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第 23回通常総会開催 
事務局   榊 俊一 

令和４年４月１６日（土）午後３時から毎日西部会館５階会議室で、北九州支部の第 2３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、総務委員長代理の事務局より本日の総会出席者
１９人、委任状 2２人で、会員総数５９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
数でも山行をしてほしい。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、長年、北九州支部の山岳指導員に対する指導に尽力していただいている園川さんに、支
部長より感謝状の授与が行われた。 

その後、日向支部長が議長に選出され、令和３年度の事業報告、収支決算報告、監査報告が承
認され、令和４年度の役員変更（案）、事業計画（案）、収支予算（案）が審議され、すべて承
認可決された。 

質疑応答では、新任役員の役割や予算に対する質問など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の後記念撮影を行い、総会は終了した。 
 

通常会員（１９人）日向祥剛 園川陽造 板倉健一 伊藤久次郎 馬場基介 磯野文雄 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   塚本久嘉  

町元里香 清家幸三 三原朝彦 横山秀司  
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総会 集合写真（写真 榊 俊一） 
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シリーズ 福岡の山の Geo 

山の地質・地形とその成り立ち 

 

 

第 5 回  

約５００万年前の火山活動で 

形成された山  
１６３８２ 横山 秀司 

 

 約７００万年前から５００万年前の日本列島は、火山活動が活発な時代であった。福岡県の南東部から

南部にも、この時代に噴火した火山岩からなる山々がある。県の最高峰である釈迦岳（本釈迦、1 , 2 9 6

㍍）、御前岳（1 , 2 0 9㍍）や石割岳（９４１㍍）など県南の山々は安山岩類の溶岩と火砕岩より形成さ

れているが、その後の侵食によって火山としての地形は認められない。 

 英彦山（1 , 1 9 9㍍）は、５００万年よりやや古い時代に形

成された凝灰角礫岩の上に、約４００万年前に噴出した溶岩か

ら形成されている。この溶岩は粘性の大きな安山岩類よりなる

ので、英彦山の北岳、中岳、南岳はそれぞれ溶岩ドーム状の火

山地形を保っている（写真１）。北西方向に流れたこの溶岩の

末端は、英彦山参道の石の鳥居付近で確認できる。また北東で

は、北岳登山道の「溶岩の壁」と記された急崖が、溶岩の末端

に当たる。凝灰角礫岩は凝灰岩部分が脆く侵食されやすいので

しばしば横穴のような地形（石窟）が形成される。修験者は、

この石窟を修行の場として利用した（写真２）。英彦山には４

９の石窟があるが多く

は凝灰角礫岩分布域に

一致する。周辺の黒岩

岳（８７８㍍）、上仏来山（６８５㍍）障子ヶ岳（８９６㍍）、

鷹ノ巣山（９７９㍍）も同時代に形成された溶岩ドームの火山で

ある。英彦山から西へ続く岳滅鬼岳（1 , 0 3 7㍍）～大日岳（８

２９㍍）は、英彦山などと同時代に噴火した安山岩類の火山であ

るが、侵食が進み痩せ尾根となっているところもある。また、修

験道の山であった求菩提山（７８２㍍）は、火山砕屑岩の間に何

枚かの溶岩層からなり、標高約６００㍍より上は硬い溶岩層で形

成されている（写真３）。その溶岩層の下の浸食されやすい火山

砕屑岩には、修行の場であった５つの石窟がある。 

 嘉麻市には、地元で山田小富士と呼ばれる摺鉢山、別名・

帝王山（２１３㍍）がある。約２５０万年前頃に玄武岩溶岩

を噴出した単成の火山である。まさに富士山のような山体で

ある（写真４）。同様の山は嘉麻市碓井の琴平山（１２３

㍍）、黒崎駅の北にある道伯山（６２㍍）と妙見山（４１

㍍）、水巻駅の北にある日ノ峰（１１４㍍）、豊前坊山（７

５㍍）、明神辻山（９６㍍）などがある。また津屋崎の東郷

公園、能古ノ島、玄海島、可也山、姫島などの頂上付近は玄

武岩の溶岩に覆われている。なお、芥屋大門は玄武岩溶岩が

冷え固まったときに形成された柱状節理である。 
 

 

 

 
写真 4 玄武岩の溶岩からなる摺鉢山（213 ㍍）

2014.10.9（写真 横山秀司） 

写真１ 溶岩ドーム状の英彦山中岳（1188 ㍍）

2020.10.31（写真 横山秀司） 

 

写真 2 凝灰角礫岩層に形成された虚空蔵窟 
仏像が安置されている       

2020.10.31（写真 横山秀司） 

写真 3 安山岩質溶岩が急斜面をなす求菩提山（782 ㍍） 

2014.5.2（写真 横山秀司） 
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2月 6日（日） 
 

龍王山での森林保全巡視活動に参加して 
 

１６１８６ 三宅 明子 
 

 

 

令和３年度後期の森林保全巡視活動は、八木山の龍

王山（６１５㍍）で実施されることになった。 

 ９時３０分に八木山花木園集合。この駐車場は広く

高台にあるので、待ち時間は肌寒く感じた。当初はこ

こから車に分乗して、元八木山青年の家登山口に向か

う予定だったが、参加者から「せっかくなので歩いて

みよう」と話が出て、登山口まで歩いて向かうことに

なった。 

 元青年の家登山口まではずっと車道歩きで、時折大

きなダンプカーが飛ばして進んできたりして少し怖か

った。１０時１５分に登山口に到着。当初ここに車を

停める予定だったが、1 台ほどしか停められないよう

になっており、歩いてきて良かったと思った。 

 登山口からの登りは時折急で、久々に山に登った私には少しきつかった。11 時 5 分に分岐到着、ここ

から龍王神社を目指す。龍王神社までは２０分ほどかけて進む。１１時３０分に龍王神社に到着した。こ

の神社は林の中の広場にあり、雨乞いの神社だということだ。小さな祠にお参りして、分岐までの道を戻

った。 

 分岐に戻ったあとは、いよいよ山頂へ。１１時５０分に山頂到着。朝の出発時には少し肌寒かったのだ

が、山頂はぽかぽかで１時間ほどゆっくりすることにした。休憩中は、横山先生から蛇紋岩の話を聞いた

り、来年度はどこの山で巡視活動をしようか等の話をした。 

１３時に記念写真を撮って出発。今度は畜産センターの方へ下山。ところどころ急な下りがあったが、

１３時３０分に畜産センターに到着した。センターでは牛が飼育されていて、写真を撮ったりした。その

後、八木山花木園の駐車場に１３時３５分到着。全員安全に下山し解散した。 

今回の活動で令和３年度の一斉巡視活動が終わった。令和 3 年度は巡視活動における報告のあり方や問

題点等が出たが、令和４年度もコロナに気を付けながら巡視を行っていきたいと思う。 

案内していただいたＣＬの榊さんをはじめ、参加された皆さん、お疲れさまでした。 

 

参加者 ８人 磯野文雄 榊 俊一 竹本正幸 竹本加代子 赤瀬榮吉 町元里香 三宅明子 横山秀司 

 

 

お知らせ 在庫受払簿を作成しました！
 

みなさん。テントやザイル等、借りられたらいいなぁと思ったことはありませんか？ 

北九州支部のルームに貸し出し可能な用具がありますよ！ 

令和 3 年度末に、役員をはじめ有志で在庫を確認しました。 

在庫受払簿（グリーンのファイル）をルームに置いています。 

借りる際は必ず記入の上持ち出しを行ってください。 

また、返却予定日も記載することになっていますので、期日までに返却するようお願いします 

貸出可能な用具 ： テント、ザイル、カラビナ等 

総務 三宅明子 

 
 

 龍王山山頂（写真 榊 俊一） 
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指導委員会活動報告 

１５８０６  清家 幸三 

 

 

 

■ 令和３年度の雪山訓練の報告 

 

当初、本年度の計画は２月２２日（土）～２３日（日）の予定で計画していました。テント設営も伯耆

大山の訓練以来で計画を立てていましたが見直す結果になりました。理由はテント設営の許可が下りなか

ったことです。他のエリアも探して公共の部署等の連絡などを図りましたが結果は同じで断念しました。 

その中で本年度は日帰りで２回に分けることにして下記の通りになりました。条件としては比較的近く

雪がある場所を選定しました。 

 

 

１回目  日時    令和４年１月２２日（土） 

     場所    恐羅漢山1,346.4㍍ 

（広島県） 

     訓練内容  ①雪上歩行技術の習得 

           ②ルートファインディング 

 

２回目  日時    令和４年２月１３日（日） 

     場所    吉和冠山1,338.9㍍ 

（広島県） 

     訓練内容  ①雪洞作り 

           ②ツエルトの設置 

           ③滑落停止 

           ④ルートファインディン 

以上の内容で指導員研修会の雪山訓練を行いました。内容としては１回目は歩行訓練がメインとなり消

化不良の感じでしたが、２回目の訓練に生かされたと思いました。理由は雪山経験の少ない者にとっては

回数を重ねることの必要性を痛感しました。無雪期と違う点の第一は体力で、そして、経験が要求される

ことを覚えました。今回は２回とも十分な雪に足を踏み入れることが出来ました。雪上歩行技術は２回経

験しました。１回目は恐羅漢山の頂上までの予定が時間オーバーで引き返しました。２回目では頂上まで

行き、冬山の環境（気温）を肌身で感じてその場でツエルトを張り食事をすることが出来ました。 

そして、頂上の風下で雪洞作りをすることが出来ました。次にルートファインディングですが、１日目は

１２月に下見の時に登りの目印を付けた点から同じく頂上に向かう稜線の立木に目印を付けた同じ場所へ

到達しました。雪山のルート及び目指す地点へたどり着くことの重要性を実践できたことは成果でした。

２回とも竹本さんから出発前に折り返す時間を１３時３０分と念を押されていました。この時間の設定で

訓練内容の差異は生じますが、これからの、山行計画をするうえ時間の設定は不可欠な要素となりまし

た。 

恐羅漢冬山（写真 清家幸三） 

恐羅漢冬山登山（写真 清家幸三） 

冠山 滑落停止（写真 清家幸三） 冠山 雪洞作り（写真 清家幸三） 冠山 雪降る中ツェルト設営（写真 清家幸三） 
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本年度の指導委員研修会は第４回で終了です。第２回がコロナ５波の影響で中止となりました。この第

２回はどこかで改めて行う機会を伺っていましたが、出来なかったことを反省しています。ただ、次年度

へ向けての足掛かりは今回の冬山訓練の中で出来たのではないかと思っています。 

理由は現実の厳しい自然環境（無雪期も含め）のなかで身に付ける技術、体力そして経験を積むことの

必要性を指導委員会の各自が主体的に共有することが出来たことです。これは、本年度の目標の主眼でし

た。一年間を通じての活動が次につながる総括が出来たことを併せて報告します。 

 

恐羅漢山 参加者 ７人：竹本正幸 竹本加代子 赤瀬榮吉 縄手 修 歳弘逸郎 町元里香 清家幸三 

吉和冠山 参加者 ５人：竹本正幸 竹本加代子 縄手 修 町元里香 清家幸三 
 

■ 令和４年度第１回指導員研修会報告書                    

例年同様に、第１回目は総会を午前中に開催して午後は実技

研修を実施しました。議題は前年度の事業報告、会計報告を行

いその後、本年度の進め方を討議しました。令和３年度は第３

回目がコロナ第５波で出来なかったが何とか他の３回は行うこ

とが出来ました。令和３年度の基本方針は従来の園川講師から

聞くやり方を全面的にやめて各指導員が主体的に行動すること

を掲げて進めてきました。狙いは指導員の更なる向上を図るこ

とでした。 

 具体例は月例山行でスタートの前でワンポイントアドバイス

を話すことや準備運動の実行等などが挙げられます。特に顕著

なことは冬山訓練です。園川講師不在でやり遂げたのではない

かと各自が認識しています。園川講師には終了後に報告して問

題点を話して当年度の基本方針を説明しました。 

 次に本年度の進め方についてですが、基本路線は昨年度のやり方をさらに推し進めて一般会員へのアプ

ローチを図って行く方針を掲げました。そして園川講師からも更

なる技術向上のために「技術委員会」を発足させ、指導員研修会

に変わる組織にして進めてはどうかのご提案がありました。以前

よりマンネリ化をどうすべきかを指導員全員が考えていましたの

でこの提案に沿ってこれから進めていくことを明確化することが

出来ました。 

 午後からはクライミングボードを使って前回不消化の吊り上げ

についてどうすれば吊り上げられるかの１点に絞り２班に分けて

実施しました。試行錯誤の時間は要しましたが、吊り上げること

が出来ました。今までのモヤモヤが吹っ飛びました。３分の１の

システム、さらに進んで４分の１のシステムを理解して実行でき

たことの満足感はこれからの自信につながると思いました。 

 この日の指導員研修会はいろんな意味でターニングポイントとしてとらえられる内容でした。今までの

経験を生かして楽しい登山をそして楽しい山岳会を目指して歩んでいきたいとあらためて思う一日でし

た。 

 

講 師 園川陽造 

参加者 ７人：竹本正幸 竹本加代子 縄手 修 三浦利夫 町元里香 清家幸三 三宅明子 

 

 

天気のことわざ                                                         

    空梅雨土用蒸し      

 太平洋高気圧勢力が例年より強まると、梅雨の時期も雨が少なくなり空梅雨となり、 

気温が上がりやすく夏の土用の時期の暑さが異常に厳しくなるといわれています。 

 

 

 

第 1 回研修会（写真 清家幸三） 

第 1 回研修会（写真 清家幸三） 
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木版画 「イワタバコ」 伊藤久次郎作 

 

５月１５日（日）  

ブラタモリ的登山 若杉山・岳城山 

-ブラヒデジ登山のはじまり- 

１３５３３ 磯野 文雄 

 

 

ブラタモリ的登山は、少々難しい。まず、用語が難解であ

る、「蛇紋岩は、かんらん岩が水と反応してできたものであ

る」と、言われても「それがどうなの？」、と思うしかな

い。ましてそれが、４億年前の「古生代後期のデボン紀」で

あったり、３億年前の「古生代後期ペルム紀」であったりす

る話であるから、気が遠くなる。 

ところが、宝満山から三郡山を経て、若杉山、岳城山に続

く山の麓には、断層が走り、これが宇美断層と言われて、警

固断層とともに福岡市の地震の震源地になる可能性がある、

とか、「新生代古第三紀」（５０００～３０００万年前）に
地滑りが起きて、石炭を含む砂岩や泥岩が須恵町方面に向か

って流れ出た、というような話になると、志免町にあった炭

鉱遺跡群の存在も頷けるようになるのである。 

前置きはこれくらいにして、肝心の山行記録である。午前９時に、須惠町立皿山公園駐車場に集合した

のち、体操をして体を慣らし、横山会員のテキストに従って、今回の山行の地質学的な概略の説明を受け

た。 

９時２０分出発、すぐに皿山公園のかんらん岩の岩塊見学をした。そこからしばらく登ると妙法寺跡に

着く。廃寺になってはいるが梵鐘は残っており、この梵鐘を撞いた参加者もいた。１０時３０分水場に着

き、水場付近の蛇紋岩を確認し休憩をとった。   

水場からすぐに稜線に出て、この稜線を歩き続け、奥の院を経て正午に若杉山頂上に着いた。ここで３

０分ほど昼食の時間をとって、１２時３０分に頂上を出発。 

午前中に歩いた道を下りながら、午後２時に岳城山山頂に到着した。岳城山は、「高鳥居山」と呼ばれ

ていたが、竹が生い茂ったことから「竹城山」⇒「岳城山」となったとの説明があった。１０分ほどで下

山し、展望台で断層地形を観察。さらに薬師堂にて蛇紋岩の巨岩と露頭観察して午後３時に、出発地点の

皿山公園駐車場に戻り、解散した。 

科学とは、一見、遠いところにあって生活とのかかわり方が、見えないこともあるが、文学や芸術など

の学問を含めて、すべて人間の生活に根差したものである。「難しい！」と敬遠せずに、参加してみては

いかがだろうか。「ブラヒデジ登山」のはじまりである。 

 

参加者：１１人 

磯野文雄 榊 俊一 竹本正幸 竹本加代子 赤瀬榮吉 歳弘逸郎 町元里香 太郎良嘉親  

横山秀司 宮本真希 橋川 潤 

 

 

～～ 新入会員紹介 ～～ 
 

北九 5３５  水落 ゆかり 
 

東京から九州へ移住して、2 年になります。 

九重の山々がとても好きです。 

今年も坊がつるでキャンプをしようと思っています。 

どうぞよろしくお願い致します。 

若杉山山頂（写真 榊 俊一） 
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コースタイム：長者原登山口 8：36～指山・三俣山鞍部 10：05～三俣山北峰 11：35～大鍋 11：50 

（45 分間昼食）～舞鶴尾根分岐 13：10～指山分岐 14：25～長者原 15：20 

           ●距離：6.7 ㌖ 上り 812 ㍍ 下り 812 ㍍  

  

入会間もない者や登山経験の浅い者を対象とし

た訓練登山ということで参加させてもらいまし

た。登りルートは指山山頂を経由せずに北峰に至

り、下りは北峰から舞鶴尾根を歩くという私にと

って初めてのコースで、どのような道だろうと期

待いっぱいでした。 

 ８時３０分に長者原の「平治号」銅像前に集合

し出発。最初は車道をスガモリ越方面に進み、途

中から三俣山から流下する涸沢沿いに登る。近年

九重山周辺では大雨によりあちこちで崩壊、土石

流が発生しており、この谷もいくつもの治山ダム

が建設され、また建設中でした。しばらくは谷を

高巻したりしながら歩きやすいルートを進みひと

登りで指山と北峰の鞍部に到着しました。ここら

はシカの糞やシカによる植物の食害が至る所で見

られ、マダニによる SFTS（重症熱性血小板減少

症候群）に注意したいところである。鞍部から上

部はトロイデ火山の特徴どおりだんだん傾斜が急

になり、岩や木をつかみながらのバランスと腕力

が必要なハードコース。崩壊の源頭部を通ったり

しながらどうやらこうやらで北峰近くの大岩展望

所に到着しました。ＣＬによればここは三俣本峰

から北峰に至るルートから少し外れているため訪

れる人も多くなく絶景を独り占めにできる場所と

のこと。ここから５分ほどで北峰に登頂。すぐに

大鍋に下って昼食タイムとしました。鍋の底から

の周囲の山肌はまだまだ冬枯れの様相を呈してい

たが、点々と黄色いマンサクの花が見られまし

た。昼食後は小鍋の縁を通り北峰に登り返し、北

峰の手前から舞鶴尾根を下りました。標高を下げ

るに従い明るい緑の新葉や春の花も出迎えてくれ

タデ原ではキスミレが待っていてくれました。登

りルートも下りの舞鶴尾根もテープこそあったも

のの分かりづらい道で、読図やルートファインデ

ィングが試される面白い道でした。

 
参加者 ４人  塚本久嘉（ＣＬ）町元里香（ＳＬ）宮本真希 橋川 潤 

 

 

第６回「槇有恒碑前祭(風師山)」開催 
 

主 催  日本山岳会北九州支部 

期 日  令和４年１０月３０日（日） 

場 所  北九州市門司区・風師山「槇有恒記念碑」前 

集 合  門司港駅午前８：００集合徒歩約１時間半程度 

風師山９合目駐車場午前９：３０集合 

スケジュール 

（１）記念式典（風頭） １０時～１１時  風師山槇有恒記念碑前 

（２）式次第      支部長挨拶、来賓挨拶、献花、記念撮影  

（３）昼食弁当は各自ご準備ください。 

※ 昼食会は（懇親会）はコロナウイルス感染予防のため中止します。 

申込み  榊 俊一  

℡090-8416-4194 ✉oskfssakaki@cameo.plala.or.jp 

締切り  １０月２０日（木） 

４月１７日（日） 訓練登山 

三俣山バリエーションコース 

－ 本格的な春が待たれる九重山 － 

北九５３６ 橋川 潤 
 

 
キスミレ（写真 橋川 潤） 

mailto:oskfssakaki@cameo.plala.or.jp
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１月１６日（木） 月例山行 

福智山（９００．６㍍） 

１４９１６ 赤瀬 栄吉 

 

 

 

コースタイム：竜王峡登山口 8:48～山瀬越 10:13～豊前越 10:43～山小屋荒宿荘 11:30-12:05 

～福智山山頂 12:17-22 往路を戻り～竜王峡登山口下山 14:50 

 

 

天気が心配されたが、前日夕方の予報は午前中数ミリの雨、

午後にはあがる。この日、古道調査で登った飯岳山（大阪山 

５７３㍍）山頂には積雪があり軽アイゼン準備のうえ決行の 

連絡をした。 

当日、竜王峡キャンプ村駐車場８時３０分集合時には小雨

で、雨対策をする。ＣＬより登山ルート、山頂の方向の確認、

福智山は一等三角点、一帯は国有林、山瀬越から福智山間は、

かつて英彦山修験道の行場の一部分とのこと。後、準備体操 

をし、ＣＬを先頭に８時４８登山開始、キャンプ村から沢沿 

いを進み、途中ガレ場もありゆっくり慎重に足を運び８５分 

ほどで稜線の山瀬越に出た。ここからは平坦な道で豊前越を 

過ぎたあたりから登りとなり烏落しの先の山小屋に１１時３０分に着く。山小屋「荒宿荘」には８人ほ

ど先客がいて、小屋と隣の戸間に別れ昼食タイムとした。山小屋に荷物をデポしピストンすることもで

きたが、訓練登山との声がありそのまま登ることにした。山小屋から先も積雪はなく８分ほどで福智山

山頂に着いた。四方をさえぎるものがない展望の良い山頂は雲で眺望はなく、温度計は１．５℃、風や

や強く、支部旗を広げ集合写真（支部報掲載用）を撮り５分ほどで山頂を後にした。１２時２２分下山

開始した頃には雨は予報どおりあがり、先頭をＳＬと交代し、往路を戻り山瀬越から下りのガレ場では

濡れた石で転ばないよう注意をはらい竜王峡キャンプ村に１４時５０分無事下山した。 

所要時間６時間。参加者のみなさん、年初めの山歩き、雨天の中お疲れさまです。 

 

参加者９人 会 員：赤瀬栄吉（ＣＬ）塚本久嘉（ＳＬ）榊 俊一 竹本正幸 竹本加代子 奥田スマ子  

町元里香 清家幸三 

支部友：網塚陽子 

 

 

 
～～ 新入会員紹介 ～～ 

北九５３６  橋川 潤 （筑紫野市） 
 

昨年（令和３年）の４月から毎日が休日となり、山に行かない日は庭をうろうろ

したり部屋でゴロゴロしてばかりで、人にもあまり会わなくなりました。これでは

いけないと、数年前に日向支部長から入会のお勧めがあったことを思い出し入会さ

せていただきました。 

山の道具を揃えて山に行きだしたのが 50 年くらい前。当時は友人と公共交通機関

を使い、重いビニロンの家形テントをキスリングに詰めて主に九州の山を登っていま

した。その後も友人や家族或いは単独で登っていたので登山スタイルは自己流になっていると思います。 

勤めだして余裕が出てくると日本アルプスなどにもたまに登り、近年になってからは、尾根筋が途切れることな

く続く四国の山や静かな東北の山にも時々足を延ばすようになりました。 

これからも､山で出迎えてくれる自然などに関心を払いながら、皆さんの後ろから歩いていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 
福智山山頂（写真 榊 俊一） 

Mｔ.Helags                

スウェーデン 2017.9.2      

（写真 橋川 潤） 

潤） 
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３月１３日（日）   月例山行 

 

嘉穂アルプス縦走に参加して 

北九５２０  松岡 文子 

 

コースタイム：1 班 馬見登山口 8：00～風穴 8：28～林道分岐８：40～御神所岩 9：20/9：30 

馬見山 9：45/10：00～宇土浦越 10：35～江川岳 11：10/11：15～ 

屛山 11：35/12：00＜軽食＞～大将隠し 12：45～古処山 12：55/13：15 

～分岐で２班待ち 14：20/14：45 

＜横山先生のレクチャー＞12：55～私有地駐車場 15：10 

 

 

以前から行きたかった嘉穂アルプス縦走。JAC 北九だよりの新年号で見つけて飛びつきました。 

今回は馬見山からのスタートで屏山までは結構急登でした。馬見山からの下りは急で逆コースでなくて良

かったと思うと同時に、また登らなきゃいけないんだともったいない気持ちになります。屛山からは気持

ちのいい登山道で途中、奥の院により岩の中に入ると山にこんな所があるんだと神秘的な気がしました。

今度は古処山から逆コースを挑戦してみようかと思ってます。企画有難うございました。 

 

以前より歩きたかった心躍るルート 

ビジター 片山 美穂 

 

 この度は、嘉穂アルプス縦走に参加させていただき有難うございました。以前より歩きたかったこのル

ート、山友さんからの願ってもないお誘いに心躍りました。 

 8 時に馬見山登山口からスタート、2 班に分かれて登ります。途中には寄添い岩、御神所岩など見所あ

り、山頂では北に南に見渡せる景色にこのあたりが福岡県のほぼ真ん中なんだと実感。さらに江川岳→屏

山→古処山へと歩を進め、縦走とは言えなかなかのアップダウンでしたが、経験豊富な皆さまのお力添え

で無事に完歩できました。夏にはキツネノカミソリも楽しめるとの事、季節を変えて訪れたいものです。 

 所属している山の会の活動がコロナでままならず、このような賑やかな山行は久しぶり、とても楽しい

山歩きでした。またのご縁を心待ちにしております。 

参加者１２人 会 員：町元里香（ＣＬ）縄手 修（ＳＬ）塚本久嘉（ＳＬ）竹本正幸 竹本加代子 横山秀司 

藤原玲子 太郎良嘉親  

支部友：縄田恵美子 宮本真希 松岡文子 ビジター：片山美穂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

御神所岩（写真 塚本嘉久） 

古処山山頂（写真 竹本加代子） 

（写真 塚本嘉久） 
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４月１３日（日） 月例山行 

甘木公園花見ハイク 

～花見登山＆サッポロビール工場見学～ 

１５６４６ 塚本 久嘉 
 

 

甘木公園（大平山）の花見登山でしたが今年は開花が早く桜はすでに散

っている木々が多い。大平山はピストンでの登山、山頂先の藤棚で休憩後

甘木公園に下山し昼食、公園は多くの花見客で賑わっていました。昼食後

日田のサッポロビールへ移動、工場は日曜日で稼働はしていませんでした

が見学はすることができました、コロナで試飲はできませんがサロンにて

1 杯 300 円で出来立てのビールを飲むことができました。今年初めての

バスハイクでしたが今後少しずつ増やしていく予定です。 

 

参加者 １２人 会 員：馬場基介 榊 俊一 縄手 修 塚本久嘉（ＣＬ） 

町元里香 清家幸三 三宅明子 太郎良嘉親 

支部友：目原礼子 網塚陽子 縄田恵美子 大山時彦 

 

 

 

 

 

１月１３日（木） ポレポレ山行 

天神山（１６７㍍）防府天満宮 

１４２６４  丹下 洽 

 

 

ＪＲ防府駅発（１０：１０）、天満宮表参道を歩

く。 

この道は江戸時代長州藩が日本海（萩）と瀬戸内海

（三田尻）を結ぶ道であった。（萩往還）吉田松陰が

久坂玄瑞が、高杉晋作たちが維新回天の志を持って駆

け抜けていった歴史の道です。 

防府天満宮を参拝する。この天満宮は「扶桑菅廟最

初」日本で最初に創建された菅原道真公の廟とされ

る。 

 天満宮の背後より天神山へ、「岩巡りの道」を登

る。この山は全山花崗岩で、風化した大粒の砂で積も

った枯葉で足が滑る。山頂に到着。（１２：００）防

府市街地が一望。右田ケ岳が指呼の間、登頂欲をそそ

られる岩峰です。小休止の後下山する。防府の「そば

処」で昼食。「種田山頭火のふるさと館」は休館、残念！！ 「周防国分寺」を訪れる。創建当時の姿を

残す名刹です。多くの史跡がありますが雨が降りだしました。（１５：３０） 

 今回のポレポレは、ふるさとの山を歩き、神社仏閣・史跡を訪ね地元のうまい食事を楽しむ。楽しい山

行でした。 

 

参加者 ７人 縄田正芳（ＣＬ）原 広美（ＳＬ）井上禮子 関口興洋 丹下 洽 丹下香代子 里 耕三郎  

 

エビスビール（写真 塚本嘉久） 

防府天満宮（写真 縄田正芳） 
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２月２４日（木） ポレポレ山行 

萩市の活火山・笠山（１１２㍍） 

１６３８２  横山 秀司  

 

 

しばらく続いた冬型気圧配置が弱まった２月２

４日（木）山口県萩市の笠山を目指しました。９

時過ぎに笠山の麓にある明神池近くに集合し、椿

まつりが行われている会場駐車場まで移動しまし

た。９時４０分の登山スタートの前に、リーダー

の縄田正芳さんから資料配付とコース案内があり

ました。続いて横山は、笠山は約１万年前に噴火

した火山であること、周辺の狐島、中ノ台、鶴江

台、あるいは沖に浮かぶ大島や肥島、羽島などは

約７０万年前から活動した玄武岩の単成火山であ

ることなどの概略説明をしました。 

スタート後は椿群生林の散策路を巡りました。

椿の花を愛でながら歩くことができると期待して

いましたが、今年は花付きが遅いことと、高木は

樹冠部分に花を付けるので、残念ながら叶いませ

んでした。散策路の途中にはエビ池と呼ばれる小

さな池が３つありましたが、これは明神池と同じ

ように、溶岩の隙間から海水が侵入してできた池

で、海面の潮汐の影響を受けて池面が変化します

笠山山頂への登山道に入ると、椿林から照葉樹林

帯に変わりました。途中には多くの石垣が造られ

ていましたが、これは明治以降、牛の放牧をして

いた名残です。また、溶岩が岩塊化している所で

は、風穴となっているところもあり、夏でも１２

～１３℃の冷風が出ていることから、風穴の周囲

には寒地性植物が混成しているそうです。笠山の

標高は１１２㍍であるのでハイキング程度と考え

ていましたが、火山礫で歩きにくい道を歩いたた

め一汗かいて、１１時に頂上に着きました。 

頂上にある解説板には、笠山は山の形が中世～

近世に女性がかぶった市女笠に似ていることから

名付けられたこと、１万１０００年前から土台と

なっていた溶岩台地から新たな火山活動が始ま

り、８千８００年前にマグマしぶきを上げる噴火

に変化してスコリア丘が形成されたことが書かれ

ていました。そのスコリア丘の中には火口が残っ

ているので、らせん状の道を下って火口を探検。

火口壁は赤茶けた溶岩・スコリアが噴火の様子を

物語っていました。火口に降り立つ今日のメンバ

ーで集合写真を撮りました。なお、帰宅後に確認

したところ、笠山は日本の活火山「阿武火山群」

の中に含まれていることがわかりました。 

近くの展望台から日本海に浮かぶ平らな溶岩台

地の島々を観察した後、日だまりを探して昼食を

とりました。１２時に来た道を引きかえして下

山。早咲きの桜とフキノトウが春の到来を告げて

いました。１２時３５分に駐車場着。帰路、萩藩

三代藩主毛利𠮷就が建立し、毛利氏の菩提寺とな

っている東光寺を見学して１４時に解散しまし

た。 

 

参加者 ９人 縄田正芳（ＣＬ）原 広美（ＳＬ）磯野文雄 丹下 洽 丹下香代子 横山秀司 

       太郎良嘉親 田中眞一 田中優子 

 

                        

 

～ご当地ことわざ～ 
 
福岡 
肥前の山がどいつくと雨が降る 

 

（肥前の山に雲がかかると雨の予兆） 

                        

 

                                         

笠山火口（写真 原 広美） 

広美） 

木版画 「ヒツジグサ」 伊藤久次郎作 
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３月１７日（木） ポレポレ山行 

陶ケ岳山行（２３４㍍） 

１１９９０  原 広美  

 

  

セミナーパーク駐車場に参加者６人、９時３０分に集合しまし

た。全員陶ケ岳登山口に移動して９時４５分登山開始。１０分位歩

くと火の山往復のポレポレ上級者２人と摩崖仏探索の中級者組４人

にわかれ１１時４０分位に陶ケ岳頂上で合流しましょうとなりまし

た。中級組は１０時３０分肩の広場到着。ザックをデポして広場か

ら北側岩屋山方面に向かって緩やかな登山道を行くと西側の大きな

岩に小さな観音像がたくさん彫られてある。ひとつひとついにしえ

を思いながら進んでいくと大きなチョックストンがある。その下を

くぐっていくと鎖のついた大岩にぶつかる。鎖場をやっと登りきる

と次は長く太いロープがつけてあり、小ピーク「龍神山」に着く。上級組から電話があり火の山を折り返

して１１時４０分に陶ケ岳山頂に着くと連絡が入ったので我々も急いでザックのある広場まで戻り急な崖

をよじ登り山頂に１１時４５分到着６人合流。山頂では中国から留学中の男子学生とおしゃべり。昼食を

済ませ１２時５０分下山開始。１３時３０分駐車場着でした。駐車場のすぐそばで、数え切れないほどの

珍しい椿の盆栽を見せていただき、心和む春の一日でした。予定通り下山したので車で１０分位移動。明

治維新の先覚者「大村益次郎」郷土館へ立ち寄り解散となった。 

 

参加者６人 原 広美（ＣＬ）縄田正芳（ＳＬ）関口興洋 丹下 洽 丹下香代子 太郎良嘉親 

 

４月９日（土） ポレポレ山行 

六ケ岳（３３８㍍） 

１５７１０  町元 里香  

 

コースタイム：鞍手登山口 10：30～羽衣岳 11：30～ 

六ケ岳（朝日岳）11：45（昼食） 

～鞍手登山口 13：40（解散） 

 

４月のポレポレ山行は、土曜日に行われたことで久しぶりに参加することができました。朝から晴天に

恵まれ、素晴らしい登山日和です。宗像三女神が降臨されたという伝説も残る六ケ岳は、その名の通り六

つのピーク、朝日岳・高祖の峰・天冠の峰・城戸の峰・出穂の峰・羽衣の峰の総称です。今日は鞍手登山

口から羽衣の峰を経由して主峰朝日岳を目指します。途中、メタセコイヤの森に立ち寄りました。空に向

かって真直ぐ伸びるメタセコイヤ。その合間から見える真っ青な空。まるで絵画を見ているようです。い

つまでも眺めていたい気分ですが、山頂に向かわなくてはなりません。羽衣岳への最後の登山道は汗びっ

しょりになる急登でしたが、とても良く整備されていました。今回ビジターで参加された高司さんは、六

ケ岳を整備されている方です。感謝の思いで一杯です。朝日岳山頂では、六ケ岳饅頭も頂きました。六ケ

岳の印がある外側の生地はモチモチで、中の餡は急登の疲れを癒してくれました。有難うございました。

朝日岳からの３６０度の展望をずっと堪能したかったのですが、下山しなくてはなりません。下山はガレ

場で注意して進みます。無事登山口に到着。リーダーの里さん、本当に楽しい１日を有難うございまし

た。 

解散後、永年会員でいらっしゃる松野さん手作りの山小屋に立ち寄らせていただきました。温もりある

空間で、陶器で作られたスピーカーから流れる音楽の中、松野さんに入れていただいた美味しいコーヒー

を飲みながら、ほっこりとした贅沢な時を過ごさせていただきました。本当に有難うございました。 

 

参加者１３人 里 耕三郎（ＣＬ）井上禮子 磯野文雄 伊藤久次郎 丹下 恰 丹下香代子 縄田正芳 

町元里香 横山秀司 太郎良嘉親 田中眞一 田中優子 高司 晃 

 

 

 

陶ケ岳山頂（写真 原 広美） 

原 

六ケ岳山頂（写真 伊藤久次郎） 
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５月２２日（木） ポレポレ山行 

万年山（１１４０．３㍍）とお花畑（ミヤマキリシマ） 

１５５０５  清家 智絵 

 

 

小倉駅北口ＫＭＭビル前に集合７時３０分。バ

スの運転手は２０１９年、涸沢山行の時にお世話

になった堀内さん。道の駅「童話の里くす」９時

２５分着。トイレ休憩をして９時３５分出発。吉

武台牧場１０時１５分。駐車場はすでにすし詰め

状態。５月２２日は万年山の山開き、登山口で記

念のペナントをもらって、１０時１５分登山開始

万年山まで１.９㌖。途中、万年山の珍しい二重メ

サ、地形の説明を聞きながら、３０分ほど歩くと

鮮やかなピンク色に咲いた、小さなミヤマキリシ

マ発見。開けた牧草地の牧道を歩き、左手にミヤ

マキリシマのピンクの絨毯。残念ながら柵に囲ま

れていました。 

万年山１１時３０分到着。山頂は大勢の登山者

でいっぱい。１０分ほど山頂を堪能して、１１時

４０分出発。 

はなぐり岩１２時３５分着。感動のミヤマキリシ

マの絨毯！！ お花畑１３時５分着。花に囲まれ

ての優雅な昼食。青空と赤や鮮やかなピンクか

ら、淡いピンク、ピンクのグラデーションの花を

堪能。１３時４５分お花畑を出発、はなぐり分岐

１４時３５分着、吉武台牧場１５時１０分着。こ

の日は２万７１６３歩あるきました。           

天候に恵まれ、時々爽やかな風に当たりながら

の心地よい山行でした。途中、道の駅でトイレ休

憩、１８時ごろ小倉駅北口KM Mビル前着。コロ

ナ禍での久しぶりの皆さんとの山行、万年山２回

目ですが、お花畑は初めて、感動のミヤマキリシ

マが堪能出来て最高の一日でした。ありがとうご

ざいました。 

リーダーの丹下さんはじめ、バスの運転をして頂

いた堀内さん、皆さんお疲れさまでした。 

 

 

参加者１４人 会 員：日向祥剛 馬場基介 丹下 洽（ＣＬ） 丹下香代子（ＳＬ） 森本信子 縄田正芳 

清家智絵 奥田スマ子 中畑智子 横山秀司 太郎良嘉親 

支部友：網塚陽子 立石シマ子 岡野勝彦 

 
      個人山行 ５月２８日（日）       

 
英彦山山開き 

１４２６４ 丹下 洽 
  

５月２８日第５６回「英彦山山開き」祈願祭が行われ

た。午後１１時今年もコロナ禍と、上宮修復工事のため奉

幣殿で神事が行われた。参加者２００人でしたが社務所横

の「ヒコサンヒメシャラ」が見ごろで白い五弁の花びらの

ひとひらが薄紅色に染まり、前日のニュースで見た人たち

がしきりにシャッターを切っていました。又、「クリンソ

ウ」の紫色の花が彩りを添えていました。 

 
 

クリンソウ花言葉 

「幸福を重ねる」 

 

 

 

   
奉幣殿「英彦山山開き」（写真 丹下香代子） 

ミヤマキリシマ（写真 縄田正芳） 
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      個人山行 2 月 11 日（金）～14 日（月）       
 

初スノーシューでスノーハイク 
北九 532 大山 時彦 

 

期 日 ２月１１日（金）～１４日（月）３泊４日 

目 的 スノーシューの基礎知識の習得 大山寺・元谷付近の散策 

参加者 ＣＬ：磯野文雄 ＳＬ：大山時彦 会計：近藤和宏（ビジター）食：溝口美智子（ビジター） 

行 程 ２/１１ ８：３０（若宮ＩＣ出発）～中国自動車～松江中央ＩＣ～１６：００大山着（宿泊：寿庵） 

２/１２ １０：００スノーシュー講習会参加（大山寺～金門～元谷） 

雪上テーブルでのランチタイム後、下山１４：３０宿舎着（４時間３０分）          

２/１３ 大山寺周辺等、各自散策（自由行動） 

２/１４ ７：３０帰路出発～１７：３０若宮ＩＣ着、解散 

 

 

２月１１日は、若宮ＩＣ集合から約８時間かけ

て大山宿舎の『ゲストハウス寿庵』までの移動で

した。今回、初めての山行メンバー名でしたが、

６０代半ばの同年代なのか、車中でも同じ時代を

生きてきたもの同士で話題も弾み、長い中国自動

車道も楽しくて短く感じました。大山に着くと、

筑豊生まれ育ち６７年の私には、約１．５㍍の積

雪は生まれて初めてであり、広大な雪景色に先ず

は感動しました。この日は移動、温泉、宿泊の１

日で終わりました。 

 １２日の朝は、ゆったりした朝食をとり、１０

時から、いよいよ初スノーシューでのスノーハイ

ク研修となりました。加えて心弾ませる要因とし

て宿の女将から「今年１、２番の晴天ですよ」と

言われ、青空と眩しいばかりの銀世界に心が躍り

ました。研修参加者は私達４人のほか２人、指導

コーチの併せて７人となり丁度よい人数でした。

スノーシューはレンタルで用意され、初めて片手

で持ってみた第一印象は重いなと感じました。ス

ノーシュー歩行の事前イメージは「長袴を履いて

殿中松の廊下を歩くようなもの（実際に長袴で歩

いたことはないが・・・）」しかし、両足首をバ

ンドで固定すると最初の重さは感ぜず、皆さん雪

面を上手く踏みしめて歩き、暖かさを感じる日差

しの中スノーハイクを楽しむことができました。

また、コーチの道中の指導や風景の解説等が楽し

く、登りの約２時間がアッと言う間に過ぎて目的

地「元谷」に着きました。 

 ランチタイムとなり、コーチが手際よく雪でテ

ーブルを作られ、皆で囲み和気あいあいと雪上ラ

ンチを楽しく味わえました。遠くの峰々に、山ス

キーやスノボーで急斜面を滑る人々を見て、雪山

の自然相手の楽しみ方も色々あるなと感じまし

た。また、初めてで驚いたのは、コーチがガスコ

ンロ上に網を引き、ミカンを載せてこんがり焼い

て各自に配られ、ホカホカの皮をむくと甘い温か

い「焼きミカン」が味わえ、「寒い雪山では時々

やりますよ」と説明もされました。九州人には馴

染みなく、雪山の楽しみを１つ習得しました。昼

食後は大山寺経由の下りで、皆スノーシューを自

在に操り、１４時頃に宿に着き、楽しかった感想

をそれぞれ意見交換して無事終了しました。 

 ３日目は各自自由行動としてあり、宿周辺の雪

上散策、写真撮影、無料リフト乗り等の自由行動

で、私は正面登山道夏山コースを、アイゼン装着

で５合目まで登り、雪山登山を３時間ほど味わい

ました。最終日の１４日は朝食後、帰路九州へ向

け移動となり、途中休憩をとりながら、磯野さん

の安全運転で予定通り１７時過ぎに出発地の若宮

ＩＣに到着し、解散となりました。 

 今回、北九州支部に入会させていただき、初め

ての宿泊山行でしたが思い出に残る３泊４日でし

た。ただ楽しかったのではなく、要因は事前計画

を（ＣＬ）磯野さんが綿密に作成し、事前打合せ

と準備が十分整っていたこと、安全運転を心掛け

ていただいたこと、（会計）近藤さんが予算出費

等こまめに管理していただいたこと、そして唯一

女性の溝口さんが食に関してや細やかな心遣いが

随所にあり、私はただ心地よく雪山を十二分に味

わえました。 

大山スノーシュー（写真 大山時彦） 
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このような役割分担計画が、山行には大事と改めて学ばせ

て頂き、また何時かはお返しせねばと思っています。そし

て、天候、これは日程が事前に決まっておれば人の力ではど

うしようもありませんがやはり、日々日常の行いでしょう

か。 

 帰りの車中で、３日間を振り返り、時々山行帰りに「この

山は１回でいいな」と思うことがありますが、「大山は少し

遠いがまた来たい！」と思え、そして、今回楽しかったこの

メンバーで計画しようと話し合える思い出に残る山行でし

た。最後にお世話になった皆さんへ感謝の気持ちで、今回の

山行報告といたします。 

 
 

 
      個人山行 ５月２１日（土）～２２日（日）       

 
一等三角点めぐり 

１３６４３ 関口 興洋 
 

一等三角点研究会の春季例会に参加したので報告します  

 

日 程：令和４（２０２２）年５月２１日（土）～２２日（日） 

目的地：宮崎県椎葉村の「笹の峠、標高 1340.11 ㍍（点名：笹ノ峠）」 

地形図：5 万分の１ 「神門」 2 万 5 千分の１「清水岳」 

交 通：日豊線日向市駅から７１㌖の椎葉村宿舎までレンタカーで約１時間半。 

参加メンバー：原 広美, 伊藤久次郎、井上禮子、関口興洋、花田拓二（５人） 

行 程：５月２１日、ＪＲ小倉８：３４～ＪＲ日向市１２：２５（特急シーガイヤ５号） 

 

 

椎葉村の宿舎の集合時刻までかなり時間があるので、レンタ

カーを使い前座として日向市駅から近い日向岬の「米ノ山 標

高１９１.５５㍍」 に設置されている一等三角点を探訪。標高は

低いが東面に雄大な日向灘が展開し、神武天皇が水軍を率いて

出立したとされる美々津も眼下にあり、東征伝説に思いを馳せ

た。一等三角点がある尾鈴山を探したが雲に隠れ見いだせなか

った。椎葉村まで、往路の運転は伊藤さんにお願いし、耳川に

沿った３２７号線の沿線風景を堪能した。昔の危険な道が全面

的に改良され快適な道路に整備されているのに驚いた。伊藤さ

んの卓越した運転技術も加わり、目的地に早めに到着した。椎

葉村での例会はコロナ禍により２回延期となり、３年越しにようやく実現した。会場の「陣屋の里」には

遠くは埼玉県、京都、大阪、山口県、九州を含め２９人の会員が参集した。 

例会と懇親会の通例行事が終わった後、会場の宿舎だけでは全

員収容できないので、１７人は少し離れた「奥日向」に移動して

の分宿となった。 

５月２２日（日）昨日の曇天とは様変わりの快晴で絶好の登山

日和となった。健脚組の１４人（原、井上、花田）は第一陣とし

て車４台に分乗し、８時に第一登山口（標高８８０㍍）へ向かっ

た。山頂まで約２時間の行程。所用で下山した２人を除くロート

ル組の１３人（伊藤、関口）は車４台に分乗し第二登山口（標高

１，２４５㍍）へ向かう。往路の国道３２７号をかなり戻り、松尾

の大いちょうトンネルの手前から国道と分かれ村道に入る。高度

が上がるにつれ狭くカーブの多い道が延々と続き、耳川の峡谷が

 
ランチタイム（写真 大山時彦） 

一等三角点「米の山」（写真 伊藤久次郎） 

笹の峠頂上（写真 伊藤久次郎） 
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はるか下に望まれる。仙人の棚田を通過する当たりのカーブは特にきつく一度バックしないと曲がり切れ

ない難所も数カ所あり気が抜けない。 

第二登山口駐車場に到着（１０：２０）。駐車場といっても名ばかりで草ぼうぼう。伊藤さんお疲れ様

でした。駐車場から峠道に取り付き頂上までは約２０分で到達（１０：５０）。一等三角点にタッチし、

2 年越しの計画達成に感無量。頂上は東方の清水岳（１２０４㍍）方面のみ眺望が得られるが、他は樹木

に覆われ視界が利かない。 

「笹の峠」はその昔、椎葉村と南郷村神門を結ぶ唯一の生活道路であり峠

道は別名「塩の道」と言われた。文化九年（１８１２）に伊能忠敬の測量

隊が越えており、また明治四十一年（１９０８）には日本民俗学創始者の

柳田国男が神門から笹の峠を越えて椎葉村下松尾に下り足跡を残してい

る。椎葉村は柳田国男ゆかりの地であることから、日本民俗学発祥の地と

されている。山頂付近はブナの巨木が多くこの時期は新緑のトンネルが続

き美しい。めったに人が通らないせいか落ち葉がふかふかの状態で厚く積

もっている。１１時過ぎ、第一登山口から登った健脚組が到着。２７人全

員揃ったところで一等三角点を前景に記念撮影を行った。ボリュームのある弁当を頂いた後、下山前に三

角点を全員で囲み、今西錦司博士（ＪＡＣ第１２代会長）方式のヤツホー三唱（＊）を林副会長の音頭で

行った。 （＊）ストックのグリップを右手で握り、先端を左手で持って天空に向けヤッホーの掛け声と

ともに三度突き上げる。 

１１：５０健脚組が下山開始。４５分で第一登山口に到着したとのこと。早い。ロートル組も第二登山

口まで往路を戻り、車で第一登山口に行き健脚組に合流し解散式に臨む。大槻会長より秋季例会の案内

（北海道の藻琴山）と挨拶があり解散した。山道は伊藤さんに運転してもらい、国道に出てから関口が日

向市まで担当した。レンタカーを返した後、上りの特急シーガイヤ１８号の発車時刻まで時間があるの

で、構内の売店で打ち上げを行った。車から解放されて飲むビールは最高。１７：２６発の特急に乗り往

路の順に下車、それぞれ家路についた。 

 

 

広島支部との交流会㏌九重 
 

期 日  １０月２２日（土）～２３日（日）                           

集 合  九重 長者原周辺ロッジ １５時                            

行 程   

１日目 

１５：００～  集合、会場設営、食事準備 

１８：００～  交流会開催（広島支部との交流・クイズ大会等） 

２２：００   就寝 

２日目     各コースに分かれ山行 

A コース：ブラタモリ的登山㏌九重 

B コース：三俣山 

C コース：縦走登山 

山行終了後、各自解散 

参加費  （１日目夕食、宴会、景品代、宿泊費、２日目朝食、昼食） 

テント泊の場合、男性 6,000 円、女性 5,000 円 

ロッジ泊の場合はそれぞれ 1,000 円追加 

申込み  三宅明子（℡090-1510-1311 ✉akkorose.27@gmail.com） 

締切り  ９月３０日（金）  ※締切り厳守 

装 備  一般登山装備 宿泊準備等 

ご案内   

（１）  行程や宿泊、参加費等、全て調整中です。詳細については、１０月発行の 

支部報にてお知らせしますのでご確認ください。 

（２）  山行については、人数によっては 2 コースになる場合があります。 

（３）  今回は交流会が始まって第 10 回目とのことです。 

多くの会員の方々の参加をお願いします。 

 笹の峠一等三角点（写真 伊藤久次郎） 

 

mailto:メールakkorose.27@gmail.com
mailto:メールakkorose.27@gmail.com
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      個人山行 ６月１日（水）～２日（木）       
 

真っ白で可憐な水芭蕉の群生に感動！！ 
 

                             １６６０１ 藤原 玲子 
 

「尾瀬」という言葉から連想するものと言えば真っ先に

頭に浮かぶのは「夏の思い出」の歌で水芭蕉です。この歌

に憧れ雪解けの湿原に咲く水芭蕉を見たくて行って来まし

た。一日目は鳩待峠～山ノ鼻～尾瀬ケ原～見晴～三条の滝

をピストンし燧小屋に宿泊。枯草色の湿原に咲く水芭蕉は

湿原に舞い降りた白い妖精のようです。一見すると白い花

に見えますが、実は真ん中の黄色いところが花だそうです

逆燧ケ岳が池塘に映えまたまた感動！！ 

三条の滝は登山道が悪く往復 4 時間半かかりましたが

水量が多く、轟音を立てて流れ落ちる滝を間近で

見ることが出来ました。二日目は尾瀬沼を北回り

で尾瀬沼ビジタ－センタ～三平峠～一ノ瀬からバ

スで戸倉バス停。尾瀬沼までの登山道は雪が多

く、下は空洞が有り、はまらない様に滑らない様

に慎重に歩きましたが滑って転んでしまいました

木道の隙間から顔を覗かせている水芭蕉やリョウ

キンカの黄色が更に色を添えてくれ、とても可愛

く元気を貰いました。天気に恵まれ念願の水芭蕉

を見れて楽しい嬉しい尾瀬散策でした。ありがと

うございました。 

 

 

 

★★ ルームに JAC マーク掲示 ★★ 
 

本年３月２３日、JAC 北九州支部ルーム表看板に JAC マークを追加しました。 

以前、北海道支部のルームを訪問した際に出入口に大きな JAC マークが掲げられていたことを思い出

し、北九州支部ルームにも同じようなマークを掲げようと思い立ち、まな板程の厚い木の板に JAC マー

クを彫り込み、版画同好会員の手で表の現在掲げられている横看板の頭に掲げました。ルームに来られた 

時は見てやってください。 

尾瀬ケ原と至仏山（写真 藤原玲子） 

ミズバショウ（写真 藤原玲子） 
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版画同好会からのお知らせ 

板院展で見事受賞！  

 

同好会員 立石シマ子さん と 平賀裕之さんのお二人 
 

版画家棟方志功に始まる一般社団法人日本板画院の「第７１回板院展」が、２０２２年６月２３日（木）～

３０日（木）まで東京都美術館で開催され、昨年の第７０回展から始まった会員以外の一般から募集した第２

回小作品展に、北九州支部版画同好会の立石さんと平賀さんのお二人が応募し、見事佳作賞を受賞した。受賞

した作品は、立石さんの木版画「石炭記念公園と愛の鐘」と平賀さんの木版画「夕日（せきじつ）」の２点

で、山の日記念版画展に他の会員作品と一緒に出品展示致します。乞う、ご期待！ 

  

受賞した作品 

                                                                                                           

               

         

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
版画同好会員募集 

 
月に２回ほど、午後１時から毎日会館のルームで版画教室を実施しています。経験問いません。絵が

下手でも版画にすると味のある作品になります。希望者は丹下洽さんまで申し込んでください。制作指

導は伊藤 Q が行います。

平賀裕之作 木版画「夕日（せきじつ）」（Ａ４） 

立石シマ子作 木版画「石炭記念公園の愛の鐘」（Ａ４） 

～～ 山の日記念木版画展 ～～ 

 と き  2022（令和 4）年 8 月 8 日（月）～12 日（金）  

10：00～16：30（最終日は 16：00 まで） 

 ところ  ギャラリー・カフェ「柳庵」 ℡093-372-8558  

門司区大里戸ノ上 1-2-23（大里バス停近く） 

 出品者  馬場基介 丹下香代子 竹本正幸 立石シマ子 網塚陽子      

田中真一 平賀裕之 伊藤久次郎  

花田拓二（水彩画） 奥田スマ子（水彩画） 

 問い合わせ  丹下 洽 ℡090-3732-8843  
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山行・行事のおしらせ  
 

 

 

 

－ 8 月 － 
 
● 福万山 （バスハイク） 
 
綺麗な樹林帯を登り、草原の尾根歩きで３６０度

の展望の山歩き 

期 日 ８月７日（日） 

集 合 小倉駅北口 KMM ビル前  

午前７時３０分 

道の駅おこしかけ ８時３０分  

行 程 （歩行時間２時間３０分） 

ユムタ高原登山口 ～ 福万山（1236 ㍍） 

昼食～ 支尾根ル－ト ～ ユムタ登山口 

申込み 藤原玲子 ℡ 090-8837-9138  

    ✉sazan.03-21＠docomo.ne.jp     

費 用 4,000 円～4,500 円 

締切り ７月２４日（日） 

 

●沢登り 七重の滝  
  

期 日 ８月２０日（土） 

場 所 七重の滝（福智山） 

集 合 午前８時  鱒渕ダムの上（道路横） 

行 程 ９：００入渓 ～ １４：００終了 

１５：００駐車場・解散 

装 備 沢靴（魚釣用可）、ヘルメット、確保器 

カラビナ（安全環付×２枚）、着替え 

ハーネス、昼食、日帰り山行装備 

スリング（６０cm×２本、 

１２０cm×１本） 

共同装備 ロープ（３０m×１本） 

申込み 竹本正幸 ℡090-6739-9251 

締切り ８月１２日（金） 

 

●甲斐駒ケ岳・仙丈ケ岳 
 

（バス、フェリー利用のテント泊） 

期 日 ８月２５日（木）～３０日（火） 

集合場所 小倉駅集合解散 

（フェリー乗り場集合可） 

行 程 ８月２５日 新門司 

１７時２０分発フェリー乗船 

２６日 ６時００分泉大津着～ 

仙流荘１２時１０分発バス乗車 

１３時０５分北沢峠着、テント泊 

２７日 甲斐駒ケ岳登山、北沢峠テント泊 

２８日 仙丈ケ岳登山、北沢峠テント泊 

２９日 ７時２０分バス乗車、仙流荘にて入浴～

泉大津１７時２０分発フェリー乗船 

３０日 ６時００分新門司着 

※テント泊ですが山小屋泊希望の方は各自で予約

の事 

長衛小屋 ℡ 090-2227-0360 

※テント泊の方は新型コロナウィルス感染症拡大

防止のため、同居家族以外の方はソロテントで

のご利用をお願いいたします。 

締切り ７月３１日（日） 

費 用 55,000 円～60,000 円 

申込みおよび問合せ 塚本久嘉  

℡ 090-7475-6084 

※GOTOトラベルの再開や交通事情などにより日

程および山域など企画内容が変更になる場合が

あります、申込み前に必ず明細を問合せてくだ

さい。 

（変更などはホームページにも記載されます） 

 

●山の日家族登山 ８月１１日 中止   
 

低学年のコロナウイルス感染拡大予防に伴い中止

します。 

 

－ 9 月 － 
 

●岩登り教室（初級） 
 

期 日 ９月４日（日） 

集合場所 陶ケ岳登山口 8 時 30 分集 

場 所 陶ケ岳（山口市） 

行 程 集合後ゲレンデに移動し練習をす 

（９：３０～１４：００） 

個人装備 一般装備、ヘルメット、ハーネス 

カラビナ、スリング、エイトカン 

確保器（ATC） 

クライミングシューズ（持っている人）

装備がそろわない方はご相談ください。 

共同装備 ロープ（５０ｍ×2 本、３０ｍ×2 本） 

申込み ℡ 090-6789-9251  

✉takemoto.masayuki@white.plala.or.jp 

申込みは、SMS 又はメールでお願いします。 

締切り ８月２７日（土） 

 

●三郡山（935.7 ㍍） 
 

リーダー 三浦利夫 

期 日 ９月１１日（日） 

集 合 竈門神社第３駐車場 

（正面駐車場より２５０㍍程手前右手） 

時 間 午前７時３０分集合 

行 程 竈門神社～正面登山道～宝満山～仏頂山

～三郡山～仏頂山～楞伽院山荘 

（ｷｬﾝﾌﾟｾﾝﾀｰ）～女道～正面登山道 
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～竈門神社 

コースタイム 7 時間程度 

携行品 一般登山装備 

申込み 三浦利夫 ℡ 090-2850-6020 

締切り 8 月 21 日（日） 

 

－ 10 月 － 
 

●阿蘇高岳・中岳 
 
担 当 塚本久嘉 

期 日 １０月２日（日） 

集 合 仙酔峡駐車場９時集合 

コース 仙酔峡９時１５分～仙酔尾根～阿蘇高岳

東峰１１時３０分（昼食４０分）～ 

阿蘇高岳１２時３０分～ 

阿蘇中岳１３時１０分～ 

仙酔峡 14 時４０分 

申込みおよび問合せ 塚本久嘉  

℡090-7475-6084（申込みは SMS で） 

締切り ８月１６日（火） 

 

●平尾台でのボランティア活動（外来種駆除） 
 

－多くの参加をお待ちしています！－ 

期 日 １０月８日（土） 

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 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 

✉akkorose.27@gmail.com 

締切り ９月１８日（日） 

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。（ホームセ

ンター等で 100 円程度で購入可） 

 

◆◆ ポレポレ会山行 ◆◆ 
 

＊彼岸花の鰐鳴八幡宮と山口市内散策 

 

期 日 ９月１５日（木） 

リーダー 縄田正芳 

集 合 山口県庁駐車場  ９時３０分 

行 程 山口県庁（９：４０）→ 

鰐鳴八幡宮（１０：００～１１：００）

→県庁食堂（昼食）→一の坂川→ 

山口ふるさと伝承館→ 

龍福寺（大内氏館跡）→ 

十朋邸→ザビエル記念聖堂→ 

中原中也記念館 １５時解散 

申込み 丹下洽 ℡ 090-3732－8843 

締切り 9 月 1 日（木） 

※昼食は県庁食堂の予定 

 

＊「里山の大展望」 弥山岳３７７.７㍍ 
 

期 日 １０月１６日（日） 

リーダー 原 広美 

集 合 門司駅北口 ８時３０分集合 

行 程 出発１０時３０分 

桂川町湯の浦総合キャンプ場管理棟スタ

ート→七曲コース展望所経由→山頂１２

時着 昼食後１２時３０分下山→グラウ

スコース→七曲コース入口経由湯浦総合

キャンプ場管理棟着１４時→ 

門司駅着１６時 

申込み 丹下 洽 ℡ 090-3732-8843 

締切り １０月２日（日） 

※弁当各自 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会務報告  

木版画 「英彦山上宮」    

伊藤久次郎作 

mailto:メールakkorose.27@gmail.com
mailto:メールakkorose.27@gmail.com
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令和４年５月定例役員会  
事務局 

 

１ 日 時：令和４年５月１１日（水） 

１８時より   

２ 場 所：北九州支部ルーム  

３ 出席者：丹下、竹本、榊、縄田、町元、 

三宅、清家、横山、馬場、関口 

欠席者；日向、塚本、 

４ 議 題 

（１）会員の異動状況  （事務局長報告） 

①新入会員：・通常会員・準会員・支部友 

②退会者：・通常会員 小野一丸 大谷恵美子 

吉田克己・準会員 田中清貴  

・支部友 廣木秀利 田中幸弘 

・通常会員５５人・準会員０人 

・支部友３２人 ・会友４人 合計９１人 

（２０２２．４．３０現在） 

（２）会費納付状況  

・未納者（財務委員長より報告） 

・通常会員：なし・準会員：なし 

・支部友：なし・会友:１/４ 

（２０２２．４．３０現在） 

（３）山行・行事報告 

・４月 ３日（日） 

大平山（甘木公園）花見バスハイク １３人 

・４月１６日（土）通常総会 １９人 

・４月１７日（日）訓練登山三俣山 ４人 

・４月２０日（水）英彦山トイレ清掃 ４人 

・５月 ８日（日）四王寺山 中止 

（４）山行・行事計画 

・５月１５日（日）若杉山、岳城山 

ブラタモリ的登山宇美断層、須恵焼き窯跡 

・５月２２日（日）第 1 回指導員研修会 

・５月２９日（日）英彦山山開き 

（頂上神社復旧工事のため中止）個人山行 

・６月 １日（水）英彦山トイレ清掃 

・６月 ５日（日）岩登り 国見岩 

・６月１８日（土）日本山岳会総会 

（東京本部） 

・６月１９日（日）大島アルプスバスハイク 

・６月２５日（土）～２６日（日） 

夏山フェスタ in 福岡２０２２ 

・７月 ３日（日）第２回指導員研修会 

・７月 ９日（土）森林保全巡視活動城山 

（前期） 

 

 

 

 

（５） ポレポレ会 ポレポレ山行 

・４月 ９日（土）六ケ岳山行 

・５月２２日（日）万年山山行 

ミヤマキリシマバスハイク 

（６）サロン 

・小倉サロン 未定 博多サロン 未定 

５ 審議事項 

（１）新任役員の紹介 

（２）第２３回通常総会開催報告 

（３）英彦山頂上神社復旧寄付金等の検討 

（４）山岳古道調査の追加について 求菩提山 

（５）平尾台でのボランティア活動に伴う事前レ

クチャーの受講について 

（６）広島支部との交流会の登山計画等について     

６ 審議事項検討 

（１） 新任役員の紹介 技術委員長：清家幸三 

自然保護委員長：横山秀司 

挨拶と抱負を述べた。 

（２） 第２３回通常総会は出席１９人、委任状 

２２人、計４１人、会員数５９人で過半数に

達し総会は成立しました。 

（３） 英彦山頂上神社復旧寄付金等 

総会時のオークションと寄付金 

（１口千円以上）現在９３，０００円 

会費未納者等の納入待ちを含めた金額で英彦

山神宮に寄付金としたい。 

（４） 山岳古道調査の追加について 

５月１９日（木）に本部との ZOOM 会議で

求菩提山としたい。 

（５）平尾台でのボランティア活動に伴う事前 

レクチャーの受講について。 

６月１１日に平尾台の説明会に出席し役員会

で決定する。 

（６）広島支部との交流会の登山計画等について 

１０月２２日（土）～２３日（日） 

九重（三俣山周辺） 

宿泊等については調査中 

決定後役員会の了承を得て会報に掲載する。 

７ その他 

（１） 森林保全巡視活動の報告について 

福岡森林管理署長より問題箇所に対する説

明回答があり報告担当者に対してのメール報

告と役員に対する回答報告を行った。   

（２）８月１１日山の日家族登山については子供 

のコロナ感染拡大予防のため中止と決定した 
 

※ 次回役員会 ７月６日（水）１８：００～    
 

 

◆◆  ◆◆  ◆◆  ◆◆

 



ＪＡＣ 北九だより  第９8 号   ２０２２年（令和４年）     7 月発行

◆◆  英彦山上宮社殿修復整備工事のおしらせ  ◆◆ 
  
事務局長１４５２３  榊 俊一 

 
ＪＡＣ北九だより第９７号でおしらせしましたが、英彦山上宮の社殿修復工事が令和４年７月より令和

８年７月まで行われます。「英彦山上宮社殿修復整備工事に関する協議会」より連絡がありました。 

工事に伴い、社殿・中岳休憩所周囲の平地が、全て資材置き場となり中岳休憩所（バイオトイレ）を含む

場所が工事関係者以外進入禁止になります。 

また、資材搬入用モノレールが、英彦山野営場から北西尾根ルートに沿い中岳休憩所まで設置され安全

確保のため、北西尾根ルート・バードラインも進入禁止になります。 

中岳上部が閉鎖されるため、北岳から南岳までの往来が出来なくなります。 

中岳・北岳・南岳それぞれの登山ルートで、工事現場への進入禁止ゲートを設置する予定です。 

 

ゲート設置場所 

●南岳  山頂  ●北岳  ブナ林  ●中岳  むすび神社 

●バードライン  全路通行止め    ●北西尾根ルート 全路通行止め 

 

登山道の通行止めの件については、英彦山神宮社務所に確認したところ、工事業者と打ち合わせたうえ

で、日程を確定することになっているようです。まだ打ち合わせ中とのことですが、工事の進捗具度合に

よって段階的に通行止めをしていくかも知れないとのことでした。日程確定次第連絡が頂けるようですが

現時点では日程が確定していませんので登山には注意が必要です。 
 

 

 

 

小倉サロンのおさそい 
 

日 時 ９月８日（木） 

１７時半～２０時 

場 所 居酒屋「コール天」 

会 費 3,000 円 

内 容 ビデオ鑑賞 

（2004年の徳本峠を越えた 

北九州支部の記録ビデオ） 

申込み 清家幸三  

℡ 090-8664-4411 

締切り 9 月 1 日（木） 

博多サロンのおさそい 
 

日 時 ８月４日（木）１８時半～ 

場 所 アサヒビール園博多店 

     ℡092-482-7887 

会 費 4,500 円程度（食べ飲み放題付） 

申込み 三宅明子 ℡ 090-1510-1311 

✉akkorose.27@gmail.com 

締切り ７月２４日（日） 
 

※博多サロンは、２月、５月、８月、１１月 
第２木曜の実施を基本としますが、今回は 
第２木曜が１１日（山の日）のため１週間 
前倒しさせていただきます。 

※当日参加、当日キャンセルは不可とさせて 
いただきますのでご了承ください。 

 
 


