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秋田 森吉山 山スキー 
佐藤英明、高山友雄、松崎洋子、小川廣次、

坂口光恵、五十嵐文彰（神田山の会） 

 

 

佐藤英明       ババヘラアイス 

 

森吉山麓は私の生まれ故郷であり、懐か

しいところです。今回は、天気がいまひと

つで滑りマクリとはいきませんでしたが、

快適な山小屋で暖かく楽しく過ごすこと

ができました。 

 

初日は、山ろくの「テレマーク山荘」と

いう綺麗な宿に素泊りする。本日の食材は

１．５ｋｇの焼肉です。宿のチワワ犬の「ピ

ーちゃん」が松崎さんと険悪な仲（ライバ

ル関係）になる。 

翌日は、まあまあの天気、早速スキーを

装着と思ったら、英明が敦子の靴を間違っ

て持ってきて小さくて入らない。テレマー

ク山荘に相談したら、親切にもピッタリの

スキー靴を貸してくれた。助かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さてさて、シールでグングン登高、あっ

と言う間にゲレンデを過ぎて、一ノ腰も越

える。間もなく避難小屋に到着する。恐ら

くゴールデンウイークだし、混んでたら、

狭いテントでギューギューかな？って思

ってたが、運よくもガ～ラガラの完全貸切

状態でした。 

ウッディーで小綺麗な小屋で備え付け

の石油ストーブをバンバン焚いて（事前に

許可をいただいております。）、小川さんの

山菜てんぷらなどを堪能しつつ夜遅くま

で飲んで寛ぐ。 

 というと、宴会ばっかで、なーんにもし

ていないようですが、実際は、ちゃんと山

頂を踏んで、西又ルートをビュンビュン滑

走して、再びヒーヒー登り返して、小屋に

戻るという・・極めてマジメな一日を過ご

したのでありました。残雪のぶな林もとて

も美しかったのでした。 

ところが、夜中から雷ゴロゴロ、雨ザー

ザーザーになる。小屋が揺れる程の強風が

ドカドカ吹き荒れる。朝になってもまるで

止む気配はない。本日のツアーは諦めて小 

屋で停滞する。少し風が静かになったとこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森吉山への登高 

坂口さん快走 



  

※ババヘラアイス 
盛夏の秋田、国道や県道沿い、日焼

け対策の頬っ被りをしたお婆さんがカ

ラフルなビーチパラソルの露天屋台の

下、寸胴のアルミ缶から木ヘラを使っ

てピンク（イチゴ味）とイエロー（バ

ナナ味）のシャーベットを掬ってパリ

パリのコーンにペタペタと塗ってくれ

る氷菓子というか偽ソフトクリーム。

（私が幼少の頃は１０円でした。今は

２００円！） 

売り子の年齢や性別によって呼び名

が変わる。若い女性（多くはアルバイ

トの高校生）が売っている場合は「ギ

ャルヘラ」または「ネネヘラ」、それよ

り年カサだが、おばさんと呼ぶにはや

や若い女性が売る場合は「アネヘラ」、

農家の男性が売ると「ジジヘラ」と呼

ばれる。 
 

ろで一気に外に飛び出す。 

一ノ腰に登ってゲレンデを絡んで、濃霧

の中、リフト下を快適に滑走する。 

今夜の宿は、超秘湯の宿「杣（そま）温

泉」、僅かに硫黄臭のする透明なお湯にヒ

タヒタと浸かって、名物の辛口まるめろワ

イン（白）や十和田ワイン（赤）をいただ

く。マタギ料理の馬のモツやスジの味噌煮

込みやら小川さんの作る山菜料理が美味

しい。宿の洋犬「リキ」がフランス風（カ

ールした毛並み）で可愛い。坂口さんとす

っかり仲良しになってしまった。 

 最終日、車で角館の武家屋敷を通過、秋

田名物の※ババヘラアイスをいただいて

大曲から秋田道経由で渋滞の始まる前の

那須で新幹線に乗り換える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川廣次           杣温泉  
 
二十何年か前のこと、阿仁前田からバス

に乗り、森吉山様田ルートを目指したこと

があった。バスは頼りない除雪の道を、ま

た頼りなくのろのろと走った。豪雪に沈ん

だ集落にはとても人が棲んでいるとは思

えなかったものだ。森吉山にモンスターが

見られたのだから、おそらく３月中だった

ろう。 
下山後宿を紹介してもらった。その家は

ブナにかこまれ、前に沢水が流れ、玄関前

に生けすがあって、そこからコイを網です

くって食卓に出してくれたりした。この宿

が杣温泉である。たたずまいが良かった。

道具や食材や家人の身なりから、山に生か

されているものの豊かさを感じさせた。杣

温泉はその後の私の田舎くらしのヒント

のひとつとなった。 
その後、すっかり場所も名前も忘れてし

まっていたものが、今回、偶然に出会えた

のだ。車を降りて杣温泉に向かいあった。

雪は無く、森の芽吹きのもとにあった。こ

こだ。もう一度来たかった。ちょっとした

感慨はあるが、だけど、それほどの感動は

なかった。もうたっぷり田舎くらしをした

せいかもしれない。 
それより山スキーだ。登山靴から兼用靴

に変えてから二年目、板は今年の新調で、

苦難の悪雪にあえいだけれど、ザラメの森

吉でどうやら慣れて来たような実感があ

った。快適に滑れた。来年の悪雪とパウダ

ーが楽しみになった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレマーク山荘 



  

高山友雄          露天風呂  

 

山が低いし、暖冬で、山頂付近はあるか

もしれないがスキーを担いで藪歩きだな

ーと、あまり期待はしていなかった。でも

行ってみると登山口から閉鎖されたスキ

ー場のゲレンデを最初からシールで登れ

たし、山麓はともかく中腹以上はたっぷり 

とは言えないまでも雪がつながっていた。 

天候が予報ほどにはスッキリせずに一

本滑ったのみでちょっと心残りではあっ

たが、機会があったら今度は樹氷の時期 

にも是非訪れてみたいものだ。 

 それにしても杣温泉の夜の露天風呂、誰

も来なかったなー、おかげで小一時間も中

でうとうとしてしまったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂口光恵       避難小屋の一夜 

 

 車をコメツガ山荘前に置きスキーをつ

けて歩き出す。穏やかな陽気の中、シャー

シャーというシールの音を聞きながら登

っていくと、なぜかとても眠くなった。昨

夜はテレマーク山荘で、たっぷり寝たはず

なのに。でも４時起きといわれたのに、起

こされたときは４時を過ぎていた。春眠暁

を覚えずである。 

 ２時間もしないうちに森吉神社の横に

ある避難小屋に着く。広過ぎもせず、狭く

もなく、丁度良い大きさである。おまけに 

石油ストーブまである。石油は前日山開き

の際地元の山岳会が担ぎ上げたそうで、使

用しても良いとのこと。今夜も快適な一 

夜を過ごせそうである。 

 荷物を小屋に置き身軽になって、森吉山

山頂を目指す。山はどこまでもなだらかで

優しげだ。その為天候によっては、コー 

スを見失うことがあるかもしれない。幸い

なことに今回はそういうことはなかった。 

 山頂からは西又沢に向かって快適なス

キー滑走といきたいところだが、私の場合

は転ばないこと第一。急斜面になったらボ 

ーゲン、横滑りと格好は二の次。矢のよう

に滑っていく皆様の後をよたよたとつい

ていく。 

 帰りは再び山頂を経て小屋まで登り返

しである。遠くから見ると山がとても大き

く見えて悲しくなったが、実際歩いてみる 

とそれ程でもなかった。森吉山はどこまで

もなだらかで優しいのだ。 雪の割れ目か

らぽっかりと頭を出したふきのとう。もう

少しで芽を吹くぶなの林・・。 

 その晩の避難小屋が快適だったことは

言うまでもない。熟睡の一夜でした。 

 

 

 

 

 

 

 

快晴の剣 

洋子、猪、光恵、熊 

ツライ登り返し 

避難小屋で石油ストーブ三昧 コメツガ山荘に無事下山 



  

松崎洋子     チワワのピーちゃん 

 

新幹線に間に合いそうになかったので、

ひとり、夜行バスで盛岡に向かった。盛岡

６時着予定。 

朝、５時頃、目が覚めて窓の外を覗いて

みると「福島」と「常磐道」という文字が

見えた。えっ福島？？？何故？福島？昨夜

１１時に東京を出たのにまだ福島？・・事

故渋滞で遅れたようだ。とりあえず英明さ

んに電話して現在位置を報告する。 

結局、盛岡についたのは８時過ぎになっ

てしまった。皆さんせっかく前夜から盛岡

に着いていたのに申し訳ありませんでし

た。ホテル前で合流して、とりあえず森吉

に小川車で向かう。もうすっかり遅くなっ

てしまって、車で下山予定の林道などを回

って偵察するのみとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車で林道を登っていくとなかなか雪が

出てこない。これでは下山はかなりの距離

をスキーを背負って歩かなければならな

い。こんなんなら、往路を戻った方が楽し

かろうということに意見が一致する。 

それから、下山後泊まる予定の杣温泉に

立ち寄ったりして、すっかりドライブの一

日となった。 

うろうろしたあげく軟弱にも「テレマー

ク山荘」という名前の宿に泊まることとな

った。 

宿にはチワワ犬のピーちゃんというの

がいて、みんなで猫かわいがりする。でも

異様に足が細くて「奇形」という言葉が浮

かぶ。こういうのはかわいいんだろう

か・・・。 

夜は英明さん渾身の大量焼肉大会でも

りあがった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森吉山 

坂口さん！お上手！パチパチ～ 



  

五十嵐文彰（神田山の会） テレマーク山荘 

 

森吉山のふもとにあるテレマーク山荘

は、いろいろ交渉して（本来はダメな）自

炊泊にしてもらう。さらに我々は図々しく

も部屋で煮炊きをしたいからテーブルを

貸して欲しいとお願いするが、「いやぁそ

ういうテーブルは無いのだよねぇ（秋田な

まり）」とやんわり断られる。その後、僕

がワインの栓抜き

を借りに行き、「す

みませんがぁ・・・」

と用件を言おうと

したらすかさず「実

は部屋では飲食禁

止なのよぉ、下のダ

イニングの方でや

ってくれんかね」と

言われてしまう。し

かーし、すでに部屋

ではいろいろなものが広がり、鍋もセット

されんとしていたのだ。部屋に戻っても

「飲食禁止と言われてもねぇ」、「まぁお

酒をちょっと飲むぐらいなら良いでしょ。

(^^ゞ、後で下に下りれば・・・」ってこ

とで、最初はおとなしく（？）酒盛りから

はじめちゃおう、ってことになった。まぁ

当たり前ですが、酔ったらもう歯止めは効

かず、徐々に煮炊きへと発展していってし

まったのでした。(^_^;) 

先に飲んでしまったら勝ち？というわ

けではないが、宴もたけなわというところ

で宿の女将さんが部屋に来ちゃいました。

（$_$）一同「やばい」と思いながらも、

「あー、飲んじゃったんだよねぇ。悪気は

ないんだよねぇ。」と心の光線を女将さん

にみんなで発射しまくったら、あきらめた

のか？優しい女将さんは寛大にも公認に

してくれました。 す・み・ま・せ・ん(^_^;) 

後で嫌味を言われるわけではなく、その

後でなんと古代米のお弁当を作ってもら

いました。悪い僕らにそこまでしてくれる

とは！！赤いお米は塩をまぶしただけの

簡素なものでしたが、おいしくてチョー感

動！！さすが東北の宿は奥が深いで

す・・・。(>_<) 

翌日はこめつが山荘の横のゲレンデか

らハイクアップして森吉のピークを目指

す。さて、準備していると英明さんが何や

ら騒いでいる。どうやら奥さんのブーツを

間違えて持参してしまったようだ。スキー

場はもう終わっていて、結局またテレマー

ク山荘にお世話になる。サイズがあって良

かった(^0^)。 

みんなで登っていくとゲレンデもとこ

ろどころ土が出ているところがあり、やっ

ぱりもう春です。一の腰まで出ると渡る風

が結構強い。英明さんの話だと視界がよけ

れば森吉のピークが見えるはずらしいが、

ガスしか見えない。そこから神社の横にあ

る森吉避難小屋は目と鼻の先。小屋は広く

て２階には石油ストーブが完備。このスト

ーブ、テレマーク山荘のご主人が先日灯油

を荷揚げしていて、自由に使って良いとの

こと。お弁当といい、ストーブといい、お

まけにブーツといい、信じられない好待遇。

明日の天候がいまいちなので、今日は小屋

に荷物を置いて、西ノ又まで行ってみるこ

とにする。 

阿仁避難小屋の横から連瀬沢の源頭を

かすめピークを目

指す。最後の登り

は完全にガスの中

で視界はほとんど

ない。ピークから

は山人平の方に滑

走し、ヒバクラと

のコルのあたりで

小休止。ここから

ゆるやかになった

ためボードの僕だ

け板を脱いでところどころ歩かざるを得

なくなり、みんなとはぐれてしまう。カン

バ森のピークでみんなと合流し西ノ又を

一気に下る。評判どおりのすばらしいブナ

林を滑走していく。標高９６０ｍぐらいで

斜度も緩くなったので、登り返して帰途に

つく。 


