
日日日本本本ののの山山山旅旅旅   222000111８８８年年年７７７月月月のののおおお便便便りりり    

９９月月以以降降のの山山旅旅大大募募集集、、残残席席・・実実施施状状況況★★  

★★ニニュューージジーーラランンドド大大自自然然ウウォォーーククパパンンフフレレッットト完完成成！！★★  

77 月月のの山山旅旅はは 1199 日日発発野野反反湖湖カカモモ

シシカカ平平とと 2222 日日発発早早池池峰峰山山のの 22 本本のの

みみがが実実施施ととななりりままししたた。。88 月月はは山山にに

ははアアブブ、、ハハチチがが多多くく、、藪藪もも深深くくななるる

ののでで山山旅旅ははおお休休みみ、、夏夏ノノ暑暑ニニママケケヌヌ

丈丈夫夫ナナカカララダダヲヲモモチチ、、熱熱中中症症にに気気をを

付付けけ、、脱脱水水症症ににななららなないいよようう気気をを付付

けけままししょょうう。。99 月月のの山山旅旅ままででししばばらら          △木シダ Tree Fern / Fiordland     

くく山山かからら遠遠ののくく平平野野ガガイイドドはは、、猛猛暑暑のの中中、、ガガーーデデニニンンググとと日日曜曜大大工工でで大大汗汗

をを流流しし体体脂脂肪肪をを燃燃ややししてて運運動動不不足足解解消消、、体体調調維維持持をを図図るるつつももりりでですす。。  

◆◆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！！◆◆  

暑暑いい夏夏がが終終わわりり 99 月月半半ばばににななるるとと快快適適なな山山旅旅のの季季節節ととななりりまますす。。夏夏のの暑暑

ささでで疲疲れれ果果ててたた心心身身をを鍛鍛ええ直直しし、、1100 月月かかららのの東東北北・・紅紅葉葉ののブブナナのの山山旅旅にに備備

ええままししょょうう。。99 月月のの山山旅旅のの大大本本命命はは三三陸陸のの山山旅旅 22 ココーースス。。百百名名山山とともも無無縁縁

ななママイイナナーーなな山山域域ゆゆええ、、興興味味をを持持たたなないい人人もも多多いいののはは勿勿体体なないいでですす。。平平野野

ガガイイドドがが開開拓拓ししたたココーーススははいいずずれれもも三三陸陸のの山山旅旅再再発発見見、、大大自自然然とと静静かかにに向向

きき合合ええ本本来来のの山山歩歩ききをを楽楽ししめめるる貴貴重重なな山山旅旅ななののでですす。。三三陸陸のの山山旅旅 33 ココーースス

ををままだだ歩歩いいたたここととののなないい人人はは、、是是非非平平野野ガガイイドドとと共共にに歩歩ききままししょょうう。。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

◆◆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逍遥   

●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） 

☞現在 1 名の希望あり（超リピーターの T さん）、あと 2 名以上で実施

決定です。休暇村宮古２連泊も確保済です。 

■遠島岳と遠別岳・安家森、階上岳、平庭高原   

三陸の山旅その１…平庭高原・日本一の白樺林とブナ林  ★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２時間)＝種差海岸＝蕪島

＝八戸駅 (17:50 発)☞2 名から実施、6 名までのグループ貸切りも可。 

 

★★９９月月のの山山旅旅ははそそのの他他、、以以下下ののココーーススがが可可能能でですす。。いいずずれれもも 33 名名かからら実実施施、、

たただだししホホテテルルほほかか調調整整がが必必要要でですすののでで、、申申しし込込みみははおお早早めめにに。。  

  

○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)  

■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◆◆  

新新緑緑のの美美ししいい日日本本ののブブナナ原原生生林林はは、、オオオオカカメメノノキキややカカエエデデ、、ココシシアアブブララななどど

様様々々なな種種類類のの樹樹木木がが混混じじりり、、秋秋のの季季節節ににはは錦錦絵絵のの紅紅葉葉のの世世界界がが広広ががりりまますす。。

ここののよよううなな変変化化にに富富んんだだ紅紅葉葉はは、、地地球球上上でで他他のの地地域域でではは決決ししてて見見るるここととののでで

ききなないい日日本本ななららででははのの素素晴晴ららししささとといいええるるででししょょうう。。日日本本にに住住むむ我我々々ははここのの

日日本本のの紅紅葉葉のの素素晴晴ららししささをを再再認認識識ししてて、、世世界界一一美美ししいいブブナナ原原生生林林のの紅紅葉葉をを堪堪

能能ししたたいいももののでですす。。平平野野ガガイイドドががベベスストトココーーススををごご案案内内ししまますす。。乞乞ううごご期期待待！！  

1100 月月のの山山旅旅はは現現在在ののととこころろ＜＜1144 日日発発・・南南八八甲甲田田>>、、＜＜１１88 日日発発・・裏裏磐磐梯梯＞＞、、

＜＜2200 日日発発・・早早池池峰峰山山＞＞のの 33 本本決決定定。。いいずずれれもも若若干干のの空空ききががあありりまますす。。  

そそのの他他、、＜＜77 日日発発・・紅紅葉葉のの八八甲甲田田山山＞＞とと＜＜1100 日日発発・・森森吉吉山山＞＞のの 22 本本ががそそれれ

ぞぞれれググルルーーププのの希希望望にに合合わわせせたたススペペシシャャルルププラランンをを企企画画、、募募集集中中でですす。。  

  

■秋の八甲田・紅葉の毛無岱と赤沼、奥入瀬～十和田湖を巡る 

 山上湿原の紅葉とブナ原生林をめぐるゆったり山旅  ★健脚度：2～3    

●１０月７日（日）発 ３日間 ●現地参加料金:\65,000（新青森集合・盛岡散） 

⇒八甲田山随一の紅葉スポット・毛無岱を、ロープウェイ利用で最も楽なコ

ースで周遊。猿倉温泉と蔦温泉に泊まり、南八甲田・赤沼ブナ原生林、奥入

瀬ブナ巨木・森の神、十和田湖・御鼻部山や樹海ラインなどの紅葉ドライブ

も含めた秋の八甲田ゆったり山旅スペシャルです。 

①新青森(9:50 着）＝八甲田ロープウェイ駅（ロープウェイ）上駅…分岐…

上毛無岱…下毛無岱…酸ヶ湯（周遊㋭約３時間）＝猿倉温泉【猿倉元湯泊】 

②猿倉温泉＝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２時間）＝蔦温泉【蔦温泉旅館泊】②＝奥入瀬渓

流（阿修羅の流れ付近散策 30 分）＝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

＝樹海ライン＝道の駅かずの＝鹿角八幡平 IC＝盛岡 IC＝盛岡（18:15 発） 

☞3 名 M グループの希望による特別企画のゆったりコース。残席は 1～

２ありますが、ゆったり歩き希望者に限ります。 

 



■森吉山とノロ川ブナ原生林、竜が森、ブナ三昧の山旅       

秋の森吉山と錦秋のノロ川ブナ原生林、竜が森ブナコース・ゆったり山旅 

●１０月１0日（水）発  ３日間   ★健脚度：２～2+ 

●現地参加料金:\65,000（田沢湖集合・盛岡解散） 

☞森吉山荘に 2 連泊、錦の紅葉の中、日本で最高級のブナ原生林・ノロ川ブ

ナ原生林の真只中を歩きます。森吉山はゴンドラ利用、一番楽なコースで頂

上を往復、ブナ樹海の紅葉を上から眺め、下山後、マタギの里奥・中ノ又渓

谷の＜安の滝＞も訪れます。3 日目は比内の里山・竜が森のブナ原生林も。 

①田沢湖駅(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（往復㋭約３時間）＝中ノ又渓谷…安の滝（往復㋭1 時間

20 分）＝森吉山荘【泊】③＝太平湖＝比内＝竜が森比内口…△竜が森（往

復㋭約３時間３0 分）＝道の駅かづの＝鹿角八幡平 IC＝盛岡(18:05 発)  

☞3 名 S グループの希望による特別企画のゆったりコース。残席は３あり

ますが、ゆったり歩き希望者に限ります。 

■秋の南八甲田・赤沼のブナ原生林と梵珠山、奥入瀬ブナ森の神 

 八甲田周辺随一のブナ原生林・赤沼の紅葉時期に    ★健脚度２～３     

●１０月1４日（日）発 ３日間 ●現地参加料金:\6４,000（新青森集合・盛岡解散） 

⇒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・猿倉温泉と大湯泉に各一泊。奥入瀬渓流

や十和田湖もそろそろ紅葉の見ごろ、十和田湖北岸周遊ルートで御鼻部山、

甲岳台展望台など、一般観光では訪れない穴場を巡利用紅葉ドライブを楽し

みます。3 日目には紅葉絶頂の安比ブナ林をプラスしました。 

①新青森(9:50 着）＝道の駅アップルヒル＝県民の森…△梵珠山（周遊㋭約

2 時間 30 分）＝城ヶ倉大橋＝水連沼＝猿倉温泉【猿倉元湯泊】②＝仙人橋

…△赤沼…巨木の森ルート…仙人橋（㋭約２時間 30 分）＝奥入瀬渓流（阿

修羅の流れ付近散策（㋭約 20 分）＝奥入瀬バイパス＝森の神（日本一ブナ

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＝道の駅かづの＝安比高原＝ブナの駅（安比

ブナ林周遊㋭約２時間）＝焼走り溶岩流＝小岩井農場＝盛岡（18:15 発） 

☞3 名 T グループの希望による特別企画のゆったりコース。残席は３あり

ますが、ゆったり歩き希望者に限ります。 

■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…ブナ林巨木広場…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  

☞6 名 N グループで貸切実施決定です。 

■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。 

★★１１００月月のの山山旅旅ははそそのの他他、、以以下下ののココーーススがが可可能能でですす。。いいずずれれもも 33 名名かからら実実施施、、

たただだししホホテテルルほほかか調調整整がが必必要要でですすののでで、、申申しし込込みみははおお早早めめにに。。  

■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 

●2 日間コース：天水山とカヤノ平のゆったりコースも可能： 

★健脚度：2-2+ \42,000 

■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２３日(火))発 ②10月26日（金）２日間   ★健脚度：２～３ 

●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。 

①上毛高原駅(8:54 着)＝玉原高原センターハウス…玉原湿原入口…△尼ガ

秀山…長沢三角点…ブナ平…探鳥路…センターハウス（㋭約４時間）＝高

原の宿水芭蕉【泊】②＝鹿又山登山口…ブナ原生林…△鹿又山…西尾根…

ブナ平…センターハウス（㋭約３時間 30 分）＝上毛高原駅（17:26 発） 

☞☞1100 月月 2233 日日発発ははいいずずれれかかののココーーススをを 22 名名かからら実実施施、、先先行行予予約約優優先先でですす。。  

■秋の能登半島、鉢伏山のブナ林と石動山、気田大社        

能登唯一のブナ原生林と石動山神聖の森、気多大社 

●１０月28日(日)発 ２日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \39,000（北陸新幹線金沢駅集合、解散） 

☞能登半島に残された唯一のブナ原生林・鉢伏山と修験の山・石動山、能

登国一の宮・気多大社を巡る能登秋の山旅スペシャルです。大好評の和倉

温泉のと楽に泊まり、２日間奥能登大周遊の山旅とドライブを楽しみます。

①金沢駅（10:00 頃集合）＝気田大社（本殿参拝㋭約４０分）＝石動山

資料館…△石動山（周遊㋭約１時間 20 分）＝七尾城跡＝和倉温泉【日本

の宿のと楽泊】②＝輪島朝市（見学約 1 時間）＝△鉢伏山ブナ原生林（周

遊㋭約２時間）＝禄剛崎＝見附島＝金沢駅（夕方） 

■秋の弥彦山と国上山、岩室温泉  ２日間  

●１０月３０日(火)発 ２日間            ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金：\38,000（上越新幹線燕三条駅集合、解散）  

☞4 月のユキワリソウの頃に訪れた弥彦山と国上山を、紅葉の季節に再訪。

岩室温泉ゆもとやに泊まり、ゆったりコースで秋の山旅を満喫します。 

①燕三条駅（9:54 着）＝国上寺駐車場…△国上山…蛇崩…駐車場（㋭約

２時間 30 分）＝天神山城址＝岩室温泉【ゆもとや泊】②＝西生寺…能登

見平…△弥彦山…九合目駐車場（㋭約２時間３０分）＝寺泊（市場で買い

物）＝三条金物アウトレット＝燕三条駅（17:50 発） 

■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） 

 



＜三陸の山旅その３・三陸復興国立公園誕生…頑張ろう東北！＞ 

66 月月のの新新ココーーススでで大大好好評評のの金金華華山山、、1111 月月にに急急遽遽追追加加設設定定ししままししたた。。

66 月月 11 本本目目のの NN ググルルーーププがが天天候候不不順順でで頂頂上上ままでで行行けけななかかっったたののでで、、

1111 月月にに再再チチャャレレンンジジでですす。。1111 月月 66 日日発発①①ははググルルーーププ貸貸切切りりでで実実施施

決決定定ととななりりままししたた。。②②44 日日発発はは 22 名名かからら実実施施、、33～～66 名名ままででののググルルーー

ププ貸貸切切りりもも可可能能でですす。。ゆゆっったたりり歩歩ききかからら健健脚脚ココーーススままでで、、レレベベルルにに応応

じじてて調調整整ししまますす。。金金華華山山のの秋秋はは爽爽ややかかなな山山旅旅をを楽楽ししめめるるここととででししょょうう。。

春春はは新新緑緑とと紅紅花花ヤヤママシシャャククヤヤククががここれれままたたいいいいののでですすねね。。ままだだのの人人はは

是是非非一一度度はは参参加加ししててみみてて下下ささいい。。季季節節をを変変ええてて 22 度度もも良良しし、、黄黄金金山山

神神社社にに 33 度度おお参参りりををすするるとと、、一一生生おお金金にに困困ららなないいとといいううここととでですす。。

最最近近稼稼ぎぎのの悪悪いい平平野野ガガイイドドもも、、今今度度でで 33 度度目目、、ここれれかからら何何ととかか仕仕事事

生生活活をを繋繋げげてていいけけまますすよよううにに。。   

■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） 

☞②６名グループで貸切り実施決定。①2 名から実施、グループ貸切も可。 

 

■函南原生林と伊豆細野高原・三筋山、天城越え   

①11 月 9 日（金）②11 月 11 日（日）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\29,000（三島駅集合・解散） 

箱根の西、手つかずの原生林を有する函南原生林は、江戸時代から禁伐林

として保護されてきた巨樹古木の森です。巨樹周遊コースに一番近い富士

箱根ランド奥の入り口から、アカガシほか照葉樹の巨木やブナ原生林の遊

歩道を周遊します。伊豆高原のリゾートホテルに泊まり、細野高原・三筋

山や、天城街道のドライブ＆散歩、伊豆ラスクファクトリーや東府やなど

にも立ち寄る秋の伊豆周遊の山旅＆ドライブの旅です。 

①三島駅（8:19 着）＝函南原生林・富士箱根ランド入口…大アカガシ…

ブナ広場…旧日本一ブナ跡テラス…入口（周遊㋭約１時間 30 分）＝伊豆

高原【ホテルアンビエント伊豆高原泊】②＝来宮神社＝稲取・細野高原＝

三筋山下駐車場…△三筋山（往復㋭約 40 分）＝河津＝天城街道＝＝旧天

城トンネル＝天城の太郎杉…滑沢渓谷…踊り子歩道…道の駅天城越え＝

東府や＝伊豆ラスクファクトリー＝三島駅（17:00 頃着） 

■秋の大マテイ山と雁ヶ腹摺山  ２日間  ★健脚度 ３ 

①１1月12日(日) ②11月14日(火) 発 ２日間    ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\27,000（上野原駅集合・解散） 

☞奥多摩周辺で最も自然林が残された大マテイ山を紅葉の季節に。腐葉土

と落葉の山道は足に優しく、何度でも歩きたくなる大穴場スポットです。

まだの人は是非一度歩いてみてください。2 度目以上の人も毎年一度は歩く

価値ありです。雁ヶ腹摺山は大月から林道を大峠まで乗り入れ、最短コー

スで往復、頂上から五百円札写真の富士山を眺めながらランチタイムを。

①上野原駅(9:00 頃集合)＝松姫峠…△鶴寝山…△大マテイ山…大ダワ…大

トチの木…松姫峠（㋭約４時間 15 分)＝小菅村【廣瀬屋旅館泊】③＝大月＝

大峠…△雁ヶ腹摺山…大峠（往復㋭約２時間)＝秋山温泉ネスパ（入浴休憩

各自）＝上野原駅（17:00 頃着）  

日本の山旅のお申し込み、お問い合わせは平野ガイドまでご連絡下さい。 

 ■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. 

平平野野ガガイイドドののニニュューージジーーラランンドド大大自自然然ウウォォーークク  

◆2019 年のツアー募集中！◆ 全６コース 

平野ガイドが現地でご案内するニュージーランド大自然ウォーク 2019

年の日程が決まりました。来シーズンはミルフォード・トラックやルート

バーン・トラック、グランドトラバースなども含めたツアーにも平野ガイ

ドが同行することになりました。従来からのフィヨルドランド大自然ウォ

ークと合わせて、ますますグレードアップされたニュージーランド・トレ

ッキング＆ハイキング・ツアーをお楽しみ下さい。 

全 6 コースのうち、かつてニュージーランドを歩いたリピーターのグル

ープにも、また初めての人にもお勧めしたいのが以下のコースです。現在 2

名ほどの希望者がいますので、3－4 名の少人数での実施も可能です。コー

ス内容はグループの体力と希望により自由自在、平野ガイドならではのガ

イディングとドライブでご案内します。 

フフィィヨヨルルドドラランンドド大大自自然然ウウォォーーククととママウウンントトククッックク９９日日間 

マナポウリ湖とハウロコ湖の原生林ウォークとマウントクック・ハイキング      

ニュージーランド・ハイキングのメッカ・フィヨ

ルドランド国立公園に今なお残る大自然を巡る、

究極の大自然ウーク。フィヨルドランドを歩いて

30 年、平野ガイドが開拓したフィヨルドランド

南部の原始境・マナポウリとハウロコ湖でのハイ

キング・ツアーが復活。コロミコ・トレックのか △マナポウリ湖 ▽ハウロコ湖 

つての本拠地テ・アナウに４連泊して、フィヨル 

ドランドの大自然をご案内します。 

■出発日 (日本発 )：           

①201９年１月 15 日(火) ②２月 19 日（火）       

■旅行代金：NZ$3,600 

（現地参加料金：クイーンズタウン-クライストチャーチ） 

＊日本からの往復航空券、NZ 国内線は各自手配となります（全コース共通） 

■定員：８名（＋１添乗員）、■最小催行人数：４名から  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■日程：①＊夕方、NZ 便でオークランドへ。 

②クイーンズタウン空港―テ・アナウ泊 ③レイクハウロコ ハイキング

ーテ・アナウ泊 ④ミルフォード・サウンド＋ミルフォード・ロードバッ

クカントリードライブ（レイクガン、キー・サミット、ゲートルード谷、

マリアン滝、ミルフォード・サウンドクルーズ）－テ・アナウ泊  

⑤マナポウリ・モニュメント ハイキング －テ・アナウ泊  

⑥－クイーンズタウン（町周遊＋フリータイム）ーオマラマ泊 

⑦―マウントクック フッカーバレー・ハイキングーテカポ泊 

⑧－ジェラルディンーペール森林公園（巨木の森散歩）―クライストチャ

ーチ（市内周遊）クライストチャーチ空港 

（＊20：00 発オークランドへ、深夜便で羽田へ（➈5：55着） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★平野ガイドがご案内するその他のコース★ 

■ルートバーン・トラックとフィヨルドランド大自然ウォーク 10 日間 

 ●2019 年 1 月 24 日（木）発 

■ルートバーン・トラックとフィヨルドランド＆マウントクック 11 日間 

●2019 年２月日（土）発 

■ミルフォード・トラックとフィヨルドランド大自然ウォーク 11 日間 

●2019 年 2 月 2７日（水）発 

■グランドトラバース 10 日間   ●2019 年 1 月 31 日（木）発 

＊各コースの詳細は「ニュージーランド大自然ウォーク 2019」のパンフ

レットをご参照下さい。ご希望の方にはお送りします。 

＊コロミコ・トレックのホームページがリニューアルされました。 

[コロミコ・トレック]で検索、又は www.koromikotrek.com 

9186 ✉ koromiko2@pop07.odn.ne. 


