
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 霧立越の縦走は、すでに幾度か歩いていた。し

かし、最初に訪ねたのが５０年近い前のことで、

その頃は昔のルートは使われなくなり密集したス

ズ竹に覆われて過酷なやぶ漕ぎを強いられながら

の縦走であった。何処に何があるのかもわからず、

ただ先輩の跡を追って古い道らしい辺りを辿って

松木に抜けた。その何年か後の縦走でも同じよう

な苦労を重ねた。 

 3 回目は、昭和 54 年の宮崎国体がこのコースで

行われ、その時大掛かりなコース整備が行われた

後で、難なく抜けることが出来た。 

 私も年を重ね、何時の頃からかただ山に登り、

頂上に立つだけの登山に物足りなさを感じるよう

になった。山の名前の由来とか、その山と地域の

人々との関わりとか、山それぞれの魅力は何か、

植生はどうかとかを知って山に入る。その事で山

の魅力も倍増することもわかった。 

 宮崎支部との交流登山も 6 回目を迎えたが、宮

崎支部の皆さんも私達熊本支部員のために、宮崎

でも最も魅力的なコース､「霧立越」の縦走を企画

していただいた。このコースの大自然の魅力は､熊

本人にも良く知られているが、縦走となると帰り

の交通の便がなく､なかなか填れないコースであ

る。今回はその難問も宮崎支部で解決していただ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き、山笑う 6 月の新緑に輝く霧立越を感動の坩堝

に浸りながら、天然林に包まれた山の魅力を満喫

することが出来た。交流登山の当日は、九州地方

が梅雨入りした翌日だったが､朝まで降っていた

雨も奇跡的に上がり、その後は好天にも恵まれた。

これも宮崎支部の皆さんの､我が熊本支部への思

いが天に通じたお陰だろうと思う。2 日間の交流

登山だったが、至る所に皆さんの「いい交流登山

になりますように」、そんな思いが感じられる交流

会だった。 

 さて、山村は何処も過疎化が進んでいることは

間違いないが、ヤマメの里がある波帰には地域の

躍動感がある。地域興しの中心人物として八面六

臂のご活躍をされている秋本治氏のご功績に現地

で接すると，どうしてもこの地のことをもう少し

知りたくなり，交流会が終わってから少しだけ調

べてみたことを，ここで纏めてみた。会員の皆さ

んにとっても何かの参考になれば幸甚と思いたい。 

１． 山の民の知恵 

 その昔、山に住む人々は尾根の近くに住んでいた

ので、尾根づたいの道が発達した。尾根は隣の集落

への道が近く、歩きやすく、道造りも容易に出来る。

家屋も尾根近くの緩斜面に建て、周辺の緩斜地で焼

き畑をしたり、家畜のための草地、かやぶき屋根の

茅場作りにも便利だった。尾根筋は標高も高く、雪 
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も降るが、根雪にならない地帯が最も自然の恩恵を受

けることが出来る。雪は広葉樹林を育て､獣なども増

えるし､雪の上の足跡が狩りの効率を高める。尾根近

くの谷には水場もある。このように山の民にとっては

尾根筋が最も生活しやすい場だった。 

 尾根筋に住んでいた山の民も､車社会になると、谷

底に車道はつくられ､そのため山の民の住居も車道近

くに移転して、尾根筋の民家はなくなってきている。 

２． ヤマメの里 

1973 年（昭和 48 年）に，元々あった波帰養魚

場の下流２Ｋ地点にヤマメの里は建設された。そ

れまで誰も訪ねることのない山深い山村に観光客

が訪れるようになり、ヤマメを武器に地域興しが

始った。民宿 5 軒も出来て、養魚場のそばにホテ

ルも出来た。 

事業も順調に伸びていた 1990年(平成 2年)12月に

土石流みたいな濁り水が突然襲い、養魚場は壊滅

的な被害を被った。向坂山の北東斜面にスキー場

が建設された年のことだった。同地域はブナの大

木が林立する天然の森だったが，スキー場造成の

ために樹木は皆伐され、表面の土は削り取られ、

その土で湧水池がある谷を埋め立てていた。それ

が湧水により泥沼化して流れ出し，谷川を襲い，

養魚場は勿論、川の魚もほぼ全滅した。あれだけ

豊かなブナの天然林を切りたくったことに対する

自然の逆襲ととらえる以外にないと住民は反省し

たそうだ。その養魚場が今のスキー場行きの駐車

場になっているところ。その後先日宿泊したホテ

ルの場所に移動されている。 

３．「フォレストピア宮崎」構想 

 交流会の日、まず宮崎支部との集合場所に行く

と,今夜の宿泊場所が「ホテルフォレストピア」と

看板が出ていたが、「何だろう」というくらいで済

ましていた。しかし、帰宅してもどうも気になる。

翌日は図書館に出掛けた. 

「フォレストピア」とは、森林（forest）,理想郷 

(utopia) という２つの英語の組み合わせの造語

であることがわかった。森林理想郷（フォレスト

ピア）は,人々が森林の恵みを上手に利用して生き 

 

 

生きと心豊かな生活が出来るところで,自然と人

間が共生出来る理想郷のことだった。近年、人口

の都市集中の結果、過密な都市から逃れ、精神的

なゆとりの場としての森林が求められるようにな

った。21 世紀には森林が人間の生活には欠かせい

社会、「森林化社会」の到来を見据えて,山村地域

の活性化を図り,県民の誰もがゆとりと豊かさを

実感できる「住みよいふるさと宮崎」つくりを創

造しようという宮崎県の取り組みである。昭和 61

年に松形県知事が提唱したもので、宮崎の恵まれ

た森林資源や森林空間を活用した「フォレストピ

アつくり」を宮崎県総合長期計画に盛り込み,２１

世紀を開くプロジェクトと位置づけ,政策目標と

して取り組んできている。 

 これを受けて,県北５町村（高千穂、日の影、五

ヶ瀬、諸塚，椎葉）をモデル圏域に選び具体的に

推進されている。「すこやかの森」、「せせらぎの森」、

「伝統文化に学ぶ森」、「自然観察の森」，「巨木に

学ぶ森」、「秘境芸能に学ぶ森」，「森林教育の森」

など各市町村が、それぞれのテーマをもうけ取り

組んでいる。霧立越の整備，やまめの里，スキー

場の開発、フォレストピア六峰街道等もこれ等の

県の総合計画に支えられて発展的な取り組みが続

いている。 

 さて、熊本にもこのような取り組みはあるのか、

あまり聞いたこともないが，「宮崎すごいぞ」と声

援を送りたくなる。  

４．「駄賃つけ」の道 

 馬の背で荷物を運ぶことを「駄賃つけ」という。

椎葉では、昭和１０年前後まで椎葉村から霧立越

を越えて、馬見原まで馬の背で生活物資を運んで

いた。その頃馬見原は物流の拠点で,街道宿場町の

賑わいがあった。その頃運ばれたのは,椎葉からは

木炭、ミツマタ（和紙の原料）、ノリ樽（ノリウツ

ギの皮、和紙造りの接着に使う）、椎茸、ムキタケ

などのキノコ類、毛皮などが運ばれた。帰り荷に

は馬見原から米、砂糖、塩、酒、醤油、味噌、衣

類などの生活用品だった。酒、醤油は 2 斗樽に詰

め、馬の両側に 2 斗づつ積んで運んだ。人の往来 
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が増えると,その内に良縁も出来上がり両地区の結

びつきは深まった。しかし、昭和 8 年椎葉に車道

が入ると段々駄賃つけは少なくなり昭和 10年前後

には殆ど使われなくなった。しかし、荒れ果てて

いたこの駄賃つけの旧道が五ヶ瀬、椎葉両町村に

より開かれて素晴らしい景観、多様な自然を楽し

むことが出来るハイキングルートとして、年間数

千人もの人が歩くルートが復活した。 

５．歴史の道 

 ① 那須の大八郎宗久（那須与一の弟）の霧立

越・・文治元年（1185 年）3 月 24 日、壇の浦の合

戦に敗れた平家の残党は、源氏の追討を逃れ、九

州山地へと逃避行を続け、鞍岡にたどり着いた。

更に峻険な山道の霧立越をこえて椎葉山中に分け

入り隠れ住んだ。この山道に入る時、霧立越は難

所のため、鞍岡に馬の鞍を置いて霧立越を歩いて

越えた。その時の鞍が今も鞍岡に残っているとい

う。鞍岡の地名も、「馬の鞍を置いた村」、「鞍置村」

が訛って「鞍岡」になったと言われている。 

 椎葉に入った那須の大八郎は平家落人の戦意の

なさを悟り､勝者の奢りを捨て敗者への哀れみを

なしたと言われる。そんな中に､鶴富姫との恋物語

も生まれた。 

 ② 西郷隆盛軍の霧立越・・明治 10 年 3 月 20

日、西南の役､田原坂の戦いに敗れた薩軍は、益城、

御船での戦いにも敗れ矢部町に集結、その後、人

吉での軍議に出たとの話もあるが、何処を通った

のかわからない。その後なのか、黒峰を越えて鞍

岡に入り、椎葉往還を越えて宮崎側に入った。1 日

遅れて，桐野利秋は本隊を率いて波帰より霧立越

を越えて松木ではなく、尾前に下った。先日歩い

たとき，馬つなぎ場と扇山小屋との間の右側に 2

本の下り道があったが，そのどちらかと思われる。

その時は連日連夜の風雨と残雪で大変な難行であ

った。雪と冷温のため凍傷にかかる者も出て，足

の指 10本を切断した者もいた程の悲惨な行軍であ

った。 

 ③ 民俗学の権威､柳田邦雄博士も椎葉から鞍

岡方面に入り､馬見原まで調査研究した記録も残 

っている。 

 

６．ブナの森 

 山に登る者でも九州にブナがあるとご存知ない

方もおられるのではないか？一般には､九州は照

葉樹林帶だと思われている。九州の林床を観察す

ると､大体海抜３００米までは照葉樹林の森にな

っている。しかし、３００～５００米までは照葉

樹林と落葉広葉林の混合林、５００米を越えると

落葉広葉樹林帯となる。ブナは､７００米からイヌ

ブナが出てきて、９００米からはブナの木が見ら

れる。大体、ブナの育つ気候は､平均気温が６度～

１３度までで､雨量も１３００ミリ以上だと言わ

れている。東北、北海道では低地にもブナは育つ

が､九州になると高山になってしまう。鹿児島の大

隅半島の高隈山が日本のブナの南限となっている。

又、私が全国の山を歩いて感じることは､一般に九

州のブナはズングリと横に大きいのが多く､東北

以北の山ではスタイル良く、あまり大木を見たこ

とがない。何時だったか､白馬に出掛けたとき、信

州一の大きなブナと聞いて見に出掛けたが、九州

ではあちこちで見られる程度のブナだった。 

 秋本さんの話によると､ヤマメは源流域にブナ

林帶がある河川にのみ生息しているとのことだっ

た。釣りの下手な私が釣り上げたヤマメは､なるほ

どブナ林が源流の谷川だった。 

 ブナは大量の水を蓄え、秋には沢山の実を付け

多くの動物達を養っている。九州は照葉樹林文化

と言われているが、それは海抜５００米位までの

生活圏でのことで、ブナ帯とは７００米を越えた

地域であり、そこのブナ帶で培ってきた九州山地

の暮らしは照葉樹林文化とは異なり縄文時代から

続くブナ帶文化であると秋本氏は言われている。 

７．カシバル峠 

 地名の由来は、「カシキ取り場」に由来するとい

われている。カシキ取りとは、薪を集めたり、木

の葉、草を刈り取り、田甫に緑肥として敷き込ん

でいたが、ハナウド、ノアザミなどは窒素成分が

多く、化学肥料のなかった時代では必要な作業だ

った。この「カシキ取り」はコイクサ（肥草）刈

りをすることで、その地域を「カシキ原」と呼び、

それが訛って「カシバル」になったと言われてい 
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る。今のカシバル峠から東に延びた尾根を下ると、

中腹辺たりに何カ所か平坦な土地があり、その辺

りに「カシバル」という地名があったそうで、今

もそこには水田跡や小屋の跡が残っているという。

地図上でそれを確認することは出来なかったが、

カシバル集落の尾根の基部が現在のスキー場行き

リフト辺りで、そこを「カシバル峠」と呼ぶよう

になった。 

８．ゴボウ畠 

 かってこの辺りにはオタカラコウの大群落があ

った。オタカラコウは若葉の時はワサビ葉に似て

いるが、成長すると直径３０センチ以上にもなり、

遠くから見るとゴボウの葉に似ていることから、

「ゴボウ畠」になった。今は、鹿の害なのかあま

り見かけない。 

９．杉越（日肥峠） 

 今では地元でも日肥峠と呼ぶことが多いらしい。

これは、日向の国と肥後の国を結ぶ峠から「日肥

峠」となった。国土地理院の地形図には「白岩峠」

と出ているが、昔は「杉越」と呼んでいた。杉越

がどこから出てきたのかわからない。 

10.  白岩山岩峰 

 白岩山は杉越から２０分くらいでつく。貴重な

植物が自生することで、「宮崎県天然記念白岩山石

灰岩峰植物群落地」に指定され、白岩山特有の植

物が約６０種を数える。鹿や猪の被害を防ぐため

に岩峰全体がネットで囲まれている。白岩山は、

九州で最も高い石灰岩峰で、温度変化が激しく、

乾燥しやすい地形と、カルシュウムを多く含むア

ルカリ性の土壌のため、植物にとっては生存競争

が極めて激しい環境だそうで、そのため森の中で

は生存できない、光を好む草原性の植物まである。

大陸系植物のイワギク、北方系のホタルサイコな

どの氷河期の生き残りまで存在している。石灰岩

の地層を好む山吹も多かった。ネット内は多様な

植物が密生していたが、ネットの囲いを出ると鹿

害か林床には殆ど植物はなかった。 

 岩峰の南側には下山コースもあるが、危険な箇

所もあり、来た道を引き返すが無難だ。 

 

 

11. 水呑みの頭 

 白岩山岩峰から２０分くらいで水呑みの頭への

分岐につく。左上に５分も歩くと頂上。ここも国

土地理院の地形図には白岩山と記されている。藪

こぎして越えた頃には水場は水呑みの頭の向こう

側と聞いていたが、今回わかったのは、水場の本

当の場所は水呑みの頭への分岐点から、縦走コー

スを少し扇山の方に進んだところに今は標識があ

り、右に５０米行ったところと表示してあった。

そこまで入った人の話では、ポタポタ程度で殆ど

出てなかったそうだ。 

12. 馬つなぎ場 

 緩やかな広い丘で、駄賃つけの馬が一服入れた

ところだろう。樹木も少なく、スズ竹もなく日差

しが降り注いでいた。落葉がびっしり敷き詰めら

れていた。 

13、扇山小屋と扇山 

ゴボウ畠から５時間くらいで山小屋に着いた。

椎葉村営無人の山小屋はまだ十分に新しくきれい。

テラスからの向霧立越の山はすばらしい。囲炉裏

もあり室内でたき火も出来る。４０名位は宿泊可

能。扇山には正面の道を登り、尾根に取り付くと、

途中４カ所の岩場を抜けると頂上で九州の山が展

望できる。山名は山体が大きく扇を広げた形に見

えるところから扇山とついた。下山は５０分くら

いで松木登山口につく。 

向坂山から扇山まで約１２ｋ、約６時間の行程。

九州山地の真ん中を通るルートからは、九州の

山々の景観が素晴らしい。ブナ、ミズナラ、ヒメ

シャラなどの原生林が殆ど手づかずのまま残って

いる。春の新緑、秋の紅葉、冬には霧氷、樹氷な

ど純白の世界を楽しめる。四季を通して様々な森

の魅力を楽しめる霧立越は最高のフォレストピア

に間違いない。 

14. 村興しへの取り組み 

 五ヶ瀬町の観光振興計画の柱に、九州ブナ圏五

ヶ瀬町構想がある。それまでの画一的な町つくり

の反省から、地域の独自性をブナ帯文化に求めた

取り組みである。これも秋本氏の熱い思いが反映

されたものだ。 
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 昭和３８年頃に谷川のヤマメが少なくなり、そ

れならとヤマメ養殖を始められ、それを成功させ

ると、都会と山村の交流を目指して「ヤマメの里」

つくりを始められ、民宿、ホテルも出来て都会か

ら人が訪れるようになる。これがスキー場への発

想になり、平成２年１２月に日本最南端のスキー

場がオープンした。このような自然を利用した先

進的な取り組みが続いて、昭和６１年から「フォ

レストピア宮崎」構想を先導したといっても良い

のではないか。その圏域に指定されたことも、村

興しへの取り組みで大きな推進力となった。平成

７年に立上げた「霧立越の歴史と自然を考える会」

で、町の若者の力を結集し、その年の春から「霧

立越」にちなんだシンポジュームを開催し、その

後は春、秋の年２回の開催を重ねておられる。「霧

立越の歴史と自然を考える会」の現在の取り組み

の幾つかを紹介すると､スズ竹に覆われていた霧

立越駄賃つけの道の開削、その後の整備を継続し、

今では新緑、紅葉、厳冬期の冬景色の中で、様々

なエコツアーが行われている。トレッキング、高

山植物の観賞ツアー、スノウハイクなど､地元の若

者がガイド役を務め、精力的な活動が続いている。

先人が守ってきた天然林の森、一時はブナの森を

切りたくって､自然の逆襲を受けた反省からも､天

然の森の大切さを地域の人が痛感し、その本当の

素晴らしさ、昔から伝えられてきたブナ圏の森の

文化、山村の生活を自信を持って都会の者に紹介

し､感動を与える。それを目標に、この地域の人々

は命を燃やし、使命感を失うことなく取り組んで

こられた。地域のリーダーとしての秋本氏の存在

も大きかっただろうが、掲げた目標はすでに成就

して結実しているように思える。かって、一級国

（酷）道でありながら、１０００米を越える九十

九折れの悪路だった２６５号線の国見峠も､平成

８年にはバイパストンネルが開通した。椎葉側１

７００米、五ヶ瀬側１０００米、全長２７７７米

のトンネル開通で､両町村も繋がり、村民は益々結

束して地域つくりに取り組んでおられる。 

今回の霧立山地の２日間は快適そのものであった。 

 

 

自然と人の共生、人が自然を愛し、自然を敬う。

広大な霧立山地は、あたかも里山と人との共生の

ようにうまくいっていた。きっと私達はそのおこ

ぼれにあずかったのだろう。フォレストピア宮崎

構想と、地元の人々の総掛かりでの実践的生き方

から、私達は多くのことを学んだようだ。 

(参考記録) 

 ゴボウ畠 06:10・・(２２分)・・06:32 杉越・・(朝

食)杉越 07:07・・(２０分)・・07:27 白岩山岩峰

07:40・・（２０分）・・水呑の頭 08:00・・(９５分)・・

馬つなぎ場 09:35・・(８５分)・・平家ブナ 11:00・・

（３８分）・・11:38 扇山小屋・・(昼食)・・小屋

発 12:16・・（２５分）・・12:41 扇山山頂 13:03・・

扇山小屋 13:27･･(４８分)･･松木登山口 14：15 

 松木登山口からホテルフォレストピアまで車で

６０分。            以 上 
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宮崎支部からのお便り 

九州脊梁「霧立越」交流登山 
   宮崎支部事務局長 水永一芳 

 
熊本・宮崎支部交流登山、今年で６回を迎えた。今

年は宮崎支部担当で九州脊梁の東側に位置する「霧

立越」縦走を行った。この「霧立越」は、今から７

５年くらい前までは、熊本県馬見原から宮崎県椎葉

まで馬の背で物資を運んでいた「駄賃付け」の道で

あったとのこと。また、「霧立越」は歴史の道で、

壇ノ浦の合戦に敗れた平家一門が椎葉に逃れ、人吉

の剣豪丸目蔵人のタイ捨流が、鞍岡に伝わり祇園神

社のお祭りとなったといわれ、さらに西南の役で田

原坂の合戦で敗れた西郷隆盛が人吉に退路した道

として知られている。 

 登山の前日まで不純な天気が続いていたが６月

９日集合場所である五ケ瀬町「やまめの里」に到着

する頃には雲の流れも良くなり、絶好の登山日和と

なった。熊本支部工藤支部長以下 18 名・宮崎支部

20 名が合流。開会式の後、山地固有種となる「キ

リタチヤマザクラ」等カメラに収めながら向坂山

(1684.4ｍ)山頂を目指した。夜は全員、ヤマメ料理

で焼酎を酌み交わし、自慢の演芸大会で盛り上がり

最高の懇親会となった。 

 2 日目は、5 時起床。霧立越を白岩山(1646.4ｍ)

から扇山(1661.3ｍ)までブナの大木と新緑の命み

なぎる登山道を、昔「駄賃付け」で利用した人々の

思いを合わせ偲びながら 8 時間かけて縦走するこ

とができた。熊本支部会員皆様より感動の交流登山

が出来たとのお礼の言葉を頂き、熊本支部との絆を

一段と深めることができたことに感謝しています。 



 

霧立越トレッキング 

    宮崎支部 石井久夫(熊本支部会友) 

  

待望の熊本支部との交流登山、６月１０日心配し

た天気も落ち着き朝５時半に宿を出発しバスでゴ

ボウ畑登山口に着く。 

 白岩の山頂まで快適な登山路を登り、以前は波

帰の部落からすべて徒歩で登った事を思い出しな

がら楽々と頂上に到達した。途中ミヤマザクラの

花を愛でながら新緑のブナの森は気持ちが良かっ

た。白岩山岩峰群(１３２４ｍ)は石灰岩の山として

は九州最高峰で古い石灰岩の古成層から成り立ち

周辺には見事なブナの大木が林立する落葉樹林が

連なり、遺伝子資源保護林に指定され、気候的に

厳しく、大陸からの季節風や阿蘇からの冷風が直

接吹き付け、冬は積雪が多く、夏は直射日光を受

け乾燥している過酷な環境で「白岩山石灰岩峰植

物群」として宮崎県の天然記念物に指定され、山

頂部は小さなお花畑を形成し、南限となる植物が

多数生育し春から秋にかけて色とりどりの花で賑

わう。 

 クマシデを中心として丈の低い落葉樹林が発達

し寒地性の遺存植物が多くみられ、殆ど寒い地方

の草原性の植物で森林に覆われると生きていけな

い氷河期の遺存植物で代表にイワギク、ウスユキ

ソウ、ホタルサイコ、ヒロハヘビノボラズ、で珍

しいのはミヤマゼキショウ(現在では確認が難し

い)である。当日山頂にはシコクシモツケ(白花)、

シモツケ(ピンク花)、ブンゴウツギ(白花)、イワキ

ンバイ(黄花)が鑑賞できた。 

 霧立越を縦走するには下山口に降りたときの交

通手段が難しく、単独ではなかなか歩けない登山

道で、白岩山に登り、南下して水呑みの頭を経て

「平家ブナ」のあたりで引き換えし、別の機会に

椎葉より扇山に登り縦走路を北上し途中で引き返

す行程で椎葉に下山するのが普通で、一度も完走

した経験がなく、扇山附近の登山道はスズタケが

道をふさぎやぶ漕ぎの連続で長時間を要し、自家

用車もなく反対側に降りると交通の便も悪く時間 

 

 

がかかり、逡巡するコ－スでテント泊かグル－プ

で行動しないと難しい条件があった。 

 白岩と扇山には何回か登る機会はあったが、霧

立越を完走するのは今回が初めてでやっと自身の

中で白岩と扇山が繋がって念願が成就した感じで

ある。 

 今回の山行で感じたことは、山が奇妙に明るく、

ブナの高木が目立ち、たまにシロモジの低木林を

見かけるが、下草のスズタケが殆ど見当たらず、

ただ唖然とするだけ。鹿の食害が囁かれる中、酸

性雨の影響、温暖化の問題にも原因があるのでは

と思わざるを得ない。とにかくディアラインの目

立つ林相には吃驚し、以前の豊かな落葉樹林の面

影はなく淋しい思いがした。 

 

杉越で宮崎・石井会員の植生説明 

 

 

 

扇山山頂での合同記念撮影 
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「東北・岩手の山と 

三陸海岸の被災地を訪ねて」 

 

永谷 誠一 

早池峰・五葉山・須川山)に登ってきました。 

 今回の山旅は高山植物との出会いと三陸海岸の

津波被災地を訪れ、また大船渡警察署に熊本県警

より派遣されている６名の警察官の慰問・激励の

三つの目的がありました。熊本より大阪経由で仙

台空港へ、迎えのマイクロバス２台に分乗し、ま

ず、一ノ関で名物「わんこそば」を食い、近くの

世界遺産「中尊寺」を参詣し、次に花巻市近郊の

「宮沢賢治記念館」を見学し、この日の宿は花巻

郊外の外台温泉「中嶋旅館」に投宿。写真で見て

いた通りの木造４階建てで内部も立派な材木を使

い長い年月をかけて建造された宿でした。 

 翌２３日は早池峰(１９１７ｍ)登山です。麓の岳

部落でシャトルバスに乗り換えて小田越登山口(１

２００ｍ)へ、メンバ－を３班に分け、リーダ－を

決め、チーフリ－ダ―を地元盛岡在住の版画家阿

部陽子さん(ＪＡＣ岩手支部事務局長)にお願いし

て登山開始、ル－トの両側に咲き競う「ハヤチネ

ウスユキソウ」「シオガマ」「ナンブトラノオ」等々

沢山の花々に迎えられ、感動する。残念ながらガ

スが濃く ６月２２日から２５日にかけて岩手の

三山(早池視界不良のため記念撮影を撮り、早々に

下山しました。 

 津波被害の甚大な大船渡市街地を通り、警察署

に立ち寄り活躍中の派遣警察官に“くまもん焼酎”

を差し入れ労いました。この日の宿は碁石海岸に

在る「海楽荘」で本館は当時２階まで津波に襲わ

れたとのことでした。２４日は大船渡市と釜石市

の境に位置する五葉山(１３４１ｍ)です。赤坂峠口 

より入山し、「ヤシオツツジ」「ハクサンシャクナ

ゲ」の群生するル－トを登り、山頂にて眼下の三

陸海岸に向かい津波犠牲者の霊に鎮魂の黙祷を捧

げました。下山後は陸前高田市を通り、まだ残る

ガレキの山や奇跡的に残った「一本松」を車窓よ

り眺め復興の一日も早からんことを祈りました。 

 午後５時過ぎ、明日の登山基地である須川高原 

 

温泉に着き英気を養いました。 

２５日は午前６時に朝食、弁当を持って須川岳

へ、(宮城県側からは栗駒山と呼ばれる)名残ケ原の

ワタスゲに出迎えられ、「イワカガミ」「イワイチ

ョウ」「ショウジョウバカマ」「シラネアオイ」等

が私達の目を楽しませてくれました。さすが人気

のある山だけあって山頂は多くの登山者で一杯で

した。無事三山を登り終え、万歳を三唱し下山後

はプ―ルのような大露天風呂で体を癒し仙台空港

へ。おかげさまで初期の目的を達成することがで

き参加者の皆さんは大満足でした。来年は山形の

鳥海山、月山、蔵王と発表すると参加希望者が多

く夢をつなぐことができました。 
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九州脊梁山脈登山地図(改訂版)の 

ご案内 
 

昨年九州脊梁登山地図を作製したところ、

皆さんの関心が高く、２００部が瞬く間に完

売し、予約を受けている状態でした。今年に

なって若干の改良点を加え改訂版として作成

されました。縮尺も１/２万５千より 1/３万

と紙面も若干小さくなり、プリントもより鮮

明になって読みやすくなりました。  

 一部２０００円 

地図のお求めは下記へご連絡ください 

熊本県上益城郡山都町滝上 510-5 

ＥＯＣ九州ツ―リスト合同会社 

ｔｅｌ ０９６７-７４-４３３０ 

ｆａｘ ０９６７-８３-０８８１ 

代表者 寺崎 彰(日本山岳会会員) 

担当  永谷 誠一(日本山岳会会員) 

支部報の原稿を募集しています 
 

この夏、いろんな山へ登られたと思います。 

個人山行の感想や、随想、写真、詩、etc 

皆さんのご投稿をお願いします 



 

熊野古道 大峯奥駈道縦走の記録 

               安場俊郎 

今年のゴールデンウィーク、紀伊半島の大峰山 

脈を縦断する日本最古のロングトレイルを歩い

てきた。今回は奈良県吉野町から和歌山県熊野本

宮町まで約８０キロ、普通に歩いて５泊６日行程、

修験者が泊まる「宿」と称する山小屋が要所にあ

るが、収容人員が少なく、連休中は登山者が集中

するため、遅く到着すると泊まれない場合がある

ので原則、テント泊とした。 

食事の提供がある小屋は、山上ガ岳の宿坊、弥

山山小屋、玉置神社宿坊の３か所だが予約が必要

で、指定した日に到着ができなくとも、山中は電

話が通じず、変更ができないため、全行程の食料

は用意する必要があるが、軽量化のため、α米主

体で副食物もお湯で戻して食べるものとし、行動

食も最小限にした。水は小屋の近くで得られるが

枯れている場合もあるので、３㍑程度の水を担ぐ

必要から大型の水容器を購入した。途中で下山す

る場合、バスが利用できる道路に通じる下山路は

和佐俣と前鬼の２か所で７～８時間を要し、バス

に乗るには、もう一泊する必要があるので、極力

歩き通すことにして、綿密に準備を行った。以後

行動記録。 

４月２７日 金曜日、 

出発の日、テントを含む５泊６日の装備と食料

を大型リュックに入れ重量を計ったら、１７㎏を

あまりとなった。これに３㍑の水を加えると２０

㎏を超えるが、最後にこの重さを担いだのはいつ

だったかしらん。不安をふり払い、自宅近くの産

交バス車庫から京都行の夜間高速バスに 20:25 乗

車。車内泊 

第 1 日目 ４月２８日 土曜日、 

大阪駅 → 天王寺駅 → 阿倍野橋駅 → 吉野

駅 → 奥千本口 → 青根ケ峰 → 心見茶屋跡 → 

四寸岩山 → 二蔵小屋 → 大天井ケ岳 → 五番関 

6:50 大阪梅田着。電車乗継、近鉄吉野駅下車。

大勢の観光客に交じりバス２本乗継、奥千本口下

車。奥駆道の出発点は吉野川の河原とのことだが、

日程短縮のため、最奥までバスを利用した。出発 

 

地の金峯神社で水を得られず、途中の西行庵近く

の苔清水まで１０分程下り、３㍑給水。この付近

までハイカーで賑わっている。青根ケ峰も四寸岩

山も道の途中のただの高まりに過ぎず、頂上とい

う感じではないが一応、立ち寄る。途中舗装され

た林道に出るが、奥駆道の案内標識があり迷うと

ころはない。天気が良いので暑いくらいだ。３時

頃、二蔵小屋に着いた。水場まで１０分とある、

今夜の泊まり場の五番関には水場がないので空荷

で下り１㍑補給した。18:00 頃 女人結界の門があ

る五番関の広場に着き、テント設営。他に３張あ

り、梅田で購入したコンビニ弁当で夕食とする。 

  第２日目 ４月２９日、(昭和の日) 晴 

五番関 → 洞辻茶屋 → 山上ケ岳 → 阿弥陀ケ

森分岐 → 

大普賢岳 

→ 七曜岳 

→ 行者還

岳避難小

屋  ５時

起床、6:30

出発、今日

は大峯奥駆道の核心部である山上ガ岳を歩く。距

離が長いので、水は 1,5ℓを背負い、途中小笹の宿

の水場で補給する予定である。洞辻茶屋と陀羅助

茶屋は戸開け前で誰もいない。道は茶屋群の中を

通過する。山上ケ岳近くになると、大岩が次々と

現れ、西ノ覗岩などの業場があるので見学したか

ったが、今夜の泊まり場に余裕を持って到着した

かったため、そのまま通り過ぎる。 

 頂上にある大峯山寺の下には大きくて立派な宿

坊が立ち並んでおり、こんな道路もない山奥の山

上にある建物群に大勢の信者達のにぎわいが想像

できるが、今日は山開け(５月３日)前なので閑散と

している。 大峯岳寺は国指定重要文化財。大き 

な建物だか、扉が閉まっており、誰もいないので

外観の写真を撮って通り過ぎる。約 1 時間で小笹

の宿、5～6 人しか泊まれない小さな小屋、近くに

豊富な流水があり、１ℓ補給。しばらく行くと、阿

弥陀ケ森で再び「女人結界の門」がある。大普賢 
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岳に近くなると、和佐俣からの日帰りの登山客で

にぎわいだした。頂上で幼い男の子 2 人を連れた

父親と会う。子が喉の渇きを訴えるが、3人で 800cc

の水筒はカラ、みかねて当方の水を水筒の満たし

てあげる。頂上から一旦、分岐まで引き返したと

ころ、誤って、和佐俣方面へ下ってしまった。途

中で奥駆道に合流すると勘違いしてしまったので

ある。地図を頭にいれていないためだが、1 時間半

のロスタイムとなり、泊まり場の行者還避難小屋

に着いたのは 18:30 過ぎとなった。避難小屋とい

っても２階建の大きな新しい小屋で、すでに１階

は８人ほどが寝ていたため、２階に上がり、マー

ボ春雨(３食分)で夕食とした。20:00 就寝 

  第３日目 ４月３０日、振替休日、曇り→雨 

 行者還岳避難小屋 → 一ノ垰(たわ） → 弥山 → 

八経ケ岳 → 楊子ヶ小屋 4:00 起床 5:16 出発 

外にテント２張、自分より遅く到着したパーティ

ーがあったようだ。 

 水は２ℓを背負う。少しでも荷を軽くして、歩行

スピードを上げたいのだが、相変わらず遅く、他

の登山者から次々追い越され、常に一人で歩くこ

とになる。八経ケ岳は日本百名山の山なので行者

還トンネルからの登山者多いようで登山道は賑や

かだ。弥山頂上(1895m)付近には残雪もみられた。 

弥山頂上小屋でビールを手に入れればよかったが、

余裕がなく、そのまま通過。八経ケ岳頂上は霧の

中、オオヤマレンゲの名所だが、ここも御多分も

れず、鹿害防止のネットがある。禅師の森付近は

トウヒ・シラベの原生林とあるが、枯れた白い立 

 

木が立ち並び、無残な光景、ここも酸性雨の影響

か。ここで雨具着用。この先で登山道が崩落して

おり、道に迷うなどして、ズブ濡れ状態で楊子ヶ

小屋に到着。小屋は既に満員、鞍部に建てられて

いるため、風が強く、幕営場所もないため、２階

の隅に寝場所を確保して水汲みに出る。水場は小

屋の下 100m の流水。靴の中に水が浸入して嫌な

感じ。外人の若い男が一人入ってきた。半ズボン、

雨具は持っていないので全身濡れ鼠、弥山から来

たという。これから天候が悪化するので少し心配

になる。明日は弥山小屋に引き返すとのこと。 

 第４日目 ５月１日、火曜日、雨 西の風強い 

 楊子ヶ小屋 → 仏生ヶ岳 → 孔雀岳 →仏生ヶ

岳 → 孔雀岳  → 深仙小屋 ラジオの天気予報

によると今日から天候は悪化、和歌山県に大雨洪

水警報、風はますます強くなる。 

６時に出発準備して階下に降りるが、風雨の強 

さにこの小屋で停滞すべきか迷うが、少しでも先

に進んでおこうと７時半ごろ小屋を出る。停滞組

が外人を含め３人いた。 

仏生ヶ岳から孔雀岳へと進み稜線に出ると、風

はますます強まり、釈迦ヶ岳の岩場ではバランス

を保つのに難儀する状況で、頂上のお釈迦様を拝

む余裕がなく、ずぶぬれの体で、11 時過ぎ深仙小 

屋に逃げ込む。中には男性 2 人と女性４人がおり、

ここに留まるようなので、次ぎの持経の宿までは 6

時間程度を要することから、自分も泊まることに

した。寝袋に濡れた身体を入れ、昼から眠る体制

とする。囲炉裏では，濡れた木の枝を苦労して燃

やすのだが煙のため燻製状態で日が暮れる。夜間、

谷間の小さな小屋を揺らすほどの風雨で、一部雨

漏りもある。 

 第５日目 ５月２日、水曜日、雨 西の風強い 

一日停滞 

 夜が明けると、他の宿泊者は 7 時ころまで全員、

この雨の中出発して行き、一人になったが、大雨

警報発令中であり、昨日に懲りて今夜もここに留

まることにした。10 時ころからボツボツと登山者

が到着し、結局今夜もこの小屋に 7 人泊まること

になるのだが、驚いたのは、朝出て行った男性が 
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太古の辻の先で道に迷ったと帰ってきたことだっ

た。この人は隣のお堂に泊まるとのことだったが、

やがて前鬼に降りると再度出て行った。その間も

登山者が次々到着するため、隣のお堂にも振り分

けるのだが、お堂の状況を見分に外出したら、足

元がふらつき転倒した。昨日の昼食から食い延ば

しのため何も食べていなかったせいかと思い、昼

食にラーメンを作り食す。あとは寝袋に入り、録

り貯めした落語を聴いたり眠ったり長い 1 日を過

ごす。夕方、明日からの日程を検討する。天候は

回復に向かうとの予報だが、問題は食料、どう数

えても、1 日分足りない。補給の目途が立たないの

で、残念だが、前鬼へ下山するつもりになった。 

第６日目  ５月３日、憲法記念日、曇り 

 深仙小屋 → 太古の辻 → 涅槃岳 → 証証無漏

岳 → 持経の宿 → 倶利伽羅岳 → 行仙の宿 

４時ころ、雨はやむ。出発準備、濡れた靴に濡れ 

靴下の足  

をいれ、ふ

やけた足に

豆ができな

いよう靴ヒ

モをきつく

締め、５時

出発。山々

は霧の中。太古の辻の手前で３人の行者に逢い、

行仙の宿には管理人がおり、食糧を分けて貰える

のとの情報を得て、目標完遂、南奥駈道に進むこ

ととした。前日とはうって変わり、曇り空だが穏

やかな天気で、広葉樹林の気持ちの良い道を進む、

この付近は日帰り登山対象の山ではないので誰に

も逢わず、気持ちの良い歩行が続く。ただ行仙の

宿までは長い。ほとんど休まずに歩いて 18:30 頃、

やっと到着。さっそく食料の分けて貰えるようお

願いすると、コンテナボックスのα米、レクルト

カレー、ラーメンを示し、いるだけどうぞとのこ

と。３食分をとり、お礼に千円を空き缶に入れた。

ありがたかったが翌日よく見ると、全部賞味期限

切れの上ラーメンの袋には穴があき、一部ネズミ

に齧られていた。小屋は奥駆道の中で一番大きく、 

 

トイレ付属、囲炉裏の火もよく燃えており、宿泊

者は一人の行者を含め８人だった。缶ビールもい

ただいた。お代はいらないという。その夜は、深

仙小屋の隣のお堂「灌頂堂」で十数年前、即身仏

をめざして修行を続け、最後は人事不省になって

亡くなられた行者さんの話を聞いた。８時頃、眠

った。 

 第７日目  ５月 4 日、みどりの日、晴 

行仙の宿 → 笠捨山 → 地蔵岳 → 香精山 → 蜘

蛛ノ口 → 花折塚 → 玉置神社 → 玉置辻 

 ４時起床、出発前に水を汲みに水場まで 10 分と

の表示に下ったら、とんでもない長い下りで往復

30 分以上を要した。管理人の労苦に感謝して、報

謝箱に倍額を投じた。 

6 時 20 分出発。笠捨山の登りは名の通り辛い登

りだが頂上に着くと、同じ斜度の下りがあり、修

行の山を痛感する。通常の登山道は巻道があるの

だが、峰入りというだけあって忠実に頂上を踏む

パターンの繰り返しである。次の地蔵岳はけわし

い岩場の連続で下りでは重いリュックに身体をふ 

られる。ある岩場に大小のクサリが 2 本下がって

おり、説明板に 1 本は荷物用とあった。行き届い

たサービスに頭が下がる。陽がさして標高は下が

ってくるので暑くなってくる。檜林が多くなって 

くるが、赤松の自然林も多く、立ち入り禁止の看

板も目立つようになってきて人里に近づいた感じ

ある。花折塚でアスファルトの車道に出るが、そ

の先でルートと見失った。しばらく車道をたどり、

方角を定めて車道を左折すると表示があった。肝

心なところに表示ないので油断できない。また車

道に出て 500m 行くと、トイレ付の展望台があり、

行仙の宿で同宿だった男女がテント２張りを設営

中であった。景色もよく、水も手に入るので、こ

こで泊まりたかったが、予定どおり玉置神社まで

行くことにした。車道をそれてかつえ坂を上りき

ると無線塔のある玉置山頂上だが、三角点がある

だけの広場だった。大杉の立ち並ぶ急坂を下ると

かなり立派で大きな玉置神社だ。今年は去年の水

害で被害のあった建物の修復中で宿泊はできない。  

ここで水を汲んでおかねばならないが場所がわか 
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らず、神社の階段の上にいた神職らしき人に下か 

ら声をかけ尋ねる。本来なら、登って行って尋ね

るべきだが、それだけ疲れていた。教えられたと

おり、御水舎に出でいる流水を３ℓ汲み、神社下の

歩道を約 20 分で車道との合流点の広場、玉置辻に

18 時頃到着。テント設営。靴の中はやっと乾いた

が靴下が強烈な臭気を発する。容器の底に残った

わずかなウイスキーを飲み干し、夕食。19:40 就寝 

 第８日目  ５月５日、こどもの日、晴 

玉置辻 → 大平多山分岐 → 大森山 → 五

大尊岳 → 大黒天神岳 → 吹越権現 → 七越峠 

→備崎橋 → 熊野本宮 → 湯峰温泉 

 3:30 起床、晴れている、今日は熊野本宮到着の日、

風呂とビールにありつけると勇躍 5:10 出発した

ら、いきなり道がわからない。大平多山方面に入

る道導がないので、そのまま車道を下ってしまっ

たが、ＧＰＳで確認すると方向が違う。宿営地か

ららすぐ右手の林道に入らなければならなかっ

たのである。肝心なところに道標がないと文句を

言いたいが、よく地図を確認しない自分のせいな

のである。大森山、五大尊岳、大黒天神岳といつ

ものアップダウンの繰り返しだが植林が多くな

り、標高も下がって暑くなった。西方眼下に白く

蛇行した熊野川の河原が見えてきた。ゴールも近 

いと少し元気が出るが、まだまだ先は長い。その

うち膝も痛くなって、ストックを使ってゆっくり

上り下りする。大黒天神岳からの尾根を下りきる

と、山在峠で車道に出る。ここで行動時刻等をメ

モした手帳の紛失に気付くが探しに帰る体力は

なくなっている。残念だがあきらめた。ここで行

程最後の食事。齧られたラーメンをおいしく食す。

吹越峠からはすぐ下の河原に立つ旧社地の大斎

原が見え、元気を振り絞って七越峠(公園)を過ぎ

ると道はまた登りになりあと３つ山を上り下り

してやっと河原に出た。本来ならば川を渡渉して

大斎原の詣でるしきたりだそうだが、水深を確か

める余裕はなく、下流の備崎橋を渡り、国道を観

光客で賑う熊野本宮まで歩いた。観光案内所で湯

峰温泉の宿の紹介を受け、本宮へお参りは連絡バ

ス発車時刻が迫っていたため翌朝することにし 

 

て宿に向かった。(湯峰温泉と川湯温泉間が崖崩

れで不通のため町役場の無料連絡バスが運行) 

 第９日目  ５月６日、日曜日、晴 

 連絡バスで再び本宮へ、あらためて無事縦走完

了のお礼をかねて参拝をすませた。 

 9:55 発の龍神バスで本宮発、11:50ＪＲ紀伊田辺

駅着 同駅を 12:40 発 新大阪から新幹線で

18:44 熊本駅着。 

  山行を終えての感想 

大峯奥駆道は、

修験道の山とい

うことで、私が

経験した他の縦

走路とは異なり、

古い歴史を感じ

させる趣のある

ロングトレイルであった。長い道のりを重い荷物

を背負い歩き通せたことは、貴重な経験になった。

山上ヶ岳の霊場をはじめとして、見どころや、コ

ースから外れて踏まなければならないピ－クもた

くさんあったが余裕がなくて、行けずじまいだっ

た。釈迦ヶ岳の岩場では天気が良ければ、景色の

良い場所なのだが、悪天候で何も見えず残念だっ

た。５月連休中は必ず雨に降られると覚悟はして

いたが、これほどの悪天は予想していなかった。

白馬岳では大量遭難があっていることはラジオで

知っていたが、こっちで良かった。重量軽減のた

め、食糧はアルファー米主体としたが、１食が４

５０キロカロリーほどしかなく、行動食も制限し

たため、後半は常に空腹だった。一日３千キロカ

ロリー摂取を目標に、食糧計画の見直しを考えた

い。もっとも、今回は特別で、北アルプスなど山

小屋を利用できるコースは積極的に利用すれば食

事も充実できると思う。ザックカバーの防水性が

なく、浸入した雨水で寝袋等が一部濡れてしまっ

た。２日間停滞して体温で乾いたけど、内部の防

水も不完全だった。反省。この年令で、完全縦走

ができたので自信がついたが、いつまでも体力が

続くわけではないが、これからもテント使用の縦

走を続けたいと思う。 
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☆ 平成２４年度第１回森林保全巡視登山 
担当 廣永 峻一 

期 日 ４月２２日（日）曇り時々雨 

場 所 旭志 「鞍岳」「ツ－ムシ山」 

参加者 石井文雄・安場俊郎・中林暉幸・田北芳

博・橋本悦子・江島博之・米原靖夫・廣

永峻一・松本莞爾 

巡視ル－ト 伏石登山口～森林コ－ス～鞍岳～ツ

－ムシ 山～鞍岳～パノラマコ－ス～伏

石登山口 

巡視結果 コ－ス上には全く問題はなく、登山路

の崩壊も無いが雨のためによく滑った。

登山路のゴミもなく、花の盗掘も見られ

なかった。ツ－ムシ山への花コ－スでは

山の雑木が伐採され、ミヤマキリシマな

どの保護がされていて春が楽しみなコ－

スであった。霧雨の中を５時間の登山が

出来た。 

故中根氏の追悼 先日亡くなられた「中根」会員 

    がホ－ムグランドとされていた鞍岳で追 

    悼のつどいを行う。鞍岳山頂で雨が降り 

    続いていたため、黙祷のみとなったが、 

帰り山頂では霧の中ロ－ソクと線香を立 

て生前の中根氏を偲びお別れをする。 

又、馬頭観音では中根氏の遺影があり、 

「日本山岳会熊本支部追悼登山」の記帳 

をする。 

 

☆ 平成２４年度阿蘇の山野草観賞登山 

      担当 廣永 峻一 
期 日 ５月１３日（日）晴れ  

場 所 阿蘇北外輪～瀬の本高原～押戸石 

参加者 工藤文昭・松本莞爾・廣永峻一・石井文 

雄・加藤明・安場俊郎・中林暉幸・田北 

芳博・渡辺暁美・淺川牧夫・淺川赫子・ 

黒木和江・合田貞代・平形英子・富樫康 

子・坂口真・片岡明美・大塚松子・津守 

順子・宮本孝子・井芹節子・菊川美知子・ 

福島俊郎・巣山のり子・三宅久子・井上 

恵美子 

観賞コ－ス 市民センタ－～大津～宮地～井手牧 

場（さくら草観賞）～瀬の本高原（ヒ 

ゴイカリソウ観賞）～押戸石（昼食）～ 

内牧温泉～市民センタ- 

観賞  参加者の集合状態も良く予定通りの鑑賞 

会が出来た。井手牧場では１時間の散策 

にサクラソウを満喫出来た。瀬の本高原 

 

 

ではトイレ休憩をしてヒゴイカリソウの 

ある谷へ向った。車窓からヒゴイカリソ 

ウが見え驚いたが、散策時間を短縮き、 

ゆとりを持ってつぎの観賞地「押戸石 

」へ小国経由で向かった。押戸石入り口 

でバスを降り、約３０分のハイキングで 

押戸石にたどり着く。ここで昼食を摂り 

記念撮影やワラビ採りに草原を歩き今日 

の観賞登山は無事終わった。帰りは内牧

温泉で汗を流し、帰路に就く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観賞山野草 サクラソウ・ 

バイカイカリソウ・ 

ヒゴイカリソウ・ 

ヤマエンゴグサ・ 

キスミレ・リュウキ 

ンカ・ナルコユリ 

 

☆ 第６回宮崎支部との交流会  
 

          担当 松本 莞爾 
期 日 平成２４年６月９日（土）～１０日(日)  

場 所 宮崎県「向坂山」・「白岩山～扇山」 

宿 泊 宮崎県 五ヶ瀬町 「やまめの里」 

参加者 【熊本支部】工藤文昭・松本莞爾・鶴田

佐知子・．廣永峻一・加藤稜子・石井文

雄・加藤 明・安場俊郎・中林暉幸・ 

木曽萬喜治・池田清志・田北芳博・橋本 

 

悦子・金山春男・舛田レイ子・山本 直・ 

江島博之・中田良友 １８名  

【宮崎支部】石井久夫・多田登美子・ 

清家順子・四宮林三・末永軍朗・十川 

むつ子・多田周廣・乾正太郎・服部澄子・ 

谷口敏子・橋口三枝子・松元正明・武田 

芳雄・恒吉克範・永田利昭・岡本真理子・ 

水永一芳・恒吉詔子・２０名 

平成２４年度事業報告 
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概 要 ６／９ 熊本大津駐車場午前９時集合→。

４台に乗り合わせ→高森町経由→蘇陽→ 

藏岡・やまめの里集合１０時３０分宮崎

支部と合流 開会式（両支部長挨拶）「や

まめの里」のバスに便乗しゴボウ畑へ移

動準備体操のあと２班に別れ、宮崎支部

のリ－ドで杉越から向坂山を経てスキ－

場へ登山・スキ－場からはマイクロバス

（やまめの里提供）.のバスで下山、入浴

（男子は趣のあるカヤ吹きの宿・女子は

ロクハウス）休息の後６時３０分より板

張りの大広間で懇親会が催される。ヤマ

メづくしの料理に舌鼓し、宮崎支部、岡

本真理子氏の司会により交流会があった。

いつものように歌や踊りに宴は夜遅くま

で続き、両支部の交流会は楽しくすごし

た。 

６／１０ 午前５時起床、５時５０分朝と昼の弁 

当を受け取り、やまめの里手配のバスに 

乗り、同じくゴボウ畑へ移動する。準備 

体操の後昨日の班を交代し杉越から白岩 

山へ登山をする。思わしくなかった 

天候も青空が見え、快適な登山が楽し 

めた。この霧立山地は近年登山者が多 

くなり、登山路もよく整備され、明る 

い登路を快適に歩くことが出来た。 

宮崎支部のリ－ドが良く予定の時間に 

白岩山を経て馬つなぎ場・平家ブナ・ 

扇山と進み、予定通り１４時には松木 

登山口へたどり着く。８時間の行程で 

はあったが、起伏の少ないこのコ－ス 

はブナの林を楽しみながら快適に登山 

する 

ことが出来た。 

宮崎支部への礼状(工藤支部長) 

「霧立越」って、なんてロマンチックな呼 

び名なんだろう、と思いながら歩いている 

と、私の前の宮崎支部のご婦人が、「霧立越」 

と言うことは，この辺りは霧が立ち込める

のでしょうね」、という話が聞こえてきまし

た。なるほど、天気の悪い日は谷内は深い

霧に包まれた幽玄の世界、雨や霧が多いか

らこのような天然林も見事に育つのだろう

と思いました。「歴史とロマンに溢れる霧立

越」を縦走するとなると，熊本からは極め

て交通不便で、なかなか計画出来ないコー

ス。今回、宮崎支部の皆さんは、熊本支部

の倍以上の時間を掛けて霧立山地までお出

でいただき、私達は身に余る歓待をお受け

しました。お陰様で、入梅翌日の雨の予報

も、宮崎支部の皆さんの念力で２日共に好

天にしていただき、新緑の森の命漲る霧立 

 

 

越を無事に踏破することが出来ました。「宮

崎県を代表するいい山を，熊本のみんなに

紹介しよう」という皆さんのお志を明確に

感じた 2 日間でした。霧立越の山歩きが終

わっても、ブナの巨木や豊富な林層に覆わ

れた天然林の山歩きは、余情の世界として，

心から消えることはないでしょう。 

   このような大きな感動を与えてくださっ 

た宮崎支部の皆さんに衷心より御礼申し上 

げます。       

 私がこのコースを歩くのは 4回目になり 

ますが、椎葉と馬見原を結ぶ交易・生活の 

道も，國見峠の道路が出来た昭和 10年過ぎ 

には通る人もいなくなり，2 回目までは、深 

いスズ竹に覆われた藪こぎの山で，一週間 

位の苦労を強いられました。 

それが 54年の宮崎国体のコースになり、 

切り分けられ、その後は秋本さんのグルー 

プに受け継がれ今では椎葉村や五ヶ瀬町も 

コース整備に関わっておられ、コース全体 

が完璧に甦っていることに感動しました。 

昔苦しんだスズ竹も，今では鹿の害なのか、 

そのほかに原因があるのか殆ど枯れて，林 

内が明るくなっていました。白岩山周辺は 

鹿除けのネットで囲まれ、ネット内の植生 

は豊かなのに，その外の林床の貧弱さが際

だっているのはショックでした。又、平家

ブナが倒れて，朽ち果てている姿にも哀れ

さを感じました。多くの熊本支部員にとっ

て，この 2 日間は未知なるものを求めた山

旅でした。霧立越を歩く楽しみだけでなく，

人との出会いの素晴らしさ、心地よさを感

じた今回の交流会は、出会いと感動の場で

した。来年もそんな会になりますよう熊本

支部が努力します。お世話になりました。 

 

やまめの里での懇親会 
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☆ 第８回登山教室ｉｎ宝満山 
           担当 田北 芳博 
 

１ 日時平成２４年６月１７日（日）  

崇城大学市民ホール前７時３０分集合 

２ 参加者 ３２名 参加費３５００円 

３ 登山行程  ７時２５分崇城大学市民ホール

発→８時北区役所発→８時５０分基山パーキ

ング着→９時２０分  竈門神社駐車場着→

９時３０分竈門神社にて準備体操９時４０分

竈門神社発～１０時５０分３合目水場～１１

時３０分中宮跡～１２時２０分山頂（昼食）

～１３時１５分山頂出発１３時２０分キャン

プセンター～仏頂山頂１４時～川原谷分岐１

４時３０分～１６時２０分昭和の森駐車場 

１７時２０分広川サービスエリア→１８時１ 

０分北区役所→１９時崇城大学市民ホール 

４ 登山スタッフ 

ア 登山教室講師 「安全登山について」 

 安場俊郎  

イ 準備体操   木曽萬喜治  

ウ 会計     宇都宮信夫  橋本悦子 

エ 各班リーダー・サブリーダー 

１班 ＣＬ：中林暉幸 ＳＬ：安場俊郎   

２班 ＣＬ：石井文雄 ＳＬ：野田一郎 

３班 ＣＬ：木曽萬喜治ＳＬ：橋本悦子  

４班 ＣＬ：広永峻一 ＳＬ：宇都宮信夫 

５ 担当者 反省 

○ 集合時間には欠席、遅刻はおらず、登山口ま

で順調に到着、登山開始が 20 分程早まった。 

○ 中宮跡から先の担当者がコースを間違い、引

き返えしたので時間がかかった。体力差があ

り、早いもの遅いものの差が出た。 

○ キャンプセンターでトイレ休憩した 

○ 川原谷コース下山では３班が特に遅れ、４時

２０分に昭和の森に到着、先頭の１班とは１

時間以上の差が出たものと思われる。 

○ 下山が遅れたので多数決により入浴は中止 

○ 帰路は各リーダー・サブリーダーの反省 

○ 大人数での集団行動というものが、いかに

難しいものであるかがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 第７回登山研修会「菊池渓谷」沢歩き                  

担当  石井 文雄 

 

１.期日 平成２４年８月５日(日)  

２.集合 菊池渓谷(現地集合) 午前８時集合 

３.場所 菊池渓谷(清水谷) 

４.研修内容 沢の歩き方、ル－トの取り方、足場 

のポイント、水深の見極め方、基本 

５.参加者 石井文雄・松本莞爾・廣永峻一・加藤 

    明・安場俊郎・山本直・坂西直明・千々 

岩泰子・中田良友・橋本悦子・江島博之・ 

野田一郎 

６.コ－ス 中央駐車場（8:00）～清水谷駐車場

（8:15）～第六深葉橋（8:45）～沢へ（遡上）

～滝～林道約 2 ｷﾛ強（昼食）～尾根へ～峠{12:12} 

～沢へ～（新設林道出会い）～清水谷橋（14:25）

～清水谷橋（１４：４０）～中央駐車場 

熊本支部会員、会友の安全登山及び登山技術向

上の為、少しハードな研修会を実施しました。夏

場の登山にて、涼しい沢歩きと、阿蘇の高原の草

花を愛でる楽しい山歩きです。前年まで八月に予

定していましたが、今年は他の行事がが重なり、

七月に予定しましたが、阿蘇を含めての大水害、

長梅雨にて、延期再実施となりました。梅雨時を

含めて四回の下見をやりましたが、崖崩れや増水

にて，濁りの時は、川底が見えない為、全然歩け

ないことが分かりました。 

 沢が落ち着いた、八月五日（台風十一号が沖縄

方面を通過中、雲は鈍より、霧雨チラホラ、雨具

不要、風やや強し）に参加者十二名にて実施しま

した。 

 中央駐車場に早めの集合、皆さん楽しそうに、

磯靴や、長靴に履き替え、四台の車に分乗し、清

水谷駐車場へ、ここで準備体操、本日の行動予定

と注意事項を周知しゲートのなかへ、大雨の後に

て、林道や沢は洗い流され、損傷はあるが、木々 

の緑や、沢のキラメキ等大変綺麗だ、途中ｷﾂﾈﾉｶﾐｿ

ﾘ、ｲﾜﾀﾊﾞｺ、の花を眺めつつ、林道、野鳥の森等の

話をし、第六深葉橋にて、慎重に沢へ降りる。せ 

せらぎの中を野鳥の鳴き声をききながら遡上する

と、すぐに清水谷橋より流れてきた沢に出会う。

帰りはこの沢を上流より清水谷橋まで下るのだ。 

 皆に、ストツクにてキラメク川底の水深を測り

ながら、慎重に歩くよう伝える。大雨の後にてコ

ケのすべりはないが、ごろ石も多く注意が必要（危

険も疲れも潜む）・・・ 

崖崩れの跡や、倒木等を除けながら遡上、岩をか

んだ大木、洞穴？等を見て、岩清水を飲んで遡上

中に一人がごろ石の上でｽﾘﾂﾌﾟ足を痛めた様だ？ 

大事にはいたらなくて良かつたが、滝上から林道 
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散策へと別れることになつた。本隊はかぶと岩展

望所への林道を約二ｷﾛ進んで土砂崩れの所より尾

根へ、草原の散策、ｵﾐﾅｴｼ、ｵｶﾄﾗﾉｵ、ｶﾜﾗﾅﾃﾞｼｺ、ｷｽ

ｹﾞ、ﾎﾄﾄｷﾞｽ、等花を眺めながら上の沢へ下る。ﾌシ

ｸﾞﾛｾﾝﾉｳ、は月末～九月か？ ここからナメ沢？を

ｷﾂﾈﾉｶﾐｿﾘの大群落を見ながら約二時間下る。下界

をよそに納涼の楽しい一日でした。 

 今回はゴミの大半が大水にて流されていたが、

滝等の周りに散らばった、ペツトボトルやﾊﾂﾎﾟｳｽﾁ

ﾛｳﾙの屑、流木にからまったﾋﾞﾆｰﾙ屑等をゴミ袋軽

く二袋持ち帰る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 支部委員会 

◎４月役員会 

1. 期日 ４月２６日（火）１８時より 

2. 場所 ワクワクランド 

3. 出席者 工藤文昭・松本莞爾・安場俊郎・田北芳博 

石井文雄・中林暉幸・加藤稜子・廣永峻一・加藤 明 

4. 議題・ ２４年度総会反省 

・ 第１回森林保全巡視登山報告 

・ ５月例会登山「さくらそう」観賞登山の計画 

・ ６月・宮崎支部との交流登山について 

    ・ 第８回登山教室「宝満山」について 

・ 第７回登山研修会「沢登り」について 

・ 第１回ＳＯアスリ－ト登山について 

・ 夏期例会「ビ－ルパ－ティ－」の期日訂正 

    ・ 支部規約のクレ－ムについて 

・ その他 

◎ ５月役員会 

1. 期日 ５月１５日（火）１８時より 

2. 場所 ワクワクランド 

3. 出席者 工藤文昭・松本莞爾・安場俊郎・田北芳博・ 

石井文雄・中林暉幸・加藤稜子・廣永峻一・加藤 明 

4. 議題・ ５月例会登山「さくらそう」観賞登山の報告 

・ ６月・宮崎支部との交流登山について 

    ・ 第８回登山教室「宝満山」について 

・ 第７回登山研修会「沢登り」について 

・ 第１回ＳＯアスリ－ト登山について 

・ 夏期例会「ビ－ルパ－ティ－」の期日訂正 

・ その他 

◎  ６月役員会 

1.  期日 ６月５日（火）１８時より  

2． 場所 わくわくらんど. 

3.  出席者 工藤文昭・松本莞爾・安場俊郎・田北芳博 

石井文雄・中林暉幸・加藤稜子・廣永峻一・加藤 明 

4． 議題・ 宮崎支部との交流登山について 

・ 第８回登山教室「宝満山」について 

    ・ 第７回登山研修会について 

    ・ 第１回ＳＯアスリ－ト登山教室について 

    ・ ビ－ルパ－ティ－について 

    ・ 第９回登山教室の担当場所について 

    ・ 第５回トレイルランについて 

    ・ 第４回脊梁登山について 

    ・ 第２回森林巡視登山について 

    ・ その他       

◎ ７月役員会 

1. .期日  ７月１９日(木) １８時より. 

2. .場所  わくわくランド 

3. 出席者 工藤文昭・松本莞爾・石井文雄・中林暉幸 

加藤稜子・廣永峻一・田北芳博 

4. .議題・ 第７回登山研修会ｉｎ菊池渓谷について 

    ・ 第１回ＳＯアスリ-ト登山教室について 

    ・ ９月 第９回登山教室ｉｎ地蔵峠について 

    ・ ９月 第５回脊梁山脈トレイルランについて 

    ・ １０月 脊梁縦走登山について 

    ・ １０月 第２回森林保全巡視登山について 

    ・ １１月 ウェストン祭について 

    ・ その他 ビ-ルパ-ティ- 

      勤労者青年ホ―ムの登山教室について 
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会務報告 ４月～８月 

会員会友動静 
新加盟会員 

寺崎  彰 15052 上益城郡山都町 ５３歳 

松島 義幸 15181 熊本市南区近見 ６３歳 

坂西 直明 15029 玉名市伊倉南方 ６２歳 

新加盟会友  

米原 靖夫 熊本市西区島崎 

三宅 厚雄 熊本市北区楡の木 

三宅 久子 熊本市北区楡の木 

井上恵美子熊本市北区武蔵ケ丘６丁目 

会員退会 

加藤 功一(希望退会) 

中根 俊男(死亡退会) 

菊池 更生(死亡退会) 

長田 光義(除籍)    ８月１日現在の会員 

会友退会           会員  ４６名 

松本 博子         会友  ３５名 

椎葉 幸介         合計  ８１名 

 



 

 

◎ ８月役員会 

1.  期日 ８月１４日(火) １８時より 

2.  場所  わくわくランド 

3.  議題・ 第７回登山研修会ｉｎ菊池渓谷の報告 

     ・ 第１回ＳＯアスリ-ト登山教室について 

     ・ 第９回登山教室ｉｎ地蔵峠について 

     ・ 第５回脊梁山脈トレイルランについて 

     ・ 脊梁縦走登山について 

     ・ 第２回森林保全巡視登山について 

     ・ ウェストン祭について 

・ 勤労青少年登山教室について 

・ その他 ビ-ルパ-ティ-について 

       支部報２７号の校正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年度途中ではありましたが、公益法人事業企画の一環と

してＪＡＣユ―ス(ユースクラブ)の事業が熊本市の勤労青

少年ホームとタイアップし、次の事業を計画しました。 

 支部の活性化並びに若い登山愛好者を育てていこうと

の意向も働き、熊本市勤労青少年ホームから呼びかけがあ

りました。この趣旨に賛同いただき、参加ご協力をお願い

します。(担当 田北芳博) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Japanese Alpine Club Kumamoto Section    熊本支部報  第２７号 

ＪＡＣ熊本支部 ９月以降の事業案内 

 

★ ９月９日(日) 第９回登山教室 in 南外輪山 

      公益事業 一般募集 定員４０名 

担当 加藤明・工藤文昭 

申し込み ８月末日 

7 時 30 分市民会館前集合 

参加費 3000 円 

★ 9 月 22 日(土)～23 日(日) 協力事業 

      第 5 回脊梁山脈トレイルラン協力 

      宿泊 五ケ瀬ハイランドスキ-場 

      参加費 無料(協力費を支給) 

      申し込み 8 月末日 

      集合 15 時大津駐車場集合 

★ 10 月 6 日(土)～7 日(日) 

第 4 回脊梁山脈縦走登山 

      登山 烏帽子岳・五勇山・国見  

      10/6 8 時大津駐車場集合 

      宿泊 五家荘「民宿」に宿泊予定 

      参加費 未定(１００００円程度) 

      担当 安場俊郎  

      申し込み 9 月末日 

★ 10 月 28 日(日)第 2 回森林保全巡視登山 

      登山 五家荘・大金峰・小金峰 

      10/28 市民会館前集合 

      参加費 未定(3500 円程度) 

      担当 廣永峻一  

      貸し切りバス利用 

       ※ 少人数の場合は乗り合わせ 

★ 11 月 3 日(土)～4 日(日) 宮崎ウェストン祭 

      宮崎 高千穂「三秀台」 

      参加費 2000 円 寝袋持参 

申し込み 10/1 まで 事務局 

 

詳しくは事務局までお尋ねください 

 

日本山岳会熊本支部事務局 松本 莞爾 

   携帯電話 090-3669-2355 

編集後記 

阿蘇の山々には7月12日の北部九州の豪雨災害の爪痕

が生々しく、被害の大きさを物語っている。阿蘇の山々

ではあちらこちらに崩壊のあとが見られ、山登りの気

分にもれない。 

今回は宮崎支部との交流会を中心に投稿を頂きまし

た。新法人になって公益事業に追われる中、会員の交

流を深める事業は、登山へのロマンを語るいい機会と

もなっている。今後も続けたいものだ。 

 

 

 

勤労青少年ホ―ム「始めよう山登り」 

 
1. 主催 熊本市勤労青少年ホ―ム 

2. 共催 公益社団法人 日本山岳会熊本支部 

3. 実施方法 初心者を対象とした登山に対す

る心構え等の事前講習会を実施し、講習会

終了後、実技の登山行動を行う。 

4. 募集 勤労青少年ホ―ムが中心となり、募

集を行う。 

5. 日時 机上講習会 １０月２３日・３０日 

         午後７時～９時まで 

   実技講習  １１月１１日 

6. 登山対象地 阿蘇外輪「俵山」 

7. 参加費 ５００円(保険料・資料代)  

8. 講師 座学 工藤文昭・中林暉幸・ 

松本莞爾・廣永峻一 

     実技 熊本支部会員 約１６名 

9. 定員 ３０名(１５歳～３５歳) 

 

※ スタッフとして会員会友の協力をお願いし

ます。 

申し込みは事務局 松本 又は田北委員 

新企画の参加者募集 

９月以降の事業参加者募集 

日本山岳会千葉支部からのお願い 

「平成２４年度日本山岳会全国支部懇談会」 

追加募集 

２４年１０月２０日～２１日、千葉の九十九里で開か

れる支部懇談会に参加してください。 

締め切りは８月末日、 

申し込み及び詳しくは事務局までお尋ねください。 


