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 政府は5月26日より緊急事態宣言を全面解除しまし

た。然し乍ら、新宿区は「コロナ警戒期間」を設定

して６月末まで区内施設を利用中止としています。

屋外施設については７月からの利用再開を決定して

います。当会が利用している赤城生涯学習館他の屋

内施設についても７月からの利用再開を検討中で

す。（未定） 

◆ ７月集会 

 期日 ７月２６日（日） PM2:30～ 

 於 赤城生涯学習館集会室 

 議題 山行計画、山行報告他 

 係 山本、永澤 

◆ ７月委員会（同日PM1:00～） 

 議題 都岳連関連、100周年関連、山行計画 他

 （４－６月に委員会を開催出来ていないので出 

   来れば7月初旬にも委員会を追加開催したい） 

◆ ８月集会、委員会 ８月３０日（日） 

＜７月、８月、９月の山行計画＞ 

7月5日(日)八王子・今熊山、金剛の滝   L 岡本 

 武蔵五日市駅→広徳寺(都指定史跡)→金剛の

 滝→今熊山→東電新多摩変電所経由→小峰 

 公園、桜尾根→公園ビジターセンター  

 →武蔵五日市駅 

 *コースタイム=4時間程 

 *集合場所・時間=武蔵五日市駅改札口・9時30分 

7月19日(日)上野原・西原古道、小中群、日武連   

          L  岡本 

 上野原駅⇒藤尾バス停→小中群(こなかむれ)→ 

 笠松峠→ふんどし山→十文字峠→日武連(ひむ 

 れ)→沢渡バス停⇒上野原駅 

 *コースタイム=3時間+α 

 *集合場所・時間=上野原駅前バス停・9時30分 

 (9時47分発飯尾行きバスに乗車) 

7月19日(日) 奥多摩三頭山        L 布川 

 武蔵五日市8時50分集合。 

 9時00分発数馬行乗車。 

7月23日 (木,祝日)大多摩 鳩ノ巣渓谷 (仮) L 久住 

 古里駅前→寸庭橋→雲仙橋→白丸ダム 

 →白丸ダム湖→数馬峡橋→白丸駅 

 * コースタイム= 2時間30分 

 * 集合場所・時間 JR青梅線古里駅前 9:40 AM 

8月2日(日)西丹沢・世附権現山、ミツバ岳    

            L 岡本 

 小田急新松田駅⇒浅瀬入口バス停(登山口)→ 

 756ピーク→世附権現山→ミツバ岳→滝壺橋 

 (下山口)→浅瀬入口バス停⇒新松田駅前 

 *コースタイム=4時間25分(内40分平坦地)+α 

 *集合場所=小田急新松田駅前バス停 

 *集合時間=8時20分又は9時30分(参加者と協 

  議) (西丹沢ビジターセンター行きバスは8 

   時25分発と9時35分発がある) 

8月9日(日）東丹沢弘法山      L 布川 

 100周年記念山行の周辺調査を含む。 

 集合 小田急線秦野駅改札前、9時40分。 
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YAMAP MAGAZINE 編集部の記事を会員の河西氏より紹

介されましたので、掲載させて頂きます。皆様の山行

時の参考として下さい。 

Withコロナの登山で気をつけたい４つのポイント 

      YAMAP MAGAZINE 編集部 

1. 登山前｜現地の最新状況チェックや事前準備でリ

スク回避 

・登山計画を立てる際は、閉鎖中の登山道や営業を

休止している山小屋がないか確認する（＊閉鎖中の

登山道やフィールドへは行かない） 

・リスクの少ない行程やルートを選定し、時間・体

力的に余裕のある登山計画を立てる 

・あらかじめ混雑が予想される場所への登山は避け

る 

・登山口近隣の商店や施設が閉まっている場合に備

え、飲料・食料は事前に準備しておく 

・体調が少しでも悪いと感じたら登山は中止し、自

宅で静養する 

・家族以外の他者と行くパーティー登山を計画する

際は慎重に。できるだけ家族や身近な人と近場の

自然を楽しむようにする 

2. 登山中｜マスクは着用するべき？ 感染対策必

須アイテム 

鼻口を覆うアイテムと除菌用アルコールは必携 

・同行者や他の登山者とのフィジカル・ディスタ

ンスを心がける（＊歩行時、フィジカル・ディス

タンスがあればマスクの着用は必要なし） 

・他の登山者とすれ違うとき、挨拶をするときな

ど必要に応じていつでも鼻や口を覆えるよう、マ

スクやフェイスカバー、手拭い等を携行する（＊

熱中症予防の観点から、登山中のマスク着用はベ

ストではない） 

・歩行時はマスクやフェイスカバーなどを落とさ

ないよう気をつける 

・アルコール消毒液等を携行し、手指の消毒をこ

まめに行う 

・ケガや事故防止のため通常よりゆっくりと行動

し、リスクの高い行動は避ける 

3. 山小屋滞在時｜泊まるなら寝袋、カバーの持参

がおすすめ 

山小屋に泊まるなら寝袋、カバーの持参がおすす

め 

・常時マスク着用のもと、フィジカル・ディスタ

ンスを心がけながら過ごす 

・登山中（歩行時）と同様に、アルコール消毒は

こまめに行う（特にお手洗いの後や食事の前） 

・山小屋に宿泊する場合は「寝袋」「枕カバー」

「インナーカバー」を持参する 

・宿泊を希望する山小屋には、人数制限や予約の

有無を事前に確認する 

4. 登山前後の移動や観光｜複数人での移動は慎重

に… 

・公共交通機関での移動時は基本の感染症対策

（マスク着用、フィジカル・ディスタンス）を徹

底する 

・自家用車に複数人が乗り合い移動する際は、マ

スク着用のもと、車中が三密空間にならないよう

適宜換気を行う 

・温泉施設や食事、土産物屋などに立ち寄る際は

基本の感染症対策を徹底しつつ、現地の状況、対

策に合わせて行動する 

8月16日(日) 奥武蔵・笠山、笹山、都機山 L岡本 

 東武東上線小川町駅⇒白石車庫バス停→笠山 

 →笹山→七重峠→都機山→慈光寺→慈光寺入 

 口バス停⇒せせらぎバスセンター⇒小川町駅

 または東武越生線明覚駅 

 *コースタイム=4時間45分+α 

 *集合場所=小川町駅駅改札口 

 *集合時間=8時10分又は9時10分(参加者と協 

 議)(白石車庫行きバスは、8時14分発と9時 

  12分発がある) 

8月30日(日) 西丹沢・檜洞丸(往復)    L 岡本 

 小田急新松田駅⇒西丹沢ビジターセンターバス 

 停⇒つつじ新道入口→ゴーラ沢出合→檜洞丸  

 (往路を戻る) 

 *コースタイム=5時間50分+アルファ 

 *集合場所=新松田駅前バス停 

 *集合時間=8時20分(西丹沢ビジターセンター行 

  き8時25分発バスに乗る) 

9月6日(日) 上野原、小菅の湯エリアの奈良倉山、 

 鶴寝山        L 布川 

 ブナの大木と、巨木のトチの木が見事です。 

 * 集合：上野原駅前、バス停、８時14分発小菅 

   の湯行き乗車。 
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 コロナ禍での自粛生活を皆様如何お過ごしでしょ

うか、草木が芽吹く陽春を色々な思いで耐え忍ばれ

た事と思います。当会の山行も中止になり、本来な

らば紙面を埋める楽しい山行報告がなく紙面を埋め

る原稿依頼を頂戴しました。     

 私は北陸金沢で生まれ育ちました、海と山の幸に

も恵まれ、第二次世界大戦では金沢は空襲を受けず

に終戦となり幸運でしたが市街地の食料不足は深刻

で食べられるものは何でも口に納めました、蝗発生

時は毎日のおやつでした、時々近海でとれた砂の付

いたままの大きな真鰯を行商人が売りに来てくれ主

食代わりに何匹も食べて満足した事を鰯を見て思い

だします。        

 山とのかかわりは中学生になった夏休み、高校で

山岳部を経験した６才上の兄が友人５人と一緒に

キャンプに医王山へ連れていってくれたのが始まり

です。記憶違いがないかインターネットで確認しま

したら、今は良く整備され県民に愛される日本三百

名山、新・花の百名山に選定されているようです。   

 石川県と富山県の県境にまたがる標高９１９ｍの

山塊である医王山（いおうせん・山塊の総称）での

キャンプです、夜明け前に家を出て全行程徒歩で移

動する２泊３日のテント生活の初体験でした。  

 当時の東方面市電終点停留所であった小立野の丘

から一度下り、東方向へ５時間以上歩いたと思いま

す。医王山には山頂直下には落差２０ｍ程の三蛇ヶ

池がありサンショウウオ生息している別天地でし

た。        

 日帰り登山者は見かけましたが他のテント組はな

く滝壷に落ちる水音の中、兄の指導でテント設営を

してから身軽な体で頂上・鳶（とんび）岩に登り景

観を満喫しました、鳶岩直下には大沼があり飯盒炊

飯の作業を終えて篠竹を切って釣り針を付けた糸を

結び、握り飯の米餌で鮒つりをすると簡単に釣れ過

ぎて面白さがなく早々に引き上げましたが、今はサ

ンショウウオが生息することでも有名と紹介されて

いますので興味のある方はインターネット情報を参

照下さい。高校生なって友人と白山、立山に登りま

したが諸々な事情で5年近くの空白後、東京での社

会人生活が始まり環境にも慣れて地図を頼りに丹

沢、奥多摩へ出かけるようになり、知り会った永滝

氏の紹介で１９６３年（Ｓ３８年）試用入会しお役

に立てない会員ながら長々と在籍して来ました。 

 オムロン(株)の社長・会長として貢献され、今年

４月コロナウイルスに感染され亡くられた立石義雄

さんが登山が趣味でよく登られた理由を、登山の良

さは人が楽しいと感じる４つの要素が全て体感でき

ることだと書いておられました。     

その４つの要素とは        

 ・非日常性を体感出来る。      

 ・挑戦性を体感出来る。      

 ・連帯性を体感出来る。      

 ・没入性を体感出来る。      

でしたが、非常に分かりやすい言葉で山登りの極意

を表現されていると思います。 

 東京アルコウ会が創立１００年にたどり着く活動

を続けて来られたのは、創立以来多くの先輩方がこ

の４つの要素を体感出来る喜びを分かち合いたいと

山行を継続して頂いたお陰と思っております。  

 ９０周年以降長らく活動頂いた会員も高齢となり

幅広い人材で計画できた山行計画は望むべくもな

く、４つの要素は堅持してハイキング主体の募集要

項を掲げて、ＨＰ、山渓等で新人募集し体制を整え

つつありますが、新生東京アルコウ会を軌道に乗せ

る地道な努力必要です、会員一人一人が力を合わせ

て楽しくやり抜きましょう。   

 新入会員皆様へ（委員会のメンバーがサポートし

ますので何なりと話しかけください） 

・山行参加時は事前の情報収集と内容把握（ルー

ト、所要時間、注意点等）、下山後の山行内容記録

を残す行動をお願いします。      

・会場スペースの制約で調整が必要ですが集会に積

極的に参加して山行に必要な知識を吸収して下さ

い。        

・椎名さん、谷口さん、布川さん、窪田さん，河西

さん、田村（正博）さんは知識、経験が豊富です、

積極的に話しかけて貧欲に知識を吸収して下さい。 

・山本さん、三浦さん、夫妻が参加される機会があ

れば実績豊富な経験者です、親交を深めて下さい。 

・来年にかけて１００周年記念事業が開催されます

が、初めてお会いする方ばかりと思いますが積極的

 雑感 

（新生東京アルコウ会の発展を願って）  

       （記 廣瀬） 
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な交流を心掛けて下さい。      

・１００周年記念誌には新生東京アルコウ会を担
う皆様のメッセージを掲載しますのでご協力お願
いします。        

 詳細は会報等でお知らせします。    

・私も記念山行全てに参加できるように脚を中心
に退化防止の運動を継続して行きますので、見守
り下さい。  

 

 皆さま、新型コロナウイルスの影響で外出自粛

の中、お元気ですか。 

 私は3月15日に参加した秩父のハイキングを最後

に、身体を動かす機会がぐっと少なくなり、増え

たのは食欲と体重かも、という生活を送っていま

す。 

 細身から人並みになったんでいいんじゃないか

と言われそうですが、いままでの服が合わなくな

り、食事も食べる楽しみしかないとばかりに

ちょっと贅沢な食材にしたりと家計の増加も問題

です。 

 また、以前だったら余計な物は買わなかったの

に、家にこもっているとついネット注文がストレ

ス解消の一つとなっています。山用品だと大きめ

のデイパックをいつか泊の山行に使えるかもと頼

んでしまったり、シャツを注文してみたり。あと

で思ってたのと違うものが届いたらどうしよう

と、物と請求書を見るまでドキドキものです。 

 そして、体力温存のためにしているのは朝のラ

ジオ体操、近所の散歩。朝晩の涼しい時間帯を見

計らって、いままで通ったことのない道を網羅し

ようと散策しています。公園では梅の実が大きく

なるのを見て、そろそろ梅干を漬けてみようかし

らと考えたりするのは楽しいものですが、このま

ま自粛生活が長く続くと、旅行や美術館、図書館

に行くこと、友達に会うことが恋しくなってきま

す。そろそろ山歩きもしたいです。 

 仕事の方は4月から一日おきにテレワークが始ま

りました。交互に出勤するというのがくせもの

で、その日はパソコン、電源、資料等の大荷物の

持ち帰りが大変です。良い点は電車が空いていて

時間に遅れないこと、必ず座れることです。それ

でも最近はだんだんと混んできたので、この生活

も5月いっぱいかなと思いながらコロナウイルスの

終息するのを待ち望んでいます。  

 白蓮（柳原燁子）さんは大正天皇の従妹です。

この白蓮さんは白蓮事件の人である。白蓮事件と

は柳原燁子氏（白蓮）が当時石炭王と言われた伊

藤伝右衛門の妻でありながら、そのもとを去り宮

崎龍介に逃げて子をもうけた事件である。白蓮さ

んが普通の人であれば大きな問題にならなかった

であろう。しかし白蓮さんは大正天皇の従妹で

あったことと、新聞社を巻き込み公にしたことに

より、世論は大騒ぎとなった。当時は人妻が夫以

外の男と関係を持つことは、犯罪（姦通罪）で

あった。 

 中央線相模湖駅下車。乗車したバスは8時35分発

三ヶ木方面行き、バスは満員若者が多い。若者の一

人が席を譲ってくれた。登山のための乗車であるの

で、断ったが、若者は立ってしまったので、甘える

こととした。プレジャーフォレスト前BSで若者たち

は下り、車内はガラガラになり、私のような老人の

登山スタイルのもののみとなった。 

 石老山入口BSで下車。参道を顕鏡寺目指し緩や

かな坂道を登って行く。長屋門の立派なお屋敷が

ある。門から中を覗くと中庭があり、近代的な車

庫や居住家屋があり、長屋門以外は昔の面影がな

かった。江戸時代は士族か庄屋かの由緒正しき人

の住む家であったであろうが、古い居住家屋を建

て替え便利な生活を望んだのであろう。 

 アスファルト舗装の道は、静かな杉並木の丸石を

敷き詰めた道に変わった。山は大きな岩に覆われ、

登って行くと巨岩の一つに割れ目があり、そこに不

動明王が祀ってあった。道は両側を壁のような巨岩

で挟まれた石段になり、石段は水の流れ落ちるとこ

でもあった。岩はすべて苔むしていた。石段の頂上

に梵鐘が見え、登って行くと、顕鏡寺であった。大

きな杉の木がある。「蛇木杉」とのこと。二本の 

  白蓮さんに思いを寄せ 

  石老山(せきろうざん)に登る 

 2017年9月30日 天気：晴れ （記 小国） 

 武田さん（2019年度入会）よりの投稿 

           2020年5月21日 
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太い根が岩の上を這いあたかも蛇のようである。山
門の横には、岩窟がある。巨大な岩がせり出し、か
やぶき屋根のひさしのようである。福一満虚空蔵尊
が祀ってある。山門は古く趣のあるものであり、由
緒ある、ものと思われる。山門の中には本堂があっ
た。 

 駅で配布していた案内ではこの寺に白蓮さんの墓
があるとのこと。墓は宮崎家の墓であり、一般的な
ものであった。 

 

 

 

    

    

    

 さらに登り、桜道展望台に出た。眼下に町並みが

見え、その先に山脈が壁のように立ちはだかってい

る。さらに登り融合平展望台に行きここでも眺望を

楽しむ。真下に相模湖、その先には高尾の山脈、中

央高速道路が見える。急な登山道を登り、石老山山

頂（702.8ｍ）に到達。山頂は広々とし、数人登山

者が休んでいる。山頂の表示、ベンチなども設置さ

れていた。案内板には「石老山顕鏡寺の山号からこ

の山を石老山と呼ぶ…」また丹沢の山並み、富士山

が見えるとのこと。この日はあいにく天気は曇、丹

沢や富士山は見えなかった。  

     

   

 なだらかに下る尾根道を進み大明神山に登頂。

大明神の祠があった。さらに尾根道を下り、大明神

展望台に出る。立派な鋼製の展望台である。高尾山

の山並み、その下に中央高速道路、町並み、相模湖

が見える。 

 急な山道を下っていく。岩が多くなり谷川まで下
りると苔むした岩だらけになり、その間を水が流れ
日本庭園のようである。 

 林道のような道に出ると、キャンプ場があり、昼
食にした。さらに道を下り、プレジャーフォレスト
前BSに出た。バスで相模湖駅まで行き帰った。 

1921年（大正10年）10月、事件当時の柳原白蓮と宮

崎龍介 

 白蓮事件（びゃくれんじけん）は、大正時代の

1921年（大正10年）10月20日、福岡の炭鉱王・伊藤

伝右衛門の妻で、歌人として知られる柳原白蓮（伊

藤燁子「あきこ」）が滞在先の東京で出奔し、社会

運動家で法学士の宮崎龍介と駆け落ちした事件であ

る。新聞紙上で妻白蓮から夫への絶縁状が公開さ

れ、それに対して夫・伝右衛門から反論文が掲載さ

れるマスコミのスクープ合戦となり、センセーショ

ナルに報じられた。 

 白蓮事件だけを読むと白蓮さんをわがままにも見

えますが、この人は生まれて実母ではなく養母に育

てられ、北小路資武氏と結婚させられ、なんと15歳

で男児功光を出産している。20歳で北小路氏と離婚

し、時の石炭王伊藤伝右衛門に嫁ぐ。これ等の結婚

はいずれも本人望んだものではない。宮崎龍之介と

の結婚が初めて本人の望んだものであった。 

 宮崎龍之介氏は社会運動を行い、父親は宮崎滔天

である。宮崎滔天は中国の孫文の生活を支え、辛亥

革命を支援していた。 

          （了） 

 韓国在勤中、2002年8月17日から22日まで夏休暇
をとって韓国小白山国立公園と太白山江原道立公園
を巡った。本随想は旅先で書き、ソウルに帰京した
日に留守宅にファックスしたものに若干添削したも
のである。 

 今日22日に5泊6日の地方旅行から、太白駅発無窮
花号(ムグンホワホ)便でソウル清涼里駅に着いた。
到着時の率直な印象は、「ソウルは大都会だ」とい
うものである。   

 随想 

 山に親しみ山に想う(26) 

 －小白山国立公園・太白山道立公園紀行－  

                (記 岡本) 
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考えてみれば、ソウル首都圏には国内総人口の半分
が集中していることからすると当たり前のことだ。
今回旅行した丹陽、寧越、太白の地方都市とソウル
との大きな格差に殊更驚いた。最近地方都市は観光
開発をした結果、金回りが良くなりつつあるが、依
然と格差は大きいので若者が豊かで可能性を感じさ
せるソウルに憧れるのも無理はない。最近、若者が
流行歌「ソウル讃歌」を愛唱歌にしている理由も理
解できる。 

 では、今回の地方(登山)旅行の日程概要は次の通
り。 

17日(土)=ソウル発丹陽へ、市内見学、小白山麓で 
     民泊 
18日(日)=小白山登頂、丹陽に戻り民泊 
19日(月)=丹陽発、救仁寺、温達山城、 
   温達洞窟見学、寧越に行きモーテル泊 
20日(火)=寧越で荘陵見学、太白に行き民泊 
21日(水)=太白山登頂、太白石炭博物館見学、太白
   でモーテル泊 
22日(木)=太白発、ソウル帰京 

 旅行中のその日の出来事は就寝前に書くのが良い
のだが、宿には机がなくて翌日早朝に宿近くの喫茶
店で書くこともあった。メモを見ながら書いている
と、店員があなたは旅行作家なのか、日本人なら韓
国の印象を聞かせて欲しいと物見高い韓国人らしく
邪魔をするので、落ち着いて書いておられず途中で
切り上げたりした。文章に疎密があるのはその為だ
といっておこうか。 

 17日午前10時前にマンション前のバスに乗り10時
半頃ソウル清涼里駅に着いて、11時発安東行き無窮
花号(座席は指定で11000ウオン、立ち席は7800ウオ
ン)に乗った。指定席が満席のため立ち席で我慢し
た。運行は正確で予定どおり午後2時丁度に丹陽駅
に到着した。丹陽で降りた客は7人と少ない。駅か
らは、ソウル市中を流れ海に注ぐ漢江の支流、南漢
江の滔々たる流れが見える。駅前に国道が通り、駐

車場にはタクシーが6台程客待ちをし運転手仲間が
屯している。地方都市で見られる悠悠閑閑とした雰
囲気が流れている。駅に隣接した観光案内所で厚化
粧の女性から観光地図をもらった際に、小白山登山
に来たんだと伝えると、近郊バスでトリアン観光地
に行って、そこの民泊に泊まると登山コースに近く
て便利だと助言してくれた。彼女も登山を趣味にし
ている口振りであった。 

 時間の余裕があったので、丹陽中心街をぶらぶら
と観察がてら歩いた。最初に韓国勤務した1970年代

後半から80年代初にかけての地方都市の街中と比べ
ると、豊かさにおいて正に雲泥の差と言うか、見違
える程である。当時は地方に行っても日本家屋が
残っていたものだが、全く見られない。もし今も
残っていたなら、観光資源として活用されているや
もしれない。中心街にはPC房(インターネットカ
フェに類した店)、ピカチューゲームセンター、外
国語学院、もちろんコンビニもあって、時代の流れ
を敏感に追い求めている。最も大衆的なピピンバッ
プ(混ぜ御飯)は5000ウオン、喫茶店のコーヒーも
1500ウオンでいずれもソウル並みの価格である。ソ
ウルでは喫茶店の伝統的な名称であるタバン(茶房)
の看板からカピイーシャップという看板に変わって
しまったが、ここでは依然と懐かしいタバンであっ
た。懐かしさついでに1970年代のコーヒーは50ウオ
ンであった。30倍である。1970年代のピピンバップ
の価格は思い出せないが、ピピンバップと同じよう
に大衆的なスンドブ(純豆腐御飯)は180ウオンだっ
たから、これは28倍程である。 

 丹陽発午後6時の近郊バスでタリアン観光地に向
かった。到着した頃には長い夏の日も暮れなずみ始
めていた。新装旅館の看板をみて電話してみたが、
満室であった。自家用車で来る観光客が多いのだ。
旅館からレベルを落として民泊を探すことにした。
ある民泊前に座っているおじさんが下山者とみて
「登山ですか」と声を掛けてきた。一室空いている
と案内してくれた。部屋はいやはや3畳程の狭さで
小机一つなし、隅にあるテレビは故障の代物、シャ
ワーは共同使用、幸いにも部屋には鍵がついている
ので泊まることにした。夕食をおばさんに頼むと、
例によって嫌な顔をした。「近くに食堂はあるよ
ね」と嫌なら外で食べるよ、と言う口調で言うと、
おばさんは、「1人の夕食はどこでも嫌がるから
ね」と言いながらも、テンジャンチゲ(具の多い鍋
料理)ならできると言う。割高なチゲ(5000ウオン)
とビール(2500ウオン)を注文した。部屋代も25000
ウオンで丹陽の風呂付きと同じである。観光地価格
なのだろう。窓には虫除けの金網が張ってあった。
空気入れ替えのために金網戸にして、その間にシャ
ワーをとった。戻ってみると、金網戸の隙間から大
量の虫が入り込み床や壁にへばり付いていた。幸い
刺す虫ではなかったが、蚊程の大きさの虫は、蚊柱  
のように群れ飛ぶのだ。窓から払い出そうとしたが
出しきれるわけがなく、灯りを消して早々に寝た。 

 翌18日は午前5時に目覚めた。昨夜売店で買った
チョコパイと牛乳で朝食を済ませた後、民泊玄関横
の円卓で前日の日誌を書いた。主人のおじさんに小
白山登山のルートについて尋ねると、「ああ、大し
たことはない、ただの一本道だから5時間かな、ま
あ一日仕事だ、雨具は」と言う。小雨が降り出して
おり、重そうな雲が山襞を埋めている。夏だし少々
の雨なら濡れても着替えれば良いことにして雨具は
持ってこなかった。6時半に民泊を出た。入山切符
売場では中年夫婦と中年男子が一足違いで先に出発
した。入山料は小白山国立公園管理事務所北部支部
長受領で1300ウオンであった。公園内には文化財的
な寺がないので文化財観覧料は不要である。登山道
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 に沿うチョンドン渓谷は水量が豊かで勢いのある瀬

音を立てて流れ降る。少し濁りがあり、清流とは言

えないのは、先日の豪雨のためである。登るにつれ

豪雨の痕跡が現れる。登山道の縁が所どころ崩れて

おり、鉄砲水が登山道に溝を刻み運ばれてきた小岩

や礫岩が散乱している。生々しい爪跡がある割に

は、危ない箇所はなく、注意版もない。入山切符売

場から2.7km地点にあるキャンプ場までは3m幅の道

であるが、その先から深い樹林の中の50cm幅の道に

なった。朝の雨は止み日が照り出したが、差し込む

ことはなく、登山道はジトジトとして足元は重た

い。切符売場で出逢った3人以外誰とも遭遇してな

い。静かな単独行である。 

 9時45分に温達泉という湧水のある休憩所に着い
た。ベンチが一つあり、道標「標高1165m、小白山
山頂(毘盧峰1439m)」がある。3時間強で4.8km進ん
だ。時速約1.6kmである。幾度も腰を下ろして休
み、腰を上げるたびに30分は歩き続けると決める
のだが、……。標高1200m程になると、細くなって
きていた渓流は、伏流になって姿を消した。耳を
澄ますと、足元の石の下からチョロチョロと微か
に聞こえる。樹木は灌木となり樹林は疎らになり
だした。突如樹林が消えて、豁然とお花畑に出
た。薄暗さから陽光燦々の世界へと。黄、白、薄
紅、薄紫の小ぶりの花がなだらかな起伏を覆って
咲いている。初めて体験するお花畑である。花の
名前は全く知らない。薄紫色の舌を出したような
花の群生が一際目立った。木道がお花畑を通って
山頂方向に続いている。木道を歩く登山者は他に
は居なくて、千紫万紅の極楽を独り占めである。
円頂丘の陰から30代の夫婦(切符売場の3人を除き
初の登山者)が降りてきて、すれ違いざまに「あり
がとうございます」と挨拶した。狭い木道を譲っ
てくれたと思ったに違いない。自分はお花畑に気
を取られ茫然と佇んでいただけである。標高1300m
辺りに来ると、小白山塊の稜線が右肩下がり(南)
に見えだし、蓮華峰が確認できた。すると、間も
無く、急な左肩上がりが見え出し円頂丘の端に毘
盧峰が顔を出した。毘盧峰頂上が明るい。早く頂
上に達したいという逸る心を抑えて登る。「なぜ
山に登るのか、そこに山があるから」と言う意味
が少し理解できたような気がした。頂上付近にな
ると、急に登山者が20人程に増えた。子供連れの
家族、夫婦、若い男女のグループであるが、慶尚
北道側の交通便の良いスチョルリや三佳里の登山
口から登ってきたのだ。小白山毘盧峰に11時30分
に着いた。頂上は岩がゴロゴロと敷かれたような
20m四方の平地である。地図で見ると、小白山の最
高峰毘盧峰(標高1439m)は忠清北道と慶尚北道の道
境に記されているが、1m程の石柱には「忠清北
道、毘盧峰(ピロボン)」と忠清北道となってい
る。登山者が自然石を積み上げた三角錐のケルン
があり、他にベンチが4基あるだけだ。頂上から

は、全方位展望できる。樹海の中に何処かの集落
の家並みが遠く小さく見え、爽やかな涼風が頂上
に満ちている。お花畑の起伏に落ちた真夏の雲の
影が風紋のように流れていく。 

 30分程毘盧峰の頂上を居て、11時半頃に於衣谷
登山口へのルートで下山することにした。於衣谷
集落まで1m幅の石の少ない登山道を5.1km降った
(登りは石がちの山道を6.8km)。降りでも誰とも会
わなかった。於衣谷バス停(終点)にある売店のお
ばさんに尋ねると、次の丹陽行きバスは4時10分頃
で「1日に7便しかない、遊びに来る人は車だし、
地元の人も車を持っているから」と言う。確かに
何軒もある民泊の前には車が泊まっており、観光
客からの現金収入で潤っているようだ。売店で缶
コーヒー、ジュース、ポカリ、アイスクリームを
買って水分補給した。満身に水分が充填するのを
実感した。今朝出発時のポカリ3本を含む1500ccの
水分は下山までに飲みきっていた。 
 丹陽行きのバスはクックマン川沿いの崖の上を
くねりながら走る。車窓から眺める情景は、英国
のイザベラ・バード女史が末期の李氏朝鮮を4度訪
れて上梓した旅行記「朝鮮紀行」の風景描写もむ
べなるかなと思わせるものである。やがて本流の
南漢江に出ると、悠然たる流れが大きく蛇行して
いる景色を眺めるようになる。山行で興奮した心
が静まる。30分程で丹陽に着いた(1300ウオン)。
バスターミナル近くの「小白山荘」旅館(宿泊料
20000ウオン)に投宿した。内風呂に入り、外で好
きなソルロン湯(肉汁飯)を食べ、小さな机でこの
日の出来事を書いて、休む。背中がこわばってお
り、温突部屋の硬い床では寝苦しかった。 

     （翌19日以降分は次号に続く） 

 今月の19日から、「新型コロナ禍」による移動
制限（自粛）も解除されました。何か「長い冬
眠」から起きだした動物の様に、少々当惑しなが
らも活動再開です。しかし、世界的には新型コロ
ナの感染拡大は、治まってはおらず、日本でも
「医療崩壊」と「経済崩壊」防止の綱引き状態な
のかと思う。 
 当会からは、山行再開「10箇条」が出されまし
たので、この内容に従い、注意して行動していき
たいと思っています。幸い、私たちの周りには
「日帰りハイキング」に適したマイナーな山も多
いので、「３密」を避けた山行が可能かと思いま
す。この分野にも「新しい形態」が必要なので
しょう。 

 札幌だより－３ 
    2020年6月20日（記 永澤） 
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                          令和2年6月19日 

 東京アルコウ会 
 会員の皆さんへ 
 東京アルコウ会 
 代表 窪田紀夫 

7月からのハイキング再開(10箇条) 

 平素は当会の活動にご協力を賜り誠に有難うございます。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言が5月25日に全面解除となりました。 

 また、本日6月19日から感染拡大の予防を前提として県をまたぐ移動の自粛も緩和され社会活動のレ
ベルが引き上がりました。 

 東京アルコウ会は4月から山行自粛を行ってきましたが、前記の緊急事態宣言の全面解除等を受けて7
月からのハイキングを再開することとします。 

 会員の皆さんには待ち待った再開となりますが、当面は次の内容を守って、新型コロナの相互感染防
止に努め安全に楽しいハイキングを実施してください。 

記 

1. コースの選定は当面、下山時刻を15時(遅くても16時)目安に計画する。 
2. コースの事前把握(現地の情報収集等)を十分行う。また、当日コース中に「通行止め」の標示がある
場合には引返すか地元の警察署、自治体等に確認し対応する。 
3. 山行人数は少数とし5名以内とする。 
4. 当日、自宅を出る前に必ず検温し37℃以上の熱がある場合は参加を取り止める。 
5. 往復の交通機関利用時は必ずマスクを着用する。登山中もマスクの着用は好ましいが熱中症に留意し
各人判断し取り外す。 
電車、バス下車時には手洗い又は除菌スプレー・ティッシュペーパーを持参し消毒する。 
6. 歩行中の前後の間隔は少なくても2m以上確保する。また、全員が、息が切れないペースで歩くよう
リーダーは心掛ける。 
7. リーダーは参加者の体調を把握し、その状況により適切な判断と行動をお願いしたい。 
8. 他の登山者とのすれ違い時には声を出しての挨拶はしない。 
9. 休憩時等に食料の交換、差し入れ、下山後の打上げは行わない。  
10. 自粛中の体力低下をトレーニングで補い体調管理に努める。 

 当面の計画は6月の会報に掲載しました。 

 なお、委員会、集会の開催については、赤城生涯学習館が6月30日まで休館となっており、現在は利
用申し込みも出来ません。再開次第、会場の申込手続きを行い、出来れば7月の早い時期に予定したい
と思います。                   

以上 

◆ 2020年度予算（案）及び役員・委員候補（案） 

先月号会報に記載の窪田代表の「お知らせ」の通

り、今年度予算（案）及び役員・委員候補（案）

を本会報に添付・同封致します。 

◆ 山岳（ハイキング）保険について（再掲） 

4月号会報を参照下さい。当会の山行に参加される

方は、「山岳保険」（会社は問わない）に加入

し、その内容を保険担当の永澤氏にメール連絡願

います。これから加入の方は年間保険料が「月割

り」となります。（日山協の場合） 保険会社の

内容を確認の上、加入をお願いします。 

東京アルコウ会 

 代表  窪田 紀夫 ℡ 0297-73-1237 

   〒302-0022 取手市本郷1-19-13 

 事務所 〒180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-21-10 

    谷口 宅 ℡ 0422-48-1303 

 発行 2020年6月26日 

◆編集後記 

 漸く山行再開の目途が付きました。窪田代表の  
10箇条を守って山行を楽しみましょう！ 

 編集人 久住 ksm6101ken@gmail.com 


