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会 報

Merry Christmas &

2020年12月号

A Happy New Year !

東京アルコウ会

上高地・明神池
◆１２月集会 中止

＜２月山行計画＞
（１月は実施が難しい状況故、割愛）

◆１２月委員会
期日 １２月２７日（日） PM7:30～
於

Zoomによるオンライン会議

議題 山行他の活動再開について、都岳連関連、
100周年関連、山行計画 他
◆１月集会、委員会 １月３１日（日）未定

山行報告

２月６日（土）

２月１４日（日） 西丹沢・大野山 L布川
２月２３日（火、祝日） 三浦半島・小網代の森、
城ケ島周遊散策 L久住
２月27日（土） 奥多摩・惣岳山 L岡本

山行回数 No.5719

ました・・・仙人のようでした（笑））
水分補給の休憩をしながら11時15分頃には底沢峠

〇 2020.11.15（日）晴れ
（高尾山・底沢峠 ）

湯河原・幕山 L久住

に到着しました。

＝係 岡本＝

お昼には早かったのですが、底沢峠辺りの平らな
場所で昼食になりました。永澤さんと吉田さんがお

参加者：岡本、永澤、吉田、延里、松井 （５名）

湯を沸かしてくださいました。私は、吉田さんのお

天高馬肥

ススメのカップ麺を初めて山でいただきました。食

高尾駅北口バス停 8:55発、陣馬高原下まで約30分

後の永澤さんの珈琲も延里さんのシンプルなパンも

バスに乗りました。

格別に美味しかったです。

バスにはたくさん人が乗車していましたが、陣馬

お腹がいっぱいになり、底沢峠から底沢バス停ま

山方面に行かれる方が多く、明王林道コースに向

で2時間くらい歩きました。

かったのは、私達だけでした。

底沢美女谷コースは、50センチくらいの幅で道に

明王林道は、急で少し暗く、道が狭かったのです

葉っぱがいっぱい溜まっていて、急で狭くて岩も

が尾根のような場所に出てからは明るくて素敵な道

所々露出していました。私は、登りより下りが苦手

になりました。木漏れ日が紅葉した黄色い葉っぱを

なので怖かったです。

照らし、本当に綺麗でした。気候が良かったので、
狭い道幅を汗だくになりながら底沢峠を目指しまし

しかし、先頭の永澤さんが時々 振り返って全体の

た。

ペース調整をされたり、後ろを歩いてくださる方々

（なぜか永澤さんは、首に毛糸のマフラーを巻いて

が いるという安心感があり、無事に下山できまし

おられるのに汗もかかず、涼しいお顔で登られてい
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山はというと松などの高木が下枝を払われて、低

途中、何度もトレイルランの方々とすれ違いまし 木はほんどなく燃料として持ち去られていました。
た。

そのために裏山は登れば見晴らしがよく、町や海を

底沢バス停の時刻表では、バスの本数がなく諦め よく見降ろすことができました。
て駅まで歩く覚悟をしていたら何故か相模湖駅行き

春は当時の子供たちにとってうれしい季節です。

のバスが直ぐにきました。

ヤマモモ、春グミ、スカンポが食べられる季節で

もう少し登山に慣れたら、山の地形や地質、植物 す。何が食べることのできるものか、食べてはいけ
や歴史などをよく知って、味わいながら歩くことを ないものかは年上の子供が教えてくれました。これ
楽しみたいです。

等の食べ物の中で最もおいしかったのはヤマモモで

今回も色々なものを見ながら、暑さや風の匂いな した。山で遊ぶ子供は山中でどこに食べることので
どを感じるという五感をフルに刺激しながら時間を きる木があるか記憶していました。
過ごすという登山は、私にとって特別なものでし

最も美味しくたくさんの実をつけこどもを喜ばせ

た。

たものはヤマモモでした。その実ははじめは緑、黄
色くなり、赤く、そして黒くなります。黒い実以外
は酸っぱいばかりですが、黒くなると甘みが出てき
ておいしくなります。
私たちは木に登り数時間も木の上で食べていまし
た。決して空腹で食べていたのではありません。現
代の子供たちが家に帰ってきたら、戸棚にお菓子が
あったので食べるようなものです。
私は通勤でユリカモメのテレコムセンター駅でバ
スに乗り換えていましたが、この駅前に大江戸温泉
物語ができました。この周りの道の街路樹にヤマモ
モが植えてあります。ヤマモモは雄株と雌株があ

皆様、本当にありがとうございました。

り、実をつけるは雌株のみで、しかも近くに雄株が

（記 松井）

なければ実をつけません。街路樹として植えられる

＜コースタイム＞

のは普通雄株のみです。しかしここには数本雌株が

高尾北口発 8:50 ⇒ 陣場高原下バス停 9:30 → 底沢 混じっていました。
峠(昼食)11:00～12:10 → 底沢登山口 13:37 → 底沢
バス停 14:05 ⇒ 相模湖駅 14:15

随想
「ヤマモモ」の思い出
（記

小國）

皆さんはヤマモモを知っていますか？
私には懐かしい思い出があります。私が生まれた
家は山のふもとにありました。決して片田舎という
のではありません。我が家もまたその近所もすべて
サラリーマンの家庭で通勤圏でした。
当時はまだ戦争の爪痕が残り、町に下りていくと
空き地があり、そこにはヒシバやネコジャラシ、カ
ラスムギなどの雑草が茂り、キイロモウズイカやヨ
イマチグサが背を伸ばし、その下の地面にはオレン
ジ色に焼けただれた瓦片がありました。
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春になると見事に鈴なりの実をつけます。

「武當山」と看板のある石段の辺りからロープウ

私はなつかしくなり黒い実を取って口にしました。 エイで1,600メートル程の天柱峰へ。ロープウエイを
実の中央に硬い殻を被った種。食べることのできる 降りてからは、大山の女坂のような石段を登り頂上
果実は種にくっついて周りに放射状に延びて球形に の「金殿」まで、おじさん・おばさんも子供たちも
なっています。軽く噛んで果実の汁のみ吸うのも良 ふつう格好でにこやかに登っていました。天柱峰に
し、種をしごいて果実をはぎ取り食べるのも良しで はみどりが多くまた時の皇帝逹(1800年前の)が寺
す。

院・廟を建立、その数大・小合わせて７０ほどがあ

しかし現在の私には甘みが足りなくまずく感じま り寺院・仏閣の緑の瓦屋根が霧たつ松の間に見える
した。グミもスカンポも今の私にはとてもまずいも 光景は幻想的で墨絵にある山々を思います。その辺
のです。

りを上ったり下ったりの山道はみどりの中、ロープ

思い出こそ大切したいものです。

ウエイから石段の賑わいは、日本の高尾山の行列の
ようでしたが…霧・霞のみどりの山にカンフー青年

随想

の姿を見かけ武道・太極拳も易（天地・宇宙）に通
じ「武當山だな～」と印象を強く感じました。

武漢・武當山紀行
（記

室澤）

今年も余すところ数える日々と成りました。1年
前、令和と改まりご機嫌よく２年を迎えたことでし
たが、小正月を過ぎたころから、風邪！、インフル
エンザ！、どころか今までに無かった新型ウイルス
「コロナ」でした。震源地！は中国／武漢。かれこ
れ１０年ほど前にそこを７月夏休みに入る前太極拳
の先生・仲間逹と訪れました。
飛行場から大型バスに乗り高速道路(と申しまして
も、アスファルトの日本では農道のような道路)で武
漢へ向います。中国で武漢は歴史上でも有名な大変
人気の観光地で、映画にも成った「三国志」の、古
戦場跡広大な長江で繰り広げられた激戦地「赤壁」
(レッドクリフ)を眺め、その先には、李白の詩にも
有る「白帝城」(はくていじょう)や杜甫の詩「黄鶴
楼」(こうかくろう)など文化財も多く魅力有るとこ
ろです、この日長江は穏やかでした。
バスは武漢駅から少し離れた所に到着しました。

コラム

街中はそこそこの交通量でも信号機は有りません。

ハイキング用品

中国では街中にほとんど信号機は無く、節電の為と

コンロについて

言われていますが！…自転車も多く荷台に高く積ん

（記

永澤）

だ荷物、両サイドの金網かごにギッシリ詰め込んだ
頭も足もそのままのニワトリにはギョ！としまし

私が若いころには、「灯油コンロ」や「ガソリン

た！今思えば「コロナ」が出そうな感じもあります コンロ」が盛んに使われていました。
ね…

ガスコンロ（ブタンガス）もありましたが、高山や

武漢から車で２時間ほどの隣りの十堰市(じゅうえん 寒冷地では火力が小さいのが欠点でした。
「灯油コン ロ」は、使い勝手 もよかったので す

し)には武道発祥の地、また「八卦（易）の地」であ

る「武當山」が有り世界遺産にも登録されていま が、リュックの中で灯油が漏れたりするとその後始
末が面倒でした。（臭い）

す。
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「ガソリンコンロ」
その点、ガソリンコンロは、よかったのですが、こ
ちらはその扱いに注意
が必要でした。
バーナー部分の余熱が
不 十 分 で す と、半 生 液
が 飛 び 出 し て、周 り に
引火。
テントなどが火だるま
になることもありま
す。冬山では命とりです。
どちらのコンロも、純正（白）燃料を使用しない
と、ノズルが詰まって使えなくなります。

「ガスコンロ」
現在は、当会でも「日帰り」ハイ
キングが中心ですので、「ガスコ １）紅葉する植物
ンロ」で十分です。これもいろい
1. ドウダンツツジ
ろな会社から製品が出ています。
庭木や公園の植え込みなどでよく見かける。
「その他」
日当たりの良いところではきれいな赤にな
アルコ ールコンロ、固形アル
る。
コールコンロ等がありますが、火
2. ニシキギ
力、価格の点であまり実用性はな
錦のような華やかに紅葉する。日当たりによ
く、「非常用」程度に考えておけ
り、真 っ 赤、ピ ン ク、ク リ ー ム 色 の 紅 葉 す
ばよいでしょう。
る。
ハイキング時でも、寒いときの山頂での珈琲、
温かい食事は最高ですね。
3. ハゼノキ
手軽に「コンロ」が使える時代になったと思い
山 野 に多 く、葉 は無 毛 でツ ルツ ル とし て い
ます。
る。
4. ナナカマド
コラム
７度竈に入れても燃えない、という特性から
紅葉の豆知識（２）
ついた名前と云われている。全体にむらなく
（記 久住）
真っ赤に染まる。
5. コハウチワカエデ
本年会報1月号に紅葉の黄色や赤色に色づく仕組み
渓谷沿いなどで、川の方に枝を伸ばしてい
について記載しました。
る。赤～橙に美しいグラデーションになるこ
今年の見頃は過ぎてしまいましたが、右ページの
ともある。
1.～10.までの紅葉、及び黄葉する葉の写真を一例と
２）黄葉する植物
して選び、それぞれについて簡単にそれらの特徴等
6. クロモジ
を記載します。
爪楊枝の材料。雑木林に多く見かける。澄ん
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東京／早稲田／穴八幡神社のイチョウの黄葉

だ黄色となり、枝先に葉が集まる。
7. カラマツ
寒冷地に多く、一斉に黄色くなった後、黄土
色に変色する。
8. イタヤカエデ
公園や街路樹としても見られる。葉が水平に
繁る様が、板葺きの屋根を思わせることが名
前の由来。
9. ブナ
初めに黄色くなった後、橙～赤茶色を帯び、更
に褐色になる。
10. カツラ
鮮やかで済んだ黄色になるが、幼木や若い枝は
紅葉することもある。
（参 考 文 献）Nodule 2013 October、「紅 葉 ハ ン ド
ブック」（林将之・著／文一総合出版）

＜河西氏撮影の山岳写真＞

＜紅葉の写真＞ by 久住

奥穂高岳

紅葉の奇麗な写真を３枚掲載します。
伊香保温泉の紅葉

五竜岳 夏

蓼科／白駒池の紅葉
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