晴れた西吾妻 山が大き く見える。ただ これか
ら下るル ー トは、斜面 のほ とん どが樹林 に覆

吾 妻 連 峰
東 ゴヒ南 部

われてお り先行 きが少 し不安 になる。
正 午少 し前、予定通 り谷地平 へ のルー トヘ
滑降 を開始す る。縦走路 を昭元山へ 進むパー

l
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ティーが見えるが谷地平方面 へ のシュプ ール
はな い。 どの辺 りが滑 り易 いか全 く予備知識
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が無 いので、見た ままのルー トを滑る。天気
が いい分雪質 はイ マイチ といつた ところだ。
昭元 山か らの尾根が 日の前 に台地状 になって
お り、そ こを越 えて滑る ことにした。沢沿 い

米沢駅前 のビジネスホテルに泊まった りし
て早朝タクシーで 天元台 ロープ ウエーまで入

は狭 くな りそ うな ので避 けた格好 とな り、 こ
れが大正解だつたよ うだ。樹林帯 は少 し密だ

る。急ぎ支度を整え ロープウェーで天元台の
グ レンデに登る。親切なリフ ト3本 を乗 り継
いで、栂森ゲ レンデ上部へ登る。ガスの中を

が、おおむね順調 に滑 り高度 を下げる。途 中
沢沿 いに下 りた い誘惑 に何度か悩 まされたが
振 り切って沢 には入 らなかった。 これが また
また大正解です ぐ下で尾根が終わ ってお り、
右 も左 も滝 になって いて急な階段下 りを強 い

先行パーテイーが登って行 く。 リフ ト小屋に
山行届けを提出し、我 々もシールを着け出発

られたが難儀 をせず にすんだ。何故か この少
し前か らシュプ ールが 出現 し、あ とは このシ

する。
人形石 へ は立派な トレールがあ りそれ に従
う。樹林帯 の 中は粉雪だが稜線 は流石にアイ
スパ ー ン状 となる。稜線 に出てひ と休み して

ュプール に従 ってほぼ夏道通 しに谷地平 に出
る ことができた。大倉深沢 を飛び石伝 いに渡

いると、みるみるうち にガスが晴れて、 目指

り大休止 とす る。天気は完全 に晴れて しまい

す東大願 も見 えるよ うになった。何 という運
の 良さか、西大顧 はさすが標高があ り山頂部

暑 い くらいだ。
ここで シール を着 け吾妻小屋 を目指す。ル

は雲がかかつて いる。

ー トは谷地平 の小屋の前か らほぼ夏道通 しに
姥ケ原 を目指す。今年は積雪量が少な いので

行 く手が見 えれば何の問題 もない。早速 シ
を楽 しむ .傾斜 は緩 いが丁度 いい あんば いに

小屋はす ぐに発見でき、入 り口を少 し掘れば
中へ も入れ るよ うだつた。右岸 の台地状 を登

良く滑る。鞍部か らは再び シールで東大競 を
目指す。藤十郎 を越えると再び下 りだが、 こ

るのだがす ぐに樹林帯 にな り、 どうい う訳か
粉雪状で ビ ッ ショリ濡れたシール に粉雪が ビ

こはシールのまま下 りもうひ と登 りで東大類
に着 いた。大沢下 りを楽 しむ人たちか大勢の
人たちが山頂 を巻 いて 明月荘方面 へ直接行 っ

ッシリ着 いて しまい、途 中で シール にワック
スを塗る ことになって しまった。だんだん足
取 りも重 くな りようよう姥ケ原へ 登る。姥ケ

ているよ うだ。山頂で も大勢の人たちが休ん

原 は風が 強 いためか雪が飛ば されて地肌や木
道が姿を現 して いる。左よ りの雪 を拾 つて鎌

ールをはず し、藤十郎の鞍部 までのひと滑 り

でいる。
東大類か らは 360度 の展望が楽 しめ、 こ
れか ら目指す谷地平、東吾妻 山、姥ケ原等 々

沼 の見える所 まで行 く。

一切経山からの下リコースがまるでゲレン
デのように見える。シールをはず し今日最後
の滑降を楽 しむ。鎌沼の上を横切 リシュカプ

が間近 に望 まれる。高山のア ンテナは良 く目
立つ。通 ってきたルー トの背後 には、ガスが
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ラ状 の原 を通 り、一切経山のルー トに合流 し

広 い尾根状 を滑 り快適だったが、すぐに樹林

浄土平 まで滑った。吾妻小屋は小山の反 対側
にあるので シール を着 ける者、そ のまま階段

帯に入 つて神経 を使 うスキ ー を強 い られ る。
鷲倉 山の所が少 しわか りず らかった。林 道手
前 の ワンピッチはスキーを"ハ の字 "に した
ままの苦 しいプル ー クを強 い られ、足がガク

で登る者バ ラバ ラに吾妻小屋 に到着 した。
今 日は団体で満員 との ことだが、色 々 と事
情 を話 しなん とか泊めてもらう。 この夜は 6
畳 に 9名 で暑 く寝苦 しい一夜 になった。

ガクになって しまった。林道 を不動湯入 り口
まで 滑 り、そ こか らは歩 いて土 湯温泉に無事
下山で きた。

15日

50円 の共 同風呂に入 り、バ スで福島 の駅
に出、新幹線で帰京 した。
コースタイム :天 元台 リフ ト上 9:35→ 人

(ガ ス &強 風)吾 妻小屋→土湯温 泉

今 日は天気が悪 いので 予定 (東 吾妻山よ り
土湯方 面 に下山)を 変更 し最短ル ー トを土湯
温泉 に下ることとす る。小屋で泊まりあわせ
た方 々 と道路で別れ、我 々 は道路沿いに鳥子

形石 10:00/10→ 東大類 11:25/50→

平 へ 進む。高山の登 りでは風が強 くな り、山
頂では風が うなって いた。 シュプールが いく

妻小屋 16:50/吾 妻小屋 8:20→ 鳥子平 8:45
→ 高山 9:40/50林 道 11:25/35→ 不動湯入

つ もあ り、それ に従って滑る。始めのうちは

口 12:00/10→ 土湯温泉 12:35(菅 沼

谷地平 13:00/30→ 姥ケ原 15:50/16:10吾
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