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ヨセミテヨセミテヨセミテヨセミテ国立公園国立公園国立公園国立公園（（（（7777 月月月月 17171717 日日日日～～～～20202020 日日日日））））    

【報 告 者】石丸・山本・井上 

【日   時】2006 年７月 16 日（日）～23 日（日） 

【参 加 者】石丸・山本・井上 

    

7 月 17 日（月）（サンフランシスコからヨセミテへ）  

【天候】晴れ   【報告者】井上 

 

≪≪≪≪コースタイムコースタイムコースタイムコースタイム≫≫≫≫    

サンフランシスコ郊外 06:30→R580→R205→R120→R108→R120→ヨセミテ北西ゲート

13:00→ヨセミテ国立公園 14:00 

 

朝5：30頃起床。サンフランシスコから車で30分程のバークレイという町のモーテル。

昨日は到着が 22：00 でほとんど町の様子が分からなかったが、学生の町に似合わず閑

散としている。7 月というのに空気もひんやりと冷たい。やっぱり海外にきたら日本と

気候が違うよね～ああ気持ちい！と大いに満足する。ヨセミテはもっと寒いんだろう

な～。（後にこのコメントは取り消すはめになる）今回のヨセミテ山行は、いろんな意

味でカラーの違う異色のメンバーだ。きっと面白エピソード満載な楽しい旅になるの

は間違いなしとワクワクしつつ、ヨセミテシスターズの愛車シルバーの jeep でいよい

よ出発する。スタートのドライバーは山本さん。 

《余談》 

今回のドライバーは、石丸さんと山本さん。私はナビ係。振り返れば、今村さんから

お借りした地図と石丸さんがネットで出した分岐地図を握り締め（地図は本当に大活

躍でしたありがとうございました。）ハイウェイの看板を凝視しつづけた 1 週間。全走

行距離は 2000km 近く走ったはず。今回は山よりもナビに体力及び集中力を向けてい

たことは素直に白状したい。しかし、日本ではありえない距離を無事に運転してくだ

さった石丸さん・山本さんには本当に感謝しています。ありがとうございました！ 

 

町を出るとすぐにハイウェイ 580 号線に出る。当然ながら右車線・左ハンドルのアメ

車しかも単位はマイルだのガロンだのだからすぐ慣れろというのが無理な話。初体験

の 6 車線に圧倒されながらもガールズトークも楽しく順調に進んでいく。 

しかし、アメリカ人はみんな飛ばす飛ばす！120 キロ走行。登板車線など皆無である。

しかし、むやみに幅寄せしてきたり、クラクションを鳴らすなどはせず、道もよく譲
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ってくれる。さすが西洋マナーの国ねと感心した出来事だった。 

順調に 3 時間ほど走ったところで、マンテカという町を通過したあたりで、西に行く

はずが南に進んでいる。こちらのハイウェイは降りる数マイル前にはたくさん標識が

でているのに、肝心の出口には豆粒ほどの看板だったり出口の先に地名がでてたり、

通り過ぎた直後『わぁぁぁーーーっ間違ったーー！！』と絶叫することその後数回。 

というわけで、いまさら戻るわけにも行かず、石丸さんが機転を利かせて迂回し今村

さんの地図で元の道に戻るルートを確認。1 時間ほどのロスの後無事元の道に戻ること

ができた。 

しかし、さすがアメリカでっかいなあ。左右は見渡す限りラクダ色の枯れ草と岩。『こ

れは 11 月の阿蘇ミルクロードやね！』一同うなずく。遠くに発電用の風車が点々と並

んでいる。のどかだ。緑の草原を想像していたが、そういう景色はほんの僅か。遠く

にシェラネバダ山脈がかすんで見える。たまに町を通るも 10 分も進めばまた荒野。車

なしでは無理というのも当然。というか車ないと死活問題・・よね。 

お昼も過ぎた頃、ようやく看板にも YOSEMITE の文字が目立ってきた。出発前に松

下さん情報で、R120 は通行止めだという情報が・・しかし、こちらでの情報はマーセ

ド経由 R140 が通行止めだとか・・。散々迷った挙句、現地での情報を優先するとい

うことで 120 号線をすすむ。このあたりから、勾配が出てきてカーブも多くなりあっ

というまに、車窓からの眺めが壮大になってきた。順調に進んでいるのを見るとどう

やら通行止めはR140だったようだ。と同時に、モーテルやB&B等の施設も多くなり、

よいタイミングでガソリンスタンドを発見。かなり標高も高そうだしどんなに寒いこ

とかしらと、おそるおそる外に出ると『！？！』『暑いっ！なにこの蒸し暑さっ！』バ

ークレーを出た頃のすがすがしさは、微塵もなくただただ暑い。それでも公園内は涼

しいことを無理やり信じ、再出発。程なくしてやっと公園のゲートに到着入園料 20 ド

ルを払う。しかし、滞在先のヨセミテビレッジまではさらに 30 分車で進めとのこと。

途中車を下り有名どころのブライダルベール滝やエルキャピタンの絶壁を眺めるもと

にかく『暑いっ！』そそくさとに車に戻る。14:00 やっと公園の中心ヨセミテビレッジ

へ到着した。今回はカリービレッジ（簡易ベット付テントキャビン：別名野戦病院）

なので、さらに 5 分ほど車で進み、まずチェックインし場所を確認したところで、駐

車場から灼熱の園内を全荷物を引きずり、我がテントキャビンへよれよれと到着。想

像と違いキャビン内は清潔で、ベットの広さも十分。大きな鏡付きドレッサーまで備

え付けてあり、思っても見ない配慮が女性にとってはかなりうれしい。 

正直なところ、ヨセミテに着いたという感動よりも圧倒的な暑さに唖然としていて、

この日の記憶はただただ暑さに支配されとぎれとぎれ。想像していた寒いくらいの気

温と抜けるような真っ青な空。・・ではなく、灼熱の暑さに日本でよく見るうす水色の
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空。でも景色は本で見たままの壮大なヨセミテの景色。なんとも不思議な感覚である。 

簡単に、遅い昼食をすませ園内循環バスで 1 周してみる。 

園内にあるインフォメーションセンターで、情報収集するも思ったより資料はなく地

図は土産屋で買わなくてはならない。ここで唯一得た有益な情報は◎18 日の天気 晴

れのち雷 気温 43℃ ◎19日の天気 晴れ 気温42℃ 石丸さんが無言で指差した、

天気予報の看板をしばし凝視する。そしてこれらの暑さが日常的なもので今日の暑さ

は特別でもなんでもないのだと悟ったのだった。 

 というわけで、明日は雷の予報だし予定のハーフドームは中止。とりあえず有名ど

ころで軽めのトレッキングで暑さ慣らしにしようと決定。行き先はミラーレイクと滝

めぐり。明日に備え 23:00 頃には就寝した。 

    

7 月 18 日（木）（ミラーレイク・バーナルフォール滝）  

【天候】晴れのち雷  【報告者】井上 

≪≪≪≪コースタイムコースタイムコースタイムコースタイム≫≫≫≫        

カリービレッジ 9:30→バレーシャトルバス停 10:00→ミラーレイク→バレーシャトル

12:00→ハッピーアイルバス停 13:00→バーナルフォール滝 14:00→ハッピーアイルバ

ス停 15:00→カリービレッジ 15:30 

 

予報どおり快晴！昨日の猛暑の跡は消え朝のうちはさすがにまだ涼しい。今日は午後

から雷の予報もあるので早めに出発・・と思いきや。行動食購入で立ち寄ったスーパ

ーで長居をしてしまいビレッジを 9:30 に出発。出遅れてしまった。今日の見所は、

Mt ワトキンス・ハーフドームを湖面に美しく写しだすというミラーレイクとハーフド

ームの裏に位置するバーナル＆ネバダ滝のトレイルだ。 

まずはミラーレイクを目指し循環バスのバーレーシャトルバス停で下車、レイクまで

は歩いて 30 分だ。道幅は広く木陰もたくさんあり、日本ではなかなか見られない巨木

の木立の中るんるんと進んでいく。横をマウンテンバイクの親子が楽しげな会話をし

ながら颯爽と通り過ぎていく。 

程なくすると道は狭まりさらに歩き進む。いよいよミラーレークか？渓流沿いではあ

るが、しだいにその流れも遠のき、進めど進めど湖は見えてこない。道を間違えたか

な？・・と思ったそのとき、『あっ！これもしかして』と後ろ二人が叫ぶ。 

二人の指差す先には確かに『ミラーレイク』と誇らしく説明された看板。そしてその

先には・・・どこをどう見ても、池。いや沼。いいやこれはドブ！写真で見慣れた美

しくハーフドームを映し出す様ではなく、ぷかぷかと木屑や小さい落ち葉が湖面を埋

め尽くし、明らかに澱んでいる。看板と湖面を交互に指差しながら『これがあのあれ
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（ミラーレイク）？』『うそやろーっ』『サギやん』『埋め立ててしまえーっ』こんな結

末まるでコントだ。オチにツッコむ芸人のごとく全員で

大騒ぎ。あまりにもかけ離れたミラーレイクとの対面は

世界 3 大がっかりに入れるべき。と 3 人で話し合った。 

文句を言いながらも、しっかり写真に納めたところで、

さらに先へ。このコースは『ドブ』もとい『湖』をぐる

っと一周でき周囲約4.8kmの散歩コースになっている。

平坦だが、しばらく進むとやたら蚊が多くなってきた。

手足を動かしていなければ、何十匹もの蚊の大群に襲わ

れてしまう。しかも、馬のウンチも大量に落ちており、

それらをよけながら蚊も払いながら次第に歩く速度も

早足になり、逃げるようにして 12:00 ミラーレイクトレ

ッキング終了。なんだかんだと 2 時間しっかり楽しんだ。 

次こそは！と向かったのがバーナル滝。 

園内バスでハッピーアイルバス停へ 13:00 到着。そこから、トレイルを進み滝の頂上

までは約2.4km 滝の落差は 97ｍ このコースは別名ミストトレイルと呼ばれ滝のし

ぶきが舞い上がり霧状となりハイカーは全身びしょ濡れになるということだから、夏

にはぴったりのコースだ。ここでも、右手に広い川幅の渓流を眺めながら歩いていく

とやがてだらだらとした登りとなる。 

メジャーなコースだけに、登っている人たちもさまざまで 4 歳位のチビッ子から手を

つないだお年寄りカップルまで、自分のペースでそれぞれのハイキングを楽しんでい

る。しかし、皆軽装で薄着だ。サンダル履きで男女ともタンクトップで中には男性で

上半身裸というのも全然珍しくない。しかも、この暑さで帽子をかぶっている人はあ

まりいないのには驚いた。同じ人間で、なぜここまで差があるのか不思議だ。 

13:40 分岐点へ到着。ここから、左がバー

ナル滝。右がさらに上にあるネバダ滝のル

ートと分かれるのだが、まずはバーナル滝

を目指す。勾配も険しくなってきた。この

辺まで来るとその通り滝のしぶきが体にか

かって、目も開けられない。などとはしゃ

いでいたら、予報とおり雲行きがあやしく 

なり、あっという間にぱらぱらと小雨が降

ってきた。しぶきと雨のダブル攻撃に打た

れながら、さらに 30 分程登ってバーナル滝

【疑惑のミラーレイク】 

【バーナル滝にて】 
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へ到着。柵はしてあるものの、ごうごうという爆音と急流を眺めているとかなり怖い。

頂上は広場になっており、しばらく涼を楽しんだ。そろそろ、ネバダフォールへ行こ

うかと話していた矢先、『ゴロゴロゴロ～』と雷鳴が・・。ヨセミテシスターズのやる

気もさすがに雷様には負け、ネバダフォールは断念し早々に下山。途中さらに雨がふ

りだしここでも、早足で駆け下りる。15:00 到着。本日のトレッキングは無事！？終了

となった。 

天候のせいとはいえ、見たかったなバーナルフォール・・。やはり心残りだ。 

核心の明日だが、やはり石丸さんはハーフドームに挑戦したいという。私はというと 

距離よりも、この暑さに耐え切れるか不安もあり、山本さんとアッパーヨセミテフォ

ールへのトレッキングをすることに決めた。 

いよいよ、明日はメインイベントに挑戦！早速、スーパーで食料調達やら荷物の準備

やらでだんだんと気分も高まってくる。 

とにかく怪我なく思いっきり楽しんでこよう。お互い下山後の報告が楽しみだ。 

 

7 月 19 日(水) （ハーフドームトレイル） 

【 天候 】晴れ  【報告者】石丸 

《コースタイム》  

トレイルヘッド(6：10) → ミスト・トレイル → ネバダ・フォール分岐 → リトル・

ヨセミテ・キャンプ場 → ハーフ・ドーム（10:30）→ ミスト･トレイル→ トレイ

ル･ヘッド（15:00） 

 

 たぶん、もう来る事はないだろう･･。猛暑のヨセ

ミテでそう思った私は、40 度を越える気温に一瞬躊

躇したものの、気を取り直して往復 26.2km：標高

差 1,251m：８～12 時間かかると言われているロン

グ･トレイル、ハーフ・ドームへ行ってきました。 

 トレイルヘッドのHappy Isles Bridgeまで園内バ

スで移動出来るが、バス運行時間が午前７時からの

ため、５時 45 分には宿泊地の Curry Village から歩

いて移動した。 

とにかく涼しい時間の間に、登りの部分を終わって

おきたかった。午後には気温 40 度を越えてしまう。

倒れるかもしれない･･･。 

 早朝は、やや涼しいが、湿気があるのですぐ汗だ
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くになった。でも、誰もいないトレイルを歩くのは気持ちがいい。バーナルフォール

とネバダフォールのすぐ横を歩くミストトレイルは、滝の水しぶきが舞い上がる文字

通りのミストの道で、この辺りは爽快で順調そのものである。ネバダフォールの分岐

点で休憩ﾎﾟｲﾝﾄがあり簡易トイレが設置してある。私は、なぜかここに水場があると思

い込んでいた。滝も直ぐ横にあるし･･。しかし水場は無かった。水の残量 500ml、か

なり不安･･。太陽がサンサンと照り始めている。ここからキャンプ場までは平坦な道

を進む。キャンプ場に川は流れているものの、飲める感じの流れではなかった。ガイ

ドブックには、浄水器を使い水を補給と書いてある。最悪の場合、この水を飲むしか

ない。 

 ここから、また登りが始まる。木立はあるものの無風で蒸し暑い。水が足りない･･。

トレイルに鹿やリスが飛び出してきて逃げる様子も無いが、なんか今はどうでも良か

った。そんな事より水が欲しかった。日差しが強くな

り日陰がだんだん減っていく。後続の若者達が追抜い

て行く。へたって座り込んだ時、地面から染み出して

いる水が小さな流れになっている場所を発見。ペット

ボトルに入れて見たところ無色透明だったので飲ん

でみたら、とても冷たくて美味しい･･。うぅ～生き返

った･･。さっき追抜いていった若者達も追抜いて、さ

かさか歩いた。ハーフドームの岩塊がやっと近づいて

きて岩肌を登りだす。もうカンカン照り！外国人は裸

同然。なんであんなに脱ぐのだろう？ よっぽど暑い

ような気がするのだが･･。 

 最後の核心、岩肌に続くケーブル 270m の登り、ほ

ぼ 45 度の傾斜である。そして、たくさんの人々が登

ったお陰で、花崗岩なのにツルツルに磨かれていた。さっさと登ってしまいたいのに、

渋滞して一行に進まない。私の 2 人前にケーブルの幅イッパイに岩があった･･？？い

や･･岩じゃない！少しずつ動いている･･？ あっ！ケツだっ！ケーブルの横幅イッパ

イに広がっているデカ尻だっ！１歩登っては呼吸と共に大きく揺れている。急登のた

め、腰から上は全く見えない。しかし、お行儀良く皆さん待っているので、私もその 1

歩 1 歩をずーと見守りながら 1 歩 1 歩登った。 

 無事頂上に到着すると、そこは結構広くて大パノラマの風景が広がっていた。標高

は 2,695m あるがやっぱり暑い、風が通るので幾分涼しくは感じた。遠くに残雪の残

るシエラネバダ山脈が見えた。4000m 級の山々が連なっているジョン・ミュア･トレ

イルと言う長大なトレッキングコースがあるそうだが、この暑さじゃ･･･と何も考えら
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れなかった。 

 ケーブルを使っての下りは、結構厳しか

った。足は滑るし、手は疲れてくるし･･。

あのデカ尻はどうやって下るのだろう？興

味はあったが、見ている時間は無いのでサ

ッサと下った。帰りは、ほとんど日陰が無

くなり炎天下での歩き。別のトレイルコー

スもあったが、ミストトレイルが一番涼し

いので、同じコースを黙々と歩き、午後 3

時トレイルへッﾄﾞに到着。往復 9 時間の猛

暑トレッキングは終わった。ふぅｯー、暑か

ったぁ～。 

 

7 月 19 日（水） （アッパーヨセミテフォール） 

【天候】晴れ   【報告者】山本  

7 月 19 日 （アッパーヨセミテフォール 往復１１．５ｷﾛ 高低差８２３m） 

 7:50 登山口－11:30 ｱｯﾊﾟｰﾖｾﾐﾃﾌｫｰﾙ（ｵｰﾊﾞｰﾙｯｸ）－12:40 ﾖｾﾐﾃﾎﾟｲﾝﾄ－13:00 下

山開始－15:20 登山口 

 

5:30 起床。今日は石丸さんはハーフドームへ、井上さんと私は体力的なことを

考えてアッパーヨセミテ・フォールへ。どちらもヨセミテ国立公園のシンボル。両

者分かれてポイントを押さえることになる。 

石丸さんは早朝に出発、私たちはバスの始発が 7 時でｶﾘｰﾋﾞﾚｯｼﾞの前に着くのが

7:20 と遅いのでゆっくりと準備。ほんとは灼熱の暑さをさけて午前中に下山した

かったのだけど登山口が遠いから仕方ない。登山口のあるキャンプ 4 まではシャト

ルバスで約 20 分。アワニーホテルなどを通り、いつか泊まってみたいなぁ～など

と空想しながら 7:40 キャンプ４到着。そしてバスを降りると燦々とした太陽が。。。

今日も一日暑そうだ。こんなにヨセミテが暑いなんて予想外（泣）。アッパーヨセ

ミテフォールは落差が７３９ｍと北米大陸一の高さで世界で 5 番目に落差のある

滝。上部４３６ｍのアッパーと最下部がロウアーと二段になっている。バスから見

えるロウアーだけでも十分高い。水量がなければ滝つぼで泳げたりもするらしい。 

やっぱりアメリカは広大で規模が大きいなぁと気持ちまで大きくなる。 
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7:50 キャンプ４を通り過ぎて看板の案内にそって歩き始める。このトレイル、

ヨセミテ最古のトレイルで作られたのが１８７３年。私が生まれる１００年前かぁ。

歴史の長さを感じるなぁ。と、感慨にふけりながら歩き始める。が、現実はいきな

りスイッチバック（九十九折）の急坂。木陰があるもののかなりの急峻にゼーゼー

いう。しかし高さはどんどんかせげてい

るのでうれしい。４０分ほどで２００ｍ

も高さをかせぐ。視界が開けヨセミテの

箱庭のようなバレーが広がる。疲れを癒

しひとやすみ。ガイドブックにはこれか

ら日陰がなく強烈な日差しとさらに長く

て険しいスイッチバックと書いてある。 

さて、気合をいれていかねば！と思って

いると、松葉杖をついて登っているアメ

リカ人女性とすれ違う。息子らしき子供

が一人とサポーターらしき男性が一人、計三人で登っている。こんなに急でしかも

こんなに暑い時に松葉杖で登るとは。 

なんて積極的なんだろう。パワーをもらいさらに気合がはいる。 

それからしばらく下りが続く、せっかく登ったにと残念な思いをしながら歩をすす

めるとﾖｾﾐﾃﾌｫｰﾙが現われる。このトレイルは滝の近くまでいける訳ではなくちょっ

と遠目からフォールを見るのだ。滝がもう少し近ければ涼しいのに～（泣）などと

思いながらも頂上の源流では涼めるはず！とひたすら登る。覚悟していた険しい登

りも途中途中でちょうどいい木陰があったり風のとおる場所があったり水が流れ

ていたりとオアシス的なところが設けられている。自然はうまくできている。 

11:30 オーバールック（見晴台）に到着。山頂の岩は柵もなにもなく、のぞき込

むと真下にヨセミテの集落が。。あまりの高さに興奮し井上さんと二人で「怖いよ

～」「（なぜか？）おかあさ～ん」を大声で連発し怖いもの見たさなのか（怖いなら

みなきゃいいのに。。。）、何度もこの高さを確認し叫び続け笑い続ける。 

 

 

しばらくきゃーきゃー叫んで落ち着いたところでご飯にしようということで少

し歩いたところに源流の川がある。足をつけると飛び上がるほどの冷たさ。「気持

ちいい～」と今までのきつさも吹き飛ぶ。ﾃﾞｻﾞｰﾄの缶詰のフルーツを川で冷やしな

がら、パンに缶詰のミートスパゲティをはさんで昼食をとる。アメリカに着いて結

構ごはんに悩ませられたけど、この時のｻﾝﾄﾞｲｯﾁはほんとにおいしかった（泣）。 

【た、高い～！広大だ！！】 
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せっかくなら１マイルほど先のヨセミテポイントまで行こうということになった。 

そこから１５分くらいで到着。オーバールックでは見えなかったハーフドームが見

える。あっちは高低差１２５１ｍだからさらに 3 分の１高いんだよなぁ～。石丸さ

んが見えるかなぁ～と目をこらすが、見えなかった。。。（当たり前か） 

しばらく景色を堪能し下山開始。途中、人の頭くらいある大きさの松ぼっくりと一

緒に写真を撮ったりして遊びながら歩く。 

しかし途中からなぜか二人は駆け足に。この暑さから少しでも早く逃れたかったの

だろうか。。2 時間１５分ほどで下山。 

それからスプライト、スプライトと連呼しながらカリービレッジへ。石丸さんは

すでに帰ってきてお互いの一日を報告しあう。ハーフドームはさらなる暑さだった

模様。でも涼しい顔をしている石丸さん。すごいなぁ。それからシャワーをあびた

り休憩して今日もグレッシャーポイントへ。昨日は出遅れて薄ぼんやりの景色だっ

たから（それも幻想的でよかったけど、）やっぱり夕日を見なくては！昼間の疲れ

もなんのその、車で 1 時間１０分ほど走らせて念願の夕日を見る。夕日が沈んでか

らもしばらく雲が赤く染まりいろいろな絵を見せてくれる。 

明日はもうここを離れると思うとちょっとかなしい。まあそれが旅の醍醐味だけど。 

 

7 月 20 日（セコイヤ国立公園シャーマン将軍の木）【天候】晴れのち雷 

4:20 起床。今日はセコイヤ国立公園まで行くため、朝の 5 時出発予定。 

そこにある一本の木「シャーマン将軍の木」に会いに行く日。 

まだ空には星が見えるくらい薄暗い中を出発。インフォメーションに鍵を返しにい

った井上さんとはぐれてしまい、駐車場も広いためになかなか見つからない。歩い

て探しに行こうとした矢先に井上さんが走って駆け寄ってくる。止めてた所に車が

ないからどうしようと思っていたみたい。それにしてもよかった！ 

5:30 皆そろって出発。ひたすら車を走らせる、途中ガソリンスタンドでガソリ

ンを入れる。車外にでるとひんやりしている。あんなに暑かったのはヨセミテがバ

レーだったから？岩にかこまれ熱が中にこもっていたのだろうか。。ガソリンを入

れようとカードを通すがガソリンが出ない。表示されているカードの指示はちゃん

としているのに、近くの地元のアメリカ人に井上さんと石丸さんが尋ねてみると、、

どうもレバーを上にしなくてはいけないらしい。よ～くみるとそんな絵がある。初

めてのことが沢山だけど一つ一つクリアしながら覚えていく。旅には知らないこと

をしっていくおもしろさがあるな。 

さらに行くと白いﾋﾞｸﾄﾘｱ調のロマンティックなホテルがある。ここがワウォナホ

テルらしい。園内で一番最初にたてられたﾎﾃﾙ。ヨセミテから１時間とちょっと離
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れているけどここも落ち着いてて女の子同士で泊まると楽しそう。すでに次回のこ

とを考えてしまう。 

ｶﾘｰﾋﾞﾚｯｼﾞから１時間半ばかりすると料金所が。。。「？？？」とおもっているとなん

とここがヨセミテ国立公園のゲートだった。もうすっかり一般道を走っていると思

いきや、なんて広いんだ、ヨセミテ。よこ道にはマリポサグローブへの道が続いて

いる。一瞬迷ったが、今日はシャーマン将軍の木があるからマリポサには寄らずに

先にすすむ。（後にこのことが後悔される） 

シャーマン将軍の木、「現存する地上最大

の生物」らしい。樹齢は２７００年。直

径 11m、根本の周囲は 31.1m。ｴｼﾞﾌﾟﾄの

ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞが建った頃に発芽したらしい。い

ろいろな点において地上最大。期待も高

まる。 

石丸さんが「地球の裏側から長い距離車

を走らせて一本の木に会いに行くのね

ー」との言葉にみんなで深くうなずく。

さらに期待も高まる。 

途中田舎道で迷ってしまいｱｸｼﾃﾞﾝﾄがあるもなんとかﾌﾘｰｳｪｲにのりなおし（すみま

せん私、睡魔に襲われ寝てました。。。） 

11:30 に無事到着。ビジターセンターでトイレ休憩をとるため車から降りるとおそ

ろしいくらいの熱風が。。。一瞬立ちくらみがする。シャーマン将軍の木はさらにそ

こから険しい山道を 1 時間いったところにあり、そしてさらに歩くこと１５分（ひ

っぱるな～）。さて、やっと会えるねー。と３人で歩いていると右手になにやら説

明のかかれた看板が。道の案内と思い「ちょっと道を確認していい～？」と石丸さ

ん。と近づくとそこには木の絵が。。。前を見るとそこには木の絵と同じ形の木が遠

目に見える。はっとして「もしやこれがシャーマンの木？」と一同一瞬止まる。 

とそれからは「縄文杉の方がでかい」とか「もっと違う出会い方がよかった」とそ

れぞれがそれぞれに言いたいことをいう。 

確かに大きい。でも期待の方が大きかったのか！？ひっぱりすぎたのか。。。縄文杉

を見てしまったからなのか。これだけの時間をかけて行くのは。。。 

でも実際に行ってみなきゃ分からないこともある。こんながっくりの時でもみんな

がいると笑いにできるから救われる。これがひとりだったら落ちこみからはい上が

るのに時間がかかりそう。        

残念な気持ちをかかえていると大粒の雨までふりだし、雷もなりだした。早々に退

【ヨセミテシスターズ！】 
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散し、帰りはひたすらﾊﾞｰｸﾚｰを目指して車を走らせる。一日の走行時間は１４時間

くらいあったのでは！？ 

最後はもうろうとしながらかなりの距離を運転してくださった石丸さん、となりで

ずっとﾅﾋﾞをしてくれた井上さん、ほんとにほんとにありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【ミラーレイクへ出発！】 

【ハーフドームの女王！？】 

【ヨセミテバレーを望む、 

ヨセミテシスターズ！】 


