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＊＊55，，66 月月のの山山旅旅ツツアアーーレレポポーートト＆＆下下見見山山行行  そそのの 11＊＊  

リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、相相変変わわららずず暑暑いい夏夏のの日日がが続続

いいてていいまますすがが、、夏夏ノノ暑暑ササニニモモママケケズズ、、丈丈夫夫ナナカカララダダ

ヲヲモモチチ、、おお元元気気ににおお過過ごごししででししょょううかか。。  

私私はは北北海海道道のの山山旅旅かからら77月月1155日日にに帰帰っっててききまましし

たた。。55 月月中中国国山山地地のの山山旅旅かからら始始ままっったた今今年年のの日日本本のの

山山旅旅はは、、九九州州のの山山旅旅、、66 月月大大峰峰山山、、玉玉原原ブブナナ林林、、鍋鍋

倉倉山山、、三三陸陸のの山山旅旅そそのの１１、、そそのの２２ままでですすべべてて無無事事、、

大大成成功功ににてて終終了了、、新新ココーーススもも含含めめてて充充実実内内容容、、ググレレ

ーードドアアッッププのの素素晴晴ららししいい山山旅旅ででししたた。。  
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  55，，66 月月はは中中国国山山地地そそのの 22 かからら三三陸陸そそのの２２ままでで 66 本本ののツツアアーーをを繋繋げげてて約約

11 かか月月のの山山旅旅行行脚脚。。今今回回はは新新ココーーススやや改改定定ココーーススももああっったたののでで、、そそのの間間のの

1122 日日間間はは下下見見もも兼兼ねねてて平平野野ガガイイドド一一人人でで山山をを歩歩ききままくくりりままししたた。。そそのの成成果果

はは本本番番でで如如何何ななくく発発揮揮さされれてて、、いいずずれれもも最最高高ののココーースス巡巡りりでで平平野野ガガイイドドなな

ららででははのの山山旅旅をを完完成成すするるここととががででききままししたた。。以以下下、、５５月月――77 月月のの山山旅旅レレポポーートト。。  

■■西西中中国国山山地地のの山山旅旅・・臥臥龍龍山山とと恐恐羅羅漢漢山山   55 月月 2211 日日発発 33 日日間間  

11 日日目目のの臥臥龍龍山山ははブブナナ原原生生林林ドドラライイブブでで 99 合合目目近近くくのの雪雪霊霊水水登登山山口口へへ。。頂頂

上上ままででのの往往復復ははほほんんのの３３00 分分でで少少々々物物足足りりなないい。。とといいっってて北北西西ののウウママゴゴヤヤ谷谷

やや南南西西尾尾根根をを下下るるににはは車車のの回回送送がが難難ししいい。。ししかかしし 22 年年前前のの下下見見のの際際、、登登山山

口口でで地地元元山山のの会会のの長長老老かからら、、臥臥龍龍山山ののブブナナ原原生生林林でで一一番番素素晴晴ららししいいののはは、、

頂頂上上かからら北北西西尾尾根根猪猪木木峠峠方方面面のの北北西西尾尾根根をを下下りり、、分分岐岐かからら登登山山口口にに戻戻るる周周

遊遊ココーーススだだとといいうう貴貴重重なな情情報報をを得得れれたたののははララッッキキーーだだっったた。。11 日日目目午午後後かからら

ののシショョーートトココーーススははここれれででベベスストトププラランンがが決決定定だだ。。  

恐恐羅羅漢漢山山はは初初めめててななののでで、、太太田田町町のの観観光光課課ややネネッットトかからら情情報報をを集集めめココーー

ススをを考考ええたた。。ガガイイドドブブッッククににはは登登山山口口かかららススキキーー場場ココーーススがが最最短短ココーーススでで、、

殆殆どどのの人人ははそそれれをを利利用用ししてていいるるよよううだだ。。ししかかししここののココーーススははブブナナ林林ももななくく、、

味味気気なないいススキキーー場場のの草草地地がが殆殆どどでで全全くく魅魅力力ななしし、、たただだ頂頂上上にに行行けけばばよよいいとと

いいううつつままららなないいココーーススにに違違いいなないい。。一一方方、、登登山山口口かかららセセララピピーーロローードドとと呼呼

ばばれれるるココーーススかからら夏夏焼焼峠峠経経由由でで頂頂上上へへ至至るるココーーススはは、、22 倍倍ほほどど時時間間ががかかかかるる

がが、、そそののほほととんんどどががブブナナのの自自然然林林でで、、ここののほほううががははるるかかにに魅魅力力的的だだ。。ままたた

ガガイイドドブブッッククににはは載載っってていいなないいがが、、ネネッットトやや現現地地のの案案内内書書のの情情報報にによよるるとと

恐恐羅羅漢漢でで一一番番素素晴晴ららししいいブブナナ原原生生林林はは、、北北側側のの台台所所原原周周辺辺ららししいい。。ここここにに

至至るるににはは夏夏焼焼峠峠かからら尾尾根根ココーーススをを登登りり、、台台所所分分岐岐かからら北北にに下下りり、、旧旧林林道道をを

辿辿っってて行行くく。。そそここかからら恐恐羅羅漢漢山山へへはは 11 時時間間ほほどどのの登登りりととななりり、、かかななりりのの遠遠

回回りりととななるる。。私私ははここののココーーススをを登登りりにに使使いい、、ブブナナ尾尾根根ココーーススでで夏夏焼焼峠峠ままでで

下下るる周周遊遊ココーーススをを考考ええたた。。ここれれはは一一般般ココーーススのの倍倍以以上上のの時時間間ががかかかかるるがが、、

温温井井温温泉泉にに 22 連連泊泊ししてて 11 日日たたっっぷぷりり時時間間ををかかけけてて歩歩くくののでで、、ゆゆっったたりりととブブ

ナナをを愛愛ででななががららゆゆととりりをを持持っってて歩歩けけるるここととだだろろうう。。同同じじ山山にに登登るるににもも、、ココ

ーーススのの取取りり方方、、回回りり方方にによよっっててそそのの山山のの魅魅力力、、価価値値はは雲雲泥泥のの差差ととななるるののだだ。。

ここのの臥臥龍龍山山ににおおいいててもも、、一一般般のの人人ででもも他他ほほかかののいいかかななるるツツアアーーででもも考考ええつつ

かかなないい平平野野ガガイイドドななららででははのの歩歩きき方方ののププラランンがが完完成成ししたた。。  

果果たたししてて実実際際のの状状況況ははどどううででああろろううかか。。ままだだ歩歩いいたたここととののなないい臥臥龍龍山山のの

ここののココーーススのの下下見見はは、、ツツアアーー前前日日のの 55 月月 2200 日日ににすすべべててをを託託ししたた。。登登山山口口

かからら夏夏焼焼峠峠にに至至るるセセララピピーーロローードドはは、、そそのの名名のの通通りり、、自自然然林林のの気気持持ちちのの良良

いい山山道道ででままずずはは一一安安心心。。台台所所分分岐岐かかららのの下下りりももブブナナをを中中心心ととししたた自自然然林林がが

素素晴晴ららししくく、、1100 分分ほほどどでで林林道道へへ。。ここここかかららはは植植林林後後のの面面白白みみののなないい林林道道歩歩

ききととななりり、、ここのの先先のの台台所所原原ののブブナナ原原生生林林はは本本当当にに素素晴晴ららししいいももののかか少少々々不不

安安ににななるる。。わわざざわわざざ長長いい周周遊遊ココーーススをを歩歩いいててそそれれななりりのの良良ささががななけけれればば意意

味味ががなないい。。林林道道歩歩ききをを終終ええてて台台所所原原へへ向向かかうう山山道道にに入入るるとと、、次次第第にに森森のの雰雰

囲囲気気がが良良くくななりり、、台台所所原原にに着着くくとと周周辺辺はは期期待待通通りりののブブナナ原原生生林林がが広広ががっってて

いいたた。。そそししててここここかからら臥臥龍龍山山へへのの登登りりはは、、ここれれままでで以以上上のの濃濃厚厚ななブブナナ原原生生

林林にに包包ままれれ、、感感動動のの連連続続、、東東北北ののブブナナ原原生生林林ににももひひけけををととららぬぬ第第一一級級のの須須

賀賀ららししいいブブナナのの自自然然道道がが続続いいてていいたた。。ややははりりここののココーーススはは大大正正解解、、頂頂上上かか

ららのの下下りりははブブナナ巨巨木木もも混混じじるる尾尾根根ココーーススでで夏夏焼焼峠峠へへ。。ももとと来来たたセセララピピーーロロ

ーードドはは行行ききよよりりももゆゆととりりをを持持っっててブブナナ森森をを味味わわいいななががらら歩歩けけてて、、大大満満足足でで

登登山山口口にに戻戻るる。。ここれれでで今今回回ののツツアアーーののハハイイラライイトトととななるる臥臥龍龍山山ののベベスストト周周

遊遊ココーーススがが完完成成、、臥臥龍龍山山とと合合わわせせてて中中国国山山地地随随一一ののブブナナ森森をを巡巡るる素素晴晴ららしし

いい新新ココーーススととななるるにに違違いいなないい。。  

今今回回はは 33 日日目目にに安安芸芸のの宮宮島島弥弥山山ををププララススししたたがが、、古古代代のの神神々々がが作作っったたけけ

たた外外れれのの巨巨石石遺遺構構のの放放つつパパワワーーをを実実感感すするるここととがが大大ききなな目目的的ななののだだ。。最最近近

のの宮宮島島はは修修学学旅旅行行やや外外国国人人旅旅行行者者にに加加ええ、、パパワワーーススポポッットトブブーームムでですすささまま

じじいい数数のの観観光光客客でで溢溢れれてていいるる。。そそのの上上、、いいくくつつももああるる弥弥山山へへのの登登山山道道はは観観

光光客客用用？？にに過過剰剰整整備備さされれ、、いいずずれれももすすべべてて石石畳畳ややココンンククリリーートト、、階階段段だだらら

けけでで、、山山歩歩ききににととっっててはは最最悪悪のの登登山山道道ととななっっててししままっったた。。  

ここううししたた硬硬いい階階段段のの登登山山道道はは、、ひひざざやや足足にに過過剰剰なな負負担担ををかかけけ歩歩くくほほどどにに

筋筋肉肉疲疲労労はは増増すすばばかかりり。。ままししてて足足をを痛痛めめてていいるる人人ににととっっててはは登登りりもも下下りりもも

苦苦痛痛のの連連続続ととななるる。。そそんんなな山山歩歩ききをを続続けけてていいるるとと、、山山歩歩ききのの楽楽ししささはは半半減減

すするるばばかかりりかか、、山山歩歩ききのの寿寿命命をを縮縮めめるるここととににななるるののだだ。。今今回回のの下下見見のの期期間間

中中、、ここのの私私もも冬冬場場ののブブラランンククでで以以前前のの膝膝痛痛ががぶぶりり返返しし、、ここのの階階段段登登りりででささ

ららにに足足をを痛痛めめててししままっったた。。いいつつもも足足痛痛でで山山をを歩歩くく人人やや足足腰腰のの弱弱っったた人人のの気気

持持ちちががつつくくづづくくわわかかっったた。。同同時時にに段段差差のの階階段段やや硬硬いい道道ががいいかかにに足足にに悪悪いいかか、、

改改めめてて実実感感ししたたももののだだ。。  

私私はは弥弥山山のの下下見見でで最最短短ココーーススのの紅紅葉葉谷谷ココーーススをを下下かからら歩歩いいててみみたたがが、、右右

ひひざざのの具具合合ががいいままいいちちでで、、階階段段上上りり半半ばばでですすででにに疲疲れれ果果ててててししままっったた。。ここ

れれはは下下かからら歩歩いいたたらら皆皆はは頂頂上上にに行行くくままででにに疲疲れれててししままうう。。ややははりり本本番番でではは

登登りりははロローーププウウェェイイがが正正解解とといいうう作作戦戦にに変変更更、、ああととははひひたたすすらら歩歩くくここととにに

専専念念。。ややははりりロローーププウウェェイイ終終点点のの獅獅子子岩岩展展望望台台やや弥弥山山頂頂上上はは人人だだららけけ。。人人

でで埋埋めめ尽尽くくさされれたた休休憩憩テテララススにに立立ちち寄寄ららずず、、今今回回ののメメイインンススポポッットト・・駒駒ヶヶ

林林へへとと向向かかうう。。ネネッットトでで調調べべたたととこころろ、、ここのの駒駒ヶヶ林林のの大大一一枚枚岩岩ののテテララススがが

ラランンチチタタイイムムとと昼昼寝寝にに最最高高のの場場所所とと目目ににつつけけてていいたた。。  

ししかかししここここにに至至るる道道もも急急なな階階段段下下りりとと石石畳畳のの道道がが続続きき、、土土のの道道ななどどほほとと

んんどどなないい。。そそれれででもも駒駒ヶヶ林林にに着着くくとと、、そそここににはは予予想想通通りりのの気気持持ちちのの良良いい一一

枚枚岩岩のの大大テテララススががああっったた。。大大混混雑雑のの弥弥山山ととははううっってて変変わわっってて誰誰ももいいなないい静静

かかなな場場所所でで、、真真正正面面にに弥弥山山のの全全貌貌がが眺眺めめらられれるる一一等等展展望望地地、、弥弥山山周周辺辺でで一一

番番価価値値ああるる最最高高のの穴穴場場とといいええるるだだろろうう。。すすででにに観観光光地地とと化化ししたた弥弥山山ででははああ

るるがが、、ここここままでで足足をを伸伸ばばせせばば弥弥山山をを歩歩くく価価値値はは十十分分ああるる。。ここれれでで何何ととかかメメ

ドドははたたっったた。。ししかかししここここかかららのの下下りりをを考考ええるるとと、、階階段段のの下下りり登登りりでで弥弥山山にに

戻戻るるののはは没没、、唯唯一一大大元元ココーーススをを下下るるののがが一一番番だだろろうう。。  

誰誰ももいいなないいははずずののテテララススににたたままたたまま居居合合わわせせたた地地元元風風のの女女性性にに話話をを聞聞くく

とと、、大大元元ココーーススもも今今でではは段段差差のの階階段段のの連連続続ででかかななりり厳厳ししいいととののこことと。。そそしし

ててここのの頂頂上上かからら昔昔のの山山道道がが下下ままででつついいてていいるるららししいいここととをを教教ええててくくれれたた。。

確確かかにに頂頂上上かからら海海にに向向かかっっててかかすすかかななフフミミ跡跡ががああるる。。私私ははここれれぞぞ探探ししてていい

たた理理想想のの下下山山路路ととばばかかりり、、旧旧道道ららししきき登登山山道道をを下下っっててみみたた。。急急ででははああるるがが、、

弥弥山山ににああるる数数多多くくのの登登山山道道のの中中でで唯唯一一自自然然道道ののココーーススででああっったた。。ここれれででよよ

ううややくく弥弥山山ののベベスストトココーーススがが完完成成、、山山姥姥ととのの偶偶然然のの出出会会いいにに感感謝謝ししつつつつ、、

フフェェリリーーにに乗乗りり込込みみ宮宮島島をを後後ににししたた。。  

そそんんななわわけけでで、、本本番番ののツツアアーーででははすすべべてて最最もも効効率率的的かかつつ楽楽ななココーースス巡巡りり

でで歩歩くくここととががででききたた。。たただだ、、最最後後のの駒駒ヶヶ林林かかららのの下下りりがが苦苦手手なな人人ががいいてて、、

通通常常のの 22，，33 倍倍ほほどどもも時時間間ががかかりり、、ここのの日日がが一一番番疲疲れれたたののはは想想定定外外だだっったたがが。。  

ここのの西西中中国国山山地地のの山山旅旅はは今今後後ももおお勧勧めめココーーススととししてて継継続続ししてていいくく予予定定だだ。。

特特にに希希望望ががああるる場場合合はは弥弥山山もも組組みみ入入れれるるがが、、33 日日目目はは広広島島西西部部のの安安蔵蔵寺寺山山にに

変変更更すするる予予定定でですす、、ブブナナややミミズズナナララのの自自然然林林のの中中、、足足にに優優ししいい自自然然道道をを歩歩

ききたたいいももののだだ。。  

■■春春のの九九州州・・九九重重平平治治岳岳とと大大船船山山、、由由布布岳岳   55 月月 2288 日日発発４４日日間間  

  九九重重山山をを巡巡るる九九州州のの山山旅旅はは、、2200 年年以以上上前前かからら実実施施ししててるるがが、、すすべべてて温温泉泉

ホホテテルル泊泊のの日日帰帰りり登登山山でで、、山山小小屋屋（（法法華華院院山山荘荘））泊泊はは今今回回がが初初めめてて。。  

九九重重山山ののミミヤヤママキキリリシシママはは平平治治岳岳かからら大大船船山山、、黒黒岳岳ににかかけけててがが一一番番とといいうう

ここととはは知知っってていいたたしし、、自自分分ででもも 3300 年年前前にに坊坊ががつつるるでで 11 週週間間ほほどどキキャャンンププ

ししてて、、九九重重連連山山をを歩歩きき回回りり、、そそのの素素晴晴ららししささはは誰誰よよりりもも認認識識ししてていいたた。。しし

かかししそそののたためめににはは坊坊ががつつるるのの山山小小屋屋にに 11 泊泊せせねねばばななららずず、、ままたた健健脚脚ココーースス

ととななるるののででここれれままでで敬敬遠遠ししてていいたたののだだ。。ととこころろがが今今回回ははググルルーーププのの希希望望がが  

あありり、、法法華華院院山山荘荘もも改改築築さされれ快快適適なな個個室室もも取取れれるるよよううににななっったたののでで、、新新ココ  



ーーススのの実実現現ととななっったた訳訳だだ。。ここののココーーススはは昨昨年年実実施施のの予予定定がが、、先先のの熊熊本本大大分分

大大地地震震ののたためめ中中止止、、今今年年ににリリベベンンジジググルルーーププでで実実施施とといいうういいききささつつががああるる。。  

11 日日目目はは大大分分空空港港かからら牧牧ノノ戸戸峠峠にに直直行行。。久久住住山山、、中中岳岳をを越越ええてて法法華華院院山山荘荘

ままででとといいうう強強行行ススケケジジュューールル。。11 泊泊 22 日日のの縦縦走走ななののでで、、不不要要のの荷荷をを 22 日日目目

ののホホテテルルにに預預けけ、、下下山山口口のの長長者者原原にに車車をを回回送送ししててももららうう最最良良のの作作戦戦でで出出発発。。  

牧牧ノノ戸戸峠峠かからら沓沓掛掛山山をを越越ええ、、九九住住別別れれかからら久久住住山山をを往往復復、、ささららにに最最高高峰峰

中中岳岳をを越越ええてて法法華華院院山山荘荘にに至至るるににはは、、中中岳岳かかららそそののまままま白白口口峠峠にに下下りり、、白白

口口谷谷をを下下降降すするるののがが最最短短ココーーススだだ。。ここののココーーススはは年年々々荒荒れれるる一一方方でで最最近近でで

はは一一般般登登山山者者ににはは勧勧めめらられれてていいなないい難難ココーーススににななっってていいるるよよううだだ。。ししかかしし

ここれれままでで何何度度ももここののココーーススをを歩歩いいてていいるる私私はは自自信信ががああっったたしし、、時時間間勝勝負負のの

ここのの日日ははここののココーーススをを選選ぶぶほほかかははなないい。。そそれれにに今今回回はは強強者者揃揃いいのの健健脚脚（（山山

姥姥））ググルルーーププとといいううここととももあありり、、いいかかににもも荒荒れれてていいるる白白口口谷谷をを下下るる。。  

白白口口峠峠かかららのの下下りりはは、、近近年年のの大大雨雨、、地地震震のの影影響響ももあありり、、予予想想以以上上にに荒荒れれ

てていいたた。。何何度度ももここののココーーススをを歩歩いいてていいるる私私もも、、ささすすががにに幾幾度度かかルルーートトをを誤誤

りり、、シシャャククナナゲゲのの咲咲くく枯枯沢沢にに下下っっててししままいい、、強強引引ななヤヤブブココギギのの末末、、何何ととかか

従従来来ののココーーススにに戻戻りり、、予予定定よよりりもも22時時間間もも遅遅れれてて法法華華院院山山荘荘にに辿辿りり着着いいたた。。  

ととももああれれ、、一一番番大大変変なな初初日日はは何何ととかか予予定定通通りり、、快快適適なな山山小小屋屋個個室室とと新新装装ささ

れれたた温温泉泉でで山山旅旅のの疲疲れれをを癒癒すす。。  

  翌翌朝朝、、ミミヤヤママキキリリシシママのの平平治治岳岳をを目目指指すすがが、、山山腹腹をを埋埋めめ尽尽くくすすははずずののピピンン

クク色色はは見見当当たたららなないい。。どどううややらら今今年年はは花花のの時時期期がが遅遅れれてていいるるよよううだだ。。昨昨日日、、  

白白口口峠峠方方面面かかららもも気気ににななっっててははいいたたがが、、唯唯一一濃濃いいピピンンククがが見見らられれたたののはは鉾鉾

立立峠峠付付近近でで、、平平治治岳岳方方面面ににそそれれららししきき色色はは見見当当たたららななかかっったた。。小小屋屋ののススタタ

ッッフフにに聞聞いいててみみるるとと、、今今最最高高潮潮のの場場所所ははややははりり鉾鉾立立峠峠周周辺辺でで、、往往復復 11 時時間間

ほほどどだだとといいうう。。急急遽遽予予定定をを変変更更ししてて、、ままずずはは空空身身でで現現場場をを往往復復すするるここととにに

すするる。。案案のの定定そそここはは期期待待通通りりここのの日日周周辺辺唯唯一一最最大大ののピピンンククのの群群落落でで埋埋ままっっ

てていいてて、、ままずずはは一一安安心心。。ももうう一一つつのの群群落落はは平平治治岳岳へへのの分分岐岐周周辺辺でで見見らられれたた。。

ここのの日日はは大大船船山山周周遊遊でで時時間間ががかかかかるるののでで、、平平治治岳岳ははカカッットトのの予予定定だだっったたがが、、

ピピンンクク群群落落がが観観れれるる平平治治岳岳のの途途中中ままでで往往復復ししてて、、ここのの日日 22 かか所所ののミミヤヤママキキ

リリシシママ満満開開群群落落にに皆皆大大満満足足、、今今回回一一番番のの目目的的はは達達成成さされれたた。。  

  結結局局今今回回のの九九重重山山でではは、、満満開開ののミミヤヤママキキリリシシママ、、ピピンンククのの絨絨毯毯のの中中をを歩歩

くくここととははででききななかかっったたがが、、ここのの日日のの九九重重連連山山ででベベスストトススポポッットトをを 22 かか所所歩歩

くくここととががででききたたここととはは最最高高のの幸幸運運ででああっったたとと考考ええたたいいももののだだ。。九九重重山山群群とと

坊坊ががつつるるをを見見晴晴ららすす大大船船山山頂頂上上ででゆゆっったたりりととラランンチチタタイイムム、、坊坊ががつつるるにに下下

りり、、雨雨ケケ池池をを越越ええてて長長者者原原にに着着くくとと、、牧牧ノノ戸戸峠峠かからら運運ばばれれててききたた我我がが愛愛車車

ノノアア号号がが待待っってていいたた。。長長年年付付きき合合いいのの九九重重観観光光ホホテテルルにに感感謝謝感感謝謝。。ここのの日日

はは設設備備のの整整っったた温温泉泉ホホテテルルでで 22 日日間間のの山山旅旅のの疲疲れれをを癒癒すす。。  

●●由由布布岳岳正正面面ココーースス～～東東ココーースス、、鶴鶴見見岳岳西西口口ココーースス  

  次次のの目目的的はは由由布布岳岳。。ここれれもも長長年年正正面面ココーーススかかららのの往往復復がが決決ままりりココーーススでで

ここれれがが誰誰ももがが歩歩くく一一般般ココーーススととななっってていいるる。。ししかかしし整整備備がが行行きき届届いいたたここのの

ココーーススはは歩歩きき易易いいがが、、ジジググザザググのの登登りり下下りりははああままりりにに単単調調でで長長いい。。今今回回はは

健健脚脚ググルルーーププとといいううここととでで、、由由布布岳岳東東峰峰かかららおお鉢鉢をを巡巡りり、、東東登登山山口口へへ下下るる

新新ココーーススをを考考ええたた。。そそののたためめツツアアーーのの前前にに中中津津ののホホテテルルにに 22 連連泊泊ししてて、、東東

ココーーススかからら東東峰峰をを往往復復、、昨昨年年のの地地震震のの影影響響やや鎖鎖場場難難ココーーススのの様様子子をを下下見見でで

歩歩くく。。本本番番でではは正正面面口口かからら登登りり、、ママタタエエ～～西西峰峰をを往往復復、、東東峰峰かからら東東ココーースス

をを下下るるとといいううププラランンだだ。。車車のの回回送送ははででききなないいののでで、、東東口口へへのの分分岐岐かからら正正面面

ココーーススにに戻戻るるののがが普普通通ののププラランンだだがが、、東東口口へへそそののまままま下下るるよよりり 3300 分分以以上上時時

間間ががかかかかるるだだろろうう。。そそここででいいつつもものの平平野野流流車車回回送送術術？？にによよりり、、皆皆はは楽楽なな東東

口口へへ、、私私がが正正面面口口ままでで頑頑張張っってて車車をを東東口口ままでで回回すすとといいうう方方法法をを考考ええたた。。そそ

ののたためめににはは東東口口分分岐岐ままでで皆皆とと一一緒緒にに下下っっててはは時時間間ののロロススがが多多すすぎぎるる。。上上部部

のの鎖鎖場場をを一一緒緒にに下下っっててかからら、、どどのの辺辺かからら自自分分がが先先にに下下れれるるかかとといいううののもも、、  

下下見見でで重重要要ななポポイインントトだだ。。  

  今今回回のの下下見見でではは、、東東登登山山口口にに車車をを置置いいてて東東峰峰ままでで往往復復ししたた。。東東ココーーススはは

正正面面ココーーススよよりり遥遥かかにに歩歩くく人人がが少少ななくく、、登登山山道道もも過過剰剰整整備備さされれるるここととななくく、、  

殆殆どど昔昔ののままままのの自自然然道道、、豊豊かかなな自自然然林林のの素素晴晴ららししいい山山道道だだっったた。。おお鉢鉢下下のの

鎖鎖場場はは、、一一般般ココーースス西西岳岳のの鎖鎖場場よよりりはは急急でで手手強強いいがが、、注注意意ししてて下下れればば大大丈丈

夫夫、、変変化化にに富富んんででかかななりり面面白白いい。。とといいううここととでで、、22 かか所所のの鎖鎖場場をを終終ええたたああたた  

りりかかららはは普普通通のの山山道道ととななるるののでで、、そそのの辺辺かからら自自分分がが先先行行ししてて分分岐岐かからら正正面面

口口にに下下れればば、、本本体体がが東東口口にに着着くくままででにに何何ととかか車車をを回回せせるるだだろろううとと下下見見完完了了。。      

今今回回もも下下見見がが功功をを奏奏しし、、順順調調にに東東峰峰頂頂上上ででラランンチチタタイイムム、、私私はは鎖鎖場場をを終終

ええたたととこころろかからら先先行行ししてて正正面面口口をを目目指指ししたた。。ししかかしし下下見見のの時時にに分分岐岐かからら正正

面面口口へへはは歩歩くく時時間間ががななかかっったたののでで、、どどれれほほどど時時間間ががかかかかるるかかはは予予想想ででききなな

かかっったた。。ししかかしし実実際際にに歩歩いいててみみるるとと単単調調なな下下りりででははななくく、、沢沢をを何何本本もも乗乗越越

しし、、巻巻道道のの登登りりももああるる厄厄介介ななココーーススでで、、ままだだ膝膝のの痛痛みみをを抱抱ええてていいたた私私ににとと

っってて想想定定ををははるるかかにに上上回回るる時時間間とと体体力力消消耗耗ででヘヘトトヘヘトト状状態態。。結結局局、、皆皆がが歩歩

いいたた分分岐岐かからら東東口口へへはは緩緩ややかかなな下下りり 2200 分分ののととこころろ、、正正面面口口へへののここののココーースス

ははそそのの 33 倍倍以以上上、、11 時時間間ももかかかかっっててししままっったた。。おおままけけにに今今回回ののメメンンババーーはは

超超健健脚脚ググルルーーププだだっったたののでで、、皆皆はは車車がが来来るるままでで 33００分分私私もも待待っったたとといいうう。。そそ

れれででもも最最後後にに正正面面口口ままででのの嫌嫌ななココーーススでで疲疲れれ果果ててるるよよりり遥遥かかにに楽楽ななここととはは

間間違違いいなないいののでで、、結結果果オオーーラライイとといいううととこころろだだろろうう。。ここのの日日はは、、今今回回のの最最

高高級級ホホテテルル・・ゆゆふふいいんん山山水水間間のの露露天天風風呂呂とと懐懐石石料料理理でで疲疲れれをを癒癒しし、、33 日日間間のの

中中身身のの濃濃いい充充実実ししたた山山旅旅にに皆皆大大満満足足、、残残るる最最終終日日のの鶴鶴見見岳岳ははおおままけけとといいっっ

たたととこころろだだ。。  

九九州州のの山山旅旅をを無無事事終終了了、、55 月月 3300 日日夕夕方方大大分分空空港港ににググルルーーププをを送送っったた後後、、

私私はは国国東東半半島島をを北北上上、、半半島島最最北北部部のの町町・・国国見見のの宿宿にに 11 泊泊、、翌翌朝朝一一番番ののススオオ

ーーナナダダフフェェリリーーでで徳徳山山港港にに向向かかっったた。。44：：2200 発発ののフフェェリリーーはは少少々々ききつついいがが  

大大峰峰山山ツツアアーーのの前前日日にに大大和和橿橿原原ままでで入入りり周周辺辺のの下下見見ををすするるたためめににはは次次のの便便

でで行行くくよよりりもも 55 時時間間ももゆゆととりりをを持持ててるる。。頑頑張張っっててホホテテルルをを 33::0000 発発、、ゆゆとと

りりをを持持っっててフフェェリリーーにに間間にに合合っったた。。    

■■大大峰峰山山・・弥弥山山とと八八経経ヶヶ岳岳、、稲稲村村がが岳岳、、大大台台ケケ原原 22 日日発発  ３３日日間間  

今今年年かかららのの新新ココーースス・・大大峰峰山山のの下下見見はは去去年年、、行行者者環環トトンンネネルル西西口口かからら弥弥

山山ののみみ歩歩いいたたがが、、残残りりのの稲稲村村がが岳岳とと大大台台ケケ原原はは今今回回のの山山旅旅行行脚脚のの初初めめにに済済

まませせてて作作戦戦ははほほぼぼ万万全全だだっったた。。  

  弥弥山山、、八八経経ヶヶ岳岳ののココーーススとと大大台台ケケ原原はは誰誰ででももほほぼぼ同同じじココーーススをを歩歩くくがが、、

稲稲村村がが岳岳はは歩歩きき方方、、ココーーススのの巡巡りり方方ででそそのの価価値値はは大大ききなな差差がが生生じじるる。。私私はは

ガガイイドドブブッッククよよりりももネネッットトでで最最新新情情報報をを調調べべ、、ココーーススをを考考ええたた。。一一般般的的にに

はは洞洞川川温温泉泉かからら車車でで母母公公堂堂ままでで車車でで入入りり、、法法力力峠峠経経由由でで稲稲村村小小屋屋へへ、、そそここ

かからら稲稲村村がが岳岳をを往往復復すするるとといいううののがが一一番番楽楽でで無無難難ななココーーススだだがが、、一一見見長長くく

退退屈屈そそううなな往往復復はは魅魅力力にに欠欠けけるる。。一一方方、、車車道道ををささららにに奥奥のの清清浄浄大大橋橋かからら始始

ままるるレレンンゲゲ谷谷ココーーススはは、、沢沢とと自自然然林林がが美美ししいいよよううでで、、ここののほほううががははるるかかにに

魅魅力力的的だだ。。ネネッットトのの情情報報にによよるるととここのの谷谷のの登登りりやや上上部部にに一一部部危危険険個個所所やや不不

明明瞭瞭なな部部分分あありりととななっってていいるるののでで、、ここのの部部分分のの下下見見がが第第一一のの目目的的だだ。。私私はは

清清浄浄大大橋橋かかららささららにに奥奥のの林林道道終終点点ままでで車車をを乗乗りり入入れれ、、そそここかからら歩歩きき始始めめたた。。

ここここままでで車車でで入入れれれればば、、無無用用のの車車道道歩歩きき 3300 分分ははカカッットトででききるる。。山山上上辻辻・・稲稲

村村小小屋屋かかららのの下下りりはは法法力力峠峠ココーーススでで母母公公堂堂へへ下下るるとといいううののがが最最もも変変化化にに富富

みみ、、時時間間・・体体力力的的ににももゆゆととりりがが持持ててるるベベスストト周周遊遊ココーーススととななるるだだろろうう。。  

期期待待通通りり、、レレンンゲゲ谷谷のの沢沢とと自自然然林林はは素素晴晴ららししかかっったた。。55 月月半半ばばななののでで上上部部

のの新新緑緑ややシシロロヤヤシシオオははままだだここれれかかららとといいっったたととこころろだだがが、、本本番番のの 66 月月 33 日日

上上旬旬こころろににはは絶絶好好調調ととななっってていいるるここととだだろろうう。。心心配配ししてていいたた不不明明瞭瞭なな箇箇所所

ににははロローーププがが張張らられれ、、崩崩れれたた個個所所ははししっっかかりりとと補補修修さされれ、、レレンンゲゲ辻辻ままでで全全

くく問問題題ななくく歩歩けけたた。。ここここかからら山山上上辻辻ままででははののんんびびりりととししたた尾尾根根歩歩ききととななりり、、

前前半半のの見見通通ししははほほぼぼ立立っったた。。  

後後半半ののハハイイラライイトトはは稲稲村村がが岳岳だだがが、、そそれれよよりりもも気気ににななるる所所はは、、頂頂上上かからら

北北尾尾根根のの藪藪ルルーートトをを辿辿っったたととこころろににああるる「「宝宝剣剣」」がが祀祀らられれてていいるるとといいうう聖聖

地地？？だだ。。私私ははここのの「「宝宝剣剣」」探探索索をを一一番番のの目目的的ととししたた。。  

ととこころろででここのの稲稲村村がが岳岳ににはは＜＜山山上上辻辻かからら頂頂上上ににかかけけててはは食食事事禁禁止止、、食食事事

はは稲稲村村小小屋屋前前のの広広場場でで取取るるよよううにに＞＞とといいうう奇奇妙妙なな規規則則？？ががああるる。。山山のの上上でで

ののラランンチチタタイイムムはは一一番番気気持持ちちのの良良いいととこころろででとといいううののはは誰誰ししもも考考ええるるこことと

でで、、平平野野ツツアアーーででははかかななりり重重要要なな要要素素ののひひととつつででももああるる。。小小屋屋周周辺辺ににははベベ

ンンチチテテーーブブルルももいいくくつつかかあありり、、皆皆ここここでで食食事事をを取取っってていいるるがが、、ここここはは丁丁度度

風風のの通通りり道道ととななっってていいてて寒寒いいここととここのの上上なないい。。ゆゆっっくくりりとと昼昼食食をを楽楽ししむむどど

こころろででははなないい。。何何故故ここんんななババカカげげたた規規則則をを作作っったたののかか。。＜＜頂頂上上でで食食事事ををすす

るるとと周周辺辺でで用用足足ししををすするる人人がが多多いいののでで、、自自然然環環境境保保全全ののたためめ＞＞ななどどとといいうう

名名目目ののよよううだだがが、、日日本本中中のの山山ででここんんなな話話はは聞聞いいたたここととががなないい。。たたととええどどんん

ななにに神神聖聖なな山山のの頂頂上上ででもも、、山山神神様様ははそそここでで食食事事ををすするるななななどどとといいううははずずはは

なないい。。私私はは小小家家主主のの陰陰湿湿かかつつ身身勝勝手手なな根根性性をを感感じじずずににははいいらられれなないい。。  



＜＜用用足足ししはは小小屋屋のの有有料料トトイイレレでで百百円円払払っってて済済まませせるるよよううにに＞＞とといいうう営営利利目目

的的にに違違いいなないい。。  

  私私はは寒寒々々ととししたた小小屋屋広広場場をを後後にに、、稲稲村村がが岳岳をを目目指指ししたた。。頂頂上上ににはは広広々々とと

ししたた展展望望テテララススがが建建ててらられれ、、大大峰峰連連山山をを見見晴晴ららすす展展望望もも素素晴晴ららししくく、、日日当当

たたりりのの良良いいここのの快快適適ななテテララススでで皆皆食食事事ややココーーヒヒーー・・タタイイムムののひひとと時時をを過過ごご

ししたたいいとと思思ううははずずだだ。。そそんんなな頂頂上上をを後後にに、、私私はは北北尾尾根根にに続続くくそそれれららししききフフ

ミミアアトトをを見見つつけけ、、宝宝剣剣目目指指ししてて辿辿っってて行行っったた。。確確かかにに 33 かか所所ほほどど間間違違いいそそ

ううななフフミミアアトトががああっったたがが、、ブブッッシシュュウウォォーークク大大好好ききなな平平野野ガガイイドドににととっってて

はは全全くく難難ななくく 1155 分分ほほどどでで宝宝剣剣のの場場所所にに辿辿りり着着いいたた。。祀祀らられれてていいたた宝宝剣剣はは、、

神神代代のの昔昔のの本本物物のの宝宝剣剣ででははななくく、、歴歴史史時時代代ににああるる人人がが奉奉納納ししたたとといいううささほほ

どど価価値値ののああるる代代物物ででははなないい。。ししかかしし一一般般のの人人でではは立立ちち入入りり難難いいここのの場場所所へへ

ののルルーートトをを見見つつけけたたこことと、、そそししてて何何よよりりももここのの日日当当たたりりのの良良いい広広場場がが気気にに

入入っったた。。誰誰もも来来なないいここのの場場所所なならら、、皆皆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楽楽ししめめ

るる。。帰帰りりののルルーートトもも頂頂上上にに登登りり返返すすここととななくく、、55 分分ほほどどのの下下りりででももとと来来たた登登

山山道道にに合合流流ででききたた。。ここれれでで稲稲村村がが岳岳のの大大穴穴場場・・宝宝剣剣へへのの秘秘密密ののルルーートトがが完完

成成、、平平野野ガガイイドドななららででははののココーーススががままたた一一つつ増増ええたたとといいううももののだだ。。  

  ここううししてて今今回回ののメメイインンココーースス・・稲稲村村がが岳岳ののベベスストトココーーススははほほぼぼ完完成成ししたた。。

ああととはは山山上上辻辻にに戻戻りり、、車車のの置置いいててああるる登登山山口口にに戻戻るる予予定定だだっったた。。ししかかしし思思

っったたよよりりもも長長くくアアッッププダダウウンンののああるる尾尾根根道道とと、、レレンンゲゲ谷谷のの急急降降下下、、そそししてて、、

ままだだ完完治治ししてていいなないい膝膝ののこことともも考考ええてて、、本本番番でで歩歩くく法法力力峠峠かからら母母公公堂堂へへのの

一一般般ココーーススをを下下るるここととににししたた。。ここのの部部分分はは一一般般ココーーススととははいいええ、、ややははりり一一

度度歩歩いいててみみるるににここししたたここととははなないい。。そそれれににどどのの辺辺かからら自自分分がが先先行行ししてて車車をを

取取りりにに行行っってて皆皆をを母母公公堂堂ででピピッッククアアッッププででききるるももののかか、、確確認認ののたためめににもも歩歩

いいててみみるるののはは正正解解だだ。。母母公公堂堂かからら車車ままでではは登登りりのの車車道道歩歩ききににななるるがが、、来来たた

道道をを往往復復すするるよよりりはは楽楽だだろろうう（（膝膝ににととっっててもも））とと判判断断ししたたかかららだだ。。        

下下りりのの一一般般道道はは、、レレンンゲゲ谷谷ののココーーススよよりりももははるるかかにに楽楽でで危危険険個個所所ももななくく、、

歩歩ききややすすかかっったたがが結結構構長長いい。。痛痛みみ始始めめたたヒヒザザににはは徐徐々々にに負負担担がが増増ししてていいっっ

たた。。よよううややくく母母公公堂堂へへのの分分岐岐をを下下りり、、ももうういいいい加加減減ににウウンンザザリリししたた頃頃、、突突

然然後後ろろかかららトトレレラランン風風のの若若者者がが追追いい着着いいててききたた。。何何とと彼彼はは朝朝、、母母公公堂堂のの駐駐

車車場場でで出出会会いい話話ををししたた登登山山者者ででああっったた。。本本来来なならら走走っってて下下れれるるははずずのの私私もも、、  

ととううてていいそそののペペーーススににははつついいてていいけけずず、、若若者者がが走走りり去去っったた後後かからら最最後後のの力力

をを振振りり絞絞っってて下下っってて行行っったた。。  

  ややっっととののここととでで母母公公堂堂にに辿辿りり着着くくとと、、そそのの若若者者ががままだだそそここににいいてて、、ココーー

ヒヒーーをを飲飲んんででいいたた（（ここここにに駐駐車車すするるとと下下山山後後ににココーーヒヒーーををササーービビススししててもも

ららええるる））。。私私がが「「ここれれかからら車車道道終終点点ままでで車車をを取取りりにに行行くくののだだ」」とといいううとと、、  

何何とと彼彼はは「「車車でで送送りりままししょょううかか」」とといいうう。。普普通通なならら、、山山かからら下下りりててわわざざわわ

ざざ自自分分がが戻戻るるののとと反反対対方方向向にに他他人人をを送送っっててくくれれるる親親切切なな人人ななどど、、ままずずいいるる

わわけけががなないい。。ここれれははととんんででももななくく清清いい心心のの持持ちち主主にに違違いいなないい。。おお堂堂のの主主人人

がが言言ううににはは、、「「母母公公堂堂((ははははここ))」」ととはは役役行行者者ととそそのの母母をを祀祀っったたおお堂堂とといいううここ

ととでで、、ここれれもも役役行行者者様様ののあありりががたたいいおお引引きき合合わわせせにに違違いいなないい。。  

  私私ははここのの善善良良ななるる若若者者のの行行為為にに甘甘ええてて、、歩歩かかずずししてて車車にに戻戻れれるるとといいうう幸幸

運運にに恵恵ままれれたたののだだ。。母母公公堂堂かからら林林道道終終点点ままでではは思思っってていいたたよよりりもも遠遠くく、、車車

でではは 1100 分分ほほどどででああっったたがが、、ここのの登登りりのの林林道道歩歩ききはは疲疲れれ果果ててたた私私ににととっっててはは

おおそそららくく 11 時時間間ももかかかかっったたここととだだろろうう。。そそれれでで今今日日はは疲疲労労困困憊憊、、宿宿にに着着くく

ののもも遅遅くくななっったただだろろううしし、、明明日日かかららのの山山旅旅にに支支障障ををききたたししたたここととだだろろうう。。  

ここううししてて私私のの大大峰峰山山下下見見はは大大成成功功、、大大収収穫穫、、最最良良のの形形でで終終了了ししたた。。  

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

…………  だだいいぶぶ長長くくななっっててししままっったたののでで、、ここのの続続ききははいいずずれれままたた  …………  

  

11００月月以以降降のの山山旅旅・・一一部部変変更更、、料料金金改改正正、、実実施施・・残残席席状状況況ののごご案案内内  

ググルルーーププのの希希望望にによよりり、、一一部部出出発発日日、、日日程程にに変変更更ががあありりまますす。。以以下下、、実実施施・・

残残席席状状況況ののごご案案内内でですす。。料料金金もも一一部部改改正正（（少少しし安安くく））。。  

ままだだ未未定定ののツツアアーーはは予予約約がが入入っっててかかららホホテテルル手手配配をを開開始始すするるののでで、、おお早早めめ

ににごご検検討討くくだだささいい。。ココーースス、、日日程程、、出出発発日日のの調調整整ややググルルーーププででのの貸貸しし切切りり

もも可可能能でですすののでで、、平平野野ガガイイドドままでで何何ななりりととごご連連絡絡くくだだささいい。。  

99 月月のの山山旅旅はは＜＜77 月月ののおお便便りり＞＞参参照照、、締締めめ切切りりはは 88 月月末末でですす。。  

  

◆◆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  

■那須三本槍岳と二岐山、会津の秘湯・二岐温泉 

 那須連峰最高峰と会津・展望の山、静かな山歩き  ★健脚度３ 

①１０月４日（水）②10月6日（金）発 ２日間  

●現地参加料金:\39,000（新白河駅集合・解散） 

☞那須連山北部の三本槍岳を、大峠林道最奥部まで車で乗り入れ、無用の

林道歩きをカット、効率的に周遊します。新甲子トンネルの開通で新白河

からのアクセスが便利になったため、一日目に二岐山を往復、登山口の二

岐温泉に泊まる嬉しいプランが実現しました。＊日程は＜7 月のお便り＞参照 

■栗駒古道と千年クロベ、栗駒・秣岳  

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    

●１０月３日（火）発 ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\59,000（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。＊日程は＜7 月のお便り＞参照 

■秋の南八甲田・赤沼と雛岳、八幡平・毛せん峠 

 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８日（日）発 ３日間 ●現地参加料金:\6５,000（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、蔦の森のブナ原生林、ブナ森の自然道が素晴ら

しい八甲田連峰東端の雛岳など、大混雑の北八甲田では味わえない静かな山

旅を満喫できます。八幡平周辺で一番素晴らしいブナ原生林の紅葉に出会え

る後生掛温泉から毛せん峠へのコースをプラスした紅葉特選山旅です。 

＊2 名から実施、定員 6 名。＊日程は＜7 月のお便り＞参照 

■白神山地と岩木山・巨木の森逍遥、世界遺産大周遊の山旅    

白神岳と高倉森、藤里駒ケ岳・岳岱ブナ原生林、岩木山巨木の森 

●１０月11日（水）発 ４日間   ★健脚度：２―３ 

●現地参加料金:\76,000（新青森集合・大館能代空港解散） 

☞白神山地の中でもブナ原生林の素晴らしさを最も味わえる津軽峠から高倉

森～巨木の径を歩き、十二湖の宿をベースに白神岳を往復。秋田白神山地の

名峰・藤里駒ケ岳と岳岱ブナ原生林もプラス、青森、秋田の白神山地の見ど

ころを最良のコースで巡る秋の白神山地スペシャル 4 日間です。 

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【星と森のロマントピア泊】②＝西目屋村＝津

軽峠…△高倉森…マザーツリー…巨木の径…遊々の森（㋭約３時間３0 分)

＝白神林道＝十二湖【アオーネ白神十二湖・海彦山彦館泊】③＝白神岳登

山口…二股分岐＝マテ山分岐…△白神岳（往復㋭約８時間３0 分)＝藤里【ゆ

とりあ藤里泊】④＝黒石沢登山口…藤駒湿原…四合目…△藤里駒ケ岳…新

道…登山口＝岳岱入口（ブナ原生林周遊㋭約１時間３0 分)＝釣瓶落峠＝ホ

テル（入浴休憩）＝大館能代空港(18:05 発)  

▶現在 4 名グループで実施決定。残席２あり。 

■白神山地 (秋田)と森吉ノロ川ブナ原生林・ブナ三昧の山旅    

藤里駒ケ岳・岳岱ブナ原生林、森吉山縦断とノロ川ブナ原生林 

●１０月１５日（日）発  ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\66,000（大館能代空港集合・解散） 

☞秋田白神山地と森吉山のブナ原生林の魅力を効率的に味わえる秋の山旅ス

ペシャル・コース。白神山地は藤里をベースに、岳岱、藤里駒ケ岳、紅葉絶

景の釣瓶落峠を巡ります。森吉山はゴンドラ利用で山麓高原まで縦走するベ

ストコースで歩き、森吉山随一のノロ川ブナ原生林を周遊、錦絵のような紅

葉絶景を堪能します。 

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【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）＝藤里【ゆとりあ藤里泊】③＝黒石沢登山口…藤駒湿原…四合目…

△藤里駒ケ岳…新道…登山口＝釣瓶落峠＝大館能代空港(18:05 発)  

▶現在 4 名グループで実施決定。残席２あり。 



■秋の裏磐梯・雄国山とデコ平ブナ原生林、中津川渓谷 

裏磐梯五色沼周辺の原生林と渓谷・紅葉の山旅    

●１０月1９日(木)発 ２日間             ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\43,000（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 

生林・デコ平と雄子沢のブナ林を紅葉の時期に訪れます。 

＊現在 4 名グループで実施決定。残席２あり。＊日程は＜7 月のお便り＞参照 

■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 

●10月22日(日)発 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。無用の林道歩きを最低限に抑え、平野ガイドなら

ではのコース巡りで、玉原湿原を取り巻く２つの山とブナ林の見どころを、

２日間に分けてじっくりと歩きます。＊日程は＜7 月のお便り＞参照 

■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２４日(火))発 ３日間      ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\58,000（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、信越トレイルのベス

トスポットをじっくりとゆとりを持って歩きます。もう一つのブナ原生林

の穴場・カヤノ平もプラスしました。＊日程は＜7 月のお便り＞参照 

■秋の大峰山・弥山と稲村ガ岳、三輪山と明日香古代遺跡  

修験の霊峰を日帰りで、大峰山村の温泉・洞川温泉  ★健脚度：３ 

●10月27日(金)発 ３日間 ●現地参加料金:\59,000 (橿原神宮駅集合解散） 

☞6 月新緑の山旅で訪れた大峰山を秋の紅葉の季節に歩きます。大好評の洞

川温泉・花屋徳兵衛に２連泊してゆとりをもって 2 つの山を日帰りで歩き

ます。稲村が岳はレンゲ谷林道終点まで車で乗り入れ、自然林の美しいレ

ンゲ谷を登り、母公堂へと下るベストコースが完成、ゆとりを持って歩け

ます。稲村が岳北尾根ルートを辿り、宝剣前の広場でランチタイム、弥山

は行者還トンネル西口から最短コースで往復、１日目は日本の神の山の中

心といわれる三輪山と明日香村の古代遺跡を巡ります。 

①大和八木駅(10:38 着)＝△三輪山（奥宮参拝往復㋭約 2時間）＝明日香

石舞台＝洞川温泉【花屋徳兵衛 2 連泊】②＝清浄大橋林道終点登山口…蓮

華辻…山上辻・稲村小屋…△稲村が岳…宝剣…山上辻…法力峠…母公堂（㋭

約６時間)＝洞川温泉【泊】③＝行者還トンネル西口…奥駆道出合…聖宝ノ

宿跡…弥山小屋…△弥山（㋭約５時間 40 分）＝橿原神宮前駅(17:55 発) 

■秋の御在所岳と東雨乞岳～七人山・ブナ自然林周遊        

御在所岳表道と三人山～七人山の新ルート・紅葉のブナ林逍遥 

10 月 30 日（月）発 ２日間  ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\38,000（米原駅集合・湯の山駅解散）  

☞新緑の山旅で訪れた三人山から七人山への自然林新ルートを、紅葉の季

節に訪れます。御在所岳は一番標高が高く楽な表道から登り、静かな南峰

でランチタイム、下山は大黒岩から絶景を眺め、一ノ谷新道で下ります。 

＊日程は＜7 月のお便り＞参照 

≪≪今今年年のの１１泊泊２２日日忘忘年年山山行行はは弥弥彦彦山山とと能能登登、、伊伊豆豆ををププララスス≫≫  

■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 

●11月2日(木)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  

●１1月5日(日)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） 

■伊豆・皮子平のブナ原生林と天城越え   

①11 月８日（水）②11 月 10 日（金）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\29,000（三島駅集合・解散） 

伊豆天城山の西麓・皮子平は天城随一のブナ原生林として知られています

が、そこに至る往復１４キロの筏場林道歩きが難点でツアーにはできませ

んでした。今回伊豆森林管理署から林道通行許可をもらえることになり、

理想的な伊豆・ブナの山旅が実現しました。 

①三島駅（8:19 着）＝修善寺＝筏場林道（７㌔）＝上井屋歩道入口…西

皮子平…東皮子平…天城一のブナ大木…戸塚峠（往復㋭約３時間）＝筏場

林道＝稲取温泉【ペスカードいなとり泊】②＝河津＝天城峠＝天城の太郎

杉…滑沢渓谷…踊り子歩道…道の駅天城越え＝旧天城トンネル＝三島駅 

■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（大月駅集合・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大月駅(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)＝大月（16:00 頃着）  

＊①11 月 11 日（土）発に変更も可能です。 

★ハッカ油・新商品入荷しました★ 

…携帯便利なスリム型、詰め替えも簡単、割安です… 

ブヨや蚊、ダニ、ヒルにも有効なハ

ッカ油は日本の山旅に必携品です。 

リピーターの皆さんに長らく愛用

されていた北見日本農産の製品は

販売中止となったため、しばらく在

庫切れの状態でした。今回、北海道

最大のハッカ製品製造会社・北見ハ

ッカ通商から仕入れが可能となり、 

ハッカ油を再び皆さんに提供することができるようになりました。 

●ハッカ油スプレー（10ml）￥９００ 

●ハッカ油詰め替え(12ml x 2 本入り) ￥1,000 

 …スプレーの頭を差し替えるだけで便利です。 

9 月以降の山旅で現地販売いたします。お急ぎの方は通信販売も可能です。 

●送料：１セット\140 (￥5,000 以上は無料) 

＊ハッカ油は消費期限はありませんので（密封状態で）、まとめ買いも大丈夫です。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

…それでは皆さん、これからも日本の山旅、ニュージーランド大自然ウオ

ークで平野ガイドと共に山と森を歩き、大自然の気を一杯吸収して元気を

もらい、充実した山旅人生を過ごしましょう。… 

    2017 年 8 月 3 日  コロミコ・トレック / 平野 洋一 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ■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.jp 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne.jp

