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テント泊の用具選びを
語ってくれた4メンバー
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おとな女子登山部

あやや、
スカーレット、
つじまい、
なずな
とにかく明るい おとな 女子4人組。
西のメンバーが多いので、基本会話
は関西弁。ボケとツッコミで軽快な
雰囲気に包まれたロケに。でも移動
の少ないロケにはやや不満!?（笑）

インタビュー

山と人

信濃川日出雄（漫画家）
クライミング

NEW GENERATION CLIMBERS #008 土肥圭太（17歳）
径──その光芒 女川古道／その２
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おとな女子ふたりのテント泊の装備を並べてみました。衣食住のすべてをひとりで背負うのは大変ですが、
テントや調理器具は共用することも可能で、
手分けして持てば装備はぐっと軽くな
ります。登山道具は日進月歩で軽量化が進んでいるので、「重たい荷物を運ぶ体力がないから」と諦めるのは気が早い。チャレンジしたいという夢を、この夏はぜひ叶えてください

特集

おとな女子登山部メンバーが選んだ

夏のテン
ト泊ギア
The mountain gear FOR stay in a tent.
日帰りの山歩きから山小屋泊へとステップアップ。
ハイシーズンの混み合う山小屋を経験したら、
今度はテントがうらやましい。
そんなアナタに贈る
「テント泊のススメ」
。
おとな女子登山部のメンバーが、
道具選びの要点とテント泊の楽しみをお教えします。
＝文
山田真人＝写真 伊藤俊明
（P5-11、
P16-22）
、
宮川 哲
（P12-15）
、
福瀧智子
（P23-26）

ウェア担当

おとな女子登山部部長

高校時代にはクライミングで国体参加
の経験あり。
大学時代はワンダーフォーゲ
ル部に所属。子どものころから家族で山
歩きをしていたという彼女には、
機能性重
視のウェア選びを教えてもらいました。

日本山岳ガイド協会認定登山ガイドス
テージII。いわずと知れたおとな女子登
山部の部長は、今回はお目付役として取
材に同行。メンバー４人による山ごはん
座談会の的確なツッコミにご注目！

スカーレット

テント担当

つじまい

荻野なずな

OL時代に山登りに目覚め、山好きが高
じて好日山荘に入社。最近はクライミン
グに夢中で岩通いの日々です。日帰りか
らいきなりテント泊へと飛び級した彼女
が、テント泊登山の魅力を熱弁しました。

05

歩くギア担当

あやや

チャンスがあればソロでも山に向かう
行動派。昨年は念願だった東北と北海道
へも足を運び、ますます山にのめり込む
彼女には、重たい荷物も楽に背負える
バックパック選びの秘訣を聞きました。

2018 SPRING

INTERVIEW
おとな女子登山部

機能優先ですが
ファッション性も大切︒
明るい色を選べば
テンションも上がります︒

スカーレットの
ウェア選び

バーグハウス

ウィメンズ
パックライト
2.0ジャケット

衣
2018 SPRING
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レ 解していても、実際に自分が着

入りです」

るウェアを選ぶとなると話は別。たと

もつウェアは他社にもあるが、彼女は

えば、好日山荘のウェア売り場を想像

山行によって使い分けている。行動時

してみてほしい。ずらりと並ぶウェア

間が長かったり、ペースがあがるソロ

のなかから、あなたは自分に合ったも

のときはより汗をかくのでドライナ

のを選び出すことができるだろうか。

ミックを着る。ウールのシャツはバー

イヤリングの重要性を頭では理

スキンメッシュと同じような機能を

星の数ほどある製品から、達人たち

グハウスとアイスブレーカーを愛用中。

はいったいどんな風にウェアを選んで

日焼けを防ぐために夏でも長袖が多い。

いるのか。おとな女子登山部のスカー

日焼け止めはもちろん、アクセサリー

レットに、彼女のウェア選びを聞いて

も活用して万全に対策する。

みた。まずはウェアリングで心がけて

「日焼けしやすいので、ハットをか

いることから教えてもらおう。

ぶって薄手のグローブも使っています。

「ウェアを選ぶときは、湿気を逃すこ

低山なら半袖とアームカバーを組み合

とや汗処理をいちばんに考えます。汗

わせることもありますね」

をかかないように歩いたり、適度に休

ふだんはショップに立っているが、

ので持ち運びも楽チンです」
女性だと、やはりファッションも気

憩を挟むことも大事ですが、ウェアで

来店者から学ぶことも多いという。

調節できる時代になっていますから。

「夏でもグローブを使うというお客様

になるものだろうか。

仕事柄、人が着ているウェアが気にな

がいて、暑いのにどうしてだろうと思

「そうですね。バーグハウスは着たと

りますが、登山口で見ていると最初か

いましたが、試しに使ってみたら調子

きのカタチがキレイなので気に入って

ら着込みすぎている人も多いように感

がよかったんです。いまでは 10 種類

います。ちょっとお腹が出ちゃったと

じます。歩いているとすぐに体はあた

くらい持っていて、いつも３つくらい

たまってくるので、歩き始めは肌寒い

持ち歩いていろいろ試しています」

きもうまくごまかしてくれました
（笑）
。指名買いしてくださるお客様も

グローブにはちょっとうるさい彼女

多いです。ふだんは水色のウェアが多

のおすすめは、バーグハウスのグロー

いんですが、最近はあえてあまり着な

「ベースにファイントラックのスキン

ブライナーとメリノウールグローブラ

い色を選ぶことも増えました。シーズ

メッシュを着て、その上にウールの長

イナー 200。

ンの始めに赤とかピンクのような明る

袖 T シャツ。クルーネックの上に半

「ウールの 200 は薄手なのに破れにく

い色を選ぶとテンションもあがります

袖の T シャツを重ねることが多いで

くておすすめです。防寒にはウールの

よね」

すが、衿が高いジップネックを一枚で

薄手のビーニーやネックゲイターも

着ることもあります」

くらいでいいと思っています」
具体的にはどうしているのか。

素材の特徴や機能が知りたければ、

使っています。ご来光を見に行くとき

豊富な知識をもつ売り場のスタッフが

スキンメッシュはかいた汗を外に逃

とか、気温が低い朝晩に役立ちます」

頼りになる。あとは着心地やおしゃれ

がし、強力な撥水加工によって汗の水

ボトムはサポートタイツの上にハー

心も忘れずに、自分なりの山のウェア

分をはじき返して肌をドライに保つ

フパンツを重ねるスタイルが多い。

ウェア。逃がした水分は上に重ねた

「タイツとハーフパンツは足上げしや

ウェアに吸わせて発散する。吸汗速乾

すいので気に入っています。タイツは

性を重視したこれまでのベースレイ

C3fit のエレメントというモデル。フ

ヤーと組み合わせて着る、新しい定番

ロントにファスナーが付いているので

だ。

履きやすいです。サポートタイツは 1

「ウェアの下でもっとゴワゴワするか

日歩いた後の疲労感も少ないですね」

と思って最初は敬遠していましたが、

ミドルレイヤーやアウターウェアは

着てみると自然な感じで、汗をうまく

どうしているのか。

逃がしてくれるので最近はほとんどこ

「機能的な行動着がほしくて、ファイ

れです。たくさん汗をかきそうなとき

ントラックのフロウラップを手に入れ

は、ミレーのドライナミックを使って

ました。風を防いでくれるし、ヌケが

います。上に重ねるのはウール素材が

いいので気に入っています。レイン

多いですね。化繊は生地もいろいろ選

ウェアは信頼性の高さでゴアテックス

べますが、ウールだと、たとえばテン

を選ぶことが多いですね。いま愛用し

ト泊で寝汗をかいてしまったようなと

ているのはパックライト 2.0 ジャケッ

きも臭わない。肌触りがよくてお気に

ト。柔らかくて着心地がいいし、軽い
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リングを楽しみたい。
バーグハウス

ウィメンズ
パックライト
2.0ジャケット
￥19,000＋税

サイズ：8、
10、
12
重量：308g
（12サイズ）
カラー：
ブライトローズ
ほか3色

2018 SPRING

荷室へのアクセスの
よさもポイントに

重い荷重をしっかり
分散。
背面のシステム
には気を使うべし！

テント泊の場合、細かな荷物が増
えるぶん、それぞれの用具を効率よ

いまのバックパックの背面システムは、

くパッキングする必要がある。そん

かなり精巧にできている。重い荷重を効率

な場合は、荷室が分けられるものや

よく分散してくれるので、重さの割には疲

容量サイズを調整できるもの、また

れにくいと感じられる場合も多いだろう。

はポケットが機能的に設けられたモ
デルが使いやすい。また各収納場所
へのアクセスのよさも考慮したい。

荷重の分散だけではなく、
荷室が分けられ、単独でア
クセスしやすいモデルはよ
りテント泊向きともいえる

背面の通気性など快適さに
こだわるモデルも多い

スタッフサック
3 〜 20ℓサイズまで、大きさも
カラーも選べるバーグハウス

最近は、バックパックの本体自体が

撥水／防水の
スタッフサックを上手に使う

防水機能を併せ持っているモデルもあ
なってしまうことも。基本は、バック
パックをしっかりと覆ってくれるザッ
クカバーを準備する。はじめから標準
装備されているモデルもある。

ブランドの特徴がとても出やすいところ。

バーグハウス

雨にも負けず
るが、水分を含むことによって重く

とくに大型モデルほどこの傾向が強く、各

バーグハウス

レインカバー

山で荷物を濡らしてしまうのは（たとえば寝袋など）
、悲

バーグハウスには、各
リッター数に合わせた

劇に近い。バックパックが防水モデルでも、ザックカバー

レインカバーがライン
ナップされている

を用意していても、さらに撥水＆防水性のあるスタッフ
サックの使用をお勧めしたい。備えあれば憂いなし。

Boots
ブーツ選びも荷物の
重さに比例する？
基本としては、やはり荷物の重さと歩く距離に比例
すると考えていい。ソールにしっかりとシャンクの
入ったモデルで、足首までしっかりと覆ってくれるハ
イカットが、一般的にはテント泊山行向き。

スポルティバ

サレワ

クロウGTX

いろいろなソール
のパターンがある

テント泊にとどまらず、
登
山用の中上級者向けのス

サレワのウィメンズ、ハイ
カットモデル。テント泊向

ポルティバの代表モデル

きの基本モデルのひとつ

ので要注意。柔ら
かめよりも硬く
ハードなほうがテ

タワーGTX

ント泊向き

アウトソールも要確認！

ソックスだって大切

岩場にも泥にも対応してくれるしっかりとした山用の

足をサポートしてくれる機能性の高いソッ

ソールパターンが刻まれているか。荷物が重い分、ソー

クス選びも、テント泊山行には重要な要素と

ルのグリップ性能はとても大切なポイントとなる。ソー
ルは硬めなほうがよく、足の力を効率よく地面に伝えて

なり得る。編み込みや素材の配置などで、足
裏のアーチをキープしてくれたり、筋肉疲労
を軽減してくれたりするモデルも。

疲れを軽減させるサ
ポート機能を持つテク
ニカルなモデル

そのブーツ、
水にも
濡れにも強い!?

転ばぬ先の杖
荷物が重ければ、歩行時のバラ
バーグハウス

防水透湿性は大切な機能のひとつ。濡れない蒸れ
ない状況をしぜんにつくり出してくれることは、荷物
防水透湿素材のロゴ
マ ー ク、 こ こ も
チェックポイント！

くれるものを選ぶべし。

の重いテント泊山行でも重要なこと。足元を意識し
なくていい分、着実な一歩を踏み出せるというもの。
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フォールディ
ング130FC
よりコンパクトになった
ストック。折りたたみ式
は収納もかなり小さめに
なるので便利

ンスは悪くなりやすい。ストック
は歩行をしっかりとサポートして
くれるので、効率的に使いたい。
足だけで歩くよりもストック歩行
のほうが荷重の移動がしやすくな
り、体力の消耗も抑えられる。

2018 SPRING

INTERVIEW
おとな女子登山部

靴とバックパックの
相性がよければ︑
もっと先へ︑もっと歩ける︒

あややの
歩くギア選び
グレゴリー

ディバ70
スポルティバ

トランゴSエボGTX

歩
2018 SPRING
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歩 はあまり役に立たないかもわた

広いのかと思います」

し、と、切り出したあやや。なんと靴

あえていうなら、長距離を歩いてアー

にまつわるトラブルに見舞われたこと

チ が つ ぶ れ、 足 裏 が 痛 く な る と か、

がほとんどないのだとか。
「なんでも

ちょっとむくんでしまったりとか、そ

入ってしまうんです。ツルッとした足

んなことはあります。そういった話は、

型なんでしょうか」

わりとよくお客様からも伺いますね」

く担当をしておきながら、じつ

「でも本当にトラブルが少ないんです。

登山を始めたのは、好日山荘に入社

彼女が最初に選んだのは、キーンの

してからのこと。もともとスポーツ好

ターギーⅡ。重荷を背負って歩くとい

きだっただけに、山にハマっていくの

うよりは、ライト感覚で距離を稼ぐよ

も早かった。最初の３年くらいは、彼

うなどちらかといえば柔らかめの靴だ。

女いわく「めっちゃ登りましたね」と

そのうちに重い荷物を背負うようにな

いうくらい。関西出身のあややが最初

り、次に選んだのは、マムートのティ

に登ったのは、六甲の摩耶山。ロープ

トン。そして並行して使っているのが、

ウェイは使わずに麓から登ったようで

いま履いているスポルティバのトラン

「 も う、 す ん ご い し ん ど く っ て つ ら

グレゴリー

ディバ70
43,000円＋税
容量：70ℓ
重さ：2458g
（Sサイズ）
カラー：ノクターンブルー

ゴ S エボである。

かった」ようだが、そこから先は背中

「足にはトラブルは少ないのですが、

に羽が生えたように山々を歩き回る。

じつは、膝には不安を抱えています。

おとな女子登山部に入部したのも当然

なので、ターギーの後に選んだのは、

の流れであったようで、大の仲よし、

け っ こ う し っ か り と し た 靴 で し た。

部長のなずなさんとふたりだけの山行

ちゃんとシャンクが入っていて、ソー

も数知れず。北ア、南ア、中アほか、

ルのつくりも硬めのモデル」。筋力が

取材も兼ねて、国内の方々の山に登っ

それほど強くはないので、靴の力で助

ている。テントを担いでひとりで山に

けてもらえるようなハイカットのほう

も数泊でもあまりかわりもなく、ディ

入ることもあるというから、やっぱり

が安心感が高かったとか。

バを使っているという。なずなさんい

山との相性が相当よかったようで。

「とくにテント泊ならなおさらですよ。

わく、あややは荷物が多め。「彼女は

「靴との相性もいいんですよね。足の

なんか靴に守られている感覚はありま

とっても寒がりでして。持っていく寝

サイズは 23cm くらいで、細くも幅広

す。だからデザインや色というよりも、

袋やダウンも、いつもワンランク上」。

でもない」。あややの身長は 170cm に

しっかりとした靴かどうかがポイント

なずなさんが 2 枚のときは 4 枚も着込

近いはず。親友のなずなさんいわく

になっています」

むといった具合。それと「どうしても

スポルティバ

トランゴSエボ
42,000円＋税
サイズ：36〜43 重さ(1/2)：650g
カラー：レッド

「あややの足は、背丈の割にめっちゃ

どちらにせよ、足にまつわる悩みが

食にこだわってしまうので。カトラ

小さくってかわいい。ごくごく普通に

ないというのは、うらやましい。だか

リーや食材など置いていけないものば

標準のサイズだし、だから選べる幅も

らこそ、あれだけ長く速く歩くことが

かり」。そうしていると、50ℓで足りる

できるのだろう。あややの脚はまさに

ところが、あのサイズになってしまう

ハイパワー。10 時間でも平気で歩いて

らしい。

しまう。では、その背中に担がれてい

「あとディバがいいのは、頭の後ろの

るのは？

クリアランスがしっかりと確保されて

「バックパックは基本的に 30ℓ以上

いること。この干渉具合が絶妙で、と

だと、腰ベルトがしっかりとあるもの

ても気に入っていますね」

を選びます。そのほうか楽なので。い
まはグレゴリーのディバ 70 を使って

あややは背丈があるので、割と大き
なモデルも難なく背負っていられる。

います。お店でもたくさんの人が買っ

「じつは、あまりウィメンズモデルを

ていくこともあり、気になっていたの

意識してないんです。どちらかといえ

です。このリッター数にしては荷物が

ば、肩幅が広いので、靴と同様にモデ

やや入りにくいのかな？と思うことも

ルを気にせず選んでいます……といい

ありますが、背負い心地はいちばんで

つつも、お店ではちゃんとウィメンズ

すよ。中にサブザックがついているの

を勧めていますよ !! 女性用はちゃん

もお気に入り。また、雨蓋が大きいの

と女性に合いやすいようにつくられて

でとても便利です」

いますからね。あ、でも、ディバって

テントを担いでいるときは、1 泊で
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ウィメンズだった（笑）」

2018 SPRING

INTERVIEW
おとな女子登山部

つじまいの
テント選び
生活のすべてを背負い
好きなときに食べ︑
好きなときに眠る︒
これがテント泊の魅力

ライペン

エアライズ2
（鴇色フライモデル）

住
2018 SPRING
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つ トが創業 50 周年を記念してつ

し切りだったし。いざとなったら避難

じまいのテントは、アライテン

小屋に逃げ込もうと思っていました」
自宅で一度試し張りをしてきたので、

くった限定カラーのエアライズ 2。ピ
ンク色のフライシートは、鴇の風切羽

テントは迷わず設営できた。クッカー

の色をイメージしたもので「鴇色」と

で米を炊いて、フリーズドライのカ

呼ぶ。限定 250 張のレアなモデルで、

レーをかけて食べた。ストーブを使っ

好評につき昨季再発売となったが、そ

たのもはじめてのこと。寝袋は寒かっ

れも瞬く間に売り切れた。

たが、避難小屋には行かなかった。

「テントを買おうとしていたところに

それからいままで、すでに 30 泊以

ちょうど発売されたので、すぐに飛び

上をエアライズで過ごしている。テン

つきました」

ト泊は使用する装備も多く、経験を重

エアライズは日本の山岳テントの大

ねるにつれて道具を入れ替えることも

定番だ。同じ長さの 2 本のフレームを

多いが、彼女は、最初に買ったものを

交差させて立てる自立式のダブル

ほぼいまも使い続けている。変わった

ウォールで、スリーブは片方が袋状に

のは着替えを持たなくなったくらいで、

なっているため、入り口側からフレー

最初は上から下まで用意していたが、
最近は替えのアンダーウェアと靴下く

ムを差込むだけで簡単に設営できる。
ペグや張り綱まで含めると２人用で約

店で張ってみることもおすすめします。

らいに減った。考えに考えて道具を選

1.8kg。最軽量級ではないが、耐久性

設営方法がわかるし、体格によってサ

んでいるにちがいない。

なども考慮した結果の重量で、初心者

イズの感じ方も変わりますからね」

道具こそ変わらないが、テント泊を

テントで眠ることに不安を感じる人

はじめてからますます山にのめり込ん

彼女はこのテントを、雑誌やネット

もいるかもしれないが、彼女のテント

だという。ふだんは夜ひとりで歩くの

で下調べして好日山荘で購入した。ま

泊デビューの話がなかなか痛快なので

も嫌だというほどの怖がりだが、山で

だ入社する前の話だ。

ご紹介しておこう。

はひとりでも不思議と怖くない。なぜ

からベテランまで愛用者は多い。

「はじめてでも立てやすいと、スタッ

つじまいがはじめてテント泊山行を

かと聞けば、目的地に着いたときの達

したのは、山に登り始めて 1 年目くら

成感ですかね、と答えてくれた。では、

同社のトレックライズも検討してい

いのこと。小屋泊まりの経験もほとん

テント泊登山の魅力はなんだろう。

たが、オプションの多さが決め手に

どないまま、いきなりテント泊の山行

「山で泊まるって、やっぱりすごく特

なった。ふたりで行くこともあるので

へステップアップした。テント泊では

別なことですよね。星がきれいだった

２人用を選択。のちにフレームを入れ

衣食住のすべてを背負うため、寝袋や

り、ご来光を迎えたり。テント泊には

フにも勧められました」

て広い前室がつくれる DX フライシー

マット、調理器具やそれらを収める大

ずっと憧れていて、衣食住の全部を自

トや雪山で使う外張りも購入した。

型のバックパックも必要となるが、そ

分で背負って歩くのってかっこいい

「このテントで 3 人で寝たこともあり

うしたすべてを新調したという。日帰

なぁと思ってました。テントは自分だ

ます。ぎゅうぎゅうでしたけど（笑）。

りから急にテント泊の装備では、さぞ

けのスペースが確保できるし、時間が

ノーマルのフライは前室が狭いので、

かし重かっただろう。

自由に使えるのが好きです。お腹が空

ふたりで行くときや天気が悪そうなと

「最初は死ぬかと思いました（笑）」

いたらご飯をつくって、眠くなったら

きは DX フライを使っています。装備

はじめてのテント泊は地元奈良の山、

寝る。山小屋だとごそごそできません
からね、気を使っちゃって（笑）」

が増える雪山だとちょうどいいんです

大峰山脈の弥山だった。3 月の終わり

が、夏山でひとりで使うには大きいの

でまだ閉鎖されている林道歩きからス

一見頼りないナイロンのテントは、

で、次はもう少しコンパクトで軽いも

タート。テント泊の指定地まではコー

自分だけの心地よい空間をつくりだし、

のをと考えています。ファイントラッ

スタイムで 5 時間ほど。ほぼ時間通り

山での充実した時間を与えてくれる。

クのカミナドームが候補です」

で歩ききったというが、まだ雪が残る

迷っていないで、この夏はぜひ！

最初のひと張を買うときは、どんな

時期。不安はなかったのだろうか。

ことに気をつければいいだろう。

「不安はありましたが、ワクワクのほ

「使い方に合わせて選ぶのはもちろん

うが勝りましたね。だれもいなくて貸

ですが、たとえばエアライズの DX フ
ライのように、オプションがあると用
途も広がります。テントだけでなく、
そうしたところも調べておくといいと
思います。それから、購入前に一度お

エアライズ2

￥44,000＋税
（通常モデル）
サイズ：W130×D210×H105cm
重量：1,550g
（本体＋フレーム＋フライ）

※鴇色フライモデル／販売終了
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Pick up Product

WEAR
03

首の後ろと肩、
胸の切り替え部
分、脇の下に設
けたベンチレー
シ ョ ン か ら、
ウェア内の熱を
効果的に逃す

バーグハウス

GR20ストーム
ジャケット

ハンドポケットは袋がメッシュで、ここ
もベンチレーションとして機能する

サイズ：S〜L
カラー：ニッケル×オートレッドほか1色
重量：277g
（Mサイズ）
素材：ゴアテックスアクティブ
￥38,000＋税

目からウロコのシンプルなベンチレーション

衣

ファスナーで開くベンチレーション

量・コンパクトで、しかもムレにくい

使用できる最新素材だ。従来より透湿

はウェア内のムレを逃すのに有効だが、

ものを」という登山者のわがままに、

性と耐久性を高め、裏地に C-KNIT を

雨や風を防ぐことをおもな目的とした

目からウロコの独創的なデザインで応

採用して着心地もしなやかになった。

レインウェアには付いていないことが

えた一着。背中や脇の下の生地が重な

積極的にムレを軽減するジャケット

多い。携行時の軽さとコンパクト性を

る部分に「すき間」をつくり、これを

は、発汗量が多いトレイルランニング

求めると、重くてかさばるファスナー

ベンチレーションとして機能させる。

のようなアクティビティでもいい仕事

鍵を握るのは NEW ゴアテックスア

をする。ムレないレインを探している

がネックになってしまうからだ。
GR20 ストームジャケットは、
「軽

2018 SPRING

クティブ。今年はバーグハウスのみが
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なら、バーグハウスの最新作に注目だ。

食

おとな女子の4人は、
とにかく歩く。
重い荷物を背負っても
へこたれることなく、
どこまでもいつまでもズンズンと。
そのパワーの源はやっぱり、
食！
彼女たちの胃袋へのこだわりは
凄まじく、
ともすると
「食べるために歩いている!?」
とつい勘ぐってしまいたくなる
（笑）
。
さて、
おとな女子だけの
山ごはん座談会、
どんな展開を見せるのやら……。
、
みんな !?
る〜
食べて

こだわりの道具から、
失敗談まで

おとな女子登山部 COOKING

特別
レシピ
付き！

山ごはん座談会
晩ごはんに向かって歩いている
といってもいいかもしれない

部のみなさんって基本的に食べるのが好き

しておいて、道中で手に入れる食材はプラ

な人が多いというわけですか。

スαのレシピになります。

部長 荻野なずな（以下部） 好きだと思い

G

手に入れる食材に対応できるように、

GUDDÉI（以下 G） この座談会では、おと

ます。一食たりともムダにしたくない、み

調味料の基本セットみたいなものを持ち歩

な女子登山部のみなさんにとって山ごは

たいな気合いを感じますね（笑）
。

くわけですか。

ん っ て 何 か？ ど ん な と こ ろ に こ だ わ る

ス

の？ どこが楽しいの？ など、さまざまな

自分でつくったものでもいつもより山のほ

通りみんなで持っていくかな……。でも、

視点から山の食にまつわるトークをしてい

うがおいしく感じられる気がします。内容

私自身はほかの料理上手な部員と違って臨

ただきたいと思います。どうぞよろしくお

が質素だとしても。

願いいたします。

G

一同 よろしくお願いします！
G

まず基本的なことなんですが、みなさ

んにとって「山ごはん」とは何だろうとい

山では少し味覚も変わってくるのか、

ちなみにメニューはどのように決める

んですか？ 身体にいいものとか、ムダな
くエネルギーになるものとか、こだわって
レシピを選ぶかたもおられますが……。

うこと。どんなふうにお考えですか？

あ

スカーレット（以下ス） ごはんって山歩

ご飯に合う自分が食べたいものから決めて

私はやっぱりご飯が好きなので、白い

あ そうですね、最低限必要なものはひと

機応変な料理が苦手。事前に何をつくるか
しっかり決めて、食材も揃えて山の上でそ
の通りにやる派です。
部

あややは予行演習してくるんだよね

（笑）
。そういう臨機応変が苦手なのに、彼
女、今回マロンペースト持ってきたんです
よ（笑）
。

きに欠かせないものですね。単なる栄養補

いきます。山では、味の強いおかずがメイ

一同（笑）

給だけではなく、やる気の出ないようなキ

ンになることが多いですね。

あ

ツい行程でも、晩ごはんを想像するだけで

ス

私は行く山が低山でも高山でも、その

いるから何とかなるかと思って！ 私はデ

元気が出ます。そこに向かって歩いている

地域の季節に合った旬なものを食べたいと

ザートみたいな小さい分野を拾って、よろ

と言ってもいいかもしれません。

いう思いがあります。買い出しで道の駅や

こんでもらえればと！

あやや（以下あ） そうそう。夜の食事が

直売所に立ち寄れるなら、夏ならトマト

部

豪華だと分かっていると１日がまだまだ終

だったりナスだったり……そのエリアで採

と思うわけですよ（笑）
。でもそれがおも

いやいやいやいや！ 今回はみんなが

いや〜すごく汎用性のない食材だな、

わらないというか。夕方に近づいてもテン

れる旬の食材を持って山に上がりたいです

しろいというか、グループでカバーし合う

ションが維持できますよね。

ね。

のが山ごはんの楽しさですね。

つじまい（以下つ） 下山日は下山日で、

G でも、そうなると道の駅に行くまで何が

G つじまいさんはどうですか？

山を降りたら何を食べようかとわくわくし

手に入るか分かりませんよね。イレギュラー

つ

ながら考えますし。

な食材、扱いがむずかしくないですか？

行くときはつくりますが、ソロ山行ではフ

G

なるほど……。つまりおとな女子登山

ス

ぜったいにつくるものは事前に買い出
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料理は好きで、みんなとこうして山に

リーズドライしか持っていかないですね。

2018 SPRING

女子
おとな
ー
メンバ
登山部

愛用の
具
調理道

②

⑧

⑨
⑩

①
⑫

③
⑥

⑪
④

⑤

⑭
⑬

⑦
①アルミ製フライパン＝MSR「クイックスキレット」 ②と④スタッキングできる軽量アルミ

⑧ソロストーブ＝SOTO
「ウィンドマスター」⑨スタッキング可能なチタンカップ＝ベルモント
「チ

鍋＝ユニフレーム「ごはんクッカープラス」のセット商品 ③分離型ストーブ＝EPI「APS-III
ストーブ」 ⑤ミニしゃもじ ⑥折り畳み式レードル＝ユニフレーム「トレイルレードルTi」

タンシェラカップ深型250・480・600」⑩チタンカップふた＝ベルモント
「チタンシェラカップリッ
ド」⑪ライター＝SOTO「ポケトーチ」⑫スプーン＝ユニフレーム
「FDシリコンスプーン」⑬フォー
ク＝EPI「チタンカトラリー（フォーク）
」⑭折り畳み式ナイフ＝スパイダルコ「オセロット」

⑦折り畳み式ナイフ＝オピネル「ステンレススチールナイフ」

でも、そのうち何度も山に行くように

G あややさんはどうですか？

ひとりだときびしい行程にしてしまって、

あ

しんどすぎて食べられなかったりするので

なって、勝手も分かってきて、少しずつ山

あ フライパンは汎用性が高く、けっこう

……。荷物も重くなりますし。

での料理が好きになってきました。過去に

山に持っていきますね。……あ〜この人
（部長）
、いま、ぜったい「何を語っている

つじまいさんの健脚をもってして、し

はクックパッドで見た料理を一度も練習せ

んどい行程って一体どんな登山なんでしょ

ず山でいきなり調理したら、産業廃棄物み

う……。

たいなおそろしい料理ができてしまったこ

部

つじまいは懲り始めたらいろいろとア

とがあって。それ以来、はじめてつくるメ

を語るわけでしょ？ じゃあなんで汎用性

レンジ加えてつくるからすごいなぁって思

ニューは家で練習してから山へ行くように

に乏しいマロンペーストを持ってきたん

います。ふだんから料理やってるという感

なりましたけどね……。

だって話（笑）
。

じが伝わってきますね。

ス

G

ス

マズいごはんでも
みんなで笑って食べればいい
あ

正直、最初は山でごはんをつくること

山は気温とか風の影響も受けるし、料

んだ」と思ってる！
ちがうちがう！ フライパンで汎用性

その話はもういいよ！ フライパンは

あ

理の環境としむずかしい場所だと思います

焼いたり煮たりいろんな調理法に使えるの

よ。途中でストーブの火が消えてしまった

で便利ですね。私も家でも使っています。

ら、失敗してしまう場合もあるし。

ちょっとだけ何かを焼きたいときにものす

部 ナイスフォロー！

ごく便利だし、軽いですし。

つ

食材の持ち運びも気を使いますし、街

G

山の道具だからといって押し入れにし

があまり好きではありませんでした。とい

以上の技術をいろいろと求められる場所で

まってあるわけじゃなく、つねに手が届き

うのも、まだ人に連れてってもらう登山初

すよね。

やすい場所にあるってことですね。

山用の調理道具を押し入れに
眠らせておくのは惜しい

たいないです。

心者だったころ、女性ということもあって、
「じゃあ食事係ね」とチーム内で任命され
ることが多かったんです。でも山自体が初
めてだからふだんどんなものを食べている
か分からないし、でも期待されているのも

G

快適に料理をするためには、基本とな

つ
部

そうなんです。眠らせておくにはもっ
そういう意味で言えば、SOTO の二重

構造のステンレスマグカップ「エアロマグ
450㎖」
、私も家でチューハイ飲むのに毎

分かるし、最初のころはそれがつらかった

るのは調理道具や便利な食材でしょうか。

ですね。

みなさんは好日山荘という山専門のお店に

氷もぜんぜん融けない。めちゃめちゃ重宝

G たしかにプレッシャーが大きそう。

お 勤 め で す か ら、 つ ね に 最 新 の 製 品 も

していますね。

チェックできますね。

ス みんな日常生活に山用の調理道具や食

あ

一食一食が重要だから、失敗するとみ

日使ってます。350㎖缶がきれいに入って、

んなからの恨みも大きそうじゃないですか。

つ

欲しいものがたくさんありすぎて困っ

器を持ち込んで使っていますよね。ふだん

本当においしく食べてくれたのかとか、

ています……。たとえば、私は冬山にも行

から使い慣れている道具を山に持っていく

ちゃんとお腹が膨れたのかとか、そういう

くのでストーブは安定した火力も重要。ガ

のがいちばん安心だと思います。

ことがすごく気になって……。

スとガソリンの２種類の燃料が使える

あ そう。パッと思いつきで適当に調味料

SOD-372」は、とくに気になっています。

ス

山の夜は時間がある。
お酒とごはんの二段階方式

を加えて、もしとんでもない味になったら

ン」は炊飯に最適な長方形のアルミ鍋で、

どうしようという不安がありませんか？

すごく気に入っています。炊飯器よりおい

G

部

あややは適当につくるっていう言葉が

苦手なんだよね。

SOTO のストーブ「ストームブレイカー

愛用しているトランギアの「メスティ

山といえば、夜の晩酌も人気だと思い

ますが、お酒好きのなずな部長以外のみな

そんなの気にせず、みんなで「マズ

しく炊けるので、家でひとり分の少量のご

さんも……？

イ」って言いながら食べるのが楽しいん

飯を炊くときにも使っています。おこげが

一同

じゃん。

欲しいときなんか便利ですよ。

部

部

2018 SPRING
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飲みます！
テントを張ってひと息ついたら、最初

女子
おとな
ー
メンバ
登山部

愛用の
調味料・
食材

②

③

④

⑤
⑥

①
⑧

⑦

⑩

⑨
①バジルペースト（カゴメ）②七味唐辛子
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③EXオリーブオイル（そらみつ） ④ハバネロ
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（キューピー） ⑦トマトペースト（カゴメ）⑧コンビーフハッシュ（ホーメル）⑨とろける

国産白米「あかふじ米」の無洗米を一合分、真空パックに。パキっと真ん中で割って開封で
きる、山ごはんに便利なアイデア製品

チーズ （明治）⑩なめ茸うす塩味（ナガノトマト） ⑪ナムル液（キューピー）

にお酒を飲みながら食べられるおつまみを

あ

まずつくりますね。それで小腹が満たされ

いに収納できる、使い勝手のいいマルチ

たら、後半で夜お腹が空いて目が覚めない

ボックスがもっと充実していれば……言う

程度に食べられるごはんを用意する感じ。

ことありません。

山の夜は時間がたくさんあるので、そう

部

いった二段階方式が楽しいです。

浅くて炒め物もしやすいタイプが充実して

あとはそういった調味料や食材をきれ

クッカーでも、深型ではなくもう少し

おとな女子登山部

いま気になる！
食にまつわる
注目の……。

いいですね〜！

いればと思います。汚れがつきにくいとか、

さきほど旬の食材の話をしたと思うん

洗うときに落ちやすいとか、そういった点

ですが、春なら家で合わせ味噌とフキを合

も気になります。あややの言うマルチボッ

わせてフキ味噌をつくっておくんです。コ

クスも含め、これを買っておけばまちがい

ンビニのおにぎりでもフキ味噌を塗ってス

ないと自信をもって断言できるような、お

トーブであぶれば最高においしいし、それ

とな女子登山部オリジナルの調理グッズが

コスで、ソフトクリームのコーン
のように食べられる器です。けっ

だけで十分ごちそうです。しかも、そのあ

つくれたら楽しなと思うんですよ。

と日本酒も飲めるし、一石二鳥。

G

こう水分にも強く、スープ類の染 こんもり野菜のお
み出しもなし。カレーやシチュー、 皿になっているの

G

ス

G

たしかにそれはおいしそう！ 昨年お

まずは登山部のみなさんがリアルに山

内に設けたらいかがでしょう。なぜどのよ

いっしょに取材へ出たときも、取材班含め

うにこの製品がオススメか……のコメント

てお酒の量がかなり多かったですよね。

を添えて。

そうそう。雨が降ってきて雨具のパン

いいかもしれないですね。そうなると

あ

ツを取り出すために、焼酎のパックやらワ

部長コーナーはお酒グッズで溢れるかも！

インやらが各自のバックパックからどんど

部

ん出てきて笑ってしまいました。各自が持

ら、それでいいんです。マロンペーストは

ち寄った食材を合わせてアレンジしてつく

置きません。

るおつまみ、よかったですね。

一同（笑）。

G

おつまみもごはんもなるべく軽くコン

パクトでありながら、味付けに妥協をしな

G

飲み助のオジサマ相手に商売しますか

実践に基づいた料理好きのおとな女子

登山部ということで話題はつきませんね。

い点は今回持ち寄られた調味料などから感

みなさまありがとうございました。

じますが……。

一同

あ

食品
「タコボート」「タコボート」
とは、ボート型になったソフトタ

パスタなど何でも使えそう！

が「タコポート」

で使っている調理グッズのコーナーを店舗

とな女子登山部のみなさんと大キレットへ

部

荻野なずな

ありがとうございました！

スーパーで小分けにされた食材や調味

料を見つけるのも楽しいです。たとえば、

あやや
いろいろな乾燥食品 バックパッ
クの重量を左右する食材の重さを
カットするため、最近はさまざま
な食材を乾燥させて山へ持参しま
す。軽さはもちろん、日もちや調
理の時短、多品目が食べられるな
どよいこと尽くめ！

栄養もギュッと凝
縮されます！ い
いことづくめ

スカーレット
EXPED「PADDED ZIP POUCH」
クッション性のあるパッドを用い
たポーチがお気に入り。小さいガス
缶やソロストーブ、食器など山の調
理道具入れにピッタリで、-20 〜 クッション性が高
60℃まで使える本格派。サイズごと いので、イチゴなん
に色がちがい、かわいいんですよね。 かもつぶれにくい！

おつけものの小分け袋とかオリーブオイル
とか、缶ではないツナとか……。撮影で登

つじまい

山部メンバーが集まるたび、お互いが新し
い便利な調味料なんかを見つけてきて、い

SOTO「スモークポット」 山で食
材を長持ちさせる工夫として、
家で
「燻製」をしてから持っていきます。
愛用は見た目もかわいい薫製器。
先日はスモークベーコンをつくっ もう山に登る前か
て冷凍し、
山でパスタに。傷みにく ら楽しみが増えて
くおいしい、一石二鳥です！
もう大変

ろいろと勉強になります。
ス

使い切りの便利な商品がいろいろあっ

て、山でごはんをつくる立場としては本当
にありがたいです。
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おとな女子登山部

山ごはんレシピ
Recipe

実際にロケ現場ではおとな女子メンバーの4人が四様の
オリジナルレシピをつくってくれました！ といっても、
みんなでワイワイと手を出して、
ほぼほぼ全部が共同レシピに。
もちろん、
ビール片手にペロリとお腹へ納まりました！

香ばしいライスが味の決め手

ごはんにも合う！ 絶品酒の肴

1 サバ缶のみょうが和え

料理と言ってよいのかためらうほど手順はシンプル！
白いご飯にも日本酒にも合うニクい存在。
テント泊のスターティングレシピにどうぞ。

〈材料〉
サバ缶
（しょうゆ味）
…１缶
みょうが…好きなだけ

野菜たっぷり
キーマカレー＆ビールご飯
たっぷり野菜と日もちする
「大豆のお肉」
を使った
キーマカレー。
ご飯はなんとビールで炊きます！
ほんのりビールの香りが漂い、
オコゲもまた美味！

Recipe

4

青ねぎ…適量
七味唐辛子…適量

＜作り方＞

みょうが、青ねぎを小口切りにする。
サバ缶を開け、食べやすい大きさにほぐして１と
和える。
お好みで七味唐辛子をかければできあがり！

Recipe

じつは生食もおいしい！

2 ズッキーニとホタテのサラダ

数泊なら問題なく日もちするズッキーニ。
カラダが野菜を欲する山行の後半、
晩酌に登場させると大好評の一品です。

〈材料〉
ズッキーニ…１本
ホタテ貝柱燻製…１缶
マヨネーズ…お好きなだけ

塩コショウ…適量
のり
（あれば）
七味唐辛子
（お好みで）

＜作り方＞
ズッキーニを細切りにし、ホタテの貝柱缶を加えて、マ
ヨネーズで和える。

＜カレー材料＞４人分
たまねぎ…１個
にんじん…2/3本
ズッキーニ…1/2本
ミックスビーンズ…１缶
プチトマト…１パック
大豆のお肉…１袋

カレー粉
（粉末が便利）
…４皿分
ケチャップ…小分け１袋
オレガノ
（あれば）
…適量
炒めたまねぎペースト
（あれば）
…１袋
サラダ油…適量

＜作り方＞
フライパンで油を熱し、細かめに刻んだ野菜、ミックスビーンズ、大豆
のお肉を炒める。
オレガノ、カレー粉、ケチャップ、たまねぎペーストを加えてよく混ぜる。
水分が足りなければ少し水を足して調整すればできあがり。

塩コショウで味を調え、のり、七味唐辛子をトッピング
して完成！

Recipe

表面をカリッと焼き上げて

3 はんぺんのおつまみ

はんぺんをもみ潰し、
コーンを混ぜて焼き上げます。
お餅のような食感に、
ついついお箸が
進むスナック感覚の一品。

〈材料〉
はんぺん…大１枚
スイートコーン
…小分け１袋
青ネギ
（あれば）
…適量

片栗粉…大さじ１
油…適量
塩…ひとつまみ

＜作り方＞
ジップロックなどの袋にはんぺんと片栗粉を入れ、しっ
かりともみ潰す。
コーンと刻んだ青ネギを加え、混ざるようにもみ込む。
フライパンに油を敷き、両面を焼けば完成！ お好みでマ
ヨネーズやしょうゆで食べてもおいしい。

2018 SPRING
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＜ご飯材料＞４人分
米…３合
ビール350ml…２缶
コンソメキューブ…１個

スイートコーン…小分け１袋
枝豆…お好みで

＜作り方＞
すべての材料を鍋に入れ、通常の炊飯と同じ量のビールを注ぐ。
ストーブに火をつけ強火で沸騰させ、沸騰したらとろ火で 10 分。火を消
して 10 分蒸らす。

GENERATIO
W
E
N
N

CLIMBERS
#008

KEITA DOHI
森山憲一＝文・写真

PERSONAL DATA
神奈川県平塚市
生年月日 2000年10月17日
クライミング歴 10年
出身地

主な戦績

2018年
2017年
2016年

リード日本選手権３位
世界ユース選手権ボルダリング２位
世界ユース選手権ボルダリング１位

身でシュッとした高校生が現

ンバーワンは、ワールドカップで２位

れた。やさしい表情で、口を

にもなった楢崎明智さん。この春に卒

開くと、理性的かつおだやか

業を迎えた楢崎さんに続く次代のホー

な語り口。着ているＴシャツこそ若干

プとして、だれもが名前をあげるのが、

攻撃的なデザインだが、スポーツ選手

この人、土肥圭太さんというわけだ。

という印象は薄い。体育会系というよ

この数年で急成長を果たした土肥さ

り文化系。吹奏楽部などにいかにもい

んのブレイクのきっかけとなったのが、

そうなタイプだ。

2015 年にイタリアで行なわれた世界

「ランジとかパワー系のムーブが苦手

ユース選手権。このとき 14 歳。ユー

なんです。どうやったら効率的に登れ

スＢという年代クラスで２位に入った。

るか、考えて考えて、テクニックで解

翌年は、楢崎明智さんや原田 海さんな

決していくタイプだと思います」

ど、年齢が上の強豪と同じユースＡと

クライマーとしての自分をそう分析。
この年代にありがちな「おれがおれ

いうクラスに上がり、
「ここでは勝て
ないな」とあきらめていたというが、

が」感がなく、むしろ第三者目線で自

結果はなんと１位。自分より格上と感

分を語る。
「頭脳派クライマーですね」

じていた楢崎さんや原田さんを上回っ

というと、
「そうなんですかね」と恥

ての世界大会優勝だった。

ずかしそうに笑う。

ユース大会だけではなく、オープン

一般的なイメージからするとクライ

クラスのシニアの大会にも出場。ボル

ボルダリング２段、
リード5.13c

マーらしからぬこの 17 歳の少年が、

ダリング、リードともに年を追うごと

ホームジム

しかし、高校生最強と目されるクライ

に着実に順位を上げてきた。この３月

3RD WALLY 辻堂
https://wallysan.jimdo.com

マーなのである。これまでの高校生ナ

に行なわれたリード日本選手権ではつ

最高グレード
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左上）ふだんは華奢でおとなしそうな土肥さんだが、壁に入るとこの迫力。右上）ムーブを起こす一瞬も、ふだんとは目つきが変わる。左下）愛用シューズはマッドロック。上級モデルのほか、「レモ
ラ」というオールラウンドモデルも本気シューズとして使用。
「これが最高なんです」 下中央、右下）課題を登る前のオブザベーション。手順をじっくり見極める。これがなにより重要なのだという

いに３位。もはや国内トップチームは

た。それだけでも一定の成績を残して

完全に射程圏内に入った。

いたのは才能のなせるわざといえるが、

東京オリンピックになるのだろうか。

室岡さんはもっと広い視点と経験に基

そう聞くと、意外な言葉が返ってきた。

とりの師匠との出会いをあげた。

づく、筋の通ったメソッドを土肥さん

「もちろん、出られるなら出たいです。

「室岡照吾さんに教えてもらったこと

に伝授。これがずばりはまったらしく、

……でも、ぶっちゃけ、無理だと思っ

が大きかったです。ずっと自己流でク

才能は本格的に開花した。

ているんです」

成長の秘密を聞くと、土肥さんはひ

今後の大きな目標としては、やはり

ライミングをしていたんですが、室岡

「クライミングって囲碁に似ていると

さんが効率的な登り方とかトレーニン

ころがあると思うんです。目の前には、

代表に決まっている必要があり、その

グの方法とか、体系立てて理論的に教

何十通り、何百通りの手順があって、

ためには前々年、つまり今年にワール

オリンピックに出るためには前年に

えてくれたんです。室岡さんに教えて

そのなかからひとつの正解を読み取ら

ドカップで活躍していないといけない、

もらうようになってから、ぼくのクラ

なければいけない。体を鍛えるだけ

自分はまだその位置にいない、という

イミングは明らかに変わりました」

じゃなくて、考えないと登れないとこ

室岡さんは、東京・八王子でロック
ビーンズというジムを運営するクライ
マー。神奈川県平塚市に住む土肥さん
は、ホームとなるジムをとくに定めず、

ろが、クライミングの奥深く、楽しい
ところだと思っています」
クライミングは、身体機能が試され

ことを、土肥さんは理路整然と語った。
「がんばります！」というステレオタイ
プなコメントを期待していた浅はかな
取材者は、一本とられた格好だ。

る場であると同時に、先行きを読む頭

これまで土肥さんは、こうした冷静

あちこちのジムを転々と登っていた。

脳ゲームの側面もある。17 歳の若き

な現実分析観を力に変えて結果を残し

小学校１年のときにたまたま体験した

ホープは、そこにより強い魅力を感じ

てきた。これまたスポーツマンらしか

クライミング。両親もクライミング経

ているというのだ。頭脳派クライマー

らぬ後ろ向きなコメントかもしれない

験があったわけではなく、教えてくれ

という印象は間違っていなかったか。

が、結果がすべてだ。言葉は小さく見

る人はいないままに、よいと思うこと

だからこそ、室岡さんの筋道立った指

えても、また大きなことをやってのけ

を自分で考えて行なう我流で続けてき

導もフィットしたのだろう。

てくれるのだろう。
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湯蔵山の次の頂から延びる痩せ尾根を下り、
猛烈な藪漕ぎの末に、清冽な横松沢に着く。
あの藪尾根が古道だったとは畏れ入る

山形県

新潟県

新潟県関川村と山形県小国町の間に広がる山
中にひっそりとたたずむ女川古道。周囲の鉱
山やゼンマイ小屋跡が昔日の面影を偲ばせる

2018 SPRING
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両岸の細い踏み跡を探すより、遡行のほうが効率がいい

女性二名が、気合の入った薪集めを見せてくれた

震える私を温めようとする女性たち。男冥利に尽きるか
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西日本ロングトレイルの雄、
高島トレイルは

マウンテン・フラワー・
トレイルだった！
右手には紺碧に輝く日本海、
左手には日本一大きい湖、
琵琶湖。
目の前にはアップダウンを繰り返し、
ブナの森へ消える高島トレイル！
総延長はなんと80㎞。
その東端12 ㎞をいいとこどりして歩く春。
テントを持ってゆっくりと
花を愛で、
展望と新緑にうっとりと
2018シーズンのトレッキング・インは、
ここ高島トレイルから！
森山伸也＝文 岡野朋之＝写真

関西を代表するロングトレイルとして
いまやハイカーやトレイルランナーに親

中国地方の低山をつないで、下関で海に
消える。この約 2800㎞に連なる中央分

しまれている高島トレイルは、中央分水

水嶺のうち、福井県と滋賀県の県境をな

嶺に沿って延びている総延長 80㎞の山

す 80㎞のセクションを地元山岳会と滋

と太平洋へ流れる水を分ける峰のことで、

島トレイルと名付けた。

道だ。中央分水嶺とは、日本海へ注ぐ水
この高島トレイルを境目にして雨は日本
海か太平洋かに分けられる。

賀県高島市が手を組んで整備を進め、高

５年前の６月にこの 80㎞を５日間か

けてスルーハイクしたことがある。ここ

ちなみに本州の分水嶺は、北は青森県

は関西でもめずらしく３、４m の雪が

津軽山地から発し、八甲田、蔵王山、至

積もる豪雪地で、雪融け水をたっぷり蓄

仏山、谷川岳、浅間山、金峰山、八ヶ岳、

えた森の芽吹きはすばらしかった。長い

乗鞍岳、そしてこの高島トレイルを通り、

冬を越え、重たい雪に耐え、命が爆発す
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①愛発峠の登山口で入山届を提出。
トレイルには黄色いテープが木々に
結ばれ、わかりやすい。②新緑の森
でひと際鮮やかな色を放つツツジが
出迎えてくれた。③雪の重みで根本
が曲がっている豪雪地の木々。④ト
レイルを彩るスミレ。⑤新緑のトン
ネルをゆく。パワー漲る生命に囲ま
れていれば、急登もなんのその

る春の高島トレイルが忘れられず、また
歩きにやってきたのだ。

道なのだ。

海からの湿った空気がこの高島トレイル

国境高原スノーパークのゲレンデを登

にぶちあたり雪を降らせるのだ。その雪

ると、踏み跡が新緑の森へ吸い込まれて

は春にかけてゆっくりと融けはじめ、大

10 時 30 分には高島トレイルの起点とな

いった。湿った土の匂い、新緑のフレッ

地にしみ込み、ブナをはじめとする植物

る愛発越に立っていた。ここは、日本海

シュな初々しい香り、落ち葉が醸し出す

を潤す。そして、麓の田んぼに植わった

から海産物、京都や大阪からさまざまな

芳醇な匂い……それらの入り交じった山

稲穂を育てる。大量の雪を抱える山は、

物資を運ぶ交易の道として栄えた峠道だ。

の空気が全身を包み込む。すると冬眠か

さまざまなストーリーに満ちている。

高島トレイルには、このような日本海と

ら目覚めた熊のようにスイッチが入り、

関西の街とを結ぶ峠が 12 ヶ所ある。そ

肉体が動きはじめた。

てナメたら痛い目にあう。登って下るを

ナやミズナラの森がうつくしい。雪の重

水。なんだか島のトレイルを歩いている

ひたすら繰り返すなかなかハードな歩き

みで木々が根本から曲がっている。日本

ような気分になってきた。

朝一の東海道新幹線で東京を出ると、

して山の頂も 12 座。低山だからといっ

雪融け水をたくさん吸った瑞々しいブ
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右手に目をやると木々の間から日本海
が望め、左手には日本一大きい海のよう
な琵琶湖が広がる。どっちを見ても水、
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山の雪がようやく融けきった５月中旬

くらい下ったこともあった。沢水を飲む

登山地図といえば、昭文社の『山と高

だが、今日は初夏のようなぽかぽか陽気

ときは念のため煮沸したほうがいいだろ

原地図』がポピュラーだが、あれには高

だ。雲ひとつない晴天で、花は見頃を迎

う。高島トレイルで一夜を過ごすならコ

島トレイルは載っていない。それじゃあ

えているのに誰とも会わない。朝露をか

ンパクトな浄水器が必携だ。

なにを見ながら歩いているかというと、

ぶった蜘蛛の巣が体にまとわりつく。先

太陽が高くなると、さらに気温が上

高島トレイル運営協議会が発行する『中

行者もいないようだ。下界の音も聞こえ

がった。もう少し水を多めに汲んでくれ

央分水嶺・高島トレイル公式ガイドブッ

ない。なんて贅沢な新緑歩きだろう。

ばよかったと悔やんでも後の祭り。

ク』だ。地形図でもいいけれど、これに

水を分ける中央分水嶺を歩く高島トレ

琵琶湖にぽつんと浮かぶ小さな島が見

はコースタイムや距離、高低図、見どこ

イルには、水場がほとんどない。水を汲

えた。地図を開いて確認する。周囲２㎞

ろが簡潔に記載されているのでスケ

むチャンスがあるとすれば峠だ。５年前、

ほどの竹生島という島だ。登山地図で島

ジュールをたてやすい。また地形図に要

スルーハイクをしたとき水の確保にだい

の名前を覚えるなんて、滅多にできない

点を書き入れた公式トレイルマップもあ

ぶ苦労した。沢水を求めて峠道を１時間

経験である。

り、そちらも同時におすすめしたい。

①豪雪の高島トレイルは近畿の水瓶、
琵琶湖を春にかけて潤す。真ん中に
浮かぶのは竹生島。②森のなかに入
れば植物たちの太陽光争奪戦が繰り
広げられる。③主要ポイントにある
高島トレイルの道標。④日本海側に
広く分布するキジムシロ。⑤春の妖
精とよばれるカタクリも。⑥かつて
ワカンジキの枠に使われたムシカリ

2018 SPRING
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西日本屈指の豪雪が
この森を育てる。

①登山者の疲れを癒すブナの森。お
もわず深呼吸。②南に琵琶湖、北に
日本海。島のトレイルを歩いている
ような錯覚に。③分岐には道標が
立っているので道迷いの心配はない。
④虫もおらず快適な山歩きだ

35

2018 SPRING

今回は、中央分水嶺・高島トレイルの

となると歩き出しは昼前になるので１泊

か。なにかあればすぐ責任を行政へ押し

東端約 12㎞を歩く山行だ。じつは高島

はしたいところ。そこでトイレが整備さ

付けるこのご時世に、勇気ある、気持ち

れた黒河峠で一泊することにした。

がいいオトナなトレイルなのだ。

もしろい。この旅の主目的である野花が

トレイルには山小屋がないので、山中

うつくしいのはもちろんのこと、大展望

で寝泊まりする場合はテント装備が必要

下っていく道を黒河林道といい、滋賀県

が琵琶湖へ、日本海へどーんと開け、ブ

となる。だがテント指定地はどこにも設

側をマキノ林道と呼ぶ。どちらも一般車

ナの森も巨大ですばらしく、ダイナミッ

けられていない。野宿したいハイカーは、

両の通行はできないので、安心して路肩

クな岩稜の稜線歩きなどもあったりして、

動植物を傷つけず、水源を汚さず、みず

のスペースにタープを張った。黒河林道

さまざまな顔を見せつけてくれるのだ。

からの安全を確保することを絶対条件と

へ少し下ると左手から沢が流れ込んでき

し、自己責任でテント泊を遂行すること

ていた。水筒に詰めて、これを飲料水と

十分日帰り可能なコースではある。しか

になる。山歩きの根底にある自由を重視

する。雪融け水なので猛烈に冷たい。持

し、関東や北陸、中国から朝一で向かう

したすばらしきロングトレイルではない

参した缶ビールを淵に沈めると、その夜

トレイル、このセクションがいちばんお

12㎞ゆえに愛発越を朝出発すれば、

2018 SPRING
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15 時前に黒河峠に到着。福井県側へ

雨粒を日本海と
琵琶湖へ分け
水瓶となるブナの森
①木々の間から日本海、敦賀
湾が見えた。手前は敦賀の町。
②地形図には表せない細かい
アップダウンが続く。③トイ
レがある黒河峠でビバーク。
④小さな沢で水を汲み、ビー
ルを冷やす。⑤オオイワカガ
ミの群生。⑥荒々しい岩肌の
明王ノ禿。⑦タニウツギのト
ンネル。⑧山の水が流れ込む
田んぼは田植えの真っ最中だ

のシアワセは約束された。

まるで誰かの手によって植えられたよう

ていた。続々とマキノ高原から赤坂山へ

２日目も朝からドピーカン。黒河峠か

な密度と、均整のとれた命の舞だった。

と登山者が登ってくる。みんな野花に背

ら少しずつ高度を上げていくと、荒々し

赤坂山ではじめて登山者に会った。マ

い岩肌を露出した明王ノ禿が青空に聳え

キノ高原から登ってきたというおじさん

ていた。そこだけを切り取って「ここは

は妙に興奮してこう言った。

マキノ高原へと下る。おじさんの言葉と

北アルプス」と言ってしまえば、誰もが

「この先のオオイワカガミ、すごいで。

興奮は大袈裟じゃなかった。ほんまにす

頷くダイナミックな岩壁だ。とても標高

ほんますごいんやで。びっくりするで」

ごい。腰抜かすのはこっちの方だ。登山

いやいや、こっちもすごかったぞ。

道がつづら折りになった斜面という斜面

「明王ノ禿の下もすごかったですよ。鳥

をオオイワカガミが覆い、一斉に咲き乱

肌もんですわ。腰抜かしますよ」

れているのだ。明王ノ禿に立ち「だから

780m の低山とは思えない勇ましさ。

心臓がバクバクしたのは、この岩山を

登っているときではなく、下ったあとの
ことだった。再び森のなかへ分け入ると
無数のオオイワカガミに囲まれたのだ。

いつの間にか会話はどっちのオオイワ
カガミがすごいのかを競う場へと発展し

を押され、弾けるような笑顔だ。
粟柄峠から高島トレイルに別れを告げ、

ゆうたやろ」とニヤニヤしているおじさ
んの顔が頭に浮かぶのだった。
【取材日：2017年5月18、19日】
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高島フラワー・トレイル
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高島トレイルは意外と関東からもアク

めできない。

セスがいい。早朝の東海道新幹線を使え

山小屋は一切ないので、山中で寝泊ま

ば、10 時半には愛発越から歩きはじめら

りするにはテント装備が必要だ。テント

フラワーベストシーズンは雪が融けた

林道脇に自己責任でテントを張っていい

５月上旬〜６月上旬。時期を早まるとト

ことになっている。福井県側へ林道を下

レイルに雪が残っていて道迷いの原因に

るとすぐに沢が流れているので、ここで

なるので要注意だ。いっぽう、森が赤く

水を補給しよう。携帯の電波状況は良好

染まる紅葉シーズンの 10 月上旬〜 11

で、稜線上なので道迷いの心配もなくエ

月下旬もおすすめ。水場が限られるうえ

スケープルートもたくさんあるので初心

に、標高が低いので真夏はあまりおすす

者にもおすすめできる山道だ。

れるのだ。

指定地はないが、トイレのある黒河峠の

乗鞍岳あたりは
鉄塔や電波塔が
立ち並ぶ

トレイルに入るときは、
入山届けを忘れずに

参考コース
タイム

黒河峠から西はよく整備さ
れ登山者も多い

アクセス
【公共交通機関】登山口となる愛発
越（国境）へはJR湖西線マキノ駅か
らコミュニティバスが出ている。所
要時間は20分。大人220円。午前中
に毎日２便運行。帰路は、マキノ高
原民宿村バス停から同じくコミュニ
ティバスでマキノ駅へ。所要時間は
25分。大人220円。

１日目
【歩行時間4時間30分】

愛発峠（2時間）乗鞍岳（1
時間10分）芦原岳（１時
間20分）黒河峠

2日目

【マイカー】愛発越から赤坂山へ抜

【歩行時間4時間10分】

けるなら、マイカーよりも公共交
通機関が便利。愛発越に車を止め
る場合は、国境高原スノーパーク
の駐車場に。マキノ高原の場合は、
マキノスキー場の駐車場に止める。

黒 河 峠（1時 間 ） 三 国 山
（40分）明王ノ禿（30分）
赤坂山（20分）粟柄越（１
時間40分）マキノ高原民
宿村バス停

登山者がひっきりなしに
登ってくる赤坂山

黒河峠と三国山の間に湧
いていた希少な水場

2018 SPRING

マキノスキー場でゴール。バス
停と温泉あり
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垂涎のレシピと人間ドラマが交錯する
人気漫画
『山と食欲と私』
。
「作品そのものを味わってほしいので
あまり舞台裏は……」
という
作者の信濃川日出雄さんに頼みこみ、
小さな山旅に同行させてもらいました。
人気漫画を生みだした背景と
そこにこめられた思い、
そして、
気になるその素顔は……。
麻生弘毅＝文 田渕睦深＝写真

mountain
& people
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79話に登場した「おしるこwith ウィンナー＆チーズ お正月スペシャル」を再現してくださる。油を引き（バターがおすすめ）餅とウインナーを炒め、
焼き目がついたらあんこと水少々、チーズを投入……甘さと塩気のバランスが絶妙の、とっておきの逸品！

「こちらはあたたかいんですねえ」
ひと足早い春が迷いこんだかのよう
な 1 月某日、海を見下ろす小さな丘で、

けれど、低山や里山は植生が豊かです

て、足繁く山へと通った。

から……」

「当時、原作のある漫画を週刊連載し

作品に添えられたリアリティ、その

ていたのですが、過激なストーリーに

漫画家は足元の草花をカメラに収めな

秘密を垣間見る。

なじめず……登山はそこから逃げ出す

がら、嬉しそうにつぶやいた。北海道

「山にまつわるいろいろなことを自身

ための手段だったかもしれません」

の 自 宅 か ら マ イ ナ ス 20 度 を 下 回 る

が知っていく、その過程が大切だと

そんななか、ある編集者からアウト

八ヶ岳へ、そうして前日、2 泊 3 日の

思っています。主人公の鮎美もすべて

ドアをテーマにした漫画ができないも

縦走を終えたばかりだという。こうし

を知っているわけじゃないので、ぼく

のかと打診される。

て年に数回、日本各地の山へと取材旅

が経験したことを、わからないことに

「そうして向かった取材先が屋久島で

に出る。一昨年は 2 週間をかけて南北

ついては、知ったかぶりせずに表現し

した。ひとりで山に登るのはそれが初

アルプスを歩き、昨年の秋は軽井沢か

ていくことが、とても大事だと思って

めてで、そのときの不安と高揚は、い

ら草津、志賀高原などの山々を旅して

いるんです」

までもはっきりと覚えています」

いた。おおよそひと月のうち 3 週間は

＊

ところが、2010 年のこの取材は実を

漫画を描き、残りは家庭菜園や長い冬

累 計 50 万 部 を 突 破 す る 人 気 漫 画

結ばなかった。前述の連載を終え、北

に備えた薪づくり、はたまた、新鮮な

『山と食欲と私』の作者である信濃川

海道へと移住を果たした 2011 年、ふ

ヒグマの糞を見ることもしばしばとい

日出雄さん。故郷の新潟では野山に親

たたび編集者と連絡を取り合った。

う近隣の裏山を歩き回りながら、作品

しむ少年時代を過ごしていたが、上京

「そうして生まれたのが『山と食欲と

の構想を練っているという。

後は自然と接する機会が少なくなる。

私』なんです。連載が始まったのが

「このあたりの畑では、この時期、な

「そんななか、大学時代の友人に誘わ

2015 年、いわゆる山ブームの後でし

にを育てているんですか」

れて、8 年ほど前から、山に登るよう

た。ですので、山に食を絡めたという

になったんです」

部分では戦略的でしたね」

なおも草花にレンズを向けたまま、
周囲の様子に気を配る。
「森林限界以上の植生は限られている

2018 SPRING

高尾山にはじまって、筑波山、丹沢、
谷川岳、富士山――激務の隙間を縫っ
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ひとり暮らしが長かった信濃川さん
は、下積み時代から乏しい素材を使い、

足元の植物や遠景、お地蔵さまなど、気にな
るあれこれを写真に収める信濃川さん。そう
した細かい観察眼が、作品を彩るリアリティ
に。言葉にするよりも描くほうが早いことは
イラストメモに……

少しでもおいしいものをと自炊の腕を

齢や性別を越えて、読む者の琴線に触

ふるってきた。そうした経験が、少し

れてゆく――。

は役に立ったかなと笑う。

「山や食はあくまで題材であり、人が

暗中模索を繰り返していた。いくつも

『山と食欲と私』には毎回、工夫を凝

どう生きていくかを描きたいんです」

の企画を持ちこむものの、受け入れら

らした料理が登場する。メスティン

作者自らが言うとかっこわるいので

れない。あるときは編集部に求められ

（スウェーデン製の角形クッカー）で

すがと笑いながら、忌憚のない本音を

ることを形に、またあるときは自身の

炊きあげたぴかぴかのごはんに天かす、

口にする。信濃川さんが週刊誌上で連

やりたいことを表現しても、ヒット作

桜エビ、刻みネギをふわりとのせ、仕

載デビューを果たしたのは 27 歳の頃。

を生みだすことができなかった。白い

上げに味ぽんをかけた「ぽんかす丼

その年で週刊誌の連載を持つことは、

紙に絵を描き、物語をのせてゆく。そ

（16 話）」や、くりぬいたトマトにさ

漫画家としての栄誉だったが、そこま

んな孤独な作業を果てしなく繰り返す、

まざまな具を詰めて炊きこんだ「まる

での、それからの道のりは決して平坦

漫画家という営み。

ごとトマトのジャンバラヤ（24 話）」

ではなかったという。

「同じことを自室に籠もってひたすら

など、思わず真似たくなるレシピに目

「『山食』にはおじいさんやおばあさ

やっているので、一部でどれだけ評価

を奪われる。そんな山ごはんの香りに

んが登場するのですが、デビューした

されようとも、広く世間に届かないこ

誘われるようにページをたぐってゆく

頃のぼくには老齢の人物が描けなかっ

とには、やっぱり悔しいんです」

と、個性的なレシピの奥に広がる物語

たと思うんです。人は 70 歳になって

に惹きこまれる。

れている。
一方の信濃川さんも『fine.』以降、

そうして試行錯誤を繰り返すなかで、

も悩みながら生きている――そんなこ

表現にではなく、
「喜んでもらえるこ

内気な女性が、忙しい仕事をこなし

とが、わかっていなかったですから」

と」にこだわるようになった。

ながら、ひとり、好きな山を歩いてゆ

デビュー作の『fine.』は、大志を胸

「長く続いた売れない時間を経て、よ

く。いくつかの失敗を重ねながら登山

に、徒手空拳で筆をふるう絵描きの物

うやく人の気持ちのわかる大人になれ

の経験を積み、工夫した料理を楽しみ、

語。青き情熱と否応なく続く日常の折

たのだと思います」

すれ違う山人と言葉を交わす。先行き

り合いをつけられず、また、つけるこ

また、若い頃は、おもしろいと思っ

の不安を山に重ねて揺れる心情は、年

とをよしとしない男の七転八倒が描か

たことをそのまま伝えることに気恥ず
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かしさを覚えていた。
「俺ならこう表

が楽しんでくれる心地よい作品に、よ

現するぜ」と尖ってしまうから、伝わ

うやく出会えたような気がします」

るものも伝わらなかったのだと自嘲を

『山食』の今後をうかがうと、鮎美が

パンにオリーブオイルを引き、箸を忘

交えて分析する。

登山者としてステップアップすること

れたのか、拾った枝で器用に餅とウイ

「ぼくが描きたいのは、さまざまな人

は考えていないという。自身をドキュ

ンナーを炒めはじめた。そんなシーン

間のリアリティ。そこを追求したいと

メンタリータイプの漫画家であると考

が漫画にあったことを思い出しつつ

いう気持ちは『fine.』でも『山食』で

える信濃川さんは、山とともに生きる

（5 話）
、普段の山行でも漫画家はこう

も同じなのですが、どうするれば伝わ

人々の生き様をいかに切り取り、楽し

してもただでは転ばないのだろうと想

るかをいちばんに考えるようになり、

んでもらうかが、自身の得意とすると

像する。香ばしい匂いがあたりを漂い、

そのうえで、やりたいことをメジャー

ころであり、また表現したいところで

焼け目がついたら、そこに缶詰のあん

で表現できる技術が身についたのかも

あるという。

こをどさっと投入。ほどよく温まった

うかと……」
不穏なことを口走りながら、フライ

ところで、さらにキャンディ

しれません」
そして、不遇の時代に試し

チーズをぽんぽんと添え、で

たさまざまな表現は、ときに

きましたとにっこり。いち早

変化をつけ、見せ方の幅を広

くつまんだ写真家は「これは

げるスパイスとなっている。

間違いのない味！」と太鼓判

そのうえで、自分の感性すら

を押した後、オリーブオイル

信用できなくなるところまで

ではなくバターを使うべきだ

物語を考え抜く。そうした思

ときっぱり。

考と試行の果てにたどりつい

「うわ〜、そうですよ、これ

たのが『山と食欲と私』だ。

に合うのはバターですね！」

『fine.』の主人公・上杉祐、

盛り上がるふたりをよそに、

そして彼を描く信濃川さんは

おそるおそるひと口……うん、

27 歳 だ っ た。 そ し て い ま

悪くない。甘いソーセージは

『山食』の日比野鮎美も 27 歳。

どこかアメリカンドッグを思

しかし、両者の間には 10 年

わせる。そして、温かくてほ

以上の積み重ねがある。

どよい甘みが、からだに染み

「ふたつの漫画に通底するの

渡る。

は自立なんです」

「このレシピ、しつこくもう
一度、登場させようかな」

自立とは経済的な意味だけ
でなく、人生の舵を自分でと

そう言って笑う信濃川さん

ること――信濃川さんはそう

は、やっぱり尖っているよう

話 す。 そ の う え で、『fine.』

な……。大人の繰り出すど真

は自立にいたる過程を描いた

ん中のストレートは、あらゆ

青 春 漫 画 で あ る の に 対 し、

る変化球の果てにたどりつい

『山食』は自立を獲得した人

た、人生をかけた渾身の一球
だ。

生を扱う大人の漫画。それは
媒体が求めるものの違いでも

illustration by Hideo Shinanogawa

あるというが、それだけだろ
うか。

「鮎美にとっての山ですか？ ぼくにも

「自らの人生を見つけ出し、楽しみな

わかりません。全部を知らないほうが、

がら生きている人が好きなんですね。

楽んで描き続けられますから」

そういう人に対する憧れがぼく自身に
あるといいますか、こういう生き方っ
ていいよね、っていうか……」
そうした話しぶりに人柄がにじむ。

＊
海辺からはじまった山歩きは、相模

mountain
& people

No. 2 8

湾へと注ぐ小さな川の源流へとたどり
着いた。そこに快適そうな川原を見つ

信濃川さんは、何者かにならんとして

けると、信濃川さんはごそごそとフラ

HIDEO SHINANOGAWA

あがく上杉であり、人生をポジティブ

イパンとバーナーを取り出した。

に楽しむ鮎美なのだろう。

「おやつというかなんというか、読者

「描いているぼく、そして原稿を受け

にすっごく不評な一品があるのですが、

取る編集部、なにより読者のみなさん

今日はおふたりにそれを試してもらお

しなのがわ・ひでお 新潟県生まれ、
漫画家。新
潮社『くらげバンチ』上で『山と食欲と私』を
週刊連載中。
素顔はお茶目なアラフォー男子。
左
上のイラストは、今回のための書き下ろし作
品！ http://www.kurage-bunch.com/manga/ya
mashoku/
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『地元御用達』
といえば
おもに食事処のキャッチ。
しかし、
山にも使えそうだな、
というのが筒上山だ。
隣の日本百名山に背を向けて
歩けば、
豊かな自然と
プチ石鎚山的な体験が。
大村嘉正＝写真・文

筒上山の登山口・土小屋といえば、
石鎚山（西日本最高峰で日本百名山）
に楽に登れる起点でもある。なので、
駐車場にいた 100 人近い登山者はみな
そちらへ。筒上山へのトレイルで耳に
届くのは、風に揺れる梢の音と、明る
い野鳥の声ぐらいだ。
このあたりは石鎚国定公園の第一種
特別地域で、石鎚山系森林生態系保護
地域のコアエリア。森は原生的な姿の
ままに保護されている。訪れる人も少

輝ける新緑を浴びる。岩黒
山南西面の自然観察路にて。

ないことから、石鎚山系の自然を深く
味わうなら筒上山へ、という人もいる

がうつろう。太陽が動いていることに

冬に、凍った沢から氷を切り出し、ま

ぐらいだ。

気づくなんて久しぶりだ。あいかわら

たは池で氷を製造して氷室で保存、夏

初夏に近い春、このトレイルの魅力

ず誰も来ない。自分の存在が森の大気

に土佐藩主に献上したという。

は輝ける新緑。ただの新緑でなくて、

にとけだしていくような感覚になり、

『輝ける』が、晴天の朝のご褒美だ。

少し怖くなって、再び歩き始めた。

椀を伏せたような形の、広い草地の
山頂には登山者が 5 名。高知県など地

山域の植生は多様で、頭上を覆うのは

多様な植物相は、気候にも由来する

元の人ばかりだ。おばちゃん 3 人組か

冷温帯から亜高山帯の木々。ウラジロ

のだろう。四国という温暖湿潤（年間

ら「兄ちゃん、これ食べ」と大福 2 個

モミやゴヨウマツがつくる暗がりのな

降水量は 3000㎜以上）な地域でありな

を、老夫婦から「手作りやき」とおは

か、ブナの若葉は朝の斜光を透過する。

がら、江戸時代、この山域には氷室

ぎをいただく。

影あるところ、光は生まれるのだ。
瑞々しい緑の気配に身をゆだねた。
ゆっくりと、万華鏡のように葉の輝き

2018 SPRING

（氷の貯蔵庫）があった。それは筒上

しかし、兄ちゃんとは。過疎の田舎

山から東へ尾根を歩いた先、手箱山

と同じように、人の少ない山だと五十

（1806 ｍ）から下った標高 1500 ｍ付近。
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路近くはヤングなのかな？

筒上山の北東斜面をトラバース。おおむね穏やかな斜面で新緑がうつく

手箱越から見た筒上山の山頂。ここに水場があったらしいが、いまでは

しく、8月中頃はキレンゲショウマの花畑に。しかし、岩壁に設置された

使用不能。手前の建物は大峰宗覚真寺派の道場。その土台になっている

鉄製の階段（一部破損）や橋があるので、子ども連れにはきびしいかも

巨大な石垣を初めて見たときは、何かの遺跡に遭遇したのかと思った

石鎚山登山での岩場のスケールを小さく、森をスケールアップしたのが
筒上山登山だといえる。（左上）手箱越から筒上山へは鎖場がある。岩場
の基本である3点確保を守ればむずかしくないが、下る場合は要注意。
（右
上）鎖場を過ぎると、クマザサの丘に。写真右奥の谷は、仁淀川支流・安
居川の源流部で、山肌の新緑がすばらしい。昨今、
『仁淀ブルー』という
言葉が使われるようになったが、その発祥となったのが安居川の透明な
流れ。
（左下）まばゆいグリーンシャワーだけでなく、花も魅力的。5月
の筒上山の北尾根では、ゴヨウツツジ（写真）やアケボノツツジが、岩黒
山の西斜面ではミツバツツジが林を彩る
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〈歩行計＝4時間45分〉土小屋（50分）丸滝小屋（1時間5分）手箱越
（35分）筒上山（1時間）丸滝小屋（35分）岩黒山（40分）土小屋
筒上山からの下山は北尾根を進むのだが、道は踏み跡よりはまし
といった状況。地図とコンパスがあれば迷うほどではないけれど、
慎重に。土小屋へのアクセスだが、久万高原町（愛媛県）側から
の場合、石鎚スカイラインの通行可能時間が限定されているので、
とくに下山時間に気をつけたい。いの町（高知県）側からだと、
風
水害で瓶ヶ森林道が通行止めになることが多いので、事前にいの
町観光協会HP（http://www.inofan.jp/）で確認を
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今回の
スポット

今回のお品

京都市街を取り囲む山々
に全長 80km のコースが整
備された「京都一周トレイ
ル」
。そのなかの東山コース
を歩く際、ぜひ立ち寄りた
いのが昭和２年創業の祇園
の老舗そば処「権兵衛」
。カ
ツオやウルメイワシなどか
＜材料＞

＜作り方＞

■クリームチーズ
１箱
■かつおぶし 適量
■お醤油
小分けパック１袋

1 クリームチーズをダイス状にカットする。
2 器に移してお醤油を少しかけ、クリームチー
ズのダイスをばらす。

3 残りのお醤油とかつおぶしを絡めれば完成！
ワインはもちろん日本酒にも合います♪

らていねいにとる出汁が自
慢で、丼やうどんもおいし
いと評判。写真の「きつね
うどん（きざみ）
」は古くか
ら花街で愛されされ続ける
メニューだ。

塚野 浩＝イラスト

人生山あり谷あり。
とりあえずどんな相談も
お請けしますが、
明朗解決となりますか否か……。
雪山登山で軽いしもや
けになった男友だちが
「壊死したらどうしよう！」と青ざ
めて騒いでいる姿をみて情けな
くなりました。女性なら笑って済
むような症状なのに、男ってなん
でああなの？（長野県・オンナ看

福瀧智子＝写真
京 都 市 東 山 区 祇 園 町 北 側254
11:30 〜 20:00（L.O.） 木曜日

すか。
所長 私は寒気に晒されるほど
立派では──いやともかく、これ
は男とか女とかではなく、看護師
だからそう思うんではないかね。
ヤバさの限界はよく心得ておる
だろうからのう。
助手 ある意味、頼もしいですね。
所長 だが、
弱音を吐いても見透
かされて許してもらえないかも。

所長：長谷川 哲／北
の大地在住のフリー
ライター。
ただいま貯
まっ た500円 玉 貯 金
で何を買うか思案中

☎075-561-3350

護師 28 歳）
所長 「男って」というが、これ
はどこがしもやけになったかに
もよるぞ。わが友人はともに出か
けたオホーツクの XC スキーレー
スで、-15℃の寒気のなかをペラ
ペラのレーススーツでスタート。
30 分後にはインポータントな部
分、略してイン部が悲鳴を上げ

ぼくは寝言がひどいで
す。妻に録音され笑わ
れるほどです。山小屋泊に憧れま
すが、
寝言が心配でいまだ実現で
きていません。何かよい方法はな
いでしょうか。
（岐阜県・男性会
社員 30 歳）

では隣の人に「もしうなされた
ら、遠慮なくドツいてくれ」とお
願いしてる。
助手 知らない人でも？
所長 うむ。ちょいと怪訝な顔を
されることもあるが……。むしろ
厄介なのは単独のテント泊だ。テ
ン場中にうなされ声が響き渡っ
ても、どこから発せられてるか判
らないし、仮に判っても声かけた
りテント 揺 すったりした 程 度
じゃ起きないからな。

よった。背中のカイロを前張りし
て事なきを得たが、
本人いわく
「ポ
ロリになるかと思った」そうだ。
助手 所長は大丈夫だったんで

所長 わかりますぞ。私もしょっ
ちゅううなされるから。自分じゃ
判らんが、非常に気持ち悪い叫び
声を上げるそうだ。だから山小屋

助手 で、どうするんですか。
所長 どうにもならん。われに
返ったとき、
小声で「すみません」
と謝るくらいです。

Kojitsu Sanso
Tsushin Vol.07

今回は春号ということで、恒例の用具特集。おと
な女子登山部のメンバー４人で「テント泊」にまつ
わる自前の用具、あれやこれやを持ち寄って実際に
キャンプ場でテントを張ってのロケとなりました。
さすがにツワモノ揃いの女子登山部だけに、各人
もっているギアは本気モード全開。基本的に
「歩く」
ことを主題とした品揃えではあるものの、みんなの
「食」へのこだわりが随所に付加され、散りばめられ
ておりました。ここがポイント。あややもなずなも
つじまいもスカーレットも、みんな「大」がつくほ
どの食いしん坊。いつしか取材そっちのけで、料理
の腕を見せ合うような展開に（笑。そうして日は暮
れ、宴となり、琵琶湖の夜は更けていくのでした。

大阪府南部に新規同時オープン！
「好日山荘岸和田カンカン
ベイサイドモール店」＆
「グラビティリサーチ岸和田」

とにかく明るいおとな女子登山部の
メンバーたち。ちょっと気をぬくと、す
ぐにこんな具合になります。山を絆
に、
大の仲よしグループです。あやや、
スカーレッ
ト、つじまいになずな、また
山に行きましょ。
（写真＝山田真人）
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大阪の岸和田市にある商業施設「岸和田カンカンベイサイドモー
ル」
。去る 3 月 30 日、ここへ約 117 坪の売り場を持つ「好日山荘」と
クライミングジム「グラビティリサーチ」が新規オープン！ 同時に、
ス
ポーツクライミングの国際大会にも使用可能な高さ15m の屋外ウォー
ルも登場し、イベントやコンペの開催も予定される。ジムは室内ボル
ダリングとオートビレイ機を備えたルートクライミングが可能。大阪
南部のクライミングシーンを盛り上げる場として注目が集まりそうだ。
大阪府岸和田市港緑町3-1 ☎072-432-2020
好日山荘 平日10:00-21:00/
土日祝10:00-20:00 グラビティリサーチ 平日12:00-21:00/土日祝10:00-20:00
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憧れの雲上の花の山旅

photo by Tomoyuki Okano

大雪山4泊5日の
ロングトレイル
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