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会   報 

2019年11月号  

東京アルコウ会 

◆11月 集会 

期日 11月24日（日）PM 2:30～ 

場所 赤城生涯学習館 

係  布川、高橋Y 

◆11月 委員会（同日PM 1:00～) 

係： 田村 

議題：100周年関連 

山行計画 他 

 

◆12月集会、委員会の予定 

  12月22日（日） 

＜12月山行計画＞ 

◇日帰りハイキング 

 期日 12月1日（日） 

 場所 子の権現と竹寺の紅葉 

 係   永澤 

 

＜１２月の追加山行計画を募集中！＞ 

奥多摩むかし道より奥多摩湖を望む 

 山行報告 山行回数 NO.5683 

 ◯ 2019.10.26（土） 

     奥多摩・五台山、一本松 

      ＝係 岡本＝ 

 

 

 

 

参加者：L岡本、小國（参加人数2名） 

◇10月26日(土) 晴れ 

 JR五日市線武蔵五日市駅に集合。昨日の雨がウソのよう

によく晴れ、絶好のハイキング日和である。数馬行バス

で檜原街道を西川橋BSへ向かう。市街地を抜けると片側

に南秋川の深い谷、反対側に切り立った崖の間の険しい

道を走った。道路は昨日の雨か最近の台風と豪雨による

ものか数ヶ所で崩落し、復旧工事中であった。崖側から

はいたるところで水が落ち道路を横断して流れていた。

南秋川の水は白っぽく濁り激しく流れている。山中で崩

落がないか心配になる。 

 バスは西川橋バス停に着く。車道先の右手に並行し

て急な階段があり、途中に鳥居が在る。階段の下に一

軒の家があり、夫婦がいたので道を尋ねる。五社神社

までは道はあるが、その先はないだろうとのことで
あった。 

 階段途中の鳥居は主柱を4本の稚児柱で支えた安芸の

宮島の厳島神社と同じ形であり、珍しい型である。階

段を登って行くと直角に曲がって緩やかな階段がさら

に続き、右手に集落と畑が見え、さらに進むと杉林の
中に五社神社があった。この神社は近隣の神社を合祀

したもので縁起は平安に遡るほど由緒あるとのことで

ある。 

 神社を通り抜け、杉林の中の尾根を登って行く。登

山道は人の踏み道があることと尾根上の道であること

から道標はないが進む

ことができた。地面は

昨日の雨でしっとりと

し、杉や檜の落ち葉、

払い落とされた枝が敷
き詰められている。地

面は昨日の雨で しっ
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とりとし、杉や檜の落ち葉、払い落とされた枝が敷き詰

められている。白い花びらも雄蕊のように糸状の花のコ

ウヤボウキや、白い花を房状にたくさんつけたサラシナ

ショウマ、また赤い実をつけたマムシソウ、枯れかかっ

た花のアザミ、赤、白、黄色のキノコ類があちこちに出

ていた。一つのピークに到達。山頂名はなくピーク680ｍ

である。 

 少し下り鞍部を通ってまた登る。五台山Ⅰ峰の山頂登

頂（792ｍ）。手作りの山頂名札があった。少し下り少し

登って五台山Ⅱ峰の山頂登頂。こちらには表示名なし。

少し下り鞍部へ。登り始めると山ノ神の祠があった。

「御神酒」のレッテルのついた酒が二瓶備えてある。さ

らに登って行きピークに到達。「独標902ｍ」の標高板が

防火の看板についていた。 

 急な下りを降り、鞍部の痩せ尾根を通り、再び登り浅

間尾根の登山道と交差した。「一本松 一本杉」と書い

た標柱と石仏が

あった。さらに登

り 一 本 松 山 頂

（930ｍ）に 登 頂

し、昼食とした。

北側は広葉樹の自

然林で一部紅葉が

あり、南側はほと

んど杉林で松やモ

ミの木もちらほらとあった。高木ばかりで見晴らしは悪

い。 

 先ほどの交差点まで下り、浅間尾根の登山道を下って

行く。こちらの道はよく手入れされた登山道であり、道

標もあちこちにあった。尾根道を下って行くと、浅

（渕）間石宮がひっそりとあった。さらに下りあたかも

ブロック塀の上を歩くかのような両側が切り立ち深い谷

につながる尾根道を進み、両側に池のようなくぼ地のあ

るあぜ道のような道を進んだ。尾根から左にまき道を進

み、石宮ノ頭の頂を通り過ぎ下って行き、人里峠（ヘン

ボリ）に着き、そこから山腹を南へ下る。一箇所山側か

ら土砂が流れて道に土石が乗ったところもあった。バス

の通る檜原街道は数か所で崩落があったが、登山コース

の道には崩落等の破損はなかった。 

 一軒の空き家に到着。休憩しても良いとのこと。庭に

はテーブルとイスもある。表札は「大野」二階屋の立派

な屋敷である。土蔵もあるが、漆喰はすっかり剥げ落ち

土壁まで一部落ちている。向かいの山にある伐採跡が

ハート形に見えるとラッキーとのこと。伐採したところ

がハート形になっている。奥に水があるとのことであっ

たが、導水の竹樋が壊れていてたまり水になっていた。

7ｍを越えるかと思える大きな金木犀の木が金色の花を

一面に落としていた。人の作ったものは壊れていくが、

樹木は生き生きと成長している。 

 人里バス停をめざし下って行く。この空き家から舗装

はないが車も通れる幅のなだらかな道路になり、人里集

落からは舗装された道路になった。大きなお屋敷の前

で、植木を手入れしている人を見つけ「人里」を「ヘン

ボリ」と読むことを尋ねる。朝鮮語の「幸福」という意

味の「ヘンボク」から来たのではないかとのことや山焼

きの際、延焼火を止めるための堀を「ヒホイボリ」と称

し、転じて「ヘンボリ」となった説や朝鮮語由来説を懇 

切に説明してくれたもののいまだ説得力のある仮説が

ないのが実情のようである。 

 「人里」と「ヘンボリ」とはつながらなかった。岡

本氏は「人里」は朝鮮語では「イルリ」と発音すると

のこと。 

 大急ぎで走る若い登山客がいたので、声をかけると

バスの時間とのこと。我々も走った。人里BSに到着。

バスで武蔵五日市駅へ、JR武蔵五日市線で東京行に乗

り解散とした。 

                 （記 小國） 

＜コースタイム＞ 

JR五日市線武蔵五日市駅集合8：50 

～数馬行バス出発9：00⇒西川橋BS 9：45 

→ 五社神社10：17→ ピーク680ｍ 10：35 

→ 五台山Ⅰ峰11：00→ 五台山Ⅱ峰11：15 

→ 山ノ神祠11：30→ 独標902ｍ峰11：55 

→ 鞍部の祠12：10→ 浅間尾根12：20 

→ 一本松山頂12：35 昼食休憩～13：00 

→ 渕間石宮祠13：10→ 人里峠13：45 

→ 一軒家「大野家」14：15→ 人里集落14：40 

→ 人里BS 着15：02→ 人里BS 発15：03 

⇒ 武蔵五日市駅着15：45～武蔵五日市駅発15：55  

 
 

 

 

 

 

 

 

参加者 永澤L、布川、延里、武田、田村（め） 

                               （参加人数５名）  

◇11月10日（日）快晴 

 秋晴れの続く今月上旬に、奥多摩「むかし道」  

をハイキングしました。当日は「令和天皇」即位の祝

賀パレードが行われるという「お祝いの日」でもあり

ました。 

 当会では、毎年のように、秋になるとこのコースを散

策しています。山口（茂）さんや布川さん主催の年も

あり、今年は永澤が リーダーになりました。 

 風もなく、太陽の陽が心地よい。電車の中の相当なハ

イカー達も、皆さん奥多摩駅前から各方面へ散ってし

まい、「むかし道」は、我々五人の「貸し切り」のよ

うに静かでした。ちょっと、はっきりしない「紅葉」

は、天候の影響かもしれません。 

 途中の「しだくら吊橋」の注意書きには、「２名以上

禁止」と数字の訂正がされています。昨年よりも老朽

化しているのかな。 

 橋の上から見る多摩川は、例年になく水量が多く、

茶白濁している。今年の台風19号の影響だろう。 

「西久保の切り返し」を過ぎて「水道局配水所」の

 山行報告 山行回数 NO.5684 

  ◯ 2019.11.10（日） 

     奥多摩・むかし道 

     ＝係 永澤＝ 
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ところから、何と「むかし道」は通行止め。 

 ここから、青目立不動尊への急登は、「土砂崩れ」かも

しれない。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 結局、411号の車道へ出て、「中山トンネル」を一列縦

隊で歩き、奥多摩湖畔へ出た。時間的余裕が出来たの

で、「小河内ダム」を周遊して、途中の展望台からは奥

多摩湖の眩しい水面や、対岸中腹の「青目立不動尊」を

遠望することが出来ました。 

 夕方の４時には、奥多摩駅前に戻り、布川さん行きつ

けのお店で「打ち上げ」となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コースタイム＞ 

奥多摩駅前発09:40→しだくら吊橋11:30→（昼食）→西久

保の切り返し13:30→奥多摩湖14:30⇒奥多摩駅着16:00  

 
 

 

 2003年10月26日(土)と27日(日)の一泊二日で徳

裕山国立公園内の徳裕山(最高峰の標高1614mの香

積峰)に登った(注1)。韓国内第4の高峰、自然の景

勝で有名であるだけでなく、韓国では数少ないス

キーリゾートでもある。この10月末の山行では、

紅葉を満喫、堪能できた。 

 26日朝、ソウル江南高速バスターミナル8時50分

発のバス(一般券7000ウオン、特券は1万ウオン以

上)に乗り、東大邱高速バスターミナルに10時50分

に到着、ターミナル傍の東部市外バスターミナル

で11時40分発の終点九千洞行きバス(6400ウオン)

に乗り換える。午後1時半に終点の九千洞バス停に

着いたが、そこはただのバス駐車場というだけ

で、例によってバス時刻表も待合室もない。バス

停横の渓流の先に、自家用車や観光バス用の広い

駐車場があり、隣接する大通り沿いに国立公園管

理事務所やモーテル、旅館、土産物屋などの商店

街が櫛の歯のように続いている。  

 九千洞バスで降りたのは、自分と普段着の学生

風の若者6人である。観光客や登山者の多くは、マ

イカーや観光バス仕立てで来るのだろう。事前に

予約しておいた九千荘にチェックインした。3万ウ

オンの前払いで、部屋は6畳の広さの床暖房部屋に

ベッド、テレビ、風呂付きで小綺麗だ。旅装を解

いて、情報集めのために入山切符売り場に行く。

売り場の横には、道標「入山切符売り場ー5.6kmー

白蓮寺ー2.5kmー徳裕山(香積峰)」がある他、注意

事項として「1993年7月よりキャンプ場以外の山域

では炊事、野営を禁止する、1991年11月より夜間

(日没から日の出2時間前)の山行を禁止する」と掲

示されており、韓国では自由な山行が制約されて

いることがわかる。この制約には、韓国人の山行

での素行がよろしくないことに一因がある。地図

販売の案内はないが、「地図を販売してないの

か」と尋ねると、6万分の1の地図をどこからか出

してきて500ウオンで売ってくれた。  

 夕食は商店街の食堂で豚カルビを二人分とご飯

を二人分(残す)を食べて満腹になる(1.6万ウオ

ン)。その店は、自分一人だからと言っても1人分

の注文には応じず、2人分以上から提供するという

変な店で、サービス精神皆無であった。腹がくち

くなって満足し、司馬遼太郎の「戦雲の夢」を読

みながら早々に眠りに落ちた。 

 翌26日は、5時過ぎに起床、外はまだ真っ暗闇で

ある。クッキーと牛乳の朝食を摂り、7時近くに九

千荘を出た。10分程で入山切符売り場に着く。例

によって、2600ウオン(国立公園管理公団と白蓮寺

の折半) を払った。寺を訪ねる人からのみ、寺の

取り分1300ウオンを山門で徴収すればよいと思う

のだが、不可解である。登山口である入山切符売

り場入り口から白蓮寺までの5.6kmの間は、幅3m程

の九千洞渓谷沿いの舗装された参道が極めて穏や

かに登っていく。登坂の気分はないものの、渓谷

両岸の紅葉の美しさが楽しめる。黄色から深紅の

色まで、その諧調が素晴らしい。「わが肩に  触

れて落ちゆく  もみじ葉の  何を語るか  徳裕の

山」－－渓流沿いの紅葉がひらりひらりと密やか

な葉音をたてて落ちていく、語るがごとくに－－

この渓流については、「徳裕山の東北方向から

 随想 

  山に親しみ山に想う(21) 

  －韓国徳裕山国立公園紀行－ 
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九千洞に至る約30kmを流れ、渓谷、奇巌怪石、大小

の瀑布、幾多の瀬と淵などで飾られており、各所の佳

景33を集めて九千洞33景(注2)と称されている云々」

というのが観光案内などの説明要旨である。 

 入山切符売り場から1.5km辺りのインウオル潭(淵)

を過ぎ、獅子潭に至る。この辺りの渓流は、これまで

見た韓国の渓流のなかで、今の渇水期でも相応の水量

があり、淵らしい趣がある。しかし、その後も琵琶

潭、九月潭、琴浦潭などの他に九千瀑布を近くに見て

通過するのだが、日本の渓流や滝と比べて、その規模

や魅力に劣り、これを佳景として美称をつけるのは、

誇張が過ぎるのではないかと思われた。九千瀑布から

15分程で、8時35分に白蓮寺(注3)の南大門に着く。そ

の頃から急に背後から日が強く差し始め、紅葉の鮮や

かさも一段と美しくなった。さらに10分程で大雄殿に

着く。境内のどこからか読経が流れてくる。聞き入る

と、読経は録音テープのようだ。寺は傾斜地にあっ

て、大雄殿の右肩より登っていく。道標「香積峰

2.5m」がある。ここまでの舗装された参道の道とは

全く趣が異なり、枕木や石が敷かれた急な山道にな

る。木段が多くなり登坂の面白みに欠ける。9時50分

に 道 標「右1.5km白 蓮 寺、左1.0km香 積 峰、海 抜

1350m」に至る。ここから稜線歩きになる。1kmの距

離の間に264mを登高する訳だ。稜線の植生は熊笹が

多くなり、潅木になった。風をもろに受け出した。稜

線の要所に「救助隊119  063ー119」の棒杭がある。頂

上直下200m程は花は咲いてないが高山植物帯のよう

だ。北からの風が冷たい。10時45分に徳裕山(香積

峰)頂上に着いた。頂上は長径40m程の木柵で囲まれ

た楕円形の平坦地で、樹木はなく見晴らしが利く。天

気が良く、四方の山嶺をかなり鮮明に眺望できる。地

図によれば、南東方向に伽耶山、南西方向に内蔵山、

北西方向に鶏龍山が望見できるはずなのだが、山容の

知識もないので同定できなかった。ケルンのような三

角錐の石積み(高さ2～3m程)が3箇所にある。徳裕山

の北麓はスキーリゾートになっており、頂上より北方

向600m先にスキーのゴンドラ駅が見える。そのゴン

ドラに乗れば、20分程歩いて頂上に簡単に来れるの

で、この日も多くの人々が来ていた。登山姿の者は数

人に過ぎない。登ってきた山道に白いものを見なかっ

たが、頂上の北側斜面の枯れ草は雪ではないが白いも

のを被っていた。手早くクッキーと牛乳で昼食を済ま

せ、頂上に20分程い居て、11時5分に登りと同じコー

スを下山した。12時半頃に白蓮寺に到着し、九千洞バ

ス停午後3時発のバスに乗車、大邱で乗り継いで、ソ

ウルには夜8時40分に着いた。 

 今回の山行は、登山道の長さより白蓮寺までの舗装

された参道部分が長く、登山をしたという気分として

は物足りなかった。さらに一泊することが許されるな

らば、国立公園の北寄りにある徳裕山から南西に続く

主稜線を縦走し、国立公園南端の南徳裕山((標高

1507m)に至る約28kmのコース(途中の待避所に一泊)

を採ることもできるのだが、諸事情から望むべくもな

かった。              (了) 

(注1) 徳裕山国立公園   入山切符販売所の案内板

に拠れば「徳裕山国立公園は、徳裕山(香積

峰、標高1614m)を主峰に1300m級の稜線が

南西方向に約30km続いている。行政区画と

しては、全羅北道の茂朱郡と長水郡、慶尚

南道の居昌郡と咸陽郡の2道4郡にわたって

おり、面積219平方キロである。1975年に国

立公園に指定された。羅済通門から白蓮寺

までの約20kmに達する区間は、奇巌絶壁と

瀑布が連なる九千洞渓谷には、昔先人が名

前をつけた九千洞33景がある。云々」と説

明。 

(注2) 九千洞33景   第1景は茂朱郡にある「羅済

通関」で、高さ3m、長さ10mの岩壁を穿っ

た小さな隧道である。羅済通関は新羅と百

済の国境に掘られたもので、東の新羅と西

の百済との交流の関門だった。第32は白蓮

寺、第33は香積峰である。これら第1、32、

33を除く30景は、全て潭、瀑布、奇巌など

である。 

(注3) 白蓮寺   徳裕山山頂から東側へ2.5km程の

麓にある。新羅興徳王5年(830年)無染国師

が創建した説がある。李氏朝鮮末まで幾た

びか修造し、朝鮮戦争で灰燼に帰したが、

1960年代に寺址の上に大雄殿などが復元さ

れた。 
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 マッターホルンを初登攀したE.ウィンパーは『アルプ

ス登攀記』にて次のように記している。 

 「アルプスでの登山は私に、人生にとって大切な二つ

のものー健康と友情を与えてくれた」 

 イギリスの詩人W.ブレイクは「人と山が出会うとき、

偉大な何かが起こる」という言葉を残している。 

西洋で登山の楽しみが発見されたのは14世紀以降であ

る。 

 

 日本では、奈良時代に仏教や神道の修行者が宗教登山

を始め、室町時代になると、各地の山で講中登山が広

まった。宗教の要素に行楽の要素も加わった、大衆登山

のはしりともいえる。 

（講中登山:霊山に祀られている神社仏閣へ参詣する信者

の団体が行う信仰登山、富士講など） 

 

今日でも、各地の山の頂きには古い神仏が祀られ、往時

を偲ぶことが出来る。 

 

中高年が山に登る理由として以下が挙げられう。 

1…健康の維持増進 

2…自然への回帰 

3…仲間を求めて 

 

「健康のための登山から登山のための健康へ」、このよ

うな意識の変化が起これば、生涯にわたり自分で自分の

健康を管理していけるだろう。 

 

登山の効果 

1 心肺能力の改善 

2 脂肪を減らす 

3 筋と骨を強くする 

4 登り:脂肪の代謝が改善、即ち、高脂血症へ効果 

5 下り:炭水化物の代謝が改善し糖尿病へ効果 

（「登山の運動生理学とトレーニング学」山本正嘉 著 

東京新聞発行 より抜粋 ）   

                 （久住 記） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイキング（大霧山）の途中で出会った花を思いつく

ままに以下の通り補足説明付きで纏めて見ました。

（野山の草花の写真等の投稿をお待ちします。） 

 

クサギ 

高さ1～3mの夏緑小高木。生育地：シイ・カシ帯とブ

ナ帯の林のヘリ、くず

れ地、木の切りあと

地。分布：日本全土花

期：夏～秋 和名は臭

木で、葉や茎に臭いが

ある。若葉を茹でて食

用にしたり、乾燥して

蓄えたりする。果実

は、古くから青色の染料に用いる。 

 

シュウカイドウ 

江戸時代に中国から渡

来した帰化植物。バラ

科の海棠（かいどう）

に似た花を秋に咲かせ

ることから、秋海棠と

の名前がついた。 

林床などの湿り気のあ

る半日陰でよく繁茂する。地下に茎基部に肥大化した

球根をつくる。 

 

ハギ 

高さ60～180ｃｍの半低

木。生育地：シイ・カ

シ帯とブナ帯の林のへ

り、草原。分布：日本

全土 

花期：夏～秋 

秋の七草の1つ。 

シモツケ 

高さ80～150cmの夏緑

低木。生育地：シイ・

カシ帯とブナ帯の草

原、林のヘリ。花期：

初夏～夏。 右の写真

は開花状態。 

 

    （久住 記） 

 コラム（１）なぜ山に登るのか？  コラム（２） 野山に咲く花 
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