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:L.岡 坂準一 、小森宮秀昭

藤 田英明、手塚紀恵子
8日 (晴 )前 夜東京 を出発 して、長
野 の宿 に着 いて就寝 したのは、午前 2
時近 くにな つて いた 。かな り睡眠不足
の感 じはす るが、晴天 に信州 の早春 の
風景 が美 しく、爽快 な朝 を迎える。東
京 では桜が咲 いていたが、 ここではま
だ梅 の花 だ。途 中のフアミリーレス ト
ランで優雅 に朝食 を とつた りして、杉
の原 ス キー場 の ゴン ドラ上 を出発 した

時は、9時半になつてしまつた。しか
も、この上のリフトは動いておらず、
当初の、今日中に焼山北面台地に抜け
る計画は、 絶対無理"、 になつてし
まつた 。昨年来 た時 は 4月 16日 だ つた
が リフ トは動 いていた。なのに今年 は
先週 で営業終 了、 ゴール デ ンウイー ク
にまた再開す るとの ことだつた。思 い
もかけぬ状況 に意気消沈 して しまつた
が、 「せ つか く来た のだ し、今 日は高
谷池 に泊 まりましよう」 と言 うことに
な つた。実 は私た ち、 ビバークの用意
は してきた とい つても、 シュラフカバ
ー しか持 つていな い。 その点、高谷池
には寝具 が相 当量 あ り、焼山北面台地
で泊 まるよ りず つとず つと快適 なはず
だ。翌 日は悪天 め予報が出て いたが、
万 が一晴 れた ら焼山を越 える こともで
きるかも しれな いし…… 。 ゴン ドラ上
の標高 は1489Mで 、 いつもより400M
も余計 に登 らなければな らな い。ばか
ばか陽気 の純 自の斜面 には、た くさん
の山ス キーヤ ーが取 り付 いていて、結
構 な賑わ いだ。三田原山頂 より黒沢池
まで 8分 間 の快適滑 降 を楽 しむ。私 に
とつては今 シーズ ン初 めての まとも

な"雪 だ つたような気 がする。ザラメ
の上に少 し新雪 がの つていた。黒沢池
よリシールで尾根 を乗 つ越すが、少 し
右寄 りに登 つて しまい、若千遠回りし
尾根 の上部か らは どうせ滑 らな いだろ
うとシールのままで歩 いたが、一人 シ
ール を外 した小森宮 さんは速か つた。
うらや ましくそれ を見なが ら、次回は
絶対滑 るぞ、 と固 く決意 したものだ つ
た。高谷池 ヒュツテに着 いたのは 2時
で、去年 は12時 20分 だ つた。去年 のテ
ンポだ つた ら笹倉温泉 はともか く、焼
山北面台地 には抜 けられ るだろう。 と
にか く今 日はもうお しまいと、午後 は
ヒュッテでくつ ろぐ。火打 山は初 めて
という藤田 さんだけ山頂 を往復 してく
る。登 りで出会 つたた くさんの人達は
三 田原 山往復 で帰 つたでのだろうか。
去年は ヒユツテは満員だ つたが、今年
は差程 でもな く、大体普通 はシュラフ
を持 つてくるしで、寝具も充分量確保
できた。 あち こちで夕食の湯気が立ち
籠 める中、私 たちは 4人 でジフイーズ
2袋 のみを雑炊 に して食 べ た。スープ
レシーメニ ュー
た くさん ご飯少 しのヘリ
だ つた。
9日 (晴 のち雨 )朝 のうちガスつて
いて雪もち らついていたようだ。予想
通 りの悪天で、杉 の原 ス キー場に戻 ろ
ぅとぃうことにな つたが 、見 る間 に晴
れてきて、火打 山は往復 して こようと
いうことにな り、続 いていつそ笹倉温
泉 まで行 つて しまおう とい うことにな
った。前 日の最終結論 では、車を杉 の
原 スキー場 に置 いてあるた め、笹倉温
泉 にぬけて しまう と、時間的 に車 を取
りに戻 ることは不可能 とい うことで、
どんな晴天 でも 行 かな い"こ とにな
ってぃたが、急転直下 の好決定 に願 つ
た り叶 つた りと、即出発。 どのパーテ
ィーよりも早 くヒユツテ を後 に した。
実 は食 べ るべ き朝食がな く、紅茶に各
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た。そ こからシールを外 し、緩 い台地
を笹倉温泉 目指 して滑 つて いく。途中
単独行氏 と出会 い、 しば し歓談。長野
の方 で、車を杉 の原 に置 いてきた と話
す と、帰 り道だか ら車で送 つてあげま
しょうとの こと。地獄 に仏 とは このこ
と、その後は、単独行氏を混 じえて 5
人仲良 く笹倉温泉 まで滑 つた。笹倉温
泉近 くか ら雨 にな つてきた。単独行氏
は、車 をす ぐ下の焼山温泉 に置 いてあ
るとの ことで、 さらに田圃 のギを滑 つ
たが 、焼 山温泉 まで雪 は充分あ り、 ト
ー タル 2000メ ー トル近 い満足すべ
き滑降 とな つた。氏の車 で杉の原 ス キ
ー場 まで送 つても らつたおかげで、思
いもかけず早 い時間 に帰京できた。帰
りはす つか り本格的な雨 となつてお り
午前中の晴天 をうまく使え、かつ単独
行氏 にめぐり会うとい う、 めつたにな
い超 ラッキーな山行 に、喜びを噛 み し
める私 たちだ つた。 (手 塚 記 )

自行動食 といつた軽過 ぎる朝食 では、
遅 くな りようがなか つた のだo火 打山
頂 は、晴 天なが ら風が強 い。 しか し、
書絶警警省私ξ亀 :ξ ぶ RFち 霧 F己
頂 か らは辿るべ きルー トの全貌が見え
る。 ジヤンクシ ヨンピークを越え、北
面台地 に降 りる真 つ白な尾根 も確認 で
きた。そ こ以外 の所 は、険 しく降 りら
れそうにもな い。 とても安全そうな合
理的なル ー トなのでほ つとする。早 々
に山頂 より滑 り出す。下降点 までは尾
根筋 を行 く。緩急織 り混ぜた尾根 だが
きれ いに繋が つていてず っと滑 つてい
ける。小 ピークや尾根筋 の狭 い所 は左
側 の灌木帯 を トラバース して行 つた。
程 よい固 さの雪 は滑 りやす く快適だ つ
た。好天 に、下降点辺 りまで来る と雪
は結構やわ らか くて、ス キーが引 つ掛
かるようにな つたが、その分安全圏に
近付 いているということで、気持 ちも
ほ ぐれて くる。下降点 よ り北面台地 に
降 りる尾根筋 は、斜面 も広 く、伸 びや
かな スキーを堪能 できた。尾根 の末端
近 くで右手 の沢 に下 り、す ぐに傾斜 の
緩 い台地 に入る。 ここか らはひたす ら
の緩斜 面 で、ハ イキ ング気分 だ。シー
ル を付 けて しば し歩 いてU字 形 の溝 を
一 つ越すが、傾斜 の緩 い所 をうま く見
つ けられて、 シールのままで越え られ

幽スキーで見る花

タイム :8日 ゴン ドラ上 (1489M)9:30
最終 リフ ト上(1885M)10:40/11100‑
三 田原山12:45/13:04‑黒 沢池13:10/
13:25‑高 谷池 ヒュツテ14:02(泊 )
9日 高谷池 ヒュツテ7:00‑火 打 山8:17
/8:35‑下 降点9102‑北 面台地 (1400H)
9:25/9:45‑笹 倉温泉12:13

「カタクリ」

御前山の大群落 はす ごいが 、大 き くて花 が
薄紫色 なのに驚 いた。雪国 のカタクリは、濃
い赤紫 で花 も小さ い。猿倉 から二股 までスキ
ー を担 いで歩 く間 に、た くさん咲 いていて慰
め られた。車で通 りすぎたのでは気付かな い
位 のかわいらしさだつた。
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