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東京アルコウ会々報 2022. 8. 5 発行 

三保の松原より富士山を望む 

◆ ８月集会 

  期日：8月28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 

◆ ８月委員会 

 期日：8月28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 

◆ ９月集会、委員会： 9月25日(日)開催予定 

＜8月、9月の山行計画＞ 

8月6日(土) 西沢渓谷 L 宍戸 

【集合】塩山駅 9:00am 

【コース】 

 西沢渓谷入口10:20→ネトリ大橋分岐10:40→三重

の滝11:20→母胎淵11:45 (昼食・休憩) 12:15→滝

見橋手前からう回路→大久保沢13:05→14：30西
沢渓谷入口 4時間30分 

8月20日(土)－21(日) 金峰山 L 薄 

【集合】8月20日(土) JR高尾駅8:02発甲府行き普通

列車に乗車 

【コース】 

（一日目） 

 塩山駅⇒(タクシー）⇒大弛峠→朝日岳→金峰山

→金峰小屋(泊） 3時間15分 

 (二日目） 

 金峰山小屋→金峰山→大日岩→富士見平小屋→

瑞牆小屋⇒(バス)⇒韮崎駅 3時間25分 

8月25日(木) 青木ヶ原／樹海 L 久住 

【集合】 バスタ新宿 7:00am 

【コース】 

河口湖駅9:10発⇒(バス)⇒9:44着西湖こうもり穴

→野鳥の水飲み場→富岳風穴→鳴沢氷結→氷穴バ

ス停⇒(周遊バス）⇒河口湖駅 

9月10 (土)、11日(日) お月見山行  

東雲山荘泊、100周年記念山行・大岳山 

 (8月委員会にて東雲山荘泊を中止とするか否かを

決める） 

9月18日(日)奈良倉山・鶴寝山  L 後藤 

【集合】JR中央本線上野原駅 8:30 
【コース】上野原⇒鶴峠バス停→奈良鶴山→松姫

峠バス停→鶴寝山→山沢入りのヌタ→栃の巨木→

小菅の湯 合計4時間45分 

未定 三浦／浦賀～くりはま花の国 L 久住 

(詳細、追而決定） 

 

 

 

 

 

 

１．参加者 L後藤、吉田、薄、田村(め)、成田、 

    武田、三浦(恵)、阪野、小國、宮澤、 

    大桃（利）、大桃（君）  計 12名        

 

会会  報報  

20222022年年88月号月号  

東京アルコウ会東京アルコウ会  

蓼科／車山山頂の車山神社（天空の御柱） 

 

山行報告 山行回数 No.5769 

 〇 2022.7.10 (日) 曇り 

 大菩薩嶺      

            ＝係 後藤＝ 
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2. 行程 

・7月10日(日)甲斐大和駅8:50集合。 

甲斐大和駅発8:55のバスに乗車。(本来は、9:20

発でしたが、9:00に発車するということで乗車

した。予定の時刻より20分早く発車した)。上日

川峠9:35着 

・上り803m、下り978m     標高2057m 

・移動距離 14.6Km  

               合計時間5:46(休憩タイム63分) 

準備体操後(上日川峠バス停)9:44スタート→福

ちゃん荘10:00着、10:27発→大菩薩嶺12:42着

【昼食・休憩】、13:37発→大菩薩峠14:00着→

介山荘14:14着→福ちゃん荘14:52着→上日川峠

バス停15:05着→甲斐大和駅15:45着、甲斐大和

16:04発→高尾駅17:14着。 

※上日川峠バス停からのバスの発車時刻は、最

終の15:40でしたが、団体客がキャンセルした

ということで、15:00に発車した後わずかで、

貸し切り状態で発車となり、16:04発の中央本

線に乗車もできました。バスは、行きも帰り

も大変ラッキーでした。 

3．交通費 

・JR新宿⇒甲斐大和駅 1980円×2＝3960円 

・甲斐大和駅⇒上日川峠バス停  

 1020円×2＝2040円    合計6000円 

※甲斐大和駅から上日川峠バス停までは、交通

系のカードは使えず現金だけの対応となり、

小銭の準備が必要です。 

4．報告 

 当日の一週間前より台風発生。天気は、毎日

何回も確認しますが、70%前後で延期した方がよ

いか前日まで悩みました。やっと当日の雨が1mm

前後と分かり決行しました(天気アプリもバラバ

ラの予報で、アバウトな予報か、正確な予報な

のか知ることも大切なことだと実感しました)。 

 登山道からは、急登もなく歩き易い登山道で

したが、やはり山頂近くになると大きな岩のあ

る急登で大変さもありましたが、振り向くと上

日川ダムや森林の見晴らしい景色を見て、登る

意欲、元気をもらい、登頂できました。 

 雷岩付近で昼食。周りを見ると鹿が二頭見つ

け、鹿もこちらを見ても逃げる気配はなく、野

生の鹿を見て登ってきた甲斐があったなと思い

ました。 

 昼食後大菩薩嶺迄10分なので全員で向かい記

念撮影。再び戻り行動開始。雷岩を登り上日川

峠に向かう稜線から上日川ダム方面の素晴らし

い景色、気持ちの良い風を受け、心を癒してく

れるご褒美をもらった気分でした。 

 さて、介山荘に向かう下りは、最後の難所

で、大きな岩がゴロゴロしていて慎重に一歩一

歩確認しながら下山。怪我もなく無事下山でき

てよかったと思いました。 

 全体的に大変な山ではないですが、稜線、

所々急登、岩もあり、見栄えのある景色は、素

晴らしい大菩薩嶺山行でした。また、休憩をと

ると話が弾んでいた方、仲間のリュックを持っ

て下さった方、帰りのバスの時間を気にかけて

下さった方、色々な所でご協力をしていただき

ありがとうございました。 （記 後藤） 
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三保の松原より富士山を望む 

 

 

 

 

 

参加者：L 高倉、永澤、三浦（良）、久住、 

     延里、白石、武田、松井、宮澤 合計 9名 

 ロッジの換気扇の音が、夢の中で雨音に思え

て、「今日はダメか～」。 

実際は、朝から青空の見える薄晴の好天だ。 

また宿のご主人に「菅平牧場口」まで送っても

らい、登山開始。 

まずは、根子岳を目指す。 

「花の百名山」と言われるだけあり、登山道の

両側には、可憐な野花が咲いている。 

三浦さんが「この花の名は何」と訊き、宮澤さ

んが丁寧に答えている。 

稜線の高度が上がるにつけ、展望が開けてく

る。遠くには北アルプスの「鹿島槍」か。 

8時半に根子岳山頂へ。 

久しぶりの2000ｍ級の山だ。笹やハイマツの登

山道が懐かしい。 

奥多摩の山域にある様な、「スギの植林」が無

いのが嬉しい。山全体が明るい。 

四阿山は、大隙間の向こうに一段と高くそびえ

ている。147ｍ差の高度でこんなにも山容が違う

のか。 

根子岳は、明るいが向こうの山頂は、霧の中

だ。 

（根子岳を過ぎ、大隙間の向こうに四阿山） 

この大隙間から稜線分岐への「胸突き八丁」の

登りは、キツイ。 

分岐尾根へたどり着き、ひと休みした後、荷物

の再分配を行い、四阿山山頂へ向かう。 

山頂は最初の祠ではなく、更に10ｍほど先だっ

た。 

すでに、10名ほどのハイカーが食事をしたりと

ゆっくり。我々も、「四阿山2354ｍ」の標識の

周りで写真を撮る。 

15分程で下山開始。あとは四阿山尾根を、中四

阿山沿いに進む。       （記 永澤） 

＜コースタイム＞ 

牧場登山口06:20→根子岳08:22→大隙間09:00→稜

線分岐11:00→四阿山11:30→中四阿山13:40→ 

下山口18:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者：L宍戸、久住、吉田、武田、薄、 

  田村（め）、小國、高倉、白石、成田、後藤   

                                    計11名 

行程： [往路] 

秩父鉄道「親鼻駅」10:15 集合 準備

体操（ラジオ体操第一） 

10:30出発→（仙元山コース）10:40 萬福

寺→11:30 お犬のくぼ→12:10 みはらし

園地→12:25蓑山山頂（昼食休憩55分） 

[帰路] 

13:20 蓑山インフォメーションセンター

側 発→14:00 美の山(和銅コース)→

14:18 和銅製錬所跡 →14:30 聖神社→

 

山行報告 山行回数 No.5770 

 〇 2022.7.18 (日) 晴れ 

 根子岳・四阿山（ロッジ前泊）      

            ＝係 高倉＝ 

 

山行報告 山行回数 No.5771 

 〇 2022.7.24 (日) 晴れ時々曇り 

 蓑山 （美の山）     

            ＝係 宍戸＝ 
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14:42和銅黒谷駅 

          <途中の小休憩は省略＞ 

歩行時間：合計3時間53分 

     （休憩時間1時間35分） 

距離：   5.5km 

累積:       登り 369m  下り 437ｍ 

交通費： 概算3,000円 

   （西武線を利用の場合 2,832円） 

報告： 

 真夏の低山ハイキングであるため、熱中症へ

の準備を参加者には事前に依頼しました。 

 駅舎脇で、準備体操としてラジオ体操第一を

行いました。 

 スタート時から１時間程度は、ゆっくりとし

た歩行を心がけました。 

 低山の樹林帯を歩いたので、頂上を除いては

直射日光は少なく、歩きやすかったと思いま

す。湿度が高く、歩きながら体を慣らしていく

といった調子でした。 

 山頂（といっても、ドライブでやって来れる

ような展望台があるところでしたが）に出て、

遠く武甲山を眺めながら風に吹かれてようやっ

と爽やかさを感じることができました。 

 帰路、和銅製錬所跡に寄って、大きな和銅銭

のモデルを見学しました。 

 暑さに対処する１日でしたが、参加者が持参

した「氷パイナップル」や「冷たいみかん」な

どを分けてもらい、人心地もつくことができま

した。感謝です。      （記 宍戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者】 L久住（謙）、薄、田村（め）、 

      久住（三） 合計4名 

【集 合】 7月28日（木）10:00am  

          高田馬場駅前ロータリー 

【交通手段】 久住の車 

【宿 泊】グリーンヒル八ヶ岳 

         （新宿区立区民健康村） 2泊 

【行 程】  

7月28日（木）蓼科／車山(1,925m)・八島ヶ原

湿原(1,640m) 
10:00高田馬場駅前発⇒14:00 蓼科/車山高原

リフト乗り場着⇒14:40車山山頂15:00発→

15:10 車山ゴンドラ乗り場発⇒15:30八島ヶ原

湿原 八島湿原散策 16:00八島ヶ原湿原発⇒  

17:00 グリーンヒル八ヶ岳着  

 

山行報告 山行回数 No.5772 

 〇 2022.7.28 (木)‐30(土) 概ね晴れ 

 蓼科／車山、八島ヶ原湿原、 

 北八ヶ岳／高見石、入笠山      

            ＝係 久住＝ 



5 

東京アルコウ会々報 2022. 8. 5 発行 

三保の松原より富士山を望む 

7月29日（金）北八ヶ岳／高見石(2,249m) 
8:30宿泊先発⇒蓼科/白駒池駐車場10:30着、

10:45発→11:00白駒山荘着（白駒池散策）→

11:45高見石小屋→12:15高見石→12:40高見石小

屋（昼食）13:30→13:50丸山山頂→15:00麦草峠

分岐→15:30白駒ノ奥庭→15:40白駒池駐車場

16:00⇒御射池(東山魁夷：「緑響く」の絵で有

名) ⇒17:30宿泊先 

7月30日（土）入笠山(1955m) 
8:30宿泊先出発⇒9:30入笠山山麓駅10:15⇒（ゴ

ンドラ）⇒10:30山頂駅→10:50「花畑」→11:30
入 笠 山 山 頂 →12:00マ ナ ス ル 山 荘（昼 食）

13:00→13:30山頂駅14:00⇒（ゴンドラ）⇒14:15
山麓駅⇒日帰り温泉「ユートロン水神の湯」 

⇒19:10高田馬場着 

【費用】高速代、ガソリン代、宿泊費、 

   ロープウェイ、ゴンドラ 他：約3万円／一人 

【報告】 

・今回のハイキングは3日間の予定であったので

メインを2日目の高見石として、1日目及び3日
目はゴンドラ利用等を含めて楽な計画とし

た。 

・初日の出発が遅れたので、車山肩より山頂ま

で往復を歩行する計画を変更し往復共にリフ

トを利用した。山頂からは八ヶ岳連峰、富士

山、中央アルプス、北アルプスの360°パノラマ

ビューが広がり爽快な気分を味わえた。 

・八島ヶ原湿原は時間が無く1時間程の散策に終

わったが、木道が整備されており7月～8月に

咲くコオニユリ、シシウッド、ヤマトラノオ

等の花が咲き乱れており次に機会があれば湿

原を1周することとしたい。 

・2日目の高見石ハイキングでは高見石小屋から

大きな岩が重なり合っていて高見石の頂上に

登るのが厳しかったが頂上からの眺望は車山

山頂からの眺望と同じく絶景であった。高見

石頂上から丸山経由で麦草峠分岐に下ったが

丸山頂上（2,330m）からの下りがとても急で

厳しかった。麦草峠分岐から「白駒池奥の

院」を通過したが、そこは低木と岩に囲まれ

た奥の院に相応しい景色であった。白駒池に

向かう木道の周りの苔に囲まれた神秘的な景

色に改めて感動した。 

・3日目は入笠山に向かった。ゴンドラを降りし

ばらく歩くと長い木道が続いた。山彦荘を過

ぎると「花畑」に到達。そこでは八島ヶ原湿

原同様に7～8月の花（ホタルブクロ、アザ
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ミ、ナデシコ、オダマキ、ナデシコ、ヤナギ

ラン他）が満開を迎えていた。入笠山山頂か

らの眺望はやはり素晴らしかったが炎天を避

ける場所が無く昼食は天文台の設置されてい

るマナスル山荘脇で摂った。 

・今回の3日間のハイキングでは八ヶ岳、南アル

プス、中央アルプス、北アルプスを眺望出来る山

頂に登ることが出来、思い出深い旅であった。   

              （記 久住謙） 

【同行者感想】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018年10月、武蔵五日市駅からバスに乗車し、

檜原村の本宿(もとじゅく)役場前で降りて檜原城

山に登った。更に千足から天狗、綾の両滝をみて

馬頭刈尾根方面を踏破したことがある。我々の年

配者にはどうも城塞愛好家が多いようである。何

か浪漫を感じるのであろう。同類の端くれよろし

く城跡をつぶさに観察するとともに城をめぐる歴

史を知ろうと城山に登った。 

 バス停近くの南秋川に架かる橘橋を渡った先に

吉祥寺があり、本堂の左手より登る。釈迦如来、

文殊菩薩など次々に現れる十三仏を拝し、50分程

で城跡(主郭跡)のある城山山頂に着いた。期待し

た石垣は見当たらず約30m四方の平坦地である。

大木の幹に手製の貧弱な山名版「檜原城山449m」

が掛かっており、反対側に城跡に関する説明板が

立っている。主郭南側に浅い堀切りがあり、その

先に小規模の曲輪(郭)がある。曲輪の周囲は急角

度で落ちており、戦闘に備えた山城躍如たるもの

を感知した。 

 先ずは主郭跡に立つ東京都指定史跡檜原城跡の

説明板(平成3年3月東京都教育委員会作成)の要旨

はこうである。「檜原城の築城、城主などについ

て不明の所が多いが、少なくとも戦国期の後北条

氏時代後半に戦略上の必要から築城された。天正

18年(1590年)豊臣・徳川両軍の関東侵攻の折に

は、後北条氏の支城として機能していたが、同年

7月12日両軍に攻められ落城、以後廃城となっ

た。城跡は、主郭を中心に南と北に伸びる小規模

な郭からなる。郭は細い土橋で接続され、南に伸

びた尾根には数本の竪堀が設けられていた。都内

に現存する中世城郭のうち戦国初期の構造をよく

残しており価値は高い。」 

 お硬い教育委員会の説明は、築城者や時期につ

いて不明の所が多いと言及を全く避けている。

「不明」としてしまっては、浪漫や面白みがな

い。不明なりに興味深く説明すべきであろう。例

えば「諸説あり」として、種々説明してはどうだ

ろうか。蛇足ながら触れると、中央での政争に敗

れた藤原氏と並ぶ名家橘氏の、末流の末流が流れ

てきて檜原に住みついた橘高安という説(信憑性

は極めて低い)だとか、吉祥寺の梵鐘の銘文に平

山末重とあること等から平山末重説があるとい

う。 

 参考資料として読んだ「檜原紀聞」(昭和52年
刊)の著者が城跡を訪れた際、著者が見た説明板

には、築城の経緯が説明されていたという。著

者が訪れたのは昭和52年以前なので都の説明板

は無かったはずである。説明文の主は、檜原村

（薄） 

車山と入笠山はそれぞれ１日で歩けるコースです

が、電車・バスを利用して行くと時間がかかりな

かなか行きにくいところです。今回やっと行くこ

とができ、楽しい時間を過ごすことができまし

た。これからも自動車を利用して、今まで行けな

かった所を計画していただけると（運転する人は

大変でしょうけど）ありがたいです。 

（田村 め） 

車山、高見石、入笠山からのパノラマの絶景はも

ちろんのこと途中車で走る八ヶ岳ヴィーナスライ

ン、特にメルヘン街道からの山並みの眺めも本当

に素晴らしく道中ずっと感動でした。久住リー

ダーの周辺の土地勘がおあり故の運転でなければ

この三日間の充実した行程は無理だったと思いま

す。企画から宿確保、車まで久住ツーリストに心

から感謝です。お疲れ様でした。 

（久住 三） 

・高見石の上り、丸山の下りは私の軟弱な大腿四

頭筋に堪えましたが、八ヶ岳、蓼科の2,000m級の

山々からの絶景は何にも代えがたく、「地球に生

まれて良かった！」と実感した山行でした。 

 

 随想 

 山に親しみ山に想う  (47) 

 －檜原村の檜原城跡－ (3) 

            （記 岡本） 



7 

東京アルコウ会々報 2022. 8. 5 発行 

三保の松原より富士山を望む 

の下元郷出身で郷土史家であり東京地検検事で

あった小泉某氏である。その要旨は次のとおり

である。 

「応永(1394～1428)の昔、足利第4代の管領持氏

が執事上杉氏と確執して天下の兵を動かした

時、武田氏が甲州塩山に居て大菩薩、檜原線か

ら関東に出没して鎌倉を威嚇するところから、

平山武者所季重の後裔平山三河守正泰を起用し

て此処に城を築かせた。爾後子孫はこれに居

り、後代小田原北条に随身して、甲州の境目の

守りに任じた……」 

 15世紀初頭に平山正泰が築城、整備し、西か

らの侵攻勢力に備えた。その後、北条早雲から3
代氏康の頃、小田原の後北条氏が勢力を伸ばし

てきたので16世紀半ば天文(1532～1555 )年間に

平山氏は後北条氏に従うことになり、檜原城は

八王子城の支城として働く。天正(1573～1590)年
間に平山氏重が檜原城主となり、郷士と共に小

河内、西原方面に出陣して甲州からの勢力、賊

徒を排除し成果を上げていった。豊臣の時代と

なり、関東にその勢力が伸びてくる。前田利

家、上杉景勝の豊臣軍により、北条氏照の守る

八王子城が天正18年(1590)6月23日に落城し、次

いで同年7月12日多勢に無勢で平山氏重も敗れ檜

原城は落城した。小田原城落城と同じ日であ

る。以上が概略である。 

 ところで、落城については信頼できる資料が

なく、このことから落城について二つの説があ

る。一つは、檜原城主の平山氏重は6月23日の八

王子城落城の悲報を聞き、一人責めを負って自

刃し、家臣や住民を戦渦から守ったというもの

である。他の一つは、6月22日八王子城の城代家

老の横地監物が檜原城に落ち延びてきて、氏重

と力を合わせて豊臣軍と一戦を交えたが敗れ、

平山氏重は千足で討ち死にし、横地は落ち延び

て小河内近くで自害したというものである。千

足に氏重を祀った御霊檜原神社がある。 

 氏重の跡継ぎである平山氏久については、八

王子城を脱してきた横地監物と共に後図を策し

て浅間尾根を西に逃げた。だが、横地は小河内

で自刃し、茗荷平で横地と別れた氏久は名を変

え、その後も檜原に隠れ住んでいたとも言わて

いる。 

 紹介できなかったが、檜原城落城に絡んだ伝

説や物語の類は幾つもある。浪漫、浪～漫。 

 次回は本宿について触れる。              

       (了) 

参考資料 

「郷土史檜原村」 檜原村文化財専門委員会編

集 (平成8年3月刊) 

「檜原紀聞 その風土と人間」 瓜生卓造著 

東京書籍 (昭和52年6月刊) 

「やさしい多摩市町村の歴史」 武蔵野郷土史

刊行会 有峰書店新社 (昭和56年2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) 

東京アルコウ会会報2018年11月号(5655回)「奥

多摩・檜原城址から馬頭刈尾根」 


