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北九州支部創立５周年を祝う！
県外からも多数参加

平山会長の南極物語に聞き入る！

記念式典会場（アドベンチャーセンター森の家）で平山会長を真ん中に参加者の皆さんと記念撮影

事務局

№ 13643

無事終了
関

口

興

洋

平成 17 年 5 月 28 日（土）好天の

秦野支部長以下４０名が出席。なお、

下、英彦山の森の家で予定通り午後 2

来賓として英彦山神宮権宮司の高千

時より記念式典を開催した。本部よ

穂英文氏と添田町観光ガイドボラン

り平山会長、その他関西支部より中

テイアの早田利光氏が出席された。

谷さん、東九州支部より西事務局長
以下 3 名、熊本支部より田上事務局
長以下 2 名、宮崎支部より大谷セツ

記念講演する平山会長

記念行 事

した記念講演である。講演開始早々、

「わが国南極観測隊の 50年」
平山 善吉会長

記念講演

会長持参のＣＤと江頭さんの用意し
たパソコンの相性が悪く、画像が出

子副支部長以下 10 名のゲストをお迎

当日のハイライトは会長の「わが

てこないというハプニングがあった

えし、当支部よりは吉村前支部長、

国南極観測隊の５０年」をテーマに

が、しばらくして画像が映り安堵の
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正面コースから豊前坊へ

会長は第１次～３次の観測隊員と

英彦山登山

して参加され、３次のときは越冬隊
員として昭和基地で活躍された経歴

５月２９日、晴天、落伍者は皆無で、

を有する。未知の世界を紹介する数

０７：３０銅の鳥居に集合。会長を囲み

々の珍しい映像を背景に南極の氷の

記念写真をとったあと、各班ごとに出

すごさと気象条件の厳しさを改めて

発。途中、奉幣殿で会長は最後の記念

認識させられた貴重な１時間であっ

撮影の主人公として大忙し。ここで会

た。講演が終了したあと、伊藤会員

森の家での懇親パーティ

が心をこめて制作した英彦山の版画
を支部長より会長に贈呈した。その
あと、会長臨席の下に支部のセレモニ
ーを行う。

し登りにかかる。宮崎支部の参加者と
を盛大に行う。
参加者：山本町長、平山会長、吉
村名誉支部会員、秦野支部長、加藤

支部名誉会員として表彰
吉村健児前支部長

長、支部長のパーテイと別れ中岳めざ

英彦会員（東九州）
、田上事務局長（熊
本）、大谷セツ子副支部長（宮崎）
ほんのりと木の香漂う樽酒が振舞

行動をともにしたが、英彦山の由緒あ
る登山道の赴きに感心されていたのが、
大変印象的であった。
１０時中岳到着。上宮での安全祈願
祭は１１時開始。それまで時間があ
るので軽身で南岳へ。１等三角点を

４月の通常総会で承認された吉村

われるにつれ、懇親の輪があちこち

健児前支部長（№ 3173）の永年にわ

に生まれ盛り上がってゆくが、１９時

薄暗い上宮に着座し、支部代表と

たる功績を称え支部名誉会員として

より野営場で行われる前夜祭参加の

して玉串を奉呈する。式典の後、記

顕彰する表彰状を支部長より授与。

ため、三々五々野営場に向かう。添

念の手ぬぐい（今年は４０回の節目）

田町役場からの依頼で平山会長がご

を添田町役場より頂き、参加者に配

感 謝 状 授 与

挨拶をされることとなったが、当意

る。晴れてはいるが、黄砂の影響か

分水嶺踏査貢献ほか

即妙のスピーチをされ流石である。

春霞のせいか展望はきかない。

１

中央分水嶺踏査の完結にともな

確認したあと引き返す。

いろいろな地元の出し物が繰り広

昼食を簡単にとった後、ブナの新

げられるが、とにかくお天気に恵ま

緑が美しい北岳への縦走路をたどり

い、特に貢献された次の会員に支部

豊前坊へ

長より感謝状を授与。

向かう。

Ａ班 原

広美（11990）

途中、オ

中村 昭彦（13991）

オヤマレ

Ｂ班 西村 信子（13520）

ンゲのつ

高畠 拓生（13541）

ぼみを見

西村 俊二（13810）

ながら急

太田

坂を下る。

満（13819）

Ｃ班 楠田 和彦（13994）

宮崎の皆

Ｄ班 板倉 健一（13471）

様が無事
下山され

２

会長への記念品制作、また５周

たのを確

年記念の記念品として制作されたバ

認する。

ンダナのデザインを担当された伊藤

これで２

久次郎会員と、会場を盛り上げるた
めに２１枚の山岳写真の大型パネル

日間にわ
５月２９日

英彦山 銅(かね)の鳥居前に集合した登山隊一行

たる記念

を制作された大谷城会員に対し支部

れたことが最高の演出である。カッ

行事が好天の下、無事終了しほっと

長より感謝状を授与。

ポ酒をいただきながら、森の家へ暗

する。

四斗樽で鏡割り
懇親パーティ

い夜道をたどると、サロンが待って

今回の記念行事実施にあたり、会

いる。８畳の狭い部屋ながら、会長

場整備、添田町役場、英彦山神宮と

以下ゲストの方々が多数集まって刻

の折衝のため、地元の高畠委員、伊

１７時より、懇親パーテイ開始。

限まで再び賑やかな懇談が続く。何

藤委員、西村委員さらに下関から応

来賓の添田町の山本町長の到着を待

しろ、四斗樽が持ち込まれお酒には

援していただいた原委員のご尽力に

って、吉村名誉支部会員からのビッ

不自由しないが、翌日の登山が心配

対し厚く御礼申し上げます。

グプレゼントである四斗樽の鏡割り

である。
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北九州支部創立５周年記念行事参加者
（本部）
4440

平山 善吉 会

長

（関西支部 ）
8545

中谷 絹子

（東九州支 部）
8325 西
孝 子 事務局 長
8765 加藤 英彦
13997 中野
稔

（熊本支部 ）
6659
会友

田 上 敏 行 事務局 長
中 根 俊男

（宮崎支部 ）
9666
9667
9973
12057
12563
13061
13062

大谷セツ子
岡本真理子
服部 敬二
都甲 豈好 事務局長
久峩 慧子
谷口 菊美
谷口 敏子

13098
13780
13831

木村 博 行
多田 周 廣
恒吉 克 範

（北九州 支部）
3173
4325
10448
11395
11427
11467
11979
11990
13465
13499
13520
13523
13529
13532
13534

吉村 健児
秦野 一 彦
江頭 精一
大庭 常生
日向 祥剛
篠田 勝 行
大城戸昌敏
原
広美
大楠 益弘
伊藤久次郎
西村 信子
浜松 礼 子
大谷
城
馬場 基 介
舛木
隆

永年会員
支部長
委 員
副支部長
委 員
委
委
委
委
委

員
員
員
員
員

13541
13643
13708
13722
13804
13810
13812
13983
13986
13991
13992
13994
14046
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（５８ 人）

高 畠 拓生
関 口 興 洋 事務局長
村上
強
藤田
傳
横 山 洋子
西 村 俊二
吉岡千津子
森 永 義忠
室 津 健次
中 村 昭彦
山 田 武史
楠 田 和彦
高城季美子

14051 三木 靖子
14079 内藤 正美
北九289 吉岡亜津子
北九356 坂本 勝喜
北九357 坂本むつみ
北九359 八木 國子
北九361 立石サツミ
北九362 佐藤 照美
北九372 山下富美子
北九376 中岡 邦男
北九387 大石そなえ
北九389 森本 信子
北九394 和田 秀明

山 行記

阿蘇根子岳天狗峰登り、英彦山式典会場へ
北九 394
５月２８日

晴れ

和

田

秀

明

カタガウドの谷に入る。北西向きのこ

５時阿蘇ＹＨ出発。一路天狗峰を目

の谷は、両側に岩壁が迫っていて狭く、

指す。天狗峰は、阿蘇五岳を寝観音と

この時間は日が射さないが、快適な登

して眺めた場合、ちょうど鼻の位置に

高である。

あたる峰である。

やがて、ガレの登りとなり、左側に

天狗峰へは、宮地から、車道・登山

眼鏡岩が見えるくらいで、左側の急な

道を含めて道なりに真直ぐラインが引

尾根の登りとなり、天狗のコルへ出る。

かれているように思えてならない。
５時４０分ヤカタガウド登山口着。車

ここから先は、一般ルートではなく、
鎖の切れた岩には、
「キケン」と、ペン

を砂防ダムに駐車し、
登山届を提出した。

キで書かれている。ルートは、切れ落

砂防ダムの堰堤を３ケ所越えて、ヤ

ちたガケのトラバースは、単独での通
過は無理と判断し、コルから稜通しに
直上することとする。核心はこの僅か
６ｍのみであるが、平成１４年の１０
月に来たときは、ここをしばらく眺め
て、断念したことがある。ホールドは、
浮石がおおく、ロープなしでこの６ｍ
のガケを通過するのに１５分を要し、
上の小さなピナクルにあるしっかりと
した残置支点にたどり着き、ひと安心
である。このピナクルを古いスリング
を持って右側に巻くと、あとは天狗峰
のピークまで、しっかりとした踏み跡
が続いていた。
７時２０分登頂。天狗峰(1433m)の
絶頂には岩があり、しばらく休憩、写

天狗峰と天狗のコル

真撮影のあと下山をはじめた。さきほ

天狗峰への稜通しのルート(約６ｍ)
鎖 はトラバースルートへ切れ落ちている
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どのガケはロープを出し懸垂にてコル

行犯となり、元警察官の伊藤会員に逮

へと戻る。帰りもヤカタガウドの谷を

捕される。しかも悪いことに彼は、証

通って、９時下山した。

拠保全のカメラなどももっている！
英彦山は、山全体が古くからの修験

ここからは、車での快適なドライブ。
先ほど登頂した、寝観音の鼻にあたる

道の神域であるが、そういう山岳には

天狗峰を眺めながら、黒川温泉の清明

付きものの、荒々しい岩壁、岩塔など

館の洞窟・露天風呂で汗を流し、１３

が欠けているなと思いながら、北岳を

時過ぎに英彦山の日本山岳会の式典会

通過し、ガレ場を含んだ急な下り、ま

場に到着した。

た石段の下りを続けていくと、目の前

英彦山上宮での山開き神事

にいきなり望雲台の岩場が。せっかく

実は、この式典には出席できない予
定だったのだが、出欠の通知を出して

では、正確な記録をとっておらず、事

だから、整備されたルートをピストン

から、会社の休みが取れたので、天狗

前に下調べもしていないので、少し曖

してきた。

峰をやっつけて、返す刀でこちらへ立

昧な点は、お許し下さい。)

高住神社で山行は終わりであるが、

長い、長い石段を歩いて、途中に神

東九州支部の中野会員のタフさはなか

日本山岳会長の平山氏は、日本南極

社の建物が一部崩壊したところなどを

なかで、登りのときからずっとダブル

越冬隊のパイオニアであり、南極点レ

通り、やがて、ゆるい登りになり、頂

ザックで、おまけに冬用の登山靴を履

ースの話しなど大変興味深かったが、

上下の水場に到着。
「こんな高いところ

いており、あたかもトレーニングをし

私にはとても行ける場所ではなく、た

に水が！」なんておどろいて、中岳山

ている風であった。

だ、憧れるばかりだ。

頂へ。いちおう最高点の南岳(1200m)

ち寄ったのだ。

近代登山は、フランスでのモンブ

このあとの懇親会・山開き前夜祭

はピストンしておく。少し霞んではい

ラン初登頂から始まったとされるが、

は、いつもの飲み会であり、翌日誰か

るが、快晴の空に新緑が映えて美しい。

日本の宗教登山の歴史は、それより

が、
「ＪＡＣって、ジャパン・アルコー

昼の弁当を食べ、山開き神事に参加

はるかに古いのだ。会報で書くまで

ル・クラブだっけ？」と皮肉っていた。
飲み会は、深夜遅くまでつづいていた
らしい。

もないのだが。

し、一年の登山の安全などを祈る。
男女混成のパーティでは、小キジを
撃つ者は殆どなく辛抱しながら、道の

５月２９日 快晴

脇に入ると、地蔵などがあり、そんな

８時に銅の鳥居を出発。(この山行

ところですると「礼拝所不敬罪」の現

最後に、会員各位のご親切に心より
感謝致します。
(2005.5.30 自宅にて 和田)

◇◇◇報告・お知らせなど◇◇◇

１００周年記念自然保護全国集会の報告
事務局

№ 13643

関 口

興 洋

４月９日～１０日、東京都八王子市の郊外で行われた全国集会と高尾の森植樹祭に参加しまし
たので、主たるポイントをご報告します。配布資料より抜粋。
１．日本山岳会自然保護活動指針(案)の提起
２１世紀を迎え、地球環境問題は人類最大の課題のひ
とつとして認識されるようになった。自然保護も地球温
暖化防止、生物多様性の保全を意識して活動することが
要求されている。山地や森林が国土の７０％を」占める
わが国において、そこを活動のフィールドとする日本山
岳会にとり、山岳地域の自然保護は最重要課題のひとつ
である。
地球サミットと時を同じくして１９９２年に発表された
「日本山岳会自然保護委員会の行動指針」は優れた先見
性のゆえに今日なお正しい方針を示している。

１００周年記念のこの年、この方針を自然保護委員会
の行動レベルからさらに一段進めて日本山岳会が山の
自然環境保全に積極的に取り組むためのアクテイブな
指針として、ここに「日本山岳会自然保護活動指針」
を会員全員に対して呼びかけるものである。

２．理念
(1) 地球環境を現在以上に悪化させてはならない。
われわれは健全な生態系の維持や復元に積極的に貢
献するよう努力する。
(2) わが国の山々は、世界的にみても多様な自然環境
を含む貴重な存在である。これを破壊から守って永
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く後世に伝えることは、現在のわれわれ山岳人の責務
である。
(3) 登山行為には時に自然破壊や干渉を伴う恐れがあ
ることを認識し、行動にあたってはその最小化を常に
心掛ける。
(4) 山岳地帯およびそれにかかわる自然の乱開発を監
視し、過剰な利便性の追求や経済優先政策によってわ
が国の山々が荒廃するのを防ぐため、
積極的に行動する。
(5) 海外登山に際しては自然環境の保全を基本的な条
件としその国の文化を尊重し、また、人々の生活を乱
さないように特に配慮する。

３．活 動 の 指 針
主たる活動分野
(1) 乱開発・自然破壊等社会的問題に対する抑止力と
しての活動
＜指針＞
支部のアンテナ機能の発揮、本部委員会との緊密な
連携により問題が顕在化しない段階で対策を講じる。
（要望書・意見書の提出など）
＜範例＞
・上高地西穂ロープウエー計画（１９６３）
・南アルプススーパー林道開発問題（１９８２）
・長野五輪スキーコース岩菅山開発計画（１９９０）
・鳥海山南麓スキー場開発計画（１９９７）
(2) 登山者自身に起因する環境問題
＜指針＞
・日本山岳会会員は、全員が基本マナーを守り自然
保護の見識を持ち範を示す。
・オーバーユースによる環境破壊は対症的対策とあ
わせて、一極集中を避ける根本対策が重要。
＜範例＞
・ゴミとトイレ
・登山道の荒廃

７月 発 行

(5)

・高山植物の踏み荒らし
・入山規制
(3) 復元と再生の実践活動
＜指針＞
・自ら自然保護の主体者となって汗を流して行う
実践的活動
・活動の活性化、発展のために、JAC 会員のみな
らず広く一般賛同者を包含した活動とする。
＜範例＞
・森林ボランテイア活動
・大山山頂の植生復元
(4) 啓発と教育
＜指針＞
・日本山岳会会員、一般登山者、青少年など対象
別の活動を行う。（印刷物の作成、シンポジウム、
勉強会、自然観察会の開催）
＜範例＞
・機関紙「木の目草の芽」の発行
・会報「山」の活用
・山のフイールドマナーノート、山のトイレマナ
ーノートの発行
・上高地インタープリター活動
・ホームページの活用など

４月１０日 第５回「 高尾 の 森植 樹 祭」
当日は晴天に恵まれ、平林副会長他多数の参加者（企業
のボランテイアを含め４５０名）が２０００本の広葉樹の植
樹を行った。
場所は東京都と山梨県の境界に近い裏高尾の小下沢国有
林であるが、相当な急斜面で落石を防ぐための準備作業が
自然保護委員会で周到に実施されたことに感銘を受けた。

東 海支部の総 務委員会に参 加して（１ ）

総 会 員 数５００名の大組織で活動！
№ 10448
今回(2002.11~2005.3)、会社の転

江

た事を少し書きます。

頭

精

一（前事務局 長）

た２００１年、２００３年ローッエ南

勤により名古屋へ行きました。幸

東海支部の設立は１９６１年（昭和

壁、またここ１０年来熟年によるイ

いな事に東海支部の事務局長の星

３６年）４月に東海地区からヒマラ

ンドヒマラヤ登山隊。インドヒマ

さんとお会いした事があったので

ヤに登山隊を派遣するための受け

ラヤに対してはすべて成功してい

早速メールで連絡を取りました。

皿として日本山岳会の支部をこの

るというのは特筆ものと思います。

快く返事がきて総務委員会に参

地区に作ろうということで始まり

最近では、会員の老年化が進み、

加しなさいと言うことなので、お

ました。

１００名山ラリーと言うユニークな

言葉に甘えて参加することにしま

故に、ヒマラヤに対するアルピ

活動や、東海支部ならではの、環

した。日本山岳会はさすがに、全

ニズム精神は今日まで脈々と支部

境を守るというスケールの大きな、

国組織であるなあという実感と有

の登山隊における歴史個人におけ

猿投の森づくりなどのプロジェク

難さを感じました。

る山に対する姿勢に受け継がれて

トが動いています。

ここで少し東海支部の組織と私
なりに東海支部の役員をして感じ

いると思います。
最近では国際的に評価の高かっ

東海支部の会員数は支部会員約
２００名、支部友会員約３００名と

(6)

ＪＡＣ北九だより

いう大所帯です。
組織としては委員会が１９あり各
自活発に活動しています。

２００５年（平成 17 年）
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が東海支部のルームとして提供さ

ングを行い活動をしますが、その

れています。

上部組織に常務委員会と言うもの

各委員会は年間のスケジュール

があり毎月１回開催されています。

（２００４年時点の委員会です。委

を組み、このルームを使用して活

一応此処で支部の方向性を出す役

員会は名称のみ記しています）

発な活動を行っています。又、ル

割をもっています。具体的には支

集会、自然保護、支部友、図書、

ーム内には電話、パソコン、イン

部の行事や総会、規約、活動内容

登山教室、新日本山岳史編集、総

ターネット環境、コピー機、テレ

などをチェックしています。

務、会計、支部報編集、インター

ビ、冷蔵庫、必要なものはすべて

会員を増やす為には、登山教室

ネット、海外登山、青年部、１００

あり、ミーティングから忘年会ま

（朝日カルチャー、etc）を実施し

名山ラリー、ボランティア、中央

でと幅広く活用できる様になって

会員を増やすと共に、登山教室の

分水嶺、インドヒマラヤ研究会、

います。又、山の本が沢山あり閲

謝礼金は支部の収入に組み入れる

猿投の森づくりの会、東海山岳９

覧できるようにもなっています。

など凄く合理的な運営をしている

号編集会、岳連担当各委員会にお

やはり、支部のルームがあるとい

と思います。

ける役員の総数は１２０名にも上り

うことは財産であり、活動の本拠

ます。

地になっているということを実感

常任評議員である尾上昇氏が所
有するＯＭＣビル地下１階の部屋

たいと思います

しました。

江頭精一

記

各委員会は月に何回かミーティ

分水嶺 踏査を顧み る

反 省と 感謝

次回は猿投の森づくりをお話し

ートを自分らなりに切り拓く訓練を
はんすう

強くな った結 束力
№ 13465

大

楠

受けた。その意味を今更ながら反 芻

益

弘

した次第である。
今回の踏査では、ＪＡＣ北九だよ

去る５月８日をもって全長２２１

って、山容の読みに徹することにな

り２０号で井上佑さんが指摘された

ｋｍにおよぶ踏査が終了した。九州

った。ところが永い間メインルート

読図、コンパスの使用、そして歩測

とが

５支部で最も長い距離だった。筆者

ばかり歩いてきた咎めが出て、探索

など基本に帰ることが出来た様に思

は、Ｄチームのリーダーを拝命して

能力が劣化しており自分の不甲斐な

う。日頃の安易な山行への警鐘とも

いたが全く怠けていて、代わりを板

さに舌打ちしながら同行の舛木さん

思える。

倉さん、関口さんに押しつけてしま

のリードに頼らざるを得ぬ次第とな

特筆すべきことは、同行の舛木さ

い、本当に申し訳なく思っている。

った。途中あるピークが地図上のＡ

んのルートファインディングの動物

少し弁明させてもらえば、公私のう

三角点だと判断したところ、結果は

的勘の鋭さである。自分もそれなり

ち、公はこの１年間日曜祭日もない

無残なものに終わったことがあった。

に昔の勘が戻ったとは思っているも

ことが多く、私の方は体調が思わし

ここで映画「八甲田山死の彷徨」の

のの、舛木さんには完全に脱帽であ

くなく肝心の１～３月の冬季の山行

シーンを想い出す。青森連隊の神田

る。今一つは西村嬢、高城嬢など女

を医者から止められていた。そのた

大尉が下士官に初めから終わりまで

性軍のバイタリティーである。常に

めリーダー失格となり皆様に迷惑を

歩測だけを命じ、その下士官は念仏

先頭にあり、我々男どもの懇請（お

お掛けしたことを改めてお詫びいた

の様にぶつぶつと歩数を唱えるだけ

願い）によりしぶしぶ一本立てるこ

したい。

であったが、起点からほぼ何歩で歩

と再三ならず。息切れもせぬ風勢に

いたかを換算して実測何ｋｍ（当時

は、鬼○○ァとひそかに怨んだ同行

は何里）と算出出来ている。自分は

氏も居た筈。

数少ないＤチーム踏査の体験を少
し申し述べてみたい。
まずＧＰＳであるが、支部で入手

踏査中その基本をすっかり失念して

今回の功労者の方々、原、中村、

当初一寸借りて操作してみた。作動

いたことになる。何度か失敗を重ね

西村ご両名、高畠、太田、楠田、板

はするのだが、熱海海岸のホテルの

る内に沢のとっつきに来た。分水嶺

倉各氏には全く頭の下がる思いであ

名ばかり出てくる。ホテルに用はな

への到達ルート、視界にある鞍部と

る。藪こぎ、木登り、蜂、蛇、熊対

いので修正するが機器は全く言うこ

のつながりを山容とにらめっこする

策など本当にご苦労があったと思い

とを聞かない。 癪 にさわって放っ

内に、少しずつ勘が戻ってくるのを

ます。今回の踏査活動によって会員

たらかしている内にマスターするタ

覚えた。若かりし頃のこと、先輩か

相互の親睦が深まり、固い結束力で

イミングを失ってしまった。従って

らはその山の地図を持たせてもらえ

今後の支部プロパーの活動が益々充

踏査中ＧＰＳは関口さんに頼らざる

ず、山頂の集合地点、時間だけが決

実してゆくことと期待している。

を得ず、自分は専ら地図とにらみ合

められていた。ヴァリエーションル

しゃく
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日 本 山 岳 会 発行 の 「山 の

ト イ レ マ ナ ー ノー ト 」は 、

「よ う や く 定 着し て きた ゴ

ミ 持 ち帰 り 方 式 に準 じ て、

ト イ レ のな い 山 では 、 屎尿

そ の も の を登 山 者に よ って

す べ て 持 ち 帰る こ とが 最終

目標である」と書いている。

（ＪＡＣ北九州支部事務局）

(8)

ＪＡＣ北九だより
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山での遭難事故が相変わらず多数発生しています。特に
中高年の登山者の事故が目立ちます。
傷害保険の種類はいろいろありますが、日本山岳会本部
案内の保険、そのほか随意に選んで必ず加入するようお願
いします。次にご案内するのが手軽に加入できるスポーツ
安全保険です。加入希望の方は要領をよく読んでいただき
指定口座に振り込んで下さい。ただし、発効までは１０日程
かかりますのでご承知おき下さい。

スポーツ安全保険（福岡県体育協会）
（保険期間） ４月１日～翌年３月３１日
（途中加入可、ただし３月３１日まで有効）
（保険料）一括払い１５００円
（危険を伴うピッケル、アイゼン、ザイル使用を除く）
（補償内容)死亡２０００万円、後遺障害(最高)３０００万円
入院(日額)４０００円、通院(日額)１５００円
（入通院は４日以上が対象）
賠償責任（最高）１人１億円、１事故５億円、
財物５００万円、共済見舞金１６０万円

山行計画のご案内
10月の山行
北関東の深田百名山登山と日本山岳会
１
００周年記念中央式典参加のご案内
日程：平成１７年１０月１２日～１６日（４泊５日）
行程：１０月１２日(水) 北九州空港～羽田空港～上野駅
～沼田～丸沼高原泊（２食付）
１０月１３日(木) 丸沼高原～奥白根山(2578m)～前白
根山～湯元温泉泊(2食付)
歩行時間６～７時間 レベル中級
１０月１４日(金) 湯元温泉～男体山(2484m)～日光～
東京(ふくおか会館泊) 歩行時間５時間レベル中級
１０月１５日(土)１００周年記念式典参加ふくおか会館泊
１０月１６日（日） 帰郷
費用概算（４泊５日） バーゲンフェアーの往復航空券が
確保できた前提
交通費：約３６０００円 宿泊費：約３３０００円
合 計：約６９０００円
申し込み期限：７月末（紅葉のシーズンにつき早目の予

２００５年（平成 17 年）

（支払いの対象事故）
団体（当支部）の管理下における日本国内での活動中
および往復中の事故（単独行は除外）
、日本国内での急激
で偶然の外来の事故によって発生した傷害および後遺障
害および死亡。ただし、急性心不全などの心臓疾患、外
傷によらない靴ずれなどの障害は除外される。（心臓疾
患は見舞金対象となる）傷害には日射病、熱射病およ
び細菌性食中毒も含む。ただし、天変地変、故意、心神喪
失疾病によるものは対象外。
（保険証券）団体保険（北九州支部名で加入）のため、
保険証券は加入者個人には配布されない。証券は団体（北
九州支部）が管理する。
（振込先）郵便振替口座。口座番号０１７９０－３－１０２２４２
加入者名

日本山岳会北九州支部

（事故の通知）万一、事故が発生した場合は、葉書で
事故の日から３０日以内に保険会社（東京海上日動）
へ連絡する必要があります。詳細は事務局（大楠 ℡
090-3196-8939 宛）ご連絡ください。

約が必要）
申し込み先：事務局(関口宛)へ FAX で。０９３－３８２－６４３６
（注）支部会員で登山のみ希望される方もどうぞ申し込み
ください。その他：参加希望者には後刻詳しい案内を送付
いたします。

11月の山行
日本山岳会創立１００周年、関西支部創立
７０周年記念式典のご案内
日程：１１月５日（土）、６日（日）
集合：高野山大学５日午後１時３０分
行事：記念講演「日本の登山文化の原点を探る」
講演(1)「河口慧海の道を追う」
高野山大学教授 奥山直司氏
(2)「役行者と修験道」
金峯山寺宗務総長 田中利典氏
：式典「関西支部の歩み」ほか
：懇 親会 遍照光院で般若湯と精進料理を楽しみます。
記念山行：６日（日）、高野山ほか各コースあり
参加費：10,000 円（１泊３食付、６日の弁当込み）
申込締切：９月５日（北九州支部は３日まで関口へ）

記念バンダナ
日本山岳会創立100周年記念
及び北九州支部創立５周年記念

７月のサロンは、27 日（水）
８月のサロンは、24 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）

好評販売中！

毎月第４ 水曜日

７月 発 行

濃グリーンと紅色２種
事務局にて１枚￥ 1,000

編集後記
○最近は、メールで送ってくる原稿が
多くなったので、その分キーをたたか
なくてよくなりました。その分早く紙
面が出来るし、私も楽です。皆様、今
後はなるべくメールで原稿をお寄せ下
さい。写真も縮小せずそのまんま・・
お送り下さい。
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）

