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すでに全国から160人申込み(9/5現在)

秋の全 国支 部懇

北九州支部主管の第24回全国支部懇は９月５日現在、本部から宮下会長（旧門司市出身）をはじめ、

19支部160人の参加申込みがまいこんでいる。支部単位では宮崎の26人をトップに、北海道からも９人参

加予定。記念山行の申込みでは、Aコースの福智山登山が65人と一番人気で、ついでCコースの関門歴

史散策42人、Bコースの平尾台～貫山登山は16人となっている。なお、支部会員全員の参加協力が必要

ですので、別紙申込書に記載の上、早急に申し込みをお願いします。
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第24回 全国支部懇談会のご案内

と き 平成 20年10月11日（土）～12日（日）

ところ 「ホテル ニュータガワ」

北九州市小倉北区古船場３－46 （ＴＥＬ：093-521-7000）

日 程 1 0月 1 1日（土）

○ 受 付：13:00～14:30

○ 懇談会：15:00～ 17:30 会場 ２Ｆ「華 栄」 （司会 大楠 益弘）

記念講演 「松本清張と小倉」

講師 梅光学院大学 小 林 慎 也 教授

○ 懇親会：18:00～ 20:00 会場 ３Ｆ「月 華」 （司会 末吉 史忠）

アトラクション 小倉祇園太鼓

10月 12日（日）

○ 記念登山（詳細は次ページに。貸し切りバス利用）

Ａコース 北九州の最高峰、福智山(901ｍ)へ

所要時間：約７時間（ホテル～小倉駅）、小倉駅で解散(16:00頃）

Ｂコース 国の天然記念物のカルスト地形、平尾台～貫山(700m)へ

所要時間：約７時間（ホテル～小倉駅）、小倉駅で解散(16:00頃）

Ｃコース 関門の歴史散策

下関市長府の旧城下町～功山寺（舎利殿は国宝、高杉晋作挙兵の地）～

赤間神宮（祭神、安徳天皇）～火の山(268m)～壇ノ浦（源平合戦の地）～

・・・（関門トンネル人道経由）・・・和布刈～風師山(362m、槙 有恒元会長の

記念碑見学） 所要時間：約７時間、小倉駅で解散(16:00頃）

参加費

（１）懇親会、宿泊、記念登山参加の場合 20,000円

（懇親会費、宿泊費、記念品代、弁当代、交通費を含む）

（２）懇親会と記念登山に参加の場合 9,000円

（懇親会費、記念品代、弁当代、交通費を含む）
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（３）懇親会のみ参加の場合 6,000円

（懇親会費、記念品代を含む）

（４）記念登山のみ参加の場合 3,000円
（記念品代、弁当代、交通費を含む）

定 員：会場の都合により先着200人まで

申込み期限：平成20年９月19日まで（北九州支部会員のみ）

参加申込み：〒800-0053 北九州市門司区新原町１２－２７、関口 興洋方、支部事務局へ

TEL/FAX:093-382-6436, Eメール：sekikoyo@sage.ocn.ne.jp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

小倉駅～「ホテル ニュータガワ」までの交通アクセス

（１） 小倉駅３Ｆ（新幹線、在来線の改札口フロアー）よりモノレールで

２つ目の「旦過（たんが）」まで３分(10分おきに運行）、料金100円、

旦過駅より徒歩約１分。

（２） 小倉駅（南口、バスセンターそば）からタクシーを利用した場合、

５分程度、料金650円。

＜ご案内＞ １０月１１日（土）は、小倉駅バスセンター、新幹線改札口、

モノレール小倉駅改札口、モノレール旦過駅改札口に北九州支

部会員が待機し、ご案内をします。 以上

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

記 念 登 山 の ご 案 内

(1)Ａコース 北九州の最高峰 福智山(901m)登山
ふ く ち や ま

と き 10月12日（日）

集 合 午前７時45分、ホテル玄関前。（現地集合は8:30）

交 通 貸切バス（現地集合はマイカーで）

行 程 ホテル出発(08:00)～鱒 淵ダム(08:30)～体操等諸準備～鱒淵
ますぶち

ダム出発(09:00）～鈴ガ岩屋コース入り口(09:30）～福智山着

（11:30）～昼食～福智山発（12:30)～ホッテ谷新道入り口

(13:00）～鱒淵ダム（14:50)～点呼、人数確認～鱒淵ダム発

(15:20）～小倉駅着（16:00）解散。

担 当 リーダー山田武史

(2)Ｂコース カルスト地形の平尾台～貫山(712m)登山
ひ ら お だ い ぬ き さ ん

福智山は、北九州市小倉南区、直方市と田川郡福

智町にまたがる。広域的には筑紫山地に属するが、

皿倉山から香春岳に連なる福智山地の最高峰である。
か わ ら

この山地の東側は、小倉の市街を貫く紫川の源流が

谷を刻み、西側には筑豊の平野に遠賀川が流れてい

る。二つの川の源流、支流の奥には菅尾、七重、白

糸など多くの滝が懸かっている。山体は古生代の砂
か

岩、粘板岩および塩基性変成岩からなる。

山頂付近は露岩が点在する草原であるが、ふもと

から中腹にかけてイヌシデ、アカガシなど照葉樹林

が広がる。

西側の山腹に鷹取山がある。福岡の民謡「黒田節」

ゆかりの母里太兵衛の居城であった城跡である。
も り

登山路は、東側（小倉南区側）、西側（直方市、

福智町側）から多くのルートがある。

（新日本山岳誌から）

北九州国定公園の中心地平尾台は、国内有数の

カルスト台地で、広大な草原に白い石灰岩が無数に並

ぶ羊群原や鍾乳洞、ドリーネ(石灰穴)が独特の景観
ようぐんばる

を展開している。平尾台の北端に貫山地の主峰・貫山

がある。（山と渓谷社・福岡県の山から）

貫山は、北九州市小倉南区にあって、大局的には筑

紫山地に属する。カルスト台地の平尾台から南西に連

なり、大阪山に達する山地の最北端に位置し、この山

福智山
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と き Aコースに同じ

集 合 Aコースに同じ（現地集合は８時40分、吹上峠）

交 通 Aコースに同じ

行 程 ホテル発(８:00) ～吹上峠（８:40～９:00）～大平山

(９:40～９:50)～四方台(10:30～10:40）～貫山(11:20

～12:00、昼食）貫山より下山時、平尾台散策(広谷

湿原、ピナクルなど)茶ヶ床園地よりビジターセンタ

ーへ（14:10～14:40）ビジターセンター発(15:00）

～小倉駅着(16:00）解散。

担 当 リーダー大城戸昌敏

(3)Ｃコース 関門の歴史散策と風師山(362m)
か ざ し や ま

と き Aコースに同じ

集 合 Aコースに同じ

（支部会員の現地集合は、８:50長府観光会館）

交 通 Aコースに同じ

行 程 ホテル出発(8:00）～下関の長府観光会館

(9:00)～功山寺など散策(舎利殿は国宝、高

杉晋作挙兵の地)～赤間神宮(10:40)～火の山(268m、11:45着、昼食)～

壇ノ浦)～関門トンネル人道入口(12:40)～ (徒歩)～和布刈出口(13:30)～風師山
め か り

登山口(14:10)～風師山(362m)徒歩往復（槇 有恒元会長の記念碑見学､

15:00)～小倉駅着(16:00）解散。

担 当 リーダー原 広美

風師山は、北九州市門司区にある。福岡県の北西部、

関門海峡に向かって突き出た企救半島の先端に位置し、

大局的には筑紫山地の西北端にある。山頂部は北から

風師岩頭、風師山、風師南峰と三つのピークが連なる。
かざ しがしら

風師山とはこれらの総称である。

山体は古生代後期の砂岩、粘板岩からなるが、西北

山麓部中生代白亜紀とされる関門層群の堆積岩からな

る。市街地に近く、眺望も良いことから全山が公園化さ

れ、北九州市民に親しまれている。なお山頂には、

槇 有恒元日本山岳会会長の記念碑がある。

（新日本山岳誌から）

国定公園の平尾台

赤間神宮に祭っている
耳なし芳一の像

安徳天皇を祭る赤間神宮

風師山頂上にある 槇 有恒 元会

長の記念碑

関門海峡をにらむ天

保製長州砲

地の最高峰である。この山は北側からとその他の側から

では対照的な様相を見せる。北側の小倉南区曽根方向

からは、富士山型の秀麗な山容であるが、ほかの方向

からは台地上の瘤という平凡な姿でしかない。
こぶ

山頂付近は白亜紀の鞍手花崗岩、その南側はカルス

ト台地が広がり古生代の石灰岩からなる。

（新日本山岳誌から）

支部懇記念品「カジュアルバッグ」を製作

北九州支部主管の、第24回全

国支部懇談会開催を記念して、

右の関門橋をデザインした版画

を刷りこんだ、カジュアルバッ

グを制作。支部参加者に配布

すると共に、販売もする予定。1,000円。

北九州支部実施による

中央分水嶺踏査記録集「踏みあと」発行
日本山岳会創立100周年記念事業の一つとして実施さ

れた、日本列島中央分水嶺踏査の一部

を、北九州支部が踏査した苦闘の記録。

踏査から反省、参加者による言いたい

放題の思い出座談会や歴史余話など。

60件に上る本部報告書など資料として

添付。10月１日発行。支部懇会場でも

発売予定。Ｂ５版、1,000円。

第４代と第７代のＪＡＣ会長を務めた槇 有恒氏(仙台市

出身)は、昭和32年10月、マナスル登頂の報告会が九州で

開催された際、門司の堤 甚五郎氏(4162･故人)の案内で、

風師山に登った。その時の記念で建てられたのがこの記念

碑であると、堤甚五郎氏の著書「かんざし小屋」(風師山

避難小屋の名前)に書かれているそうである。



( 4 ) ＪＡＣ北九だより 第43号 平成20年（2008年） ９月 発 行

５月24日（雨）

小雨の中、英彦山山開きの前夜祭に参

加のため自宅を出発。

山に近づくにつれ段々と雨足が激しく

なり、夕方からどしゃぶりとなった。

私のわがまま勝手な判断で、今夜の宿

泊は「森の家」で食事・風呂・翌日の

弁当付と固く思い込んで「森の家」に着

いたときは、日も暮れかかっており周辺

の木々が覆い茂り、雨音だけが大きく聞

こえて超静かでした。雨の中、車の中か

ら目を凝らしてフロントをのぞいたところ、

節電しているように見えましたので車から

降りて正面に行きドアに手をかけました。

そして、やっと宿が閉鎖されていることに

気付きましたのであわてて、副支部長の

伊藤氏に連絡をしたところ、キャンプセン

ターのバンガローでの宿泊とのことでした。

思い込みとは恐ろしいもので宿泊場所

は、絶対に食事風呂付の「森の家」と

確信していました。ですから私は、シュラ

フも防寒着も何も準備をしていませんでし

た。大名登山のつもりで、風呂上がりの

着替えだけをしっかりとデイバックに詰め

込んで、勇んで自宅を出たのですが哀れ

な結果となりました。最終的にはキャン

プ場の管理センターで毛布などを借り

て何とか一件落着しました。

前夜祭の始まるまで、集会所のような

棟で、JAC平山前会長夫妻・支部長を

囲み、会員20数人で田川名物の元祖「山

賊鍋」をつつきました。

乾杯は、平山元会長

から差し入れのあった南

極の氷の焼酎ロックで

はじまりました。そして

手品でも見るようにどこ

からか、うまそうな黒霧

焼酎・八海山などが次

々とあらわれては中身が

なくなっていきました。

時間が経つに連れて、

それぞれの自慢話や自

己紹介などで宴が盛り上がりました。そ

して、全員の自己紹介が済むと、本日

の目的である前夜祭参加のため会場の

青少年研修センター体育館へと雨の中

をマイクロバスで移動しました。

私は、前夜祭の参加は、初めてであり、

激しく屋根を打つ雨音と太鼓の音を聞き

ながら、郷土踊りや山伏問答など約1時

間半に渡り興味深く観賞し、最後は参加

者に振る舞われたカッポ酒で締めくくられ

ました。

それからまた酒宴場の棟に戻り、山談

義に花を咲かせました。あっという間に夜

もふけて、それぞれが宿泊バンガローに

戻りました。

５月25日（曇）

昨日からの雨も止んで、バンガロー

を出ると周辺の緑が映えていた。草木

の葉っぱには水滴がしがみついており、

指先で一つ転がすと、他の水滴を道連れ

に葉音を立てて地上に落ちていった。

空気はヒンヤリとして心地よく、私の日

常生活圏内にはこのような状況はない。

正に「一刻値千金」であった。

雨上がりの自然は、何もかもが洗い流さ

れて美しい。

濡れた岩と樹木・水滴の乗っている青

葉と濡れ落ち葉、それに斜光に映る水蒸

気などすべてが美しい。昨日の天候とは

打って変わり、素晴らしい登山日和とな

った。

11時からの上宮での祈願祭を終え、昼

食となったのですが、本日の昼食準備を

していなかったので、伊藤さんと平野さ

ん達から貴重な食料をわけていただきま

した。昼食ができたのも上宮で私の勝手

な判断を宮司さんに祓って貰ったおかげ

と思っています。ハイ。

この日の一番の思いを私なりに五七五

で並べてみました

雨上がり木陰に独りギンリョウソウ

ギンリョウソウはユウレイタケの別名を持

ち写真では知っていましたが、実物を

５月 定例山行報告 英彦山山開き

北九州支部５月の英彦山山開き山行を、中岡会員が報告。なお前夜祭には、

前会長の平山善吉夫妻や会友の平井喜久枝会員（千葉支部）も参加された。

雨の英彦山 山開き前夜祭と花の登山道

№14206 中 岡 邦 男
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見るのははじめてでした。木陰の薄暗

いところで、白い衣を着て恨めしそうに

独り立っているギンリョウソウは、寂し

そうでしたが、私の前を歩いておられ

た○○さんの説明では「うつむいてい

る顔をのぞくと美しいですよ」とのこと

でしたので、何となく嬉しくなりました。

７月27日（日）、晴天。秋月キャン

プ場の駐車場に９時集合。自家用車

６台に分乗。遠路福岡市、下関市、

北九州市、京都郡みやこ町、地元と

参加者15人が顔をそろえました。駐

車場を出発して２分ほどで登山口。

日陰の広場でリーダーの西村信子さ

んから、コースや予定時間などの説

明があり、また自己紹介もすんだ。

救急担当の関口事務局長の体操指

導で、身体を柔らかくする。また、

水分補給についても注意があった。

計画書どおりの出発９時20分。屏

山、正確に12時到着。古処山、だん

ご庵（15時40分）、下山駐車場も予

定どおりの到着でした。リーダー西

村夫妻が事前に、休憩場所やタイム

調査の下見登山をされていたおかげ

です。そして、大将隠しや不動明王、

磨崖仏などの見物する場所を案内し

ていただきました。沢水でジュース、

お茶缶を冷やして、無人販売と思わ

れる水場を渡り、急斜面のキツネノ

カミソリ群生の写真撮影ポイントで小

休止する。天然記念物ツゲ原生林を

通り抜け、縦走路尾根に出る。急坂

を下り、768mから屏山まで標高差15

9mを登り、予定どおり正午到着した

ことに驚く。

昼食後、嘉麻市側の展望が良く、

三郡山系、福智山系、平尾台竜ガ

鼻を見る。私が管理している三高山

山小屋は、見つけることができなか

ったが、国道322号山田大橋が見え、

付近の地形を説明する。

屏山より古処山まで1.7ｋmを引き

返す状態で、古処山に着く。20分休

憩の間、10人ほどで磨崖仏見物に行

く。樹林帯を歩くので、木漏れ日と

涼しい風で、心地よい山歩きでした。

国道322号八丁越え下山口に着き、

秋月街道旧八丁道石畳を下り、だん

ご庵に到着。涼を求める子供たちが、

水泳を楽しみ、にぎわっている。た

くさんの親子づれ、アベックたちで

駐車場は満車。貸し切りバスは、別

の離れた場所に駐車した、運転士も

整理人も暑さでバテ気味と話をして

いました。

さて、我々もキャンプ場駐車場に

戻り、無事下山できましたことを報告

します。西村夫妻リーダー、ありが

とうございました。

コースタイム

秋月キャンプ場(9：20)→５合目林道

(10：04)→水舟(10：52)→ツゲ原生

林(10：59)→縦走路(11：22)→屏山

(12：00～12：33)→縦走路(12：57)

→大将隠し分岐(13：09)→古処山(13

：36～13：58)→馬牧場(14:00)→八

丁越え下山口(14：58)→だんご庵(15

：40)→秋月キャンプ場駐車場(16：13)

参加者 15人

西村信子 馬場基介 高畠拓生

関口興洋 西村俊二 室津健次

山田武史 大木康子 末次幸子

森本信子 佐伯近史 末永 勉

隈部寿子 河内三千代 松尾静香
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参加者（敬称略）
平山 善吉(千葉支部）

夫人
平井喜久枝(千葉支部）
大庭 常生(北九州支部）
日向 祥剛(以下同じ）
原 広美
伊藤久次郎
西村 信子
馬場 基介

高畠 拓生

関口 興洋

藤田 傳(北九州支部）

西村 俊二(以下同じ）

山田 武史

大石そなえ

中岡 邦男

大木 康子

森本 信子

榊 俊一

伊藤トモエ

平野 一幸

佐伯 近史

萩尾 常利

大林 元（ＦＰＭＣ)

当日参加
舛木 隆(北九州支部)

丹下 洽 同

丹下香代子 同

岩下 昌彦(ＦＰＭＣ)

志牟田浩之 同

讃井 啓介 同

安田 同

佐々木 （一般）

合計3２人

７月 定例山行報告 古処山(860m)～屏山(927m)縦走
こ し よ さ ん へいざん

キツネノカミソリ観賞

計画書どおりの時間にピタリと着く

記録担当 №13541 高 畠 拓 生

ツゲの原生林で有名な古処山山頂
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６月５日、仲間と高速船トッピーで屋

久島へ上陸。そしてバスで安房へ。

観光案内所の女性が、今年のシャク

ナゲは14年ぶりの開花だという。実は

私たちは昨年11月、山中三泊の縦走

でツボミの多さを確認しての再登山で

ある。福井県の男性とタクシーを乗り

合わせ、淀川登山口まで入った。

12:00登山口出発。満開のシャクナ

ゲと白いサクラツツジが点々と続く中を

淀川小屋着12:35。小屋の中はガラン

としてだれもいない。休憩10分。時間

も早いし青空も見えだしたので、投石

の岩屋をめざして出発した。福井県の

男性もついてきた。花の江河着14:10。

鹿がノンビリとコケを食べていた。10

分休んで出発。黒味岳を往復する時間

はあるが、パスした。

15kgのザックだが天気は良いし、こ

のコースは急坂がないので楽だ。

シャクナゲが多くなり、小川を過ぎ

ると投石平までひと登り。15:00着。シ

ャクナゲの大群落が投石岳を覆ってい

る。しばらく眺める。

３３年前、単独で泊まった投石の岩

屋は砂地で居心地が良いが、今日は

風がある。残置のブルーシートを敷い

てテントを張った。

花の江河以降、登山者は全く通らず、

３人でゆっくり夕食をした。

６月６日、薄曇り。岩屋発６:30ゆる

やかな登りをシャクナゲの花に感嘆の

声を発しながら歩く。風があるので汗

は少ない。急坂を登り、７:50宮之浦岳

に着く。先客２人がいた。これから登る

永田岳が素晴らしい。遠くは霞んでい

るので海は見えない。

10分休んで焼野三差路へ下る。縄

文杉へ行く福井県の人と別れ、永田岳

へ向かう。これから先の永田歩道は昨

秋通ったので、状況は知っている。永

田岳への最後の登りは、今回の山行

で一番きつい。何度も立ち止まり、振

り返り山頂着９:10。ここからの宮之浦

岳の姿は最高だ。日本屈指の景観だ

と私は思っている。昨秋はこの山頂で

３時間もノンビリした。今日は20分休ん

で下山開始。ここから鹿之沢小屋まで

が最大のシャクナゲの群落地だ。屋久

島では淀川登山口から山頂まで同時に

開花している。低地ではウスゲシャク

ナゲ、山頂近くは樹高の低いヤクシマ

シャクナゲだからという。

鹿之沢小屋着10:05、宿泊予定を変

更し、１５分休憩後花山歩道から大川の

滝へ下山することにした。小川を３度渡

り、少し登ると後はひたすら下りばかり。

この花山歩道はヤマヒルが多いと聞

いていたが、天気に恵まれ一匹もいな

い。幸運だった。バス停まで５時間以

上の下りだが、原生林は素晴らしい。

英彦山の鬼杉クラスが数多くあるが、

名前のないただの屋久杉だ。屋久杉

がなくなり、急坂を下ると花山歩道入

口の大川林道に出る。

最終バスで安房まで出ようとバテ気

味の仲間を引っ張り、砂利道を下る。

野ザルの群れに威嚇されたりして、大

川林道入口に１６時に着いた。

夜は安房の宿でカンパイ！ これで

屋久島での雨なし登山は３勝１敗とな

った。

昨年９月、西穂高岳から奥穂高岳の縦

走計画が、西穂山荘で台風の接近に会い、

雨と強風のためにやむなく焼岳と乗鞍登山

に変更し、あこがれのジャンダルムにいく

ことができなかったので今年、リベンジを

梅雨明けの７月中旬に決行しました。

今回の登山は前回と同じメンバーで、私（№14523）と平野一幸さ

ん（北九406）の２人登山です。

７月１１日（金）仕事を終え、家で夕食後博多発21時１１分の新幹線

に乗車し、すでに発車している寝台特急はやぶさに広島で乗り換え、

名古屋に５時16分着、７時松本行までの間洗面と朝食をホーム上でと

り、松本駅に９時５分到着しました。

今回は松本駅に息子夫婦が迎えにきてくれているので、車で新穂

高温泉まで送ってくれた。当初計画は、松本バスセンター発10時35

分で、新穂高温泉着12時35分着の予定。

時間にゆとりがあるので途中、喫茶店に寄り、コーヒーなど飲みな

がら息子夫婦と久しぶりの話をし、新穂高温泉に11時30分到着。

ＪＡＣ北九だより 第43号 平成20年（2008年） ９月 発 行

山行記 屋久島

シャクナゲに感嘆の声
№13819 太 田 満

シャクナゲの花

山行記 北アルプス西穂～奥穂縦走記

あこがれのジャンダルム、リベンジ登山

№14523 榊 俊 一

西穂高岳の山頂に立つ二人（右が筆者）

夏

休
み
特
集
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第一ロープウエイを12時00分発で、

急勾配を早いスピードで、新穂高温泉

駅（１１１７ｍ）から鍋平高原駅（１３０

５ｍ）の188mを、４分で到着。

鍋平高原駅から徒歩２分でしらかば

平駅のレストランで昼食。観光客でい

っぱいで、登山者は２人だけでした。

第２ロープウエイに12時45分発に乗り

込む。このロープウエイは２階建てで、

100人以上乗車できる大型ロープウエ

イ。周りの山々や景色を見ながら西穂

高口駅まで高度差848mをなんと７分で

登る。

ここ西穂高口駅は2156mのところに

あり、待合室、売店、軽食コーナに展

望台が設置され、西穂高岳が望めます。

ここで、息子夫婦とわかれ、登山の準

備をして13時37分2人の登山開始。時

間的にゆとりがあり、ゆっくり進んでい

こうといいながら、前回と同じ１時間後

には西穂山荘に到着。

山荘につくなり受付前に生ビール。

ぐぃーっと飲み、爽快感が広がります。

一息入れた後、山荘の受付を行い部

屋に入りました。今日は山荘がいっぱ

いになりそうとのことでした。さっそくリ

ュックをほどいて焼酎の出現です。夕

食まで時間があり、飲むしかないので

す。夕食後、明日のため早めに寝て、

３時30分起床です。

早朝の登りですが、何とか体が起き

るまでがんばって西穂独標(2909m）に

５時20分到着、写真と朝食をとり、20

分後出発、ピラミッドピークを通過し、

西穂高岳(2909m)に６時50分到着しまし

た。記念の写真を撮り、ここまで登っ

てきた人は７人ほどいましたが、この

先に進むのは２人だけです。

西穂高岳より岩場の急登の連続で、

息が上がります。「はーはー」いいな

がら天狗山頂を９時15分に通過、垂直

に近い下りを降りると天狗のコルに９時

52分につきました。ここから、今はなく

なった岳沢ヒュッテ小屋のあとが見え

ます。

これからがまた、垂直に近い岩場の

登りの連続で、さらに息が上がります。

岩場は両手両足で登っていきます。

やっとジャンダルムが見え、ジャンダ

ルムの麓で１２時00分となり、ジャンダ

ルムを見ながら昼食。あこがれのジャ

ンダルムを前に昼食の弁当もおいしく

なります。

昼食後、リュツクを置きジャンダル

ムに登り、12時27分頂上に到着、記念

写真を撮り、出発しました。

ロバの耳を慎重に進み、馬の背に向

かうとき雨が降り出し、カッパを着用し、

岩場の馬の背をさらに慎重に進みます。

雨で岩が濡れて滑りやすくなってき

ました。

あと一息で奥穂高が見えています。

慎重に、慎重にゆっくりと進み、やっと

奥穂高岳山頂に14時00分に到着しまし

た。途中雨に遭ったり、岩場の登り下

りの道探しなど、で予定していた時間

より１時間程度オーバーしましたが、完

走できました。

これから下りで穂高岳山荘に向かい、

山荘到着後、ビールで乾杯し、念願

の北穂から奥穂のジャンダルムを完走

できたことを祝い、焼酎を飲みほしま

した。

山荘の部屋から家族や友人に完走の

電話をかけ、無事なことを報告しました。

この縦走は年をとると非常にきびし

いなーとおもいました。ジャンダルム

だけであれば、奥穂よりジャンダルム

の往復か、天狗のコル経由岳沢、上

高地が楽みたいです。

翌日７月14日、朝起きると足、腰お

まけに岩場をしっかりつかんだため肩

にもこりがあります。きょう１日の辛抱

です。穂高岳山荘から奥穂、前穂、重

太郎新道の予定で、奥穂に向かいまし

たが雨と強風で途中断念し、穂高岳山

荘に引き返し、涸沢、横尾、徳沢、明

神、上高地と変更し、バスで乗鞍の民

宿に行きました。乗鞍の民宿は温泉で

す。ゆっくりと足腰肩をもみほぐし、疲

れをとり爽快になったところで改めて、

完走した記念の祝杯をおこない、一泊

し、翌日帰宅しました。

非常に高低差がある急登の危険性

の高い岩場の連続で、完走した征服

感のある登山でした。

おわり

７月11日（金）

福岡空港８:05発。羽田空港９:40着。

（福岡、長崎、宇部からも19人参加）

読売バスにて富士浅間神社参拝。安

全登山を祈願して、富士スバルライ

ンで５合目登山基地に到着(13:15）。

登山準備。富士登山案内人、川手

洋子さん（23歳、大学1年生）と合

流し、15:05出発。７合目花小屋17:1

3到着、宿泊。18:00ごろ同小屋で、

北九州支部の橋本建一郎さん(13743)

と出会う。

夏
休

み
特
集

あこがれのジャンダルムで

山行記 富士登山

75歳！ ３回目の富士山行
7月11日～13日（２泊３日）

№13541 高 畠 拓 生

歳
で
３
回
目
の
富
士
山
に
登
頂
！

75
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７月12日（土）

４:38雲の上よりご来光、撮影。４

:45朝食。花小屋５:30出発。８合目太

子館７:20到着。宿泊の部屋に荷物を

置き、軽量化、８:20出発。吉田口（須

走口）頂上12:07到着。昼食後お鉢

めぐりをする。浅間神社奥宮にて高

齢者登頂記帳、75歳を記念して記す。

日本最高峰剣ガ峰3776m、13:55到

着。記念撮影。ガスっていたがまあ

まあ・・・。橋本さんと友人を記念撮影。

１周して下山道を下り、16:50太子館に

到着し、宿泊する。17:30夕食。下

山準備でザックを詰め込み直す。前

室の仮眠組は、23:00より登頂に向か

い出発する。団体がいなくなり、静

かに就寝できる。寝袋に入ったが、

深夜寒くなり、重ね着する。

７月13日（日）

３:30起床。朝食弁当受け取り、４:

15出発。下山道のご来光、撮影ポイ

ントで待機。４:38撮影。素晴らしい

天気で、最高のご来光でした。下界

から見る富士は、赤富士でしょう。

登山でき、ご来光を拝んで感動、感

激です。80歳になったときも、高齢

者登頂記帳に登りたいものです。夢

を持て！！

安全指導センターに７時到着。分

岐より八角堂６合目星観荘、５合目佐

藤小屋を経て、登山基地８:24到着。

全員無事下山ができて喜んでいま

す。同行した、私の勤め先の社長が、

８合目ごろより高山病らしき頭痛を感

じ、ちょっと心配しましたが、元気に

登頂でき、うれしく思っています。私

の元気なときに、社長を大分、宮

崎方面の山行にご案内したいと思

います。

今回の富士登山は、私の75歳高

齢者登頂記帳と日本最高峰剣ガ峰に

登頂することを目的にしていました。

社長は60歳から登山を始め、仕事の

余暇を、近郊の山から久重山系や祖

母山の山歩きを楽しんでもらってい

ます。登山歴は１年半程度です。九

州本土の最高峰中岳を霧氷のときに

案内してから、大変喜ばれたので、

日本最高峰の富士山に行きましょうと

誘い、実現しました。ちょっと高山病

を心配しましたが、無事登頂、大変

喜んでいます。９月末には涸沢カー

ルの紅葉計画で、宿泊予約などで、大

庭支部長にお世話になっています。

富士山には、63歳の時と69歳の時

にも登っているが、75歳の今回、３

回目がご来光が素晴らしく、天気に

恵まれ、最高の楽しい山行ができま

した。

８月３日(日)～８月７

日(木)の５日間、山形

県の朝日連峰を、東

の古寺鉱泉から入山し

て、大朝日岳(1,870m)

―龍門山(1,688m)―寒

江山(1,695m)―以東岳

(1,771m)－泡立ダムに

下山する、４泊５日の

縦走登山に挑戦しまし

た。メンバーは４人。

今回の山行は、山中の２泊が自炊ゆ

え、自炊用の材料等が、各自のザック

に重く、かなり、ハードな登山であった

が、みんな、体の故障もなく、元気に

下山出来て、なによりでした。

第１日（８月３日）―福岡より山形へ

の移動日―06:30博多発（のぞみ14号）

－11:33東京着、東北新幹線、山形新

幹線、左沢線の左沢駅よりタクシーで

約１時間17:20古寺鉱泉着（泊）

[古寺鉱泉] 古寺鉱泉の駐車場でタ

クシーを下車、山道を５分ほど歩き、

古寺川にかかる橋を渡ると、この日泊

まる鉱泉に着いた。

早速、宿の若いご主人の案内で部屋

に入ると、丁寧な挨拶があり、また、

風呂などの説明とともに翌日の予定の

確認など。

私たちは、４：00に出発するので、

朝食分の弁当を注文した。男女交代の、

鉄分の多い温泉に入浴後、階下の食

堂での夕食。さすがに、山深き旅館の

料理は違う。小鉢９品の山菜料理と川

魚について、若主人より説明もあり、

初めて口にする物もあったが、すべて

おいしかった。（９品は、ブナハリタケ、

ゼンマイ、ウド、キクラゲ、ワラビ、ミ

ズ、イワナ、山形のダシ、ナメコのみ

そ汁）

第２日（８月４日）－古寺鉱泉～大朝

日小屋～大朝日岳― 登行：約８時間

03:30起床。小雨ながら、雷鳴は鋭く、

旅館の建屋も揺らぐほどだった。雷の

きえぬ限りは出発できないので、この

時点では、最悪は１日の停滞も考えた。

しかし、04:30ごろには雷鳴もなくなっ

富士山頂の二等三角点標識板

山行記 朝日連峰(山形県)５日間の縦走

山中３日目は最高の花道
№13992 山 田 武 史

夏

休
み
特
集

1,870mの大朝日岳山頂で
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たので、小雨は残っているが大丈夫。

雨具を身に着けて、気力充実。05:00

古寺鉱泉を出発。３０分前は、まだ真っ

暗だったが、ヘッドランプもいらない。

わがパーティ４人は、関口さんをトップ

にして、朝日連山縦走の第１歩を予定

の１時間遅れで踏み出した。07:00ごろ

には、雨もあがり、雨具ははずしたが、

ガスがかかって視界なく、また、気温

が上がりだして、発汗量がすごい。

08:25 水場の「三沢清水」で、宿でも

らった「おむすび」で朝食。「おむす

び」２個入っていたが、１個だけで充分

と体がいっており、１個は昼食用に残し

て、気合いを入れて「それ、いくぞ」。

しかし、ここから古寺山までの急登がき

つい。09:20 古寺山(1,500m)に、到着。

眼前に、小朝日岳(1,647m)がそびえて

いるが、大朝日岳はガスの中で、見え

ない。このあたりですれ違うパーティ

は、ほとんどが４人組みで、大分から

来た人たちとは、とくに会話が弾んだ。

11:50 大朝日小屋直下の水場「銀玉

水」に到着。この時点で、当初計画の

龍門小屋まで行くことを断念して、大朝

日小屋に泊まることとし、今夜と明朝の

炊事用の水を各自の容器に詰めて、さ

らに重くなったザックと格闘、本日の最

後のあがきです。12:45 大朝日小屋到

着。宿泊受付後、割り当てられた２階

奥にザックを置き、空身で大朝日岳に

向かう。14:00 大朝日岳(1,870m)頂上

に立った。ガスの消えた合間には、飯

豊連峰、月山などのほか、きょう登っ

てきた古寺山や小朝日岳が眼下にあっ

て、四囲の展望を心行くまで楽しんだ。

[大朝日小屋での夕食] 15:30 頂上

より戻り、小屋の広場で飲んだビール

は、良く冷えていておいしかった。（こ

のビールは、頂上に登る前に、水場の

雪渓で冷やしていたもので、この小屋

では、ビールがないので、古寺鉱泉よ

り運んだ苦労が報われた感じ）

この時、ある男性が「ハーモニカを

吹いてもよいですか？」と、声を掛けて

きた。唱歌をみんなで大合唱、我々は

「坊ガツル讃歌」をリクエスト。東京

から来たグループとのことで、楽しい交

流の場となった。歌の後は、広場にシ

ートを敷いて、月山を眺めながらの夕

食。ほろ酔い気分は最高にて、至福の

ひとときをじっくりと味う。

第３日（８月５日）－大朝日小屋～寒

江山～以東岳～以東小屋―登行10:40。

03:15 起床。曇り04:00朝食（自炊）

04:20月山頂上より顔を出した「ご来光」

を仰ぐ。鳥海山も遠望できた。05:00

大朝日小屋を出発、20分下った水場（金

玉水）にて、水を補給。本日は、長丁

場なので、ペースを維持して、稜線の

アップダウンをあえぎながら西朝日岳

―龍門岳から龍門小屋(08:30)－寒江山

（11:30）と、ただ、ひたすらガスの中

を歩いたが、マツムシソウ、イブキトラ

ノオ、ミヤマナデシコ、ミヤマリンドウ、

ニッコウキスゲ、ヨツバシオガマ等の

花々に、疲れも癒される。

12:00 狐穴小屋にて昼食。山小屋の

ご主人の話では、私たちがこれから登

る以東岳はピークが幾つもあり、頂上

かなと思って登りきると、また、先にピ

ークがあり、３～４回はだまされるとの

こと。しかし、その以東岳も裾野が見
すその

えるだけで、あとはすっぽりと雲の中。

ピークをいくつか越え、ガレ場の急な

悪路を登りきると、眼前に巨大な岩塊

がそびえている。これが松虫岩。（14:5

0）この時、ガスがきれて、前方に以

東岳の頂上と、稜線に以東小屋が真近

く手の届くほどの感じで現れた。だが、

やはり、以東岳頂上までにもうひとつピ

ークがあった。15:25 以東岳頂上到着。

15:40 以東小屋到着。宿泊客は、７～

８人にて、昨日とは打って変わって静か。

夕食（自炊）は、雨がパラリときたの

で、急きょ、小屋の中となったが、食

前酒は、またまた、途中の山小屋で

求めたビールを、水場の雪渓で冷やし

た物と当小屋でも販売していたので、

それをチョッといただいた。

第４日（８月６日）―以東小屋～オツ

ボ峰～大池小屋～泡滝ダムー 登行：

8:50時間

04:30 起床。05:00 朝食（自炊）。0

6:10 以東小屋出発。06:20 以東岳頂

上。深いガスの中にて、何も見えない。

せめて、大朝日岳だけでも見たかった

のだが・・・。

07:30 オツボ峰。この先１０分で、広

大な、お花畑に出会う。ギボウシ、マ

ツムシソウ、ハクサンシャジン、キンコ

ウカ、チングルマなど。ヒメサユリは

ほとんど終わっていたが、別の場所で

３輪を見つけた時は、感激。08:30お花

畑をすぎたころには、ガスも徐〃に消え、

やがて以東小屋が、そして以東岳が、

くっきりと姿を現した。今、歩いて来た

ルートを目でたどる。ここで以東岳とも

「さよなら」にて、ブナ林の急な道を

一気に下るが、蛇に何回か出会う中で、

大取池のほとりでは、２匹が道の両側

にいたので、３番目を歩いていた森本

さんは、脱兎のごとく、広い道まで走り

出していた。

09:50 大鳥小屋。昼食は予備食のお

汁粉にて、何を食べてもみなおいしい。

水が豊富な炊事場で食器等を洗い、さ

んさんの太陽光で乾かして、11:30 大鳥

小屋を早めに出発。下り道で歩きやす

く、随所に水場があり、また、九州で

は見かけない白い肌の大木のブナ林

の中を歩きながら、山中３日間の仕上

げとしては最高の山道（花道）と思い

ながら、終点の泡滝ダムへ。

15:00 泡滝ダムに到着。今夜、宿泊

の「朝日屋旅館」の迎えのバスに乗り
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込み、３日間の朝日連峰縦走は、無事

に終わった。

第５日（８月７日）―山形より博多へ

の移動日―

06:50 朝日屋旅館を出発。10:04 山

形発（山形新幹線）－13:10 東京発（の

ぞみ３１号）－17:37新山口―17:57小倉

―18:13博多着。

19:00ごろには、みな、それぞれ

わが家へ。ご苦労様でした。

参加メンバー

関口興洋、原 広美

森本信子、山田武史

なお、今回、朝日連峰で出会った花

々は

アオノツガザクラ、アズマシャクナゲ、

イブキトラノオ、イブキジャコウソウ、

イワイチョウ、イワカガミ、ウメバチソ

ウ、エゾシオガマ、オオバギボウシ、

キンコウカ、オヤマリンドウ、クルマユ

リ、コキンレイカ、コメツツジ、タカネ

マツムシソウ、タカネナデシコ、タカネ

ヨモギ、チングルマ、エゾタカラコウ、

ニッコウキスゲ、ノリウツギ、ハクサン

シャジン、ハクサンイチゲ、ヒナザクラ、

ヒナウスユキソウ、ヒメサユリ、ミヤマ

ホツツジ、ミヤマコゴメグサ、ミヤマク

ルマバナ、ミヤマハハコグサ、ミヤマリ

ンドウ、ミヤマウイキョウ、モウセンゴ

ケ、ヨツバシオガマ、ミヤマカラマツ、

タカネバラ、シモツケソウ。

計 ３７種

今夏の遠征は、夫婦

二人の後立山連峰縦

走。扇沢より針ノ木雪

渓を登って、白馬大雪

渓を下る。三大雪渓の

２つを通り、八峰キレッ

ト、不帰のキレットを通

る６泊７日の山旅です。

＊ １日目（8/3、日）

行橋～小倉～新大阪

～松本～信濃大町～扇沢へと移動。ジ

パングの割引で使える「ひかり」を利

用。扇沢ロッジに宿泊。庭より３日目に

泊る種池山荘と爺ガ岳がよく見えてい

た。「篤姫」を見て就寝。

＊ ２日目（8/4、月）

扇沢ロッジ(6:38）→大沢小屋(8:10～

8:20)→針ノ木小屋(11:52～14：00）→

蓮華岳ピストン

朝食後、ポツポツと雨が降り始めた

ので、レインウェアを着て、扇沢ロッジ

を出発。針ノ木登山口で登山届けを提

出。ボランティアの方が「この２日間雷

がよく鳴ったけど、今日は大丈夫でしょ

う、気をつけて」の言葉を背に受けた

が、20分ぐらい進んだところで、心配し

ていた雷がゴロゴロ。雨足はそんなに

強くないし、雲の切れ間から時折青空

が見えていたので、前進あるのみ。

大沢小屋で休憩。雷も休憩した様子。

「山を想へば人恋し 人を想へば山恋

し」と詠んだ百瀬慎太郎のレリーフが

ある。いよいよ針ノ木雪渓に取り付く。

ガスって展望はなし。白馬の雪渓のよ

うに目立つベンガラの印はない。時た

ま下山者とすれ違う。雪渓を半分ほど

歩いたところで、傾斜も急になり、安全

のため、アイゼンをつける。１２時前に

針ノ木小屋到着。宿泊手続きを済ませ、

ぬれた衣類を乾燥室へ。

ひとまず落ち着いたところで、生ビー

ルで乾杯。オーナーの百瀬さんも、ち

ょうど小屋におられて、山談義に弾む。

ラーメンをいただく。とてもおいしかっ

た。雨もやみ、蓮華岳へ。コマクサの

群生。この道をそのまま進めば、七倉

岳・船窪岳を経由して、昨年の９月歩

いた裏銀座の烏帽子岳へと通じる。

＊ ３日目（8/5、火）

針ノ木小屋(5:42）→針ノ木岳(6:40～

6:48)→スバリ岳(7:38～7:48）→赤沢岳

（9:38～9:50）→鳴沢岳(10:45～10:55）

→新越山荘(11:28～12:04)→岩小屋沢

岳（13:02～13:18）→種池山荘（14:40）

オーナーと一緒に記念撮影をして出

発。針ノ木岳までお花畑を見ながら歩

く。針ノ木岳～スバリ岳間は浮石が多

いガレ場の道で落石に注意して進む。

赤沢岳への間で雷鳥と出会う。さっと

ハイマツの中に入り込んでしまった。赤

沢岳に到着。山頂からは薬師岳が見え

ている。黒部湖、剱岳、立山の展望を

楽しみながら、黒四ダムと扇沢を結ぶ

関電トンネルの上を通り、鳴沢岳に到

山行記 後立山連峰、夫婦で歩く

持参のキュウリとミカンに救われる！

№13520 西 村 信 子(文) ・№13810 俊 二

夏
休

み
特
集

針ノ木小屋のオーナーを真ん中に記念撮影
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着。新越山荘でカレーを注文して一休

み。稜線歩きを楽しんでいると、雷鳥

のつがいが餌をついばんでいた。目の

上の赤が目立っている。雄は初見だ。

岩小屋沢岳に到着。軽装の女性が一

人、ティータイムをしていた。新越山荘

で働いていて、今日は休みなので種池

山荘まで遊びに行って帰りとのこと。

「名前は石塚さん」といった。お山の

話をして別れる。

山荘に着く30分ぐらい前から雨が降り

出し、急いでレインウェアを着用。キヌ

ガサソウの群生地があったが、カメラ

をぬらしたくないので、そのまま進む。

種池山荘に到着。オーナーの柏原さん

にお会いしたかったのだけど、昼ごろ

下山されたとのこと。残念。「九州と信

州の会・北アルプスのつどい」が小倉

で開催された折、後立山のことをお聞

きすると、「九州の方は北からの南下

が多いけど、私は北上するほうが好き

ですねぇ～」といわれ、その言葉を参

考にして、キレット小屋に泊りたい、不

帰の嶮は午前中の身体が疲れていな

い時に通過したい、と考え、今回の行

程を計画した。

＊ 4日目（8/6、水）

種池山荘(5:25）→爺ガ岳南峰・中

峰（6:05～6:26）→冷池山荘(7:31～7:5

0）→布引山（9:00～9:11）→鹿島槍

ガ岳（10:16～10:25）→北峰(11:04）

→キレット小屋(12：35）

今日は今回の第１目標の鹿島槍ガ岳

にいよいよ向かう。まず、爺ガ岳南峰

・中峰へと進み、冷池山荘でトイレ休

憩。 布引山を過ぎてガレ場に差し掛

かったところで夫がオコジョを発見。カ

メラに収めようとするが、動きが素早く

てちっともジッとしていない。しばらくオ

コジョに遊んでもらい、撮影することが

できた。10:16、鹿島槍ガ岳に到着。ち

ょうど一人登ってこられたので、記念撮

影をお願いする。雲が立ち込め、楽し

みにしていた展望が望めないのは少し

残念。吊り尾根を通り、北峰へ。

北峰分岐に戻り、行動食を食べいよ

いよ八峰キレットの前半核心部へ。鎖、

梯子があり、対向者がいなかったのが

幸いしたのか、余り恐怖心も抱かない

うちに、キレット小屋に到着。よくもま

ぁこんなところに小屋が・・・・・と思

う。前後は崖、左右はキレットの岩場。

第２目標のキレット小屋に泊まる。う

れしい！ 目標を1つずつクリアしていく

楽しみ。食事の献立はハンバーグ。野

菜もたっぷりでおいしくいただきました。

剱岳の上に夕焼けの赤い雲がかかり、

それを眺めながら、言葉に言いあらわ

せないほどの至福のひと時。明日も天

気が良さそう。

＊ ５日目（8/7、木）

キレット小屋(5:17）→口ノ沢のコル（6

:22～6:30）→五竜岳(9:30～9:40）→五

竜山荘（10:20～10:51）→唐松岳頂上

山荘（13:45）

八峰キレットの後半部分。小屋で朝

食をすませ、腹ごしらえは完了。一登

りすると鎖の連続で、足元に注意しな

がら三点確保で、口ノ沢のコルに到着。

ホッと一息。

ここから五竜岳の道のりが長かっ

た。３時間。北尾根の頭をすぎると

また鎖、はしごが続き、緊張の連続。

お天気は良すぎて、暑い日ざしが容赦

なく照りつける。剱岳、立山連峰を眺

めて時々、立ち休憩を取る。気分を入

れ直してＧ５、Ｇ４の岩場をクリア。五

竜岳の分岐にたどり着く。五竜岳の山

頂は分岐から１～２分のところにある。

空身で行く。展望は抜群！！ ちょうどこ

れから冷池まで行くというテント泊のお

兄さんに、シャッターを押してもらう。

五竜山荘で早めの昼食とする。ベンチ

で休んでいると遠見尾根を来て、今日

はここでテント泊、という年配の男性が

ビールを飲みながら、人恋しいのか話

しかけてくる。「明日はどこへ行こうか、

気の向くまま」。うらやましい生活をして

いるなぁ～。

夕食のメニューはカレー、団体の予

約があり、混雑。布団１枚に３人です。

と受付に張り出していた。おじさんに別

れを告げ、唐松山荘をめざす。約、３

時間。荷物が肩に段々とくい込んで来

る。緊張の連続で、疲れはピークに達

しているようだ。

唐松山荘手前の牛首の岩稜帯をす

ぎ、山荘に着いたときの夫の第一声は

「まず、ビールだ！」、「冷た～いビー

ルをください」。ジョッキーも冷やして

いたようで、飲み干すとき下はシャー

ベットになっていた。

一息ついてから宿泊の手続き。部屋

に行くと布団にまくらが８つ。先客は右

端に夫婦の２人。私たちは左端を取る。

しばらくして２人が来られた。「増えなけ

ればいいね」と話し、結局６人で寝る

ことになり、ゆっくりと眠ることができた。

ここは生ビールは850円だったが、ペッ

トボトルの自販機は500㏄１本300円、

ℓ洗顔用の水は1 150円、何もかも購入し

ないといけないようだ。針ノ木、種池

ℓの小屋は1の水のサービス券がもらえ、

キレット小屋はやかんに水を入れて食

堂においていて、いるだけどうぞ、だ

ったのだけど・・・・。

＊ ６日目（8/8、金）

唐松岳山荘(4:55）→唐松岳（5:10～

5:14)→不帰の嶮(7:05～7:13）→天狗

山荘(10:15～10:45）→鑓ヶ岳（11:55

～12:07）→杓子岳(13:20～13:25）→

村営頂上宿舎（14:50）

一晩寝ると疲れも取れ、今日は行程

も長いし、不帰の嶮を通るこの山行の

鹿
島
槍
ガ
岳
山
頂
で
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核心部。昨年も滑落などの事故が起き

ている。朝食を弁当にしてもらい、５時

前に出発。唐松岳への途中でご来光を

拝むことができた。今回、唯一のきれ

いなご来光だった。

唐松岳の山頂に立ち、歩いてきた五

竜岳、鹿島槍ガ岳を眺め、いよいよ不

帰の嶮に突入。II峰・I峰と約２時間、

緊張の連続。早朝だったので核心部通

過のときは、対向者もいなかった。Ⅰ

峰への途中で1人、２人とすれ違うのみ

だった。

キレットを過ぎた小ピークで朝食タイ

ム。弁当を開けるが、ご飯がのどを通

らない。家から大事に持ってきたキュウ

リを自家製の味噌をつけて食べる。お

いし～い。みかんも。う～ん、満足。

天狗の大下りをひたすら登り、天狗山

荘で休憩。山荘前の雪渓より水が気持

ちいいほど流れている。顔を洗い、口

をゆすいでのどを潤おす。スイカがあ

ったので注文する。一皿２切れ入って

いて400円。甘くておいしかった。燕岳

の合戦小屋のスイカを思い出した。

30分の休憩の後、白馬鑓ガ岳へ。

ジグザグの砂礫の道が見え、鑓温泉
やり

への分岐をすぎ、ひたすら登って山頂

へ。時々、ガスがわくけど白馬岳が望

める。朝食の残りを少しおなかに入れ、

杓子岳をめざして下る。トラバースの

道もあるが、山頂へとまた砂礫の道を

登る。天狗山荘でテント泊のご夫婦が

休まれていて、お話をする。先週も来

たとのこと。滑りやすいガレ場の道を下

り、最低鞍部で残りのきゅうりとみかん

を食べる。今回、行動食とは別にきゅ

うり４本、みかん８個持参し、半分ずつ

食べたが、これが大正解。水気は入る。

いやらしい上りが続き、やっと村営頂

上宿舎に到着。部屋に着き、夕食まで

のんびりしょうかなと思っていたら、連

れが「今から白馬岳へ行くぞ」とのた

まう。17時からの夕食まで１時間。必死

に登り、山頂にタッチ。昨年は会の山

行で登ったので２年連続の白馬岳登頂

だ。17時前に戻り、夕食には間に合っ

た。バイキング方式で番号順に呼んで

いて、１５分ほど待ち、おかずを自分の

食べられる分だけお皿に入れる。これ

はなかなかいい案だ。完食した。部屋

に戻り、そのまま寝入ってしまい、９日

の朝を迎えた。

＊ ７日目（8/9、土）

村営頂上宿舎(6:00）→葱平（7:00～

7:10）→白馬尻小屋(8:35～8:55）→猿

倉(9:40）→白馬駅～松本～名古屋～

新大阪～小倉～行橋

昨夜は計画通りに全部歩き通すこと

ができた安ど感からか、緊張の糸が切

れて、ぐっすりと眠ることができた。さ

ぁ、今日は最後の日。昨年登ってきた

道を下っていく。今年も小雪渓はなく、

葱 平でアイゼンを付け雪渓を下る。
ねぶかつぴら

時々、杓子沢の方から落石の音が聞こ

え、石の跳ねるのを見た。

下る人は少なく、上りの行列が連な

ってきた。今日は土曜日。山小屋は一

番の混雑かもしれない。途中で「後、

どのくらい掛かりますか」と何人かに聞

かれた。

たくさんの人が休憩をし、アイゼンを

つけていたが、足を投げ出してアイゼ

ンを装着してもらっている人を、何人か

見かけた。大丈夫だろうか、私たちは

アイゼンをはずす。

白馬尻小屋で冷たいトマトを夫が買

ってきた。「１個300円、高いのぉ～」と

いい、半分ずつ食べる。途中一緒だっ

たおじさんと話し、去年のことを思い出

しながら、やはり同じ位置で写真を撮

る。猿倉までは離合するのが大変だっ

た。どんどん登ってくるので道を譲り、

その合間に下る。9:40着。

10:16発のバスにはゆとりがあったの

で夫はビール、私はかき氷を食べる。

下山時一緒だったおじさんが、白馬駅

まで乗せてくれるというので好意に甘え

ることにした。新潟の方で燕岳は早朝

発てば、日帰り山行とのこと。びっくり

するやら、うらやましいやら。

白馬駅で帰りの特急券などを購入し、

駅近くのホテルのお風呂で、６日間の

汗を流し、すっきりとした気分で帰途に

つきました。去年の９月、烏帽子岳～

笠ガ岳までの５泊６日。今回は1日長く

てキレットを２つも通り、岩場の連続。

どうしようかと迷いましたが、五竜、唐

松からのエスケープはあるので、無理

だったら下山すればいい。楽しみなが

ら歩こうと２人で話し合い、どうにか予

定通り、完登することが出来ました。夫

に感謝、自分の足に感謝。そして大庭

支部長にも。「九州と信州の会」の所

長としていろいろと助言、手配していた

だき、山小屋でも快適に過ごすことが

できました。

針ノ木小屋の百瀬オーナー、とても

素晴らしい方でした。大沢小屋のレリ

ーフの顔とそっくり。物静かな文学青

年というイメージ通りの人でした。

種池山荘の柏原さんにはお会いでき

ませんでしたが、小屋の従業員の方も

良くしてくださいました。オーナーには

また「北アルプスのつどい」でお会い

できると思います。

写真を見ながら、満足感に浸ってい

ます。

私たちが下山して10日後の、８月19

日に白馬岳大雪渓で、土砂崩落事故が

発生しました。事故でおなくなりになら

れた方のごめい福をお祈りいたします。

合掌
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暮れの忘年パーティは下関で
と き 12月13日(土）17:00～

ところ 下関駅前 シーモールパレス

会 費 6，000円 二次会(スナック）3，000円

※ 遠隔地やマイカーなどで来られる方で、宿泊希望さ

れる方は、格安ホテルを斡旋します。

年次晩餐会の知らせ

期 日：平成20年12月６日（土）

場 所：グランドプリンスホテル高輪

とくに本部新会員は、ぜひ参加するようお願いします。

プレ山行計画

日 程：１２月４日～６日

目的地：大菩薩嶺周辺

行 程：４日、北九州～東京～新宿～塩山（泊）

５日、塩山～柳沢峠～丸川峠～大菩薩嶺～大

菩薩峠山荘(自炊合宿,他支部との交流会）

６日、山荘～塩山～新宿～品川～ホテル高輪

定 員：約10名（自炊道具、食料、飲料、寝袋持参）

申込先：事務局（関口まで）TEL・FAX093-382-6436

山のニュース
（最近の新聞記事などから）

登山道の安全ピンチ
北ア岳沢ヒュッテ跡の売店休業

長野県松本市の北アルプス岳沢で今夏、山小屋「岳沢ヒ

ュッテ」跡の売店が休業している。同小屋は2006年に雪崩で

全壊。同年と07年の夏場は仮小屋に従業員が３人ほど常駐し、

登山客の休憩場所や遭難救助の拠点の確保、登山道の補修

を担っていたが、休業で無人化し、その担い手がいなくなっ

た。休業で同小屋にあった水場やトイレもなくなった。雪崩や

土石流の道が変わったことや、資金難で、小屋の再建は難し

いという。 （７月２９日 東京新聞）

大分・久住山で落雷
大牟田市の男性死亡

7月31日午後4時ごろ、九重町の久住山の山頂近くの登

山道に男性が倒れているのを登山者が発見。男性はヘリ

で大分市内の病院に搬送されたが、死亡が確認された。

玖珠署によると、男性は大牟田市の男性(60)で、半身が焦

げていたことから、同署は雷に打たれたとみている。

（８月1日西日本新聞）

皇太子さまが富士山初登頂

登山が趣味の皇太子さまは８月８日朝、富士山の頂上に

初めて登られた。静岡県側の富士宮口新５合目を7日午前

に出発した皇太子さまは、宝永第１火口底に立ち寄った後、

８合目付近にある山小屋に宿泊。８日の日の出を拝んだ後、

山頂をめざして登り始めた。

約１時間半後の午前６時半ごろ、晴れ上がった頂上に到

着。居合わせた一般の登山者と言葉を交わし、火口を一

周する「お鉢回り」をしながら、下界の風景を楽しんだ。

(８月８日 西日本新聞）

白馬岳崩落、登山者とガイド死亡
不明の１人は高専教授

８月19日午後４時10分ごろ、長野県白馬村の北アルプス

・白馬岳(2,932m)大雪渓の「葱 平」付近で、大規模な
ねぶかつぴら

土砂崩れが発生。現場から見つかった男女２人の遺体は、

行方不明になっていた松本市の山岳ガイド野間洋志さん(3

5)と神奈川県大和市、無職鈴木玖仁子さん(65)と確認した。

また、19日に入山したとみられ、連絡が取れなくなってい

るのは、新潟県の長岡高専教授の佐藤国雄さん(62)と分

かった。長野県警などは、佐藤さんも巻き込まれた可能性

があるとして、引き続き捜索している。

（８月21日 東京新聞）

霧島・新燃岳で噴火

福岡管区気象台は22日、霧島山の新燃岳(1,421m)が同
しんもえだけ

日午後４時34分ごろ、噴火したと発表した。火山性微動を

観測し、新燃岳の噴火警戒レベルを１（平常）から２(火口

周辺規制）に引き上げた。小規模な噴火とみられ、宮崎

県小林市で降灰がが確認された。火口から約１㌔の範囲で

噴石の飛散可能性があるとし、周辺の立ち入りを規制した。

噴火は1991年以来。 （８月23日 西日本新聞）

白馬岳崩落：閉鎖登山道

一定雨量越えた場合、入・下山禁止勧告を検討
２人が死亡した白馬村の北アルプス・白馬岳の白馬大

雪渓土砂崩落事故で、白馬村対策本部（本部長・太田紘

煕村長）は８月27日の対策会議で、現在閉鎖されている

登山道について、雨量が一定値を越えた場合の「入・下

山禁止」勧告の検討を始めた。また会議では、26日まで

の捜索で「行方不明の佐藤国雄さんが崩落現場付近にい

る可能性は低い」と判断、対策本部を27日で解散するこ

とも決めた。 （８月28日 毎日新聞）

◇ ◇ ◇ 報 告 ・ 連 絡 な ど ◇ ◇ ◇
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樋口和洋氏、山の写真展ひらく

ＪＡＣ会員で、財団法人英彦山勤労者福祉協会の常務

理事を務める樋口和洋さん(60)が、９月９日(火)から15

日(月)までの一週間、田川市美術館で山の写真展（個展）

を開く。写真歴40年の樋口さんは、仕事の合間を見つけ

て、日本の山々だけでなく、各大陸の最高峰をめざして

きた。

今回展示する写真は、南米大陸・アルゼンチンのアコ

ンカグア(6,962m)、アフリカ大陸・タンザニアのキリマ

ンジャロ(5,895m)、ヨーロッパ大陸の最高峰とされるロ

シアのエルブルース

山(5,642m)の三大陸

をはじめ、モンブラ

ン、チンボラソ、コ

トパクシ、キナバル

山ほか、日本の北ア

ルプス槍ガ岳、燕岳、

剱岳など約 100点。

山行計画のご案内

11月の山行

(1) 宮崎ウェストン祭と筒ガ岳(1,296m)
つ つ が だ け

と き 11月２日(日)～３日(月・祭日）

行 程 ○ 11月２日(日) 宮崎ウェストン祭、前夜祭。公民館泊。シュラフ持参のこと。

○ 11月３日(月) 筒ガ岳登山（およそ往復３時間）

式典終了後会場出発9:50→林道駐車10:30→筒が岳登山口11:20→山頂12:00

山頂出発12:30→駐車場着13:30～出発14:00→竹田、瀬の本、耶馬溪経由、

門司港着19:00頃

集 合 未定（参加者には、後日計画書で通知します）

交通手段 マイカー

申し込み 10月16日まで。高畠拓生（Tel/Fax 0948-53-1740または090-4587-0746）

(2) 津波戸山(529.4m) 紅葉と札所巡り（大分県国東半島）
と き 11月30日(日）

集 合 道の駅「おこしかけ」 午前７時50分

交通手段 マイカー

行 程 道の駅「おこしかけ」～津波戸山登山口～西岩尾根～津波戸山～東岩尾根～登山口

（歩行時間：約４時間）

申し込み 11月16日まで。丹下 洽（Tel/ Fax 093-391-8193)

備 考 鎖場の多い岩尾根歩きです。雨天、強風寺は山行中止（前日のNHKテレビ18時45分の気象

情報で決定）

毎月第４水曜日

毎回盛況、ご参加歓迎！

９月のサロンは、24日(水）

10月のサロンは、22日(水）

と き 午後６時30分から

ところ 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）

会 費 3,000円前後（ワリカン制です）

編集後記
○分水嶺踏査記録「踏みあと」の編集作

業も終わり、現在内藤製本所で最後の編

集と印刷が行われています。初めは、200

ページくらいになるかと思いましたが、内藤製本所のお骨折り

で、135ページぐらいに落ち着きました。これで費用も少しは安

くなるでしょう。出来上がりが楽しみです。

○支部懇で懇親会の最後に、「炭坑節」を全員でおどる予定

です。女性は浴衣を持参して下さい。

○私の所属する「西日本版画協会」が、展覧会をします。９月30日

(火)から10月５日(日)まで。福岡市美術館で。今回は、｢岩手山と

一本桜｣と｢早春の白馬岳｣を出品。どうぞご観覧を。

○原稿は関口事務局長または、伊藤Ｑまで。
伊藤のアドレス rw4ux6@bma.biglobe.ne.jp です。
デジカメ写真は縮小せず添付で送って下さい。

○次回の原稿締め切りは、10月25日です。
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