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ご案内

支部創立１０周年記念式典
全員協力で成功させよう

日本山岳会北九州支部は、平成１２年９月に２５番目の支部として誕生し、今年で１０周年の節目を迎える。

これを記念して次のように記念行事をおこなう。

○ １０月３０日(土）
記念式典

と き 午後３時(午後２時より受付）

ところ 北九州市小倉北区

「アルモニーサンク」(旧九州厚生年金会館)

記念講演(一般公開）
(午後３時３０分～午後５時）

講 師 日本山岳会会長 尾上 昇 様

演 題 「ナイロンザイルと東海支部」

（井上 靖の小説「氷壁」のモデルとなった事件から）

記念懇親会

と き 午後６時より

ところ 同上

○ １０月３１日(日）

（１）記念山行 霊峰「英彦山」(1200ｍ）
ひ こ さ ん

（A) 健脚コース 小倉会場発７:００（貸切バス）

～しゃくなげ荘奥の駐車場８:３０～鬼杉入口（マ

イカーで送迎）８:５０。出発９:００～南岳１１:００（昼

食）１１:３０出発～中岳１１:４５～北岳１２:３０～豊前坊１４:００～ホテル和１４:２０～１５:００(入浴)～JR小

倉駅１６:３０～１６:４５（歩行時間約５時間）（※ 鬼杉は、国指定の天然記念物）

（Ｂ）一般コース 中岳到着まで（A)コースと同じ。中岳発１２:００～奉幣殿１３:００～銅の鳥居１３:４５
かね

～ホテル和１４：００～１４：４０（入浴）～ＪＲ小倉駅着１６：３０（歩行時間約４時間）

（※奉幣殿 国指定の重要文化財）

(２）観光コース 関門海峡の歴史探訪「龍馬と晋作の足跡をたどる」。小倉会場８:００（貸切バス）～手向

山公園（宮本武蔵の顕彰碑、巌流島の俯瞰、晋作が指揮した小倉戦争の激戦地）～和布刈神社９:３０～
め か り

１０:００～和布刈公園、関門大橋経由～赤間神宮駐車場１０:４５～１２:００・赤間神宮、安徳天皇御陵、日清

講話記念館、坂本龍馬ゆかりの伊藤助太夫(九三)邸跡（愛妻お龍との生活の場となった、坂本龍馬の「終

の棲家」）～長府駐車場１２:１５～１４:００昼食、功山寺（龍馬と熱い友情で結ばれた三好慎蔵ほか、長府
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藩士たちが永眠している）、長府博物館（龍馬直筆の手紙や愛用品などを収蔵展示)～東行庵(高杉晋作の

墓地)１４:４５～１５:３０～JR小倉駅着１６:３０（小月I.C～門司I.C～１９９号線経由）（バス利用、６～７時間）

○ 参加費

（１）１８，０００円（パーティ、宿泊、記念行事参加、弁当代等の費用含む）

（２）１２，０００円（宿泊不要で他行事にはすべて参加の場合）

（３） ７，０００円（パーティと記念行事のみ参加の場合）

（４） ５，０００円（パーティのみ参加の場合）

（５） １，０００円（講演と記念品のみ）

○ 申込み

北九州支部事務局 関口 興洋 宛（TEL/FAX ０９３－３８２－６４３６）

締切 １０月１５日まで ※ 参加者には、案内書を送る。

第26回全国支部懇談会(東京多摩支部主管）

支部活性化会員集会の報告

関 口 興 洋（１３６４３）

と き ２０１０年９月５日（日）１４：００～１６：３０

と こ ろ 東京多摩「京王プラザホテル多摩」

出席者 大庭 常生 原 広美 伊藤 久次郎 濱松 禮子 高畠 拓生 関口 興洋 小林 冨雄 計７人

2010年9月5日（日）、東京多摩支部主管で開催され

た今回の支部懇の目玉は、「支部活性化に関する提言」

を各支部から出席した本人から会場で直接、発表しても

らうということである。

以下、主管者が簡潔にまとめたレポートの要点を引用

させていただく。

１． 広島支部 兼森 志郎

今日の活性化した支部に至る過程（基調講話）

第１ステップ 支部の基盤つくりの期間

人材確保が困難、大学山岳部の

衰退、有能な人材の一本釣り

第２ステップ 支部組織の再編、実力主義で起用

中国新聞の登山講座へ講師を派

遣。講座卒業生を支部へ勧誘

第３ステップ 本年度からジュニアユース世代の

育成を始めた。

支部活性化の源は「支部ルーム」を持つことであ

るとの発想で、2年後の支部創立15周年事業で実

現予定。

２．福島支部 島 充明

会の行事、山行を増やし、会主導で会員（初心者）

のレベルアップをはかってもらいたい。

入会のハードルが高い（紹介者、入会金）。会費

も高い。

３． 東京多摩支部 松本 好正

誰でもが会の運営に参加できるシステムを。

４． 千葉支部

活性化を阻害する問題として行事への参加者の固

定化、参加意識の低下等。

活性化に向けて会員のニーズを把握し、それにこ

たえる企画活動を考える。

５． 石川支部 前川 陽

入会の動機：登山の機会増、技術の獲得、仲間つ
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くり。プラス・ステータス

活性化の基本理念：活動は登山中心にし、技術

体力の向上、学術文化への関与、人材育成、全員

参画による登山活動の実践。

具体的方法：登山古道の復活を通じ団結心と使

命感の醸成。

定期的かつ充実した技術講習会と登山の実践。

６． 岐阜支部 早田 道治

会員を増やす方策を考え、外部に発信する。

委員会活動を積極的に行う。

７． 関西支部 重廣 恒夫

会員の年齢構成をみると山岳会活動を支える50代

の会員が減少している。

これから定年を迎える経験ある団塊世代の会員の

活性化を考えるべき。会員の勧誘は、支部会員を通

じておこなってきたが（内向き）、今後は外部に向か

って積極的に発信すべし。

方法 登山教室、森づくり、 ホームページ。

８． 熊本支部 工藤 文昭

クラブライフを満足する活動をおこなう。

組織は機能しなければ飽きられる。

ピークに登るだけでなく、もっと広い視点から登山

を考える。

外部からも登山の実践団体として認識される支部を

目指す。

本部に対しての注文。

入会金、会費の値下げ。

海外登山より国内の山の情報にもっと配慮を。

全国他支部の行事にも参加できる情報交換シス

テムの確立。

９． 宮崎支部 岡本 真理子

会員減少に歯止めをかけるため、年齢、山歴、技

術不問で入会を勧誘。

他の会へ目が向かないよう市民活動やイベントを通

じ積極的に会を宣伝。

（出席者）

北海道支部 ２人 京都支部 １人

青森支部 ２人 石川支部 ２人

岩手支部 ２人 福井支部 １人

山形支部 １人 関西支部 ２人

宮城支部 ２人 山陰支部 １人

福島支部 ４人 広島支部 ４人

栃木支部 １人 福岡支部 １人

茨城支部 １人 北九州支部 ７人

埼玉支部 ９人 東九州支部 １人

千葉支部 ６人 熊本支部 １人

越後支部 ３人 宮崎支部 ３人

信濃支部 １人 首都圏 １７人

山梨支部 ３人 東京多摩支部 ５１人

静岡支部 １人 合計 １３６人

東海支部 ６人 以上

岐阜支部 ２人

第26回全国支部懇談会 懇親会
９月５日(日) 午後６時３０分～ 高 畠 拓 生（１３５４１）

支部活性化会員集会終了後、大庭

支部長は長野へご出張。残りの、原

広美、伊藤久次郎、濱松禮子、高

畠拓生、関口興洋、小林冨雄の6人

が、懇親会場入り口で着席指定の札

をもらい、それぞれ指定のテーブル

に分かれる。私は御岳山のテーブル

に着席。横の永田弘太郎理事と交流

話ができたこと、他の方とは名刺を

頂戴していませんが、みなさまにお

酌して回り、話ができ嬉しく交流ができたと感じます。

太鼓競演の1番近い席で、飲むのも忘れて聴き入りまし

た。私の席に神崎副会長と宮崎支部の岡本真理子副支

部長が来られ、話と記念写真を撮

ってもらい、また森 武昭さんとも

写真を撮ってもらい話を致しまし

た。その様子を見て、横の永田理

事から、どうして皆様との交流が

あるのかと問われました。祖母、

九重連峰案内や会友関係など、北

九州支部との今日までの交流関係

の説明を致しました。10月30日、

北九州支部創立10周年記念の行

事をご案内いたしました。二次会にも参加して岳友との

山話を楽しみ、皆様に杯を重ねるよう、運び役を手伝い

ました。サービス満点！！
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第26回全国支部懇談会

支部報編集者会議の報告

伊 藤 久 次 郎（13499）

と き ２０１０年９月５日（日）１３：００～１４：００

と こ ろ 東京多摩「京王プラザホテル多摩」

出席者 伊藤久次郎 関口興洋

今回、全国支部懇の一行事として初めて計画された、支部報編集者会議に出席した。先ず、すでに提

出されていた支部報についてのアンケート（１６支部）を一覧表にまとめてみた。

支 部 名

岩 秋 茨 東
アンケートの内容 京

多
手 田 城 摩

① 支部報を定期的に発行しているか 発行している 発行している 発行している 第1号を発行したば

支部報の名前 「ＪＡＣ岩手支部 「秋田山岳」 「茨城支部報」 かり｡定期的に発行

通信｣ する｡「たま通信」

② 第１号の発行はいつか 1993(平５)年 1961(昭36)年７月 2008年(平20年)9月 2010年７月15日

③ 発行の頻度は 定期的(年2回) 定期的(年３～４回) 定期的(年１回) ３～４カ月に１度

④ 発行部数は 130部 300部 №1号100部16頁、 約300部

平均ページ数 16頁ﾞ ４頁 2号150部(36頁､

会員以外の配布先 本部、各支部、会 本部、各支部 カラー印刷で高く 全国支部、本部役

友 韓国山岳会同友会 ついた)。 員など

同慶南支部、台湾岳

人、秋田中央地区山 本部、各支部、会友
岳協議会加盟の山岳

会・・他

⑤ 支部報の目的とするところ 支部活動の紹介、会報が支部の活動 会の構成や会員の 支部の動きを早

山行記録保存、意 記録、議事録とな 紹介、1年間の活動 く、的確に伝える

見・個人山行の発 り、支部の歴史が 報告と次年度の予 こと。山行・講演

表、交流、関心の わかるものに。支 定、支部規約、会 会等の予定・実施

高揚 部活動情報を全て 員名簿、会員挨拶、 報告、幹事会等の

網羅掲載。当支部 山行報告、その他 議事録、会員の動

はすでに80号を発 静など

行、第1巻、第2巻

の合本を発行した

⑥ 発行費用は １回25,000円 29,000円 №1号33,600円、 １回約50,000円

財源は 支部会費 支部会費 №2号107,100円 支部会計

広告はとっているか 広告なし 広告なし 会費 広告なし

広告なし

⑦ 課題、問題点 寄稿者がかたよ 特になし カラー写真など見 ①いまのところ支部

る。 た目でも楽しい記 の動きを伝達する情

行事報告､月例山行 事を増やしたいが 報紙に徹している。

が多くなる。担当 予算が大幅に超過 先では山行報告、提

者に重い負担。カ 次号からは縮小せ 案・意見なども掲載
ラー写真に手が届 ざるを得ない し、交流の場にして
かない。民間のメ いきたい。
ール便利用他資料 ②発行回数を増やし
と同時発送 たいが､費用の問題

がある｡ホームページ
などとの連携強化

⑧ 会議で取り上げてほしいテーマ 支部行事に参加し 会報「山」の編集方針 平凡な構成で､自慢 ①相互の情報交換

ない会員との絆を を知りたい。30支部あ できるコーナーがな 強化を

深めるため、支部 るが「支部だより」の いので､各支部の自慢 ②広く一般に呼び

報はどうあればよ 頁を不足に思う のコーナーを教えて かける有効な手段
いか 欲しい を教えてほしい
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ア 越 信 東 京 富 福
ン
ケ
｜
ト 後 濃 海 都 山 井

① 平成22年７月に 発行している 発行している 発行している 発行している 発行している

創刊号発行。 「信濃支部報」「東海支部報」 「支部だより」 「日本山岳会 「JAC福井支部報」

「日本山岳会 富山支部会報」

越後支部報」

② 平成22年7月10日 1948(昭23)年 ｢支部通信」1964年 1986(昭61)年８月 1992(平４)年７月 1994(平6)年春

６月 から1967年まで11

号｡｢東海支部報｣

1967年第1号｡現

在(7月)122号

③ 定期予定(年2回) 年２回 定期発行(年4回) 定期発行(年4回) 年４回程度 定期発行(年２回)

④ 400部 支部員数＋50 約700部 350部（300に減ら 約100部 250部

A4 4頁 部 平均22頁 す予定） 平均６～８頁 平均24～26頁

新潟県山岳協会加 平均20頁 記事との関連あ 平均20～30頁 他支部、岳連関係 各支部をはじめ、

盟山岳団体 本部、各支部 る団体や個人 会友、本部、各 希望者に
支部

⑤ 目的 支部活性化の 目的 支部員 支部の動静を素 活動に理解を得 目的 支部活動、 支部総会や会員

一助に最適とかんが の情報交換、 早く、正しく支 るため、会員相 支部会員、本部お の近況、エッセ

えていること 親睦内容 支 部員に伝えるこ 互の意思疎通を よび関係団体に関 イが主体。会員

内容 部長挨拶、山 と はかるため。 する情報提供。 が一堂に集まる

1面 題名など、支部 行記録、執行 活動報告(山行、 内容 支部活動状 ことが少ないの

長からの発言、私の 部や各専門委 講演会、研究な 況報告、行事案内、で、会員同志の

一枚・写真 員からの連絡 ど)と行事案内 会員の自由投稿。 交流の場になれ

２面 各委員会の報 ・会議報告、 本部および他支部 ばいいと思う

告記事、参加者から 特定の山をテ 事業に関する情報

の感想 ーマとした会 提供

３面 自由な文書投 員の投稿

稿記事

４面 「山靴」会員

山行記事､各事業委員

会等からの連絡記事､

コメント

⑥ １回40,000円 支部会計 年間約500,000円 年間約600,000円 平22年度30,000円 年２回で約180,000円

支部会計 広告なし 広告収入あり 支部会費、本部 支部予算に計上し

広告なし 助成金。広告収 て運用

入あり(２社） 広告なし

⑦ 創刊号は発行したが、原稿がなかな 委員会の数が多く 発行費用の増大 魅力ある紙面づ 執筆者が限定的で

今後の原稿が上手く か集まらない なり、活動範囲が と会員数減少の くり。 マンネリ化｡若い会

集まるかが課題であ こと 拡大してい るた アンバランス 担当者の経験・ 員を増やしていく

り問題点である。そ め、ページ数が増 力不足、担当者 ためにも、単なる

のため、一本釣りで 加傾向にある。コ のなり手不足 山行記録だけでな

もしながら定期発行 ンパクトに、偏り く、環境問題や山と

につなげていきたい や漏れのない編集 人間の歴史的なつ

をおこなうこと ながりについても

論じてほしい

⑧ 初めての機関誌作り 特になし

なので、特にテーマ

をあげないで他支部

の情報を得たいと考

える
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支 部 名

ア 関 山 広 北 東 熊
ン
ケ 九 九
｜
ト 西 陰 島 州 州 本

① 発行している 発行している 発行している 発行している 発行している 発行している

「関西支部報」 「きゃらぼく」 「ＪＡＣＨiroshima｣ ｢JＡＣ北九だより」 東九州支部報 「熊本支部報」

② 1958(昭33)年５月 2006(平18)年12月 1998(平10)年12月 2000(平12)年10月 1998(平10)年1月 1990(平２)年３月

但し､前身紙とし

て不定期刊の「関 創立10周年ごと 1号～18号(平20)

西支部時報｣あり｡ に記念誌の発行 まで年度末1回。平

1号(昭23～27） 21年2回。22年1回。

③ 定期発行(年4回) 定期発行(年２回) 創刊号～第５号不 定期発行(年4回) 平11年4月より季刊 必要に応じて｢熊本

定期。第６号(200 1号～7号不定期 発行（年４回） 支部通信｣を発行、

2年)～定期発行 8号～50号年6回 支部報での情報不

(年4回) 51号～現在年4回 足を補完している

④ 450部 200部 330部 260部 160部 200部

平均22.3～26.5頁 平均16頁 平均28頁 平均14頁 平均10頁 年1回時60～80頁

関係山岳団体 本部､他支部､鳥取 本部､他支部､県 本部、支部友、 本部、会友、各支 19号からは原稿の

島根県内の図書館 山岳連盟加盟団 各支部 部、県立図書館 集まり具合で､８･12

病院､高校山岳部 体山岳関連オピ ･16頁のどれかにす

を含めた山岳会 ニオンリーダー る｡部外者へも配布

⑤ 目的 会員間の意 山行記録、会員 目的 支部の目指 本部からのお知ら 支部員の登山活動 支部会員の意思疎

見交換、情報交換 の結束、他への す方向の解説と実 せや、支部長会議、 の披露、報告、交 通、日本山岳会情

内容 支部長等に セックスアピー 績の記録・会員間 事務局担当者会議 流。支部員への伝 報、支部活動報告、

よる時評、会務案 ルなど のコミュニケーシ の報告月例山行計 達・連絡事項など 個人山行記録、今

内・報告、行事の ョン。内容 読みや 画や山行報告ほか。の周知。支部事業 後の支部事業予定、

案内・報告、図書 すくするためにビ 山に対する思いや ・行事などの実施 事業参加案内、登

紹介、支部会員の ジュアルな編集を 考え、知識先人の 報告。支部員の文 山技術紹介など

寄稿など 心がけている 足跡や歴史など 筆活動。その他

⑥ 支部の一般会計よ １回20,000円 毎号60,000円 1回14,000円～ 年間約80,000円 年間100,000円

り支出。 会費、 年会費 18,000円。 支部会計 予算計上

広告あり 広告なし 広告あり(６社) 支部の会計から。広告なし 広告なし

広告なし

⑦ ・ボリューム(頁数) 投稿者の偏り､ 現在編集を単独でお 一般会員は、内容 財源不足のため、 原稿が集まらないた

と刊行費用の抑制 高齢化による山 こなっている（メリ を良く読まない。 発行作業は一部支 め、投稿者は同じメ

に関して。 行記録の面白さ ット 自宅で自分に 原稿が少ない。使 部員のボランテイ ンバーに偏りがち。

・原稿規定に関し がなくなってき 合わせた編集時間が 用ソフト(一太郎) アに頼っており、 年1回発行から年複

・縦書き､横書き、 た。編集者への 効率よくかつ集中し の関係で1人での 印刷製本などの財 数回にしたのは、情

本文文字の大きさ 負担増 て確保できる)が､本 制作と なってい 源が課題。支部員 報伝達の速報性と、

に関して 来の合議に基づく集 る。分担が難しい。の投稿など、記事 通信費節約が目的だ

団活動ではない｡後 担当交代も難しい の充実、文筆活動 ったが、双方とも改

継者の見通しがない の活性化が課題 善されていない。

⑧ ・支部会計に占め 報効率的な編集の 「会員参加の支部 この頃、他支部から

る支部報刊行費用 あり方(編集会議と 報づくり」その企 の会報を送付いただ

割合について 役割分担、情報収 画、アイディアなど。くことが多くなり､支

・支部報の媒体(印 集の仕方、会員の 「部外者にも読ん 部活動､支部報の作

刷物とｗeb)につい 協力の得られ方ほ でもらえる支部報」り方等参考になる｡

て か） その是非、編集上 全支部で交換でき

の留意事項、配布 る仕組みを検討し

方法、その他 ては
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更なる充実へ情報交換

アンケートを一つずつ読んでいったところ、各支部

共通の悩みは、原稿が少ない。投稿者がいつも同

じメンバーに偏る。会報がよく読まれていない。さら

に、発行費用の問題、編集スタッフの負担増、後継

者問題などである。

会議では、アンケート資料を補足しながら、現状

説明や問題点が提起された。

「本部や他の支部との情報交換を強化し、企画を

充実させたりイベントの参加者を増やすなどに役立て

たい」また、「会報『山』に支部発の情報や原稿を

載せるスペースをふやしてほしい」などの提案や要

望が出された。さらに、JACのホームページや支部

独自のネット展開との関連、支部相互の連携作業な

どについて、もっと話し合いたかったと本部からの意

見であった。

（本部の『山』原稿参考）

第26回全国支部懇談会 記念山行｢高尾山(599㍍)｣ほか
田淵行男山岳写真展や植村直己冒険館をたずねる

小 林 冨 雄 （１４３１７）

９月５日多摩支部主催の京王プ

ラザホテルにおける第２６回全国

支部懇談会に出席し、翌６日の

記念山行として、東京八王子市

の「高尾山」に登ってきました。

また、板橋区の植村冒険館や、

武蔵野市の田淵行男写真展な

ども訪ねてきましたのでご紹介

します。

記念山行のわが班のリーダー

は、東京多摩支部副島一義さん

でした。北九州支部が、原 広美

・伊藤久次郎・濱松禮子・高畠

拓生・関口興洋・小林冨雄の６人です。それに首都

圏の鈴木裕代さん、埼玉支部の大久保春美さん、岩

手支部の内山達雄さん、菅原敏夫さんの４人で、計１

１人のパーテーでした。 高尾山（599㍍）は、豊

かな自然で首都圏登山者人気の関東三霊山の一峰

で、平日なのにたくさんの登山者と会い驚きました。

それも、今はやりの若い女性たちのファショナブルな

新しい登山スタイルが、山に彩りを添えている「山

ガール」の何人にも会ったことです。

６日は、全国支部懇談会場で宿泊ホテル「京王プ

ラザホテル多摩」横の、多摩センター駅からモノレ

ールに乗り、途中京王線髙幡不動駅で乗り換えて、

終点高尾山口駅に着きました。

登山コースはいくつものコースがあり、副島班は

高尾山口前から甲州街道を左手に見て水行道場であ

る琵琶滝を望む、変化に富んだ沢沿いを歩くコース

でした。

対岸に岩屋大師が見え、滝の音に送られるように

して沢の上流に向かって進んでいき、左右にタマア

ジサイの花や草花が咲く道を、ゆっくり癒やしの山り

ょうを楽しみながら、深い樹林に囲まれて快適な歩

きで、約１時間４５分で頂上に着きました。

頂上では、ほかの班の方たちとも一緒に集合写真

を撮ってから昼食に入り、私たち北九州支部の者は

頂上の小屋で昼飯を食べました。もちろん、名物の

「みそ田楽」もおいしくいただきました。

頂上からの展望は、聞くところによると、新宿副都

心の高層ビル群や横浜みなとみらいが一望できるだ

けでなく、美しい富士山が望めるスポットと聞いてい

たので期待していましたが、少しガスがかかってお

「京王プラザホテル多摩」前で、記念山行出発前の記念撮影風景
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り、この日、富士山は見ることができず残念でした。

下山は、ゆっくり、高尾山の魅力をたん能するた

め、１３００年の歴史がある天狗信仰の薬王院有喜寺

にお参りして、日本一急坂のケーブルカーに乗り下

山しました。

副島リーダーや日本山岳会の人たちとは高尾山口

駅前で解散し、JR高尾駅から近い天然温泉「高尾

の湯」で汗を流した。

午後３時ころ、吉祥寺駅前の武蔵野市立吉祥寺美

術館に行き、日本を代表する山岳写真家の田淵行男

（１９０５～１９８９）写真展を鑑賞しました。この日の

宿泊は、毎年、年次晩餐会で使っている「品川プリ

ンスホテル新高輪」でゆっくり休み、明日にそなえる

ことにしました。

翌７日は、板橋区にある植村直己冒険館に立ち寄

った。今、「植村直己五大陸プラス北極の冒険」と

いうタイトルで特別展が開催されており、若くしてヨ

ーロッパ・アフリカ・南米・北米・そしてアジアと五

大陸をわたり、世界初の記録を成し遂げた若き冒険

家（登山家）の勇姿が紹介されていました。会場内

では植村直己の冒険を集大成した作品で、北極圏１

万２千キロから厳冬のマッキンリーまでのＤＶＤが上

映されていましたので、私たち６人はその映像に引

きつけられ、食い入るように見せて貰いました。鑑

賞途中、副会長の神崎忠男さんが来られ、１９７０年５

月「日本山岳会エベレスト登山隊」隊員として、当

時、植村直己さんと一緒に活動されたエピソードな

ど、いろいろ苦労話を聞かしてもらい、また、会場に

その時の集合写真と隊員全員のサインがされた日本

国旗が展示されているのを見て感動しました。植村

氏は５月２９日、２９歳の時、日本人としてエベレスト

（８８４８㍍）に初登頂したのです。ところが１９８４年

２月１２日、４３歳の誕生日にマッキンリーの登頂に成

功したものの、翌１３日、くしくも下山中消息をたって

しまったそうです。常に夢を持ち、好奇心・冒険心

・挑戦心、そして行動するこの心に感銘しました。

自分はあらためて、このような先輩たちの築いた、こ

の栄誉ある日本山岳会の会員であることを誇りに感じ

た。神崎氏とは

記念写真を撮っ

た後、冒険館を

後にして、濱松さ

んが登山靴を新

調したいというこ

と（関口さんの

靴底もめくれは

げてしまったこ

と）もあって、登

山靴のオーダー

メードで有名な、ＪＲ巣鴨駅近くにある「靴のゴロー」

に立ち寄ることにしました。しかし、この日火曜日は定

休日で、店の前でＵターンすることとなり残念でした。

昼食は中華料理店でご馳走を食べた後、少し歩い

たところにある、「とげ抜き地蔵尊」を訪ねることにし

ました。左右に団子やせんべいなどの老舗が建ち並

ぶ、都内で有名な寺だそうです。御利益は、けがや

痛いところが治るということでした。お参りした後、

小さいタオルを買って清水にぬらし、自分の痛いとこ

ろと同じ箇所のおじぞうさんの身体を清めるというこ

とでした。それぞれ、皆様たちも願いを込めて、清

めておられましたが、御利益は果たしてどうでしたで

しょうか。

今回の記念山行は、多摩支部副島さんをはじめ、

支部のたくさんの方たちに助けられ、楽しい思い出

を作ることができ感謝しています。ありがとうござい

ました。これからも各支部の方たちと親交を深めてい

きたいと思います。

高尾山頂上にある高尾ビジターセンター前で

エベレスト登山隊員のサインが入った
日本山岳会の旗。右上に植村直己の名
前も見える

植村直己冒険館に訪れた神崎副会長と
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2010年7月27日、東の太陽が照り

つける中、集合場所の犬ケ岳公共

駐車場に向かう。15分前には11人

全員集合で、さっそく自己紹介。

女性２人、男性９人の11人は、

各々ストレッチをして身体をほぐし

た後、８時55分トップ椋本、ラスト

山田で出発。

キツネノカミソリを早く見たい！

その一心に期待を膨らませながら

歩きだすと、何となんと５分も歩い

たら、林道沿いにだいだい色の花

の群生が現れる。名前の由来は、

きつね色の花弁とかみそりに似た

葉の形からと言われる。球根から

葉が先に出て花が咲くときには葉

がない、草丈30～50㌢の有毒植物

である。携帯電話のカメラにかれ

んな花を切り取り、今日の目的で

ある「キツネノカミソリ観賞」を

達成。

もう1つの目的の犬ケ岳登山。下

りの最後にキツネノカミソリをもう1

度観賞できるそうだ。林道からウ

グイス谷に入り、沢沿いに高度を

稼ぎ10時00分、経 読林道に出る。
きようよみ

10分ほど平たんな林道を楽しみな

がら、「笈吊峠まで460㍍」の看板
おいづる

地点で休憩。途中、最後の水場を

通過して９時45分笈吊峠に到着。こ

けむした３つのテーブルがあり、こ

こで10分の休憩をとる。

ツクシシャクナゲの枝に注意しな

がら歩いていると、眼前に30㍍ほ

どの岩壁が現れる。真新しい鎖が

下がる笈吊岩である。６人が左側
おいづるいわ

（新ルート）、５人が右側（旧ルー

ト）を選択し難関を突破する。頭

上をアサギマダラが風に乗り、フワ

リフワリと楽しそうに滑空し優雅に

泳ぐ様は、2000ｋｍ以上も移動す

る渡りチョウとは思えぬ余裕だ。幼

虫の食草となるガガイモ科植物は、

毒性の強いアルカロイドを含み、

自ら毒化し敵から身を守っていると

いう。

岩場をぬけた辺りに当山岳会が

設置した豊前市⑤の看板が立って

いた。頑丈な鉄製の看板を担ぎ上

げたご苦労に感謝したい。

北側の展望が開けるシャクナゲ

のりょう線をさらに進むと11時58分

犬ケ岳山頂に到着する。ふと頭上

を見上げると、赤とんぼ（アキアカ

ネ）の群れが、避暑地を求めて山

頂付近に集結している。涼しくなっ

た盆過ぎには、里に下りるのだろう

か。涼しい風がりょう線を吹き抜け

る。頂上の木陰で30分の昼食休憩

の後、12時30分再び歩き始める。

ヒグラシの鳴き声に案内されて12

時50分大竿峠に着き小休止。一の
おおさお

岳は、時間の関係であきらめて下

りに入る。20分ほどで経読林道に

出る。昨日の夕立でぬれた登山道

をスリップに注意しながら沢に入

る。廊下状の暗い谷を夫婦淵、

恐 淵と数箇所の鎖場を通過する。
おそれふち

沢筋でキツネノカミソリと再会、心

ゆくまで観賞して歩き出す。14時4

0分広河原に出る。冷たい水で顔を

洗い、最後の林道を15分ほど歩き

終点の駐車場に着く。

山中は木陰が多く、幸い曇天で

もあり、20～30分ごとに小休止を入

れることで、小まめに水分の補給

もでき、全員元気に下山できた。

シャクナゲの開花時に是非来てみ

たい。

タイム 8：55分駐車場出発～10

：00経読林道～10：45笈吊峠～11

：58犬が岳頂上着～12：30分出発

12：50大竿峠～13：30夫婦淵～14

：40広河原～15：05駐車場着

月例山行（７月27日）

犬ケ岳・キツネノカミソリ観賞
北九４３７ 竹 本 正 幸

犬ケ岳山頂で
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コースはウグイス谷から、犬ケ

岳山頂を経て大竿峠へ。大竿峠か
おおさお

ら恐 淵へと下山するコースを取り
おそれふち

ましたが、恐淵から登った方が安

全だという声があり、山行の２日前

にオオキツネノカミソリの下見を兼

ね、井上さん（ビジター）と２人で、

逆コースを試行しましたが、厳し

い登りの恐淵を下りに使った方が

いいと判断しました。山行後も賛否

両論ありましたが、前日の雨で足

元の岩場がぬれ、すべりやすかっ

たのは事実で、その点では逆コー

スがよかったかも知れませんが、

何事もなく幸いでした。

反省点として、現地で諸先輩の

意見を聞き、状況に応じて、安全

を第一にコースを仕立てなければ

と思いました。

笈吊峠から笈吊岩を越えるにあ

たり、安全上、う回路をと思ってい

ましたが、全員が難所の鎖場を希

望し、しかも２カ所ある内の厳しい

方に６人が挑戦され、登り切ったの

はさすがと思いました。まずは、こ

こを無事乗り切り、ホッとしました。

山頂での、アサギマダラや赤と

んぼの飛び交う中での昼食も、得

難い体験だったと思います。また、

奇遇にも、ひぐらし（せみの1種）

の涼しげな音色にも出会えたし、

それに深緑のブナの林に豊水の沢

といった涼風の中で、森林浴の恩

恵にもあずかれたことなど、キツネ

ノカミソリ以外にも山固有の良さと

興趣が味わえる場面があったこと

は、天候にも恵まれて、いい山日

和だったと思います。

今回、犬ケ岳もキツネノカミソリ

も初めてという方が４人ほどいて、

それぞれに感想をお持ちでしょう

が、今度はシャクナゲのシーズン

（５月上旬）に是非、足を運ばれ

てみては、と思います。

気を使った点は、暑い中での休

憩のタイミングと下山時間ができる

だけ計画に沿うようにでした。大竿

峠から登る予定の一の岳往復（30

分）を取りやめ、時間短縮を図っ

たのが幸いし、ほぼ予定通り15時

に下山し、温泉にもゆっくり入れた

のが良かったと思います。参加さ

れた10人のみな様のご協力に感謝

し、心よりお礼申し上げます。

なお、今回の寄稿は、２、３の

方から、チーフの立場から体験記

をと、背中を押され書いたもので、

未熟ゆえに心苦しい限りです。

以上

月例山行 2010年８月22～23日

山の日制定運動一斉登山
九州（祖母山、九重･黒岩山、英彦山、福智山）各コース

８／２２（土）～８／２３（日）の

祖母山登山に参加しました。今回

は、森林保全巡視員の原広美リー

ダーを含む９人でした。 ＪＡＣ本部

の掲げる「山の日」制定プロジェ

クトに呼応して、地元にアピール

する目的でした。全員が、ビニー

ル袋持参で、清掃登山も兼ねまし

た。道の駅「おこしかけ」に集合

した参加者は、車３台に分乗して、

一路北谷登山口に向かいました。

今年の夏は、お盆を過ぎても連日

の猛暑でしたが、到着した登山口

は、さすがに標高1000㍍を越えて

いるため、ひんやりとして涼しく、

テント泊の準備にとりかかりました。

３張りのテントの内、特に大型テン

トの設営には苦労しました。試行

錯誤の末、張り終えた時には、ほ

っとしました。夜は、ビールで乾

杯のあとカレーを食べながら宴会

となりました。夕日が沈み始めると、

東の空から十五夜に近い月が昇っ

てきて、ロマンチックな雰囲気でし

た。全員が自己紹介をしながら、

「山談義」に花が咲きました。ま

た「山の歌」も飛び出して盛り上

がりました。夜空に星がまたたき

はじめる頃には、さすがに肌寒く

感じられ、長そでを羽織りました。

皆さん、酒の酔いがまわったのか、

一斉に床につきました。夜半外に

出てみると静寂の中、満天の星で

それはそれは綺麗でした。翌日は、

全員５時起床。手際よくテントを撤

収し、身支度を整え準備体操をし

て、７時にいよいよ登山開始です。

月例山行

犬ケ岳登山を振り返って〈チーフ初体験記〉

№14690 椋 本 逸 雄

月例一斉登山（山の日制定運動）

真夏の祖母山(1756㍍)に登る
北九４２５ 福 村 拓 己
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椋本さんが先頭を歩きます。しば

らくして、原リーダーから、「もう少

しゆっくりと歩くように」との指令

がでました。樹林帯の道を黙々と

歩きます。残念ながら、樹間から

の展望はありません。途中、長崎

から来たという夫婦に、リーダー

から「パンフレット」を手渡してア

ピールもしました。千間平、国観

峠、そして九合目小屋に立ち寄り、

10時過ぎには全員が祖母山山頂を

踏みました。一息入れて記念撮影

後、風穴コースを下ります。思い

のほか、スズタケが生い茂る道は

険しく、侮れませんでした。しばら

くすると、巨岩が現れ涼しい風が

吹き出てきました。「風穴」です。

大きな一枚岩に全員よじ登り、昼

食となりました。お腹が空いてい

るので、ラーメンが格別でした。

休息のあと、一気に下り予定通り

登山口に下山しました。帰路の途

中、竹田市で汗を流して、瀬ノ本

経由でお「こしかけ」に帰着、こ

こでまたの再会を約して解散となり

ました。私にとっては、今回の祖

母山は初めてでした。火山の九重

連山や霧島連山とは異なり祖母山

は、豊かな自然林に覆われた懐の

深い山のように感じました。高畠さ

んの好意で、歩く途中、わざわざ

展望所に立ち寄ってくださり、そこ

から雄大な阿蘇の山塊と九重連山

を眺めることができ

ました。また、周り

にオオヤマレンゲの

生い茂る九合目小

屋内にも入ることが

できました。本当に

ありがとうございま

した。余談ですが、

うれしいことに、こ

の真夏の祖母山で

アサギマダラ蝶に出

会えました！ 九合目

小屋付近と下り風穴コースの道端

に咲いているヒヨドリバナで吸蜜中

でした。今後チャンスがあれば、

再度この山に入り、祖母山の奥深

い魅力を満喫してみたいと思って

います。みなさま、本当にありが

とうございました。

○自炊の合宿にも皆さん慣れて

きて、男性はテントを張り、女性

は炊事に役割をきっちりしていま

した。

○連日猛暑でしたが、標高1000

㍍の駐車場は涼しく過ごしやすか

った。18℃

○下山の風穴コースは、足場が

悪く、また固定ロープもあるが、

古く危険なため時間がかかった。

○暑い季節なので、登山客が少

なく、３人の登山客に「山の日」

のパンフレットを配布する。

○登山道には、ゴミが多くたくさ

んのゴミを拾う。

○北谷林道補修工事中なので、

離合が難しく、工事が終わるま

で入山しないほうがいいと思う。

グループの引率の先生に「山の日」

のパンフレットを手渡し、生徒たち

への伝言を依頼。また、黒岩山か

ら下りてくる人たちやら、途中で休

CL(原 広美）からの総括

男女の役割を認識してきた

祖母山頂上で

参加者 ９人

原 広美 CL 舛木 隆 高畠 拓生 大内 喜代子
椋本 逸雄 SL 森本 信子 福村 拓己 大河原 由美 井上 薫

月例一斉登山（山の日制定運動）

九重連山・黒岩山(1503㍍)
№１３９９２ 山 田 武 史

平成２２年８月２２日は、一斉登山

でＪＡＣ北九州支部の面々が、そ

れぞれの山に登っている。我々後

記のメンバー９人は、九重連山に

九重・黒岩山頂上で

ある黒岩山～泉水山を

登る事となっなった。

当日は、９時３０分

に長者原に集合し、下

山口となる長者原に車

を残し、２台の車に９人

が分乗して、登山口と

なる牧の戸に移動。９

時５０分に牧の戸よりス

タート。早速、ここで、

久住山に向かう高校生
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んでいる人たちにも、この「山の

日」のパンフレットを配り、主旨説

明し、ＰＲに努めた。

今回の一斉登山は、森林巡視

活動が主であり、高山植物の盗掘

防止、ゴミの不法投棄の監視のほ

かに、道迷いの人へのアドバイス

もテーマにしていたが、このケー

スには出会わなかった。今回我々

が縦走した、牧の戸峠から黒岩山

～泉水山のコースは地味なルート

にて、大半の人は牧の戸峠から、

久住山に向かうため、我々が山中

で行き交った人は２０数人だろう

か。しかし、この山の良い所は、

九重連山（大船、平治、三俣、星

生、中岳等）が、一望でき、また

西に目を転じれば、涌蓋山が眼前

に迫っている。さて、当日の山行

は、うす曇りとともに、さわやかな

風があって、最高のコンデション

でした。福岡市内の予想気温は３５

度を超えると報道されていたが、

山の上は別世界。ただ、泉水山よ

りの下山道は荒れており、神経と

体力を使った。長者原への下山は

午後３時にて、登行時間は５時間

１０分でした。

今回参加者の最長老は、８３歳

の藤田傅さんでした。よくぞ、歩

かれたと敬意を表します。下山後、

長者原の広場で、丹下さん持参の

スイカを頂いた。冷えており、糖

度もあって本当においしかった。

牧の戸峠の車を回収し、九重観光

ホテルで汗を流し、午後３時４０分

に現地で解散した。

参加者 13530 浦田和夫、136

43 末吉史忠、13772 藤田傅、13

992 山田武史、14264 丹下洽、1

4498 大木康子、14554 丹下香代

子、北九413 萩尾常利、北九443

今田智絵

2010年 8月 22日

(日）、天気：晴

ルート①：別所駐車

場～奉幣殿～中岳～

南岳～鬼杉～大南神

社～三呼峠～奉幣殿

～別所駐車場

ルート②：別所駐車

場～奉幣殿～バード

コース～中岳～紅葉

谷～野営場

別所駐車場9時集合。参加者１５

人。「山の日」パンフレットを添田

町観光課作成の英彦山の地図と一

緒に今日、参加の皆さんに配布し、

注意事項などを話し、9：17出発。

派出所に立ち寄り、主旨を説明して

パンフレットを配布。その時、前日

に鷹ノ巣山で単独者の転落事故が

あり、偶然通りがかりの登山者が

下の方で声がする、ということで発

見され、ヘリ要請をし病院に搬送さ

れたとのこと。我々も事故のないよ

うにと、気を引き締めなおす。

観光協会の早田さん宅に立ち寄

り、パンフレットを渡し、スロープ

カーの駅に置いていただくようお願

いする。奉幣殿への石段で知り合

いの社務所の宮司さんにお会いし

たので、パンフレットを１０部ほどお

渡しし、社務所にも置いていただく

ようお願いをしました。

長雨の後の７月６日に下見を兼ね

て登った折、正面登山道に風倒木

がいたるところにあり、登山道をふ

さいでいたのでデジカメで撮影し、

社務所へ寄り、状況を説明してい

たのだが、その倒木もきれいに除

去されたとのこと（このことは森林

管理局に報告済み）感謝です！！

さて、奉幣殿にて安全祈願を各

々すませ、大楠さん率いる門司山

歩会とはここでお別れです。我々

は正面登山道をゴミを拾いながら

進みます。今日は風も弱く、蒸し

暑い。休憩ポイントで脱水症になら

ないよう、水分補給。

英彦山が初めての方もおられた

ので、中津宮、稚児落とし、下乗、

産霊（むすび）神社などを案内し

ながら、11：25中岳山頂着。居合

わせた登山者に配布。門司山歩会

の皆さんとも合流し、記念撮影の

あと、我々はこの後の行程も長い

ので、12：05お先に出発。山頂で

山仲間に偶然お会いし、彼も一緒

に行動をする。南岳到着。三角点

にタッチ。三角点の文字が南側に

向いているのを磁石で確認。分水

嶺踏査を思い出す。鎖場を無事通

過。展望台にて岳減鬼山などを眺

め、石段の急斜面を鬼杉へと下る。

水場で火照った顔を洗い、のどを

潤おす。「気持ちいい～～！！ 生き

返った～～！！」

岩窟の大南神社を案内し、自然歩

月例一斉登山（山の日制定運動）

英彦山(1200㍍)の部
№13520 西 村 信 子

英彦山頂上で
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道に合流し14：30奉幣殿へと戻る。

駐車場には15時前に到着。解散。

ほぼ予定通りの時間でした。

門司山歩会のメンバーも無事下山

して、入浴施設へと向かっていると

大楠さんより連絡が入る。

パンフレットを配る時、「頑張って

8月22日、我が支部では「山を

考える」をテーマに祖母山・九重

山・英彦山・福智山の4班を編成

して一斉登山を実施し、登山者に

パンフレットを配布するなど啓蒙活

動を行った。

福智山の参加者は8名で、午前9時

に直方の内ヶ磯ダムに集合して、

登山口の福智山ダムへと移動した。

連日猛暑が続いている中、午前9

寺30分登山を開始した。

私は生まれも育ちも直方で、福

智山は直方固有のもので当然正面

登山口は内ヶ磯登山口と思いこん

でおり今もそのように確信している

が、田川方面の人は上野登山口、

北九州方面の人は鱒淵ダム登山口

が正面と思い込んでいるのでおも

しろい。

太陽の照りつける中で登り始める

と、すぐに杉林の中に入り日差しは

遮られたものの風はなく湿度が高

く汗を吹き出しながらゆっくりと歩

いた。

50分程で薙野小屋に着き小休止し

てこれからが本番となる。薙野か

らはこれまでよりも少し急登になっ

たが、八人の列

は一歩一歩山頂

に向かって歩い

た。

今回登山の目玉

は、山ガール

の参加である。

山ガールは、

昨年我が家族に

仲間入りした長

女で皆から励ま

しを受け一生懸

命汗をかいていた。

木陰から抜け出すと、目の前に福

智山山頂がヌーッとした感じで現

れた。と同時に涼しい風が汗をさ

らった。深呼吸を繰り返し空を見上

げるといつの間にか空全体に薄雲

が広がっており南側の香春岳にか

かっていた黒い雲の固まりが近づ

いているのが見えた。

正午過ぎに涼風を受けながら全員

が登頂した。

山頂で登山者に「山を考える」の

パンフレットを配布し、啓蒙活動を

行った。

啓蒙活動を行って、8名の写真撮

影を終えると同時に先ほどの黒雲

が覆い被さり大きな雨が落ちだ

し山頂下の荒宿小屋へと駆け込

んだ。

駆け込んだとき我々は汗と雨で

滴るようないい男といい女になっ

ていた。

小屋には雨宿りの登山者が10名近

くいたのでここでも「山を考える」

のパンフレットを配布し、啓蒙活動

を行った。

そして昼食をとり、驚くべき偶然を

知った。なんと参加されていた坂

本夫婦の御主人が今回一般参加し

ていた息子の高1の恩師だったそう

である。10年以上前のことである。

昼食を済ませて談義していると、ま

もなく雨も上がり明るくなってきた。

1時間半位の雨宿りで午後2時下山

を始め「からす落ち」から「大塔

の滝」へと下りて午後4時過ぎに出

発地の福智山ダム駐車場へと無事

下山した。

参加者

１４２０６ 中岡 邦男

１４３１７ 小林 冨雄

北九３５６ 坂本 勝喜

北九３５７ 坂本 むつみ

北九４３３ 縄田 正芳

一般参加 中岡 進

一般参加 中岡 淳

一般参加 中岡 志

月例一斉登山（山の日制定運動）

福智山(901㍍)
№１４２０６ 中 岡 邦 男

ね」「御苦労さん」と暖かい声を

かけていただきました。

やはり登山者だからでしょうか「山

の日」設定、知っている方もおら

れ、心強く感じられました。

参加者 13465大楠益弘、13520

西村信子、13810西村俊二、14079

内藤正美、14715青木信也、

北九423橋爪久吉、北九437竹

本正幸、北九442橋爪明代、ビ

ジター清家幸三、門司山歩会6

人、中岳より宮本さん（山仲間）

計１５人＋中岳より１人＝１６人

福智山頂上で



( 14 )

日程：２０１０ .８ .２５(水)～８.２８

(土）３泊４日

計画立案：大内喜代子

参加者：№11990 原 広美

№14689 大内喜代子、

№北九439 原田常代

１０年前、登山を始めて２年目くら

いだったと思いますが、穂高連峰

縦走（上高地～ 横尾～涸沢～北

穂高～奥穂高～前穂高～岳沢～上

高地）をした時、体調不良で北穂

高岳のみ登頂できませんでした。

その時以来、北穂高登頂を、いつ

の日かと願い、今回夢を実現する

事ができました。一緒に行ってい

ただいたお２人に感謝です。

まず２５日、福岡空港より信州ま

っもと空港へ。それからバスを乗り

継ぎ、その目のうちに

宿泊地徳沢園へ、途

中明神の奥穂高奥宮

で安全祈願をする。徳

沢園着後、無事の登

山を願って軽くビール

で乾杯。

２６日、朝食は弁当

にして５時出発、空気

が涼しくて心地良い。

横尾山荘前で朝食タイ

ム（6:00～6:30）。横

尾大橋を渡り左手に屏風岩を見な

がら樹林帯の中をゆっくり歩く。そ

して本谷橋を渡って少し休憩（7:3

0）。ここからはダラダラと長い坂道

を川の音を聞きながらゆっくりと進

む。どんどん穂高連峰が近くなり

北アルプスに来た実感がわく。9:4

5涸沢小屋到着。ここのテラスから

の景色を見ながら残りの弁当をと

り腹ごしらえをする。ここから上が

本格的な北穂への登山道だ。急し

ゅんなガレ場、鎖、はしごと険し

いコースが続く途中、トリカブト、

フウロ、シモツケ等様々な色の花

が咲き乱れいやされる。時々立ち

止まり下の景色をたん能。南稜分

岐を過ぎて小雨がパラつくがすぐ

に回復、一安心。13:40北穂高山

頂到着。10年前のリべンジ達成。

ヤッター!! 13:50北穂高小屋へ。

入室手続き後、荷物を部屋へ置き

テラスヘ出て祝山頂ビールで乾杯。

槍ケ岳、大天井岳、常念岳、蝶ケ

岳、前穂が、雲がわいたり霧が流

れる中現れたり、消えたり飽きる

事のない風景でした。来て良かっ

た。

２７日4:40、ヘッドランプを装着し

て小屋を出発し山頂へ。 5:00夜明

け前の山のシュルエ

ットを眺めながら下山開始。足場

は悪く左側は切れ落ちているので、

1歩1歩足元を確かめながら慎重に

下りる。南稜分岐までは緊張の連

続、分岐から５分くらい歩いたとこ

ろでやっと東の空が明るくなる。雲

海のかなたから昇る御来光は格別

だ。登りと同じコースを辿って下山。

難所も無事クリア。 7:50やっと涸

沢小屋に着き朝食。北穂を見上げ

感無量。12:20横尾山荘着、昼の

ラーメンがおいしかった。15:30山

研着。夕食時、無事下山できたと、

またまたビールで乾杯。平均年齢

65歳、筋肉痛、膝痛等あったもの

の天気に恵まれ楽しい山旅でした。

同行のお２人有難うございました。

コースタイム 往路（徳沢園～

北穂高岳） ８時限30分。復路（北

穂高岳～山研）10時間30分。

「キタダケソウに会いたい！」で

今年の夏山は南アルプスの白根三

山（北岳・3193㍍、間ノ岳・3189

㍍、農鳥岳3026㍍)を歩いてきま

した。

１日目：2010/7/18は移動日。行

橋～新大阪～静岡～甲府へとＪＲを

利用。甲府で名物の「ほうとう」

を暑い最中にフウフウ言いながら

食べ、駅前よりバスに揺られ２時間。

鳳凰三山の登山口の夜叉神峠を通
ほうおう やしやじんとうげ

り、広河原まで。 5：12発の電車

に乗り、着いたのが16時。やはり

九州からは遠い。

野呂川に架かる吊橋を渡って広

河原山荘へ。宿泊手続きを済ませ、

付近の散策へ。北岳の山頂は雲

ＪＡＣ北九だより 第５４号 ２０１０年（平成２２年） １０月 発 行

夏休み特集

念願の北穂高岳（3106m）へ
北九４３９ 原 田 常 代

夏休み特集 南アルプスの山旅

念願のキタダケソウに出逢う
№13520 西 村 信 子

上高地の日本山岳会山岳研究所(山研)前で
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がかかり全容は見えない。夕飯は

ワインが付き、とてもおいしくいた

だきました。

２日目：7/19。早朝の散歩。昨

日の地点より定点観測。今朝はき

れいに見えている。快晴。朝食を

済ませ5：37山荘横の登山口を出

発。大樺沢までは沢沿いの道を歩

く。梅雨明け後すぐでしたので水

も多く、登山道にも溢れていました。

板を渡しただけの橋や仮設された

橋などを通過し、雪渓を少し歩き、

二俣に到着。北岳は目の前。あの

岩壁が北岳バットレス。雲一つな

い青空です。この雪渓上をこのま

ま進めば、八本歯のコルヘと行く

が、私たちは右俣コースヘ。小太

郎尾根分岐まではシナノキンバイ、

ハクサンイチゲなどのお花畑を眺

めながらゆっくりと登る。鳳凰三山

の地蔵岳のオベリスクもはっきりと

見える。りょう線に出ると、私は参

加できなかったが昨年、会の山行

で歩かれた甲

斐駒ケ岳・仙

丈ケ岳の大ら

かな山容、八

ケ岳、槍ケ岳

・大キレットの

北アルプスも

望める。富士

山も。お天気は上々、素晴らしい

展望！！ 肩ノ小屋（3000㍍）に到

着。休憩中の方に「北岳山頂から

少し下ったところにキタダケソウが

咲いていましたよ」の花情報をい

ただき、我然元気が出て北岳山頂

(3193㍍)へ。富士山に次ぐ第２の

高峰。三等三角点にタッチ。足元

に注意しながら右見て、左見て・

・・・「ありました！！」。念願の「キ

タダケソウ」に出逢えました。これ

で今回の目的は達成。青空に映え

る白い花。北岳でしかお日にかか

れない花。今年は全般にお花の開

花が遅かったので、どうにか見る

ことが叶いました。オヤマノエンド

ウやチョウノスケソウなど見ながら

北岳山荘へ。同宿の方だちとの山

談義、花談義も楽しいものです。

３日目：7/20。この日も素晴らし

いお天気。朝食前に裾野から赤く

染まっていき、雲海の中に浮かぶ

富士山を眺めました。今日は中白

根山(3055㍍)、間ノ岳(3189.3㍍)、

西農鳥岳（3051㍍）、農鳥岳（30

26㍍）の４つのピークを踏み、大

門沢小屋まで。5：25山荘発。１座

目の中白根山（6:07着）。山頂標

識がなければ見逃しそう。２座目

は間ノ岳（7:23着）。奥穂高岳に次

ぐ４番目の高峰です。富士山の上

空に雲がわき、お鉢の真上でとど

まり、ちょうど噴火しているよう。

いろんな表情を見せてくれていま

す。振り返れば甲斐駒ケ岳、仙丈

ケ岳、北アルプスの山々、八ケ岳、

御嶽山も。農鳥小屋で小休止。山

頂への道はきつそう。頑張るしか

ない。ザックが肩に食い込んでく

る。やっとの思いで手前の西農鳥

岳（8:35着）へ。山頂標識はあり

ませんでした。居合わサた方がこ

こが山頂だとのこと。農鳥岳へと

歩みを進める。イワベンケイ、キ

バナシャクナゲなど咲き、お花畑

を立ち止まって眺める。するとヒナ

がちょろちょろと。雷鳥です。２㍍

先のハイマツのところに母親がいま

す。特徴のある鳴

き声で子供たちを

呼んでいます。ヒナ

は4羽。まだズズメ

くらいの大ききで

す。雷鳥に励まさ

れ、やっと農鳥岳

の山頂に立ちました

（10 : 47～11 : 2

5）。

ガスが出て富士山

は隠れてしまいま

したが、熊の平小屋、塩見岳、荒

川三山が望めます。塩見岳はデン

と構えています。今回、塩見岳に

行こうかと計画の段階で迷ったの

ですが、もう1～2泊増えそうでした

ので、あきらめました。

山頂で昼食を済ませ、あとは下

るのみ。大門沢下降点からはこれ

でもかと思わせる急下降の連続で

した。木の根が張り出し、滑りや

すい露岩の道で転ばないよう、自

分の足元を見つめるのが精いっぱ

い。沢の音が聞こえ、架設の危な

っかしい橋を渡りようやく小屋へ（1

4 : 50 着）。小屋には４分間500円

のコインシャワーがあり、汗を流し

て気分すっきり。

４日目 7/21。 奈良田まで下り、

一路九州へ。出発前日の夜、奈

良田～身延間の南アルプス林道が

土砂崩落のため通行止めの情報

があり、山梨交通へ問い合わせを

したところ、奈良田～広河原間、１

日３便のバスが出るとのこと。午前

は８時と10時。５時半小屋発。小

屋を出てすぐ対岸に渡るのだが、

この橋が今回一番怖かった。大き

さの違う丸太２本を組み合わせた

だけで、下はごうごうと水が流れ

日本第２の高峰 北岳(3193㍍）で

キタダケソウ
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ており、やはり身がすくみますね。

次々と現れる丸太橋や高度感のあ

る架設の長い橋をクリアし、何とか

８時のバスに間に合いそうと少し急

ぎ足になり、奈良田発電所のバス

停に着いたのが7:55。 8:07のバス

に乗り込み、広河原へ。乗り合い

タクシーで甲府駅へ。結局は身延

経由で計画していた特急、新幹線

で行橋駅に降りついたのが18:30。

3泊４日の山旅はお天気にも恵ま

れ、初見のキタダケソウ、雷鳥の

親子にも出会えて大満足でした。

平成２２年８月１８日(木)から２８日

までの１１日間で立山室堂を出発し、

雄山、薬師岳、雲の平、水晶岳、

鷲羽岳、黒部五郎岳、三俣蓮華

岳、双六岳、笠ケ岳と１００名山を

６座とその他の山々を縦走してきま

した。

まず最初の計画は、ＮＨＫで田

部井淳子さんとアナウンサーの２人

での縦走登山番組を見て自分も行

きたいなーと思ったのがきっかけ

でした。今回は賛同してくれた赤

瀬榮吉氏（北九４３５）と榊 俊一

の２人だけで行くことに決定し

○ 敬老予備軍のため１日の行動

をできるだけ短くすること。

○ 荷物は少なくするため山小屋

で夕食、朝食、昼食弁当の３

食を頼むこと。

○ アルコールは山小屋で宿泊

する場所でのみ飲むこと。

○ 山小屋で朝食後出発し昼ご

ろまでに到着、遅くとも１４時ご

ろまでに山小屋に到着すること

等を決めました。

第１日目。８月１８日(水）晴れ。

朝６時３０分に博多駅新幹線のりばで

赤瀬氏と待ち合わせをしました。

予定通りビールと朝食の弁当を

購入し、７時発の新幹線で新大阪

に行き特急に乗り換え富山に１２時５

９分到着、その後富山地方鉄道、

立山ケーブルカー、高原バスと乗

り換え立山室堂に１５時３０分着、室

堂を散策しながら本日の登山初日

目の山小屋、立山信仰登山の基地

である室堂山荘につきました。ゆ

っくりふろに入り明日からの登山に

期待をふくらませています。室堂山

荘では１０人部屋に４人だけでゆっ

くり休めそうです。

第２日目。８月１９日(木）晴れ。

本日より登山開始です。朝５時に起

き６時朝食、６時２０分登山開始

です。

一ノ越まで４０分程度で到着、こ

こでリュックを小屋の横に置き、サ

ブザックに水とカメラ等にして雄山

までの往復登山で４０分程度で雄山

（３００３㍍）に到着後３０分程度写

真や黒部ダム等の見学と休憩をし、

一ノ越まで下りました。これより龍

王岳（２８７２㍍）、鬼岳（２７５０㍍）

と進み獅子岳（２７４１㍍）で昼食を

し、これからザラ峠（２３４８㍍）ま

で４００㍍を名前の通りザラ岩の下

りで気が抜けないところを少し時間

をかけて下っていきました。

ザラ峠をすぎ少し登ったところか

ら木道になりやや楽な道となり本日

の山小屋五色ケ原山荘に１４時２３

分到着です。

この五色ケ原山荘は水が豊富で

石けんやシャンプーは使用禁止で

すが風呂があり男女時間差をとり

入浴でき、汗を流すことができま

した。明日からはふろなしの夕食５

時、消灯９時、朝食５時の長旅で

す。当初布団２枚に３人の予定でし

たが１人１枚で就寝できま

した。

第３日目。８月２０日（金)

晴れ。朝食後５時５０分

出発し後ろを振り返れば

獅子岳、立山連峰、龍王

岳、剣岳等が見え前方に

はスゴの頭、越中沢岳が

見えています。

鳶 山（２６１６㍍）に６
とんびやま

時２５分着で写真を撮り、

５分後出発し越中沢岳（２

５９１㍍）に８時１５分着、記念写真

でポーズ、その後スゴノ頭に行く

途中で雷鳥に出会いました。道

幅５０㌢の右端にじっとしています。

写真を撮り行こうと思いましたが、

相棒の赤瀬氏は雷鳥に遭遇するの

は初めてということで１㍍位の離れ

たところで写真を撮りまくっていま

した。

スゴ乗越で昼食をとり、登り４０

分程度で今日の山小屋スゴ乗越小

夏休み特集 晴天に恵まれた11日間の山旅

立山･雄山～笠ケ岳縦走
№１４５２３ 榊 俊 一

薬 師 岳 山 頂 で（右・筆者）
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屋に１２時３０分到着し、荷物の整理

後小屋の前のベンチで、ほかの登

山者との懇親会と反省会が延々と

続きました。ここでも当初布団２枚

に３人の予定でしたが１人１枚で就

寝できました。

第４日目。８月２１日(土)晴れ。朝

食後５時５０分山小屋を出発し、間

山（２５８５㍍）に７時通過。その後

北薬師岳（２９００㍍）で相棒の赤

瀬氏のゴルフ仲間が亡くなったと

いう訃報が入り、その電話連絡等

で３０分程度かかりそれから出発と

なりました。

あこがれていた薬師岳（２９２６㍍）

に１０時２０分到着、頂上のほこらで

は薬師如来様がまつられて登山者を

迎えておられました。

北アルプスのド真ん中で名だた

る名峰たち（槍ヶ岳、穂高岳、鷲

羽岳、黒部五郎岳、針ノ木岳、烏

帽子岳、野口五郎岳、水晶岳等）

が勢ぞろいして迎えてくれています。

３０分程度写真や周囲の山々を見

渡し感激に浸っていました。

薬師岳山頂から１０分程度の小高

い場所に、昭和３８年１月愛知大学

山岳部１３人が猛吹雪に会い、広い

稜線で道に迷い全員死亡した遭難

碑と石のケルンがありました。山は

怖いものだと思いながら、今日は

暑いくらいの天気では道がっきり

とわかりやすいので安心して進め

ます。

薬師岳の下りを進み、薬師岳山

荘（２７０１㍍）の付近で昼食をとり、

ケルン、薬師峠キャンプ場を越えて

本日の山小屋太郎平小屋に１３時４

５分到着しました。荷物の整理後、

昨日の山小屋で知り合った登山者

と懇親会、反省会の始まりでした。

ほとんどが明日折立の方面への

下山が多く、明日以降は新たな登

山者との出会いのようです。ここで

は布団２枚に３人の就寝です。

第５日目。８月２２日(日)晴れ。朝

食後５時４６分出発、左俣出会（２０

１２㍍）を進み薬師沢小屋まで下り

の連続で小屋に８時到着し３０分休

憩しました。

ここは２つの川が合流し黒部川と

なって流れる奥深い源流で涼しく

ホットするところです。つり橋を１人

ずつ渡ってハシゴを下り５分程度進

むと高天原温泉方面と雲ノ平方面

の分岐があり、今回は雲ノ平方面

への急登へと向かいました。もの

すごい急登で途中何度も休憩を取

りながら、敬老予備軍の１歩１歩で

予定の時間より１０分程度時間がか

かりました。木道端末に１０時５３分

到着し、これから木道を更に進み、

アラスカ庭園（２４６４㍍）に１１時１５

分到着後昼食をとりました。ここの

アラスカ庭園はお花畑のはずです

が花は既に終わり、ほとんどありま

せんでした。アラスカ庭園からは

薬師岳、祖父岳、鷲羽岳等がみえ

ています。

昼食後１０分程度進むと祖母岳分

岐になり、リュックを起きサブザッ

クで祖母岳往復登山後、本日の山

小屋雲ノ平山荘に１３時２０分到着し

ました。

この山荘は８月１０日に建て替え

オープンしたばかりの山荘で、見

事な太い柱で建ててありましたが、

まだ建築途中で部屋の仕切りの壁

はなく、全室丸見えの状態で１階と

２階は丸見えでした。ここは布団１

枚に２人で就寝の予定ですが、偶

然隣があき、１人１枚で就寝ですが

全室丸見えの状態と人の話し声が

聞こえ、なかなか寝付かれない状

況でした。

第６日目。８月２３日(月)晴れ。

朝食後５時３５分出発、この雲ノ平

山荘は水がないため、途中のキャ

ンプ場まで水をくみに行って進み

ます。

ギリシャ庭園やスイス庭園などが

ありますが、花のシーズンは終わ

り寂しいものでほとんど何もない状

況でした。今度は花のシーズンに

来るべきと思いながら祖父岳（２８

２５㍍）、岩苔乗越と進み、ワリモ北

分岐（２８４１㍍）にリュックを置き、

サブザックに昼食弁当と水を入れ

水晶岳へと向かいました。サブザ

ックだけの身軽になり登りもスイス

イと進みます。途中水晶小屋を通

り岩だらけの山を３～４個登ったり

下ったりしながら、巨岩だらけの北

アルプス最奥の高峰水晶岳（２９８

６ｍ別名黒岳）に１０時０５分到着し、

記念写真を撮り、周り３６０°きれ

いに見渡せます。野口五郎岳、薬

師岳、黒部五郎岳、鷲羽岳、槍ケ

岳、穂高岳等名峰たちの勢ぞろい

ですばらしい眺めでした。

水晶小屋まで戻って昼食を取り、

リュックを置いてきたワリモ北分岐

まで戻り、再びリュックを背負って

１２時１０分出発。ワリモ岳（２８８８

㍍）をすぎ鷲羽岳まで約１時間後

の１３時１８分に黒部源流の鷲羽岳頂

上（２９２４㍍）に到着。記念写真

を撮り、この山頂でも３６０°山々

（ワリモ岳、水晶岳、薬師岳、黒

部五郎岳等）が見渡せる名峰をゆ

っくりと堪能しました。

１３時３０分に鷲羽岳からの下りの

ガレ場を進み、本日の山荘である

三俣山荘に１４時３５分に到着しまし

た。明日の黒部五郎岳を楽しみに

夕食後１人１布団で就寝。

第７日目。８月２４日(火)晴れ。

朝食後５時４５分出発。黒部乗越ま

で途中雪渓を注意しながら渡って、

黒部五郎小舎まで延々と岩場の下

り道です。２時間２５分かかりやっと

黒部五郎小舎に到着し、リュックを

置きサブザックに昼食弁当と水を

入れて、北側カールから出発し頂

上からりょう線ルートへ縦走します。

黒部五郎小舎を８時３０分出発し、

身軽になった体を軽やかに進み、

カールの上に１０時１２分、太郎平小
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屋（赤城岳）方面からの合流地点

の大展望を１０時１９分通過して、黒

部の源流である巨岩がゴロゴロし

た黒部五郎岳（２８４０㍍）に１０時３

５分到着、少し早いが昼食を取り１１

時１５分下山開始し、りょう線上の

岩場を進み１３時２２分黒部五郎小舎

に到着した。同じ事の繰り返しで、

荷物の整理後懇親会と反省会の始

まりとなり、当初布団２枚に３人の

予定が登山者が少ないため１枚１人

で夕食後就寝となった。

第８日目。８月２５日(水)晴れ。

朝食後５時３０分出発し、昨日急登

を下ってきた黒部乗越まで今度は

岩場の登りです。ゆっくりあえぎな

がら登り、敬老予備軍の１歩１歩で

黒部乗越に６時４８分通過し三俣蓮

華岳（２８４１㍍）に７時２８分到着。

今日の行程は双六小屋までと、

この山行のなかで一番短い行程時

間をとったので、途中休憩時間を

長く取りながらゆっくりと進んで、体

の休息日に当てる予定の日です。双

六小屋に午前中に着きそうなので

三俣蓮華岳の頂上で３０分休憩をい

れました。これよりは、黒部五郎

岳、北ノ俣岳、太郎平、薬師岳、

祖父岳、水晶岳等が見えます。そ

の後1時間３０分程度で双六岳（２８

６０㍍）に到着、ここでは笠ケ岳、

黒部五郎岳、三俣蓮華岳、薬師岳

等が見え、ここでも３０分の休憩を

取り、双六小屋に１１時０３分到着後

荷物を整理し、夕食までの時間を

ゆっくりと休息に当てました。

夕食後１９時ごろから登山後初め

て雨となり、雷が鳴り小屋全体が

薄暗くなりました。朝の１時ごろ雨

もやみ満天の星と月が見えてい

ます。

第９日目。８月２６日(木)晴れ。

昨日の夜の雨で乾いた道も少し湿

り気があり、ほこりが立たなくて歩き

やすい山道となっています。

朝食後５時４０分出発し花見平に

６時２７分、弓折岳（２５９２㍍）に６

時５６分、大ノマ乗越に８時１０分、

秩父平に９時００分、抜戸岳（２８１

３㍍）に１０時０５分、抜戸分岐に１０

時２５分、最後の山小屋の笠ケ岳

山荘に１１時３２分到着しました。

山荘に向かう途中、笠を差した

ような山、また小さい富士山のよう

な山が笠ケ岳で、山荘直下は巨岩

の上を渡りながら登っていきます。

山荘で昼食を取り、休憩をして

サブザックに水のみ入れ、笠ヶ岳

山頂へ１２時１０分出発し、１４分後に

笠ヶ岳頂上（２８９８㍍）に到着。

周りの山々を見渡しながら４０分程

度休憩し、１３時０４分下山開始、

笠ケ岳山荘に１３時１４分到着となり

ました。

夕食後、山荘の前から普通上高

地方面から見る槍ケ岳は１個の山で

すがこちら側から見ると小槍が見え

ます。小槍から右方向へ槍ケ岳、

飛騨乗越、大喰岳、中岳、南岳、

獅子鼻、大キレット、北穂高岳、

北穂ドーム、涸沢岳、奥穂高岳、

馬の背、ジャンダルム、明神、天

狗岳、間ノ岳、赤岩岳、西穂高岳、

ピラミッド、独標、西穂ロープウェ

イ駅と見え、名だたる名峰たちの

最高のパノラマでした。

第１０日目。８月２７日(金)晴れ。

今日は登山最終日、笠ケ岳山荘よ

り抜戸分岐まで戻って笠新道を黙

々と下って下山し、林道から新穂

高温泉口まで行きます。

昨日山荘で、１人布団１枚はよか

ったのですが、角の両側からすご

い超いびきが聞こえ、一睡もでき

ないまま朝をむかえ、今日の下山

が不安です。

朝食後５時３５分出発し抜戸分岐

まで１時間、杓子平に７時４７分、そ

の後林道までの岩場の急登をひた

すら下山し、途中睡眠不足もあり

休憩を多く取り、予定していた時間

より多くの時間を要しながら、１１時

００分林道に到着。ここで昼食後、

１１時３０分から新穂高温泉口に進み

１２時２０分に到着しました。

１０日間の山旅でしたが、ゆっく

りと１歩１歩を心がけ、怪我もなく無

事に下山しました。あとは今日の

宿泊地、友人が経営する乗鞍の温

泉民宿までバスで行くだけです。

乗鞍の民宿で温泉につかりなが

ら汗を落とし、１０日分のひげを剃

りさっぱりと都会の色男（日焼け

の色）になり、ビールと焼酎で乾

杯し無事の山行きを感謝しました。

第１１日目。８月２８日(土)晴れ。

朝食７時３０分、ゆっくりと食事をし

コーヒーを飲みながら山小屋との

違を感じながら、朝食後相棒の赤

瀬氏を息子の車で松本駅まで送り１

人で帰ってもらいました。

自分は、松本の息子のところに土、

日泊まり、３０日（月）に帰宅しま

した。

今回は、長い山道で非常に急登

の連続の登り下りでしたが、無事

けがもなく、黒部の奥深い名峰た

ちを十分に堪能してきました。今回

の縦走登山で感じたことは、女性

の単独登山が多かったことと、そ

の中で山スカ（単独登山の若い女

性）と１人出会ったこと、山小屋で

は中高年者が多く盆すぎにもかか

わらず満室状態であったことなどで

した。

若ければ何度でも行きたい山々

でした。

おわり

笠ケ岳頂上で
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詩 私の夏木山 №13722 藤 田 傳

昨年４月２９日、民宿「梅路」泊。
４月３０日、夏木山(1386㍍）直登コース。

◇ ◇ ◇ 報 告 ・ お 知 ら せ な ど ◇ ◇ ◇

会務報告 （報告 磯野）

平成22年９月度 定例委員会報告
日 時 ９月１日（水）午後６時３０分から

場 所 小倉商工会館３階会議室

出席者 大庭支部長、大楠、伊藤、関口、馬場、

板倉、山田、日向、磯野、大城戸、高畠

【議 題】

１．会員の異動と会費納入状況について

２．１０周年記念行事について
(１) 記念講演会
(２) 記念行事の参加費
(３) 記念誌の編集状況
(４）記念誌の広告掲載料の設定と募集活動
(５) 本部、支部への案内

３．月例山行報告
７月２７日（火）犬ケ岳（キツネノカミソリ探勝）
８月２２日（日）森林巡視と「山の日」制定のPR
活動一斉登山。祖母山（北谷で前夜テント泊）、
九重（黒岩山～泉水山）、英彦山、福智山。

４．山行行事計画
９月４日(土）～５日(日）支部長会議（多摩市）
９月５日(日）支部報編集者会議
同上 全国支部懇談会（支部活性化会員集
会）、東京多摩支部主管

９月６日(月）記念山行（高尾山）
９月２２日(水）～２６日（日）１０周年記念行事、槍

ケ岳合流登山
10月23日(土）九重（男池～大戸越～吉部）

５．支部会員申込書の改定について

６．次回支部報の発行について

７．その他
(１) 北九州支部の忘年会について～１２月１１日
(土)､小倉駅裏のブルーウェーブイン小倉を予定

(２) 小倉市民センターの教室利用について
(３) 森林巡視員の委嘱について
(４) 北九州支部の更なる活性化について

平成２２年度 年次晩餐会と

プレ山行(越前岳1504㍍)のご案内

晩餐会 平成22年12月4日（土）

会 場 品川プリンスホテル・アネックスタワー5階

行 程 12月3日（金） 北九州空港発8:20（JL３７０）

東京着9:55～JR品川～三島～十里木（泊）

4日（土） 越前岳(1504m）往復、十里木

登山口より往復約４時間（行程）

初冬の富士山・宝永火口の大展望台、

午後、JR三島駅より新幹線で品川へ（50分）

年次晩餐会出席。

宿 泊 品川プリンスホテル

5日（日） 東京発１８：００（JL３７７）

北九州着１９：４０

なお、5日の記念行事は未定。

ＪＡＣ北九だより 第５４号 ２０１０年（平成２２年） １０月 発 行

１０周年記念誌 製作費募金のお願い (最終）

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。募金された方は記念誌にお名前を掲載させていただきます。

夏木山頂上で。左から、藤田 傳、

牧 寛、ビジター上村 宏の３氏
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費用概算 55,000円（宿泊代2泊分、往復交通費を含

む。パック料金利用が前提）

（＊）晩餐会参加費用は別途必要。例年15,0

00円ですが今年の料金は未詳。

申込期限 １０月２０日（水） パック利用のため早期の

予約が必要。

申込先 事務局 関口宛にFAXまたはメールでお願い

します。

FAX：０９３－３８２－６４３６、
メール：sekikoyo@sage.ocn.ne.jp

詳細スケジュール 確定次第、申込者に連絡します。

年次晩餐会展の作品募集
JACの同好会アルパインスケッチクラブでは、同ク

ラブの創立20周年を記念して、今年12月の年次晩餐
会会場で「山のスケッチ展」を開くための作品出展を
呼びかけている。JAC会員なら誰でも結構。出品料不
要。画材は水彩、油彩、パステル、版画、その他。詳
細は、伊藤Q（０９４７－４２－２７７２）まで。

会員異動 （９月１日現在）
１．新会員
（本部会員）

(氏名） （会員番号） (住所) (推薦者)

中 澤 恵 子 １４７７４ 福岡市博多区（伊藤久次郎）

山行計画のご案内

10月の山行

九重・男池～大戸越～吉部（中級）
と き １０月２３日（土）
集 合 男池駐車場 午前９時
申込み 西村信子(0930-33-4618)または

山田武史(092-844-3563)まで。
締 切 １０月１５日(金)

11月の山行
１１月の山行は、宮崎ウェストン祭不参加のため中止。

12月の山行

１広島県･安芸の宮島「弥山」
と き 平成２２年１２月７日（火）

集合場所 JR宮島口下車。フェリー乗り場前

時 間 午前９時３０分

コ ー ス 紅葉谷～弥山～駒ケ林～大聖院

（周回時間 約５時間）

申 込 み 原 広美まで。１１月末締切。

２越前岳(1504m)
年次晩餐会プレ山行計画へ

毎月第４水曜日

１０月のサロンは、２７日(水）

１１月のサロンは、２４日(水）

１２月のサロンは、２２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
○10月は、北九州支部創立10周

年記念式典(30日)を控えてお

り、再度の式典周知のため、早めに支部報の発行を

した。それで10周年記念誌の編集が、一時ストップ

したが、毎日８時間ほどかけて、現在最終の編集作

業を続けている。たまには夜遅く残業もしながら。

式典参加者に記念品として差し上げるために。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。

1月の山行 （新年山行）

小倉･足立山～門司･戸ノ上山縦走
戸ノ上山で豚汁のサービス！

と き 平成２３年１月１６日(日）

集 合 午前８時３０分、小倉メモリアルクロス

申込み 馬場基介 ０９３－３７１－８６５６

締 切 平成２３年１月６日（木）

なお、戸ノ上山頂では、豚汁のサービスを

いたします。

バリエーションルートをめざそう！

青年部ひとり №14476 武永計介
TEL ０９０－４８９８－４４６２

Eメール ２５０８２u@ube-ind.co.jp

お
さ
そ
い

仲
間
募
集

mailto:sekikoyo@sage.ocn.ne.jp

