
1 

東京アルコウ会々報 2020.11.23 発行 

参加者：L窪田、吉田、後藤、久住、成田、瀧澤、 

    武田、松井、宍戸 （９名）  

 私は、久しぶりの山行で登りきれるかしら…と朝か

ら心配をしていました。 

 今回の山行の参加者は、9名でした。 

A班5人、B班4人に分かれて間隔を空けて登りました。 

 扇山は、登りは結構急で息が上がり、呼吸の仕方が

わからなくなり、苦しくなる事もありました。 

運動不足、体力不足…自分の身体が重く感じました。 

花粉症で鼻の調子が悪かったのもあります。 

 休憩は、もちろん必要なのですが、休憩をして歩き

出す度に息が上がり、しばらく苦しくなりました… 

 ですが、B班でご一緒してくださった皆さんとお話

をしたり、声を掛けてくださったりしたので、頑張っ

て登りきることが出来ました。 

 頂上に行くまでに見た富士山が本当に綺麗で、日本

人の習性でしょうか？あまりの美しさに手を合わせた

くなりました。そして、頂上で初めて見た、笠雲をか

ぶった富士山。こちらも本当に心が洗われるような美

しい富士山でした。窪田さんが、明日は雨だ、と言っ

ておられた通りに翌日は、雨でした。 

 頂上では、お楽しみのランチタイムです。私は、 

末娘が初めて作ってくれた丁度良い大きさのおにぎり
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新型コロナ感染拡大による山行等の再自粛(お知らせ) 

 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。 

 さて、今日の東京都の新型コロナ感染者数が新たに534名と過去最多となり、都の警戒レベルが最高の4
「感染が拡大していると思われる」に引き上げられました。また、今後も感染悪化の兆しで先の見通しが

立ちません。このような状況を踏まえ会員の皆さんが新型コロナに感染しない事を第一に考え当面、会山

行・集会の開催について再自粛します。 

 山行 11月21日(土)～12月末：自粛、 集会 11月、12月：中止、  *11月に予定していた講習会は延期。 

 委員会 11月、12月：Zoomにより開催 

令和3年1月以降の山行等については、新型コロナ感染状況を見て別途、判断します。一日も早く山行が再

開できますよう願っています。 

以上 

山行報告 山行回No.5711 

〇 2020.10.18（日）曇り、時々晴れ 

（中央沿線・扇山）          ＝係 窪田＝ 
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を楽しみました。そして窪田さんが甘酒を振る舞っ

てくださいました。いつも重たい荷物を担いでおら

れるのに皆さんの分の甘酒を運んで下さる窪田さん

に感謝して美味しくいただきました。 

 1人でも山は登れます。でも、皆さんに励まされ歩

き、富士山の美しさや扇山の風景の１つ１つに感動

したり、楽しむことができる皆さんと一緒に登る山

は、気持ちを共有できる素晴らしい登山だと思いま

す。 

 下山は、登りがないとお伺いしていたので初め

は、喜んでおりました。息は上がらなかったのです

が、前日の雨で道が泥濘んでいて足を一歩一歩前に

出すのが怖くて大変でした。つま先が痛くなり、久

住さんに伝えたら、アドバイスをしていただき、痛

みが無くなりました。 

 下山してから駅まで到着するのに少しハプニング

があり遠い道のりになりました。ですが皆さんと楽

しくお話をしたり里山の景色を楽しむことが出来ま

した。まだまだ初めての山がたくさんあります。こ

れからの山行がとても楽しみです。 

 今回も楽しい山行にご一緒してくださった皆様、 

山行計画を立ててくださった布川さん、本当にあり

がとうございました。      （記 松井） 

＜コースタイム＞ 

鳥沢駅前バス停9:00⇒9:15梨ノ木平バス停9:35→

10:15水場→11:30大久保のコル→11:45扇山山頂 昼

食12:30→13:20三境口→13:50犬目分岐→14:00不動

の滝→14:30犬目→16:00大野貯水池→16:35大野貯水

池バス停16:41⇒16:58四方津駅 

参加者： L田村、高倉（2名） 

 前夜まで降り続いた雨が止み、予定通りJR逗子駅

に来ることができました。東口改札を出たバス停で

田村さんと会い、田村さんはすぐ近くの交番に登山

届を提出しようとされました。全くの初心者の私に

は登山届を警察に出すことすら興味津々で、その成

り行きを見守っていたのですが、不在の警官に代

わって出てきた警察職員と思しき人は登山届の扱い

に不慣れなようで、大楠山は（所管ではない）横須

賀市にあるので登山届は取り敢えず預かる、と困惑

のていでした。 

その後バスに乗り、20分余りの大楠芦名口で降り、

そこから大楠山へ向かいます。山頂展望台までの登

り道は途中ぬかるんだ処もあり、また過去に大雨に

よって山腹が削り取られ、もともと土中に張りめぐ

らされていた樹木の根の広がりが、目線より高い両

脇の山肌からむき出しになって見えます。大楠山山

頂の展望台での眺望は、 ― 曇り気味で、大変クリ

アとはいかなかったのですが ― それでも、富士

山、箱根、相模湾、江ノ島、大島、横須賀・・・

と、地図でしか知ることのなかったこれらの位置関

係を実際に自分の視界に収めることができ、非常に

印象深いものとなりました。 

 この日、警戒していたトンビは山頂上空にはおら

ず、傘をさしておにぎりを食べる必要はなく、ラッ

キーでした。 

 短時間で食事を済ませ、予定していた前田橋バス

停への下山道を下ろうとしたとき、田村さんはすれ

違った若い女性のスニーカーが泥だらけになってい

るのを見逃さず、すぐに今登ってきた道の様子を尋

ね、歩くに相応しくないと知るや、午前登ってきた

道をとって返すことに決めました。このようなこと

まで観察されていたことに私はとても驚きました。 

山行報告 山行回No.5712 

〇 2020.10.18（日）曇り、時々晴れ 

（湘南・大楠山 ）             ＝係 田村
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 結局、大楠山への上り下りですれ違った人の数は

この日20人もなかったように思います。大楠芦名口

に戻った後は、相模湾を左に海岸線沿いを歩きま

す。以前、「ブラタモリ」で見た通り葉山は洒落て

いて、相模湾を望む高級マンションの風景は香港の

淺水灣（レパルスベイ）を彷彿させます。さらに歩

いて、葉山御用邸まで来たところでバスに乗り、JR

逗子駅に戻りました。 

 東京アルコウ会に入会させて頂き、今回が初めて

の活動となる私には、241.3ｍの大楠山ハイキングも

十分刺激に満ちた体験となりました。コロナ禍によ

りこの半年間、ほぼ在宅勤務が続いて体力が落ちて

おり、これから徐々に山登りができるようになりた

いと思っております。どうぞ宜しくお願い致しま

す。                             （記 高倉） 

＜コースタイム＞ 

JR逗子駅2番バス停 9:33 ⇒ 大楠芦名口10:00 山歩

き開始 → 山頂展望台、昼食 11:00-11:50 → 下山 

大楠芦名口 12:50 → 秋谷海岸 13:20 ～ 長者ケ崎 

～ 葉山御用邸前バス停 14:20 ⇒ JR逗子駅 14:45 

参加者 : L岡本、吉田、延里、成田(4名) 

 久し振りの山行日和になった。武蔵五日市駅前発

のバスはいずれもハイカーで満員である。藤倉行き

も立錐の余地がない程だったが、途中で下車して終

点藤倉で降りたのは、我々4人とカメラマン女史のみ

であった。 

 バス停から20m程降り、北秋川沿いに上流へ車道を

進む。北秋川の流れは、耳に心地よい。瀬から淵へ

また瀬へと深浅を変え曲折しながら、勢いよく流れ

ている。渓流沿いの樹木が所々色づき始めている

が、紅葉の盛りの時季には尚早である。むしろ、そ

の背後の針葉樹の濃緑の広がりが心に迫ってくる。 

 月夜見沢と白岩沢の出会いに架かる落合橋から車

道を離れて山道に入る。吉備人出版地図では橋付近

に案内板があることになっているが、見当たらな

い。橋の傍の消防団倉庫の向かいの鉄柵道が登山道

入り口である。細い急な道をつづら折れに登る。目

鼻立ちが摩滅した石仏が数体佇んでいる。こんな辺

境まで人の営みがあることに驚く。すると、二軒の

民家が並んで現れる。一軒は家自体、充分に住める

のであるが、ひと目で廃屋とわかる。家が呼吸して

いないのだ。もう一軒の前では、年老いたお婆さん

が家の前の、妙に新しい墓石の周りを掃除してい

た。お婆さんに倉掛尾根の登山道を尋ねると、分岐

の左だと教えてくれた。地図ではここら辺りにも案

内板があるはずだが、ない。普通なら限界集落とい

えども、小型車が通行できる舗装道路が延びている

が、この2軒にはなく登山道が生活道なのだ。 

 お婆さんに教えられた道に進む。暗い杉植林帯の

山腹に刻まれた細い山道は歩きづらい。ここで女性2

人は、先行き益々難路となることを懸念して戻るこ

とにした(2人は先のお婆さんと親しく交わったとい

う)。男性2人は先へ進む。堰堤越えに小さな沢を渡

ると道は不明瞭になり、登山道かよく分からない道

と合流することもあって、その度に道を確認する作

業をする。5メートル四方の大岩が二つ並んでいる地

点を過ぎてさらに上を目指した。道は曖昧で不明瞭

さを増して、消滅したりしだした。確信を持てない

道になってきたので、残念だが無理せず撤収するこ

とにした。下山途中で遅い昼食を取り、藤倉バス停

に戻った。長時間バス待ちをしていた女性2人と合流

することができた。 

 2014年発行の吉備人出版地図では、倉掛尾根コー

スは赤の実線で、道はランクAである。しかし、ある

べきところの案内板はなくなっており、道標一つさ

えなかった。14年以降の5、6年で変わってしまった

のか。昭文社地図(2009年版)では、倉掛尾根は破線

のコースである。これまで昭文社地図の破線コース

は幾つも歩いたが、今回ほど酷くはなかった。登山

道は生き物であって、死ぬ場合があるのだろうが、

死骸の痕跡さえもないのは、意図的に廃登山道にし

たのではないかと思いたくなる。   (記 岡本) 

<コースタイム> 

武蔵五日市駅発10:08ー藤倉バス停11:00ー落合橋の

登山口11:20ー撤収12:50ー藤倉バス停14:04ー武蔵五

日市駅15:05  

山行報告 山行回No.5713 

〇 2020.10.24（土）晴れ 

（奥多摩・倉持山、御林山 ）＝係 岡本＝ 
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参加者：L久住、窪田、吉田、瀧澤、白石、武田、 

参加者 田村(め)、松井、宍戸、久住夫人（10名） 

  コロナ禍で、私は３日前まで下関にいた。毎回、

アルコウ会の山行連絡を受けては参加したい！とム

ズムズしていたが、７ヶ月ぶりに上京し、この山行

にやっと参加することができた。 

  宝登山は埼玉県秩父郡長瀞に位置し、ロウバイで

有名。石楠花、福寿草、ツツジ、マンサク、冬桜も

四季折々に楽しませてくれる山として知られている

そうだ。もちろん、私は初めて！どんな山か子供の

遠足みたいにワクワクドキドキしながら想像を膨ら

ませていた。 

  当日朝はひんやりとしていたが、熊谷駅で秩父鉄

道に乗り換えた９時頃には、お日様が顔を出して澄

んだ青空が見られた。登山はやはりお天気が一番で

ある。 

  会員の方々に久しぶりにお会いして、優しく声を

かけていただいたり、「お帰りなさい」と言ってく

ださったり、、、皆様の温かさが身に沁みた   

  野上駅前広場で輪になり窪田さんご指導の下、念

入りの準備運動を行った。ザックに付けていたス

トックを使用しようか迷っていたところ、「ストッ

クを使わないで登るとヒップアップになるよ」とい

う耳寄りな情報を頂いたので、ヒップアップを目指

し(笑)、初めてストックを使わないで登ってみた。 

   ５人と４人の２グループに分かれて、いざ出発。

野上駅を背に、住宅や畑を見ながらアスファルトの

道を真っ直ぐに進む。庭や畑には冬桜が咲き、柿や

キーウィが実っていた。白菜や大根も大きく育ち、

里山風景を呈していた。長閑な良い所である。 

    万福寺から登山口に入ると本格的な山道とな

る。神まわり分岐、天狗山分岐、氷池分岐、野上

峠、小鳥峠まで、森林浴をしながら何度も休憩を取

り、私にピッタリの、のんびりとしたハイキング。

と思いきや、奈良沢峠、毒キノコ看板前から急登の

階段が約200段も続く。休憩も含め45分かけ登り切っ

たら宝登山山頂へ到達した 

   山頂は意外と広く、たくさんの人が昼食をとった

り絶景スポットで写真を撮ったりしていた。晴れて

いたので、秩父市街が眼下に広がり、遠くには武甲

山や三ツ山、昨年登った粥仁田峠や大霧山が見渡せ

た。いくつもの山々が連なっている景色を初めて見

て感激した。白石山も見えた。白石だけにこの山に

登ってみたいと思った(笑)。 

  山頂でお昼のモグモグタイム。メメさん（田村さ

ん）の卵焼きと久住さんのアップルパイは絶品であ

る。いつもありがとうございます。美味しかった。 

  小一時間の休憩後、下山開始。ロープウェイ乗り

場の周辺にはロウバイの木が所狭しと植えてあっ

た。１月下旬から２月にかけて咲き誇るであろうロ

ウバイの花とその香りを想像しながら木の間を通っ

て行った。宝登山神社と玉泉寺を通って、なだらか

な坂を下り、長瀞駅に着いた。 

   お天気に恵まれ、風もほとんどなく、登山には

うってつけの気候で、ほぼ５時間の山行であった。 

   電車から降りて自宅に向かう信号待ちの時、満月

が綺麗に見えた。ひと月のうちに２回となるブルー

ムーンに巡り合えるのは数年に一度とのこと。見る

ことができた人には幸運が訪れるともいわれるそう

だ。このコロナが早く終息し、これからも山行に参

加できるという幸運が訪れることを願った。                 

                 （記   白石） 

＜コースタイム＞ 

秩父鉄道「野上」駅 10:05→万福寺・登山口 10:25

→神まわり分岐 10:53 →天狗山分岐 10:57 →氷池

分岐 11:20 → 野上峠 11:30 →小鳥峠 11:38 →奈

良沢峠 11:42 →毒キノコ看板前 12:00 →宝登山山

頂 12:30 昼食 →宝登山奥神社13:41 →ロープウエ

イ山頂駅 13:37 →宝登山神社14:40→長瀞駅15:00 

参加者: 岡本 

山行報告 山行回No.5714 

〇 2020.10.31（土）晴れ 

（長瀞・宝登山
ほ ど さ ん

 ）     ＝係 久住＝ 

山行報告 山行回No.5715 

〇 2020.10.31（土）晴れ 

（玉川上水遡行 ）     ＝係 岡本＝ 
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 玉川上水(注)に架かる小桜橋は、自宅から徒歩15

分の距離にある。上水約43キロの中間にあたる同橋

から羽村取水堰まで上水沿いに20余キロを歩いた。

上水に接して民家が立っている部分を除いてほぼ上

水を観ながら、小道、上水緑道(遊歩道)を歩いて取

水堰まで歩行できる。武蔵野台地を東西に貫流する

上水開削工事が如何に偉大な事業であったか、実感

できた。玉川上水について書くには与えられた紙幅

が足らないので、遡行ルートの紹介を主として報告

する。 

 小金井橋は五日市街道と並行して流れる上水を武

蔵小金井駅方面からの小金井街道が横断する橋であ

る。橋の袂に「名勝小金井桜」の碑と説明板が立っ

ている。将軍吉宗の命により山桜が堤に植樹され

た。19世紀初には北斎、広重らの絵師が「金橋桜

花」と題して描き、観桜のため将軍が御成し、明治

天皇が親王と共に行幸された名勝であった(現在

も)。天皇が観桜された際の御座所跡に村民が植樹し

た行幸の松が大きく育っている。 

 五日市街道と並行する上水には、多くの橋が架

かっている。街道側の左岸を避けて右岸の小道を歩

く。右岸には「野草保護育成ゾーン」になっている

部分があり、田舎の草むぐらの小道を歩く気分であ

る。左岸は上水緑道で手入れの良い遊歩道である。

西武多摩湖線の踏切を渡る。やがて五日市街道と分

かれ、西武国分寺線鷹の台駅近くの踏切を渡る。こ

の辺りの上水北側には、一橋、津田塾、白梅学園、

武蔵野美術、国立音楽、朝鮮など大学が多い(他に警

察学校、国土交通大学校など)。 

 小川水衛所跡から左岸の上水緑道を歩いた。桜並

木はいつの間にかケヤキ、コナラ、クヌギなどに代

わっており、足を取られて滑るほどドングリが落果

している。道幅は3mほどと広く、中高年が散歩して

いる。覆い被さるように感じられるほどに樹木が豊

かである。西武拝島線玉川上水駅手前300m辺りに

「清流の復活」の碑と小平監視所がある。上水の水

は新宿区の淀橋浄水場への導水として利用されてき

たが、新宿副都心計画による浄水場廃止(1965年)に

伴って送水が停止されて、監視所から下流が空堀状

態になっていた。その後、1986年に都の清流復活事

業により流れが復活した。現在、多摩川の水は監視

所で落ち葉、砂、塵芥を除去して東村山浄水場に送

られており、監視所から下流の上水の水としては、

高度二次処理した下水が送水されている。 

 玉川上水駅からも左岸を歩く。監視所から上流の

上水は、法面や底はセメントで手入れが行き届いて

いる。左岸の道は幅1.5mの小道である。拝島線が左

岸の近くを走る。砂川町になり金毘羅橋の袂に分水

口の跡(旧砂川水衛所跡)を見つけた。半世紀前の砂

川闘争の報道が思い出された。 

 上水は残堀川の下を潜り、昭和の森ゴルフコース

の北側を通るが、ここで400m程地下に潜って姿を消

す。戦中、滑走路を延長するため上水に蓋をした部

分である。ゴルフ場先で拝島線の踏切を渡って左岸

から右岸に渡ると直ぐ拝島駅である。駅傍の平和橋

を渡って左岸の車道歩きとなり、200m程先で日光橋

を渡って右岸歩きとなる。すぐ国道16号線の下を潜

り、樹林の上水緑道歩きになる。鉄橋を潜り土手に

出て小さな公園(ベンチ、トイレ)を通過すると、上

水と離れて青梅線沿いの歩きになる。200m程先で右

折、五丁橋で上水を渡ってすぐ左折の坂を降る。再

度青梅線沿いに進み、福生中学の先で七屋踏切を渡

る。南西に直進し上水を渡って100m程進むと奥多摩

街道に出る。奥多摩の山波が初めて見える。その信

号を右折して街道沿いに進むと、暫く離れていた上

水と合流し、さらに300m程進んで歩道橋(水色)を渡

る。上水の右岸を進むと、桜並木の広い土手にで

る。後は桜並木を道なり進む。羽村大橋の下を潜る

と、直ぐに玉川兄弟の銅像と羽村取水堰に着く。多

摩川の茫洋とした流れを

挟んで南側の山稜に陽が

既に傾きかけていた。堰

の手前の橋を渡り、奥多

摩街道に出て、羽村駅に

急いだ。 

 ルート描写ばかりで実

に素っ気ない報告になっ

たが、少しでも参考にし

てもらい360年以上も前に

開削された玉川上水を訪

れて、玉川兄弟の偉大な

業績を実感してほしいが故である。  (記 岡本) 

<コースタイム> 

自宅発7:45ー小金井橋と8:00ー西武多摩湖線踏切

8:50ー西武国分寺線踏切9:46ー小川橋、小川水衛所

跡10:40ー小平監視所11:05ー玉川上水駅11:15ー砂川

町、旧砂川水衛所跡11:55ー残堀川と交差12:15ー立

川分水付近で昼食12:50～13:15ー拝島駅13:56ー鉄橋

14:15ー牛浜信号14:57ー歩道橋15:27ー羽村大橋

15:50ー玉川兄弟銅像、羽村取水堰16:00～16:10ー羽
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村駅着16:25 

 (注)玉川上水=江戸時代前期、江戸市中に給水する

目的で羽村(現羽村市)の多摩川に取水口を設け、四

谷大木戸(現新宿)までの約43キロ間を導水した素掘

りの開渠水路。玉川兄弟が工事を請け負い1653年4月

に着工、同年11月に四谷大木戸まで竣工。都水道局

が管理。 

参加者： L田村（正）、高倉 

 吾野駅で駅員さんに登山ポストの場所を聞き登山

計画書を投函する。 

 広場のべンチで支度、熊よけ鈴を取り付けて記念

写真を撮り出発前に駅員さんに駅の反対側に行く道

を聞き線路わきを歩くと、撮り鉄女子がカメラを準

備中挨拶し踏切をわたり墓地を曲がり進むと標識が

あり登り始める。 

 道はわかりやすく大勢の人が歩いている踏み跡、

人気のコースのようです。 

 途中で写真を撮りながら登りハアハアしながら大

高山に到着、二人の人が昼食を摂っていましたが食

事の終わったのを見て記念写真を撮っていただきま

した。展望の良くない頂上です。少し進むと熊の

糞？がありました木の実等消化の良いものでなく、

少し観察しましたが写真を撮らず（糞の写真は趣味

に合わず）が悔やまれました。 

 その後小動物、鹿のもありました。天覚山に向か

うのにアップダウンを4～5回繰り返しもう飽きたな

とひとり呟く、天覚山に付き先行者に写真を撮って

いただき、少しすると虫が顔の周りに（蚊？）タオ

ルを振り回すといなくなり一安心。 

 少し遅い昼食をとり景色を眺めましたが春霞のよ

うで遠くが良く見えませんでした。次回に来る時が

あれば期待することに。下りは急斜面がありますが

落ち着いて歩けば問題なく通過出来ます。歩いてい

るうちに東吾野駅に着きハイキングは終了しまし

た。 

 コースを振り返りところどころに脇道があります

が色々な印がありますので問題はないようです。 

江戸川の土手歩きと違い上り下りと歩き足腰の違う

筋肉がテへと泣き言を言っていました。高倉さんの

筋肉もたぶんテへ言っているかも。 

 紅葉にはまだ早く下のほうが少し色づいていまし

たがこれからかなと感じました。（記 田村(正)) 

 ＜コースタイム＞ 

吾野駅10時→大高山11時50分→大覚山13時30分～14

時→東吾野駅15時 

参加者：岡本、後藤、延里、成田、白石、武田、 

    宍戸（7名） 

 参加者は７名程度であれば、小回りの利く丁度よ

い集団だったのではないかと感じました。 

 9時30分五日市線武蔵増戸集合。天気は、曇り空で

したが、暖かくジャケットは要らない気温。 

 各々簡易なストレッチをした後、スタート。線路

沿いの道を武蔵五日市方面にしばらく向かい、進む

道々には、家々の庭先の木々、季節の花、柚やみか

ん系の実もなり、立派なお寺等々退屈な気持ちをさ

せずに進むことができました。 

 地図を見ながら登山口を探し、墓地の方らしく斜

面にあるお墓を通り、また戻りの試行錯誤。一人ひ

山行報告 山行回No.5717 

〇 2020.11.8（土）曇り、時々晴れ 

（奥多摩・天竺山、唐沢山） ＝係 岡本＝ 

山行報告 山行回No.5716 

〇 2020.11.8（土）曇り、時々晴れ 

（奥武蔵・大高山、天覚山 )＝係 田村(正)＝ 
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とり真剣に地図を見ながら探していると標識のない

獣道のような狭い道が登山口らしく登り始めまし

た。 

 登り始めの急騰な道を進んでいると日が差し始め

良い天気になり、うっすら汗もかいてきました。し

ばらく登っても木々に囲まれ羨望は、あまり見えな

かったが、時々稀にすれ違う人に出会えると妙に嬉

しく感じられました。 

 途中短時間休憩をはさみ、11時３０分頃には天竺

山頂上に到着。頂上から見える景色は、眺望が素晴

らしく武蔵五日市方面の街並み、山々が綺麗に見え

ていました。 

 昼食、休憩を終え唐沢山は取り止め下山すること

になりました。 

 下山途中に見えてくる田んぼ、畑はとてものどか

な気持ちにさせてくれました。日が差し込む野原で

は、幼児を連れた家族がお弁当を食べている風景、

田んぼ用の用水では、子どもが裸足で水遊びをし、

ほっこりさせる風景がたくさんありました。 

 傾斜面にある小さな田んぼが見えてくると「NPOた

んぼの会」と書いてある大きなテントにたくさんの

人々。考え方に賛同した地域の方々が残された田ん

ぼを管理し守っている方々のようでした。 

 見られなくなってきた野山や自然のある風景、子

どもたち、たんぼの会など自然、伸び伸びと遊んで

休日を過ごしている家族等々をみて時間的には短く

はありましたが、山では感じられないほっこりとす

る心が温かくなる気持ちがした山行でした。 

唐沢山には行けませんでしたが、日没時間も早く

なってきていますので、暖かい時間に下山したこと

は妥当だったと思いました。    

         (記 後藤) 

＜コースタイム＞武蔵増戸(9時40分)～天竺山頂上

(11時30分)～武蔵五日市(１３時30分) 

参加者：久住、吉田、瀧澤、成田、田村（め）、 

    松井（6名） 

 絶好の行楽日和に恵まれた為か、秦野駅前のヤビ

ツ峠行バス停は長蛇の列となっていた。何とか2台目

の臨時便に乗ることが出来たが、終点のヤビツ峠ま

で急な山道を約1時間満員のバスに立ったまま揺られ

続けた。 

 ヤビツ峠入り口より大山山頂まで思ったよりきつ

い登りが続いたが、途中何カ所かで雪を被った富士

山の絶景を見ることが出来、疲れを癒すことが出来

た。本坂追分でケーブルカーを使って登頂を目指す

ハイカーと合流したが、そこでは高尾山のような大

渋滞となっていた。 

 大山山頂にて昼食タイムとしたが、そこは大勢の

登山客でごった返していた。何とか場所を確保し、

参加メンバーで楽しい昼食を摂ることが出来た。田

村（め）さんが持参してくれた総菜に一同舌鼓を

打った。 

 昼食を済ませた後、見晴台に向かう。急坂が続い

た後に漸く平坦になった見晴台に到着。此処も大勢

の登山者が寛いでいた。15分程休憩をした後下山を

続けると二重滝に到達。そこから10分程で阿夫利神

社下社に到着したが、ケーブルカーの駅があり売店

も並んでいるため登山客で溢れていた。 

 ケーブルカーに乗るのに30分程待たされたが、無

事下山することが出来た。 

 江戸時代、大山は富士山と並ぶ山岳信仰の対象で

「大山詣り」を理由に物見遊山の旅行を楽しむ庶民

に人気があったという。古典落語の「大山詣り」は

参詣の帰路についた江戸っ子のドタバタ劇だそう

だ。後日この落語を聴いてみたいと思う。 

                 （記 久住） 

＜コースタイム＞ 

秦野駅前8:40発バス⇒ヤビツ峠9:45→大山山頂11:45

～（昼食）12:30→見晴台14:10～14:25→二重の滝・

二重社14:50→阿夫利下社15:00～大山ケーブルカー

15:42→大山ケーブルバス停16:10→伊勢原駅16:35 

山行報告 山行回No.5718 

〇 2020.11.14（土）快晴 

（丹沢山塊・大山）   ＝係 久住＝ 


