
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

日本山岳会の提唱で始まった「山の日」制定運

動も、山岳５団体が連携して推進役を果たし、

昨年１０月には「山の日ネットワーク東京会

議」が開催されました。この会議には、山岳

５団体の他、すでに「山の日」を制定してい

る自治体、環境省、環境保全団体、野外活動

グループ、数名の国会議員の参加もありまし

た。この時の会議を境に運動は一気に盛り上

がりを呈しているようです。 

 特に、今年の４月に超党派国会議員による「山

の日制定議員連盟」が発足し、現在では１００名

を超える国会議員が加盟され、１０月までに１０

回の総会を重ね、「山の日」制定の意義、国会への

「山の日」制定議案提出の準備に向けた活発な活

動が続いています。去る１０月１１日には、九重

町長者原において、国会議員団の合宿･討議も行わ

れ、議員連盟の本気度が伺われました。国会議員

の運動参加は心強い限りです。 

 さて、熊本支部がこれまでやってきた「山の日」

制定運動と言えば、登山教室のバスの中で「山の

日」制定の趣旨説明をしたり、リーフレットを配

布するくらいしかできていません。「山の日」制定

について、インターネットの若者の投稿では、「登
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山者を増やす運動だろう」とか、「休日を増やす運 

動だろう」、「どうせ俺たちは祝祭日でも休めない

から反対」とかの意見も多く、本当の「山の日」

制定の目的は理解されていないようです。 

 しかし、支部役員会では、昨年度から熊本支部

としても、運動の進め方について検討を重ねてき

て、「何らかの取り組みを始めなければならない」

ということは決まりました。 

 「山が私たちの生活に深く係り、大切な役割を

果たしてくれている」、つまり森林の働きとは、水

源の涵養、災害の防止、木材、山の恵み等の林産

物などを与えてくれたり、その他、地球温暖化問

題では、二酸化炭素の吸収や固定化をする森林の

働き、森林浴など、森林は憩いの場、安らぎの場

を与えてくれています。 

 ただ、今までの登山者は森林から恩恵を受ける

だけで，森は自分らが育てるものなんて考える

人もいませんでした。「山の日」制定運動の中で、

森林の働き、大切さを不特定多数の方に話すた

めには、自らが森つくりの体験を重ね、「自分の

体験から学んだことを伝えないと、運動の成果

にはつながらないだろう」ということが本支部

の考え方でした。それが森つくりへのスタート 

となりました。                              
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会員の中に山林地主の方がおられ、「我が家の山林 

を自由に使ってもいいですよ」という申し出もあ 

りました。しかし、今の支部には、森を育てた経 

験者も、森づくりのノーハウもなく、森づくりに 

必要な用具も皆無、それを購入する資金もない。 

そこで、県の森林保全担当者に相談に行くと、熊 

本市役所の「水の森づくり」ボランティア養成講 

座があることを紹介されました。  

早速、市役所の水保全課を訪ねました。「水源の森

づくり」事業は平成１３年から始めたそうで、３

年継続の講座が年４回、季節ごとの作業に従事し

ながら、下草刈り、枝打ち，間伐、伐採等につい

て安全作業を重視した細かいカリキュラムが作ら

れ、森づくりの体験をしながら、森林ボランティ

アの養成を目指しておられました。又、作業当日

は熊本市から俵山や鞍岳の現場までバスで送迎さ

れ、手入れされた用具、ヘルメット、手袋まで用

意され、作業中の事故に備えた保険までかけてい

ただける。このような至れり尽くせりの研修の中

で森づくりの体験ができるところは他にありませ

ん。今年度はすでに２回の研修作業が行われまし

た。夏の間に生い茂る下草刈りや、森林作業に必

要なロープワークを学びました。１１月１７日に

は３回目の研修が予定されていますが、枝打ちや,

間伐の実習が行われる予定です。 

これまでの２回の実習で感じたことは、森づくり

作業が如何に大変で、でも、必要な作業であるか

を実感できました。樹木の苗を植え付けて３年目

の苗は、まだ背の高い草むらの中に埋もれて成長

を妨げられていました。下草刈りを７年から１０

年続けて、やっと自力で成長できるようになるそ

うです。どの山も山林業者が自分の子育てのよう

な気持ちで重労働に耐えての作業から、森林は育

てられていることもわかりました。 

私たちが入山して感動する新緑、若葉、紅葉、落

葉の絨毯も、皆、人の手により育てられていまし

た。しかし、近年、山林業者の高齢化、後を引き

継ぐ若者の減少で、長い間、放置された森林は密

生化して息苦しそうで、目立ち始めています。 

  人間の生活に深く係りを持つ森林、地球環 

 

境維持にとっても大切な森林、もう一度生き返

らせるためには、人間の定期的な管理が必要

ということも納得できました。 

 すでに３年間の研修を終えられた先輩方は、

いくつもの森林ボランティア団体を作り上げ、

各地で活躍しておられました。 

  私たちも山を楽しむと同時に，山へのお返

しとしてボランティア養成講座に参加し森づ

くりの経験を積み重ねながら、森林を育て，

生命を育む活動に参加して使用ではありませ

んか。そして、森林の大切さを自信も持って

語れるようになりましょう。それが「山の日」

制定にも繋がりますし、私たちの心豊かな登

山にも繋がると思います。 
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元気な団塊世代の北岳登頂記 

      15181  松島義幸 

 

 今回、我が国で二番目の高さを誇る北岳に挑戦

した、団塊世代 5 人の登山記録である。  

一昨年から富士山、槍ヶ岳に登山した我々が、次

に目指したのが北岳だった。 

 昨年の槍ヶ岳登山をねぎらう酒席で、次は何所 

の山に挑戦するのかが話題となった。私が南アル 

プスを提案すると仲間たちの興味をそそったので、 

ならば北岳はどうかと言うとその場で意見がまと 

まった。しかし 3,000ｍ級の山行は過酷である。体

力や年齢等を考慮すると、このような挑戦は今回

が最後かもしれない。そう思うと自然と我々の計

画にも熱がこもった。春から久住山や高岳など阿

蘇方面の山を５回程度、雨対策を含めたトレーニ

ング登山を行い、当日に備えた。 

 今回の北岳登山は、７月２９日から８月１日ま 

での３泊４日の日程である。 

 ７月２９日（金）朝一番の飛行機で熊本空港を 

出発、東京へ向かう。新宿駅からＪＲ中央本線で 

甲府駅、それから南アルプススーパー林道を通り、 

広河原へ到着。山荘で受付を済ませると小屋の親 

父さんが「男ばかりの５人ですか、珍しいですね」 

とのこと。最近の登山者は、男性と女性の混合が 

一般的なのだそうだ。「おっさん」ばかりのパーテ 

ィーが少ないことにこんな所で気づかされた。 

 

     ・・・Ｐ１ 広河原山荘前   

 一泊目はこの広河原山荘で宿泊。夕食を済ませ、 

早目の就寝。 

 

 ７月３０日（土）早朝４時前から他の登山客は 

ごそごそと準備をしている。少し遅れをとった我 

々も４時頃から準備を始めた。朝食は４時３０分、 

５時１５分に小屋を出発。大樺沢沿の登山道を歩 

く。白根御池への分れで休憩。健脚である仲間の 

一人の足取りがいつもより重いようで気掛かりで 

ある。再度出発し、15 分程度登ったところでも彼

が一番遅れていたので、もう一度小休止を取った。

聞くと体に力が入らないと言う。次の目的地であ

る肩の小屋までは後５時間程度はかかりそうだ。

どう判断すべきかと仲間たちとも悩んだが、ここ

は再度出発し状況を見てみることにした。しかし

状況は良くならず、１０分程度登ったところでま

た小休止、本人に体の具合を尋ねると、どうして

も力が入らず厳しいと、悔しそうな表情を見せた。 

ここから先は登りが急になり、体への負担も厳し 

くなる。本人も下山を考えはじめていたようなの 

で「山は逃げないから、再度計画もできる」と話 

すと、本人もその方がいいと登頂の断念を決心し 

た。下山する彼を見送り、登山を再開、草すべり 

には 10:50 に到着、天気が急変する霧雨の中、小 

太郎分岐に 11:20 頃到着。小休止のあと、肩の小 

屋には 12:10 到着した。 

 

 約 7 時間の行程だった。疲れてはいたが、みん 

な元気であった。 

 ７月３１日（日） 霧雨。5:15 から頂上を目指 

す。足下が不安定な岩場の登山は緊張感が漂う。 

約 30 分で頂上へと到着した。.北岳頂上も見れな

い中で、記念撮影をし、小休止の後に、下山開始。

道すがら、昨日小屋の前で絶滅危惧種のタカネマ

ンテマの話をしていた御婦人が、何やら高山植物 
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を撮影していた。挨拶をし「お花の写真ですか。」

と問うと、「昨日話していたタカネマンテマがこ

 

期待していた富士山は見えず 

れよ」とのこと。なるほど、話の通り可憐な小さ

な丸い神秘的な花である。私もご婦人に倣ってタ

カネマンテマを撮影することに 

した。肩の小屋には 6:15 到着、20 分の休憩を挟

んで出発。小太郎分岐にさしかかった所で雨脚が

強くなった。 

 私たちは最初、白根御池コースでの下山を予定 

していた。しかし肩の小屋の親父から「登ってき 

た大樺沢の方が良いのでは」とアドバイスを受け、 

登山してきたコースを目指していたのだ。しかし 

雨が激しくなる中、アドバイスのルートは沢伝い 

なので一抹の不安がある。ちょうど白根御池への 

分岐で休憩中のパーティーに出くわした。白根御 

池の登山道の状況を確認すると、そのルートは 

 

  ・・・Ｐ３ クサすべり 

門題ないようで、方針変更、当初の計画通り白根

御池コースを取ることに決めた。白根御池の小屋

には 8:20 到着、そこで 20 分程度休憩し、広河原 

の小屋には11:20到着。甲府の温泉で疲れを癒し、 

翌 8 月 1 日帰熊した。 

 

 

 

＜総括＞ 

 今回の登山は、これまで富士山など我が国でも 

人気のある山への登山を行ってきた上での、北岳 

への挑戦であった。経験上、厳しい状況を想定し、 

トレーニング登山で鍛錬を図ってきた。登山の総

括としては、変化する登山状況の中で２回の判断

を強いられたことが挙げられる。 

 一つ目は、登山途中体調不良で 1 人が下山を余 

儀なくされたこと。一年間の準備をすすめてきて、 

今回の体調不良は思い掛け無いことであり、最終 

的には本人の決断で下山したのだが、それでもメ 

ンバー全員の心の中に無念の思いが残った。 

 二つ目は下山時のコース取りについてである。 

今になって思えばアドバイスに従って大樺沢コー 

スの方が足への負担等を考えると良かったのでは 

と考えられるのだ。気象状況やメンバーの体調等 

を踏まえて判断したコース変更だったが、実際に 

歩いてみてわかることも多く、考えさせられる経 

験だった。この二つの判断については今でも自問

自答している。今回の経験を深く見極めながら、

今後の山行に役立てていきたい。 

 

 最近は登山ブームで、多くの登山者がいろんな 

山を楽しんでいる。山が身近になることは喜ばし 

いことだ。しかし山は、気象の変化で一変するし、 

準備万端に備えていても予期せぬことが起きてし 

まうものである。いろんな状況下での判断が生死 

を左右する、山の厳しさを頭におきながら、これ 

からも楽しく山行きを続けたい。 
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日本百名山登山を思いつき ‼ 

10080 廣永 峻一 

 定年を迎えて、百名山を数えたら 66座を登っ 

ていた。残る 34座に登ることを考えた。 

2011年７月に北海道、東北、２０１３年に中部 

地区に挑戦し記録した。 

 2011年 7月 12日～27日 北海道の羊蹄山、ト

ムラウシ山、幌尻岳と岩木山、残る 34座を歩くこ

とを考えたのが 2011年だった。北海道の 3座が遠

くて面白そうだから羊蹄山、トムラウシ山、幌尻

岳をのんびり行くことにした。我が愛車は 268000

ｋｍを走っていたが、心配もあり遠い一人旅なの

で、安全を考えてフェリ－を使うことにした。 

 別府～大阪～舞鶴～小樽の一人旅 

2011年 7月 12日 13時 我が家を出発、別府港は

18時 45分発(ダイヤモンドフェリ－)大阪に翌日 6

時 35分到着、時間は十分あり途中の鍾乳洞を見学

したり、舞鶴公園を見て歩く。15日真夜中の 0時

30分発小樽行、舞鶴での 17時間の余白はもったい

ないと思った。陸路を走っていたら北海道に到着

していると思ったがゆっくりのんびり行くのが定

年組の行き方と諦めた。乗船して特等船室をお願

いしてゆっくり休む。 

 16日 小樽に 20時 45分到着、港近くの公園に

行くと同じ船の客と宿泊することになった。 

彼は東京からバイクで時々来ている方で、いつも

ここにテントを張り寝るのだそうだ。旅勘だろう

か？そんな上手い所に集まるものだ。 

 17日 朝までゆっくりと寝て、目的地まで急い

だ。今回はカ－ナビ様々と道の駅様々の旅だ。 

先ずは羊蹄山、登山口のキャンプ場に着くと近く

に温背もあり、名古屋から来ている車中泊の方と

一緒になったが、彼は羊蹄山の山頂から 360度見

えるときに登りたいと同行は出来なかった。 

 18日 雨が心配されるような天気ではあったが

登山中は雨も降らず下山後パラッと来た程度の雨

でよかった。先輩の本田さんに海抜 1898ｍの山だ

からキツイゾ‼と言われていたが心配なく楽に山 

 

頂まで歩いた。途中で見た大きなイワヒゲの株が

印象的だった。キャンプ場ではテントを張るとお

金が必要だが、車を止めて車中泊ではお金は要ら

ない事に気が付いた。北海道は大きくて良いとこ

ろだなア～‼。 

次は幌尻岳に行くが道央自動車道に入り、洞爺

湖、支笏湖の下を迂回し、幌尻岳登山口に近い鵡 

川温泉の道の駅(四季の館)に行き、大きな貝の刺

身が美味しかった。横の海岸の空き地に車中泊と

した。海岸の朝、起きるとサ－ファ－が沢山来て

いた。朝食を済ませ幌尻岳登山口のある豊糠山荘

へ向かう。沙流川を遡行すると北海道らしい大き

な蕗の葉が目立ち、豊糠山荘に到着。山荘では川

の水が多く危険であり、後 2日はシャトルバスも

動かないと云う事でやむなくトムラウシへ向かう。

沙流川を下り国道 274号線を新得町へ急ぎ十勝川

を上がり東大雪荘(トムラウシ温泉)に向かった。

大きな駐車場があり、ゆっくりと泊まれたが夜に

なるとキタキツネがウロウロしていた。 

 19日 新登山口 4時 25分出発、前トムラウシ平

まで酷いぬかるみで長靴でも大変な登山道は続く、

前トムラウシからは山頂は見えないがコマクサ、

ハクサンイチゲ、エゾコザクラ、イワヒゲ、イワ

ナシ、ミヤマクワガタ、エゾツツジなどが多く快

適な登山となった。トムラウシ山頂に 11 時到着、

25分休み出発。またぬかるみを下り、16時 25分

トムラウシ温泉到着。温泉に着くと泥だらけの登

山靴を洗うための 

水道とブラシが沢山あり助かった。トムラウシ温

泉に入り、車中泊とした。 

 20日 同じ十勝川を下り、国道 274号線を走り

鵜川町を目指し、沙流川を遡行して豊糠山荘に向

かった。シャトルバスは動いていた。今日は久し

ぶりの山荘泊とした。 

 22日 3時 50分シャトルバスで登山口ゲ－トに

向かい登山口を 4時 5分に歩き始めて 2時間、取

水ダムに到着、これから 1時間歩き、いよいよ沢

歩きに備え、沢靴と薄いズボンに履き替える。川

の水量も少なくはなっているが未だ膝上の水量だ。

15回徒渉しなければホロシリ山荘には行けない。 
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４パ－ティ－が前後しながら徒渉、遡行したがル

－トを外れるグル－プもあったが無事ホロシリ山

荘に到着。山荘前の広場でズボン、靴を履き替え、

急な坂を 2時間、命の水に着く。ここからはお花

畑を楽しみながらゆっくり 2時間 30分の尾根道を

辿り、12時 45分、幌尻岳山頂に着く、360度の展

望を楽しみ、昼食をして 13時 15分山頂を出る。

15時 40分ホロシリ山荘到着、下山する人もいたが、

15回の徒渉を考えて山荘に泊まる。小屋には山岳

会の一人の管理者がいて、毛布 1枚 1500円が宿泊

代のようだ。しかし 1枚では寒かった。 

 23日 朝食を済ませ明るくなった午前 5時ごろ

出発、15回の徒渉の末、10時にシャトルバス停に

ついたが 11時 20分まで、陽だまりの中 10人ほど

の登山者と団欒の時間となった。東京近郊の方が

多く、九州からは私一人だった。シャトルバスは

予定通りに来て 12時豊糠山荘に着いた。 北海道

の 3座を終わり、函館の森の道の駅へ急ぐ、カ－

ナビのお蔭で森の道の駅に早めに到着、道の駅の

レストランで海鮮丼を食べて車中泊。 

 24日 函館からフ青森へのフェリ－はたくさん

あり、好きな会社を選び、8時 10分発のフェリ－

で 4時間の船旅をのんびりと楽しんだ。青森へ 12

時 10分到着、青森では駅前のアウガ新鮮市場を訪

ね今夜の食材を探し、魚と野菜を仕入れて、津軽

岩木スカイラインを目指した。8合目付近のケ－ブ

ルの従業員から、ここに泊まりますか？、あとは

よろしくと言われて明日の登山道路を確認して、

１２５０ｍの車中泊となった。 

 25日 朝からガスのかかる天候であったが、登

山道路ははっきりとしているのでボツボツ登る。

岩木山 1625ｍまでは高度差 375ｍを 40分程度で山

頂に着いた。ミチノクコザクラを楽しみにしてい

たが、このコ－スでは見ることが出来なかった。

岩木山神社からのコ－スでは見えたと思う。山頂

にはピラミッドのモニュメントがあり、ガスも晴

れ、周りの景色を堪能できた。 

 サーこれから帰省の準備？往路はフェリ－を使

ったので帰りは高速道路を使うことにして 大鰐

弘前インタ－に入った。この先はイケイケドンド 

 

ンだ。高速内では車中泊をしながら、東京都内を

夜中に抜けるように調整して運転した。東日本大

震災の影響が心配されたが問題なく福島県を通過

し、暗くなったが宇都宮を抜け、夜中に都内を無

事に通過、１時ごろ静岡の大きな富士川パ－キン

グに到着、中に入ると意外に眠りやすい。バタン

キュで疲れもあり、すぐに寝てしまった。 

 26 日 朝食には残り物を整理しながら出かける。

又、イケイケドンドン九州へまっしぐら。名古屋

⇒京都⇒大阪⇒岡山⇒この間がだらりとして長い

⇒広島⇒徳山⇒山口⇒九州だ。九州に入るともう

帰ってきたような安心感がある。山口で車中泊し

たので 27日 3時ごろ自宅に到着した。 

今回、羊蹄山・トムラウシ山・幌尻岳・岩木山を

百名山の 4座を踏破し、旅は終わる。 

 

2011年 8月 29日～9月 15日 

 安達太良山、蔵王山、磐梯山, 吾妻山登山 

  今度はユニセフの会議を兼ねた登山となった。

8月 29日 7時家を出て佐賀関からフェリーで四国

三崎町⇒伊予⇒豊浜⇒静岡上郷⇒富士川 SA⇒海老

名⇒首都高速⇒東北自動車道⇒佐野ＳＡ（車中泊

４～７時仮眠）。 

30 日 起床後仙台へ急ぎ、会議の前の時間を使

い仙台市周辺の被害地を見て回る。松島南側の七

ヶ浜町のアークホテルに予定の宿を取る。菖蒲ヶ

原では惨憺たる状況で 450個が流され残った 80軒

の家も使えない状況だ。その中で家を流された海

草屋さんは仮小屋を造りナス、大根、ニガウリを

育てておられた。ご主人は家族を中央公民館に送

り自宅に帰ったが異常な状況を感じ自分も公民館

に移動し全員が助かり仮設住宅に住んでいるが家

に居てもどうしようもないから畑をやっている。 

お隣は床に着いたおばあさんが二階に居られて

息子さんが付いていたが家ごと流されて行方不明

だそうだ。 

31 日 仙台事務所に顔を出し同行の竹屋さん

と連絡、会場の茂庭荘へ行く。 

9 月 1～3 日ユニセフ会議と被災地をボランティア

をしながら訪問。 
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3 日行事終了後宮崎の会員と共に石巻～女川を

見て回り別れる。 

4 日これから一人平泉～中尊寺を見て国見ＳＡ

の近くで車の故障、三菱福島のお世話になった。

代車を借りてペンションドングリに宿泊 

5 日 代車で蔵王山に行き四季の郷に宿泊。 6

日 リフトで上がり安達太良山登山の台地を歩き

大きな山であり本当の空を満喫した。 

７日 画像を送る為に二本松市内でＣＤを作成

し熊本へ発送し民宿ひばり荘泊。  

8 日 ゴールドラインから八方台Ｐが磐梯山登

山口で整備された登山道を登り黄金清水の出る売

店を過ぎ90分、山頂からは猪苗代湖が展望できた。 

下山し白布峠を越えて米沢市まで直ぐのところの

民宿白布荘に宿を取ったが東京からのイワナ釣り

の客が二人来ていた。 

9日 8時に白布荘を出て天元台西吾妻山登山口

へ行く、北展望台から林の中を歩き始め吾妻山の

見える湿地見下ろす梵天岩からの 360°の眺めが

よかった。吾妻神社で無事な登山をお願いし西吾

妻山頂(2035ｍ)では展望はなく直ぐに下山した。 

10 日猪苗代湖へ下り若松城と野口英雄記念館を

見学し信州へ行くことを思い出し急遽松本に行く

ことにした。松本では燕山荘の赤沼宅、文登研の

柳沢氏のお弔い,他友人宅を訪問したいと思った。 

13 日松本⇒長野⇒新潟⇒郡山⇒福島西（チサン

ホテル泊）車の修理も終りそうと思ったが未だ部

品が届かないと言われた。四季の郷泊 

14 日 時間を持て余し浄土平～一切経山を歩き

下山し、車の部品が届いたので夕方には完了しそ

うだという連絡が入り修理工場に向かう。18 時過

ぎに修理完了し帰途に着く。 

福島⇒新潟⇒有磯海ＳＡ（泊）  

 15 日 富山⇒金沢⇒福井⇒大

津⇒大阪⇒岡山⇒尾道⇒三崎町

→（フェリー）→佐賀関⇒熊本 

 １８日間の旅も 四つの山を

登り完了した。 

 

 

 

中部地区の六座を目指して 

2013年 6月 7～17日   

荒島岳(1523ｍ)、木曽御岳(3067ｍ)、 

恵那山(2191ｍ)、天城山(1406ｍ)、 

大菩薩岳(2057ｍ)、瑞ガキ山(2230ｍ) 

2013年 6月７日 16.00熊本を出て植木インターか

ら高速道路をまっしぐら行く予定で飛び出す。宮

島ＳＡに入ると簡易宿泊施設があり後々の為に利

用した。 

 ８日 6 時に宿を出て福井に向けてのんびりし

たドライブを楽しみ福井インターを降りて国道

158 号線に入り買い物をして勝原スキー場を目指

し 18時到着。明日の登山道を見て床に着く。 

9 日 6.30 分勝原スキー場出発 急坂な勝原コ

ースを登り 8.40 分荒島岳山頂 朝食をとり 9.10

分下山。帰りは中出登山口へ 10.50 分下山。同行

の登山者にスキー場まで送って頂く。13 時より国

道 158 線を上り白鳥西ＩＣより高山⇒木曽町⇒開

田高原⇒御岳スキー場。御岳は雪が多く天気は大

丈夫のようだ。スキー場で車中泊。 

10 日 キャビンの 8.30 分に合せて出発。8.50

分到着し登山開始。夏道はなくピッケルを持って

雪の多いシラビソの林を歩く。女人堂の辺りから

雪の少ない尾根に上がりハイマツの中を歩き雪渓

を渡り石室山荘へ向かう、雲も切れ快い風の中を

山荘に到着。雪の少ない尾根を快適に登り 12.30

分山頂に到着。山頂は広く行者の為の坊が沢山あ

りここには若い二人の登山者だけであった。 展

望は良く乗鞍岳，北アルプス、南アルプスと周り

が望めて素晴らしい。13 時山頂に別れを告げ、ガ

スに追われるように下山した。スキー場に着いた

時は雲の中で辺りもガスで見えない状況であった。

直ぐ明日の恵那山に向けて開田村を後にする。近

年熊棚の撮影に良く来ている三岳村を通り木曽路

を中津川へ出た。中津川ではルートインに入り汗

を流し洗濯をした。 

11 日 恵那山は中津川の神坂峠からと阿智村の

広河原コースがあるが中津川から高速に入り園原

下車，峰越林道のゲートに到着。大きな駐車場に 3

台の車有り。10時 40分ゲートを出発、広河原登山 
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口１１時 10 分、展望の少ない恵那山頂に 13 時

30 分到着したがブヨが多く風当たりの良いブヨの

少ない場所に移動して昼食をとった。この山頂は

ドウダン、シラビソ、ミツバオーレンの多い山だ

った。山頂を 14時発、広河原登山口 16時 5分着、

駐車場には 16時 40到着。 

次は天城山伊豆半島の中央部の山である。中央高

速に入り東名高速の沼津インターを下り、道の駅 

牧の原で車中泊。 

12 日 沼津を出て伊豆スカイラインを走る。雨天

のため期待した素晴らしい展望がない。天城高原

ゴルフ場入口に登山者用の大駐車場に車を置き，

登山口を 11.35 分に出た。万二郎岳 12.45 分、万

三郎岳 14.5分、稜線は大きなドウダンツツジが多

く下りはブナの大木があり素晴らしい山である。

一日中雨の中を歩き登山口 15.45 分到着。駐車場

を出て伊豆スカイラインを沼津ルートインに入る。 

13 日 いよいよ沼津を出て富士五湖を右側に見て、

天井の落ちた笹子トンネルを通過して山梨県勝沼

インターを下車、大菩薩山のある上日川峠に雨の

中を急ぐ、峠の駐車場には二台のマイクロバスが

駐車していた。ロッジ長兵衛前に駐車して 12.30

分出発、大菩薩山山頂 15.55分，福ちゃん荘 16.40

分、上日川峠 16:55到着。一日中雨の中であった。 

 車は山を下り勝沼インターから近くの須玉イン

ターへ走り、瑞ガキ山の登山口を見て瑞ガキ湖ビ

ジターセンターで許可をもらい車中泊。トイレは

ライトを付けて貰い水も案内してもらった。梅雨

が近いのか梅雨入りか？ 兎に角雨が多い。 

14 日 瑞ガキ湖を出て瑞ガキ山荘のある登山口

6.30分発，山小屋 7時、桃太郎岩 7.30分、上部は

岩の多い山で一度下って又登りやっと瑞ガキ山頂

（9.20～9.50 分）に着いた。山頂は大きな岩盤の

山頂で石楠花が綺麗だった。ここでは九合目の岩

場付近でオオイワカガミが咲いて感動した。10 年

来甲斐駒ケ岳で探していたオオイワカガミだった。 

このイワカガミは花がナデシコのように開き、一

輪の花を付ける。26 年前南アルプスの甲斐駒ケ岳

で撮影した花だったが何度かこの花を求めて甲斐

駒ヶ岳行ったが探せなかった花だった。図鑑に無 

 

い花で名前が付けられてないのかも知れない。葉 

はイワカガミと全く同じで花だけが大きく一輪の

花を付ける。ワクワクしながら山を降りた。途中 

雨の中ですべり尻餅を付き、尾骶骨割をしてしま

った。なんとも足に力が入らない。無理をせずゆ

っくり山を降りた。 雨の中、増富温泉を過ぎた

所で枯れた大木が道路を塞いで通れない事を幸い

に空き地を探して車中泊と決めた。何台もの車が

停車したがヤマメ釣の人は下流に車を留めていた

ので間もなく帰った。 

 オオイワカガミの再発見に快く眠る事が出来た。 

15 日 雨は止み曇天の中食事をゆっくりして近く

の深田公園行く事にした。枯れた大木は夜の内に

除かれ無事に通過できた。深田公園でゆっくりし

たがお天気がはかばかしくない。 尾骶骨も痛み

変わらない、痛い！！ 

車に座るのは心配ないが背筋を伸ばして座ると

痛みが走る。いつまで居ても治りそうも無いし、

天気も良くないし明日は帰る事に決め今夜は深田

公園に車中泊。 

16 日 帰り支度をして山梨県に別れを告げ，通い

慣れた中央高速道を諏訪へ、諏訪の SAで食事をし

て⇒伊那⇒名古屋⇒名神高速道路に入り岡山の吉

備 SAで車中泊。 

17 日 朝６時起床 食事を済ませて８時出発、ゆ

っくり帰るが腰が何処と無く力が入らないまま、

行ヶ行ヶドンドン 九州へ入ると我が家に着いた

ような気になる。 自宅には 15 時到着。（尾骶骨

は二週間後に痛みを感じなくなった） 

 

百名山 ：荒島岳(1704ｍ)、木曽の御嶽山(3067ｍ)、

恵那山(2191ｍ)、天城山(1406m)、 

大菩薩山(2057m)、瑞ガキ山(2230m) 

 やっと１４座が完了。残る中部地区の２０座 

生きている内に登れるかどうか？     

心配しながら毎日 立田山に登っている。 
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山仲間の友情に感謝 ‼ 

12909 永谷 誠一 

 東北の山旅、今年は６月２１日に出発し、２２

日に鳥海山、２３日に月山、２４日に蔵王と山形

県の三名山に登ってきました。 

 鳥海山、月山共、今年は残雪が多く、九州育ち

の我々には思いがけない自然の贈り物を頂きハッ

ピ－な山行となりました。 

ところが現地を

案内し同行され

る予定の神室山

岳塾、塾長の菅

藤満昭さんが急

病の為入院手術

を受けられることとなり、 

それで神室山岳塾有志の方々が日替わりで我々の

安全登山をサポ－トして頂くことになりました。 

鳥海山に 3 名、月山に４名、蔵王に４名と計１１

名の皆さんの支援を受けました。 

塾の皆さんも各々多忙な中を我々の為に積極的に

支援をして頂き、お礼の申す様もありませんでし

た。鳥海山も月山も積雪量が多いため、ピストン

登山となりました。特に月山はスキ－場からのル

－トとなり、雪渓の登りでアイゼン歩行技術を教

わり、一同有意

義な登山技術を

学ぶことが出来

ました。 

 蔵王でお別れ

する時は山仲間

の深い友情に感

無量なものがありました。神室山岳塾むの皆さん

にも、是非九州にお出かけ頂きお互いの交流を深

めましょうと約束し、山形を離れました。 

また、同行の皆さんには来夏は福島三山の磐梯山、 

吾妻山、安達太良山を目指すことを告げ、夢を持

ってもらいました。 

 

 

 第 8 回登山研修会（沢歩き）報告   
H２５,８,４ JAC 熊本支部 

  

         担当  石井 文雄 

 

 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。最初は 15 名の

予定でしたが、最終的には、9 名の参加になりま

した。2，3 日前までは、蒸し暑い太陽と曇りの 1

日かと思つていましたが、朝より時々小雨、昼食

後本降りとなり、峠を越えて行くのと、遠くに聞

える雷様との競争にて、樹林帯、及び沢へ急いだ。

目的の花は、イワタバコが最盛期で、ナツエビネ

が 1 週間早い、キツネノカミソリは終わりの段階、

峠では、オミナエシ、カワラナデシコ、コオニユ

リ、ユウスゲ、アソノコギリソウ、ウツボグサ、

シシウド、オカトラノオ等が見受けられました。 

 雨の沢歩きであつたが、水かさ、濁りもそれほ

どなく、皆さん両岸の大木、苔むした岩壁に囲ま

れ、滑床が霧にけぶるなかを，元気に倒木越え、

崖登り、ゴロタ石渡り等楽しい？思い出に残る、

沢歩きだつたと、思われました。 

 自宅を出る時は曇り、菊池渓谷へ近づくにつれ、

山々が霞み、中央駐車場に着いた頃より降り出し

たが、やがて小降りになり、止む等、午前中は持

つと判断し、清水谷駐車場へ、体操で体をほぐし、

参加者全体の写真を撮つて、第六深場橋へ倒木や

岩崩はあるが、除けて通る。沢に入ると、霞んだ

うえに、水がキラキラして深さが見づらい、スト

ツクにて深さを測り進む様に伝え、先を写真撮り

ながら歩く、イワタバコが沢山咲いている。昨年 7

月 12 日の水害時の倒木等が沢を塞いだ所も有り

乗り越えたり、左右の高巻、岩石を越えたりと、

緊張する処有り、滝の下（菊池川流域同盟の碑）

にて記念写真を撮り、高巻きにてブツシュの崖を

よじ登る。緊張の２箇所を過ぎて、林道兜岩遊歩

道に出る。 
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 ゲ－トにて昼食、食事が済んだのを図つたよう 

に雨が降り出し、雨具を着ける。遠くで雷も鳴り 

出し、急いで、峠越えをする。樹林帯に入り沢に

近づいた頃より、雷と雨が強くなり、上の沢に入

る。途中にて、林道へ抜ける事も考えたが、雨量・

濁りもそれ程でなく、清水谷橋へ、皆さん元気に

沢歩きが出来て雨具の良し悪し、等思い出に残る

１日だつたと思います。お疲れ様でした。 

 後日下記へ行つて来ました。 

8 月 16 日ナツエビネの沢へ 

9 月 6 日フシグロセンノウとオミナエシの中へ下

草刈り 

（１）期日  平成２５年８月４日（日） 

（２）場所  菊池渓谷沢歩き 

（３）コース 中央駐車場（8:00）～清水谷駐車 

       （8:30）~第 6 深場橋~沢入谷「溯

上」～滝～林道～ゲート（１１：

１５～３５昼食）～尾根（峠）～

杉林～清水谷沢へ～林道出合～清

水谷橋～清水谷駐車場（⒖：２０

～３０）解散 

（４）参加費 保険加入の方・写真代等５００円  

       保険料（８５０円）        

夫婦の場合は一方は       １．０００円 

 収 入   500 円×７人＝３、５００円、       

   １０００円・・１人合計・・６，０００円 

 支 出   保険代・850 円Х２人＝1700 円 

     下見代３０ｷﾛＸ２Х２５円＝1500 円 

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、第六深場橋にて、慎重に沢へ降りる。せ

せらぎの中を野鳥の鳴き声お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？等を見ながら、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、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、等高原の風と、花を眺めなが

ら、草原の散策の後に、上の沢へ下る。ﾌﾁｸﾞﾛｾﾝﾉｳ、

は月末～九月頃か？ 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つた、ペツトボトルやﾊﾂﾎﾟｳｽﾁ

ﾛｳﾙの屑、流木にからまつたﾋﾞﾆｰﾙ屑等をゴミ袋に

軽く二杯持ち帰る。 

日時   平成２４年８月５日 

参加者 12 名 （安場、加藤明，廣永、松本、山本、

江島、坂西、中田、野田、千々岩、橋本、石井 ） 

場所   菊池水源上流 

コース   

中央駐車場（８：００）～清水谷駐車場（８：１

５）～第六深場（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（１ 

４：２５）～清水谷橋（１４：４０）解散、～中

央駐車場 
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日本山岳会熊本支部６月例会 

 第１０回登山教室・韓国岳登山報告 

       担当  １４３０５ 中林 暉幸 

 標記企画は、幸運にも梅雨の合間の晴れ間？を

縫って、予定通り実施することができた。 

韓国岳・大浪池は暫くぶりに入山ができるように

なったこともあってか参加希望者も多く、 

一般参加者には十数名の方にお断りの返事をしな

ければならない状況であった。晴天とは 

いかなかったが、午前中は雨もなく、目的の韓国

岳山頂で昼食、記念写真を納めることが 

できた。大浪池周回時は雨に見舞われたが大降り

はせず、下山時には雨も上がった。予定 

のコースを全員歩き通し、少々時間の遅れはあっ

たが、無事帰着した。当初の登山教室の 

目的を果たすことができたものと思う。会員会友

をはじめ一般参加の皆さん方のご協力、 

ご尽力に感謝してやまない。 

１ 期日：平成２５年６月２３日(日)  

集合時刻：７時３０分 

集合解散場所：市民会館崇城大市民ホール前 

２ 日程・行程 

  市民会館前→(九州自動車道)→えびの高原～

韓国岳(昼食)～韓国岳避難小屋～大浪池休憩

所～大浪池登山口→えびの高原→(九州自動

車道)→市民会館前 

３ 参加者合計   ４９名 

  一般参加  ２３名 

  会員・会友 ２６名(当日朝の欠席２名) 

 平成２５年(２０１３年)６月２３日(日)、梅雨

の真っ最中ということで雨を覚悟の上、 

最悪の場合は中止もありうるかと思いながら、４

月から順次進めてきたこの計画であるが、幸いに

も、雨続きの合間を縫うように雨のない朝を迎え

ることができた。 

 何よりも嬉しかったことは募集定員を大きく上

回る多数の参加者があったことである。２年前の

霧島連山の一つ新燃岳の噴火による入山規制が昨 

 

年緩和され、暫くぶりに韓国岳・大浪池への立ち 

入りができるようになったこともあったろうと思

われる。十数名の方々にはお断りしなければなら

ない状況であった。応募いただいた皆様方に厚く

お礼申し上げるとともに、ご希望に添えなかった

方々には改めてお詫び申し上げたい。 

 市民会館前、予定の７時３０分には全員集合完

了、役員の簡単な打ち合わせの後７時４０分、貸

切バスと緊急用乗用車２台に分乗して出発した。

御船インターから九州自動車道に乗り、途中山江

サービスエリアで小休止、えびのインターから一

般道に降り、えびの高原へと向かう。今回、登山

教室ということでバスの中では、挨拶を兼ねて支

部長の講話、ウオルター・ウエストンと九州・熊

本の山との関わり、登山と文化そして山の日制定

に至るまでの経緯を聞く。その後担当より、安全

登山・山登りの基本について述べた。 

 １０時えびの高原駐車場に到着、トイレ、準備

体操などの後１０時２０分４班に分かれて出発、

登山開始する。硫黄山右のポストに登山届提出、

３合目で小休止、振り返るとえびの高原、不動池

等の展望が眼下に広がる。５合目、ここまでが最

もきついところ、体調を整え態勢を立て直す。徐々

に高度を上げると右手に大浪池が見えるようにな

る。次第に登りも緩やかになってくるといつしか

韓国岳の火口壁の稜線、そして１２時１０分、岩

稜の韓国岳山頂に辿りついた。 

大浪池を見下ろしながら昼食大休止。残念ながら

高千穂峰は雲の中、霧島の雄大な全貌を満喫する

ことはできなかったが、登りの疲れを癒す心地よ

い空気、さわやかな風、景色を楽しめた。やがて 
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大浪池も次第に雲に隠れ始める。雷鳴一発、そそ 

くさとザックをしまい、記念の集合写真撮影をし、

１２時４５分下山開始、木の階段の段差が足に合

わず苦労しながら下るうち霧雨となる。大浪池縁

韓国岳避難小屋に着くや雨は本降りとなり、小休

止雨具着用、幸いに風はほとんどなし、雨もそれ

ほど強くならなかった。大浪池を右回りに半周、

しかし池の水面は深いガスの中でほとんど望めな

い。１４時５５分大浪池休憩所着、小休止、上方

は雲の中でもここからは池が見渡せ、見納めでき

た。１５時５分最後の休憩をとるとあとはひたす

ら下り、傾斜のある濡れた石の歩道を、スリップ

に気を配りながら、１５時４０分大浪池登山口に

到着。その頃には雨も上がり、トイレ、整理体操

の後バスに乗り込み、帰途につくことができた。

えびの高原に立ち寄った後、帰路のバスの中では

廣永会員から霧島の自然や、今問題のＰＭ2.5等に

ついての講和、そして本会の今後の催しについて

の案内を伝え、予定より遅れたが１９時までには

市民会館前に到着、解散することができた。 

 今回の登山教室、時節柄カラリとした晴天下で

はなかったが大きな支障もなく、適当に雨にも遭

い、強弁すれば登山教室としての意味はむしろ雨

の経験も効果的だったともいえる。予定のコース

を時間のズレも最小限で、全員故障もなくしっか

りと歩いていただいたことに感謝しながら、無事

に終えることができたことを嬉しく思う。 

今後の企画のためにも、今回の登山教室に対す

るご意見、ご感想などいただければ幸いである。 

 

 

 

勤労青少年ホーム健康づくり支援講座 

「第２回始めよう山歩き」報告書 
担

担当 田北 芳博 

１登山講習会  

場所 熊本市勤労青少年ホーム 

7 月 20 日（土）午前 9 時 30 分～12 時 00 分   

参加者 ホーム1名 山岳会10名 高校生２名 

合計１３名 

第１部 登山のリスクマネージメント    

日本山岳会熊本支部長 工藤文昭 

1 山の遭難をなくそう。 

2 腹式呼吸で歩こう。 

3 休憩の取り方。 

4 水の取り方。 

5 食料のとり方 

6 熱中症に注意しよう。 

7 登山中の雷に注意しよう。 

安全登山の観点からどのようにしたら危険が少

なく効率的な登山ができるかを話された。山岳

遭難の現状と対策。登山では疲労も少なく回復

も早い腹式呼吸が有効。休憩は３０分歩いたら

１回（５～１０分）休む。脱水症状を起こさな

いために水分をこまめにとる。脱水症状や熱中

症にはスポーツドリンクや薄めの食塩水が有効。 

今の時期は熱中症予防に努める。雷にあったら

安全な場所に避難。 

以上のような話を工藤支部長らしく、流暢に話

された。大変有意義な講義であった。また別の

機会を設けて講習いただきたいほどである。 

第２部 山の自然について 

 日本山岳会熊本支部自然保護委員 廣永峻一 

山に登るときの、先生が日ごろ観察されている

さまざまな事象について話された。ＰＭ２．５

の大気汚染状況を熊本近郊の写真を使って説明。

ペットボトルで世界の山の高度と気圧を測る

（高山病と高所の薄い空気）。カッコウの巣立ち。

その他いろいろな自然の現象を写真を使って説

明された。隠居に必要なものは教育と教養（ジ

ョーク）と言われる、自然の中に溶け込まれて

いるからこその面白い話である。 

※ 実技登山の説明も入れて１２時までかかっ

た。やはり１人５０分の講義時間は短かった

ようである。 

参加人数は少なかったが、講習開始時間には全

員そろっていたのはよかった。 

２実技登山 

場 所 小岱山（観音岳・筒ヶ岳） 

実施日 ７月２８日(日) ９時３０分小岱山 

丸山キャンプ場駐車場集合 
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、 

参加者 ホーム２名、山岳会１５名 合計１７名 

実施状況 

９時３０分参加予定者全員登山口集合 

工藤支部長挨拶→ 簡単な地形図の基本

（田北説明）→ 準備体操→ ２班に班編成 

10 時 7 分登山開始~11：00 観音岳~11：00

荒尾展望所～11：50 筒ヶ岳山頂 11：50～

12：20 昼食 12：20～12：35 支部長講

話 12：45 下山開始～13：40 中央登山口→ 

下山後観音寺訪問→14：40 登山口にて解散 

 

※本日は未明に雨が降り登山も天候が心配され

たが、登山口に集合したときは、かなり天候も

よくなり、晴れ間も見えるくらいであった。七

峰台・荒尾展望所・筒ヶ岳からは晴天の下、遠

景が楽しめた。 

下山後観音寺訪問で意見がまとまり、大多数が

観音寺を訪問、話好きの住職の話を聞いた。 

観音寺はもみじがきれいな様子で、紅葉のころ

訪れたいところである。 

お茶・こーひー、フルーツのサービスがあり、気

が引けるくらいであった。住職は椎葉越しに自費

で公衆トイレを設置され自然環境が汚されないよ

うに、長年清掃に出かけているとのことであった。 

※松本事務局長は別隊で中央登山口より登山、筒

ヶ岳山頂に１２時着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公社）日本山岳会熊本支部第 11回登山教室 

楽しい登山 地蔵峠~俵山峠縦走登山報告書 

        担当 工藤文昭・加藤 明 

期 日  平成 25年 9月 22日（日） 

場 所  阿蘇南外輪山 地蔵峠～本谷越～護

王峠~俵山~俵山峠 

行動記録 崇城大学市民ホール（7:40）→地蔵

峠下駐車場(9:28) →地蔵峠着

(9:28)（同発９：46) ～冠ケ岳分岐

（11:10）（11:30発）～（途中 30分

昼食）～護王峠（13:25）（講義＊護

王峠発(13:50）～俵山山頂(14:25) 

（同発 14:50）～俵山峠着(16:15) → 

大津（17:00）→崇城大学市民ホール

前(18:12)    解散 

参加者 30名（会員 11名，一般 19名）   

まとめ  熊本弁に「随兵寒合」というのがあ

ります。昔は 9 月 15 日に藤崎宮大祭での武

者行列が行われていましたが、随兵の頃、急

に涼しくなると言われていました。肥後狂句

の中にも、「随兵寒合 ようよ終わった熱帯

夜」というのがありました。昔の人が生活の

中から作り上げた生活暦がこの頃では風化

してしまったように思えます。気象の乱れは

世界規模で狂いはじめ、局地的な豪雨、水害、

干ばつ、猛暑、熱帯夜それに多数の竜巻など

もありましたが、生物の世界でも異変が絶え

ません。異常気象の中でも、今年は大祭の頃

には異常に涼しくなりましたが、その後再び

猛暑日が続いております。この日も暑い一日

でしたが、森林帯を歩くころには雲も出て、

雨の心配もしました。冠ケ岳分岐に着く頃に

は好天が戻ってきました 

 さて、バスを降りて 6~7 分歩いて地蔵峠に集

合、リーダーの加藤氏のリードで準備体操、

周辺にはマツムシソウが群落状に咲き誇って

いました。ウメバチソウやヤマラッキョウは

まだつぼみのままでしたが、少し過ぎたサワ

ヒヨドリや、オミナエシ、アキノキリンソウ 
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など多くの花を観賞できました。 

 今日は遥か彼方に見える俵山までの縦走です。

しばらくは外輪沿いに西にくだります。そのあ

たりからの阿蘇五岳は雄大なのに、今日はまだ

雲の中でした。一旦グリーンロードに下り、南

に１５０m も移動し階段を登り森林帯の縦走路

に入りました。やがて、浪ケ宇土のブナ林が見

えてきましたが、ルートの右に、このあたりで

最大のブナの大木を観察できました。右下の谷

の斜面はブナの順林に近い林層をしています。

九州のブナは普通海抜 1000ｍ以上に育つといわ

れていますが、このあたりの標高は 1080m 前後

ですから地理的にも適しているのでしょう。参

加者の方から「このあたりで鹿の害はありませ

んか？」とのお話がありましたが、久木野の山

裾では、鹿、イノシシ，猿などの被害は多いよ

うですが、今回の南外輪山上ではまだ、あまり

見かけませんでした。九州脊梁山地ではスズ竹

も食い尽くされていますが、この辺りはまだス

ズ竹には何の被害も及んでいませんでした。 

 ブナの

大 木 を

過ぎて，

冠 ケ 岳

分 岐 ま

で の 路

は 平 坦

な 日 陰

路で気を緩めて歩ける散歩道で， 思索の路で

もありました。突然私の何人か前を歩いておら

れたご婦人が、「越」と「峠」の違いはなんだろ

う？と、隣のご婦人に話しかけておられました。

私はなんとなく聞きながしながしていました。

しかし、私なりの答えはありましたが、もう一

度調べてからと思っていました。帰宅して調べ

てみますと、私の認識もそんなに外れてはいま

せんでした。「越」は山脈の一方から、反対側へ

越す道で、各地で異なる呼び方があるようです。

阿蘇の人々にとっては、農家の生産力を高める

ためには採草が必要不可欠で、草を求めて標高 

 

３００ｍもある外輪山を年間２００回から２５０

回も越えていました。外輪山を超える坂道の登

り口には

必ず集落

があり、

坂道は農

家の生命

線でした。

外輪山を

超える坂

道は、名前で呼ぶところが多かったようです。

「木落坂」、「えずり坂」、「いぬなき坂」、「阿蘇

品坂」などがそれです。これらも 27越の中に入

り、坂道を利用する集落の草刈り場に向かう越

路だったのです。それに「越」は必ずしも尾根

の鞍部に上がるのではなく、自分の採草する平

らな草原に直接上がることもありました。 こ

れに対して、「峠」は、山道が尾根を乗り越えて

いるところで、尾根筋の一番低い所（別称、コ

ル・鞍部）を「峠」と呼びました。「峠」は尾根

の両側の集落、街道を結ぶ交通の要衝であり、

軍事上の要地でもあり，信仰上の大切な場所で

もありました。あちこちの人が越える峠の道に

は旅の安全を祈って必ず祠や地蔵尊が祀られて、

旅人の安全を祈りました。峠を「越路」、「越口」、

「越場」「乗越」と呼ぶこともある。つまり、「峠」

は全く異なる地域をつなぎ、人々の往来を助け

たのに対して、阿蘇地方での「越」は外輪山麓

の集落の人々が草刈りや牛馬の放牧のために外

輪山を越えるために造った山路ということにな

っているようです。ただし、全国的には峠、越、

乗越はおなじようにつかわれています。先日歩

きました本谷越は、南阿蘇と御船、八代などを

結ぶ交易、生活道路でもありましたし、九州脊

梁山地では、「皆越」、「ぼんさん越」、「水上越」，

「杉越」など熊本と椎葉を結ぶ峠に「越」が使

われています。「峠」、「越」の使い方には、それ

ぞれの地方により使い方は様々で、同意語とし

て使う場合も多いようです。このような素朴な

疑問を提供いただいた方には敬服しました。わ 
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たしが話した中に「阿蘇の２７越 48峠」という 

のがありましたが、多分そこから疑問を持たれ 

たのだろうと思います。しっかり話を聞いてい 

ただいたことが何よりの喜びでしたし、小さな 

疑問も解決しようと努力されることが凄いです。 

 さて、地蔵峠を出て 84分で冠ケ岳分岐に着きま

した。時間的には予定通り着きましたが、まだ、

道のりは 3分の 1、これからのアップダウンの難

儀を考えると、計画段階でのいくらかの無理も

チラつきました。冠ケ岳までは距離的には分岐

から８００ｍ位ですが、往復１時間は見ておか

ねばなりません。また、その行動で消費される

ネルギーが後半に影響することを考えると計画

変更もやむを得ないのか。参加者の皆さんのご

意見を伺い、冠ケ岳はカットということになり

ましたが、計画段階での私の判断のミスもあっ

たようでなんとなく重たい気持ちにもなりまし

た。冠ケ岳分岐から４０ｍ位下ると本谷越に着

きます。昔は東側の本谷から久木野の米が越え

た峠でありながら、今ではその跡形もなくなっ

ています。次のピークの頭に立ち、本谷を眺め

ると、昔の人々の往来が見えてきました。本谷

越あたりからはまた、野の花が大量に咲き始め、

1 本 1 本に無数の花を付けた大株のマツムシソ

ウに感動します。今年はとくに賑やかで、9月に

なってからの一時的な低温が続いたのが良かっ

たのか、紫色が濃くて一際艶やかに見えました。

本谷越から護王峠の間には大小 8 つのピークが

連なり、冠ケ岳分岐から護王峠までの高度差は

約 350ｍあります。ピークごとに登つては大きく

下降しますので、実際は５００ｍ以上の下降を 

 したことになります。ここらあたりで動けなく

なる人もおられるのではないかと心配していま

したが、ご年配の方も、はじめての登山の人も、

皆元気いっぱい歩き通してくださいました。途

中で出会った花については、護王峠で廣永講師

が纏めてくれましたが、ヒメヒゴタイ、ヤマホ

トトギス、ハガクレツリフネ等も多くなり、20

種近くに会えました。 

 いよいよ最後の難関、俵山の登りにかかります。 

 

距離にして約１ｋ、しかし峠から見上げると頂

上は遥彼方。取りつけばかなりの急登で、フラ

ットに歩くと、ふくらはぎの下腿三頭筋が張り

切れるような急勾配が続きました。それを 35分

で登り切りました。この日の午後は天気も回復

して、真夏.のような厳しい日差しが照りつけて

いましたが、.参加者の皆さんの精神力が日差し

と急坂を上回ったのでしょう。見事でした。頑

張りました。皆さんの大奮闘でした。 

 頂上の風はあまりに涼しく、疲れが癒されたと

ころで俵山峠に向け下山を開始しました。これ

からは高度差約３８０ｍの下りです。このコー

スは雨が降ると傾斜のあるところは、滑り台み

たいにスリップします。今日は天気にも恵まれ

て、85分でバスが待つ俵山峠に下山できました。 

 夕方の交通混雑もあって、熊本に 6 時過ぎに帰

り着きました。今回は、海抜約 1000ｍラインの

縦走登山でしたが、地蔵峠付近の花園から始ま

り、森林浴のプロムナード、中盤はアップダウ

ンの小ピークの連峰越え、そして最後は俵山の

登下山と、少々ハードで変化に富んだ山歩きで

した。熊本に帰ると、4時過ぎに熊本市内ではか

なりの雨が降ったと聞きました。その時刻、私

たちは雨が降れば一番滑りやすい地帯を下山し

ていた頃です。幸運が重なった嬉しい登山でし

た。今回の後半は少し厳しく、自分の限界ギリ

ギリまで追い込まれた人もおられたかもしれま

せん。それでも，もうダメという自分に打ち勝

って全員が完歩されました。これこそ山が授け

てくれたあなたへの勲章です。山登りは人生そ 

のもの。このような苦難を経験し、乗り越えな 

がら、自分の人生を強く生き抜きましょう。    

皆様、ありがとうございました。またのご参

加をお待ちしております。 

会員、役員の皆様にもお世話になりました。

ありがとうございました。（文責 工藤文昭） 
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第６回九州脊梁トレイルラン報告 
 

中林 暉幸 

参加者：石井文雄、加藤明、中林暉幸、池田清

志、松島義幸、金山春男、江島博之、

山本 直、桑原リカ（９名） 

９月２８日(土)１５時大津駐車場集合、車２台

に分乗して出発(加藤会員は直接現地へ)途中高

森で買い物をして、１７時五ヶ瀬ハイランドス

キー場到着。大津では強烈な日射しの中、真夏

のような暑さであったが、高森峠を越えると次

第に雲が多くなりやがて霧雨状態に、スキー場

周辺も霧に覆われていた。スキ－場下の林道で

親子連れと思われる鹿３頭に遭遇。１７時１５

分頃から約１時間、熊本県山岳連盟岩尾佳郎事

務局長の司会で翌日    の作業について打

ち合わせ。なお、打ち合わせ参加者は日本山岳

会の９名のほかは、岩尾事務局長、楠田富士夫

(九州中央山岳会)の２人、計１１名。 

後刻２１時頃、松井清明、岩井弘美(あそ望山の

会)の２人が到着合流、諸般の行事のためか例年

より参加者が少ないようであった。 

  作業の概要はほぼ例年通りであるが、チェッ

クポイントが昨年より２カ所減：小川岳とＰ８

スキー場エイドステーションは大会本部より別

途手配するとのこと。またＰ７の黒岩左折点は

赤テープで誘導することで無人とし、Ｐ５小川

岳下    1450地点、Ｐ６八千代ブナ1474、

Ｐ９向坂山、Ｐ１０ 1529 地点、Ｐ１１ 1417

最低鞍部の５カ所に２～３人ずつ担当者を配置

することとする。 

 打ち合わせの後ささやかな懇親の場を持った。

発電機が終夜回っていて暗闇ではなかったし、

トイレの水も細々ながら流せた。 

９月２９日(日)夜半に雨音いくらか、４時半頃

より順次起床、各自朝食を済ませ５時半頃    

弁当が届くとそれぞれ持ち場に向かって出発し

ていった。この頃には霧雨状態、気温は例年よ

りやや高めといったところ。次第に雨、風とも

に強くなってきて、記録用紙に記入し難くなっ

てくる。配置についた後無線で連絡のやりとり、 

 

先頭選手の通過時刻等いつものとおりであるが、

気づいた点をが２、３点あげる。 

 

・不出発者(欠場者)番号が本部より発信された

が、選手が通過する時間帯と重なって受信と

チエックとでおおわらわであった。出発後す

ぐがよいのでは。 

・不出発と連絡があった中にも出場している選

手がいたのではないか。(番号チエックあり) 

・人数カウンターは、番号をチエックするポイ

ントでは不要。番号確認と記録に専念したが

よい。 

・雨の中で滑って手を切った選手、絆創膏はな

いかと聞く選手などいたが、あいにく救急用

具の持ち合わせがない。あったとしてもチエ

ック作業を中断するわけにはいかないジレン

マを感じた。 

 それにしても過酷なフイールドと悪いコンデ

イションの中、敢えて

挑戦する選手の皆さん

に敬服、賞賛すること

しきりである。 

スキー場に帰還後、通

過メンバー確認、用具

返却提出して、１５時

半頃には大津駐車場に

帰着解散した。  
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平成２５年度九州５支部集会(福岡主管) 

期日 平成２５年９月２８日～２９日 

会場 ホテルグランティア太宰府 

参加者 工藤文昭・廣永峻一・田中朝子・  

    伴栄子・橋本悦子・坂西直明・ 

    植木隆俊・植木啓子 ８名 
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平成２５年度 

中高年安全登山指導者講習会「西部地区」 

 

平成２５年１０月１１日（金）～１０月１３日（日） 

 千々岩 泰子   

 独立行政法人日本スポーツ振興センター国立

登山研修所、社団法人日本山岳協会、熊本県教

育委員会主催、文部科学省後援、熊本県山岳連

盟主管の講習会（２泊３日）が、高森の休暇村

で行われました。 

 受講者は西日本２３府県の北は滋賀から沖縄

まで４８名、講習会講師、研究協議講師実技講

師を含め総勢８０名ほど、熊本支部から、工藤

支部長、廣永先生、齊藤さん、受講者として石

井さん、桑原さん、千々岩が参加しました 

 １日目 １３時から開校式、独立行政法人日

本スポーツ振興センター国立登山研修所所長 

渡邊雄二氏の挨拶に始まり、公益社団法人日本

山岳協会会長 神崎忠男氏、熊本県教育委員会

体育保健課課長 平田浩一氏、熊本県山岳連盟

会長 工藤文昭氏と続きました。 

以下、講義について記します。 

「道迷い防止のためのナビゲーションの考え方」 

北村憲彦氏 

（名古屋工業大学教授工学博士、 

国立登山研究所専門調査委員会委員長）    

昨年の山岳遭難者は、２４６５人でその中で

５０％が６０歳以上、死亡行方不明の６８％が

６０歳以上で毎年増加して、登山は危険を内在

する野外スポーツといえる。 

山岳遭難事故の内訳は、道迷いが４２％、転滑

落転倒は２９％、その次が病気や疲労が１３％

である。道迷いの防止対策は、登山計画で①コ

ースプラン②サブプラン③エスケーププラン④

詳細なルートプランを作る。登山中はルートの

維持と予測、現在地の把握と確認、読図と周囲

の風景を観察しながら歩く事。 

もし道迷になったら、リスク要因を考え慌てず、

諦めず、安全を確保して連絡、救助を待って無

事に下山する。そして登山計画書の届出が大事

である。 

 

「登山計画とナビゲーション技術の実際」 

 小林亘氏 

  （日本山岳ガイド協会認定登攀ガイド、 

国立登山研究所講師） 

読図の目的を認識し、地図をもとに計画を立て

る事。絶対に見逃してはならない場所、コース

の方向が変わる場所などしっかり記憶して、地

図を見なければならない、タイミングや地点を

見逃さないように登山する。 

「読図とナビゲーションお稽古帳」で、地形や

コース場の見方やコンパスの使い方の講義。 

「阿蘇火山の概要と安全登山について」  

渡辺一徳氏 

（熊本大学名誉教授、 

阿蘇火山博物館学術顧問） 

阿蘇山の成立ち、又一般に世界一のカルデラと

言われるが、規模は世界３位である。五岳と草

原の景観、火山と湧水や温泉を含めて（大地の

公園、つまりジオパーク）世界一である。 

火山登山の注意点①足場が悪い②少雨でも土石

流になる③噴煙の流れる方向に注意する④噴火

した場合は物陰に隠れる⑤ガスは谷に流れるな

どがあげられる。 

２日目 いよいよ実技講習です。天気は秋晴

れ、最高の登山日和となりました。高岳の予定

でしたが、先週から中岳の火山活動が活発にな

り、烏帽子岳と杵島岳に変更になりました。休

暇村を８時出発、登山口の草千里展望所までバ

スで移動しました。 

磁北線とコースが記入してある地図とコンパ

スを持って６班に別れ、それぞれの実技講師の

もと歩き始めました。途中、枝尾根や谷、鞍部

とピーク、噴火口跡など地形を見ながら、地図

を見て現在地を確認し地図に書き込み、講師の

指導を受けました。  

リンドウ、ヤマラッキョ、ウメバチソウ、季

節はずれのミヤマキリシマなどの花々が咲き、

普賢岳をはじめ、祖母山、久住連山、九州山地

と３６０度の大パノラマが広がり、秋の阿蘇登

山を楽しみました。遠方から参加された方々も 
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休暇村 ＝ 草千里展望所 ～ 烏帽子岳 ～

草千里駐車場 ～スキー場跡地手前（昼食） 

～ 分岐  ～  鞍部  ～ 杵島岳 ～  

草千里駐車場  ＝  休暇村 

 

 

 

満足された事と思います。 

それにも増して、コンパスを持ち、ポイント

と地図を確認しながら登山できた事はとても勉

強になりましたし、地図の新しい楽しみとなり

ました。１８時半より夕食情報交換会となり、

２２時頃まで盛り上がりました。 

３日目 ９時から、第一分科会「気象遭難の

身近な事例と防止策について」、第二分科会「安

全登山のための登山計画の立て方について」、第

三分科会「中高年登山の問題点と指導について」

とそれぞれの分科会に分かれ研究協議となりま

した。私は第三分科会で工藤支部長の座長のも

と、事故を起こさない自立した登山者になるよ

うな登山指導や、事故の現状を知らせ、山の危

険性を皆に知らせる必要があるなどたくさんの

意見が出て有意義な分科会となりました。その

後全大会、閉会式、記念撮影、終了書を頂き１

２時過ぎに解散となりました。 特に分科会で

の雨具を着ける件で厳しいご指摘を参考に、こ

れからはそれをしっかりと自覚し、地図とコン

パスを使い、事故の無い安全登山に努めたいと

思います。 

最後に、今回の講習会に参加する機会を与え

てくださった日本山岳会熊本支部の皆さま、又

御指導、準備など尽力された、熊本県山岳連盟

の方々に深く感謝し、今回の講習の内容を少し

でも皆様に伝え、これからの山行に役立て行き

たいと

思いま

す。有

難うご

ざいま

した。 
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１１月以降の支部事業の案内 

①  第 29 回宮崎ウェストン祭 

・期日 11 月 2 日（土）～3 日（日）1 泊 2 日 

  ・集合 大津駐車場 13 時(乗合い) 

  ・場所 高千穂町五ケ所高原「三秀台」・ 

登山 11/3 赤川浦岳(1232ｍ)4 時間 

  ・会費 3,000 円＋交通費（500 円程度） 

 

③ 第６回「山の写真展」と海外登山報告会    

 ・１２月７日～２１日(予定)  

 ・山の店「シェルパ」 

 ・夏の想い出の写真を出品してください。 

 

② 第 14 回森林保全巡視(清掃)登山 
  ・期日 11 月 16 日(土) 現地集合 8 時ごろ集合 

  ・場所 阿蘇高岳山頂付近 

  ・参加費 保険未加入者 500 円 他は無料 

  ・巡視員の皆さんは是非の参加をお願いします。 

 

⑧ 干支の山登山 
 ・期日 ３月２日(日) 

 ・場所 馬口岳(椎葉村:宮崎県) 

・坂日 ３５００円程度 

 

⑥ 第１２回冬山登山研修会 
 ・期日 ２月２日(日)(貸し切りバス利用)  

 ・場所 九重山群  

 ・コース 大曲～すがもり越～西千里～久住分～ 

      久住山頂～星生山～牧の戸峠 

 ・参加費 ３５００円  

 

⑤ 平成２６年新年晩餐会(松本) 
 ・期日 Ｈ２６年１月１８日(土)１３時 

 ・場所 居酒屋「蔵元」 

・会費４０００円程度 

 

 

④ 第２回ＳＯアスリ－ト支援登山 
  ・期日 １２月初旬(日時未定) 

  ・場所 南外輪山「大矢岳」 

  ・参加費 交通費１０００円程度 

 

⑦ 第７回宮崎支部との交流登山 
  ・期日 ２月中旬(日時未定)１泊２日 

  ・宿泊 龍ケ岳のホテル 

  ・場所 天草「龍ケ岳」「念珠岳」「次郎岳」 

  ・参加費 １５０００円程度   

   

 



 

総 会 次 第 

１． 開会の言葉 

２． 支部長挨拶 

３． 議長選出 

４． 議案審議 

第１号議案 平成２４年度事業報告 

第２号議案 平成２４年度収支決算報告 

第３号議案 平成２４年度会計監査報告 

第４号議案 平成２５年度事業計画（案） 

第５号議案 平成２５年度収支予算（案） 

第６号議案 平成２５年度役員 

５． 閉会の言葉 

第１号議案 平成２４年度事業報告 
４月１５日平成２４年度支部総会 ２９名   

４月２２日第１回森林保全巡視（清掃）登山 

「鞍岳・ツ－ムシ山」  ９名   

５月１３日月例登山「サクラソウを見る会」 

阿蘇北外輪山「押戸石」２６名  

６月９日～１０日宮崎との交流登山 

（向坂山～扇山）１泊２日 １８名   

６月１６日平成２３年度第１回ＪＡＣ総会 １名 

６月１７日第８回登山教室「宝満山」 ３２名  

７月２８日全国事務局長会議     １名 

８月５日第７回登山研修会     １２名   

８月１９日第１回ＳＯアスリ－ト登山教室 

「鞍岳～ツ－ムシ山」  １７名   

８月２７日夏期例会（ビ－ルパ－ティ－）２８名   

９月９日第９回登山教室       ４６名   

９月２２日～２３日第５回脊梁山脈トレイルラン              

１０月６日～７日 第４回脊梁縦走登山 １０名   

１０月２０日～２１日 全国支部懇談会  ２名 

１１月３日～４日 宮崎ウエストン祭  １１名   

１１月１１日第１回勤労青少年登山教室 ２８名   

１１月１８日第２回森林保全巡視登山  １３名   

１２月１日日本山岳会晩餐会       ２名 

１２月１６日海外登山報告会      ２７名   

１２月９日～２３日山の写真展   約５００名   

１月１９日新年晩餐会         ３１名   

１月２６日全国事務局長会議       １名 

２月３日第８回登山研修会       ３６名   

３月３日干支の山登山・蛇の尾山・米塚 ３５名   

支部報発刊    ２６号・２７号・２８号                     

支部通信                                     

毎月第３火曜日熊本支部役員会「わくわくランド」 

毎月第３火曜日 １３回 
その他 

１２月～２月阿蘇高岳遭難行方不明者捜索１３名 

 
 

 

 

 

 

支出の部     

費目 
２ ４ 年 度

決算 

２ ５ 年 度

予算 
差異 

通信費 84,820 85,000 △180 

振り込み手数料 4,480 4,500 △20 

印刷費 123,060 130,000 △6､940 

事務局雑費 9,212 10,000 △788 

会議費 5,000 5,000 0 

事務消耗品費 51,174 60,000 △8､826 

公益事業費 774,792 700,000 74､792 

共益事業費 434,400 400,000 34､400 

交際費 6,760 6,000 760 

三百名山経費 0 30,000 △30,000 

予備費 40,326 60,000 △19,674 

当期合計 1,534,024 1,490,500 43,524 

次年度繰越金 386,895 328,975 57,920 

合計 1,920,919 1,810,475 △110,444 

第３号議案 平成２３年度会計監査報告 

平成２３年度の収支決算報告について監査の結果、

上記のとおり処理されていることを認めます。 

第４号議案 平成２５年度事業計画（案） 

４月２１日平成２５年度支部総会                   

４月２７日（土）第１3 回森林保全巡視登山      

５月１２日 月例登山「山野草を見る会」 

５月２５日～２６日 宮崎との交流登山 

６月２３日 平成２５年度第１回ＪＡＣ通常総会  

６月２３日 第 10 回登山教室「韓国岳」 

６月３０日 第１回森づくり事業（年４回開催）             

７月２０日 第２回勤労青少年登山教室 講座              

７月２８日 第２回勤労青少年登山教室実技         

８月４日  第9回登山研修会 （沢登り編実技）            

８月２５日 第 2 回ＳＯアスリ－ト支援登山 

８月３０日 夏期例会（ビ－ルパ－ティ－）               

９月８日  第１１回登山教室「南外輪山」          

９月２８日～２９日第６回脊梁山脈トレイルラン               

１０月中旬 第１４回森林保全巡視登山        

収入の部     

費目 
２４年度

決算 

２５年度

予算 
差異  

前期繰越金 325,284 386,895 61,611  

支部助成金 122,500 107,500 △15,000  

支部費 216,000 216,000 0  

公益事業費 784,050 700,000 △84,050  

共益事業費 443,000 400,000 △43,000  

雑収入 30,085 80 △30,005  

合計 1,920,919 1,810,475 △110,444  
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１１月２日～３日 宮崎ウエストン祭                     

１２月１５日   海外登山報告会                      

１２月７日～２１日  山の写真展                       

１月１８日 新年晩餐会                        

２月２日  第６回登山研修会 九重山 

３月２日  干支の山登山 →馬口岳（椎葉村）              

支部報発刊 年３回予定 支部通信  随時発行                        

毎月第３火曜日熊本支部役員会「わくわくランド」 

その他 （社）日本山岳会編さん （日本）三百

名山ガイドブック調査 

熊本支部担当地域（総括担当 ：工藤文昭） 

高岳    （中林・加藤明・松本） 

国見岳   （廣永・石井） 

市房山   （田北・安場） 

随時各役員で山域の調査・写真撮影・執筆活動を

行う 

 

第６号議案 役員改選 

支部長      工藤文昭 （8190）  留任 

常務委員（事務局）松本莞爾 （8411）  留任 

委員（自然保護委員） 廣永峻一（10080） 留任 

委員（事業担当） 安場俊郎 （13889） 留任 

委員（事業担当） 石井文雄 （13852） 留任 

委員（事業担当） 田北芳博 （14459） 留任 

委員（事業担当） 加藤 明 （13845） 留任 

委員（事業担当） 中林暉幸  （14305）  留任 

委員（事業担当） 加藤稜子 （10232） 留任 

会計監査     千々岩泰子（14675） 留任 

会計監査     池田清志 （14310） 留任 
ＪＡＣ ４つのプロゼクト熊本支部担当者名 

○ 山の日制定担当   工藤・松本    留任 

○ YOUTHクラブ担当  田北 芳博    留任 

○ 支部活性化担当    安場（新任）・工藤・松本  

○ 法人運営適正化ＰＴ担当 工藤・松本   留任 

２０１3（平成２5）年度 顧問 

○ 支部顧問 本田  誠也        留任 

※永年会員 

西澤健一 会員番号4427平成２４年１１月死去 

馬場 猛 会員番号 4943 

石井久夫  会員番号 5120（宮崎支部会員） 

熊本支部会友 

本田誠也  会員番号 5421 平成２４年度より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の部    

費目 
２４年度

決算 
２５年度予算 差異 

前期繰越金 325,284 386,895 61,611 

支部助成金 122,500 107,500 △15,000 

支部費 216,000 216,000 0 

公益事業費 784,050 700,000 △84,050 

共益事業費 443,000 400,000 △43,000 

雑収入 30,085 80 △30,005 

合計 1,920,919 1,810,475 △110,444 

支出の部    

費目 
２４年度

決算 
２５年度予算 差異 

通信費 84820 85,000 △180 

振込手数料   4480 4500 △20 

印刷費 123060 130000 △6940 

事務局雑費 9212 10000 △788 

会議費 5000 5000 0 

事務局消耗

品費 
51174 60000 △8826 

公益事業費 774792 700000 74792 

共益事業費  434400    400000     34400 

交際費 6760 6000 760 

3 百名山経

費 
0 30000 △30000 

予備費 40326 60000 △19674 

当期合計 153402 1490500 43524 

次年度繰越 386895 328975 57920 

合計 1920919 1810475 △110444 
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