
　しろうまの会が会員制になってから年間山行計画は３月の総会で決めるようになっ

た。そのため４月山行は総会からほとんど時間がない。

　４月は桜も咲きやっと暖かくなった季節。山へ行かないのはもったいない。そんな

こともあって、今年も 4 月は自分で前もって考えていた山プランを出すことに。

　その山は「鋸山」。会でも 10 数年以上前に行ったのだが、その時はちょうど入院
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たがＨＰの山行記録やアルバムの写真を

見てもらえばみなさん楽しんでくれたも

のと思います。

　また、サポート不足の呼びかけで来て

いただいた人、初サポートをしてくれた

方々も含め、ありがとうございました。

みんなさんお疲れ様でした。

中で不参加。

　「鋸山」を選択した理由は、会では千

葉県の山に行く機会があまりないのと、

ロープウェーもあり比較的簡単に行ける

コースもあること。そして最大の理由は

東京湾フェリーに乗ること。

　下見時は、三角点のある本当の頂上ま

で行ったが、「絶壁階段」と名付けられ

た急勾配の階段があり断念。

　参加者の状況も見て、ロープウェーで

登ることに。４月の実施日は大荒れの天

気予報で前日に早々に中止。

　５月の幹事さんには申し訳ないが、５

月にスライドして実施。今度は、五月晴

れの快晴。

初参加が３名、久々参加の方も。それぞ

れの体力の差等もあり、下りもロープ

ウェーを利用する組と石切り場経由の登

山道下山組と別れて行動。

　下山後はフェリーに乗って対岸の久

里浜まで 40 分。ここから当初は駅向

かう計画でしたが、２，３日前に見た新

聞記事に載っていたポピー１００万本

（１０万本だったかも）が咲く「くりは

ま花の国」へ。下調べをしてなかったの

でみんなさんを余計に歩かせてしまいま

した。

　また帰りも遅くなり、ごめんなさい。

ちょっと反省です。

　山行の模様は、あまり書きませんでし
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参加人数 19 名
（要サポート 4 名）
新宿バスタ集合 :7：10、
7:20 発 → 木 更 津 駅 前 着
8:35、8:51 発→浜金谷駅
着 9：29、9:50 発ロープ
ウェイ山麓駅 10:20 →ロー
プウェイ山頂駅 10:30 →
日本寺大仏 11:20 →地獄
のぞき 12:20( 昼食）
→ 14：30 石 切 り 場
→ 16:00 浜 金 谷 港 16:30

（フェリー）→ 17:10 久里
浜港→ 18:20 くりはま花
の国→ 19:00 久里浜駅

今 回 は 車 椅 子 参 加 者 ２
名。１名は往復をロープ
ウェー利用。下山後はフェ
リーで対岸の久里浜へ渡
り、100 万本のポピーを
見に寄り道。

左）切り立つ石の壁の隙間を抜ける。風がひんやりして気持ち
よい。山行前半は山肌に掘られた大小さまざまな仏像に見守ら
れての階段ばかりの行程だったが、後半、石切りの歴史を感じ
させる不思議な風景の中の山行となった。
右）石切り場経由組。この階段を下りるとモリアオガエルが生
息する池に出る。石を切り、掘り出された跡に水がたまったも
のだそうだ。三方を苔むした石の壁で囲まれ薄暗いのだが、差
し込んでくる光と垂れ落ちる木の枝々が、美しかった。



＜武蔵五日市駅から登山口へ＞

　遅刻者も不明者もなく、ホリデー快速

あきがわ号は予定時間通りに武蔵五日市

駅に到着した。駅で初参加者（体験参加）

も無事に合流し、この日の参加者 15 名

が揃った。

　しかし、関東でも有数の人気ハイキン

グエリアであるだけに、駅前にはすでに

50 ｍ以上のバス待ち行列ができていた。

列車の到着から数馬行きのバスの出発ま

でわずか 12 分の余裕しかない。すでに

列車内で打ち合わせた通り、予約済みの

９人乗りのジャンボタクシー、４人乗り

の普通タクシーのタクシー組、路線バス

乗車２人組とに別れて、各々で駅前から

出発。今回の参加者の中に電動車イスの

方もいたが、私たちが山に入っている間

は、予約しておいたタクシー会社が電動

2016年2月29日（日）
5 月山行

車イスを預かってくれることになった。

一方、幹事の私は体力のありそうな参加

者を強制指名し、増便も含めて４台のバ

スの１つに２人で乗り込んだ。幸い２人

分の空席があったので、座ったまま 50

分バスの旅をしばし楽しんでいた。

　その日は都心では真夏並みに気温が上

がるという気象予報であったが、私たち

が乗ったバスが秋川渓谷沿いの檜原街道

を走っていると都心とは無関係にひんや

りした空気が窓から流れ込んできて、笹

尾根や浅間尾根の新緑がまぶしい。

＜登山口から山頂へ＞

　10 時前に浅間尾根登山口バス停に到着

し、すでに先着していたタクシー組たち

と合流。私たちしろうまの会はバス停の

すぐそばの「中央区の森」看板脇より登

山口に入る。バスから次々と降りていっ

た登山者たちはみな「中央区の森」とは

むかい側の秋川を渡って浅間尾根へと消

えて行き、バス停付近は再び静かになっ

た。

　「中央区の森」とは東京都中央区が 10

年前より大羽根山一帯の森林を荒廃から

守り、育てるために、間伐や植樹などの

森林保全の支援を行っているエリアであ

る。

　準備と挨拶を終えて、10 時 10 分に登

山を開始。まず取り付きは人工林の急斜

面であるが、手すり付きの丸太階段をジ

クザクに上がって行く。急斜面をクリア

すると、そこは明るい、気持のいい雑木

林が広がっていた。クリ、ナラ、モミジ、

アカマツなどとネームプレートが付いた

様々な広葉樹が伸び伸びと枝を広げてい

る。道端にヒトリシズカ、フタリシズカ、

コゴメウツギが白い可憐な花を咲かせて

いた。

　ここ大羽根山は 10 年前から登山道が

整備されていたが、それでも市販の登山

ガイドブックにはどの本にもまだ載って

いない。私が幹事としてこの大羽根山を

決めたのもネットで見つけたものである。

だから大羽根山には全く人影も見当たら

ず、登山道もあまり踏み固められていな

くて、落ち葉のクッションが柔らかい。

おまけに最初の丸太階段以外、段差も岩

場も全くなく、本当に足に優しい山道で

あった。

　コースの後半は急登の連続であるが、

山道自体が滑りにくく靴底のグリップを

効かせて登っていっているうちに、やが

て左手に小高いピークが見えてきて右側

から巻くように登って行くと、そこが山

頂であった。11 時 45 分山頂到着。山頂

は標高 992 ｍ、樹林に囲まれているが、

奥多摩方面だけ伐採されていて、奥多摩

三山の一つ、御前山が真正面に堂々と見

える。山頂には大きいベンチもあって、

笹尾根から下ってきたとみられる登山者

が２組休んでいた。この日は大羽根山で

はあわせて３組しか登山者たちに会って

いない。今朝のバス待ちがあんなに長列

だったのにである。

・4・ ・5・

参加人数 15 名　初参加１名
浅間尾根登山口 10：10 →急登前のベンチ 10：45 →大羽根山山頂 11：45 →山頂出発
12：15 →数馬峠到着 13：00 →数馬峠出発 13：25 →浅間尾根登山口 14：50（バス組）
浅間尾根登山口 15：05（タクシー組）

  　  （ 標 高  　 9 9 2 m ）幹事　小笠原

大 羽 根 山



＜山頂から数馬峠へ＞

　山頂で昼食を兼ねて 30 分ほど大休止

をとる。

　しかし、想定よりも早く山頂に着いて

いて、時間的にも体力的にもまだ余裕が

あるようなので、笹尾根の数馬峠まで足

を延ばしていくことになった。

　山頂からしばらくなだらかで歩き易

い、気持のよい道が続いていた。眺めが

いいビューポイントがあって、その辺り

に奥多摩では珍しい、シラカバが 10 本

程度立っていた。再び急な坂にぶつかっ

た。大羽根山の急登の連続で力が入らな

くなった足にはつらかったが、一歩一歩

踏みしめながら高度を稼いでいくと、笹

尾根の稜線上に出た。山稜上のコースと

合流すると道は一転して一人しか通れな

い幅狭であるが、ほとんどフラットな道

に変わった。

　稜線の上なのに樹林に囲まれて視野

もなかなか広がらない道を淡々と進んで

いくと、急に視界が明るく広がって、今

回の最終目的地、数馬峠に 13 時きっか

りに到着した。こちらは標高 1097 ｍ、

さっきの大羽根山の山頂よりも 100 ｍ高

い。山頂より峠が高いのは変な話だが、

これでしろうまの会で今年度になって初

めて 1000 ｍ超えを果たした。やはり標

高 1000 ｍとあって数馬峠からの権現山、

丹沢系の山並みのパノラマの眺望がとて

も気持ちいい。富士山が見えないのが残

念であったが、登山ガイドブックで笹尾

根を紹介するページでは必ず数馬峠から

の写真が載っているのも納得できた。

＜数馬峠から下山＞

　25 分ほど数馬峠で眺望をたっぷり楽し

んだ後、来た道を戻って下山する。岩場

も大きな段差も全くないので、とてもス

ムーズに下山できた。おかげで予定より

30 分早めにタクシーコールしたばかり

か、バス組も一足先に下山して、予定よ

り１本前の 14 時 55 分発のバスにぎりぎ

り間に合った。さらに普段は渋滞しがち

な檜原街道も全く渋滞もなく、16 時には

武蔵五日市駅前にバス組もタクシー組も

全員合流できた。

　そして、東京行きの列車に乗り込み、

静寂な山から喧騒に満ちた都会へ戻って

いった。

　それから１週間後に関東地方は強雨に

見舞われ、その翌週には梅雨入りが宣言

された。前回の４月山行、鋸山が延期に

なって５月 15 日に決行されてからわず

か２週間後の山行。さすがに参加者も少

なかったが、天気と山と理解あるメンバー

のサポートに恵まれ、会員も１人増えて、

自分の強運が活かされた山行であった。

感謝。
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■７月山行　７月 18日（月・海の日）／仙元山
■ 2016 年度　夏山山行
　行先：月山（山形県）
　日程：8/26（金）夜〜 8/29（月）
　行程：8/26（金）東京（深夜バス）〜山形→山麓宿（泊）
　8/27（土）山形→山麓宿または山小屋（泊）
　8/28（日）山麓宿→月山山頂→山麓宿または山小屋（泊）
　8/29（月）宿→山形→東京
上記、予定は参加メンバー、コース、交通機関等を検討
して最終的に判断します。
●一緒に幹事をしてくれる方、過去に行ったことがある
方など情報提供お願いします。

■右写真について：（上）鋸山山行後に立ち寄った『く
りはま花の国』のポピー畑。この公園だけでも一日過ご
せそうでした。（下）鋸山で初参加した３名の皆さん。
杖をついての長い階段、いきなりの車いす介助、お疲れ
さまでした。また一緒に行きましょう！

■梅雨時期北関東は雨の降りがイマイチですが、それな
りに湿っていて、犬が散歩から帰ってくると霧雨やら草
の露やら地べたのぬかるみやらでとても小汚くなってい
ます。それを見て「何その顔！ちょーウケる〜」とか「う
わ、くっさ〜！」とか言ってからかっていたら、犬が私
を無視するようになりました。飼い犬に無視されるとい
うのはかなりせつないです。ちなみに悪口を言うのをや
めたからか最近関係が改善されつつあります。
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障害がある人もない人も一緒に登山を楽しむ会　しろうまの会

ご連絡・お問い合わせ（お気軽にお問い合わせください）：shirouma@sd5.so-net.ne.jp
ホームページ：http://www.shirouma.net　 

facebook：https://ja-jp.facebook.com/shirouma4620

★　MLと重複しますが最近の連絡事項の主だったところをまとめておきます　★
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