山小屋日記（2016..8..26～9.15） 【その１】
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＜プロローグ＞
早いもので、夏山シーズンも既に、「折り返し点」、昨年は、大雪に見舞われたが、今年は逆に７０数年ぶりと言う雪の少なさ
だった。
オーナーの高橋さんが、諸々の所用で下山するため、その留守番等を兼ねて小屋入りをした。
何時もながら、山小屋では、色々なお客様がお泊りになり、「笑あり」「トピックスあり」のドラマの連続である、そのような出来
事の一端をご紹介いたします。
【解 説】
◆気温測定時刻・気象観測 ： 朝3:00頃
◆文中、一部敬称略あり

８月25（木） ☀

いよいよ出発

自宅を出発して、何時もの如く「特急スーパーあずさ」の時間待ちで、軽く「イッパイひっかけて」から、車中の人となった。
松本の「駅蕎麦」で腹ごしらえをして大糸線普通列車に乗り一時間揺られると、信濃大町駅に着く、明日の朝食・昼食用のお
にぎりを買いにコンビニまで行くのだが、これがハンパじゃない、信号を四つも先まで行かなければならない！
ホテルに着いて、身支度を済ませ、これ、また何時もの暖簾をくぐる。
『イラッシャイませ！』と、『有難うございました！』の時空を、ビールなどで埋めて、今日の一日が暮れた。 ウィック！！

８月2６（金） ☀ ⇒ ☂ 「日の出：5:08」 小屋入りの日
小屋に着く直前からポツポツと降り出した。
辛うじて滑り込みセーフ！！
小屋のドアを開けると、ガラン・ガラン！！ （ドアに鐘がついている。）
ヤァーッ！ヤァーッ！ヤァーーーッ！ 高橋さん・三浦さん・水谷さんが、温かく向えてくれた。
＜トピックス＞
・途中で、オッ！「萩だッ！」

８月2７（土） ☂ 終日雨
◆高橋さん、「下山の日」

秋だなぁ～～ッ！！

19℃ 温かい 起床3:00
5:15出発する。

＜作 業＞
・雨のため休止 一日中、入浴・ぺちゃくちゃ・ペチャクチャ！グビグビ！
＜その他＞
・「池の平小屋」スタッフ、「Ｉ」さん他２名が立寄る。
雨に濡れて、体が冷えて居そうだったので、「温かいラーメン」を提供した。
・夕食にカレーを作ろう！ アリャリャッ！人参がない！ 人参が無いカレーとなったのである。
（★後日談：なんと高橋さんが、今迄と違う場所の土中に埋めてあったのであった。）
“残念”
＜トピックス＞
＊ＰＭ2:00頃、阿曽原のお客様から、『今日「素泊」したい』旨の電話あった。 ⇒ しかし、待てど暮らせど、来ない！
『遭難していないだろうな？』 結局、19:00に電話で『道迷いしたので、阿曽原に戻った』とのこと
ホッ！

8月28（日） ☀

18℃

3:00起床
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唐松岳山荘の灯が見える。
オリオン座 ： 東南東（雲切の尾根の上空）に燦然と煌めく
★赤いペテルギゥス 青いリゲルが象徴的だ！

三日月 ： 南南西 方向に見える
タクロウ： 『♪♪上弦の月だなんて 妙に 色っぽいね♪♪』
◆水谷さん下山の日 12:00出発する。
＜作 業＞ 7:30 スタート
・三浦：台所の床張替工事（流し台～出口）
・小森：ＡＭ 剣岳方面の登山道、点検整備
ＰＭ 仙人岩屋方面整備
小屋回り草刈り 等
＜その他＞
・剣方面（第一雪渓）で作業をしていると、
昨日の「池の平小屋」スタッフ、「Ｉ」さん他
２名が通過。
『小屋に、コーヒーを用意してあるから、
飲んで行って！』
その後、仕事を片付けて、急ぎ足で、
帰り、暫く談笑した。
山小屋仲間もいいもんだ！！

８月29（月） ☀ ⇒☁

18℃

3:00起床

◆登山者通過 ： 一組（2人）のみ なんと！寂しい
限りだ！！
＜作 業＞ 7:15 スタート → 15:30
・三浦：台所の床張替工事（流し台～手前）
・小森：ＡＭ ヘリポートマークの整備
ＰＭ 注「ネコロード」整備・土木作業
【写真】 （下）
ヘリポートマーク整備完了！

【写真】
三浦さんが、張替した床
★ガッチリ・ピカピカ！
お見事！！
これなら「素足」でも歩けるな！

【写真】（左）
三浦さんが、張替した床
昨日に引き続きの作業
どうです！この素晴らしさ！！
ズバリ！感服！！
他のスタッフが来たら
『エッ！ あれ？小屋を間違えた
かな？』
なぁ～～～んてッ！
Ｗａhahahaha!!

【解説】 注「ネコロード」
今迄は、ヘリポートの資材を、小屋まで運搬するのは、「背負子」で担いでいたが
流石に、缶ビール４ケース（32㎏）はきつくなって来た、そこで仙人が考えた。
ヨシッ！「ネコ（作業用一輪車）」で、運ぼう！と言うことで、「ネコロード」の整備と、
なった訳である。
？？疑問？？ 何故「作業用一輪車」のことを「ネコ」と呼ぶのだろう？？ 判らん？

コーヒーブレイク

＜トピックス＞
＊台風10号の北上に備えて、小
屋回りの飛びそうなものを片付
けた。
被害が無ければ良いが・・・・。
結果：被害なし！

ホッ！

仙人谷第一充電・変電所

神仙組堀江顧問が、作った「充電・変電設備」
＜仕組み＞
発電機の余剰電力を変圧して充電しておき、発電
機を止めた時に、また変圧して、室内灯・テレビ等
の電力に使用する。
“流石！ 顧問” ヤッタネッ！

８月30（火） ☂終日

18℃

3:00起床

昨夜から「台風10号」の影響か、断続的に雨が降っていた。

＜作 業＞
・三浦：台所の棚作り替え工事
・小森：棚にあった「古い果実酒」等の整理
＜トピックス＞
＊雨・雨・雨、昨夜から雨、朝も雨、終日雨
だった。
台風10号は、関東の太平洋上を北上し、
夕方、東北地方に上陸したとのこと
★「観測史上 初」だそうだ！
（迷走台風だった。）
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【写真】
下：果実酒などのオンパレード
「梅酒」「かりん酒」「ニンニクの
醤油漬」はたまた「スズメバチの
焼酎漬」まで！ まだまだある！

【写真】
右：マムシ酒

＜雑感＞
・山小屋には、「キリストの安息日」（日曜日）
は無い！晴れれば、毎日仕事だ！
そういえば、昔、こんな言葉があったなぁ！
『月・月・火・水・木・金・金』 オッ！これで七日かッ！⇒「高度成長期」遺産？？
しかし、山小屋は、雨が降れば「お・や・す・み」
（雨正月） フフフフッ

８月31（水） ☀

13℃ ブルブルッ 今日は冷えるな！ 2:45起床
昨夜（23：00頃）「満点の星」だったが、今朝も引き続き星が綺麗だ

＜歳時記＞
・小屋の入り口の「リンドウ」が、咲き出した。
（「仙人」が丹精込めて、育成した成果がヤット実を結んで来た。）

【写真】
下：小屋入り口のリンドウ
“みごと”

＜エピソード＞
・「リンドウ」は、仙人が好きで、10年以上前から、小屋のあちらこちらに株分けして
植えてある。
ところが、初めて小屋のスタッフになった者は、必ずと言っていいほど失敗する話
がある。
小屋開けの頃のリンドウは小さくて他の雑草となかなか見分けが付かない、そこ
で「踏みつけたり」「雑草と一緒に刈り込んだり」してしまう訳だ！
仙人：アアアアアーーーーッ！ トホホホ！
【雑 感】
かく言う、小生も苦い経験を持つ一人なのである。 仙人、ゴメン！！
昨夜、あれほど雨が降ったのに「水」「温
他にも、小屋の周りには、色々な花などが植えてあるので、要注意だ！
泉」とも異常なし！
ホッとする瞬間だ！
（★今年は、一度も故障していない
＜作 業＞ :6:30～16:00 ★いやぁーーーッ 今日もハードだった。
成績優秀 “金メダル“）
・三浦・小森 ： 丸太橋の点検 ⇒ 異常なし
良かった！
・三浦 ： 台所の棚造り ⇒ 完成！スバラシイ！！ 「技に脱帽！」
・小森 ：プロパンガスの点検（チョットガス臭かった。） ⇒ 原因見つからず
（大丈夫そうだ）！
古材の片づけ ・風呂掃除 次から次へと、仕事はイッパイある。
＜トピックス＞
＊「アーベンロート」を見た。 長年小屋に居るが、初めてだ！
18:35露天風呂に入っていると、「白馬鑓ヶ岳」のピークがピンク色に染ま
った。 オッ！スバラシイ！！
（ほんの一瞬の出来事だった。）
【考察：なぜ今迄見たことが無いのだろう？】 と、考えてみた。
①後立山連峰は、午後になると、決まって、ガスッて来る。
②18:00頃は、お客様の夕食のお相手をしている時間だ！
★身近なことも、意外と判らないものだ！

＜朝の日課＞
まず、起床すると、露天風呂に行き「水・
温泉ヨシッ！」 （これで、一安心）
その後、洗顔など、身支度をして一日が
始まる。
★唐松・白馬の「灯」確認
★夜空の星の状況確認
★室内温度のチェック

◆それが終わると「プシュッ」とプルトップ
を開け、昨日の日記を書く
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山小屋日記（2016..8..26～9.15） 【その2】
9月1（木） ☀

12.5℃

2：:50 起床

降って、来るような星、宇宙の壮大な芸術だ！
（昼間：青空をバックに、「スジ雲」 秋だなぁーーッ！）

【写真】
◆今日は「お・つ・い・た・ち」 （昔なら「お赤飯」・「尾頭付き」で・・・・・・・・。）
宿泊棟入り口から奥を望む
しかし、山小屋では、そうはいかない「まかない料理」で豪勢？に、いこうじゃないか！！
＜作 業＞
・三浦 ： 台所に「調理台」「各種棚」を造った。（大仕事！！）
★いろいろ、棚を造ったので、「収納」が、バッチシ！！
・小森 ： 室内掃除
宿泊棟、周辺の片付け
宿泊棟の入り口と、石垣の間に有った昔からの古材処理 右の写真 →
（殆ど「腐蝕状態」の古材だった。）
9月2（金） ☀
3:00 起床
15℃ オリオン座が雲切尾根上空に、全て姿を現す
ようになった。（3:00）
＜作業＞
・三浦 ： テレビのリモコン入れを上手に作った。（今迄は、ダンボール製 ペロペロ）
事務棟の倉庫に棚造りなど、事務棟内が綺麗に片付いた。 有難い！
・小森 ： 休み ⇒ 大きな仕事が一段落したので、仙人池ヒュッテ・池の平小屋
へ「登山道の確認」を兼ねて 「挨拶」に行かせて頂いた。
（今シーズン初）

仙人池ヒュッテ・池の平小屋訪問記
小屋 → 第一雪渓点→喉の滝 →ヒュッテのポンプ → ヒュッテ →
8:00発
8:30
8:45
9:00
9:30ー9:45
帰路→→ →→ヒュッテ→→→ →→仙人温泉小屋
12:15発
13:30着

池の平小屋
10:15ー10:55発

★オオーーッ！ スッキリ
十数年来？の懸案が解決！！

【写真】
池の平小屋
右：管理人 Ｓ．Ｋさん
左：スタッフ Ｔ．Ｙさん

だたいまぁーーッ！完

◆仙人池ヒュッテ：オーナーのＳ．Ｍさん スタッフの「博多のＫちゃん」が温かく迎えてくれた。
（帰りに立ち寄りお湯を頂き、持参の「カップラーメン」を食べた。）Ｇｏｏｄ！
アッ！そうそう！ ビールご馳走様でした。
◆池の平小屋： やぁ・やぁ・ヤァーッ！ 『お久しぶり！』 ぺちゃクチャ！ぺちゃクチャ！
おっ ビール！ 悪いなぁーー！ プシュッ！！ ありがとうございました。
＜登山道＞（小屋～剣方面）
・完全に雪は無かった。 （例年だと、この時期は、まだ残雪（雪渓）がある。）
★特に昨年は、今頃でも、雪渓がビッシリあった。
★まだ、シーズン折り返し点
頑張って下さい

＜トピックス＞
＊「仙人谷第一充・変電所」のターミナルの「＋・－」を逆に接続してしまった。
★バチン！！ 「火花」が飛んで『♪はい それまでぇーーよッ！♪』
「芥川賞」だ、「植木 等」だ、などと言っている場合ではなかった。
（ヒューズ切れ） “オー マイ ゴォーット”
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9月3（土） ☀

17℃

2:45起床 空は、満天の星

【写真】
高橋さんのお土産の数々

◆高橋さん上山の日 12:55着 お帰りなさい（チョット バテ気味かな？）
【お土産】
〇「鯖の玉子」 ⇒ 「いしる漬け」 （いしる：魚の魚醤）
〇「フグの卵巣」 ⇒ 「塩漬け１年→ぬか漬け２年 “毒が消える”」
★「酒の肴」には“もってこい” 一杯が二杯、二杯が三杯、進む・進む！
〇生ラーメン・納豆・長ネギ・・・・・・・。
重いのに、悪いね！！ ごっつあん！
＊高橋さんが帰ってくると、賑やかになる。（人柄かなぁ！）
＜作 業＞
・高橋さんの布団干し (早く帰って来いよぉーーーッ！！）
・宿泊棟などの掃除
・風呂掃除
・「後立山連峰遠望」をコンパネに描いた。（完成） ★下の写真参照

「後立山連峰遠望図」
【写真】
下：遠景
写真の左下の白い岩について
は「9月10日の日記」を参照願い
ます。
？？さて、なんでしょう？？
【写真】
右：拡大版
山のピークの文字
が「山名」（左から）
・旭岳
・白馬岳
・白馬鑓ヶ岳
・天狗の頭
・不帰の剣
・唐松岳
・山荘
以上、6座＋１です。

9月4（日） ☀

18℃温かい 2:45起床 上空に少々雲あり、 唐松・白馬の灯見える。
“朝焼け唐松岳方面が真っ赤に染まる。 5:20頃”
気象：午後、遠くで、雷鳴あり、17:00頃激しく雨が降る。→暫くして止む

＜作 業＞
・高橋・三浦・小森の3人で、「事務棟」の屋根改修工事
＊北側、半分のトタンを剥がして、シートを被せて、再度、トタンを打ち付けた。
3人で、超 スピード作業 雨漏り対策完了
＜トピックス＞
＊宿泊された女性が 『あのぉーーッ！靴の底が剥がれそうなのですが！』
なんと！片方の靴の底がパクパクしているではないか、早速、手拭で応急
処置をしてあげた。 （もしもの場合のために「銅線」を2本差し上げた。）
阿曽原までなら、これで何とか行けるでしょう！！

パラシュート釘
波トタン板を打ち付け、
雨漏りを防ぐ釘
？知っていましたか？
小生は初めて！

【余 禄】
最近、登山靴の底が剥がれるアク
シデントが急増しているので、呉々
も、山行前の点検を怠りませにようご
注意して下さい

9月5日（月） ☀ ⇒☂ 12:45頃から降り出した。

18℃風がなまぬるい

＜作 業＞
・三浦・小森：小屋周辺の土木作業
★午後は、雨が降り出したので、作業中止

3:00起床 空には星が輝いていた。
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【写真】
収穫した
マイタケ

＜トピックス＞
＊露天風呂の石垣の石に「文字が掘ってある」のを発見
？誰が・何時頃掘ったのだろう？ ？何の目的で？
？何んて書いてあるのだろう？
興味津々だッ！！
(★下の写真参照)
＊「マイタケ」収穫 仙人が何処からか採って来た。 オッ！凄い！
（★場所は、秘密！！）
【写真】
露天風呂の湯出しパイプのところに、石垣を組
んだ （高橋さん施工！）
★湯は、石垣の最上部から出る。

【写真】
拓本を取ったが、花崗岩でゴ
ツゴツしており、そこに文字が
掘ってあるので、文字が旨く
浮いて来ない！ 残念！
文字のあった石
この縦長の石（小さい）
（ｈ250ｍｍ×ｗ５０ｍｍ程度）

【仙人語録】
9月6日（火） ☂ ⇒ ☀ 19℃風がなまぬるい

2:30起床
空には星が輝いていた。

写真は、「缶つぶし器」

『のんでつぶした人生もある。』
（上記の文が、向かって左の柄に書いてある）

◆水谷さん上山の日
＊三浦さん：迎え・歩荷のため下山 9:00出発
＜作 業＞
★雨が降っては止み、また降る、の連続のため、作業中止
・温泉のダム（湯畑）点検 ⇒ 異常なし
＜その他＞
・スタッフが、上山すると「里の食糧」が歩荷され、新鮮な物が
食べられる。
★野菜・納豆・魚類 その他
なんと言っても「緑（野菜）」が欲しい！

ワッハハハハハッ ズバリ！その通り！
言い得て妙！
“そこの御仁、写真の缶のように人生をづぶし
なさんなよ！
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山小屋日記（2016..8..26～9.15） 【その3】
9月7（水） ☀ （夕立あり） 18℃

3:25 起床

【写真】
石段建設
★剣岳方面への出発点
石を、ワン・ツー・スリーフォー

朝：霧雨

＜作 業＞

オオーーッ！バッチリ！
歩き易くなった。

ここに「
「
岩」
が有ったのを移動した。

・小森 ： 小屋入り口に休憩所横の注「岩」を移動した。（これからだ！フフフフッ！）
剣岳方面に向かう登山道入り口に石段を建設した。
【豆辞典】
これを「岩」と言うか「石」と言うか？それが問題だ！
＜辞書を紐解くと＞
岩：大きな石
石：岩のかけら

だ、そうだ！

★岩と石は学術用語ではないので、明確な定義は無い。 らしい！
結論：岩と石の境目は、概ね一抱えより大きいか・小さいかと言ったところ
ウーーームッ！ なるほど！

9月8（木） ☂ （終日） 19℃

スッキリ！

2:45 起床

朝：霧雨

◆水谷さん下山日 12:00 ☂の中を出発
＜作 業＞
★今日は、雨のため作業は中止 「雨正月だ！」
＜トピックス＞
＊「焼き物（野焼き）」の「窯出し」をした。

【写真】
「お土産品」と「スタンプ各種」
注意：「焼き物」はもろいので、
慎重にお持ち帰り下さい

【たわごと】
◆ 『週に１回、雨が降り、“雨正月”だとするとなると、「正月
」
毎に、ひとつずつ歳を取るので、早く歳をとっちゃうな』
● 『と、言うことは、シーズンが終わると、浦島太郎だッ！』
おもしれぇッ！！ ワッハハハハ！Ｇａｈａｈａｈａｈａ！

【写真】
「お土産品コーナー」
受付（フロント）横に開
設しました。

【写真】
「温泉分析書」
受付（フロント）横に掲示してあります。
成績結果（抜粋）
本泉は、（昭和23年法律第125号）第2条
に規定する温泉の規格に適し泉質は、単純
温泉（低張性・弱酸性・高温泉）に属するもの
と認める。
(株) 環研 代表取締役 ○○○○

「温泉分析書」
１．申請者
2．源泉および・・・・・・・

6．泉質・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・○○○○

9月9（金） ☁

17℃

8／
Chokomaka

3:00 起床 朝、雨が降っていたが止み 11:00頃また降って来た。
【木工細工をする三浦さん】

★

火星

←東

月

【心遊びに】
天空ショー
南南西 18:45の夜空
南

＜作 業＞
・三浦：「お土産品コーナー」の棚を造った。
・小屋回りの土木工事
＜トピックス＞
＊高橋さんが「石油ストーブ」を出した。 そろそろ冬支度！
＊受付（フロント）の飾り付け （写真は、前ページ参照）
・お土産コーナー
・スタンプコーナー
・温泉分析書掲示
★なんと！高橋さんが「リンドウ」を一枝飾った。 オーーッ ビューティフル！！
＜その他＞
・小屋前の登山道を通過する人も無し！ 野猿があちらこちらで騒いでいるだけ！
なんと！池の平小屋では「8℃」だった
そうだ！ 「気温差：6℃」

9月10（土） ☀

14℃ 3:00 起床 満点の星空 毎日同じ時刻だが、オリオン座が南へ南へ 季節の移ろいを感じる！
★だいぶ冷え込んで来た。 久し振りに「唐松」「白馬」の灯が見えた。 “今日は、いい天気になるぞ”

◆大西さん上山の日 12:50到着
＜おみやげ＞
・カツオのたたき・納豆・唐辛子・ワインなどなど！
ありがたい！ 頂きまぁーーーす。
＜作 業＞
・休み
■今日は、三浦さんと二人で「仙人池ヒュッテ」「池の平小屋」へ 「案内」と「紹介」を兼ねて、散策をした。
★仙人池に映る「逆さ八峰」・仙人峠から先の「圧倒的な岩峰」を堪能した。
・仙人池ヒュッテと、池の平小屋の熱い歓待を受けて、そこを辞した。（小屋出発：7:00⇒小屋着：12:00）
★小屋に帰ると、高橋さんがサンダーで、「方位岩」を丸く・平らに削ってあった。 お上手ッ！
＜その他＞
＊「夕食後？あるお客様」 と話していると
「登山」もやるが、「ライダー」とのこと！
お客様 :： 『バイクで16回も骨折してしまいました。』
云々！
・・・・・・ ： 『エエーーッ！それでは、ターミネーター じゃん！』 言葉が悪かったかな “失礼”
★世の中には「大した人」が居るもんだ！ 読者の方は、やらないでしょうね！
♡ チョット横道 ： その方は「遠距離恋愛」でＬｏｖｅ・Ｌｏｖｅなのでした！
内緒！ふふふッ！

「小屋入り口に設置した「方位岩」
これが「岩」か「石」か、議論の発端

【写真】
「小屋入り口全景」

【写真】
仙人池と八峰

【写真】
赤丸のあたりが、基準点、岩のある場所
（小屋入り口）

坊主山のチョット下あたりが、北
Ｎ

左下の白い岩に「方位（ＮＳＷＥ）を書いた

方位岩

【写真】 上
「方位を記入した岩」
凹凸の表面を、高橋さんがサンダーで丸く削った。

南東方向
この方向200ｋｍ先に
オーナーの自宅あり
（さて、あなたの家は？）

9月11日（日） ☀☁

16℃風が、なま温かい

2:30起床

★スーパードライの一口が「五臓六腑」に沁み渡る。

唐松・白馬の灯は見えるとも、星わずか

9／
Chokomaka

“極楽 極楽”

【至極の時間】
起床 → 湯・水の確認→洗顔・身支度 → 気象（気温）チェック・・・・・。
その後、ソォーーとッ！部屋に入る。
しかし、ビールの「プシュッ」は、暗闇の静寂を破る。 次に「ごっくん ゴックン」 音を立てずにいられない
“旨い”
それから、昨日の日記・その他諸々を考えながら、夜明けまでのゆるりとした時間を過ごすのが「至極の時間」なのである。
“近くで寝ている、高橋さんごめんなさい”
＜作 業＞
・「方位岩」の赤ペンキ削り 簡単と思っていたが、なかなか手ごわい！（半日掛った） フゥーーーッ！
＜トピックス＞
＊高橋さんの「囲碁」相手のＭさん来る。
ふふふッ！ 二人とも真剣だ！ （邪魔しないようにしようッと！）
＊昨日訪問した、「池の平小屋」のＴ．Ｙ女史が、突然現れた。 （丁度、岩を削り終わったところだった。）
あれッ！ 良く来た！良く来た！ さあ、部屋へ上がって！上がってッ！
これ、食べろ！ アレ飲め！
ワッハッハ！ワッハッハ！ 楽しい時間が溶けた後、小屋に戻って行った。

9月12日（月） ☁ ⇒ ☂ 15℃

3:00起床 星、わずかに見える（高曇り） 唐松・白馬の灯見える。
◆三浦さん下山の日 6:15 出発 今シーズン初めての下山、戻りは、21日（予定） ゆっくり
リフレッシュして来て下さい！
＜作 業＞ 6:30～15:15
＊今日は、雨が降って来そうだったので、作業を早く始めた。 案の定、15:00に降り出した。
・風呂掃除
・小屋回りの土木作業

9月13日（火）☂☁

17℃ 3:00起床 雨が降っているが、唐松の灯は見える。白馬の灯は見えず
起床の１５分前頃激しく降っていたが、「水など、大丈夫かな？」
気が掛りだったが、「水・温泉」とも異常無し！
ホッ！

＜作 業＞
・小屋回りの土木作業

★「大仕事」は、ほぼ目標通り終わった。

9月14日（水） ☁ ⇒ ☂ 17℃

3:00起床 昨夜から雨
唐松の灯見えず
＜作 業＞
・なし
＜その他＞
＊明日の下山に備えて「私物の整理」「パッキング」その他 （今日は、ゆっくりさせて頂いた。）

9月15日（木） ☁

【写真】下
綺麗に片付いた
入り口

16℃

3:00起床

星見えず

【写真】 下
三浦さんが作った「スリッ
パ入れ」 おみごと！

唐松山荘の灯見えず

◆今日は、下山の日 5:25発 早く出発して、「下の廊下」方面を偵察した。
さあ！次は小屋閉めだ！！

大露天風呂は、今年から
「男女別時間制」にさせて頂
いて折ります。
（男女入浴中表示看板をご
利用下さい）
また、入浴の際、白濁等し
ていると、底の石が見えない
場合がございますので、十分
ご注意して、ご入浴をお楽し
み下さい
主

【写真】
入浴時間と、男女の入
浴中表示看板

男女の入浴中
表示看板
男女の入浴
時間割表

【写真】
入浴時の注意書き
（右の文が書いてある）

お客様各位
大露天風呂の底は深く、人生の如く
山あり谷あり（ 凸凹）
になっております。
入浴の際は、十分ご注意して下さい！
決して転・ 滑落なきよう！
主

「ご入浴にあたって」

