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東京アルコウ会々報 2020. 9. 21 発行 

参加者 ： 田村 （１名） 

登り9:00～10:50  下り10:50～11:40 

 一週間前の週間天気予報は雨でしたが天気がだん

だんとよくなり前日の予報は何とか持ちそうなので

行くことにした。村山古道は会員の斉藤さんから話

を聞き今年登る予定でしたがコロナの為に富士山が

登山禁止になり中止となりました。バス便がなく下

山の手段がないために。それでも行きたい気持ちが

勝ち様子を見に行くことに。八月いっぱいは世間と

乗り物の状態を確認した結果行くことにする。 

 今日の予定は時間を切って行う、登りは四時間、

下りは三時間にした、休息も含む夏山に行くのは三

十年ぶり？虫に噛みつかれないために、虫よけ対策

にスプレー缶二本とハッカ油、下半身にはサラテク

◆９月集会 

 期日 ９月２７日（日）PM7:30～ 

 於 Zoomによるオンライン会議 

 議題 山行計画、山行報告他  係 久住 

 ＊関連事項７ページ参照 

◆９月委員会 

 期日 ９月２６日（土） 

 於 赤城生涯学習館 

 議題 都岳連関連、100周年関連、山行計画他 

◆１０月集会、委員会  １０月２５日（日） 

＜山行計画＞ 

１０月４日（日）奥多摩ウオーキング・トレイル

（鳩ノ巣渓谷）         L 久住  

集合：JR青梅線 古里駅前 9:40am 

古里駅前→寸庭橋→雲仙峡→白丸ダム→数馬峡橋

→白丸駅  歩行時間：2時間30分 

１０月１１日（日）倉持山、御林山 L 岡本 

武蔵五日市駅⇒藤倉バス停→倉掛山→風張峠→御

林山→仲の平バス停⇒武蔵五日市駅 

コースタイム=4時間40分+α 

集合場所と時間=武蔵五日市駅、9時半集合 

１０月１８日（日）扇山      L 布川 

 集合場所、時間: JR中央線「鳥沢駅」前、 8:50 

( 新宿 7:21→ 高尾 8:05/8:20→ 鳥沢 8:49) 

9:00発富士急バス⇒梨ノ平扇山登山口バス停→  

梨の木平→扇山→犬目分岐→犬目バス停  

16:25 ⇒「四方津」 16:48/17:21 ⇒高尾

17:42/17:52 

１０月２４日（土）武蔵五日市 天竺山・唐沢山 

            L 岡本 

武蔵増戸駅→大悲願寺→横沢→天竺山→唐沢山横

沢入→三内神社→武蔵五日市駅 

コースタイム=3時間20分+α 
集合場所と時間=武蔵増戸駅、9時半 

 山行報告 山行回数 No.5707 

〇 2020.9.5（土）晴れのち雷雨 

 富士山 村山古道  = 係 田村(正) = 

八ヶ岳連峰を望む 
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トRICHRICH、肩から腕には虫とバイバイ首回りと帽

子のつばと後ろにはハッカ油これで用意万全のはず

でしたが。 

 朝一番のこだまに乗りいざ富士宮に、横浜を過ぎ

ると富士山がくっきりとよく見え三島と富士で乗り

換え身延線にのり富士宮へ富士山は下から上まで

くっきりとよく見え空は一面晴れ渡り今日の登山は

約束された一人大喜びで。 

 富士宮駅前交番に登山届を提出したら警察官は

エーと驚き、コース概要の説明し受け取ってもらっ

た、又帰りには下山届を持ってくると言ったら不思

議そうにうけとってくれました？当方も？です。 

 タクシーに乗り村山浅間神社へ、タクシーを降り

て浅間神社に参拝し安全を祈願する。神社内の長い

すで身支度をして写真を一枚とり足取りも軽く歩き

だす。 

 村山道の標識に従いしばらく歩くと石畳の登山道

があるが林の中にあり虫が出そう。舗装道路を歩

く、風もなくとにかく暑い暑すぎです。三十分も歩

くと帽子から汗が落ち始めるたらたらと、それにつ

れて首回りに、いやな羽音、ぶんぶんいいだす。タ

オルで払いながら、それでもしつこいので日陰で

ザックをおろしハッカ油を帽子と首回りに吹く。20
分もするとまた五月蠅くたまりません。荷物をおろ

しハッカ油を手に持ち歩き始めるタオルで追っても

五月蠅く、上半身と帽子はびしょびしょに右手で

ハッカ油を持ち定期的に頭、周りを吹く繰り返しが

下山するまで続くとは。 

 標識に従い登り始めると草むらの溝に行けと標識

が。 

 ロングスパッツを取り付け虫よけも吹き付け草む

らの中に。蜘蛛の巣をストックで払いながら進むと

かすかな足跡を見つけ間違ってないことに安心。小

さな林道を横切り標識に従い進むと溝上の登山道へ

木が倒れている箇所は下をくぐり、倒木をまたいで

進む道悪のところは左や右を登り植林された中を進

む。登山道は手入れをされていない状態もう少しで

抜けそうなところで急に風が吹いてくる少し涼し

い、時計を見ると歩き始めてから約二時間、突然空

が騒々しくゴロゴロ、ガラガラ空がいつの間にか雲

に閉ざされすこし色が悪い。音はどんどん大きく、

まずいかなと考える間もなく足は勝手に来た道を

走っている。無我夢中で雷雲から逃げている人がい

た。 

 （当方）人家が見える所について一息入れ水を飲

む。タオルと地図の入った袋が無くなっていた。後

ろを振り向くと黒雲が迫ってきている。浅間神社ま

であと20m。雨につかまるも案内所に飛び込みセー

フ。ものすごい風雨に驚きながらも綺麗な大きいト

イレにて上半身と顔を拭いて着替えをすます。雨は

激しく降り続いている、雨具を持っているとしても

風雨の中で待機は御免です。たぶん帰り道は泥んこ

まみれでしょうか？ 

 約一時間待っていると雨が小降りになったのでタ

クシーを呼び富士宮駅に戻る。 

 交番に行き下山届を渡すと年配の警察官に話しか

けられ村山道の話をする。戻って正解ですよとのこ

とでした。天気予報通り街中は暑いくらいの良い天

気。 

 帰りの車窓からの富士山は下まで雲に覆われてい

ました。山だけが雲に覆われている。 

 次回に問題を提起した良い山行でした。虫よけ、

水の量。             （記 田村） 

参加者： Ⅼ岡本、窪田、吉田（参加人数 3名） 

 台風10号の影響で天候に不安があるものの、電車

進行右側に大きな虹がかかり何とかなるのではとい

う気がしてきた。 

 新松田駅より富士急湘南バスで丹沢ビジターセン

ターへ。乗客は登山者ではない中年男性1名と我々3
名のみ。普段ならもっと多くの登山客が来ていたで

あろう。約1時間で到着。晴天、暑い！ 

川沿いのキャンプ場を左下に眺めながら舗装道路を

 山行報告 山行回数 No.5708 

〇 2020.9.6（日）曇り、時々晴れ、雨 

 西丹沢・檜洞丸     = 係 岡本 = 



3 

東京アルコウ会々報 2020. 9. 21 発行 

用木沢方面へ5分ほど歩くと右側にツツジコース登山

道がある。沢伝いの急斜面を登り右手に沢を見下ろ

しながら広葉樹林帯を進む。人工林と違い陽も適度

に差し明るく気持ちがよい。シロヤシオが群生して

いるが花の時期は既に終わっていた。 

 キーッ！と甲高い鳴き声がしたので、雉か何かか

と思い辺りを見回すと5,6頭からなる鹿の親子を見つ

けた。我々に対する警戒音だったわけだ。これ以上

刺激しないようにゆっくりとその場から離れた。 

小さな木橋を幾つか渡り右下の瀬音を聞きながら

下って行くとゴーラ沢出合到着。東沢とゴーラ沢の

合流地点で岩ゴロゴロの賽の河原と云うところか。 

結構な水流を渡るとすぐにも急登だ。コンクリート

階段、鎖場をやり過ごすと歩きやすいブナの原生林

を気持ちよく歩く。 

 展望園地には13時に到着。登山口から3時間か

かってしまった（予定では2時間）沢渡で靴の脱着

に時間がかかってしまった。ここまで出会った登山

者は３名のみ。ここで昼食と休憩をとり、これから

の難所に向かって英気を養う。 

 ここからは足場の悪い急こう配で鎖場、木製の階

段が続き疲労度が増してペースがぐんと落ちる。檜

洞丸まであと600ｍの分岐点に15時半にやっと到

着。霧がでてきて風も強く登頂は最終バス（18：
58）から無理と判断し残念ながら15時40分下山する

事となった。 

 ゴーラ沢口に17時45分到着。薄暗くなりだんだん

雨脚も強くなってきた。後半は真っ暗闇で、ヘッド

ライトのありがたみを実感した。 

 疲れと全身ぬれねずみ状態で奇跡的に最終バスに

乗り込むことができた。もちろん貸し切り状態。 

 次回はウエルキャンプ西丹沢で一泊して檜洞丸を

再チャレンジしたいものだ。                

                 （記 吉田） 

＜コースタイム＞ 

新松田駅8:26⇒西丹沢ビジターセンター9:50→登山

口10:00→ゴーラ沢出合11:10‐11:30→展望園地13:05‐
13:20→分岐15:25—15:45→展望園地16:45→ゴーラ沢

出合17:45→ビジターセンター18:58⇒新松田駅20:10  

参加者：布川、廣瀬、吉田、久住、後藤、瀧澤、 

 成田、武田 （合計８名） 

 上野原行きの電車の中で７人が合流、鶴峠行きの

バス停では予想通り後藤さんが先着していて８人で

乗車(8時30分)ほとんど貸し切り状態です。 

 鶴峠のバス停(9時45分)では予定していたトイレ

が見つからず女性は少々我慢ぎみで出発、左側の登

山口から入りいきなり急な斜面を登っていきます。

10分もしないうちに運動不足の私は息切れハァー

ハァーハァー·····奈良倉山の標識がこれでもかと

言うほどたくさんあって道迷いの心配は有りません

でした。 

 奈良倉山山頂には11時35分到着。少々曇りぎみ。

 山行報告 山行回数 No.5709 

〇 2020.9.13（日）曇り 

 上野原・奈良倉山、鶴寝山 = 係 布川= 
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天気予報では午後から10%の雨予報、残念ながら富

士山は諦めそれでも先日までの30度以上の暑さを考

えるとなんて過ごしやすい気候お天気に感謝‼ 

 奈良倉山の山頂から鶴姫峠の分岐に(12時10分)。

そこから鶴寝山に(12時40分)。ここから30分位で山

頂に(12時20分)到着。私達の為のような格好のベン

チがあり貸切で昼食(13時20分)30分程の栄養補給を

して下山開始(13時50分)。天気予報通り雨が少々体

にあたり今のうちに傘の用意をしてひろげかけ、そ

れでも一瞬の内に雨は続かなく又降るかとリｭック

にしまわず下山、傘は邪魔な存在となり···少し

下って行くと巨樹のみちと日向の道の分岐に出るの

で巨樹の道をゆきます。 

 

巨樹の間をくだって行くと特別大きなでこぼこした

お化けのようなトチノキの巨樹が現れます。 

 そこからぐんぐん下がって行くと沢沿いの道から

わさび田に出て林道終点(14時40分)舗装道を歩くと

小菅の湯(15時10分)。 

 バスの時間までに30分位あったので売店でビール

を買い屋外のベンチで皆で乾杯反省会？ 

 そこからバスで一時間くらい揺られて奥多摩駅

に。皆で東京行きに乗車。                              

                （記 瀧澤） 

＜コースタイム＞ 

上野原駅 8:32 ⇒ 鶴峠 9:45 → 奈良倉山 11:35-50 

→ 松姫峠 12:35 →鶴寝山 12:40 昼食 -13:15 → 

山沢入りのヌタ 14:23 → 栃の巨樹 14：35→ワサビ

田 16：20→小菅の湯17:10-17:44 ⇒ 奥多摩駅18:45 

  山名には普通は山、岳がつくが、先日登った西

丹沢の盟主たる檜洞丸(ひのきぼらまる)は「丸」で

ある。誰しも何故かと奇異に思うはずだ。山は幾つ

もの山名を持つものがある。檜洞丸(玄倉川に流入す

る檜洞の沢名に由来、洞は沢の意)も頂上の山荘名の

「青ケ岳」、西側直下の沢名をもつ「本棚裏」(裏は

末端の意で本棚沢のつめの山の意)、「彦右衛門谷頭

ノ丸」(北東側の谷名)などの山名を持っている。 

 丸について、朝鮮語の山を意味するマルであると

する説が定説のようになっている。他に山頂が丸い

からという説もあるが。マルの朝鮮由来説は、木暮

理太郎(注1) が昭和11年に提議して以来、「日鮮同祖

論」の加勢もあって強まった。木暮は「此等の地方

(丹沢山域)が百済人や高麗人に依りて早く開拓され

随想   山に親しみ山に想う (27) 

 ー西丹沢の檜洞丸、なぜ丸なのかー   

              (記 岡本) 
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ていたことに注意するならば、或いは其等の人々が

招来した言葉ではないかとの疑いを生ずるであろ

う、事実マルは山を意味する韓語(注2) に外ならな

いのである」(「山の憶い出」下巻)と断言してい

る。 

 朝鮮半島からの渡来人が本邦に多大の文物をもた

らした歴史的事実があるために、古代的なものに関

わる判断では渡来人を絡ませてしまう傾向はないだ

ろうか。反証にはならないかもしれないが、若干の

疑問を呈してみる。その壱は、8世紀に関東各地の

渡来人(1799人)が武蔵国に集められて高麗郡ができ

た。それが西武池袋線高麗駅周辺の高麗本郷であ

る。明治になって入間郡に編入されるまで千年以上

高麗郡であった。これほど渡来人との関わりのある 

高麗駅周辺にマルの山があって然るべきなのに、手

持ちの地図では1座も見つけられない。高麗周辺は

丹沢以上に密に帰化人がおり長い伝統があったの

に、不可解である。その弐として、渡来人の祖国で

山の意味であるマルを付けるなら、何々マルの何々

部分についても渡来人は「韓語」を付けようとする

と考えるのが道理ではないか。西丹沢の丸の付く19
座(注3)を調べても全く朝鮮語の臭いさえしない。そ

の参として、韓国の山にはマルの付いた山名が見当

たらない。山群の総称に「山」を使い、個々の山に

峰を使っている。 

 丸に拘って、船の名前に何故「丸」が付けられて

いるのかを調べると、定説はないが、いくつかの説

があって、それが参考になるのではないか。神話説=

海の民の安曇の始祖阿曇磯良丸に由来、愛称説=刀や

犬のように広く愛される所有物に人名に準じて丸を

付ける慣習に由来、人格説=古来船を人に見立て、名

や位階を与える習慣があった。人名に丸が用いられ

ることから船にも丸を与えた、城郭説=城郭の曲輪を

丸と呼ぶことに由来。船を城に見立てた。これらの

うちで愛称、人格説に関心が引かれる。西丹沢の山

には、山、岳の他に主稜線上の峰に「頭」(あたま)

の付いたものが多い。何々の頭の他に何々の肩とい

うように、山を人に見立てることがある。とすれ

ば、船のように愛称説、人格説が山のマルの根拠と

して浮上してこないだろうか。檜洞丸山行から帰っ

て、不可解なマルの謎を解こうと考えてみた。 

(注1) 人文的な「山岳研究」の分野を開拓した。 

  社団法人「日本山岳会」初代会長 

(注2) 朝鮮語大辞典(角川書店)では、板の間、床。 

  屋根の棟、山の峰、山頂。物事の絶頂、最盛期 

(注3) 西丹沢の「何々丸」 (昭文社、吉備人出版 

  地図による) 

檜洞丸、畔ケ丸、検見ケ丸、西丸、東丸、中ノ

丸、上ノ丸、大丸、小丸、椿丸、ブナノ丸、裸山

丸、大杉丸、中ノ沢丸、榛ノ木丸、大タル丸、

シャガクチ丸(蛇ガ口)、大欅平丸、ヌタノ丸(ヌタ

バのタ) 19座        

(了) 

参考資料 

*「山名の不思議 私の日本山名探検」  

   谷 有二 著 平凡ライブラリー 

* 昭文社、吉備人出版社地図  

* ウイキペディア 檜洞丸、船名 

河西氏より頂いた山岳写真を掲載します。 

１）北鎌尾根  

２）槍と天狗の池  
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 東京アルコウ会は2021年に創立100周年という記

念すべき慶の歳を迎えます。その祝賀すべき年を間

近にして、2019年末から今年にかけて9名の新たな

仲間を迎えることができたことは100周年の祝賀に

華を添える慶事だと思います。 

 2012年から2018年の7年間の新・再入会員が13名

であったのですから、9名の入会は本会の前途に隆

盛の弾みがついてきたことを思わせます。 

 東京アルコウ会が催す山行はいかがですか。お気

に召しておられるのか、気にかかるところです。全

員に揃って満足してもらえているとは思っていませ

ん。山歩きの経験や体力が異なっているでしょう

し、十人十色の人生を送ってきたのですから山歩き

を通して得たいものは相違しているはずです。同じ

であればおかしいのです。そう思いませんか。 

 頂上を極めて下山した後、チョット酒の入った懇

親会の団欒は、快い疲労感と達成感がない交ぜなっ

た至福の時そのものです。男性会員は下山後のこの

至福を山行動機にしている方もいて良いのであっ

て、各人それぞれの楽しみ方があっていいと思いま

す。 

 ところで、これまでの山行先を振り返ってみる

と、内心忸怩たるものがあるのです。自分が行きた

い山行先を案内して参加者を募ってきたという独善

に陥っていなかったかという反省です。自分は長く

単独行をしてきた中で、初めての好きなコースばか

りを歩いてきました。同じところを歩かなくとも、

未知のコースがワンサと自分を待っているのに、と

考えてしまうのです。絶景の山を二度訪れるより

も、未知のコースなら絶景よりも未知を知る快感が

あるではないかと、未知に誘惑されてしまうので

す。 

 自分の山行傾向、嗜好を優先して、新入会員はの

方々の意向を参酌せずに山行先を決めてきたことに

反省の気持ちを抱くようになったのです。そこで新

しい方々の意向、どこの山に登りたいと思っておら

れるのか、先ず汲み取ることが必要ではないかと痛

感するようになったのです。春に美しい花が咲く山

なのに、花の見頃を終えた時期にLの都合で連れて

行かれたら困りますよね。 

 そこで新しい会員の方から登りたい山やコースを

お知らせくださいませんか。2012年以降入会の方々

もお知らせください。メイルで山名、コース、時期

など何なりと書いてください。お願いします。 

 皆さんの意向をどれほど汲み取った山行が実現で

きるか保証の限りではないのですが、やってみるし

か前に進みません。そう思っております。(本コラ

ムの内容は8月30日開催された委員会で了承された

ものです。) 

 前回は「クマに注意」でしたが、今月は「雷に

注意」です。 

現在の「東京アルコウ会」は、日帰りの低山中心で

すから、朝の天候次第で中止ということもよくあり

ます。 

 これまでに、「縦走登山」や「夏合宿」などで、

雨降りの中「雷」に合うことが何回もありました。 

特に、3,000m級の山の稜線で雷に合うと、正直「寿

命が縮まる」気がします。 

 以前に読んだ槙有恒のアルプス山行紀行でした

か、3000ｍ級の山で、「雷雲により、背中のピッケ

ルが唸った」とあったのを記憶していますが、私は

そんな経験はありません。 

 雷は、全く物理的な

自然現象なので、人

間の思惑などは通じ

ない。 

ただ々、物陰に身を

寄せるしかありませ

ん。 

ただし、「樹木の

下」は安全そうです

が、これが意外に危

険なのです。 

雷は、流れやすいと

ころを通ろうとしますから、樹木の水分（30％程

度）よりも人間の体（水分80％）の方が、雷は好ん

で流れようとします。 

むしろ、高い木は雷の「呼び水」になることもあり

ます。 

 若いころ、東北の「鳥海山」で雷に合いました。

この時は、雨の中でしたが、地面に伏せて、難を逃

れた経験があります。 

 コラム  「どこの山が好き？」  

           （記 岡本） 

 コラム 「雷に注意」 

             （記 永澤） 

 


