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三保の松原より富士山を望む 

◆ ８月集会、委員会 

 期日：8月29日(日) 

 Zoom会議に変更 

 委員会：13:00～14:30 

 集会：  15:00～16:30 
◆ ９月集会、委員会 

 期日：9月26日(日) 

 委員会：13:00～14:30 

 集会：  14:30～16:30 

 於： 赤城生涯学習館／教養室 A （予定） 

＜山行計画＞ 

1. 9月4日(土)－5日(日)尾瀬ハイキング L 久住 

 山小屋に宿泊する為、人数制限をし実施（参加者

確定済み） 

 ＜一日目＞鳩待峠→山の鼻→尾瀬ケ原→ヨッピ吊り

橋→竜宮小屋→見晴／燧小屋（泊） 

＜二日目＞見晴→沼尻→尾瀬沼→浅湖湿原→尾瀬沼

山荘（昼食）→三平峠→一ノ瀬休憩所⇒大清水 

2.   9月19日(日)100周年高尾山集中親睦山行  L 窪田 

 京王線高尾山口改札口 9:00集合（コース4 の蛇

滝コースは同時刻にJR高尾駅改札口に集合） 

 4コースに分かれ山頂にて集合、山頂付近にて創

立100周年を祝う。 

3. 9月23日(木､祝)箱根/千条
ち す じ

の滝と飛龍の滝巡り   

L 久住 

 集合：「箱根湯本」駅箱根登山鉄道8:25発強羅行 

   に乗車(「小涌谷」駅下車8:57） 

 コース：「小涌谷」駅 9:10→千条の滝→鷹ノ巣

  山834m→飛龍の滝→「畑宿」バス停（各時

  間18分/48分発）⇒約20分⇒「箱根湯本」駅 

 コースタイム：約3時間 

蓼科 北横岳ヒュッテ 八ヶ岳 / 唐沢鉱泉 
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 山行報告 山行回数 No.5725 

 〇 2021.7.17（土） 快晴・真夏日 

 小仏から相模湖へ   ＝係 久住＝ 

 

 

 

 

 

 

参加者：L 久住、小國、成田、阪野、吉田（5名） 

 緊急事態宣言発令中のため登山客は少ないと思っ

ていましたが、臨時バスも増発され、いつもの朝と

変わらない高尾駅前バス停の風景でした。 

 今回は全員がワクチン接種終了者で、新入会員の

阪野さんを含め5名の参加です。 

 小仏行きのバスにて途中駒木野で下車し、小仏関

跡、駒木野宿跡を見学後炎天下で照り返しの激しい

旧甲州街道を汗拭きながらダラ

ダラ進みます。 

 前方にそびえる巨大な圏央道

と中央高速のジャンクションを

くぐり、進行方向左側に小仏川

を利用した浅川国際マス釣り場

が広がっています。その場を見

上げると青空と白い雲と木々の

濃い緑のコントラストが眩し

く、久々の開放感に暑さも忘

れ、改めて山歩きの楽しさを実

感しました。 
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 小仏バス停からいよいよ登りに入ります。しばら

くすると左側に降りられるせせらぎがあり、汗でべ

たついた顔と手を洗います。さっぱりして木漏れ日

の山道を登っていきます。成田さんが途中の無人野

菜販売所で買った新鮮なキュウリをいただき、沢の

水で洗い丸かじり。うまい！ 

 昼前に小仏峠到着。陣馬山、景信山方面から来る

人、小仏城山や高尾山に向かう人の合流地点で前回

と変わらない数のハイカーに出会いました。 

少し登った茶屋跡で眼下に相模湖を見ながら昼食。

楽しみにしていた富士山はもやっていて眺めること

はできませんでした。 

 その後林道を快適に下って行けましたが、逆は大

変だろうなと思いました。 

美女谷橋辺りの中央道拡張工事のそばを頻繁に通る

ダンプカーに注意しながら甲州街道に出て右折しし

ばらく歩いて小原宿本陣へ。江戸時代の参勤交代で

信州の大名が泊まった清水家の建物で築３００年だ

そうです。 

 当時の家具、農機具がよく保存され、大名が泊

まった上段の間やお籠も見学でき広々と涼しい室内

で、大名になった気分を味わうことができました。 

 本陣前の東海道自然歩道を下って弁天橋、相模湖

経由で駅に向かうところ道に迷い再度甲州街道に出

てしまいましたが、全員日射病にもならず元気で駅

まで歩いて行くことができました。 

 今回はハイキング、山歩き、名所旧跡巡りとバラ

エティーに富み、無理のない企画で体力に自信のな

い会員にもお勧めの内容と思いました。（記 吉田）         

＜コースタイム＞ 

京王バス「小仏」行き9:12→駒木野バス停9:20→小仏

関跡、駒木野宿跡→いのはな列車銃撃戦慰霊碑9:35→
圏央道橋下9:37→蛇滝水行道場入口9:40→小仏バス停

10:30→水 場10:56→小 仏 峠11:50→茶 屋 跡12:00昼 食

12:30→鉄塔13:18→西小仏口13:35→美女谷橋→甲州街

道14:05→小原宿本陣14:30-15:00→弁天橋方面遊歩道

（道に迷い甲州街道へ戻る）→千木良バス停→底沢

→相模湖駅16:30 

参加者 吉田（L）、窪田、永澤、小國、久住、 

後藤、成田、武田（合計８名） 

 東京オリンピックの開会式が行われた翌日の24日に

筑波山ハイキングに参加した。 

折しも、こちらも盛夏の最中。 

 この関東地方の北東部に位置する筑波山、標高

1000ｍにも満たないが、深田久弥の「日本百名山」

の一つでもある。古代から「信仰の山」として、住

民から崇められている。 

（独立峰で、双頭の高い方が女体山なのも頷ける） 

 私も若いころに単独登山した。取手駅から関東鉄

道やバスを乗り継いだことや、登山口の商店街で

「ガマの油」売りの口上を聞いた記憶がある。 

今回は、筑波山神社の横から、「御幸ヶ原コース」

を登る。樹林帯が強い太陽光線を遮り、それほど辛

くはない。90分程のコースだが、適当な休憩を取り

ながら登った。 

２時間ほどで山頂のロープウェイ駅前へ到着し、

待っていた昼食となる。 

「新型コロナ禍」の閉塞感の中で、若い人たちや家

族連れなど多くの人たちがはじかれたように外出し

ていた。 

 昼食後、まず「男体山」へ上り、それに続く「自

然研究路」散策。その名に恥じぬように各所に、四

季折々の動植物の説明板が掲げられている。混んで

いた「御幸ヶ原」からの、散策者は少ない。時折ウ

グイスが姿を見せねどきれいな鳴き声を聞かせてく

れる。 

 1時間ほどで出発点へ戻り、最終目的の「女体山」

へ向かう。さすがに、関東平野全体を見回たせる展

望。 

「もっと晴れていれば、こちらの方向に富士山も観

える」と窪田代表。 

 山行報告 山行回数 No.5726 

 〇 2021.7.24（土） 晴れ34℃ 

 筑波山 (877m)      ＝係 吉田＝ 
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それでも、東方には、「霞ケ浦」から太平洋までが

ボンヤリとだが望まれる。 

のどの乾いたリーダーに促され、ロープウェイを

使っての下山。（￥630） 

 麓の「つつじが丘駅」前のレストランで小休憩し

た後、バスで「つくば駅」へ。（￥900） 

 秋葉原行の電車からは、皆さん三々五々の解散と

なる。 

 今回は、真夏のハイキングでしたが、皆さん心地

よい気分を味わえた山行となりました。                                    

                （記 永澤） 

＜コースタイム＞ 

筑波山行バス発08:30－登山口09:35－男女川11:30－
御幸ヶ原12:00－男体山13:15－女体山15:30－つつ

じヶ丘駅16:00－つくば駅発18:11 

参加者：久住さん、田村（め）さん、永澤さん、 

   吉田さん、松井の５名 

 朝７時４５分京王線「高尾山口」改札出口集合 

わりと早い時間ですが、もう日差しが強くてケーブ

ルに乗りたい気持ちをおさえつつ6号路に向かいまし

た。 

 6号路は、琵琶滝や川があるマイナスイオンたっぷ

りの水のコースといわれるだけあり沢の横を歩くの

で、涼しげな水の音を聞きながらの歩きだしでし

た。 

 まず琵琶滝まで30分。滝行が行われる滝は、清ら

かな雰囲気で心が洗われました。 

そこから清らかな心で高尾山山頂手前の階段まで70
分。 

 途中、川の中を歩いて急に涼しくなり、びっくり

しました。 

 久しぶりの山と暑さとそれに加えて先週、2回目の

予防接種の副反応で熱が出てめずらしく食欲がな

かったため体力が落ちているような・・・ 

 高尾山山頂手前の階段は、2021年3月末に改修され

たばかりで、新しくて綺麗でした。折りたたみの箒

を家から電車で持ってこられてお掃除をしながら階

段を登られている方にお会いしました。葉っぱは濡

れると階段にくっつくので厄介・・・私も家ではぬ

れ落ち葉で・・・と笑っておられました。この階段

は本当に気が遠くなるほど長かったです。 

 そして薬王院、ここでも急な階段。何とか頂上に

着き、暑い中登った達成感と汗まみれでベトベトで

した。山頂から富士山が見えました。 

   

     

   

下山してからの京王高尾山温泉（極楽湯）では、と

ても気持ち良く水風呂に入りました。 

 鳥やセミのなき声、初めて見るお花、今日の高尾

山も楽しかったです。 

 暑くてもしんどくても皆さんと登る山は大好きで

す。 

                 （記：松井） 

 

＜コースタイム＞ 

高尾山口08:00→琵琶滝（6号路）コース看板08:15→
水行場琵琶滝8:30→高尾山山頂手前の階段9:40→薬王

院10:25→山頂12:00～昼食13:00→（稲荷山コース）

→展望東屋14:10→旭稲荷14:56→高尾山口15:10 

 

 山行報告 山行回数 No.5727 

 〇 2021.8.2（月） 晴れ 

 高尾山（登り：琵琶滝コース（6号路）、  

     下り：稲荷山コース）        

             ＝係 久住＝ 

富士山 
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参 加 者 ： 久 住、吉 田、小 國、永 澤、武 田、田 村

（め）、阪野 

 正式メンバーとしての初の山行記録の投稿です。当

日はこの会に誘っていただいた、吉田氏と北朝霞駅で

待ち合わせをし、同じJR線「御嶽駅」に向かう。 

今回はコロナワクチン2回接種済みの参加者だけの山

行である。定刻(8:50）に到着し、今回のリーダー久

住氏と我々2人他の先輩方４人、計7人である。 

 先ずはリーダーより一言注意事項あり。 

コロナ関連で行動は密を極力避けるために3人、４人

の2グールプで行動するようにとの指示があった。  

 天気は真夏日が続く中にあって曇り空である。山行

には涼しく感じられるほうが幸いと思いつつ、駅前よ

りバスに乗って30分位でケーブルカー滝本駅に到着し

た。 

 今回は標高929mの「御岳山」であるが、ケーブル

カーにて数分後には山頂駅に到着した。駅に降りる

と、目の前は御岳平と呼ばれる眺めの良い広場になっ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており、眼下には緑豊かな自然が展望できた。 

  さてようやく山行らしく緩やかな山道を歩き始め

て約2分程で「レンゲショウマ群生地」（細長い茎を

伸ばし、お辞儀するかのように薄紫色の花が咲く。約

5万株ほど群生しており日本随一の規模と言われてい

る）入口の看板を見ながら多少高低差のある山道の上

がリフト上大展望台、その頃から雲行きが怪しくなっ

てきた。 

 そして安産杉を見ながら御岳ビジターセンターにほ

ぼ到着した頃には、突然の大雨！ 

そこで我々は雨をしのぎ小休止となる。 

 その雨も時折小雨になったので出発し武蔵御嶽神社

方面に向かう。 

 神社に向かう途中に鎮座している巨木の「神代ケヤ

キ」（日本武尊が植えたとの伝説がある）を見ながら

商店街を抜けて少し高い石段を上り神社へと進み一礼

しつつ長尾平に昼過ぎ到着、雨もあがりランチタイ

ム！長尾平に来た時は我々7人のアルコウ会の仲間だ

けであったが、その後3人のアメリカ人ハイカーも加

わり小さな国際交流の場となった。 

食事がすみ「綾広の滝」「大岳山方面入口」経由の帰

路になりケーブルカー滝本駅に到着するのですが、こ

の行程で雨が再び降り、少し靄でかすんだような神秘

的状況下での「綾広の滝」が印象的でひと時の安らぎ

を感じた。滝本駅からバスにて御嶽駅に到着。   

 

今回の山行は天気が幸いして？自然の奥深さを感じさ

せられました。アルコウ会の仲間の皆様ありがとうご

ざいます。              

         （記 阪野） 

＜コースタイム＞ 

JR御嶽駅前バス停発9:00⇒滝本駅ｹｰﾌﾞﾙｶｰ発9:30⇒御

岳平（展望台）発9:45→レンゲショウマ群生地→リフ

ト上大展望台10:10→安産杉→御岳ビジターセンター

10:45（雨宿り）～11:15→長尾平12:00～昼食13:00→

(ロックガーデン)→休憩所14:00→綾広の滝14:30→御

岳山駅15:30～16:00ロープウエイ⇒滝本駅バス⇒JR御

嶽駅16:30 

 山行報告 山行回数 No.5728 

 〇 2021.8.7（月） 曇り、時々雨 

 御岳山＆御岳渓谷（悪天候のため御岳山のみ）        

             ＝係 久住＝ 
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皆さま、コロナがなかなか収束しませんがお元気で

しょうか。 

 私はワクチンの2回目接種が終わり、やっと今年

初めての山、筑波山に登ることができました。 

 毎日の生活ではテレワークの仕事が多くなり、家

にこもるのにも慣れてどこにも出かけないことが当

たり前になっていた中での久しぶりの山行でした。 

 昨年の暮れには運動不足それとも年のせいでしょ

うか・・突然靭帯を痛めてしまい、もう山登りはで

きないのではと悲観的になりましたが、どうにか普

通に歩くこともできるようになりました。これから

はゆっくり登れる山を楽しんでいこうと思っていま

す。 

 筑波山は20代の頃に職場の同僚と行ったことがあ

り、今回２回目となります。その時は電車で茨城県

の牛久駅(当時は無人駅でした)で車に拾ってもらい

ました。私たち女子は手ぶらで運動靴、案内してく

れた地元の同期は慣れてるのかサンダル履きという

出で立ちでした。あの時は気軽に来た割には登りの

石段が多くてきつかったなぁくらいの記憶しか残っ

てません。まだ土曜が半日出勤という時代で、土曜

の午後にはごじゃっぺ会(茨城の方言ででたらめとか

いい加減という意味)という会を作って一緒に歌うの

が楽しみだった頃です。そんな昔のことを懐かしく

思い出しながら、自然の中をゆっくりと楽しんで登

り、涼しい風を感じながら木陰の中を気持ち良く歩

くことができました。 

 これからも細く長く山歩きを続けることを目指し

ていきたいと思ってますので、どうぞ皆さま、今後

ともよろしくお願いします。 

 NHKの大河ドラマ「晴天を衝け」は渋沢栄一を主人

公にした幕末から明治以降にわたる、我が国近代化

の曙光の時代を描いたものだ。先日観た場面は、渋

沢が第4回パリ万博に派遣された幕府代表団に同行し

てパリに赴き、西洋の文物を観て驚愕している模様

を描いていた。この頃、偶々読んでいたある本で、

パリ万博に日本から昆虫標本が出品されていたこと

を知った。 

 仏国は1865年3月諸外国に対し1867年5月開催予定

の万博への参加を正式に要請した。幕府は決定に手

間取り漸く同年9月に参加の決定をフランスに伝え

た。時局は、長州を中心とする倒幕の気運は高ま

り、薩摩と英国との関係が深まりつつある。幕府は

横須賀製鉄所計画や軍制改革絡みで仏国との関係強

化中であった中で参加を決定した。我が国はアジア

で唯一の正式参加国であった。我が国からの出品物

で「和紙、絹製品、漆器」が評価されてグランプリ

を受賞した。また、北斎らの浮世絵、高橋由一らの

油絵などの美術作品も出品され、欧州ジャポニズム

(日本趣味)の契機になった。 

 ある本をとは、「虫の文化誌」(小西正泰著、昭和

52年12月朝日新聞社発行)である。その中の昆虫採集

の項を読んでいて昆虫標本が正式にパリに洋行して

いたこと知って驚いた。幕府は仏国から一般の出品

以外に昆虫標本の出品を求められたようだ。そこで

幕府は、開成所(注1)の御用掛で博物学に造詣のある

田中芳夫(注2)を1866年に「虫捕御用」に任じて、パ

リ万博出張と昆虫標本の製作を命じた。 

 

田中は助手二人、お供三人の六人で江戸、常陸、上

総、下総、武蔵、相模の関東一円や富士の裾野を

1866年4月から8月にかけ採集旅行をした。採集には

漁業用のさで網を使い、採集品は紙(三角紙)に包ん

で持ち帰り、56個の桐箱に絹の布を敷いて、その上

に舶来の留針「スペルト」に刺して標本を作った。

箱には樟脳を入れた。11月にパリに向け40日以上の

長旅に出発した。昆虫標本は、ナポレオン三世とパ

リ殖産協会からそれぞれ賞状と銀メダルを受賞し

た。昆虫学史上貴重なこの資料は、現地で仏人に買

 随想 

 筑波山      （記 武田）   

 随想 

 山に親しみ山に想う (39) 

 －洋行した昆虫標本－    (記 岡本) 
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い取られた後、所在不明になっている。惜しいこと

である。 

 我が国の昆虫採集を概観してみる。我が国での昆

虫採集の起源は、昆虫を食するため採集していた未

開の採集生活の時代に始まるが、この習俗は世界各

地で今も広く残っている。教科書に載っていた法隆

寺の国宝「玉虫厨子」にタマムシの前バネが使われ

ており、その数2563匹分と推定されている。平安時

代中期から鎌倉にかけて成立した「堤中納言物語」

の中の「虫めづる姫君」には虫好きな女性が毛虫な

どを集めさせて飼い、観察して楽しんでいる話があ

る。時代は飛んで、世相が安定した江戸時代になる

と俄然昆虫が人気を獲得し始める。虫を採集しても

保存が難しいので、当初は絵に描きとって「虫譜」

を作った。庶民ではなく本職の画師、大名、武士、

本草家などである。画師は絵の習作を兼ねて描いた

のかもしれない。画師では円山応挙、大名の熊本藩

主細川何某は殿様芸を超えていたという。江戸後期

になると、虫に針を刺す洋式の製作方法が既に一部

本草家に知られていた。恐らくシーボルトから教

わったのだろうという。明治維新になると標本技術

の進歩と普及は著しく、横浜には在留外国人や船員

を顧客とした蝶の標本屋が三軒もあって、琉球方面

まで商品の採集にいったという。 

 日本人と昆虫を扱うからには、光る虫ホタルと鳴

く虫に簡単に触れておく。平安時代の貴人達もホタ

ルを初夏の風物詩として眺めたし、江戸時代にはホ

タルの名所には多くの人々が出かけた。名所には

「ホタル船」が出て、飲食しつつ遊んだという。万

葉集には飽かずにコオロギ(鳴く虫をコオロギと総称

した)の音を聞いたというようなコオロギを歌った句

が七首あると言う。江戸時代には鳴く虫を楽しむ習

俗が流行り、虫売りが現れた。人工飼育したカンタ

ン、マツムシ、クツワムシなどの虫売りの組合「江

戸虫講」があった。鳴く虫を捕らえて好みの場所に

放って声を楽しむ「虫放ち」や虫の名所を訪ねて声

を聴き分けあった「虫聞き」という風流な遊びも

あった。今は無くなってしまった当時の鳴く虫の名

所は、隅田川東岸、王子、道灌山、お茶の水、広尾

の原、関口、根岸、浅草田圃などであった。 

 小学生の頃、昆虫取りに夢中になった時期があっ

た。セミ、バッタ、トンボなどを裁縫の待ち針で背

中を刺して紙箱に貼り付けていた。捕まえた虫を磔

刑にして眺めては、変色、腐ってくると放る。その

繰り返しだったようだ。本格的な標本作りをしょう

というところまでは進まなかった。 

(了) 

注1 = 開成所 文久3年(1863年)に設けられた江戸幕

府の洋学教育研究機関、開成所規則には教授

科目を蘭、英、仏、独、露の外国語、天文、

地 理、窮 理、数 学、物 産、化 学、器 械、画

学、活字の諸科目としている。後の東京大学

の前身 

注2 = 田中芳男 天保9年(1838年)信濃国伊那郡飯田

の産、物産学と博物学を研究、1866年開成所

「虫捕御用」を命じられ、昆虫標本を第4回パ

リ万博に出品、1890年貴族院勅選議員、1915

年男爵、1916年没 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三つ峠山の頂上（開運山）には大きな石碑が立っ

ている。南側に見える富士山は裾野を大きく広げ優

美な姿を見せている。 

 頂上直下には高さ80M、横巾300Mと云われる岩壁帯

があり、ロッククライミングのトレーニング場でも

 随想 

 苦い思いで（その１） 

                            （記 布川） 
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ある。これまで数回来ていて、今回は夏合宿に向け

てのトレーニングだ。上ったり下りたりの繰返しで2
時間程経った時、仲間の1人がうずくまっている。ど

うしたと聞くと、落石があり1個が頭に当たったと云

う。傷口を見ると、額の上前頭部に傷があり、出血

は余りなかったが、骨の部分か、頭のことだし、一

刻も早く降ろし、手当てをしなければと仲間に伝

え、準備するが時間ばかりが経つ。よし、オレが背

負うから確保を頼むぞと、うなだれている仲間を背

負う。ロープを巻き付け自分の体と密着させる。自

分は練習中に使っている腰のロープに確保用のロー

プを通す。下降を始める。下の歩道までは20M程だ。

中間部ぐらいまでは調子良く降りたが、背負ってい

る重みが腰ロープを締め付け、腹部を圧迫してく

る。歩道まであと僅かだが自分の体は締め付けで限

界に近い。何とか歩道上に着く。フラフラだがもう

一息だと言い聞かせ、近くの山小屋に運び込む。事

情を話し町の病院へ搬送を依頼する。 

 ほっとしたのか、この後の自分の行動がどうした

のか、仲間はどうしたのか。まったくわからない状

況に陥ってしまう。情けないことに自分もレス

キューしてもらいたいそんな気持ちでした。 

以上  

 夏山涸沢定着合宿で滝谷のコースを何班かに分か

れ登ることになり、私は4尾根コースになる。涸沢槍

の縦走少し行ったところに4尾根に取り付きのD沢が

ありここを下りる。沢と云っても水は無く堆積した

ガレ石のところです。 

 4尾根取付点間近のところ、上部での異様な音が聞

こえて来る。もしやと思い聞き耳を立ててると、だ

んだんと音が大きくなる。落石だ！それも下降中のD

沢だ。避難の声を掛け合うが、狭い沢の中適当な場

所がない。秒単位で迫って、その時2歩ほど下がった

ところに段差があるのに気づき一斉に駆け下り身を

沈める。2～3秒後に猛烈な音とスピードで一抱えも

ある岩が頭上をかすめて行った。九死に一生であっ

た。もし下の段差が無かったらと思うとぞっとす

る。4尾根は無事登り涸沢ベースに帰ったが、すっき

りしない気持ちでした。 

 この穂高滝谷コースは沢を下りてから取り付く

コースが多く上部は縦走路のため非常に落石の多い

ところだ。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 言わずと知れた深田久弥の代表的著作。 

 日本の登山愛好家なら、知らない人はいないと思

われる。 

 本人は、この本の書下ろし後、1971年の春に山梨

県の「茅が岳」で登山中に亡くなった。 

 正に登山家としては悔いのない生き方だったろう

と思われる。 

 さらに詳しくは、当会の岡田氏、随想「深田久弥

の人と山」（当会HP）を参照ください。 

 日帰りハイキングのみの山行者には、この百名山

踏破は、大変かもしれません。 

 当会でも、私の知っているところでは数年前にS氏

が達成しているはずです。 

 私も若いころにそれなりに意識して、半分以上は

登りました。 

 現代では、比較的簡単に登れるところが幾つもあ

ります。 

 「日本百名山」を知っているだけでも登山（ハイ

キング）が面白くなること請け合いです。 

 

 随想 

 苦い思いで（その２） 

                            （記 布川） 

 コラム 

 日本百名山 

                            （記 永澤） 


