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新年のごあいさつ

10周年記念行事に向けて 準備開始の年
支部長 大 庭 常 生

会員の皆さん、会友の皆さん、新年明けまし

ておめでとうございます。この１年も、健康第一

に、いろんな支部行事を共に楽しみましょう。

さて、今年は支部創立10周年を来年に控えて、

その準備に取りかかる年になります。すでに記

念行事の企画について、いくつものご意見が寄

せられておりますが、まず大切なのは記念誌の

発行です。創立に当たっての経緯や、これまで

に皆さんが刻んできた歴史といったものを、き

ちんと記録して、今後に伝承していく必要があ

ると思います。

また、この10年の山行の成果を象徴するよう

な記念登山も検討してみてはどうでしょうか。も

ちろん支部の皆さんが多数参加できるセレモニ

ーの企画も必要でしょう。こうして考えてみると、

これらの行事を役員だけで実施するのは、極め

て困難です。それぞれのプロジェクトチームを

組織して、多数の皆さんの力を集めなければな

りません。みんなで祝う10周年を合い言葉に頑

張りましょう。

支部としては、この記念行事の準備だけでな

く、例年の支部山行や「JAC北九だより」の発

行、森林巡視員活動、登山教室への講師派遣

などの恒例行事も、しっかり取り組んでいくこと

になります。

JAC全体では「山の日」制定に向けての取り

組みや、公益法人化の準備など多事多端な年と

なりそうです。皆さんの持てる力を総結集でき

る年になるよう念じております。
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関口さんの熱心なお勧めをいただき、夫婦で年次晩餐

会に出席することができました。皇太子殿下のお姿を拝見

させていただいたこと

はもとより、殿下の前

で武永さん、大木さん、

そして妻が新会員とし

て紹介をいただき、大

変喜ばしく感じました。

また、多くの方々との

出会いがあり、大庭支

部長の指示で北九州支

部のブースにいると、10

月の全国支部懇談会に

出席された方々から、

多くの謝辞、賛辞を頂

きました。全国支部懇

談会に尽力された方々

の努力を改めて感じま

した。

大楠さんより、入会

を勧められたとき思っ

たのは、「このままで

は、井の中の 蛙 にな
かわず

ってしまう、多くの人

々と出会い、いろいろな話を伺いたい」これが今回、年次

晩餐会に出席した大きな理由の一つです。今、その思い

が少しずつかなっています。

今回、出席して

感じたのは、多く

の方々の熱意と

心遣いです。行

事に参加しなけれ

ば、分からないこ

とが多くあります。

まず、参加するこ

とです。是非、次

の支部総会に出席

していただきたい。毎回、出席者が少ないと感じています。

日本山岳会というステータスを得るのが目的ではなく、ど

う活動に生かしていくかが、大切だと思います。

晩餐会に出席してよかった！

楽しかった！ プロの声楽家の歌

声を楽しめたライオンでの二次

会、筑波山での記念山行、好天

に恵まれた富士山の眺め、主催

された方々の暖かい心遣い、夕

食のスペイン料理も美味でした。

今回、お世話をいただいた方

々に、心より感謝を申し上げます。

プレ山行に参加できなかったのが

残念ですが、多くの方々の出会

いと思い出を与えてくれた年次晩餐会でした。

年次晩餐会出席者

吉村健児(3173) 秦野一彦(4325) 大庭常生(11395)
日向祥剛(11427) 原 広美(11990) 板倉健一(13471)
伊藤久次郎(13499) 山崎和子(13522) 高畠拓生(13541)
関口興洋(13643) 藤田 傳(13722) 室津健次(13986)
丹下 洽(14264) 小林冨雄(14317) 武永計介(14476)
大木康子(14498) 丹下香代子(14554) 計17人
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日本山岳会 平成20年度年次晩餐会に出席して

多くの出会いと思い出を
№14264 丹 下 洽 №14554 丹 下 香 代 子

慶雲の間の催し会場で、北九州

支部の地域活動報告書、分水嶺踏

査報告「踏みあと」を販売する丹

下ご夫妻。

平成20年度年次晩餐会は12月６日、東京・品川のグラ

ンドプリンスホテル新高輪国際舘パミール「北辰」で開

催された。皇太子さまが３年ぶりに出席されたのをはじ

め466人の会員が集い、なごやかに歓談した。今回は皇太

子さまも鏡開きに参加され、拍手喝采であった。

慶雲の間の正面を飾った皇太

子さまの撮影された写真「雲表の

マナスル山群遠望」

晩餐会会場で、宮下会長ほかをまじえて記念撮影の北九

州支部会員

二次会のライオンで、プロのクラッシ

ック演奏家を目ざす若い人と。

翌日の記念懇親山行

は、茨城・筑波山に登

山した。
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千葉支部の石岡慎介会員の企画・立案で青梅街道の柳沢

峠から大菩薩嶺を越え大菩薩峠に至る初冬の山旅をしました

ので報告します。

日 程：平成20年12月４日（木）～６日（土）

目的地：柳沢峠～六本木峠～天庭峠～寺尾峠～丸川峠～

大菩薩嶺～大菩薩峠

行 程：１２月４日

福岡空港、北九州空港～羽田～品川～新宿～塩山～裂石

温泉。塩山での待ち合わせ時間を利用し、快川禅師ゆかりの

恵林寺を参詣。夕刻、東京幹事グループと合流し、裂石温泉

の民宿「番屋荘」の送迎バスで宿へ入る。リンゴの浮いた大

きな湯船に満足。夕食も郷土名物の「おほうとう」が供され、

女将の誠意が感じられ好感のもてる宿であった。
おかみ

１２月５日

宿のバスで柳沢峠まで送ってもらう。大菩薩峠登山口を右に

した後、重川に沿って高度をぐんぐんと上げ、青梅街道の最

高所である柳沢峠（1472㍍）

に８：10到着。

空模様が怪しいので出発

前に雨具の上下を着ける。

峠から東京都の水甕である

奥多摩湖の水源林「ブナの

道」をたどるが、ゆるい起伏

の歩きやすい道が続く。水源林はブナを主体とした広葉樹が

多く、この時期は落ち葉を踏みしめながら実に快適である。六

本木峠から天庭峠、寺尾峠を通過し、丸川峠（1680㍍）に11

：30到着。峠を吹き抜ける風が冷たいが、丸川荘の前で東京

幹事グループの田中さんが用意された温かい味噌汁が何より

のご馳走である。ここから大菩薩嶺に向かって徐々に高度をあ

げてゆくが、登山路はコメツガに覆われた北面にあたるため、

わずかな残雪が凍結し歩きにくい。スリップに注意しながらの

登行で予定より時間がかかる。途中で軽アイゼンを装着する。

そのうち、冷たい雨とともに雷鳴がとどろきはじめ先行きが心

配される。展望のまったくきかない暗い道をひたすら登り、

ようやく大菩薩嶺(2057㍍)の平らな頂きに達したのは15時近く

であった。予定より３時間オーバーしている。山頂もやはり樹

林に囲まれて展望はまったく得られない。深田久弥の日本百

名山では大菩薩岳となっているが、現在の地図では大菩薩嶺

と記されている。記念写真をそそくさととり、大菩薩峠に向かう。

下山道も樹林帯の中は凍結しており慎重にくだる。樹林帯が

切れ雷岩に着くころには、雷鳴もやみひと安心。お天気がよけ

れば富士、南アルプスを眺める絶好のビユーポイントである

が、残念ながら展望は全く利かない。夕暮れが近づくにつれ、

稜線上を吹き渡る風が冷たく、賽の河原へ黙々とくだる。ここ
さい

は、旧大菩薩峠の跡である。現在の青梅街道は丹波川に沿っ

て西北へ大きくう回しているが、甲州裏街道と呼ばれていたこ

ろの旧青梅街道は南側の

小菅から小菅川に沿って道

がつけられていた。避難小

屋でヘッドランプを準備し

たあと、１５分ほどで現在の

大菩薩峠（1897㍍）に着く。

随分昔、ここから小菅に下

りたが、その道程が長くう

んざりしたことの記憶が甦えってきた。この時期、介山荘は閉

じられひっそりとしている。周辺は凍結しており気が抜けない。

今宵の宿である大菩薩ヒュ

ッテまではまだかなりある。

ランプの助けをかりるころ、

後続グループの延着を心

配された管理人の並木さん

が途中まで出迎えてくれ

る。ヒュッテは勝縁荘の手

前から入ってすぐの場所に位置している。ヒュッテ到着17：30。

凍結した雪道にてこずった結果、大幅な延着となり幹事の皆様

には心配とご迷惑をおかけした。

年次晩餐会プレ山行（大菩薩嶺2057㍍ほか)

東京都水源林６峠越え
№13643 関 口 興 洋

版画「大菩薩峠」 伊藤Ｑ

大菩薩嶺(2057㍍)の頂上で。首都圏の田中清介さん撮影

峠間の尾根道を行く

大菩薩ヒュッテ

ヒュッテ内のまきストーブを囲んで
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一昨年の通常総会で講演していただいた、野口いづみさん

の母校である武蔵高校が所有する山小屋で、半世紀前に建て

られた由。「山小屋の灯」にぴったり似合いそうな雰囲気をも

つヒュッテである。内部はまきストーブの火で温められ快適そ

のもの。夕食は石岡さんの父祖の地、山形の名物である「い

も煮」。大鍋に材料が仕込まれ出来上がるのを待つばかり。

ガスコンロで煮上がった大鍋がストーブの上に運ばれ、いよ

いよ懇親会のスタートである。いも煮をさかなに幹事さんの選

んだワイン、山梨の銘酒「七賢」を味わう。九州からは黒霧

島をお土産に持参。時間の経過とともに歌声もまじり、今日の

９時間の苦労もいつのまにやら雲散霧消。興がのり、５周年記

念で制作した伊藤画伯デザインの英彦山のバンダナがヒュッ

テに寄贈され、壁を飾ることになった。二次会はストーブの周

りで談笑が続く。営業小屋では味わえぬ親密度の高い雰囲気

が実に気持ちよい。

12月６日

６時起床。昨日とは打って変わり、快晴・無風、気温マイナ

ス４度C。外のバケツの水が凍っているが、風がないせいか

さほど寒く感じない。富士山が朝日に染まり始め、歓声が上

がる。カメラマンの動きが忙しい。朝食後、９時出発。武蔵高

校OBの管理人さん二人に見送られ勝縁荘から車道歩きとな

る。富士見山荘のデッキで富士をバックに記念写真をとり、福

ちゃん荘へ。予約したタクシーで上日川峠に向かう。駐車場

で一時下車し、南アルプスの大展望を楽しむ。甲斐駒、仙丈、

北岳、間ノ岳、農鳥、鳳凰三山、はるか南には荒川、赤石も

白く輝いている。特に正面の白根三山の雪嶺がまぶしい。途

中、番屋荘に預けた荷物を回収し、塩山駅へ10時到着。10：

45発のあずさ10号で新宿へ12：06着。これで年次晩餐会のプ

レ山行も無事終了。

参加者

《北九州支部》 原 広 美 (11990）

伊藤 久次郎（13499)

高 畠 拓 生（13541）

関 口 興 洋（13643）

藤 田 傳（13722）

室 津 健 次（13986）

小 林 冨 雄（14317）

大 木 康 子（14498）

《東京幹事グループ》

山行同行者

（千葉支部） 石 岡 慎 介（12196）科学委員会委員

（首都圏） 田 中 清 介（13753）山想倶楽部副代表

（首都圏） 川 越 尚 子（12235）自然保護委員

ヒュッテ直行者

（首都圏） 中澤 喜久郎（10986）三水会幹事

《ヒュッテ管理者》 武蔵高校OB、奈良様、並木様

謝辞 このたびのプレ山行にあたりましては、宿や乗り物の

手配、当日の案内、飲み物・食材の仕入れまで東京幹事グ

ループに一切お世話になりました。

末尾になりますが、ありがたく厚く御礼申し上げます。

日本百名山に再挑戦して
平成20年10月28日、阿蘇高岳で二巡目の日本百名山を完登

しました。

1回目の時は四国の剣山でしたが、物足りなさを感じたので、
二巡目を始めたときから最後は九州の山でと思い、阿蘇山を残し
ていました。目標は５年でしたが、３年２カ月で終えました。今回
は単独行を少なくし、仲間との登山を心掛けたので、短期間の
山行も多くなりました。

２度登ってみて、もう

来ることは無いだろうと

思いながら下山する山

がほとんどで、また機

会があればと思う山が

少しありました。しかし、まだ体力、気力とも十分ありますから新

しい目標を見つけたいと思っています。以上

南アルプスの山々

ヒュッテ裏で首都圏の方々と記念撮影

日本百名山 ２度目を達成！
№13819 太 田 満
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12月13日

（土）17:30

より「忘年の

集い」が実施

された。会場

は八幡、小倉、

下関がローテ

ーションにな

っており、今

年は下関‘シーモールパレス’において男性28人、女性１３人、

合計42人の参加で盛大に行われた。

大庭支部長のあいさつ、続いて井上さんの乾杯の音頭で全

員そろって今年1年の締めくくりの乾杯をする。

宴が華やかに始

まり空気が和んだこ

ろ、今年度の新入

会員３人が紹介さ

れ、それぞれ抱負

を語っていただい

た。

また会員同士が

お花登山や雪山山行、岩登りなどたくさんの情報交換がされ

ていたようで実のある集いとなった

19：20に定番になった‘炭坑節’を全員で踊り、平成20年

度を締めくくった。

平成20年度 忘年の集い 41人の参加
～下関シーモールパレス～

№11990 原 広 美

2008年度 忘年の集いに参加したみなさん

あいさつをする大庭支部長

抱負を語る支部新入会員

参加者

4325 秦野 一彦

11395 大庭 常生

11454 井上 佑

11459 藤田 優

11467 篠田 勝行

11977 溝部 忠増

11979 大城戸昌敏

11990 原 広美

13465 大楠 益弘

13471 板倉 健一

13499 伊藤久次郎

13520 西村 信子

13530 浦田 和夫

13532 馬場 基介

13541 高畠 拓生

13642 末吉 史忠

13643 関口 興洋

13804 横山 洋子

13819 太田 満

13986 室津 健次

13992 山田 武史

14079 内藤 正美

14051 三木 靖子

14080 原野 幸雄

14264 丹下 洽

14317 小林 冨雄

14473 牧 寛

14476 武永 計介

14498 大木 康子

14554 丹下 香代子

北九356 坂本 勝喜

北九357 坂本むつみ

北九359 八木 國子

北九368 神代 籌子

北九379 坂本千佐子

北九389 森本 信子

北九400 倉本とき子

北九408 山﨑 近史

北九416 大神 信生

北九422 福田 陽子

北九425 福村 拓己

計 41人
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10月11日(土）、北九州市小倉北区古船場町「ホテルニュ

ータガワ」に、宮下秀樹会長以下、北は遠く北海道支部、南

は宮崎支部まで総勢200人が参集した。

翌12日(日）、記念山行は、中央分水嶺を再び訪ねる企画

だ。Cコースは関門海峡を挟んだ分水嶺で最初は火の山で、

最後に風師山(362m)に登る。Aコース福智山、Bコース貫山、

Cコース風師山の三山は『新日本山岳誌』で、中山 健前福

岡支部長が記した。中山氏から後日『日本山岳会会報79号』

昭和13年９月のコピーを送って頂いた。記事は当時の理事で、

後に深田久弥と共に副会長になった吉沢一郎が記し、下関山

岳会と会報『稜線２号』を賞賛している。

記念登山は、宮下会長も参加された、Cコースの報

告をする。

男なら お槍かついでお中 間になって
ちゆうげん

ついて行きたや下関

お国の大事と聞くからにゃ 女ながらも武士の妻

まさかの時には締めたすき

神功皇后さんの雄々しき姿が鏡じゃないかいな

おーしゃり しゃーり。

記念山行は、山口県民謡で幕が開き、関門橋を渉り

長府に到着、徒歩にて功山寺にのぼり、高杉晋作の活

躍を紙芝居で見、鎌倉時代建立で、唐様建築の仏殿（国

宝）を有料で観る人もいる。毛利邸に寄り城下町の土塀を回

り、次いで赤間神宮に回り、平家一門の悲劇を見聞、隣の日

清講話記念館に入り、伊藤博文や李鴻章の書を見る。

マイクロバスで火の山(268m)の頂上直下まで上がり、箱入

り娘の三等三角点を検分する。三角点はレンガ積みピットの

中に収納されコンクリートの蓋で覆われている。明治28年11

月、三角点設置、30年代に要塞工事が始まり、要塞地帯とし

て立入禁止、５万地形図の火の山の部分は白紙になっていた。

昭和19年、米軍B29の空襲に対し、高射砲が28糎榴弾砲の

跡に据えられコンクリートで固め、周囲も若干の土が盛られ、

この為にレンガで囲ったものだ。三角点に顔を寄せ、写真撮

影、桜の木に私が取り付けた「火の山268.2m」の板の下で

の記念撮影もある。北隣の高畑山(240m)の四等三角点もピッ

トに納められていると説明すると、行こうという方もいたが、

時間がないので、お止めした。

次に、みもすそ川で幕末攘夷戦の長州砲を見る。宮下会長

は100円硬貨を投入、大砲発射音と煙を吐き出していた。関

門人道トンネルを徒歩で九州に戻る。

風師山の八合目から歩き出して数分、美しい蝶を見る。飛

翔しているが１㍍を切る距離で、

アサギマダラと確認できたが、

後から大勢がガヤガヤと来る

ので、アサギマダラは高く飛翔

していった。火の山でも見かけ

たが遠くて確認できなかった。

アサギマダラは、羽を広げると

５～８㌢の大型蝶で、夏は蔵王

山の海抜1000㍍付近まで北上

するが、この時期は、沖縄台湾に向かって南帰行の途中であ

る。この蝶は毒気のある花を食し、自身にも毒があるので、

鳥などもアサギマダラを襲わないそうで、このために日本列

島を縦断できるのである。

最後に、頂上の槇有恒元会長の詩碑の下で記念写真を撮

り、展望をもう一度楽しみ、笛一声で下山にかかる。

第24回全国支部懇談会が北九州で

開催され盛会に終わった翌13日、北九

州支部の会友である北海道支部、首都

圏そして北九州支部会員合わせて１２人

の参加で歴史を感じさせる銅の鳥居参
かね

道コースから英彦山(1200㍍）に登った。

奉幣殿から先は急な石組みの階段が

続くが秋の澄み切った空気を味わいな

がらゆっくりと登る。中岳山頂に

着くとけがの療養が終わり約１年

ぶりの山行になった助田梨枝子さ

んと再出発の喜びの握手を皆で

交わす。山頂からは由布岳、九重連山、

阿蘇山がくっきり見え遠来のお客様を

歓迎してくれた。南岳まで行きほこらの

周りで昼食を済ませると、森さんと石岡

さんは一足早く下山。残った私どもは

下山後温泉につかり 嘉麻市にある標

高200㍍位だろうか三高山小屋へ直行

第24回全国支部懇談会 Cコースから

アサギマダラも舞い歓迎する！
№ 11454 井 上 佑

アサギマダラ（岡本千哿子さん撮影）

英彦山登山・三高山小屋

中央､南北交流登山と山賊鍋
№11990 原 広 美

筑豊の嘉麻市にある三高山の山小屋
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する。小屋の管理人である高畠さんが

水と電気がないためポリタンと発電機

を準備、草刈りもきれいにしてあり心遣

いに感謝。これから北九州支部の名物

にもなった山賊鍋の始まり。高畠さん

の奥様差し入れの牛肉のたたきを前

に北海道支部の皆さんと改めて再会

の乾杯をする。

北海道には「キンモクセイ」がない。

当たり前に見られる花なのに北限はど

こだろうと また「牛のタタキ」も初め

てと話が盛り上がる。

夜も更けるころ 伊藤さん持参のテ

レビがセットされ、2007年３月21日～25

日南北交流登山のＢＧＭ入りのビデオ

上映が始まった。今は亡き会友助田陽

一さん、スキーの上手な鶴岡節子さん

やたくさんの会員の皆さんが画面に出

るとそれぞれに名前を呼んで昨年の楽

しかった交流を思い出した。

小屋の前は草つきの広場になってお

り外は十三夜の月明かりで本日登った

英彦山や鷹巣山の山並みが美しいシル

エットとなって見えた。そして余韻が残

っている炭坑節をまるでキツネやタヌキ

が月夜を楽しむように皆一斉に踊りだし

明日のお別れの宴を楽しんだ。

翌日は平尾台や千仏鍾乳洞を一緒に

歩いて近い日の再会を約束してお別れ

しました。

初めてが多かった逆回りのお鉢巡

り昨年(19年）１月の月例山行で登っ

て以来の由布岳でした。前回は雪の

山ということで、正面登山口からの往

復でしたが（当日雪は全然ありませ

んでした・・・）、今回は正面から

日向越しを通って、猪瀬

戸口コースでお鉢を巡り、

西峰、マタエ、そして正

面を下るバリエーション

のあるコースでした。

９月７日(日)、わたした

ち下関からの８人は、車２

台に分乗して下関を６時3

0分に出発。９時集合のと

ころを15分ほど遅れてし

まい、ほかの皆様にご迷

惑をかけしてしまいまし

た。この場を借りて改め

ておわび申し上げます。

早朝に通り雨が降ったようで蒸し

暑く、体力を消耗するような天気でし

た。でも、所々に可れんな花が姿を

見せ、心と体を癒してくれました。普

通は、東峰から西峰への右回りのお

鉢巡りが多いと思いますが、今回は

逆回りでしたので、初めてという方

英彦山頂上で

翌朝14日、小屋前で朝食

（参加者）

森 武 昭（首都圏）

石岡 愼介（千 葉）

長谷川雄助（北海道）

沼崎 勝洋（ 同 ）

三戸部清文（ 同 ）

助田梨枝子（ 同 ）

原 広 美（北九州）

伊藤久次郎（ 同 ）

高畠 拓生（ 同 ）

関口 興洋（ 同 ）

室津 健次（ 同 ）

山田 武史（ 同 ）

計12人

９月の山行《由布岳山行記》

左回りのお鉢巡りを楽しむ
№13804 横 山 洋 子

由布岳山頂で
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津波戸山は初めてだったのと、たまに
つ わ ど さ ん

は霊場を巡り、敬けんな気持ちになるの

もいいのではないかと思い、参加した。

ところが、出発早々、今日の山行感想

文の提出を依頼され、さぁ、困った！作文

は大の大々苦手。スタートから宿題を課

せられ、既に頭ん中はその事でいっぱい

になってしまい、真摯な気持ちもどっか
しんし

へ吹っ飛んでしまった。

澄んだ空気と青い空、カラスウリの鮮

やかなオレンジ色が一際目立つ。石段の

イチョウの落ち葉を踏みしめて、旧海蔵

寺跡に立ち寄り、

無事下山をお願い

して入山した。

だれが架けたの

か長さ1㍍くらいの

小さな石橋を慎重

に渡った先の小岩

峰にも石仏がたた

たずんでいる。岩

にへばりつくような

無様な格好で手を

合わせた。周囲を

見渡せば、岩峰の

上や岩陰のあっちこ

っちに石仏が安置

されている。赤い

表皮からプリプリに

はじけ出た艶やか

なオレンジ色の実

が、岩に巻きつくよ

うに群を成していた。

“ツルマサキ”というものらしい。

その名前は、数少ない私の迷植物フォル

ダに追加された。

小さなアップダウン

の繰り返し、ロープ

や鎖場の連続は、低

山ながら変化に富ん

で面白い。鎖場では、

短い足を思い切り伸

ばして足を置く。少し

は足が伸び～る？

わけはないが、両手

足を使うと全身ストレッチで体がすっきり

する。ちょっとドキドキする難所も、頼も

しい殿方のリードで、姫たちはスムーズ

にクリアしていった。〝針の耳〟辺りで

は、さながら探検ごっこをしているよう

で、小学校のころを思い出す。

うっそうとした樹林帯の岩場を抜け尾

根に出れば、鶴見岳・由布岳をはじめ、

福岡の山々も望まれ、眼下のイチョウ色

豊かな晩秋の風景は、簡素な昼ごはん

に彩を添えた。お天気様々です。

石仏に見守られながらの楽しい山遊び

だった。あとは、お願い事がかないます

ように･･･････謝々。

ここ津波戸山には、六郷満山の本山

である水月寺があったが、廃寺となり

その後、海蔵寺が開かれ、その跡が

「1」番札所になっている。

本山とは満山の行政、学僧の学問

所、中山は修験者の修行の場、末山

は民衆への布教の場でこれらを総称し

て満山という。

ＪＡＣ北九だより 第45号 平成21年（2009年） １月 発 行

11月の山行 ≪津波戸山(529㍍)≫

低山ながら 変化にとんだコース
北九422 福 田 陽 子

リーダーからの

津波戸山 山行報告
CL №14264 丹 下 洽

津波戸山の風景（写真、原）

津波戸山頂上（写真、丹下）

が多かったようです。登りと下りでは

勝手が違うなあーということを改めて

思いました。

下山家？ が多いのか、予定時間

よりも早く登山口に着きました。湯布

院温泉で汗を流される方、わたした

ちは、安心院のブドウとイチジクが
あ じ む

待っているので、登山口の駐車場で

解散となりました。今回初めて、ご一

緒の方もいましたが、和気あいあい

の楽しい山行でした。お世話になりま

した。

参 加 者
山田武史(ＣＬ) 原 広美(ＳＬ)
関口興洋(救急) 横山洋子(記録)
板倉健一 舛木 隆

坂本千佐子 森本信子
池田暁彦 大木康子
倉本とき子 佐伯近史
福田陽子

計 13人

留守本部 馬場基介
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札所は明治の神仏分離令で、仏教

の衰退・廃寺の後、大正になって八十

八カ所に習って札所が設置されたが、

石仏の盗難などがあり荒廃しており、

1995年ごろより地元の努力により鎖の

設置などが行われている。

「３」番札所より札所巡りの道へ入

る。鎖場と岩峰歩きの連続です。

「12」番札所に「無明の橋」が掛

かっている。この橋を渡れば、仏の世

界と言われている。天念寺や中山仙境

にも趣きの異なる無明の橋がある。

「24」番札所「針の耳」から石の

大師像を経てメインルートに出られる

が、今回は「24」番札所から岩峰に

登ると紅葉の衣をまとった奇岩、怪峰

の絶景が広がる。

「41」番でメインルートに下り谷筋を

登ると「水月寺奥の院」にいたる。背

後の岸壁の岩清水で墨をすり、字を書

くと書道が上達すると言う、六郷満山

の開基、仁聞菩薩縁の「硯石水」が

ある。更に鎖を伝って一登りで尾根に

出る。右は最高点であるが、登路は

宗教上の聖地であるとも、学術調査の

必要上の理由で開かれていない。左

へ、第一展望台を経て津波戸山の三

角点、更に第二展望台にいたる。15年

位前に登った時は潅木に 覆われてい

たが、伐採されて見晴らしが良い。由

布・鶴見岳、遠くには九重連山が眺め

られる。

山頂へと戻り、第一展望台で昼食と

する。話題となったのは近くに見える

「華岳」（ハナガタケ地元ではハナン

豋タケ）で立石峠近くの舟集落から 路

がある様です。

「65」番札所より札所巡りに戻る。

青空の下、岩尾根を歩く。絶景の連続

です。

「88」番よりメインルートに下る。海

蔵寺に立ち寄るが無住となっており、

本尊の千手観音の拝観はできなかっ

た。この観音像は明治時代に修復の際、

塗り替えたため重要文化財の指定を受

けられなかったそうです。

参加者全員の御協力で無事に山行

を終えることができ、心より感謝を申し

上げます。

私の反省として、コースの険しさ

もありますが、途中、立

ち休みでも、休憩をきち

んと取るべきであったと

思っております。国東は

低山ですが面白い山があ

ります。また、御一緒でき

ればと思っております。

以前から機会があれば参加したいと

思っていました「宮崎ウェストン祭と筒

ガ岳登山」に、今回参加することがで

きました。

平成１５年６月に上高地ウェストン祭に参

加し、大変感動した記憶があります。宮

崎ウェストン祭については会報等で情報

をいただいていましたが、今回参加して

地元の方々の取り組み、心遣い、厳粛さ

に感激しました。これから参加される方に

役立てばとその概要を記します。

前夜祭 １１月２日(日)18時

～21時

於 五カ所野菜集出荷所

主催 田原地区村おこし推進

協議会

開会～神事～あいさつ～神楽

～キャンプファイヤー～子供会神

楽～子供会合唱～下河内女性部

踊り～本神太鼓～閉会（参加者500人）

会場では、地元ＪＡ、子供会、婦人会

等による特産物の販売や地どりの焼き鳥、

ヤマメの塩焼き等のバザーに合わせカッ

ポ酒が振る舞われた。

宿泊 １１月２日（日）２１時～翌９時

於 五カ所高原ひめゆりセンター

主催 ＪＡＣ宮崎支部

前夜祭後同センターヘ移動

ＪＡＣ宮崎支部主催の懇親会が開かれ、

11月の山行《第24回宮崎ウェストン祭》

北九州支部は、筒ガ岳 (1,296㍍)へ登山
№13532 馬 場 基 介

筒ガ岳山頂で

参 加 者

原 広美(11990) 板倉 健一(13471)
西村 信子(13520) 関口 興洋(13640)
西村 俊二(13810) 山田 武史(13992)
内藤 正美(14079) 丹下 洽(14264)
大木 康子(14498) 丹下香代子(14554)
森本 信子(北九389) 倉本とき子(北九400)
山﨑 近史(北九408) 笠原佐和子(北九414)
福田 陽子(北九422) 百田 道子(ビジター)

計 １６人

JAC宮崎支部主催で毎年行われている、宮崎ウェストン祭の会場（三秀台）で
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懇談情報交換等を行い懇親を図った。（参

加者50人）

終了後各自持参のマット・寝袋で就

寝、女性は別部屋で。

１１月３日（月）６時起床、７時前に朝食

を取り出発準備。８時30分ごろから各自、

車で２分程度の会場へ移動。

ウェストン祭 １１月３日(月)

９時～９時30分

於 五カ所三秀台

主催 高千穂町 ＪＡＣ宮崎支部

開会～点鐘～黙とう～献花～主催者挨

拶～詩・児童作文朗続～ウェストン祭の

歌合唱～児童への記念品贈呈～閉会（参

加者 150人）

参加費 3,000円（宿泊、懇親会費、

朝食、昼弁当、記念メタル等）北九州

支部では、取りまとめて申し込みを行

っています。

ウェストン祭参加者のうち希望者は祖

母山登山を行います。

北九州支部では、今回祖母山に代え、

近くの筒ガ岳(1,2９６㍍）の登山を実施し

ました。

三秀台でのウェストン祭式典終了後、

車で林道、工事用道路（悪路あり）を通

り登山口へ移動、いよいよ登山です。

シカ除け柵を何度か通るなだらかな登

り、圧巻は最後のハシゴ場、約６㍍の長

さに、登りも下りも皆様緊張。遠くから見

て筒状に見えるこの場所を山名の由来に

したことが理解できます。

頂上での記念写真、登山口での昼食

後帰路へ、途中、高森温泉センターで入

浴、行楽帰りの渋滞に巻き込まれまし

たが楽しい山行でした。宮崎ウェストン

祭に是非一度参加してみてはいかがで

すか。

参 加 者
日向 祥剛 大城戸昌敏
原 広美 板倉 健一
西村 信子 浦田 和夫
馬場 基介 高畠 拓生
末吉 史忠 関口 興洋
藤田 傳 西村 俊二
室津 健二 山田 武史
大木 康子

計 １５人

9月27日～28日の交流登山「伯耆大山」
ほうきだいせん

に夫と2人で参加しました。26日の夜、高

速の深夜割引を利用して移動。道の駅で

仮眠。27日は塩釜冷泉より蒜山へ登り、
ひるぜん

皆さんとの待ち合わせ場所の大山寺橋の

駐車場へ。

16時半ごろ、九重・由布岳や北八ガ岳

でご一緒した方々と久し振りの対面。村

松会長、今回リーダーの大塚さんとは初

顔合わせでした。

宿泊場所の石造りの岡山大学所有のヒ

ュッテへ。掃除の後、まず乾杯！！

夕飯は焼き肉とのことでしたが、3種類の

お肉、野菜、キムチが入りのゴッタ煮の

鍋と化し、最後はうどんで締め、和気あ

いあいのうちに終了。まだ、宴をする方

も居られましたが、私ども2人は睡眠不足

と登山の疲れで早々に就寝。

28日、朝食を済ませ、メインの大山へ。

お天気もまずまず。当日合流の下野さん

ご夫妻を含む９人で、８時に夏山登山道

より歩き始める。大塚さんの案内で重要

文化財の阿弥陀堂を見物し、階段状に整

備された道を進む。西日本最大のブナ林

を眺め、6合目の避難小屋で大休止。皆

さん、ようやく昨夜のアルコールが抜け

た様子。

荒々しい北壁、弓ガ浜、中海や宍道湖
しんじこ

の展望を楽しんだ後、11時半に山頂の

弥山に到着。集合写真を撮り、早々に下
みせん

山。6合目より大塚さん、上野さんを除く7

人で行者谷コースを下る。5～6年前、紅

葉の時期に訪れたのを思い出しながらの

歩きでした。元谷、大神山神社、大山寺

を経て、大山旅館のお風呂で1日の汗を

流し、今回の交流登山の行程は終了。

タクシーで米子駅へと向かう皆さんと

別れ、16時過ぎ、我々はまた米子道・

中国道・九州道と走り、事故のないよう、

安全運転で29日の1時半過ぎに我が家に

帰りつきました。往復の走行距離、1015

キロでした。

久し振りに皆さんと会え、楽しい山行が

出来ました。計画された大塚さん、お疲

れ様でした。有り難うございました。

参加者

13407 上野美裕(首都圏）

13425 村松 充( 同 ）

11166 下野武司( 同 ）

13432 下野美穂子( 同 ）

13457 掛江正通( 同 ）

13559 大塚忠彦( 同 ）

14039 椎名キクヱ( 同 ）

13520 西村信子(北九州）

ゲスト13810 西村俊二( 同 ）

計 9人

01会｢伯耆大山｣交流登山に参加して

マイカー往復1,015ｷﾛ㍍
北九州支部 №13520 西 村 信 子

鳥取県・大山(1710.6㍍)頂上で
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ネパールの山旅に初めて参加するよ

うになった動機は、13年前、当時、ア

ウトドアー店「キャンプ２」勤務の山岳

ガイド山下建夫さんとの出会いで、登

山用品購入の適正指導や九州の山々、

屋久島、南アルプス、北アルプスの山

々と冬季の富士山、大山などへ同行し

た体験からでした。

山下さんが、世界最高峰エベレスト

（中国名チョモランマ）挑戦に、我々

が支援して壮行会、出国見送りをし、

平成12年(2000年)5月19日９時50分（ネ

パール時間）に頂上に立った。帰国、

空港での出迎え、初登頂祝賀会と我が

ことのように喜び、報告書を読み、死

線を越えての記録、86日間の足跡を知

りました。

(社)日本山岳会25番目の支部である

北九州支部設立総会が、平成12年９月

２日～３日、国定公園英彦山アドベンチ

ャーセンター森の家で開催、山下建夫

さんがスライドを使用してのチョモラン

マ単独登頂の貴重な体験報告が記念

講演となりました。その時、山下さん

から勧められて支部会員に入会致しま

した。翌平成13年４月21日、第２回通

常総会で日本山岳会へ入会推薦され、

10月１日付で正会員通知書を受領し、

自覚と責任を重く感じました。

平成13年９月、山下さんと槍ガ岳よ

り下山して、ネパール行きを誘われ同

行することに。２回目の登頂準備のた

め、預けている登山用具の点検、現

地スタッフの手配、酸素ボンベの手配

などの商談８日間のうち、余暇はポカ

ラ、サランコット展望台よりアンナプル

ナ山群を遠望写真撮影。カトマンドゥ

で山下さんの商談中の間、別行動で

遊覧飛行し、エベレスト山群を上空よ

り写真撮影、50分ほどのフライトを楽し

みました。帰国してフィルム10本焼き

付けてみると、素晴らしい岩稜、真っ

白い氷壁、ヒマラヤヒダの8000㍍級の

やまやまを見ると、この足で近くまで歩

いて登れないのかと夢を見ながら、機

会があればと・・思い続けていました。

平成16年(2004年)３月、カラパター

ル(5545㍍)に登り、10㎞先のエベレス

トの雄姿を見て感動で自然に涙を流し

ました。この地点まで登る苦労と高山

病にかからなかったのは、ツアーリー

ダーの指導のおかげです。すばらしい

山容に、ヒマラヤの絶景に、最高の喜

びですね。平成18年(2006年)６月に行

ったスイス4000㍍級の山容とは比較で

きませんね。

そして、昨年（平成20年）11月、ア

ンナプルナ内院ベースキャンプに２日間

滞在。4130㍍より望むアンナプルナⅠ

峰(8091㍍)、アンナプルナ

サウス(7219㍍)を目前にして

朝焼け、夕焼けの変わり行

く時間を撮り続け、寒さも－

10度を体験。スケッチ絵を

描く時間の余裕もあり、最

高の山旅でした。そのうえ

念願のポカラ国立山岳博物

館をゆっくりと見学できまし

た。

バンコク空港占拠のニュ

ースで、香港経由変更便にて無事帰国

できました。東九州支部の西 孝子さ

んは、15回目のカラパタールからの帰

りに、バンコク空港占拠に遭遇して７日

間足止めされ、どうにか年次晩餐会に

間に合ったと乾杯発声の折話をされま

した。

私も近年、再度カラパタールかゴー

キョピークへの夢を見るようになりまし

たよ・・・。

海外山行記

限りなく続くネパールの山旅
今回はアンナプルナ内院

№13541 高 畠 拓 生

アンナプルナⅠ峰(8,091㍍)をバックに

アンナプルナ・ベースキャンプでスケッチ

スケッチ画
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今年の夏は大雪山とアサギマダラ観測

にあけくれました。最初に久住で見たの

は7月25日でした。聞いた事はありました

が、実際に見たのは初めてでした。大規

模な渡りをするチョウだと聞きとても興味

がわきました。台湾、沖縄南西諸島から

渡って、気温20度を目安に日本を北上す

るようです。近寄っても逃げないので羽

にマーキングをして自分が印をつけたチ

ョウがどこまで行ったのかを観測する会も

なかなかの賑わいのようです。菊川町の

華山でマーキングの講習を受けるはずで

したが雨のため中止になり残念でした。

アサギマダラの詳しい生態は何もわか

っておらず謎の渡りチョウだということが

なお更興味をそそられました。１週間後、

再び久住の指山付近でユラユラ飛んで

いるアサギマダラを数頭見ました。そ

の飛んでいる姿がまるで「こっちだよ、

おいで、おいで」と誘っているような飛

び方で指山の森の中をフワフワしてまし

た。私は写真で撮るよりもこの姿をビデ

オで撮りたいと強く思い、その時にサック

スのケニー

Gの音楽と

このアサギ

マダラのコ

ラボが絶対

合うと確信

しました。そして８月６日1人で指山に出

かけていきました。指山散策路から木道

を過ぎて10分くらいでヒヨドリ花が咲いて

いる開けた平地にアサギマダラが５頭くら

いいたので、そこに腰をすえました。時

間は11時半から1時半くらいまで２時間ビ

デオに収めました。根気よく編集して２時

間の録画を10分にしてケニーGの音楽も

４曲入れコピーして山友やお友達に配り

ました。

山以外のお友達は面食らったらしく、

「なぜチョウチョウなんだ？」と不思議が

られました。その内、風や空を撮るように

なるんだろうねと言われました。そうなん

です。風って見えないけど、実は見えて

いることがわかりました。

旧暦の立秋の前日、山の中では確か

に秋の風が立っていました。この世の最

後の名残とばかりに鳴くセミが一斉に鳴く

のをやめた時、風がサァーと

吹いてヒヨドリ花がユラユラ揺れてもなお

夢中で蜜に吸い付くアサギマダラでした。

自分が作った自然のアルバムはNHKが

流す奇麗で完成された映像とは雲泥の差

だけど、あの場所、あの時間に確かに私

はそこにいた、強い日差しと白い花と緑

の葉っぱと薄暗い森とチョウチョウが忘

れられない鮮やかで強烈な夏の思い出

です。そして本格的な秋の訪れとともに

北上していたアサギマダラが、南下し始

めました。

門司白野江公園のフジバカマに10月10

日過ぎには80～100頭くらいくるという情

報を聞き、様子見に10月3日出かけまし

た。確かに2.3頭いました。管理事務所

の方の話によると2.3日するとまた旅立つ

そうです。どこまで旅してきたのやら、羽

は欠け、色もにじみ見るからにお疲れの

アサギマダラが白野江のフジバカマの蜜

を近寄っても逃げることもせずに吸い続

けていました。

「旅のご無事と幸運を祈りますね、アサ

ギマダラさん」

クムジョムサン登山
ところで私は８月の末に釜山のクムジョ

ムサン(金井山)に登ってきました。801㍍

の山で簡単に登れます。韓国禅宗の総

本山焚魚寺の後ろに登山口があり植林を

してない雑木林の気持ちのいい山歩きで

した。韓国最大規模の山城址のある所で

私は６時間縦走をしましたが、往復すれ

ば国際市場で店をひやかし、石焼きビビ

ンバを食べて夕方の下関行きの関釜フェ

リーに乗れます。

日本の山は高く険しいために修行に近

い部分もあるけど、韓国の山は大体低く

雑木林がほとんど頂上まで続いており、

森林浴と健康とお金もかからず手ごろな

レジャーとして日本より定着しているよう

です。結構高い場所に茶屋が何軒もあり、

そこではドブロク、ちぢみ等が数種類の

漬け物とともにあり、家族連れや仲間た

ちとで賑わっていました。私もM氏が「飲

め、飲め」というのでマッコリを飲みまし

た。セッタクというサイダーとドブロクを

混ぜたスパークリングワインのような甘い

ドブロクでアルコール度は６度でした。10

度の要保冷なので持って帰るのは難しい

ようです。チヂミはこの地域の特徴のネ

ギ(日本のネギと違い細くて軟らかくてノビ

ルみたいなもの)を、ぶちまけたような軟

らかいお好み焼きのパジョンです。

釜田駅で降りてバスでポモサまで行き、

下山はオンチョンジャンに下りてきました。

① アサギマダラをビデオに
② 韓国・クムジョムサン(金井山)登山

北九391 岡 本 千 哿 子

九重登山道のアサギマダラ

指山のアサギマダラ

蝶をなぜ１頭、２頭と数えるか

蝶を数えるとき、正式には１匹､２匹では

なく､１頭､２頭と数える。なぜ馬や牛のよう

に「頭」で数えるか？ これは英語での数え

方､one head,two heads から由来したもの

といわれている。この数え方は明治初期に海

外から日本に入ってきたといわれ、動物園

や標本カタログなどに利用されていた助数

詞をそのまま利用したというもの。蝶に限らず、

鳥と魚を除くすべての動物は､動物学上では､

1頭､２頭と「頭」を用いて数える。

（資料はインターネットから 検索 西村信子）



( 13 )ＪＡＣ北九だより 第45号 平成21年（2009年） １月 発 行

11月22日(土)、前々から一度は体

験してみたかった縦走！ 今回は、日

本山岳会の馬場さんも参加していた

だき、計13人、足立山(597㍍)から戸

ノ上山(517㍍)への歩きのため、門司

より高速バスで小倉の富野へ行き、

小文字山から登り始めました。

小文字山は急登で、また日ごろの

運動不足も重なり、初めから息が切

れる思いがしましたが、上に着くと、

その素晴らしい眺望に感動！ この日

は、11月には珍しく久しぶりの良い

天気で、風もなく、小倉の街はもち

ろん北は小野田市、西は六連島、若

松と遠くまで望むことができました。

関門海峡を背にアップダウンを繰

り返しながら足立山の山頂に着くと、

若い声がワイワイ。我々年配の集団

にはとても良い刺激、忘れかけてい

た昔を思い出し、懐かしみながら足

立山をあとに戸ノ上山に向け出発し

たものの、途中長い下り坂が続き、

ロープを伝いながら滑るように下って

行きました。“これが登りだったら、

かなり辛いだろうな”と思いながら

・・・高蔵山から大台ガ原へ。大台

ガ原から戸ノ上山山頂へ。最後の登

りは、これまでの疲れも出て多少き

つい思いもしましたが、皆さんの力

強い足取りに引っ張られながら無事

着くことができました。ここまで約６

時間、帰りは畑の観音様の所に出る

コースで下りましたが、急斜面のう

え石がゴロゴロ、つい石の上に足を

のせてしまい滑ってしまう始末で、

一歩一歩、気を休むことができませ

ん。やっと観音様のお顔を拝むこと

ができ、戸ノ上山神社の境内に着い

たときは、皆さんも無事下山できた

ことを神様にお礼を言い、ホッとした

顔になっていました。

初心者登山教室で、山登りを始め

てもう２年目になります。まだまだ皆

さんの足について行くのがやっとで

す。これからも山歩会、山岳会の方

々のあしを引っ張りながら頑張って

いきたいと思います。ご指導よろしく

お願いします。

会員異動

新会員
本部会員

№14554 丹 下 香代子 門司区

支部会員

北九423 橋 爪 久 吉 小倉北区

北九424 吉 田 英 世 戸畑区

北九425 福 村 拓 己 山陽小野田市

北九426 藤 内 英 夫 札幌市

（本部会員№11883 北九州支部会友）

退会
本部会員

13824 藤 垣 三知子 小倉南区

◇ ◇ ◇ 報 告 ・ 連 絡 な ど ◇ ◇ ◇

初めての縦走

足立山(597㍍)～戸ノ上山(517㍍)を約６時間

門司山歩会 畑 井 真 子

その後の門司山歩会 №13465 大 楠 益 弘

門司の大里南市民センターの登山教室を出発点とし

た、門司山歩会は、この１月で発足後１年10カ月を迎える。

平成18年５月から10月まで月１回の座学を主体に登山教室

を開講した。門司中部市民センターに引き続き２カ所目と

なる。

一昨年10月の最終実技研修をした後のこと、せっかく

のことだから会をつくって登山を続けたいという希望が多

くあり、市民センターの同好会として平成19年４月門司山

歩会が発足した。平成20年２月、３カ所目として大里東市

民センターで短期の登山教室を開催、山歩会会員は今ま

では２３人を数えるに至っている。本来は山歩会でリーダ

ーを選出して、登山活動をし、当支部からは講師派遣を

するという形が望ましいのであるけれども、いまだその

状況にはないとの判断があり、当分の間支部会員がリー

ダーを兼務するという具合で推移している。これまで支部

からは、関口事務局長、馬場基介、丹下夫妻、浦田和夫、

原広美、西村夫妻、大木康子、末次幸子各会員の参加

支援が得られた。さらには支部月例山行へのビジターと

しての参加、門司こもれび会（事務局長丹下会員）との

交流登山を実施するに至った。この間山歩会会員から４人

の支部入会が実現した。しかしながらいまだ、まだ私の

努力が不足しており、もっと積極的に勧誘すべきと考えて

いる。

山歩会会員のレベルは、体力共に相当上がってきてい

ると見ている。もっとも山行時の地図携行割合がまだ少

なく、行動中の読図の心掛けも満足すべき状況にはない

ということに目をつぶってのことであるけれども。

今回投稿してもらった畑井会員は、体力もあり、足の

運びもスムーズでもっともっと伸びる素質があると見てい

る。女性会員若手のホープの１人である。
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平成20年度第３回支部長会議の報告
平成20年12月６日、午前10時から、日本山岳会会議

室で支部長会議が開催され、北九州支部から大庭支部

長が出席した。

１、事務連絡

(１）平成21年度の全国支部懇談会

と き 10月25日(日)～26日(月）

ところ 福島県 裏磐梯地区

主 管 福島支部

(２）平成20年度の支部助成金の決算報告

公益目的事業とするための試行として、支部助

成金（1人当たり3,500円）については、支出した

事業の収支全体について、別紙様式にしたがって

報告すること。

(３）「山の日」プロジェクトについて

(４）登山情報の提供について

２、公益法人制度改革に伴う日本山岳会の今後(本部報告)

平成19年５月に成立した公益法人制度改革３法案

によって、社団法人日本山岳会も、公益法人か一般

社団法人か、どちらに移行するかを25年までに決し

なければならない。どちらの道を選ぶにしても、山

岳会の将来を決する重要な選択になる。

現在本部を中心に公益法人化プロジェクトチーム

をおいて、検討中であるが、会員の皆さんからも意

見を頂きたい。

（公益法人と一般社団法人のそれぞれにについての

違いは、次号のJAC北九だよりに掲載予定）

山のニュース
（最近の新聞記事などから）

登山家の山野井泰史さん
クマに襲われ重傷

昨年９月17日午前７時半ごろ、東京都奥多摩町原の民

家から「クマに襲われたけが人がいる」と119番があった。

警視庁青梅署によると、襲われたのは近くに住む登山家の

山野井泰史さん(43)で、顔や腕にけがをして病院に搬送さ

れたが重傷。

青梅署によると、山野井さんは登山道をジョギングしていた

ところを襲われ、近くの民家に逃げ込んだ。クマは２頭で親子

と見られる。山野井さんはヒマラヤなど難度の高い高峰の登

頂に成功している世界的なクライマー。2003年には「植村直

己冒険賞」を夫婦で受賞している。

（9月17日 西日本新聞）

日本登山隊３人死亡
中国・ヒマラヤ高峰、雪崩

中国チベット自治区のヒマラヤ高峰クーラカンリの縦

走を目指していた「日本クーラカンリ登山隊」（高橋和

弘隊長）の隊員３人が１日、登山中に雪崩に遭い死亡し

た。死亡したのは加藤慶信さん(32)＝山梨県南アルプス

市出身、中村進さん(62)＝前橋市出身、有村哲史さん(2

7)＝千葉市出身。

5,900㍍(C1)地点から6,6550㍍(C2)地点に向かってい

た３人からの連絡が途絶えたため、１日午後、高橋隊長

等３人が後を追い、6,000㍍付近で雪崩に巻き込まれて

死亡している３人を発見したという。

(10月２日 西日本新聞）

九重 氷 の 祭典 中 止
雪不足、高齢化に勝てず

大分県九重町にある飯田高原の冬の風物詩として198

9年から開かれている「九重氷の祭典」の今冬以降の

中止が10月３日、決まった。暖冬による雪不足とスタッ

フの高齢化が理由。同祭典は、最低気温が氷点下10度

を下回る日も珍しくなかった寒冷なくじゅう山系の気候

をまちおこしに生かそうと始まり、毎年２月に開催。巨大

雪像や氷の彫刻展示、ライトアップで人気を集め、一時

は５万人を超す集客を誇った。(10月４日 西日本新聞）

新燃岳の警戒レベル引き下げ

福岡管区気象台は10月29日、霧島山の新燃岳(しん

もえだけ、1,421㍍）について「火口周辺に影響を及ぼ

す噴火の兆候は認められない」として、噴火警戒レベ

ルを２（火口周辺規制）から１（平常）に引き下げたと

発表した。

同気象台によると、新燃岳では８月23日以降に噴火

がなく、火山性地震や微動の発生回数、噴煙量も減少

しているという。ただし、火口内や西側斜面では噴気が

みられ「火山灰の噴出に警戒が必要」としている。

(10月30日 西日本新聞）

訃報 坂倉登喜子さん98歳

12月３日午前８時、坂倉登喜子さん(さかくら・ときこ

＝日本山岳会名誉会員）が老衰のため、息をひきとら

れた。98歳でした。ご冥福をお祈りします。告別式は1

2月８日、東京都練馬区の江古田斎場で行われた。喪

主は長女長谷川不二子さん。

1959年に女性だけの山岳会「エーデルワイスクラブ」

を創立するなど、日本女性登山家の先駆者として知ら

れた。 （12月３日 日本山岳会だよりほか）

ローツェ南壁攻略に勲章 東海支部

ネパール・ヒマラヤのローツェ峰(8,516㍍)南壁に200

6年12月末、世界で初めて冬季に完登した日本山岳会

東海支部が、顕著な山岳研究や活動に贈られる秩父宮

記念山岳賞を受賞した。01年から３回にわたる挑戦で、
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世界最大級の岩壁を制覇した功績が高く評価された。1

2月６日、日本山岳会年次晩餐会の会場で表彰式や記

念講演が行われた。 （12月６日 東京新聞ほか）

訃報 森 啓さん34歳

当支部会友の森 武昭さん（北九407、JAC9620）の

ご子息、森 啓さん（34歳、JAC13200）が、昨年12月

28日、中央アルプス・檜尾岳(2,728㍍)付近で遭難され

た。啓さんは日本山岳会青年部委員会、指導委員会で

活躍されておりました。将来のJACを担ってゆかれる有

為な人材が失われたことは、誠に残念極まりなく、森さ

んはじめご家族の皆様に対して心よりお悔やみ申し上げ

るとともに、啓さまのごめい福をお祈り申し上げます。

なお、１月10日に日本山岳会主催のお別れ会が行

われましたが、大庭支部長より森さんに弔電を打電しま

したので、併せてご報告いたします。（関口興洋）

長野県内の遭難件数
過去最高の180件に

平成20年中に長野県内で発生した遭難件数は180件と

なり、昭和29年の統計開始以降で最多だった平成15年

の179件を越えて、過去最悪となった。県警では、気象

情報に十分注意して慎重な判断と行動を呼びかけてい

る。(12月30日 産経新聞）

北九州支部実施による

中央分水嶺踏査記録文集

｢踏みあと｣販売中
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。

分水嶺踏査に参加された会員は、

貴重な記録としてぜひ購入されるよう

おすすめします。その他の会員も、分水嶺踏査とはどう

いうものであったかが分かる参考書として、ぜひお求め

下さい。Ｂ５版、1,000円。希望者は、関口事務局長ま

で。サロンや総会会場でも販売予定。

（「踏みあと」編集担当 伊藤久次郎）

「踏みあと」発刊に至る苦心談

№13499 伊 藤 久 次 郎

日本山岳会創立100周年記念行事のひとつとして実施し
た、分水嶺踏査記録集「踏みあと」の発刊に至るまでの苦
心談や感想をぜひ書いてほしいと大楠副支部長から要望を
受けた。今更と思いながらも、当時を思い出しながら書いて
みることにした。
発刊のきっかけは、既に「踏みあと」の中に少し書いて

いるのだが、最初、「踏みあと」なる本を自分が編集にか

かわるとは思ってもいなかった。なぜなら、分水嶺踏査委

員なるメンバーがいて、さらにその委員長もいたから、その

人たちがまとめるだろうと思っていたからである。

分水嶺踏査も終わり一段落して、当支部としても踏査記録

集を出そうという計画はあったので、大庭支部長の発案で

分水嶺踏査に参加した全員から、「分水嶺踏査の思い出」と

題し、原稿を募集した。しかし、この原稿募集は低調であっ

た。そのうち、本部から踏査記録集が立派な本になって発

刊された。続いてほかの支部からも続々と踏査記録集が発

行され、北海道支部では記録集と余話集の２冊が発刊され

た。このような状況に、まず支部長がしびれを切らした。分

水嶺の思い出座談会を開いて、これを記録に残そうとみん

なに提案した。これを録音するのに、カセットテープなど３

台使用したが、わたしのICレコーダーしか音は入ってなか

った。この録音を文章に直すのに１週間かかった。時期を同

じくして第24回全国支部懇談会が、北九州支部で開催と決

まった。これでわたし自身もしびれを切らし、何とか支部懇

の前までに発行しないと大変だと思い、今までの北九だより

に登載した分水嶺原稿は、すべて自分が扱ってきたし、それ

もすべて自分が記録として保管していることから、この仕事は

自分がしなければ・・・と決意、「踏みあと」の製作に踏み

切った。すぐに委員の皆さんに呼びかけ、2008年6月14日小

倉で第１回編集会議を開いた。方針と各自の分担が決まり、

製作に向けて動き出した。わたしは、北九だよりの過去に掲

載したA４の分水嶺記事を、すべて踏みあとの規格であるB4

への変換作業を開始した。これからが、毎日８時間のパソコ

ンとのにらみ合いだった。その日の１日が、会社勤務みたい

な感じであった。その他、過去の文章をもう一度校正ソフト

にかけて、間違いなどを訂正。B4に編集仕直していると、ど

うしても字余りや余白などが出てきた。その時は写真の大き

さを調整して、文字の余白を調整した。また、どうしても埋ま

らない余白は、自分の版画カットなどを使用した。本の編集

は初めてであり、全く分からなかったので、本部発行の分水

嶺踏査記録集の本をお手本とした。過去の踏査原稿と思い

出原稿、さらに座談会原稿を併せても、ページは90ページに

満たず、見開きに分水嶺全体のふかん地図や思い出のカラ

ー写真、さらには本部製作のCDから、我が支部が本部に報

告した60件の踏査記録を、資料として添付することにした。こ

れでようやく163ページになった。そして秦野評議員の「巻頭

言」や板倉分水嶺踏査委員長の「はじめに」と、大庭支部

長の「あとがき」を付け、すべてのページをパソコンプリン

ターで裏表印刷し、校正をしながら印刷に回した。また、本

のタイトルは、関口事務局長の思い入れで「踏みあと」とし

た。今あらためて、「踏みあと」を開いてみると、懐かしい記

録として、また貴重な体験記録として当時がよみがえってくる

のである。
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山行計画のご案内
２月の山行

十種ガ峰(989㍍) 雪山歩き(ﾃﾝﾄパオ泊) (2/7･土～2/8･日)
と く さ が み ね

と き ２月７日(土)～８日(日)

と こ ろ 島根県 十種ガ峰 雪山歩き

計画担当 内藤正美（TEL 083-922-3884 携帯 090-8993-0239）

宿 泊 十種ガ峰スキー場キャンプ場 10人程度収容のパオを２棟（ストーブつき）予約しています。

参 加 費 人数により多少増減しますが、3500～4000円程度（食事費こみ）

日 程 7日 13:３０ 下関一宮玉姫殿前集合。15:00 山口県庁駐車場集合。

17:00 キャンプ場 食事準備。夕食 新年の懇親会

8日 07:30 神角登山口へ移動。山頂へ 途中ワカン、スノーシュー等の歩行練習

14:30 下山神角駐車場着。解散

概 要 アイゼン不要、ワカン、スノーシューのある方は持参。寝袋必要

今年は雪が多いようです。道路の凍結に注意しましょう。

参加申込 車の手配を早めにしたいので、1月末までには参加申込みを。

内藤 ０８３－９２２－３８８ 又は０９０－８９９３－０２３９

に連絡してください。パオも定員がありますので、早く申し込んで下さい。

３月の山行

福智山(910㍍）清掃登山(3/22､日)
と き ３月22日（日）午前11時30分、

ところ 福智山頂上集合（ゴミを拾いながら、コース自由）

昼食後12時出発し、縦走路を清掃しながら牛斬山まで南下し、採銅所駅へ下山、解散。

ゴミ袋は駅に留置し、翌日回収してもらう。

携行品 ポリ袋（事務局で準備）とハサミ、その他登山に必要な装備品

計画担当 関口興洋（TEL/FAX093－382－6436、または090－8919－6776）

参加申込 ３月15日までに連絡願います。

毎月第４水曜日

毎回盛況、ご参加歓迎！

１月のサロンは、28日(水）
２月のサロンは、25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 ○今回は原稿がたまっておりましたの

で、16ページになりました。今まで

の最高は12ページでした。今回発行が遅れたのは、すべて

の原稿が、手元に届くのが遅れたからです。原稿は、なる

べく早く送って下さい。お願いします。

○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、２月25日です。

2009年度 第10回通常総会のお知らせ

○ と き 平成21年４月25日（土）（午後からの予定）

○ ところ 九州厚生年金会館（ウェルシティ小倉）
北九州市小倉北区大手町12－3


