
１１．２２ ラマ島 



11.22 ラマ島 北から南へー過去への旅 
 



午前中一杯かかって挨拶回りや 
事務処理を済ませると中環の離 
島フェリー乗場に急いだ。この 
機会に何としてもラマ島を歩き 
たかった。12時50分発のユン 
シュー湾行きがあった。16年前 
とは違う大型高速船だ。 
天気は薄曇り。見晴らしはあま 
り良くないが時折太陽がのぞき 
まあまあ。 
13時20分ラマ島着。桟橋の様 
子はかつてと変わりないが手す 
りに無数の自転車がくくり付け 
てある。島の住人が増えたと言 
うことか。 

海辺の掘立小屋がまだ有った。 バリ島の気配 



海岸沿いのレストランはかつてと変わりなく見えるが外人が目立たない。断然中国系が多い。 



家も土産物屋も増えた。 

かつてこのあたりには見事なブーゲンビリアが 
咲いていた。 



発電所の巨大な煙突と豆腐花の店はかつてと同じ。 



ユンシュー湾の村外れの巨
大なバンヤン樹を「村の神
木」と思っていた。それが
証拠に旧正月にひもの付い
た無数の赤い護符が枝に巻
き付けられているのを見た
ことがある。 
しかし、今では周囲の樹木
に囲まれて樹形すら判然し
ない。神木は消えたか。 

1997年当時の姿 



丘の中腹に並ぶ鳩料
理の店も緑の森に飲
み込まれつつある。  

フンシンイェ海岸入り 
口には海水浴客目当て 
の商店街ができた。 



浜にはうまい具合に木が茂り、素敵な日陰 
を落としている。若者のグループが楽しそ 
うにボール遊びをしている。セントラルか 
らわずか50分の別天地だ。 

浜からやや奥まった位置に有ったコンチ 
ェルトインはぐっと浜にせり出し、そこ 
をビアガーデンにし、奥に客室を増設し 
ている。商売繁盛だ。 

立派なBQサイト 



浜から始まる急坂の登りは暑い日
射しにさらされて、いつもなかな
か辛かった。しかし、今回は懐か
しさが先に立ち、その確認に忙し
く、疲れるなどと言う気にならな
い。不思議だ。 



遮るものの無い強 
い日射しにさらさ 
れるこのトレイル 
では海風亭と言う 
名の東屋は正に天 
国だった。いくら 
混んでいても屋根 
の影の下に頭を突 
っ込み涼んだもの 
だ。しかし、今で 
は東屋の回りの台 
湾アカシアの木が 
しっかり伸びて素 
敵な木陰を提供し 
てくれている。 

１９９７年当時 

 



夢中で歩いている内に島の西から東へ出る峠状の場所を越え、ほどなくソックー湾が眼下に現れた。 
この景色はかつてのままだ。 



どんどん下るとローソーシンの村。 
相変わらずお年寄りがハイカー相 
手にアイスや飲み物を売っている。 
ここでかつては左側を下ったが今 
は右手の村の中を通ってから下る。 
村の家の壁にピンクの実にリアル 
な豚の絵が描いてある。一体どん 
な意味があるのだろう。 



村の下には畑があって 
野菜たちが律儀に整列 
している。それをトタ 
ン板のフェンスが取り 
囲んでいる。かつてと 
同じ生活を続けている 
村人もいるらしい。 



ソックー湾に出
た。海岸にはゴ
ミ一つも無く、
住宅の壁は塗り
直されてきちん
と整頓されてい 
る。 



ドラゴンボートが何艘も並んでいる。ここでも 
レースをするようになったのだろう。 



ソックー湾の村まで１時間。ただちに村の裏山の峠に向かう。坂の途中の廃屋然としていた家にペンキが塗られ再稼働の様子だ。 



峠に立つ。東屋を見上げる。 
そして水平線を見やりながら高原状の道を南へ駈け下って行く。 
生きている。 
いつもそう強く感じた道だ。 
 



下りの途中の大岩の影から見晴るかすシェックパイ湾の 
姿はかつてと変わりないのかもしれない。しかし、思い 
出の中のそれは遥かに大きかった。 
泳いで湾の中央の岩によじ登った。右手の岬の様に突き 
出た岩礁で遊んだ。思い出の一杯詰まった海水浴場だ。 



坂を下りきった長老村の雰囲気はかつてとほとんど変わらない。誰もいない様 
でいて誰かがいてラジオが鳴っている。いつになっても不便だが、それなりに 
暮らし易い面があるらしい。ただし、この日、犬はいなかった。 

村の南のバナナ畑をぬけ深い 
森の中を突っ切って海へ向か 
う。 



 ユンシュー湾から大急ぎで２時間。ワクワクしながら早歩きをして、とうとうラマ島の最南端の深湾に到着した。 
ウミガメが産卵に来る砂浜はあくまで美しく、すぐ沖では漁師が網を入れている。 

香港の急速な人口増加にも関わらず、ここはしっかり守られている。おかげで思い出もすぐに生き返る。 
ぼくは左手の岩浜の巨岩群に向かった。 



巨大な花崗岩があちこちに気ままに転がっている。その隙間を抜けて 
岬の先の方へと進む。しかし、段差のおかげで足が届かなかったり、 
細いエッジに飛びつけなかったり。かつては感じたことの無い肉体的 
困難が伴う。どうしたんだろう？ 当たり前だよあれから１６年だよ。 
岩が笑ったようだ。ぼくを覚えていたらしい。 



垂直の岩の脇をすり抜けないと前に行けない。トライしてもあと一歩が進めない。無理して 
海に落ちても誰も助けてくれない。止むなく諦めて引き返す。何故こんなにここに来たかっ 
たのか？ それはあの当時の闊達さをスムースさを欠いた今の肉体で確認したかったからだ 
と納得した。 



ソックー湾発４時５分のフェリーに 
余裕を持って間に合った。レインボ 
−レストランでビールをと思ったが、 
何だか薄暗い。隅に社長が座ってひ 
そひそ話をしている。寄るのはやめ 
て、埠頭の公園で缶ビールを飲んだ。 
フェリーに乗り際、埠頭から眺める 
とかつて派手な黄金色で彩色され、 
香港と中国の赤い旗をなびかせてい 
た天虹（レインボー）の看板が色あ 
せ、青ざめていた。 



１１．２３ サンセットピーク 



11.23 サンセットピークハイク 
 
東涌に９時集合と言うことで沙田のリーガルリバーサイドホテルを 
バスで出た我々は一気に東涌に入り駅前のショッピングモールの飲 
茶屋に入った。以前から気になっていた店だが、いわば近隣の一番 
店。豪華なシャンデリアの下にいくつも丸テーブルがならび、新聞 
を手にした老人がそのテーブルにゆったり座り朝の飲茶を楽しんで 
いる。香港伝統の過ごし方だ。おそらく、東涌の新興マンションを 
買って悠々自適の生活をしているリタイア組だろう。 
食事はなかなかおいしく、日本の村にもこんな店ができないものか 
と思ったがまあ無理だろう。兎に角これだけのシニアもいない。 

シニアと言えば香港版スイカの
オクトパスには６５才以上用の
綺麗な緑色のシニアパスがある。 
２０＋５０（デポジット）＝合
計７０ドルだが、MTRはどこまで
行っても２ドル、バスは半額と
言うことでとんでもなく使い勝
手が良い。どこかの国の鉄道の
様に、シニア料金は安くしてや
るが、速い電車には乗せないと
言う侮辱的なサービスとは雲泥
の差だ。試しにいわゆる香港版
グリーン車にも乗ってみたがそ
の料金も半額だった。その圧倒
的な魅力に引かれて年齢は達し
ていないのに白髪を武器にシニ
アパスを手に入れた御仁もいた。
香港のシニア対応体制について
は別途調査の必要があると感じ
た。 



本日の参加は１２名。現地メンバー参加者は１人と言うことでいささか寂
しいが５年ぶりの香港に皆さん興奮気味。台湾アカシアがすっかり伸びて
森が 
深くなったパクタムチュンを９時半に出発、見事な自然石の階段を一歩一
歩登る。懐かしい登山ファッションの星野さんも元気だ。 



アクセスが便利だ、森林限界が近い、海が見える、香港の山の魅力を全て 
備えた道は何度来ても素晴らしい。天気は薄曇りだが暑くはなくかえって 
好ましい。と、まあ全てを良い風に解釈するのーてんきんなシニアたち。 



サンセット峰西稜の肩に出ると、風に揺れるススキの穂の向こうに主峰ランタオ 
ピークが堂々たる姿を見せた。ケーブルの完成以来この山は大人気となり休日の 
山頂は座る場所も無いほどに混雑する。従ってサンセットから眺めるのが最も良 
いようだ。ニューヨーク在住の早野さんもご満悦。地元メンバーの川島さんも嬉 
しそう。 



同じ山でも見る位置を変えると印象が変わる。 



縦走路を外れサンセットピークに向かう。 
見事なすすきの原が広がる。 



山頂近し。 



真下に東涌の巨大住宅街と空港。 



ランタオピーク３つ目。南東に二東山と蓮花山。 
きつね色の草原におおわれた秋の香港の代表的な姿。 



銀色に輝く草原を下る。 



サンセットピーク側のドアが開いていて気になった小屋に近付く。 
声をかけると人が出て来た。ここで住んでいるのかと聞くと週末 
だけ登って来て過ごしていると言う。しばらく話し込む。一帯の 
小屋は１９２０年頃、イギリスのミッション団体が夏の避暑の為 
に開発したもので２０軒くらいの小屋がある。彼（ガリー）は２ 
年前に教会から３０年ほど閉め切っていたこの小屋を買い、改修 
を加えて住める様にした。キッチン、ダイニング、トイレ、物置、 
ベッドルームがあり、窓のおかげで中は明るい。ソーラーパネル 
で電気を起こし、日本製の冷蔵庫を動かしている。 
小屋は幾度も見てきたが入ったのは初めてでいささか興奮した。 
イギリス人の開拓魂にも脱帽。 

犬は無骨な顔をし 
ているが至極愛嬌 
が良い。 



ガリー小屋にキムサクさんとちょっと長居をしすぎた。他のメン 
バーはどんどん下って行ってしまった。 



石室高原を振り返り、サンセットを下る。小屋のあるおかげでいつも 
また来るぞと思いたくなる場所だ。今回は小屋の中を拝見すると言う 
大収穫が有った。次回は冬の寒い時、あるいは夏の暑い時に是非泊ま 
りたい。 
下り口にある最後の小屋はガリーによれば、かつて荷揚げをしに登っ 
て来たクーリーたちが泊まった小屋だそうだ。イギリス人はもう100 
年ほども前にそんな施設までこの山の中に作ったのだ。 



蓮花山の茫漠たる山容が広がる。その下の十字路で先行組に追いついた。 



 
東側のムイオ方面から登ってくる人が多くなる。 

そちらの方が登りは長く厳しい。 
この山には正統派が多いと言うことだ。 

サンセット万歳。 



下り着いたバス停周辺は台湾アカシアの林の中に緑の芝生
が広がり、トイレやレンガ作りの瀟洒な建物がある気持ち
の良い公園になっていた。基本的なものだけをしっかり作
る。何も付け足さない。AFCDの基本理念が見事に発揮され
ている。ほぼ３時間半の絶好のハイクだった。 

プイオの浜が見える。 
緑が増えた様だ。 



ムイオに下ってピザ屋で昼食。ガイドの山中準備作業を
終えたMQも合流して、ビールとピザを堪能。夜の宴会を
想定すれば時間が無くなり、フェリーは諦め、東涌まで
バスで戻って一気に沙田へ。お上りさんよろしくダブル
デッカーの２階席先頭で途中の景色を堪能した。 



この日の夜は現地組３人も入って 
トンローワンの太湖海鮮城で宴会。 
香港在住２８年という米田さんの 
絶妙のオ−ダーで満喫。 
それにしてもこの店の、更には街 
の混雑ぶりは尋常なものではない。 
かつてそう思った混雑具合を２倍 
にしたような混雑と言っても良い 
だろう。人混みに酔う、そんな感 
じだ。 



あんまり人が多くてメバー
の自己紹介などできなかっ
たがまあいいか。 



中村   木村   日暮       濱     小野寺     増淵   川島       金子 
                          早野     大場       米田          
     音田       室伏     星野夫妻        



１１．２４ 八仙嶺 



中村、木村、日暮、大場、金子の泊まった 
リーガルリバーサイドホテルの前は沙田の 
運河。早朝からシングルスカルの練習をし 
ているグループがいてまるで戸田。 
朝はホテルの隣の路上食堂で麺を食べるが、 
店の選択を間違い、マズイ！！！！ 

ミニバスで沙田駅へ。そこからKCRならぬMTRで粉嶺へ。写真ではあま
り感じられないが日曜日の朝と言うのに、そして粉嶺だと言うのに大
変な人出。7-11での支払いに10分かかった。 

11.24 八仙嶺ハイク 



当初の予定はウィルソンの終点から逆歩して鶴薮水塘 
へ向かうルートだった。しかし、それでは最低７時間 
はかかる。シニア連中にはとても歩けない。急遽粉嶺 
の駅頭で鶴薮水塘から大美督ヘ下るルートに変えても 
らった。となると、どうやって13人が一緒に不便な鶴 
薮水塘へ行くか？ と思いつつミニバス乗り場に向か 
うと、とあるバスから「どこに行くんだ？」と声がか 
かる。すかさず在香港２８年の米田さんが「鶴薮水塘」 
と応じる。「よしきた！」ミニバスが近付いてくる。 
ただちに全員がバスに乗り込む。何と言う幸運！ 

粉嶺から３０分ほどで鶴薮水塘のキャン
プ場の手前に着く。道路脇に路上駐車の
車がずらりと並んでいる。何事かと思う
とキャンプ場は色とりどりの無数のテン
トで一杯、秋の林間学校真っ盛りだ。 

そこから先には人影が無く、往時の静かな雰囲気が戻ってきて 
ほっとする。かつてここは正に辺境だった。 

９：１５ 



鶴薮水塘の周回路は深い森におおわれ、湖面は木の間越にしか見えない。 



ゲイトをくぐり、階段を登ってしばらく行けば森が切れて
黄嶺が見え始める。懐かしい景色だ。それにしても樹木が 
伸びて視界が狭まった。 



歩き始めてほぼ１時間、森を抜け、鶴薮水塘を見下ろす稜線に
出て一休みしていると下から女性が一人登ってきた。茶色の帽
子、長い髪、ピンク紫の長袖シャツ、大きなXX、黒ズボン、手
袋、ゆっくりと左右に揺れる登りかた、何だか見覚えがある。
誰かが「MQではないか？」と言い、また誰かが「そうだったり
して！」と応じている内に人影は近付き、まさにMQと判明した。
家が沙頭角の方と言うことで別の郊遊徑を歩いて追いついて来
たのだ。「おはよう」。一行は１４人になった。 



喫煙者でなくても水塘から一気に360mも登る八仙嶺の西稜は辛い。喫煙者は尚
辛い。でも本人はタバコをやめるつもりは毛頭無い。背後にクラウディーヒル
がなだらかな稜線を見せる。 



急坂を登り終え、平らな天上の世界へ出てほっとする。 
正面奥の三角形は大刀ヤン。右手には深センの街並が見える。 

何だかすすきが多い。 



この高原の雰囲気は北アルプスの双六あたりを思わせる。 
道端には竹葉蘭が見事な花を咲かせている。 



沙頭角の街が見える。航空母艦造船の為にソビエトから購入 
したと言うミンスクもまだ港に係留されている。 
MQは３月まで手前左側の山の陰あたりの村に住むんだと言う。 
うーん、なかなか遠い。 



行く手の稜線の右側は浸食され易い火山岩の崖、左側がそれをおおった硬い礫岩。 
かくて黄嶺（639M）の勇姿はそのままに全く変わらない。永遠に変わらない。 

１１：００ 



乾いた硬い土道がこーねんとこーまつの密生する灌木帯の中を続く。 
ゆっくりしたいところだが脚は喜びどんどん進んでしまう。 



一体ここは阿蘇か？と思うほどの雄大さ。 



黄嶺の南稜の真下に白く巨大な観音菩薩像が見える。ラン
タオの大仏に匹敵するほどの大きさで、高さは30Mほどもあ
るだろうか。李嘉誠が作ったと言う。香港フラワーでブレ
イクし、今や世界長者番付け第８位の85才の大富豪はこう
して観音菩薩を頼り天国への道を探っているらしい。 



八仙嶺とは言ってもその部分は５kmも続く天井の稜線の東端の 
４分の１ほどに過ぎない。八仙嶺と思われる稜線の上にいるのに 
指導標には八仙嶺まで45分などと明記されていて、おや？と思う。 
登り始めからほぼ３時間でようやくその外れの純陽峯(591M）に 
たどり着いた。真下にプロバーコーブの広大な水面が広がる。 

５番目の曹舅峯（508M）。この峯は曹国舅と言う仙人の峯で、 
この仙人の持つ玉製の板が東海竜王の王子に奪われ合戦が始ま 
った。孫悟空も加勢するが最後は観音菩薩が仲裁したと言う。 
となると李嘉誠の観音菩薩がこの山の麓にあるのも意味がある 
のかもしれない！ 



最後のピーク、第８番目の仙姑峯（511M)がなかなか近付かな 
い。暑くて湿気も高く大分くたびれた。これに違いないと登り 
つめてみれば第７峯の湘子峯（513M)。かつてはここらは走る 
様に歩き、峯の名前など確認したことはなかった。 

正に最後のピークが目の前だ。 



歩き始めてほぼ４時間、ようやく最後のピークに立った。何と気
持ちの良いことか。 
山火事遭難で５人が犠牲になった南稜への道は封鎖されていた。 

１３：００ 

日暮さんご機嫌 



前半は行き交う人は少なかったが後半にはどっと増えた。こん
な辺境の地にも香港人はやって来る様になったのだ。都会の喧
騒が極限近くにまで高まり、そこから逃げ出す喜びを多くの人
が知る様になったのだろう。大美督にはサイクリングを楽しむ
人もいて大にぎわい。バス停のそばにはかつてレストランなど
無かったが、今や目白押し。無事下山を祝ってカーシバで乾杯
した。この席で今回何故八仙嶺がコースに選定されたのかが分
かった。今年4.29に59才で肺がんで亡くなった近ちゃんの送別
登山がこのコースで、それが同時にコースを提案した安本さん
の歓迎登山でもあったためだ。そうか、そう言うことだったの
か。では、５年後の香港同窓会ではどんなことになっているだ
ろう。やや粛然とした想いが湧いた。 

１４：４５ 

プロバーコーブの向こうに 
馬鞍山が聳える。 



 この夜は上環の街市２
階にある加藤さんの日式
料理屋「家和」で宴会。
現地メンバー宇野さん、
深センメンバー栗田さん
も加わってくれた。 
 厨房だけが囲われてい
て、客席はオープンと言
う街市特有の開放感あふ
れる会場でテーブル３つ
を占有する。加藤さんは
奥さん息子さんと２年半
前からここで営業を始め
た。日式 丼もの、鍋も
の、、兎に角高くしない。
それでできるベストのも
のを出す。敢えて宣伝は
しない。それで来る人に
だけサーブする。３３年
の香港生活を経てたどり
着いたマイスターの境地
だ。 
 そこへ何と川崎さんが
現れる。当時のいかにも
バーのマイスターと言う
雰囲気はすっかり消えて、
今やビジネスマンのマイ
スター。人は変われば変
わるものだ。何だかとて
も感動した。 

川崎 安本 

スーパー宇野 深セン栗田 



皆の様子は１６年前のハイクの 
打ち上げと変わりない。 

加藤 



最後はランカイフォンの
ハードロックカフェー 
。に繰り出した。香港に来
たからにはどうしても足を
踏み入れない訳には行かな
い。皆さんご満悦。ただし、
ここでもどうも西欧人が
減って雰囲気が落ちた。 

５年後に 
またここで会おう。 
本当だぞ！！！！ 
生きていろよ。 

バイバイ 


