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◆ 会務  

１．山行 

  5月・・自粛、 6月・・状況を見て判断 

  7月・・再開実施を見込む 

２．集会、委員会 

  5月・・中止、 6 月28日（日）開催を予定 

         （集会室が利用可能な場合） 

３．都岳連  

 第８回通常総会は通常総会での報告と議決を

書面によって行い、招集しての通常総会は中

止とした。  

 

★ ヤマップ／代表取締役 春山慶彦 氏がツイッ

ターに以下のメッセージを投稿しています。山行

再開の見通し、自粛から解除に向かう中で「三つ

の密」を避ける心構え等が記載されています。各

位のご参考まで。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

YAMAP代表の春山慶彦です。 

 新型コロナウイルスの全国的な感染拡大を受け、

4月9日に「登山と自然を愛するみなさんへ」と題

して、YAMAPから「Stay home」のお願いをしまし

た。 

 ゴールデンウィーク期間中は、遠征登山を計画

していた方も多かったかと思いますが、YAMAPの

データからは自粛の動きが見て取れました。ま

た、長野県のゴールデンウィーク中の遭難事故数

が過去10年で最小となるなど、みなさんの努力が

結果として現れていることを心強く感じておりま

す。 

 一方、今後、登山活動をどう再開していけばよ

いのか、みなさんも悩まれていると思います。こ

のnoteではこれからの登山の見通しについて、私

の考えを共有いたします。参考の一助になれば幸

いです。 

目次 

"Stay home"から"Play in your home mountains"へ 

見えてきた出口 〜 感染拡大の予防と社会経済活

動の両立 〜 

 5月4日に、スポーツ庁から各スポーツ団体に対

して「緊急事態宣言の延長についての連絡」があ

りました。 

 スポーツ庁からは 

・緊急事態措置を実施すべき期間を5月31日まで延

長 

上高地から見た岳沢、奥に奥穂高岳を望む 上高地から見た岳沢、奥穂高岳 
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・感染拡大の防止に向けた取り組みを継続 

という内容が伝えられており、 

 特定警戒都道府県とそれ以外の特定都道府県で

は、感染の状況等が異なることから、特定警戒都

道府県においては、引き続き、これまでと同様の

取組が必要である一方、それ以外の特定都道府県

においては、「三つの密」の回避を中心とした、

より社会経済活動の維持との両立に配慮した取組

に段階的に移行していくこととする。 

 特定警戒都道府県：特に重点的に感染拡大の防

止に向けた取組を進めていく必要がある東京都及

び大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神

奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫

県、福岡県の13都道府県 

 特定都道府県：緊急事態宣言の対象区域に属す

る都道府県（全47都道府県）特定警戒都道府県で

は、引き続き外出を自粛し、人との接触機会の低

減を要請する一方、それ以外の特定都道府県で

は、感染拡大の予防を継続しながら、外出自粛を

緩和し、社会経済活動の再開を促す発表がなされ

ています。 

とも記載されています。 

 特定警戒都道府県では、引き続き外出を自粛し

人との接触機会の低減が要請されていますが、そ

れ以外の特定都道府県では、感染拡大の予防を継

続しながら外出自粛を緩和し、社会経済活動の再

開を促すという方向性です。 

それに伴い、特定都道府県のエリアでは登山活動

も自粛から解禁へと向かっていくものと思われま

す。 

"Stay home" から"Play in your home mountains" へ 

 そもそも、登山は野外のアクティビティです。

登山中、密集・密接・密閉の「三つの密」はほぼ

ありません。また、山に登ることで足腰が鍛えら

れるだけでなく、素晴らしい景色を見て心が洗わ

れたり、森林を歩くことでリフレッシュできたり

するなど、心身の健康維持、増進につながるアク

ティビティでもあります。 

 ただし、公共交通機関での移動や休憩場所への

立ち寄りなどにおいては「三つの密」に該当する

ケースがあります。地域の事情を踏まえながら、

登山を再開する場合においては、新型コロナウイ

ルスの感染拡大の予防に努めながら、以下の点に

気をつけるようにしましょう。 

・公共交通機関の利用は極力控える 

・都道府県をまたいでの遠征登山は控える 

・移動の際は立ち寄らずに帰宅する 

・複数人で登る場合は、ソーシャルディスタンス

（約2m）をとる 

・地域住民の方への配慮を忘れず、地域のルール

や方針を事前に確認する 

・医療機関や救助隊に負担をかけぬよう、危険を

伴う登山は避ける 

Play in your home mountains. 

 里山や低山など、暮らしている街の近くの自然

を愛で、楽しむ機会にしていきましょう。 

 地域によって感染者数が減っているとはいえ、

新型コロナウイルスの決定的な治療薬はまだ存在

していません。また、感染拡大の第2波、第3波が

来ることも予想されます。引き続き感染拡大の予

防に努めながら、厳密な自粛から社会経済活動の

再開へと、一歩一歩移行していきましょう。 

 最後に、今回の新型コロナウイルス感染症に対

し、長期に渡り医療の最前線で活動されていらっ

しゃる医療関係者のみなさま、昼夜を問わず対策

にあたっていらっしゃる関係者のみなさまに、心

より感謝と敬意を申し上げます。 

2020年5月13日  

株式会社ヤマップ 代表取締役   

春山慶彦 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

皆様におかれましてはいかがお過ごしですか？ 

コロナ騒ぎにてどこにも行けず、トホホの毎日を

送る当方です。今年は少し気合が入っていました

が、腰砕けの毎日です。 

江戸川、菜の花の絨毯数キロにわたり咲き誇り

延々と40数キロ続いていました、また桜並木満開

でも見る人がいなくさみしい日々でした。コロナ

憎し等々仕方ありませんね。 

 東京アルコウ会の田村です。 

     2020年4月19日 

           田村（正） 
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来年に期待しましょう、としか言えない自分にト

ホホです。 

三浦半島、房総半島にハイキングコースを見つけ

ましたが年内は？？？ です。 

昨年の末にヘルメット、オレンジ色を購入しまし

た、最近の山はヘルメット使用が普通になりまし

た、南八ヶ岳、北アルプス等々いつもは山岳保険

を年末から入りますが今年は早くから申し込み四

月から登山保険に入りましたが？？？ 

いつになったら山に行けるか？？？です。 

私のささやかな思い、この夏もしくは秋に穂高連

邦から槍ヶ岳を縦走したい 

山は逃げないが体力は年々逃げています。 

今日は江戸川の土手を約52,000歩、歩きました朝

七時から午後二時半です。 

皆様もトレーニングもしくは散歩をできるだけ都

合に合わせしませんか。 

笑顔で集会に会える日を楽しみにしています。 

                     

  

 

皆さん、お元気でしょうか。 

こちら札幌も、五月に入り、自宅の庭や公園の

樹々が色づき始めました。 

茶色の景色が数日のうちに緑色に変わっていくの

を目の当たりにしています。 

こんなに、自然は季節に忠実なのに私たち人間の

社会は、これまでと違った生き方を強いられてい

ます。  

「新型コロナ」に関しては、最終的に「集団免

疫」状況にならないと、終息しないようです。

（日本だけの問題ではなく、ウィルスは世界中か

ら旅行者とともにいつでも入ってくるから、完全

には防止不可能） 

それまで、感染者急増を抑え「医療崩壊」」を防

ぎつつ、徐々に「免疫者」を増やしながら、社会

を通常の生活に戻していく。 

病院は、重症感染者のみを入院させるという方法

が今の日本の現実なのかと感じています。その際

は、どうしても高齢者や持病持ちの「社会的弱

者」が犠牲になりやすいので、注意が必要です

ね。 

今朝のテレビ（15日）で「バカの壁」でしたか、

著者の養老孟司さんが出ていました。 

「人生に無駄な時間なんて無い」というような話

をされていて、「ハッ」としました。 

全国的な非常事態宣言が出されて、「Stay Home」

の自粛生活を余儀なくされています。 

この期間に、今まで出来なかった読書やDVD鑑

賞、庭の手入れ等々、ある意味「天与の時間」を

有意義に使えるのは素晴らしいと思います。 

私も、「帰省疎開」中は、朝の散歩・ラジオ体操

を熟し体力維持、そしてネットによる「囲碁」や

「会話」（Zoom）を勧めています。 

ネット会話では、すでに会の「久住、小国、岡

本」の各氏とコンタクトが取れています。 

必要なら、「ネット集会」や「ネット吞み会」も

可能です。 

ここのところ、「新型コロナ」も増加傾向が下

がってきていますので、札幌も東京も感染拡大の

峠は越したと思っています。 

「非常事態宣言」は、長くても今月いっぱいなら

良いのですが。 

 

 

 

 今月号会報１頁目の写真は10年程前に上高地／河童

橋近くから岳沢、奥穂高岳を撮影したものです。 

（奥穂高岳は19日の地震の影響で雪崩が発生したと

のニュースがありました。） 

 札幌だより 

            2020年5月15日 

            （記 永澤） 

 山に想う 

            2020年5月20日 

            （記 久住） 
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 私は、アルコウ会に加入するまでは、八ヶ岳、

北アルプス、中央アルプス他の山麓に車で出掛

け、周辺の散策を楽しんで来ました。時々、ロー

プウエイで山の中腹まで登りそこから見える景色

に喜んでいましたが、それらの山の頂上から見る

景色に憧れを抱いていました。 

 60歳代後半となって体力的にも高山登山を始め

るには基礎体力を鍛えていない私には難しく、日

帰り低山ハイキングを行っている当会を知り2018

年5月に当会に入会させて頂きました。山行時には

毎度皆さんとの楽しいひと時を共有させて頂いて

来ましたが、低山ハイキングでも私の体力では皆

さんのペースに付いて行くのが厳しく毎度皆さん

に迷惑をお掛けしていました。 

 新型コロナウイルス感染症問題の影響で当会も4

月より山行を中止していますが、緊急事態宣言が

発出され相変わらず先の見通しが立たない中で皆

さん同様に原則外出自粛を続けています。 

 山行が再開される時に備え、少しですが毎日足

腰を鍛えています。具体的には、１日２～３回自

宅マンションの1階から8階までを歩いて昇り降り

をし、毎日ではありませんが１～２時間ほど近所

の急坂のある道を選んで歩いています。 

  

 

 

 

 

 

 

 又、気分転換に近所の公園、神田川沿いの風景

の写真などを撮影しています。今年は桜の写真を

殆ど撮影出来ませんでしたが、４月初めに神田川

沿いの桜他を撮影しましたので添付します。ご覧

ください。 

 

 

  

 出来るだけ早く皆さんと一緒に山行を再開出来

ることを祈っています！ 

皆さんもお元気でお過ごし下さい。 

＜会報4月号掲載の随想に続く＞ 

 翌9日は6時半に起床、朝食はアンパンで済ま

せ、「ありがとう」のメモを残して民泊を出た。

背には2リットル以上の水分をたっぷり準備した。

早朝の東鶴寺への参道は、昨日の昼とは打って変

わって森閑としており、時折り小型車が追い越し

ていく。リズムを刻むような渓流の瀬音が心地よ

い。切符売り場で2600ウオン払った。大雄殿の裏

手を過ぎた所で参道は終わり、登山道になる

(8:00)。そこの道標には、隠仙瀑布(避難所 )

1.3km、観音峰2.3km、三佛峰3.9km、甲寺5.3kmと

ある。 

東鶴寺溪谷の渓流沿い歩きが続く。小さいが水量

豊かな滝が腕を伸ばせば届くあたりに落ちてい

る。 (渓流に 沿いて歩きつ 耳凝らし 知らぬ 

 随想 

 山に親しみ山に想う(25)  

 －鶏龍山国立公園紀行‐ （記 岡本） 

箱根山 幽霊坂 

胸突坂 新江戸川公園 
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小鳥の 囀りを聴く)  杉や檜のような針葉樹は

なく、明るい自然林なので野鳥が多く生息してい

るようだ。 (チョコチョコと 先いく小鳥 首か

しげ ちょっと振り向き 何やら語る) 名も知ら

ないヒヨコぐらいの野鳥が数メートル先をチョコ

チョコと先導するように飛び跳ねていく。ふと振

り向いて語り掛けるように首をかしげた。ハン

ミョウ(斑猫、ミチオシエ)の経験はあるが、鳥の

先導は初めてだ。信仰への導きか。 

 道標「観音峰1.3km」「東鶴寺1.2km」に着く

(8:30)。ここまでの山道には自然石が敷かれて歩き

易かったが、それもなくなり急傾斜になり始め

る。道標より10分程で、形が足踏み臼の支柱(サル

ゲ)のように見えるサルゲ峰(標高827.8m)を岩稜線

上の正面に展望できる地点に着く。右方向には薄

褐色の岸壁を隠仙瀑布が落下している。滝の名称

は神仙が隠棲する仙境の滝を意味しているが、名

前負けしている。渇水期には滝が消えるという

が、一昨日の降雨で滝を観ることができたのは幸

運であった。滝のすぐ先に避難所と休憩所の売店

があって、コーヒー、ラーメン等を売っていた

が、素通りして1km程先の観音峰へ急ぐ。滝辺りか

ら傾斜が増し、落石注意の立て札が立っている。1

時間程掛かって、観音峰峠に着く(9:50)。標高410m

の滝から1時間で368mを稼いだ。峠の名札の左側に

道があったので進んだところが、降りが続き過ぎ

るので道迷いであることに気付き引き返した。名

札の右側に岩稜上の道があった。15分程の浪費と

なった。ペンキの矢印がある岩稜を注意深く歩い

て観音峰に着いた(10:13)。天皇峰、サルゲ峰に次

ぐ鶏龍山の主峰の一つであり、登り得る最高峰で

ある(天皇峰とサルゲ峰は登攀禁止)。頂上の岩峰

上にクワンヌンボンと山名が彫られた石柱があ

る。手摺りも柵もない。石柱に触ろうと試みたが

中止した。南方向に伸びるサルゲ尾根上に天皇峰

が観えるが断念して、北東方向の自然稜線の1.7km

先にある三佛峰(標高775.1m)に進むルートをとった

(10:20)。標高800mレベルの自然稜線には、360度の

眺望の利くポイントが幾つもあった。東鶴寺の伽

藍が薄紅色気味に見えるのは、提灯の色か。岩稜

や岩峰が多いのに気付く。山腹にも岩肌が目立

つ。高木が少なく、杉檜がない。御蔭で韓国に赴

任して花粉症に悩まされることがなくなり助かっ

ている。眺望を楽しみ過ぎたこともあるが、岩稜

歩きのために、歩速が著しく遅くなった。漸く、

正午直前に三佛峰に着いた(11.55)。観音峰から

1.7kmの三佛峰まで1時間35分掛かったので時速1km

程の進み具合であった。三佛峰の頂上は幅5m、長

さ10m程の矩形をした岩峰である。眺望は良く、歩

いてきた自然稜線の岩稜が所どころ白く浮いてい

るように観える。直ぐに降って、観音峰、神仙

峰、甲寺の三分岐である三佛峰三叉路(675m)から

2.7m先の甲寺へ道をとる。 

 三佛峰三叉路に来るまでに後方より抜いていっ

た者3名、前方から来て擦れ違った者5名で、10名

の登山者にも出くわしていない。有名な登山コー

スなのに登山者が少ない理由は、「仏様がいらっ

しゃった日」という特別の日だからなのか。 

 甲寺への途中にある広場のようなクムチャンデ

イ峠(標高638m)にはヘリポートがあり、3グループ

が昼食中である。歩きながら食べたアンパンを昼

食代わりにして先を急いでいると、社旗を掲げた

社員グループ一行30名程が登ってきた。甲寺登山

口から広い草原のクムチャンデイ峠までは家族向

きコースなのだ。4、5人から頂上の峠は未だかと

疲れた声で尋ねられた。「直ぐ頂上だよ、後50mく

らいかな」と応えると、彼らはにやりとした。こ

んな行楽半分の団体と会うと、心が和むのはなん

でだろう。美人の女子社員が多いからか、否、深

刻に登っている自分への自嘲の裏返しだろうか。

一行が過ぎると、静寂が戻る。前後に誰もいな

い。遠く微かに渓流の瀬音が聞こえてきた。やが

て、幅1m程の渓流沿いの道になった(12:50)。降る

につれ逞しい流れになった。祈祷所のシンフ庵(標

高375m)を過ぎ、小粒ながら滝らしい趣の龍門瀑布

に着く(13:20)。滝から15分程で甲寺に着いた。 

 甲寺の大雄殿境内では、10名程のおばさんが昨

日のお釈迦様の日に献灯された提灯を降ろし、貼

られた紙を剥がして骨だけ回収する作業をしてい

た。献灯には幾らのお布施が要るのか尋ねると、

「一灯、3万ウオンもらう。こうして破るのも功徳

だから、あんたもやってみませんか。昨日は大学

生がたくさん来てくれましたよ。」と言う。一つ

手に取って破ってみた。すると、バナナを食べ

ろ、真桑瓜を食べろ、と愛想よく勧めるものだか

ら、ご馳走になりながら20分程作業を手伝った。

甲寺を後にして(14:05)、甲寺切符売場、人影が疎

らになった食堂、土産物店街を通って、バス停に

着いた(14:25)。運良く5分後に出発のソウル行き高

速バスに乗ることができた(7400ウオン)。車窓か

ら観る田舎の景色は、田植え前の田圃に水が張ら

れており、数日すると本格的に田植えが始まりそ

うな様子である。 

 途中、公州、天安に停車し、渋滞もあって南ソ

ウルターミナルに到着したのは、18時10分になっ

た。                  (了)                                 
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