
2018 年ネペンテス自生地探険ツアー 実施報告 
 
出発前 
最近では 2014 年、2015 年、2017 年とボルネオのネペンテスの自生地に行ってきましたが、今年 2018
年もボルネオのネペンテス自生地探険ツアーに行くことができましたので報告します。 
2017 年は日本人だけのネペンテス自生地探険ツアーということで 8 名の方に参加いただいて無事終了
できたので、今年も自生地探険ツアーを企画することにしました。今回の行き先は、ボルネオにしよう
か、インドネシアに挑戦しようかと検討したのですが、日程などの関係で今回もボルネオにすることと
なりました。行先としては、今回は N. edwardsiana, N. rajah, N. villosaなどを見るということで、トンブ
ユコン山(2579m)に登ることを中心に考えました。私自身は 2014 年にイギリスの探検隊に入れてもらっ
てトンブユコン山に行っていますが、その時はN. edwardsiana の自生地のすばらしさに満足してしまい、
写真を撮るのに時間を使い、N. rajah, N. villosaのある標高までは登りませんでした（N. rajah,はメシラ
ウで、N. villosa はキナバル山で見られたので）。しかしその後、2015年の地震以降 N. rajahが見られた
メシラウはいまだ立ち入りができない状態で、自生の N. rajah が見られる貴重な(入山可能な)場所はト
ンブユコン山だけとなり、またキナバル山とは形状の違うトンブユコン山の N. villosaもやはり見てみた

いということで、今回は頂上近くまで登ることを目標としました。通
常は山中テント３泊 4日で頂上まで登って降りてくるのですが、今回
は少しでも標高の高いところでの時間を作るために、山中テント 4 泊
5 日で前回は泊らなかった General Camp (2134m)にもとまることと
し、Wulu Camp(884m)、Musanf Camp(1524m)、General Camp 
(2134m) ,Kepuakan Camp(1006m) の 4泊で日程調整してもらうこと
とし、OK をもらいました。また日程的には成田-コタキナバル直行便
の日程を考えて、8 月６日から 13日のプランと 8月６日から 16日の
プランを考えて、16 日までのプランでは、さらに Miri に行って低地
性ネペンテス、そのあと Bario に行って N.veitchi bario を堪能するこ
ととしました。その後 13 日までのプランでは、通常認可が難しいキ
ナバル山日帰り登山が認可され、トンブユコン山の後にキナバル山に

も行けることとなりました。 
コタキナバル空港への送り迎え、現地での全宿泊、現地での全行程の移動、入場料、入山費、ガイド料、
現地での全食事が含まれて、探検参加費は、8月６日から 13 日のプランで、￡915、915 英ポンド(約 14
万円)、8月６日から 16日のプランで￡1551、1551英ポンド(約 23 万円)となりました。 
この内容で昨年同様に食虫植物愛好会の浜田山集会や田辺さんのホームページ、私のホームページ（ね
ぺんらんど）、メーリングリストなどで参加希望者を募ったところ、昨年も参加された方 6 名と初参加 2
名の 8 名の参加者が集まりました。 



今回のツアーは、山中泊となるので、テントや寝袋などの装備
が必要ですので、持ち物表などを事前に公開して早めに準備し
てもらいました。 
ところが探検まで一か月を切った時に、イギリスとマレーシア
から連絡があり、今回楽しみにしていた N. edwardsiana が周り
にはえている標高の高い General Camp (2134m)でのテント泊
ができないとの連絡が入りました。現地のガイドに聞いたとこ

ろ、環境保全の観点から国立公園が General Camp (2134m)での宿泊許可を出さないことがわかりまし
た。非常に残念な知らせでしたが、どうしようもありません。山中テント 4 泊 5 日は変えずに、Wulu 
Camp(884m)とMusanf Camp(1524m)に 3 泊することにし、天候によって 1 日を頂上付近までの登山、
2 日目をGeneral Camp (2134m)あたりでのネペンテス探索とすることとしました。  

荷物は、テント泊用品が重く、念のための飲み物なども入れる
と 70リットルの大型ザックで 18キロ近くになりました。まあ、
2014 年の探検で使用したものがほとんどでしたので、新しく購
入したものはほとんどありません。また、トンブユコン山は山ヒ
ルが大変多いので、ヒル除け剤を忘れないようにしました。前回
は○○ファ〇ターという商品を買って使ったのですが、見事に
ヒルにたかられ吸血されたので、今回は別製品のヒル下がりの
ジョニーというのを買ってみました。 

 
１日目 
さて、楽しみにしていた探検出発の日がやってきました。5 時半前には家を出発して、6 時前の成田エ
クスプレスに乗ります。しかし荷物は重い、メインのザックのほかにカメラや予備電池などは別の機内
持ち込み用のザックに入れて持ちます。電車はスムーズに進行して 8 時に成田空港に到着。マレーシア
航空のカウンターに向かいます。夏休み、お盆前ということで混んでいます、事前チェックインはしてあ
りましたが、マレーシア航空のカウンターは長蛇の列でした。すでに探検参加者の 4 名も並んでいるの
を確認してあいさつします。30 分ほど並んで荷物を預け受付完了。あれ、G ちゃんがいない…、いや今
年はほかの旅行に参加ということで、いないのでした。昨年はハラハラして待って、空港内をアテンドの
お姉さんの後をついて走ったことを思い出します。ポーター代などが必要で、今回はすぐにキナバル山
麓まで移動してしまうので、空港で両替しました。1 マレーシアリンギが 31円ちょっとでした(現地で両
替すれば 29 円ぐらいです)。出国審査して、ゲートに普通に歩いて進みます。定刻通りに機内案内され
て着席。今回は、非常口のわきの足元の広い席を選択しました。事前に非常時対応や英語での意思疎通が
できるか確認されますが、大丈夫だと答えます。約 6 時間のフライト、夏休みということもあり子供連
れで混んでいましたが、私の隣の席は空いていました、ラッキー。約 6 時間の飛行、機内では本を読んだ
り、映画館でも見たゴリラやオオカミやワニが大きくなって町で大暴れする映画を見て過ごしました。
14 時 10分、コタキナバルに到着、到着時には天候が悪く、雨で風も強く、かなり機体が着陸時にあおら
れヒヤッとしましたが無事着陸しました。日本との時差は 1 時間、時差が少ないので楽です。入国審査
して、出口から出ると、今回もキナバルエリアのガイドをしてくれるマイクが手を挙げて待っていてく



れました。やあやあ一年ぶり、今年も来たよとあいさつします。ここで、別便で先についていた今回初参
加の方とも合流、無事探検参加者 8 人がそろいました。早速車に乗ります。大きな 4 列シートのバンに
8 人とマイクと、これまたいつものお馴染みの運転手さんが乗って、荷物は別の車に。このままキナバル
山のふもとまで向かいます。先ほどまではすごいスコールだったようですが、すでに止んでいました。コ
タキナバルの街を抜けて、キナバルに向けて徐々に標高を上げて進んでいきます。思えば、キナバルに来
るのももうこれで 5 回目(ボルネオは 7回目)です。よくまあ飽きずに来ているものです。2時間ほど走っ

て 16 時半にキナバル山の登山口につきました。ここにあるお店
で入山申請書を書きます。何か所もサインしたり、イニシャル記
入したりで各自書き終えてマイクに渡します。マイクはこのまま
申請書を提出しに行くということで、ここでいったん分かれて
我々は宿舎に向かいます。15 分ほど走って Kundasang の町に入
って、いつも泊まるロッジに入りました。2 名づつ 4部屋に分か
れて宿泊です。部屋に入ったら早速ロッジの斜め向かいにあるお
店に行って、明日から必要な水などを買います。1 年ぶりに来た

お店ですが、ついこの間来たような不思議な感覚に襲われます。山中では食事時にお茶などを沸かして
くれますが、登山時の水はできるだけ用意しておいたほうが無難です。最初のキャンプまではゴムパイ
プで水が来ていますが、その先は川の水を汲んで飲むことになります。我々としてはペットボトルの水
を飲んでおいたほうが無難です。また、標高が低い非常に暑いところから登るので、一日１L 以上の水は

必須です。水は、ろ過水とミネラルウォーターの２種類があって
キャップの色と値段が違います。私は普通の水 500ml、0.5 リン
ギ、1.5L、0.8 リンギなど合わせて４.5L買いました。日本から持
ってきたのを合わせると６L 以上の飲み物を確保しました。葡萄
酒と書いてある怪しげなお酒も買ってみました。19 時に夕食、8
人そろっての初めての食事になります。昨年と同じ魚介・肉・野
菜を白湯と辛い汁の 2種類の味で煮て食べる鍋です。しめは中華
麺とビーフン、おいいしいです。明日は朝 7 時朝食、8 時出発で

す。荷物は、ロッジに置いていくもの、山に持っていくものでポーターさんに持ってもらうもの、自分で
運ぶものに分けておきます。 

外では、すごい風が吹いていて天候が気になります。気温は
20℃以下で、酷暑の日本から来た身としては涼しさが身にし
みました。 
 
 
 
 
 

 
 



2 日目 
夜じゅう強い風が続いていました。6時に起床、7時にバイキングの朝食です、おいしい。8 時に出発で
すが、出発の前にこのロッジでポーターさんに持ってもらう荷物の重さを測ってもらいます。なんと 23
キロ、重い大型カメラが入っているし、大量の飲み物を入れたからなー、まあポーターさんには悪いです
が、頑張ってもらいます。ここで今日から加わるガイド、ジャパディーに会いました。2014 年に同じく
トンブユコン山、トラスマディー山を案内してもらい、キナバル山には彼と 2 人で登りました、久しぶ
りの再会です。やあやあ元気かとあいさつします。簡単な朝、昼、午後のあいさつや、元気か？とか、す
ごい！、ありがとう、どういたしましてなどのマレー語は使うようにしました。車に乗ってトンブユコン
山の登山口に向かいます。あれ、以前は確か道がガタガタだから 4WDの車で行きましたが、きょうは昨
日のバンです。大丈夫なのか？結果、少し最後のほうは道がきつかったですが、2014 年の時に工事して
いた道路は舗装されていて、橋も完成していたのでバンでも行くことができました。開発は確実に進ん
でいます。9時 20 分に上り始める登山口ベースの建物に到着。ここで標高 336m、ここから 2200m以上

登ります。実際は登ったり、下ったりが多いので、登り分だけ
を足すと 3000m以上になります。ここで、トンブユコン山のガ
イドとポーターさんたちと合流です。ポーターを頼んだ人には
一人づつポーターさんがついてくれます。私のポーターさんは、
アニフ、よろしくとあいさつします、私の荷物がすごく重いの
で、若めで力のありそうなポーターさんがついてくれました。
私の荷物に、さらに缶詰など食料入れて、ポーターさんの自分
の荷物も入れて、30 キロ以上の荷物です、申し訳ないけどすご

い体力です。これで、私なんかよりずっと早く山を登ります。ここで、ガイドさんの中に見覚えのある顔
が・・・・、ジュニクです。4 年前のトンブユコン山登山の時にずっと僕についていてくれたガイド、ポ
ーターさんです。いやー、また会えるとは。ジュニクと声をかけると、おやなんで名前知っているのとい
う感じで、4 年前にガイドしてもらったことを話すと思いだしたようです。本当にその時もお世話になり、
助けられました。今回はジュニクはポーターはせずにガイドだけのようです。実際はほとんど私専属の

付き添いガイドになってくれました。9時 55 分に出発です。暑い、私は例
により、最後尾でゆっくり歩きます。10 時 30 分に１Km の標識を通過、
標高 510m。11 時に 2.2 ㎞のところにある、Kulat Shelter につきました。
ここで最初の休憩。しかし暑いです。前回来たときはこの Kulat Shelter に
は、床と屋根のついた建物があったのですが、すっかり壊れてなくなって
いました。やはり環境が厳しいのでしょうか。おっと、だれかがきゃあき
ゃあ叫び声をあげています。ヒルがさっそく出てたかられたようです。ま
あ最初だからしょうがありませんね。私も最初はたかられて大騒ぎしてい
ましたが、今は慣れて、あらヒルちゃん、たかっちゃダメよぐらいの余裕
でヒルをはねのけられるようになりました。まだまだこれから先がヒルの
本場です。先に進むにつれて、上り下りがきつくなります。暑いし汗びっ

しょりで、ゆっくり登ります、なんでまたこんなところに来ちゃったのかなーと少し後悔を感じながら



進みます。途中、上空でボーと音がして大きな鳥が飛んできま
した。サイチョウです。12 時 15 分に 4キロのところにあるシ
ェルターに到着。ここで標高は 728m。お昼ごはんです、ビニ
ール袋に入ったチャーハンかビーフン炒めを選んで食べます、
私はビーフン炒め、おいしいです。水分とクエン酸とブドウ糖
と塩のタブレット飴も補給。マイクと少し話をします。トンブ
ユコン山は 2 週間に一組が登るくらいの頻度で人が来るそう
で、最近はほとんどがマレーシアの現地の人だそうです。日本

からグループで人を連れてくるのはお前だけだと笑っていました。ガイドやポーターさんたちも食事、
12 人います。さらに先に進みます。その後も上ったり下ったりを繰り返し、きつい行程が続きます。沢
も 3回ぐらいわたります。ロープを伝うところとかもあって、へとへとになりながら、13 時 45 分に 5㎞
を通過、14時 45 分に何とか、きょうの目的地Wulu Camp(884m)に到着しました。イヤーやはりきつか

った。でも前回は確か 3 時半過ぎに着いたと思うので、少し
は進歩が見られました。早速各自場所を選んでテントを張り
ます。またまたヒルに襲われている人がいて大騒ぎです。こ
のキャンプ場はすごくヒルが多いので注意が必要です。しか
し今のところ私はヒルが登ってきていません。ヒル下がりの
ジョニーが効いているようです。お湯が沸いたようなので、
コピ（甘いコーヒー）やミロを飲んで休みます。私はかなり疲
れたのでテントでごろりと一休み。体をデオドラントシート
などで拭いて着替えて、と油断しているとテントのふちをヒ
ルがはっています。テントに入られては大変なので、素早く除
去。そうはしていても時々登ってくるので、ヒル下がりのジョ
ニーをテント入り口に撒いておきました。17 時半に夕ご飯、
チキンカレー、野菜炒めにご飯、うーん、おいいしい。18 時
半ごろには食べ終わって各自テントへ。明日は 7 時に朝食で
す。寝る前におしっこしに行って、帰ってきたら手にヒルがつ
いていました、素早く除去。暗くなるとジャングルは騒がしく
なります。鳥やカエル、サル？虫がそれぞれ騒ぎ立てます。蛍

も飛んでいます。久しぶりのジャングルでのテント泊、私はこれが好きです。日本からペットボトルに入
れて持ってきたウィスキーを少し飲んで寝ました。ガチャガチャとクツワムシ系の鳴き声がかなりうる
さかったです。寝たり起きたりしながら、夜中 3時ごろには少し雨も降りました。夜中は少し冷えて、途
中で上着を着て、寝袋に入って寝ました。 
 
3 日目 

5 時に目が覚めました。さっそく薄暗いうちに早めの○○ち。お尻にヒルがついていないか確認して
テントに戻ります。6 時ぐらいからテントの片づけをして、7 時に朝食。今日も天気は良いようです。
アンチョビのチャーハンと鶏肉のおかゆです。おいしい。パッキングしてまた荷物はアニフに頼んで 8



時に出発です。15 分ほど下って川に到着。ここにN.reinwardtiana があるはずだったのですが、川の近
くのは流されてしまったようでなくて、崖の上のほうに観察できるだけでした。さらに登ってしばらく
進み、また下ったところで今日 2 本目の川に出ました。10 時に到着、前回もそうでしたがここでポー
ターさんたちが水浴びをします。前回と比べると川幅が大幅に狭くなっていました。大きな石がごろご

ろしていて雰囲気がまったく変わっていました。前回はここで靴をサンダルに変
えて川の中を歩いて渡ったのですが、今回は石伝いに登山靴のままで行けそうで
す。H さんと K さんが水浴びを始めました。冷たいようですが、しっかりスッポ
ンポンで浸かって楽しそうです。小さな魚もいるようですが、岩の上に座っていて
も下からヒルがはってきていました。水浴びも終わったようなので10時半に出発。
ここからはきつい登りが続きます。ハアハア言いながら少しづつ登ります。何かい
たようです、コノハガエルです。葉っぱにそっくりな色遣いで目の上に角のような
突起があります。よく見つけたものです。その後も上り続けて、12 時 15 分にラン

チとしました。ビニール袋に入ったアンチョビフライドライスです。おいしい、ただ、ねぎはそっと除
きながらアリさんたちに献上したことは内緒です。標高 1267m まで来ました。その後もきつい登りの

連続です。ひたすらのろのろと登っていきます。ジェニフがず
っとついてきてくれています。途中緑色のナメクジなどを見な
がら頑張って、13 時 30 分に Musanf Camp(1524m)につきま
した。よく頑張りました、ここにも前回より早い時間につくこ
とができました。しっかりジムに通っておいてよかった。さっ
そくテントの設営です。今回はここに 3 泊する予定なので荷
物の出し入れが少なくなったことは良いことです。4年前と全
く同じ場所にテントを張りました。マイクがおやつだよとイン

スタントラーメンを作ってくれました、おいしい。マイクとは気の早いことに来年の自生地探検候補地
について話をします。まだまだ行くところがありそうです。15 時に近くのN.burbidgeaeを見に行くこ

とにしました。マイクについてキャン
プ地から山道を登っていきます。10分
ほど登るとありました、N.burbidgeae
です。斑点模様のきれいな壺をつけて
います。数は多いというわけではあり
ませんが、登り道のわきや少し入った
ところに点々
とあります。
意外と分布域

は狭くて、標高 1500－1600m の間ぐらいで、ほかのネペンテスとは住み分けて
います。見ながら結構登りました。16 時には下ってテントサイトに戻ります。
お茶を飲んだり、体をふいたり着替えたりして過ごします。17時 45分に夕食、
鶏のから揚げに魚のから揚げ、しょうが・みょうがの炒め物にご飯、どれもおい
しいです。天気が大丈夫そうなので、明日に頂上を目指すことにします。朝 4時



半朝食で、5 時の暗いうちに出発することにしてN.villosaのはえているところまで登る予定です。頂上
に行った場合は 13 時には下山開始するようにとのことです。各人にポーターさんが同行してくれるそ
うなので、最低限の水以外は、ポーターさんが荷物を持ってくれるとのこと、ありがたいです。19 時前
にはテントに入って、少しウィスキーを飲んで、明日に備えて寝ました。夜の 1 時か 2 時ごろに雨が降
りました。 
 
4 日目 
朝 4 時半に起床、夜中降った雨が霧のようになっています。うすら寒い。5 時には頭にライトをつけて
出発、霧雨で回りも濡れているのでレインウェアを着ての登山となりました。狭い登り坂をゆっくり登

ります。岩も多くなり、木の根や倒れた木などを乗り越えながら、両手も使って
崖のようなところを登っていきます。あっという間に暑くなって、上のレイン
ウェアは脱いで T シャツになります。少しづつ明るくなってきました。私の前
をポーターさんのアニフ、私の後ろをジュニクがそれぞれ一緒について登って
くれます。アニフはひょいひょいと登って私が来るのを座って待つというのを
繰り返す感じです。6 時 45 分、ついに N. 
edwardsiana が現れました。4 年前に大喜びで
写真を撮った場所です。やはり大きい壺がつ
いています。しかし、今回はひとまず写真は我
慢我慢、先を急ぎます。7 時 15 分に General 

Camp (2134m)につきました。本当はここでキャンプしたかったんだけ
ど・・・。気温は 15℃、心なしかこの場所の N. edwardsiana は少な
くなったような気がします。その後も登り続けます。8時に登り口か
ら 12 ㎞のところに来ました、標高 2200m。登り道の両側には N. 
edwardsiana があちらにも、こちらにも、まさにN. edwardsiana の楽
園です。4 年前は、この辺で写真を撮るのにいっぱい時間を使って、
ここから先は登りませんでした。今回はさらに上を目指します。8 時
50 分、木々に埋もれた登山道を抜けて、大きな岩がむき出しになっ

ている尾根の上に出ました。ここからは岩登りのように登ります。2300m
を超えました。岩の上でみんなで少し休みます。N.rajah がありました。
いよいよ N.rajah のエリアに入ったようです。岩場をぬけて、少し背の
低い木の間の道になると、ありますあります、N.rajah の大株があちらに
も、こちらにも。大きな壺がついています。色も赤くてきれいで、ドー



ム型の立派な蓋がついています。メシラウにあった N.rajahよりは少し小
さいですが、それでも顔の大きさに近い壺がついています。壺の中の水は、
黒く濁っていてボウフラが泳いでいます。ここでもツパイが壺の中にふん
をするのでしょうか？ここからは写真もしっかり撮りながら進みます。9
時 55 分 、 つ い に Rajar 
camp(2347m)につきました。や
ったー、写真を撮りながらポー
ターさんたちと少し休みます。
さあ、次は N.villosa を目指しま
す。10 時半、手元の高度計で
2500m を超えたところであり
ました、N.villosa です。木の下

のほうに N.villosa が絡みついていて、壺がいくつもぶら下がっています。すごい！大喜びで写真を撮り
ます。トンブユコン山の N.villosa は、キナバル山のものよりやや長くて寸胴とされていますが、やはり

その通りです。壺の色も赤やピンク、黄緑とあってきれいです。皆でかわるがわる写真を撮って楽しみま
す。目的の N.villosa の場所まで登れて満足です。あと 30 分ぐらい登れば頂上だよとジュニクは教えてく
れましたが、私を含めて 4 人はその場近辺で写真撮影を続けました。残りの 4 人はちゃんと頂上まで行
ったようです。N.villosaと N.rajahの場所は高度的にちょっとだけずれているのですが、まさにN.villosa

領域の一番下のところに N.kinabaluensis（N.villosa
とN.rajahの交配種）がありました。壺自体はN.rajah
にそっくりですが、ふたが違います。N.rajah のドー
ム型の蓋ではなくて、ビロサに近い上側に少し両側
が持ち上がった形になっています。11 時半ごろゆっ
くりと下山を始めました。今度はあちこちで写真を
撮りながらゆっくりと進みます。12時 10分に昼食、
大きな岩場で食べます。N.rajah がいっぱいあるとこ
ろを過ぎて、再び林の中に入って、そこからは N. 



edwardsiana の楽園、下りは、じっくりと写真を撮り堪能しながら進みま
す。しかし何度見ても（まだ 2回目の登山ですが）自生地の N. edwardsiana、
美しいです。真っ赤な壺から、オレンジ、グリーンなど色もバラエティー
があります。ここのN. edwardsiana の壺は緑色で出来上がって、時間がた
つと赤くなるようで、結構壺の寿命が長いこ
とが予想できます。何枚も写真を撮ってしま
います。花は雄花しか見つけることができま
せんでしたが、実生とみられる小さい株も育
っていることから、種ができて増えていって
いることがわかります。途中N.lowii もあり
ました。数は少なく、登山道近くには 2か所
にあるだけでしたが、あの特徴的な尿瓶型な

壺をしっかりとつけていてくれました。ゆっくりと進んで 14 時に General 
Camp (2134m)に戻ってきました。ここでしばし休憩。アニフたちも一緒
に休憩。ここにはN. fusca もありました。さて、キャンプ地目指して出発
です。淡々と下っていくのですが、帰り道も長い長い！こんなところをよ
く登ったなと思いながら、ひたすら降りていきます。しかし、疲れからか滑ったり、つまずいたりするこ
とが多くなってきました。途中からメンバー4人で降りてきていますが、皆さんお疲れのようです。しか

しここで足を痛めたりしたら大変、とにかく気をつけながら
降ります。N.burbidgeae のところを過ぎてやっとキャンプ地
が見えてきました。16 時 15 分に無事Musanf Camp(1524m)
に戻ってきました。いやーよくやりました。朝 5 時からほぼ
11 時間歩いたわけです。今回の目標であった N.villosa と
N.rajah のところまでの探検をクリアすることができました。
しっかり付き添ってくれたアニフやジュニクにもお礼を言い
ます。休みながら皆と話をします、本来ならば明日ももう一

度登って General Campあたりを探検しようかと思っていたのですが、今日は天候にも恵まれ、無事頂上



登山もできたし、写真もいっぱい取れたし、結構疲労もあるということで、再度登山したいという人は出
てきませんでした。ということで、明日はゆっくりしてのんびりWulu Camp に戻ろうかということにし
て、その旨マイクに相談すると、Wulu Camp に泊まるくらいだったらそのまま登山口まで下りてしまえ
ばとのこと、この旨皆に伝えると、登山口まで下りてしまおうということになり、明日は一気に下山して
登山口のところでキャンプすることになりました。ジャングル内キャンプでないところはちょっと寂し
い気もしましたが、後日の予定も考えると良い選択でした。17 時過ぎに夕食、フライドチキンにスープ、
野菜とソーセージの炒め物です、おいしい。18 時過ぎから急に風が強くなってきました、ごうごう音を
立てています。各自テントに戻ります。テントに戻ってからは今日頑張ったご褒美として、持ってきたウ
ィスキーを飲んで過ごしました。明かりを消すとテントの上に蛍が止まっていました。結構明るく光っ
ていますが、一匹では本が読めるというわけにはいかない程度の光です。しばらくテントの中から眺め
ていました。 


