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★★77 月月のの山山旅旅緊緊急急大大募募集集！！1100 月月以以降降のの山山旅旅もも★★  

◆◆金金華華山山とと牡牡鹿鹿半半島島周周遊遊のの山山旅旅報報告告◆◆  

今今年年のの新新ココーースス・・金金華華山山ののツツアアーーはは 22

本本実実施施さされれ、、いいずずれれもも皆皆ささんん大大満満足足のの

山山旅旅ととななりりままししたた。。  

今今回回のの山山旅旅予予定定はは、、ままずず 11 日日目目にに石石

巻巻駅駅かからら旭旭山山自自然然公公園園にに直直行行、、頂頂上上のの

園園地地ででラランンチチタタイイムム。。そそのの後後、、牡牡鹿鹿半半島島    △△御御番番所所公公園園かからら金金華華山山   

のの中中央央をを走走るるココババルルトトラライインンののススカカイイラライインン・・ドドラライイブブでで鮎鮎川川へへとといいううププ

ラランン。。途途中中、、大大六六天天展展望望所所かからら牡牡鹿鹿半半島島でで唯唯一一山山歩歩ききをを楽楽ししめめるる大大六六天天山山

をを往往復復すするるとといいううののがが、、ここのの日日ののハハイイラライイトト。。そそししてて翌翌朝朝、、海海上上タタククシシーー

でで金金華華山山にに渡渡りり、、黄黄金金山山神神社社かからら正正面面ココーーススかからら金金華華山山頂頂上上をを目目指指しし、、天天

柱柱石石をを往往復復ししてて南南尾尾根根ココーーススのの二二のの御御殿殿経経由由でで周周遊遊すするるとといいうう 11 泊泊 22 日日のの

ベベスストトププラランンをを考考ええてていいたたののででししたた。。  

  私私ははここううししたたププラランンをを再再確確認認すするるたためめにに、、ツツアアーー前前日日にに牡牡鹿鹿半半島島のの主主なな

ススポポッットトのの下下見見ををすするるここととににししままししたた。。ままずず最最初初にに訪訪れれたた旭旭山山はは周周辺辺随随一一

のの展展望望地地でで、、気気持持ちちのの良良いい草草原原のの頂頂上上ににはは東東屋屋ももあありり、、ラランンチチタタイイムムににはは

最最高高のの場場所所ででししたた。。たただだししここここはは石石巻巻かからら牡牡鹿鹿半半島島ととはは反反対対側側でで、、往往復復 11

時時間間ほほどどももかかかかるる。。ままたた駐駐車車場場かかららもも往往復復 3300 分分ほほどど歩歩きき、、車車をを止止めめててピピクク

ニニッッククラランンチチとといいうう訳訳ににははいいかかなないい。。そそれれにに大大六六天天山山をを歩歩いいててかからら御御番番所所

公公園園ままでで行行くくここととをを考考ええるるとと、、時時間間的的ににどどううかかとといいううこことともも頭頭にに入入れれてておお

かかねねばば。。最最終終日日程程はは後後でで考考ええるるここととににししてて、、次次のの目目的的地地、、女女川川へへ。。  

●●33..1111 大大震震災災のの震震源源地地にに一一番番近近いい金金華華山山とと牡牡鹿鹿半半島島のの被被災災地地をを巡巡るる  

  三三陸陸一一帯帯はは史史上上最最悪悪ととももいいええるるああのの大大震震災災、、津津波波のの被被害害をを最最もも受受けけたた地地

域域でですす。。そそのの震震源源地地はは金金華華山山沖沖とといいううここととかからら、、金金華華山山のの島島全全体体、、そそししてて

石石巻巻、、女女川川、、鮎鮎川川のの町町のの被被害害はは甚甚大大でで、、77 年年をを経経たた今今ななおお復復興興とと呼呼べべるる状状態態

ででははあありりまませせんん。。特特にに海海沿沿いいのの町町でではは防防波波堤堤やや土土地地のの嵩嵩上上げげ工工事事がが延延々々とと

続続きき、、かかつつててのの集集落落はは依依然然とと更更地地ののままままとといいうう荒荒れれ果果ててたた風風景景がが目目立立ちちまま

すす。。無無用用とともも思思ええるる工工事事にに膨膨大大なな費費用用とと時時間間をを費費ややしし、、人人々々のの生生活活はは二二のの

次次かかとともも思思ええるる政政策策ににははいいささささかかううんんざざりりすするるととこころろでですす。。一一日日もも早早くく地地

元元のの皆皆ささんんのの生生活活がが戻戻るるここととをを願願ううばばかかりりでですす。。  

  そそううししたた被被害害のの大大ききかかっったた町町やや集集落落のの中中ににああっってて、、女女川川のの復復興興状状況況はは目目

をを見見張張るるももののががあありりままししたた。。女女川川のの駅駅はは温温泉泉セセンンタターー併併設設のの新新社社舎舎ととななりり、、

海海沿沿いいのの「「ははままテテララスス」」とといいうう商商店店街街ははままるるででアアウウトトレレッットト・・モモーールルののよよ

ううなな近近代代的的なな店店がが立立ちち並並ぶぶ通通りりととななっってていいたたののににはは驚驚ききままししたた。。私私ははここれれ

ままでで山山旅旅のの途途中中でで宮宮古古かからら釜釜石石、、大大船船渡渡、、気気仙仙沼沼、、そそししてて南南三三陸陸町町にに至至るる

三三陸陸沿沿岸岸のの被被災災地地をを巡巡っっててききままししたたがが、、ここれれほほどどままでで素素晴晴ららししいい大大規規模模なな

復復興興施施設設をを目目ににししたたここととははあありりまませせんんででししたた。。観観光光案案内内所所のの人人曰曰くく「「ここのの

よよううにに復復興興がが進進んんだだののはは女女川川だだけけでで、、皆皆ささんんががここれれかからら行行くく鮎鮎川川はは一一向向にに

復復興興がが進進ままずず大大変変なな状状況況ななののでで、、是是非非そそのの違違いいをを感感じじててみみてて下下ささいい。。」」とと

ののここととででししたた。。  

そそのの言言葉葉通通りり、、そそのの後後訪訪れれたた鮎鮎川川のの町町のの状状況況はは悲悲惨惨ななももののででししたた。。港港付付

近近はは未未だだににささらら地地がが殆殆どどでで、、金金華華山山行行ききのの桟桟橋橋ににタターーミミナナルルやや土土産産店店ややレレ

スストトラランンのの建建物物はは一一切切ななくく、、町町ににははたただだ一一つつののココンンビビニニととププレレハハブブのの小小ささ

なな商商店店横横丁丁ががああるるののみみ。。私私はは女女川川ののああのの活活気気ああるる通通りりをを見見たた後後だだけけにに、、そそ

のの違違いいにに愕愕然然ととししたたももののででししたた。。一一体体何何故故ここううままでで違違ううののかか。。ややははりり女女川川

はは原原発発ののおお陰陰？？でで復復興興予予算算がが他他よよりりもも沢沢山山ああるるととででももいいううののだだろろううかか。。そそ

んんななここととががああっっててははななららなないい。。原原発発ののおお陰陰でで潤潤ううななどどととははととんんででももなないい話話

でで、、そそののたためめにに脱脱原原発発をを提提唱唱ででききなないいとといいううののははととててもも寂寂ししいいここととだだ。。三三

陸陸のの復復興興はは皆皆平平等等ででああるるべべききだだととつつくくづづくく思思ううののでですすねね。。  

ととももああれれ、、今今回回のの下下見見でで、、11 日日目目のの昼昼食食はは旭旭山山ででととののはは止止めめ、、女女川川のの「「はは

ままテテララスス」」のの食食堂堂でで海海鮮鮮丼丼をを食食べべててかからら大大六六天天山山へへとといいううベベスストトププラランンがが

決決定定。。そそのの後後、、大大六六天天山山でではは三三国国神神社社かからら頂頂上上をを周周遊遊すするる理理想想的的ななココーースス

をを見見つつけけてて、、御御番番所所公公園園かかららのの金金華華山山のの景景色色をを確確認認、、半半島島のの最最先先端端ににああるる  

ホホテテルルニニュューーささかか井井にに到到着着、、明明日日かかららいいざざ本本番番でですす。。  

●●11 本本目目ののツツアアーーはは急急遽遽日日程程変変更更、、前前後後入入れれ替替ええでで大大成成功功  

  ここううししてて準準備備万万端端でで 55 月月 99 日日のの朝朝、、11 時時間間ほほどど前前にに石石巻巻駅駅でで待待機機。。今今日日

はは何何ととかか天天気気はは持持ちちそそううだだがが、、肝肝心心のの明明日日ががそそろろそそろろ台台風風とと梅梅雨雨前前線線のの影影

響響ででどどううななるるかか気気ににななるる。。金金華華山山へへのの海海上上タタククシシーーはは小小型型ののモモーータターーボボーー

トトななののでで、、波波がが高高いいとと結結構構ににななるるここととももししばばししばば。。私私はは海海上上タタククシシーーにに電電

話話でで見見通通ししをを聞聞いいててみみるるとと、、「「今今日日はは午午後後かからら波波がが高高くくななりり、、明明日日ははほほぼぼ

雨雨風風でで欠欠航航のの可可能能性性がが大大。。金金華華山山へへ行行ききたたいいののなならら今今日日ししかかなないいよよ。。」」  

私私はは大大至至急急再再検検討討、、ググルルーーププがが 1100::1155 にに到到着着後後、、鮎鮎川川港港にに直直行行ししてて、、確確実実

にに金金華華山山にに行行けけるるププラランンにに急急遽遽変変更更ししたた。。おおそそららくく 1122::0000 にに港港をを出出発発ししてて

1122::3300--４４ ::0000 間間ででのの時時間間ががああれればば頂頂上上ままでで往往復復ででききるるだだろろうう。。  

とといいううここととでで、、皆皆がが到到着着すするるとと早早速速対対策策ミミーーテティィンンググ。。ややははりり何何ととししてて

もも大大目目的的のの金金華華山山ににはは絶絶対対にに行行ききたたいいとといいううここととでで、、即即決決定定。。女女川川ででのの海海

鮮鮮丼丼ををああききららめめてて、、ココンンビビニニでで昼昼弁弁購購入入、、鮎鮎川川港港にに直直行行ししたたののででししたた。。  

港港にに着着くくとと、、予予想想以以上上にに波波がが高高いいののでで早早めめにに戻戻ららなないいとと欠欠航航ににななるる可可能能

性性ががああるるとといいううののでで、、大大至至急急出出航航。。朝朝かからら汽汽車車とと車車にに乗乗りり継継ぎぎ、、いいききななりり

のの荒荒波波のの中中、、ここのの先先どどううななるるここととややららととぐぐっったたりりのの様様子子。。金金華華山山のの港港にに着着

くくとと、、海海上上タタククシシーーがが神神社社にに連連絡絡ししててくくれれたたおおかかげげでで、、神神社社かかららのの迎迎ええのの

車車にに乗乗れれてて、、2200 分分のの急急坂坂登登りりををカカッットトすするるここととががででききてて皆皆大大喜喜びび。。ままずずはは

黄黄金金山山神神社社ににおお参参りりををししかからら、、無無理理ををせせずず行行けけるるととこころろままででとといいううここととでで

てていいざざ出出発発。。  

金金華華山山はは島島のの殆殆どどがが黄黄金金山山神神社社のの私私有有地地でで、、ままささにに島島全全体体ががごご神神域域、、神神

のの山山とといいうう感感じじななののでですす。。神神社社のの横横かからら登登山山道道にに入入るるとと、、モモミミツツガガのの巨巨木木

がが混混じじるる原原生生林林はは荘荘厳厳なな雰雰囲囲気気がが漂漂いい、、モモヤヤにに包包ままれれたた上上部部のの森森かからら神神秘秘

的的なな霊霊気気がが降降りり注注ぎぎ、、他他のの山山でではは体体験験ででききなないいよよううなな神神秘秘的的なな世世界界にに皆皆感感

動動。。リリーーダダーーのの NN ささんんはは「「たたととええ頂頂上上ままでで行行かかれれななくくとともも、、ここれれでで充充分分金金

華華山山のの雰雰囲囲気気はは味味わわええたた」」ととすすででにに大大満満足足。。ゆゆっったたりり歩歩きき大大歓歓迎迎のの他他のの 33

名名のの女女性性メメンンババーーもも同同感感でで、、無無理理ををししてて頂頂上上ままでで頑頑張張っってて帰帰りりのの船船にに間間にに

合合わわなないいののははごご免免ななののでで、、33 分分のの２２ほほどどのの水水神神社社でで昼昼食食休休憩憩、、ここここをを終終点点とと

ししてて引引きき返返るるここととにに意意見見がが一一致致。。たただだ一一人人超超健健脚脚のの TT ささんんごご主主人人がが代代表表でで

頂頂上上ままでで行行くくここととににななりりままししたた。。かかつつててはは健健脚脚だだっったた頃頃とと比比べべてて、、大大分分年年

をを重重ねねたた今今はは、、ここののよよううにに自自分分ののレレベベルルををわわききままええ、、決決ししてて無無理理ををせせずず欲欲

張張ららずず、、ゆゆととりりをを持持っってて山山歩歩ききをを楽楽ししむむとといいうう心心構構ええがが賢賢明明ななののでですすねね。。      

皆皆がが昼昼食食中中にに頂頂上上をを往往復復ししたた TT ささんんがが戻戻りり、、全全員員そそろろっっててゆゆととりりをを持持っっ

てて下下山山、、22 時時半半発発ののボボーートトでで無無事事鮎鮎川川港港へへ戻戻るるここととががででききままししたた。。ここのの日日はは  

早早めめにに戻戻れれたたののでで、、鮎鮎川川唯唯一一ののココンンビビニニでで名名物物豆豆大大福福、、金金華華ササババ缶缶をを買買いい、、

御御番番所所公公園園へへ。。対対岸岸のの金金華華山山はは下下半半分分ししかか見見ええななかかっったたもものののの、、周周囲囲のの見見

晴晴ららししのの良良いい気気持持ちちのの良良いい頂頂上上園園地地のの散散歩歩にに皆皆大大満満足足、、予予定定よよりり早早めめににホホ

テテルルニニュューーささかか井井にに着いてのんびりしたのでした。 

 翌朝は予想通りの荒れ模様の天気で風も強そう、やはり昨日金華山に行

けて良かったと皆納得、今日はゆっくり出発して女川で海鮮丼、そして雨

が降らなければ大六天山を歩こうということに。まずは島中央のコバルト

ラインというスカイライン・ドライブで大六天駐車場を目指したところ、

次第にガスは深まり、駐車場に着くころには冷たい雨となる。昨日は少し

しか歩いていないので、私は雨でも大六天の神様が祀られている三国神社

までは歩いたほうが良いと思っていました。しかしこうした状況での決断

力が素早いグループリーダーの N さんは「雨に濡れるより女川で海鮮丼

を食べたい。」と一言もらすと皆大賛成。憂鬱な気分が一瞬で晴れて、車

中から登山口を眺めて、女川目指して出発と相成りました。 

女川の「はまテラス」は日曜日とあって大盛況。何と大きな焼き牡蠣が 

6 個で 500 円、丸ごと生ウニに皆さん大喜び、最高の昼食タイムでした。

食事の後、テラスをぶらり散歩してから石巻へ。山を歩かなかったのでま

だ時間がたっぷりあったので、私一旦は没にした旭山に行くことにしまし

た。石巻から北へ車で 20 分ほどの郊外にある旭山は、森に囲まれた小山

で、県立自然公園となっている景勝地。頂上手前の駐車場まで乗り入れが

できるので、頂上の園地まで 15 分ほど。結構な急坂なので、これがこの

日唯一の山歩きとなり、景色の良い東屋のベンチテーブルで午後のータイ

ム。予定のコースを半分も歩いていないにもかかわらず、皆さん１２０％

大満足の金華山ツアーでした。 



●●２２本本目目ののツツアアーーはは延延期期大大作作戦戦でで全全行行程程成成就就、、地地獄獄かからら天天国国へへ  

  翌翌 66 月月 1111 日日かかららのの 22 本本目目ののツツアアーーはは、、台台風風のの動動ききがが怪怪ししくく、、ここのの 22 日日

間間ににピピッッタタリリととああたたりりそそううなな気気配配ででししたた。。22 日日前前かからら天天気気予予報報とと睨睨めめっっここ、、

海海上上タタククシシーーにに何何度度もも問問いい合合わわせせななががらら、、対対策策をを練練りり続続けけるる。。どどうう考考ええてて

もも最最悪悪のの見見込込みみでで、、一一番番いいいいののはは 11 日日ずずららすすこことと。。不不幸幸中中のの幸幸いい？？でで次次のの  

山山旅旅ががななかかっったたののでで、、自自分分ががももうう 11 泊泊ここののホホテテルルにに滞滞在在、、雨雨のの中中待待機機ささええ

すすれればば、、台台風風一一過過全全ててううままくくいいくくだだろろうう。。ああととはは参参加加 44 人人ググルルーーププのの日日程程

ととホホテテルルののがが変変更更可可能能かかどどううかかがが問問題題だだ。。幸幸いいいいずずれれももツツアアーーのの 22 日日前前にに

OOKK ととななりり、、そそのの後後海海上上タタククシシーーにに変変更更のの連連絡絡とと 1122 日日にに皆皆をを送送っったた後後ののホホ

テテルルををキキャャンンセセルル、、新新たたにに 1133 日日のの宿宿ををじじゃゃららんんでで抑抑ええてて万万事事解解決決ととななっったた。。  

ああととははここのの異異例例のの大大決決断断がが思思惑惑通通りり大大成成功功ととななるるここととをを祈祈るるばばかかりり。。  

  11 本本目目ののツツアアーーをを石石巻巻でで見見送送っったた後後、、翌翌 1111 日日はは予予報報通通りりのの大大雨雨でで、、1122

日日はは回回復復にに向向かかううがが海海ののううねねりりはは高高くく、、船船はは欠欠航航ととななるるだだろろうう。。ででももそそのの

日日はは内内陸陸ななののでで予予定定のの大大六六天天山山ななどど初初日日のの行行程程はは大大丈丈夫夫そそううだだ。。そそししてて翌翌

日日本本番番のの金金華華山山はは好好天天ととななりりそそううでで、、大大変変更更作作戦戦大大成成功功がが期期待待ででききそそううだだ。。  

今今回回ホホテテルルニニュューーささかか井井はは、、牡牡鹿鹿半半島島のの最最先先端端のの高高台台ににああるる一一軒軒宿宿でで、、目目

のの前前がが金金華華山山とといいうう素素晴晴ららししいい立立地地にに建建っってていいるる。。大大津津波波のの時時もも大大ききなな被被

害害もも免免れれ、、地地震震にによよるる損損傷傷ののたためめリリニニュューーアアルルししててよよりり快快適適ななホホテテルルにに生生

ままれれ変変わわっってていいるる。。部部屋屋でで WWIIFFII もも繋繋ががるるののでで、、一一日日大大雨雨のの中中殆殆どど部部屋屋にに閉閉

じじここももりり、、疲疲れれたたらら温温泉泉にに入入りり、、雨雨のの金金華華山山をを眺眺めめななががらら久久々々ににパパソソココンン

作作業業にに集集中中ででききたたののででししたた。。  

66 月月 1122 日日はは予予報報にに反反ししてて曇曇りりががちちのの天天気気だだがが雨雨のの見見込込みみははななしし。。22 本本目目

のの KK ささんんググルルーーププをを石石巻巻駅駅でで迎迎ええるるとと、、皆皆ささんん大大喜喜びび、、大大感感謝謝でで女女川川にに直直

行行。。早早速速、、大大ききなな焼焼きき牡牡蠣蠣とと海海鮮鮮丼丼ののラランンチチタタイイムムをを楽楽ししんんだだ後後、、大大六六天天

山山にに直直行行。。ツツアアーー前前のの下下見見でで見見つつけけたた三三国国神神社社かからら頂頂上上へへののココーーススをを周周遊遊

ししてて、、程程よよいい初初日日のの山山歩歩ききにに皆皆ささんん大大満満足足ででホホテテルルへへ。。ここれれでで翌翌日日はは朝朝かか

らら時時間間ををたたっっぷぷりりとと使使っっててじじっっくくりりとと金金華華山山をを楽楽ししめめるるここととだだろろうう。。  

翌翌朝朝、、海海上上タタククシシーーかからら「「ままだだ波波がが高高いいののでで様様子子をを見見たた方方ががいいいい。。」」とと

のの連連絡絡がが入入りり、、ととりりああええずず 88::3300 のの出出発発時時間間にに港港でで待待機機すするるここととにに。。そそうういい

ええばばネネッットトのの波波予予報報にによよるるとと、、確確かかにに明明けけ方方ままでで高高浪浪でで次次第第にに東東にに移移っってて

ははいいるるがが、、いいつつごごろろかからら波波がが収収ままるるかか不不安安ででははああっったた。。  

港港にに着着くくとと、、何何ととかか大大丈丈夫夫ととののここととでで予予定定通通りり出出発発。。多多少少波波はは高高いいがが、、

ベベテテラランンのの船船長長のの腕腕をを信信じじてて安安心心ししててククルルーーズズをを楽楽ししんんでで金金華華山山港港へへ。。気気

のの利利いいたた海海上上タタククシシーーののススタタッッフフががままたた神神社社ままででのの送送迎迎車車をを頼頼んんででくくれれたた

ののでで皆皆大大喜喜びび。。波波ははいいっったたんんここれれかからら静静かかににななるるがが、、ままたた午午後後ににはは風風がが強強

ままるるとといいううののでで、、午午後後 22 時時半半ままででににはは戻戻るるよよううににととのの指指示示ががあありり、、ああままりり

無無理理ののなないいペペーースス歩歩けけるるププラランンをを考考ええななががらら、、金金華華山山頂頂上上をを目目指指ししたた。。  

金金華華山山ののごご神神域域のの森森にに入入るるとと、、久久ししぶぶりりのの青青空空がが広広ががりり、、変変更更作作戦戦のの甲甲

斐斐ががああっったたとと皆皆上上機機嫌嫌。。前前回回のの終終点点・・水水神神社社様様ににずずんんだだ饅饅頭頭ををおお供供ええししてて、、

いいざざ頂頂上上へへ。。森森をを抜抜けけてて明明るるいい尾尾根根ままでではは 1100 分分ほほどどでで到到着着、、そそここかかららはは見見

晴晴ららししのの良良いい尾尾根根道道がが続続いいてていいるる。。紺紺碧碧のの太太平平洋洋とと抜抜けけるるよよううなな青青空空、、尾尾

根根上上にに立立つつブブナナのの新新緑緑もも美美ししいい。。神神社社のの私私有有地地ででああるるかかららかか、、登登山山道道ににはは

芝芝生生がが敷敷きき詰詰めめらられれ、、階階段段ももななくくととててもも歩歩ききややすすいい。。いいかかににもも普普通通のの山山とと

はは雰雰囲囲気気のの違違うう別別世世界界、、神神のの山山にに来来たたとといいううワワククワワクク感感にに満満たたさされれるる。。  

よよううややくく辿辿りり着着いいたた頂頂上上ににはは立立派派ななおお社社がが建建ててらられれ、、ここれれがが黄黄金金山山神神社社

のの奥奥宮宮・・大大海海
おおわだ

神神
つみ

神神社社ととななっってていいるる。。すすぐぐ南南側側ににはは石石ののベベンンチチとと丸丸いいテテーーブブ

ルルががあありり、、絶絶好好ののラランンチチススポポッットトににななっってていいるる。。ここんんななにに気気のの利利いいたたベベンン

チチテテーーブブルルがが頂頂上上直直下下ににああるる所所ははめめっったたにになないい。。ここここででゆゆっっくくりりととラランンチチ

タタイイムムをを取取るるここととにに決決めめたたがが、、ままだだ時時間間がが早早いいののでで千千畳畳敷敷当当面面にに下下っったた所所

ににああるる「「天天柱柱石石」」ままでで行行っっててみみるるここととにに。。標標識識ににはは 1100 分分とと書書いいててああるるがが、、

結結構構なな下下りりでで、、ゆゆっったたりり歩歩ききメメンンババーーはは55分分ほほどど下下っったた所所でで躊躊躇躇ししてていいるる。。

ああままりり無無理理はは禁禁物物とと、、皆皆ににベベンンチチのの場場所所にに戻戻っっててももららいい、、カカメメララをを預預かかりり

私私一一人人でで天天柱柱石石ままでで行行っっててみみるるここととににししたた。。  

そそここかからら先先ははささららにに急急なな階階段段のの下下りりととななりり、、ややははりり皆皆をを連連れれててここななくくてて

良良かかっったたとと思思うう。。ネネッットトのの情情報報通通りり、、天天柱柱石石はは高高ささ 2200 ㍍㍍ももああるる立立派派なな巨巨岩岩

でで、、遥遥かか昔昔ははそそのの倍倍のの高高ささででああっったたももののがが割割れれてて半半分分ににななっったたららししいい。。    

今今ででもも結結構構すすごごいいがが、、4400 ㍍㍍のの時時はは屋屋久久島島のの太太忠忠岳岳にに匹匹敵敵すするるほほどどののパパワワーー

をを放放つつ天天柱柱石石ででああっったたにに違違いいなないい。。  

 私は「ぬりかべ」のような天柱石に背をもたれながら、しばしそのエネ

ルギーをいただき皆の待っているベンチテーブルへ大汗をかいて戻った

のでした。心地よい陽だまりの中、完全に貸切状態の金華山頂上での至福

のランチタイムをゆったりと過ごしたのでした。 

 帰りの水神社でお供えのずんだ饅頭を回収しよ

うとしたところ、破かれ包みが残っているだけで 

中身はもぬけの殻。おそらく頂上手前で私を見て

いたボスザルがかぎつけて食べたのでしょう。き

っとそのサルは「こんな旨いもんは初めてだ、あ

りがたやアリガタヤ。」と神様に感謝していただ

に違いない。とにかく金華山にはシカも多いがサ

ルの群れもいる。どこかのようにたちの悪いサルはいない。唯一の迷惑は、

登山道で用を足す者もいて、油断ならないということ。しかしそれもフン

コロガシのようなコガネムシ？が沢山いて、糞の塊に潜り、バラして巣に

持ち帰るのか、自然に掃除されるようだ。前回あった塊が今回は全くなか

ったのは、彼らの努力のお陰か、昨日までの大雨で完璧に清掃浄化されて

いたのでしょう。結論として、この神域では猿害はないようです。 

 ということで、今回の金華山ツアーも大成功、大満足にて終了、実りの

多い充実した山旅でした。これもひとえに大六天の神様、黄金山神社、大

海神神社などの山の神にお参りをしたお陰なのだとひたすら感謝です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 今回の金華山ツアーでは、3.11 震源地に一番近い地域を巡り、三陸の

復興はまだまだという実感を新たにしました。今後日本の山旅を通して私

たちができることはほんの僅かなことかもしれません。寄付金やボランテ

ィアでの復興支援はできませんが、唯一できることは山旅で三陸各地の山

を歩くことです。少人数ツアーゆえ、地元のホテルやお店に対する経済効

果は微々たるものです。しかしはるばる遠方から地元の山を歩きに来てく

れるグループがいるということ自体、地元の人にとって大きな励みとなる

に違いありません。私はこれからもできるだけ多くの機会を作り、三陸の

山を皆さんと共に歩きたいと思います。 

 今回初めての金華山ツアーは来年の実施する予定ですが、大好評につき、

急遽 11 月にも企画しました。新緑紅葉共に異なる魅力があるので、まだ

の人は是非が参加下さい。三陸の山旅は以前からその 1、その 2 があり、

それぞれ独自の魅力あるコースです。復興応援も兼ねて、まだ歩いたこと

のないコースがあれば是非ともお勧めします。 

＜三陸の山旅その３・三陸復興国立公園誕生…頑張ろう東北！＞ 

■金華山・神聖の森と牡鹿半島・大六天山  2 日間         

 三陸の山旅その３・神の宿る島、手つかずの神域を歩く 

…春の山旅大好評につき、紅葉の季節に臨時増発… 

① 11月4日(日) ② 11月6日（火）発 ２日間   ★健脚度：２－３ 

●現地参加料金:\4３ ,000（石巻駅集合・解散） 

☞三陸南部・牡鹿半島の先端から７００㍍の海峡に隔てられた金華山。島

全体が金華山黄金山神社の神域となっていて、開発の手が入らずに原始性

が保たれている大自然の桃源郷です。牡鹿半島の港・鮎川の温泉ホテルに

泊まり、翌日金華山の見どころを歩き回ります。一日目は石巻から女川は

まテラスで海鮮食堂、大六天山を巡る金華山・牡鹿半島周遊の山旅です。 

①石巻駅（10:16 着）＝女川・はまテラス（昼食各自）＝大六天山駐車場

（△大六天山往復㋭約２時間３０分―）おしか御番所公園＝鮎川【ホテル

ニューさか井泊】②＝鮎川港（船 20 分）金華山港…黄金山神社…△金華

山（…天柱石まで往復）…金華山港（船）鮎川港＝石巻(17:53 発） 

  

▽▽三三陸陸のの山山旅旅、、以以下下のの 22 ココーーススももおお勧勧めめでですす。。詳詳細細はは 99 月月のの山山旅旅参参照照  

■十二神森～十二神山、兜明神岳と霞露ヶ岳  3 日間 

 三陸の山旅その２…三陸に残されたブナ原生林、新緑の季節に   

●9 月 21 日 (金 )発★健脚度：３ ●現地参加料金: \62,000（盛岡/新花巻） 

■遠島岳と遠別岳・安家森、階上岳  

三陸の山旅その１…平庭高原の白樺林と新緑のブナ林  ★健脚度：３ 

●9 月 24 日 (月 )発  ●現地参加料金: \62,000（盛岡駅/八戸）  



◆◆６６月月新新緑緑のの山山旅旅：：ああとと１１ココーーススののみみ・・ももううすすぐぐ締締めめ切切りりでですす！！  

6 月の山旅は 23 日発＜新緑の八甲田山と南八甲田・八幡平 4 日間＞の

1 本のみ。3 名で実施、残席３ありますが、今からでは間に合わないでしょ

うか。ただし部屋は空きがあるので女性なら 1-2 名なら OK です。これま

で秋に歩いた人も、新緑の八甲田は全く違う魅力がありますので、ご希望

の人は大大至急ご連絡下さい。締め切りは６月２２日（金）です！ 

○新新緑の八甲田山周遊と南八甲田、八幡平、安比ブナ林 

八甲田山を新緑と花の季節に。赤沼～蔦の森、八幡平長沼、安比ブナ  

6 月 2３日 (土 )発４日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \78,000（新青森駅集合、盛岡駅解散）  

☞これまで紅葉の季節に訪れていた八甲田山を、新緑と花の季節に再訪。南八

甲田随一のブナ原生林・赤沼のブナ新道、蔦の森、日本一の元気ブナ・森の神

～十和田湖北岸道路のブナ原生林ドライブなど、新緑の八甲田周辺を巡ります。

八幡平では長沼のブナ原生林、頂上周辺の花を巡る周遊コースを歩き、安比ブ

ナ林と稲庭岳もプラスした、中身の濃い充実した新緑の山旅４日間です。 

   

◆◆７７月月のの山山旅旅：：東東北北花花とと温温泉泉のの山山旅旅・・緊緊急急大大募募集集でですす！！◆◆  

７月北海道の山旅はすでに決定していた＜北海道ガーデン巡りと然別の

山＞がグループメンバーの都合によりキャンセルとなったため、利尻を含

むすべての北海道ツアーが中止となりました。残念ですが、来年は早めに

予定を立てて、是非とも夏の北海道山旅を実現したいものです。 

という訳で今年の 7 月山旅は以下の 2 コースのみが実施決定となってい

ます。いずれも多少の残席ありますので、大至急ご検討下さい。また、そ

の前後につながるツアーは 2 名からでも実施可能、コースの変更やグルー

プ貸切りも可能ですので、お早めに平野ガイドまでご連絡下さい。 

  

○新野反湖カモシカ平と志賀山～まが玉の丘   ３日間                           

ノゾリキスゲの大群落と奥志賀の山と原始境・クロベ巨木群を巡る 

①７月1６日(月)発 ②７月19日(木)発    ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \63,000（飯山駅集合・軽井沢駅解散） 

☞草津温泉の北、六合村にある野反湖は周囲を大自然に囲まれ、遊覧船や観

光施設も一切ない静寂の湖。カモシカ平は湖の西側の尾根からさらに西に下

った所にある桃源郷で、ノゾリキスゲの大群落で埋め尽くされる時期に訪れ

ます。奥志賀の山と原始境も含めた上信越花と大自然の山旅スペシャルです。 

①飯山駅（８:19 着）＝志賀高原＝信州大学教育園…まが玉の丘コース…ク

ロベ巨木群…勾玉の丘…長池…駐車場（㋭約２時間)＝蓮池【志賀レークホテ

ル泊】②＝硯川口…渋池…△志賀山…△奥志賀山…四十八池…渋池…硯川

口（周遊㋭約３時間３０分)＝志賀草津高原ルート＝草津【中沢ヴィレッジ泊】

③＝野反湖冨士見峠…△エビ山…△高沢山…カモシカ平…三壁山…野反湖

キャンプ場（㋭約４時間５０分）＝草津温泉西の河原露天風呂（入浴休憩各

自）＝軽井沢駅(18:06 発）＊②４名グループで催行決定、残席２。 

①2 名から実施可能、ゆったりコース、グループ貸切りも可能です。 

逆コース（軽井沢駅集合、飯山駅解散）となります。 

 

■早池峰山と南本内岳、種山高原と遠野物語 3 日間★健脚度:３         

●７月22日(日)発 ●現地参加料金:\62,000（水沢江刺駅集合・北上駅解散） 

☞焼石岳のすぐ北に連なる南本内岳は、焼石岳に劣らぬ花の名山。登山口まで

の10㌔の林道を車で乗り入れるので、焼石岳よりも楽に歩けます。ハヤチネ

ウスユキソウの早池峰山は言わずと知れた高山植物の宝庫。一番楽で花も展望

も最高の小田越しから往復、宮沢賢治がこよなく愛した種山高原も訪れます。 

①水沢江刺駅(9:51 着)＝種山高原（物見山、星座の森など散策㋭約１時間）

＝遠野（河童渕、続石ほか周辺の見どころ周遊）【ホテルあえりあ遠野泊】

②＝小田越…五合目…△早池峰山（往復㋭約５時間)＝南花巻温泉【湯の辻

ホテル志戸平泊】③＝錦秋湖＝南本内林道登山口…新倉沢…お花畑…△南

本内岳…尾根コース…登山口（㋭４時間 30 分)＝北上駅(17:30 発) 

☞現在３名で催行決定、残席３あり。早池峰山、南本内岳共に花のベスト

シーズン。遠野一のホテルで民話、南花巻温泉の志戸平の渓流露天風呂も

楽しみな東北花と温泉の山旅スペシャルです。 

★★７７月月東東北北はは上上記記 22 ココーーススののほほかか、、以以下下のの１１本本ののみみ募募集集中中でですす。。  

■山形神室岳と不忘山、南蔵王・屏風岳     

７月２５日（水）発 ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\62,000（白石蔵王駅集合・解散） 

☞遠刈田温泉と秋保温泉をベースに、南蔵王の３名山：山形神室山、不忘山、

屏風岳を効率的なコース巡りでゆとりを持って歩きます。①白石蔵王(9:04 着)

＝笹谷峠＝トンガリ山…△山形神室岳（往復㋭約３時間 30 分)＝遠刈田温

泉【かっぱの宿・旅館三治郎泊】②＝不忘山白石登山口…弘法清水…△不

忘山（往復㋭４時間 30 分)＝秋保温泉【秋保グランドホテル泊】③＝刈田

峠…△杉が峰…芝草平…△屏風岳（往復㋭約４時間)＝白石蔵王(18:25 発) 

⇒２名から実施、グループ貸切りも可能です。希望によっては健脚度２の

ゆったりコースも可能。日本一のおはぎ本舗・佐一で日本一のおはぎを。 

 

◆◆９９月月のの山山旅旅：：頑頑張張ろろうう東東北北・・三三陸陸復復興興国国立立公公園園、、そそししてて糸糸魚魚川川もも！！◆◆  

日日本本海海、、津津軽軽・・下下北北半半島島、、三三陸陸のの山山、、巨巨樹樹探探訪訪のの山山旅旅◆◆  

○新栂海新道・白鳥山と糸魚川ジオパーク、ヒスイ峡    

北アルプス縦走路最北端の山と日本最大のヒスイの渓流を巡る  

①９月１４日(金)発 ②9月17日（月）３日間    ★健脚度：３ 

●現地参加料金：\63,000（北陸新幹線糸魚川駅集合・解散） 

⇒北アルプス縦走路・栂海新道の最終ピーク・白鳥山を、最短コースで周遊。 

糸魚川の温泉をベースに、しろ池の森から戸倉山、小滝川ヒスイ峡やヒスイ

海岸（ヒスイ石拾い）など糸魚川ジオパークの自然景勝地を巡ります 

①糸魚川(10:11 着)＝しろ池の森…角間池…△戸倉山（往復㋭約２時間 30

分）＝糸魚川温泉【ホテル國富アネックス２連泊】②＝親不知＝坂田峠＝

山姥ノ洞登山口…山姥ノ洞…△白鳥山…栂海新道…坂田峠（周遊㋭約３時

間）＝青梅川ヒスイ峡＝糸魚川温泉【泊】③＝高浪の池＝小滝川ヒスイ峡

＝ヒスイ海岸（ヒスイ石拾い）＝能生（カニ横丁で海産物買い物）＝ヒス

イ王国（見学買い物３０分）＝糸魚川駅(17:00 頃着)  

◆◆三三陸陸でで見見つつけけたた原原生生林林ウウォォーーククのの理理想想郷郷・・古古のの自自然然道道をを歩歩ここうう  ◆◆  

■十二神森～十二神山、兜明神岳と霞露ヶ岳  3 日間 

 三陸の山旅その２…三陸に残されたブナ原生林、新緑の季節に   

●9 月 21 日 (金 )発★健脚度：３ ●現地参加料金: \62,000（盛岡/新花巻） 

☞東北のブナ森の中でも、最も原生状態が保たれた十二神の森。今では訪れる

人稀な原始の森は知る人ぞ知る大自然の桃源郷です。今回は宮古から1日たっ

ぷりと時間をかけて森の入口から十二神山まで、さらにブナ原生林の素晴らし

い自然道をじっくりと歩き、静寂に包まれた巨木の森で大自然の気を存分に吸

収して、悠久のひと時を過ごします。今ではここを案内できるのは平野ガイド

のみ、レベルによって最良のコースを大自然貸切りでご案内します。三陸山田

町から太平洋岸に突き出した船越半島の霞露ヶ岳は、内陸の登山口から海へと

下る最も楽なコースで歩きます。 

①盛岡（10:00 集合）＝区界峠＝△兜明神岳(往復㋭約２時間)＝宮古【休暇

村陸中宮古２連泊】②＝山田町＝十二神巨木の森…△十二神山（周遊㋭約

３時間)＝魹ガ崎（日本最東端の岬）＝宮古【泊】③＝神社登山口…△霞露

ヶ岳…漉磯海岸(㋭約３時間)＝遠野＝賢治記念館＝新花巻（1７:00 頃着） 

■遠島岳と遠別岳・安家森、階上岳  

三陸の山旅その１…平庭高原の白樺林と新緑のブナ林  ★健脚度：３ 

●9 月 24 日 (月 )発  ●現地参加料金: \62,000（盛岡駅/八戸）  

☞北上高地北部の山を巡る三陸北部縦断の山旅。嶽大明神の階上岳（はしがみだ

け）から始まり、遠島山、安家森、平庭高原などを巡ります。巨木のある素

晴らしいブナ林と足に優しい自然道の遠島岳は、往復５キロの林道歩きを

４駆のノア号でカット、無駄のないゆったり歩きが実現しました。日本一

シラカバ林が美しいといわれる平庭高原・平庭山荘２連泊、さらに充実内

容のツアーとなりました。北上高地北部の名山、安家森もプラスしました。 

① 盛岡駅(10:31 着)＝早坂高原（シナノ木巨木）＝△安家森（往復㋭約 2

時間 40 分) ＝平庭高原【平庭山荘泊】②＝遠島山荘…△遠島山（往復㋭約

2 時間)＝平庭高原駐車場…富士見平（往復㋭１時間）＝平庭高原【平庭山

荘泊】③＝階上岳上部駐車場…△階上岳(往復㋭約３時間)＝種差海岸＝蕪島

＝八戸駅 (17:50 発) 



■津軽・下北半島大周遊の山旅・復活の大尽山  ３日間    

大尽山と縫道石山、津軽鋸岳、十三湖・亀ヶ岡縄文遺跡  ★健脚度３   

●９月29日(土)発 ３日間 ●現地参加料金:\67,000（新青森駅集合・解散） 

⇒本州最北端の津軽・下北半島。交通不便なこの地域を、平野流コース巡り

と小回りのきく四駆のワゴン車で効率よく穴場を周遊します。恐山の御神

体・大尽山が久しぶりに復活、津軽海峡を見下ろす奇峰・縫道石山、津軽の

ヒバの山・鋸岳など、下北の秘湯・薬研温泉、津軽・不老ふ死温泉をベース

に歩きます。①七戸十和田(9:34 着)＝大湊＝角違大川目林道登山口…一体

地蔵…△大尽山(往復㋭約２時間５０分）＝恐山＝薬研温泉【ホテルニュー

薬研泊】②＝大間崎＝縫道石山登山口（往復㋭３時間５０分）＝脇野沢(フ

ェリー)＝蟹田＝平館【平館不老ふ死温泉泊】③＝増泊林道…△鋸岳（往復

㋭約２時間）＝竜飛崎＝十三湖・亀ヶ岡縄文遺跡＝新青森(17:44 発)  

 

◆◆１１００月月のの山山旅旅・・  世世界界一一美美ししいい日日本本のの紅紅葉葉、、錦錦織織りり成成すす東東北北ののブブナナ原原生生林林◆◆  

■栗駒山（秣岳）と栗駒古道・千年クロベ、御駒山 

秋の栗駒山と役の行者ゆかりの古道を歩く、日本一のクロベ巨樹 ★健脚度：３   

●１０月３日（水）発 ３日間 ●\61,000（一関駅集合、解散） 

☞栗駒山周辺随一のブナ原生林の中を辿る修験の山道・栗駒古道。その奥

にひっそりとたたずむ日本最大級のクロベの巨樹（幹周 9.5m）を探訪。秋

の山旅では、栗駒山の天馬尾根末端部・秣岳から紅葉の美しい上部湿原ま

で往復します。①くりこま高原(9:59 着)＝花山少年自然の家駐車場…△御駒

山…林道出合…駐車場(周遊㋭約 1 時間 30 分)＝温湯温泉【温湯山荘泊】②

＝湯浜温泉登山口…湯浜温泉…小檜沢…千年クロベ(幹周９m50 日本最大

級のクロベ、往復㋭約４時間３0 分)＝須川高原温泉【泊】③＝秣岳登山口

…△秣岳…天馬尾根・上部湿原 (往復㋭約３時間)＝一関（17:00 頃着発） 

○新白神山地（青森～秋田）と岩木山黒森・巨木の森逍遥         

高倉森～巨木の径、岩木山巨木の森、藤里駒ケ岳・岳岱ブナ原生林を巡る 

●１０月６日（土）発 ４日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\77,000（新青森集合・大館能代空港解散） 

☞白岩木山随一のブナ原生林・黒森巨木の森を平野ルートでご案内します。 

①新青森(9:50 着）＝岩木山神社＝岩木山スカイライン＝巨木の森（ブナ原

生林逍遥（約１時間）＝相馬村【星の宿ロマントピア泊】②＝津軽峠…△高

倉森…マザーツリー（往復㋭約３時間）＝白神ライン＝十二湖【アオーネ

白神十二湖泊】③＝十二湖（㋭約１時間)＝二ツ森林道登山口…△二ッ森（往

復㋭約１時間 30 分）＝藤里湯の沢温泉【ホテルゆとりあ藤里泊】④＝黒石

沢登山口…藤駒湿原…△藤里駒ケ岳…新道…登山口＝岳岱（ブナ原生林周

遊㋭約１時間）＝瓶落峠＝ホテル（入浴休憩）＝大館能代空港(18:05 発)  

■森吉山とノロ川ブナ原生林、竜が森、ブナ三昧の山旅       

秋の森吉山縦断とノロ川ブナ原生林、竜が森 

●１０月１0日（水）発  ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\65,000（大館能代空港集合・解散） 

☞森吉山荘に 2 連泊、錦の紅葉の中、ブナ原生林の真っ只中を歩きます。 

森吉山の北、比内の里山・竜が森のブナ原生林も加えました。 

①大館能代空港(10:05 着）＝森吉野生鳥獣センター…△ノロ川ブナ原生林

（周遊㋭約３時間)＝森吉山荘【2 連泊】②＝阿仁ゴンドラ駅（ゴンドラ）

上駅…石森…△森吉山…山人平…ヒバクラ分岐…森吉山山麓高原（㋭約４

時間 40 分）＝森吉山荘【泊】③＝比内＝竜が森比内口…△竜が森（往復㋭

約３時間３0 分）＝大館能代空港(18:05 発)  

■秋の南八甲田・赤沼のブナ原生林と雛岳、奥入瀬ブナ巨木・森の神 

 八甲田周辺随一のブナ原生林・赤沼の紅葉時期に   ★健脚度３     

●１０月1３日（土）発 ３日間 ●現地参加料金:\6４,000（新青森駅集合・解散） 

⇒静寂の南八甲田・赤沼を美しい紅葉の時期に訪れます。平野ガイドが見つ

けた巨木の森ルートを周遊。秘湯・猿倉温泉と蔦温泉に各一泊。 

①新青森(9:50 着）＝酸ケ湯＝仙人橋…△赤沼…巨木の森ルート…仙人橋

（㋭約３時間）＝蔦温泉（蔦の森周遊㋭約３時間）＝猿倉温泉【猿倉元湯

泊】②＝箒場岱登山口…小岳分岐…△雛岳（往復㋭約３時間）＝奥入瀬バ

イパス＝森の神（日本一のブナ巨木、㋭往復２０分）＝御鼻部山＝十和田

湖北岸紅葉ドライブ＝甲岳台展望台＝大湯温泉【龍門亭千葉旅館泊】③＝

鹿角＝八幡平大沼…大谷地…長沼（往復㋭約２時間 20 分）＝八幡平頂上＝

樹海ライン＝滝沢ＩＣ＝盛岡（18:15 発） 

■真昼ブナ原生林と大空の滝・ゆったり紅葉の山旅 

真昼岳中腹のブナ原生林と＜なめとこライン＞のブナ林  ★健脚度２     

●１０月1６日（火）発 ２日間 ●現地参加料金:\43,000（盛岡駅集合・解散） 

⇒真昼岳は中腹のブナ原生林～兎平までの銀河高原ホテルでビールと温泉に

浸かり、秋のブナ原生林でゆったりと癒されましょう。 

①盛岡＝真昼岳登山口…真昼ブナ原生林…兎平（往復㋭2-３時間）＝沢内 g

銀河高原【沢内銀河高原ホテル泊】②＝なめとこライン＝大空の滝登山口

…ブナ原生林遊歩道…大空の滝展望所（往復㋭約 2 時間）＝花巻宮沢賢治

記念館＝新花巻駅（16：00 頃着）  

■秋の裏磐梯・雄国山と雄子沢＆デコ平ブナ原生林 

裏磐梯五色沼周辺の原生林と渓谷・紅葉の山旅   ★健脚度：３ 

●１０月1８日(木)発 ２日間 ●現地参加料金:\42,000（会津若松駅集合、解散） 

⇒秋の裏磐梯の沼と渓谷、ブナ原生林を巡る秋の山旅。裏磐梯で一番のブナ 

原生林・デコ平と雄子沢のブナ林を紅葉の時期に訪れます。 

①会津若松＝裏磐梯五色沼＝デコ平駐車場…ブナ林巨木…百貫清水（往復㋭

約２時間１0 分）＝秋元湖・中津川渓谷探勝路＝裏磐梯【裏磐梯ロイヤルホ

テル泊】②＝雄子沢登山口…ブナ原生林…△雄国山…雄国沼休憩舎…（雄

国沼往復 30 分）…雄子沢登山口（㋭約３時間 30 分)＝会津若松駅  

☞2 名から実施、6 名までのグループ貸切りも可能です。 

■奥只見・沼の平ブナ原生林周遊、恵みの森、蒲生岳         

ブナ王国只見随一のブナ原生林をベストルートで巡る  

●10月２０日(土)発 ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\6２ ,000（新白河駅集合、上越新幹線浦佐駅解散） 

☞日本一のブナ密度、只見随一のブナ原生林・沼の平の見どころを、錦秋

の季節にじっくりと探訪します。只見一の温泉宿・季の郷ゆらりに 2 連泊、

恵みの森は紅葉の中、沢からブナ尾根を周遊、只見のピラミッドピーク・

蒲生岳もプラスした只見秋の山旅スペシャルです。 

①新白河駅(9:08 着)＝新甲子トンネル＝只見・恵みの森（沢コース～尾根コ

ース周遊㋭約３時間）＝只見深沢温泉【季の郷湯ら里泊】②＝叶津登山口…

山神杉…ブナ原生林・巨木次郎ブナ…小三本沢…沼の平…浅草岳尾根…平石

山…山神杉…叶津登山口（㋭5-6 時間）＝深沢温泉【季の郷湯ら里泊】③＝

蒲生岳登山口（△蒲生岳往復㋭約２時間 30 分）＝田子倉湖＝六十里越えド

ライブ＝入広瀬＝浦佐駅(18:48 発) 

☞現在４名グループで催行決定、残席２あり。 

■鍋倉山・巨木の森と天水山ブナの森、カヤノ平ブナ原生林         

信越トレイルのブナ林ベストスポットを巡る、紅葉の山旅スペシャル  

●10月２３日(火))発 ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\6２ ,000（新幹線越後湯沢駅集合、飯山駅解散） 

☞戸狩温泉に 2 連泊、鍋倉山を㊙入口から巨木の谷～頂上から関田峠、茶

屋池の大ブナコース、ブナ原生林が美しい天水山,など、紅葉の季節に再訪。 

①越後湯沢駅(9:08 着)＝天水山松之山登山口…△天水山…ブナ尾根（往復

㋭約２時間 30 分）＝戸狩温泉【四季彩の宿かのえ 2 連泊】②＝鍋倉山登

山口…巨木の谷・森太郎…△鍋倉山…関田峠＝茶屋池（大ブナコース周遊

㋭約４０分）＝戸狩温泉【泊】③＝カヤノ平…ブナ原生林…東コース…北

ドブ湿原…西コース…カヤノ平＝馬曲温泉（入浴休憩各自）＝飯山駅

(17:00 頃着) ＊健脚度２のゆったりコースも可能です。 

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山、玉原湿原周遊        

関東で一番近いブナ林、新緑の山旅２日間 ベストコースで 

①10月2６日(金)発 ②10月28日（日）２日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\39,000（上越新幹線上毛高原駅集合・解散） 

☞首都圏から一番近いブナ林・玉原高原を、高原の宿水芭蕉に１泊してゆ

とりを持って歩きます。新緑の季節とは全く異なる錦絵の世界を歩きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★１１月の山旅とニュージーランド大自然ウォークのご案内は次号で★ 

■コロミコ・トレック連絡先：☎/ FAX: 045-481-0571 

平野携帯：080-5665-9186 ✉ koromiko2@pop07.odn.ne. 


