通信『風の通り路』は今回でなんと１００号です！
少し前から「１００号記念はやっぱり八ヶ岳を取り上げた
い、できれば主峰の赤岳を」と計画を温めていました。
ペンションを始める前、夏の一ヶ月近く、八ヶ岳のいろい
ろな登山ルートを歩いたことがありました。もう 年近く
前のことです。もう記憶もおぽろげですが、時間をかけ、
ゆっくり慎重に登れば行けるのでは？ともかく無理しない
ことを肝に銘じ、決行しました！
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