
日日本本のの山山旅旅  ２２001199 年年８８月月ののおお便便りり  

★★平平野野流流山山旅旅がが目目指指すすととこころろ・・ここれれかかららのの歩歩きき方方★★  

私私ががニニュューージジーーラランンドドとと

日日本本でで山山旅旅ガガイイドドをを始始めめてて

3355 年年。。そそのの長長いい年年月月のの間間、、山山

旅旅ののススタタイイルルもも大大分分変変っっててきき

ままししたた。。平平野野ガガイイドド日日本本のの山山

旅旅はは 11998844 年年ににニニュューージジーーララ

ンンドドののハハイイキキンンググツツアアーーをを立立

ちち上上げげたた翌翌年年かからら、、郵郵船船トトララ

ベベルル社社のの主主催催・・屋屋久久島島かからら始始ままりりままししたた。。当当時時ははままだだ日日本本のの山山旅旅ツツアアーーがが

殆殆どどななくく、、ススイイススアアルルププススハハイイキキンンググでで多多くくののリリピピーータターーをを持持つつ同同社社主主催催

のの日日本本のの山山旅旅ツツアアーーはは毎毎回回 2200 名名単単位位のの大大盛盛況況、、以以後後ココーーススはは徐徐々々にに増増ええ、、

企企画画すするる山山旅旅すすべべててにに参参加加すするるググルルーーププもも増増ええててききままししたた。。何何ししろろそそのの頃頃

はは平平野野ガガイイドドがが 3300 歳歳台台、、おお客客ささんんもも 5500 歳歳台台のの健健脚脚揃揃いい、、利利尻尻山山かからら屋屋久久

島島ままでで、、今今でではは敬敬遠遠ししががちちなな健健脚脚ココーーススもも皆皆元元気気にに歩歩いいたたももののでですす。。  

●●ここれれかかららのの山山歩歩きき、、新新たたなな歩歩きき方方ののすすすすめめ  

ああれれかからら 3300 年年、、当当時時ののリリピピーータターーのの皆皆ささんんのの山山歩歩ききののススタタイイルルはは超超ゆゆっったた

りり歩歩ききにに変変わわっっててききてていいまますす。。ももううああのの頃頃ののよよううにに歩歩けけななくくななっったたかからら、、

ももうう山山歩歩ききはは止止めめよよううとといいううののででははななくく、、そそのの時時々々のの体体力力にに応応じじたた無無理理のの

なないい歩歩きき方方でで山山歩歩ききをを続続けけてていいくく。。かかつつてて健健脚脚だだっったた頃頃、、当当たたりり前前ののよようう

にに目目指指ししたたピピーーククににここだだわわるるここととななくく、、以以前前のの半半分分以以下下のの行行程程でで途途中中ののブブ

ナナ森森ででゆゆっったたりりくくつつろろいいだだりり、、花花をを愛愛ででるるののににたたっっぷぷりりとと時時間間ををつつぶぶししたた

りり、、そそれれななりりにに新新鮮鮮なな楽楽ししみみ方方ががででききるる。。私私がが最最近近提提唱唱ししてていいるる＜＜ゆゆっったた

りり歩歩きき＞＞はは、、そそううししたた古古くくかかららののリリピピーータターーのの皆皆ささんんののたためめにに企企画画ししてていい

るるののでですす。。以以前前のの団団体体ツツアアーーととはは違違うう少少人人数数ででのの小小回回りりのの利利くく平平野野ツツアアーー

はは、、そそのの時時々々にに応応じじたたベベスストトココーースス、、ゆゆととりりののププラランン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ここれれかかららももごご案案内内ししてていいここううとと思思いいまますす。。  

  ここううししたた＜＜ゆゆっったたりり歩歩きき＞＞ははままたた、、今今ななおお現現役役ババリリババリリでで山山歩歩ききををししてて

いいるる人人ににももおお勧勧めめししたたいい歩歩きき方方でですす。。ここれれはは「「ブブナナ森森歩歩ききのの素素晴晴ららししささをを

最最大大限限にに味味わわいい、、大大自自然然とと触触れれ合合ううたためめのの最最良良ののススタタイイルル」」ででももあありりまますす。。

百百名名山山やや有有名名なな山山をを求求めめ、、自自分分がが登登っったた山山のの数数をを誇誇るる時時代代ははももうう終終わわりりにに

ししてて、、本本来来のの自自然然ににどどっっぷぷりりとと浸浸かかりり、、大大自自然然かからら感感動動とと元元気気ををももららええるる

＜＜ゆゆっったたりり歩歩きき＞＞ここそそ、、今今後後一一番番必必要要かかつつ価価値値ののああるる山山歩歩ききののススタタイイルルでで

ああるるとと、、そそろろそそろろ気気ががつついいててももいいいいののででははなないいででししょょううかか。。  

●●平平野野ガガイイドド日日本本のの山山旅旅、、ももうう一一つつのの歩歩きき方方：：平平野野流流大大自自然然ウウォォーークク  

  日日本本ででもも、、ニニュューージジーーラランンドドででもも誰誰ででもも歩歩けけるる一一般般ココーーススにに飽飽きき足足ららぬぬ

平平野野ガガイイドドはは、、ここれれままでで無無数数のの難難ココーースス、、ブブッッシシュュウウォォーーククをを開開拓拓？？ししてて

ききままししたた。。一一般般ココーーススととはは違違ううササブブ・・ココーーススやや、、地地図図ととココンンパパスス、、僅僅かかなな

ママーーカカーー頼頼りりののルルーートトフファァイインンデディィンンググをを要要すするるルルーートト、、道道ななきき道道をを歩歩くく

究究極極ののブブッッシシュュウウォォーーククななどどななどど、、何何度度もも迷迷いい失失敗敗をを重重ねねななががららもも大大自自然然

のの神神のの声声にに助助けけらられれ、、数数多多くくののおお気気にに入入りりののススポポッットトをを探探ししててききままししたた。。  

そそののよよううなな歩歩きき方方はは本本来来、、自自分分だだけけのの楽楽ししみみ、、ああるるいいはは修修行行のの場場ととししてて大大

切切ににししままっってておおききたたいいととこころろでですす。。細細心心のの神神経経をを集集中中ししてて真真剣剣勝勝負負でで歩歩かか

ねねばばななららなないいととこころろにに、、人人をを案案内内すするるののはは並並大大抵抵ののここととででははあありりまませせんん。。

山山旅旅ツツアアーーでで人人をを案案内内すするるににはは、、一一般般ココーーススをを案案内内すするるののがが一一番番無無難難でで、、

そそののよよううななガガイイドドををすするるツツアアーーななどどままずずあありりええなないいここととででししょょうう。。  

  ししかかしし何何ででそそここままででししてて平平野野ガガイイドドはは皆皆ささんんをを案案内内ししたたいいかかとといいううとと、、  

そそれれははここれれままでで私私がが大大自自然然ウウォォーーククをを通通じじてて得得たた感感動動をを、、よよりり自自然然のの素素晴晴

ららししささをを体体験験ししたたいい人人々々にに伝伝ええたたいいかかららにに他他ななりりまませせんん。。たただだしし人人をを案案内内

すするる場場合合、、私私ががここれれままでで体体験験ししたた究究極極ののブブッッシシュュウウォォーーククはは勿勿論論ののこことと、、

修修行行ののよよううなな難難行行をを強強いいるるここととはは厳厳禁禁。。レレベベルルやや希希望望、、向向きき不不向向ききにによよりり  

ココーーススをを考考ええねねばばななららなないいののはは当当然然ののここととでですす。。  

  ままたた、、ここれれままでで長長年年山山歩歩ききをを続続けけててききたた皆皆ささんんはは、、今今後後もも自自分分でではは確確かか

なな一一般般ココーーススののみみ歩歩くくここととででししょょうう。。おおそそららくく今今後後何何年年経経験験をを重重ねねててもも、、

私私ががよよううややくくたたどどりり着着いいたた（（ままだだままだだ未未完完でですすがが））究究極極のの山山歩歩ききのの境境地地にに

達達すするるここととはは不不可可能能ででししょょううしし、、そそううししたた穴穴場場ココーーススをを歩歩くく機機会会はは決決ししてて

なないいででししょょうう。。平平野野ガガイイドドとと歩歩くくかかららここそそ、、自自分分でではは絶絶対対にに体体験験ででききなないい  

本本来来のの山山歩歩ききがが出出来来るるとといいうう訳訳でですす。。ももちちろろんん、、そそんんななココーーススでではは時時にに道道

にに迷迷ううここととももあありりまますすがが、、そそんんなな時時もも平平野野ガガイイドドのの経経験験とと念念力力？？にによよっってて

最最良良のの方方向向にに進進めめるるとといいううこことと。。ここううししたた山山歩歩ききのの体体験験をを、、素素晴晴ららししいい大大

自自然然体体験験とと捉捉ええるるかか、、又又ははそそんんなな体体験験はは真真っっ平平御御免免とといいううかかはは自自分分次次第第、、

私私ははそそれれをを良良ししとと思思うう人人ののみみごご案案内内ししまますす。。  

ここううししたた平平野野ガガイイドドののみみ案案内内ででききるるココーーススはは、、最最近近徐徐々々にに増増ええてていいまますす。。  

例例ええばば、、三三陸陸・・宮宮古古のの重重茂茂半半島島ににああるる＜＜十十二二神神のの森森＞＞はは 66 ㌔㌔のの林林道道もも悪悪路路

のの未未舗舗装装でで、、以以前前山山旅旅便便りりにに記記載載ししたたよよううにに、、今今でではは平平野野ガガイイドドののみみ案案内内

可可能能なな大大自自然然周周遊遊ルルーートトににななっってていいるるととこころろ。。ここここはは体体力力・・レレベベルルにによよっっ

てて健健脚脚度度 22～～４４ままでで自自在在ににココーーススをを選選択択ででききるる大大自自然然ウウォォーーククのの別別天天地地とと

ななっってていいまますす。。ままたた、、77 月月便便りりでで紹紹介介ししたた＜＜真真昼昼ブブナナ悠悠々々のの森森＞＞もも大大自自然然貸貸

切切りりでで歩歩けけるるブブナナ森森歩歩ききのの新新天天地地。。そそのの他他、、伊伊豆豆天天城城連連山山のの西西・・天天城城猿猿山山

はは、、ガガイイドドブブッッククににもも載載っってていいなないい旧旧道道をを、、僅僅かかななママーーカカーーととママッッププ・・ココ

ンンパパスス頼頼りりのの本本格格的的なな山山歩歩ききでで、、よよりり上上級級向向けけのの山山歩歩ききををししたたいい人人ににははうう

っっててつつけけののココーースス。。ここれれもも何何度度かか一一人人でで歩歩きき、、レレベベルルにによよっってて 22 通通りりのの歩歩

きき方方がが出出来来るるココーーススをを完完成成ささせせままししたた。。  

  ここののほほかか、、御御在在所所岳岳のの西西・・三三人人山山かからら東東雨雨乞乞岳岳～～七七人人山山へへのの健健脚脚向向けけ周周

遊遊ルルーートトもも、、一一回回りり楽楽なな小小回回りりルルーートトをを探探りり当当てて、、よよりり一一般般的的なな周周遊遊ココーー

ススをを完完成成ささせせままししたた。。ここのの大大周周遊遊ココーーススはは、、以以前前、、新新ココーーススととししててググルルーー

ププをを案案内内ししたた際際、、大大成成功功のの手手前前でで調調子子にに乗乗りり、、ままたた諸諸々々のの悪悪条条件件がが重重ななりり、、

ととんんででももなないい悪悪沢沢にに迷迷いい込込みみ、、大大苦苦戦戦のの末末、、奇奇跡跡的的にに遭遭難難をを免免れれ何何ととかか脱脱

出出ででききたたとといいうう苦苦いいいいききささつつががああっったた所所でですす。。ここれれははととににかかくくガガイイドドのの私私

のの大大失失敗敗、、たただだたただだ山山神神様様にに感感謝謝、、大大反反省省ああるるののみみでで、、いいかかななるるいいいいわわけけ

もも通通用用すするるももののででははあありりまませせんん。。たただだひひととつつ思思ううこことと。。山山旅旅ツツアアーー中中ににガガ

イイドドのの判判断断ミミススでで、、ととんんででももなないい困困難難なな状状況況にに陥陥っっててししままっったた時時ににはは、、リリ

ーーダダーーででああるるガガイイドドのの力力量量にに身身をを任任せせ、、指指示示にに従従いい、、全全員員一一丸丸ととななりりそそのの

困困難難をを乗乗りり越越ええるるほほかかははあありりまませせんん。。ここれれままででももままたた今今後後のの一一生生あありり得得なな

いいほほどどのの困困難難なな山山行行のの末末、、ままささにに神神ががかかりり的的にに助助かかっったたここととにに対対ししてて、、「「かか

けけががいいののなないい貴貴重重なな体体験験ががででききたたとと神神にに感感謝謝すするるかか、、又又ははととんんででももなないい被被

害害をを被被っっててししままっったたとと後後悔悔すするるかか、、或或いいははそそのの体体験験をを今今後後のの山山歩歩きき、、人人生生

ににととっっててププララススにに考考ええるるかか、、大大ききななママイイナナススとと考考ええるるかか」」人人そそれれぞぞれれとといい

ううととこころろでですすがが……。。((山山旅旅便便りり 22001166 年年 66 月月そそのの２２・・山山旅旅レレポポーートト参参照照))  

  ととももああれれ、、私私はは今今後後ままたたここのの同同じじココーーススをを案案内内すするる場場合合、、以以後後はは完完璧璧にに

ガガイイドドででききるる自自信信ははあありり、、健健脚脚ココーースス希希望望ののググルルーーププががああれればばいいつつででもも案案  

内内ししたたいいとと思思っってていいまますす。。ままたた、、ももっっとと楽楽ななココーーススををとといいううののなならら、、三三人人

山山かかららのの新新ココーーススももででききたたしし、、１１００月月のの山山旅旅乞乞ううごご期期待待！！  

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

平平野野ガガイイドドがが提提唱唱しし続続けけてていいるる日日本本のの山山とと自自然然のの素素晴晴ららししささととはは何何かか、、  

以以下下、、22000066 年年のの山山旅旅パパンンフフレレッットトかかららのの抜抜粋粋でですす。。  

◆日本の山と自然の素晴らしさを再認識しよう◆ 

………全コース同行ガイド・平野洋一からのメッセージ……… 

■日本の山旅の素晴らしさ再発見…日本の大自然は世界一     

 私がニュージーランドをベースにハイキングツアーを始めたのは 1984 年

のこと、それ以来毎年約６ヶ月を現地で過ごし、残りの半分を日本でという

仕事・生活を続けてきました。しかしながら現地での諸事情と心境の変化に

より、２００５年から現地での事務所・ツアー業務を止めて、最小限の体制

で継続していくことになりました。詳細はさておき、この２０年間のニュー

ジーランド体験の最大の収穫は、日本の山の素晴らしさを再認識できたとい

うことです。日本という狭い国土の中に、北海道から九州までそれぞれ異な

る山の自然があり、春の新緑から秋の紅葉まで変化に富んだ美しい自然の移

ろいがあり、日本独自のブナ原生林や照葉樹林、高山植物、そして温泉と地

域ごとの食文化など、世界でも第一級の山旅を楽しめる環境であること。こ

れが２０年間外から内から日本の山の自然を見続けてようやく開眼したとい

える私の結論です。日本の山と自然は世界一であると。今後私はこの愛すべ

き日本の山旅を中心に活動を続けていくつもりです。日本ならではの山旅の

素晴らしさを追求して、皆さんをご案内したいと思います。 



■日本のブナ原生林は世界一、日本ならではの山歩きとは？ 

 日本ならではの山の自然を特色付けている最

大の要素は、ブナ原生林にるといっても決して過

言ではありません。トチやカツラ、ミズナラの混

じるブナ原生林は日本独自のもので、落葉広葉樹

であるが故に、その新緑・紅葉は世界に類を見な

いほどの美しさです。例えば、ニュージーランド

や南半球にあるブナは葉も小さく常緑であるた

め、日本のブナのようにはっきりとした新緑・紅

葉が見られません。森全体が淡い緑に包まれるブナ林の新緑、そして様々な

落葉樹も含めた色とりどりの紅葉風景は、いずれも日本ならではの美しさと

いえるでしょう。「水の神」とも呼ばれているブナはまた、水を蓄え自然を守

る森の守り神であり、大自然の象徴でもあります。ブナがあるところに本当

の自然があり、ブナが元気に育っている森には気のパワーが満ち溢れていま

す。日本のブナは北海道の歌才の森を北限とし、鹿児島の高隈山を南限とい

う範囲で広がっています。ブナの無い屋久島や南九州には、スダジイをはじ

め日本ならではの美しい照葉樹林が、そして北海道にはミズナラがあり、そ

れぞれブナ林に代わる原生林を形成しています。 これまでの山歩きといえ

ば、まずはピークを目指すというのが第一の目的で、今でも百名山登山に見

られるようなピークハントや花が目的という人が圧倒的に多いことは間違い

ありません。山の歩き方や目的は人それぞれで、私はこうした歩き方を決し

て否定するものではありません。頂上という一つの目標に向かって頑張り通

すことも意義があるし、苦労してたどり着いた頂上での爽快、達成感は何も

のにも換えがたい喜びとなります。辛い登りの途中で出会う可憐な花々がい

かに励みとなり、元気づけてくれるか。そうした要素も山歩きの大きな魅力

であることは確かなことです。それはそれで良いことだと思いますが、それ

とは別に山を取り巻く原生林の価値というものを再認識するべきであると思

います。これまでは、途中の樹林帯の登りといえば、あくまでも頂上を目指

すための辛いアプローチという考えが圧倒的で、未だそうした考えの人が多

いようです。しかし、山の自然にとって何よりも大切なものは、それを取り

巻く豊かな原生林であることを再認識し、森を歩くこと自体に価値を見出す

ことは、山歩きの意義を倍増させる重要な考え方でもあると思います。この

ことに気づくと、いずれは山歩きの目的が逆転するほど、森歩きの魅力は奥

深く価値あるものとなっていくはずです。平野流山歩きの原点はまさにここ

にあり、北海道を除くほとんどの山域でより原生に保たれた天然林を含んだ

コース選びをしています。目指す山は同じでも、コース巡りが一味違うのは

そのためです。 

■日本の山は神々の世界…山と森からパワーをもらう 

 古の昔から日本の山は神聖な場所として崇められていまし

た。かつて役の行者や空海上人がその修行の場を山に求めた

のも、また修験者が山で修行したのも、日本の山には何らか

のパワーがあったからに他なりません。その名残として、日

本の山にはあらゆるところに神社の奥宮や山神様が祀られています。もちろ

ん今の時代に山を歩く私たちは、決して修行のために山を目指すわけではあ

りません。山歩きの目的や楽しみ方は千差万別、人それぞれ自由な歩き方を

すればよいのです。ただしいずれの歩き方をするにせよ、山を歩く私たちは

古来受け継がれてきた山に対する畏敬の念を決して忘れてはならないという

ことです。大自然の山神様に守られた日本の山は、山自体にも人知を超えた

パワーを秘めています。一つの山旅を終えた後は、確かに体の疲れはありま

すが、それ以上にこの上ない充実感に満たされるはずです。これは、山のい

い空気の中で程よい運動をして体脂肪を燃焼させたからというだけでなく、

何よりも山と森の持つ偉大なパワーを吸収したからにほかなり 

ません。「山と森から元気をもらう」、「元気をもらうために山を歩く」、そん 

な発想があってもいいのではないでしょうか。 

 ■平野流日本の山旅…一生続けられる山旅を 

平野ガイドがご案内する日本の山旅は、こうした平野流の考え方をベース 

に企画されており、すべてのコースを平野自らガイドするのでその数も限ら 

れています。当然のことながら、日本中ありとあらゆる山旅を実施している 

大手各社のツアーに対抗できるものではありません。また、少人数中心であ 

り、宿や温泉にもこだわり、ゆとりを持った日程であるため、料金的にも他 

社ツアーに比べて割高なコースがほとんどです。それゆえ、平野コースに無

い山や、より安く短期間で山旅をしたい人は、その都度最適なツアーを選ん

で歩いていただければと思います。そしてたまには平野と一緒に山を歩いて

元気をもらいたいと思ったら、１年に１度か２度でも参加してみてください。 

現在、平野ツアーに参加されるほとんどの人はリピーターで、こうした平野

流の山旅ツアーを理解し賛同する人々の集まりといっても良いでしょう。中

には１０年以上のリピーター夫婦、グループもいるし、１年に１回の楽しみ

として参加される山の会グループもいるのは本当に嬉しい限りです。私はこ

うした皆さんが、平野と歩く山旅を人生のひとつの楽しみ、生き甲斐につな

げていただければと思っています。私はまた、山歩きは一生続けられる最高

の趣味である思っています。現在ある数多くの健康スポーツの中で、山歩き

は人間にとって最も自然に近い無理の無い運動であると思います。 

太古の昔から「歩く」ことは人間にとって最も基本かつ自然な運動であり、

山を歩けるということは健康であることの一番の証でもあります。そのため

には継続がなによりです。普段の生活でも歩くことを心がけ、できる限り頻

繁に自分で歩ける近郊の山に出かけること。自分のレベルに応じたコースを

自分なりのペースで歩くこと

を続ければ、山歩きに年齢制限

はありません。私たちにこの上

ない元気のパワーを与えてく

れる山という大自然とは一生

付き合っていきたいものです。

山から元気をもらう平野ツア

ーは、いかに長く山とかかわっ

ていくか、そんなお手伝いを山

旅人生の案内人としてお役に

立てればと思います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  ▲ By: Etsuko Koromiko Staff  

以上、30 年以上前から平野ガイドが提唱し続けてきた日本の山旅への考え方、

情熱は今なお変わりません。今後も平野流日本の山旅スタイルに賛同して、

日本の山ならではの山歩きを続けていきたい人がいる限り、平野ガイドはま

すます精進を重ね、山歩きが皆さんの今後の人生の大きな生き甲斐となるよ

う全力でお手伝いさせていただきたいと思います。 

２０１９年８月５日   コロミコ・トレック 平野 洋一 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆◆９９月月のの山山旅旅：：おお勧勧めめココーースス・・三三陸陸のの山山旅旅とと津津軽軽下下北北周周遊遊のの山山旅旅！！◆◆  

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山山旅旅はは三三陸陸・・平平庭庭高高原原//十十二二神神森森とと津津軽軽下下北北のの３３

ココーーススにに絞絞りりままししたた。。いいずずれれもも小小回回りりのの利利くくノノアア号号でで林林道道ドドラライイブブもも楽楽しし

いい平平野野ガガイイドドオオリリジジナナルルのの山山旅旅でですす。。ままだだ歩歩いいたたここととののなないい人人乞乞ううごご期期待待。。  

▼岩手北部・知られざるブナ原生林と三陸内部の山々を巡る▼ 

■遠島山と遠別岳・安家森、宇霊羅山   

 三陸の山旅その１…平庭高原の白樺林と新緑のブナ林   

●９月26日（木）発  ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \62,000（盛岡駅集合・解散）  

☞北上高地北部の山を巡る三陸北部周遊

の山旅。岩泉のシンボル・宇霊羅山から始

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山は、往復 10 キロ

の林道歩きを４駆のノア号でカット、無駄    ⇗ 宇霊羅山と岩泉の町 

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。 

①盛岡（10:00 集合）＝岩泉＝宇霊羅山登山口…△宇霊羅山（往復㋭約２時

間 50 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＝△安家森（往復㋭約 2 時間 40 分)＝早坂高原（シナノ木巨木、ア

ヤメ群落散歩）＝盛岡駅(17:50 発) 

▼平野ガイドのみ知る、案内できる大自然貸切りの原生林ウォーク▼ 

■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2３日（月）発   ★健脚度：２～３⁺ 

●現地参加料金: \62,000（盛岡駅集合、新花巻駅解散）  

☞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。かつては自然観察の遊歩道が整備され、

道標は詳しい絵地図が要所に設置され、誰でもいろいろなコースを歩けました。

しかし2016 年８月の台風以来、コースは荒れ果て、殆どの道標がなくなり、

一般の人ではルートファインディングが困難な難コースとなってしまいました。

そのためこの十二神の森は、以前よりも遥かに原始の自然が保たれ、歩くルー

トさえ分かれば、理想的な原生林ウォークを殆ど貸切り状態で歩けるまさに大

自然の神域、桃源郷となっているのです。平野ガイドはかつて絵地図に記され

た複雑なコースの記憶と記録を頼りに、何度もこの地に足を運び、あらゆるコ

ースを歩き、迷い、今ではまるで自分の庭のように歩けるようになりました。

自分では決して歩けないこの貴重な神域を、平野ガイドは参加者のレベルによ

って健脚度２～３⁺まで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で効

率的なコースで歩きます。北上高地北部の名峰・兜

明神岳・岩神山は、区界高原から往復。 

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３～５時間)＝休暇村陸中宮古【泊】③＝霞露ガ岳神

社登山口…△霞露ヶ岳…漉磯海岸駐車場(㋭約３時間)＝遠野・道の駅風の丘

＝新花巻(16:00 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(日)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  ⇗ 津軽の奇峰・縫道石山 

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[し

もきたフェリー1 時間]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 

 

◆◆１１００月月のの山山旅旅：：おお勧勧めめココーースス・・  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でで悠悠久久ののひひとと時時をを    ◆◆  

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。。  

  

▼▼１１００月月のの山山旅旅・・平平野野ガガイイドド一一押押ししココーースス：：真真昼昼ブブナナ悠悠々々のの森森▼▼  

東東北北ブブナナ森森のの中中でで平平野野ガガイイドドがが一一番番おお気気にに入入りりののススポポッットト。。ここれれままでで和和賀賀・・

真真昼昼山山地地をを歩歩いいたたここととののああるる人人ににももおお勧勧めめのの新新ココーーススでですす。。  

■真昼山地・真昼ブナ原生林悠々の森と大空の滝 ゆったり山旅 

真昼岳山麓のブナ指標林・手つかずの森で悠久のひと時 ,錦秋の候に  

①10 月 15 日 (火 )  ②10 月１８日 (金 )発２日間  ★健脚度：２-2+   

●現地参加料金: \43,000（新花巻駅集合・解散）  

真昼岳中腹には周辺随一のブナ原生林が広がっています。真昼岳頂上まで無

理して行かず、途中のブナ巨木の森で憩い、ブナ指標林中の、手つかずのブ

ナ原生林の中、平野ガイドが見つけた原生林ルートを周回します。今では訪

れる人も殆どいない静寂の原生林の中でゆったりとくつろぎます。翌日は原

生林ドライブ[なめとこライン]大空の滝入口から、ゆったりとした旧林道（車

通行止め）の遊歩道を大空の滝展望地へ。錦秋のブナ林を眺めながらランチ

タイムの後、往路を登山口へ。＊奥のブナ原生林まで往復(約 1 時間)も可能。 

①新花巻駅(10:00 頃集合)＝なめとこライン＝大空の滝駐車場…大空の滝展

望地…ブナ原生林（往復㋭約３時間～3 時間 30 分）＝南花巻温泉【ホテル

志戸平泊】 ②＝沢内村＝真昼岳兎平登山口…真昼ブナ悠々の森…大ブナ広

場＝ブナ原生林内周遊…登山口（㋭計約２時間３０分）＝＝東和温泉（入浴

休憩各自）＝新花巻駅（17:00 頃着） 

☞①山の会グループで貸切り実施予定  ②２名から実施可能  

■真昼山地・真昼ブナ悠々の森～兎平、女神山 

真昼岳山麓のブナ指標林・手つかずの森を平野ルートで  

１０月 1８日 (金 )発２日間   ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金: \43,000（盛岡駅集合・解散）  

☞大空の滝ゆったりコースよりも歩きごたえのある女神山のブナ森を周遊、

真昼ブナ悠々の森はさらに兎平のピークまで往復します。 

①新花巻駅(9:49着)＝相沢林道終点女神山登山口…白糸の滝…△女神山…県

境尾根…ブナ見平…降る滝…登山口（周遊㋭約３時間２0 分）＝南花巻温泉

【ホテル志戸平泊】沢内村＝真昼岳兎平登山口…△兎平ピーク…真昼ブナ

悠々の森…大ブナ広場＝ブナ原生林内周遊…登山口（㋭計約３時間３０分）

＝新花巻駅（17:00 頃着） 

☞２名から実施、グループ貸切り、コース調整も可能です。  

 

▼裏磐梯で一番ブナ森がしい 2 か所のブナ森をゆったりプランで歩く▼ 

■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：２－３ 

●１０月20日(日)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…百貫清水…ブナ林巨木広場…

布滝（往復㋭約３時間）＝秋元湖・中津川渓谷＝裏磐梯【アクティブリゾ

ーツ裏磐梯泊】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 

▼ブナの名山を平野流コース巡りでベストスポットをゆったりと周遊▼ 

■鍋倉山・巨木の谷[森太郎]と天水山ブナの森               

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(水)発 ２日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: ①\42,000 ②③\6２ ,000（越後湯沢駅集合、飯山駅解散） 

☞最近話題の信越トレイル。全行程８０㌔を歩き通すためには 5～6 日かか

り大変なので、その中でブナ林が最も素晴らしい部分をゆったりとした行

程で歩きます。鍋倉山ではブナ巨木・森太郎や巨木の谷を周遊、素晴らし

いブナ森をじっくりと探訪します。信越トレイルのもう一つのブナスポッ

ト・天水山も松之山口からベストコースで往復します 

①飯山駅（＝鍋倉山登山口…巨木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…茶屋池（㋭

約３時間３０分）＝戸狩温泉【泊】③＝天水山松之山登山口…ブナ林…△

天水山（往復㋭約３時間）＝越後湯沢（17:00 頃着） 

＊健脚度２のゆったりースも可能です。 

 



▼車道歩きを最小限に抑えた新しいコース巡りで山とブナ森周遊▼ 

■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、紅葉の山旅、高原の宿水芭蕉  

●10月２５日(金)発 ２日間   ★健脚度：２～３ ＊日程は 6 月の山旅参照 

●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、高原の宿に１泊してゆとりを

持って歩きます。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。車道歩きやスキー場コースを極力避け

て、自然道を歩けるコース巡りを考えました。 

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…センターハウス（周遊㋭約３時間 30

分）＝高原の宿水芭蕉【泊】②＝鹿又山南登山口…△鹿又山…ブナ平…セ

ンターハウス（周遊㋭約４時間）＝上毛高原駅（18:25 発）■ 

▼人気の鈴鹿山脈の中で人知れぬ自然ルートを歩く新コース▼ 

■御在所岳・武平峠コースと三人山新周遊コース、  

三人山からクラ谷へ自然林周遊、紅葉の御在所岳、最短新コース 

①10 月 28 日、（月）②10月30日（水）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\42,000（桑名駅集合・解散）  

☞従来の御在所岳・中道登山道からの登りは標高差 650 ㍍の急登や鎖場あ

りのややきついコースでした。数多くの登山コースの中で最も楽で変化に

富んだ武平峠からのコースに変更しました。鈴鹿の山の中で最も自然林が

美しい三人山を巡る新コース。乗り換え不便な湯の山温泉駅（近鉄湯の山

線）を止めて、桑名駅(JR)集合・解散としました。 

①桑名駅（9:27 着）＝菰野 IC＝鈴鹿スカイライン＝武平峠駐車場…鎌ガ

岳分岐…長池…△御在所岳…△南峰…表登山道（周遊㋭約３時間）＝湯の

山温泉【ホテル鹿の湯泊】 ②武平峠下雨乞岳登山口…いっぷく峠…△三

人山…南のコル…クラ谷…コクイ谷分岐…沢谷乗越…いっぷく峠…登山

口（周遊㋭約３時間）＝菰野 IC＝桑名 IC＝桑名駅（17:45 発） 

＊もっと楽をしたい場合は、御在所岳頂上から登山リフト＋ロープウェイ

で下山も可能です。ホテルまで徒歩５分。 

 

▼東北ブナの山旅定番コース 4 本、日本最大級のブナ原生林満喫▼ 

■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（木）発 ３日間 ●\62,000（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 月の便り参照（以下 3 コースも） 

■森吉山とノロ川ブナ原生林、幸兵衛の滝＆安の滝       

秋の森吉山と錦秋のノロ川ブナ原生林、マタギの里から 2 つの滝巡り 

●１０月６日（日）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） 

☞打当温泉マタギの湯に 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ベストコースで歩きます。森吉山はゴンドラ利

用、一番楽なコースで頂上へ、ブナ樹海の紅葉を上から眺め、ブナ帯登山道

を下ります。マタギの里奥・紅葉が始まる立又渓谷の＜幸兵衛の滝＞と中ノ

又渓谷の＜安の滝＞も訪れます。  

■秋の白神山地と十二湖、岩木山黒森・巨木の森逍遥       

高倉森と十二湖、クロクマの滝、岩木山随一のブナ原生林・黒森新ルート 

●６月９日 (水 )発  ３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（新青森駅集合・解散）  

☞世界自然遺産・白神山地（青森）のブナ原生林の見どころをゆとりのあるコ

ースで巡るゆったり山歩き。四駆のノア号で白神山地の奥深くまで林道を走り、

効率的に自然道を歩きます。岩木山周辺で最も原生が保たれた黒森を岩木スカ

イライン・巨木の森から、平野ルートで周遊、相馬村の自然に囲まれた“星の

宿・ロマントピア相馬”に泊まります。 

 

■秋の南八甲田・紅葉の赤沼と雛岳、奥入瀬～十和田湖を巡る 

 八甲田随一のブナ原生林を巡るゆったり山旅  ★健脚度：2～3    

●１０月12日（日）発 ３日間 ●現地参加料金:\65,000（新青森集合・盛岡解散） 

⇒紅葉の赤沼・巨木の森を平野流新ルートで周遊、猿倉温泉と大湯温泉に泊

まり、蔦の森、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。 

 

秋の能登半島、宝達山と鉢伏山、石動山                

能登半島の山々と自然林、パワースポットを巡る秋の山旅スペシャル 

●１１月１日(水)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） 

☞能登半島最高峰・宝達山、能登唯一のブナ原生林・鉢伏山、修験の山・

石動山神聖の森など、能登半島の山々を巡る秋の能登半島周遊の山旅。和

倉温泉[のと楽]に泊まり、小回りの利くノア号で能登の林道、周遊道路を軽

快にドライブ、効率的に各地を巡ります。 

■秋の金華山・神聖の森と牡鹿半島の自然公園を巡る  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 

① １１月４日（月）発 ②１１月６日（水）２日間  ★健脚度：２－３ 

●現地参加料金:\45,000（石巻駅集合・解散） 

▼11 月の山旅新コース・平野ガイドオリジナルの周遊コースで▼  

伊豆の山旅その３・秋の天城猿山と函南原生林              

天城随一のブナ原生林、小僧山から猿山・兄弟ブナ広場に憩う 

●11 月 8 日(金)発 ２日間  ★健脚度：３～3+ 

●現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散） 

▼毎年一度は歩きたい奥多摩一番の自然林＆自然道、晩秋の季節に▼  

■秋の大マテイ山と雁ヶ腹摺山 ２日間  晩秋の季節に 

①１１月13日（水）②１１月１５日（金）発 ★健脚度：2-3＊日程は 6 月の山旅参照 

●現地参加料金:\28,000（上野原駅集合・解散、又は大月駅解散） 

 

久慈男体山と袋田の滝、月居山～鍋転山、袋田温泉 

①１1月20日（水） ②１1月2２日（金）発 ２日間 ★健脚度２～３   

●現地参加料金:\35,000（水戸駅集合・解散） 

⇒栃木の名山・久慈男体山を晩秋の時期に訪れます。一般コースの長い林道

歩きは避けて、大円地下駐車場から最短コースで頂上へ、大円地越え経由で

下る無駄のない平野流周遊コースで歩きます。袋田温泉一の宿[思い出浪漫館]

に泊まり、翌日、月居山から鍋転山（男体山縦走尾根第一展望台）まで、こ

れも袋田の滝からの急階段を避けて、月居山登山口から自然道の山道で往復。 

▽シーズンオフの足慣らしに日帰りで 

高尾山～景信山周遊：誰も歩いたことのない面白コース

●１1月2５日（月）～１1月２８日（金）の随時、日帰り、3名から実施 

●現地参加料金:\3,000（JR 高尾駅集合・解散） 

⇒日本の山旅の足慣らし、トレーニングに一番人気の高尾山は、リピーター

の皆さんは既に毎年のように何度もいろいろなコースを歩いていることと思

います。しかし平野ガイドは裏高尾の林道に高尾山への最短ルートの入口を

発見、歩く人も殆どなく、階段もなく歩きやすい山道で、頂上まで２０～３

０分の超穴場コースです。頂上から景信山へ縦走して頂上園地でランチタイ

ム、下山は小下沢へ下る周遊コースを作りました。下山口から出発点までは

１時間ほどの長い林道と車道歩きとなりますが、平野流車回送術？で無駄な

歩きをカット、これまでにない高尾山～景信山周遊、乞うご期待。 

 

＊１１月以降の山旅詳細は＜８月のお便りその２で＞ご案内します。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！ 

2019.8.5 

 ■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 

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