
◆ 7 月の山旅レポート＆8 月増発コースのご案内 ◆ 

日本の山旅リピーターの皆さん、長かった

梅雨が明けたと思ったら、今度は異常な猛

暑が続いていますが、”夏ノ暑サニモ負ケ

ズ”お元気にお過ごしでしょうか。私は先

月 30 日に東北の山旅、鳥海山 4 日間ス

ペシャルを無事、大成功！？にて終了、戻

ってきました。これからしばらくは日本の

山旅はありませんが、朝夕のデイサービス  △赤沼仙人橋登山口・ブナ巨木 

送迎ドライバーの合間に、庭仕事＆大工仕  に囲まれたお気に入りの駐車場 

事で毎日大汗をかいています。4 月から始  所。たった一人でくつろぐ。 

めた送迎ドライバーの仕事は山旅ドライブスキル向上にも最高で、平野ガ

イドの運転も見違えるように丁寧かつ慎重になりました。もう山の林道く

ねくね道のドライブで酔う人はいなくなることでしょう。車が苦手だから

と敬遠していた人も、安心して参加してください。 

また最近では超ゆったり歩きを希望する人も増えていますが、この仕事

により、平野ガイドはどんなにゆっくりの人でも無理なくリードできる技

術？忍耐力も会得、人に迷惑がかかるから と遠慮していた人も安心して

お任せください。平野ガイドは今後も最良のペース配分でご案内します。 

とにかくコロナ禍で山ガイドの仕事が大幅に減った分、4 月以降もこの

仕事が継続できていることは大きなプラス、平野ガイドにとってコロナ禍

によるダメージは全くないのは有難いことです。 

さて、今年の夏の山旅唯一の 4 日間ツアーと、その前 4 日間[ 平野ガイ

ド・ブナの山旅行脚] のレポート、以下ご覧ください。 
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 ＜東北ブナ森・平野ガイド一人歩き行脚の山旅紀行 4 日間 ＞ 

●7 月 23 日：楽しい一人山旅のプロローグ 

久々の東北の山旅一人歩きに、意気揚々と早朝

出発！のはずが、長い間のブランクゆえ準備に

手間取り、遅い出発となる。天気も雨気味、予

報も良くないので、初日は無理をせず、繋温泉

の定宿・ロデムに早めにチェックインして、   △宮沢賢治記念館の東屋 

以後の山旅の準備をすることにした。       雨の日も絶好の休み処 

10 日分の山旅６ツアー用の装備を大急ぎで車に詰め込んで出かけたので

まずは車の荷物整備や点検、買い出しなど、ゆとりを持って現地ですれば

いいだろう。昼飯と荷物整理の場所は,花巻宮沢賢治記念館の東屋がいい。

ここは一般の人は殆ど利用しない（皆車は記念館の大駐車場に止める）絶

好の休憩場所、車を横付けできるので雨の時も便利。気の利いたテーブル

ベンチから賢治の里の眺めも抜群、平野ガイドお気に入りの東屋だ。 

 私はここでランチタイムの後、盛岡北のオートバックスへ。というの

は、この日、東北道ドライブの途中でレーダー探知機の調子が突然悪くな

り、遂に昨日停止となる。何しろ日本中を走り回る平野ガイドにとって、

レーダー探知機は必携品。盛岡から青森まで 600 ㌔以上走る東北自動車

道など、制限速度を守ってノロノロ走っていては貴重な時間を大幅にロス

する。ゆっくり走っていれば安全と思うのは大間違い。時速 90 キロから

100 ㌔以下で走ると、トラックの軍団に挟まれるし、遅い速度で追い越し

車線を走る無神経な車は、急ぐ人の迷惑となるばかりか、無理な追い越し

をしようとする車は危険、事故のもとになる。だから長距離を走る時は、

適度な速度で常に一人で走るのが安全、快適なドライブなのだな。 

 また私は、山の行き帰りの田舎道はできるだけスムーズに走り、時間の

ロスを防いでいる。田舎ののんきな年寄りに付き合って制限速度 40～60

㌔で走っていたら、貴重な時間を無駄にする。可能な範囲で飛ばしはして

も、私は常に安全第一、真剣勝負で車を運転して無駄な時間を省くのは、

山歩きの時間、そして宿に着いてからのゆとりのひと時を少しでも増やす

ため。山で大汗をかいて宿に着いて、温泉に入らずすぐに夕食ということ

は絶対に避けるべきだ。だから夕食前の温泉時間を充分取れるよう、でき

る限りゆとりのひと時を増やすために頑張って運転する。それが平野ガイ

ドのステータスなのだな。車の運転も山歩き同様、ゆっくりペースが安全

ということではない。早ければ早いほど通常の倍の神経を集中して走れ

ば、のろい人よりもむしろ安全に走れるものだ。 

 ということで、15 年ぶりに買い替えたこの最新式レーダー探知機は格

段に進歩していて、旧タイプでは反応しない新型のレーダーも感知、実際

の速度も画面で表示する他、様々な情報、警告を発してくれる優れもの

だ。特に実際の速度、区間の制限速度も表示されるのは有難い。これまで

スピードメーターの表示速度は、実際より6 ㌔ほどサバよんでいることも 

分かった。110 ㌔なら実速は 104 ㌔という訳だ。これは有効な情報だ。 

 とにかく山旅初日に大切な装備チェックができて本当に良かった。この

日はその後、盛岡のイオンで食料の買い出しを済ませ、小岩井農場入り口

売店でソフトクリームを食べ、岩手山溶岩流を巡り、夕方早めに繋温泉の

定宿にチェックイン。格安の素泊まり料金ながらも、かけ流し温泉付き、

電子レンジや無料洗濯機も利用できるご機嫌な宿。山歩きは翌日からとし

て、まずはこれまで溜まっていたストレスを温泉で癒す。 

●7 月 23 日：南八甲田・赤沼巨木の森周遊ルート探索 

 2 日目は十和田市の定宿・十和田シティホテルに泊まるので、盛岡から

十和田湖経由、南八甲田・赤沼を歩くことにする。十和田湖から奥入瀬渓

流にかけては、そろそろ旅行や山に出かける人も増えてきたので結構混ん

でいる。鹿角から十和田湖へは比較的空いている大湯温泉経由で走るが、

やはり奥入瀬渓流では車と人の混雑が。皆有名で決まった所を歩くからこ

んなところは混むのがあたり前、私は奥入瀬渓流を車窓から眺め素通り、 

蔦川上流道路わきにある唯一のテーブルベンチで一休み。ここも殆どの人

が素通りする穴場休憩スポット、山旅ドライブ中のコーヒータイム、昼食

の場所にうってつけの場所だ。奥入瀬渓流のように人混みで密になること

もない。渓流沿いの木立の中、ベンチを独占できる素敵な場所なのだ。 

 赤沼登山口・仙人橋の駐車場は比較的広いが、雨の後は大きな水たまり

ができる。一般の人はここに車を止めるが、右手の笹藪を少しかき分けて

いくと、ブナの巨木に囲まれた絶好の駐車スペースがある。車が満杯の時

も、ここまで入る人は地元の精通者以外にまずいない。奥入瀬渓流や蔦温

泉が車や人で埋っているときも、ここはいつでも自分貸切りでくつろげる

とっておきの場所だ。 

 八甲田大岳を含む北八甲田と南八甲田の中で、赤沼周辺のブナ原生林が

一番素晴らしい。仙人橋から赤沼への登山道は全てブナ原生林の中、緩や

かな登りで足元はブナの腐葉土の自然道が続く。コース上の至る所で見ら

れるブナの巨木は東北のブナ山の中でも最高級の素晴らしさ、理想的なブ

ナ森歩きを楽しめるところだ。八甲田で一番人気の大岳周辺にはこんな素

晴らしいブナ森はない。百名山、人気の山は、今では整備過剰、悪路の段

差、階段、えぐられた登山道と化し、歩く魅力はすでになくなった。昔よ

りも大きくなった酸ヶ湯登山口の駐車場はいつも車と人で満杯。言うなれ

ば山の三密状態で、これからも続くであろうコロナ禍の時代に歩く山では

ない。他の百名山の山も同様、これからは人のいない本来の自然の中を静

かに歩く時代、つまりは平野ガイドがこれまで長年実践、提唱してきた山

歩き森歩きのスタイルということなのであるよ。 

 久々に一人で訪れた赤沼登山道は、いつ歩いてもブナやトチの巨木に感

動しながら歩ける極上の原生林ウォークだ。普段街中で息が詰まるはマス

クなど不要、新鮮なマイナスイオン、大いなるブナの気を胸一杯吸いなが

らそぞろ歩く。最高の幸せに浸る。もうすでに 7 月半ばを過ぎ、いつもの

新緑の季節は過ぎてはいるものの、枝一杯に緑の葉を広げたブナの木々、

新緑から深緑に移ろうこの季節のブナ森も充分美しい。誰もいない静寂の

赤沼湖畔で早めのランチタイムを済ませ、いざ巨木の森周遊ルート探索

へ。登山道もフミアトも一切ない原生林の中ではのんびりと昼食を楽しん

ではいられない。美味しいセブンのレトルトハンバーグを茹で、赤だし味

噌汁汁の美味しそうな臭いを、森のクマさんに嗅がせるのは良くない。せ

いぜいコーヒータイムの一服で長居は禁物だ。 



5 年ほど前に見つけた赤沼巨木の森周遊ルートは、赤沼から赤倉岳への

登山道を 30 分ほど登ったあたりから、赤沼沢の北尾根のブナ森を下るも

のだ。森への入口・下降点は通称姉妹ブナあたりから、一番薄そうな笹の

中を東方向に下り、出口の大トチを目指して、目印やフミアトもないブナ

森、笹の中を逍遙する原生林ウォークである。この尾根は南の赤沼沢と北

側の矢櫃沢に挟まれていて、早めに北に下ると急に落ち込んだ矢櫃沢に、

東へトラバースしすぎると赤沼沢にぶつかり、いずれも立ち往生、脱出困

難とになる。仙人橋の登山口に辿り着くためには、沢への唯一の下降点に

ある大トチに到達することが絶対条件なのだ。ここに辿り着きさえすれ

ば、あとは旧道又はマタギ道？のフミアトを辿り、赤沼沢沿いに仙人橋の

登山口までおよそ 20 分で到達、周遊ルート完歩という具合だ。 

これまで 10 回以上このルートを歩き、最終

的には大トチに辿り着いてははいるものの、

楽々道を辿れたことは一度もない。必ず 1 度

や 2 度は手前で下りすぎて、支尾根を登り返

すということもしばしばあった。今回は久し

ぶりに一人での再探索であったので、全神経

をルートファインディングに集中、これまで

で一番楽でロスのないルートを辿り、大トチ

までおよそ 40 分で到達。これで「赤沼巨木

の森周遊ルート」ほぼ完成。         △巨木の森出口の大トチ 

今日の宿、十和田シティーホテルは蔦温泉の南から 103 号線を東に 30

㌔弱、十和田湖や八甲田方面の混雑する道路と違って、空いている田舎道

を 30 分少々。八甲田周辺の山歩きには絶好のベースで、混んでいる十和

田湖や奥入瀬～蔦温泉、酸ヶ湯などの宿よりも遥かに有利な立地にある。 

温泉、ランドリー、電子レンジ完備、気の利いた朝食付きで￥4,600 は安

い。ツアー間の宿予約は何といっても「じゃらん」が便利で安い。 

この十和田市には車で 5 分ほどの郊外に巨大なイオンモールもあり、夕

食の弁当その他の買い出しにも断然有利だ。何しろ十和田湖から八甲田に

かけてはコンビニも道の駅も皆無、食料や弁当、その他の補充などできな

い。それに日本一大きな店舗面積のダイソーもあるのは有難いし楽しい。 

 

●7 月 2４日：八甲田・雛岳（ヒナダケ）久々の頂上へ 

この日は森吉山ノロ川ブナ原生林と竜が森の予定だったが、天気予報に

反し、急に八甲田方面に青空が広がって来たので、急遽予定変更。展望の

良い八甲田・雛岳に行くことにした。これまで雛岳には 2 度ほどグループ

を案内したことがあった。いずれもゆったり歩き組だったので、頂上まで

行かず、途中のブナ森まで。秋だったので紅葉絶好調のブナ森をのんびり

と歩き、森の広場で憩い、奥入瀬ブナ「森の神」や十和田湖周遊ドライブ

＋途中のピクニックテーブルでのランチタイムなどを楽しむ超ゆったり山

歩き＆ドライブだった。雛岳登山口にある又兵衛茶屋で取れたての大なめ

茸でキノコ汁も大好評、秋のゆったり山旅の定番メニューとなった。 

これまで私は南八甲田を含め、八甲田の全山を歩いたが、雛岳だけはほ

んの 3 年ほど前に 1 度頂上まで行ったに過ぎない。その時初めて途中のブ

ナ森の素晴らしさを知り、ブナの素晴らしさを味わうには途中のブナ森で

充分だと思い、その後は新緑紅葉共にゆったり歩きコースとしてツアーを

作ることにしていた。今後もその方針に変わりはないが、もし天気が良く

て元気組の場合は、頂上まで往復も含められればより良いだろう。 

そんな訳で、かつて頂上を訪れた際の記憶が定かでなかったため、今回

は再度頂上を目指すことにした。雛岳は登山口から素晴らしいブナとミズ

ナラの自然林が続き、ゆったりとしたブナ森の登りは実に快適だ。しかし

そんな楽な山道は小岳への分岐点の手前まで。そこから先はピラミッドピ

ークへの登りのような急登の連続、標高差 350 ㍍、約 50 分のやや健脚

向けのコースとなる。それでも頂上からは高田大岳が目の前に、北八甲田

連峰が一望のもと、それなりに登り甲斐のある素晴らしいピークだ。私は

過去の記憶ではハイマツに囲まれた狭い頂上というイメージだったが、案

の定、頂上は看板のみ立ち休憩の場所もないほど狭い場所だった。ガスの

合間から高田大岳の大きな山容が見られるものの、ハイマツが邪魔をして

イマイチ迫力に欠ける。おそらく前回はここで引き返したので、さほど記

憶に残っていないのだろう。今回は時間にゆとりがあったので、どこかい

い昼食場所はないかと南へ続くフミアトを辿ってみると、ほんの1 分先に

明るく開けた展望地があった。高田大岳の全容を真正面に眺められる最高

のランチスポット発見に小躍りし

て喜ぶ。さっき出遭った地元のオ

バサンもやってきて「その先の岩

のところもいいよ」と教えてくれ

た。確かにそこもいいが、グルー

プでの休憩はここがいい。 

ということで雛岳は途中のブナ     △雛岳登山口付近のブナ森 

森も良し、頂上まで頑張れればさらに良しということが分かり、これもま

た大収穫の一人歩き、めでたしめでたし。                       

●7 月 2５日：真昼ブナ悠々の森・新周遊ルート完成 

一人歩き最終日は、平野流ブナ森歩きの定番コースとなった「真昼ブナ

悠々の森」へ。かつて真昼岳を目指した頃から、中腹のブナ原生林の素晴

らしさは認識していて、頂上にこだわるよりむしろこのブナ森から兎平ま

でのゆったりコースに移行する傾向になってきていた。15 年ほど前、頂

上を目指していた時には時間的に無理だった「真昼ブナ指標林」を訪れる

機会を得た。当時この地はブナ原生林の観察保護区域として遊歩道が整備

され、ガイドウォークも実施されていた。真昼岳への登り口手前左側に広

がるこのブナ森は、真昼登山道とは川を隔てた台地状の一帯で、ブナ中心

の完璧な原生林が保たれている別天地であった。 

しかしいつの頃からか、この指標林は整備されなくなり、ガイドツアー

もまた入口の看板さえも朽ち果て、次第にコースは荒れ果ててしまった。

登山道はますます不明瞭に、かつてあちこちにあったマーカーも殆どなく

なり、もはや一般の人が立ち入ることは難しい禁断の地となってしまって

いた。それは三陸の十二神の森同様、原生林ウォークを真骨頂とする平野

ガイドにとっては望むところ。私はその後も機会ある度にこの地を彷徨、

探索して、かつてあった山道をベースにブナ森の周遊ルートを考えた。 

以前あった遊歩道は終点の大ブナ広場への往復だったが、平野ガイドは

さらに森の上部から尾根を周遊する新ルートを考えた。今回はその仕上げ

として、より良いルートを探索してみることにした。真昼岳登山道分岐か

ら「ブナ指標林（悠々の森）」へは以前とさほど変わらず分かりやすい山

道が続いているが、一段高い台地にある「悠々の森」入口は藪で覆われか

なり見つけにくいが、1 年前にも歩いているので一番入りやすい入口を確

認、いざブナ森に突入。今回はかつての遊歩道よりも下側、藪の全くない

ブナ森を終点のブナ広場を目指してみた。かつてブナの巨木が周囲の空間

を独占していたブナ広場は、数年前の台風で倒れた巨大なブナ倒木が横た

わる広々とした明るいスペースになっている。以前より下からそれを目指

す場合も、広場を見つけるのは容易になったし、唯一最良のランチタイム

スポットになった。周囲には森の主の後を継ぐ巨木もあり、新緑、紅葉共

に最高の休憩場所だ。私はこれまで 3 度ほどゆったり歩きグループを案

内、いずれもこの地で大自然貸切りの昼食＆昼寝タイムを楽しんだ。 

平野ガイドの新ルートは、ここから

さらに上のブナ森尾根を歩いて、途

中から入口手前の登山道に合流する

という周遊ルートだ。しかし、一歩

間違うと笹藪に難渋するし、落葉が

敷き詰められたニセ泥沼にはまるこ

とになる。自分一人で歩くならと  △悠々の森ブナ広場・昼食＆昼寝のひと時 

もかく、人を案内するには常に慎重かつ一番楽なルートを選ばねばならな

い。今回は 3 日目のブナ森歩きで自然への感性が絶好調、これまでで最高

の理想的な周遊ルートを見つけ、森の入口手前のかつての一般道に合流す

ることができた。 

という訳で、4 日間の一人歩きも無事大成功、大収穫にて終了、繋温泉

の定宿に戻り、4 日分の洗濯を済ませ、貸切りの温泉で山旅の疲れを癒し

明日からのツアーに万全体制、絶好調で臨めることだろう。 … 完 … 



＜鳥海山と月山 4 日間スペシャル＞ 

●7 月 26 日：まだ梅雨は明けず 

昨日は東根温泉のスーパーホテル泊、

温泉、朝食付き、しかも設備も新しくこ

のチェーンの中では最優良のホテル。し

かも土曜日でよくぞ取れたものだ。装備

準備と車掃除は道の駅天童の駐車場で 2

時間ほど時間をかけて、いざ山形駅へ。 △フォレスタ鳥海に 3泊して万全を期す  

昨日まで毎日ネットで天気を検討して  が、果たしてこんな鳥海山が拝めるか 

いるが、相変わらず梅雨は明けず、今日からの 3 日間も依然良くない。週

間天気によると、明日 27 日の方が少しは良さそうなので、鳥海山は明日

にしよう。ホテルに朝食代わりの弁当は今夜準備してもらい、朝食分また

は不足分は今日のうちにコンビニで買い出し、明日の朝食は各自部屋で

食、5 時出発とする、という段取りを手配済。 

 従来のツアーは新庄又は JR 乗り継ぎで横堀集合だったが、今回は山形

集合、新幹線も便利。ドライブは長くなるが、何よりも途中、大石田のそ

ば処や尾花沢で旬のスイカにも立ち寄れるスペシャルプランだ。また今回

の 3 人のメンバーはいずれも山を歩く気満々の元気組ゆえ、これまでのよ

うに初日に法体の滝では物足りなかろう。ということで、それほど遠回り

にならず、歩行時間も短い「女甑の大カツラ」の森歩きに変更。大石田の

そば処「明友庵」で絶品の山形そばの昼食に大満足、金山村の先から及位

（「ノゾキ」と読む、理解不能！！）の村、大滝から前森山林道に入る。手前の看

板には「前森山林道通行止め」と書いてあるが、これは伐採林道方面のこ

とで女甑カツラ方面には行けるだろう。との予測は外れ、林道分岐にはロ

ープが張られ「この先道路崩落のため…」の看板が。そうか伐採作業のた

めではなく、がけ崩れなら致し方ない。無念ながら女甑のブナ森入口すら

見ることもなく引き返す。こうなったら今からではあまり遠くへは行けな

い。当初の予定通り法体の滝を二の滝まで往復して、鳥海山展望所のある

裏道からフォレスタ鳥海に早めにチェックインすることにした。残念なが

ら未だに鳥海山の雄姿は拝めなかったが、部屋からも全景が眺められるホ

テルに 3 泊するのだから、いずれチャンスはあるだろう。 

鳥海山払川 5 合目に一番近いフォレスタ鳥海は、平野ガイドが東北の温

泉宿で一番気に入っているホテルだ。鳥海山を間近に見晴らす広大な敷地

の中、ブナ森に囲まれたレストランの食事も 3 泊和洋日替わりメニュー、 

温泉はつるつるの美人の湯、露天風呂から鳥海山の眺めも最高、鳥海山の

ベースにこれ以上のホテルはない。温泉ホテルにこだわる平野ツアーは

25 年前にこのホテルができたから鳥海山ツアーを始めたのだ。ホテルの

質はもとより、鳥海山登山で一番変化に富み、最短コースで日帰りで往復

できる最高の立地にあることも重要な要素である。数多くの登山道の中で

最も一般的な鉾立からのコースは長く単調、登山口の宿は古い国民宿舎で

平野流日本の山旅の規格外。また山頂でご来光をと山頂直下大物忌神社併

設の山小屋に泊まる人もいるが、神社経営の山小屋ながらまるで宿坊のよ

うな粗末な内容で、ほかの山小屋同様、温泉のない宿をベースに山を歩く

など真っ平御免だ。どうしても頂上で

ご来光や影鳥海を見たい人は我慢して

泊まる他はない、山歩きのスタイルは

ひとそれぞれといったところか。 

蛇足はさておき、ホテルに着くと早

速スタッフに現地の最新詳細天気予報

をチェックする。昨日の天気予報とは  △鳥海山随一の温泉ホテル 

異なり、明日よりも明後日の方が少し  フォレスタ鳥海、晴れていれば…  

良いようで、急遽予定変更。27 日はホテルで朝食、サブプランで一番山

らしい丁岳として、メインの鳥海山は 28 日にということにした。 

●7 月 2７日：丁岳、甑山そして 3 度目の正直、「あがりこ大王」へ 

翌朝、ホテルレストランでブナ林を眺めながら朝食、雨もさほどひどく

ないので、予定通り丁岳（ヒノトダケ）へ出発。国道 108 号線を南下、笹子

地区から県道矢島線、更に上野宅集落への林道を大平キャンプ場を目指し

ていけば、一本道の林道終点が丁岳登山口だ。丁岳は鳥海山の南方、丁山

地の主峰（1,146m）で、周辺野山の中では一番山らしく、変化に富み歩

きごたえのある山だ。中腹のブナ原生林と上部尾根のクロベ、観音岩の絶

壁、地蔵岩のお花畑など見どころも多い。 

しかし林道に入って間もなく、ゲートが閉まり「この先道路補修のため

通行止め」の看板が。とにかく最近は毎年の台風、大雨で道路や林道の被

害が大きい。最新情報はなかなか入らないので、どこでも現場に行ってみ

ないと分からない。長い林道歩きは御免と、第 2 弾・甑山へと変更、国道

に戻りさらに南下。久しぶりなので林道入口を交番で確認すると、およそ

検討通りの地点で、警察官曰く「奥で伐採工事をしているが大丈夫だろ

う」とのお墨付き？で甑林道奥の登山口を目指す。 

この甑林道は、昨日通行止めだった女甑大カツラへの林道と甑山を挟ん

で丁度反対側の林道。終点の登山口から名勝沼経由で甑のコルへ、ここか

ら女甑山を往復後、男甑山、そして県境尾根を下り登山口に戻れる面白周

遊コースだ。コルから 20 分も下れば「女ゴシキの大カツラ」へ行くこと

もできるし、県境峠から小滝登山口に下り、加無山林道を少し下れば日本

最大級のクロベ巨樹（幹周 9.6m）にも出会える。時間と体力に応じてい

くらでも楽しめる山なのだ。 

今度こそはと意気揚々と喜んだのもつかぬ間、10 分ほど林道を進むと

「工事のため一般車通行止め」の看板が…。普通ならここで引き下がると

ころだが、転んでもただでは起きない平野ガイドの性分、もしかして可能

性ありやとさらに林道を進む。昨夜からの雨とトラックや重機の行き来で

林道は泥んこぬかるみだらけ。やがて作業現場に着き作業員に尋ねてみる

と、この先は行けないとのこと。はるばる遠方から甑山を登りに来たのだ

から何とかならないかと食い下がるが、融通の利かぬブルドーザーの親父

は首を振らない。丁度、作業現場まで砂利を運ぶ若いトラック運転手が来

たので、「何とか現場にいる主任に聞いてもらえないか」と頼むと、気の

よさそうな若者は「なら上にいる主任に話してみる」と現場へと戻って行

った。15 分ほど待っていると彼のトラックが戻ってきて「今主任が歩い

てくるから」というのでもう少し待つことにした。待ちきれぬ私が上に歩

いて行くと、主任らしき人と対面、しかしやはり無理だという。この狭い

林道で大型トラックや重機が行き来する状況をみる限り、一般車が通り抜

けることは無理だし危険極まりない。私は瞬時に納得、主任に挨拶をして 

悪路の林道を戻ったのだった。 

 これで 2 度目の挫折、それでもくじけずサブプラン第 3 弾、獅子が鼻湿

原の「あがりこ大王」に行くことにする。再びホテル方面に戻り、鳥海山

登山口の手前からブナ原生林の車道を中島台目指して下る。かなりのワイ

ンディング・ロードだが完全舗装、何よりも周囲のブナ原生林が美しい最

短ドライブコースだ。途中、善神沼に立ち寄り、ブナ林に囲まれた神秘的

な沼を一周、車に戻ったとたんに土砂降りの雨、なんという幸運か。 

 鳥海山の北東山麓にある中島台・獅子が鼻湿原は、最近奇形ブナ日本一

の「あがりこ大王」で有名で、大手観光会社もガイドツアーで度々訪れて

いる人気のスポットだ。雨なので我々は完全装備で出発早々、団体ツアー

とすれ違う。入口には「木道は滑るので要注意！」とあったが、軽装の彼

らは大丈夫だったろうか。ともあれ、この時間殆どのツアーは帰って行っ

たようで、これで「あがりこ大王」のテラスを貸切りで独占、ゆっくりと

遅いランチタイムをゆったりと取ることができるだろう。 

 この中島台の森は、かつて炭焼き作業の後、

二次林として保護されているブナ林の中に「あ

がりこ」と呼ばれる奇形ブナがいたるところに

生育している独特の森で「不思議の森」呼ばれ

ている。「あがりこ」とはかつて炭焼きのため

腰の高さほどから伐採された太いブナから、何

とか生き延びようと苦しみながら枝が伸びてき

た。「あがりこ大王」はその奇形ブナの中でも

日本一（幹周 7.6m、推定樹齢 300 年）、あが

りこの森の主であり、その堂々たる風格はまさに大王の名に相応しい。 

 私が最後にこの森を訪れたのは 3 年ほど前のことで、その時も古くなっ

た木道の整備が進んでいた。10 年以上前は、かなり古くなった木道はほ



んの僅かで、殆どの部分は昔ながらの山道だった。両側のロープもなく、

登山道は周囲の美しい森を眺めながら歩くことができたものだ。しかし、

久々に歩いて、私は驚いた。新設された木道は延々と続き、遂には「あが

りこ大王」まで繋がり、さらに湧水の出壺や苔の森に至るまで殆どの部分 

が木道になってしまっていた。そのうえ、どれも滑り止めは貧弱なもので

雨に濡れた木道は滑り、危険極まりない。泥んこ道を嫌い、誰でも歩きや

すくするためという、自然を知らない無能な人間が作った最悪の遊歩道。

これこそは自然を壊し（周囲の森と登山道を遮断する）危険を高める最大

の元凶であることが分からないのだろうか。これにより、周囲の素晴らし

い森の風景を楽しむゆとりはなくなり、ただ下を向いて足元のみ注意しな

がら歩く、最悪の登山道と化してしまったことは残念でならない。 

 今回この周遊コースを歩いて、唯一の救いは誰もいないテラスで「あが

りこ大王」と静かに対面できたこと、倒木で封鎖されていた湧水の「出

壺」に藪をかき分け、クリスタルクリ

アーの湧き水まで行けたこと、そして

鳥海マリモの沢から流れる水量豊富な

水路、それだけが救いであった。 

私は今後、一人でもツアーでも 2 度と

この地を訪れることはないだろう。 

◁女甑山と名勝沼（左下） 

 

●7 月 2８日：鳥海山大雨で中止、雨でも楽しく歩ける唯一のブナ森へ 

翌日はメインイベント・鳥海山登山日。多少雨が降ってはいたが、今回

初めての人もいたので、私は雨でも決行すべく、集合時間の 6 時前に車を

ホテル前に止め、準備準備万端、気合十分で待機していた。ところが時間

になって全員集合すると、皆の気力はすでに失せ、山はあきらめの雰囲気

だった。何と M さんはまだ浴衣を着ているではないか！ 

そのうちホテルスタッフも顔を出し「今日は大雨情報が出ているので

…」と天候が再び悪化のアドバイス。そういう状況なら鳥海山はさらに厳

しい。私は即決で中止宣言、皆は安心した様子、ここで一旦解散、またホ

テルでのんびりして 10 時に再集合することにした。 

普通なら今日は 1 日素敵なホテルでのんびり、又は車で行ける観光地へ

というところだが、そこが平野ガイドの違うところ。雨でも楽しく歩ける

手頃なブナ森はないか。途中の東屋でランチタイムを楽しめるところはな

いか、と考えるのが平野ガイドたる所以。すぐに閃いたのが金山村のブナ

森で、ここにはブナ原生林の中に歩きやすく整備された自然道の周回コー

スが作られ、途中には気の利いた東屋が 2 か所ある。以前金山村の温泉リ

ゾート・シェーネスハイム金山にツアーで泊まり、雨の時に案内したこと

があった。その時のランチタイムは大雨の中、東屋の中で雨にむせぶ新緑

のブナ林を眺めながら、めったに出来ない素晴らしい体験であったと強く

印象に残っていたのだ。ここならどんな雨でも歩けるし、登山口への林道

も近いので間違いない。 

解散後、皆部屋に戻り、それぞれこの快適なホテルでのゆとりのひと時

を楽しむ。なにしろ今回はこの最高のホテルで 3 連泊、しかも 3 名それぞ

れシングルルームという未だかつてない贅沢な滞在。たとえ雨でもこのホ

テルならでこそゆとりのひと時を満喫できるというものだ。3 月以来、コ

ロナ禍で疲れ切った心と体を鳥海山の大自然のミネラルをたっぷりと含ん

だ温泉で、充分癒されたことだろう。私はといえば、これまで溜まってい

た洗濯物をランドリーでまとめて洗濯、朝から 2 度目の温泉に浸かり、雨

の森歩きの準備とプランをじっくりと練っていた。 

皆充分休養を取った後、10 時にホテル出発、一昨日通ってきた道の駅

雄勝に立ち寄り、再び真室川、金山の村へ。ホテルの裏手の林道を金山の

ブナ林「遊学の森」入口の広場に車を止め、いざ雨のブナ森歩き出発。 

このブナ森には 8 の字型の遊歩道を中心に、いろいろなコースが交差して

いて、初めての場合はどこを歩いたらいいか全く見当がつかない。しかし

この森が大好きな私は、機会ある度にここを歩き、最良の歩き方を把握し

ていた。「お掃除小僧」というユーモアのある道祖神が守っている 2 か所

の水場、立派な屋根のある 2 か所の東屋があり、上部の第 2 休憩舎で予定

通りランチタイム。ここはいつ来ても、

雨の中でもブナ林の景色を眺めながらく

つろげるベストスポットに間違いはなか

った。結局終始雨であったものの、みな

充分雨のブナ森を楽しみ、感動した様子

だった。ブナ森歩きは雨でも素晴らし

い。ブナの葉は先端から雨水を葉脈で小枝に伝え、さらに太い枝から幹へ

と拗ねての雨水を木の根元に流す。     △幻想的な雨のブナ林 

そして毛細血管のように張り巡らされた根が水を蓄える。ブナが水の神と

いわれる所以で、こんな素晴らしい機能を持っている木はブナだけ。だか

ら太古の昔からブナは自然にとって、地球にとって一番大切な木といえる

のだ。私が 30 年前からブナは素晴らしいと口うるさく皆さんに言い続け

てきた理由はここにある。とにかく雨のブナ森では太い幹に滝のように流

れる水の風景は感動もの。雨ならではのブナ森歩きを楽しみたいものだ。 

雨の森歩きがこんなに素晴らしいものとはと、皆大満足で下山、途中ロ

ーカル線の無人駅釜淵駅の待合室を借りてトイレ休憩で一休み、この日も

早めにお気に入りのホテルにチェックイン、温泉に直行。夕食は料理長お

任せ和洋折衷コース料理が楽しみだ。 

ところでこの日、下山後に最上の巨樹巡りを加えて最上川

沿いに戻ろうかという欲張りプランも考えたが、思いとど

まり早めに帰ることにした。結局これが大正解、あとで知

ったことだが、この日最上川が氾濫というニュースがあ

り、行かずに良かったというものだ。また初日に通った大

石田周辺もその後、氾濫、橋の崩壊などもあったらしい。

本当に今回も危機一髪、天の神様、大自然の神様に助けら

れ、常に良い方向に導かれている気がする。        △役行者 

 

●7 月 2９日：月山も雨、道路通行止めで中止、月山の森へ 

ツアー最終日も相変わらず天候不順で梅雨明けの兆しは見えない。もし

また雨ならば、景色も見えず雪の残る月山はどんなものかだろうか。私は

状況によっては月山は止めて、麓の「月山の森」がいいのではと皆に提案

する。昨日のブナ林も良かったが、月山の森はそれ以上に本格的なブナ森

で、月山の豊富な湧水も素晴らしい。昨日、雨のブナ森の素晴らしさを実

感した皆は、月山が近づくにつれ、次第にその気になって行った。 

象潟の南から日本海の国道を走り、坂田北 IC から自動車道で一気に湯殿

山 IC へ、月山までは自動車道は繋がっていないが、以前より遥かに早く月

山の登り口に到着。やがて姥沢温泉を過ぎ、月山道路入口に差しかかる

と、「道路崩落のため月山リフト運休」の看板が。私も皆もその頃はすで

に月山の森に行くつもりだったので、月山に行けなくて残念という気持ち

は全くなかった。早くから月山の森に行く心構えができていて良かった。 

目指す月山の森は、月山道路入口のすぐ手前、月山ネイチャーセンター

から始まる。私はおおよそのコースプランを考えていた。まずは沢沿いの

中央コースを辿り、尾根に出たら右回りで上のブナ広場で昼食、その後、

左回りで分岐に戻り、帰りはミズナラ尾根でセンターに戻るというベスト

コースで歩くことにした。皆は昨日にも増して月山の森のブナの素晴らし

さに感動しながら、ブナ広場へ。ここは月山の森の中でも一番見事なブナ

に囲まれた森の広場で、今日は我々4 人貸切りでランチタイムのひと時を

のんびりと楽しんだ。 

自分でも簡単に歩ける月山とは違って、知らないと歩けないこの貴重な

月山の森歩きに、皆大満足。センターで泥んこの登山靴を洗い、着替えを

済ませて、天童へ向かった。天童の町に着くと、新幹線の運行状況が気に

なるのでまずは天童駅に直行。３日前からの大雨で新庄―山形間の新幹

線、在来線とも運休との情報があったからだ。幸いなことに、天童からの

新幹線は運休だが、在来線で乗り継げば山形から予定より早い便で帰れる

ことになり、そこで大至急、急遽お見送りとなり、3

人大喜びで天童駅の階段を昇って行った。これで 4 日

間万事すべてよし、最悪の天気の中で最良の山歩きが

できて大成功、大満足の山旅、めでたしめでたし。 



＜8 月の山旅新設定・日帰り～2 日間コース＞ 

9 月以降の山旅は、前回の 7 月のお便りでお送りしましたが、とても

それまで待ってられないということで、急遽 8 月山旅を設定しました。 

1 本目は伊豆天城のブナ森新コースを日帰りで、2 本目は奥秩父の盟

主・金峰山を最短かつ最も変化に富んだ大弛峠から往復、小楢山も林道

歩きをカット、終点登山口からベストコースで周遊します。石和温泉随

一の温泉ホテル・糸柳も確保済、締切は各１週間前、急ぎましょう。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■金峰山と小楢山、石和温泉 

奥秩父連山の最高峰・金峰山(2,599m)を大弛峠から最短コース 

で往復、小楢山もノア号をフル活用、無駄のない周遊コースで。 

① 8月23日（日）① 8月2８日（金）発  ★健脚度：3 

●現地参加料金:\43,000(塩山駅集合解散） 🚙：帰りのみ可 

☞金峰山の登山コースは西側の富士見平からが一般的ですが、日帰りでは

少々きつく、山小屋泊まりとなります。それに比べ、東側の大弛峠からか

らの往復は、標高差も少なく展望にも優れ、日帰りでゆとりを持って歩け

ます。以前は悪路だった峰越林道も近年完全舗装となり、車でのアプロー

チも断然楽になりました。小楢山も登山口のオーチャードヴィレッジ・フ

フからの林道歩きをカット（㋭往復２時間３０分）、最短コースで頂上

へ、幕岩～大沢の頭を巡り、父恋し路で周遊します。 

■塩山駅（9:00 集合）＝オーチャードヴィレッジ・フフ＝小楢山父恋し

路林道終点登山口…母恋し路…小楢峠…△小楢山…一杯水…小楢峠…幕

岩…大沢の頭…父恋し路…登山口（周遊㋭約 3 時間 50 分）＝石和温泉

【糸柳泊】②＝峰越林道川上牧丘線＝大弛峠…朝日峠…大ナギ…△朝日

岳…△鉄山…△金峰山（往復㋭約４時間３0 分）＝石和温泉（入浴休

憩）＝塩山駅(17:00 頃着） 

＊①は帰りのみ🚙送迎可。\3,000 ②🚙送迎可：\5,000 

 

■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   

①８月 20 日（木）①８月 27 日（木）   ★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。小僧

山から猿山までの尾根は結構き

ついので、三蓋山周辺のブナ森    △猫越岳・ブナ平 

を周遊するゆったりコースを考えました。分岐三方から伊豆山稜線歩道

を三蓋山へ。猫越岳のブナ平でランチタイムの後、ブナ森新ルートで小

僧山尾根に合流、滑沢峠に戻る周遊コース。 

■三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝月ヶ瀬 IC＝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…△猫越岳…ブナ平…ブナ尾根ルート…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 

＊🚙自宅送迎も可能です。\3,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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。 

2020/8/10 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 
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