
◆ 10 月の山旅 / ブナの聖地・白神山地へ ◆ 

10 月は東北・ブナの山旅のベストシーズン

で、平野ガイド特選のブナ森歩きコースを沢

山用意していましたが、催行決定は 10 月 18

日発・白神山地 1 本のみとなりそうです。地

球上で最も変化に富み、美しい日本ならでは

の紅葉の簗旅の貴重なシーズンを無駄にする

のはあまりにもったいない話です。今回唯一

の白神山地ツアーには、平野ガイドがこれま

で以上に全精力、念力を注ぎ、内容充実、史

上最高級の秋の山旅となることでしょう。   △奥入瀬ブナ巨木「森の神」 

今回は青森起点の山旅となり、3 日間で往復  幹周６ｍ、推定樹齢 400 年、 

するのはあまりにもったいないので、平野ガ  単幹ブナとしては日本一の巨樹。

イドはツアーの前後 3 泊して、この時期に案  3 本に別れた幹には神が宿ると

内できなかった紅葉のベストスッポットを一  いわれ、古来より崇められていた 

人で歩くことにしました。 

1 日目：栗駒古道から千年クロベ。湯浜温泉から始まるこの古道は、殆ど

ブナ純林の自然道が続き、15 年ほど前のツアーでは史上稀なる錦の紅葉

黄葉の真っ只中を歩き大感動した記憶があります。それ以来も何度か訪れ

ましたが、いずれも時期が早くあの時に勝る山旅は出来ませんでした。今

回は 10 月中旬、まず間違いなく大当たりの紅葉に巡り合いたいもので

す。日本一のクロベの巨樹にも久しぶりに会ってきます。 

2 日目：岩木山黒森、巨木の森から新ルート完成。ツアーでは岩木山スカ

イライン 26 番カーブから歩きますが、一人歩きでは嶽温泉から往復、黒

森へのベストルートを考えながら、ブナ森を歩き回る予定。 

3 日目：八甲田山周辺で最高級のブナ原生林・赤沼周辺のブナ森彷徨。今

回は赤沼から蔦温泉方面への登山道の南に広

がる手付かずのブナ原生林の中に分け入り、

人知れぬブナ巨木から大自然のパワーをもら

いに。雛岳から紅葉に染まる八甲田連山の絶

景は如何に。 

私は 10 月 16 日に出発、18 日から始ま

△栗駒古道・千年クロベ      る白神山地スペシャルと 3 日間のブナ森一人

栗駒幹周 9.5m の超ド級の迫力   歩き、いまからワクワク楽しみです。 

 

◆ コロナの時代をどのように生きていくか ◆ 

相変わらず収束の目途が立たないコロナ禍ですが、いよいよ東京からの

Go To トラベルも解禁となり、Go To イートなども加わって、皆こぞっ

て外に出始めたようです。しかしまだまだ油断禁物、宣伝につられて多く

の人が人気のスポットに集中することはどんなものか。以前同様、各地で

密状態が生じて、これまでの努力が水の泡となるのではないか、大いに不

安です。山も同様、Go To トラベルのメリットを使わねば損と、皆一斉に

山歩きを開始、誰もが手軽に歩ける有名人気の山を目指し、場所によって

は山や温泉地も町同様の密状態となってしまいます。 

これまで平野ガイドが何度も警鐘を鳴らしていたように、これからは密

となる山を歩く時代ではありません。日本が誇る富士山は、このまま入山

禁止、ご神域とすべきでしょう。富士山は遠く近くから眺める山、霊峰と

して拝む山で充分です。100 名山も同様、もういい加減に登った山の数を

競うのは止めにして、本来の自然を静かに味わえる山を歩く時代ですね。 

もっとも、一般的には誰もいない静かな山を探し歩くことは、知識や経

験のない多くの人にとっては難しいもので、どうしても多くの人が手軽に

歩ける山に集中するのはやむを得ないことかもしれません。観光地や温泉

宿にしても、それが活性化につながり、コロナ禍から立ち直る足がかりに

もなることを考えると、否定はできません。自分たちで山や観光地に出か

ける時には、それなりの対策、注意を払うことは必須条件です。山でも多

くの人が集まる場所や、グループとすれ違う時にはマスク着用、快適な山

歩きは出来ませんが、今後はそれが基本のマナーとなることでしょう。 

本来の山歩きを追求する平野ガイド・日本の山旅は、コロナ禍とは全く

無縁、これからの時代に最も適した理想的な山歩きを楽しめます。勿論、 

山に行くまでの移動中は普段の生活同様、マスクその他最大限の注意を払

うことは変わりありません。しかし、平野ガイドと歩く山やブナ森は殆ど

人と出合わない、又は大自然貸切りで歩ける場所なので、マスクなど不

要、大自然の気を胸一杯吸いながら歩け、憩いのひと時を楽しめるので

す。これが多くの人が集まる山歩きや観光地、人気のスポットを訪れるの

とどれほどの差があるものか。 

今年は残念ながら 10 月の山旅は終わりますが、11 月以降は近郊の山

を中心に、ブナ森歩きの穴場コースを実施する予定です。平野流山歩きの

価値を理解し、コロナに負けない山歩き・ブナ森歩きで元気を取り戻した

い人、平野ガイドはいつでもご案内します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆ 伊豆の山旅特集・誰も知らない㊙スポット ◆ 

伊豆の山といえば誰でも知っている天城山（万

二郎岳、万三郎岳）で、山好きの皆さんは既に殆ど

の人が歩いていることと思います。私は最近、伊豆

の山旅コースを増やしていますが、「伊豆の山はも

う何度も歩いたから、もう歩く山はない」と興味を

持たない人も多いようです。しかし、伊豆の山に

は、これまで何度も山を歩いた人も知らない、最高

級のブナ森があることを知る人はほとんどいないで △幻想的な霧のブナ森  

しょう。伊豆天城周辺にはガイドブックにも、また  天城峠からの尾根道 

登山地図にも載っていない穴場があるのです。 

私が伊豆の山の素晴らしさを再認識したのは、伊豆に住む義理の兄

が度々送ってくれる地元の伊豆新聞の山歩き連載記事がきっかけで、

伊豆の㊙山歩きスポット探索が始まったという訳です。天城峠から西

へ、仁科峠～戸田峠に至る「伊豆山稜線歩道」全長 28 ㌔のロングト

レイルで、登山道の整備も行き届いた一般向けの山歩きコースとなっ

ています。伊豆で一番人気の万二郎岳、万三郎岳に比べて遥かに知名

度が低く、歩く人も少ない静かな山歩きを楽しめるコースです。 

しかしこの伊豆山稜線歩道の周辺に、天城古道その他、昔からの峠

越えや素晴らしいブナ森、ブナ尾根があることを知り、機会ある度に

この周辺を歩きまくり、幾つかのルートが出来上がりました。誰もが

歩ける一般コースでは決して味わえない本来の山歩き、大自然ウォー

クの素晴らしさを体験してください。 

①伊豆猿山～小僧山・滑沢峠から往復 ☆健脚度 3-3+  

天城街道から太郎杉林道終点まで車で乗り入れ、ワ

サビ作業道から旧道を滑沢峠へ。分岐三方までは整

備された伊豆山稜線歩道を歩き、そこから猿山目指

しての尾根歩き。小僧山を越え、5 つのピークの登

降、赤いテープのマーカーとかすかなフミアトのみ

が頼りの本格的な山歩きで、意外と複雑な尾根は確

実なルートファインディングが必要。一般の人には

かなりの難コースですが、平野ガイドについて行けば心配無用、最良のル

ート判断と歩き方でご案内します。■歩行時間：往復約５～6 時間  

＊このコースは伊豆の山旅の中で一番歩きごたえのあるコースです。日帰

りではきついので、ほかのコースと組み合わせて1 泊 2 日をお勧めしま

す。もう少し楽な行程を希望の場合、小僧山又はその手前のブナ森広場ま

でも可能、これなら日帰りも可能です。 

＊猿山から小僧山にかけての尾根周辺は天城シャクナゲの群生地です。5

月中旬にはミツバツツジと合わせて花の山旅を楽しめます。 



②天城古道～古峰・二本杉峠から往復 ☆健脚度 3  

天城街道・旧大端キャンプ場か

ら旧道を二本杉峠（旧天城峠）

へ。伊豆山稜線歩道の十字路と

なっている所で、ここから東へ

と続く尾根を辿り、天城古峰を

目指します。往きは宗太郎園地

方面への登山道を 15 分ほ  △「古峰」頂上 

ど歩き、尾根に一番近い地点か ▷古峰の古びた頂上看板 

ら尾根のブナ森に入ると、硬い登山道とは別世界。

自然林の中、足に優しい落葉と腐葉土の鹿道又は旧

道？を辿って行きます。植林中の巻道を歩く伊豆山

稜線歩道や一般道を歩くよりも、尾根のブナ森は遥

かに素晴らしく、樹齢 200 年以上の見事なブナ巨木

も数多く見られます。 

 まずは南東方向の主尾根を登り、最初の高み 898

ピークへ。ここから南の尾根には下らず、さらに高みの東の森山方面に方

向転換、もう一山超えた尾根を登りつめると、老木に古びた「古峰」の小

さな看板が。このルート上唯一の標識（「古峠」を含めると 2 つ）で、こ

れでここが古峰と分かるのです。これまで 2 度目の探策でようやく見つけ

た本当の「古峰」は周囲を自然林に囲まれた心地よい広場で、ほかの誰も

来ないご神域、自分たちだけの至福の時間を過ごせる平野ガイドお気に入

りの頂上です。 

 頂上からの帰りは往路を戻りますが、幾つかのピーク周辺の尾根は漠然

としているので、行きも帰りも油断禁物、常に方向を確認しながら歩かな

いと、両側の谷方向へ下ってしまいます。北へ下ると伊豆山稜線歩道、南

に下ると天城古道、それぞれ登山道には出るものの、結構な急斜面で、戻

るのも大変なので、平野ガイドの確実なリードが必要なのですね。898 ピ

ークからの帰路は、ブナ森尾根を直進、下りきると二本杉峠のベンチテー

ブルに到着。ここで午後のコーヒータイムを楽しみ、スタート地点の旧大

河端キャンプ場に旧道を下って行きます。 

 

③伊豆山稜線歩道から三蓋山ブナ森周遊 ☆2+～3   

猿山はやや健脚向けのコー

スなので、もう少し楽なコ

ースはないかと考え、2 度

の探索で完成した新コー

ス。往きは滑沢峠から伊豆

山稜線歩道を猫越方面へ。

猿山方面から続く尾根の巻

道で緩やかなほぼ水平道で   △猫越岳南のブナ平はブナ林の囲まれた安らぎの空間 

歩きやすい。その後尾根への階段を登りきると三蓋山直下の緩やかなブナ

森となり、三蓋山（頂上はフミアトを 5 分ほど）、猫越岳を超えると 5 分

ほどでブナの自然林が広がる気持ちの良いブナ森広場（ブナ平）へ。ここ

がコース中一番居心地のいいところで、ここでゆったりとランチタイム。

大自然貸切りの極上のブウな森で、各自好きな場所でくつろぎ、直後の昼

寝タイムもまたいいものです。 

 帰りは往路を戻り、三蓋山を過ぎ東へ急降下の階段を下る直前に、藪の

ない南方向の斜面を下り、猿山からの尾根、小僧山下のブナ平付近で合

流。ここからは自然道の尾根道を滑沢峠へというベストルートを見つけま

した。一般道の伊豆山稜線歩道を往復するよりも遥かに変化に富み、無用

の階段下りと単調な水平道歩きをカット、足に優しいブナ森の自然道歩き

を楽しめる素晴らしい周遊ルートになりました。 

＊太郎杉林道から滑沢峠までの旧道は最短コースですが、一部悪路もある

ので、もう少し楽なコースを希望の場合は、大川端キャンプ場から二本杉

峠経由コースも可能です。 

④天城峠・天城旧トンネルからブナ尾根逍遥☆2-2+  

天城峠は天城旧トンネル横にある登山口からおよそ

20 分の登り、伊豆山稜線歩道への最短コースです。 

ここから東へ二本杉峠～仁科峠方面、西に八丁池～万

次郎岳方面への出発点となるところです。 

 天城峠に着くと、伊豆山稜線歩道周辺で一番見事な

ブナ巨木が出迎えてくれます。気の利いたベンチテー

ブルもあり、ヒメシャラも混じる素晴らしいブナ森を

眺めながら朝のコーヒータイムを。ここから始まる伊

豆山稜線歩道は良く整備されて歩きやすいのですが、

その殆どが植林の中の巻道で、自然道を歩く実感があ  △天城峠のブナ翁 

りません。平野流山歩きはこの一般道ではなく、峠から尾根のブナ森に入

り、尾根通しに古峰方面へと歩いていきます。これが本来の稜線歩道で、

名ばかりの伊豆山稜線歩道とは別世界の自然林に囲まれた素晴らしいブナ

森歩きを楽しめるところです。この尾根は古峠、古峰を越え、二本杉峠ま

で続いていますが、結構な登降があるので、どこか途中の心地よいブナ森

広場で昼食の休憩タイム、往路を戻ります。 

天城峠に戻ってから、今度は反対側の尾根上にある 943m 峰の東にあ

るブナ森広場を目指します。峠からの直登は急なので、登りは歩きやすい

伊豆山稜線歩道で頂上を目指します。頂上あたりから歩道は尾根上の自然

道となり、ヒメシャラの巨木を過ぎると間もなく、休憩に最適なブナ森広

場が現れます。ここから先は下りとなり、いつまでも道は続くので、この

森の広場で休憩、峠に戻ります。頂上からの帰りは下降点から歩道を離

れ、西の尾根斜面を天城峠目指して下ります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

という感じで、伊豆でこんなに素晴らしいブナ森歩きができるなんて、

誰も知らないでしょう。コロナの心配なしで歩ける新伊豆の山旅、11 月

の山旅で平野ガイドと一緒に是非歩きましょう。日帰り～1 泊コース、自

宅送迎もあります。日程、出発日の調整も可能ですので、平野ガイドまで

何なりとご連絡ください。 

＜１１月の山旅新設定・伊豆の山旅＞ 

■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                                  

●11月３日（火）発   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\29,000（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）＝湯ヶ島温泉【リブマック

スリゾート天城湯ヶ島泊】②＝天城太郎杉林道終点登山口…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） 

■伊豆猿山と天城古峰、湯ヶ島温泉 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 

●11月６日（金）発   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\29,000（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＝天城

太郎杉林道登山口…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）＝湯ヶ島温泉【リブマックス

リゾート天城湯ヶ島泊】②＝天城太郎杉林道終点登山口…滑沢峠 850m…

分岐三方…△小僧山 962m…△猿山 1,000m…登山口（往復㋭約５時間）

＝三島駅（17:00 頃着） 

 



■伊豆山稜線歩道・三
ミ

蓋山
カ サ ヤ マ

～ブナ森周遊  日帰り  

①11月３日（火）②6日（木）③10日（火）④12日（木） ★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） 

■二本杉峠（旧天城峠）から天城古峰  日帰り  

①11月３日（火）②6日（木）③10日（火）④12日（木） ★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＝道の駅天城越え＝大

川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（往復㋭３時間）＝三島駅（17:00 頃着 

■天城峠からブナ森尾根ゆったり逍遥  日帰り  

①11月３日（火）②6日（木）③10日（火）④12日（木） ★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）  

＊3 本の日帰りコースはいずれかを 2 名から実施、先行予約優先です。 

 

■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 

●１１月15日（日）発 2 日間   ★健脚度：3 

●現地参加料金:\28,000(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 

  

■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 

●11 月８日（日）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\35,000（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。東雨乞岳経由での周遊は健脚向けなので

手前でクラ谷へ下るゆったりコースを作りました。 

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…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） 

◆2020/21 シーズンは中止となりました◆ 

平野ガイドが現地でご案内する

ニュージーランド大自然ウォーク

2020/21 シーズンは、コロナ禍

(COVID-19)の影響により、残念な

がら中止となりました。 

そのため平野ガイドは 12 月末か

ら来年 2 月までのニュージーランド

行きはなくなり、日本で冬を過ごす

ことになりました。その代わり、12 月から 3 月までの冬の期間も日本で

日帰り又は 1 泊の山旅を実施する予定です。近郊の低山で＜冬の陽だまり

ハイク＞をいくつか企画しますので、お楽しみに。 

それでは皆さん、11 月以降もコロナに負けぬ元気を付けるためにも、

平野ガイドと共に山とブナ森を歩いて大自然パワーをもらいましょう。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

☆屋久島ウコン「春ウコン７：３」近日入荷予定！☆ 

☆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！☆ 

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。 

●【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。 

 

 

 ■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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