
 

屋久島・淀川中俣～宮之浦岳～ビャクシン沢 
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 洋上アルプスの異名をもつ屋久島。周囲約130㎞で

ほぼ円形をしている島の約90％は森で覆われている。

つまり、島全体これ山！！という感じの島だ。さら

に、島全体の21％が世界自然遺産に指定されている

という凄いクオリティーの島でもある。（Wikipedia

参照） 

そんな屋久島のことは、当然、多少気にはなって

いたが、もともと北志向が強い私にとっては、つい

最近まで興味の対象からは外れていた。私が志向す

る沢登りの対象としてはスラブと巨岩、巨瀑の大峡

谷はレベル的に厳しすぎると思っていたし、もちろ

ん山スキーの対象にもならない。ただ単に杉の森を

歩いて宮之浦岳をトレッキングすることに多くの日

数と大枚をはたいて、わざわざ出かけて行く事にそ

れほどの魅力を感じることはなかったからだ。さら

に「月の35日は雨」と表現されるほど雨の多い地域

だということも興味の対象外になっていた理由のひ

とつだった。 

ところがいつだったかＫ林さんから屋久島の魅力

を聞かせてもらい「そんなにいいところなの？」と

興味がわき、少し真面目に調べてみると、訪れた誰

もが判で押したように「超絶美渓」と賛辞する渓谷

があることが分かった。淀川中俣である！！どこに

あるのだ、その淀川中俣は・・・？屋久島の地図を

ネットで開き真剣に場所探し・・・。オォォーここ

か！！さらに調べてみると、この付近には手頃なグ

レードで良さげな沢が結構あるではないか！！ 

 

■写真上 入渓点の「淀」、透明度が凄い！！ 

■写真中 純日本風の落ち着いた佇まいが続く。 

■写真下 これも「淀」浅く見えるが胸を没するほ

ど深い。 

 

沢から登って沢を下降する、しかもしっかり宮之

浦岳にも登れる周遊ルートが無理なく組めそうだ。

そうなると話は変わってくる。それに、「なんだかん

だ言っても所詮、杉の森でしょう。」と斜に構えて考えていた屋久島の森は、実は「千年斧入らず」の巨

木の森で、その貴重な森が認められて、世界自然遺産に1993年に日本で初めて登録されたということらし

い。世界自然遺産に登録されていることはもちろん知っていたが、どうやら私は屋久島を完全にナメてい

たようだ。よくよく調べるとここはかなり魅力的だ。 

 

 そんな経緯もあって、コロナの自粛が一段落した７月に淀川中俣～宮之浦岳～ビャクシン沢の周遊ルー

トを９月４連休に計画してメンバーを募集したところＫ林さん・アゼチャン・クッツーが擦れていない岩



 

魚のように入れ食い状態でエントリーしてくれた。

計画はすぐに実現に向けて動き始めた。Ｋ林さんと

クッツーがすぐにエアーチケットと宿を押さえて

くれて後はお天気次第。これは気合で念じれば何と

かなる（何の根拠もないが・・・）と出発の日を待

った。出発直前、天気予報は思わしくないがどうや

ら台風は来ないようだ。天気に不安があってもここ

まで来たら行くっきゃない！ということで前置き

がだいぶ長くなりましたがここからが報告です。す

みません、実は報告もかなり長いんです。 

 

 9/18（曇り時々晴れ） 

 羽田8:35発ＡＮＡ621便で鹿児島に向け出発。鹿

児島で１便早いソラシドエアーで来たＫ林さんと

合流。屋久島に向けプロペラ機の機中の人となる。

「天候調査中」とかであまり穏やかではない状況だ

ったようだが、何とか順調に飛んで昼頃に屋久島空

港着、私以外のメンバーは全員リピーターであるが、

私はもちろん初上陸である。早速、バスで安房まで

行き、近くの食堂でまずは腹ごしらえ、今晩と21日

の夜にお世話になる素泊まり民宿「やしま」（素泊

まり1泊￥3000）に荷物を置かせてもらい、ガスカ

ートリッジや食料の買い出しと手際よく進める。こ

の辺の段取りはＫ林さんが下調べをしていてくれ

たおかげで順調。夜は入山祝い！！トビウオの唐揚

げ、首折れサバの刺身など地の物に舌鼓を打ち、屋

久島名物の芋焼酎（三岳が有名だが、水の森・大自

然林も美味、何より名前が素敵！！）を飲み比べて

すっかりい気持ちになって就寝。 

 

■写真上 川幅一面のナメに心和む。  

■写真中上 苔生し変化に富んだ飽きない渓相。 

■写真中下 高巻いたゴルジュ帯。 

■写真下 身を没する「淀」  

9/19（曇り時々雨） 

 朝、7:00に予約したタクシーで淀川登山口へ向か

う。海抜0ｍ地帯からグングン登って登山口の標高

はすでに1400ｍ、ずいぶんと稼いでくれたもんだ。

遡行終了点の標高が約1600ｍなので標高差はわず

か200ｍ、まあ、これなら楽勝でしょう！！と 8:10

に出発。1ピッチ登山道を歩き8:50淀川小屋着。無

人の小屋だが思ったより立派な小屋だ。淀川にはこ

こから入渓する。「川」というに相応しいスケール

だが、なぜか水の音がしない。川がまるで池のよう

に静かに佇んでいる。水は限りなく透明で見た感じ、

膝下位に見えるが、いざ入ってみると思いの外深く

油断すると腰くらいの深さがあり驚く。少し青味が

かったところの水深は胸を越える。これは淵ではな



 

い。もちろん釜とも違う。川全体が動きを止めて

淀んでいるので現地では「淀（ヨド）」というらし

い。沢登りでは初めて見る光景で最初から大興

奮！！シャッターを押す手が忙しい。「淀」の中を

少し歩くと、今度は川一面のナメ床となり今まで

静寂を保っていた川から優しい水音がサラサラと

聞こえてくる。ナメ床には無数のポットホール（甌

穴）があり、その水深は体を没する。まるで計算

されたように配置された岩には鮮やかな緑の苔が

ビッシリと生え、上を歩くとフカフカで何とも気

持ちが良い。周辺は見渡す限り巨木の森！！大岩

にしっかり根を巻き付けた、モノノケ姫の世界に

出てきそうな巨木もあり、夜中とか人が見てない

時などには動きだすのではないかという気さえし

てくる躍動感がある。こういった川全体の雰囲気

を写真で切り取るのことは、もはや不可能なのだ

が、諦めつつもついついシャッターを押してしま

う自分がいる。今まで見たことのない「静」の風

景、あえて表現するのなら、ここは大自然が創り

出した「庭園」である。侘び寂びの利いた純日本

的な風景で巨木の松も盆栽に見えてしまうスケー

ルがある。 

 ナメ床を過ぎると川は直角に左に曲がり、川の

落ち込みは大きな濃いブルーの淵を創り水深は5

ｍ近くあるであろうか？。そして再び「淀」さら

に一面のナメ床！！この渓を訪れた人々が揃っ

て「超絶美渓！！」と称賛する理由が記録に載っ

ている写真ではピンとこなかったが、ここを実際

に訪れて自分の目で見て初めてその感動が実感

できた。 

  

■写真上 ナメで出合う1410ｍの二俣。 

■写真中 淀川中俣の美しいナメ滝。 

■写真下 淀川中俣のゴルジュ。 

 

さて、この癒しの川も、しばらく進むと、徐々

に巨岩が多くなり重荷の我々にとって、ルーファ

イと巨岩の乗越しに気を使うようになる。さらに、渓は険しさを増しついにゴルジュ帯が現れる。巨岩と

深い淵が続くゴルジュの中を行くのは難しそうなので右岸から巻く。踏み跡もあり薮もなく容易にゴルジ

ュ帯の上に降り立つことができた。渓は優しさを取り戻し、再び一面のナメ床となりすぐに二俣となる

（1410ｍ）。ここを右俣に入っても、相変わらず巨木の森の中に苔生すナメ床が続き我々を楽しませてく

れる。そして1440ｍ付近の二俣で左から細く入るのが我々が行く中俣だ。ここの分岐は右俣が圧倒的に太

く、気づかずに通り過ぎるパーティーもあり要チェックポイントだ。 

 中俣に入ると、水量も減り、渓から沢のスケールになり、滝も出てきて沢登りっぽくなってくる。大岩

を潜ったり小滝を登ったり小ゴルジュをワンポイント泳いで突破したり、もちろん時々美しいナメやナメ

滝も現れて変化に富んだ楽しい遡行が続く。 

 源頭が近づくと、沢は分岐を繰り返し、そのたびに地図で確認しながら登るが、一カ所分岐を間違え、

左に行くところを右に行ってしまった。マメに地図は確認していたが、方向が微妙にずれだし、高盤岳の



 

岩記号に向かっていることが判明。わかった段階

で左に向かってトラバースをかける。うまい具合

に薮はなく、傾斜も穏やかで特に問題なくトラバ

ースできて無事に湯泊歩道に合流！！美しく、優

しく、変化に富んだ淀川中俣の遡行が静かに終わ

りを告げた。 

 湯泊歩道は、あまり整備されておらず不鮮明な

場所も多く、頻繁にあるピンクテープを頼りに進

む。道が不鮮明になり、しばらくテープが見当た

らない場合はルートを外れている可能性が高い

ので要注意だ。まあ、沢屋であれば問題ないレベ

ルではあるが関東の山であれば間違いなく破線

ルートだろう。思ったより長く30分も歩いただろ

うか？漸く辺りが開けると花之江河の湿原が現

れメインルートと合流。 

霧に煙る花之江河から今日の宿泊地の石塚小

屋まではエアリアによると1.2㎞50分とある。「ま

あ、一般ルートだしそんなにはかからないだろ

う。」と思っていたが、重荷の上に結構道も悪く、

アップダウンもあり途中で水を汲んだりしてい

たらしっかり1時間かかり、標高差の割に結構く

たびれてブロック造りの石塚小屋に到着（15:15）。

小屋にはだれもおらず、貸し切りを期待したが、

あとから単独の男性が一人来て、あわてて散らか

してあった濡れ物や荷物を片付ける一幕も。それ

でもビール→日本酒と進むうちに良い気分にな

り、具のたっぷり入ったアゼチャンカレーも美味

しく頂いた。 

 

■9/19のコースタイム 

淀川登山口（8:10）～（8:50）淀川小屋（9:05）

～（10:30）1410ｍ二俣～（11:00）1440ｍ二俣～

（13:35）湯泊歩道～（14:05）花之江河～（15:15）

石塚小屋 

 

■写真上 花之江河の湿原。 

■写真中 イースター島のモヤイ像かはたまた

天空の城ラピュタのロボット兵か？ 

■写真下 宮之浦岳山頂！！ 

9/20（曇りのち雨） 

 昨晩は結構雨が降っていたようだ。ところが4:00に起床し外に出ると何と星空が・・・！！テンション

上がってラーメンの朝食を採り、6:10に小屋を出発。しかし残念ながら明るくなると空はべた曇りになっ

ていた。まあ、予報から考えれば降らないだけまだましか。 

 今日は宮之浦岳をピストン。余計な荷物は全て小屋にデポできるので昨日と違って軽快に歩ける。ただ、

昨日、登山道が川のようにグチャグチャだったので今日も沢靴で行くことにする。長く感じた花之江河へ

の道も今日は軽荷なので登りメインにもかかわらず思ったより短く感じた。オアシスのような花之江河か

らも、しばらくは森の中を行く。黒味岳の分岐を過ぎ、大きな岩屋を過ぎると岩に固定ロープが張られ、

予想以上にワイルドな登山道となる。いつしか森の中から森林限界に出て稜線を歩くが、いたるところに



 

水流があり、稜線にもかかわらず沢のナメ床の

ような場所もあり、晴れていればきっと美しい

ところだろう。稜線歩きにしては異例な水筒入

らずの登山道だ。霧の狭間から時折見える奇岩

も面白い。中でもイースター島のモヤイ像か、

天空の城ラピュタのロボット兵を彷彿させる奇

岩は実に精密で造詣的で人が作ったとしか思え

ない。何時からここにあって、どうしてこんな

形になったのかを想像してみるだけでも楽しい

し、もしかしたら太古、縄文の時代からすでに

ここに存在していたのかも・・・などと遠い歴

史に思いを馳せるのもまた興味深い。 

やがて、岩峰の上にさらに岩の帽子をかぶせ

たような奇岩のある栗生岳山頂、この辺りの稜

線歩きは変化に富んでいて楽しい。さて、ここ

まで来れば宮之浦岳はもう射程圏内、今風に言

えば「ロックオン」だ。 

ひと登りで宮之浦岳山頂！！すると空が少し

明るくなり、ガスの流れは早く、時折日も差す

ような天気になってきた。これはもしかし

て・・・！！マジに天気待ちを決め込もう。そ

の結果、100％とはいかなかったが、チラリチラ

リとガスの狭間に辺りの景色が望め、今日の条

件としては最大限の景色・・・つまり、ヤクサ

サの緑の草原のあちこちに林立する奇岩のたお

やかな稜線を見渡すことができた。負け惜しみ

では決してなく、こういう景色もワクワクドキ

ドキで結構嬉しいものだ。何せ、見えるか見え

ないか最後まで期待感が維持できるのだか

ら・・・。最初から晴れていると、そういう期

待感は味わうことができないでしょう・・・？

そういう意味では宮之浦岳山頂ではかなり楽し

ませていただきました。 

  

■写真上 山頂で粘っていると周辺の景色が見

え始めた！！ 

■写真中 時折ガスが晴れ幻想的な景色が望め

た。 

■写真下 ガスに煙る山稜も美しい。 

そうはいっても屋久島の神様からのご褒美はほんのひと時だった。幕は再び閉ざされ、ガスに覆われる

ともうこれ以上は望めそうもないので山頂を後にする。 

 往路を戻ると雨が本降りとなり、思った通り登山道は川のよう・・・。沢靴で登った判断は正解であっ

た。雄大な大展望は望めなかったがその代わりに、これ以上ない今日一番のタイミングでピークを踏めた

という幸運にも感謝したい。2泊目の石塚小屋は完全に貸し切り。濡れ物を小屋いっぱいに広げて干して

寛ぎタイム。クッツーの海鮮鍋と残ったお酒で登頂祝い！！昨日と違い、今晩は空気が変わって小屋の中

でも結構冷え込んだ。 

 

 



 

■9/20のコースタイム 

石塚小屋（6:10）～（6:55）花之江河（7:00）

～（9:15）栗生岳～（9:35）宮之浦岳（10:15）

～（12:40）花之江河（13:15）～（13:55）石

塚小屋 

 

 9/21 

 今日はもう下山日、早いものだ。4時に起床

して外に出ると濃いガスが立ち込めている。

予報だと今日は晴れるはずだが・・・？ 

朝食は、先々週、釜川の時にＡ原さんが持

参したものをそのままパクリ、エビピラフの

ジフィーズ２袋に粉末のトマトスープとパル

メザンチーズを入れただけの簡素な雑炊。だ

がこれが旨い！！そして驚くほど軽量コンパ

クト！！今後の私の食当の定番になること間

違いなしだ。Ａ原さん、これいいです！！素

晴らしいメニューを教えてくれて有り難

う！！ 

  

■写真上 ビャクシン沢上部の天空のナメ。 

■写真中 ビャクシン沢の苔むしたナメ。 

■写真下 ビャクシン沢のプチゴルジュをワ

ンポイント懸垂下降。 

 

昨日と同様、明るくなりヘッデンが不要に

なった6:05出発。屋久島の登山道は不鮮明な

ところも多く、ヘッデンで歩くには不安があ

る。30分ほど歩くとビャクシン沢源頭でここ

から入渓。最初は薮こそないがシャクナゲの

枝が大きなザックに引っ掛かり歩きにくいが、

すぐに快適なナメ床となる。ガスも晴れ、今

回一番の晴天！！日差しを正面から受け、「天

空のナメ」と称賛される500ｍ程も続く快適な

ナメをヒタヒタと降りていく。周辺の山も見

渡せ天気が良いとやはり気持ちが良い。高山

的な明るいナメが、いつしか樹林帯となり苔

生す落ち着いたナメとなり気持ちの良い下降

が続く。ただ、逆光で水面が見えにくく、油

断しているとポットホールに足を踏み入れ、

突然胸まで浸かる落とし穴にハマること

も・・・。トップを歩くＫ林さんが身をもって示してくれて後を歩く我々は難を逃れることができたが・・・

まあ、この程度は楽しいハプニングだ。 

 長いナメ床が一区切りつくと、小滝、巨岩、プチゴルジュの渓となり、その通過に２度ほどロープを出

して短い懸垂下降を要した。周囲の森は相変わらず幻想的で、苔も生き生きとしていてフカフカ。概ね快

適だが、油断して歩いていると時々その苔がツルっと滑ることがあるので要注意だ。順調に下降すると、

前方に人が見え、そこが登山道の渡渉点だとわかる。たまたま人がいたから良かったが、登山道が完全に

自然と同化していてよほど注意していないと見落とす可能性が高い。よく見ると沢の両端の登山道の入り



 

口にピンクテープがあるが、前を向いて何も考えずに歩いてい

れば間違いなく見落とすところなのでここも注意が必要だ。 

 登山道から来た人と少し話をしたが、増水時にここの渡渉点

で流され死亡した人が結構いるようだ。平水の今回はナメ床の

上をサラサラ流れる優しい流れだが、増水時は決死の渡渉にな

るようなので自然の状況による変化というものはつくづく恐

ろしい。 

  

 この渡渉点で沢装備を仕舞い、水を吸った沢装備で重くなっ

たザックを背負い、花之江河登山道をヤクスギランド目指して

下山する。私が当初、「ただの杉の森で消化試合」と思ってい

た登山道だが、実はこの辺り、屋久島有数の巨木の森で、大人

が数人で手をつないでもまだ余るような太い幹の見ごたえの

ある巨木が次々に現れる。それにしても、今、思い返しても非

常に残念に思うのは、途中にあった「大和杉」を見に行かなか

ったことだ。登山道から巨木の中でもひときわ太い杉を木の間

越しにはチラ見はしたが、下山後に調べてみると「大和杉」は

屋久島でも「縄文杉」に次ぐ巨木で樹齢3000～4000年の名木だ

ということがわかった。樹高34.9ｍ、幹回り10.2ｍで屋久島の

中でも第2の巨木と云われ、この木を見るのが目的のツアーが

あることも後で知った。しかも「縄文杉」と違ってより自然の

状態が維持されていて、根元まで近づいて見ることができ、人

が行列している「縄文杉」と比べ、神秘性、静謐性に優れた特

別な名木ということだ。沢登りルート以外の下調べをほとんど

していなかった自分が悪いのだが、今となっては本当に後悔し

ている。ほんの２～３分ルートを逸れればこの名木を至近で見

ることができたのである。下山後に知ったことだが返す返すも

残念だ。 

 「大和杉」には及ばないものの、このルートには多くの巨木

が林立していて独特な雰囲気があり、「森でこんなにシャッタ

ーを押したことがかつてあっただろうか？」と思えるほどの写

真を撮った。ただ、森全体の雰囲気を写真に切り取るのは至難

の業で、この雰囲気は実際に行ってみないとわからないであろ

う。 

  

■写真上 巨木の森にある名もない杉。 

■写真中 ご神木のような巨木が林立する

登山道。 

■写真下 大人が3人手をつないでも全然足

りない太い幹。 

 

花之江河登山道は、アップダウンもあり、見

どころも多いが意外に長く感じた。さらに、

最後は予想もしなかった伏兵が現れた。そう、

ヒルである。ヤクスギランドが目前となった

時にアゼチャンの悲鳴で事が勃発した。アゼ

チャンの膝にあいつが吸い付いているのを

見て、あわてて払いのけ、クッツーがズボン



 

をめくるとすでに黒く丸々太ったあいつが数匹喰らいついて

いて足が血だらけになっていた。普段、冷静沈着で声を荒げた

のを見たことがないクッツーの心からの悲鳴を初めて聞いた。

ただ、どういうわけか一緒に歩いていた私は無傷。蚊やブヨに

はいつも真っ先に標的にされ「血が旨い」と評判の私だが、ヒ

ルにとって私の血はそんなに旨くなかったのだろうか・・・？ 

まあ、ヒルに嫌われるのは喜ばしいことで大いに結構である

が・・・。結局、クッツーは夜まで血が止まらず、ティッシュ

が手放せなくなっていたが・・・なぜクッツーだけが・・・？

その原因は不明である。 

 さて、コースタイムをオーバーしてヤクスギランドに下山す

ると予約のタクシーはすでに来ていて安房まで一気に下りて

打ち上げ！！としたかったが、安房の食堂はどこも昼過ぎの休

憩タイム。結局、味気ないが唯一空いているモスバーガーで打

ち上げとなる。幸運だったのは、隣のお土産屋で酒類を販売し

ていたのでビールで乾杯できたことか。 

 ここで今日帰京するＫ林さんとはお別れ・・・お世話になり

ました！！ 

 残った我々3名は宿に戻ってまずシャワー

を浴びて（風呂は使用禁止）獣臭さを消して

人間に戻り、部屋に隣接しているベランダに

沢臭い濡れ物、汚れ物を全て干して速乾・消

臭・脱臭を試みる。そしてモスバーガーの腹

ごなしに安房の集落をのんびり散歩して夜

の下山祝いに備える。 

 

■写真上 「吾輩は杉である。名前はまだな

い。」 

■写真中 ビャクシン沢のナメを歩く。 

■写真下 ビャクシン沢の苔むした渓相。 

 

さて、心に余裕ができたので明日1日何をしようかを考える。

今まで何も考えておらず、観光でもしようと思いレンタカー

の予約を試みるが４連休とあってすべて断られ途方に暮れる。

まあ、天気もあまり良くないようだし、明日の事は明日考え

よう！！ 

 夜は、改めて下山祝い！！ということで安房川沿いのちょ

っと洒落たカフェレストランへ・・・。初日は居酒屋的な地

元料理だったので今回はイタリアン的な地の物を使った料理

に舌鼓を打ち、酒もビールからワイン系に・・・。そして最

後は地元の焼酎の３種飲み比べメニューがあったので、私が

水割り、クッツーはロックで頼んだらこれが量が半端ない。

飲み比べなので少しずつ出てくると思ったら大きめのコップ

に３杯で出てきた。クッツーのロックもロックグラスにしっ

かり３杯入っていて、最後はいい気持ちというより千鳥足で

宿に帰ってぶっ倒れるように爆睡した。 

 

 



 

■9/21のコースタイム 

石塚小屋（6:05）～（6:40）ビャクシン沢入渓～

（9:55）登山道渡渉点（10:15）～（14:10）ヤク

スギランド 

  

■写真上 巨大なスラブに囲まれた千尋の滝。 

■写真下 さすが迫力満点、大川の滝！！ 

 

9/22 

 天気予報はパッとしない。ゆっくり起きて余っ

たガスで昨日購入したカップヌードルを食べて、

まずは荷物を預けようと空港に向かう。ところが

４連休で混雑していることもあって荷物を預け

ることができなかった。「大荷物を抱えてどーす

る今日？」という感じで途方に暮れる。ダメも

とで空港前のレンタカー屋に行ってみると何と

1台だけ空きがあるという！！さらに、「屋久島

商品券」なるものがあり、¥2000で￥5000の商品

券が一人2冊まで購入できるという。レンタカー

もタクシーも多くの居酒屋や食堂や宿でも使用

ができるという。もし初日に知っていたら、タ

クシー代や入山祝い、下山祝いが全て半額以下

になった計算になる。「イヤー何とまぁー！！」

という感じだが終わってしまったことを考えて

も始まらない。レンタカーがゲットできただけ

儲けものである。とりあえず、今日消費できそ

うな¥10000分の商品券を￥4000で購入してそれでレンタカー代（￥5400）を払い、昨日まで杉はたっぷり

見たので滝めぐりをすることにして千尋の滝にレッツゴー！！ 

 千尋の滝は鯛ノ川に懸かる落差60ｍの滝だ。両岸に凄まじいスラブの側壁を配した水量豊富な凄い滝で

ある。かなり以前は滝の落ち口まで行けたようだが、今は遠くの展望台からしか見れないのがちょっと残

念だ。展望台がふたつあり、後に行った展望台は千尋の滝だけでなくスラブの岩壁が素晴らしいモッチョ

ム岳や大海原も見渡せてなかなか良かった。 

 次に行ったのが、千尋の滝の下流、というか直接海の落ちるトローキの滝。トローキの滝は「轟き」が

なまって「トローキ」になったようだ。落差6ｍ程の滝だが海に直接落ちるのがなかなか良い。ただ、こ

こも残念ながら展望台が滝から遠く今一つ迫力がない。 

 そして最後の向かった滝は大川の滝。ここは凄い！！落差88ｍの末広がりで水量豊富な滝だ。この滝を

登攀した記録も見ていたので登攀ルートが気になりついつい目で追ってしまう。ここは滝つぼまで容易に

行けてその爆風は凄まじく、マイナスイオンが出過ぎて凍り付きそうだ。間違いなく今日見た滝の中では

ナンバー１だろう。 

 最後に時間があったのでガジュマルの木を見に行く。まあ、どうしても見たいという程ではないがガジ

ュマルの木よりも背後に姿を現した烏帽子岳の鋭鋒が格好良かったので結果ＯＫだ。最後は残った商品券

でお土産を買って使い切り空港に戻る。一時はどうなるかと思ったが、今日も１日楽しく過ごすことがで

き、この後の帰路も順調。楽しみにしていた5日間の屋久島遠征もあっという間に過ぎて行ってしまった。 

 

最後に、ご一緒したＫ林さん・アゼチャン・クッツーへ。 

Ｋ林さん、屋久島経験者ということで航空チケットや宿の手配、さらにタクシーの手配など計画の骨格を

整えていただき有り難うございました。 

クッツー、体力があるのでついつい重い荷物を担当してもらいました。特に初日はかなり重かったと思い



 

ますが文句も言わずに持ってくれて有り難う！！600枚の写真見ごたえがありました！！ 

アゼチャン、共同装備のビリー缶や食料を率先して担当してくれて有り難う！！ 

また、ぜひ面白い計画を立てて実行しましょう！！ 

ではでは・・・。 


