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2日 (● )朝 か ら上天気 で、今 日は楽 しめそう… 、 と期待 しての入山だ つたの に、す い
れん沼でバス を降 り、テ ン ト設営を始 めた とたんに降 り出す雨 。その後 の事 は、長 くなる
ので割愛するが 、もちろん山には登 らず 、その夜は、酸ケ湯に泊 まる事 にな つた。良か つ
た事 といえば、混浴 のお風 呂に女性専用 の時間帯ができて、せ いせ いと入れるようにな つ
て いた事。 これも時代の要求なんで しよう。夕刻か ら雪 にな り、翌朝 には数 セ ンチは積 も
つて いた。
3日 (◎ )今 日は何 とかもちそうな空模様。バスです いれん沼 に移動する。同乗の人々
には、テ レマークが多 い。南八 甲日の山容 を思えば、当然かも しれな い。我 が身 の山スキ
ーが過剰装備 に思えて、足取 りも重 い。一 方、 ノルデ ィックの岡坂 さんは、身 も心も極 め
て軽快そうだ。ゆるく登 つて、駒ケ峰山頂 か ら櫛ケ峰 の鞍部 まで滑 る。広 くゆつた りとし
た斜面 で、緊張感 もな く楽 しめる。鞍部か ら櫛ケ峰 までは、無木立の大斜 面の登 りとなる。
八 甲田の山々は、片面が密 な樹林帯、反対面 が雪 の大斜面 となつている所 が多 く、 この山
頂付近 の大斜面 がハ イライ トとな っている。登 り切 つた櫛ケ峰は、風 が強 くて長居ができ
な い。早 々に滑 つて 、再び駒 ケ峰 に戻 り、乗鞍岳 を目指す。乗鞍岳山頂 は、広 い平坦地 に
な つて いて、南端 まで行 くと十和国湖方面の展望 が開け、気分が良 い。 ここ ら辺 りで昼寝
でもできた ら、 いかにも南 八 甲田の休 日つて感 じだが 、けっこう寒 くて、す ぐに下山する。
矢櫃沢 は、雪 に埋 まつて いて問題な く越える。猿倉岳 へ の登 り辺 りか ら雪がちらつ きだす。
山頂か らす いれん沼へ の下 りも、シュプールが うるさいが、楽 しめる。南八 甲日の 4つ の
峰を結 ぶ このコースは、登 りも滑 りも短 くて、 シールの着脱等 あわただ しいが 、 トー タル
でみると、結構 ス キーも楽 しめたような気がする。バス停 に着 く頃 には しつか り雪にな り、
酸ケ湯に戻る頃には どしゃぶ りの雨にな って いた。仕方な く酸ケ湯 で雨宿 りをさせてもら
う。今夜は満室で泊 まれな いのだ。岡坂 さんは、 この 日のうちに帰 つて しまう。 とり残 さ
れたような私達 、 いつ にな つても雨は止 まず 、 とうとう 6時 近 くにな つて、タイム リミッ
トかな 、 とテ ン ト設営 のために外に出る と、それ を待 つてたかのように雨が上が つた。悲
惨 な雨の一夜 を覚悟 して いただけに、何 ともうれ しかつた。
4日 (○ )ロ ープウェイ山頂駅 は、ガス と強風 の中。次 々と出発 して いくス キーヤ ーに
感心 しなが らも、駅舎 の中でひたす ら天候 の回復 を期待する私達。結局 あきらめて出発す
る頃 には、少 しは風が弱 まつて いたのが、 まあ成果 といえるかも しれな い。かな り密に立
てられたポ ールが、 コース に誘導 して くれるので、安心できる。やがて、夏道 を行 くよう
になると、赤倉岳山頂道標 を見る。等場平 コース というのは この辺 か ら分岐するが、入 口
を示す道標 は発見できなか つた。山頂か ら少 し下 つた斜面は、次 々とやつてくるスキーヤ
ーでけ っこうな賑わ いとなる。ホ ワイ トアウ トの状態なので、 ここは待 つ しかない。や が
て、視界 が突然開けると、サ ー ッと滑 りだす人々のその素早 さ !飛 び立 つ渡 り鳥の群れみ
たいだ。 ほんの少 し滑 るとポールの立 っている コース に合流 し、視界も完全 に開ける。時
々霰 が降 つた り、天候 は安定 しな いが 、ガスがかかってぃるのは稜線付近 だけらしい。後
は何 の問題 もな く、無木立の大斜面、樹林帯 の緩斜面 と充分堪能する。樹間も最後 まで広
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く、のびのび滑れ るのがよ い。 スキーヤ ー用 のバスの便もよく、まだ間に合 うのでもう一
本滑 ろうと、再び ロープウェイに乗 り込む。ポ ール を追 つて温泉 コースヘ入 る。 このコー
スは大斜面 と呼べ るような部分がな く、樹林帯 を済 し崩 し的 に高度 を下げ、最後 は樹間の
狭 い所 をボ ーゲ ンで頑張 るという付録も付 いて いて、二匹 目の ドジ ョウはもちろん見つか
らなか つた。
5日 (◎ )天 候 は、今 日もはかばか しくな いが、何 とな く未練 が残 るので、銅像 コース
を滑 つてか ら帰京する ことにする。賢明な山崎 さんは、滑 らずに帰る。連休最終 日とあつ
て、 ロープウェイは、かな り空 いて いる。 ロープ ウェィ山頂駅 は、ガスつているが、ポ ー
ル沿 いに銅像 コースに滑 り込み、高度が下がる とす ぐにガスが切 れて くる。前嶽手前 の登
りで、後か ら来 る自沢 さんが来な いと思 つた ら、巻道 を取 つて先に行 つて しまつて いた。
ほんの少 ししか離れて いなかつたのに、 コ ミュニケーションは難 しいものだ と思 つた。前
嶽か らの滑 りは傾斜 のある大斜面 で、本来 な らば本 コース 中のハイライ トなのだろうが、
前 日のシュプールでえぐれき つた雪面 がガチガチに氷 つて いて、今 日は、ただ転ばずに下
りる ことしか考 えられな い。樹林帯 に入 ると傾斜 も雪質もゆるみ、伸 びやかな雰囲気を楽
しめるが、やがて木 々の密集 した平坦地 をボーゲ ンでぬけていく様 にな り、終 了。寒風吹
きぬける銅像前 は、 5月 とも思えぬ結構な寒 さだつたが、悪天 にたた られた八 甲田を締 め
[手 塚 記 ]
括 るに似付かわ しか つたかも…。
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