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◆◆◆◆6666月集会月集会月集会月集会    
期 日 6月30日(日)ＰM2:30～ 
場 所 赤城生涯学習館 
係      岡本、延里 
        会務、山行計画・報告 
     

    
◆◆◆◆6666月委員会月委員会月委員会月委員会(同日PM1:00～ 
  係・田村 
  議題・100周年関連、 
             山行計画(お月見他) 
 
 
◆◆◆◆7777月集会の予定月集会の予定月集会の予定月集会の予定 
    7月28日（日） ＰM2:30～ 

    
7777月山行計画月山行計画月山行計画月山行計画    
    
◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング    
期日 7月7日(日) 
場所 奥多摩・鑾坂丸(すずさかまる)周辺  
  係 岡本 
 
◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング    
期日 7月20日(日) 
場所 御坂山塊・三つ峠 
  係 布川 
    
    
◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング◇日帰りハイキング    
期日 7月下旬 
場所 奥多摩・大塚山、御岳山周辺  
  係 岡本 
    
    
    
    
 
 
 
 

 

 

参加者 L布川、瀧澤、岡本、小国(参加者4名)                                               

◇5月18日(土) 曇り時々晴れ 

小田急線新松田駅から1時間余りバスに揺られ、9時半

過ぎに西丹沢ビジターセンター(旧西丹沢自然教室)に

着いた。センター横の車道に本格的な登山季節を迎え

山行報告山行報告山行報告山行報告 山行回数山行回数山行回数山行回数    N0.5671N0.5671N0.5671N0.5671    

    ○○○○2019.5.18(2019.5.18(2019.5.18(2019.5.18(土)～土)～土)～土)～5.19(5.19(5.19(5.19(日日日日))))    

            西丹沢・大室山～加入道山西丹沢・大室山～加入道山西丹沢・大室山～加入道山西丹沢・大室山～加入道山      
   =係 布川= 

                 

        2018201820182018年お月見山行・東雲山荘前で年お月見山行・東雲山荘前で年お月見山行・東雲山荘前で年お月見山行・東雲山荘前で    

会会会会         報報報報    
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東京アルコウ会 

◇◇◇◇お月見山行のお知らせお月見山行のお知らせお月見山行のお知らせお月見山行のお知らせ    
今年度のお月見は10月13日(日)、14日(月・祝日)に 

決定しました。 

場所は例年と同じ、日の出山・東雲山荘です 

詳細は後日お知らせします。     (係 河西) 

 
自然林の中を登る自然林の中を登る自然林の中を登る自然林の中を登る    
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たことを告げるように「西丹沢山開き」(19日午前式

典)の横断幕が懸かっている。 

  ビジターセンターから北方向に白石沢沿いの車道を

行く。500mほど先で檜洞丸に至るつつじ新道入口を分

ける。車道と白石沢の間の広い河原はキャンプ場であ

る。前方に見える大室山と加入道山間の稜線が降りて

くる雲に隠れようとしている。キャンプ場を過ぎ橋を

渡ると、用木沢出合である。道標「犬越路(いぬこえ

じ)2.5km」「白石峠3.8km」「ビジターセンター

1.8km」がある。 

  犬越路へ用木沢沿いの道に入る。200m程先に架かる

鉄製の用木沢公園橋(アーチ橋)まで林道で、そこから

は沢沿いの細い道になる。木橋や飛び石伝いに沢を6、

7回渡る。崖っぷちの桟道を通ることもある。山道はや

がて道標「犬越路0.9km」の辺りで用木沢の右岸の沢沿

いから離れて、北東方向に登り始める。すると自然林

の中にニホンジカの採食を防ぐ「植生保護柵」が幾つ

も出てくる。ここより山道は北方向にコシバ沢(犬越路

沢)という、大小の岩が累累たる涸れ沢を登る。踏み跡

が分かりずらい。徐々に傾斜を増すにつれ沢の幅が痩

せてくる。道標「この先200m、犬越路避難小屋あり」

辺りの三点確保の急な岩場から木段を登りきって漸く

犬越路(1060m)に着いた。 

  犬越路は檜洞丸(ひのきぼらまる)と大室山を結ぶ稜

線上の鞍部であり、展望が開け檜洞丸方面が見通され

る。道標「用木沢出合2.5km」「大室山2.6km」「檜洞

丸3.7km」がある。檜洞丸から縦走してきた10名程が用

木沢出合に下って行った。犬越路避難小屋は新しく小

綺麗でトイレもある。避難小屋のベランダで昼食を

摂った。説明板には、「武田信玄が田原城攻めの際、

イヌを先頭にここを越えたことが地名の起こりと言わ

れ、西丹沢には信玄に関する伝説が幾つもある。」と

ある。 

  犬越路からは陽に映える自然林の中、急峻をジグザ

グに登って大杉丸(1168m)に出ると、しばらく平坦な道

が続く。その先の1221mピークで小國さんは別れて帰途

についた。山道を縁取るブナの樹々が続くが、所どこ

ろにブナの立枯れや倒木が目立つ。鎖のある階段もで

てくる緩急の道を繰り返して、徐々に登る。クマ笹地

帯となり、アザミ、コバイケソウ、トリカブトが混生

し始める。折から西より霧が張り出し、肌寒くなって

長袖を羽織る。コバイケソウ群生地を登りきって、西

ノ肩に着く。リュックをデポし、荒れ気味の平坦地を

進み大室山山頂(1587m)に着く。標識とベンチ、テーブ

ルがある。霧で展望がなく寒々しい雰囲気の中で、控

えめに咲く山桜が妙に美しかった。 

  西ノ肩に戻り、加入道山に向かう。道はブナ林を通

り、その林床をコバイケソウが埋めている。林相が美

しい。コバイケソウが姿を消して下った先で破風口(は

ふぐち)というキレット状の鞍部にでる。登り返して、

道志への分岐がある前大室(まえおおむろ)を経て、緩

やかな登下降を終えると尾根の一角のような加入道山

山頂に着く。加入道避難小屋は山頂の一段下にある。

新築のような避難小屋に重い荷を解く。我々に次いで

中年男性が泊まりに来た。布川さんの特別メニュー、

ラーメンをご馳走になり、9時頃床に就いた。  
 

◇5月19日(日) 曇り時々晴れ 

 翌日5時頃起床、朝食を摂り、山小屋日誌に記帳して7

時50分に出立した。南方向に尾根を下ると、直ぐに道

志への道を右に分ける。広い尾根筋にブナの巨木が目

を引く。いつしか霧が薄らぎ、東の雲の切れ目から陽

が覗く。遠くの山際が見え出し、雲が流れる。晴れの

兆しである。緑が映える。道標「加入道山0.5km」「用

木沢出合3.8km」のある白石峠に着く。ここより南東方

向に鎖場もある急坂をジグザグに降ると、花崗岩がゴ

ロゴロした白石沢の源頭部に至る。水流はないが、30

分程涸れ沢を降ると漸く大岩の底から滲み出る水を見

た。瞬く間に水量を増し瀬音が聞こえだした。崖下の

樹間に白石滝を垣間見て更に降る。沢を幾度も渡り返

す。河原歩きでは 

変成岩の妖しい色に魅せられる。やがて、白石林道に

出て、車止めゲートを抜けると用木沢出合である。西

丹沢ビジターセンターに向かう。センターには12時頃

着いたが、14時40分までバスはなかった。 

気掛かりだった天気は、曇り、霧、陽光と変化した

が、それが返って新緑の変幻する奥深い魅力を引き出

してくれたようである。変成岩を見分し避難小屋に泊

まったことも意味あるものであった。 

                   (記  岡本) 

 

＜コースタイム＞ 

18日    新松田駅バス停発8:25⇒西丹沢ビジターセン

ター9:35～9:50→用木沢出合10:30→犬越路12:40～

13:20→大杉丸13:37→1221mピーク13:55→西ノ肩16:00

→大室山16:10～16:20→西ノ肩16:28→前大室18:00→

加入道山・避難小屋18:16 

19日    加入道避難小屋発7:50→白石峠8:18→用木沢

出合11:23→西丹沢ビジターセンタ→12:05→西丹沢ビ

ジターセンタ→バス停発14:40⇒新松田駅着15:50 

 

 

 
犬越路にて犬越路にて犬越路にて犬越路にて    
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参加者 L岡本、小國、延里、瀧澤 

                （参加者4名）                                               
◇6月16日(日) 快晴                                         

西武池袋線高麗駅に集合。駅前広場には多数の登山

客。「天下大将軍」と「地下女将軍」の将軍票が迎え

てくれる。昨日の雨がウソのような晴天の中、準備体

操の後出発。交通量の多い国道299号線を通り、高麗川

を渡る。川は昨日の雨で、少し濁り流れはきつく、そ

の中を子連れのカモが流れを横断している。親鳥の後

ろにぴったりとヒナが一列に等間隔につき、あたかも

尾の長い1羽の鳥が泳いでいるように見える。 

国道から静かな住宅街の脇道に入り、登山口が分か

 

参加者 L久住、窪田、小國、永澤、延里 

                （参加者5名）                                               
◇6月9日(日) 小雨 

淡い期待も外れ高尾山口駅前に集合した時点では生憎

の小雨に歓迎された。 

 9時15分に駅前を出発、甲州街道より少し分かりにく

い小道に入り「かたらいの路大戸コース」の道標の手

前が登山口。尾根上の「四辻」に9時40分に到着。この

コースは登山客が少なく、霧に霞む静寂の中を進む。

時々トレイルランで駆け抜けるランナーとすれ違う。

道標がよく整備されているもその地点の名称記載がな

く、方向と番号だけの味気ないものであった。又、土

が柔らかく木々の根が十分張らない為と思われるが倒

木が多いのが残念であった。 

途中、廃鉄塔、新鉄塔の下を過ぎ（10時50分）、草戸

峠にむかう。11時15分に草戸峠に到着したが、霧が立

ち込めて遠くの景色がほとんど見えず。さらに小雨の

降り続く中を全員がレインウエアを着、傘を指して草

戸山山頂へ向かう。 

 草戸山山頂（364ｍ）には11時40分に到着。城山湖が

雲の合間から見えたことは幸いであった。 

山頂のあずま屋にて昼食とした。昼食は窪田さんにお

汁粉（餅入り）を振る舞っていただいた。永澤さんよ

りは恒例のコーヒーを沸かしていただいた。2時間半程

歩いた後の窪田さんの思いの籠もったお汁粉、永澤さ

んのコーヒーがこんなに美味しいとは！ 

 先に到着していた若者カップルにもお汁粉、コー

ヒーをおすそ分けし、話が盛り上がったところで永澤

さんよりアルコウ会のチラシを手渡し勧誘した。（お

汁粉、コーヒーの効果を期待） 

 下山途中、樹木草に詳しい小國さん及び延里さんよ

り朴（ほう）の木、マムシグサ、マタタビ等の名称を

教わる。道端にひっそりと咲く花の名前を沢山覚える

ことも山行の楽しみとしたい。 

榎窪山（420ｍ）を越えて三沢峠に到着（13時40分）。

三沢峠を過ぎると道はなだらかな林道が続き、宿泊施

設のある「グリーンセンター」（14時10分）、高級料

亭の「うかい竹亭」（14時40分）を通過して「関東ふ

れあいの道」起終点である梅の木平（バス停）に到

着、京王線高尾山口駅まで約30分車道沿いを歩いた。

15時30分に無事高尾山口駅に到着した。 

 今回のお試し山行に参加予定であった新人は雨の為

に今回欠席となったが、天気の良い時の山行に参加し

て良い思い出ができることを期待する。  

                  (記  久住) 

 

＜コースタイム＞ 

京王線高尾山口駅前9:15→四辻9:40→草戸峠11:15→草

戸山山頂11:40（昼食）→三沢峠13:40→高尾山口駅前
14:40 

山行報告山行報告山行報告山行報告 山行回数山行回数山行回数山行回数    N0.5672N0.5672N0.5672N0.5672    

○○○○2019.6.9(2019.6.9(2019.6.9(2019.6.9(日)日)日)日)    

                奥多摩・草戸山奥多摩・草戸山奥多摩・草戸山奥多摩・草戸山         

 
   =係 久住= 

                  
草戸山山頂草戸山山頂草戸山山頂草戸山山頂    

 
雨に煙る自然林を歩く雨に煙る自然林を歩く雨に煙る自然林を歩く雨に煙る自然林を歩く    

山行報告山行報告山行報告山行報告 山行回数山行回数山行回数山行回数    N0.5673N0.5673N0.5673N0.5673    

○○○○2019.6.16(2019.6.16(2019.6.16(2019.6.16(日)日)日)日)    

                奥武蔵・奥武蔵・奥武蔵・奥武蔵・鎌北湖・物見山鎌北湖・物見山鎌北湖・物見山鎌北湖・物見山     

 
   =係 岡本= 
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らず犬の散歩中の人に聞く。道路改修の記念碑のとこ

ろに登山口はあり、杉林の中の登山道を進む。昨日の

雨で道には水の流れがいたるところにあり、滑らぬよ

うに注意しながら登って行った。杉林は間伐、下枝払

いなどの手入れが行き届いており、小漏れ日が入り、

しっとりとした林を明るくしている。私たちに登山道

の入口を教えてくれた人が追いつき、イヌと一緒に素

晴らしい速さで抜いて行った。やがて黒尾根上に出

た。登山道の水はなくなり足元は安定して登りやすく

なった。名もないピークに到達し、下り鞍部を通りま

た登った。これを繰り返しつつさらに高度を上げて

いった。 

数本の登山道が交差するイボ石ノ峠に到着。道標に

従い尾根を下ってまた複雑な交差点であるヤセオネ峠

に到着。昼食にするため物見山に登頂。 

物見山の山頂は切り開かれて、テーブル、ベンチが

設置してあり、多くの登山者が昼食を取っていた。日

和田山、高指山経由の物見山縦走コースから次々と

登ってくる。私たちのコースよりも東側の登山道から

多くの登山者は登ってくるようである。背の高い杉の

木と送電線に邪魔され、わずかに見える新宿の高層ビ

ル群を見ながら昼食をとった。 

昼食後ヤセオネ峠まで引き返し、宿谷ノ滝を目指

し、尾根から下った。目も眩むような急な坂を下り、

林道を横断し、また急な坂を下る。なだらかな尾根道

を進む。左手が伐採され、谷を挟んだ向こうの尾根、

さらにその先の山々が見える。突然急峻な下りになっ

た。急な下りをゆっくり慎重に下り、両側の谷の合流

点に到着。谷川に沿って下って行き、四阿に着く。紫

陽花が植えられて公園として手入れされている。さら

に下り、宿谷ノ小滝に着く。濡れた岩の道を滑らぬよ

うに慎重に谷川まで降り、しばし滝を鑑賞した。さら

に登山道を下り、宿谷ノ滝公園に着く。草が刈り取ら

れ、よく手入れされている。滝壺の前まで降り滝を鑑

賞する。滝は三方を苔むした岩壁に囲まれて、豊富な

水は岩棚からとうとうと落ちる。子供を抱いたお地蔵

様、観音様、不動明王の石像、「八大竜王」の石碑が

あった。 

滝の谷川から登山道を登り、尾根を越え下って林道

に出て、林道を下り、鎌北湖に出た。この湖はアース

フィルダムによるせき止め湖である。駐車場には「犬

魂碑」があった。心なしか犬を連れた人を多く見かけ

る。アースフィルダムのきわめて急な斜面を斜めに下

る。杉林の中の谷川に沿って下る。途中に大きな望遠

レンズをつけたカメラを三脚の上にセットして木の上

を見ている人がいる。声をかけると、三光鳥を撮って

いるとのこと。カメラのディスプレイを見ると長い尾

が見える。巣で卵を温めているとのこと。肉眼では全

く見えない。既に撮ってある写真を見せてもらった。

体全体は茶色、目の周りに青い隈があるきれいな鳥で

ある。「月日星ホーホー」と鳴くので三光鳥とのこと

であった。 

 杉林を抜けると水稲、梅、栗、ネギなどが栽培され

ているのどかな田園地帯になった。農産物を売ってい

る店で一休みし、駅までの道を聞いた。県道186号線の

馬頭観音のあるところで八高線と東武線に分かれ解散

とした。   

 

                    (記  小国) 

 

＜コースタイム＞ 

西武新宿線高麗駅出発9：10→登山口9:50→イボ石峠

11：30→ヤセオネ峠11：40→物見山山頂11：45(昼食)

～12：25→ヤセオネ峠12：30→林道横断12：35→谷川

合流点13：05→宿谷ノ小滝13：10→宿谷ノ滝公園13：

25→宿谷ノ滝13：35～13：45→鎌北湖14：15～14：

35→農産物販売店15：15～15：30→馬頭観音15：50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
物見山山頂にて物見山山頂にて物見山山頂にて物見山山頂にて    

 
宿谷ノ滝 宿谷ノ滝 宿谷ノ滝 宿谷ノ滝     
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 翌21日は6時に起床。オンドルが少々熱すぎた。チョ

コバーとポカリスエットで朝食に代えた。民泊の人は

秋夕の祭祀のため不在だったので、ありがとうのメモ

を残して6時半に民泊を出発。5分程先の亀龍入山切符

売場で2600ウオンを払い、亀龍寺は素通りして、舗装

された参道から渓流沿い登山道に進む。道の両側は栗

林である。朴正煕大統領は1970年代にセマウル運動(新

しい村造り運動)を展開した際、植林には食料になる栗

などを植えさせた。そのセマウル運動の成果がここに

も及んでいるのかな、と思った。リスが道を横切る。

栗やドングリが落ちるポタリという音が意外に大きく

聞こえる。渓流の瀬音。野鳥がキッキッと鋭く鳴く。7

時半に道標「毘盧峰(雉岳山最高峰)3.2km」「細簾の滝

0.5km」「亀龍寺1.6km、切符売場2.5km」を通過した。    

 ここまで緩やかな道を時速2.5キロで歩いてきた。7

時50分に毘盧峰まで2.7km、標高500m地点にある細簾の

滝に着いた。滝は高さ10m程の二段で変哲もない。掲示

板には「これより2.7kmは急峻で危険なところが多く、

心臓病などのある方や老齢者は入山しないように。毘

盧峰往復に6時間要するので、午後3時以降の入山を禁

止する」とある。韓国では国立公園内でのコンロ使用

や野営は禁止されており、日没までに下山しなければ

ならない。ここで慣れた足取りの登山者が追い抜いて

行った。登山者に出逢ったのはこれが初である。標高

600m辺りでダダダーという機関銃のような音がした。

至近の幹に首の周りに橙色のマフラーをしたキツツキ

の姿を初めて見た。8時20分に毘盧峰まで2.2km地点に

着いた。30分で500mしか稼いでない。やはり急峻だ。

両側は深い谷で所々にロープや鉄鎖が張ってある。8時

35分、標高700m地点のサダリピョンチャンで一息入れ

た。滑落注意とある。この先は岩稜を縦走するところ

で最も用心すべきところだ。岩に塗られた黄色のペン

キの通りに慎重に進む。毘盧峰まで0.9km地点で易しい

立石寺ルートから登頂し下山してくるグループに出

逢った。若夫婦と親子4人である。10時15分に毘盧峰ま

で0.3km、標高1170m地点を通過し、10時45分に毘盧峰

1288m山頂に着いた。登頂直前の30分間は300mしか進め

ず、時速600mであった。 

  山頂付近は潅木帯である。小白山(注8)山頂付近のよ

うな御花畑の植生は見られない。山頂は10m、40m四方

の平坦な岩山である。小さな石碑に愛想もなく「ピロ

ボン(毘盧峰)1288m」と刻んである。その側に、小石を

積み上げた三角錐の石塔、高さ3m程のものが2基建って

いる。生憎霧が出て視界が利かず、周囲の景色は全く

見えない。山頂には自分一人である。サブレとポカリ

スエットで昼食を摂った。雉岳山は最高峰の毘盧峰を

中心とする周辺の峰々の総称である。雉岳山の山名由

来は、山頂の掲示板によれば、「昔、紅葉が美しい山

だったので「赤岳山」と称していたが、その後、この

地方のキジ(雉)にまつわる伝説が借用されて雉岳山に

なった」という。昼食を摂っていると、両親と小学生

２人の４人家族と青年２人連れが立石寺ルートから

登ってきた。 

 11時10分、立石寺コースから下山することにした。立

石寺を経由してホワンコル入山切符売場まで4.1kmであ

る。毘盧峰から下って2.5km先にある立石寺の参道まで

ロープや鉄鎖はなく、危険個所はない。毘盧峰から

1.3km下りても標高は1140mだったが、その後若干急な

下りとなり、13時に標高720mにある立石寺に着いた。

寺から先は舗装路の参道である。13時35分にホワンコ

ル入山切符売場に着き、さらに30分でウイホワンコル

のバス停に着いた。バス停周辺には、レストラン、

モーテル、高級民泊があり、リゾート地の雰囲気があ

る。昨夜泊まった亀龍寺辺りの民泊とは雲泥の差であ

る。売店の主人が登山姿を見て、バスは14時55分にあ

ると、問わず語りに教えてくれた。バス停に行くと、

雨除け程の小屋はあるが、バス停の名前も時刻表もな

い。「時刻表はないのか」と誰かの落書きがあった。

15時20分に原州駅に着いた。 

  原州駅は秋夕の祭祀を早暁に終えて、ソウルに戻る

人々で混雑していた。長い順番待ちの末に、無窮花号

一般室立ち席(4800ウオン)が買えた。通路は立ち席の

客で立錐の余地もない。リュックを敷いて坐り持参の

文藝春秋を読んで時間を潰していたが、ふと本から目

を外すと、偶然にも山の疲れが癒される美しい情景を

目にすることになった。傍に60過ぎのお婆さんが立っ

ていた。その前の席の人が途中で降り、少しの間席が

空いた。お婆さんは立ち疲れていたので指定席券を持

つ次の客が来るまでと思って坐った。列車が動き出し

て少しして、指定席券を持った高校生くらいの若者が

来た。その席の傍まで来てお婆さんが坐っているのに

気付くと、背を向けて知らない風を装った。そのうち

お婆さんは気付いて、若者に坐れと勧めたが、若者は

最後まで固辞し、終点の清涼里駅まで立続けた。唯、

それだけのことであるが。 

 

随想随想随想随想                                    

        山に親しみ山に想う(18)   

      ー韓国雉岳山国立公園紀行ー(2)             

                                                            ＝岡本＝                   
.掲示板・掲示板・掲示板・掲示板・雉岳山毘盧峰全景雉岳山毘盧峰全景雉岳山毘盧峰全景雉岳山毘盧峰全景         
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◆編集後記編集後記編集後記編集後記    

今年のお月見山行は、偶然ハセツネ(日本山岳耐久レー

ス)と同じ日になりました。13日の夜から14日の朝に掛

けて大勢のランナーが日の出山を通過します。応援す

るも良し、山荘て寝ているも良しです。 

 

 

先月号の「ツツジ山山頂」の写真のキャプションが

「長安寺山山頂」と間違っていました。訂正します。 

                   (河西 記) 

 

  17時47分定刻に終点に着いた。乗客はハレの秋夕の

営みから、日常に戻っていった。 

 

＜コースタイム＞ 

雉岳山国立公園管理事務所亀龍入山切符売場(登山口)

6:35→亀龍寺6:50細簾の滝7:50→雉岳山毘盧峰10:45～

11:10→立石寺13:00→ホワンコル入山切符売場13:35 

(コース距離約9.8キロ) 

 

(注8)小白山   慶尚北道、忠清北道、江原道の三道の

境界にまたがる320平方キロの小白山国立公園にあり、

最高峰は1439mの毘盧峰。2002年8月17日~22日の間に太

白山と共に登った。 

                                         (了) 

 
.岩稜岩稜岩稜岩稜((((墜落注意の注意版墜落注意の注意版墜落注意の注意版墜落注意の注意版)     

MEMO 


