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三保の松原より富士山を望む 

 東京都では緊急事態宣言が5月12日より5月31日ま

で延長になりました。窪田代表よりの以下「お知ら

せ」の通り、当会としてもこの間山行を自粛をして

います。 

◆ 5月集会、委員会 

期日：5月30日(日) Zoom会議に変更 

委員会：13:00～14:30、集会: 15:00～16:30 
◆ 6月集会、委員会の予定 6月27日(日) 

 

会会  報報  

20212021年年55月号月号  

東京アルコウ会東京アルコウ会  

ひたち海浜公園 みはらしの丘（ネモフィラ） 

                          令和3年5月11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 

 

三回目の緊急事態宣言延長による山行自粛の継続について (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。 

東京都では三度目の緊急事態宣言が5月12日(水)～5月31日(月)まで延長することが決まりました。 

東京アルコウ会の山行については、引き続き、この期間中自粛することとします。 

 宣言の内容は「人流の抑制を最優先に日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛要請等」変わりません。 

 新型コロナウイルス感染者が下火にならず長期化しています。このような状況に鑑み会員の皆さんの感染

防止を第一に考え、辛い思いですが何卒ご理解を頂きたくお願いいたします。 

記 

1. 山行自粛期間 令和3年5月31日(月)まで 

2. 5月委員会・集会 赤城生涯学習館からZoom会議に変更(予定していた講習会は延期) 

3. 100周年記念山行 6月6日(日)予定の高尾山集中親睦山行は延期する。 

 以上 

参考資料 *「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」  

        (令和3年5月7日 東京都)－添付省略 
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 参加者は、岡本さん、小園さん、吉田さん、久住

さん、延里さん、後藤の6名でした。 

 何日か前から天気が良くない予報があり、当日山

行ができるかどうか心配をしましたが、当日は、曇

り空で雨は降ってなく、久しぶりに皆さんと一緒に

山に行けるなあと向かう電車の中で嬉しく思ってい

ました。 

 私は、1時間前に着いてしまい、無人駅の周りを見

渡してもコンビニ、自動販売機はなく、素朴な感じ

の駅。周りを探索、ストレッチをしていると空模様

は段々よくなり気温も高めになってきました。 

 さて、9時過ぎにスタート。アスファルトの道を歩

き始め、しばらくすると登山道。山道を登り始める

と、足元には、草花がところどころで咲いていて、

妙に小さな花が目立っていることを感じました。し

ばらく歩くと曇り空から日差しが見え始めると汗を

かき登ることが、久しぶりのせいか多少きつく感じ

られてきました。木々が生い茂っていた中、若葉を

見上げて見ていると、太陽の光から若葉が透けて見

えるコントラストが凄く綺麗だったことが印象に

残っています。 

 しばらく進むと送電線の鉄塔の工事のため、う回

路の表示。この迂回路が中々急で勢いがつくと崖か

ら落ちてしまうのではと思うくらい狭く上り下りが

大変でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉林の木々の中から急に開けて見晴らしのある場所

が現れ、その変化に驚きました。時間的に食事をす

ることになりました。遠くの山々まで綺麗に見え、

近くに見える山は、伐採をしているのかはげ山のよ

うでした。しかし、遠くに見える山々には、白く

なっている部分があってよく見ると山桜が咲き、

山々の中に咲いている桜がインパクトあり、より綺

麗に見えました。  

 食事休憩後再び登り始め、山頂近くに太い杉の木

二本ある間に御神水の青渭
あ お い

ノ井戸があり覗いてみま

したが、残念ながら水はありませんでした。頂上は

直ぐ上であっという間に到着。頂上に向かう登り下

りでも人とすれ違うことは稀でしたが、頂上の広場

では、7〜8組の集団、同じ目的で来ている人に出会

い嬉しく、ホッとした感じでした。そして、何と

いっても頂上には、このような頂上に在るとは思え

ない立派な青渭神社があり、神社の神殿の彫刻は手

の込んだ素晴らしいもので驚きました。神殿の周り

は、古く維持するためなのか金網で一面保護されて

いました。 

 さて、下りは三つの送電線鉄塔を目標に降りると

沢井駅に15時頃に着きました。私の時計では、約5時
間でした。 

 山行報告 山行回数 No.5722 

 〇 2021.4.18（日）曇りのち晴れ 

 奥多摩・高水三山の惣岳山 ＝係 岡本＝ 
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 久しぶりに仲間たちとの山行を楽しみにしていま

したが、行程を共にし、登る大変さ、山並みの素晴

らしさを共有、共感できて良かった!と実感しまし

た。また、この山行後再び緊急事態宣言となりしば

らく出かけられなくなってしまったので、残念に思

うと同時に参加できてよかったと思いました。 

 安心して生活ができ、コロナが落ち着き再び皆さ

んと出かけられることを願っています。 

（記 後藤） 

＜コースタイム＞ 

青梅線沢井駅前9:00→高水三山入口標識9:14→廃屋

9:16→惣岳山入口標識9:36→送電線鉄塔9:45→見晴ら

しのある場所11:20（昼食）～12:00→青渭ノ井戸

12:15→惣岳山(756m）→御神木13:00→慈恩寺14:40→
御嶽駅15:00 

 山行には色々なアクセスがあると思います。例え

ば：車、バス、電車です。 

 自粛明け4月の始め栃木､茨城県境にある花瓶山

(692M)に山行しました。車でなければ登れない花瓶

山。なんと美しい名前の山、山野草が咲きみだれて

いる山を想像しました。コロナで気持ちが荒んでい

るのか、この山の名前に強くひかれました。東京か

ら車で片道2時間かかる山。 和光市駅～東北道～矢

板IC～登山口、マイナ―な花の山です。特にイワウ

チワの山と聞いていたが、実際に出会うとその群落

の大きさは想像以上で言葉を失いました。ほかには

カタクリ群落、ニリンソウ、シュンランの花の山。

全山はヒノキ、スギなど凡庸な低山。登山口まで

車、いきなり急登で足の置き場には細心の注意が必

要、イワウチワ、イワウチワ、アワウチワ......で

した。なんと可憐な薄ピンクのうちわを広げたよう

な花、一生懸命岩にしがみついている姿、可憐だが

力強く頑張っているように感じました。前進するの

に一歩一歩時間がかかり、とにかく大きな規模の群

落、斜面はピンクの絨毯を広げたよう。 

 イワウチワも終わり、尾根を進むと向山頂上に到

着。ヒノキの山でした。ここから長い尾根縦走。そ

の前に昼食。この尾根の後半にはカタクリの群落、

残念花には少々早すぎました。空は明るいのに突然

パラパラ"あられﾞと思案しているうちに止んでしま

いました。本日のハイラト花瓶山到着。何もない殺

風景な頂上、粗末な板切れに"花瓶山"、遠望もなく

巨木に囲まれた、寂しい、静かな山でした。 

 花瓶山はアプロ―チの大変さがありますが、その

半面幸い花が盗まれることも無く、自然のままの山

の姿があります。車で行く山行は自然が残っていま

す。また機会がありましたら是非山行したいと思っ

ております。空身での山行は最高でした。 

 大蔵経(一切経)とは、仏典や経典(律蔵、経蔵)、

更にそれらを解釈した論書などを集大成した叢書を

いう。韓国の伽耶山海印寺(注1)には、8万余の白樺

の板木からなる高麗八萬大蔵経が存在する。同大蔵

経は、現存する木版の大蔵経の中で世界で最も古

く、且つ完璧なものとされており、大蔵経を納めた

大蔵経板殿は、1995年にユネスコ世界文化遺産に登

録された。 

 世界文化遺産の海印寺を優しく懐に抱えているの

が、伽耶山(標高1430m)(注2)である。2003年10月3日
から4日にかけ伽耶山の主峰を登頂した。登山ルー

トは慶尚南道陜川郡の海印寺側からのルートと慶尚

 随想 

 山に親しみ 山に想う(36) 

－伽耶山国立公園紀行－ 

             （記 岡本） 

 随想 

 花瓶山(Mt. Hanakame) 

             （記 延里） 
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北道星州郡側のルートがあるが、ソウル帰京時間の

関係で交通便利な海印寺ルートを登った。 

 3日ソウル高速バスターミナルで東大邱行き9時20
分発の韓進高速バス(特等9400ウオン)に乗った。窓

外には鰯雲が浮遊、報道によると台風と天候不順で

全般的に不作だというが、田畠は秋の実りを謳歌し

ているように見える。途中休憩所で偶々口にしたホ

ドクワジャ(たこ焼きのタコの代わりにクルミが入っ

たもの)が美味で一袋ぺろりと食べた。午後2時頃、

東大邱高速ターミナルに到着した。地下鉄に乗り換

え聖堂池駅近くの西市外バスターミナルで海印寺行

きのバスに乗ることになる。ところが、去る3月に

起こった地下鉄火災の復旧工事がまだ続いていたた

め、東大邱ー教育大学間はシャトルバスに乗り、ま

た地下鉄に乗り換えて聖堂池まで行った。満員の地

下鉄では青年に席を譲られたが、もう譲られる程に

老いたのかと、言いようのない気分にさせられた。

聖堂池駅近くの西市外バスターミナルで3時過ぎ発

の海印寺行きバスに乗った(3900ウオン)。 

 車内には登山姿は他にいない。秋色を漂わせ始め

た伽耶川の紅流堂渓谷沿いになると、海印寺バス停

は近い。1時間の乗車で海印寺バス停に到着、停車

するや否や伽耶国立公園管理事務所の切符売り係が

車内に乗り込んできて、2800ウオン(国立公園入園

料1300ウオン、海印寺拝観料1500ウオン)を徴収し

た。車中で徴収するとは親切なのか強引なのか、い

ずれなのだろう。ソウルのマンションを8時に出て

から8時間半、既に午後4時半を過ぎていた。この辺

りは、商店、コンビニ、食堂、旅館、ホテル、駐車

場、郵便局などがあって、利便性の高い「観光施設

地区」として開発されている。地区には旅館の客引

きおばさんが徘徊しており、その一人に宿は決まっ

ているかと尋ねられた。宿賃は2万ウオンで風呂も

ついていると言って指差した目前の文化荘が小綺麗

に見えたのでそこに決めた。おばさんのひどい慶尚

道訛り(注3)に好感が持たれて懐かしく、1970年代

初の釜山勤務当時が思い出された。宿にザックを置

き、早速海印寺を訪れた。70年代に訪れた際とは異

なり、再建された堂宇があり、伽藍は立派になって

いたが、大蔵経板殿の600年の古色蒼然たる佇まい

はそのままであった。食堂街に戻って食べた山菜料

理(1万ウオン)は変哲もない素人料理であった。 

 翌朝7時に旅館を出た。手の甲がヒヤリとする。

伽耶川紅流洞渓谷の清流沿いに海印寺一柱門(南大

門) まで約1kmのセメント舗装された参道を緩やか

に登る。参道両側の樹林の狭間から幾つかの草庵が

垣間見える。7時半頃一柱門前を経由、少し先の龍

塔禅院の広場に道標「サンホワン峰4km」がある。

ここより本格的な山道になる。仙遊橋で左岸に渡る

と、その後の木橋は土砂崩れで流されており、無惨

にも根方から崩れた倒木が幾つも目についた。台風

の被害だ。ここらの樹林はミズナラやコナラで渓流

と調和して美しい。海印寺から20分で分岐に出る。

案内板には、右方向の山道1.9kmは「自然休息年制

区間」により通行禁止(2003年1月から5年12月末ま

で登山道回復のため)となっており、遠回りである

が、右方向に進む。15分程緩やかにのぼると、道標

「磨崖仏立像2.2km」に出る。ここで5人組の登山者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に抜かれたが、それまで全く人影を見なかった。木

の実がカサッと奇妙な程に大きな音をたてて落ちて

くる。道標880mを過ぎた辺りから緩斜面が急登に

なるが、難所には階段があって厳しくはない。9時
に磨崖立像に至る。豊頰の丸顔で豊満な肢体をもつ

立像は、和顔愛語の釈尊のお姿だ。一人のご夫人が

念仏を唱えている。立像の地点は標高960m、若干
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降って登り返すと、20分程で自然休息年制区間から

登ってくる道と合流した(9:20)。山頂まで残り1.4km
である。 

 標高1000m辺りから、樹高が5m程と低い雑木とな

り、山道には陽が差し明るくなった。やがて樹間に

伽耶山の岩稜が見え隠れし始める。先行した5名の

発声なのか、ヤッホーの声が聞こえる。山容が一望

できる辺りに来ると、ヘリポートがあった(9:50)。
樹林は灌木帯となり、山道は岩間を這うような急傾

斜になる。階段や鎖があるので危なくはない。頂上

近くの胸突八丁の岩場を200m程進むと、道標「標

高1380m」「サンホワン峰0.2km」「海印寺3.8km」

に着く。この先200m程は岩盤上を進む。濡れてお

れば要注意である。陽光が眩しい。風がヒューと火

照った体を快く癒してくれる。山頂に続く最後の

20mは階段である。10時45分、階段を登り切ると頂

上であった。岩峰に突き刺さるように立つ2m程の

石碑に「牛頭峰(サンホワン峰1430m 陜川郡」と刻

まれている。山頂は平坦部がなく、数人が座ると余

裕のない狭さである。山頂には別ルート星州郡から

登った二人がいた。主峰の牛頭峰からは360度の展

望が利き、1000m級の峰々が取り囲んいる。東方向

に続く岩稜の先には七仏峰(標高1433m、主峰より

3m高い)、東星峰(標高1227m)、南方向には梅花

山、南山第一峰などが一望できる。20分程黙然と四

囲を眺めていると八正道の何かに近づきつつあるよ

うな不可思議な想念が湧いてくるような錯覚に陥っ

た。 

 登ってきた同じ道を海印寺に降った。下山には2
時間40分で海印寺一柱門経由、西市外バス海印寺バ

ス停に着いた。バス、地下鉄を乗り継ぎ、9時半に

ソウル中心街の高速バスターミナルに着いた。 

          (了) 

 (注1) 海印寺=統一新羅802年に創建された韓国

三大寺院の一つで、法宝寺院とも呼ばれる。何度も

火災に見舞われ、現本殿は19世紀に再建。高麗八萬

大蔵経を納める大蔵経板殿は15世紀末の建立で海印

寺で最も古い建物。大蔵経は高麗が国家繁栄を願っ

て13世紀初に板木作りに着手、15年かけて完成し、

板木は14世紀末に海印寺に移され保存された。三宝

とは、仏、法、僧をいい、悟りを開いた仏、仏の教

えを集大成した法、仏弟子の出家僧集団の僧であ

る。海印寺は教えを集大成した経典のあるところな

ので法宝寺院と言われる。 

 (注2) 伽耶山=韓国慶尚南道の北西部(陜川郡)と

慶尚北道南西部(星州郡)の境にある山塊で1972年に

国立公園に指定。主峰は牛頭峰(標高1430m)で周辺

に1000m級の峰々が取り巻く。 

 (注3) 慶尚道訛り=韓国の方言は大きくソウル(柔

らかく女性的)、全羅道(発音がトゲトゲしい)、慶尚

道(田舎臭さがあるが、男性向き)がある。釜山は慶

尚道訛りである。  

 新会員の方は、おそらくこの名前も知らないで

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登山用のズボンです。これに、「長靴下」（ニッ

カホース）がセットです。 

 土木工事等の作業員が使っている足首までのズボ

ンと原語は同じでしょう。 

 実際、登山してみると、膝の部分が突っ張らなく

て、とても使い心地は良いのです。 

 もう、この復権はないのかな、＾＾；。  

 

 コラム 

 ニッカボッカ             

               （記 永澤） 


