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に■,た , もぅ7θ寺半くく lt女 ′ tざ り、僕は売車っ

「
乍枝ヽう |ミ

泰たしか電車k葉れた。中的てい5氏 ぅ敬ぃ奪ピかゞ象六へ秦師

|れ やらて 、言つ ｀争39に り人実 され た。 こた1た 食ダ計画 t二 て 1

子Q階ゼ とうして ぢけ lt‐
、、いぅに と甦、た。少く しもア諄 受 ぎo電

話ぞ
`籠

哺とき,て欲 しかった。

“

かlミ 、ヽヽ コヽースぞちソ、僕スタト

う2た が多ヒロt僣ぅて ヽヽ1■ し、入山古]ノ
~ヾデ ムのよ 、僕 自身

全くをゞた ＼ヽ′卜Fキ い )ヽゎ けだ〕ょ負ヽヽ■ヒ、そた■うけぞイ実も同

たしてスだされた。

4月 とマ巳 Q′ ①

和
"セ

スキー場七上部によ、てや,t雪がぞてくるぃづ浸トビ.

朝ηb;卜雪ダも)た 毛つつぎに'δ k雪が近(1り 、Z、、ヨー(

冬＼、たが ,天ヵ旬凍 へ6)で 樟ιセLミ ッテかゞlt麦 款 今ゞギーヒ

後二山t罐 がくた、有 口買ttや )ぽ りヽい tヽぅ 言cマ )た。

スカし猟 へつ ことかゞ う雪 負 に tう グチャ グケャ。 をたた者ヽヽ・

ともあり雀 稚 ′ヾァてくり句凛 に着く .″ き代 L亀 にくスがで きて も

七りお警イ来が にく晨ヽヽ η た 1、 。 ここは へり つろ贋左場F~4.ヘ リスキヤ

ヽ が台琢 業摯好岳表ぜ ,〕 tiし て登 , ι 、ヽく 。碍等ダに じ― ILゼ螢 3。

:7



す鷹花り
`ミ

,ヒ tギ ヽヽ今it4マったけヽどとまぞ)― tぞ笙代

t′ 彙継t、 、なっ た雪質tダ ぁンピングンーレて` 薇逸たこ骨
`.

た、な今これ 缶足。 ここうゞミ筆二 縫七ぜ再ボボッ ク七脊 負)(

ツ矛ぅ。あれが章■けれボ1も Y_フ くずくアヽう″逹ミ+小 ゞ ラ`′ご一ス

に負
`tttiく

迫,各 に出て建ヒ筆温気に進ヽヽi"

ゴ
｀
ントリ 上 (7≧lg)一 梓ιセに一ノテ (餃昇)一 天め頻 (性ミ:3)―

色、毛索軒 書ば
ミ
まリ ー 天あ句環 (13ミ′の

_進 紫涅 皇ヽ (降 tooD

今日ム
=口

 〇

1ヽた 前ヽうデ]ボ ]に 勁く。た道とスキーゼ出発“全身に旅昴t

蒸ビ七が,こ ッジt小 け、身t百
・ここうよゼ術くQて こか )ゞ″

たt,け 少し互》た )`下 》た '|っ トラ′ヾ~ス ヾゝ く。
'横

戸ln鷹 ぇ

全にナ■)て 、ヽ1も つつ、 ブイス/く 一`>t)一 lヒ tDけ て,ヽ 産主て`

下1う は少しヂSヽ 1.ス 囀し|ミ 雪2｀
L台 けて出孝雀。ここはま有口陰

し左′てギリ、ヤ)ヒ スキーフイイン_ら 雀ヾ、ヽ越tり )ヽ史‐じゼ、

一タータ踏斗っけたが,五つ。口角に出1(七 う雪がた,て、、て

たったkソ ヒ主たヽ οヽに十根tlミでし小えれとごにてスに出
`.

〔こか ちゞた左為300ヽ 卜終こ1ゼr美 はごリボtゼ、イセ9λ人点〕一

lし ゼ教3.よヶ戸t雪が旬れてヽヽて曹t今 左り施 ,て ヽヽ1つ にミく

〕一 ιゼ後 1■ ち tだべ 考 1,実 登 t故け (1loOh什 虻)休

悠し、′
|ヽ警 山七′ぐっつに、スを少高先重t/(ゥ つに7貞 七進■。

tこ か,彗倉ヽぅ斜口は采て し次く遠 くだ ビsれ t。 やっと山」頁

に

'1老
.剣 ヽユ 山ち口に言 っ↓だ った .ゼ 七れ和均串キ迫 やセ くに ロ

たj与七乳た、台男書七乳 たヽかムかに今が いヽ ・`僕 のオ民|ミ ら一′L

:8



のノリゼベしヽ し。だ`もじや)出 七ぼt尺 友t｀こ痣札て人食hョ tり千

Ъ_ サたた痣ヽヽ冬ヽヽに)=フ・―lし t才畜きり者た。 ここか 鳥ゞ、 た雪

っ焦針atiり 、ター>与 にすが鵠負′tさ てヒて毛終｀`うさり〕骨

れた、、.も ,ι 詈が締,て ヽヽれば晨ふiう にとズ3.精 11ヽ 今ゞ

つそ狂り こヽしが集 )た 進 こ 5ぞ休黎 し、ム にヒ ザ末 水だ ク臓《廷ヽヽ雪

にスキニt tttう し寿ヽ )ヽt｀ )本民t差 しに尺骨ゞ 堆tり ,tし ま

,た。じ栞t5ヽ hち り民1■ に考う黒 1ヽ.イし騨上うも′ヾンド■4

ドゼまた℃か■って
'力

か。た′国に■0ユび出ユしたが人事に■

3た くt≧ かったし妥ょぅ。今 Dの え霊集はれにつメ易.サ 人養たただ

t4匈 にへりてま―し＼,ヽ いたo

今月2q Q Q′ ●

夕曰lよ 午イたか ,雨 ヒつこじム ぅ(ゼ 朝 atた行か【 t｀ ぞヽ歯炉 叫

|.務卜かるォ七七見つけに行く , こつイ会よ2万 54/デ う |夕t口 じは位

置本家たり 、多こ口上 う表 戸ハ|て 吉 ()て ち7.戸 ｀ 9村ヒ にち,た。

4128ロ

コ|し ふstttへ は有t標わがたヽ うヽゼ`下見に来てたかったし`

た 。条t局 夕お 逸 雨 LttS t小 った が 、 キ丹D毛 う上御 は 雲 つキ だ ,

た。今Dに休集0ゼ、ラー丈ンt全 べてスー7・ tttktゼ 乙4.

撻
p博 ュ 象 絆

。
め

一 凍 百 戸
・

|(Ч :)一 す 倉 名 ([奮 つ

凍資戸Ц(|な:D一 避 華 ιユ 記 (け ごり

逹竿二_象 mlo9-1335mぅ ったにコの~'相戸叫

|いlt)-3に {稲り~竜羊温‐象tOミ 50)

4月 20a

格

ig



4n3o口  ⑭/じ

嶋 っもきはまだっく言だった。t小 し、食手が終:噸 慮雪trヽこ

たビ上人ぞ 、ヽつtぅ に、に出発 し11,昨 曰のィ黄察により橋 まぞ

っ3-ス |よ 向長ai小 )た が凸凹に】ら た雪後たたかたか ま` 〈タ

ーンゼtiか,た。し,ぅ 夕しjtとくせ`1｀こ精代t今 デゞッドし
―卜t古 ろ 3人 /ヾ ―テく 1乍 )人 j合 ｀`にノL― 卜tヒ )た が、 ゎれぅへ

に4投上にた―卜七ヒリ、ノηOoヘ セ |ハ ゞιKt未議好した。タ

中ntつ 雪ぞ丁～ノθtン ケつ村雪夕本書リマく彙脅りか 、進えら。こっ

ラロセたぞ先勾古]3た /＼
a_テ

`に
t● つく′薇貌にも、な後ろ＼

キゞoO名 ttaく、ぜこれゼt雪衝祥たくkう だ`寸ぼ いゞ θヽオ矢

線か夕奇
/ぶ

`ι

にづィスノく―レι`なり、僕一人ソヽ末ぇに41, 山」負

か5に 、糾存争通っ山くやす2バ 曖_ヽ 3,

項上直Kぅ シスヵプラtフ イスノご―ン0こ を l tttk ζこれ言っ

人猾llt,進 き,マ t痣 鳴ゼ奎く■)て ＼ヽてター>率 //Hし 瑚Eか しか,

た。でt広 人た斜負tウ骨:の は実に三群子オiヽ '1′ 月、さくて羊jβ 2

が乳 1ヽ。 ヒュら,レ itに く]進オまさ林61tく ごソヤたけなぶ算でマ

娠とじぞ始へうも進した。構っく子へに~夕
と置くときつ肇

'黎
.tη 夭

ハ「ルミヽ 7ヽ1Cがうた札tヽ 1か ,.ォ碁tンセリ、コ
'し
之2っこ劣りとした多今,kζ

逢ηたなだヶ一ヒくフうヽ でヽ、今っった史庭t殊 ちってヽヽ1鳥 じ゙

,々L藤と上が、温泉へじ向3。

逹 幸方■携し(,こ り, 一―歳乞 (漁 たリ
ー と,う 夕>ιセ (7ど Fメリ

ー 卓η曰山」受 (lil]Ъリ
ー

(牲意見,一 道竿房■2′ 6ンp橋

20



'1′
口 ○′●

午イ矢かゞ甲じo・ tぞ、す4~rt下 山寺1.1ク が少i<ス ノー

プリ、フメが補夕圭して 、`ってっ・ てぞ卓遂)合 lヽlt下 7.■ ぅ幸翁

仁 |れ 了Sで｀ヽ や|こ 濃》て しま、■.木ルt/2っ 直角ホぞ雪が七ぅ

てキ考たkか ,tヒ 冬,た。詢はタク)一 に索 7しい ゞ砕りだ

し斗者にラッ十一F,‐たσ

竜華ι22(9J9'一 ホリセ4 αOけ 0♪

夕鷲まム頂にて
竹方は自馬去

21


