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東京アルコウ会々報 2022. 12. 5 発行 

三保の松原より富士山を望む 

◆ １２月集会 

 期日：12月25日(日) PM2:30 ～5:00 

 於： 神楽坂／赤城生涯学習館 

 議題：会務、山行計画、山行報告、その他  

◆ １２月委員会 

 期日：12月25日(日) PM1:00～2:15 

 於： 同上 

 議題：会務、100周年関連、山行計画、 

   山行報告、その他 

◆ １月集会、委員会：1月29日(日) 開催予定 

<12月以降の山行計画＞ 

（⇒はバス他乗り物、→は徒歩） 

12月4日(日) 奥多摩・浅間嶺ハイキング L 薄 

【集合】武蔵五日市駅バス1番乗り場 

    9:00発数馬行き 

【行程】武蔵五日市駅⇒上川乗→浅間嶺→時坂峠   

   →払沢の滝→払沢の滝入口⇒武蔵五日市駅 

【コースタイム】3時間40分 

12月11日(日) 倉岳山 L 後藤 

【集合】中央線「鳥沢」駅前 8時50分 

【行程】鳥沢駅→小篠倉貯水池→穴路峠との分岐

→穴路峠→倉岳山山頂→立野峠→登山口→梁川駅 

【コースタイム】4時間40分 

12月18日(日) 石割山 L 宍戸 

【集合】バスタ新宿7時20分 

【行程】平野バス停→石割山登山口→石割神社→

石割山→東海自然歩道分岐→平尾山→ 

石割山登山口→平野バス停 

【歩行時間】5時間42分 (コースタイムの1.5倍） 

12月30日(金) 鎌北湖（ユガテ経由) L 宍戸 

【集合】東吾野駅改札出口 9時10分 

【行程】東吾野駅→福徳寺登山口→ユガテ 

 →鎌北湖→北向地蔵→五常の滝→武蔵横手駅 

【歩行時間】6時間48分（コースタイムの1.3倍） 

12月31日(土)～1月1日(日)  丹沢・塔ノ岳 L 薄 

【集合】小田急線・渋沢駅北口バス停（大倉行） 

【行程】                        9時10分 

 1日目 渋沢駅⇒大倉→堀山の家→金冷シ 

     →塔ノ岳（1490m）尊仏山荘泊 

 2日目 塔ノ岳→新大日→三ノ塔→富士見山荘  

     →ヤビツ峠→蓑毛⇒秦野駅 

【コースタイム】 

 1日目 3時間30分（標高差1200m） 

 2日目 4時間15分（標高差1058m) 

1月7日(土)  箱根七福神巡り L 久住 

【集合】箱根湯本駅前 

 箱根登山バス、4番・元箱根行きバス停前9:00 

【行程】箱根湯本発9:10バス⇒①大黒天｛守源

寺｝→②恵比寿神｛箱根神社｝→③布袋尊｛興福

院｝→④寿老人｛本還寺｝→⑤毘沙門天｛駒形神

社｝→⑥弁財天｛阿字ヶ池弁天｝→⑦福禄寿{山

王神社}⇒箱根湯本駅  【歩行距離】：約8km 

1月28日(土) 南房総・富山 L 宍戸 

2月5(日) ジダンゴ山～ロウバイ園 L 薄 

 

会会  報報  
20222022年年1212月号月号  

東京アルコウ会東京アルコウ会  

奥武蔵・鶴寝山～小菅の湯の間のトチノキの巨樹 



2 
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三保の松原より富士山を望む 

 

 

 

 

 

 

 

L 廣瀬、SL 薄 

参加者：窪田、田村(正）、三浦(良)、小國、 

 久住、延里、白石、武田、成田、田村(め)、 

 宍戸、谷口(喜)、大井川、三浦(理)、 

 山口(完)                          計17名  

19名のエントリーであったが2名の不参加が出て

17名が御岳平に集合しストレッチの後、お願い

した薄SLを紹介、予め準備した隊列順を説明し

てスタート。  

 ルート事前調査時に確認したゆったり歩行で

隊列歩行していると道を譲った男女三人パー

ティーの男性から、今日はどこまでと尋ねられ

たので大岳山往復ですと答えると、何か言いた

げな表情であったが軽く頷いて先を急いで行っ

た。 

 長尾平で衣服調整、給水の小休止した後も歩

行ペースを変えることなく前後の参加者が会話

をしながら助けあい芥場峠の登りにさしかか

る、給水・栄養補給して小休止、これからの登

りは道幅も狭くなり泥かるみも心配したが、数

日間の好天気で泥かるみは無くなり、道ゆずり

の際も危なげなく身体を確保でき、度々の歩行

停止でも大きな隊列の乱れが生じることなく大

岳神社下の広場に到着する。 

 小休止でトイレ、給水、栄養補給しストック

をザックに固定して頂上への岩場に、大岳神社

に参拝、歩行ペースも変えずに小刻みなルート

を選びながら全員そろって頂上に登り終えた。 

 頂上は昼食をとる登山者が多く見られたが、

富士山を眺めて慌ただしく昼食、頂上に少しか

かった雲もときおり流れて全体像をながめるこ

とができ、遠近のやまなみが濃淡をつけて眺望

でき満足する。 

 多くのデザートを頂戴しおなかも満腹、短い

時間のお昼を切り上げ、記念撮影。帰路の身支

度をして頂上をあとにする。 

 下りは登りよりも多少苦戦するも大岳神社下

で小休止、歩幅の変化が少ないルートを選びな

がら前後で声を出し合いサポートして、ロック

ガーデンルートは省略、懇親予定地の長尾平

へ、一度の給水休憩で無事たどり着いた。  

 急いでお湯を沸かして持参したやかんにお湯

を移してお好みの温かい飲み物をつくり、各自

のお菓子や自作のごちそうを振る舞ってもらい

三台のテーブルに分かれて懇談、最後に記念旗

を手にしていない参加者に代表から手渡され懇

談を切り上げる。 

 二台のマウンテンバイクが慌ただしく売店前

に停車、衣服を救助ように着替えて現場とやり

とりした後、要請関係者が肉離れで動けないと

話すのが聞こえたあと救助に向かった。遅れて

先週も御嶽駅前で見た小型の山岳救助隊車も長

尾平入口近くに待機、救助作業の大変さを目の

あたりにした。 

 希望者のみ御岳神社に参拝、全ての記念山行

が終了できたことを報告、御岳平で解散した。 

＜コースタイム＞ 

 御岳平9:00→長尾平9:30→大岳神社下11:30→

大岳山頂12:15→長尾平14:10→御岳平15:50 

                (記 廣瀬） 

 

 山行報告 山行回数 No.5786  

 〇 2022.10.22（土）晴れ 

  100周年記念山行・大岳山 

                 ＝ 係 廣瀬 ＝ 
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三保の松原より富士山を望む 

 

 

 

 

 

 

 

参加者: L 後藤、窪田、薄、宮澤、白石、 

 小國、三浦(理)、田村(め)、延里、久住、 

 大桃(利)、大桃(君)、成田、  計 13名  

行程 

【往路】中央本線上野原駅 8時50分 

 上野原駅(09:12発・バス)⇒松姫峠着(10:59着) 

 松姫峠(11:25発)→鶴寝山山頂(11:38着・12:18  

 発)→大マテイ山山頂(13:06着・13:28発)→ 

 小菅の湯(15:42着) 

【復路】 

 小菅の湯(15:48発)⇒上野原駅(17:10着) 

 上野原駅(17:25発)⇒高尾駅(17:42着・17:52発)  

 ⇒新宿駅(18:34着) 

【交通費】JR新宿駅⇒上野原駅(990円)   

     上野原駅⇒松姫峠(1460円) 

【活動データ】 

 ・歩行時間   4時間20分              

 ・距離     8.7km 

 ・累積     登り379m/下り889m  

 ・鶴寝山(1368m)、大マテイ山(1409m) 

 ・平均ペース  90-110% 

【報告】 

9月に計画をしましたが、台風のため残念なが

ら延期。そして、今回11/3(木)に再度計画し実施

となりました。 

今回は、晴天に恵まれ小春日和の中山行がで

きました。 

上野原駅から1時間４０分の乗車は、座りっぱ

なしで退屈で大変かなと思いましたが、走るバ

スから山々から見える景色、紅葉等々の変化が

次から次へとあり、飽きることなく乗車するこ

とができました。 

到着した松姫峠では、座りっぱなしでしたの

で、体操リーダーの武田さんを中心に体を動か

してから行動開始。 

鶴寝山までは、歩いているとあっという間に

15分で到着。エネルギーはあまり消費していな

い状態でしたが、昼食。それも先の見通しを考

えて２０分と短めの設定となりました。 

今回の目玉は、何といっても栃の巨木。大マ

テイ山から下り始め、小菅の湯まで長い下りで

した。見つけた推定600年と言われるトチノキ

は、やはり大迫力そして存在感を十分感じさせ

てくれました。巨木をみんなで見上げたり、

触ったり、幹の中を覗いたり、写真を撮ったり

と出会えたことをそれぞれ心に刻みました。 

さて、トチノキを過ぎてからの道程は、山際

で反対側は谷となっていて、ハラハラドキドキ

するスリルのある道。トチノキは大迫力があり

ましたが、この登山道もかなり迫力がありまし

た。 

最後は、15時48分のバスに乗れるかどうか心

配でしたが、ギリギリで間に合うことができま

した。 

反省としては、間に合うように急いだので、

体への負担、事故などの恐れがあったこと、最

後部にいましたサブリーターの薄さんから私の

携帯に連絡しましたが、私は圏外で使えないと

判断して機内モードに設定し連絡が取れない状

態で、連絡が取れるよう設定しておくべきだっ

たと思いました。 

              （記 後藤） 

 

 

 山行報告 山行回数 No.5787 

 〇 2022.11.3（日）晴れ 

  奥武蔵・鶴寝山、大マテイ山 

                 ＝ 係 後藤 ＝ 
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参加者：高倉 

【行程】作場平(07:54)→一休十文字（一休坂）

(08:39)→笠取小屋(9:39着、10:13発)→水干→笠

取山(11:29着、11:59発)→笠取小屋(12:24着、

12:55発)→ヤブ沢峠(13:06)→作場平(14:08)  

合計時間：6時間14分（うち休息等1時間35分）、

距離9.9Km 

【報告】 

 ＮＨＫのＢＳ放送を見て予て気になっていた

笠取山へ行ってきました。 

 前日金曜日夜遅くJR大月駅近くの東横インに投

宿<＊1>。11月12日（土）JR中央本線大月発塩山

行きの始発に乗り、6時半塩山駅からタクシー乗

車<＊2>。7時半過ぎ作場平到着、登山口駐車場

は数十台の車で満杯、多くのハイカーで賑わっ

ています。8時前登山口スタート。 

 当日は水量豊かな沢の流れを聴きながら爽快

な気分でブナ・ミズナラ・カエデなどの落ち葉

を踏みしめ山歩き。笠取小屋<＊3>への途中、富

士山と大菩薩を南に望みます。 

 笠取小屋から少し行くと、「小さな分水嶺」

と呼ばれる、多摩川・富士川・荒川の分水嶺が

ありました。目の前に笠取山が聳えますが、直

登せず山頂直下（南側）の多摩川の源泉・水干

（みずひ）へ回り、そこから東側へ回り込むよ

うに山頂へ進みます。ここがこの日一番の急登

でした。 

 笠取山山頂からは西へ15分ほど痩せ尾根を

アップダウンしたところに広く平らな最も展望

がよい場所があり、遠く南アルプスの山々まで

望めます。下山は急こう配を滑り落ちないよう

注意しながら笠取山西に下り、笠取小屋まで

戻ってヤブ沢峠へ向かいます。約1時間沢沿いを

歩いたのですが、途中道を間違えていないか、

少々びくつきながら下りました。 

 私は今年10月ガイドさんと甲武信ヶ岳・国

師ヶ岳・北奥千丈岳・金峰山を縦走しました

が、この笠取山山行では多摩川の源流に触れ、

秋深まる奥秩父を堪能しました。これから体力

をつけ、さらに奥秩父を知りたいと思います。 

<＊1 > 東横INN富士山大月駅。今年3月開業して

間もなく、とても綺麗、広いロビー横に無料

ロッカー多数あり。 

<＊2 > 塩山駅－作場平登山口の行き帰りのタク

シーを予約（栄和交通）。片道1時間、約1万

円。 

<＊3 > 土曜日のみ営業、食事提供なし。笠取山

のきれいな水で淹れたコーヒーが人気とか。

（200円でした） 

                               （記 高倉） 

分水嶺と高取山 

一ノ瀬川を何回も渡ります。 

南に富士山と大菩薩嶺    水干
み ず ひ

。上に「水神社」 

 

 

 山行報告 山行回数 No.5788 

 〇 2022.11.12（土）晴れ 

  笠取山 (1953m) 

                 ＝ 係 高倉 ＝ 
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三保の松原より富士山を望む 

 

 

 

 

 

参加者：L久住、小國、薄、成田、宮澤、大井川、  

   白石、阪野、吉田、田村（め）、武田、後藤  

                                   合計12名 

 

【集合】午前9時15分 JR青梅線・軍畑駅前 

【アクセス】「新宿」7:44発JR特別快速ホリデー  

    快速おくたま3号・奥多摩行（後方6両） 

  ⇒8:44「青梅」8:56（前4両は武蔵五日市行） 

    ⇒9:10軍畑着  

【行程】軍畑駅前9:30→高源寺→11:50高水山759m 

        (昼食30分)→13:00岩茸石山793m→13:50

惣岳山756m→分岐→15:40沢井駅 

（昼食、休憩を含めて6時間10分） 

【交通費】〔往〕新宿 940円 軍畑     

     〔復〕沢井 940円 新宿 

【報告】 

 5万分1登山地図、2万5千１地形図、及び各ポイ

ントの拡大地図とその解説文を参考資料として参

加者の皆さんに配布し、それらを元に地図、コン

パスの実地体験を行った。 

 地図上の磁北線に合わせ南北をコンパスで合わ

せ方法、2万5千１の場合等高線1本の等高線の標高

が10mとなることを再確認した。現在歩いている地

点を地図上で確認しながら山行を続けた。 

 高校生の遠足のグループ、ボーイスカウトの団

体の後続となったこと、及び地図読みをしながら

の山行とした為、当初の高水山までがコースタイ

ムより1時間遅れてしまった。更なる遅れを避ける

ため、その後の実地地図確認は省略して各自後日

参考資料で確認して頂くこととした。 

 今回のコースは想定していた以上にアップダウ

ンが続いていたが、天候に恵まれ紅葉も始まって

おり参加者の皆さんと楽しいハイキングを満喫出

来た。 

                 (記 久住) 

 

 

 

 

 

 

 

 奥多摩、特に檜原村の山々は、低山歩きを嗜

好する私レベルの好むところであるが、本格的

な登山志向の者にとっては、視界にも入らない

丘陵に過ぎないかもしれない。故に、檜原村の

山々が岳人の紀行文や随想でとりあげられるこ

とは、稀有である。しかし、田部重治(注)は別

格で村を幾度も訪れており、文章にも書いてい

る。 

 檜原村をまとまって取り上げた岳人は田部重

治くらいと言われている。東京空襲が始まって

いた昭和20年4月、東京を離れて信州へ疎開する

一月前、「檜原村」と題する小文を書いてい

る。その中で、村人の生活や村に関心を持つ

に至った経緯を紹介した末に、「想いやれ

ば、私の登山生活とこの村とのもっている

因縁は一通りならず深い。…願わくは檜原村

 

 山行報告 山行回数 No.5789 

 〇 2022.11.13（日）晴れ 

  奥多摩・高水三山 

                 ＝ 係 久住 ＝ 

 

 随想 

 山に親しみ山に想う  (47) 

 －檜原村「数馬の一夜」(田部重治)－    

 (7) 

            （記 岡本） 
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三保の松原より富士山を望む 

よ平和であれかし、いつ又訪ずれられるか分か

らない。秋川の流れのこんこんとして尽きない

ように、お身たちの和やかな、親切な、素朴な

源泉の尽きることのないようにあれかし。…お

土産で重くなったルックを背負いながら、五日

市町まで歩こうと決意して、このなつかしい村

をあとにふりかえりふりかえり秋川に沿う坦々

たる大道を辿った。」と故郷を後にする哀惜に

も似た情感描写で締め括っている。 

 田部の随想「数馬の一夜」は、山岳文学史上

の代表的な作品であるとの定評を得ている。

「数馬の一夜」は、大正9年(1920年)4月36才の

時に、本宿(もとじゅく)一泊、御前山登頂、数

馬一泊の二泊三日の山旅(道連れ無し)を行い、

同年の夏に書いたものである。 

 「数馬の一夜」の内容に入る前に、同じ「山

と渓谷」本に掲載されている「山に入る心」(大

正12年秋)において、道連れのいない山旅につい

て考察しているので触れておきたい。多くを原

文に語らせる。 

 「自然の穏やかさと自然の包容的な普遍性と

が、私の心に何物かを創造させるやうな余裕を

与へてくれる旅…何等の奇をもつてゐない谷間

の旅、穏やかな春の山里の旅、落日を追ひつつ

も宿までほど遠からぬ急がない旅…都会の喧騒

をのがれ、背負ひ切れぬ心の重荷からのがれ

て…自分といふものをひしとつかむことが出来

るやうに思える旅…それは慈母の如くに、悩め

る胸をなで、痛める頭をさするやうに煩へる心

を和やかにし、心をのびのびとさせてくれる」

と記し、そして、「私は今迄の内に、かうした

経験を多摩川の支流秋川の上流を溯つた時最も

よく味はった。」と檜原村の秋川の山旅に触れ

ている。 

 「数馬の一夜」の冒頭は「私は今、多摩川の

支流南秋川の上流にある数馬村のひなびた宿屋

(注、山崎屋)の座敷に火鉢を擁して秋川の潺湲

(せんかん)たる音を耳にしながら坐ってゐると

ころである。」で始まる。数馬村の宿に投宿す

る前日は「早朝東京を出て八王子から平原を歩

き、五日市を経て、南北秋川の合流点にある本

宿の宿屋(注、橋本旅館)に平和な一夜を送っ

た」。明けて翌日は北秋川の渓流に沿うて歩

き、上流の御前山に登攀してから更に南秋川の

渓谷を分けて午後3時過ぎに数馬の宿に着いた。

この時の数馬の宿、山崎屋への止宿は、明治44

年(1911年)5月27才の時、木暮理太郎他と三頭山

を登山した際に次ぐ2回目だと思われる。 

 道中では、朗らかな鳥の囀りを聴き、躑躅(つ

つじ)、木瓜(ぼけ)の花や白樺の若々しい芽生え

を心ゆく程眺め、また秋川の清澄な水の色を見

て俗塵に濁らされていた頭が澄みいくがごとき

心持ちになっている。数馬の宿の辺りは、南秋

川の流れも幅2間に細まった最上流で、峠を越え

ると甲州領である。夏も蚊帳を吊らない程の環

境である。 

 田部は山旅というものを「10年ほど前から年に

1、2度欠かしたことがない。しかし唯ひとり、こ

んなにもしんみりした、のどかな旅をしたことは

あまりない。…今迄私が味はふことの出来なかっ

たものを与へてくれた。」と述懐し、また10年前

の木暮理太郎との数馬、三頭山の山旅を回想し

て、秋川の渓谷の半分以上もの道を夜に歩いたこ

とや、浅間尾根の時坂で時鳥(ほととぎす)の哀音

を聴いたことを思い出している。この10年間に北

秋川では3尺幅の小径が馬力が通れるほどに拡幅

され、あちらこちらの林が切り去られ製材所の響

きが聞かれるようになってしまったことを残念に

思いながらも、他方で、南秋川の渓谷の奥では昔

ながらの様子が残っていることを喜びつつ、「あ

たりの静けさ、谷川の響きが心の奥底で真の自分

と融け合ってゐるかのやうな気がする」という情

感に浸っている。 

 火鉢を擁して座っている田部は、火鉢の灰の表

に火箸でどんな文字を書きつけながら、心の深奥

に沈潜していったのではなかろうか。人間、純

粋、自己、軟弱、強靭、解放、自由などの字句の

どの字に拘っていたのだろう。 

 「私は鎮めることの出来ない気持ちを抱いた

ままこの渓谷にはひつて来た。…私のいま感じ

てゐることは、如何にして自分を真に自分のも

のとして、そのうちに統一的な人間をこしらへ

るといふことである。…私はややもすれば外部

の為めに、気を配り易い性格をもつてゐる。…

私は孤立した強さに生きなければならない。一

切の判断を純粋な自分から誘導して来なければ

ならない。余儀なく強ひられたる考えによって

行為することまでも慈悲的な行動と思ふ軟弱を

捨てなければならない。私にとつて一切の問題

の解決は、只今のところ、たださうした気持に
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強く生きることに存在する。」と認めて自分を

奮い立たせている。私は学生時代の恩師が屢々

「千万人と雖も吾往かん」と口にしていたこと

を思い出した。 

 田部は拘りついたもの全てから解放されて、

その夜安らかな「数馬の一夜」の眠りに就いた

であろう。翌日は三頭山の大滝を眺めてから5里

の山道を上野原まで歩いて帰途に着いた。 

 「白雲にいのちありてか一片は 流れの上に

あかず漂ふ 田部重治」この句は武蔵小金井の

古書店で購入した「山と溪谷」(萬葉出版社)本

の表紙と著者の「はしがき」の間の頁に万年筆

で書かれていたものである。前の読者のいたず

ら書きには思えず真筆の可能性が高いと観えた

ので、神保町の山岳図書専門店に赴き店主に尋

ねたところ、「良い値で買い取るよ」と言う。

また、その店の田部重治の古書にある、田部の

字(印刷)と照合しても酷似しているので真筆間

違いないと確信した。犬棒の幸運である。大切

に所蔵する。                          

        (了) 

(注)田部重治(たなべじゅうじ)    

明治17年(1884)生まれ、昭和47年(1972)没。

東京帝大英文科卒、東洋大、法政大などで教

鞭。「日本アルプスと奥秩父に大きな足跡を

残した先駆者」とか「人生観照の登山姿勢」

と評価されている。山に関する著作「日本ア

ルプスと秩父巡礼」「山と渓谷」「わが山旅

五十年」他多数。                                        

参考資料 

 「山と渓谷」田部重治著 萬葉出版社  

   昭和23年11月刊 

 「山と渓谷 田部重治選集」近藤信行編  

   山と渓谷社 2011年12月刊 

 「山と随想」田部重治著 

  新潮社 昭和14年7月刊 

 「忘れえぬ山旅」田部重治著  

   三笠書房昭和43年12月刊 

 「山の絵本」尾崎喜八著  

   岩波文庫 岩波書店 1993年5月刊 

 「大島亮吉 全集1紀行」安川茂雄他編集  

   あかね書房 1969年12月刊 

以下の写真は、①山と渓谷の本に田部重治の写

真、②田部重治の真筆 

11/3ハイキングにて栃の巨木に圧倒されまし

た。以下ご参考まで。（Botanica media記事よ

り）       

コラム 

 国内の巨樹・巨木ランキング 

            （記 久住） 

  所在地 幹周り 高さ 

1位 蒲生の大楠 鹿児島 2500cm 25m 

2位 薫蓋樟（楠木）  大阪 1340cm 27m 

3位 大将軍神社の 

スダジイ 

滋賀 約

500cm 

14ｍ 

4位 地蔵ケヤキ 茨城 980cm 18m 

5位 与野の大カヤ 埼玉 728㎝ 21.5ｍ 


