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（総会参加の皆様）

第13回通常総会の報告

＝公益社団法人として新たなスタート＝
事務局長

山田武史

平成24年４月28日（土曜日）午後３時から、ホテルニュータガワで北九州支部の、
第13回通常総会ならびに関連行事が開催されたので報告いたします。

１、通常総会
午後３時から山田事務局長の司会で、関口副支部

会計担当には苦労かけるが頑張ってほしい。
本部の組織も替わり、評議員会がなくなって理事

長の開会の辞で総会が始まり、磯野役員から、本日

会の権限と責任が重くなった。支部長も理事会の承

の出席者36人、委任状提出者27人で会員総数83人に

認事項となり、このほど私も、理事会の承認を得て

対し75％に達しており、この総会が成立しているこ
とが報告された。

会長名での任命書を受領した。
支部規約も、新法人への移行に伴い、平成24年４

次に支部長あいさつに移り、伊藤支部長から次の

月１日付けで制定し、会員各位に送付したが、この

スピーチがあった。
「本年４月１日より日本山岳会も、公益社団法人

規約に若干不備な点があるので修正の上完全な支部
規約を完成します」

として新たなスタートを切ることになりました。昭

その後、議長に伊藤支部長が選出され、各議案の

和16年に社団法人になりましたので、71年間の歴史

審議が行われた。

に幕を降ろしたのです。当支部も、公益社団法人日
本山岳会北九州支部となりました。新組織になって

第１号議案

平成23年度事業報告
（中岡役員より報告）

大きく変わる点を要約しますと、会計処理です。

第２号議案

平成23年度収支決算報告

第３号議案

（馬場役員より報告）
平成23年度監査報告

本部より還付される一人2,500円の助成金の内、1,000
円は交付金であり支部活動に使用できるが、1,500円の補
助金は公益事業に使用しなければならないこととなった。

（高畠監事より報告）
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新年度の役員構成
支部長

伊藤 久次郎 (13499)

副支部長
審議（原役員より報告）
副支部長
第６号議案 平成24年度収支予算（案）の
事務局長
審議（馬場役員より報告）
役 員
以上の第１号～第６号議案は、原案通り可
役 員
決承認された。
役 員
＊各議案の審議が終了したあと、伊藤支部
役 員
長から「登山技術専科や女性専科の講習で昨
役 員
年来、園川永年会員にたいへんお世話になっ
役 員
ている。今後とも支部の登山技術の向上にご尽力 役 員

留任 （全般）

板倉 健一 （13471）留任（緊急対策、備品管理）
関口 興洋 （13643）留任（安全登山、公益事業）
山田 武史
日向 祥剛

(13992)
(11427)

留任（ 事務全 般）
留任（自然保護委員長）

原

広美

(11990)

留任（山行委員長）

濵松 禮子

(13523)

留任（総務委員）

馬場 基介
丹下 洽

(13532)
(14264)

留任（財務委員長）
新任（山行委員）

竹本 正幸

(14852)

新任（広報委員）

願うためにもこの際、支部の顧問になっていただき 会計監事

池田 智彦
藤田 傳

(14876)
(13722)

留任（スキ―部長）
留任（会計監査）

たいと考えている」との発議があり、全会一致で承 会計監事

中岡 邦男

(14206)

新任（会計監査）

認され、ご本人の承諾も得た。
最後は、板倉副支部長の閉会の辞で、総会は予定

上に立って自己紹介。次いで各テーブルごとに歌な
ど披露、さらに全員で輪になって「炭坑節」の踊り

時間内に終了した。

で締めた。この「炭坑節」の踊りは単純で簡単だと
思うのですが、なかなか難しい。当支部の“おはこ”

２、記念講演

なのだから完璧にマスターしたいと思っている。

総会終了後の慣例行事として
16時より記念講演が行われた。
○講師：武永 計介 会員

時間も頃合いとなったころ、藤田監事の中締めの
発声となりました。

（No.14476)（1962年２月生まれ）
・2007年日本山岳会入会
・日本体育協会公認スポーツ指導者・山岳上級指導員
・山口県山岳連盟副事務局長 常任理事 指導員
・キナバル、キリマンジャロ、玉山、智異山登頂
・ヨーロッパ、オーストラリア等トレッキング
○講演テーマ：「親子でアコンカグア挑戦」
○内容は、平成23年12月20日、三男の靖弘さん（20
歳）と二人で山口県宇部空港を出発して、現地では
登山ガイドをつけず、二人の実力だけでアコンカグ
アに挑戦した。6,960㍍の頂上を目指したが、白い嵐に
見舞われ6,700㍍の地点で登頂を断念した経緯が、スライ

総会参加者（敬称略）
（永年会員）吉 村健 児、園 川陽 造

ド写真の映像をベースに克明な説明があった。

（通常会員）
会場には、現地で使用したテント、炊事用のガス 江 頭 精 一 、 大 庭 常 生 、日 向 祥 剛 、 井 上 佑 、
ボンベ等も展示されて臨場感あふれる講演会でした。 溝 部 忠 増 、 大 城 戸 昌 敏 、 原 広 美 、 大 楠 益 弘 、
また、講師も力説していましたが、息子と２人だ 板 倉 健 一 、伊 藤 久次 郎 、濵 松禮 子 、浦 田 和夫 、
けで何日間も行動を共にして、狭いテントの中で寝
食を共にする事は初めての経験であり、この経験は

馬 場 基 介 、磯野文雄、高 畠 拓 生 、末 吉 史 忠 、
関口興洋、藤 田 傳 、 橋本建一郎、太田満、

自分よりも息子の成長に役立つと確信しているとの

宮 城 尚 志 、 山 田 武 史 、 高城季美子、中岡邦男、

言葉でした。

丹 下 洽 、小 林 冨 雄 、 武 永 計 介 、 大 木 康 子 、

３、懇親会

丹下香代子、大内喜代子、平 野 一 幸 、 竹 本 正 幸 、
池 田 智 彦 、 赤瀬 榮 吉
計34人

ニュータガワ３Ｆ会場で、18時から、40人の会員
が４テーブルに分かれ、日向役員の司会により、高
畠監事の乾杯の音頭で開宴となった。
恒例の新入会員紹介のあと、各テーブルごとに檀

（支部友）
大 隈 む つ 子 、 大 神 信 生 、 縄 田 正 芳 、 縄手修、
計４人

ＪＡＣ

北九だより

第61号

2012年（平成24年）

アコンカグア遠征報告（2011年12月20日～2012年1月7日）

ガイド・ポーターを雇わず
親子で登頂を目指す◇◇◇

◇◇◇

No.14476 武永

計介
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【アコンカグア豆知識】
アコンカグア（Aconcagua）は、
アンデス山脈にある南米最高峰の
山である。標高６９６２㍍。また、
アジア以外の大陸で最高峰でもあ
る。死火山であるが、火口、噴火
歴はない。アルゼンチンとチリとの
国境付近のアルザンチン側にある。
初登頂は、１８９７年１月14日
のマティアス・ツールブリッゲン
によるものである。１９５３年１
月26日、早稲田大学遠征隊が日本
人初登頂を果たした。１９６８年
２月に植村直己が登頂し、下山時
に登頂した隣の処女峰（５７００
㍍）が、後日「明治峰」と命名さ
れた。

アコンカグアをバックに登山開始

【アコンカグア挑戦のコンセプト】
高校山岳部でインターハイ２年連続３位、大学山

帰国まで続きました。

岳部に入部した息子の初海外登山として、南米最高
峰（ユーラシア大陸以外で最高峰）のアコンカグア

【12月21日:２日目】 アメリカ（ダラス）～アル
ザンチン（メンドーサ）

に親子で、ガイドもポーターも雇わずに、自分で手

飛行機が、チリ（サンチェゴ）に近づくと窓から、

配し登頂を目指すことです。

アンデス山脈の白い峰々が見えてきました。早速カ

【メンバー】

メラに収め、あれに登るのかと実感しました。着陸
態勢に入ると、山ははげ山に変わりインカの世界に

・武永計介（49歳）
武永靖弘（20歳）

日本山岳会北九州支部

なってきました。

九州工業大学山岳部

サンチェゴ空港でランチリ航空に乗り換えます。
このランチリがクセモノで、人が少ないと欠航した

【12月20日：１日目】

日本～アメリカ（ダラス）

り、荷物が無くなったりと悪評があります。私たち

いよいよ出発の日を迎え、山口宇部空港に10時半

も、荷物の確認をしたいとカウンターに行きました

に到着しました。搭乗手続きで、大きな荷物（50㌔㌘）
を預け、見送りに来ていただいた方々に、激励の言

が、国際空港なのに英語が通じないありさまで話せ
る人を探して、何とか確認しました。

葉をいただきました。
定刻の11時45分に２人を乗せた飛行機は離陸、長

免税店にはイースター島のモアイ像や南極ペンギ
ンの人形が並び、観光地のようです。

い旅が始まりました。機内では、早速乾杯をし、キャ
ビンアテンドさんからは、登頂祈願にアメで作った

予想したとおり、少し遅れて15時にサンチェゴを
出発。すぐに右側窓にアンデス山脈の景色が広がり

花束をいただきました。（この花は、行動を常に共

ます。真下に氷河が見え、遠くにアコンカグアらし

にして阿知須に無事帰着しました）
羽田から成田への移動もスムーズで、成田アメリ

い山容も確認できました。１時間ほどで、荒野の中
にあるメンドーサ空港（アルゼンチン）に無事着陸、

カン航空にアルゼンチンまでの荷物運搬をお願いし

30時間以上かけてやっと到着しました。しかし、こ

て、一安心しました。

こから長く、人がいくらいても慌てないお国柄で、

19時10分に成田を離陸、機内食も美味しく一眠り
で、ダラスに到着しました。ダラス空港では、リラッ

入国手続きと荷物チェックで１時間以上費やし、やっ
と外に出ました。

クスに努め、ラウンジでシャワーやワインを楽しみ、

空港からは、手配しておいた車に乗り「民宿アコ

美味しいピザを食べて過ごしました。しかし、ここ
からが南米（ラテン系）で、飛行機は定刻には飛ば

ンカグア」に移動しました。車窓からは、古い建物
と埃にまみれた街並みが見え、あまり暮らしたくな

ず、機内サービスにも繊細さはありません。これが

い雰囲気でした。（何日かいるとなれますが）
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また、日本人男性の山下さんが１日前に、入国され
ていて、いろいろな情報を頂きました。少し休憩し、
登山手続き等について増田さんからアドバイスをい
ただきました。
《ここで大変なことが発覚》

21歳以上でないと登

山許可が出ない。
数年前に、16歳の日本人が登山に来て、親の承諾
書を提出したり、お金を使ったり手を尽くしました
が、登山許可は下りなかったとのことです。我が家

ムーラ会社の宿泊施設

の靖弘は20歳です。協議の結果、「今回は親と一緒
だし、もう少しで21歳なので」正々堂々と、手続き

られ、いよいよ出発です。
車は、市街地を快調に走り原野に入る。町の外れ

に挑むことにしました。

には、天然ガスのプラントがあり、唯一の工場のよ

その後、ムーラ会社（ムーラとは、荷物を山岳地

うだ。行く手には、ぶどう畑が多数あり、白い頂の

帯で運搬してくれる小型の馬で60㌔㌘まで載せられ
る）の方が来られ、登山口からベースキャンプまで

山々も見えている。日の出を迎えると、緑色の太陽
が昇る。初めて見たが非常に珍しい光景らしい。

往復用に、ムーラ１頭を雇いました。
また貴重な現地情報を聞くことができました。
１．今年は雪が少なく、気温が高い。そのため、水

車は快調に飛ばし、９時に200㌔㍍ほど離れたムー
ラ会社の小屋に到着した。ここでちょっとトラブル。
乗ってきた車は町に帰った。宿のようなところに

の確保が難しい。寒さ対策にプラス日射病対策も。 通され、パンをご馳走になる。どうも、雰囲気では
２．遭難するときは、道に倒れること。そうしない

ここに宿泊すると思っているようだ。ただし会話は

とレインジャーに発見されない。」
今日は初日なので、街をぶらっとして早々に寝ま

成り立たない。
増田さんにＳＯＳの電話をし、ムーラに預ける荷

した。

物の重量測定が始まる。登山口移動用におんぼろ四
駆車が到着し一安心。運搬する荷物の重量測定では、

【12月22日:３日目】メンドーサ
登山申請

休養＋買い物＋

民宿の秤では60㌔㌘であったが、ここでは74㌔㌘あっ
た。契約より14㌔㌘オーバーである。しかし、ここ

朝食後、登山届申請に行く。以前は登山事務所で

は南米「オッケー・オッケー」ですべて問題なく処

簡単に安価で行われていたが、現在は複雑に管理さ
れている。まず両替商にてドルをペソに両替する。

理された。
車で小屋を出発。５㌔㌘ほど走るとアコンカグア

スペイン語でなかなか手強い、銃を持ったガードマ

の南壁が見えてきた。思わず写真を撮る。この辺り

ンもいる。そして銀行に行き、政府の口座に入金し

は、景観がよく、スキー場もあり日本の白馬村のよ

レシートをもらう。最後に登山事務所で、申請書類
とパスポート、レシートを提出し、登山許可書を受

うな場所らしい。ハイカーも時々見かけられる。
まず、登山口にあるレインジャー事務所で入山手

け取り、説明を聞いて完了である。

続きを行う。登山許可書を提出し、チェックの後、

今回、20歳ということで心配したが、特に質問も

ごみ袋とウンコ袋をもらう。この袋は、下山時に回

なく取得することができた。一安心。
収され、指示に従わないと罰金が科せられる。だが
一仕事終わったので、街にショッピングに出かけ、 実際はラフな管理で、ムーラ会社にゴミ処理を依頼
現地調達の食料品やガス等を購入、土産物を物色し

すれば、オッケー。オッケーですべて問題なく処理

てから民宿で荷造りを行った。今日は、早朝出発に
備え、早々に就寝する。

される。手続き後、車でさらに２㌔㍍ほど登り、オ
ルコネス（登山口）標高2950㍍に到着しました。
ここから、いよいよ登山開始です。

【12月23日：４日目】メンドーサ→オルコネス（登山口）

オルコネスから入山すると、きれいな池の向こう

→プラザ・コンフルエンシア（3340㍍）
朝４時に起床。当分風呂はないのでシャワーを浴

にアコンカグア南壁が見えます。日本でもそうです
が、曇って見えなくなる前にと、二人で記念写真を

びる。部屋を片付け、民宿に預ける荷物をベッドに

撮りました。「この景色を見ただけで、もう帰って

置く。登山用荷物を戸口に並べ最終チェックを行う。 も良い」と思える絶景です。その後、道はガレ場と
全重量100㌔㌘。
変わり、横を赤い川が流れています。「父さん、こ
６時に頼んでおいた車が到着し、増田さんに見送

の川の水は飲めないよ」「俺も、そう思う。キャン
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てもらいます。１時間登って休憩、１時間登って休

足の速い靖弘に急がされながら14時に、最初のキャ

憩、なかなかＢＣは見えてきません。しかし、最後

ンプ地プラザ・コンフルエンシア（3340㍍）へ到着

の「勇者の坂」では、反対に靖弘がダウン。上体を

しました。レインジャー事務所でチェック後、ムー
ラ会社のテントで水とトイレとテントサイトの指示

起こし、水分と腹式呼吸で体調を回復させて、歩け
そうなので自力でＢＣに向かい17時45分に到着しま

を受けました。ここの看板娘のラティシアは親切で、 した。
ジュースやお茶をご馳走になり、昼間はテント内が

管理事務所でチェックと指示を聞き、ムーラ会社

40℃以上になるので、日陰で休ませてもらいました。 の近くにテント設営をしました。民宿アコンカグア
で知り合った、山下さんにローカルルールと現地情
【12月24日：５日目】

プラザ・コンフルエンシア

（3340㍍）⇔アコンカグア南壁展望（高度順応）
朝９時より高度順応のため、南壁が見えるところ

報を教えてもらい助かりました。夕食後、早々に就
寝しました。

まで、トレッキングに出かけました。登山道から右
に分かれ進むと氷河の壁が見えます。この融けた水
が、我々の貴重な飲料水です。
久住山の砂千里ケ浜のようなところを登って行く
と、大きな南壁が現れました。13時に4000㍍まで登っ
たので、記念写真を撮って下山しました。また、体
が高山に慣れないので、ＳｐＯ2は80％まで下がり
ました。
「意識して、ポレポレ歩かなければ」と二人で話
しました。靖弘は、発熱でＰＬを服用しました。
BCに張られた6人用テント

【12月26～28日：７～９日目】

プラザ・デ・ムー

ラ（4230㍍）ＢＣ滞在
ＢＣでは、高度順応のためハイキングに出かける
か、水と食事を作るかで過ごしました。また、日本
へインターネットと衛星電話で、我々の情報を伝え
ました。日本のホームページにアップして、支援し
ていただいた方に情報提供です。山岳会でも会社で
も、みんな見てくれたようです。
高度順応ですが、ドクターチェックがあり、ＯＫ

【12月25日：６日目】

プラザ・コンフルエンシア

が出ないと、ここから上には行けません。主なポイ
ントは、血圧と高山病です。高山病の指針として、

プラザ・コンフルエンシア

ＳｐＯ2（血中酸素飽和度）があります。私は動き

～プラザ・デ・ムーラ（4230㍍）

が遅いのでＳｐＯ2は、80％から下がりませんが、

今日は、いよいよＢＣとなるプラザ・デ・ムーラ
に上がります。５時半には起床し、テントを撤収し

靖弘は若いので、俊敏で筋肉も活発で「勇者の坂」
のダメージもあり、ＳｐＯ2が回復せず、滞在３日

て８時に出発しました。長い道のりなので、ペース

目に、なんとかＯＫが出ました。

を考え休憩も計画的にとりながら進みます。丘を越
えると、両側を山に囲まれた、オルコネス川に沿っ

気持ちもポジティブになったので、靖弘主導で計
画を変更し、Ｃ1設営後に休養日を設け、１月１～

た道が見えます。平坦で草花も咲き、雪を頂いた山々

２日に頂上アタックと決めました。（１月８日の成

に囲まれた道を、景色を楽しみながらひたすら歩き

人式に出席予定）

続けました。河原を歩いている状態なので渡渉も数
回あり、ＮＨＫの取材では水かさが増して、人間で

【12月29日：10日目】

は通行不能となりムーラに乗って移動したようです。

ＢＣ→ニド・デ・コンドル

ス（5590ｍ）→ＢＣ

それでも12時半には中間地点に達しました。ここで
川に別れを告げ、登りが始まります。

今日から、待望の山頂をめざし、登山を開始しま
す。７時30分に山下さんに見送られ出発しました。

私は靖弘のペースについて行けず、しばしば待っ

登山口には、ペニテンテスと呼ばれる、針状氷河の

ＪＡＣ北九だより
第61号
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中を抜けて行きます。その後は、広大な斜面にジグ

姿はないので、白人女性に写真を撮ってもらいさら

ザグに付けられた、踏み跡に沿って登ります。

に上部に向かう。

高度があがってくると、ＢＣが箱庭のように見え、

2012年（平成24年）
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13時30分に6200㍍の稜線に出る。他の登山者から、

白い頂のクエノ山や氷河がきれいに見えます。
標高5000㍍には、通常Ｃ1に使われる「キャンプカ

この時間から上部にはいかない方が良いと助言され、
キャンプコレラ経由で靖弘を探しながら下山する。

ナダ」があり、遠くに太平洋が見えます。

14時40分にＣ1に帰着。すでに天気が急変しビエン

標高5200㍍を超えるとペースがダウンし、すれ違っ
たレインジャーから「大丈夫か？」と尋ねられまし
た。
14時20分 にＣ 1予 定地、 ニド ・デ ・コン ドル ス
（5590㍍）に到着しました。早速、テントを張りＣ
1完成。強風で飛ばされないように、岩を使って固
定しました。（この作業で辛いのは、下向きで腹式
呼吸ができないときと、呼吸を止めて岩を抱えると
きです）
テントを後に下山開始し17時30分にＢＣへ帰還し

キャンプベルリンの避難小屋

ました。

【12月30日：11日目】 ＢＣ休養日
ト・ブランコ（白い嵐）が迫っている。
ＢＣも完成し、リラックスしての休養日。昼食は、 15時30分に靖弘がＣ1帰着。キャンプコレラから
ＢＣにあるレストランで食事をしました。

山頂に向かい、6700㍍まで到達したが、レインジャー

メニューは、スープ（ビーフン入り）とステーキ

から時間がないので下山を進められ帰還した。帰還

（野菜添え）とデザート（ラフランス）です。ビー
ルも飲んで、ゆっくり休息しました。

後、強い風と大粒の雪に見舞われたが、「明日山頂に再
度挑戦しないか」と聞いたが、「6700㍍まで達したので
十分だ」との回答で１月２日の下山を決め、夕食後ゆっ

【12月31日：12日目】ＢＣ→ニド・デ・コンドルス

くりして、19時30分に就寝する。

頂上アタックのため、８時20分にＢＣを出発する。 登頂こそ逃したが、二人とも自己の最高到達点を
食料やシュラフも担いで上がる。荷物は多いが29日 更新し、一生の宝物を得て、前途のある若者を五体
より順調に登れ14時20分Ｃ1到着。早速、飲料水用

満足に下山させることが、最大の使命と考えた。出

の雪を採取し大量に沸かして、頂上アタック用の水
も確保する。パッキングや装備も最終確認し、登山

発前に、みんなから「生きて帰れ」「ニュースにな
るな」「ご無事だけを祈っています」との言葉が役

ルートも確認に行く。ただし、6000㍍から上部は雲に

立った。

覆われ、他のパーティに聞いたが確実な話は分からなかっ
た。（もともと道はない） 21時就寝する。

【１月２日:14日目】ニド・デ・コンドルス→ＢＣ
８時に起床し、朝食後テントを撤収し10時にＣ1

【 １ 月 １ 日 ： 13日 目 】

を後にする。下山でもあり、靖弘は快調に駆け下り

ニド・デ・コンドルス

（5590㍍）→頂上アタック

る。早く下山する目的の一つに、日本テレビ「地球

３時30分に起床し、朝食と準備をし５時にテント
を出発する。空は晴天で星がきれいです。しかし、

の果てまで行ってＱ」のイモトに会いたいようだ。

ここで問題発生です。前日は視界不良で、下見が不
十分なため、登り口が分かりません。（後で見ると
とにかく上へ向かえば良かった）待っていた靖弘が
寒いと訴えるので、テントに引き返す。
10時に再度テントを出発し、「今日は行けるとこ
ろまで行こう」と出発する。視界は良好でルートも
よく分かる。依然ゆっくり登る。靖弘は、私を置い
て上がり始め、大きく引き離される。ただし、ベルリン
小屋から山頂に向かう打ち合わせをしていたので、後を
追う。
12時ベルリン小屋（5900㍍）に到着する。靖弘の

BCを元気に出発

ＪＡＣ
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途中、軍隊がいた検問は、パリ・ダカールラリー

の警備をしていたらしい。19時40分に民宿に到着す

12時20分にＢＣへ到着すると、すでにイモトのサ

ると、先に下山した方々が、武永親子のために、ス

インをもらい、登山靴について話したと、喜んでい
た。私も会いに行ったが、緊張感がみなぎっていた

テーキやワインなどのご馳走をテーブルいっぱい準
備してくれた。 「ありがたい」

ので、あいさつだけにした。

民宿の増田さん親子も来られ、無事の下山を一緒
に祝ってくれた。

【１月３日：15日目】 ＢＣ→オルコネス（登山口）
→メンドーサ
６時半に起床し、早々に撤収し、８時に下山開始。

【１月４日：16日目】

片付け、ショッピング

洗濯やパッキングを行い、記念品やお土産を買い

高度が徐々に下がり、体調も良くなってくる。
12時半に、途中のプラザ・コンフルエンシアで、看板

に行く。夕食は、名物料理の「パリジャーダ」（肉
やホルモンの炭火焼）を食べに行く。緊張も解け、

娘に大きなピザを作ってもらい、大休止して下山する。

ワインに酔う。

16時に登山口に着くと、予約しておいた車がすぐ
に迎えに来て、民宿に向かう。

【１月５日：17日目】

メンドーサ→サンチャゴ

【１月６日：18日目】

サンチャゴ→ダラス

【１月７日：19日目】

ダラス→成田→山口宇部

ご支援頂いた皆様へ
この度は、アコンカグア登山を応援頂き、あり
がとうございました。平成24年1月7日に二人とも
無事帰国することが出来ました。今後も安全登山
を念頭に置きながら、新たなる挑戦をしたいと思
います。

武永

計介

民宿アコンカグアで記念写真

食糧計画
朝

昼

夜

12月22日

パン

オレンジジュース

行動食

12月23日

パン

リンゴジュース

行動食

白米

12月24日

パン

ゼリー

コーンクリーム

行動食

鍋（キャベツ、ウインナー、もち）

12月25日

パン

ゼリー

オレンジジュース

行動食

ヌードル、ハム、キャベツ

12月26日

パン

ゼリー

コーンクリーム

行動食

ドライカレー、ウインナー、キャベツ

12月27日

ぜんざい

もち

行動食

α米、ウインナー、ポテト

12月28日

α米

ゼリー

行動食

白米、缶詰、牛丼（レトルト）

12月29日

きなこもち ゼリー

12月30日

α米

ゼリー

12月31日

α米

１月１日

コーンクリーム

レストラン
コーンクリーム

ラーメン

キャベツ

パスタ（たらこ、カルボナーラ）ポテト

行動食

α米、ウインナー

魚肉ソーセージ

行動食

α米、ゼリー

α米

ソイジョイ

行動食

白米、牛丼（レトルト）

１月２日

α米

カロリーメイト

行動食

パスタ（たらこ、カルボナーラ）

１月３日

α米

ゼリー

行動食

α米、ヌードル、ハム

１月４日

α米

ソイジョイ

１月５日

α米

コーンクリーム

コーンクリーム

白米、カレー、魚肉ソーセージ
コーンクリーム

・行動食：ドライフルーツ、バナナチップ、ナッツ類、カロリーメイト、チョコ、パンサラミ、ソイジョイ、バームクーヘン、竹輪
・予備食：チキンラーメン、カロリーメイト、ソイジョイ、α米

ＪＡＣ北九だより
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第1回JAC支部長会議と総会の報告
支部長 伊藤久次郎
き

ところ

チームの活動に一定の成果が見られたことから、こ
れを発展解消させて、さらに若者中心の第二JACと
いうような意味合いをもった「YOUTH CLUB」を立ち
上げたものである。
次に、重ねてお願いするが、支部会員を増やして

平成24年6月16日(土) 午前10:30～
東京都千代田区四番町５番４

公益社団法人
１．尾上会長あいさつ

7月発行

たかと思うが、２年間にわたる今までのJAC－YOUTH

平成24年度

と

2012年（平成24年）

日本山岳会会議室

もらいたい。仲間を増やしていただきたい。そして
もう一点、まだ決まったわけではないが、「名誉会
員推薦規程」というのを現在改正検討中である。
以上

本日は支部長会議と総会がある１年に１度の大変
忙しい日であり、さらに、本日の総会は公益社団法
人としての第１回目の歴史的な意味を持つ最初の総

２．議

会である。

（１）新支部長紹介

事（司会：高原三平常務理事）

○ 岩手：菅原

本年４月１日の登記をもって、日本山岳会は、新

敏夫

たに「公益社団法人日本山岳会」として誕生した。
足かけ３年に及ぶ手続き作業に多大なエネルギーを

○ 埼玉：大久保春美
支部長）

消費し、全国の皆さまにご苦労をおかけした。この

○ 福井：森田

仕事に携わった方々に対して、心から感謝を申し上
げる。

○ 四国：尾野 益大
部長）
○ 福岡：中馬

この機会に、今、日本山岳会はどのような方向に

信人

董人

支部長
支部長（史上初の女性
支部長
支部長（全国最年少支
支部長

進んでいるのか、何をやろうとしているのか、将来

（２）平成24年度通常総会について

どうなるのか・・について現状を話してみたい。
それは、日本山岳会が抱える課題、具体的に言え

（省略）
（３）会務の報告
① 平成２４年度支部への運営交付金、事業補

ば、会員の減少、若い会員の入会減、財政の圧迫、
さらには組織運営の硬直化などのひずみが顕著になっ

助金支給について（小林義亮常務理事）

てきているように認識している。これの改革、改正
が急務であるということを、今まで機会あるごとに

② JACの寄付にかかわる税金について（小林義
亮常務理事）

説明してきた。これをこのまま放置すれば、日本山

③ 山の日制定について（萩原浩司理事）

岳会は消滅の危機にある。これにどう対応するかと
いうことで、各プロジェクトチームを立ち上げた。

④ 支部活性化について（宮崎紘一常任評議員）
25年度の全国支部懇 静岡支部に決定
⑤ YOUTH CLUBについて（森 武昭常務理事）

まず最初の年度では、支部活性化チーム、次にジャッ

⑥ その他

ク・ユース（JAC－YOUTH）チーム、公益法人移行チー

秩父宮記念山岳賞の推薦
８月末締め切り

ム、さらに山の日制定プロジェクトチームを立ち上
げた。そして平成23年度には、ルーム検討プロジェ
クトチームも新たに創設した。さらには、３．11災

一般も含み、

（４）その他

害に対応するための災害支援検討チームも立ち上げ

① 支部名の変更：京都支部→京都滋賀支部へ

たが、これはもう昨年すでに終結、解散している。
それからもう一つは、重要なことであるが、プロジェ

② 山陰支部から大山の最新地図配布（キリン
峠のズレなどを修正）

クトチームの名前を使っていないが、JACの組織、

平成24年度通常総会の報告

運営、その他を根本から見直そうという組織運営改
革委員会というものを設置した。私たちはこれを通
称「拡大業務理事会」と呼び、常務理事や理事が中

と

心となって組織や運営を根本から見直して改革検討

ところ

しようというチームを立ち上げた。
そして今年度になって「会員受益事業検討プロジェ

プラザエフ
１．尾上会長あいさつ

クトチーム」を立ち上げた。これは会員サービスを

き

平成24年6月16日（土）午後2時～
東京都千代田区六番町15番地

主婦会館

（支部長会議と同じ内容につき省略）

検討するチームである。そしてもう一点大事なこと
であるが、今年の5月号の「山」の冒頭に「ユース・

２．高原常務理事の司会で、まず定足数について発
表。本日の出席者155人、委任状3684人、出席

クラブ（YOUTH CLUB）」の発足という記事を見られ

合計3839人、定足数は2分の1（50％以上）、

ＪＡＣ
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○四国支部で、小島烏水

３．会長を議長とし、議事にはいった。1号議案
「平成23年度事業報告（案）承認の件」（高原

の顕彰祭を計画。
最近、上高地の山研地

常務理事説明）と2号議案「平成23年度収支決算

下室で見つかった日本山

報告(案）財産目録(案）承認の件」（同）が一
括審議され、全員賛成で可決された。

岳会初代会長・小島烏水
のレリーフを、本年２月

続いて３号議案「平成24年度除籍予定者の件」

に発足した四国支部が借

で高原常務理事から、対象者は３年間会費未納

り受け、高松城跡に設置

であるが、名簿で心当たりの人がいれば今から
でも会費納入を督促していただきたいと説明が

する計画が会長から説明
された。小島烏水が四国高松出身であることから、

あった。議事については、すべて順調に審議可

四国支部でこの話が持ち上がり、先 ず は 25年 ４ 月

決された。

14日 、 第 １ 回 目 の 小 島 烏 水 祭 を 実 施 す る 予 定

４．報告その他
○「基金及び積立金等規程」の制定について小林

で あ る 。 ゆくゆくは、上高地のウェストン祭に並
ぶものにしたいと四国尾野支部長の話であった。

常務理事から報告
○新支部長５人の紹介（支部長会議に同じ）

＝主体は「筑豊山の会」に＝

写真：見つかった小島烏水のレリーフ（総会会場で）

第5回 英彦山のトイレ建設会議
NO.13992 山田武史

本年５月19日（土）13時から英彦山・花駅で第５回目の会議が開催され、伊藤支部長は所用があった
為に、板倉副支部長とともに、この会議に初めて代理出席した。
荒木会長のあいさつの後、林田事務局長の司会で、今日までの経緯および今後の進め方について、報
告とともに意見交換がなされた。
１、「英彦山の環境・トイレを考える会」荒木会長の名義で、添田町議会および添田町、英彦山神宮の
三者に平成24年２月28日に提出した。
２、この申請書提出にあたり、添田町より｢主体者｣を明確にすべしとの指摘があり、事前協議の結果、
「筑豊山の会」とすることで決定した。
３、次に「筑豊山の会」を支える協力者の報告が添田町から要請があり、別紙の様式で６月20日までに
事務局あてに報告することとなった。
４、添田町では、提出されたリストをもとに、福岡県に申請するとの事。
なお、当日の質疑応答の主なものは、次の通り。
①、主体者として「筑豊山の会」となっているが、この会の実態と実力は如何？

（高千穂宮司）

Ａ：「筑豊山の会」の代表は加藤博史に譲ったが、福智山の実績もあるので英彦山のトイレは、最
低３年間は自身が担当となる
②、英彦山の冬は厳しい。青年の家も冬は凍結して麻痺している（永井会長）

（太田徹哉）

Ａ：福智山のトイレは、氷点下20度までメーカー（飯塚市）が保障。
ソーラーシステムの導入により、予備のジーゼル発電機は一度も運転していない。（太田徹哉）
③、「筑豊山の会」は英彦山に事務所を置くと言うが、その場所は特定しているのか？
Ａ：事務局 林田氏の回答は、そのくらい、「筑豊山の会」には、やる気と責任を持って貰いたい
為に事務所開設を考えた。

（林田事務局長）

④、出来上がった後のことであるが、トイレは有料化にすべし。また、添田町には暇にしている若手
職員がたくさんいるので、彼らを個人登録させて、輪番制でトイレ掃除の任に当たらせればよい。
（緒方裕子町議会議員）
⑤、福岡県の野鳥の会の会員は約250人いるが、環境保全にも気を配っている。この会もトイレだけ
でなく、テーマを環境保全にまで広げて行くなら、われわれの会員の中からも個人での加入者が
あるかも知れない。従って、６月20日で締め切らず、継続受付として欲しい。（野鳥の会）

（10）
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英彦山清掃登山と山の日制定の呼びかけ

ザイル垂らして

◇◇◇

ゴミ捜索◇◇◇
支部長 伊藤久次郎

本年５月26日（土）北九州支部では、霊峰英彦山（12

を明らかにした（読売新聞報道）。ところが、山

00㍍）の清掃登山と山の日制定の呼びかけを行った。

頂には神宮があるのに、いまだ観光客や登山者の

清掃登山は、毎年支部の行事として実施してお ためのトイレが設置されていない。一時簡易な垂
り、当日は、北九州支部が公益社団法人となって、 れ流しトイレがあったが、撤去された。今や英彦
初めての公益事業として実施したもの。

山は富士山の二の舞になっている状況であり、こ

北九州支部会員21人が３コースに分かれ山頂を

のままでは絶対、世界遺産登録は夢のまた夢と思

めざした。途中、ゴミを拾いながら、また登山者
や観光客に山の日制定パンフレットなどを配布、

われる。そのため現在、山の団体や自然保護団体
などで「英彦山の環境・トイレを考える連絡協議

呼び掛けを行った。

会」を発足させ、英彦山の上部にトイレを建設し

正午、英彦山神宮がある山頂に集合し、昼食後

ようという運動を進めているが、トイレが出来た

展望台直下の崖下にザイルを垂らしゴミの捜索を
したところ、昨年に続いて「あるわあるわ」で、

時の管理の問題や山頂は神域とかの問題で、なか
なか進展しないのが現状である。

掘れば掘るほど出てくるゴミ、それもビン類や朽

当日は英彦山の山開き前夜祭で、下山後キャン

ち果てたカン類が多い。山頂展望台正面直下には
過去のゴミが堆積しており、今回だけでも一升瓶

プ場での前夜祭にも参加。また、翌日は、山頂で
山開き安全祈願祭が行われ、これにも参加し、一

が十数本、その他ビール瓶、ウィスキー瓶、古い

般参加者に対してトイレ建設や山の日制定を呼び

空き缶など多数回収（町指定のゴミ袋で燃えるゴ

かけた。

ミ13袋、燃えないゴミ28袋、計41袋）したが、個
人の運搬重量に限度があるため今回はこれで打ち

・配布した資料（各250枚）
（１）英彦山上部にトイレ建設を要望する請願(陳

切り。山頂の周囲は相当量の燃えないゴミがある。

情)書の写し

昨年は酒トックリを発見回収したが、今年は酒が入った
一升瓶を回収した。しかも栓がされ、封が切られていな

（２）山のトイレ、環境を考える福岡協議会作成
のパンフレット

かった。これは何を意味するのか。

（３）マナービニール袋

本年３月、地元添田町の町長が、町議会の施政

（４）「山の日」制定協議会のパンフレット

方針演説で、英彦山の世界遺産登録を目指す構想
担当の高畠と西村は4月12日に添田町役場から可燃、

割れたビンを安全に運ぶには
１.表参道コース

No.13541 高畠

不燃ごみ袋を提供していただいた。しかし当日は、

拓生

前日より雨天のため5月26日（英彦山山開き前日）
に変更した。

英彦山の清掃登山は、4月22日に実施する予定で

5月 26日 は 9時 30分 、 別 所 駐 車 場 に 集 合 。 支 部
会員、支部友、ビジター計21人と
早田利光自然公園指導員も参加
した。
次の３コースに分かれてゴミ回
収作業をしながら山頂に集合。
（１）表参道コース（９人）英彦山
神宮～山頂上宮へ
担当者：高畠拓生
（２）北岳コース（７人） 高住
神社～山頂上宮へ
担当者：山田武史
（３）南岳コース（５人）鬼杉登
山口～山頂上宮へ
担当者：西村信子
ゴミ収集に意欲満々
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その後、中岳に向かう登山道はゴミも無く、スムー

れる。

ズに進み、11:30には中岳頂上に到着したが、他の

（１班）山頂広場と休憩所裏側の急斜面で昨年同様

班は未着だった。

にザイルを使用してゴミ回収。
（２班）上宮前に回収ゴミを集め選別作業と搬出準備。

中岳の頂上（英彦山神宮の上宮）の北斜面も相当
のゴミがあり、われわれが持っているゴミ袋のスペー

今回は、早田氏の知り合いの添田町議員一行にも

ス分だけ回収したが、まだまだあるのに驚いた。

下山時にゴミ持出し協力をお願いした。また一般登

３つの班が中岳で合流後、昨年取り残しの南斜面

山者からも申し出があり美化清掃の輪の広がりを感
じた。

にトライしたが、古い缶、ビンに混じって、ノンア
ルコールの真新しい缶が捨ててあるのに驚いた。

ゴミは、ザックの後ろに固定、両手にぶら下げて

まだまだゴミはあるが、持ってきたゴミ袋に制限があ

運んだが、長時間となると腕が痛くなり大変である。 り、拾い切れなかったゴミの回収は、また来年にいたし
別所駐車場のゴミステーションに運搬完了後、集合 ます。
写真を撮り伊藤支部長のあいさつで散会した。
反省点

袋のゴミはわれわれが持って山を降りるのですが、今
回は数人の一般登山者と高校生に協力してもらいました。

（１）添田町提供のビニール袋は、割れた瓶や古く
なった缶など破れてしまうので袋を二重にして
使用した。一般登山者に協力を求める場合は、

●参加者：７人
山田武史、高城季美子、中岡邦男、赤瀬榮吉、
森本信子、縄手修、下畑由美（ビジター）

小分けや軽くして、持ち易いように配慮する必
要を感じた。また負傷しないよう注意を声かけ
すること。
（２）運搬用として厚めのビニール袋や砂袋、布袋
などを準備する。ザックに固定するよう細引き
も準備する。
（３）背負子、段ボール箱を準備し割れた瓶などを
安全に運ぶ工夫が必要。
次回の清掃登山には、皆さまのご協力をお願します。
●参加者：10人
伊藤久次郎、関口興洋、原広美、馬場基介、高畠拓生、

ザイルを握って

藤田傳、大木康子、佐野敦、三宅清和（早田利光）

３.南岳コース
No.13520

２.北岳コース

西村

信子

No.13992 山田 武史
別所駐車場より５人で鬼杉登山口へと車で移動。
平成24年５月26日（土）、快晴のもと、延期となっ

9：25、ビニール袋を片手に清掃登山開始。鬼杉

ていた英彦山の清掃登山を行った。
当日、英彦山の別所駐車場に8:30に21人が参加、

の休憩所に9：40到着。休憩所の周りのゴミを拾い

集合した。
私は、豊前坊ルートの担当となり、別所駐車場よ
り豊前坊の駐車場に２台の乗用車で移動。9:30に豊

始めると「出てくる、出てくる」木の根っこに隠し
たようにして埋め込まれていました。空き缶、瓶な
どがたくさん。9：55出発。

前坊の高住神社の山門をくぐり、私はトップを歩き

南岳への道は鎖場があります。回収したビンなど
をザックの中に入れたり、ザックにくくりつけたり

ましたが、このコースは最初から急登が続き、息苦

して不安定な動きの危険回避。道中、アメの包み紙

しい。視線を四方に配っているつもりながら見落と
しており後続組が、結構ゴミを拾っている。

などを拾い、鎖場もクリア。

急登の梯子階段を登り、稜線に出た広場にはゴミ

一等三角点のある南岳に11：05到着。ここでも宴
のあとなのかビンや空き缶が捨てられています。20

が散乱しており、ここでかなりの量のゴミを回収し

分間、ゴミ拾い。最近はマナーが良くなったと思っ

た。また、北岳頂上（豊前坊の高住神社上宮）でも、 ていましたが、この状況を見ると嘆かわしいですね。
山の日制定のＰＲパンフレットとマナー袋をすれ違
ゴミが目立ち、回収した。
う登山者に配りながらですが、中には「清掃登山の
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袋を持って歩いている方がいました。嬉しいですね。
南岳山頂から中岳への縦走路。谷側のゴミを拾い
だしたらきりがありません。５人では持てる量も決
まっています。取りあえず集合場所の中岳山頂へ。
11：50到着。北岳コースからのメンバーがすでに着
いており、一緒にヒコサンヒメシャラの木のある付
近をゴミ拾い。
３組全員そろったところで昼食タイム。そそくさ
と昼食を済ませ、昨年と同じようにザイルを固定し
不燃ゴミ：赤

可燃ゴミ：緑

て、中岳休憩所の裏の急斜面の清掃。ここも「出て
くる、出てくる」未開封の一升瓶、年代物の変色し

自然石で階段状に整備されているところを通過し、

た空き缶、割れた瓶など・・・

９時58分、正面参道との合流点に到着、小休止。そ

昔は土の中に埋めていたようですね。１時間ほど

の後、稚児落し、関銭跡、行者堂を通過。

ゴミ拾い。添田町からいただいたゴミ袋も無くなり、 前日、当支部による英彦山清掃登山が行われ、か
人海作戦ですので持てる量も決まっています。ザッ なりの量のゴミが回収された。自分も参加できてき
クの中と両手にゴミ袋を持ち、正面登山道からバー

れいになったことは嬉しいが、予想外のゴミの量の

ドウォッチングコースを下山。今回もたくさんのゴ
ミを回収しました。

多さに、正直驚いた。石段はさらに続き、しばらく
して参道の上部に中岳上宮が見えてきた。10時40分、

知り合いの登山者も協力して下さり、ゴミを別所

山頂・上宮に到着。山頂祭が始まるまで、少し時間

駐車場まで運んでいただきました。皆さんが「自分

があった。早速、山の日制定ＰＲやトイレ協議会が

のゴミは持帰る」美化運動に協力していただくと山
はもっときれいになるのですが。

作成したパンフレットなどを一般登山者に配布し、
主旨を呼びかけた。

●参加者：５人
西村信子、西村俊一、竹本正幸、竹本加代子、

11時00分、大勢の登山者が集まる中、山開き神事、
安全登山の祈願祭が始まった。最後は当支部の山田

大隈むつ子

事務局長のあいさつで締めくくられ、粛々と終った。
添田町・添田観光連盟山開き実行委員会による山開

「山開き神事」安全登山祈願祭

き記念手拭いの配布もあり、頂いた。神殿下の山頂

No.13540

三宅

清和

広場に移動し、全員昼食。
12時10分、山頂を出発。下山は、登ってきたコー

５月27日（日）、英彦山（標高1200㍍）第44回山

スを下る。先頭を歩くように命ぜられ、やや緊張気

開きに参加して、登山季節到来のお祝いと登山安全

味になった。後方に気を配りながら慎重に下りはじ

の祈願をしました。参加人数は男性１３人、女性４人
の合計17人で、その内、私を含める11人は、「前夜祭」

める。行者堂を左に見て、さらに下って12時39分、
紅葉谷分岐点に到着、小休止。

に参加し、野営場ログハウスに宿泊しました。

紅葉谷コースに入り、大きく下り始める。一旦、

朝６時起床、天気は良好。全員朝食を済ませ、登

斜度はゆるみ、ゆるやかに左カーブすると急激な下

山準備を整えた後、キャンプファイヤーサイトに集
合。当日参加の６人が加わり、メンバー全員の17人

り坂に変わる。直線的な石段の急坂下りが続き、分
岐・野鳥の森観察路入口に到着。斜面の上り坂をた

がそろったところで９時07分出発。ログハウス側の

どり、ほどなく涸れ沢を通過して山腹沿いをアップ

コンクリート階段に取り付いて登り始める。５分程
で階段は終わり、林の中へ踏み跡が続く。けっこう

ダウンし、観察路十字路が現れたところで、左に向
きを変えて下る。東屋風の小屋に到着して最後の休

急坂だが、気持ちのよい尾根筋。やがて東屋風の小

憩を取る。ここからあとちょっとだ。バンガローに

屋が現れ、10分程で野鳥観察路（観察路十字路）に

沿ったコンクリート階段を下る。

出合う。このあたりから勾配は少なくなる。沢を越
13時30分、全員無事に野営場駐車場に到着。みな
え、野鳥観察舎がある場所に９時41分到着、小休止。 さん、お世話になりました。また、担当者として、お
ここは、奉幣殿の裏（北）側と正面参道を結ぶ紅葉

世話をしてくださった方々、ありがとうございました。

谷コースとの合流点になる。水分を補給して、呼吸
が整ったところで出発。

●参加者：
伊藤、関口、山田、原、馬場、高畠、
赤瀬、榊、藤田、大木、橋爪夫妻、清家、三宅、

しばらく直線的な石段の急坂上りが続く。丸太と

丹下夫妻、大石

計17人
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4月1日（土）

☆☆たっぷり皿倉一周コースでの講習☆☆

北九400

倉本とき子

渡渉時の結び方

カのように作って６人で持ち上げ
患者を運ぶ。急な天候の変化があっ
たとき、カッパの上着を人数分チャッ
クでつなぎ合わせその中へ入り簡
易ツエルト作成。人間が固まれば
お互いの体温で保温できるし更に
コンロなど炊けばよい。このよう
な知識があるだけでパニックにな
桜のつぼみも膨らみ始めた４月

11時50分着。

１日、第４回山岳技術専科があり

皿倉山頂にて

らなくてすむと思いました。
13：50権現山頂での講習を終え

やわらかい春の陽を浴びながら

帆柱山頂を踏んで皇后杉を観賞、

参加しました。

昼食を済ませ、園川講師がご自分

最後は花尾山へ向かう。城跡でも

９時、帆柱ケーブル山麓駅駐車
場に集合。自己紹介のあと皇彩の

のザックを取り出され「今日のた
めに持ってきました。このザック

ある山頂で歩いて来た方向を振り
返ると皿倉山がくっきりと見える。

森コースから国見岩コースを登り

は昭和38年に購入したもので、ず

北九州の街を眺める間もなく、

ました。途中、高度400㍍での休

いぶん役にたちました」と皆さん

駐車場へ向かって下山16：00。

憩時は、前回の復習や問題を出さ
れ、和やかな雰囲気での講習があ

に見せてくださいました。それは
絞り口に別布を縫いつけ寝袋にも

今日はたっぷり皿倉１周コースで
した。ご指導ありがとうございま

りました。また案内板の前では現

なるように改造したザックでした。 した。次回も楽しみにしています。

在、自分がいるおおよその高度や
山頂まであと何キロの道のりなの

そして実技で靴を脱いで入って、
このようにすれば１晩くらいは大

●参加者：11人
講 師：園川陽造顧問

かなど詳しく教えていただきまし

丈夫と言われました。また救急用

受講生：関口興洋、原広美、

た。これから案内版の見かたが違っ

品も見せていただき‘なるほど’

西村信子、竹本正幸、竹本加代子、

てくると思いました。
皿倉山頂へ登りビジターセンター

と勉強になりました。
赤瀬榮吉、森本信子、倉本とき子、
最後は怪我人を運ぶ手段として、 縄手修、村田美和（ビジター）

経由で権現山を目指す。山頂広場

ザックを３個つなぎ合わせ、タン
参加者総員13 人は

平尾台岩登り教室に参加して

4月15日（日）

☆ 雄大な景色の中で懸垂下降 ☆
No.13987 宮城尚志

園川先生のもと、板
倉指導員の班と竹本
指導員の班の二班に
分かれ訓練を開始し

晴天に恵まれた４月15日（日）

している間に、受講生の皆は安

ました。私は竹本指

平尾台唐手岩の岩登り教室に参

全ベルトであるハーネスとヘル

導員の班で、始めに

加しました。茶ケ床園地に駐車
し、まずは訓練場所である唐手

メットを着用して準備しました。 ロープは使わずに、岩壁を横に
各自自己紹介後、板倉指導員 約３㍍、３点確保でトラバース

岩手前の岩場までゆっくり約20

から今回のテーマで、岩登りの

する訓練です。

分歩いてウォーミングアップです。
岩場到着後、先生方が高さ５

基本である「確実な三点確保」
と「ロープワークの習得」、お

スラブ状の岩壁で、手掛かり、
足掛かりがあまりなく、また垂

～６㍍の大岩の上部２カ所に作っ

よび「岩場でのマナー」につい

直壁なので、確実に３点確保で

た支点に２本のロープをセット

て説明がありました。

きていないとすぐに落ちてしま

ＪＡＣ北九だより
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につま先を置くように」と指導を
受け、足の置き方を意識して何度
も練習しました。
次にいよいよ岩壁を縦に登る訓
練です。ここの岩場のルートは、
下から約３㍍のところにクラック
が縦に伸び、そこまでは大きなホー
ルドがあまりなく難しく、その後
はクラックを使えばわりと楽に登
れるルートでした。
岩上部の支点から延びたロープ
に各自持参したスリング（30～40
㌢㍍のループ）をプルージックで
結び、一方をカラビナに通してハー
ネスに固定して自己確保した状態

練習を終えて

と実感しました。

で登ります。

さらにクラックの右上に伸びる

びを使った登攀訓練や懸垂下降訓

私は足の置き方が雑になり腕力
だけで登ろうとしたので、「足元

オーバーハングのルートにも挑戦
しましたが、すでに腕がパンパン

練を午後３時まで行い、訓練を終
了しました。今回も、とても楽し

をよく見て確実に足を置くように」

に張っており、力が入らず何度も

く岩登りの基本を学ぶことができ

と指導され、３点確保の基本がで

落ちてテンションをかけさせても

たことに感謝しています。

きていないことを実感しました。
またプルージック結びで自己確

らいました。ハングを越えること
が出来ずクラックに逃げて登るこ

先生方、皆さん本当に有難うご
ざいました。

保しながら登っているとき、落ち

としかできなかったのが、大変悔

てロープにテンションをかけたの

しかったです。次回機会があれば

ですが、この後プルージック結び
が締まり上にも下にも動かなくな

また挑戦し完登したいと思います。 のトレイルランニングレースが行
雄大な景色を望みながらのラン われていました。平尾台～昭和池

ることが分かりました。

チの後の午後は、まず園川先生か

間でロングコース／40ｋｍ・ショー

そこで「ビレイするのでトップロー ら懸垂下降を教えていただきまし
プで登ってみるように」と指導され、 た。

トコース／17ｋｍで唐手岩の下を
ランナーが走りました。

ＰＳ：当日は、７時00分スタート

岩上部の支点に通したロープの末端

注意事項は、①懸垂下降のため

をハーネスにエイトノットで結び、

ゲレンデ(岩場)に出たときは、ま

●参加者：13人

竹本指導員からビレイをしてもらい
登攀訓練を続けました。

ずメインロープやスリングで自己
ビレイを取ること。②カラビナに

園 川陽 造 、板 倉 健 一 、原 広 美、
西村信子、宮城尚志、竹本正幸、

そして上まで登った後、同じルー

通したエイト環にロープを通すな

竹本加代子、森本信子、縄手修、

トを３点確保で降りる「クライム

どしてエイト環を落とさない方法

坂本勝喜、坂本むつみ、村田美和

ダウン」も初めて体験しましたが、 で準備すること。
登り以上に足元を確認しながら降 ③自己ビレイを解除後は、支点を
りなければならず、かなり難しい

片手で持って少しずつロープにテ
ンションをかけていった方が
安心してできること。
またエイト環を岩場で落と
した時などは、カラビナだけ
で懸垂下降できるイタリアン
ヒッチという結び方が良いと
習い、実際にエイト環やイタ

懸垂下降

リアンヒッチでの懸垂下降の
練習を行いました。
最後は各自プルージック結

（ビジター）
関口興洋（オブザーバー）
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がらの山歩きは、清々しい。
皿倉平に10時30分到着後、２回

◇◇◇通常装備しかない

どうしたら救助できるか◇◇◇
No.14852

7月発行

竹本

正幸

目の脈拍測定。ちなみに私は、１
回目108、２回目88で確実にセカ
ンドウインドに移行していた。
最大酸素摂取量は、体がどれだ

事務局からの連絡に続き、初参

け酸素を取り入れているかを表し

日に皿倉山で平成24年度、第１回 加の大谷さんの自己紹介。
目の山岳技術専科が行われました。 ９時00分駐車場を後にして皇彩

た量で、１分当たりの量であらわ
される。この値が大きいほど「全

目に青葉、新緑の美しい５月12

晴天の中、園川講師を含め14人

の森コースから皿倉平を目指す。

が定刻前に集合しました。
今日のテーマは、「山地におけ

途中の休憩で、デッドポイント
（登り初めのきついとき）からセ

る一般的な救助技術および処置」

カンドウインド（登ることに余裕

開講式で、園川講師は、連休に

ができること）への移行を科学的

起きた遭難事故について、防げる
遭難で非常に残念である。「命は

につかむにはどうするか。それは、
脈拍数を計ることにより知ること

命でしか助けられない」「事故は

ができる。脈拍数は（220－年齢）

想定内で起きる、登山において想
定外はありえない」「紺屋の白袴」

が、その人の運動限界であり、そ
の75％以内に抑えて置く。例 え

身持久力が優れている」と評価さ

人に言うばかりで、自分のことは

ば 6 0 歳 で あ れ ば （ 2 2 0 - 6 0）

れる。運動の強度が上がると酸素

できていない。これらの言葉を通

× 0 . 7 5 ＝ 120（１分間の脈数）以

摂取量は増加するが、運動の強度

して具体的な説明がありました。
山では、グループダイナミック

下であれば大丈夫。これを基準に
する。

を上げても増加せず頭打ちになる。
これが酸素摂取量の最大値で個人

スを練り上げて組織ができる。グ

脈拍は15秒間計り、これを４倍

における生理的限界を意味する。

足を固定する

ループダイナミックスとは、集団

すると短時間で確認できる。

力学のことであり、人間は集団に
なったとき、個人がばらばらに行

１回目は、急登をスピードアッ
プして登り、止まってから園川講

ことはできる。
次に低体温症についての説明が

訓練で最大酸素摂取量を増やす

動するのではなく、集団ゆえに生

師の号令で全員測定しました。

あり、血液の温度が下がり35度位

まれる動力に従って行動する。こ
れは、個人が集団に影響を受ける

「脈がない、ちょっと待って」
セカンドウインドに早く移行す

になると「ふるえ」が始まる。こ
の時点で登山を中止して引き返す

という事であり、逆に集団に影響

るには、30分以上続けて歩くこと

ことが大切。末梢神経から冷えが

を与えるという事でもある。パー

だそうです。

始まる。皮膚の表面を通る静脈が

ティーを作る上での重要性を考え
させられました。

初夏を感じさせる小鳥のさえず
りと新緑を身体いっぱいに浴びな

冷やされ血液の温度が下がってい
く。充分に保温できる衣類を着る
こと。
手の保温も重要である。雨天時
は、手袋を２枚使用して濡れたら
中の手袋から変えていく。絞って
ポケットに入れておくと乾く。素
材は、フリースが良い。
グリコーゲンは４時間で枯渇す
るということで、11時を過ぎたの
で昼食にする。のどかな日差しを
浴びながら車座になっての和やか
な昼食は、山での１番の楽しみで
ある。
昼食後は、国見岩へと移動する。
山行中は、ゴミ拾いと「山の日制
定パンフ」を登山者に手渡すこと

受講生のみなさん

（16）
も忘れない。
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を使いガムテープで足首が動かな

けながら下ろしたが、途中で横に

12時10分国見岩に到着。すでに

いようにする。さらにクレモナロー

振られてうまくいかない。実際に

先客がいて３カ所で岩登りの練習

プで負傷者の足をわらじ掛けで固定

やってみて60㌔の負傷者を岩場か

をしていた。われわれは一番下の
岩場で救助の練習をする。

する。（園川講師の説明あり）
② 岩の上にある木にスリングを

ら降ろすのが如何に大変なことか
よくわかりました。下から上げる班

◇１回目救助訓練（12時30分～13

巻き付け、10㍍ロープ２本使いプ

もかなり苦労していました。マスターす

時30分）

ルージックで制動をかけながら少

るには、もう少し訓練が必要です。

園川講師はなにも言わないので
皆で考えてやること。

しずつ下ろす。その時、負傷者を
介添えしながら下降する。（皆で

「連絡、記録等についての総括が
時間の関係で、できなかったので

知恵を絞って、何とかできた）

またの機会にやってほしい」との

右足を捻挫していると仮定する。
岩の高さは８㍍くらい。６人と

負傷者は、岩場の上または下で

平地では、ザックを逆さにして
負傷者に取り付けて担ぐ。この方

声もありました。
ロープを外し、装備を片付け緊

６人の２班に分かれて、救助を実

法は、担ぎ手の交代が容易にできる。 張感から解放されて、14時25分下

践する。１班は、岩場の上まで負傷

１回目の訓練終了後、園川講師

山開始する。帆柱稲荷を通り駐車

者を上げる。われわれ２班は、岩場 より注意事項があり、メンバーを
の上から負傷者を下ろすことになる。 替えもう一度上から降ろす。

場に15時20分到着。
閉講式の後、解散。有意義な講

装備は、スリングとカラビナ、

◇２回目（13時45分～14時15分）

習ありがとうございました。

８㍉の１０㍍ロープ２本、ガムテー
プ、パンフレット。

は、イタリアンヒッチで制動をか

●参加者：14人
講 師：園川陽造顧問

リーダは、負傷者、記録者、連

受講者：伊藤久次郎、関口興洋、

絡者、作業者を決める。「えー、

山田武史、 原広美、西 村信子、

ここを下ろすの」（役割分担がな
かなか決まらない）

高城季美子、大木康子、竹本正幸、
竹本加代子、森本信子、縄手修、

①

大谷恵美子、村田美和

当て木は、薄いパンフレット

を曲げてこれに直径15㍉ほどの木

熱心に聴く受講生

下山するころから雨は止み、花を眺めながら２時

鹿児島の「野間岳」へ
一 等三 角点研究会

NO.11990

原

広美

５月19～20日一等三角点研究会の春季例会が鹿児
島の野間岳でありました。
19日は、午後から一等三角点のある下山岳（さが

間の往復を楽しんだ。このような天候でも福岡や地
元のパーティ２組に出会った。
その昔、日本と中国を往来した遣唐使船の目標の
山としたとの説明があった。田畑から見上げる山容
はすばらしく、この山の人気がうかがえる。

やまたけ416㍍）に登る。普段は、静かな下山集落
ですが今日だけは京都や関東、山口のメンバーで賑

下山後は、次回の秋季例会である静岡八高山での再会
を約束してお別れでした。せっかくの機会だから大隅半

わっていました。

島の大篦柄岳～小篦柄岳～御岳縦走登山を計画した。明

枕崎にて17：00から春季例会が始まり、京都での
秋季例会以来39人の皆様との再会でした。今回は会

日は高隈山系に登るためフェリーに乗って垂水に向かう。
21日は、登山口に向かう途中お天気だったら金冠

場が九州とあって大分や北九州、山口の参加者が多

日食を見ることができたのですが、あいにくの天気

く皆さんと親しくお話をしました。また初代会長で

で雲の切れ間から三日月の日食を横目で見て、垂桜

ある今西錦司さんのエピソードなどを伺い皆様に慕
われていた様子がうかがえました。

から大篦柄登山口に向かう。雨で足場の悪いなか、
ロープに捕まりながらの登山道を往復、途中植物観

20日は、野間岳一等三角点記念登山に向かう。秋

察に来ていた地元学生に出会い、珍しい‘キリシマ

おおのがらだけ

このがらたけ

の京都同様、朝から小雨模様、今日の登山は中止か

テンナンショウ’の花を教えてもらう。

な、と思うのはわれわれだけで、皆さん支度を整え
て玄関で出発準備。大槻会長いわく「この会はよほ

今回は、御岳まで行けなかったので再度挑戦した
いと思っています。垂水港から鹿児島へ向かうフェ

どの大雨でない限り雨天決行です」。野間神社で登

リーから桜島の噴火を見た。後で知ったが６年ぶり

山の無事を祈願。山頂は狭く鹿児島国体の採火式の
記念碑がある。お天気だったら野間半島の眺めがす

の大きな噴火だそうだ。噴煙は鹿児島市内に舞い降り
てスモッグ状態、生活の大変さを身にしみて感じた。

ばらしいはずが、眺望は全くない。

●参加者：

伊藤、関口、原、大木、（三小田）
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月例山行

＝雨飾山の残雪とブナの新緑をもとめて＝
No.13643 関口

興洋

６月１日（金）、福岡空港より

ガイドの説明では幹回りが

FDAで信州まつもと空港へ飛び立

４㍍半とか。やがて、頂上ま

つ。約１時間半のフライトである。 で400㍍おきにつけられた標
北アルプスの景観を期待していた 識の「２/11・800㍍」が現れ、
が、あいにく雲におおわれ視界が

ここから雪の消えた急な登山

閉ざされる。
福岡出発が30分遅れたため、当

道をジグザグに登る。
30分ほど歩いた地点で雪道とな

初予定していた松本発の大糸線の

りアイゼンを装着する。立派なブ

続けると南小谷発の電車に間に合

列車に間に合わない。やむをえず

ナの樹林帯に入ってゆくと、雪原

わないとの判断で、ここで引き返

松本駅のそば屋で地酒をかたむけ の中に陽光を浴びたブナの新緑が
ながら次の列車を待つはめとなる。 まばゆいほどに輝いている。清さ

す決断をした。
お天気もよく彼方に雨飾山の山

午後からガスが切れ、常念岳の

百瀬慎太郎の孫の百瀬尭氏（中央）

戻る必要がある。このまま登頂を

んの話では、残雪とブナの新緑が

頂を眺めながらの中断は誠に残念

優雅な山容を眺めながら北上する。 マッチしたこのような美しい光景
いつ来ても安曇野から眺める後立 はめったに見られないとのこと。

であったが、次回は紅葉の時期に
再訪することで昼食後、下山を開

山の峰々は見あきないが、今年は

ブナ林を抜けた地点から東南に目を

始した（11：00）。

豪雪のせいか爺ケ岳、鹿島槍など

やると円錐形の美しい高妻山（深田

軟らかい雪に苦労しながら荒菅

まだ真っ白である。南小谷駅で雨
飾荘の出迎えの車に乗り込み宿へ

百名山）が望まれる。手前には天狗
原山から金山に連なる緩やかな山並

沢まで下山したが、雪渓のトラバー
ス寸前にガイドから山側に移動す

向かう。

みがどっしりと構えている。

るよう注意があった。雪渓の上部

この時期、沿道周辺は山菜の宝

いよいよハイライトのひとつ荒

に目をやると、巨大な雪渓の一部

庫であるせいか、やたらに採取禁
止の看板が立てられている。宿の

菅沢の雪渓をトラバースする地点
に至る。上から見下ろしてもそれ

が崩壊し、大きな雪の塊が幾つも
雪だるまのように一層大きくなり

夕食でも、こごみなど種々の山菜

ほど急傾斜に見えない。ガイドに

ながら相当なスピードで落下して

が供され旬を味わった。
６月２日（土）、天候、晴れ。

よれば今年の豪雪で雪渓の積雪は
20㍍に達するとのこと。そのせい

ゆく様子をみて肝を冷やした。一
瞬の出来事であったが、トラバー

豪雪のため夏道が残雪でおおわれ

か傾斜が緩くなっており簡単にト

ス中であったなら重大な事故に遭

ているとのことで、安全を期すた

ラバースできた。

遇していたかも知れない。以前、

せい

め、地元の小谷村山案内人組合の
清さん（ペンション星の家のオー

雪渓を渡るとかなりきつい登りが
待っており、ザラメ状の軟雪にアイ

白馬雪渓で落石事故により負傷し
た登山者の救難現場を通過したこ

ナー）にガイドをお願いした。４

ゼンをけりこんでもあまり効かず苦

とがあったが、今回のケ－スは初

年前の冬、鎌池へスノーシューを

労した。そこを抜けると雪が消えて

めてであった。

つけトレッキングした際にも案内
をしてもらった。清さんの車で宿

夏道が現れ、アイゼンを外す。
しかし、直ぐに雪がべったりと

往路をピストンし、登山口に14：
50無事帰着した。南小谷駅まで清

を６：45出発。小谷温泉登山口駐

ついた急登が現れるが、ここはア

さんの車で送ってもらう。予定の電

車場に７：00到着。
イゼンなしで登りきる。
登山口には立派な休憩舎があり、 再び雪が消えた登山道の脇にはカ

車に間にあい信濃大町へ向かった。
今回の雨飾山登山にあたり、宿舎

ここで登山計画書を投函し出発す

タクリ、シラネアオイの清楚な花が

の予約、駅から宿への送迎・ガイド

る（７：10）。

咲き目を楽しませてくれる。また清

の手配につき、「信州観光センター

ここから登山道は雪に覆われ緩 さんが行者ニンニクの葉を採り、わ
やかな下りで大海川の河原にでる。 れわれに試食を勧めてくれた。

北九州」の大庭所長に全面的にお世
話になりました。紙面をかりて、あ

ところどころ雪が消えた湿地では

笹平の下、８合目付近で10：30

りがたく感謝申し上げます。

水芭蕉が白く輝いている。河原を
しばらく進むとドロ柳の巨木が目

となり、昼食・休憩をとる。
明日の針ノ木岳慎太郎祭に参加

●参加者：４人
原 広美、伊藤久次郎

に入る。

するためには、今日中に大町まで

関口興洋、高城季美子
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の会の顔（大庭さん）が効いたら

針ノ木岳慎太郎祭

「山を想えば人恋し、人を想えば山恋し」
No.13499

伊藤久次郎

しい。
登山口から約１時間で大沢小屋
を経由、針ノ木大雪渓に入った。
約30分で大雪渓上の会場に着いた。

毎年6月の第一日曜日、

すでに沢山の人が集まっており、

日本三大雪渓のひとつ針ノ

ほどなく午前９時半、式典が始まっ

木大雪渓で、北アルプス針
ノ木岳（2821㍍）慎太郎祭

た。神事に続いて玉串奉てんが行
われ、日本山岳会北九州支部（伊

が本年も３日に開催され、

藤）と九州と信州の会（高城）も

北九州支部から初めて４人
が参加した。

名前が呼ばれ列に加わった。
大会長あいさつのあと、全員で
山の歌「雪山讃歌」を合唱し、記

そもそも慎太郎祭という
慎太郎祭神事

行事について、九州ではあまり知

念登山組と高山植物観察組にそれ

られていないようだ。初めて聞く
人は、石原慎太郎のことだと思っ

と思われ、短歌もたしなみ、若山
牧水の門下生でもあった。その慎

ぞれ分かれ出発した。
われわれ北九州組は、午後から

ている人もいる。

太郎を偲んで、毎年行われている

雨の天気予報を信じて、記念登山

その慎太郎という人は、百瀬慎
太郎（ももせ・しんたろう）とい

慎太郎祭は、今年で55回目になる。 には参加せず、高山植物と野鳥の
この慎太郎祭に参加するきっか 観察組に参加した。この組は、そ

う人で、明治25（1892)年、長野

けは、「九州と信州の会」の大庭

れぞれの専門家が説明、サロンパス

県大町で生まれた。そのころ、ウェ

前北九州支部長のアドバイスであっ

の臭いがする「梓」という木がある

ストンは富士山や槍ケ岳に登って
おり、翌年、慎太郎の両親が経営

た。北九州支部では、やはり６月
の第一日曜日に、上高地で開催さ

ことや、ウグイスの一夫多妻のはな
しなど、登山では味わえない面白い

する「対山館」に宿泊している。

れるＪＡＣ信濃支部主催のウェス

話が聞けて良い勉強になった。

また、慎太郎が10歳のとき、ウェ

トン祭には数回参加しているが、

そして、予報通り午後から雨と

ストンは２度目の来日をしており、 針ノ木大雪渓で開催される慎太郎
小島烏水らが槍ケ岳に登っている。 祭には日程が重なることから参加

なったが、下山口、いや登山口に
着き解散。お汁粉などご馳走にな

その３年後の明治38（1905）年に

する機会がなかった。一度は支部

り、大町温泉に向かった。

日本山岳会が発足し、小島烏水が
「日本山水論」を出版。慎太郎は

行事として参加したいと念願して
いたが、今回ようやく実現するこ

今回、大町市観光協会宮崎専務
理事の紹介で、百瀬慎太郎の孫に

その「日本山水論」を購入し、傾

とになった。

当たる百瀬堯氏（現在の大沢小屋、

倒して読んだ。そして、明治42

４年前、同会のスキーツアーで

針ノ木小屋経営）や、画家の齋藤

（1909）年17歳にして日本山岳会
へ入会した（会員番号215）。そ

白馬山麓に宿泊した際、スノーシュー
体験のため、雨飾山麓の鎌池トレッ

清氏にお会いすることができ、ま
た、白馬錦の酒蔵見学や手漉き和

の後、大正６年日本最初の大町登

キングをしたが、われわれはまだ

紙の体験ができたことは、大変有

山案内人組合結成。大正14年大沢

残雪期の雨飾山（1963㍍・日本百

意義な山行でした。これも「九州

小屋建設。昭和５年針ノ木小屋竣
工。大正12年雪の針ノ木・立山越

名山）に登っていなかった。そこ
で「慎太郎祭」に参加する機会をと

と信州の会」のおかげであると深
く感謝いたします。

え（日本最初の山岳記録映画あり）

らえ、残雪とブナの新緑を求め雨飾

を成し遂げる。その他数々の北ア
ルプスの山々を踏破し、北アルプ

●参加者（４人）
山に入山した。
そして、６月１日福岡を出発し、 原 広美、伊藤久次郎、

ス開拓の先駆者として、また登山

２日雨飾山に挑戦した。この結果

基地大町の「対山館」の経営者と

はほかのメンバーの山行記を読ん

して登山者に親しまれた。山を愛
し、人を愛し、歌を愛した慎太郎

でいただきたい。続いて３日、慎
太郎祭に参加した。当日、宿から

は、ウェストンや小島烏水、辻村

針ノ木登山口までバスで移動。黒

伊助、伊藤孝一、今西錦司、槇有
恒・・らと親交があった。また、

部ダム入口の扇沢駅前で受け付け
を申し込んだところ、われわれは

慎太郎は辻村伊助の影響を受けた

招待客となっていた。どうも信州

関口興洋、高城季美子
（参考資料：石原きくよ著
「山を想えば人恋し」郷土出版社）
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信濃毎日新聞より
6月の月例山行「黒岩山」

＝ 花のくじゅうは雨だった ＝
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2012年6月4日（月）

後、登山道脇の

岩山への登山者は誰もいなかった。

あちこちに膝小

われわれの貸し切り状態である。

僧くらいの高さ

山頂は、ガスがかかり「泉水

梅雨に入って間もない６月12

のミヤマキリシ
マが現れた。深紅の花もあれば

山」方面の案内板が寂しく雨に
打たれていた。「天気さえ良け

日（火）小雨。月例山行の「黒

No.14206

中岡邦男

淡紅の花もある。花の色は、株

れば」と未練がましく思いなが

岩山～泉水山縦走」登山である。 によって微妙に違うが、光の当

ら泉水山方向に数歩歩いてみた。

午前9時30分長者原駐車場に15人
が集合した。遠くは下関から、

たり具合によっても多少違うよ
うにも感じる。ミヤマキリシマ

天気さえ良ければ、紅に染まっ
た三俣山、平治岳、扇ケ鼻など

それに初めて縦走する人も参加

が周囲の馬酔木やドウダンツツ

の姿も見られたはずだったのに。

され、計画担当者の一人として
断腸の思いで決断したのは「縦

ジなどの新緑に溶け込んでため
息が出るように美しい。その可

10時50分山頂に到着すると、
ドカンと背丈を超える特大のミ

走」ではなく黒岩山のピストン

憐な花は、三俣山や平治岳の大

ヤマキリシマが深紅の顔をして

であった。

胆さとは確かに違っている。私

「どうだ」と誇るように咲いて

計画を変更し、長者原から牧
ノ戸登山口へと移動し、10時10

のこれまでの感覚では、雨に似
合うのは紫陽花と菖蒲と決めて

いたので、それをバックに集合
写真を撮って下山の途についた。

分小雨の中カッパを着込んで出

いたが、ミヤマキリシマが新し

山頂から少し下るとガス帯か

発した。黒岩山を二分するよう
に中腹から上は色濃くガスがか

く加わった。この「黒岩山から
泉水山縦走」は、ミヤマキリシ

ら抜け出した。相変わらず小雨
が降っているが、登るときと同

かっていたが、下部はしっとり

マや眼前のくじゅう連山を間近

じようにクリスタルな視界が広

とした透明感のある明るさでハ

に見るベストポイントと思うが、 がり、花談義にも花を咲かせてゆっ

イビジョン映像のように遠くの 久住山の人気に押されて登山者
新緑が鮮明に見えた。気温17度、 の姿をあまり見かけない。本日

くりと周囲を楽しみながら眼下に見
える登山口へと向かった。

カッパを着ていても汗をかくこ

も雨の中、久住山方面の登山者

11時40分、登山口の四阿に着

とはなかった。登り始めて数分

は多くいたが、われわれの向う黒

き、ここで雨を避けて昼食をとっ
た。わずか1時間半くらいの山行
ではあったが、十分にくじゅう
の花を楽しむことができた。昼
食後、早めの解散となる。
●参加者：伊藤久次郎、関口興洋、
山田武史、原広美、池田暁彦、
大石そなえ、中岡邦男、榊俊一、
椋本逸雄、竹本正幸、竹本加代子、
赤瀬栄吉、森本信子、倉本とき子、

山頂付近のミヤマキリシマ

縄田正芳

計15人
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５．その他

平成24年５月定例役員会会務報告
日時：

2012年（平成24年）

平成24年５月２日（水）

場所： 小倉商工会館３Ｆ会議室
出席： 伊藤、関口、板倉、山田、日向、原、濵松、
馬場、藤田、中岡、丹下、池田

①スポーツ保険は希望者のみ継続することとなり濵松
役員が取りまとめることとした。（濵松、山田）
②門司区役所より、区内幼稚園児の風師山遠足に
サポート要請あり（窓口は大楠元副支部長）関
口副支部長、馬場役員、丹下役員が参加する。
③丹下役員より、ビデオ「マナスルに立つ」

欠席： 竹本
会務報告：４月28日開催の第13回通常総会につい

（槇有恒隊長）が入手できたとの報告あり、近
日中に上映会を開催することとした。

ては、第１号議案から第６号議案迄原案通り承認、

記載者：（山田）

可決された。（山田）
◇◇◇ヒマラヤ遠征体験談◇◇◇
議

題

小倉サロン ５月23日（水）

１．会員異動と入金状況
・通常会員：村上強、牧寛、安部一紀の３人が退
会し80人となった。
・支部友： 石川信之、中村周二、高田孝一、笠原佐和子、
山内英俊の５人が退会し55人となった。
（山田、馬場）
２．山行・行事報告
・３月25日（日）竜ガ鼻

23人の参加、予定より

早く下山出来た。（原)
・４月１日（日）皿倉山
よる講習会。（原）

10人参加。園川講師に
講演する板倉会員

・４月15日（日）平尾台の唐手岩12人参加。
岩登り訓練。（板倉）
・４月22日（日）英彦山清掃登山は、25人の参加予
定があったが、雨の為、５月26日に延期した。
（山田）
３．山行・行事計画
・５月12日（土）皿倉山で園川講師による山岳
技術の講習会。
・５月19日（土）山のトイレ協議会（英彦山の
花駅で開催）。
・５月26日（土）英彦山清掃登山および前夜祭
・５月27日（日）英彦山の山開き神事
・６月１日（金）～４日（月）雨飾山・針ノ木雪
渓（慎太郎祭）
・６月12日（火）九重の黒岩山～泉水山縦走
・６月16日（土）ＪＡＣ支部長会議
・７月22日（日）化石採掘体験
・７月27日（金）～31日（火）加賀の白山
・７月28日（土）ＪＡＣ事務局担当者会議
４．支部報の発行体制と記事募集
伊藤支部長から竹本役員への、支部報作成に伴う
技術的引き継ぎもほぼ完了し、７月の支部報よ
り 竹本役員が担当する。原稿は竹本役員に送付願う。
（山田）

・場所：小倉北区魚町「コール天」
・参加者：11人
・時間：講演18時～19時

そのあと懇親会

板倉会員の体験談「ナンダ・デヴィ 東峰（7434㍍）
1978年遠征」があるため、午後６時から始まった。
模造紙2枚に書かれた、ナンダ・デヴィの位置関
係と概念図を壁に貼り、当時使用したピッケルと登
山靴を持ってきていただき臨場感あふれる演出とな
りました。
門司山岳会８人（女性２人含む）の遠征隊は1978
年４月10日に日本を出発して約３カ月間の遠征で、
ナンダ・デヴィ東峰を目指した。板倉会員は、会社
を辞めて参加した。
アタック当日は、C3をAM４時に出発して7350㍍ま
で到達する。あと100㍍たらずを残して、時間と天
候の関係（モンスーン接近）で退却する悔しさを切々
と話された。
1976年の日本山岳会のナンダ・デヴィ縦走記録を
見せていただき、山容やコースなどが具体的に理解
できた。
高度順応は如何にしたか、食料は、装備は、気温
は、アルコールはなどなどたくさんの質問が出て、
興味深く拝聴しました。

竹本正幸
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深田久弥とふくの鰭酒
№.11454

井上

佑

第13回通常総会後の懇親会の席で、黄色い色紙
の歌集を見た。目次しか見なかったので発行者や

当時は寝台特急「みずほ」「富士」「あさかぜ」
「さくら」とあり、調べてみると列車を遅らせた

そのいきさつも私には判らないが、「ヒュッテの

らしい。山下貞美さんとタクシーで阿弥陀寺町の旅館

夜」が載っていないので伊藤支部長にクレームを

岡崎に走り二階に上がり込む。この旅館は、この１年前

つけた。すると歌えといわれ、歌ったわけである。 に司馬遼太郎が泊まり「宿の裏はそのまま壇ノ浦の海に
この曲は、鳥取県米子生まれで伯耆大山に登っ なっている。部屋の外はくろぐろとした潮が巻き、底鳴
た高木東六が作曲し、深田久弥が作詞したもので

りしつつ走り、その最急のときのすさまじさは眺めてい

ある。下関山岳会に入会して多くの山の歌を教わっ
たが、これにより山の文化に対する憧憬が深まっ

るだけで、当方の息づかいがあやしくなるほどである」
と記している。

た。私は多くの山の歌を歌うが「ヒュッテの夜」

岡本包夫さん趣向の宴もたけなわ「ふく刺し」

は座右の歌である。

は終わっており「ふくちり」のご相伴にあずかる。

『山口県山岳連盟60周年記念誌』の年表には、
「昭和45年１月18日、県岳連創立20周年講演と映

終盤には「ふくのひれ酒」が出た。これは干した
ヒレを焦がしてぐらぐらに燗をした酒に注ぐ。こ

画会、宇部市青少年会館、深田久弥の講演、映画

のコップ酒を深田久弥はえらく気に入ったようで、

「冬富士から穂高へ」他２本、「川長」で有志が
深田久弥氏を囲み懇談、井上の指導で久弥作詞の

２回もおかわりをした。色紙に「鰭酒や馬関山岳
愚連隊 深田久弥」と岡本康夫さんが貰い、私は

「ヒュッテの夜」を合唱する」とある。しかし、

「百の頂きに百の憩いあり」を書いてもらった。

山口県山岳連盟は昭和23年創立であり、実際には2

最後はかなり酩酊され、駅のホームに上がる階

2周年であった。広間での懇談会の時、久弥の『ヒ
マラヤの高峰』岩波新書にサインをもらい、終わ

段では少し肩を貸したほどであった。翌年３月に
茅が岳で亡くなられたとの新聞記事を読み、酒が

りに立ち上がり輪になって「ヒュッテの夜」をみ

要因の死でも幸せな死去だったと思ったものだ。

んなで歌うことになり、歌い始めたが皆は歌詞を

これにより『岳人』連載の「世界百名山」は41座

知らないので私一人が歌っていることになり中止、 で絶筆になった。深田先輩の色紙を貰ったからか、
岡本副会長が「井上前に来い」と呼ばれ、深田久 自分も少しは文章が書けるようになった。下関に
弥先輩と肩を組んで再度歌ったのであった。

まだ路面電車が走っていた頃のなつかしい思い出

翌日、深田さんは山口・萩・秋吉台を回り下関
から夜行列車で東京に帰る予定であったので、仕

の一つである。

事を終えて見送りに下関駅に駆けつけたが時間に
なっても来ない。

図書紹介

「槍ケ岳とともに」
信濃毎日新聞社発行
菊池俊朗 著

定価1050円

の苦闘と歴史を知る
ことができ、励みに
なり、山小屋により
親しみを持っていた

現在、槍ケ岳山荘三代目の主人である穂刈康治

だけるのではないか

氏は、「この本は、父貞雄（二代目）の90歳の節
目と、祖父（三寿雄・一代目）や父の手がけた山

と思う」と「刊行に
あたって」で書いて

小屋、槍沢ロッジが、平成24年で創業95周年を迎

いる。

えたことを記念して、槍ケ岳山荘・槍沢ロッジの
歴史や主なエピソードを紹介する目的で、平成23

私が槍に登り始めた
ときは、二代目の時代

年春から約1年をかけてまとめたもの。記録がなけ

であったから、何だか

れば、次の世代は、歴史を知ることができない時

懐かしくもあり、こん

期になっている。
語り部となる人々が元気なうちにと思い、本に

なエピソードがあったのかと、とにかく読んで感動した。
ぜひお勧めしたい一冊である。（伊藤Q）

することができれば山で働く人達や登山者も、山

ＪＡＣ北九だより
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月例山行のお知らせ
NO.13465

大楠益弘

登山教室受講者の方たちが結成した「山の会」です。次の通り平成24年４月～12月の山行を計画しまし
た。私は講師として派遣されています。通常会員、支部友の方の参加は大歓迎です。ビジター費用は500円
です。原則として前の週の木曜日までに大楠宛（TEL 090-3196-8939）申し込んで下さい。
山行計画（平成24年4月～12月）
期

日

行

先

集 合

備

考

4月27日（金）

由布岳

7：00

門司駅北口

さくらそうが見ごろ
申込：3月8日まで

5月13日（日）

貫山

7：30

門司駅北口

マイカー利用

6月9日～10日

三俣山～扇が鼻

7：00

門司駅北口

マイクロバス利用
申込：5月7日まで

7月8日（日）

吉志経由戸ノ上山

8：00

門司丸和前

吉志までタクシー利用

8月26日（日）

七重の滝経由福智山

8：00

門司駅北口

マイカー利用

9月30日（日）

豊前坊経由英彦山

7：30

門司駅北口

10月14日（日）

福智山系赤牟田の辻

7：50

門司駅待合室

ＪＲ利用

11月4日（日）

九重

7：00

門司駅北口

マイクロバス利用
申込：10月14日まで

12月1日（土）

皿倉山

8：30

門司駅待合室

ＪＲ利用
下山後、忘年会開催

星生山

マイクロバス利用
申込：9月9日まで

特に支部友会員でゆっくりと足慣らしをし、山登りの基本を習得したい人方々にはもってこいです。
なお、支部のスポーツ安全保険に加入している会員は交流登山として、保険が適用されます。
４月からの山行は、ほぼ計画通りに実施しています。

❀❀

お知らせ

❀❀

「映画マナスルに立つ」上映会案内

一般公開：「氷壁」の上映と同じく、一般の山岳
愛好家にも公開し、この機会に「山の日」制定に向
けての地場でのＰＲ活動の一助にする。
毎日新聞ほかメデイアにも広報面で協力を仰ぐ。

と

き：平成24年８月22日（水）
午後３時30分～午後５時15分

ところ：毎日会館９階ホール、小倉北区紺屋町13-1
TEL：093-541-0175
一昨年、「氷壁」を上映したホールと同じ

入場料：ホール使用料に充当するため、一般の参加
者から500円を頂く。
参加申込み先：
ＪＡＣ北九州支部事務局（山田武史）
TEL/FAX：092-844-3563

場所
映

画：「映画マナスルに立つ」

（サロンの案内）

上映時間 １時間42分
昭和31年、日本山岳会の悲願であったヒマラヤの

映画の終了後、月例行事のサロンを午後６時より
魚町一丁目のコール天で開催しますのでご参加くだ

8000㍍未踏峰の一つであったマナスルの初登頂に

さい。

成功したときの記録映画を、平成８年マナスル初
登頂40周年を記念して、毎日新聞社が企画製作
（監修日本山岳会）したビデオ。

費用は割り勘ベースで約3000円程度（飲み代込み）。
参加希望の方は上記事務局へ申し込んでください。
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～大岩扇山～峠～小岩扇山～標高点（696㍍）
～峠～影の木登 山 口 ～ 三 の 丸 駐 車 場 ～ 展 望
台 ～ 角 埋 山 （本丸跡）～焼不動コース～森の
小径～三の丸駐車場

８月の山行

１．第２回山岳専科

皿倉山

テーマ：「シルバコンパスの活用」
講師：ＪＡＣ
園川陽造顧問
とき：８月４日（土）午前９時～午後３時

（下山後入浴、三島温泉）
申込み：浜松

禮子

TEL・FAX 0930-28-9481
締切り：10月１日

場所：頂上付近及び皿倉山ビジターセンター
集合：午前９時、帆柱ケーブル山麓駅駐車場
行程：頂上付近まで登山、途中技術講習。
申込み：竹本正幸

TEL・FAX（0930-28-9611）

締切り：７月31日

２．韓国第３の高峰・雪嶽山
(ソラクサン)（1,708㍍）
とき：10月12日（金）～15日（月）
日程：
・12日（金）
福岡空港

９月の山行

１．第３回山岳専科

皿倉山

テーマ：「岩場における救助技術」
講師：ＪＡＣ
園川陽造顧問
とき：９月８日（土）午前９時～午後３時
場所：皿倉山ビジターセンター及び国見岩付近
集合：午前９時、帆柱ケーブル山麓駅駐車場
行程：国見岩付近まで登山、技術講習。
申込み：竹本正幸

TEL・FAX（0930-28-9611）

11：50（OZ131）

ソウル空港

13：10

専用車にて雪岳山麓に移動（雪岳洞泊）
・13日（土）（徒歩10～11時間）
登 山 口 （ 五 色 温 泉 ） ー 雪 岳 瀑 布 ー大青峰
（1,708㍍）ー小青峰ー飛仙台ー雪岳洞 （泊）
・14日（日）（往復2.5時間）
午前―継祖庵までハイキング
午後―専用車にてソウル市内に移動

締切り：９月４日

（ソウル市内泊）

２．万年山（はねやま）へのお誘い
とき：９月30日（日）

・15日（月）
ソウル市内観光（景福宮、国立民族、博物館、

目的：秋の野花散策・万年山の周回コースを歩く

南大門市場など）

集合：吉武台牧場駐車場、午前９時30分
現地へのアクセス不明の方は道の駅「豊前お

ソウル空港発

こしかけ」へ。
午前7時30分発（時間厳守）

17：10（OZ134）

福岡空港着
18：20
費用：概算９万８千円（日本人ガイドが同行の場
合は１１万５千円）

行程：吉武台牧場（9：40）～万年山山頂～通称
日本庭園（昼食・（11：30～12：00）～鼻ぐり

締切り：７月31日
申込み：山田まで（TEL092-844-3563）

岩～ミヤマキリシマ大群生地～吉武台牧場（15：00）
現地解散（入浴は各自ご自由に）
担当：丹下洽、西村信子
申込み：西村信子（TEL・FAX

0930－33－4618）

締切り：９月25日（火）

３．全国支部懇記念山行
第28回全国支部懇談会（千葉支部主管）
とき：10月20日（土）～21日（日）
場所：九十九里浜
（国民宿舎サンライズ九十九里

泊）

行事：20日 記念講演会、懇親会
21日 千葉の里山（笠森グリーンルート、

10月の山行

１．大岩扇山（691㍍）小岩扇山（711㍍）

11㌔㍍）

メサの山と角埋山（521㍍）角牟礼
城跡巡り

里海の散策（裸足で歩こう、片道５㌔㍍）
参加費：17,000円＋往復交通費・宿泊費

とき：10月７日（日）

申込み：山田

集合：8：00
9：30

締切り：７月30日

道の駅「おこしかけ」
道の駅「童話の里くす」

行程：影の木登山口～八丁越（石畳の道）～峠

武史（TEL:092-844-3563）
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（平成24年５月31日現在）
・通常会員 82人（２人増）

11月の山行

１．第28回・宮崎ウエストン祭
とき：11月３日（土）～１１月４日（日）
集合：11月３日

15：00「ひめゆりセンター」

に現地集合願います。
内容：３日16時より記念式典

No.15027
No.15138
・支部友

森本
縄田

55人（２人減、２人増）

No.北九448 大谷
No.北九449 村田

17：30より神事、郷土芸能からカッポ酒へ

・会友

信子
正芳
恵美子
美和

４人（増減なし）

と続く。
宿泊：公民館「ひめゆりセンター」、寝袋必要
です。
登山：４日の記念登山は、緩木山（1046㍍）～
越敷山(1,061㍍)縦走

サロンルーム

（毎月第4水曜日）

◇７月サロン 25日（水） 午後6時
ビデオ講演「穂高からマナスルへ、そして南極」

申込み：高畠（TEL:0948-53-1740）
山田（TEL:093-448-3563）

元南極越冬隊長、日本山岳会名誉会員、村山正美
2005年4月、日本山岳会創立100周年記念講演から

締切り：９月末

◇８月サロン 22日（水） 午後６時30分

２．広島支部との交流登山

◇９月サロン 26日（水） 午後６時
体験談「ネムルン・ヒマールのネムジュン（7139㍍）」

とき：11月10日（土）～11日（日）

1984年、1988年遠征。江頭精一会員（当時28歳）

場所：九重グリーンパーク 泉水キャンプ村（泊）

・場所：小倉北区魚町「コール天」

行程：
10日（土）14：00

・参加申込み：山田武史（TEL:090-6422-5662）
長者原ビジタセンター集合

16：00

泉水キャンプ場

17：00

歓迎式

各自で夕食

18：00 各自で夕食
(テント泊)
11日（日）7：00 牧ノ戸登山口～久住山～中
岳～天狗ケ城～御池（昼食）～
すがもり～大曲
13：00 長者原にて解散
宿泊：バンガロー「九重」（６畳が５室）
個人装備：シュラフ、マット、食器、通常の登山
具等。
申込み：内藤（TEL:083-922-3884）
締切り：９月末

博多サロン

（３カ月1回第1木曜日）

◇８月２日（木） 午後６時30分
・場所：福岡市博多区吉塚本町13-55
サンヒルズホテル内

居酒屋「呑多来」

・参加申込み：小林富雄（TEL：092-681-4673）
◇◇お

知

ら

せ◇◇

１．第２回 山岳技術専科
７月７日（土）

日程変更
いつ ７月14日（土） ９時～15時
集合：午前９時、帆柱ケーブル山麓駅駐車場
申込み：竹本正幸（TEL:0930-28-9611）

３．岐阜支部創立40周年記念行事
とき：11月17日（土）～18日（日）
場所：岐阜市湊町
行事：17日
18日

ホテル「十八桜」

記念講演：穂刈康治氏（槍ヶ岳山荘
オーナー）
記念登山：「金崋山」329㍍
（約３時間）

申込み：山田武史（TEL：092-844-3563）
締切り：９月末
◇編集後記◇

締切り：７月12日

２．化石採掘体験と龍護峰登山
いつ：７月22日
ところ：美弥市化石採集所
集合：マイカーの人
下関火の山ロープウェイ駐車場（７：30）
ＪＲの人は新下関駅（７：00）
申込み：伊藤久次郎（TEL:0947-42-2772）
締切り：7月10日（先着20人まで）

61号は伊藤さん、関口さんに校正

山の原稿は、事務局長山田武史または竹本正幸へ。

して頂き完成。24ページになりましたが、編集者に
とって原稿が多いのは実にうれしい悲鳴です。

メール又はFAXでお願いします。Eメール（原稿写真
も含む）は竹本宛。（次回原稿は9月25日まで）

俳句、詩、エッセー、絵画などもお寄せください。 アドレス：takemoto.masayuki@white.plala.or.jp

