
①火山公園
ひ や ま こ う え ん

第１回登山会で歩いた部谷山新登山道を整備する際、登山道入口の丘の笹をきれいに刈りテント

を建て展望広場を作りました。今回の登山会を機に、ここを提供していただいた火山生産森林組合

（通称“火山組”、以下“火山組”と表記）にあやかって「火山公園」と名付けました。

火山公園からは広島市内が一望でき、春は公園下の見事な桜を眺めながらのお花見、夏は宇品

の花火見物、秋はお月見と地元住民の新しい憩いの場となっています。将来的には駐車場も整備し

ていきたいと考えています。

②部谷山古墳・上組古墳
へ や や ま こ ふ ん か み ぐ み こ ふ ん

火山公園を出発し砂利道がしばらく続きます。左右に広がる竹林の右側の丘の上には、部谷山古

墳があります。この古墳は横穴式石室が露出したもので、入口から奥の石室まで（羨道）は、高さ幅と

もに１ｍ、奥行き1.7ｍ、玄室（羨道に続き棺を納める石室）は高さ2.3ｍ、幅1.7ｍ、奥行き４ｍの空洞に

なっています。いつの頃か掘り荒らされて遺物は見つかっていません。古墳の造られた時期は６世紀

と推定されています。ここから道路を100ｍ進んだ左の竹林の奧には上組古墳があります。この古墳も

部谷山古墳と同じ横穴式石室ですが羨道は失われ玄室のみ残されています。

③新堤（鹿が谷溜池）
しんづつみ し か が た に た め い け

砂利道はやがて立専寺から登ってくる舗装路と合流します。合流点からすぐ上のフェンスで囲まれ

た池が新堤（鹿が谷溜池）です。東山本地区の農家は度々水不足に悩まされ、大正13年（1924)の大

旱魃で大きな被害が出たことからこの溜池が作られることになりました。大正15年(1926)に工事がはじ

まり、その年の秋に完成しました。池のほとりにはこの土地を寄付した古川喜代三郎氏を顕彰する石

碑が建てられています。

④ホタル自生地(になる予定)
新堤の上の堰堤から上流の山本川は長年整備をする人もなく、川には台風で倒れた杉の枝など

が厚く積もり景観を大きく損ねていました。今年６月、地元の有志がホタルが飛びかう川に復活させよ

うと、この堰堤から約200ｍ上流までの区間の清掃を行い見違えるようにきれいになりました。

祇園西公民館などでホタルの卵をふ化させ幼虫を飼育しているほか、堰堤の近くに小池をつくりホ

タルの幼虫の餌となるカワニナを育てています。１２月１０日には幼虫を放流することになっており、来

年の６月から７月にかけてホタルの舞う姿を見られることが今から楽しみです。

⑤鹿が谷三段滝と紅葉
堰堤から「銀山城登山口」の標識のある渓流沿いには、見上げるようなモミジの大木が連なってい

ます。これは保勝会で約４０年前に植えた苗木が立派に成長したものです。木を植えた当時、この渓

流に点在する小滝を「鹿が谷三段滝」と命名しましたが、川の荒廃とともに忘れられていきました。

６月の源流清掃で滝の景観もよみがえり、晩秋には鮮やかな紅葉がこの渓流を彩って素晴らしいコ

ントラストを見せてくれることでしょう。「鹿が谷三段滝」の呼び名も復活させたいものです。

⑥杉谷と忠魂碑
す ぎ だ に ち ゅ う こ ん ひ

水越峠に向かう道から左に別れ、いよいよ山道に入ります。道の両脇には苔むした杉が立ち並ん

でいます。小さな沢をまたいで山道を登っていくとやがて大きな花崗岩が、まるで川が流れるように連

なり露出している場所を横切ります。山本小学校前バス停のそばにある忠魂碑の大岩は、この付近か

ら住民が総出で運び出したものなのだそうです。

⑦堀切から火山横断道へ
ほ り き り

杉谷の坂をひと汗かいて登りつめると尾根を削った堀切があらわれます。火山組の人達が作業道

の入口として作ったもので、ここから火山横断道がスタートします。

約４０年の間、訪れる人もなくすっかり山に戻ってしまっていましたが、痕跡をたどりチェーンソーや

草刈り機で切り開き、クワで斜面を削って道を作っていきました。崩れかけた所は石を並べたり、木で

手すりや橋をかけ、子どもやお年寄りも無理なく歩けるようにしています。

⑧ひょうたん岩
堀切から右手に緩やかな下り道を回っていくと、保安林の標識があり道が二手に分かれています。

“上の道”は火山へ上がる近道です。“下の道”は距離が長く、火山山頂まで１０分くらい余分に時間

がかかりますが、比較的なだらかで堀切の尾根を谷越しに見ながら歩くと、すぐ下に春日野団地がひ

ろがっているのを忘れて深山を歩いている気分です。今回の登山の目玉「ひょうたん岩」には、どちら

の道からも行けるよう整備していますが、今回は“下の道”からのアプローチです。

この「ひょうたん岩」は昨年の秋、横断道整備の作業中に発見されました。稲田副会長が、道を確

認しようと登った尾根の大岩の上に「ヘタ」までついた精巧なひょうたんの形をした彫り込みがあるのを

偶然見つけたのです。火山組の人や地域の古老に尋ねても誰もこの岩について知る人はなく、文書

にも記されたものがない全く新しい“謎”の誕生でした。同行した幹事の中には武田山にある用途の

わからない不思議な岩の窪み、「鶯の手水鉢（うぐいすのちょうずばち）」とイメージを重ねる人もいまし

た。

調査を重ねると、大岩にはひょうたん形の彫り込みだけでなく柱を立てるために空けられたものと思

われる穴や加工痕がいくつか見つかりました。岩の上に立つと武田山の上高間（うわたかま）が正面

に見えることから、保勝会では銀山城の西方の守りを担う見張りやぐらが建っていたのでは

【裏面へ続きます】

ないかと考えるようになりました。安にお住まいの郷土史家 村岡幸雄先生にも現地を見ていただき、



この説に賛同をいただいています。

４月の第１回登山会の時には、この岩の存在についての説明だけで実際に足を運ぶ時間がありま

せんでした。今回は皆さんの目で確認していただき、この岩の正体について推理を働かせていただき

たいと思います。なお、この場所は高所や崖となっている箇所ですので観察にあたっては事故の無

いよう必ず保勝会スタッフの指示に従って行動して下さい。

⑨ろうそく岩(仮)
ひょうたん岩を見学した後、“下の道”には戻らずに斜面を登って“上の道”に合流します。

左折して“上の道”を少し進むと道の左側にニョッキリと突き出している奇岩が目に入ります。山本の

町をじっと見守るように立つその姿には、威厳すら感じさせられます。とりあえず「ろうそく岩」と呼んで

いますが、その姿にふさわしい名前を誰かにつけていただきたいと思います。

⑩ロックウォール(岩壁)
“上の道”をさらに進むとやがて砦のような大岩にぶつかり足場が悪くなります。木を掛けて作った

ちょっぴりスリルのある橋を渡り、ロープを垂らした急勾配を慎重に登り、山を回っていくとやがて“下

の道”から登ってくる尾根道と合流します。この尾根道はちょうど火山組の山林と国有林との境界線に

あたります。

尾根道をしばらく登り八畳岩の下までくると、左手の国有林側の斜面が灰色に変わっていることに

気づくはずです。この斜面は巨大な一枚岩の岩壁で、所々に松が貼り付き雄壮な景色を楽しむこと

ができます。今までの火山の尾根を通る登山道からは決して見ることが出来なかったこのポイントは、

ひょうたん岩とともに新しい名所になりそうです。

⑪火山山頂
八畳岩の下をぐるりと迂回して横断道は丸山から火山へ向かう縦走路につながります。八畳岩で

市内の展望を堪能し、数分登ると火山山頂に到着します。

火山は、標高488.3ｍの山本第一の高峰で、頂上には昭和１５年(1940)に在郷軍人会の建てた「神

武天皇烽火伝説地（じんむてんのうほうかでんせつち）」の碑があります。火山の名の起こりは、昔、神

武天皇が東征のおり兵を募るためにこの山頂で合図の狼煙（のろし）をあげ、船を仕立てて府中の埃

宮（えのみや）に渡ったという伝説からきています。山本や祇園には今でも「出口」「帆立」という地名

が残っています。

１０月２日にひろしま八区覧会のイベントとして行われた「武田山ガイドツアー」では、本会幹事の森

田氏がガイドボランティアとしてこの伝説を紹介しました。その際に「あちらをごらんください」と指をさ

すと、なんと不思議、火山の山頂から狼煙の煙がたなびきはじめました。

この狼煙の正体は、車の発煙筒を束にしたものを携帯電話で連絡をとりながらタイミング良くあげた

ものです。当日はあいにくの空模様でガスがかかってはっきり煙の見えない場面もありましたが、ツア

ー参加者の皆さんには喜んでいただくことが出来ました。

⑫天狗の雨宿り岩、大亀子亀岩
て ん ぐ あ ま や ど い わ お お が め こ が め い わ

火山で昼食をすませ、もと来た道を引き返します。下山道は横断道の“下の道”を通ります。尾根を

いくつか回ると、昼でも薄暗い谷に何本ものカズラが不気味にぶら下がっている所があります。目を少

し上に向けると大きな岩にポッカリと穴があいていて、天狗か山賊が今にも姿を現しそうな気配がして

きます。もっともこのほら穴、天狗が住むには奥行きがちょっと足らないのですが…。 そこを過ぎると

左側に家ほどの大きさの岩が連なっていますが、上の方を目をこらすと亀の親子のように岩が重なっ

ていて、よく見てみるとここにもひょうたん岩のように岩の横に穴が空いているのが見えるはずです。こ

こも何か建造物があったのでしょうか？

⑬小屋の跡
さらに尾根をまわると、道はひょうたん岩入口の標識まで戻ってきます。ひょうたん岩に別れを惜し

みたい方は、もう一度登られて“上の道”へ出て右手へ進まれても結構です。“下の道”をそのままし

ばらく行くと、道の一角が広くなっています。往路で枝に底抜けのヤカンがかけられているのに気づ

いた方もおられるでしょう。“上の道”にも同様な場所があり、それぞれ昔は火山組の作業小屋が建っ

ていました。

火山組の人たちの秋の楽しみは何といっても松茸狩りで、５０～６０年前までは背負ったカゴに入り

きらないほど沢山採れたそうです。この小屋で松茸ご飯に焼き松茸とフルコースを堪能し、それでも

食べきれない分は持ち帰り、家の軒先に吊して干しシイタケのように保存をしたのだそうです。今では

全く想像もできない話しですが、松林を整備してもう一度あの頃の光景を蘇らせたいと考えている仲

間もいます。

⑭水越峠
み ず こ し と う げ

堀切まで戻り左へ折れてしばらく進むと、火山から武田山へ向かう尾根道へ合流します。ここから、

黒谷山を経由して水越峠へ向かいます。

第１回の登山会の解説ではこの水越峠について、『昔は山本と安方面を結ぶ主要路でした。現在

では台風などの影響で峠から相田の間は、路肩が崩れたり倒木のため通りにくい箇所が多くほとんど

人の通らない道になっています。歴史のあるこの道にもう一度注目したいものです。』と書きましたが、

その後、倒木の撤去や笹刈りを行い歩き易くしました。また、１０月には安公民館の松島館長の呼び

かけで「安まちづくりプランプロジェクト」が発足し、安方面からの登山道整備をすすめていく事が決ま

ったという嬉しいニュースも入ってきました。峠を越えた交流が進み、昔のにぎわいが戻る日もそう遠

い未来の話しではなさそうです。

水越峠を越えて相田側におりる山道から少し離れた山の中には、「光賢寺原（こうけんじばら）」と呼

ばれる平らな場所がひろがっています。安の７０代の人に尋ねると、「小学校の時に遠足で行った事

がある」ということでしたが、今では入り口が小竹に覆われ忘れられた存在です。現在は安川沿いにあ

り、銀山城を築いた武田信宗の菩提所と伝えられる正伝寺(しょうでんじ)が、かつてはこの地にあった

とも言われています。いつか機会があれば皆さんを案内したい秘密の場所です。

⑮青原広場と三鬼堂
あ お ば ら ひ ろ ば さ ん き ど う

水越峠を山本方面へ数分山道を下ると広場があり、ここから舗装路になります。所有者で祇園にお

住まいの青原氏にご協力をいただき、この広場を憩いの場として保勝会の手で整備をしていく計画を

進めています。現在は、沢の水を引いてここでもカワニナの飼育を行っています。

この広場のすぐ下、左手の林の中には三鬼堂が静かに眠っています。夜ごと現れる武田の武将の

亡霊を慰めるために建てられたという話しも伝わっていて、昭和４０年代まで沢山の参拝者で賑わい

ました。今でもまれにここで手を合わせて拝む人の姿を見ることがあります。

（解説文 畑野 康）

【お知らせ】

＊案内のチラシとはコース等が一部変更になっております。ご了承ください。
＊コース中に公衆トイレはありません。登山会当日に限り 「銀山城登山口」入口、
の民家のトイレが使用できるほか、火山山頂付近に簡易トイレを設置しますので
ご利用ください。
＊中途下山や設定ルート以外から下山される方、気分が悪くなったりケガなどのト
ラブルのある方は必ず近くのスタッフに声をおかけください。

武田山・火山保勝会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞもご覧ください http://taketayama-hoshoukai.cocolog-nifty.com/blog/
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