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支部会員 福岡県・山口県に限定せず

支部規約を一部修正

来賓講師の重廣恒夫氏を真ん中にして、懇親会場での記念撮影

平成 16年度 第５回通常総会報告
事務局 13643 関口 興洋

会員の皆さま、山笑う季節となりましたが、いかが

お過ごしでしょうか。

「ＪＡＣ北九だより NO.16」でお知らせしましたとお
り、４月２４日大谷会館にて第５回通常総会が予定通り

開催されましたので、以下の通り概略をご報告申し上

げます。

○追悼式

総会開催に先立ち、昨年度逝去された会員のごめ

い福を祈って黙祷を捧げた。

1984 小林 義明 2214 柴田 重太郎

4162 堤 甚五郎 11434 稲田 静代

○会員の状況（３月３１日現在）

本部会員74人、支部会員 94人、合計 168人

○総会出席者

51人、委任状提出者 53人、合計 104人

○支部長挨拶

○議案の審議

議長に秦野支部長が選出され、議案書に従い審議

が進められた。

第１号から第６号までの各議案が拍手で承認され

た。第７号議案の支部規約修正（案）の審議にあた

り、第２条（組織）につき、福岡県・山口県の在住

者に限定せず、本支部規約に賛同し本支部入会を希

望する者を幅広く受け入れる趣旨で修正すべきとの

提案がなされ承認された。後日、修正支部規約を配

布いたします。
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○記念講演

（１）『山あれこれ』

講師 井上 佑氏

（日本山岳会会員、下関山岳会副会長）

山口県の山名にまつわるお話と、山口県の歴史上

の人物と黎明期の日本山岳会とのかかわりにつき、

興味深いお話を伺った。

（２）『エベレストから百名山へ』

講師 重廣 恒夫氏

（日本山岳会常任評議員）

エベレストをめぐる登山の歴史と登山方法の変遷、

深田百名山に取り組んだ経緯。日々の絶え間ない努力

から生まれる「耐える力」、「対応する力」をつけるこ

とが大事であると強調され、大変教訓に富んだお話を

伺うことができた。

両講師から有意義な講演をして頂いたが、残念なが

ら時間に制約があり、質問の時間など設ける余裕がな

かったことが、悔やまれる次第。

○懇親会

出席者 43人。九重山、霧島山、阿蘇山、祖母山の
４テーブルに分かれ着席。蔵富会員の乾杯の音頭で

開宴。飲み物の差し入れもぜいたくで盛り上がる。

多数の人が重廣さんに献杯するので同氏も応対に

暇がない様子であった。

新入会員の紹介、森林保全巡視員の紹介があり、

余興として津軽三味線の演奏が続き宴に花を添える。

翌日の重廣さんとの平尾台トレッキングを控えてい

ることもあり、名残惜しい宴も定時にお開きとなる。

第５回北九州支部通常総会に出席して

日本山岳会常任評議員 重 廣 恒 夫

北九州支部の総会

に参加した。秦野支

部長を始めとした北

九州支部の人達に迎

えられた伝統のある

大谷会館の会場には

、高校時代にお世話

になった下関山岳会

の井上さんや篠田さ

んの懐かしい顔もあ

った。「山あれこれ」

と題して講演された井上さんの話は、ただ高

みをめざした小生の登山とは違った、アカデ

ミックな話で興味が尽きなかった。これから

は探求の山登りに精進しなければならない。

総会後の一次会では昭和４０年第二十回岐阜

国体に一般男子で出場した篠田さんとの昔話

から、国体に向けた合同合宿でお酒の味を覚

えた高校生活が鮮烈に思い出された。また交

代で携帯に出た当時のメンバーの声も昔のま

まなのが嬉しい。

翌朝日向さんの車でビジターセンターに送

ってもらった。今日は北九州支部の方々と平

尾台の貫山を登ることになっている。３月に

福岡県の大根地山～冷水峠の「歴史峠トレッ

キング」に参加していただいた関口さんや西

村さんを始めとして、２０名程が茶ガ床園地

から中央分水嶺上にある貫山をめざした。平

尾台は標高４００～６００ｍ、南北１１ｋｍ、

東西２ｋｍに及ぶ、悠久の時をかけて創りだ

した日本を代表するカルスト台地である。広

大な平原は春の到来を告げる野焼きがおこな

われて久しく、新芽の緑が眩しい。また羊の

群を思わせる石灰岩のピナクル群の白さが紺

碧の青空に映えている。同行の皆さんは植物

に詳しい。貫山の手前ではオキナグサやフデ

リンドウを、羊群原の下ではヒメオドリコソ

ウやホタルカズラを教えてもらった。ヤブレ

ガサの群落は愛くるしい。貫山の三角点や要

所要所は GPSで緯度・経度を確認、これから
始まる１００周年記念事業の一つである「大

分水嶺踏査」のトレーニングは着々とおこな

われているようで頼もしい。帰り着いた茶ガ

床園地では宴会が始まった。山登りの楽しさ

は、目的の頂を踏むことはもちろんであるが、

道中の自然の移ろいに目を向け、和気あいあ

いとした食事も楽しみの一つである。今日の

山行もそんな思いを強くした一日であった。

貫山での重廣氏
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総会が終了した翌日の４月２５日

（日）、カルスト地形の平尾台で、

重廣氏と北九支部会員２０人とで貫

山までの往復トレッキングをいたし

ました。

当日は、素晴らしい快晴に恵まれ、

野焼きした後に新緑が生えた風景は

大変素晴らしく、西村ご夫妻の準備

した豚汁もこれまたおいしく、初め

て訪れた重廣氏も大変喜んでおられ

ました。重廣氏からお礼にと中央分

水嶺のバンダナをプレゼントされ、

おまけにサインまで頂きました。重

廣さん、有難うございました。

参加者（氏名のみ）

原 広美 板倉健一 伊藤久次郎

西村信子 馬場基介 下薗正記

高畠拓生 関口興洋 片山俊昭

片山礼子 横山洋子 西村俊二

∽∽∽重廣恒夫氏と平尾台トレッキング∽∽∽

正本明子 八木國子 三木靖子

立石サツミ 梶原誠子 池田暁彦

坂本千佐子 森本信子

分水嶺踏査も実施

ＧＰＳで位置を測定する重廣氏と支部会員

平尾台や貫山が分水嶺踏査対

象に入っていることから、ピー

クピークでＧＰＳで高度、緯度、

経度などを測定しながらトレッ

キングを楽しみました。

（伊藤Ｑ）

貫山の山頂で、重廣氏を囲んで記念撮影

日本山岳会創立１００周年記念事業

中央分水嶺踏査登山 本格的に始まる！
＝＝＝ 北九州支部＝＝＝

日本山岳会創立 100 周年記念事業のひとつで「中央分水嶺踏査登山」については、各支部とも本
格的にスタートを始めたが、北九州支部でもその計画概要が北九だより１６号で発表され、その計

画に沿って踏査登山が本格的に始まった。

「中央分水嶺踏査登山」の完遂に向けて

北九州支部中央分水嶺踏査委員会 委員長 板 倉 健 一

先頭を歩く重廣氏

計画されたのが、中央分水嶺踏査登

山です。北海道の宗谷岬から九州の

佐多岬までの日本を縦断する中央分

水嶺を、全国の会員で踏査しようと

いうものです。

北九州支部は、山口県東部の島根

県境の仏峠から福岡県の平尾台まで

2005 年に創立 100 周年を迎えます。
創立 100 周年記念事業の一つとして

1905 年 10月 14日、小島烏水らによ
って創立された日本山岳会は、来年
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の区間です。既に３月は東鳳翩山、４

月は仏峠～野道山～野道峠、５月は亀

ガ原～四王司山～壇之浦と３回実施し

ました。５月８日に分水嶺踏査登山の

実施に向けての会議を行いました。全

員参加を基本とし、北九州支部の全会

員に是非参加していただきたいという

ことから、地域別にＡ～Ｄにチーム編

成し、それぞれＡ～Ｄの踏査ブロック

に配置しました。

２万５千分の１の地図と磁石と GPS
を携行しての登山は、支部の月例山行

とはかなり内容が違います。先ず事前

に地図をしっかり読んで分水嶺の線を

地図上に引くことから始まります。登

山道の無い山域もかなりありますので、

アプローチ、藪こぎ等の対策も必要で

す。私は、２回分水嶺登山に参加しま

した。最初は仏峠から野道山の区間で

した。この山域は藪こぎが極めて厳し

く、３分の１を残してしまいました。

後日 A チームのメンバーによって残り
が踏査される予定です。

山口県東部の分水嶺は藪こぎが大変

だということは、東京で行われた分水

嶺シンポジウムでも発表された程です。

踏査不能の C ランクにとても近い状態
です。２回目は、亀ガ原から四王司山

の区間でした。このコースは下関の会

員の活動範囲なのですが、前半の区間

は誰も登ったことのない山なので苦労

しました。途中で尾根を間違えて戻っ

て地図で確認して進みました。目の前

の地形と地図をしっかり読む技術が必

要だと痛感しました。標高 400m 前後
の山ですが、上り下りの多さと歩行距

離の長さはとてもハードでした。午前

８時から午後５時まで歩いて、万歩計

は 30,800 歩をカウントしていました。
約20kmはあったと思います。
これらの体験から言えることは、通

常の登山道を歩く山行とは全く内容を

異にするものだということです。従っ

て雨天の際は困難が予想されるので中

止すべきです。山口県の東部（A ブロ
ック）中部（B ブロック）はこれから
の季節はスズメバチややマムシが出ま

すのでかなりの注意と事故の際の救急

処置、用具、薬品の準備も必要です。

この様に、分水嶺登山は大変な山行

です。しかしこの機会に山登りの原点

に戻って、地図と磁石を頼りに未知の

山に登るという極めて基本的で重要な

技術を習得してはいかがでしょうか。

自分で判断して行動する能力が向上す

るのは間違いないと思います。分水嶺

登山が終了する頃には北九州支部に一

人前に成長した山屋さんが何人も育っ

ていることを期待します。尚、重廣恒

夫さん推薦の藪こぎ用の手袋を踏査登

山に参加された方に差し上げます。１

年半の間、大切に使って下さい。皆さ

んのご協力を心よりお願い致します。

分 水 嶺 完 歩 を 目 指 そ う

11454 井 上 佑

日本山岳会創立 100 周年記念事業
では、『新日本山岳志』の山口県の主

要山岳の執筆をし、原稿はとうの昔

に送っている。また、日本山岳会創

立時の会員二名を調査し、百年史編

纂委員の南川金一氏に報告したので、

記念事業には充分協力したと、私は

思っている。遅れて来た事業が、「日

本列島中央大分水嶺踏査」になる。

この計画を目にした時、北九州支

部では無理ではないか、と思ったも

のだ。藪の樹林で、見通しの効かな

い山を、藪を刈り、地形図とコンパ

スだけで歩ける人が何人いるかと考

えたからです。あにはからんや、日

向氏から下関山岳会にも協力しても

らえないかと、電話があったが、お

断りした。北九州支部の人員でやる

べきで、また、やりとげられる事業

である。

私は北九支部の担当する分水嶺の、

地形図に山名が載る山は全て登って

いる。たとえば、門司の裏山である

砂利山、八窪山など、この読者で登

った人は居ないだろう。下関から見

える山は、全て登る、の目的で登っ

たもので、砂利山は三角点が有って

も、路は無い。

中央分水嶺踏査完歩へのアドバイ

スをすれば、GPS に囚われないこと
である。ピークと峠で測定するのを、

主要な峠と三角点と解釈すればよい。

車で走り峠は測定できるし、目的の

頂に達するのは困難ではない。GPS
隊は二人一組で走り回れば充分でき

る。踏査報告書には緯度、経度まで

記すが、何の意義が有るのか。また、

三角点の方位を調べるのも無駄なこ

とである。三等三角点は当初には、

南向きとの規定は徹底されていなか

ったので、南以外に向いた三角点は、

多いものだ。分水嶺だけを調べても、

統計の役にも立たない。

大変なのは縦走である。高度のあ

る尾根はよいが、尾根の末端で里に

近い部分が苦労する。小倉南の志井

や、山口県では豊田町西市附近が困

難であろう。GPS 隊は四季を問わず
行動できるが、縦走踏査隊は夏季を

避けるべきである。蜘蛛の巣が多い

し、スズメバチの危険がある、私は

藪漕ぎて小木を切っていて、切った

木に蜂の巣が有り、鉈を振る手を手

袋の上から刺されたこともある。路

無き尾根を進むからには「鉈」が必

要である。体にまとわりつくイバラ

には柄の有る剪定鋏も良い。服装は

下半身に気を付ける。スパッツも良

いが膝迄であり、私はジーパンを下

に、作業ズボンを上に、二重に穿く

こともある。縦走隊は三、四人で車

二台に分乗し、一台は終了点近くに

置く。五人以上居ても、後続は仕事

が無い。終了点も藪次第で、予定以

上か半分しか進めないこともある。

冬の日は短い、早めに下ることであ

る。

私は個人的に、分水嶺を歩いて、

下関市域は終わり、豊浦町も半分済

む。一人でやっても、これ位は出来

る。複数で車二台なら、距離が倍増
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し、もっと効率があがる。

十二月、長門市は俵山温泉の北の

山に入る。林道を車で平治ヶ峠に上

がる。現在は林道だが、古来の道で、

俵山温泉へ湯治に通い、行商達も峠

を越えた。宝永四（1,707）年正月、
日置で行われた相撲大会で、俵山の

岡本九市郎と先大津の山本平治の一

番で、九市郎が勝つ。勝利の酒に酔

い、帰る途中、峠で平治に惨殺され

る。峠の名は、これに由来する。峠

には弘誓の太子像が在り、両家の仲
ぐせい

直りを願い、後年、建立されたもの。

太子像から尾根に登る古来の路を

見つけ、木を切り復活を目論む。峠

に戻り、分水嶺に取り付く。檜林で

歩き易い。間もなく棘の連続で刈る

のに時間が掛かる。南側は防鹿ネッ

トが続く。棘が終わり、小薮になる。

ネットは支尾根に下って続くが、一

箇所ネットが垂れ下がっている。見

ると、鹿の角が有る、頭蓋骨付きで

ある。角をネットに掛け、暴れる内

にネットが絡まり、飢え死にしたも

のである。角から見て、若鹿である。

ネットは丈夫で角が外れない、鉈で

光景でしょうから当然かも・・・。

ここから参勤交代の道である萩

往還で、道中休憩され、御駕籠置

き場との標識に今は杉の木立でま

ったく視界の断たれた場所が、当

時は、遠く九州まで展望があった

とのこと・。時の流れを感じさせ

られました。

また、一の坂銀山跡、六軒茶屋跡

など歴史の足跡をたどりながら、き

れいに敷き詰められた石畳の上を、

当時を思いめぐらしながら歴史の重

みと今の幸せを感じながらの散策で

した。

登山後の湯田温泉はとてもリラ

ックスしました。今回参加したお

かげでいろいろ教えていただき有

意義な山行でした。有り難うござ

いました。

３月１４日絶好の天気に恵まれ、美

しい円錐形のピークをもつ鳳翩山は

四季を問わず、山口県では一番親し

まれている山です。私は何度も登って

いるのですが、今回ＧＰＳを使っての

分水嶺踏査登山ということで総勢２８

名、３班に編成での山行はまた違う

雰囲気を味わいながらの登山でした。

中央分水嶺の一部になっている

板堂峠分岐に到着。ここで中村さ

んに分水嶺の説明を受けました。

鳳翩山山頂は 360 度の展望が利
き、お天気ならではの最高の気分

でした。そこでテーブルに地図を

広げコンパスの使い方を教えていた

だきましたが、コンパス初体験で頭

によく入っているかどうか？ これ

からの山行は、コンパス、地図を持参

し実践しようと思います。

ポカポカ陽気の下での昼食は格別

でした。

次なる目的地のショウゲン山は、

標識と三角点があるだけでとても山

頂らしき雰囲気の山ではありません

でした。

板堂峠で山口の山には時々見られ

る「クマに注意」の看板前で九州の

方が記念写真。九州では見られない

東鳳翩山（分水嶺登山）に参加して
ほうべんざん

コンパス初体験！
北九 379 坂 本 千 佐 子

分
水
嶺

山
行
記

東
鳳
翩
山
頂
上
（
７
３
４
．
２
ｍ
）

東鳳翩山山頂で勢ぞろい

ネットを切り、頭蓋骨をザックに入

れ角は出たままで歩く。少し進むと、

今度は生きた鹿に出会う。こちらを

見つめ、一歩進むと鹿も下がり、三

歩進むと尾根を駆け登って行った。

四等三角点、弐ノ狩音に着く。金属

製の新しい物だ。今日の終点の大笹

山、三等三角点で引き返す。鞍部で

分水嶺と別れ、大笹トンネルに下り、

県道と工事中の林道を経て車に帰

着。アップダウンの連続で心地よい

疲労と、地史も学べて、充実した一

日であった。
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東鳳翩山(734.2m)登山記録
北九 塩 屋 薫

３班にて行動 ８:35 駐車場発、
８:55 二ツ堂コース登山口に取り付
く（標識あり）ジグザグの良く手

入れされた急登を辿り、９:43 ナマ
ナルト分岐に着き一本、桧の植林

を経て、10:15板堂峠の分岐に出る。
山頂まで 500m の明るい階段を登り
10:42 山頂着。(5,930 歩)＊諸講習
と山座同定をする。日頃は地図を

持って見るだけ、コンパスも持た

ないことが多い事を反省する。眺

望は 360 度遮るもの無く、足元に
山口市街地、北面には、ダツヤ山、

男岳、秋吉台、桂木山、西には西

鳳翩山が見えたが、黄砂が有り霞

んで見えた。11:12 テン場に下り
12:00 まで食事タイム。ポカポカ陽
気。12:00 出発、12:08 板堂峠への

分岐を左折(2.4km)アップダウンの
階段が続く雑木林の中国自然報道

を辿り 12:25 ショウゲン山（左）の
分岐着、ショウゲン山 711m、四等
三角点にて、分水嶺の講習して分

岐に戻り 13:20 東屋を左に見て、階
段を下り、13:26 萩往還に出る。熊
注意の看板有り。13:32 県道に出て
再び萩往還に入り、13:40 キンチジ
ミ清水（左）13:43 御籠建場跡、一
の坂御水茶屋跡、13:53 一の坂貝塚
跡 14:00 一の坂六軒茶屋跡、御供中
腰掛休所（足軽、下級武士）お側

休み所を見る。参勤交代の苦労が

忍ばれた。14:10 天花畑集落に降り
14:35 出発点に無事下山 18,591歩。
14:45 帰路につき、湯田温泉で汗を
流し 16:00 出発、17:00 下関ＪＣＴ
に出て 17:10 玉姫殿前着、解散。皆
様お疲れ様でした。多数の参加サ

ンキュウ。

期日

３月 14 日（日）晴 無風 気温

５～17度 ＊黄砂残る

参加者

日本山岳会北九州支部の会員他 28
人（男 13、女 15）、
目的

分水嶺、地図、コンパス、ＧＰＳ

の使い方と見方講習（細川、中村）

行程

門司組と７:17 下関玉姫殿前で合
流、下関ＪＣＴから中国道小郡Ｉ

Ｃ経由８:15 国道９号線を北上し、
山口 20 世紀の森方面、旭線県道 62
号線へ左折、一の坂ダムを左に見

て左折し錦鶏湖運動公園の駐車場

８:30着。
登山記録

分
水
嶺

山
行
記

仏峠～野道山、野道山～野道峠

道無き道をナタで切り進む！
13804 横 山 洋 子

４月 11 日（日）、仏峠～野道山、野
道山～野道峠の分水嶺踏査に参加し

ました。

山口県、島根県の県境の仏峠から

が、北九州支部が担当する中央分水嶺

踏査の始点となります。会員 17 名で
車４台に分乗、午前７時 10 分に下関
を出発、途中、長門峡の道の駅で宇部

の三坂さんと合流、９時 05 分に仏峠
に到着しました。まず、中央分水嶺の

始点セレモニーとして、リーダーの板

倉さんよりお話があり、Ａ班５名（仏

峠～野道山担当）、Ｂ班 13 名（野道山
～野道峠担当）に分かれ、それぞれの

登山口に向かいました。Ｂ班は、野道

山～野道峠の踏査を行いました。登山

口から野道山山頂までは、芽吹き始め

た木々から気をいただきつつ、要所要

所にてＧＰＳによる測定を行いなが

ら、順調に進んで行きました。頂上か

らは、360°の展望、十種ヶ峰や弟見
山、莇ヶ岳などの峯々が見られます。

Ａ班が進んでいるであろう三ヶ峰から

の尾根筋もはっきりと見えます。頂上

から野道峠の下山ルートは、やぶこぎ

の連続でした。こちらのルートは入山

者が少ないようで、杉、桧の植林が尾

根筋まであり、その間に、雑木や背た

けほどの熊笹が生い茂り、進路を幾度

も阻みました。浦田さんが先頭に発

ち、鉈で枝を払い落としながら進ん

でいきました。（さすが九州男児！！）

ピーク１、ピーク２、ピーク３の測

定を終えたところで、全く目印が無

くなり、皆で行きつ戻りつをしなが

ら、ルートを探しましたが分からな

いまま、どうにか原サブリーダーの

地図とコンパスでのナビゲーション

で下ることができました。道なき道

を下って行ったので、皆さん大変だ

ったと思います。第１回目の踏査を

無事に終え、これから先の長い道の

りを思うと気が遠くなるような気も

しますが、日本山岳会創立 100 周年
記念事業中央分水嶺踏査にできるだ

け参加してお手伝いできればと思っ

ています。

分
水
嶺

山
行
記

木
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
野

道
山
へ
の
表
示
板

や
ぶ
こ
ぎ
中
の
関
口
氏

佛
峠
林
道
開
通
碑
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火の山～霊鷲山～四王司山～勝山 ５月５日実施

完全装備にヤブコギ無く拍子抜け

13499 伊 藤 久 次 郎

５月４日実施予定であった分水嶺登

山が、雨のため５日に変更となり、参

加が少なくなったものの、それでも 12
人がそろい、下関の分水嶺に挑戦しま

した。このコースは２日分なので、原

分
水
嶺

山
行
記

Ａ班、Ｂ班１２人の「２４の瞳」が四王司山で合流、踏破達成を喜びあう

リーダーが６人ずつのＡ班とＢ班に

分け、Ａ班は、亀ガ原→奥山→四王

司・勝山中間点→四王司山→田倉御

殿城跡、Ｂ班は、壇之浦→火の山→

霊鷲山→滑石トンネル上→四王司山

→田倉御殿城跡のコースをそれぞれ

縦走しました。お互い携帯で連絡と

りながら所在を地図で確認、ピーク

ピークの三角点では、ＧＰＳで緯度、

経度、高度など測定、さらに植生や

標識などにも目を配り記録。そして

午後４時、四王司山山頂で合流し、

無事このコースを踏破、お互いの成

功を喜び合いました。 Ａ班Ｂ班が、縦走終了点で合流し握手ＧＰＳで三角点を測定し記録する

木に食い込んだ古いテープをかまで

切る高畠氏

九重登山（Ｈ16.1）から

素敵な雪山登山に喜び

北九 385 藤 山 辰 乃

はじめまして、私、このたび日本

山岳会北九州支部に入会させていた

だいた藤山辰乃といいます。よろし

くお願いいたします。

１月の山行が、霧氷の韓国岳と薩

摩富士の開聞岳とのことで、楽しみ

にしていたところ、このたびの天候

悪化のため急きょ九重連山に変更に

なりました。雪の九重山がどんな山

か分からないので、不安でしたが、

いざマイクロバスに乗り出発となる

と、皆さん顔見知りの方達で、雪の

山の不安など忘れて楽しい車中の人

になりました。九重町に近づくにつ

れ外の風景が雪景色に。長者原の駐

車場は真っ白。身の引き締まる思い

と感激の中、楠田さんの号令で準備

体操の後、一班、二班、三班の順で

出発しました。私は三班です。雪の

道を歩くのは何十年ぶりでしょう。

途中指山分岐で衣服の調整、アイゼ

ンの装着をして、硫黄鉱山道分岐に

上がる。すがもり越えへ。目の前の

三俣山も真っ白、またも感激する。

北千里ガ浜を歩くときの雪と風、こ

れが冬山を歩くということかなあと

担当者が、前回のヤブコギ体験で

ひどい目に遭ったことから、今回は

ナタ、かま、ゴム被覆の作業手袋、

防塵めがね、作業服、スパッツ・・

など完全装備で臨みましたが、ヤブ

コギはほとんど無く、拍子抜けの感

じでした。でもピークピークのアッ

プダウンにはこたえました。今回は

磁石や地図を使っての山行で、忘れ

ていた登山の原点を発見する思い

で、充実感、達成感を感じるもので

した。ほかの皆さんもぜひ参加され

るようお奨めします。

参加者

Ａ班 細川 功 板倉 健一

西村 信子 西村 俊二

横山 洋子 中村 昭彦

Ｂ班 原 広美 高畠 拓生

関口 興洋 三坂 武夫

三木 靖子 伊藤久次郎
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※ （編集担当より）

遭難現場からの連絡方法としては万国共通

の救援信号があり、それにはホイッスル（呼

び子笛）か白い布を利用し、１分間に６回（10
秒間隔）吹き鳴らすか、打ち振って合図をし、

１分間休止して幾度もこれを繰り返す。これ

を認めた者の応答信号は同様な方法で１分間

３回（20 秒間隔）１分の休止後再び繰り返
すようにする。

救援要求信号 ○○○○○○

１ 分 休 止 ○○○○○○

応 答 信 号 ○ ○ ○

１ 分 休 止 ○ ○ ○

「安田正人著 図解コーチ登山」から

由布岳(1538m)山行記
花 と お 茶 会 ４月２９日 快晴

北九 388 大 井 銀 子

由布岳正面登山口は、人気の山だけ

に早朝から駐車場もいっぱいである。

早めに着いたので、磯野さんと、お

花に詳しい湖尻さんの案内で、私達

数人でサクラソウの群落を見に出か

けた。薄いピンク色した可愛い花は、

朝日に照らされ輝いている。初めて

エヒメアヤメを見た時は感動しまし

た。バイカイカリソウ、キバナスミ

レ、エンゴサク、まだまだ小さな花

が沢山ありました。集合時間になり、

自己紹介と軽い準備体操をして出発

です。新緑の草原向こうに目指す雄

大な由布岳が見える。草原を抜け樹

林の中に入ると、なだらかなジグザ

グの登山道には、黄色や紫色の花が

沢山咲いている。ヒメハギ、キケマ

ン、ホウチャクソウ、スミレサイシ

ン、ウマノアシガタ、バイケイソウ、

フデリンドウ等々。湖尻さんが次か

ら次へと教えて頂くが覚えきれない。

お花を観察しながらゆっくりと登っ

て行くと、やがて石がゴロゴロして

急坂になり岩峰が見えてきた。マタ

エに到着です。ここで一休み。前方

にそびえる西峰に出発。大きな岩を

三点確保を何度もくり返しながら岩

壁を抜け、西峰に登頂。記念撮影。

西峰から北に進み、大きな岩壁を慎

重に乗り越え、東登山口の下降点を

通過して、岩の間を抜け、やっと東

峰に到着です。大勢の登山者、空は

晴れ渡り、遠く九重連峰が良く見え

ました。写真を撮ってマタエまで戻

り昼食です。

下山は、みんなでポリ袋を提げ清

掃活動しながら下る。登ってくる人

も増えてきました。譲りあい、声を

かけあい、周りの花を楽しみながら

ゆっくりと歩く。合野越から少し下

った林の中でお茶会です。リーダー

が高級な羊かんと抹茶のご用意で格

別なおいしいお茶をいただき、とて

も幸せな一時でした。30 分位楽しん
だ後、登山口に下り解散しました。

今回は、お花に詳しい湖尻さんがご

一緒でとても充実した花登山でした。

後を振り向くと険しい岩肌の由布岳

もやさしいお姿で私達を見送ってく

れている様でした。

昨年４月２６日初めて、夏木新道登

山口～山頂～鋸切尾根～犬流れと、

みごとに咲き誇るアケボノツツジの

名所、夏木山に登りました。

今年は４月２９日、師匠伊藤久次郎

さんと一番弟子吉岡姉妹、孫弟子私

たち夫婦他２名、計７名で行橋を５

時、太陽交通ジャンボタクシーで出

発。いきなり師匠が、今日夏木山は

山開きだぞ…「エッ」…混雑するぞ

…。登山口入口には大分県警のパト

カーと駐車の案内を署員がして下さ

いました。気になるアケボノツツジ

は地元の方の話だと今年は 10 日前が
ピークで、上の方はまだ大丈夫でし

ょうとのこと。昨年は山桜、ミツバツ

ツジ、ツクシシャクナゲも咲いていた

のに…期待はずれに足も重く、ようや

く山頂近くになってアケボノツツジに

逢えた喜びを指導仰ぐ師匠に自慢す

る。

山行記

夏 木 山 山 頂 で 開 山 祭 ！

北九 372 山 下 定 治

山頂の石楠花の花

思いつつ、法華院温泉山荘へ。途中

で雪に足を取られたり大変でした

が、九州最高峰の温泉で雪山歩きに

疲れた手足をゆっくりと湯船に伸ば

す。

温泉の温もりと木の香りが、一日

の終わりを心地よく包んでくれま

す。夜の食事の後のミーティングで、

大楠さんによる山岳遭難したときの

救護信号のホイッスルの吹き方発信

は、※、○－○－○－○－を 10 秒
毎に１回、応答は○－－○－－○を

20秒毎に１回吹くことをおそわる。
二日目は、大船山は積雪が多いた

め登山中止。坊ガツル経由、雨ガ池

越え、長者原のルートで下山するこ

とになり、途中雨ガ池分岐で、雪の

中でのラッセルの仕方、ワカンを付

けての歩き方など面白い雪遊びで楽

しみました。その後の熱いココア、

大変美味しかったです。西村リーダ

ーはじめ皆さん有り難うございまし

た。サブリーダーの大楠さんがいつ

も後ろにいて下さって心丈夫でし

た。積雪と天候に恵まれ、素敵な雪

山登山が出来ましたことを大変うれ

しく思いました。
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では宇目町、大分

県警、地元山岳救

助隊、75歳の最高
登山者の玉串奉

奠、そして神酒に

よる 73 歳の登山
者の発声で乾杯を

して、一年の安全

登山を誓いまし

た。 ちらっと横

目を移すと目前に

傾山、大崩山とい

つかきっと登りた

い想いを胸に、帰

りはスリル満点の

やがて山頂では、宇目町主催の開

山祭が始まり、宇目町収入役さんの

挨拶、司会者が山の紹介をし、神事

チラホラ咲いているアケボノツツジ

山開きの夏木山山頂にて

岳飛行場で、サーダーの迎えを受

けロッジへ。キャラバン隊のメン

バー紹介、15名と我々 10名のパー
ティで移動開始。バクデイン着、

テント場にて宿泊(2610m)、標高差
1310m。
３月 17日
世界遺産サガルマータ（エベレ

スト）国立公園の入園手続きを終

えナムチェ( 3440m)へ、標高差
830m。
３月 18日
ナムチェ滞在、高所順応日を変

更。陸軍山岳警備基地内展望台を

経てエベレスト・ビューホテルで

１時間休憩。エベレスト、ローツ

ェ、アマダブラム・・・の岩峰を

心ゆくまで展望を楽しみました。

宿泊地キヤンズマ(3530m)到着。高
所順応を兼ねて前進（標高差 90m）
１人が高山病でヘリ搬送

３月 19日
同じテントに居る 63 歳の人が疲
労気味と不眠症状態でティータイ

ム後テントで仮眠する。夕食も食

欲なく、夜中に安定剤を飲み、夜

明け前様態を見ながら酸素吸入を

行い、救急ヘリ要請してガモフバ

ッグ（携帯加圧装置）に入り加圧

する。リーダーとサーダーと数人

残りカトマンズ病院へ搬送する。

高山病に私は初めて見知致しまし

た。後日連絡で、肺水腫で５日間

アルパインツアーサービス（株）

の企画で、３月 14日～４月１日の 19
日間、エベレスト街道を歩き、カラ

パタール峰に登ってきました。参加

者は９名で、うち女性１名・日本山

岳会会員でした。

バンコクに日本各地より集合一泊。

カトマンズにてツアーリーダーと合

流して初めて山行説明、高山病の注意

事項など打ち合わせをして登山準備。

ダッフルバッグに詰め込み完了。

エベレスト街道へ
３月 16日
カトマンズ空港より 18 人乗り双発
機にてルクラ空港へ。有視界飛行のた

め３時間遅れて到着。標高 2800mの山

海外山行記

ヒマラヤ エべレスト・カラパタール登頂(5545m)トレッキングの山旅
山田市 13541 高 畠 拓 生

カ ラ パ タ ー ル 山 頂 か ら 見 た エ ベ レ ス ト

鋸切尾根を止めて復路で下山しました。

最後に伊藤さんの健康回復を願い「伊

藤Ｑちゃんと山歩き」の発足を仲間と

準備している次第です。

参加者

13499 伊藤久次郎

13812 吉岡千津子

北九289 吉岡亜津子

北九370 信 田 順 美

北九372 山 下 定 治

北九373 山下富美子

ビジター 永 末 彰 二
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静養して元気に帰路一緒に帰国いた

しました。タンボチェのテント場到

着。クーンブ地域最大のゴンパ（寺

院）見学後高所順応のため 3850m
まで登り下山、標高差 265m。
３月 20日
タンボチェを出発。ショマレ到着

(4020m)、標高差 490m。
３月 21日
ショマレ出発。ディンボチェ到着

(4225m)、標高差 205m。
高所順応で展望の丘(4330m位置)
を登る。

３月 22日
ディンボチェ出発。展望の丘

(4710m)を経てテント場に戻る。
4235m（高所順応標高差 485m）
３月 23日
ディンボチェ出発。トゥクラ

（4505m、地図 4620m。115m誤差）、
ロブチェのテント場(4810m、地図
4910m、誤差 100m)到着する。

感動と感激の涙！
カラパタール登頂！

３月 24日
４時 15 分起床。朝食後５時、ロ
ブチェ出発。気温－３°、5030m位
置、酸素量二分の一の濃度に低下し

息苦しさでサブリックをポーターに

頼み、運んで貰い、８時ゴラクシェ

ップ 5125m位置（地図 5140m、15m
誤差）にて軽食を済ませて出発。カ

ラパタール（黒い丘の意味）標高

5545mの頂きに 10時 51分に立ち、
皆様と握手に力が入りました。

チャングリ氷河末端のガラ場を横

断して、高度差 635m の山頂に
無事到達できて、エベレストを

目前に感動と感激で涙が自然に

流れ出ました。この瞬間の気持

ちは生涯忘れることが出来ませ

ん。強風で体感温度も下がり、

防寒着着用して１時間程岩場で

360 °展望を心行く迄楽しみ、
写真撮影を致しました。

エベレスト B.C のテントも見
えました。エベレスト登頂され

た岳人の植村直己、女性初田部

井淳子、重廣恒夫、北九州支部

の山下健夫、私と同年令の三浦

雄一郎さんの足跡をエベレスト

街道を同じ思いで歩けた事を嬉

しく思っています。

３月 25日
登頂を終えた今日は、行程を

１時間遅れにゆっくりして、無

事下山すること。ペリチェ診療

所立ち寄る。昼食後ショマレテ

ント場到着。

３月 26日
ショマレ出発。帰路は、上側

の道を通り寺院内部拝観、撮影

OK。タンボチェで昼食、テシン
ガ標高 3430mテント泊。
３月 27日
テシンガ出発。ナムチェにて

昼食、チーモア(2750m 位置)テ
ント泊。

３月 28日
チーモア出発。タラコシにて

昼食、ルクラ(2850m 位置)テン
ト泊。夕食後送別会。セルパー

ダンス、お互いに合唱などで賑

わう。

３月 29日
５時 15 分起床。６時朝食。お別れ会で
サーダーからの贈りもの絹布を首に掛けて

貰う。７時 50 分ルクラ空港離陸。８時 35
分カトマンズ空港到着。ラデイソンホテル

着。14 日振りの入浴でさっぱり致しまし
た。久方振りの日本料理店での昼食は美味

かった。帰途準備ショッピング。夕食も外

食で生ビールを飲み生き返る。

３月 30日
予備日で市街観光、私は３年前観光して

いた場所ですが皆様と一緒にガイド役かな

・・・。ホテルにて帰国のための打ち合わ

せ。ツアーリーダーは、現地に残留して後

日帰国予定。夕食は日本料理店にて最終夜

餐会となり、別れを惜しむ。

３月 31日
ホテル 10時 57分出発。トリブヴァン国
際空港 11時 15分到着。出国手続きを終え
て 14時 14分離陸。16時 52分着陸。バン
コク、ドン・ムアン国際空港にて待ち時間

長く、福岡空港行き、私が最後になる。

４月１日

１時 13 分離陸、バンコク出発。時間調
整、７時 41 分福岡空港着陸。荷物受け取
り、家族の出迎え、息子の車で無事我が家

に帰宅する。

19 日間の期間でしたが、エベレスト街
道を歩け、目前に世界最高峰を見ることが

出来、最高の山行でした。いつまでも夢を

見乍ら山歩きを楽しみたいと思います。有

難う！！

追伸

今回同行出来ました日本山岳会会員、福

田智恵子さんは、田部井淳子さんとメラ・

ピーク登頂(6476m)他一緒に山行されてお
られ、ロシアのエルブルース(5640m)やゴ
ーキョ・ピーク、キリマンジャロ等と山歴

の豊富な女性でした。今年晩餐会出席の折

に田部井淳子さんを紹介する話をされてい

ましたよ。

以上

エベレスト

トレッキング仲間と（タンボチェにて）

エベレスト
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愛称「グリーンレンジャー」

森林保全巡視員の会結成

さる３月２７日（土）午後４時から、小倉北区魚町

の「山海」で第二次森林保全巡視員１１人（参加７人）

の委嘱式及びＪＡＣ北九州支部巡視員の会が結成され、

その会長に藤田傳会員（№ 13722）が選ばれた。さっそ
く新会長から会の名前を「グリーンレンジャー」と命名

され、「自然を守るため会員一同努力していこう」と挨

拶。続いて直方森林管理センターの森所長から委嘱状授

与と森林保全巡視員要領についての研修会が行われた。

森所長から「活動の際は、腕章を左上腕部に着けて、

委嘱証明書を携帯してほしい。腕章の効果で、山での植

物盗掘などが減るものと期待しています」と述べられた。

なお、今回の第二次委嘱と合わせて、森林保全巡視員

は２５人となった。この２５人は、今後九州の国有林に

ついて巡視活動することになる。又、担当の大楠益弘会

員（№ 13465）から「巡視員が山での不法事案を発見し
た場合の報告は、まずＪＡＣ北九州支部事務局までＦＡ

Ｘ等で報告をお願いしたい。事務局でまとめて森林管理

局へ報告することにしている」と説明があった。研修会

のあと第一次巡視員をまじえて、グリーンレンジャー結

成を祝して懇親会を催した。

第二次森林保全巡視員１１人決まる
11427 日向 祥剛 11979 大城戸昌敏

13529 大谷 城 13532 馬場 基介

13810 西村 俊二 13811 西村 一利

13541 高畠 拓生 13804 横山 洋子

13819 太田 満 13991 中村 昭彦

13994 楠田 和彦

第一次巡視員（氏名のみ）

秦野一彦 白石宣夫 大庭常生 原 広美 大楠益弘

板倉健一 伊藤久次郎 西村信子 浦田和夫 磯野文雄

末 史忠 関口興洋 村上 強 藤田 傳

以上 14人

分水嶺踏査計画

全会員を４ブロック、４チームに編成

本部より、１００周年記念事業として、全員参加を

要望されていることにかんがみ、北九州支部の会員を地

域ごとに４ブロックに分けて、４チームに編成しました。

本部会員、支部会員別の名簿は別紙をご参照下さい。

今回、４チームより上半期（８月迄）の計画が提示さ

れましたので、ご案内します。

Ａブロック
７月４日（日）物見ガ岳～木戸峠

雨天の場合は７月 11日（日）に順延
残りの野道峠～津々良岳、津々良岳～物見ガ岳、

野道山～三ガ峰は、10 月以降にに実施。
（連絡申込先）原 TEL/FAX0832-45-5490

◇◇◇◇会務報告・お知らせなど◇◇◇◇

Ｂブロック
時期的に踏査活動をするのは無理なので、８月

までの山行予定はありません。９月より開始しま

す。具体的な計画は追って会報でご案内します。

Ｃブロック
山口県の山の状況から、踏査活動は 10 月以降に

計画いたします。

Ｄブロック
９月までは、基礎調査を行い、本格的な活動は 10

月以降に行う予定。

今後とも、『北九だより』で逐次ご案内しますの

で、ご参加お願いします。

会員異動 (H.16.1.1~5.5現在）
新会員
本部会員

森永義忠 13983 室津健次 13986
宮城尚志 13987 中村昭彦 13991
山田武史 13992 楠田和彦 13994

支部会員

大井銀子 北九 388 森本 信子 北九 389
八木 勵 北九 390 岡本千哿子 北九 391

お願い

本部会員の皆さまへ
100 周年記念事業推進のため、本部より寄付を求め

られています。皆さんのご協力をよろしくお願い申

し上げます。

支部会員の皆さんへ
平成 16 年度の会費について

未納の方は、６月３０日までにお振込お願いします。

～公民館講座～
「初級者登山教室」のお知らせ

５月１日の市政だより「きたきゅうしゅう」で報道

されましたが、５月から８月にかけ下記の要領で市民講

座として登山教室を開くことになりました。公民館の事

業となりますが、講師派遣、準備は当支部で行うことに

なっています。支部会員の方々も受講可能です。奮って

ご参加下さい。

記

開催日 ５月 22日（土） ６月 19日（土）
７月 17日（土） ８月 21日（土）

時間 14:00～ 16:00
場所 門司区大里中部公民館（ＪＲ門司駅から徒歩７分）

受講料 無料

申込み 大里中部公民館 093-381-2328
（大楠）
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10月の山行

第 2 1 回 全 国 支 部 懇 談 会
くまもと集会と交流登山（阿蘇高岳）

支部懇談会

期日 10月２日（土）13:00 ~
場所 熊本交通センターホテル

交流登山（記念山行）

期日 10月３日（日）
登山 阿蘇高岳

観光 阿蘇周辺又は熊本市内

参加費 18,000円
参加希望者は、事務局まで

11月の山行

宮崎ウェストン祭（高千穂町）

期日 11月２日（火）～３日（水、祭日）

平成１７年

２月の山行

伯耆大山・冬山合宿

期日 ２月 11日（金、祭日）～ 13日（日）

山行計画のご案内
（平成１６年度通常山行計画）

平成１６年

５月の山行

シャクナゲの屋久島山行計画（実施済み）

期日 平成 16年５月 14日(金)～ 18日(火) ４泊５日
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

参加人員 １４人

担当 原 広美 ＣＬ 中村昭彦

６月の山行

徳本峠～霞沢岳とウェストン祭
とくごうとうげ

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）→松本（JR）→新島々

（電車）（旅館泊）

６／４（金）島々 宿（宿の車）→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、松本

経由 JR でで名古屋へ。名古屋→小倉（新幹線）
概算費用 ７万円（交通費、３泊宿泊費（２食付）を含む。

実費精算）

参加人員 10名
申込み ４月 10日で締切済み

載せるためです。新聞の文字もろく

に見えないのに、ますます編集しづ

らくなるのですが、老眼鏡かけて、

焼酎飲みながら頑張りますので、ど

うか、ご了承のほどよろしくお願い

します。 （伊藤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メールのアドレス

は

nkchb785@ybb.ne.jp
です。

電話・Faxは、0947-42-2772
（IP電話 050-1499-2772）

○会員相互のコミュニケーション

の場であります本会報の内味が、

ますます充実することを願ってお

ります。そのためにも、会員の皆

さまからのフレッシュな投稿を期

待しています。来年は支部創立５

周年の節目に当たります。記念行

事を検討中ですが、ご意見、アイ

デアがありましたら事務局まで連

絡下さい。どうぞよろしくお願い

します。新任のご挨拶まで。

（関口）

○私の“ドクダンとヘンケン”で、

今回から、ほとんどの文字を９ポ

イントにしました。情報量を沢山

５月のサロンは、26 日（水）
６月のサロンは、23 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、酒房武蔵より

西へ約 30ｍ）
費用 3,000円前後

（ワリカン制です）


