マ ッターホル ンを眺めて
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2年 前の夏 にマ ッタ ーホルンにガイ ド付 きで,ろ うと 画したが ■折などの事故のた
.●

め中止 した ことが あった
夕方 BVZの 電車がティッシュの駅 を過 ぎッェルマ ッ ト近 くになって もマ ッ
ターホル ンは見えなかった.ッ ェルマ ッ トの街 に入って 遅 い 日が暮れて も とうとう見
8′ 16口

えなかった。あの方角に見えるはず だが 頂■ はあの辺 りだろう と想像す る
7日 5時 に起 き ベ ランダに出て見ると 真 っ暗だ 天気 の悪 さが あるのかもしれな

い 早ll菫 」な章で ゴルナ グラー トヘ登る 展望0ま で上がると モ ンテ ローザ ゴルナ
ー氷河 リスカムなどは見える.機 窓図で F習 してきた逝 りだ モ ンテ ローザのイヽ
屋 のス
根がかすかに見え る マ ッターホル ンはその全本 を見せ ない。そ の辺 りだlTが ヨがかかっ
ている その北のオ ーバ ーガ ーベルホル ンの方 lは また晴れ いる 束側 に シュ トクホル ン
・
が三角形 に見える 寒 い展宅台で,螢 して いると 立って くるのは 1本 人が多 い。そ の辺
りは 地表の荒々 しさが刷‖ しという印まだ。
レス トランで休む。曖 かいココアがおい しい̲痺 れをUjら して電車 に乗ろうと駅 に ドリ
てい くと 奏が喘れそ うな感 じか して 再び展望台 に 卜がったが やは り見えなかった
当た り前だが いつ も写真で 見る様 にはいかな い。
同悲会 の人達が滑 った ゴルナ ー水河 グ レンツェ氷河を見 て 下る
つの ll lて の リフェル アルプか らグリュン ゼ ーのハイキ ングを した 地図も持 って
いたが道標が しっか りしている 年配の人 々llゆ っ くり歩 いて いる ん々 しい岩稜 の山々
や水ヽ と違 って凧豊かなアルプが対照IJだ 。 グリンジゼ ーで休んで いると ,1の 方 に原上
に●がかかったマ ッタ ーホル ンが見えた 四角肇を公せたよ うな感 じで興型だ ヘル ンリ
緩 北壁の 下部に雪 氷がイ
ナいて いる
さらに歩 き フ ィンデル ンという村 に入る。そ この量返 しの ドか らえ るマ ッタ ーホル
ンが真型だ 大 きな材木で作 った校倉作 りの小屋は 焦茶色て 市めか しさに現 しみ を感 じ
る 村 のなか にスィ スの旗 が
られて いる と そこが 田合風 レス トランだ
'て
ハ イキ ング 中はとうとう頂 Iを 見 ることが出来 なかった ウィングルマ ッテ ンまで下
リタ立に遺 い ス ーバ ーマ ーケッ トで雨宿 りをした
夕飯を食べ るために街 に出ると ちょうど I本 の川に沿う温粋 lか ら しを見るよ うにマ
ッテ ンフィスパ川の構の Lか ら雨質が切れ よ うや くマ ッタ ーボル ンの姿が 見えた。北
が 手,iに なって いるので た く
ヽ側)に 政 を山げている.橋 の上にカメラの人が集 まって
きた この山 を見に来たのだ と思 う しば らくす ると また,の 中に入った
lll・

翌 8日 早朝 モルゲ ンロー トの頭上 を宿か ら見 スケ ッチをした その 日はマ ッタ ーホ
ルンの
口である シュヴ ァ,レ ッセ ーまで Lが り 1し ヽ の下 シュタフェリ
レ ア,レ プを

歩き ̀山
猜 に帰った。 ヘル ン リ4ヽ Eを 見たが lL■ を そ してその道力を想像するばか りだ
つた ツム ッ トの村 は風脩 のある 〈
it近 fヽ 的 または自然 にとけあっている)村 で 人体
Lを し 景色 を楽 しんだ
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