
日日本本のの山山旅旅・・平平野野ガガイイドドかからら８８月月ののおお便便りりそそのの２２  

★★番番外外編編そそのの１１：：ククママのの話話★★  

山山歩歩ききでで一一番番危危険険でで要要注注意意ななももののはは雷雷ととククママでですすねね。。  

雷雷ににはは近近づづかかなないいののがが一一番番。。日日帰帰りり登登山山ででそそのの場場所所にに

雷雷注注意意報報発発令令のの場場合合やや、、登登山山口口でですすででにに雷雷がが近近くくででなな

っってていいるるよよううなな時時はは、、中中止止すするるののがが賢賢明明でですす。。ままたた山山

のの途途中中でで雷雷にに出出会会っったたなならら、、そそれれ以以上上無無理理ををせせずず、、一一

刻刻もも早早くく下下山山すするるののがが一一番番。。ももしし雷雷のの真真っっ只只中中にに入入っっててししままっったたらら、、避避難難小小

屋屋ががああれればばそそのの中中でで、、小小屋屋ががななけけれればば身身をを伏伏せせてて雷雷がが通通りり過過ぎぎるるののををじじっっとと

待待つつ。。そそんんななととききはは先先をを急急いいでで雷雷のの中中をを歩歩ききだだししててははななりりまませせんん。。  

そそううししたた鉄鉄則則をを心心ししてて守守れればば、、雷雷のの被被害害はは最最小小限限にに抑抑ええらられれるるででししょょうう。。  

  一一方方、、ククママはは如如何何にに。。私私はは山山歩歩ききをを始始めめたたこころろ、、そそししてて数数年年前前ままでで山山歩歩きき

でで一一番番恐恐ろろししいいももののははククママでで、、ででききるるだだけけククママとと出出遭遭わわなないいととこころろをを歩歩ききたた

いいももののだだとと思思っってていいままししたた。。ととははいいううもものののの、、北北海海道道はは勿勿論論ののこことと、、東東北北をを

中中心心ととししたた山山やや原原生生林林のの中中にに、、ククママははどどここににででももいいるる訳訳でで、、ククママをを避避けけてていい

ててはは素素晴晴ららししいい大大自自然然のの中中をを歩歩くくここととはは不不可可能能ななここととでですす。。ななののでで、、一一人人でで

山山をを歩歩くく時時はは、、ククママ鈴鈴をを鳴鳴ららししななががらら「「ククママよよ出出ててくくるるなな」」とと不不安安なな気気持持ちち

でで歩歩いいたたももののででししたた。。  

●●ククママととのの付付きき合合いい方方：：大大江江初初三三郎郎・・北北海海道道ニニシシンン番番屋屋長長老老のの話話  

本本来来野野生生ののククママがが一一番番恐恐れれてていいるるののはは人人間間でで、、ククママのの方方かからら人人をを襲襲ううよよ

ううななここととはは決決ししててなないい。。藪藪のの中中ででババッッタタリリ出出くくわわししたたりりししたた時時はは、、人人をを恐恐れれ

自自己己防防衛衛でで襲襲っっててくくるる。。ままたた突突然然出出会会っってて人人がが背背をを向向けけてて逃逃げげるるとと、、野野生生本本

能能でで後後をを追追いいかかけけててくくるるののだだ。。ククママはは遠遠くくかからら人人間間のの存存在在をを察察知知ししたたなならら必必

ずずそそのの場場をを離離れれるるももののでで、、藪藪にに身身をを潜潜めめてていいるるククママがが突突然然人人をを襲襲いいにに出出ててくく

るるここととななどどなないい。。だだかかららククママののいいそそううなな山山やや森森をを歩歩くく時時はは、、ククママ鈴鈴やや笛笛をを鳴鳴

ららししてて人人間間のの存存在在をを知知ららせせここととがが何何よよりり重重要要ななここととだだ。。とといいううここととはは重重々々分分

かかっっててははいいるるもものののの、、ククママととのの遭遭遇遇のの不不安安ななししにに歩歩くくここととはは難難ししいいしし、、そそうう

ししたた理理論論をを証証明明すするる確確証証もも、、ままたた実実体体験験ももなないい。。  

そそんんなな私私がが、、ククママととのの遭遭遇遇をを殆殆どど不不安安ななししににブブナナ森森をを歩歩けけるるよよううににななっっ

たたののははごごくく最最近近ののこことと。。以以前前、、北北海海道道羅羅臼臼ののニニシシンン番番屋屋最最長長老老のの TTVV ドドキキュュ

メメンンタタリリーー番番組組ででククママのの話話がが出出たた。。私私ははそそれれをを見見てて、、ここれれままでで何何ととななくく思思っっ

てていいたたククママととのの付付きき合合いい方方がが正正ししいいももののとと確確信信がが持持ててたたののでですす。。  

＜＜大大瀬瀬初初三三郎郎・・人人ととククママのの特特別別ななききずずなな＞＞長長老老曰曰くく……  

ククママがが人人をを襲襲ううののはは、、人人ががククママよよりり弱弱いいとと思思ううかかららだだ。。  

だだかからら「「何何ややっっててんんだだおお前前！！！！」」ととククママをを叱叱るる。。  

そそううすするるととククママはは人人よよりり弱弱いいとと思思ううののでで逃逃げげるる。。  

「「たただだ遊遊んんででいいるるととききはは黙黙っってていいるる。。ここっっちちににききたたらら怒怒るる」」  

そそうういいううここととななののだだ、、よよーーくく分分かかっったた。。  

●●竜竜がが森森 88 合合目目ののククママ：：初初めめててのの接接近近遭遭遇遇、、山山ののククママはは素素直直だだっったた  

  私私がが初初めめてて山山ででククママとと近近くくでで出出会会っったたののはは、、そそのの翌翌年年、、森森吉吉山山のの帰帰りりにに竜竜

がが森森をを歩歩いいたた時時ののこことと。。比比内内地地方方ににああるるここのの山山ににはは伐伐採採かからら逃逃れれたた素素晴晴ららしし

いいブブナナ原原生生林林がが残残りり、、訪訪れれるる人人もも少少ななくく、、山山道道はは腐腐葉葉土土のの柔柔ららかかなな自自然然道道、、

本本来来ののブブナナ森森歩歩ききをを楽楽ししめめるるととこころろでですす。。  

  素素晴晴ららししいいブブナナ道道ををたたどどりり、、よよううややくく八八合合目目がが近近づづくく頃頃、、前前方方ののブブナナ広広場場

でで何何かか黒黒いい塊塊がが動動いいてていいるるとと思思っったたらら、、どどううややらら熊熊ががここちちららにに尻尻をを向向けけててブブ

ナナのの実実をを一一生生懸懸命命食食べべてていいるる様様子子ででししたた。。私私はは１１００㍍㍍ほほどど手手前前でで「「おおーーいいクク

ママよよ～～」」とと声声ををかかけけるるとと、、熊熊ははここっっちちをを振振りり向向いいててししばばしし対対面面。。私私はは「「何何しし

ててんんだだ。。俺俺はは何何ももししなないいかからら家家にに帰帰れれ～～！！」」とと強強そそううなな態態度度ででククママにに話話ししかか

けけるるとと、、熊熊はは一一瞬瞬たたじじろろぎぎ、、ドドササッッとと向向ききをを変変ええててササササ藪藪のの中中にに逃逃げげてていいっっ

たたののででししたた。。そそののククママはは、、ブブナナのの実実ややドドンンググリリのの豊豊富富なな森森のの広広場場でで、、美美味味しし

いい餌餌をを無無心心ににむむささぼぼりり食食っってていいたたののででししたた。。そそんんなな時時、、そそれれにに気気づづかかずず無無言言

でで近近づづきき、、突突然然ババッッタタリリとと出出くくわわししたたなならら、、ククママははびびっっくくりりししてて自自己己防防衛衛でで

ここちちららにに襲襲いいかかかかっっててくくるるここととででししょょうう。。ままだだ逃逃げげるるゆゆととりりののああるる距距離離でで声声

ををかかけけたたかからら、、「「ああっっ、、人人がが来来たた！！」」とと藪藪のの中中にに退退散散ししたたののででししたた。。ややははりり

山山ののククママはは素素朴朴でで素素直直なな動動物物、、実実にに穏穏ややかかなな目目ををししてていいままししたた。。    --  11  --  

ここのの竜竜がが森森八八合合目目ででののククママととのの出出会会いいはは、、私私ととししててもも初初めめててのの体体験験ででししたた

がが、、ここれれでで熊熊ととのの接接しし方方をを確確信信ししたたののでですす。。山山ののククママはは人人間間がが一一番番怖怖いいかからら、、

突突然然ばばっったたりり遭遭っったたらら襲襲っっててくくるる。。だだかからら熊熊にに人人間間のの存存在在をを早早めめにに知知ららせせるる

事事がが一一番番肝肝心心ななこことと。。熊熊ががいいそそううななととこころろでではは、、ままずずここちちららかからら熊熊をを見見つつけけ

てて早早めめにに存存在在をを知知ららせせるる。。そそししててももしし近近くくでで向向かかいい合合っったたらら、、目目ををみみてて話話しし

かかけけるる。。自自分分がが熊熊をを攻攻撃撃ししなないいここととやや、、怖怖ががっってて逃逃げげたたりりししなないい態態度度ををみみるる

とと、、熊熊はは必必ずず自自らら去去っってていいくくももののななののでですすねね。。ここれれままでで私私がが思思っってていいたたこことと

がが正正ししいいとと確確信信ででききたた素素晴晴ららししいい体体験験でであありりままししたた。。    

●●秋秋田田白白神神・・藤藤里里駒駒ケケ岳岳のの親親子子熊熊、、母母ググママもも無無用用なな危危険険はは避避けけるるもものの  

  そそのの次次ににククママとと近近くくでで遭遭遇遇ししたたののはは、、秋秋田田白白神神・・藤藤里里駒駒ケケ岳岳ででののこことと。。ここ

のの時時はは 33 名名ののおお客客をを案案内内ししてていいたた時時でで、、ししかかもも親親子子熊熊とといいうう最最要要注注意意のの遭遭

遇遇ケケーースス。。ととににかかくくククママととのの遭遭遇遇でで一一番番要要注注意意でで危危険険ななここととはは親親子子熊熊ととのの出出

会会いいだだ。。子子連連れれのの母母ググママはは子子供供をを守守るるたためめにに、、敢敢ええてて恐恐ろろししいい人人間間とといいええどど

もも立立ちち向向かかっっててくくるる。。ももしし子子熊熊ががいいたたととししたたらら、、たたととええ可可愛愛いいとといいっっててもも決決

ししてて近近づづいいたたりりせせずず、、すすぐぐににそそのの場場をを去去るるここととがが肝肝心心だだ。。必必ずず母母ググママがが近近くく

ににいいるるかからら、、子子熊熊にに手手をを出出すすここととははなないいここととをを母母ググママにに分分かかるるよようう？？子子熊熊をを

無無視視ししてて立立ちち去去るるここととだだ。。子子連連れれのの母母ググママととししててもも、、何何ももししよよううととししなないい人人

間間にに対対ししてて、、むむややみみにに攻攻撃撃すするるここととははなないい。。ここれれもも突突然然ババッッタタリリとと出出遭遭っったた

りり、、笹笹藪藪ををかかききわわけけてて自自分分たたちちのの領領域域にに立立ちち入入ろろううととすするるよよううなな場場合合はは、、全全

力力でで人人間間をを撃撃退退ししよよううとと向向かかっっててくくるるののはは当当然然ののこことと。。普普通通ののククママのの場場合合同同

様様、、遠遠くくかからら人人間間のの接接近近をを察察知知ししたたなならら、、子子熊熊をを連連れれてて安安全全なな場場所所にに移移動動すす

るるももののだだ。。人人がが来来たたかかららとといいっってて、、むむややみみにに無無用用なな攻攻撃撃をを仕仕掛掛けけててくくるるこことと

ななどど決決ししててなないいははずず。。そそののここととをを実実際際にに確確信信ででききたたののはは、、ここのの藤藤里里駒駒ケケ岳岳でで

のの母母子子ググママととのの出出会会いいででああっったた。。  

  秋秋田田白白神神山山地地のの主主峰峰・・藤藤里里駒駒ケケ岳岳はは、、藤藤里里のの町町かからら黒黒石石沢沢林林道道終終点点ままでで車車

でで乗乗りり入入れれ、、藤藤駒駒湿湿原原経経由由でで頂頂上上をを目目指指しし、、帰帰りりはは新新道道でで周周遊遊すするるココーーススをを

取取るる。。周周囲囲ををブブナナ原原生生林林にに囲囲ままれれ、、特特にに藤藤駒駒湿湿原原かからら六六合合目目ににかかけけててののブブナナ

森森はは日日本本第第一一級級のの素素晴晴ららししささででああるる。。六六月月新新緑緑のの頃頃はは根根曲曲ががりり竹竹、、十十月月紅紅葉葉  

のの頃頃ははブブナナのの実実ややミミズズナナララののドドンンググリリ、、いいずずれれももククママのの大大好好物物のの食食料料がが豊豊富富

ににあありり、、ククママががいいるるののはは当当然然のの場場所所だだ。。だだかかららそそここをを歩歩くく時時はは、、いいつつででももクク

ママののここととをを頭頭にに入入れれてて、、ククママとと突突然然出出会会わわぬぬよようう細細心心のの注注意意がが必必要要でで、、ぼぼーー

っっとと歩歩いいてていいててははいいけけなないい。。私私ははここのの地地域域ををここれれままでで 3300 年年近近くく歩歩いいてていいたた

がが、、未未だだククママとと出出遭遭っったたここととははななかかっったた。。ももちちろろんんククママはは藪藪のの中中ににいいたたははずず

ででああるるがが、、そそれれななりりのの歩歩きき方方ををししてていいたたかからら、、ククママのの方方かからら事事前前にに姿姿ををくくらら

まませせてていいたたかかららななののだだろろうう。。  

  1100 月月紅紅葉葉真真っっ盛盛りりののここのの日日、、藤藤駒駒湿湿原原かからら素素晴晴ららししいいブブナナ森森にに入入っってて行行

っったた。。周周囲囲ののブブナナにに感感動動ししななががらら歩歩いいてていいくくとと、、前前方方かからら一一組組のの中中年年カカッッププ

ルルがが歩歩いいててくくるるののでで「「ももうう頂頂上上へへ行行っっててききたたののでですすかか」」とと話話ををすするるとと、、  

「「ククママががいいたたののでで引引きき返返ししててききままししたた」」ととデデジジカカメメのの写写真真ををみみせせててくくれれたた。。  

そそここににはは大大ききなな黒黒いい塊塊がが登登山山道道のの真真んん中中ににどどっっししりりとと構構ええてていいたた。。よよくく見見るる

とと手手前前にに小小ささなな塊塊がが重重ななりり、、ここれれはは親親子子熊熊にに違違いいななかかっったた。。  

  以以前前のの私私なならら、、ここここでで引引きき返返ししたたここととだだろろうう。。ままたた一一般般的的ににははそそれれがが無無難難

ななここととだだがが、、ククママととのの付付きき合合いい方方ににああるる程程度度自自信信ののああっったた私私はは、、33 人人のの客客をを

連連れれてて先先にに進進むむここととににししたた。。私私はは彼彼ららがが言言っってていいたたククママととのの遭遭遇遇場場所所ののおおよよ

そそのの見見当当ははつついいてていいたた。。おおそそららくく 55 合合目目のの先先、、緩緩ややかかなな幅幅広広いいブブナナ森森ののああ

たたりりだだろろうう。。そそのの場場所所がが近近づづくくとと、、私私はは鈴鈴ををやややや勢勢いいよよくく鳴鳴ららしし、、遠遠くくののクク

ママにに分分かかるるよよううにに時時折折掛掛けけ声声ををかかけけななががららゆゆっっくくりり歩歩いいてて行行っったた。。ももううそそろろ

そそろろかかとと思思いいななががらら、、左左手手ににカカーーブブすするるココーーナナーーをを回回りり込込んんだだ瞬瞬間間にに、、子子熊熊

をを従従ええてて 55 ㍍㍍ほほどど先先のの登登山山道道をを横横切切るる姿姿をを見見たた。。ククママももここちちららをを振振りり向向きき

警警戒戒すするる様様子子ももななくく、、私私ももそそのの様様をを無無視視すするるよよううにに極極自自然然ににそそのの場場をを通通りり過過

ぎぎたた。。ままるるででおお互互いいにに無無関関心心、、面面倒倒ななここととにに関関わわりりたたくくなないいとといいうう感感じじでで、、

ああっっとといいうう間間ににすすれれ違違っったたののででああるる。。ココーーナナーーででああっったたここととももあありり、、そそのの場場

面面はは後後ろろかからら着着いいててききたた SS ささんんたたちちはは全全くく気気がが付付かかななかかっったたよよううだだ。。  

私私はは彼彼ららにに何何気気ななくく「「ククママがが逃逃げげてていいっったたよよ。。」」とと伝伝ええるるがが、、彼彼ららははささほほ

どど動動じじずず、、黙黙々々とと私私のの後後をを歩歩きき続続けけたた。。普普通通なならら親親子子熊熊ととすすぐぐ近近くくでですすれれ違違

っったたとといいええばば、、恐恐怖怖ににおおののののききここのの先先不不安安ででパパニニッッククににででももななるるととこころろ、、よよ

ほほどど肝肝がが据据わわっってていいるるののかか、、ははたたままたた親親子子熊熊ととごごくく自自然然ににすすれれ違違ええたたとといいうう



ここととのの稀稀ななるる貴貴重重なな体体験験、、有有難難ささをを理理解解ししてていいなないいののかか。。ととももかかくくそそのの後後、、

何何ももななかかっったたかかののよよううにに頂頂上上をを目目指指ししたた。。  

おおそそららくく我我々々ととすすれれ違違っったた母母子子ググママはは、、危危険険がが去去っったた後後ままたた元元のの場場所所にに戻戻

るるここととだだろろうう。。私私ととししててもも、、登登りりよよりりもも速速いいペペーーススでで見見通通ししののききききににくくいい下下

りりでで、、ままたた母母子子ググママとと会会ううののはは真真っっ平平御御免免だだ。。幸幸いい、、頂頂上上かかららのの下下りりはは東東にに

回回りりここんんでで下下るる新新道道ココーーススななののでで、、ここのの日日、、同同じじククママにに出出遭遭うう心心配配ははなないい。。

とといいうう訳訳でで、、我我々々はは頂頂上上でで安安心心ししててラランンチチタタイイムムをを楽楽ししみみ、、錦錦のの紅紅葉葉真真っっ盛盛

りりのの新新道道ををゆゆっったたりりとと下下っってて行行っったたののででああるる。。  

蛇蛇足足：：ここのの頂頂上上でで 22 人人のの青青年年とと話話ををししたた。。彼彼ららはは新新道道かからら登登っってて来来たたのの

でで、、下下山山はは今今我我々々がが登登っっててききたた旧旧道道をを下下るるとといいうう。。ククママととのの接接しし方方のの知知ららなな

いい者者がが、、母母子子ググママののいいるる領領域域をを歩歩くくここととはは危危険険極極ままりりなないい。。何何もも知知ららずずにに笹笹

藪藪のの登登山山道道ををガガツツガガツツとと下下りり、、ククママがが逃逃げげるる間間ももななくく遭遭遇遇ししたたららどどううななるるかか、、

最最悪悪のの結結果果はは目目にに見見ええてていいるる。。私私はは彼彼ららにに新新道道をを下下っったた方方がが身身ののたためめだだとと強強

くく諭諭しし、、彼彼ららももそそれれにに従従っったた。。とといいううここととでで、、万万事事めめででたたししめめででたたしし。。  

●●岩岩手手山山黒黒森森・・夕夕暮暮れれ暗暗闇闇のの中中でで 22 度度のの遭遭遇遇、、史史上上最最大大のの難難関関突突破破物物語語  

  岩岩木木山山ススカカイイラライインンはは 88 合合目目ままでで伸伸びびるる有有料料自自動動車車道道路路でで、、そそののカカーーブブ

のの数数はは 6699 ももああるる。。そそのの＃＃２２６６カカーーブブにに「「巨巨木木のの森森」」とといいううブブナナ森森のの入入口口がが

ああるる。。以以前前ははそそのの精精気気溢溢れれるる森森のの広広場場でで「「巨巨木木のの森森ココンンササーートト」」がが開開かかれれてて

いいたたがが、、最最近近でではは手手入入れれがが行行きき届届かかずず訪訪れれるる人人稀稀ななブブナナ森森ににななっってていいるる。。  

何何ししろろそそのの「「巨巨木木のの森森」」はは、、入入口口かかららほほんんのの 33 分分百百々々笹笹藪藪ををかかきき分分けけるるとと、、

極極上上ののブブナナ林林にに囲囲ままれれ、、岩岩木木山山のの中中ででもも別別世世界界。。ここれれままででもも何何度度かか機機会会ああるる

度度ににツツアアーー中中ややそそのの合合間間にに訪訪れれてていいたた私私ののおお気気にに入入りりのの場場所所だだっったた。。  

  

●●岩岩木木山山自自然然保保護護のの先先駆駆者者・・三三浦浦章章男男ささんんのの貴貴重重なな黒黒森森山山情情報報をを見見てて……  

５５年年ほほどど前前ににネネッットトにに載載っってていいたた「「岩岩木木山山をを考考ええるる会会・・事事務務局局日日誌誌」」ののレレポポ

ーートト<<「「巨巨木木のの森森」」へへのの道道をを歩歩くく＞＞とといいうう記記事事をを目目ににししたた。。当当時時のの事事務務局局長長・・

三三浦浦章章男男ささんんのの話話にによよるるとと、、「「巨巨木木のの森森」」かからら黒黒森森山山ににかかけけてて、、「「巨巨木木のの森森」」

をを遥遥かかにに凌凌ぐぐ素素晴晴ららししいいブブナナ森森ががああるるとといいうう。。以以下下、、記記事事抜抜粋粋……  

  

    現現在在のの「「巨巨木木のの森森」」はは名名前前にに偽偽りりあありりだだとと私私はは常常々々思思っってていいるる。。  

何何ををももっってて「「巨巨木木」」ととすするるののかか、、そそのの意意味味ははははっっききりりししなないいがが、、  

「「大大木木」」指指ししてて言言ううののででああれればば、、現現在在のの「「巨巨木木のの森森」」とと指指定定さされれたた  

場場所所のの近近くくにに、、そそここよよりりもも遥遥かかにに立立派派でで、、大大ききくく太太くく、、ししかかもも幹幹をを  

数数本本束束ににししてていいるるよよううななブブナナがが存存在在すするる場場所所ががああるるののででああるる。。  

  そそれれははどどここかか。。現現在在のの「「巨巨木木のの森森」」はは 2277 番番カカーーブブ（（実実際際はは 2266 番番））のの  

ととこころろかからら入入るるがが、、そそここははささららににカカーーブブをを 1100 ほほどど登登っったた 3355 番番カカーー  

ブブかからら入入るる場場所所だだ。。西西ににはは黒黒森森山山がが聳聳ええ、、緩緩ややかかなな黒黒森森山山山山麓麓一一帯帯、、  

そそここはは広広くくててゆゆっったたりりととししたた森森ででああるる。。そそれれここそそブブナナのの「「巨巨木木」」がが  

乱乱立立ししてていいるる。。そそここかからら「「黒黒森森山山山山頂頂」」ままでで散散策策路路をを敷敷設設すすれればばいい  

いいだだろろうう。。だだがが、、現現在在のの「「巨巨木木のの森森」」ののよよううにに土土石石をを開開瀊瀊ししてて造造るる  

砕砕石石をを敷敷いいたた道道はは必必要要なないい。。人人がが通通れれるる幅幅ででいいいい。。刈刈りり払払いいををししてて  

順順路路標標識識をを設設置置すするる程程度度でで十十分分ででああるる。。ブブナナ林林内内とといいううももののはは樹樹下下  

のの藪藪ははどど発発達達ししなないい。。ギギャャッッププがが存存在在ししなないい限限りり下下草草やや低低木木はは成成長長  

ししなないい。。数数年年にに一一度度のの刈刈りり払払いいでで十十分分「「散散策策路路」」はは確確保保さされれるるははずず  

ででああるる。。標標高高 888877mm ででああるる「「黒黒森森山山山山頂頂」」かかららのの眺眺めめももいいいい。。東東  

にに聳聳ええるる岩岩木木山山ととどどっっししりり対対峙峙ししてて揺揺るるぎぎががなないいののだだ。。……  

新新ししくく「「巨巨木木のの森森」」散散策策路路をを造造るるとといいうう噂噂もも聞聞ここええててききてていいるる。。  

そそのの時時ににははここのの場場所所をを推推薦薦ししたたいいとと考考ええてていいるる。。ももちちろろんん、、気気持持ちち  

ととししててはは「「私私もも参参加加ししななががらら散散策策路路のの策策定定ににああたたりりたたいい」」ののででああるる。。  

  

私私ははここのの三三浦浦ささんんのの考考ええ方方にに共共鳴鳴、、私私のの山山歩歩ききにに対対すするる考考ええ方方とと共共通通すするる

ももののをを感感じじたた。。岩岩木木山山のの自自然然にに精精通通しし、、ブブナナ森森ををここよよななくく愛愛すするるここのの先先達達にに

是是非非おお会会いいししてて話話をを伺伺いいたたいいももののとと思思っってていいたた。。ししかかしし残残念念ななががらら、、彼彼ががここ

ののブブロロググをを書書いいたた翌翌年年((22001100 年年 1111 月月 2299 日日))ががんんののたためめ死死去去さされれたたととののシシ

ョョッッキキンンググななニニュューーススをを同同局局のの日日報報でで知知るる。。ここれれかからら自自然然をを愛愛すするる同同志志ととしし

てて親親交交をを深深めめてていいききたたいいとと思思っってていいたたののにに、、本本当当にに残残念念ななここととででああるる。。志志半半

ばばでで急急折折さされれたた三三浦浦ささんんにに心心かからら冥冥福福をを祈祈りりたたいい。。  

--  22  --  

そそんんなな訳訳でで、、ここのの黒黒森森山山にに関関すするる資資料料はは唯唯一一ここのの文文ののみみととななりり、、後後はは現現地地

でで自自分分でで開開拓拓すするるほほかかははななくくななっっててししままっったた。。私私ははそそのの後後 22001177 年年のの 1100

月月にに、、白白神神山山地地ののツツアアーー前前日日にによよううややくくここのの地地をを歩歩くく機機会会をを得得たた。。  

●●初初めめててのの黒黒森森山山新新ルルーートト探探索索……ほほんんのの下下見見ののつつももりりがが思思わわぬぬ方方向向にに……  

そそのの日日、、横横浜浜をを早早朝朝出出発発ししててもも、、ささすすががにに弘弘前前かからら現現場場にに着着いいたたののはは午午後後

11 時時をを回回っったた遅遅いい時時間間ととななっったた。。ススカカイイラライインンののゲゲーートトでで係係員員のの人人にに今今かからら

上上ままでで行行くくののかかとと聞聞かかれれ、、「「巨巨木木のの森森ああたたりりをを少少しし歩歩いいててみみるるだだけけ」」とと伝伝ええ

ててススカカイイラライインンにに入入っってて行行っったた。。ここののゲゲーートトはは午午後後 55 時時にに閉閉門門ととああるるかからら、、

絶絶対対ににそそれれままででにに戻戻ららねねばばななららなないいののでで、、ここのの日日はは黒黒森森へへのの入入口口をを見見つつけけるる

ここととやや「「巨巨木木のの森森」」へへのの周周遊遊ルルーートトななどど、、ほほんんのの下下見見程程度度ににししてておおここうう。。  

ままずずはは 3355 番番カカーーブブ付付近近のの入入口口はは如如何何ににとと周周辺辺をを探探すすがが、、何何ししろろああののネネッッ

トトのの情情報報はは 33 年年以以上上もも前前のの状状況況ななののでで、、入入口口ととみみらられれるる場場所所ややそそのの周周辺辺はは

手手強強いい笹笹藪藪にに覆覆わわれれ、、中中にに入入るる場場所所ががななかかななかか見見つつかかららなないい。。何何ととかか無無理理やや

りり中中にに入入りり、、すすぐぐにに小小ささなな沢沢をを渡渡るるとと、、そそここににはは藪藪もも少少なないい素素晴晴ららししいい原原生生

林林がが広広ががっってていいたた。。ここのの辺辺りりをを北北西西方方向向ににほほぼぼ水水平平にに進進めめばば、、黒黒森森のの東東ににああ

るるブブナナ森森ののココルルにに出出れれるるははずずだだがが、、今今回回ははああままりり遠遠くくままでではは足足をを伸伸ばばせせなないい。。

そそここでで途途中中かからら下下のの入入口口ととななるる「「巨巨木木のの森森」」へへののルルーートトをを探探るるここととににししたた。。  

黒黒森森山山へへののブブナナ森森をを 11 時時間間ほほどど彷彷徨徨ししたた後後、、今今度度はは逆逆方方向向かからら一一番番近近そそ

ううなな藪藪ををかかきき分分けけててススカカイイラライインンのの入入口口、、3355 番番カカーーブブ付付近近のの道道路路にに出出るる。。

ややははりりここここかからら中中にに入入るるののはは少少々々難難ししいいののでで、、止止めめててああっったた車車にに戻戻りり、、2266

番番カカーーブブのの「「巨巨木木のの森森」」入入口口かからら黒黒森森へへののルルーートトをを探探るるここととににししたた。。  

かかつつてて何何度度かか訪訪れれてていいたた「「巨巨木木のの森森」」はは標標高高おおよよそそ 776600mm、、北北側側にに藪藪のの

少少なないいににブブナナ森森のの斜斜面面がが上上部部にに続続いいてていいたたここととをを覚覚ええてていいるる。。いいつつかかここのの斜斜

面面をを登登っっててみみたたいいとと思思っってていいたたがが、、ここれれががささっっきき歩歩いいたた黒黒森森へへののブブナナ森森にに続続

いいてていいるるにに違違いいなないい、、標標高高差差はは 110000mm 程程度度だだかからら大大ししたたここととははなないいとと「「巨巨

木木のの森森」」のの斜斜面面をを北北東東方方向向にに登登っってて行行っったた。。所所々々にに藪藪ははああるるもものののの、、ルルーートト

をを選選べべばば結結構構歩歩ききややすすいいブブナナ森森のの斜斜面面がが続続きき、、時時折折「「巨巨木木のの森森」」をを遥遥かかにに凌凌

ぐぐブブナナのの巨巨木木ももああるる素素晴晴ららししいい森森ででああるる。。  

ややががてて 3300 分分ほほどどでで標標高高 777700mm ああたたりり見見覚覚ええののああるるブブナナ森森にに到到着着、、ここここ

かからら東東にに少少しし行行けけばばススカカイイラライインンにに出出るるここととががででききるるののでで、、車車にに戻戻るるののはは簡簡

単単だだ。。ししかかししままだだ 55 時時ままでではは大大分分時時間間ががああるるののでで、、ささっっききととはは違違ううルルーートト

でで黒黒森森方方面面へへ少少しし歩歩いいててみみるるここととにに。。1100 分分ほほどど歩歩くくとと、、かかすすかかにに刈刈りり払払いい

さされれたた道道をを発発見見、、時時折折赤赤テテーーププののママーーカカーーももああるる。。ここれれはは三三浦浦ささんんがが言言っってて

いいたた黒黒森森へへのの散散策策路路作作業業ががいいよよいいよよ進進んんででいいるるののかかももししれれなないい。。ここののまままま先先

にに進進みみたたいいがが、、今今回回ははそそれれほほどど時時間間ががなないいののでで、、ここのの新新道道ららししきき道道をを戻戻るるここ

ととににししたた。。ししかかししママーーカカーーのの付付けけらられれたた道道はは上上にに向向かかっってていいたたののでで、、ここれれでで

はは車車にに戻戻るるののにに大大分分遠遠回回りりににななりりそそううだだ。。そそれれよよりりももささっっきき登登っっててききたた逆逆ココ

ーーススでで「「巨巨木木のの森森」」へへ戻戻っったた方方がが早早いいだだろろううしし、、疲疲れれるる車車道道歩歩ききははななくくななるる。。

とといいうう訳訳でで、、私私はは途途中中かかららここのの新新散散策策路路をを外外れれ、、道道ななききブブナナ森森のの斜斜面面をを「「巨巨

木木のの森森」」目目指指ししてて下下っってて行行っったたののででああるる。。ここのの時時、、無無難難ななココーーススででススカカイイララ

イインンにに戻戻れればばゆゆととりりをを持持っってて 44 時時こころろににはは着着けけたたももののをを、、ここのの欲欲張張りりがが今今

回回のの史史上上最最悪悪のの壮壮絶絶ななブブッッシシュュウウォォーーククへへののププロロロローーググととななるるととはは。。  

  

●●夕夕暮暮れれ、、暗暗闇闇のの中中でで２２度度のの大大ググママととのの遭遭遇遇、、史史上上最最大大のの難難行行山山行行にに……  

……そそのの後後ののいいききささつつはは順順をを追追っってて語語るるににははああままりりにに長長すすぎぎるる物物語語ににななるるしし、、

私私自自身身もも正正確確なな順順路路をを覚覚ええてていいなないい。。そそのの記記憶憶のの断断片片をを辿辿るるとと……。。  

「「巨巨木木のの森森」」にに戻戻るるたためめににはは、、ささっっきき登登っっててききたた斜斜面面をを辿辿れればば 2200 分分ほほどど

でで下下りり着着くくだだろろうう。。ししかかししそそんんなな甘甘いい希希望望的的観観測測ととはは裏裏腹腹にに、、どどここままでで下下っっ

ててももそそれれららししきき森森のの風風景景はは見見当当たたららなないい。。ここれれはは一一つつ沢沢をを間間違違ええたたかかとと思思いい、、

左左方方向向ににトトララババーーススとと登登りり返返ししをを繰繰りり返返ししてて尾尾根根にに出出ててみみるる。。そそろろそそろろ夕夕暮暮

れれもも迫迫りり、、ままたた藪藪のの少少ななそそううなな斜斜面面をを下下っってて行行くくとと、、前前方方ににかかななりり大大ききなな黒黒

いい塊塊がが視視界界にに飛飛びび込込んんででききたた。。明明ららかかににここれれままでで以以上上にに大大ききななククママだだ。。  

ししかかしし時時間間ののロロススのの許許さされれなないいここのの場場でで、、後後戻戻りりすするるわわけけににはは行行かかなないい。。  

私私はは立立ちち止止ままるるここととななくく、、ククママにに向向かかっってて力力強強そそううなな声声でで「「おおーーいいククママーー、、  

俺俺はは今今大大変変ななんんだだーー。。そそここををどどけけーー！！」」とと叫叫んんだだ。。大大ききななククママももそそのの声声にに怯怯

んんだだののかか、、すすぐぐににそそのの場場をを去去っってて行行っったた。。  

  私私ははそそののまままま直直進進ししたたいいがが、、ククママののいいるるととこころろをを横横切切りりたたくくななかかっったたののでで、、

やややや右右にに方方向向転転換換ししててささららにに森森をを下下っってて行行っったた。。ここれれももままたたそそのの後後ルルーートトをを



ささららにに間間違違うう一一つつのの原原因因だだっったたののだだろろうう。。そそのの後後、、かかななりり下下りりすすぎぎたたここととにに

気気付付きき、、左左方方向向ににああるるははずずののススカカイイラライインン道道路路をを目目指指すすここととににししたた。。  

ととこころろがが、、笹笹藪藪はは未未だだかかつつててなないいほほどどのの強強烈烈なな密密生生状状態態ととななりり、、11 ㍍㍍進進むむたた

めめににどどれれほほどどのの体体力力、、時時間間をを労労ししたたここととかか。。ここれれははかかななわわぬぬとと、、トトララババーースス

はは中中止止、、藪藪のの少少なないい下下方方向向をを目目指指ししななおおもも下下っってて行行くく。。  

  ややががてて前前方方にに植植林林がが広広ががっってていいるるののをを見見つつけけ、、今今度度ははそそれれをを目目指指ししてて進進むむ。。  

植植林林ががああるるとといいううここととはは、、必必ずず林林道道ががあありり里里もも近近いいとといいううここととだだ。。そそのの頃頃かか

らら雨雨もも降降っってて来来るるしし寒寒くくななっっててききたた。。ももううすすででににヨヨレレヨヨレレ状状態態でで植植林林にに辿辿りり

着着くく。。ととこころろがが、、そそここははすすででにに放放棄棄さされれたたかかののよよううなな荒荒れれ放放題題のの植植林林でで、、そそ

のの林林内内ははイイババララののブブッッシシュュとと沼沼地地のの湿湿地地帯帯。。疲疲れれ果果ててたた体体とと心心ををささららにに打打ちち

ののめめすすよよううなな悪悪夢夢のの彷彷徨徨のの連連続続。。私私ははととここととんん疲疲れれ果果てて、、今今回回だだけけははももううダダ

メメかか、、ここここでで野野宿宿ででももししたたらら疲疲労労凍凍死死かかククママのの餌餌食食かかとと弱弱気気ににななるる。。私私かかここ

れれままでで 3300 年年以以上上、、ニニュューージジーーラランンドドででももままたた日日本本ででもも、、どどんんなな困困難難ななブブッッ

シシュュウウォォーーククででもも、、窮窮地地にに陥陥っったた時時ににはは神神様様にに救救いいをを乞乞いい、、必必ずず助助けけらられれてて

ききたた。。ししかかしし今今回回だだけけははささすすががにに遂遂にに神神にに見見放放さされれたたかか、、神神もも自自分分のの未未熟熟ささ

無無謀謀ささににいいささささかか愛愛想想ををつつかかしし、、天天罰罰をを下下さされれたたののかかとともも思思っったた。。  

  ししかかしし、、何何がが何何ででもも明明日日かかららのの山山旅旅ツツアアーーをを台台無無ししににすするるわわけけににはは行行かかなな

いいしし、、ままししてて山山でで死死ぬぬななどど絶絶対対ににああっっててははななららなないいここととだだ。。私私はは最最後後のの気気力力

をを振振りり絞絞りり、、再再びび藪藪漕漕ぎぎ大大奮奮闘闘。。よよううややくく広広々々ととししたた畑畑地地にに飛飛びび出出ししたた。。作作

業業小小屋屋ももああるるしし、、近近くくにに林林道道ももああるる。。ここれれでで何何ととかかななるるだだろろううとと初初めめてて一一安安

心心、、ししばばしし一一服服ののひひとと時時。。ももううすすででにに 55 時時をを回回りりゲゲーートトはは締締ままっってていいるるがが、、  

里里にに下下りりてて関関係係者者にに連連絡絡がが取取れれれればば何何かか方方法法ははああるるだだろろうう。。  

  ししかかししここのの広広大大ななトトウウモモロロココシシ畑畑をを回回りり込込むむののにに、、泥泥んんここのの畦畦道道にに難難渋渋、、

里里へへとと続続くく林林道道もも定定かかででなないい。。そそろろそそろろヘヘッッドドラランンププででのの夜夜間間歩歩行行ととななりり、、

手手持持ちちのの LLEEDD ラライイトトとと 22 灯灯流流でで作作業業道道をを下下っってて行行くくとと、、前前方方のの暗暗闇闇のの中中にに

ままたた黒黒いいももののがが動動いいてていいるる。。私私ははととここととんん疲疲れれ果果ててたた気気力力をを振振りり絞絞っってて、、まま

たた大大声声でで「「冗冗談談じじゃゃなないいぞぞ、、ココノノヤヤロローー～～！！」」ととククママにに呼呼びびかかけけるるとと、、そそのの

大大ききなな黒黒いい塊塊ははすすぐぐにに去去っってて行行っったた。。そそれれででもも私私はは、、そそのの暗暗闇闇のの方方向向にに向向かか

っってていいくくののははささすすががにに気気がが引引けけるる。。再再びびそそのの作作業業道道をを戻戻りり、、よよううややくく里里へへとと

続続ききそそううなな林林道道にに出出遭遭うう。。藪藪漕漕ぎぎののなないい広広くくてて歩歩ききややすすいい林林道道ををししばばららくく下下

っってて行行くくとと、、よよううややくく一一軒軒のの民民家家にに辿辿りり着着いいたた。。どどううややらら岩岩木木山山のの麓麓のの周周遊遊

国国道道にに出出たたよよううだだ、、目目的的のの２２６６番番カカーーブブははおおろろかか、、入入口口ゲゲーートトよよりりもも遥遥かかにに

下下、、標標高高差差でで３３５５００㍍㍍のの下下ままでで下下っっててししままっったた訳訳ででああるる。。  

  灯灯りりのの点点いいたた一一軒軒のの民民家家をを尋尋ねねるるとと、、そそここににはは２２人人のの老老夫夫婦婦ががいいたた。。事事情情

をを説説明明ししてて、、ゲゲーートトのの関関係係者者又又はは関関連連ババスス会会社社にに連連絡絡はは取取れれなないいかかとと尋尋ねねるる

とと「「今今息息子子ももいいなないいしし、、近近所所のの店店のの人人とともも連連絡絡はは取取れれなないいののでで、、分分かかららなないい

……」」ととのの返返事事。。私私ははどどううししたたららいいいいかか、、濡濡れれたた雨雨具具をを着着たたまままま玄玄関関のの外外でで途途

方方にに暮暮れれてていいたた。。そそのの時時、、１１台台ののラランンククルルがが家家のの前前にに止止ままりり、、私私にに声声ををかかけけ

たた。。中中ににいいたた２２人人はは何何ととゲゲーートト事事務務所所ににいいたたススタタッッフフでで、、５５時時をを過過ぎぎててもも戻戻

っっててここなないい私私をを心心配配ししてて探探ししてていいたたととののここととだだっったた。。そそううかか、、ああのの時時、、話話をを

ししたたかからら、、私私がが「「巨巨木木のの森森」」入入口口にに車車をを止止めめてていいるるここととをを知知っってていいてて、、閉閉門門

後後見見回回りりにに来来てていいたたののだだろろうう。。  

ああのの時時、、ももししゲゲーートトをを普普通通にに通通過過ししてていいたたらら、、おおそそららくく彼彼ららはは知知ららぬぬまままま

ゲゲーートトをを締締めめてて帰帰っっててししままっったたかかももししれれなないい。。ここれれもも天天のの助助けけ、、ややははりり神神はは

ままだだ私私をを見見捨捨ててたたわわけけででははななかかっったたののだだ。。  

  

●●エエピピロローーググ……物物語語ははハハッッピピーーエエンンドド？？ででももままだだ終終わわっってていいなないい。。  

  そそんんなな訳訳でで、、ももうう８８時時をを回回るる夜夜にに、、すすででにに閉閉ままっったたゲゲーートトをを開開けけててももららいい、、

無無事事我我がが愛愛車車にに戻戻れれたたののででああるる。。ここれれでで万万事事めめででたたししとといいううととこころろだだがが、、ここ

れれでで一一件件落落着着とと終終わわっったたわわけけででははなないい。。実実はは、、ゲゲーートトススタタッッフフははままだだ戻戻ららぬぬ

私私をを心心配配ししてて、、地地元元のの交交番番にに連連絡絡、、パパトトカカーーがが捜捜索索ししてていいるるとといいうう。。すすぐぐにに

連連絡絡をを取取りり、、交交番番にに案案内内さされれ事事情情徴徴収収。。パパトトカカーーはは１１時時間間以以上上前前かからら私私をを捜捜

索索ししてていいたたそそううなな。。  

  何何ととかか自自力力でで下下山山しし、、遭遭難難はは免免れれたたととははいいううもものののの、、ここれれでで一一般般的的ににはは遭遭

難難騒騒ぎぎとといいううここととににななっっててししままっったた。。ももししここれれがが普普通通のの山山ででああっったたなならら、、ここ

んんなな騒騒ぎぎににははななっってていいななかかっったたののだだがが、、今今回回はは５５時時閉閉門門かかつつ関関係係者者がが連連絡絡をを  
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取取っったたかからら、、ここううななっったた訳訳だだ。。そそううははいいっっててもも、、今今回回のの場場合合ははそそののおお陰陰でで夜夜

間間閉閉門門後後にに車車にに戻戻れれたたののだだかからら、、ここれれがが最最良良のの結結末末ででああっったたここととはは間間違違いいなな

いい。。天天のの神神様様、、関関係係ススタタッッフフ、、警警察察のの皆皆ささんんににははたただだたただだ感感謝謝ののみみ。。    

  そそれれとと、、夕夕方方かからら電電話話ををくくれれてていいたた妻妻もも、、携携帯帯がが通通じじずず、、ずずーーっっとと心心配配しし

てていいたたここととだだろろうう。。何何とと警警察察がが私私のの車車 NNoo..でで自自宅宅電電話話をを割割りり出出しし、、家家にに電電話話

ををししてていいたたののででああるる。。妻妻はは本本当当ににビビッッククリリ、、ささぞぞやや心心配配ししたたここととだだろろうう。。警警

察察官官曰曰くく「「奥奥ささんんははととててももししっっかかりりししたた強強そそううなな人人でですすねね」」とと感感心心ししてていいたた。。

ここれれままででもも遅遅いい時時間間にに宿宿にに着着いいてて、、留留守守宅宅のの妻妻にに心心配配ををかかけけたたここととがが多多々々ああ

っったた。。そそのの度度にに私私はは叱叱らられれるるがが、、相相変変わわららずず未未だだにに改改心心ででききてていいなないい。。  

そそれれででもも基基本本的的ににはは私私をを信信用用ししててくくれれてていいてて、、どどんんなな時時ででもも気気丈丈ななふふるるままいい、、

何何よよりりもも迷迷惑惑ををかかけけたた周周りりののここととをを気気遣遣っってていいるるののだだ。。（（内内心心でではは心心配配ででしし

ょょううががなないいののにに））  

  ととももかかくくここれれでで妻妻もも（（息息子子たたちちもも））ひひとと安安心心、、世世話話ににななっったた事事務務所所のの２２人人

ににおお礼礼をを言言いい、、パパトトカカーーにに乗乗せせててももららいい、、ゲゲーートトをを開開けけ「「巨巨木木のの森森」」入入口口にに

止止めめててああっったた我我がが愛愛車車ののももととへへ無無事事帰帰還還。。ももうう８８時時をを回回りり大大分分時時間間ををロロススしし

ててししままっったたがが、、そそのの後後、、真真っっ暗暗闇闇のの田田舎舎道道をを相相馬馬村村のの宿宿にに車車をを走走ららせせるる。。  

明明日日かかららののツツアアーーのの前前泊泊宿宿[[ロロママンントトピピアア相相馬馬]]はは実実にに良良心心的的ななホホテテルルでで、、９９

時時をを過過ぎぎたた遅遅いいチチェェッッククイインンのの私私をを快快くく迎迎ええ入入れれててくくれれ、、レレスストトラランンででのの夕夕

食食もも手手配配ししててくくれれたた。。  

  ここううししてて数数多多くくのの人人々々、、関関係係者者ののおお助助けけでで、、翌翌日日かかららのの山山旅旅ツツアアーーののおお客客

をを無無事事、、何何ででももななかかっったたかかののよよううにに青青森森空空港港でで迎迎ええるるここととががででききたた。。ここのの日日

はは下下見見ををししたた黒黒森森とといいうう考考ええももああっったたがが、、ととんんででももなないいここととだだ。。幸幸いい？？雨雨もも

強強くくななっっててききたたののでで、、岩岩木木山山もも「「巨巨木木のの森森」」もも中中止止、、雨雨ででもも歩歩けけるる白白神神山山地地

のの西西目目屋屋村村アアククアアググリリーーンンビビレレッッジジののブブナナ林林遊遊歩歩道道にに急急遽遽変変更更。。ああのの黒黒森森はは

いいずずれれままたた一一人人でで再再探探索索ししてて、、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、、いいろろいいろろ

ななココーーススをを用用意意ししよよううとと思思うう。。今今度度のの下下見見はは朝朝一一番番ででゆゆととりりをを持持っってて歩歩ききたた

いいももののだだ。。ああのの時時にに出出遭遭っったたククママもも明明るるいいううちち、、見見通通ししののききくく場場所所ででででああっっ

たたなならら全全然然怖怖くくなないい。。次次回回ははももっっととゆゆととりりをを持持っっててああのの元元気気そそううななククママととまま

たた会会っっててみみたたいいももののだだ。。  

  今今回回のの体体験験でで、、私私ののククママにに対対すするる不不安安はは完完全全ににななくくななっったた、、ももうう怖怖くくなないい。。  

ししかかししななががらら、、ここれれかかららもも油油断断、、過過信信はは禁禁物物、、常常にに細細心心のの注注意意をを払払っっててブブナナ

森森をを歩歩かかねねばば。。ととににかかくくククママににはは先先手手必必勝勝、、ままずずここちちららかからら先先にに見見つつけけてて声声

ををかかけけるるここととがが何何よよりりもも重重要要なな鉄鉄則則だだ。。だだかからら霧霧ややガガススがが濃濃くく視視界界のの利利かかなな

いい時時はは、、絶絶対対にに森森をを歩歩いいててははいいけけなないい。。ククママとと突突然然出出遭遭うう危危険険がが大大ききすすぎぎるる

かかららだだ。。今今度度ククママとと出出会会うう時時はは、、天天気気のの良良いい視視界界のの利利くくブブナナ森森でで、、ままたたああのの

素素朴朴なな目目ををみみたたいいももののででああるる。。ととりりああええずず、、  ……  完完  ……  
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＊８月は山旅ツアーもお休みで

時間があるので、これまで書けな

かった山旅エピソードをまとめ

てみました。皆さんもこれから平

野ガイドと歩く時は、クマの心配

無用、安心して日本の素晴らしい

ブナ森を歩きましょう。 

ところで９月以降の山旅はま

だ殆ど決まっていません。夏の暑

さで疲れ果てグッタリしている

皆さん、もういい加減に気合を入

れなおし、一刻も早く９月以降、楽しい秋の山旅プランを練りましょう。

宿予約の都合上、予約は出来るだけ早めにお願いします。日程やコース、

レベルの変更も可能ですので、ご希望その他、平野ガイドまで何なりとご

連絡下さい。皆さんからのお電話、メールお待ちしてます！ 
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