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大気予報通 り、 3日 朝 、小谷温泉に着くと、雨が降つている1本降 りである|バス停前
の山田旅館で休憩させてもらって様子を見そ)を 初めは 1時間程の心算だが、なかなか止ま

ない。電話の予報では、前線が通過中とのことだ=腹 を決めて、午前中待つことにす 4)t

12時前、雨が_Lが り出発する(夏道の取 り付きは、土砂崩れて、本のない上の崩れを

よじ登 った=夏道は、道とはいえ余 りよくはない.雪が、沢に少しあζ)

1300メ ー トル辺りでは、尾根′)東側にテ ‐ブル1犬の雪が出てきてそこを歩 く 非常

に歩き易い=し か し、雪は切れ切で、数の尾根道に戻 りながらのぼる1 卜J50メ ー ト
σ)小 さなコルから、ようや く雪が出てきたt天気が悪くな り、雨飾山は 、ガスの中だ .こ
こか 1,、 スキ ーを弓|っ 張 った-1600メ ー トル過 ぎの尾根を越すところで、道がよく分

からずザ ックを置き少し歩 くと、雪のない夏道が力)っ たtぶなの大本の根元の枯れ葉の上

にツェル トを張 ったI:下からの冷たさが しみてこず、快適だった。

4時頃から、小雪が降 り出しまl=天気図では、前線が、東に抜けて、華中に高気圧が廉)

2)て
「明日は、よくなス)ぅ 」と思 う。

夜中じゅう、風が吹き捲 り、ツェル トに雪の重みを感 じたィ低気圧が東の海上に抜けれ

ば、冬型だな、このあた りは、雪が降る、ガスも出ようと シュラ フア)中 で考え直す .

5 ′′1(1央日青)

起きてみると、魔)ら れ混 じりの雪が 、1 0 cln程積もっている 陽がさしている).白馬

三LLや 、高妻山等が見えた`はやる心を抑えて、朝食を作る :

今日は、シールで歩き始め 4)=す ぐ急登になり、靴のア イセンにして 、スキ を引っ張

そ)=そ の後は、シールで歩 く.こ の辺 りは、沢がフ、り組んでいて、分か りにくい 平地も

多く、何処でもテン場に向いている。

19491nは 、西から巻く.ぶなたて尾根は、東側に崖があるが、西は、樹林帯のゆる

やかな斜面が多い。このあた りは、下りとしても下部に雪があればいいコ スだろう 天

狗原山では、大体止(焼け山が眼前に大きく、雪倉 、朝日、後立山など、四囲の山ヤが見

える。疲れたかいがある。体んでいると、金山から、 ・人歩いて下りて来る
一人の男は、雨飾から来た、前日の雨で、金山で泊まったと いう:金山へは、 登り

だ(金山で、ようやくシールを外 した ,富士見峠までは、意外に近い感 じだで金山の下 り

は、雪が吹っ飛んでガリカリ で、急なので、横滑 りで下 りる.尾根にノ、そ)と  ほとんど直

滑降で
｀
行 く.2 0 5 0rnの コルは、夏は、東から巻 くらしいが、北から、フ、ろうとして、

ガリガリの斜面を 5■1程滑落した`そ こで、シールとスキ アイゼンを付けた,逆 コ ス

の 2人のパーテ ィに会つたぅ

泊岩までのぼり、大体止。頂上は、登らない事にする.50■1程の離れた所から、蒸気
が出ていそ).
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北面を楽 しみに して渭 ll始め 4)(雪 が頂度よい硬 さた トラバースだけでは 、勿体ない

ので、フォ ールラインに下 り、横に媚る 坊IIJ抱 き岩も見え乙).北面もいいだろ うが、西

面もいいと思う.一・i■ てきイ)所 まで来て、驚いた ,立)ま りにも 『Lコ スキ の別天地』に

相応しいからだ
=

15 20・ 位の無本立ち′)斜面た ,何本かある沢の両側は 樺の小本が密生 していス):

ゲレンデ以上のグレンデた

水無谷を見て、 1 90 0Hlか ら100m]ヽ りたが、快適だったtあ まりのいい斜面で、

160()nlま で大きなパラレ/bや ウェデルンで'卜 4):沢が大きくな り渡るところを探す (

1550辺 りに雪が付いていそ)所 があり、そこを下り 登り返す。さらになめ らかな斜面

となる」雪は、強い陽ざしと、高度が下が り、重くなった。広広としてよく分からないの

で、進むと、地図の 1・150■ 1で 、出合″)急斜面だ,3本めの沢らしい`雪が付いている

かと見るが、沢は深いし、雪は、割れてヽヽそ)( しょうがなく シ ールを付け登 り返した (

対岸を滑 り下りる′、がいる。テントも見え4)(こ の登 り返 しは、暑いのと、疲れたのと、

思いがけなかったので、非常に疲れた.20分 だった t

休んでいると、2 0 0 0Πl辺 りから下 りて来た 2た パーテ イが軽快に下りて行つた.私

も滑 り出すが、風が快いぅ 1300mを 越えると、直滑降しか滑らない。 1枚の尾根を終

わス)と 、地形が複雑になる=ル
ート図では、焼山川の東沿いとなっている`低い山が谷と

交互になつている.ア マナ平に下 り 1100mpの 直ぐ西側で、林道を見る.切 り開き

′)コ ルの様な所から、1)9 8 1Π lに続 く小尾根を滑つたて窪地を見て、林道を探す、雪に

覆オDれてい4)が 、そこらしい所を見付けた =笹倉温泉の田回、赤い屋根の家家が見えた t

本の少ない、雪のあそ)所 を下イ)と 、はつきりした林道にでた.本が若緑に色付いている 1

林道の山側の雪をしつこく斜滑降だけで
｀
滑 り、橋まで下つた :温泉で汗を流した
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