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定例山行報告「屋久島山行の思いで」

小屋泊まりは、４～５名が理想
CL

13991

中

村

昭

彦

○期日 平成 16 年５月14 日(金)～18 日(火)
（４泊５日）
○行程
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→宮之浦岳往復→民宿(泊)
17 日(月)民宿→荒川登山口→縄文杉往復→民宿(泊)
18 日(火)民 宿→宮之浦 港の資料館 見学→鹿児
島港→小倉
○ 参 加 者 14 名 (なぜかこれも男７名、女７名)
11990 原

広美

13520 西 村信子

13810

西村 俊二

13532

馬場基介

13642

末吉史忠

13643

関口興洋

13738

片山俊昭

13739

片山礼子

13991

中村 昭彦

北九317

石川信 之

北九 345 高 城季美子

北九 361 立石サツミ

北九 362 佐 藤照美

北九 388 大井銀 子

（写真は 馬場会員提 供）
この 度の屋久 島山行は、 北九州

はどうする

支 部の 定例行事 としての山 行きで

か等々検討

し たが 一番心配 したのが天 候でし

した結果、

た 。屋 久島の山 小屋は、大 きいと

テント二張

こ ろで も定員が ４０名程度 です。

りを持って

私 達は 、１４名 のグループ ですの

行くことに

で 、全 員が山小 屋には入れ るか、

しました。

入 れた としても 炊事はどの ように

最後 まで 悩みました し、関係 した

にしま した 。今回の４ 泊５日（車

し てす るのか、 濡れた雨具 の処置

方々 にご 心配をお掛 けしたこ とを

中泊を 含む ）の山行で 、九州最高

申し訳なく思っていま

峰の宮 之浦 岳に登り、 屋久島の象

す。

徴であ る縄 文杉を見て 全員怪我な

宮之浦岳山頂にて

縄文杉の前で記念撮影

最初の宿泊地淀川小屋

く無事 に山 行が出来た ことは、参

では、三カ所に分散しま

加者の ご協 力があって のことと思

したが、全員宿泊するこ

います 。有 り難うござ いました。

とが出来ました。１６日

屋久 島登 山について 配慮しなけ

の縦走は、天候が悪いの

ればい けな い事は、山 小屋が狭い

で中止して宮之浦岳を往

（４０ 名収 容が３カ所 、２０名収

復することにしました。

容が３ カ所 ）ので、多 人数の宿泊

１７日は荒川登山口より

は困難 にな りますし、 炊事すると

縄文杉を往復しました。

ころも 狭い ので食事の 内容手順も

そのため宿を安房の民宿
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考えた方がよいと思います。理想

々が登って来るのに出会い、今日

ながら下山しました。屋久島の花

を言えば４～５名程度のグループ

も新高塚小屋は大変だなあと思い

は、５月中旬頃桜ツツジが、６月

で行動すれば宿泊炊事も手早く出

初旬頃石楠花が満開ですが、今年

来るように思います。経済面から

は蕾も少なく花は少ないようです。

言えば団体割引等で恩恵を受けた

下の方では大柄な油桐の白い花が

のも事実ですが、縦走に関して言

咲いていたのが印象に残りました。

えば４～５名のグループが最適と

屋久島山行の総括をと言う事でし

思います。聞いた話ですが１５日

たが、思いつくまま書いてみまし

の新高塚小屋は１２０人が泊まり

た。これが今後の山行きの一助に

大混雑したそうです。１６日も宮

なればと思います。

之浦岳から降りる途中かなりの人

屋久島の石楠花

定例山行報告「徳本峠越えとウェストン祭 」
と く ご う と う げ

徳本峠からの絶景に涙！

初めてのアルプス山行記

北九 357
○ 期日

平成 16 年６ 月３日(木)～６日(日) ３泊４日

○ 行程

３日

坂

本

む

つ

み

小 倉→名古屋 →松本→新 島々（石川 旅館泊）

４日

新島々→二俣→岩魚留小屋→徳本峠（徳本小屋泊）

５日

徳 本峠 → 上高 地→ 山研 （日 本山岳 会山 岳研 究所）・ ビ
ジタ ーセンター 等見学→ア ルペンホテ ル泊

６日
○ 参加 者

ウェストン祭・午餐会へ参加→新島々→松本→小倉

10 名（ これまたな ぜか、男５ 名、女５ 名）

CL 13643 関 口興洋

SL 13530 浦田和夫

会計 13804 横山洋 子

13499 伊 藤久次郎

13541 高畠拓 生

13722 藤 田

北九 345 高 城季美子

北九 357 坂 本むつみ

北九 379 坂本 千佐子

傳

北九 386 室田安 代

アルプス最古と思われる徳本小屋

お話があった時、私の足で大丈
夫かと不安をもらすと「大丈夫」
の一言で決心。徳本峠を“トクホ
ントウゲ”と読む程何も知らず、
ただただ上高地という名にひかれ
た私でした。
出発当日、家族に送られ重い荷
物もなんのその、心ウキウキ、先
輩方といざ出発！

新幹線“のぞ

み”と特急“しなの”に乗りつぎ
新島々へ。宿泊予定の石川旅館は
土蔵作りのクラシックで清潔な宿
でした。夜は皆さんと楽しく飲食、
いろいろなお話で盛り上がりまし
た。
翌日は明るくなるのが早いせい
か、早く目が覚めてしまいました。
宿での好意的な接待に感謝しつつ、
いざ徳本峠へ出発！
徳本峠にて（本当はバックに穂高連峰が見えているのだが、天気がよすぎて白黒で
はよく見えない）

といさみ込

んでいたものの、原生林の中のゆ
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もる頃には皆さんと共に今日の疲

の北アルプスでしたが、先輩の皆

れも忘れていました。

様には色々と教えていただき、と

翌日、お昼前に徳本小屋に別れ
を告げ、一路上高地へ。梓川の美

にかく楽しい山

行でした。あり

がとうございました。

しい流れ、森林浴気分で長い道の
りも楽しく上高地アルペンホテル
へ。ホテルでは山菜料理もおいし
徳本峠から見る穂高連峰

く、恒例のミーティングも楽しく
最後の夜を楽しみました。

るやかな道に少し安心。沢の水音

ウェストン祭当日は、エーデル

と鳥の声、見た事のない高山植物

ワイスクラブの方々の歌などで穏

を見つけてはシャッターをきり、

やかな式でした。

感心しきり。皆さんとの話も楽し

上高地でのウェストン祭
挨拶する日本山岳会平山会長

ゆったりと、充実した、初めて

いわなどめ

く、森林浴気分で岩魚留小屋まで。
ワンちゃんのお出迎えで、今朝宿

「徳本峠越え」を詩に

で作ってもらったおにぎり弁当を
おいしくいただきました（完食）。

13722

さて、岩魚留小屋より徳本峠へ

藤

田

傳

向かって歩き出した途端、今まで
と違って登り道、高城さんの後に
ついて登りはじめた時は、ペース
もうまくとれて何とかついて行っ
ていましたが、高城さんが後ろに
下がった途端ペースが狂い、胸苦
しさ、吐き気が襲ってきてダウン
寸前。その時リーダーの関口さん
が「坂本さん、歩き方が早いよ」
とリードしてくださった時、初め
て自分の無謀な歩き方に気が付き
ました。でも時すでに遅し、一歩
も足を出せなくなっていました。
でも荷物を持ってもらい、皆さん
の「もう少し」の声に後押しされ
どうにか峠までたどり着く事が出
来ました。
↓上高地のウェストン
レリーフの前で

着いた途端、目に入って来たの
は、所々白い雪が残る穂高連峰の
言葉に出せない位にすばら

しい光景に思わず涙がこぼれてし
まいました。いくらか落ちついて、
次に驚いたのが山小屋でした。初
めて山小屋というものを目にしま
したが想像以上でした。その山小

→ウェストン広場での
「ウェストン祭」

姿！

屋を版画にした伊藤さんの作品も
ールでカンパイ！

感激もひとし

お。
夕食後、まだ明るい外のダケカ
ンバの木の下でミーティング？
話に花が咲きランプの明かりがと

↑徳本小屋前で小屋
の版画を披露。右端
は小屋主の今川氏

すばらしいものでした。まずはビ

(4)
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① 分水嶺とは何ぞや？（分水嶺の 意味）
② 分水嶺踏査登山の実施状況 （現在全国第10位）
① 分水嶺踏査登山の計画案内
踏 査責任者

13471

板

倉

健

一

① 分水嶺とは何ぞや？
まことに恥ずかしい話であるが、
、いまだ「分水嶺ち
ゃ何ね？」という会員がいたので、あえて分水嶺の説明
を取り上げた。分水嶺とは、読んで字のごとく「水を分
ける嶺」のことである。
本年の山と渓谷５月号に、分水嶺の特別企画記事が分か
りやすく掲載されているので、その一部を紹介してみよう。
日本列島に降る雨粒は、ある場所では太平洋へ、また
ある場所では日本海へと流れ、たがいに再びめぐり合う
ことはない。その境界点を、日本列島の北から南まで結
んでいった全長約４５００キロの長大な「水を分ける嶺」
が中央分水嶺である。
日本列島の背骨ともいえる中央分水嶺は、気候や風土
くにさかい

の境目の役割を担ってきた。国 境として地域社会の生
活圏を分断し、分水嶺をはさんで風習、言語、産業、食
文化などが大きく違ってくる。分水嶺を越える街道には、
さまざまな歴史が刻みこまれ、日本百選に選ばれた名所
旧跡も少なくない。
また、分水嶺がはぐくんだ特異な景観や歴史は、松尾
ぼっかく

芭蕉をはじめとする俳人や文人墨 客たちのインスピレ

② 分水嶺踏査登山の進捗状況

ーションかきたててきた。河川争奪や平地分水界などの

（日 本山岳会の ホームペー ジから）

地理・地学的にユニークなポイントもたくさんある。源
流域に残された豊かな自然の森は、数多くの名水を生み
だし、われわれの喉を潤してくれている。
北海道から九州まで全長約４５００キロの中央分水嶺の
うち、登山道が通じている部分は、２割にも満たない。
もちろん、全コースを通して歩いた人はひとりもおらず、
その全容はいまだよく知られていない。日本最長のロン
グコースが手つかずで残っており、登山者にとっても興
味の対象となることだろう。（分水嶺研究家・堀 公俊）

北九州支部 の進捗図（ 太線部分）

2004/4/11

Ａブロック

仏 峠～野道山

本 部報告書： 北九州１号
参 加 者：５人（板倉、関口、西村信、西村俊、中村）

2004/4/11

Ａブロック

野 道山～野道 峠

本 部報告書： 北九州２号
参 加者：５人 （原、浦田 、馬場、末 吉、横山）
（一部藪がひどく、未踏破になっているので、
その 部分は冬季 に実施する 。原）

2004/5/5

Ｃブロック

亀ヶ原～ 四王司山

本 部報告書： 北九州３号
参 加者：６人（ 板倉、細川、西村 信、西 村俊、横山、
中村 ）

2004/5/5

Ｃブロック

壇ノ浦～ 四王司山

本 部報告書： 北九州４号
参 加者：６人（原、伊藤、高 畠、関 口、三坂、三木）

2004/5/21

Ｃブロック

貴 飯峠～多々 良

本 部報告書： 北九州５号
参 加者：４人 （井上、原 、中村、塩 屋）
日本山岳会ホームページの分水嶺登山の進捗状況によると、
本年６月３０日現在、北九州支部は、担当エリア内の完了度
は１５．
４％で、全国で第１０位の位置にあり、全国平均１５
％を少し上回っている。皆さんも日本山岳会のホームページ
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をのぞいて見て下さい。

③ 分 水嶺踏査登山の 計画案内
７～９月は、中止

参加申込先
各 ブロックのリーダー一覧表

理由～クマ、へび、ハチが出るため！

チーム

ブロック

Ａチーム
Ａブロック
山口県居住会 仏峠～木戸峠

ＣＬ
ＳＬ
ＳＬ
ＳＬ

山域・山名
仏峠～三ヶ峰～野道山～野道峠～下
深山～津々良岳～物見ヶ岳～木戸峠

木戸峠～龍門岳～坂門峠～東鳳べん
山～西鳳べん山～桂坂峠～男岳～高

住会員

羽山～鯨ヶ岳～山中峠～桂木山～大
平峠～権現山～天井山～荒ヶ峠

峠

Ｃチーム
Ｃブロック
八幡・福岡居 大ヶ峠～壇ノ

大ヶ峠～三つ頭分岐～大寧寺峠～大
笹山～峠～砂利ヶ岳～一位ヶ岳～勇

住会員

山～白土～京ヶ嶽～貴飯峠～勝陣山
～石畑峠～鬼ヶ城～亀ヶ原～四王司

浦

ＣＬ
ＳＬ
ＳＬ
ＳＬ

Ｄブロック

門司居住会員 和布刈～平尾
台

広美
功
洋子
昭彦

T/F
T/F
T/F
T

0832-45-5490
0832-45-3362
0832-53-3031
0832-54-0317

西村
日向
高畠
片山

信子
祥剛
拓生
俊昭

T/F
T/F
T
T/F

0930-33-4618
093-592-0275
0948-53-1740
0930-25-1719

大 城戸昌敏
磯 野 文雄
西 村 一利
楠 田 和彦

T/F
T
T/F
T/F

093-612-7476
092-962-1537
092-661-0652
093-613-3358

大楠
末吉
関口
馬場

T 090-3196-8939
T/F 093-371-5168
T/F 093-382-6436
T/F 093-371-8656

Ｃチーム
ＣＬ
ＳＬ
ＳＬ
ＳＬ

山～勝谷～霊鷲山～火の山～壇ノ浦
Ｄチーム

原
細川
横山
中村

Ｂチーム

員
Ｂチーム
Ｂブロック
京築・小倉居 木戸峠～大ヶ

Ａチーム

Ｄチーム

和布刈～風師山～戸の上山～足立山

ＣＬ
ＳＬ
ＳＬ
ＳＬ

・霧ヶ岳～貫山～平尾台（吹上峠）

９月 号で具体的計画 を掲載予定
本 格的 な 分水 嶺 踏査 登 山は 、 秋１ ０月 から 本格 的
に実施致します。その具体的な計画は９月号でお知
らせ致し ます。

益弘
史忠
興洋
基介

※山行申込は、各チームのＣＬ・ＳＬまで
TEL/FAX、又 はハ ガキ でお願 いし ます 。
※雨天の場合、降水確率３０％以上は中止。（前日
の 18:50 ＮＨＫの山口県と北九州の天気予報）
※各山行１回につき事務・通信費として 300 円徴収
いたします。（ガソリン、高速など山行経費は別途

分水嶺
山行記

分水嶺踏査記録

菊川町

貴飯峠～多々良峠（５月 21 日実施）
北九 322

塩

屋

薫

～久野～多々良峠の駐車場に１台置
き、引き返し、国道 491 号線に入り
貴飯峠の、宇賀/山陽の道路標識の下
に駐車(10.5k)。
記録 8:45 峠より右の杉植林帯を
急登し、境界杭を辿りながら進み 8:55
四等三角点(313.8m)、さらに 399m
地点で１本、470m ポイント 10:20、
三角点を確認中

５月 21 日、晴れ、気温 18~20 度、
25,000 地図持参。

480m ポイント 10:35、三角点なし。
500m ポイント 10:47（急坂）
、11:05
岩場ピーク１本後、南進したが間違

歩数 9,926 歩、時間 4:00

えたのでピーク岩まで戻り、少し下

参加者 CL 井上 佑、SL 中村昭彦、

り右折を確認（赤テープ付け）下り、

GPS 記録 原 広美、塩屋 薫

登り、15 年２月に地元の田辺さんが

行程 7:30 下関北運動公園集合出

立てた天狗山(506m)の表示板下で、

発～深坂峠～内日～菊川岡田交差点

昼食タイム。12:12 出、下り４ピーク

を直進、県道 35 号線に入り、楢崎小

四等三角点(400m)樹林を切り開いて

天狗山山頂で（撮影 原）

明るい。三角点の草を刈る。途中鹿
を見た。これより鹿除けのネット沿
いの尾根伝いに下り民家の所から、
13:15 多々良峠に下山。13:30 帰路に
つき貴飯峠の車回収して、川棚～農
免道経由して帰関。
天候も回復し、ネックの藪漕ぎ少
なく、順調に踏査出来たと思います。
皆様お疲れ様でした。今後も多数の
参加があればと思います。以上
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とで屏山へ。途中、木立の中にベン

トレー ニング 山行記

チもあり、昼食には良いところだが、

馬見山～屏山～古処山
13520

西

村

すぐ近くに猪のヌタ場があり、「こ

信

子

んにちは」と出てこられると怖いの
で進み、12 時 20 分屏山着。昼食後、

支部山行の屋久島に参加申込みを

８時 15 分出発。林道歩きが長く、

まだ行けそうだし、戻りのタイムを

し、長歩きの練習として、主人と２

途中で道が二股に分かれていた。地

計算しても大丈夫のようだったので

人で馬見山・屏山・古処山の縦走を

図上では道は真っ直ぐだが、もしか

古処山へ。

計画するが、車が１台なので思案し、

したら馬見山への近道かもと進むが、

江川ダムサイトの鮎帰りより宇土浦

途中で道は無くなり、霧雨が降り出

い。日頃、昼食後にうたた寝の習慣

越から馬見山へのピストン、屏山、

し、あたりは薄暗くなる。どうやら

があり、生あくびが出るが、13 時 45

古処山へ行き、また戻るというコー

伐採した木を運ぶ道らしい。また元

分古処山着。ホソバナコバイモがう

スに考えがまとまる。秋月キャンプ

の二股地点に戻り、９時 40 分スター

つむき加減にかわいい花をつけてい

場より古処山・屏山の周回コースは

ト。約１時間のロスタイム。どうに

た。キツネノカミソリも宇土浦越よ

何度か歩いているが、馬見山は未踏

か宇土浦越にたどり着き、馬見山を

りたくさんあった。花が咲く７月下

なので、一度登ってみたいと思って

目指す。キツネノカミソリの葉が出

旬頃はさぞかしきれいなことでしょ

いた。

ていた。途中、まだ花は咲いていな

う。途中、大阪よりのツアー客 20

かったが、アブラチャンの木が多か

数名とすれ違う。縦走だとのこと。

った。

キツネノカミソリを見て、これは水

３月 20 日（土）
、うす曇、予報で
は午後から天気はよくなるとのこと
だった。我が家を出発して１時間半
後、林道の舗装の切れ目のところに

11 時に馬見の山頂に立ち、一休憩
のあと、宇土浦越へと戻る。

13 時出発。昼食後の登りはきつ

仙ですか？ ときかれたので、教え
てあげる。

車を置く。ショベルカーを運んでき

目標は古処山だが１時間のロスタ

屏山、宇土浦越へと戻り、16 時

たダンプとすれ違う。邪魔にならな

イムがあるので、とりあえず行ける

馬見林道を後にする。屏山からの下

いかを訊き了解をもらう。

ところまで行ってみよう、というこ

り道は意外と距離があり、こんなに
歩いていていたのかなぁというのが

パソコ ンソフトの 「カシミール 」で出力し た断面図

実感だった。
宝満山登山への道すがら、飯塚の
市街地を走っていると三座連なった
山を見て一度縦走をと願っていた
が、本当の縦走ではないが、達成感
でいっぱいでした。
（カシミールでの断面図添付）

◇◇◇◇会務報告・お知らせなど◇◇◇◇
平成１６年度
支 部 長
副支部長
事務局長
委員
〃
〃
〃 （会計）
〃
〃
会計監事
〃

北九州支部新役員（任期２年）
秦野 一彦
大庭 常生
関口 興洋
日向 祥剛
原
広美
大楠 益弘
兼光
功
伊藤久次郎
西村 信子
大城戸昌敏
高畠 拓生

4325
11395
13643
11427
11990
13465
13467
13499
13520
11979
13541

新任
新任

新任
新任

盛況のうちに二回終了 引き続き後半実施
～公民館講座～
「初級者登山教室」の経過報告
13465

大 楠 益 弘

「北九だより」№ 17 でお知らせしました様に
５月から８月まで、門司中部公民館で「登山教室」
を開いています。定員は２０名ですが、お断りす
る程参加希望が多く、公民館の都合で２１名参加
となっています。
第一回 ５月 22 日（土）14:00 ～ 16:00

ＪＡＣ北九だより
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「登山の 基本的心構 え」
（登山と健康、山の歩き方、山の装備服装）
第二回 ６月 19 日（ 土）14:00 ～ 16:00
「安全登 山を目指し て」
（山での生活、山に適した食料、平素のトレーニング）
以上の講座は無事終了しました。（講師 大楠）
７月 17 日（ 土）14:00 ～ 16:00
「登山用具、コンパスの使用法、地図の見方」
「登山コース案内」
（用具とその使い方、戸ノ上山、福智山、犬ガ岳、
英彦山等の案内）
講師 13708 村上 強氏
第四回 ８月 21 日（ 土）14:00 ～ 16:00
「自然環境と人間、危機管理」
「登山コース案内」
（天候、自然との共存、由布岳・九重連山他案内）
講師 13471 板倉健一氏
以上、
それぞれの計画で実施してゆくことになっています。
第三回

グリーンレンジャーの会

森林保 全巡視 員３０ 人に
13465 大 楠 益 弘
九州森林管理局委嘱による森林保全巡視員の山

２００４年

１

忘年パーテイの予告

期日 １２月１１ 日（土） 時間 17:00 から
場所 下関市シー モールホー ル 下関駅 前
会費 5,000 円
なお、遠隔地の方々には、宿の手配も致します。
詳しいことは

福岡支部の新しい役員が次の通り発表されま
したの でお知らせ します。

平成１６年度 福岡支部役員（任期２年）
支 部 長
副 支 部 長
委員(総務）
委員(会計)
〃(自然保護)
〃 (分水嶺踏査)
日本山岳誌編集委員

監

事

顧

問
〃

ました。

〃

13739

片山礼子

13986 室津健次

13987

宮城尚 志

13992 山田武史

巡視員腕章 効果絶大！
筆者は、６月１日から３日間、九重山を巡回いたしました。
これまでは腕章無しで高山植物などの自然保護を登山者にお
願いしてきましたが、けげんな顔をされたり、無視されたり
が多く、空しい思いをする事も度々でした。今回のグリーン
の腕章は効果著しく、柵外の人はすぐ内に戻ってくれたり、
花や根を踏みつけぬ様注意したら素直に従ってくれたり、一
寸した水戸黄門の気分となりました。
只、名を知らぬ花の名を訊かれはしないかとヒヤヒヤでし
たが、コース案内などパトロールとして役に立つ事が出来、
有り難い事だと思っています。巡視員の皆さん頑張りましょ

追ってお知らせします

２ 福岡支部役員決まる

すが、この度新たに次の５人の方が巡視員となり
片 山俊昭

事 務局長

中山
健 (10309)
副島 勝人 (8125)
渡部 秀樹 (9826)
倉智 清司 (7130)
佐々木耕二 (11994)
山本
博 (12312)
井上
晋
(12540)
浦
一美 (9506)
松本 徰夫 (4607)
深田 泰三 (8136)
斉田 貴典 (8134)
中馬 薫人 (6222)
三日月直行 (1654)
田中 昭男 (3724)
阿 部 克 雄 (4052)
松本 徰夫 (4607)
深田 泰三 (8136)
渡部 秀樹
(ｱﾙﾊﾟｲﾝｽｱｰｻｰﾋﾞｽ㈱内)

３ 兼光委員退院
本年３月頃、急病で倒れられた兼光委員（会計担当）
は、さる６月３日に無事退院され、現在自宅にて静養さ
れています。ご本復まで今しばらく時間がかかるとのこ
とですが、ご回復の早からんことをお祈り申し上げます。

事務局からのお願い
支部会員の 皆さんへ（会費納入）
今年度の会費納入期限は６月３０日となっておりま
すが、支部会員９０人のうち、まだ２３人（７月３
日現在）の方が未納となっています。会報発 行にも
経費がかかります。ご協力のほどよろしくお願 い致
します。

う。

場所

山行計画のご案内

熊本交通センターホテル

交流登山（記念山行）

①

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、事務局又は担当まで

支部懇談会

締切

10月の山行
第 21 回 全 国 支 部 懇 談 会
くまもと集会と交流登山（阿蘇高岳）

期日

10 月２日（土）13:00 ~

(7)

事務局からのお知らせ

岳パトロールも順調に推し進めていただいていま

13738
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北九支部の締切は、７月末まで 。
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② 01 会と北九支部九重合同登山

11月の山行

平成１７年

宮崎ウェストン祭（高千穂町）と
祖 母 山 登 山
主催

11 月２日（火）～３日（水、祭日）

交通

中型貸し切りバス予定

定員

２０人

費用

7,500 円位

申込

担当の高畠拓生まで

伯耆大山・冬山合宿
期日

２月 11 日（金、祭日）～ 13 日（日）

山田市上山田 335-36

ハガ キ又は FAX(会社 ・佐野商 店) 0948-53-0720

締切

２月の山行

宮崎支部

期日

〒 821-0012

９月末まで

日本 山岳会０１ 会と北九州支 部による

久住交流登山のお誘い

（先着２０人になり次第締め切ります。）

計画

０１会を中心とした、各支部と北九州支部との交流登山

機会をとらえ、深田百名山の雲取山(2018m)登山を計画
しています。概要は次の通りです。尚年次晩餐会には本
部会員だけしか出られません。

同３日 下山（東京泊）

６５，０００円（復路、航空運賃の特 別割

引利用が前提）

10 月９日(土)

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

法華院～雨ガ池～長者原～湯布院～
湯 布院～福岡 空港～東京

参加者 数

２０人 程度

参加申 込

磯野（ 電話 092-962-1537

参加締 切

８月末

）

参 加 希望 者 には 、 後日 作 成す る計 画書 にて、 詳
細をお 知らせ致し ます。

編集後記
７月のサロンは、28 日（水）
８月のサロンは、25 日（水）

東京～福岡空港（集合場所１）～長

者原（集合場所２）～久住山～法華院温泉山荘（泊）

10 月 11 日(月)

同２日 雲取山（雲取山荘泊）

帰路

行程

由布岳又は倉木山～湯布院（泊）

（下関より寝台特急あさかぜで上京）

同５日

会を開催することになりましたのでお誘い申し上げます。

10 月 10 日(日)

日程 平成 16 年 12 月１日

年次晩餐会（東京泊）

磯野、伊藤、西村）

今回、日本山岳会０１会の上野美裕会長からの依頼で、

昨年同様、東京での年次晩餐会（１２月４日）出席の

同４日

０ １ 会と 北 九 州 支 部
（担当

1２月の山行
日 本百名山「雲取山」と
年次晩餐会のご案内

費用概算

７月 発 行

申込期限 平成 16 年９月末
申込先 事務局（関口まで FAX093-382-6436）
申込者にはおって詳細案内書を送ります。

（別枠掲載）

自宅

２００４年

○１８号の発行が少し遅れました。最
後に手間取ったのは、分水嶺踏査の
記事でした。日本列島の丁度よい白
地図が無く、手書きいたしました。
インターネットによるＪＡＣのホ
ームページを見ますと、分水嶺踏査
のエリア内完了度は、６月 30 日現在
で、全国平均 15 ％に達しています。
我が北九州支部は 15.4 ％で平均をや
や上回っています。九州５支部では、
熊本、宮崎に次いで第３位です。ま
さに分水嶺踏査レースが華々しく始
まったところだと思います。この調
子で皆が参加して 10 月から本格的に
踏査登山を開始すれば、ますます面

白くなることと思います。
○最後に私ごとで申し訳ありません
が、山口県や福岡県各地の支部会員
の方々が、福岡市美術館まで太平洋
展の私の版画を見に来て下さりあり
がとうございました。 お 客 様 は 神 様
です。・・合掌（伊藤）
○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）

