
◆コロナに負けぬ免疫力、元気をもらいにブナ森へ◆ 

もうすでに 5 月連休も終わり、

規制解除の予定でしたが、未だに

解決の兆しは見えず、自粛規制は

さらに伸びそうな状況です。私た

ちはここでくじけることなく、こ

れからまたしばらくの間、収束の

兆し、見通しがが見えるまでは、

最大限の注意を払い、コロナを寄

せ付けない対策は必要でしょう。

まず外出は必要最低限に控え、毎日の検温、出かける時はマスク着用、混

雑の人混みは極力避ける。帰ったら必ず手洗いとうがいを常に習慣づけ

る。我々はこの最低限の基本は厳守するとして、後はどうすればよいか。              

外出自粛要請を順守して、できる限り家に籠り、常に最新のニュースに

耳を傾け、状況が収まるまでひたすら我慢することが最良の方法といえる

のでしょうか。いつになったら収束するのだろうか、もし自分が、身内が

感染したらどうしようか、などと不安な日々を過ごすことは、一層マイナ

スの渦に飲み込まれ、気が消沈するばかりです。皆がそうした想念を抱い

ていると、世の中は、地球はますます暗い方向に向かっていくのですね。 

今大切なことは、我々はこの災厄をどう受け止めるかということ。未だ

かつてない大きな被害を被ってしまったと、この時代に生きている自分た

ちの不幸を嘆くほかはないと落ち込むことは絶対に避けたいものです。 

今回の災厄にもきっと何かの意味がある訳で、これは我々人類にとって

一つの試練、修行の一つと考え、これをいかに乗り越えるかということで

す。今、一番大切なことはコロナを寄せ付けない免疫力を付けることで

す。まずは健康維持のための体調管理に気を付け、元気でいること。自分

出来る必要最低下の注意を払いながらも、一切の不安や恐れ、懐疑心、落

胆など、免疫力を弱めるすべてのネガティブな心を持たず明るく生きてい

くことが肝心です。そしてこの難局を皆で協力して乗り越えようようとい

う気持ちで生活をすること。最近 TV や Yutube で有名人、タレントが皆

を元気づける動画やコマーシャルが増えてきましたが、こうしたことも皆

が明るい方向へ行く素晴らしい手段ですね。外出自粛で家にいても、明る

く元気に過ごせる方法を、自分なりに実践して、元気を保ち続けていきた

いものですね。 ♪We shall overcome, someday soon♪ 

▷太古の昔から大自然の象徴として生き続け

るシダとブナの巨木。シダは大地のエネルギー

を森に放ち、ブナは大いなる天の気を地上に降

り注ぐ。巨木に触れ、すべての邪気を払い、大

自然の神に祈り、森のパワーを全身で吸収す

る。ニュージーランドのマオリ族も日本のアイ

ヌ、修験者も偉大な大自然を敬い、元気パワー

をいただいていたのでしょう。 

●やはり免疫力を向上させ元気をもらうのはブナ森歩きが最高、

そろそろ大自然の気をもらいに出かけたいものです 

とにかく元気を維持する手段は人それぞれ、自分なりの方法で明るく生

きていきたいものです。山歩きを通じて大自然の素晴らしさ、偉大さを体

感し、また山歩きができる我々は、そのことを最大限に活かし元気を取り

戻すためには、やはり山歩き、ブナ森歩きが一番です。 

しかしながら、自粛要請の期間が 5 月連休明け以降になりそうな現状で

は、まだもう少し状況が良くなるまでじっと我慢ということになりそうで

す。なのでこの待機の時期に、いずれ行けるであろう楽しい山旅プランで

も練っておきましょう。新緑のブナ森歩き、森の中での憩いのひと時に想

いを馳せる。それだけでも大いなる大自然の気が降り注いでくる夢心地に

なることでしょう。 

●山歩きの意義・目的についてもう一度考えてみましょう。 

これまで長年山旅人生を続けてきた私たちは、ここでちょっと一息、山

歩きの意義について考えてみましょう。山歩きの目的、楽しみ方は人それ

ぞれ。100 名山や登った山の数を増やすことが目的の人、まだ歩いていな

い未知の山、皆が登る有名人気の山、花を目的とした山旅、有名な古道、

街道歩きその他、山歩きのスタイルは千差万別。私はといえば、以前から

平野流山旅として提唱し続けてきた「ブナ森歩き」です。 

「ブナ森歩き」といっても、本来の自然が残されたブナ原生林を中心と

した自然林＆自然道歩きのことで、植林や整備過剰・自然破壊の登山道で

はなく、本来の優しい自然に包まれた山や森を歩くということです。かつ

て古くからのリピーターの皆さんが若く健脚だった頃、まだ日本の山旅が

始まったばかりの頃は、利尻山から屋久島まで有名な山を次から次へと歩

き尽したものでした。その当時はとにかくピークハントが主目的で、ひた

すら歩き通すことに専念、途中のブナ原生林や樹林は辛い登りのみのアプ

ローチという感じでした。 

しかしあれから 30 年、平野ガイド・日本の山旅のスタイルは徐々に方

向転換、ようやく「ブナ森歩き」を中心としたゆったり歩きの形に移行し

つつあります。これは古くからのリピーターの皆さんが、主な山を歩き尽

し、かつてのような健脚歩きはできなくなったことも一つの理由です。し

かしそれ以上に、私が以前から提唱し続けてきた平野流山歩きを実践した

いという意識がより強まったためといえるでしょう。日本中の山を歩き続

けてきた私は、最近特に人が集中して大混雑、登山道も整備過剰で自然に

も人にも悪影響を及ぼす悪路となり果てた最近の有名人気の山々に、魅力

は全く感じられなり、とても案内する気にはなれなくなったというのが本

音です。自分自身が納得して素晴らしい自然を体験できる山を案内したい

のですね。 

こうした「ゆったり歩き」は、以前とは全く違ったゆとりのひと時が 

生まれ、「ブナ森歩き」の良さが次第に分かって来るようになったのでは

ないでしょうか。大自然から元気をもらうために山や森を歩くという山歩

きのスタイルこそ、今この緊急事態に打ち勝つための一番重要な手段とい

えるでしょう。まさに平野流山歩きの本領発揮、コロナの邪気に打ち勝つ

元気、免疫力を高めたいものです。 
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●天城古道探索・天城古峰と古峠 

 以前から、伊豆に住む義理の兄から時々送られてくる伊豆新聞に「伊豆

の低山を歩く・ジオてくの楽しみ」という特集記事が連載されています。

これには、ガイドブックにも載っていない貴重な穴場が紹介され、これま

で天城猿山をはじめ、伊豆の山旅新コース作りの唯一の参考資料として役

立っていました。私も 3 月以降、日本の山旅が未だに実施されず、家に籠

ることが多い中、新しいブナ森歩きができる場所はないものかと考えてい

ました。自粛規制の期間といえども、人が密になる人気の山は避けるべき

ですが、人の少ない山を歩くことは何ら問題ないはず。ということで、4

月に 2 度ほど伊豆天城の山を歩きてきました。伊豆新聞の「天城古道探

索・古峰と古峠」に記載されていたブナ原生林が気になり、1 度目は猿山

で訪れた二本杉峠から古峰を目指しました。新聞のマップを参照して古峰

と思しきピークを地形図に書き込み、ルートを検討、いざ探索に出発。 



●天城古道探索 1 回目・二本杉峠から古峰を目指す(4 月 16 日) 

以前から何度も歩いていた猿山への登山口・大川端キャンプ場（跡）入

口の林道脇に車を止めて、まずは二本杉峠へ。このキャンプ場はすでに閉

鎖され、今ではこに来る人もまたこの山道を利用する人は殆どいない。い

きなりたった一人の山歩き、静寂の中をそぞろ歩く。伊豆山稜線歩道の中

継地となっている二本杉峠の広場には東屋があったが、現在撤去され再建

されるようだ。天城峠方面からの登山道も修復中で遊歩道のような一般道

が整備中で、猿山も滑沢峠、分岐三方まではこの平坦で歩きやすい伊豆山

稜線歩道を利用する。 

 今回目指す古峰は、この二本杉峠から南方向に続く宗太郎園地への旧道

を利用して、途中から尾根に出て頂上を目指す予定だ。峠の看板には「こ

の先宗太郎園地への登山道は崩落のため通行止め」と書いてあるが、途中

までは行けるはずと先を進む。いかにも旧道風で自然林に囲まれた気持ち

の良い山道をしばらく行くと、左手の自然林の尾根がすぐ近くとなったの

で、道を離れ、左手東側の森に入る。まだ早春の雰囲気で自然林の木々の

葉はまだ開かず、それだけに明るい森になっている。すぐに尾根に出る

と、結構立派なブナの巨木もあり、尾根筋には歩き易そうな鹿道が伸びて

いた。もう少しして新緑の頃はさぞや美しいことだろうと、ワクワクしな

がら尾根の最高点 898 ピークを目指す。頂上付近からは尾根が二手に別

れ、北東に下る尾根はさらに高い山並みに向かっている様だ。目指す古峰

は右、南西方向の尾根を一旦下り、尾根を登り返した最高地点ではないか

と、やや不明瞭な尾根を下ってみる。おそらくさっきの宗太郎園地への山

道と一旦出会い、その向こうの南西に続く尾根に違いないだろう。 

 下りきった所は思った通り、さっきの旧道と出会い、そこには優しい表

情のお地蔵様が立っていた。これも古道の一つの峠のようだ。そこから対

面の尾根に取り付き、鹿道を登っていくと、自然林に囲まれた気持ちの良

い頂上に出た。これが古峰なのだろうかと思いあたりを探すが、頂上の文

字板も三角点もない。新聞に書いてあったマメザクラは少し咲いていたも

のの、いまいち写真の風景と様子が違う。もしかしたらここは古峰ではな

いかもしれないが、とにかく素晴らしい雰囲気の頂上なので、とりあえず

ここを古峰ということにしよう。ブナの大木によりかかり、陽だまりの気

持ち良い頂上を独り占めにしてランチタイムとする。誰一人いない完璧な

静寂の世界、聞こえるものは時おりはるか遠くから渡って来る風の音の

み。山で味わう食後のコーヒーの美味しさを久しぶりに味わい、しばし至

福の時を過ごす。 

 帰りは再び 898 ピークを越えて、今度は尾根伝いに二本杉峠へ。この

尾根道は、往きに歩いた旧道よりも自然林に囲まれ、ブナの大木もあって

気持ちの良いなかなか良いルートだ。目的の古峰、古峠には行けなかった

ものの、ブナ森歩きの新しいルートを見つけた満足感で登山口に戻る。二

本杉峠から大河端キャンプ場までの途中、ワサビ田跡地の斜面に山シャク

ヤクの群落が 2 か所ある。今年も新葉が出てきているので、あと 2 週間も

すれば開花を観れることだろう。 

 

●天城古道探索２回目・古峰の位置判明、2 度目の挑戦 

1 回目の古峰探索は、入念な下準備もなく出かけたので、一応の収穫は

あったものの、少々納得がいかなかった。帰ってからネットで調べてみる

と、「天城古峰探し」という記録があり、やはり古峰、古峠を探す人は他

にもいたのだ。その山行記には古峰の位置が記され、山名板もあるとい

う。何と古峰は私が訪れた頂上よりもさらに東の 941 ㍍ピークというこ

とが分かった。それは前回歩いた 898 ピークから「ここより大分高いあ

の山並みは一体どこだろうか」と眺めた東へと続く尾根上の最高峰であっ

たのだ。そこでも一度地図と睨めっこ、再度ルート検討に取りかかる。 

この紀行のグループは、東の天城峠方面から伊豆山稜線歩道で古峰を目

指しているが、私はお得意の大河端からのルートを探ってみようと思っ

た。伊豆新聞のルートマップにも大川端からの古道らしき破線が古峰近く

まで伸びている。今では相当荒れ果て、すでに山道はなくなっているかも

しれないが、まずはそれを見つけて辿ってみよう。 

という訳で、2 度目の古峰探索は前回よりも準備万端？2 週間後の 4 月

28 日早朝 4 時前に自宅出発、がらスキの横浜新道～湘南バイパスを快調

に走り、箱根峠をこえて大川端入口専用駐車 P に直行、いざ古峰探索へ。 

今回は大河端キャンプ場から二本杉峠への山道には入らず、左の水生地へ

と続く踊り子歩道を辿ってみることにした。この道は伊豆山稜線歩道同様

に整備され実に歩きやすい遊歩道になっている。右側の斜面を注意深く観

察しながら歩くが、伊豆新聞に記されていた古道の入口や稜線に取り付け

そうな個所は全く見当たらない。そのうち川沿いの道になり、水生地近く

の橋が見えたので、これは行き過ぎたと来た道を戻る。どうやら稜線に向

かうには最初に通過した沢を辿るのが唯一のルートのようで、結構荒れて

はいるがこの沢を詰めていくことにした。 

 藪の密生した急斜面の植林帯を登るよりも、沢を歩くのが一番効率的な

場合が多いものだ。この沢は水量も少なく、危険な滝や壁もなさそうなの

で、足場はさほど良くないものの、ルートを右に左に、時には斜面をトラ

バースしたりしながら、グングン高度を稼げる面白い沢詰めであった。 

もっともこれは、ニュージーランドで名もなき荒れ沢を歩き回った私だか

らこそ普通に歩けたが、一般道に慣れている人にとっては結構厄介な登り

となるだろう。などと考えながら登っていくと、沢はますます急になり、

前方と右手に二股に別れる地点に辿り着く。 

 直進の本谷方面は両側の斜面も植林に囲まれ薄暗く、さらに険しそうな

うえ、まだ先が長そうな気配。右の涸れ沢を見上げると、いかにも源頭部

といった雰囲気で上部に自然林の新緑も見える。それに稜線下の伊豆山稜

線歩道にも近そうだ。私は躊躇なくこの右の沢を登って行った。15 分も

登っていくと、丈夫に横たわる橋のような木が見えた。「あれは倒木か、

又は登山道の桟橋か」と半分期待しながらなおも荒れた涸れ沢を登ってい

くと、それはやはり登山道に付けられた桟橋だった。これで予定の伊豆山

稜線歩道に最短ルートで到達、これでまずは難関突破と一安心。 

これまでとはうって変わって歩きやすい歩道に出て、急に気が緩み、地

図で確認することなく、何の躊躇いもなく左方向に歩いて行った。ネット

の紀行によると、この歩道の途中に「古峠」の標識があり、本当の「古

峠」はそこから南の稜線を登った所にあるはずだ。私は快適な歩道を上機

嫌で歩いて行ったが、右側の稜線へ取り付ける場所や標識がいつまでたっ

ても見当たらない。そのうち、歩道は下り気味になったので、いい加減に

稜線に出ねばと、右の稜線が近づいたところから尾根出ることにした。 

登り着いた尾根はブナや樅の巨木の混じる自然林の中、明瞭な登山道は 

ないものの、藪もなく歩きやすい。緩やかなアップダウンを繰り返し、や

がて歩道と合流、テーブルベンチのある峠に出た。これは古峠ではない

し、何かおかしいぞと思ったら、なんとそこは伊豆山稜線歩道の出発地・

天城峠であったのだ。私はここで初めて地図を取り出し、大間違いに気が

付いた。さっき沢を登って歩道に合流した地点は、古峠よりも大分天城峠

よりのところで、おそらく左ではなく右に行っていたらすぐに古峠（伊豆

山稜線歩道上の）だったろう。稜線が歩道のすぐ横にあるところは、殆ど

天城峠に近いところだ。歩道に出てから地図で確認したらすぐに分かった

はずで、またもや浮かれたところで凡ミスを

してしまったのだな。 

 とはいうものの、間違ったおかげで天城峠

に初めて来ることができたし、山腹の歩道よ

りも遥かに素晴らしい自然林、自然道の山道

を歩けたことは不幸中の幸いと思うべし。

少々長くはなるが、この尾根を辿れば確実に

古峠、そして古峰に達するはずだ。 

天城峠から今来た尾根を登り返し、さらに

尾根道を辿って行くと、いかにも峠といった

感じの鞍部に到着。そこには古びた古峠の標

識板があった。この古峠から北に斜面を下れ

ば伊豆山稜線歩道に出る。そこから二本杉峠

までは歩道を 30 分も歩けば着けるだろう。   △やっと見つけた古峠標識 

 



いずれ二本杉峠から尾根通しで古峰まで歩いた場合、帰りはこの古峠～伊

豆山稜線歩道コースを取れば、手ごろな周遊コースとなるだろう。 

ともあれ、目的の古峰は古峠からひと登りではなく、2 コブ越えたとこ

ろにあった。これまでで一番広々とした頂上は、ブナやマメザクラの自然

林に囲まれ、山名板も三角点もあった。前回訪れた 898 ピークよりもさ

らに奥深く、神々しい雰囲気に包まれていた。もう少し早い時期にはマメ

ザクラが満開そして 5 月になればブナの新緑に囲まれ極上の休憩スポット    

になることだろう。           

◁自然

林に囲

まれ古

峰頂上

と山名

板▽  

 天城峠から古峰までの尾根道は、ブナの巨木

も多い自然林のルートで、天城周辺で最高級の

ブナ森歩きを楽しめる部分。だ今後、古峰を巡

る新コースは この部分をハイライトとして、

レベルと状況によりいろいろなコースが考えら

れる。いずれも出発点は大河端キャンプ場から

二本杉峠へ。一般コースは伊豆山稜線歩道を古峠標識まで歩き、そこから

稜線に取り付いて本当の古峠へ。その後、尾根伝いのブナ森歩きで古峰頂

上を目指す。帰りは 898 ピークを越えて尾根伝いで二本杉峠に戻るとい

うプランだ。やや健脚組なら天城峠から尾根を完全縦走で古峰へ。健脚で

冒険好きのグループなら、大川端キャンプ場から沢歩きコースで伊豆山稜

線歩道へというスペシャル・ルートも可能だ。これで伊豆で最高級のブナ

森歩きコースが完成、天城猿山周辺のコースも、ゆったり歩きから健脚向

けまで選択の幅が広がり、伊豆の山旅はますます面白くなってきそうだ。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

●高尾山の様子を見てきました。日影沢林道からいろはの森 

昨年から高尾山の新コースとして企画していた裏高尾から周遊コース

は、日影沢林道の通行止めのため、一度も実現できませんでした。連休が

明けた 5 月 9 日に八王子方面に用事があったので、そのついでに裏高尾・

日影沢林道はどうなっているか見てきました。以下、下見レポート。 

去年の夏の台風被害で各地の林道も通行止めとなった所もあったが、裏

高尾の林道もかなり被害を受けたようだ。この日、日影沢林道の入口にも

相変わらず通行止めの看板があった。そこから少し先の広場には何台か車

が駐車してあったので、私もそこに車を止め、歩いて林道の様子を見てみ

ることに。日影沢のキャンプ場までは車も通れるいつも通りの林道だった

が、そこから先にはまた車通行止めの看板があった。少し行くと沢がかな

り荒れたようで、車の通行は絶対に不可能なほど道は崩れ荒れていた。こ

れはもう当分の間、この先の最短作業道コースを利用しての日帰りコース

は無理のようだ。ここで引き返そうと思ったが、せっかくここまで来たの

だから、静かな高尾山の空気を吸いに行くかと気を取り直して、歩くこと

にした。いろはコースへの林道分岐を過ぎ、作業道入口に来ると、以前の

駐車スペースはかなりえぐられて車を止める場所もない。いずれにしても

ここまで車で来れないのだから、下から 30 分歩いてくるほかはないのだ

な。やはり日帰りはあきらめるほかはないか。ともかく今回は久しぶりの

新緑の森歩き、森林浴で引きこもり運動不足解消で歩くことにするか。 

いつも殆ど歩く人のない日影沢林道からの作業道は、植林の中の山道だ

が、階段もなく適度に柔らかで歩きやすい道である。森歩きの楽しさはな

いものの、頂上までおよそ 40 分で到達できる最短のアプローチ。出会う

人も殆どいない静かな山歩きを一番味わえるコースなのだ。以前の予定コ

ース、小仏城山から景信山への縦走は、小下沢への登山道や林道が依然通

行止めのため、やはり当分の間周遊プランは没。ならばこの日影沢林道コ

ースから高尾山周辺のゆったり森歩き周遊プランはどうか。頂上からの下

りに、日影沢に下る「いろはの森」を下る周遊コースなら丁度良いかもし

れない、などと考えながら頂上直下の登山道に合流、階段登りを避けて左

側の巻道コースで頂上へ。 

さすがに自粛規制中と会って、登山者も

ほんの僅か、皆それぞれ離れたところで休

憩をしている。ビジターセンターや売店も

すべて閉まり、休憩用のベンチテーブルに

はロープが張られ、「コロナウイルス対策

のため、ここでの飲食は禁止」との看板

が。せっかくの憩いの場が、この大自然の

山中でも規制されるなんて、全くおかしい

ことだ。いずれにせよ、皆どこかで食事や

休憩をするわけで、道端でもベンチでも何

ら変わりがないはずなのに、売店は仕方な

いにせよ、ベンチテーブルや東屋まで使用

禁止というのは少々行き過ぎではないか。

たとえ今、自粛規制で密を避けよといって    △新緑のいろはの森 

も、大自然の山の中にまで規制を広げるというのはもってのほかだ。大自

然の気溢れる山や森はコロナウイルスなど寄せ付けない。歩くほどに邪気

に打ち勝つ元気と免疫力を付けてくれる、今の時期に最高の手段であるこ

とを、関係各位は理解していないのだろうか。 

ともあれ、お腹のすいた私は、頂上から少し下った誰もいないベンチで 

たった一人で昼食のひと時、周りの木々の新緑が実に美しい。高尾山の頂

上周辺はミズナラなどの落葉広葉樹に囲まれ、これほどまでに新緑が美し

いとは。この山は花で有名でそれを目当てに歩く人が多いのだが、新緑や

紅葉もそれ以上に素晴らしい最高の森歩きが楽しめるところではないか。 

 新緑の美しさを充分堪能して、帰りは 4 号路から「いろはの森」コース

を歩いてみよう。思った通り、下りはいきなり自然林の新緑が美しい。い

ろはの森コース分岐付近には、気の利いたベンチテーブルもある。頂上が

混んでいる時は、森に囲まれた静かなここでランチタイムもいいだろう。 

いろはの森コースの初めには長い階段がある。比較的新しくしっかりとし

た階段ではあるが、これは登りよりは下りがよさそうだ。登りは階段のな

い日影沢作業道で頂上へ、下りはいろはの森コースで日影沢キャンプ場へ

という周遊コースがいいようだ。 

 高尾山日帰りツアーはあきらめて、日ごろの運動不足解消ということで

歩いてきたが、「高尾山ゆったり森歩き」という思わぬ収穫があったもの

だ。いろはの森コースには樅ノ木の大木

が沢山あり、常緑樹の濃い緑と大きな葉

のハクウンボクやカエデの新緑のコント

ラストが実に美しい。急いで下るのは勿

体ないので、途中の森のベンチで一休

み、久々に緑に包まれた安らぎのコーヒ

ー・タイム。 

やがて沢が近づき、日影沢林道からの

幅広い道に出た。これを左に下れば域に

歩いた林道と出合うが、キャンプ場への

山道がありこれを直進。森の中、涸沢を

渡ると間もなく、キャンプ場前の林道に

出る。これは林道を歩かずなかなかいい

コース、あとは林道入口の駐車地まで 15   

分程歩けばいい。             △いろはの森の階段と樅の木 



日影沢キャンプ場には車が止まっていて、管理人らしき人がいたので、

「一般人は下の林道入口に車を止めて、歩いて来なければいけないのです

ね」と尋ねると、「いいや、この辺までは車で来れるぞ。この駐車場はダ

メだけれど、すぐ下かもう少し上にスペースがある。いいとは言えない

が、あとは自分次第だな。」と嬉しいアドバイスをいただけた。そういう

ことなら、今後この辺りまで車で乗り入れか可能なら、林道歩きは往復で

30 分少々カットできる。これはグッドニュース、大収穫の情報だった。 

これで諦めていた高尾山日帰り新コースが復活、新緑が美しい期間中に

是非実施したいものです。「高尾山の新しい歩き方・高尾山ゆったり森歩

き」と題し、今回の周遊コース、又はそれに 3，4 号コースを含めた森歩

き中心の周遊コースも楽しそうだ。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆5 月の山旅は日帰りコースでブナ森を歩きましょう 

自粛規制がまだしばらく続きそうな状況ですので、5 月の山旅は伊豆を

中心とした日帰りコースから始めましょう。これまで新緑の季節に訪れ

ることができなかった近郊の山でブナ森歩きを楽しみましょう。自宅又

は最寄りの集合場所から車で登山口に直行、清浄無垢の自然林は悪いウ

ィルスを寄せ付けません。車移動も密を避けて２～3 名で実施します。 

コースによっては横浜周辺以外、場所により都内からの送迎も可能です

ので、平野ガイドまでお問い合わせください。 

＊🚙 は車送迎可。朝５時～６時に最寄りの場所にお迎えに参ります] 

 

新伊豆山稜線歩道・三
ミ

蓋山
カ サ ヤ マ

～小僧山周遊・日帰り  

天城随一のブナ原生林、三蓋山から小僧山周辺のブナ森歩き   

● 5月2４日（日））発)   ★健脚度：2+～3 

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散）  🚙：￥5,000 

天城連山から西へと続く伊豆山稜線歩道。その滑沢峠から猿山へと派生

する尾根は、天城で最も原生状態が保たれ、静かな山歩きを楽しめる穴

場です。ガイドブックにも載っていないマーカーと地図頼りの本来の山

歩きの魅力を味わえる貴重なスポット。猿山までは日帰りでは無理なの

で、滑沢峠から伊豆山稜線歩道で三蓋山まで歩き、平野ルートで小僧山

周辺のブナ森歩きを楽しみます。 

■三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝湯ヶ島＝道の駅天城越え＝天城太

郎杉林道終点登山口…滑沢峠…分岐三方…伊豆山稜線歩道…△三蓋山…

小僧山尾根・ブナ広場…シャクナゲ尾根…滑沢峠…登山口（㋭約４時

間）＝三島駅（17:00 頃着） 

 

新天城古道探訪・古峠～古峰のブナ森周遊  

天城古道を巡る新コース / 二本杉峠から古峰を目指す   

● 5月24日（日）発   ★健脚度：2+～3 

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散）  🚙：￥5,000 

平野ガイドが 2 度の探索で見つけたブナ森歩きの新コース。大川端キャ

ンプ場手前の㊙駐車スポットに直行、全行程人と会わず大自然貸切りで

ブナ森歩きを楽しめます。二本杉峠から伊豆山稜線歩道を歩いてから古

峠、古峰へ。レベルと体力に応じてベストコースをご案内します。 

■三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝月ヶ瀬 IC＝道の駅天城越え＝大

川端林道駐車 P…二本杉峠…伊豆山稜線歩道…古峠…△古峰…ブナ尾根

…898 ピーク…二本杉峠…大川端キャンプ場…大川端駐車 P（周遊㋭約

４時間）＝三島駅（17:00 頃着） 

＊5 月 24 日発はいずれかのコースを実施、先行予約優先です。 

 

 

 

 

 

■新緑の函南原生林と天城峠のブナ森周遊                         

●５月 26 日(火) 発   ★健脚度：２～２+ 

●現地参加料金:\9,000（三島駅集合・解散） 🚙：￥5,000 

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。樹齢 7 百年を超えるといわれる 2 本の大アカ

ガシは圧巻、日本有数の巨樹から元気をもらいましょう。 

天城峠を天城旧トンネルから最短コースで往復、伊豆山稜線歩道から稜

線上のブナ森を周遊します。 

①三島駅（8:19 着）＝函南原生林・富士箱根ラ

ンド側入口…大アカガシ…森の広場…大ブナテ

ラス（旧日本一のブナ跡）…大アカガシ２…入

口（周遊㋭２時間）＝伊豆縦貫道＝月ヶ瀬 IC＝

水生地＝天城旧トンネル…天城峠…伊豆山稜線

歩道のブナ森散策㋭約 1 時間）＝道の駅天城越

え＝三島駅（16：00 頃着） 

 

▼日本一のシオジの純林、新緑の美しい季節に再訪▼ 

新新緑の小金沢シオジの森と雁ガ腹摺山 日帰り 

● 5月26日（火））発 ★健脚度：2-3 

●現地参加料金:\10,000(大月駅集合・解散）  🚙 ：￥５,000 

☞大月市の北、小金沢シオジの森には日本有数

のシオジの純林が広がっています。シオジはモ

クセイ科の落葉広葉樹で、30 ㍍もの高木とな

り、葉はブナよりも大きくツヤもあり、新緑の

頃は特に美しい森となります。雁が腹摺山・シ

オジの森コースはこれまで落葉の季節でした

が、今回はシオジの森の新緑が美しい時期に訪

れます。 

■大月駅（8:23 着）＝大峠…シオジの森…

大樺の頭…△雁が腹摺山…大峠（周遊㋭約３

時間 40 分）＝大月駅(17:00 頃着） 

☞シオジの森経由で雁が腹摺山を周遊する場合は、シオジの森は入口部

分の登山道から鑑賞します。その後、大樺の頭経由、雁が腹摺山への尾

根は結構きついので、ゆったり歩き希望の場合は大峠からシオジの森を

往復。その代わりシオジの森観察路を周遊してシオジの純林や苔森をし

っくりと味わいます。新緑のシオジの森を満喫できるこちらもお勧めで

す。健脚度２+ 

新高尾山ゆったり森歩き・日影沢から新周遊コース  

日影沢林道復活、高尾山の新しい森歩き   

● 5月３１日（日））発)   ★健脚度：２～2+ 

●現地参加料金:\5,000（三島駅集合・解散）  🚙：￥3,000 

以前から企画していた高尾山～景信山周遊コースは、昨年の台風被害で

裏高尾周辺の登山道と林道が通行止めとなったため、一度も実施されま

せんでした。今も小下沢への登山道、林道共に通行止めが続いているた

め、景信山縦走、周遊コースは取りやめ、日影沢林道からの新周遊コー

スを作りました。高尾山への最短かつ歩く人のいない作業道入口まで

15 分の林道歩き、下りはいろはの森コースで日影沢キャンプ場までの

周遊コースで高尾山の静かな森歩きを楽しみます。 

■高尾山口駅（8:00 頃集合）＝日影沢林道＝キャンプ場付近 P…作業道

入口…高尾山縦走路…△高尾山頂上…いろはの森コース…日影沢キャン

プ場＝高尾山口駅（1６:00 頃着）＊希望によっては頂上から 3 号路、4

号路を周遊の後、いろはの森へという森歩き堪能コースも可能です。 

＊希望によっては 6 月の出発日も可能ですので、お問い合わせ下さい。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Fraxinus_spaethiana_01.jpg
https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/025/652/02/N000/000/033/153855369003469083180_DSC08934.jpg


◆６月の山旅：東北若葉萌える新緑のブナ森へ 

東北のブナ原生林が１年で最も生命力に溢れるのは新緑の季節。世界 

一美しい日本のブナ原生林の新緑は、１年に一度以上見に行ければも 

ったいないですね。平野ガイドと一緒にブナの森を歩き、巨木に触れ 

大いなる大自然のパワーを吸収して、邪気、病、そして新型コロナウ

イルスをも寄せ付けぬ元気をもらいましょう。 

 

 

▼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、新緑の山旅解禁・第一弾 ２日間コース 

●６月５日(金)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） 

＊ゆったり歩き希望の場合は１日目：玉原湿原～ブナ平周遊＋迦葉山・

弥勒寺(和尚台まで往復㋭約 1 時間）2 日目：尼ガ秀山に（健脚度 2+） 

ブナ森歩きをじっくり堪能するにはこちらがお勧めです。 

 

▼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・巨木の森と天水山ブナの森  2 日間コース         

信越トレイルのブナ林ベストスポットを巡る、新緑の山旅スペシャル  

●６月７日(日)発 ２日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\42,000（新幹線越後湯沢駅集合、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越後湯沢（9:08 着）＝天水山松之山登山口…ブナ林…△天水山（往復

㋭約３時間）＝戸狩温泉【四季彩の宿かのえ泊】②＝鍋倉山登山口…巨

木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…茶屋池（㋭約４時間）（周辺のブナ原生

林散策３０分）＝戸狩温泉【＝飯山駅（18:09 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   

●６月９日 (火 )発   ★健脚度：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。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。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。 

▼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   

●６月９日 (火 )発    ★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。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 10 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。 

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) 

＊６月９日発はいずれかのコースを実施、先行予約優先です。 

■真昼山地・真昼ブナ原生林悠々の森～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   2 日間コース  

①6 月 12 日 (金 ) ①6 月 14 日 (日 )発２日間  ★健脚度：２-2+ 

●現地参加料金: \43,000（盛岡駅集合・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、兎平ピークでランチタイムをの

んびりと楽しみます。帰路、ブナ指標林に立ち寄り、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。花巻南温泉郷の一

軒宿・ホテル志戸平に泊まり、翌日女神山では、ブナ原生林の中、白糸の滝

や降る滝などの美しい滝に立ち寄りながら、県境尾根を周遊します。 

①盛岡駅(10:00 頃集合)＝沢内村＝真昼岳兎平登山口…△兎平ピーク…真

昼ブナ指標林入口…ブナ原生林内周遊…登山口（㋭計約３時間）＝沢内銀

河高原【沢内銀河高原ホテル泊】②＝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

＝ホテル（入浴休憩）＝盛岡駅（17:00 頃着） 

☞以前利用していた沢内銀河高原ホテルは閉館となったため、花巻南温泉

郷・ホテル志戸平に変更・グレードアップとなりました。沢内村と花巻を

結ぶ横断道路・なめとこラインが開通したので、アプローチも便利です。 

 



■和賀山塊・高下岳と真昼岳、女神山、ブナ原生林巡り 

和賀岳周辺のブナ原生林と展望ピークを巡る  

●6 月 1４ (日発  3 日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \63,000（北上駅集合・盛岡駅解散）  

かつて山旅ツアーで訪れていた和賀山塊最高峰の和賀岳は、和賀川源流の渡

渉や急登降の連続で健脚度 4+の山。加えて最近は上部のコースも荒れてま

すます難度が高くなっているため、渡渉なしの高下岳に変更、一般向けのコ

ースとしました。真昼岳は林道奥の兎平登山口から往復、女神山は悪路の林

道を終点まで車で入り、新緑の美しいブナ原生林を周遊します。花巻南温泉

郷・ホテル志戸平に 2 連泊、渓流露天風呂も楽しみです。 

①北上駅(10:00 集合)＝湯田＝相沢林道終点女神山登山口…△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）＝花巻南温泉

【湯の杜ホテル志戸平 2 連泊】②＝高下岳登山口…高下・和賀岳分岐…△

高下岳南峰…△高下岳（往復㋭約 5 時間 30 分）＝花巻南温泉【泊】③=

兎平登山口…兎平…△真昼岳（往復㋭約４時間）=盛岡駅（17:00 頃着） 

 

■七時雨山と安比ブナ林、稲庭岳  ★健脚度：２―３ 

新緑のブナ林ゆったり山旅＋新安比温泉    ★健脚度：２―３ 

●６月１２日（金）発 ２日間  

●現地参加料金:\43,000（盛岡駅集合・解散） 

田代平高原から優美な双耳峰を擡げる七時雨山を新緑の季節に訪れます。新

安比温泉に一泊して、ブナ新緑の美しい安比ブナ二次林と稲庭岳もベストコ

ースで周遊、新緑のブナ林と温泉で癒されるゆったり山旅です。 

①盛岡＝安比高原ブナの駅…巨木の森…ブナ二次林…白いブナ林…ブナの

駅（周遊㋭約 2 時間）＝名水岩誦坊＝稲庭高原登山口…ブナ悠々の森…△

稲庭岳…稲庭高原（㋭１時間 30 分）＝新安比温泉【静流閣泊】②＝七時

雨山田代平登山口…三合目…△七時雨山北峰…△南峰（往復㋭約３時間）

＝岩手山焼走り溶岩流・宮沢賢治歌碑＝盛岡駅（17:00 頃着） 

＊６月 12、14 日発はいずれかを実施。先行予約優先です。3 名から実施 

 

■新緑の森吉山とノロ川ブナ原生林、竜が森  

花の名山・森吉山をゴンドラ利用で周遊、山麓随一のブナ原生林  

●6 月 17 日 (水 )発３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（大舘能代空港集合・盛岡駅解散）  

☞森吉山随一の原始境・ノロ川ブナ原生林を新緑の季節に。森吉山はゴンドラ

利用でヒバクラ経由、森吉山麓高原へと縦走、シラネアオイ、チングルマとイ

ワカガミの大群落、花と新緑ブナ森満喫のベストコースを歩きます。森吉山荘

に2連泊、比内のブナの山・竜が森をプラス、訪れる人稀な大自然の聖域を

ゆったりと歩く新緑ブナ三昧の山旅です。 

①大舘能代（10:0０着）＝森吉山野生鳥獣センター…ノロ川ブナ原生林…

ブナ森広場…割沢森分岐…ノロ川・赤水分岐…桃洞の滝（往復）…センター

（周遊㋭約４時間)＝森吉山荘【泊】②＝阿仁スキー場（ゴンドラ）…△石

森…△森吉山…山人平…ヒバクラ分岐…森吉山麓高原（㋭約 5 時間 30

分）＝森吉山荘【泊】③＝太平湖＝竜が森登山口…ブナ新道…△竜が森

（往復㋭約３時間 30 分)＝道の駅比内＝鹿角八幡平 IC＝盛岡駅 

 

■新緑の南八甲田・赤沼ブナ原生林と雛岳、蔦の森 

八甲田山随一のブナ原生林と奥入瀬ナ巨木・森の神、新緑の季節に  

6 月 2１日 (日 )発３日間   ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金: \66,000（新青森駅集合・解散）  

これまで紅葉の季節に訪れていた八甲田山を、ブナの新緑の季節に再訪。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、猿倉温泉と蔦温泉に泊まり、

新緑の八甲田から十和田湖周辺を巡ります。 

①新青森(10:00 集合)＝城ヶ倉ブナ広場＝田代平雛岳登山口…△雛岳（往復

㋭約３時間 50 分＊）＝猿倉温泉【元湯猿倉温泉泊】②＝仙人橋…赤沼…

巨木の森…仙人橋＝蔦温泉（蔦の森周遊㋭約 1 時間）【蔦温泉旅館泊】③

＝奥入瀬渓流・双竜の滝（往復㋭約 40 分）＝奥入瀬バイパス・森の神

（往復㋭約２0 分）＝御鼻部山＝黒石＝道の駅なみおか＝新青森駅

（17:00 頃着） 

＊ゆったり歩き希望の場合、雛岳は分岐手前のブナ林でコーヒー・タイ

ム、帰路、新緑のブナの森でのんびりと休憩昼寝タイムも可能です。 

 

■新緑の白神山地と十二湖、岩木山黒森・巨木の森逍遥  

高倉森と二ツ森、岩木山一のブナ原生林 , 十二湖アカショウビンの季節に  

●６月 24 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、東能代駅解散＊）  

☞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。 

①新青森（10:00 集合）＝岩木山スカイライン＝巨木の森…黒森（周遊㋭

約２時間）＝相馬村【ロマントピア相馬泊】②＝津軽峠…△高倉森…マザー

ツリー（往復㋭約２時間 30 分)＝白神ライン＝十二湖【アオーネ白神十二

湖泊】③…十二湖巡り（周遊㋭約１時間 30 分)＝△二ツ森（往復㋭約１時

間 20 分）東能代駅（15:05 発 JR,秋田からこまち 32 号で東京着

20:04）＊または大館能代空港(17:55 発) 

 

新那須三本槍岳と那須平成の森～駒止の滝         

那須連峰で唯一のブナ森歩き、旧那須御用邸用地の原生林を歩く   

●６月２４日(水)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）🚙 

☞那須連峰の北端にある三本槍岳は、茶臼岳などの主稜線の山よりも訪れ

る人が少なく、静かな山歩きを楽しめる山です。西側の大峠林道終点まで

車で乗り入れ、ブナやダケカンバの美しい鏡沼経由で頂上へ、那須の主峰

群から日光連山、飯豊連峰まで 360 度の大展望の頂上から、帰路は大峠

経由で周遊します。1 日目は旧那須御用邸・那須平成の森の自然林をそぞ

ろ歩き、那須湯本温泉に泊まります。🚙車送迎可：\6,000～\7,000 

①那須塩原駅（9:00 集合）＝那須平成の森フィールドセンター…北コー

ス…駒止の滝…南コース…センター＝那須湯本温泉【泊】②＝日暮ノ滝

展望台＝大峠林道終点登山口…鏡ヶ沼…△三本槍岳…大峠…林道終点登

山口（周遊㋭約３時間 30 分）＝那須塩原駅（1６:00 頃着） 

 

🚙 上越、東北南部の山旅も送迎可能なコースもあ

ります。料金、時間はコース、送迎場所により異

なりますので、平野ガイドまでお問い合わせくだ

さい。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

7 月以降の山旅は次回５月のお便り・その２で発表します。オオヤマ 

レンゲの大峰山・八経ヶ岳、イブキジャコウソウの伊吹山、ハヤチネ 

ウスユキソウの早池峰山ほか、花の名山をベストシーズンに訪れます 

乞うご期待！           2020/5/13 by: Y Hirano 

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

日本の山旅、ニュージーランド大自然ウォーク各コースの詳細、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. 

[ NZ NEWS ] 

KOROMIKO TREK 

OUTDOOR OFFICE 

テ・アナウホリデイパーク

内にコロミコ・トレック夏

季事務所が新設されました 

2020 年 2 月完成！ 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne

