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 ここ数年間、日本山岳会の命題でありました新

公益法人制度への移行については標記のように決

定しました。日本における公益法人制度は、1896

年（明治 29 年）にスタートしておりす。その間 110

年以上公益法人の抜本的な改革は行われず現在に

至っていました。しかし、世の中の変化とのズレ

が大きくなり見直しが行われ、2008 年（平成 20

年）12 月 1 日から 5 年間に一般社団法人か、公益

社団法人かのどちらかに移行することを決め、内

閣府に申請する法律が施行されました。もし、こ

の5年間に何の手続きもしなかった場合は25年12

月 1 日をもって、その団体は自動的に解散となり

ます。この新法人移行問題については、日本山岳

会でもプロジェクトチームを設けて議論を深めて

きましたし、あらゆる集会、あるいは会報「山」

でも多くの会員から賛否両論の意見が述べられて

きました。熊本支部としてこの問題についての研

修会等は出来なくて申し訳ありませんが、会報で

は様々な意見が毎月出ておりましたので、ある程

度ご理解いただいていることと思います。今回の

新法人移行の内容について最も簡略に述べますと、

公益法人になると税制上の優遇措置は受けられま

すが、山岳会の事業の５０％以上は公益事業を行

うこと。一方、一般法人を選んだ場合、活動の制

限はなく、自由に運営できますが、100 年の歴史の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中で積み上げてきた日本山岳会の財産は今後年月

をかけて公益事業のために使い果たさねばならな

くなります。これまで日本山岳会が積み立ててき

た財産は国からの補助金や収益事業などで稼いだ

ものではなく、全額会員の会費によるものですし、

それを何故吐き出さねばならないのか、あるいは

山岳会は自由闊達な活動が出来るはずなのに、何

故お上の指導を受けねばならないのかといったこ

とも公益法人反対の根拠になっていることもあり

ました。 

 2008 年 12 月１日からどちらを選ぶのか、各法

人からの申請は行われていますが、日本山岳会で

は、今年 1 月の理事会で公益法人を目指すことが

決定され、3 月の第 2 回通常総会でも､大差で公益

法人移行の方向が承認されました。 

 6月 18 日に開催された平成２３年度第１回通常

総会には内閣府に申請するための日本山岳会「定

款」および細則の改正案が上程されました。従来

の定款の内容が大きく変更された内容にはなって

いなかったと思いますが､これまで定款でうたっ

ていた内容が細則の中に移されたり､語句の変更､

役員の年齢制限･任期、自然保護が山岳環境の保

護･保全に変わった問題、委任状の集め方、その他

について大きく紛糾し、一時は採決先送りになる

かとも思えました。残りの申請期限を考えると、 
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十分な時間的余裕もないことから、会長はじめ執

行部の粘り強い総会運営で何とか採決になり、定

款変更に対する議決は、賛成多数で承認されまし

た。(この総会報告は、会報「山」（７９４号）に

詳細に掲載されております)。今後、本部は支部規

約をはじめ、20 幾つかの関係規定を見直し、今年

9 月中には内閣府に「公益社団法人日本山岳会」

としての認定を申請することになります。早けれ

ば来年 3 月までに認定を受けて、4 月１日の設立

登記を目指しています。例年の通常総会は 2 時間

以内では終了していましたが、今回は５時間近く

の論戦の末の承認でした。会員にはそれぞれに

JAC への愛着もあり、日本山岳会の歴史、これか

らの日本山岳会のあり方を真剣に考えると納得で

きないところもあったのでしょう。日本山岳会定

款３条の目的では、「健全な登山指導、奨励をなし、

併せて会員相互の連絡親睦をはかる」と規定され

ています。会員同志が纏まり、社会のために貢献

することも日本山岳会の発展には必要不可欠なこ

とです。５０％以上の公益事業実施についても、

熊本支部の昨年度の事業では６０％をこえており

ます。ただ、この件は公益法人規約によりやらさ

れるのではなく、前述した定款３条の精神に基づ

くものであり、これをやらないと、新入会員も集

まらず、会は衰退の道を辿ることになりましょう。

熊本支部も表面的には５０％を超えてはいますが、

内容的には参加者は固定化して、支部活動になか

なか参加いただけない方もおられます。健康の問

題からご参加できない方はともかく、その他の会

員は年に１回でも２回でいいですから、支部およ

び日本山岳会の活性化のために支部活動ご参加、

ご協力をお願いします。日本山岳会の評価は、会

員１人１人が山を愛し、山に登ることから培われ

ていきます。日本山岳会の過去の歴史や名声に縋

るのではなく、今、私たちが会員からは勿論、周

囲からも信頼、評価される新しい日本山岳会を本

部、全国支部の皆さんと一緒に作り上げていきま

しょう。よろしくご協力をお願いします。 
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平成 23 年度第 1 回通常総会報告 

    ＪＡＣ発行「山」７月号より抜粋 

 

 平成 23 年度第 1 回通常総会が 6 月 18

日午後2時から東京6番町の主婦会館プラ

ザエフで開かれた。会員１９０名が出席し 

① 新法人移行に伴う定款・定款施行細則 

の変更②２２年度事業報告③２２年度収

支決算報告④２３年度除籍者確認⑤平成

２３・２４年度理事・監事・評議員の承認

について審議した。定款変更をめぐって議

論は沸騰し、発言者は３０名を上回った。

５時間を超える長丁場だった。原案は、い

ずれも原案通り可決承認された。 

小  公益社団法人への移行方針は、３月に

開かれた平成２３年度第２回通常総会で

承認された。しかし、なお反対の立場をと

る会員、慎重審議を望む会員もいて、定款

変更をめぐって紛糾することが予想され

た。尾上昇会長は、冒頭のあいさつを「東

日本大震災の被害者に対し、改めてお見舞

い申し上げる。日本山岳会で募った義捐金

は６月１０日〆切、合計４７５万円となっ

た」などと述べるにとどめた。宮崎紘一総

務担当副会長が定数を確認した。この日

は、３９７６名の委任状が提出され、出席

者・委任状提出者を合わせると、会員５１

０９名の３分１（１５３３名）を上回って

総会は有効に成立したと報告した。 

 

（社）日本山岳会 

平成２３・２４年度新役員 

 

会 長 尾上  昇 （68）再任 

副会長 吉永 英明 （69）新任 

副会長 西村 政晃 （69）新任  

理 事 野沢 誠司 （52）再任 

理 事 中山 茂樹 （49）再任 

理 事 永田弘太郎 （59）再任 

理 事 萩原 浩司 （51）再任 

理 事 節田 重節 （68）新任 

理 事 高原 三平 （63）新任 

理 事 森  武昭 （66）新任 

理 事 小林 義亮 （72）新任 

理 事 志賀 尚子 （45）新任 

理 事 古野  淳 （50）新任 

理 事 川瀬 恵一 （51）新任 

監 事 平井 拓雄 （66）再任 

監 事 浜崎 一成 （79）新任 
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  ２０１１ ネパールヒマラヤ 

トレッキング計画書 
日本山岳会 熊本支部 

 

１．期間 2011年９月 18日～11月５日 （５１日間） 

 （１）南ドルポ ９月２1日～10月９日（１９日間） 

 （２）カンチエンチュンガＢＣ 10月 12日～11月２日 

（２３日間） 

２．場所（１）南ドルポ 

（ジュムラ～フォクスンド湖～ジュパル） 

    冬の間、中国との国境付近で放牧していたチベ

ット人が、この道を辿りジュムラ方面の暖かい

所で冬を越すためのルートとなる。また、スネ

ルグローブがチベット仏教の研究のため、フォ

クスンド湖を越えドルポへ入ったルートである。 

 （２）カンチエンチュンガＢＣ（ヤルン氷河） 

   カンチエンチュンガ（８，５８６ｍ）は、当

初は世界最高峰と考えられており、イギリスの

登山家フレッシュフィールドが１８９９年秋、

北のジョムソムを越えて入り、カンチエンチュ

ンガを偵察し、帰りはカンラを越えてダージリ

ンへ戻った。ネパールヒマラヤで最も早く目を

つけられた山である。 

３．メンバー 

  加藤 功一   （総括・渉外）  

熊本市植木町一木３０６－２  096-272-5261 

  石井 文雄   （食料・会計） 

 山鹿市鹿本町来民２３１７－９ 0968-46-5391 

  加藤 明    （医療・保険） 

 阿蘇市一宮町宮地４８３２－８ 0967-22-3744 

  木曽 萬喜治 （装備・記録）  

熊本市蓮台寺１－６－２６  096-322-1191 

４．トレッキング スケジュール（別紙） 

５．連絡先 （日本）  松本 莞爾   

日本山岳会 熊本支部 事務局  

   〒861-1115 合志市豊岡２０００－８１０ 

  ＴＥＬ・ＦＡＸ ０９６－２４８－４４８５ 

     Ｍａｉｌ je6jli@orange.ocn.ne.jp 

（ネパール） 大津 二三子 Ｆｍｉｋｏ Ｏｔｓｕ 

ＣＯＳＭＯ ＴＲＥＸ（Ｐ）ＬＴＤ ＰＯＳＴＢＯＸ ２５４２－

ＬＡＺＩＭＰＡＴＫＡＴＯＭＡＮＤＵ ＮＥＰＡＬ 

  ＴＥＬ ９７７－１－４４１－６２２６   

ＦＡＸ ９７７－１－４４１－５２７５ 

６．日程 （１）南ドルポ 

９月２１日（水）カトマンズ～（飛）ネパールガンジ 

  ２２日（木）ネパールガンジ～（飛）ジュムラ 

  ２３日（金）ジュムラ 準備（食料購入） 

  ２４日（土）ジュムラ～キャンプ 

  ２５日（日）キャンプ～キャンプ 

  ２６日（月）キャンプ～フリコット 

  ２７日（火）フリコット～カンマーラ（２９００ｍ） 

  ２８日（水）カンマーラ（休養） 

  2９日（木）カンマーラ～カンマーラバンジャン 

（５１１５ｍ）～ラサ（４５５０ｍ） 

 

 

  ３０日（金）ラサ～パンモ 

10 月１日（土）パンモ～フォクスンド湖（３７３３ｍ） 

   ２日（日）フォクスンド湖（休養） 

   ３日（月）フォクスンド湖～レイテ 

   ４日（火）レイテ～チエッカ（２３３８ｍ） 

   ５日（水 チエッカ～ラクタン（２２６０ｍ） 

   ６日（木）ラクダン～ドナイ 

   ７日（金）ドナイ～ジュパル 

   ８日（土）ジュパル～ネパールガンジ～ 

（ａｉｒ）カトマンズ 

予備日 １日  行程 １９日間 

（２）カンチエンチュンガＢＣ（ヤルン氷河） 

10 月１２日（水）カトマンズ～ピラトナガール 

  １３日（木）ピラトナガール～タプレジュン 

  １４日（金）タプレジュン（食料購入） 

  １５日（土）タプレジュン～タンパワ（2000ｍ） 

  １６日（日）タンパワ～ケセワ（２１００ｍ） 

  １７日（月）ケセワ～ママンゲ 

  １８日（火）ママンゲ～ヤンプテン（2150ｍ 

、最後の集落） 

  １９日（水）ヤンプテン（休養） 

  ２０日（木）ヤンプテン～チットレ   

  ２１日（金）チットレ～トロンタン（3080ｍ） 

  ２２日（土）トロンタン～ツエラ（3970ｍ） 

  ２３日（日）ツエラ～ラムゼー（４５６０ｍ） 

  ２４日（月）ムゼー～ヤルン氷河（４８９０ｍ） 

   帰路  ８日間(１０月２５日～１１月１日） 

11 月２日（木）タプレジュン～ピラトナガール～ 

（ａｉｒ）カトマンズ 

予備日 １日  合計 ２３日 
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ＪＡＣ 日本山岳会・九州５支部合同集会 
時 ２０１１年６月４日（土）～５日（日） 

所   「阿蘇いこいの村」 

開 会   午後３時 

         報 告   中林 暉幸 

① 工藤熊本支部長歓迎挨拶 

  はじめに東日本大震災で亡くなられた方々および

松本福岡前支部長のご逝去を悼み黙祷を捧げたい。松

本前支部長は「阿蘇火山」を著しておられ、多くのこ

とを学ばせていただいた。「東日本」では今なお大変

な毎日を過ごしておられる。募金も一応６月１０日を

もって締め切られるが、今日も改めてお願いしたい。

今回はこんなに多数お集まりいただき、また本部から

は上高地のウエストン祭と重なる中にもかかわらず

宮﨑副会長にはおいでいただきありがとうございま

す。日本山岳会の４つのＰＴ、再生と今後の発展・活

性化にどう取り組むかも尾上会長、宮﨑副会長らが中

心になって取り組んであられる。梅雨入りも予想され

る中、明日は人があまり入らない杵島岳・往生岳登山

も楽しんでいただきたい。 

  ② 日本山岳会本部役員挨拶 

  宮﨑副会長が会長挨拶を代読「ウエストン祭と重な

り欠礼をお詫びします。３月の公益法人の認定申請、

若年層の減少対策などのプロジェクトは明るい方向

に向かいつつある。会員(支部員)の増加が最大の課題

である。」総会において定款の議決のため委任状の提

出をよろしく。 

 ③ 各支部からの近況報告 

 福岡(副島支部長) ５月総会を開き年間事業を決

定。屋久島に現地調査：縄文杉、トイレの問題等々山

ヤとして何かできることはないかと。チベットのカン

ニバル山群の登山を計画中、山行を増やしていこうと

考えている。講演も。 

各支部からの近況報告 

 北九州(伊藤支部長) 会員８２，会友６２。昨年創

立十周年を迎え、記念山行、韓国との交流登山、記念

誌発行、映写会など行った。山岳技術講習会、登山教

室、清掃登山、女性セミナーなど計画、またホームペ

ージ開設も考慮中。 

 

 

 東九州(加藤支部長) 昨年１１月創立５０周年を

迎えた。毎月山行５月には韓国蔚山との交流登山も

行った。植村直己賞に大分出身栗明マサトシさんが

受賞したことから講演会を企画(７／９)。５０周年

記念行事として海外トレッキング、キリマンジャロ

登山を計画中。７月は久住の清掃登山、明日が久住

は山開きで失礼します。  

 宮﨑(末永支部長) 新燃岳の噴火、口蹄疫、鳥イ

ンフルと大変であった。今年はイキイキ宮崎として

新企画も。昨年から行ってきた市民登山、紙上で募

集したら８０人も集まり、ぜんざいをふるまった。

６月は傾山、７月は夏木山１０月は子ども登山(古処

山)募集中。 熊本(工藤支部長) 会員４６会友３２、

計７８。昨年は県人の祖母山での遭難事故があり、

延べ５０人の捜索者を出動させた。宮崎支部からも

８名の応援をいただき有り難かった。各事業参加者

が固定化している。社会貢献がまだ不足。研究して

いきたい。 

  ④ 講演 「日本山岳会が目指してきたこと」 

          講師 宮崎紘一日本山岳会副会長‥‥‥

工藤支部長より講師紹介 

宮崎副会長の講演 

 学生の頃から山漬け、山以外には測量を少しやる

だけで社会的にはいびつな人間でした。総務の仕事

に携わって４年、今後の運営に役立っていければよ

いなと思っている。ＪＡＣは日常の活動の拠点とし

てルームをもっている。２０ほどある委員会（会そ

のものの運営に当たる総務委員会、会報「山」編集

委員会、映像委員会、海外委員会、等々）、これも

２０ほどある同好会（同期会、山水会、土曜会、等々）

が４つの部屋で会ができるようになっていていつも

空室がないくらい。手狭になっている。東京近郊し

か利用できなくて申し訳ない。地方支部にも支部ル

ームができればいいと思うが。委員会、同好会もた

くさんあればいいというものでもない。活発にすれ

ばするほど場所の問題も大きくなる、行く山はほと

んどハイキング、整理することも必要だろう。また

若い人たちを育てなっければいけないと思う。ＪＡ

Ｃ-ＹＯＵＴＨプロジェクトで、若い会員に入会して

いただいて、技術、体力も活発にしたい。大学(山岳 

部)のＯＢなど考えられるが、どこの大学も１人、２

人という現状で、大学もあまり当てにできない。少 
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数の修業している人はいるが数は限られている。ある

程度人数がいないと行き詰まってしまう。山の経験の

浅い人を集めても限度がある。１年ほど前から、時代

を背負うリーダーを育てることに絞って、四季折々指

導する者をつけて年に４～５回トレーニングをお願

いし、次に入ってくる若い人たちを育てようと実施し

ている。まだ仲間の個人山行の段階だが、彼らを軸に

して活動していけたらいい。会として装備を持ってい

るのは少ない。予算をつけて軌道に乗ればいいと思う。

４月、槍ヶ岳で１人が落石してケガをした。それなり

の目標を持った山へ行くと事故の問題も出てくる。難

しいが恐れていてもいけない。 

 ４つのプロジェクトのうち支部の活性化の件は新

法人の中で支部の規定を明確にしていく。支部の立場、

位置づけをどうするか一番いい形で決めていきたい。

任意団体とすると、支部がルームを持つといいと言っ

たが、法人格があるか、資金のこともあり一体化した

ものでないと難しい。認定を受けるとき一緒に提出し

なければならないのでその際はよろしくご判断いた

だきたい。規定を変えることは難しくないが、内にす

るか外にするか実務的には難しい面もある。ルーム移

転も考える必要があるかもしれない。楽しい山岳会と

まではなくても、いい仲間といい時間をいかに持つか

を大事にしていけたらと思う。震災については約４０

０万円の義援金をいただいた。よい使い途を考えたい。 

 

 《質疑》  

(Ｑ)ＪＡＣにおける支部の位置づけについてもう少

し詳しくお願いしたい。(宮崎・水永) 

(Ａ)ＪＡＣの一部でいけるのか、必ずしも内でなくて

もいい。定款の支部規定はこれから 決めていこうと

思っている。助成金については内と外とで取り扱いが

異なる。内の場合 外の場合、「公益」とその他とで

分けるとか、もう少し検討しなければならないと思う。 

今年度移行するまでは今まで通りになる。 

(Ｑ)九州には５支部あるが、他につくるとすれば、可

能性は？(宮崎・櫻木) 

(Ａ)全国にできればいいと思う。人数の多い県など可

能性あるところは検討していきたい。(Ｑ)韓国への登

山についてお聞きしたい。(宮崎・武田) 

(Ａ)ＪＡＣとしては個人が個人として行く山と考え

る。事故のことを考えるとあまり勧められない。 

(Ｑ)会報「山」は少し堅いように思う。もう少し軟ら

かくてもいいのでは。(熊本・加藤)(Ａ)編集委員会に

伝える。 

(Ｑ)ルームとか移転とか地方からすれば寂しい。若い

人を育てることは大事だが高齢者への対応は？(宮

崎・谷口) 

(Ａ)ルームは東京近郊でしかないので申し訳ない。財

政を支えているのは若くない人、それはよくわかって

いる。 

  閉会挨拶（工藤支部長) 会の理念を考えて若い人

を惹きつける会にしないと、入り口は山ガールでも、

楽しい山岳会を自分たちの会は自分たちでつくって

いくことが大切だ。 

 

 

６月５日 登山および観光 

杵島岳・往生岳登山 

朝から生憎の

雨となったが

予定通り実行。

雨具をつて８

時５分いこい

の村をホテル

のマイクロバ

スで出．発、

８時３０分草

千里展望所下

車、雨は本降  フラダンスを披露する加藤会員 

り風も少々きつい。火山博物館前で隊を編成し８時

４３分杵島岳へ向け出発。９時旧スキー場への分岐、

９時１３分階段中程Ｌ字カーブで一息ついて９時２

３分杵島岳山頂着。雨相変わらず、風やや強い。視

界 100ｍ足らず、時折遠方が幽かに望める。９時３０

分山頂を出発、お鉢を右回りに半ば進むと足下には

ミヤマキリシマ、下方に米塚が幽玄に霞む。山頂の

反対側から東火口跡の縁、最低鞍部直前で左へＶ字

ターンして往生岳へトラバース５～６分。再び右へ

転じて往生岳へとりつく。１０時４０分往生岳頂上

着。天候は相変わらず。ほとんど休むことなく下山

開始、直進５～６分で小径を右へ外れ原野へ、視界

は２０ｍ～３０ｍと悪い中を慎重に急斜面を下る。

１１時３分急坂を下りきるとガスの中、前方に小ピ

ークが浮かび上がり、ここから右に折れるとあとは

緩やかな下り、視界が開け正面に中岳も視界に入る。

１１時２０分コンクリート舗装の小径、１１時３０

分大曲り・古坊中線に合流し左へ。１２時１７分登

山道路へ出、大曲りを回り込んで再び牧場へ入る。 

雨は上がり草原の足元には野バラの白、向こうに 

は鷲が峰がくっきりと鮮やかに映える。１２時５３

分高塚山頂小休止。１３時高塚出発１０分余りでみ

んなの森着、ここでやっと大休止、昼食。工藤支部

長の阿蘇についての講話のあと１４時「みんなの森」

を後にする。この頃また雨。１４時２５分いこいの

村に帰着。 

 １５時１４分閉会式 工藤支部長の挨拶、宮崎副会 

長の感想をいただき１５時２０分閉会、今回の九州 

５支部合同集会全日程を終了した。    
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 南半球の真夏の山を楽しむ  
 

工藤文昭 

  

私の海外登山は３１歳からで、遅きに失した感

もあるが、山の経験をある程度積んで、体力的に

は最も強靱な力を備えていた頃でもある。まだ、

海外の山を登る人も少なく、外貨も＄１＝３６０

円の固定相場制の頃で、ドルの持ち出しも１人５

００ドルまでと制限されていた。しかし、何時の

頃からかスイス・マッターホルンの天を突き刺す

ような先鋭峰を見ていると、いつかはこの峰を登

らねばならないと思うようになり、目標が出来る

とトレーニングにも身が入り、休日は阿蘇の岩場

での特訓や、高岳のバカ尾根を１日３往復したり

３年間必死で努め、１９７０年に初めての海外遠

征に出かけ、マッターホルンやモンブランなどの

アルプスの名峰を８座登頂した。帰国したときは

３２歳になり、この年の暮れには結婚の予定もあ

り、これが最後の登山と覚悟をして出かけたのだ

が、実際ヨーロッパアルプスを歩いて感じたこと

は、山のスケールの大きさ、日本で経験できなか

った氷河登山や自然にとけ込んで自然を楽しむ登

山者やハイカーに魅せられて､やめるはずのこの

登山が､逆に山の虜になってしまった。‘７１年か

らネパールヒマラヤが解禁になり、２年続けて遠

征し、’７４年にアフリカのキリマンジャロ、ケニ

ヤ山を登頂した頃から、訪ねる大陸ごとに気候、

風土、そこに住む人々の生活などの違いに興味を

覚えた。その頃の日本人の海外登山はヒマラヤか

ヨーロッパアルプスに集中していたが、私は未知

の大陸に目標を定め、ニュージーランドのマウン

ト・クックやカナダのアシニ・ボイン、南米最高

峰のアコンカグア等の登頂を重ねた。途中、北極

圏のグリーンランドで 1 ヶ月を過ごした経験も貴

重だったし、結局、6 大州の山と北極圏の山を 10

年をかけて目標は達成できた。その後はそれまで

出掛けた山の中で最も印象に残ったカナディア

ン・ロッキーとニュージーランドの山に繁く出掛

けている。熊本支部の初めての海外遠征もカナダ

だったし、私が手伝いをしている「阿蘇にのぼる

会」の初遠征もカナダでした。昨年から阿蘇の方々

から、「もう先がないから、もう一度早く海外に行

きたい」との希望が強く、それでは、と企画した

のがニュージランドハイキングだった。 

 ニュージーランド（ＮＺ）では、国内にあらゆ

る自然環境がそろっていることから、「自然の箱

庭」と呼ばれている。白銀に輝く氷河の山、手付

かずの原生林、様々な色彩の澄んだ湖、活動を続

ける火山、どこを歩いても猛獣や蛇などもいなく

て心おきなく自然の中を徘徊できる。全国至る所

に国立公園や自然公園が配置され、十分な機能を 

 

 

持った山小屋も完備されている。ハイキングとは

日帰り、トレッキング（ＮＺではＴｒａｍｐｉｎ

ｇともいう）は山中 1 泊以上を要するコースを歩

くことで、たいてい国営(自然保護局)の山小屋が完

備されているが、食料を携行すれば一夜を快適に

過ごせる。国営の他に民間の営業小屋もあるが、

そこでは電気、温水シャワー、乾燥室まで付いた

ところもある。ガイド制度もハイキング・トレッ

キング・クライミングガイドとはっきり区別され

ていて、もしクライミングガイドを雇いたいなら

相当以前から契約しておかないと 100 人もいない

ガイドを確保するのは難しい。私がＭｔ、クック

を登った時は、ＮＺ山岳会にパートナーの紹介を

依頼して、それまでクック山に 7 回挑戦して、い

ずれも失敗していた若いＮＺ山岳会のグレン君を

紹介してくれたが、その頃は何の制約もなく、私

は初挑戦で登頂し、グレン君も 8 回目にして登頂

できた。これも 44 年前のことであり、今ではハイ

キングについても、10 人に 1 人のガイド雇用が義

務付けられているし、その他のトレッキング、ア

ルパインでもガイドの雇用は義務づけられている

ようだった。勿論フリーウォークがないわけでは

ないが、入山前の手続き、オーバーユースになら

ないよう人数制限も厳しい。ニュージンランド人

は、自分の登れる範囲をそれぞれが決めており、

日本人みたいに経験も技術もないのに氷河の山に

挑戦するような登り方は絶対にしない。これには

感心する。 

 今回、初心者を案内するなら当然ＮＺというこ

とになるが、昨年暮れから募集すると、20 名を超

える参加希望者があった。しかし、その後キャン

セルが出て、17 名での出発となった。平均年齢も

60 歳を過ぎた老いらく山岳会ではあるが、行く以

上はＮＺの本当の魅力と感動が得られる山歩きが

したいと企画を立てた。冬の最も寒い‘１１年の 1

月末に福岡空港を発ち、シンガポール経由で、Ｎ

Ｚ南島の玄関口、クライストチャーチにつくのに

20時間以上かかった。真夏と言うのに結構涼しく、

カンタベリー平野のほぼ中央に位置する同市は、

緑と花の「ガーデンシティ」で、「庭園の街」と呼

ぶにふさわしく、市内には公園や庭園が点在して

おり、その中を縫うようにエイボン川が町中を蛇

行し、鮮やかな緑と色とりどりの花が、のどかで

優雅な雰囲気をただよわせている。街の中心地に

ある大聖堂は街のシンボルで、旅の安全を祈りに

出掛けたが、63 メートルの尖塔は､私達が帰国し

た 1 週間後の大震災で崩壊し、新聞で無惨な姿を

確認したときにはショックだった。 

 2 日目早朝から､足慣らしで、クライストチャー

チ裏山とリトルトンに延びるサミットウォークウ

エー尾根筋を 3 時間ほど歩く。広大なカンタベリ

ー平野と反対側にはスコット隊が南極探検に出港 
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したリトルトンの群青の入り江が美しい。参加者

の殆どが初めて接するＮＺの自然、ここまでです 

でに大感激。とにかく今日の内にＭｔ、クックま

で入ろう。ミルキー・ブルーの湖と，｢善き羊飼の

教会｣のテカポ湖が近づくとサザンアルプスも見

え始め、中央にＮＺ最高峰、懐かしいＭｔ，クッ

ク（３７５４ｍ）が一際高く鎮座している。 

ハミテージのホテルに着くとすぐにフッカー谷

のコースを歩いてみる。頂上直下高度差４５０ｍ

のブルーアイスに覆われた斜度45～60度の危険き

わまりないアイスキャップの斜面が夕日に輝いて

いる。若い頃とはいえ、よくもあの山頂を極める

ことが出来たものだ。あの時の感動は幾度訪ねて

も､そっくりそのまま甦る。もう今年は登山時期を

過ぎて登山禁止になっていたが、紺碧の空に写る

圧倒的に姿に､同行した人々も魅せられてしまう。

明日は、本格的なハイキング。ホテル・ハミテー

ジの豪華なディナーと、今や世界的人気のＮＺワ

インに満足して皆さん早めに床に就く。丁度その

頃､満月に近く、雪と氷に覆われたクック山は月明

かりで夜でも輝いて見える。南十字星も満点の星

の中で存在感を示す。私はクック山と対峙しなが

らベランダで遅くまで周辺の山を眺めていた。 

フッカー谷を詰める・・・3 時間も歩けば、

フッカー谷の最奥の氷河湖に着けるのだが､早朝

には快晴だったが､1 時間も歩くと雲行きが怪しく

なる。それでもこのコースの見所の一つミューラ

ー氷河湖までは何とかよかったのだが、第 2 吊り

橋に来ると空は真っ黒、凍るような山おろしの強

風が吹くようになる。これ以上は危険と判断して

引き返すことにした。深い谷筋に架かる吊り橋は

強風の通り道にあり、横風に吹き飛ばされる様に

なり、橋の半ばで動けない人もいて、これらの救

出には苦労した。しかし、高度を下げるごとに谷

も開けて､風も弱まる。もう安全なところまできた

ので、私だけコースの近くにある尖塔の形をした

アルパインメモリアル（遭難碑）を訪ねた。クッ

ク山で遭難した人のプレートが数え切れないくら

いはられ､遺族の方なのか､1 枚のプレートを一心

に磨いておられた。今はもう心穏やかでも､遭難の

訃報に接しられた時の遺族の悲しみが伝わり、私

もしばらく動けなかった。40 年以上前に､私もここ

に加わっていたのかもしれないと思うと無事に登

頂出来た幸せに目頭が熱くなった。予定したコー

スは天候急変で踏破できなかったが、自然の厳し

さに晒された貴重な体験からの脱出の安堵感から

か､皆さんも満足しておられた。 

ロブロイ氷河を歩く・・・このトレイルはＭ

ｔ，アスパアリング国立公園の中心部、モッキッ

キバレーのラズベリーフラットの牧場から、ロブ

ロイ氷河の展望台まで２時間半くらいで行ける。

前夜はワナカ湖の辺に泊まり、早朝からガイド会 

 

 

社のマイクロバスでトレールヘッドまで約１時間

も走ると、何千年もの時をかけて氷河が作り上げ 

たラズベリーフラットの谷と山岳景観の美しさは

見事である。ここから、３０分くらい平原を歩き、

吊り橋で対岸に渡るとブナの森へ入っていく。足

下をシダが覆う樹林を心地よい風が吹き抜け、小

鳥の囀りも賑やかだ。徐々に高度を上げていくと、

樹間にロブロイ氷河が見えてくる。森林限界を超

えると視界が完全に開け、正面にはロブロイ氷河

の全景が目に飛び込んで来た。谷内は広範囲に高

山植物が咲き乱れ、正面にロブロイ氷河の懸垂氷

河が山頂から千米近くの高度差で切れ落ちている

姿は迫力満点だ。時折氷河が崩壊し轟音が谷全体

に響き渡る。こんなに間近に全視界を奪う衝立の

ような大氷河はめったに見られるものではない。

氷河の迫力に圧倒されたのか、ただ無言で氷河を

見上げていた。 

２時間ほど至福の時を過ごし、また、もと来た

ルートを引き返した。今日まで３日間の行動であ

ったが、高齢者も多い中、一人の落伍者もなく歩

き通していただいた。クイーズタウンのホテルに

帰ってからの夕食は、全コースを完全に歩き通し

た喜びでワインの空きボトルが次々に増えた。翌

日は、世界遺産のミルフォードサウンドのクルー

ズだけで安心感もあったのだろう。 

ミルフォードは大雨だったが、どこもかしこも

氷河に削り取られた断崖から何百もの糸滝が垂れ

下がり、好天時の時とは全く異なる風景は壮観だ

った。ほぼ予定通り、全員元気で歩き通せたこと

が一番の収穫だった。話によると、誰もが３ヶ月

前から厳しいトレーニングされていた。事前の打

ち合わせで強くアドヴァイスしてたことが守られ

ていた。 

さて、今回は７度目のＮＺだったが、我が愛す

るＮＺの魅力とは何だろうか。それは前述もした

ように、自然にも恵まれ、緑豊かな原生林、神秘

的な湖や氷河などのダイナミックな景観の中で過

ごす幸せと、ニュウージランド人の魅力もある。

幾度訪ねても変わることのない大自然の中で自由

自在、自分のリズムで遊べることだ。また訪ねた

い国である 
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山の歌に寄せて 

               門脇 愛子 

 

支部報２３号に工藤支部長が「山の歌」につい

て書いておられ、同感し私も「山の歌」につい

ての想いを書いてみることにしました。 

支部長が云われるように、昔は山行で・キャン

プでと、歌は切り離せないものでした。 

 私の山行を導いてくれた「アルコウ会」には

独自の歌集があり、山行の必需品でした。 

今も手元にあり、開いてみると昭和４１年６月

とあり、手作りの歌集です。選曲から、ガリ版

刷り、謄写印刷、製本と何日も懸かってみんな

で作りました。なかにはアルコウ会独自の歌、

会員の作詞、作曲による「今日は例会の日」や

“夜明けのホ－ムで見合わす顔は”で始まる「山

中間」等１０２曲が収録してありました。あの

頃のバスの中は本当に楽しかったものです。又、

“夜明けのホ－ムで”と唄われるように、ＪＲ

を使う事も多かったし、歌には時代が偲ばれま

す。近頃は目的地近くまでバスで行くことが多

いのに、バスの中で唄う事は殆どありません。

何故でしょう？寂しい気がします。 

 最近、また一寸した歌声ブ－ムで、熊本市内

にも何カ所か“歌声喫茶”が開かれていますが、

そこでリクエストされる山の歌は「坊ケつる賛

歌」「いつかある日」「雪山賛歌」「あざみの歌」

などです。歌声喫茶に集まる人には、結構山好

きの人が多く、「山小屋の灯火」や「雪山に消え

たあいつ」「山の子の歌」などもリクエストされ

ることがあります。今、歌集を見ていて久しく

唄わなくなった歌に、いろいろな思い出が重な

ります。もう青春は戻らないけど、もう一度歌

ってみたい歌に“雪は消えねど春はきざしぬ・・”

で始まる「エ－デルワイス」の歌、“薪割り、飯

炊き小屋掃除・・”で始まる「山の友よ」、他に

「北岳バットレス」や「山男の歌」、ｷﾘがないほ

どです。 

 今度のビ－ルパ－ティ－ではみんなで歌って

みませんか。 

因みに支部長が触れられていた山の本、浦松美

太郎著の「たった一人の山」、私も愛読した一冊。

今も手元の本棚にあり、早速手にとってみまし

た。改めて名文だと思います。 

他に安川茂雄の「クレバス」「山への祈り」北杜

夫の「白きたおやかな峰」また新田次郎の「槍

ケ岳開山」、他に山関係の小説は引っ越しの時も

手放さす、身近にあります。また読んでみたい

気持ちを触発されるこの頃です。 

 

 

 

                 随  想 

                                                       川端 浩文 

 名ばかりの会員になりつつありますが申し訳

なく思う今日この頃です。それもあと幾ばくも

ない身となり仕方のないことです。気持ちと体

が一致せず、昔日の元気を期待する事は出来ま

せん。還暦どころか古希を過ぎて数年、加齢へ

の挑戦日々です。今更ながら人生の何と短いこ

とかと痛感する日々です。 

  支部から色々と情報をいただき、ただ感心し

て活動報告やら計画を眺めています。 

それでもまだ少しは元気もあり、思いつきの山 

行を家族や友人時には一人でしています。生来 

一事に集中できず、肥後もっこすのわさもんで 

趣味多く忙しくしています。この数ヶ月の山行 

では祖母山、八方岳、鞍岳、三角岳、金峰山等 

です。数年前古希を期して風穴経由のピストン 

で登頂し、数十年ぶりの感激を味わいました。 

かつて、祖母傾の縦走を数回実施し、悲喜こも 

ごもの経験をしたことを思い出しました。今年 

５月の祖母登山では五カ所～国見峠～頂上～風 

穴のコ－スで実施。国見峠辺りで行き倒れの鹿 

に遭遇し、まだ見付からない行方不明者のこと 

が連想され気分が沈んでしまいました。前日の 

寒波で頂上辺りはすばらし霧氷とこぶしの花が 

満開で感激。帰路、風穴に立ち寄りヘッドライ 

トで中を覗くと何と石筍ならぬ巨大なきれいな 

円錐形の氷柱３本発見。初めての経験でした。 

帰路親子ずれの数頭の鹿に出会い、改めて祖母 

山系の奥深さを知り、また登山に当たっての心 

がけの大切さを知る機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五ケ所「三秀台」から見る祖母山 
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五ケ所からの祖母登山はかの有名な「ウエストン」

が登ったコ－スです。それを記念して宮崎支部では 

毎年１１月の第１土日に宮崎ウエストン祭を開催し

ています。三秀台での式典と記念登山があります。 
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大佐渡紀行 
 

大佐渡の深山苧環彩深し 

朴咲ける眼下に光る佐渡の海 

「開目鈔」成りし三味堂露けしや 

紫蘭咲く芭蕉の句碑のありにけり 

山頂の風にとばされ夏帽子 

雪加啼く声とも聞きて佐渡にあり 

明易し湖畔の宿の水の音 

 

田中朝子 作 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         佐渡にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

絵画と写真に励む 
                加藤 功一 

                  百合子 

スケッチは昭和４８年から始め、現在スケッチ

ブックが２４冊になりました。 

定年退職後は、町の生涯学習の絵画教室で勉強し、

現在は絵画愛好会で油絵・テンペラ画を描いてい

ます。 

その年に描いたものは、その年の展示会に出展

するように心がけ、植木町文化展、美術館での「う

えきアート展」、日本山岳会総会での絵画展へ出展

しました。せっかく描いたものは、展覧会等で皆

さんに見てもらい、意見・助言等を聞いて今後の

制作に繋げたいと思っています。 

人と待ち合わせの時でも、時間があれば目の前

にあるものをスケッチするので、待つことが気に

なりません。登山の時も旅行にもスケッチブック

と色鉛筆を持ち歩いています。 

ヒマラヤ登山の時も、スケッチを優先し、写真

は後にしています。その理由は、写真はいいなと

思ったらすぐシャッターを切り、景色をしっかり

見ません。それ比べるとスケッチは３分でも５分

でも景色をじっくりと見るので印象に残ります。 

 写真については、ヒマラヤで撮ったものを、あ

る会合で写真家の目にとまり「こんないい写真を

机の引き出しに入れておくのはもったいない、も

っと皆さんに見てもらったら」との、おだてに乗

り、画廊「うえきの森」の１周年記念として「ヒ

マラヤ登山写真展」を開催（３年前の２月）し、

大勢の人に見てもらい、好評を得ることができま

した。その後、全国二科会写真展や九州二科展に

入選したり、熊日写真展の新人賞になったりで、

自分でもびっくりしているところです。 

著名な写真家のコメントとして「加藤さんは絵を

描いているので、目のつけどころが良く無駄がな

い」と、お誉めにあずかりました。 

平成２３年７月画廊「うえきの森」で行った加

藤功一・百合子夫婦絵画・写真展には、沢山の方

に来ていただきありがとうございました。 

私の影響で、この頃は百合子も写真を撮るように

なり、地元の写真コンテストに応募し、数々の賞

をいただいています。 

今度とも二人元気で、研鑽に励んでいきたいと思

っています。 
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熱中症の対策 
 

熱失神・熱疲労の場合 

涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、

水分を補給すれば通常は回復します。足を高

くし、手足を抹梢から中心部にかけてマッサ

－ジするのも有効です。吐き気やおう吐など

で水分補給が出来ないときは早めに下山し点

滴等の処置が必要。 

熱けいれんの場合 

生理食塩水（0.9%）を補給すれば通常は快復

します。 

熱射病の場合 

いかに早く体温を下げて意識を回復させるか

が予後を左右するので、現場での処置が重要

です。体温を下げるには、水をかけたり濡れ

タオルを充てて扇ぐ方法（くび・膝の下・足

の付け根など）太い血管のある部分にアイス

バック等を充てる方法が効果的です。循環が

悪い場合は、足を高くし、マッサ－ジをしま

す。 

症状としては、意識の状態と体温が重要です。

意識障害は軽いこともありますが、応答が鈍

い、言動がおかしいなど少しでも異常が見ら

れる時には重症とと考えて処置しましょう。 
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第５回登山研修会 

菊池渓谷の「沢歩き」に参加して 

 
               松本 博子 

 

 別世界に舞い降りたみたいな感じでした。 

まぁ・涼しいこと。天然のク－ラ－ですね。 

 まず「キツネノカミソリ」の群生には驚きまし

た。こんな近くで見れるなんて思ってもいません

でした。周りの岩場には岩タバコの花が・・・・ 

滑床を走る川の流れを見ていると、一瞬子供時代

に返って笹船を作って流したり・・・ 

きれいな川の水に小魚も気持ちよく泳いでいます。 

こんな自然がまだあるんですね。・・・ 

 沢歩きから尾根に向かって歩き出すと、目の前

には緑の草原が現れ、遠くに阿蘇の山々が私たち

を出迎えてくれました。 

「カワラナデシコ」「おみなえし」「サイヨウシャ

ジン」「花ウド」なども咲いています。 

小鳥やセミの鳴き声、そよぐ風はもう秋の気配が

感じられます。 

菊池水源の源流を上から覗き見し、自然の営みに

驚きばかりでした。暑い夏は沢歩きが最高ですね。 

こんな経験が出来、大変良かったです。 

有り難うございます。それから「健康」であるこ

とにも感謝したいです。 

 こんな素晴らしい大自然を永遠に残してあげた

いものですね。 

 

菊池渓谷「清水谷」のなめを歩く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      イワタバコの花 

 

 

１回森林保全巡視登山に参加して 

 

               千原 幸子 

 

６月２６日の森林保全巡視登山に参加して、

三の岳登山路の整備・清掃、このような登山に

初めて参加しました。数本の大きな倒木、初心

者では全く通れない迷路の様に荒れた路、それ

ぞれ弁慶の如く、ナタにノコギリ、そして剪定

ばさみを手に２班に分かれ行動。倒木はノコで

切るという大仕事！ 

ナタではらい、細木はハサミで切り、路を塞ぐ

物は手で取り除き、２列でも通れるくらいに切

り開かれ、目印・標識を付け山頂へ、帰りは全

く迷うことなく、汗の成果が覿面！自分たちだ

けでも登山が出来ることを実感した。 

下山の途中、猪の体洗い場？を見、その付近は

紫の「うつぼ草」の群生に蝶が舞う心和む一時。 

里山では黄色に完熟した梅・ビワ・竹の子、秋

の出番を待つミカン、そして初めて見た「コウ

ゾウ」の赤い実、甘かった～！微力ながらこの

ような作業登山に参加できたこと、友と植木の

温泉で汗を流し、満足感を味わえた一日でした。

又スケジュ－ルが合えば是非参加したい行事で

す。       

三の岳にて 
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夏は沢登りが最高！！！ 

支部の事業としては初めての沢登りでした。

快適で涼しく、可憐な花の出迎えもあって感

激の一日でした。今後の７・８月の例会山行

は沢登りに限る。との意見が飛び交った。 

来年から「菊池渓谷」全ての谷の踏破を 

しよう・・・・・・・・・ 
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   花 の 白 馬 岳 
      H２３．７．２９～H２３．８．２ 

               千々岩 泰子 

今年の夏山は、私がリーダーとして初めての北アルプ

ス遠征で、交通手段を含めての山行計画すべて受持ち、

出発当日まで忙しい日々となりました。しかも夏風邪

でトレーニングも出来ないままの、不安な旅立ちとな

りました。メンバーは、主人とその友達夫妻４名ひら

たく言えば、のん兵衛２人とその妻達です。熊本駅か

ら新幹線で新大阪へ、当然車中では駅弁とビールで乾

杯。新大阪駅前から午後９時半発の夜行バスで栂池高

原まで。乗り心地は良いとは言えず、やはり白馬まで

JR を利用すれば良かったと少し後悔したものの、旅

費を考えるとバスが安いと納得し寝ることにしまし

たが・・・なかなか眠れませんでした。 

２日目 栂池高原に朝６時前に着き、朝食はおにぎ

りと春雨スープ。さあ出発、曇り空の下ゴンドラ、ロ

ープウェイで栂池へ。そこは雲の中、初日から雨具を

着けての登山となりました。天狗平の湿原は雨でけむ

り、神秘的で初めて見たワタスゲは無惨にも雨にうた

れ特有な姿は見られませんでした。そこから小さな雪

渓を登り、乗鞍岳付近では少し明るくなり、白馬大池

が眼下に見え一安心。池の廻りを半周して山荘に着き

ました。近くの花畑はすばらしく、ハクサンコザクラ、

ハクサンイチゲ、コイワカガミ、タテヤマリンドウな

ど咲き誇っていました。それぞれ一眼レフの重たいカ

メラを持っての写真撮影です。夕食はカツカレー、の

ん兵衛二人はまた宴会です。前日が夜行バスのため早

めに就寝しましたが、夜中の雷の凄さに目が覚め、明

日の天気が心配になりました。 

３日目 今日はいよいよ白馬山頂を目指します。朝

から晴れ、雲海が眼下に広がり、足元にはピンク色の

コマクサの花が朝露で輝いています。他の３人は初め

ての風景に感激も一入らしく、写真撮影が忙しくなか

なか前に進みません。そうしている間にあたりは霧に

包まれ雨も降り出し、又雨具の出番となり、山の天気

の気まぐれにがっかりしてしまいます。あと少しで小

蓮華山山頂という所から雨も強く寒くなり、あえぎあ

えぎ歩いていた主人はとうとう歩かないと言い、座り

込んでしまいました。一瞬昨年のトムラウシ山の遭難

が頭をよぎりました。その時通りがかりの登山者から

酸素を譲って頂き、どうにか歩き続けて白馬岳山頂に

立つ事が出来ました。もちろん霧と冷たい雨の中です。

その後、白馬山荘で昼食の牛丼を食べ、又、深い霧の

中今夜の宿泊地、白馬岳頂上小屋に下りました。夕食

はバイキングで、デザート付き、歩かないと言った本

人は何事も無かったように又ビールを飲み、呆れるば

かりです。 

４日目 遭難救助隊の方から「今日のコースは良く

事故があるコースで昨日も骨折されました。十分注意

をして下山するよう」に言われ、雨具を着けて小屋を

後にしました。稜線に出ると、なんと白馬の山頂が見

えます、剣、立山連峰、遠く富士山、北岳がかすかに 

望め、やっと北アルプスまで来たなと言う思いがしま 

 

 

 

 

した。しかし快晴とはいかず、眼下から雲が上がっ

て来ていて、今日もライチョウの親子との出会い雨

が降りそうです。登山道の斜面には、ウルップソウ、

ミヤマキンホウゲ、ミネウスユキソウ、チシマギキ

ョウ、クロユリなどたくさんの花々が見られ「花の

山白馬岳」を実感しました。杓子岳を通り、鑓ヶ岳

山頂はまたまた霧の中、天狗平分岐で昼食を取り、

雨具をリュクの中へ。いよいよ鑓温泉への下りとな

りました。ガレ場の斜面に咲くコマクサの群落、大

出原の花畑と見所一杯の登山道が続きます。樹林帯

からしばらく行くと、岩場と鎖場があり、ストック

をリュクに付け慎重に下り、無事に鑓温泉に着きま

した。早速温泉に入り汗を流し、最後の山小屋の夜

となりました。のん兵衛二人は宴会、持参した焼酎

で・・・ 

 ５日目 ６時出発、小屋からしばらく行くと雪渓

のトラパースと下り坂があり、用心のためアイゼン

を付け雪渓を下りました。３人は雪渓も初めてでこ

れまた嬉しそうで、シャッター、バチバチと今日も

時間がかかりそうです。登山道にはキヌガサソウ、

ニッコウキスゲ、クガイソウなどの花々と小日向の

コルの池には大きなミズバショウの葉だけがありま

した。しばらく行くと樹木も大きくなり猿倉が近い

と感じ、雪渓の雪が落ちる音が遠くに聞こえます。

いよいよ今年の夏山も終わり、寂しい気持ちになり

ますが気を引き締め登山口に着きました。 

 猿倉からはタクシーで、温泉、信州そばと、ご馳

走を頂き、白馬駅から JR を乗り継ぎ、名古屋からは

新幹線で熊本に、午後１０時半無事帰って来ました。

当然車中はビールで祝杯です。 色々と失敗はあっ

たものの、初めて遠征した３人、そして初めてリー

ダーをした私、それぞれに良い体験でした。天気に

は恵まれませんでしたが、ゆとり有る日程にした事

で、計画通り楽しい山行となりました。 

 反省点は、先ず私のトレーニング不足、最初の２

日間友達のご主人を独走させてしまった事（いつも

の事）、高山病対策の不備（主人が途中で歩けないの

もいつもの事）、山小屋での禁酒など。後の話ですが、

歩けなくなった時の事をあまり覚えていないと言い

ます。酸素が無ければ如何なっていたかと思うと・・ 

あの時の登山者の方に感謝、感謝です。 

 今まで遠征は、下調べはするもののすべてリ－ダ

にお任せ状態でした。体験して、大変さと責任をつ

くづく感じ、本当にお疲れ様と自分に言いつつ、今

までお世話

になったリ

ー ダ ー の

方々のご苦

労を強く感

じた山行で

した。さて

来年は何処

に行きまし

ょう。 
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  北アルプス常念岳・蝶が岳縦走報告 

安場 俊郎 

 今年の夏はどこかに行きたいが、5 月の連休にアンナプ

ルナ一周トロンパス越えに 20 日間も費やし、8 月は仕事は

休めないし、9 月には海外の計画があるので、7 月は短期間

でいける安全な山、かねてから行きたいと思っていた常念

岳・蝶が岳縦走を計画した。名古屋行きの夜間高速バスを

利用し、中房温泉から合戦小屋で一泊～燕岳～大天井荘で

一泊～常念乗越で一泊、日本百名山の常念岳から穂高連峰

を眺望し、蝶ガ岳で一泊、長塀尾根を下り、上高地から松

本駅、名古屋から高速バスで帰熊する計画だ。 

 海の日あたりで梅雨明けを期待していたら、その前に梅

雨明け宣言があったので早速実行した。 この付近は登山

者が集中し、山小屋は大混雑するのでテント泊とし、食料

はアルファー米フリーズドライ食品主体として軽量化っを

図った。 以下行動報告。 

7 月 15 日(金)19：45 名古屋行 夜間高速バスで出発 

7 月 16 日(土) 晴れ 7：20 名古屋名鉄着 

 8：00 名古屋駅発 信濃 3 号 10：15 塩尻駅で東京 

からの「あずさ 3 号」乗り換え 

10：44 穂高駅着 11：00 中房温泉行の乗合バス発車  

11：55 登山口 着 コンビニ弁当の中食  

12：22 登山届ポストに計画書を押込み、出発する。 

    私のリュックはテント一式、食糧 4 日分で水 

を除いて約 13.5 キロ。担いでしまえば重さはあま 

り感じないが、歩くスピードはかなり遅く、次々 

と追い越されていく。 

14：24  第二ベンチ、アルパインツアーの団体十 

数名、北燕岳へ行く由。 

15：55  合戦小屋 ここでテントを張る予定でビールを

買い、幕営を申し込むがもう満杯であり、燕山荘

前もおそらく張れないだろうとのこと。そうなれ

ば、どこかで不時露営するまでだと、休憩のあと

歩き始める。 

17：25  燕山荘前は人々で大賑わい、生ビールを飲んで

いる。テントは雪の上にも張っているほどで、全

くスペースはない。 水を 2 リットル購入。表銀

座の縦走路に足を踏み入れると、花崗岩の砂地に

コマクサがたくさん咲いていて、写真を撮る人が

多い。 

18：10  燕山荘から 1 キロほど歩き、小屋から見えない

登山道脇の裸地を見つけ、今夜の泊場所とする。 

まだ明るいので、テントは張らないつもりだった

が、ブヨの襲来はすごくて堪らず、設営、テント

の中に逃げ込む。 

7 月 17 日(日) 晴れ 3：00 起床 台風は宮古島付近、か

なり大型のよう。 5：03  出発 

 5：55  大下りの頭 北鎌尾根と槍が岳の偉容が見える。 

あれは 7 年前、前にも後ろにも誰もおらず、ルー 

トを見つけながら、必死の思いで歩き、攀じたこ 

とが思い出された。 

 8：10 大天井岳下分岐  表銀座の縦走路と別れ、大天

荘へ向かう。 

 9：03  大天荘 着 休憩 背後の大天井岳に登りに行

く。行きかう登山者で込み合う。 

    頂上まで 10 分  後立山、剣、立山雄山、薬師岳、

黒部五郎岳、極上の展望台だった。まだたくさん

登る山が残っているなと思う 

10：50～11：20  東天井岳で昼食  

14：19 常念小屋 テント場着 ロープ内の指定地には空

きがない。唯一、大型テントの前が空いてたが、た 

 

 

 

ぶん今夜は宴会が始まるとおもい、ロープ外にテン

ト設営。管理者から文句を言われるかとおもったが、

誰もこなかった。あとから到着したグループも、

次々張っていき、もう移動しろとはいわれないだろ

うと思った。 

15：30 小屋にテント代(600 円)を払いに行くと、領収書

はくれたが、他の幕営地でテントに表示する許 可

証はないとのこと。かなりいいかげんだ。夕食はテ

ント者にも提供する。ただし、今着いた人の夕食は

4 回目ですなどといっている。 弁当はパンとソー

セージで千円です。ビールと水 2ℓを買ってテントに

戻る。まだ陽は高く、日陰がないので、ひどく暑い。 

 18：30 陽がかげったのでテントの入り、アルファー米と

乾燥カレーを湯でもどし夕食。 

19：30 就寝  台風は沖縄の東付近。明後日は雨 

7 月 18 日(海の日) 晴れ 4：20  テント撤収  朝焼け

の穂高連峰を写真に撮る。 

 4：4８ 常念岳の斜面を登り始める。登山者は多い。例

によって次々と抜かれる。空荷で登る人、下ってく

る人も多い。登山者が多いためか、道は縦横にある。

景色え楽しみながら、ゆっくりと歩く。安曇野は雲

海の下だ。 

 6；05 三股分岐 ここから登って常念～蝶を縦走 

し下る人が多いようだ。マイカー利用者には便利な 

お手軽ルートなのだろう。 

 6：40  常念岳 頂上 20 分程滞在し、あらためて穂

高連峰を眺める。これまでは向うから 

こちらを眺めるだけだったのに感無量だ。乗鞍岳が 

見える。その向うは御嶽山だろうか。頂上標識の前 

は、記念写真の順番待ち。日本百名山なのだ。 

7：00  頂上発 蝶ガ岳方面へ下る人は少ない。 

8：30  最低鞍部(2512m) トガ松、ダケカンバの樹林帯の

中を行く。 

10：25 出発 キスゲ、シナノキンバイ、チングルマ等、

花畑が続く。写真撮りで始終立ち止まるので、道

はちっとも進まない。単独行の良いところだ。 

11：56  三角点 2664.3m 

12：41  蝶ガ岳ヒュッテ着 小屋の南の斜面に熊 

がいたのが見えた。200M ほど離れているので、危 

険はない。先方も安心してエサをあさっているよう 

だった。しばらく、双眼鏡で観察していたら見えな 

くなった。予定では、ここにテントを張り、ビール 

を飲んでゆっくりするつもりだった。ここで考えた。 

今夜から 70 パーセント雨の予報。しかも台風が近 

づいている。明日は風も強まるだろう。雨に濡れた 
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重いテントを背負ってあの長い長塀尾根を下るのは、 

気が進まない。今日の内に徳沢へ下ろうと決めた。 

13：40  蝶ガ岳山頂 単独行の女性が一人いた。長塀尾 

根を下ると言うと、同行を頼まれた。先に熊を見た 

ので恐くなったようだ。 

14：27 長塀山 トガ松、樅の樹林帯で眺望は全く無い。

長い下りが続く。下に梓川の流れがチラチラ見える

がなかなか徳沢に着かない。コースタイムは約 3 時 

間とあるが、我々は 3 時間 48 分かかった。 

17：28  徳沢園 到着 テントを張り。徳沢ヒュッテに

入浴にいく。400 円 

20：00  夕食 食料があと 2 日分残っていた。 雨が降

り出した。 

7 月 1９日(火)  雨 7：00  雨の中、テント撤収 

7：40  徳沢 発  登山者とたくさんすれ違う。明日か

ら山は大荒れなのにどうするのだろうと心配か。 

8：44 明神 

9：42 上高地バスターミナル着 

12：00 松本駅 

 

   

  

北海道に登り残した三座 

                  廣永 峻一 
 
今年の梅雨は雨も降り白川も増水し、信州からも心配の電

話をもらった。「日本百名山」など気にしなかったが北海道

に三つの素晴らしい山が残っている事に気がついた。羊蹄

山、トムラウシ、幌尻岳と登りごたえのある山ばかりだ。

気ままな旅にしたいので一人で行くことにした。先ず車で

行くか、飛行機を使いレンタカーで周るかを考えたが時間

もありゆったりとした旅にしたかったので愛車（デリカ：

27 万ｋｍ）を使い炊事用具を持って行く事に決めた。                 

7 月 12 日 18.45 分 別府港を出て大阪港 13 日 6.35 着 

カーナビを使い舞鶴港まで行くのだが何度も同じ場所を回

りサンフラワー丸の所に戻ってくる。堂々巡りには困った

がやっと舞鶴に着き、市内見物をして 0.30 発小樽行きに乗

り込む。 14 日 20.40 分小樽港到着、朝から港近くの鱗友

市場で食料の買出しの為、鱗友市場の近くに泊まる場所を

探した。近くの色内埠頭公園にテント張っている人あり、

尋ねると埼玉からのバイクで廻る人であり私も泊まる事に

した。10 時 40 分消灯。 

15 日 朝 8 時起床 隣のバイクはいない、鱗友市場に行

き買い物、新鮮なホッケ、墨イカ、コマイ などを買い 羊

蹄山への登山口へ向かう。小樽～余市～真狩町～羊蹄山自

然公園のキャンプ場に着いた。近くの真狩村営温泉に行き

ひと風呂浴びる。そこには羊蹄山の晴れる日を待って 3 日

間待機中の延岡の独り者がいた。私は明日の準備のために

キャンプ場へ戻り、トイレの近くに車を泊め夜を迎えた。

（都合の良い話だがキャンプ場の駐車は無料である。） 

16 日（羊蹄山１８９３ｍ）6 時起床、7 時出発 曇りの

天気であったが 9 時頃から小雨が降り出し下山するまでよ

く降った。ごつごつとした山頂には 10 人ほどいた。山頂に

近くなると花が多く 白色のシラネアオイ、イワヒゲ、チ 

ングルマ、キンバイ、エゾツガザクラ、ハクサンイチゲ

など多いが雨の中、撮影が難しい。雨具をきてキャップ地

に下った。17 時キャンプ場着。 次のキャンプ地鵜川町へ

向かう。国道 276 号を支笏湖を横目に苫小牧へ、苫小牧か

ら高速のような 235 号線を鵡川町の道の駅四季の館を目標 

 

 

にカーナビに従う。日高町営「とねっこの湯」の駐車場に

泊まる。                                                                                                                                                                          

17 日 先に見える港に移動、港でホッケの朝食、 国道

237 号を上り、幌尻岳登山口「豊糠山荘」へ向かう。「豊糠

山荘」の説明では増水のため、シャトルバスも出ていない、

水かさも高く危険である。と言う説明にあきらめてトムラ

ウシ山に変更、国道 237 号線に出て新得町へ急ぐ、新得町

では買い物をして国道横のトイレ付広場で泊まる。 

18 日 新得町を出てトムラウシ登山口の東大雪荘を目

指す。午前中に東大雪荘に着き、登山口は８ｋｍ奥の大き

な駐車場（トイレ付、30 台）に泊まる。 

この日に幌尻山荘の予約を入れるが取れない。 

19 日トムラウシ（２１４１ｍ）登山 登山口には６台ほど

車がいたが皆登山開始、 

  3.30 分起床 4.25 分出発 田植え状態と聞いては

いたが雨の後のためか、直ぐ上の分岐までも凄い田植え状

態の道で、長靴を履くべきであったと反省。6 時間 30 分の

登りも前トム平まではひどい田植え状態であった。前トム

平からは普通の登山道となり右前方にトムラウシの山頂

が望めた。トムラウシ公園辺りから花も多くなる。コマク

サ、エゾコザクラ、ハクサンイチゲ、白花のグンナイフウ

ロウ、チシマギキョウ、イワウメ、イワヒゲ、エゾノツガ

ザクラ・・・山頂には 11 時到着 20 分の昼食。下りは晴れ

ていた為、田植え状態も歩きやすくなっていた。 登山口

の駐車場に 16.25 分到着、東大雪荘に急ぎ、靴、ズボンの

泥を落とし（泥を洗う専用の洗い場有り）ここの駐車場で

泊まる。車の下の箱の中に野菜を入れていたが箱は壊され

た。キツネの仕業だろう。 

20 日 トムラウシのヌカルミを思い出しながら東大雪

荘を後にして幌尻岳に向かう。雨の事も有り急いで行くこ

とも無いのでゆっくり新得町へ下る。（幌尻山荘の予約が

22 日に取れた）新得町から日勝峠の途中の峠公園に入り昼

食、あまりに汚れた衣類を持ったまま日高の平取町へ入っ

たので 苫小牧のコインランドリーを探し洗濯完了、鵜川

町へ戻り道の駅「四季の館」に泊まることにした。 

21 日 早朝海岸に行きサーファーの集まる海岸に出た

が風が強く車が多くなった。買い物をして「とよぬか山荘」

へ向かう。山荘の説明では 18 日シャトルバスが出て幌尻

山荘に向かった登山者が一人死亡、一人骨折の遭難事故の

話が有り、17 日無理をしなくて良かったと思った。明日の

バスの予約を 3 時に取り明日の登山に備える。 

22 日 幌尻岳登山 2 時起床、3 時バスに乗り込む、ゲ

ートまで 1 時間、ゲートから 4 時間の行程、しかも川を 13

回渡渉して山荘に到着、山荘から急な道を稜線まで 4 時間、

命の水を過ぎると稜線に上がりゆっくりとした山頂への

道を 2 時間、花を見ながら散歩を楽しむ。 12.45 分山頂、

昼食をして朝から前後しながら歩いた皆さんと話が弾む、

13.15 分山頂を出て 16.40 分幌尻山荘着 毛布 1 枚を借り

（1500 円）泊めていただく。 

23 日 幌尻山荘 5 時発 13 回の渡渉をして登山口の

バス停に 9 時 30 分に到着。バスの発車は 11.30 分であり 2

時間のあいだ全員ゆっくりと食事と歓談を楽しんだ。11.20

分バスはゲートに向かう。「豊糠山荘」に 12 時到着  北

海道の山を終り函館の森の道の駅に向かう。函館ではナビ

を高速バージョンに切り替えて走る。苫小牧～室蘭～長万

部を過ぎ、夜も遅くなり 11 時森の道の駅に到着 静かな 

場所を探し泊まる。 

24 日函館～青森のフェリーは多いのでゆっくり出掛け

る。函館 8 時発青森 12 時着のフェリーに乗る。4 時間の船

旅 を 楽 し む 。 青 森 で は 駅 前 の ア ウ ガ 新 鮮 市 場

（017-721-8000）に行き のっけ丼をいただく。後は岩木 
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山の登山、岩木スカイラインを目指してゆく。スカイラ

インに入ったら雲海を見ながら泊まる事にした。 

25 日 岩木山登山 6 時起床、6.35 分出発、山頂はガス

の中 7.40 分から 15 分いて下山 8.35 分駐車場到着、朝食を

していよいよ九州に向けて走る。岩木山駐車場を 9.30 分出

発。先ずナビに高速バージョンの仙台を入れる。津軽 10.20

分、平泉 14.45 分、都心 8.30～9.00、首都高速に入り銀座

～霞ヶ関～用賀～東名高速 9.00 分、富士川ＳＡ11.50 分着 

大きな駐車場でトイレを探し静かな場所を選び泊まる。 

26日 起床 7時 駐車場の下は富士川が流れ正面には富

士山の容姿が見え大きな駐車場だ。朝食をして 8.46 分出発 

11 時名古屋 13.40 分神戸 15.39 分岡山 17.10 分広島 

熊本には 22 時到着  長い楽しい旅であった。 

 

･････････････････････････････････････････

･    第４回登山研修会報告 

地形図を観て歩こうｉｎ俵山 

 

担当 田北芳博 

 

期日  平成２３年７月１７日（日）現地集合 

場所  阿蘇西原「俵山」萌の里コ－ス 

 
 参加申し込みは２０名を越えていたが、当日参加された

会員会友は、結局１７名となり、再び班の編制をやり直し、

体制を整えた。 

 まず、下山口の俵山峠に回送する車を計５台配車した。

時間的には３０分前の８時に集まって貰い時間的には丁度

よい計画であった。 

出発に先立ち、酷暑での登山は熱中症などの危険があるた

め、加藤功一委員より「熱中症」の予防と対策を説明して

いただき、注意を払った。 

各人にル－トを記した地形図 25000分１と 10000分の１及

び記録用紙を手渡し、研修の方法と要領を説明する。 

 登山スタ－トは１班が９時７分に出発し、２班以降は３

分おきに出発する。ポイント回収は田北委員が最後尾で回

収をする。 

 登山は酷暑の中、特にスタ－ト直後の急坂でバテ気味で

ある。登りは標高差８００ｍで長丁場である。２名が途中

で下山したが、他は全員俵山の山頂にたどり着いた。最後

尾は１３時に着き、４時間の登りであったが、途中での読

図や研修等でいつもの倍の時間がかかった。 

１３時４５分俵山山頂を下山開始、１５時１５分俵山峠へ

下山。１５時３

０分出発点の

萌の里まで 

移動して解散

式を行った。 

 地形図を確

認しながら歩

く、今回の山行、

真剣に取り 

組んでもらえ

て、担当者とし

てタイヘン嬉しかった。今回は初回ながら、何とか無難に

実施できたのではないかと思います。機会があれば、場所

を変えもっと歩きやすい所でチャレンジしたいと思います。

ご協力有り難うございました。 

 

 

 

 

 

第５回登山研修会報告 

菊池渓谷沢歩き 
 

            担当 石井 文雄 
 

期日  平成２３年８月７日（日）現地集合 

場所  菊池渓谷「清水谷」（仮称） 

  

 午前８時、中央駐車場に集合し４台の車に分乗して清水

谷駐車場へ移動する。台風９号の影響で雲が掛かり 

、いくらか強い風が吹いている。台風の接近を気にしなが

ら、の沢登りとなった。 

３班に別れて清水谷橋へ移動し、入谷口で準備体操を行う。

沢に降りていよいよ沢遊びの始まりだ。 

昨日は雨が降り草木は濡れているが、水は澄んできれいだ。

早速「キツネノカミソリ」や「ナツエビネ」「イワタバコ」

の花が歓迎してくれる。 

自称「写真家」のみんながシャッタ－を切る。スラブ上の

川床（滑床）の上を歩く、１０数センチの水の流れで歩き

やすいが、キラキラと水面がひかり、深さが分からないの

で、ストックや持参の杖で深さを測りながらの遡上である。

明るい谷で周りの緑が綺麗で水面もうつくしい。右の岩壁

に岩苔があり、その中にイワタバコの花が咲いている。流

木を避けながら谷を上り詰める。 

支部での登山研修会は会員・会友の技術向上を目的に昨

年から始まった事業で、参加者からは大変為になると云う

ことで、回を重ねる毎に参加者が増え、今回も２６名の参

加申し込みがあり、担当者はこの山域に１０数回入り、念

入りな下調べを行った。菊池渓谷は阿蘇の北外輪から派生

する渓流はいくつかの沢から流れ込む水流で水量豊かな

渓谷を作り上げ、夏は涼を求める市民の憩いの場となって

賑わっている。谷そのものは危険なところはなく、中高年

の初心者でも気楽に歩ける快適な谷で、滝は１ｍ～２ｍほ

どのものしかなく、経験者には物足りないが、何よりも涼

しさが素晴らしい。谷の両脇には「キツネノカミソリ」の

群落がさらに気持ちを楽にしてくれる。約２時間ほど遡上

すると谷は二俣になり、本流は右に入る。今回の沢歩きは

この二俣で終わり、尾根を登り、阿蘇の草原地帯に出る。

尾根には「フシグロセンノウ」が数輪咲き始めていた。尾

根の植林帯を藪こぎながら阿蘇外輪山の草原にでる。草原

の作業道を涼しい風に背を押されながら歩くと周りには、

女郎花のワレモコウやカワラナデシコ、シシウド、が咲き

乱れ、目を楽しませてくれる。阿蘇五岳や鞍岳・ツ－ムシ

山などが望める場所で昼食を摂り、菊池渓谷から外輪山の

カブト岩へ通じる自然遊歩道へと下り、菊池渓谷本流の右

岸を下る。 

 予定

より早

く下山

できた

ので、石

井会員

の講義

で渓谷

の様子

や、谷の

作りな

どを学

ぶ。 
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           菊池渓谷源流にて 

    

 

平成２３年度第１回森林保全巡視登山報告 

「三の岳」登山路整備・清掃登山 
 

           担当 廣永 峻一 
期 日 平成２３年６月２６日（日） 

場 所 植木「三の岳」（吉次峠集合） 

参加者 １８名 工藤文昭 松本莞爾 廣永峻一 

鶴田佐知子 加藤功一 加藤明 安場俊郎 中林暉幸 木

曽萬喜治 千々岩泰子 田北芳博 宇都宮信夫 横尾健二 

野田一郎 金山春男 松本博子 橋本悦子 千原幸子 

 

 吉次峠に朝８時に集合し、担当が準備した用具

や道標などの振り分けを行い、２班に別れて登山

路確認や整備を実施する事になった。現在殆ど利

用されていないコ－スで登山路は倒木や雑草でか

なり荒れていた。登山口から三の岳までの林の中

では倒木の処理、草木の払いなど、持参した鋸・

鎌などで整備を

行った。林道の

入り口や出口に

は自作の「登山

路案内板」を設

置し、ゴミ拾い

も実施した。今

回は参加者も多

く、倒木の撤去

が完了し、登山

者も歩きやすく

なったと思われ

る。    
 

倒木を撤去する横尾会員 

 

 

 

 

● 事業報告 
１．平成２３年度通常総会 

  平成２３年４月 １７日 午前１０時より 

交通センタホテル午後 懇親会 

・事業報告・収支決算報告・会計監査 

・２３年度事業計画・同予算計画 

・役員改選・常務委員 松本莞爾（再任） 

    事業担当委員 加藤功一（再任） 

    会計監査   加藤稜子（新任） 
２．４月２４日いわざくらを観る会 

・場所 「五家荘：仰烏帽子岳」 

・担当 廣永委員 参加者 ２０名（貸切バス利用） 

・参加費 ３０００円 

３．５月２２日第６回登山教室（一般募集） 

  ・場所 鹿北「国見山」 

  ・参加費 ３０００円 

  ・参加数 会員会友 22 名・16 名 計３８名 

 

 

４．平成２３年度九州５支部合同集会ｉｎ阿蘇 

  ・期日 ５月２２日～２３日（１泊２日） 

  ・場所 阿蘇「いこいの村」 

  ・登山 往生岳 

  ・参加費 １２０００円（宿泊・保険） 

  ・参加者 熊本１８：福岡３名：北九州９名 

東九州８名：宮崎２２名 

５．第１回森林保全巡視登山「三の岳」 

  ・期日 ６月２６日 現地集合 

  ・場所 三の岳 

  ・参加者 １８名（ナタ・鎌・鋸持参） 

  ・担当 廣永委員 

６．第４回登山研修会ｉｎ俵山 

  ・目的 地図を観て歩こう研修 

  ・期日 ７月１７日（現地集合） 

  ・参加者 １７名 

  ・担当 田北委員 

７．第４回トレイルラン打合会 

  ・期日 ７月２１日 

  ・場所 山都町「公民館」 

  ・出席者 松本委員 

８．第５回登山研修会ｉｎ菊池渓谷 

  ・目的 沢歩きを楽しもう 

  ・期日 ８月７日 （現地集合） 

  ・参加者 16 名 

  ・担当 石井文雄委員 

 

※ 事業参加状況 

総会参加者 ３６名  登山教室参加者 ３８名 

例会山行  ２０名  登山研修会   ３７名 

交流登山  ６０名  森林保全登山  １８名 

前期始業参加者延べ人数   ２０９名 

   

● 委員会報告 
４月１５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 ２３年度総会について 

② ４月例会登山「いわざくらを観る会」について 

③ 支部報の校正 

④ 九州５支部集会計画について 

⑤ ４月～８月事業仔細について 

⑥ 東日本震災について 

５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 

① ４月例会登山報告 

② 九州５支部集会計画について 

③ ５月２２日登山教室について 

④ ６月森林保全巡視登山について 

⑤ ７月登山研修会について 

会 務 報 告 ４月～８月 
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⑥ ８月登山研修会について 

⑦ 東日本震災について 

⑧ ６月１８日ＪＡＣ総会について 

６月２１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 登山教室実施報告 

② 九州５支部集会実施報告 

③ ６月森林保全巡視登山について 

④ ７月登山研修会について 

⑤ ８月登山研修会について 

⑥ ８月ビ－ルパ－ティについて 

⑦ ９月登山教室について 

⑧ 九州脊梁トレイルランについて 

⑨ １０月森林保全巡視登山について 

⑩ 第４回脊梁縦走登山について 

⑪ 支部報２４号原稿募集について 

７月２６日 １８時 ワクワクランド 

工藤支部長・松本莞爾・加藤功一木曽萬喜治・石

井文雄・田北芳博 

① 第４回登山研修会報告 

② ８月７日第５回登山研修会について 

③ ビ－ルパ－ティについて 

④ ９月第７回登山教室について 

⑤ 九州脊梁トレイルランについて 

⑥ 支部報２４号について 

８月９日 １８時 ワクワクランド 

工藤支部長・松本莞爾・加藤功一・木曽萬喜治・

石井文雄  

⑦ 第５回登山研修会報告 

⑧ ビ－ルパ－ティについて 

⑨ ９月第７回登山教室について 

⑩ 九州脊梁トレイルランについて 

⑪ 支部報２４号校正 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）８月夏期例会 「ビ－ルパ－ティ－」 

 期 日  ８月２７日（土）１５時より  

 場 所  熊本市新市街ﾎｸｼｮｳﾋﾞﾙ「日本海庄や」 

 会 費  ３５００円  

（２）第７回登山教室（一般募集）定員４０名 

 期 日 ９月１１日（日）７時３０分 

市民ホ－ル前集合 

 場 所 「清栄山」（１００６ｍ） 

 会 費 貸し切りバス利用 ３０００円程度 

(３）第４回九州脊梁トレイルラン協力  

 期 日 ９月２３日～２４日（１泊２日） 

 場 所 九州脊梁山脈 向坂山宿泊：スキ－場 

 参加費 無料 

（４）第２回森林保全巡視登山 

 期 日 １０月１６日（日）日帰現地９時集合 

 場 所 阿蘇高岳（清掃及び山頂の井戸を整備） 

参加費  ５００円（保険料） 

（５） 第４回九州脊梁縦走登山 

 期 日 １０月２２日（土）～２３日（日） 

１泊２日・ 

  場 所 脊梁山脈 三方山～国見岳～五勇山～ 

峰越し  

 参加費  ３０００円程度 テント泊  

    （６）第２７回金峰山山岳マラソン  

 期 日  １１月３日（祝）現地集合 

 場 所  金峰山 スタッフとして協力依頼 

（７）宮崎ウエストン祭 宮崎支部主催 

期 日 １１月５日（土）～６日（日） 

公民館で宿泊 

場 所 高千穂・三秀台 

 

8 月～11 月までの支部事業の一覧です。参加希望

の方は 

事務局へご連絡下さい。 
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23 年度後期(8 月～11 月) 

支部事業案内 

編集後記 今年度のＪＡＣ通常総会で定款の変更等が承認されたが、混迷の政治の中、法人の見直

しが始まって数年が過ぎ、各スポ－ツ団体も公益法人への移行について苦労している様子である。

熊本支部では月一回の事業を開催し、一般にも呼びかけてなるべく公益性を出していこうと活動を

している。先の総会で委任状の問題がクロ－ズアップされたが、会員の意識革命はこの時代におい

ては必要と思われる。また、４つのプロジェクトにもあるように若手の会員確保も長く活動してき

た我々の責務でもある。いま支部の会員数は会友を含め８０名弱、その内事業に参加して頂く方は

２４ﾊﾟ-ｾﾝﾄほど、私も含め６０歳を過ぎると体のあちこちに故障が出る。それはしょうがないこと

として、無理は言えないと思う。この支部報を編集しながら、せめてお便りの一筆など頂ければ有

り難いな～と思い、キ－ボ－ドを叩いている。 

支部事業の参加について、申し込みさ

れていない方はなるべく早く事務局

までご連絡下さい 

 


