
 

２０２１年ＧＷ 山スキー 

２０２１年４月３０日～５月５日 

 

 今年のＧＷは１日休めば連続７日間の大型連休！！そして、連休前の１週間はずっと絶好の山スキー日

和が続いていた。このまま晴パターンで行ってくれー！！ 

しかし願いは空しく、ＧＷ直前の天気予報を確認すると・・・？「な、なんじゃこりゃー！！」麓の予

報こそ周期的に晴と雨が交互にくるものの、問題はこの時期としては記録的な寒気が日本列島に居座ると

いうことだ。サクッと通り過ぎてくれればよいものの・・・。こうなると、この時期、山スキーが可能な

北海道から中部山岳地帯までの東日本の山岳地帯の予報はどこも絶悪となり非常に悩ましいものとなる。

さらに悩ましいのは最近の天気予報、これがまた信じられないくらいよく当たるのだ。 

当初、４/２９～５/５の７日間で鳥海山と八甲田を滑りつくそうと計画を企てていた。しかし、東北北

部の山々の予報はこの７日間、すべて天クラⅭのオンパレード！！とても山に入れる天気ではない。必死

で天気の良さそうなエリアを探すが、一番まともな北ア南部や中アでも天クラＡが４/３０の午前中と５/

４のみで他の日は全て天クラⅭ！！それも強風と吹雪、まとまった積雪もあるという。これでは仮に予報

通り晴れたとしても快適なザラメなどは夢また夢・・・。それどころか強風で凍った雪の上にまとまった

積雪があれば表層雪崩多発の公式にバッチリ当てはまる。天候判断のみならず、雪崩の可能性も非常に高

く、慎重かつ厳しい判断が要求される予報だ。 

夜も寝ないで昼寝して悩みに悩んだ末、出した結論は、一番予報の良い乗鞍・御嶽・中ア周辺を注意深

く観察して滑れる日に滑べり、ダメな時は潔く観光というものであった。 

 

４/３０ 北ア・乗鞍 富士見岳２７００m付近まで 

 メンバー：Ｔ野・Ａ原・Ｋ野 

  

 当初、８名いたメンバーの中でダメもとで観光

も止む無し、と覚悟した上で当初の日程（４/２９

は天気が絶望的で1日短縮したが）でエントリーし

た物好きな（暇な）メンバーがこの３名である。

まとまった積雪と雪崩、さらに強風に対しても比

較的安全な場所、ということで、４/３０は北ア南

部の乗鞍岳を選択する。前夜、道の駅「風穴の里」

でＳＢ。冷たい雨が降っていてとてもＧＷとは思

えない。ダウンパンツを装備から外したことが悔

やまれる。とにかく寒い！！ 

 ４/３０、目覚めると快晴！！今回のＧＷ中で２

日しかない貴重な天クラＡ！！つまり行動可能日

だ。ただし、午後は天クラＣということで半日限

定の晴天だ。 

 

■写真上 三本滝駐車場からゲレンデを登る。 

■写真下 厳冬期のような純白の乗鞍岳。 

 

とにかく登山口の三本滝駐車場まで車を走らせ

る。昨日の雨は山では雪だったようで乗鞍岳は純

白に輝き、厳冬期のような装い。実に美しい。 

最初はゲレンデを登るが急斜面で気温が低く、

雪も硬いので板を背負ってアイゼン履いて、7：45



 

に出発。ゲレンデ上部で傾斜が緩くなりシー

ル歩行に切り替える。ゲレンデトップからさ

らに、ゲレンデのような切り開きのあるツア

ーコースを登って行く。少々味気ないが、こ

こならどんなにカリカリだろうと、雪崩の危

険があろうと、強風が吹き荒れようと、対処

できる安全なルートだ。やがて位ヶ原への急

斜面。３/４に雪崩に巻き込まれて死者が出

ている斜面だ。しかし、さすがメジャールー

ト、写真付きのルート指示の看板がある。指

示通りのルートを登る限り、今日は特に雪崩

の危険は感じない。位ヶ原に上がると予想通

り強風が吹き荒れる。先程まで快晴だったが

雲も増えてきた。午前中勝負なので比較的短

時間で登れる富士見岳を目指し尾根沿いにル

ートを採る。雪は徐々に硬くなるが傾斜も緩

いので滑落の危険は感じない。ただ、風が強

くあおられるたびにバランスを崩す難儀な登

りだ。今日、登り始め早々に靴擦れを創り、

だましだましここまで登ってきたＫ野チャン

のおでこに横線が何本も入り苦痛にゆがんだ

顔はちっとも楽しくなさそう、さらに強風で

バランスを崩したＡ原さんからも「帰りたい」

宣言がでて、これ以上登っても良いことなさ

そうなので潔く2700ｍ付近で撤退することに

する。強風に装備を飛ばされないように注意

深く準備をしていると、上から先行パーティ

ーのヘルメットが雪面を滑り落ちてきて一

瞬で視界から消えた。 

さあ、さっさと帰ろう！！ 

 滑り始めてみると、テールが引っかかる典

型的なモナカチャン！！非常に滑りづらい。

ただ沢沿いに入れば何とか廻せる雪になり

少し楽しくなってきた。同じルートを滑るの

も芸がないので滑りが楽しそうな位ヶ原山

荘に落ちる斜面をドンドン滑っていくと

徐々に快適になり位ヶ原山荘へ滑り込む。 

  

■写真上 天気は快晴だが風が強い。 

■写真中 強風の位ヶ原を登る。 

■写真下 富士見岳2700ｍ付近から滑降。 

ここで大きな勘違いが発覚。登っている時に位ヶ原の手前に「至る位ヶ原山荘」の道標があり、問題な

く位ヶ原山荘からツアーコースに滑って戻れるものだと思っていたのだが、位ヶ原山荘について改めて地

図を確認すると、どう見ても戻れるはずがない地形だ。何ていうことはない、私が地図も満足に見ないで

勝手に思い込んでしまったのが悪いのである。位ヶ原まで約200ｍ登り返さないとツアールートに戻れな

いことがわかるとＫ野チャンのおでこにはさらに横線が入る。靴擦れの痛みで一歩一歩がヤスリで皮膚を

チリチリ削られるようで・・・早い話が地獄の苦しみらしい。ホントに悪いことをしてしまった。 

１ピッチでなんとか登り返し慎重にコンパスを合わせて、今度は間違いなくツアールートを滑り、切り



 

開きに入れば、後はゲレンデのようなルート

を滑り、やがてホントのゲレンデに・・・。

首の皮一枚繋がった雪を拾って滑降して、除

雪された道を２回横切る時に板を脱いだが、

何とか最後まで滑って降りることができた。 

下山と同時に待っていたかのように雪が

舞い始める。予報通り天気は下り坂のようだ。

今日はしっかり動いたし、雨の中、寝場所を

探して彷徨うのも嫌だし、布団でゆっくり休

みたい。ということで、奥飛騨温泉にある行

きつけの素泊まり民宿「ほらぐち」に電話す

ると空室があるということで文句なく予約。

（1泊一人/\3450） 

明日の天気は見込めないので、山菜採りと

高山観光を決め込み、マッタリできることを素直に喜んで、乗鞍高原でとうじ蕎麦（月山蕎麦と似ている。

熱々の山菜やキノコの鍋に冷たい蕎麦をつけて食べる。どうやら蕎麦を鍋に投げ入れる（投じる）が由来

でとうじ蕎麦というらしい。野麦峠付近の寒村のおもてなし料理ということだ。）で舌鼓を打ち「ほらぐ

ち」に向かった。 

「ほらぐち」では男女別で２部屋使わせていただき、温泉で体を温め、お酒を飲んでいい気分！！いい

気分ついでに明日の宿を高山に求め、Ｋ野チャンがネットで探した３名１部屋￥7500、しかも朝食付きと

いう好物件にポチ・・・さあ、これで明日、どんなに天気が悪くても安心だ・・・とこの時は思っていた？ 

■コースタイム 

三本滝駐車場（7:45）～（11:00）2700ｍ撤退地点（11:15）～（11:35）位ヶ原山荘（12:10）～（12:52）

位ヶ原（13:05）～（13:40）三本滝駐車場 

  ５/１ 平湯大滝・飛騨大鍾乳洞・山菜採り・高山観光 

 メンバー：Ｔ野・Ａ原・Ｋ野 

 

今日は山行ではないので記録はサラッと・・・。 

のんびり朝風呂を楽しんで、いつも近くを通っているのに

まだ見たことのない平湯大滝へ・・・。 

幅６ｍ、高さ６４ｍの直瀑は想像以上に立派、一見の価値

はある素晴らしい滝だ。 

 次、飛騨大鍾乳洞＆大橋コレクション館。この鍾乳洞の発

見者で資産家の大橋外吉のコレクションは「よくもまあーこ

んなに壺ばかり集めたものだ。」と半分呆れたが鍾乳洞はな

かなかのものだ。外から見ると何の変哲もない山の内側に、

こんな秘密基地のような空間があるとは！！

ここも一見の価値はある。 

  

■写真上 風に抗うダケカンバ。 

■写真中 名瀑、平湯大滝！！ 

■写真下右 山の中の秘密基地、飛騨大鍾乳洞。 

■写真下左 途中で採ったコシアブラとタラ

の芽。 

 

さて、雨が止んでいるうちに、国道から離れ

ちょっとした峠道のスギ林で車を停め山菜採



 

り。最初の場所ではタラの芽が採れ、河岸を変えるとＡ原さん

が早速「あるある！！」と念願のコシアブラを見つけた。コシ

アブラは大きな木だと思っていたが、背丈より小さな枝で最初

は見つけにくかったがＡ原さんに教えてもらい、「よく見つけ

たねぇー！！」などとおだてられるうちに何となくコシアブラ

採りのコツをつかんだような気がした。次回は私に任せなさ

い！！ 

人数分としては充分な収穫が得られホクホク顔で高山へ。 

 早速車を予約した宿の駐車場にデポして古い街並みを散策。

お腹が減ったので、まずはちょっとリッチに飛騨牛寿司！！味

付けがアラ塩とポン酢とタマゴ付き軍艦の３貫で\1000！！口

の中に入れると肉がとろける、これは旨い！！。調子に乗って

スパークリングワインをセットで味わい、最後はたいして動い

てもいないのに禁断のスイーツまで手を出し・・・至高かつ濃

厚な時間だった。 

 さて、腹も満たされたので、今回楽しみにしていた利き酒。

原田酒造という小さな酒蔵は東京では見ることのない珍しい

酒がたくさんある。もともと少量しか造れないので、ほとんど

地元で供給されて終わってしまうということだ。ここでおチョ

コを\350で購入すれば、なんと１５種類の珍しい日本酒が全て

試飲できる、という有難いシステムなので早速おチョコを購入。

つい最近、カミさんとここを訪れたのだが、車だったので泣く

泣く断念したので、今回は最初からこれを狙って高山に宿を取

ったのだ。正直、最後の方は味がほとんどわからなかったが雰

囲気は充分に楽しめた。酒好きには絶対おすすめのスポットだ。 

さらに酔い覚ましに散歩して、気になっていたみたらし団子

を頬張る。この辺のみたらし団子は甘くない醬油味で大人好み

かな。 

この期に及んでＡ原さんが「〆に高山ラーメンが食べた

い！！」とのたまう。本来、絶対に断らなければいけない案件

だが「御意！！」と体が反応してしまい、Ｋ野チャンが靴擦れ

の薬を購入した時に地元の人に聞いたお奨めのラーメン屋に急

ぐ。高山ラーメンは麺が細くコシがないのが今ひとつだが、ス

ープとチャーシューは美味しかった。 

  

■写真上 高山観光・飛騨牛寿司！！ 

■写真中 高山観光・スイーツ！！ 

■写真下 高山観光・利き酒、15種類試飲放題！！ 

さあ―、やりたいことは全てやった！！もう思い残すことは

ない、と宿に向かいチェックイン！！のはずであった。 

ところが、宿の受付のフィリピン人っぽい若い女性が「Ｋ野

サン、キノウヨヤクシテルケドコナカッタネ、キョウヤドイッ

パイネ。」だって！！「へぇー！！」一同、一瞬何が起こったの

かわからなく目が点になる。外は暗雲立ち込め雷鳴まで聞こえ

てきた。我々、もうしたたか飲んでいるので車は動かせない。

ここに泊めてもらわなければ路頭に迷うことになるのだ。Ａ原

さんが「ワタシタチ、シュラフアリマス、ドコデモイイノデトメテモラエマセンカ？」と変な日本語

で必死に交渉。すると見かねた年配の女性が出てきて、「客が引ける21：00以降ならラウンジに寝て



 

も良いけど・・・」と言ってくれた。最悪の事態は免れたが、今日は部屋でのんびり休めると思った

のにと落胆していると、しばらくしてこの年配の女性が大車輪の活躍を見せてくれる。なんと、普段

使用していない部屋を掃除してくれて我々に提供してくれた。布団はひとりが羽毛布団、そしてもう

ひとりがセンベイ布団、さらに最後は毛布のみと大富豪・平民・大貧民みたいな感じで三者三様の不

揃いの布団だったが絶妙な計らいに感謝感激である。 

 後でわかったことだが、昨日は平日だから3人で\7500だったが、本来、今日は週末なので、この料

金ではとても泊まれない料金設定だった。しかし、訳アリ部屋と訳アリ布団ということで追加料金は

一切請求されなかったし、風呂にも24時間は入れ、朝はその辺のビジネスホテルよりはるかに豪華な

朝食が付いた。 

いろいろあったが結果オーライである。否、これ以上ない最上の結果であった。 

イヤイヤ、山の報告でもないのでサクッと書くつもりであったが気が付くと長文になってしまった。

まあ、それだけ盛りだくさんで楽しい1日だったということである。観光も侮れない。 

 

５/２ 御嶽視察・木曽・松本観光 

メンバー：Ｔ野・Ａ原・Ｋ野 

 

朝から薄ら寒く今にも降り出しそうな天気である。山はきっと大

荒れであろう。山に入れないのは残念だが良いこともある。Ｋ野チ

ャンの靴擦れがこの二日間の休養で快方に向かい復活できそうだ

ということだ。明日は本隊が到着するので今日中に合流場所であり

初日も利用した道の駅「風穴の里」に戻らなければならない。同じ

ルートを戻るのもつまらないので木曽谷～松本を経由して戻るこ

とにする。まずは木曽谷に向かうべく高山を出発。５/５に行く予

定の継子岳の登山口であるチャオスキー場の近くを通るのでつい

でに視察することにする。はたして、チャオスキー場は吹雪だった。

これが真冬の白銀の世界ならまだ美しいのだが、雪が解け、半分以

上土が見えた廃業したスキー場跡に鈍色の空から雪が舞う様は、

「津軽海峡冬景色♪」の世界、何とも裏寂しく感じた。 

 

■写真上 途中で採った極上のフ

キノトウ 

■写真下左 名城・松本城！！ 

■写真下右 開智学校 

 

早々に退散したが、帰路、途中

でフキノトウがたくさん出ていて、

極上のものを選び抜いて人数分摘

んで木曽谷へ。冷たい雨が降って

いて、奈良井宿で散策したものの、

気温はわずか6℃、手はかじかむし

サンダル履きの足は濡れてくるし

で這う這うの体で退散、松本に向

かう。 

松本では雨も上がり気温も14℃、松本城～旧開智学校などをのんびり散策。こういう時でもないと

来る機会もないので良い時間が過ごせた。 

道の駅「風穴の里」に再び戻り、今日単身来るI崎さんと無事合流。昨日から今日にかけて採った

山菜のフルコースを楽しんだ。てんぷらはもちろんだが、コシアブラご飯は絶品！！もう春ですね。 



 

５/３ 乗鞍岳・位ヶ原周辺 

メンバー：Ｔ野・Ａ原・Ｋ野・Ⅰ崎・Ｙ科・Ｔ村盛・Ｔ村恵・Ｔ山 

早朝に本隊が到着して全メンバーが揃った。

麓の天気は快晴だが天クラはⅭ、はたして、登

山口の三本滝駐車場が近づくにつれ、乗鞍岳が

姿を現す。全山真っ白に一瞬見えたがそれは山

に沿って発達した白い雲であった。まるで巨大

な宇宙船を思わすその雲の下の状況は容易に

想像できる。さらに、昨日一昨日ともまとまっ

た積雪があったようなので、雪崩に対しても要

警戒日だ。今日の行動は森林限界下で楽しむこ

とにする。 

三本滝駐車場に着くと4/30と比べて明らか

に積雪が増えていた。位ヶ原まで行くバスも積

雪のため動かないようだ。4/30と同様に、最初

の急斜面はスキーを担ぎ、傾斜が緩む所からシ

ール歩行に切り換える。ツアーコース最初の急

斜面も雪が付いたことで登りやすく順調に登

って行く。さて、とこで遊ぼうか？ 

６番標識辺りから右の斜面が比較的樹間も

あって滑り易そうなのでここから2435m峰を目

指して登ってみることにする。疎林とはいえな

いが何とか楽しめそうな樹林帯を登り、稜線に

出たら位ヶ原山荘方面に滑ろうと思っていた

が、稜線に上がると東に延びる尾根が快適そう

で気が変わった。しばらく傾斜が緩いこの尾根

を滑降して、沢に落ちる急斜面で樹間の広い場

所を探し、良さげな場所があったので飛び込ん

でみる。標高差約200ｍの急斜面を必死で板を

まわしたが、私にとっては結構快適な滑降で充

分楽しめた。沢床まで滑降すると滝があり冷泉

小屋の少し下の2150ｍ付近であった。 

 

■写真上 4/30と比べて雪が増えた三本滝駐

車場 

■写真中 2150ｍ付近の滝 

■写真下 ここから登り返し 

 

登り返しは東に延びる尾根に乗ろうと滑降

したとこより東側を登って尾根に出たが、ここ

の斜面も適当に樹間が開いていて快適に滑れ

そうだ。今回はパウダーではなかったが、厳冬

期で森林限界上が荒れている時にはこの辺りは標高も高いので快適なパウダーが楽しめそうだ。 

いいとこめっけ！！また、引き出しが一つ増えた。 

再び稜線に戻って、登って来た斜面を６番標識まで滑ったがあっという間だった。ここからはツアーコ

ースを滑り、ゲレンデもほぼ快適に滑ることができた。終わってみれば標高差約950ｍ滑り、この天気に

しては上出来であった・・・と私は思う。（ほかのメンバーがどう思ったかはまた別の話ではあるが・・・。） 



 

下山後、休暇村で汗を流し、中アに向けてドライブ、明治亭のソースカツ丼で舌鼓を打ち、とある場所

で快適にテントを張って外宴会を楽しんだ。 

■コースタイム 

三本滝駐車場（7:50）～（10:00）2461m付近稜線（10:18）～（10:35）滝（2150ｍ付近）（10:50）～（11:50）

2404m付近稜線（12:13）～（12:45）三本滝駐車場 

 

５/４ 千畳敷～木曽駒ケ岳～黒川源流～伊那前岳～千畳敷 

メンバー：Ｔ野・Ａ原・Ｋ野・Ⅰ崎・Ｙ科・Ｔ村盛・Ｔ村恵・Ｔ山 

 

今回の連休で唯一天クラＡが今日である。

ここ数日の積雪と寒さで山はどう変わってい

るのだろうか？。いくら天気が良いからとい

っても不安が残る。カリカリになっているの

か？それとも、弱層バッサリの雪崩危険日な

のか？・・・・・。まあ、深読みしても仕方

がない、現地へ行ってみて決めるしかない。

バス・ロープウェイを乗り継いでまるでベル

トコンベアに乗ったようにグングン高度を上

げ、すでに桜の散った春真っ盛りの麓から標

高約2600mの白銀の世界にあっという間の降

り立った。バス・ロープウェイの往復チケッ

トが\4200・・・。決して安くはないがこれを

歩いたらとんでもないことになる。そう考え

るとメチャクチャコスパは良いと思う。 

 

■写真上 木曾駒ケ岳山頂にて 

■写真中 黒川源流に向け滑降！！ 

■写真下 快適なザラメを飛ばす！！ 

 

千畳敷に降り立ってまず驚いたのは、辺り

の峰々の景色である。それは春山のそれとは

全く違い純白の雪をまとった厳冬期そのもの

であった。今回のルートは３５度以上の急斜

面が何カ所かあり、無木立の斜面は雪崩の危

険性大である。もちろんカリカリであっても

転倒したら死のボブスレー，これも大いにヤ

バイ。「これはもしかしたら無理かも・・・」

と思った。ただ、よくよく観察すると伊那前

岳の急斜面は汚れた雪が露出している部分も

あり、傾斜の急な斜面はあまり雪が付いてい

ないことに気づく。どうやら強風が幸いして

急斜面の雪の多くは飛ばされているように見

える。これなら気温が上がって雪が緩めば滑

れるかもしれない。そして今日はここ数日と

違い気温が上がる予報だ。であれば登ってみ

るしかない。ダメなら板を背負って降りるだ

けだ。 



 

千畳敷のカール内では最大音量の

スピーカーで「雪崩の危険があるの

でカール内は斜面を横切らないよう

に・・・八丁坂は斜面を切るシール

歩行は禁止です！！」と何回も呼び

掛けている。カール内のスキー場は

もちろん休業している。不安半分、

期待半分、とにかく登ってみなけれ

ばわからない。ということでアイゼ

ン履いて出発。 

浄土乗越までのルート、八丁坂は

雪が溜まっていてプレートを付けて

いない私のアイゼンは雪が団子のよ

うに付着して歩きにくいことこの上

ない。一歩一歩アイゼンに付着した

雪を落としながら登って行く。浄土

乗越まで登ると強風の洗礼を受ける。

おかげで団子からは解放されたがア

ルミのアイゼンでは心もとないカリ

ッカリのアイスバーンだ。ただ、こ

こから木曽駒ケ岳までは滑落の危険

が少ない広い緩やかな尾根なので緊

張することなく歩ける。こちらから

登る木曾駒ケ岳はちょっとした丘の

ような登頂感の乏しい山である。将

棋頭山辺りから望む木曾駒ケ岳は立

派な山容で3000ｍにわずかに届かな

いがアルプスの高峰らしい登りごた

えある山容なのだが、「登るルートに

よってこうも違うものか？」という

感じである。 

 

■写真上 黒川源流で憩う 

■写真中 伊那前岳稜線から中アの

山々を望む 

■写真下 伊那前岳稜線からイザ、

滑降！！ 

 

木曾駒ケ岳山頂からの景色は素晴

らしい！！ただ、何回も見ている景

色なのでこれといって感慨はない。

それより滑降ルートの状況の方が大

事である。早速、滑降準備をして滑

ってみることにする。 

最初は緩斜面なので、まあ、気は

楽である。滑り始めてみると雪はそ

れほど硬くなく、だからといって深くもない。「これなら行けるかも・・・！！」板は走り、極上の

ザラメとはいかないが、滑り易い雪である。緩斜面を一気に滑り降り、いよいよ黒川源流に落ちる斜



 

面である。ここは砂時計

の砂になったような気

分で落ちていく急斜面

であるが、標高が落ちた

分、雪は柔らかく、極上

のザラメといっても良

い雪質に変わっていた。

雪崩のリスクも少なそ

うだ！！であれば恐い

ものはない。超快適滑降

にこの連休初の雄たけ

びが上がる！！あっと

いう間に黒川源流に降

り立ち、余韻を楽しむよ

うにザラメの緩斜面を

いつものカンバの木ま

で滑って大休止。 

いつもながらここは

素敵なところだ。千畳敷

付近の喧騒と違い自分

達だけの静寂な世界、辺

りは氷河のような地形

の上に聳える3000m級の

山々に囲まれ、時折吹く

風も稜線のそれとは違

い、そよ風のような優し

いものだ。行動食を食べ、

滑降してきた砂時計を

見ながらゆったりと余

韻に浸る。 

さて、最後の大仕事、

伊那前岳まで約400mの

登り返しを頑張るとし

よう。一応、両サイドか

らの雪崩に注意したル

ート取りで広い谷を登

って行く。駒飼ノ池で約

半分、もちろん池は出ていないがカール地形の底にある趣のある場所だ。風が強くなってきたので休

まずに登り続ける。まっすぐ谷を詰めれば浄土乗越だが、近道をするため伊那前岳の急斜面に取り付

く。シール＆クトーで登れなくもないが、雪も潜らないし直登した方が有利と思い途中からアイゼン

歩行に切り替える。Ⅰ崎さんは自分で改造した特製のクトーでそのまま快適そうに登って行く。後続

とだいぶ離れてしまったが危険もなく視界も良好なので、そのまま自分のペースで登り、伊那前岳の

稜線に出て、千畳敷への下降点で後続を待つことにする。 

 

■写真上 伊那前岳の急斜面 

■写真下 滑降後千畳敷にて 

 

後続を待っていると、妙に愛想の良いオッサンが手を振りながら登って来た。別パーティーがすぐ



 

横にいたので最初はその

パーティーの知り合いだ

と思っていた。しかし、そ

のパーティーもこのオッ

サンを無視している。よく

よく見るといつものヤッ

ケと違い明るく映えるブ

ルーのジャケットを着て

いたが、このオッサンは紛

れもなく、我が山仲間ホリ

ホリであった！！よく見

るとすぐ後ろにⅯ上さん

が続いている。いやいや、

三ノ沢岳に登っているは

ずのⅯ上パーティーとま

さかこんなところで合流

するとは・・・。話を聞く

と、昨晩、あの強風の中、

物好きにも極楽平の裸の稜線にテントを張って強風の洗礼をまともに受け、Ⅿ的な喜びを味わい、朝

も強風で西面の三ノ沢岳方面の斜面は氷の滑り台と化していて滑降を断念、一度、千畳敷に滑り降り

て、日帰り装備で木曽駒ケ岳をピストンして八丁坂を滑ろうとしたら、係員に断られ、ここ伊奈前岳

の稜線に来たということである。後続で登って来た我がパーティーの面々はいつの間にかメンバーの

人数が増えていることに驚き、合流を喜んだ。 

さて、最後のお楽しみ、千畳敷への滑降だ。ここも３５度近い急斜面だが、先程の黒川源流への滑

降で安全を確認できたので思い切って飛び込みアグレッシブに滑ることができた。滑ってしまえば標

高差約３００ｍはあっという間、まさに一瞬の快楽であった。 

さて、明日の天気予報は絶望的、今日、それなりに満足したので無理して御嶽まで行く事もあるま

いと、昨日泊まった場所で打ち上げ、外宴会とあいなった。 

ひどい条件ながら６日間中３日滑ることができ、観光も楽しかったので、まあ、良しとすべきであ

ろう。 

５/５は下道を使い高遠経由でショートカットして、休日割引のない高速代を浮かせ、甲府昭和か

ら高速に乗り渋滞のない早い時間に帰京した。 

６日間お付き合いいただいたＡ原さんとＫ野さん、悪天候の中、お付き合いいただき有り難うござ

いました。 

５/３から合流した本隊のメンバーの皆さん、楽しい時間を有り難うございました。 

あっ、それとサプライズ合流のホリホリとⅯ上さんも・・・。山の中での合流はドラマチック！！

サプライズを有り難う！！またご一緒しましょう！！ 

 

■写真上 千畳敷に戻ってきました！！ 

 

■コースタイム 

千畳敷（9:00）～（9:50）浄土乗越（10:10）～（10:50）木曾駒ケ岳（11:13）～（11:30）黒川源流

2500ｍ付近（11:50）～（13:05）伊那前岳稜線（13:50）～（14:05）千畳敷 


