
秋 田 駒 ケ 岳 &
乳 頭 :カ ー キ彗 ツ  ト温 獨譴

3月 26日 (口 )島

4｀休迪子 白沢光
》。

田沢涸駅でバスの案内所に行くと

「南ハイランドホテルに行くバスはもう

出てしまつた Jと 教えられた_こ こで

横浜発品
"経

由日沢詢行の相鉄の夜行バ

スがあるのを知つた 今日の好天を逃し

たくないので、すぐ タクシーに変更す

る 運転手さんに
'F畑

駒はまた白くな

つた_Jと 言われるが草窓からの駒ケ岳

は白く鋭く尖つている

南スキー場はもう閉鎖されていた タ

クシーに

'つ

ていてもらい ホテルでス

キーを受け取り 荷物を預け すぐ口沢

湖スキー場に向かう リフト券を3枚ず

つ賀い カバーの付いた4人乗リリフト

(2枚分)に 乗る。さらにリフトを乗り

継ぐ.降りた地点で見上げると、かなり

離れた所にさらに上まで延びたリフトを

発見 しかたなくそこで私はlT足でスキ

ーをひきずり 小林さんはシールで登リ

始める.上の斜面にじぐぎぐに登る先行

者が一人いる

リフトの終点で 雪が思いの外深いの

で私もシールに変える 登る途中で4本

のデボされたスキーを見る 下つてくる

立山者もいる 尾根が細くなつた所で

アイゼンに変えイヽ休さんはスキーを背負

い 私は引きずる 2箇 FTl程 度せ尾根

で恐い所があつた ストツクは長すぎて

Ⅲせず延び縮みするのが欲しいと痛感

外輸山の一角という雰囲気の場こに着

く 口沢湖が美し
'ヽ

岩手山も岩木山も

見える たに外輸山を辿り 端からヽレ

ースを頼つて、道標目掛けて女ことの鞍

部に降りる 先

'者
2名が女

=を
滑り降

りている 突然`1重が舞い初める II回

女この滑りが楽しかつたという1ヽ林さん

の言で 女岳の登る しかし がちがち

の堅雪と風でしまつた雪とが まだらに

混じる悪雪で残念

広い雪原は雪の深さがけ々変わり 恐

くてスピートが出せない 谷に降りてか

ら、再び左手の斜面に上がリトラバース

し次に右の尾根とコースを複雑にとる.

8合 日の小邑が見えてからはそこを目指

す.相変わらず雪は良くない 小屋から

笹盛山を見上げる 構木がかなり出てい

るが 坪足は無理な感じだ イ嗜 力や舞う

ので、そのままエスケートルートのスキ

ー場に向かうことにし大体上.

こちらから女岳に向かう人はかなり居

て遊難小屋の周りにも人影が見えた 巨

大なキスリングを背負い福を,い てヽ立つ

てくる山岳部員らしいグループもいた

スノーモービルの跡 I● あちこちにある

滑るとスキー場まではすぐだつた 盛

同行のバスに乗り金色観音入リロで峰リ

ホテル迄歩いた

27日 (月 )晴後雪

ホテルをキヤンセルし乳頭温泉行のパ

スに乗り終点で降り、孫六温泉まで除雪

された歩道を歩いた 1泊の宿を頼み、

荷物をおかせてもらt、 宿の裏手の尾根

に取りつく 知 青だつた空が突然変わり

雪が降り始めた。
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前日のものらしいトレースがうつすら

と残っている そしてピンクのビニーブレ

テープが道標代わりに頻繁に本に,ぶ らさ

がっている ぶなの林を抜け、針葉樹に

なり、人の背 しヽ くなると雪原に出た

ll竿や赤布を確し当て進むと三角の屋根

が見えた 小屋に入るとはんの少し雪が

残っていて、前日誰かがと思わせた。

下りは堅い雪の上に積もつた新雪が軽

くて この山行中では最も快適だつた

28日 (火 )言

行けたら滝 ノ上温泉に抜けようと 全

装備を持つて出発した 新雪は 3 0om弱

で 我々の 1時間前に角館高校の山岳部

員 9名が出発した 2回 目なので、ザツ

クは重くても ビツチは上がつた 雪は

止み青空が見えたと思うとまた降るとい

う良合 田ヽ平の小屋に入ると 高校生

が、昼食を作つていた 放置されている

角材を館で割リストープを焚こうとして

いる 晴るのを行つ,い算で大体止.

食後高校生は雪洞を掘りに出掛け、我

々は 現れた青空を見て滝上温泉べ向か

おうと出発 しかし山頂に近付くと雪に

なり、アイスバーンを登り、1山頂でスキ

ーのシールを外していると視界が無くな

つた。再び孫六温泉に戻ることにした

斜面を半分滑つた所で磁石で方向を確認

していると 再び霧が晴日代平の小屋が

見えた 温泉までの滑りは雪が重く今―

だつた

下山中にスキーで登つてくる角鷲高校

の顧間とOBに会う 先生から明日は旅

森山、熊見平を越え湯森山から黒湯沢を

目指すとの話を開く.ルートを詳しく故

えてもらおうと地図を出して聞く 延森

山から向かつても楽しそうなルートだ。

29日 (水 )晴

鎮 軋頭山を目指す 今日は体が重く

登りの気分は優れない。しかし 何故か

ベ ースはあまり変わらない

口代平の小屋付近から見ていると山頂

から

'退
に向かつてカリ降りる2人がい

る 一人は鮮やかに 一人はずつと遅れ

ている。なんと昨口の 2人だつた 先生

が「OBは山スキーは初めてで予定のコ

ースは無理と判断し戻る所だつたJと い

う 「滝上温泉に向かう心算Jと 話すと

「大きな雪庇が出ていると思うから気を

付けてJと いわれた.

山頂からは険しくも饉美な着手山、連

なる入幡平 逮くに岩木山、自い連山が

美しい ガチガチの夏道を降り、 トラバ

ースし広い雪原を越えて、始めのビーク

は登り気味に者く。二つ日は大きい雪庇

の下で谷に向かつて滑つてからトラバー

して行くと木が疎らな大斜面に出た 正

面に三ツ石のピークと、北白沢の探い沢

筋を見て出会いに在るはずの滝ノL温泉

の位置を確認し、大休止とする。

斜面は緩めで 風と陽光で締まつた悪

雪 トレースが無く、誰も居ない 久し

ぶりに 山の雰囲気にどつぶり浸かつた

気分だつた.細かく回転子しながら降り

ると下に白沼が見える急晨面に出た 地

図を見た時に 難しそうと予想した地点

だ 雪は益々悪くなる.横滑りをすると

上層の雪が剣がれ緩めの水が出てくる

iが多く1歩 l歩の階段下降さえ ルー

トを慎重に選ばなければばらな,、
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小さな平原の自沼を横断し、尾根に取

りつく 難びた夏恒の標織が時折見つか

る 緬い尾根を再び階段下降.富び木の

ある

'面
に出る.左ととルートを取る.

送電線の切り開きを過ぎ、さらに尾根を

下る。下に道路や地無発電所が見える。

坪足の足跡が現れた。それを辿ると純い

急な尾根に出たので、スキーをEいた方

いが早いと、スキーを脱ぐ

すぐ滝ノ上温泉に着いた。民宿は営業

してないと断られ、旅館は満員だ、と断

られた。網張温泉に電話するとOKだつ

た.雫石町から来てくれたタクシーの運

転子さんによると、「工事関係者が泊ま

つているから旅館は綺員。」らし,、

3階建ての長い廊下を持つ設備の良い

綱張温泉でコインランドリーを使つた。

コースタイム

y% 日沢胡スキー場リフト上(11:00

)―シー,レからアイゼンに変える(11:40/

55)一小休止(12:30/50〉 ―男
=(13:OO′

05

)一女岳(14:00)一入号口小屋(14:30)―

4淋止(14:35ん 0)―口沢湖高原スキー場

リフト上(15:20)

3/27 孫大直 10140)― 口代平4還 (

12:20た 5)一孫六温泉(Ю :20)

3/28 

“

六温泉(8:00)―小休止(8:50′

け 口代平小屋(9:41′11:55)一 J Ⅲ l`

12:35)一 ロヘ平4退 (12:55)―孫プ0高東く

13:35)

3/29 孫六濡導(7:10)一 口代平」遅 く8

:50′9:00)―乳頭山(9:4010:05)-14

28mト ラバース終了点(10:50/11:00)

一白池(11:40/50)― 滝ノ上温泉(13:10)
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