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2013年

昨年12月２日、
東京の年次晩餐会終
了後、浅間山の外輪
山である黒斑山（く
ろふやま）に登頂。
その山頂からの風景
（版画）
伊藤久次郎

作

＝新年明けましておめでとうございます＝
支部長
＝今年は若い会員を増やそう＝
旧年中は皆さまのご努力で、所定の行事やその他

伊藤

久次郎

は、収益事業の一環であると同時に、JACの総力を
挙げて情報収集に当たることにある。つまり全国3

の案件を無事に成し遂げていただいたことに、あら
ためて感謝申し上げます。

1支部の皆さんのお力添えを賜りたい。具体的には、
本年2月から約1年間、各支部テリトリー内の山の

今、日本山岳会が抱える問題は、会員の高齢化で

ガイドブック用の写真取材と原稿の執筆をお願いす

す。このままでは会は老人会になってしまいます。

ることになる。」

北九州支部も同じです。それで、今年は若い会員を
増やそうという目標を持って、支部会員全員でもっ

このことから、わが支部でも早速プロジェクトチー
ムを組んで、実施する予定です。

てこの「山ガール・山ボーイ対策」に取り組んでい

＝初夢は、支部ルーム！＝

きたいと思います。皆さまのアイデアや本部のYO

昨年末、広島支部が創立15周年を迎えました。

UTH CLUB（ユースクラブ）の協力を得て、その取
り組み、方策などを考え、できることから始めたい

それと同時に支部ルームも開設したことで驚いてい
たところ、これも時を同じくして、わが北九州支部

と思います。

も突然、支部ルームの話が持ち上がってきました。

＝日本三百名山踏査登山の実施！＝
元旦早々、日本山岳会尾上会長から次のような使
命を受けました。

まだ、話の段階ですが、これからいろいろ検討して
いかなくてはなりません。
広島支部の夢を、わが北九州支部にも与えられん

「今年度4 月から事業の活性化を図る目的で、

ことを夢見て、本年は皆さんと力を合わせて、夢が

『収益事業・会員サービス検討プロジェクトチーム』
を立ち上げたところ、早速『日本三百名山登山ガイ

実現するよう頑張っていきたいと思いますので、よ
ろしくお願いします。

ド』出版の事業計画が発案された。この事業の目的
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平成24年度第2回支部長会議の報告◇◇◇
支部長

・と

き

平成24年12月1日

午前10時から

・ところ

東京品川プリンスホテル

・司

高原常務理事

会

１月発行

・会長あいさつ
〇四国支部が平成25年4月、小島烏水顕彰祭
をするための募金について
〇ここ3年間、会員の平均年齢が止まり高齢化
に歯止めがかかったようだ。これは、若い
会員獲得に向けたプロジェクトチームが功

伊藤久次郎

・公益社団法人になって、寄付金が予想以上に
増加した。
③会の組織改善報告（西村副会長）
・10月1日付で「公益法人運営委員会」と「デ
ジタルメディア委員会」を新設発足。
・山の日PTの現況
・支部活性化PTについて（宮崎）
・山岳保険の問題
・旅行業法

を奏したと思われる。今年から若者対策と

・子供の夢基金

しての予算も計上した。若者の良い計画を
お願いしたい。

⑤ユースクラブについて（永田理事）
・若者アンケートの結果、登はん希望者が半分
いた。そして、地方の山に行きたいが多かった。

議題

２.「会計処理の手引き(寄付金処理を含む）」につ

１．会務報告
①（西村副会長）
・第14回秩父宮記念山岳賞は、500冊もの山岳

いて（別紙資料のため省略）
・メールや文書の返事、報告は速やかにされたい。

図書装丁をなし、今回「装丁山昧」（そうて

３．支部よりの提案、問題点、お知らせなどにつ

い ざんまい）という図書を発行された小泉弘
会員に決まった。

いて（別紙資料のため省略）
４．来年の全国支部懇談会

②財務報告（小林理事）

平成25年10月20日(日)〜21日(月)

・本年は121人の新入会員があった。来年は200

静岡支部主管。
以上

人を目標に会員の獲得をお願いしたい。

2012年「忘年の集い」

＝関門海峡の夜景を眺めながら宴会＝
14852 竹 本

正幸

ネオ・ルネッサンス調の木造建築で、重厚でモダ
ンな門司港駅(国指定の重要文科財・駅舎を大規模保

は10等まで、外れた人には参加賞が配られた。
１等賞が最後まで残り盛り上がりました。賞品は

存修理工事中）から10分ほど寒風吹きすさぶ中を歩

山で使うものばかりで、何が入っているか楽しみに

いて、今日の会場「ブリリアンサ門司港」に着く。

開封・・・。

会場の３階はガラス張りで、関門海峡、ライトアッ
プされた関門橋や対岸の下関が大パノラマの夜景と

続いて、日向さんのご厚志により海外山行の際に
購入された品々（紅茶、コーヒー、バンダナなど）

して広がっていた。定刻までに36人の山男、山女が

をオークションにかけ、収入は北九州支部にカンパ

集まってくる。
18時より竹本司会のもと、関口副支部長の開宴の

されました。ありがとうございます。
「ヒュッテの夜」（作詞：深田久弥、作曲：高木

辞により「忘年の集い」が始まる。

東六）を井上佑さんリードのもと全員で合唱をする。

伊藤支部長のあいさつに続き、大庭前支部長の乾

さらに、「坊がつる讃歌」を関口興洋さんのリード

杯発声により開宴となる。
宴会半ばになり、新入会員の紹介で、通常会員の

で合唱。
最後は、濵松禮子さんの音頭で「炭坑節」の正し

縄田正芳さん、大神信生さん、縄手修さんはじめ、

い振付を教わり、全員で楽しく踊りました。

支部友の大谷恵美子さん、村田美和さんの順に自己
紹介と抱負などが語られた。

あっというまに時間がすぎ、集合写真撮影、板倉
副支部長による「閉会の辞」で締める。

ビンゴゲームは、縄手さんの進行で始まり、商品
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ブリリアンサ門司港にて

・参加者：36人
大庭常生、日向祥剛、井上

佑、原

広美、大楠

小林冨雄、大木康子、榊

俊一、丹下香代子、

益弘、伊藤久次郎、板倉健一、濵松禮子、浦田和夫、
馬場基介、高畠拓生、関口興洋、藤田 傳、宮城尚志、

大内喜代子、稲富榮、福田陽子、竹本正幸、
竹本加代子、木原 充 、池田智彦、縄田正芳、

山田武史、高城季美子、中岡邦男、丹下

大神信生、縄手

2012年度

洽、

修、坂本むつみ、倉本とき子、

初参加となりました。

年次晩餐会

伝統と格式の晩餐会◇◇◇

◇◇◇

15138 縄 田 正 芳

前日に日向さんと上京していた
ので、当日は横浜方面をまわって
から、少々早めでしたが一緒に会
場のホテルに向かいました。受付
は13：30からで晩餐会の開始は18：

平成24年12月1日(土)、年次晩餐会が東京・品川

00からということでした。しかしすでに多くの紳士

プリンスホテルで全国の支部より427名の参加者を

然とした男性会員や和服姿の女性会員などもみえら

得て、華やかに開催されました。昨年の会には皇太
子殿下もご出席になられたとのこと、今年5月に本

れており、それぞれいろいろな方とあいさつや会話
を交わされていました。また北九州支部からは伊藤

部会員になりましたので期待に胸をふくらませての

支部長、高畠さん、佐野さんの３人の方も到着され
ていました。
晩餐会開会まではかなり時間があ
りましたので同じ会場フロアーに設
けられた図書交換会場、講演会会場、
グッズコーナーなどを周り時間を過
ごしました。図書交換会場では、多
くの会員から持ち込まれた新旧さま
ざまな山関係の本を手に取って見た
り、また写真展示コーナーには、皇
太子殿下の撮られた南アルプス北岳
から間ノ岳を望む大きなパネルをは
じめ、山岳会の歴史を物語る古い写
真なども展示してあり、見る目を飽
きさせませんでした。

48人の新入会員紹介

（4）
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講演会場では、秩父宮記念山岳賞を受賞された本
の装丁を長年手がけられてこられた小泉弘会員のお

会を促す活動が必要だということでした。会員の表
彰などが終わり今年度新入会員の紹介と続き、本日

話、会長特別賞を受けられた渡邊玉枝会員のエベレ

の出席者48人がステージに上がりましたが北九州支

スト登山の報告や、山岳会学生部のインド・サンス

部からの参加は残念ながら私１人でした。新入会員

カール遠征のお話を聴かせていただきました。さす
がにどれも面白く興味を引くものでした。

を代表して女性会員の波多野あをいさんが今後の抱
負など力強くあいさつをされました。

あれこれするうちに晩餐会会場の開場となり、伊

その後鏡開き、乾杯、歓談となりビール、ワイン、

藤支部長がテーブルマスターを務める「岩木山」と
いうテーブルに北九州支部５名が集まりました。ほ

樽酒などさまざまなお酒でフランス料理を堪能しな
がら、他支部の方々とお話をし、交流を深めること

かには東京多摩支部の方３人、埼玉支部の方１人と

ができましたことは大変有意義なことでした。会場

同席となりました。昨年はステージより最も後方の

全体も大いに盛り上がっていましたが、さすがに長

席だったということですが、今回は少し端の方なが
ら最前列の位置となり、身近で会長や各賞受賞者の

い伝統と格式を誇る団体でほかのパーティーなどと
随分と違う雰囲気が感じられました。

お話も聞け、またお顔もよく拝見することができました。

20：00をまわって会はお開きとなり会場を後にし

開会の辞により晩餐会は始まり、まず尾上会長の

ましたが、心残りは皇太子殿下が１２月１日は愛子

あいさつがありました。印象に残ったのはこれまで
毎年会員の平均年齢が上がっていたものが今年は減

内親王のお誕生日ということで今回はご欠席された
ことでした。

少に転じ、画期的な出来事だということでした。し

参加者

かしそれでも平均年齢67歳。まだまだ若い会員の入

年次晩餐会アフター山行

５人

日向祥剛、伊藤久次郎、高畠拓生、佐野敦、縄田正芳
プの一団約10人位があとから追いつ

くろふやま

思い出の山行となった黒斑山(2404㍍)
13541 高 畠

拓生

いてきました。そのうちのリーダー
は、顔面髭だらけの長髪で、まさに
オーム真理教の麻原しょうこう・・
とかいう人物にそっくりでした。

2012年12月２日、年次晩餐会の翌日、信州は小
諸の黒斑山(2404㍍)に向かいました。参加者は、伊

黒斑山の登山道は、よく整備されており登りやす
く、初心者でも安心して登れるコースでしたが、急

藤支部長、高畠、佐野の3人です。まずは当日早朝、 坂では凍結して滑りやすく、アイゼンを装着。当日
東京品川のホテルを出発。東京駅から長野新幹線に
乗車、車窓より冠雪の浅間山を見ながら佐久平駅8：

は大変天気が良く、ゆっくりしたペースで途中の車
坂山で小休止。振り返ると南・北アルプスの山々を

40着。ここからバスで小諸駅を経由し、チェリーパー

望み、眺望絶景！。避難小屋を経て、外輪山の縁で

クラインに入りました。途中、赤軍派の浅間山荘事

ある槍ケ鞘に到着。突然目の前に、雪で白くなった

件で有名な浅間山荘入り口前を通過。高峰高原ホテ
ル９：34着。ここで不要な荷物を預け、ホテル前の

浅間山の勇姿が飛び込んで来ました。浅間山が見え
る前方は断崖となっており、外輪山の荒々しい溶岩

車坂峠登山口を10：14出発しました。

の急登を見て阿蘇山を思い出しました。私はこの急

積雪で白くなった表コースを歩き始めましたが、

登で、空腹のため動けなくなり、バテてしまいまし

登山者は全くなし。と思い登っていると若いグルー

た。朝、電車の中で、支部長は駅弁をうまそうに食っ
ていましたが、私は簡単な行動食だけで済ませて
いました。これがたたったのです。山頂を前にし
てザックを下ろし小休止。支部長と佐野さんへ
「ここで待っているから二人だけで登頂してきて
欲しい」と頼みましたが、「もう少しだから頑張
れ」と激励され、行動食を食べてから、力を振り
絞り登頂することができました。黒斑山頂上に13：
15到着しました。そして、山頂で昼食をとり、下
りは楽々の足取りで下山しました。
今回は、私の山歴で初めて音をあげた完敗の体
験でした。黒斑山は苦しい登山で忘れることので
きない思い出の山になりました。浅間山の勇姿を

浅間山をバックに

ＪＡＣ

北九だより

第63号

2013年（平成25年）

眺めた感動は格別ですが、何も言葉はありません。
ただ二人に、ありがとうと感謝のみです。
今後は体調を整えて、皆さまに迷惑をかけないよ
うに頑張ります。高峰高原ホテルからの朝の雲海は
素晴らしく、佐久平を白い雲で隠し、その上に富士
山のみが頭を出す景色は、ここ高峰高原で初めて見
ました。流れる雲に感動の一言でした。
12月３日、１日２便しかない10:02分発の高原バス
で出発。小諸駅10時48分到着。2時間の余裕を持ち
小諸城址、懐古園を散策し、藤村記念館、小山敬三
美術館を拝観しました。旅情ある信州小諸の山旅を
終え、車窓より冬山景観の浅間山が段々と遠ざかり、
羽田へと向かい帰途についたのでした。
参加者：３人
伊藤久次郎、

高畠拓生、

佐野

敦

１月発行
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巳(蛇)年の山（近くの山）
（国土地理院より）
１．蛇ノ尾（じゃのお）△754.2㍍
赤水（地図： 阿蘇山）

熊本県阿蘇市

米塚の北西にある小高い台地。蛇の尾のよう
な形からその名がついたといわれています。
これも古い火山です。この一帯で「下野の巻
狩り」が繰り広げられたと伝えられ、近くには
巻狩りにちなむ土地の名が多く残っています。
２．蛇焼山（へびやきやま）△154.2㍍
平町（地図：備前河内）
３．蛇峯山（だぼうさん）

438㍍

長崎県田

広島県大柿町

（地図：大君）
４．蛇円山（じゃえんざん）△545.8㍍
山市（地図：金丸）
５．蛇山（へびやま）

293㍍

広島県福

島根県八雲村

（地図：玉造）

新聞報道記事

６．幡蛇森（ばんだがもり）△769.3㍍
須崎市佐川町（地図：佐川）

安全で楽しい登山を普及させ、豊かな森を守るためにも全国的な運動を・・・

高知県

朝日新聞10月20日(土)
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山行計画

１月発行

(案)
北九州支部

年

月

４

５

日

計

画

英彦山清掃＆山の日制定PR

13日(土)

小島鳥水祭

〜15日(月) 記念山行・四国剣山
27日(土)

岩登り(平尾台)

７日(火)

五葉岳〜夏木山

〜８日(水)

アケボノツツジ観賞

25日(土)

平 成

８日(土）

二
十 五

７

行

7日(日)

〜26日(日)

６

山

〜9日(日)

英彦山・山開き
尾鈴山

中旬

広島支部との交流・三瓶山
(日程と山名未定・変更有り）

22日(月)

南アルプス

〜27日(土) 椹島〜荒川岳〜赤石岳

年

８

担

当 その他の行事(山岳技術専科・スキー教室)

伊藤
西村
山田
板倉

10 13日(日)

岩登り

榊
縄手

(原)

(講師：園川陽造)

・4月20日(土) 第14回通常総会

・5月11日(土) 山岳技術専科

(原)

一般登山路事故対策・救助 (園川陽造)

高畠
関口

・6月15日(土) 山岳技術専科

(原)

沢登り技術（七重の滝）(園川陽造)
内藤
関口
山田

・7月13日(土) 山岳技術専科

(原)

ザイルワーク（ビレー方法）(園川陽造)
・８月３日(土) 山岳技術専科

(原)

地図の見方と計測について (園川陽造)
板倉
竹本

・9月7日(土) 山岳技術専科

(原)

岩場の救助技術・含自己脱出 (園川陽造)

あざみがたけ

莇ガ 岳（1004ｍ）

原

3日(日)

3日：ウエストン祭
4日：清栄山（1006ｍ）

高畠

27日(水)

田原山

原

12 21日(土)

宇佐・米神山

丹下

１ 5日(日)

雲仙・普賢岳

榊

11

皿倉山4座縦走

竹本

月例会休み(個人山行)

９ 21日(土)

・4月６日(土) 山岳技術専科

・下旬：1泊2日・芸北国際スキー場(池田)

平
成 二 十

２

7日(金)
〜10日(月)

３ 30日(日)

六 年

４ 29日(祝)）
５

24日(土)
〜25日(日)

伯耆大山

板倉
竹本

万年山（北山田コース）

西村

冠山〜寂地山縦走・カタクリ

原

観賞（マイクロバス利用）

内藤

英彦山山開き・山に日制定PR

高畠
原

・7日〜10日・伯耆大山スキー教室(池田)
・上旬：北アルプス方面スキー教室(池田)
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＝動き始めた英彦山のトイレ建設＝
13499

伊藤

久次郎

１月発行
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「トイレの利便性、性質上から県としては、中岳
の広場を設置候補箇所として選定したい。ただし、
当該登山道ルートに送電線が設置されれば、今回
の候補地以外でも検討ができる。」とした。

平成24年度山のトイレ協議会第4回運営委員会が、 ●候補地は、中岳山頂北側広場付近
「英彦山トイレ協議会」においても、「中岳山
平成24年11月20日雑餉隈の「さざんぴあ博多」で
開催され、その中で、英彦山のトイレ建設に向け

頂北側広場付近」がトイレ建設の最適地であると

た活動報告が次のようになされた。
●その後の状況

要望していたことから、県の検討結果とほぼ一致
したものといえる。

昨年9月、添田町より英彦山のトイレ問題につい

ただ問題なのは借地権者である英彦山神宮関係

て、「英彦山の環境、トイレを考える連絡協議会

者（神官、総代会および霊山会の一部）より『中

（以下英彦山トイレ協議会と略）へ相談したい依
頼があり、「九州自然歩道（英彦山ルート）にお

岳山頂付近は聖域となっており、トイレ建設は容
認できない』との発言もあっていたことである。

ける山岳トイレについて」の資料が配られた。

その後11月6日、県から予算上の都合で11月中

当資料は福岡県が英彦山上部にトイレ建設の場

に方針を決めたいとの連絡で、英彦山トイレ協議

所を決定するため、トイレメーカーおよび筑豊山
の会の三者で調査し、結果をまとめたもの。

会（会長、事務局長、区長ら5人）は、英彦山宮司
と会見した。神宮側は以前のような反対意見はな

●資料の調査結果内容

く、あとは総代会の人々と相談したい、というこ

トイレの種類を検討した結果、現地は、①トイ
レの洗浄や循環させるために必要な多量の水源が

とであった。
そして、11月23日付で英彦山神宮より「英彦山

ない。②電線も整備されていない。③標高が高く、 トイレ協議会」宛へ「中岳山頂北側広場の休憩所
冬季には零下の気温になる。④登山ルート上に設

より少し離れた場所へ現地立ち会いの上、決定し

置となると、維持管理には相当な労力（登山）が
必要になる。⑤維持管理費については、県予算は

たい」旨の回答があった。
今後はトイレ建設場所、位置が決定され、福岡

切迫しており、増額は不可能。

県、英彦山神宮間で借地契約が交わされ、さらに

などの状況から、トイレの種類は太陽光パネルを
設置した「バイオトイレ」で検討することになっ

進展するものと思われる。
以上のような報告内容から、ようやく英彦山の

た。そして資料は「総合的な検討結果」として、

トイレ建設が実現に向けて動き出したようである。

第4回

広島支部との交流登山
◇◇◇

25人が2班に分かれ登山◇◇◇
14079 内 藤 正 美

過去に十方山、英彦山、比婆山
と続いてきた広島支部との交流登
山も４回目となり、今回は北九州
の引き受けで広島の皆さんの要望
を入れ久住山となった。
当初は11月10，11日を計画し
ていたが下山後広島まで帰宅する
のが大変なので、予定を変更し、
9日〜11日の日程となった。
9日に泉水キャンプ場に集合、
北九州からは伊藤支部長、関口副
支部長、山田事務局長、高畠さん
がお迎えをした。
10日9時に牧ノ戸峠に全員が集
合して25人が2班に分かれ登山開
広島・北九州支部のみなさん

（8）
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参加者

始。天気予報はあまりかんばしく

汗を流す。

なかったが、曇天ながらも阿蘇山
や祖母山が望める登山日和となっ

18時ごろからお待ちかねの懇 ●広島支部：11人
親会開始、和やかに盛り上がった。 兼森志郎、兼森路子、国枝忠幹

た。健脚組は久住山から東千里を

途中から外は大雨になりテントで

三好

経由し池の小屋で昼食、その後中
岳、天狗が城に登り久住分かれか

なくよかったと安堵した。
11日は9時から長者原のビジター

浅尾博謙、井川まり子、浅尾洋子、
落合和夫、藤川千恵美

勇、渡辺勝俊、西岡義則、

ら北千里、スガモリ越、大曲に下山。 センターを見学し、ビデオを観賞。
●北九州支部：14人

ピスターリ組はのんびりと久住

九重の四季の素晴らしさを再確

山をピストンした。
16時に再び泉水キャンプ場に

認し、また季節を替え訪れること
を約束し解散となった。

原 広美、伊藤久次郎、西村信子、
濵松禮子、高畠拓生、関口興洋、

戻り予約しておいた大部屋のバン

来年度は広島支部の担当で三瓶

西村俊二、山田武史、内藤正美、

ガローにて懇親会の準備に取りか
かる。手の空いた者は露天風呂で

山を計画していきたいとのことで
あった。

中岡邦男、大木康子、大内喜代子、
福田陽子、森本信子

第28回全国支部懇談会in千葉
13722

藤 田

傳

智恵子抄の碑、片貝漁港にある一
等三角点、伊能忠敬の生地を見学。
終了後、バスでサンライズ九十
九里へ、14：00解散。
参加者：8人
原 広美、伊藤久次郎、高畠拓生
関口興洋、藤田 傳、山田武史、
大木康子、大谷恵美子

日時

平成24年10月20日(土)〜
21日(日)

会場

伊能忠敬生地記念碑前で

講 師
千葉県立中央博物館
副館長 中村俊彦氏

千葉県・国民宿舎サンライ
ズ九十九里

・20日(土) 記念講演会、懇親会
・21日(日)

〇

午前10時。東京駅丸の内中央
口集合。10月初旬に完全復元工
事が完了した東京駅の新しい姿を
見て、八重洲口のバス乗り場へ移
動。11時発、高速バスで会場(サ

九十九里町

の郷土芸能披露

里海、九十九里浜を

歩く
10月20日

アトラクション

〇

18:00〜20:00
懇親会

・来賓あいさつ
会長

尾上

日本山岳会・・

昇

九十九里町町長 川島伸也
・乾杯日本山岳会評議員(前千
葉県知事) 堂本暁子

ンライズ九十九里)へ。
14:30〜15:45

10月21日
九十九里浜散策コースに参加。

〇

記念講演

８:15、九十九里サンライズ出発

「房総の自然と里山、里海」

九十九里浜10㎞、３時間コース

秋晴れの 果てなく続く
九十九里浜
サーフィン楽しむ若者
たちや家族づれ
３班に分かれた6 0 人の参
加者と心の和む浜歩き
伊能忠敬生地を訪ねて
偉人をしのぶ
傳
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＝長い、遠い浜歩きは初めての体験＝
13541
日時：平成24年10月20日〜21日
場所：千葉県サンライズ九十九里
千葉支部主管で開催され、23

高 畠

拓 生

川を上流に沿って散策。伊能忠敬
出生の地、記念公園に到着。

体育、文化ならびに自然愛護の精
神の高揚を計ることを目的とする

茨城支部長・星埜由尚氏の次の

公益法人・日本山岳会の定款を重

ようなのミニ講話がありました。

支部191人の参加者で記念講演会、 「日本地図の生みの親、忠敬の出
郷土芸能、懇親会と盛大のうちに 生から49歳で隠居、50歳で江戸
進行し終了する。

に出て幕府天文方高橋至時に師事

二次会は、伊藤支部長の部屋で
会友の森さん、長谷川さんと一緒

し暦学、天文を修め1800年（寛
政12年）から1816年（文化13年）

に飲みながら話ができました。

まで蝦夷地の測量日本初の実測全

翌朝は、太平洋からの日の出を

んじてさらに視界を拡げたいと思
いました。

国測量を実施した歴史話、73歳

初めて見ることができ、感動して
写真撮影に夢中になる。山あいか

で天寿を全うした。
3年後に伊能図

らの日の出との違いを思う。

を完成等々」と詳

21日は、海グループの九十九

しい説明、歴史話

里浜コースに北九州支部8人が参
加する。3班に分かれ、計68人の

は勉強になりまし
た。意義あるコー

長い行列となる。長い遠い浜歩き

スに参加できたこ

は、初めての体験です。
太平洋の波乗りする男女の姿、

とを感謝します。
以上登山するだ

カニ漁風景を見て、片貝漁港近く

けでなく、地図に

の松林の中にある千葉県で最も低

関わる歴史、山麓

い「一等三角点」点名「片貝」山 に住む生活や風土
名なし、標高3.41㍍の石柱を見る。 風景を観察するの
漁港で昼食弁当を食べて、作田

も、登山を通じて

九十九里浜を歩く

今年二度目の雨飾山

平成24年10月20日〜21日、千

悪天候に阻まれ、またも撤退
13643 関 口

興洋

葉支部主管の全国支部懇談会が
九十九里浜で開催された後、紅
葉のベストシーズンを狙って、
再び雨飾山（1963㍍）へ向かった。
実は、今年６月１日、ブナの
新緑と残雪を求めて入山したが、
深い雪（ザラメ）に悩まされ行
動がはかどらず、翌日の予定
（針ノ木雪渓での慎太郎祭り）
を考え、８合目で時間切れとな
り頂上を目の前にして撤退した。
今回は二度目のトライで22日、
新宿発７：30の南小谷行き直通
特急に乗車。
鳳凰山脈、甲斐駒、八ケ岳連
峰はまだ冠雪しておらず、富士
山は別格として南アの盟主北岳

帰る朝は晴れ上がる

（10）
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の頂上部が白く光っているのが望

きりと晴れ上がり、大糸線の車中

まれた。常念山脈、後立山連峰も
まだ冠雪しておらず中腹以下は晩

から眺めた白馬三山をはじめ鹿島
槍など後立山連峰は前日の雨が高

秋の趣きであった。南小谷に11：

所では雪となり、晩秋の山々が一

42着。宿の迎えの車で雨飾荘へ。

挙に白雪に覆われ見事な変身ぶり

ザックを宿に預け、山麓の鎌池
へ紅葉狩りに出かける。月曜日の

であった。
今回も山頂に立てなかったが、

ため、観光客も少なく快晴の下、

北アルプスの冬への衣替えを観察

静かな池を囲むブナの原生林の黄

できたことは幸運というべきか。

葉を満喫した。
池の東方には天狗原山から金山

来年は三度目の正直で頂に立ちた
いと願いながら帰路についた。

につづく緩やかな稜線が眺められ、 （行程）
花の時期にいつか訪れたいとの思
いを強くした。
翌日（23日）は天候が急変し朝

10月23日
登山口着５:38(登山届を投函)
登山口発5:56ブナ平着7:14

から雨模様となったが、５：30宿

ブナ平発７:21登山口着８:45

の車で登山口まで送ってもらい登
山開始。徐々に雨が激しくなり登

登山口発９:40（宿の車待ち）
雨飾荘着９;47

１月発行

雨飾山にて

大木康子
秋景色 心にしみる
錦絵に 思わぬ出会いが
旅になる
鎌池や
水面に写す紅葉を
うっとりながめ
時を忘れる
明日は夢にまで見た
雨飾山。
登れることができますよ
うに。
平成24年10月22日

山道が川のようになりブナ平でギ
ブアップ。この雨では荒菅澤の渡

参加者:：６人

渉が危険と判断し、残念ながら宿
に引き返した。

原 広美、伊藤久次郎、高畠拓生、
関口興洋、大木康子、大谷恵美子

皮肉にも翌日（24日）は、くっ

題して次のような内容の話をされた。
「広島支部のルームについては、
15年前の支部設立のときから、

広島支部創立15周年記念式典参加の報告

現、日山協神崎会長から「今から

３歳上の兄貴支部が、ルームを取得！

の支部は、ルームが必要だ」と言
われ、その時からルーム取得計画

13499 伊藤 久次郎

が始まった。そのためにはまず、

平成24年9月、隣の広島支部か

町のシャンボール広交ビルの中に

資金集めであるが、10クラスの
登山教室を開き、講師は全てボラ

ら、「広島支部創立15周年記念

あり、15時前に着いた。ビルの

ンティアで、その講師料収入をコ

式典及び記念祝賀会のご案内」の

入り口から案内板が掲示され、ルー

ツコツと支部に入れて蓄え、年間

通知をいただいた。さらに、広島
支部の長年の夢であった支部ルー

ム入口に掲げられたブナ材の表札
も立派なものであった。新ルーム

100万円〜150万円ほど貯まった。
この基金を元にルームをつくろう

ムの開設の見学案内も一緒にいた

は、マンション形式の部屋を杉の

ということになり、「支部ルーム

だき、昨年11月３日(土)、北九州

仕切材で会議室エリア、図書室と

委員会」を立ち上げた。１年目は、

支部から8人が日帰りで参加した。 サロンエリア、事務室エリアの三
以下その報告である。
つに仕切られていた。

「調査、検討」。２年目は、「計
画」。３年目は、「購入計画」と進
めた。この基金は、全ての会員から

１．支部ルーム見学
当日、北九州支部会員は、午前

２．記念式典
午後４時30分から、場所をホ

寄付を募った。また、ルームの備品代
として、支部友会員からも約 35 0万

9時41分小倉を起点にして、ＪＲ

テル「ＪＡＬシティ広島」に移し

円 もの寄 付を いた だいた 。

山陽本線各駅停車の鈍行列車で、

て、広島支部創立15周年記念式

各参加者を拾っていきながら、広
島駅に午後2時半ごろ着いた。そ

典が開催された。

は、最初値段が一千万円！ 何と
か資金を貯めようとそれから3年、

のまま、歩いて広島支部の新ルー

〇支部ルーム開設までの歩み

値段も７百万円まで下がった。そ

ムへ向かう。
新ルームは、広島駅南口から歩

先ず、杉村広島支部長のあいさ
つのあと、兼森広島副支部長が

れで、公益社団法人となって、本
部にも相談し、本部の会長名義で

いて約12分、広島市南区大須賀

「支部ルーム開設までの歩み」と

ルームを購入することになった次

そしてビルの中にあったルーム
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第である。
新ルームは、昨年(平成24年)8
月1日に鍵の引き渡しがあり、内
装工事が急ピッチで進められ30
日に完了。翌31日の「学生支援
プロジェクト会議」がこけら落と
しになった。
〇広島支部を見習え！
続いて来賓として、尾上会長、
吉永副会長、小川東海支部長、田
中京都・滋賀支部長、伊藤北九州
祝賀会にて

支部長、白根山陰支部長、京オ広
島県山岳連盟会長がそれぞれあい
さつ。

わったが、その中で広島支部の書
類は大変素晴らしく良い見本であ

・2002年全国支部懇(宮島)
・2005年JAC100周年中国ブロッ

また、祝賀会では、大久保青森

る。印の押し方一つとっても見事

ク記念事業「南極フォーラム」

支部長、千石宮城支部元支部長、
金尾富山支部事務局長、早田岐阜

である。また、支部報も素晴らし
く、全国支部の中で広島支部と北

支部長、宗實関西支部監事、中馬

九州支部が一番である・・・と、

福岡支部長、尾野四国支部長、中

名指しでほめられた。

川山スキー同好会長の皆さんが御
祝いの言葉を述べた。
尾上会長が、あいさつと講演の

開催
・2007年中国四川省

覇王山(55

51㍍)初登頂
・2010年中国四川省 シャーチャ
ンラー(5470㍍)初登頂

〇広島支部の概要
設

立：1997(平成9)年11月

以上が広島支部の主な概要であ
る。北九州支部の創立は2000(平

中で、支部ルームとルーム活動に

支部長：杉村

ついて話をされた。ルームの本来
の意味は、部屋、すなわち事務局

会員数：支部会員
149人と
１団体（広島修道大学山岳部）

成12)年12月であり、広島支部と
は3歳下の弟みたいなものだが、

である。英国山岳会は今でも事務

手続き中１団体（広島工業大

3年後は北九州支部も15歳になる。

局のことをルームと呼んでいる。
その意味からも「ルームとは、

学山岳部）
支部友会員

その時少しでも広島支部に近づけ
るよう、兄貴の支部を見習って、

功(第4代)

43人

がんばっていきたいものである。

誰もが好き勝手に、いつでも自由
に利用できるところ」が原則であ

委員会：14委員会

る。東海支部が20年前から海外
登山を盛んにやってきたが、これ

・総務委員会（将来構想検討プロ
ジェクト）

も当時からルームを持っていたこ

・第1山行委員会（支部友会員を

とが、このような活性化の一因で

中心、日帰り計画が原則・・）

あると思っている。
支部ルームを利用し、活性化す

・第2山行委員会（支部(本部)会
員を中心、テント泊が原則・・）

るには、止まり木となる同好会の

・安全登山推進委員会（広島支部

活動が必要である。同好会はスキー、 アルパイン・チーム〈JAC-HAT〉）
カメラ、スケッチ・・・など何で ・国際委員会、自然環境委員会、
も良い。同好会をつくって若い会

医科学委員会、登山講座委員会、

員を増やしてほしい。広島に支部

交流委員会、ジュニア・ユース育

ルームができたことは、支部が若
いせいであると思う。全国の支部

成委員会、支部ルーム委員会、支
部友委員会、スキー部、学生支援

は広島支部をお手本として見習っ

プロジェクト

てほしいと話された。
〇支部報は、広島と北九州が一番！
また、吉永副会長からは、自分
は公益社団法人の仕事に6年間携

海外遠征ほか主な事業：
・2001年アイランドピーク(6189
㍍)登頂

参加者：８人
原 広美、伊藤久次郎、関口興洋
藤田

傳、内藤正美、武永計介、

大木康子、大内喜代子

（12）

ＪＡＣ

北九だより

第63号

2,013年（平成25年）

１月発行

顔を見によく福岡を訪れるが、都

岐阜支部の創立40周年記念式典に参加して
13992 山 田 武 史

会であり良い所と思っているとの
言葉でした。
(ロ) 加藤義弘さんは、岐阜医
療科学大学の教授であり、今年６

平成24年11月17日（土）〜18
日（日）に開催された、岐阜支部

スライドを使って講演された。
参加者はJAC関係者110人、一

月に福岡の「エルガーラホール」
で開催された第32回日本登山医

の創立40周年の式典に参加しま

般150人で会場は一杯でした。

学会学術集会で登山に関する研究

したので、概略を報告致します。

３、記念演奏

を発表された方です。

11月17日（土）

リピート山中氏の「歌とギター
演奏」でした。

私もこの発表会を偶々聴講しま
して、加藤先生の発表内容もメモ

この人の紹介は、小野木三郎先

に取っておりましたが、その先生

岐阜駅には11:48の到着。

生（高山の方）でしたが、ユニー

が目の前にいる人とはビックリで

岐阜駅に下車するのは初めてで
すが、案内状に従い、「十六プラ

クな大変愉快な方でした。
リピート山中氏の歌の中には

あり、大感激でした。
さらにビックリは、加藤先生は

ザ」前に向かったところ、JACの

「サッポロ黒ラベルの歌」もあり、 ２次会の席に大平幸子さん、和田

旗を掲げた早田支部長をはじめ岐
阜支部の皆さまの出迎えを受け、

小野木先生と同様に愉快な方であ
り、楽しいひと時でした。

送迎バスで本日の会場「十八楼」

４、祝賀会

博多発６:54の新幹線に乗車、

に到着しました。
１、記念式典 13:30より堀さん
の司会により開始。
①

②

ホール」でも発表されたとのこと

海支部の小川支部長より「東海支
部は、昨年50周年を迎えたが、

です。３人とも、JAC岐阜支部の
会員とのことです。

祝電披露

東海支部が設立された11年後に、
岐阜支部は東海支部より分離独立
他

とのことで、６月の「エルガーラ

①、祝賀のあいさつとして、東

広島：杉村支部長
熊本：工藤支部長
来賓挨拶

裕子さんの若い人を連れて来られ
ましたが、２人は加藤先生の後輩

しました。隣同志であり、会員も
両支部に重なって入会している人

11月18日（日）
記念山行・金華山(329㍍)登山
07:00 ホテルで朝食
08:00

ホテルを出発。快晴で

尾上会長―31支部となっ

もいるので、今後も連携していき

た当山岳会は、各支部の活動と活
躍に期待している。先々週訪問し

たい」との言葉でした。
②、乾杯の音頭は、今年31番

あり、見上げればこれから登る金
崋山と、頂上の岐阜城が鮮明であ

た広島支部の活動は素晴らしいの

目に設立された四国支部の山平さ

り美しい。

(イ)

10:20

頂上到着。紅葉と眼下

で、岐阜支部も負けずに頑張って

んでした。山平さんからは四国支

ほしい。
(ロ) 神崎日山協会長―最近の

部のイベントとして、来年４月1
3日に小島烏水祭を開催するので

登山のスタイルは変わった。今シー

ぜひ参加して欲しいとの呼びかけ

ズンのエベレスト登山者は、550
人です。日本山岳会の一員として

があり、そして乾杯となりました。 族ずれの登山者が多く、登る人を
③、宴のテーブルは、岐阜県内 優先するため、思いのほか時間が

今後の登山のあり方を考えて行き

の１等三角点の山名で12席がセッ

たい。

トされており、私は「高賀山」で

③、歓迎挨拶
早田支部長より歓迎の挨拶の最

した。８人掛けで、全員が初めて
会う人でしたが、同じテーブルの

後に、今回の40周年記念行事は、 方と名刺交換も行い会話を重ねた
私にとって、10年間支部長を務

中で、感激した２人について紹介

めて来た最後の花道となった。今
年度をもって、後輩に道を譲りた

します。
(イ) 木下喜代男さん（ボラン

いとの言葉があった。

テアの会の理事長）の長男は転勤

２、記念講演
槍ケ岳山荘オーナーの穂苅康治

族（サラリーマン）ですが、福岡
に転勤後、住みやすいとのことで

氏が「槍ケ岳とともに」の演題で

福岡市中央区に居を構えた。孫の

の岐阜市街と長良川の景観を楽し
んだ。
11:00

頂上出発。この日は家

かかりました。
12:00

送迎バスでホテルを出

発。岐阜駅まで送って頂く。
なお、予定通り、19：30には
帰宅できました。
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国定公園内の地帯に限られるなど

門司地区登山道整備支援のいきさつ
13465
わが北九州支部では、支部発足

大 楠

益 弘

れる。

種々の制約があり、残念ながら要
望どおりにいかなかった。
平成24年になり6月、市緑政課
から連絡があり、平成22年以降中

当初から北九州支部管内山域につ

その後、門司区役所において管

断していた戸ノ上山の大台ケ原か

いて登山道整備、清掃、安全登山

轄区域内の登山ガイドマップを平

ら足立山までの国定公園内の登山

の為の啓蒙活動など行政とも協力
しながら推し進めてきた。特に英

成22年11月に発刊、数万部が広
範囲に配布された。非常に好評で

道の整備計画ができ上がったので
説明をしたい。意見要望があれば

彦山、犬が岳、福智山、および企

広域から登山者を招来する結果と

聞かせてほしいとのこと大里南市

救自然歩道が重点山域としてあげ
られる。

なっている。この発刊に至るまで
区役所と当支部との十数回にわた

民センターで打ち合わせをした。
その結果、11月12日（月）桃

今回は、第1回目11月12日（月）、 る実地検分が実施された。

山登山口から畑登山口までのルー

第2回目11月20日(火)から北九州

さらに門司区役所に対し北九州

トを踏査することとなった。緑政

市公園緑地部の要請により、企救
自然歩道整備のための安全点検、

市管内の登山道全般についても支
部の地域振興事業として点検、整

課としては尾根メインルートから
の新門司側へのエスケープルート

コース案内、道標点検などの現地

備に協力が可能である旨、働きか

を確保しておきたい意向があると

調査を共同で実施することになった。 けを要請した経緯がある。その一

思われる。さらに、区役所からの

企救自然歩道とは、九州最北部
に位置する企救半島の脊梁(せき

環として今回の緑政部からの要請
があったと捉えてよいのではない

連絡で11月16日（金）は会合、
風師山の国定公園外の尾根筋から

りょう)をなしている山の尾根筋

かと考えている。

奥田峠までの標識、案内板の修復

である。緑地部では昭和45年にこ
のコースの整備をし、その上で企

日本山岳会の公益法人として、
地域に貢献できる活動が展開して

計画書の検討をした。
その結果11月20日（火）の現

救自然歩道のコース案内をリーフ

いけるならば、全ての目的に叶う

地踏査となった。門司区の行政管

レットとして発刊している。しか

ものと思料する。今後もほかの山

轄区域にある山岳ルートであるの

しながら、長年月の経過により倒
木などコースの荒廃、道標の朽廃

岳団体にも働きかけ協力体制を強
化、広域な活動を継続していきた

で、安全管理すべき立場にあり地
方行政として当然のこととはいえ、

などが発生、それに対処する必要

いと考えている。

登山ガイドマップを作製さらに改
訂版も再版し、登山愛好者に供す
るなど実に画期的なことであると

が生じてきたのではないかと思わ
◇◇◇企救( きく)自然歩道の整備について◇◇◇

思う。これは、利潤追求を旨とする
民間業者のおよびもつかぬことであ

当地区の整備については平成15
年2月から3月末にかけて実施され

れた。しかしながら、すでに数万部
を各所に配布済みで回収が困難であ

た経緯がある。門司区役所工務課公

り、次回改訂版作成の機会があれば、

園係担当者とわが支部との協議の結

我が支部の協力のもとで現地調査を

は、幸いなことにわが支部にも呼

果、門司区奥田峠から城山霊園まで
のルートが工事対象となった。

重ねたい旨の回答があった。
その結果、地元山岳団体の協力

びかけてもらえるようになった。
支部としても門司区内はもとより

平成21年11月11日の読売新聞

も得て、我が支部単独の検分も含

北九州市内山岳ルートの整備につ

紙上に「山歩きガイドマップ」が
作成されたことが報道された。門

め現地調査は十数回にわたり、改
訂版は1年後の11月に発行される

き行政まかせで手をこまねいてい
ることは許されない。

司区役所まちづくり推進課が編集、 に至った。

る。配布先は、多岐にわたり遠方か
らのハイカーも増えてきている。
管轄区域内の重要案件について

官民協力のもと一般ハイカーに

風師山、矢筈山、戸ノ上山の登山

その間、標識の修復は当然のこ

安全快適な登山を楽しんでもらう

ルート案内、周辺情報など総合ガ
イドマップであるとのこと。さっ

ととして倒木の伐採、草刈りなど
を要請した結果、風師山ならびに

ための地域公益活動の推進は公益
法人としての目的にも叶うもので

そく入手し、詳細を見てみた。

戸ノ上山山頂から大台ケ原下部の

ある。全国登山人口の増加にもか

何カ所かの拠点誤記、ルートの

尾根を主軸とした国定公園内の整

かわらず、門司地区では解散した

誤記入、記入洩れなどがあったた
め区役所に出向き修正を申し入

備は相当進んだ。ただし改修費用
は、県の予算から支出されるので

山岳団体もあり、かってのように
活況を呈している団体は数少ない。
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４．畑登山口案内板存廃処置。

企救自然歩道・支線調査
14264

＝企救自然歩道の施設改修
について＝
企救自然歩道については、別紙
のとおり風師山から足立山への登

人も少ないようで道は荒れている。
大正池で昼食休みを兼ねて、ミー

座視できない。なお一層、地域活
動に力点をおくことも必要であろう。

１月発行

丹下

洽

ティングを行う。12時40分現地
解散。
畑ルートは、エスケープルート
としては不適当、だが、山歩きの

11月1２日(月)
企救自然歩道の現状調査、特に

経験者にとっては面白いルートで

支線をエスケープルートとして利
用可能かを実地調査することとな

は・・・。
ほかにも支線ルートはあるが、

山道の整備が計画されている。す

り、私も参加させていただくこと

マップに掲載する場合、県、環境

でに、風師山および寺内登山道か
ら戸ノ上山頂を経て大台ケ原まで

になった。
午前９時、大里南市民センター

庁の案内板のほかにもルートの判
然としない地点には、指導票や急

の国定公園内については、整備済

で打ち合わせを行い、桃山登山口

斜面などには固定ロープなどの設

であり、今回は大台ケ原から足立

を９時50分出発。

置が必要でしょう。

山までの登山道整備が実施される
ようである。

桃山ルートを沢沿いに歩く、勢
の山分岐の手前で左の斜面にコン

支部の会員で、畑ルートを歩い
てみたい方は、時間があれば、門

市役所緑政課茂田係長、坂之下

クリート製の指導標が残っている。 司一族の墓所がある「玉泉寺」や

両氏と打ち合わせの結果、11月1
2日(月)手始めに大里桃山登山口

かつては、この斜面にルートがあっ
たと思われる。

から大台ケ原を経て畑登山口まで

桃山分岐を左へ大台ケ原10時4

のルートを踏査することとなった。 0分到着。小休止、畑分岐に11時

「小笠原藩」が火除けの加護とし
て祀った「豊前坊」に足を伸ばし
ては如何でしょうか・・・。
参加者

7人

そもそも、畑、藤松、吉志、高蔵、 到着。企救自然歩道の全体に感じ ・北九州支部：
大楠益弘、丹下 洽（2人）
妙見各登山口から尾根までのアク ることですが、山の森林化が進み、
セスルートは、整備対象としては

かっては、20種以上あったスミ

県の予算の対象外のようである。

レやヤマツツジの群生も少なくなっ

メインルートである桃山登山口は、 ている。
別として基本的には尾根筋から新
大正池へ畑ルートを下る。歩く
門司方面へのエスケープルートを
確保するための整備を前提として
いると思われる。
当日は、登山団体として戸ノ上
山登山会、門司歩こう会、門司こ
もれび会の協力を得て登山道の点
検を行った。尾根からの畑登山道
は、倒木が多く、登山道の一部消
滅も見られ相当荒れている状態で

・戸ノ上登山会：壱岐

勝、木村

敏明、宝木幸治（3人）
・役所より：2人参加

企救自然歩道の施設改修について
このたび、福岡県が企救自然歩道の老朽した施設(案内板、標識、野外卓
等)の改修を行うこととなりましたので、お知らせします。

【平成24年度工事の予定】
企救自然歩道について
・門司区風師山から小倉北区足立山へと続く延長約21ｋｍの遊歩道(登山道)
・国定公園内は福岡県(自然環境課)が管理している。
・草刈り等の軽微な維持管理は北九州市が施工している。

あり、エスケープルートとして選
定は難しいとみなされたようであ

〇施工箇所：企救自然歩道のうち小倉北区の範囲内(一部門司区を含む)

る。地図上の立地条件からして戸

〇施工内容：既設の老朽化施設の改修(案内板、標識、野外卓等)

ノ上山、足立山の中間に位置する
吉志ルートが望ましいのではない

・ 主な改修方法は、現在設置してある施設の取替えを行うものです。
・

かとのことで次回踏査を実施する
こととなった。
なお、われわれの要望として次の
件を申し入れた。

自然環境への配慮から、設置する標識等の施設は木材(防腐処理剤)

を材料としています。
・

取替え予定の既存の老朽化した標識や不要なコンクリート標識は、現
地から持ち出して処理します。

・

遊歩道上に倒れかかり、通行に支障となっている樹木は伐採します。

１．桃山登山口現行案内板廃棄、

伐採した樹木は、一定の大きさに切断した後、周辺の適切な場所に置か

新設。
２．畑登山道の倒木伐採。

せていただきます。

３．倒伐標識の改廃。

〇施工時期：平成24年10月〜平成25年3月(予定)
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日（火）奥田峠

風師山登山道施設補修工事について
13465
11月7日（水）門司区役所総務

(15）

査に入りたい。12時、今回の調

に集合、現地確

査終了点、平山観音分れで昼食ミー

認をすることと

ティングを行い往路を引き返す。

なった。
当日の参加者は、次の通り。門

途中、足場の悪い場所に６カ所、
固定ロープを設置する。

大楠

益弘

課から連絡が入った。門司区風師

司区役所総務課小島係長、河野ま

山、奥田峠の登山道のうち、国定

ちづくり整備課山本、門司歩こう

〇前回と今回の調査結果として

公園外のルート上の指導標、ベン
チなどの施設に対して工事予定を

会、風師山早朝登山会小田、戸ノ
上登山会壱岐、門司こもれび会丹

県、市環境庁の案内板の整備の
ほか、個人の土地を歩く承諾、斜

作製したので意見を聞かせてほし

下の各氏それに大楠であった。

面の整備、倒木の除去、草刈りな

いとのことであった。
11月16日（金）15：00から区

以下詳細については、丹下洽会
員にお願いする。

ど、予算上可能な点は、行いたい
との意向・・・。
奥田峠登山口の近くには、女性

役所会議室で打ち合わせをするこ
とになった。門司歩こう会、風師

企救自然歩道支線調査

の護リ神である「淡島神社」があ

山早朝登山会小田幸男、戸ノ上山
登山会壱岐勝、門司こもれび会の

14264

り、境内にはペトログラフ（古代
シュメール文字）が刻まれた岩が

丹下

洽

あります。よろしければ、お立ち

代表でもある当支部会員丹下洽の

11月20日（火）

各氏、それに大楠が出向いた。企
画側は区役所総務課小島係長、河

前回11月12日に続いて今回は、 寄りを、ただし、ペトログラフに
奥田峠から平山観音分れまでを調 は諸説あります。

野まちづくり整備課高尾、山本の

査する。10時、奥田峠登山口集合。

各氏であった。

ミーティングの後出発、沢沿い

企救自然歩道の調査は、支部の
活動として行えないでしょうか。

具体的には国定公園外の奥田峠
から風師山への登山道の指導標制

に登るが夏の大雨で、沢に砂利が
堆積(たいせき)している。本来は

参加者：7人

札、ベンチ斜面土留めの現況、新

堰堤(えんてい)から左の斜面を登っ

・北九州支部：大楠益弘、丹下洽

規施工対象の計画書が呈示され意

ていたが、沢沿いは出水のたびに

・戸ノ上山登山会：壱岐

見を聞かれた。
出席者からは、倒木の伐採、登

道が崩れると思われる。
急斜面を登り、尾根に出る。尾

・門司歩こう会：小田幸男
・市役所：３人

山道の安全対策についての要望が

道は、急登もあるが、古い朽れか

あったが今回は、設置されている
施設が対象となることであった。

けているが、木の階段が残ってい
る快適な尾根歩きです。

しかしながら、書面だけだは確

「不動産」（不動明王が祀られ

認が難しいので実地検分をしたい

ている）、途中「黒甲大師」へ下

旨の申し入れが多数あり11月20

れるが、現状は不明。次回再度調

本の紹介

勝

あらゆるスポーツのなかで登山愛好家ほど、よく本
を読み、書き、収集する人たちはいないだろうと言

・

「装 丁 山 昧」（そうてい ざんまい）
小泉

弘

著

本書は、今回の年次晩餐会で、第14回秩父宮記
念山岳賞を授賞した、小泉 弘（会員番号9102）会
員の書いた本である。今まで500冊を超える山岳図
書を装丁しており、今回の新刊「装丁山昧」が授賞
を決めた。

われている。
そんな本好きな人たちへの装丁デザインであるが、
私は彼らのことを考えて装丁したことは一度もない。
エッセイでも写真集でも、いつも読者としての自分
が、この本がこうあってほし
いと思う姿だけを求めて、そ
の著者一人、あるいは担当編
集者だけを口説き落とすよう
に、ラブレターを書くつもり
で装丁をしてきた。」

＜著者小泉弘会員の表紙の言葉から＞

山と渓谷社

「登山家たちの厖(ぼう)大(だい)な蔵書や、山岳図

定価

書専門の古書店の存在を思い浮かべるまでもなく、

A5版定型

本体2400円＋税
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山口県西部に飛来するアサギマダラ
＝２０１２年のマーキング調査＝
北九４２５

福村

拓己

１．はじめに

(写真１)

師走になり、早朝の冷え込みも
一段と厳しくなった。さすがにこ

「TAF 95 山口SF ５／18」
（タクミフクムラ 95番 山口

の時季になると、10月にフジバ

県下関市蓋井島

カマに飛来していたアサギマダラ
は全く見られない。すでに冬季も

３．アサギマダラの季節消長

５月18日）
(写真２)

スナビキソウ

ここ山口県西部では、４月下旬

４．春・北上蝶のマーキング調査

たのだろうか。

から５月初旬になると、下関から

北上調査３年目の今年は、５／

「アサギマダラが日本列島を南
北に移動しているのでは？」との

萩辺りの海岸沿いにアサギマダラ
が好む「スナビキソウ」が咲き始

１〜７／１の間、下関から長門市
のスナビキソウが自生する海岸、

初めての指摘から、約３０年余り

める（写真２）。すると、まるで

12カ所（蓋井島、角島等）で、

が経過し、今では「旅する蝶」と
か「海を渡る蝶」といわれて広く

花が咲くのを待っていたかのよう
にアサギマダラが吸蜜に訪れる。

合計655頭（蝶は１頭、２頭と数
える）に標識した。

温暖な南西諸島に南下してしまっ

親しまれている。このアサギマダ

４月下旬から６月初旬にかけて北

過去２年間は労多くして全くの

ラは春から初夏にかけて台湾や南

上する途中に立ち寄っているもの

県外再捕獲がなく、少々気が滅入

西諸島などから北上し、夏は本州
の涼しい高原などで世代交代をし

りそうであったが、なんと今年は
下関吉母の海岸で標識したアサギ

て、秋になると南下することが知

マダラ（写真３）が、能登半島の

られている。過去多数のマーキン

先端の珠洲市（石川県）の海岸で

グ（標識）調査が行われてきたが、
なぜか、山口県経由のアサギマダ

初めて再捕獲（写真４）された。
従来、春の北上ルートは、秋の

ラの移動例がほとんどなかった。

南下ルートに比べて、格段に不明

「山口県はアサギマダラの移動ルー
トから外れているのだろうか」

な点が多く、また標識できる適地
と飛来数が少ないため、なかなか
成果が出にくいといわれていた。

この謎を解明したいと意気込ん
で始めたのが、今年で４年目とな

(写真１)

マーキング

たった１例ではあるが、山口県か
ら石川県への日本海側に北上ルー
トを確認することができてうれし

るアサギマダラのマーキング調査
である。

と思われる。６月下旬から９月中
旬の夏季には、ほとんど見ること
はできない。１０月に入り、あち

いかぎりである。このことは、地

２．マーキング（標識）調査とは

らこちらでフジバカマやヒヨドリ

元の山口新聞や山口朝日テレビで

この調査は、「アサギマダラは
どのように移動するのか」という

バナが咲き始めると、世代交代し
た南下途中のアサギマダラが飛来

も取り上げられ、山口県内の日本
海沿いに自生するスナビキソウを

アサギマダラの移動ルートを知る

する。

初めて確認して以来、３年越しの

11月上旬までアサギマダラの 貴重な成果であり、今後の継続調
ために行うものである。飛来した
アサギマダラを虫とり網で捕獲し、 優雅な舞いを楽しむことができる。 査への大きな励みになっている。
その羽に油性の黒マジックで「捕

このように、春北上し、秋に南下

獲者名、捕獲者の通し番号、捕獲

するアサギマダラには、年に２回

５．秋・南下蝶のマーキング調査

場所、捕獲月日」を記し、放蝶す
る。念のためにマークした羽をデ

出会うことができる。
冬季の11月下旬から年明けの

南下調査は、今年ではや４年目
である。調査は、下関市（リフレッ

ジタルカメラで撮影しておく。こ

４月中旬は、産卵から孵化した幼

シュパーク豊浦等）と山陽小野田

うすると、後日、他の場所で再捕

虫が越冬しており、４月下旬ころ

市の竜王山公園の主要４カ所で行

獲された場合、その移動ルート
（捕獲地と再捕獲地）を確認でき

羽化したアサギマダラに出会うこ
ともある。

い、９／27〜11／９までの間に、
合計1304頭に標識した。昨年は

る。マーク(標識)内容を例示する。

北海道の函館から、「ハコダテ」
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大分・九重に通って調査を試みた。 であり、これはやはり調査に馴れ
そうすると、なんと3000頭余に
標識できたのである。

てきたことや好適調査地点が増え
ていることによるものと思っている。

多くの登山愛好家が訪れる九重

単独でこの４年間調査してみて、

の山々で真夏に青空をバックにア

山口県西部地域を経由するアサギ

サギマダラが舞っているかと思う
とワクワクしてしまう。皆さんも

マダラの南北移動ルートが少しず
つではあるが明らかになりつつあ

山歩きの途中で見上げた青空を優

ると実感している。

雅に飛ぶアサギマダラに出会える
( 写真３)

下関吉母に

蝶がはるばる津軽海峡を渡り下関

かもしれない。
７．越冬するアサギマダラの幼虫

９．ところで、山登りは？
毎春５月から秋11月までは、ア

まで飛来し大いに盛り上がった。

下関市の竜王山・鬼ヶ城・華山・

サギマダラのマーキング調査で毎

今秋も東日本の各地から飛来が
あり、富士山（山梨県）からは３

狗留孫山の山麓一帯には、アサギ
マダラの食草であるキジョランが

日のように出歩いている。調査行
動範囲が広域に及ぶので、車は必

例、白山（石川県）・有峰(富山

多数自生・群生している。師走に

須である。走行距離には目を見張

県)・越前（福井県）・万座温泉

入って、卵から孵化(ふか)した幼

る。新車購入から１回目の車検時

（群馬県）から各 １例、扇ノ山
(鳥取県)から２例、そして四国は

虫が葉裏で元気に過ごしているの
が確認できた。おそらく今秋、南

で「11万km／３年」に及んでい
る。おかげでどうしても山登りは

石鎚山（愛媛県）から１例と多数

下途中に立ち寄った雌が産卵した

二の次になってしまう。

であった。

ためと思われる。そして無事に越

しかし、合間を見て夏季、７月

当地で標識した個体は、現時点
では、山口県西部から鹿児島県の

冬できた幼虫のみがさらに成長し
て来年４月から６月頃に羽化して

に念願の大雪渓を歩いて白馬岳に
登り、９月には黒部五郎岳・鷲羽

屋久島に２例、喜界島に１例（写

成虫となる。

岳・水晶岳の頂上を踏むことがで
きた。これで、日本百名山39座、
登り終えるのはいつになることか！

真５）が南下していることが確認
されている。この辺りは寒いが、
温暖な南西諸島方面に向かってま

体力維持のために、下関・竜王

だまだ元気な個体が南下の旅をし

山（614㍍）には極力登りたい。

ているだろうと想像し、今後も朗
報がもたらされることを期待して

現在、竜王山730回、目標は最低
でも1000回と決めている。
アサギマダラのマーキング調査

いる。

は今年で４年目、まだまだ諸先輩
に比べるとヒヨコの初心者レベル。

過去４年間で、山口県へ飛来し
たアサギマダラの最北地は、北海
道の函館であり、山口県からの南

(写真４)

能登半島で再捕獲

下最遠地は沖縄県の宮古島である。 ８．まとめ
今後、願わくは、台湾まで飛んで
行ってくれないかと夢を膨らませ
ている。
６．真夏の大分・九重高原でアサ
ギマダラの乱舞

マーキング調査中、いつもより
も飛来数が少ないのは、真夏の酷

70歳まで最低でも10年間は継続
して取り組みたい。もちろん、山
登りもする。
この「アサギマダラマーキング

暑が一因ではないかとみんなが案

調査」は体力勝負！

じていたが、どうも今年は例年に

り網を振りまわし山野を駆け巡る。

なく全国的にアサギマダラの個体
数が激減していたようである。従

普段からの山登りが大いに貢献し
ていることはいうまでもない。

アサギマダラは、夏季は本州の

来の１／４〜１／９ぐらいだった

涼しい高原などで過ごして世代交
代をしているというのが、従来か

のではないかと言われている。
山口県西部地域では、それほど

らの通説である。ところが、どう

少ないようには感じなかったが・・・・。

も北上しないで大分・九重山系に

個人的には年間を通して、総マー

留まっているアサギマダラがいる
ようである。そこで、今夏、ヒヨ

キング（標識）数が5000頭の大
台を初めて突破、「TAF」マーク

ドリバナの花が咲く７／９〜９／

は5190頭になった。ちなみに昨

21の間に、合計23回山口県から

年は、3193頭なので実質の「増」

(写真5)

一日中虫と

鹿児島県喜界島にて

（18）
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直入郷から成り国衙領で、院領の
入田荘もあった。豊後では緒方・
大野・阿南・臼杵一族の力が強い。
平家が亡び、鎌倉幕府の成立か

かれた。

ら豊後国・筑後国守護職に相模国

た。やまなみハイウェーは、まだ
なく列車とバスを乗り継ぐ。往き

『日本書紀』に「景行天皇（西
暦71〜129）12年（西暦82年）

愛甲郡古庄の古庄能直が源頼朝か
ら抜擢され、代官として能直の弟

駆けのついでに別府駅前の商人宿

条に、景行天皇が九州征士蜘蛛退

古庄重能が豊後に下向した。重能

に泊まり、鶴見岳に登る。夕方坊

治のために来田見に（くたみ）に

は別府浜脇に上陸し豊後平定に乗

ガツルに入り、ポンチョを天幕の
替わりにして一人でキャンプした

行宮を設けた」と伝えられ、その
地蛾黒岳登山口近くの宮処野神社

り出した。豊後武士団大神一族の
抵抗は激しく、中でも大野氏は神

が毛布一枚で寒かった。

（みやこのじんじゃ）であるが、

角山（767㍍）に立籠もり反抗を

翌日、大船山に登り鉾立峠、鍋
割坂を下り、朽網分れに着いた。

今では車での登山口はまだ上の炭
酸水の涌く、今水（いまみ）になっ

続けた。
鎌倉幕府の命令により、大友家

これが「朽網、くたみ」との出合

ている。宮処野神社では10月第

三代目頼泰が元寇で豊後に下向し、

いであった。それから稲星山と久

２土曜の秋祭り「神保会、じんぼ

筑前に出張した。元を撃退し武功

住山から諏蛾守越を経て帰った。
朽網分れから西に道を取れば、

え」が行われ、８人の槍振り、白
熊、獅子、神輿の行列が続き、無

を挙げた大友頼泰は豊後府中に永
住し、代々の大友家が続いた。

沢水（そうみ）や種畜場へ出る。

形文化財に指定されている。

50年前の夏、初めて九重に来

す が も り

守護代として府中を明け渡した

東南に進むと直入町に向かうが、

松本清張は、この土蜘蛛を野蛮

古庄氏は朽網郷に山野城を構え、

朽網の地名は無い。久住高原の朽
網は、地名として地形図にも載ら

で恐るべき首長と解釈しており、
阿蘇氏の先祖の配下の者が竹田に

朽網を名乗る。
弘安８(1285)年、幕府に提出し

ないので不思議に思い、調べよう

居たのかもしれない。また、七里

た『豊後国図田帳』には、朽網兵

と思っていたがそのままになって
いた。

田温泉は奈良時代の記録にあるほ
ど古い。

衛尉泰親、朽網郷４０町、とある。
永享８年、備後守法祥が姫岳（臼

北九州市苅田町寄りにも朽網が

杵市）で戦い、永正１３年、朽網

在るが「くさみ」と読む。万葉集

親満は謀反を起こし、大友義鑑に

巻十一に「朽網山夕在る雲の薄れ
往なばあれは恋むな公が目を欲り」

討たれ、朽網家は断絶したが、入
田（にゆうた）氏から次男下鑑泰

があるが、平尾台の水晶山に当た

が入り再興された。

る。当時は周防から豊前海岸に上
陸し太宰府に往く。しかし、竹田

大友義鑑は山野城の拡張を命じ、
大友家の南部有力家臣も動員して
完成した。大きい空掘が、田北堀・

市久住町都野の山村広場にはこの
万葉歌碑が在り、断定もできない

写真:：西村信子

戸次（べっき）掘・志賀堀・一万

が、当地を通り太宰府に往くとは
考えにくい。豊後府中から太宰府

このように朽網郷は、大船山と
黒岳の南麓一帯を指し、竹田市久

田堀・入田堀の名を残し、堀切、
堅堀も見られる。長さは800㍍に

には北の庄内、玖珠、日田を通行

住町北東部と直入町の北西部を含

及び、幅も100㍍から150㍍もあ

するであろう。

む地域になる。また、大船山から

る。標高750㍍で、今水の炭酸水

その後、山口の大内氏を研究す
る内に、豊後の大友氏も調べ、大

流れる冷川と黒岳を源流とする河
内川を合わして、朽網川と呼んで

汲場から少し下れば、道路が山野
城を縦断し切通しになっており、

友氏の有力家臣に朽網氏の存在が

いた。

土手のように見えるのでわかる。

確認できた。
九重山塊は古代では火山活動を

古代の駅に「直入町、なおり」
があり駅馬５疋を置き、「石田遺

薩摩軍はこの城を「朽網城」と呼
んでいた。

続け火を噴く山で、「救覃峰、く

跡」の掘立建物郡の跡が遺る。

大友義鎮は九州６カ国を治め、

たみのみね」と呼ばれていた。九

平安時代になると民衆の中から

出家して宗麟と号し、さらに日向

重山、久住山の名の前身は「朽網
山、くたみやま」であったのであ

武士が出てくるが、その地侍のな
かで力の有る者がその土地を仕切

にキリシタン理想国を立てようと
進軍したが、耳川と小丸川の間に

る。この「くたみ」が「くさみ」

る。土地は朝廷貴族や宇佐八幡宮

二日間で3000人が薩摩軍に討ち

「くすみ」と代わり「久住」と書

の所有である。直入郡は朽網郷と

取られる大敗を喫した。この戦い
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は反対である。当地は肥後に近く
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つのむれやま

大岩扇山・小岩扇山・角埋山の3座登山
13532 馬場

先の戦いで肥後から薩摩に攻撃を
かけるべく命令を受けていたが肥

基介

後滞留を続けた。これを実行して
おれば、この防御に薩摩軍も兵力
を裂かねばならなくなり、耳川合
戦の結果も違ったものになったか
もしれない。
大友家は落日のごとく周辺は島
津に付く。朽網宗暦は筑後黒木氏
の猫尾城を攻め落としたが、豊後
南部部衆6家は阿蘇氏を介して島
津氏に通じようとした。
天正14年10月、島津義弘が3万
大岩扇山頂にて

の軍勢を率い侵入してきた。周辺
国道210号線を日田・天ヶ瀬か

山頂で記念写真の後、「八丁越」

も囲まれ攻撃を受ける。城内には

ら玖珠町に入ると左側に大きな屏
風岩が迫る。大岩扇山です。20

に戻り目的地の小岩扇に向かった。
10分ほど林道を進み植林を抜け

周辺の住民を収容し立て籠もり反

数年前から登りたいと思っていた

ると広大な大地に出た。 ここは、

抗する。
朽網宗暦が病死し嫡子鎮則が指

山でしたのでさっそく申し込みま
した。

自衛隊の日生台演習場として使わ
れており、訓練のある日は入山禁

の城は岡城を除き皆降伏と落城し
た。支城の三船城が落ち、山野城

揮を執るが食糧も無くなり12月

平成24年10月7日（日）大岩扇

止です。今回は幸運にも訓練もな

降伏し、山野城には薩摩の大軍が

(691㍍)、小岩扇山(720㍍)、角埋

く自衛隊も見かけず、訓練場の中

入城し越年し、玖珠郡に出陣した。 山(521㍍)の3座の登山に参加した。 にある最高地点や三角点測量櫓の
私は、原さんの車に大木、高城 ある高台(695㍍)にも行くことが
豊臣秀吉軍が九州に入り、薩摩軍
は撤退したが、大友義統は薩摩に さんと同乗し、大雨で川が決壊し できました。測量櫓を背に広大な大
降伏した南部衆を追討した。朽網
鎮則も逃亡したが討たれ、朽網氏
は絶え、朽網城も廃城となり、朽

た耶馬渓を通り、集合場所の道の

地や近隣の山々を360度眺めながら

駅「玖珠」に向かった。道の駅に 昼食をとりました。
は各方面から車6台で16人が集合。 12時40分下山開始、13時10分
CLの濵松さん、SLの竹本さん

「八丁越」〜13時35分次の目的

それから425年を経て、久住は
「久住名」で、久住という人の小

から行程表等で説明の後、4台の
車に分乗して影の木登山口へ向か

地「角埋山」に車で向かう。
三島公園の駐車場で「角埋山」

さな耕作地であったが、山名と町

う。影の木登山口では、民家の前

の歴史に詳しい丹下さんの事前研修。

名にまで広がった。朽網郷は広大

の道路に駐車する。

な土地であったが、今その名は無
い。山名も「くたみ山」は消え、

9時45分出発、間もなく「八丁
坂」ここから江戸時代に造られた

時代にかけて重要な役割を果たし
た山城、角牟礼城址です。

「くじゅう」に変わる。明治8年

石畳の街道を進む。15分ぐらい

登山が歴史散策となりました。

には、9村が合併し有氏村が誕生
した。その後は都野村になるが、

登ったところで、大岩扇山と小岩
扇山の分岐点「八丁越」に到着。

久留島庭園〜栖鳳楼〜末広神社〜
武家屋敷〜二の丸、山頂は本丸跡

都処野神社から採ったものだ。

衣服調整後いよいよ大岩扇を目指

(標識は567㍍)です。この山だけ

す。台地上のなだらかなハイキン

を1日かけてゆっくり登山するの

網の名も消えた。

大船山の紅葉を観に今水から登

この山は、鎌倉から室町、戦国

り、頂上から米窪への下りで、豊
津の西村夫妻家族と出会った、昨

グコースでススキの穂が美しかった。 もおもしろいと思います。
今回の山行は、盛りだくさんの
10時30分山頂到着、大地の中

夜、我が家へ電話したとのこと。

央部に山頂の標識と牛馬の守護神

行程でたいへん印象に残りました

である「豊前坊の碑」があり、高

が、女性ならではの細やかな事前

この帰りに山野城を通ったがパー
ティとしての行動中であり立ち寄
らなかった。

さはなかったが山頂の目標となっ 準備のお陰ではと感じました。
た。北側に牧場が隣接されていた。 下山後、「みしま温泉」で一汗
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ので、キャンプファイヤーのもと
に移動。漆黒の中に赤々と燃えあ
がる、キャンプファイヤーの炎は
美しく、そして暖かく、冷えた体
に心地よい。上空に伸びる炎を見
上げながらかっぽ酒を頂き、久し
振りに宮崎ウェストン祭の宵の楽
しさを味わった。
20:30より、五 ケ 所 公 民 館 (今
夜の宿泊場所)で懇親会となった。
宮崎支部の宴会部長の楽しい司
会により、各支部の代表より芸能
の披露となりましたが、いつも感
三角点測量櫓にて

流し、耶馬渓で買った名物店のカ
ラアゲをお土産に無事帰宅しまし

馬場基介、高畠拓生、山田武史、
高城季美子、丹下洽、大木康子、

た。CL、SL、皆さんありがとう

榊 俊一、丹下香代子、平野一幸、

ございました。
参加者：16人

竹本加代子、赤瀬榮吉、森本信子、
今田智絵

原

広美、伊藤久次郎、濵松禮子、

で立ち、軍歌の披露でしたが、皆
の手拍子のもと和やかな雰囲気と
なりました。東九州支部からは、
懐かしきハーモニカの吹奏でした。
宴もたけなわの頃、突然に「中締
め発声」が私に指名され、後ろ髪
を引かれる思いながら、締めました。

第28回宮崎ウェストン祭

越敷岳〜緩木岳縦走
13992 山 田
平成24年11月３日（土）16:00

心するのは、芸達者が多いと言う
ことです。
当支部よりは、高畠さんが代表

23時頃、五ケ瀬公民館「ひめ

武史

のため欠席、第27回は東海支部5

ゆりセンター」で寝袋にて就眠。
11月４日（日）は、７:00に朝食
後、われわれ北九州支部の３人は

より、第28回宮崎ウェストン祭

0周年記念式典に参加のため欠席、 「越敷岳〜緩木岳」縦走を目指し

が宮崎県の三秀台で開催され、３
年振りに参加しましたが、時の流

又、今回の第28回は、広島支部
の15周年記念式典と重なりまし

て、７:30に五ケ瀬公民館を出発
した。

れを感じました。当時は五ケ瀬小

たので、支部内で調整の上、広島

この縦走路を、当初は「緩木岳

学校の子供たちの参加でしたが、

支部へは伊藤支部長以下８人が参

〜越敷岳」と考えていたのですが、

五ケ瀬小学校は廃校になったとの
ことで、今回は併合された田原小

加、宮崎ウェストン祭へは馬場、 前夜の懇親会の席でこの計画を東
高畠、山田の３人が参加となった。 九州支部の加藤支部長に話したと

学校の生徒たちの参加でした。

他支部からの参加としては、熊本

ころ、そのコースなら逆が良いと

今回参加した田原小学校の子供

支部から10人、東九州支部から

アドバイスを頂き、「越敷岳〜緩

たちは、やはり以前と同じように
元気であり、祖母山に登った体験

４人の方々が参加されており、宮
崎支部を合わせると40数人の参

木岳」に急きょ変更した。
８:30、越敷岳の登山口をスター

記の作文を朗読した６年生の女生

加でした。

ト。途中に、挟み岩（はさみいわ）

徒の発表には感激致しました。
四季折々に変化する美しい自然

17:30より、会場を移して別の
広場で地域交流会が開催され、来

という名所があり、岩と岩の隙間
が狭く、メタボの人は通れないほ

環境と、のどかな家庭環境が子供

賓あいさつ、神事と進み、郷土芸

どです。

たちの感性を育てているのだろう

能の催しが始まると、かっぽ酒

私が先頭を歩いていたが、ザッ

と思います。
私は、第22回（平成18年）の

（20度の焼酎を竹筒に入れ、た
き火で癇をする）のふるまいが始

クを肩から降ろし手に持って、挟
み岩の間を登ろうとするが、必死

宮崎ウェストン祭に初めて参加し、 まった。竹筒のオチョコでかっぽ

にあがいても上に進みません。最

その後も毎年参加しておりました
が、第26回（平成22年）は東九

酒を頂くが寒さは中々去ってくれ
ない。切ない思いでいると、キャ

近、体重は増え気味だけどメタボ
になっているのかなと思っていた

州支部の50周年記念式典に参加

ンプファイヤーに点火するという

ところ、後ろの高畠さんより「ウェ
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ストバックをはずしたらどうです
か」との声がかかった。ウェスト
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12月18日（火）

一等三角点・霜降岳、城跡巡り

バックが邪魔をしていたのです。

13523 濵松禮子

汗と冷や汗を流しながら、どう
にか通過できた。私はメタボになっ
ていなかったと思いホッと一安心。
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長府駅８時10分、大

この難関を抜けると、やがて越敷

内ＣＬ、原ＳＬの出迎

岳の頂上に到着。頂上からは360
度の視界が開けているが、この日

えを受け、本日の参加
者８人が、２台の車に

は雲厚く、祖母山の頂上も雲の中。 分乗して「末信コース」
しかし、４年前に登った筒ケ岳が
眼下に見える。今日は東九州支部

登山口へ。
9：15草紅葉の農道

の人達がこの筒ケ岳に登っている

を歩き始めてすぐに動

はずです。

物防止柵の入り口に着

10:00、越敷岳の展望を楽しん
だ後、緩木岳に向かう。

く。大内ＣＬがなれた
手付きで開閉を済ます。歩きやす

すらと北九州の山並みが望めた。

緩木岳への縦走は、いくつもの

い登山道を進み、まずは観音岳

ひと登りして目的の本城・霜降岳

アップダウンと、厚い落ち葉を踏
んでの登山道でしたが、紅葉も随

（168㍍）を目指す。
立ちはだかる岩をよじ登り（迂

（250.2㍍）に到着。一等三角点
にタッチして皆で記念写真に納ま

所に見られ、楽しい登山道でした。 回路あり）大岩の上に立ち宇部市

る。山頂標識には昭和４３年山口

12:20、緩木岳の頂上着。天候

の展望を楽しむ。ボルダリング練

県史跡の指定を受けた、とある。

は薄曇りながら暖かい。ここで昼
食。今朝ほど宮崎支部より支給さ

習用の岩の横を通り過ぎ「観音岳
150㍍」の道標通りに進むが、山

1179年、厚東氏７代武光が築い
た山城。空濠や土塁、柵などで築

れた弁当はおいしく、完食した。

頂標識が見当たらない。多分大岩

いた山城で石垣はどこにも見当た

男山展望台にて

の上だろう。

らない。山頂は広く大岩がゴロゴ

ラに写したり、３人の記念写真を
撮ったりと、ゆったり気分でくつ

少し下った所に「厚東川展望」
の標識があり、黄色のロープが張っ

ロ点在している。自然林に囲まれ
展望は得られない。

ろいだ後、急斜面の登山道を一気

てある所から眺める厚東川のＳ字

北に後城（南峰240㍍・北峰23

に下山した。
14:30 登山口に戻る。本日の所

の蛇行は、一枚の絵になるほどの
見事さだった。

5㍍の二峰あり）立派な標識を見
て本城に引き返す。その後中城

途中、管理道路を横切り広い台

（170㍍）を経てひたすら下り諏

きれいに紅葉したカエデをカメ

要時間は６時間でした。
ここで２台の乗用車は現地解散

地の男山（232㍍）に到着。男山

訪神社鳥居の横に出た。

としましたが、この日は行楽日和
で高速道路の渋滞の為、通常より

展望台で大岩を背に冷たい風を避
けて昼食（11：50〜12：30）。

ここにも動物防止柵がありしっ
かりと扉を閉めて駐車地に着いた。

１時間以上を要し、北九州の馬場

周りには山茶花が今を盛りと咲き

(14：50)

さんの帰宅は19:30。福岡の山田

誇っていた。

の帰宅は20:30でした。
参加者：馬場基介、高畠拓生、

いよいよ一等三角点の本城・霜
降岳を目指して進む。この山は登

時間半。岩場あり、急登あり、眺
望ありで低山といえども十分に楽

山コースが何カ所もあり、分岐の

しめた。

至る所に道標が立っている。大内
ＣＬがそのつど丁寧に説明をして

コースをかえ、また季節をかえ
て何度でも歩いて見たい魅力ある

くれる。どのコースも熟知してい

山でした。参加の皆さま、お世話

るようだ。

になりました。九州組４人は長府

「こちらへ行くと数分で着くから
こちらの別コースを歩きましょう」

駅〜下関〜小倉と乗り継ぎ帰路に
着きました。

と言って男山から一旦管理道路に

参加者：８人

出る。
鳥越池を経て暫くは上りが続き

原 広美、濵松禮子、高畠拓生、
大内喜代子、竹本正幸、竹本

前城（246㍍）着。展望が開けうっ

加代子、森本信子、倉本とき子

山田武史

標高250㍍の山に所要時間約５
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（４）支部報の原稿集まり状況

会

務

報

告

・第63号の原稿締め切りは12月25日とする。
寄稿者には、早目の投稿を依頼する。
（５）支部規約改正の件
・通常会員の会費は現在徴収していないが、

平成24年11月定例役員会報告
日時：平成24年11月７日（水）

他支部の状況を調査の上、3,000円／年を

場所：小倉商工会館３F会議室

ベースに検討する。

出席：伊藤、板倉、関口、原、濵松、馬場、山田、 （６）25年度山行計画の件
・支部報第63号に掲載するため、山行委員会
丹下、藤田、中岡、竹本、池田
に対し、早急に立案を依頼した。

欠席：日向

（７）支部組織図の件
・24年度の組織図は、役員会内での暫定的な

議題：
（１）会員の異動と会費納付状況
①、会員の異動（10月１日現在）
通常会員：82人（９月比＋−０）
支部友
会友

：54人（９月比−１人）
：４人（９月比＋−０）

合計

：140人（９月比−１人）

②、会費納付状況
未納者８人に対し、次回支部報発送時、

ものとしてとらえ、25年度の新役員をもっ
て組織図を完成させ、支部報で公表する。
（８）山岳遭難救助活動について
・山行委員会で検討を依頼の結果、山行委員
会より提案と意見が出されたが、今後は安
全対策を担当している板倉副支部長が委員
長となり、メンバーを募って研究、検討願
うこととする。

督促状を同封する。

（９）その他

（２）山行・行事報告
・9月30日(日) 万年山周回コース（台風接近
のため中止）
・10月7日(日) 大岩扇山〜小岩扇山〜角埋山。

・現在、支部の備品を預かって頂いている
「信州の会」の事務所は来年３月末で閉鎖
されので備品の置き場所と共に、ルーム
を借りることも検討する。

16人が参加。
・10月20日(土)〜21日(日)
（千葉支部主管）。

（記載者）山田武史

全国支部懇談会

当支部より８人参加。
・10月22日(月)〜24日(水) 雨飾山。
６人が参加
・11月3日(土) 広島支部１５周年記念式典。
当支部より８人参加
・11月3日(土) 宮崎ウェストン祭。
３人が参加
・11月４日(日) 越敷岳〜緩木岳縦走。

門司散歩会・山行のお知らせ
下記の要領で「坊がつる」を散策しマンサクの
花を観賞します。
尚、JAC北九州支部の方の参加も歓迎です。皆
さんの参加をお待ちしています。

３人参加
（３）山行・行事計画
・11月9日(金)〜11日(日)

１．期日：平成25年3月23日（土）
広島支部(11人)と

の交流登山（九重連山）(14人参加)

２．集合：門司駅北口7：00（マイクロバス使用）
３．コース

・11月17日(土)〜18日(日) 岐阜支部創立40
周年記念行事
(1人参加)

門司駅北口〜（九州高速道）九重IC〜吉部〜
（大山林道経由）〜暮雨の滝〜坊がつる〜

・12月1日(土) 年次晩餐会（品川プリンス

長者原〜門司駅南口

ホテル）
・12月2日(日)〜3日(月)
（黒斑山）

(5人参加)
アフター山行
(3人参加)

・12月8日(土) 支部忘年の集い（ブリリアン
サ門司港）
（36人参加）
・12月18日(火) 霜降岳
(8人参加)
・１月20日(日) 英彦山（アイゼン歩行訓練）

４．費用：5000円
５．申込み：大楠益弘

(TEL.090-3196-8939)

６．締切り：3月1日（金）
※定員になり次第、締め切ることがあります。
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コース
直方駅→タクシーで尺岳登山口→尺岳11：00
→田代分かれ→市ノ瀬峠14：00→皿倉山16：00
→帆柱ケーブル駅17：00→タクシー八幡駅

2月の山行
１．伯耆大山・冬山基礎訓練

申し込み：中岡邦男
(TEL/FAX：0949-26-6823・090-4778-7707)
締め切り：3月17日(日)

とき：2月8日(金)〜11日(月)
夜行バスにて往復
コース：宝珠尾根〜三鈷峰、弥山

４月の山行

申込み：板倉健一（TEL:090-7163-1610）

１．山岳技術専科（皿倉山４座縦走）

締切り：平成25年1月5日

とき：4月６日(土)
集合：9時00分 皿倉山駐車場

費 用：20,000円
※詳細は後日連絡します

申込み：原

２．スキー合宿

広美

(TEL:083-245-5490)

竹本正幸 (TEL:0930-28-9611)
締切り：４月１日(月)

とき：２月22日(金)〜24日(日)
行先：「めがひらスキ―場」広島県廿日市吉和
4301（TEL0828-40-3000）
宿泊：クブエ―レ吉和
費用：38,500円（ラド観光バス利用）
（往復バス代、リフト券2日分、１泊2食付）
申し込み先：池田智彦
(TEL/FAX：093-331-6259)

２．英彦山清掃登山
とき：４月７日(日)
集合：9時30分 別所駐車場
申込み：伊藤久次郎（TEL:0947-42-2772）
西村信子
(TEL:0930-33-4618)
締切り：4月1日(月)

・住所、氏名、スキーレンタル有無、（靴サイズ）

３．四国支部主催の「小島烏水祭」

を記入の上申込み下さい。
・スキーウェアなど貸出有り（スキー、ウェアー
共3000円）

とき：４月13日(土)〜15日(月)
場所：香川県高松市

締切り：２月１０日（定員20人で締切り）

日程：

集合場所：博多バスターミナル

・13日（土）新幹線

小倉駅KMMビル
日

21：30
23：25

程：

2月22日

2月23日

天神発、

22：00
23：55

博多駅バスターミナル発
小倉駅北口KMMビル前発

5：00

めがひらスキー場着

9：00〜15：00
2月24日

高松市ホテル「花樹海」集合、前夜祭 宿泊
・14日（日）記念式典（09:00〜15:30）剣山麓
に移動

21：30

スキー講習会

9：00〜16：00 スキー講習会
17：30 めがひらスキー場発、
20：00

小倉駅着

22：15

天神着、22：30博多駅着

３月の山行

小倉発(08:59発さくら542）

宿泊

・15日（月）剣山登山（定員40人）
高松発(14:50:特急しおかぜ)
新幹線

小倉着

費用：概算

４万円

18:22（さくら）

申込み：山田 武史（TEL:092-844-3563）
締切り：平成25年２月23日(土)
尚、これは概略の案内にて、旅程の変更がある
ことをご了解願います。

４．平尾台岩登り
とき：4月27日(土)

１．尺岳〜皿倉縦走
とき：3月24日(日)
集合：直方駅9：00（筑豊本線、折尾8：32発乗車
→直方8：56着）

集合：8時30分
平尾台・茶が床
場所：平尾台・唐手岩
申込み：板倉健一

(TEL:090-7163-1610)

締切り：4月22日(月)

（24）

ＪＡＣ

北九だより

第63号

2,013年（平成25年）

１月発行

＝小島烏水顕彰碑の制作にあたって寄付のお願い＝
四国支部は、2013（平成25）年4月13日、14
日に香川県高松市内でJAC初代会長・小島烏水を

１．1口
3,000円（1人1口以上）
２．締切り
2013年5月末

顕彰する「小島烏水祭」を開く準備を進めていま

３．振込先

す。なかでも大きな事業として祭りの象徴となる

：ゆうちょ銀行

・ゆうちょ銀行から振込むとき：

顕彰碑の制作があります。顕彰碑には本部から寄
託された銅製の烏水レリーフと、烏水に関する事

口座番号 01610-1-124362
加入者名：公益社団法人 日本山岳会

柄を記した陶板を埋め込んで制作されます。

四国支部）

烏水の顕彰碑を制作するにあたり約300万円の
費用が必要です。主催する四国支部では会員の総

・他銀行から振込むとき：店名：六二八
店番号：628

力を挙げて捻出にあたっていますが、小島烏水祭

普通預金：1437751（加入者名：公益

に賛同していただける全国の会員の方々にもご協

社団法人

力いただき、ご寄付をお願いしたいと願っています。

日本山岳会四国支部）

※手数料のご負担をお願いいたします。

「坊がつる讃歌」の梅木秀徳さん逝く
坊がつる讃歌の作詞者の一人であり、日本山岳会東九州支部の前支部長であった梅木秀徳氏の
葬儀が、12月21日(金)大分市で執り行われ、北九州支部から日向さんと私、伊藤Ｑが出席しました。出席
者は大変多く、花束や弔電の中に、坊ヶツル讃歌の芹洋子の名前もありました。
梅木さんは8月ごろから前立腺がんで入院、その後自宅療養していたそうで、1週間前までピンピンし
ていたそうです。坊がつる讃歌の作詞者である福岡支部の松本征男先生に続いて梅木さんまで、逝ってし
まいました。ご冥福を祈ります。

サロンルーム

2013年度 第14回総会のご案内

小倉サロン

◇1月サロン 23日(水) 18時から
DVD「女が山を登る時、花への想いを馳せて」
元日本山岳会

伊藤久次郎

名誉会員

坂倉 登喜子

◇2月サロン 27日(水)
18時00分から
JAC本部から会友の森 武昭常務理事(神奈川工

１．いつ：4月20(土）
２．場所：ホテルニュータガワ(小倉)
北九州市小倉区古船場町３−46
３．総会：14：00から
４．記念講演：
「山口県西部に飛来するアサギマダラ」

科大学教授、副学長)が出席予定。
◇3月サロン

27日(水)

18時00分から

講師：福村

拓己氏

(当支部会員)

５．親睦会：17：30〜19：30

ビデオ：８㍉フイルム記録映画「ヒマラヤ・ト
レッキング」1976年伊藤Ｑ 撮影.制作.監督
36年前のルクラ空港やナムチェ村が見もの。
・場所：小倉北区魚町
・申込み：山田武史

(TEL090-6422-5662)

〇今年は若い新入会員を増やす年に・・
山では多くの山ボーイ、山ガールを見

「コール天」

かけます。魅力ある北九州支部にすることで、若者
の入会促進を。支部報がその一翼を担えたらと思い

博多サロン

ます。

◇2月サロン 7日(木)
18時30分から
・場所：博多区吉塚本町、居酒屋「呑多来」
・申込み：榊

編集後記

俊一

(TEL090-8416-4194)

※注意：担当者が小林さんから榊さんに変更に
なりました。

〇原稿は、事務局長.山田武史又は竹本正幸へ
メールまたはＦＡＸでお願いします。
・Ｅメール(写真を含む)は、竹本宛
・アドレス：takemoto.masayuki@white.plala .or.jp
(64号の原稿は3月20日までお願いします)

