餞 鶉 曲
東 北 露葛音 藝 猪苗代スキー場 より
1ま

か

会津磐梯山のスキーツアーのコース
は、青年 の家に滑 る南面、猪苗代 ス キ
ー場 か ら沼 ノ平 を通 るコース 、裏磐梯
ス キー場 か らの北面、三年前 にできた
磐梯 アルツス キー場 か ら西面が考えら
れる。実際 に滑 つた三つのコースを記
す。

ここでスキー を着け滑 りだす。視界
も少 しずつ良 くな つたが、急斜面でア
イスバーン、エビのシツポ、は い松 の
氷化 した雪面で転倒、 ビンデイングが
はずれた り苦労する。 2、 300M滑
り降 りで青年の家への コース を見ると
雪 がクラス トした り風 でとばされて土
の表面 が出て いる。おまけに下の方は
低木 が多 く滑 るのは無理 と判断、右下
に見 えるス キー場に変更す る。ス キー
をかつ ぎ、低木の密林に入 り抜 けるの
に苦労す る。 ようや くスキー場上の谷
に降 リスキーを着ける。
全員集 まるのを待 つて リゾー トス キ
ー場に滑 り降 りる。 リフ トの係 の人は
頂上からス キー場 に滑 り降 りた方が良
いといつて いた。
このコースは、雪 の条件 が良 い時以
外はツアニ コースとして無理 だ と痛感
した。

ガス 強風 )
メンバ ー :L。 梅原秀一 、西川克之、
鈴木鉄也、手塚紀恵子、高野真砂子、
自沢光代、山崎義男、武部慎、篭島寿
一 、清宮政宏、馬場修爾、伊藤頂志
猪苗代 ス キー場、三本 目のシングル
リフ ト終点で シール を着 け、尾根に登
り赤埴 山の左の夏の登山道 を トラバー
ス して、1430地 点の標識 に着 く。 この
コース は赤布 があ り悪天候 でな いかぎ
タイム :リ フ ト終点10:00‑沼 ノ平
つ
いる
11:00‑1730M地
点12:00‑頂 上 13:00
リ トレースが残 て
。や がて左に
‑ス キー場上15:30‑バ ス停ホテル前
大岩、右 に小高 い丘 を過 ぎると、広 い
とわ
15:45
雪原 の沼 ノ平 のは じに着 く。夏道
かれて左にカーブ して東稜 に取 りつ く。
猪苗代 ス キー場 (山 頂往復 )
赤布 がないので一般 コースではな いら
1992年 3月 28日 (快 晴 )
しい。 うす い新雪 の下は、 クラス トし
メンバー :馬 場修爾
て いてス キー アイゼ ンがないと転落 し
ス キー 日和 のなかを前回と同 じコー
そうだ。 200M登 行す ると登 りにく
ス を登行、沼 ノ平 に着 く。磐梯山の東
いので、稜線 に上がる。右は切 り立 っ
た急斜面 で、雪屁 が張 りだ して いる。
面が岩峰 となつてせ り上が つて いる。
1600M地 点で休憩、行動食 を食べ る。
右前方には櫛ケ峰 の荒 々しい岩山が見
ここか ら無立木の急斜面だ。アイゼ ン
渡 せる。広 い沼 ノ平 の平原が続 く。 ス
キーの踵 をはず して滑る。以外にはや
を着 け 60Mの 急斜面 を登行、1730M
と
く
ガス
く左の大斜面 の登 り口に着 く。登行支
のやせ
に着
強風で
。
地点
尾根
まわ りの視界は悪 い。 ここでスキー を
柱 をあげて、 2、 3回 キックターンす
せ
この
ると1550Mの 台地 に着 く。北面 は断崖
は岩石のや
る。
尾根で
デポす
先
ちだ。
で爆 発火 日のも、
雪 が氷 つてシュカプラの急斜面だ。強
1818Mの
とりなが
の
ら
頂
北には銅沼 平原、桧原湖、小野川
風 に対風姿勢 を
上 に着 く。寒 さと強風 で視界 が全然な
湖、秋元湖が 自く広が つている。
これから登る東斜面は、強風 で雪 が
い。す ぐ下山、デポ地点 に着 く。
1991年 3月 13日 (曇
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つかず夏 の登山道が現われて滑れな い
ことが多 い。スキーアイゼ ンを着けて
登行 しやや斜度 の緩 くな った斜面 を左
に登る と1630M地 点にある弘法清水小
屋に着 く。 ここにスキー をデポ してア
イゼ ンを着 け頂上を 目指す。
シュカブラの尾根 を登行、案外時間
がかか り、汗 がにじみ出てくる。
行動食 を食 べ て 360度 の展望 を楽
しむ。南 の那須連 峰 はかすんで いる。
西の方 に飯豊連峰がひ ときわ高 く真 つ
白に見 える。弘法清水小屋に下山 しス
キー を着 ける。岩 の露 出 して いる斜面
は階段下降 し快調に滑 り沼 ノ平 を通 り
雪 の くさつたスキー場 を滑 リツアー を
終 わる。
タイム :リ フ ト終点 ‑8:30沼 ノ平9:40
‑弘 法清水小屋10:30‑頂 上11:00/
11:30‑弘 法清水小屋 11:50/12:00‑
スキー場13:00

裏磐梯 ス キー場 (山 頂往復)
1992年 3月 9日 (快 晴 )
メンバ ー :馬 場修爾
リフ トニ本乗 り継 ぎ1100Mの 台地 に
着 く。 シール を着け出発。銅沼 の中間
の右岸 に着 く。 ここは沼一周 のクロス
カ ン トリーのコースになつている。 こ
こで右 の尾根 に登行 し林間 を通る。赤
布 をみかける。平原 を少 し降 りる。前
方 には火 口壁の断崖が突 き上げて いる。
少 し谷 を登 ると無人の中 ノ沢温泉 の建
物 に着 く。 ここから火 口壁の右 の樹林
を登る。1500M付 近 から急斜面 の トラ
バースだ。樹林 がな いと右に滑落 しそ
うだ。 しば らく行 くと磐梯山が姿 を現
し斜度も緩 くな り広 い斜面 にでる。 し
ば らく登行す ると弘法清水小屋 に着 く。
ここか ら前回と同 じように頂上 を往復
す る。往路 を単独行なので慎重に滑 り
ス キー場 に滑 り込む。
タイム :リ フ ト終点9:00‑中 ノ沢温泉
10:00‑弘 法清水小屋12:00‑頂 上
12:30/12:50‑中 ノ沢温泉13:30‑ス
キー場 14:00
(馬 場

幽ス キーで見る花

記)

「イワウチワ」

尾根筋の雪が少 しでも溶けて地面が見える
と、待 つてました とばか りに咲きだす。イワ
カガ ミに似て いるが 、山スキーで見るのは春
に開花す るこちらの方だ。咲 く時期 をうまく
譲 り合 つて美の競合 をさけて いるのかな 。
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