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日本山岳会 創立１００周年記念

北九 州 支部創立 ５ 周年記念 式典
期日
場所

平成 １７年 ５月２８日（ 土）～ ２９日（ 日）１ 泊２日
英彦山 ・アド ベン チャー センタ ー森の 家
（福岡県田川郡添田町英彦山、℡ 0947-85-0211）

会費
記

念

講

15,000
演

記 念 懇 親 会
山開き前夜祭
山開き記念山行
グ ッ ズ 販 売
※

（懇親会・ 宿泊代・翌 日の登山弁当 代を含む）

14:00 ～ 15:30

講師

日本山岳会会長

平

山

善

吉

17:00 ～ 18:45
19:00 ～ 平山会長 以下英彦山 山開き前夜 祭に参加（ キャンプ 場）
かね
29 日 08:00 正面登山道「銅の鳥居」前出発
（コースタ イム 2:30）
11:00 中岳山頂（上宮）にて神事に参列 （会長、 支部長ほか ）
記念 バンダナ他、ＪＡＣ各種グッズの販売。

ＪＲ利用の方は、添田駅から町営バスが利用できます。又、式典参加者には、記念バンダナ（写真）
を１枚プレゼント。
なお、北九 州支部５周 年記念式典 は、本部会 員だけでな く支部会員 の参加も期 待します。 又、
この 事につきま しては、別 途ご案内を お送りしま すので、 同封のハガ キでご出欠 のご回答を 御願
いし ます。

記念バンダナの図案（緑と赤の２種類）

その他 の１００周年 ！
日本山岳会の創立 100 周年を記念する行事の中
心をなす記念式典は、全国の会員に広く参加を求
める総合式典と全国の支部を８つのブロックに分
けて開催する２つの式典が計画されています。
総合式典は 2005 年１０月１５日（土）、東京の新高
輪プリンスホテルで開催されますが、九州ブロッ
クの記念式典は福岡、北九州、東九州、熊本、宮
崎の５支部が合同して、2005 年７月１６日（土）
、１７
日（日）宮崎えびの高原 荘で開催さ れます。

日本山岳会北九州支部 2005 年度

第 ６ 回通 常総 会開 催の お知 らせ
１

日時

４月１６ 日（土） 午後２時

受付午後１ 時３０ 分より

懇 親会は、午 後３時から

※

２

場所

八幡東 区大谷１丁 目

３

会費

懇親会 費

４

Ｊ ＡＣグッズ 販売

大谷会 館

（℡ 093-671-0129）

１人５，０００円
当日 会場にて、 ＪＡＣ各種 グッズを販 売予定

詳細 は、４月上 旬に、あら ためてご連 絡致します 。
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Ｂチーム 分 水 嶺 踏 査 達 成 ！

分水嶺踏査

最後の日

だご汁を囲んで 労をねぎらう
№ 13520

西

村

信 子

山行だけで 11 回！
10 月２４日に B ブロックの第１回
目の分水嶺踏査を開始しました。
11 月は 18 日、21 日、28 日の３回。
12 月は３日、14 日、19 日、23 日の
４回。１月は 18 日、22 日、30 日の
３回。と計 11 回の山行でした。
今回、役員の末端に名を連ね、B
ブロックのリーダーをおおせつかり、
どういう具合に計画をし、進行した
らいいのか考えあぐねていました。
カシミールをパソコンに入力し、GPS
の操作方法を覚え、カシミール、25000
分の１、道路地図を眺め、登山計画

分水嶺踏査を達成したＢブロックのメンバー

を練り、登山口の確認に 2 回、山口
ございました。

県内を走り回りました。当初の予定

くれました。高畠さんも 70 歳以上

では 7 ～ 8 回も行けばとの思いでし

ですが、とても元気で的確なアドバ

まだ一度も参加されてない方、分

たが、机上の計画のように順調には

イスで踏査に積極的に参加していた

水嶺は大変ですが結構楽しいもので

進まず、何度も修正しました。

だきました。

す。地図、磁石を見ながら意見を交

天気を見て分水嶺を歩きましたの

換し、時には道に迷いながらの達成

苦労の末の達成感！

で、急きょ日程の変更もありました

30 日の終了日には今までＢブロ

感・・・・・貴方もとりこになるか

が、何とか W592 の木戸峠から W627

ックに参加の方がたに声かけをしま

もしれません。まだ、他ブロックが

の大ヶ峠まで歩くことが出来ました。

した。16 名の参加者で東鳳翩山の

残っています。是非、参加されてみ

地元会員の貢献に感謝！

山頂近くにてだご汁を囲み、皆様の

てはいかがですか？

これも今回、いろんな方のサポー

労をねぎらいました。本当に有難う

トのお陰だと思っています。
山口県の山に詳しい A ブロックの
原さん、中村さんと一緒に踏査をし、
ヤブコギなど実地で教わり、三坂さ
んは登山口へのアクセス、山の資料
など送ってくださりとても助かりま
した。また、GPS も優先的に使用さ
せていただきました。
全行程 11 回参加の太田さんにも感
謝しています。ナタ、ハサミを使い
分け、藪をかき分け道を切り開いて

Ｂチーム
日向 祥剛
西村 信子
浜松 礼子
高畠 拓生
片山 俊昭
片山 礼子
橋本健一郎
西村 俊二
太田
満

雪の中の三角点確認

最 後の 分 水 嶺達 成 に 、 だご 汁 で 労を ね ぎ ら う

分水嶺参加者と参加回数、及び車両走行キロ数

10/24
1 1/28
10/24 10/18 11/21 11/28 12/3 12/14 12/19 12/23 1/18 1/22 1/3
1/3
10/24 10/18 11/21
12/14 12/19
1/18
1/3
10/24
11/21
12/19
1/22 1/3
10/24
11/21
12/19
1/22 1/3
10/24
12/19
10/24 10/18 11/21 11/28 12/3 12/14 12/19 12/23 1/18 1/22 1/3
10/24 10/18 11/21 11/28 12/3 12/14 12/19 12/23 1/18 1/22 1/3

計
計
計
計
計
計
計
計
計

２回
11 回
１回
７回
５回
５回
２回
11 回
11 回

210km

848km
1091km

2825km
1723km
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分水嶺踏査

地下に潜った三角点 ４回目の挑戦で発見！
№ 11990

原

広 美

信を持って三度目の挑戦に向かい
ました。
地下にあると判明していたので、
一番高いと思われる場所や溝蓋、
水道の蓋などすべて確認しました
が

地下 4 0 ㎝の地中にあった三角点
三等三 角点
緯度 33°58´27"7
経度 130°57´38"4
標高 268.17ｍ

やはり不明・・。
皆さんで又市役所に行き、調査

したが見つからなかった旨を告げ、
今度は別の詳細な資料を見せても

字は見えません。

らい
『砲台から 7.2 ｍ
火の山三角点を掘っている中村会員

2004 年５月５日、二班に別れて

7.1 ｍ

1.6 ｍ

桜の大木が 2 本アリ』

なぜ地下に埋もれたのか？

‘

火の山’は明治時代に関門海峡を

これをたよりに次の日 2 月 4 日、

通過する外国船を攻撃するため砲

四度目の挑戦です。

台を作り要塞となり、その後第二

Ｃブロック分水嶺を歩きました。

この資料通りの長さの紐を引っ

次世界大戦まで軍事機密で近寄る

Ａ班は壇ノ浦～四王司山・Ｂ班

張る人、桜の大木２本を探す人、

ことが出来ませんでした。その‘

は亀ヶ原～四王司山二班が合流し

地面を探す人などそれぞれ役割分

軍事機密’のために埋めたのでは

て田倉御殿町に下山した日のこと

担の結果、アッター！

ないだろうか？

です。
壇ノ浦を出発して火の山（268

ほんの少し頭を除かせる状態で

かりません。

土や腐葉土で埋もれたコンクリ

『火の山

潜った理由はわ

国立公園』内なので掘

2.5 万の地

ートの蓋を見つけました。バール

り返した土を元のように、少しの

形図に三角点があるのでこれを確

で厚さ６センチくらいの蓋を抉じ

枯れ草と土を載せました。

認しようと随分探しました。ここ

開けると中身は泥で埋まっていて

ｍ）の山頂まで行き

で時間を費やすわけにもいかず、
報告書には‘不明’ということで
先に進みました。

石標は全く見えませんでした。
我らの最長老、中村さんが泥を
取り出すと頭に十字の入った御影

さて、次にこの蓋を取って三角
点を見つけるのはいつ誰でしょ
う？
参加者

７名

原

近くの山でもあるし、草の枯れ

石が出てきました。みなさんの持

中村昭彦 13991

た頃にと思い立って 2005/01/29 二

っていた水で頭をきれいに洗い流

塩屋

度目の挑戦をしましたが

すと保存状態の良いまま出てきま

森本信子北九 389

やはり

見つかりませんでした。

広美 11990

三木靖子 14051

薫 14081

大井銀子北九388
角田 会友

した。もちろん三角点の等数や文

二日後の 1 月 31 日下関市役所
公園課まで行って、日本山岳会が
分水嶺踏査で三角点の確認をして

分水嶺踏査

本部事務局長からお褒めの言葉！

いる事を告げ、写真の入った資料

（2005 年 2 月 22 日 23:12 メー ル受信）

を閲覧させてもらいました。この

№ 11990

写真のイメージを基に 2 月３日自

原

広 美

先日支部の分水嶺報告書（５枚）を、事務局長 森武昭（評議委
員）さんに 送付しま したら下記 のようなお 褒めの言葉 を頂きまし た。
Ａ，Ｂ， Ｃグループ 頑張ってる かいがあり ます

『 原様
山行報 告書５件お 受け致しま した。昨日 の支部事務 局長会議で も、
貴支部の積極的な取り組みが紹介され、頭が下がる思いで聞いてい
ました。 今後ともよ ろしくお願 い致します 。
以上
火の山三角点を発見！

森

武

昭

』
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北九州 支部の進捗 状況は、６５ ％

中央分水嶺踏 査進捗状況

分水嶺登山参加、最後のチャンス！
中央分水 嶺踏査委員長

Ｂチーム 踏査完 了！
分水嶺踏査登山を開始して、まも
なく、１年です。
Ａ～Ｄブロックの中で、Ｂブロック
担当のＢチームが、完全踏査しました。
西村信子リーダーのもと、チーム一丸
となって活動した成果です。拍手を送
りたいと思います。
各チームの、山域、アプローチ、天
候、日程、参加者など、多々問題もあ
ると思います。今年は例年になく、３
月に入って雪が降りました。特にＡブ
ロックは相当の困難が予想されますが、
踏査完了に向けて、原広美リーダーの
もと、極めて精力的に活動しています。

板

倉

健

一

Ｄブロック（和布刈～平尾台）も３
月６日、小雪の中をスタートしました。
（和布刈～砂利山 参加者～ 13471
板倉健一、13534 舛木 隆、13643 関
口興洋、北九348 立野卯三男の４人）

完了は、４月末目標
北九州支部の担当分水嶺区間（仏峠
～平尾台）の踏査完了目標を４月末に
想定しています。まだ分水嶺登山に参
加されていない人は、各チームのリー
ダーに連絡して、分水嶺を歩いてみま
しょう。

最後は吹上峠で
尚、北九州支部と福岡支部との踏
査区間設定は、平尾台の吹上峠を境

福智山系 単独縦走 記

採銅所駅～牛斬山～福智山～尺岳～皿倉山～八幡駅
～～加藤文太 郎の甘納豆 で完歩！～～
№ 13987
昨年末（平成 15 年）の１２月２８
日（日）
、福智山系大縦走に挑戦して
きました。
朝７時３０分ＪＲ採銅所駅をスタ
ート。８時２５分快晴の牛斬山頂上
に到着、間近に見える英彦山、嘉
穂三山、三郡連山等の山々を拝ん
で出発。展望の良い防火帯の登山
道は、結構上り下りが激しく思っ
たよりきつかった。
１１時１５分福智山頂上到着。北
風も強く体感気温は２～３度とい
ったところで、関門まで望む雄大
な景色をおかずにおにぎりを１個
食べる。目指す皿倉山のテレビ塔
が遙か向こうに見え、この時「こ
れから先の行程は全てが未踏の山、
夕刻までに皿倉山まで行けるか」
と思い、期待と不安で一杯だった。
福智山を下った北斜面は積雪が
残り、気を抜いたら尻餅をつきそ
うな斜面で、しばらく行くと山小
屋があった。これが「福智の山小
屋か！」決して新しくはないが、
アットホームな感じの山小屋で、

№ 13471

宮

城

尚

志

水場も近く、宝満の山小屋と同様に
常連と思われる３～４組が、中やテ
ラスで盛り上がっていた。
展望は無いが、とても気持ちの
良い原生林の中を進み、１３時００
分尺岳平に到着、腹が減ったのでラ
ーメンセットにしようと思ったが、
お湯を沸かす時間がないのでおにぎ
り１個（最後のおにぎり）とソーセ
ージ１本で我慢し、直ぐ上にある頂
上を踏み、尺岳権現様に行程の安全
を祈願し出発。 いくつかの峠を越
えていくうちに疲れが出てきて、空
腹感と同時に、甘いものが欲しくな
ってきた。甘納豆を持ってきている
のを思い出し、単独行の加藤文太郎
の真似をしてポケットに入れ、合間
に食べながら進む。極限に近いのか
甘納豆を口に入れると、すぐに元気
が出てきて身体が動き、食物がエネ
ルギーに変わっていくのを実感した。
喉はあまり渇かなかったが、お
茶の他、ペットボトルに入れたオレ
ンジジュースをちびちびやりながら
歩いた。後半はこれが身体にしみわ

界とすることで、最終的に決定しま
した。
踏査完了の行事は、吹上峠で行い
ます。

たる感じがして、特に美味しかっ
た。 日暮れまであまり時間がな
くあせっている中、１６時００分最
後の峠である市ノ瀬峠に到着、こ
こから最後の皿倉山頂上までの登
りがあり、気合いを入れ直す。し
かし途中の権現山直下までの急坂
は一歩一歩が地獄で、這って登っ
たという感じだった。 そして１７
時００分、やっとの思いで皿倉山
頂上の展望台に到着することが出
来た。展望台は夜景見物のため帆
柱ケーブルで上がってきたカップ
ルや家族連れが数組、山の格好を
している人は当然私だけだった。
見渡せば、北九州の市街地の大
パノラマが眼下に広がる。そして、
夕日で赤く染まる宗像四ツ塚方向
の山々と雄大な遠賀川・・・この
日登頂してきた福智山系の山々に
思いをはせ、一日の縦走の最後を
飾る素晴らしい風景を、深く脳裏
に焼き付かせた。 下りは、市街
地の夜景の明かりを頼りに登山道
を下り、ＪＲ八幡駅まで歩いた。
全行程を終了し疲労困憊しまし
たが、無事完歩し、帰路に着くこ
とが出来ました。
昨年の目標の一つとしていたコー
スだけに、
達成した喜びは格別でした。
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壁が残り水仙が沢山咲いていた。

福智山行 記録

岩陰で昼飯。12:20 出発、上野越に

虎の尾、源氏、源平の桜見 学
№ 14081

塩

屋

戻り上野峡へ下る途中、虎の尾桜

薫

を見て 13:15 登山口に下山。14:10
出発、15:45 玉姫殿着、解散。皆様
お疲れ様でした。

る。8:25 源平桜へのコース 30 分の

虎の尾桜

標識を見て右に。8:30 源平桜、8:50

樹齢 600 年、幹廻りの太さに感嘆

源氏桜、共にまだ開花していない。

した。いつまでも大事に保存して

幹廻り太く逞しい。9:15 分岐に戻

欲しいと思う。花着きは裏年で少

り本格的に登り林道終点に飛び出

なく、小さいが何か清楚な感じで

して、左の滑り易い急登を登る（ロ

した。

高さ 17m、幹廻り 3.7m、

ープあり）。10:20 八丁のピークに
出て八丁辻を行きキツネ水（南面
小屋）を経て 10:25 福智山山頂に立

年 伊 藤 Ｑ撮 影 ）

6:50 玉姫殿、7:30 上野峡

の滝左上へ取り白糸滝コースを登

虎 尾 桜（ 平

平成１６年４月５日（土）晴れ、
風強し、頂上気温４度、寒し
参加者
CL 中村、上野、三木（順）、
塩屋、上野車
行程
裏門司～下曽根～母原～香春～
上野峡
登山経路
登り 白糸の滝コース～八丁辻
～福智平～福智山
下り 福智山～上野越～鷹取山
～虎の尾桜～白糸の滝Ｐ

16

つ。北風強く気温４度寒い。写真
撮り 11:00 上野越経由鷹取山を目指

白糸

す。上野越分岐 11:15(500m)鷹取山

の滝登山口着 7:50 出発、7:53 白糸

着(633m)。平らな草原で城跡の城

◇◇◇報告・お知らせなど◇◇◇
支部事務局担当者会議のご報告
事務局

№ 13643

関

口

２月１９日現在の進捗状況は、担

興

洋

日時：平成17 年２月19 日～20 日(東京)

けているところから、
「特になし」

出席者：
（本部）芳賀副会長、藤本・

という緩やかな条件の支部まで種

にえた

贄田各理事、総務委員
（支部）２５支部事務担当者

々あり。
６．支部施設：保 有 ５支部

趣旨：各支部の現状を把握するため、
事前に書面で本部に報告しそれに基
づき意見交換をする。

＜アンケート集約結果＞
１．会員数：永年会員

６８名

通常会員２９１６名
会友

２９８４名
７５６名

２．徴収年会費：通常会員
１７支部（平均２０７５円）
会友は、１２支部（平均２７００円）
３．規約：保 有 ２２支部
未保有

７．支部運営上の問題点：
（１）会員の高齢化。事業計画へ

本部よりの連絡事項の周知徹底。

計

未保有２０支部

３支部

４．役員任期：２年 ２３支部
１年、３年 各１支部
５．支部入会資格：越後支部の「冬
山経験１０年以上、地域のリーダ
ー的存在」という厳しい条件をつ

の参加率の低下
（２）若い年代の加入者がほとんど
いない。
（３）総会や山行に参加する会員の
固定化。

＜本部よりの依頼伝達事項＞
１．１００周年記念事業を推進するた
めの資金が不足しているので未だ
寄付をされていない会員には、是
非ご協力を願いたい。
２．１００周年事業募金の推進につい
て余裕のある中小企業のオーナー
を対象に、税制上のメリットを享
受できる募金への応募を積極的に
ワークしてもらいたい。
３．中央分水嶺踏査状況について

当区間の完了度が全国平均で４１６
.
％（北九州３５．
７％）
。未整理の山
行報告書が相当あるので、全国平
均では約６０％の見込み。
（北九州
支部も７件の報告書が未整理）
４．１００周年記念の多機能腕時計販
売に当たっての購入依頼。
５．日本山岳会扱いの販売品（ダウ
ンジャケト、Ｔシャツなどの商品
紹介。
（註）本部より、商品見本を
取り寄せ、４月の総会、５月の英
彦山での５周年記念集会で展示販
売することを計画中。
６．山岳保険の紹介
７．ブロック別１００周年記念式典の
紹介
九州は７月１６日～１７日、霧島え
びの高原で宮崎支部主催で開催さ
れる。
８．本部からの行事通知に対する回
答率が悪い。 欠 席 の 場 合 で も 、
葉書の投函をお願いしたい。
９．新日本山岳誌の紹介。
以上
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＜雷から身を守る＞
№ 13643
関

昨年１０月、九電の電気ホールで開催された九州大學の雷講

口

興

洋

演会（講師：九州大學大学院総合理工学研究院の横山 茂教授）
に出席しましたので、講演テキストから重要なポイントを引用
させて頂きます。周知の点も多々あると思いますが、いま一度
原点に返って今後の山行に役立てて下さい。

１．人体の安全に関する雷の基本的性質

登山をしないこと。２～３日前であれば、天気予報が最もよ

（１）雷撃を受ける高い鉄塔や木は、放電の通り道である。

い雷情報を与えてくれるので、天気予報に十分注意するこ

放電の進行する方向はばらばらである。

と。昼間、雷光が見えたり、雷鳴を聞いた場合は、雷は１０

放電する距離は１０ＫＭ以上に及ぶことがある。

ＫＭ程度に近づいている場合が多いので、危険な場所から

このため、かなり離れたところで雷が発生しても、次

至急避難すること。

の瞬間には自分の真上に落ちてくることがある。

o 簡単に雷の接近を知るためには、ラジオを利用すること。

（２）雷は高いところへ落ちやすい性質をもっている。

ガリガリと雷の雑音が入るときは、雷が放電していること

このため、人体が最も高くなるような、周囲に何もない

を示している。この方法で、５０ＫＭぐらい離れた雷の放電

ところが危険な場所ということになる。運動場、ゴルフ

をとらえることが出来る。天気がよくても、雷が接近して

場、田や畑、海、山、河原など。

いる場合には、
登山を中止するか、安全な小屋に避難すること。

（３）側撃という極めて危険な現象がある
鉄塔でも一本杉でも、高さが同じであれば落ちやすさは

雷は午後から夕刻に発生することが多いので、雷の危険
のある場所を、昼ごろまでに通過する行程を組むことも安

あまり変わらないと考えられる。しかし、一旦落雷した後

全登山のための方法である。運悪く、頂上や尾根などにい

で、金属と木では異なる放電の様相を示す。金属物は電気

る時に、雷が接近した場合には、できるだけ、そこから離

が通りやすいため、落雷した電流はそのまま金属を通って

れること。谷筋や窪地まで逃げ、そこにしゃがむようにする。

大地へ流れる。
一方、木に落雷した場合には、人が木の側に立っている
と、木から人体に放電がおこり、落雷電流が人体に流れ込
み死亡あるいは重傷という事故になる。これを側撃という。

また、電気的なショックのみでなく、光や音のショック
や爆風などで転倒する恐れがあるので、転落防止の対策も
必要。

５．テントでキャンプ中の注意

木は電気を通しにくいため、人が木の側に立っていると、

テントの中は、建物の中と違い、雷に対してあまり安全と

電気を通しやすい人を経由して、大地へ電流を流そうとす

はいえない。テントに落雷を受け、亡くなられた方もいる。

るために発生する。

これは、テントのポールと人体の間に十分な距離がとれな

（筆者注：昨年７月、南会津の帝釈山から下山中の中高

いため人体へも雷電流が流れるため。安全で最も重要な

年グループが被雷し、多数の死傷者がでた事故は、側撃に

ことは、直接雷が落ちないような場所にテントを張る

よる遭難と報じられていた）

ことである。周りに木のある場合は、木から１０Ｍ以上、離

２．危険な場所

れてテントを張ること。また、周囲に１、
２本しか木がな

o 樹木の側のほか、木造建築物のひさしの下も側撃にあう可

い場合には、４Ｍ以上の高い木をさがし、木を地面から

能性がある（１９９２年、丹沢の大山で、あずまやに落雷して、

見る角度が４５度程度になる位置にテントを張ること。

ひさしの下で雨宿りしていた登山者が死亡した事例がある）
。
o 船は、デッキに出ていると被雷する可能性が多く、危険の
度合が増す。船室のある場合は中へ入った方が安全。
o テントの中

３．安全な場所
o 建物の中
o 車の中、列車や飛行機の中
o 配電線や送電線の下
電気をよく通す導体でできており、雷が接近した場合にそ
れに雷をひきつける避雷針的な効果がある。また、電力会社
が設備した接地線で地面へ電気を安全に流すため、配電線や
送電線の下は大変安全。ただし、木の電線の側は、側撃の可
能性が少しでもあるので近づかない方がよい。

４．登山と雷
o 登山中に雷にあうことは、最も危険な状態といえる。山に
は、身を隠す場所がないこと、山は電気を通しにくいことが
多く、登山者の人体を通って電流が流れることが多いから。
o 身を守るため最も重要なことは、雷が発生しそうな時には

テントへの側撃を防ぐため。木の枝、葉、幹からは最低
２M 以上離れてテントを張ること。
林の中のキャンプで上述の条件を満たさない場合で
も、できるだけ、木の枝、葉、幹から離れてテントを張る
ことが重要。

６．小さな金属類は身につけていてもかまわない。
ネックレス、金属フレームの眼鏡、ヘアピンその他の身
につけている小さな金属類は、人体に雷が落ちるか否かに
は、ほとんど関係がない。落雷の危険は、高いか低いかに
よるので、傘や釣竿などの長いもので、頭上に突き出ている
場合には危険。
また、携帯電話など、コードレスの電話で話していても、
それが頭より高くならない限り、安全には関係ない。ゴム
長靴やビニールの合羽など低い電圧では電気を通しにくい
ものでも、雷のような極端に高い電圧では、ほとんど役
にたたない。同様に、テントのシートも、落雷の防御に
は、あまり役にたたない。
以上
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東天狗岳山頂にて

０１ 会山行報告

北八ヶ岳山行 記
№ 13520
日 程

西 村

信

子

５日

(7)

ポして、サブザックで出発。さすが
天狗の登りはきつかった。ピッケル
を持ち、10 本爪のアイゼンを効かせ
東天狗岳到着。３人で西天狗岳へ。
雪煙が舞い、先行者のトレースがす
ぐに消える。時々ヒザまで入り込む

2005 年 3 月 5 日（金）～ 7 日（月）

参加者 13 名（首都圏 10 名、信濃支部１名、越後支部１名、北九州支部１名）
行 程

３月 発 行

茅野駅 9 時 15 分集合。横岳ロープウェイ山頂駅→北横岳→

が何とか到着。ヤッター！！
赤岳、阿弥陀岳がよく見える。鞍
部までの下りは伯耆大山で板倉さん

坪庭→縞枯山→茶臼山→麦草ヒュッテ（泊）
６日 麦草ヒュッテ→白駒池→高見石→中山→天狗岳→黒百合ヒュッテ（泊）

から教わったキックステップであっ

７日 黒百合ヒュッテ→ニュウ往復→渋の湯→茅野

という間に下りたが、東天狗の登り

現地解散

がこれまたしんどかった。小山内さ
ん、平林さんと中山峠まで慎重に降
りる。デポした荷物を背負って黒百
〇一会のメンバーと

合ヒュッテへ。
１泊２日コースの５人は下山。残
りは３人となる。今日の宿泊者は我
々を入れて 7 人。会長はここのオー
ナーとも家族付き合いのようである。
差し入れのお酒を頂き、山談義に花

北横岳山頂にて

を咲かせる。バイトのお兄ちゃんが
小倉出身だとのこと。
7 日、ヒュッテ 7：30 発。サブザ
ックで中山峠を経てニュウ（2351.9m）
へ。分岐からどんどん下り、登り返
すと大岩がある
山頂へ 9 時到着。ここの眺めもま
た良し。富士山が裾野を広げてたお

北横岳ヒュッテ前のベンチで昼食。

やかに聳え立っている。振り返れば、

青空が覗き、日差しも強くなり、陽

浅間山、北アルプスが。常念岳や槍

天気にも恵まれ、雪山をたっぷり

だまりは暖かい。縞枯山、茶臼山を

の穂先からキレットまで今日は一段

と堪能してきましたので、報告します。

経て麦草ヒュッテへ。上野会長はこ

ときれいに見える。ティータイムを

小倉～京都は新幹線、京都～新宿

このオーナーとはヒュッテが出来た

して、雪を頂いた山々を眺め、今度

は夜行バス、新宿到着５時 20 分。新

当初からのお付き合いだそうで、今

はこの景色がいつ見られるだろう

宿より 7 時発のあずさ１号に乗り込

年 50 周年を迎えるそうです。夕食の

か？ と思いながら 9：25 山頂発。11

む。車窓は雪景色に様変わりしてく

ひととき、九州より持参した焼酎を

時ヒュッテ到着。アイゼンをはずし、

る。始めての北八ヶ岳。それも冬山。

皆さんと飲む。食後、オーナーのお

リュックを整理して 11：30 渋の湯へ

大丈夫かなぁ～。不安がよぎるが、50

話に耳を傾ける。

向けて下山開始。１ 2：50 に到着。14

日本山岳会 01 会の上記の山行に
参加してきました。

６日、所用が出来、スノーモービ

：55 発のバスまで時間があるのでゆ

安心感もある。２時間少々で到着。

ルで下山する３人と別れ、10 人で７

っくり入浴。３日ぶりのお風呂でし

アルプスがこんなに近いとは。あぁ

時半出発。白駒池を経由して樹林帯

た。いいお湯でした。とっても気持

～、羨ましい。

の中を歩き、高見石へ。快晴、展望

が良かった。

年通っている会長がリーダーなので、

9 時 10 分、全員集合。簡単な自己

良好、言うことなし。噴煙を上げて

今回、このような各支部との交流

紹介の後、タクシーで移動。ロープ

いる浅間山も間近に見え、北アルプ

登山を一人で参加するのは初めてで

ウェイを降りると一面の銀世界。積

スも遠くに見えている。高見石小屋

したが、思い切って参加してよかっ

雪は２ m 近くありそう。軽い体操の

でコーヒータイム。とっても美味し

たと思っています。皆さん、素敵な

後、北横岳（2472.5m）へ。トレース

い。至福のひととき！！

山男・山女です。またの再会を約束

はしっかり付いている。お天気もよ

ここより下山の２人と分かれ、8

くなりつつある。雪はサラサラ。九

人で今日のメインの天狗岳へと歩み

州のベタ雪とは全然違う。登頂後、

を進める。中山峠で昼食。荷物をデ

してお別れしましたが、近いうちに
また会えそうな気がします。
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３月 発 行

W647(峠)～△ 285.5 ～勇山～△ 458.8 ～市ヶ口
林道分岐
○ 砂利峠～△ 377.3 ～電波塔～一位岳～△ 488.1
～市ヶ口林道分岐
○ 石標三叉路峠～大笠山～△ 468.4 ～大笠峠
○ 大寧寺峠～江ノ峠 P364 ～三つ頭分岐 P615 ～山
中峠
○ 大笠峠～△ 501.2 ～草添分岐 P474 ～△ 414.9 ～
大寧寺峠
○ 山中峠～大ヶ峠 P289
○

山行計画のご案内
５月の山行
英彦山山開き（支部５周年記念山行）
日 時
コース

５月２９日午前８時、英彦山銅の鳥居前出発
正面コース（銅の鳥居→奉幣殿→中岳
上宮〔山開き神事・昼食〕→往路又は北
岳・高住神社経由下山
携行品 雨具、水筒、弁当（前日、森の家に宿
泊した方には、全員に配布）ほか
※ 雨天決行

分水嶺踏査登山
○ ３月 20 日～ 21 日
津々良ヶ岳～大土路～ 676 ピーク
～下深山～ピーク 762
（夜は、現地林道にてテント泊予定）
○ ３月 27 日（日）、又は〔雨天時４月３日（日）〕
三ヶ峰～野道山
最終日は、Ａブロック全員、又昨年４月 11
日登 っ た 方 で打 ち 上げ 会をしますので、沢山
の方参加して下さい。
以上をもって終了予定です。

集合
場所

27 日午前６時
下関市 玉姫殿前

申し込み
ＣＬ

原

京ヶ嶽～貴飯峠～鬼ヶ城～四王司山～壇ノ浦

申し込み

Ａブロック

※

踏査済み

0832-45-5490

広美

Ｂブロック
すべて踏査完了 100%
ＣＬ

Ｃブロック
３月～４月予定。

西村

信子

Ｃチーム 楠 田 和 彦 093-613-3358
大城戸昌敏 093-612-7476
Ｄチーム 大楠 益弘 090-3196-8939
委員長 板倉 健一 093-321-1038
訂正とお詫び
北九だより２１号で、大城戸昌敏会員の電話番号
が間違っておりました。上記のように訂正してお詫
び致します。

Ｄブロック
３月～４月予定。
○ 砂利山(246m)～風師山(362m)
○ 風師山～七つ石峠～鹿喰峠～戸ノ上山(517m)
○ 戸ノ上山～足立山(597m)～湯川
○ 湯川～貫山山麓
○ 貫山山麓～貫山(712m)～平尾台吹上峠
参加申し込み先：大楠ＣＬ
（０９０－３１９６－８９３９）

踏査済み
和布刈～古城山～砂利山(246m) （３月６日）

編集後記

３月のサロンは、23 日（水）
４月のサロンは、27 日（水）
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 30 ｍ）
費用

3,000 円前後（ワリカン制です）

○女は強い！ Ｂチームが遂にＢ
ブロックの分水嶺踏査を達成しま
した。Ｂチームのリーダーは、西
村信子会員。ご主人が車の運転で
共に山口県まで往復１１回、下見
も含めれば更に増える。走った
距離は、2825km。下見も入れれ
ば 3,000km を越える。誠にご苦
労様でした。
また、Ａチームのリーダーも女
性の原広美会員。途中雪の中をテ
ント泊しながら分水嶺踏査をする
そうで、Ａチームも３月２７日頃
をもって終了予定としています。
まことに女性リーダー達には頭が
下がります。それに引き替え、Ｃチ
ームとＤチームのリーダーは共に男

達で、ＡチームとＢチームに大きくリ
ードされています。私も何とか体調を
良くして、残った分水嶺踏査に参加
したいと思っています。ＣとＤチー
ムにも女性リーダーがいれば、更に
効果が上がったかもしれません。 これ
を書いている本日（３月１８日）もＡチ
ームとＣ、Ｄチームのメンバーが分
水嶺踏査に出かけています。野道山
はみぞれが降っているそうで、その中
の藪こぎは、大変な困難が予想され
ます。まことにご苦労様です。伊藤Ｑ
○山の原稿は
事務局（関口事務局長）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。
Ｅメールアドレスは
nkchb785@ybb.ne.jp です。
電話・Fax は、0947-42-2772
（ IP 電 話 050-1499-2772）

