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「山の日」祝日制定記念の
親子登山を開催 (風師山〜矢筈山)
14264

丹下

洽

風師山風頭山頂にて

2016年から8月11日が国民の祝日に制定されるこ

宜楼」（サンキロウ）戦前戦中を通じて政治家・財

とになり、北九州支部は急きょ門司区の風師山（36

界人・軍人・文化人で賑わった高級料亭）の側を通

2㍍）から矢筈山（266㍍）までの家族登山を計画し

り、15分ほどで清滝公園に到着。公園は北九州市都

た。「森は海の恋人」とも呼ばれ、山を愛し自然の
恩恵に感謝し、自然に親しむことを本日の山行の目

市型公園の第一号で昭和28年の門司大水害により壊
滅的被害を受けた。今は、企救自然歩道の起点となっ

標とした。

ている。車道を離れて自然歩道を登る。途中、トイ

小学生らも参加
参加者は事前に新聞（毎日新聞）で募集した親子
連れ12人、支部会員12人計24人となった。

レがあり、車道を横切りさらに石段を登る。中ほど
で関門橋・火の山の絶景ポイントがある。
また、車道に出会い少し行くと三角山城跡のある

8時門司港駅前バス停に集合、点呼・諸注意を伝

三角山（199㍍）登山口が左に開かれている。この

達し、8時15分出発。かっては九州の鉄道を一括管
理した国の有形文化財でもある旧国鉄門司鉄道管理

山を登ると大変な急坂で所々ロープが設置されてい
る。かっては門司城（亀城）の支城（鶴城）で戦国

局（現九州鉄道記念館）前を通り、修復なった「三

時代大内氏と大友氏が覇を争った門司合戦の古戦場
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で山頂には毘沙門天が祀られている。 車道を進む
と、左手に高浜虚子の「風師山 梅ありと聞く、登

はザイルを持参していたが使わず下ったが場合によっ
ては必要な個所。（後日、門司区役所にトラロープ

らばや」の句碑がある。これは前述の三宜楼での句

の設置を提案）子供さんたちも無事鞍部を通過。かっ

会で詠まれた一句であるが、この梅林は現存しない。 ては陸軍の要塞地帯の史跡もあり、市街地の直ぐ近
中原神社の入り口に到着、左手を下ればもみじ谷と くにこんな自然林があり山歩きを楽しめることがで
なる。11月下旬頃には紅葉の名所で訪れる人も多い。 きることをもっと多くの人に知ってほしい。最後の
ここで小休止。車道を20分ほど進むと右手に関門海

急登を登ると矢筈山への車道との出会いに到着。小

峡が少し見える。以前は一望できたが今は樹林が繁
り年々視界が狭くなっている。やっと駐車場がある

休止して山頂への車道を登る。11時35分市営矢筈山
キャンプ場に到着。ここは旧陸軍の保塁跡、管理人

車道の終点に到る。終点の奥には「おう穴」があり、 から施設の説明を聴く。施設の案内の途中、最近テ
ここは古代人の居住跡ではないかと言われている。

レビ映画の撮影が行われ11月末に放映されるとの話

さらに少し行くと福岡黒田藩士「宮川尚古」の歌碑
「たつ雲の袖をかざしの山風にちりものこらぬ峯の

もあった。明治時代の旧兵舎や倉庫は年中20℃、地
下壕は16℃で説明を聴きながら汗をクールダウン。

紅葉」がある。

昼食は見晴らしの良い休憩場で眼下に関門海峡、

槇有恒記念碑の岩峰

大瀬戸を見ながらとる。池田会員が事前に角氷や麦

これより山道に入る、左右に地元風師山早朝登山
会」が植えたアジサイの花が咲き残っている。10分

茶を準備、感謝しながら昼食。山頂近くを散策し、
記念撮影。樹にぶら下がったブランコで子供が遊ぶ。

ほどで風師山岩峰（風頭：364.2㍍）に到着。関門

キャンプ場を後にして車道をひたすら下る。樹木が

海峡が一望でき素晴らしい。ここには槇有恒元会長
がマナスル初登頂後、昭和32年10月 28日風師山を

茂るため、暑さは感じない。ゲートを過ぎて「小森
江子供のもり公園」に到着。トイレ休憩、公園は貯

訪れた時の記念碑（「この頂きに立つ

幸福の輝き

水池跡地を利用して整備されている。伊藤支部長が

山人たちの力によ

参加者全員に山の日制定の経緯を説明。毎年開催し

るものなり」）があり、今年3月森武昭会長ご出席
のもと新しく略歴碑が設置された。山頂東端には吉

たいとの話に、参加者から「楽しかった」「また参
加したい」「豊かな自然や郷土の歴史に感動した」

井勇の歌碑「風師山

雲と遊

などの感想があった。公園から旧電車通りの登山口

こころ起りぬ」もあるが、その台座の岩や略

まで下り、小森江駅まで向かう参加者とバス乗車の

歴碑の周りを見ると風師山がかって西脇野湖と呼ば
れる巨大な淡水湖そして地殻変動により海となり、

参加者がここで別れる。14時前、全員無事解散。
今回は、支部主催で「山の日祝日制定記念山行」

その海底の隆起によって形造られた山であることを

を計画、準備時間も少なく、一般参加者も限られて

証明する水中生物の化石を見ることができる。記念
碑をバックに全員で記念撮影。岩峰を後にして風師

いたが、来年以降は十分に準備を行い山の日をアピー
ルしていく。また、市内には家族連れで参加できる

は

これをとらうる術をしりし

ばん

登りて空を仰ぐとき

山も多くあり、魅力のある企画を目指していきたい。

参加者

一般参加者12人
会員12人 、
会員：原広美、伊藤久次郎、関口興洋、馬場基介、

山田武史、丹下洽、丹下香代子、竹本正幸、
池田智彦、縄手修、森義雄、大谷恵美子、

コースタイム ：
風師山山頂にて三角点

山へ向かう、10分後二等三角点のある風師山山頂
（362㍍）に到着。山頂は狭く視界も岩峰に比べる
と劣る。南峰（365㍍）を過ぎて、奥田分岐を下る。
陸軍の要塞跡がある矢筈山へ
急坂で前日の雨で滑りやすくなっている、竹本会員

歩程（約8.5㌔）

約5時間30分（休憩・昼食タイム含む）
門司港駅集合⇒（30分）⇒清滝公園⇒（60分
自然歩道経由）⇒展望台⇒（20分）⇒風師山風
頭⇒（10分）⇒風師山⇒（20分）⇒矢筈分岐
⇒（60分）⇒矢筈山キャンプ場⇒（60分）⇒
小森江登山口にて解散
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2. 記念山行

12月13日（土）17：30開会
（受付開始17：00から）

（2）会場

終了時間 20:00予定
下関シーモールパレス
〒750-0025

（3) 会費

(3）

平成26年度忘年の集いと記念山行★★★

忘年の集い

（1）と

10月発行

下関市竹崎町4-4-8

（1）集合時間9：45、集合場所ＪＲ新下関駅前
〇参考：小倉駅発9：11〜下関駅着9：27
下関駅発9：31〜新下関駅着9：40
（2）登山コース
竜王登山口（深坂茶屋）10：20〜竜王山頂

TEL 083-231-7000

12：20昼食13:00〜吉見下山口14：30

（最寄駅
5,500円

※下山後入浴（吉見温泉）
着替え、石鹸等を持参すること

JR下関駅から徒歩5分）

（4) 申込み期限

12月3日（水）

現地までの交通手段は調整します

（5）申し込先

大内

詳しくは担当までお問い合わせください

喜代子

（TEL083-256-5288）

月例山行

7月19日（土）〜20日（日） 久住山〜稲星山〜鳴子山

テント泊と急登・急坂のくじゅうを走る！
15387 森 義雄
●コースタイム：
赤川登山口⇒（130分）久住山（1786㍍）⇒（23分）⇒神明水⇒（15分）⇒稲星山（1774㍍）⇒
（53分）⇒鳴子山（1643㍍）⇒（97分）⇒朽網分かれ⇒（50分）キャンプ場

久住山山頂にて

7月19日から20日まで九重沢水

内藤リーダーの指導のもと、参加

を詳細に確認しながら準備に取り

キャンプ場で初めてのテント泊に

者が事前の6/30にルームに集合、 組みました。

参加しました。

当日のスケジュールや担当分担、

事前にキャンプ場下見を経験豊

今回は支部主催のテント泊とし
て、未経験者を中心に研修をかね

注意事項などを確認し、準備を行
いました。私も経験がないため、

富な高畠さんに同行していただき
ながら、キャンプ場と登山道を確

ての山行となりました。

装備や地図の整理など必要な事項

認しました。
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次は稲星山。目の前の直登だが、
風もあり快調に登る。9時過ぎに
山頂へ、視界も広がり近くに坊が
つる、大船山・平治岳が見える。
山頂から下り、稲星越え（沢水
キャンプ場の展望台への下りの分
岐）を鳴子山方面へ進む。
ここから鳴子山への登山客はあ
まりいない、稜線に沿ってジグザ
グに登るルート、巨石もあり登り
づらい。50分ほどで鳴子山山頂
へ。
山頂は狭く記念撮影。鳴子山か
管理棟内でミーティング

らの下りは急坂、最初は稜線に沿っ
て足元に気を使う。樹林帯に入り
落ち葉のザラザラの急坂、滑り易

帯の中を進む、40分ほどで急登

い、前後で転倒の声、注意しなが

15時にキャンプ場に集合、全
員13人、未経験者は4人。内藤Ｃ

となり、ひたすら山頂を目指す。
1時間ほどで視界が開け、遠く

ら下ること1時間30分、朽網分か
れに到着。丁度雨が降りだす。

Ｌ、吉田さんの指導のもと、テン

に祖母山の稜線が見え始める。

19日（土）

林道を歩き、沢水登山口を経て、
50分でキャンプ場に到着。
雨の中、テント撤収、備品など

ト設営から食事の準備などを全員
で行いました。

を確認しながら収納。

ここでコメの炊き方の伝授、炭
の準備など基本的なことから指導

午後1時に解散。

していただきました。夕食はバー
ベキューで煙のなか楽しく食べま

今回のテント泊は、私のような

した。夕食後20時から、管理棟

入会後間もない、テント泊の未経

でミーティング。内藤ＣＬから、

験者への研修指導を目的に計画さ

①山行の形態（日帰り、縦走、テ
ント泊など）により装備や持参す

久住山への登り

れた。日常から縦走時のテント泊
を念頭に、重い荷物で急登・急坂
に対応ができるように日常の訓練

るものが違う、②状況に合わせて

景色は最高だが、丸太の階段も

歩き方を変える、③重い荷物を持
つ訓練が必要、④地図の見かた、

あり、黒土の傾斜がきつい。先頭
は加藤・大谷・清家・森の経験が

⑤山行は少人数でレベルを合わせ

浅い者が交代でリード、岩場をジ

るなど基本的な知識を教えていた

グザグに登る、足元は悪いが休む

参加者 13人

だきました。21時翌日早朝登山
に備えて就寝。

ことなく進む、2時間10分で久住
山頂上に到着。

会員：
内藤正美・吉田克己・稲富榮・

早朝7時過ぎ、暑さもなく気持
ちがいい、小休止して稲星山を目
20日（日）
起床4時、深夜に雨が一時降り、 指す。下りを経て神明水の分岐に
足元は濡れていたが雨もやみ、装

到着、この時期は花も見ることも

備の準備。吉田さんがピザを焼く。 ほとんどなく、寂しい。ここで朝
軽い朝食を食べて、赤川登山口に
車で移動。あたりはまだ暗い。

食をとるため休憩。煎れたてのコー
ヒーの提供は縄手さん、ハムエッ

5時5分に駐車場を出発、林道

グは吉田さん、ふたりとも重い食

を歩き5分ぐらいで川を渡る。硫

料を持ちメンバーにサービス。感

黄泉が湧き出る箇所もある。樹林

謝感謝。

や心がけが必要と感じた。

竹本正幸・竹本加代子・森本信子・
縄手修・大谷恵美子・森義雄
支部友：清家幸三・加藤信子
ビジター：藤井恒彦・百田道子
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7月２９日（火）井原山登山（983㍍）

満開のキツネのカミソリを求めて井原山へ
北九469

藤原

玲子

も含めてオレンジ色の花で埋め
尽くされていて、とても綺麗で
写真をいっぱい撮りました。せ
せらぎの終点で休憩をし、進ん
で行くと、キツネのカミソリの
姿が無くなり、 楽しみながらの
山歩きから、木につかまりなが
ら急登の登りに変わりました。
50分ぐらいひたすら頑張って
進み、やっと尾根ヘと向う縦走
路に出ましたが、下が見えない
ぐらいクマザサが凄くて、掻き
分けて進み、やっと山頂に到着

井原山山頂

しました。山頂は360度のパノラ
マで、すばらしい山の景色をご
馳走にして昼食を食べました。
下りは、急坂なので滑りそう

井原山は、福岡の糸島市にある、 鍾乳洞駐車場に到着。

でしたが、木に掴まりながら注
意してゆっくり下りました。

標高９８３㍍の山です。
以前から、そこに咲くキツネ

平日なのに、ほぼ満車状態で
びっくりしましたが、どうにか

のカミソリというユニークな花

車３台駐車する事ができました。

の名前に興味がありました。
花なのにどうして動物の名前

登山口の丸木橋を渡って左に
案内されて行くと、皆さん立ち

美味しい水を飲み、最後に楽し
みだった鍾乳洞の天然クーラー

が付いているの？

止まって涼しそうな顔をして集

で、体を冷やし、汗が引くまで

まっています。

休憩し登山口まで下りてきまし

ネ？ カミソリ？共通点？？？）
想像できません。名前の由来を

そこは、鍾乳洞で穴から冷気
が流れ出てて、まるで天然のクー

た

調べてみると、ヒガンバナの植

ラーの中にいるみたいでした。

氷（量が多いいのにビックリ）

どんな形をしてるの？（キツ

途中、水無の湧水で冷たくて

帰路は途中温泉に入り、カキ

物で、葉の形がカミソリに似て、 なんと、鍾乳洞の中は11度〜12

でのどをうるおし、本当に美味

度ぐらいだそうです。
再び、山頂方面に歩き始める

しかった。
今回の山行は初めての参加で

て咲いていることも関連してる

と、ヒガンバナに似た背の高い

皆さんにお世話になりました。

かもしれないと書かれていまし
た。そして、井原山はキツネの

花が５〜６本群生して立ってい
ます。あなたが「キツネさん」？

そして、期待したキツネのカ
ミソリにも会え、オレンジ色で

カミソリの群生地で九州一だそ

茎が長くて、きれいなオレン

満開の花街道に大満足の１日で

花の色がキツネの体色をイメー
ジさせ、 花が咲く時、葉が無く

うです。

ジ色の花が目立ちます。花びら

7月29日（火）満開のキツネの
カミソリに期待を含まらせ出発

も薄く平ぺったく、カミソリの
刃に似てると感じました。

です。行橋駅前から出発、７時

登って行くにつれ、どんどん

した。

参加者

１１人
会員： 原広美、伊藤久次郎、

に香春駅で皆さんと合流し、最

密集の具合も増してきて山頂の

井上禮子、山田武史、縄田正芳

後に「伊都菜彩」の道の駅で、
福岡の山田事務局長の車と合流

急登に差し掛かるところまで、
キツネのカミソリに囲まれた沢

竹本加代子、 大谷恵美子
支部友：畑井教子、加藤信子、

し、全員集合し出発しました。

沿いの登山道を登ります。

藤原玲子、奥田スマ子

9時30分、井原山登山口の水無

群生地では、道の両面、斜面
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大日ケ岳から釈迦ヶ岳

修験道の峰入り難コースを歩く！

北九465 伊藤

友紀

ましたが、体ギリギリで、ザッ
クに刺していたストックに当たっ
て落ちて行きました。小さい石
でもスピードがあり、ストック
に当たった時の衝撃も想像以上
でした。今回はすぐによける事
ができましたが、登山中も充分
注意し、怪しい石や岩があれば
周りに声をかけ、事前に防げる
ものであれば回避していきたい
です。又、落石があった場合に
も、どの方向に落ちてきている
か一言付け加えると、よける側
も分かりやすいと思いました。

大日ガ岳山頂

昨年の9月7日、初登山をした

迦ケ岳•岳滅鬼〉〈大日ケ岳〉

今回の山行では、急登が多く、
細幅の岩の上を渡ったり、岩の

日から丸１年を迎えた今日この

分岐点から釈迦ケ岳へ向かう。

間を降りて行ったりと、とても

日。記念すべき登山、英彦山と

登り始めてから山頂までまた急

良い訓練になりました。

宝満山を結ぶ修験者の峰入りコー
ス大日ガ岳〜釈迦ガ岳の山行は、

登が続き、30分程で山頂に着き
ましたが、息が上がり、汗も多

１年目は山に登る楽しさを教
えてもらったので、2年目は体力

決して楽なものではありません

く、思ったよりも体力を消耗し

を付け、ロープワークなど覚え

でした。
集合場所は英彦山駅、参加者

実践し、少しずつステップアッ
てバテてしまいました。
息も落ち着いた頃、下山開始。 プしていきたいと思います。

を確認後移動。

土や落ち葉、木の根が濡れてい

参加者

た為、滑りやすく、足も疲れ踏

会員：縄手修、竹本正幸、

午前9時10分、斫石峠トンネル
出口登山口を出発。柔らかくフ
カフカした土を踏みしめ、山行

ん張る力も落ちよく滑りました。 原広美、伊藤久次郎、井上禮子、
また、初めて落石にも遭遇し、 竹本加代子、赤瀬榮吉、

がスタート。細い岩場を越え、

怖い思いも体験しました。上か

森本信子、大谷恵美子、森義雄

足場の悪い急登を経て11時に大

ら「ラク！ラク！」と声が聞こ

支部友：清家幸三、加藤信子、

日ヶ岳山頂に到着。昼食をとり、 え上を見ると10cm程の石が落ち
登った道を戻る、12時40分〈釈 てきました。とっさに横によけ

新人デビュー 初めての山行参加はつらかった！
北九479 網塚 陽子
9 月７日（日）入会後初めて

しかしその安心は山に入りしば

伊藤友紀、網塚陽子、
ビジター：坂田菊恵
慣れる」を思い出しながらついて
行くだけと必死でしたが、緊張の
ため残念ながら分岐からの「釈迦ヶ
岳」は断念しました。下山後、気
持ちの整理をしながら「山に登る」

「大日ケ岳と釈迦ケ岳」に参加さ

らく経って吹っ飛びました。

岩

ということはとても奥の深いもの

せていただきました。
集合場所に着くまで雨がチラつ

場が出現したのです。この時手足
全体を使って登るということを初

だなと感じました。
これからいろいろと勉強・経験

き、また集団行動についていける

めて経験しました。

だろうかと少し緊張しましたが、

岩から岩へ足がもう一歩届かな

あいさつのあと皆さんの笑顔を見
てホッとしました。

い、ロープにつかまっても足元が
滑るなど、予想がつかない「恐怖」

そして女性の参加が多いことに
さらに安心しました。

でからだが硬くなりました。
その後は今回のテーマ「急登に

して山のすばらしさを体感したい
と思いますので、ご指導のほどよ
ろしくお願い致します。
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7月24日（木）〜27日（日）

（南アルプス：光岳から聖岳へ）ひたすら急登を登る！
15387

森

義雄

●コースタイム：
初日：便が島広場（4：35）⇒易老渡（5：00）⇒面平（6：48）⇒易老岳（10：05）
⇒光小屋（13：25）※光小屋⇒光岳⇒光岩（往復1：00）

縦走時間10：20（小休止含む）

2日目：光小屋（4：20）⇒易老岳（7：10）⇒茶臼岳（9：30）⇒上河内岳（12：10）
⇒南岳（13：17）⇒聖平小屋（15：10）
縦走時間9：34（小休止含む）
3日目：聖平小屋（4：55）⇒薊畑（5：10）⇒小聖岳（6：16）⇒前聖岳（7：17）⇒小聖岳（8：
33）⇒薊畑（9：20）⇒西沢渡（13：00）⇒便が島広場（13：40）縦走時間8：06（小休止含む）

の分かれ道、登山者も数人、汗を
拭き、光小屋を目指す。やっと下
りとなり、苔とシダと立ち枯れの
林間部を抜け、三吉平を過ぎると
ゴーロ状の谷筋が前に見え急登と
なる。登り始めて7時間足の疲れ
がピークになり、なかなか進まな
い、しかも足元の石が動くので登
りづらい。陽もあたり、汗も吹き
出る。標高があがると徐々に花々
が見え、シナノキンバイ、ハクサ
光岩での見晴らし

ンフウロ、チングルマ、ヨツバシ
オガマ、トリカブトが点在。登り
渡ると登山口、いよいよ登山開始。 切ったところが静高平、水場があ
直ぐに急登が始まる、これから8

りひと休み。しかし、案内掲示を

梅雨明け24日から昨年に続き南 80㍍から光岳2591㍍まで標高差
アルプスへのチャレンジが始まる。 1700㍍を考えると先が長い。行

よく見ると小屋には水がない、持
参せよとの表示、水を補給してま

24日（木）便が島へ

今年は3000㍍峰最南の聖岳と光

動食、飲み水も多めで背中の荷物

岳を目指す。北九州を列車で出発、 が重い。歩幅を短めでゆっくりジ

た荷物が重くなる。センジヶ原を
抜け、やっと光小屋に到着。

グザグに登る、ミズナラの樹木を
見ながらひたすら登る、日本有数

出発して9時間余り、登りの連
続、つらかった。受付を済ませ、

152号線に沿って1時間山間部を

の急登（易老岳までは平均斜度

荷物を小屋に置き、光岳へ往復。

南下、目的地便が島広場へ。そこ

18.9度）やはりきつい。1時間40

視界のない山頂は淋しいが近く

でテント泊、明日からのスケジュー
ルを確認、今回は3人のメンバー

分ほどで面平に到着、ハイマツの
自生地最南端で平らな広場でヒノ

の光岩は360度の山々の展望も良
い。本日の山行は、11時間の長

での山行。私は経験が浅いが、他

キの大木が多い。ここからさらに

い歩程だった。

の2人は経験も多く、ご指導を請
うことになりそうと、不安と期待

傾斜がきつくなり、展望も利かず、
つらさが倍増。4時間が経過し、 26日（土）光小屋〜聖平小屋

京都で仲間2人の車に合流、乗り
換え高速道路飯田ICを出て、国道

で眠りにつく。

2000㍍ぐらいになり息もあらく、

天候は晴天、今日は光小屋から

足取りがさらに重くなる。景色は

聖平小屋までの長い道のりのため、

樹木のみ、三角点を過ぎて、岩場
25日（金）便が島広場〜光小屋
天候は晴天、早朝4：35に出発、 を超えて10時に易老岳山頂に到

早朝4：20に小屋を出発。水場の
静高平で水補給と朝食。

便が島から易老渡へ徒歩で移動し、 着。山頂は樹木で何も見えず、淋

昨日登ったコースを易老岳まで

しい。ここが光岳方面と聖岳方面

戻る、途中三吉平までは下り、花

いよいよ登山開始。遠山川の橋を
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12時過ぎから雨が降り出す。
足元が滑りやすい。

岳に到着。ここから聖岳方面に向

を行きながら、小聖岳手前から森

西沢渡に13時到着、渡し籠で

かう。希望峰を経て茶臼岳を目指
す 鞍部から希望峰へは登り。

林限界。上昇気流のせいでかなり

渡る。対岸までの荷物用の渡し籠
（手動）を利用し渡れたが自力で

仁田岳は近いが時間の関係でパ

のロープ牽引にくたびれた。利用

ス、先を急ぐ。

しないほうが良かった。

茶臼岳へはダケカンバの木道を
抜けて、ザレ場の上は山頂、丁度

便ガ島広場までの遊歩道は荒れ
ていて14時前に無事到着。本当

10時。少し休憩、景色もよく心

にご苦労さまでした。山崎さん、

地よい風が吹く。次は上河内岳へ

森本さん、ご指導ありがとうござ

向かう、分岐からは砂礫の道、草
原もあり、周辺に花、森林限界と

いました。
便ガ島広場から車で移動、高速

なり、標高があがる。幅の狭い尾

小聖岳山頂で

道路に入る前に入浴、登山の疲れ

根を過ぎると上河内岳の肩に到着。 風が強い、小聖岳を過ぎると痩せ
目前の上河内岳へは往復25分 尾根、ガレ場、砂礫の大斜面で足

を癒す。車中では山行を振り返り
で、楽しい語らいで良い山行の思

だが、登りは風もあり足取りがき

い出となった。

元も悪く、横からの強風が吹き、

つい。山頂は2803㍍で展望も良

体が時々振られる。ジグザグに登

く、富士山、光岳も望めた。
肩に戻り、窪地を下り、南岳に

りながら、時々見上げる前聖岳は
さすがに雄大。

【回顧】
今回の山行は天候にも恵まれた

向かう。このあたりから、聖岳方

登山者の後ろ姿が点々見える。

が、急登・急坂が多く、長時間に

面からのすれ違う登山者が多くな

登り始めて2時間15分で頂上へ

わたり、途中水場もなく、行動食

り、テント泊の重い荷持が目立つ。 到着。凄い強風でカメラ撮影が安
雪渓が1カ所あり涼しい、40分

も多く荷物の負担が大きかった。
行程が長いため、早朝出発、休

ほどでハイマツ帯の南岳山頂、下

憩時間も短めで無理がないペース

りはガレに注意し、岩峰の肩に着
く、雷鳥の親子が散歩。ここから

で歩く、結果的には予定時間より
早かった。 他のメンバーは経験

は樹林帯に入り、下りながら、やっ

豊富で歩行時のアドバイスが参考

と聖平小屋に到着。

となり、良い経験となった。

本日も11時間の歩程。小屋の
入り口でみつ豆のサービスがあり、

反省点は、私自身が不慣れで不
用な物（履替用サンダル、行動食

昨日の小屋とは違う待遇。
小屋の前はテント泊者用で40

の過剰）により荷物が多くなり負
前聖岳山頂

張ぐらいでにぎやか。水の補給、 定しない、帽子も飛ばされる、雲
着替えてやれやれ。明日は最終日、 も動きが早い。時々遠く富士山、

担となった。また、休憩時の水補
給ポイントがずれて疲労し、途中
小休憩が多くあった。次回は、体

頑張ろう！

赤石岳は見えるが他山は見えない。 力・技術を身に着けて、テント泊

27日（日）聖平小屋〜前聖岳

残念！ 撮影を済ませて下山開
始、登りより難しい、急坂でとこ

〜便が島広場

での縦走にチャレンジしたいと考
えている。

ろどころ足がスリップする。下り

早朝は霧雨、小屋で朝食をとり、 は体重が谷側に向くためか、よろ
4：55出発。今日は前聖岳山頂か
ら便が島広場までの下山は約200

けること頻繁。約2時間で薊畑に
到着。

0㍍標高差となる。小屋を出発、

ここで荷を背負い、便が島広場

薊畑までは15分ほどでお花畑を
見る。早朝で風も強い、デポして

へ下山開始。 樹林帯に入り、苔
とシダが多く、ひたすら急坂を一

前聖岳に向かう、ほとんどの登山

気に1400㍍を下る。足への負担

者は軽い荷物で登り始める。山頂

が蓄積されてつらい。赤い岩（ラ

までは標高差550㍍あり、前聖岳

ジオラリア）が目立つ。

参加者：３人
山崎 近史・
森本 信子・
森

義雄
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8月９日〜14日
雨にもめげず、あこがれの北アルプス表銀座縦走
北九４7１

藤井淳子

ぐりの雨。表銀座も二人きり！何
にも見えない。それでも、雷鳥や、
強風でちぎれそうになっても頑張っ
て咲いているコマクサに励まされ
て、無事に大天井ヒュッテに到着。
宿泊者が少ないため、昨日も今
日も個室状態なのはラッキーです。
どうか明日は晴れますように！
●8月12日(火) 大天井〜槍ヶ岳
夜中、小屋が強風で揺れ、風と
雨の音で何度も目が覚めた。
5:00 小雨の中出発。レインウ

槍ヶ岳山頂

エアをたたきつける雨の音がバチ
●コースタイム：

バチと耳元でだんだん激しくなっ

・8/10（日）中房温泉登山口6:40〜合戦小屋9:30〜燕山荘11:00
・8/11（月）燕山荘10:00〜大下り頭11:00〜切通岩13：30〜

てくる。顔に当たる雨がみぞれの
ように冷たくて、痛いし・・寒い。

大天井ヒュッテ14:30

激しい風に、煽(あお)られない

・8/12（火）大天井ヒュッテ5:10〜ヒュッテ西岳7:25〜ヒュッテ大
槍10:20〜槍ヶ岳山荘11:20（12:30発）〜ヒュッテ大槍13:10

ようにかがんだり、岩にしがみつ
いたりしながら慎重に進む。

・8/13（水）ヒュッテ大槍5:25〜槍ヶ岳山荘6:10〜槍ヶ岳山頂7:20

もう3日間この状態で、しかも

〜ヒュッテ大槍

8:30（9:30発） 〜天狗原分岐11:00

〜槍沢ロッジ12:50〜横尾山荘14:20
・8/14（木）横尾山荘5:00〜涸沢7:45（8:35発）〜横尾山荘10:30
〜小梨の湯12:30(13:30発)〜上高地バスターミナル14:00

明日も明後日も雨という天気予報。
さすがにめげそうなので、二人
でこの状況を替え歌にしたり、冗
談を言って笑いながら歩く。東鎌
尾根を進み、槍ヶ岳山荘に到着。

登山を始めて1年４カ月。初め
て北アルプス縦走へ行くことにな

●8月10日(日) 中房温泉〜燕山荘
天候のせいか中房温泉行きのバ

でも槍ヶ岳山頂はやっぱりガス
の中。今年はもうあきらめること

りました。

スは6人のみ。登山計画書を提出

にして宿泊先のヒュッテ大槍に戻っ

アドバイスをいただきながら計
画書を作り、荷物を計量してリス

して、雨の中出発。樹林帯をゆっ
くり歩く。合戦小屋で念願のスイ

た。夕食後｢槍が見えるよ｣と声を
かけられ、外に出た。

トを作成するという出発前の準備

カを食べ、11:00には燕山荘へ到

雨も風もウソのようにおさまっ

も良い経験となりました。

着。ストーブのある暖かい食堂で

ている。

●8月9日(土)

コーヒーを飲んだり、本を読んだ
り、ぜいたくな時間を過ごした。

夕日に赤く染まった雲海。常念
岳、富士山、前穂高岳・・歩いて
きた縦走路もくっきり見える。

台風11号接近のニュースを気

窓の外は、ますますひどい暴風

にしながら、新幹線とバスを乗り

雨になっているけれど、きっと明

継いで松本へ向かう。
明日昼頃に台風接近、夜半には

日は通過してるはず・・。

て行く。神々しく荘厳な景色。
もう何も見れないだろうと諦め

通過するとの天気予報を聞き、急

●8月11日(月) 燕山荘〜大天井

ていたのに・・いろんな思いで胸

きょ予定を変更。台風が接近する
昼前までに、燕山荘まで行くこと

夜中に目が覚めるほどの暴風雨。 がいっぱいになる。私の涙目を見
落ち着くのを待って10:00に出発。 られたのか｢初めて？ あの雨の

にした。

でも稜線にでた途端に強風に横な

静寂の中をゆっくりと雲が流れ

中来たの？ それは感動だよね〜。
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雨の中では怖かった東

れたので360°の大パノラマの

鎌尾根も今日は楽しい。槍の穂

絶景を堪能することができた。

先を目指す人達が、色とりどり

山頂はいろんな人の笑顔があふ

の蟻の行列のように見える。山
頂までは渋滞していて、登頂19

れている。来てよかった！！

回目という方が｢今日はよく見え

●8月14日（木）横尾〜上高地

るね〜。あれが北岳、乗鞍岳、

またもや雨。でも4日間、早寝・

水晶岳・・｣とずっと説明してく

早起き、悪天候で計画を変更し
て休息時間も長くとれたので平

槍ヶ岳山頂が見えた

よかったね！｣と話しかけてくれ

日の倍以上元気になっている。

た方の目も潤んでいた。
目の前にはやっと見えた槍ヶ岳。

最後に横尾から涸沢までを往
復して、昼過ぎには無事下山。
いろいろな経験ができて楽し

やっぱり登ってみたい。

い山旅でした。

明日もう一度行ってみること

参加者：2人

にした。

支部友：藤井信義、藤井淳子
●8月13日(水) 槍ヶ岳〜横尾

本部集会委員会企画に参加

8月26日（火）〜28日（木）

立山カルデラ氷河探求と砂防体験
15387 森

義雄

立山のカルデラは東西6.5㌔、南北
4.5㌔深さ0.7㌔の鍋状にな り、そ
のカルデラは人々にとって、ある
時は災害により多くの被害と災害
をもたらした歴史が残されている
ことを紹介されました。
また、雄山から別山・劔岳まで
に氷河地形や氷河があり、「氷の
山」といわれている。他方カルデ
天涯の湯前で

8月26日から28日まで、富山
県立山カルデラ博物館で集会委
員会企画の「立山の見どころを

26日（火）
立山砂防博物館見学
午後2時に立山駅に集合、本

丸ごと探求します」が開催され

部の委員を含め総勢19人のメン

ました。
昨年12月東京での日本山岳会

バー。一番遠いのは北九州支部
から参加の私のようでした。

ラは「火の山」といわれて、約10
万年前に立山火山で発生した大火
砕流がつくり出した溶結凝灰岩の
台地が弥陀ケ原で、その噴火と火
砕流の規模の大きさがわかる。こ
のほか、立山から流れる豊富な水
量を誇る称名滝の歴史も説明があっ
た。歴史としては魅力的な立山で

晩餐会において記念講演として

メンバーの確認があり、砂防

あるが、厳しい気象条件で豪雨に

平成25年度秩父宮記念山岳賞を

博物館に入館し、飯田学芸員か

受賞した立山カルデラ博物館学
芸員の飯田さんと福井さんが、

らカルデラの紹介、その中で立
山黒部アルペンルートのすぐ隣

よる土石流の発生による災害、豪
雪による雪崩での遭難などが過去

氷河研究内容を発表されました。 には何百万年前から立山火山の

発生した。現在、カルデラ内で進
められている砂防工事の必要性の
説明があった。

たまたま、今年ホームページ
で集会委員会の現地での「氷河」

活動とその後の浸食によりつく
られた立山カルデラが存在し、

初日は見学で終わり、宿泊ロッジ

の説明と見学の企画があり応募

その長い歴史の中で立山連峰、

に移動し、夕食では全員で懇親を

参加しました。

劔岳にある3つの万年雪（日本

深めた。
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28日（木）立山カルデラ内見学
天候は晴れ、トロッコが動くらし
い、乗れることでメンバーも歓喜
している。カルデラ博物館でガイ
ドの佐伯さんからカルデラの歴史
の紹介とビデオ放映がある。近年
では江戸時代（安政5年）地震に
よる大鳶山、小鳶山からの土石流
が原因で常願寺川流域の富山市内
まで大きな災害が発生したことや
その後砂防のため始まった工事の
歴史の紹介があった。10時前に
雄山山頂の御前沢氷河の説明

27日（水）
雄山山頂のカルデラ見学

率の先生も含めすれ違いにあいさ
つ。小さいころから登山をするこ

天候は曇り

とは良い経験となると思う。

本日は雄山山頂への

登山、途中氷河眺望しながらのツ

雄山山頂に12時15分到着、山

アー。博物館に7時30分集合、飯
田学芸員、松田学芸員、ガイドの

頂神社があり、500円で参拝、お
札、５分間の神主さんの祝詞をあ

砂防工事事務所に集合、わくわく
しながら乗車を待つ。

松田さんの3人の方が同行案内役。 げていただく。有難い、ここまで
立山駅、美女平を乗り継いで室堂
平バスターミナル（約2400㍍）

登ったかいがある。山頂の視界は
悪く、雨が降りはじめる。丁度、

に9時前到着。室堂平から室堂山

バイオリンなどの演奏が始まり、

荘へ向かう、ここで休憩、松田学

心地よい音色が響く、しかし雨の

芸員からライチョウの説明を受け
て雄山（3003㍍）への登りが始

ため途中で中断。多くの登山者が
聴いていたが残念。昼食をとり、

トロッコ列車（立山砂防工事専
用軌道車）は「立山カルデラ砂防

まる。霧がかかり、視界も悪い。

飯田学芸員から御前沢氷河の説明

体験学習」の目的で通常運転され、

途中この季節に珍しい雪渓、
「足元に注意」とのガイド松田さ

通常は工事のためカルデラ内の立
を聞くが、下方が見えず残念。
下山の道は雨も降り足元が悪く、 ち入りは制限されており、1週間

んからの声、しかし、経験豊富な

滑りやすい、足を確保しながらの

に3日間、1日往復40人、春から

メンバーは影響がないようだ。

急坂を下る。50分ほどで一ノ越

秋の工事期間中に運行されている。

登り始めて50分、浄土沢圏谷
に到着、飯田学芸員が氷のサンプ

に到着、雨足も強くなり先を急ぐ、 一般向けには抽選での申し込みで、
ガイドと集会委員が先頭を歩く、 当選しても当日の雨が60％以上

ルを採取し、氷の密度の説明など

徐々にスピードが速くなる。さす

なら運行しないことになっており、

があった。その後、一ノ越小屋に

が健脚揃い、とにかく速い。目の

参加のメンバーも当選したが当日

11時頃到着、トイレ休憩。
風も強くなり寒い、防寒着を着

前のダブルストックの方の歩きに
無駄がない。

雨で乗車できなかった体験もある
とか。今日は本当にラッキー。

て再び登る。ここからは急登、ガ

午後2時30分室堂平に到着、最

10時10分発車、終点水谷平ま

レ場岩場となり足元も悪いが健脚
そろいで目の前を登る登山者をど

古の室堂の資料館を見学し、バス
ターミナルに到着。3時発美女平

で18㌔標高差640㍍1時間45分の
旅。右手に河川を見ながら、途中

んどん追い抜く。一般登山者も多

行のバスに乗車、そのあとは立山

駅もなく、行き違いで停車する以

いが、3000㍍近くとなり風も強

駅までケーブルカー、宿泊のロッ

外はひたすらレールを走る。

く、空気も薄いためか足取りが重
いようだ。

ジには4時30分到着。温泉に入浴
しながら、天候回復で明日のトロッ

61㌢幅の軌道、車内の横は3人掛
けで狭い、１車両の定員は20人

コ列車の運行を祈る。

ぐらいの座席が狭い。宇奈月のト

山頂近くになり、地元の小学校
の生徒たちが元気よく下山中、引

トロッコ列車

ロッコ列車と違い、立山の列車は
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解散。ご苦労さまでした。

乗った列車のようだ。スイッチバッ
クが多く38カ所珍しい、樺平で
は特に18カ所で約200㍍の高低差

今回は、本部集会委員会の企画
に参加、普段は見学できないコー

を登る、終点水谷平に到着。ここ

スと学術的な勉強もでき非常に有

は、春から秋までの半年間工事関

意義な企画でした。多くの観光客

係者が住む約300人用の宿泊施設
がある。

が通過する立山黒部アルペンルー
トの近く、立山連峰に学術的な氷

ここからは徒歩でトンネルを抜

河が存在、また立山カルデラの地

けて、白岩砂防堰堤そばの岩場を
トンネル内部から支える約890本

立山温泉地跡を見学

区には立入制限区域があり、災害
防止のため砂防工事が続けられて

のアンカー、ケーブルボルトをト

け：安政災害時にとんび泥が湯川

ンネンル内から見学、そしてカル

をせき止めてできた池）まで足を

考えれば、3000㍍の山並みに

デラ内最大の砂防堰堤を直下に見
学する。

のばして見学。
跡津川断層は車内から見学。車

多くの登山者が来登するが、他方
雪解け水、脆弱な地質による災害

いることを知った。

道は関係者以外が入らない森林帯、 の危険性をはらんでいて、長年そ
折立ゲートに着く、ここまでが関

のための砂防工事が行われている

係者以外立入制限地区。昔は登山
者も入れた場所とか。

ことを多くの人は知らない。
8月広島での土砂災害などが発

ゲートを抜けて有峰林道（真川

生したが、突然自然が起こす災害

線）に入る。折立口には薬師岳登
山口もあり、登山者の車が並ぶ。

によるものだが、危険の予知をど
れぐらい考える必要があるのか。

途中車内から小熊を発見、この時

立山では何度の大災害の歴史を

期は親熊とエサ探しで多いとか、

経て砂防工事が続けられている、

有峰湖畔の有峰記念館で休憩。
解散地立山カルデラ博物館へ向

改めて認識することができた。自
然の恵みと恐ろしさを知る良い企

バスに乗り換えて六九谷展望台

かう。午後5時前に博物館へ到着

画でした。

からカルデラ全体を眺める、次は

し、ガイドの佐伯さんと飯田学芸

カルデラ内に残る旧立山温泉跡、
場として賑わったとのこと、現在

員他館職員にあいさつをして富山
駅に向かう。

トンネル内のアンカー見学

はその跡地がある。
橋を渡り、泥鰌池（どじょうい

6時過ぎ富山駅に到着し、３日

参加者

19人
集会委員会メンバー
及び各支部会員

間の見学ツアーが終わり、全員で

「北アルプスに新たな氷河か」

１３６４３ 関口

興洋

北アルプス鹿島槍ケ岳（２８８９㍍）に氷河が存
在する可能性が高いとして注目を集めている。

たが、その後の情報では今年は残雪が多く調査は見
送られたとのことである。

今回、調査の対象になっているのは、鹿島槍ケ岳

国内の氷河は２０１２年に立山の御前沢雪渓、剱

のカクネ里雪渓。標高１８００㍍〜２１５０㍍の間

岳の三の窓雪渓、小窓雪渓の３カ所で初めて確認さ

に長さ７００㍍、幅２５０㍍、厚さ４０㍍の氷体が
あるとされる。

れているが、カクネ里雪渓の調査結果、氷河の存在
が確認されれば立山連峰に続いて４カ所目となり、

氷体を氷河とみなすには残雪が少ない時期にのみ

研究者や地元関係者の間で期待が高まっている。

可能なＧＰＳ（全地球測位システム）を氷に取りつ
け、斜面を動いていることを確かめる必要がある。

（２０１４年８月３０日の日経夕刊より）

大町市立山岳博物館や富山県立山カルデラ砂防博
物館の専門家が９月に現地を本格調査する予定であっ
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城井ノ上城址（きいのこじょうあと）探訪記

あの黒田官兵衛が攻めて落ちなかった宇都宮鎮房の城
14264

丹下

洽

つかみ難い。
小さな渡渉を２回、下山口に到
着。この谷はイロハモミジが多い、
11月上旬には絶景でしょう。
小さな山城ですが、急登や難路
もあり、「官兵衛ブーム」で訪れ
た観光客は表門で頑張っても、裏
門の岩壁を目にすると、登るのを
断念して下山するようです。
県道３２号線、求菩提へ抜ける
途中、宇都宮氏の本城のあった大
平城、正光寺近くの松丸には、平
時宇都宮氏の居館址があります。
それらを結ぶと、歴史の好きな
方は格好の山行になるでしょう。
裏門の岩壁

その後、玖珠の山奥で田舎暮ら
しをしている古い山仲間を訪れ、
ヤ バ
セントウヤ
耶馬トピアの「竹の千籠夜」で、

大木康子会員の以前からの希望

三丁弓の岩(三人の弓の射手が

で、大河ドラマ「軍師官兵衛」お

居れば、いかなる敵も通れないと

なじみの宇都宮鎮房の城井ノ上城
跡を訪ねることとした。

いわれた城の天然の外構えです)
登山口発10時、足元の悪い植

門司駅発7時、正光寺8時30分

林帯を進むと、10時05分城の表

到着。

門に到着。急斜面で人が立って進

この日は宇都宮氏の持仏堂とい
われる正光寺で「白い彼岸花祭り」

むのも困難な狭い岩穴が城の表門
です。黒田勢が大軍をもっての力

が開催されていた。本尊は文殊菩

攻めでも攻略できなかったのも納

薩である。白い彼岸花を眺めなが
ら「野だて」を楽しむ。

得です。
10時30分、城井ノ上城址到着、

さらに宇都宮一族の菩提寺であ

城址といっても山腹の傾斜地で宇

り墓所である天徳寺に立ち寄る。

都宮氏は大平城を本城として、こ

途中の棚田は稲穂と赤い彼岸花
のコントラストが美しい。

こを籠城所（隠れ城）として戦っ
た古戦場です。

駐車場に到着、9時45分出発。

更に登ると10時45分裏門に至
る。20㍍近い岩壁にロープや鎖
が取り付けられている。ここで、
鎧兜を身に着けた武者が戦ってい
たのだろうか、この城は周囲を岩
壁に囲まれた難攻不落の山城です。
杉の植林帯の急斜面を周囲路へ
下る。真新しいロープが100㍍以

表 門

上にわたって張られているが、ロー
プに結び目がないので、滑り易く

虫の鳴き声をバックコーラスにミ
ニコンサートを楽しみました。
充実の一日！！

参加者 4人
会員：丹下洽、丹下香代子、
大木康子、清家智恵

個人山行のお誘い
城井ノ上城址を訪ねる
会員の皆様のご期待に応えて
再度山行を計画しました。
1 とき 11月6日（木）
2, 集合場所 時間
午前10時
牧の原キャンプ場
（築上郡寒田）
3 連絡先

丹下

洽

（℡093-391-8193）
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奥穂高岳（3190㍍）縦走

ジャンダルム山頂（3163㍍）でモーニングコーヒー
15387 森

義雄

い、快晴。遠く白山、立山、八ヶ
岳、北岳、富士山が見える。しか
し、景色ばかりを見る余裕もあま
りない。だんだん足場が悪くなり、
稜線に沿い岩場の繰り返しで緊張
度が増す。鎖場もある、ジャンダ
ルムがだんだん近くなる。ジャン
ダルムの真下にある〇印に沿って
頂上へ向かう。
天狗のコルから1時間20分で到
着。憧れのジャンダルムにはやは
り人はいない。頂上で写真撮影。
本当に来てよかった。直ぐそこ
に奥穂高岳山頂が見える。数十人
ジャンダルム山頂で

の人がいるようだ。こちらを見て
いるのか、こちらは6人で独占。

９月の個人山行の終わりは、
穂高岳縦走と岳沢でのテント泊に

ングを行い明日の注意事項などを
確認。明日は出発が早い、ルート

リーダーの内藤さんがコーヒー
を入れる。美味しいモーニングコー

参加。

確認のため小屋の近くのお花畑ま

ヒーだ。ゆっくり飲みながら、

メンバーは、リーダーの内藤さん、 で歩く。天狗のコルへの登山道は、 360度の景色を眺める。アルプス
吉田さん、西村ご夫妻、新人４人 下からは急登でガレ場と岩場が見
（大谷さん、加藤さん、清家さん、 える。不安と期待でテント場に戻

デビユーの清家さんも感激。
十分休憩し、次はロバの耳、馬

森）うちアルプスデビューは清家

る。早い夕食を食べて、テントに

の背に向かう。いったん急坂を下

と加藤。８月から九重でのテント
泊、由布岳での岩場登りなどで事

入り就寝。
21日（日）朝3時天候は快晴か？

り、ロバの耳では岩場にしがみつ
き、鎖場を下りる。ふと振り返れ

前準備を経験した。

星が間近に見える。テントはしず

ば細い岩場の上で西村さんの奥さ

９月19日（金）夕方山口に集

くが凍っている。やはりかなり冷

んがピースで写真を撮る。こちら

合、２台の乗用車に分かれ出発。
高速山陽道、名神高速、東海北陸

えたようだ。軽い食事を済ませ、
５時に出発。夜はまだ明けていな

は岩場にしがみついているのに。
すぐそこにジャンダルムがある。

道を経て、高山市から平湯に20

い、ヘッドランプを付けてお花畑

進んで最大の難関、馬の背を上に

日(土)朝５時３０分着。重い荷物

の間を通る。30分ほどで明るく

見る、これから登るのだが、緊張

を持ち、上高地までバスで移動。
７時前に到着。朝食をとり日本

なる、天狗のコルが遠く見える。
目の前のガレ場は急登のうえ、石

する。頂上の岩場が極端に狭い。

山岳会山岳研究所へ向かう。宿泊

が転がりやすい。落とさないよう

用の荷物を残し、出発。車道を１ に注意しながら登る、大きな岩場
０分ほど歩き、岳沢登山口に着く。 がありよじ登りながら進む。2時
いよいよ登山開始。樹林帯の山道

間40分ほどで天狗のコルに到着。

をひたすら登る。１時間ほどで風

遠く笠ケ岳が見える。風もあり

穴に到着休憩。陽が強くなく暑く 涼しい。西穂高岳方面へ向かう若
もない。黙々と階段状の道を歩く。 者たち4人と出会う。元気よく岩
登山口から３時間ほどで、岳沢小

場の鎖を登る。トップは女性、足

屋に到着。テント場は川筋を挟ん
で小屋から離れている。テント場

取りも軽い、お互いの無事を祈る。
我々は奥穂高岳方面のジャンダ

でテントを張り、一休み。ミーティ

ルムを目指す。とにかく天候が良

馬の背を目指す
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とにかく下を見ないで前を見て登

吊尾根、前穂高岳が見える、紀美

る。頂上に着き、速やかに通り過
ぎる。景色どころではない。

子平はすぐそこに見える。しかし、 きで疲れた体を休め、食事をしな
下り始めると長い、足元も悪く、 がら、今日の反省をする。反省会
とにかく長くて遠い。左手には涸
沢が見える、紅葉はまだ早いよう

山岳研究所の風呂で長時間の歩

の後は眠りにつく。
22日（月）帰路は高山の朝市

だ。2時間10分で紀美子平に到着。 で買い物し、夕刻山口に到着。
前穂高岳に行きたいが時間がない

奥穂高岳山頂にて

ためパス。重太郎新道を下る。急

今回は、新人も含め6人の縦走コー

坂、下りの鎖場、はしごなどがあ

スとなった。やや、下山の時間が

り、足元もガレ場もあり、歩きに 予定より遅くなった。新人にとっ
は注意が必要。ケガが多いところ、 ては荷物が重くなり、疲労と併せ
標識もある。登り始めて10時間

てコースタイムよりかなりが遅れ

やっと奥穂高岳に到着。山頂で
撮影。ふと前を見ると、5人組最

過ぎて足もかなり疲れている。長
時間の歩きにペースもかなり落ち

た。今後は、重い荷物での縦走で
きる体力と技術が必要と思われる。

先頭と最後尾の間に3人ロープに

ている。一歩一歩の注意が必要。

参加者： 8人

つながれて疲れ切った様子で到着。 紀美子平から2時間15分で岳沢テ

内藤正美、吉田克己、森義雄、

ここはやはり登山者が憧れる山か。 ント場に到着。テントを撤収し、
山頂を後にして下る。ここから 今日の宿山岳研究所へ向かう。

大谷恵美子、清家幸三、加藤信子、
西村俊二、西村信子

サロン：「ザ修験道」の上映

尾登監督もゲストで参加！
14852 竹本正幸
の75㌔の登拝道を7人の山伏が夜
を徹して歩き続ける。
「そこに神・仏がいるから登る」
150年振りに復活させた「峰入り」。
出生灌頂(しゅっしょうかんじょ
う)「生まれ変わりの行」が大日
ケ岳の愛敬岩で行われる。目かく
しをしてロープにぶら下がりなが
ら女岩を下る。 生まれ変わって
英彦山を目指す。生まれ変わるの
が修行という。
２０１３年4月24日午前4時に
出発して28日英彦山中岳に到着。

サロンにて

最後は奉幣殿で護摩焚き。
8月27日(水)18時から小倉サロ
ン（コール天）にてDVD上映会

「しなければならない。今、しな
ければ・・・。這いずりまわって

5月26日宝満山かまど神社に山
伏たちの姿があった。歴史的な峰

ドキュメンタリー映画「ザ修験道」

でも、今、しなければ・・・」と

入りのフィナーレである。

（尾登憲治監督・森弘子監修）を

いう強烈な言葉が、ずしんと頭に

サロンでの上映終了後、尾登監

放映しました。
映画は、150年ぶり「峰入り」

響いた。サロンに18人と今まで
にない多数の参加者となり、放映

督より山伏に関する説明や撮影に
まつわるお話があり、次の第三弾

を復活させた山伏たち〜「ザ修験

55分間中は感動のひと時でした。 は「鷲が峰」を撮りたいとの報告

道」で福岡アジア映画祭上映作品
「宝満山」の監督、本格的ドキュ

撮影と監督を独りで熟(こな)さ
れた尾登憲治監督もゲストで参加

メンタリー映画第二弾！。

されました。

平成25年4月、宝満山〜英彦山

話しの中で撮影期間中は宝満山

150年ぶり峰入りの感動的な記録

(金剛界)から英彦山(胎蔵界)まで

もありました。
なお、DVDはルームに置いてい
ますので、関心のある方は是非ご
覧ください。
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9月20日〜21日

平成２６年度支部合同会議に出席して
事務局長

平成２６年９月２０日（土）〜２１日（日）東京

山田武史

５、登山計画書の本部宛提出

四谷「プラザエフ会議室」にて、平成２６年度支部

１０月１日より、支部主催山行の登山計画書

合同会議が開催され、伊藤支部長と共に参加した。
全国３２支部から支部長、事務局長の参加による

を本部に提出する。
尚、留守本部は２人以上とする。

大会議でした。

６、２６年度支部長交代は５支部

その会議の主要テーマは「支部活性化を考える」
です。各支部は「会員増強策および次期リーダー育

（秋田、信濃、山梨、熊本、茨城）
７、新入会員の年会費は月割り制

成策」が事前に求められておりましたので、具体策

８、三百名山登山ガイドの印税

を提出しましたが、２１日は各支部より発表（持ち

当支部分￥１０，６８０は８月末入金予定

時間は1支部３分）がありました。
両日の会議の中で、主要なものを抜粋して、概略

９、家族登山普及ツール
今年各支部で２山増やし、全国で１００山
となる。来年以降も継続するが、方法を検討

を報告致します。

中との事（永田リーダー）

記
[本部よりの会務報告・他]

１０、子どもゆめ基金助成金制度
助成金活動募集説明会が全国で開催されて

１、当会の組織・体制

おり、福岡では１０月３０日（木）レソラ

２、次期人事の基本方針
退任理事：森、節田、古野、高原、川瀬

NTT夢天神ホール（レソラ天神5Ｆ）で開催
される。

退任幹事：吉永、浜崎

１１、支部友制度
各支部の状況等アンケート調査資料あり。

３、新入会員奨励金の支給
２５年度、２６年度の支部新入会員一人当
たり４千円を本部より還元。

１２、全国支部懇談会
２７年―四国、２８年―越後、２９年―茨城
より申請あり。

４、１１０周年記念事業

以上

日本山岳会著

日本三百名山「登山ガイド」
(全3巻）発行
新版「日本三百名山登山ガイド」（上・中・下）
が7月31日に山と渓谷社から発行されました。
本書は公益社団法人日本山岳会が選定した「日本
三百名山」に登るためのコースガイドを約100山つ
づり、上・中・下の3巻にまとめています。
平成25年春から26年冬の1年間に、各支部が手分
けして300山すべて踏査登山を行いガイドしたので
す。（本書「はじめに」から引用）
その中、下巻で北九州支部は「英彦山」と「背
振山」を担当し、記事は井上佑会員が取材執筆、写
真は伊藤支部長が撮影し、掲載しました。
ぜひ、ご購入のうえご覧ください。

定価

各２３００円+税

ご希望の方は、ヤマケイのホームページで
http://www.yamakei.co.jp/products/281453062
0.html
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日付
１日(水)

当番

２日(木)
３日(金)
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会員は警備室からキーをもらって入室できます。ご利用ください

11月

12月
当番
丹下

日付
１日(月)

２日(日)

／

２日(火)

３日(祝)

／

３日(水)

10日

支部報・議案書封筒づめ発送(７人)

14日

支部主催「山の日記念山行」の記事

４日(火)

関口

４日(木)

５日(日)

／

５日水)

伊藤

５日(金)

関口

６日(月)

丹下

６日(木)

森

６日(土)

／

７日(火)

伊藤

７日(金)

７日(日)

／

８日(月)

丹下

８日(土)
木原

10日(金)

ル ー ム 日 記

当番
／

日付
１日(土)

／

９日(木)

(17）

当番へのご協力お願いします。連絡先：山田武史（TEL092-844-3565）

４日(土)

８日(水)

10月発行

／

7月
02日 役員会
09日 支部報（7月号）発送

を報道に依頼（丹下）
22日 山の日記念山行のポスター）会館内
に掲載（丹下）
31日

山の日記念山行の記事が毎日新聞朝
刊に掲載された

8月

９日(日)

／

９日(火)

10日(月)

縄手

10日(水)

関口

11日(木)

伊藤

（深田会員代理提出）
「英彦山バイオトイレ完成説明ビデ）

12日（金）

森

オ」のルーム設置（伊藤支部長作

13日(土)

／

08日

14日(日)

／

贈あり
18日 山の日山行記事（毎日新聞8/13朝

11日(土)

／

11日(火)

12日(日)

／

12日(水)

13日(祝)

／

13日(木)

伊藤

縄手

06日

支部友会員希望者２人の申し込み

大城戸会員から「山月会」記念誌寄

14日(火)

関口

14日(金)

15日(水)

縄手

15日(土)

／

15日(月)

丹下

16日(木)

森

16日(日)

／

16日(火)

関口

20日 親子登山原稿の打合せ（伊藤支部長、

17日(月)

丹下

17日(水)

伊藤

関口

18日(木)

丹下、森）
27日 サロン開催、「ザ・修験道」を上映

17日(金)
18日(土)

／

18日(火)

19日(日)

／

19日(水)

19日(金)

山田

20日(月)

丹下

20日(木)

20日(土)

／

21日(金)

21日(日)

／

22日(月)

丹下

21日(火)
22日(水)

伊藤

22日(土)

／

監督の尾登憲治さんが参加
9月
02日

新規入会（網塚さん）が来室、入会
手続きを行う。受領関口

03日

新規入会者（網塚さん）の承認、
支部長他役員が承認
親子登山の原稿最終校正を行う

23日(木)

木原

23日(日)

24日(金)

山田

24日(月)

25日(土)

／

25日(火)

関口

25日(木)

26日(日)

／

26日(水)

伊藤

26日(金)

27日(月)

丹下

27日(木)

森

27日(土)

／

毎日新聞朝刊に、風師山南峰の坂道
への安全対策ロープの設置記事が掲

28日(火)

森

28日(金)

山田

28日(日)

／

載される

29日(水)

伊藤

29日(土)

／

29日(月)

／

30日(日)

／

30日(火)

／

30日(木)
31日(金)

／

刊掲載）紙面の受け取り

23日(祝)

／

24日(水)

31日(水)

森

（支部長、関口、丹下、森）
・ 夕方から役員会
23日

／

24日 支部報10月号の校正作業
(伊藤支部長、関口、竹本、森)
27日

田川市で開催された「登山家田部井
淳子」講演に支部から23人参加
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（６）山岳指導委員会設立（案）について
・素案の通り役員会の承認を得たので今後は、

報 告

園川顧問の都合に合わせて、山岳指導員養成教
室を開校することとなった。
（受講申込みは、男性7人、女性5人の計12人）
（７）支部規約の改正（案）について

●平成２６年度７月役員会報告

・通常会員と支部友の違いの明確化、および会
・日
・場

時：平成26年7月2日（水）18:00〜20:00
所：当支部ルーム（毎日会館１F）

・出席者：伊藤、板倉、関口、馬場、山田、丹下、

論を出すこととして、継続審議としました。
（８）次回支部報の作成、発送計画について

竹本、木原、縄田、縄手、森

・7月7日頃印刷、7月9日頃発送したいと竹本
委員長より報告があった。

（欠席者：日向、池田、大楠）
・報告
（1）会務報告：平成25年度本部総会（平成26年

（９）広島支部との交流登山について
・10月11日(土)〜13日(月祝) 由布岳登山

6月21日開催）−伊藤支部長より報告

・キャンプ場は「きのこの里(予定）」、広島
支部との交流窓口は従来通り内藤さんと山田

（添付書類での詳細報告があった）
・議題：

が担当することとなり、具体的な予定は別途

（１）会員の異動状況

案内いたします。
（１０）その他

①通常会員 73人増減なし
退会 中村忠紀、
入会

費の値上げをテーマとして討論しましたが、
多数の意見あり、来年４月の総会までには結

（記載者：山田武史）

清家智絵(支部友から異動)

②支部友

60人増減なし

●平成２６年度９月役員会報告

清家智絵（通常会員へ異動）
入会 田中貴大
③会友

・日時：平成26年９月３日（水）

4人

・場所：当支部ルーム（毎日会館１F）
・出席者：伊藤、関口、日向、馬場、山田、丹下、

合計 137人
（２）会費納付状況
60人中、48人から入金済み。未納の人には7月

竹本、池田、縄手、森、大楠、縄田

の支部報に納付書を同封し督促した。

（欠席者：板倉、木原）

（３）山行・行事計画報告
7月13日(日) 安全登山教室（皿倉山）

中止

7月19日(土)〜20日(日) 沢水でテント泊
13人参加予定で久住山〜稲星山〜鳴子山縦走
7月29日(火) 水無鍾乳洞〜井原山〜水無鍾乳
洞 11人参加

・議題
）
（１）会員の異動状況（９月３日現在）
①通常会員
入会

②支部友
61人（増1人）
退会 山田加寿彦、
大谷恵美子（通常会員へ異動）

（４）8月以降の山行・行事計画
8月11日(月) 「山の日」制定記念山行
風師山〜矢筈山縦走登山
9月7日(日)

大日ケ岳〜釈迦ケ岳

9月20日(土)〜21日(日) 支部長・事務局会議
9月28日(日) 岩登り教室（平尾台）
10月11日(土)〜13日(月) 由布岳（広島支部と
の交流登山）
10月19日(日) 岩登り教室（平尾台）
（５）当支部設立15周年（来年度）のイベントに
ついて
・記念山行（海外、国内）。
写真／絵画／版画展。次回検討とした。

74人（増1人）

大谷恵美子(支部友から異動)

入会
③会友

中野裕美、永井敏子 網塚陽子
４人（増減なし）
計139人

（２）会費納付状況
支部友61人中、9人が未入金。
11月の支部報発送時に納付書同封、督促する
（３）山行・行事報告
7月13日(日) 安全登山教室（皿倉山）中止
7月19(土)〜20(日)
13人参加
沢水〜稲星山〜鳴子山（テント泊）
7月29日(火) 11人参加
水無鍾乳洞〜井原山

キツネのカミソリ観賞
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8月11日(月）山の日祝日制定記念山行
24人参加（一般募集12人、会員12人）
門司港駅前〜風師山〜矢筈山〜小森江
8月27日(水) サロン

18人参加

DVD「ザ・修験道」観賞
（４）山行・行事計画

10月発行

(19）

たところ、門司区役所より１００㍍のザイル
を用意したとの回答があった。９月16日に当
支部有志および区役所職員でザイル張り作業
を行う。（雨天の場合は順延）
（記載者：山田武史）

9月7日(日) 大日ケ岳〜釈迦ケ岳
9月20日(土)〜21日(日)
平成26年度支部事務局合同会議
9月28日(日) 岩登り教室（平尾台）

風師山に安全対策ロープを設置！
14264 丹下

洽

10月11日(土)〜13日(月・祝)
広島支部との交流登山（由布岳）
10月19日(日) 岩登り教室（陶ケ岳）
11月2日(日)
宮崎ウェストン祭（五ケ所公民館泊）
11月3日(月) 比叡山登山
11月16日(日) 孔大寺山〜湯川山
（５）山岳指導員養成講座の開設について

先の8月11日に開催されました親子登山の際に、
風師山南峰から矢筈山への登山ルート（坂道）
の安全対策としてロープが必要ではないかと
支部で議論されました。
今回当支部丹下会員が門司区役所にロープ
設置の提案を行い、9月16日現場にて当支部の

7月の支部報で公募の結果、12人より応募あっ

丹下会員、竹本会員、池田会員、馬場会員が4

た。取り敢えずこの12人でスタートすることと
なり、第１回目の講座は9月23日に実施する。

カ所にロープ計約100㍍を張った。支部としても、
これからの行楽シーズンで登山者が増える

（６）支部創立15周年（来年度）イベントについて

ので、安全で楽しい登山ができるように協力

イベント毎の担当は次の通りとなり、次回の役

していきたいと考えています。

員会で内容（概略）を説明する。
〇 写真・絵画展――伊藤

なお、この記事は9月23日（火）毎日新聞朝
刊に掲載されました。

〇

海外登山

――日向

〇
〇

国内登山（北アルプス）−竹本
々
（修験道）
−山田

（７）次回支部報の作成・発送計画について
次号からの支部報作成は、森役員が担当する。
9月25日に校正会議
10月5日頃印刷、10月10日頃発送。
（８）支部規約の改正（案）について
大楠監事より、個人的にJAC本部の高原常務
理事に「支部友にも総会で議決権を与えたい」
旨相談したが回答は「ノウ」だったと報告あっ
た。9月20日〜21日の支部事務局合同会議でも、
議題となるので本部、各支部の意見を聞いたう
えで、当支部改正（案）の参考にするとのこと。
（９）その他
①

来年8月11日法華院温泉山荘にて、「芹洋子

の歌碑の除幕式」のイベントがあるということ
で、伊藤支部長にも呼びかけがあった。
福岡支部の中馬支部長、東九州支部の加藤支
部長も参加するので万難を排して伊藤支部長も
参加のこととした。
②

風師山から矢筈山への下山ルートは滑り危険
と、８月中旬に丹下役員が門司区役所に陳情し
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◇◇◇

宿泊場所：五ヶ所公民館（ひめゆりセンター）
（寝袋、マット持参）

支部会員、支部友会員による県外山行
(北九州支部エリア外)は「登山計画書」
を必ず事務局に提出しましょう。

交流会：五ヶ所野菜集出荷場

神事午後5時30分〜

伝統芸能、バザー、特産品即売会
キャンプファイヤー
会

費：３，０００円（予定）
（宿泊、交流会、朝食、弁当代）

10月の山行

締切り：10月25日）
記念山行：11月3日(月)
比叡山（918㍍：宮崎支部に同行）

１．由布岳お鉢めぐり
と

10月発行

（広島支部との交流登山）
き：10月11日（土）〜12日（日）

申込み：山田武史（℡092-844-3563）
森

義雄（℡090-4475-7799）

ロッジ1泊、テント1泊
集

合：九重グリーンパーク泉水キャンプ村
（℡0973-79-3620）
11日午後1時〜3時までの間に入村すること

行

程：
11日 17：00〜交流会（宿泊はロッジ）
12日 5：00 起床
7：00

キャンプ場出発

2. 湯川山（471㍍）〜孔大寺山（499㍍）
と

き：11月16日(日)

集

合：電車の場合は、ＪＲ赤間駅９時15分集合

車の場合は湯川山登山口駐車場（承福寺）9時45分
申込み：赤瀬榮吉（℡090-7475-9748）
行 程：湯川山登山口〜湯川山〜孔大寺山
〜湯川口登山口

由布岳正面登山口（776㍍)〜西峰(1583.3㍍）
〜 東峰(1580㍍）〜東コース下山（お鉢めぐり）
15時下山予定
そのあと解散
申込み：事務局：山田武史

TEL 092-844-3563

交 流：内藤正美
締切り：9月30日

TEL 083-922-3884

※参加者で事前の打ち合わせを行います。

締切り：11月9日（日）
（備考）ＪＲ快速小倉発8：36⇒赤間着9：11
ナビ登録 承福寺（℡0940-62-1833）

12月の山行
1．宝満山（829.6㍍）〜三郡山(935.9㍍）

２．岩登り教室（陶ヶ岳）
と

き：10月19日(日)

場
集

所：山口市鋳銭司「陶ヶ岳」
合：8時30分 松永邸駐車場

申込み：竹本正幸

と
集

き：12月2日(火)
合：電車の場合は西鉄太宰府駅よりバスかタク

シー、車の場合は竈門神社駐車場（有料）9時30分
行

TEL 0930-28-9611

程：竈門神社〜宝満山（929㍍）〜
三郡山（935㍍

締切り：10月14日

申込み：赤瀬榮吉（携帯090-7475-9748）

装

締切り：11月25日（火）

備：ハーネス、ヘルメット、カラビナ、
シュリンゲ、エイトカン、確保器、

（備考）ナビ登録

竈門神社（℡092-922-4106）)

クライミングシューズ(持っている方)

２．竜王山（613.9㍍）
11月の山行

１．宮崎ウエストン祭 （宿泊）
と

き：11月2日(日)受付午後3時30分、16時式典

会

場：高千穂町五ヶ所高原「三秀台」

集合場所：五ヶ所高原（ひめゆりセンター）15時
（メンバーにより変更の可能性あり）

（忘年の集い記念山行）
と

き：12月13日(土)

集

合：9時45分新下関駅前

行 程：忘年の集いを参照
申込み：大内 喜代子
（℡083-256-5288）
締切り：12月3日（水）
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3．北浦スカイライン（くるみ小屋前泊）
と

き：12月20日(土)〜21日(日）

集 合：20日（土）午後5時 くるみ小屋集合
行 程：くるみ小屋8:00出発〜竜王山〜北浦スカイ

行

10月発行

程：

2/7北九州〜多賀SA〜美濃戸口〜2/8赤岳鉱泉
2/9赤岳鉱泉〜地蔵尾根〜地蔵の頭〜赤岳〜
中岳〜阿弥陀岳〜赤岳鉱泉
2/10赤岳鉱泉〜美濃戸口〜多賀SA〜2/11北九州

ライン（一部）〜安岡済生会病院下山口

2/12予備日

申込み：山田武史（℡092-844-3563）
森 義雄（℡090-4475-7799）
締切り：12月10日（水）

※2/9の登山は6:00〜15：00の予定
★現地には車で移動

※21日当日参加の場合はくるみ小屋に集合

その他

★宿泊はシュラフ持参、その他（食器、コップ、
行動食など）

(21）

装備、食糧などの具体的計画、行程等は参

加者が決定次第、集まり決定します
申込み：竹本 正幸（℡0930-28-9611）
締切り：11月30日

平成27年1月の山行
平成27年3月の山行

1．英彦山（1200㍍ 冬山訓練）
と

き：1月11日(日)

集

合：8時30分

行

程：別所駐車場〜奉幣殿〜四王寺滝〜八合目産
霊神社〜山頂（昼食）〜北西尾根〜野鳥観

英彦山別所駐車場

察小屋〜英彦山野営場〜別所駐車場
（歩程：5時間30分予定）
携行品：冬山の装備服装、昼食、飲料水、雨具、

1．皿倉山〜福智山から採銅所
（縦走訓練）
と
集

き：3月21日(土)〜22日（日）
合：8時30分皿倉山ケーブル下駐車場

行

程：

21日：皿倉山登山口駐車場〜国見岩〜皿倉山
〜皿倉平〜権現山〜市ノ瀬峠〜尺岳〜
カラス落〜荒宿荘（宿泊）

アイゼン（6本爪以上）、ヘッドランプ、
帽子、手袋（厚手）、テルモス、行動食

22日：福智山〜福智平〜赤牟田の辻〜焼立山
〜山犬の峠〜牛斬山〜五徳越峠〜採銅所
★装備品等は1月号にてお知らせします。

（非常食含む）、地図、コンパス、保険証、
ストック、下山後の着替え他
申込み：榊

俊一（℡092-947-3208）

申込み：縄手

修（℡093-472-5935）

締切り：12月25日
)2．足立山（597㍍）〜戸ノ上山（517.㍍）
と き：1月18日(日)

スキー講習会

集 合：8時30分 妙見神社登山口前
行 程：妙見神社〜足立山〜戸ノ上山〜戸ノ上神社

1．北海道スキー
講習会

〜寺内登山口

と

き：1月下旬

申込み：馬場基介（℡090-1343-1793）

（10月以降お知らせします）

締切り：1月10日
※戸ノ上山（戸ノ上登山会との交流会：猪鍋)

場 所：
候補地：北海道（札幌国際、ニセコ、キロロ他）
東北（蔵王他）

★なお 前日NHK天気予報で降水確率60％以上の

行 程：3泊4日
申込み：池田智彦・森義雄（℡090-4475-7799）

場合は中止

平成27年2月の山行

※12月中旬までにお知らせします。
締切予定日：12月上旬

1．八ヶ岳 （冬山登山合宿 ）
※参加は通常会員のみ

2．広島スキー講習会
と

き：3月上旬

と

き：2月7日(土) 〜12日（木）

場

所

場

所：八ヶ岳（2899㍍）

行

程：1泊2日

阿弥陀岳（2805㍍）

広島芸北地区スキー場

申込み：池田智彦・森義雄（℡090-4475-7799）
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お知らせコーナー
平成26年度全国支部懇談会

平成26年度年次晩餐会
12月6日（土）

10月18日（土）〜19日（日）
1..と き：10月18日（土）〜19日（日）
2.集 合：開式14時15分
3.会

場：埼玉県秩父市ナチュラル
ファームシテイ農園ホテル

（西武池袋線、西武秩父駅より車７分）
4参加者：日本山岳会会員（会友含む）及び関係者
5.費

用：16,000円

1..と

き：12月6日（土）

2.集
3.会

合：受付13時から
場：新宿 京王プラザホテル

4.その他
※

記念山行あり

詳しくは、日本山岳会ホームページを参照して
ください。出席者は通常会員のみ。

6.スケジュール
★1日目（18日）
12：00 受付開始
14：15

九州シカ広域一斉捕獲の実施

開始式

14：30 〜 16：30
①「埼玉県の山岳遭難事例と安全対策」
埼玉県警山岳救助隊

飯田副隊長

②「日本地質学発祥地、秩父からの報告」
秩父まるごとジオパーク推進協議会 吉田健一氏

18：00

交流会

平成26年度の捕獲計画の情報
1.対象区域
福岡県：添田町、朝倉市、東峰村、豊前市、
みやこ町、上毛町、築上町、うきは市、行橋市、
川崎町、赤村
他に、熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
2、実施期間

★2日目（19日）
3つに分かれての記念山行

（1）秋期

①登山（A）両神山（1723㍍）
②登山（Ｂ）武甲山（1295㍍）

一斉捕獲期間：9月14日〜28日
一斉捕獲日 ：9月14日・21日・28日

③低山ハイク
出席者：5人（伊藤久次郎、関口興洋、原広美、
大谷恵美子、森 義雄）
事務局

山田武史

（2）春期
一斉捕獲期間：3月22日〜２9日
一斉捕獲日 ：3月22日・29日
詳しくは、九州森林管理局保全課へ問い合せ
℡096-328-3542

平成26年度中高年安全登山指導者
講習会（西部地区）に参加
日本山岳協会主催

国立登山研修所、日本山岳協会が共催で毎年開催
されている中高年安全登山指導者講習会は、岡山県
山岳連盟が主管となり、平成26年11月1日〜3日ま
で3日間、蒜山高原で開催されます。
当支部からは竹本正幸（昨年の熊本市に次いで２
回目）、塚本久嘉（初回）の２人が参加します。
当支部のレベルアップと、支部会員の活性化に繋
がると期待しております
事務局

山田武史

英彦山バイオトイレ清掃日
英彦山のバイオトイレ北九州支部の清掃当番日
は次の通りです。御協力をお願いします。
次回は、10月15日(水)
英彦山別所駐車場に8:30集合
山頂トイレの掃除は、約1時間程度
※11月以降のスケジュールは、トイレ担当の
森義雄（℡090-4475-7799）までお問い
合わせください
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【
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訃

報

秦野 一彦

小倉 サロン

北九州支部

場 所：小倉北区魚町「コール天」
申込み：事務局山田武史（℡090-6422-5662）

(23）

】

様

享年８９歳

通常会員（会員番号４３２５）

元北九州支部長

元日本山岳会評議員

平成26年９月10日逝去されました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

1．10月22日（水）午後6時から
記録ビデオ上映(DVD)

（支部長

伊藤久次郎）

プロジェクトQ「12人の挑戦者たち」(50分)
日本百名山「金峰山」「瑞牆山」に挑む
2003年12月3日〜7日の記録

参 加 者 大 募 集

出演者：12人
伊藤久次郎、関口興洋、原広美、馬場基介、
高畠拓生、西村信子、塩屋薫、三木靖子、
八木國子、横山洋子、坂本千佐子、西村一利

２. 11月26日（水）午後6時から
実技指導：ロープの結び方他
指導

竹本

約30分

正幸

３. 平成27年1月28日（水）午後6時から
ビデオ上映（DVD)
高みへのステップ〜冬季登はん（40分）〜
企画監修 登山技術映像制作委員会
制作うえき企画

天拝山の清掃登山
主催：日本山岳会福岡支部
共催：山のトイレ、環境を考える福岡協議会
と き：１１月９日(日)
ところ：天拝山（257㍍）
集

合：午前10時、天拝山登山口
（なお、北九州支部は、直接現地集合、

またはJR二日市駅9：30集合）
コース：当日３コースに分けて登山。
持参するもの：軍手、火ばさみ、ポリ袋、
その他登山装備と昼食。
参加申込：伊藤久次郎（℡0947-42-2772）

博多 サロン

又は携帯090-8837-2696、Eメールで）
１．11月6日（木）午後6時30分より
・場

所：博多区吉塚本町13-55
サンヒルズホテル内 居酒屋「呑多来」

・申込み：榊

俊一(TEL090-8416-4194)

＝ 会員の異動＝
〇通常会員(7月〜9月)
支部友から通常会員へ
15580

大谷

北九477

中野

裕美

北九478

永井

敏子

北九479 網塚 陽子
北九480 坂田 菊恵

〇退会者(7月〜9月) 支部友会員
山田

＝ 山岳会員(支部友)募集 ＝
１．入会金：1,000円
２．年会費：3,000円
３．毎月、月例山行実施
４．支部報を郵送します(３カ月に１回発行）
連絡先：山田武史

TEL

092-844-3563

恵美子

〇支部友新入会員(7月〜9月末)

北九401

なお、下山後福岡天神で反省会予定。

加寿彦

保険には必ず入りましょう
登山はケガがしやすい危険なスポーツです。
思わぬ転倒や、ケガ、さらにはもらい事故
などが多く発生しています。
入会したら、必ず保険に入りましょう。
詳しくは、事務局にお尋ねください。

ＪＡＣ

北九だより
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編集後記

登山計画書の本部あて
提出についての義務化
さる9月20日〜21日東京で開催された「平成2
6年度日本山岳会支部合同会議（支部長及び事務
局長が出席）で、各支部が主催する山行（個人山
行は含まない）については、10月1日より本部遭
難対策委員会あてに、登山計画書を提出するよう
に本部から要請があった。
ついては、従来同様、各月の山行リーダーは事
務局に登山計画書の提出をお願いします。
また、留守本部は従来は１人記載でしたが、２
人に追加願います。
本部には、事務局から提出いたします。
（事務局

2,014年（平成26年）

山田武史）

●10月に入りましたが、9月27日（土）に御嶽
山が噴火し、多数の登山者の死傷者が発生しま
した。ちょうど当日田川市で支部メンバーと登
山家の田部井淳子さんの講演を拝聴していまし
たが、御嶽山の噴火をメンバーから知ることに
なりました。会員で山行に行った者がいないか
心配となりました。
7月の夏の登山シーズから全国の山々で沢の
増水による死亡事故、登山中の滑落死などが多
く報道されました。私も先日北アルプスの縦走
に行きましたが、2日間で4機のヘリコプーター
で3人の方が救助される姿を目の前で見ました。
登山は計画段階から無理のない行程と技量が
必要で、現地では天候や体力などの健康面を考
慮しながら登る必要があると思います。
また、登山計画書の提出が大切です。登山口
に設置してあるポストには事前に作成したもの
を必ず投函しましょう。

●支部報の個人山行等の原稿募集

安全登山で楽しい山行に努めましょう。
森 義雄

支部報原稿は事務局長 山田武史又は森義雄へ
お送りください。。
なお、山行の原稿作成の際はコースタイムを
記入のうえ、写真2枚〜3枚をお願いします。
写真はデータでお願いします。
原稿の送付はEメール（写真を含む）で森義雄
あて。
アドレス：tokuyoshimori@jcom.home.ne.jp
※次回の発行は1月初旬とな
ります。
（71号の原稿締切は
12月25日までです。
よろしくお願いします。）
●小倉北区魚町1-2-23 桧山ビル2F
●TEL:093-522-0565
●ＪＲ鹿児島本線 小倉駅 南口 徒歩5分
北九州支部は毎月のサロンで

閉店の
お知らせ
長い間ご利用いただきまして
ありがとうございました。

