個人山行

久住山・祖母山・阿蘇山

２０１３年５月２０（月）～２３日（ 木）
岡本（単独）
＜行程・時間＞
５月２０日

20:00自宅発

５月２１日

6:30牧ノ戸峠→7:15牧ノ戸登山口発→8:05扇ヶ鼻分岐→8:50久住山→
9:25稲星山→9:45中岳→10:05天狗ヶ城→10:50星生山（昼食）→12:10登
山口（休憩）→ドライブ→15:20民宿（傾山登山口分 岐辺り）

５月２２日

6:00民宿発→6:30尾平→6:40登山口発→9:15天狗岩（休憩 ）→10:35祖母山
山頂（昼食、11:10発）→12:05宮原→13:55登山口

５月２３日

6:00民宿発→久住山麓から阿 蘇山ドライブ→8:30阿蘇山（待機）→9:20登
山口出発→10:20中岳（休憩）→10:40高岳（休憩）→11:05中岳（休憩）→
12:15駐車場→阿蘇観光、阿蘇スカ イライン、湯布院 →25:00自着

４月にも久住・祖母山へ 行ったが、天候も 悪く風邪をこじら せ高熱となり、山 に登れず
に戻るという最悪の結果に 終わった 。
今回はそのリベ ンジとしての再チ ャレンジだ 。
当初、
久住山、祖母山、傾山に登 る予定であったが 、傾山を止め阿蘇 山へ行くことにし た。阿蘇
山は過去にも数度来ている が、
ガス の中の中岳は登っ たが、高岳 まで行っていなか った為、
今回、その無念も果たすこ とにした。
高速料金割引を狙い、前日の 夜出発する。九州に渡 る頃雨
がぱらつく。「晴れの天気予報 のはずが何てこと だ！」と思
いながら走るが、朝５時が 過ぎても雲がどん よ り し て い る 。
仕方ないので、途中、紅葉の名所 の九酔渓や長者原な どで時
間を潰していると、徐々に天気 が回復してくる。久住 連山も
霞の中から徐々に浮かび上 がってくる。
７時過ぎに牧ノ戸登山口を 出発するが、登山客は意外 に少
ない。途中何人か抜いたが 、避難小屋辺りま で行くと少し人が 増える。期待して いたミヤ
マキリシマは、まだつぼみ が膨らんだ程度で 花は殆ど咲いてい ない。アセビの木 も多くあ
るが、咲いた気配はない。 そんなことを思い ながら歩いている と、正面に久住山 が見えて
来る。避難小屋を過ぎ尾根 に取り付く頃から 少し天気が回復す る。頂上は、遮る ものも全
くない３６０度の大パノラ マだ。
霞 んでいるため 、遠くの方はぼ んやりとしか見え ないが、
久住連山は綺麗に見える。
ここでどの山に登るか物 色する。途中 、
北千里浜方面は立入禁止の ロープが張っ
てあったので、ここより、 稲星山（次頁
左）、中岳（次頁中の右）、天狗ヶ城（同
中の左）、星生山（同右） を巡ることに
決めた。山頂は１０人余り の人がいたが 、
稲星山のコースに入 ると人は全くい ない。
登山道は少し悪路になるが 、さほどのこ
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とはない。むしろマイペー スで歩けることが 心地良い。久住山 から稲星山は標高 差１５０
ｍ程一気に下り、ほぼ同じ 高度を登る。急な 登りではあるが、 景色も良いので気 分的には
楽だ。稲星山から中岳へは 、なだらかな下り となるが、登りは 結構急で、上の方 は少し岩
場となっている。ここも１ ５０ｍの登りであ るが、これも一気 に登る。
久住山は、標高差があまり ないピークがいく つもあるが、やは り最高峰に登って おかな
いと、何となく久住山に行 ったと言う気分が しない。最高峰に 来たという満足感 を味わい
ながらゆっくりと景色を楽 しむ。山頂に着い たときに１人居た 人もいつの間にか 居なくな
っている。自分だけの時間 を満喫する。
山頂から４番目のピーク 天狗ヶ城とそ
の下にある御池が綺麗に見 える。天狗ヶ城
までは、それ程の標高差が 無いのだが、中
岳まで登ったことで気が緩 み、徹夜で奈良
から九州まで走った疲れが 急に出 て く る 。
その為、徐々に足取りが重 くなる。
天狗ヶ城から久住分かれを 通り、避難小屋の 方へは向かわず星 生崎から岩がゴツ ゴツし
た稜線を通って行く。久住 山にしてはきつい 道だと思っていた ら、少し下に岩場 をトラバ
ースするルートがあった。 が、このまま稜線 の狭い岩の上をア ップダウンしなが ら進んで
いく。途中、三俣山を主峰
とする北、南、西峰がよく
見える。この辺りは時々ガ
スが噴出するため立ち入れ
が制限されているらしい。
最後に星生山山頂から、
今日歩いた久住山からここ
までを一望して下山する。
後は、久住山麓の牧草地を 楽しみながら、祖 母山麓の民宿まで のドライブを楽し む。
民宿の宿泊客は３名で、 一人が東京、一人 が名古屋と流石に 百名山だけのこと はある。
夜は、鹿の刺身（赤身で癖はな い）を食べ、杯を交わす。朝
食は何時でもＯＫというこ とで、名古屋の 人は４時半、東 京
の人は５時、自分は６時と 思っていたが５時 半にする。
６時過ぎに民宿を出発し 、尾平の登山口ま で行く。登山口
には既に車が６台駐まって いる。早速、登山 準備に掛かり 、
川上渓谷沿いの道を暫く行 くと、宮原コ ースと黒金山尾根 コ
ースの分岐標識がある 。黒金山コースは 険しいが景色が良 く
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登りに向いていると書いて ある。分岐からは 渓谷沿いに緩やか に登る。少し行く と尾根へ
の取付きとなり、急にきつ い登りとなる。殆 どが樹林帯の中で 、上に行くほど笹 が深くな
り、景色の見えるところは 殆ど無い。このコ ースの何処が景色 が良いのか不思議 だ。宮原
コースは余程景色が悪いの だろうか。１００ ｍ置きに標高の表 示がある。最初が ６００ｍ
だから、祖母山までの標高 差は１１５６ｍに なる。途中の天狗 岩までは一気に１ ０００ｍ
程登る。尾根に出たところ で展望所の標識が ありそちらへ行く 。そこからは、祖 母山や天
狗岩が綺麗に見える。そこ
からは、折角登った山 を１
００ｍ程下り、少しア ップ
ダウンの尾根が続く。所々
にビューポイ ン ト が あ り 、
この辺り一帯の山が望め
る。しかし、湿度が高く遠
くは霞んでし か 見 え な い 。
頂上手前は岩場になって いて、鎖やロープ が続く。
最後は急な岩場になり、少 しおかしいと思っ たが、登
り切ってしまうとそこが頂 上だった。そして 、少し離
れた所に下山路があり、そ こで通常のルート を外れた
ことに気づく。まあ無事頂 上に着いたことだ し、まず
は目出度し目出度しである 。しかし、頂上ま で誰一人
会わなかったのが、頂上に は十数人の登山客 が所狭し
とたむろしている。そこで は、何処へ行った とか、行
く予定だとか百名山談義で 喧しく、別世界の ようだ。
昼食を取り少し休んでから 、今
度は宮原コースを下りる。 このコ
ースは馬の背辺りで祖母山 を望め
る以外は、大した景色は見 えず、
確かに黒金コースの方が景 色は良
いのだろう。
１４時前に下山し、民宿 に戻り
ビールを飲みながら前にど っしり
と構える傾山を見つめる。 昨日も
２時間くらい眺めていて、 今日もこうして眺 めていると、何と なく登る気がしな くなって
きた。それに、景色も祖母 山以上には見えそ うにない。阿蘇山 が正解だと思う。
宿泊客は１人だけだった
が、朝食は前日同様５時半
とする。車で走っている と、
所々に古びた積石のアーチ
の橋や、野尻の滝、金色の
麦畑など、中々風情のある
景色が続く。麦畑へ行く と、
キリンビールの契約の大麦
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畑で「キリンビールを飲み ましょう。」と書 いてある。
竹田から阿蘇までは一面 新緑に萌える牧草 地だ。窓を開け草 の香りを含んだ朝 の空気を
思い切り吸い込み阿蘇山を 目指す。が、火口 ロープウェイ乗り 場まで来たところ で火山ガ
スのため通行禁止の表示だ 。仕方無く、名物 のジャージ乳のア イスクリームを口 にしなが
ら、周辺をぶらぶらする。 暫くすると火口の 方から車が走って きて、何やら話し をしてい
る、と、火口までの有料道 路のゲートが開く 。急ぎ砂千里ヶ浜 の駐車場まで走る 。
中岳へは、砂千里ヶ浜の
南縁に沿って歩き、そこか
ら火口壁の岩だらけの急な
斜面を上り切り、内輪山の
稜線に出る。ここから阿蘇
の噴火口を眺めながら中岳
（下写真）まで緩やかな稜
線を歩く。少し霞んでいる
のであまり遠くまで見えな いが、ここからの 火口の眺めは絶景 だ。火山ガスの為 登山客も
あまり入っておらず、有名 な観光地の山
にしては人と殆ど会わない 。少し休憩し
高岳（下写真）を目指す。
高岳も人が一人居ただけで 、その人も
直ぐ居なくなった。暫く休 憩し景色を満
喫する。ここからは火口は あまり見えな
いが、阿蘇の最高峰だけの ことはあり、
展望は素晴らしい。
時間も十分あり、後は景色 をゆっく
り楽しみながら下りるだけ だ。下山後 、
火口を覗きに行こうかと思 ったら突然
サイレンが鳴り出す。係員 が来て火山
ガスの為、直ぐロープウェ イ乗り場ま
で下るよう指示される。目 的を果たし
た後なので素直に従う。
高速料金節約の為、吹田Ｉ Ｃは零時過ぎが目 標だ。ゆっくり景 色を楽し み な が ら 走 り 、
今度はミルクロードから大 観峰へ向かう。こ こでまた名物の濃 厚なアスクリーム を食べ、
ヨーグルトも買う。時間も あることから、再 び久住山に向かう 。そこから湯布院 まで行き
高速に乗る。後は、時間調 整しながら吹田を 目指し、無事零時 ６分にゲートを通 過、高速
料金半額の、大満足の百名 山ツアーだった。
以上
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