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「山の日」 制定記念プレ山行

家族登山（風師山～矢筈山）を開催します

来年の8月 1 1 白から国民の祝日として、 山の日ガ

制定されることlこなりまし定。

北九州吏部では、 昨年8月 1 1 日！こ急きょ制定記念

の親子登山を計画、 市内の一般登山者や親子ガ、参

加されましだ。 舎年も昨年｜こ引き続き、プレ山行 ’ F 

として多くの 般登山者lこ参加を呼びかけ開催し

ます。

登山コースは風師山から矢筈山で、 J R線 ・ パ

スなどの交通7クセスも良く、親ミ子で気軽に登る
ことか、できます。

ま芝、風師山岩峰 （風頭）｜とはマナスル初登頂

後訪れ定日本山岳会元会長槙有恒記念碑と略歴碑

ガ設置され、 われわれ登山者lことっても貴重な史

跡でもあります。

山を愛し自然の思恵｜こ感謝し、 自然｜こ親しむこ

とが目的で多くの登山者cよびかけ、 山の自の記

念事業としてこの親子登山を定着させていき左い

と考えています。

般向けの告知は、 7月7日の毎日新聞朝刊仁掲

載されまし定。 女写真は、 昨年の家族登山の様子

・家族登山のお知らせ・

とき 8月9日 （日） 雨天中止

集合場所 午前8時 R小森江駅前

コ ス JR小森江駅8 : 00～小森江f子供の森

公園～風師山～矢筈山～／J ＼森江子供

の森公園～JR1J 1森江駅

14: 30解散予定

参加者 小学生以上

（芝芝し、中学生以下は保護者同伴のこと）

参加費 100円（イベント保険料含む）

当日徴収します

携行品 デイパック、 昼食、飲み物、帽子、

タオル、 靴（登山用靴が望ましい）、

長ズボン、長そでシャツ、保険証、

常備薬（必要な場合）、雨具（力ツ I \)

申込み期限 8月3日（月）

申込み先 日本山岳会北九州支部

丹下治（左んげこう）

携帯090-3732-8843

主催 公益社団法人日本山岳会北九州安部

後援 毎日新聞社
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·~’英彦山清掃登山・・
山岳

4月26日（日）

1 1 団体が参加
北九州支部長 伊藤久次郎

福岡県添田町の英彦山 （ 1 199 (J; ） で4月26 日

（日）、公益社団法人日本山岳会北九州夏部主催で

登山愛娼家 1 1 団体85人ガ空き缶やゴミを拾い集め

る清掃登山を行つ芝。

参加者は、 正面階殴コース、南の鬼杉コース、 北

側の豊前坊コースの3コース｜こ分かれ登頂。 当日は

絶拐の登山日和｜こ恵まれ、まだ添田町役場や県庁か

らも若い職員が多く参加し左ことから大量のゴミを

回収、 5時間余りかけて燃えないゴミ80袋、燃える

ゴミ30袋分、 合計110袋分、軽ト ラ2台分の量を回

収。

まだ昨年5月、 山頂｜こバイオトイ レガ出来左こと

で、 県自然環境課の渡辺さんからは「皆さんからバ

イオトイレの維持管理芯どで協力をい左芝いている。

合後も大切｜こ使ってほしいJ とあいさつが、あっ左。

その他、参加し芝山のトイレ ・ 環境を考える福岡

協議会では、登山害らに 「山のトイレマナー袋とパ

ンフレツ卜」 100枚を配布し山のマナーを呼びかけ

芝。

北九州支部では、 1 0年前から清掃登山を続けて

いるが＼英彦山！こついては合回で6回目。 合回の参

加団体は昨年より多く、他｜こ地元の山岳団体や山の

トイレを考える会、 山頂のバイオ トイレを建設しE

7フイテツクシステム （株）など多くの団体ガ参加し

だので、沢山のゴミを担ぎおろすことか、できだ。

だ、ガ＼古い歴史の山である英彦山は、 いまだ埋も

れ左ゴミガ、散在して、 特｜こ人か多く集まる山頂上宮

周辺は沢山のゴミガ、あるので、これからも多くの人

を動員して毎年清掃登山を続けて行く必要がある。

舎回参加し芝団体は、

－日本山岳会北九州安部 （伊藤以下24人）

・ 福岡県自然環境課 （6人） 、

・ 添田町役場商工観光課 （ 17人）、

・ 筑豊山の会（3人）、

－田川か左つむり山の会 （7人）、

－英彦山の環境・トイしを考える連絡協議会（3人） 、

・山のトイ レ ・ 環境を考える福岡協議会 （5人） 、

・英彦山観光ボランテイアガイ ド （ 1 人） 、

－山頂バイオトイレ業者？イテツクシステム（株）

11人） 、

・ 筑歩会 （龍頭、 6人）、

・ その他一般登山者（2人）

合計 1 1 団体 85人

支部会員の皆様ご協力ありか、とうございまし定。

北九州支部参加者 24人

会員： 伊藤久次郎（支部長） 原広美、井上種子、

馬場基介、 縄田正芳、竹本加代子、丹下治、

丹下香代子、森本信子、赤瀬業吉、縄手修

大神信生、森義雄、歳弘逸郎、 塚本久嘉、

町元里香、 三浦利夫、 大谷恵美子

支部友： 井上薫、橋爪久吉、橋爪明代、

清家幸三、 藤井信義、 藤井淳子
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。。。 清掃登山参加者の声 。．。

ゴミの山は減らず！ 時代の産物？

15416 歳弘逸郎 北九446 清家幸三

4月26日、良い天気でし定。 絶貯の清掃日和です。 清掃登山は舎回で3 回目の参加でしだ。

この日集まっ左人は会員24人と関係団体合わせ ゴ、ミの多い山だと思っていましだがその謎か、解け

て85人の参加者を得て、 3コ スに分かれての清掃 まし足。

活動でし定。 原因は私左ち団塊の世代の若いころと、それ以前

私芝ちのグループ8人は鬼杉コースを行きま し定。 の投げ捨てか、あ芝り前のように行われ、あるいは地

各人ビニール袋を揮ちコース｜之落ちている空き缶 面lこ埋めだ時代の産物芝、と思いまし芝。

ビ二 ル片などごみ袋｜こ入れなか、ら、南岳と、 さら 投げ捨て！こ関しては明治の小説｜こ主人公が蒸気機

｜こその先の中岳を目指します。 約30分で鬼杉｜こ到 関車の窓から弁当の空き箱を平気で放リ投げてい定

着、幹回リ 1 2 ~；；；以上、高さ38~；；；の巨木で、す。 く芝、リガ、あり、 その時は可笑しい思いましだ。

圧倒される大きさ｜こ何か不思議な感蛍を蛍える。 ま芝は私の生まれは昭和23年ですが若いころ ｜こ

日本各地｜こあるパワースポ、ソ 卜 は、 やはりこう言 スコ ップで掘って埋めていだ光景も思い出しましだ。

う摩詞不思議な場所なのだろう。 このような日常行われていだ習性の産物仁違いな

さらに登り続けコ スを少し外れ左ところ仁大き いと思いまし定。

な岩をくり抜いて建てられ左大南神社lこ着く。 時代の産物 ・・・しかも年代から推し量りゴミの

お堂の下は急な斜面｜こなっていて、 ここから落ち 後始末｜こ参加するのは舎の私芝ちか、中心となってす

れば芝芝、ではすまない。 鎖場を2～3力所通り南岳 ることは至って自然なことでは宅よいかと思い、これ

頂上ヘ到着。ここlこは大量のごみか、捨てられていま からも参加しようと思いましだ。

し左。なぜ持ち帰らないのだろうか、集めているう 合回の清掃登山lこ参加して昔の時代背景を思い出

ちlこ段々と腹立左しくなってくる。 各自ガ、ごみ袋を し、英彦山の大自然のふところで楽しく山行か、でき

一杯にしてみんなか、待つ中岳へと向かう。 中岳でも る山岳会を語り｜こ思いまし左。

清掃とゴミの分別をして、 集まっ芝ゴミを小分け！こ

して奉幣殿へと下山、清掃活動を終3 しま しだ。
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月例山行 5月 1 日（金） 岳滅鬼山（1036~；）

期待したシャクナゲは見られず残念！

季節は初夏となり、 5月度例会登山は、英彦山の

南側にある 「岳滅鬼山」 。参加者｜司、 C L 榊、井上

薫、山中の計3人です。

午前9時英彦山大権現駐車場｜こ集合。

c L 榊より本日のコースと注意点、を確認：添田町
役場商工観光係発行の登山マップを参加者全員仁配

布し 「岳滅鬼山」コ スを説明してい左だ、く。 現

在位置、渡渉箇所、林道出会い、 岳滅鬼峠、山頂の

ピスト ン。 注意点として渡渉する箇所があるか＼ 昨

日の雨で水ガ増えているので、ストックを利用して

バランスを崩さない渡渉をずること。岳滅鬼峠から

は口 プ揚があるのでストックはしまうこと。

天気は晴れ、 熱中症が心配｜こなります。

午前9時 10分出発、 C L 榊は、 1 週間｜まど前lこ下

見をして、之の時期のシャクナゲの咲き具合（写真）

を事前情報として把握されていましだ。残念なこと

lこ舎年lこ関しては、花芽が全くなく時期をずらして

来ても花は観賞できないとのことです。 去年、実lこ

多くのシャクナ7、を見定芝け｜こ、表年、裏年的｜こ咲

く年があるそうです。 しかし、果実のような 1 年ご

とではなく数年

｜こ 1 回表年があ

るようなので、

合年ガ芝、めで、

来年がいいとは

限らないとのこ

とです。毎年の

観察が必要です。

午前9時 1 8分

渡渉、木橋は、

橋桁ガ落ちており、橋脚のみが残置している状況で

す。ストックでバランスを崩さないよう ｜こ、下流側

を渡渉します。ここで、 濡れると本日の山行気分か、

15709 山中 秀正

沈んでしまいます。渡渉後、 赤テ プ、ケルンを目

印｜こ登っていきます。

足元｜こ 「力ンアオイ」を教えてもらいまし定。 葉つ

ばか、「葵の御紋」模様の山野草です。

午前9時38分黒岩岳との分岐を通過、黒岩岳分岐

の標識があります。

林道｜こ出る前｜こ、オフロ ドバイク 3台の連れか＼

爆音を立てて通過していきまし左。

午前9時56分林道横断、ここで小休憩を取ります、

岳滅鬼山登山口300t~と深倉園地4.5キロの標識を確認

しま し左。林道横断箇所から南東方面｜こ300 －；＇~ほど

行く。

午前 10時9分岳滅鬼山登山口分岐を通過、 ここに

をよせます。

も標識があ り ま

す。 午前 10時29

分岳滅鬼峠｜ごて、

「従是北豊前国

小倉領地」 （写

真）江戸時代の

人ガ、ここを通

り国境をこえて

い疋光景 ｜こ思い

ここから第 1 ピク、第2ピク、そして第3 ピ

クへいきます。いよいよ、ロープ場ガ出てきます。

榊リーダーより、ロープを確保するのは、 1 人のみ

が確保する。 次の人は、前の人が口 プから子を放

し左のを確認してから、口 プを手！こしないといけ

ない。ちし、 2 人ガ、ロープを子｜こしていて、前の人

ガ＼何かの拍手でロープを振る場面！こ遭遇すると、

後ろの人ガ＼ その反動｜こ巻き込まれてしまい事政ガ

発生するとのことです。

午前 11 時3分第 3 ピーク、 小休憩、 山頂と見間違

いそう。 それというのも、 「岳滅鬼岳103U~」 の

表示ガ、あり、てっきり山頂と勘違いしてしまいます。

午前 1 1 時間分岳滅鬼山頂｜こ到着し、 昼食、記念

撮影、アケボ、ノツツジ、を観賞。

午前 1 1 時5 5分出発、ピークの下りでのロープ場

です。ここは、慎重｜こ、 慎重｜こ、口 プの握りと足

場の確保です。 栢ちかけ芝はしごが危険です。

午前 1 2時38分 岳滅鬼峠

午後1時3分林道横断 この場所で、 舎から岳滅鬼

山へ行く登山者 1 人｜こ会いましだ。話を聞くとイン

ターネッ トで、ルート情報を仕入れて北九州から来



JAC 北九士さより 第73号 20 1 5年（平成27年） 7月発行 (5) 

て英彦山大権現！こ駐車して大南林道を通り、山へ向

かうとのこと。 眼レフの力メラを持ち、出発後す

ぐに、山道を撮影するなど、写真撮影に余念がない

登山者です。 午後からの登山でし芝ので、 撮影｜こ時

聞を費やし、下山か、遅れて道迷いしないでほしい、

無事なことを念じます。

キツツキの木を左足く音「ドラミング」を聞きま

す。 キツツキの鳴き声は、なかなか聞けません。 キ

ツツキは鳴き声でなく、クチパシで凹く音でメッセー

ジを伝えるらしいです。木橋｜ご着く前l之、下山ルー

トの延長万向｜こ、ケルンがあり、 進行方向を見間違

う沢がありまし芝、かつてのJ[,,, 卜ぜつだかもしれ

ませんが、 ル トを見間違わないようlこしないとい

けません。

午後1時34分木橋、 j度渉

午後1時49分駐車場到着、解散

さて、この山の名前ですか、 『山名の由来ははっき

りしないか＼ 仏教の六道のうち、 餓鬼道（物欲）をこ

の山の岩場で修行して取り去る。つまり餓鬼の心を

滅する、ガキメキガ、ガクメキへ転化し左のではない

かといわれている』 （山と渓谷社の「福岡県の山」

43番の記載を引用）とあります。

この岳滅鬼山から峰入り古道ガ続いており自分の

修行のだめ！と続きを計画してみだい気持ち！となりま

しだ。 C L 榊は、小石原まで、 大日岳や釈迦岳を通

過して行かれ左ことがあり、 車を前後｜こ手配し左そ

うです。 「登山は、修行じゃ」 の場面が少しありま

す。

そ して、 山岳会の別の一面｜こ 「森林パトロール」

を榊リーダーより教えていだだ、きましだ。登山と並

行して環境の見守り役をしている会員の万々の活動

｜こ興昧を持つ定次第です。 自分もその活動1こ参加し

左いものです。

参加者 3人 ~ 
会員： C L榊俊 、山中芳正

支部友 ：井上薫

月例山行 5月 10 日（日） 犬ケ岳（1130~；）～経読岳（992~；）

新緑輝く犬ケ岳から経読岳を歩く

5月 1 0 日（日） 2 年振りの犬ケ岳山行は恐淵コー

スを登る。 山は一面新緑でおおわれている。渓流の

岩上にはヒメレンゲガ咲き、 その姿let可憐でみずみ

ずしい。 木ち草花も初夏のエネルギーに満ちている。

この時期はツクシシャクナゲの開花とも重なり一段

と華やぐ季節でもある。この目、花を求めて訪れ左

登山者が多かつだ。

犬ケ岳、経読岳山域は自然豊かなところであるが

岩場も多い。以前来左とき｜こはなかっ左環境省の標

識か設置されてい左。 真新しい標識lこは平成26年と

記している。岩場｜ごは注意喚起の標示板もあり迂回

路も判りやすくなっていだ。 昨年この山で起きだ滑

落死亡事故は私左ちの記憶｜こ新しい。それだ、け｜こ慎

15616 奥田スマ子

＂＇ 重な行動が求められる。この目、 登山者刀、互いlこ声

をかけ、道を譲りあう場面が多く見受けられ左。

「自分の命は自分で守る」 山への感謝をわすれず＼

これからも安全第一で登山を楽しみ芝いと思う。

参加者 8人

会員： C L森義雄、井上種子、竹本正幸、

竹本加代子、 森本信手、奥田スマ手、

山中秀正、

支部友 ：清家幸三



(6) JAC 北九だより 第73号 20 1 5年（平成27年） 7月発行

月例山行 第1回岩登り教室 5月 17 日（日）平尾台

高度感を感じながら懸垂下降

昨日までの雨ガ、うそのような晴天c恵まれだ日曜

日、茶ガ床仁午前8時30分｜こ集合し、点、呼の後、唐

子岩｜こ出発し定。 20分程で唐子岩lこ到着。参加者

のレベル｜こ合わせ3班に分かれて練習を開始し定。

まず最初｜こ、 ハーネスの装着方法、力ラビナの種

類、 ロープの太さなどの岩登り用具とウ工？の説明

を受け定。次｜こ、岩場で主｜こ必要なクロ ブヒツチ、

テープ結び、ダブルフイ ツシヤーマンズノット、 工

イトノットなどのロープの結び方の練習をしだ。 そ

れから岩場での練習を開始しだ。

初級クラスの私は板倉リー夕、ーの指導のそうと、低

い岩場で岩登りの基本技術である3点確保の訓練を

行つだ。上体や腰を岩から離して安定し巨体勢で、

子ガ、かリ足がかり｜こなる岩の突起や割れ目をみきわ

め芯がら登るよう｜こと？ドパイスを受け芝ガ＼へっ

ぴり腰lこなって、なかなか岩から体を離すことか、で

きない。 指をかけるだ、けでは危険な左め、 手のひら

全体で上から抑え込むよう仁岩をつかみ、足を確実

な岩の上lこバランスよく置き小刻みlこ移動する。ア

ドバイスをしてもらい芯か、ら何度か練習を重ねると、

少しずつだ、ガ、スムーヌ、lこ移動できるよう｜こなっ芝気

ガ、しだ。 とてち難しいか＼ひとつずつコツをつかん

で上達していく感覚が楽しかっ定。

午前中の練習が終わり、 3班集合して昼食をとる。

空｜こは色とりどりのパラグライダーか、気措ちよく

飛んでい芝。

午後からは低い岩場で懸垂下降の練習をしだ。

15710 町元里香

セルフビレイを解除する。 ⑦下降を開始する。 地上

lこ降りだらゆっくり腰をおろ し、 口 プを緩めてか

ら解除する。 1 回目 let初めての経験の定め体も腕も

ガチガチで足元も見ることが、できず、 :::C lこロープに

振られてしまっ色。 2回目は途中まで上手くでき芝

ガ＼油断してしまい右｜こ振らついてしまっ色。慎重

さ以上の技術はないと痛感し左。 3回目は失敗を し

ないように慎重に、足元そうできるだ、け見ながらゆっ

くりと下降し左ガ、やはりバランスを崩し左右｜こ体

を振られてしまっ定。 ロープlこ振られてバランスを

崩さないだめlごは広範囲｜ご足元を見ながら必ず垂直

に降りないといけない。は左して自分ちできるよう

lこなれるのか不安だ、が、もっともっと練習を積み重

ねていこうと思っ定。

最後｜こメインの力ラビナ！こ工イト ノッ ト でロープ
をつなぎ＼上からロープを引いてもらいなか、らクラ

イ ミングの練習をしだ。実際lこ登ってみて、バラン
スをとりなか、ら移動することがすご、く難しかつだ。

手足の力はもちろんっけないといけないか＼体幹を

鍛え主ょいとスムーヌ、な重心移動はで、きないと思っ色。

今回初めて岩登り教室｜こ参加して、いろいろなこ

とを習得することができだ。合後の課題も左くさん

みつけられだような気がする。 これからも積極的に

経験を重ねて、一歩ずつレベルアップを目指してい

き芝いと思う。

最後｜こなりましだが、岩登りの基礎を丁寧｜こ指導

してくださっ左板倉先生、 立ち止まるだび｜こア ドバ

イスをしてく芝、さつだ皆さん、本当に有難うござい

ましだ。

①安全を確保するだめに岩仁打ち付けられ左ボル ト j 参加者： 15人

と自分をつなぎセルフビレイ をする。 ②工イ卜環｜こ j 会員： C L竹本正幸、板倉健 、森本信子

メインロープをセッ卜する。 （工イト環を落とさな ~ 竹本加代子、森義雄、歳弘逸郎、塚本久嘉、

いように必ず力ラビナlこかけておく〉③自分のメイ ~ 奥田スマ手、大谷恵美子、 山中秀正、
ンの力ラビナ｜こ工イ 卜環（下降器）をセッ トずるo ~ 町元里香
④ロープが体重をきちんと保持し、 支点か、壊れない j 支部友 ： 清家幸三、俵富士夫、 藤井信義、

か体重をかけて確認する。 ⑤パックアップ設定。⑥ ! 藤井淳子
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月例山行 5月 31 日（日）英彦山山開き

5 月31 日（日）天気が心配される中、午前8時c青

年の家｜こ到着。 前夜祭からの参加組と合流し、 午前

8時35分青年の家を出発。 霧のかかる中、野鳥観察

コ スを進んで行きまし定。

途中から階段が続き、 風もなく蒸してj干がじ、わ～っ

と｜こじみ出てきて患も上ガ、りきっかつだですか＼ 野

鳥の透き通る縞麗なさえずりが聞こえ、まるで背中

を押してくれているかのようでし定。

青年の家を出て45分程して産霊（むすび）神社1こ到

着。 休憩をしていると、 lまら貝の伸びやかな音色ガ

聞こえてきましだ。 話を伺い｜ごいくと80代の男性の

万で、実際｜こ ｜まら貝をも左せてくれまし定。 想像よ

北九465 伊藤友紀

途中 、 天気も回復し北西尾根を下って行きま し

定。その途中、 合まで見だことのない全体ガ、白く透

き通っ定植物を発見しまし定。 それはギンリヨウソ

ウ（銀竜草〉定と教えてもらい、色素を措定ないので
白いの芝、と知りまし定。

i也面ガ、濡れていだこともあり滑りやすく、スムー

ヌ、lこ進めないこともありましだが＼新緑より深みを

増しだ緑の葉の聞から差し込む光は、キラキラと輝

き風も爽やか｜こなり、とても気持ちよかっ左で、す。

膏年の家付近まで降りてき芝あと、岩と岩の閏lこ

狭い隙聞のある針のEへ行きましだ。 早速、 通り抜

けできるか挑戦。入り口は片手をつき体を横｜こ傾け、

りも重く、自の前で吹いて頂いだとき｜こは足元から 岩と土はひんやりし、途中からは立ち上がって進む

身体｜こ音が響きわ左り、疲れが少し取れ疋気ガ、しま ことができ、 無事｜こ通り抜けできまし定。

し定。 そして午後 1時50分、膏年の家lこ到着。きっかっ

それから20分程で山頂！こ着き、 1 1 時より上宮拝 定所もありま しだか、いい汗をかき、とても充実しだ

殿で山頂祭の神事ガ、行われまし定。 祝辞祝詞、縄手 山行lこなりまし定。 まだまだ、行つ定事のないコ ス

さん含む各団体の代表者lこよる玉串の奉天、登山者

へのあ服いなど、登山安全祈願を行いまし定。

式典終ゴ後、外にでてみると多くの登山者で賑わ

い、記念の手拭いか、配られましだか＼ あっという閏

｜こなくなっていましだ。

その後、 昼食をとり午前 1 2時25分lこ下山開始。

もあるので、ま左挑戦しだいと思います。

参加者： 12人

会員 ： C L 縄手修、 榊俊一、竹本加代子、

森本信手、歳弘逸郎、 赤瀬業吉、縄田正芳

三浦利夫、町元里香

支部友：清家幸三、畑井教子、 伊藤友紀

ふたごさん

両子山（720.針。月例山行 6月 14 日（日）

ろくごうまんざん

六郷満山の両子寺から両子山ヘ 14852 竹本正幸

る奇岩コースを下ること｜こ し芝。

道の駅「おこしかけ」 9:00～両手寺 1 0: 15/ 1 0:30~ 舗装され左コースとはいえ、 急坂の力一ブガ続き、
アキレス躍が、伸びきってしまう。 高度が上ガ、る ｜ごつ

れ急坂はさら｜こきつくなり、 うんざりするほど続く。

6月 14 日 （日〉曇天で雨が心配される中、道の駅 途中で立枯れの木に芝くさんの純国産キクラゲを

「おこしかけ」｜こビジ、ターを含む 12人ガ集合。 見つけ芝。 芝、ガ、高所lこあり採取できない。 何とかし

国東半島の最高峰でそのど真ん中｜こ位置する両子 て採れないか、枯れ木を倒そうか。残念だか1到すこ

山と両子寺の歴史散策が合回の目的である。登山の ともできない。 心残リだが諦めて、 ま左急登を歩く。

前｜こ参道入り口まで下リ、丹下さんの説明lこ聞き入 やっと着いだ頂上lこは大きな展望台かあり、一等

る。 石段両脇には2体の石造りの仁王像や苔むしだ 三角点もある。 ガスガ、かかり展望は望めないが、時々

石殴lこは千年のときの流れが漂う。 雲の合間より園東半島の山々や周防灘ガ見える。

入山する｜こは、 一人200円を納める。頂上へは三 展望台の下で昼食を取り、 下りはコンクリ 卜道

つのコースガ、あるか＼我々は頂上に建てられだアン 路の途中より山道に入る。 二つに裂けだ鬼の背割り

テナ工事の定め｜こ作られだコンク リー卜道路を登つ は、 岩壁の隙聞か、天まで続いているようだ、。

て、帰りは七不思議の針の耳や鬼の背割りと言われ
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針のEは大岩の重なり lこ、人か、四つん這いでやっ

とくぐれる穴ガ聞いており、 狭くて滑るだめ緊張す

る。 人ずつロープをもって慎重！こ下る。 この付近

20 15年（平成27年） 7月発行

は多くの観音像が杷られており百体観音と呼ばれて

いる。

鎖をもって急坂を下り、舗装されだ小路に出て、

大岩壁の下｜こ建てられ左手授け祈願の「奥の院」 lこ

着く。 人生の先輩より「予授け祈願より先！と祈願す

ることがあるんじゃないの ・ ・ ・」と温かいお言葉。

本殿の裏側の洞窟lこは清水が湧いていて不老長寿

の冷水と言われている。 奥の院から石段を下って両

手寺境内｜こ帰り着く。

参加者： 12人

会員 ： C L 丹下治、 S L竹本正幸、伊藤久次郎、

原広美、井上種子、丹下香代子、

竹本加代子、合田智絵、 町元里香、

支部友： 伊藤友紀、藤原玲子、

ビジター ： 堤浩美

月例山行 6月28日（日）古処山（860~jj;）～扉山（927~jj;)

発見だらけの古処山山頂

午前9時3分キャンプ場駐車場を出発。 登山口手

前｜こは鮮やかなオレンジ色ガ、絹麗なヒメヒオウギズ

イセンガ出迎えてくれましだ。

登山道の横を流れる川の水の音を聞きなか、ら、 3

合目5合目7合目と進み、午前 1 0時35分水舟｜こ到着。

登山道は岩が多い芯と感じまし足。 水舟で休憩を

とり進んで行＜と、 特別天然記念物のツゲのト ンネ

ルガ、現れ、ま左さらlこ進んで行くと木々の葉の隙聞

からこぼれる光の力 テンガ、あらわれる。太陽のパ

フ を浴びて元気をもらい午前 11時30分扉山山頂

に到着。 風があり少し肌寒い中、 昼食をとり古処山

へ向かいます。 その途中｜こ大将隠しへ行きました三。

苔の付い左岩と岩の聞を下って行くと、両脇！と立

ちはだ、かる高い岩壁があり、その閏｜こ大きな岩ガ、い

くつか立ちふさか、り身を隠せるの芝、と感じまし定。

北九465 伊藤友紀

そこから奥｜こは行けませんでし左ガ＼まだま定下

の方｜こち行けそうな感じでし左。 ハートの形を し芝

岩も発見しつつ午後 1時古処山山頂へ到着。

まずは見晴らし台へ。空は晴れ渡り景色を 望し

まし定。次｜こ高畠会員から磨崖仏へ案内してもらい

まし定。 岩と木々の聞をかき分け降りて行くと、 高

さ5 tii: ぐらいありそう芯岩｜こ不動明王の麿崖仏があ

りその迫力｜こ鷺きま した三。 まわりの岩lごは苔ガ、付い

ていまし定か＼麿崖仏｜こは苔がついておらず＼ とて

も結麗な状態でしだ。 古処山は至る所！こ石仏ガ、あり、

信仰の山なのだ、と感じます。 磨崖仏を見定あと、 下

山を開始し午後2時35分、 古処山登山口へ到着。

山lこ登るようlこなって、 舎まで、見芝ことのない景

色や歴史、 自然lこ触れる事ができ、 新しい発見の連

続で寸。

とてち充実し芝山行｜こなりまし定。 ありがとうご

ざいまし芝。

参加者 ： 1 4人

会員： C L赤瀬業吉、井上瞳子、榊俊 、

大内喜代子、竹本正幸、 竹本加代子、 森本信子、

縄手修、大谷恵美子、 町元里香、 奥田スマ子、

森義雄

支部友 ・伊藤友紀

現地ガイド参加・会員 ・高畠拓生
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関西支部設立80周年記念式典 5月 30日～31 日
六甲山は市民の山、されど～油断大敵

「イノシシの置き引きに遭う！！」

【5月30日（土）】

日本山岳会関西支部は 1 935年（昭和 1 0年）9月に設

立され、舎年で80周年を迎える｜こあ芝り 5月30 日

（土）記念式典ガ神戸市で開催されましだ。

開催地神戸市は、 市民登山発祥のi也であり、 六甲

山は藤木九三氏らか、日本で初めて岩登りをはじめだ

近代アルピ二ズム発祥のi也でちあること、まだ日本

を代表する登山家加藤文太郎氏と植村直己氏の出生

のi也、 但馬の玄関口でもあることから舎回の記念式

典の開催場所となつだと紹介されだ。

当日は北九州支部からは関西支部との縁が深いこ

とから伊藤支部長他 1 2人の多くの会員が参加しま

し左。
午前中lこ J R新神戸駅IZ到着、昼食を済ませ、 車

と徒歩で会場の 「六甲荘J 仁到着しましだ。会場lこ

は、歴史も長いことから関西支部関係者および他支

部出席者約 1 80人近くか、参集しまし定。

記念式典は、 主催の重贋関西支部長からあいさつ

か、あり、続いて本部から森会長のあし1さつ、来賓の

祝辞がありましだ。

午後3時からフォ ラムとして、 ①平林克敏会員

から 「孤高の登山家植村直己を語る」の演題で講

演があつだ。 平林氏は自ら海外での輝かしい登山歴

を有し、講演の中で檀村直己氏の経歴、人柄、 組織

の中で能力を十分発揮できる人物像、その輝かしい

業績の評価｜こついて詳しく語られ定。次｜こ、 ②朗読

劇 「山の声 （大竹野正典原作）～ある登山家の追想」 、

単独行を妬んで実践し芝加藤文太郎の手記をもとlこ

二人の遭難を描い定二人芝居ガ、演じられだ。 加藤文

太郎は、新田次郎の小説「孤高の人」のモデルとし

ても広く知られている。

事務局 15387 森義雄

午後7時から祝賀会。 関西支部の長期在籍者表彰

ガ、あり、 乾杯は日本山岳会斉藤元会長の発声ではじ

まっ色。 途中、 歌と ト ーク（リピー 卜山中） ガ、あり、

会場も全国から参集し左会員の交歓のI暑となり、 大

いlこ盛り上がりまし定。

【5月31 日（日）】快晴

記念山行は六甲山登山、 3班にわかれ登ることに

なる。 われわれ北九州吏部は、 A班lこ参加。阪急芦

屋川駅～高座の滝～ロックガーデン～六甲山の約4

時間コースである。

早朝7時すぎパスでホテルを出発、芦屋川駅前の

公園で8グループにわかれ8時20分に出発。 周辺l芸

大きな住宅 ・ マンシ ヨンガ立ち並び、 登る道路はか

なりの傾斜がある。 1 5分ほどで登山道｜こ入り、そ

の先は高座の滝。 滝の横の登山道は、急登の岩I号、

花園岩仁固まれだ岩場を登る。 ロックツガーデン中

央稜を過ぎる、展望は時々遠く大阪湾を望む。 50

分ほどで風吹岩lこ到着。 一休み。 ここを過ぎると樹

林帯の山道、ゆっくり登る。登山者も多い、 家族連

れや若者のグル プガ、登る。

途中、休憩の左め荷物をおろして休んでいると後

方から黒い動物、伊藤支部長のザックを引っ張る。

麦部長'ti気ガ、付き引っ張り戻し、 奪還。 イ ノシシで

ある、逃げ定かと思っ左か＼下方｜ご移動し、 休憩中

の女性のチョ コレー トをひつだくって逃亡しだ。直

前、関西支部の重庫支部長から置き引き注意との言

葉があっ定か＼こんな近くまで、寄ってくるのかと皆

ひ、っくり。登山者ガ多く、食べ物の残りなどが、多い

のか、恐れないようである。

昼食をとり、 ちょうど午前 1 2時すぎ、 4時間ほど

で山頂下道路｜こ到着。 山頂で記念写真を撮り、 午後

1 時｜こパス！こ乗車し、有馬温泉で入浴。 その後、午

後4時過ぎ｜こ新神戸駅｜こ到着しまし定。

六甲山は神戸の街からすぐそば｜ごあり、 市民の手

軽な登山の場所となっていると感じまし足。

参加者： 1 3人

会員 ： 日向梓剛、 原広美、 伊藤久次郎、馬場基介、

高畠拓生、関口興洋、内藤正美、 丹下治、

大木康子、丹下香代子、 大内喜代子、

竹本正幸、 森義雄
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7月 11 日～12 日

宮崎支部設立30周年記念式典および九州5支部集会参加報告
事務局 14852 竹本正幸

【7月 11 日（土）】

神話の舞台高干穂lこ福島支部、 千葉、東京多摩、

東海、 関西、京都滋賀、山陰、広喜支部、九州各支

部、ご当地関係者を含め、 124人ガ、集まり、記念式

典ガ、盛大lこ行われましだ。

集会の前｜こ午後2時30分より天岩戸神楽保存会！こ

よるお神楽がご奉仕されまし定。

演目は 1 . 「銅女（うずめ）」 （天岩戸前の舞、神楽

の起源といわれている） 2. 「戸（と）取（とり）」 （天岩

戸を聞き、天照大神｜こ再び出て頂く）

次lこ「正調刈干切唄全国大会」 で日本 lこなられ

左興椙則夫氏｜こよる「刈干切唄」 、ま左工藤泰宏氏

｜こよる相撲甚句高千穂神社浜下りが披露されまし定。

記念講演は高千穂神社宮司、後藤俊彦氏｜こよる

「山と歴史と信仰と」 の講話ガ行われましだ。

九リ11115支部集会は、本部より出席の吉川正幸副会

長、高千穂町長、高干穂神社宮司ご臨席のもと、 福

岡支部を皮切り｜こ北九州支部、 熊本支部、東九州支

部、 宮崎支部の順番で各支部活動報告がありまし定。

休憩の後、 午後6時30分より宮崎支部30周年記念

式典ガ

く＞O 支部・本部行事のご案内く〉く〉

1 北九州支部忘年の集い

とき ・ 1 2月 1 9 日（土）

午後5時から了時まで （予定）

場所：「あじさいの湯」

（北九州市八幡東区苅内）

記念山行 ：皿倉山登山口～皿倉山山頂

～沼内（あじさいの湯）

詳細．吏部報10月号に掲載

なりまし定。

最初｜こ披露されだ宮崎支部の神々の衣装をまとっ

定男性コーラスは、 3月頃から特訓練習され左そう

で、成果ガ伺われ素晴らしいものでし色。

北九州安部は炭坑節の踊りを披露、各吏部の出し

物が続き、 最後｜こ宮崎支部の「ひょっとこ踊リ」 の

しぐさの滑稽さ｜こ盛リ上ガ、り、 盛大の内仁万歳三唱

で閉演となりましだ。

【7月 12日（日）］

1 2日は、天孫降臨の神山と して伝えられる二上

山登山の予定でし定か、荒天の左め中止となり、全

員観光コース｜こ変更となりまし定。

3台のパス ｜こ分乗し、 9時ホテルを出発。 最初 ｜こ

高千穂峡の真名井の滝から岩戸神社へ、天安河原は

増水のだめ立ち入り禁止。 高干穂神社では昨日講演

されだ宮司の後藤さまより神社の説明かされ興昧深

く聞き入る。

最後｜こ国見ヶfilこ着くころlこは雨も上ガ、り、 高千

穂の山々が澄み切っ芝空気の中lこ神々しく鎮座して

いましだ。 昼食は各自解散後lこということで、ホテ

ル｜こ帰り解散となりましだ。

登山は中止｜こなりまし定か＼全国から来られ芝方々

と親交を温めることガ、でき有意義な二日間でしだ。

いつか二上山｜こ登リ疋いと思いつつ高干穂を後｜こ

しましだ。

参加者： 14人

会員：伊藤久次郎、日向祥剛、溝部皆、増、原広美、

井上種子、馬場基介、高畠拓生、関口興洋、

丹下治、丹下香代子、竹本正幸、

竹本加代手、大谷恵美子、 奥田スマ子

2 本部行事

平成27年度創立110周年記念式典

と年次晩賛会

・ 1 2月5日（土）東京

・詳細は、後日本部から連絡などが

あります
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ほうべんざん

～新日本山岳誌校正余話～ 鳳醐山の山名変遷
11454 井上佑

『新日本山岳誌』｜こ、 鳳閥山を記した三ガ＼合回の校

正でも枚数の余裕がなく、簡略！こ済ませてい定。イ

ンターネ ット で日本山岳会北九州支部の案内や、

『防長山野へのいざない』ち少し遣うので、 正確な

ことを報告するべきと感じだ。

山口市 （日吉敷郡）と萩市 （旧阿武郡）と美閑郡

の境界に在り、東西二山あり、東鳳間山l<:H34布、

西鳳問山は742（；；；である。

享保（1730年頃）の『防長地下上申』 中尾村の境白

書lこは、東峰を「こしきか獄」とある。 「地下上申

絵図」 も「こしき山」とある。 甑（こしき）は穀物

を蒸す器具で、 「こしき」は地名 「吉敷 （よしき」

ガ、靴つだといわれる。美禰郡綾木村では西嵯を「方

便山」 と記し、 「方便）｜ ｜」ちあり、 「真宗万便山万

福寺」と山号｜こも使われだ。

「鳳闘」は、想像上の目出度い霊鳥ガ羽をj広げ翻

る （ひるがえる）さまで、 山容を大げさ lこ表し芝も

のたき。 この 「鳳閉山」 と詩の中で誌んだ、のか、吉敷毛

利家の儒臣田中産城（ろじよう）で、 重城は筑前太

宰府の南万の藍城駅（あしきうまや） で、音では

「よしき」 「吉敷」 lこ通じる。 自宅から「こしき山」

を眺めて誌ん芝、この詩は現存しないガ＼延享5年 （ 1

748年） ｜ご朝鮮通信使制述官と赤間関での詩の唱和

で末席｜こ列し 「忽ち鵬の背！こ乗じて通ず、 奔騰して

遠地｜こ向ひ、 翼を九別の外lこ奮ひ、悶々として来る

こと」と信使一行の来聞を諒んでいる。 遺晶lこ 「鳳

嗣1」と題寸書あり。

片山順蔵は吉敏毛利家の家臣の家lこ生まれ、 却よ

り読書を好み、 長じて、 京区上り見聞ヲ広め、吉敷

lこ帰リ郷塾を聞き生徒増し、 吉敷毛利家儒臣、 故田

中雇城の詩を読み遺風を慕い、 清末毛利育英館学頭、

萩毛利斎房の側儒を務める。則字は「JI慎甫」で、 先

師の詩から採っ芝「鳳闘」 を呈し芝。片山鳳悶ガ、著

名｜こなり、 『鳳闘集』 12巻も出されている。

1 10年を経て、天保（ 1 840年頃）の『防長風土注進

案』 中尾村｜こは「万便山一二而鳳闘と書けり」 と変

化している。 美禰郡綾木村では 「万便山 大石村｜こ

在り、本郷より良（こん）［東北J Iこあり 」 と変化は

ない。 北側の阿武郡佐々並村」は 「こしきか崩」 と

「万便か獄」 のままと変化はない。

幕末は吉敷毛利の諸隊 「良城隊」 は広島と仙台で

戦い、良城小学校ち共に「りょうじよう」 と読むが、

／らは「よしき」である

明治32年の陸軍の測量測図lこより、三等三角点名

は、東は 「東方便」 で、西は 「西方便」が点、弥｜こな

る。 二万分の 、 五万分の地形図lこ「東鳳悶山」

「西鳳嗣山」 と山名が記され足。 いずれも 「ほうべ

ん」と読む。

小中高の校歌［＇.. 10校が 「鳳繭山」 を入れ、 明治6

年創立の大殿小学校のみが 「山ならぼうべん我等恵

まる」と叡う。 明治の初めから、 山口｜こ Id:英独から

教師が招贈され、休日｜こは東方便山に登り、 生徒も

ついて登つ芝。 近代登山の山として、山口県では最

も歴史がある。

ついで！こ、下関の竜王山は、海図第20 1 号｜こ、西

嵯 （竜王神社上宮）を 「吉見竜王山J 、 一等三角点

の本嵯を 「鋤崎山」と記し、海軍の万ガ、正確で、あっ

色。

岩登り同好会発足しました
～会員募集中～

経験は問いません！

岩登リをはじめだい方大歓迎 ！

詳細は別途

申込み：坂井義臣（携帯090 1925 4054) 

版画同好会
～版画教室開催～
※参加者募集中

講師：伊藤久次郎

ルーム ｜こて月2回～3回実施

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; .....品，，，－岬押＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇－－岬押＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇＂＇－師四................：・

申込み ： 伊藤久次郎（携帯090 8837 2696) 
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5月24日（日）日本山岳会宮城支部の千葉正道会

員ガ風師山 （風頭）の 「槙有恒記念碑・ 略歴碑」 を

訪ねて来られ定。

来訪のきっかけは、 干葉氏が当支部報掲載の略歴

碑設置1周年記念 （ H27年5月発行）の記事を見られ、

ぜひ訪れたいと当支部ヘご連絡をいだだ、いだ。 千葉

氏が合目下関市で開催され左医学学会出席の合間で

の来訪となつだ。

午前11 時、門司港駅で干葉氏をお迎えし、徒歩で

清滝公園より企救自然歩道から登る。途中、 三角山

の門司合戦、高浜虚子の句碑、 もじみ谷、車道終点、

の古代人住居跡などご案内する。風頭の肩｜こある、

20 1 5年（平成27年） 7月発行

ト イ レ、かんさ、し小屋を案内し、 風頭山頂｜こ到着。

槙有恒氏の記念碑、略歴碑、 およびその経緯を記

し左当時の毎日新聞のコピ や支部報、号外などの

資料で説明する。

当日は招天｜ご恵まれ、北九州市、関門海峡、森武

昭前会長生誕のi也や近くの春帆楼、赤間神宮も良く

見える。森前会長ガ北九州支部の会友である理由も

ご納得い左左け左ょうである。

千葉氏包時間の余裕があるので、 北九州支部ルー

ムへご案内する。

ル ムで、北九州支部の現状やル ムの運営など

について質問をいだ芝、く。ま芝、当支部の日常活動、

吏部報の年4回発行、ルームの開設など｜こついてお

ほめの言葉をい芝芝、き、 恐縮するととも｜こ合後の励

み｜こなっ定。

小倉駅1こお送りし、 再会を約束し

お別れとなっ定。 ‘ 、..... ι 

良い出会い、楽しい 1 日でしだ。 守司凶 L

宮城支部では模育恒氏の顕彰碑設 "'"" " 1.. 、
置を模索しているようで完成の際は、 r• 挙主主意よ

ぜひ訪れだいと思っています。

※千葉正道（会員番号 1 2948）氏の紹介

日本山岳会宮城支部所属、医師、

日本登山医学会所属

．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本山岳会北九州支部創立15周年
記念山行の事前訓練頑張っています ！

支部では、 7 月末実施の記念山行 （後立山連峰

縦走コース ： 白馬岳から針ノ木岳））として、

A班 （武永リ ーダ一他6人） 、

B班 （赤瀬リ ー夕、一他4人）、

C班（竹本リ ーダ－ 5 人）の参加者も決まり、

事前の訓練を 6 月から、それぞれ実施しています。

A班のコ スガ一部変更｜こなりまし左ガ＼参加者

全員安全登山を目指して、訓練を続けています。

次回吏部報で、記念山行の報告をさせてい左足さ

きます。

写真は事前訓練の様予
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＠公益活動＠

幸幼稚園風師山
第1期（平成26年度）

ハイキングサポート
14264 丹下治

北九州支部指導員認定書交付
事務局

昨年｜こ引き続き、合年も幸幼稚園から風師山ハ

イキングのサポートの要請があっ定。会年は、 5

月 19日（火）は「かめコース」、 21 日（木）は「うさぎ

コース」でハイキングガ、あつだ。

平成26年度に開催されだ第1期北九州支部指導員

養成講座が終3 し、認定書授与ガ第 16回通常総会

(H27.4.19開催）で支部長から授与されまし左。

当日は天候｜こも恵まれ、 19日は園児36人、保護

者31人、先生6人、サポ ト部隊として北九州支部

から丹下リ ーダ一以下4人ガ参加、 21 日は園児33

人、保護者26人、先生5人、北九州支部5人ガ参加

しだ。 保護者ガ自分の子供とともlこ岩峰（風頭）、風

師山に登リ、関門海峡を望みながら昼食をとっ定。

第2期養成講座は平成27年7月から開始されます。

授与されだ会員は下記会員の7人の万です。

B級 竹本正幸、竹本加代子、縄手修

C級 森義雄、三浦利夫、塚本久嘉、

町元里香、山中芳正

忙しい中、 こ協力いだだ、い定会員各位lこお礼を

申し上げます。

平成27年度山岳専科の開催（講師 園川顧問）

今年度も園川顧問 （日本体育協 でロープの基本活用、ザックなど

会公認山岳上級コーチ、 山岳マス の用具での応急時活用方法をご指

タ指導員） ｜こよる山岳専科が開 導い左だ、い定。

催されています。 第2回は7月5 日（日），①登山の

主催者とリ ーダ－責任、 ②登山で

第 1 固は6月7日（巴）、①山岳事 使われる筋肉、③登山の健康管理

故救助と②登山用具の有効活用の と注意、 ④傾斜線の読みと計算の

応用 ｜こついて。 仕方他の講義があっ定。 会員 1 5

当日、会員及びビジ、タ－ 11 人 人およびビジ、タ－2人の出席ガ、あ

の出席があり、園川講師から山岳 り、園川｜講師より、皿窟山への登

事故対策の基本や登山活動中｜こ発 山中、心泊数とマイペースの計算

生した山岳事故！こ対し具体的処置 式との関係や運動と力口リ との

とリハ サルの実施などの講義が 関係などわかりやすい解説ガあつ

あつだ。ま芝、登山用具の応用例 だ。

次回第3回目は合年度最後で9

月6 日 （日 ） ！こ開催されます。多く

の会員の受講をお待ちしています。
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変璽点

i女平成27年度月例山行の一部変更
(11月までの山行）
※（5月支部報に掲載分の変更）

①山の日プレ山行 8月 11 日 （火）

期日今 8月9日（日）

②右田ケ岳～西田山 9月 1 3日 （日）

期日＝今 9月 1 2日（土）

③宮崎ウエストン祭 11月3日（火）

期日中 11月2日（月）～3日（祝）

女7月以降の月例山行については、担当
リーダーが1 人か民2人となりました

・由布岳（1583（~）お鉢めぐり
【クラス：中級】

リーダー：竹本加代子、 大内喜代子

とき： 8月30日（日）

集合 ： 了時30分

豊前道の駅 「おこしかけ」 駐車場

9時 1 5分 現地 （正面登山口駐車場）

行程：正面登山口～マタ工～西峰～東峰～

マタ工～正面登山口 （往復約6時間）

申込み ：竹本加代手 （TEL0930-28-96 11 、

携帯090-9253- 1 260)

締切り： 8月23日

・第3固山岳専科（皿倉山）
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講師 ：園川陽造顧問

テーマ ：地図の見万とコンパスの使い万

とき： 9月6日（巴）

集合： 9時 帆柱駐車場

行 程：駐車場～皿倉山山頂～駐車場 （ 1 5時）

装 備 ： 一般装備

申込み ： 縄手修 （携帯090-2854-3 1 49)

締切り： 8月30日（日）

・右田ケ岳（426~；）～西日山（312~； ）
【クヲス：中級】

リ ダ ： 歳弘逸郎、大内喜代子

と き ： 9月 1 2日（土）

集 合： 9時天徳寺近くの専用駐車場

（防府市右田小学校近く）

行 程： 駐車場～石田ケ岳片山登山口 （新コ ス）

～石田ケ岳山I頁～岩尾根コース下山～

西目山勝坂登山口～西目山山頂～

大日コース登山口へ下山～駐車場

（往復約3時間40分）

申込み：歳弘逸郎 （携帯090 4806 2878) 

大内喜代子 （携帯090 4695 5842) 

締切り ： 9月5日 （土）

・叶岳（34lm）～高祖山（416m)
【クラス：初級】

リ 夕、 ： 三浦利夫、榊俊一

と き ： 9月 1 3日（日）

集 合 ： 9時00分合宿野外活動センタ一駐車場

（合宿活動センタ TEL:092-806-3114) 

福岡都市高速道路～福岡前原道路（合宿

I C 下車）

行 程 ： 合宿野外活動センタ一駐車場～叶岳登山

口～叶岳～高地山～高祖山～舎宿野外活

動センター駐車場（縦走約4時間）

申込み： 三浦利夫 （携帯： 090-2850-6020)

締切り ： 9月5日 （土）

・第3回岩登り（平尾台）
とき： 9月27日（日）

集合 ： 8時30分平尾台茶ガ床園地

場所 ： 平尾台唐子岩

行程 ：茶ガ床～唐子岩（岩登り トレ 二ング）～

茶ガ床（ 1 5:00)

申込み ：板倉健一 （携帯090-7 163-1 610)

締切り： 9月 1 9 日（土）
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馳換機）
・広島支部との交流会
および記念山行 由布岳(1583~~）

リーダー：内藤正美、森義雄

とき： 10月 10日（土）～ 11 日（日）

集合：午後1時九重グリ ンパク泉水キヤ

ンプ村 （TEL0973-79-3620)

行 程：（予定）

10日（土） 午後5時交流会

宿泊：テント泊

11 日（日） 午前5時起床

登山コース ：

午前7時キャンプ場出発

午前8時30分登山開始

白布岳正面登山口～西嵯～東峰～正面登山口

約5時間 （昼食時間含む）午後3時解散予定

申込み：森義雄 （携帯090-4475-7799) 

締切 : 9月27日（日）

※参加者決定し、 後日打ち合わせをします

その他： 原則 10日の交流会参加および宿泊と し

ますかt' 11 日登山のみの参加可能。

（当日のみ参加者は正面登山口集合）

．第4回岩登り（陶ケ岳）
とき： 10月25 日（日 ）

集合： 9時 松永邸横駐車場

場所：山口県開ケ岳

行程： 松永邸横駐車場～陶ケ岳岩場（岩登り

トレ 二ング）～駐車場（午後3時解散）

申込み：竹本正幸（携帯090-6739-925 1 )

締切り： 10月 1 7日 （土）

．第31回宮崎ウエストン祭（宿泊）
とき ： 11 月2日（月）～3日（祝）

会場 ： 高千穂町五ケ所高原 「三秀台」

概要 2日 式典及び地元関係者｜こよる交流会

他支部との交流会もあり

宿泊は現地公民館予定

3日 記念山行 「親父山」 ( 1644お）
その他 詳細はか岡亨部蔀T『府知円けし支寸

申込み森義雄（携帯090-4475-7799) 

竹本正幸（携帯090 6739 9251) 

締切 1 0月 1 5 日（木）

。。個人山行のご案内＜＞＜＞

野の花を愛で、史蹟を巡り、
のんびり山歩きを楽しみませんか

＝時期および山行箇所＝

・8月～ 11月

. 8月20日（木） 万年山 （初秋の野の花）

. 9月 17日（木〉 平尾台 （草原の野の花）

. 10月22日（木） 上仏来山

（大友氏と戦つ左英彦山万の本陣跡）

• 11月27日（金） 風師山

（門司合戦三角山城跡と風師山紅葉益）

4砂集合時間やルート等の詳細については、

直接丹下会員へお問い合わせください

申し込み先 丹下治 （左んげこう）

TEL093-391-8193 

携帯090 3732 8843 

1、緊急連絡先登録票の未提出の万
登録票を提出をされていない万は、森まで

お送りく芝、さい！

2、支部からの山行等のお知らせ
6月以降、月例山行等のお知らせを会員の皆

様｜こパソ コンメール！こて送信しています。

（一部の方は携帯メール〉

合後、 メールlこてお知らせをご希望の方は事

務局森までメールアドレスを記載のうえご連

絡くだ、さい。※パソコンでの送信も可。

事務局森のパソコンメールアドレスは、

tolくuyoshimori@jcom.home.ne.jp 
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お知らせコーナー

森林保全巡視員委嘱の更新
および募集について

森林保全巡視員とは、登山を楽しむととも｜こ、 森

林保全の色め九州｜各地の山々｜こ入り活動を行うこと

が役割です。 現在、 当吏部も20数人の方が九州森林

管理局から委嘱 （2年更新） を受けて活動していま

す。

つきましては、 現在25年 1 1 月から委嘱を受けて

いる会員！こついては更新の有無をお知らせく芝さい。
ま定、新炉｜ア制相昌ら希望六れろ考書Rの会昌 （亨

部方4ご】舎前） ｜えl'言日の内容戸ア確認のニラヌ申i入みくと

どさ~

言己

1 委嘱期間

平成27年 11 月 1 日～平成29年 1 0月末日まで

2 委嘱の条件

－北九州支部の通常会員および支部友会員

． 巡視員は、無報酬です。

－半年｜こ 1 回九州山域での活動記録の提出ガ、あ

ります。

－ 委嘱され左場合は、委嘱証明書を持参し、

腕章をつけて入山してくだ、さい。

3、提出書類 （新規の万）

－承諾書、 顔写真1枚

4 新規申し込み先 磯野文雄（TEL092-962- 1537)

5 その他

－ 詳細｜こついては、 磯野文雄｜こお問い合わせ

く1三さい0

・新規の希望者への説明会を、 8同2円 （円）

｜アぢ部川ノーム lアア行l , ＼三まで仁

・ 1見巡視員と新規巡視員予定者を対象lこ
9同 B円 （円〕寸花山T円

L孟萱ι

。植物観察会のお知らせ

－ とき 9 月 1 3日 （日） 午前 1 0時～午後3時

・ 集合場所 午前 1 0時西鉄パス 「下原」 ／＼＇ス

停（ J R九産大前駅から徒歩 1 5分）

・ 観察行程： 下原バス停～立花山～下原バス

停（糟屋郡新宮町・福岡市東区）

・ その他①雨天中止、 ②申込みは磯野（携帯

090 4989 596 1 ： 連絡は午後5時以降）、

③筆記道具や力メラ持参があると記録でき

ます
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|| 
会務報 左七

t=t 

．平成27年5月定例役員会報告

・日 時 ： 平成27年5月 1 3日（水） 1 8:00～20: 15 

・ 場所．当支部ルーム（毎日会館 1 F) 

－出席者： 伊藤久次郎、 板倉健一、竹本正幸、

磯野文雄、 丹下治、武永計介、

大木康手、大内喜代子、 池田智彦、

縄田正芳、縄手修、 森義雄、 馬場基介、

木原充

欠席・日向祥剛

・議題

( 1)会員の異動状況

①通常会員 ： 75人 （+2) 

支部友から山中秀正 ・ 町元里香通常会員へ

②吏部友： 49人 （ － 4)

③会友 ： 4人 計 ： 1 28人（－ 2)

(2 ）会費納付状況

支部友 ： 25人未納（H27年度分）

( 3 ）山行 ・ 行事報告

・ 3月2 1 日～22日皿倉山～福智山～探鋼所

（縄手報告） : 1 1 人参加

• 4月5日花尾山 （大内報告） ：雨天の定め中止

・ 4月 11 日～ 1 3日全国支部懇談会 （四国支部）

（森報告） 6人参加（内5人は記念山行｜こ参加）

• 4月 19日槙有恒略歴碑の 1周年セレモ二一

（風師山） （丹下報告） 28人参加

• 4月 1 9 日第 1 6回通常総会（小倉ステーシ ヨ ン

ホテル） 49人出席 （懇親会45人参加）

. 4月26日英彦山清掃登山（森報告）

北九州吏部から24人一般も含めると85人

参加

• 5月 1 日岳滅鬼山 （森報告） 3人参加

• 5月 10 日（日）犬ケ岳～経読岳 （森報告）

8人参加

( 4 ）山行 ・ 行事計画

・ 5月 19 日（火）幸幼稚園児サポ 卜 （年少組）

・ 5月21 日（木） 向上 （年長組）

・ 5月 17日（日）第 1回岩登り教室 （平尾台）

( 1 5人参加）

・ 5月30日（土）～3 1 日 （日 ）関西吏部80周年記念

式典（13人参加）

• 6月7日（日）第 1 回山岳専科 （皿倉山）

・ 6月 14日（日）両子山 （大分県）
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・ 6月20日（日）第2回岩登り教室（陶ケ岳）

• 6月28日（日）古処山～扉山

• 7月5日（日）第2固山岳専料（皿倉山）

• 7月 12日（日〉城山～金山

. 6月27日（士）～28日（日）

白神山地ブナ林再生＆自然観察会 （6ハ 8)

• 7月 1 1 日（土）～ 12日（日） 宮崎支部設立30周

年記念式典および5吏部集会（10人参加予定）

・ 7 月 1 1 日～ 12日 201 5年度自然保護全国集

会 （青梅市）

( 5 ）｛支員の業務分担・組織図の検討

次回役員会で決定

(6 ）指導員養成講座｜こついて

現在申し込み藤井（2）、奥田、歳弘、

(7)定例山行時の車代計聾方法の統一

35円／ k mを同乗者で分割（運転者含む）

(8 ）定例山行参加費（500円） の具体化

→公益事業は徴収しない

( 9 ）ホームページの開設

（ペンデイング事項： 次回以降検討）

( 10） 森林保全巡視委員の活動

磯野代表より報告用紙と次回継続、退会申込

用紙を配布（現在24人）

( 11)新入会員のフォロー｜こついて

入会時｜こオ 1） 工ンテーシヨンを実施 （会の規

約、年間計画等の説明）月例山行｜こ参加

( 12）山の日制定記念パ1ソチ・安全登山ハンドブツ

ク lこついて（本部より）

ハンドブックの活用はイベントの時に必要数

を請求すれば郵送される

( 1 3）ルーム当番｜こついて

近くの万は極力当番の参加お願いします。

※次回役員会は、 7月 1 日（水）の予定

以 上

文責 ： 事務局 竹本 正幸

．平成27年 7 月定例役員会報告

日時 ： 平成27年7月 1 日（水） 1 8:00～20:00

場所 ．当支部ル ム（毎日会館 1 F) 

参加者． 伊藤久次郎、日向祥剛、竹本正幸、

磯野文雄、丹下治、 大木康子

大内喜代子、池田智彦、 縄田正芳、

縄手修、森義雄、 馬場基介、 木原充

欠席：板倉健、武永計介

議題

【報告事項】

( 1)会員の異動状況

通常会員： 72人支部友・ 48人 会友 ： 4人

計： 1 24人

0退会

・通常会員：

大石そ芯え（141 99）、藤木良憲（ 11 389)

．支部友

久原公枝（北九459)

( 2 ）会費納付状況支部友 ： 1 2人未納

(3 ）山行 ・行事報告

・ 5月 17日（日）岩登り教室 （平尾台） 1 5人参加

・ 5月 1 9日（火）幸幼稚園児サポート （年少組）

5人参加

• 5月2 1 日（木）向上 （年長組） 5人参加

• 5月30 日（土）～3 1 日 （日 ）関西支部80周年記念

式典 1 2人参加

• 6月7日（日）山岳専料 （皿倉山） 11人

・ 6月 1 4日（日）両手山 （大分県） 1 2人

. 6月20日（土）陶ケ岳岩登リ 雨のだめ中止

・ 6月20日（土）トイレ協議会総会 （太宰府市）

3人参加

• 6月22日（月）山行委員会 （支部ルーム） 16人

. 6月28日（日）古処山～扉山 15人

(4 ）山行 ・ 行事計画

• 7月5日（日）山岳専科（皿倉山） 14人

• 7月 1 1 日 （土）～ 1 2 日（日 ）宮崎支部設立30周年

記念式典および5支部集会13人参加

• 7 月 1 1 日～ 1 2 日20 1 5年度自然保護全国集会

（青梅市）欠席

・ 7月 1 2日（日）城山～金山（リ 夕、赤瀬〉

・ 7月20日（祝）指導員検定試験 （皿倉山）

世話人 ：山中秀正

・ 7月23日（木）～27日（月） 1 5周年記念山行

Cコース五竜岳～針の木岳5人参加予定

. 7月30日（木）～8月2日（日） 1 5周年記念山行

Aコース白馬岳～朝日岳7人参加予定

• 7月3 1 日（金）～8月3日（月） 15周年記念山行

Bコース白馬岳～五竜岳5人参加予定

・ 8月9日（日）山の日制定記念プレ山行

小森江公園～風師山～矢筈山

（担当 ： 丹下、 池田、 山中）

・ 8月30日（日）白布岳 （リ ダ 竹本加代子）

( 5 ） 緊急連絡先登録票提出 （7ハ現在）

会員 ： 40人安部友 ： 1 9人 計59人
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【審議事項】
( 1)山の日制定プレ山行｜こついて

－担当は、丹下・池田・ 山中。本日 （7I 1 ） 、

合年のプレ山行lこついては毎日新聞西部本社

から後援をとりつけだ。 「山の日制定記念

家族登山」準備委員会で担当を決めて次年度

以降も継続して運営を行う。

• 7 月中旬！こ担当体制などを決めていく。

( 2 ）｛支員の業務分担・組織図 （懸案事項）

－提案の内容を承認

(3 ）山行委員会の報告（6月22日実施）

別紙で縄手委員長か、説明

・月例山行の運営｜弓 lj 夕、 およびサブリ ダ

の2人体制、 山行委員を 14人とし定。

経験の浅い委員の育成も併せて行う。

・山の日のイベントは、来年は県下山岳会での

共同開催となるかもしれない。

• 15周年記念事業計画は合年から来年度｜こか

けて行う。

（後立山縦走登山、 英彦山秋の峰入り、

版画、写真、 絵画等の文化祭）

(4 ）月例山行500円の参加費の振込先とリ 夕、

手当の新設（森案説明）

－参加費の徴収は、総会で

度 1年閏は1凱収する。

－ 徴収金の中でリ 夕、 手当として下見での交

通費や資料作成費用を考慮し支給、リーダー

が残金を役員へ引き継ぐ。 役員は支部へ納金

する。

①片道50 k m来満Id: 1,5 00円 （資料作成費用

含む）

②片道50 k m以上ld:3,000円

③月例山行が中止の場合は、リ 夕、手当を

支給しない。

( 5 ）登山計画書のフォーマッ ト統ーと留守本部の

取り扱い

. 6/28の月例山行のフォーマッ ト を基本とし

て合後取り扱う。

－留守本部の取り扱いは、 2人のうち 1人に連

絡し、実施する。

(6 ）森林保全巡視員の活動

（進捗状況および審議事項 ： 磯野案説明）

・ 合年度更新の巡視員と退会者の届出ガ、来てい

ます。 合後は、~部報で公募する。

( 7ハ 現在の巡視員： 1 9人〉

－ 腕章などの返却の取り扱い、活動費の負担！こ

ついて説明があり、 承認され定。
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(7)本部会費の預金口座振替lこ関して

－本部から会員費用の口座振替用紙の配布あり。

( 8 ） 安全登山ハンドブ、ソ クの活用

• 100冊届いています。

有効活用して下さい （ルーム保管）

(9 ）英彦山峰入り山行の計画

－担当は丹下・山田・塚本、

・実施時期は秋ガ、望ましい

丹下役員ガ日本山岳修験学会長野顧問｜こ会い、

ルー ト等の確認、検討をする。

( 1 0 ）三役会議の実施検討

（支部長、副支部長、 事務局）

－合後実施する

( 1 1)新入会員のフォローについて

・山行委員会で検討する

( 1 2 ）宮崎ウエストン祭の日程確認

1 1 月2日（月）～3日（祝）

( 1 3 ）同括会の設立｜こついて

（岩登り同括会、ビスタ リークラブ、

花散策同沼会等の案あり）

－ 設立、 運営方法を検討する

( 1 4 ）会員力 ドの発行！こついて

－準備ができ次第発行予定

【お知らせ事項】

①広島支部との交流登山1 0/10 （土） ～ 11 （日）

．開催時期および場所の検討

（九重グリ ンパク泉水キャンプ村

宿泊はテント）

②忘年の集い 1 2ハ 9（土）

． 八幡東区あじさいの湯

－運営委員は大木 ・ 池田、山行関係は縄子、 準

備などは事務局がサポー ト

③月例山行は前月 15日までに計画をメールで知

らせる

※ 次回役員会は、 9月2日（水）の予定

以上

文責 ： 事務局竹本正幸



JAC 北九士さより 第73号 20 1 5年（平成27年） 7月発行 ( 19) 

．利用方法
現在、 ルームは定例の役員会開催や版画教室など

で使用していま寸が、会員ならどな左でもご利用で

きます。

個人山行の訂ち合わせ、図書の閲覧など｜こもご利
用く芝、さい。

他支部の支部報も展示していますので全国の最新

情報が入手できます。

・入室万法
使用を希望する場合は、出来る限り事前に事務局

へご連絡して使用 してくだ、さい。 ルーム｜こは平日

（土日祝日を除く）当番 1

者ガ、いる場合ガあります

ので、ご連絡後、入室し
てくだ、さい。

入室する場合で、 当番

者ガ、いない時間帯及び曜

日の場合は警備室からルー

ムキーを受け取り入室することできます。

連絡先 ・ 竹本正幸 （携帯090-6739-9251 )

丹下治 （携帯090-3732-8843)

ルーム日記 （5月～7月中旬）

05月

13日定例役員会（午後6時～9時）

15日備品の確認作業（無線機、 G p S、支部

旗など） （森）

18日記念山行打ち合わせ （伊藤支部長および

各班リ ーダー）参加者および行程等の確認

1 9日および2 1 日幸幼稚園遠足サポー ト

新聞記事原稿作成 （丹下会員）

※5/25毎日新聞朝刊に掲載される

24日仙台支部干葉正道会員がルームlこ来室

（丹下会員が風師山を案内）

06月

22日山行委員会開催（14人参加：舎年度の山行計

画の変更などを打合わせ

07月

0 1 日 定例役員会 ( 11人出席）

15日 支部報編集委員会（4人出席）

ザロ~
JI> －ーム

小倉サロンは
毎月第4週の
水曜日に開催
しています

f>L.｝！~：怠ザロヌ：t\?:l
1. 7月22日（水）午後6時から

2. 8月26日（水）午後6時から

記録ビデオ上映園川シリ ース、第 1 目前編

「遭難対策講習会」 （山岳技術専料）

テーマ ：登山者の生理と止血法や水分補給他

2008 1年2月 17日皿倉山にて

講師 ．園川顧問

スタッフ：大楠益弘、磯野文雄

出演原、 丹下治、丹下香、大木、森本

ほか 1 3人

撮影 ： 伊藤久次郎

3. 9月23日（水）午後6時から

記録ビデオ上映園川シリ ース、第 1 回後編

テマ：基本的な口プフクと口プでの

担架やハーネスの作り万

4. 10月28日（水）午後6時から

ロープワークの指導他 （竹本講師）

（：：：：博多ザロシ目；：＜＜rn 
1. 8月6日（木）午後6時30分より

・ 場所：中央区天神2 6 42 平和楼3階

旬魚旬菜「てんじんJ

－申込み：赤瀬業吉 （携帯090-74 75-97 48) 

携帯電話ガショー トメールで
※今回よ i Ji筆名＋す円、ノ l式全場内容事（－ーな勺ア

いま豆ι
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これから、本格的な登山のシース、ンです。

登る前｜こは必ず保険｜こ加入し、登山居を提出しま

しょう！

ま芝、保険｜こ未加入の万は、事務局までお尋ねく

芝、さい。 担当：森義雄（携帯090-4475-7799) 

0日本山岳会団体登山保険

（団体総合生活保険 ）

対象者．円本山岳令涌営令昌のみ

契約者・日本山岳会

ヨ｜受保険会社：株式会社東海日動パートナーズ

TOKIO東東京支店

保険のお問い合わせ

月～金 9: 00~ 17: 00 

TE」： 03-5637-1 6 11

0山岳共済会の山岳遭難・捜索保険

対象者・別｜こ制限はありません

契約者：日本山岳協会山岳共済会

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社

日本山岳協会山岳共済事務センター

－ 保険のお問い合わせ

月～金 10 : 00~ 17 : 00 

TEL : 03-5958-3396 

FA× : 03-5958-3397 

Oスポーツ保険の紹介

加入手続きを行つだ 5人以上の？マチユアの社会

教育関係団体の構成員を被保険者として加入できる

保険です。 保険！こは、 ①傷害保険、②賠償責任保険、

③突然死葬祭費用保険を一括契約し芝補償制度です。

当吏部の会員の皆さんでは、 ①大人でスポーツ活

動、 スポ ツ活動の指導 ・ 審判の団体活動ガ適用さ

れます。 （加入区分C: 1 ,850円） ま芝、 65歳以上の

方は加入区分で1,000円となります。 適用される範

囲として、ウォーキング、ハイキング、軽登山、 釣

り、 キャンプなどが含まれます。
炉炉 ｜ ハ ｜ ｜ ｜岳普はん、 冬山普｜ ｜｜、 岩脅し）紅F信E令

官ff'富山宇、の｜出商用札7、モオ《

他には、 捜索費用がつい左保険、補償金額が高い

もの芯ど危険度lこ応じて色々芯種類があります
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。編集後記。

夏の登山シ ス、ン lこ入りま し定。 会員の皆さん

も地図を見なか、ら山行の準備を進めているかと思

います。 登るから｜ごは準備はできていますか？

6月末埼玉県の雲取山｜こ登りまし定。 頂上の山

荘で一泊しまし左ガ＼ 夕方3人連れの家族連れか、

到着。 娘さんか、く左びれだと入口で靴を脱いでい

まし左。 よくみると、靴lこガムテープガぐるぐる

巻き。 本人いわく、 久しぶり履いだそうで家を出

る前｜こ靴の状態を確認しなかっ定とか。

登山の前｜こは必ず、靴の状態を確認ずることが、

大切です。 靴底ガ大丈夫か、劣化がないかよく調

べて履くようlこし芝いものです。 ケガをしない芝

破れたら大変！

め｜ごち道具を大切し、

安全登山！こ心がけだい

ものです。

事務局

森義雄

居酒屋「コール天」
・小倉北区魚、町ト2-23 桧山ビル2F
eTEL:093-522-0565 .j R鹿児島本線小倉駅南口から

中央銀天街万面に向かい徒歩5分

北九州支部は毎月（第4週水曜日）の
サロンでお世話｜こなっています


