
 

東北 タツコ荘ＢⅭ 山スキー 

 

２０２１年１２月２９日～３１ 

メンバー：Ｔ野・Ｉ崎・Ｋ井・Ａ原・Ｔ中ｍ・Ｓ木・Ｔ村盛・Ｔ村恵・Ｔ山・Ｙ科 

 

 今年も年末恒例の山スキーを企画した。２年間連続して松川温泉をベースに遊んだが、今年は予約が取

れず、３年ぶりにタツコ荘をベースに楽しむことにした。ここは出入りの融通が利くし、山に入りたくな

い日は、ゲレンデにも近く、さらにスキーにも飽きたら乳頭温泉巡りもできるとあって、１２/２７～１/

３の８日間に、出ては入り、入っては出てで、な・なんと！！１６名もの参加者を得た。全く嬉しい悲鳴

だが、こうなるとまとめるのも大変だ。食糧計画のまとめ役を一手に引き受けてくれたＡ原さんには、た

だ感謝である。しかし、メンバーの協力なくしては、なかなかまとまらないのが世の常、その点、銀座の

山スキーを楽しむメンバーは、皆さん協力的で助かります。おかげさまで、私は年末の３日間だけでした

が本当に楽しいひと時を過ごすことができました。この場を借りて御礼申し上げます。 

年末の私が企画した山行のみですが、下記報告です。 

 

１２/２８ 

 夜、東川口駅を出発。佐野ＳＡでⅠ崎車と合流して長者原ＳＡまで順調に走ってＳＢ。 

 

 １２/２９ 網張スキー場周辺 

 メンバー : Ｔ野・Ⅰ崎・Ｓ木・Ｋ井・Ａ原・Ｔ中ｍ 

  

 １２/２７出発の先発メンバーに「雪

が少ないですよ！！」と脅されて、スキ

ー場の積雪をネットで見ると、網張スキ

ー場は５５cm！！「全然積もってないじ

ゃん！！」関東北部や長野、新潟など近

隣の地はゴン振りしているのに、わざわ

ざ遠路はるばる訪れる北東北のこの地

は、ほとんど降っていないのだ。それだ

けではない。予報によると寒さだけはい

っちょ前で風も強いらしい。そんなこと

で、雪の多い、夏油高原スキー場への転

進をマジに考えたが、東北一の豪雪地帯

は天気がマジ悪そうだし、ゲレンデはす

ぐ飽きてしまうウルトラマンもいるの

で、「さすがにゲレンデ上部まで行けばきっと雪もあるだろう。」と考え、予定通り網張スキー場まで行く

ことにする。 

（※ウルトラマン＝ゲレンデを３回滑ると飽きてしまう、山スキーは大好きだが、なぜかゲレンデは好き

じゃない人を私はこう呼んでいる。） 

 

■写真 網張スキー場から大松倉山を目指すもリングワンデリング。 

 

盛岡ＩＣを出て、近くの吉野家で暖かくボリューミーな朝食を採り、網張スキー場に向かう。ゲレンデ

は強風が吹き荒れ、寒々としていてモチベーションはダダ下がり・・・どうしようか？ 

それでもリフトは動くようなので、一番上のリフトが動く９:３０に合わせて、一応、大松倉山の北斜



 

面を目指して出発する。リフトは風の影響を受けにくい場所にあるのか、風は思ったほどではない。しか

し、昔ながらのペアーリフトは寒い。距離が長いのでなおさらである。いいかげん凍えたころにようやく

リフトトップに到着。 

 早速、シールを貼って出発！！と思っていたら、何故かＡ原さんがあわててる。「シ・シールが短い！！」

どうやら、前に履いていた板のシールを持参したようだ。 

そう、シーズン初めにはよくあることである。 

 

切ったり貼ったりして何とかシール

を板に合わせて出発。視界が悪く、トレ

ースもないのでＧＰＳを頼りに夏道沿い

に犬倉山と大松倉山の分岐を目指す。雪

のある時は最初から方向を合わせて大松

倉山を目指した方が良いのだが念のため

である。さて、犬倉山分岐に着いた。こ

こから鋭角に方向を変える。この頃から

さらに天候が悪化して目を開けることが

できなくなり、あわててゴーグルを装着。

尾根に上がるために登り気味に歩くと立

派なトレースに出た。「なーんだトレース

あるじゃん！！」と安心してこのトレー

スを辿っていくと、前から人影が近づい

て来る。「ホウ、もう降りてきたのか、早

いじゃん！！」と近づいて見るとどこかで見たような人・・・。「そうだ！！さっき我々がゲレンデトッ

プを出発するときに、出発準備をし始めたガイドっぽい人のパーティーだ。」 

ムムッ・・・っていうことは彼らは降りてきたわけはなく、これから登るに違いない・・・。なんか嫌な

予感がする。念のため「さっき会いましたよね？どちらまで？」と聞くと「そうですね、我々は犬倉まで

です。ところであなた方は、どちらまで行くのですか？」と尋ねられ「さあー？我々はどこに行くんでし

ょうかねぇー？」などとも答えられず、「大松倉山に行こうと思ってますが、このままいくとゲレンデで

すよね？」と聞くと「そうですね、ただ方向だけはあってますよ。では、お気をつけて。」と云われてし

まった。 

 要は、生まれて初めて完全なリングワンデリングを経験してしまったのだ。彼らと会った時にそうでは

ないかとうすうすは思ったのだが・・・。立派なトレースは自分たちが付けたトレースだったことはここ

まで全く気付かなかった。 

そう、シーズン初めにはこういうことも良くあるのだ。気をつけよう。 

  

■写真 シーズン初めはいろいろあるので注意しよう！！ 

 

この時点で大松倉山まで行く気は全くなくなり、せめてスキー場のサイドカントリーを滑ろうと、計画を

大きく縮小する。森を歩いて、そろそろサイドカントリーに出れるだろうと思ったところでシールオフし

て滑降開始！！。ただ、しばらく滑るとゲレンデの一角に出てしまった。再び、サイドカントリーに入ろ

うと画策していると・・・。 

ムムッ、今度はＳ木さんがなかなか来ない。最後に滑ってきたＫ井さんが、Ｓ木さんはシールのノリが

板に貼りついてベトベトなので、Ⅰ崎さんと一緒にノリを剥がしているという。 

そう、シーズン初めにはこういうことも、あーいうこともホント良くあるのだ。気をつけよう。 

 

 ただ、いくら待っても彼らは来ない。さすがにおかしいと思って、彼らがいたという辺りまで登り返し

てみると案の定、もぬけの殻・・・どうやら、別のルートを滑って行ったようだ。 

そう、シーズン初めにはこういうことも、そういうことも、あーいうことも良くあるのだ。気をつけよ



 

う。（いくらなんでもあり過ぎだろう！！自分ら！！いい加減にせい！！） 

 

 今日はヤバい日だ。これ以上、何かやらかしてはいけないし、もう洒落にもならない。ということで、

ここからはおとなしくゲレンデを滑って終了。 

 いやぁー、いろいろとやらかしてしまった。特に装備面はメンテナンスと点検が大事である。お互いに

気をつけよう、と肝に銘じてほろ苦い今シーズンの山スキーデビューを終えた。 

 

 さて、後は「道の駅あねっこ」で腹ペコの腹を満たし、田沢湖駅近くのスーパーで買出し、そしてタツ

コ荘のかけ流しの温泉にザブーン！！ 後は先発隊と合流、豊富な酒に利き酒大会！！と究極の宴会を楽

しんだ。 

 

■コースタイム 

リフトトップ（11:10）～リングワンデリング～（11:40）リフトトップ～（12:00）1343ｍ小ピーク付近

～（12:20）ゲレンデ（12:35）～（13:08）ゲレンデベース 

 

 １２/３０ 乳頭山（田代岱小屋まで） 

 メンバー： Ｔ野・Ⅰ崎・Ｓ木・Ｋ井・Ａ原・Ｔ中ｍ・Ｔ村盛・Ｔ村恵・Ｔ山・Ｙ科 

 

 昨晩、先発メンバーと宿で合流。メン

バーも増えて今日は１０名で乳頭山を目

指す。朝食はレンジでチンのパスタ、こ

れは便利で美味しい。天気予報を見ると

相変らず悲惨な予報だが、この辺りはそ

んなに悪くないので予定通り出発。 

 

■写真上 小ピークにて。ここから良い

森が広がる。 

■写真下 針葉樹が混じるようになると

森の妖精が現れる。 

 

乳頭温泉バス停横の駐車スペースに車を

停めて8:05に歩き出す。川沿いの道をの

んびり歩き孫六温泉から登山道に入る。

何回も歩いているルートなので迷いはな

い。最初は急登で、まだ薮が濃い斜面を

ジグザグに登って行く。斜度が落ち着く

といい感じの森が広がって来る。天気は

小康状態どころか好転してきて、木の間

越しに秋田駒方面の白銀の山々を垣間見

ることができる。「これって結構いいじゃ

ん！！上手くすっとピーク目指せるんじ

ゃない！！」とモチベーションアップ。

やはり天候は重要だ。小ピークで一休み

した後は、気持ちの良いブナの森となり、

何回も来ているのでわかってはいるのだ

が、やっぱここの雰囲気は最高！！登る



 

につれ、木々の枝はもれなく雪化

粧し、青空まで出てきて、それが

キラキラ輝きホント美しい！！こ

れだから雪山は止められない。 

 美しい森をのんびり歩いて行く

とやがて傾斜が増し、帰りが楽し

めそうだ。やがて、針葉樹がちら

ほら出てくるとミニモンスターや

森の妖精が姿を現し、さらに登る

と、突然開けて景色の綺麗な展望

台のような場所に出る。オォォー

見える見える！！乳頭山の特徴の

ある乳首に湯森山、さらに秋田駒

主峰の男女岳、オット、その右に

は雲海の隙間に田沢湖も望め

る！！これが見れただけでも、今

日登った価値がある。 

 さて、山頂を目指そう！！だが、

この辺りから徐々に天候は悪化す

る。田代岱の湿原に出ると、視界

も悪くなり雪も降り出した。小屋

まで行って様子を見るが回復の兆

しはない。この状況で山頂に未練

がありそうなメンバーはおらず、

ここから下山することにする。ま

あ、予報の割には充分楽しめたし、

山頂まで行ってもこの天気では快

適な滑降は望めない。であれば、

無理をすることもないだろう。 

  

■写真上 田代岱湿原を行く。 

■写真中 1178ｍ付近で展望が開

ける。 

■写真下 田代岱小屋に着くころ

にはガスり始めて、雪も降り出し

た。 

 

下山はヤッパ楽しい。昨日はほ

とんどゲレンデしか滑れなかった

ので、山を本格的に滑るのは今シ

ーズン初めてである。湿原地帯を

ペタペタと歩き徐々に傾斜が出て

くるが、最初は藪が濃いので避け

ながら滑る。やがて、樹間が広が

り、このルートで一番楽しめる斜

面が現れる。ここから傾斜が緩く

なるまでが最高！！雄たけびを上

げながら一瞬の快楽を楽しむ。 



 

 傾斜が緩くなっても、不快とい

うわけではなく気持ちよく自動

運転。その後、小ピークまでわず

かだが登りがある。シールかツボ

か？ シールの脱着が面倒だっ

たのでツボで行ったが、シール組

に途中でグインと抜かれ、結局、

ここはシールが圧勝！！まあ、大

体はこんなものである。面倒くさ

がってはいけない。次回までこの

ことを覚えていようと思うが、き

っと忘れるんだろうな。 

 

 小ピークからは最後の楽し

み！！ここも傾斜があって楽し

い。孫六温泉まで降りたら後は林

道を自動運転。今日も、行動食を

本格的に食べる前に下山したの

でジンギスカン食堂に直行。ジン

ギスカンは・・・？ 

まあ、個人の感想だが自分は普通

に牛とかブタとか鶏の方がいい

かな？ 

 

宿に戻ると、今日帰京の二人が

減ったが、新たに五人が増えて合

計１３名！！いやいやさらに賑

やかになった。今日の夜も昨日と

デジャブ―？ 利き酒大会とチ

キンカレー、煮豚にあれこ

れ・・・！！飽食の日々でちょっ

とやそっとの運動では消化しき

れないよぉー。でも幸せだ！！ 

 

■コースタイム 

乳頭温泉バス停（8:05）～（8:17）

孫六温泉～（8:55）小ピーク（9:00）

～（9:50）1178ｍ付近の展望台

（10:00）～（10:45）田代岱小屋

（11:00）～（11:35）小ピーク手前

～（11:50）小ピーク（12:00）～

（12:25）乳頭温泉バス停 

 

■写真上 犬倉山を目指して登る。 

■写真中 犬倉山付近から姥倉山を

望む。 

■写真下 大松倉山が姿を現した。 



 

１２/３１  網張スキー場～犬倉山 

メンバー ： Ｔ野・Ｋ井・Ｔ山・Ｔ中ｍ 

 

 最終日も天気予報は芳しくない。

最悪、網張スキー場でサイドカント

リー開拓、状態が良ければ、大松倉

山の北斜面か犬倉山の東斜面、後は

現地で状況判断することにして、本

日帰京する４名でタツコ荘を後にす

る。昨日と違って気温が低く街中で

も-５℃、風もあるのできっと今日も

山に入るのは厳しいだろう、と覚悟

して網張スキー場に行くと、風は強

いものの案外いい天気！！最上部の

リフトが動く９:３０に合わせてリ

フトを乗り継ぐ。 

リフトトップでも視界はまずまず

でこれは行くっきゃない。相変わら

ず北風が強いので滑降時にまともに

風を受ける大松倉山の北斜面は止めて、風の影響

を受けにくい犬倉山の東斜面を目指す。「目指

す！！」とは言ってもアプローチは短く、ものの

３０分もあれば犬倉山に着いてしまう。思った通

り風は大したことない。早速、良さげな斜面を物

色する。初見なので、サクッと読んだ記録にあっ

た「東斜面」というキーワードのみが頼りで、東

側をガスの切れた時を逃さず目を皿のようにし

て探すと結構いい感じの斜面を発見！！早速こ

こを滑ることに・・・。シールオフしていざ！！ 

  

■写真上 犬倉山東斜面は最高！！ 

■写真下 犬倉山東斜面を振り返る！！ 

 

障害物のない大斜面で最高のパウダー、これは

気持ちがいい！！傾斜も急過ぎず緩過ぎずでま

さに滑りごろの斜面だ。一気に滑り降りて一度傾

斜が緩くなるが、まだイケそうなのでさらに進む

と、また良さげな斜面が続いているのでさらに滑

降！！これはたまらん！！こうなれば行けると

ころまで行くしかない。「毒喰らわば皿までじ

ゃ！！」とか言っても登り返しは約２００ｍ、た

かが知れている。もし、今日帰京するのでなけれ

ば２～３回登り返して遊ぶか、隣の姥倉山の南斜面とセットで訪れれば、お手頃な割にはかなり快適なル

ートとなるであろう。標高も高いので、パウダーゲット率もかなり高いと思う。ただ、視界が悪い時は、

大斜面ゆえ、斜面が見ずらいので止めた方が良い。今回は思ったより天気が良く、時間はあっという間だ

ったが濃密な時間を過ごすことができて大満足である。 



 

 さて、ホント名残惜しいが、今日は家

まで帰らねばならないのでそろそろ戻る

としよう。帰路は山頂から往路を辿ると、

かなり頑固な藪地帯を滑降しなければな

らないので、山頂には登らずに東側を巻

くことにしたが、これもうまくいった。

ただ、ゲレンデまでずっとシールオンの

行動になるので、少しもったいない。次

回、同じような状況で帰路につくなら、

山頂から北東斜面を滑り、さらに東にト

ラバース気味に滑って、傾斜が出てきた

ら澄川の源頭を標高差１００ｍ位落とし

てからゲレンデに登り返せば無駄なく楽

しめそうなので、ぜひそうしたいと思う。 

  

■写真 犬倉山東斜面は何本もルートが

採れそうだ！！ 

 

さて、最後はゲレンデを滑って終了だ

が、ここも標高差で約６００ｍもある。

雪がもっと多ければ、ゲレンデの双子林

間コースからコースアウトしてサイドカ

ントリーに入れば、ここにも良い森が広

がっていて、下に下にと滑って行けば、

必ず奥産道に出るので比較的安全にコー

ス外を楽しむことができてお奨めである。

網張スキー場の積雪が１００ｃｍを越えていれば、これは覚えておいて損のない情報である。 

網張スキー場周辺はさらに大松倉山北斜面や三ツ石山など、スケールは大きくないものの楽しい斜面が目

白押しなので、機会を見つけてまた訪れたいところである。 

 

 ということで、年末の３日間、大荒れ予報の割にはそれなりに行動できて、大勢での宴会も温泉も良い

時間を過ごすことができ、１年の締めとしてはこれ以上ない山行でした！！ 

 

 ちなみに、１２/３１は渋滞とは無縁で快適に帰京できる特異日です。福島辺りで視界不良の吹雪に難

儀しましたが、それ以外は非常に順調に帰京できました。 

 

 では、皆さん、来年も宜しくお願いします！！ 

 

■コースタイム 

リフトトップ（10:00）～（10:30）犬倉山（10:45）～（11:00）1250ｍ付近（11:10）～（12:00）リフト

トップ～（12:35）ゲレンデベース 


