
◆ コロナに負けない平野流日本の山旅のすすめ ◆ 

日本の山旅リピーターの皆さん、9

月も半ばとなり、ようやく長かった猛

暑も終わりそうな気配です。しかしま

だまだ災厄は続きます。今回のコロナ

禍はいつ終わるか予想がつかず、今後

も外出時のマスク、消毒手洗い、密を

避けることなどは当たり前の習慣、新

常識として、ごく普通に身に付け生活していくことになるでしょう。 

コロナが完全に消滅又はワクチンが完成して全く心配がなくなるのは何

時のことやら。もしかしたらこの生活スタイルは、この先 5 年,10 年又は

半永久的に続くのかもしれません。「コロナのお陰で、これまでの平和で

楽しい生活、人生が閉ざされてしまった。全くひどい時代に生まれてしま

ったものだ、なんて我々は運が悪いのだろう」などと落ち込んでいては、

人生の生き甲斐を失うばかりか、ますますマイナスの渦に飲み込まれ、元

気、免疫力は低下する一方です。ここで皆さん、考え方を変えましょう。 

今回のコロナ禍は神様が人間に与えた一つの試練、警告であると考え

る。これを機に、我々はこれまでの生き方を反省して、これから如何に生

きていくか考えたいものです。山歩きにしても、多くの人が集中して登山

道や自然を壊し、街中と同じ密状態になる山はもう止めにして、人知れぬ

静かで本来の自然が残る山と森を、少人数で歩く「平野流山歩き」の価値

を再認識したいものです。コロナ対策は万全にするとして、今後の人生を

有意義に過ごすためにも、余計な心配・不安を捨てて歩き始めましょう。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

＜8 月の山旅レポート・平野ガイド一人歩き＞ 

 8 月の山旅は新コースの金峰山と伊豆三蓋山の 2 本を設定していました

が、猛暑のせいもあり 1 本も催行されませんでした。平野ガイドはコース

の下見がてら、金峰山ツアーの前日に甲府の宿を予約していたので、せっ

かくだから今回は一人で歩いてみることにしました。今はやりの Go To

トラベルとクーポンをフル活用、温泉ホテル朝食付き￥3,200 をキャンセ

ルするのはもったいない。1 泊 2 日で 2 つの山のコース状況や林道のアク

セスを確認してみる、ということで一人山旅に出かけました。 

●８月 2２日：金峰山大弛峠から小楢山に安らぎの山旅発見 

奥秩父の最高峰、一番人気の金峰山は、林道ドライブは長いが大弛峠か

ら往復するのが一番楽なコースだ。奥秩父といえば、今から 30 年以上前

から、金峰山から雲取山までの全山縦走（テント泊）をはじめ、西沢渓谷

から東沢を遡行して甲武信ヶ岳などのバリエーションルートその他、一人

であらゆるコースを歩き回ったかつてのホームグラウンドである。ほとん

どの山域が山小屋泊を必要とするロングコースの中にあって、金峰山は日

帰りで往復できる数少ないピーク。林道ドライブは長いが、大弛峠からの

往復は一番楽なコースだ。このコースは、今から 15 年ほど前に九州の最

古参リピーターグループ・K さん夫婦の金婚式記念ツアーで 20 人の大グ

ループで歩いたことがある。その時はジャンボタクシーを 2 台チャーター

して長い林道を大弛峠から金峰山を往復、石和温泉の糸柳ホテルに泊ま

り、盛大に金婚式パーティーをしたという善き思い出がある。 

その頃、大弛峠までの林道は一般の人は敬遠する一部未舗装の悪路の林

道であったが、その後全面舗装されて以来、多くの人が入るようになっ

た。久しぶりに訪れた大弛は相変わらず一車線の細い道路だが全面舗装で

昔とは比較にならないほど楽なドライブだが、ヘアピンカーブの連続の長

い走行は少々退屈だ。やがて峠が近づく頃、路肩に停まっている車が増え

てくる。もしやと思い峠に着くと、案の定峠の駐車場は車で満杯。反対側

の未舗装林道に少し下ってみると、行き止まり手前の崖縁にかろうじてス

ペースがあったので、とりあえずそこに止めて、山の支度をしながら朝の

コーヒータイム。さてどうしようか。私は久々の金峰山がこれほどまで人

が集まるのかと驚くと共に、この人と車の多さに幻滅した。皆、普段から

コロナで我慢している分、一気に山を目指すようになったのだろう。町を

離れ、山を歩くのが一番良いことだが、皆同じところ、有名人気の山に行

くから、山も密状態になる。これでは街中を歩くのと全く変わりない。人

が集まる広場やすれ違う時にはマスクを付けなければならないのか。こん

な山を歩くのは真っ平御免だ。 

これは今後に日本中の山でも同じことだろう。もうこんな山歩きは終わ

りにしよう。私はこれからも有名人気の山は避けて、静かな大自然の中で

思いっきり深呼吸できる山を目指すのだ。皆が同じ山に集中するお陰で？ 

私の見つけた山と森は、いつまでも大自然貸切りで歩け、憩うことができ

るという訳であるよ。私がこれまで 30 年以上、日本でもまたニュージー

ランドでも、自分でしか歩けない大自然の穴場を探求、開拓し続けてきた

理由と価値が、ここに至って分かったような気がする。 

 そんな訳で、この日自宅を早朝発、高速道ドライブの後、はるばる長い

林道をここまで来たが、私は何のためらいもなく金峰山登山を中止、せっ

かく来たのだからと、ここから手軽に登れる国師岳にも行こうとせず、一

目散に林道を戻る。即予定変更、明日予定していた小楢山へと向かった。 

 当初、8 月の山旅は「金峰山と小楢山」を予定していたが、ツアーが成

立しなくて良かったというものだ。小楢山は如何にと、ネットで調べた林

道終点からの周遊コースを歩いてみることにした。林道入口のオーチャー

ドヴィレッジ・フフで、林道状況を尋ねてみると「その車ではまず無理

で、途中で戻れる場所はない」。しかし例え一般車のノアとはいえ、これ

までかなりの悪路も慎重にこなしてきた我が愛車、無理は決してしないが

行けるところまで行ってみようと先を進んだ。鹿よけのゲートを開け、林

道に入るとすぐに深いわだちの悪路となる。先週の大雨でさらにえぐられ

た悪路となっているようだ。初めの難関をかろうじて乗り越えるとすぐに

絶望的なえぐれたギャップが先を閉ざし、これはどんな車でも絶対に不可

能な状況となる。普通ならここで断念、バックで戻るところだ。 

しかし、ここでもうひと踏ん張り可能性に挑戦、周囲の石をかき集めえぐ

られた溝を補修、何とか前進に成功した。悪路はこれで終わり、この先は

良い道が続いていればとの期待むなしく、両側の藪と段差の悪路はまだ先

まで続く様子だ。これ以上進むと、もう後戻りできず取り返しのつかない

ことになると判断、何とか U ターンして無事登山口に戻ったのだった。 

 オーチャードヴィレッジ・フフに立ち寄り、登山コースについて聞いて

みると、今では小楢山は乙女高原（焼山峠）から登った方が楽だし、みな

そうしているとのこと。（それを今頃言うのか！？）確かに焼山峠からの

コースは一般向けとあり、行程も楽、車でのアプローチも遥かに楽なよう

だ。私は再び予定変更、今度こそはと焼山峠へと向かった。 

焼山峠への道路は、塩平の集落からクリスタルラインという整備された

舗装道路でおよそ 30 分、ヘアピンカーブもあるが自然林の景色も良い快

適なドライブだ。峠の広い駐車場には誰もいず、1 台しか車が停まってい

ない。混雑の大弛峠とは大違いだ。小楢山への登山道道入口には「子さづ

け地蔵」と呼ばれる古びた沢山の地蔵尊が祀られ、いかにも古道風の自然

道の山道が続いていた。時折ヒノキの植林地はあるものの、おおむね自然

林の尾根道は歩きやすく明るい。誰にも会わずマスクも外し、ようやく大

自然の気を胸一杯深呼吸しながら、静かな山ア道をたどる。やがて二つ目

のコブを下ると、すぐ左手に林道が見え、1 台の軽トラが停まっているの

を目にする。そうかこれは知る人ぞ知る小楢山へのショートカット入口に

違いない。これで往復 30 分ほど短縮できるのだろう。 

やがて森を抜け草原の道となり、黄金色のマルバタケブキの群落が。す

でに盛りは過ぎているが、花の季節はさぞや見事なことだろうと歩いてい

るうちに、初めて向こうから下りてくる男の人とすれ違う。あの軽トラか

登山口の乗用車の一人だろう。これで残すは1 台の車、いずれ自分一人貸

切りの山になるだろう。やがて新道コースから、見晴らしの良い展望岩、

的岩などを越え、大した急登もなく頂上へ到着。広々と開けた明るいカヤ

ト頂上からは、甲府盆地の絶景が眼下に広がり、実に快適な休憩場所だ。 

すぐ下には東屋もあり、1 組の男女がくつろいでいる。おじゃま虫の私は 



頂上の反対側、一番景色のいいところでシートを広げ、一人の昼食タイム

を楽しむことにする。最近の一人歩きの定番、セブンのチーズハンバーグ

と厚焼き卵をナベで茹で、至福のひと時。しかし天気予報通り、怪しい雲

が金峰山方面を覆い始め、時折雷も聞こえてくる。今日、金峰山を歩いて

いたら今頃は雷、夕立の真っ只中であったことだろう。初めは天気が良か

ったが、軽装で出かけたハイカーたちは大丈夫だろうかと心配しつつも、

雨雲が今にもこちらに来そうな気配。のんびりするのはほどほどにして、

頂上を退散、寄り道をせずに最短コースで来た道を戻る。さっきの 2 人は

相変わらずくつろいでいるが、雨雲がきそうなことに気付いているのだろ

うか。何やらこの山に詳しい管理スタッフのようで、余計なお節介は不要

と、小楢山初心者の私は一目散に頂上を後にした。雷夕立には会いたくな

いとの思いが通じ、雨が来る前に車へ戻ることができた。途中、林道に止

めてあった軽トラはなかったので、やはりあの一人男は軽トラ、となると

駐車場にあった４駆の乗用車は頂上にいた２人に違いない。 

 などと思う間もなく、車に入ったとたん、土砂降りの大雨となる。何と

いう幸運にただただ感謝、林道ゲートが大雨で通行止めとなる前に麓まで

下らねば。林道を下って行くと雨はますます強まり、屋久島の雨を彷彿と

させるような大粒の雨が車道を川にする。幸い 4 駆のノア号は大雨の中を

難なく走行、大雨警報でゲートが閉まる前に無事下界に降り立つ。 甲府

の街中も依然大雨で、下山後の荷物整理と夕食の買い出しは、屋内駐車場

のあるイオンで済ませて、今日の宿・スパランド内藤へ。じゃらんで予約

したこの温泉ホテルは、その名の通り、いろんなジャグジーがあって、体

のあらゆる部分をほぐし、今日のドライブ＆山旅、そしてこれまで町のマ

スク生活に浸かれた体と心を充分癒す。しかも Go To トラベルの恩恵を

最大限に活かし、じゃらんクーポン利用で\3,200(朝食付き)は嬉しい。

この日、笛吹川周辺には大雨冠水警報が出たようだが、そんな大雨でも何

一つ被害を受けなかったのは有難い。7 月の最上川、大石田の氾濫に続い

てまたも念力最高潮、充実の１日であった。 

 という訳で、翌日も雨だったので、無理をせず欲張らず、昨日で充分大

収穫で目的達成ということで、山歩きは止めてフルーツラインの産直販売

店などを巡り、春日部の桃とブドウを仕入れて早めに帰途に着いた。 

家に帰ってからネットで調べてみると、小楢山の登山口・焼山峠のすぐ

西の林道の先にある乙女高原も良いところらしい。春のレンゲツツジから

夏・秋の高山植物や野鳥も多く、森と草原の遊歩道もいろんなコースがあ

る。小楢山と合わせて、石和温泉に 1 泊して 2 か所歩く山旅ツアーも良さ

そうだ。乙女高原の登山口にあるロッジはすでに閉鎖されているが、バイ

オトイレやテーブルベンチ、東屋もあり、全天候型ランチスポットとして

も良いようだ。今後、山旅新コースとして是非取り入れてみよう。 

●小楢山＋乙女高原,新コース確認の再訪、フルーツ刈りも兼ねて 

 その後 9 月に入り、山歩きの大嫌いな女房が、フルーツ狩りに行きたい

というので、再びこのフルーツの里を訪れることになった。フルーツライ

ンにある果樹園をネットで 10 日午後に予約して、午前中は乙女高原に軽

い散歩とコースの下見という予定を組んだ。しかし週間天気を毎日見て

も、どうもよろしくない。かろうじて雨が降りそうもないのは明日 8 日の

み。そこで急遽予定を変更、明日の早朝発ということで大至急、準備を始

めた。いつもの山旅ツアー同様、途中でのコーヒータイム、山での昼食用

に、万全装備で久々の女房孝行でドライブ＆ゆったり歩きいざ出発。 

 今回の夫婦旅のメインイベントは、巨峰・シャインマスカット刈り。平

日なので予約の変更は現地ですれば良いだろうということで、まずは石和

温泉から一路、小楢山の登山口・焼山峠へ。ヘアピンカーブは多いもの

の、自然林の中、乙女湖のある琴川ダムを越えて景色の良い快適なドライ

ブに、女房もまんざらではなさそうだ。焼山峠に着くと、まずは前回気に

なっていた小楢山へのショートカットコースの入口を探ろうと、峠から東

へと続く林道を車で辿ってみる。5 分ほどでそれらしき地点に駐車スペー

スがあり、すぐ上の尾根に続くフミアトと目印の赤テープがあった。案の

定、ほんの 1 分ほど藪をかき分けると、前回小楢山へと歩いた尾根道に出

た。これで、登山口からここまでひと山越えを省略した最短コースが完成

と、まずは一つ目の目的達成、いざ乙女高原へと車を走らせる。 

 ネットの情報通り、すでに閉鎖されたロッジ前の広場にはベンチテーブ

ルと気の利いた東屋、清潔そうなバイオトイレもあり、ランチタイムには

うってつけの場所だった。今回は森のコースから富士見台、「ぶな爺さ

ん」と呼ばれるブナ巨木を巡り、草原コースを軽く 1 時間ほど周遊するつ

もりだった。軽荷でもいいが、もしかしていいランチスポットがあればと

思い、私は 2 人分の食料といつもの完全装備、最近は運動不足で山歩きの

嫌いな女房は殆ど空荷で、久々の（20 年ぶり？）の女房孝行のゆったり

山歩きに出発。（結果的には荷物を持って出かけたのが大正解だった…） 

 入口の鹿よけゲートを開けて、右の森のコースを緩やかに登り、富士見

台という展望地まではほんの 20 分ほどで難なく到着。天気が良ければ甲

府盆地を富士山の絶景が、また案内板には数多くの四季の花の写真があ

り、春から秋まで数多くの花を楽しめるようだ。このコースは乙女高原フ

ァンクラブのボランティアさんたちにより整備が行き届き、仮払いもされ

ていてとても歩きやすい。下の道も刈った葦の茎を敷き詰め程よいクッシ

ョンで足に優しい、歩く人のことを配慮した気の利いたコース整備に感

心、これはゆったり歩き、花好きに最適のコースのようだ。 

 富士見台からほんの少しの登りで、最高

地点のヨモギ頭にあっけなく到着。標高は

1,725m と高いが、乙女高原の登山口が

すでに 1670ｍなのだから、標高差は 55

ｍの超ゆったり登りという訳だ。頂上から

は緩い下りとなり、10 分ほどでお目当て

の「ブナ爺さん」に到着。樹齢 400 年と

あって(実際には 300 年？）さすがに貫

禄十分、見ごたえのある巨木に大満足。と

ここまでは順調だったが、今回は大した下

調べをせず、簡単なコースマップのみ、軽

い気持ちで歩いたのが大失敗の始まり。

「ブナ爺さん」だけが頭にあり、コースマ  △「ブナ爺さん」…… 

ップの位置関係など全く把握していなかっ  初めて出会った時「ここから先 

た。この「ブナ爺さん」が富士見台からの  は危ないぞ」と何度も忠告して

往復であったことや、周遊する草原・湿原  くれたのに、それに気づかずに

コースが富士見台手前の分岐から東側に位  迷走してしまった我々を心配し

置していることなど、事前に確認すること  て、最後には大いなる気のパワ

なく実に安易な気持ちで歩いてきてしまっ  ーでここに導いてくれたのか。 

たものだ。未だかつてない軽率な山歩きの  ブナ爺さん、本当にありがとう 

心構えに我ながらあきれ返るばかりだ。   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 …この「ブナ爺さん」から始まる物語はとても数ページでは言い表せな

い長大なノンフィクションになるので、これはまたの機会に。要は久しぶ

りの女房孝行と思い、一番楽な 1 時間以内のゆったり山歩きで案内するつ

もりが、未だかつてない 5 時間もの難行山行となってしまったということ

だ。これもすべて私の軽薄さのなせる業の一言に尽きるが、何よりも「も

う足が動かない」とへたり込んでから、標高差200 ㍍以上の道なき谷と

尾根の登り返しを耐え抜いた我が女房の驚異的頑張りと強さには脱帽す

る。それと、この 30 年で想像を絶するほど、女房の重量感が増したこと

には改めて驚いた。も一つ加えると、道なき斜面で彼女の手を引っ張り、

下から支え、時には頭で思い尻を持ち上げ、これまでの山歩きにはないほ

ど全精力、体力、そして超念力を注いだ私の頑張りにも拍手！ 

とにかく事故も怪我も、遭難もなく、終わり良しで本当によかった。 

それにしても、あの複雑な谷と尾根の登

り返しで、地図もなく、ピッタリと「ブナ

爺さん」に登りついたことは、まさに奇

跡、神の導きをあらためて実感する感動を

通り越した史上最大ともいえる大失敗にし

て大成功の山旅であったことよ。 

今も思い出すたびにゾクゾクする。 

…… とりあえず、THE END …… 

   2020/9/16  By: Y. Hirano 



＜９月の山旅新設定・奥秩父と伊豆の山旅＞ 

コロナ対策を万全に、有名人気の山は密状態、平野流山歩きで人の少

ない静かな山と森を歩きましょう。もういい加減山を歩かねば、とても

10 月まで待ってられないということで、急遽９月山旅を設定しました 

■小楢山と乙女高原、石和温泉湯ったり山旅 

奥秩父に残された自然林と四季の花、フルーツの里を巡る 

●９月２５日（金）発 2 日間   ★健脚度：3 

●現地参加料金:\35,000(塩山駅集合解散） 🚙：\４,000 

☞奥秩父連山のはぐれ山、金峰山の南方に位置する小楢山は、訪れる

人も少なく、自然林、自然道が残り、本来の自然をのんびりと楽しめ

る山です。誰もが有名人気の金峰山に集中する中、自分たちだけの静

かな山旅を楽しめる貴重な山です。最短コースの焼山峠から往復。そ

の西にある乙女高原は森と草原・湿原の遊歩道は、四季折々の花をゆ

ったり歩きで楽しめます。石和温泉に 1 泊して、2 か所のスポットを

効率的にゆとりを持って巡ります。■塩山駅（9:00 集合）＝クリスタ

ルライン＝琴川湖＝乙女高原 1670m…森のコース…富士見台…△ヨモギ

頭 1725m…ブナ爺さん…冨士見峠…草原のコース（周遊㋭約１時間３0

分）＝石和温泉【泊】②＝焼山峠 1527m…新道コース…展望岩…一杯水

…△小楢山 1713m…小楢峠…旧道コース…焼山峠（周遊㋭約 3 時間 20

分）＝フルーツ公園・天空の湯(入浴休憩各自)＝塩山駅(17:00 頃着 

 

■天城古峰と伊豆山稜線歩道・三蓋山 2 日間 

二本杉峠（旧天城峠）と滑沢峠からブナ森周遊                                  

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 

●９月２５日（金）発   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\32,000（三島駅集合・解散） 🚙：￥3,000 

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、静かなブナ森歩きを楽しめ

る穴場です。大自然貸切りで歩ける特上のブナ森歩きをご案内します。 

①三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道＝月ヶ瀬 IC＝道の駅天城越え＝大河

端キャンプ場登山口…二本杉峠 720m…△898 峰…△天城古峰 941m…

ブナ尾根…二本杉峠…登山口（周遊㋭３時間）＝赤沢温泉【DHC 赤沢温

泉ホテル泊】②＝冷川＝修善寺＝天城太郎  △猫越岳・ブナ平 

杉林道終点登山口…滑沢峠 850m…分岐三方…伊豆山稜線歩道…△三蓋山

1013m…△猫越岳…ブナ平…ブナ森ルート…猿山ブナ尾根…分岐三方…

滑沢峠…大川端登山口（往復㋭約４時間）＝三島駅（17:00 頃着）   

＊9 月 25 日発はいずれかのコースを実施、先行予約優先です  

 

■伊豆山稜線歩道・三
ミ

蓋山
カ サ ヤ マ

～ブナ森周遊  日帰り  

天城随一のブナ原生林、小僧山のブナ原生林に憩う   

●10月1日（木）発   ★健脚度：２⁺～３ 

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散）  🚙：￥３,000 

■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（17:00 頃着）  

＊又は 10 月 2 日（金）～5 日（月）の随時発も可能です 

 

 

☆屋久島ウコン「春ウコン７：３」近日入荷予定！☆ 

大自然のパワー溢れる屋久島の土で育った屋久島ウコンは、日本一高品

質の健康食品です。「屋久島春ウコン７：３」は自然治癒力を高める

【春ウコン７：紫ウコン（ガジュツ）3】という薬効成分を最も効率よ

く機能させる配分。薬ではありませんが、大自然の力を実感できます。 

■二本杉峠（旧天城峠）から天城古峰 日帰り                                    

●10月1日（木）発   ★健脚度：２⁺～３ 

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散） 🚙：￥3,000 

①三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道＝月ヶ瀬 IC＝道の駅天城越え＝大河

端キャンプ場登山口…二本杉峠 720m…△898 峰…△天城古峰 941m…

ブナ尾根…二本杉峠…登山口（周遊㋭３時間）＝三島駅（17:00 頃着） 

＊又は 10 月 2 日（金）～5 日（月）の随時発も可能です  

  

◆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。 

 

１０月の山旅は現在、18 日（日）発白神山地と岩木山黒森 3 日間」 

の 1 本のみ催行決定。日本の山旅史上初めての天狗岳と岩木山黒森を 

含めた平野スペシャルコースです。これまで白神山地を歩いた人にも 

お勧めの最高級ブナ森歩きです。相馬村ロマントピア、嶽温泉・山の 

ホテルいずれも 4 名まで確保済、あと 2 名残席ありですので、この 

チャンスを活かせる幸運な人、緊急大募中です。 

 

■白神山地と岩木山黒森・巨木の森逍遥  

白神ラインから天狗岳、岩木山巨木の森から黒森、クロクマの滝を巡る 

●10月18日 (日 )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。従来の高倉森コースよりもさらに白神ラ

インを北へ、天狗峠から奥深い天狗岳を往復しま

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。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。白神山地の名瀑・クロクマの滝

も5年ぶりに林道と登山道も修復、通行可能に。 

トチやサワグルミの巨木混じるブナ原生林を巡り、紅葉に縁どられた滝の絶

景、マザーツリーとはまた一味違うブナ巨木「クロクマ大王」は感動もの。 

①新青森（10:52 着）＝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【星と森のロマントピア泊】②＝

津軽峠＝天狗峠…△天狗岳（往復㋭約４時間 30

分)＝津軽峠…マザーツリー…巨木の径…白神林道…

西目屋村…嶽温泉【山のホテル泊】③＝クロクマの

滝園地…クロクマの滝（往復㋭約 2 時間）＝梵珠

山県民の森…マンガンコース…寺屋敷広場…△梵

珠山…△釈迦堂山…サワグルミコース…登山口（周

遊㋭約２時間 30 分)＝道の駅浪岡アップルヒル＝

新青森駅（17:44 発） 

 

☆ウコンを飲んでコロナを寄せ付けない免疫力を高めよう！☆ 

●【春ウコン７：３】３００粒、３００gⅹ４袋：\11,000(送料込み) 

＊食後１回５粒、１日５～10 粒が目安です。(１か月\1,375～) 

●ご注文はコロミコ・トレックまで、電話又はメールで 

●お支払いは郵便振り込み（手数料無料）用紙はお送りします。 



■ 森吉山とノロ川ブナ原生林、竜が森 

秋の森吉山縦断とノロ川ブナ原生林、竜が森 

●10月９日（金）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…ブナ新道…

△竜が森（往復㋭約３時間３0 分）＝大館能代空港(18:05 発)  

＊帰り盛岡駅解散希望の場合：\2,000 プラスで可能です。 

■秋の南八甲田・赤沼のブナ原生林と雛岳、八幡平 

 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1４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） 

 

■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 15 日（木）発２日間  ★健脚度：２-2+ 

●現地参加料金: \42,000（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）＝花巻南

温泉郷【湯の杜ホテル志戸平泊】②＝なめとこライン＝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） 

 

■七時雨山と安比ブナ林、稲庭岳 

●10 月 15 日（木）発  3 日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \４3,000（盛岡駅集合・解散）  

岩手北部、田代平高原から優美な双耳峰を擡げる七時雨山とブナ二次林の美

しい安比ブナ林。自然林に囲まれた稲庭高原の独立峰・稲庭岳を、岩手八幡

平の温泉リゾートをベースに、秋の季節に訪れます。 

①盛岡駅(10:00 集合)＝安比高原…安比ブナの森周遊（㋭約２時間）＝稲庭

高原…ブナ悠々の森…△稲庭岳（㋭約１時間３０分）＝八幡平松尾【アク

ティブリゾーツ岩手八幡平泊】②＝七時雨田代平登山口…三合目森入口… 

△七時雨山北峰…△南峰（往復㋭約３時間）＝盛岡駅（17:00 頃着） 

＊10/15 発はいずれかのコースを実施、先行予約優先です。 

■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23日（金）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＝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+） 

■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。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…

武平峠（往復㋭約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

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 月以降の山旅は次回 9 月の便りその２でお知らせします。☆ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ■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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