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新年ご挨拶

今年は 大きな挑戦の年
全員参加で支部懇を成功させよう

支部長 大 庭 常 生

北九州支部の皆様、新年おめでとうござい

ます。

私たちの支部も、生まれて８年目の正月を迎

えました。これまで、皆さんの努力で、なんと

か全国の仲間と共に歩いてくることができまし

たが、今年は、これまでにない大きな挑戦の年

となります。

前号でもお知らせしましたように、１０月に

は全国支部懇談会を北九州市で開催することが

決まっております。すでに、いくつもの支部か

ら、楽しみにしています、大勢で出かけますか

ら。等激励と期待の言葉が寄せられています。

新年の役員会では、この大イベントを立派に成

功させるため、心を一つにしてがんばることを

申し合わせました。支部のみなさんも、どうか、

役員と一緒になって、持てる力を発揮して下さ

るよう、心からお願いいたします。

私は、このイベントの成否が今後の北九州支

部の行くえに大きくかかわってくるだろうと考

えております。支部結成以来、言い続けられて

いる「支部行事への全員参加」の目標も、この

機会に実現しようではありませんか。

２００８年度 第９回通常総会、４月１９日

今年の通常総会の日程と場所が次のとおり決まりました。

○ 日 程：平成２０年４月１９日(土）午後２時から（受付は午後１時３０分から）

○ 会 場：ホテルニュータガワ（北九州市小倉北区古船場町３－４６）

徰総会終了後は、坊がつる讃歌の作詞者で知られる山口大名誉教授の松本 夫先生(ＪＡＣ福岡支部)の
ゆきお

講演や懇親会を予定しておりますので、多数の参加をお待ちいたしております。
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平成１９年度年次晩餐会 支部から９人出席

牧会員 新入会員紹介で壇上へ
№13499 伊 藤 久 次 郎

昨年の年次晩餐会は、名古屋で開催されたが、今年は

再び東京に戻り、１２月１日東京品川のグランドプリン

スホテル新高輪の国際館パミールで開催された。北九州

支部会員９人は、十勝岳（テーブルマスター・重廣恒夫

関西支部長）、英彦山（同・早田道治岐阜支部長）、金峰

山（同・梅木秀徳東九州支部長）の三つのテーブルに分

かれ着席した。全国からは４６０人が出席した。宮下秀

樹会長の挨拶から始まり、皇太子殿下は、愛子様のご誕

生日と重なったので、晩餐会に出席されなかった。来

年はぜひ参加したい 、という皇太子様の伝言が紹介

された。

まず、物故会員に対する黙祷で、１１月に雪崩事故で亡

くなった北海道支部会員４人の仲間に対しても、ご冥福

を祈り、黙祷した。

続いて新名誉会員３人が紹介され、そのうちの１人、前

会長の平山善吉氏が挨拶された。また、新しい永年会員は

３６人であった。

今年は99人が新しく会員に加わり、新入会員の紹介で、

わが支部から参加の牧寛氏が壇上に上がった。代表して、故

・深田久弥元副会長のご長男である深田森太郎氏が挨拶した。

恒例の鏡開きが行われたあと、乾杯。会食をはさんで全

国２８支部会員の紹介があり、北九州支部会員９人は、立

ち上がって、ちぎれんばかりにハンカチを振った。

晩餐会に先立ち、１階「紅玉」の間で海外遠征報告や第

徰９回秩父宮記念山岳賞を受賞した松本 夫氏（元福岡支部

支部長）の記念講演があった。また慶雲の間では、絵画展

やフリーマーケ

ット等の多彩な

催しがあり、北

九州支部からは、

来年の全国支部

懇談会のため、

北九州市のいろ

んなパンフレッ

トを並べて宣伝

に努めた。

年次晩餐会出席者（計９人）
秦野一彦(4325) 日向祥剛(11427) 原 広美(11990)

伊藤久次郎(13499) 高畠拓生(13541) 関口興洋(13643)

藤田 傳(13722) 小林冨雄(14317) 牧 寛(14473)

2007年 年次晩餐会プレ山行記

丹沢山塊（大倉～塔の岳～丹沢山）に挑戦

北九412 大 内 喜 代 子

１１月２９日(木)

特急寝台車(ソロ)

に、小倉、門司、

下関（１９：２７発）

で、各組乗車、

皆揃ったところ

で車掌さんに使

用許可を貰い、

オープン寝台車

へ移動し、参加

者の親睦を深め

て、２２時頃各

人個室に入った。

１１月３０日(金）熱海駅で夜行寝台

車と別れを惜しんで記念撮影（来年

３月でブルートレインは引退する）

小田原、渋沢へと列車を乗り継ぎ、

そこからはバスを利用して秦野ビジ

ターセンター前（丹沢山大倉登山口

基地）に１０時２０分到着。登山準備、

ストレッチ完了。登山口までは約１０

分。そこには山の地図があり、歩く

コースをなぞって確認後記念撮影、

気分が高揚してくる。しかし、初日

の行程は、塔の岳（尊仏山荘）まで

標高差1200m。きつい登り覚悟の出

発は１０時５０分。約１時間後の休憩

地大倉高原やまの家は最後の水場（塔

の岳は水場が遠く不便）、水の補給、

新入会員紹介で壇上の牧氏（右から二人目）と、

挨拶する深田森太郎氏(深田久弥のご長男）
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衣類調整や喉を潤した。この山小屋

の後ろにはモミジの大木が見事に紅

葉していた。

例年より一週間ほど遅いと言われ

る紅葉の時期が、今と重なり高度を

かせぐ程に目を楽しませてくれる。

途中には休憩ポイントとなる山小屋

や、ベンチ、テーブルが点在してい

て、疲れを癒してくれる。山小屋は

平日のせいか閉まっていた。通称バ

カ屋根といわれる大倉尾根の途中で、

空は泣き出しそうな雨雲。ついにポ

ツリと降り始め、ザックカバーをし、

雨カッパを着用、紅葉を楽しむ余裕

なく、黙々と歩く。霧雨のため昼休

丹沢・塔の岳山頂(1491m)の尊仏山荘前で

憩は取らず行

動食のみとな

る。立ち休憩

だけでも肌寒

く、温かい飲

み物がほしい。

ガレ場に差し

かかり足の運

びに集中して

歩を進める。

みんな無口。

そんな時上か

ら大きな２０K

gのガスボンベを背負って、下はパ

ンツ１枚？ のボッカが下りて来た。

登る時はガスボンベの中味が入って

４５Kgの重さとか。鍛えた足の筋肉、

腿の太さに驚いた。もやっているガ

スは一層濃く遠くが見えない。その

上急登が続く。登っても、登っても

塔の岳の山荘は見えてこない。ここ

が一番のふんばりどころ。疲れがピ

ークに達した頃ぼんやりと尊仏山

荘が見えた。待望の塔の岳山頂（ 1

491m)に１５時５０分到着。山荘の中

は暖かい。ビールで乾杯！ 皆の笑

顔が微笑ましい。

１２月１日(土）２日目 早朝４時

過ぎ起床、小屋の窓から下界の夜景

が目に飛び込む。晴れている！ 嬉

しくなって外に出ると、満天の星。

オリオン座が手に取るように見える。

今日は好天に恵まれそう。山荘の好

意により朝食が早く済む。ヘッドラ

ンプ装着し、予定より４５分早い５

時１５分山荘出発。夜明け近くなると、

左手方向に富士山の雄姿が見えてき

た。富士山も一緒についてくる。朝

陽が昇る頃、白富士が赤富士へと変

身して行く。シャッターチャンス！

暫し富士山と対面、いつ見ても富

士山はやっぱり日本一。なぜか感動。

６時４５分丹沢山(1567 m )山頂に

到着。皆で握手してまた感動。富士

山をバックに記念撮影し１５分後山

荘

へ向け下山を開始する。今日の好天

に感謝、感謝。富士山を右手に見な

がら下りていると目の前を鹿が横切

った。しばらくすると今度は２頭の

鹿と対峙、にらっめこしていると鹿

がゆっくりと移動した。山荘には８

時１５分に戻り、すぐにコーヒーを

注文。こんなに美味しいコーヒーは

久しぶり。リュックの整理をして８時

４０分尊仏山荘を後にする。下山後の

晩餐会が待っているせいか、自然に

足が速る。最後尾のリーダーから「ゆ

っくり」の声がかかる。

２日目は青空の中、紅葉も映えて

一層きれいだ。赤、黄、緑の三色、

彩どりが美しい。大倉登山口を経て

バスセンターへは１１時２０分着。予

定より１時間早い下山でした。

お疲れ様でした。

プレ山行（丹沢山）参加者

原広美 伊藤久次郎 高畠拓生

関口興洋 小林冨雄 八木國子

大内喜代子 計７人

丹沢山から見た朝の富士山

この人物は一体何者？
尊仏山荘内の壁に、2004年の雑誌と

思われる彼を紹介した記事が貼ってあ

ったので、内容を紹介しよう。彼は、

神奈川県在住の畠山良巳さん、当時５０

歳。３交代制のサラリーマン。丹沢・

塔ノ岳(1491m)に、寒い雪の日も、台風

の日も登り続け、０３年の１年間だけ

でも４１５回登頂している。休日には１

日で４回登った記録もある。驚くこと

に、そのうちの１３０回ほどは、山頂の

尊仏山荘へのボッカも兼ねて行われていた。畠山さんが登山を始めたきっか

けは、１９９８年に参加した丹沢ボッカ駅伝大会だった。登山の経験はほとんど

なかった。１０年以上ランニングをしており体力には自信があったが、結果は

最下位。その悔しさがバネになって、最初は週に１回登っていたが、他の人に

負けまいと徐々に登頂回数を増やしていった。そして、山頂までのタイムは２

時間以内で登るようになった。昨年現在、おそらく彼が出場したと思われる第

２５回丹沢登山競争（縦走）に第７位で彼の名前がある。その時のタイムは１

時間９分で登っている。ちなみに我々北九州支部の今回のタイムは約５時間だ

った。（伊藤Ｑ）
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平成１９年度忘年会 九重法華院温泉泊まり

大いに盛り上がった忘年山行

北九406 平 野 一 幸

平成１９年１２月８日(土)～９日

(日)の九重法華院温泉泊の山行に同

行するために、８日早朝８時に自宅

（糟屋郡須恵町）を榊氏と二人で出

発しました。時間にゆとりがありま

したので高速道路に上らず、国道を

走行しました。北九州からのマイク

ロバスのメンバーとの待ち合わせ場

所の長者原に到着したのが午前１０時

３０分頃でした。１０分経って西村夫

妻が車で到着され、登山の準備を始

めました。そのうちに、八女の大石

さんがお土産（みかん、カキ、干し

柿等の特産品）を持って来られまし

た。マイクロバスの定員の関係で、

先着の４人は、西村夫妻の車で一足

先に登山口の牧の戸へ出発しました。

牧の戸に到着後、西村氏の奥様は車

で長者原に引き返され、そこに車を

駐車しマイクロバスに合流し再び登

ってこられました。全員２５人が揃い

ました。

気温０℃で、天気は時雨れ摸様で

した。昼食をとり、雨具を着用し、

２５人を３班に分け整列している時、

私のザックヘのストックの取り付け

が危険だ、と関口さんに指摘されま

した。登山に対する入念な点検を済

ませて１２時３０分頃に伊藤副支部長

寒さが激しくなりました。早く温泉

に入りたいとの声もあがりましたの

で、下山を開始しました。久住分か

れから北千里が浜への下山途中、積

雪があり危険な所も見られましたが、

全員無事に法華院に午後４時４５分

ころに到着しました。

温泉で寒さを吹き飛ばし汗を流し

た後、宴会は７時から開始しました。

開始にあたり、雪崩遭難事故で亡く

なられた北海道支部の方４人のため

に１分間の黙祷を捧げました。乾杯

の音頭はなく、静かに始まりました

が、宴はすぐ盛り上がりました。隣

席で食事をしていた山男３人に関口

さんが「うるさくてご迷惑をおかけ

します」と挨拶されますと、その中

の一人が「私は広島県の日本山岳会

の会員です」と紹介があり、仲間が

増えた思いでさらに宴は２次会まで

続きました。その夜は登山と宴会の

疲れでそれぞれ爆睡しました。

翌朝７時３０分に朝食、ご飯のお

かわりをする人。薬を飲む人、皆様

元気回復に努めました。９時の出発

前に集合写真を撮り、宿の主人に別

れの挨拶。正面には大船山、平冶岳、

左手には三俣山を望みながら、また、

足許には寒さに耐えて美しく咲いて

いる一輪の桔梗の花に感動しながら、

マイクロバスの待つ長者原へ向かっ

て下山。 １１時３０分頃に長者原に無

事到着、大石さんのお土産を分け合

って、解散しました。榊氏と２人で

往路と同じコースの帰途につきまし

た。ＪＡＣの皆様楽しい忘年会登山

大変ありがとうございました。

参加者

大庭常生(11395) 日向祥剛(11427)

原 広美(11990) 大楠益弘(13465)

板倉健一(13471)伊藤久次郎(13499)

西村信子(13520) 舛木 隆(13534)

高畠拓生(13541) 関口興洋(13643)

藤田 傳(13722) 横山洋子(13804)

西村俊二(13810) 室津健次(13986)

山田武史(13992)高城季美子(14046)

大木康子(北九266)坂本むつみ(々357)

坂本千佐子(々379) 森本信子(々389)

榊 俊一(々397) 平野一幸(々406)

佐伯近史(々408)大内喜代子(々412)

平井喜久枝(11884/北九399千葉支部所属)

計２５人

を先頭に出発しました。途中、小雪

がちらつくなか、登山道を整備して

いる若いボランティアの人達に出会

いました。「皆さんご苦労様と」声を

かけました。次回登る時はきれいな

登山道になっていることでしょう。

頂上に近づくにつれ見事な霧氷原が

広がりました。予定のコースの星生

山にはガスがかかっており、登山を

断念しました。久住分かれまで来た

ときにトイレ休憩をとり、久住山頂

への登山組（１８人）と法華院への

下山組(７人)とに分かれました。私は

もちろん登山組でした。山頂に着く

と寒風（マイナス５℃）が強く体温

の低下が激しく感じられました。そ

の時に日向氏から声がかかり、マイ

コップにシャンパンが注がれ乾杯を

しました。体が温まり、しばらくは

頂上からの眺めを楽しみましたが、

久住山(1787m)頂上で

山荘の主人や飛び入りの広島支部会員を交えての忘年会（法華院温泉山荘の食堂で）
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山の遭難その構図 シリーズ④

№13465 大 楠 益 弘

『 順応のズレ 悲劇を生む』

○事故の発生が多い時間、行程についての統計は次の通

りとなる。日帰り登山では、午後２時頃に集中して事故

が発生している。宿泊登山では、午前９時頃が顕著とな

っている。いずれも体温の変化、注意力の低下など体内

時計に左右されているようであるが、立証の方法は難し

いようである。行程については常に４分の３行程がピー

クとなっている。最も疲労の蓄積されるのは４分の４行

程。それよりも早めに発生している要因には疲労ととも

に注意力、バランス力の低下などが複雑に作用している

のではないかと思われる。

○転倒は、最も発生頻度が高いことはすでに指摘したが、

事故発生時の外傷は骨折が５７．１％、打撲が１３．５％と

なっている。傷害個所は四肢が６１％で集中的に起きて

いる。これはつまり手足で受け身動作をとった結果と思

われる。頭部も比較的多い（２１．８％）。頭部では前頭が

最も多い。このデーターは転倒時には急激なショックの

ため手で支えきれず前のめりになって前額部、前頭部を

地面に打ちつけたことを示している。

○救援信号についてみてみる。実験の結果としては、専

用の笛は距離が遠くなると鳥の声と識別出来ないことが

分かった。むしろ人の声の方が聞き取りやすいようであ

る。人声を尾根中央部で発声すると同じ程度の標高には

１．５ｋｍ程届いたが、少し風が吹くと２００ｍ程しかと

どかず、谷筋への可聴区域はせばまる。発声源が谷筋の

場合谷を取り巻く谷側に面した尾根筋は可聴区域とな

る。危険をともなうけれども、古来からの方法、狼火つ
の ろ し

まり発煙が一番効果的といえる。

○６０歳代の体力水準がどの程度のものか自覚しておく

ことも必要。２０歳代を１００として比較してみる。最

大酸素摂取量５０、腕立て伏せは４０、脚のきんりょく

は５０、垂直跳びは６０、目を閉じての片足立ちは３０

とそれぞれ低下しているそうである。この現実に立っ

て体力の維持に努め、持久力保持、疲労回復力増進を

計ってゆくことが必要であろう。

○この稿の最後になるが人間の体温について触れてみ

る。通常平地では、体温は３６度から３７度で推移して

いる。山中ではこの自動調節機能がなかなか言うこと

を聞いてくれない。それは肉体疲労、気象条件激変、

それに関連しての装備不足によって起こる。人間は案

外低温に脆いもので直腸温３５度を切ると身体機能停

止、そして脳死へと至る。それに至るまでに疲労困憊、

倦怠感、言語力低下、思考力減退、幻覚、幻聴、狂乱

状態が襲ってくる。新田次郎の小説「八甲田山死の彷

徨」でも詳解されている。人間の身体は鈍感というか、

馬鹿というか、夏の暑さに慣れきってしまうと昨冬の

寒さを忘れ去って、なかなか次に来る寒さに順応でき

ない。その現象は１１月末に入ると顕著となる。その頃

は山はすでに真冬に入っている。その寒さに対する順

応のズレが時として悲劇を生む。逆に４月末には寒冷

期に耐えた後、身体は暖気に緩んでしまっている。と

ころが山は時に厳冬に戻る。これらの時期、１０月の立

山大量遭難、１０月横浜の山岳会穂高岳、４月の関西の

高校山岳部八ガ岳、４月静岡体育国体八ガ岳、５月剱

岳テント合宿者凍死などの遭難事故は枚挙にいとまが

ない。要注意と思う。

以上これまで４シリーズにわたって述べてきたが、

遭難対策を十分に心がけて安全、快適に登りたいもの

である。

門司山歩会（大楠リーダー）の山行に参加して

一緒に登り 一緒に飲む楽しさ

門司山歩会 山 崎 豊

が軽くなった気がしました。１人で

登っている時は苦しくてすぐ休んだ

り、近頃は野いちごを食べるために

休み休み登る場合が多い。しかし同

行して登る場合、皆さんに引っ張ら

れて結構歩けるものだなと感じまし

た。福智山へ通じる尾根で若い人と

何回かすれ違いましたが、彼らは尾

根を飛ぶように、走るように歩いて

いました。また、山歩会の村上会長は

足が軽く、子鹿のようだと皆さんか

ら言われていました。メンバーの方た

ちも健脚の方が多く、うらやましい思

１１月２４日(土)に採銅所からの

牛斬山山歩に参加させていただきま

した。好天に恵まれ、風もなく牛斬

山の山頂の温度計が２２℃を越えて

いたのにはびっくりしました。だら

だらの登りが続き、初心者の私とし

てはかなり汗をかき（大体が汗かき

ではありますが）息が上がりました。

でも山頂の展望や紅葉、それに鈴な

りの柿などが目を楽しませてくれま

した。また、いつもは１人で登って

いるが、皆さんの中に交ぜていただ

き、大勢で一緒に登ってみて少し足

いと、私ももう少し足腰と心肺機能を鍛

えなくては、という思いにかられまし

た。そのあと門司へ帰って、居酒屋で

の忘年会に参加させていただきまし

た。ワイワイがやがやと大変楽しい忘

年会でした。いつもは風師山などへ登

ったあとでもかなり体力を使い、発泡

酒一本で知らずのうちに眠り込んでし

まうことがしばしばです。でもみなさ

んと一緒に飲んでいると、結構飲めて

最後まで眠り込むこともありませんで

した。みなさんと一緒に山歩きをし、一

緒に飲むことの楽しさを教えていただ

きました。ありがとうございました。み

なさんの脚を引っ張らないように、も

う少しがんばりますので、これからもよ

ろしくおねがいいたします。
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◇ ◇ ◇ 報 告 ・ お 知 ら せ な ど ◇ ◇ ◇

福岡支部創立５０周年記念祝賀会
関 口 興 洋 (13643)

平成１９年、創立５０周年の大きな節目を迎えた福岡支部

の記念祝賀会が、９月２９日（土）天神の西日本新聞会館で

開催された。本部から神崎副会長が出席され祝辞の後、記

念講演が始まった。講師は平成１５年に秩父宮記念山岳賞

を受賞された中村 保会員。演題は「ヒマラヤの東」。東チ

ベットの探査で地道にパイオニア・ワークを積み重ねられ、

世界のアルパイン・クラブで高い評価を得ておられる岳人

である。地方ではなかなか聴講できない貴重な講演であっ

た。宴もたけなわ。その頃合を計り、福岡支部発展に功労

徰のあった松本 夫元福岡支部長と石原国利元東海支部長（現

在、福岡県篠栗在住）のお二人が特別表彰された。なお、

松本元支部長は今年４月に発刊された「ヒマラヤの東 カ

ンリガルポ山群 踏査と探検史」の著作により、平成１９

年度の秩父宮記念山岳賞を受賞され、年次晩餐会で表彰さ

れました。

（北九州支部の参加者、敬称略） 秦野一彦、大庭常生、

原 広美、板倉健一、伊藤久次郎、高畠拓生、関口興洋、西

村一利、室津健次、山田武史 計１０人

熊本支部も創立５０周年記念の祝賀会
高 畠 拓 生 (13541)

平成１９年１１月１７日、熊本交通センターホテル６階「椿

の間」で、県外３３人、県内３５人、合計６８人が参加して、

熊本支部設立５０周年記念祝賀会が開催された。日本

山岳会副会長鯵坂青青氏の来賓挨拶に始まり、功労者

表彰と続き式典は厳粛にとり行われた。

記念講演は、関西支部長重廣恒夫氏が「日本山岳会

とヒマラヤ登山」と題し、スライド映写で詳しくコー

ス説明され、現地の状況などが肌に感じる思いで静か

に聞き入り、講演時間が短く思えた。

懇親会では、各支部紹介、余興は宮崎支部１５人のコ

ーラス。熊本支部は、日舞田原坂などで盛大に賑わい

楽しかった。

熊本支部加藤功一、明兄弟の８月２１日～１１月１６日

の約３カ月間、ネパールヒマラヤより祝賀会に合わせ

前日帰国し、山行報告された。真っ黒に雪焼け顔で、

素晴らしい写真も見せて頂いた。「北九州支部は１０周

年記念に海外山行計画をされては」、との話もされた。

翌１８日の記念山行は小岱山登山で、ホテルを８時に

出発。小岱山国民休養地駐車場に移動（弁当、お茶各

自受け取り）。コースタイムは、登山口(9:40出発)→(1

0:25着)観音岳(473ｍ・45出発)→(11:17着・昼食)筒ヶ

岳(501ｍ・49発)→(12:31着)荒尾中央登山口(38分発)

→登山口(13:11着）。解散の時、アシックス・マイスタ

ー重廣恒夫氏より、登山者全員に「チャレンジ4000」

記念品、シャツ、バンダナ、4000山一覧表３点を配布

される。

北九州支部参加者 大庭支部長、大楠副支部長、

関口事務局長、溝部忠増、高畠拓生、山田武史の６人。

登山は、大楠、高畠、関口、山田の４人が参加。

平成１９年度 第３回 支部長会議報告
№13465 大 楠 益 弘

１２月１日、午前１０時から年次晩餐会会場で、平

成１９年度第３回支部長会議が開催されたので、その

結果を報告する。

（本 部）

○ 本年度の永年会員は３６人である。７年後には通

算３０９人増となる。収入として約５０００万円の減

収となるので、終身会費積立金の取り崩しも考慮

中である。また、一口５０００円の任意寄付もお願

い することも検討中である。

○ 本年度の名誉会員は、若林啓之助、平山善吉、

黒石 恒の３氏と決定した。

徰○ 秩父宮記念山岳賞は、福岡支部の松本 夫氏(山口

大名誉教授）が受賞。

○ 日本山岳会のロゴマークを使用する場合は、事

前に使用許可申請をしてほしい。

○ 今後の会議開催予定

２月１６日～１７日 事務局担当者会議

熊本支部創立50周年記念山行「小 岱 山」にて
しようたいさん
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３月２２日 通常総会

５月２４日 支部長会議 通常総会

９月 ８日～９日 支部長会議

○ ２００８年度の全国支部懇談会は、北九州支部で開

催するが、それ以後は未定。

（北海道）

この度はご迷惑をお掛けして深くお詫びする。

事故発生地は通常雪崩の起こるところではなく、３

年以上の経験者を対象に訓練を行ってきた。目下、

原因を究明中です。１２月８日に追悼集会を開催予定。

（宮 城）

２００８年１０月１８日～１９日、創立５０周年記念事業

実施計画中。

（京 都）

２００６年９月２日、奥美濃「左千方」遭難事故以来

中止していた山行活動を再開した。

（石 川）

創立６０周年記念としてインドヒマラヤ「マーン」

峰全員登頂。

（関 西）

四国分水嶺踏査継続。六甲山系一部地区３０年代

山容復元事業展開中。

（広 島）

新支部長杉村功氏就任。覇王山初登頂（創立１０

周年記念事業）

（東九州）

韓国山岳会蔚山(ｳﾙｻﾝ)支部との登山交流活動実施。

（熊 本）

創立５０周年記念事業実施。県内では若年層の登

山活動が活発であり、交流を深めたい。

２月、遭難対策講習会開く
山中で事故が発生した時、どうしますか。事故の大半

は転倒、滑落です。そのとき応急手当処置がパーテイ独

自でできるでしょうか。講習会では、ねんざ、骨折など

の手当、テーピングの仕方、止血方法、三角巾の使い方

などとあわせて搬出の基本を具体的に学びます。３月、

由布岳合宿のためのプレ講習会としての位置づけをして

います。万障繰り合わせの上ぜひご参加下さい。

（期日）２月１７日(土)

時間割 ①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：００

（場所）八幡東区帆柱町皿倉、皿倉山登山自動車道３合目

ふれあいの家北九州 ℡０９３－６６２－５６６８

（主任講師） 北九州支部会員 №5306 園 川 陽 造

（公認山岳上級コーチ、Ａ級スポーツ指導員）

（推進委員） 細川 功（№12364)、磯野文雄（№13533）、

大楠益弘（№13465)

（持参品） 上履き（スポーツシューズが好い。スリッ

パはなるべく避けること）

（申込先） 大楠益弘 （℡０９０－３１９６－８９３９、

FAX０９３－３７１－４９３３）

細川 功（℡､FAX ０８３２－４５－３３６２）

（〆切り） １月３１日（木）まで

登山教室開催 ～門司地区～

№13465 大 楠 益 弘

門司地区では、平成１３年から市立市民センターで「ふ

れあい健康まつり」と開催してきたが、平成２０年から、

大里東市民センターで実施されることになった。健康に
だ い り

ついて関心を持ってもらうことが目的であり、その一環

として登山による健康づくり講座を開催する。センター

館長が、一昨年開講した大里南市民センター登山教室の

受講生であり、センター職員が南市民センター同好会「門

司山歩会」のメンバー（当１月号に寄稿の山崎豊氏）で

あることもあって、ことは順調に進み、講師は北九州支

部から派遣することになった。「健全な登山啓蒙」を目的

とするＪＡＣの趣旨にも合致するものと思う。開設の要

領は次の通りとなる。

〔期 間〕 平成２０年２月～３月

〔内 容〕 第１回目「山登りと健康増進」２月９日(土)

第２回目「山登りの基本」 ２月１６日(土)

第３回目「山登り実技・矢筈山」３月１日(土)

〔開催場所〕 門司区下二十町１－１２

北九州市立大里東市民センター

（館長 早川美代子）

支部会友の助田陽一さん死去
十勝岳連峰 雪崩事故

報告 伊藤 久次郎 (13499)

平成１９年１１月２３日正午

すぎ、北海道十勝岳連峰・上

ホロカメットク山(1920m)の

安政火口付近で雪崩が発生

し、日本山岳会北海道支部会

員で、北九州支部の会友でも

ある助田陽一さん(68)と妻の

梨枝子さんら北海道支部の会

員１１人が巻き込まれた。助田さんは行方不明になり、２

４日午前１０時頃、捜索隊の山岳会員らに発見されて上

富良野町の病院に運ばれたが、すでに亡くなっていた。

梨枝子さんは２３日に救出されたが、右足骨折の大けが。

他の３人は２３日に心肺停止状態で見つかり２４日に救出、

死亡が確認された。

助田さん以外に死亡が確認されたのは、鈴木和夫(63)

さん、鶴岡節子さん(56)、吉澤宣哉さん(60) の３人。（医

師の所見で４人とも窒息死）

北海道長谷川雄助支部長の話から（概要）

○ 雪崩発生時の状況（聞き取り）

在りし日の助田陽一さん。
阿蘇大観峰で。2007.11.2
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現場を歩行中、進路の右前方に高さ３０ｍほどの岩壁が

あり、その上部から雲が沸き立つように雪が落下してく

るのが見え、一瞬にして全員を埋没してしまった。

○ 救出時の状況（中村リーダーからの聞き取り）

パーティの中村リーダー以下４人が自力脱出後、助田

（梨）、鶴岡ほか２人を掘り出した。付近で行動中の他パ

ーティが援助し、鈴木、吉澤を掘り出してテントに収容

し心肺蘇生を約１時間にわたって行ったが、蘇生しなか

った。助田（陽）は翌日１０時ころ、中村Ｌらがゾンデ

棒で発見、収容した。

又、ビーコンが反応したので、掘り出すと、若い男性

を発見、生存していた。（この男性が、上部から雪崩とと

もに落下してきたのを中村Ｌが目撃している。）

助田さんの通夜に900人参列
１２月１日の年次晩餐会とプレ山行（丹沢）の出発を目

の前にして、北九州支部の会友第１号である助田陽一さ

んの訃報に接し、１１月２８日、関口氏と伊藤の２人は、急

きょ北海道に飛び、助田さんの通夜に参列しました。通

夜は、２８日、帯広市のベルコ西シティホールで営まれ、

９００人の参列者が故人の冥福を祈りました。（１１月２９日

北海道新聞が写真入りで報道）

続いて翌２９日午前１０時半から、同ホールで葬儀告別

式が行われました。

助田さんとともに雪崩に遭い、けがをして入院中の妻

梨枝子さんも車椅子で参列、止めどなく涙を流し、声を

詰まらせていました。

亡くなられた助田さんと奥様の梨枝子さんは、南北交

流登山の草分けで、日光白根山や昨年３月の北海道ニセ

コでの雪山登山と雪洞体験、更に１１月３日の宮崎ウェス

トン祭などで顔を会わせたばかりでした。また亡くなら

れた鈴木和夫さん、鶴岡節子さんも北九州支部会員と親

交のあった方々です。ご冥福をお祈りいたします。

合掌

北海道支部遭難事故に対する支援
このたびの北海道の雪崩遭難事故について、支部会友

の助田さんや支部と交流のあった鶴岡さん、鈴木さんら

が亡くなられ、残念な結果となりました。事故発生に伴

う救援費用の一部を、支部としてもいささかなりとも支

援するために、大庭支部長名で支部会員の皆さんに任意

で、一口千円以上の募金を呼びかけたところ、５４人の

方々からご支援を頂きました。ありがとうございました。

山のニュース
（最近の新聞記事などから抜粋）

筑豊に百名山誕生
日本百名山を踏破(2005年８月)した福岡県飯塚市庄

司の榎 隆成さん(69)、数代さん(64)夫妻が「筑豊百

名山」を独自に選定した。最高峰は修験道の山として

知られる添田町の英彦山(1,200m)。最も低いのは宮若

市の原田山(125.5m)。ほかにも五木寛之の小説「青春

の門」に登場する香春岳(511m)などが含まれて、地域

色豊か。都道府県単位で百名山を選んだケースはある

が、一つの地域ではめずらしい。夫妻は「日本百名山

でなくても植生や地形、眺めなど、筑豊の山々も表情

が異なる」と魅力を語る。ガイド本作りも始め、同じ

山に何度も登るなど、入念な取材を続けている。

（２００７．１１．１３ 西日本新聞）

富士山と中国・泰山、友好山提携を報告
泰安市政府副市長が県庁訪問

中国で聖なる山として信仰を集める泰山(1,545m、

世界自然・文化複合遺産）の地元である泰安市政府の

林華勇副市長が１２日、静岡県庁を表敬訪問し、川口

正俊副知事に対し、富士山と泰山が「友好山」として

日本富士山協会（会長・堀内光雄衆院議員）と提携を

結んだことを報告した。

（2007年11月13日 東京新聞 ＴＯＫＹＯＷｅｂ）

南アルプスを世界遺産に
登録推進協が国へ要望

長野と静岡、山梨三県の十市町村でつくる南アルプ

ス世界自然遺産登録推進協議会（事務局・静岡市）は

2007年１１月２１日、「南アルプスの世界自然遺産登録に

向けた要望書」を環境省と林野庁へ提出した。世界自

然遺産登録に向けて課題が山積しているとして、国に

早急な取り組みを求めた。具体的には▽高山植物など

の被害対策▽国立公園地域、計画の実態に見合う見直

し▽自然保護官事務所の設置と、専任自然保護官の

配置▽エコツーリズム法に基づく支援策の拡充－の

４項目。

（１１月２２日 東京新聞 ＴＯＫＹＯＷｅｂ）

思い出の一コマ。南北交流登山で宮崎ウェストン祭に向か

う北海道と北九州。（１１月２日阿蘇大観峰で）

この写真は、助田さんが雪崩事故で亡くなった１１月２４日に、

本人から送られてきたもの。
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７５歳主婦 ヒマラヤメラピーク(6654ｍ)登頂

飯塚市片島の主婦木村多喜子さん(75)が2007年11月中

旬、ネパール・ヒマラヤのメラピークに登頂した。木村

さんは５０代で登山を始め、５８歳で初めてヒマラヤトレ

ッキングに出かけた。以後、毎年のようにトレッキング

や登山でネパールを訪問。７１歳でアイランドピーク(6,1

89m)に登り、２年後にはパルチャモ(6,273m)にも登頂。

今回が３回目。この２年間、毎朝１時間のウオーキング

を継続。ジムにも通って筋力トレーニングに励んだ結

果、現地の高度にもすぐ順応できたという。

（２００７．１２．６ 西日本新聞）

秩父宮記念山岳賞 松本さんが受賞
九州で二人目

山岳関係の優れた学術研究と登山活動に贈られる日

本山岳会の本年度の(第９回)秩父宮記念山岳賞を、松

徰本 夫・山口大名誉教授(78)＝日本山岳会福岡支部＝
ゆき

が受賞した。九州では二人目。松本氏は火山学者であ

るとともに、九州の祖母・傾山系、屋久島の山岳と渓

谷のルート開拓、パキスタン、南極観測、中国西域遠

征などで知られる登山家、探検家。今回の山岳賞は、

松本氏が２００１－０５年、同山岳会福岡支部の中国・チ

ベット自治区にある「カンリガルポ山群」の踏査隊長

として５回にわたり現地を調査。３７の高峰の山名を明

らかにしたほか、専門分野の地質に加え、気候、動植

物、民族などに関する八百㌻に及ぶ学術書を出版。そ

の功績が評価された。

（２００７．１２．１５西日本新聞）

北アルプス槍ヶ岳 雪崩 登山者４人死亡

2008年1月１日午前零時ごろ、北アルプス・槍ヶ岳(3,

180m)の標高約2,000m地点にある槍平小屋（岐阜県高山

市）のすぐ東側で雪崩が発生、テントで就寝中だった

２グループの登山者計７人が生き埋めになった。高山

署によると、1人が自力で脱出、別の登山者らが６人を

救出し小屋に運んだが、徳島岳人クラブの男性２人と

三峰山岳会の男性２人の計４人が死亡した。他の３人

は無事だった。 （２００８．１．３ 西日本新聞）

犬鳴登山に新ルート
愛好者ら６人が開設

年間一万人が登山する宮若市の犬鳴山(584m)に、同

市内の登山愛好者ら６人が協力して、新しいルートを

開設した。従来のルートは急斜面で滑りやすく危険だ

ったが、新ルートは緑あふれる自然林を満喫しながら

気軽に登山が楽しめるという。ルートを開設したのは

同山の環境整備に取り組む沢田憲孝さん(63)と地元の

登山愛好者でつくる「里山の会」、市観光協会の有志。

新ルートの入口は、県道２１号をレストラン「米の

花」で曲がって犬鳴ダム周回道路に入り、約１００メー

トル進んだ地点。付近には公共駐車場もある。入口か

ら約１５分ほど山道を歩いた後、尾根伝いに北西へ進

むコースで、山頂まで約３㌔。所要時間は約１時間。

（２００８．１．７ 西日本新聞）

エベレスト初登頂のヒラリー氏が死去
ニュージランド首相府によると、世界最高峰のエベレ

ストに初登頂した登山家、エドマンド・ヒラリー氏が１月

１１日、オークランド市内の病院で死去した。８８歳。

死因は明らかにされていない。英ＢＢＣによると昨年４

月のネパール訪問後、体調を崩していた。 彼は、ニュ

ージランド北島生まれ。１９５１年に英国によるエベレス

ト(8848m)の偵察遠征隊に初参加。５３年、英国の第９次

エベレスト遠征隊に参加し、ネバールのシェルパ民族ガ

イド、テンジン・ノルゲイ氏（故人）とともに５月２９

日、頂上に到達した。６０年代にヒマラヤ基金を設立、

ヒマラヤの人々の生活向上に尽くした。

（２００８．１．１１ nikkansuports.com）

遭難男性１２日ぶり下山
１２月末に山形、福島両県境の吾妻連峰に入ったま

ま連絡が取れなくなっていた埼玉県羽生市の会社員中

村雅之さん(55)が１月１１日午後３時ごろ、福島県北

塩原村のスキー場付近に自力で下山した。中村さんは

同県会津若松市内の病院に搬送。両足に軽い凍傷があ

るが、会話は出来る状態で命に別状はないという。入

山から１２日ぶり。下山予定から９日が過ぎていた。

入山当初から予想以上の積雪で予定通り進めず、１

月３日に食糧が尽き、４日に迷ったと思ったという。

その後は雪や沢の水で空腹をしのぎ、塩や風邪薬をな

めた。昼間に歩き、夕方の早めにテントを張っていた。

携帯電話もコンパスも持っていなかった。中村さんは

「駄目だと思っていた。冬山も夏山もやめる」と述べた。

（２００８年１月１２日 西日本新聞）

２００８年度 全国支部懇談会 北九州開催(予告）

北九州は、源平合戦の壇ノ浦や、佐々木小次郎と宮本無才の決闘で有名な巌流島があります。又関門海峡にか

かる関門大橋、さらには海峡（海）の下を歩いて渡れる関門トンネルと中央分水嶺。海峡を見下ろす門司の風師

山には、マナスル隊隊長として初登頂した元日本山岳会会長“槇 有恒”氏の歌碑もあります。どうぞ歴史の町北

九州へおいで下さい。

○ 日 程：平成２０年１０月１１日（土）～１２日（日）

○ 会 場：ホテルニュータガワ（北九州市小倉北区古船場町３－４６）
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山行計画のご案内

３月の山行

1、由布岳 山岳救助訓練
(3/15～16)

１．期 日 平成２０年３月１５日（土）～１６日（日）

※1６日のみ（日帰り）の参加も可

２．集 合 ３月１６日(日)午前７時３０分に由布岳正面

登山口に、各自で集合

３．概 要 由布岳西峯岩場下にての負傷者（捻挫に

て歩行困難）救助を想定して、

① 個人としての救助方法（セルフレスキュ

ー）の体験、

② 山岳会としての組織的な救助に係る取組

みの体験を目的として、実施します。

４．その他 ① 山頂を目指す登山ではありません。与え

られた役割を果たし、岳友の遭難に際して

の個人や組織の対応力の向上を目指します。

② 享楽的な登山ではありませんので、行動

食となります。また、飲酒を禁止します。

③ なるべく、２月の救助技術講習(担当：

園川）を受けてください。その際に今回の

山岳救助訓練計画の説明をします。

５．申込み ２月９日までに、宿泊の有無を明らかにして、

大楠（090-3196-8939、FAX093-371-4933）

又は細川（TEL.FAX0832-45-3362）まで、

申し込んでください。

なお、前日から宿泊する場合の宿泊料は

3000円（素泊まり）です。 以上

2、信州「雨飾山｣ｽﾉｰﾊｲｸ(3/13～16)
３月の山行に支部では、初のスノーハイクを計画しまし

た。場所は信州でも雪深い里として知ら

れる北安曇郡小谷村です。主フィールド

は、百名山の雨飾山を選びました。道具

は、レンタルできますので、初めての方

も安心して参加できます。

日程：'０８年３月１３日（木）～１６日(日）３泊４日

毎月第４水曜日

毎回盛況！

１月のサロン(新年会)は、２３日(水）

２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30ｍ）

費用 3,000円前後（ワリカン制です）

編集後記 ○ 最近は北九だよりの発行が遅

れ気味です。原稿を書いて下さ

る方は、なるべく早く送って下さい。次回の原稿〆切

は２月２５日にします。それまでに、山行記、山のニ

ュース、その他の原稿なども、よろしくお願いし

ます。 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 伊藤久次郎宛。
℡/Fax 0947-42-2772

Eメール原稿は、
アドレス rw4ux6＠bma.biglobe.ne.jp です。
デジカメ写真は、縮小せず添付で。

場所：長野県小谷村「雨飾」、塩の道（予定）

現地での日程：

１４日(金）雨飾山スノーハイク(9:00～15:00)

１５日(土）スノーハイク組：塩の道ウオーク

スキー組：栂池スキー場

費用：交通費、宿泊費含めて約６０，０００円

レンタル、ガイド料は別料金

申込み期日：２月１０日まで

問い合わせ先：大庭090-5029-9949まで

４月の山行

陶ヶ岳、クライミング研修
す え

（山口市･四辻、4/20）
１．期 日：’０８年４月２０日(日)

２．交通手段：自家用車

３．集合場所：一宮町、玉姫殿向い側空地

４．日 程：

４月２０(日）6:30 玉姫殿空地出発→山口市･四辻/

陶ヶ岳

クライミング・ロープワークの研修

５．費 用：現地までの交通費は各自負担（行動食

は各自準備）

６．ハーネス、カラビナ数枚、シュリンゲ数本（研修

に必要です。各自準備下さい。）

７．申し込み：細川、

８．締め切り：４月１４日まで

９．陶ヶ岳の場所（地図）


