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会 報
2021年12月号
東京アルコウ会

三保の松原より富士山を望む
奥多摩むかし道 白髭神社にて
◆ １２月集会

＜山行計画＞

期日： 12月26日（日）PM2:30～

1月8日（土）箱根七福神巡り L 久住

於：

集合：箱根湯本／箱根登山バス、4番・元箱根港

赤城生涯学習館

行きバス停前 9:00am

議題： 会務、山行計画、山行報告他
＜山行報告スライド映写＞予定

コース：箱根湯本発9:10 バス⇒9:30 畑宿 ①【大

①三頭山、②御岳山、日の出山、

黒 天】9:45→(4.5㎞ )10:45 元 箱 根 ②【恵 比 寿

③むかし道、④要害山、⑤鐘撞堂山、⑥鎌倉

神】11:00→(0.8km) 11:05 元箱根 ③【布袋尊】
11:15→(2.2km) 11:45 箱 根 町 ④【寿 老 人】

◆ １２月委員会
期日： 12月26日（日）PM1:00～

11:55→（0.6km)12:05 箱 根 関 所 跡 ⑤【毘 沙 門

於：

天】12:15（昼食)13:15⇒（5.0㎞）13:30 芦ノ湯

赤城生涯学習館

⑥【弁財天】13:45→(4.5km)14:45 小涌園⑦【福

議題： 会務、新会員加入、100周年関連、
山行計画、他

禄寿】15:00⇒15:25 箱根湯本駅

◆ １月集会、委員会

歩行距離：12.6㎞（注：芦ノ湯から小涌園までは

期日： 1月30日（日）
於：

状況によりバスを利用することも検討する）
アクセス：新宿発小田急ロマンスカー 7:20発⇒

赤城生涯学習館

委員会：PM1:00～、集会：PM2:30～（予定）

山行報告

山行回数

No.5736

〇 2021.11.14（日）

晴れ

御岳山、日の出山

＝係

久住＝

参加者: L 久住、吉田、小國、成田、谷口（喜）、
宍戸、武田、薄 （合計8名）
青梅線・御嶽駅からバスとケーブルカーを乗り
継いで、今日のハイキングのスタート地点である
御岳平へ到着。まずは武蔵御嶽神社へ向かって出
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発する。杉林の参道や宿坊の並ぶ坂道を過ぎ、お
土産屋と食堂の並ぶ商店街を通る。神社へはかな
りの階段を上ってゆくが、神社の参拝はスルーし
て長尾平へ。ここから七代の滝まで標高差約180
ｍの急坂を、足が滑らないよう気を付けながら30

山行報告

山行回数

No.5737

〇 2021.11.23（火、祝日）

晴れ

奥多摩むかし道

久住＝

＝係

分ほどで一気に下って行く。やっと着いた滝の下
で休憩。今降りてきた急坂を上り返すとなるとそ

参加者：L 久住(謙）、松井、成田、薄、吉田、

れだけで今日のハイキングが終わりそうな気がし

小國、宍戸、田村（め）、瀧澤、大桃、

ていたら、戻りは別の緩やかな道だったのでほっ

久住（三、家族）
朝方まで降っていた雨のせいで、着いた時には

とした。
一旦長尾平に戻り、日の出山への道を進む。し

山の中腹にかかっていた霧は、歩き出すころには

ばらくは平坦な山道や気持ちの良い尾根道を歩く

すっきりと晴れて、見事な晩秋の青空が広がっ

が、最後に階段状の道を登って頂上直下の東雲山

た。奥多摩駅を8:35発のバスで出発し、小河内神

荘へ。山頂は混みあって場所取りが大変そうだと

社で下車。先ずはドラム缶を並べたような麦山浮

いうことで、東雲山荘のベランダを借りて昼食を

橋へ。ゆらゆら揺れる橋に「気持ち悪い」と言い

とることにした。コーヒータイムもとってゆっく

ながら橋を往復。静かな湖面には無数の小さな魚

りと休憩した後、日の出山へ向かう。人気の山な
ので山頂はやはり人出が多かった。天気が良かっ
たので、南側の山の稜線や、東側の眼下の街並み
がよく見渡せた。集合写真を撮ってから、つるつ

が群れていた。
蜂谷橋でバスを待つ間、高い橋の上から釣り糸
を垂れていた釣り人が数人。釣果を覗くとワカサ
ギが釣れていた。アルコウ会きっての小國博士に
よると、1957年に架けられた蜂谷橋はリベット工
る温泉目指して下ってゆく。１時間ほど下ったと

法によるもので緩まないそうである。

ころで車道に出て、さらに舗装道路を歩いて温泉

再びバスに乗り、水根で下車、いよいよ「むかし

に到着。直帰する人とはここで別れる。つるつる

道」へ。最初ちょっと息の切れる坂道を登り、水

温泉は泉質の良さで有名なので、やはり今日も大

根集落、浅間神社を通り過ぎ、暫くは奥多摩の

変に混雑している。湯に浸かっていると本当に肌

山々の紅葉や、黄色く色づいたユズやピラカンサ

がつるつるになってくるような気がして、ハイキ

スや赤紫檀と思われる赤い実のなる木を眺めなが

ングの疲れも抜けて行くようだった。

ら歩く。途中、頭上を野生の猿が走り抜けるとい

（記 薄）

う、思いがけない出逢いもあった。11:20頃、紅葉

＜コースタイム＞

の絨毯を眺めながら、西久保の切り返し近くで早

御嶽駅前バス停発8:50⇒滝本駅ロープウエイ9:20

めのお昼。ヒロ・カフェ（吉田さん）の淹れたて

⇒御岳山駅9:25～9:40→御嶽神社10:00→七代の滝

の美味しいコーヒーで、私達の冷えた身体はホッ

10:38～10:45→天狗岩11:00→御嶽神社11:40→東雲

と一息つくことが出来た。お弁当の後は深い渓谷

山 荘12:30 昼 食 ～13:15→ 日 の 出 山 山 頂13:20～

にそびえる二本目の吊橋「しだらく橋」へ。橋の

13:30→つるつる温泉15:00

向こう側は歩ける道が無いため、この橋も往復。
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一度に二人以上は渡れないという橋はスリル満点

た！ お天気にも恵まれ、晩秋の紅葉と奥多摩湖

（私が高所恐怖症のせい？）。揺れに怯えながら

と美しい奥多摩の自然を満喫出来た一日でした。

も美しい渓谷を眺めると、何故か上流は穏やか

（記 久住（三）家族参加）

で、下流は流れが速い。この渓谷は度重なる多摩

＜コースタイム＞

川の氾濫により谷から押し出した巨岩怪岩が渓谷

奥多摩駅前8:35発バス⇒小河内神社9:00→麦山浮

を埋めているというもので、別名「惣岳の荒」と

橋 → 蜂 谷 橋 バ ス 停9:58⇒ 水 根10:10→ 浅 間 神 社

も呼ばれているそう。

11:00→西久保の切り返し上11:20 昼食～12:00→し

吊橋の次は今回のハイライトのひとつ、いろは
楓の巨木が待っていた。

歌のごとく赤や黄色に

見事に紅葉した楓に皆、感嘆の声を上げていた。
続いてのポイント弁慶の腕抜き岩ではその穴を見
て、往年の映画「ローマの休日」でグレゴリー
ペック演じる新聞記者が腕を入れる真実の口を思
い浮かべたメンバーも多かったのでは。
急な階段を上がってお参りしたのは、白髭神社。

だくら吊橋12:40～12:55→いろは楓13:20→白髪神
社13:30～13:45→トロッコ線路跡14:50→15:10奥多
摩駅

山行報告

No.5738

山行回数

〇 2021.12.5（日）

晴れ

上野原 要害山

＝係

松井＝

参加者：総計16名
Aグループ
L 松井、窪田、田村(め)、久住(謙)、高倉、阪野、
宮澤、久住(三)（合計8名）
Bグループ
SubL 吉田、薄、成田、瀧澤、宍戸、小國、延里、
武田（合計8名）
当日は尾続のバス停よりすぐ登山口に入り、い
きなり急な斜面を暫く登ります。稜線に上がった
後は順調に進み一座目の尾続山へ。頂上で窪田代
すぐ横には倒れ掛かるようにそびえたつ大きな岩
があり、なんとこの岩がご神体だそう。ご神体の
前で記念写真をパチリ。さてご利益があるかバチ
が当たるか?!
不動の 上滝の近 くに は、い くつか 目のOPTが
あった。（皆さんOPTを覚えていますか？）答え
は「奥多摩ピッカピカトイレ」！

町が観光に力

を入れているのが伺われた。
ほどなくすると行く手の崖の上に、小河内ダムを
作った時に引いたトロッコの橋桁と線路が見えて
きた。素人目にもダム建設は大変な事業であると
実感。線路はむかし道と暫く平行して続き、一瞬
だけレールとトンネルに交差。残念ながらトンネ
ルは閉鎖されて通る事は出来なかったが、何年か
前までは入れたらしい。羽黒坂を下りた後、危う
くもう一山超えそうになったが、無事、15時に奥
多摩駅にゴール。
立川で行われた打上げ会ではお試しで参加され
た大桃さんが即日即決でアルコウ会に入会すると
表明して下さった。また楽しい仲間が増えまし
3
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しての反省会（？）にも全員参加し、和やかなひ

教えていただきました。

と時を過ごすことができました。
（記 高倉）
＜コースタイム＞
JR中央線 上野原駅前8:30集合。8:35バス発⇒:9:10
山歩き開始→9:55尾続山→10:39実成山→10:51コ
ヤ シ ロ 山 →11:16風 の 神 →11:50要 害 山、昼 食 →
13:53バス停
山行報告 山行回数 No.5739
〇 2021.12.12（日） 晴れ
奥武蔵／山崎山～鐘撞堂山
＝係 延里＝
参加者：L 延里、田村(正)、久住、永澤、小國、
後藤、薄、成田 （合計8名）
東京アルコウ会の仲間と今年最後のハイキン
グ、黄金色に染まった秩父路を歩いてきました。
秩父は私のデビﾕ―の地です。 仲間と安全に2021
年の最後に歩けたことを感謝しております。
秩父線は趣きのある駅名が多くあり、例えば：
波久礼、樋口、桜沢、御花畑、親鼻です。今回は
その桜沢駅前の線路を渡り254号線に架かる歩道
橋を渡り、桜沢公民館を通り抜け、八幡神社の裏

その後は実成山、コヤシロ山、風の神へと眺望
を楽しみながら進み、要害山に到着。山頂は曲輪
で囲まれたような形になっていて、富士山（この
時ははっきり見えませんでしたが）や丹沢方面に
面した土塁の下、砦が作られていたであろう昔に

手から鐘撞堂山登山開始です。最初は急登八幡山

思いをはせながら昼食をとりました。

(山崎山)(198.6M)まで。そこから尾根、なだらか

山行前にネットで調べたところ、武田信玄とか

な道が続く、所々に埼玉、群馬の景色が望める。

築城500年をむかえた、などと出ていて勘違いを

暫くすると八幡山(山崎山)の頂上。ここで休憩。

していたのですが、今回登ったのは山梨県上野原

アップ・ダウンを繰り返しながら、12:00 鐘撞堂

市の要害山で、甲府市の要害山とは違います。

山(330.2M) の頂上に到着。頂上には立派な休憩所

当日は天候に恵まれ、静かな山にあって眺望もあ

があり新宿の高層ビル群がはっきりではないが見

り、また途中急な坂ではロープもある中、リー

渡せた。コロナの影響か従来の賑やかさはなかっ

ダーの松井さんの明るく朗らかな引率もあって大

た。頂上付近は多くの桜の木に囲まれ是非来春に

変楽しい山歩きとなりました。その後の場所を移

と心に誓った。鐘を突く。ここで昼食。突然 “グ

4
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ﾗ～、グﾗ～" 地震、震源地、熊谷、スマホの出

思います。
東京アルコウ会の山行リ―ダ―をさせて頂き至

番、私だけが感じたようだったが？
この鐘撞堂山は戦国時代、鉢形城へ敵の襲来を

らないところが多くあったと思いますが、仲間の

鐘を突いて知らせたという330.2Mの山。 ここか

協力があり安全に歩けたことを感謝しておりま

らは円良田湖方向へ下る。静かな40分のルンルン

す。
（記 延里）

気分の沢歩き、草が覆い繁った羅漢山登山口に突
き当たる。右に人造湖灌漑用として作られた円良

＜コースタイム＞

田湖畔を歩いて休憩。円良田湖の漢字が読めない

10:00 桜沢駅(秩父)→10:30 山崎山(八幡山)→

再びスマホの出番。羅漢山の登山口に戻り、頂上

12:00 鐘撞堂山→13:40 羅漢山→14:00 少林寺→

に続く長い階段を上り、丸い石を重ねた石仏、釈

15:00 善導寺→15:30 正龍寺→16:10 寄居駅

迦如来にお参り。道は二手に分かれ：五百羅漢の

随想
山に親しみ山に想う

(43）

－ 虫(昆虫)を捕る子供と大人 －
(岡本

記)

美しい花にモンシロチョウがとまっている。一
陣の風が吹いてきた。蝶はふわりと風に乗った。
幼い子供は花に見向きもせず蝶を追った。花の美
しさがわかるには幼すぎるが、動くものには興味
道、千体荒神板碑の道、両方の道を歩き少林寺に

を持ち追いかける。人は採集捕獲本能を持ってい

向かう。ここから140号線を歩く途中善導寺でお

る。それは人類が生存するために不可欠のもの

参り。鮮やかな百人一首が本堂の天井にあり、住

だ。

職の説明首の体操にもなったかな？"痛い"。 数

子供は母から教えられるわけでもなく本能的に

メ―トル先に正龍寺。黄金色の大木銀杏、言葉が

虫を捕らえようとするものだ。虫は子供の目から
見て奇妙な形に見え、飛んだり跳ねたり予測のつ
かない動きをする。「捕らえた虫は羽をむしって
もいいし、籠に入れて眺めてもいい。それは子供
の自由で虫を踏んづけつぶしたからといって、あ
るいは虫にキスしてやったからといって、子供ら
の性格を云々してはいけない。好奇心(採集捕獲
本能)、これが人類を最初にあやつってきた最初
の力である」(北杜夫)。
都立小金井公園には虫が沢山生息する。なの
に、捕虫網を振り回している子供は緑の公園の広

見つからない。圧倒され両手をあわせた。両寺は

さから想像するに、極めて少ない。父に連れられ

宗派が違うが、"キラキラ"の金色の飾り物が天井

た子供を数人見るだけだ。ジャングルジムやサイ

から下がってご本尊様に納められていた。140号

クリングコースなどの人工施設には虫が群らがる

線を寄居駅まで歩き解散した。

ように子供が蝟集している。

秩父の山々は地味な山が多くまたコロナの影響

虫嫌いの若い母親には、虫虐待は教育上良くな

もあり従来の賑やかさはなかった。お疲れ様でし

いとして、子供の虫への関心、虫捕りを抑える風

た。

潮があるようだ。北杜夫は「家が医者だったので

今回はジﾖ―クの連発＆ハプニングで大笑いし

古い注射器で蟻を含め随分沢山の虫を注射して殺

た歩きでした。機会がありましたらお話したいと

し面白がっていたが、今の私はそれほど残忍では

5
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ない」と述べている。虫に残酷な仕打ちをしたか

を終えたことになる。赤いちゃんちゃんこを着て

らといってその子供が残忍な大人になるわけでは

幼児に生まれ変わってみてはどうだろう。虫捕り

ない。その行為は、好奇心であって何かを知ろう

の経験のない者も孫に虫捕りを教えるとかの口実

という探究心からなされるものだ。酷く殺してや

をつけて、捕虫網を握ってはどうだろう。音楽、

ろうというより、踏んだら死ぬ、死んだらどうな

絵画、俳句、舞踊など風雅の道に進むのも素晴ら

るかということを学んでいると理解してやるべき

しいのだが、上手下手を気にせずにできる虫捕り

だろう。

に一寸手を出してみられては。捕虫網を手にする

北杜夫(斎藤宗吉)は小学生4年の夏休みの宿題

のは様にならないという自意識を脱ぎ捨てて。

に昆虫標本造りを課されたのが昆虫に興味を抱い

孫のために虫を捕ってやろうと小金井公園でオ

たきっかけだという。それが昂じて昆虫学者を夢

ンブバッタなどを捕っていたところ、通りがかり

見たが、太平洋戦争の末期には昆虫学者を口にす

の中年男性が「虫、捕ってんですか」と怪訝な口

ると“非国民”呼ばわりされた。そんな世相の中

調で問いかけてきた。「ええー、孫にバッタを」

で収集した100箱の標本も空襲で灰塵となった。

と返答した。問われた瞬間、無意識の内に幼い子

ファーブルのような道を歩んで博物学と文学を結

供のように虫捕りに没入していることに気付い

びつけた本を書きたかったというが、父の歌人斎

た。雑草の緑に同調した小さなバッタを凝視し、

藤茂吉に反対されて仕方なく医学の道に進んだと

網を素早く振り切って捕る。精神は振り下ろす網

いう。

とバッタに集中していた。こんな充実感はけだし

養老孟司(解剖学者)などは物心ついた頃から生

久し振りのものであった。

き物が好きだったという。蟹や魚なども好きだっ

(了)

たが、結局虫に行き着いた最大の要因は、いくら

(注)串田孫一 = 1915年生まれ89歳で逝去。詩

でもへんちくりんな虫が発見できる虫の「多様

人、哲学者、随筆家で中学時代

性」と綺麗な標本で容易に貯えることができるこ

から登山を始める。登山や植物

とだという。生き物好きが虫好きに収斂するの

など自然の風物をめぐる詩的な

は、標本の要素が大きく、虫屋の奥本大三郎(仏

随想、「山のパンセ」岩波文庫

文学者)や池田清彦(生物学者)も小学4、5年頃に

など多数執筆。

は標本造りを始めた。

参考図書= 「どくとるマンボウ昆虫記」北杜夫、

山岳関連の随想で著名な串田孫一(注)は、「好

新潮文庫昭和41年刊

奇心、これは幼少時代に自分のものにしなければ

= 「三人寄れば虫の知恵」養老孟司、奥

ならないと思う。自意識とよばれる下らない見張

本大三郎、池田清彦鼎談、新潮文庫平

りが付いてまわるようになると、好奇心はいじけ

成13年刊

てしまう。自意識を追い払うのは仲々難しい。」
と述べている(「どくとるマンボウ昆虫記」の解
説)。自意識に取り憑かれた大人が捕虫網を振り
回すのはみっともなくてできない。この点で大人
の虫屋は子供の純粋な好奇心を失っていない変わ
り者であるとも言える。
養老、奥本、池田の虫屋三賢人は虫を捕る面白
さがわかるには、12、3才位までの間に虫捕りに
熱中することだという。この頃までに続けないと
感受性の回路が閉じてしまうと言っており、音
楽、味覚、言葉のアクセントなどと自然感覚とい
うのは同じで、20才位まで虫をみせずにおくと、
不気味という感じだけ受けて本当にカブトムシと
ゴキブリの区別がつかなくなるとも言っている。
還暦を祝い、退職してしまうと人生一巡の節目
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