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◆◆◆◆7777月集会月集会月集会月集会    
期 日 7月28日(日)ＰM2:30～ 
場 所 赤城生涯学習館 
係      山本、永澤 
        会務、山行計画・報告 
     

    
◆◆◆◆7777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(記念山行、記念誌 他) 
             山行計画(お月見他) 
 
 
◆◆◆◆8888月集会の予定月集会の予定月集会の予定月集会の予定 
    8月25日（日） ＰM2:30～ 
    

8888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 8月11日(日) 
場所 奥]武蔵・長久保坂  
  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 9月上旬 
場所 奥]武蔵・大霧山(リベンジ)  
  係 布川 
 
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
    

 

 

参加者 L布川、瀧澤、窪田、高橋（好）、白石、久住  
                                                 (参加者6名)                                               

◇6月22日(土) 雨 

 今回はお試し山行で新入会の白石さんが参加した。 

当日の天気予報では午後3時頃までは曇り、その後雨

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    N0.5674N0.5674N0.5674N0.5674    

    ○○○○2019.6..22(2019.6..22(2019.6..22(2019.6..22(土土土土))))    

            奥武蔵・大霧山奥武蔵・大霧山奥武蔵・大霧山奥武蔵・大霧山      
   =係 布川= 

                 

        今倉山から御正体山方面を望む今倉山から御正体山方面を望む今倉山から御正体山方面を望む今倉山から御正体山方面を望む    
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東京アルコウ会 

 
粥新田峠方面粥新田峠方面粥新田峠方面粥新田峠方面    に向かうに向かうに向かうに向かう    

◇◇◇◇お月見山行についてお月見山行についてお月見山行についてお月見山行について    
今年度のお月見山行案内を、別途お送りしました。 

ご確認の上、ご参加をお待ちしています。 

                 (係 河西) 
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とのことであったが、小川町駅前は本降りの雨であっ

た。兎も角、バスに乗ると下車バス停の橋場では雨が

止んでいた。高橋さんの神頼みに皆が縋り山行を開始

した。橋場より川を越え車道を20分ほど登ると右に見

過してしまいそうな山道入り口の小さな道標があっ

た。周りにはマタタビの葉の半分が白く色付いてい

た。これを「半化粧」とも云うと高橋さんより教わっ

た。山道は木に囲まれたトンネルのような道で、生憎

の雨模様で湿度100％に近いミストサウナ状態であっ

た。 

 しばらく進むと車道に出て、栗和田集落にたどりつ

いた。記念碑横の案内版が分かりにくく、間違えて左

の細い道を進んでしまい、すぐ又車道に出た。 そこ

で軽トラックが近づいてきて、熊が出没したとの情報

があり見回りをしているとの説明を受けた。但し、運

転していた方は発見者がイノシシを熊と間違えたのだ

ろうとも話していた。道を間違えていた事を教わり、

30分ほど遠回りしてしまったが粥新田峠方面行きの山

道に戻った。 

 そこから急な坂道を30分近く登るとあずま屋に到

着、運良く？到着直後から本降りとなり、雨宿りをし

て天気の回復を待つが雨が弱まる気配がなく、雨が凌

げるあずま屋で昼食を摂ることとした。 

窪田さんが餅入りお汁粉を作って下さり、布川さんの

コーヒーも頂き雨宿りの時間を忘れ皆で楽しむことが

出来た。あと1.2kmで大霧山山頂であったが本降りの雨

が止む気配がないのでこれ以上の山行を断念、橋場ま

で下山した。雨は下山途中から止むも山の上は本降り

が続いている様子であった。 

 小川町は和紙作りで町おこしをしており、バスを途

中下車して「和紙の里」を見学、和紙作り、和紙によ

る版画展を見て回る機会を得た。 

 帰りには、何故か成増駅前の居酒屋にて全員参加で

残念会、お疲れ様会を行った。山行そのものは消化不

良に終わったが、残念会は大いに盛り上がり楽しい一

日を経験させて頂いた。近いうちにこのコースに再挑

戦してみたいと思った。 

 

                  (記 久住) 

 

＜コースタイム＞ 

 東武東上線小川町駅前9:12発(白石車庫行バス)⇒橋

場下車9:45～9:50→山道入り口10:10→栗和田林道記念

碑10:32→粥新田峠入り口11:00→粥新田峠あずま屋

11:26(大霧山迄あと1.2ｋｍ)昼食・下山開始13:30→橋

場バス停14:30着、15:19発→和紙の里15:27～16:16⇒

小川町到着16:40 

 

 
東屋にて昼食東屋にて昼食東屋にて昼食東屋にて昼食    

参加者 L岡本、小國、白石 （参加者3名）                                               
◇7月13日(土)  曇り後 雨 

  奥多摩駅前の各バス停には、束の間の梅雨晴れを

狙ってきた登山者が長蛇の列をなし、何台もの臨時便

が増便された。9時前に東日原バス停に到着、登山口の

ある一石山神社(いっせきさんじんじゃ)まで30分程歩

く。稲村岩背後の山には霧のような雲が掛かっていた

が、徐々に薄れて、天祖山、雲取山への道を左に分け

て神社に着く頃には青空が見え出した。 

一石山神社は日原鍾乳洞の道路向かいにある。神社の

御祭神は天照大神と稜威尾走命(いずのおばしりのみこ

と)で、御神体は日原鍾乳洞である。社殿は小作りだ

が、品格を感じさせる。登山口は社殿左にある社の右

側の道である。登山口の道標はない。入った所に「悪

路注意」「熊出没情報」の張り紙があることで登山道

であることが確認される。その先のY字分岐(道標なし)

で登りの右側の道を進むと、道は消えて急傾斜地を這

い登る羽目に陥る。10分程で薄い踏み跡の山道に出

会って、安堵する。Y字分岐では左側の道が正解だった

のだ。この後、道はジグザグの急坂を登る。山道の右

手(東)の樹間に、圧倒的な迫力の岩壁、燕岩(つばめい

わ)とその向かいに尖頭のような奇岩、梵天岩が屹立す

る。山道にはトラロープや石段があり、稲村尾根に引

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    N0.5675N0.5675N0.5675N0.5675    

○○○○2019.7.13(2019.7.13(2019.7.13(2019.7.13(土)土)土)土)    

                奥多摩・奥多摩・奥多摩・奥多摩・金袋山金袋山金袋山金袋山    

     
   =係 岡本= 

                  
ギンリョウソウギンリョウソウギンリョウソウギンリョウソウ    
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けを取らない急登と言えそうだ。初っ端から胸突き八

丁である。  
 登山口から1時間程の苦闘の末にベンチに着く。休

憩。ベンチからはほぼ北方向に穏やかな尾根歩きとな

り、その後、やや急坂をトラバースして、漸く緩やか

で幅広いタワ尾根に着いた。これまでの急登登攀の緊

張がほぐれると、我知らず周囲の美しいブナ林を陶然

と見入っていた。タワ尾根に取り付いて、10分程で一

石山(標高1007m)に着いた。ピークらしくない山頂で、

幹に掛けてある小さな手製の山名版を見落とすと知ら

ずに通り過ぎてしまうだろう。雨上がりのしっとりと

した雰囲気、時折、谷側からの風が凉気を運んでく

る。 

 ミズナラの巨木を目指す。捕虫網を持った男性(別々

に2人)が降りてきた。尋ねると、カミキリムシとゾウ

ムシを採集してると言う。ここまでの登りの山道で昆

虫の気配は感じなかった。一石山より20分程来たとこ

ろのY字分岐で「金袋山、ミズナラ」の小さな標識が 

地面に置かれているのを見つけた(見逃す惧れあり)。

分岐で右の道へ尾根を外れてトラバース道を10分程進

んで、ミズナラの巨木に着いた(分岐の左の道は尾根筋

で、ミズナラの巨木を通らず直接人形山に至る)。ミズ

ナラの巨木を案内する立て札、道標があるわけではな

く、山道の先に巨木らしき物が見えだして気づた。ミ

ズナラの巨木の周りは古木の断片で囲われており、管

理にあたっている東京都水道局水源管理事務所と巨樹

の会がウッドサークル内への立ち入りを禁じている。

ミズナラの巨木は期待に反して根本近くから折れて横

転している。折れた太い幹の部分は、口を開き内蔵を

曝け出している肉身のように見えて、生々しく凄惨で

ある。2018年11月当時は傾いていたが、支柱に支えら

れて折れてはいなかった(ネットの写真)のだから、最

近倒壊したのだろう。幹周り約6.5m、樹高約25mのミズ

ナラの巨木は、樹齢推定800年を生きてきた。盛時に辺

りを睥睨して威容を誇っていた姿を見たかったが、残

念である。ミズナラの巨木よ、倒壊、これも天寿とし

て受け入れよ。  
 ミズナラの巨木から北方向にある尾根筋に登り、200m

程進んで人形山(標高1176m)に着いた。小さな手製の山

名版が幹に掛かっている。「金袋山のミズナラの巨

木」として周知されているが、巨木は人形山の下方、

200m程にあり、他方、金袋山からは下方、1090m程離れ

ているのはどういう訳なのか不可解である。 

 人形山と金袋山との間でブナ古木の霊気と奥多摩秘

境の山気を浴びながら昼食を摂った。金袋山(標高

1325m)も平坦で広い尾根上にあって、約40cm四方の手

製の巾着袋型の山名版が幹に掛かっている。 

 金袋山から先の篶坂ノ丸(すずさかのまる)は目指さ

ず、元の道を辿って下山した。午後2時半頃から雨が降

りだしたが、樹林の傘に守られて下山し、東日原バス

停午後4時15分発の臨時便に乗車した。 

 今回の山行ルートには、全うな道標はない。山道も

踏み跡が薄いところや落ち葉で隠れた部分があるの

で、道標頼りの山行は不可で読図力が必要かもしれな

い。昆虫採集者に出会ったが、不思議なことに登山者

には全く会わなかった。タワ尾根はブナ等広葉落葉樹

林帯なので紅葉の時期に山行するのも魅力的であろ

う。人形山の付近で葉緑素をもたないギンリュウソウ

(銀竜草)の群生地を見つけたり、他にもマタタビ(木天

蓼、もくてんりょう)の小さな白い花や白い花弁のナツ

ツバキ(夏椿)等珍しい植物に出会えたのは幸運であっ

た(小國さんの教示)。白石さんは初の奥多摩山行で実

力を発揮された。      

                  (記  岡本) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コースタイム＞ 

奥多摩駅前発8:35⇒東日原バス停8:55→一石山神社(登

山口)9:40→ベンチ10:40→一石山11:25→ミズナラの巨

木11:55→人形山12:15→昼食(12:45～13:15)→金袋山

13:20→人形山13:47→ミズナラの巨木13:52→一石山

14:10→一石山神社15:35→東日原バス停着16:10 

 
金袋山山頂にて金袋山山頂にて金袋山山頂にて金袋山山頂にて    

 
ミズナラの巨木ミズナラの巨木ミズナラの巨木ミズナラの巨木    
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2002年11月30日から12月1日にかけ、1泊2日で韓国全羅南

道と北道の境にある内蔵山(ネジャンサン、標高763.2m)

への山行を行った。山は高くないし麓にある内蔵寺にも

取り立てていうべきものもないが、秋の紅葉は有名でこ

こを凌ぐ紅葉の名所はない。そんな山を紅葉時期を外し

て登ったのだが、外したために山頂に登れなかったとい

う不運な山行であった。2002年当時の韓国有名観光地の

点描にはなるだろうか。 

  以下の本文は、山行より帰宅した夜に留守宅に送った

ファックス信に若干の添削をしたものである。 

 朝8時20分に家を出た。湯沸かしポットのコードを抜い

てきたけれど、直ぐに気になりだした。抜いた記憶はあ

るが、もしかという不安を拭いきれず、また戻って再出

発。地下鉄4号線二村駅で乗り梨水駅で7号線に乗り換え

て、高速ターミナル駅で下車する。ターミナルは、韓国

西部方面行きの湖南ターミナルと東部方面行きの嶺南

ターミナルに分かれているが、地下鉄駅を降り案内板の

矢印通りに進んでいると、途中で矢印がなくなり、目的

の湖南でなく嶺南ターミナルに出てしまう。通行人に尋

ねてようやく湖南ターミナルに着く。  

 10時発井邑行き直行バスに乗る(ソウル・井邑間266キ

ロ、料金17400ウオン=約1700円)。井邑行きバスデポット

(待合所)には、行先違いの光州、益山行きバスが入って

来ており、井邑行きはようやく10時2分前に入ってきた。

係の者に「このデポットは井邑用なのに5分前の今、井邑

行きでなく光州行きが入っているのはどういうこと

か。」と、問うても「まあまあ、待ってくれ。」という

のみ。韓国人客7、8人が待っていたが、何も言わない。

こんな事は日常茶飯事だから殊更文句を言うことではな

いということだろうか。韓国文化の鷹揚さと受け取ろう

か。自分の感覚では、10時発なのに9時55分になっても井

邑行きが入っておらず、方向違いの光州行きが入ってき

ているのは解せない。係の者は説明せず、待機の乗客も

説明を求めない。まだ、自分は韓国を理解してないよう

だ。  

朝食は、食パン1枚とお茶のみだったので、ターミナルで

ペットボトルのお茶とアンパン2個を買って車中で食べ

た。天気は上々、快晴に近い。窓からの陽射しが暖か

い。右の頬が熱いくらいだ。外の景色は冬枯れ、樹葉は

落ちて荒涼とした感じ。 

 13時20分に井邑高速バスターミナルに到着。井邑から内

蔵山行きの直行バス(市外バス)に乗る予定。高速バス

ターミナルの横に市外バスターミナルが続いており、14

時15分発内蔵山行きの切符(900ウオン)を買う。30分以上

の待ち時間があるので、ターミナル傍の食堂でスジェビ

(すいとん、だんご汁)を食べる。化学調味料がたっぷり

入った味。14時15分になってもバスが来なかったので、

切符売り場の売子にバスが来なかったというと、900ウオ

ンを返してくれた上で、「市外バスでなく市内バス71番

に

乗って行け、少しあっちに行けば大通りで乗れる。」と

言う。ターミナルを出て直ぐ二人連れの女学生に市内バ

スの乗り場を尋ねると、「この道を行き、大通りで右に

曲がり薬局前で乗れる。」と教えてくれた。そのバス停

はターミナルから徒歩3分程の距離にあり、20分毎に内蔵

山行きがある。結局、14時33分の内蔵山行き71番(850ウ

オン)に乗った。車窓から街の景色を見る限り、街の規模

や感じは、太白市、寧越邑、丹陽邑とよく似ており、地

方小都市の典型的な雰囲気がある。  

 内蔵山行きバスは、ルート29から49に道を取り、15時10

分頃に内蔵山終点に到着。終点は門前町の土産物屋が並

ぶ大通りのようなところである。俗離山に行った際に、

降りた終点のバス停付近と同じような印象だ。同じよう

な品揃えの土産物屋、同じメニューを揃えた代わり映え

のしない食堂、しかもナイトクラブやカラオケがある。

自家用車時代の幕開けを反映してモーテルが旅館(荘)を

凌いで幅をきかしている。この辺りには民泊はないの

で、来る際にバスの車窓から見つけていた数軒の民泊の

内、ソウル民泊に寄ってみると、主人は「自分の民泊は

紅葉シーズンの秋だけで冬は営業してない。」と言っ

て、友人が営むポリン荘民泊を勧めてくれた。訪ねてみ

ると、そこは全く荒れ果てて廃屋のようで人影が見えな

い。食器が洗いもせずに道端に放ってある。来客を告げ

て戸を開けると、中は真っ暗闇、誰も応対に出てこな

い。止めた。内蔵山観光ホテルもあり、いくつもの派手

な外観のモーテルがあるが、内蔵山終点での宿泊を止め

て井邑の旅館に泊まり早朝のバスで登山口に来ることに

した。16時45分のバスで又井邑に戻った。バス停近くの

セウン荘に宿をとった(1泊25000ウオン)。夕食は、「 ミ

ニストップ」で太巻きとハンバーガーとペットボトルの

お茶を買い、そこで食べた。   

 翌日曜の朝、6時前に起床、饅頭と牛乳で朝食に代え

た。まだ寝ていた主人に起きてもらって戸を開けても

らった。外は未だ暗い。バス停に6時45に着いたが、朝一

番のバスを5分の差で逃した。この時間帯はタクシーが

引っ切り無しに通り、バス待ちしている者の前に止まり

客引きをする。7時10分の二番車(71番内蔵山行き)に乗

車。登山姿の中年夫妻も同乗。車窓には、冬枯れの茶色

に霜の白さが織りなす荒涼とした田畑の風景が展開。7時

30分に内蔵山終点に到着した。早い。身支度し7時40分に

入山切符売場に着く。入山料は2600ウオン。  

 

随想随想随想随想                                    

        山に親しみ山に想う(19)   
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 8時10分に展望台行きのケーブルカー乗り場に着くが、

早過ぎて動いていない。8時25分に内蔵寺のイルチュムン

(寺の伽藍の最外郭にある門)に到着。そこの案内文に

は、「百済武王36年(636年)に霊隠祖師が霊隠寺として建

立、儒教重視の李朝の廃寺令により1539年に一旦焼却、

1567年希黙大師が重創、その後内蔵寺に改称、1951年1月

朝鮮戦争で焼失、1958年重建、1971年寺域が国立公園に

指定」とある。時代に弄ばれた寺の閲歴。伽藍自体は小

規模で重なる焼失のため国宝もない。観光客は寺ではな

く寺域の秋の紅葉を観に訪れる。今回行く予定にしてい

た白羊寺は伽藍も立派で寺格も高い。 

  8時40分に寺を出る。寺の門の左右に案内板があり、右

の物はプルチュル峰方面の、左の物は金仙渓谷方面の案

内である。ガイドブック等の情報でルートが統制され、

内蔵山の最高峰神仙峰(標高763.2m)が統制区域内である

ことは既に知っていたが、もしや行けるかもしれないと

思い、境内を掃除している墨染服のおばさんに尋ねる

と、金仙渓谷方面に行く途中に案内板があると言う。案

の定、200m程先に在った。神仙峰2.8km、金仙瀑布

1.7km、カチ峰2.2km、展望台0.8km(ケーブルカー終点)と

ある。右方向への神仙峰、金仙瀑布ルートに道をとる。

約1km進んだところで、神仙峰と金仙瀑布の分岐点に出

る。神仙峰方向へと渓流を渡ったところ、その先は竹矢

来の塀で塞がれており、「自然公園法第28条により、山

火事予防のため出入を禁じる。無断入山者は同法第38条

により処罰される。国立公園管理公団内蔵山管理事務所

長  白」とある(注)。止むを得ず引き返し、金仙瀑布へ

のルートに変えたが、瀑布への渓流は水が枯れて殆ど流

れていない。神仙門を通り過ぎたあたりの案内板には、

瀑布で水浴する天女が他人に岩の上から覗き見されない

ように、この辺りの岩は油気を含み滑り易くなっている

との伝説が書かれている。上流に行っても水はなく岩が

ゴロゴロしているだけ、瀑布らしき断崖にも水がないの

で引き返した。天女の水浴どころか、荒涼たる岩の連な

り。自然の荒廃が進んでいるのだ。 

  10時に引き返し、10時40分頃内蔵寺の門前に着き、土

産物店で内蔵山国立公園の地図が描かれたバンダナを

買った(1枚2000ウオン)。 

   今日は快晴に近い好天である。山中を歩いていた時は

樹陰ばかりだったが、平地に降りてくると陽が眩しいく

らいだ。ー内蔵山  寺前の柿  なお赤く  小春日和の陽

に照らされてー土産物店前の柿、渋柿が赤い花を散りば

めたように実っている。少し行くと、ケーブルカーがあ

り、その傍に米国風のビジターズ センター(韓国語では

探訪案内所)がある。入口に備置された訪問者芳名録に請

われて名前と職業を記入した。すると、背後からおじさ

んが「日本の方ですか」と問い掛けてきた。そうですが

云々と韓国語で答える。すると、おじさんは極めて流暢

な日本語で館内の展示物を説明してくれた。尋ねると、

熊本の旧制五高、東京帝大を出て、戦後40年間高校の校

長をしていたという。今でも同窓会とか何やらで日本に

よく行くという。78歳の隠居の身、ボランティアとして

日本語の通訳案内をしている由。もう一人の年配者は、

英語のボランティアだという。説明の中で、「内蔵山の

山域にあるユズリ葉と榧木の群生地は植生分布の北限に

なっており、その意味で天然記念物に指定されているこ

と、黒鷲、大鷲が棲んでいたが、現在では姿を見せなく

なったこと」などを教えてもらった。おじさんは別れが

たい素振りだったので、春にまた白羊寺まで歩きに来る

のでその時会いましょうと言って別れた(事情により約束

を守れず、電話で説明して納得を得た)。おじさんの名前

は、殷oo(住所は井邑市ooo,電話ooo)だ。 

 12時にバス停に到着。12時20分に乗車して、50分に井邑

のバスターミナルに到着。2時10分発東ソウルバスターミ

ナル行きに乗車する(12400ウオン)。昼食は2時10分まで

の待ち時間に摂ろうとして市内を歩いたが、良さそうな

店が無いので、結局「ミニストップ」というコンビニに

入って、韓国太巻、ハンバーグ、コーヒーをそこで食べ

た。本当に食堂の無い街である。他方、タバン(喫茶店)

は多い。 

  日曜の午後からの高速道路は渋滞し、6時15分に東ソウ

ルターミナルに到着。家に着いたのは7時半。今回の山行

は、統制のため内蔵山山頂に登れず、カメラの電池きれ

と散々であった。 

(注)ソウル傍の北漢山国立公園ではルートの統制区域は

なく、登山道入口でライター、タバコなどを預ける箱が

置いてあった。済州島では山火事監視小屋があるのみ

で、山火事予防のためのルートの統制区域はなかっ

た。                         

                   (了) 
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