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竹寺鐘楼より鳥居観音を望む 

会  報 
 2019年12月号 

東京アルコウ会 

 

◆12月集会 

 期日 12月22日（日）PM2:30～ 

 場所 赤城生涯学習館 

 係 河西、矢口 

◆12月委員会（同日PM1:00～） 

 議題：100周年記念行事関連 

    山行計画 他 

◆ 1月 集会、委員会 

  1月26日（日） 

 

 

 
＜1、2月山行計画＞ 
① 1月12日（日）北高尾山稜－八王子城址－ 
     心源歴史古道    係 岡本 
 （高尾山駅北口より歩き、川原宿大橋バス停に下山

し高尾駅北口へ：昭文社「山と高原地図」参照）  

② 1月23日（木）足柄金時山     係 布川 

③ 2月1日（日） 奥武蔵・本陣山－イモリ山－ 
        吉田山－御岳山   係 岡本 
 （西吾野駅より歩き、吾野に下山し吾野駅へ：上

記昭文社地図参照） 
 
＊その他、日程は確定していませんが、椎名氏が1月

足和田山（河口湖）、2月鐘撞堂山（寄居）を計
画中。 

  

 

 

 

 

 

参加者 : L岡本、小國、延里、成田 (参加人数4名) 

◇ 11月17日(日)  快晴  

 天高馬肥の快晴である。高尾駅北口バス停に集合し

た我々は、バス係員から陣馬高原下系統は先日の台風

19号の影響で陣馬街道が通行止めになり大久保止まり

と告げられ、一時息消沈したが、仕方なく陣馬街道を

大久保バス停から夕焼小焼バス停まで1時間歩くこと

にした。  

  陣馬街道は八王子の追分で甲州街道を西に分け和田

峠を経て相模原に通じる甲州街道の裏(脇)街道であ

る。街道の昔の面影を探して歩いた。風雪に耐えてき

た石仏(庚申講本尊の青面金剛立像合掌型六臂など)や

棟門と唐破風の玄関を持つ広壮な歴史的屋敷などを

じっくり観察できた。また、街道脇の草花の名前や北

浅川沿いに残っている台風19号の爪痕(田畠などに泥

が堆積)を話題に花を咲かせながら楽しく歩いた。 

 夕焼小焼バス停より50m程先の小川を渡って右折

し、宮尾神社へ進む。10分程緩やかに上ると、鎮守の

杜に抱かれた宮尾神社(正式名は、住吉神社琴平神社

合社)に着く。祭神は神功皇后、崇徳天皇等で創建は

12世紀末、旧社格では村社と低いが、神楽殿もあって

 山行報告 山行回数 NO.5686 

 ◯2019.11.17（日） 

 八王子・高留沢ノ頭、恩方山、盆前山 

            ＝係 岡本＝ 
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境内に神威がみなぎっている。また、境内の隅に宮

尾神社の宮司の家に生まれた中村雨紅作詞の童謡

「夕焼小焼の歌碑」が建っている。心が和み、知ら

ぬ間に長居をしていた。  

 拝殿左側より、杉檜の植林と自然林の尾根筋を登

る。尾根筋の取り付きは、登山道らしい道である

が、すぐに不鮮明となり尾根筋の樹林を分けて進む

感じになる。猛禽類の餌食になった鳥の羽根、糞中

センチコガネ(雪隠黄金虫)の穴、何箇所もの獣糞な

ど野生の生態を肌で感じながら進む。自然林のとこ

ろでは、モミ(樅)の巨木が次々に現れてきたり、枯

死した巨木が尾根筋を塞いでいた。また、倒木の幹

の窪みに盆栽のように幾つもの実生が育っていたり

と、樹木の生態についても教えられた。 

  宮尾神社から高留沢ノ頭まで尾根筋の歩きである

が、2ヶ所で山腹をトラバースする。トラバース道

は、はっきりしていた。宮尾神社からのコースタイ

ム1時間ほどのところを1時間25分掛かって12時半に

本コース最高点の高留沢ノ頭(標高589m)に着いた。

樹林に囲まれ展望はなく山名版もない。頂上は尾根

が三叉に分岐しており、北西方向尾根は入山峠に、

北東方向尾根は恩方山に至る。30分程昼食時間を

とった。 

高留沢ノ頭から恩方山への北東方向尾根を示す標は

ないが、頂上にある間伐事業の立て札の端にマジッ

クで小さく恩方山、盆前山と落書きがある。恩方山

へは先ず尾根筋の急坂を下る。これまでは無かった

リボンのマーキングが目につき始める。あなどれな

い急坂の隠れピークがいくつも出てくる。尾根筋は

全体的に石や小岩が多くなり荒れ気味となる。尾根

筋の先でY字に微妙に分岐するところにもリボンがあ

るが、見落とさずに確認、納得の上で進むべきであ

ろう。13時55分に恩方山(おんがたやま、標高536m)

に着いた。手製の山名版が幹に掛かっている。眺望

はない。自然林の多い小ピークの一つという趣であ

る。 

  恩方山から南東方向に尾根筋を下る。リボンが多

い。10分程で幹にペンキで「青輝」と書かれた小

ピークに着く。さらに南東方向に進み、大きな鞍部

から滑りやすい山腹の急坂を直登して尾根筋を北東

に緩やかに上ると盆前山(標高498m)に着く。コース

タイムは恩方山から約40分のところ、約1時間掛かっ

た。三等三角点と幹に私製の山名版がある。 

  盆前山からは杉、檜の植林帯を下る部分が多くな

る。枯死倒木も多くなる。標高400m辺りで惑わすよ

うな尾根分岐があるが、リボンを探し左側に下る。

16時40分に小津登山口(標識なし)に出た。コースタ

イムは盆前山から約1時間のところ、1時間半掛かっ

た。登山口を出たところは原っぱで、その50m先に車

道がある。当初の予定である小津坂峠から夕焼小焼

へは戻らず、夕闇の中、捷径となる小津川沿いに美

山町方面に歩き、高尾駅北口行きバスに乗った。 

  今回のコースは「山と高原地図」(2019年版)の破

線で極めてマイナーなコースであり、道標や公的山

名版は全くなかった。また、コースは登山道として

造作されておらず、尾根筋、作業道らしき道を歩く

というものであった。高留沢ノ頭から盆前山方面へ

の下りには、リボンのマーキングが多いので助か

る。尾根筋が分岐しているところでは、正しい分岐

を見落とさないよう十分に確認をして進むことにな

るが、そのためには地図上で現在地を確認しつつ、

また予想しつつ歩きたい。登山道が「はっきり」し

ていないラフなコースだけにとりわけ慎重さが必要

である。濃厚な自然味を味わえる「心ざわつく」

コースでもある。コース上では誰とも出会わなかっ

た。                                                                                               

        (記   岡本) 

<コースタイム> 

高尾駅北口バス停8:55⇒大久保バス停9:15ー(徒歩)

→夕焼小焼バス停10:35→宮尾神社10:45～11:05→高

留沢ノ頭12:30～13:05→恩方山13:55→盆前山15:10

→小津登山口16:40  
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参加者： L永澤、布川、窪田、広瀬、田村、小國、 

     久住、後藤、成田、白石、武田、室澤 

       （参加人数12名） 

◇12月1日（日）晴れ 

 朝は、６時に起きて朝食。 

「竹寺～子の権現」ハイキングの日。 

池袋駅ホームと飯能駅北口で、今回参加者と合流。 

田村さんは、会の大先輩の田村（男性）さんのこと。

これで、昨日の久住氏との話の混迷原因が分かった。

私は、新人女性、田村（め）さんのことしか思い浮か

ばなかったから。 

天候は、この月にしては寒くはない。風もなく、青空

の日差しは心地よい。 

09：25発の「湯ノ沢」行きのバスで、小殿バス停

へ。 

 簡単な参加者の紹介とコースを説明し、出発。 

登山口には、ありがたいことに、どちらの会が用意し

たのか、竹のステッキがあった。 

ここから急登を１時間ほど上る。 

今回は、10月に台風19号で中止になった「お月見山

行」の代替と言う意味もあり、久しぶりの大縦列が嬉

しい。 

 竹寺の鐘楼のある広場で昼食とする。 

窪田氏の「お汁粉」、久住氏の自家製「アップルパ

イ」のサービスが嬉しい。１時間ほどゆっくりしてか

ら、鐘楼下の竹寺へ向かう。 

竹寺は、明治維新以前の神仏習合の寺院。建立は、天

安元年（857年）というから驚く。 

本堂の周辺は、広葉樹がきれいに色付いている。本殿

の「牛頭天王」のかやぶき屋根は、苔むしている。 

そこから、「子の権現」へ向かう。稜線が続き、途中

の「豆口山（629ｍ）」も気づかぬうちに通り過ぎて

しまった。 

右手下に白い手のオブジェが見えたら、「子の権現」

はすぐそこだ。 

 「子の権現天龍寺」の名物「大わらじ」「夫婦下

駄」を背景に全員写真。 

今回も、久住氏が、重い三脚等写真機材を運んでくれ

ている。 

元気な数人は、さらに横の鐘楼（640ｍ）へ。ここか

ら、都心の「スカイツリー」が遠望できたか。 

吾野駅への下山路は、さすがに長い。途中の「不動の

滝」も、危うく見逃すところ。 

山影へ陽が落ちると空気が肌寒くなり、国道へ出るこ

ろには、すっかりと日が落ちてしまった。 

飯能駅へ出て、北口の中華食堂「祥龍房」にて打ち上

げ。（ハイカーには有名） 

                 （記 永澤） 

＜コースタイム＞ 

池袋駅発（08:05）＝飯能駅発（09:25）⇒小殿バス

停／登山口（10:20）⇒竹寺鐘楼（11：50）～昼食→

竹寺着（13:20）→子の権現着（15：00）→吾野駅発

（17:18） 

 

（編集者追記） 

１．子の権現天龍寺 

 ・911年に「子の聖」が天龍寺を創建。聖は昇天

の際に魔火のため腰と足を痛めた。以来、足腰守

護の神仏として信仰されている。 

 ・「子」には、物事の始まり、すべてのものを生

み出し育む大本の意味がある。 

 ・境内には巨大な鉄のわらじや下駄が奉納されて

いる。 

２．竹寺 

 ・牛頭天王（こずてんのう）という疫病除けの神様

を本尊とする神仏混こうの寺 

 ・文人墨客（詩文や書画にすぐれ、風雅を楽しむ

人）に愛された風雅な山寺 

３．神送り場 

  ・豆口峠（竹寺・子ノ権現の間）の近くには神送

り場というところがある。むかし悪い流行病など

が流行ると、村人たちは、夜中大勢で鐘や太鼓を

叩いてここに駆け登り、頂上で疫病神を追い払う

という。 

 
 山行報告 山行回数 NO.5687 

 ◯ 2019.12.1（日） 

    子の権現と竹寺の紅葉 

      ＝係 永澤＝ 



東京アルコウ会々報   2019.12.16 発行 

 

4 

参加者：L岡本、吉田、小國（参加人数3名） 

◇ 12月8日(日) 快晴 

 東武東上線小川町駅に集合。快晴の絶好のハイキン

グ日和である。小川町の市街地を歩き麓の青山天満宮

を目指す。町中には空襲も災害もなかったのか木造の

古い家屋があちこちにある。女性一人歩きの人に抜か

れる。聞くと行き先は同じ。また山中で会いますね。

といって軽い足取りで追い抜いていく。以降追いつく

ことはなかった。 

 青山天満宮の鳥居に着き階段を登って行き、頂上に

上がると現代風の建物の神社があった。杉檜の林の中

少し下り尾根を登って行く。道はよく整備されてお

り、道標もあちこちに設置してある。登り切り平坦な

尾根になると四阿造りの展望台があった。東側は杉の

高木で見晴らしが悪く、西は自然林であり、落葉して

いるので樹木の間から町とその向こうに山脈が見え

た。さらに登り仙元山に登頂。30人程度のグループが

登ってきた。「練馬稲門会」の旗を持っている。聞く

と早稲田大学のＯＢ会で練馬区の会員とのこと。 

 尾根道を少し下りまた登ると青山城跡であった。北

から見てＶ字型の敷地に造ってある。山頂には広い平

らな面があり、下がって段になってまた平坦な面がい

くつかあり、城跡特有の地形である。段には崩れてな

だらかになってしまった石垣跡がある。緑泥石片岩の

分布域でありこの石による石垣づくりの城である。鉄

砲により勝敗を決した長篠の戦1575年より前の1563年

に建設している。山城は、登りづらい崖と山頂の平ら

なところに板の盾を並べ敵の矢を防ぎながら弓矢で反

撃する戦いであった。鉄砲が出現すると鉄砲の弾は板

の盾を打ち抜くので、厚い土塀で弾を防ぐように変

わった。土塀は重く崖では支えきれずに崩れることと

なり、崖は石垣造りに変わった。この城は長篠の戦の

前にすでに石垣で作っていたこととなる。 

 さらに尾根道を進む。尾根上の道はなだらかで初心

者向けに良いと思われる。大日山登頂。 

 

 

 

 

 

尾根道を通り物見山登頂。今までになかった急な斜面

を下り、さらに尾根道を進み、また急な下り道を下り

小倉峠に着く。小倉城跡が目の前にたちはだかった。

登って行くと山城の急な登りと平な平面、割堀跡の

谷。ここも石垣造りである。青山城跡より大規模であ

る。槻川は西から東に向かって流れ、小倉城跡の山塊

に当たり北東へ向きを変え、今度は大平山の山塊に衝

突し、向きを南西に変えて流れる。小倉城跡は槻川が

北西面、北面、北東面が堀のようになり、小倉峠のあ

る南西方向のみ地続きである。そのためか小倉峠から

本丸に至る途中に東北から南東方向に堀切が二重に

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

城跡から小倉峠に引き返し下って行き、槻川に出た。

川の向こうが嵐山渓谷であり、橋を渡ろうと探したが

見当たらない。地図の橋の場所に下りていく遊歩道が

あるが途中までである。川沿いの葦は下流側に倒れて

おり、橋も流されたものと思われる。やむなく川沿い

の車道を歩き上流側（北方向）へ進む。のどかな農村

地帯である。様々な農産物が植えられ、落葉で色のな

い樹木に鮮やかなオレンジ色のカラスウリの実がさえ

る。ヒイラギの白い花が満開になり金木犀のような甘

い香りがする。 

槻川にぶつかり橋を渡る。橋は袂が削り取られ復旧工

事中であった。武蔵嵐山公園の入口に到着。大きく大

回りしてしまったので時間がなく、大平山登頂はあき

らめ車道を通って武蔵嵐山駅を目指す。駅前の店で反

省会を開き解散した。 

         （記 小國） 

＜コースタイム＞ 

東武東上線小川町駅集合9：00→登山口（青山天満

宮）9：40→仙元山（298ｍ）10：45→青山城跡11：

15→大日山（252ｍ）11：50→物見山（286ｍ）12：

15昼食休憩～12：55→「仙元大日神」石碑13：10→

小倉城跡13：55→谷川橋（嵐山渓谷南端）14：15→嵐

山公園入口14：50→武蔵嵐山駅前16：00～武蔵嵐山駅

発17：07  

  山行報告 山行回数 NO.5688 

 ◯ 2019.12.8（日） 

       奥秩父 仙元山 

        ＝係 岡本＝ 



東京アルコウ会々報   2019.12.16 発行 

 

5 

 探検の意味は、未知の地域を実地に探り調べるこ

と、危険を冒して調査すること、と辞書にある。最も

通俗的には最高峰エベレスト登頂や極点到達などがこ

れまで探検と言われてきたが、同じ意味での探検に匹

敵するところがほぼ達成され尽くした。代わって宇宙

開発がらみの宇宙探検とか医学研究がらみの生命の探

検とかの使われ方が幅を利かすようになってきた。 

  大逆転の探検の用法として、日常の探検は成り立た

ないだろうか。子供の頃、薄暗い樹林の中を探りに行

くこと、これも探検と称して武者振るいしたものだ。

しかし、大人になると新しい発見や体験も、あれこれ

と理屈をつけたり、智につき過ぎて探検の驚きを感じ

ることがなくなってしまう。日常の瑣末なことでも、

自分にとって驚きを伴う未知の発見や体験であれば、

それは探検行為と言えるのではないだろうか。 

  低山歩きは、日常を探検に変えるのに恰好の行為で

はないか。先ず、山に入ると、子供心に回帰して、横

溢する好奇心を抑えることができなくなり、瑣末な事

象の中に「発見」を見つけることになる。これはもう

探検である。これまで低山歩きを通じての日常を探検

に変えた小さな発見、体験を紹介する。 

  「誰もめったに踏み込まないような場所で自分を苛

める斬新な方法を見つけた人よりも、一本の野草がこ

の宇宙でどんな役割を果たしていて、私たちの思考や

感情にいかなる作用を及ぼしているかを理解するすべ

を教えてくれることのほうが、人類に資するところは

大きい。」(ドリスタン・グーリー著「日常を探検に

変えるーナチュラルエクスプローラーのすすめ」紀伊

国屋書店) 

  2009年10月11日、家内と二人で白丸駅から鳩ノ巣駅

まで多摩川の渓流沿いを歩き、うまいものでも食べよ

うかということで出かけた。白丸駅で下車した際、改

めて地図を見て数馬の切通しの存在を知った。小学生

低学年の頃、夏休みに母の生家に行った際、9才年長

の従兄弟が漕ぐ自転車の後ろに乗り、真っ暗な切通し

を通って隣の集落まで行ったことがある。何故月明か

りのない夜中に行くことになったのか憶えていない

が、その時の闇の深さと切通しの竹林が発する異様な

葉音が怖かった。家内とそんな怖い体験話をした末

に、「だから、切通しをチョット見てみよう。」とい

うことになり、数馬の切通しに立ち寄った。 

   数馬の切通しは白丸駅から奥多摩駅方向へ600mほ

ど進んだところにある。尾根越えの高みを通っていた

昔の青梅街道は、元禄期に大岩を人力で開削した切通

しにより奥地との物流交通が促進された。青梅街道の

要所だったのだ。 

  数馬の切通しの手前で未知との遭遇が起こった。地

表にキラッと輝くいくつかの点が眼に入った。何だろ

うと眼を凝らすと、2cmほどのブンブン(関西ではカ

ブトムシ、クワガタ以外の甲虫はブンブンと言ってい

た)である。穴の周りに4匹おり、中にも更に何匹かい

るようである。4匹も穴の周りにいるのを不思議に思

い、写真を撮った(見えずらいが4匹いる。写真①)。

その時は甲虫の中にいわゆる糞虫がいることを知らな

かった。 

  2017年6月10日、陣馬山の北方向にある要倉山(標高

562m)を歩いた際に、鹿か猪の獣糞の中にいたブンブ

ンを見つけ写真を撮ったのを機会に、それが糞虫のセ

ンチコガネ(雪隠黄金虫)であることを知った(写真

②)。子供の頃、その季節になればブンブンを捕って

遊んでいたが、虫を観察したり標本を作る昆虫少年で

はなかったので、糞虫の存在を知らなかった。数馬の

切通しで見たブンブンは要倉山のセンチコガネと同類

であった。 

  センチコガネを昆虫事典などで調べると、「背面は

金属色で光沢をもつものが多い。獣糞に来集する。通

常糞の下または付近の地面に穴を掘って潜んでいる

が、糞塊を転がしているのを観察した報告もある。幼

虫はジムシといって、土の中や積み肥、獣糞などに棲

む。糞の下に潜り込んだ成虫は垂直に穴を掘り(5cm

～30cmの深さまで)、糞だんごを穴に入れて糞だんご

に産卵する。出現期は4月～11月である。」。 

  今思えば、2009年6月以前に糞虫に遭遇していた。

2004年頃、済州道勤務中に漢挐山や寄生火山(オルム)

を歩き回っていた。済州道には牛馬の牧場が多く、牧

場を横断したある時、変わったカブトムシを見つけた

と思った。大きさは3cmほどで背面はカブトムシのオ

スと同じ色艶をし、同じく頭部に湾曲した刀のような

長角を具え、更に胸部にも小さな角があるが、カブト

ムシのように1本ではなくv字形で2本である。角のな

いメスも捕って持ち帰り、写真を撮り細密画を描いた

(写真③)。この時、子供が初めてカブトムシを捕った 

  随想 

  山に親しみ山に想う（22） 

  －小さな探検・掃除屋糞虫－（岡本記） 
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時のような興奮に浸った。名前を調べてもらうため細

密画をファックスで留守宅に送ったが、返事がなかっ

た。要倉山の糞虫を調べる中で、ダイコクコガネ(大

黒黄金、コガネムシ科)であることが判った。ダイコ

クコガネは牧場などの獣糞に集まって深い縦穴を地中

に掘るという。日本では牛馬(牧場)が少なくなったこ

とから糞が安定供給されなくなって、環境省のレッド

データブックでは2007年以降絶滅危惧II類に指定され

ているという。 

  糞虫は糞を地中に運び入れ地中で発酵させてから糞

球(育児球)を作り、糞球に産卵する。孵化した幼虫は

糞球を食べて成長する。近年、餌に含まれる抗生物質

が発酵を邪魔して良い糞球が作れない例がみられると

いう。 

  かつては、都会でも糞虫がいた。糞尿汲取りに使わ

れた牛車の牛や野犬などの糞が道路のあちこちにあっ

た。汲取りは水洗トイレに変わり、野犬はいなくな

り、ペット犬の糞は飼い主が持ち帰ってしまう。時代

の流れとはいえ、糞虫は都会に棲めなくなった。 

  糞虫を知ったことから、ファーブル昆虫記の該当部

分を読んでみた。ファーブルは糞虫が古代エジプトで

太陽神の象徴と考えられていたことや、糞虫の生態を

巧みに描写している。例えば孵化した幼虫を「つやつ

やと健康的で、象牙のように白く、スレートのような

青みを帯びた、一点の汚れもないでっぷりした幼虫に

姿を変えるのだ。」と、卵かけ御飯ならぬ、幼虫かけ

御飯にして食べたくなるほどに魅惑的な表現をしてい

る。古代ローマ人はコッススと呼ばれる幼虫を「風味

絶佳」と評して美食としていたという。 

                 

 

      

                  （了） 
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 最近新しく入会される方が増えて、うれしい限りで

す。ところで会報係を相川氏から引き継ぐ時、私の入

会希望の手紙が混じっていて驚きました。55年前のま

だ高校一年の時です。当時は「登山ブーム」で、私も

どこの会に入会しようか迷っていました。「山と渓

谷」の募集広告にあった「オールラウンド」という言

葉に引かれてアルコウ会に決めた気がします。 

 初めての山行は「新人歓迎山行」で戸倉三山でし

た。何もわからずただ付いて行くだけの山行でした。

次が谷川岳での「雪上訓練」だったと思います。初め

てアイゼン、ピッケルを持ち、歩き方や滑落停止訓練

を夢中でやりました。そして出合いから見た一ノ倉沢

の岩壁に圧倒されたことを覚えています。 

 そして「５月合宿」。でかいキスリングを背負い、

北岳を目指します。冬ルートの御池小屋ルートは 

長くて急傾斜。当然のことのようにバテて先輩方々に

迷惑をかけました。でもテント生活がどういうものか

学びました。それと夜、キジ打ちの時に見たバットレ

スの夜景をぼーっと見とれていたことを覚えていま

す。 

 初めての「夏山合宿」は西穂高から槍への縦走。先

輩と新人の四名。今でも「難ルート」と言われます

が、当時はルートを示すマーカーと難場にあった針金

ぐらいでした。毎日の行動で腹がへって、炊いたコメ

の奪いあいでした。最後の日は槍までのキレット越

え。小雨でしたが先輩の指導のもと、特に不安を感じ

ることもなく終わりました。 

 最初の「冬山合宿」は明神岳東稜。雪が膝上ぐらい

のラッセルだったと記憶しています。 

 当時は「目指せヒマラヤ」のブームで極地法という

登山スタイルで、BCからC1,C2とキャンブを延ばして

行く方法でした。そのため新人の私は毎日「荷揚げ」

で、頂上に行く計画はありませんでした。でも初めて

の冬は全てが初体験で、つらくても楽しく、ドキドキ

した合宿でした。 

 こんな私の新人時代の一年でしたが、何とかついて

行き、気が付けば55年過ぎていました。 

 時代は変わりましたが新しく入会された方がアルコ

ウ会に定着され、永く活動されることを期待していま

す。 

          （了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会希望の手紙(S39/2/16) 

 随想 

「私の入会時の一年」 (河西 正明) 

最初の冬山合宿 
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