
5月1日より、北九州市小倉北区の毎日ビルディン

グの1階に、念願の支部ルームをオープンすること

になりました。

１．ルームの所在地

北九州市小倉北区紺屋町13-1 毎日西部会館

（毎日ビルディング）の１階

JR小倉駅から徒歩約15分.砂津バスセンターより５分

２．ルームの広さおよび状況

広さ10.44坪。前事務所が使用していた備品一切

（机、椅子、本棚、キャビネット、コピー機等）

をそのまま、無償で引き継ぐ。

３．必要経費

当ルームは賃貸であり、敷金9万６千円。月額家

賃は3万円。光熱費など入れても3万5千円。

４．開設までの経緯

当ルームの建物は、名前のとおり毎日新聞社のビ

ルであり、新聞社のほか北九州商工会議所や会社、

商店、飲食店などが入っている。

小倉の一等地にこのような格安なルームが見つかっ

たのは、この場所は今まで「信州観光センター」が

入っていたもので、信州方面の登山などで北九州支

部もお世話になっていた。ところが、この「信州観
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誰もが自由に利用～支部の活性化へ

◇◇◇念願の支部ルーム開設◇◇◇

支部長 伊藤久次郎

ルーム内部

ルーム開設セレモニーに参加した皆さん



光センター」が突然本年3月31日で閉鎖することに

なり、その後を日本山岳会が継続使用するなら、

「信州観光センター」と同一条件で良いということ

で、降って湧いたようにルームの話が持ち上がった。

しかし、現実にルームを持つことで家賃など払え

るだろうか、といろいろ悩んでいたが、役員の日向

氏が「有志だけでも資金を出し合って、先ずルーム

を持とうではないか」との力強い意見で、役員一同

が発起人になり、１口千円で役員は１人1万円（10

口）を出し合い、その他の会員諸氏にも呼びかけ55

万9千円が集まった。

そして、4月20日の支部総会でルームを持つこと

が承認され、5月1日に家主と契約を交わし、その日

の午後3時からルーム開きをした。

ルーム開きには、支部会員27人と来賓として毎日

会館、北九州商工会議所、毎日新聞、西日本新聞な

どから６人が参加して、ささやかにルーム開設

を祝った。

５．これからのルーム運営方針

ルームは、誰もが、いつでも、自由に利用できる

ことであり、役員会、各運営委員会の会議などを行

うほか、開設したルームを有効に活用するため、

「止まり木」の機能としていろんな「同好会」の設

立を考える。先ずは、一等三角点研究同好会を立ち

上げる。ほかにも幾つかの同好会が立ち上がること

を期待し、支部の活性化につとめる。

ルームは、役員が主体になって、毎日交替で当番

を決めて常駐体制を取ることになった。当支部も、

現在は財源的に苦しいので、支部報に広告を掲載す

るなど、幾らかでも収入増を図ることにした。また、

将来的には、支部会費の徴収も検討する。

また全国の支部報をルームに展示し、いつでも自

由に見ることができる。

ルームには蔵書を置き、「山の図書館」の役目も

する。下記の方々から図書を寄付していただき、現

在蔵書リスト一覧表と貸出簿を作成中。

図書寄贈者(6月25日現在） 223冊

重村伝平 105冊 関口興洋 22冊

井上 佑 29冊 丹下 洽 27冊

伊藤久次郎 30冊 その他・購入 10冊
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全国の支部報をルームに展示

JAC北九州支部ルーム開設寄付者
（敬称略）

１．250口 日向祥剛

２．20 口 伊藤久次郎

３．10 口 森 武昭（会友・本部）

園川陽造、大庭常生、井上 佑、溝部忠増

大城戸昌敏、原 広美、大楠益弘

板倉健一、濵松禮子、馬場基介 三宅清和

高畠拓生、関口興洋 藤田 傳 山田武史

池田暁彦 高城季美子 内藤正美、中岡邦男

丹下 洽 武永計介、大木康子 榊 俊一

丹下香代子、竹本正幸、佐野 敦、末次幸子

深田英美

４．５口 助田梨枝子（会友・北海道）

舛木 隆、大内喜代子、縄手 修

５．３口 今田智絵、縄田正芳、宮城尚志

太田 満

６．２口 大神信生

山の図書館として

山の蔵書

全国の支部報を展示
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【７ 月 】

【8 月】

日 (曜日) 午 前 午 後 日 (曜日) 午 前 午 後

１日 (月) 丹 下 丹 下 16日 (火) 馬 場

２日 (火) 関 口 関 口 17日 (水)

３日 (水) 大 内 大内（中岡） 18日 (木) 竹 本 竹 本

４日 (木) 関 口 19日 (金) 竹 本

５日 (金) 木 原 木 原 22日 (月) 丹 下 丹 下

８日 (月) 丹 下 丹 下 23日 (火) 関 口 関 口

９日 (火) 伊 藤 伊 藤 24日 (水) 山 田 山 田

10日 (水) 竹 本 竹 本 25日 (木) 関 口

11日 (木) 木 原 木 原 26日 (金) 馬 場

12日 (金) 山 田 山 田 29日 (月) 丹 下 丹 下

30日 (火) 関 口 関 口

31日 (水) 伊 藤 伊 藤

日 (曜日) 午 前 午 後 日 (曜日) 午 前 午 後

１日 (木) 山 田 16日 (金) ／ ／

２日 (金) 木 原 木 原 19日 (月) 丹 下 丹 下

５日 (月) 伊 藤 伊 藤 20日 (火)

６日 (火) 関 口 関 口 21日 (水)

７日 (水) 丹 下 丹 下 22日 (木) 関 口

８日 (木) 木 原 木 原 23日 (金)

９日 (金) 伊 藤 伊 藤 26日 (月) 丹 下 丹 下

12日 (月) 山 田 27日 (火) 関 口 関 口

13日 (火) ／ ／ 28日 (水) 伊 藤 伊 藤

14日 (水) ／ ／ 29日 (木) 関 口

15日 (木) ／ ／ 30日 (金)

ルーム常駐体制について
事務局より

・土曜日・日曜日・祝日は常駐致しませんが、

会員は何時でも警備室からキーをもらって入室

できます

・皆さま、当番へのご協力お願いします。

・連絡先：山田武史（TEL：092-844-3563

携帯：090-6422-5662）
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平成25年４月20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14回通常総会ならび

に関連行事を開催しましたので報告いたします。

１、記念講演（15:00～16:30）
通常総会に先立っての今回の記念講演は、初めて

の試みとして一般にも公開することとなり、毎日新

聞に記事を掲載しましたが、当日はあいにくの雨模

様であったため一般の方の参加はありませんでした。

・講師 福村拓己 支部友 （北九425）

・講演テーマ「山口県西部に飛来するアサギマダラ」

1947年徳島県阿南市生まれ、1972年大阪市立大

学大学院工学研究科修了（工博）、化薬アクゾに勤

務、退職後山登りを始める。（日本百名山39座登頂）

2009年よりアサギマダラのマーキング調査を本格

的に始める。長州アサギマダラの会代表。

「旅する蝶」として最近話題となっている「アサ

ギマダラ」は、台湾～日本列島間約2,000㌔を旅す

ると言われているが、その実態は学会でもまだよく

知られていない。福村さんは、山口県西部で捕獲し

た蝶の羽に記号を記し放蝶する。

活動を開始して５年になったが、自分のサインし

た蝶が石川県能登半島と沖縄宮古島などで再捕獲さ

れたという報告があり、その蝶が確実に遠くまで飛

翔している事は確認できたとのこと。今後もこの活

動を継続して、アサギマダラの行動実態に一歩でも

近づきたいので、皆様も山行中にアサギマダラを見かけ

たら場所と数の情報をいただきたいと依頼があった。

講演後「捕獲してマーキングするのは雄が多いの

はなぜか」「移動は偏西風が関係しないか」など、

たくさんの質問もありました。

２、第14回通常総会（16:40～17:40）
午後４時40分より山田事務局長の司会で、第14回

通常総会が開催された。

板倉副支部長より開会の辞、濵松役員より本日の

総会出席者39人、委任状提出者22人で会員総数77

人に対し、過半数に達しておりこの総会が成立する

ことが報告された。

平成25(2013)年度 第14回 通常総会の報告

＝支部のルーム開設（案）可決＝
事務局長 山田 武史

通常総会参加者

プロジェクターを使って講演する福村さん



次に伊藤支部長より「公益社団法人に移行して

１年が経過したが、今後はさらに地域に密着した

活動を展開して行きたい」とあいさつされた。

その後、議長に伊藤支部長が選出され、各議案

の審議が行われた。

第１号議案：平成24年度事業報告（池田役員報告）

第２号議案：平成24年度収支決算報告(馬場役員

報告）

第３号議案：平成24年度監査報告（藤田監事報告）

第４号議案：役員改選(案)の審議（事務局報告）

第５号議案：平成25年度事業計画(案)の審議

（竹本役員報告）

第６号議案：平成25年度収支予算(案)の審議

（馬場役員報告）

第７号議案：支部規約改正(案)の審議（事務局報告）

第８号議案：ルーム開設(案)の審議（事務局報告）

以上の第１号～第８号議案は、原案通り可決承

認された。

最後は、関口副支部長の閉会の辞で、総会は予

定時間内で無事終了した。

３、懇親会（18:00～20:00）
ホテルニュータガワ３Ｆの和室会場で、18時から

31人の会員が出席、日向役員の司会により、大庭前

支部長の乾杯の音頭で開宴となった。

恒例の新入会員の紹介となり、当日参加された方

に登壇願い、出席者よりスピーチをいただいた。

①、通常会員：縄田正芳、縄手 修、大神信生

②、支部友：大谷恵美子（欠）、村田美和（欠）

大賀健次（欠）深田英美（欠）最所和彦

今回の会場は、ホテル側の満室状態もあって和室

（但し、椅子式）となったため、当支部恒例の炭坑

節の踊りはできなかった。

その不足を補うように、ルームの開設をはじめと

して会話が弾んだが、ころ合いとなったところで、

丹下役員の中締めの発声となりました。
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通常総会参加者（敬称略）

(永年会員)：園川陽造

(通常会員)：大庭常生、日向祥剛、井上 佑、

溝部忠増、大城戸昌敏、大楠益弘、板倉健一、

伊藤久次郎、濵松禮子、馬場基介、高畠拓生、

関口興洋、藤田 傳、片山俊昭、片山礼子、

橋本建一郎、宮城尚志、山田武史、池田暁彦、

内藤正美、中岡邦男、丹下 洽、大木康子、

榊 俊一、丹下香代子、福田陽子、竹本正幸、

竹本加代子、木原 充、池田智彦、赤瀬榮吉、

縄田正芳、大神信生、縄手 修、

（計34人）

(支 部 友)：福村拓己、倉本とき子、深田英美

最所和彦

(計４人)

新年度の役員構成
（平成25年４月～平成27年３月）

・支 部 長 伊藤久次郎（13499）留任（全般）

・副支部長 板倉健一(13471）留任（遭難対策、安全

登山）

・副支部長 関口興洋(13643）留任（公益事業）

・事務局長 山田武史(13992）留任（事務全般）

・役 員 日向祥剛(11427) 留任（環境保全委員長）

・役 員 馬場基介(13532）留任（財務委員長）

・役 員 丹下 洽(14264）留任（ルーム委員長）

・役 員 竹本正幸(14852）留任（広報委員長）

・役 員 木原 充(14875）新任（総務委員長）

・役 員 池田智彦(14876）留任（スキ―部長）

・役 員 縄手 修(15174）新任（山行委員長）

・会計監事 大楠 益弘(13465）新任（会計監事）

・会計監事 中岡 邦男(14206）留任（会計監事）

懇親会参加者

最後に 坊がつる讃歌を合唱
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平成25年度第1回支部長会議
司会・高原常務理事

・と き：６月15日（土）AM10：00～

・ところ：日本山岳会104会議室

１．尾上会長あいさつ要旨
私は、本日の総会をもって会長を辞任する。任期

４年間いろいろあった。私は始めから全力で走って

きた。おかげで後半はバテ気味であったが何とか職

責を全うできた。これは人材豊富な皆さまのおかげ

である。会長就任の時、日本山岳会の復興と復権と

いう命題のマニフェストを出したが、これも道半ば

となった。しかし、暗いトンネルの先に明るい出口

が見えたと思っている。この路線を次期会長に引き

継ぎたい。

支部長会議で最後のお願いとなるが、復興と復権

のベースとなるのは、支部の活動である。そのため

の力を蓄えてほしい。

力を蓄えるということは具体的に

(1) 各支部は、ルームを持ってほしい。

(2) 支部山行をどんどんやってほしい。

(3) とまり木になる同好会を作ってほしい。

(4) 対外的な事業を展開してほしい。

この４点を実行すれば、必ず支部は活性化し、ま

た支部員も増加する。これは、日本山岳会員の高齢

化と減少に歯止めをかけることになる。このことを

念頭において支部活動にまい進していただきたい。

２．議題
(1) 新支部長紹介（10人）

北海道支部 西山泰正(13345)

山形支部 粕谷俊矩(9595)

宮城支部 佐藤昭次郎(11830)

福島支部 小林正彦(12649)

越後支部 橋本正巳(7758)

千葉支部 諏訪吉春(14255)

静岡支部 大島康弘(9379)

岐阜支部 高木基揚(8016)

山陰支部 中井俊一(9772)

広島支部 兼森志郎(11958)

(2) 平成２５年度通常総会について

(3) 会費滞納除籍予定者について～３年間滞納者

は自動的に除籍

(4) 各支部の事業等報告～本部で資料まとめ配布

(5) 会務報告

① 平成25年度支部への運営交付金、事業

補助金の支給について

② 日本300名山について～原稿の書き方

などについて10月ごろ支部に配布予定

③ 旅行業法に基づく『募集の手引き』について

④ 「山の日」制定について

⑤ 新支部（群馬支部）設立準備について

⑥ youth clubについて

⑦ 子供ゆめ基金について

平成25年度通常総会
と き：６月15日（土）15：00～

ところ：東京都千代田区六番町 主婦会館 プラ

ザエフ

１．尾上会長あいさつ～支部長会議に同じ

２．議事

①第１号議案・平成24年度事業報告（案）

承認の件

②第2号議案・平成24年度収支決算報告（案）

承認の件

③第3号議案・平成25・26年度（理事、監事）案

承認の件

（報告事項）

①平成25年度事業計画および収支予算

②その他

新会長に、森 武昭 氏
総会は、全ての案件が承認され、15：40閉会。

その後、別室会議室で臨時理事会が開催され、第3

号議案で承認された理事、監事の中から新役員が選

出された。一番関心のある新会長には、常務理事の

森 武昭氏が新会長に就任した。

本部役員

・会長： 森 武昭（9620）

・副会長： 節田重節（6720）

黒川 惠（7547）

古野 淳（12194）

・常務理事：高原三平（7949）

吉川正幸（7345）

佐藤 守（13431）

退任支部長 ◇お疲れ様でした◇
滝本幸夫（北海道支部） 渡辺 誠（山形支部）

高橋二義（宮城支部） 大谷 司（福島支部）

山崎幸和（越後支部） 篠崎 仁(千葉支部）

久保田保雄（静岡支部） 早田道治（岐阜支部）

白根 一（山陰支部） 杉村 功（広島支部）

支部長会議と総会の報告

支部長 伊藤久次郎
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福岡県添田町の英彦山（1200

㍍）で４月７日（日）、日本山岳

会北九州支部などの登山愛好家約

50人が空き缶やごみを拾い集める

清掃登山を行った。

参加者はJAC北九州支部35人、

筑豊山の会7人、田川かたつむり

山の会2人、トイレ協議会２人、

英彦山ボランティアガイド１人が

参加して今までにない沢山の人が

集まった。

参加者は、３コースに分かれて

登頂。強い寒気が流れ込んだ影響

で、中腹から山頂にかけて５㌢程

度の雪が積もる中、５時間余りか

けてごみ袋24袋分を回収した。英

彦山で４月に入ってからの積雪は

珍しく、2009年以来４年ぶりと

いう。

下山後回収したごみを仕分けす

ると、燃えないゴミがほとんどで、

一升瓶が約10本、そのほかビール

瓶、ジュース瓶、徳利など、約50

本、空き缶が100個くらいあった。

山頂の展望台崖下は、昨年と同

じようにゴミがどんどん出てきた。

この場所は昔から、観光客が空き

缶や瓶を投げ捨てやすい場所で、

まだまだ沢山のゴミがある。来年

も支部をあげて、さらにたくさん

のゴミを回収したい。

なお、登山のかたわら、登山者

に対して下記のパンフレットを配

布し、「英彦山の山頂付近にトイ

レを。山の日をつくろう」などの

呼びかけを行った。

(1)「山の環境・トイレを考える福

岡協議会」のパンフレットと

「山のトイレマナー袋」

(２)「山の日」制定協議会のパン

フレット

恒例の英彦山清掃登山に参加す

る。「銅の鳥居」が近くなると、
かね

山桜が満開、中には散り始めてい

る桜もありと、よく見ると雪が混

ざっている。山桜と雪！

別所駐車場の気温はマイナス１

度である。コース分けをして出発、

私たちは北コースを歩く。ＦＢＳ

取材クルーもいるが、山には登ら

ないという。

豊前坊駐車場へ車で移動し、高

住神社で登山の無事を祈願する。

雪の降り続く中を歩き始める。

鎖場の下で小休止、風邪気味の体

が重い。

北岳頂上は５～10㌢の積雪、気

温はマイナス４度、一面の雪景色

です。北岳頂上付近のブナは枯れ

た木が多く、苗木を植えている。

ブナは成長が遅いため、シカの

食害で以前の姿に戻るのは、この

先何十年何百年かかるのか・・・。

12時中岳頂上に到着。先着者よ

り交代で小屋の中で昼食を済ませ、

清掃活動を始める。

積雪の下のゴミを掘り出し収容、

手分けして歩荷道(ぼっかみち)経

由で下山する。

別所駐車場で分別、一般ごみ14

袋、瓶・缶９袋、雪の中よくこれ

だけ収容できたものです。

伊藤支部長のカメラを預かり、

毎日新聞社へ届けるため、一足先

に下山するが、明日の朝刊には間

に合わず、後日の掲載となった。

この10年余りの清掃登山が、山

の日制定、英彦山のトイレ建設の

一助になるように願って止まない。

山桜と雪、記憶に残る清掃登山と

なりました。

参加者：36人
原 広美、伊藤久次郎、西村信子

濵松禮子、馬場基介、舛木 隆

高畠拓生、関口興洋、西村俊二

山田武史、内藤正美、原野幸雄

中岡邦男、丹下 洽、大木康子

榊 俊一、平野一幸、竹本加代子

赤瀬榮吉、佐野 敦、森本信子

縄田正芳、縄手 修、橋爪久吉

橋爪明代、今田智恵、井上 薫

清家幸三、大谷恵美子、深田英美

塚本久嘉、坂井義臣、和田律子

森 義雄、藤井恒介、百田道子

4月7日(日) 名残り雪の中
英彦山清掃登山

14852 竹本正幸

英彦山清掃登山
（北岳コース）

14264 丹下 洽

雪の中ゴミ収集

清掃登山に出発する参加者のみなさま
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剣山は四国第2の高峰で、安徳

天皇が剣を埋めたからとも、大剣

岩が剣のように見えるのが山名の

由来とされる。

4月15日宿舎「いやしの温泉郷」

を出発。8時剣山登山口‘見の越’

到着。8時30分出発、リフトのト

ンネルをくぐり、9時30分リフト

西島駅でトイレ休憩。標高1650

㍍付近より残雪を見る。

少し登ると安徳天皇が刀を掛け

て休息したといわれる「刀掛けの

松」に到る。四国には平家一門に

関わる言い伝えが多く残っていま

す。

風は冷たいが晴天に恵まれ、快

適に歩を進める。剣山頂上ヒュッ

テは4月27日からの営業ですが、

私たちのため特別に営業している。

ヒュッテより頂上まではひと登り、

山頂は平家の馬場と呼ばれ、一面

のシコクザサに覆われ木道が通っ

ている。かつては富士山頂の次に

高所にあった測候所は撤去され、

木道が通っている。ヒュッテに戻

り昼食とする。

接待された味噌汁の暖かさが心

の底までしみわたる。山頂は晴天

であるが、靄（もや）がかかり、

条件が良ければ石鎚山や伯耆大山

も眺められるはずだが残念。それ

でも次郎笈から三嶺（ミウネ）に

至る縦走路が登高欲をそそぐ姿で

伸びている。

12時、下山は西島駅より左へ

遊歩道を下る。この辺りは吉川英

治の「鳴門秘帖」の舞台やキング

ソロモンの秘宝伝説があるところ

だそうです。祖谷川の源流の谷を

横切り、シカの食害の話をしてい

ると、右手上方の林から一群の鹿

がわれわれを見下ろしている。

14時、見の越峠で別れのあい

さつを交わし、高松へ向かう。北

九州支部の御三方と別れ松山市へ

向かう。松山は私

（洽）の祖父の出身

地で3歳で死別した

父の遺品の中に数枚

の写真があります。

その中の１枚に松山

城の天守閣の下で写

したと思われるもの

があります。何ひと

つ記憶のない父です

が、せめて父と同じ

場所に立ってみたく、松山市内に

戻る清家一明氏のご厚意にあまえ、

同乗させていただきました。

明くる16日、夫婦で松山城を

ゆっくり見てまわり、下級士族で

あった先祖と亡父が歩いたと思わ

れる場所を尋ね歩きました。

今回、四国支部の方々はもとよ

り、清家氏をはじめ、お会いでき

た方々のお心遣いに感謝いたしま

す。また、別行動の私たち2人に

いただいた北九州支部の御三方の

お心遣いに感謝申し上げます。

清家 一明 氏の紹介
愛媛県松山市立花３-３-７

TEL：089-945-1587

中高年登山愛好家「清山会」会

長、日本自然保護協会・自然観

察指導員

社団法人日本山岳ガイド協会

（四国ガイド協会）会員

ガイドを依頼される場合は、運

転手を入れて8人乗員可能のワン

ボックスカーで1日の

ガイド料：20,000円

車代 ：20,000円（送迎、

ガソリン代、有料通行料その他

含む）

したがって7人乗車でチャーター

すると1人6,000円弱となります。

一泊以上の場合は宿泊料実費と上

記の経費、ただし車代は若干安く

なる。

参加者：伊藤久次郎、関口興洋、

山田武史、丹下 洽、丹下香代子

４月15日(土)～16日(日）

小島烏水祭記念式典、剣山（1955㍍）登山

14264 丹下 洽

顕彰碑の前にて

剣山山頂にて



爽やかな風がふく茶ガ床園地に

８時30分に集合。すでに駐車場

は車で一杯である。参加者の車も

なんとかおさまった。今回の岩登

り教室には、九工大生を含む13

人の参加となる。見学者の濵松さ

んより支部入会可能性のある女性

の方の紹介もあった。自己紹介の

あと、目的地の唐手岩まで20分

少々を歩く。３月の野焼きのあと、

広々としたカルスト台地に広がる、

まだ伸びきっていないグリーンと

どこまでも続く青い空と石灰岩柱

の羊郡原は、平尾台のもっとも良

い季節だと思う。

唐手岩付近の低い岩場で、３カ

所にザイル３本で懸垂下降のトレー

ニングをする。園川顧問の急きょ

の参加もあって、人口支点のセッ

ト方法やバックアップにおける的

確なアドバイスや解説、そして各々

へのご指導をいただき良い学びが

できたと感謝いたしております。

九工大生の２人はザックを担い

での懸垂下降の実践練習をしてい

ました。10時、初心者はその場

所で経験者は唐手岩へと移動にな

りました。私は、唐手岩組に加わ

り移動する。

唐手岩では、支点を２カ所に、

岩を利用したバックアップも取り

２重の安全策を施す。九工大生を

含む９人は、少々手狭ではあった

が２カ所を有効に利用する。九工

大生の武永君は園川顧問の確保で

軽やかに登っていく。平井君も武

永君の激励を受け登り切る。彼ら

のこれからを心から応援したいと

思います。我々は懸垂下降をした

り登ったり確保をしたりを繰り返

し練習に取り組みました。

12時でひと区切りをつけ、撮

影で合流となった伊藤支部長を交

えて昼食。九工大生は昼食後トレー

ニングを終了して帰る。

集合写真撮影後、また岩場に戻

る。午後はトップロープでビレイ

ヤーからアドバイスを受けながら

２本登り、ビレイヤーの操作でロ

ワーダウンしてもらう。怖さと楽

しさを感じながら岩登りトレーニ

ングを楽しみました。14時、ト

レーニングは終了となり全員が安

全のうちに茶が床へ戻り解散とな

りました。

感想は聞けませんでしたが支部

入会後、初めて参加の塚本さんも

楽しまれたとお見受けしましたが

いかがだったのでしょうか。

私は今回で３回目の岩登り参加

になりましたが、決して高所が好

きなわけではありません。非日常

的なスリリングな体験が何故か夢

中になれる。

唐手岩は高所とは言えないかも

知れませんが、やはり眺めは高い

です。高所も繰り返しトレーニン

グすることで慣れてきました。参

加を重ねるたびに、岩登りの基本

動作やザイル操作、確保の方法な

どスムーズにできるようになって

きました。

忘れないうちに、また参加でき

たらと思います。ご指導ありがと

うございました。

参加者（13人）＋２人
園川陽造、 板倉健一、竹本正幸、

西村信子、宮城尚志、竹本加代子、

森本信子、縄手 修

坂本勝喜、坂本むつみ、塚本久嘉、

九工大生：武永靖弘、平井 尊

（伊藤久次郎、濵松禮子）
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４月27日(土)

第１回岩登り講習会（唐手岩）
14853 竹本加代子

昼食前の記念撮影（唐手岩上部にて）

九工大生の武永君と平井君

登る人、確保する人、写真撮る人
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大根地山(おおねちやま)（652

㍍）の麓、米の山峠中腹にある

筑紫野市立「竜岩(たついわ)自然

の家」のクライミングウォール

をご紹介します。

こちらには、芝生広場やバン

ガローなどの宿泊施設とともに

体育館内に設置されたクライミ

ング用の縦７メートル、横4メー

トルの人工壁(クライミングウォー

ル)があり、週末などは小学生か

ら70代までと幅広い年齢層のフ

リークライミング愛好家でにぎ

わっています。

ここのクライミングウォール

の特徴としては、ほかの施設に

あるクライミングウォールに比

べると高くはありませんが、ルー

トが数多く設定されており、初

心者から上級者まで楽しめ、公

共施設ということで利用料金が1

時間100円なのでとても利用しや

すいところです。

フリークライミングとは、岩

壁を、安全確保のためのロープ

やカラビナを使って、自分の手

足で決められたラインを登るス

ポーツで、ロッククライミング

の練習用として始まりました。

今ではボルダリングとともに競

技としても行われ、ワールドカッ

プも開催され、スポーツクライ

ミングとして2020年のオリンピッ

クの追加競技の候補にも挙がる

など年々盛んになってきていま

す。

私はこの「竜岩自然の家」で

例年開催されていますフリーク

ライミング教室に参加したこと

がきっかけで始めました。２年

間通わせてもらいましたが、今

は教室への応募が多く、残念な

がら筑紫野市在住の方しか参加

できないようになってしまいま

した。

３年目の今年は、今年度の教

室のサポート役として月に一、

二回お手伝いをしています。

また先生や仲間と共に八女の

日向神や鳥栖の四阿屋（あずま

や）、中津の八面山などの外岩

にも足を運ぶ時もあります。

私がフリークライミングの楽

しさを一番感じるのは、目標に

設定したルートを完登した時で

す。最初は登れなかったルート

が体の動きや力を出したり抜い

たりするタイミングを考えて挑

戦することで、徐々に登れるよ

うになっていきます。少しずつ

前回とは違った難しいルートに

挑戦していくことで自分の力量

を上げていく喜びもあり、パワー

だけではない技術力の奥深さを

感じています。

これからも少しずつ体力と技

術力を磨いていきたいと思って

います。

ぜひ皆さんと一緒に楽しみたい

と思います。ご連絡をお待ちし

ています。

◇◇クライミングウォールと
フリークライミングの紹介◇◇

13987 宮城 尚志

全国有数の「難読山」がある大分県日田市の住民

団体などによる実行委員会が「日本全国難読山名サ

ミット」を10月26、27日に開催する。 日田市北

部には、一尺八寸山（707㍍）と月出山岳（690㍍）

がある。一尺八寸山は1996年、山好きの人たちに

よるパソコン通信上

のフォーラムでの

「日本異様難読山名

コンテスト」で1位になった。月出山岳は3位、隣の

玖珠町にある万年山は12位だった。

◇日本難読山ベスト20 読めますか
①一尺八寸山（大分県） ②爺爺岳（国後島）

③月出山岳（大分県） ④雲母峰（三重県）

⑤岨巒堂山（新潟県） ⑥阿哲台(岡山県)

⑦梅花皮岳（山形・新潟県境）⑧本富岳（鹿児島県）

⑨鰻轟山（徳島県） ⑩後方羊蹄山（北海道）

⑪設計山(北海道) ⑫万年山（大分県）

⑫父不見山（群馬・埼玉県境）

⑭山毛欅潰山（山形県） ⑮皇海山（栃木・群馬県

境）⑯子檀嶺岳（長野県） ⑰光岳（長野・静岡県

境）⑱大根下山（福島県） ⑲行縢山（宮崎県）

⑳瀆牛岳（福岡県） ⑳天狗角力取山（福島県）

◇回 答 ①みおうやま②ちゃちゃだけ

③かんとうだけ ④きららみね

⑤しょらんどうやま⑥あてつだい ⑦かいらげだけ

⑧もっちょむだけ⑨うなぎとどろきやま ⑩しりべ

しやま⑪もっけやま ⑫はねやま⑫ててみえずやま

⑭ぶなつぶれやま ⑮すかいさん ⑯こまゆみだけ

⑰てかりだけ ⑱だいこんおろしやま ⑲むかばき

やま ⑳こっといだけ ⑳てんぐすもうとりやま

（５月16日・朝日新聞より）

■■一尺八寸山・月出山岳 読めますか？■■

クライミングウォール



10年以上前に山と渓谷社から

出版された『日本三百名山登山ガ

イド』が全面的にリメイクされ、

日本山岳会版として来年5月に全

3巻まとめて発行される。このガ

イドブック発行のための記事や写

真取材を全国の31支部が担当し、

わが北九州支部は「英彦山」と

「脊振山」が割り当てられた。

その第1回目の脊振山取材を、

ミツバツツジ咲き誇る5月5日に

行なった。当日は、原稿執筆責任

者である井上佑氏、地元地理に詳

しい山田武史氏、福岡に詳しい関

口興洋氏、それに私、写真担当の

伊藤久次郎の4人で実施。

当日午前8時半、JR地下鉄西新

駅で合流、山田氏の車で一路脊振

山へ向かった。

車中から近づく脊振山を眺める

が、PM2.5の影響で遠景の写真は

無理のようだ。秋か冬の空気のき

れいな時に再度試みようと思った。

登山口は椎原バス停で、すでに沢

山の登山者がいた。団体さんのよ

うである。われわれは、車でその

まま船越橋付近まで入った。ここ

まで歩けば約40分かかる。シー

ズンなのか空き地は何処も満杯。

わずかのスペースを見つけて駐車

し、椎原峠めざして登山開始。途

中メタセコイアの森を通過し、約

1時間位で椎原峠に到着。ここか

ら左に尾根を歩き、チラホラとピ

ンク色のミツバツツジが出てきた。

ところによっては群落をつくり、

花のトンネルになっていた。

峠から40分程度で「唐人(とう

じんの)舞(まい)」の岩に立ち寄る。

ここからの福岡市街や脊振山頂の

眺めがよい。でも、今日の福岡市

街はかすんでいた。ここで昼食を

とった後縦走路に戻り、レーダー

基地の車道に出る。これが脊振山

頂まで続くが、途中下山予定の矢

筈峠を通り山頂へ向かう。

山頂へ着いて驚いた。駐車場が

マイカーで満杯、さらに道路の端

もズラリと駐車の列。みんな花を

見にやって来たのだろう。そうい

えば、縦走路で数人の人とすれ違っ

たが、どれも荷物なしの空身。こ

の人達はマイカー組なのである。

事情が分からなかったわれわれは、

空身で山に来るとはあきれたもん

だ、と言いながら歩いたのだが。

最近は車で上り、縦走路を散策す

るものが増えているそうである。

山頂は、航空自衛隊の基地があり、

巨大なレーダードームがある。さ

らに脊振神社上宮があり、その敷

地内に二等と彫られた古い三角点

があった。

下山は、矢筈峠から沢沿いに車

谷コースを下山。途中キツネノカ

ミソリの群落があり、花の咲く季

節は見事であろうと予想した。こ

のときにまた来てみたい。

なお、三百名山写真取材山行は、

あと6月のヤマツツジ、７～８月

のキツネノカミソリ、秋の紅葉、

冬の雪山を予定している。さらに

もう一つの英彦山も季節や山の行

事の写真を撮らねばならない。

写真を撮りたい方は、どうぞご

一緒に登りましょう。上手く撮れ

た写真は推薦いたします。

参加者：４人

井上 佑、伊藤久次郎

関口興洋、山田武史
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三百名山取材山行 5月５日(日)

ミツバツツジ満開の脊振山(1055㍍)へ

13499 伊 藤久次郎

３百名山・背振山頂にて

5月7日（火）

豊前おこしかけ道の駅12時30

分集合。

・伊藤車：高畠、原、倉本

・赤瀬車：榊、関口、馬場

・縄手車：森本、大内

11人が3台の車に分乗して12時53

分出発、トトロの森キャンプ村に

15時20分到着、30人用ログケ

ビンに宿泊

男性たちが料理担当する間に女

性たちは先に入浴する。たまには、

ゆっくりしてもらうのも良いか

と・・・。

月例山行 5月7日(火)～８日(水)

夏木山（1386㍍）五葉岳（1569.7㍍）
13541 高畠 拓生



伊藤支部長は、エプロン持参で

準備よく、豚汁料理。榊リーダー

は、おでん鍋、関口副支部長は家

庭料理を日常されており、包丁さ

ばきの良さを見ると、男性陣も結

構やるなと思う。

配膳をすませ、席順をくじ引き

で決め、高畠が山行報告の原稿を

書くことに決まりました。男性陣

が入浴をすませて、夕食懇親会が

始まる。

後片付けは、女性に任せて二次

会は男性の部屋に移動して行う。

10時消灯。

5月8日（水）

5時起床、朝食後は食

器、鍋を洗い、炊事場、

室内、トイレ風呂場を掃

除してゴミ分別、戸締り

完了。

キャンプ場７時前に出

発する。夏木山新道登山

口に7時45分到着。

登山開始：８：05～アケボノ

平９：24～夏木山10：05～五葉

岳11：46～登山口15：20

（往復7時間15分）

湯ートピア温泉で入浴

豊前おこしかけ道の駅19：40

解散

＜特記＞アケボノツツジ、ミツバ

ツツジ、シャクナゲの花咲き誇る

尾根道で立止まり写真撮影を楽し

む。平成10年（65才）頃から日

の影渓谷より五葉岳、鹿納山に入

り5回登頂。反対側の藤河内渓谷

からは夏木山も5回登頂しており

ますが、夏木山と五葉岳間の尾根

を地図上に赤線で塗りつぶすこと

が、15年ぶり80才で実現した。

6回目の夏木山の急登でバテ気

味、山頂にザックをデポして弁当、

行動食等は若手に頼み空身で往復

できました。皆さまに感謝し嬉し

く思っています。

参加者：11人

伊藤久次郎、関口興洋、馬場基介

原 広美、高畠拓生、榊 俊一

大内喜代子、赤瀬榮吉、森本信子

縄手 修、倉本とき子
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９時前に駐車場に全員集合。当

初は20人の参加予定でしたが、

雨天のため７人がキャンセルとな

り、13人の参加となる。

本来の計画では皿倉４座縦走で

したが、風雨が激しいため皿倉山

上のビジターセンター研修室で机

上講習となり、車で山上まで移動

する。

９時10分休憩所で管理人が出

勤するまで待機、その間、九工大

山岳部の２人の若者を囲んで自己

紹介などをする。

ビジターセンターに移動して２

階の研修室に集合。円座に囲んだ

テーブルで園川講師による机上講

習会が始まる。

最初に、山岳保険の話から、山

でけがをした後や死んだ後の保険

金が幾らだのと問題にしているが、

見つけること、下におろすことが

先決で、大事なことは捜索費用が

非常に高いということです。民間

ヘリが飛べば１分間１万円かかり

ます。１時間で60万円。ましてや

ヘリが使えず捜索隊が出るとそれ

以上のお金がかかる。「レスキュー

保険には、加入していた方がよろ

しい」

次にロープの結び方の練習でイ

タリアンヒッチ、エイトノット、

プーリンノット、クロームヒッチ、

おまけに手品付きで楽しい講習会

になる。

ロープの結び目は、テンション

がかかった後、解けることが大事

ログケビンにて

アケボノツツジ

第１回・山岳技術専科 ４月６日(土）

ビジターセンターで机上講習
14852 竹本正幸

皿倉山上ビジタセンターにて



で仲間が足をひねり歩行困難

（下山後病院へ行くと、骨折で

した）、交代でおんぶしてやっ

との思いで山荘にたどりついた。

この時、まだこのような知恵が

頭にはなく、おんぶすると下り

だから前のめりとなり、加速す

る。それでズボンのベルトを外

し、けが人に引っ掛けて後から

同行の人に引っ張ってもらった

ことを思い出す。

このような経験があるから、

山岳技術専科を受講しています。

「いざという時に困らないよう

に！」年齢的に見て自分がけが

をする感がしないでもありませ

んが・・・

園川講師が言われていました。

「道具を持っていてもいかに使

えるかが大事」「身近にいる人

がまず落ち着いて行動をする」

今回は講師を含めて11人でし

た。遭難救助の方法も日々進歩

しています。講習などで園川講

師は常に最新の技術を勉強され

ています。それをわれわれ会員

にわかり易く、かみ砕くように

して教えていただいています。

(覚えが悪くて申し訳ないのです

が・・)

もっと多くの方に園川講師の

山岳技術専科に参加してもらい

たいと思っています。

講師：園川陽造顧問

受講者：伊藤久次郎、関口興洋

原 広美、西村信子、竹本正幸

竹本加代子、森本信子、

倉本とき子、平井 尊(九工大生）

武谷 洸希(九工大生）
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5月11日（土）第2回のテーマ

は「一般登山路の事故対策・技術」

でいつものように帆柱ケーブル山

麓駅駐車場に9時集合。

煌彩の森コースを歩き、皿倉平

にて大休憩。園川講師より身体が

燃えている時に炭水化物を摂取す

るとエネルギー源となる。とのレ

クチャーを受ける。そこで昼食用

のおにぎりを1個食べる。若者の

九工大生2人と合流し、山頂横の

斜面へと行く。

「持っている道具を使って、転

落した人を救助する」。2班に分

かれてロープで簡易ハーネスを作

るところから始まる。園川講師か

ら10㍍のロープを常備して持ち歩

くようにといつも言われている。

3人居ればつなぎ合わせれば30㍍

のロープとなる。

けが人を背負う時はザックを活

用する。シュリンゲを使い、ストッ

クをかける位置を固定し、けが人

を背負う。ストックにタオルなど

を巻けば怪我人のお尻も痛くない

だろうし、ザックを利用すること

によって、背負う人がスムーズに

交代することができる。

私も以前これと同じような経験

をした。法華院温泉山荘への下り

第２回・山岳技術専科 ５月11日(土）

皿倉山上で救助技術の習得
13520 西村信子

救助訓練をする受講者

です。結ぶ方法は少なくてよい

から、確実に覚えて、いつでも

応用できるようにすること。

カラビナは傷が入ったり変形

したものは思い切って廃棄する。

12時前に腹の虫も騒ぎ出した

ので、楽しい昼食となる。今日

の講習会は午前中で終了。

12時15分ビジターセンターに

て解散。外は相変わらずの風雨

で、全員が車で下る。

第１回目の講習は、二つ玉低

気圧の発達で台風並みの風と雨

の中、皿倉山ビジターセンター

で机上講習になりましたが、園

川スクールは悪天候でも実施す

る講習です。

講師：園川陽造顧問

受講者：12人 伊藤久次郎、

原 広美、西村信子、山田武史、

大内喜代子、大木康子、竹本

正幸、竹本加代子、赤瀬榮吉、

森本信子、縄手 修、

武永靖弘（九工大生）

平井 尊（九工大生）

皿倉山山頂にて



5月25日(土) 前夜祭

会報で申込み募集したところ、

当支部7人と広島支部4人の申し

込み受理。町役場にコテージ１号

棟と広島支部用バンガロー１棟を

予約する。

昨年11月北九州支部と広島支

部の交流登山に参加された落合さ

んから広島支部の参加連絡を受け、

準備を整えた。

広島、岩国を早朝出発され大法

山病院駐車場に出迎えて、三高山・

山小屋に案内。三高山から白馬山

を経て県指定天然記念物「ばくち

の木」の大樹を案内して下山する。

山小屋で昼食を済ませ、英彦山

「銅の鳥居」より参道を歩いて奉

幣殿経由で前夜祭に参加した。

17時、交流懇親会で山賊鍋を

囲み、差し入れの岩国市の銘酒を

飲みながら山話しに花が咲く。

19時、前夜祭広場の本部席に

伊藤支部長、関口副支部長がお神

酒を持参して会員一同も参加する。

広島支部の人は、初めての参加

で、神宮伝統の神官の舞、山伏問

答や山伏による点火儀式を見学さ

れ、踊り子と一緒に炭坑節の総踊

り・・アルコールで大いに楽しむ。

会場で当支部顧問の園川陽造氏、

エベレストに２回登頂された山下

健夫氏とともに記念写真の撮影。
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第３回山岳技術専科 ６月15日(土）

福智山系七重の滝遡行

14852 竹本正幸

四の滝にて

朝からの雨、実行するかどうか

園川講師に問い合わせる。「先ず

は現地まで行ってから判断する」

ということが園川教室の常識であ

る。中止の場合は、第2プランも立案

しておられることを初めて知る。参

加者は講師含めて５人。

９時10分頃、鱒淵ダム下の公園

に全員が集合したころには雨も止

み、空は明るくなってきた。ダム

の上からダム側道を沢の出合いま

でウォーミングアップ。出合いで、

地図を整置し、コンパスを使って

進む方向を確認する。

■沢登りの留意事項

①ザックの中は全てビニール袋で

包み、濡れないようにする。②袋

は空気を入れておく、プラス圧だ

から水が入りにくい。③高度計は

現在地の確認に欠かせない。④水

の濁り具合で水量等を判断する。

⑤地図は濡れないようにビニール

に入れ、タイムは油性マジックで

上から地図上に記入する。

10時43分に一の滝に着く。こ

こでシューズを履きかえ、ハーネ

スとザイルを装着する。

園川講師がトップで登り、ザイ

ルを固定する。竹本加代子、赤瀬、

森本と一人ずつマッシャ―結びで

ビレイしながら滝の横を登る。

スリングテープが濡れると移動

にてこずる。最後に竹本が登り滝

の上に出た。11時45分、かなり

時間を要した。

次の二の滝は、挑戦したけれど

悪戦苦闘の末、直登をあきらめる。

12時45分から13時15分まで昼食

とする。

二から三の滝はパスして四から

六の滝を遡行する。渡渉する時に

胸まで浸かったり、滝の中をシャ

ワークライミングしたりでスリル

あり、緊張感ありで時間のたつの

月例山行 5月25日(土）～26日(日）

第48回英彦山山開きに参加して
13541 高畠拓生

を忘れてしまう。

七の滝に着いたのは14時40分、

時間の関係で七の滝は次回の課題

に残しておく。ハーネス、ザイル

を外し、靴を履きかえ休憩後、登

山道を下る。

沢登りは、岩登り、ザイルワー

ク、ビレイの取り方、ルートファ

インディング、読図など今までの

講習の応用編でリスクもあるが楽

し講習会でした。

講師：園川陽造顧問

参加者：竹本正幸、竹本加代子

赤瀬榮吉、森本信子

英彦山上宮にて



カッポ酒を味わい二次会に移る。

５月26日(日) 山頂祭

前夜祭参加者と当日登山参加者

を加え24人で上宮まで行く。11

時から式典が始まる。観光協会会

長の次に日本山岳会を代表して高

畠拓生、一般登山者代表して広島

支部の落合和夫さんの順番で玉串

奉呈、登山者総代表は日向祥剛会

員で、万歳三唱の音頭は力強く山々

に響いた。記念タオルを受け取り、

各々下山を始める。

広島パーティは南岳経由で山頂

祭に合流し、北岳経由を私の案内

で下山。望雲台で井上祐さんと合

流する。県立青少年の家近くの針

の耳の狭い岩の割れ目を通過する

穴場を案内してスキー場、野営場

を通過して別所駐車場に到着する。

皆さまと再会を約束して解散する。
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昨年から始めた幼稚園の園児に

よる風師山(かざしやま)(362.2㍍)

登山を、北九州支部会員6人と地

元の風師山早朝登山会員や戸ノ上

山登山会のメンバーなど計9人が

サポートした。

園児51人が２班に分かれ、先

ずは第1日目の5月21日、年長、

年中組の園児22人と保護者15人、

園先生3人、山岳会6人と新聞記

者１人の合計47人。第2日目の5

月23日は、年少組の園児25人、

未就園児4人、保護者22人(うち父

親3人)、園先生3人、山岳会6人の

合計50人、２日間延べ97人がそ

れぞれ参加した。

この登山は、北九州市門司区の

「さいわい幼稚園」が、風師山ハ

イキングと称して「親子で楽しく

山頂まで登り、一番の展望を誇る

風頭(かざがしら)岩峰から関門海

峡の風景を見てもらい、門司に住

んでいてよかった、と子供達の心

に故郷の風景として残してもらえ

たら・・」との思いから実施を始

めたもの。

また、この登山のきっかけは、

昨年春、JAC当支部の役員会で大

楠会員から「門司区役所から『さ

いわい幼稚園』の風師山遠足を支

援してほしいとの依頼があった。

すぐ園長先生に会って話を聞くと、

従来は園長先生が引率して毎年山

に登っていたが、体調が思わしく

なく、ここ4～5年は実施してい

ない。自然になじむという意味で

も有意義で、また好評でもあった

ので復活してほしいとの声があり、

今年はぜひ実施したいので協力願

えないかとのことであった」そう

で、役員一同賛成し実行すること

になったもの

このコースは、海岸に近い登山

口から登れば大人の足で1時間30

分ぐらいかかるので、車道の終点

である展望台までバスとマイカー

で園児を運び、そこから山頂まで

普通30分かかる本格的登山道を

歩くのである。

私は、5月21日(火)の分に参加、

当日午前9時半JR門司駅で私と山

田さんが関口さんの車に乗車、そ

のまま風師山展望台（車道終点）

に向かった。その日は快晴であっ

たがPM2.5の影響で関門海峡もか

すんで最悪の状況であった。午前

10ごろ展望台に到着、すでに風

師山早朝登山会会長と新聞記者が

見えており、その後マイカーや幼

稚園バスが到着した。ひととおり

の紹介や説明などのあと、先頭、

中間、最後尾にそれぞれ山岳会員

が付き、園児達を守るように出発

した。

当日は年中、年長組で、昨年す

でに登山を経験しており、全体に

スムーズにいき、予定より早く山

頂に到着した。中には今回初めて

の4歳児もおり、途中でぐずって

泣きだし、親に抱っこされる場面

もあった。風師山山頂で昼食後、

見晴らしの良い風頭展望台に移動

した。ここには日本山岳会第4代

と第7代目の会長を務め、日本マ

ナスル登山隊の隊長として初登頂

に成功した、槇 有恒の記念碑が

ある。残念ながら下界はかすんで

よく見えなかったが、園児達に

「海の中にぼんやり見える島が巌

流島だよ。あそこで宮本武蔵と佐々

木小次郎が試合をしたんだよ」

5月21日(火)・23日(木)

幼稚園児51人と風師山登山

13499 伊藤久次郎

風師山山頂にて

参加者：20人

原 広美、日向祥剛、伊藤久次郎

高畠拓生、関口興洋、山田武史

榊 俊一、丹下 洽、丹下香代子

赤瀬榮吉、落合和夫、山新裕也

山新孝子、縄田正芳、縄手 修

落合眞美、畑井真子、畑井教子

松尾静香、河内三千代



目指すは国内唯一の瀑布群とい

われる宮崎県尾鈴山。午前７時前

小倉駅前を７人で出発、途中豊前

おこしかけで８人乗車し、参加者

全員で15人（伊藤支部長と他１

４人）となる。私（森）と畑井さ

んが入会後初めての山行参加。

天候は晴れ、車中は翌日の登山

の期待で話も弾む。途中、道の駅

2カ所を立ち寄り、宿泊地都農町

で食材を購入し、尾鈴山キャンプ

場に向かう。キャンプ場への道は

狭く、やっと乗用車１台分の幅の

道が続き、マイクロバスの運転士

の巧みな運転で路肩の石やのり面

からはみ出ている樹木をかわしな

がら、午後２時過ぎキャンプ場駐

車場に到着下車。各人それぞれ荷

物を抱え、一棟貸切りの宿泊館ま

で徒歩５分で到着。

夕食までの時間があるため日本

の滝100選に選出されている「矢

研の滝」を見学に出発。右手に名

賀川の源流を見ながら、崖に沿っ

て暗い足元、多少アップダウンが

ある細道を25分ほど歩くと若葉

滝に到着、滝壺を横断し５分ほど

で目指す矢研の滝が見える。水量

が豊富で落差73㍍あり、滝の下

から眺めるのには迫力満点。登山

マップでは白滝（高低差75㍍）

ほか30近くの大小の滝がある。

瀑布群の滝めぐりコースは片道２

時間となっている。

館に戻り、全員で夕食の準備が

始まる、宿泊部屋、トイレ、シャ

ワー室、会食場所が同じ建物にあ

り利用者にとっては有難い。夕食

が始まりすき焼きとビールなどを

美味しくいただきながら山行の話

や近況の話となる。午後８時から

全員でミーティング、伊藤支部長

から①明日の登山スケジュールの

注意事項を確認、②九州５支部会

議の開催予定の話、③一等三角点

研究会への参加要請、④今後のス

ケジュールの説明を行い、就寝。

翌日の起床は午前4時。

翌日は、深夜からの雨、前日と

は一転してどしゃ降りの雨となる。

私も3時から目が覚めてこの天気

ではと心配、４時に全員起床、

「雨か」とのつぶやきが聞こえる。

雨の推移を見ながら朝食、出発

時間を前に雨の強さも変わらず。

事前に下見されたＣＬから本日の

登山ルートは雨で滑りやすく、足

元が不安との報告もあり、登山中

止を全員で確認した。

残念ながら尾鈴山登山中止とな

り、キャンプ場を８時に出発。北

九州への帰路途中、日向市の若山

牧水記念文学館を見学、夕方６時

過ぎに小倉駅に到着し、解散。

今回、５月に支部会員として入

会、初めての山行の私にとって期

待した尾鈴山登山でありましたが、

雨となり残念。また紅葉の秋に計

画があればと願うばかり、その際

参加したい。私自身、スキーは年

数を重ねて35年、しかし山行は4

0歳過ぎから同僚と本格的に始め

ているが、年に数回の経験、最近

はなかなかそのグループでの登山

もなくなり、個人でツアーに参加

程度。

今回入会させていただき、経験

が豊富な諸先輩のアドバイスをい

ただき、技術や経験を重ねてみた

いと期待しています。

参加者：15人
原 広美、伊藤久次郎、濵松禮子、

馬場基介、高畠拓生、関口興洋、

大木康子、榊 俊一

竹本正幸、竹本加代子、森本信子

倉本とき子、大谷恵美子、

森 義雄、畑井教子
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月例山行 ６月８日(土)９日(日)

新緑と滝めぐり（尾鈴山を目指して）
北九州456 森 義雄

など会員達は説明していた。そし

て、下山にかかったが、ここでハ

プニング！会員の1人が園児と手

をつなぎ、説明に夢中になって自

分のザックを山頂に置き忘れ、登

山口に着いて初めて気がついた。

もちろん、忘れたザックは私が担

いで降りました。さぞや園児を自

分の孫と思い、楽しかったのだと

思います。

21日、23日の両日とも事故も

無く、無事終了したが、幼稚園と

してはこの登山を毎年の恒例行事

にしたいとのこと。北九州支部と

しても、これからの子供達に少し

でも山の良さを教えるために、地

域に密着した支部の恒例行事にし

たいと思っている。

参加者

・JAC会員： 伊藤久次郎、馬場

基介、 関口興洋、山田武史、

丹下.洽 丹下加代子

・風師山早朝登山会：

小田幸男氏

・戸ノ上山登山会：

壱岐氏、木村氏

キャンプ場ロッジ前にて
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5月18日（土）登山実技をもっ

て3回にわたった講座は終了した。

門司区内での登山講座は、これで

5回開催したことになる。当大里

南市民センターでは、他のセンター

と同様に市民講座としてパソコン、

料理教室、健康体力づくりなどな

ど多彩なコースを設定している。

したがって、提案する側は、講座

開設のメリットを強調し、長期戦

略で臨む必要がある。

市民センター側としても時間割、

予算の限られた中で開設費用、会

場、スケジュールなどの吟味をし、

本庁に申請をした上で認可を得、

実施することになる。

提案して開設にいたるまでいず

れも６カ月位かかっている。受講

者は20人前後に設定されること

が多い。今回は、前館長在住中の

平成24年10月に提案した。

当支部の伊藤支部長から開設要

請文を館長宛に発状してもらい、

結果25年1月に開設決定の運びと

なった。なお大里南市民センター

では平成18年に講座を開設した

いきさつがある。当時の受講者が

主体となって門司山歩会が結成さ

れたことは、先刻ご承知のとおり

である。

今回は4月20日、5月11日、5

月18日のスケジュールで前2回は

座学となった。受講生は18人、

時間帯は14：00～15：30と設定

された。

テキストは、見出しのみで述べ

てみると次の通りとなる。

【登山の基本】

１．登山の効用、２．安全登山の

基本、３．登山必携用具、４．山

の装備、５．食糧、６．飲料水、

７．歩行の基本、８．山でのマナー

【安全登山を目指して】

１．事前の準備、２．山でバテな

いために、３．グループ山行の留

意事項、４．冬山の注意事項、５．

安全確保のために、６．快適に登

るためのトレーニング

【危難予防対策】

１.一般的心構え 2.山の気象対策

３.危難対応の仕方（道迷い、毒

へび、スズメバチ、猪）

3回目は登山実技で戸ノ上山研

修であったが、報告は戸ノ上山登

山会の会長でもある当支部馬場会

員にお願いすることにした。

今回の講座は「市政だより」に

て受講者公募をしたいきさつもあ

り、次回はある程度の時間の経過

を見ながら取り組んでいきたい。

緒に山登りに挑戦」がテーマです。

今回は３日目の実践登山で、地

元の戸ノ上山(518㍍)に挑戦です。

私の出身母体である「戸ノ上山

登山会」（会員33人）の山でも

あり、講師を引き受けました。

登山教室受講者は18人、その

内今回は９人が参加(30代～70代

の男性が３人、女性６人)と４人

のサポーター(大楠、丹下、馬場、

講座卒業生１人)の合計13人。

市民センターで事前確認の後、

館長と急用で参加できなくなった

２人の見送りを受け出発。館～正

面～寺内登山口～山頂～大台ケ原

～桃山登山口～館の一周コースです。

近くの公園で準備体操、途中で

展望台、戸ノ上神社、柳城址など

山登りの楽しみである眺望や歴史

散策を行いながら整備された登山

道を登りました。

参加者は、初めて登る方や40

年ぶりの方、ウォーキングで鍛え

た方など脚力に差があり、途中で

１人の方の調子が悪くなり「引き

返し班」の検討もしましたが、最

後まで頑張って山頂に着いた時に

は感激しました。「山登りをやっ

てみたい」という気力が勝ったの

です。

山頂の戸ノ上神社上宮を参拝、

山小屋で昼食を取りながらミーティ

ング。山の事故の80㌫以上は、

下山中であることを教え、注意を

促し下山を開始する。大台ケ原か

らの北九州空港や小倉市街地の眺

めを堪能、最後の下りに入った。

市民センターで反省会、参加者

の感想・装備品の展示・今後の自

主訓練等々の質疑応答を行い教室

は終了した。

当会からは、「山の日」制定の

協力等についてお願いしました。

地味ではあるが登山振興に役立っ

たのではと感じました。

市民センター「登山講座」の開設

13465 大楠益弘

支部会員の大楠さんを

中心に北九州市門司区で

進めている登山啓発事業

「初心者のための登山教

室」安全な山歩きを知る

には、歩き方、体力づく

り、装備そして山の自然

を知ることが大切です。

「山歩きの心得を学び一

実践！登山講座

◇◇◇登山振興に役立ったのでは◇◇◇

13532 馬場基介

受講生のみなさんと 馬場会員撮影



関口さんからのお知らせをいた

だき上毛町友枝地区主催の松尾山

ウォークに参加することにした。

午前8時、西友枝体験交通セン

ター「ゆりきらら」に集合、ミー

ティング、体操、レクチャーの後

出発。

空身同然の主催者のペースは速

い。完全装備のわれわれは、最後

尾で田園風景を楽しみながら歩く。

林道・豊前松尾線の出会いで小休

止。尻高（しだか）へ向かい、一

の鳥居（江戸中期の建立で、明治

時代の台風で笠木が落ちている）

をくぐり旧参道へ入る。

右手に山伏の墓がある。少し歩

くと小笠原忠真公の追悼碑が建っ

ている。忠真公は松尾山を信仰し、

保護したためこの碑が建てられた

のでしょう。

さらに進むと位牌の形をした座

主の墓がある。少し下ると左に大

塔寺跡、右に坊跡、座主坊跡、座

主庭園跡がある。松尾山は最盛期

でも36坊といわれ、英彦山の300

0坊、求菩提山の500坊に比べる

とその規模を推察できる。

駐車場で小休止、飲み物の接待

を受ける。石畳の道を進み、二の

鳥居、法華一字一石塔を左に見て

石段を登ると、左に下宮跡（4月

の第二日曜日に御田植祭がおこな

われる）右に鐘堂跡があり、さら

に登ると左に講堂跡、阿弥陀如来

坐像、松尾の板碑涅槃堂跡がある。

中宮、行者堂を過ぎると右に展

望台があり、雁股山、求菩提山な

どが望まれる。さらに一登りで松

尾山三社神社の祀られる山頂に到

り、薬師如来の薬壺を埋めたとさ

れる場所は禁足地となっている。

下山道の愛宕堂には愛宕地蔵、

健軍地蔵が祀られている。車道を

引き返し「ゆりきらら」で地元産

のお米で作ったおに

ぎりと山菜などの昼

食を食べ「金色温泉」

で汗を流し帰路につ

いた。

松尾山は豊前六峰の一つで、松

尾山（上毛町）、求菩提山（豊前

市）、蔵持山（みやこ町）、桧原

山（中津市）、福智山（田川郡）

普智山（苅田町）の旧郡に一つあ

り、英彦山六峰は普智山の代わり

に宝満山が入る。また江戸時代に

入ると松尾山は求菩提山六峰の一

つとなり、この峰はお寺の山号を

指すものと思われる。

求菩提山護国寺（豊前市）、松

尾山医王寺（上毛町）、飯盛山来

光寺（築上町）宝勝山長福寺（豊

前市）、紅梅山松福寺（築上町）、

常在山如法寺（豊前市）

修験道の山を歩くとき忘れられ

ないことがあります。英彦山の守

静坊のシダレザクラを見に訪れた

とき、守静坊の当主で修験道研究

の第一人者の駒沢大学名誉教授で

ある長野覚先生がお話になられた

「修験道は自然崇拝です」の言葉

です。私も守るべきは自然だと常

に思って山を歩いています。その

ためにも「山の日」制定に微力を

尽くしたいと思っています。
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5月22日 朝8時嘉麻市内で高

畠さん率いる拓山会メンバーと合

流、自己紹介と山行計画書の説明

のあと、ワンボックスカーに同乗

7人で出発。

途中道の駅「宇目」で昼食、民

宿祝子川渓流荘に昼過ぎ到着、早々

に荷物を下ろし、高畠さんの計ら

いで、大崩山南東側にある祝子川源

流域の「落水の滝」へ。

大崩の茶屋の正面の三差路を左

折し、荒れた林道を15分進むと

行き止まりの広場にでる。ここで

車を降り、荒れた林道と目印の途

切れた山道を進むこと１時間で落

水の滝に着く。落差60㍍、水量

は少ないが滝の回りが広く大きな

花崗岩がごろごろした雄大な滝です。

明日の本番に備え足ならしに丁

度良い往復3時間のトレッキング

でした。民宿に着き汗を流した後、

楽しみの夕食と酒を交わし持ち込

んだアルコール類も切れた22時

過ぎ就寝。

5月23日6時民宿出発、6時20

分大崩山登山口～大崩山荘～わく

塚分岐～渡渉（4年前渡った金属

性の橋は30㍍ほど下流で崩壊）

9時20分袖ダキ到着、多少かすん

でいたが黄砂、PM2.5の影響もな

く、わく塚の岩峰群を再び堪能す

ることができた。下わく塚～中わ

く塚～上わく塚へ向かう途中、薄

いピンク色のあけぼのつつじが見

られ、疲れを癒してくれた。

11時25分上わく塚直下の広場で

昼食。

食事後、コーヒーを飲みながら

地図を広げ、５月初旬に登った夏

木山、五葉岳を木立越しに山座同

定した。12時13分りんどうの丘

分岐着、高畠さんと大崩山登山経

験者4人はここで待機（休憩）。

高畠さんよりサブリーダーを託

されサブザックに替え、初めての

西本さん、河崎さんの2人を連れ

12時43分展望のきかない大崩山

山頂に着く。山頂で写真を撮ると

個人山行 5月22日・23日

大崩山 岩峰群を再び堪能

№14916 赤瀬栄吉

袖ダキから見た岩峰群

個人山行・3月17日

松尾山（471㍍）

14264 丹下 洽
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足早に下り、ここで計画遅れの時

間を挽回した。

13時15分りんどうの丘分岐出

発、りんどうの丘～小積ダキと進

み、午前中登ってきた、わく塚岩

峰群を反対側から眺めまた、違っ

た姿を眺めることができた。14

時21分小積ダキをあとにし、こ

こから先はロープや固定梯子の連

続、三点確保で慎重に下り、見返

りの塔～米塚（坊主岩）～林道分

岐～渡渉するとすぐ大崩山荘着、

ここまでくれば下山したようなも

の、気を抜かず30分を歩き17時

30分大崩登山口に無事下山した。

11時間の疲れを癒すべき楽し

みしていた祝子川温泉「美人の湯」

は残念なことに定休日(木曜日)。

入浴をあきらめ途中のコンビニに

寄り、着替えと嗜好品を買い一路

帰路に着き23時過の帰宅でした。

大崩山は4年前初めて登り、あ

の岩峰群に魅せられ再度登りたい

と思っていた山でした。４月の英

彦山清掃登山の折、高畠さんから

その計画を知り、あつかましくも

参加を申し入れ、４年ぶりに大崩

山の岩峰群を堪能することができ

念願が叶いました。温かく参加を

受け入れてくれました、高畠さん、

拓山会の皆さま、本当にありがと

うございました。

参加者：

高畠･中村･宮原･大塚･西本･河崎

（以上拓山会）、赤瀬

本の紹介

絵 本
「アルバータ山のピッケルものがたり」

芳賀淳子 著・絵・自費出版

■新ルームに山の図書として常設■
今から88年前の大正14（1925）年、日本山岳会

が初めて海外遠征隊を組んで初登頂を果たしたカナ

ダ・ロッキー山脈のアルバータ山（3619m）の頂

きに残されたピッケルをめぐる物語が、一冊の絵本

になった。著者は芳賀淳子さん。三田幸夫元JAC会

長の長女で、芳賀孝郎元副会長夫人でもあり、現在

JACアルパイン・スケッチクラブの会員。

アルバータ山のピッケルをめぐる出来事は、日本

の登山会ではかなり知られた話だ。だが「年ととも

に忘れられ、若い人は知らない。今、語り継がない

と消えてしまう」と淳子さんは本にしようと決意。

「展開がドラマチックなので絵本に向いている」と

考え、30年近く学んだ水彩画の腕も生かす方法を

選んだ。

大正14年、細川護(もり)立(たつ)侯爵に勧められ、

この山に挑んだのが槇有恒隊長ほか、三田幸夫らの

慶応大・学習院合同隊だった。16時間の登攀(とう

はん)の末、頂に立った隊員らは、細川侯爵に託さ

れたピッケルを立てて残した。このピッケルは登山

家の間で「銀のピッケル」として伝説になった。

23年後の1948年、第2登を遂げたアメリカ隊が

これを記念に持ち帰ったのが数奇な運命の始まりだっ

た。ピッケルを引き抜いた際、石突き部分が折れ、

凍った岩の中に残された。ピッケルがその後、ニュー

ヨークの山岳博物館に展示されたが、石突き部分を

欠いていることは知らされなかった。

ピッケルが欠けているのを発見したのは、淳子さ

んの夫・孝郎さん

だった。孝郎さん

は義父の三田幸夫

さんからピッケル

の話を聞かされて

いた。1966年立ち

寄った博物館でピッ

ケルを見て「石突

き部分はまだアル

バータ山に残って

いるのかもしれな

い」と思い、それ

から30年後の1996年、アルバータ山をめざした学

習院隊はその残りの石突き部分を探したが見つから

なかった。実はその石突き部分は31年前の1965年、

第5登した長野高校OB隊によって、日本に持ち帰ら

れていたのだった。彼らはアメリカ隊の遺留品とば

かり思っていたのだ。

1997年芳賀孝郎さんが会報『山』へ一連の経緯

を寄稿。これを読んだ長野高校OBが石突きが日本

隊のものであることを知り、その年の年次晩餐会で、

カナダから来た上部と長野からの下部が見事に一体

となった。会には皇太子殿下もご出席された。

アルバータ登頂75周年の2000年、ジャスパーで

の記念式典と祝賀会で、修復されたこのピッケルが

高々と掲げられて、会場は拍手と歓声の渦に包まれ

た。

（岳人４月号の紹介記事および JAC緑爽会報から）

以上が、アルバータ山のピッケル物語の内容であ

る。この本を読んでみたいとの支部会員からの声で、

著者の芳賀淳子さんにメールで注文。5月3日に図

書が到着、翌日ルームに常設した。

その後の6月28日、北海道に飛び、北海道支部と

の交流会で、芳賀ご夫妻と初めてお会いできたこと

は光栄でした。 伊藤久次郎
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４月１日門司区役所から連絡

が入った。「山歩きガイドマッ

プ」ができ上がったのでご覧に

いれたいというのである。待ち

に待った報らせであった。

早速、総務企画課に出向いた。

そもそもこの「門司山あるきガ

イドマップ」というのは門司区

内の矢筈山、風師山、戸ノ上山

を主体とした企救自然歩道への

交通アクセス、登山ルート、山

野草などの自然情報の総合ガイ

ドマップである。

平成21年10月が初版である。

読売新聞によってこのことを知

り、取り寄せた。マップには残

念ながら数カ所の誤記、ルート

の誤りなどがあり、担当課に出

向いて修正を申し入れたいきさ

つがある。それをきっかけに担

当部署とわが支部との情報交換

が始まり、なおいっそう正確で

精密なものに仕上げるため、わ

れわれも協力することになった。

この間ガイドマップは各区役

所、市民センター、主要駅、ス

ポーツ用品店など広範囲に頒布

された。結果、当三山に対する

関心が高まり、マップ片手にルー

トをたどるハイカーが目につく

ようになった。好評のため22年

11月第二版、そして今回、25年

３月の第三版刊行となったので

ある。

この間、風師山早朝登山会、

戸ノ上山登山会、門司歩こう会、

門司こもれび会の登山団体の協

力を得て踏査、検討会は数十回

にわたった。最終的には、相当

程度精密、正確なものに仕上が

り、安全登山に役立つものにで

き上がったと確信している。

門司区役所にあっては、十分

な予算が計上できるとは思えな

い状況下、一般市民が自然に親

しむための施策、自然保護対策

を講じてもらったこと。このこ

とは収益を旨とする一般事業体

にはとても及びもつかぬことで

ある。

地域貢献事業を使命の一つと

する日本山岳会にとり、実にあ

りがたい支援と言わざるを得

ない。

他の地方自治体が山岳ルート

に関して、このような企画を推

進した例は寡聞にして、私は知

らない。

なお、各回の発行部数は次の

通り。

第一回 5000冊以上

第二回 5000冊以上

第三回 10000冊以上

◇◇◇快挙！門司区役所

「登山ガイドマップ」発刊◇◇◇
13465 大楠益弘

下関市の蓋井島で長崎県の五

島列島から旅してきたチョウ

「アサギマダラ」が見つかった。

これまで春に九州方面から下

関市へ飛来した例はなく、初め

ての記録となる。発見した当山

岳会の福村拓己さん（65）は、

「今回の飛来で、九州方面から

日本海側を移動する北上ルート

が確かなものになったのでは」

と喜んでいる。

今回飛来してきたアサギマダ

ラは雄で、羽

に「５・14」

「上五島」と

放蝶した日時

と場所、標識者の名前がマーキン

グされている。

発見者の福村さんは、4年前か

らアサギマダラの飛行ルートを

調査しており、24日に蓋井島の

白瀬浜で再捕獲。その場で福村

さんの名前や日時をマーキング

して再び放した。

3年かけて春に蓋井島で約1千

頭を捕獲したが、マーキングされた

アサギマダラは初めてという。「見

つかったときはうれしかった。こ

れからも調査を続けて、もっと

下関市にアサギマダラが飛んで

くるようになればうれしい」と

話している。

（5月28日山口新聞より）

長崎五島列島から10日かけ200㌔飛来

＝九州方面から初の記録＝

蓋井山で再捕獲されたアサギマダラ
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● 平成25年５月定例役員会報告

・日 時：平成25年５月15日（水）

・場 所：当支部ルーム（毎日会館）

・出席者：伊藤、板倉、関口、馬場、山田、丹下、

竹本、木原、縄手

・欠席者：日向、池田、大楠、中岡

・会務報告：平成25年４月20日（土）、第14回通

常総会がホテルニュータガワで開催され、

提案された１号～８号議案は原案通り可

決承認された。

議題：

（１）会員の異動と会費納付状況

①、会員の異動（５月１日現在）

通常会員：77人（３月比＋－０人）

支部友 ：52人（３月比－２人）

会友 ： ４人（３月比＋－０人）

合計 ：133人（３月比－２人）

支部友は、岩村瑛雄、佐藤照美、和田英昭、

室田安代の4人が退会して、塚本久嘉、坂井

義臣の2人が入会した。

②、会費納付状況

ア、北九313の［岩村瑛雄］さんは、３年滞

納なので除籍となった。

イ、会費納付は、56人中33人の入金があっ

た。

（２）山行・行事報告

・3月24日（日）尺岳～皿倉山縦走はシカ一斉駆

除日の為、登山中止した。

・3月24日（日）平成24年度海外登山・遭難対策

研究会（ウェル戸畑）

福岡県岳連主催 当支部より4人参加。

・4月2日（火）毎日会館にて臨時役員会。13人中

12人出席。

・4月6日（土）皿倉山（園川講師による山岳技術

専科）13人参加。

・4月7日（日）英彦山清掃登山（併せて山の日制

定ＰＲ）。35人の参加。

・4月13日（土）～15日（月）小島烏水祭（四国

支部主催）。当支部より5人の参加。

・4月27日（土）平尾台での初級岩登り教室。14

人参加。

・5月1日（水）ルーム開設披露会（来賓5人の他、

支部会員27人が参加。

・5月5日（日）300百名山取材で脊振山登山。

４人参加。

・5月7日（火）～８日（水）五葉岳～夏木岳縦走。

11人参加。

・5月11日（土）皿倉山（園川講師による山岳技

術専科）10人参加。

（３）山行・行事計画

・5月21日（火）さいわい幼稚園（年長、年中組）

風師山登山

・5月23日（木）さいわい幼稚園（年少組）風

師山登山

・5月25日(土)～26日(日) 英彦山山開き

・6月8日(土)～9日(日) 尾鈴山（滝めぐり）

・6月15日(土) 福智山 七重の滝（園川講師に

よる沢登り）

・6月23日(日) 「山のトイレ協議会」総会（大

宰府）

・7月13日(土) 皿倉山（園川講師による山岳技術

専科）

・7月17日(水)～21日(日)南アルプス（千枚岳～荒

川三山～赤石岳縦走）

（４）支部組織図について

ルーム委員会の新設、ルーム規約作成、図書

委員、備品台帳等。

（次回の役員会で再検討する）

（５）他支部主催の行事

イ、自然保護全国集会(富山)7月6日(土)～7日(日)

ロ、青森支部20周年式典 10月13日(土)～14日(日)

ハ、全国支部懇(静岡支部)10月20日(日)～21日(月)

締切り：７月中旬

（６）その他

・国立登山研究所の本年度事業として、「中高年

安全登山指導者講習会」が本年10月に阿蘇山で

開催される。資料取り寄せるが、今のところ当

支部から２人の受講希望がある。

（記載者：山田武史 ）

会 務 報 告
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・いつ：毎月・第4水曜日

・場所：小倉北区魚町「コール天」

・時間：午後6時30分から

・参加申込：事務局 山田武史

（TEL090-6422-5662）

◎７月サロン 24日（水）

・唐手岩岩登り教室のビデオ観賞（18時から）

◎８月サロン 28日（水）

◎９月サロン 25日（水）

◎10月サロン 30日（水）

・いつ：３カ月に1回・第１木曜日

・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」

・時間：午後６時30分から

・参加申込：榊 俊一（TEL090-8416-4194）

◎８月サロン

※１日の予定でしたが８月８日(木)に変更

になりました。

◎11月サロン ７日(木)

6月26日(水)、サロンが始まる前に約15分間で

ロープの結び方の練習をしました。結び方は、一

つをしっかりと覚えておけば、いろいろ応用でき、

いざという時に役立ちます。また、山行時は10㍍

のロープを常時携帯しておくこと。

2㍍のロープを11本の用意し「エイトノット」

を11人が繰り返し練習。今後も練習を続けます。

■エイトノット

８の字をつくりそれに沿わせていくようにして結

ぶ。末端につくる時はロープ径の10倍以上出す。

小倉サロン

博多サロン

富士山が世界文化遺産に登録された。ご当地静岡

支部で全国支部懇談会が開催されます。この機会に

ぜひ参加しましょう。

2日目は、北九州支部の希望者で雨飾山に登りま

す。支部懇に参加せず、現地直行でもOKです。

詳細は次ページの山行計画をご覧ください。

日 時：10月20日(日)～21日(月)

集 合：13時～14時30分（受付時間）

会 場：ホテル アソシア静岡(JR静岡駅北口3分）

静岡市葵区黒金町56(TEL:054-254-4101)

宿 泊：ホテル アソシア静岡と駅近くのホテル

費 用：20,000円

申込み：山田武史（TEL：092-844-3563）

締切り：7月中旬

第1日目 講演会と懇

親会 （駿府の間 ）

・13：00～14：30 受 付

・15：00～17：00 講 演

１．「日本山岳会の今昔」

講師 静岡支部永年会員 長田 義則

２．「富士山のスラッシュ雪崩」

講師 日本雪氷学会会員

静岡支部元支部長 安間 荘

・18：00～20：00 懇親会

第2日目 3コースに分かれる登山とハイキング

・Aコース（登山 基本は下り）

富士宮口５合目～御殿場口新5合目まで

・Bコース（ハイキング 樹林帯を歩く）

富士宮口2合目～側火山・西臼塚(1290㍍)まで

・Cコース（ハイキング ミカン畑を歩く）

日本平山頂までハイキングと久能山東照宮

見学

第29回 全国支部懇談会 スケジュール

小倉サロンで結び方練習

ロープ末端結び 中間結び
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１．脊振山（車谷コース）
と き：７月27日（土）

テーマ：300名山の「背振山」にて「キツネノカ

ミソリ」の花の撮影に同行。

集合場所：マイカーは早良区荒江―263号線―椎

原バス停に集合

集合時間：10：00

コースタイム：約４時間

申込み：山田武史（092-844-3563)

締め切り：７月20日

１．第５回山岳技術専科
テーマ：「地図の見方と計測について」

講 師：JAC 園川陽造 顧問

と き：８月３日(土) ９時～15時

ところ：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：山頂・国見岩付近まで登山、途中技術講

習、研修室で実技のまとめ、質疑応答

申込み：竹本正幸（TEL0930-28-9611）

締切り：７月30日

１．第６回山岳技術専科
テーマ：「岩場の救助技術・自己脱出」」

講師：JAC 園川陽造 顧問

と き：９月７日(土) ９時～15時

ところ：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：山頂・国見岩付近まで登山、途中技術講

習、研修室で実技のまとめ、質疑応答

申込み：竹本正幸（TEL0930-28-9611）

締切り：９月２日

２．第２回岩登り教室
と き：９月21日(土）

集 合：８時30分 平尾台・茶ガ床

ところ：平尾台・唐手岩

申込み：板倉健一（TEL:090-7163-1610）

締切り：９月16日

３．九州５支部懇談会
と き：９月28日(土）～29日(日）

ところ：ホテル グランティア大宰府（天然温泉三

笠の湯）

■懇談会：９月28日(土）

新会長の森 武昭氏も参加されます。

13：00受付開始 14：00～チェックイン可

14：13～17：00 懇談会

18：00～20：00 懇親会

■記念山行：９月29日(日）

①四王子山「歴史」ハイキングコース（徒歩約

３時間）

②宝満山登山コース（徒歩約４時間）

③自由散策コース（太宰府天満宮、国立博物館

など）

14：30 西鉄太宰府駅にて解散予定

■参加費

①宿泊あり：13,000円（懇親会、会場費、宿泊

費、朝食、昼弁当）

②宿泊なし：6,000円（懇親会、会場費、昼弁当）

１．莇ヶ岳（1004.2㍍）
あざみがたけ

「石鎚神社信仰の山と山頂直下の鎖場を楽しむ」

と き：10月13日（日）

集 合：マイカー：中国自動車道鹿野ＳＡ８:40

マイカーでない方

山陽本線新下関駅７:30集合 マイカー

で乗りあって鹿野ＳＡまで行きます

※鹿野ＳＡで全員集合後登山口まで行きます

申込み：原 広美（083-245-5490）

携帯：090-6832-2128

締切り：10月５日

２．三度目の正直・雨飾山（1963㍍）
静岡での全国支部懇談会の行事が終了した後、

支部懇に参加されず現地への直行を希望される方

もOK。

と き：10月21日(月)～23日(水)

行 程：

21日 静岡～名古屋～松本～南小谷～小谷温泉

22日 雨飾山登山～小谷温泉

23日 小谷温泉～松本～名古屋～北九州

費用概算：ＪＲ料金 約34,000円

申込み：関口興洋（TEL:093-382-6436）

携帯：090-8919-6776

締切り：7月20日

◇◇◇山行計画のご案内◇◇◇

９月の山行

７月の山行

10月の山行

８月の山行
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●小倉駅南口から東南東、徒歩３分

●小倉駅から一番近い寿司屋

●小倉北区京町３丁目６-14

●TEL：０９３-５４１-２６２３

● 橋爪 久吉（会員番号 北九４２３）

● 橋爪 明代（会員番号 北九４４２）

山ヤが集う

ご来店をお待ちしています

編集後記

・「晴耕雨読」ならず「晴山雨読」ができたらい

いなと思うこの頃です。諸事情でなかなかそうも

いかない。行きたい山がたくさんあるのに・・。

山は逃げないというが、体力は年とともに逃げて

いく。いかに食い止めるか。山歩きを続けること

が自分にとって一番幸せに思える。

M・T

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）は竹本宛て

・アドレス：takemoto.masayuki@white.plala.or.jp

（66号の原稿は10月20日までお願いします。）

よ し

風師山早朝登山1400回記念祝賀会

・と き：７月21日(日) 午前11時より
・ところ：風師山岩峰

団子汁を用意します。助人を歓迎

・連絡先：丹下 洽（℡：093-391-8193）

■群馬支部設立総会
と き：7月13日（土）

ところ：前橋市 新前橋駅前

「アニバーサリコート ラシーネ新前橋」

締切り：7月8日必着

■平成26年３月30(日）
月例山行・場所の変更
万年山 ➪ 馬ケ岳(行橋）

お知らせ

ご存知ですか？
「ホトトギスの落とし文」5月18日経読岳(992㍍)

に登ったとき見つけました。オトシブミという甲虫

が卵を葉に産み付け丸

めて落とす。幼虫は葉

を食べて成長する。江

戸時代の恋文などを道

に落とすところからき

ているらしい

（竹本）


