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　令和３年４月１７日（土）、午後３時から毎日西部会館６階会議室において、北九州支部の第２２回

通常総会が開催された。

まず、竹本副支部長による開会の辞に始まり、昨年１０月にお亡くなりになった藤田傳さんへの黙と

うを行った。次に、総務委員長より本日の総会出席者２２人、委任状提出２０人で、会員総数６１人

に対し過半数に達したため総会成立することが報告された。

　その後、日向支部長から「昨年度はコロナの影響で多くの山行が中止になった。今年度は少人数で

も行をしてほしい。それができなければ絵や版画、読書など、山に対する造詣を深めてほしい。また、

今年は日本山岳古道に英彦山を申請している。コロナに気を付け活動していただきたい。」とのあいさ

つがあった。

　次に、横断幕の作成や三高山の整備などに尽力していただいている高畠さんと、英彦山のトイレ清

掃を毎月行っていただいている奥田さんの２人に、支部長より感謝状の授与が行われた。（奥田さんは

総会欠席のため、竹本副支部長が代理で感謝状を受けとった。）

　その後、日向支部長が議長に選出され、令和２年度の事業報告、収支決算報告、監査報告に続き、

令和 3 年度の役員変更（案）、事業計画（案）、収支予算（案）、北九州支部指導員規定改定（案）が審

議され、全て承認可決された。

令和 3年 4月 17 日（土）　　第 22 回通常総会

今年の日本山岳歩道調査は、英彦山を！
16186　 三宅 明子

総会集合写真　（写真　伊藤久次郎）
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　質疑応答では、ラムサール条約登録への活動状況、会員を増やすための施策、ルームの活性化、支

部報のネット化（インターネット環境ある方はインターネットの活用の推進）等の多くの意見や質問

が出た。

　その後、丹下副支部長の閉会の辞があり、高畠さんが作成された横断幕をバックに記念撮影を行い

総会は終了した。

通常総会出席者（敬称略）通常総会出席者（敬称略）

永年会員（　1 人）　園川陽造

通常会員（21 人）　日向祥剛　原広美　板倉健一　伊藤久次郎　馬場基介　磯野文雄　高畠拓生

関口興洋　丹下洽　榊俊一　丹下香代子　竹本正幸　竹本加代子　赤瀬榮吉

縄田正芳　大谷恵美子　塚本久嘉　町元里香　清家幸三　三宅明子　花田拓二

第 5 回「槇有恒祭」開催のご案内　　　　　第 5 回「槇有恒祭」開催のご案内　　　　　

主 催主 催　　　　　日本山岳会北九州支部

期 　 日期 　 日　　　　　１０月３０日（土）

場 　 所場 　 所　　　　　北九州市門司区・風師山（風頭）

　　　　　　　　　　　　　　　「槇有恒記念碑」前

集 　 合集 　 合　　　　　風頭９合目駐車場　午前９時３０分

　　　　　　　　　駐車場から徒歩で風頭へ、約１５分

　　　　　　　　　記念式典：午前１０時～１１時

　　　　　　　　　次第：支部長挨拶、来賓挨拶、献花、献歌、記念撮影

申 込 み申 込 み　　　　　丹下 洽　 ℡ 090-3732-8843

締 切 り締 切 り　　　　　10 月 16 日（土）

 ～支部報アーカイブ編成のお知らせ～  ～支部報アーカイブ編成のお知らせ～ 

事務局長（14523）　　榊　俊一　　　　

北九州支部会員の皆様　へ

いつもお世話になっております。

やっと念願の本部アーカイブを北九州支部創設の２０００年 10 月１号より 2021 年 4 月号 95 号

まで、全て見ることができるように編成しました。これも伊藤さん、竹本さんの前支部報担当者のご

協力があってできました。会報紙テータを PDF データに変換しました。支部報には既に亡くなられ

た方の山行もあり諸先輩の海外も含む山行歴などが詳しく載っております。今後の山行の参考になれ

ば幸いです。操作は以下の通りです。

 〇パソコンの場合

日本山岳会 (https://jac1.or.jp)——概要 / 本部・支部情報 ( 画面上部クリック )——支部 ( 画面下部

クリック ) －北九州支部 ( 支部報 ) ( クリック )

支部報北九だよりが表示されます。見たい支部報をクリック。

 〇スマホの場合

検索で日本山岳会　支部報を入力し検索——支部一覧日本山岳会——各県支部一北九州支部支部報

以上です。　個人山行でも結構です会報登載用に原稿を送ってください。

よろしくお願いいたします。
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宝満山で体力測定をしました宝満山で体力測定をしました

— コロナ禍のなかで体力の維持はできてますか？— コロナ禍のなかで体力の維持はできてますか？

13533　　磯野　文雄　　

４月 24 日（土）、宝満山の正面登山道を利用して、登山体力の測定を行いました。

参加者は、25 人、当会の参加者は 15 人（スタッフを含む）季刊「noboro」（西

日本新聞社）における告知もあり一般の参加者 10 人、被験者は 20 人、被験者の

平均年齢は 68 歳でした。登山体力の測定は、鹿屋体育大学の山本正嘉先生が提唱

されている「マイペース登高能力テスト」を使わせていただきました。本稿は、そ

の結果報告です。

マイペース登高能力テストというのは、「きつさを感じる手前のペース、左表の

「12」、つまりマイペースで、疲労しないように登高した時に、1 時間あたりで何 

㍍の登高ができるかによって、何メッツの体力があるかを推定するものです。」（表

１参照）

この表の数値を 10 倍すれば、おおむねその時の心拍数に該当する、と言われて

います。言い換えれば、心拍数がおおむね120くらいのペースで歩き続けることが大切です。くれぐれも、オー

バーペースにならないよう、注意してください。

【結論】【結論】

これまで、当会では３回、登山体力の測定を行いました。結論から申し上げますと、常日頃から体調を管これまで、当会では３回、登山体力の測定を行いました。結論から申し上げますと、常日頃から体調を管

理して、登山（低山や里山を含む）をつづけることで、ほぼ登高能力を維持できている、ということがわか理して、登山（低山や里山を含む）をつづけることで、ほぼ登高能力を維持できている、ということがわか

りました。りました。

例えばＭ・Ｎさん（女性）の場合、平成 29 年に行った測定では 6.5 メッツの体力と推定されていました。

今回も同様に 6.5 メッツでした。持病をうまくコントロールして登山を続けられている姿には、深い敬意を

表します。

男性をお二人。Ｎ・Ｍさん（男性）の場合、平成 28 年に行った測定では７メッツの体力と推定されてい

ましたが、今回は 8.3 メッツと上昇していました。同じく３回とも測定され、今回お孫さんと参加されたＮ・

Ｏさんは平成 28 年 8.8 メッツ、平成 29 年が 8.8 メッツ、令和３年が 7.3 メッツ（お孫さんを見守られた）

でした。併せて、お孫さんの登高能力にも敬意を表します。

重要な注：重要な注：

前２回（平成 28 年、29 年）の体力測定の結果と、計算の基準を合わせ前２回（平成 28 年、29 年）の体力測定の結果と、計算の基準を合わせ

るために、今回会場にてお伝えしたメッツ値に、一律に平均値の 0.5 をプラるために、今回会場にてお伝えしたメッツ値に、一律に平均値の 0.5 をプラ

スしました。（前回は、１時間での登高率 300 ㍍で６メッツと計算し、今回スしました。（前回は、１時間での登高率 300 ㍍で６メッツと計算し、今回

は１時間での登高率 350 ㍍を 6 メッツで計算したため）なお、今回の「登は１時間での登高率 350 ㍍を 6 メッツで計算したため）なお、今回の「登

高能力テスト」は、季刊「noboro」（西日本新聞社）誌の夏号に掲載される高能力テスト」は、季刊「noboro」（西日本新聞社）誌の夏号に掲載される

予定です。予定です。

【 結果①　— 年齢と登高時間 — 】【 結果①　— 年齢と登高時間 — 】

表２ は、「年齢と登高時間の相関図（単位：分）」です。 この表からは、

60 代後半から 70 代前半の参加者が多く、ほぼ 120 分前後の登高時間に集

中していることがわかります。なかには、70 代を超えてなお、100 分以下

の時間で、登頂される方が３人おられました。平均年齢は 68 歳で、平均の

登高時間は 103 分でした。

登高能力テスト受付　（写真 竹本加代子）

取材をうける日向支部長

（写真　磯野 文雄）
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　このコースの標準タイムは、２時間とされていることが多いので、それと較べてみても、平均年齢

に比して早い（登高能力が高い）と言えるのではないでしょうか。

【 結果②　—年齢とメッツ値 — 】【 結果②　—年齢とメッツ値 — 】

　表３は、「年齢とメッツ値」の相関関係を表した表です。この表からは、60 代後半から 70 代前半

の年齢層に、6.5 メッツ前後のキツサに耐えられる参加者が集まっていることがわかります。

　また、約 10 メッツのキツサに耐えられる体力の持ち主がお二人参加されています。登頂するまで

の時間は 63 分と 65 分で、平均のメッツ値は 6.99 でした。

表２　「年齢と登高時間（単位：分）の相関図」

表３「年齢とメッツ値の相関図」
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宝満山マイペース登高能力テスト参加者：25 人（一般参加 10 人）宝満山マイペース登高能力テスト参加者：25 人（一般参加 10 人）

＜スタッフ＞磯野文雄 CL　竹本正幸　赤瀬榮吉　　 ＜会員＞日向祥剛　竹本加代子　森本信子

　　　　　　縄田正芳　縄手修　歳弘逸郎　三浦利夫　塚本久嘉　横山秀司

＜支部友＞　縄田恵美子　　　　　　＜ビジター＞久保心花　岡田慶生

　今回、速く歩きすぎてしまった人は、普段山を歩く時と同じような感覚で、何度か主観強度を自問自答し

ながら歩いているうちに、マイペースがつかめると思います。このテストは自分でできるので、次回は落ち

着いた環境でやってみるとよいでしょう。

【今後の課題】【今後の課題】

　これは磯野の個人的な印象ですが、今回参加いただいた方々は、日常的に（低山を含め）登山をされてい

る方々なので、「全体的に、もう少し体力的には（つまり、メッツ値としては）上位にある。」のではないか、

と感じています。つまり、実験室と実際のフィールドとの差異です。

　かつて、山本先生の「美ヶ原実施結果」では、『表１ のタイムは、もう少し制限を緩くしてもよいかもし『表１ のタイムは、もう少し制限を緩くしてもよいかもし

れません。』れません。』とコメントされています。

　そこで、皆さんの登高時間を、「参加要領２ページの表２」「参加要領２ページの表２」の考え方で再計算しました。大まかにいうと、

参加者のメッツ値の平均値が 6.99 から 7.5 に（約 0.5）上昇参加者のメッツ値の平均値が 6.99 から 7.5 に（約 0.5）上昇しましたが、これはまたの機会があればご報

告したいと思います。

　もう一つ、参加者の年齢層の課題です。登山中に青年や壮年の方（男女とも）を見かけることが多くなり

ました。一方で、多くの山岳団体は、会員が減少し、解散や活動の縮小をしています。今回、表を作成しつつ、

青・壮年層のデータがないことに気づきました。大きな課題ですが、会の継承のためには避けて通ることが

できない課題です。

　実施に際しては、山本正嘉先生をはじめ長野県の山岳総合センターの諸資料を参考にさせていただきまし

た。我々は、これらの成果に感謝し尊重しつつ、自らの登山を振り返り、より安全な登山をするように努め

ることで、先生方の研究と安全登山への思いに応えたいと思います。日向支部長をはじめ、竹本副支部長、

赤瀬自然保護委員、あだると山の会の酒井氏には、忙しいなかご協力いただきました。併せて、参加してい

ただいた皆さんの友情とご協力に心から感謝いたします。

【 結果③　－主観強度（きつさ）の状況— 】【 結果③　－主観強度（きつさ）の状況— 】

　このテストでは「きつさを感じる手前のペース＝ 12」で歩いてもらうことが大切な条件です。安全性を

保ちながらテストを行うためには、きつさを感じない上限のスピードで歩くことが必要です。表４は、このペー

スで歩けていたかを確認するために、出発地点で全員に心肺のきつさを尋ねた結果です。

　平均値で見ると、心肺のきつさが約 13（12.7）で、若干オーバーペースで歩いていたことがわかります。

表４ は、このデータをグラフにしたものです。13（ややきつい）のペースで歩くと体内には乳酸が蓄積し

はじめ、筋が疲労したり、息切れが起こる人が多くなります。

表４「主観強度ごとの人数」（未回答２人）
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コースタイム：小文字山登山口 8：15 ～小文字山 9：10（5 分休憩）～足立山 10：20

（15 分休憩）～冨野山 11：40（5 分休憩）～大台ケ原 13：00（20 分休憩）～

戸ノ上山 13：55（10 分休憩）～寺内登山口 15：30

●距離：10.0 ㌔㍍　上り 1,104 ㍍　下り 1,118 ㍍　ピーク 12 カ所

3 月 14 日（日）月例山行
企救自然歩道（小文字山～足立山～戸ノ上山）

尾根づたい道を彩る花椿
北九 531　 宮本 真希　

やぶつばき　（写真　町元里香）

足立山は、北九州市小倉南・北区の境に位置し、奈良時代の延臣・和気清麻呂に関する伝説が残る山。

霧の発生が多く、別名「霧ケ丘」とも呼ばれる。足立山という山名は、慶雲３年（７０６）年、弓削道鏡

により足の筋を切られた和気清麻呂が竹和山麓（足立山の古名）湯川の霊泉で足の治療をしたところ、足

が治った（足が立った）との伝説に由来する。今回はこんな伝説も残る足立山周辺の縦走を３月の月例山

行とした。

８時に小文字山登山口に集合。参加者の紹介、計画の概要、地図の確認、装備をチェック。８時１５分出発。

登山道は急登ではあるが階段で整備されているところが多く、４５分程で小文字山山頂に到着。北九州に

は夏の風物詩として「小文字焼」というお盆に行われる行事がある。そのお祭りの中で迎え火として「小」

の火文字が現れるが、その火文字は小文字山山頂にて行われている。そして再び足をすすめ、妙見山を経

由して足立山に到着。軽食をとりながら、今日の目的地である戸ノ上山までの険しい道のりを目の当たり

にし、再び気合を入れ直し出発。アップダウンの繰り返しをなんとか耐え抜き、昼食の予定地であった大台ヶ

原に到着。大台ケ原は、美しい緑の平地が広がる開放的な場所である。北九州市をパノラマ的に堪能する

ことができるため、初日の出には毎年多くの人が訪れる。昼食時には風が強くとても寒さを感じた。その

際に森本さんからいただいたおしるこがとてもおいしく、今までの疲れを癒してくれたことが記憶に残っ

ている。昼食を済ませ、戸ノ上山へ出発。景色の良い登山道をすすむと徐々に足元が悪くなるが、登りつ

めると戸ノ上山山頂に到着。

山頂からの関門海峡、巌流島、彦島方面の景色

は絶景。山頂にある戸上神社にて山行の無事を祈

り、バスの時間に合わせて下山を開始。約４３０

㍍の標高差を１時間で下山する急勾配であり、疲

労が溜まった足ではあったがなんとか寺内バス停

に到着し、一日の山行を無事に終えた。

登山歴の浅い私にとって、初めてのアップダウ

ンのある縦走であった。縦走ならではの楽しさ、

厳しさを実感することができ、また他の山での縦

走も挑戦してみたいな、と思えた心に残る山行で

あった。

　参加者：10 人　

　会　員：町元里香（ＣＬ）　馬場基介　竹本正幸

　　　　　竹本加代子　赤瀬榮吉　森本信子

　　　　　縄手修　歳弘逸郎　

　支部友：宮本真希　　　ビジター：立川 治
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コースタイム

正面登山口 9：00 →マタエ 11：00/

11：10 →西峰＜昼食＞ 11：30/12：00

～＜お鉢巡り＞東峰 13：15/13：27

→マタエ 13：40 →正面登山口 15：30

　コロナ禍で参加者は各自の愛車で集合地に向かった。出発前

のリーダーあいさつに続いて竹本氏から気象についてアドバイ

スを受ける。由布岳を見て別府湾方向から吹き上がってくる東

風が強まると悪天候になるとのこと。今日は僅かな雲が山頂を

通過青い空が美しい。裾野の山桜で化粧された由布岳の風景は

誠に良く、その景色を見ながら９時登山開始。薄着だった私は

肌寒く、山の上はもっと寒いかと心配でしたが、合野越しの休憩頃は丁度良い服装に。途中、黄スミレが沢

山咲いていた。思わずシャッター。水分補給で立ち止まり、外界は由布院の街並み。遠方は九重連山を見渡す。

ジグザグの急峻を過ぎてマタエに到着。しっかり汗をかいた。

　鎖場の直登や横這いに注意し西峰につく。３０分間の昼食後１２時に出発。お鉢コースに進む。しばらく

はザレ場の急な下りが続き、巨岩の痩せ尾根を通過するのは大変でした。東峰は沢山の登山者でいっぱい。早々

に下山に取りかかる。マタエ付近で可愛いショウジョバカマに出会えた。合野越しでひと休み後は一気に下山。

リーダーや一緒に登った仲間に感謝です。

　参加者：9 人

　　　　　三浦利夫（ＣＬ）大内喜代子　竹本正幸　竹本加代子　赤瀬榮吉　縄手修　町元里香

　　　　　清家幸三　藤原玲子

由布岳西峰　（写真　清家幸三）

4 月 11 日（日）月例山行　由布岳
青空と山桜で化粧された由布岳

14669　 大内喜代子　

✿✿　英彦山で訓練登山を実施します　　英彦山で訓練登山を実施します　✿✿

対象は入会間もない方や登山経験が浅い方対象は入会間もない方や登山経験が浅い方

①リーダー　　塚本久嘉、サブリーダー　縄手修、三浦利夫

②集合場所　　英彦山別所駐車場　８時３０分

③コ ー ス　　英彦山バリエーションコース

　　　　　　　（詳細はホームページに掲載します）

④実 施 日　　１０月２４日（日）

　　　　　　　１２月１９日（日）

　　　　　　　　２月２３日（祝）

⑤申し込み及び問合せ　塚本久嘉　℡ 090-7475-6084

⑥定　　員　　５人

⑦締 切 り　　実施日の２週間前
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3 月 25 日（水）ポレポレ山行
一万本の満開の桜と 360 度の展望の竜王山

北九 522　 田中 眞一　

　3 月のポレポレ山行は「竜王山観桜会～本山岬

くぐり岩」でした。山口県には竜王山は２ケ所あ

るとのことですが、今回は小野田市の方です。当

日は晴天。３月末にしては暖かく空気も澄んでさ

わやか、午前１０時にきらら交流館に集合。総員

１３人竜王山山頂に向かって出発。竜王山は標高

136 ㍍とのことでなだらかなスロープの坂道を

登って行くとアッと言う間に山頂の竜王山公園に

到着。竜王山公園は山全体が約１万本の桜に覆わ

れ花満開の中、ピクニックに来た花見客も多数。

すばらしい花見景色でした。また山頂展望台は

３６０度のパノラマ風景が見ることができ、北九

州、大分、四国、広島方面ま　でも見渡せ、初めて来た竜王山に感激です。公園内散策、昼食後は下山し次

の目的地の本山岬へ出発。

　山行と言いつつも本山岬は奇岩および海辺は潮風も気持ちよくピクニックには 高。海辺で海草を取った

りを拾ったり各々楽しんだ後は記念写真をパチリ。本山岬で散会後は帰路へ。帰宅後、あらためて「竜王山

周辺を楽しむマップ」（観光マップ）を見ると、まだまだ見る所が満載の地域で再訪したいと思いました。

　参加者：13 人

　会　員：原広美　伊藤久次郎　井上禮子　関口興洋　丹下洽　丹下香代子　大内喜代子　縄田正芳

　支部友：星出清美　里耕三郎　米沢眞智子　田中眞一　田中優子

満開の桜を背に小野田・竜王山（写真　伊藤久次郎）

森林保全一斉巡視活動のご案内森林保全一斉巡視活動のご案内

巡視員以外の方も大歓迎！　多くの参加をお待ちしています！

　　－ 平尾台での外来種駆除活動 －　　－ 平尾台での外来種駆除活動 －

期　日：9 月 20 日（月・祝）

集　合：平尾台自然観察センター前駐車場　午前 7 時 20 分

行　程：オリエンテーション（7：30）・・・（移動）・・・外来種駆除・・・（昼食）・・・

　　　　（移動）・・・まとめ（13：30 終了予定）

申込み：三宅明子　 ℡ 090-1510-1311　 メール akkorose.27@gmail.com

締切り：8 月 31 日（火）

装　備：一般登山装備

その他：・今回の活動は、平尾台自然観察センターの指導の下、実施します。

　　　　　スケジュール等の詳細については、登山計画書で周知しますのでご確認ください。

　　　　　※雨天中止

　　　　・駆除の内容としては、セイタカアワダチソウを抜く作業です。

　　　　　滑り止め付きの軍手等があれば作業しやすいと思います。

　　　　・巡視員は、腕章及び委嘱証明書を持参してください。
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令和 3年 5月 23 日（日）　個人山行
英彦山清掃登山

15806　 清家 幸三　

担ぎ下ろしたゴミ袋を前にして　（写真　清家幸三）

　英彦山の今年の山開きは、コロナのため４月末には中止が決まっていた。山開きの前の清掃登山は一連の

行事で北九州支部では恒例となっている。その月例行事が５月になり、緊急事態宣言により個人山行に切り

替えられた。これにより参加者は８人での実施となった。

　別所駐車場に９時に集合した。日向支部長の英彦山の植林の取り組みや、これからの登山のあり方につい

てのお話しを聞き９時７分にスタートした。

　近くの森では小鳥たちが閑静に棲む処を多くの車や人の声に驚き「うるさい！」と高鳴っているのか。そ

れとも久しぶりの梅雨の晴れ間で心地よく高鳴っているのか。鳥たちの鳴き声が響き渡っていた。

　私たちのゴミ袋とトングを持った姿を見てお店の主人が出て来て笑顔で声をかけてくれた。定例のトイレ

掃除に行った時にも会話を交わしていたと後でわかった。

　２０分程で奉幣殿に着きいつものように参拝を済ませ

て入山した。

これより表参道コースを右左、目を配らせて時間をかけ

てゴミを拾いながら登って行った。久しぶりの山行で話

も弾む。目指していた行者堂（産霊神社）では帰りに寄

ることにして中岳（１１８８．２㍍）へ向かった。１１時

頃３０分に着いた。

　英彦山はいつもの人出ではあるが単独か２人から３人

のグループが目立った。日差しは汗ばむほど強かった。

木陰を探してそれぞれ静かに昼食を済ませた。以前に作

業をした南側斜面を見て草木がしっかりと育ちきれいに

なっている状態を見て満足感を覚えた。今回は北側斜面

のゴミを拾った。投げ捨ての時代に下までゴミを持って

帰る辛さを知ってか地面を掘って埋めている。一ケ所で

ゴミ袋がいっぱいになるところもあってゴミ拾いと言うより怒りを込めてのゴミ取りと言った方が当たって

いる。５０分ほどでゴミを一カ所に集めてより分けてから次の産霊神社へ下った。１３時１０分に着き来る

ときに集めたゴミを置いていたので詰め替えをした。各自が持って帰る量に達していたのでここでは清掃作

業はほどほどにして切り上げた。各自がザックに詰めたり、紐で結び付けたりして下山の途についた。

　下山はいつものボッカコースで２回休憩を取り、別所駐車場には１４時３２分に無事下山した。ゴミ置き

場で８個の袋を前に記念撮影をした。自粛ムードの中で体には応えたが英彦山への思いとボランティアの爽

快な気分が勝っているいつもの清掃登山でした。解散時に竹本副支部長が「年一回からもう一回増やして続

けていきたい」とお話があったが、参加者全員がうなずいた。計画通り１５時に家路についた。皆様お疲れ

様でした。小鳥たちのさえずりが心地よく響く一日でした。

　参加者：８人　　

　会　員：清家幸三（ＣＬ）日向祥剛　榊俊一　竹本正幸　赤瀬榮吉　竹本加代子　縄手修　　

　支部友：宮本真希

観天望気（虹）観天望気（虹）

＜朝の虹は雨になる＞＜朝の虹は雨になる＞朝、太陽は東。虹は西に出来る。水分を含んだ空気中の水滴によって屈折、反射

される虹は、西のほうに雨雲があるということ。 やがてこの雲が東に移動してくることで雨を降らせます。

＜夕方の虹は晴れる＞＜夕方の虹は晴れる＞夕方太陽は西にある。太陽を背にして虹は東にある。虹をつくる水蒸気（水滴）

は東にあり西のほうは晴れ。明日は晴れるでしょう。（西から東に天気は変わる日本だからです）
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山の地質・地形とその成り立ち

図 1　花崗岩の風化・浸食

花崗岩は地下深部のマグマが冷え固まった深成岩で、石英、長石、雲母からできています。長石にはカリ

長石と斜長石が含まれますが、後者が多くなると花崗閃緑岩となります。県内には花崗岩と花崗閃緑岩が分

布していますが、ここでは一括して花崗岩として述べてい

きます。

地下深部で固結した花崗岩が、なぜ、地表に現れている

のでしょうか。それは、地殻運動によって隆起することも

ありますが、花崗岩は周囲の岩石より軽く、密度が小さい

ので、ゆっくりと浮き上がるからです。花崗岩は風化され

やすい性質があるので、地表に現れると、風化・侵食が進み、

岩塔（トア）や岩海、あるいは北アルプスの真砂岳のよう

に砂状（マサとよばれる）になった斜面など特徴のある地

形がみられます。図１は、これらの地形の形成過程を示し

たものです。図の上は、節理に沿って深層風化作用が進行

し、堅い部分がコアストーンとなっている様子です。下は

風化物が侵食によって削られ、コアストーンが露出し、トアや岩海となった状態を表したものです。

福岡県には花崗岩の山が多くみられます。背振山地は　

背振山（１０５４㍍）から十坊山（５３５㍍）まで、雷山（古

生代の変成岩）など一部を除いて、白亜紀後期（1.2 億年

～１億年前）の花崗岩から形成されています。また、糸島

半島の立石山 ( ２０９㍍ ) や可也山（３６５㍍、但し頂上

は新規の溶岩からなる）なども同じ時代の花崗岩です。立

石山には花崗岩が風化・侵食によって形成されたトアとよ

ばれる岩塔が見られます（写真 1）。また、三郡山（９３５㍍）

や宝満山（８２９㍍）など三郡山地も同じ時代のものです。

宝満山頂上の花崗岩の大きなブロックはまさにコアストー

ンです（写真２）。

筑豊地方の岩石山（４５４㍍）、北九州の貫山（７１１㍍）

は白亜紀後期の１億から８千万年前に形成された花崗岩の

山です。岩石山の頂上付近には「八畳岩」や「国見岩」と

名付けられた花崗岩のトアがあります（写真３）。貫山の北

方の谷（ソコ谷）には花崗岩の岩塊の多くが谷を埋めて岩

海となっており、県内では珍しい地形です。なお、企救山

地の北西山麓には花崗岩の一部が残存しているのが見られ

ますがこの地域の花崗岩は風化されやすく、大部分が侵食

されてなくなりました。この花崗岩が侵食された部分に海

水が浸入して関門海峡が形成されました。

写真 1　立石山のトア（撮影　横山秀司）

写真 2　宝満山のコアストーン　（撮影　横山秀司）

写真 3　岩石山頂上付近の国見岩（コアストーン）（撮影　横山秀司）
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山と嘉麻市と高畠さん
執筆者：16186　 三宅 明子　

はじめに

　今回、「嘉麻市の山と高畠さんのことを支部報に載せよう。」との話が

あり、高畠さんに伝えたところ膨大な資料を預かり、私の執筆活動が始

まった。

１　高畠さんの山への関わり１　高畠さんの山への関わり

幼少期からアウトドアに親しみ、１７歳で学友と英彦山キャンプを楽し

んでいた。

　高畠さん。２４歳で結婚し、本格的に山に関わるのは４２歳頃のこと。

職場の社員やその家族と一緒に、地元の熊ヶ畑山でキャンプを行ったり

した。

　６１歳の時、仕事で長野冬季オリンピック開催準備に関わる。毎日北アルプスを見ながら仕事をし

家に電話したところ、奥様から「あなたの好きな山に戻ったら？　仕事を頑張っているのだから余暇

は登山を楽しんで」と言われ、長野での仕事が終わり帰省。北九州市の登山用具店キャンプⅡで登山

家の山下健夫氏と出会い、登山用品購入に際しアドバイスを受け、交流が始まった。

　平成７年（６２歳）から山行記録を書き始める。預かった資料には、登った山の他、登山道や林道

整備の記載もあり日ごろから山に親しんでいたことがうかがえた。平成８年（６３歳）富士山登頂。

これを記念し拓山会を創立。

　平成１２年（６７歳）登山家の山下氏がエベレストに登頂。高畠さんは祝賀会に参加し支援した。

この年に日本山岳会北九州支部の創立及び総会があり、山下氏に講演をしてもらっている。翌年高畠

さんは日本山岳会北九州支部に入会。またこの年に、山下ガイドの同行でネパールに行った（エベレ

スト空撮８日間）。その後、ネパールのカラパタール（１９日間）やアンナプルナ内院ＢＣ（１７日間）

スイスの山旅（９日間）等に行っている。

２　地元の山との関わり２　地元の山との関わり

　資料によると、高畠さんが地元の山と関わりを持ち始めたのは平成１３年（６８歳）のこと。この年、

地元の熊ケ畑小学校の自然観察会鍛錬遠足の企画で区長等の依頼でシラカシ巨樹への道を調査。無事

に遠足が実施された。

　翌年の平成１４年（６９歳）、三高山山域を巡視。作業小屋を発見したが、所有者不明。林道入口も

チェーンで閉鎖されていた。平成１７年（７２歳）、役所から鍵を預かり管理を開始。草刈りや土砂の

片付けを行い、小屋の清掃は奥様と二人で行った。作業小屋発見から３年３ケ月後の５月に整備終了『三

高山山小屋』と命名した。平成２５年（８０歳）嘉麻市と関わり始める。産業振興課より、観光 PR

のため春のモニターツアーの企画の協力要請がありガイド依頼を承諾し、モニターツアーが実施され

た（参加者１４人）。その後も多くのツアーが実施され、ガイドとして活動。また、この年に自身が会

長を務める『三高山を守る会』が発足した。

　平成２６年（８１歳）嘉麻市観光まちづくり協議会の観光開発プロジェクトに携わるようになり、フォ

レストレンジャーを育成するための『嘉麻トレッキング塾』を開催（※この時に三宅も参加し、高畠

さんと初めてお会いした）。トレッキング塾は毎月開催され、中級編も含め２年続いた。またこの間に

『嘉麻トレッキング倶楽部』を設立。塾の受講生が主として活動し、現在も地元の山を中心にトレッキ

ングを楽しんでいる。

　平成２８年（８３歳）の時、嘉穂アルプスが日本山岳遺産に認定され、平成３０年２月に地元の福

祉センターで記念祝賀会が開催された。高畠さんは発起人の一人としてこの会の運営にも携わった。

この祝賀会で会場に掲出された高畠さんの横断幕は、現在、馬見山山頂の避難小屋に飾られている。

顔写真 88 歳（写真　三宅明子）
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　その後、高畠さんは嘉麻市商工会議所主催の『三高山初日の出＆三社参りツアー』のガイドなど、

地元の山を楽しんでもらう活動にも関わっている。そして今年、１９年もの長きにわたり管理してき

た三高山山小屋の管理を２代目に譲り、現在に至っている。

３　その他３　その他

　高畠さんは日本山岳会福岡支部の五十嵐賢氏と交流。『福岡

県の山』の著者の一人である五十嵐さんが調査し、平成１８年

（７３歳）三高山の標高は２５１㍍と測定された。その後、雑

誌『山と渓谷』や『福岡県の山』に三高山が掲載され、三高山

の名前が全国的に知られるようになった。高畠さん自身も、西

日本新聞の『気になる人』の記事や、地元の広報誌に『地元の

有志』として掲載された。

　また、高畠さんは一等三角点研究会に所属し、全国の一等三

角点の山に登ったり、ある時は田川の市民講座が開催する江戸

時代の測量家である伊能忠敬の足跡を辿る活動に参加したり、

また、平成２４年１０月（７９歳）全国支部懇談会（千葉支部

主催）に参加、伊能忠敬の生誕地にも足を運んでいる。その他、

今でも多くの支部の方々と交流がある。

終わりに

　今回、高畠さんと地元の山への関わりをまとめるにあたり、高畠さんがまとめた多くの資料を拝見

した。紙面の都合上、全てを掲載することが出来ず大変恐縮だが、ここまで地元の山に関わった人は

なかなかいないのではないかと思う。私が高畠さんと初めてお会いしたのが平成２６年。この頃には、

地元になくてはならない重要な存在になっていた高畠さん。ご自身はいつも「自分がここまでできた

のは、支部の方々や全国の方々にお世話になったおかげだ」とおっしゃっているが、その根底には、

誰からも好かれるお人柄と、笑顔の素敵な奥様の支えや山に対する理解があったからに外ならない。

これからも、元気に山と関わっていただきたいと思う。

雑誌に掲載された高畠さん

平成 13 年（68 歳）
熊ヶ畑小学校の鍛錬遠足の企画あり。区長等の依頼で登山道の整備を行い、

遠足が実施された。

平成 17 年（72 歳）
三高山の作業小屋整備完了。『三高山山小屋』と命名。

嘉穂アルプス縦走のガイドも行う。

平成 25 年（80 歳）
嘉麻市産業振興課より観光 PR のためモニターツアーの協力要請あり。

トレッキング関連会議参加。嘉穂アルプス縦走のガイドを行う。

平成 26 年（81 歳）

嘉麻トレッキング塾の開催、嘉穂トレッキング倶楽部設立

嘉麻市商工会議所研修・三高山登山案内

トレッキング塾大法白馬三高山縦走登山

平成 28 年（83 歳） 嘉穂アルプス日本山岳遺産認定

平成 29 年（84 歳） 三高山小屋より初日の出と三社参りガイド

平成 30 年（85 歳）
嘉穂アルプス日本山岳遺産認定祝賀会

大法白馬三高山ガイド

令和　元年（86 歳） 三高山展望台初日の出登山ガイド

令和　2 年（87 歳） 三高山山小屋より初日の出

令和　3 年（88 歳） 三高山山小屋の管理を 2 代目に委託

～　高畠さんと嘉麻市の山との関わり　～～　高畠さんと嘉麻市の山との関わり　～
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ナイロンザイル事件の講演記録ビデオ完成に全国からエール

記録ビデオ制作担当　　伊藤 久次郎　　　

　２０１０年の北九州支部創立１０周年記念式典の際に私が撮影

した記録ビデオを、コロナ休みを利用して１０年ぶりに編集、完

成した。その記念講演で講師として参加された、当時の日本山岳

会会長尾上昇氏ほか全国から参加された各支部の方々や、参加し

た北九州支部会員にもビデオをダビングして支部から配布した。

　その、ビデオとは尾上昇元会長を講師に迎えての記念講演「ナ

イロンザイル事件と東海支部」を主な内容としたものです。この

事件は、尾上昇元会長や小説「氷壁」のモデルとなった石原國利

東海支部名誉会員らが「この事件は、後世に伝えていくべき事件

である」と言われるように、大変貴重な講演記録です。

　また、講演のあとの記念祝賀会でも、全国的に有名になった「坊

がつる讃歌」の作詞者であり、既に故人となられた松本征夫氏（元

福岡支部長）と梅木秀徳氏（元東九州支部長）のお二人が、共に

肩を組んで歌う姿など、大変貴重な記録も入っています。

　このビデオを見て、私の元に全国から御礼のお手紙が届いた。

簡単に内容を紹介する。（尚、全文のお手紙は、現在ルームに掲示中）

○　東海支部　尾上昇元会長（講師）○　東海支部　尾上昇元会長（講師）

　ＤＶＤ及び木版画集ご恵送賜り恐縮に存じます。ＤＶＤにつきましては「まだ、あの頃は若かったなあ」

の感傷に浸りました。御礼の代わりという訳ではございませんが、昨年末上梓させて頂きました拙著「追

憶のヒマラヤ」～マカルー裏方繁忙録１９７０～を送らせて頂きます。ご笑読下さい。

○　東海支部　石原國利東海支部名誉会員（小説「氷壁」のモデル）○　東海支部　石原國利東海支部名誉会員（小説「氷壁」のモデル）

　ナイロンザイル事件は、ザイルメーカーと著名な学者が登山者の生命を無視して実行した世にも忌まわ

しい事件ですが、日本山岳会はその学者会員を名誉会員とする過ちを重ねています。早急に是正すべき問

題です。

○　神奈川支部　森 武昭元会長（北九州支部会友）○　神奈川支部　森 武昭元会長（北九州支部会友）

　この度は、懐かしい映像を収めたＤＶＤをご恵贈頂き厚く御礼申し上げます。じっくり拝見させていた

だきます。今年も１０月の槇有恒祭が無事開催されることを祈念し、皆様方との再会を楽しみにしています。

○　静岡支部　長田義則永年会員（ナイロンザイル事件の資料提供）○　静岡支部　長田義則永年会員（ナイロンザイル事件の資料提供）

　北九州支部創立１０周年記念式典を拝見しました。大した集まりと感じ入りました。ＪＡＣのどこの集

まりも年配者が多いですが、式典での参加者は、青春の気分で和気あいあいの有意義さを感じました。石

原（國利）氏、松本（征夫）氏、梅木 ( 秀徳 ) 氏も参加され、良い記録となりました。

○　本部資料映像委員会　溝口洋三委員長○　本部資料映像委員会　溝口洋三委員長

　この資料の内容は、言うまでもなく本会の歴史の中に深く刻まれております。大切な資料として保存し

て参ります。

○　神奈川支部　小笠原辰夫会員（赤倉温泉ユアーズ・インのオーナー）○　神奈川支部　小笠原辰夫会員（赤倉温泉ユアーズ・インのオーナー）

　映像からは、北九州支部のチームワークの強さを感じ、出来たばかりの神奈川支部は、森前会長が北九

州支部の会友とのことで、映像の随所に出ているのを見て、きっと今後の神奈川支部の運営の参考にされ

ることと確信した次第です。本当に良い映像を見せていただきました。有難うございました。

　　（関口さんへのメールから）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

※このビデオ（ブルーレイ・ディスク）は、2 時間８分の長さ。現在３本余裕あり。１枚千円（支部に半分寄附）

◆◆　　　　　　　　◆◆　　　　　　　　◆◆　　　　　　　　◆◆

完成したブルーレイ・ディスク ビデオ
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新刊紹介新刊紹介

「追憶のヒマラヤ」～マカルー裏方繁忙録１９７０「追憶のヒマラヤ」～マカルー裏方繁忙録１９７０

著者　尾上　昇　　　発行　中部経済新聞社　定価 1,600 円＋税著者　尾上　昇　　　発行　中部経済新聞社　定価 1,600 円＋税

　著者は、日本山岳会第２３代会長を歴任された日本山岳会の大先輩です。

その会長時代の２０１０（平成２２）年、北九州支部創立１０周年記念式典

で「ナイロンザイル事件と東海支部」と題し記念講演をして頂きました。こ

のナイロンザイル事件は、小説や映画で有名になった「氷壁」の元になった

事件で、登山界にとって語り継いでいくべき事件であると、尾上元会長や「氷

壁」のモデルになった石原國利東海支部名誉会員も言われています。

　著者は、日本大学在学中山岳部に所属し、日本大学の第二次グリーンラン

ド遠征に参加、日本山岳会に入ってからは、マカルー学術遠征隊をはじめ、数々

の遠征を行い、日本山岳会東海支部長を２回歴任された。

　この新刊書は、著者が若いときのマカルー遠征を中心にして書かれ、夢に見たヒマラヤ登山、そしてあま

りにも鮮烈で強烈であったマカルーの遠征体験を通して得た青春時代の回想録であり、壮大なドキュメンタ

リーです。マカルー遠征では登頂を夢見たが、体調不良で裏方に回り、いろんな体験をした。本書はその裏

方繁忙録であり、失敗や成功が詳しく書かれていて、大変面白い。さらに、日本山岳会のこと、東海支部の

ことなど、今だから語れることなども書かれています。

　実はこの新刊書は、私が撮影編集した北九州支部１０周年記念式典の講演記録ビデオ「ナイロンザイル事

件と東海支部」を著者にお贈りした返礼として、折り返し私の元に贈られてきたものです。早速読み始め、

３日間で読んでしまいました。北九州支部のルームに備え置きますので、ぜひ、会員たちも読んでほしいと

思います。 （文：伊藤久次郎）　

＊　森林保全巡視員委託の募集と更新について　＊＊　森林保全巡視員委託の募集と更新について　＊

1　委嘱期間

　　 　　　　　令和 3 年 11 月 1 日から令和 5 年 10 月 31 日までの 2 年間

2　委嘱の条件　

（1）北九州支部の通常会員および支部友

（2）巡視員は、無報酬です。

（3）九州山域での活動記録の提出義務があります。

① 個人巡視記録 ： 年 2 回 （前期分 4 月～ 9 月、後期分 10 月～ 3 月）

② 一斉巡視記録 ： 年 2 回 （前期分、後期分）

3　提出書類

（1）承諾書、顔写真（ﾖｺ 2.5 ㌢×ﾀﾃ 3.0 ㌢）を添えて、

　　 9 月 10 日までに赤瀬まで送付ください

（2）推薦書 ( 支部長名 ) にまとめ 9 月 25 日頃提出予定

森林保全巡視員希望者には、追って必要な書類（E-mail）を送ります。

4　受付窓口

赤瀬 榮吉　℡ 090-7475-9748

5　その他

＊現在、巡視員の方は、委嘱状および腕章を 10 月 31 日までに、赤瀬まで送付のこと

　　　（11 月初旬福岡森林管理局に返納します）

＊不明な点は、赤瀬までお問い合わせください。

＊委嘱証明書発行者：九州森林管理局長
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☆版画同好会からのお知らせ☆



16

   



17



18

◆◆ 中止した山行計画◆◆ 中止した山行計画（8月～10月）（8月～10月）◆◆◆◆

1. 山の日家族登山　（8/8）

2. 特別山行国内　　（8/20 ～ 26）

3. 三郡縦走　　　　（9/4）

4. 特別山行海外　　（10/23 ～ 26）

★★　会員の異動・お知らせ　★★★★　会員の異動・お知らせ　★★

＜入会者＞＜入会者＞（令和 3 年 3 月～令和 3 年 5 月）

支部友　北九 531 宮本真希　北九 532 大山時彦

北九 533 仙崎宏

＜退会者＞＜退会者＞（令和 3 年 3 月～令和 3 年 5 月）

通常会員　14498 大木康子　14984 佐野敦

支 部 友　北九 507 堤康子　北九 516 塩屋夕子

　　　　　北九 521 米澤眞智子　北九 530 安藤匡

会員数 101 名会員数 101 名

（通常会員 58 名　支部友 37 名　準会員 2 名

 会友 4 名）


