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東京アルコウ会々報 2022. 4.20 発行 

三保の松原より富士山を望む 

◆ ４月委員会 

 期日：４月２４日（日）13:00～14:20 

 於： 赤城生涯学習館 

 議題：R4年度総会の内容、その他 

◆ ４月集会 

 期日：同日 14:30～15:00 

 議題：会務、山行計画、山行報告  

◆ R４年度総会 

 期日：同日 15:00～16:30 

  議題：① 100周年記念行事報告・予定 

 ② 会則改定 ③ 2021年度会計報告                 

 ④ 2022年度役員(案) ⑤ 2022年度山行計画          

 ⑥ 2022年度予算(案) ⑦ 質疑応答 

◆ ５月集会、委員会 

 期日：5月29日（日）  

  於： 赤城生涯学習館（予定） 

 委員会PM1:00～2:15、集会PM2:30～4:00 

＜山行計画＞ 

4月23日(土) 奥武蔵・関八州見晴台 L 高倉 

【集合場所・時刻】「西吾野駅」駅前・8:30am 

【コ ー ス】西 吾野 駅08:45出 発 → 高 山不 動 尊

10:51ー関八州見晴台11:27[休憩 60分]→傘杉峠

13:39→顔振峠14:27→吾野駅15:39到着 

【アクセス例】「新宿」6:45発JR埼京線（武蔵浦

和行）⇒「池袋」6:52着、「池袋」7:02発西武池

袋線・秩父線急行発（飯能行） ⇒「飯能」7:49
着、「飯能」7:52発西武池袋線・秩父線各停（三

峰口行）⇒「西吾野」8:25着 

4月29日(金、昭和の日) 奥多摩湖浮き橋から鞘口

峠 L 岡本(tysokmt@gmail.com) 
【集合場所、時間】奥多摩駅、9:20 (9:30のバスに

乗車) 

【コースとタイム】奥多摩駅⇒小河内バス停→浮

き橋→サイグチ沢→鞘口峠→都民の森バス停⇒武

蔵五日市駅 3:00+α 

・参加希望者は4月23日までにL岡本まで連絡くだ

さい。希望者に地図をメイルで送ります。 

5月1日(日) [中央本線から見える山 第1回] 高塚

山(標高675m)～石老山(標高702m) L 窪田 

【集合】JR中央本線「相模湖」駅前8:20                                                                                                                           
【コース】相模湖駅前バス停8:35三ケ木行乗車⇒

石老山入口下車(標高210m)8:42→顕顕寺→<谷山林

道>高塚山東尾根取付点/木に260の印→東尾根鞍部

→高塚山→石老山→大明神展望台→<チャレンジ

コース>登山口→<県道517号>プレジャーフォレス

ト前バス停   

【コースタイム】約4時間 

【アクセス】JR中央線快速高尾行 新宿発6:54発⇒

高尾7:56着中央本線甲府行8:02発⇒相模湖8:11着 

5月7日(土) 房総・鋸山 L 吉田 

【集合時間・場所】内房線浜金谷駅前10:20   
【コース】JR内房線浜金谷駅→石切り場→日本寺

北口→千五百羅漢→大仏広場→観月台→ 

ザ・フィッシュ→金谷港→久里浜 

【アクセス】東京駅地下快速千葉行7:48、千葉駅

内房線快速君津行8:44 
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参加者:  L 延里、久住、成田、白石、阪野、 

     後藤、宮澤、薄 （合計8名） 

 不安定な天気が続き、3月花の東秩父"桃源

郷"は見逃せない。スマホでの連絡に振り回され

ながら官ノ倉山を計画した。 

 前日の天気が信じられない素晴らしい朝だっ

た。駅でスパッツ、アイゼンの準備。雪、雨後

の山道が読めない。不安だったが、山行経験者

の参加を頂き"安心"した。有り難うございまし

た。 

 竹沢駅改札口出て、右方向に線路下のトンネ

ルをくぐり、左に進み、八高線の踏切を渡る。

案照寺、慈恩寺、菜の花、矢車草、ムスカリ、

山桜、花桃、三椏の花、里山歩きを楽しみなが

ら三光神社(日月星の光が由来)まで、先には山

王池、ここで衣服調整、水休憩。 

 官ノ倉山登山開始。所々木漏れ日の中つづら

折り登山道を登りきった所が官ノ倉山峠、そこ

から左に登った所が頂上。長い距離ではないが

今回のハイライト、スリルある頂上までの上

り。ここで少々早い昼食。頂上からの展望は最

高だったが、堂平山？笠山？どこ？わからな

い。 

 再び峠に戻り安戸バス停へ下る。途中2ケ所長

い距離ではないがロ―プがある。次のハイライ

ト和紙の里まで約40分の舗装道路歩き。ユネス

コ無形文化遺産和紙の里。和紙についてのアカ

デミックな時間と桜の下でストロベリ―ブレイ

5月14日(土)奥武蔵の槇ノ尾山と棒ノ折山 L岡本 

【集合場所、時間】西武新宿線飯能駅前 8:25am    
                                       (8:30のバスに乗車) 

【コースとタイム】飯能駅⇒さわらびの湯バス停

→落合→仙岳尾根→槇ノ尾山→棒ノ折山→權次入

峠→名栗川橋バス停⇒飯能駅  5:15+α 

・参加希望者は5月2日(月)までに岡本

(tysokmt@gmail.com)に連絡ください。 

・山行は自己責任で楽しみましょう。」  

5月15日(日)奥武蔵・伊豆ヶ岳 L 久住 

【集合】正丸駅前 9:30 
【コース】正丸峠駅→大倉山分岐→伊豆ヶ岳

（851m）→大蔵山分岐→正丸駅 

【コースタイム】3時間35分 

【アクセス例】（池袋）発8:00西武池袋・秩父線

急行⇒8:48着（飯能）8:53発西武池袋・秩父線各

停⇒09:24着（正丸）着 

6月18日(土)～19日(日)尾瀬沼ハイキング L 久住 

【集合場所・時間】バスタ新宿バス乗り場 6:20 

【1日目】バスタ新宿発6:35（高速バス尾瀬号⇒  

 大清水11:15 11:30発シャトルバス⇒一ノ瀬 

 11:50→長蔵小屋14:40⇔大江湿原 

        『宿泊』長蔵小屋（尾瀬沼） 

【2日目】長蔵小屋6:30→尾瀬沼周回9:45→ 

 一ノ瀬12:00 12:30発(シャトルバス)⇒大清水      

 12:45 13:10発(高速バス)⇒バスタ新宿17:45 

注）参加希望者は4月24日(日)までに久住宛てに

メール返信願います。 

 

 

 山行報告 山行回数 No.5751 

 〇 2022.3.24（木） 晴れ 

 官ノ倉山/峠～和紙の里      

            ＝係 延里＝ 
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クを楽しんだ。いちご、ホウレン草、パンジ―

のお土産をたくさん買い込んでバスに乗る。小

川町駅へ。お疲れ様でした。 

東秩父の"桃源郷"を味わって頂く事が出来なく

残念。来年に期待した。 

                          (記 延里) 

＜コ―スタイム ＞ 

9:00東武竹沢駅集合→9:45三光神社→10:00登山口

→10:50峠→11:20官倉山頂上→13:40和紙の里～

14:57小川町行バス⇒15:22東武東上線池袋行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者：L小國、吉田、田村（正）、成田、 

田村（め）、白石、大桃（利）、大桃（君）、 

武田、薄、滝澤、椎名（正）、椎名（宏）、後藤 

                （合計14名） 

 JR京浜東北線王子前に集合。駅前には親水公園

があり桜は満開である。石神井川に沿って歩き、

音無親水公園へ。ここは、旧河川を公園にしたも

ので、川が削った崖を一部残し、苔むした層状の

岩肌から雫が垂れるのが見える。青いスミレも満

開である。ここで草餅の差し入れがあり、しばし

休憩した。 

 両岸を満開の桜が覆う川に沿った遊歩道歩く。

加賀公園に到着。ここは旧加賀藩下屋敷庭園の築

山跡である。この旧加賀藩下屋敷跡は明治に東京

陸軍第二造兵廠となり、火薬の製造工場や研究所

となった。この築山の西には研究所が作られ、土

管の試射装置が残っている。南極の石モニュメン

ト、板谷公園、圧磨機圧輪記念碑、煉瓦パークを

見て、帝京大学病院の食堂に入り、昼食をとっ

た。 

 さらに石神井川を遡り、公園で皆さんからのお

菓子などの差し入れがありしばし休憩し、板橋に

到着。板橋も今やコンクリート製であるが、欄干

などは擬木で作りいかにも木製のようになってい

る。旧中山道を板橋駅に向けて進み、文殊院に行

く。ここには遊女の墓がある。板橋宿は江戸日本

橋から二里（8ｋｍ）の距離であり、江戸から出

発した旅人が宿泊するには近すぎる。憩いの場・

楽しむところとして遊郭を作った。多くの遊女は

使い捨てであり、病や死んだりすると、寺へ投げ

込まれた。しかしここでは大切にされ、死後は墓

を作り戒名まで刻んだ。本陣跡、脇本陣跡の看板

などを見て進み、観明寺では赤門、神社、天然痘

除けを見て、東光寺の宇喜多秀家の供養塔を見

て、板橋駅に到着。板橋駅前解散とした。 

（記 小國） 

＜コースタイム＞ 

王子駅10：00集合→音無親水公園→10：15音無

さくら緑地公園→石神井川散策→11：30加賀公

園→板谷公園→南極の石モニュメント→加賀西

公園（圧磨機圧輪記念碑）→煉瓦パーク→ 

12：40～13：20帝京大学病院食堂→石神井川散

策→14：00板橋→文殊院→旧中山道散策 

（本陣跡・脇本陣跡・遍照寺・板五米店・観明

寺・旧中山道川越街道追分跡・東光寺） 

→16：00 板橋駅着解散 

 

 山行報告 山行回数 No.5752 

 〇 2022.3.29（土） 曇り 

 石神井川桜鑑賞と板橋史跡巡りハイキ

ング      

            ＝係 小國＝ 
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参加者 椎名正道 椎名宏子 

 昨年九月、突然の病魔に襲われ、即入院手術 

となり半年の闘病を余儀なくされ、養生の結果 

やっと無罪放免となり、日常の生活に戻るこが 

できました。 

 病気とは無縁の健康が売りのわが身、昨年秋 

庭木の剪定をした後、突然血尿を排出。検査の 

結果膀胱癌と判明。同時検診で前立腺癌である 

ことも判明、奈落の底に転落した思いをしまし 

た。前記癌は手術摘出、後記癌は現在療養中で 

すが、血液検査の結果では現在通常の健康体の 

数値に戻っています。極最近より採用された、 

ホルモン療法を継続中です。 

 医療内容を聞き、最近の医療の進歩に感激し 

ました。これから先医療は続きますが、その療 

法を信じ、少しでも早く全快できるよう全力で 

健康を取り戻したいと思っています。 

 前文が長くご迷惑お許しください。そのリハ 

ビリとして、今回、小国氏の計画「石神井川桜 

鑑賞と板橋史跡巡り」に参加させて頂きまし

た。 

 久しぶりに会の方々と再会・初対面と14名の 

一団は、王子の駅から三々五々それぞれの思い 

を胸に、今や盛りの櫻花の下を嬉々として歩み 

鑑賞しました。その報告は小国氏の報告でご堪 

能下さい。 

 最初、小国氏と会話の折、石神井川河畔の桜 

なら、城北公園から豊島園までが素晴らしいで 

すよ等話しましたが、それは来年に執っておき 

ましょう、と言う話で終わった。 

 現在はコロナ禍で、集団の花見は規制されて 

いますが、桜の見頃は自然の推移で、こちらの 

思惑とは必ずしも一致しません。満開の時期を 

失する訳にいかず、翌日、妻と二人で豊島園～ 

城北公園コースの花見リハビリ行に出掛けまし 

た。 

 普段私がジョギングコースとして使っている 

片道5キロメートルの石神井川沿いの道に、7 

～80年経った桜の大木が、２６０本以上満開の 

花を水辺に垂らしている景観は、まさに日本を 

代表する風景と云えるでしょう。やはり花見客 

は多く、行き交う人々は感嘆の声を上げていま 

した。 

 石神井川の水源は、小平市小金井公園先のゴ 

ルフ場内で、私も前に確認しましたが、あまり 

定かでありませんでした。其処から西東京市・ 

練馬・板橋・北区をながれ隅田川に注ぐ２５,２ 

㎞の河川です。一寸脱線しますが、現在の都内 

河川の護岸基本は、50mm/hrが基本値です。設 

計値に＋αがあったにせよ、現在の様な異常気 

象の場合は平気で80～100mm/hrを超えてしま 

うので、堤防の決壊や浸水は想定内のことなの 

です。河川沿いに住宅が並んでいますが、此の 

ことに気付いている人は案外少ないんです。要 

注意ですね。 

 さて本題に戻ります。満開の桜を愛で、水辺 

に憩う水鳥を眺めると、既に花筏が其処此処に 

出来風情を醸していました。重要なのは、桜の 

木伐採の看板。護岸の為、古木の根が邪魔にな 

って半数以上の桜の大木が今年秋までに伐採さ 

れるそうです。誠に残念です。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰宅後、皆様に食して頂いた「草餅」を再度 

続石神井川の花見行 

〇 2022.3.30 (水）晴れ 

 ―豊島園より城北公園― 

            （記 椎名） 
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造り、皆様と歩いた情景を思い出していまし

た。          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             （記 椎名正道） 

 

              

 

              

 

 

 

 

参加者：L田村（正）、窪田、久住夫妻、成田、

三浦(良)、高橋、白石、矢口、小國、廣瀬、 

武田、田村(め)、谷口、薄、永澤 （合計16名） 

 天気に恵まれたせいか、集合場所の秦野駅改

札口は弘法山に行く人たちで大変な混雑です。 

改札口前には他のパーティも参加者を探し、当

方も前に出て見つけては手を振り、通路の壁に

誘導し勢員そろい出発、駅前で登山ボックスに

登山届を入れ和やかに登山口へ向かいます。登

り口でストックの準備している間も他のパー

ティが通り過ぎます。 

 谷口さん、廣瀬さんはゆっくり行くから先に

行って下さいとのことで別行動になりました。 

 最初に急登から始まります。約20分くらいで

すが、後ろに富士山を見ながら、幅広の道で一

息、暑いために各自が服を一枚脱ぎ再度出発、

なだらかな広い場所が浅間山、小休止。 

 満開の桜、周りの山々、富士山を眺めまし

た。しばらく進むと大山と桜が良く合う場所に

出たところで集合記念写真を撮りました。準備

中に他のパーティの方から、おめでとうござい

ますとの挨拶があり、すぐにありがとうござい

ます笑顔で返しました。 

 道路を横切り権現山へ少し急な坂道もあり、

階段の道を避け横の道から広場に出ると権現山

です。場所をとり昼食を頂きました。霞がかか

り遠くの景色が良く見えないのが残念ですが、

富士山をバックに記念撮影です。 

 廣瀬さんから電話があり弘法山近くに来てい

るとのことですぐ出発、なだらかな整備された

道を下り両側には山桜満開です。途中にトイレ

があったので小休止しました。 

 トイレ前の看板に「山ビル注意」おまけに薄

さんが塩を一掴み持ってくる。 

「ナニー・・・」トイレ前に塩が置いてあっ

た。当方・・・・になる、リュックサックにス

プレー缶「サラテクト」を朝入れたことを思い

出し一安心。 

 トイレ休憩が終わり弘法山へ桜並木をゆっく

りと進み弘法山へ、窪田さんが廣瀬さんに電話

する結果合流を断念、鐘楼をバックに記念撮影 

これから先は山道になるので足回りに持ってき

たヒル除けスプレーを全員にかける。三時間は

持つでしょう、蛭は出ないと思うが出たら大変

なので。 

「山ビルの活動は気温10度以上、水辺では8度で

も活動することがあるらしい」 

 

 山行報告 山行回数 No.5753 

 〇 2022.4.2（土） 晴れ 

 創立100周年記念山行 弘法山     

          ＝係 田村(正)＝ 
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 ゆるい坂を上がり下りして山ビルを気にせず

進みました、鶴巻温泉駅に出て解散しました。

温泉に行く人、このまま帰る人、ホームで電車

を待っていると温泉組から電話、大変な混雑に

て温泉中止、今から駅に向かうので待っていて

欲しい。 

 全員で同じ電車に乗り帰りました。天気が悪

く山行を一週間延期しましたが天気に恵まれ、

桜満開、山蛭も出ず第三回記念山行が無事終了

しました。 

             （記 田村（正）） 

＜コースタイム＞ 

秦野駅前10:05→浅間山11:25（昼食）12:45→権

現山→弘法山13:10～13:20→善波峠→吾妻山→

鶴巻温泉15:30 

 

 

 

 

 

 

 

参加 :  岡本 

 当初は3日の予定であったが、晴れを狙って山

行日を急遽2日に変更した。狙いは当たって快晴

の山行日和となった。 

 武蔵五日市駅から菅窪経由福生行きの8時台の

バスが4月1日のダイヤ改正で無くなった。その

ため駅から白山神社入口まで秋川街道(31号線)

を2.2キロ歩くことになった。石柱「白山神社入

口」(標高200m)に着いて、上着を一枚脱ぎGPSを

セットした。街道沿いの入口から北へ竹藪、雑

木の中の舗装道を進む。25分程で神社正面に着

き、杉の巨木が堵列した石段の参道を登る。小

振りながら神さびた社殿(320m)には不思議な迫

力がある。狛犬、御神灯、瑞垣なども整い、地

域の人々に深く信仰されていることがわかる。 

 神社に向かって左手の裏参道を100m程降った

先の突き当たりに、登山道の入口がある。入口

側に「日の出町山の会」が設置した高さ30cm程

で赤白二色の杭「通矢尾根入口310m」(とおりや

おね)がある。赤白の杭はルートの要所に立って

いる。登山口から暫くのところにある小さな木

祠に着く。傍に赤白杭「新井八坂神社351m」が

ある。神社の先から道幅は30cm程の隘路とな

り、道を覆っている杉の小枝が足に絡む。急な

降りから登りへアップダウンが続く。木の枝に

赤リボンが結ばれているが、信じ切ることな

く、地図、コンパス、GPSで道筋を確認しつつ歩

く。 

 「神社入口」の石柱から2kmを越えた辺りで間

坂(まさか)峠に至る。峠への降りは、急で砂礫

で覆われて滑りやすく、ロープに助けられて降

る。峠の窪みから向かいの尾根に取り付く所も

急で滑るため、10数メートル外して登った。間

坂峠越えが通矢尾根コースのなかでも最難関の

ようである。 

 赤白杭「369m」の小ピークを越えた先で高指

入林道を横断する。向かいの山道は林道の左手

斜めにあるが、目印がなく探しづらい。緩やか

に登っていくと、ルート上で唯一の日の出町作

成の道標「日の出山荘550m」「台沢林道157m」

がある。日の出山荘は1983年に中曽根総理と

レーガン大統領との首脳会談の会場として使用

された。 

 ルート上、唯一山名のあるピーク細尾山

(457m)を通過する。山頂は手製の粗末な山名版

が幹に掛かっているだけで何の変哲もない。細

尾山の先では手入れの行き届いた檜の美林の中

を歩く。足元には直径1cm程の檜サッカーボウル

が落ちており、幾つかを拾ってポケットに入れ

る。5kmを越えた辺りに広い伐採跡地がある。こ

こがルート上で唯一の展望(東方向)のきくとこ

ろである。 

 赤白杭「480m」を過ぎると、程なく肝要峠

(450m)に到着する。この峠は、３本のルートの

交叉点で6本の道が分岐している。梅木林道ルー

トが南北に、通矢尾根ルートが南北に、肝要峠

 

 山行報告 山行回数 No.5754 

 〇 2022.4.2（土）  晴れ 

 日の出町・通矢尾根 

          ＝係 岡本＝ 
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ルート(西へ肝要の里、東へ梅郷、和田町)が東

西にそれぞれ通っている。このように要衝なの

に十分な表示がない。手製の「肝要(日の出

町)」、「日の出山方向尾根経由」があるだけで

ある。通矢尾根伝いに三室山に行くには「日の

出山方向尾根経由」の傍の踏み跡に入るのだ

が、梅郷、和田町方向への道には全く印がな

い。サイクリング途中の親子(小学生男子)が峠

で休憩していた。父親に尋ねて肝要峠ルート東

向きの入口を確認し、「途中廃道になっている

が危ないとこはない」との情報を得て、予定通

り東向きに降りていった。 

 肝要峠ルート東向きは、涸れ沢沿いの礫漠の

ような道で確かに荒れているところがあるが、

普通の山道である。降るにつれて渓流沿いの歩

きになる。やがて道は林道になり、上下二車線

の青梅日の出線に出る。背は陽光を受けて温か

く、涼風が汗ばんだ額を撫でる。難儀な尾根を

踏破したという充実感が徐々に体の隅々まで満

ち始める。多摩川に架かる和田橋を渡って、漸

く青梅線宮の平駅に着いた。 

 駅でGPSの記録をみると、「7.1km、5時間40

分、最低地点 184m、最高地点 476m、累積標高

573m、消費熱量1300キロカロリー」である。(携

帯による自宅出発から帰宅間の数値は、26510

歩、16.9kmである) 

 通矢尾根コースは、吉備人出版地図では「道

標なし、熟達者向き」の但し書きがある極めて

マイナーであるが、地図とコンパス(更にGPS)を

駆使すれば安全に歩ける。間坂峠への降りは急

で滑り易いので自前のロープを使うことを勧め

たい。 

 通矢尾根の名は、その昔平将門が平井川を挟

んだ勝峰山(西側)から矢を放ったらこの尾根ま

で届いたという伝説によると言う。            

                (記 岡本) 

<コースタイム> 

武蔵五日市駅8:10発ー8:54白山神社入口9:07ー

9:33白山神社9:50ー9:52登山口ー10:55間坂峠

11:10ー12:57細尾山ー14:05肝要峠14:12－15:50

宮の平駅 

 

 

 

 

 

 

 

参加者：L高倉、宮澤 

 予て念願のコースを宮澤さんと山行しまし

た。初日朝8:20大倉バス停を出発。二人で喋り

ながら、観音茶屋、見晴茶屋、駒止茶屋、堀山

の家を順調に通過し、11:20には花立山荘に着き

ました。花立山荘で昼食をとって塔ノ岳へ向か

う時の気温は17℃、強風吹きつける塔ノ岳山頂

には三、四十人はいるかと思われる登山者で賑

わっていました。

ここまでは大倉尾

根で登り一辺倒で

したが、塔ノ岳か

ら丹沢山へは何回

かアップダウンが

あります。そして

ついに13:50、丹沢

山 に 登 頂 しま し

た。 

 宿泊したみやま

 

 山行報告 山行回数 No.5755 

 〇 2022.4.9(土）～ 10 (日)  晴れ 

 丹沢山（山小屋 1泊） 

          ＝係 高倉＝ 

世に言うバカ尾根 

（前回撮影） 
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山荘は清潔できれいな山小屋でした。おかみさ

んの話によれば、壁には断熱材が入れてあると

のことで、消灯時刻まで一階のストーブが焚か

れていたこともあり、就寝時も十分暖かでし

た。この日は三十人近くの宿泊客で山小屋はほ

ぼ満杯、食事は三班に時間を分けて頂きました

が、噂で聞いていた通りの美味しい夕食と朝食

を楽しめました。 

 翌日は朝6:20にみやま山荘を発ち、塔ノ岳経

由鍋割山へ向かう予定でしたが、塔ノ岳山頂か

ら東へ下ってしまい、木ノ又小屋に至ったとこ

ろで道間違いに気付き、塔ノ岳にとって返し、

金冷シの分岐まで下りて鍋割山へ向かいまし

た。鍋割山山頂から後沢乗越までは1時間弱の下

り道ですが、結構斜度があり、登って来る人た

ちは皆苦しそうで、初日に登った大倉尾根以上

に、後沢乗越から鍋割山への登りはきついと思

います。後沢乗越から栗ノ木洞までの一部の区

間は雨で深く抉られた道を足場を選びながら上

ります。その後櫟（くぬぎ）山を経て、寄（や

どりき）までの長い距離を歩きますが、下山口

を出て桜も満開の集落が見渡せるところからバ

ス停に至る道が分からず、青々と茂る茶畑の脇

道を宮澤さんと二人でうろつく羽目になりまし

た。 

 最終的に寄バス停に辿り着き、新松田駅行き

のバスが来るまでの間に付近の店で昼食をとっ

て、新松田駅より宮澤さん、私それぞれ帰宅し

ました。 

 この度の山行は暑いくらいの天候に恵まれ、

時期的にヤマビルに苛まれることもなく、味わ

いの異なる往路と復路を楽しむことができまし

た。また自身の体力を測ることができ、宮澤さ

んからは示唆に富むお話をうかがえ、充実した

山行となりました。 

               （記 高倉） 

＜コースタイム＞ 

【一日目】（7:50小田急小田原線渋沢駅北口バ

ス停発、8:05大倉バス停着）8:20大倉バス停ス

タート→11:20花立山荘（昼食）→12:25塔ノ岳

→13:50丹沢山（みやま山荘泊） 

【二日目】6:20みやま山荘発→7:10塔ノ岳→

7:40木ノ又小屋→8:10塔ノ岳→9:30鍋割山→

10:30後沢乗越→11:20櫟（くぬぎ）山→13:05寄

（やどりき）バス停着 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者： L 田村（正）、伊藤、永澤、小國、 

  伊藤、吉田、久住、白石、武田、田村（め）、   

 薄、久住（三） （合計12名） 

 大正10年3月に「春が来ました。桃の花が美し

いそうです。見に行きませんか」というハガキ

が、東京アルコウ会創設者の三好善一氏（ペン

ネーム: 美代司)らから友人達に出されました。

同年4月10日（日）に、自然を愛する数十人の仲

間が二子玉川の渡しから右岸へ渡り、多摩川の

沿線を川崎大師迄歩きました。これが「東京ア

ルコウ会」のはじめと言われています。（90周
年誌より） 

 あれから100年の同じ日に、その同じルートを

 

 山行報告 山行回数 No.5756 

 〇 2022.4.10（日）  晴れ 

 多摩川沿線歩き 

          ＝係 田村(正)＝ 

みやま山荘 

下山口の茶畑 



9 

東京アルコウ会々報 2022. 4.20 発行 

同人数によって歩けるということは何とも奇運

ではありませんか。見える景色もすっかりその

当時とは変わっています。「渡し」は無くも、

丸子橋も川崎大師も同じ場所です。 

 天候も今年初の夏日と、私たちを祝福してく

れました。現在では、河原はきれいに整備され

て、野球やサッカーに興じる若者や、土手を走

る自転車、散策する人たちが大勢でした。 

 私たちは、お昼には「丸子橋」で昼食しまし

たが、彼らも同じでしょう。 

皆が少々くたびれたころに、予定の「川崎大

師」へ到着しました。     （記 永澤） 

＜コースタイム＞ 

二子玉川駅発10:05→二子橋→丸子橋（昼食）→

東海道線鉄橋→川崎大師着15:45→〃発16：30→
川崎大師駅17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 植村直己の冒険家としての足跡は、驚愕に値

する(注1)。直己は身長162cm、体重57～66kg、
血液型A型、足の大きさ26.5cmである。足は大き

めだが、さほど大きくない体躯からヒラリー卿

(注2)が勇敢で偉大な冒険家と称えたほどの足跡

を残し得たエネルギーはどこに潜んでいたのだ

ろう。 

 植村直己は「いやいやながら山登りを始めて

10年目、とうとう世界五大陸の最高峰を全部こ

の足で登ってしまったのだから、われながら

ビックリする」と述懐している。「好きこそ物

の上手なれ」「栴檀は双葉より芳し」という。

直己は少年時代から冒険が好きだったのか、ま

た少年時代から芳香を放っていたのだろうか。 

 明治大学山岳部に入部してからの冒険家への

道とその足跡は、メモ魔の直己自身が著した著

書に率直に記されている。では、明大入学前の

半生の直己はどんな少年時代を過ごしていたの

か興味津々である。 

 植村直己は「家は但馬の寒村の貧乏農家で自

分は7人兄弟の四(ママ)男坊、はみ出し者である

と常々語っていた」が、これは謙遜に過ぎた言

い方である。直己が生まれたのは、日本海に注

ぐ円山川が貫流する但馬盆地の一角、コウノト

リで知られる豊岡市日高町上郷(かみのごう)の

農家である。植村家は少なくとも江戸時代の宝

暦6年(1756年)より14代続く家系で豊かな農家で

ある。兄弟は7人で姉二人の下に男子五人の構成

で、7人の末っ子である。長兄修は10才年長であ

る。直己という名前は、植村家の由緒ある「直

助」からの「直」と蛇年生まれの「巳」をとっ

て直巳と届けられたが、戸籍係の誤記で戸籍上

直己となったという。 

 家業は豊かな農家である。父藤治郎は才覚を

発揮して農業の傍ら製縄業を興し大阪、神戸に

販路を持っていた。ビニール紐が幅を利かすよ

うになると、長兄は同じように藁を使う畳床、

畳店に事業を転換、拡充した。 

 植村直己の小中学生時代は、どんな子供で

あったのだろうか。小学校低学年頃、「休み時

間になると姿を消してしまう、風のような少年

だった。始業のベルがなると戻ってきてポケッ

トから虫やどんぐりの実を出して見せた」とい

う。小学5年頃より家で飼っている農業用役牛

(但馬牛)の世話をさせられ、円山川岸で牛の草

 

 随想  

 山に親しみ山に想う  (46) 

 －植村直樹の少年時代－ （2の1） 

            （記 岡本） 
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飼いを手伝った。植村家の牛は品評会で上位入

賞を果たしており、母梅は雌の子牛が産まれる

と赤飯を炊いた。雌が産まれると結構な現金収

入になったのだ。「子供の時のいちばん楽しい

遊びというと、やっぱり魚とりを思い出す。い

ろんな方法でやった。小中学校の頃は、そんな

ことばっかりしていたような気がする」、田ん

ぼに水を引く小川を堰き止めてザルですくった

り手づかみにしたり、少し大きな川では素もぐ

りをしてヤスで突いたりして、フナ、ナマズ、

ウナギ、ハエ(オイカワ)を獲ったり、円山川で

は引っ掛け鉤でアユを追っかけていたと楽しそ

うに語ってもいる。魚獲りにのめり込んでいた

子供だった。 

 中学に入ると、牛の草飼いの他に炊事(飯炊

き)が下校後の日課になるが、そんな日課から免

れたいこともあって中学でバレー部に入部し

た。背が低いので後衛であったし、3年で漸くレ

ギュラーになる程度であった。高校進学のため

の補修授業をサボり、野原や川で遊ぶし、相変

わらずヘビやカエルを教室に持ち込み驚かせて

いた。「自分が思ったことをやってしまう自由

奔放なところがある」と生活指導要録に書かれ

ていた。成績は中の上だが、理科と社会は優良

賞を受けており、外国への夢を抱き地図を見る

のが好きだった。中学校での出席状況は中学3年
間を通じて精勤賞、3年の時は皆勤賞だった。 

 1956年(昭和31年)に兵庫県立豊岡高校に入学

し、山陰本線の国府駅から豊岡駅まで汽車通学

する。入学した年の5月に遠足で蘇武岳(1074m)
に登った。クラスメイトと競争して登り、雪を

ガブガブ食べて舌を荒らしたという。山らしい

山に登ったのはこれが初めてだったようだ。豊

岡高校に山岳部があったが、関心はなく入部し

ていない。高校でも相変わらずイタズラは続

き、友人と学校中庭の生簀の鯉を焼いて食べた

り、ストーブの煙突を雑巾で塞ぎ教室を煙だら

けにして授業を中止させたりしたこともあっ

た。クラブ活動をやる勇気もなく、そうかと

いって勉強もせず学校の反乱分子のようになっ

てよくイタズラをしたという。成績は100人中40
番位で勉強でもスポーツでも目立たなかった。

高校3年では就職コース(クラス51名中女生徒37
名)のクラスで女生徒の圧倒的な支持を得て学級

委員に選ばれている。この頃、級友に貨物船で

世界を回る夢を語っていた。 

        (次回に続く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注1) 植村直己の主な冒険歴など 

1968年6月 27才  

アマゾン川源流から河口まで6000キロを単独筏

下り 

1970年5月  

日本人初のエベレスト登頂(松浦輝夫と共に) 

1970年8月  

マッキンリー単独登頂を果たし、世界初の五大

陸最高峰登頂 

1971年10月 日本列島南北3000キロを徒歩で縦断 

1973年4月 グリーンランド3000キロを犬橇単独

行 

1976年5月 北極圏1万2000キロを犬橇単独行 

1978年4月 世界初の犬橇単独行で北極点到達 

1978年8月 犬橇単独行でグリーンランド縦断 

1984年2月 世界初のマッキンリー冬季単独登頂

(登頂後消息を断つ) 

受賞歴 国民栄誉賞(1984年)、第26回菊池寛賞

(1978年)、英国バラー・イン・スポーツ賞(1979
年)他 

著書「青春を山に賭けて」「エベレストを超え

て」「極北に駆ける」「植村直己  妻への手

紙」 

 (以上文春文庫、新書)「北極圏1万2000キロ」

(ヤマケイ文庫) 他 

(注2) エドモンドヒラリー卿 ニュージーランド

出身の登山家、冒険家。1953年5月世界初のエベ

レスト登頂に成功(テンジン・ノルゲイと共に) 


