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新年の挨拶

みんなの力で １０周年記念行事の成功を

支部長 大 庭 常 生

みなさん、お元気で新年を迎えられたことと思い

ます。

今年のあなたの挑戦目標は決りましたか。楽しく、

安全に、そして果敢に取り組んでゆきたいですね。

今年は、わが北九州支部にとっては一段と課題の

多い年になります。

すでに準備を始めている支部創立１０年記念行事へ

の取り組みです。その柱となるのは、記念誌の発行、

記念山行、記念集会です。記念誌については、すで

に編集委員会を設けて、企画内容の策定を進めてお

り、記念山行は、槍ケ岳集中登山と、海外は韓国に

絞って案を作成中です。記念集会では、すでに尾上

日本山岳会会長の記念講演を中心に計画を進めてお

ります。これから、それぞれの中身をよりクリアーに

してお知らせしてゆきますので、是非みなさんのお

知恵をお寄せ下さい。

更に、日本山岳会全体の課題として、本部からも

指摘されております会員の若返り、支部の活性化、

公益事業への取り組みの具体化、山の日制定への

取り組みなど、いずれも今後の日本山岳会の在り方

を左右するプロジェクトが控えております。すでに、

本部レベルでは、それぞれの課題ごとにプロジェク

トチームを設置して、取り組みを始めおります。これ

からは支部レベルでも、そのための活動を具体化し

てゆくことになります。課題は大きく見えますが、

みんなでできることから一歩一歩進んでいこうでは

ありませんか。
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期日 １２月５日(土) １０：００～１２：００

場所 日本山岳会会議室

今回は、大庭支部長が所用のため、代わりに私が

出席した。

「本部報告」については、JAC北九だより１１月号（第

５０号）に発表されている内容とほぼ同じであるので、

今一度ご覧いただきたい。

この稿では、われわれ会員に課せられた課題はどの

ようなものなのか。会議の中で報告、提案された事柄

についてお知らせしたい。報告は次のとおり。

『現在の会員の平均年齢は６７歳であり、この高齢化

傾向を放置することは、会組織の自殺行為である。若

年の登山者にJAC入会の話をしたところ、入って一体何

をするのか、と逆に質問された。彼等にとっては、老人

クラブの印象があり、過去の遺物と映っているように思

える。ここにプロジェクトチームの一つ、JAC－YOUT

Hの存在意義がある。学生部の充実、若い会員の組織

リーダーとしての積極的起用が望ましい』

この件について、重廣関西支部長から現在の登山者

についての情報提供があった。

昨今、２０歳代、３０歳代の女性のハイカーが増えて

きているそうである。月刊誌PEAKS, フィールドライフ

の購読者が増え、新しく、登山やトレッキング用品を買

い始め、山スカ（スカートで山に登る）山ガール、森

ガールなどの新語も生まれてきているとの話も出た。
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2010年度 第11回通常総会のお知らせ
記念講演は、「山岳遭難対策について」

○ と き 平成２２年４月２４日(土)

○ ところ 小倉リーセントホテル TEL ０９３－５８１－５６７３

北九州市小倉北区大門１丁目１－１７（JR西小倉駅から正面徒歩３分）

１．受 付 午後１時から

２．総 会 午後２時～午後３時

３．記念講演 午後３時１５分～午後５時

演題 山岳遭難対策について ＜中・高齢者の事故現状＞

講師 園 川 陽 造 会員

４．懇 親 会 午後５時～午後７時

５．会 費 １人5,000円（懇親会費）

６．締め切り 出欠の返事は、案内状（４月上旬郵送） 同封のハガキで４月１６日(金)まで必着。

７．問い合わせ 事務局 関口興洋まで（TEL/FAX 093-382-6436 携帯090-8919-6776）

講師 園川陽造会員(№5306)のプロフィール

1938年生まれ。11歳から登山を始める。昭和36年から

福岡県山岳連盟、国体山岳競技担当理事、日本山岳会会員。

平成元年第44回北海道「はまなす国体」山岳競技R副主任審

判員を務める。

現在、環境省公認・自然公園指導員。日本山岳協会公認・

主任検定員及び中央審判員並びに自然保護指導員。日本体

育協会公認・山岳上級コーチ及び山岳マスター指導員。
2008年２月の研修会から

第３回支部長会議に出席して

山スカ、山ガール、森ガール・・・ 新語誕生！

副支部長 大 楠 益 弘
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実際に私も博多の登山用品店では、３０歳代の女性の

来店が増えていることも耳にしている。今までとかく「き

つい、汚い、汗臭い」など登山者の印象は良くなかっ

たようだが、ファッション性を強調する登山、トレッキン

グは、若年層にとって魅力あるものとなるのではないだ

ろうか。この点に着目し、当支部でも若年層にアタック

する方法、手段を考えていく必要があるだろう。

さらに支部活性化、「山の日」制定各プロジェクトチ

ーム活動に関しての提案が同じく重廣氏からあった。新

日本山岳誌「4000山登山グランプリ」の提案である。

つまり低山から高山まであり、身近かな山からだれでも

登り始められる。全国の山を網羅しているので、広域

山岳団体でも地区ごとに目標を定めて、点から線への

山岳活動が可能となり、結果として、分散化登山によって

自然破壊防止、人気不人気の山の格差解消にもつながる。

難易度も様々であるので、グランプリとしての評価な

どで個人、グループ山岳団体、学校にも呼びかけるこ

とも可能ではないかと提案がなされた。前述の、いわ

ゆるPEAKS現象、4000山登山グランプリは、非常に画

期的な情報、提案であるので、今後の活動に役立てて

いただければと思っている。

なお、法人改革対応については、本部からも、また

支部長、事務局長からも報告がなされているので、こ

こでは触れなかった。

平成21年度の年次晩餐会が、12月５日、東京・品川のグランドプリンスホ

テル新高輪大宴会場「飛天」で開催された。昨年に続いて皇太子さまも出席

され、全国から478人の会員が集まった。若い会員たちの海外登山活動報告

や、「支部おすすめの花の山」をテーマにした展示会などが賑やかに催され

た。出席した高畠会員に今年の年次晩餐会の感想を書いてもらった。

平成１３年１０月１日付、日本山岳会の会員証を受領。

翌年１４年度年次晩餐会に初めて出席の機会を得てから

今年で８年連続です。

その中でも、１５年、１７年の創立１００周年、２０年、２１

年度と４回は特別な年です。皇太子殿下の御出席を賜

り、会場の盛り上がりは非常に盛大でした。

昨年２０年度のことを振り返っ

てみたいと思います。

「山」２０年１２月号№７６３、２

１年１月号№７６４を読みました。

皇太子殿下は、２０年８月７日～

８日、念願の富士山に初登頂さ

れました。

年次晩餐会「富士山」テー

ブルの御席で、殿下入会推薦

人の宮下前会長と隣の席で、和

やかで温かい雰囲気に包まれて

歓談され、また、日本山岳会の

法被を着用され、初めての鏡割

りも体験されました。今年も尾

上会長のご案内で皇太子殿下、

新名誉会員宮下前会長、韓国

山岳会崔会長、第１０回秩父宮

記念山岳賞授賞の馬場会員の５

人で鏡開きが行

われました。こ

のときのたる酒は美味しかったです。

伊吹山テーブルマスターの福岡支部長副島さんのテ

ーブルに、北九州支部６人、信濃支部２人が席に着き

楽しい会食を過ごしました。２時間ほど歓談後、殿下退

平成２１年度 年次晩餐会の報告

今年も皇太子さまをお迎えして
№13541 高 畠 拓 生

恒例の鏡開きに加わった皇太子さま

年次晩餐会舞台で。左から小林さん、高畠さん、森評議員、日向さん、尾上会長、宮下前

会長、神崎副会長、関口さん、伊藤さん、山田さん、２人おいて山崎さん(右端）
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場見送りとなり、大拍手

が鳴り続く・・・。その

後は気楽に会員相互の懇

親になりました。尾上会

長、神崎副会長、前会長

宮下さん、森武昭さんを

囲んで記念写真。重廣恒

夫さんや渡邊玉枝さんとも

記念写真を撮れてうれしく

思っています。

晩餐会後の二次会、銀座のライオンは、明日の箱根

金時山登山を考慮して中止し、当ホテル新高輪１４階に

宿泊しました。

わたしは去る７月、北海道支部交流の山旅で、上ホ

ロカメットク山雪崩遭難事故現場で亡き助田さんら４人

のめい福を祈ることができ、心安らぎましたが、旭岳登

山は、腰痛のため姿見池までしか登ることができませ

んでした。このように歩行不自

由ですが、みなさまに迷惑をか

けながらも、今回の晩餐会と箱

根の山旅ができて感謝していま

す。山へ戻るべき治療に専念

いたします。

年次晩餐会出席者
日向祥剛(11427) 溝部忠増(11
977) 伊藤久次郎(13499) 山
崎和子(13522) 高畠拓生(135
41) 関口興洋(13643) 藤田
傳(13722) 山田武史(13992) 小林冨雄(14317) 計９人

（編集担当より なお、高畠会員は、１２月２４日、

飯塚市東伊川の飯塚脊損センターで腰痛の手術をし、

約１カ月の予定で入院いたしましたが、手術の経過がよ

いため、予定より早く１月13日に退院されました）

平成２１年度年次晩餐会出席に合

わせて実施した北九州支部山行は、

１２月６日、箱根北部に位置する「金

時山」に挑戦した。

前日の雨がうそみたいに快晴日

和。今回同伴の高畠氏が腰痛のた

め、芦ノ湖等の観光をしてもらい、

山行は伊藤副支部長、関口事務局

長、山田氏と私小林の４人です。

金時山の登山口は、富士山が正

面にそびえる乙女峠から、１２時２０

分ごろ出発した。途中、乙女峠展望

台まで約４０分で着き、この場所は

富士山を写真に納める絶景スポット

ととして展望台が設置されており、

当然私たちは富士山をバックに写真

に納めたことは言うまでもありませ

ん。

これからひたすら山頂を目指した

わけですが、この日は最近の登山

には珍しく若くてきれいな山スカ女

性と何人も出会ったのです。登りが

苦手の小生はその都度あいさつを交

わしパワーをもらい進みました。更

に、途中で、前日年次晩餐会で一

緒であった関西支部長の重廣恒夫

氏が６～７人の若者と一緒に山行さ

れているグループと偶然出会ったの

です。重廣氏によると、山岳指導員

養成のための訓練中と言われておら

れました。

金時山頂上（静岡県）には午後２

時２０分ごろ到着しました。頂上は茶

屋が２軒あり、北側の茶屋『金時茶

屋』でおでんを買い求め、ビール

や焼酎で水分を補給し、昼食をとっ

た訳ですが、この金時茶屋はちまた

で有名な「金時娘」さんがおられ話

すことができました。

看板娘（７０歳くらい）がなぜ有

名かと申しますと、今は亡きおとうさ

んが、地元で有名な怪力の持ち主

で、だれにも担げない重さを担いだ

強力として活躍された方の娘さんと

いうことでした。伝説でご存じと思い

ますが「足柄山の金太郎」の話の

地であると聞いております。

頂上で記念撮影をした後、茶屋で

金太郎アメを買って、午後２時４０分

ごろ、金時神社経由で下山を開始し

ました。日も少し落ち始めた午後５

時ごろ、ふもとのバス停に無事下山

し、宿泊先の箱根「富士見荘」に

入り、既に宿で待機していた高畠氏

と合流し、天然温泉かけ流しの湯に

つかり、美酒を酌み交わしたことは

言うまでもありません。

初めて登った金時山、楽しかった

思い出をまた一つ作ることができた

ことに感謝します。

金時山(1213m)登山

山頂茶屋で有名な金時娘と！
№14317 小 林 冨 雄

皇太子さまの写真「雲表
の稜線を行く」とならんで
記念撮影の筆者。

北九州支部が出展
した花の十種ケ峰

富士山をバックに金時山の頂上で
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平成２１年１１月２８日、米子市ワシ

ントンプラザホテルで開催された、

山陰支部創立６０周年記念式典、

祝賀会に関口さん、山田さん、原

さん、稲富さん、内藤の５人で参加

した。出雲市までは青空、松江あ

たりからは曇天、米子に入ると小雨、

山陰の冬はすっきりと晴れることが

ない。式典１時間前に到着したので、

やよいデパート４階で開催中の記念

展を見学。出版物、資料、写真、

絵画、装備などの展示物に６０年の

歴史を感じた。

１７時より尾上会長をはじめ、千

葉、静岡、岐阜、関西、広島、福

岡、北九州の各支部からの参加者

総勢６５人で記念式典が始まる。高

田山陰支部長のあいさつの後、尾

上会長の祝辞では会員増強の必要

性を強調された。終了後大山寺の

ＳＯＢ（米子南高校山岳部ＯＢ）小

屋に場所を移し二次会、宿泊。1人

にカニ一匹の豪華版で、岐阜支部

の大ベテランの方たちとの会話で

楽しいひとときを過ごす。

翌２９日曇り空、ガスの中の夏山

登山道を通り、弥山山頂をピストン、

（当初ユートピアを希望していたが、

ほかに参加者がなく変更）。６合目

過ぎから少しの積雪が凍結してい

る。霧氷と北壁の黒と雪の白のバ

ランスがきれいだった。山頂小屋

で昼食を取り下山。

途中団体さんが登ってくる。聞け

ば韓国からの登山者 最近多いら

しい。どうりで途中の案内板にハン

グルでも表記しているはず。

大山寺で他支部の皆さんと別れ、

皆生温泉で暖まりまた９号線で戻

る。やはり遠い。山田さんは最終

の新幹線にやっと間に合った。皆さ

んお疲れ様でした。

このたび、支部会員に入会いた

しました青木です。今年７月に北海

道上士幌町から福岡市に転勤で来

ました。家族をさいたま市に残して

単身赴任をしています。この会へ

は「六華山の会」の助田さん（JA

C北海道支部）の紹介がきっかけ

ですが、登山経験も浅く九州の山

は全く初めてですので、これからも

皆様方のご指導よろしくお願いいた

します。

幣立神宮参拝

平成21年11月2日(月）11:00、福

岡組の4人（山田・室津・小林・

青木）は地下鉄野芥駅で待ち合わ

せし、九州自動車道を一路南下。

我々は、山田さんの発案で熊本県

山都町にある幣立神宮に立ち寄る

こととなりました。この神宮、決し

て観光的にはメジャーとは言い難

いものの、高天原神話の発祥の地

として知る人ぞ知る聖地とのこと。

うっそうとした杉木立に囲まれた神

宮拝殿で巫女さんにおはらいをして
み こ

いただき、身を清めていざ出陣！

月例山行 11/２～３

第25回宮崎ウエストン祭と越敷岳(1,065m)

北九432 青 木 信 也

宿泊場所の五ケ所公民館で交流会

山陰支部創立60周年記念式典

展示物に６０年の歴史を感じる
№14079 内 藤 正 美
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宮崎ウエストン前夜祭

宿泊場所の五ケ所公民館には16

時過ぎに到着。時間が早かったた

め、山田さんの計らいで新米の私

のために祖母山登山口まで案内し

ていただきました。

17時過ぎに公民館に戻った時に

は各県支部の皆さんが集合してお

り、幹事の宮崎支部長さんのあい

さつのあと、岡本副支部長さんの

指導で「ウエストン祭の歌」の練

習。昨年までは練習なしで悲惨な

結果だったそうで、力の入った練習

となりました。

日もとっぷり暮れた18時からグラ

ンドにて前夜祭が開催。日中の強

い風は収まったものの夕方からは

身を切るような寒さとなり、車のラ

イトに反射して夜空からはちらちら

白いものが舞い降りてきます。防

寒着を重ね着しても神事が執り行

われる最中は足がガタガタ。それ

でも、幼稚園児の舞った子供神楽

や今年で廃校となる五ケ所小学校

在校生8人による神楽太鼓や合唱、

夜を焦がす大キャンプファイアーが

感動的でした。地元の皆さん方か

らは竹筒（かっぽ酒）で沸かした

熱い焼酎を頂き、身も心も熱くなった

前夜祭でした。

その後山岳会の皆さんは、公民

館で２次会、３次会。各支部の出し

物に時を忘れて懇親を深めました。

特に宮崎支部のゴキブリ踊りは初

参加の私には感動もの。気が付い

た時には（途中で意識をなくされ

た御仁もいたようでしたが･･･）我

が北九州支部が最後まで車座にな

って歌を披露。いやー皆さん元気

です！

宮崎ウエストン祭

翌朝（３日）は、６時ごろ起床。

快晴です。朝食をとり身支度し、

少し早めながら会場の三秀台に向

かいます。三秀台からは晴天のも

と祖母山、久住山、阿蘇山が見事

に見渡せ、今シーズン1番の寒気

の到来で初冠雪し

た白い頂と裾野の

紅葉がすばらしい

コントラストを織り

成していました。

９時からウエスト

ン碑の鐘を合図に

式典が開催され、

山岳会や地元のみなさんら約１５０

人が集い、黙とうや献花、地元小

学生を中心にウエストン祭の歌の

合唱が行われた。（前日の練習成

果が発揮されたのは言うまでもあ

りません。）

越敷岳登山

９時半過ぎに閉会になり、我々

は山田さんの先導で竹田市

の緩木神社近くの林道にあ

る越敷岳登山口まで移動。

用事のあった末吉さん、高

畠さんを除く１１名で登山開

始。（10:40）色付きはじめ

た木々の間から木漏れ日が

降り注ぎ、雑木林の中をし

ばらく快適な登り。と思って

いましたが、昨晩の深酒のたたり

か、不調の方２人。時間もたっぷり

あるので、ゆっくりゆっくりの登山

となりました。途中、「仙人枕」な

る巨大な横長の岩や修験者の洞

窟、「明神の滝」の案内板を横目

にし、しばらくすると見上げるばか

りの大岩が出現。ここを右回りにう

回すると突然視界が開け、久住の

山並みが見えてきました。

更に回り込んで山頂へ。（12:20）

小さなほこらの前で記念写真。山

頂からは360℃の大パノラマで澄ん

だ青空の下、三秀台にも劣らない

景色が見渡せました。山頂は我々

だけでしたので、それぞれが好き

な場所で昼食。はじめに日向さん

がもってきてくれたシャンパンで乾

杯。お弁当は公民館で用

意していただいたもので

したが、フキの甘辛煮な

ど手作りの凝ったもので

おいしくいただきました。

感謝感激！！！そうこうしてい

るうちに、熊本から来た３

人パーティが到着したの

で、下山開始。帰りは途

中、道をそれて「はさみ

岩」にチャレンジ。皆さ

んリュックを下ろして身軽になりカ

ニの横歩きで成功！ 小林さんも初

めは諦めていましたが、大きく息

を吸ってお腹を凹ませ見事通過。
へこ

「成せばなる！」でした。雑木林の

中では、「ツチアケビの実」を発見。

まるで１０数本の赤いウインナーが

第25回宮崎ウェストン祭（三秀台）

宮崎支部のゴキブリ踊り

越 敷 岳 山頂 で
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つり下がっているようで、恐る恐る

かじってみたものの味は？？？ 皆

さん具合を悪くされなかったので毒

はないようですネ。

登山口には14時過ぎに全員元気

で到着。我々福岡組は高森温泉で

汗を流し、熊本北ICから高速で一

直線。と思いきや、菊池で工事渋

滞、鳥栖で事故渋滞とダブルパン

チ。解散場所の野芥駅前に降りた

時には２０時を廻っておりました。

最初から最後まで運転をしていた

だいた山田さん、お疲れ様でした。

最後の渋滞を除けば、天気にも恵

まれ山岳会の皆さんとも素敵な交

が図られ充実した山行となりまし

た。皆様ありがとうございます。

【参加者】 日向祥剛、原 広美、

板倉健一、濱松禮子、高畠拓生、

末吉史忠、関口興洋、室津健次、

山田武史、小林富雄、椋本逸雄、

大内喜代子、青木信也

「計13人」

平成21年12月12日（土）午後4

時までに現地集合ということで、参

加者は思い思いの行動スケジュー

ルで会場の法華院温泉山荘に集合

した。われわれのグループは白銀

の世界を期待して長者原からスガ

モリ越えで１３００ｍの法華院温泉へ

到着したが、雪が全くない。やは

り地球温暖化の影響を受けている

のだろうか。なにはともあれ、温

泉へ直行し一番湯を楽しむ。夕食

までの時間はジョッキを傾けながら

だんらんの輪が次第に広がる。今

回は会員１９人、会員候補のビジタ

ー３人合計２２人が集う。５時から山

荘食堂で、大正13年の山岳記録映

画「雪の薬師、槍越え」が上映さ

れた。数年前に「山」でも紹介さ

れた傑作だが、製作者の伊藤孝一

が身代をかけて撮影した誠に貴重

な映像である。軽装備で冬季の北

アルプスの厳しい自然を見事に映

像に残した功績は計り知れない。

当時の民俗、山岳信仰、登山のス

タイル、若き日の百瀬慎太郎や案

内人の宇治長次郎などの姿がスク

リーンの上に生き生きとしてよみが

える。感動を通り越して「すごい」

の一語につきる。上映実現に尽力

された支部長以下関係者にあつく

お礼を申し上げます。

６時から本番の忘年会が始まる。

支部長のあいさつ、伊藤副支部長

の乾杯の音頭で開宴となる。今年１

年のいろいろな思い出がアルコー

ルとともに吹き出し、人と人との交

流の渦ができる。山荘のビールと

お酒、差し入れのワインやウイスキ

ーでどんどんメートルが上がって

ゆく。

一段落がついたころ、今夜のス

ペシャル・イベント「パウダースノ

ーコンサート」が始まる（後日談

：1週間後には本当のパウダースノ

ーの世界となった）。演奏は地元

九重町の長尾ファミリー５人で構成

される「クーネルダス」である。

命名の由来はおわかりですね！ 九

重のトラップ・ファミリーによる素

朴な心温まる演奏に耳を傾けなが

ら、更に杯を重ねる。山荘オーナ

ーの力強い歌唱、支部男女会員の

飛び入りなどあり、にぎやかな幕

引きとなる。

食堂から宿舎の広間へ移動し、

二次会が始まる。まさにＪＡＣであ

る。２年前にこの時期、ここで初め

てお会いした広島支部の杉本陽二

会員とお会いする。10月の磐梯山

麓での全国支部懇談会以来の再会

である。二次会に炒りたてのギンナ
い

ン持参で参加された。昨年の忘年

大分県九重

雪のない法華院温泉山荘で忘年会

№13643 関 口 興 洋

雪のない法華院温泉山荘の忘年会に集まったみなさん
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会（下関）後に加入された新会員

とビジターの自己紹介があり、ま

た久し振りに参加された古参会員

のあいさつが続く。時とともにアル

コールと睡魔の闘いが始まりだす。

翌日の天候は芳しくない。今に

も雨が落ちてきそうな雲行きであ

る。７時朝食後、参加者全員の記

念写真を撮った後、自由解散とな

る。大船山登山組11人は8時雨具

を装着して出発。５合目あたりでガ

スがきれ中岳、三俣山、坊ガツル

の全景が視界に入ってくる。段原

着９：５０、ザックをデポし大船山

に向かう。頂上（1787ｍ）着１０：

１０。山頂からはうす曇りながら近く

の九重連山の眺望がえられるが、

祖母山など遠くの山は無理である。

段原に引き返し、往路を下る。再

びガスに覆われ視界が閉ざされ

る。途中から、立中山への路を左
みち

にとる。この路は前から気になって

いたが、今回初めて入る。ルート

はそれなりにはっきりしているが、

入山を歓迎する様子はなく、左右

のヤブを払いながら進む。途中、

鳴子川の源頭を横切る。分岐か

ら４０分程度で立中山の平坦な頂上

（1468ｍ）に至る。ここで昼食をと

る。白口岳を正面に鉾立峠へ下る。

あと２０分程度で法華院温泉であ

る。オーナーに立中への路の状態

を報告すると、「鳴子川は上水道の

水源となっており、水源地を荒らさ

れたくないので、あえて路の手入

れをせず結果として入山者を規制

している」とのこと。昭文社の地図

でも鉾立峠から立中山までの路は

表示されているが、その先は表示

されていない。法華院温泉から女

性グループは雨ガ池から長者原へ

下るコースをとった。男性組は往

路を戻ることにして北千里からスガ

モリ越えで長者原にでた。登山グ

ループは長者原で最終の解散とし、

北九州・下関方面と福岡方面それ

ぞれ帰途についた。

＜忘年会参加者＞ （敬称略）

（会員） 大庭常生 日向祥剛

溝部忠増 原 広美 板倉健一

伊藤久次郎 末吉史忠 関口興洋

室津健次 山田武史 大石そなえ

小林冨雄 大木康子 榊 俊一

田中 峻 大内喜代子 福田陽子

中野洋子 青木信也 （１９人）

(ビジター） 赤瀬栄吉 縄田正芳

中村孝吉 （３人）

合計2２人

＜大船山登山者＞ １０人

原 広美 板倉健一 伊藤久次郎

関口興洋 室津健次 大木康子

大内喜代子 福田陽子 中野洋子

青木信也 以上

東海地方に上陸した台風を避け

て、予定より１週間遅れで福岡を出

発、先発の仲間２人と秋田県の道の

駅「おがち」で合流した。

今回の目標は、１年前地震や林道

工事で登山できなかった和賀岳、焼

石岳を同じメンバーで目指す。

１０月１４日（水）和賀岳は真木渓

谷から入山した。４日前に通行可に

なった林道を車で進み、マタギ小屋

跡に新築された無人小屋前に駐車

した。

７：１０出発、林道を１０分歩くと甘

露水のわく登山口に着く。すぐに急

坂になるがジグザグの道はブナ、ミ

ズナラの巨木と紅葉が素晴らしく、

登りやすい。先日の台風で直径６０cm

もあるブナが３本倒れ、道をふさい

でいた。

８：１０小川を渡る。この先水場は

なかった。東北の山は天気が少々

悪くてもブナ林があれば満足できる。

何度も立ち止まり見渡す。

尾根に出ると樹高が低い雑木とな

り視界が開けた。道端のささは刈り

取られ、歩きやすいので感謝して登る。

９：４０小さいほこらがある薬師岳

に到着。ここからの眺めは最高だ！

ゆるやかな起伏の奥に和賀岳が見

える。

眼下の紅葉を眺め、快適な尾根

歩きとなり、同行の２人も歓喜の声

を上げる。山頂近くは右側が和賀川

源流へ急斜面になっているが、泥斜

面なので心配はない。

平成２１年秋

東北の山旅 和賀岳(1440m)
№13819 太 田 満

2009.10.14 和賀岳(1440m)頂上で
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１１：３０広い山頂に到着。先着の

女性２人がいた。何とビックリ、小

倉南区の知人で１時間前に着いてい

た。２日後に焼石岳に一緒に登る約

束をして別れた。

北方の秋田駒ケ岳、岩手山以外

は山名が分からないが、見渡すか

ぎり山また山を眺めて４０分いた。

下山は振り返り、見渡しながら往

路を戻る。足元は石コロ、木の根

が少ないので歩きやすかった。山中

ではその他単独行２人だけで静かだ

った。

私なら百名山に加えたい、また来

たいと思った数少ない山だった。

その他の山旅 虎毛山（１０月１

０日）、神室山（１２日）、女神山（１

５日）、焼石岳（１６日）

会員異動

新支部会員
北九４３２ 青木 信也 福岡市中央区（推薦 関口）

北九４３３ 縄田 正芳 戸畑区 （推薦 日向）

北九４３４ 中村 孝吉 八幡西区 （推薦 〃 ）

日程の変更
10周年記念登山［海外］

韓国・智異山（チリサン）

先にお知らせしました、韓国の智異山登山の日程が、

英彦山の山開きと重なることも考慮し、次のように変更いた

します。

とき 平成22年5月１４日(金)～１６日(日) 2泊3日

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)

2010年度 自然保護全国集会
とき ６月１２日(土）～１４日(日）の３日

スケジュール

６月１２日(土） 支部報告と懇親会

６月１３日(日） シンポジウム

主催 日本山岳会自然保護委員会

共催 日本山岳会福岡支部

場所 東京四谷・上智大学キャンパス

基調講演 堂本暁子（前千葉県知事、現日本山岳

会常任評議員）

各支部会員からの報告

知床から 北海道支部 愛甲哲也

白神から 青森支部 村田孝嗣

屋久島から 福岡支部 太田五雄

午後は壇上と会場参加者によるディスカッション。

６月１３日(日）～１４日(月）は見学バスツアー。

◇ ◇ ◇ 報 告 ・ お 知 ら せ な ど ◇ ◇ ◇

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、支部会計担当馬場基介（TEL０９３－３７１－８６５６）まで。各委員まで連絡下さ

れば、振り込み用紙をお送りします。個人、団体を問わず受理します。

これからの人生観

「 下 山 の 哲 学 」
誌 藤 田 傳
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山行計画のご案内

２ 月の山行

伯耆大山（弥山1709m）
冬山訓練 テント泊

と き ２月１０日(水)～１４日(日)

と こ ろ 鳥取県 伯耆大山（雪上訓練と登山）

行 程 ２月10日(水）福岡、小倉夜行バス出発
２月11日(木）米子着、大山寺へ移動

後テント設営・雪上訓練
２月12日(金）大山登山、雪中ビバーク

訓練
２月13日(土）宝珠尾根～ユ-トピア～
三鈷峰～大山寺。米子夜行バス出発
２月14日(日）小倉、福岡着

費 用 約20,000円（夜行バス料金、食料費）

申込先 板倉 健一 TEL 093-321-1038

〆切り 2010年1月28日（木）

３ 月の山行

英彦山(1200m)清掃登山
と き ３月２８日(日) ９時３０分出発

集 合 別所駐車場

行 程 別所駐車場→正面登山道を清掃しな
がら中岳へ
昼食後、３コースに別れて下山

Aコース 中岳→北岳→高住神社→別所駐
車場

Bコース 中岳→バードウオッチングコース
→別所駐車場

Cコース 南岳コース→別所駐車場
携行品 弁当、水筒、登山必需品のほか、

軍手、ビニール袋など。
〆切り ３月２４日（水）

担 当 伊藤（TEL/FAX 0947-42-2772)
関口（TEL/FAX 093-382-6436)
西村信（TEL/FAX 0930-33-4618)

毎月第４水曜日

毎回盛況！

１月のサロンは、２７日(水)
なお、当日午後３時から、１０周年を振り返る座談会を

いたします。指定された方は時間までにおいで下さい。

２月のサロンは、２４日(水）

３月のサロンは、２４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 ○ 今年から、JAC北九だより

の発行を年６回から、年４回

（３カ月に１回）にすることになりました。理由は、

全国どこの支部も年４回が一番多い。さらに費用の

節約も。お陰でニュースやお知らせなどの速報性が

薄くなりますが、何とぞご了承いただきたいと思い

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。

４ 月の山行

西目山～右田ケ岳(426m)
と き ４月１７日(土）
と こ ろ 山口県防府
集 合 後日連絡。

登山口を午前９時出発予定。
申込み 横山洋子(TEL/FAX 083-253-3031)
〆切り ３月末

門司散歩会からのお知らせ
大 楠 益 弘

次のとおり、門司の古城柳城、猿喰城址を訪ねま

す。ふるってご参加下さい。

と き ２月２７日(土）

集合場所 ①門司駅前 恒見行バス7:51乗車。

戸ノ上神社前下車

②戸ノ上神社前8:00

コ ー ス 戸ノ上神社→柳城址→七ッ石峠→城山霊

園→淡島神社→(西鉄バス)門司駅前

申 込 み ２月20日(土)まで。
大楠 TEL０９０－３１９６－８９３９

FAX０９３－３７１－４９３３

おさそい・バリエーションルート

劔岳「点の記」の長治郎谷に挑戦！
と き ７月中旬ごろ

参加条件 12本爪アイゼン、ピッケル必携

３月の鳥取大山南側雪渓でのコンテニュアス

とスタカット訓練参加。および陶ケ岳での岩登

りとザイルワーク訓練参加。

計 画 青年部ひとり 武永計介(090-4898-4462)
老年部代表 伊藤Q次郎(0947-42-2772)


