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２００６年 新年のご挨拶

日本山岳会北九州支部

支部長 秦 野 一 彦

会員の皆様、明けましておめでとうございます。

さて、昨年４月１６日大谷会館で開催されました北九州

支部の第６回通常総会は皆様のご協力とご理解によりま

して、提出議案も全て承認、可決されました。

続いて行われました懇親会には３０名の出席を頂き華や

いだ雰囲気の内に終わりました。

５月２８日、英彦山の森の家で開催されました、北九州

支部創立５周年記念式典には、平山会長はじめ関西支部、

宮崎支部、東九州支部、熊本支部から多くのゲストの方

に参加して頂きました。

記念講演として平山会長（第１次～第３次の南極観測

隊に参加）に「我が国南極観測隊の５０年」と題して、貴

重な映像とともに講演をして頂きました。

講演に続いて記念品の贈呈、表彰式を行い、平山会

長には北九州支部創立５周年の記念品として、伊藤久

次郎会員の制作による「英彦山」の版画を贈呈させて

頂きました。

吉村健児永年会員（前支部長）には、長年にわたる山

岳会への功績をたたえ支部名誉会員として顕彰、さらに

中央分水嶺踏査に多大な貢献のあった原 広美、中村昭

彦、西村信子、高畠拓生、西村俊二、太田 満、楠田和

彦、板倉健一会員の８名の方々に感謝状を、また版画の

制作、５周年記念品のバンダナをデザインされた伊藤久

次郎会員、いつも会場に、印象に残る山岳写真の大型パ

ネルを展示し、会場を盛り上げて頂いている大谷 城会

員の両氏に感謝状を贈呈させて頂きました。

昨年の一番の課題は、中央分水嶺完全踏査でありまし

たが、会員の皆様の献身的なご努によりまして、５月８日

（日）、最後に残された貫山（７１２ｍ）～平尾台吹上峠の区

間を２５名の参加で踏査し、１３時４０分、延べ２２１ｋｍ

に及ぶ踏査が完了しました。

多くの困難を克服して踏査をして頂きました各班のリ

ーダー並びに参加された会員の皆様におかれましては本

当にご苦労様でした。

１０月１５日、新高輪プリンスホテルで日本山岳会創立

１００周年記念式典が盛大に挙行され、引き続き開催され

ました祝賀晩餐会には皇太子殿下をはじめ１，１４１人が出

席され、北九州支部からは１７名の会員が出席されました。

記念式典では表彰式が行われ、吉村健児永年会員

(№3173)が特別功労者として表彰されました。また、

小野一丸(№04268)、山村康一(№04294)の両会員が永

年会員として顕彰されました。誠におめでとうございます。

各支部で行われたブロック記念式典では、九州ブロッ

ク記念式典とあわせ行われた宮崎支部創立２０周年記念式

典（７月１６日、えびの高原山荘）に北九州支部から１６名

が参加いたしました。また、１１月５日、和歌山県高野山で

行われました関西ブロック記念式典と関西支部設立７０周

年記念式典には８名が参加いたしました。他支部の会員

の方々との交流によって得られた多くの情報は支部の活

動などに大変参考になりました。

１１月２６日（土）、門司のめかり山荘で森林保全巡視員

の研修会が行われ、２８名が出席し、更新手続きが終わり

ました。本年度はさらに１２名の会員が巡視員の委嘱を受

けることになりました。これから２年間レンジャーとし

て巡視活動により、九州における自然保護活動、環境保

全に活躍して頂けることを期待しております。

同日行われました忘年会は、和やかな話題あり、名演

ありで盛り上がり、朝帰りとなりました。

中央分水嶺踏査の大任を終え、会員の山行も活発に、

いろいろな報告を目、耳にして楽しい限りです。

本年も会員の皆様とともに明るく活力あふれる北九州

支部のもとで、活発な山岳活動を楽しく展開してゆきた

いと思っております。皆様方の一層のご協力を賜ります

ようお願いいたします。

年頭にあたり、会員の皆様、ご家族のご健康とご多幸

をお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

２００６年度通常総会のお知らせ（予告）

日時 平成１８年４月２２日（土）午後１時３０分から 場所 八幡西区 大谷会館
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平成１７年度 忘年パーテイ報告

事 務 局 関 口 興 洋

忘年パーティ当日行われた行事

１ 森林保全巡視員研修会と同巡視員の委嘱式

２ 講演「日本百名山達成の苦労話など」・・・・太田 満 会員

３ 忘年懇親会

今年度は酎太郎たちに心おきなく

過ごして頂くために、マイクロバス

による送迎、宿泊つき忘年パーテイ

の設営となった。いかに中味を充実

させコストを下げるかに苦心された

幹事の大楠さんはじめお世話を頂い

た皆様に感謝申し上げます。

日時：平成１７年１１月２６日（土）

～２７日（日）

場所：門司の国民宿舎「めかり山荘」

参加者：４５人（日帰り組１１人、

宿泊組３４人）

会場のめかり山荘は、くしくも古

城山から連なる中央分水嶺に位置し、

Ｄ班が３月にトレースしたルートにあ

り、場所柄、北は関門海峡から響灘、

南は周防灘から瀬戸内海に続く海域

が一望できる眺めの良い所である。

特に関門海峡の夜景が素晴らしい。

１ 森林保全巡視員研修会と
同巡視員の委嘱式

忘年パーティに先だち、午後４時

から会議室「早鞆」において、森林

保全巡視員の研修会と委嘱式が行わ

れた。研修会では、大楠、磯野会員

による巡視員に関連する法律の解説

や直方森林事務所の佐伯主席新林官

による今後の活動に対する措置や要

望などが話された。委嘱式では、今

回新たに委嘱されたメンバーを含め、

合計４２人の巡視員に秦野支部長か

ら身分証と腕章が交付された。（メン

バーについては別記参照）

２ 講演「日本百名山登頂達
成の苦労話など」

太田 満 会員

研修会と委嘱式に引き続き、昨年

１０月１４日、日本百名山登頂を達成

した太田満会員から、そのほとんど

を単独行とマイカー泊で実施した百

名山の苦労話などの講演がなされ、

みな興味津々で拝聴した。

３ 忘年懇親会

大楠さんの司会で午後６時開宴。

支部長のご挨拶のあと、溝部会員の

乾杯の音頭で早速第一幕が上がる。

なにしろ飲み放題ということでビ

ール、日本酒、焼酎・・・と、メー

トルが急ピッチで上がる。杯ではま

にあわずお椀のふたで飲んでおられ

る強者もこれあり。老若男女、いず

れも元気のよさ（お酒の強さ？）に

圧倒される。新入会員の紹介に続き、

山口より参加の原野会員の名演技が

始まる。いでたちは袴に日本刀。出

し物は筑波山の有名なガマの油の売

り口上。ヤンヤの喝采となる。

忘年懇親会会場 溝部会員の乾杯音頭で宴会開始
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第一幕終了とともに、止むをえず

宿泊できない日帰り組は帰り支度を

整える。

さて、時間制限のない宿泊組の酎

太郎たちは、それぞれのスタイルで

第二幕の幕を上げる。ここでの主役

は支部長ほか多数の会員から差し入

れられた各種のお酒である。

地元の焼酎「無法松」、会津の銘

酒、灘の生一本・・・とにかく、

あちこちの部屋で大いに盛り上が

浦田和夫 藤田 傳 西村信子

板倉健一 磯野文雄 太田 満

馬場基介 西村一利 中村昭彦

大城戸昌敏 西村俊二 宮城尚志

室津健次 山田武史 片山俊昭

片山礼子 楠田和彦 兼光 功

篠田勝行 森永義忠 三宅清和

藤田 優 浜松礼子 丹下 洽

丹下香代子 三木靖子 塩屋 薫

森本信子 内藤正美 原野幸雄

中岡邦男 中山幸弘 大石そなえ

池田暁彦 日向祥剛 溝部忠増

坂本勝喜 小林冨雄 榊 俊一

計４５人

り、大勢が御前様になったようで

ある。それでも、感心するのは朝

食の時間には酎太郎たちが、ちゃ

んと勢揃いすることである。

元気のいい下関組は、朝食後、福

智山へ出かけたが、はたして頂上

へ辿り着いたか？？（了）

忘年懇親会参加者
（順不同、氏名のみ）

秦野一彦 関口興洋 大楠益弘

原 広美 村上 強 伊藤久次郎

日本山岳会創立１００周年及び関西支部設立７０周年記念式典参加
勉強になりました～高野山での坊さんの説教

№13642 末 吉 史 忠

このたび関口事務局長のお勧め

もあり、関西支部７０周年記念式典

に参加、会員の特権を再認識。そ

れは「主催地同好の志の心からの

お持てなしと地酒を酌み交わし、

郷土菜を肴に語り合えたこと。」

・アクセスは、往復ともフェリー。

３泊４日づーと飲んでました。

・この旅で偉くなったこと。「般若

湯」とは仏語で「酒」のことだっ

たこと。

・参加者（８人）

秦野支部長、大城戸昌敏、原 広美、

伊藤久次郎、馬場基介、関口興洋、

山田武史の各氏と小生

・日程、会場などは、「ＪＡＣ北九

だよりＮＯ.２４」に既載のとおり

梵語の勉学、資料を収集。帰国後

は旅行記の出版や仏教の布教活動

に専念、１９４５年８０歳で他界」と

のこと。

昨年彗海のヒマラヤ旅日記が発

見され、彗海の足跡を追うととも

にヒマラヤ越えから何かを学ぶこ

とができるかなどを研究するため、

「河口彗海研究プロジェクト」が

立ち上がり研究成果など発表会が

開催されたことが報告された。

やっぱり偉かった人なんだ。講

演後自分に置き換えてみた「まぁ

ええか」

つづいて吉野山金峯山寺執行長

田中利典氏による「役行者と修験

道」と題した講演を拝聴した。

「河口彗海の道を追う」を演題と

する講演を聴く機会を得た。講師

は中央公論新社刊『評伝 河口彗

海』の著者 高野山大学教授奥山

直司氏。

小生にとって彗海は「日本人と

してはじめてチベットに入った仏

教関係の偉大な人（らしい）」程度

の知識しかなかった。

すこし虚ろではあったが、拝聴

するところによると「１５歳で漢学

を学び、釈迦の伝記を読んで発心、

禁肉・禁酒・不淫を誓い各地の寺

などで修行を重ね、宇治の万福寺

でチベット行きを決意、３２歳時

にインド・チベットを訪れ現地で

は医師として名声を得るかたわら

2005年11月５日、高野山の遍照光院にて 最前列ど真ん中が筆者。その右に秦野支部長、平山会長、大城戸会員が並ぶ
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氏は、数々の公職のうち日本山

岳修験学会評議員の要職も勤めら

れている方で、仏門に入った動機

から話され、数々の修行の中から

感じとられたこと、高野山世界遺

産登録へ奮闘されたことなどなど、

丁寧に話され興味深く拝聴。

もっと知りたい方、修験道に興

味のある方は次の書籍をご一読く

ださい。

白馬社刊 田中利典著 「修験

道っておもしろい！」 ＠１，５００

ご高説のなかで、「山」に対する

東洋人と西洋人との感性の違いを

披露、

西洋人「山は悪魔の住むところ」

東洋人「山は神仏の住むところ」

「うーん」と思わず同感。

この説あなたいかがです？

山口県在住者懇親会に参加して

くるみ小屋でクリスマス忘年会
№北九255 岡 村 廣 雄

昨年１２月末、日本山岳会北九州

支部の山口県在住者懇親会の案内

がきた。場所は鬼ヶ城登山口「く

るみ小屋（下関山岳会所有）」一泊二

日である。

まだ、支部の皆様とは一度もお会

いしていない。支部発足以来会費は

きちんと納めている寄付会員ではあ

る。会の活動には参加したことがな

い。この機会を逃すと一生寄付会員

のままで終わりそうな気がした。

と、いうことでこの懇親会に参加さ

せて頂くことにしました。

当日（平成１７年１２月２４日）は、

余裕を持って行こうと２時間前に家

を出ましたが（通常は１時間３０分

もあれば充分）交通渋滞にかかり、

最初から遅刻をしました。参加者の

ほとんどの方が集まっておられまし

た。山口県在住者３８名中１６名と一

般の方１名、それに福岡県側からの

３名を含め、合計２０名の参加者で

した。中には竜王山、鬼ヶ城を越え

よく応対して頂き、また、ぶしつけ

な質問に対してもていねいにお答え

頂きました。又、懇親会の企画、食

料の調達等いろいろお世話をいただ

いた原さんをはじめ幹事の方、会員

の方にこの場を借りてお礼を申し上

げます。そして、支部より出席され

ました関口、伊藤、日向さんには大

変お世話になりました。ありがとう

ございました。

参加者

（山口県在住）

11454 井上 佑 11459 藤田 優

11467 篠田 勝行 11990 原 広美

12364 細川 功 13983 森永 義忠

13991 中村 昭彦 14079 内藤 正美

14081 塩屋 薫 北九249 三坂 武夫

北九255 岡村 廣雄 北九359 八木 國子

北九382 吉村 保夫 北九383 中村 周二

北九389 森本 信子 北九391 岡本千哿子

ﾋ゙ｼ゙ ﾀー 角田 政信

（福岡県在住）

11427 日向 祥剛 13499 伊藤久次郎

13643 関口 興洋

合計２０人

て来られた方もお

られたそうです。

懇親会は、篠田

さんの挨拶で始ま

り、篠田さんの乾

杯と続き酒宴とな

り、皆さん和気あ

いあいと話され、

私も皆さんの和の

中に自然にとけこ

んで行くことがで

きました。

料理は、下関名

物ふく鍋、焼き鳥

等々会員の手料理が出てきました。

最後にクリスマスケーキが出され眠

くなった方から寝袋の中にもぐり込

まれました。

あくる朝、ふく雑炊を食べ再会を

期して流れ解散です。

遅刻をしたにもかかわらず気持ち

くるみ小屋１階の囲炉裏を囲んでの懇親会

前穂高岳北尾根登攀記（ソロ三部作の第３回）

北アルプス・クラシック・バリエーションルート・ソロ三部作

№14195 和 田 秀 明

私はこれまでに、日本三大クラシ

ック・バリエーションルート(自選)で

ある、槍ケ岳北鎌尾根・前穂高岳北尾

根・剱岳八ツ峰主稜をそれぞれ何度か

トレースしてきたが、今回は１シーズ

ンで槍ケ岳・剱岳・穂高岳の各ピーク

に突き上げるバリエーションルート

を、ソロでトレースすることとした。

(ただし今回、剱岳については、私が

初めてトレースする源治郎尾根とした。)

名付けて、北アルプス・クラシック

・バリエーションルート・ソロ三部作。

屏風の頭から前穂高岳北尾根を望む
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前穂高岳北尾根は、山頂を１峰とし、

２峰から８峰、さらに、屏風の耳、屏

風の頭までピークを連ねている。下か

ら山頂へと上って行くと、ピークは次

第に振幅を小さくしながら、山頂へと

天高く突き上げている。登攀対象は、

５・６コルより上部とされる。初登攀は、

大正１３(1924)年７月１３日佐藤久一朗

(日本山岳会)ほか慶大パーティである。

平成１７年８月３１日 夜勤明けに鉄

道とバスを乗り継いで上高地へ。１７

時５５分、最終バスの到着時にはバス

ターミナルは、しんと静まりかえって

いた。歩いて徳沢を目指す。明神で日

も暮れて、暗闇の中ヘッドラの光だけ

を頼りにして、１９時に明かりの灯る

徳沢ロッジ到着、素泊まりとする。

９月１日 ５時２０分徳沢ロッジを

出発。新村橋で梓川を渡り、パノラマ

ルートで屏風のコルを目指す。奥又白

谷をつめてゆき、急なルンゼの奥又白

池へのルートと分かれて右へ折れ、さ

らに登る。屏風のコルから、屏風の耳

(2,565m)と屏風の頭(約2,570m)をピ

ストンしておく。

ただ、このころから、体調が悪くな

ってきていて、涸沢ヒュッテに辿りつ

くころには、ヘロヘロとなっていた。

まだ、１０時過ぎだが行動停止。軽い

熱中症だと判断した。他の登山者の数

は少ない。快晴の天候がうらめしいば

かりだった。

９月２日 朝食をとり、涸沢を囲む

穂高連峰の、桃色に輝く壮大な朝焼け

を見ながら５時２０分出発。

はじめは、体調のことを考えて、奥

穂高岳への一般コースに変更して歩い

ていたが、意外と身体が軽く、しかも

天候も週間予報とは違って快晴である。

前穂高岳も、朝日に照らされながら、「さ

あ、こっちにいらっしゃいよ。」と私に

呼びかけているようだった。

「やっぱり、行こう。」

と、ハイマツの中のコースを下りて、

涸沢の雪渓を横断し、５・６コルへのガ

レを登って行った。７時に５・６コル到

着。５峰は一見して難しそうだが、明

瞭な踏み跡があり、難なく越えること

ができた。４峰はこれまで全体的に浮

石など「悪い」といった印象が強かっ

確保する相手もいないが、安心感は

確実にある。「ハーネス効果」とでも

呼ぶことにするか。

ここまで登ってきた北尾根を振り

返ってみたが、後続の登山者はいな

かった。

３峰ピークからは、山頂にいる登

山者が少し見える。さらに２峰へ。

ここのクライムダウンは何てことは

ないけれど事故が多い。難所を過ぎ

て気持ちが緩むのだろう。

９時１５分、前穂高岳(3,090m)登頂。

槍ケ岳北鎌尾根のときと違って、山

頂にいた登山者達からの拍手はない。

しかし、天気はよく晴れていてくれ

た。私の性格は決して明るくはない

が、相当な晴れ男なのだと思う。秋

雨前線を日本海の遥か北に押し上げ

るほどに。

少し下りて紀美子平で休憩しなが

ら、吊尾根を辿り、穂高連峰最高峰

の奥穂高岳(3,190m)に行こうとも思

ったが、屏風の頭～８峰～(北尾根)

～前穂高岳～奥穂高岳のコースは、

平成４年１０月に既にトレースを達

成しているため、岳沢に下ること

にした。

岳沢ヒュッテで冷えたジュースを

飲み、「岳沢クーラー」と呼ばれる風

穴で休憩し、涼みながら、１２時５０

分下山、当初の目標を達成した。上

高地の梓川で楽しそうに泳いでいる

一羽のマガモが今回の山行の成功を

一緒に喜んでくれているようだった。

(前穂高岳北尾根の各ピークⅠ，Ⅱ，

Ⅲ・・・は、読みやすいように、１，

２，３・・・としました。)

(2005.9.3 自宅にて 和田)

たが、むしろ｢悪い｣のは、そういった

岩を確かめずに掴もうとすることだと

分かった。

稜通しに登ってゆくと、ルート中で一

箇所、赤ペンキで奥又白側へのトラバー

スルートが示されている。しかし、ちょ

っと行き過ぎて手詰まりになったので、

少し戻って直上した。８時に４峰到着。

ピークから３峰を観察すると、２ヶ所あ

るチムニーが難しそうだが、これまでに

３回(うち２回はソロ)通過していること

が自信となって登れると確信した。

３峰の下のチムニーは、丸いチョック

ストーンのある側を越えて、上のチムニ

ーは、左側を抜けた。平成１０年８月の

上高地群発地震でルートが一部崩落して

いると、涸沢ヒュッテに掲示してあって

不安になっていたが、落石も一段落した

のだろう。

ここを越えるのには秘策があった。下

のコルでハーネスを装着していたのだ。

北
尾
根
３
峰
（
３
峰
の
上
部
と
下
部
の
写
真
を
つ
な
い
で
み
ま
し
た
～
編
集
者
）

大崩山は宮崎県の東北部に位置し

花崗岩を主体とした山。古期水成岩

の中から噴出した花崗岩は頂上部に

水成岩をのせた山といわれている。

今、山頂は侵食が進んでいるが八合

目までは切り立った岩峰がいくつも

初めての大崩山

岩峰群に圧倒され、雄大な展望に感嘆！

No.13530 浦 田 和 夫

あり、かなり険しい山と聞いていた

ため、今までのように単独で行くこ

とに、二の足を踏んでいたところ会

報に秋の大崩山テント泊の案内があ

り、このチャンスを逃すことはない

と思い早速、原リーダーに連絡、ご
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一緒させて頂くことになった。その

日より気もそぞろ。

メンバー

CL 11990 原 広美

SL 13643 関口興洋 13523 浜松礼子

13541 高畠拓生 13530 浦田和夫

１０月２２日朝、うす曇りの中、原

さんの迎えの車で関口さんと共に門

司を出発。行橋で高畠、浜松さんと

落ち合い一路、祝子川キャンプ場へ

と１０号線を南下。車の中では東京で

の記念式典、祝賀晩餐会や山の話で

盛り上がりをみせ晴れやかだが、外

は小雨が降ったりやんだりのはっき

りしない天気で気をもます。宇佐別

府道路、東九州自動車道を経て犬飼

より国道３２６号に入り、いつしか雨

も止む。今夜はスキヤキとのことで

食材を調達、ビールも忘れずに。北

川ダムを過ぎ北川町下赤から林道に

入る。土砂崩れで道幅も狭く、また

アスファルトの道は雨の為か地震の

為かひび割れ盛り上がり車の底を擦

る。男性３人車をおりて歩く。これ

もまた楽しい思い出になるだろう。

予定通り１６時キャンプ場着。早速

テントの設営、夕食の準備に取り掛

かる。関口さん持参の新潟の新米を

炊き始めたころ、急に雨が降り出し

急遽、管理棟の軒下に避難。そのま

ま軒下に居座りスキヤキで宴会。ビ

ール、ワイン、焼酎、梅酒と盛り上

がりをみせるも明日を考え早めに切

り上げる。夜中、空を見上げると満

天の星とお月さん。明日は晴れるぞ。

１０月２３日、晴れ４時３０分起床。

朝食を済ませ６時１０分キャンプ場を

出発。登山口に６時２５分に着くも、

もうかなりの車が入っている。「さあ

挑戦だ」気合を入れて６時４０分出

発。祝子川の左岸の林の山腹を巻く

ように進んで３０分もいくと大崩山

荘に着き５分休憩。

天気は晴れ、Ｔシャツ１枚になり

和久塚コースへ。しばらく行くと沢

の音が聞こえ巨大な岩が目に入っ

てきた。この河原から見る岩峰に

圧倒され大丈夫かと少し心配にな

りだした。

川の対岸に渡る橋が流されて使用

しいがひとまず山頂へと急ぐ。山頂

で記念写真をとり直ぐ石塚へと引き

返し昼食をとりながら雄大な展望を

楽しむ。北に傾山その遥か彼方には

由布、鶴見、九重の連山、北西には

祖母と連なり素晴らしい眺めでした。

高畠さんの待つ分岐へ急ぐ。リン

ドウの丘を過ぎテラスから、今朝登

ってきた和久塚の岩峰を振り返りな

がら感無量。小積ダキへ象岩をワイ

ヤーロープでトラバース。このころ

より右膝に違和感を感じる。ここか

ら下りはロープや梯子の連続で２０

数個の梯子があると聞き、実際何本

あるのか数えることにしたが、垂直

な岩を梯子やロープを使い坊主岩に

着くころには膝が痛くなり下るのに

精一杯で数えることを忘れる。

樹林の急坂を下り、ようやく沢の

音が聞こえ祝子川を渡り大崩山荘に

着きほっとする。一息つき登山口に

１６時３０分着。

予定より１時間１０分の遅れでし

たが、日のあるうちに無事下山でき

ました。祝子川温泉で汗を流し往路

を戻る。素晴らしい天気とメンバー

に恵まれ最高の山行でした。ありが

とうございました。

（２００５年１１月記）

できず巨大な岩の上から何処をどう

渡るか、一つ一つ確認しつつ、また

楽しみながら無事わたり終える。少

し登ると岩屋といわれる大きな岩の

側を通りハシゴやロープを使いなが

らどうにか袖ダキ展望台に着く。こ

こから眺める下わく塚の岩峰に感嘆

し子積ダキの岸壁に圧倒される。下

わく塚の崖下を覗くと季節外れのア

ケボノツツジが咲き、おいでおいで

と呼んでいるようで怖くなり後ずさ

りをする。

中わく塚、上わく塚は浜松さんと

挑戦。特に上わく塚では正面のロー

プを使い登るが思うようにゆかず自

分の体力を思い知る。今年の紅葉は

少し遅れているようだが上わく塚か

ら見る中わく塚、五葉岳、鹿納山に

連なる樹海も最高でした。ここで予

定より５５分遅れ、急いで出発。リ

ンドウの丘分岐で、ここから坊主尾

根を下山するか、山頂を目指すか協

議。私が初めてなので山頂へ向かう

ことにする。高畠さんは体調が悪い

のか５月にも来たのでここで待つと

のことで４人で出発。先頭の原さん

跳ぶがごとし。

石塚ではちょうど昼食時で十数人

の人で賑わっている。展望も素晴ら

（山行記録①）周防山地 江戸絵図にある大黒岩の峰

大黒山(323.4m) 大梅山(276m) 竜ヶ岳(366m) 縦走登山

№ 14081 塩 屋 薫

１２月３日（土）、快晴、無風、気

温５～６度。経路 6:00下関発→

中国道→山陽道→玖珂ＩＣ→8:05

パストラルホール球場着

登山記録 8:15出発（標高100

m)。8:24登山口を右に登る。滑り

やすい真砂の道に所々に虎ロープ

が有り。9:03大黒山着（四等三角

点）。振り返ると雲海が見事でした。

また大黒岩も見事でした。旧陸軍

監視所跡。9:10出発、9:40大梅山

へ左に登りアップダウンを繰り返

して、9:56大梅山着（4,495歩）。

マラソンランナーが１人駆け上が

ってきた（コースを聞く）。10:05

出発、10:18再び分岐に戻り左に進

み、鞍部(275m)まで下り、10:42黒

岩峡、札の尾山への分岐を左に見

る。突然犬を連れた猪狩りのハン

ターが現れた。アップダウンを繰

り返して最後の急坂をロープにす

がり、11:10竜ヶ岳着(8,371歩）、

江戸絵図にある大黒岩の峰
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眺望360度。岩の間で昼食タイム。

11:53出発、12:35大梅山への分岐

に出て左の林道へ下る。３人は再

び大梅山の縦走コースに向かう。

12:43林道に出る。12:49大梅山

への登山指導標を右に見て、13:00

縦走路の階段を右に見て、13:14駐

車場に下山(5,612歩）。登り8,371

歩、計13,983歩。距離８ｋｍ。

標高は低いがアップダウンが多

く急登があり、ロープにすがり、

変化に富んだ山行で紅葉も見事で

した。各要点に指導標があり迷う

ことはない。５月新緑の頃の山行

も良いと思います。が、熊さんの

落とし物？ と見られるコンモリ

とした糞が２カ所あった。登り3:0

5、下り1:21。全行程300km（高速）。

皆様お疲れ様でした。（６人パーティ）

(山行記録②）

福智山(901m)忘年登山
小屋横にバイオトイレ建設中

１２月１２日(月)10:00白糸の滝登

山口発。10:13白糸の滝を右に見て、

八丁越えの連続した急登に取り付

き、少し上がり源平桜への分岐を

見る。林道に出て、雑木林と杉の

植林帯を登る。鷹取山にヘリコプ

ターがホバーリングをして 喧 し
やかま

い。斜度４５度位の急坂をロープに

すがり、あえぎながら八丁の辻に

出て、12:10山頂着。気温－３度、

強風と吹雪で寒く、即下山。12:30

荒宿荘小屋着(895m)。昼食は下関

名物のふぐ鍋（ふぐ、水餃子、餅、

野菜）と焼酎で乾杯。小屋内は－

３度で凄く冷えたが鍋で温まった。

小屋横に建設中のバイオトイレ

は、平成１８年秋に完成の予定との

こと。便座１個、発電機、バイオ

チップ置き場などの装備有り。

14:30小屋発、途中筑豊新道を右

に見て15:05上野越えに出て、15:27

虎尾桜への入口を左に見て下り、

15:45登山口の白糸の滝旅館(あが

のの湯)に下山。忘年登山を終わる。

登り2:10、下り1:15。歩数計11,

011歩。白糸の滝からのコースは、

最短距離だ。だが急登の連続で、斜

度４５度の所もあり。かなりハード

参加者 ＣＬ中村 矢野 塩屋な山行でした。山頂付近の積雪は20

～30ｃｍ、道は踏み固めていた。

初雪山山行記

戌(いぬ)年に 犬の案内で 犬ガ岳へ
北九308 野 美 勝 己

皆様、明けましておめでとう御座

います。初めて投稿致します。

２００６年の初日の出を今年の干支

にちなみ、福岡県豊前市の犬ガ岳で

見ようと、昨年の１２月２５日に下見

に行きました。なにしろ３０年前に

一度登ったきりなので、夜登るには

不安がありましたから。

当日は快晴で無風でした。しかし、

駐車場に着いて驚きました。１５㎝

の積雪でした。気を取り直してウグ

イス谷コースから登りはじめました。

林道から犬ガ岳に登る途中ではヒザ

下までの積雪でした。途中１人の男

性が下ってきました。雪が深いので

途中で引き返したらしいのです。私

も一緒に引き返しました。午後１時

半、林道の案内板のところで、二人

とも中腰のまま昼食をしながら話を

しますと、彼は飯塚から来た方で年

齢は３３歳、今年は年の数ほど九州

百名山に登ると言っていました。昼

食が済むと彼はスズの中尾の谷の方

へ下るというので、そこで別れました。

犬ガ岳で元日の初日の出を見て、

小倉での新年会には間に合わないの

で、初日の出は、地元行橋市のホト

ギ山で見ました。３０分位で登れる

山ですが、眼下には今川が流れ、そ

れに沿うように平成筑豊鉄道が走り、

犀川町の谷々には朝霧がかかり、英

彦山や遠くは由布岳まで望めます。

登山道は、地元の「山々会」の皆様が

整備して下さって気持ちよく登れます。

さて、初日の出を犬ガ岳で見るこ

とができなかったので、１月３日、再

度登ることにしました。当日は晴れ

ていましたが、風が少しありました。

午前８時頃登山口の駐車場に着きま

した。雪は２～３㎝になっていまし

た。登山口に一匹の犬がいましたが、

気にも留めずに登り始めると、その

犬が数メートル先を行き、途中私が

休憩すると犬はこちらを向いて伏せ

ています。私が立ち上がって腕を上

げてレッゴーと声をかけると、犬も

立ち上がって先を行きます。戌年で

見知らぬ犬に先導され山に登るとは、

今年も縁起が良いと思いました。首

輪をしていたから多分ふもとの店の

犬と思います。笈吊岩のところで止

まっていたので、私が先に鎖につか

まって登り、レッゴーと言いますと

犬は少しして引き返しました。鎖場

は無理だったのでしょう。

犬ガ岳の頂上直下は、積雪がヒザ

まであり、岩場の一部はガラスのよ

うに凍結し、冷たく光り、鎖が半分

雪の下です。正面からのアタックは、

手がかりがなく無理なので、どこか

手掛かりがありそうな別のルートを

探すと、左側に木の枝や岩が雪の間

から見えており、鎖にも近かったの

で、雪を踏み固め足場を作り、木や

岩にしがみつき、見えている鎖の延

長線上にたどり着き、雪を掘って鎖

を探し出しました。鎖を引っ張ると雪

があたまの上にバサッと落ちて来て驚

きました。鎖がぬれていて、すべって

力が入りません。下りのことを考える

と不安になり、登頂を断念致しました。

なにより「安全第一」です。

午後２時に無事下山。山では人に

は会いませんでした。駐車場に北九

州ナンバーのワゴン車が一台ありま

した。初めての雪山登山で、雪が私

を楽しませてくれたと感謝していま

す。（′０６．１．４）

犬ガ岳(ウグイス谷、笈吊岩方面)登山口にて
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山行計画のご案内
３月の山行

① 平山会長との懇親登山のご案内
日本山岳会の平山会長が、下記の日程で湯布院に来られます。

そして、この訪問を機に、北九州支部の皆さんと懇談したいとのメ

ッセージが寄せられました。参加希望の方は、どのコースに参加さ

れるか、事務局（関口）までFAXでご連絡下さい。

TEL/FAX:093-382-6436。締切:２月１０日

日程 平成１８年３月３日（金）～５日（日）

行程 ３月３日(金)会長は別府経由、夕刻湯布院着、「玉の湯」泊。

３月４日(土)由布岳登山（正面登山口午前８時出発）

下山後、法華院温泉へ移動し宿泊。懇親会。

３月５日(日)会長は朝食後、大分空港へ直行。

コースA ３月３日から５日まで全行程に参加。

湯布院の宿は、別途、経済的な場所を確保予定。

宿泊費用（２泊分）概算15,000円。（湯布院での

夕食代は別）

コースB ３月４日由布岳登山のみ参加（日帰り山行）

◇ ◇ ◇ 報 告 ・ お 知 ら せ な ど ◇ ◇ ◇

毎月第４水曜日

２月のサロンは、22日(水)
３月のサロンは、22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30ｍ）

費用 3,000円前後（ワリカン制です）

編集後記

九重「坊ガツル」ラムサール湿原に登録！

法華院 EXPRESS vol.047 2005/11/30から

**************************************************
九重の坊ガツルとタデ原がラムサール湿原に登録され

た。11月10日にアフリカのウガンダで認定証の授与式があ

り、19日には長者原で記念式典が行われ、法華院山荘の弘

蔵岳久氏も、坊ガツル野焼実行委員会の会長として、久し

ぶりにスーツを着用して寒い中式典に出席した。

このラムサール湿原とは、1971年イランのラムサールで

「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条

約」が採択され、75年に発効されたもので、80年に日本も

締約国になり、釧路湿原を指定したのに始まり、02年まで

に１３の湿地が条約湿地として登録されている。

今回、新たに北は北海道のサロベツ原野から南は沖縄の

名蔵アンパルまでの20ヶ所が登録され国内の条約湿地は33

ヶ所になった。正式名称は"くじゅう坊ガツル・タデ原湿原

"という。山岳地に形成された中間湿原としては、国内最

大級の面積を有し、春に行われる野焼きによって維持され

ているという事で、西日本独特の文化「野焼き」が評価さ

れたことになる。これにより、観光客が増えごみが多くな

ったり、踏み荒らされたりする事が危惧される。

森林保全巡視員、４２人を委嘱

昨年１１月２６日、門司のめかり山荘で森林保全巡視員

の委嘱式がとり行われ、新年度の推薦と併せて４２人の巡

視員が委嘱された。任期は平成１９年１０月３日まで。な

お、追加の受付は九州森林管理局の要望により当分の間出

来ないとのこと。

今年度の森林保全巡視員（氏名のみ）

秦野 一彦 板倉 健一 室津 健次 三宅 清和

大庭 常生 磯野 文雄 山田 武史 藤田 優

関口 興洋 大谷 城 横山 洋子 浜松 礼子

末吉 史忠 太田 満 片山 俊昭 高城季美子

大楠 益弘 馬場 基介 片山 礼子 丹下 洽

原 広美 西村 一利 楠田 和彦 丹下 香代子

村上 強 中村 昭彦 江頭 精一 野嶋 豊

伊藤久次郎 大城戸昌敏 兼光 功 日向 祥剛

浦田 和夫 西村 俊二 篠田 勝行 野美 勝己

藤田 傳 高畠 拓生 森永 義忠

西村 信子 宮城 尚志 舛木 隆

コースC ３月４日由布岳登山に参加し、法華院温泉山

荘に移動宿泊。

コースD 法華院温泉山荘に直行し、懇親会に参加し宿泊。

なお、詳細スケジュールは、参加者が確定した段階でご

連絡します。

② 福寿草の迎鳥帽子山(1302m)（通称のけぼし）
のけ え ぼ し

日 時 平成１８年３月１２日（日）ＡＭ７：００

集合場所 小倉駅北口KMMビル前

（駅北口までマイカーで来られる方は、199号国際会議

場入口の信号を下関方面からは右折、八幡方面からは左

折しフェリー発着場周辺の駐車場に入れて下さい。料金一

日600～800円）

交 通 マイクロバス
行 程（所要時間は目安） 小倉北口(7:00発)～高速引

野口(7:20)～北熊本SA～松橋IC降(9:30)～国道３号線を南

進～宮原町（三菱スタンド）左折(9:50)～南交差点右折～

元井谷橋右折～登山口(11:00)～迎鳥帽子山頂(13:30)～下

山～登山口(16:10)～松橋IC(17:50)～引野口IC(19:50)～

小倉着(20:30)（入浴したときは21:40頃）

費 用 4,000円程度（15人の参加人員で）

申 込 CL 大城戸 昌敏 093-612-7476

SL 馬場 基介 093-371-8656

締 切 ２月15日

○遅まきながら新年明けま
しておめでとうございます。
今年もどうぞお手柔らかに御

願い致します。年頭から発行が遅れましてすみません。今月の編
集委員会がいつもより遅かったことや、最後の山行計画でもたつ
いたことなどで遅くなりました。
○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メールでの原稿は、nkchb785@ybb.ne.jpです。一太郎、ワ

ード、どちらでもOKです。TEL/FAXは、0947-42-2772


