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日本山岳会北九州支部

第５回

通常総会開催のお知らせ

北九州支部では、２００４年度の通常総会を次のとおり開催致します。
当日は記念イベントや懇親会も予定しておりますので、何卒ご出席いただきますようお願いいたします。

１

日

時

平成１６年４月２４日（土）
受
付 午後１時３０分より
総
会 午後２時～午後３時
記念講演 午後３時～午後５時
「 山 あ れ こ れ 」 講師
「 エ ベ レ スト か ら 百 名 山 へ 」 講 師
懇 親 会 午後５時～午後６時３０分

井 上
佑 氏 (北 九 州 支 部 会 員 )
重 廣 恒 夫 氏 （ＪＡＣ常任 評 議 委 員 ）

２

会

場

北九州市八幡東区大谷１丁目 2-4 大 谷 会 館（駐車場完備）
℡ ０９３－６７１－０１２９

３

会

費

懇親会費

４

締

切

出欠のご返事は、案内状同封のハガキで４月１７日（土）まで（当日消印）

５

問い合わせ

１人

５，０００円

事務局の兼光（０９３－６６１－３４５１）又は
関口（０９３－３８２－６４３６）
又は携帯（０９０－８９１９－６７７６）

※

なお、今回の総会をもって現在の役員の任期が終了します。次期役員の選任にあたり、
本部会員 で支部の運営に力を貸していただける方で、立候補を希望される方は、４月９日
（金）までに事務局へご連絡下さい。
～～総会の詳細については、各人宛に案内をお送り致します～～

通常総会記念イベント

重 廣 恒 夫 氏 の 講 演 と トレッキング！
（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。

１ 講 演 「エべレストから百名山へ」
４月 24 日、大谷会館、午後３時２０分～午後５時
２

インターネット ＨＰ より

重廣恒夫氏と歩こう 「平尾台トレッキング」（予定）
４月 25 日、午前８時 平尾台吹上峠集合
参加申込みは、案内状同封のハガキで事務局へ。
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記録的な大雪による交通規制のため 急きょ九重へ！

新春山行「韓国岳・開聞岳」を変更

大雪の九重でラッセル訓練！

山行報告

(2)

参加者２３人、法華院温泉山荘前で記念撮影

１月の山行記録

○登山記録（塩屋

積雪時の九重を歩く
ＣＬ
記録

西 村 信 子
塩 屋
薫

○コース及びルート
１月24日 8:00 小倉駅北口バス駐車場集合、
8:05 発→ 11:05 長者原着（昼食）11:50 発
→すがもり越～法華院温泉山荘（泊）
１月25日 法華院温泉山荘→雨ガ池越え（雪
上訓練）→長者原

○参加者
ＣＬ
会計
ＴＬ

ＴＬ

２３人

西村 信子
原
広美
横山 洋子
石川 信之
高城季美子
坂本むつみ
三木 靖子
佐藤 照美
楠田 和彦
室田 安代
八木
勵
森本 信子

３班で行動
ＳＬ
ＴＬ
記録

救急

大楠 益弘
浦田 和夫
岩村 瑛雄
塩屋
薫
坂本 勝喜
八木 國子
立石サツミ
室津 健次
中村 昭彦
藤山 辰乃
大井 銀子

薫）

１月 24 日 12:10 長者原発、指山分岐でアイ
ゼン装着 13:54、硫黄鉱山道分岐に上がる 14:55
すがもり越え着 4,318 歩。気温－７度、テント１
張り、男１名いた。15:07 北千里分岐を左折、15:57
山荘着（予定 16:00)積雪 50cm ～ 70cm トレース
は付いていたがラッセルもした。特に北千里か
らの斜面は注意を要した。すがもり越えから
2,812 歩、計 7,130 歩(3:47)。
山荘の風呂は改装されて窓から平治岳が見え
た。山行後の温泉は最高。食事後座学、21:00 消
灯、気温－ 7.5 度。
１月 25 日、天気雪、気温－７度。大船山は積
雪多き為中止。8:10 山荘出発、坊ガツル経由。8:30
雨ガ池分岐左折登り、9:21 標高 1,470m 地点で雪
上ラッセル、ワカン使用での歩き方等の講習（中
村、岩村）。10:15 出発、11:40 長者原に無事下山
した。（下り 2:36）10,742 歩。国民宿舎コスモス
荘にて入浴と食事、反省会。14:30 帰路につく。
皆様お疲れ様でした。雪も多く最高の雪中登山
でした。

総括 （西村信子）
１．本来、韓国岳・開聞岳の予定でしたが、21 日
（水）の夕方より雪が降り始め、22 日朝は一面
真っ白。高速道路も通行止めの交通規制があり、
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果たしてえびの高原まで行けるのかな？ と懸
念していましたが、「九重だったら行けるので
は？」との声掛けもあり、大楠ＳＬと協議の上、
急きょ九重行きに変更の決定をし、幸いにも法
華院温泉山荘にも空きがあり、参加者の皆さん
に変更の旨電話連絡をし、出発前にドタバタし
ましたが、どうにか１月山行を催すことが出来
ました。

４．23 人のメンバーを３班に分け、それぞれのＴ
Ｌ(ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ)に浦田さん、楠田さん、横山さん
にお願いしました。皆さんのご協力で、今回の
山行を無事終えることが出来、大楠ＳＬともど
も感謝しています。

大楠さんから提案の最近の出来事「富士山滑落
事故」や「千葉のハイカー 30 人一時不明」に
ついての話し合いや参加者の中村氏、岩村氏の
山に取り組む姿勢や装備についての貴重な話も
聞け、有意義な一日でした。

５．今回、雪のため場所やコース変更などのアク
シデントがあり、霧氷の韓国岳・山麓に菜の花
の咲く開聞岳に登ることは出来ませんでしたが、
山岳会の過去の九重山行の中では一番の積雪量
だったし、サラサラの新雪で皆さん充分に満足
されたことと思います。

３．25 日当初、大船山へ登る予定でしたが、吹
き溜まりでは１メートル程の積雪があり、夜半

九重山行記

感動を新たにした久方ぶりの大雪と法華院温泉

１月 24 日、８:06、大寒日
から 暦 通り の寒 波に 見舞わ れ
たま ま の天 候を 引き ずり、 九
重連山も積雪との情報のもと、
小倉 駅 北口 から 一路 長者原 に
向けて旅立ちました。
車 内 では 初対 面の 初々し さ
をち ょ っぴ り覗 かせ やや緊 張
気味 で した が、 西村 ＣＬ、 大
楠Ｓ Ｌ 両氏 から のガ イドア ナ
ウン ス が始 まっ てか らは重 い
空気 も 一気 に弾 け、 和やか な
ムー ド が漂 う中 、タ イミン グ
よく 出 され た下 関名 産「フ グ
竹輪 」 が美 味し くて アルコ ー
ルの お 友達 と相 なり 「福」 を
もたらし賑わいました。
パ ー ティ の連 帯感 も醸成 さ
れて 会 話も 熱気 を帯 び、ボ ル
テー ジ は急 上昇 。長 州横山 軍
団長 殿 ！！ 有 り難 うござ い
ました。
車 窓 は凍 結し た岩 肌の九 酔
渓を 経 て、 九重 の山 並みが 見
え 始 め た 頃 、 長 者 原 に 11:07
着。 駐 車場 一面 が雪 原と化 し

楠

田

和

(3)

に雪も降り、トレースも消え、23 人もの人数で
は山頂までは行けないだろうし、段原で引き返
そうとの案もありましたが、雨ガ池付近でワカ
ンを使用しての歩き方やラッセルの仕方などを
岩村氏に講習してもらう。

２．24 日の夜のミーティング「山の座学」では、
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彦

てお り 、山 あい の積 雪の深 さ
が読み取れました。
早 速 車内 での 昼食 、休憩 を
とる 。 今回 図ら ずも 準備体 操
号令 の 指令 を受 けま したが 、
皆様 の 協力 で体 もほ ぐれ登 山
準備が整いました。
第 １ 、２ 、３ 班を 編成、 記
録担 当 をし てい ただ く“塩 屋
時計”に合わせ、12:10 登山開
始。先頭は、浦田ＴＬが務め、
途中 ア イゼ ン装 着や 服装調 整
を行 う 。行 程第 ２ポ イント す
がも り 越え に向 けて 雪道を ア
タッ ク して いく 深み にはま れ
ば 70cm もあ ろ う積 雪に驚 き
と感動が交錯する。
硫黄山を右頭上にすがもり
越え の 登り にと りつ く頃、 吹
雪も 強 くな り足 元の アイゼ ン
が頼 も しく 踏ん 張り に力が こ
もる 。 突然 しん がり の大楠 Ｓ
Ｌか ら 『フ ァイ ト』 の大声 が
こだ ま しま した 。元 気づけ ら
れた パ ーテ ィも ファ イト！
で応 答 、登 りを 詰め ていく 。

すがもり越え着 14:55“塩屋
時 計 ”か ら の声 に耳を 疑い た
く な るよ う な気 温はナ ンと －
７度ということでした。
小休止の後、15:00、北千里
ガ 浜 へと 向 かう 。コー スサ イ
ンのマーキングも雪に埋もれ、
雪 道 の踏 み 跡が 頼りで した が
猿 岩 を前 方 に見 て、法 華院 温
泉 山 荘へ の 下降 ルート を確 か
めパーティ 23 名が予定通りに
山荘へ 15:55 到着することが
できました。
ミ ーテ イ ング を終え て各 自
は 冷 えき っ た体 で温泉 へと 急
ぐ 。 外は 厳 冬の 吹雪、 内は 暖
か く 有難 い 温泉 の湯船 を堪 能
しました。
夕食は 18:00 から、ビール
で 乾 杯、 定 番の 飲みニ ケー シ
ョ ン は盛 り 上が り、ス トー ブ
の 温 もり は 心を 開き座 学に も
熱 が 入る と いう 満足な 一時 を
過ごすことができました。
就 寝前 に は再 び相部 屋の 室
津 先 輩と 連 れ立 ち温泉 へと 足
を 運 ぶ。 安 堵感 に浸り なが ら
想 い の高 ぶ りを 感じ、 綴っ て
みました。
自分を山にさらけ出し

(4)
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汗を流し苦しい思いをして
登ってきた者へ
自然界からの贈りもの
山 の尊 厳漂う 雪の 法華 院泉
山の寛大さと恵みに感謝
ありがとう
翌 25 日、５:00 起床。天気状
況が 気にか かる 。昨夜 のリー
ダー ミーテ イン グでの 予定コ
ースを再検討調整する。
朝食７:00、出発 8:00、雨ガ
池付 近で天 の恵 み雪と 戯れる
とい う行程 に変 更。余 裕の下
山を選択する。
記念写真撮影後、８:10 下山
開始。気温－ 7.5 度。吹雪の
なか 見え隠 れす る大船 山に別
れを 告げ、 雨ガ 池分岐 へと入
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る。
先頭は、かんじき装備の西村、
原両ベテランが就く。約１時間
30分の歩行を経た頃、雨ガ池入
口付近に到着。
「ココアタイム」
と「雪遊び」の休憩を取り、ホ
ットココアでホッ！とし、かん
じきを交代で履いてのラッセル
訓練。
幸いマウンテンガイドサービ
スツアーリーダー岩村会員から
は、雪道の歩き方や、斜面での
滑り方などご指導いただき貴重
な体 験 を す るこ と がで きま し
た。
10:15、この場を出発。先頭に
付き、時間とペース配分に留意
しながら雨ガ池を通過。
指山裾の自然観察路に入って

九重登山から感じたこと

初級中低山積雪期登山心構え
13465 大

〔前書き〕
当編は、去る１月 24 日、25
日九重山行の折、参加メンバー
に対して、岩村瑛雄さん、中村
昭彦さん両名が中心となって指
導した内容に、若干の補足をし
まとめたものである。
両日は、本来は韓国岳・開聞
岳に赴く予定であったが、前日
までの大雪のため、発進地、到
着地のいずれかに、バスの交通
トラブルが予想された。会計担
当の原広美さんからの緊急の提
案があり、チーフリーダーの西
村信子さんは、即時男顔負けの
決断を下し、果断な処置をして、
今回の九重山行となった。参加
メンバーとして大いに敬意を表
した次第である。それにもまし
て、目的地変更に異議を唱えず、
急用の１人を除いて、全員が協
調し、賛同してくれたことに、
深謝いたしたい。当内容は、あ
くまでも初級レベルのものであ

楠

益

弘

り、支部の練達の方々には、釈
迦に説法であるが、ご容赦いた
だきたいと思う。

（集団行動）
パーティを組む時は、目的地
に向かって統一した行動をとり、
目標を達成する必要がある。リ
ーダーの指示に従わぬ自分単独
の行動は、その阻害要因となる。
今回は、長者原に到着前に、ア
イゼンの装着は、リーダーの指
示があるまで控えるように、口
頭で伝えたが、降車後直ちにア
イゼンを着けようとしたメンバ
ーがいた。リーダーはメンバー
の身体の安全、時には命を守る
義務を有する。そのためには指
示に違背することは、控えねば
ならない。集合時間についても、
リーダーからの特定があれば、
仮に自分の装備、身づくろいが
未完でであっても、集合地点に
集結すべきである。未完の部分
は、集合完了後出発までの間に、

３月 発 行

からは、木立の中に雪の芸術
品を見ているようで自然の織
りなす業に感激。靴底から伝
わるサラサラ雪の感触が五体
へと入り込み快適でした。
小休止をとった檜木材馴染
みのベンチポイントを11:10出
発。時間的なゆとりができ、
パーティの足取りも軽やかに
着地点長者原には11:40着。無
事下山することができました。
久方ぶりの冬山と温泉そし
て積雪、新たな感動を振り返
りながらパーティの一員とし
て行動をともにできましたこ
とに感謝し、次回山行の糧と
したいと願いつつ帰路につき
ました。

リーダーに予め断って継続すれ
ば良い。メンバー１人の集合時
間遅延は、回数が重なると計画
が大幅に狂ってしまうことにな
りかねない。冬期は特に気温の
低下、日没が早いため、思わぬ
トラブルの発生の誘因ともなる。
今回、初めの内は、数名が遅れ
たが、２日目からは、順調にな
り、やはり慣れにより行動が洗
練されることが判った。

（頭部頸部の保温）
人間の体温は、水蒸気となり
70 ％が頭部頸部から出てゆく。
従って冬期は、特にこの部分の
保温が大切である。帽子、マフ
ラーなどを着用し、着脱をこま
めにして、体温の調節をしたい。
24 日当日、筆者の薄い頭頸部
からは、80 ％抜けてゆくだろ
うと謙遜して言ったらある御人
から、否「100 ％」と追い討ち
された。山の中でも、意地悪な
人がいるものである。

（外衣のフード）
烈風、暴風雪などの時を除き、
出来るだけフードは、使用しな
い方が良いと思う。特に雪崩、
落石の前兆、落雷の予兆など、
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耳を研ぎ澄ましておく必要があ
る場合、フードがあると察知が
遅れる。メンバーの滑落、転倒
なども事態の発生、認識が遅く
なる。体温の蒸散は、前項の保
温措置で防げると思う。

（手袋）
薄手の絹又は合繊のもの、厚
手のもの、そしてミトンを揃え
ておきたい。薄手のものは、ア
イゼン着脱など細かい手作業の
折、素手のためにかじかんで、
作業不能にならぬ様にするため
に必要となる。厚手のものは、
左右をクリップで留めて紐を付
け、外衣の内側など肩を通して
左右の手許にぶら下げる様にセ
ットすると良い。

（アイゼン）
アイゼンを着けて歩行する前
の段階で、アイゼン無しで雪上
訓練する必要がある。その場合、
平面では、靴を雪面に叩きつけ
る様に、斜面では、登りではつ
ま 先 を 雪面 に蹴 り 込む 様 にす
る。下りは、かかとで、階段を
作る様に蹴り込んで歩行する。
この様にしてノーアイゼンでの
歩行技術を習得しておく必要が
ある。今回の山行では、アイゼ
ンを着けていてもスリップする
メンバーが相当数いた。滑らぬ
ために装着するのであり、目的
を達していないことになる。緩
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斜面、平面歩行では、ツァッケ
（爪）を雪面に平行に食い込ま
せること。斜面の角度が上がる
に従い、逆八の字、斜面への蹴
り込みなど、スタンスを慎重に
確保しつつ、次のステップに移
る必要がある。爪の数は、通常
６本が望ましい。それもプレー
ト付きが使いやすい。但し残雪
期の高山（八ガ岳、北ア、南ア
など）では岩、木の根などに爪
先が当たり足場の確保がしづら
いことがあり、８本以上のもの
を勧めたい。アイゼンは、着脱
をひんぱんにすることも多く、
ザックの側面に備え付けるか、
ズボンのベルトに吊り下げて、
すぐ使える様にしておく必要が
ある。

（防寒、サバイバル対策）
九重山行では昼間でも零下 10
度になることがあった。手足や
身体が冷え切ってしまうと、体
温を元に戻すのは、非常に困難
となる。防寒対策を早めにして
おくことが必要となる。不慮の
事態に対応するため、ツエルト
ザックやアルミ蒸着のサバイバ
ルシート（100cm × 200cm）を、
常に備えておきたい。

（行動食）
行動中は、炭水化物（糖分、
でんぷん質）を中心として、何
回にも分けて（例えば休憩毎に）

３月 発 行
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こまめに摂ること。食事に長時
間をかけることは、行動中は避
けたい。ザックの中ではなく、
サイドポケット、ウェストポー
チなどに入れ、すぐ取り出せる
様にしておけば手軽に食べられ
る。

（あとがき）
当支部では、会員が１人でも
多くリーダーとしての行動がと
れる様になることを念願として
いる。登山の第二次大衆化現象
により、トラベル社的なツアー
としてのものと、岳人山行とし
ての活動のいずれに重点を置く
かという議論がある。双方のニ
ーズが、支部に存在するのであ
れば、共存でも構わぬと思う。
何も堅苦しく考えず、各会員が
主体的、自主的に活動をするの
であれば、厳しい山岳活動であ
ろうとなかろうと、それはそれ
で良いのではないかと考えてい
る。
山では、仲間の１人に支障が
発生したら、その回復のために、
全員が努力を傾注する。そして
時に１人は、個人的事情を顧み
ず、それを克服して、仲間全員
のための行動をとる。
「全てはひとりのために、
一人はすべてのために」
山人の心意気を讃える永遠の
言葉である。

山行報告

伯耆大山冬山合宿
昨年より進歩
もっと多くの会員に参加して欲しい
13471

板

倉

健

一

目的 冬山登山技術の習得及び雪上訓練
期間 平成１６年２月１３日（金）～
２月１６日（月）の４日間
行程
２月 13 日（金）23:45 小倉駅前高速バス出発、
夜行バスにて米子へ、車中泊。
２月 14 日（土）6:10 米子駅前着、7:55 大山寺
着 下山キャンプ場にてテント設営 10:15 出発

大山山頂に立つ！

11:00 大神山神社（アイゼン装着） 元谷にて雪
上訓練（滑落停止、ラッセル） 14:45 テント場

(6)
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帰着（泊）
。
２月 15 日（日）5:40 テント場発 ５合目でア
イゼン装着 8:50 ６合目避難小屋 10:07 弥山山
頂 10:55 ６合目避難小屋 11:20 脱アイゼン
行者谷経由、元谷へ 12:50 大神山神社 13:20
テント場着、テント撤収 15:40 発 16:00 入浴
17:30 大山寺発 18:25 米子駅 22:30 米子発、夜
行バスにて小倉へ バス車中泊
２月 16 日（月）5:30 小倉駅前着、解散。
参加メンバー
ＣＬ 板倉健一
会計 西村信子
食料 安富寛子

ＳＬ・食料
記録

原 広美
高畠拓生

２００４年
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夜の新雪が積もって歩きづらく、５合目でアイゼ
ンを着けて６合目小屋に向かいました。私達が最
初でした。６合目より上部は強風でガスっていて、
見通しがききません。急斜面が少し氷化していて、
アイゼンが効果的でした。持参した竹竿（16 本）
は全部使いました。
弥山付近の視界は１０ｍ位で、小屋には寄らず
下山しました。６合目の手前でようやく三鈷峰と
北壁が姿を現しました。行者谷では恒例の斜面の
下降練習とシリセードを楽しみました。
昨年と比べるとメンバーも雪山に少し慣れてき
て、段取りが良くなりました。天候は荒れ気味で
引き返すパーティもありましたが、皆さんしっか
り歩いてくれました。今回は５人の参加でしたが
もっと多くの人に参加して欲しいです。雪山は基
本的な知識と技術を習得すれば、誰でも充分に楽
しめます。大山で練習して次のステップには春の
後立山、穂高の雪稜が待っています。テントを担
いでどんどん個人山行して下さい。きっと自分の
したい山登りが見つかります。
冬尾根の風にとけこむ人の色

テント設営中
滑落停止訓練

総括感想（板倉健一）

テント内での料理
オイルサーデン

平均年齢５９歳のＪＡＣの典型的な中高年５
人パーティは、今年も冬の大山に現れました。
風が強く条件としてはかな
り厳しいものでしたが、楽
しく遊び無事帰ってきまし
た。 ２月１４日、夜行バ
スで早朝米子着。バスで大
山寺へ行き下山キャンプ場
でテント設営。エスパース
の６人用を張るが、風が強
いため手間取りました。
元谷の宝殊尾根の斜面で
滑落停止とラッセルの練習
をしました。尾根の上部で
は時々耐風姿勢を取りまし
た。
２月１５日、４時起床。ヘ
ッドランプをつけて出発。
トップを交代しながら登り
ました。凍結した足場に昨
テントの前で全員勢揃い

Ｊ ＡＣ北九だ より
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海外山行記

カムチャッカ半島 アバチャ山へ
門司区

北九 368

神

代

籌

子

アバチャ山(2,741m)

ロシア極東の地、カムチャッカ
半島。日本列島がすっぽり入って
しまう程の大きさ。そのカムチャ
ッカ半島の山アバチャ山へ８月の
中葉に登りました。
８月 16 日 新潟空港よりウラジ
オストックへ。１時間 30 分の空の
旅。国内線乗り継ぎまで約２時間
の待ち時間の後、カムチャッカの
州都ペトロパブロフスク・カムチ
ャッキーへ。所要時間３時間 20 分。
現地時間（サマータイムを入れて
時差４時間）22 時 20 分空港着。着
後専用車でパラトゥンカ温泉郷の
ホテルへ。ホテルの温泉は水着を
つけて男女混浴の露天の温泉。夜
風が肌に冷たく、夜も遅いので、
早々に温泉から上がり部屋へ。ホ
テルのベッドの狭さにビックリ。
大阪から新潟まで利用した寝台特
急“きたぐに”のベッドより狭い。
落ちることはないねと思いながら
眠りにつく。
８月 17 日 朝食の後、六輪駆動
の改造バスで、
（途中バザールに寄
ってツアーリーダーが、イクラや
ハミメロンウオッカなど買う）ア
バチャ山の美しい裾野をムチウチ

症になりそうなデコボコ道を、標
高 800 ｍのキャンプハウスへ。
キャンプハウスは標高 2,741m の
アバチャ山とカリャーク山
(3,456m)の両山が望める広々とし
た絶景の場所にある。
昼食、休憩の後、翌日の足慣ら
しに通称ラクダ山と呼ばれている
小ピークへハイキング。登頂日は
標高差 1,900m を往復
約 10 時間の徒歩予定
となっている。
８月 18 日 ６時 30
分に起きる。
８時キャンプハウス
を通訳、ガイド３名、
ツアーリーダー、参加
者 11 名の合計 16 名で
出発。雪渓を渡り、遭
難碑のある草原に出
る。ここからは、火山
礫混じりの尾根道となり、ひたす
ら登りのルートとなる。標高をか
せぐにしたがい、展望が徐々に広
がっていく。風も強くヒューヒュ
ー、ゴーゴーと。何度も吹き飛ば
されそうになりながら、出発して
４時間程で標高約 2,000m の山小屋
跡（地震観測計設置点）に到着、12

３月 発 行

(7)

時。ここで昼食タイム。
12 時 30 分出発の時には、風も治
まりほっとする。10 分も歩くと積
雪があり（数日前８月にはめずら
しく雪が降ったという）
、雪は頂上
直下まで続く。上がるにつれて雪
は深く、ガイドさんが雪をならし
て歩きやすくした後を歩く。振り
返ると均整のとれた美しい円錐形
のカリャーク山、遠くにアバチャ
湾のパノラマが展開する。山頂 15
時５分着。山頂では風が私達のい
る逆方向へ吹いていたので、火口
の回りを歩いたり写真を撮ったり
して約１時間程のんびりと過ごす。
下りはアイゼンを付けて、16 時出
発。慣れない雪の急斜面をこわご
わと下りる。アイゼンを 16 時 50
分頃はずす。
2,000m の地点からは往きの道と
違うルートで下る。しばらく下る
と富士山の砂走りの様な所を足が
もつれそうになりながら小走りで
下りていく。やがて前日のラクダ
山が見えてくるとほっとするが足
も少々疲れ気味。キャンプハウス
へ 19 時 10 分到着。全員無事登頂
することが出来、夕食のビールの
美味しかったこと。

アバチャ山頂上にて

８月 19 日 今日は予備日。午前
と午後、アバチャ山麓を散策。お
花の最盛期は６月だそうで、２カ
月も遅い８月では、山麓一面を美
しく装っていたお花を想像するし
かない。少々時期を逸したのが悔
やまれた。それでもアズマギク、
ウルップソウ、ペイントブラシ、

(8)
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ヤナギラン等々、数えてみたら 23
種類ほどのお花は何とか見つける
ことが出来た。この日の昼食はバ
ザールで買ったイクラをイクラ丼
にして食べる。美味しかったこ
と！！ 午後は、氷河や雪渓を散
策。夜 10 時よりお別れのキャンプ
ファイヤー。皆で歌ったカチュー
シャの歌。
８月 20 日 楽しく過ごしたアバ
チャ山麓に別れを告げ、専用車で
ビーストラヤ川へ。その途中、道
の両側にヤナギランの群生が続く
手つかずの大自然。昼食の後、大
型のゴムボートで川下りを楽しむ。
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夕方、川沿いのマルキ温泉ヘ寄っ
たものの、あまり衛生的でないの
で、女性軍は足浴のみ。その後、
ピロシキの村ソクチへ。日本のピ
ロシキとは違っていたので美味し
いとは思わなかった。ようやく帰
り着いたホテル。部屋がダブルブ
ッキングの為、他のホテルへ移動。
あゝ、疲れているのに。が、これ
がラッキーなことに、素敵なレス
トランに案内され、美味しくディ
ナーを頂けた。ホテルも新しくき
れいだったので皆さん満足の様子。
８月 21 日 ５時 30 分起床。朝
食後７時ホテル出発。国内線、国

３月 発 行

際線へ乗り継いで、新潟着 14 時 15
分、４時間余り待ち福岡へ。我が
家へ帰り着いたのが、23 時過ぎ。
10 月中葉、今はもうアバチャ
山の裾野は、白一色に装ってい
るでしょう。プーチン大統領も
この地でスキーを楽しまれたと
か。９月に結婚するといってい
た通訳のユージン、幸せな毎日
ですよね。天候と、人と、大自
然に恵まれた、とても素晴らし
い山旅でした。
（北九州支部の参加者２名
正 本明子 神代籌子）

～重廣恒夫さんの歴史峠トレッキング
「冷水峠編」に参加して～
北九 355

宮

城

尚

志

歴史峠トレッキングで福岡県の
大根地山頂の重廣氏

重廣氏と記念撮影の東九州支部、北九州支部メンバーの皆さん

２月２９日（日）小雨の降る
中、筑紫野市の竜岩少年自然の
家に日本山岳会北九州支部１２
名、同東九州支部９名そして重
廣恒夫さん以下アシックス関係
者６名の計２７名が集合し、重
廣さんの号令で準備体操をした
後、午前９時出発、大根地山山
頂に到着した。午前１０時４０
分ごろ頃には雨は上がり、時折
日も差してきて、寒くもなく絶
好のトレッキング日和となりま
した。
国道２００号線冷水峠の裏側
にひっそり残る旧長崎街道冷水

峠のトレッキングは、まさに江
戸時代にタイムトリップしたよう
で、歴史の重みを感じる石畳と
竹林の鮮やかな緑が、雨上がり
の日差しに輝き、いつまでも歩い
ていたいという感じの道でした。
偉大な登山家である重廣恒夫
さんと山歩き出来たことに感激
し、また大変勉強になりました。
また、大分県から来られた東
九州支部の方々と交流が持てた
ことも大変うれしく思いました。

山行に
参加す
ること
が出来
ました。

冷水峠をゆく

ありがとうございました。
（写真は全て筆者撮影）

※ 小倉のサロンのおさそいを
受け、参加したおかげで上記の
重廣氏を囲んで北九州支部メンバ ー

Ｊ ＡＣ北九だ より
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分水嶺紀行

自分の目で福智山の分水嶺を
北九 380
２００５年１０月に日本山岳
会は創立１００周年を迎える。
これに合わせて各種の記念事業
が計画されている。その中の一
つで、北海道の宗谷岬から九州
の佐多岬までの中央分水嶺を一
斉 踏 査し よ うと いう 試み があ
り、我が北九州支部は、主とし
て山口県内の分水嶺を担当する
ことになりました。
そこで分水嶺とはどういうこ
とかということから理解しなけ
ればなりませんでした。漢和辞
典では分水嶺とは分水界となっ
ている山脈又は分水山脈となっ

中

村

昭

彦

ています。分水界とは二つ以上
の川の流れを分ける境界又は分
水線と言うことですが、なかな
か理解ができにくく、実際の地
形を見て理解を深めようという
ことで、年の瀬も押し迫った２
００３年１２月２８日、福智山
山系で分水界が実際にどのよう
になっているかを確かめるため
に、ます淵ダムより七重の滝を
経由して登りました。
最初は急な登りでしたが大滝
をすぎた所で平坦な道になり、
道が二つに分かれます。ここが
山 瀬 で右 側 に 行 け ば 山瀬 越 し

(9)
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で、左側に行けば豊前越しです。
今回豊前越しに向かって登りま
した。登るにつれて谷筋が幾つ
にも分かれて水量もなくなり、
少し登ると尺岳と福智山の稜線
上の鞍部豊前越しに出ました。
ここが分水界です。雨水は左右
に流れ、ます淵ダムと内ヶ磯ダ
ム即ち紫川と遠賀川に流れます。
そして尺岳福智間の山並み山脈
を分水嶺と言います。
分水嶺にはいろいろな形の分
水嶺があると思いますが、日本
山岳会が実施しようとしている
分水嶺踏査は、日本列島縦断の
分水嶺踏査ですので、小さな分
水嶺は含まれていないと思いま
す。福智山より香春岳までの稜
線も分水嶺を形成していると思
います。

◇◇◇◇◇ 会務報告・お知らせなど ◇◇◇◇◇

北九州支部の実行計画案概略決まる
～ 分水嶺踏査登山～
日本山岳会１００周年記念事業の一つとして実
施される「日本列島中央大分水嶺踏査登山」で、
当支部は主に山口県を担当するが、その実行計画
の概略が次のとおり決まった。
本年度の山行計画は、山口県の中央分水嶺の山
がメインになると思われるので、全会員が出来る
だけ参加されるよう期待したい。
Ａブロック
Ｂブロック
Ｃブロック
Ｄブロック

仏峠～木戸峠
２００４年４月～５月
木戸峠～大ヶ峠
２００４年１０月～１２月
大ヶ峠～壇の浦
２００４年１０月～１２月
めかり～平尾台
２００４年中に適宜行う

以上の計画にもとづき、３月の山行は山口県の
東鳳翩山になっているので、できるだけ多くの会
員に参加してもらい、ＧＰＳの操作方法の講習を

行う予定である。本部より支給されたＧＰＳに加
え、支部独自にＧＰＳを１台追加購入したので、
実際の踏査は２台のＧＰＳを有効に活用しながら
踏査を行う予定。

宮崎支部の組織力と運営力に圧倒される
～九州地区５支部懇談会の報告～
13643

関

口

興

洋

平成１６年１月１７日～１８日、宮崎市で九州
地区５支部懇談会が開催された。
当支部からは大庭副支部長以下４名出席。本部か
ら藤本理事が出席。宮崎支部の皆様の熱心な運営
の下で、各支部の活動状況報告が行われた。記念
講演で、藤本理事よりあらためて１００周年記念
事業の取り組み方につき本部の方針を開陳され
た。記念事業にできるだけ多くの会員に参加して
もらうことを目的として中央分水嶺踏査の計画を
推進している旨強調された。
会議終了後は、懇親会が行われ宮崎支部の方々
との交流が大いに盛り上がった。また、宮崎支部
会員の手製のコーヒーカップの記念品が参加者に
贈られ、支部の力の入れ方に感心することしきり。
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翌日は交流登山で釈迦ガ岳に登山。快晴・無風
の絶好の登山日和。宿舎のひまわり荘を宮崎支部
の有木会員の車で７：００に出発。登山口着８：
００。各支部に宮崎支部の会員が２名ずつアテン
ドしながら登山開始。当支部からの登山参加者は
私一人でいささかさびしい。先般、問題になった
九電の送電鉄塔工事のため、一部登山路の付け替
えなどあるも、６合目までは緩やかな道をたどる。
６合目からは手すりのついた急登となり、高度を
あげていく。周囲の樹林はいわゆる照葉樹林で、
南国の雰囲気が濃くただよっている。登山口から
２時間で山頂着。東方のシーガイヤリゾートの巨
大なホテル棟が視界に入る。山座同定の余裕もな
く慌ただしく山頂で記念写真を撮った後、下山開
始。東九州支部の西さんを先頭に福岡支部の深田
支部長が続く。登山口の駐車場着１２：００。こ
こで昼食をとり１２：４０解散。
今回の幹事である宮崎支部の組織力と運営力に
圧倒された懇談会と交流登山でした。
〈参加者〉大 庭 常 生 溝 部 忠 増
兼 光
功 関 口 興 洋
以上
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２００４年度 東北・越後・北海道地区集会
北海道ニセコ山系で開催
北海道で初めて開催する「２００４年度東北
・越後・北海道地区集会」の案内。
開催場所は、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の中の
倶知安町など５つの町にまたがる東西２５キロメー
トルにわたるニセコ連峰で、１２の山、１６の温泉、
６つのスキー場と多くの湖沼が集中する道内有数の
山岳リゾート地。
また、直近に日本百名山のひとつ羊蹄山がそびえ、
いずれの山も登山欲をそそる名山が揃っている。
開催日 ２００４年７月１７日（土）
、１８日（日）
開催地 ○集会及び懇親会（宿泊ホテル）
ニセコワイス高原温泉山荘緑館
費用
１６，０００円（宿泊費、懇親会費及び
資料代）
行事計画
１７日（土）15:00 集合、16:00 各支部長、
事務局長会議、18:00 各支部報告と懇親会
１８日（日）登山（４コース）日帰り。
又はオプションで 18 日、19 日で羊蹄山登山（35
人）あり。
申込みは、５月３１日（月）までに、北海道
支部事務局(札幌市北区北７条西６丁目キタノビ
ル㈱北斗警備内、長谷川雄助宛 011-738-8211 へ。
先着１００名で〆切。

～関口、板倉出席～

○本部からのお願い（本部会員あて）
１．１００周年募金状況と１００％達成へのお願い
支部別の寄付率（１月 31 日現在）は、北九州支
部は４８．１％で、岐阜支部に次いで第２位のポジ
ションにあるが、さらなる達成率の向上をお願い
したい。
なお、募金は年間一口３，０００円で以上で、一
人何口でもよい。平成１７年まで予定されている。
２．今後のイベントについて
１００周年記念式典は２００５年１０月１５日（土）
に開催予定である。
３．日本山岳会団体傷害保険について
本年度より、従来山岳登攀中の遭難事故が対象
であった遭難捜索費用の適用範囲を拡大して、ハ
イキング・軽登山中の遭難事故も対象とし、より
充実した制度になった。年間保険料は５０円アップ。
４．年会費について
本部への年会費納入の場合、極力郵便局から送
金下さるようお願いしたい。銀行送金の場合、振
込人名に誤りが生じたり、会員番号が漏れて個人
会員が特定できないなどトラブルが多く困ってい
る。

今年の秋は阿蘇で会いましょう！
第 21 回全国支部懇談会 阿蘇の集い
□支部懇談会
日時 10 月 2 日（土）
場所 熊本交通センターホテル
日程 受付 13:30 より
開会 15:00 より 記念講演会、懇親会
□記念登山
日時 10 月３日（日）
登山コース 阿蘇高岳(1592m)
※中岳の噴火活動によっては、他の山に変更
します
Ａ班 仙酔尾根ルート
Ｂ班 中岳ロープウェイルート
観光コース 阿蘇周辺の観光（外輪山、草千
里など）
□参加費 18,000 円
□問い合わせ
熊本支部事務局 田上方(096-324-1200)
（詳細については、追って案内）
※ な お、北 九州 支部 では参 加希 望者の 申込
みを受け付け予定。
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します。

山行計画のご案内
３月の山行
ほうべんざん

鳳翩山 （742m）（第１回目分水嶺踏査登山）
日 ３月 14 日
合 午前６：50 ＪＲ門司港駅前
（駅前に 300 円の駐車場有り）
及び午前７時下関
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
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。
期
集

４月の山行 （予定）
△ 野 道 山 （ 924m） [徳 佐 中 ]
（第２回目分水嶺踏査登山

Ａブロック）

期 日 ４月 10 日（みどりの日）
集合時間・場所 ６:４０門司駅 ７:００下関
交 通 マイカー 山口 I.C まで高速、徳佐まで国道９号線
交通費

３，０００円位

ルート

9:30 野道峠→ 12:00 山頂

始点の仏峠の確認と 野道山山頂までの往復 ＧＰＳを
使って高度やルートなどの確認をする予定です。
申込先 752-0945 下関市長府豊浦町 6-31 原 広美
はがき又は Fax(0832-45-5490) で。

△

由布岳

（雨天の場合は倉木山）

平成 16 年４月 29 日（木） みどりの日

日 時

午前 9 時～午後５時
コース

由布岳駐車場～合野越～マタエ～西峰～東峰～
マタエ～合野越～由布岳駐車場
（お鉢回りコース）

集合時間

午前 9 時に現地集合

集合場所 由布岳駐車場（やまなみハイウェイ添い）
集合方法

誘い合わせて、現地に集合してください。
駐車場の東屋にて出欠の確認をいたします。

参加方法

磯野文雄までハガキ又は電話にて申し込んで
ください。〒 811-0114 糟屋郡新宮町湊坂 4-7-5

電話 ０９２－９６２－１５３７（ＦＡＸはありません）
※住所・電話番号・生年月日・血液型・緊急連絡方法・同
行者をご連絡ください。
その他 ①水場はありません。６時間分の水分が必要です。
②下山後、茶会を開きます。茶筅・茶碗（カップ可）
・茶菓などありましたらご用意ください。
③昼食時間は 30 分程度です。
④雨天決行。雨天の場合は、倉木山に変更して決行

⑤参加申込は、先着 20 名までといたします。

５月の山行 （予定）
シャクナゲの屋久島山行計画
目的地 宮之浦岳、永田岳
交通機関 ＪＲ、フェリー、島内はバス又はタクシー
期日 平成 16 年５月 14 日(金)～ 18 日(火) ４泊５日
行程 14 日(金)22:00 小倉駅２Ｆ待合室集合。小倉発
→鹿児島港へ(車中泊)。
15 日(土) 鹿児島港→宮之浦港→安房→淀川小屋(泊)
16 日(日)淀川小屋→花之江河→宮之浦岳→永田岳→
新高塚小屋(泊)
17 日(月)新高塚小屋→縄文杉→辻峠→白谷山荘(泊)
18 日(火)白谷山荘→白谷雲水峡探索→宮之浦港→鹿
児島→小倉
※ＪＲの時刻表が３月に変更のため出発時間未定。
※３泊の小屋泊まりは、無人小屋なので食料は共同装
備、シュラフは各自持参。
費用 ３０，０００円位
定員 １５人まで
申込先 FAX 又はハガキで
〒 752-0945
下関市長府豊浦町 6-31 原 広美
TEL/FAX 0832-45-5490
ＣＬ 中村昭彦

６月の山行

（予定）

とくごうとうげ

徳本峠～霞沢岳とウェストン祭
日本アルプスの近代
登山黎明期に槍・穂高
連峰への入・下山路と
して盛んに利用されて
いたルート。それだけ
にこの峠路には古きよ
き時代の雰囲気が今も
漂い、訪れる登山者を
感動させてくれる。

徳本小屋（木版画

伊藤Ｑ）

日程 平成16 年６月３日～６日（３泊４日）
行程 ６／３（木）小倉→名古屋（新幹線）→島々宿（貸し切り
バス）
（旅館泊）
６／４（金）島々宿（タクシー）→二俣→徳本峠(2,160m)（泊）
６／５（土）徳本峠→霞沢岳(2,645.6m)→徳本峠→上高
地（アルペンホテル泊）歩行時間 10 時間
６／６（日）ウェストン祭参列・午餐会出席後、貸し
切りバスで名古屋へ。名古屋→小倉（新幹線）
概算費用 ８万円（交通費、３泊宿泊費（２食付）を含む。
実費精算）
定員
15 名
申込み 宿泊予約の関係から４月 10 日までに事務局へ連
絡下さい。
（注）６／５、悪天候の場合は霞沢岳登山は中止して上高
地へ直行。
以上
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図書紹介

エベレストから百名山へ
ヒマラヤから教わったこと
重廣恒夫 著

光 文 社 新 書 （ 定 価 820 円 ）

山登りの楽しみは自ら計画を作ることにある。地図やガイドブック、写真集などから目的の山を選び、そこに到達するための
計画を作り、体力や技術を身につける。そういうプロセスを経てこそ、実際の登山において気象の変化の合間に垣間見える素
晴らしい光景や、頂上で感ずる達成感は何物にも代え難いものとなる。
計画する楽しさと、それを達成する喜びを感ずることが登山の醍醐味であり、そのテーマは無限にあるといっても過言ではな
い。かっての登山はこういうものだった。だから特定の山やルート、日程に登山者が集中することはなかった。
（本文より）

重廣恒夫 （しげひろ・つねお） プロフィール
主な略歴

重廣氏のサイン入り本

1947
1971

山口県徳山市生まれ
岡山理科大学卒業後
㈱オニツカ（現アシックス）入社
2004.1 現在 ㈱アシックスアウトドアマイスター
文部省登山研究所運営委員
(社)日本山岳会常任評議委員
1973
1976
1977
1979
1980
1984
1985
1988
1992
1992
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2003

支部全会員にプレゼント！
こ の 本 を ４月２４日の支部総会会場で差し上げま

エベレスト南西壁の世界最高点 8380m(当時)到達
日本人としてナンダデヴィ東峰初登頂
〃
Ｋ２初登頂
ラトックⅠ峰南壁初登頂
北壁からの新ルートでチョモランマに登頂
カンチェンジュンガ 南峰から中央峰初縦走
マッシャブルム北西壁初登攀。ブロードピーク登頂
チョモランマ交差縦走
（日本・中国・ネパール三国友好登山隊の登攀隊長）
ナムチャバルワ日本・中国合同登山隊初登頂の指揮
スポーツ功労賞受賞
マカルー東稜初登頂指揮
日本百名山を１２３日間で連続踏破
NEXT 100 MOUNTAINS(２百名山)実施
ふるさと名山探訪で４７都道府県の山々を巡る
全国のふるさと富士５１座を登山
分水嶺の山を登る登山を実施
歴史峠トレッキングを実施中

す。又会場で重廣氏から本に「○○さんへ」と個人
名のサインも頂けます。
当日総会に出席できない方、また、総会の前に読
みたい方は、事務局で保管していますので立ち寄っ
ていただければ差し上げます。
郵送希望の方は郵送料２４０円の切手を事務局内
大庭常生宛お送り下さい。
事務局＝〒 802-0018 小倉北区中津口 2-1-72
小倉紫水会館１Ｆ 長野県観光センター
（ｷｬﾝﾌﾟ 2 内）
℡ 093-541-0259。
なお、この本は、前事務局長日向祥剛氏の厚意に
より、支部の全会員にプレゼントするものです。
会員一同日向氏に対し厚くお礼申し上げます。
ありがとうございました。

編集後記
３月のサロンは、中止します
４月のサロンは、28 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。
午後６時 30 分から
小倉北区魚町「コール天」
（魚町銀天街、酒房武
蔵より西へ約 30 ｍ）
費用 3,000 円前後
（ワリカン制です）
時間
場所

○やっと北九だよりが完成しました。
８ページのつもりが、またまた原稿が
増え、とうとう 12 ページになってしま
いました。更にこの時期、総会や年度
替わりで山行計画が立てにくく、早く
仕上げねばとやきもきしたり、おまけ
にパソコンの調子が悪く、エラーが出
たり突然牛みたいに動かなくなって始
めからやり直したりして、仲々スムー
ズにいきません。もうこのパソコンも
うちの愚妻みたいに時代遅れになりま
したので、下取りして貰って、新しい
嫁さんを、いやパソコンを仕入れたい
と思っていますが、いつになるやら。

この欄は、最後にならないとどれだ
けの余白がでるか分からないのです。
ですから毎回穴埋め用にくだらんこ
とばかり書いて申し訳ありません。
Ｑ
○山の原稿は
事務局又は〒 826-0032 田川市西平松
11-８ 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
（IP 電話 050-1499-2772）

