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九州５支部集会へのお誘い
今年の九州５支部集会は、大分県の東九州支部主管で、下記のとおり行われることがきまっ

たので、会員諸氏はふるって参加されるよう案内します。

記

と き ２００９年１１月７日（土）～８日（日）

ところ 九重山群・筋湯温泉八丁原ヴユーホテル

日程と会費
○ 第１日 支部集会 午後４時 開会 ①東九州支部長歓迎あいさつ及び「大分・四方山話」

②各支部からの近況報告

午後６時 懇談・懇親会

○ 第２日 記念山行 ①湧蓋山（ひぜん湯からの往復登山） 午前７時３０分出発

②八丁原地熱発電所及び小松地獄の見学・観光

○ 会 費 お一人 １２，５００円（宿泊、懇親会費、朝食込み。２日目の弁当不要の方は500円引き）

この季節、飯田高原は紅葉が次第に良くなってくる時期なので、九酔渓、鳴子川渓谷、九重“夢”

大つり橋などを観賞したり、ラムサール条約登録湿原・タデ原の自然観察路の周遊などが楽しめます。

また早めに着けば筋湯温泉名物の打たせ湯などでくつろげます。

参加申込 北九州支部会員は、９月２８日までに

北九州支部事務局 関口興洋（TEL/FAX093-382-6436、携帯090-8919-6776）へ。

１０周年記念誌、原稿など募集!
北九州支部は、来年(2010年)で創立10周年を迎えます。その記念誌の原稿を募集しています。

１ 記念誌に関するアイディア

２ 表紙、タイトル、デザイン、内容などのアイディア

３ 会員の声

内容：１０周年を迎えて(ふり返って）、近況報告、

その他）

字数：１人～５００字程度

４ 個人海外遠征原稿は、原稿用紙５枚以内。な

お１０年間で数回ある方は、それぞれ要約して

下さい。写真があれば添付のこと

５ 支部創立2000年９月～2002年９月までの間の

支部行事の写真、お持ちの方は提供を。（簡

単な行事の内容を記載して下さい）

６ 山に関する短歌、俳句、詩、絵画、写真

７ 広告の掲載獲得（問い合わせは、大楠、日向へ）

８ 送付方法は、Eメール（アドレスはJAC北九

だよりの編集後記に記載）、CD-R、FAX、郵

便・・などで。写真はEメール、CD-R、郵便で。

９ 原稿の締め切りは、2010年３月末
記念誌編集小委員会

（問い合わせ先～伊藤）
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昨年の支部懇談会に広島支部から十数人の参加があ

り、隣り合わせの会でもあり交流を深めていければとの

話で盛り上がった。広島支部のテーブルが十方山だっ

たこともあり「６月にはササユリが咲きますね」から計画

された。

日帰りの予定が、広島から「前

日夜交流会をしましょう。」との

申し出があり、１泊の山行とな

った。せっかくなので土曜日に

深入山で足慣らしとササユリ観

賞をし、その後、恐羅漢エコロジーキャンプ場にて懇親
おそらかん

会の計画となった。

６月２７日、２月にも登った深入山のササユリを紹介し

ようと張りきっていたが、姿が見えない。数年前のあれ

ほどの花はど

こに行ったの

だろう。武永

さんの教えで

登山コースを

外れ藪こぎし
やぶ

ながら、やっ

と姿が見えた。

下山しキャン

プ場に向かう。

恐羅漢山は広島県の最高峰なので時間があれば登るつ

もりが、１６時から歓迎会をしたいとのことであきらめる。

広い、設備の整ったキャンプ場の広場に集合し、杉村、

大庭両支部長のあいさつその後、心のこもったもてなし

を受ける。夕食は各々でとのことで、いったん別れ、夕

食後、交流会となる。北九州から２５人、広島から２６人

の参加の大所帯で大層盛り上がった。

翌２８日は天気予報は雨。十方の急登は大変だろ

うと思いながら

就寝。朝５時起

床、曇ってはい

るものの予報は

かわり昼からは

晴れとなりそう。

二軒小屋駐車

場に移動し、広
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山行報告 ６月２７日、２８日 深入山(1153) 、十方山(1328㍍・1319㍍)
しんにゆうざん じつぽうさん

広島支部・北九州支部 交流登山（第１回）

№14079 内 藤 正 美

広島県安芸太田町の恐羅漢エコロジーキャンプ場に集合した、広島支部と北九州支部の参加メンバー

キャンプ場内の建物の中で交流会

ササユリ

「ようこそ広島へ」と北九州支

部を迎え入れる杉村広島支部長

キャンプ場の炊事場



( 3 )ＪＡＣ北九だより 第４９号 ２００９年（平成２１年） ９月 発 行

島の兼森さんから説明を受ける。広島

支部は３班に分かれ、山頂を目指すと

のことだが我々は全員が藤本新道経

由でりょう線を目指し尾根筋を山頂に

向かうコースにする。間に広島の会員

が入り、サポートしてもらいながら、

話で盛り上がりながら登る。山頂は日

差しが強く長居はやめ早々に水越峠方

面に下山。大声で話しながら歩いてい

たが、高畠さんがいつもどおりにビニ

ール袋にゴミを拾いながら歩かれ北九

州の面目が立つ。予定どおり１４時に

駐車場に到着 次回の交流を楽しみ

に解散。来年は北九州で会いましょうとのことです。 参加者名（北九州のみ）

大庭 常生 原 広美

伊藤久次郎 西村 信子

濱松 禮子 馬場 基介

高畠 拓生 関口 興洋

藤田 傳 西村 俊二

室津 健次 中村 昭彦

山田 武史 内藤正美(CL)

原野幸雄(SL) 中岡 邦男

武永計介(SL) 大木 康子

中澤 恵子 森本 信子

平野 一幸 山崎 近史

大内喜代子 福田 陽子

稲富 榮

以上計25人

広島支部計26人

合計51人

7月4日。5時過ぎ起床。天候を

見る。雨は降ってない。晴れ、で

はないが、青空も一部見えている。

今回は祖母山に登れると思った一

瞬だった。梅雨の切れ間に見事に

はまったのだ。

7時37分、尾倉住宅前バス停で

関口事務局長の車に拾われる。同

乗者はほかにＣＬの原さん、舛木さ

ん。車内にはＢＧＭとして支部が作

成した山の歌のＣＤが流れている。

8時１０分、道の駅おこしかけ着。

ここはおいしそうな弁当がいろいろ

そろっている。迷ったが、オーソド

ックスなおにぎり弁当に決めた。8

時25分、おこしかけを出発。

１０時３０分、瀬の本高原着。ここ

で福岡から直行した山田、室津両

氏と合流。これで参加者全員14人

広島県の十方山の山頂で（北九州のみ）

広島支部との交流登山に参加して（原文のまま）

藤 田 傳

年年歳歳、花、相似たり

年年歳歳、人、同じからず

何時の間にやら歳を重ねて８２歳

深入山の雪中登山や

笹ユリの乱れ咲く十方山・・・。

過ぎし広島の山々を想い出し乍ら

味わい深く楽しみました。

JAC広島支部との交流親睦会、交流登山に温もりを

腹一杯に、然も好天に恵まれて、至福の出逢いに大萬

(万)歳を送ります。

皆さんの更なるご健勝を心より祈念申し上げます。

謝々

月例山行 ７月

10年越しの願いを達成―祖母山行記

北九356 坂 本 勝 喜

天狗岩付近からの祖母山(1756㍍)
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がそろった。１０時４０分、瀬の本高

原を出発。関口さんから原さんに運

転を交代。関口車はハイオク使用

とのことでスピードが出る。原さん

に代わってからさらにスピードアッ

プしたようで、後続車がバックミラ

ーから消える。「速すぎるよ」「アク

セル踏まなくても車が勝手に転がっ

ていく」「ついてこない方が悪い」

などと話しながら、何度か停車して

後続車を待つ。

１１時３７分、１合目の滝近くの駐車

場に着く。昼食を食べた後、共同

装備を分担する。缶ビールや清酒

を運んだ山田さん、板倉さん、ご

苦労様でした。

ＳＬの板倉さんの指揮で準備運動

をした後、１２時１０分、駐車場を出

発、登山開始。さあ、無事に登れ

るだろうか、という不安が胸にわだ

かまる。今年に入って初めての本

格的な山行。足ならしのための事

前の山歩きも天気が悪くてできな

かった。行程表を見れば４時間ほ

どの登りで、そんなに難コースでも

ないようなので、少し安心したのだ

が、実際登り始めるとやはり緊張す

るものがある。悪いことに便意が下

腹のあたりでノックを始める。せせ

らぎが耳に入ってくる。登山道の傍

らを渓流が流れているのだ。木の

間からのぞかれる流れの透明なこ

と。祖母山の深い森がはぐくんだ

清流だ。やがて「御社の滝」に達

する。いわれを書いた立て札が立

っていたが、便意が気になって、

よく読まなかった。５合目の小屋に

着く。休憩。トイレを済ませるのは

ここしかない。きれいなトイレでは

なかったが、とにかく済ませてほっ

とした。

祖母山頂までの距離を示す標識

には、「もう少し。がんばれ」など

と書いてあるが、「もう少し」はあ

てにならない。祖母山はやはり奥

深く、大きな山だ。１４時５１分、国

観峠に到着。皆、腰を下ろして休

憩。ここまでくればもう大丈夫とい

う思い。かなり汗をかいている。甘

いものや梅干しなどが回される。

どれもおいしい。

１５時３０分、山頂と山小屋の分岐

点に着く。ここらあたり、オオヤマ

レンゲがそこ、ここに咲いている。

オオヤマレンゲは下向きに咲くとだ

れかが言う。なるほど、見上げる

顔を花は見ている。清らかな白い

花が疲れを癒やしてくれる。１５時４

０分、九合目小屋に到着。小屋の

周囲にオオヤマレンゲが群生してい

る。暗くなるとライトアップもすると

いうが、私は見逃した。

小屋の下の水場で体をふき、汗

を流す。夏というのに冷たい清水。

手に10秒も当てれば痛くなる。荷

物の整理などしていると、女性の

皆さんが夕食の準備に取り掛かる。

原さんの指示で、板倉さんと山田さ

んが１０㍑と１５㍑のポリタンクを持っ

て水場に水をくみに行く。板倉さん

に｢私が｣と言いかけたが、後の言

葉が続かないのがふがいない。夕

食は定番のカレーライス。サラダ、

つけもの、きゅうりの丸かじりもあ

る。ビールで乾杯して宴が始まる。

焼酎を割るための水を水場までくみ

に行く。山小屋には我々だけでなく

関東からきたという人もいた。ＣＤ

をカラオケに、山の歌をたくさん歌

った。２２時ごろ就寝。

７月５日。５時半起床。６時朝食。

荷物整理。片付け。７時４０分、ザ

ックは小屋においたまま、山頂に

向かって出発。７時５５分、祖母山

山頂に立つ。高千穂町の五ケ所高

原、三秀台で行われる宮崎ウェス

トン祭に初めて参加したのが10年

ほど前になるが、その時の目的が

祖母山だった。雨で計画が変更。

次の機会も条件が悪く、祖母登山

は断念。昨年は荒天のため、山行

そのものが中止。４度目にして、つ

いに達成。10年越しの願いを果た

した。原さんが声をかけてくれ、ほ

こらのそばで私１人の山頂写真を撮

ってくれる。白い霧に閉ざされ、残

念ながら山頂からの視界はゼロ。

８時３０分、小屋の前で集合写真

を撮る。８時３５分下山開始。９時６

分、国観峠着。１０分休憩。１０時ご

ろ、雨が降り出す。しかし、林の

中なのでぬれないのはありがた

い。それでも数人の人がザックカ

下山前、祖母山九合目小屋で。
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バーを装着する。この時だったか、

オオヤマレンゲのつぼみを見たの

は。つぼみを見たのは初めてだ。

真白くてかわいい。雨の音とともに

渓流のせせらぎが耳に入ってくる。

登ってきた道をそのまま下りてい

る。雨が激しくなる。木の枝葉の

間から雨滴が落ちてくる。５合目の

小屋までたどり着き、そこで休憩す

ることになる。下山は気を抜けない。

道はぬれている。いつ滑って転ぶ

かわからない。「登りは体力、下り

は技術」とだれかが言う。しだい

にひざが痛くなってくる。緊張、緊

張。１１時１５分、５合目小屋に到着。

雨はやんでいた。１０分休憩。私は

行動食をとる。「御社の滝」を見下

ろす地点に出る。長いスロープをも

つ滝だ。雨で増水して真白いしぶ

きをあげて流れている。またまた緊

張、緊張。こんなことがいつかもあ

った。なんでもない、もう平地とい

う所でだれかがこけたのだ。

１１時５０分、出発点の、１合目の

滝近くの駐車場に着く。ここで昼食。

メニューは雑炊とラーメン。雨が時

折りパラパラと降る。みそ汁を加え

た雑炊はうまかった。皆さんお代

わりして完食。腹に入らなかったカ

ップめんは各自持ち帰ることにな

る。腹がくちくなると、早くふろに

入ってさっぱりしたくなる。昨日か

ら下着も着替えていない。１３時３

０分、駐車場出発。１４時２５分、

「月のしずく」温泉着。汗を流し

て、一息つく。１５時１０分、出発。

１８時１０分、おこしかけ着。解散

式を行った。

参加者の皆様、本当にお世話に

なりました。お陰で年来の願いを

達成しました。ありがとうございま

した。

参加者（14人）

CL 原 広美（11990）

SL 板倉 健一（13471）

伊藤久次郎（13499）

濱松 禮子（13523）

舛木 隆（13534）

高畠 拓生（13541）

関口 興洋（13643）

※参加者

ＣＬ 山田 武史（13992)

ＳＬ 関口 興洋（13643）

濱松 禮子（13523）

舛木 隆（13534）

森本 信子（北九389)

山崎 近史（北九408)

計６名

※行動概要

○１日目・５日目 移動日

○２日目 ６:30 竹宇駒ケ岳神

社～13:40七丈小屋

○３日目 ６:30小屋～９:30甲斐

駒ケ岳山頂～15:00駒仙小屋

○４日目 ４:50小屋～９:40仙丈

ケ岳～14:10北沢峠。広河原を

経て芦安温泉泊

※特記事項

○天候不順の中、幸運にも行

動時は雨に遭うことなし

○標高差が大きく、特に黒戸尾

根は、急勾配で難所も多い

甲斐駒 2185m↑ 980m ↓

仙丈岳 約1050ｍ↑↓

○七丈小屋は、ヘリが飛ばず

素泊まり(事前確認）

○初日は、山梨支都・長沢さ

んのロッジ「山旅」に宿泊。お

世話で登山口まで移動。

月例山行 ８/６～１０（５日間） 夏山遠征の報告

黒戸尾根から甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳へ

№13523 濱 松 禮 子 №13534 舛 木 隆

室津 健次（13986）

山田 武史（13992）

坂本 勝喜（北九356）

森本 信子（北九389）

山崎 近史（北九408）

椋本 逸雄（北九410）

福田 陽子（北九422）

仙丈ケ岳(3033㍍) 頂上で
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嶮峻な黒戸尾根から
けんしゆん

甲斐駒ケ岳

ロッジから竹宇駒ケ岳神社まで

は雨。運よくあがり、６時半吊橋

を渡る。黒戸尾根は南アルプス

でも有数の、つらい登りといわれ

る。早々に、樹林帯の十二曲が

りの急坂に、汗が噴き出る。

八丁坂を登って４時間半、「刃

渡り」という１枚岩の難所を通過。

いよいよ険しさが増していく。は

しごや桟橋・鎖伝いに急こう配を

登りつめ、刀利天狗で昼食。

黒戸山辺りはいったん緩やか

に下る。これからが、本コース

の最難関。長い垂直のはしごを

登り、次々と長短のはしごや鎖場

伝いに、びょうぶ岩・不動岩な

どを越える。

路傍には、昔からの信仰の山

の証に、随所に石像がまつられ

る。歩き始めて７時問10分、つい

に七丈の小屋に着く。

夕暮れ、にじが架かり、鳳凰
ほうおう

三山越しに、富士山が顔を見せ

る。

２日目は、６時半に小屋をたつ。

ハイマツ帯を上がると、８合目の

御来ごう場に出る。更に鎖伝いに、

息を弾ませ巨岩をよじ登っていく

と、２本の鉄剣が安置された９合

目。

ここから、白色の花こう岩の山

肌に一変する。石のほこらの安

置された駒ケ岳の頂に立つ。標

高差605㍍、３時間要す。達成感

を味わいつつゆるりとコーヒータ

イム。

ガスが吹き上がり、大パノラマ

も見え隠れする。砂礫の急斜面

を降る。北沢峠からの登山者と

次々にすれ違う。摩利支天に見

とれ振り仰ぐと、白肌の岩峰の

圧しかかる迫力に、圧倒される。

あん部の六方石から登り返し、

駒津峰に着く。ここで昼食。泉水

峠には、樹林帯の急こう配を降る。

峠からしばらく、殺伐とした

岩塊の谷筋となる。泉水小屋を

横目に、北沢の源頭から流れに

沿っていく。広々とした谷間の、

北沢駒仙小屋に着く。所要時間

は８時間半。夕食前ににわか雨

がきた。

一舛木記－

大パノラマの仙丈ケ岳

３日目、４時５０分、小屋をたつ。

針葉樹林帯の中をひたすら登り、

４合目にて朝食。しばらく登って

いくと、左斜面に黄色い花をつけ

た「マルバダケブキ」の群生地。

初めて目にする花だった。５合目

が大滝頭で多くの登山者が休憩

していたが、横目に通過。樹林

帯を抜けると展望が開け、前方

に小仙丈ケ岳へと続く登山道が見

える。振り返ると甲斐駒ケ岳、

鋸岳の間に八ケ岳がはっきりと

見える。

ハイマツ、シャクナゲのりょう

線を急登すると小仙丈ケ岳だ。山

頂からは大パノラマだ。アサヨ峰、

鳳凰三山、そして富士山も顔を出

していた。北岳、間ノ岳へと続く

山々にしばし見とれる。１５分程展

望を楽しみ、仙丈カールを見な

がら仙丈ケ岳へと進む。途中、

下山中の２０余人のツアーが避け

て私たちの通過を待っていた。す

ると「あらぁ～」の声に顔を上げ

ると山仲間のＫちゃんだった。ま

さかこんな所で会えるとは驚きで

した。

仙丈ケ岳の山頂も大パノラマ

だ。端にザックをおろし、展望を

楽しみまた、岩間に咲くイワギキ

ョウをめでながら早めの昼食をと

る。北面のカール底を見ると下山

時に通る仙丈小屋が良く見える。

３０分の休憩後仙丈小屋を目指

す。仙丈小屋のゆう水はとても冷

たくて美味だった。

登山道を馬の背目指して下って

いくとダケカンバの林に入る。す

ぐにマルバダケブキを囲むように

シカ害ネットが張られていた。馬

の背ヒュッテ着。ここの水も美味

であった。

やぶ沢沿いの登山道の左岸は

お花畑だ。タカネグンナイフロ、

ハクサンオミナエシ、ウサギギク

等々。左岸から右岸への丸木橋

を渡り、沢沿いを下っていくと「崩

壊で通行止め」の立て札があり、

う回路を通る。沢から離れ樹林帯

の中を淡々と下っていき、やっと

太平山荘に到着。ここから北沢峠

までの登り返し。１４時１０分着。

長衛荘でホットコーヒーを注文

し、至福のひととき。本日の所要

時間９時間２０分。

臨時バスで広河原へ。ここから

乗り合いタクシーで芦安温泉「岩

国館」へ。ゆっくり源泉につかり、

３日間の汗を流し８月１０日帰路に

着きました。

後書き

一昨年１０月、下山中に転倒し

左手首骨折、その後「反射性交

感神経性ジフトロフィー（ＲＳＤ）」

を発症し、３カ月余りの入院。今

でも治療は続いており、手指は曲

がったままですが、握力はついて

きました。今回の黒戸尾根コース

の参加は随分と迷いましたが、

先輩方に励まされ、また他支部

の方からも貴重なアドバイスをい

ただきました。お陰様で今回の山

行きを機会に次への目標が持て

ました。

多くの皆様に感謝します。

－濱松記－
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出発前夜、トムラウシ山、美瑛
びえい

岳での大量遭難のニュース速報-

------。不安が一気に押し寄せる

が、北海道の山は皆初めて期待

も大きい。「無理はしない」が我

々の山行のモット－。天気が悪

ければレンタカーを借りているか

ら観光をすればいいねと気を取り

直し、福岡空港から機内の人と

なる。千歳空港～札幌～上川とJ

Rを乗り継ぎ、当日宿泊の層雲峡

ホテルに向かう。

７/18 ４時起床。６時始発の黒

岳ロープウェーに乗るため、早

めにホテルを出発。５時40分に繰

り上げ運転していたのでそれに

乗る事ができた。天気も昼ごろ

から崩れるとの予報がでており、

とりあえず黒岳～雲ノ平（チング

ルマの群生、エゾコザクラ草、

コエゾノツガザクラ、チシマキン

バイソウ、コマクサetcの花園）

～お鉢平～北鎮岳まで行き、天

気次第では引き返す予定で出発

した。が、どうにか天気も持ちそ

うな具合であった。しかし、風が

強くなると旭岳頂上経由は大変な

のでエスケープルートとしていた

裾合平コースを通ることとした。

途中、中岳温泉にて靴を脱ぎ、

足浴を楽しんだ。こちらのコース

もお花畑が広がり、北海道の雄

大さを感じる事ができた。裾合平

分岐あたりから雨がポツポツと降

り出しガッパを着用。じきに夫婦

池に出て、姿見のロープウェー

乗り場に到着（13時50分）。この

ころから雨も本降りとなった。14

時発のロープウェーに乗り、旭

岳温泉へ。本日の宿泊先旭川ま

でタクシーで行く。

７/19 今日は１日雨模様。旭

山動物園、旭川ラーメン村、三

浦綾子記念館、富良野ラベンダ

ー園などを観光する。動物園で

は登山靴を履いたグループをあ

ちらこちらで見かけた。この日の

宿泊先大雪白金温泉へ。

７/20 雨はすっかり上がって

いたが、一面霧の中、十勝岳登

山口望岳台へ向かう。すでに駐

車場は車であふれていた。望岳

台は５m先も見えないほどのガス

がたちこめ、その中、十勝岳を

目指して出発。美瑛岳分岐まで

来ると、一気に視界が開け、眼

下には富良野の町並みが見えて

きた。時折、硫黄のにおいが鼻

をつく。活火山であることを認識

させられる。美瑛岳、十勝岳の

ダイナミックな姿を見ながら、徐

々に高度を上げていく。天気も雲

ひとつない青空、展望抜群！ 一

昨日歩いた旭岳方面もよく見え

る。15時までに旭川に戻らなけ

ればならないため、ゆっくり展望

を楽しむ間もなく、下山する。レ

ンタカーを返却し、15時30分発

のJRで今晩宿泊の札幌へ。

夜は札幌ビール園で4日間の

北海道山行の締めくくりとしてビ

ールで乾杯！

７/21 朝、札幌市内を散策し

千歳空港より福岡へ帰路に就く。

今年は、北海道も異常な夏だ

といわれていましたが、無理な

行程はたてずに、予備日を設け

ることが必要だと実感しました。

北海道はでっかい道！ また、

機会があればもう一度歩きたい

山です。

メンバー

横山 洋子（13804）

坂本千佐子（北九357）

室田 安代（北九386）

山田由美江 友人

北海道遠征報告 7/17(金)～7/21(火）女性隊

大雪山系 黒岳～旭岳、十勝岳

№13804 横 山 洋 子

黒岳頂上で
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雪洞体験グループ６人で

平成２１年７月17日(金) 13:20、新

千歳空港にＡＮＡ機で降り立った。

この日の千歳は良く晴れており、

湿度が低いからと思うが遠景が利

いて、着陸直前の機内の窓からも、

樽前山、恵庭岳がすっきりと見え

ていた。

新千歳空港より札幌に向かう快

速｢エアポート｣の車窓から見える

景色は、澄み切った青空と、木々

の濃い緑の中に、白樺の白い肌が
しらかば

一段と映えて、この景色を見ると、

北海道に来た事を実感する。約35

分で、札幌駅に到着。北海道支部

の中西事務局長が出迎えていると

の事でしたので、初対面でもあり、

我ら北九州支部の一行６人＝北海

道支部会友（伊藤、関口、高畠、

原、室津、山田）は緊張して改札

口に向かうと、そこには中西事務

局長のほか新妻元支部長、畠山さ

ん、宮崎さんの懐かしい顔があっ

て、びっくりとともに感激でした。

思い返すと、北海道の冬山を経

験したいとの念願がかない、平成

19年3月21日に北海道を初めて訪

問したメンバーが、今回と同じ顔

ぶれの６人であり、その時、新千

歳空港で出迎えて

いただいたのが、

新妻支部長(当時）

外、北海道支部の

方々でした。その

後、北海道支部の

方々とは、平成19

年11月の宮崎ウェ

ストン祭、更に、平

成20年11月の当支

部主管の全国支部

懇で交流を持った

ので、今回は４回目の交流となる。

この日は、新妻元支部長の案内

で、ホテルのチェックイン後、北

海道大学の構内散策と北海道庁(旧

舘)を見学した。

夕方より、交流会がキリンビー

ル園で開かれ、北海道支部の方々

16人が参加され、親ぼくを深めた。

なお、今回の遠征の主目的は、

平成19年11月23日、当時北九州支

部会友であった助田陽一さんら４人

の方が雪崩で亡くなられた、富良

野岳(上ホロカメットク山)の遭難事

故現場を訪ね、鎮魂の意をささげ

る事と、併せて富良野岳と旭岳へ

登ることでした。

遭 難 現 場 へ

7月18日(土)、北海道支部の土

屋さん、竹内さ

んの車で札幌市

内のホテルを06

:30出発し、富

良野岳の登山口

の十勝岳温泉に

向かう。この日

は、昨日の晴天

がうそのような

曇天。(今年は

天候不順で昨日

のような晴天は

久し振りとの事）

10:00 十勝岳温泉 凌雲閣駐

車場にて北海道支部の方々と合流。

総勢１７人は、２班編成で出発。約2

0分歩いて、富良野岳登山道から

外れて遭難現場に向かったころよ

り、雨が降り出し、上ホロカメット

ク山の安政火口の遭難現場に着い

た時は、雨はますます強くなる。

石の上の祭壇に写真を飾り、同じ

雪崩事故に巻き込まれ、九死に一

生を得た助田梨枝子さんが代表で

お花と供物を供え、各自が夫々４

人のめい

福をお祈

りした。み

んな、レ

インウェア

ーを身に

つ け た

が、雨脚は相変わらず強い。これ

は涙雨なのかとも思ったが、助田

陽一さんの、あの明るかった人柄

から言ってきっと、みんなが尋ね

た事による、うれし涙なのだろうと

思った。

なぜなら、遭難現場を離れ、富

良野岳への登山道に戻った時には

小雨になっていたのだから。我々

北九州支部の６人は、その現場で

北海道遠征報告 7/17(金)～7/21(火） 北海道会友隊

雪崩遭難事故現場で、亡き助田さんら４人の冥福を祈る
№13992 山 田 武 史

出迎えていただいた北海道の新妻元支部長(右端)と畠

山さん、宮崎さん(左端２人）。撮影者は中西事務局長。

上ホロカメットク山をバックに遭難現場で

石の上の祭壇に礼拝
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お参りできただけで十分満足して

おり富良野岳への登山については、

鈴木リーダーの判断にゆだねたと

ころ、16日にトムラウシ山で遭難事

故があった直後であり安全を見て、

登山中止となった。計画変更によ

り、午後は｢後藤純男美術館｣と「富

田ファーム」を見学した。

雨天のため旭山動物園へ

7月19日(日)、当初の予定は旭

岳登山であったが、この日も雨で

あったので、旭岳登山は明日に順

延して、次の３会場を見学した。

① 四季彩の丘

丘陵に色とりどりの花(マリーゴ

ールド、サルビア、オダマキ、ポ

ピー、ひまわり等約20種類）が咲

き、近隣農家の畑も又美しく、パ

ッチワークの色彩感が楽しめた。

② 拓真館

富良野地区の自然を撮った写

真展

③ 旭山動物園

アザラシ、ホッキョクグマ、ペン

ギン、オオカミ等を見学。土屋さ

ん、竹内さんの車で旭川市内のホ

テルに移動。

この夜、旭川在住の渋谷さん(J

AC会員№4795~版画家)と初めて

お会いし懇親を深めた。渋谷さん

は猫が好きで、

野良を始め種

々の猫と23年

間一緒の生活

だった由。渋

谷さんの作品

の猫はかわいい。

北海道の最高峰旭岳へ

７月20日(月)、06:00 旭川市内

のホテルを出発。竹内さん運転の

車内で朝食(コンビニのおむすび)

を済ませ、一路、旭岳登山口に向

かった。この日も雨はなかったが、

雲は低く、旭岳登山も危ぶまれた

が、鈴木リーダーの解説では、天

気回復傾向との事。

09:00 ロープウェイ駅を出発し

たが、雨はないが、とにかく、風

が強い。風対策として、レインウェ

アーを着て、13にんは旭岳頂上目

指して出発した。ただし、体調及

び事情により、高畠さん外２人は姿

見の池で引き返す事となったので、

10人が頂上に向かったが、６合目

から７合目では晴天にもかかわら

ず、風が強く、呼吸もできないほ

どであった。

４日前の16日に、トムラウシで９

人の遭難事故があったばかりだ

が、今日のこの強い風に雨が伴っ

た事を想像すると、さもありなんと

思った。

一方、我等の登山は、頂上に近

づくにつれ雲も切れて、富良野岳、

十勝岳、トムラウシ山等の山々が

姿を現してきた。

11:20 北海道最高峰の旭岳頂

上(2290㍍)に到着。（所要時間2:20）

強風も和らぎ、雲も飛んでいっ

てくれたので、頂上からの展望は

最高です。私も、旭岳-北鎮岳-黒

岳と縦走したのは、独身時代の40

年も昔の事と思いにふけりながら、

四囲の山々の景観を目に焼き付け

た。関口さんは、晴れた旭岳は、

３度目にして初めてとの事。また、

原さんは３年前にトムラウシ山まで

縦走した由で、そのルートを目で

追いながら、良く歩いた物と自分

で感心していた。伊藤さんも、室

津さんも以前に旭岳に登っている

由で、夫々の人が、旭岳頂上に立

って、前回登頂時のつらかった事

等を思い出しながら、しばしの時

間、頂上にとどまって、絶景を眺

め、感激にしたった。

14:20 ロープウェイ駅に下山。

近くの温泉にて汗を流し、旭川に

向かう。

17:20 旭川駅まで土屋さん、竹

内さんの車で送っていただき、ここ

で北海道支部の方々と別れ、我等

北九州支部の一行は、札幌に向か

った。

ルームを見学

7月21日(火)、午前中は、長谷

川前支部長と中西事務局長の案内

で、北海道支部の新しいルームを

見学。１軒屋で宿泊も可能な施設

にて、図書も充実しており、修理と

整備はまだ半ばとのことなるも、

北海道支部の並々ならぬ熱意が感

じられた。

さて、札幌はこの日も曇天だっ

たが、我々北九州支部の一行は、

所期の目的も達成できて、満足感

をおなか一杯に入れて、14:20 新

千歳空港発ＡＮＡ機で北海道を後

にした。

参加者

原 広美（11990）

伊藤久次郎（13499）

高畠 拓生（13541）

関口 興洋（13643）

室津 健次（13986）

山田 武史（13992）

ルームの１室（応接間）

版画家渋谷さん(左)

旭岳をバックに

富良野のラベンダー園
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９月６日（日）かぐめよし少年自

然の家駐車場、８時集合・今回の

目的地は、福智山系・焼立山の下

方にある紫川源流、そして「満干

谷」の言い伝えのある冷水間欠泉

を目指す。

丹下さんをリーダーに総勢２０

人、軽くストレッチを済まし２班に分

かれて８時１０分出発します。まも

なく「紫川起点」の標柱から林道

に入り渓流に沿って徐々に高度を

稼ぐ。天候は雨の心配はないけれ

ど雲の多い空模様、時折の日差し

も木々に遮られて歩くのには好都

合です。

途中、「緋色チャワンタケ」とい
ひ い ろ

う名の珍しいキノコを発見。皆さん

写真を撮ったりワイワイガヤガヤで

す。月の平

入り口で小

休止、ここ

から林道と

分かれてい

よいよ山道

へ入ります。歩き始めて数分後、

ちょっとしたハプニング！ 小休止し

た時にＧＰＳで位置確認をしていた

伊藤さんがつえ（ストック）を忘れ

たとのこと、最後尾についていたＳ

Ｌの山田さんがＵターンして回収、

山田さんご苦労様でした。

ケヤキ原生林の中、登山道の傾

斜がきつくなり、風もあまり吹かず

蒸し暑い。アブにも悩ませられ全

員汗だく、我慢して登ります。１０

時４０分ようやく樹林帯を抜けて福

智の縦走路に飛び出す。左折して、

大きく両腕を広げたように見える

「赤牟田の辻」を目指します。振

り返れば遠くに福智山頂が・・・

さあ、いよいよ念仏坂・胸突き八

丁の始まりです。木陰もなく雑草も

伸び放題の中、あえぎあえぎの苦

しい急登です。しかし縦走路には

かわいい秋の花のオンパレード、

女性たちが言い合う花の名が良く

聞こえ、花をめでながらの歩行は

随分と気持ちを楽にしてくれます。

１１時２０分・「赤牟田の辻」着。昼

食は少し辛抱して焼立山で取ること

に・・・。１１時５５分ランチタイム

・・・集合写真を撮って昼食を済

ませ、今山行のハイライトである間

欠泉へ向かって出発。まもなく左

折し金満尾根に入って急降下、「金

満山」に到着して一服。皆さん、（金

がたまって大金持ちになる）とか

（宝くじを買ったら当たるかも）・

・・とか好き勝手なことを言ってこ

こでもワイワイガヤガヤ。

恐竜の背のような石灰岩質の岩

場を抜け満干越へそして林道へと

下ります。やがて林道へ合流して

少しさかのぼると終点となり「みち

ひ小屋」がポツンと立っています。

小さな流れを渡っていよいよ核心

部に・・足場の悪い、ヤブこぎの

急傾斜を用心しながら全員そろり

そろり（最後尾にいて分からなかっ

たけど、舛木さんが先頭でカマを

使って、やぶを切り払ってもらった

とのこと。ありがとうございました）、

樹林が開けてついに間欠泉へ。湧
わ

き口のすぐ上に間欠泉を見守るよ

うにカヤの大木がすっくと天に向か

って立っています。さて、水神様

は我々にほほ笑んでくださるか？

丹下さんの説明を聞き、皆さんわ

き水を味わったり、谷の状態を偵

察したりして湧出を待ちますが、水

神様は大人数に圧倒されたか姿を

見せてくれませんでした。タイミン

グがよければ毎秒３０㍑の水が半

日近くも流れ出るのを見られるとい

う。名残惜しいけれど再訪のチャ

ンスができたということ。

なぞを秘めた間欠泉を後に、栗

林やシイタケの栽培を横目に見て、

少年自然の家を目指してひたすら

林道を歩きます。途中、汗だくの

オッサン・オバサンをみて怪しいと

感じたか、農家の番犬がほえ掛か

ってきます。飼い主らしきおばさん

も何事かと出てきます。

月例山行 ９/６ 福智山系

紫川源流 満干谷・冷水間欠泉を目指す
み ち ひ

北九430 山 内 英 俊

福智山系・焼立山頂上で記念撮影

緋
色
チ
ャ
ワ
ン
タ
ケ
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足が少し重く感じられるころ、駐

車場へ到着して今回の山行終了。

山中、オシリが重くしりもちをつい

た方もいましたが、全員無事下山

できました。

ＣＬ丹下さん、ＳＬ山田さん他皆さ

んには大変お世話になりました。

皆さんの年齢を感じさせないパワ

ーと幅広い知識に感心いたしまし

た。皆さんの足を引っ張らないよう

にと肝に銘じた１日でもありました。

これからもよろしくお

願いいたします。

コースタイム

頂吉少年自然の家８：

１０出発→月の平登山

口８：５７→ケヤキの原

生林→林道出合９：３２

→縦走路頂吉分れ１０

：４０→赤牟田の辻１１

：２０→焼立山々頂昼

食１１：５５～１２：３５→

金満尾根→金満山（５２６ｍ）１３：

０５→満干越１３：４０→頂吉林道出

合１３：４５→間欠泉１４：２５～１４：

４５→頂吉少年自然の家着１６：３０

参加者 （２０人）

原 広美（11990)

板倉 健一（13471）

伊藤久次郎（13499)

濱松 禮子（13523)

馬場 基介（13532)

舛木 隆（13534)

関口 興洋（13640)

室津 健次（13986)

山田 武史（13992) SL

丹下 洽（14264) CL

丹下香代子（14554)

末次 幸子（北九369)

倉本とき子（北九369)

椋本 逸雄（北九410)

大内喜代子（北九４１２）

福田 洋子（北九422)

橋爪 久吉（北九423）

山内 英俊（北九430)

青木 信也（ビジター）

橋爪 明世（ビジター）

縦走路で見た花

コバノギボウシ・オミナエシ・ノダ

ケ・ハギ・ススキ・オトギリソウ・

ナンバンギセル・ヨメナ・ヤマジノ

ギク・ヤマジノホトトギス・ツリガ

ネニンジン・フジカンゾウ・緋色

チャワンタケ

会員異動 （2009.9.2現在）

会員数 本部会員 ８０人
支部会員 ６８人
会 友 ５人
計 １５３人

新会員

支部会員

北九429 小山 斗成 小倉南区（推薦者 大楠）
こ や ま ますなり

北九430 山 内 英俊 下関市 （推薦者 原 ）
やまのうち ひでとし

北九431 中野 洋子 下関市 （推薦者 原 ）
な か の よ う こ

山のニュース （第４９号）

（最近の新聞記事などから）

ツアー客の中高年ら10人死亡
北海道・大雪山系のトムラウシ山（2141㍍）と(美瑛

び え い

岳（2052㍍) で７月16日に相次いだ遭難事故で、トムラ

ウシ山に登ったツアー客19人のうち17日朝、男女８人の

死亡が確認され、単独で登山していたとみられる男性１

人も死亡。美瑛岳では６人のうち兵庫県の女性(64)１人

が死亡、２山での死者は計10人となった。

病院などによると、10人のうち６人の死因は低体温症。

帯広測候所によると、16日の大雪山系は悪天候で風雨

が強く、帯広市の上空2000㍍付近で気温が８～10度、

20～25㍍の強風だった。コースには小屋も少なく、中

高年者が多いことから体力を消耗したとみられる。道警

は登山計画や安全管理に問題がなかったか、業務上過

失致死容疑で捜査を始めた。

一行は東京の旅行会社「アミューズトラベル」が募

集したツアーに参加した８道県の登山客15人と旅行会社

◇ ◇ ◇ 報 告 ・ お 知 ら せ な ど ◇ ◇ ◇

2009年 忘年会(登山)のお知らせ
今年の忘年会を次のとおり行いますので、
たくさんの参加をお待ちしております。

と き 12月12日(土)～13日(日）

と こ ろ 九重法華院温泉山荘

集 合 12日（土）午後4時まで

申込先 関口興洋または伊藤久次郎まで

間欠泉の噴出口を真ん中にして記念撮影
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の関係者４人。大半が50～60代で、14日～16日にかけ

旭岳からトムラウシ山を縦走予定だった。

(7月17日 西日本新聞ほか)

「千葉の背骨」に挑む 分水嶺踏査へ
日本山岳会千葉支部

日本山岳会千葉支部（篠崎仁支部長）は、今年10

月から千葉県の分水嶺踏査を行う。房総半島南北に縦

断する総延長約100キロの「千葉の背骨」を２年かけて

歩いて調べる。安全で日帰りできるコースは一般参加

者を募集。篠崎支部長は「南北に走る分水嶺を歩けば、

地質や植生の変化が見えてくる。ぜひ歩いてほしい」

と広く参加を呼びかけている。

（８月10日 日本山岳会だより）

山行計画のご案内

10月の山行

甲ガ山(1338㍍)～船上山縦走 （鳥取県伯耆大山山域 岩尾根もある縦走コ－ス）

と き １０月１０日(土)～１１日(日)

行 程 10/９（金）23：45 小倉発（夜行バス）
10/10(土） 6：16 米子着～大山寺～大休峠(小屋泊)
10/11(日) 大休峠－甲ガ山－船上山－米子。米子発22:30(夜行バス)
10/12(月) ５：55 小倉着

申し込み 板倉 健一 TEL(宅)093-321-1038 (勤)331-0687

締め切り ９月２０日(日)

1１月の山行

宮崎ウエストン祭と‘越敷岳～ムレ山(1043m)’
と き １１月２日（月）～３日（火・祭日）

行 程 １１月２日（月）宮崎ウエストン祭前夜祭、公民館泊、シュラフ持参のこと

１１月３日（火）越敷岳～ムレ山往復３時間くらい

式典終了後会場出発9：50～登山口着10：10～下山13：10出発13：20

竹田14：30瀬の本、耶馬溪経由、おこしかけ17：30～門司18：30～

下関19：00

集 合 （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 又は 090-4587-0746）

※（訂正とお詫び）北九だより47号の年間行事予定表の宮崎ウェストン祭の日程を11月２日(土)～３日(日)
と記しておりましたが、正しくは１１月２日(月)～３日(火・祭日)です。訂正してお詫びします。

毎月第４水曜日

毎回盛況！

９月のサロンは、３０日(水)に延期

１０月のサロンは、２８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 ○ 今回は、12ページまで完了時、

保存に失敗しすべて消去。最初か

ら第２回目の編集作業、数日後再び失敗、だけど軽

傷ですみました。これが原因で少し発行が遅れました。

○ 今回から、北九州支部創立10周年記念誌の原稿を

募集します。あなたの10周年をお寄せください。

○ 山の版画を出品します。私が事務局を務める西日

本版画協会展が、10月６日(火)～12日(月)の間、福

岡市美術館で開催されます。暇を作ってどうぞ見に

来てください。Ｑ

○ 山の原稿は、〒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（写真も含む）は、

アドレス rw4ux6＠bma.biglobe.ne.jp です。


