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先日海外の山に一冊の山の本を携えました。目的

地まで 21 時間、長い旅も退屈もせず着いてしまい

ました。顧みると、昔はよく本を読んでいました。

山のガイドブックは登山者としては当然のことで

すが、むしろその他の登頂記･報告書、紀行文など

の山の書籍が次々に出版され、山へのロマンを掻き

立てられ、山一筋に登り続けてきました。1950 年、

フランス隊が世界 8000 米峰１４座のうち、初めて

アンナプルナ１峰を登り、その後、同隊から「処女

峰アンナプルナ」が出版されました。‘53 年にはイ

ギリス隊が 32 年もの年月をかけてエベレストに登

頂、’56 年には日本山岳会隊がマナスルを登り、他

の八千米が次々に登られ各隊から登頂記が出版さ

れました。これ等により世界中に一大登山ブームを

巻き起こしています。これ等の本を何回も読み返し

ているうちに、私も山の魅力に取り付かれ、山登り

に夢中になりました。やま本の古典に属するウイン

パーのマッターホルン初登頂記「アルプス登攀記」、

浦松佐美太郎「たった一人の山」、槙有恒「わたし

の山旅」などの本は山に対する情熱がひしめいてい

ると思います。これ等は私の座右の銘として、今も

時々読み返しています。井上靖の「氷壁」も実際に

前穂高東壁で起きたナイロンザイル事件をモチー

フにした作品で、山登りの経験の無い作者井上靖の

臨場感溢れる内容、表現は最高の傑作だと思います。

読んだ本の数を数えれば何百冊もあるはずです。今、

日本体育協会に加盟する競技は63団体ありますが、

「山の文学」のような確立したジャンルを持った競

技種目は他にはありませんし、出版物もありません。

しかし、山の出版書籍は膨大な数になります。昔の

登山者はよく本を読んでいましたが、今はどうでし

ょう。テレビでの日本内外の山がいつも放映され、

文字離れは進んでいるようです。山という趣味は、

単なるスポーツではなく、自然や人間に深くかかわ

る遊びであり、その興味、あるいは観察を深くすれ

ばするほど、更に面白くなる不思議な遊びであり、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山文化でもあります。山の本を読むと新しいロマ

ンが湧き、次の行動に駆り立ててくれます。 今回、

旅行に持参した本は、「そして謎は残った」〔登山家・

マロリー発見伝〕、1924 年にエベェレストで遭難し

たマロリーの捜索隊が遭難から75年後に半ミイラ化

した遺体と装備を発見しますが、登頂したら妻の写

真を頂上に埋めてくると常時携帯していた妻の写真

は発見されませんでした。果たして、‘24 年にマロリ

ーは初登頂したかどうか、ロマンは尽きない報告書

です。是非、山の本を読む事で、自分の感性を磨き、

もっと強烈な山の喜びを探し出してください。必ず

山の新たな感動が味わえるはずです。                                     

そういえば最近山で歌うことが無い、山で歌を聴

くことも無くなってきました。以前は山の歌集まで

自分らで作り、焚き火を囲み、皆で肩を組みあって

歌いまくりました。思えば山仲間との楽しい時間で

もあったし、仲間との絆も感じました。しかし、ビ

ートルズ全盛期を迎える頃から、ロックが流行しだ

し、学生運動とともに反戦歌やフォークが歌われ、

山の歌は忘れられたようです。現在、中高年の登山

は盛んですが、昔の何かロマンを求めた山登りでは

なく、ただ、ひたすら頂上を目指し、百名山を早く

完遂する登山に向けられ、山の歌など興味ないよう

です。私も山の歌全盛期を過ごした者で、今でも山

の歌を口ずさむことがあります。特に好きな歌は、

ロジェ・デュプラの「いつかある日」です。特に３

番の「伝えてくれ いとしい妻に 俺が帰らなくて

も 生きていけと」。この歌を口ずさむと、ジーンと

きて、胸がきりきり痛みます。山登りと山の歌は、

喜びと切なさがしっかり結びついているようです。

熊本市内でも、歌声喫茶が復活しているようです。

歴史は繰り返されるものですが、又、人は、人の優

しさ、人との心の繋がりを求め始めたのでしょうか。

山の本に関しては、顧問の本田会員、歌に関しては

廣永会員が造詣深く、ご指導をいただければ有難い

ですね。 
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イランのデマベント（5671ｍ）に登る 
              

5421 本田 誠也 

 

 期 間 1995 年８月 10 日～21 日（12 日間） 

 参加者 桑原信夫（63）大阪市 ﾂｱ-ﾘ-ﾀﾞ- 

     池崎浩一（70）熊本市 日本山岳会 

     本田誠也（68）熊本市 日本山岳会 

     原田俊行（65）川崎市 医師 

     広井昭子（51）横浜市 高校職員 

 事の発端は、脇坂順一先生の登山記録である。

私が 1988 年夏、トルコのアララット（5165ｍ）

に登ったとき、脇坂先生は既に４年前に登られた

ことを知り驚いたことがある。このとき次はヨ－

ロッパの最高峰エルブル－ス（5633ｍ）か、イラ

ンの最高峰デマベント（5671ｍ）に登ろうと考え

た。ところがそのデマベントも脇坂先生は 1964

年９月に登られていたのだった。その記録を読み

何時かはと心に期するところがあった。 

 そのような経緯があったので 1995 年 1月、ｷｬﾗ

ﾊﾞﾝ会の桑原さんからデマベント登山のお誘いが

あったとき、一も二もなく応じたのであった。 

８月 11日、平均年齢 63歳の中高年パ－ティ－５ 

名は、パキスタン航空で成田を発つ。 

私は出発前の 6 月から 7 月にかけて 34 日間、腰

痛のため入院して、その後も通院治療中だったの

で、前途に大きな不安を抱えての出発となった。 

８月 12日 成田 12:30（PK-751）16:00北京→イ

スラマバ－ド経由→カラチ 23:00（泊） 

夕刻近い頃、残照のカラコルム上空を通過、カメ

ラを持って左側の機窓に集う人多く機内多いに

ざわめく。パキスタンに着いたら飲めないからと

成田離陸以来ひたすらｳｲｽｷ-を飲み続け、ボトル

２本を空にした変な？パキスタン人がいた。 

８月 13日 カラチ 7:30（PK-251）10:15 ﾃﾍﾗﾝ 

 11:30（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ）16:00 ﾚｲﾈ 1980m ｹﾞｽﾄﾊｳｽ 

 宿泊 時差 －4:30 

広漠と一言で言い表すには余りにも広いイラン

高原（ﾙ-ﾄ砂漠・ｶﾋﾞ-ﾙ砂漠）に機影を落として飛

行機は飛び続けた。テヘラン空港に降り立った

我々は、イラン国内の旅程の全てを手配する

Caravan－Sahra の担当者に迎えられた。しかし、

広い空港ロビ－に出たとき一人一人に花束が渡

さ れ IRAN ＆ JAPAN  Mt ． DAMAVEND  JOINT 

EXPEITION 1995（ｲﾗﾝ・日本ﾃｾﾏﾍﾞﾝﾄ合同登山隊）

と書かれた横断幕を掲げたイラン山岳協会の人

達の熱烈な歓迎を受けた。予期しないことで仰天

した。早速手配されたﾏｲｸﾛﾊﾞｽに乗り込み出発す

る。右側通行の広い道路、交通標識や信号は極端

に少なく車は猛烈なスピ－ドで走る。途中の峠で

道脇のレストランに立ち寄り遅い昼飯を食う。 

 

 

 

メニュ－は牛肉と鶏のシシカバブ、野菜サラダ、

ナン（パン）と米飯、酸っぱいヨ－グルトとコカ

コ－ラ････ 

 峠を下って暫く行くと谷が開けてポプラなどの

木が茂る村落に出た。そこで全面に大きくデマベ

ントが姿を現した。なるほど大きいと実感した。

富士形の端正な山容で上部は放射状の雪渓をかけ、

抜けるような青空を背景にすくっと立ちはだかっ

た姿は、いつまで見ても見飽きない。 

  

登山基地となるレイネは、３１年前にここを訪

れた脇坂先生が「土で造った同じ様な粗末な家が

３０軒くらいもあろうか」と書かれていたが、現

在は大きく様変わりして部落と言うより町といっ

ても良いくらいで、中心部は広い舗装道路が貫通

し両側には雑貨店、パン屋、茶店、理髪店などが

建ち並び、ほぼ中央部に広いテラスを巡らした石

造りのゲストハウスが建っている。 

我々の後からアトラス・トレックの８名が入っ

てきたので図らずも日本人だけで満員になった。 

当座の小遣いとして 150000 ﾘｱﾙ（約 5000円）貰っ

たので道向の茶店でコカコ－ラを飲む。１本 1200

ﾘｱﾙ････デマベントの膨大な山体がのしかかるよ

うに頭上に迫る。 

 ８月 13日 レイネ 7:40（小型ﾄﾗｯｸ）8:35車止  

 ････羊収納所･･標高 2900m 8:45（荷物を馬に 

乗せ、サブザック一つの軽装でケシやアザミなど 

の乾燥地の植物が疎らに生える埃っぽい斜面を登 

る）15:30 ｼｪﾙﾀ- 標高 4150m 

レイネから往路の舗装道路を３ｋｍほどバックし 

て凸凹の烈しい山道を上がる。車は四囲が見えぬ 

くらい猛烈な埃を巻き上げて走る。大きなカ－ブ 

を切って上り詰めた台地に青いモスクの円屋根を 

持った建物が現れた。地名を聞いたら「羊の集る 

所」だと云う。ここに馬と馬方が待機していて早 

速荷物を積み替えて登り出す。こう書くと如何に 

もテキパキと手際よく事が運んでいるように聞こ 

えるが、イランでは万事ヤバ－シュ、ヤバ－シュ 

（ゆっくり、ゆっくり）なので事前事後に声だか 
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な話し合いが延々と続くのである。案じていた通 

り、私は一時間ほど登ると足の運びが重くなり眠 

気がさして周りの景色が揺れ動くような感じ･･･ 

30 分遅れでやっとｼｪﾙﾀ-のある台地にたどりつい

た。私にとっては前途多難な幕開けとなった。 

８月 14日 6:30起床 7:45出発 12:00体調不良

（下痢気味）でリタイヤ 14:00 ｼｪﾙﾀ-帰着 

この日、アトランス・トレックのパ－ティ－は一

気に山頂を往復した。ツア－リ－ダ－の早川氏

（エベレスト登頂者）は、何と１時間 10 分で飛

ぶように下りてきた。我が方は高度順応化日････ 

体調不良の桑原さんはテントキ－パ－として残

り、他の４人は 5100mのＡＣ予定地まで往復する

ことになった。イラン側はヘンディ他５人が食料

や装備の一部を携行して同行した。私は蝸牛の歩

みで２時間ほど頑張ってみたが、前夜からの下痢

（ｼｪﾙﾀ-横の水場でﾏｲｶ混じりの水を飲んだ）で腹

に力が入らず隊列を離れた。諸説があって一定し

ないデマベントの標高は、登頂してきたアトラス

トリックの早川氏の話ではかなり低く、数人の高

度計が 5390mで一致していたと云う。テヘラン空

港の高度に合わせてきたので大きな誤差はない

だろうとのことだった。当然の事ながらイラン人

たちは、そんな筈はないと反発していた。 

８月 15日 ｼｪﾙﾀ-8:00 （桑原氏は残る、私は 11 

回も休憩してやっと登る）13:40ＨＣ（ﾊｲｷｬﾝﾌﾟ） 

4760m溶岩の岩稜をゆっくりゆっくり登る。 

 テントや寝袋を持って先行したイラン人によっ

て狭いテラスに既に２張りのテントが張られて

いた。池崎さん、広井さんと３人でアルファ－米

のちらし寿司を作って食う。夜、風強くやや寒い。

一時は積もる程に霰が降った。 

８月 16 日 7:15 ＨＣ出発 9:00 頻繁な下痢で

体力消耗してリタイヤ。池崎・広井は登頂する。 

10:00ＨＣ帰着 13:15 登頂者帰着･･テントを 

撤収して下山･･ 16:30シェルタ－帰着 

下痢で体調悪く出発を見合わせていたが、行ける 

ところまで頑張ってみようと歩き出した。100ｍ

程高度をあげたところで遂にダウン･･イラン隊

員のモ－セン（日本語が話せる）とエビラヒムが心

配して付き添って下るといってくれたが、大丈夫

だからと登って貰う。テントに帰り下痢止めを飲

んで横になる。13 時すぎ登頂者たちが帰幕する。

池崎さんの手を握りながら声が詰まった。何と桑

原さんも下りてきた。ヘンディらの後を追ってシ

ェルタ－から登ってきたが、5100m 付近でスリッ

プして足を痛めたので登頂を断念したという。 

 ８月 17日 8:00 テント撤収して下山する。 

 11:00 車止め 12:15荷駄隊到着 ﾄﾗｯｸに装備 

と共に乗り込み出発する。13:00 レイネ着  

14:00 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽで出発する。東へﾃﾞﾏﾍﾞﾝﾄを半周 

して、ｶｽﾋﾟ海南岸のﾘｿﾞ-ﾄ地のﾉ-ｼｬﾙに向かう。 

 

 

下痢やや納まる。下る道々ﾌﾘ-ｸﾗｲﾐﾝｸﾞが得意なモ

－センが、巨岩を攀じてデモンストレ－ション･･ 

また植物に詳しいエビラヒムは各種のハ－ブ類、

ケシやアザミについて解説してくれる。しかし折

角の説明もペルシャ語なので解らない。レイネで

は細長い西瓜を供されたが甘くよく冷えていて美

味しかった。デマベントの東側を半周してザクロ

ス山地を横断するカスピ海への道は、５時間もの

長距離ドライブだった。峠の南側は不毛の砂漠地

帯で北側へ下るにつれ緑豊かな木立ち、田畑が広

がり集落も密度を増してきた。カスピ海は流石に 

世界最大の湖、遠く霞む水平線といい岸に寄せる

波の高さといい、正に大海である。因に湖面の標

高は海面より低くマイナス２５～３０ｍと云う。 

８月 18日 8:00朝食 9:00～10:00 波が高く泳 

げないからボ－トをﾁｬ-ﾀ-してﾉ-ｼｬﾙ港までｸﾙ-

ｼﾞﾝｸﾞを楽しむ １時間 200,000 ﾘｱﾙ（６００円） 

とは安い。10:00 ﾉ-ｼｬﾙ 13:00 ﾁｬﾝﾄﾞﾗ峠 2800ｍ 

の峠を越える 15:00～16:00 ﾃﾍﾗﾝﾀﾞﾑｻｲﾄのﾚｽ 

ﾄﾗﾝで昼食 18:00 テヘラン泊 

テヘランまでの３時間余りのドライブと聞いてい

たが、その倍以上もかかった。何しろ標高差 2800m

の峠を越えていくのだ。峠を越えると大テヘラン

市の水瓶となるダム湖が延々と連なる。イスラム

暦の休日なのかダムサイトは夥しい車の列、人の

波････テヘランのホテルは予約が取れなかったと

のことで、市の中心部からやや離れた閑静な中級

ホテル。しかしエアコンの音が煩くシャワ-も不完

全で快適とは言い難い････ 

 夜はテヘラン市の体育館で日・イの登山セミナ

－があるので出席を要請されていた。その前にイ

ラン側の登山リ－ダ－、ヘンディ氏の自宅に招待

された。静かな住宅地の中のマンションで両親や

兄弟姉妹、それに子ども達まで集められていた。 

先ず、今回デマベントに登頂した池崎さんと広井

さんに、イラン山岳協会から記念メダルが贈呈さ

れた。次いで隊員の紹介と家族の紹介があり、懇

談に移った。迂闊にも私はここで初めてヘンディ

氏が 1976年日本・イラン合同ヒマラヤ登山隊の隊

員であることを知った。詳しくはイラン山岳協会

と長野県山岳協会合同のマナスル登山隊である。 

 この時はポストモンス－ンの 10 月 12 日に日本

の景山 淳（29）と、イランのモハメド・ジャフ

アル・アサデ（30）、シェルパのﾊﾟｻﾝ･ﾃﾝﾊﾟ３人が

登頂に成功した。この時以来ヘンディ氏は熱烈な

親日家となり、自分の長男にその時の登攀隊長、

田村宣紀氏の名を借りて TAMOURA と付けたほどで

ある。さてその夜の登山セミナ－だが････ 

私たちに花束が贈られた後イスラムの神への祈 

りの言葉を唱えてセレモニ－が始められた。 
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イラン側から長々と歓迎の言葉が述べられたが、

通訳無しのペルシャ語なのでさっぱり解らない。

替わって桑原さんが英語でメッセ－ジを述べる。 

あとは殆どイラン側のマナスル懐旧談、スライ

ド説明が延々となされた。当時の総隊長ハクビッ

ツ将軍、登頂者のアサド氏、ベヒザデ隊員など多

くの人が参会し、まるでマナスル同窓会････ 

こちらの思惑など何処吹く風か悠々たるもの･･ 

 夜半、やっと解放されてホテルへ帰る。皆、か

なり疲れた模様････ 

８月 19 日 早朝、テヘラン空港に行く。ヘンデ

ィ氏シャロット氏が見送りにくる。ミスタ－デ 

マベントの異名を持つシャロット氏（37）は、デ 

マベントに６８回も登ったという第１人者。独身 

のユダヤ教徒だが全行程を通じて一番よく働い 

てくれた。別れを惜しんでタラップを上がった。 

 

※ マナスル登山隊のイラン側隊員は、全て軍人

で登山成功後は皆、階級昇進したと云う。ハ

クビツ将軍は後のイラン・イラク戦争ではイ

ラン軍の前線指揮官となりイラク軍を撃退し

て勇名を馳せたという。今回の登山がイラ

ン・日本合同登山隊となった経緯は、計画時

点でツア－リ－ダ－の桑原さんを通じて山岳

協会信濃支部長の町田さんにイランの登山事

情を照会したことによると思われる。町田さ

んか、田村さんからイランに協力要請があり

それを受けたイラン側が全日本登山隊として

誤認したのではないか････････････ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 平成２３年２月５日（日） 

場所 天草 「龍ケ岳」 

担当 安場俊郎 

 

2 月例会登山、天草の山シリーズ 4 回目となる龍

ヶ岳登山は会員会友 27 名の参加となった。午前 8

時、熊本市崇城大学市民ホール前を井藤会友運転

のマイクロバスと加藤明会員の乗用車に分乗して

出発。網田道の駅、大矢野町弁当のヒライで休憩

しながら、登山口である脇浦の消防署横に到着。

工藤支部長開会の挨拶、班分自己紹介、木曾会員

指導で準備体操のあと、10 時 45 分元気に出発し

た。川沿いの遊歩道脇の紅梅を愛でながら歩いて

いると、夏みかん（？）を収穫中の住民の方から

「持って行きなさい。」と勧められ、全員１～２個

をいただくという嬉しいハプニングがあった。登

山道はよく整備され歩きやすく、楽しくおしゃべ

りしながら、１２時半ごろ頂上のバンガロー施設

前に到着した。ここには、マイクロバスで先回り

した、本田会員が待ち受けており、合流して２等

三角点のある展望台へ最後の登り。ここで景色を

眺めるつもりであったが、あいにく、前日からモ

ヤがかかった状態で、期待した眺望は得られなか

った。全員で記念撮影を行い、下の広場で昼食と

なった。このあと稜線越しに北へ約５0 分で大作

山林道へ下山、ここは念珠岳の登山口でもあるが、

待ち受けていた、マイクロバスに乗り、大矢野ス

タパラソ温泉で入浴。崇城大学市民ホール前には

午後 5 時 30 分に到着。解散した。 

 
 参加者 ２７名 

菅  隆雄・工藤 文昭・本田 誠也・加藤 稜子 

加藤 功一・加藤 明・石井 文雄・安場 俊郎 

木曾 萬喜治・田北 芳博・加藤 百合子・松岡  

栄治・松岡 啓子・宇都宮信夫・千々岩 泰子 

斉藤 弘毅・井藤 憲幸・金山 春男・宮崎 静夫 

植木 隆俊・植木 啓子・坂西 直明・佐々木三 

枝子・稗田 喜代美・千原 幸子・平島 千重子 

松本 博子 

 

 

熊本県の山 標高順位  

NO１（１～１０位） 

１位 国見岳 （1739m）八代市・椎葉村 

２位 市房山 （1721m）水上村・西米良村 

３位 烏帽子岳（1692m）八代市・椎葉村 

４位 向坂山 （1685m）山都町・五ｹ瀬町 

５位 五勇山 （1662m）八代市・椎葉村 

６位 上福根山（1645m）八代市 

７位 白鳥山 （1639m）水上村・椎葉村 

８位 江代山 （1607m）水上村・椎葉村 

９位 高岳  （1592m）阿蘇市・高森町 

10 位 三方山 （1578m）山都町・椎葉村 
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南大隅半島の山登山報告書 

11771 加藤 功一                 

  

年末の大掃除など早めに済まし、冬でも暖かい

南大隅半島の山へ登ることにした。この地域には、

前に仕事で２年間住んだことがあるが、仕事が忙

しくて全部の山には登る時間が取れなかったの

で、今回一人でゆっくり山を楽しんだ。 

 

１．期間 2010 年 12 月 24 日～28 日（４泊５日） 

２．交通自家用車（息子の７人乗りワゴン車） 

３．宿泊     自家用車内 

４．行動記録 

２４日（金）晴れ 辻岳登山（７７３ｍ） 

 植木（九州道）～垂水～根占 14:00～辻岳北登 

山口 14:35～辻岳山頂（15:00～15:05）～中央 

登山口 15:45～道の駅「根占」泊 

辻岳は、２５年前大隅半島の大根占へ転勤した 

折、街から何時も見え山の姿も素晴らしく近い 

ことからよく登った山である。 

 今日は天気が良く辻岳頂上から、明日から登る 

予定の山が目視できた。帰りは中央登山口へ下 

り、道路を歩き北登山口へ。 

大根占へ赴任早々、この山に登りツツガムシに

食われ高熱を出し会社を３日間休んだことあっ

た。病院の先生から「どこに行ったか」と聞か

れ「辻岳に登った」と言ったら「ツツガムシが

いることも知らなかったのか」と、しかられた

ことを思い出す。その後何年もかゆみがとれな

い。道の駅「根占」は海水浴場のすぐ上にあり、

目の前は錦江湾を望み開聞岳の夕日が綺麗だ。

駐車場で夕日を見ながら缶ビールで初日を祝っ

た。 

 

波頭錦江湾に冬落日   

錦江湾波間に沈む冬落日 

辻岳や２５年ぶりの冬の山 

 

 

                

 

２５日（土）小雪  

木場岳（890ｍ）、稲尾岳（959ｍ） 

根占発 8:35～木場岳登山口９：０５～木場岳頂 

上（9:55～10:00）～登山口着 10:40～ビジター 

センター 

① 木場岳登山   

天気予報で年末から大寒波が来ると言っていた 

が、南国の山とは言え朝から小雪が散らつく、 

頂上は風が強く立っておれないほどだ。 

この地域は、鹿児島県の「輝葉樹の森」公園で、 

登山道は綺麗に整備され、登山道には番号札が 

あり、１番から始まり８０番が頂上となる。 

周囲はうっそうとした照葉樹林で、視界はきか 

ないが気持ちが良い。  

②稲尾岳登山（９５９ｍ） 

ﾋﾞｼﾞﾀ-ｾﾝﾀ発 12:40～稲尾岳頂上（14:15～1420） 

～稲尾神社往復～ﾋﾞｼﾞﾀｾﾝﾀ着 16:00～辺塚着 

17:50 

ここも、鹿児島県の「輝葉樹の森」公園で、登 

山道は綺麗に整備され、樹木には名前の札が付 

けある。登り口は暫く広い沢の中を歩く、途中 

若いアベック（男は半パン、何も持たず）この 

吹雪の中を追い越して行った、どこまで行くの 

だろうと心配していたら、途中自然石展望台か 

ら、引き返して来たので安心した。道は照葉樹 

林の中で展望はないが、水場が沢山あり登りや 

すい山だ。帰りは往路を下る。塚小学校運動場 

で車内泊。 

初雪や烈風あおる稲尾 

２６日（日）雨・雪  

荒西山（833ｍ）、六郎館岳（754ｍ） 

辺塚発 6:25～荒西山登山口発 8:25～荒西山頂上 

（9:15－9:20）～登山口着 9:50 

① 西山登山 

ＮＨＫのアンテナがあるため、道は綺麗に整備 

されている。登り始めは雨だったが高度を上げ 
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るとボタン雪となった。ガイドブックには、 

頂上からの眺めが素晴らしいと書いてあった 

が、吹雪で何も見えなかった。 

 

南国の荒西山は銀世界   

綿帽子寒さこらえるシキミの実 

 

① 六郎館岳登山 

登山口 12:10～六郎館岳頂上 12:50～登山口 

着 13:05～浜尻港着 15:05 泊 

 

山と言うより裏山の感じだ。近くの民家で登 

山口を聞いても知らない。やっと辿りついた 

が、登山口とは書いてあるがすぐ藪で道らし 

きものはない。とにかく藪こぎして真っ直ぐ 

登る、一番高い所が頂上と思うが、頂上を印 

す何の標識もない。ここを頂上と決め、帰り 

の道を間違わないように往路を慎重に下る。 

雪しぐれ道なき山や六郎館岳 

２７日（月）曇り 野首岳（897ｍ） 

浜尻発 6:50～登山口発 7:45～野首岳頂上 9:15 

～登山口着 10:20～平川温泉１6:00 泊 

昨夜は風が強く、港なので車が吹き飛ばれは 

しないかと心配した。稜線は強風で寒い、頂 

上には昨夜の雪が残り、ヒメシャラが１本。 

今日の泊まりは平川温泉、久しぶりに温泉で 

垢を落とす。泊 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

霧の山おぼろに赤く山シキミ 

    

２８日（火）曇り 紫尾山（1067ｍ） 

平川温泉発 6:40～登山口（ふれあいの森）発 

7:30～紫尾山頂上（10:20～10:40）～登山口着 

11:50～国道３号線経由 ～植木着 17:50 

 

この山は鹿児島へ行く時、出水市の東に見え 

る山で、何時かは登ろうと思っていたが、な 

かなか登る機会がなくて、今回やっと実現した。 

道路には雪があり、チエーン無しで登山口（ふ 

れあいの森）までやっと行けた。天気が思わし 

くなく曇り・雨・晴れと猫の目のように変わる。 

駐車場からは千尋ノ滝が真上に見え、素晴らし 

い。頂上はテレビのアンテナばかりで頂上をや 

っと探した。天気が悪く何も見えない、早々に 

往路を引き返す。熊本への帰りは津奈木温泉で 

５日間の汗を流し、ゆっくりドライブした。 

 

南国の紫尾山頂へ雪を踏む 

 

南国の山で天気が良く暖かいと思っていたが、 

冬型が南に張り出し、毎日天気が悪く風が強 

く、山は雪となり、一足早く雪山を楽しんだ。 

天気も良くなかったが、どの山も登山者はな 

かった。期間中は車の中で炊事・就寝したが、 

不自由はなく一人別荘気分を楽しんだ。 
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アイアイ会に参加して 
 

14559 加藤百合子 

 
山岳会の宇都宮さんが、視覚障がい者の方々を

連れて、いろんな公園やハイキングなどに出かけ

るボランティアをやっておられるということを

主人から聞いた。アイアイ会と言うそうで、明日

は運動公園を廻るとのこと。 

私も、これまで子育て支援や老人施設でのボラ

ンティアを永年やってきているが、視覚障がい者

の方々と一緒にやったことはなかった。どのよう

にやるのか、やればいいのか、また、私にもでき

るのだろうかと心配だったが、私も一緒について

行くことにした。 

当日、視覚障がい者の方も支援者も、九品寺ダ

イエー前の障がい者福祉センター「希望荘」に集

まった。目の不自由な方は１２名、ボランティア

が２０名、その中に若い青年が２人いた。初めて

の者は私たち２人のようだ。受付が始まる。「希

望荘」に来るまで、車で送って下さるボランティ

アの方も何人もおられ、降ろしたら「またね」と

帰っていかれた。 

「希望荘」のバスで運動公園へと向う。途中リ

ーダーの宇都宮さんの挨拶に始まり、それぞれ自

己紹介があった。 

目は不自由でも、皆さん何回も参加されている方

もあり、和気あいあいの雰囲気の中、面白くユー

モアたっぷり大きな声で自己紹介された。私たち

も、山に登っていることなど話すと「わー、私た

ちも登りたい」などと、ますます賑やかになる。 

運動公園に着く。今日は５ｋｍコースを歩くよ

うだ。視覚障がい者の方と支援者が列になりペア

を組む。腕につかまったり肩につかまったりして、

片方の手は白い杖を持っておられる。 

 

付近の状況や景色を説明しながら歩く。２０分程

歩くと次の人と交代する、その繰り返しで違う人 

とペアになる。どうやって歩いていいのか、私の

方がとまどっていたが、本当に目が見えないのか

な、と思うほど、どんどん歩かれる。いろいろと

質問される。どの方もお話が好きで、おしゃべり

に花が咲く。気持が明るく、ぜんぜん気を使わな

くて、私までが楽しく歩くことができた。 

５ｋｍコースのまわりには、硬式や軟式の野球

場、テニスコート、サッカー場、ラクビー場など

整備されていて、それぞれ試合があったりしてい

て賑やかだ。 

ジョギングコースやサイクリングコースもあり、

子供の遊び場あり、日本庭園もありのりっぱな公

園だ。こうして運動公園を歩くのは初めてなので、

私自身も興味深く観察でき、それぞれの様子を説

明したり、おしゃべりしたりしているうちに相撲

場に着いた。天気も良く、暖かい日射しの中、こ

こで昼食、広い芝生にビニールシートを広げ、お

のおの座る。弁当は各自持参、「希望荘」に注文さ

れていた方もいた。 

お漬物やお菓子など、いろいろ差し入れが配られ

る。「お漬物はご飯の上に置いとくねー」と、私た

ちと何ら変わらぬように食べておられる。 

帰りは私と主人がペアになった時があった。主

人が目をつむり、私と腕を組んで歩いた。主人に

感想を聞いた。「人の腕につかまっているので安心

して歩けた」 

「今日は公園なので、ちゃんと整備されており段

差もなく平坦なので安心して歩けた」など・・・・。 

今日の運動公園は段差のない平坦な道なので、何

ら心配はいらなかったが、他の道は段差があった

り、デコボコや石コロがあったりする時は、支援

者はどのようにすればいいのだろうか、と主人と

話した。宇都宮さんに色々尋ねたいと思った。 

帰りのバスの中でアイアイ会の２３年度の計画

書が配られた。内容は、菊池公園の花見、龍門ダ

ム、玉名の花菖蒲、ミカン山、おはぎ山、菊池渓

谷、金峰山、熊本城、立田山 などが計画されて

いる。 
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日本山岳会でも公益事業としてやろうと思えば、

何かすることができないか？ 

いや、現に宇都宮さんが人知れずやっておられる

ではないか。 

今日参加して、私でも喜こんでもらえた。いや、

私の方が楽しかった。自分でできることが何かな

いか、少しでも他の方も楽しんでもらえることが

あるのなら、ぜひ支援していきたいなーと思った。 

又の再会を約束して気持ち良い気分で「希望荘」

をあとにした。 

皆さんと過ごして、私の方が学ぶところが多か

った。貴重な時を過ごさせて頂いたと感謝して

います。 

 

宇都宮さんから聞いたこと 

１．支援は宇都宮さんがチ－フでやっている 

２．支援者は登録してあり、山以外は間に合う 

３．これまでに金峰山、立田山へ行った（支援 

者の方が疲れた） 

４．山岳会の人に来てもらうと助かる 

５．視覚障がい者で参加する人は１２名（３０才 

～７０才） 

６．「希望荘」から無料バスが出る 

７．弁当は持参 

８．これまで言葉づかい等で障がい者とトラブル 

になったことはない 

９．障がい者はふだんあまり外に出ないので、この野外

活動を楽しみにしておられる（ほんとうに楽しそう

だった） 

１０．主人は、この結果を支部に報告し、支援の方向で

話したいと言っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 事業報告 
１．第２６回宮崎ウエストン祭参加 

  期日 平成２２年１１月５日～６日 

  会場 宮崎高千穂 三秀台 

  参加者 熊本支部 安場俊郎・坂西直明 

２．金峰山山岳マラソン協力 

    期日 平成２２年１１月３日 

     会場 熊本市 「金峰山」 

    参加者 永谷誠一・松本莞爾・廣永峻一 

     木曽萬喜治・小倉伸一・原田栄作・ 

加藤功一・加藤百合子・安場俊郎 

宇都宮信夫 １０名 

３．年次晩餐会 東京 

    期日平成２２年１２月５日 

     参加者 工藤支部長 

４．東九州支部創立５０周年記念行事参加 

    期日 平成２２年１１月５日～６日 

     会場 大分県別府市 

    参加者 工藤支部長 

５．第３回登山研修会 担当 田北芳博 

    期日 平成２２年１１月２１日 

    会場 大津町「矢護山」（鞍岳） 

    参加者 工藤・松本・加藤夫妻・石井・加藤明・ 

安場・田北・千々岩・住永・山本・横尾・菅・ 

廣永・椿・舛田・宮崎・三宅・山内・原田夫妻 

６．第３回「山の写真展」 
    期日 平成２２年１２月１日～１５日 

     会場 熊本市「山の店シェルパ」 

      出品者 川端 浩文・加藤 明・安場 俊郎・ 

       加藤 功一・加藤百合子・田北 芳博・ 

廣永 峻一・工藤 文昭・松本 莞爾・ 

松岡 栄治・松岡 啓子・加藤 稜子・ 

木曾 萬喜治・本田 誠也・千々岩泰子 

    観覧者 約６００名 

７．平成２２年度海外登山報告会 
    期日 平成２２年１２月１２日 

     会場 熊本市「山の店シェルパ」 

    報告者 廣永峻一・安場俊郎・加藤稜子 

    参加者 ２４名 

８．新年晩餐会 

    期日 平成２３年１月２２日 

    会場 居酒屋「くらもと」 

    参加者 ３０名 

９．例会山行 天草の山「龍ケ岳」担当：安場 

    期日 平成２３年２月６日 

    場所 天草「龍ケ岳」 

    参加者 ２７名 

10．干支の山登山 「卯の鼻」 

担当：加藤 明・工藤 文昭 

    期日 平成２３年３月６日 

    場所 阿蘇一宮坂梨「卯の鼻」 

    参加者 ２５名 

 

会 務 報 告 １１月～３月 
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知識⑤ 雷に遭遇したら木から２ｍ離れて 

雷に遭遇したら速やかに山小屋や樹

林帯 林帯に逃げ込む。高い木等では 

２ｍ離れて避難する。 

小屋では屋内に入る 

雷雲の接近を早く察

知する。 
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● 委員会報告 
 

１１月２６日 １８時 ワクワクランド 

  工藤支部長・松本莞爾・廣永峻一・加藤功一 

  木曽萬喜治・安場俊郎・石井文雄・田北芳博 

① 東九州支部５０周年記念式典出席報告 

② 第３回登山研修会報告 

③ 金峰山山岳マラソン協力報告 

④ 宮崎ウエストン祭参加報告 

⑤ 山の写真展準備進捗状況報告 

⑥ 海外登山報告会について 

⑦ ２３年新年晩餐会について．． 

⑧ 北九州支部１０周年記念式典出席報告 

⑨ その他 

１２月５日  １８時 ワクワクランド 

  工藤支部長・松本莞爾・廣永峻一・加藤功一 

  木曽萬喜治・安場俊郎・石井文雄・田北芳博 

① 山の写真展について 

② 海外登山報告会について 

③ 新年晩餐会について 

④ ２月例会登山について 

⑤ 石井久夫会員の永年会員表彰について 

⑥ その他 

２３年１月１３日 １８時 ワクワクランド 

  工藤支部長・松本莞爾・廣永峻一・加藤功一 

  木曽萬喜治・安場俊郎・石井文雄・田北芳博 

① 新年晩餐会について 

② ２月例会登山について 

③ 山の写真展の報告と反省 

④ 海外登山の報告会について報告 

⑤ ３月干支の山「卯の鼻」登山について 

⑥ 傘寿の御祝いについて 

２月１７日 １８時 ワクワクランド 

  工藤支部長・松本莞爾・廣永峻一・加藤功一 

  木曽萬喜治・安場俊郎・石井文雄・田北芳博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 平成２３年２月５日～６日 

会場 東京・日本山岳会本部 

出席 熊本支部事務局 松本莞爾 

会長挨拶 尾上 昇 

会務報告 １支部活性化ＰＴ   神崎副会長 

     ２山の日制定ＰＴ   成川理事 

３JAC-YOUTH ＰＴ 野沢理事 

４法人改革 ＰＴ   藤本理事 

支部事業報告 ３０支部事務局担当者 

 

 尾上会長からは本年６月での役員改選を控え、山

岳会の大きなプロジェクトの完成を何とか軌道に乗

せ、活発な活動が各支部とも行われ、特に支部活性

化では多摩支部等新しく支部創設がその起爆剤とな

り、活発になってきたとの話しがあった。 

法人改革では公益法人として、申請を行い、今理

事会で承認を得、６月の総会で承認されるよう準備

中であるとの見解を発表された。 

引き続き各プロジェクトの進捗状況の報告があり、

神崎副会長からは各支部の活動が活発になり、支部

活性化に大きく貢献をしている、また、会員の増員

についても微増の状況にあり、本部としても価値観

の多様化に対応し、協力を惜しまないとの決意もあ

った。また、四国に支部を創設するよう準備中であ

る。高齢化に伴い若者の入会に力を入れてほしいと

の要望もあった。 

JAC-YOUTHＰＴからは若い藤本氏が担当し、独自

の活動を活発に行い、２０代～４０代に呼びかけて

研修会等に誘い会員の確保に寄与しているとの報告

があった。 

 最後に公益法人の申請については１月の理事会で

公益法人として文科省に申請するとの一応の結論を

持って６月の総会に提案することになったとの報告

である。それに伴って新法人の定款の改定について

の説明があり、また新法人について各支部の問題点

などの質疑応答があった。特に本部からの助成金「２

５００円」の取り扱いで、公益事業への補助金とし

て交付する形を取りたいとの意向で「助成金」とし

ての名目は無くなるだろうとの見解である。 

ただし新法人が認められるまでは今の形で補助する

が「助成金」ではなく、あくまでも「公益事業」の

「補助金」として配布するとのこと。金額について

は今までの金額程度とし、会員１人当たり２５００

円という細則は設けない。従って必ず「公益事業」

の予算計上をしてほしいとのことであった。 

 翌６日は午前９時より各支部の活動報告と２３年

度事業計画について各支部事務局が発表し、質疑応

答があった。 

午後１２時過ぎ、閉会となった。    

報告 松本 莞爾 

 

 

平成２２年度支部事務局担当者会議報告 
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日山協＊功労賞受賞 

 10432 池崎浩一氏 

 

熊本支部会員の池崎浩一さんが、

今年 1 月 15 日に行われた日本山岳

協会創立 50 周年記念祝賀会で、日

本山岳協会への永年の貢献が認めら

れ、功労者として表彰されました。

池崎会員は、昭和 35 年日本山岳協

会創立初年度の第１回国民体育大会

熊本大会の時、県山岳連盟の理事長

として、大会企画・運営の中心にな

り、見事に熊本国体を大成功に導か

れたことで表彰されました。当日は

皇太子殿下、大勢の各国山岳関係者

にご臨席を賜り、盛大な式典が行わ

れました。 

 

 

 

おめでとうございます 
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ＪＡＣ熊本支部委員としての１年 

13852 石井 文雄 

支部委員として１年が経ち、Ｈ22 は会員会友の皆

さんと楽しく山行が出来ました。 

９月５日の第２回登山研修会「三国山」では、初

歩的な天気の移動や、地図の見方を学びました。 

また第３回登山研修会「矢護山」でロ－プワ－ク

を学びました。その後皆さんは実践していますか？

以後資料を開いてみましたか？少しずつ覚えて参

考にしたいものです。 

私的には、夏の暑い中、男３名、うるさん、大山、

弥山、三瓶山を全泊テント泊しながら、また粗食に

耐え、熊笹の若芽の芯をパンダのごとく美味しく食

べ、そして長時間歩きました。下山後ゲゲゲの鬼太

郎で有名な境港に行き、美保湾で泳いだことが懐か

しく思いだされる。  

 23 年早々１月には、４回ほど雪山に出かけ、最後

の祖母山系では女性１名、男性２名で親父岳から黒

岳そして三尖山までを歩いたものの、日が暮れた闇

夜の中を長時間の山行を強いてしまい多いに反省

をしている。黒岳から三尖山の下りで、岩峰下まで

は無風快晴で寒くもなく写真を撮りつつ快適な行

動がとれた。しかしこの尾根は熊笹が登山路に倒れ

その上に雪が５～６０ｃｍ程積もっていて、その上

を這うように歩くと、時折ズボッと肩まで入り込む。

尾根の上り下りの連続で大変な時間を要した。家を

出たときは未明の月が出ていたが、夕刻から夜半に

かけては闇夜の中の山行となり、苦労することにな

った。しかも３名で１個のキャップランプ（車に忘

れてきた）での下山となり心許ない山行となった。 

 登山の基本で装備の点検を怠った失敗談である。

雪山での山行では装備の検討は最も大事な事です。

皆さんも登山研修会で勉強し、基本の技術・知識を

身につけましょう。トムラウシでの遭難ではリ－ダ

－の判断ミス・装備の不備等で低体温症による遭難

でしたが、経験豊富な方はそれなりの工夫と装備で

生還された。各自自主防衛のための知識と技術を身

につけて今年も安全な登山を楽しみましょう 

 

弟１回登山研修会のリーダーを担当して 

            11771 加藤 功一 

 
新入会友が多いことから、年３回登山研修会を実

施することになり、その第１回目（登山の基礎）を

私が担当しました。 

7 月 11 日（日）、三角岳、参加者１７名 交通機

関はＪＲを利用しました。三角駅で「中高年登山者 

の心得」について、ワンポイントアドバイスとして、 

３０分間講習を行いました。 

その時、参加してない人のため記載します 

 

 

 

（１）無理な登山は避ける 

①高度差 1,000ｍもある山  

②岩が多い山  

③歩く距離が長い山 

（２）登山に競争意識を持たない 

俺は何時間で登った、俺はあれより強いなど･･競

争意識を持つと隊の行動を乱し、事故のもとになる。 

（３）山では自然を楽しむ 

花を見たり、鳥の声を聞いたり、ゆっくり風景を

楽しむゆとりを持つ。よく、ラジオを聞きながら登

っている人を見かけるが、山の中では遠慮したい。 

（４）基本的な装備は怠りなく 

ヘッドランプ、雨具、水筒、非常食（もし、遭難

した場合を想定して） 

（５）ストックの使用 

４本足より、２本足で歩く動物は安定が悪い。ス

トックを使用することにより、常に２点確保となり、

安定します。 

（６）山は下りに注意 

①下りは道に迷いやすい（１つ尾根を間違えて下

ると、とんでもない所に出る） 

②下りは体重が倍かかるので膝を痛めやすい。 

（７）道に迷ったら沢は下らない 

道に迷ったら、沢を下りたい願望にとらわれます

が、沢には滝があります、そこを無理して下ると引

き返せなくなり、お手上げとなります。 

（８）切れたらダメの薬がいる人は、薬が切れない

ように、友人で、山奥へ行き薬が切れて亡くなっ

た人がいます。 

（９）団体では勝手な行動はしない 

①下りで一人先に下り、道に迷う。 

②一人がいなくなると、帰りのバスが遅れ、他人

に迷惑をかける。 

（10）途中にリュックを置いて登らない 

ヘッドランプ、水筒、非常食がないので、もし遭

難した場合助かりません 

 

支部委員活動を振りかえって 

14308 木曽萬喜治 

 

 事業担当として１年を過ぎようとしているが主な

活動として「登山教室」を開催したぐらいで後は他

委員の活動をお手伝いで終わった様な気がしている。 

 個人山行としては多くの山にチャレンジし春の北

アルプス、初夏の北海道の山々に行くなど充実した

登山であった。その中で２００名山等の名のある山

には全国から中高年の登山者が多く押しかけ賑わっ

ていたが一部の登山者に低山の装備で２０００ｍ級

の春山に登る外、気象・地図も理解をしていない登

山者と多く出会い、見るに見かねて注意すると反発

される出来事もあったが如何に自己流の知識と簡易

な経験でレベル以上を目指す登山者が多いかという

ことだ。残念なことに今年の初秋の祖母山で３０代

の若者が行方不明となり捜索活動に出かけたが現段 

階で遭難した原因は分からないが体力・知識不足で 

日本山岳会熊本支部委員反省 
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はないかと考えられる。 

今までの「登山教室」の開催で自分から積極的に

学ぼうと多くの参加申し込みがあり、多くの方から

好評を頂き感謝されていることについては事業担

当としては喜ばしい限りである。ただ、参加者で全

く未経験者でなく過去にも数回、山に登ったことが

ある人でも登山靴・服装・雨具等をみると今までこ

れで山に行かれていたのかと驚く事ばかりである。 

中高年の登山ブームの中で遭難事故が多発する

現状を如何に抑えるかが今後も大きな課題である

と思う。 このことから来年度も「登山教室」等の

機会を捉え、より多くの人に基本を理解させ、安全

で楽しい登山をしてもらうようにより一層充実し

た中身のある事業としたいと考えている。 

 

支部委員として１年を振り返って 

           14459 田北芳博 
 

熊本支部支部委員を受けて早くも１年が過ぎよ

うとしています。この１年間は土日の仕事が多くな

り、思うように山岳会の行事に参加できないことも

ありましたし、支部委員としてのお世話も不十分で

はなかったかと思っております。 

最近は山に行く暇な日が少ないせいか、暇があれ

ばいつでも登ろうと日々構えており、自分に適当な

登山コースはないかといつも考えております。休日

で特段の用件がない好日には

毎日でも出かけようと思うほ

どです。 

たぶん新年度からは山岳会

の行事に参加しやすくなると

思いますし、支部委員としても

もっとお世話できるのではな

いかと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 
３月 ６日（日） 干支の山「卯の鼻」登山 

３月２２日    支部委員会 

４月 １日    支部報２３号発刊 

４月 ４日    会計監査 

４月１２日    支部委員会 

４月１７日（日） ２３年度支部総会 

 

２０１１ネパ－ルヒマラヤ 

カントクラ峰（６２９４ｍ） 

登山隊 計画（案） 
１．目的 ダウラギリヒマ－ルの北方にある未踏峰 

カントクラ（６２９４ｍ）の初登頂に向け登

路の調査を行う。また 110 年前、河口慧海が

仏教の神髄を知りたく、ヒマラヤの厳しい道

を辿りチベットへ入国した道を訪ねる。 

１．時期 2011 年９月１6 日～１０月２７日  

２．場所  ネパール北西部（ムスタン～ドルポ） 

３．ル－ト カトマンズ→ジョムソン～ツアルカ～ 

      シェ－ゴンパ～フォクスンド湖～ジュ 

パル～カトマンズ 

４．メンバ－加藤功一（総会・渉外） 

石井文雄（食料・会計） 

加藤 明（医療・保険） 

木曽萬喜治（装備・記録） 

５．実施方法 

（１）目的 ①徒歩により慧海のルートを辿る 

      ②秘境フォクスンド湖 

      ③ダウラギリ北方 

Kangtokla（6,294m）の登路調査 

（２）主な日程 

  ・カトマンズ準備：３日 

  ・往路キャラバン：ジョムソンまで車利用 

  ・トレッキング：２０日間 

  ・復路：ジュムラから飛行機利用 

  ・カトマンズ後整理：３日 

  ・予備日：４日 

連絡先 加藤功一  

〒861-0135  

熊本市植木町一木３０６－２ 

   TEL・FAX 096-272-5261 

 

 

 

海外登山計画 
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ＪＡＣ本部からのお願い 

山岳会では年２回の定期総会（６月・３月）

を開催していますが、ご案内について出欠

のご返事をお願いしています。欠席の場合

は自筆の「委任状」を必ず郵送して戴くよ

うお願いします   （社）日本山岳会 

東北地方太平洋沖地震 

お見舞い申し上げます 

 

未曾有の大震災の様相を

呈しており、皆様のご無事

をただ案じております。 

安否もをお伺いすること

もかないませんが、皆様が

ご無事でいらっしゃいま

すよう、心からお祈り申し

上げます 
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本年度最後の支部事業報告 

  恒例の干支の山登山「卯の鼻」（773.8m） 

        担当 加藤 明：工藤 文昭 

 

 今年の干支は「兎」、九州で兎のつく山は見つか

らず、それなら「卯」のつく山として阿蘇北外輪山

の七鼻の一つ、「卯の鼻」を登ることにした。「卯の

鼻」の命名は、阿蘇神社の真東に位置することから

であるが、阿蘇外輪山への車道が出来るまでは、生

活道路として麓の馬場、豆札から外輪山まで延びた

鼻〔尾根〕を九十九折れしながら里道が伸びていた。

近年は利用する人も少なく、潰れかかっていたのを

地元の団体が最近切り開いてくれて、立派な歩道と

して復活していた。今年はなかなか雨が降らず前日

も快晴だったが、この日は朝から厚い雲が垂れ込め

て今にも降り出しそうな中を貸し切りバスで出発

する。市内を出る頃には雨になり一日降り続いた。

大津からの参加者を拾い、阿蘇坊中物産館でトイレ

休憩、９時半頃には登山口の馬場集落についた。今

回の隊長、加藤明氏のコース説明、諸注意があり出

発。約１キロ位卯の鼻を北に横切るように林道を歩

くと登山口。ここから尾根の登りが始まる。50 年前

後の杉の植林の中に真竹が混じり鬱蒼とした急坂

になる。処々に立派な石垣が残り、昔、波野方面へ

の間道、あるいは刈干切りの運搬に頻繁に利用され

たことが偲ばれた。阿蘇の農家の生活は、草原の利

用が基本にあり、採草、放牧、水田･畑作と緊密に

結びついていた。火山灰土の土壌は地力が無く、草

原で草を切り、それを乾燥して谷内の家に持ち帰り、

牛馬の飼料になり、敷藁が厩肥を生み、これを田畑

にまいて米、野菜が初めて生産できた。採草には草

原に草泊まり小屋を作り、泊りがけでの草切りが昭

和３５年頃まで続いた。草原での放牧は５月頃に駄

許しが始まり年間 160 日位続き、残りは家で肥育す

るため干草確保が大変だった。１日１頭に与えられ

る干草は２把〔16 キロ〕、約 190 日分の干草は 380

把となる。運搬する牛が一度に運ぶ量が６把〔１駄〕、

牛一頭養うために実に 63 回、あの坂を往復しなけ

ればならなかった。その他、田植えまでのザシ〔ハ

ナウド〕、ノアザミなど土壌への窒素成分補給のた

めに切り、田圃にしきこまれた。土地の人はこの道

を１日何回となく往復された苦労を思うと目頭が

熱くなる。 

 約１時間で４等三角点（773.8ｍ）に着く。近く

の最高点から少し低い所に設置してあるが、相手方

との確認が出来やすいためであろう。ここら辺りが

森林限界点で俄然阿蘇谷の見晴らしがよくなる所

だが、生憎の天気で谷の中程までしか確認できなか

った。更に 10 分歩いて頂点（790ｍ）につく。近く

に 831ｍの地点もあるが、卯の鼻から少し外れてい

るので 790ｍを頂上としたい？。雨は止まずすぐ出

発、１時間で終点の馬場･豆札牧場に着き、バスで

アゼリア温泉へ。わが会も、山の終わりは温泉が定

着したようだ。雨の中の山行の後は温泉が一番、今

回はゆっくり楽しめた。卯の花から眺める阿蘇谷は 

 

 

最高の景観、七鼻の確認と外輪壁を抜ける３０を超

える昔の坂道をたどるのも楽しめます。 

期日 平成２３年３月６日〔日〕  

（行動記録〕 市民会館（７・５２）・・大津（８・３８）･･

坊中（９・１０）･･馬場（９・３７着・ :９･４７発）・・

三角点（１０・４８）･･頂上（１１・０５）･･バス着（１

２・０５）・・アゼリア着（１２・２６）・・昼食･温泉〔出

発１４･００〕･･市民会館〔１５･３６着〕  解散  （報

告 加藤明･工藤文昭） 

参加者氏名  
菅  隆雄・本田 誠也・工藤 文昭・松本 莞爾・廣永 

峻一・加藤 功一・石井 文雄・加藤 明・安場 俊郎・

木曾 萬喜治・田北 芳博・田中 朝子・加藤 百合子・

松岡 栄治・千々岩 泰子・北里 公子・稗田 喜代美・

植木 隆俊・植木 啓子・住永 洋子・山本  直・坂西 

直明・金山 春男・佐々木三枝子・舛田 レイ子 

編集後記 

昨年から支部報の発行を年３～４回発行するよう

決めていたものの、今年も３部の発行となってしまっ

た。会員会友各位からの原稿や情報も少なく、やや

会報としての体裁が整わないものとなった。今後の

支部報としては全員の投稿を期待したいものです。

サロン的な会でそれなりの役目は果たしていると信

じているが・・・・・支部員としての活動に協力をして

いただいているものの、山に関する実践記録が伴っ

て会としての歴史が残ると思います。この数年熊本

支部では月１回の行事を組み、皆さんに登山ライフ

を楽しんでもらっていますが、その情報をこの支部

報や支部通信でお知らせしています。 

希望の山行や事業がありましたら、要望して下さい。 
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写真中央が卯の鼻 


