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九州５支部 筋湯温泉に集う
東 九 州 支 部 主 管

本部から、岡部常務理事が参加

１１月７日（土）、九重山系・筋湯温

泉の八丁原ヴューホテルで、日本山岳

会九州５支部集会が、東九州支部の主

管で開催された。当日は九州各県から

３８人の会員が集まり、午後４時から集

会がはじまった。まず、梅木東九州支

部長が「５支部集会を開くのは久しぶりである。今回は

北九州支部の大庭支部長からお声がかかったもので、

来年の北九州支部

創立１０周年と東九州

支部創立５０周年の

前夜祭として行いた

い」と歓迎のあいさ

つがあった。

続いて本部の岡部

常務理事から、現在進行中のプロジェクト４点について

話があった。

本部・岡部常務理事の話

①JAC会員の高齢化問題

現在の会員の平均年齢は６７歳であ

る。このままでいけば、山に登れなく

なる。会員は山に登らなくていいの

か。現在本部では「JAC YOUTH」

をスローガンに、「若い会員を増やそう」という計画を

検討している。若い会員が増えれば、中高年の活動も

活発化すると思う。支部でも若い会員を増やしていただ

きたい。

②公益法人か一般法人か

この問題は、３年後までに結論を出さなければならな

い。メリット、デメリットを整理して、会員の皆さんに示
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九重筋湯温泉の八丁原ヴューホテル懇親会会場で

５支部集会会場

梅木東九州支部長

本部・岡部常務理事
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して決めたい。現在、メリット、デメリットを洗い出し中

である。

③山の日制定について
山の日を祝日にするのか、また何時がいいのか・

・・等について検討中。

④首都圏近辺の支部化

現在、3,000人の会員が支部に入っていない。会員

は支部に入って活動するのが一番ベターだと思う。首

都圏では今、東京多摩支部を計画中である。

引き続き、各支部から近況や事業報告などが報告さ

れたが、当支部の大庭支部長は「北九州支部は今１０

年目を歩き始めたところである。清掃登山や定例登山

は定着してきた。ほかに公民館登山教室などやってい

るが、まだ一般向けではない。さらに先輩支部に見習

いたい。また、来年の支部創立１０周年記念行事では、

尾上会長も出席予定で、ナイロンザイル事件について

の講演をお願いしている・・・」と、１０周年の宣伝も

忘れなかった。このあと、梅木東九州支部長の「大分

・四方山（よもやま）話」で集会を締めくくり、午後６

時から懇談と懇親会が開催され、当支部の吉村元支部

長の音頭で乾杯。酒が進むにつれ各支部から余興が披

露された。当支部からは、会場全員参加による「炭坑

節」総踊りで会を盛り上げた。翌８日(日)は、「湧蓋山」
わいたさん

記念山行にも参加した。 (写真・文 伊藤久次郎）

九州５支部集会参加者（敬称略）

本 部～岡部 紘 （１人）

福岡支部～中山 健、佐々木耕二（２人）

熊本支部～工藤文昭､松本莞爾､安場俊郎､田北芳博、

鶴田佐知子、伴 栄子、椿 千鶴、舛田

レイ子（８人）

宮崎支部～末永軍朗、水永一芳（２人）

東九州支部～梅木秀徳､加藤英彦､甲斐良治､

甲斐一郎、飯田勝之､佐藤秀二､中野 稔、

下川幸一､石神美智子、八重康夫、

福丸勇三（１１人）

北九州支部～吉村健児、大庭常生、日向祥剛、

溝部忠増、原 広美、伊藤久次郎、

濱松禮子、馬場基介、高畠拓生、

末吉史忠、関口興洋、山田武史、

大木康子、大内喜代子（１４人）

合計 ３８人

「あの一目山への防火帯付近が大分

と熊本との県境ですよ」

「牛（黒・赤）が放牧していれば、わ

かりやすいのにね」

「あれがさ～黒岳だから、その東にある

のは花牟礼？」

「山は見る位置によって山容が異なるか

らね…ムムム」

「今日は由布や涅槃像がくっきり、
ね は ん

最高！！」

「そこに見えるのは、一目山だから、ず

うっと西に見える山容は、八方ケ岳？

そうすると…あれが酒天童子だとすれば、手前は釈

迦と御前？」

「あのダブルメサは万年山、その向こうが大岩扇

と小岩扇？ 来がけに登ってみたが、小岩扇の取

り付きがわからなかったから帰り再チャレンジして

みようか？」
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北九州支部の十八番となった炭坑節で総踊りを

◇ほんとうに楽しい2日間でした◇
№13642 すえよし ふみただ

湧蓋山頂上で
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「八丁原と硫黄山の立ち昇る蒸気は、いつ見ても素

敵ね」

「すばらしい！ 最高の紅葉彩とコバルトブルーの空

とのコントラスト」

いゃ～山歩きって楽しい！ 誰かが勝手に感嘆、同

士が勝手に答える。この関係っていいですよね、こ

れぞまさに意を共にした趣味の会の仲間ですね。

そうそうこの会話は、１１月７～８日ＪＡＣ九州５支部

懇談会ＩＮ筋湯に参加し、翌日記念山行に涌蓋山に登

山した折の一コマなんです。

前夜の懇談会では各支部より活動報告のあと、〆
しめ

に世話会の東九州支部長より「大分四方山話」と題

してご高説を賜りました。お話は「九州各地の男女

の別呼称や“四方山話”とは言うが“四方海話”と
よもやまばなし よもうみばなし

は言わない、山からの恩恵が文化文明の源、大分

は豊後水道を隔てた伊予文化の影響が大きい等な

ど」と魅力ある笑顔たっぷりに話され、その内容と話

術に引き込まれました。僕はもっともっとお聞きした

かったな～

掛け流しの湯浴びの身体に、各支部持ち寄りの銘

酒をお供に言わずと知れた大宴会、岳友同士大いに

美酒に酔いしれた様はご想像のとおりです。

日程：平成２１年９月１２日（土）～１３日（日）

場所：名古屋（ザ・グランドテイアラ名古屋本店）

会議の要点を以下ご報告します。

＜本部報告＞

１．ＪＡＣの課題 尾上会長

（１）現在ＪＡＣは存亡の危機にあるので、復権をめざす

方向を見つけ出してゆきたい。その「道しるべ」と

して今日の会議を位置付けたい。

（２）若年会員数の減少（２０才台１０人以下）

（３）現在の平均年齢は６７才、３年後は７０才。まさしく

老人クラブとなり、瀕死の状態である。
ひんし

（４）入会者よりも退会者の方が多い。これは財政破た
んの危機を意味する。

（５）新法人制度への移行問題(２０１３年９月に期限到来）

○ 手続き面の業務(関係書類の整備)が膨大である。

○ ２０１０年５月の総会に提起

○ ２０１１年５月の総会に議案として提示

○ プロジェクトチームの立ち上げ

① 新法人移行(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 吉永前常務理事）

② 支部活性化（Ｐ．Ｌ 神崎副会長）

支部化されていない首都圏、神奈川、埼玉の

支部設立を促進し、全国の支部化を目指す。支部

会員の増加を目指す(10％増)｡財政危機の回避が

目的

③ ＪＡＣ ＹＯＵＴＨ （Ｐ．Ｌ 黒川アルパインツ

アーサービス社長）

④「山の日」（Ｐ．Ｌ 成川常務理事）

２．新法人制度移行について 吉永Ｐ．Ｌ

○ 公益法人、一般法人いずれにも対応可能なように、

停止条件つきで定款の案を作成する。２０１１年の秋

までに提出。なお、一般法人のＪＡＣが公益法人の

ＪＡＣに移行することは可能だが、その逆は不可。

○ プロジェクトチームの立場は中立

○ 支部助成金、２,５００円１人（１,０００円助成金、

１,５００円公益目的）事業遂行のために申請すれば

支援する

３．支部活性化プロジェクト 神崎副会長

２００７年の栃木、茨城、千葉の３支部設立に引き

続き、首都圏では多摩支部と埼玉支部の設立が動き

出した。

４．「山の日」制定の提案 成川常務理事

日本の文化は山の文化と海の文化の融合によりは

ぐくまれてきたといわれている。すでに「海の日」が

制定されていることでもあり、ＪＡＣは国民祝日として

「山の日」の制定を提案したい。

＜支部報告＞

既に、各支部では独自に「山の日」プロジェクトの活

動を行っており、次の支部より報告が行われた。

（１）広島支部：第８回広島「山の日」県民の集いを平

成２１年６月に開催

（２）山梨支部：８月８日を「山の日」として制定、平

成９年スタート 県より補助金をもらっている。４７

市町村が関与。

（３）岐阜支部：森づくりを中心に県の林政課が推進、

平成２１年度 第２回支部長会議の報告
支部長 大 庭 常 生



( 4 ) ＪＡＣ北九だより 第５０号 ２００９年（平成２１年） １１月 発 行

８月８日を制定

（４）関西支部：１１月第２土曜日が「大阪山の日」とな

っている。四国各県では１１月１１日を「山の日」とし

ている。

（５）山形支部：６月第２日曜日、支部としては県の事

業として推進したい。

＜全体会議のポイント＞

１．支部助成金（岡部常務理事）

来年度とりあえず２,５００円は支払う。あと１,０００円に

ついては会計の帳尻をみて余裕があれば考えたい。

２．若年会員獲得のための方策（神崎副会長）

２５才以下の場合、入会金は０、年会費は５,０００円と

して勧誘したい。

３．無償の役務提供（吉永Ｐ．Ｌ）

公益法人の場合のみ費用として認められる。その際

の申請内容：役務内容、所要時間、氏名

＜尾上会長の総括＞

（１）ＪＡＣの抱える問題が浮き彫りになった。

・ 新法人制度への移行という困難な問題への対処

・ 若年会員の減少と老齢化

（２）支部の活動は今後、公益活動への対応がポイント

となる。支部へ持ち帰って、活発な議論を展開して

もらいたい。また、ＪＡＣ存亡の危機にあることもア

ピールしてほしい。

（３）スローガン「ＪＡＣの再建と復権」

登山界のリーダーであったことを再認識して、か

っての隆盛を取り戻す。

以上

日 程：平成２１年１０月２５日（日）～２６日（月）

場 所：磐梯山山ろくの「リステル猪苗代」
ばんだいさん

主 管：福島支部

参加者：１５７人

昨年の北九州支部主管の全国支部懇を思い出しなが

ら出席しましたので以下ご報告します。

１．記念講演会 １０月２５日

福島支部の大谷支部長、猪苗代町の津金町長より歓

迎のごあいさつがあり、引き続き記念講演が行われた。

演題： 「磐梯山とジオパーク」

講師： 磐梯山噴火記念館 副館長 佐藤

公 様

テーマ（１）火山と地震はどちらが怖い

一般的には発生回数の多い地震と思われる

が本当に恐ろしいのは、発生回数は少ないが

実は火山の噴火であると、過去の実例を引き

ながら大変興味深い内容であった。

（２）火山のできるところ（３）磐梯山の噴火

（４）ジオパーク

につき講演が行われた。

２．懇親会

本部の尾上会長より、ＪＡＣの活動は支部の

活動に支えられているとの力強いメッセージが発せら

れ、その後、宮城支部の高橋支部長が乾杯の音頭を取

られた。

引き続き、懇親会に移りあちこちで交流の輪が大きく

広がりアルコールの消費量が増えるとともに懇親の度が

一層深まっていくのであった。

参加者名簿をみて気づいたことを特記する。

・ 首都圏の参加者１６人の内女性が１５人であった。

・ 最南端の宮崎支部から末永支部長以下なんと１７

人の参加者があり、福島支部に次ぐパワーを示さ

れた。

第２５回全国支部懇談会（福島）の報告
№13643 関 口 興 洋

JR猪苗代駅に到着した北九州支部８人と本部女性２人
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・ 昨年、北九州の懇談会にも出席された広島支部

の本片山永年会員が９０歳を迎えられたとのことで

あるが、今年も矍 鑠としたお姿で出席されていた
かくしやく

のが印象的であった。

３．記念行事 １０月２６日

Ａコース（磐梯山登山）、Ｂコース（猫魔ケ岳登山）、

Ｃコース（観光）

北九州支部参加者８人の内、高畠さんのみＣコース

を選択し、残りの７人は全員Ａコースに参加した。登山

口の八方台より雨具・スパッツ着装のいでたちで出発し

たが、天候が回復する兆しはまったくない。風雨の中を

落ち葉を踏みしめながら、黙々と登るが周囲はガスでま

ったく眺望がきかない。途中、中の湯を通過するが現

在は営業していない由。弘法清水の小屋へ到着するが、

先発隊は頂上へ向かわず下山開始。頂上まであとわづ

かであるが、風雨が強いため残念だが引き返すことに

なる。初めての方々には気の毒であるが、やむを得ぬ

賢明な判断と思う。

霧にかすむ桧原湖を眺めながら宿へもどり、冷えた身

体を温泉で温めほっとする。磐梯山の頂を踏めなかっ

たのは心残りであるが、猪苗代駅から郡山経由東京へ。

なお、猪苗代駅で電車を待つ間、本片山さんとお話し

でき、昨年、風師山へ小倉さんとご一緒されたことを懐

かしそうに回想されていた。

（北九州支部の参加者）

原 広美、伊藤久次郎、濱松禮子、高畠拓生、

関口興洋、室津健次、山内英俊、中野洋子

以上

支部懇参加に先立ち安達太良山登山を計画、１０月２４

日沼尻高原ロッジ（オーナー・田部井淳子）に前夜泊

し、翌日に沼尻登山口まで宿の車で送ってもらう。

上から押しつぶされそうな曇り空の下、登山開始。し

ばらく登ると紅葉に映える白糸の滝が

見える。しばらく感動のときを過ごさ

せてもらった。森林限界を越えるとガ

スと強風の中を沼の平の火口壁にそっ

て登る。左側が切れ落ちているがガ

スのため視界が利かず、沼の平の火口原が見え

ないのが残念。やがて障子ケ岩とおぼしき岩壁に

到達し下をのぞくが高度感を実感できないまま、

船明神山へ向かう。左側に水をたたえた小さな池

があり、そこを通過すると岩稜地帯にはいり岩の間

をよじ登ると船明神山。５人の女性グループが先行

していたが、途中で風が強いので引き返すという。

主りょう線に出ると風が更に強くなり身体半分に初

冬を感じ、いくつものケルンを見過ごしながら頂上

を目指す。安達太良の大きな標柱にたどり着くと、

とたんににぎやかになる。ザックをデポし、頂上

(1699.6ｍ）に上がる。これが乳首山？ ごつごつ

した岩山で想像とは違っていて山頂は狭く登山者で

すぐ一杯になった。ガスで周囲の眺望はまったくきか

ない。

下山は分岐まで来た道を戻り、その先、火山特有の

草木の生えない赤茶けた尾根道をたどる。鉄山(1709.3

福島・支部懇プレ山行

安達太良山頂上は乳首岩？
（火口原周回コース）

№ 北九431 中 野 洋 子

安達太良山下山道で（関口撮影）

記念山行の磐梯山、中の湯で、他支部も交えて記念撮影
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m)の直下を巻き鉄山避難小屋で昼食をとり、周回コー

スの下山ルートに入る。人影はほかになく静かな道であ

る。やがて、飛行機墜落事故の慰霊碑である「石楠花

の塔」を通過。周辺は花芽のついた石楠花の群生があ

り、春はお花が咲き楽しませてもらえそうな台地、ごつ

ごつと切り立った岩などがあり面白い。ここまでくると時

折青空がのぞき周りの景色が見えてきた。高原漫歩の

道が突然消え、一瞬とまどう。白いペンキの矢印が岩の

下についている。ここが胎内岩。垂直に下り岩潜りでは

岩から出てくる人に「オギャー」と産声をかけ写真を撮

りあいワイワイガヤガヤ、その声が岩に反響しにぎやか

さをます。まるで童心に帰ったようだ。今までこもってい

たものもなくなり、空もお祝いにと青さを増したなか、

ポッカリと口を開けた火口原が現れる。まるで月世界を

思わせるような荒涼とした大地、その底に探検家になっ

た気持ちで降りてゆく初めての経験に気分は高揚してい

る。落石注意のガレ場を慎重に下り硫黄川に沿って下る。

途中の湯だまりに男性がつかっている。私も入りたい気

持ちを抑え迫っている時間に足を急がせた。朝、眺めた

白糸の滝が錦を背景に西日を浴びて一層輝いていた。

（行程）

ロッジ発７：１０→沼尻登山口着７：２０→登山口発７：３０→

船明神山登山口８：１５→障子ケ岩９：００→船明神山１０：１０

→主稜線分岐１０：１５→安達太良山１０：５３→鉄山避難

小屋１２：０３→沼尻登山口１５：００。

（参加者）

原 広美、伊藤久次郎、濱松禮子、関口興洋、

室津健次、山内英俊、中野洋子（北九州支部）

宮川美知子（首都圏）

10月10日７人が、王司ＰＡに集ま

り、２台の車に分乗して、7時45分、

中国、米子自動車道で大山に向け

て出発する。紅葉狩りとしゃれて、

大山パークウェイで鍵掛峠、桝水

を通ってキャンプ場へ、紅葉（ブナ）

はまだ早すぎて残念！ ススキの穂

波が秋を感じさせる。夜は満天に

星が輝き、半月が美しい。

10月11日、車を１台船上山(687㍍)

の東登山口にまわす。中国自然歩

道の川床を7時35分に出発する。橋

を渡り、きつい登りがつづく。石畳

の古道はぬれて滑りやすい。ドン

グリのじゅうたんの土を歩く。色付

き始めた木々、ナナカマドの赤い

実が美しい。避難小屋のある大休

峠に着く。ここで名前の通り大休み

（15分間）する。ここは四ッ辻、小

屋の前から矢筈ケ山(1358㍍)の登り
やはずがせん

にかかる。ササをかき分け、岩ゴ

ロゴロの急坂をあえぎながらりょう

線上に、ゆるい坂を登り、一等三

角点のある頂上へ。視界を遮る物

はない。小矢筈ケ山、甲ケ山(1338
こ や は ず が せ ん

㍍)が眼前にそびえる。急坂を木を

掴み滑りながらあん部へ。

小矢筈ケ山は両側が狭くすぱっ

と切れ落ちていて、足元に注意しな

がら通過する。怖くはなかった。

甲ケ山へはぬれて足の置き場の

ない岩を鎖の助けをかりて渡る。

見上げるほどの岩壁の登りに挑む。

足の置き場がしっかりしていて、難

なく頂上へここで昼食。大山の主峰

が眼前に、日本海がすぐそこに見

える。勝田ケ山へは、ゴジラの背

の岩尾根がある。初めの大岩が行

く手を阻む。この岩を下りるのに苦

労した。後ろ向きになりくぼみを探

すが足が短くて届かない。もう２～

３ｃｍ長かったらと・・・先に下りら

れた横山さんの助言でやっと下りる

事ができ、その後に続く岩尾根は

あっけなく通りすぎる事ができまし

た。そして、なだらかな坂を下り勝

田ケ山へ到着しました。

ブナ、ミズナラの大木の中、変

化の乏しいだらだら坂を飽きるほど

下る。やっと船上山、頂上が不明？

船上神社に参けいして、15時20分

無事下山する。天候に恵まれ、起

月例山行記・10月 鳥取県 伯耆大山山系

川床から甲ケ山、船上山縦走記
か ぶ と が せ ん せ ん じ よ う さ ん

№ 北九389 森 本 信 子

伯耆大山山系 甲ケ山(1338m)頂上で
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伏に富んだ約８時間の楽しい山行

でした。

10月12日 9時キャンプ場を後に

する。鍵掛峠で、ゆっくり大山南壁

を眺める。荒々しい山ひだが青空

に映え、見事な風景をたん能する。

また鏡ケ成Ｐにて、鳥ケ山やまわり

の風景を楽しみ、大山に別れを・

・・自動車道で美東ＳＡまで、ここ

で九州・下関とそれぞれの車にの

り替えて、各々帰宅する。

※ ＣＬ，ＳＬ運転してくださった皆

様、お疲れ様でした。楽しい３日間

ありがとうございました。

参加者 原 広美､板倉健一(CL)、

関口興洋､横山洋子(SL)､山田武史､

森本信子、福田陽子

今回、あこがれていたエベレス

トを近くで見てみたいというかねて

よりの念願を、平成２１年１０月６日

から２１日までの１６日間で、ゴーキ

ョピーク（5360ｍ）に登頂をし、

エベレスト、チョーオユー、ロー

ツェ、マカルーの8000ｍ級の山々

を間近に見ることができました。

この登山はアミューズトラベルが

企画したもので榊 俊一(№14523)

と平野一幸(北九406)が参加し登頂

したものです。

１０月６日(火)、福岡空港を出発

しバンコック泊。

７日（水）ネパールの首都カト

マンズに到着後ホテルに荷物を置

いて市内観光。世界遺産である世

界最大のお寺ボーダナートや旧王

宮などを見学。カトマンズの交通

マナーの悪さは超一流で、とても

我々は運転できそうにありません

でした。

８日（木）、カトマンズから１５人

乗りのプロペラ機で、窓からヒマラ

ヤの山々を見ながら登山開始点の

ルクラに３０分で到着、トレッカー６

人、添乗員１人、ガイド１人、ザブ１

人、ポーター２人、コック及びキッ

チン７人の１８人のグループが合流

し、今回の登山を行いますが、コ

ック及びキッチンは食事の用意の

ため先行し、トレッカー、添乗員、

ガイド、ザブ、ポーターの１１人で

今夜の宿泊地パグディンに出発し１

７時４０分にロッジに到着した。

ネパールのロッジは全２人部屋

でベット付き、日本の山小屋とは

異なりゆっくりと寝ることができそう

です。

９日（金）、パグディンを７時３５

分出発し、途中ジヨルサルの国立

公園事務所に入域料と登山届をす

ませます。この付近から上り下りが

多くなり、6000ｍ級の山が見え、

今日の宿泊地ナムチェ村が見えて

きます。

このナムチェはシェルパ族の里と

して有名なところで今回のガイドも

このナムチェにロッヂを所有し宿泊

することになっています。

ここには、いろいろな店があり、

お土産、登山用品、雑貨等様々な

ものがあり、本物と偽物が一緒に

並んで売っている（購入するとき

は注意が必要）。ナムチェ（3440

ｍ）のロッヂに１５時２５分到着。

１０日（土）、今日1日は高度順応

のためナムチェからエベレストビュ

ーホテル（3880ｍ）まで行き、こ

のホテルでしばしのコーヒータイ

ムを取りながらエベレスト、ローツ

ェ、アマダブラムの山々のすばら

しさに見とれ休憩タイムをとりまし

た。ナムチェに戻る途中シャンボチ

ェの空港で、エベレストの上空より

パラグライダーでシャンボチェの空

港に下りてくる５名と遭遇し、一緒

海外(ネパール)山行記

あこがれのエベレストを間近に見て
ゴーキョピーク(5360m)に登頂

(№ 14523) 榊 俊 一・文
(北九 406) 平 野 一 幸

エベレストやチョーオユーを間近に、ゴーキョピークに立つ榊氏(右)と平野氏
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に記念写真を撮る事ができ、めっ

たに見ることがない出来事に出会

い感激しました。

１１日（日）、ナムチェを出発し途

中、エベレストに最初に登頂したシ

ェルパのテムジンのお墓に、無事

登頂できますようお参りし、モンラ

峠のロッジ(3973m)に到着し宿泊。

１２日（月）、モンラから600ｍほ

ど下り、樹林帯を登りトンバへ。そ

の後山腹に出て支尾根を横切り展

望のよいドーレ（4040ｍ）のロッ

ジに到着。

１３日（火）、ドーレからドゥード

・コシを見下ろす山腹に出て、支

尾根を横切り奥に進み、キャジョ・

リ（6186ｍ）の印象的なマツェル

モ（4410ｍ）のロッジに宿泊。

１４日（水）、マツェルモから7000

ｍ級の山々を望みながらパンカへ、

更に岩石帯を登り切り、ツオー・メ

ンマ、ツオー・パルワの湖畔をた

どり、ドゥード・ポカリ湖のあるゴ

ーキョ（4750ｍ）のロッジに到着

し宿泊。

１５日（木）、早朝４時にヘッドラ

ンプをつけて最終目的のゴーキョ

ピーク（5360ｍ）に登頂開始。

６時４５分到着し、最高の晴天で

8000ｍ峰４座、チョーオユー、エ

ベレスト、ローツェ、マカルーの

勇姿が展望できました。すばらし

い天候と温度５度と暖かかったの

で、頂上で約１時間ほど各山々や

ゴジュンバ氷河など大パノラマを楽

しみ、記念写真を撮りゴーキョに

下山し、朝食後マツェルモまで更

に下山しました。今日が行動時間

最長の１１時間となりましたが、無

事マツチェルモのロッジに到着し

宿泊。

１６日（金）、マツチェルモから往

路をクムジュンに戻りロッジに宿泊

１７日（土）、クムジュンのお寺に

ＥＴの頭があるとのことで、お寺に

お参り兼見学をしてナムチェで昼食

と買い物をし、モンジュのロッジに

宿泊。

１８日（日）、モンジュからルクラ

に戻り今回の山行は全終了した。

19～21日、カトマンズとバンコク

に一泊し、関西空港経由で福岡空

港に到着し解散となった。

今回の登山中、モンラ付近でネ

パールの国鳥のグフェと遭遇しあ

わてて写真を撮った事や、日本の

山とは高度差がありすぎる事や、

大自然の雄大さに見とれたことなど

「日本アルプスの登山と探検・

ウエストン著」を読んでいると、針

の木越えが書かれてあった。これ

だ！ 行ってみたいと急に思い立っ

て計画、実行となった。

2002年夏、白馬岳～爺ケ岳を縦

走、柏原新道に下山した。空白と

なっていた柏原新道～蓮華

岳まで今回歩いたことによ

り後立山はすべてつながっ

たことになる。

９月１５日、扇沢から大沢

小屋、そして針の木雪渓に

入っていくが、今の季節は

雪がなく右岸を登っていく。

途中沢を渡り「ノド」と言われてい

るところを左岸に巻く。雨で岩がぬ

れて滑りやすく緊張しながら登って

いく。小雨が降ったりやんだりの中、

長くて急な坂を峠の小屋を目指して

頑張る。

北アルプス後立山連峰山行記

蓮華岳～針の木岳～鹿島槍ケ岳の山旅

№11990 原 広 美

縦走路の岩小屋沢岳頂上で万歳！

今回の旅の終点、鹿島槍ケ岳(2889m)

すばらしい山々で最高の登山であっ

た。ただ、今回のツアー中、全員

が下痢に合い、別グループの名古

屋の２名がヘリで下山したことなど、

高山病の下痢でなく、風土病かウ

イルスからかもしれないとの噂が飛

び、日本から持参した正露丸では

直らなかった。

下痢は別として、また行く機会があ

れば行きたいと思う山々であった。

おわり
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１６日、蓮華岳往復後、針の木岳

～スバリ岳～赤沢岳～鳴沢岳に向

かう。落石など注意しながらの岩

稜歩きで時間がかかる。左に立山、

剱岳、眼下には黒部湖、来年チャ

レンジする長次郎雪渓の確認をしな

がら新越山荘に向かう。

１７日、新越山荘の前から槍ケ岳

の頭が見える。1時間40分で岩小

屋沢岳山頂に着くと360度の景色。

地図を広げ山座同定する。富士山、

南アルプス連峰、東寄りに八ケ岳

連峰、浅間山など大パノラマを楽し

んでいるとちょうどその時、日焼け

してザックを背負った小屋オーナー

の柏原さんが追いついてこられ、た

くさんの山の名前を教えていただく。

柏原新道分岐までは登山者がほと

んどなく、種池山荘を過ぎると急に

多くなった。始まったばかりの紅葉

を眺めながら稜線を越えていくと、
りよう

プチホテルのような新築の冷池山

荘に着く。

１８日、６時頃山荘を出発して鹿

島槍ケ岳南峰着。頂に立つと北峰、

更に八峰キレット、五竜岳が遠く眼

下に見える。冷池山荘に戻り１０時

出発。今回の目的でもある最短コ

ースの赤岩尾根を一気に1100ｍ下

る。足場が悪く慎重に下るが、急

なところはしっかりした鉄のハシゴ

が設置されているので案外歩きよ

い。間もなく西俣出合～大谷原に

着く。大町の民宿までタクシーで送

ってもらい一泊する。

１９日、中央線経由で帰路に就

いた。

数年前、黒部アルペンルートを

旅行したとき、展望台から見える堂

々と構えた双耳峰の鹿島槍ケ岳を

あこがれの思いで眺めたことを思い

出した。今回で、鹿島槍ケ岳に２度、

そして爺ケ岳は３回も立つことがで

きたことに感激。今は一緒に行くこ

とはなくなった昔の岳友や、５月の

雪山にテント泊で連れて行ってくだ

さった大先輩のことが、頂に立つと

懐かしく思い出された。百瀬慎太郎

や佐々成政の歴史ある峠を語り合

った４人の思い出に残る山行、いえ

山旅でした。

＊ 百瀬慎太郎 歌人としても有

名「山を想えば人恋し、人を想え

ば山恋し」の歌がある。16歳で日

本山岳会入会、会員番号215。家

業の「対山館」を継ぎ、そこで小

島鳥水、槇 有恒やウエストンなど

たくさんの岳人や文化人たちに会

う。中学生の時初めて白馬岳に登

り、それ以後山岳の世界に入る。

大正14年大沢小屋を、5年ののち

頂 吉少年自然の家に駐車し、
かぐめよし

紫川起点より右へ頂吉林道を歩く。

月の平で小休止。関口さん、伊藤

さんがGPSで現在地の測定を行う。

以後、小休止地点で測定を行う。

昔、三点後方交会法で測定を行っ

ていたことを思うと、大変な進歩で

す・・・！！

途中、多くの欅の大木があると
けやき

ころを通る。ここは小倉藩が

「御止山」として厳重に管理をして
お と めや ま

いたところで、昭和５０年代、ここを

福智横断林道を通す計画があり、

登山団体、自然愛護団体が「福智

の自然を守る会」を結成し、「この

欅を、自然を護ろう」をスローガ

ンに、反対運動を行い、この一帯

を「自然研究林」として残すことで

林道計画は凍結されました。ロー

プが張られた急坂を登り、「黒岩展

望台」を過ぎると頂吉分かれです。

縦走路の防火帯は背丈を越す夏草

で覆われていますが、多くの草花

が目を楽しませてくれます。息を切

らせ「念仏坂」を登ると「赤牟田

の辻」到着。夏草でよく見えませ

んが、ここには小石を積んだ塚が

あり、英彦山峰入りの途中、ここで

倒れた修行者を、息のある内に「即
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縦走路から見る劔岳(2999m) 大沢小屋前にある百瀬慎
太郎のレリーフ

針の木小屋を建設する。 登山口か

ら２時間で大沢小屋がある。なぜこ

んな近いところにと思うが、昔は大

町から大沢小屋まで１日かかり、や

っとの思いで到着したという。大町

山岳博物館に行くと当時の山小屋が

そのまま展示してあった。また慎太

郎は日本最初の山案内組合の組織

を結成して地域に貢献する。北アル

プス登山の基地であった大町はにぎ

わっていたが、鉄道建設が白馬駅

まで延びたためスキーや登山客は

そちらに移り寂しくなった。

参加者
原 広美 伊藤 久次郎

山内 英俊 中野 洋子

９月６日月例山行報告（第２報）

英彦山峰入りの道と 満干間欠冷泉を訪ねる
み ち ひ か ん け つ れ い せ ん

№14264 丹 下 洽
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身成仏」を願って埋葬した「石子

詰め」であるとの説もあり、峰入り

の道には、数カ所あると聞いてい

ます。

焼立山で昼食の後、「満干分か
み ち ひ

れ」より金満尾根をくだる。かって

は踏み跡すら判然としない尾根道

でしたが、朝日新聞社による学術

調査の後、秋の峰入りの復活等に

より登山者も増え、歩きやすくなり

ました。途中、石灰岩の林立する

尾根を歩く。ここは峰入りの途中で

倒れた修行者の成仏を祈り、経を

読んだところで、「両貝権現」と呼

ばれている。私たちが学術調査の

前に初めてここを歩いたとき、江戸

時代の銅銭や明治の白銅貨が供え

られていました。

金満山頂を越え、修行窟を過ぎ

ると、満干越えに着く。この先を右

へ下ると峰入りの道は採銅所へ下

り、直進すると旧金辺峠に至る。こ

の峠は幕末、小倉戦争で長州軍に

敗れ、香春に退いた小倉藩が激戦

の後、長州軍を撃退した戦場です。

満干林道終点より、小さな流れ

を渡る。かっては赤牟田の谷（こ

もれび渓谷）と満ち干谷に小さな

木橋が掛かっていたが、いずれも

流失している。

竹林の急斜面を登ると、濃いや

ぶこぎです。草を刈り、登り道を確

保していただいた舛木さんに感謝

申し上げます。

川が近づき、カヤの木の下に白

い貯水槽が見える。これは水流計

を測定設置して、間欠冷泉を調査

した時のものです。その結果、石

灰岩層の地下にある貯留槽に水が

満杯になるとサイフォンの原理で突

然にわき出るもので、古来の言い

伝えのように、潮の満干とは関係

がないことがわかりました。上流に

向かって右の水量の多い流れは紫

川源流で、左の貯水槽につながる

塩ビ管に流入する小さな流れが

「間欠冷泉」の水源です。

飲み比べた原さんの感想では、

「源流の水は軟らかく、冷泉の水

は硬い」とのことでした。これは石

灰岩層を通ってくるのでカルシウム

等が多く、ミネラルウォーターなの

でしょう。満干林道は、現在廃道

状態です。瓜坊が２頭、林道を横

切って行きました・・！！。このよう

な、地味な山行に２０人もの方が

関心を持ち、また参加していただ

き有り難うございました。

新森林保全巡視員決まる
森林巡視員の更新委嘱に伴う、新しい身分証明書の

授与式が、１０月２８日(水)午後５時４５分から、サロンル

ーム会場である小倉北区魚町｢コール天｣で行われ、福

岡森林管理署担当官から、次の会員に対して新しい身

分証明書が授与された。

新森林保全巡視員
証明書№ 氏 名 証明書№ 氏 名
１ 秦野 一彦 18 西村 俊二
２ 大庭 常生 19 高畠 拓生
３ 関口 興洋 20 宮城 尚志
４ 末吉 史忠 21 室津 健次
５ 大楠 益弘 22 山田 武史
６ 原 広美 23 横山 洋子
７ 村上 強 24 片山 俊昭
８ 伊藤 久次郎 25 片山 礼子
９ 浦田 和夫 26 江頭 精一
10 藤田 傳 27 兼光 功
11 西村 信子 28 舛木 隆
12 板倉 健一 29 濱松 禮子
13 磯野 文雄 30 丹下 洽
14 太田 満 31 丹下 香代子
15 馬場 基介 32 野島 豊
16 中村 昭彦 33 藤田 優
17 大城戸 昌俊 34 三宅 清和

10周年記念登山［海外］

韓国・智異山（チリサン）（1,915m）

次の日程で、韓国の智異山登山を計画しております。

１、期日 平成22年5月21日(金)～23日(日) 2泊3日

２、日程

5月21日(金) 博多港10:00発｢ビートル｣⇒釜山

港12:55着⇒中山里(チュウサンリ)

16:30着 宿泊

5月22日(土) 中山里06:00発⇒09:30智異山主峰

｢天王峰｣⇒12:30チャントモク山荘

(昼食)⇒中山里16:00着 宿泊

5月23日(日) 中山里07:00発⇒10:30釜山市内

龍頭山公園、チャガルガ市場見学、

ショッピングと昼食⇒釜山港15:45

発⇒博多港18:40着 解散

３、費用 約６万円

４、準備する物 パスポート

５、参加申し込み 平成22年3月末までに

事務局又は山田武史宛(TEL/FAX 092-844-3563)

◇ ◇ ◇ 報 告 ・ お 知 ら せ な ど ◇ ◇ ◇
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山のニュース （第５０号）

（最近の新聞記事などから）

カンリガルポ山群登山隊2010
ゲムソング峰(6450m)目指す

福岡支部
日本山岳会福岡支部は、東チベット・カンリガル

徰ポ山群に2,001年から５年間、松本 夫元福岡支部長

を隊長として調査・研究隊を派遣してきたが、2,010

年10月上旬から約35日間の日程で、カンリガルポ山

群ゲムソング峰登山隊を派遣することが決まった。カ

ンリガルポ山群は世界に残された最後の未探検地域

ともいわれており、この登山隊が青壮年層に潜在す

る登山意識を目覚めさせ、登山者の高齢化現象を打

破できればと、支部では期待している。

なお、この遠征にかかる予算が隊員1人あたり100

万円を超えることから、1口5,000円の寄附も受け付け

ている。 （登山計画書から）

「キリマンジャロの雪」2022年にも消滅
タンザニアにあるアフリカ最高峰キリマンジャロの氷

河が、地球温暖化の影響で消えゆく運命にあると、米オ

ハイオ州立大などの研究者が２日、発表した。

研究チームは、航空写真や地上での計測の結果をも

とに、1912年から2007年の間に氷河の面積が85％も縮

小したと推定。このままだと、早ければ22年、遅くとも

33年までに氷河は溶けてなくなると予測した。

（１１月３日 読売新聞）

福智山中でスズメバチの被害
11月8日（日）正午前、私の友人や高校山岳部員な

ど１０数名が、福智山～尺岳縦走中、突然スズメバチに

襲われた。被害にあった女子高校生1人が背負われて

下山した。現場は、尺岳から福智山へ10分～15分ほど

行った所です。この縦走路は、当分の間避けた方が無

難です。

（11月11日 ニュース提供・№13819 太田 満会員）

祖母山の自然を大切に
ウェストンの遺徳しのぶ

日本近代登山の父として知られ、119年前に祖母山(1

757㍍）にも登った英国人宣教師ウォルター・ウェストン

の遺徳をしのぶ「第25回宮崎ウェストン祭」は、11月３

日、高千穂町五カ所三秀台のウェストン碑前であった。

地元住民や登山愛好者ら県内外から約150人が参加。

ウェストン師をたたえると同時に、山岳遭難者を悼み登

山の安全を祈った。

（11月3日 宮崎日々新聞とJACニュース）

「劔岳 点の記」の真実がここに！
「劔岳 撮影の記」公開決定！

「劔岳 点の記」のメーキングムービ－が11月14

日から東京の映画館で公開されたが、九州でも次の

とおり公開が決まった。

2010年１月16日より
福岡中洲大洋映画劇場

標高3000㍍、激闘の873日、撮影日数200日。体

感温度、氷点下40度。「前人未踏」の映画作りを支

えたのは、愛か、狂気か。仕事に人生に、真剣に取

り組んだ、魂のドキュメントである。（JACニュース）

本 新刊紹介

○ 山をたのしむ 梅棹忠夫 著

国立民族学博物館の初代館長を務めた著者の探検や

山への思いを綴った随想、対談を集めた本。今西錦司、
つづ

西堀栄三郎、桑原武夫らそうそうたる学者で登山家を輩

出した京都一中と旧制三高の山岳部や、京大学士山岳

会（AACK）での国内外の多彩な活動を通じて、「未知

への探求」の意味、意義を伝える。(山と渓谷社2,940円)

○ 福岡の山といで湯 西日本新聞社編

山歩きを満喫した後には温泉で体を癒してはいかが？

あったようでなかった黄金の組み合わせの本。福岡

県内を「福岡近郊」「北九州近郊」｢筑豊 京築｣「甘

木・朝倉 筑後」の４地区に分け、計30山をそれぞれ

の近隣にある23湯をセットで紹介している。(1,890円)

(８月 西日本新聞）

１０周年記念誌 製作費募金のお願い
一口 千円以上、何口でもＯＫ！

申し込み受付は、日向、大楠、馬場（TEL０９３－３７１－８６５６）の各委員まで
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山行計画のご案内
1２月の山行

２００９年忘年会（登山）と大正時代の山岳記録映画上映
ＪＡＣ北九だより４９号にてお知らせしましたが、あらためて次の通りご案内いたします。

多くの会員の参加をお待ちしております。当日は午後５時から山岳映画を上映します。

と き 12月12日(土)～13日(日）
と こ ろ 九重法華院温泉山荘（現地への行程は各人自由）
集 合 12日（土）午後４時までに現地集合。映画は午後5時から上映
申込先 １２月４日（金）までに、事務局関口興洋（TEL/FAX 093-382-6436）

または伊藤久次郎（TEL/FAX0947-42-2772）へ。（Eメール可）

会 費 宿泊費（一泊二食つき ９，０００円）プラスお酒代

解 散 １３日（日） 朝食後解散（帰路の行程は各人自由）

1月の山行

二丈岳(711m） 唐津湾の眺望
と き 平成22年1月23日(土)

集合場所 二丈渓谷｢ゆらりんこ橋｣登山口 １０時

行 程 ゆらりんこ橋出発(10:30)→加茂神社(11:20)→二丈岳頂上(12:30、昼食）

→頂上出発(13:20)→ゆらりんこ橋(15:00)

交通手段 マイカー又は、JR筑肥線(大入駅より徒歩45分)

申し込み 山田武史(TEL/FAX 092-844-3563)

締め切り 平成22年1月16日（土）

毎月第４水曜日

毎回盛況！

１１月のサロンは、２５日(水)

１２月のサロンは、２３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 ○ 夏が足早に過ぎ去り、紅葉

の山でヤマイモの木をゆすっ

て、落ちてくるムカゴをこうもり傘で集めて、家で煎
い

って食ったと思ったら、あッという間に冬がそこま

でやってきました。そして忘年会が終わると2,010年

がはじまります。来年は支部創立10周年です。その

記念誌（10年史）の原稿締め切りは３月ですが、な

るべく早く送っていただくようお願いします。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。

大正末期、雪の北アルプスで撮影された、初めての山岳映画公開！
大正１３年 映画「雪の薬師、槍越え」

制作・撮影 伊藤孝一 白黒50分ビデオ

映画「点の記」のガイドでおなじみの宇治長次郎

や、針ノ木小屋などを建てた百瀬慎太郎などが出演

している、大正時代の貴重な北アルプスドキュメンタ

リー映画が見つかったので、１２月１２日(土）午後５時

から、支部忘年会会場の九重法華院温泉山荘で上映し

ます。見たい方はぜひ、ご参加下さい。


