
ぢ層ig～ 50サヒ了|ンフアス「オ3人 ぃ出スキー(下)

5月 3日  や つ と薬師 が見 えた。曇 つて はい るが雨 は落ちてい ないので、予定 どお り薬師 に

登 る。小屋 の人達 よ り30分 位前 に出たのに薬師 峠の登 りで追いつ かれて しまつた。で も、

結果 的にはそれ がよかつた。 その さき、先行 者のシュ プール は急 な斜面 についていて、 うつ

か りそち らへ行 くと登 りが最後 きつ くな りそ うだつたが、私達 は小屋の人達 と尾根状になつ

たゆるい方 か ら行 つたので楽 だつた。避難小屋手前 頃よ り雪 面 が固 くな リスキーアイゼ ンで

必死 になつて登 る。 がその先稜線 が細 くなって階段登行で登 る様子 を見て私達 はスキー をぬ

ぎ雪 の消 えた夏道 を山頂 までい く。 山頂で はゆつ くり体 むにはち よつ と寒い天気で、早早 に

くだ る。登 t'も パ ー ス早かつたが、下 りも又早い こと。下 りは山頂 よ リスキー をつけ、細い

覆線 の所 は慎重 に横滑 りで お りる。休憩所辺 りまで は雪 が固 く足 にひび く。 その下 はやわ ら

か くな つて濯 りやすい。 そ こか ら薬師 峠まで の滑 りが快適で おも しろかつた。 あつ とい う閣

■滑 りお り小屋へ着 くとち ようどお昼 をち よつ と過 ぎた頃。小屋で昼食 をとる 。昨 日の ク リ

|■ チューを暖 めて下さ りごちそうになる。甘い行動食が多いのでおい しくいただ く。そ

1 1手 後、まだ 0寺 閣はあるので、太15山 よ り薬師沢に下る夏道がついている尾根でひと滑 り

,て 遊ぶ。雪はす つか り緩んで、少 し重いザラメだがおもしろ く滑れ、つい滑 りす ぎて しま

1,そ うtこ な り自制 して登 りi_Rす 。夜はゆつ くりとコタツに入つてテ レビを見て しまつた。何

●2・ 3人 の qlllじ み客 を除 くとお客は私達だけの様で、小屋の人の方が多い位。ち ようど尾

11長 ほ小屋の人 々の ドラマで、感激 しながら小屋の人 と一緒に ■■時頃まで見て しまう。途

=● メロン等 ごち そうにな りながら。

1電 ‐1[i 今 日は小屋の人が薬師沢小屋の様子 を見に行 くとい うのに又々、ついて行 く事に

,■,_北 ノ俣までの緩い稜線 をシール を付けて登る。今 日もお天気は曇 りで朝の内は雪も固

■。 FIメ を心配するが、ルー トを教えてもらうとそれほど斜度はないので少 し安心。上の方

|■ 3う だつたが、 じき快通に滑れる。又 しても、あつとい う間に小屋の人 と馴‖じみ客の男の

,t主 は下 つて しまい小さ くなる。私達も急いで後 を追い、せつか くの大斜面の滑降 なのに写

liと る余裕もなし。左俣の源頭近 くまで下 つて赤木平ヘ トラバースぎみに登 りi_Eす 。さつ

l.1ナルし急な斜面 を又、一気に滑 り下 りる。そして沢状の所へ入るのだが、その辺では、

ti■ 1予 つた人達の姿がす ぐ見えな くなつて しまう。が所々で待つていて くれる。雪は少 し重

くな る。沢 を下 りきると開けた感 じの所へ出る。ち よつとカナダの風景 を思い出させる針葉

樹の会。そしてようや く青空が広がつて きた。広い所の端の方にスキーをデポ し、薬師沢ヘ

は、 4田 い急な小 さな尾根 を下る。 吊橋がみえ、その横に小屋がある。ち ようど、 4人 パーテ

ィの人たちが橋 を渡つてい る所だつたが、雲の平から降 りてきたみたいで、あんな木の密な

所よ く降 りる気になると思い、橋に降 りるのも又大変そうだつた。そして一緒に小屋の所で

食事。そのパーティの うちの女の人一人は小屋の人達 と知 り合いだつた様子。又、偶然だつ

たが、あとの二人の人達は、 RSSAの 人達で、一人は会報 を送つてい る飯田さんという人

だつた。飯田さんも私たちのことを山スキー同志会 と知 つて、私の名前 を言われたのにはび

つ くり。お昼 を食べて、もと来た道 をひき返す。登 り返 しはお天気が良 くなつた分、暑 くて

ち ょつとしんどい。 3ビ ッチで北 ノ又につき、そこからは逆に滑つて小屋にもどる。皆、思

い思い にとばして行 く。小屋へ着いたのは 4時 ごろ。ち ようどよい時間だつた。私たちはす

ぐのんび りできるが、小屋の人達はそれから食事のした く。 申し訳ないみたい。 この夜は、

昨夜よ りお客さんが多かつた。岩魚のおきしみ と岩魚酒 をふるまわれる。 (骨 酒ではな く角

が身毎入つている。)こ んなに人が多い と、明 日、約束どお り有峰から車に乗せてもらえる
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のかち よつ と心配 に なつて聞 い た ら大丈夫 だつたので安心 した o

5月 5日  今 日は一番いい お天気。 は じめ小屋 の ご主人 はお昼 頃降 りる と言 つてい たけれ ど

一人 を残 して、 9B寺 半 に小屋 よ り下 山す る。飯田さん達 は朝、薬師 を往復 して きて、下 山は

神 岡新道へ。ち ようど神岡 と有峰 二つ に別れて下山。太 15小 屋 から有峰 の コースは車 の便が

なければ滑れる機 会 もないので ラ ッキーだつた。緩い尾根 を皆 とば して ゆ くo今 日はザ ツク

を背負 つてい るので私 はス ピー ドをお さえぎみ に していつ も最後 の方。で も小屋 の人 が一人

最後について下 さつてい るので安心。地図の記号通 り■934の 手前 よ り樹林 となるが、 ま

ァま ァ滑れ る程度で、 おも しろか つた,■ 700位 か ら尾根道 をはずれて沢 に入 る。細い沢

で沢身 は水 が出てい るので 山腹 を長い長い横滑 りで お りる。一 カ所 スキー を脱いで降 りる所

もあつたが折立 まで滑れ る。 その先 の林道 も、雪 を拾 つて かな り滑れ、 ダム近 く、車が迎 え

に来て くれてい た所で終 了 となる。 ここで お昼、 おに ぎ りをごち そ うに な り′とて もおい しか

った。後は、車で 亀谷温泉 まで林道 を走 る。 山桜 が満開で とて もきれい だつたo亀 谷温泉で

汗 を流 し又 々、 ビール と新鮮 な海 山 のおつ まみ をごち そ うになつて しまつた。 そ tノ て富 山 ま

では、一緒 に降 りた高岡の山の会 の人 の車で送 つて も らつて その 日の内 に帰京す る ことがで

きた。 (考L六日,
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