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毅 手塚紀藤孔 鈴柳

御碑剰敷 ま、古 くは会
津越後地方の宗教的名
峰とされ、今 ￨よ その特異な山容から登攀的
対象として有名である。山スキーの対象とし
て￨よ 豪雪地帯にはある力ヽ いわゆる "毛 虫
"だ らけの山のため記録は稀であった。
そのようななかで、私は地形図および日本
登山体系 "南会津・越後の山"か ら西面の室
谷からセ ト沢・大森経由ならば山スキ‐が可
能ではと考えていた。同様なことは、当然 に
この地域に詳 しい山岳会の人は考えるわけで
、わらじの仲間の91年 度年報 に全 く同 じルー
トで91。 4月 中旬 に山スキー偵察山行をしてい
る記録 (柳 瀕ぴり があった。
そこで、 これに意を強 くして今回の挑戦と
なった。ただし、 3人共、 この山は初めてで
あり、山スキー同志会として も初挑戦で、ま
たおそらく92年 に行 ったとおもわれるわ らじ
の仲間の記録は手元 になく、若千運を天に任
さざるをえなか った。今回、その運は山ほど
ついて きたようだった。
1998年 は少雪暖冬傾向のため、予定 より2
週間早めて、 2月 最終週 に実行 した。その結
果、なんとか山麓の室谷で も50clnほ どの雪が
あり、かつ、中阻
でのラッセル も少なく
て済んだ。かつ、天候は快晴だ った。
26日 夜遅 く車で室谷につ き、翌早朝出発
する。いろいろ議轟いヾ
あった力ヽ 皿 の糊
および明 日28日 は天候が崩れるとの予報か
ら日帰 リピス トンで狙 った。
ルー トはまず室谷集落のはずれにある常浪
る橋を渡る。 シ=ル ははじめからつ
川に力勁ヽ
ける。そ して柳沢氏の記録に従いセ ト沢左岸
をヤプを漕いで進む。ほどなく林道にでた。
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帰 りにわか ったことだ力ヽ この林道は前出の
橋 に通 じていたか らそのまま林道沿 いに進ん
だ方が楽だ ったようだ。林道￨よ 柳沢氏の記
録の とおり、セ ト沢左岸を進み、33加 ピーク
の基部を回り込み、清水沢左岸にはいり、 こ
れを渡 って湯殿沢に回り込む辺 りで終わる。
今年は少雪のせいか林道にはもちろん雪がつ
いていた力ヽ 雪崩のおそれやデブリは皆無で
あった。 もし霧 だと嚇
うい所めヾ
ある
か もしれない。我 々は休道が清水沢を渡ると
ころで休憩 した。
このあと、林道を離れ清水沢左岸の道 らし
き跡 に沿 って進み、途中一か所スキーをはず
して沢を渡 った。 この辺 りよリヤプは雪に埋
まる。548mト クの下を緩登 し、標高600
700mの 台地 「オ リンガ平」に上がった。オ リ
ンガ平麺疎林の雪原で、 この雪原を815mピ ー
クに向かい進む。81獅 ビークか らは、大森の
癖駆報lyl沢 を隔てた向かいの尾根 に取りつ き
、1080m付 近で大森か らの尾根 に乗る。あと
はヒマラヤ ヒダを見せ、とても1000m強 の山
とば思えないダイナミックな景観に酔いなが
らスキ引向きの尾根を忠実に雨乞峰に向かう
。雨乞峰はひろ― い雪原状の山頂Qそ の南
‐
手 に屹立 し 辞縣 山頂がある。 シ=ル を
はいたまま山頂 に立てた。
山頂か ら￨よ 守門 ◆浅草・飯豊の凛
特に純自の飯豊連峰は印象的だ った。
滑降はオ リンガ平までは気持ちよい大滑降
がで きた。ルー トはほぼ登りと同=、 大 ソバ
谷側の雪庇に注意 し、1150m1030m間 は登路
の南西側の広 し部 を滑 った。オ リンガ平か
ら清水沢の林道までは若干ヤ ブがあるが 「う
るさい」とい う程ではない。最後に、林道を
使 って室谷集落まで滑 り込んだ。
今回はメンバーの普段の精進が良か った(!
?)の 力、 思 っていた中の最高の結果となった
。前 日までは、こんなにすんなり行 くとは考
えてはいなかったので、久 し振 りの会 いの山
スキーとい う感 じである。滑 りとして もやや
木 は多 いが結構満足できるものだ。
下山イ
嵐 御 醐 鍋 泉 に泊まろ うとした力ヽ

2月 は閑散期と思い空いていると思 ったら、

さにあらず、農閑期のため地元の人で混んで
いて泊まれずそのまま帰京した。御神楽温泉
にはみかぐら荘 。あすなろ荘という2軒 の宿
があり両方とも LJII村 村営のため 1泊 2食で
6000円 前後で手頃ではある。
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6月 大雪渓 を滑 りに行 くと、自馬山
頂付近 にた くさん咲 いて いた。花期が
6月 である事 と、咲 く山域が限定 され
て いる事 とで、一 回 しか見た事がな い。
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