ。明はチケットが取れな

いため残る。明はチケットが取れないため、１５日の便で廣永と一緒に帰国予定。        

１０月１１日（水) 晴れ  関西空港→熊本へ     



           初めてのネパール登山 

                                             １００８０      廣 永 峻 一 

  昨年から持ち上がったネパール行きの話が現実となり楽しみにしていた松本先生が行けなく

なり残念であったが集まってみると皆 NTTの OB で私一人が部外者であり場違いな感じがして、

彼が行けなかったことが特に残念であった。加藤功一氏がよくネパールに行っておられ、ネパー

ルに付いては熟知してあり、皆不安はあったが旅先では何の心配もなく快適な旅が出来た。高校

時代から夢にまで見たネパールであったが 65 才の私にとってはもっとアフリカや南米より早く

行くべきであったと深く反省した。カトマンズ（1400ｍ）に着いてゴミゴミとした雑踏が日本の

戦後 そのままのようであり気候も日本の 10 月と同じ涼しい気候であった。又毛沢東思想の流れ  

を引くマオイスト運動が盛んであり王制反対の動きと重なり加速されているようであった。我が

隊は 27 日写真で見る山の斜面を利用した憧れのルクラ空港（2700ｍ）に入り、10 月 1 日にデ

ィンボチェ（4240ｍ）に着いた。 

  10 月 2 日は休憩日で花の撮影に廻った。午後から風邪の症状が出て風邪薬と塩水によるうが

いをしながら 3 日の朝を迎えた。3 日風邪を拗らすと酸素不足(平地の２０％)のため肺炎どころ

か肺水腫のおそれが有り、皆に迷惑を掛けること間違いない。歩けば体力消耗により発熱の恐れ

があり、考えた末発熱を押さえる為に馬で行くことにした。馬の旅は快適で馬上より見る山と花

は又格別であった貧乏人は歩いていたが俺は馬で行ったよと言うことにした。馬の旅は早 10 時

にトクラに着き早々とオムライスとみそ汁（ワカメと豆腐）の昼食をいただいた。今日の目的地

ロプチェ（4887ｍ）に 1 時 40 分に到着、この高地にリンドウ、エーデルワイス、キンポーゲ等

の花が咲き誇る。今日もデンマーク、バングラディシュ、ポーランド、ルーマニア、フランスと

色々な国の人と逢う。  中でもフランス人は多いがアメリカ人は少ない(米国政府がマオイスト

をテロとしている為らしい)。夕食はコックのアンタレが腕を振るいギョウザと中華丼をだして

くれて美味しかった。４日はゴラプシェープ泊まりと思っていたが カラパタール （5545ｍ） 山

頂 （13.時着）へ登り山頂でエベレストをバックに記念撮影をして ゴラプシェープ（5100ｍ）

に 2 時 30 分到着。夜は寒く窓ガラスも氷っていた。 

   5 日 6 時起床、朝から寝袋を畳むのも辛く木曽さんにお世話になった。馬のガンチャも頑張

ってディンボチェに 13 時到着、加藤・木曽組はエベレスト・ベ－スキャンプ回り、大変だった

のだろう 16.30 到着、このゴラプシェープではコーラ 150 Rs、ビール 100 Rs、地酒のチャンは

30Rs で酒が安かった。月夜のあまりの美しさに加藤氏が踊り出て「月光のアマダブラム」を撮

ってくれ・・・なるほど素晴らしい月夜だ。０時半～3 時まで撮影

した。６日今日はデンボチェでの休日であったが、アイランドピー

クへのコースをチュクン迄登りマカルーの見えるピーク（4900ｍ）

へ登った。途中工藤支部長の話にあったヒマラヤ襞の美しい山の撮

影を考えたが雲が出て撮影が出来なかった。アンタレの食事も旨い

が最高に旨かったのはなんと言っても持参した鮭茶付けだった。７

日同じ道を帰らずポルシェ（3800ｍ）に行き平行移動の道と思った

が左にタンボチェ寺院を見ながら高低差のある楽しい旅だった。８

日6.30起床ポルシェを下りポルシェテンガ河を渡りモンジュラ峠で

お茶を飲みクムジュンへ向かう。このあたりからゴーキョへ向かう 



登山客が多くなる。途中岩山の梯子道を下るが荷物を運ぶゾッキョ(牛・ヤク)は岩山を避け平坦

な道を下る。クムジュンにはヒラリーの建てた学校があり、全ての家が石造りの美しい村であっ

た。夕食に水牛のステーキが出たがよく叩いてありみそ味で柔らかく美味しかった。９日 7 時起

床 9 時にクムジュン(3800m)を出て丘の上のエベレストビューホテルを目指す。クムジュンから

ホテル用の水を運ぶ多くの人に逢う。ホテルではコーヒーを飲みひと休みして天気の良い山道を

快く下りナムチェバザールの見えるなだらかな芝生の丘の上でひと休みしていると木曽さんが

「空気が旨いですね」と一言、確かに 3800m を切ると空気の旨さを実感した。ナムチェバザー

ルに着いて日本人客 と話していると東京の知人が居て驚いた。１０日８時にナムチェを出て下

ったが途中マオイストのチェックに逢い一人1500RS献金して2時頃パクティマのロッジに着い

た。3 時頃から久しぶりの雨となった。１１日 4 時間の行程でルクラへ 11 時頃到着。明日の天

候が心配だが村の中で買い物をして床に就いた。12 日無事に飛行機は飛びルクラを出て 4300m

を 20 分飛び、3300m に高度を下げ 20 分、その後ゆっくりとカトマンズ空港に着いた。カトマ

ンズでは 2 泊して買い物をし帰省の準備をしたが、加藤明氏が都合により待っていてくれて関西

空港まで飛び新幹線で熊本まで仲良く帰省となり楽しい旅となった。今回はカラパタールからエ

ベレストを撮ることと、花を撮ることが目的でしたが、花の次期は終わっていたので次回は花の

多い時期（5・6 月）に行きたいと思います。外国旅行でこんなにゆっくりとした楽しい旅が出

来たことを加藤兄弟に感謝します。トレッキングも終わりに近ずき、ナムチェバザ－ル丘でくつろぐ 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寝そべっているのが私、中央は木曽、後方は加藤右端はガイドのアナンタ 

 



エベレスト街道     

会 友     田 中 朝 子 
 ヒマラヤトレッキングは、私の数十年の夢でした。幸い熊本支部創立５０周年に参加させても

らい、カトマンズからルクラへ飛びエベレストの道をビスタリ、ビスタリと景観を楽しみながら

トレッキング、大きな荷物はゾッキョの背中に縛り付けられている。 

        ○ 日本語の 上手なシェルパ 日焼けして 

        ○ ネパ－ル語 二・三覚えて 旅の秋 

大きな谷に沿いアップダウンの道を下山して来るトレッカ－と行き交う。アジア人と会うのは少

なかったようだ。吊橋を恐れながら渡る足が震えて仕方がない。バクティンマが最初のロッジ泊

で、この辺りから高山病が出始める。行く手に白い山が見えてくる、タムセルクだ。 

        ○ ばて気味に 人の労り 身に入みぬ 

        ○ 夕日差す 垣の四・五本 秋桜 

ジョサレあたりから症状は進み足がふらついていたらしく、ザイルで結んで歩き続ける。傾斜が

やや緩くなり道幅も広くなって歩き易いようだが、どうしようもなくきつい、マイペ－スを続け

る。そのうちに前方 に白い家並が見えてきた「ナムチェバザ－ルですよ」との声にほっとした。

あと一息の頑張りである、摩尼車に触れナムチェバザ－ルに入る。それからロッジまでの遠かっ

たこと、くたくたになり乍らも皆さんに拍手で迎えられ心底嬉しくも達成感がじ-っとこみあげ

てきた。 

        ○ コンデ・リの 雪壁迫る 泊りかな 

        ○ 登り来て ナムテェに病み伏し 九月尽 

        ○ ほつほつと 灯るシェルパの 里の秋 

        ○ 賑あえる バザ－ルの空 鰯雲 

        ○ コウロギや ロッジ泊りの 脚もとに  

ナムチェバザ－ルに私一人滞ることになる。一日目からガイドの適切な導きで仏塔まで散歩をし

たり、霧の谷に鷲の舞ふ様子を見たりした。二日目には高所順応を兼ねて、博物館の建つ台地ま

で上がりアマダブラムやロ－ツエに感激の一瞬である。正午近くにロッジへ戻った。三日目草紅

葉を分けてパノラマホテル辺りを歩きエベレスト・ビュ－ホテルへ、テラスからのエベレストは

女神のようにたおやかにまぶしく見え、深い充実感に満たされてゆく。ガイドに「ここらが４０

００ｍですよ」と言われ立っている地面を万感の思いに目を閉じ力を込め踏みしめた。そしてす

-と力の抜けてゆくのを全身に感受できた。感激と感謝の握手をして燃ゆる紅葉を惜しみつつシ

ャンボチェの丘をあとにした。 

○ ヒマラヤの 尾根越え鳥の 渡りけり 

        ○ 山畑を 守り馬鈴薯に 生きし民 

        ○ 家垣に 糸瓜の花の 盛りなり 

        ○ コスモスや 山のスケッチ 余念なし 

        ○ 秋うらら ミュジアムに見る 山岳史 

        ○ サングラス はずし真青の 空仰ぐ 

        ○ 山月高し ゾッキョの鈴の 遠くなり 

        ○ 月中天 シェルパの里の 外厠 



                ○ つつましき シェルパの炉辺の 秋灯 

                ○ 月天心 シェルパの村に 今宵泊つ 

                ○ 秋愁や 民の生活 鋤や鍬 

                ○ 廃れたる ロッジの扉 草紅葉 

       

       ○ 夾やかや 体調少し づつ戻る 

       ○ 明日は発つ ナムチェの里の 星月夜 

       ○ カトマンズ 空港を発つ 後の月 

○ ネパ－ルの 秋の暑さの もうなくて 

○  デザ－トの 葡萄もありて 機内食 

 

○ サリ－とは 身にそうものよ 秋桜 

○ カトマンズ ホテルの朝の 小鳥来る  

○ 今啼きし 鳥の名知らず ななかまど   

○ 牛方の 少年の眼の さわやかさ 

○ 廃れたる ロッジの扉 草紅葉 

○ 爽やかや 体調 少しづつ戻る 

 

○ 虫の音を 枕にロッジ 泊まりかな 

○ 日焼けして シェルパの生活 語らるる 

○ 薄雪草さし 出す少年 眼の澄みて 

○ エベレスト 望む大地の 紅葉濃し 

○ ゆく秋の ヒマラヤ越ゆる 蝶に会ふ 

 

○ 仏塔の 見えてからの道 汗を拭く   

○ 灯を消してよりの ロッジや 星月夜 

○ 猿の来る 沐浴場の 秋の水 

○ カトマンズ 空港を発つ 後の月 

○ ネパ－ルの 話などして 墓洗ふ 

 

 

 

 

 

沐浴風景 

 

 

 

 

 



          テリバンジャン偵察を振り返って 

１４３０８ 木 曽 萬 喜 治 

今回の「テリバンジャンの偵察」にあたっては無名峰の登頂したことへの感動と登頂までの長

いアプローチでマナスル、アンナプルナ、ダウラギリ峰など８０００ｍ級の山々のスケールの大

きさや高山植物の可憐に咲く、美しさを身近に見ることができ二重の感動を得た。 また、ネパ

ールの人と接し、心の優しさや生活状況を見て日本の良さを改めて認識したことなど多くの貴重

な体験をすることができ、日本を出発して 50 日間もあっと言う間に過ぎた様な気がする。この

50 日間のうち「テリバンジャンの偵察」に当たった 26 日間はネパールの山々の厳しさを改めて

実感した。 この体験の中から次の目標とする「ヤカワカン峰」に挑戦するには自分自身が大き

くステップアップする必要があると感じた。 

一番大事で必要とすることは健康な身体で体力アップだと思っている。 8 年前からトレーニン

グジム等で筋力アップしていて体力的に自信があったが５０００ｍ以上となると高山の影響で

足が上がらない。一呼吸おいて次の動作に入るなど平地の倍以上の時間を要したことなどを考え

るとまだ、まだ不十分だと思っている。 体力がないと自分自身の安全が保てないことや同伴者

に多大な迷惑をかけるなどの多くのリスクが生じる。その次に大事なことは家族を含め多くの人

の協力が必要であり、自分一人の独断では危険なヒマラヤの山々へ挑戦することは出来ない。 

それ以外の課題としては山への挑戦する気力、遠征費用の捻出等々があるがこのことは解決でき

ることだと思っている。「テリバンジャンの偵察」に当たって自分自身の記録として詳細に書き

ましましたが不十分な点が多々あり報告会等の機会を捉え補足説明をしたいと思います。 また、

今回の「エベレストトレッキング」「テリバンジャンの偵察」にあたって皆様のご協力を頂き、

当初の計画が全て無事に完遂することができました。 感謝を申し上げます。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ネパール・トレッキング後記          

                     １４２６９（宮崎支部所属） 村 尾 保 義 

  小生が中学生の頃、チベットのラサにあるポタラ宮の写真を雑誌か何かで見て、チベットや

隣国ネパール、ブータンに関心を持つた。そして、何時かチャンスがあったらヒマラヤの国に行

きたいと考えていた。 

1．到着地カトマンズ 

  関西空港から上海経由でカトマンズに向かった。空港着陸時に機中から見るカトマンズの市

街は小生の想像を超える都市規模であった。（後日判明人口 150 万人） 市街地の模様は、狭い

道路には車が溢れ、やたらにクラクションが鳴りホコリっぽくて騒々しいが、何故か活気に溢れ

た躍動感がある街であった。小生は日本の終戦直後の状況を知らないが、日本の敗戦直後がこん

な状態であったのではないかと勝手な想像をした。 

2．トレッキング雑感 

  晴天の中、ヒマラヤの大パノラマを堪能し快適なトレッキングを満喫するなか、途中様々な

国のトレッカーとすれ違った。日本のトレッカーは中高年グループが多かったが、欧米人は中高

年も多いが、それに増して若者を多く見かけた。中には 5，6 歳の二人の子供を連れた家族連れ

やポーターのみ連れた女性等を見受け、やはり欧米諸国はトレッキング先進国だな、と思った。 

 バクティンバからナムチェバザール間で日本人の一人旅の青年に出会った際は、日本の若人も

捨てたものではないと感心した。（このような青年がもう一人いた） また、ナムチェバザール

で出会った日本青年海外協力隊員でネパールの学校で日本語を教えている 5 人組の男女にも同

様な思いをした。 

3．カトマンズの世界遺産 

  カトマンズ・パタンのダルバード広場一帯の寺院等を見学したが、かなり老朽化が進んでい

る状況であった。日本でも無秩序な開発により歴史ある建造物の景観が台無しになったり、自然

破壊が問題になっているようにカトマンズでも急激な都市化等で価値ある遺産や街並み等が失

われつつあるのではないかと思った。このような「危機にさらされている世界遺産」が今後どう

なるか心配だ。 

4．最後に 

  ここ数年風邪を患ったことはなかったが、タンボチェで 37．3 度の発熱があり平熱が低い小

生には応えた。思えばシャワーを浴びたこと等思い当たる節もあるが、楽しい旅をするには健康

第一である。今後、トレッキングの機会があったら事前トレーニングと自己管理を徹底しチャレ

ンジしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ネパール・トレッキング感想 

 １３８４５  加 藤  明 

 

 今回は２回目でしたが前回以上に、胸躍らせて出発しました。前回は見るもの見るものが珍し

く周りがよく見えていなかったようですが、今度は余裕があったせいかよく見ることが出来まし

た。まずカトマンズの道路の怖いこと、タクシ－は前（フロントシ－ト）に乗ったら命が縮む思

いがしました、運転の巧いこと、行く先を知らないこと等々、驚きの連続でした。物価の面では

３年前と比較して 2.5倍～３倍位上がっているように感じられた（タバコ、ウイスキ－、理髪代）、 

街頭では犬はそこそこ居ましたが、牛と軍隊の数が少なくなったように感じました。 

 トレッキングでは所変われば様変わるとでも言いますか、アンナプルナル－トと比較してみる

と、同じ国でありながらこんなにも違うのかな？と思いました。西のロバに対して東はゾッキョ、 

丘の道にに対しては山道、学校や寺院が少ない感じがしました。どうしても前回のジャルコット

のプラタナスの黄葉、コバンの赤い実がたわわに実ったリンゴ並木、カリガンダキの川の道が思

い出されてなりません。 

 ナムチェバザ－ルで田中さん、タンボチェで村尾さんが体調不良になられ、高山病の怖さを初

めて知りました。お二人さん、残念でしたが又の楽しみに待っておいて下さい。プンキ・テンガ

からクムジュンそしてタ－モでは一人で寺院、ハイスク－ル、近くの丘等散策して過ごしました

があまり印象はありません。キャンズマでの景色とチャンの味だけ？ 

 カトマンズで余裕があったので市内観光が出来て良かった。一人になってからは日本料理とビ

－ルで腹一杯になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラタパ－ルからのエベレスト 



                   ヤカワカン偵察記録 
記 録： 加 藤 功 一 

（１）総括 

    日本山岳会熊本支部設立５０周年事業の前倒しとして実施した、ヒマラヤトレックキン

グに引き続き、ヤカワカン峰の偵察を行いましたので結果を報告します。         

    ヤカワカンと登路について、これまでトロンパスから見たことがある。また、西側・北

側は大阪山の会の大西さんから写真見せてもらったがいずれも登路は見つからなかっ

た。今回は残された東面の偵察のためダモダ－ルヒマ－ルへ入った。 

   ・期間 １０月１５日～１１月１４日 

   ・隊員 加藤 功一、 木曽 萬喜治 

   ・スタッフ サ－ダ－：アンタレ、コック：ラメス、キッチン：ラクマンティポ－タ－（往

路）：１３名、（復路）：７名 

（２）成果 

    東面のテリ・バンジャン及び無名峰頂上から偵察したが、下部はすごい岩壁で登路は無

いと判断した。再度トロンパスから偵察した結果、トロンパスからルンゼを詰めるル－

トが可能性があると判断した。また、ダモダ－ルヒマ－ルの無名峰２山（Ｗａｔａ・ｐ：

６１９０ｍ、Ｋｉｓｏ・ｐ：５７５4ｍ）初登頂することができた。 

（３）その他 

   ①例年になく天気が悪く、雷が鳴り雪が降ったりした。また、午後になると曇り、小雪が

散らついた。 

   ②ラブセコ－ラの道は高巻きが多く、足を滑らせたら５００ｍ位転落する、氷った川を渡

渉する等きびしいル－トであったが、事故もなく、ポ－タ－とのトラブルもなく実施で

きた。 

 

行動記録    （文中、敬称は略する） 

10 月１５日 （日）晴れ カトマンズ→ベシサ－ル 

    カトマンズ発 6:30 ベシサ－ル着 14:05 

    今日からいよいよダモダ－ルへ向け１０日間の   

キャラバンが始まる。チャ－タ－バスにホテル   

の近くから乗る、バスにはスタッフ（ポ－タ－  

も）がいっぱい乗っていた。オンボロバスで力 

が弱く、坂道をやっと登る、後ろの車から全部 

追い越され、やっとの思いでベシサ－ルに着い    ５０００ｍから見るヤカワカン西面 

た。今回はテント宿泊で 1 人住まいで快適（ロッジは隣室

がやかましい）木曽とテントを並べて張る。テントの近く

でホタルを見たので、外に出るとホタルがいっぱい飛んで

いた（１０月にホタル？）    

10 月１６日 （月）晴れ ベシサ－ル→ガティ 

    出発 ８：２０  ガティ着 １５：００ 

    途中、クディまでは道路も広くバスが走っている。   荷物を運ぶドンキ－（ロバ）と千枚田 



のんびり、ゆっくり歩く。ポ－タ－（１４才）が遅れ、わたしのテントが着かないので、

その間本を読んで待った。木曽はポ－タ－とネパ－ル語の勉強をした。 

10 月１７日 （火）晴れ ガティ→ジャガット出発 8:10 バウンダラ（昼食）11:30～12:30 ｼﾞｬｶｯﾄ 7:15     

    途中、雨がパラつく。ポ－タ－が弱い、ゆっくり歩いてもポ－タ－より早く着いてしま

う。アンタレに「ポ－タ－はなぜ遅いのか？」と聞いたら「１５人予定が１３人しかい

ないので荷が重いため」とのこと。ポ－タ－の到着が遅いため夕食が１９：３０となっ

た。明日から出発を１時間早く（７時）し、時間短縮のため昼は弁当とする。アンタレ

は隊員の世話より、ポ－タ－のめんどうを見ることにした。 

10 月１８日 （水）晴れ、夜雷雨 ジャガット→ダラパニ 

    出発 ７：１０  タ－ル（昼食） １１：３５～１２：２０  ダラパニ着 １６：４８ 

    チャンチエでマオイストに１５００ルピ－／人払い、領収書を貰った。満開のヒカン桜

や、道端にはアッサムニオイサクラが咲いていた。 

10 月１９日 （木）晴れ ダラパニ→コド 

    出発 ７：３８  テマン（昼食） １１：００～１２：００  コド着 １４：２３ 

    昨夜２２時頃から雷が鳴り、雨がパラといてきた、私のテントは冬テントなので雨が漏

れるため、シュラフを持ってポ－タ－が寝ている食堂へ駆け込んだ、ポ－タ－の寝言と

うなり声でよく眠れなかった。木曽はフライがあるので雨は安心、スヤスヤと眠ってい

た。振り返るとマナスル方面の山々が、前方にはアンナプルナア連山が見える途中、拡

張中の広い道路に出る（アンタレの話によると、１０年計画でマナンまで伸びるとのこ

と）ア－ミ（兵隊）が道路を監視していたが、私たちが通過した後ダイナマイトの爆発

音が山に轟いていた。爆発音が山に轟いていた。 

10 月２０日 （金）曇り コド→ダルマサ－ル  出発 ８：００  ダルマサ－ル着 １５：２０ 

朝、一時雷・小雨すぐ止む、アンナプルナがぼんやり見えるチエックポストを通り、い

よいよナウルコ－ラへ入る。途中ホットスプリング（温泉）で身体を拭く、気持ちが良

い。ダルマサ－ルの小屋ではフランス隊１２名パティ－のテント・他にアベックのテン

トで賑わう。 

10 月２１日 （土）曇り ダルマサ－ル→ナウル・ガオン 出発 ７：２０ウル・ガオン着 １３：５０ 

    雲が多くて、ダモダ－ルの山は見えない。ナウル・ガオンへ着く頃には小雪が舞い始め

た。ナウル・ガオンは麦の収穫期で、小雪の散らつく中忙しく働いていた。外はヤクが

沢山いてテントは張れないので、ロッジ泊となった。 

10 月２２日 （日）晴のち小雪 ナウル・ガオン→岩小屋  出発８：００ 岩小屋着 １６：３５ 

    朝６時頃から麦しののブリコの音で目が覚めた、

外はうっすらと雪化粧４２５０ｍの高度でこん

なに寒いのに、暗いうちから仕事とは感心した。

ル－トはここからラブセコ－ラへ一気に３００

ｍ下る、氷っているのでポ－タ－の足が滑る。

ヤクの世話に行く牧童２名も馬で下る。このル

－トは高巻の多い険しいル－トで、もし足を滑

らせたら５００ｍは転落するだろう。ふだんは 

ヤクやヤギが通る道で、人はあまり通らない。途中から雪が降りだし、岩小屋に着く頃



には本降りとなり、雪が積もってトレ－ルが見えなくなる。ポ－タ－に靴・手袋・サン

グラスを支給しておいて良かったと、木曽と話す。岩小屋は２つあり、岩が天井となっ

ている。ポ－タ－は２つに分かれ泊まる。夜はさぞ寒いことだろう。 

10 月２３日 （月）晴のち小雪 岩小屋→仮ＢＣ（４７４０ｍ）出発８：３０ 仮ＢＣ着 １３：５５ 

    すぐ渡渉があるので、暖かくなる日の出を待って出発する。渡渉は川幅５ｍ程度である

が、まわりには雪が積んでおり、氷が張った川を、靴を脱ぎ、はだしで膝まで浸かって

渡るのには勇気がいる。アンタレが率先してトップで渡ったのでポ－タ－も後に続く。

私も・木曽もポ－タ－に支えてもらって渡った。予定ではあと２時間ほど上部にＢＣを

考えていたが、ポ－タ－はこれ以上は無理と判断、麦の収穫風景、ブリコを使っての作

業し、ここを仮ＢＣとした。ポ－タ－にお茶を飲ませ、チップを渡して帰す。今日は岩

小屋に泊まりで、半分はカトマンズに帰る、残り半分は途中で待ってもらい、帰りのポ

－タ－として使用する。スタッフのラクマンとスリア－は、頭が痛いと言っているので

ラシックスを１錠づつ飲ませた。明日はＢＣを上部へ上げることにする。        

10 月２４日 （火）晴れ 仮ＢＣ→ＢＣ（４８２５ｍ）出発 ８：３０ＢＣ着 １１：５０ 

    スタッフ全員でＢＣへ荷上げ。ＢＣはテリ・バンジャンの出会いに設ける。高山病のラ

フマンとスリエ－は仮ＢＣへ下る。午後は休みとする。１０日間のキャラバンはきつい。

お湯を貰い、ポカポカのテントの中で身体を拭く、気持ちが良い。ゆったりとした気分

で村上春樹の「スプ－トニクの恋人」を読む。ここは、広々とした大地で夏はヤク等の

牧場だろう。以前他のパ－ティ-がキャンプした跡もある。眺めも良く、一昨年登った

Ｎａｍｙ・ｐやＹｕｒｙ・ｐが目の前に見える。明日はテリ・バンジャンからヤカワカ

ンの偵察をする。 

10 月２５日 （水）晴れ 夕方みぞれ ＢＣ→テリ・バンジャン往復 

  出発 ８：２０ テリ・バンジャン １２：５０ コル山の頂上 １３：２０ ＢＣ着 １５：０５ 

   加藤、木曽、アンタレの３名で偵察に向かう、他は仮ＢＣから荷上げ。テリ・バンジャ

ンへは、緩やかな沢を歩が、踏み跡らしきものはない。ヤクの糞があり道しるべとなる。

途中に登山靴が捨ててあったのでアンタレが拾って帰った。テリ・バンジャンからヤカ

ワカンの東面が見えた。下部はすごい岩壁帯上部も急峻で、とてもル－トは取れそうも

ないことがわかった。テリ・バンジャンの南側に真っ白に雪に覆われた山がある、木曽

と後日登ろうと話しＢＣへ下る。 

10 月２６日（木）晴れ ＢＣ→Ｗａｔａ・ｐ Ｃ１建設 

    出発 ９：３５  Ｃ１着 １３：５０（５４００ｍ） 

    木曽は調子が悪いので、加藤とサ－ダ－でＷａｔａ・   

ｐを登ることにしたスリ－エに荷を担がせ出発、   

Ｃ１からスリ－エはＢＣへ帰した。スリ－エが 

帰る時、私が拾ったアンモナイトを木曽への土 

産に持たせた。Ｗａｔａ・ｐの偵察の結果、Ｃ   

１のすぐ上のモレ－ンから小さな滝を抜け上部 

のガラ場から雪の稜線へ出る、後は雪稜を辿れ    赤テント：木曽 青テント：加藤 

ば頂上へ行けそうだ、上部については一昨年Ｎａｍｙ・ｐから偵察しているのでわかる          

    Ｃ１が５４００ｍ、Ｗａｔａ・ｐが６１９０ｍだから高度差８００ｍとなる。今晩から



２人だけ、私のテントにアンタレと２人で寝る。夕食はジ－フィ－ズを食べた。 

10 月２７日 （金）晴れ のち雪  Ｗａｔａ・ｐ（６１９０ｍ）アタック 

    出発 ６：４５  Ｗａｔａ・ｐ頂上 １４：１５～１４：２５  Ｃ１着 １７：０５ 

  ＊登頂記録は別紙参照 

10 月２８日 （土）晴れ  Ｗａｔａ・ｐＣ１→ＢＣ 

    アンタレはＢＣから荷物を取りにくるポ－タ－を待つので、私は一人で先に下る、途中

廣永に頼まれたアンモナイトを探したが無かった。Ｃのテントの中でゆっくり本を読ん

だり、明日以降の計画を練る。２９日 テリ・バンジャンのＫｉｓｏ・ｐのＣ１建設（木

曽希望）30 日 Ｋｉｓｏ・ｐアタック→ＢＣへ３１日 ＢＣ撤収 今晩からテントは

一人、ゆっくりくつろぎ、少し寒気がしたのでルルを飲み靴下の中にホカホカ（家内が

持たせた）を入れて寝たら暖かくよく眠れた。 

10 月２９日 （日）晴れ 夕方一時雪  ＢＣ→Ｋｉｓｏ・ｐＣ１ 

    出発 ８：３０  Ｋｉｓｏ・ｐ Ｃ１着 １２：５０（５３６５ｍ） 

    ル－ト調査（アンタレ・ラメス）１３：５０～１５：００  Ｃ１着 １５：４０ 

    テリ・バンジャンへは前に一度行っているので道はわかる、途中ナ－ルの群れを見た。

３つの群れで総勢５０頭はいたろう。ナ－ルが急の斜面を登っていたので、どこまで登

るか木曽と飽かずに見ていたところ、殆ど山の頂上（５５００ｍ位）の岩場に消えた。

「ナ－ルは雪ヒョウから身を守るため、あんな険しい岩場に寝るのだろう」と、木曽と

話す。Ｃ１は水場のある一番上部（５３６５ｍ）に設けた。ここからＫｉｓｏ・ｐ全体

が見える。アンタレとラモスがル－トをトレ－スしているのがはっきりわかる。調査の

結果、雪は２０ｃｍ位でラッセルでちょうどいい感じ。テントは加藤とアンタレ、木曽

とラメスで寝る。 

10 月３０日 （月）晴れ 一時雪  Ｋｉｓｏ・ｐＣ１→Ｋｉｓｏ・ｐ登頂→ＢＣ 

    出発７：４０Ｋｉｓｏ・ｐ登頂 １０：５４～１１：３５ Ｃ１着 １２：５８ ＢＣ着 １５：２７   

＊登頂記録は別紙参照 

10 月３１日 （火）晴れ ＢＣ→カルカ（岩小屋）ＢＣ出発９：１０カルカ着 １６：００ 

     キャラバンは順調に進む、私と木曽はゆっくりとシンガリを歩く。川の渡渉は冷たい

ので「いやだな」と思っていたら、アンタレとサントスが迎えに来ていて、アンタレが

オンブして渡してくれた。嬉しかったのでチップをあげた。ポ－タ－達は岩小屋泊り、

「寒いだろうな」と木曽と話す。 

1１月１日 （水）晴れ カルカ（岩小屋）→ナウルガオン カルカ（岩小屋）

出発９：００ ナウルガオン１８：１０ 

     高巻のきびしい所は通過し、ほっとしていたら最後尾を

着ていたスリエ－の様子がおかしい、他のポ－タ－が後

帰り現場へ、木曽は前を行くアンタレへ連絡に走る。私

はすぐ現場へ駆けつける「足を滑らせ前に倒れ、ドッコ

に入れていたガスボンベが谷底へ落ちた。自分は背中を

痛めて痛い、幸いガスコンロは落ちなかった」とのこと。    ヤナ－ルの角 

私は本人が転落したいなかったので安心した、「ガスボン 

ベ１個ぐらい何でもない」と慰めた。スリ－エは背中を痛め一人では歩けないので、ポ



－タ－の肩を持たれて歩いた。私はガスコンロをザックの所まで２ボッカで運んだ（台

とコンロで１５ｋｇ）この事故で１時間半遅くなり、暗くなってナウルガオンに着いた。

ナウルガオンではガスが無いので薪で炊いたので夕食が遅くなった。いつもであれば最

後の日にはケ－キが出るが、これも出なかった。久しぶりにロッジ泊、明日は年１回の

タルチョ換えの仏事があるらしく人が集まり話し声がやかましい、あまり遅くまで大声

で話すので我慢できなくなり、「静かにしてくれ」と注意したらやっと静かになった。         

     明日から加藤・木曽とアンタレ・サントスは本隊と  

別れカワカン偵察に向かうため、全員揃うのは今晩  

が最後となる。カン・ラ越えからのル－トは、距離  

が長く私たちの足では夜になってしまうので、馬を 

使うことでアンタレに交渉させたところ、頭１５０ 

０ルピ－でＯＫとなった。きびしいキャラバンで疲 

れているので、「明日は馬上で景色を見ながらゆっ 

くりできるな」と木曽と喜ぶ。 

1１月２日 （木）晴れ 峠は雪  

ナウルガオン～カン・ラ越→ガワル 出発 ８：３５カン・ラ １２：１０～１２：３０ ガワル着１５：３５ 

     私たちのロッジでの仏事の式典（鐘・太鼓・お経）が、あまり賑やかに行われているの

で、隣のロッジにテントを張っていたアメリカのトレッカ－が見に来て、写真を撮った

りしていた。今日は休みで明日からプ－ガオンへ行くとのこと。私と木曽は馬上の人と

なる。アンタレとサントスは荷物を持って歩いた。馬方一人と馬２頭で出発。馬はカン・

ラまでしか行かないそうだ馬方が「私を知っている」と言うので聞くと「一昨年ナウル

ガオンからコトまで馬で運んだ」とのこと。そう言われるとやっと思い出した。休憩時

にアンタレがケ－キを出すので「どうしたか」と聞いたら、「昨夜遅くに作った」との

こと。これでアンタレ（本職コック）プライドが保てたようだ。カン・ラ近くになった

ら雪が降ってきた。ここで馬は終わりで、金を払う。これから峠は１００ｍと近い、峠

にはナウルガオンの人が馬を下していたが雪の積んだ急な下りなので、恐がって下りよ

うとしない。（馬は登りには強いが下りは弱いそうである）カン・ラからの下りは急峻

なガラ場で雪まで被っているの下りである、小雪の中、３時間の下りは疲れた。ロッジ

にはフランス隊のキッチン達が、トレッカ－の到着が遅いと心配していた、雪で時間が

かかり２１時頃到着した。木曽と馬を使って正解だ｡ 

1１月 3 日 （金）曇り ガワル→マナン  

出発９：３５ マナン着 １３：３０ 

    今日はマナンまでと近いのでゆっくり出発する。  

朝から飛行機の離着陸する音がした、久しぶり  

にモ－タリ－ゼ－ションを感じる。私たちは旧 

道を歩くが空港の道は広いが車は通っていない。  

アンナプルナ一周のトレッカ－が沢山通ってい 

た。マナンに着く頃は雨になった、傘をさすの 

はこれで３回目となる（これまでネパ－ルには      馬上の木曽 後は加藤の馬                    

何度も来たが、傘をさすのは初めて）登山が終了したことを熊本の事務局へ電話した。               



1１月４日（土）晴れ マナン→トロンフェディ 出発 ７：３５ トロンフェディ着（４５９５ｍ）１５：３０                     

          朝から素晴らしい天気でアンナプルナ（Ⅱ峰Ⅳ峰、Ⅲ峰、ガンガプルナ）が見えた、

この付近道は平坦でまるで公園の中を歩いているようだ。途中ブ－タンに行ってきたと

言う一人旅の日本人と会った。このル－トにはやたらとパン屋が多い、アンタレに聞い

たら「カトマンズで腕を磨いた職人が多い」とのこと。アンタレはトロンフェディのロ

ッジの予約をするため先に行く。（前回、私は予約してなかったので部屋が無く、食堂の

椅子に寝たから）ロッジは満員で、日本人のパ－ティ－もいた、話はしなかった。 

1１月５日 （日）晴れ トロンフェディ～トロンパス→ムクチ－ナ－ト  出発 ４：００ 上のロッジ ５：００  

ロンパス（５４１５ｍ） ７：４５  ムクチナ－ト着 １６：１５ 

３：３０に出発予定にしていたが、キッチンが寝坊して朝食ができていないで朝食抜き

で出発した。キャップランプの灯りで登る、前後に灯りが見え、日本の初詣登山を思い

出す。昨日の雪で途中凍っている所もあり注意して歩く。ロンパスの茶店で暖かいもの

を飲み、ヤカワカンの登路偵察する。 

    ①トロンパスの真上のクロア－ルを詰め、右へトラバ－スして雪がつながっている所へ

直上するル－トがよさそうだ（木曽案）技術的には難しいがフイックスを３００ｍ位

すればよい。上部は見えていないが頂上はつながっていると思う。１時間下った所か

ら（５１００ｍ、カトウンカンのＢＣ）西尾根を偵察した。 

    ②西尾根までは簡単に登れるが、尾根から上部が見えないので登山前に再度調査する必

要がある。ムクチナ－トへ下る途中、私は本隊と分かれギュ・ラへ行くため右へ曲る。

ギュ・ラ（４０７７ｍ）は大阪山の会の大西さんから聞いていたので一度行ってみた

いと思っていた。（アンモナイトがゴロゴロしていると聞いた）ムスタン特別区域で、

別に許可がいる（入域料９００ドル/週が必要）アンタレに言うと「私はガイドだか

ら一緒には行けません、もし、バレたらどうしますか？」と言うので、その時は「ム

クチナ－トはどの道ですか、と聞く」と話す。ギュ・ラへ行く途中、前方から来たガ

イドから「コンニチワ」と声掛けられた 一緒に白人のアベックが下って来た。 

     （ムクチナ－トで確認したら、ロ－マンタンからの帰りだった、とのこと）ギュ・ラ

までは行けなかったが、こちら側（西側）から西尾根を偵察した結果、②のル－トは

岩壁で尾根が切れており、ル－トとしてはどうか？再度調査の必要があることがわか

った。ムクチナ－トのロッジで全員揃い堀り炬燵夕食、炬燵にはイギリス人ポ－ラン

ド人、アゼルバンジャンの夫婦と国際色豊か、談話が弾む。 

1１月６日 （月）晴れ クチ－ナ－ト→ジョムソン 出発８：１０ジョムソン着 １４：４５ 

      今日でキャラバンは終わる、のんびり下る。途中、馬で登って来る日本隊と会う。ム

クチナ－トに行くそうである。やはり、日本人は金持ちだねと、木曽に話す。空港前

のスノ－ランドホテルに泊まったが、若女将が私を覚えていた。ホテルの若主人に頼

んで、ルクラへのフライトを１日早くしてもらう。 

1１月７日 （火）晴れ ジョムソン→ポカラ   ジョムソン空港出発８：００ ポカラ空港着 ８：３０ 

        ポカラのホテルで休憩後、ヒマラヤ登山記念会館を見学、印象に残ったのは、エベレ

ストのウエスタンク－ムの大きな写真で「こんなひどいセラックタ帯をよく登れるも

のだ」と感心した。また、エベレストの塵拾いで有名な野口健の写真が多いのと、今

は亡き橋本龍太郎氏の若かりし頃の写真が印象的だった。ネパリ－ダンスを見ながら



夕食をしたが、余りの寒さでビ－ルが飲めず 

        早めに引き上げた。 

1１月８日 （水）晴れ ポカラ休日 

        ６時ホテルのベランダから、木曽とヒマラヤの   

日の出の写真を撮る。右からアンナプルナⅡ、   

Ⅳ、マチャプチャレ、アンナプルナサウスと並 

び少し離れてダウラギリも見える。快晴でマチ 

ャプチャレのモルゲンロ－トが素晴らしかっ 

た。木曽はアンタレとサランコット山からヒマ  

モルゲンロ－ト に輝く マチャプチャレ                

ラヤ展望へ、加藤は一人でフイッシュテ－ルロ   

ッジに行き昼食を食べた。                                  

1１月９日 （木）晴れ ポカラ→カトマンズ 

        ポカラ発 ７：３０  カトマンズ着 １４：００ （ツ－リストバス利用） 

        ＣＯＳＭＯ ＴＲＥＫへ行き、大津さん、シラルマさん、アンタレを入れ結果報告。 

         ①ヤカワカン偵察は事故もなく、成功理に終った。 

         ②ナウルガオンからのキャラバンル－トは厳しく、危険な箇所もありまた、雪も降り

寒かったが、アンタレのリ－ダ－シップで切り抜けた。 

         ③アンタレは６１９０ｍ峰に登頂ができ、ザイル・アイゼン・ピッケルの使用を習得

し、シェルパとしての能力を発揮できた。 

 ④ヤカワカン偵察の結果、東面も下部に岩壁がありル－トとしては困難で、やはりト

ロンパス側からしかないことがわかった。 

          ⑤来年秋ヤカワカン登山計画書（案）を渡し、サ－ダ－：ツルガド－ルコック：アン

タレとしてくれるように頼んだ。ちょうど片山右京さんもマナスル登頂に成功して

帰られていた。足に凍傷を負ったらしく手当てをしておられた。 

1１月１０日 （金）晴れ カトマンズ後整理 

        ａｍ：私・木曽・アンタレでＣＯＳＭＯデポの装備点検、リスト作成 

        ｐｍ：レンタルしていたアンタレのプラスチッククシュ－ズの返却２７日間のレンタル料３７００ルピ－ 

        その後、お土産買いに夕食は木曽と二人でダルバ－トの食堂へ、そこで若い一人の日

本女性と同席、高原鉄道でチベットへ、そこ

で同類が集まりツワ－を組んでネパ－ルに来

た、宿は近くで３００ルピ－/1 泊とのこと、

木曽と話しが弾む。私はライブバ－でビ－ル

を飲みながら、生バンドによるロックンロ－

ルを楽しんだ。 

1１月１１日 （土）晴れ カトマンズ空港発    

２３：３０ →帰国へＣＯＳＭＯへ帰国の挨拶。        寺院（カトマンズ） 

トレッキングでガイドをしたアナンタが２０時ホテルへ迎えに来た。いよいよ帰国、

カトマンズ空港には日本人も多い馬でムクチナ－トへ行ったパ－ティ-もいた。カト

マンズ空港の荷物検査で、木曽のバッグの金属コップが引っ掛かりチップを要求され



たが、空の財布を見せ「金は無い」とつっぱねた。今度は、荷物預けで私と木曽を合

わせて７１．７ｋｇで３１．７ｋｇオーバ－で、係り員もビックリしている。上司へ

相談して２０ｋｇオ－バ－で負けてくれた。追加料金は１０ドル/ｋｇで２０ドルを

払う。（木曽は追加料金は払うつもりでいたが、オ－バ－が３１．７ｋｇとは）今回はよ

く金を使った、残りは私が５ルピ－、木曽は１０ルピ－となった。 

1１月１２日 （日）晴れ 関西空港～大阪空港 →熊本へ 

        関西空港に１０：３０に着いたが、熊本への便は１７時まで無いので、大阪空港から

の便とした。チケットは木曽が半額券を２枚持っていて、私に１枚くれた。福岡から

高速バスで植木で下車、木曽との楽しかった旅も終わった。 

 

 

登頂記録    Ｗａｔａ・ｐ（６１９０ｍ） 

                                                              加藤 功一 記 

10 月２７日 （金）晴れ のち雪  Ｗａｔａ・ｐ（６１９０ｍ）アタック 

        出発 ６：４５  Ｗａｔａ・ｐ頂上 １４：１５～１４：２５  Ｃ１着 １７：０５ 

        滝の落ち口まではザラザラ崩れるガレ場で、プラ

スチックシュ－ズでは登りにくかった。滝は５ｍ

位だが凍っておりアイゼンを着けた上部はまた

ガラ場なのでアイゼンを外す。岩の稜線をしばら

く登る。雪の稜線へ出る。東側に大きな雪庇が出

ているのが見える、また、稜線上に割れ目も見え

るのでアンザイレンして登る。上部の急峻な所で

はスタッカットでトップ交代で進む。フイックス

なしではきびしいと思ったがピッケルで確実に確保して登る。頂上と思われるピ－ク

が次々と現われ中々頂上に着かない、初めのうちは３０歩あるいて休んでいたが、そ

れが２０歩になり最後には１０歩となった。これで頂上にほん

とうに着けるだろうか？と不安になった。アンタレは、コック

が本業で登山はアイランドピ－クしか登っていない。雪上技術は教

えながら登ったが、体力はすごい。この６０００ｍ級の初登頂

に燃えていた。頂上で記念写真を撮り、ＧＰＳで高度測定の結

果６１９５ｍと出た。下る途中１５時頃から雪となり、雪稜は

スタッカットで慎重に下った。この模様を木曽はＣ１から見て

いて、１５時と遅く雪も降っているので無事に下れるか心配した

そうである。（後日聞いた） 

 

雪庇の稜線を下る（アンタレ） 

 



登頂記録  Kiso･P（５７５４ｍ） 

木 曽 萬 喜 治 

１０月３０日（月）晴れ一時雪 Ｃ１出発 7:40 Kiso・Ｐ登頂 10:54～ 11:35 C1 着 12:58 

          予定通り５時に起床、テントの外は満天の星空で今日は久しぶりに１日、晴天となり

アタックの日としては最高の日だ｡昨夜からの気温低下で、水場やテント内に保管し

ていた水もすべて凍り、朝食の準備に時間をとられることとなり、６時半の出発が１

時間ほどの遅れとなった。約１時間程で前日、調査しておいた取り付き点に到着、風

もなく、雪面も適度に締まり登攀には最高の条件となった。 

      早速、加藤、木曽とアンタレ・ラメスとアンザイレンして膝まである雪面をラッセル

して登る。快適に高度を上げていくが、約１時間ほどの処で、私たちの前を行くアン

タレ組がストップして前に進まない。トラブルの状況を聞くと、ラメスが高山病の影

響で頭痛が激しく動けなくなった。これから先も無理とのことであるので、急遽下山

させることにした。幸い、一人で下山させても問題ない場所であるためＣ１まで降り

て休養させることにした。アンタレをトップにアンザイレンして雪面を快適にとばし、

約２時間程度で稜線に出た。風もなく天気は快晴で、遠く「マナスル、ヒムルンヒマ

－ル、アンナプルナ」山群まで良く見える。しばらく稜線を登ると稜線は非常に狭く

なり、雪もなくなり岩と小石ばかりの尾根に出た。そこはアイゼンが利かない不安定

な場所であり、ピッケルでバランスを取りながら進む。頂上が目の前に見えてきたが

一人がやっと立ち上がれるような狭い山頂で、登頂した感激より写真撮影を撮る方法

を考えるので精一杯であった。やっとの思いでＪＡＣの旗を立て、記念写真を撮りま

くった。下りはトレ－スもあり、休息もしないで一気に下山、約１時間半で取り付き

点まで到着した。当地用から下山までの所要時間が計画より早く進み、先に降りたラ

メスがＣ１から私たちの動きを見て、帰ってくる時間を

想定して飲み物の準備や、不要なものを片づけていてく

れた。このため少し疲れてはいたが、このままＣ１より

ＢＣに泊まる方が良いと判断し、少し休憩の後、そのま

まＢＣへ降りることにした。他の山々と比べて高さの低

く、目立たないこの山

（５７５４ｍ）である

が、ムスタン王国の出

入り口でデリバンジ

ャンの峠を越える人

の目印となるこの山

を高度障害もなく楽

しめながら登頂出来

たことに満足した。 

 

         

ｉｓｏ・Ｐ登頂ル－ト 



紀 行   ２００７年チベット高原５０００ｋｍの旅 

聖なる山「カイラス」と「チョモランマＢＣ」へ 

 

                                ８４１１ 松 本 莞 爾 

 

 左手にナムチュバワル（６７８０ｍ）の勇姿が見える頃、我々が乗った「中国航空」のエア-

バスは次第に高度を下げながら,同時に機内の気圧も徐々に落としていった。 中国四川省成都か

ら飛び立った飛行機は目的地のチベット州ラサ市のゴンガル空港へ着陸した、そこは標高３６０

０ｍの高地である。富士山より高いところに空港があるため、飛行機を降りた途端「高山病」に

かかる人があるらしい。たしかに我々の足も若干ふらつくし、頭もボ－とした感じである。 

 ここでチベットのガイド兼通訳の「セ・ジュウ」が白いタルチョを持って歓迎してくれた。 

この「セ・ジュウ」は３０歳前後の独身女性でチベット人である、英語はあまりしゃべれないが、

中国語と日本語を流ちょうに話す。チベットではラサを中心としたチベット語と広東語が主流で 

日本語や英語は殆ど通用しない。これからすべての行動は彼女の通訳で動くことになる。 

ゴンガル空港から１時間ほどでチベット州の首都「ラサ」へ着く。途中、初めてみるインダス川

の上流「ヤルツァンポ－川」や５～６０００ｍ級の山々に感嘆の声を上げながら、チベットへの

第一歩を歩き始めた。 

 ここで今回の「チベット５０００Ｋｍの旅」の

行程を記しておくと、５月８日に福岡空港から上

海経由で中国四川省「成都市」に入る。翌日早朝

に中国航空のロ－カル線で「ラサ」に入る。 

「ラサ」で高度順応をするため、３日間ほど観光

しながら滞在する。さらに東チベットのコンボ地

区にある「ナムチュバワル峰（７７８０ｍ）」を

３日がかりで見に行く。（これも高度順応の為） 

再び「ラサ」に戻り、あくる日からいよいよ西チ       ﾅﾑﾁｪﾊﾞﾜﾙ（６７８０m） 

ベット・ンガリ地方にそびえ立つ、聖なる山「カン・リンポチェ＝カイラス（６６５６ｍ）」を

めざし、日本製のトヨタ・ランド－クル－ザで４日間ほど走り続ける。カイラスでは、巡礼者に

混じって５６００ｍまで３日間の登山行動となる。カイラス巡礼の周回が終われば、チベット仏

教の遺跡「クゲ」を視察、そして今回の目的地の一つ「チョモランマ」ＢＣへの旅である。途中

「シシャバンマ」の勇姿や「ダウラギリ」「マナスル」等を遠望しながらの旅となる。チョモラ

ンマＢＣ迄は３日間の車移動である。目的のＢＣからは一路「ラサ」を目指すが余裕があれば、

チベットで一番大きい「ナムツォ－」湖を眺めに行くことにする。「ラサ」戻って休息日をとっ

たあと、成都市に移動する。ここ「成都」では三国志や杜甫の名所旧跡があり、一見の価値があ

るというので、時間があれば観光することになる。また四川省には「パンダの飼育場」もあり見

学の価値はありそうだ。福岡に帰り着くのは５月３０日、２３日間の旅は終わる。 

 「ラサ」の町はチベット人の外に漢民族が二分しており、外にネパ－ル人モンゴ－ル系の少数

民族、その他遊牧民の一部が生活する５０万都市である。ホテルやデパ－ト以外は平屋か２階建

ての民家が広がるがラサの東側がチベット人地区、西側が開発途上の漢民族地区と分かれている。 



町並みは、２階建ての洋風長屋が続き、１階が商店で２階に住居といった形である。ただしチベ

ット人地区はみすぼらしい土壁で遊牧民の名残が見られる。そして「ゴンバ」と呼ばれる僧院や

「ラカン」というお寺があちらこちらに点在し、仏教無くして町が成り立たないといっても過言

ではない。「ラサ」では「ポタラ宮殿」と言うのが有名であるが、これは世界遺産として観光地

化されているが、チベット人の永い間の指導者「ダライ・ラマ」の５世から１４世までの宮殿で

ある。中国の侵略（中国では自治区統でチベット仏教が廃止され、ダライ・ラマ１４世はインド

へ亡命を余儀なくされた、その後の文化大革命で仏教寺院は破壊されてしまった。そのためチベ

ット人は現在でも漢民族を嫌っており、生活の中で微妙な関係を形成している。我々日本人は、

漢民族より、モンゴル系の顔かたちが似通っているため、チベット人には親近感があるらしい。

その答えは、チベット一周した頃、日焼けした我々は、チベット人も間違えるほど「チベッタン」

なってしまっていた。ポタラ宮殿の西側はチベット

人の居住区でゴンバやお寺が散財する。町並みも入

り組んでおり、雑然としている、その中心に「大昭

寺」というお寺があり、チベット宗教の中心地とな

っている。「大昭寺」正確には「ジョカン」といい、

ポタラ宮殿のダライラマより歴史は古く、インド仏

教の流れを汲む、チベットには多数の宗派があるが

その中でも四大宗派として有名なものが、「ニンマ

派」「カギュ－派」「サキャ派」「ゲルク派」で七世紀

～八世紀頃インドから伝わってきたものが多い。特     ﾏﾆ車を持つﾁﾍﾞｯﾀﾝ 

に「ゲルク派」はダライ・ラマを頂点として、現代も根強く信仰されている。日本の仏教とは異

なるところが多いが日本の仏教はチベットより早く中国を介して伝わったもので、儒教の影響を

強く受けているので、同じ仏教でも形態が全く違っている。チベットの仏教はインドから直接入

ってきたものでネパ－ルと同様にインド仏教の原点というものが今なお残っている。不思議に思

ったのは、お寺はあるものの、お墓がない。チベットでは普通死亡したあとは、山の上へある「鳥

葬場」に運び、肉体は乾燥した後、石で骨もろとも砕いて「鳥」の餌として放置するのだそうだ。

人間は死んだら「仏」になりマンダラの世界へ帰依するので「魂」が抜けた人体は自然に戻すと

の考えからだ。今流行の「千の風になって」を地でいく葬儀である。お寺＝ゴンバは５世紀以後

に作られたものが殆どで、土壁や石積みをし、以外と素朴なものである。金箔があちこちに張ら

れているが中国の「文化大革命」でチベット宗教は迫害され、寺院の殆どが破壊され、金箔など

は兵士に持ち去られたそうだ。ただ宗教の聖地として「大昭寺」＝ジョカンだけは破壊を免れ、

各宗派の聖地として今なお多くの信者が訪れている。このジョカンの周りはバルコルと呼ばれ、

各宗派の聖地として巡礼者の姿が見られる、不思議なことに４大宗派の内、１つは左回り、あと

の３つは右回りでマニ車を回しながら巡礼する。またこのジョカンの一角にはイスラム教徒の姿

も見られ白い帽子が異様に感じられた。高度順応とはいえ３日間もラサ市内を観光すると、慣れ

たもので一人でも市内が歩け「人力車」にも乗ることが出来た。４日目からは、いよいよランク

ルに乗って東チベットへの移動となる。東チベットは標高が 3000m と低くなり、地形の関係か

ら雨も多く、森林に恵まれた豊かな地区で「ヤルンツァンポ＝インダス川上流」の流れに沿って

小さな部落が点在する。山の高さも 5000m～6000m 級の無名峰が林立しているところである。

その中でも７７８２ｍの「ナムツバワル峰」を見に行くことになった。このコンボ地区はチベッ



トのスイスといわれ、風向明美な景色が堪能され、砂漠のようなラサ周辺とは違ってホッとする

ところである。またインドとの国境が不明瞭な処でもあり、政治的な思惑から常に「軍人」に監

視され、写真撮影にも許可が必要であった。残念ながら目指す「ナムツバルワ」は雲に隠れ見る

ことが出来なかったが、ここでも中国の強

権的なチベット自治を感じることになっ

た。２泊３日の東チベットの旅を終え、再

びラサに戻り、いよいよ西チベット聖なる

山「カイラス」への大移動の開始である。

８人プラス運転手、ガイド含めて１４名、

テントやその他の装備を１台の車に詰め

込み、４台のランドクル－ザは一路西へ走

り出した。１日７００Ｋｍのドライブであ

る。途中大小の町や村を抜け、時には標高

5000m を越える峠を越え、1000m もある

ような谷を抜け、延々と続く砂漠を駆け抜       聖なる山 カイラス（6656m） 

ける。まさに不毛の土地をひたすらまっすぐ走る。招待所と呼ばれる田舎の旅館？どちらかとい

えば「ヤク」の糞で固めた壁に囲まれた２坪ほどの貧弱な宿に泊まりながら、３日掛けてタルチ

ェンの集落までたどり着く。ここは目指す聖なる山「カイラス」のベ－スキャンプである。中国

語では「大金」と書くが、金の延べ棒一つない。ここチベットでは有史以来「チベット語」が主

流であったが例の「文化大革命」によって、中国

の支配下となって、言語のすべてに「中国語」が

当てはめられたのだそうだ。しかも全く意味不明

の「当て字」でここで使われている「漢字」は意

味を持たない行き当たりバッタリの文字である。 

朝、目が覚めると正面に雪をかぶった「カイラス」

の山容が目に飛び込んでくる。６６５６ｍの山体

は正４角錐のきれいな山で、周りが冠雪のない５

０００ｍ級の山のため異様に目立つ美しい山であ

る。正に聖なる山の聖なる姿である。南壁にあた    ｶｲﾗｽで雇ったﾎﾟ-ﾀ ﾌﾟﾎﾄｩﾏ 18 才 

るところはお寺のシンボルである、「卍」の印が雪壁に残り、異様な感じさえ覚える。タルチェ

ンの北側を望むと７６９４ｍの「ナムナミ峰」が砂漠の向こうにそびえ立つ。このタルチェンの

町はカイラスのベ－スキャンプとして利用される小さな町であるが、産業は無く遊牧民の拠点と

もなっている。我々が宿に入ったとき、現地の人々が大勢集まってきた。言葉は解らなかったが、

どうやら「ポ－タ－」として雇ってほしいらしい。子供から女性、果ては老人までしつこく付き

まとってくる。結局は町の長老が取り仕切り、１人３日間で約８０元 （約１５００円）で１０

名のポ－タ－を雇うことになった。本来なら「ヤク」を借りてヤクの背中に乗ってカイラス一周

をする予定であったが、この時期「積雪」がありヤクが使えないとのことで、徒歩での登山とな

る。カイラス巡礼については、河口慧海を忘れてはならない。１００年ほど前インドからネパ－

ルを越えてチベット入りした河口慧海は日本を出てから、中国人僧侶としてチベット教典を求め

てカイラスを初めとして巡礼の旅を続けている。そしてラサの町では、日本人として初めてダラ



イ・ラマの拝謁をした人物であった。彼の足跡を辿りながら、この広大なチベットの土地に思い

を馳せるカイラス巡礼であった。ここで一つのアクシデントが発生、同行の一人が高度順応の不

備から眼底出血をおこしてしまった。協議の結果カイラス一周は断念し、リ－ダ－とＴＣは急遽

ラサへ戻り病院へ入ることになった。第一キャンプ地でせめて５６００ｍのドルマ・ラ（峠）ま

で行くグル－プと体調不調の数名で分かれて行動することになった。たまたま「カイラス」は雲

に隠れてしまい、観念することに異議はなかった。あくる日、ＢＣまで下って今後の予定変更の

協議をし、結局ラサへ戻る３名とグゲ遺跡の視察グル－プに分かれ、４日後チョモランマＢＣ近

くの村テンリ－で再会する事で、２班に分かれての行動となった。８月１９日カイラス一周を諦

め、再び広いＵ字谷左岸を下る。途中７００ｍもあろうかと思われる滝がありその水流は滝壺ま

で届いてなくて下半分は霧状になって虹を作っている。やはりここは巡礼の聖地であろう、登山

路にはその信者が「五体投地」のお祈りをしながら、カイラスへ向かっている。再びタルチェン

に戻った我々は、ここで治療にラサまで戻る３名と別れ、チョモランマを目指して、車上の人と

なる。ナムナニ峰を背に草木１本もない砂漠の直線道路を走ること３時間突然チベットガゼルの

大群に出会う、非常に臆病なガゼルは我々が近づくと、一目散に逃げ出してしまう。写真撮影が

難しい。その後チベットオオカミも見ることが出来た。この不毛の土地で見る自然の動物たちだ。

「チョコ・ラ」（5020m）と言うお菓子の名前のような峠にさしかかると、目の前はグランドキ

ャニオンを思わせる段丘が広がっている。チベットで「土林」と呼ばれている浸食地形である。

そのスケ－ルが馬鹿でかい。500m～1000m あろうかと思われるその渓谷を４時間掛けて走り抜

けると、標高３７６０ｍにある「グゲ遺跡」へとたどり着く。ネパ－ル式８００年の扉、歴史の

厚みを感じる。しかしここでも文化大革命の傷跡が残り、壊された仏像、壁画が痛々しい。この

「グゲ遺跡」は年間１００名ほどの観覧者しかいないそうだ。日本人はとても珍しく案内の村長

さんは大歓迎をしてくれた。このグゲ遺跡の外にもう一泊して「ドゥンガル遺跡」を見に行くこ

とにした。ここで先行した１号車の班とはぐれてしまい、我々はとんでもない処まできてしまっ

た。標高 4300ｍの大高原、運転手もガイドも知らない処らしい。しかし景観はとてもすばらし

く、地平線の彼方に雪をかぶった山脈が見える。どうやら「チベット」の最西端近くらしい、わ

かりにくい現地の地図を広げてみると遠くに見える山脈は「カラコルム山脈」らしい。その一つ

にひときわ高い山が「Ｋ２」みたいだ。間違いなければ、思いがけない副産物だ。 

 ２泊３日の遺跡巡りも終え、いよいよ「チョモランマ」への最終行程である。再びタルチェン

に戻り、今度はまわりをユックリと見物しながらのドライブとなったが、景観の良いところは、

必ず「入園料」をとられてしまう、変哲もない湖

「マナサワ－ル湖」では一人８０元（約 1500 円）

もぼられてしまった。少し遠くではあるが、「マ

ナスル」や「アンナプルナ」峰が遠望できる。い

よいよ、憧れのヒマラヤに来たんだなと、感慨深

くなる。チョモランマの入山基地「ティンリ－」

の町まで２泊を要し、途中の渓谷では谷底へ転落

したジ－プやトラックを見、徐々に近づく「ヒマ

ラヤ山脈」に目を奪われながら、先へと進む。そ        ｼｼｬﾊﾟﾝﾏ（8012m） 

してマラ峠（4765m）を越えたとき、正面に三角錐の尖った頂上を持つ「シシャパンマ」（8012m）

の勇姿が飛び込んできた。赤茶けた高原の大地の上に、真っ白な雪をかぶり、雄々しくも気高く



美しい山容を見せてくれる。シシャパンマのＢＣは山体の西側にある、今回、残念ながらそこま

では行けなかったが、ヒマラヤの懐まで来たのだなぁと感慨にふける。テンリ－の招待所でラサ

まで治療に行っていた３名と合流し、

久しぶりのそしてささやかな晩餐会を

催した。明日はいよいよ世界最高峰の

「チョモランマ」（８８５０ｍ）との面

会である。テンリ－の宿を午前８時に

出発、天気は上々である、早くチョモ

ランマを見たい気持ちがはやる、近道

の 5010m の峠越えを提案し、その細

い山道を走ることになった。峠越えを

２～３回繰り返し約２時間で、やっと

目標が見えてきた。紺碧の空にきれい      ﾁﾍﾞｯﾄ側ＢＣからのﾁｮﾓﾗﾝﾏ（8850m）] 

な三角形の山、「チョモランマ」だ。ロ 

ンボク川沿いに奥へと進む、チョモランマが段々と大きくなっていく。タルチョがたなびくロン

ボク寺まで来ると正面にチョモランマしか見えない。さらに進むと、チベット側のチョモランマ

ＢＣがある。今回のトレッキングはここまでで、広い河原には、現在測量基地があり、中国人技

師が毎日天候やその他の状況を調べている。これは２００８年の北京オリンピックのため聖火を

チョモランマから運ぶため、その道路や気象状況を調査しているのだそうだ。そのため今回は先

まで入ることが出来ない。ＢＣはチベット人の行商人が粗末なテントを立て、土産品特に化石な

どを売りつけてくる。５２００ｍの山奥とは信じられない状況である。今回はよほど運が良かっ

たのか、またまた普段の行為が良かったのか、雲一つないすばらしい天気で最高の眺めである。

後日、ある知人の話を聞いてみると「２０日間」ここで待機をしていたが、全くチョモランマの

全容を見ることが出来なかったとのこと。我々はすごくついていたのである。このままここに滞

在をしたかったが、予定が詰まり、半日ほどで引き返すことになったが、涙が出るほど感激をし、

後ろ髪を引かれる思いでＢＣを後にした。実ははじめ、このチョモランマＢＣの予定は無かった

のであったが、無理矢理このコ－スをお願いし最後の日程をづらし実行されたのであった。ちな

みにこのオプションは２泊３日で日本円にして９００００円であったが、その金額だけのことは

あったと皆喜んだ。ロンボク寺を後にして、５１２０ｍのギャウラという峠から後ろを振り向け

ば、左からマカ－ル・ロ－ツェ・チョモランマ・プモリ・ギャチュンカン・チョオユ－の山々が

連なっている。これで８０００ｍ級の世界の屋根を見たことになる。この後、３日かけてラサへ

戻ることになるが、せっかくならということで、チベット地区最大の淡水湖ナムツォ（ツォとは

湖の意）へ立ち寄ることになった。５月２６日ラサに戻ってきて１日の休養をとって翌２８日に

ゴンガル空港から、チベットを後にした。国際線の都合で成都では１日時間がとれたので、成都

近郊の蛾眉山（3070m）に行くこととなった。なんと頂上まで車とロ－プウェイで行けるのであ

る。成都では「杜甫」居住地や三国志の博物館等を見学、ここはもう観光地である。チベット仏

教とは違った儒教の世界であった。 異国での最後の晩餐をすませ、３０日には再び国際線の機

上の人となり、福岡空港へ降り立った。長かった２３日間無事に空港ロビ－に出たときは、日本

は豊かであることを実感し、日本のビ－ルに喉がふるえた。 

 



平成 18 年九州自然歩道天草ルートを歩く 

                               10240 長 田 光 義 

 雲仙天草国立公園自然保護官から「九州自然歩道天草ルートはどのように利用されています

か」という問いかけがあったのは平成 18 年のことであるが、すぐには返答に窮した。たしかに

倉岳や天草観海アルプスなどは普段から登っていたがそれ以外のルートはほとんど歩いていな

かったからだ。そこで「九州自然歩道を歩こう」というプロゼクト名で天草ルートの全線を 12

区間に分けて歩く計画を進めた。 

最初に「倉岳天草市誕生記念登山」を平成 18 年 4 月 30 日 16 名の参加を得てカヤツ丸から矢

筈嶽(626m)に登り天草最高峰の倉岳(682m)まで歩いた。朝の内は風霧だったがしだいに天候も

回復しツクシショウジョウバカマ、チゴユリなどの植物を観察しながら素晴らしい景観を楽しんだ。 

2 回目、6 月 4 日 7 名で大作山林道から観海アルプスの最高峰念珠嶽(503m)を往復する。念珠

嶽の山腹登山道にはシライトソウが満開で甘酸っぱい匂いが漂っていた。 

3 回目、7 月 16 日 6 名で鬼池港から茂木根まで歩く。このコースは国道 324 号線に沿った単調

な歩きになる為寄道をして憩峠を越えて鬼の城公園に至り御領を経由して茂木根海岸に到着し

た。北に有明海を隔てて雲仙普賢岳を望む。夏の強い日差しの中を長時間の歩きで相当に疲れた。 

4 回目、9 月 24 日 9 名で二弁当峠(にべっとう)から高地湿原を観察して白嶽(373m)、つわ岳

(320m)を通り牟田峠までの観海アルプスコースを歩く。 

5 回目、10 月 22 日 9 名で牟田峠から金比羅山(258m)

に登り茶屋峠を通り高舞登山(116m)へ至り、海岸へ降り

て松島港まで歩く。 

6 回目、平成 19 年 4 月 1 日 8 名が参加し倉岳支所主催 

の倉岳ウォークラリー行事に便乗して棚底から倉岳へ 

向かうが雷雨の為中止になり山頂まで登れなかった。 

7 回目、5 月 20 日 4 名で二弁当峠を通り大谷林道登山 

口から念珠嶽に登る。ソクシンラン、トンボソウ、シ

ライトソウが咲き始め樹林に囲まれた好ルートであった。 

8 回目、7 月 22 日 8 名で本渡瀬戸歩道橋を出発し、寄道をして松原山に登る。ここから本渡

瀬戸と本渡市街が一望される。焼野開拓上小手で広域農道に出て竜の口から栖本刺神社まで里山

の田園風景を楽しむ。 

 9 回目、9 月 24 日 16 名で松島港から天草五号橋、四号橋、三号橋を通り天草ビジターセンタ

ーまで歩く。寄道をして永浦島でハクセンシオマネキを観察し樋合島海水浴場から干潮時に高杢

島(138m)へ渡る。鳥居をくぐり石段と山道を登り山頂に金毘羅宮が祀られる。ここから観海アル

プスの眺望が素晴らしい。 

まだ未踏査の区間は、①茂木根から本渡瀬戸まで。②倉岳支所から龍ヶ嶽まで。③天草 VC か

ら江樋戸まで。④江樋戸から天草一号橋を経て三角支所までの 4 コースになった。 

九州自然歩道は昭和 53 年に開通してから 30 年が経過し、ルートは国道など車道を歩くもの、

里山や山岳地帯など変化に富み改めてその景観の素晴らしさに魅せられた。 

 



極北の桃源郷・グリーンランド 

束の間の夏に学んだこと 

                                  ８１９０  工 藤 文 昭 

 先日、日本山岳会支部長会が上高地山岳研究所で行われた。その席で、今年度からＪＡＣ副会

長に就任された神崎忠男さんにご高説を承った。神崎さんと言えば､日本山岳界の重鎮で、エヴ

ェレストをはじめ数多い海外遠征と，国際山岳連盟やアジア山岳連盟の役職にもあり，国際的に

も活躍されておられる方である。その神崎さんが，「今までの自分の遠征の中で，一番印象に残

っているのはグリーンランド遠征である」というお話を聞いた。グリーンランドといえば，10

世紀の終頃に，スカンジナ人により発見されて以来，移住する者や，探検する者も多かったが，

日本人の探検記録はほとんど見あたらない極地である。そのグリーンランドに日本大学隊が、

1965 年から３次にわたり日本人初の遠征隊を出し、同島第２位の高峰Ｍｔ．フォーレル（３３

６０ｍ）、その他の数峰の登頂や、犬橇によるグリーンランド横断の成功など、偉大な業績を残

された遠征隊のメンバーである。上高地に持参されていたパソコンにも、遠征記録が保存されて

いて、見渡す限り純白の氷雪に覆われたグリーンランド内部の美しく、荘厳さは素晴らしい映像

であった。その当時、日本大学山岳部の顧問をしておられた中原万次郎教授に、あの極限の景色

を見ていただきたいという思いから、第１次隊の隊長を務められた宮原巍氏（現ヒマラヤ観光開

発・エヴェレスト・ビュー・ホテル社長）がリーダーとなり、中原教授を案内してのグリーンラ

ンド遠征が企画されていた。ところが、宮原氏がカトマンズでの新たなホテル建設の準備で行け

なくなり、私に誘いがかかったのが１９７６年６月中頃だった。当時私は、ヨーロッパ・アルプ

ス、ネパールヒマラヤ、アフリカの山を登り、各大陸の人々の生活、気候風土、植生等の違いに

興味が湧き始め、既に「六大陸の山を登る」という明確な目標を据えていた。４つ目の大陸とし

て北米のカナディアン・ロッキーに遠征すべく、ほとんど準備も終わっていた頃だったが、滅多

に行ける地域でもないし、カナダは何の躊躇いもなく延期し、参加を即決した。もうあれから３

０年も経過するのに、神崎副会長同様、私の２４回の海外遠征の中でも最も印象深く、今も忘れ

ることはない。その島での約１ヶ月の生活の中で学んだことは、今も私の中にかなり生き続け､

私を支えてくれている。 

 ［グリーンランドとは］ 

 この島は現在デンマーク領で、面積は我が国の約６倍、島の８６％が氷で覆われた世界最大の

島である。内陸部の氷の厚さは 3 千米を越えるところもあり、無数の氷河となって海に流れ出て、

複雑なフィヨルドをつくっている。西海岸は起伏も少なく温暖で、18 世紀以来、ヨーロッパ人

により開発され、今ではすっかり観光地化され、大型ジェット機が周 3 便、コペンハーゲンから

この島の玄関口、サンドレ・ストローム・フィヨルドまで飛んでいる。 

 一方、東海岸は千～二千米級の山が連なり、常に北極圏から流れ出る巨大な流氷に浸食されて

断崖をなし､氷に削られた山は鋭峰となって、どんよりとした鏡のような海面に浮かんでいると

いった秘境の地である。当時の島の人口は約 5 万人､その内の 5 千人が東海岸の厳しい自然の中

で生活している。東海岸でイヌイットが発見されたのが 19 世紀末のことで､未だイヌイット独特

の伝統が息づいている地でもある。私達の計画は、この東海岸線の山を目指していたのだが、日

本人でこの地域に入ったのが日大隊と､植村直己氏くらいで、その資料とてあまり入手できず､ほ

とんど現地の状況を把握できないまま東京を後にしたのが 7 月 20 日、アンカレッジ、ブリュッ



セルを経由してグリーンランドの入り口、コペンハーゲンに着いたのは翌日の昼頃だった。         

 コペンハーゲンで早速航空会社を訪ねて、その後の座席予約を確認したが、東京では全行程予

約出来ていたのに、東海岸からの帰りの便で 1 名分ウエイティングになっていることが判明した。

東海岸への空路は夏の 2 ヶ月のみ飛ぶだけで、その年の最終便で帰ることにしていたのだが、キ

ャンセル待ちで入るにはあまりに危険すぎる。それから 3 日間、毎日航空会社に座り込んで交渉、

その粘りの甲斐あって、やっと全員分が確保できた。 

 東京で紹介状をいただいたデンマーク山岳会会長と食事をしながら、クリーンランドの山につ

いてアドバイスを受ける。氷河で削られた山は相当に手強いそうである。我々はこのコペンハー

ゲンで山の装備を調達するつもりだったが、山がないデンマークでは登攀用具などなく、これが

後で悔やまれることになった。イヌイットの通訳にと､当地の大学生ニータという女学生を同行、

彼女の案内で食料品、炊事用具等を整え、いよいよグリーンランドに向け出発する。4 時間の飛

行で西海岸のサンドレ・ストローム・フィヨルドに着く。厚い雲が垂れ込め、いかにも荒涼とし

た感じの地だった。空港ターミナルとホテルが一つ､滑走路の向こうには米軍の施設があるだけ。

このあたりの雪は解けていたが、すぐ前の山間には氷雪が光っている。「えらいところに来たぞ」

というのが第一印象だった。 

 翌日東海岸へ飛ぶ予定であったが、突然今日に変更するという。周一便しかないのに、こうも

簡単に変更されてしまうことにあきれてしまう。相当に老朽化した中型機が、ありったけの力を

振り絞って東海岸への横断にかかる。わりと低空飛行をするので、氷床の状態がよく観察できる。

大氷原の果てしなく広がる光景にも驚愕するが､所々融水によって出来た氷河湖は華やかな紺碧

色をして綺麗だ。眩しい氷床の上に時折出てくる鋭峰はヨーロッパの山に似ていて､このあたり

をスイスアルプスと命名されているのも頷ける。約 2 時間で東海岸唯一の空港，クルスークにつ

く。米軍レーダー基地の補給用空港だが，砂利の滑走路にプレハブの小屋が 1 棟あるだけだった。

そこからヘリをチャーターして，東海岸最大の町アンマサリックに移動する。この町唯一のホテ

ルの主、ケリー氏の計らいで，学校の寄宿舎の一部屋を借用してもらい，ひとまずここに落ち着

く。この町の人口は 900 人、デンマーク政府がイヌイット人保護のためにつくった町で、学校、

病院から火力発電所まで様々な施設が整っていた。イヌイットは氷の家に住み，生肉を食べる人

達と，ここに来るまで思い込んでいたが，プレハブの家に住み，それに町中給湯設備まである文

化的な生活がそこにはあった。極寒地と思い，物々しい厳冬期のいでたちで乗り込んだのが,日

中は 10 度を超え、夜も 0 度止まり、海岸線は雪も解け、その後に原色の花々が咲き競っている。

私の勉強不足もあるが、聞くと見るとでは大違い。やはり自分の目と足で確かめることの大切さ

を実感した。当地では食料調達もできないものとコペンハーゲンで大量に買い込み、高い運賃を

払い持ち込んだのだが，夏の間は２千トン級の貨物船が物資を満載して本国から来るし、みずみ

ずしい野菜まで買えるのである。しかも、物品税も免除されていて、はるばる幅百キロにも及ぶ

流氷帯を乗り越えてきても，デンマーク本国より物価は安すいのにはがっかりした。 

 ［北極圏を目指して北上］ 

 アンマサリックでの初めの３日間は周辺の散策に当てる。近くの低山に出掛けたが，なだらか

に思えた稜線も取り付いてみると風化が激しく、不安定な岩登りを強いられた。ワン・ピッチの

フィックスをして，山頂に抜けると、すぐ眼下に外洋が広がり，見渡す限り流氷に埋め尽くされ、

西日に輝いている。明日からいよいよ６６度３０分の北極圏を目指して北上するのだが、チャー

ターしている２０ｔ足らずの船で，あの海を乗り切れるのか心配になってくる。独りでもう一つ



の無名峰を登ったが、岩はぼろぼろ、微妙なバランスを保持しながら，やっとの事で登頂できた。 

 翌朝早く海岸に行くと，船長と機関士の２人が待っていてくれた。２週間分の食糧と装備を積

み終えると，船は白夜の海に走り出す。通訳に同行したニータも，２人がイヌイット語しか話せ

ずお手上げである。外洋に出ると高さ１００米、幅３００米もあろうかという流氷が行く手を阻

む。我々が目指していたグスタグホルム岬を越え、更に北上すことは不可能のようである。機関

士はマストに登り，流氷の状況を船長に合図しつつ進路を定める。時折、水面下の流氷に触れて

ショックを受けたり，船長が走る船から海鳥を射撃して撃ち落す、凄い腕前を披露したりと、ス

リル満点の航海だった。流氷の状況があまりに悪く，外洋の航海を断念して，近くのフィヨルド

の最奥まで進み，日本人未踏の地に上陸し、小さな氷河湖の近くにベースキャンプを設定する。

船が帰るといよいよ我々だけの，人間の世界から隔絶された生活となる。背後には，大きな２つ

の懸垂氷河をもった 2 千米級の先鋭峰が覆い被さり，我々を圧倒する。海には 2 本の氷河が流れ

出て、出来たての流氷が目の前を外洋に流れ出る。海猫の鳴き声と，氷河の先端が崩れ落ちるけ

たたましい爆発音以外は、全く無音の世界である。芝生に横になり，目を閉じると，地底に沈ん

でいくような静寂さを感ぜずにはいられなかった。 

 ［秘境での生活］ 

 現役バリバリの画家、文化勲章を綬章されたカメラマン、大学教授、医師など多彩なメンバー

で編成された遠征隊だったが，それから 2 週間は氷河に出掛けたり，山登り、釣りなど皆思い思

いに満ち足りた日々を過ごした。私は山登りに出掛けたが，氷河でツルツルに磨かれた岩を登る

には，余りに装備不足で危険すぎた。結局登れたのは 3 峰だけで，その他は引き返すほか無かっ

た。山が登れなくなると，釣りに出掛けた。現地で入手したルアーを使ったが，釣りの下手な私

でも，見たこともない珍魚がよく釣れた。8 月も中旬になると白夜も終わり、短い夜が来るよう

になるとオーロラも見られるようになった。それはバレーのプリマドンナが、ライトを浴びて，

右に左に，強く柔らかに舞うように見えた。皆、寒気の中で無言のまま，茫然と天の一角を流れ

るオーロラを見続けた。この頃から天候も不安定になり，昨日までふわふわしたツンドラの草地

に咲いていた花たちも枯れ始めた。もう確実に冬に向かっているようである。  

 ［再びアンマサリックへ］ 

 2 週間後には迎えに来ると約束していたのに，迎えの船は一向に現れない。2 日経ち，3 日が

過ぎても来ないが，連絡の方法とて無く、ただ待つより他にない。幸いに食糧はまだ十分にあっ

たが，帰りの飛行機の都合もあり何とも落ち着かない毎日だった。4 日目になり２艘の小さなボ

ートが近づいて来て「乗りなさい」とでも言っているようである。少し苛ついていたこともあり，

行き先もわからず乗り込むと，４時間程走った後、１０軒ほどのイヌイットの集落に着いて，村

中総出の出迎えを受けた。外界との接触が少ない彼らにとって，始めて見る親戚のような顔をし

た我々は，ただただ珍しいのであろう。上陸すると大きな円をつくり，遠巻きに我々の一挙一動

を無言のまま眺めている。そのうちに円は段々と小さくなり，次にはお尻や肩などを撫でたりす

る。しかし、いくら時が過ぎても散らばる様子もなく，村の向かいにある島に移り、テントを設

営した。しかし、その努力も無駄なことがすぐにわかった。彼らもまた、村中で押しかけて来て、

夜中の僅かな日没まで監視付きの時を過ごした。翌日、何とか話が通じてボート２艘をチャータ

ーして、１２０キロの流氷帯を走りきり，無事アンマサリックに帰還できた。後で聞くと，流氷

の状態が悪く，吃水線の深い船では航行できず，途中で引き返し，代わりにボートを差し向けた

とのことであった。そうとは知らない我々は，身の細る思いの６日間だった。 



 ［イヌイットの生活］ 

 それからは，イヌイットの家をよく訪ねた。体つき、顔つきがそっくりで，お互いに遠い祖先

に血の繋がりがあることを何となく感じるのか，どの家族からも歓待された。十畳一間のプレハ

ブの中央には，大きな石油ストーブが真っ赤に燃え、部屋の隅には冷蔵庫まで据えている家もあ

った。食糧にしても，稼いだ金にしても蓄えることを知らない彼らに，どうして冷蔵庫がいるの

か不思議でならなかった。ナショナルのラジオからハワイアンが流れていたが、こんな秘境まで

日本の製品が流通していることに驚いた。各家庭にには鍋も１～２しかなく、１時間もかけて煮

たアザラシの肉はパサパサして味もないが，彼らは器用にナイフを使って口に運ぶ。家族そろっ

ての食事もなく，皆食べたい時に適当に食べている。ただ、酒になると，日頃余り共同体意識が

薄く，個人主義者の多い彼等も皆集まり、２日も３日も呑み続ける。金曜日は，一週間分の稼ぎ

が,商人から支払われ,その日は誰も猟に出掛けることもせず、あちこちで酒宴が始まる。そうす

ると決まって喧嘩が始まり、そこらに無造作に立てかけてある銃にいつ手がかかりはせぬかと気

が気でならなかった。老若男女を問わずたしなむ酒で、アル中になる者も当然出てくる。何やら

訳のわからぬことをわめきながら、すぐ絡んでくる。こういう者には、彼等も余り近付かなかっ

た。東海岸に酒が入ったのが１９６０年頃で、そう古いことではない。飲み始めはビールだが、

段々と焼酎みたいなアクアビックという強い酒に移り、デンマーク本国から船が来なくなる冬に

なり、酒の入手が出来なくなると、アルコールランプの燃料まで飲んでしまう者もいるという。

終わりには、安っぽいオーデコロンやローションにまで手を出すらしい。以前は金曜日だけ酒類

の販売をしたそうだが、今は際限なく与えられている。ブレーキのきかないイヌイットが、酒で

心身を破壊している現状を、デンマーク政府はどんな思いで眺めているのだろう。グリーンラン

ド人は徹底してデンマーク人嫌いで、デンマークからの独立を強く希望している。そんなことで、

同行の通訳ニータは島では嫌われ者だった。このこと考えると酒の問題も、政策的問題なのかと

疑いたくもなった。 

 ［グリーンランドの教育について］ 

 グリーンランドの集落は猟域の関係で１００人前後の小さな処がほとんどだが、アンマサリク

みたいな９００人もの町をつくったのも教育のためである。７才から１５才までを義務教育とし

ているが、ほとんど寮生活で、プレハブの長屋で何不自由なく学んでいた。しかし、デンマーク

語、西グリーンランド語の授業が主で、あまり知的な面に偏りすぎていて、彼等の祖先が数百年

も厳しい環境の中で培ってきた生活の知恵みたいなものは忘れられているようだった。幾度か教

室をのぞいたが欠席者が多く、デンマーク人の先生が家庭訪問をしても、自由放任の彼等の社会

では親も子供に関しては、全く無関心でどうにもなら様だった。それでもまじめに勉強して好成

績を上げると、デンマーク本国に送られ、更に高度な学問に取り組む者もいる。帰りの飛行機の

中で本国の高校に向かう若者と同席したが、確かに勉学の意欲に燃えていた。ただ、卒業後本国

では職もなく、結局また、生まれ故郷のグリーンランドに帰らざるを得ない者が多いらしい。そ

れまで国の援助で過保護みたいに育てられた彼等が、はたして厳しい極地で自立できるのであろ

うか。アル中の若者の中には、酒の力をかりて、それまでの努力の空しさを忘れる以外にない者

もいたはずだ。 

 

 

 



〔グリーンランドで学んだこと〕 

 ８月も下旬になると雨や雪の日が多くなった。 

明日は西海岸に飛ぶ日なのに、この雪では飛行機 

が来そうにもない。結局３日目にやっと飛んでき 

てくれたが、その便がその年の最終便だっただけ 

に「もう今年は来ないのではないか」と、それぞ 

れに気を揉んだ。自由業の人の中には「それもい 

いね」なんて言う者もいたが、公務員の私は、首 

がかかるだけに特に心配した。しかし、極地最後 

の夜に見たオーロラはこの旅を終わるにふさわしい絢爛豪華なものだった。その後は順調に飛行

機を乗り継いで８月末に帰国した。グリーンランドと日本の時差が１２時間、夜と昼が完全に逆

転して、昼は眠くてたまらないのだが、帰国した翌日から出勤で休養も取れず、又、夜は目が爛々

と輝き気が狂いそうだった。ついに２週間後に発熱して、それから２０日間４０度の熱に悩まさ

れた。病院で種々の検査を受けたがついに原因はわからずじまい。１ヶ月の病床の中で極北の旅

を振り返っていると様々なことが考えさせられた。ある日、石油コンロが故障してしまい、一応

修理はしてみたものの駄目で、テントのそばに捨てていた。それを近くにいたイヌイットが持ち

帰ったが、３日程して、ちゃんと修理して持ってきてくれた。たいした工具もない彼はどうやっ

てネジを解き、それまで見たこともない構造をどう理解し、どう修理したのか不思議でならなか

った。文明の進んだ社会では直すよりも、買い換えた方がかえって安くつく場合も多い。なまじ

物をいつでも買えるところに暮らす人間は、段々と考えることをしなくなり、いつの間にか創意

工夫の心と力を失っているのではなかろうか。このグリーンランドの東海岸には何もないだけに、

それぞれに工夫する努力と腕前を皆持っている。私たちが今失いつつある粘り強い精神も。そん

な中にも文明の力といわれる様々な物が入りつつあった。この地にテレビが入り、活字が読まれ

るようになったときには視力が３とか４以上もある猟の出来る目をなくし、獲物もへり、必然的

に彼等の生活様式も変えねばならなくなるだろう。しかし、１年の大半続く極寒の地に何の仕事

があるだろうか。文明とは世界同一のものでなくともいいはずだ。自然を大切にしながら、その

地域、地域で先祖代々受け継がれてきた、その地に生きる知恵や術を護りながら、平穏に暮らせ

ることが幸せと感じる人も多いはずだ。私には彼等の生活が決して遅れているとは思えなかった。

ただ我々が熱心に取り入れてきた西洋的技術文明とは本質的に異なった文明の世界に住んでい

るにすぎないのではなかろうか思えた。我々の現在の生活は、文明の恩恵を大きく受けつつも、

逆に、物心両面で大きなものを失くしている。今、我々文明の進んだ国の人々の生き方が、地球

環境を変え、地球温暖化は年ごとに加速している。ヒマラヤを初め、その他の山岳氷河の後退は

年毎に顕著になり、両極の氷も減少している。何時になっても忘れ得ぬグリーンランドも、我々

と同じ道を辿っているのだろうか。一度体験した豊かな生活を、質素な生活に変えることはなか

なか難しい。しかし、今後確実に進行する地球温暖化の中での苦労より、少しでも昔の生活に還

る苦労の方が、間違いなく人類生存への道に繋がると思える。自然に優しく、自然に守られて、

平穏に慎ましく生きることの幸せは、グリーンランドが私に教えてくれたこと。もう、余りに古

い記録だが、３０年前に体験したことを今ここに辿ったのも、今こそ、あの頃の生き方が求めら

れていることを強く認識するためでもあった。私は、すこしづつでも引き返したい。 



５０周年を迎えて『会員からのメッセ－ジ』 

  

      ８１９０ 工 藤 文 昭 

 我ながら良くも一筋に山を志したものだ。夢多き高校時代の様々な夢の百花繚乱の中から、山

の魅力に惹かれ，山の虜になったのが高校２年の頃だった。あれから５０年、ある時は山に入り

沈思の境を求め、自分の気力、体力の限界を知らんとし，山の荘厳さに浸り、また幾多の岳友を

得て、そこからこの世に生きる無限の力を得た。日本、世界各地の山々を訪ねる中で授かった数々

の尊い教えが私の生き方の原点になり，無限に続く。山こそ我が人生の師であり、生命の源であ

る。 

     

１３８４５ 加 藤   明 

 山登りのたのしみって何だろうなあ？早起きして弁当つくってバスに揺られていざ登山口、考

える暇もない、ブツブツ言いながらも又来てしまう、何か魅せるところがあるのかも。 

道ばたで見る花、清流、遠くに重なる山並み、その時々は感動で胸いっぱいにしてくれるのです

が、体力が劣るせいか感動が持続しない。私の想うところは家に帰って足の痛みか取れる頃 焼

酎を一杯ひっかけてボ－となってこれまでの事を思い出すのが好きです。 

 花、山、川、「こんにちは」「ナマステ」「アンニョンハセヨ」等思い出しながら眠りにつきま

す、これが一番の山登りの癒しの効果のように思えます。 

 

    ８４１１ 松 本 莞 爾 

熊本支部が設立された時期は、まだ登山の経験がない１６歳の頃でした。丁度、高校を卒業す

る頃同級生と霧島の韓国岳に行った記憶があり、それが私の登山の始まりだったと思う。支部の

設立のあくる年の事である。２０歳頃から民間の登山グル－プに参加し、ガムシャラに岩や冬山

に登ったことが走馬燈のように思い出される。教職に就いてからは、いきなり指導者として生徒

を山に連れて行き、戸惑いの連続であった。それからは、教科の仕事より登山部の活動に熱が入

り、校長から「登山部の顧問として、雇った覚えはないぞ」叱咤されたこともあった。しかし、

私の山登り歴史は、高校登山部と共にあり、４０年間が流れた。おかげで全国の山を登ることが

出来たし、全国に多くの知人も出来た、これが何よりも財産となり、シニアになっても交流が続

いているのが今後の生き甲斐ともなっている。 

 

                １００８０ 廣 永 峻 一 

 昭和６２年川端先生から「先生は入るべきだ、日本山岳会といえば格好も良いよ」と言われて

入会して２０年、信州でも保科文人に入会を勧められたが熊本に帰るからと断った。この頃は山

岳部の指導をしながら花の写真を撮りに廻る日々であった。この年はお墓も家も新築した。６３

年静岡へ単身赴任、密かに南アルプスを心に入れた。赴任先の山岳部と夏の南アルプスへも同行、

富士山も家族全員で山頂に立ち６回登った。現在４年目のサンデー毎日を迎え山三昧の日々を楽

しんでいる。 

 

 



   ９３２８ 川 端 浩 文 

 １９８３年（昭和５８年）日本山岳会に入会して早々､熊本支部は３０周年を迎えていた。南

阿蘇の国民休暇村で記念行事が行われた。入会してすぐのことで途方に暮れたことを思い出す。

あれからもう２０年過ぎ、今年は５０周年を迎えることになった。支部には紆余曲折があったか

も知れないが、何よりも今日までの支部の諸活動は歴代支部長の努力はもとより会員諸氏の努力

のお陰である。おめでとう。 

 

                            ９６４９ 鶴 田 佐 和 子 

 小、中、高校と父の転勤で転校ばかりして同窓会に縁のない私に、山岳会は山仲間の同窓会の

ようなものだ。毎年の支部懇談会には毎回参加している。そこで出会った人々といろいろな山で

会う。平成１８年の熊本支部懇談会には首都圏のＫさん、Ｎさん、関西のＮさんが来熊。１００

周年の九州大会でも関西のＮさんは来て、２回とも我が家に泊まった。東京大会では、この他の

沢山の人々にあってとても楽しかった。山岳会は今も私の楽しい同窓会である。 

 

１４３１０ 池 田 清 志 

 これまでの私の登山を一言で言いますと「高校山岳部員との登山」になります。 

高校の教員として教壇に立って、満３０年になります。勤務した学校のすべてに幸か不幸か山岳

部があり、３０年間、一貫して山岳部顧問として登山活動に携わって来ました。昨年、日本山岳

会への入会を勧められ、入会しました。これは一つには熊本支部事務局長のお子さんが高校入学

後、山岳部に入部してくれましたのが一つの因縁となってのことかと思っています。私の家内と

共に入会致しましたので今後は、色合いが少し変わった登山ができることを期待しております。 

 

                              ８６０５ 門 脇 愛 子                  

 “山こそ命”と思った時代がありました。今でも変わりありませんが、若いときと違い、登る

こと、頂上に立つことではなく、眺め、想い出としてやはり最高です。 

山に登るために働き、健康に留意し、不義理もして、すべて「山行中心の人生」でした。皆にも

「山が恋人････・？」と笑われていましたが、私にとって山はそれほどに魅力に満ちあふれたも

のでした。初めての富士山頂での感激、初めての久住登山での「本当に無になる心境」等が忘れ

られないものになりました。山の自然の素晴らしさはもとより、人とのつながり、そして交わり

が何にも代え難い宝物でです。これからもこの宝物を大切にし、さらに山登りを続けたいと思い

ます。 

 

                        １４３０８ 木 曽 萬 喜 治    

２０才代の一時時期に「より高く、より困難な山を！！」を目標にひたすらがむしゃらに登って

きた。その後、結婚し仕事が優先となり山へ行きたいとの想いはあれ、何時しか２０歳代の様に

は出来なくなってきた。５０歳代のある時期、仕事の関係で長野・信州へ行った際、白く輝く北

アルプスの山々を見た時、また山へ行きたいと気持ちが強くなり、再チャレンジの動機となった。

それからは北アルプスを中心に毎年数回、山に入ってきたが若い時に行った山での記憶を思い返

せなく、ルートも思いだせない始末だ。多分、あの時は重いザックを担ぎ、廻りの景色を見る余         

裕もなく、ひたすら下(登山道)を見て登るだけの苦しい合宿だったと思っている。 



改めて以前に登った山・山の記憶を取り戻そうと今は北アルプスの山々を結ぶルート（縦走）

の完遂を目標に通っている。その中で諸先輩の紹介で日本山岳会に入会し、支部活動もしていな

い私をヒマラヤへ暖かく送り出して頂き感謝をしている。 

これからは熊本支部５０周年を迎え支部仲間との交流を図り、支部活動を通じてお返しをして

いきたいと思っている。また、山仲間との出会いや雄大な景色、高山植物の出会いを楽しみに一

歩・一歩を大切にして今後も山登りを続けたいと思う。 

 

１１５３８ 丸 尾 龍 一 

 私の山へ行く事の楽しみは、自分の足で登って初めてみる事の出来る雄大な眺め、四季折々の

景色、そこでしか見ることの出来ない草や木々の花々、汗を流し登り木陰で休んでいるときの涼

しい風、小鳥の鳴き声など、これは行った人だけに与えられる、この自然が好きで今まで続けて

きました。これからも日本山岳会の皆さんと一緒させて頂き、これからの人生を、より趣深いも

のにしたいとおもいます。 

 

５１２０ 石 井 久 夫 

 小学６年生当時、修学旅行で高千穂の峰に登った。普段着の山登り、１５００ｍ級の火山、生

まれて初めての登山、苦しいなか楽しい想い出がある。天の逆鉾の話、高千穂の峰に坂本竜馬が

登った話を聞いた。暗い夜道を行灯の明かりを頼りに宿まで歩き、途中穴に落ちたり四苦八苦の

行程だったが、深く印象に残っている。今想えばこれが私の登山の原点、山の魅力の何たるかを

学び覚え、自ら体験した昔日の想いが今も脈々と続いている。  

 

１３０４７ 伴   栄 子 

 ５０年前、宮崎さんをはじめ当時の方々を想いだして懐かしい感じがいたします。若かった私

は、日本山岳会とは、かなり年輩にならないと入会できないものと思っていました。そして入会

させて戴いたのはごく最近。私も山に親しむようになってすでに５０年を過ぎてしまいました。

多忙なときも中断することなく、その時々に見合った山行きを続けてきました。今後もまた自分

なりの山行きを楽しんでいきたいと思っています。よろしく。 

                        

会 友  椎 葉 幸 介 

 支部設立５０周年を御祝い申し上げます。 

小生は、会友として分水嶺踏査に４回ほど参加しただけで、ＪＡＣ熊本支部の半世紀にわたる

数々の実績、成果はは記録で一端を知るに過ぎませんが、その一つ一つに先人の大変な努力と、

苦労と、そしてロマンが秘められていることは大いに推察されます。 

 これからも６０周年、７０周年に向けて熊本支部の更なる発展を祈念します。 

 かっては小生も、平家残党の余韻を求め、また、西郷南洲の滅びの足跡を訪ねるべく脊梁山脈

に立ち向かいましたが、諸般の事情でなかなか実行し難く、徒に時は経ち、体力減退の体たらく、

気持ちは山へ迎えど現実はスッカリ夏バテの昨今です。 

 

 

 



１０２３２ 加 藤 綾 子 

 小さい頃から野山育ちの私は、いろんな植物との出会いがあり、山は生活の一部であった。し

かし里山は知っていても、日本アルプスなど、まして海外の山に登ることなど考えられないこと

であった。山の会に入会して仲間と一緒に高山に登ることが出来、高山植物に魅せられて、毎年

１度の中央の夏山登山は一切の憂さ事も何もかも忘れ、空の状態、爽快感、達成感のみ、年に１

度のストレス解消の山行であった。１度大病した身でも今はまたあちこちの山へ登ることが出来

ることに感謝している。日本山岳会の会員の名に恥じない山行を出来る限り永く続けて行きたい

と思っている。支部設立４０周年の時は病床の身だったが、５０周年の今回元気で迎えられたこ

とを有り難く思う。 

 

会 友  松 岡 榮 治・啓 子 

 １９９１年、富士山のご来光登山に参加した。山小屋を出たときは晴れていたが、八合目あた

りで急に大雨になり、全員リタイヤとなった。私たちのヒニ－ル製のレインコ－トは全く用を足

さなかった。帰ってから、山の店『山想』へ行き、リュック、登山靴、登山服、その他を整えた。

『山想』の山歩きに参加し、あちこちの山に登った。数年前から、熊本支部の会友として入会し、

今日に至る。５０周年という記念すべきときに、山の仲間の一員であることに喜びを感じている。 

 

１０１８５ 神 谷 平 吉 

 私が日本山岳会熊本支部に入会させて戴きましたのは、昭和６２年１１月、今から２０年程前 

の事になります。当時の西澤支部長の時代に、家内と２人して入会し、多くの会員の皆様方にお

世話になりました。その後平成８年には、副支部長を拝命いただき、何のお役にも立たず申し訳

なく思っています。その間ご一緒させて頂いた「石堂山」「万年山」「高岳」「五葉岳」「お姫山」 

「牛の峠」等、想い出は盡きません。熊本支部の今後の発展を心から願って筆を擱きます。 

 

１４１１９ 緒 方   隆 

 登山を始めて４０年近くになる。物見遊山の山行ですが、今まで大きな事故もなく楽しんでこ

れた事に感謝する毎日です。 

 昨今の中高年登山ブ－ムの影で道迷いから来る事故が多発していると聞き、定年を機に安全登

山の手伝いが出来ればと思い、登山ガイドの道を歩き始めました。 

 

５１１７ 佐 藤 光 俊 

 歳、８０を迎える最近は、会員在籍４０有余年の想い出に浸りながら、相変わらず「祖母山」

をホ－ムグランドとしながらも体力に応じたそれなりの里山を訪れています。 

 昭和２６年より高千穂の小さな山岳会に所属していた私には雲の上のような存在であった日

本山岳会との接触は、昭和３３年１０月、元日本山岳会会長「槇 有恒」氏が祖母山に登山して

高千穂の町に来町される報を受け、地元岳友数名と大分県の「尾平」迄迎えに行ったものの、祖

母登山は時間の都合で取り止めとなり「尾平越し」を引き返し高千穂へ案内し、２日間ご一緒さ

せて頂いたが初めで、以後この事がご縁で度々の入会のお誘いを戴き、２年後の昭和３５年５月、

松本賢郎・石井久夫・大谷 優さん達と入会し、私は以前より祖母山開き等で知り合いだった竹

田市の首藤会員の勧めで熊本支部に所属させて戴いたものの、昭和４２年、五ケ所高原に建設さ



れた「ウエストン顕彰碑」除幕式後一寸したことで退会しましたが、祖母山開きの度に首藤会員

のお勧めを受け、昭和４６年復活入会し、再度熊本支部に所属させて戴きました。昭和６１年、

宮崎支部発足時に入会を請われ、熊本支部の了解を得て両支部所属と勝手させて戴きましたもの

の、数年後宮崎支部を退き、熊本支部オンリ－とさせて戴いています。しかし支部総会・月例会

等々、何日も欠席失礼ばかりしているのに、昨年秋の「藍綬褒章」受賞に際しては支部より御祝

いの記念品を戴き誠に有り難うございました。私としては毎年１１月に高千穂にて開催される

「ウエストン祭」には地元会員として参列してますが、支部から参加いただく会員の皆様とお会

いする時が、私にとって支部会員として自覚自認するときです。 

 迷惑な越県支部会員と思ってはいますが、今後も宜しくご指導下さいますようお願いし、熊本

支部の益々の発展を祈念いたします。 

 

１０４３２ 池 崎 浩 一 

 「歳を取ったら山が逃げる」と云いますが、私もあの山に登りたい、この山にも行きたいと思

っている内に、早８０の坂を越えてしまいました。現役生活から解放されて２０有余年、この間

私は年間５０山登山を目指して登り続けました。ある時期には５０山にこだわった頃もありまし

たが、達成率は９０％程度でした。先哲は「老いは夢を失ったときに始まる」と云っています。これから

も体の続く限り、一つ一つの山登りを大事に登り続けたいと思っています。 

 

会友  橋 本 岳 範 

 私は、５０年の内ほんの短い期間ですが参加させて頂いています。高校の教員となって１２年

ですが、その内９年間を山岳部顧問として山活動を楽しんでいます。１０年も続けていると、さ

すがにある程度の技術、知識を習得し、最近では生徒だけでなく、我が息子にも伝えていければ

と思うようになりました。私に知識、技術、そして山の醍醐味を教えて下さったのは紛れもなく

日本山岳会の先生方です。感謝の気持ちと受け継がねばという使命感を感じている次第です。 

 

                                    １４３０５ 中 林 暉 幸 

 噴煙を見上げては、そのたなびく方向で天気を占った子供の頃、それが阿蘇との関わりの初め

であり、山とのつき合いの第一歩でした。高校山岳部の顧問として生徒や先輩方と共に山に親し

む中で、その楽しみ方を知り、自然への畏敬を学びました。そして何よりも心の疲れをほぐし、

今の体力と健康を授けて貰った気がします。これからも自分なりの楽しみを探しながら山登りを

続けていきたいと思います。 

 

１４１８０ 中 根 俊 男 

 私が熊本へ来たのは昭和３７年５月と記憶しています。その頃、山が好きな栗崎さんにお会い

し、休日には阿蘇、久住の山々にお供するようになりました。その内「カモシカ山岳会」にも入

会できました。栗崎さんも９０歳になられた今でも毎朝４時半に起床し、自宅から花岡山まで歩

いておられます。 

 在職中、休日には山に登るようになった私は、田上会員にいろんな山に連れていって貰いまし

た。雨や雪が降るときも登山したことがありす。その内富士山、屋久島の登山や、四国遍路の旅

も独りでするようになり、日本山岳会にも入会させていただきました。 



 今は仕事からも離れ、時間もたっぷりあります。起床後、朝食を済ませ車を飛ばせ、鞍岳へと 

向い、早朝の登山を欠かさず頑張っています。鞍岳の四季は素晴らしく、春のマンサク、馬酔木 

の白い花、夏から秋にかけて咲く数々の高山植物（トリカブト、マツムシ草、われもこう、エビ

ネ蘭）、冬の樹氷等々・・・ 

 昔、使用されていて木々に埋もれていた登山道も登山のおり、整備して通れるようになりまし

た。身近な里山として、是非、鞍岳に登ってみませんか。 

 

４４２７ 西 沢 健 一 

 日本山岳会に対し私の心の中には、この５０年を通じて終始一本の大動脈が貫いていたことに

気づいた。それは太い綱（絆）とでも言うのか、また先が見えるパイプでもあり、日本山岳会へ

の信頼、愛情、対話と希望、切っても切れない強い鎖でもあるかのように思われていた。「この

会に入って良かった」と大きな喜びと誇りを絶えず持ち続けてきた事を今、想うにつけ、私はい

ろんな事をこの会で学び、教えられ、一歩大きく育ててくれたと感謝している。友も増えて来た。

各地の行事に出かける機会も増えてきた。 

 熊本支部ではかって、馬場博行会員の三国合同登山（エベレスト）の時もそうであったが、最

近またまた海外トレッキングへの試みが盛り上がって来ていることも、支部活性化に拍車がかか

り極めて結構な事であると考えている。これからの５０年はどんな年になるのか？行く末を見守

りたい一念で前向きに考えたい。細かいことはこれからとして、強い信念（支部の発展）と希望

に満ちた（個人の満足感）新たなるステップへの門出でもある。支部はセレクショナリズムを持

ち、独自の思考を凝らして企画できる特性があり得る。次の世代への試みを期待していきたい。

皆さんと一体となって新しい目標に向かって進もうではないか。 

 

       きょうは野を越え   あす山越えて 

           旅路しられぬ     やまたびを 

 

６６５９ 田 上 敏 行 

 私と熊本支部の関わり合いは１９８３年１月の新年会から始まった。前年、１５年暮らした東

京から帰熊していた私に年末、西沢支部長から新年会へ参加の誘いがあった。(山岳会には、す

でに１９６９年入会していた)新年会では私が一番の若輩であったが、和やかな雰囲気のなかで

楽しいひと時を過ごした。そして現在まで２４年間も支部とのお付き合いが続いた。 

さらに２年後、思いがけなく常務委員の大役まで引き受けることになった。数年で交代のつも

りが、気が付くと２２年も続いている。支部の歴史が５０年だから、その半分近くを務めたこと

になる。我ながらよくも続いたと思う。好きな山のためとはいえ、ここまでくると道楽といって

よかろう。しかし山岳会との永い付き合いから学んだことも山ほどあった。山岳会を通して実に

多くの方々との出会いがあった。それらは私の人生の貴重な宝物になったといってよい。気が付

くと、山岳会は私の人生にとってかけがえのない部分を占めるまでなった。山岳会との付き合い

はこれからも続くだろう。そして私の人生の宝物もまた膨らんでいくだろう。 

 

 

 



４４３９ 菅   隆 雄 

 マナスルと登頂効果及び国体誘致の必要等から、昭和３２年、登山家「北田正三」氏によって

熊本支部が誕生したのは周知の通りである。当時、私は県庁登山部員であったが、熊本支部設立

のため、北田先達、西沢県庁登山部会長からＪＡＣ入会の呼びかけがあり、１３名の会員と共に

支部結成に参加した。その後一旦は退会。永い中断の時期を経て、平成１２年復活会員として認

められ現在に至った次第である。今日、尚支部に在籍し、５０周年という記念すべき年を迎えた

ことは、誠に意義深く感無量なるものがある。 

 爾来、「無理をしない」「重くしない」「自慢しない」をモット－仁加齢による体力の衰えを感

じながら、幾多の山行を経験してきたが、今も現役として活動中である。ちなみに去る９月２５

日から３泊４日間、おそらくこれが最後となるであろう３０００ｍ級アルプス奥穂高岳に登頂し

た。だが目的とした涸沢カ－ルの紅葉ナナカマドの赤色は全く見られず、残念な想いで下山しし

てきた。 

 登山を遊びだと人は云うが、これからも山岳会員の矜持を保ち、人生の目標を探す道として限

りなき山旅を続けて生きたいと思う。 

 

１０３９０ 阿 南 誠 志 
これも日本山岳会会員先輩みなさまのご指導と可愛がって育て頂いたおかげです。本当にあり

がとうございます。私がはじめて山とであった山「くじゅう連山」でした。それから登山人生が

スタートしました。現在、「登山専門店シェルパ」も熊本本店にして福岡店、鹿児島店、宮崎店

と九州の登山情報発信させていただいています。 

この 7 月から「くじゅう連山」の登山基地として阿蘇瀬の本に「阿蘇くじゅう高原ユースホス

テル」を開設しました。山の好きな仲間が山談義でもできれば幸いです。 

これからも自然大好きな山の仲間と共に歩きをしたいと願っています。 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



会員随想 

花のこころを撮り続けて 40 年 

                                 １００８０  廣 永 峻 一 

 

「なぜ花ばかり撮影するの？」と聞かれることがある。「山の花は楚々として綺麗だから」と答

えるが、今、思えばその答えは中学時代にさかのぼる。小学時代から近くの里山に遊んではいた

が、花を見ることは無かった。山頂は無縁で山羊の草採りと小鳥の巣を見ることが楽しかった。

又川に小鮒や川えび釣りにも出掛けた。近くの小川に今は絶滅危惧種のニホンバラタナゴが生息

していた。その小川も今はドブと化している。その頃の冬の田圃は鴨が沢山飛来して騒々しかっ

たが、今は数羽が飛来する程度、川も死に、田圃も死んでいる、寂しい限りである。中学に進学

し、堀田校長に案内された金峰山は

感動的であったが、これ以来遊びの

山が立田山から金峰山に変わった。

金峰山では草採りでもなく、鳥の巣

でもなく、山に登ることを目的とし 

ていた。中学の授業に図画工作の授

業があった。図画の授業でゴッホ、

ルノアール、セザンヌ、ピカソ等の

絵を学んだが、どの絵も素晴らしい

ものばかりであったが、ピカソの絵

だけは理解できなかった。しかし還

暦を迎え、ピカソの抽象画に入る前

の絵を見て、初めてピカソの絵の素

晴らしさが理解できた。中学の頃は

世界的名画を見ても、これは「人が

書いたものと限定すれば素晴らし

い」と思った。しかし道端に咲く、

無名の花を見たとき、「最高に美し

い！」と思った。自然の花の美しさ

は「神が造ったものだ」とも考えた。その美しさをいかに写真に撮るかが、中学時代からの夢で

あり、この想いが花を撮るきっかけとなった。しかしその頃、接写のできるカメラは高価で、我々

には買えなかった。2３歳の頃、接写のできるカメラ：キャノンＦＴを購入、北アルプスでの花

の接写撮影の始まりとなった。信州の山で、自分なりに納得のいく画像を大天井岳山頂で撮った、

高嶺の花コマクサ。今もプリントして大切に保管している。この頃撮った、つたない私の写真を、

そうか、そうか、と見てくれた叔母達に感謝している。フィルムはコダックとフジのリバーサル

フィルムを併行して使ったが、今ではコダック社のエクタクロームだけがプリントできる。花の

撮影も昭和 50 年 4 月福岡への転勤で終わり、仕事の都合で 6 年ほど止めていた。熊本の東海大

二高校に転勤し、昭和 56 年から山岳部の顧問となり火が着いた。改めて九州の山に行き信州の



山と違った素晴しさを噛み締めた。昭和 63 年静岡へ単身赴任、フジのフィルムもフジクロム、

リアラが発売となり、色彩も良くなった。高校時代は山頂を見て登ったが、歳を重ねた今、足元

ばかり見て、九州の花の多さに気付き、イワカガミが在る事に感動した。五家荘も車社会となり、

日帰りで行けるようになり良く歩いた。平成 5 年度より写真部の顧問として学生の指導に当たり、

高校文化連盟の写真専門委員として学び、平成 10～13 年高校文化連盟写真専門委員長として、

県内の写真部の指導に当った。熊本日日新聞社の穀本写真部長には大変御世話になり、報道写真

のあり方を教えてもらった。ここで思った事は、各高校に写真バカの顧問のいる学校は上位入賞

するが、写真バカの顧問のいない学校の上位入賞は難しいことだ。世の中バカでもっていると思

った。信州時代から撮り貯めた写真を、ポストカードにして配っている内に朝日新聞社のカレン

ダーの話が舞い込み、平成 17 年度より朝日新聞社のカレンダーとして九州内に配布され、4 年

目を迎えている。定年を迎えユニセフとスペシャルオリンピクスのカメラマンとしての活動に参

加させていただき、感謝している。 中学時代に考えた夢が画像として実現し、皆様に喜んでい

ただき、感謝！感謝！の定年を過ごしている。これからは毎日の金峰山へのトレーニングと、山

と花の写真の想いを一冊の本にまとめる事を、自分自身の仕事として考えている。 

 

 



会員随想 

            ほろ苦い山の思いで         

９３２８ 川 端 浩 文 

 今からおよそ３０年前の話である。冨士登山はすでに３回、難なく登っていたので、次は海外

の登山をしてみようと思い立った。時は１９７９年。体力に少々自身があり、怖いもの知らずの

好奇心から見ず知らずの海外登山ツア－に申し込んだ。 

 ８月１０日より１８日間の長期遠征であったが、カイロ、ジュネ－ブ、パリの観光を含んでい

た。登山基地のシャモニ－はあいにくの天候不順で、なかなか本命のモンブラン登山へ出発でき

なかった。連日天気の回復を麓のシャモニ－でテント暮らしをしながら待つことになった。暇を

見ては登山準備をかねて近隣のシャモニ－針峰群へと再三出かけたり、アルプスの山々を堪能し

たり、ジュネ－ブまで出かけてブランドの時計の買い物に同伴したり、イタリアとの国境の町ア

オスタまで足を延ばしたり、レンタカ－でマッタ－ホルンを見にツェルマットまで出かけるなど

して専ら天候の回復を待つことになった。 

 待てど暮らせどモンブラン方面の天候は回復せず、たまりかねて我々は見切り発車となった。

準備万端整えてバス、ロ－プウェイ、登山電車と乗り継いで登山開始。ニ・デ－グル（２４００

ｍ）からテットル－ス小屋（３２００ｍ）まで何とかその日の内に到着し一泊。翌２日目は深雪

の中をアンザイレンしてグ－テ小屋を目指して出発。連日、街のス－パ－で夕食の材料を買い出

しに出かけては、ワインを買い込み、前祝いと

称して飲み過ぎていたせいか、この頃から体調

が万全でなくなった。まだ富士山の高さまで来

ていないのになぜ？と自問することしきり。高

度障害である。ク－ロワ－ルまで来た。いよい

よ難所のトラバ－スにさしかかる。先発隊に滑

落の危険あり、彼らの様子をみて我々のグル－

プは登山継続の中止を涙をのんで了承し一行は

下山にかかった。小生はテットル－ス小屋を出 

発以来、体調は戻らず嘔吐。内心登山中止は救

いだった。これで一夏の夢は終わった。 

この苦い経験以来海外登山はしていない。この

時出会った仲間の一人が連日の暇な夕食時に日

本山岳会の話しを持ち出し，会への入会を促し

た。その実体も知らないまま入会することにな

り、後で熊本支部の存在を知ることになった。

会員としての実績は多いとは言えないが、幼い

頃から父に連れられて近隣の山々へ登って以来、

これまで山を愛し山に住み着く程に山との縁が

切れないこの頃である。                マッタ－ホルンの勇姿 

 



会員随想 

           山とトライアスロンと     

     １２９０９ 永 谷 誠 一 

 

 私のトライアスロンは山との関わりが頗る大きい。それと言うのも、40 歳台になって 30Ｋｇ

超のキスリングを背負っての山行で帰宅後の体調回復が遅く、「これはいかん」と猛省して、先

ずジョギングを始め、次に車通勤を自転車通勤に代え、夏場は場内プ－ルで水泳と体力づくりに

勤めた。そして偶々1980 年 2 月の週刊文集の誌上でオアフ島で行われたトライアスロンなる写

真と記事を見て驚き又興奮を覚え、日常行っているトレ－ニングの種目と合致し、「よしこれに

挑戦するぞ」意志を固め、翌 1981 年に開催された第 1 回ハワイアイアンマン大会に勇躍出場し、

19 時間かかったがゴ－ルすることができた。当時 54 歳で 350 名がスタ―トし約 50 名が脱落、

私の着順は 295 位であった。このアイアンマン大会出場経験は無論のこと、前後 10 日間のハワ

イ滞在生活が生涯の中でもっとも痛快な出来事として今でも忘れ得ない想い出となっている。帰

国後毎日新聞社の取材記事が大会の模様を大きく報道したのが鳥取県皆生温泉の若手経営者の

目に止まり、早速来熊され皆生温泉で是非ともこのトライアスロンなるものを実施したいと熱望

され、これに協力し、その年の 8 月に第 1 回の全日本トライアスロン大会として開催され、これ

が名実ともに「日本トライアスロン発祥の地」となり、今夏第 26 回を迎え、今日ではトライア

スリート憧れの大会となっている。又トライアスロンの中でもちょっと変わった趣向の大会も各

地で開催されるようになって、印象に残っているのが長野県北の豪雪地帯「戸狩」で催された雪

上トライアスロン大会である。これは先ず、スノ―ラッセル 800ｍ冠雪した棚田を下部より上部

へ腰までの雪を押し分けて進み、これが相当のアルバイトを要し大変である。次に、雪上マラソ

ン 10Ｋｍ、これも凍結した路上に新雪が覆い、スト－ン・スト－ンとスライディングの連続、

お互いに笑いながら除雪車で両側に高く積み上げられた雪壁の中を走り、最後のクロスカントリ

―スキ－では普段雪に縁のない私にとっては憐れなもので、1周 5Kmのコ－スを 3周して 15Km

走る。アップダウンの連続で、登りは進まず、下りはスリップ転倒し、這う体でゴ－ルする有様

だった。横を抜き去るトップの選手のすばらしいスケ－ティング滑走に暫く見とれたものだった。

この風変わりなトライアスロンは、「親雪・遊雪・克雪」のキャッチフレーズで 10 回続いたが事

情により中止になった。実に惜しまれる大会だった。種目の中にラッセルとあり、第 1 回では登

山靴にスパッツ姿の山屋さんが数名見受けられた。 

 トライアスロンは有酸素運動の最たるものと位置づけされバランス感覚の保持と持久力を高

めることに留意し、登山行動にも必須のトレーニングとし、いずれも「アウトドアスポ―ツ」で

あることも素晴らしく、このトライアスロンとの出会いが、私の登山行動を続けさせてくれ 

てることに感謝している。 

 

 

 

 

 



会員随想 

            山と山の仲間は私の宝         

９６４９ 鶴 田 佐 和 子 

 

 私が初めて山に登ったのは、小学校５年生の時の茨城県の筑波山。どこから登ったのかは覚え

ていない。次に伊豆大島の三原山、小さな船が大きく揺れたこと、山頂はガスがかかり前の人を

見失わないよう必死に歩いたのを覚えている。いずれも父の会社の山岳会の人達と行ったような

気がしている。父は東京での学生時代、富士山をはじめ、いろいろな山に登っていたようで、父

の残した立山登山の写真を頼りに、立山連峰を独りで歩いた想い出がある。 

 おなじ年の５年生の１２月８日、太平洋戦争が始まり山どころではなくなった。時は流れ終戦、

父は戦時中の仕事の疲れから病に倒れ会社を辞めた。１９４９年、故郷熊本に家族共々帰郷し、

その後、父はＳ中学校に勤め、私はＫ幼稚園に就職をした。１９５５年の秋、亡夫と出会った。

そして彼と共に山登りが始まった。不思議な縁である。戦時中から戦後、体が弱く病気ばかりし

ていた私が、登山を始めてから病気知らずになった。初めは近郊の金峰山から登り初め、つぎに

釈迦院のある大行寺山、そして阿蘇の高岳や久住山へと登れるようになった。１９５９年に結婚

してからも登ったが、１９６０年に双子が生まれ、２年ほど登山は一時休止となった。その後一

緒に住んでいた義弟達も同行するようになり、さらに楽しみが増えた。山とは不思議なものであ

る、何度か同じ山に登るうちに植物にも興味を持ち始め、植物に詳しい会を知るようになった。 

そのお陰で友人の和が広がり、病気知らずの身体と共に、沢山の仲間を与えてくれた。何も知ら

なかったが、地図が読めるようになり、独りで山に登る方法も身につけていった。夫は年と共に

仕事が忙しくなり、子供達にも手が掛からなくなると、山の仲間達との登山も楽しめるようにな

り、夏休みには家族でテント生活をしたり山に登ったり楽しい生活をした。子供達がそれぞれ東

京と和歌山の大学に入ると、その子供達を訪ねてついでに北アルプスや南アルプスへ足を延ばす

ようになった。日本山岳会に入会したのもその頃だったと思う。熊本にはいくつかの山岳会があ

るが、それぞれに会の考え方が違い面白い。そしてその仲間達により私はあらゆる山登りを楽し

んでいる。海外の山にもいくつか挑戦し楽しんできたが、帰るたびに日本の自然、特に植生の素

晴らしさに驚き、感嘆している。そして年とともにゆっくりとした山を楽しんでいる。難しいこ

とは解らないが、同じ山でも季節が変われば、違った姿を見せるし、登山口を変えると違った草

花に会える。山の姿も全く違って見える。私にとって山とは、そして山の仲間とは、何物にも代

え難い素晴らしい宝物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



会員随想         黄 山 再 訪 

会 友  松 岡 榮 治・啓 子 

 １回目は２００２年５月上旬に４泊５日の旅に、中国人の水墨画家のＫ先生に誘われて、参加

した。その数年前、桂林に行って離江下りをしたとき、山々の姿を見て、これぞ水墨画の世界だ

と驚き感動したが、黄山は山容が全く違って、荒々しく、また別の水墨画の世界を見て驚いた事

を思い出す。２００７年５月下旬、同じＫ先生に誘われ、再び黄山に行くことになった。黄山は

安徽省の南部にあり、７２の奇峰からなる山岳風景区で 1990 年世界文化及び自然遺産に登録さ

れた。面積は１５４㎢で１．８００ｍ以上の峰が３つある。上海の空港からバスで夜遅く黄山大

酒店（ホテル）に着いた。ネオンサインが一杯で川面に映った光景は大都会のホテルに来たみた

いな気がした。しかし、翌朝は静かな田舎の光景で、ホテルの前の川では魚を捕っている人や、

洗濯をして人々がいて、昔の日本の光景を思いだした。自転車で行き交う人々、三輪自動車も動

いていて、のんびりとした朝の風景があった。よく見るとホテルの玄関には「熱烈歓迎芸術家Ｋ

先生ご一行様」と横断幕が掲げられていた。私たちもチョット偉くなったような気分がした。さ

らに、パトカ－が来ていて、Ｋ先生一行を黄山まで先導するとのことで、また驚いた。前回には

無かったことである。私たちのバスは、公安のパトカ－に先導されスイスイと進んだ。１時間半

ほどで黄山の登山口「玉塀索道ロ－プウェイ」乗り場に着いた。全長 2､176ｍ、高度差 753m、

５～６名乗りのゴンドラが次々と廻ってくる。頂上に着く。小雨レインコ－トを身につけ、いよ

いよ登山開始である。枝振りのいい『迎客松』で写真を撮る。２人に担がれた椅子式の駕籠に乗

った人が通る、ちょっと雨が止む。風が強く、霧が流れ、岩山が顔を見せ、緑の小枝が揺れる。

石の階段を登ったり、下ったり、もう何千段か解らない。早めに黄山白雲大酒店に着く。ロビ－

にあるマッサ－ジの看板が目にとまる。早速足マッサ－ジを申し込む。日本と違って、バケツに

漢方薬を溶かした液に両足をつけ１０分位暖めてからマッサ－ジが始まった。５０分で１４０元。 

足の疲れが取れた気がした。６月１日、黄山第二の高峰『光明頂』（1､840m）の石碑の前で写真

を撮ってもらう。そこには海抜 1860ｍと刻んであった。３０分ぐらい歩いて『飛来石』に着く、

霧雨でかすかにしか見えない 12m の奇岩。空から飛んできたようなのでこう名付けられたとい

う、私は説明の看板の前で待つことにした。妻の啓子はさらに狭い 

階段を上っていき、同じグル－プの人に何枚も写真を撮ってもらっ 

たと喜んでいたが、後日その人がカメラを無くしたとのことで、私 

が看板の前で撮った写真だけが残った。午後北海風景区へ、『石の 

猿』『清涼台』『獅子の峰』『始信峰』『筆峰』等見学、残念ながら雨 

と霧でよく見えなかった。早めに黄山獅林大酒店へ急ぐ。夕食後二 

人、バーでくつろぐ。6 月 2 日朝早く、Ｋ先生からご来光を見に行 

こうと誘いの電話があり、雨上がりの清涼台へ行く。雲海の上に黒 

い岩山があちこちに突き出ている。暫くしてその岩山の上の雲が赤 

らんできた。岩山の緑の木々が現れ、水墨画の世界が広がる。カメ 

ラを手にした人々の顔が赤らみ、上方の雲が一面黄色になった、あ 

たりで感動の声が上がっていた。朝食後、帰路へつく。途中天秤棒     黄山の奇岩 

に食料やガスボンベを担いだ人が盛んに登っていく。上り下りの人々が行き違う、ロープウェイ

の乗り場でＶＩＰル－ムでくつろぎ順番を待つ。霧で何も見えないがいよいよ下山する。 



会員随想 

念願の剱岳登山 

１０２３２ 加 藤 綾 子 

 ２０数年前、立山、奥大日、大日岳登山時、ゴツゴツした岩肌の剱岳を目の当たりにし、凄い

山だと目に焼き付け、いつかは登りたいと思い、又、燕岳、常念岳、大天井岳、蝶ケ岳縦走のリ

－ダ－西澤さんに、今まで登った山で一番好きな山は？の問いに「絶対、剱岳」と即答された時

から、剱岳への思いは私の中で大きく膨らんでいった。その内に大病はする、年はとる、又同行

者は居ないわで、剱岳登山は諦め掛けていた時、今年（２００７年）８月に思いがけなく実現す

ることになった。 

 最近の私の山行は重い荷を担いでの縦走ではなく、荷も軽く楽な山行ばかりしていたので少々

不安があった。いざ荷をザックに詰めてみると、１２ｋｇそれに水、カメラ等入れると１４ｋｇ

に。何か減らさなければ、衣類を１枚、２枚と減らしすが、重さはあまり変わらない。２０年前

はこれ以上背負ったものだと思いながら担いでみるが、ズッシリと思い。剱山荘を朝４時５０分

に出発。シナノキンバイ、チングルマなど咲くお花畑の中を登り、５時１８分一服剱。ここから

は足場の悪いガレ場の登り、６時２５分前剱、前剱の一寸先で登山道を下山道と別れ、カニノタ

テバイへ。登りの垂直に近い岩壁に太い鎖が取り付けてあり、多少びびる。一番の最盛期で登山

者が多く、鎖場では順番待ち、前によじ登る人の足の置き方など良く観察して参考にする。背の

サブザックはカメラ、水と弁当と軽く空身同然なので、自分の身さえ持ち上げれば良いと云うこ

とで意外とスイスイと登ることが出来る。鎖場を登ったり、岩壁を四つん這いでよじ登ったり、

両手両足を使っての登山は久しぶりのことである。８時４５分剱岳頂上。ああ、やっと登れた、 

念願の剱岳山頂である。意外とあっけなく（思っていたより）頂上に立てた感がある。狭い頂上

には思い思い岩に腰掛けて食事をしたり、写真を撮る登山者で賑わっていた。小さな祠の前で剱

岳２９９９ｍの看板を手に持ちカメラに収まった。 

目の前には鹿島槍ケ岳、唐松岳、五竜ケ岳、どっし 

りとした薬師岳、遠くに富士山、白馬岳、南アルプ 

ス連峰まで望めて永年の夢が叶えられ最高の山頂で 

あった。下りは登りより慎重に気を付けていかなけ 

ればと自分に言い聞かせながら気持ちを引き締めて 

下る。下山路のカニの横バイを鎖を持ち慎重にトラ 

バ－スする。太い鎖があるので気さえ抜かなければ 

大丈夫。鎖場を終えると長い垂直の梯子、梯子から 

なるべく身を離し足元を見ながら一歩一歩降りて平       剱御前乗越より剱岳 

蔵のコルへ。兎に角急峻な岩場ばかりの下りで気が抜けない。事故はこのような下りにおきるこ

とが多いと云う、さらに気持ちを引き締めて確実に足を運ぶ。平蔵のコルから登り上がって、前

剱、ここまで下ると一安心。ここでゆっくりと休憩をとる。下に一服剱が小さく見え、一仕事終

えた気分だ。赤い剱山荘の山小屋を見下ろしながら、そして可愛い花を愛でながらの下山は足取

りも軽く爽快である。「剱山荘に着いたらビ－ル飲みたいね」、等、話しながら・・・・ 

 今回の剱岳登山は天候に恵まれ、同行者に恵まれ永年の想いが叶った山行であった。 



会員随想     

我が人生「山」と共にあり 

１００８０  廣 永 峻 一 

 

ある放送局のアナウンサーから「先生の学校は?」と聞かれて、とっさに『小学校は立田山、

中学校は金峰山、高校は阿蘇、大学は北アルプスです』と答えたら驚かれた事を思い出す。 

 昭和 16 年 10 月 8 日沖縄県で「生を受け、まもなく第二次対戦に突入、」父は日本を護るため

に、医者として、日本人として、沖縄に残り戦死した。母は姉と私を携え、お腹に妹を抱えて、

熊本の祖母のもとに疎開した。別れ際に「もしものことがあったら子供たちを山へ放せ、必ず生

きてゆく」と母に話したと言う。亡き父の遺言のように、山偏の峻を付けてくれた事を思い出す。 

 沖縄から熊本に帰り、その後、動物園に行き、花子と言う「象」の姿から覚えている。私の記

憶の始まりは、この象からだった。その象も終戦を前に射殺された。熊本に帰って母は祖母に父

が帰還するように、お願いしたが祖母は軍人の妻であり日本を護るために承知しなかった。父が

帰還しない中、母は会社務めを始め、65 歳の祖母はヤギを飼い、生計を立てた。小学校時代は

学校の帰りに、近くの立田山へ行ったが、山に登ると言う感覚ではなく、ヤギの餌採りが目的で

あり、小鳥の巣を探しては喜んだ。家の仕事として、朝夕のヤギ乳の配達と風呂の薪割が仕事で

あったが、この仕事が自分の心の糧となったことに、今も感謝している。 

 中学に入学して間もなく、校長の堀田豊先生が金峰山へ連れて行かれた。後で判った事だが堀

田先生は熊本高校山岳部の顧問として、山岳部を九重に連れて行かれた記録があった。竹田から

入山し、鉾立峠から法ヶ院へ入り、九重山を登り、帰りは産山を通り、一ノ宮まで歩いてこられ

た記録であった。堀田先生は熊本高校山岳部の創設者であり、堀田先生は龍南中学二代目の校長

として赴任され、３年目の５月、私たち３人を金峰山に案内されたのである。私はそれ以来、６

６５ｍの金峰山をこよなく登った。中学では「社会人となるために何かしなければ」と考えたと

き「勉強はあまり好きではないから、取りあえず、体を鍛っておこう」と考え、社会人となるた

めに毎日７Ｋｍのランニングを始めた。 

 九州学院高校に入学して山岳部を探したが何処にもポスターが無い、やっと部室を探して入部

したが、先輩、曰く「山岳部はポスターなど出さなくても必ず入る」と自信のある御言葉、ほれ！

お前が入部しただろう・・・納得！山岳部では部室に集まり、山の話をして帰宅し、自宅でのト

レーニングを欠かさなかった。自分ひとりの山岳部の歓迎会をしていただいたが私は母に阿蘇ま

での交通費(220 円)をくださいと言えずにサボった。先輩に今も悪いと思っている。これが山岳

部での始めての苦い思い出である。高校では電車の定期 260 円を貰い、真面目に歩いて登校し、

月一度の山行を楽しんだ。読む本は全て山の本ばかり勉強した。ヒマラヤに行く夢を持ち、雪山

でアイゼンを引っ掛け、遭難しないように、両足を真っ直ぐ平行に出し、足の三里に灸をしなが

らトレーニングをやった。母に「山に行くな！」と言わせない為に、遅くまで勉強もやった。食

事も、ランニングも、勉強も、通学するのも、全てが山の為であった。二年生の夏、立田山山頂

へテントを担ぎ上げて、テントを張り、下山するトレーニングを毎日やった。お陰で東京国体に

参加、高校生部門のない時・一般参加で、社会人との競争の場であった。国体のリーダーが九州

電力（RCC）の中島一明さん、貯金局の南部さん，興国人絹の方、熊大の市原さんの５名で国体



に参加し、雲取山，飛竜山，将源峠の小屋から丹波村へ下山、奥多摩湖の周りを早足で頑張った

が膝が曲がらないほど疲れた。次の朝、サロメチールで完治した。この頃の国体は採点もなく、

日本山岳会の日高新六郎(９代目)会長もブレザーを着ておいでになられた。帰りは北アルプス針

ノ木岳を目指したが、新宿からの夜行列車は満員で眠る場所もなく大町へ着き、大町保健所長の

古原和美宅へ寄り、冬山用の荷物を受け取り、扇沢へ向かう（熊本の岳人は古原宅に御世話にな

ることが多かった）。黒部ダム建設中で東京電力のバスで雨降る扇沢へ入山、ドイツ製の２０㌧

トラックなど初めて見る物が多く、黒部ダム工事の困難さを垣間見た。小雨降る中、大沢小屋へ

向かうが、間もなく雨も止み、生まれて初めて見る雪渓に、はやる心を抑えながら登る。ゴルジ

ュの辺りから谷が真南に向かう真上が針ノ木峠である。この年の１０月滝谷の遭難（東大山岳部

４名積雪による凍死）の後でもあり，針ノ木雪渓には雪がべったりと附いている。先頭を行く私

に、中島リーダーがおかしい廣永止まれ！斜度２０°を超えるような雪の斜面上で雪を切り、荷

物を皆に分け、半分にして峠に向かった。峠に登ると真南に槍、穂高が夕日に輝く、この素晴ら

しい大パノラマを今も忘れない。峠にテントを張り、小屋のイロリに火を焚く仕事を与えられた

が、眠くて眠くて、それが出来ない。テントにごろり、こんこんと眠ったが、途中ビタミン剤と

ゼンザイを与えられたが・記憶が無い。何か食べた記憶が微かに残るだけであった。還暦を迎え

た今も、針ノ木沢に入ると、昔の恋人に会いに行くような気持ちである。 

 この後、国体登山の主管が日本山岳会から日本山岳協会の手に移り、採点競技となり縦走，踏

査、クライミングとして形を成し、荷物も１人で１２～15Ｋｇと軽くなり、陸上部が選手として

登録されるようになり、今では縦走競技とクライミング競技だけになったが、来年からクライミ

ング競技だけになるそうである。荷物の無い登山競技として疑問を投げかけているようだ。 

 大学を出て福岡の会社に就職したが、山には行けず、どうにかしたい、と考えていた時、松本

の友人に誘われて、昭和４０年９月Ⅰ日に信州の武蔵工業大学付属高校に転職した。長崎出身の

校長は何も言わなかったが信州の学校は８月２０日に始まり、２学期の途中からの出勤となった。

この学校では森林愛好会と言う名の山の会があったが、私が赴任すると、すぐに山岳部を拝命し、

山歩きを始めた。塩尻に来て５日目、久し振りに針ノ木岳に出掛けた。工事用のダンプの騒音は

無く、静かな針ノ木沢に入り、大沢小屋を通り、針ノ木峠に登った。峠正面の槍も穂高も変わら

ぬ素晴らしい大パノラマを見せ、眼下には黒部湖が豊かな水を湛えていた。会社では山に行く余

裕すらなかったが、学校では出張旅費までもらえる、なんと幸せなことか！ 

信州では環境庁の自然公園指導員や長野県自然保護指導員などをやりながら、山岳部を連れて 

北アルプスを廻った。昭和 44 年夏、深志高校の学校登山で西穂の雷遭難が発生、高校生 11 名が 

死亡した。深志高校の顧問の先生方は県内の高校に転勤となり、赤羽誠校長も退職。その後、赤 

羽誠先生は我が高校に校長としてお迎えし、三年間御世話になった。山岳部には大変理解のある 

先生であり、この先生の下では、決して遭難を起してはいけない、と心に決めて山へ行った。し 

かし、その後の松本深志高校は前回の遭難が天災であった事の証明のために、46 年度より西穂 

高への学校登山をやっている。流石に深志だと思った。 

昭和 42 年槙有恒先生の慶応山岳部の岳友でもある、佐々木洋之輔先生を会長に『塩尻山の会』 

を発足、いよいよ冬山へ行けるようになった。（この頃の信州の高校登山は 2000ｍ以下の冬山が 

許可されていた）山の会として高ボッチ山への道標を作成、腐らないように栗を探して立てた。 

先日、30 年経った今も建っていることに感動した。 

昭和 45 年 10 月 母が交通事故で亡くなり、祖母と妹が残った。その後、妹は嫁ぎ、祖母が残 



り大変であったが心残りの信州に別れを告げ、墓を護るために熊本へ帰ることにした。 

昭和 50 年 4 月、福岡の東海第五高校に転勤、ここでの 3 年間、玄海の海を見て過ごし、昭和 

53 年 4 月やっと熊本の東海大二高校に転勤。全く経験のない剣道部の顧問を 3 年間やったが、 

4 年目に山岳部顧問となったが、山では嘘を言っても、その後どうなるかが判るので安心してお 

られた。その後、山岳部と写真部の両方の顧問を担当、幸い高校時代から写真はやっていたので

安心して指導が出来た。高校文化連盟の全国大会にも学生を参加させることができた。 

1999 年は 20 世紀最後の思い出の年となった。山岳部と写真部が共に優勝し、山岳部は岩手の 

インターハイ、写真部は山形の全国総合文化祭に参加。文武両道の参加であった。秋には熊本国 

体もあり忙しい、思い出の多い年であった。 

2000 年 12 月京都支部の能田さんの企画による、初めての海外登山、アフリカのキリマンジャ 

ロへ出掛けた。飛行機は関西空港からドバイ空港経由でナイロビ空港に降りた。アンボセリ国立 

公園のセレナホテルに泊まり、サファリを楽しんだ。象，カバ、ライオン、サイ、キリン・・・ 

などを見て、いよいよ登山の為、タンザニアヘ入り、裏街道（ナルモルルート）を山頂へ向かっ 

た。道はジャングルに沿って登るが時折ジャングルの中から「ブフー」と大きな声が聞こえる。 

農家も頑丈な檻で囲っている。４０００ｍ辺りに来るといつも高山病に悩まされた。４５００ｍ 

の小屋で日没と同時に眠り、夜中 12 起床、朝食を摂るが私は味噌汁を少し啜るだけ、大田祥子 

さん（この後エベレスト山頂で死亡）はスパゲティのお代わり、彼女は高度の影響を受けていな 

い。ライトを頼りに山頂へ向かったが、少し明るくなった 7 時頃、ギルマンズポイントに着き、 

全く雪の無い火口縁をウフルピークへ向かう。モルゲンロートに輝く大きな氷河が、あちこちの 

尾根の上に見える。1 時間位でウフルピークに着く。雪は無いが大きな氷河が有り・ドイツ、フ 

ランスからも岳友が来ていた。 

2002 年 12 月 22 日間の南米アコンカグアの旅。ヒュストン経由でサンチャゴへ入り、高度馴 

化の後、空路アルゼンチンのメンドーサで登山許可を取り 13 日間の登山活動に入った。 

2003 年 8 月エクアドル:ガラパゴス諸島、チンボラソ山〔6300ｍ〕登山、キトの旧市内には 7 

トンの金（金箔ではない〕で造られた教会があちこちにあり、騎馬隊や、犬を連れた警察が警備 

に当たり、世界遺産になっている訳が判った。ラタクンカの下宿より、オタバロの土曜市に向か 

う途中、野口英世小学校（黄熱病の研究、後にアフリカで死亡）があるのには驚いた。 

2004 年 3 月東海大二高校退職。定年退職後の足取り 

2004 年 7 月 25 日～8 月 17 日 剣岳，立山、平ノ小屋、五色ケ原、針の木岳、爺ケ岳、白馬岳、霧ケ峰、

蓼科山、鉢伏山、高ボッチの長旅 

2004 年 10 月カナダ、バンフ，トロント、ナイヤガラへ、珍しく家族旅行。 

2005 年 1 月ミヤンマー 3 月宮古島へクラス会 4 月佐渡へ撮影旅行 8 月白山  

2006 年 5 月岡山の蒜山で 30 年振りにイワナシ撮影  6 月礼文、利尻、道東撮影 9 月ネパール（24 日間）    

10 月信州へ熊棚の撮影 

2007 年 6 月 国土交通省「山と花と水と」の講演  各川の水フォーラムに参加 

日本山岳会では自然保護指導員、日本体育協会の公認指導員（山岳）などをやらせていただきな 

がら、退職に伴い 2004 年 1～3 月熊本日日新聞『きょうの発言』に投稿。熊本ユニセフのカメ 

ラマン、熊本スペシャルオリンピックスのカメラマンとして登録。2005 年度から朝日新聞、花 

のこころを撮る「花のカレンダー」を毎年九州全域に発行。定年４年目を迎え「多忙は神様の贈 

り物」として感謝。健康に感謝しながら楽しい毎日を送っている。 



会員随想 

山のしおり 

 

５４２１ 本 田 誠 也 

 

 昨年（２００６年）私は傘寿を迎えたが、熊本支部の仲間達が九重の筋湯温泉で賀寿の宴を開

いてくれた。嬉しいことであったが、もうそんな年齢になったのかと複雑な心境である。 

 １９４５年、敗戦により戦争終結の時は、私は繰り上げ徴兵検査を控えた１９歳だった。その

頃の日本人男子の平均寿命は４０歳前後だったから、こんなに永く生きられるとは思っていなか

った。平和のお陰で６０年余も好きな山登りを続けられたのだから以て瞑すべきであろう。生涯

を通じて日本の山１５００山以上に登った今西錦司先生は、傘寿の年には１３００山を越えてい

た。いま改めて私の登山記録を調べてみると、その半ばにも到達していない。今西先生の「千五

百山のしおり」に習い、私の傘寿記念「山のしおり」を作ることにした。このところ一〇数年来

の膝の疾患が悪化して、登山回数が激減した。まだ登りたい山は、それこそ山ほどあるが、この

辺りで一応締めくくりをしておきたいと考えたからである。退職後、還暦を過ぎてからの僅かな

海外登山を含めて、登った山の数は６６０座、１６３０回が私の登山記録である。多少の記録漏

れがあるにしても、意外に少ない感じがする。これは在職中の４０歳代から５０歳代にかけて２

０年間の空白が大きく響いているようだ。６０歳代から７０歳代にかけて「県境の山」や「中央

分水嶺踏査」及び「阿蘇外輪山一周」などで登山回数は増えたが、曽遊の山が多く、山座数の増

加はなかった。若い頃はオ－ルシ－ズン、オ－ルラウンドの正当派登山を目指して精進した時期

もあった。阿蘇高岳（鷲ケ峰）楢尾岳、根子岳周辺での岩登り、阿蘇外輪山の周回、九州脊梁山

地全域の踏査、北アルプス、南アルプス、八ケ岳などでの冬期登山、中央アルプスの単独縦走、

３５Ｋｇの重荷を担いで槍ケ岳北鎌尾根トレ－スなどの回想は私の宝である。 

 還暦を過ぎてからの海外登山は体力不足で打率が低かった。登頂することが出来たのはケニア、

ニュ－ギニャの「マウント・ウイルヘルム」トルコの「アララット」グアテマラの「火山」スマ

トラの「ケリンチ」中国の「大姑

娘山」台湾の「玉山」･･････など。

メキシコの「ポポカテペトル」ア

ラスカの「マッキンリ－」イラン

の「ダマ－バンド」では敗退した。 

 しかし得難い山仲間と出会うこ

とが出来たのは幸運だった。「山の

しおり」のペ－ジをめくりながら、

熊本支部設立５０年に亘る長い年

月の中で、我侭な私を支え、山行

につき合ってくれた皆さんに深く

感謝する。  



追 悼           奥野 正亥 氏（1911～2002） 

 ２００２年（平成１４年）９月６日、兼ねて病気療養中だった名誉会員の奥野正亥さんがなくなられた。 

享年９１歳は天寿を全うされたと云えようが、あの温容に再び接することが出来ないと思うと限りなく寂し

い。奥野さんと前後して同じ名誉会員の望月達夫さん、織内信彦さん、黒田初子さんも他界された。雲上の

高峰が次第に姿を消していくようで寂寥感を禁じ得ない。ことに望月さんは、熊本支部とはご縁が深かった。

１９７８年１１月、静岡の牧野衛さんと九州へおいでになったときは、奥野さんも同行して国見岳、市房山、

尾鈴山に登られた。市房山頂では図らずも後の名誉会員３人が揃い踏みをされた写真がある。 

奥野さんの登山歴は、１９８７年（昭和６２年）１１月に発行した熊本支部設立３０周年記念誌に「愛しき

山々」題して詳しく述べられている。『私は朝鮮の京城で生まれた。現在の韓国のソウル市である。京城は数

座の700m～800m級の山々に囲まれ、その間を大河・漢江が流れている落ち着いた街であった。朝な夕なに

眺める山々の姿は、少年の興味をひいた。そして、いつの日にかあの山々の頂きに立つのだと考えていた･･･』

と山への憧憬を書いている。登山記録の集大成は「北朝鮮の山」･･･飯山達雄編・図書刊行会発行･･･である。

この中で厳冬の冠帽峰縦走，胞胎山縦走および金剛山の岩場開拓、特に集仙峰角ル－トの登攀など北朝鮮の

山々での数々のパイオニアワ－クの記録が収められている。３０代前後の躍動期の記録であるが、地の利、

時の利があったとは云え、登山への深い愛情と烈しい情熱に感動する。以上の記録や生前の折々に奥野さん

から伺った話をもとに登山年譜を作成した。 

【 奥野正亥 氏 登山年譜 】 

1911（明治44年）9月22日  朝鮮・京城市で出生する。中学１年次、北漢山（836m）に登る以後 

                竜門山、道修山、仁寿峰（岩登り）なとに登り、山にのめり込む。 

1933（昭和８年） 22歳     朝鮮山岳会に入会する。※朝鮮鉄道局の飯山達雄氏の誘いで･･･ 

1934（昭和９年）       金剛山の岩場開拓、  ※集仙峰から世尊峰へ集仙峰各ル－トの登攀  

1936（昭和11年） 25歳   厳冬の民幕谷から冠帽連山縦走 

1937（昭和12年） 26歳   金剛山協会に入会する。 

1938（昭和13年） 27歳   厳冬の白馬岳、乗鞍岳に登る。※集仙峰東北稜縦走・北漢山露積峰西壁初登 

1939（昭和14年） 28歳   集仙小屋建設 ※集仙峰Ｃ２針峰の初登・厳冬の渡正山（２２０１ｍ）から冠帽縦走 

1940（昭和15年） 29歳   日本山岳会に入会する。（会員番号1818）※好日山荘西岡氏の薦めによる 

1941（昭和16年） 30歳   結婚する。赴鞍高原から北白水山（2522m）厳冬の北胞胎山（2289m）から将軍峰（2108m）へ 

1942（昭和17年） 31歳   ２月 台湾の国立公園視察で新高山・雪山に登る。７月応召・入隊する。中国戦線へ 

1948（昭和21年） 34歳   終戦により下関市に復員、３年後熊本市の通信建設会社に就職する。 

1988～1992年        日本山岳会熊本支部長となる。※1990年永年会員となる ７８歳 

1995（平成７年）  ８３歳   名誉会員となる。 

2002（平成14 年）９１歳   ９月６日 逝去 ※奥野さん生前のご意志により熊本大学医学部に献体され

たので、ル－テル健軍教会で「お別れ会」を開きお送りした。すべては永

い間、苦楽を共にされた静子夫人のお心遣いによるものであった。 

                                                                           （ 本田 誠也・記 ） 

                                   



追 悼          和仁古 昇 氏（1916～1999） 

 和仁古さんほど純粋無垢な山好きな人は少ない。「より高く、より厳しく」というアルピニズムの山登りで

はないが、晩年の頃の和仁古さんは何かに憑かれたように山に登り続けられた。和仁古さんは昭和２１年、

敗戦により中国から引き揚げると熊本市で家業の薬局（漢方）を継がれた。そして若いときから山登りを再

開されたが、昭和２３年に勧められて熊本アルコウ会に入会する。持ち前の誠実な性格から、例会には欠か

さず参加する熱心な会員だった。また専門の薬草研究グル－プや、熊本記念植物採集会、熊本野草の会など

の会員としても活動の場を広げられた。昭和４９年（1979年）５８歳の時、請われて日本山岳会に入会され

た。以来、支部常務委員、副支部長等を歴任して支部運営に多大な貢献をされた。 

昭和６１年（1986年）７０歳の時には、伝統ある熊本アルコウ会の会長に就任された。このように和仁古さ

んの山登りは熊本アルコウ会在籍５０年間、および日本山岳会在籍２５年間を通じて、九州の山々を中心に

日本全土にわたり弛みなく続けられた。海外の山も74歳の時、キナバル山(4101ｍ)に登り、76歳の時は熊本

支部設立35 周年記念カナディアン･ロッキ―トレッキングに参加して元気に歩かれた。晩年の頃も週2 回の

ペ－スで熊本市近郊の山々を精力的に歩き健在を示された。81歳の夏、熊本市から若い山仲間と自動車で長

躯南アルプスの北岳を目指したが、「勇躍して出かけたつもりでしたが、こと志と反して途中リタイヤのやむ

なきにいたり、まことに残念至極でした｡･･･」とお便りがあった。翌年、体調を崩して、運動機能障害のた

め長期間入院加療中だった君子夫人と同じ病院に入院された。その後、遂に復帰することはなかった。生涯

を通じて少年のような無垢な心で山を愛し、山歩きに没入された。あの温顔に二度とお会いできないと思う

と残念でならない。 

【 和仁古 昇 氏 略歴 】 

1916（大正5年）       5月5日 父が経営する薬局(熊本市水道町)の長男として出生。 

1937（昭和12年）      熊本薬学専門学校卒業。熊本市の西郷外科病院に就職。 

1941（昭和16年）      中国の華中水電に転職。水質検査に従事し北支の山野を跋渉する。  

1946（昭和21年）       敗戦により帰国。家業の和仁古薬局を継ぐ。 

1948（昭和23年）      熊本アルコウ会に入会する。 

1974（昭和49年）      日本山岳会に入会(会員番号7778)する。※紹介者 三谷孝一・玉名金助 

1986（昭和61年）      熊本アルコウ会会長に就任する。 

1991（平成 3年）       日本山岳会熊本支部副支部長に就任。 

1998（平成10年）      本庄内科病院に入院  

1999（平成11年）      7月31日逝去。享年83歳 

 

※ 和仁古さんは、1972年(昭和47年)今西錦司先生の八方ヶ岳登山に同行して「すっかり先生の信者になっ

た」と述懐している。京都で開催された今西先生の『1400山登頂祝賀会』(1984.4)及び『1500山登頂祝賀会』

(1986.4)には私も一緒に参加した。そして誘い合って今西先生ゆかりの武奈ヶ岳、奈良の白髪岳などに登った。

和仁古さんと2人で歩いた貴重な登山である。 

                                                                           （ 本田 誠也・記 ） 



追 悼          太田  章雄 氏（1932～2007） 

 私にとって最良のパ－トナ－だった太田章雄君が、平成19年4月3日、7年にわたる永い闘病の末、逝去

した。享年 75 歳。力強く頑健だった若い頃の彼を知るものには、信じ難い訃報だった。酒も煙草も嗜まず、

生真面目な人柄で、安易に妥協せず、時には煙たがられることもあったが、山での強さには定評があった。 

【 太田章雄氏 略歴・登山年賦 】 

1932（昭和  7年）           1 月1日 熊本市近見町で出生。 

1946（昭和21年）     熊本電気通信工事局（逓信省）に採用 

1954（昭和29年） 22歳  九州電通山岳会（後の電電九州山岳会）に入会、※高岳北面の岩登りに集中する  

                                               ５月 九州脊梁山地の市房山～国見岳縦走（Ｌ.本田他３名） 

1955（昭和30年） 23歳     5月 祖母山～傾山縦走（Ｌ.本田ほか3名）以後九州の山々全てを登る。 

1956（昭和32年） 24歳  初めての冬山合宿、遠見尾根～五竜岳（Ｌ.善行ほか7名） 

1957（昭和33年） 25歳     厳冬期の早月尾根～剣岳（Ｌ.善行ほか12名）  

1958（昭和34年） 26歳  4月燕岳～槍ヶ岳～穂高岳縦走 （Ｌ.本田・太田） 

               9月第13回富山国体（立山～剣岳）に熊本県チ－ムのＳＬとして出場。 

1959（昭和34年） 27歳   ４月北尾根～槍ケ岳（Ｌ．本田ほか２名） 

               １０月荒木富江と結婚する。生涯の良き伴侶となる。 

1960（昭和35年） 28歳     1月熊本県山岳連盟の遭難救助隊員として、阿蘇高岳北尾根第２キレットで滑

落負傷の遭難者を一人でナイフリッジを経由して高岳山頂まで担ぎ上げた。   

当時九州最強の岳人と称えられた。 

               １０月 第１５回熊本国体の登山競技役員（記録担当）となる。 

                5月、役員強化合宿で富士山に登る。  

1964～1994         ３０年間登山活動の空白。 電電九州山岳部を脱会する。全電通労組・熊本電 

分会長として労働運動に奔走する。また退職者の会設立に尽力する。 

1990（平成2年） 58歳      ＮＴＴ熊本支店を退職する。  

1994（平成6年） 62歳    登山活動を再開する。７月栂池～白馬岳～唐松岳～五竜岳～遠見尾根～小谷 

泉（Ｌ．大田ほか３名） 日本山岳会に入会する。 （会員番号11856） 

              ※ＮＴＴのＯＢ組織 熊本電友アルコウ会に入会する 

1995～2001         熊本電友アルコウ会の特別例会を企画し、会員を引率して全国各地の山に登る。 

                  木曽御嶽山、木曽駒ヶ岳、八が岳南部縦走、加賀白山、立山・剣縦走、尾瀬（至仏山・燧ヶ岳   

日光白根山、乗鞍岳、美ヶ原、霧ヶ峰、蓼科山、南アルプス鳳凰三山、鹿島槍が岳、爺ケ岳、 

木曽駒ヶ岳～宝剣岳、※以後心臓疾患で入退院を繰り返す。 

2007（平成19年）       ４月３日 逝去 享年７５歳。※2006年12月胃癌で再入院後、遂に復帰せず。 

晩年になって日本山岳会に入会したが、熊本支部設立４５周年記念事業の「県境の山」は二人で歩い 

た昔に帰って、よくつき合ってくれた。それにしても、病身の富江夫人を気遣いながら、最後まで毅 

然として難病と対峙した貴方の姿を忘れることはない。永い闘病生活、本当にご苦労さまでした。 

安らかにお休み下さい。 

                                                                       （ 本田 誠也・記 ） 

 



追 悼          宮崎 豊喜 氏（1920～2004） 

 

 かねてから病気療養中だった宮崎豊喜氏が、平成 16 年 7 月 11 日に逝去された。享年 83 歳だ

った。生前、50 年近いお付き合いだったが、実業家として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。嗣子の宮崎健一さんに書いて頂いたメモから、略歴を辿ってみよう。 

 大正９年（1920 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

店で働きながら鎮西簿記学校を出て、住友銀行熊本支店に入社する。若い頃から自然に親しみ、

よく山を歩いていたが、恩師の勧めもあり熊本アルコウ会に入会（1939 年会員番号３５２）す

る。太平洋戦争で徴兵されたが、終戦により復員して住友生命に出向する。後に「古城ベ－カリ

－」に転じたが、自営への思い絶ちがたく市内下通に「ＯＫレストラン」を開店する。山中間の

常連客も多く繁盛したが、程なく市内下通に土地を求め「観光レストラン山小屋」を開業する。

大きな水車がまわ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う。「阿

蘇の主」と呼ばれた北田正三氏が日本山岳会熊本支部を設立後、日本山岳会に入会（1960 年会

員番号 5074）する。昭和３７年３月、九重山、祖母山、阿蘇山に登り熊本市を訪れた深田久弥

氏は、その著書に『熊本に着いたのは夕方であった。山の好きなものは有り難い。何処へ行って

も知己がある。熊本では山岳会の三谷孝一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久弥さんの希望で、かって知友が学んだ五高（現熊

本大学）や熊本城、金峰山に案内して大変喜ばれたと云う。昭和５３年、隣接する大洋デパ－ト

の大火を機に木造建を壊して、鉄骨５階建ての山小屋プラザを建設する。幼い頃の健一さんは、

よく父に連れられて金峰山や阿蘇の山々を歩いたという。また中学生の頃は、友人達と共に英彦

山へ連れていって貰ったこともある。後年、自費を投じて金峰山麓にバンガロ－やシンボルとな

る大きなト－テムポ－ルを立て、市内の小学生たちに野外活動の拠点を提供した。宮崎さん自身

の登山は戦時中、体協行軍登山部（部会長 鈴木春松陸軍中将）に参加した話や、戦後の穂高連

峰や上信越の山歩きなど断片的に伺ったことがある。後年、足が不自由になった宮崎さんは、自

分自身の山登りは断念して専ら一般登山者や登山団体の相談役に徹していたようだ。支部にとっ

ては、良きアドバイザ－だった。その後、内坪井町に６階建てのマンション「ホルンハイツ」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。晩年は病気がちで入退院を繰り返していたが、１９９８年に「フォレ

スト熊本」に入所されてからは、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。有り難うございました。 

                                （ 記 本田誠也 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 



森林保全巡視員研修会報告 

自然保護委員会    

日  時  平成１９年７月７日 １８時より  

場  所  白川わくわくランド（国土交通省）熊本市子飼町 

参 加 者  熊本支部員 12 名 工藤文昭、田上敏行、松本莞爾、鶴田佐知子、加藤功一、 

石井文雄、安場俊郎、小倉伸一、緒方隆、中根俊男、加藤百合子、廣永峻一 

講  師  九州森林管理局 国有林野管理課  小 原 豊 治 

 

 熊本支部では自然保護意識の向上と自然保護活動の一環として、何かのお役に立てば、という

思いから九州森林管理局へ申請、平成 17 年 11 月より森林保全巡視員として 14 名の者が委嘱さ

れた。 

しかし実際に山に行き具体的な活動が難しく、委嘱されただけで活動が出来ない事に、多くの人

が申し訳なく思っていた。そこで国有林管理課小原氏にお願いして、森林保全巡視員としての具

体的業務内容についての研修会を開催して頂きました。 

 

小原講師より任務についての話  

  ①     ゴミの不法投棄の防止   

  ②     高山植物等の盗掘、盗採の防止 

  ③     標識類の保全   

  ④     森林火災の防止   

  ⑤     野鳥の盗鳥の防止 

 

主に上記の件についての詳細な話があり、登山活動の折、違反行為を見たら不快感を与えないよ

うに注意してください。ひどい場合は車のナンバーなどを記録して報告してください。関係官庁

への連絡をいたします。 

 

質問 ①従来あった登山道に携帯電話のアンテナを建てる為に大きく柵を作られて登山者は道      

が突然無くなり大変困っている。意味の無いように見える。その筋に連絡してゆきたい。 

②野鳥の盗鳥が多い、メジロ、コマドリ、オオルリなどの盗鳥が見られる。 

このような現場に遭遇しても今後はやんわりと注意することもできる。 

相手方の人格を尊重し注意を行う。写真が取れる場合は撮って提出する。 

③山中における ラン、セッコク等の盗掘を見ることがある。 

カンアオイの斑入りなど専門に探しまわる人たちがいるので注意したい。 

 ④クマガイソウ、フクジュソウ等地元の人による盗掘が多い。 

    業者にそそのかされた地元の老人が福寿草を 200 株も採っていた。 

   ⑤クマガイソウも毎年採られているが山の中に年中番も出来ずに困っている。 

        具体的な質問を出して、自分がその立場になったときの対処の仕方について 

        理解でき、質問を交えて有意義な研修会となりました。熊本支部は自然保護 

        活動に巡視員として微力ながら活躍できるものと確信しています。（文責 廣永峻一） 



           熊本支部創立 50 周年記念アピール 

         自然保護活動を推進しましょう 

                       自然保護委員会    

熊本支部の皆さん！ 自然保護活動を推進しましょう 

人間だけが地球上の生き物ではない。野山に住む蛇も、鳥もミミズも、小さな虫も微生物も全て

が地球号の仲間だ！ 山野にあるイラ草も刺されると痛いが、野山の植物や海の海藻が酸素を生

み出してくれていることを忘れてはならない。人間の都合の良いように、ブルトーザーで安易に

道を造る。植物や昆虫達の声は聞こえないが、いずれ人間が痛い目に遭う事を知るべきである。

川の魚も、火山灰の混じった泥水の中でも、したたかに生き続けている。今では白川も、坪井川

も井芹川も、工場廃水、家庭排水が取り除かれ、どの川にも昔懐かしいドンカッチョ、カマツカ、

テナガエビ、鮎が蘇った。しかし湧水に生息するシービンタ（ニホンバラタナゴ）は減少の一途

をたどっている。 日本は今、少子化問題が憂慮されているが、国土の大きさから考えると、自

然に少なくなった人口で日本がどう生きるかを考えるべき、都合の良い時期ではないかと思う。 

我々岳人は、幼い頃より自然を愛し、自然に育まれ，自然と共に生きてきた。朝日が昇るとそれ

を拝み、山を拝み、大樹を拝み、大きな石を拝み、自然の全てを神として畏敬の念を持ち、崇め

てきた。日本人の中でも我々岳人は特に地球の温暖化について危惧するものである。山岳の氷河

や、極地の氷も溶け始め、地球上の昆虫も動物も生息域が極地へと向かっている。日本国内にお

いても温帯地域の変化が見られる。梅雨は毎年、九州地方に被害をもたらしていたが、現在は中

部以北に梅雨前線が停滞し、活動するようになった。今こそ自然を熟知した岳人は、地球環境の

明確な変化を認識すべきである。 

日本山岳会熊本支部はこのような観点に立ち、全国の岳人、自然愛好者、及び全国民に、次のこ

とをアピールしたい。 

１ 自然を保護・保全することは、地球上の全ての生き物の保護活動であり、人間にとっても、

大変重要なことであり責務である。 

２ 優れた山・海・原野の景観も、全てが全人類の宝であり、永久に保護され保存されるべきで

ある。 

３ 山奥まで延びる林道（山岳道路）も安易に造ることを避け、山の施設も安易な開設を止め、

自然保護を最優先するべきである。 

４ 里山をはじめ、自然環境の中でのゴミの投棄、高山植物や野草の盗掘・損傷、野鳥の盗鳥は

厳に慎もう。 

５ 自然保護についての教育・啓蒙は日本山岳会会員の責務として、登山中も、普段の生活の中

でも常に心掛け、他の模範となれるように努力しよう。 

６ 色々な自然保護団体と連携をとり、最善の処置を講じるように心掛けよう。 

以上のことを、日本山岳会熊本支部の「自然保護憲章」として、未来永劫に護り続けることをこ

こに宣言する。                          （文責 廣永峻一） 

  社団法人日本山岳会熊本支部  

 



（社）日本山岳会 第２１回全国支部懇談会熊本・阿蘇の集い報告 

期 日  平成１６年１０月２日（土）～３日（日） 

場 所  熊本交通センターホテル・阿蘇高岳・烏帽子岳・阿蘇観光コース 

 

［はじめに］ 

 平成１４年３月の支部役員会で、本田支部顧問から、「全国支部懇談会を担当していない支部

は残り少なくなったので、熊本支部もこのあたりで支部としての責任を果たしてはどうか」とい

う提言をいただいた。確かその当時の未開催の支部は５つくらいになっていた。熊本支部も設立

後５０年近くになるのだが、支部の組織としては、全国２５支部（当時）に中で最も小さく、そ

のような全国規模の大会を本支部でやれるだけの力量があるのか、との心配の声もあった。しか

し、検討するうちに､支部の纏まりと､熊本が持つ豊かな自然を考えると、「何とかなる」という

結論になった。５月の本部総会で、「１６年度の全国支部懇談会を熊本で開催したい」と立候補

を表明し、その後の本部理事会で熊本開催が承認された。それから１年間は､先催県の情報収集

にかかり、本格的な開催準備に取り組んだのは平成１５年の２月からだった。それから、１０名

からなる準備委員会を立ち上げ、開催までに１４回の会議を重ね、運営の根幹となる事項につい

て決定し､その後会員各位には周知徹底、特に、懇談会の全容について､支部員一人一人が十分理

解し､参加者からの質問にも支部員の誰もが対応できるよう、開催年になってからは､何回も全員

参加の説明会を行った。 

［会場地の問題］ 熊本は阿蘇火山を持ち、県内のどこでも温泉が湧出する温泉王国、全国から

来ていただくなら、やはり世界の阿蘇の温泉地を会場にすることを当然の事と考えていた。しか

し、その後､来熊者の交通アクセスを考えると､熊本空港から阿蘇への移動が不便で参加者に大き

な不担をかけることを考慮すると､温泉の魅力を捨ててでも、やはり熊本交通網の中心になる熊

本交通センターが最適だろうということになった。３日の記念登山については､当初から阿蘇山

で実施することにしていて､阿蘇高岳を３つのコースから登ることにしていた。しかし、大会直

前に台風の襲来を受けて､予定していたロープウェーが運休になったことや、かねて支部長会に

問題提起されていた「現在の支部懇談会の場合、オーバーユースの観点から問題がある。今の大

部隊での登山行動は考える時期に来ている。幾つかの山に分散して登るべきではないか」という

意見に従い､急遽、高岳と草千里を取り巻く烏帽子岳の２つのコースに変更した。結果的には､火

山岩に覆われた火山荒原の山と、阿蘇が誇る草原に覆われた烏帽子岳の対照的な山に分散して登

山、その後、開催される会場でも､複数のコースが設けられるようになった。特にこの日は､台風

一過の秋晴れに恵まれたことも､阿蘇の自然の奥行きのある素晴らしさを一層際だたせてくれた。 

［外部協力者の名演］ 

 初日の２日、３時丁度、静まりかえった薄暗い会場のステージ。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「山鹿燈籠踊り」が始まる。乙女達が頭上に担いだ燈

籠の明かりが怪しく揺れる優雅な様が幻想の世界に誘う。三味線、太鼓のお囃子もすべて自分ら

で演奏するのだが、これが上手。参加者にとっても忘れられない最高の演技だったようで、大好

評だった。阿蘇火山博物館館長の池辺伸一郎先生による講演【阿蘇火山について】も､常時阿蘇

火山の中心におられて､山と対峙されながら火山観測活動を２０年以上にわたってなされ、実際

火山活動現場で体感された中からのお話は､自信に満ちて､理解しやすく大好評だった。 



 夜の懇親会では、熊本が世界に誇るカントリーシンガー、チャーリー・永谷さんによるミニ・

コンサート、ギター１本での弾き語りに出てくる曲目は､参加者の青春時代を彷彿させるような

曲ばかりで､一緒に口ずさむ人も多く､流石にカントリー界の大御所、大宴会を盛り上げていただ

いた。全国各支部から頂いた銘酒はさらに美味しく､ステージは各支部員入り乱れての賑やかな

舞台となり､交流が続いた。その後、ホテルでの二次会、町に繰り出した人も多かった。ともか

く、今回 3 つの外演者はそれぞれに素晴らしかった。 

［記念登山］ 

 Ａコース（高岳仙酔尾根コース～頂上～中岳火口～仙酔峡） 

  全コース５時間を要する健脚者向けのコースにも関わらず､約１００名の参加者があった。

秋晴れの､絶好の登山日和にも恵まれ、一人の落伍者もなく、平均年齢６５才の登山とは思えな

い達者で楽しい登山が出来た。この日、火口から火山ガスが噴出していて､西側からの登山は禁

止されていたが､幸運にも東風で､阿蘇山防災センターとも連絡を取りながら､火口隣接の東側火

口壁を無事下降できたのは幸運だった。登山開催は台風の北上で､心配のしどおしだったが､最後

は、天も私たちを味方してくれた。 

 Ｂコース（草千里～西側より烏帽子岳山頂～東側尾根を経て､草千里へ下る） 

  このグループは、最初仙酔峡から､中岳を経由して高岳に登る予定だったが､台風の被害で仙

酔峡ロープウェーが運休になり､急遽烏帽子岳に変更を余儀なくされた。しかし、阿蘇にある２

つの一等三角点の山の一つのであるこの山は､やはり展望も良く、秋の野の花や眼前に広がる中

岳火口を眺めながらの登山で､参加者からは好評であった。好天にも恵まれ南北外輪山のカルデ

ラ壁が一際美しく､九州の脊梁山地をはじめ､九州の多くの山が遠望された。下りは東尾根から草

千里の最奥部に下り、牧歌的な広がりの中で昼食。その後も予定通り熊本市に４時前には帰り着

いた。登山する山の変更は､結果としては､参加者の満足度も高く、安堵した。 

 Ｄコース（阿蘇観光地案内） 

 前年度のＮＨＫ大河ドラマは「宮本武蔵」で話題性も高く､先ず武蔵塚を見学、二重の峠を経

て大観望に立ち、阿蘇の涅槃像、千年の歴史を伝える日本最大の草原など、気宇壮大な大阿蘇の

景色を満喫、それから中央火口丘に移り､草千里、火口に向かう予定だったが､火口は火山の有害

ガス噴出中で登れなかった。高森田楽保存会での昼食は､この地に伝わる素朴な田楽料理に舌鼓

を打ち､前夜の宴会そのままに盛り上がり､皆さん満足度百％。熊本のいい思い出を残していただ

いた。 

［終わりに］ 

 全国支部懇談会を担当するに当たり、危惧した事柄はすべてクリアー出来て､終わってみれば､

大成功のうちに終わったように思える。これは自画自賛ではなく､懇談会終了後、全国各方面か

ら戴いたご礼状は、賞賛の言葉で埋め尽くされていた。これも､小さな支部ながらも､会員・会友

が持っている力と心を一にして取り組んだからに他ならない。何事も､心配することより､実際取

り組んで､苦労して､難関を乗り越えて､目的をやり遂げてこそ、その向こうに喜びは見えてくる

ものでしょう。長きにわたる取り組みでしたが、この間の多くの苦労の中で、我が支部も素晴ら

しい宝物を見つけ出したようだ。折角手にした宝物が、持ち腐れにならないよう、これからの熊

本支部５０年の未来に繋げていかねばならない。今回のような活発な支部活動を確実に継続して

いきましょう。熊本支部会員・会友の皆さん、ご苦労様でした。また、全国各地から遠路ご参加

いただきました会員の皆様に、心からの感謝の意をお伝えいたします。 



 

［参考資料］ 日本山岳会第２１回全国支部懇談会熊本・阿蘇の集い 

  １．参加総数    １７５名  （支部外 １３５名 支部員 ４０名） 

  ２．懇親会参加者  １７１名  （支部会 １３５名 支部員 ３６名） 

  ３・宿泊者数    １４１名  （支部外 １３５名 支部員  ６名） 

    ４．支部別参加者数 

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

    山梨(１)   岐阜(５)   京都(16)   富山（２）  石川（５） 

    福井（１０）  関西(２)  広島（3）  福岡（２）  北九州（８） 

    東九州(１３)  宮崎（３０）  首都圏（２０）  熊本（４０） 

  ５．10 月 3 日記念登山参加者 

     ・高 岳   99 名   ・烏帽子岳  52 名   ・観光コース 13 名 

                      （ 文責 支部長 工 藤 文 昭 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会セレモニ－での平山前会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿蘇高岳を下る 

       全国支部懇談会記念登山 

 

 



祖母山「風穴」について 
 

５１１７ 佐 藤 光 俊 

 私が祖母山の「風穴」を訪ねたのは、昭和26年(1951年)8月下旬のことでした。以後祖母登山の

度に機会を見ては探勝しておりますが、「風穴」は祖母山山腹(標高)１４００ｍ）の断崖の下部

南面にに堆石した大きな岩塊隙間であります。 

 近年は毎夏諸々のテレビ局が、納涼番組として「夏に氷結する、祖母山の風穴」という変なタ

イトルで取材放映されておりますが、私は風穴内の氷は、冬に凍結したものが、冷蔵庫の気温に

類似した風穴内気温のため、解氷に期間がかかり、晩秋まで残ったものという持論を実証しよう

と、平成12年(2000年)、「風穴」内部の氷が完全になくななった11月より、毎月中旬を目安とし

て、内部の撮影諸々調査を開始、当初の目的通り13ヶ月間の調査終了し、夏に結氷という事はな

いのを確認し、「風穴調査記録」として編集後、町役場に資料として差し上げた以外、公に発表

したことはなく、今回初めて皆様に発表させていただきます。 

 

調査記録       平成12年10月より、平成13年10月まで    13ヶ月間 

（第1回） 平成12年10月18日 

・高千穂発    8時20分  ・北谷登山口着  9時00分            

・北谷登山口発  9時10分  ・風穴着         10時59分   ・風穴調査開始  11時3分       

・風穴発     11時30分  ・北谷登山口着   12時50分   ・北谷登山口発  12時55分 

※風穴外気温      17度・風穴内気温   8度  最深部  6度 

【風穴内状況】 先月下旬、最深部地面にわずかに氷片を見かけたが、今月氷結・氷片等全くな

いのを見届けて、第1回の風穴調査を始める。内部地面は泥沼状態で、湿度がひどく、岩肌は水

滴でキラキラと美しかった。 

(第2回)    平成12年11月19日  これより以降､行動時間の記録は割愛させていただきます。 

・風穴外気温  15度、  風穴内気温 8度、  最深部 6度  

【風穴内状況】 氷柱・氷片等全く見かけなかったが､岩肌の水滴は、先月同様相変わらず美しか

った。しかし、地面は先月より､ある程度乾燥していて､湿度はさほどではなかった。  

(第3回)     平成12年12月20日 

     ・風穴外気温  10度、  風穴内気温 8度､   最深部 6度、 

【風穴内状況】  内部の地面、岩肌共にカラカラに乾燥していて、先月までの湿気がうそのよう

だった。 

(第4回)     平成13年1月17日 

      ・風穴外気温  ー1度､  風穴内気温 ー3度､   最深部ー6度 

【風穴内状況】先月と打って変わって､風穴入り口からツララが下がり、､各部屋の壁際や最深 

部の小部屋等には少量ながら見事な結氷・氷柱が出来ていた。なお、先日からの大雪で車・歩行

共に難渋する。 

(第5回)   平成13年2月15日 

       ・風穴外気温  5度、  風穴内気温 ー1度､   

【風穴内状況】 風穴入り口のツララは先月以上で､内部岸壁や、地面は見事に氷結し､最深部へ

の入り込みは不可能なので､二階の広間と一階の小部屋の氷結、氷柱の撮影で調査終了。今回も

先日からの残雪で何渋する。 

(第6回)       平成13年3月15日 

        ・風穴外気温    11度，  風穴内気温 1度､    



【風穴内状況】 今回も風穴入り口のツララは先月同様だったものの、既に溶氷状況になって  

いた。しかし、内部地面の氷結は先月以上に厚く最深部への入り込みは不可能なにおで，二階と

地面の撮影で終了。 

(第7回)    平成13年4月17日 

        ・風穴外気温 16度、  風穴内気温  1度、   

【風穴内状況】風穴入り口のツララは完全に溶けて,無くなっていて,岸壁、各部屋等解氷時期に

入り,溶け始めていが,地面はまだ分厚い氷に覆われ,最深部へは行けなかった。 

(第8回)    平成13年5月17日 

    ・風穴外気温  14度､  風穴内気温 2度､    

【風穴内状況】先月以上に氷は溶けて､二階広間の氷は全くなくなり、わずかに岸壁の隙間に溶

けかかったつららが見られるのみだったが、下方の岩肌や地面には分厚い氷が見られまだ、最深

部調査は出来なかった。 

(第9回)     平成13年6月17日 

        ・風穴外気温  18度､  風穴内気温  5度、  最深部 3度 

【風穴内状況】最深部手前までは行けたが､相変わらず地面の氷が厚く､潜れる状況ではなかった。

壁面の氷もわずかに残っているのみだった。今回は､ライトのトラブルがあったものの､予備のラ

イトで何とか調査できた。 

(第10回)     平成13年月19日 

        ・風穴外気温  23度､  風穴内気温  7度､  最深部  5度 

【風穴内状況】氷は風穴内中程迄は全くなくなっていたものの､最深部５．６ｍ手前の地面の氷

はまだ厚く、行くことが出来ず、氷柱確認撮影で終わった。 

(第11回)     平成13年8月17日  

        ・風穴外気温  18度､  風穴内気温  7度、  最深部 5度 

【風穴内状況】先月確認した最深部手前地面の氷も薄くなり、行けないことはなかったが、手前

より調査は出来たので、氷柱を手前よりビデオ撮影し、引き返した。 

(第12回)     平成13年9月17日 

        ・風穴外気温  22度､  風穴内気温  10度､  最深部  5度 

【風穴内状況】解氷は驚くほどで､最深部の氷柱は氷塊と化し､水たまりが出来ていて､付近に少

量の氷が残っていたが､来月は昨年同様全くなくなるものと推察された。      

(第13回)          平成13年10月18日(昨年の調査開始時と比較して） 

         ・風穴外気温  17度､  風穴内気温 8度､  最深部 5度 

【風穴内状況】先月の氷塊も完全に解け、昨年同様､岩肌より水滴がぽたぽたと落ちている様を

見て､「風穴」内の氷は､冬に氷結したのが晩夏［秋］まで残るのだという事を確認し、１３ヶ月

の調査を終了する。 

  ［参考］  風穴関係里程表 

          ・高千穂・・・・･・・・･河内     ２３分   １５キロ 

          ・河内・・・・・・・・・五ヶ所     ８分  ６．８キロ 

          ・五ヶ所・・・・・・・・岳       ４分  １．７キロ 

          ・岳・・・・・・・・・・林道入り口   ２分  ０．９キロ 

          ・林道入り口・・・・・・徒歩ヶ所    ２分  ０．６キロ 

          ・徒歩ヶ所・・・・・・・一の鳥居          ７分     １．７キロ 

          ・一の鳥居・・・・・・・北谷登山口   ８分     ２．４キロ 

          ・北谷登山口・・・・・・風穴     ７０分     ３４５０歩 



熊本城築城４００年によせて 

 今年は日本山岳会熊本支部の５０周年と云う節目の年であるが、その熊本では天下に誇る名城

「熊本城」の築城４００年にもあたる。加藤清正が熊本に赴任して築き上げたのが始まりで当時

は隈本城と云っていた。元々千葉城といっていた熊本城は加藤清正によって今の場所に築城され

た。この熊本城の特徴は美しい曲線を持つ石垣で「武者返し」と呼ばれる上部に行くほど覆い被

さってくるのでこの石垣はよじ登ることが非常に難しく、敵の侵入に対し難攻不落の造りになっ

ている。この石垣では、毎年市内の山岳会がクライミングのトレ－ニングを兼ねて、草取りの清

掃作業をボランティアで実施している。城内は重要文化財の「宇土櫓」や戦後再建された本丸の

天守閣、そして今回築城４００年を記念して各櫓など再建されたものを見ることが出来る。 

 ４００年前勇猛果敢な加藤清正も大天守閣に登って眺めたであ 

ろう「県内の山々」を改めて検証してみようと熊本城に登城した。 

城下の町並みは全く違ったであろうが、遠くに見える山々は４０ 

０年昔と変わりないはずである。城主になった気分で再度眺め写 

真に収めた。 

【熊本城から見える山々】 
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冠岳 

大金峰 

大国見岳 

岳 

大矢野岳 



【熊本城の天守閣東側から見た山並み】 

 

 

立田山（１５１ｍ）････････山全体が公園化されており、市民の憩いの場である。 

鞍ケ岳（１０５２ｍ）･･････阿蘇外輪山の一部で菊池水源の源の山で西側にある女岳と緩やかな 

尾根が馬の鞍に似ていることから名前が付いた。登山口は旭志村の 

四季の里キャンプ場から約１時間で頂上に着く。頂上直下まで車で 

行ける、そこからは約２０分で頂上となる。 

杵島岳（１３２０ｍ）･･････阿蘇の中央火口丘にある阿蘇五岳のひとつで、草千里ケ浜が登山口

である。草原に包まれた優しい山で、観光客でも容易に登れる。 

烏帽子岳（１３３７ｍ）････同じく阿蘇五岳のひとつで、草千里ケ浜から３０分ほどで登ること

が出来る。また地獄温泉・垂玉温泉からの登山路もあり、道もよく

整備されている。 

中岳（１５０６ｍ）･･････  阿蘇火口の東渕にあるガレ場の頂上で主に火口東口の仙酔峡から登

る。天気の良い日は熊本城からも噴煙の先に望むことが出来る。 

俵山（１０９５ｍ）･･･････ 阿蘇南外輪山の一角で熊本市内からは山体も大きく見え、よく目立 

つ山である。熊本空港を通り南阿蘇村の久木野村へ抜ける県道があ 

り、風力発電の風車を過ぎると俵山峠を乗越地点が登山口となる 

その他、西原村の萌の里牧場から登るル－トと久木野堀渡から護王 

峠へ登り山頂へ行く登山路がある。また西側の地蔵峠から冠岳を経 

て護王峠へと入る道もあり。熊本市民のハイキングコ－スとして親 

しまれている。 

大矢野岳（１２３６ｍ）････南外輪山の中で吉無田高原へ大きな尾根を持つ大矢野岳は地蔵峠か 

ら入るコ－スと駒返し峠から入るコ－スで自然豊かな森林浴が楽 

しめる。 
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【熊本城の天守閣西側から見た山並み】 

 

 

金峰山（６６５ｍ）････････････熊本市の西側にきれいな三角錐をした低山で市民の手軽な里山として親し

まれている。頂上にはテレビの中継基地が数本あり、金峰神社の社殿があ

る。東西に展望台があり、熊本市をはじめ阿蘇の山や脊梁の山々が望まれ

る。また西側は有明海の海が広がり、対面には雲仙島原、そして平成新山

の普厳岳が目に飛び込んでくる。そして有明海の向こうに三角岳をピ－ク

に宇土半島が伸び。天草の島々が点在する。この金峰山には夏目漱石の小

説「草枕」にも出てくる峠の茶屋があったり、宮本武蔵が籠もって二天一

流の「五輪の書」を書いたと云われる霊巌洞がある。 

荒尾山（４４５ｍ）････････････熊本城から見るとひときわ目立つ丸い山があり、中腹には加藤清正の銅像

がある本妙寺がある。登山の対象にはあまりなっていないがその北側には

小萩園と呼ばれる公園がある。 

二の岳（６８５ｍ）････････････金峰山と峠の茶を境に対峙している山が別名「熊の岳」と呼ばれる二の岳 

三の岳（６８１ｍ）      である。一等三角点があり、金峰山と三の岳と並んで形の良い山である。

頂上近くまで林道があり、簡単に登れるが、登山路としては、河内へ下る

途中の野出部落に登山口がある。三の岳まで縦走路があるが、あまり登山

者がいないので道は多少荒れている。しかし、有明海を望みながら、登山

は素晴らしい。 

花岡山（１３２ｍ）････････････山と云うよりは丘の感じであり、山頂には仏舎利等があって住宅も多い。

花の季節は正に名前の通り「花岡」になる。ここは、西南の役の際、薩摩

軍が占領し、熊本城へ向けて大砲を撃ったと云われる。 

独鈷山（１１８ｍ）････････････金峰山の南に低山があり、麓には坪井川が流れている。熊本城の石垣はこ

の独鈷山から切り出して、船で熊本城まで運んだと伝えられている。 

               今は、途中まで住宅となり、公園化している。 
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【熊本城の天守閣南側から見た山並み】 

 

 

飯田山（４３１ｍ）････････････熊本市内の南東部に位置し、金峰山と相対して、野鳥の森や自然公園とし

て市民に親しまれている。熊本平野が一望できる。 

洞ケ岳（７３１ｍ）････････････九州脊梁の最北部の一部にあり、京の丈から伸びた尾根の部分である。地

元では権現山として親しまれている。 

目丸山（１３４１ｍ）･･････････緑川源流の国見岳支稜線の北を流れる内大臣川を挟んで対峙する丸っこい

山容の山で、５月にはカタクリの花を求めて多くのハイカ－がやってくる。 

甲佐岳（７５３ｍ）････････････御船町と甲佐町そして美里町に囲まれた美しい山容の山で、御船町からと

美里町から簡単に登れる山で、七合目辺りに「福成寺」がある。 

京ノ丈（１４７２ｍ）･･････････国見岳から派生した主稜線の一部で五家の荘を取り囲む山域の最北端の山

である。５月のカタクリが有名で、五家の荘の葉木からの登山口と、美里

町の柏川から登れる。 

大金峰（１３９５ｍ）･･････････正式には「おおがねのみね」と云い、五家の荘の西側に位置し、隣の小金

峰と尾根で連なっている。二本杉峠からは心地よい散策が楽しめる。 

               また、五家ノ荘からは朴の木部落から小金峰を経由して登る。 

雁俣山（１３１５ｍ）･･････････五家の荘の入り口とも云える二本杉峠が登山口である。美里町の砥用の町

中を抜け、津留部落へ行くと、舗装されてはいるものの、九十九折れの林

道を車で行き、峠まで行く。その左手に双頭峰のどっしりした山体が雁俣

山である。熊本市内の展望が良く、雲仙や阿蘇の山々が楽しめる。 

               また、カタクリの群生地でもある。 

白山（１０７２ｍ）････････････雁俣山の登山口、二本杉峠から八代市の旧泉村柿迫へ下る途中に白山があ

る。またその隣には大行者山、そして３０００段の階段で有名な釈迦院が

ある。 

雁回山（３１４ｍ）････････････八代平野と熊本平野を区分するように、宇土半島へ山体を広げ、宇土半島

へと伸びている。この山の正式名称は「木原山」いい、麓には木原不動明

王がある。 
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【熊本城の天守閣北側から見た山並み】 

 

 

 

 

 

 

国見山（１０１８ｍ）･･････････熊本県・福岡県との県境の山で、この東側には大分県・熊本県・福岡県の

三県の県境になる 

               三国山（９９０ｍ）がある。国見岳には三国山の東にある宿ケ峰尾峠から

縦走するコ－スと鹿北のキャンプ場から登る登山路の他、矢谷から直登す

るハ－ドなコ－スもある。 

               頂上付近はシャクナゲの群生が見られ、一見の価値がある。 

八ケ方岳（１０５２ｍ）････････熊本市（東バイパス）から菊池方面を望むとこんもりとした山が見えるが 

               熊本の県北の山々である。その中でもひときわ目立つのが八方ケ岳で手軽

な登山が楽しめる。登山口は菊池市の班蛇口と上虎口があるが登山者は少

ない。一般的なのは、菊鹿町側の山の神と矢谷渓谷（番所）からが登りや

すい。元々火山だったこの山は、浸食が進み四方に深い谷や岩峰があり、

複雑な地形をしている。山頂は草地で展望が素晴らしい。 
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支 部 規 約 

(総  則) 

第 1 条  支部は、日本山岳会熊本支部という。 

第 2 条  支部は、事務所を熊本市におく。 

(目的および事業) 

第 3 条  支部は､山岳に関する研究、知識の普及および健全な登山の指導、奨励をなし、  

あわせて会員相互の連絡、懇親をはかることを目的とする。 

第 4 条  支部は､前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １．登山の指導、奨励に必要な集会などの開催 

     ２．会員相互の懇親をはかるために必要な事業 

     ３．その他、目的を達成するために必要な事業 

(会員) 

第 ５ 条  支部の会員は、次のとおりとする。 

１．熊本県内に在住する日本山岳会会員 

２．その他の地域に在住する日本山岳会会員で、特に支部に入会を希望する者 

但し、支部に入会を希望する者は、会員の紹介により支部委員会の承認を得るも

のとする。 

     ３．支部の目的に賛同するものを、会友とすることができる。 

(役員) 

第 ６ 条  支部には、次の役員をおく。 

     １．支部長  １名 

     ２．委 員  若干名(内、常務委員２名以内) 

     ３．会計監事 １名 

第 ７ 条１．委員および会計監事は、支部総会で支部会員の互選により選出する。 

     ２．委員は、互選により常務委員を選出する。 

     ３．支部長は、支部委員の互選により、支部会員の中より選任し、支部総会の承認を

得る。 

第 ８ 条 役員の任期は２年とし、重任を妨げない。 

第 ９ 条１．支部長は、支部を代表する。 

     ２．副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき、または、欠員となった

ときは、その職務を代行する。 

     ３．常務委員は、支部長を補佐し、支部の事務に従事する。 

     ４．委員は、総会の決議にもとづき支部事業の企画、運営にあたる。 

     ５．会計監事は、支部の会計を監査する。 

第 10 条 支部には、支部顧問若干名をおくことができる 

１．支部顧問は、支部総会の決議により、支部長がこれを委嘱する。 

２．支部顧問は、支部の運営について支部長の相談に応じ、助言する。 

 

 



(会議) 

第 11 条 支部は、次の会議を行う。 

１．支部総会 

２．支部委員会 

第 12 条１．支部総会は、毎年 1 回、会計年度終了後 1 ヶ月以内に支部長が招集する。 

     ２．臨時総会は、支部長または支部委員会が必要と認めたとき、いつでもこれを招集

することができる。 

３．支部委員会は、必要に応じ支部長が招集する。 

第 13 条 会議は、支部会員の 2 分の 1 以上の出席により成立する。但し、委任状を提出した

ものは出席者とみなす。 

第 14 条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。その承認を受けなければならない。 

第 15 条 次の事項は支部総会に提出して、その承認を受けなければならない。 

１．事業計画および収支予算に関する事項 

２．事業報告および収支予算に関する事項 

３．その他支部委員会で必要と認めた事項 

(会計) 

第 16 条１．支部の運営は、支部還元金、支部費及びその他の収入により行う。 

     ２．支部費は、年額 2000 円とする。但し、夫婦会員(会友)のいずれか一方は免除す

る。 

第 17 条 支部の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。 

(解散) 

第 18 条 支部は支部会員の 3 分の 2 以上の同意により解散することができる。 

(施行期日) 

第 19 条 この規約は平成 12 年 4 月 23 日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歴代支部役員表 

支部顧問   西 沢 健 一・本 田 誠 也・神 谷 平 吉   

支部長    第１代 １９５７～１９５８  北 田 正 三 

第２代 １９５８～１９７８  三 谷 孝 一 

       第３代 １９７８～１９８７  西 沢 健 一 

          第４代 １９８８～１９９１  奥 野 正 亥 

          第５代 １９９２～１９９９  本 田 誠 也 

          第６代 ２０００～      工 藤 文 昭 

副支部長   １９８８ ～ １９９１    本 田 誠 也 

          １９９２ ～ １９９５    和仁古   昇 

          １９９６ ～ １９９９    工 藤 文 昭 

１９９６ ～ ２００５    神 谷 平 吉 

          ２００６ ～         松 本 莞 爾 

 

常務委員   １９５７ ～ １９７７    西 沢 健 一 

          １９７８ ～ １９８０    本 田 誠 也 

          １９８１ ～ １９８６    大木野 徳 敏 

          １９８５ ～         田 上 敏 行  

 

 

 

 



平成１９年度熊本支部役員 

支部顧問      西 沢 健 一・本 田 誠 也・神 谷 平 吉  

   

支 部 長    （８１９０）   工 藤 文 昭 

副支部長     （８４１１）   松 本 莞 爾 

常任委員     （６６５９）   田 上 敏 行 

委    員    （１１５３８）  丸 尾 龍 一 

                 （１００８０）  廣 永 峻 一 

                 （９６４９）   鶴 田 佐知子 

                 （１１７７１）  加 藤 功 一（山行企画担当） 

                 （１３８８９）  安 場 俊 郎（山行企画担当） 

監  事    （１１５３８）  丸 尾 龍 一 

    自然保護委員   （１００８０）  廣 永 峻 一 

                 （９６４９）   鶴 田 佐知子 

物 故 会 員 

  この５０年間に、次の方々がお亡くなりになりました。支部設立に当たり或いは、 

 その後の支部発展に大きく寄与されました。 

  謹んで謝意を表しますとともに、ご冥福をお祈りいたします。 

 

     北 田 正 三  （1893～1958）６５歳  初代支部長 

     三 谷 孝 一  （1898～1986）８８歳  第２代支部長 

     荒 尾   宏   ４４６６               設立発起人 

首 藤 宗 利   ４４７７               設立発起人 

大 津 省 吾   ４４７８               設立発起人 

山 口   辿   ４４７９               設立発起人 

 多 田 隆 峰  （1928～1988）６０歳   

     内 田 秀 夫  （1913～1990）７７歳 

     玉 名 金 助  （1898～1990）９２歳    設立発起人 

     粟 津 寿八郎  （1962 年死去）          設立発起人 

     川 下 治 平  （1971 年死去） 

     猪 本 勝 茂  （1982 年死去）          設立発起人 

     境   忠 一  （1979 年死去）          設立発起人 

     和 仁 古 昇  （1916～1999）８３歳  第２代副支部長 

     奥 野 正 亥  （1911～2002）９１歳  第４代支部長 

宮 崎 豊 喜  （1920～2004）８３歳 

     太 田 章 雄  （1932～2007）７５歳 

                                 合掌 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社）日本山岳会 

熊本支部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

海外登山（トレッキング）報告 

 

２００６年ネパ－ルトレッキング報告 

２００６年ヤカワカン偵察記録 

ＷＡＴＡ・Ｐ登頂記録 

Ｋｉｓｏ・Ｐ登頂記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紀 行 文 

 

チベット高原５０００ｋｍの旅 

九州自然歩道天草ル－トを歩く 

極北の桃源郷グリ－ンランド 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ５０周年を迎えて「会員からのメッセ－ジ」 

 

                 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               随   想 

 

              花の心を撮り続けて４０年 

           ほろ苦い山の想いで 

           山とトライアスロンと 

           山と山の仲間は私の宝 

           黄山再訪 

           今願の剱岳登山 

           我が人生「山」と共にあり 

           山のしおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 追  悼 

 

                  和仁古 昇 氏 

             奥野 正亥 氏 

             宮崎 豊喜 氏 

             太田 章雄 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                   報   告 

 

                 森林保全巡視委員研修会報告 

             自然保護活動を推進しよう 

             第２１回全国支部懇談会熊本・阿蘇のつどい 

             祖母山「風穴」について 
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