
２０２２ 沢便り５ 苦は運無い コロナポックル 
茅刈別第三支川／三峰山沢右俣／旭岳 (2022/7/16-21) 

Ｔ村、Ｔ恵、Ａ原、Ｙ井、Ｎ嶋、Ｈ口 
 
 今回我々は北海道の中央部へと向かう。その大自然の中には妖精コロポックルがい

るらしい。どうだろう彼らは我々を歓迎してくれるだろうか。 
 
 
 クアウンナイ川を目指すという事で半年以上前から決めていた６日間の計画であ

った。今年は早くも６月中に梅雨が明け準備万端だと思っていたのだが直前になって

大気の状態がおかしくなってきた。まさか出発日に合わせて梅雨が戻って来るとは。

そもそも北海道に梅雨なんて無いだろうに。 
 そんな予報を見てＴ山さんが離脱宣言した。クアウンナイ川へ行けないんだったら

行っても仕方がないということだ。そういう考えもある。しかし必死で取った夏休み、

今さら変更することはできない。予報は予報で変わる可能性もあるし、集まる顔ぶれ

を見たらどこへ行っても面白くなりそうなのだから。 
 
 羽田空港、エアドゥの搭乗口は一番端っこまで歩かされる。早く着いてベンチで待

っているとＮジの顔が見えたので手を振ったが応えてくれない。あっ、Ｎジは札幌に

居るんだった。よく似た違う人か。 
 そうしているうちにＴ村夫妻が現われ、蕎麦を食べていたＡねーさんがやって来た。

これで東京組のメンツが揃った。時間になって飛行機に乗り込むとなんと『ロコンジ

ェット北海道』というポケモンのペインティングが施された特別機。ラッキー！何か

ミラクルが起こり始める予感。 
 
 旭川空港に着くとＹ井さんとＮジの北海道組が待っていてくれた。さらにＮジの山

仲間がここまで“タモギタケ”という珍しいキノコを差し入れに来てくれた。 
「クアウンナイ川に行きたいけれどあいにくの天気予報でねぇ」なんて話すと、 
「その気になりゃあ一泊二日で行けますよ。」 
 みんなの目が一瞬輝いたように思えた。できればクアウンアイに行きたいのでそれ

はいい情報である。まだクアウンナイへのチャンスは残っているのだ。 
 
 Ｙ井車とＮジ車に分乗して旭川市内に向かう。まずは腹ごしらえで道の駅へ旭川ラ

ーメンを食べに行った。その後コープで買い出しをしようと車を出すが、ナビが左左

左と曲がって案内した場所は先ほどの道の駅の裏側であった。ワンブロック周遊しな

くても駐車場から歩けばよかったのだ。まあ時間はあるので固いことは言わない。 
 
 旭川市内から南東に向かって走って行く。ほぼ真っ直ぐな道には信号は無く、道幅

を示す矢印の道標が連なっている。左右の台地はどこまでも広く、前方に見える雲を

纏った十勝岳がなかなか近づかない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今日の宿泊場所は望岳台とした。まずはここで明日からの作戦会議を行なう。明日

は雨の予報なので観光とし、降水量が少ないようなら３日目からクアウンナイ川へ。

降水量が多いようだったら日帰りの沢へ行くことにした。クアウンを天に任すという

わけだ。 



 作戦会議が終わって食事を始める。寿司の詰め合わせを買って一人３個ということ

で好きなのを選んでいく。Ａねーさんが「イクラ取っーた」と言ってトビッコを箸で

つまんだ。「それ違うよー、あははー。」その時点ではまだイクラ１個、トビッコ１個、

その他いくつかが残っていた。 
「まだ３個取って無いひとー」と言われ無造作にＴ村さんがアナゴとイクラを取ると

最後にトビッコが１個残った。 
「アタシこれ？」とＡねーさんがまたトビッコを取ることになってしまった。忖度は

無かった。食い物の恨み、この後どうなっていくのやら。 
 
 
 明るくなると外は晴れていた。ただし風が強い。十勝岳の頭は雲に包まれていた。

天気は午後から崩れるらしい。ここから十勝岳へ向かう人たちは午前中勝負と踏んで

出発して行く。それをよそに我々は観光へと出発した。 
 『青い池』、美瑛のラヴェンダーの丘、農園で食べるメロン、そしてスウィーツ。

今日はメルヒェンの世界である。その間、空はまだ明るくこれならクアウンナイ川へ

行っちゃっても良かったかななんて話していたらポツポツと雨が落ち出した。 
 １５時過ぎには土砂降りとなっていた。やはりクアウンナイへ入らなくて良かった。

買い出しをして今日から２泊する２１世紀の森のコテージへと向かった。 
 
 雨の勢いは夜になっても衰えず明日のクアウンナイ行は無くなった。クアウンナイ

川の初日は何度も渡渉をしなければならないからだ。様子だけ見に行こうかという意

見も出たが、相談の結果、ある程度増水しても大丈夫そうなニセイカウシュッペ山に

突き上げる茅刈別第三支川へ向かうことに決まった。 
 
 
 
Ⅰ．茅刈別第三支川 ～雲上の楽園 
 
 起き出した５時にはまだ雨が残っていたが、コテージを出るまでには上がり、空は

青くなり始めていた。 
 無料の高速道路を上川層雲峡で下りしばらく走って林道に入って行く。この林道は

１３ｋｍも続く。昨日の雨で大きな水溜りがありバシャーっと泥水を撥ねながら進む。 
 途中のゲートを開けてさらに悪路を進んで行くと標高１，１３７ｍ地点にある駐車

場にやっと着いた。他にも４台ほど車が停めてあった。 
 
 ８：００、出発。標識には『ニセイカウシュッペ山頂まで５．２ｋｍ』とある。沢

は概ねこの登山道と並行しているのでそのくらいの距離の遡行になるようだ。 
 沢は藪を越えた約１００ｍくらい下にあるのだが、どこから下りていけばいいのか。

しばらく歩いた所に倒木があり、そこから入って行きやすそうだったので 
「まあ、この辺から行ってみようか」とＹ井さんが藪に立ちこんだ。 
 笹を分け、笹につかまりながら下降する。急に落ちている所があったりとのっけか

ら手に汗を握る。 
 
２５分ほど掛かって沢床に着いた。Ｔ村さんがＧＰＳの軌跡を見て 

「一番急な所を下りて来た」と力なく笑った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ８：４０、遡行を開始。流れは平坦でダラダラと続いている。落ち込みもほとんど

無く、平行移動しているだけのような感じで一向に高度が上がらない。１，１４３ｍ

の二俣までこんな渓相が続くらしい。 
 
 ゴリゴリした２ｍナメ滝の上で一本取る。いつの間にか二俣は越えていたようだ。

時計は１０：２５、もう２時間近く歩いていた。何だか上の方は霧に覆われている。 
 
 この後、一転して渓相は面白くなる。最初に現れたのは５ｍトイ状の滝。手掛かり

は無さそうなので右岸の草付きを巻く。 
 続いて５ｍアバタ状の滝。先ほどのトイ状よりは取り付きできそうだが水流をまと

もに受けてとなるのでこれも右岸を巻くことにした。なにせ水が冷たかった。 
 
 先頭を歩いていたＹ井さんであったがときどき片足をたたいていた。つったそうだ。

さらに進んで行くと両足をたたき出した。先頭を代わった。 
 この辺りから周りの景色も霧に包まれ出した。写真を撮るとデビッド・ハミルトン

のようなソフトフォーカスに写る。 
 
 足元で魚が動くのが見えた。ハヤみたいな小魚、オショロコマだろう。隠れた岩の

下を足で探るとさっきのの他に少し大きいのも姿を見せてくれた。 
 
 真ん中に巨岩の出た５ｍ滝が現われた。巻いてばかりもいられないし直登を試みた。

取り付きで水流を浴びて濡れたが左の壁沿いに上がれる。やっと沢登りらしいことが

できた。Ｔ村さんが上がるとロープを出してＴ恵さん、Ａねーさんを確保した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 その後も小滝が続き遡行していて面白い。そして７ｍの滝が霧の中に落ちていた。

立ち上がっておりこれは巻きだ。左岸の草付きに斜めの踏み跡がありそこから巻いた。 
 
 ラストの５ｍ滝、巻いてもいいのだが「これはやらないと」とＴ村さんが取り付き

上がった。ロープを垂らしてくれたのでアッセンダーを付けて順番に上がった。 
 
その先は赤っぽいナメ床が続く。標高１，６５０ｍに至ると雪渓が現われた。 

「この時期の大雪山山系はこんなもんです」とＮジが顔を素早く２回振った。 
 右に支沢があったのでそっちへ逃げてはどうかと思ったが、ＮジがＧＰＳを指さし 
「上が岩場になってるんでそっちは行けない」と言った。 
 じゃあ雪渓上を行くかということで、Ｔ村夫妻はチェーンアイゼンを取り出した。

他の者たちはストックを取り出して突きながら進んだ。 
 
 雪渓は少しして終わりその後は灰色掛かったナメ床となった。その後また雪渓。せ

っかく縮めたストックをまた伸ばす。 
 雪渓が終わりそうな所に差し掛かった時、雪渓の先端が突然崩れた。危険ではなか

ったが目の当たりにすると気味が悪い。慎重に行かねば。 
 
 ３つ目の雪渓が終わると沢も涸れた。斜面を上って行くとハイマツ帯となったがハ

イマツ自体の背が低いおかげで歩きやすく、間もなく登山道に出た。１３：４５であ

った。 
 



 ハイマツが両側から押し寄せる狭い登山道を上がって行くと１３：５５、ニセイカ

ウシュッペ山頂に到着。ガスが次第に流れ周囲が晴れてきた。遠方の景色までは見え

なかったがそれでも山頂の天気がいいってのは嬉しい。 
 すぐ先にもう一つのピークがあるので東京組はそっちの方へも行ってみた。しかし

そっちの方が高いにもかかわらず標識など無い。ちょっと拍子抜けであった。（北海

道組が来なかったのはそれを知っていたのか？） 
 
 下山にあたって僕は靴を登山靴に履き替えたが他のメンバーは履き替えずそのま

まで行くそうだ。ちなみにＴ村夫妻はチェーンアイゼン、Ａねーさんはラバーソール、

Ｙ井さん、Ｎジはフェルト底のまま。 
 晴れているおかげで形のいい大槍が見えていた。そして左方向には尖った岩と緑が

混ざり合ったアンギラスの山容。眼下にはお花畑が広がっている。楽園だ～。 
 ニセイカウシュッペの丸い頭が見え、我々が上ってきた第三支川の谷筋も見える。

雪渓が並んでいるのが見えた。 
 しかしやがて谷筋から雲が湧きだし、見えていた景色を次第に消し始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 下山路にはときどきぬかるみが現われ、フェルト底で歩いていたＮジはその度に足

を取られ転んでいた。顔を打ちそうになったので大丈夫かと声を掛けると顔を素早く

２回振り「大丈夫」と答えた。 
 
下山路はなだらかに続いている。なにせ５．２ｋｍあるのだ。マイペースで下りて

来るＹ井さんとだいぶ距離が開いたので待つために途中で一本取った。 
 追いついてきたＹ井さんが我々のちょうど目の前に来た時、足を滑らせ転んだ。 
「あ～、倒れないようにゆっくり来てたのにとうとう転んじゃったぁ。」 
 
 その先もダラダラと高度があまり下がらないまま下山路が続く。１ｋｍ毎に表示が

あるが１ｋｍが長い。川へ下りたポイントを過ぎ、１６：４０、ようやく駐車場まで

戻って来た。８時間４０分の行程であった。 
 
 車に分乗し林道を走り出す。ゲートを開けて通過し、Ｔ恵さんがゲートを閉めに行

ってくれた。戻って来るとバタンっとドアが閉まったのでＹ井さんが車を動かした。 
 林道の砂利に揺られながら走っているがいつも喋っているはずのＴ恵さんの声が

聞こえない。助手席の僕の所から後ろが見えなかったので運転しているＹ井さんに 
「Ｔ恵さん乗ってますよね？」と聞いてみた。 
「さっきバタンってドアしまったから乗ってるはずだよ。」 
「そうですよね。」 
 それにしても静かだった。それで体をずらして後ろを見たらバックシートには誰も

いない。乗っていなかったのだ。えっ、どうして？ 
 Ｎジ車が後ろから来ているのでおそらくそっちに乗ってるだろう。乗ってるはずだ。

確かめたかったが林道では圏外で連絡がつかない。林道がばかに長く感じられた。 
 
 待ち合わせしたコンビニに着くとＴ恵さんの積み残しの話しはさておき別の話題

で持ち切りとなっていた。Ｎジの奥さんから調子が悪いという連絡が入ったそうだ。

Ｎジは帰ることになった。ひとまず置いてある荷物を取りに２１世紀の森コテージへ

急いで戻ることにした。 



 
 Ｎジが帰って行った。これ以降はＹ井車１台に５人乗って行動することになる。 
「ところでガソリンって大丈夫ですか？」 
「まあ明日どっかまで行く分くらいは大丈夫だと思うよ。」 
「それじゃあ心配だから今日のうちに入れておきましょうよ。」 
 これまで走っていても山の方だとガソリンスタンドが少ないし、朝早くには開いて

いない。それでお風呂と買い出しも含めてまた旭川の町まで出ることにした。 
 
 それは給油を終えて道路に出た時だった。いきなりガガガガガ･･･という音がし出

した。ハンドブレーキを解除し忘れたのかと思ったらそうではない。右後輪がパンク

していたのだ。おぉ、どうしたことか。Ａねーさんがドアを開け後ろ手でガソリンス

タンドに向かって走って行った。戻って来るなり 
「今従業員さんが一人しかいないけどちょっと待ってれば見てくれるって」 
 とんだことだがガソリンスタンドを出たばかりの所だったのは幸いだった。これが

山の中だったらどうなっていたことか。 
 ちょうど営業時間終了寸前だった。看板の電気を消して従業員さんが見てくれた。 
「釘じゃなくてタイヤの劣化ですね。」 
 パンクした後輪は前輪と比べてもつるつるで溝が無くなっていた。タイヤの交換を

お願いしたかったがちょうど合うサイズが無く、修理で対応してもらうことにした。

パーツを埋め込んでもまだ空気が抜け二つ目のパーツを埋め込んでやっと塞がれた。 
「あくまでも応急処置なんで早目に交換した方がいいですよ。札幌まで帰るんです

か？そこまで持つかわからないですよ。」 
 爆弾を抱えた車、タイヤに刺激が無いように運転しなければならかった。旭川市内

から２１世紀の森へと帰る暗い道、室内はシーンと静まりかえっていた。 
 
 コテージに戻りビールを飲みながら作戦会議。クアウンナイ川に一泊二日で行っち

ゃうかという案も出たが、明日はともかく明後日の天気がまた雨予報であった。今日

の水も冷たかったし、クアウンナイは諦めて日帰りで行ける沢にしようということに

なった。アバレ川へ行ってみたかったが時間が掛かるのでやめて、明日からの宿泊場

所に近い富良野岳方面の三峰山沢右俣へ行くことにした。 
 
 
 
Ⅱ．三峰山沢右俣 ～虹色の大地 
 
 再び望岳台方面に戻って来た。正面に十勝岳が見えていて 
「あそこ山の先っちょがアトムみたいにシュンっとしててカッコいいね。」 
 白金温泉からの道と上富良野への道の交わる所にある駐車スペースに車を停めた。

そうか、ここは昨年山スキーで富良野岳ジャイアント尾根に来た時に停めた場所だ。 
 
 ８：４０、駐車場から道を渡って林道へと入って行く。 
「あれっ、これヌッカクシ（富良野川）じゃない？」 
 一本手前の沢を歩いていたのに気づき、少し戻って沢を渡り三峰山沢に向かった。 
三峰山沢の下の方は堰堤が７つ８つ続く。越えるのに堰堤工事で使われた路を歩い

て行くが路全体が蕗で覆われていた。 
「こういうところにコロポックルって居るんだよね。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 最後の大きな堰堤を巻いて広い河原に下りた。ここで一休みして準備を整える。 
「見ないでよ」とＡねーさんが藪の中へ入って行った。 
 
 ９：５０、出発すると細い二俣がありここから右俣が始まる。すぐ先には大倉山の

ジャンプ台みたいな巨大な滝が下から上まで伸びていた。７０ｍ『九重ノ滝』だ。 
 オレンジ色にナメていて、これ上がれるのかなと疑問に思うがガイドブックには

「左寄りに行くが、見た目ほど難しくない」と書いてある。本当かな。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 するとＡねーさんがスタスタと上がり始めた。Ｙ井さんが続き、その後に僕も歩き

出した。しかし途中でＡねーさんの足が止まった。やはり浅くヌメる足場と高度感が

気になるのだ。Ｙ井さんが追い越して右に移り、水流のすぐ左辺りを上がり始めた。

Ｙ井さんの手足の長さがここでは武器になるようで草付きの所まで上がり切った。 
「Ｙ井さーん、ロープ出せる？」とＡねーさんが要求した。この時点でねーさん、僕、

Ｔ恵さんが足場の悪い所で団子状に連なっていた。Ｔ村さんはこのルートでは行けな

いと考え左の草付きを上がっていた。しかし最後のトラバースは結構危なかったらし

い。 
 ロープが下ろされたが、あれっ？！Ａねーさんがハーネスを着けていない。 
「たぶんザックの中」と言ったがこの悪い足場でザックの中を探ることはできない。

それで僕のシュリンゲとカラビナを渡してプルージックで上がり始めた。 
 上るにつれ、ロープと斜面が擦れて細かい石が落ちて来た。その度に手で払って除

けたが、Ｔ恵さんの場所の方が悪そうだ。前にも後ろにもずれられない場所で耐えた。

こういう所で団子になったのは失敗だった。 
 僕の番になりアッセンダーを付けて上がり始めた。落石を避けるためＴ恵さんに動

いてもらい真下に居ないようにしてもらった。斜面は足場の浅い所もありこの高度で

よくＹ井さん上がったものだ。 
 Ｔ恵さんが確保で上がって来ると、そのロープを使ってＡねーさんがクライムダウ

ンを始めた。ハーネスはザックの中に無くて、どうやら河原の藪の中に置いて来たら

しい。ここから河原はまだ近くなのでこの先のことを考えたら取りに戻った方がいい。 
僕は一段上がった所で待っていたが、Ｔ恵さんが上がってきて 

「ねーさんハーネス置いてきちゃったんだって。みんな何かしらやらかすねぇ。アタ

シたちはやらかさないようにしようね。」 
 
 沢床や周囲の岩肌はオレンジ色で層になった筋が走っている。ヌメっとした岩盤に

陽が当たり何とも不思議な色に輝く。ガイドブックで『虹色の岩盤』と表現している

のはまさにこういう感じだろう。 
 
 あれっ、早い早い、Ａねーさんが１５分で戻って来た。気を取り直して前へ進もう。 
 この先もナメた小滝がまだ続いていた。まだ『九重ノ滝』は終わっていないのだ。

“九重”ってくらいだから９段あるのだろうか。 
 
 直接上れない小滝は左の草付きの凹角部を狙った。上りにくかったが少しずつ体を

持ち上げながら上り切った。Ｙ井さんが上って来てロープを出しＡねーさんは水流越

しに笑いながら上がって来た。続いてＴ恵さんと思ったらいったん戻ってしまった。

しばらくして凹角の方から上がって来た。聞くと途中でストックを落とし回収しに戻

ったそうだ。まあみんな何かしらやらかすのだ。 



 
 ようやく斜度が緩くなり連続したナメの小滝から解放され一段落するが、流れが右

に折れた先にアーチ状の壁から落ちている『華雲ノ滝』が目の前に立ちはだかった。

行く手を阻まれ圧倒されるような景色だった。１２：１５、取り敢えずここで一本。

滝を見上げながらパンを齧り水を飲んだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ここは左岸から高巻く。ルンゼから横に移動しうっすらとした踏み跡を辿って行っ

たが、途中で顔を出すと流れから離れていてどうやら上がり過ぎてしまったようだ。

後方に居たＴ村さんが少し戻って木の間を横に移動した。 
「…あった。」 
 するとＹ井さんがザックから赤いリボンを出して目印に木に括り付けた。さすが、

地元山岳会っぽいグッジョブ。 
 
 高巻きに要した時間は２０分くらいだった。沢床に下りてまた歩き始めると岩盤の

色がセメントっぽい色に変わった。岩肌の手掛かりが浅くなり斜度の立った所は上が

りにくい。 
 
 １３：２５、二俣に至った。左俣は雪渓で覆われていたが、登山道へ早く出るには

そっちへ行かねばならない。雪渓脇のリッジを選んで上がって行った。しかし上部は

斜度が立ち細かい砂礫で足元が滑りやすい。 
 トラバースを入れながらハイマツ帯に入り込んだ。元気なハイマツ帯で進みにくい。 
「あっちに人が歩いてるよ。３０ｍくらい先」というＡねーさんの声が聞こえた。 
 
 １０分以上藪を掻き分け登山道に出た。そのすぐ先が富良野岳と三峰山への分岐だ

った。１４：１０、分岐に到着。雲に覆われ視界３０ｍくらいの中にあった。『富良

野岳山頂まで０．８ｋｍ』と標識にあったが展望が望めないなら行っても仕方ない。 
 
 「アタシ先行って車回収しておく」とＡねーさんが手を上げ立ち上がった。ハーネ

ス忘れの件を気にしていたのだ。残りのメンバーはそれに甘えてゆっくり下山させて

もらうことにした。 
 
 下山するにつれ雲のレベルを離れ前方にはどこまでも緑が続く景色が遠望できた。

やがて十勝岳の薄茶色の姿が見えて来る。望岳台から見えたのとはまったく違う山容。

近づくにつれ噴煙や尖塔、奇岩が見られその威容な存在感に目を奪われる。安政火口

で道が折れるとあともう少し。 
 
 １６：３０、十勝岳温泉の駐車場に着くと既にＡねーさんが着替えを済ませて待っ

ていた。うまくヒッチハイクして車をピックアップでき、４０分も前に着いていたと

いう。感謝感謝。 
 
 
 今日から二泊させてもらう吹上温泉白銀荘はこのすぐ近くである。まずはその温泉

に浸かって汗を流した後、やはり買い出しにと上富良野の町まで出た。 
 明日の予報は良くないが、天気が良ければアバレ沢へ向かってみたい。 
 
 



 ５日目、起きると周囲は真っ白い霧の中にあった。朝風呂に行くと周りの人たちも

「今日はやめとこう」なんて話している。我々も今日は観光することにした。 
「スープカリー食べたい」という声に応え上富良野へ行き、そこから『北の国から』

ロケ地巡りをした。すっかり涙もろくなった自分を感じさせられた。 
 その後は美瑛を通って旭川市内へレンタカーを受け取りに行く。結局、毎日のよう

に町と郊外の長い距離を往復してしまうこととなった。 
 その夜、Ｎジから奥さんがコロナ陽性だったと連絡が入った。どうかお大事に。 
 
 
 
Ⅲ．旭岳 ～チングルマの花園とお尋ね者 
 
 いよいよ最終日。東京組はレンタカーで旭岳へ向かうが、Ｙ井さんはこのまま札幌

方面へと帰って行く。無事帰り着くまでどうかタイヤが持ちますように。 
 
 Ｔ村さんの運転で白銀荘を後にする。『青い池』の近く、ここ何回通ったかなぁ。

最終日は朝から少しばかりセンチが入る。 
今日は一番天気がいいはずなのだが美瑛の町中に入ると突然霧が周囲を覆い出し

た。話しが違うぞと思いきや、天人峡の分岐を過ぎる頃には霧が晴れ一転快晴の空が

現われた。 
 
 ７：４０発の大雪山旭岳ロープウェーに乗り込む。窓外に見える景色も本当広大だ。

山頂駅に着くと目の前には自らの噴煙のたなびきで霞む旭岳が聳えていた。 
 ７：５０、左回りで池巡りをしながら登ることにした。辺りはちょうどチングルマ

が満開であった。白いチングルマの他にも黄色や紫の花が周囲を彩っている。ちょう

ど花が見ごろだったらしくこの日の旭岳ロープウェーのブログでも紹介されていた。 
 
 池と展望台を巡りながら進んで行く。噴出口の近くまで行くとジェット噴射の如く

音を立て勢いよく噴煙が吐き出されているのが目の前に見える。 
 姿見の池から先はこれまでのハイキングの路から登山の路へと一変する。傾斜も増

し乾いた足元は滑りやすい。 
 尾根道を辿りながら後ろを振り返ると下の方から雲が湧き出して来ているのが見

えた。そちらの方から風も吹き上って来ている。 
 特徴的な“金庫岩”を越えれば山頂までもうすぐ。青空に向かうように歩いて行く

と９：４５、広い山頂に出た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 山頂の標識を独占して記念撮影。快晴、３６０度の展望。Ａねーさんが缶ビールを

取り出し「ありがとござーっす」と飲み始めた。 
 時折り下から吹き上げて来る雲が景色に水をさすが、それでも周囲は広大で、そこ

いら中、山スキーで滑りまくりたくなるような魅力的な斜面だらけだ。やっぱりこの

ダイナミックスさは大雪山系ならではなのだろう。 
 
 下山に取り掛かるが下りの斜面は意外と滑りやすく慎重になる。さらに下からの風

が強くなり体温が奪われるので僕はウインドブレーカーを羽織った。ストックを素手

で持っていたせいか、見ると手が血の気を失って黄色くなっていた。しかし他のメン

バーといったら半そでのままで問題ないように下りて来ている。 



 姿見の池まで戻り第５展望台で一本取る。行動食を食べながらＡねーさんが僕に 
「沢登りとかに向いてない体なんじゃないの」と言ったその後、 
「キャッ」と女子的な声を上げた。 
 バサバサバサっと音がして菓子袋を咥えたカラスが飛び離れていくのが見えた。 
「あーっ！アタシのねじり揚げ～、ドロボー」とＡねーさんが声を上げた。 
 僕らだけじゃない、周りの人たちもびっくりしていた。 
 見回すと少し離れた所にねじり揚げを咥えて飛び回るカラスが見えた。また飛んで

こちらに戻って来ると岩室にある鐘の上の柵に留まった。 
 鐘の所まで行って紐を引いてガンガン鳴らしてみたが、カラスは一向に気にしない。

ふてぶてしくずぶとい輩であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ロープウェーは２０分ごとに出発する。急げば次のに間に合いそうだ。周囲のチン

グルマをちらちら見つつも急いで行くと、１１：４０のロープウェイに間に合った。 
 山麓駅に戻って来ると入口に『危ない！カラスにご注意ください』なんて掲示が貼

ってあった。 
「こいつかぁ、あ～、アタシのねじり揚げ～」とＡねーさんが悔しさを顔に出した。 
 
 
 旭川市内に戻って温泉でさっぱりする。その後は楽しみにしていた『とっぴー』と

いう回転寿司屋に入った。そこでＡねーさん、遂にイクラを食べることができました。 
 Ｙ井さんからも無事に帰宅できたというラインが入っていた。良かった良かった。

クアウンナイ川こそ行けなかったがかなり濃厚な時間を過ごすことができた。 
 レンタカーを返してから旭川空港に向かい、１９：３０発のエアドゥに乗って長い

北海道遠征がハッピーエンドで幕を閉じた。 …はずだった。 
 
 
 
Ⅳ．Ｅｐｉｌｏｇｕｅ ～陽性コロナポックル 
 
 北海道滞在中、“何もやらかさなかった僕”であったが、帰った翌日体温を測ると

平熱よりも高かった。それとてっきり寝ている時の扇風機にやられたと思っていたが

喉にも痛みがあったので出社する前に医者に行ってみた。するとコロナ陽性の判定。

すっかりやらかしていたのだ。 
 メンバーのラインに報告すると、Ｔ村さんも調べに行き陽性。ＮジもＹ井さんも陽

性であったことがわかった。クラスターが発生していたのだ。 
 
 男たちは陽性コロナポックルとなってしまったが、幸いなことにＡねーさんとＴ恵

さんの二人は何ともないという。何が運命を分けていたのだろうか。いずれにしても

“銀座の女性たちは強い”ということを改めて認識させられたというのが今回の結末

となった。 
 

（Ｈ口 記） 


