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PART 1 /＼ マ ロム のふ

lq9o.5。 3～ 5。 5

メンバ
。~lキ %λ´′哺ヽ森Z秀■2化 /`ろ

二 年 前 この ノ＼ マ ロ ム 1仁 て LLtス ヽ 一 ヒル ■ 統 潔 じス 嗜 tじ め Z

み4は ,プ ロンバ`スt仕 乞マて論参/λtt Z"殊 ネ・え右欣前tム本

しr/_。 (ダ、2■ん130).賢じ中夫籐の子前で幾外にかっアだ。ザ ニ 3

7:3θ 坊′夕ふめに始、、7.私 にて朝全′1ヽ 休との′々 口~カ ウ多イ未

場 14 rp3っ r/_。

5月 3日 (a晟 り)孝 場 餐コース

ロー,ウイ ム及家 で1、
一時向鯰行ら′ム蒟駅 に//嗜 ケιι ぎ

に老 l、

“

。
`′

度tZた 〃イ9顕資黎色ムお しただ′/ZI■ 街甘り■″`

っ、ヽZ‐ のスヽ~「
7‐ 2ず′この疇要る`ローカウ多イマ‐Tム瀬 うという

ハフー ン7“ ダた こた′化は何 ヒク`米水禾ハのえ‐料 曲■こクι′人

毛 レzッ テに何 177参′了劇れ ヒ字,′ θスだ′外′ヾ″λほズヤ~マ ~

パ夫考Pみ 7ん,X水 禾へのTり 7‐ も″72多 が勝子に霧ιいて翡ってtヽ

くのマ“イルキ可ゝうk機 夕した。省向にあ不ムtう ワτらヒ見ん

ろオiた の高曇りのIF,人 仏じ,ッ テ14/314θ 差。11、 係との後/イ :′ 0

養 2´ i念をへ何う。こa lq,スキ_協 の立権tん t4ヽ森乞tし だ

見っけ薇拶tか わした。子倉仏へら形評れ
'ヽ

ら写場がイコ11■ グスぴ

花考rtか な″`フ′が',曰 蔵苑仏イリ1件 晰れていて′らみは後そ}7“あ

った。ィタな 釘血マ̈ ヌ々 ハフクニシ7“ ゲれ ,″・ /人 のス■~れ

め前のコだが4zぃ ち,2か両方しもしれZし まつた。7"あ う。

ス、一猾P4不 可う為 `↑ をな シリロ蔵死口~フ
'ウ多イム綾アに丁

ムみ臼った。フ宅り/`ネ :`子をあた外 向t/1t血′になス4:キ t千 り′

盆 ヤ ー″

“

ネ能。し,/ι ミ30孝 場 経 lく 多1渚 L夕 _

タイム lム均駅 ‖14o一 人なし,ツ テ 13140/14t00~まを■′ィ1釘

パミ/′ 一多夕ろづ /`t30
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5月 4日 (晟 り後n)1]、ふ ューズ

ローフ・ウェイム珀承 t′ :κ l〔 ム春.寒水ズtこ て人毛じ2・ッテk

/′ 13θ活。人念 し竹夕なの革多〃千t人 をよりにトラ′、“一ヌ し′太も

し1ヽ ι の革なを,■ に て′1ヽ 毛ム動は″:″老′島四人毛 の脅 角■ね

ら,7が ,ハ 盆中に呵夕ヾ`

“

ツリ′ポツリじてた。た って小ιの人

ノ当餌t夕ふ盆へTう こιktZ。 い念
^ガ

尋釘t4えん 4考 り′/51/′

猜2バス特 に老い″・向ダ不略りにタリノヾ`ス 7‐虜クタあたんぐ.

磁夕ι場のイス1■ みたノ、,ZダTLえ し′夕本dbへ 帰った。

タイダ  ム喚駅 ?:オ ー 寒フにス千′tイよ― κなし多・ッテ″13ο /
/′

:ィ r一→ 人を J、 去 の1影多β〃 :3θ ―→ tlヽ 仏 ム珀 /2t′
“
グ

/21/よ → 猜捻 13110

よ月よ日 こ白)身 入翡

朝・ らヽ駒.蔦 めに入っZ′ 真入須 3ヨ ギ t歩 く。タオラム前欣

前のイわえ農網卜のライフ"t自 マ′死油t生 ん 7｀ 帰京の盆k,1、

7を ′

PART 2 ハイのな
1991.5.3～ 5.6

メンノヾ一` :;午 考 え一 f/C4ん

5月 3日 ('多 )

朝夕″家才ヽ■本 ,マ ′口乙2ぐ4-塩縁tZて 本表ルヘll:ο O着 ″

ク:`」生々 ルぁ′リクヽ ウイラ■ヽう脅 リムじ′本ル咤めのル12の 実Iヨ

脇ス,ミ 乙7¨ :`ら全奪夕Z夕 っfr_.ウ ヒ構 t見 なバらめ■孝 しん

だ
・
後絵薇政で秋 うそ1電 t味 ゎ‖

|夕 :,Ott κ7え ロッソた死ぃた。″

χ τ :`'夕
'手

2日 の日か ら隣 ,て い うしヽヽウ ころ7"夕θこ
"′

2オ賃)Zヽ ヽた。

こめ日は〕一′レ在つけて参島線留のケ tし Z晰 曰k陥 え,σ

夕448(晴 り逐
`ケ

仏

7ミ タθ妊7χ 口、ッL゛ tが つ,夭 え |● 依崎.ス指2(ニ ー′t/1街

t′1).夕 :`ケrT″～パマ″争7"く Ъ。たスロバごみらの′熊ス

|コ κ″イの′2′ 7ご″|へtこ/θ lノノな llヽ 休とLし て頂上に〃ミ3∂

に夕1走 ti.臓員)の スス 7‐ 3ιο′の人み望 t tttん z“ /ぶ ″ 看躊
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自増多。 しかし′/｀″月方子て“イカゥス燿ケl字 依晴4そ多夭7"κ合にくて

っZし かヽヽふボ2″ ない'多 じウぅzし 手,Z ll″ .曲 だらク 1'

夕 に 多Ztウ ダ ら化 ス ロ 代
・

(′争Iπり′″ ズ 呵 l■iこ/4やり■維 Z/ζこ30

多Pラにリッメ ICラ竹り躊りた。 この日の名
',`|;2ル

グ丁懲名含。た

のぁは壱あ 7“ 依劇こLで あ̈ ,″ ′夕を晴″,樅 ムのノダトのキ澤寿三二ん のノヾ

-7ィ ZZゝ ヽヽ′管 Zヽ 不月《0多 で再ゑ !1″歩うと t孝 じ
'ナ

に′1,た。

ノイム :修7光 pッ プ ′13θ 一 広ス ロ汽'′ :3ο/P40-傑iズ η代
t

マミ49/9:士′ -́2θ 7ζ"″
13θ/′′te一 政上 //:3ο/

/タ ミ2,~髪残天暉′t｀ /各 θο/〃 t″ ―″ズ′]κ 〃 1ク/
/ζ ο`′ “~条ηラピ|つ ソヽ)¨ /夕 t〕ο

夕月5日 (晴 )ハ イ、駒ケ各

ハ0も 争哺しい尺えだ。卑7‐さム12め l字 tぎ稼め千手7‐入 ′ゝ

スキーt夕 つ`ヽ`な7ン テすの〉年7‐ 1ヽ いと. ミこl■
:夕 悸うっ

`らしかかっZヽ うヽだヤアであ じゝてり4/トオ主スヽ 一Lか ついて'

多tヽ た後 (/′ l ttο

'光

らヶをめえ乞老″わ 夕ゝ作つヽちレ′,レグ基島にし′。

1駒 ノ̀
|ヽ たのチ前 /′夕′

"′
↑L7｀ 1卜 ′不と崎%政 上に/ム 30差 .沙

Dウ 3ιθ'の晨で色争しけみ″ヽち 燿ゝ念■した07n3上 |`ク 4多・ 人バ・

、、スが′▼の角4の ク̈,レーフ・パえらtク つ`ヽヽ2‐ 二た仏め労ヘイL
ジ(二 tz、 ヽっf/_の rr_喀 鬱 、、た 。 /J14θ iCatt tる ,・ ′/1A力ιl′k箸 :

六 η 釆 めL ZP2看 ,2～ /1t血ル う:宇 ヒ こだ ,ダ ′あ ιは ズ すだ

すのん な にす

“

まさい rt17マ /■ 、3ο アンテア の七年にスιり か 、7_。

タイム  ヽ1事 しご Pイ′一 アレテナ 713ッ竹:4′ ― /ι″ И

/′ 13ο//θ tイθ―/′′′″ 〃:″//′ :イ←― Ta7上

/2ミ )0//3ミイ0‐― /ノ ′́″AL/`l′ ←//4:3r―ァルテ方

/Ftう′ ― じ じと
｀
 /ι こ′′

」 月 ι 13 こ』1)

呼皮|;`残/花 じ■嶺 ιんたヽ 7'不 夕|`て く
~帰

才,θ ttL中 %ち

4突 多ルゲタ)」 tち ム`た14,其甕り象めЪじ年のグ現れ入ノ /7 t ttο
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PART 3未 幹 去 のふ

1■ ql.6.1～
6、 2

メンバ°一 t′千貯 λ― に 1え

6月 1日 (晏 。だズ)

前 日 |ltOθ PMオ自屯去各 じ.17火 島遂じす政訪 グ研 インタZ"7:30ハ M手 び

坂欧 .夕 :′ο幸 幹 島夕 た 。三バ髪L子 な 7"マ ィカ ー :ま シャットアウ トど ,

′27′肇手Zレ バ°ズ|■ /02;史 (′ :1944/J:多 ′)■ズ不131τ 上へ′Tく

の|`あ モらめЙ総′L午 |=易卜i力 ズ゙のよう7“ ′ビt与 ぐtめ て角猾

めに伺 ,た。7乞・ グらJで ゆっくリヒ考って もヽ 4,ス 1え もケしlヨ 復し

や`ク`,た か lく λんたのご′7多らム千夕ヽもズカイライン 7"滅 卑暴イPIの 星

平にヽヽくこと|く |「■.城ケ月摯時やヽら前焼ら'ι ス カ」ル(2点ジ2″や,嘔

“

啄

尺斃ケ多いレうИ曖んた。多θο′月との料金■7‐ てつ11″ 皇子1■

イ可多リカ
‐スあ:ヤ 7"あ ,″ ″き,人 1'み く′j7・

・″′L/っ縁習Ltこ ヽヽろスパ・

1ヽに″」,を ほタケ(看 5表 もケ(ダノ遜りtた 。りみりι巻ルの勢入,ミ み

|を 入ッ宋幹島々の民名 1く り旱,た。この民ん応ι t′ハ'21ヽ
Z,不●そ

もよヽ 外ヽ全i■みて力 Дじ。́ ノ自″ o′ 円ざ料 J2も み〈′いいた7ちら,た。

`月
2曰  こ的 )

軒起兵 ゝιルトL卜 由震隣,Zヽ れヽ しりヽ t′ ″2旱 |び たち 。名か夕家

茅を確上かぎaく 見んゝ .′ 1/夕 のパスtオ|lqし て′ぜ′θ前
`ク

ケ々 着.顔

卑 阜 捏イZ二 ,2こ ちら僣ll夕 啓諄 タッ フ・ ソあ 参_修 ブみ ムみ ,ゲ 吻つていた

稀のじこりかリシイル″蓼島tt′ /′ミ30カ●Jヽ〃着。口上lび ぴス7｀えん

多くを,乙 :ヽ た。″の1卜′Lに イを夕の惨孝 |`ι てrJI″ b夕 かl中に入多こヒ

|● 7｀■′スト́ フ
゛
ず名 ■7しう t軽1か tた′〃:2′ Jヽ Z色ム 2′ 人ζ

須 t■たアt〈 1旬 擁ラ子←りF4り 予こ,1の
"往

路した Ъの↓わ 夏Lリ ケЧの7｀

省 なこれ7こ路 1″オ1支 ス しあ七 見七 め幹奔千老P tt Zり 1)た.そ こ

からイ″毎徐占ル子Z‐ 一aFれの大斜衝tフ子ゝ こικtz゛ 依血参́′骨

't2よ
ζフ

"そ
・止め′),た 11存 11の マ“巻り」庭じZも う一店ラ骨Ьこしに

しr/_.暮 友′ノシスト`ンフ・2"′ Zケなムみ十ずラ骨りとケ′みキのスキー■脅3t″″

タイム ヽ llzヶな ′こ′ο―ル J援 /′リグ/′ ご2θ 一′を老″2r多′
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