
　10 月のしろうま山行は、ハプニングとサプライズのある山行でした。まず始めは、

集合場所の新宿に向かう途中の電車の中で今回久しぶりに参加予定であった若杉さん

から体調不良のためキャンセルするとの電話であった。自分も久しぶりの背負子だっ
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輸送して登山口の顕鏡寺で全員集合。

　みんなで挨拶を行った後、いざ出発。

　当日は天気が良く気温も高かったが、

木陰の道なので快適に登れた。途中桜道

で東京方面の景色、融合平展望台で相模

湖の景色を堪能しながらお昼前に石老山

山頂に到着。

　山頂では西側に覆っていた雲がとれ、

富士山も見ることができた。調理のため

に時間が欲しいという願いから長めの

昼休憩をとり相模湖方面に向けて下山開

始。

　ここからは急坂と足場の悪さから滑り

ながらの下山であった。この道は背負子

だったら大変だったかもと思いながら、

もう一つのイベントである渡し船乗り場

に向けて快調に下山した。

　相模湖の渡し船は事前に確認して大き

な船もあると聞いていたのだが矢切の渡

し的な船を自分勝手に想像していた。

　実際は立派な連絡船であり相模湖を

渡っている途中で若女将のような先頭さ

んから山頂から下山してきた道を説明を

受け、本日の行程を確認することが出来

た。

　相模湖を渡り、歩いて駅に着いた時は

たので不安とやる気で緊張していたの

で、ちょっと気が抜けた感じになったが、

気を取り直して新宿に到着。

　今回は、新宿集合と途中及び現地集合

が半々ぐらいの人数であり、体験参加の

二人は高尾からの集合だった。途中集合

のために用意したしろうまの旗が役立っ

た。

　電車が高尾駅に着いたとき電車に乗っ

てきた人たちの中に体験参加の飯島さん

の姿がいない！（事前に参加時の服装を

連絡してくれていた）。電車から降りて

良く見るとなんと反対側の東京方面ホー

ムで待っていた人が体験参加の飯島さん

だった。

　しろうまの旗に気が付いて駆け足で向

かってくれて、間に合ったと思った瞬間

に非情にも目の前でドアが閉まってしま

い、ホームにいた正人さん、松本さんと、

挨拶するために電車から降りてしまった

もう一人の森本さんの５人はホームに取

り残されたしまった。

　やばい！と思ったが５分後発車する高

尾発の電車があり事なしを得る（安堵）。

　相模湖駅では予約していたタクシーが

４台しか確保出来なかったためピストン
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タクシーで登山口の顕鏡時に到着

全員そろって登山開始。最初から急な登りです

タクシーの台数が足りず
折り返しの到着を待ちます

展望台で休憩中

新人さんにもサポートをお願いしました

下山開始です 急な下りと少しの登りをくりかえしが続きます

山頂はテーブルが何個もあり
登山客もたくさんいます



うに体を鍛えようと思った一日でした。１５：４０分頃であった。

　駅に向かう途中のトイレに寄った人た

ちを駅のロータリーで待っていたのだが

なかなか現れない。

　相模湖駅では、１５：４９発の東京行

き電車が停まっていてこの電車は乗れな

いな～と思いながら３０分後の電車で帰

るつもりでいたが、電話が鳴り後続の人

たちはもうホームに入り電車に乗ってい

るとのことであった。

　皆急いでホームに向かったがもう出発

時間はもう過ぎている？？？。なんと後

から来る特急が遅れて相模湖で時間調整

をしていた。

　何とか合流できたが、そこで本日のサ

プライズが待っていた。空いている車両

を目指して最後尾に行ったら、朝キャン

セルした若杉さんと岡本さんが乗ってい

たのだ。彼女達は、切符を買っていたの

で体調も良くなったし折角なので相模湖

観光に来たらしい。

　電車が普通に発車していれば会えな

かったが、神様の恵みのお陰で当初の参

加者が全員集合。久しぶりの参加の若杉

さん達とは立川で反省会を行い、本日の

山行は無事終了。また背負子を担げるよ

岡本・若杉の不思議な行動
　久しぶりのしろうまの山行、というこ

とで気合いが入った私（若杉）は、都内

で前泊すべく都内在住の岡本さんの家に

泊めてもらう段取りをつけていました。

　久しぶりの友人、久しぶりの電車、久

しぶりの都会、というワケで前日土曜日

は駅ビルで買物をしたり夜遅くまでお

しゃべりしたりし、床に入ってからもな

かなか寝付けません。明日は早起きしな

いと、という緊張も手伝って寝たのか寝

ないのかよくわからないうちに目覚まし

通りに起床したはいいのですが、どうも

体が重い。
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大明神展望台

新人女性にもサポートをしてもらいました

道も良くなり女性にもサポートをお願いします

渡し舟に早速乗り込みます

意外に湖は広いです

今回、お二人が初参加です。よろしくどうぞ！ 急遽不参加の２人も偶然合流して打ち上げ

相模湖駅に無事到着

相模湖駅 9:09,9:14 ⇒タクシー ⇒ 顕鏡寺 10:00 ⇒ 融合平展望台 10:50 ⇒ 石老山山頂
11:40（昼食）⇒ 石老山山頂出発 12:45 ⇒ 大明神展望台 13:40 ⇒ 相模湖ボート乗り場

（石老山側）15:00 ⇒ 渡し船 ⇒ 相模湖ボート乗り場（相模湖駅側）⇒ 徒歩 ⇒ 相模湖駅
　15:50　（参加 22 名・要サポート１名）



　登山だから朝ご飯をしっかり食べてう

○こして…という前日からのシミュレー

ション通り朝食は完食。が、すぐに具合

を悪くし少し横になりました。７時。家

を出ないといけない時間になっても回復

せずキャンセルした次第です。こういう

ことは旅先ではままあることなので回復

することはわかってましたが、時間厳守

を考えて断念です。

　午前中はしばらく横になったあと近所

を散歩しました。近くの玉川上水の流れ

に沿って歩き、ばかでかいコイを見る…。

東京にこのような景観があるとは…と思

いつつ空を見上げると何というよいお天

気だこと。

　もったいない天気なので少し近場に出

てみようと、午後、前日に買いそろえて

おいた相模湖までの切符を使って夕暮れ

の相模湖を見に出かけることにしまし

た。うまくすれば下山してきた皆に会え

るかも。そんな期待を抱きながら。

　相模湖駅から相模湖はだいぶ坂を下ら

ないと見ることができず、私たち二人は

ゆっくり湖の方へ道を下っていきまし

た。ものの数十メートルもしないうちに、

こりゃダメだと思い、ほんの少し湖面が

見えるあたりで止まって眼下の湖水を眺

めて大きくため息。夕陽でキラキラする

湖、それを囲む山々。きれいだなぁ。ど

のへん歩いてるのかなぁ…。

　帰りが大変そうなのでそのあたりで引

き返し、途中のベンチで遅い昼食のおに

ぎりをひとつ食べ、駅で聞いておいた帰

りの電車に間に合うようにとぼとぼ戻り

ました。二人とも足が不自由ですから

ゆっくり進んでいきました。下山後の一

行と出会うならこのあたりでそろそろ出

会ってもいいんだけどなぁ。そううまく

はいかないか。などと考えつつ、ま、仕

方がないと駅員さんにお願いして車両に

乗り込みました。

　ところが待てど暮らせど電車は発車し

ない。追い越すはずの特急が遅れていて、

我々の列車も発車がだいぶ遅れていると

のアナウンス。すると、どたどたと最後

尾の車両にやってくる人々。そこで正人

さんや林さん、皆さんに会ったのです。

　私もすっかり食欲が戻って、帰りは岡

本さん行きつけの中華屋さんでビールと

食事をご一緒しました。そこだけでも

行ったかいがあったな。楽しかったです。

次こそ朝から参加したいです。

1996 年 12 月 1 日　大霧山（767m 外秩父）参加人数 21

しろうまの会ホームページから、一番最初の写真をとり出してみました。この方は？

という見覚えのあるお顔もあります（が、歳月にぼかされてちょっと確信が持てませ

ん）。1996 年は平成８年、アトランタ・オリンピック開催、「Yahoo! JAPAN」がサー

ビスを開始、名もなき詩（Mr.Children）やテレビドラマ『ロングバケーション』のヒッ

ト等の出来事があったそうです。皆さんは何してらっしゃいましたか？
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乗ってみたかった船（そこなのか…） しょぼい相模湖駅（アイス食べたかった）

懐かしの山行シリーズーその１



■ 12月山行のお知らせ：日程：12 月 6 日 ( 日）行先：高川山（山梨県）

　集合：7：30 JR 新宿駅中央線中央特快 12 番線 ホーム先頭付近

　運賃参考（新宿・初狩間　片道　1490 円）

　＊往復ＪＲを利用される方は 休日お出かけパス 2670 円がお得です

コース概要：駅→登山道入り口（30 分）→女坂経由～頂上（1 時間 30 分）頂上に

て昼食（約 1 時間）→男坂経由～登山道入り口（1 時間 15 分）→初狩駅（30 分）

■ 10月山行の様子をお送りしました。■ご存知の通り 11月の山行が 12月に延期になりま
した。11月は暖かな気候と週末ごとの雨が目立ちましたが、紅葉はおおむね例年通りだっ
たように思います、東京は遅かったんですかね、皆さんのお住まいの地域はいかがでしたか？

■

個人的な話で恐縮ですが、11月末の連休に茨城県の北部にある袋田の滝（大子町）と花貫
渓谷（高萩市）に行ってきました。google 先生おっしゃるには片道約３時間の道のり。「日帰
り楽勝ですね」と意気揚々出発したのですが、調べが甘かった。ちょうどその日、常陸大宮
市のやまがた宿芋煮会（直径3.5mの関東一のジャンボ大鍋にて、約5000食分を一気に作る
らしい）というイベントがあって、その渋滞に巻き込まれました。芋煮渋滞を乗り切ると今
度こそ袋田の滝の駐車場待ち渋滞。人間は腹が減るとイライラして怒りっぽくなります。２
時になっても昼食をとれない車内は険悪ムードで喧嘩がはじまり、袋田の滝は辿り着きそう
にないのであきらめることに。こ洒落たお店でランチでもと仕切り直しをはかりますが、お
店がない…。やっと見つけたそば屋は「終わってしまった」と連続２軒断られ、道の駅で 3
時にようやっと昼食、花貫渓谷には午後４時につきました。でも帰る頃は真っ暗で灯りがひ
とつもない渓谷は紅葉の色彩がさっぱりわからず怖いだけ。帰路は５時に高萩市を出て２時
間半で帰宅できましたが、あ〜、、、、なんだったんでしょう…茨城ってこうなんだよなぁ…。
ちなみに花貫渓谷は車イスで行かれます（ただし坂がきつい）。とっても素敵な吊り橋に真っ
赤なもみじが降るように枝をのばす素敵なところです。（若杉）
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