
◆7 月の山旅は鳥海山 1 本のみとなりました◆ 

前回お送りした 7 月のお便りでは、7 月

ツアーは 2 本決定とお伝えしましたが、そ

の後、早池峰山と五葉山がキャンセルとな

り、最終的に 7 月 26 日発＜鳥海山と月山

＞1 本のみとなってしまいました。すでに

ツアーのホテルとその後鳥海山までの宿も

押え、すべてのスケジュール調整をしてい

たので、平野ガイドはガックリです。 

しかし今年初めて 1 本のみの東北山旅で秋

田まで行くので、それまで歩けなかった

分、ツアーまでの空いた 4 日間を一人でブ   ⇗ ブッシュ・ロビン 

ナ森を歩くことにしました。そんな訳で私   森のコマドリ・ニュージーランド 

は 7 月 22 日に出発、安比ブナ林、稲庭岳、南八甲田・赤沼ブナ森、八甲

田雛岳、森吉山・ノロ川ブナ原生林、竜が森、真昼ブナ悠々の森など、今

年行けなかった東北ブナ森を歩きまくる予定、その後、7 月 26 日からは

[鳥海山と月山 4 日間スペシャル山旅]が始まります。今回は鳥海山にかけ

ている H さんの希望により、1 日よびびを設け万全の体制で臨みます。お

そらく 27 日にはもういい加減に梅雨は明けることでしょう。なので追加

の 1 日は 3 連泊のフォレスタ鳥海をベースに、丁岳（ひのとだけ）や甑山そ

の他、平野ガイド特選コースをご案内する予定です。今回参加の 3 人はい

ずれも元気組のメンバーなので、4 日間フルに完全燃焼で歩けることでし

ょう。私もこの夏初めての山旅ゆえ、気合十分、全力投球で臨みます。お

そらく史上最高に楽しい鳥海山になる予感、今から楽しみです。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

▽夏の山旅スペシャル、唯一・最後のチャンスです。3 名で実施ですが、

残席 1～3 ありますので、たっぷり歩きたい元気組の人、今からでも参加

できる超幸運な人がいれば、まだ間に合いますよ。 

■鳥海山と月山、丁岳/花と温泉の山旅スペシャル 4 日間        

残雪と高山植物の宝庫、ゆとりの鳥海山と出羽三山の霊峰 ★健脚度 3-4 

●7月2６日（日）発 ●現地参加料金:\８5,000（新庄駅集合・天童駅解散） 

⇒みちのくの最高峰・鳥海山と出羽三

山の霊峰・月山を巡る山旅。鳥海山麓随

一の温泉リゾート／フォレスタ鳥海に 3

連泊、最短かつ変化に富んだ祓川 5 合

目からのコースを往復します。予備日は

天候に応じて、丁岳、甑山又は「あがり

こ大王」など、平野ガイドがベストコー

スをご案内します。月山は姥沢からリフ  △秡川 6 合目から鳥海山 

トを利用、お花畑コースを下ります。酒田 IC から月山自動車道が繋がった

ので、車移動も便利になりました。  

①山形(11:04 着)＝大石田（そば処・明友で昼食、各自）＝道の駅尾花沢

（スイカ）＝雄勝＝法体の滝（滝上部まで往復㋭約１時間 30 分）＝フォ

レスタ鳥海【３連泊】②＝５合目祓川登山口…七ツ釜…大雪路…氷の薬師

…△七高山（往復㋭約７時間５0 分）＝フォレスタ鳥海【泊】③[鳥海山予

備日] <PlLan1>：丁岳<PlLan２>：甑山（女甑山・男甑山）<PlLan３  

 >：中島台・獅子が鼻湿原「あがりこ大王」～

湧水群～鳥海マリも群生地～ブナ原生林・不思議

の森周遊＝フォレスタ鳥海【泊】 ④＝月山姥沢

登山口（登山リフト）…牛首…△月山…お花畠コ

ース…姥沢（㋭約３時間 30 分）＝月山 IC＝寒

河 江＝天童駅(17:49 発)         

＊今回は 3 人全員シングルルーム希望です。追

加申し込みの場合、シングルルーム手配も可能で 

す。追加料金：￥3,000ⅹ3 泊 

◆９月の山旅：お勧めコース・三陸の山旅と津軽下北周遊の山旅！◆ 

暑い夏が終わり 9 月半ばになると快適な山旅の季節となります。夏の暑

さで疲れ果てた心身を鍛え直し、10 月からの東北・紅葉のブナの山旅に

備えましょう。9 月の山旅の大本命は三陸の山旅 2 コース。百名山とも無

縁なマイナーな山域ゆえ、興味を持たない人も多見、大自然と静かに向き

合え本来の山歩きを楽しめる貴重な山旅なのです。三陸の山旅２コースを

まだ歩いたことのない人は、是非平野ガイドと共に歩きましょう。 

▼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・千古の森～十二神山、兜明神岳と霞露ヶ岳   

 三陸の山旅その１…三陸に残されたブナ原生林、巨木の森逍遥   

●9 月 24 日 (木 )発  ３日間            ★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。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） 

 

■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2７日（日）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  

のないゆったり歩きが実現しました。       ⇗ 宇霊羅山と岩泉の町 

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) 

 

 

 



■津軽・下北半島大周遊の山旅・復活の大尽山    

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30日（水）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 

 

◆１０月の山旅・東北ブナの山旅シリーズ… 

世界一美しい日本の紅葉、錦織り成す東北のブナ原生林へ◆ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新緑の美しい日本のブナ原生林は、オオカメノキやカエデ、コシアブラなど

様々な種類の樹木が混じり、秋の季節には錦絵の紅葉の世界が広がります。

このような変化に富んだ紅葉は、地球上で他の地域では決して見ることので

きない日本ならではの素晴らしさといえるでしょう。日本に住む我々はこの

日本の紅葉の素晴らしさを再認識して、世界一美しいブナ原生林の紅葉を堪

能したいものです。平野ガイドがベストコースをご案内します。乞うご期待！ 

■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４日（日）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…栗駒古道…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)＝厳美渓＝

一関（17:00 頃着発） 

 

■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  

●10 月 7 日（水）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） 

■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  

●10 月９日（金）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） 

 

■森吉山とノロ川ブナ原生林、竜が森、ブナ三昧の山旅  

秋の森吉山縦断とノロ川ブナ原生林、竜が森 

●10月12日（月）発  ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\65,000（大館能代空港集合・解散） 

☞森吉山荘に 2 連泊、錦の紅葉の中、ブナ原生林の真っ只中を歩きます。 

森吉山の北、比内の里山・竜が森のブナ原生林も加えました。 

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【2 連泊】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）＝森吉山荘【泊】③＝比内＝竜が森比内口…△竜が森

（往復㋭約３時間３0 分）＝大館能代空港(18:05 発)  

 

■白神山地（青森～秋田）と岩木山黒森・巨木の森逍遥  

高倉森から巨木の径、岩木山黒森、藤里駒ケ岳・岳岱ブナ原生林を巡る 

●10月15日 (木 )発  ３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（新青森駅集合、二ツ井駅解散＊）  

☞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、復活した嶽温泉[マタギ飯と名

湯]の山のホテルに泊まります。 

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）＝嶽温泉【山のホテル泊】②＝津軽峠…△高倉森…マザーツリー

…巨木の径…（往復㋭約２時間 30 分)＝白神ライン＝二ツ森林道登山口…

△二ッ森（往復㋭約１時間 30 分）＝藤里湯の沢温泉【ホテルゆとりあ藤

里泊】＝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＝二ツ井駅（14:45）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) 

 



■秋の南八甲田・赤沼のブナ原生林と雛岳、安比ブナ林 

 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18日（日）発 ３日間  

●現地参加料金:\6４,000（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。秘湯・猿倉温泉と蔦温泉に各一泊。 

①新青森(9:50 着）＝酸ケ湯＝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３時間）＝猿倉温泉【猿倉元湯

泊】②＝箒場岱登山口…小岳分岐…△雛岳（往復㋭約３時間）＝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＝大湯温泉【龍門亭千葉旅館泊】③＝鹿角＝八幡平後

生掛温泉…国見峠…毛せん峠…△栂森（往復㋭約３時間）＝八幡平頂上＝

樹海ライン＝滝沢ＩＣ＝盛岡（18:15 発） 

 

■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    

●１０月21日(水)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。 

①会津若松＝裏磐梯五色沼＝デコ平駐車場…ブナ林巨木…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 

 

▼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2５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） 

☞戸狩温泉に 2 連泊、鍋倉山を㊙入口から巨木の谷～頂上から茶屋池への

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【四季彩の宿かのえ泊】②＝鍋倉山登山口

…巨木の谷・森太郎…△鍋倉山…茶屋池（大ブナコース周遊㋭約４０分）

＝戸狩温泉【飯山駅(17:00 頃着) 

 

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山からブナ平     

関東で一番近いブナ林、秋の山旅２日間 ベストコースで 

●10月2５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。 

 

■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（水）②10 月 30 日（金）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。 

 

◆１１月の山旅は伊豆天城のブナ森と小菅村へ 

 

▼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・シオジの森   

●１１月３日（火）発 ２日間     ★健脚度：2-3 

●現地参加料金:\28,000（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晩秋の季節に。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（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）＝小菅村【廣瀬屋旅館泊】②＝松姫峠…△鶴

寝山…沢山入りのヌタ…△大マテイ山…大ダワ…トチの巨木…松姫峠＝

小菅の湯（入浴休憩各自）＝大月駅(17:00 頃着） 

 

新伊豆の山旅その３・秋の天城猿山と東伊豆              

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 6 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） 

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。平野流コース巡りで最も効率的

かつ最短コースで往復。東伊豆ジオパーク・城ケ崎海岸遊歩道と観光地

化されていない大自然のオアシス・松川湖も訪れます。伊豆高原のリゾ

ートホテル泊、伊豆で一番人気の村の駅にも立ち寄る秋の伊豆周遊山旅

＆ドライブの旅。 

①三島駅（8:19 着）＝村の駅＝松川湖（湖畔往復㋭1 時間）＝城ヶ崎海

岸ジオパーク遊歩道（大橋照葉樹林往復㋭約 40 分）＝伊豆高原【ホテ

ルアンビエント伊豆高原泊】②＝冷川＝修善寺＝月ヶ瀬 IC＝道の駅天城

越え＝大河端キャンプ場入口…二本杉峠…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…滑沢峠…登山口（周遊㋭約

４時間）＝三島駅（16:00 頃着） 

 

 

 



＜自宅送迎も可能な 11月の日帰りコース＞ 

■伊豆山稜線歩道・三
ミ

蓋山
カ サ ヤ マ

～小僧山ブナ森周遊 

天城随一のブナ原生林、小僧山のブナ原生林に憩う   

●11 月 10 日（火）   ★健脚度：2+～3 

●現地参加料金:\8,000（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。平野流コース巡りで最も効率的

かつ最短コースで往復。 

■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…滑沢峠…登山口（周遊㋭約４時間）＝三島駅 

■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   

● １１月12日（木）発   ★健脚度：2+～3 

●現地参加料金:\8,000（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） 

▼日本一のシオジの純林、新緑の美しい季節に再訪▼ 

■秋の雁ガ腹摺山・シオジの森～大樺沢の頭へ 

●11月17日（火）発 ★健脚度：2-3 

●現地参加料金:\8,000(大月駅集合・解散）  🚙 ：￥3,000 

☞新緑の季節に訪れたシオジの森コースを晩秋の候に再訪。 

■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） 

■秋のオオマテイ山・巨樹周遊コース、小菅の湯 

●11月1９日（木）発    ★健脚度：2-3 

●現地参加料金:8,000(上野原駅集合・大月駅解散） 🚙 ：￥3,000 

☞奥多摩周辺で最も自然林が残された大マテイ山を晩秋の季節に。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。■上野原駅(８:00 頃集合)＝松姫峠…△鶴寝山…沢山入

りのヌタ…△大マテイ山…大ダワ…トチの巨木…松姫峠＝小菅の湯（入

浴休憩各自）＝大月駅(17:00 頃着） 

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   

● １１月２４日（火））発)   ★健脚度：２～2+ 

●現地参加料金:\5,000（三島駅集合・解散）  🚙：￥4,000 

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。 

■筑波山・薬王院コース～自然研究路周遊 

筑波山で一番自然林、自然道を楽しめるコース、日帰り

●１1月2６日（木）   ★健脚度：2+～3       🚙：￥5,000 

●現地参加料金:\8000（JR 高尾駅集合・解散） ★健脚度：２～２+ 

⇒栃木の名峰・筑波山は東京の高尾山と並び人気の山です。ケーブルカーや

ロープウェイもあり、一般観光客も訪れる超過密の山ですが、コースと歩き

方によっては、静かな山旅を楽しめます。数多くの登山道の中で、一番人気

は正面の御幸ヶ原コースですが、これは段差の階段やえぐられた石ゴロの道

が多く、自然林も少ないので、登りにも下りにもあまりお勧めできません。 

平野ガイド流自然林歩きは、一番自然林、自然道が多い薬王院から登り、

ブナやミズナラの美しい筑波山自然観察路を周遊、下りはケーブルカーでと

いう理想的なゆったり森歩きコースを作りました・ 

●つくば駅（＊つくばエクスプレス 8:38 着）…薬王院駐車場…御幸ヶ原

（山頂広場）…男体山…筑波山自然観察路周遊…御幸ヶ原…△女体山（往

復）…御幸ヶ原[大ブナ、紫雲杉往復約 20 分] （歩行㋭約３～４時間）…

ケーブルカー山頂駅（＊ケーブルカー8 分）山麓駅＝筑波山温泉（入浴休憩

各自）＝つくば駅（1６:00 頃着） 

 

◆８月９月の山旅・日帰り＆２日間コースは次回８月のお便りで

増発コースを設定、ご案内します。お楽しみに。 

 

☆平野ガイド・ニュージーランド大自然ウォーク☆ 

2020/21 パンフレット完成しました！

今、ヨーロッパ、アメリカをは 

じめ、コロナウイルス禍により 

海外旅行が自粛、渡航不可とな 

っています。ニュージーランド 

もまだ海外からの入国が規制さ 

れていますが、この国は世界で 

最も早くコロナ対策がとられた 

国で、現在同国内にコロナの心配はありません。航空便の乗り入れ 

及び日本からの渡航の可否は今のところ未定ですが、遅くとも 11 月 

以降は復活するものと思います。 

 いずれ諸問題が解決するにせよ、12 月から始まるニュージーラン 

ドの夏シーズンは、ハイキングにしても人数制限その他の規制が取ら 

れることでしょう。いずれにせよ、人が集中する人気のスポットを避 

けて静かな本来の大自然の中を、少人数で歩く平野ガイド・ニュージ 

ーランド大自然ウォークは、これからの時代、ニュージーランド・ハ 

イキングツアーに最も適した理想的な山旅とえるでしょう。 

 世界一清浄無垢のフィヨルドランドのブナ原生林を平野ガイドと共 

に歩き、森で憩い、大自然の気を胸一杯深呼吸して、コロナに負けぬ 

元気をもらいましょう。 

「ニュージーランド大自然ウォーク 2020/21」はコロミコ・トレッ

ク HP をご覧ください。“コロミコ・トレック”で検索できます。 

2020/7/21 by: Y Hirano 

  

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。詳細日程、資料をお送りします。 

 ■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 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne

