
4、 16.～ 17,越後駒ヶ去 メンバー
:

長谷い1淳 一

4日 16日 (上)映 晴

夫自8:ζ6発 の新幹線に乗り,茸佐て
い
朝二番目の,ヾ スざ銀止、

平へ入3予 定ぞあっtが
｀
′lヾ ス停|て 亀くと′シ,レ ′ヾ

1-ラ
インの

交通規炉1の ため始発と終右の一往復しが運行してtlな tヽ とtlう

はり紙があっt.規夕1解 除となる4時 まぞヒマ1つ ぶすのもし

ゃくtミ tわ るので
:,駒

り湯から1｀ 倉え根のコース蓬登ることに

した。

駒り湯の手前で
1つ

り橋t立り尾根 lミ 取りつく。単独行と場あ

たるた行者の新しtl足跡ずつt)て t)る .急 な登りに夏道が
｀
され

ざ末lマ 出ており′スキーtか つし)だ上プラス手ツク轍:ぞは歩さ

づらし).午 後の日ざしが
・
ジリジリ熙りつll汗 ザ吹て出てくる。

646Pの 争前から尾想七広がり雪キ網h)て こたのぞ'ス キーt31

っば,ス 行〈が
｀
,付ケ訴か雪の切九てし}ろ 首があり′パースが

乱されてしまう.結局′目棟としたJヽ 倉山には逸く属なず,

930れ付進の平坦地 lミ ツェ|し 卜を張ることにしt.
タイム :大 湯ll:2θ ―駒 ノ湯′:40/"― ビ′ヾ―ク定な:欄

4月 17日 (日 )快 嗜

夭気予祇の五り今日一日キ状晴が続きそうであろ。歩き出し

た頃lミ 1よ ′与う啓主ゅるみ始めてtlた 。ビjヾ 一r7掟 がら先け薔

の切九日もなくなt)′ シー|し で峡胡Rられろ.え根の合充点ま

での高立左 lζο
“
たのl色 登はスキーtめ ι)ザ登ろ。先行渚のト

し―|じ |オ 労力の節約となってありがたt)。 登りきった計にテン

トが張ってあった。ヤゃ狭コl尾根tし ばS<進 tと 小倉占R忠

た。最〕ヶ象へのえ根上1ミ はスキーの卜し一|し が
｀
けフこうついて

おり,前 日|ミ 像出平ずらのλ山来ザあっ姜ようである.小′た

根は全体的にせスキーザア 分仁えるlじ ―トプあり′像山平ザ同

tlて t)な い3日 曜Hミ |さ おtし ろι)lじ ―トゼ
｀
はないかと場う。

構切tデ ポして駒ケ岳tめ ざす。相麦あらず
1の

晃tだが,着
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づ
｀
軽くなっただ

｀
け気かがそう収にある。百革り史からのかりぜ

は風t嗽 いてきて′昇さ寺人分やあらぐ1.176S P t越 えt汁 で

単独行落が
｀
下ってくるのと念い,あ し)さ つtが あす。岩峰の出

て1)ろ 訴から嵩虔左 10θ

“
理は急登のためつげ足lマ 麦えろ.駒

′Jヽ こはアンテナと″駒の老″とl)ぅ もヽおだltが 雪の上 1ミ 出て

ll拠 .ス トッリでもヽなtた kく とされしヽな者ザ響ぃt。 山頂ざ

らの四方の出あはすば
｀
らしい。残をなのは, 自分のとげ

tし
い知

識て¬す菫くの山々tピ れが付ふだと格定できなtヽ ことだ.そ れ

ぞtが つてあった山t見 つけるとうんしくF8ろ .

昨日ざSの 登t'ず 夫分足ドこてt)る のぜ′ヤわらがt)滑 りt
lじ が

｀
ける。山頂がらのカー|し 状の州‐面|ミ は勢<新雪ざ残ってtヽ

市ず′それけど小っかがらずまずは快迪ちおりであろθつげ足

ず登っ長狭 1ヽ魚・斜面t槙重R蒲 り,1763P付辻ずζ人のスキー

-26-



ャーとす末もザう。友通規レIの あろ時の日鳴りが山は相当強行

軍t強 られそうだ。1763Pが S小 倉出の下まずは助 ケtの スキ

ー]― スの)ヽ イライトぜある。強い日ざしのためザクサ
｀
クし■

慇じlミ ちっていたが,ざ らめ雪の
「

めあまりtぐ らず
:軽

快FJス

キーが
｀
変しめヽ。

下山11銀 山平のコースtと る。 S時半まぞ′ヾスはrJ t)の ずの

んびり行くことlミ 寸る。た行山から助ケ去t F3が
'め ると滑,ス

こた全コースが見疲せ′改あて大きな山だなあという思じザリ

ろ。主行山ならの下りはじげSく は広くゆるヤびち斜面だが′

た1ミ 治れて足,rJ劇 面Rは 1)ろ と木ザリ(t,て 滑l)ず らくなろ.

|′ θO“ 付遣で一時噛ザ切ん′しげS〈 えれの踏誌ザtt、 1マ 下ろ.

1064Pか ら左

`の

dヽ 尾ねt蒲 り′最後はスにはLヽ って柳沢出合

の格|ミ 出魚。うセ■い|の 河井 lすスキーがほとんど滑3ず′対井ず

クロカンスキーぜ軍峡lミ 飛ばしてtヽ ろ人立ざうらやましくFJろ 。

銀占平にたくと,ヾ ス佑が自麟tえ てt)ろ .ヒ 一゙|レt ttι〕lミ 有
っ卜民僣ぜ|ヾ ス会力‖ミ電話すると′冷の時加は様LL・ 平ぞは |ヾ ス

け上まら
「

」いとムう.結 局,タ クシー雀呼んぜ大場渉ぎ忠て′

予定の1ヾ スに合尭して帰まの上につしヽ長.

タイム :ビ ′ヾ―り地 7:10-J、 2山 9:00/20-百 年り艶 (|も

わ
“
)10:10/20-駒 ケユ山頂 2:oo/3ζ 一小2ふ 13:03/3ζ

一通有山14:Oζ /2ζ ―右p沢 出合 iも :00/1o一 銀山平バス件

16ミ 2ζ
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