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東京アルコウ会々報 2022. 6. 5 発行 

三保の松原より富士山を望む 

6月号会報より毎月の発行日を毎月 5日付けと致

します。（前月末の委員会、集会の議事内容が早

期に会報にて閲覧出来るようにしました） 

◆ ６月集会 

 期日：6月26日（日）PM2:30～4:00 
 於： 赤城生涯学習館 

 議題：会務、山行計画、 

    山行報告（含む、スライド投影） 

◆ ６月委員会 

 期日：6月26日（日）PM1:00～2:15 
 於： 赤城生涯学習館 

 議題：会務、100周年関連、山行計画、 

    山行報告 

＜山行計画＞  

「年間山行実績及び予定表」を本会報に添付して

います。今後は毎月の会報にて更新します。 

6月9日(木) 芦ヶ久保から丸山 L 宍戸 

【集合場所・時間】芦ヶ久保駅前 9:10  
 （詳細は５月号会報に記載の通り） 

 6月12日(日)南高尾山稜 L岡本 

【集合場所・時間】京王線高尾山口駅前 8:15 

 （詳細は５月号会報に記載の通り） 

6月18日(土)～19日(日)尾瀬沼 L 久住 

【集合場所・時間】 

  6月18日（土）バスタ新宿バス乗り場 7:00 

 （詳細は５月号会報記載の通り） 

7月10日（日）大菩薩嶺 L 後藤 

  詳細、後日連絡 

7月18日（月、祝日）根子岳・四阿山 （7月17日
ロッジ前泊） L高倉 

【集合場所・時刻】7/17（日）14:45 JR「上田」

徒歩1分のお城口バス乗り場3番に集合 

【7/17（日）宿泊先】登山口付近の複数のロッジ

から選択（料金面とお風呂があること） 

【コース】7/18（月）7:20宿泊先出発―8:00菅平

牧場登山口ー8:30展望台ー10:10根子岳、20分休

憩ー11:10大隙間ー12:10分岐ー12:30四阿山、45
分昼食休憩ー13:30分岐ー14:05中四阿ー15:30菅
平牧場登山口 

※上記コースタイムは昭文社「山と高原地図」

（No.17）より 

【アクセス例】「大宮」13:29発JR北陸新幹線あさ

ま613号（長野行）ー「上田」14:35着 

7月28日(木）～30日(土) 蓼科 車山～八島湿原、

北八ヶ岳 高見石 L 久住 （マイカー利用） 

【集合】7/28 7:30 新宿西口小田急デパート前 

【宿泊】新宿区保養所「グリーンヒル八ヶ岳」に 

2泊 

【行程】 

 7/28  新宿⇒車山→車山山頂→八島湿原⇒宿 

 7/29 宿⇒麦草峠→丸山→中山峠→高見石→ 

   白駒池→麦草峠⇒宿 

 7/30 宿⇒小淵沢散策⇒新宿 
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三保の松原より富士山を望む 

 

 

 

 

 

参加者：L吉田、田村（め）、小國、久住、薄、  

田村（正）、三浦（理）（田村(正)さんの友人）、

後藤、阪野、武田  合計10名 

 前日からはっきりしない空模様で、山行がで

きるか不安があったが決行する事にした。 

向かう途中の電車で雨脚が強くなり心配した

が、幸い浜金谷駅到着時は曇りとなった。 

 駅前での準備体操後、集落を抜け、ヒカリゴ

ケの洞窟（雨水が溜まり入れず）を過ぎ３０分

で車力道入口へ。雨脚が急に強くなり、各自用

意した雨具を取り出し、急斜面を登って行く。

木々の若葉や栗の花の匂いと梅雨時のような湿

気の中、汗を拭きつつ石畳状の道を進んで行

く。この道を女性が一日３往復して２４０キロ

の石を手押し車で運んでいたと聞いた時は驚き

だった。 

 胸が付くような急な階段を上り、お昼頃展望

台に到着した。素晴らしい絶景を期待していた

が、あいにくの曇り空で富士山、伊豆の山々は

望めず、昼食後集合写真を撮って石切り場前へ

向かう。 

 石切り場は何か所あるようで、さながら映画

インディージョーンズのロケ地のような圧倒的

スケールの空間であった。 

 日本寺北口で入場料を払いすぐ左側に百尺観

音が出迎えてくれた。６年の歳月をかけて作ら

れたという。 

 集合写真の後切通しを抜け、階段を登って行

くと地獄覗きだ。崖の部分がオーバーハングに

なっており、崩れそうでスリル満点。天気が良

ければ東京湾が望めるだろうが、今日は眼下も

霧が立ち込め、中国湖南省の張家界のようで幻

想的な光景だった。 

 時間が迫り、千五百羅漢、大仏はパスしロー

プウエーで下山。雨脚が激しくなったので東京

湾フェリーをあきらめ、浜金谷から15:05発の列

車で帰路に向かった。 

 次回は時間に余裕をもって、富士山が望める 

時期に再度チャレンジしようと話し合った。 

               （記 吉田） 

＜コースタイム＞ 

浜金谷駅10:25→車力道入口10:50→展望台（昼

食）12:00～12:35→石切り場跡→百尺観音13:30→
地獄覗き13:40→ロープウエー14:20⇒浜金谷駅

14:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者：L 久住、薄、吉田、武田、大井川、 

 後藤、宍戸、小國、松井、DASさん、成田、 

 久住(三)         合計12名 

 事前の天気予報が日々変わり実施出来るか直前

まで危惧していたが、結果として曇り時々晴れの

天気となり、大勢の参加を得て皆で楽しいハイキ

ングが実施出来た。今回は松井さんの仕事仲間の

若く明るいインド出身のDASさんにも参加頂い

 

山行報告 山行回数 No.5762 

 〇 2022.5.7（土） 曇り一時雨 

 房総 鋸山      

            ＝係 吉田＝ 

 

山行報告 山行回数 No.5763 

 〇 2022.5.15（日） 曇り時々晴れ 

 秩父 伊豆ヶ岳      

            ＝係 久住＝ 
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た。 

 先ずは、正丸駅前で準備体操としてラジオ体操

第一を試みたが、うろ覚えな所があり、皆、其々

自分のペースでストレッチを行った。次回はラジ

オ体操をスマホに録画して解説を聞きながら皆

揃って体操したいものである。 

 新緑を脳に焼き付け、藤、躑躅、石楠花、空

木、シャガ、桐、菫など多くの春の草花に出会い

ながら伊豆ヶ岳を目指した。（小國さん、解説有

難うございました！）最初の目指すポイントは大

蔵山分岐だ。そこから正丸峠に向かう登山道が始

まった。途中、沢があり新緑を包んだそよ風が疲

れた身体をリフレッシュさせてくれた。 

 正丸峠手前の奥村茶屋に上がる階段が長く急登

で息が上がった。茶屋下から見た緑に囲まれた先

の街まで遠景を一望出来て疲れが吹き飛んだ。 

 小休憩の後、愈々その先は伊豆ヶ岳だ。途中、

道は男坂・女坂に二度ほど分かれていたが、通行

止めの箇所があり、女坂、男坂を交互に通過し

た。この辺りの登山道は所どころ道がえぐられて

居て、又、急登がありロープに摑まっての登りで

体力を消耗した。 

 頂上の伊豆ヶ岳は既にお昼の弁当を広げる幾つ

かのグループが居り賑わっていた。我々もそこで

集合写真を撮ってランチタイムとした。登りで汗

ばんでいたが昼食を摂っていると吹く風が少し寒

いくらいに感じた。その為、昼食は短めに切り上

げた。 

 復路は、大蔵山手前まで往路と同じ道となった

が、大蔵山からは長岩峠コースを下った。 

途中、かめ岩、ふたご岩ポイントを通過して大蔵

山分岐に戻った。この間は、左程急な下りではな

く景色を楽しみながら下山出来た。そこから正丸

駅までは直ぐであったが、正丸駅に上がる最後の

階段が少しきつかった。 

 今回の予定コースタイムは標準コースタイムの

1.2倍を見ていたが、結果は、何と！標準コースタ

イムと略同じ時間で歩いてしまった。原因は、若

いDASさんと先頭で話ながら皆さんをハイペース

で先導してしまった為である。次回からは、疲れ

を溜めないように「標準コースタイムの 1.2倍」

を心掛けたい。 

               （記 久住） 

＜コースタイム＞ 

正丸駅8:50→9:20大蔵山分岐→10:10奥村茶屋横・

正丸峠→10:45小高山→11:30伊豆ヶ岳（昼食）

12:10→12:35大蔵山→12:55かめ岩→13:00ふたご岩

→13:35大蔵山分岐（馬頭尊）→ 14:00正丸駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者：L 後藤、薄、久住、白石、宍戸、 

  田村（め）、大桃（利）、小國、武田、 

    延里、大井川、大桃（君）  合計12名 

 今年から仲間に入れて頂き今回が三回目、目的

地は大月市の高川山です。 

参加者は12名、リーダーの注意事項など伺い、ス

トレッチのご指導で体をほぐして 2班に分かれ、

リーダー引率のもと初狩駅を出発。 

 この時季の緑は濃く、森の香りに思わず深呼

吸。 

 大樹の根、岩石、落ち葉のクッションなど踏み

しめながらの道中も前日の雨による地面の濡れも

なく、足場は良好でした。 

 数回の休憩を挟んで、励まされながら力を振り

 

山行報告 山行回数 No.5764 

 〇 2022.5.22（日） 晴れ 

 高川山      

            ＝係 後藤＝ 
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絞り、汗だくの登頂（標高９７６Ｍ）は 11時30

分でした。 

 そこですぐに記念写真を撮っていただき、昼食

に。 

 好天ながら、楽しみにしていた富士山の眺望は

叶わず少し心残りでした。 

 しかし、おいしいおやつなどいろいろいただ

き、お腹も満足、英気を養い、さあ下山。 

 急斜面では一層“慎重に”と言い聞かせ、時折

の木漏れ日や尾根に吹き上げる心地よい冷気、天

気の心配はなく、順調に歩を進めました。 

 道すがら植物観察、世間話しなど楽しい会話、

精一杯の歩きを皆様の温かさに支えられ無事に禾

生駅に到着することができました。 

 出不精かつシーラカンスかと言われるアナログ

人間が、多士済々な方々にお会い出来て少しは前

進させていただける気が。 

 皆様の温かいお心、感謝申し上げます。 

             （記 大桃（君）） 

＜コースタイム＞ 

初狩駅前9:30→10:30男坂・女坂分岐→10:46沢
コース・初狩方面分岐→ 11:20分岐→11:30高川山

（昼食）12:20→13:00小形山分岐→13:20中谷・小

形山分岐→13:50古宿→14:20禾生駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京近郊の低山日帰り山行を始めて以来、最も

お世話になったのは、檜原村の地域である。東京

都下の島嶼部を除き唯一の村であるし土地勘も多

少あるので、色々と檜原村について探ってみると

興味深いと思った。これまでの山行記録を参考に

しつつ、また檜原村に関する参考資料を幾つか渉

猟して探ってみたことを参考にして、何回かに分

けて気随のままに、少し慈愛を込めて描いてみた

い。 

 これまで檜原村が広いという実感はなかったの

だが、調べてみるとこれが予想外に広い。面積

105.41㎢、東西に13.85km、南北に10.00kmである

が、地図を見ると、東西に少し長いジャガイモの

ような形をしている。その広さと共に改めて人口

の少なさにも驚いた。広さで言えば、東京都区最

大の大田区60.66㎢より広く、市町では奥多摩町

225.53㎢、八王子市186.38㎢に次ぐ3番目である。

人口では島嶼の小笠原村の 2862人(令和4年4月1
日推計)より少なく、1947人(同)である。檜原村

は平坦地は少なく93%が林野で、周囲は急峻な山

嶺に囲まれ、80%が秩父多摩甲斐国立公園に含ま

れている。 

 村の南は山梨県上野原市、神奈川県相模原市緑

区、北は奥多摩町、東はあきる野市五日市、八王

子市、西は山梨県北都留郡小菅村(三頭山付近で

 

随想 

山に親しみ山に想う  (47) 

－檜原村は広い－ (1) 

             (記 岡本) 
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隣接)に囲繞されている。隣接する自治体名をみ

ると村は威圧されているように見えるが、小菅村

には同じ村として親しみを感じる。 

 村の最も西の外れに聳え三つの峰頭を持つ三頭

山(標高1531m)が村の最高地点である。ここを出

発して村の周辺を一周してみる。頂上から南東へ

発する笹尾根を進み次第に標高を下げていく。大

沢ノ頭、槇寄山、(西原峠、さいばら)、(笛吹

峠、うずしき)、丸山、(小ゆずり峠)、土俵岳、

(日原峠)の1000m級の山頂を経る。甲武トンネル

を越えて浅間峠を過ぎると、1000mを切る。ここ

まで笹尾根の峠五つを越えたことが注意を引く。

熊倉山、軍刀利神社元社、三国峠(三国山)を経て

生藤山(しょうとう)まで来ると山梨県境から神奈

川県境と接することになる。連行峰で三国峠道

(六方尾根)を左に見て東行する。醍醐丸を過ぎる

と、その東は八王子市に入るが、醍醐丸で北に折

れて吊尾根を降りる。市道山(いちみち)に到着す

ると、あきる野市五日市と接する。市道山から北

の臼杵山(うすき)山に登り返す。臼杵山に源を発

し北上する中山沢が秋川に注ぐところ(中山橋)が

村とあきる野市五日市との境界である。三頭山か

ら臼杵山までのルートは踏破したことがあるが、

臼杵山から中山橋間の沢沿いには、登山道がなく

未踏破である。 

 次いで、三頭山から時計回りに歩いてみる。奥

多摩町との境を東に進む。鞘口峠に降り、砥山に

登り返して風張峠に又降る。奥多摩周遊道路近く

の月夜見山から小河内峠、惣岳山を経て、奥多摩

三山の御前山(標高1405m)に至る。早春にはカタ

クリの花が観られる。鞘口山から大ダワ、鋸山な

ど1000m峰を幾つか越えて岩稜風の大岳山(標高

1266m)に着く。山頂の直下に鎮座する大岳神社は

嘗て村内唯一の郷社で賑わい、村は大岳神社の門

前町として開けたとまで言われていた。次いで先

にある芥場峠(あくば)の手前で南東に折れ、大滝

で南西に曲がると、富士見台のあるあきる野市五

日市との境をなす馬頭刈尾根に入る。尾根を降っ

て馬頭刈山から枝尾根の泉沢尾根を降る。泉沢集

落から秋川に到着する。その対岸に中山橋があ

る。 

 泉沢尾根の部分と芥場峠手前から富士見台まで

の間は未踏破である。臼杵山から中山橋間の部分

も含めて、村の外周境界線の中で未踏破部分は大

雑把に見て15kmほどである。残った未踏破ルート

約15kmも歩き切って、村をギュッと抱きしめたい

のだが、登山道のないところなので諦めざるを得

ないようで、残念至極である。 

 周囲を峻険な山陵で囲繞された村にとって、山

の地勢から流れ出る秋川は恵みの母である。川の

流域以外に全く平坦地はなく、河岸こそ住宅地で

あり、耕作地であるのだから。村には二つの秋川

がある。南秋川は三頭山に源を発し、北秋川は月

夜見山の麓から流れる。二本の秋川は東方向に羊

腸のごとく激しく蛇行して岩間を流れ下る。 

 南北の秋川の間にあって分水嶺を成すのが、浅

間尾根である。浅間尾根は 900m前後の緩やかな

起伏が続き、往時の長い間、村の幹線交通路の役

割を果たしてきた。尾根の南北への斜面は、急坂

を成して川筋に降っている。南秋川にとって、浅

間尾根は北側の分水嶺で南側のそれは笹尾根であ

る。他方、北秋川の北側分水嶺は、概ね陣場、湯

久保の両尾根が成しており、南側分水嶺は浅間尾

根である。 

 二つの秋川は本宿の村役場、橘橋付近で合流し

て一本になる。合流点の地域は村の中心地であ

る。合流した秋川は上元郷、泉沢を流れ、中山橋

であきる野市五日市側に出る。遂には多摩川に注

ぐ。 

 次回は檜原村の縄文時代について触れる。        

(了) 

参考資料 

「やさしい多摩市町村の歴史」 武蔵野郷土史刊

行会 昭和56年2月刊 

「郷土史檜原村」 檜原村文化財専門委員会 平

成8年3月刊 

「檜原村紀聞・その風土と人間」瓜生卓造著 東

書選書 昭和52年6月刊 

「多摩の山と水 (下)」高橋源一郎著 八潮書店 

昭和58年2月刊 

ウキペディア 檜原村 
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 2022年度 年間山行実績及び予定 表 更新日：2022/6/5  

      

4月 5月 

2日 弘法山(100周年記念山行） 田村 3日 高塚山～石老山 窪田 

2日 日の出町・通矢尾根 岡本 7日 千葉・鋸山 吉田 

9－10日 丹沢山 高倉 15日 秩父・伊豆ヶ岳 久住 

10日 多摩川沿線 田村 22日 高川山 後藤 

17日 御前山（100周年記念山行） 窪田       

21日 青梅丘陵 宍戸       

23日 関八州見晴台 高倉       

30日 奥多摩・サイグチ沢 岡本       

            

6月 7月 

9日 芦ヶ久保・丸山 宍戸 17－18日 根子岳・四阿山 山荘１泊 高倉 

12日 南高尾山稜 岡本 10日 大菩薩嶺 後藤 

18－19日 尾瀬沼 山荘 1泊 久住 28－30日 蓼科 車山八島湿原＆八ヶ岳 高見石 久住 

  （募集締切済み）     （募集締切済み）   

            

            

8月 9月 

1－4日 北アルプス・常念岳縦走   未定 奈良倉山・鶴寝山 後藤 

  （燕岳～大天井岳～蝶ヶ岳 山荘3泊） 高倉 11日 奥多摩・大岳山（100周年記念山行）   

未定 利尻富士 永澤 未定 三浦半島・浦賀～くりはま花の国 （薄） 

未定 奥日光・戦場ヶ原 後藤       

20-21日 奥秩父・金峰山 薄       

            

            

10月 11月 

6－8日 北アルプス・涸沢 山荘２泊 久住 8－9日 雲取山 山荘1泊 高倉 

未定 栃木・鳴虫山 後藤 未定 秩父・御岳山 後藤 

未定 茨城・宝篋山 （薄） 未定 奥多摩・高水三山 （薄） 

            

            

12月 1月 

未定 高畑山・蔵岳山 後藤 下旬 丹沢・シダンゴ山＋ロウバイ園 （薄） 

未定 
奥多摩・笹尾根（笛吹峠～槇寄

山） 
（薄）       

            

            

2月 3月 

未定 奥武蔵・大高取山＋越生梅林 （薄） 未定 秩父・四阿屋山＋福寿草園 （薄） 

            

            


