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宮崎ウェストン祭

ウェストン婦人は 岩登りが得意だった
平山会長も祖母山登頂！
№13499
第２２回宮崎ウェストン祭が、１１月３日午
前９時から高千穂町と日本山岳会宮崎支部
の主催で、同町五ヶ所高原三秀台のウェス
トン碑前で開催された。"日本近代登山の
父"として知られる英国人宣教師ウォルター
・ウェストン師を偲び、山岳遭難者に哀悼
の意を表すとともに、登山の安全を祈るた
め、毎年開いているものである。
今回は、日本山岳会平山会長を迎えての
ウェストン祭で、第１５回に大塚会長が参加
して以来の参加である。前日２日は、高千
穂高校で平山会長の講演（演題「我が国南
極観測の５０年」
）が行われ、夕方は田原地
区村おこし推進協議会による前夜祭に参加
し、郷土芸能や各種バザー、特産品の展示
即売、キャンプファイアーなど、カッポ酒
を飲みながら前夜祭を楽しんだ。
当日３日は、式典終了後平山会長を先頭
に祖母山（標高１，
７５７ｍ）登山が行われた。
快晴に恵まれたためか山頂は一般登山客や
団体ツアー、日本山岳会(４２人)などで押す
な押すなの賑わいであった。

伊

藤

久 次 郎

ウェストン祭参加者（北九州支部関係）
大城戸昌敏 日向祥剛 高畠拓生
和田英昭 山田加寿彦 山田武史
藤田 傳
原 広美 平井喜久枝 平山善吉 大庭常生 中谷絹子 伊藤久次郎 浜松礼子

式典での挨拶で平山会長は、ウェストンについて次のよ

(会友）

（会長）

(支部長）

(関西）

北九州支部 計１２人

年)ウェストンを第１号の名誉会員(№249)に推している。ま

うな話をされた。

た、ウェストンは日本各地に足跡を残していることから、現

『ウェストンは、
１，
８８８年(明治２
１年)に日本にやって来た。

在は、青森県の新郷村、新潟県の青海町、長野県の戸隠村、

それから計３回日本に来たが、その間日本の山を５２山登っ

上高地、宮崎と五つのウェストンを偲ぶ会が開催されている。

ている。当時は、今日のような交通機関はなく、どんなに短

このようにしてウェストンは、日本に大きな影響を与え、世

い山行でも半月位かかった。そして一番先に登ったのが富士

界に日本を紹介したなどの功績に対して日本政府は、１，
９３

山だと言われている。ウェストンは、何処でも一番高い山が

７年（昭和１２年）に勲四等瑞宝章を贈っている。我々は、

好きだったようで、
２番目が明治２
３年１
１月６日、当時九州で一

これからもこのような会を持続させ、登山の安全とウェスト

番高い山とされていた、ここ祖母山に登っている。

ンの業績に感謝しながら、昔を偲びたいと思う。
』

そして２回目の１，
９０２年(明治３５年)に日本に来たとき

以上が会長が挨拶されたウェストンについての話である

は、奥さんのエミリー夫人を連れて来ている。ウェストンの

が、ウェストンの著書「日本アルプスの登山と探検」の「訳

自慢は、エミリー夫人が大変な山登りの達人で、ウェストンよ

者あとがき」によると

り上手に山を登り、特に岩登りは大変得意だったと言われて
いる。

昭和１２年、ウェストンは日本政府から勲四等瑞宝章を受
けているが、この叙勲を機会に、上高地に建碑の案が生まれ、
おんがん

それからウェストンは、東北地方の大飢饉の際には、救済

同年８月、レリーフが完成した。こうして、ウェストンの温 顔

センターを作って募金活動で現在の金で約１億円を集めるな

は、梓川の流れを見続けることになった。

ど救済事業にも大変な功労があった。そして尚かつ、日本の

そして、ウェストンは、昭和１５年逝去、享年７８歳であった。
この年は、日本とイギリスが戦う１年前のことであった。

山を世界へ紹介し、日本山岳会の設立に大きな力を与えた。
そのような功績に基づき日本山岳会は、１，
９１０年(明治４３
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市民講座「初心者登山講座」終了報告

支部の小さな貢献が山岳組織の一歩へ
№13465

大

楠

益

弘

当登山教室は、５月２７日（土）から各月１回開催し、去
る１０月２９日（土）をもって６回の講座を無事終了した。
開催地は門司区大里南市民センターで、定員２０名と設定し
ていたが参加希望者が多くなったため、センター八木館長並
びにスタッフの方々のご尽力により３０名に増員し開催の運
びとなった。
以下講座の内容を報告したい。
第１回 ５月２７日（土）
（以下いずれも１４：００～１５：３０）
登山の効用、安全登山の基本、山の必携用具と山の装備
第２回 ６月２４日（土）
登山に適した食料、飲料水、歩行の基本
第３回 ７月２２日（土）
登山準備のための用具、装備の選び方、近隣主要登山コ
ース案内
第４回 ８月２６日（土）
山でのマナー、疲労防止対策、グループ山行と各季山行
の注意事項
第５回 ９月３０日（土）
安全登山基本動作、危険対策（落雷、害虫、蛇、獣）
第６回 １０月２８日（土）
門司「戸ノ上山」(518m)登山。参加受講者１５名、当支
部より５名
受講者は、３０名中圧倒的に女性が多く、平均年齢は５９
歳。登山経験は１年未満が１１名、３年未満が９名、１０年

第６回目講座で門司の「戸ノ上山へ」実践登山

員として男性が配属されている。全員バイタリーに溢れてお
り、地域貢献モラルも強烈で、設立後年月が浅いのに講座、
クラブ数は数多く、他のセンターを圧する勢いである。何や
ら日本の将来の女系社会を暗示しているやに思えるのは当支
部だけではないようで空恐ろしくさえなる。今回の講座は平
成１６年の中部公民館に引き続き２回目となったが、他地区で
も開催して貰えたら有難いと思う。
最後に支部の関口事務局長、浦田、馬場、丹下、高城各氏
並びに好日山荘のサポートがあってこそ無事終了し得たこと
を報告し、改めて感謝いたしたい。なお当講座受講者を中心
にセンター内の登山クラブ結成の動きが出て来ている。

以上は１名に過ぎなかった。
登高先は戸ノ上山、英彦山、福智山、犬ガ岳、九重の順に

講座を終えた有志が同好会活動を

多くなっている。
登りたい山は、九重、祖母山。単独行は少なくグループ、

北九州市立門司大里市民センター館長
八

夫婦での山行が多い傾向がある。

木

幹

子

秋晴れに恵まれた１０月２８日、戸ノ上山登山をもって、
（所見）初心者が対象であったが受講希望者が多く、講義中

半年にわたった初心者登山講座が終了しました。
「快適で

熱心にメモを取る様子からしても相変わらず登山意欲の強い

安全な山歩きを楽しむために」というテーマのもと最後ま

う かが

ことが 窺 える。その一方でスニーカーを履いて軽い山歩き

で有意義な内容が盛りだくさんで参加された皆さんに大変

をしたいという希望者もあり、講師の立場として講義内容に

喜ばれました。

迷いも無くはなかったが安全登山を目指すためにはそれを是

私はセンターで留守番をしながら、昨年登った時の事を

とする立場は取れなかった。延べ７時間３０分の講座は、項

思い返しておりました。毎朝の通勤バスを原町で降り、ま

目が多岐にわたり、そんな面倒なことまで必要なのかと興味

ず仰ぎ見る戸ノ上山に一度は登ってみたいとチャレンジし

をそがれた受講者も居たようであるが、基本を外す訳にもい

ました。戸の上神社近くでやっと見つけた登山口からは道

かなかった。

がなくなりびっくり、石の上の印をたよりにやっとの思い

総じて熱心に受講して貰ったと思えるし、日本山岳会大塚

で頂上へ。展望は予想通り最高でした。まもなくなだらか

前会長の「当会はエリート集団という意識から脱却すべき時

斜面に到着。これが毎日見ている「馬の背」と言われてい

期に来ている。国民レベルの会になろうとしているという理

る所だなと感慨深く眺めました。

念を持ち、一気にその方向に転向すべきと考える」との提言
にいささかなりとも添えたのではないかと考えている。
大里南市民センターのスタッフは全員女性であり、補助職

今年の春、大里南市民センターは開館以来３年目を迎え、
男性の受講生を増やしたいと願っていました。春の講座を
考えている頃、
「登山講座を企画しませんか、日本山岳会
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がお世話します」という申し出があり、講座開設に至りま

い山へと自信を持って挑戦していけるのではないかと期待

した。７名の男性を含む２５人の応募があり、初回は全員

しております。

出席で活気があふれていました。それから月１回、土曜日

講座を終えた有志が同好会として活動を続けることにな

の午後の講義が続きました。大楠先生の講義の他にも、登

りました。今後も引き続きご指導をよろしくお願い申し上

山経験者、登山用品を扱っているお店の方から説明があり、

げます。日本山岳会北九州支部の益々のご発展をお祈り申

靴の点検なども企画されました。

し上げます。ご協力ありがとうございました。

登山の基本を十分に学ばれた皆さんは、これからより高

自然 保護委員会 全国集会 (山陰支部 主催)参 加報告

綺 麗 な 所 に は ゴ ミ も 捨 て な く な る～グループ討議で発表
№13541

高

畠

拓

生

② 使用済みの紙は必ず持ち帰ること。特にティシュペ
自然保護憲章発祥の地記念碑

ーパーはナイロン繊維等が入っており分解しないので
山での使用は避けよう。
③ 森林保全巡視員委嘱を受け、巡視活動中、空き缶、
ゴミ、落とし物他回収のとき、休憩する場所付近の岩
陰に集中して用便使用済みの紙がたくさんあり、それ
も回収します。紙が散らばっていなければ、綺麗に片
付けた所ではポイ捨てもしなくなるのでは・・と、私
ひとりの小さな配慮を知ってもらいたいと思います。
② 回収ゴミも地元の山英彦山の社務所で引き取って頂
き、ご苦労様でしたと快く受け取って貰ったことも発
表。その折休憩していたところに社務所から御神酒と

日時 平成１８年１０月２０日～２２日（２泊３日）

ヨウカンを頂戴、初めて良い事をしていると実感しま

宿泊ホテル 大山別館しろがね荘

した。又、九重では食堂に証明書を見せてゴミを受け

２１日（土）会場「ホテル大山」会 議 室にて

取って貰いました。

参加者 平林克敏副会長 田邊 寿 山川陽一委員長

私は自然保護について皆様の意見、体験、環境配慮な

山陰支部高田支部長他 大山町長 伯耆町長 環

ど色々な事を聞き、老いても勉強と地道に取り組んでい

境省４人と全国から合計８８人

きたいと感じました。

※ 九州ブロックからは北九州支部 関口事務局長

２２日（日）① 大山登山

と高畠 ２名参加

② 山麓自然観察

③

鏡が成～花回廊の３コースに分かれて実施。

事例報告 「大山頂上の植生復元他」高田山陰支部長

関口、高畠は③コースに参加しました。

支部報告 広島支部 北海道支部 岩手支部 信濃支部

大山南壁を展望、二の沢から三の沢までブナの紅葉を

東海支部 関西支部

観察しながら歩き、自然保護憲章発祥の地記念碑見学。

グループ討議 高山植物、山のトイレ、登山道、商業登

集合写真を撮る。

山、適正利用など５グループ
私は「山のトイレ」グループ討議に初めて参加しました。

自然保護に対する思い、考え方、その精神を引き継ご

リーダー森武昭氏の討議進行司会で自己紹介から始まり、

うと思いました。参加の機会を与えて頂きありがとうご

穂苅康治（槍岳山荘）さんの山小屋でのトイレ問題で永

ざいました。

年に亘る体験と海外山小屋を視察し山岳トイレを写真に

（追伸）山陰支部長の高田允克邸は、鳥取県指定保護文

納め研究されたことをスライドで解説。小屋主としての

化財、茅葺き大屋根９間取り。築２１２年の民家見学。支

苦労話などを聞きました。

部長自身が案内して色々説明されましたが、文化財の保
護も中々大変な事が分かりました。

弁当や行動食の入ったリュック内に携帯トイレを一緒
に収納するのは如何か・・。収納袋を別にしてリュック
外側に取り付ける方法を考えれば可能。
私が意見発表したことは、身近な事柄から始め
① 入山前にはトイレに行き、山では出来るだけ用便は
しないこと。

１
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第２２回全国支部懇談会(福井支部主催)参加報告
ほとけ

息を整えて座すれば み仏の得がそなわる～永平寺での体験
№13532
１０月７日～９日、日

馬

場

基

介

いう。法話（山と宗教：山岳信仰）の後部屋に帰り、２１時

本山岳会福井支部主催

に開枕（消灯）
。

の第２２回支部懇談会

８日、４時起床、４時３０分から法堂（はっとう）での

に参加しました。

朝課（ちょうか：読経）
、１０６歳の第７８代住職宮崎禅師

宗派は違いますが、

様は出られませんでしたが、１００人余りの修行僧の一糸

以前から座禅体験をし

乱れぬ読経の声が永平寺の山内に響き渡り、我々参拝者も

たかったことと曹洞宗

共に心が清浄になる厳かな一時を体験しました。

開祖道元禅師のたどっ

その後、
「七堂伽藍」と呼ばれる山門・仏殿・僧堂・庫

た山道「祖跡コース」

院・東司(便所)・浴室・法堂の見学をさせて頂き７時に小

の山行計画が有ること

食（朝食）後、下山（寺より外へ）しました。大変良い体

で参加を決めました。

験が出来ました。

（昨年は、関西支部70

８時からは、記念山行です。
「愛宕山コース（２Ｈ）
」
（大

周年記念高野山に参加）

楠・末吉各氏）と「祖跡コース（６Ｈ）
］
（関口・日向各氏

北九州支部からは、大
楠副支部長、関口事務

・小生）に別れバスで登山口へ。
永平寺前にて

「祖跡コース」は、吉峰寺～座禅石～祝山（７０５ｍ）

局長、末吉・日向各氏と合計５名でした。

～仙尾山（８２６ｍ）～大佛寺山（８０７ｍ）～大佛寺跡～

小倉発９時のレールスターで新大阪へ、特急サンダー

永平寺川ダム～永平寺のかなりハードなコースでした。

バードで福井へ、えちぜん鉄道で永平寺口、そこからホ

約８０名の参加でしたので支部会員の方々のお世話も大

テルのバスで曹洞宗大本山永平寺へ１５時に到着しました。

変のようでした。特に、車の入れる主要箇所に救護班を配

揃いのジャンパーの福井支部会員による受付を終わり、

置するなどの心使いに感激しました。

いよいよ参籠（さんろう）です。

懇談会は、あわら市あわら温泉「美松」の３階大広間松

参籠とは永平寺で宿泊することを言い、信仰を高める

泉閣で１９０名の参加のもと行われました。

ための研修となり観光気分から離れて雲水の修行の生活

副知事・市長・地元の歓迎の挨拶、平山会長の挨拶等の

に触れるため全て雲水の案内に従うことになります。

セレモニーの後、越前蟹や海の幸を肴に懇談です。

１６時、大講堂でのお話の後、１７時３０分、薬石（精

色々のアトラクションの後、各支部一言スピーチなどで

進料理の夕食「五観の偈」を唱和し食べる。
）後、短時間

活動報告、各支部間の交流も盛んでした。

の入浴,１８時４０分から座禅修行です。姿勢、足の組み方、

９日、越前加賀海岸国定公園の「東尋坊」と近くの「雄

手のにぎり方、気持ちの持ち方等の教えを受け、座禅を

島」の観光の後帰路につきました。

組む。壁側に向かい、眼を開き、背筋を伸ばして姿勢を

３日間に色々な体験をすることが出来心身ともにリフレ

正し、静かに息を整えて座すればみ仏の得がそなわると

ッシュすることが出来ました。

に戻る、その途次新得警察署に寄り登

大雪山系2 泊3 日の縦走山行記
北海道支部 №12995(北九392)

助

田

陽

山計画書を提出。10時12分急行狩勝に

一

乗車旭川へと出発、旭川駅に12時55分
到着。福岡空港を８時に発った原会員

北九州支部原会員ほか５名の会員の

ル、電話で日時、コース、山小屋（水

一行を待った。13時20分着急行ライラ

方々と7月9日(日)～12日(水)の日程で

場）について打ち合わせを持った。原

ックから、長旅の疲れも見せず大きな

高山植物が咲き誇る大雪山系縦走コー

会員がグループの意向をまとめ縦走コ

ザックを背負い元気に降りてこられた。

スを踏破した。

ースほかの計画を立てられ、花の良い

久し振りと挨拶握手を交わし、初対面

時期ということで７月第２週に決定、

の３名の方々の紹介があった。バスの

年記念式典のプレ山行、日光山系2泊3

今回の山行は、昨年10月のJAC100周

実行された。

発車まで少し時間があるので、駅前の

日に同行させていただいたことが縁で

７月９日（日）晴れ

買物公園通りを散策、時間を潰す。

実現した。

朝６時40分、２台の車で下山口のトム

15時発のバスに乗車 途中の東川町

２月28日 原会員から大雪山登山計

ラウシ山短縮登山口へ向った。８時10

道の駅で乗り換え、天人峡を経由、17

画の話があった。それ以降、数回メー

分到着、ＲＶ車1台をデポ、ＪＲ新得駅

時15分旭岳温泉に到着。今夜の宿、大
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雪山山荘に入る。一風呂浴び19時夕食、
明日からの好天と健闘を祈願してビー
ルで乾杯。食事のあと装備の点検、山
行日程の打ち合わせを行い21時就寝。
７月10日（月）晴
４時起床。食事のあとザックを整理、
５時30分山荘を発って、ロープウェイ
駅に向かう。山麓駅６時始発のロープ
ウェイに乗車 約７分ほどで姿見駅に
到着（片道1,500円）
。
６時13分原会員を先頭に出発、沢山
の高山植物が迎えてくれる中を旭岳石
室へと辿る。６時35分「愛の鐘」が建
っている、５合目石室に到着。
ここからは標高差約600mほどの瓦れき
の急斜面、辺りには花もない、足元を
気にして登るのだが 縦走装備で荷が
重い。適宜休憩を取り、ゆっくりと歩
く。７合目からはガスの中の登高とな
る。９合目を過ぎると程無くおおきな
四角い岩、金庫岩が見える。頂上は間
近だ。８時37分、北海道の最高峰、旭
岳に到着一等三角点にタッチ。残念乍
らガスで360度の展望は望めない。記念
写真を撮り８時50分間宮岳分岐に向か
う。頂上直下の砂礫帯を少し下ると、

ャンプサイトには幾張りものテントが

五色岳で12時10分到着。12時30分化雲

立っている。収容60名の小屋はほぼ満

岳へと出発。這松のトンネルを抜ける

員の状態。２階に寝場所を確保する。

と所々木道が敷かれている湿地帯でウ

陽はまだ高い。小屋の脇にある風雪に

ルップソウなど花の豊富な化雲平にで

耐え少し傾いたテーブルに陣取って、

る。ガスがかかっていて左手前方に聳

早速夕食の準備にかかるが、取り敢え

えるトムラウシ山が見えず残念。13時2

ず安着祝いと持参のビールで乾杯。あ

5分化雲岳分岐、右手に入り化雲岳へは、

とはホットウィスキーで喉を潤す。外

なだらかな登りで13時45分化雲岳到着。

での夕食を終え、19時就寝。

この山も特徴のある山で、頂上に巨岩
（化雲岩とある）がデンと座っている。

大きな雪渓が現れ慎重に下りる。９時3
5分コルに到着ここで10分ほど休憩軽く
腹ごしらえする。コルから一寸した斜
面を登りきると、平坦な台地になり、
お鉢平へと続く。間宮岳分岐10時05分
通過北海岳へと進む。
荒井岳、松田岳は標識も無く通りすぎ
る。北海岳10時55分到着。ここで30分
の大休止をとる。北方向はガスも切れ
て北鎮岳、凌雲岳、黒岳が 左前方に
赤岳も見える。お鉢平の景観はなかな
か迫力だ。11時25分白雲岳分岐へと出
発、北海平を通り抜け、大きな雪渓を
登り台地に出ると白雲岳分岐で12時30
分到着。ここにザックをデポ、キツネ
番を兼ね荷物番で助田（陽）が残る。
他の７名は空身で北海道で三番目に高
い白雲岳へ向かう。頂上はガスの中、
記念写真を撮って引き返す。13時40分
白雲岳避難小屋へ向かう。お花畑を縫
うように標高差150mほど下りると小高
い台地に建っている小屋に到着14時05
分。CL原会員が夏季常駐の管理人と交
渉の結果、全員小屋泊まりとなる。キ

７月11日（火）晴

これをバックに写真を撮る。ヒサゴ小

４時起床。朝食は美味しい雑炊ですま

屋まではあと一息だ。縦走路を南下し、

せる。５時55分、CL原会員を先頭に忠

14時10分ヒサゴ分岐着。ここから左手

別岳を目指して小屋を後にする。這松

に標高差200ｍの雪渓を下りた所がヒサ

帯を過ぎると平坦な台地、高根ヶ原に

ゴ沼だ。所々にロープが張ってありこ

出る。この辺りは花の名所でコマクサ

れを辿って慎重に下りる。14時50分小

など沢山の花が目を楽しませてくれる。

屋に到着。テントを張る人が多く小屋

花好きな人にはたまらないところだ。

は空いていて１階をゆったりと使うこ

また、ヒグマ出没の情報の多い所でも

とが出来た。夕食は小屋の外にする。

ある。残念ながら今日は足跡や熊の糞

全員揃い少し熱めのホットウィスキー

も見あたらない。左手下の沢には高原

で今日一日の労をねぎらい乾杯。500㏄

温泉の沼が見える。花を見ながら３時

ペットボトルが空になったところで夕

間ほど歩き、８時55分忠別沼の畔に到

食となる。明日は天候が崩れるとの予

着。木道に腰を下ろして休憩、独特の

報。一日待って欲しいと念じつつ19時

山容の忠別岳が目前に見える。這松灌

就寝。

木帯を通り抜けて進むと忠別岳頂上で
９時50分到着。頂上で20分ほど休憩、1

７月12日（水）雨のち曇

0時10分五色岳へ向かう。標高差220ｍ

４時起床、外は雨。朝食を済ませ後片

の急斜面を一気に下りるとコルで、忠

付けとザックの整理をする。雨は大し

別岳避難小屋分岐地点だ。30分ほど休

た降りでなく、又濃霧でないので視界

憩、昼食を取る。忠別岳の西側は絶壁

も200mくらいと先ず先ずだ。雨具を着

で素晴らしい眺めだ。11時20分ザック

てシトシト降る雨の中、６時15分トム

を担ぎ出発。標高差150ｍを登り切ると

ラウシ山へ向かって出発。沼の畔を暫

(6)
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く進むと雪渓に出る。ヒサゴのコルま

りないと話はしていたのだが。早朝３時

で標高差100ｍほどの雪渓の急斜面、滑

半に帯広を出発、登山口で暫く雨の様子

また、今回の山行に備え、グループ

落するとそのまま沼に飛び込むことに

を見ていて６時に発って来たとのこと。

の皆様が10数キロの重いザックを背負

なる。雪渓の端をステップを切って慎

山仲間の友情に感謝、感激！ 差入れの

い、地元の竜王山や九州の山々を登り

重に登る。しかし幾筋もの踏跡がある

ミカンを食べ、先へと進む。コマドリ沢

トレーニングをしたとお聞きした。こ

ので確かめ乍らの登高となる。時間を

源頭の岩礫帯で20分ほど休憩する。やっ

の２泊３日、約43ｋｍの山行を無事踏

要したが７時30分ヒサゴのコルに出て

と雨も止んだので腰を下ろして昼食を取

破できたのはその努力と普段から登山

縦走路に合流した。後はトムラウシ山

る。

を続けられている力のたまものと思い

た。

を目指して南下するだけだ。この辺り

12時40分コマドリ沢の大雪渓を下り

ます。私共もご一緒させて頂き楽しい

天沼から巨岩帯までの間は日本庭園と

る。雪渓の終わりがカムイサンケナイ川

山行が出来ましたことお礼を申し上げ

いわれて絶景なのだが。とにかく先へ

源流で、13時到着。沢に沿って少し下る

ます。

と急ぐ。休憩は40～50分に１回。それ

と4年前に開削した新道尾根路への取り

も立休みと強行軍だ。標高差150ｍの巨

付きかなりの急坂を30分ほど登り尾根に

岩帯の急斜面を登り切って、ゆるやか

出る。あとはカムイ天上を通り登山口へ

名と標高は次の通りである。

な斜面を進むと北沼分岐で９時25分到

下りるだけだ。15時25分短縮登山口とト

旭岳2290.3m、間宮岳2185m、荒井岳

着。分岐を左の道に入り、頂上直下の

ムラウシ温泉分岐に到着。標識には温泉

2183m、松田岳2136m、北海岳2149m、

急斜面を登る。10時トムラウシ山頂上

へ3.3km、短縮登山口へ0.7kmとある。短

白雲岳2229.5m、忠別岳1962.6m、五

に到着。一等三角点トムラウシ山の標

縮登山口へ向かい15時45分無事下山し

色岳1868m、化雲岳1954.3m、
トムラウ

識を囲み記念写真を撮る。先着の中高

た。登山口には宿泊するレイクイン・ト

シ山2141m

年登山者にシャッターをお願いした。

ムラウシ登山学校の車も迎えに来てくれ

写真を撮ったり、軽く腹ごしらえをし

ていた。トムラ頂上でかけた携帯電話が

て10時20分下山開始、南沼キャンプ地

通じていたのと、たまたま車が空いてい

分岐10時40分通過。相変わらずの道悪、

たとのこと。車に分乗、宿泊のトムラウ

足元に注意しながら下りる。トムラウ

シ登山学校に17時過ぎ到着。濡れた装備

シ公園を通り抜け、ケルンの尾根、前

を乾燥室に掛けてから一風呂浴び、夕食

トム平への一寸した急坂を登っていく

のテーブルに着いた。大雪山２泊３日の

とJAC会員で山仲間の阿保亘さんが、こ

山行が無事に終えたことを祝ってビール

の雨の中を迎えに登って来てくれた。

で乾杯。食事の後地図を広げ可憐な高山

時計は11時30分。下山した時、車が足

植物が豊富な大雪山の話で盛り上がっ

９月３０日 支部山行記

参考 今回の縦走で頂上に立った山

参加者 ８名
12995 助 田 陽 一 (北九392) 北海道
12996 助田梨枝子
〃
11990 原
広美
13991 中 村 昭 彦
北九359 八 木 國 子
北九390 八 木 勵
北九389 森 本 信 子
ビジター 安 冨 寛 子

怖症の私ですが岩の上に登り展望の良

紅葉の メタセ コイア 林を訪ね て
北九357

坂

本

む つ み

さに感心しきり。でも、霞がかかって
いたため遠くまでは望めませんでした
が、遥か下方に今回の目的、メタセコ

時折開けた場所で通る風の涼しさは心
地よいものでした。途中草花を見たり、
沢を流れる水音を聞きながらの登りは
楽しいものでした。
山頂には１２時に到着。昼食時には日
向さんのシャンパンで乾杯。おいしか
ったです。和やかに談笑しながらの楽
しいひと時でした。山頂まで車で来ら
レーダーがある背振山山頂で

当日は天気も良く皆さんの集まりが
良いため３０分も早く、９時４０分に車
谷コース登山口よりスタートしました。
矢筈峠までは沢沿いに樹林帯の中を
進みましたが意外に林道は蒸し暑く、

れるのにはびっくりしました。
下りは１２時５５分に出発。ミツバツツ
ジや椿、熊笹の生い茂る道でとても歩
きやすく足に優しい道でした。
（原さん
によると、春になるとミツバツツジが
咲き誇りとても美しいそうです。
）途中
唐人舞や鬼が鼻岩などに寄り、高所恐

イヤ林の薄緑の一帯を見ることが出来
ました。そのメタセコイアの樹はヒダ
状で大きく、赤っぽい色も美しく、葉
の色もやさしい美しい木でした。
下る途中、私が足を痛めたときに皆
さんの優しい助言には感謝します。そ
のためか予定より１０分程遅れました
が、無事１６時１０分に登山口に到着。
福岡方面の山は初めてでしたが、登
りやすい良い山でした。
リーダーの山田さんありがとうござ
いました。
最後に、往復の車の運転をしてくだ
さった横山さんご苦労様でした。これ
からもよろしくお願いします。
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◇◇◇報告・お知らせなど◇◇◇
平尾台と皿倉山で薬用植物観察会
１０月２１日（土）、２２日（日）、日本植物園協会の技術
者講習会が平尾台・皿倉山において開催され、当支部か
らも８名参加しました。講師は秦野一彦前支部長です。
２１日は平尾台。北海道・東京・京都などから薬用植
物に関係する方々と１７名で茶ヶ床園地より中峠～大平
山～岩山～広谷湿原と歩き、豊富な山野草と羊群原の雄
大な景色に堪能されたようです。

同県宗像市の女性(67)、白馬山荘に避難した同県大牟田市、ガ
イド、男性(48)は救助された。
７人は７日早朝、富山県の祖母谷温泉から清水尾根を通っ
て白馬岳を目指し、白馬山荘に宿泊予定だった。
◇ このほか９日には長野、新潟両県で、新たに登山者３人が
死亡。
◇ 長野県木曽町三岳の御嶽山９合口の約２８００メートル地点
の尾根では、１人で登っていた神奈川県逗子市の歯科医、男

２２日は皿倉山。市報にも募集が掲載され、200余名の
参加者で、皿倉山麓より皿倉平までの間の道端の草花、
それぞれについての説明がなされ、薬用植物園で特別講

性(47)が死亡しているのを登山者が発見。
◇ 北アルプス・前穂高岳山頂直下の約３０００メートルの尾

演もありました。植物図鑑・シャクヤクの苗などの抽選

根上では、兵庫県高砂市の薬剤師、女性(50)が動かなくなっ

会もあり、大いに盛り上がりました。

たと、同行の友人から通報があり、病院で死亡。３日登山に

（№ 13520 西村信子）

来て７日の荒天で道に迷い、野営して天候回復を待っていた
という。

会員異動

◇ 新潟県糸魚川市の白馬山系、小蓮華山（これんげさん）
（標

支部新会 員

高２７６９メートル）山頂付近では９日午前１０時半ごろ、京

北九402

畑野

典子

下関市

北九403

高田

孝一

福岡市東区

北九404

山

義雄

糟屋郡篠栗 町

北九405

伊藤ト モエ

田川市西平 松

都市右京区の会社員、男性(30)が氷に覆われた状態で発見。
（10月10日 毎日新聞 東京夕刊）

著名ロッククライマー スキナー氏が滑落死

山のニュース

（最近の新聞記事から抜粋）

テントでコンロ、ランタン危険
１０ 年 で ５ 人 死 亡
テント内で携帯用のガスコンロやガスランタンなどを使用
し、一酸化炭素（ＣＯ）中毒になる事故が全国で相次いでい
る。独立行政法人・製品評価技術基盤機構（東京）によると、

手足の力だけで岸壁を登るフリークライミングで有名な
ロッククライマー、トッド・スキナー氏（47）が１０月２３日、
米カリフォルニア州のヨセミテ国立公園で滑落死した。
スキナー氏は米ワイオミング州在住で、北米やヒマラヤ
山脈など２６カ国にある三百以上の岸壁を制覇。体験を踏
まえた著作「頂上の彼方へ－究極の山から得た40の教訓」
は、ビジネス書としても役立つと人気が高い。

１９９６年以降、少なくとも８件１８人が事故に遭いうち５人

（１０月２６日 西日本新聞）

が死亡した。遺族の１人は「危険性についての注意書きが不
十分」と指摘、一部メーカーでは表記の見直しを始めた。日

日本人初の南極点制覇 村山雅美氏死去

本キャンプ協会の実験によると、燃焼開始から５分で頭痛を

日本山岳会名誉会員(№2497)で、１９６８年に日本人とし

感じ、１８分後には意識障害を起こす危険の状態になるそうで

て初めて南極点に到達した国立極地研究所名誉教授で元南

ある。

（１０月５日、読売新聞）

白馬岳で九州の７人遭難
４人死亡、３人を救助
１０月９日、長野・富山県境の北アルプス・白馬岳（２９３
２メートル）で九州の７人パーティーが悪天候（吹雪）で動

極観測隊隊長の村山雅美（むらやま・まさよし）氏が１１
月５日、前立腺ガンで亡くなった。８８歳。５３年から５６
年にかけ三次にわたるヒマラヤ・マナスル遠征隊に参加。
南極観測隊には５６年出発の第１次から１５次まで計７回加
わり、うち３回は越冬隊長を務めた。第９次の６８年、１１
人の隊員とともに日本隊として初めて南極点に到達した。
昭和基地に取り残されたカラフト犬のタロ、ジロを見つけ

けなくなり、４人が死亡、３人を救助した。死亡したのは▽

た第３次隊にも参加。２匹の発見は後に「南極物語」とし

熊本県の女性(53)▽熊本市の女性(61）▽福岡市の姉妹で(66)

て映画にもなった。

と(61)。死因は全員凍死だった。
頂上宿舎に避難した福岡県春日市、サブガイド、女性(42)、

（１１月６日 西日本新聞）

(8)
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１１月 発 行

忘年パ～ティのご案内
～今年 は小倉地区で ～
期日
場所

平成１８年１２月９日（土）１７：３０～
小倉 北区大門１ 丁目１－１ ７

小倉リーセントホテル
℡ ０９３－５８１－５６７３
（ＪＲ 西小倉駅か ら正面徒 歩３分）

ミニ記念講演

ゆ

ふ

だ

２００７年

け

由布岳(1584m)
期
日：平成１９年１月２０日（土）
交
通：マイクロバス
集合場所：小倉駅北口KMMビル前 ６時２０分
行
程：小倉駅北口(6:30)～おこしかけ(7:30)～登山口
(9:30)～由布岳東峰(12:30)～登山口(15:00)～お
こしかけ(17:00)～小倉駅北口(18:00）
費
用：概算 ￥４，
０００．－
申
込：CL．山田 武史（092-844-3563）
SL. 西村 信子（0930-33-4618）まで
締
切：平成１８年１２月２０日
装
備：６本爪アイゼン、温泉グッズ、防寒着（帽子、
手袋、ウェアー等）
尚、当日大雪（予報も含め）の時は、中止します。
（事
前に決定し、通知します）
。

２月の山 行

小五郎山(1162m)(山口県東端）、雪山訓練
期
日：２月２５日（日）
交
通：マイクロバス
集合場所：小倉駅北口KMMビル前（６：３０）
、下関マリアー
ジュ前（７：００）
行
程：小倉～下関～中国自動車道（六日市IC）～小五郎
山往復～六日市温泉～六日市IC～下関～小倉
費
用：概算４０００円（参加人員により変動）
募集人数：先着１５名

毎月第４水曜日
１２月のサロ ンは 、中止
１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30ｍ）
費用 3,000円前後（ワリカン制です）

博 多サロ ンへど うぞ
とき
場所

１７：００より
５，
０００円
FAX又 は ハ ガ キ で 、 事 務局 （ 関 口 ま で ）
TEL/FAX ０９３－３８２－６４３６
締切
１１月末まで

「九州百名山を踏破して」

山行計画のご案内
1月の山行

受付
会費
申込

１２月２０日（第３水曜日）午後６時から
福岡市中央 区春吉３－２２－２０
「いずみ田」春吉本店(℡092-732-8022)
（国体道路三光交差点を南に入り、２０ｍ先 から
左折して約１
５ｍ）

費用 5,000円、 飲み放題
申込み 伊藤Ｑまで(メール、TEL、FAX、ﾊｶﾞｷ、何でも結構）
尚、12/19(火)～12/24(日)の期間中、福岡市美術館で西日
本版画協会展開催。私も、山の版画(総天然色)２点出品。Ｑ

山

田

武

史 （№13992）

申 込 先：ＣＬ内藤正美 ＳＬ原 広美 (TEL/FAX ０８３２－４５
－５４９０)
締め切り：平成１９年１月２０日
装
備：冬山装備 皮製登山靴、ゴア雨具上下、防寒着、
帽子、手袋、綿の下着は不可、ストック、ワカン/
ピッケル（持ってる人）
、温泉グッズ
（注）バスの運行できない場合は中止

３月の山行
ふ く ち や ま

(1) 福智山(901m)清掃登山
期
日：３月１
７日（土）
交
通：マイカー
集合場所と時刻：福智山山頂 正午頃
目
的：登山道に廃棄されているカン、ビン、ゴミ類の清掃
ル ー ト：参加者の選定に任せる。

(2) 北海道冬山遠征(十勝山系)
北海道支部の全面的サポートを得て、西日本では体験で
きない冬山を体験する。
期 日：３月２１日（水・祭）～２５日（日）
（４泊５日）
目的地：十勝山系
行 程：３月２１日（水・祭）福岡空港～札幌空港～札幌～
旭川
２２日（木）旭川～上ホロカメットク山避難小屋
（標高１８０６ｍ）
２３日（金）雪上訓練、吹上温泉白銀荘（温泉つ
き自炊小屋）
２４日（土）午後、旭川経由札幌
２５日（日）札幌空港～福岡空港（解散）
費 用：概算８０,０００円
申込先：事務局 関口 興洋（TEL/FAX０９３－３８２－６４３６）
締切り：１月９日（火）
装 備：厳冬用装備、冬山用登山靴を持っていない場合はオー
バーシューズをはきその上からアイゼンをつける。シュラフ、ピッ
ケル、アイゼン（１２本爪）
、スノーシュウ、炊事道具
（注）アイゼン、スノーシュウなどの用具は北海道支部より
借り入れ可能。
○ 今回は、掲載しきれない原稿が
いくつかありましたので、次回は
新年号として全員の原稿を載せたいと思います。又、
新年の抱負などあれば一筆お寄せください。締め切り
は、１２月２５日とします。 Ｑ

編集後記

○ 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 宛 。
℡/Fax 0947-42-2772
Eメール原 稿は、
新アドレス r w 4 ux 6 ＠ bma.biglobe.ne.jp です。
デジカメ写真は、縮小せず添付で送ってください。

