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ました、日本山岳会創立 100 周年記念事業の一
つ、北海道宗谷岬から九州佐多岬までの中央分

水嶺踏査においては、北九州支部は主として山

口県の分水嶺が担当区で、踏査達成を目指して

取り組まなくては成りません。会員皆様の全員

参加で取り組めば大きな成果が生み出されると

思います。

担当区の山には登山道のないところも有りま

す。地図やコンパス、ＧＰＳを利用しての調査

となるので、登山技術を身につけるよい機会で

もあり、多くの会員の皆様に参加して頂きたい

と思います。

皆様に愛される北九州支部を目指して頑張り

ましょう。

会員皆様のご理解、ご協力を賜りますよう

お願いいたしますと共に皆様の益々のご健勝

とご繁栄をお祈り申し上げ新年のご挨拶とい

たします。

明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。

会員の皆様におかれましては、お健やかに

新年をお迎えになったことと存じます。

昨年は、大変厳しい予算の中で、会もどう

にか年を越すことが出来ました。会員の皆様

のご理解、ご協力によるものと心から厚くお

礼申し上げます。

十和田湖における全国支部懇談会（03 年９
月）、岐阜での自然保護集会（03 年 10 月）等
の集会に参加していただきました会員と他の

支部会員との交流によって得られた情報は会

の活動計画などにも大変参考になっておりま

す。又九州森林管理局から 14 人の会員が森
林保全巡視員の委嘱を受けて自然環境保全に

取り組み活躍されておられます。

本年は支部にとりましては誠に重要な年と

成りそうです。昨年来検討が進められており

２００４年

謹 賀 新 年
新年のご挨拶

支 部 長 秦 野 一 彦

日本山岳会北九州支部

第５回通常総会の開催予定お知らせ
北九州支部では、２００４年度の通常総会を次のとおり計画中です。当日は記念イベントや懇親会も

予定しております。なお、時間などの詳細については、ＪＡＣ北九だより１６号（３月発行）でお知ら

せ致します。

記念イベントは、講師に 重 廣 恒 夫 氏 ！ を予定

期日 平成１６年４月２４日（土）

場所 八幡東区大谷１丁目 大谷会館

（重廣氏の略歴） エベレスト、Ｋ２、難峰ラトックなどの登頂

に成功し、数々の登山隊長を経験。日本百名山の連続踏破

達成。著書は「エベレストから百名山へ」等。

現在、日本山岳会評議員。
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なぜか男６名、女６名。
オカシイ！

日時 平成１５年１２月３日
～７日（４泊５日）

メンバー（登山組）

CL 関口 興洋 13643
SL 原 広美 11990

伊藤久次郎 13499
西村 信子 13520
馬場 基介 13532
高畠 拓生 13541
横山 洋子 13804
西村 一利 13811
塩屋 薫 北九 322
八木 國子 北九 359
三木 靖子 北九 360
坂本千佐子 北九 379

さて、３日の日、下関駅に集

合して、特急「あさかぜ」に乗り

込む。この時、大楠さんの見送り

とアルコール、クッキー等の差し

入れがあり、列車が動き出すと同

時に飲み始める。皆さんツヨイ！

私は隅の方で小さくなって水を

飲んでいました。（実は、アルコ

ールがなくなっていたのです）

日本百名山「瑞牆山」登頂
翌日（４日）、7:33 東京着。新

宿へ。この時、大きなザックを背

負っての移動は、他の人に迷惑か

なぁー、と少し心配したが、思っ

たより混

雑してな

かったの

でよかっ

た。（全

員のザッ

クが大き

いのは、

今回の小

屋泊まり

は、冬期

避難小屋

のため食

糧、シュ

ラフ持参のため）韮崎駅下車。
にらさき

タクシーで瑞牆山荘ヘ。

山荘前から、樹林の道を登って

いく。かなりの急斜面であるが、

皆さん、調子がよさそうだ。ひと

汗かいて富士見平小屋に着く。ザ

ックをここにデポして、軽装で瑞

牆山を往復する。

途中、木のハシゴや、荒れた沢

状の急斜面を登ると山頂だ。展望

は素晴らしい。富士山、八ガ岳、

南アルプス、明日登る金峰山など、

360 度の大展望である。大ヤスリ
岩の岩峰がひときは高くそそり立

っているのが印象的だ。展望を楽

しんでから富士見平小屋まで引き

返す。

日本百名山「金峰山」登頂
５日、今日は金峰山往復である。

登山道の両側は深い樹林の道が続

き、奥秩父らしい雰囲気を出して

いる。ここも急斜面の道が続くが、

皆さん、今日も調子が良い。しば

らくすると視界が開け、岩稜歩き

となり、この付近からわずかの積

雪あり。さらに登っていくと五丈

岩に着く。ここはもう頂上で三角

点はすぐ横である。おそらく、頂

上からの展望は素晴らしいと思う

が、あいにくのガスと強風で、何

も見えない。残念！ 記念撮影も

そこそこに金峰小屋へ行き昼食を
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日本山岳会 年次晩餐会報告

北九州支部 西村一利会員が、全国新会員の代表挨拶！
ウェストン祭に続き、大量１２人参加 本部役員も注目！

2003 年度の最後を飾る北九州支部の行事、日本百名山
「瑞牆山」(2230m)と「金峰山」(2599m)に 12 人が無事
登頂。それに東京の新高輪プリンスホテルで開催された年

次晩餐会にも他の会員とともに 12 人が参加、平山会長ほ
か本部役員から高い評価を得た。

さらに、支部の西村一利会員が、全国新会員の代表に選

ばれ、眼前の皇太子殿下や橋本元総理が見守る中、見事な

挨拶を披露し、北九州支部の名を一段と高めた。以下、西

村会員の「山行と晩餐会」の総合報告である。

奥秩父（瑞牆山・金峰山）山行記と
み ず が き や ま き ん ぷ さ ん

年次晩餐会出席の報告

13811 西 村 一 利

全国の新会員代表で挨拶する西村会員(ビデオ撮影伊藤)

金峰山(2599m)頂上での北九州支部パーティ
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とる。このあと、富士見平小屋か

ら瑞牆山荘へと引き返し、タクシ

ーで増富温泉「津金楼」へ。

晩餐会では皇太子の眼前

で代表挨拶！
翌日６

日、今日宿

泊先の「ふ

く お か 会

館」へ行き、

晩餐会用の

服 装に 着

替 えて 、

タクシーで「新高輪プリンスホテ

ル」へ向かう。

今回の晩餐会は、皇太子殿下を

はじめ、元総理の橋本龍太郎氏も

出席され、盛大、かつ、華やかに

行われました。開会の辞のあと、

会長挨拶と進み、いよいよ新人会

員の紹介にうつり、北九州支部か

ら横山さんと私がステージに上が

りました。紹介のあと新人会員代

表挨拶の大役を私が指名を受け、

皇太子殿下の前で挨拶をした次第

です。ステージを降りた後に、感

動と感激が一

度にワァーと

きたことは、

いうまでもあ

りません。し

かし、一生に

一度のいい思

い出ができたことを喜んでいま

す。これも、役員の皆様のおかげ

だと、横山さん共々感謝しており

ます。有難うございました。

以上で山行記、報告を終わりま

すが、楽しい４泊５日の旅でした。

関口さんをはじめ、原さん、信ち

ゃん、下関のモモエちゃんまた他

の皆さ

ん、有

難うご

ざいま

した。

アッ忘

れると

ころでした。日向

さん、差し入れの

ワイン！ あれは

美味しかった！

あれがあったから

こそ、全員無事に

下山することが出来たのです。本当！

あらためてお礼をいいます。

最後に、又、逢いましょう！

(写真はビデオから・撮影伊藤)

年次晩餐会参加者
吉 村 健 児 03173
秦 野 一 彦 04325
日 向 祥 剛 11427
原 広 美 11990
伊 藤 久 次 郎 13499
西 村 信 子 13520
山 崎 和 子 13522
高 畠 拓 生 13541
関 口 興 洋 13643
藤 田 傳 13722
横 山 洋 子 13804
西 村 一 利 13811

計 12 人

森林保全巡視員の委嘱 まず１４人決まる
九州森林管理局から委嘱、九州一円を巡回

自然保護など 犯罪の抑止効果をねらう

13465 大 楠 益 弘

去る 12月 13日、忘年パーティにおいて、次の
方々が巡視員として委嘱を受けました。下記（次

ページ）の要領を基に、ボランティアの活動をし

ていただくことになりました。

04325 秦野 一彦 10210 白石 宣夫

11395 大庭 常生 11990 原 広美

13465 大楠 益弘 13471 板倉 健一

13499 伊藤久次郎 13520 西村 信子

13530 浦田 和夫 13533 磯野 文雄

13642 未吉 史忠 13643 関口 興洋

13708 村上 強 13722 藤田 傳

以上 １４人

引き続き、馬場基介、高畠拓生、太田満、

さんらが委嘱されます。

ご希望の方は、ぜひ事務局まで来る２月６日

までに申し込んで下さい。
森林保全巡視員腕章（緑色）

森林保全巡視員委嘱証明書

運転免許証と同じ大きさ

皇太子殿下

橋本龍太郎元総理

日向氏 重廣氏 横山さん

吉村前支部長

忘年パーティで委嘱を受けた会員
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森林保全巡視員要領

（目的と任務）

１、森林管理局（署）職員の森林保全巡視員

活動を補完し国有林野の管理に協力する。

２、そのために、

イ、ゴミの不法投棄の防止

ロ、森林火災の防止

ハ、高山植物の盗掘防止

ニ、各種施設・標識の保全のため九州の

指定区域内の国有林野を随時任意に巡

視すること

を任務とする。

３、当支部においては、２項の内自然保護、

環境保全の立場から高山植物の保護、ゴ

ミ掃除、入山者の安全誘導、遭難防止を

主任務とする。

（行動基準）

１、巡視活動を行う場合は、委嘱証明書を携

行し腕章を着用すること。証明書は必要に

応じて相手方に提示するものとする。

２、巡視する山域は少なくともメインルート

を熟知して入山者を安全に誘導でき、植

生についてもある程度の知識を有するこ

とが必要となる。

３、入山者に対応するときは、あくまでも 相

手の人格を尊重した上で注意誘導すること。

４、入山者による暴力行為などによる身の

危険を感じた場合は直ちに現場を離脱し、

後刻支部事務局を通じ警察又は管理局

（署）に詳細を報告するものとする。但

し、緊急の場合はこの限りでない。

５、巡視終了後、出来るだけ速やかに巡視

情報を支部事務局に提出すること。

（留意事項）

１、巡視活動中は飲酒を禁じる。宿泊所に

おいては、当日及び翌日以降の巡視活動

に支障が生じない範囲に止めること。

２、巡視活動中は原則として禁煙とする。

やむを得ない場合は吸い殻収納ケースを

携行すること。

３、排泄の場合はロールぺーパーを使用す

ること。やむを得ずテイッシュペーパー

を使用する場合は必ず持ち帰ること。

平成１５年１２月１３日

森林保全巡視員委嘱のお礼

福岡森林管理署直方森林管理センター

所長 森 保廣

今回、日本山岳会北九州支部のご理解の元、森

林保全巡視員として１４名の御推薦を頂き、過日、

直方森林管理センターで秦野支部長と大楠様に

「委嘱証明書」と「腕章」の交付をさせて頂いた

ところであります。委嘱された方々の今後の巡視

活動等によりまして、山の自然環境が尚一層良好

に保たれることと思っております。どうかよろし

くお願いします。

この機会に、国有林のボランティアによる森林

保全巡視員委嘱制度についての簡単な説明とお願

いをさせて頂きます。

森林保全巡視員委嘱制度は、森林保全巡視員（ボ

ランティアで希望する者へ委嘱）による巡視活動

を通じて、国有林野の適切な管理に資することを

目的としております。

森林保全巡視員の任務は、ゴミの不法投棄の防

止、森林火災の防止、高山植物等の盗採及び損傷

の防止、各種施設・標識類の保全等について、森

林管理局長又は森林管理署長に協力して指定区域

内（日本山岳会の場合九州一円）の国有林野を随

時任意に巡視し、国有林野において異常その他特

別の状況を認めた場合は、森林官等森林管理署職

員に文書等により報告して頂くことになっており

ます。

巡視活動中に国有林野において異常その他特別

の状況を認め、入林者に対して注意などされる場

合は、相手方の人格を尊重し、できるだけ不快を

与えることのないようにご配慮願います。

また、巡視活動を行う場合には「森林保全巡視

員委嘱証明書」の携行と、「腕章」の着用を併せ

てお願いします。腕章（森林パトロール実施中）

着用には、高山植物の盗採等を考えている者に対

しての、犯罪の抑止効果があるとの考えからです。

山を愛する山岳会の皆さんが健康で楽しい登山

を続けられるため、かけがえのない自然環境を将

来に渡って良好に保持する必要があり、そのため

の御協力を今後ともよろしくお願いします。

最後に、日本山岳会北九州支部の皆さんのこれ

からのご活躍を祈念し森林保全巡視員委嘱にあた

りましてのお礼とさせて頂きます。
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会員異動 （H15.11.１以降 12 月 31 日現在）

新会員

支部会員

藤山辰乃 北九385 下関市新垢田西町 1-2-6
室田安代 北九386 下関市新垢田西町 1-4-15

住所変更
柴田重太郎 02214 遠賀郡岡垣町海老津1375Ⅱ-2
溝部忠増 11977 宗像市陵厳寺 2-3-3

退会

寺島正昭 北九 363
寺島サカエ 北九 364

物故

本部会員

柴田重太郎 02214 遠賀郡岡垣町海老津1375Ⅱ-2
堤甚五郎 04162 門司区羽山 1-9-19

在籍会員数 本部会員 74人
支部会員 90人
合 計 164人

平成１５年１２月１３日（土）、大谷会館で支

部長以下３７人の会員が参集。皆さん、それぞ

れの山行に関する思い出、印象、新たな人との

出会いなど尽きぬ話に熱中しながらも、それに

合わせるごとくお酒の方もどんどん進んだこと

でした。

今回は、伊藤久次郎会員が６月の上高地ウェ

ストン祭の折に撮影されたビデオを上映すると

ともに、大谷 城会員（日本風景写真協会会員）

に特にお願いし、大谷さん秘蔵の素晴らしい写

真を多数出展していただき、参会者に強い印象

を与えた。また、講演では写真撮影の核心にふ

れるお話を拝聴しましたが、とくに写真のポイ

ントは光と影の構成にあるとのご意見は実作品

を拝見してなるほどと実感させられました。来年

は、大谷さんのお話を少しでも頭の隅に入れて写

真を撮りたいものと思います。

13643 関口興洋

平成１５年忘年パーティ 写真展好評！

会
員
自
慢
の
写
真
展

（
忘
年
パ
ー
テ
ィ
会
場
）
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小林 義明・柴田 重太郎両氏を偲ぶ

03173 吉 村 健 児

小林義明氏は、平成１５年１０月２４日に

他界されました。

私は、新日本製鉄八幡製鉄所の山岳部ＯＢ

会からの電話連絡を受けて２６日の葬儀に出

席致しました。

東京の日本山岳会本部には、本部の役員で

ある西村副会長に連絡致しましたので会長名

で弔電と生花が届きました。会葬には山岳会

関係では新日鉄のＯＢ会会員の方々が多数参

列しておりました。

私は、小林義明氏とは新日鉄の山岳部の部

員として約６０年来の友人であり、数々の想

い出が去来致します。

昭和２２年の国民体育大会は、第３回目の

国民体育大会で登山部門が行事の中に入れら

れ九重山で行われた。

小林氏を筆頭に私達のような若手は、全国

から集まった岳人の登山に対する情熱を間近

に見聞きするよい機会を得ました。

翌年の２３年は東京都が主催で登山部門は

富士山の冬期の氷雪期登山をテーマにして九

重山と異なり、登山技術としては高度なもの

を取得するよい機会を得ましたが、小林先輩

と共に私も選手として参加致しました。

その後、冬山登山に対する技術研究が盛ん

になり、正月中心の連休と４月末よりのゴー

ルデンウィークは、立山連峰、鹿島槍ガ岳、

穂高連峰を舞台にして十数年間の合宿行事が

続いたが、すべて小林先輩を軸にして実施さ

れた。これらの実績が北九州では八幡製鉄所

山岳部の評価を上げた。これらの過去の実績

の中には遭難事故も何度かあったので良薬と

なったと思う。

小林先輩と「さけ」、について語れば楽し

い雰囲気でわきたってしまう。月雪花を題材

に酒盛りが盛んで笑いがたえず、よい酒よい

肴を見つけるのが上手だった。別の世界でも

う何回か宴会を繰り広げているのではなかろ

うか。

小林先輩は、スキーも早くからやられ冬季

国体の福岡県の選手として昭和３０年度大回

転に出場完走している。

日本山岳会入会 1941年８月
会員番号 1984
紹介者 月原、橋本三八

永年会員 1991年受賞
享年８４歳

柴田重太郎氏は、平成１５年１２月５日に

永眠いたしましたとの訃報は、新年が明けて

受け取りましたので故人にはお見舞いの機会

がありませんでした。

生存中も日本山岳会の行事にはほとんど主

席されたことがなく、記事として会報も書く

ことがなかったので残念です。

皆様方で先輩の登山記事があれば今後の会

報に投稿いただければ有難いことです。

私の知る限りでは若い頃は、現在の TOTO
㈱に勤務されていたこと、また写真が好きで

立派なカメラ（キャノン）を好んで使用され

ていたこと位です。

日本山岳会入会 1943年１月
会員番号 2214
紹介者 柚木、降旗太郎

永年会員 1993年受賞
享年９２歳

連絡先 遠賀郡岡垣町大字海老津 1375-2
柴田弘江様

追悼文特集

昨年だけで我が北九州支部から、４人の会員

が故人となられた。

この４人の方々をよく知る会員から、追悼文を

いただいた。支部会員一同、故人をしのぶととも

にご冥福をお祈りしたい。

№ 01984 小林 義明氏 享年 84 永年会員

№ 02214 柴田 重太郎氏 享年 92 永年会員

№ 04162 堤 甚五郎氏 享年 92

№ 11434 稲田 静代さん 享年 56
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堤 甚五郎氏を偲ぶ

05306 園 川 陽 造

故甚五郎先輩と逢ったのは、昭和３６年、

日本山岳会福岡支部に入会した頃に始まりま

す。昭和４０年に福岡山岳連名の理事になっ

た頃から、山岳活動に加え人生の先輩として

係わり強い影響を受けました。

福岡県山岳連名の北九州支部長であった、

堤 甚五郎氏と福岡の理事会に出席の折には

人生談義を含め諸々の話をする機会がありま

した。

その頃は若者の山岳遭難事故が後を断た

ず、山から遭難事故をなくすためどうすれば

良いか、事ある毎に激論を交わした記憶があ

ります。

そのことから朝日文化事業団と協力して、

山岳事故防止・安全登山の啓蒙をテーマに

「九州冬山登山教室」から始め、続いて「夏

山登山教室」も併設することになりました。

事業は、堤 甚五郎氏を講師団長に、その

手伝は私を含め日本山岳協会公認指導員の６

名が、受講者の実技指導にあたることになり

ました。

この事業は長者原の「朝日高原福祉センタ

ー」を基地に、冬山・夏山を昭和５２年１月

から約１０年間程実施しました。

これら事業展開の狭間にも、堤 甚五郎氏

は、矢筈山の早朝登山「連続 500 回以上」や
夏休みの子どもキャンプ指導など、勢力的な

活動をされていました。

さらに文筆活動も盛んで多くの著書を残さ

れ、その中でも「矢筈の子」は彼の全てが描

写されているものと思います。

朝日文化事業団との係わりは、堤 甚五郎

氏をパイプ役に事業の推進会議や予算など、

内部的な苦労を一手に引き受けておられたよ

うです。

私からみた堤 甚五郎氏の性格は非常に几

帳面で律儀な人で、岳連など事業の後は決ま

って電話で「今日はご苦労さんでした」など

お礼を言われ恐縮しました。

仕事柄いろんな文章の書き方について、教

えて貰い今なお感謝の気持ちでいます。

いろんな話のなかで好き嫌いが、はっきり

していたことを懐かしく思い出します。例え

ば、カレーライスは汁かけ飯・にぎり飯は手

の脂が付いていると言い、腹が減っても手を

付けられなかった事など思い出します。

いつか「大先輩」と言ったら“大”を付け

ることは、相手を“オチョクッタ”言い方だ

とこれは 2003年の酒宴でのことでした。
骨のある明治の男子は多くの思い出を残

し、惜しまれて９２歳の生涯を閉じました。

心から 堤 甚五郎氏のご冥福をお祈りい

たします。

堤 甚五郎さんを悼む

13465 大 楠 益 弘

われわれの大先輩、堤 甚五郎さんは、１

１月２１日深更、永遠の別れを告げ、旅路に

就かれた。行年９２。栄ある永年会員の表彰

を目前にしての旅立ちは、まことに痛恨の極

みである。

思えば、一昨年、本部の年次晩餐会での痛

飲ぶり、旧年２月２６日、サロンルームにお

招きした折の、後輩たちのやんちゃ振りを嬉

しげに、盃を傾けておられたお姿が今でも記

憶に鮮やかである。（ＪＡＣ北九だより第 10号）
故人の地元門司での山への献身ぶりは筆舌

に尽くしがたい。風師山早朝登山会の創設、

矢筈山（ 271m）のキャンプ場作り、風師山
（ 362m）の避難小屋建設、平成８年早朝登
山会登山 1000回記念を控えてのトイレ建設、
地区登山会の横断組織門司山岳協会設立な

ど、枚挙にいとまがない。

特筆すべきは、元日の風師山山頂でのぜん

ざい会である。その数は実に 800 食、準備の
ため大晦日までの一週間程、堤氏宅はまさに

戦場であったという。元日当日は、堤さんの

早朝登山会はもとより門司歩こう会、私の所

属する門司こもれびの会などの有志が山頂に

参集、焚き火をして餅を焼き、ぜんざいを温

めて、初日参集者にふるまう。資金の一部は

前年の募金であるが、大半は門司在住の匿名

の篤志家の支援である。これも故人の人柄を

偲ばせるものに他ならない。堤さん亡き後も

遺志を継いで今年元日も 750 食が奉仕でき
た。雪の日や曇りの日は登山客が少なく、余

ったものは捨てる訳にゆかず我々ボランティ

アが消化することになる。たっぷりとふくら

んだぜんざい腹を抱えながらえっちらおっち



( 8 ) ＪＡＣ北九だより 第１５号 ２００４年 １月 発 行

ら下山したことも再三ある。実に４０年以上

続いているこの行事は引き継がねばならぬと

思う。

旧年は奥さんを亡くし、独り住まいのお宅

に参上、堤さんの日本山岳会のあるべきエリ

ート集団理論と私の大衆化路線理論を丁々発

止、たたかわせたことも今では懐かしく、楽

しい想い出となった。

我々は偉大な先達を失った。まことに無念

である。深く哀悼の意を表し、心からご冥福

をお祈り申し上げたい。 合掌。

岳友 稲田静代さんの想い出

11990 原 広 美

稲田さんとの初めての出会いは、８年前、

JAC福岡支部総会のときでした。
“山に”誘いたいのだけど、どんな山行がし

たい？”とにっこり笑って話しかけてくれま

した。当時私には家族４人いたので、いくら

山が好きだからといっても、家族を放って行

くわけにもいかず、山と家庭を両立しなけれ

ばなりませんでした。たくさん誘いたかった

ようでしたが最後まで私の立場を気遣ってく

れました。

山行の第一歩が尾瀬、谷川岳、赤城山でし

た。皆と交代で夜行運転をし、現地について

すぐ仮眠、１時間の軽い眠りのあとすぐ登山

と、当時の私の登山経験からすれば、何とい

うスーパーウーマン、とびっくりしました。

普段は九州の夜行日帰りが多く、自分が納

得するまで、いろいろな登山ルートや、また

登山口を確認のため往復したり薄暗くなるま

で一緒に歩かされたものでした。それも私に

とってはよい経験、そして勉強になりました。

またスタイルは、地図や磁石はもちろん首

からルーペをぶら下げ、パーティの一番後ろ

でさりげなく、足の弱い人と一緒に来てい

ました。私達が休憩をしているときでもい

つも周りの地形を確認していて、おかげで

道を間違えても彼女が磁石を地図に当てる

と必ず目的地に着くという安心感があり少

々の藪に入っても全く心配なしでした。

山中で動物にあっても“大声を出しては

いけないよ怖がるから。私達人間が獣道を

利用しているのだから”と大切なことも教

えてもらいました。

平成１６年の夏山山行は大雪山に行こう

と計画していた最中、事故（ JAC 北九だよ
り第 14 号掲載）に遭遇したと連絡が入りま
した。昨年８月薬師岳、鷲羽岳、黒部五郎

が最後の山行になり、こんなに早く逝くな

んて考えたこともありませんでした。もっ

ともっとたくさん同行させてもらえばよか

ったと、いろいろな思いが走ります。

長年にわたるカルチャー教室の講師や、

技術指導、そして自分の山行といろいろ忙

しかったと思います。私がここまで成長で

きたのは静代さんのおかげです。

感謝の気持ちをこめて静代さんの好きだ

った歌「なため」を紹介します。

なため

小林 碧 作詞・作曲

１ 森深く迷いたどれば

古きなため（鉈目）は導きぬ

人の心のしみじみと

懐かしうれし木暗き径に

２ 岨 茨 いかにありとも
そばいばら

つとめ拓きてともどもに
ひら

愛のしるべを刻みつつ

仰ぎてゆかん真白き峰を

（明治大学ワンダーフォーゲル部部歌）
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中央分水嶺一斉踏査計画

一人でも多くの協力が必要と痛感！
～山口県の分水嶺を歩いてみて～

11990 原 広 美

感想記

第19回宮崎ウェストン祭に参加して

宮崎ウェストン祭に参加した北九州支部のメンバー

２００５年に日本山岳会は１００周年

を迎える。その記念事業として日

本列島中央大分水嶺の一斉踏査の

計画がある。北九州支部は仏峠か

ら平尾台までが担当となり、その

第一歩として、山口県豊浦郡・石

畑峠～笠ガ岳～勝陣山～川棚まで

歩いてきました。

10 月 13 日（月）晴。豊浦町鬼
ガ城登山口に、会員６名が集合の

後、石畑峠まで車で移動する。そ

れぞれが軍手、かま、鉈を用意し

て、いきなりコンクリートブロッ

クをよじ登り、枝を払いながらブ

ッシュを進む。

11 時 13 分、笠ガ岳(383m)山頂
着。鬼ガ城山、狩音山の展望は良

く三角点もしっかりしていた。こ

れから境界線上を進んでいくと、

最初のピークに小さな塚があり、

これをＰ１(380m)と名づける。２
つ目をＰ２とする(340m)。ＧＰＳ
がまだ手元になく高度計を使った

ので正確ではないと思います。Ｐ

２より下りが続きますが、２０ｍ

下った地点より左にとり勝陣山へ

と向かい南峰(334m)に着く。展望
は樹木に覆われて悪いのですが、

三等三角点はしっかりしていて、

平成１５年３月の新しい標識があ

りました。これから先、ヤブがひ

どく４名の男性が左右の枝を落と

し、困難を極めました。

更に尾根筋を進むと、中電の№

３４の鉄塔(225m)があり、ここで
休憩、振り返ると、はるか向こう

に最初の笠ガ岳の頭がひょっこり

見え、苦労して歩いた峯々が続く。

県道菊川・豊浦線境界線上に下山。

本日の踏査の尾根歩きはここで

終わりです。これより川棚湯町を

抜け、国清山公園～旧道～石畑峠

出発点に戻り、更に鬼ガ城登山口

まで回送して解散が 17 時 30 分で

した。

今回は、山口県の山々が詳し

い井上佑さん、中村昭彦さんに

お手伝いいただき、私たちは枝

を払ったり、テープを付けたり

登山道の整備をするのが精一杯

でした。

登山道を歩いて山頂を極める

だけでなく《川の流れている峯

を結んで歩く》今回は川棚川と

田部川の分水嶺を歩いてきまし

た。これから始まる支部担当の

全域踏査は多くの時間と労力を

要すると思います。この事業を

成功させるためには、一人でも

多くの方々の協力が必要と感じ

ました。

来年も参加したい

北九 362 佐 藤 照 美

11月２日～３日、テレビの上
高地のウェストン祭しか知らな

かった私は、宮崎ウェストン祭

に参加出来るうれしい気持ちで

バスに乗りました。途中 3,333
段の御坂の石段を、汗をかきか

き往復２時間位、小雨の中を足

のふくらはぎが痛くなる程登り

ました。

五カ所高原の前夜祭、神事、

神楽、特に太鼓の素晴らしかっ

たこと、また楽しく花をそえた

飛び入り参加者、大きなキャン

プファイアーの炎のそばで合唱

など。更に又、山女魚の串焼き

はおいしかったです。

３日の朝、雨。紅葉の五カ所、

三秀台で９時よりウェストン祭

が始まり、テントの中でウェス

トン師を偲び山岳遭難者に哀悼

の意を表し、登山の安全を祈り

黙祷。五カ所小学生のかわいい

点鐘、献花、町ぐるみの祭り、
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すばらしいバッジもいただきま

した。ウェストン顕彰記念物は

日本に 16 もあり、先輩に一覧
表をいただき、いくつ会えるか

楽しみになりました。雨で祖母

山に登れなかった分ウェストン

祭が大きく心に刻まれました。

来年も参加できればと思ってい

ます。それから高森湧水トンネ

ル公園のウオーターパール前で

は、不思議な動きに頭をかしげ、

高森温泉で体を休め昼食をとり

ました。

楽しいスケジュールを組んで

いただき、リーダーと皆様方に

感謝しております。有り難うご

ざいました。今後ともよろしく

お願い致します。

地元の厚い人情に感謝！

北九 383 中 村 周 二

宮崎ウェストン祭は、11 月２
日前夜祭に続き、11 月３日の当
日行われ、日本山岳会宮崎支部

が主催して、今年で１９回目を

迎えています。

前夜祭は、厳粛な神事に始ま

り、地元小中学生による伝統あ

る高千穂の神楽があり、続いて

豪快な高千穂太鼓が響き渡り、

夜空を焦がすキャンプファイア

ーを囲んで、地元の方がカッポ

酒をつくってふんだんに振る舞って

いただき、素朴な前夜祭に高千穂町

の皆さんの暖かい歓迎、厚い人情を

感じ、深いステキな出会いのひとと

きでした。

11 月３日のウェストン祭は、
日本アルプスの命名者として知

られ、日本近代登山の父とも呼

ばれる英国人宣教師ウオルター

・ウェストンが、日本アルプス

に登る前年に祖母山に登山した

という記録が庄屋日記に残って

おり、五カ所高原、三秀台にウ

ェストン師を偲び記念碑が建て

られている、この碑の前で行わ

れました。

天候は、あまり良くありませ

んでしたが、五カ所小学校の生

徒代表による献花、町長の祝辞

・ミニ講話などがあり、この行

事に参加した日本山岳会宮崎支

部の皆さんと、熊本支部と私達

北九州支部全員でエーデルワイ

スを歌って、山の遭難者を悼み

つつ登山の安全を祈りました。

祖母山に登山される都道府県

第１位は福岡県人だそうです。こ

の三秀台は、九州の秀峰「祖母山」

「阿蘇山」「久住山」を一望でき、

なだらかな丘陵にあり眺望も良

くこの地名がついているそうで

陶ヶ岳山行記
す え が た け

岩登りに新たな感動！

北九 355 宮 城 尚 志

１２／２０～２１。北九

州支部から、計画者の

板倉さん、それに原さ

ん、西村夫妻、宮城の

５人の参加で。

そして陶ヶ岳登山口

で、板倉さんの依頼で

下関山岳会の篠田さん

（昭和７年生まれの焼

酎好きのベテランクラ

イマー）、細川さん（来

年退職を迎えるという

無口だけど言葉に重みがある高

倉健ばりのベテランクライマ

ー）と２０日正午に合流し、山

へと向かいました。30分登った
ところにあるテント場（山小屋）

を基地として、初日は、ザイル

の扱い方結び方、ビレイの取り方

から初心者用の７～８メートルの

岩で、懸垂下降までの基本訓練を

同２名の先生と板倉さんのサポー

トで教えていただきました。

夕方から小屋に戻り、かも鍋を

囲み、途中から下関山岳会の藤田

さんも加わり夜 10 時まで山談義
の酒宴が盛り上がりました。

翌朝、朝食後、テント場の直ぐ

近くにある「国体ルート」という

約 60 メートル３ピッチの陶ヶ岳
のメインルートで岩登り開始、私

は、藤田さんのトップで直接指導

を受けながらどうにか頂上まで自

すが、この三秀台でウェストンの鐘

を鳴らし日本近代登山の父を偲ぶ一

時も、時間が許せばぜひお勧め致し

ます。

祖母山登山は天候不順で中止にな

りましたが、マイクロバスの道中で

リーダーの日向さんに、山の歩き方、

心構え、目的を持って山行すること

など数々の示唆を頂きました。

高千穂町の暖かい人情と今回の山

行のお世話を頂いたリーダー日向さ

ん、サブリーダーの高畠さんの厚い

思いやりをひしひしと感じ楽しく２

日間を過ごすことができ感謝でいっ

ぱいです。

岩壁に取り付いている女性メンバー

岩登り練習に参加したメンバー
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① 三倉岳(702m)
標高差 462m 登山口 240m
地名・場所 広島、大竹栗原、

広島県立自然公園、２等三角点

行程 中国道下関 IC ～吉和
IC～ 186号～栗原
所要時間２：25 420km
参加者 CL 長谷川、中村、

上野、大井、橘、塩屋

登山日 ３月 28 日、晴れ、
微風、春霞

登山所要時間 登り～朝日岳

経由夕陽岳１：55 下り～三倉岳
経由駐車場１：20
登山道の程度 石段多し、

鎖場４カ所

無人ボロ小屋 三合、四合、九

合目、赤松多し松茸あるかな。

眺望 各峰ともに良し。岩峰

なので足場に注意。三倉平から

見る三峰は秀峰。頂上付近に岩

かがみがある。ホウバの落ち葉

あり。

登山行程 8:45 登山口発Ｂコ
ース(右廻り）、9:42朝日岳分岐、

9:50 朝日岳、10:10 天狗の踊り
場、10:15 中の岳、10:40 夕陽岳
着。ランチタイム、各自ご馳走

持参、ビールで乾杯、岩峰を見

ながらの昼食は最高であった。

11:45夕陽岳発、11:53三倉岳（２
等三角点）、九合目に戻りＡコ

ースを下り 13:05 三倉平駐車場
に下山。大竹市三倉岳人工登攀

壁を見学し 14:00 出発、小瀬川
温泉（ラドン）で汗を流し 14:50
出発。15:11吉和 IC、16:00鹿野
SA、17:00下関 IC、17:15解散。
今回はウィークデーなので山

中貸切状態であり静かであっ

た。昔クライミング経験者は懐

かしく思われたでしょう。皆さ

んお疲れさんでした。花の季節

になりました。何処かへ山行し

ましょう。

以上

② 弥山(529,8m)
３月 30日（日）晴れ、微風
場所 広島県宮島（日本三景、

世界文化遺産の島）

参加者 CL中村、SL八重尾、
三木、原、梶原、斎藤、萩尾、

塩屋

ＪＲ 5:37新下関（岡山）、8:45
宮島口(3:17)、9:25 宮島口発、
9:40 宮島着、10:00 大聖院登山
口着。

登山コース 登り 大聖院

(1:30) 頂上展望台 下り 紅葉

谷コース(1:15)10:10大聖院登山
開始、11:10駒ヶ林の分岐、11:25
大日宮、11:30 弥山展望台着。
鹿が寄って来るので展望台にて

食事。12:15 下山開始紅葉谷を
下り 12:40 ロープウェイ分岐、
13:30紅葉谷に下山、14:15桟橋、
14:25 宮島発、15:52 宮島口（下
関行き）、18:03新下関着。解散。
今回で２回目の青春キップでの

山行、天候も最高で宮島観光客と

登山者多く、観光登山とゆう雰囲

気で青春？ を謳歌した。行程も

順調、穴子飯弁当、車中の缶ビー

ルは最高の味でした。又の青春キ

ップに期待しています。皆さんお

疲れさんでした。

歩数 登り 4,016 下り 5,204
計 9,220 歩 桟橋～登山口 往復

5,099 歩 登り 24 丁、下り 34 丁
以上

③ 大崩山(1643m)
丸太橋渡り、梯子の連続、スリ

ルに富んだ山行！

平成１５年５月 10 日（金）晴
れ、09:00下関発、14:35コテージ
大崩着(275km)
参加者 中村、上野、塩屋、矢

野、大井、橘

コテージ オール自炊、炊飯道

具、バス、トイレ完備、＠ 1,100、
毛布有り。

登山記録 ５月 10日（土）05:15
コテージ発、 05:30 登山口着
(4.8km15 分）、05:36 登山口発、
06:08 大崩山荘着 06:18 発。06:48
丸太橋着 07:03 発、08:46 袖のダ
キ着(1,205m)、見上げるわく塚の

力で登り切ることができまし

た。

岩に取り付いている時の緊張

感とワンピッチごとテラスに着

いた時の安堵感、そして３ピッ

チを登り切り、頂上に着いたと

きの達成感は今までの登山には

無かったすばらしい感動でし

た。そして頂上から望んだ瀬

戸内の海まで広がる爽快な景

色が脳裏に焼き付き、今でも、

考えるだけで胸がドキドキしま

す。

帰りに車の中で、板倉さんか

ら「普通のピークを目指した登

山だけでなく、今回の岩登りや

夏の沢登り、冬の雪山等いろ

んな山を経験することで、自

然のすばらしさをもっとたく

さん経験することが出来るよ」

と言われ、本当にそのとおり

だと実感しました。とても有

意義で価値ある岩登り訓練を

受け、３人の先生をはじめ下

関山岳会の方々、そしてこの

機会をつくっていただいた

板倉さんや同行した原さん、

西村夫妻、さらには、最初

にこの山行に誘っていただ

いた伊藤さんにもとても感

謝しています。（Ｅメール）

登山記録三題

三倉岳 弥山 大崩山

北九 322 塩 屋 薫
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岩峰に感動。08:57 袖のだき発、
09:29 下わく塚着(1,320m)09:34
発、09:47中わく塚着、10:01中わ
く塚発、10:35 上わく塚着、11:43
石塚通過、11:48 大崩山山頂着。
12:50まで昼食タイム。12:50山頂
発、石塚から見る山並みにミツバ

ツツジが咲いて奇麗であった。又

今年はあけぼの、ミツバ共に表年

であった。リンドウ岐 13:45 着、
14:09 小積ダキ(1,345m)、15:53
林道分岐。２３個所の梯子下りで

疲れもピーク。16:36 大崩山荘通
過、17:20登山口に無事下山。
歩数 24,061 歩。美人の湯で汗

を流して昼食乾杯、お疲れ様でし

た。あこがれの山に初登山、丸太

橋渡り、岩場の変化に富んだ岩峰

に感動。ミツバツツジも満開、又

切れ落ちた場所をワイヤーにすが

りトラバース、梯子の連続、スリ

ルに富んだ山行でした。

５月 11 日（日）08:26 発、
13:30 下関着解散。元気組は竜
王山ヘ行く。

以上

３月の山行

鳳翩山（742m）（山口県）
ほ う べ ん ざ ん

中央分水嶺の一部に入っている

鳳翩山は、眺望抜群！ 眼前に豪

快な西鳳翩山、眼下に山口市街、

そして南に瀬戸内海など 360 度の
展望が得られる。 マンサク

又参勤交代の道である萩往還、

一の坂銀山跡、六軒茶屋跡などの歴史の足跡もたどる

ことが出来る。

期 日 ３月 14日
集 合 ＪＲ門司港駅前午前６：50

（駅前に 300円の駐車場有り）
交 通 マイクロバス予定
募集人数 28人まで
会 費 3,000円～ 4,000円
コース 二つ堂登山口…東鳳翩山…萩往還道…登

山口

申込先 横山洋子 〒 751-0844 下関市新垢田西町
1-3-3 ハガキ又は FAX 0832-53-3031

なお、この山行で、板倉氏が分水嶺の勉強会を

兼ねて、ＧＰＳの実習などを行います。

山行計画のご案内

２月の山行

伯耆大山冬山合宿

期 日 平成 16 年２月 13 日(金)～ 17 日(火)
交 通 西鉄夜行バス利用（往復）

費 用 20,000円程度（山岳保険料を含む）
装 備 冬山完全装備

山行内容 冬山基礎技術訓練、雪山でのテント生活の

仕方等

参加人数 ８名

申込締切 平成 16年１月 10日(土）
申込先 〒 801-0851 門司区東本町 1-7-28-201

板倉健一℡(会社)093-331-1031
(自宅)093-321-1038

申込方法 ハガキ又は FAX093-331-1032

まして、少しばかり新年号らしく

なったかなと思っています。

今年は、日本山岳会の 100 周年
記念行事である中央大分水嶺の調

査登山が始まります。私も早く体

調を回復して、皆と一緒に分水嶺

の調査登山に参加したいと思って

います。 （伊藤Ｑ）

○山の原稿（山行記、感想、山

の随想・・・等何でも）は事務

局又は田川市西平松 11-８ 〒

826-0032 伊藤久次郎までお送り下
さい。方法は郵送、FAX、メール、
どれでも結構です。出来ましたら

写真も一緒にお送り下さい。Ｅメールは、

12 月に次の通りアドレスを変更致
しました。新アドレスは

nkchb785@ybb.ne.jp
です。

電話・Faxは、0947-42-2772

○明けましておめでとうござい

ます。今号は、発行が遅くなり

ましてご免なさい。と申します

のも、昨年は４人の岳人が亡く

なられたので、その追悼記事を

追加、急きょ故人を知る先輩諸

氏に追悼文を無理矢理お願いし

た次第、おかげでページも増え

新年
１月のサロンは、28日（水）
２月のサロンは、25日（水）
支部では、毎月第４水曜日

の夕方、杯をかたむけながら

山の話などを話題にして、だ

べっています。どなたもどう

ぞ気軽においで下さい。

時間 午後６時 30分から
場所 小倉北区魚町「コール天」

（魚町銀天街、料亭武

蔵より西へ約 50 ｍ）
費用 3,000円前後

（ワリカン制です）

登山教室開催中止のお知らせ

登山教室は、第３回目（２月

４日、水）、第４回目（４月７

日、水）に予定していましたが

都合により中止いたします。悪

しからずご了承下さい。

大楠益弘


