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◆5月集会 
期 日 5月27日(日)ＰM2:30～ 
場 所 赤城生涯学習館 
係    川目、布川  

◆5月委員会(同日PM1:00～) 
  議題・委員会構成、会員募集等 係・添野 
 
◇６月集会の予定 
  6月の集会は 

  6月24日（日） ＰM2:30～ 
 
 

※４月委員会・総会報告は巻末に掲載しています 

 
６月山行計画 
 
◇日帰りハイキング 
期日 6月3日(日) 
場所 奥武蔵・北向地蔵 
  係 岡本 
 
◇日帰りハイキング 
期日 6月 10日（日） 
場所 奥多摩・高尾山周辺の山 
  係 布川 
 
 

参加者 L布川、高橋t、前沢、石松(k)、石松(t)、 

        前沢(妹)  (参加者6名)   

 ◇4月21日〔土〕晴れ 

朝から夏模様で暑くなりそうだ。新宿発ホリデー快

速5号の青梅駅到着9時20分を集合時間とし、駅前に全

員集合する。 

駅前道路を南方向へ進み、住宅地を抜けると多摩川

に出る。鮎美橋で対岸に渡る。川沿いは公園が広が

り、樹木の緑が一段と鮮やかだ。公園の上には、かん

ぽの宿・青梅がある。宿の下をからむように進むと住

宅地に入る。さらに進み住宅地を抜ける。資材置き場

があり、先には車止めがある。ここから山道になり、

沢沿いに進む。かなり荒れている。しばらくして沢沿

いから離れ尾根へ斜上すると、一息で尾根道に出る。

尾根左側には金網のフェンスが張られ、日之出町の産

廃処分場となっている。金網沿いを更に進むと、馬引

沢峠に着く。ここで昼食休憩とする。 

 峠の脇には馬頭観音が祀られてあり、その前の尾根

道を進む。ヒノキ、スギ、雑木が混じり、5月の新緑

が一足先に来たような雰囲気で気分が良い。ゆるやか

な尾根道を進むと、赤ボッコに着く。尾根道から50m

程突き出た形で、赤土になっている。廻りには木がな

く、展望場所となっていて、青梅市街、奥多摩方面が

望まれた。尾根に戻り、梅の公園、日向和田へ下る。    

 小さなアップダウンをくり返し、梅の公園近くまで

下る。公園に寄る時間がなく、日向和田駅へ直帰して

山行報告 山行回数 N0.5642 

○2018.4.21(土) 

     青梅南面丘陵・天狗岩 
             ＝係 布川  
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山行を終わる。 

                  (記 布川) 

<コースタイム> 

9:50青梅駅発→10:15釜の渕公園→11:45車止め→ 

12:50馬引沢峠→13:20～14:00赤ボッコ→14:40要害山 

15:50稲荷神社下→16:45日向和田駅着 

  

参加者  L岡本、高橋y、永澤、瀧澤、小國、矢口 

     (参加者6名)  
◇4月22日〔日〕晴れ 

  飯能駅前8時半発の名郷行きバスは、立錐の余地も

ない程の超満員である。小國さんは遅刻し、5名での

出発となった。さわらびの湯バス停で多くのハイ

カーが下車し、終点名郷バス停で下車(9:30)した10余

名は我々を除き蕨山に向かった。 

  名郷バス停傍の湯の沢橋を渡り、入間川(名栗川)沿

いの車道を進む。キャンプ場先にある大場戸橋手前

のY字分岐で右側の山中林道に入る(10:15)。左側の白

岩林道は白岩、鳥首峠に至る。山中林道は「山中

入」という沢に沿って杉植林帯を緩やかに上る。左

に焼石入林道、右に水場をやり過ごす。更に山中集

落に至る横倉林道を左に見て直進し、細くなった山

中入の沢に架かる鉄小橋を渡ると (10:55、標高

660m)、林道は終わり山道になる。 

  山道入口から沢沿いに30分程進み、沢をつめた辺

りでジグザグの急坂に入る(11:25)。谷から吹き上げ

てくる風が涼しい。杉植林帯を抜けると突然明るく

なって妻坂峠に着く (11:45、標高833m)。峠は北に

「 生川、一の鳥居、横瀬駅」、西に「大持山」、東

に「武川岳」、南に「名郷」の十字路の鞍部であ

る。背丈二尺程の石仏が控えめに佇んでいる。大持

山方面から下ってくるハイカー達の中の一人、GPS

を持ちバリエーションルート等年間100回程の山行を

しているという80才の単独行者に出逢った。 

  妻坂峠からは、概ね西方向への、雑木の多い幅広

の尾根筋歩きである。30分程の急登の後は、緩い

アップダウンの道になる。山道傍には、残念だが時

季を過ぎたカタクリの花が点々と咲いており、北方

向に武甲山が遠望できる。防火帯のような特に広い

山道で昼食をとる(12:45~13:15)。座った傍では、カ

タクリが咲き、バイケソウが濃緑の葉を広げてい

た。樹間に小持山から大持山の稜線が見えだし、15

分程急坂を登りきって、奥武蔵の山並みが一望でき

る大持山の肩の分岐に着いた(14:07)。 

 大持山の肩の分岐にルックザックをデポして大持山

への尾根を登る。頂上直下辺りは、岩と露出した

根、そしてブナの古木が興趣を醸している。頂上

(14:13、標高1294m)は岩肌が幾つかむき出し、三等三

角点が置かれた狭い空間である。時間が許せば足を

延ばしたかった小持山が北東方向に見える。肩の分

岐に戻り永澤コーヒーで団欒(14:20~15:25)している

と、小國さんがひょっこり鳥首峠方面から登ってき

て、合流した。飯能駅前のバスに乗り遅れたため、

逆コースを登って来たという。 

 大持山の肩の分岐から南方向への下りは、急坂で始

まる。すぐに登り返してブナ等の雑木が美しい台地

のような横倉山(標高1197m、山名札なし)から落ち葉

の深い急坂を下ると、鞍部のウノタワに出る

(15:55)。疎林に囲まれたフライパンのような広い窪

地である。ウノタワの地名は、昔々ここに沼があっ

て山の神の化身である鵜が棲んでいたという伝説が

あり、伝説中の鵜の田(ウノタ)から由来したと言われ

ている。ウノタワから北東方向に下る道は横倉林道

に至る。ウノタワから登り返して岩場(「危険岩場注

意」の注意書きあり)を越え、天神山(標高1130m、山

 

大持山の山頂  

 

赤ボッコ頂上 

山行報告 山行回数 N0.5643 

○2018.4.22(日) 

     秩父・大持山    
            ＝係 岡本＝      
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名札なし)から下って、送電塔撤去跡(荒れた空地)を経

由する(16:25)。杉・檜植林帯の急坂をひとしきり下り

きると狭い鞍部の鳥首峠に着く(16:55)。 

  鳥首峠には、山の神様の小さな石祠がある。峠から

は、南へ続く有間山稜と西へ下る浦山谷の両方面と別

れて、暗い杉植林帯を東へジグザグに急下降する。山

道の傾斜が緩み、入間川支流である白岩入の沢沿いの

トラバース道になると、廃村となった白岩集落が現れ

る(17:35)。白岩の名は、白い石灰石に由来する。山道

脇の朽ち果てた廃屋の庭には、無情八重桜が今が盛り

と咲いていた。平家の落武者伝説をもつ白岩集落に

は、かつて20余戸の居住者が居たが、昭和60年に無人

になったという。集落裏山の石灰石を採掘していた

JFEミネラル社は2015年3月末に閉山した。鉱山列車の

狭軌道レールは撤去されず山道沿いに残っており、石

灰石処理場の建造物は完全に撤去され、その跡地もセ

メントで掩蔽されている。白岩地域は全くの無人と

なったのだ。最近のガイドブックには「処理場脇で車

道に出たら行き交うダンプカーに注意して歩き…」と

あるが、我々は一台のダンプカーや車にも逢うことな

く名郷バス停まで歩いた(18:40)。タッチの差でバスを

逃したため、最終バス(19:31)まで夕闇の中、ベンチに

座り続ける羽目になった。 

 大持山の頂上尾根は武甲山に連なっていることから、

武甲山山麓の一の鳥居駐車場まで車できて、武甲山ー

シラジクボー小持山ー大持山ー妻坂峠ー一の鳥居駐車

場のコースをとる者が多い。武甲山からはほぼ下りで

距離の割に楽だからであろう。 

                           (記・岡本 ) 

                                                  

 <コースタイム> 

飯能駅前発8:30⇒名郷バス停9:30→妻坂12:45昼食～

13:15→大持山14:13→大持山肩の分岐14:20～15:25→ウ

ノタワ15:55→鳥首峠16:55→廃村白岩集落17:35→名郷バ

ス停18:40        

          

山行報告 山行回数 N0.5644 

○2018.5.12(土) 

    奥多摩・蕎麦粒山 
             ＝係 岡本  

              

 

 

 

 

 

 

参加者 L 岡本、小國 (参加者2名)   

◇5月12日〔土〕晴れ 

JR青梅線奥多摩駅で集合。天気は良く、駅前は登山客

でごったがえしていた。その中でも東日原行バスは最も客

が多く長蛇の列。臨時便を出したがそれでも乗り切れず、

運行から帰ってきたバスを随時臨時便にするありさま。出発

は遅れ、川乗橋バス停着も遅れた。 

川乗橋バス停から林道へ入り、巨岩の間に流れる清流と

新緑の美しい景観に見とれる。 

鳥屋戸尾根へ向かう登山道入口には小さな手作りの道

標があった。この道標がなければ見落とししそうである。道

標を作ってくれた人に感謝。山崩れから道を守る石積み擁

壁を乗り越えて、登山道へ入る。林道にはバスを降りた登

山客が多数いたが、こちらの登山道は静まり返り、薄暗い杉

林の急斜面にジグザグに作られていた。きつい斜面を登っ

て行くと尾根に出た。さらに尾根上の急な道を登り、緩やか

な尾根上の道になるとまた急になり、ロープを張ってくれて

いるところもあった。それを数度繰り返した。登って行くと杉

の植林帯は広葉樹林に変わり明るくなった。地面は落ち葉

で覆いつくされ、淡い新緑が目を楽しませてくれる。マムシ

ソウ、ツツジの花が咲き、アセビは花が終わり青い実をつけ

ていた。クマが爪で傷をつけた幹もあった。地面がブナの

実と殻で覆われたところでブナの大木に出会った。 

急な斜面を乗り越えた後緩やかになった尾根の先が笙ノ

岩山の山頂であった。山頂で昼食を取り、しばし休憩。若者

が逆方向から降りて来た。三ツドッケ、蕎麦粒山経由できて

川乗橋へ行くとのこと。 

蕎麦粒山を目指して出発。尾根上の道を進む。右手方

向（東側）の松林を通して、川苔山とその山並が見える。急

な登山道を登り頂に到達し、急な道を下る。これを数回繰り

返した。どの山頂にも標識がなく山頂名は不明。道にツツジ

の花が落ちているところで見上げると終わりかけた赤や白の

ツツジが咲いていた。 

東側に支尾根の突き出た松岩ノ頭に来た時、山腹に人

を見つけ声をかけた。話を聞くと、谷を渡り、離岩尾根を目

指しているが道に迷っているとのことであった。道がないこと

 

 

笙ノ岩山山頂 

 

大持山の肩にて 
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◆編集後記 
 

４月号から、会報係を河西が担当しています。今後の会報

原稿及写真は、河西に送付お願いします。 

送付先 

 メール kitamine.masaaki@gmail.com  

  郵送  藤沢市白旗3-9-1-403 〒251-0051 

東 京 ア ル コ ウ 会  
 
代表 窪田 紀夫    ℡   0297-73-1237 
       〒302-0022  取手市本郷1-19-13        
事務所   〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-21-10       
            谷口 宅  ℡ 0422-48-1303               
発 行     平成30年5月21日 

と桂谷沢を渡ることが困難であることを伝え、共に行動し

た。 

さらに上り下りを繰り返し、平坦な尾根から一転登り返すと

蕎麦粒山直下の踊平分岐に着いた。ここは十字路の分岐

である。十字路の四方向とは、蕎麦粒山頂上、一杯水、踊

平まき道、鳥屋戸尾根の各方面である。 

荷物を置き、蕎麦粒山山頂を目指し、急な尾根道を登っ

て行った。ツツジが両側で咲いている。壁のような岩を登る

と蕎麦粒山山頂であった。川苔山方向の見晴らしがよく、そ

の他の方向は、広葉樹林を通して遠くの山々が見える。若

者がいたので声をかけると、川乗橋バス停を目指すとのこ

と。離岩尾根から川乗橋バス停を目指すというと時間的にき

ついとのことであった。 

道標のある分岐まで降り、踊平まき道へ、右手に深い

谷、左手は高い山の登山道を下って行った。分岐点で踊平

方向と分かれ、朽ちていまにも落ちそうな桟道を右に深い

谷を見ながら通り、さらに下って行った。いつしか離岩尾根

上に出て、さらに下ると桂谷川沿いの川乗林道に出た。 

両側のあちこちに藤、栃、ウツキ、紫陽花の花が咲いて

おり目を楽しませてくれる林道を長々と下った。川乗橋バス

停から最終便のバスで奥多摩駅へ向かった。 

 

                                                              (記 小國) 

 

＜コースタイム＞ 

奥多摩駅発9：00⇒川乗橋バス停着9：14→鳥谷戸尾根登

山口9：20→笙ノ岩山山頂（昼食休憩）12：18～12：40→踊

平分岐点（道標のある十字路）14：42→蕎麦粒山山頂15：

00→踊平分岐点（道標のある十字路）15：10→川乗林道合

流点16：00→鳥谷戸尾根登山口18：05→川乗橋バス停着

18：07・バス停発19：04⇒奥多摩駅着19：20 
 

                        


