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 9 月 4 日から 6 日にかけて支部長会議･第 26 回全

国支部懇談会が東京多摩支部担当で開催されまし

た。多摩支部は今年 2 月に設立されたばかりの支部

ですが、会員の皆様の支部活動への参加意欲は強く、

見事な運営で支部の責任を果たされました。支部長

会議は 2 日間にわたり行われましたが、支部の活動

状況について各支部長から報告があり、よく把握す

ることが出来ました。熊本支部も以前に比べると支

部事業も多くなり、支部活動が活性化していること

は間違いなく、登山初心者のレベルアップを目指し、

楽しく安全な登山が出来るような登山者を育てる

ことに力を注いでいます。しかし、他支部の活動で

は、青少年登山教室、身体障害者･視聴覚障害者の

サポート登山、登山道整備作業、森づくりなど、社

会貢献的な活動が多くの支部で取り組まれていま

す。このような社会貢献の実践の中で私たちがむし

ろ多くを学ぶことも多くあるように思います。その

中で学んだことが新しい力を生み出し、支部の活動

を支えていくことになると思います。今後の支部活

動の中に取り込んでいかねばならないと思います

がいかがでしょうか。 

 2 日目の午後から始まりました全国支部懇談会に

ついては、会報「山」9 月号に詳しく紹介され 

ていますので、重ねて報告いたしませんが、1 日目

の行事が、これまでの講演会などではなく、参加会

員がこれからの日本山岳会について真剣に議論し

あったということです。会員の高齢化、若年層の入

会減による会員減少の問題は深刻で、支部懇談会の

メーンテーマに取り上げねばならない時期に来て

いるということでしょう。勿論本部でも四つのプロ

ジェクトチームを立ち上げてこの問題に正面から

取り組んでいますが、会員それぞれの協力･取り組

みがなくでは改善できないことです。この会の座長 

を務められた石橋会員は、「会員の推進力が活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の原動力だ。一人ひとりの活性化が日本山岳会全体

の活性化につながっていく」と纏められたが、その

とおりだと思いました。 

 ７日の高尾山登山は暑い日差しの中の登山になり

ましたが、稲荷山コースは林層豊かで何処も日陰、

谷風が吹き上げて気持ちよい登山が出来ました。 

 さて、支部報第 21 号に悲惨な山の遭難事故をなく

すためにどうするのかについて書きましたが、9 月

20 日には、祖母山で公務員 A 氏の遭難事故が発生し

ました。当日早朝「山に行ってくる」とだけ告げて

出発、その日は帰宅されず、21 日捜索願が出たもの

の、目的の山がわからず、25 日の車発見まで捜索の

進展はありませんでした。わが会も九州脊梁のトレ

ールランの後援で不在、捜索に参加したのは 28 日か 

らでした。この捜索には宮崎支部にも大変お世話に

なり、捜索にも参加いただきました。警察の捜索は

終わり、今、継続して捜索しているのはわが熊本支

部と熊本県山岳連盟、自然を愛する会、一部の地元

山岳会のみです。16 日にわが支部が行った捜索は、

黒岳西面の 5 本の谷、ここが最後のポイントでした

が、谷は深く、両側は屹立して相当手ごわい地域で

した。全員上部に抜けましたが、何の手がかりも得

ることは出来ませんでした。遭難した日の夜 10 時半

に家族に送った最後の携帯電話も電池切れで、その

後行方不明のままです。すでに、遭難から 1 月過ぎ

ても、生存を信じて祖母山に向かわれる家族の苦し

みがわかるだけに、捜索の区切りが出来ないでおり

ます。登山を思い立ったら、完全な計画･準備を果た

し、登山中も登山には大きなリスクが伴うことを片

時も忘れず、最善の注意をはらいながら行動するこ

とです。自分の趣味が、家族や知人･友人を悲しみの

どん底に突き落とす山の遭難は絶対起こしてはなり

ません。 
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穂 高 縦 走  

H２２．８．６～８．１０ 

 

千々岩泰子 

 

30 年ぶりの穂高、期待と不安が入り交じったまま、

夜明け前の熊本駅を出発しました。博多から新幹線で名

古屋、しなの７号で松本へ更に電車、バスと乗り換えて、

午後２時半過ぎ観光客で賑わう上高地に着きました。 

初日は徳沢ロッジまでの楽なコース、かっぱ橋からは穂

高連峰が輝き、胸が躍ります。梓川沿いの遊歩道を歩き、

神秘的な明神池に立ち寄り、午後５時過ぎ徳沢ロッジに

到着、夕食、お風呂もいただき明日からの登山に備えま

した。 

 ２日目 屏風の耳から涸沢までのパノラマコースで

す。徳沢ロッジを７時出発、梓川にかかる新村橋を渡り

ました。ソバナの花咲くコースの分岐には、雪渓の為通

行禁止の看板と共にロープがしてありましたが、気にす

ることなく歩き続けました。人通りが少ないのか、道幅

も狭く草も生い茂って熊が出てきそうな感じでした。や

がて大きなカレ沢の奥又白池との分岐に着き、岩場にキ

スゲが咲いていました。ここから急坂が続きますが、斜

面にトリカブト、クルマユリ、シモツケソウなどの花を

愛でながらの山道は楽しく、やがて屏風との分岐に着き

ました。ここから一登りで、屏風の耳。展望は素晴らし

く、槍ヶ岳から北穂、涸沢、奥穂、前穂高岳に続く山並

みと、常念山脈が目の前に広がり、ここでしか見られな

い絶景がありました。明日はあの頂きにと思うと益々嬉

しくなります。そして、足もとにあったブルーベリーと、

雄大な景色をしばらく楽しみました。涸沢を目指し歩き

だすと、初めて出会った登山者から雪渓が大変と聞き、

狭い登山道を下りました。一つ目の雪渓は上部をよじ登

り、二つ目の雪渓は大きく、ザイルを使い無事に越す事

が出来ました。やがて涸沢ヒュッテが大きく見え、この

日の山歩きも終わりに近づきました。午後４時ヒュッテ

に着きましたが、小屋は大賑わい、その夜の大きなイビ

キには参りました。 

 ３日目 涸沢岳の空には虹がかかり、素晴らしい朝を

迎えました。簡単な朝食を取り、朝５時過ぎに涸沢の雪

渓を歩き出しました。北穂高岳(南稜ルート)から穂高山

荘まで、いよいよ稜線歩きです。岩石混じりの急坂を登

り、眼下に涸沢、昨日歩いたパノラマコースも良く見え

ます。ナナカマドの白い花、コバイケイソウ・ヨツバシ

オガマなどの花々に目をくれながら行くと、岩場が現わ

れました。くさりや梯子を登ると左に前穂高岳、その奥

に富士山が望めました。又登山者も多く、ライチョウの

親子にも出会いました。雪渓のトラパースと、少しの登

りで北穂高岳山頂に着きましたが、ガスが上がって何も

見えません。稜線は岩場が続きましたが以外に歩き易く、

ミネウスユキソウ、ミヤマオダマキ、チシマギキョウな

どの花が可憐に咲いていました。涸沢岳に登り 

懐かしい奥穂岳山荘に午後１時半前に着きました。 
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祖母山遭難の捜索活動について 

 

さる９月２０日に発生した「祖母山」遭難につい

ては新聞等でご周知のことと思いますが、その後

の経過と捜索状況を記しておきます。 

 尚、この遭難事故に関しては県の山岳連盟山岳

救助隊の自主的な捜査活動に参加協力要請があ

って日本山岳会熊本支部も自主的な立ち場での

協力となりました。 

 トレイルランの大会に協力参加していた１０

月２３日の夜、遭難の報が入り、大会が終了後、

情報収集した結果、遭難した A 君は２０日行く先

を誰にも告げずに唯「山に行く」とだけ言って 

愛用のバイクで出かけ、２１日になっても帰宅し

なんったので家族が熊本県警に捜索願をだした

そうです。県警は阿蘇山を中心に捜索してみたが 

足取りもなく、諦めていたころ、９月２５日、職

場同僚の方が祖母山の北谷で彼のバイクを発見

し、捜索は宮崎県警へと移動しました。宮崎県警

では、消防署や地元の山岳会(高千穂山岳会)等と

大がかりな捜索を始めました。熊本県山岳連盟で

は県警からの協力依頼はなかったものの、熊本の

高校登山部の出身ということもあり、捜索に協力

することになりました。支部では連絡のつく会員

数名に協力を依頼し、山岳連盟の指揮下にはいり 

２８日より捜索を開始しました。また、このとき

は宮崎支部にお願いし、宿泊の手配や救助隊の依

頼もしています。２９日には熊本・宮崎の協力で

大がかりな、祖母山捜索が始まり、くまなく捜索

したものの手か掛かりは全くつかめず、３０日ま

で続きました。１０月に入り、２日～３日の土日

には、さらに熊本の山岳会(さんすい山の会・自然

を愛する会・岳連の遭難救助隊)なども加わり、さ

らに詳しい捜索を行いました。結果はまたしても

発見できず、その後も新しい情報も入り、範囲を

広げ、自主的に参加していただいた方も随時捜索

に入っていただきましたが、１０月２７日現在ま

だ発見できない状況です。 

 県警は救助本部を解散し、現在は融資の方々で

捜索を続けています。 

今回は行き先を告げずに山に行ったことが災い

し、初動捜索に失敗した感がありますが、本人は

高校登山部の出身として、山の知識も持ち合わせ

ていたのが裏目に出たようです。(文責 松本) 

 ※日本山岳会では２８日からの捜索に述べ３

０名の方と宮崎支部から６名の方にご協力いた

だきました。 

※ご協力いただいた方(熊本支部) 

・工藤文昭・松本莞爾・加藤功一・石井文雄・ 

・加藤明・安場敏郎・木曽萬喜治・斉藤弘毅・ 

・井藤憲幸・横尾健二・中林暉幸 
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明日の天気が心配なので、奥穂高岳に行く事にしま 

した。梯子を登り山頂へ、振り返れば槍ヶ岳と歩い

てきた縦走路が手に取るように見えました。やがて

念願の奥穂高岳山頂に到着しました。３０年前は槍

ヶ岳から縦走したおり時間がなく登れなかっただ

けに、今その頂に居ることがとても幸せに感じまし

た。そして、明日行けないかも知れないジァンダル

ムや前穂高岳の展望を楽しみ、午後４時過ぎ穂高岳

山荘に下りました。 

今夜も山荘は満員、明日の天気が気がかりのまま眠

りに就きました。  

４日目未明

の雨音に目が

覚め、予定の西

穂高岳ではな

く、前穂高岳か

ら岳沢、又は涸

沢から上高地

と思いながら

起床しました。

雨具を着け山荘の前に出ると、雨もあがりガスも消

えようとしていました。ルートは奥穂高岳まで行っ

て決める事になり、朝５時２０分山荘から、梯子の

行列に並び登り始めました。奥穂高岳に着く頃には

今日の天気が良くなる事を確信して、西穂高岳を目

指しました。目の前にはジァンダルムの岩峰、荒々

しい岩場が続いています。気を引き締めて歩き始め

ました。思いのほか容易に、ウマノセをやり過ごし、

ジャンダルムで槍ヶ岳をバックに記念撮影、360 度

のパノラマを満喫しました。 

これから、天狗の頭、間ノ岳、赤石岳、西穂高岳な

ど、幾つもの岩峰が続き、険しい岩場の登り下りが

次々と現われました。眼下に上高地が見え、登山者

は少なく静かな稜線でした。間の岳から西穂高岳ま

での遠い事、岩場のピークを登っても登っても、な

かなか着きません。岩場に飽きた頃やっと着きまし

が、独標まで気が抜けません。独標から西穂山荘ま

で楽かなと思いましたが、大きな丸い石の下り坂が

延々と続いています。西穂山荘も遠く、西穂高ロー

プウエイまで、益々遠く感じました。午後４時半過

ぎ、やっとロープウエイの駅に着き、新穂高温泉に

降り、バスで栃尾温泉に。くたくたになった縦走最

後の日でした。 

 ５日目 栃尾温泉を朝８時にバスで高山に、名古

屋から熊本と JR を利用して午後７時過ぎに熊本駅

に無事に降り立ちました。 

 ３０年ぶりの穂高は、変わらない姿で待っていて 

くれました。若い頃と違い、ゆっくりと楽しみなが

ら歩き、山々や花々が一層いとおしく思えました。

特に夜明け前の、刻々と変わる山肌の彩りと輝き、

屏風の耳から見た穂高連峰の景観はとても素晴らし

く、そこに何時までも留まりたい思いに駆られまし

た。奥穂高岳から西穂高岳までは、長く厳しい縦走

路でした。それ故なかなか行けないルート、しかし 

機会があれば行きたいルートでもありました。不安 

 

 

を抱えながら山行を決めましたが、岩場を登るにつれ

楽しく、又若いころを思い出し、自信も付いて、歩く

ことが出来ました。又天候に恵まれた事で計画通りに

山行が出来て、とても素晴らしい充実した夏山になり

ました。そして新たな山への思いを強く感じました。 

最後に、山行計画又同行して頂いた安場さんに 

感謝します。そして家族に感謝です。 

 

 

ジャンダルムと縦走路 

 

 

 

 

 

 

 

 

屏風の耳から 

穂高連峰と涸沢 

 

 

 

 

 

********************************* 

 

白馬三山登山の報告 
 

田北 芳博 

 

私は近年毎夏のように友人４～５人と一緒に年１

回北アルプス方面に出かけています。今年は一人で

の山行ですが、まずは一人で気楽にゆっくりと時間

を使って歩こうと思いました。それに大きな目的で

ありますが、ゆっくり風景写真を撮りたいと思いま

した。何人かで歩くとそれに歩調を合わせて、なか

なかマイペースでは動けないものですし、特に写真

撮影となるとなおさら自由に止まるなどしての撮影

ができなくなります。 

昨年までは仕事の関係で土日を絡めた計画でした

が、今年の異動で仕事が変わり、現在は土日が忙し

くて平日が休みやすいので、日曜日の夕方に出発し

て金曜日に帰着とすることとし、月火水木金の平日

で行動することにしました。実際は７月２５日（日）

から７月３０日（金）まで行ってまいりましたが、

７月２５日（日）の夕方に分熊本駅を出発、京都駅

前から１０時半発の夜間高速バスのさわやか信州号

を利用して、栂池高原に向かいました。 

さわやか信州号は大阪発ですが、京都で空席がな

く満員になりました。やはり 

山好きは多いものです。夜間高速バスは途中、穂

高・扇沢・八方などに停車し登山者を下ろしていき

ますが、終点の栂池高原に朝７時に着きました。熊 

The Japanese Alpine Club Kumamoto Section    熊本支部報  第２２号 



 4 

 

 

 

本を夕方出発して翌日の朝には着くのですから、

北アルプス登山にはなかなか早くて便利です。睡眠

時間が少し不足するのを我慢すれば、九州からの北

アルプス登山には夜間高速バスはとても便利です。

今後も機会があれば活用しようと思っています。九

州新幹線が全線開通すればもっと時間を短縮でき

るのではないかと思います。栂池高原からはゴンド

ラ・ロープウェイを乗り継いで一気に栂池自然園の

登山口まで上がります。 

１日目は天狗原、乗鞍岳を通過し、白馬大池山荘

までです。前日の夜間高速バスで睡眠不足があるの

で初日は長時間歩かないとの当初からの計画です。

途中雪田の横断があり、ロープが張られ渋滞してい

ましたが、そのほかは特別なことはなく快適な登山

道でした。１２時過ぎには白馬大池に着きましたが、

当初の予定どおり今日はここまでとした。宿泊した

白馬大池山荘周辺はお花畑でも有名ですので、昼か

らは風景写真撮影をすることにした。しかし曇りの

せいもあり、思ったほどのよい写真は撮れませんで

した。白馬大池山荘の夕食はカレーライスの食べ放

題でした。 

２日目は朝から多少風がありますが白馬岳山頂

まで特別な急斜面もなく快適な山道です。途中高山

植物がいろいろ咲いていますので、その写真を撮り

ながら歩くのに夢中でした。高山植物と背景の山を

眺めながらの快適な山旅でした。ただ残念ながら、

山頂付近はガスがかかっており、白馬岳山頂からは

周囲の風景は十分見られませんでした。昼食は雲上

のレストランがあるとのことで、話の種に白馬山荘

の展望レストランで食事をしました。レストランか

らの眺めは最高でした。宿泊は頂上に近い白馬山荘

よりも白馬岳頂上宿舎（村営）の方が、部屋はさて

おき食事がよかろうとの大方の意見でそこに泊ま

ることにしました。白馬岳頂上宿舎（村営）にチェ

ックイン後はその下部のお花畑の写真撮影をしま

した。高山植物が一面に咲き乱れそれを撮るのに余

念がありませんでした。夕食はホテルのように豪華

ではありませんが、並べられた料理の中から自分の

ほしいものを取れるので、一応バイキング方式であ

ったと云うことにしましょう。 

３日目は朝一より雲ひとつないよい天気でした。 

 

 

 

今日は杓子岳・白馬鑓が岳を登り、引き帰して大

雪渓を下りることとしました。 

杓子岳の登りはガレ場がありましたが、頂上から 

の眺めは雲もなく最高でした。白馬鑓が岳山頂か

らは北アルプスが全貌できて最高でした。しかし、

やはり昼近くになると雲がだんだん増えてきて曇り

空になりました。 

昼から大雪渓を下山することとしましたが、大雪

渓はガスっていて前方が十分見えませんでした。大

雪渓を下りるとき周囲が何も見えず、４０分ほど人

とすれ違わなかったので道を間違ってないかと不安

になるくらいでした。大雪渓を登ってくる大行列を

想像していましたが、ほとんど人に会わなかったの

は予想外でした。 

３日目の宿泊は猿倉荘の紹介で麓の八方の旅館に

宿泊することとしました。八方はスキージャンプ台

のあるところで、冬場はスキー客でにぎあうのでし

ょうが、夏場は閑散としています。 

４日目は八方に菊池哲男山岳写真館があるという

ので山岳写真の見物に出かけました。昨年は北岳に

行き白旗史朗の山岳写真を見ましたが、菊池哲男は

中堅で結構名の売れた山岳写真家です。北アルプス

の冬山等中心に撮影しているようです。私はまた感

化されてしまい、自分の能力不足を痛感し、もっと

いい山の写真が撮りたいと感化を受けました。その

日は予約している高速バスで京都まで帰り泊まりま

した。 

５日目は熊本に帰るだけです。昼過ぎには熊本に 

着きました。今回登山の反省として、天候は概ねよ 

く登山は快適でした。しかし昼からは雲が多くなる

ので、行動も写真撮影もなるべく午前中に行うべき 

だと改めて思いました。また平日の山行でしたので、

山小屋が混んでなくて快適でした。 

なお、行きの関西からの信州への夜間高速バスは

熊本駅を夕方たち翌朝には現地についているので、

とても便利であり、今後も有効活用したいと思いま

した。ただし、帰りは１日以上かかって帰ったので

長期休暇がとりにくい身としては、もっと時間短縮

できないか考えたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Japanese Alpine Club Kumamoto Section    熊本支部報  第２２号 

第３回登山研修会のお知らせ 

 

期日１１月２１日(土) 

集合 大津町「陽の原キャンプ場」 

   駐車場 ８時集合 

テ－マ 初心者のための 

「セルフレスキュ－」 ロ―プワ―ク 

 実技講習の後、鞍岳へ登ります 

 担当 田北芳博 

 申し込みがまだの方は、事務局までご連

絡ください。 
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大山・蒜山・三瓶山・弥山登山報告書 

 

                                                加藤 功一 
 

１． 期間 2010年７月 25日（日）～31 日（土） 

 ６泊７日 

２．参加者 加藤功一、石井文雄、加藤 明 

３．アクセス 自家用車利用、高速道利用  

４．行動記録 

25 日（日） 植木発 13:20～山陽道七里塚 

ＳＡ着 18:30  テント泊 

 キャンプでビールを飲みたいが、ＳＡには酒類 

は置いていないため、仕方なく焼酎で乾杯 

26 日（月） 七里塚ＳＡ発 5:30～上蒜山スキー 

場着 8:50～上蒜山頂上 11:25（昼食）～中蒜山着

12:50～塩釜温泉着 14:35～上蒜山駐車場着 14:30

～大山寺着 17:10   テント泊 

上蒜山の登りは背中から太陽に照らされ暑い、

熱中症になりそうだ。また、中蒜山からの下り

も長くきつかったが、しかし、小雨と風が出て

涼しく気持ち良かった。塩釜温泉から上蒜山ス

キー場まで約２時間、自転車道を歩いた、途中 

夕立に遭い、軒下で止むのを待った。 

降る雨にあえぎ登るや上蒜山 

蒜山や花陰に鳴く夏鶯 

27 日（火） 大山寺登山口発 6:35～５合目 8:15～

大山頂上 10:25－10:55(昼食）～５合目 12:25～元

谷小屋 13:10～登山口着 14:40～境港市美保公園        

テント泊 

 夏山登山道は八合目まで急な階段で、それから上

は木道となっている。平日でも登山者が多い、道

端には山野草がいっぱい咲いていた。 

下りは五合目から元谷登山道としたが、階段が急

で滑りやすい。泊まりは境港市の半島先端美保公

園まで行ってキャンプした。 

        夏雷に打たれ登る大山峰 

        大山の登路に咲きし女郎花 

28 日（水） 境港市美保公園発～下蒜山登山口発

9:30～山頂（11:30－12:00）～登山口着 13:20～三  

瓶山北の原キャンプ場テント泊 

上蒜山・中蒜山は中高年登山にはきついので、下

蒜山に登ることにした。下蒜山は熊笹に覆われた

なだらかな山で、眺めも良く快適登山であった。 

三瓶山麓の北の原キャンプ（駐車場隅）では風雨

が強く、キッチンテントの狭い中で夕食としたが、

ガスを炊くので暑い。 

熊笹や風に波打つ若葉山 

 

 

２９日（木）北の原キャンプ場発 6:00～男三瓶 

山頂 9:10～女三瓶山頂 10:25～孫三瓶山頂 11:45： 

－12:10（昼食）～子三瓶山頂 13:00～西の原 14:15 

～北の原着 15:35～江津市海岸テント泊 

登山道は、国立青年の家があるので整備されてい

る。ガイドブックによると、三瓶山を１周しても５

時間となっていたので、昼食はあるものだけで昼に

は下山を予定していたが、すっかり時間がかってし

まい、北の原キャンプ場に着いたのは１５時となっ

た。途中、温泉に浸かり、石井君が海で泳きたいと

言うので江津海岸にキャンプ、石井は荒波に向って

泳いだ。 

山滴るお鉢回りや三瓶山 

切り分けの道に昼寝のマスシかな 

 

３０日（金） 江津市海岸～宮島口発 10:40～弥山 

頂 12:30～宮島着 17:00～フェリー17:40～高速玖 

何ＰＡ18:30 テント泊 

登りはロープウエー側から、楽な道で下って来る 

人も多い、頂上は観光者で賑わう、下りは大聖院 

経由としたが、階段ばかりで疲れた 

       山若葉外人登る弥山かな 

 

３１日（土） 高速玖何ＰＡ発５：５０（山陽道

―九州道）植木着１１：００ 
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北海道の山と旅 
（H22.６/１９～７/２５） 

         木曽萬喜治 
 

北海道の山は今まで登った事はなく本や山仲間

から話を聞く程度で１回は登って見たいと思って

いたが１０数年、北アルプスへ通って少しマンネリ

化したため、今年は北海道の山を登り高山植物を眺

め写真撮影をしたいと考え、併せて北海道の各地を

巡る計画を策定した。 

計画の中でどの山を何時までに登ることを決め

てなく天気次第のゆっくり、ノンビリとした山歩き

とした。ただ、山毎のルート、装備等は細心の注意

を払い準備を図った。 

北海道の山が数多くある中で最初は最北端の利

尻山から始まり最後は羊諦山に登り旅を終えるこ

とに決めていた。（その中で主だった山を記録した

ため日程とは合致していない） 

 

≪大雪山系≫ 

旭岳から黒岳、白雲避難小屋を経てトムラウシ山、 

化雲岳から天人峡温泉に降りる２泊３日の縦走と 

十勝岳へ登るため旭川市に７月１日に入った。 

その後、曇りや雨の日が続き旭川、富良野、美瑛 

で６日間の間、天気の回復を待っていたが３日間の 

連続しての晴天は期待できないため黒岳を先に登

り旭岳～トムラウシ山までとし当初の工程を短縮 

にすることに決めた。 

<十勝岳> 

７月６日、今日の天気予報は曇り空、日帰りで十

勝岳へ登ることにし前日の５日に登山口の望岳台

駐車場で宿泊、早朝から登山開始。 

前日、駐車場で下山してきた登山者から今日は天

気もまずまずであったとの話を聞き一日、天気を持

ってくれればと期待して登るが６合目辺りからガ

スがかかり、全く辺りは見えず頂上では小雨が降っ

てきた。このため美瑛岳を経て下山の予定を変更し

て登ってきたルートを下山、１０時２０分には登山

口に到着。 

<赤岳・白雲岳> 

 

 

昨年の夏、北アルプス南岳の小屋で２００名山を 

踏破している北海道の登山者から層雲峡近くの銀泉

台はお花畑の群落があり一番、眺めは良い所だと言

っていた話を思い出し、網走市から来た道を引き返

す。途中、道の駅「とうま」で宿泊。 

翌７日、赤岳登山口に到着。既に駐車場には多く

の自家用車が止まっており、驚いたことに路線バス

もいる。聞くと７月から９月の夏の期間だけ１日２

便、運行しているとのことで夏は縦走する登山者の

ためと秋の紅葉の時期には多くの観光客で賑あうそ

うだ。前日の天気と違い雲の合間から青空も見えま

ずまずの天気だ。銀泉台へ上がる途中、大小の雪渓

と出合いトラバース、直登の連続、夏道でないルー

トであるが快調に歩く。大きな雪渓は４００ｍ以上、

それに加え急斜面で早朝の堅く締まっているためス

リップしたら間違いなく下まで落ちる様な箇所が数

ケ所ある。尾根に上がるとコマクサ平、平坦な道が

続き高山植物が見られる。第４雪渓を登りきると程

なく赤岳の頂上。少し早目の到着時間であり小泉岳、

白雲岳に行く。白雲岳の頂上付近はガスの中。途中

はお花畑が広がっていたが写真撮影には不十分、消

化不良気味で下山開始。後で森林管理署の方に聞く

とここも例年になく雪解けが遅れ雪渓が多く高山植

物が未だに雪に埋もれているそうだ。１４時５０分、

登山口に到着。ここから黒岳登山口の入り口である

層雲峡まで車で１時間程度、今日は層雲峡の駐車場

で宿泊することにし翌日、黒岳に登ろう。 

<黒岳> 

「ピカー、バリバリー、ドーン」と凄まじい雷鳴

が鳴り響き、その度に「ヒャー、ワー」声にならな

いが身体が飛び上がるように雷に追い立てられ３０

分以上の間、広い尾根を走りに走ることやっと北海

岳の沢筋に降り立つことができた。今日の天気は曇

り時々一時雨の予想であまり天気は良くは無かった

が黒岳から北鎮岳へ間宮岳、北海岳を廻り元の黒岳

に戻ってくるルートを歩くことにした。 

黒岳に登る頃はガスも切れ雲ノ平辺りでは間宮岳、

北海岳も良く見え登山道はチングルマ、キバナシャ

クナゲなどの高山植物の群落があり登山者もおらず 
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広い大雪山系を一人占めにして写真撮影しながら

ノンビリ歩くことができた。 

北鎮岳の登りからガスが出始め頂上ではホワイ

トアウト、何も見えず早々に下山。 

中岳の分岐辺りではガスも時々切れ、周りの山々も

見える程で約４０分歩くと間宮岳の頂上に着いた。

広い尾根上に頂上の標識があるのみで山の頂上ら

しくなく通過点の一つである。 

休憩もしないで北海岳に向かって歩き始めて直ぐ、

天気は急変し黒い雲が廻りを覆い始めてきた。北海

岳の頂上ではポツリ、ポツリと雨が降り出し１０分

も経たずに大粒のアラレと雨が強く降ってきた。 

 真っ黒い雲に覆われた後方の白雲岳付近から雷

鳴が聞こえてきた。これはヤバイ、雷には絶対会い

たくないと北アルプでの怖い思いが一瞬、頭の中を

かすめ反応的に早足になり避難する場所は無いか

と辺りを見回すが広い尾根上でハイマツも岩場も

隠れる様な箇所は全くなく最悪にも雷雲の真った

だ中に。ここで雷に会うと直撃の可能性は大。雷鳴

がする度に雷の中心からどの位に離れているのか

と思い時間を測ってみると１５秒程であったが１

０秒と５秒とだんだんと近くづいて来て一番、短い

所では３秒。地響きする凄まじい雷鳴で後ろから身

体を殴られる様な感じでこの時は生きた心地も無

く必死に走った。 

 やっと谷筋に向かって降り初めると岩やハイマ

ツも見え避難する場所も見え、やれやれ一安心。幸

いにも雷もだんだん遠ざかり避難小屋に向かって

歩くが雨は相変わらず降り続いている。 

モヤが広い雪渓に立ち込めルートが分かり難く

していたがどうにか無事に避難小屋に到着するこ

とができた。旭岳から縦走してきたパーテー数組も

雷に会い１時間程ハイマツの中で避難していたそ

うだ。避難小屋の管理人の話では今年の天気は悪く

晴れの日が少なく雪渓も多く残っており、そのため

高山植物の花も２週間ほど遅いとのことだった。 

今日の前半は天気もまずまずで良かったが後半

は雷に怖い思いをし、本当にヒヤヒヤしたが無事に

下山。 層雲峡温泉で汗を流し旭岳登山口に向けて 

 

 

約１時間半かけて車を走らせる。  

旭岳登山口の駐車場で宿泊したが夜半から降りだ

した雨は８日朝になっても一向に止む気配は無く旭

岳への縦走は諦め渋々、道東の雌阿寒岳、斜里岳、

羅臼岳に向かう。 

<雌阿寒岳> 

７月１０日早朝、曇り空の中、オンネトー湖畔の

雌阿寒岳登山口を出発。２合目から小雨が降ってき

たがハイマツを抜ける８合目付近から雨に加え横殴

りの強風が吹いてきた。右側の切れ落ちた下の方か

らゴーゴーと大きな音がする。噴気孔からでる音で

あろうガスのため全く見えずに却って不気味な感じ

がする。頂上も強風が吹き荒れており、登山者は誰

もいなく、そこそこに下山。途中、阿寒富士に立ち

寄るがここも２０ｍ以上の強風、横風では身体が飛

ばされる感じ、前からの風は身をかがめなければ歩

けない。急いで下山したため登山口には９時５０分

に到着。雨で全身びしょ濡れ、着替えはトイレの中

と最悪だ。この雨の中では他に何もすることもなく

次の予定していた斜里岳の登山口である「道の駅」

に移動した。だが１１日も１２日も天気は悪く同じ

場所での連泊は嫌になり斜里岳への登山は諦め、知

床方面に行くことにした。 

<羅臼岳> 

７月１３日 ３：４５分起床、登山口に向け道の

駅「ウトロ」を出発。今日の天気予報では晴れとの

ことであったが早朝より小雨が降っている。登山口

では多くの登山者がおり次々と出発している。１時

間ほど駐車場で待っていると少し明るくなったので

６時に出発。 

樹林帯を抜け雪渓を登るころから再び雨に加え、

風とも強くなり特に稜線では猛烈な突風に襲われ油

断していると時折、身体がもっていかれる。 

途中、１００名山を目指し今日が９９番目の羅臼

岳に登る姉妹（５０歳前後）と一緒になり雪渓を登

り切るころから姉の方が体調不良か？ペースダウン。

時折、震えるような仕草が見られる。 疲労と寒さ

の影響で低体温症の初期段階である。このまま放っ

ておくことは出来なく濡れた手袋の交換、ネックウ 

The Japanese Alpine Club Kumamoto Section    熊本支部報  第２２号 



 8 

 

 

ォーマ、厚手のシャツの着用や栄養補給などさせ３

０分程休憩すると程なく元気になってきた。途中、

何度か頂上へ行くこと諦めさせようとしたが彼女

たちの執念は凄く、どうにか後からついて来る。 

幸いに雨は止むが強風は下から横からと猛烈に

吹き上げてくる。最後の岩場の急登は強風との闘い 

であったが無事に頂上まできた。頂上は狭い場所で

強風のため立つことはできず写真も撮れないため、

早々に頂上を後にし風の来ない窪地で昼食。雪渓を

下り終わり樹林帯に入ると風も無く姉妹も登り始

めと同じぐらい元気で歩き１５時５０分無事に登

山口に到着。姉妹と別れ再び、ウトロから斜里町に

引き返す。途中、雨も完全に止み夕日が斜里岳を照

らすなど明日の天気は間違いなく回復すると思わ

れる。 

<斜里岳> 

天気は晴れ、待ちに待った登山日和で早朝、道の

駅を出発。途中で道を間違え１時間遅れで登山口に

到着。準備を終え歩きだそうとした時に思わぬ出来

事が起きた。福岡から来た７０歳前後の夫婦から男

性は山に登らないため、どうか家内を一緒に連れて

登って欲しいと二人から頼んできた。 

今日は久しぶりの天気で楽しみながら山歩きが

出来ると期待していたので色々な理由を言い渋っ

ていたが懇願されてつい了解したのが後悔の始ま

りであった。女性は九州２００名山を登り体力には

自信があるが一人では心無いので他の山も登山者

に依頼して登っているとのこと。後から話を聞き唖

然とするが後の祭り。斜里岳のルートは沢筋に歩き

渡渉箇所が数十か所あり水量が少ない今日でも足

首から膝下まであるため何組か諦め、途中で引き返

してくるパーテーもいた。 

登山口から早々に渡渉となり手とり足とりで歩

かせるが危なっかしいこと、この上なく時間が掛か

るばかりである。一旦引受けた以上、無責任にここ

で見放すことも出来ず、我慢してのサポートをする。 

下二段のところで旧道と新道の分岐点で旧道は滝

が多いため尾根に登る新道を選択する。 

急登が多くなり女性の足取りが重く少しバテテ 

 

 

きたのが分かる。このため、ゆっくりと歩き、２０

分毎に休憩も多くとり休憩の都度、何か食べ体力を

付ける様に勧めるがゼリー状の栄養補給しか持って

いなく、直ぐに無くなり他に食べるものは昼食用の

握飯だけである。ましてや非常食も持っていないと

の事。服装も着用しているのみで他の寒さ対策もな 

エゾ鹿の夫婦 

し。仕方なしに自分の菓子や飴など食べさせる始末。 

持っていたのはプライドが高いぐらいである。 

とうとう我慢できず、歩きながら山登りの基本的な

ことや安易な山登りは危険性が大など最後はお説教。

（後から思うと要らぬお節介をしたかと今でも嫌な

気分だ。）頂上は晴れで景色も良かったが昼食も旨く

なく気分は最低。女性も面白く無かったろう。だが、

何しても無事に下山させ男性に引き渡し、これで責

任を果たしたと安堵する。 

この様な登山者がいる限り遭難事故は起きるもの

だと改めて思い知らされた一日でもあった。 

これからはまた、前日来た道を引き返し、ウトロを

経由して羅臼町に入り根室、釧路、日高町方面の観

光と写真撮影の旅だ。だが当初、目的の大雪山系の

旭岳だけは残っており再び、富良野町まで遠回りを

して来た。またも天気は雨、コインランドリーで洗

濯するなどして天気の回復待ちをしていたが結局の

ところ、とうとう２日間、富良野・美瑛にいること

になった。 

<旭岳～トムラウシ山> 

７月２０日、４時１５分起床 旭岳駐車場の天気

は曇り空で辺りはガスがかかっている。 
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今日の天気は午後から晴れる予想が出ていたので

６時発のロープウェイで姿見に上がる。やはりガス

と強風が待っていた。下ばかり見て黙々と登る。登

山者も多い。２時間足らずで頂上。１時間半ほど頂

上でガスが切れるのを待つ。待った甲斐もあり、

徐々にガスが切れ始めたため、間宮岳に向けて出発。

間宮岳は数日目前に雷に遭遇した所で今日は天気

は良い方で見慣れたルートを歩く。今日は白雲岳避

難小屋で宿泊。２０人以上の宿泊者がいる。 

今日も朝からガスで全く景色は見えず、アップダ

ウンを繰り返し、黙々と歩くこと９時間程でヒサゴ

沼避難小屋に到着。 

早朝、トムラウシ山に向け出発、食糧が無くなっ

た分だけ身軽になり快調に歩く。しかし今日も天気

は悪く見通しが利かず全く面白くなくぶつぶつ言

いながら歩く。頂上にいたのは５分弱、化雲岳まで

来た道を引き返し天人峡温泉に下山。 

苦労した割には景色も見られず、ところどころ高

山植物が見られただけで多分、後で振りかって見て

もあまり印象のない記憶の無い山行だったと思う。 

<利尻山等の他の山々> 

道北の「利尻山」は山登りの最初で体力もあり天

気も良く快適な山登りであった。礼文岳の標高は低

いが小雨とガスと風の中での登山で結構、厳しい一

面もあった。日高山脈最南部にあるアポイ岳、支笏

湖近郊にある樽前山は標高１０００ｍであるがア

プローチも良く往復４時間程で登れ、景色も良く高

山植物もあり快適な山であった。 

 

「利尻島（１７１９ｍ）」 

 

 

１００名山の１つの「幌尻岳」は数日前からの雨で

沢は増水しており沢筋のルートは困難と判断し登山

口前で諦める。数日来の雨で沢は増水により数名が

救助を要請したと後で聞き、あの時、入山しておれ

ば最悪の場合は遭難したかと思い安堵する。 

「羊諦山」は登山口の真狩村で宿泊し翌日登る予

定であったが今日も朝からガスと雨で天気は悪く、

この時だけは山に登る気力・意欲がなく早々に諦め、

熊本へ帰る準備をする。 

７月２３日、小樽港から舞鶴港に向けフェリーに

乗船。これで３７日間の北海道の山と旅も終わった。 

北海道の山を登り終えて感じたこと。 

① 大雪山系の山々は急峻な山はなく広く、大きな 

山で特に雪渓は大きくトレースも融雪で消えル 

ートは不明瞭。ガス時は要注意（現に数日前、 

白雲岳小屋の管理人が捜索にでたとのこと） 

② 標 高は２０００ｍ前後の山だが気象等は１０

００ｍ加算しての装備等が必要。 

晴れた日では T シャツ程度で歩くことができる 

が一旦、雨・風にあうと急激に体温低下を招く。 

必ず厚着のシャツ等やナイロン袋など濡れ防止 

対策が必要。 

③ ロープウェイで中腹まで登られる山は別にして

登山口から頂上までの標高差約１０００ｍ前後 

を登り切る体力が必要。 

④  沢筋にルートがある山は一気に増水する 

ことから慎重な計画が必要、熊対策として大き

な音がでる鈴等は必携。特に滝や風等で音がか

き消せられ曲がり角で熊に遭遇する時が一番危

険とのこと（地元の人やビジタセンターの職員

の話）実際は多くの登山者もおり余り神経質に

なることも無かった。・・・・行く前は心配で「ク

マよけスプレー」を購入・持参したが持ってい

た登山者は２人だけ（北アルプスで７年ほど前

に熊と会った経験があり慎重になった） 

⑤ 今年の北海道の天気は雨が多く梅雨空で気温も 

高く温暖化の影響かと各地の地元の 

話である。雨男がいたからだと自分は思った？。 
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久し振りの信州 

          廣永 峻一 
山の遭難が「事件か」「事故か」で問題となって

いる昨今、二つの遭難が事故として終った。一つは

昭和 42 年８月２日 松本深志高校の西穂高岳独標

での 11 人が亡くなった雷遭難、もう一つは文部省

登山研修所で研修中の大学山岳部員 2人が大日岳で

亡くなった遭難、どちらの事故もこの春にやっと終

った。 

赤羽誠先生の死 

 昭和 42 年８月２日松本深志高校の西穂高岳の雷

遭難（学生 11 名死亡）では登山関係の先生方は県

内の学校に配属されたが赤羽誠校長はその責任を

取り退職された。その後、我高校の校長として３年

お勤めになられ、その後松本市教育長として１０半

程お勤めになられた。我が高校では３年と言う短い

期間ではあったが山への造詣も深く、頭が下がった。

夏、冬の登山計画書の提出のとき、「ここで問題が

発生した時はどのように対処されますか？」と言う

質問には敬服した。計画書を見て、最後に立ち上が

り「宜しくお願いします」と深々と頭を下げられた。

このとき「絶対に遭難はできない」と心に決めた。

この赤羽誠校長も３年前にお亡くなりになり、奥様

が昨年亡くなられた。この機会にご焼香に行き、ご

長男の信夫氏とゆっくり話が出来た。私にとってこ

の深志高校の雷遭難も赤羽ご夫妻のご逝去により、

やっと終ったと感じた。 

 しかし松木深志高校は 44 年から西穂高岳の学校

登山を続け、あの遭難が事件ではなく、事故であっ

た事の証明のために今も続けている。 

 今年３月「長野県山岳連盟会長の柳沢昭夫氏が亡

くなったという」熊本岳連からの報に接し直ぐには

信じられなかった。彼はヒマラヤから北アルプス唐

沢岳の幕岩の登攀記録とたくさんの登擧記録を残

している。又 30 歳からは文部省登山研修所所長を

務め定年後は長野県山岳連盟会長、大町山岳博物館

館長を務めていた。あんなに頑丈な岳人が亡くなる

とは思わなかった。直ぐに長野県山岳連盟顧問の古 

原氏に電話で様子を聞くと肺癌の為、療養していた 

と言う話であった。柳沢氏の来熊の折には熊本の産 

文会館で「中高年登山の問題点」と題して講話をお

願いした。 

 大目岳の遭難は柳沢氏の定年のお祝いを３月末

に予定していた最中、お祝いの直前に研修中の大学

山岳部の学生が大目岳での遭難、お祝いは飛んでし

まった。 

 今年（2010年）３月２日柳沢氏の葬儀には行けな

いので古原氏に頼み、暇を見て焼香に行きたいと思

っていた折７月３日に熊本を出て安曇野市池田町

の柳沢氏の自宅に伺った。奥様が居られて大目岳の

遭難からの事を詳袖にお話を聞いた。大目岳の遭難

が彼にとって大きな重荷であったようだ。この遭難

では柳沢の名前は全く出ないが責任感の強い彼は 

 

 

 

その重みを全身にからっていたようだ。博物館では

そのことを忘れて仕事に打ち込んでいたようであっ

た。大町の山岳博物館は正面に蓮華岳と爺ヶ岳が大

きく見える良い場所にあった。博物館に行くたびに

館内は見ずに彼と話して帰る事が多かった。この遭

難が裁判となり「事件なのか」「事故なのか」で争

われていたが昨年の暮れ和解し、ひと安心した所で

あった。そして３月彼の死で大目岳の遭難も全て終

ったと思った。帰りに奥様から昭夫氏の描いた冬の

表銀座の絵を戴き私の宝となった。思えば深志高校

の登山計画も柳沢昭夫氏を含めた中言地区登山協議

会で判断した計画であったことを思い出した。古希

を迎えた今、この二つの事故は私にとっていつまで

も心に残る事故であったが赤羽誠先生の死と大目岳

の和解と柳沢昭夫氏の死によってやっと終局を迎え

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝室坂の由来 

 

一の宮から東へ１Ｋｍ、坂梨の宿があり、 

そこから大分方面へ向かう国道５７号線を 

滝室坂という。この名の由来は、その名の

通り厳冬期に滝の氷を取り「室」に納めた。

用途は夏場に熊本城に献上して殿様のご機

嫌を伺ったようです。その坂と交差するよ

うにして参勤交代の道(坂本竜馬も歩いた?)

が通っています。夏休みに子供のイベント

があるので整備してあります。登り詰める

とまた国道５７号線にでます。少し熊本方

面に下って左の農道へいくと先は箱石峠に

なります。途中に原野があり時期によって

は、素晴らしいお花畑となりヤツシロ草・

キツネのカミソリ等が見られます。その他

花を見ながら２０分ほど引き返すと左の杉

林の中へ細い道があります、ここが願成就

坂(修験者が全国を行脚して最後に成就した

といわれています)この坂を下ると再び坂梨

の 57 号線です。 

(加藤 明) 

 

平成２３年３月の干支の山「卯の鼻」で登

ります 

 

干支の山登山は 14 年目に入り、干支の 2 順

目になりました。平成 23 年に年男・年おん

なに成られる方は、是非の参加をしてくだ

さい。 

ウサギの名がつく山は県内には阿蘇の北外

輪に卯の鼻だけが見つかりました。 

1 時間少々の登山ですが、記念にどうぞ 

参加してください。 
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私の山と人生 
 

加藤 功一 
 

初めて登った山 

 

 子供の頃から近郊の山（岩野山・平尾山）には登

っていたが、山らしい山は、中学３年の１学期、鞍

岳（菊池市）に登りました。高校受験を前に「これ

で遊びは最後だ」と、先生が連れて行ってくれまし

た。１０名位だったように思います。 

北部中学校から鞍岳の登山口まで片道３０ｋｍを

自転車をこいで行きました、登山ルートはなだらか

な尾根道を歩いたようでしたが、今はどこから登っ

たか思いあたりません。 

 近頃は家内と小岱山（荒尾市）へちょくちょく登

っていますが、先日、若い男の先生が生徒を連れて

登って来た、「何年生ですか？」と生徒に聞いたら

「中学３年生です」とのこと、先生に「私も中学３

年の時、先生と鞍岳に登りました、それがきっかけ

で以後５０年間山に登っています」と話し、先生も

感動してくれました。 

 

日本山岳会入会のきっかけ 

 

 馬場博行会員がヒマラヤ登山で活躍していた時

期、私も刺激を受け、ヒマラヤの厳冬期カングルー

登山に隊長として参加し、馬場会員が登頂しました。 

また、馬場会員の海外登山を応援していした折、馬

場会員から誘われて入会しました。 

 

一番印象に残っている山 

 

 何回目かのネパール・ヒマラヤの２００１年秋、

ヒムルン・ヒマールの北西にあるポカルカン峰（６．

３４６ｍ）に日本人は私１人で行き初登頂しました。

登山の途中でサーダーが病気になり先に下山した

ため、シェルパ一人しかいません。そのため私はＣ

１からＣ２まで２ボッカして荷を上げました。 

そんな苦労をしてやっと初登頂成功しました。下山

する時プーガオンの下でフランス隊（１０名）と会

いました。 

 

 

 

 帰国後、ポカルカンの初登頂をジャパニース・ア

ルペン・ニュース英文で世界向けに発表したら、フ

ランス隊から日本山岳会へ問い合わせがあり、「自分

達は南側から登った、自分達が初登頂だ、加藤隊は

本当に登頂したか、頂上に証拠となるのを置いてき

たか？」と、「私は北側からシェルパとキッチンと３

名で登った、頂上に亡くなった先輩３名の名前を書

いたのをアルミカップに入れて埋めてきた」と返答

しました。 

結果的には私の初登頂が認められましたが、ヒマ

ラヤの６０００ｍ級の初登頂を、世界の登山家達が 

注目していることにはびっくりしました。 

 

 

近況等 

 

・ 日課として朝から１時間近くの平尾山へ散歩。週

に１度は家内と近郊の山登り。 

月に１度は県内外の山へ。 

 

・ 現在、仕事は労働安全コンサルタントの仕事を少

し、遊びは日本山岳会、電友アルコウ会、 

・ 絵画クラブ、フォトたばっざか、植木グラウ

ンドゴルフ協会（４７０名）事務局、など充

実した生活を送っています。 

 

・ヒマラヤ行きはまだ卒業できていません、来年秋

（９月頃１ケ月）にはドルポ（ダウラギリの裏、

河口慧海がチベット侵入に辿った道）へ、２回目

のトレッキングを計画しています、希望する人が

あれば一緒に行きましょう。 

 

    九州二科会 入賞作品 「雨上がり」 

 

2,009 年 9 月、ネバールヒマラヤのプ－チェンヒマ－

ル(未踏峰 6,049ｍ)の初登頂を試みた山で、100ｍを 

残して撤退した。 

後ろ髪をひかれながら、振り向いた時に撮った写真

です。帰国後,二科会に出展し、入賞した作品です。 
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  ボルネオ島 キナバル登山（４０９４ｍ） 

        ２０１０年５月１３日～２０日 

 

廣永 峻一 
 

 今年は何処に行こうかと考えたとき、 マレー

シアのキナバル山（4094ｍ）が近くて行きたい山で

あった。業者にお願いすると最低 10 人は集めない

とガイドが付かない、３３００ｍの山小屋の宿泊人

数により登山者の人数制限をやっている。国立公園

内は高所ガイドを別にお願いする決まりとなって

いる。昨年のバイカル湖～カムチャッカの旅仲間に

連絡すると四人から行きたいと言う返事がありキ

ナバル山に決まった。旅行社に連絡、山小屋を 10

人でお願いした。参加者は熊本から四人、宮崎三人、

鹿児島一人、福岡一人、長崎一人の 10 人で行くこ

とになった。 

旅行社のプランは４泊、せっかく行くのにもっと

ゆっくりマレ－シアを見て廻りたいと云う希望か

らこちらでプランニング、結局 7 泊の旅となった。 

貨幣は１リンキッド＝30 円のレートだ。（街中では

1リンキッド=27円くらいである）時差は－1時間。 

 5 月 13 日福岡から広大なインチョン空港に飛び、

マレーシアのコタキナバルへ飛んだ。夜中 11 時の

空港からバスで街中のホテルサングリラに急ぎ宿

泊した。14 日の朝からバスで市内を廻るがミヤンマ

ー、カンボジアなどの国よりインフラの整備も進み

６人乗りのバイクや１5 人乗りのトラック等は無く、

市内も整然としていた。広い国土に大きなアブラヤ

シの農園が延々と続き計画的経営が行われている

ことがわかる。山の中でも携帯電話が使えるインフ

ラの整備が進み、国が安定しているのがよくわかっ

た。アブラヤシの植林で自然林がなくなり、オラウ

ータンの生活の森を切断し移動ができなくなり、オ

ランウ－タンが減少し保護区ができた話は有名だ。

途中立ち寄った店でモンキバナナを買ったが甘く

て美味しかった。道にはヘゴ、パパイヤ、野生のバ

ナナ、ゴムヤシ、ココヤシ等が繁茂したジャングル 

 

 

が見られた。 

 １１時３０分国立キナバル公園到着、入山手続き

を済ませ、整備された登山道路を歩く、道の脇には

ウツボカズラ、シャクナゲなどの特有の花も見られ

る。１時間おきにトイレの完備したシェルタ－があ

り女性も安心だ。高度が上がるに従い鉄の木(木の名

前)で造られた階段が多くなり、６時間で目的の山小

屋（3300ｍ）に 18 時到着。１８時３０分食堂に行く

と其処は人種のルツボ、多様な国の人々で一杯であ

った。中国系のバイキング料理をそれぞれ食べた。

１つの部屋に１０人が入り、上下二段のベッドに落

ち着いた。朝が早いので早々に床についた。 

15 日１時２５分起床２時朝食、登山ガイド２人に 

従い２時４０分出発、灌木の中を登るが次第に岩山

となり、3400ｍの辺りで岩登りのル－トが左へ延び

ていた。階段を延々と登り平らな岩盤の上に出た。

山頂に向けて白いロープが延びていた。あまり寒く

もなく風も少ない、素晴らしい天候の中、朝 6 時全

員が山頂 4094ｍに着いた。山頂では天候も良く、全

員の写真撮影、それぞれの撮影を行う余裕があり、

遙か下にコタキナバルの街が見え、海岸線が望めた。

ブロッケンを見たりして 1 時間のブランチを摂り下

る。下りは NO８シェルタ－に少し休むだけで 16 時

公園ゲートに到着、公園ゲ－ト下のロッジ４棟に分

宿、夕食は外の食堂で済ませロッジに帰る。ここも

コ－ラが高くビ－ルの方がやすい。外国では水を飲

むより炭酸が入っているだけコ－ラが安全だ。今で

はコ－ラで食事が出来るようになった。 

16 日 6 時起床、8 時 30 分バスに荷物を入れ出発、 
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途中のジャングルの中のハンプンココ村で世界

最大の花ラフレシアを見て感動した。車はｱﾌﾞﾗﾔｼの

農園の中を延々と走りジャングルトレッキングの

ポーリング公園到着。ジャングルの中のつり橋 足

湯 温泉に入り楽しんだ。ジャングル内の樹木は大

きく階段や建材に使われる「鉄の木」などは天を突

く大きさだ。ガイドの話では 50 年～60 年の鉄の木

を使うそうだが非常に硬い。ポ－リング公園で遊び、

魚のマッサ－ジがあり、川の中で鯉のような魚と小

魚によるマッサ－ジで足の皮膚が黒くなる人もあ

り珍しい観光であった。昼食を済ませ今夜の宿泊先

のスカウ村へ向かう。アブラヤシの中を延々と走り

スカウ村には１８時到着。スカウ村ではジャングル

の中に造られた３つのロッジに分宿、上の食堂まで

ライトを持って雨の中を歩いた。夜は歓迎会があり

楽団の民族音楽を楽しみ、我々はお返しに「ふるさ

と」を合掌した。 

１７日５時起床、６時より朝のジャングルクル－

ズ、２隻に分乗し川を上るとカニクイ猿、オリオン

タルガ－タ、ミズオオトカゲ、フッシュイ－グル、

天狗猿、サイチョウ等を見て、９時朝食、ジャング

ルの都合でジャングルクル－ズが中止となりサイ

やゾウを見るチャンスが薄れた。船を下りてスカウ

村を歩いたが庭先には美味しい果実と時間が沢山

あるゆったりとしたマレ－シアが羨ましいと思っ

た。ロッジに帰り昼食後の雨が降り止まず、ロッジ

で過ごしていると部屋の近くにリス、サイチョウが

木の実を求めて近くまで飛来し撮影した。クル－ズ

では高い木の上だったがここでは５ｍの近くに飛

来した。夕方河岸を補強するためのイチジクの木を

全員で植林に出かけた。７時より夕食、８時から夜

のクル－ズに出かけ、アカショウビン、カワセミ等

の色とりどりの眠っている鳥を見て廻った。１１時

就寝。 

１８日６時より最後のクル－ズに出かける。ゾウ、

ワニ等を期待して出かけたが出会えなかった。８時

から朝食を済ませ１０時３０分にスカウ村を離れ、

オランウ－タン保護区へ向かった。途中海岸のレス

トランに立ち寄り昼食を摂ったが海岸に 1.5ｍほど 

 

 

のミズオオトカゲが遊んでいた。このクル－ズでは

ジャングルの中に２泊して、カニクイ猿、天狗猿、

オランウ－タン、フィッシュイ－グル、カワセミ、

ミズオオトカゲ、ワニ、マレ－ミミズク、アカショ

ウビン、サイチョウ等を見て周る。象を見たかった

が残念ながら見られなかった。山の中には色々なマ

ンゴ－、バナナ、パンノキ、ココヤシ、イチジクな

どが豊富で食べるものには不自由しないようだ。

朝・昼・夕のクル－ズを楽しみ１８日コタキナバル

空港へ飛び、同じホテルサングリラに泊まる。 

１９日 ホテルに荷物を置き、車でマヌカン島へ、 

シュノ－ケリング、パラセ－リングに出かけた。昼

食はヤギ、牛、鳥の肉とカニ、エビ、玉葱、キャベ

ツのバ－ベキュ－であった。１４時１０分、島を出

てホテルサングリラへ戻り、１４時から１８時まで

休憩の後街に出て買い物をしてコタキナバル空港へ

向かう。０時１０分アシアナ航空でソウルへ向いイ

ンチョン空港６時２５分着、９時５０分発、１１時

福岡空港に到着、それぞれの方向に向かって帰省し

た。熊本組は１２時２分のバスで帰省した。キナバ

ル山も全員が山頂に立ち、ボルネオ島の自然を山～

海と垣間見た旅が終わった。 

 

 

世界最大の花「ラフレシア」 
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第５回登山教室（報告） 

 

担当 木曽萬喜治 

 

前日前まで夏の日差しが強く射す日が続いてい

たが一転し、曇り後雨の予想と少し不安をもっての

開催となった。集合場所である崇城大学市民ホール

前には既に参加者が集まっており全員が天気の心

配をすることなく張り力っている様子が分かる。崇

城大学市民ホール前から２１名、途中大津で１４名

が参加し総勢３６名（加藤明は直行）となった。 

車中の中で松本事務局長より挨拶、担当者から登

山者の基本的な事項（安全で楽しい登山）を説明し

た。九重森林公園スキー場の駐車場で下車、全員で

準備運動をした後今日の行動予定、各班のリーダー、

サブリーダーの紹介等を行った。今回の登山ルート

は一目山の脇の林道からミソコブシを経由して湧

蓋山に登り、下山は疥癬湯の登山口に降りる筋湯ル

ートをとった。９時５０分、４班に分け順次登山口

を出発、草原の中、牛に追われ夏から秋に咲くマツ

ムシソウやワレモコウを見ながら歩く。 

ミソコブシを過ぎた所から雨が降り出して来た。

雨具を着用、風も強くなり少し歩くペースが落ちて

きたが全員、疲労をしている様子もない。１１時４

５分筋湯からの林道に着いた。これから先は強風で

休憩する所は無いため昼食となった。体力をつけ１

２時２０分頂上に向け出発、予想通り強風で超スロ

ーペースで歩く。頂上も風、雨も強くガスが覆われ

視界が利かないため記念撮影をした後、休憩も程々

にして下山。樹林帯に入ると風も弱く、程なく雨も

無くなり快調に歩く。１５時５０分、疥癬湯の登山

口に到着。筋湯の温泉に汗と疲れを流し帰宅の途に

ついた。今回の登山教室では晴れ、曇り、雨、強風

やガスで視界不良、気温低下など一つ山で全部の気

象を体験した実践登山で貴重な経験をしたなどと

皆で笑って話すなど楽しい登山教室であった。 

 

 

 

 

 

９月の山行に参加して 

会友 松本 博子 

 

９月の登山研修・登山教室に参加させていただきま

した。５日は宿ケ峰尾峠より三国山を目指し、自然

林の木陰の中を歩き、コンパスや読図の説明を受け

ながらの研修登山でしたが、簡単には理解できなか

ったです。でも川のせせらぎの音を聞きながら足取

りも軽く楽しく登れました。辺りは萩や葛の花・山

ほととぎす・つりふね草などの草花が咲き、山頂は

見晴らしも良く遠くの山々が望めました。 

１２日の登山教室では、バスで涌蓋山を目指しまし

た。雨は予想されておりましたが、風が強く自分の

体を支えるのが精いっぱいでした。山での自然の脅

威を初めて経験しました。そんな中でもマツムシ

草・秋のキリン草・吾亦紅・サイヨウシャジン・お

みなえし・ママコナ・のぎらん・しもつけ等たくさ

んの花々が私たちを歓迎して咲いておりました。さ

らに草原で放牧されている牛の親子を目のあたりに

出来て、こんな風景を誰が想像したでしょうか。又、

霧の晴れ間から見える風景はとても神秘的でした。

そんな中を一歩一歩自分の足で前進し、みそこぶし

山・女岳を超え、ついに涌蓋山に到着。雨のため早々

に下山することになりましたが、山登りは本当にい

いですね。素晴らしい景色を見てストレスが発散で

き、歩くことで健康になれるし、草花の名前を覚え

ることで脳トレにもなる・・・・これからも 

出来る限り行事に参加させていただけるように、日

頃の健康管理に気をつけていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

涌蓋山頂にて 
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思い出の山 
 

千原  幸子 
 

９月は５日・１２日と続けて参加、先の地図の見方、

後日の地図での位置確認の復讐、少しずつ自分なり

に分かったかなと思った！紅葉の時期にもう一度

登ってみたいと思っていた今回の涌蓋山。私にとっ

て格別な思い出の山！４３年前 赤・黄・緑まるで

山一面、ジュ－タンを敷き詰めた様な美しさが、今

でも目に焼き付いている。 

４３年間のブランクから昨年山岳会に入会し、元気

なうちに又山に登りたいという気持ちになった原

点なのです。 

その頃と比べ時の流れと共に山の形も紅葉も環境

や酸性雨等で違ってきてるだろうなと色々思いに

馳せりながら、一目山から登山口に入ったところで、

小国山の会の友らと久し振りに会う。その中の一人

は数十年間、牛を育てている畜産者、今回の口蹄疫

問題で、我々には計り知れない不安と恐怖の毎日で

あったろう。しかし、山の会が４０年間「涌蓋山」

に登る人のためにと植樹した『ドウダンつつじ』の

周りの草刈りに汗を流していた、この友の顔を見て

本当に良かったと安心した。地道な努力と陰の力が

登山者への思い，共に山を愛する形はいろいろあり、

ただ山に登るだけの私にとっては考えさせられた。 

残念ながら山の味を教えてくれた友はその場に居

ず、会うことができませんでした。 

今回は今まで体験したことのない風雨！これも勉

強、帰路木曽リーダの山での恐ろしさ、体験談等々、

いろいろなお話も聞けて参加できたこと、本当に良

かったです。 

 

 

   平成２２年度 

第１回森林保全巡視(清掃)登山 

 

1.期日 ２０１０年１０月１１日(月) 

2.場所 阿蘇外輪「護王峠」～地蔵峠 

Ａ班：地蔵峠駐車場    到着９：３０ 

登山開始 地蔵峠～冠岳分岐～護王峠（Ｂ班

とキ－交換）～出の口→西原村→大津＊14 時

30分大津町駐車場にて解散を予定しています。 

Ｂ班： 西原村護王峠入口到着９：３０入山

開始  西原村→出の口～護王峠（Ａ班とキ

－交換）～冠岳分岐～地蔵峠 13 時 30 分：各

登山口に下山予定→大津＊14時 30分大津町 

3.参加者 廣永峻一・工藤文明・松本莞爾・加藤稜子 

   加藤功一・加藤百合子・石井文雄・田北芳博 

   木曽萬喜治・宇都宮信夫・金山春男・菅隆雄 

   横尾健二・米村由紀子・鶴田佐和子・中林暉幸 

１６名(敬称略) 

森林保全巡視登山は、６月に計画したものの、口蹄

疫の関係で第１回は中止となった経緯がある。今回

はその再計画として、冠岳を中心とした南外輪の遊

歩道を清掃しながら巡視しようと企画された。 

 参加者もいつもより多く、全員ゴミ袋持参の登山

であった。コ－スは西原村の出の口集落から護王峠

へ登り、冠岳を経て地蔵峠へと歩くＡ班とその逆コ

－スを歩くＢ班に分かれ、途中で交差する方法を取

った。ゴミは意外と少なく楽な清掃登山であったが

今後もこの活動は続けるべきとの声も聞こえてきた。 

     参加者と収集したゴミの山 
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７月１１日(月) 第 1 回登山研修会 三角岳  

参加者 21 名 担当 加藤功一委員 

８月２８日(土) ビールパ－ティ－  

交通センタ－  参加者 23 名 

９月４日～５日(日)   第 26 回全国支部懇談会 

      東京都多摩支部 参加者 工藤・鶴田 

９月５日(日)第 2 回登山研修会 三国山 

      参加者 16 名 担当 石井委員 

９月１２日(日) 第 5 回登山教室 涌蓋山 

      参加者 36 名 担当 木曽委員 

9 月 25 日~26 日(日)第 3 回脊梁山脈トレイルラン 

      協力者 8 名  担当 松本委員 

10 月 11 日(日)第 1 回森林保全巡視(清掃)登山 

      参加者 16 名 担当 廣永委員 

      護王峠~地蔵峠(交差登山) 

10 月 23 日~24 日(日)第 3 回九州脊梁山脈縦走登山 

        樅木民泊 23 日 峰越~烏帽子岳 

参加者 8 名 担当 安場委員 

10月30日～31日北九州支部創立１０周年記念式典 

        工藤支部長出席 

支部委員会 

7 月 23 日(金) 委員会 わくわくランド ８名 

8 月 17 日(火) 委員会 わくわくランド ８名 

9月 24日(金) 委員会 わくわくランド ７名 

10 月 28 日(木) 委員会 わくわくランド８名 

※「祖母山遭難者捜索」活動に述べ３０名参加 

 

 

１１月３日    金峰山三山マラソン協力参加 

１１月５日～６日  東九州支部５０周年式典参加 

１１月５日～６日  宮崎ウエストン祭  三秀台 

１１月２１日    第３回登山研修会   鞍岳 

１２月４日     日本山岳会年次晩餐会 東京 

１２月 1 日～15 日  支部写真展   シェルパ 

１２月 12 日(日)   熊本支部海外登山報告会 

１月 15 日(土)    熊本支部新年晩餐会 

２月 6 日(日)    支部例会登山(天草の山) 

３月 6 日(日)    例会登山「干支の山」 

編集後記   

  
今年は口蹄疫などいろんなことが数多

くありました。異常気象の中の暑い日々、

春が短く、秋も来ぬうち極端な寒さがや

ってきて、変な四季の移り変わりでした。 

支部では、会友の方の活躍が見られ、

会員数も少しは上昇の機運が見られま

す。それも「委員会」のメンバを増やし、 

登山研修会等の新しい事業の展開が功を

奏したものだと思います。本部からの提

案、4 つのプロジェクトの推進にも一役買

っているのではと思います。 

この後、会員各位のご進言をお待ちして

います。 
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会 務 報 告 

１１月以降の事業 

    支部報原稿募集 

支部報２３号(３月発行)の原稿を募集して

います。随筆・山行記録・感想など寄贈し

てください。 

締め切り 平成２３年１月末日 

委員会では、会員・会友の皆さん

のご意見・ご希望等を踏まえ、事

業の内容を企画したいと思いま

すので、ご要望を事務局までご連

絡ください。 

熊本支部では現在 46 名の会員と 36

名の会友計82名の方が活動されてい

ます。皆さんと顔を合わせる機会が

あまりありませんので、行事等の参

加に積極的にご参加ください。 
1 月の新年晩餐会等のご出席をいた

だければ親交も深まるかと思います 

新年晩餐会への誘い 


