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阿部

探検、
というと洞窟を連想するのは、
かつて
のテレビ番組の影響か？ 今回は平尾台での
ケイビング。
コウモリ、
洞窟内を流れる川、
暗
闇などなど、
探検気分は最高潮なのだ。

ビーパル１月号
12595092

今月のマドンナ
結城友美 さん

平尾台自然の郷ガイドたろ さん

今月の案 内人

ヘッドランプの明かりだけを

レビで観て憧れた、探検モノの

平尾台。日本三大カルスト台

主人公にでもなった気分だ。

地のひとつでもあるここは、数

多くの洞窟があることでも有名

な場所で、発見されているだけ

でも２００を超える洞窟が存在

する。石灰岩でできているカル

スト台地は、水に溶食されやす

いため、こうした洞窟ができや

すい地質なのだ。今回訪れたの

はそのうちのひとつである青龍

窟。調査されているだけでも、

洞窟に入ってみて、意外だっ

２㎞を超える本格的な洞窟だ。

たのはぜんぜんジメジメしてい

ないこと。むしろ、ヒンヤリと

した空気が肌に心地よいくらい。

「この洞窟内は常に 度Ｃ前後

ガイドのたろさんが教えてく

に保たれているんです」

れる。冷たい岩の感触を楽しみ

ながら、ところどころ中腰にな

って進むと、マドンナ役の結城
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一郎

博多在住。平尾台には何度
も来ているけど、洞窟に入
るのは今回が初。アナ女子
（洞窟好き女子をこう呼ぶ
らしい）
デビューなのだ！

平尾台をホームに、トレラ
ン、ハイキング、ケイビン
グなど様々なアクティビテ
ィーをガイド。海外のトレ
ランの大会にも出場。

頼りに中腰で進んでいく。昔テ

気分はすっかり探検隊。
平尾台でケイビング（福岡県・北九州市／苅田町）
sato/

15

平尾台の地下に
こんな世界が!?
地上も地下も
遊び場がたくさん！

福岡県

日本全県アウトドア巡り

その34

ご当地のマドンナ が案内する最旬の外遊びガイド

表情豊かな洞窟は自然が生んだ造形美

右は、身を寄せ合ってフルフル
震えながら眠るユビナガコウモ
リ。左はキクガシラという種類。
平尾台には４種類のコウモリが
生息している。こんなに間近で
見られるのは洞窟ならでは。

長い年月かけて、水によって溶
かされた洞窟。素人だけでいき
なり洞窟に突入するのは絶対
NG。平尾台自然の郷では、ガ
イドツアーを受け付けているの
で、そちらの参加がオススメ。

地下も良いけど地上も綺麗な平尾台

悪役のイメージ払拭！

平尾台には日帰りで楽しめるハイキ
ングコースが多数設定されている。
起伏は緩やかで、風景もダイナミッ
ク。トレイルランナーにも人気の場
所で大会も開催されている。

愛らしいコウモリの姿に
一同カメラを向けまくる

小倉駅
幹

新

陽
山

線

旦過市場

小倉東
IC

北九州
JCT 東九州
自動
車

道

志井駅

0

2km

JR

小倉にある旦過市場。ここでは白米
の入ったどんぶりを200円で購入。
市場を巡りながら、自分の好きな食
材を乗っけていくという「大學丼」
が楽しめる。欲張りすぎ注意！

貫山

平尾台自然の郷

平尾台自然の郷
住 福岡県北九州市小倉南区平尾台1-1-1
○
☎093
（452）
2715 http://www.hiraodai.jp/sato/

撮影／小倉雄一郎
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気
平

ながら、ところどころ中腰にな

って進むと、マドンナ役の結城

さんがなにやら一点を照らして

いる。そこに居たのは、身を寄

※構成／櫻井 卓

せ合って眠るコウモリたち。

え。すごくフワフワしてる」

「コウモリって可愛いんですね

さすがに白骨は転がっていな

いけど、ここではかつてナウマ

ンゾウの頭蓋骨の化石が見つか

ったこともあるという。

「ライトを消してみましょう」

たろさんの提案で、みんなで

一斉にスイッチをオフにすると、

そこに広がっていたのは真の闇。

本当になにも見えない。鼻をつ

ままれてもわからないとはこの

ことだ。そのまま静かにしてい

ると、洞窟内を流れる水の音だ

けが響く。かつて経験したこと

のない世界。だけど不思議と落

ち着く、そんな暗闇。

ほ ふく

今回探検したのは、青龍窟の

ほんの一部。もっと進むと匍匐

前進しないと通れない場所や、

洞窟によっては首まで水に浸か

らないといけないようなハード
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な場所もあるらしい。

グとキャニオニングを合わせた
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「夏の暑い時期には、ケイビン

ような遊び方もできるんですよ」

と結城さん。

!!

10

というたろさんの言葉に、それ、

楽しそう

「中には毎年洞窟内で年越しを

そういって、たろさんが笑う

するマニアックな人もいます」

校了…◯◯

けど、うーん、さすがにそれは

３…山本

ちょっとアレかな……。

２…山本

123

たん が

道

日田彦山線

１…阿部

石原駅

広大な敷地の平尾台自然
の郷はビジターセンター
的役割。ツアー予約はコ
チラへ。レストランやお
土産屋さんもあり、隣接
するキャンプ場も最高の
ロケーション。

JR

本線
日豊

北九
モノ 州
レー
ル

322

九州
自動
車

DEC

まずはコチラにどうぞ

市場をウロウロ

JR鹿児島本線

探
の
ケ
闇な

平尾台に着いたら

どんぶり片手に
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温かいスープとともに

13

温かいスープを持ち運べる

ピクニックの新定番！

提供／サーモス https://www. thermos.jp/
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長さも形もピッタリ

校了…◯◯

高い保温、保冷力を持つ魔
法びん構造。具だくさんの
スープなども食べやすい広
口設計。冷たいデザートを
入れるのにもピッタリ。蓋
はしっかり密閉でき、かつ
開閉しやすい作りで、食洗
機にも対応。真空断熱スー
プジャー／JBI-383 0.3
8ℓ 各4500円

きれいにすくえる
オリジナルスプーン

16

２…山本
３…山本

真空断熱フードコンテナーのために生まれたスプーン。
長さ センチで、底の形に合わせたスクエア形状だか
ら、最後まで食べやすいのが特徴。フードコンテナー
スプーン／ＡＰＣ １–６０ １０００円

１…阿部
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製版者 訂正回数

阿部

草原が広がり、
たおやかな稜線が続く平
尾台。
ニュージーランドを思わせるよう
な、
日本離れした風景の連続だ。
こんな
最高のロケーションを、
ハイキングだけ
で足早に通り過ぎてしまうのはもったい
なさすぎる。
カルスト台地の特徴でもあ
る露出した巨岩に腰かけて、
ピクニック
も思う存分楽しみたいものだ。

