天城の八丁池といえば 30 年ほど前に山仲間と一緒に行ったことがある
が、それ以来訪れる機会はなかった。一番楽に歩けるシャトルバス利用は
馬鹿らしいし、天城街道から日帰りで周遊するのは少々長く単調で魅力に

◆雨ニモマケズ風ニモマケズコロナニモマケズ、
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ…、
ブナ森ヲ歩イテ元気ヲモラウ…サウイウモノニ
ワタシハナリタイ…コレカラノイキカタナノデスネ◆

乏しい。なので、これまで作った伊豆山稜線歩のブナ森歩きからは除外さ
れていたのだが、この記事を見て久しぶりに興味を持ったという訳です。
天城八丁池は、天城山（万次郎岳、万三郎岳）の次に人気のスポット
で、一般的には水生地にある登山口から「上り御幸歩道」「下り御幸歩
道」などを利用して周回するようだ。しかしこの長く単調な行程は平野流
山歩きとは全く無縁で興味もない。多くの人が歩くだろうし、登山道も整
備過剰で昔ながらの自然道ではない。それに植林部分も多そうで本来のブ
ナ森を出会う機会もないようだ。

日本の山リピーターの皆さん、長ら

ということで、今回は水生地の東屋から林道を歩いて水生地歩道の登山

くご無沙汰しておりました。昨年 2 月

口あたりから本谷沢に入り、まずは涸れ沢になる手前の狩野川最上部の源

に始まったコロナ禍は、未だ収束の目途

流を目指すことにする。水生地歩道のすぐ下、東側の谷はすでに涸れ沢と

が立たず、もういい加減に気のパワーが

なっていて、目指す本谷川本流は南に少し下った所にある。水量のある本

失せた人も多いのではないでしょうか。

流沿いの歩き易そうなルートを右に左に渡りながら沢を詰めていく。時折

ワクチンも遅ればせながら実施されそう

滝壺のある豪快な滝や一枚岩の滑沢などもある美

だとはいうものの、人類史上稀にみる今

しい沢歩きは実に爽快、やがてすでに放棄された

回の災厄は、そう簡単に完全収束するも

ワサビ田を過ぎるころ、遂に流れはなくなり、涸

のではないでしょう。マスクに手洗い消

れ沢が始まる地点に着く。記事にあった通り、最

毒、密を避けることは、これからの新し

源流はすぐ下のワサビ田の上、苔むした岩の間か

い生活スタイルとして半永久的に続くも

ら岩清水が湧き出ていた。

のと思った方がいいでしょう。こんな状
況になってしまったから、これからはで

▶これが最源流の水源

これでまずは第一の目標達成、あとは涸れ沢に
△「奥入瀬・森の神」日本一の元気ブナ

沿って八丁池目指し谷を詰めていくことにする。

きる限り家に籠り、もう山歩きなどして

気のパワー溢れるブナ森を歩いて免疫

比較的歩きやすい涸れ沢を 20 分ほど登ると、標

いる場合ではない、無難で安全な人生の

力を高め、WE SHALL OVERCOME♪

識のある一般道に合流、八丁池へは右の「上り御幸歩道」、左は「水生

道を選ぶべきだという人も多いかもしれません。

地」とある。ここで一般道を歩いて八丁池に行くのはたやすいが、せっか

しかし、ここで落ち込んではいけませんよ。これからの人生、貴重な 1

くここまで来たのだから、なおも八丁池に一番近そうな二股に別れた左側

年 1 年を無駄にしてはなりません。コロナに打ち勝つには免疫力を高める

の涸れ沢を詰めていくことにする。涸れ沢はすぐに細く険しくなって来た

ことが一番です。これからいよいよ春の山旅シーズンが始まります。必要

ので、右側の尾根に登り鹿道を辿ることにする。今や鹿は山の植生を荒ら

最大限の注意を払い、コロナとは全く無縁のブナ森を歩いて元気パワー復

す害獣となっているが、道なきヤブ尾根を歩く時は唯一の導きとなる。鹿

活といきたいところですね。

も硬い沢道を歩くよりも柔らかい尾根道を好むものだ。これはニュージー

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ランドでのブッシュウォークでも同様で、場合によっては鹿道を見つけ辿

ところで昨年の春以降、日本の山が実施されたのはほんの僅か、今年に

るのが最良のルートとなる。ただし縦横に伸びる鹿道は必ずしも自分が目

なって日本の山旅は一度も実施されていませんでした。その間、ブナ森が

指す方向ではないことも多々あるので、どれを選ぶかは慎重な判断が必要

恋しい平野ガイドは、伊豆を中心に近郊の山に一人で度々出かけて、ブナ

なことは言うまでもない。今回の場合は、鹿も上の八丁池を目指している

の気を身体一杯もらい元気パワーを保ってきたのでした。以前日本の山旅

ようなので、間違いないだろう。この二股に別れた涸れ沢の間のには広々

が忙しかった頃、山旅以外で一人歩きをすることなど 30 年以上もなかっ

とした尾根が続いていて、ヒメシャラの混じるブナ森は実に美しい。ここ

たことです。私は一人歩きの機会を久々に味わい、その都度新鮮な感動を

に至ってはじめて安らぎの森に出遭えたという感動、おそらく一般コース

もってブナ森を歩きまくったのでした。

では決して巡り合えない大自然の別天地発見といったところ。

中でも、横浜から一番近い伊豆の山は絶好の一人歩きスポットで、毎回

なおも高みを目指しブナ森を上り詰めると、八丁池の外輪山らしき尾根

歩く度に新ルートを見つけて、山旅コース構想は徐々に増えていきまし

に出るが、前方に池は見当たらない。おそらく右（東）に出すぎたと思い

た。かつてニュージーランドでケプラーの森のブナ原生林やカスケード・

左の尾根に付けられた鹿道を辿るが、これはすぐに八丁池～南西にに伸び

クリークなどの道なきブッシュを歩いた時の感動が蘇り、ややもすると失

る尾根ではないかと尾根を引き返し、今度は右にトラバース気味に下って

われがちであった原生の感性が次第に復活、大自然ウォークの勘が徐々に

行くと、大きな水面が近づき、八丁池の湖畔に飛び出した。そこには看板

復活してきたのでしょうか。素晴らしいブナ森が自分を呼ぶ声にも敏感に

も登山道もなく、どうやら一般道の八丁池分岐広場は対岸にあり、ここは

なり、新たなブナとの出会いが増えてきたのは嬉しいことです。

誰も来ない池の南岸であるようだ。ここからの八丁池は自然林に囲まれた

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

山上の別天地、今は寒々とした冬枯れの景色

●伊豆の山 2 月の一人歩きは狩野川源流を辿り八丁池へ

だが、新緑の頃はさぞや美しいことだろう。

そろそろまた山を歩きたいと思う頃、伊豆高原に住む義理の兄から、久

それにどんなに混んでいる時も、ここなら貸

しぶりに伊豆新聞の切り抜きが送られてきた。その山旅連載ページに「八

切りで静かな大自然を独占できる絶好のスポ

丁池下が狩野川水源」という興味深い記事があり、早速検討開始。以前か

ットだ。持参した粗びきソーセージを炒める

ら連載されているこの記事は、各スポットの写真や状況説明は詳しいもの

が、寒すぎてストーブも時間がかかる。それ

の、そこに至るルートの説明はない。どこから入るか、どのようなルート

に携帯のバッテリーも丁度切れ、池の写真も

を辿ればよいかなど、すべて略図と文を頼りに自分で考えるほかはない。

取れなかったが、ともかく大収穫、大満足。

国土地理院の地形図を眺めながら、最良の山行プランを練る。これまでの

誰もいない静寂の湖畔でしばし感慨に耽る。

コースも同様だが、この作業が一番肝心で、より綿密な作戦を練ることが

池からの下山は「下り御幸歩道」を歩くの

成功のカギとなる。それに日帰りで行くのだから無駄は許されない。

▶快適なブナ尾根道が

が一番簡単かつ無難なコースだろう。しかし

ここまでワクワクする大自然ウォークを体験した後に、拍子抜けするよう
な帰り方はしたくない。再び地図と睨めっこ、周囲の地形を観察してみる
と、やはり今来た尾根道が最短ルートで藪のないあのブナ森にも惹かれ

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

る。ということで登りに歩いたブナ尾根を下り、最初に上り詰めた一般道

サビ作業道から旧道を滑沢峠へ。分岐三方までは整

との出合いまで、快適なダウンヒル。そこからは水生地歩道を下るのが一

備された伊豆山稜線歩道を歩き、そこから猿山目指

番ちかそうなので、ここで初めて一般道を下ることにする。何と言っても

しての尾根歩き。小僧山を越え、5 つのピークの登

水量のある荒れ沢を下るのは危険なので、安全無難な一般道を下るのが一

降、赤いテープのマーカーとかすかなフミアトのみ

番。これが大正解で、時折左遥か下方に登りに歩いた谷を俯瞰、気楽に歩

が頼りの本格的な山歩きで、意外と複雑な尾根は確

けるこの道でよかった、素晴らしい周遊コース完成と大満足・大成功の山

実なルートファインディングが必要。一般の人には

旅でありました。

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

…メデタシメデタシ…

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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

◆伊豆の山旅・番外編◆

＊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

◆2 月の山はまだ真冬の世界。山歩きはもうしばらく辛抱として、

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

の梅林巡りの陽だまり散歩＆ピクニック＋ドライブの山旅がいいですね◆

でも可能、これなら日帰りも可能です。

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

■伊豆梅林＆河津桜巡り・松川湖～さくらの里、

＊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。

小室山～伊豆スカイラインドライブ＆散歩
●２月２6 日（金）発 日帰り ★健脚度：２
● 現地参加料金:\10,000

🚙：￥３,000

(三 島 駅 集 合 ・ 解散）

②天城古道～古峯・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

☞天城高原の松川湖は知る人ぞ知る梅と桜の名所。最奥の東屋まで車で乗

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

り入れ、静かな自然林の中で花見散歩を楽しみます。そこから平野ルート

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 分ほど歩

の林道で伊豆高原・さくらの里へ。早咲きの寒桜、河津桜を鑑賞しながら

き、尾根に一番近い地点から尾根のブナ森に入ると、硬い硬い登山道とは

園内散歩、東屋でピクニックランチ。小室山では梅のほか日本一の椿園な

別世界。自然林の中、足に優しい落葉

どを巡り、リフトを使わず頂上までウォーキング。伊豆随一の眺望を眺め

と腐葉土の鹿道又は旧道？を辿って行

周遊コースで山道を下ります。その後、伊豆スカイラインで爽快なドライ

きます。植林中の巻道を歩く伊豆山稜

ブで富士山や海の絶景ポイントを巡りながら箱根峠へ。

線歩道や一般道を歩くよりも、尾根の

■三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝村の駅＝松川湖・梅の広場（東屋

ブナ森は遥かに素晴らしく、樹齢 200

で休憩）＝伊豆高原＝さくらの里（園内散歩・河津桜の季節）＝小室山

年以上の見事なブナ巨木も数多く見ら

（梅林＆つばき園から山頂へ。㋭約 1 時間）＝伊豆スカイライン＝箱根

れます。

峠＝三島駅（17:00 頃着）＊自宅送迎の場合は横浜周辺 6 時頃、その他
の地域も可能ですのでお問い合わせください。

△「古峰」頂上

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「古峯」の小さな看板が。このル

◆伊豆の山旅再発見
…誰も知らない㊙スポットで大自然貸切りのブナ森歩きを…
ますます充実の平野ガイド開拓コース…

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峯は周囲
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

伊豆の山といえば誰でも知っている天城山（万

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

二郎岳、万三郎岳）で、山好きの皆さんは既に殆

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

どの人が歩いていることと思います。私は最近、

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

伊豆の山旅コースを増やしていますが、「伊豆の

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

山はもう何度も歩いたから、もう歩く山はない」

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

と興味を持たない人も多いようです。しかし、伊

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

豆の山にはこれまで何度も山を歩いた人も知らな

河端キャンプ場に旧道を下って行きます。■歩行時間：往復約３時間

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しょう。
伊豆天城周辺にはガイドブックにも、また登山地図にも載っていな
い穴場があるのです。例えば八丁池、天城峠から西へ、仁科峠～戸田

③伊豆山稜線歩道から三蓋山ブナ森周遊

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

猿山はやや健脚向けのコー

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

スなので、もう少し楽なコ

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

ースはないかと考え、2 度

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

の探索で完成した新コー

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

ス。往きは滑沢峠から伊豆

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

山稜線歩道を猫越方面へ。

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

猿山方面から続く尾根の巻

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

道で緩やかなほぼ水平道で

験してみてください。

☆2+～3

△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

成です。一般コースでは飽き足らないルートファインディング好きの元気

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

組の人、平野流大自然ウォークを楽しみましょう。■歩行：５～６時間

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。

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

大自然貸切りの極上のブナ森で、各自好きな場所でくつろぎ、直後の昼寝

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、まずは 3

タイムもまたいいものです。

月の早春から 5 月新緑の季節にかけて、まだ平野コースを歩いたことのな

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

い人、大至急楽しい山旅プランを練りましょう。日帰り～1 泊コース、自

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

宅送迎もあります。日程、出発日、レベルの調整も可能ですので、平野ガ

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

イドまで何なりとご連絡ください。

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

◆伊豆の山旅・日帰りコース◆

を楽しめる素晴らしい周遊ルートになりました。■歩行：往復約４時間

🚙自宅送迎あり

＊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

●出発日：以下の 3 コースはいずれかを２名から実施。先行予約優先。

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

■３月1３日(土 ) 19 日(金) 20 日(土）■4 月17 日(土) ■５月21 日(金)

峠経由コースも可能です。

🚙自宅送迎：横浜周辺￥3,000、その他の地域も可能です。

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

▼猿山よりも楽にブナ森歩きを楽しめるゆったり周遊コース▼
ミ

カ サ ヤ マ

①伊豆山稜線歩道・三 蓋山 ～ブナ森周遊

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

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散）

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

■三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝月ヶ瀬 IC＝湯ヶ島＝道の駅天城

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

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

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

…△三蓋山…△猫越岳…ブナ平…ブナ尾根ルート…小僧山尾根・ブナ広

ら朝のコーヒータイムを。ここから始まる伊豆山稜線

場…滑沢峠…登山口（周遊㋭約４時間）＝三島駅（17:00 頃着）

歩道は良く整備されて歩きやすいのですが、その殆

★健脚度:２⁺～３

▼天城最奥の秘峰への最短ルート、天城古道からブナ尾根を辿る▼

どが植林の中の巻道で、自然道を歩く実感がありま
せん。平野流山歩きはこの一般道ではなく、峠から

②二本杉峠（旧天城峠）から天城古峰

尾根のブナ森に入り、尾根通しに古峰方面へと歩い

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散）

ていきます。これが本来の稜線歩道で、名ばかりの

■三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝月ヶ瀬 IC＝道の駅天城越え＝大

伊豆山稜線歩道とは別世界の自然林に囲まれた素晴

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

らしいブナ森歩きを楽しめるところです。この尾根

…ブナ尾根…二本杉峠…登山口（往復㋭３時間）＝三島駅（17:00 頃）

は古峠、古峰を越え、二本杉峠まで続いています

▼伊豆の山旅で一番楽にブナ森歩きを楽しめるゆったりコース▼

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。

★健脚度:２⁺～３

△天城峠のブナ翁

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

③天城峠からブナ森尾根ゆったり逍遥
①３月1３日（土）②3 月１9 日（金）③3 月20 日（土）

★健脚度:２～２⁺

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

■三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝月ヶ瀬 IC＝湯ヶ島＝道の駅天城

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

越え＝天城旧トンネル登山口…天城峠…伊豆山稜線歩道…△西のピーク

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

…ブナ森広場…天城峠（東のブナ尾根・途中のブナ森広場まで往復）＝

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

登山口（往復㋭約２～３時間）＝三島駅（17:00 頃着）

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。■歩行：往復２～３時間

＊日帰りコースを組み合わせて１泊コースにすることも可能です。レベ
ル、出発日の調整も可能ですので平野ガイドまでお問い合わせ下さい

⑤狩野川最上部の源流を辿り八丁池へ

☆3～3+

天城で有名人気の八丁池。水生地からの一般コースは誰でも歩ける整備さ

◆伊豆の山旅・1 泊 2 日コース◆ ♨泊

れた登山道で、多くの人が歩く一般コースですが、平野ガイドが新ルート

以下の２コースは歩行時間が長いので、登山口に近い湯ヶ島温泉に１泊し

を開拓。水生地歩道入口から本谷川（狩野川の支流）に入り、本流を遡

てゆとりを持って歩きます。ホテルは感染症対策万全、１名１室利用です

行、旧ワサビ田上部の岩間から湧き出る最上部の源流を目指します。そこ

▼ 水生地から本谷川を遡行、水源上部の涸れ沢を詰め八丁池へ▼

から上部は涸れ沢となり、一般道に合流、一番楽な上り御幸歩道には入ら
ず、さらに涸れ沢沿いに最短ルートで八丁池を目指します。途中から沢を

■狩野川源流を辿り八丁池へ 、 天城峠ブ ナ

離れ尾根道（鹿道）に出ると、ブナとヒメシャラの美しい自然林となり、

●４月９日（金） 2 日間

登りつめ、一般道を横切り八丁池の南端に到達。一般道からの八丁池休憩

● 現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散）

地を対岸に眺める静寂の湖畔で昼の大休止、帰りも登りに歩いた涸れ沢沿

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

いのブナ尾根ルートを下り、一般道との出会いから水生地歩道に入り、水

旧トンネル登山口…天城峠…伊豆山稜線歩道…△西のピーク…ブナ森広

生地の登山口に戻ります。帰りの登山道からは左下に域に遡行した本谷川

場…ブナ尾根ルート…天城峠…登山口（周遊㋭約２～３時間）＝湯ヶ島

の深い谷が眼下に眺められ、よくぞあの険しい沢を登ったものと実感ひと

温泉【リブマックスリゾート天城湯ヶ島泊】②＝天城水生地 P…本谷川本流

しお。歩きやすい歩道はやがて水生地からの林道に降り立ち、15 分ほど

…滑洞…ワサビ沢…狩野川源流…本谷川涸れ沢…本谷歩道出合…八丁池

幅広い林道をそぞろ歩けば車の待つ水生江の東屋に到着です。一般の登山

…下り御幸歩道…涸れ沢下降…白砂

者とはほとんど出遭わない平野ガイドオリジナルの特上の周遊ルートの完

本流出合…水生地 P（周遊㋭約５-6 時間）＝三島駅（17:00 頃着）

★健脚度:３⁺
🚙：￥４,000

狩野川水源…本谷川支流涸れ沢…

■伊豆猿山と天城古峯 、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・シャクナゲの季節に
●５月１４日（金）発

和倉温泉【泊】③＝七尾城山 IC＝親不知 IＣ＝親不知ヒスイ海岸（散
歩、ヒスイ石拾い㋭約 30 分）＝能生マリンパーク（能登一の蟹市場、
昼食各自）＝糸魚川駅（17:00 頃着）
＊3/26 発はいずれかのコースを実施。先行予約優先です。

★健脚度：３～3+

● 現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散）

🚙：￥４,000

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

■角田山と弥彦山 ・ゆったり花と温泉の山旅
新潟、ユキワリソウとカタクリの山、新コースで

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

①３月 29(月) ②４月２日(金)発

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…

● 現地参加料金:\42,000（燕三条駅集合・解散）

2 日間

★健脚度：2⁺～３

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

☞雪割草（オオミスミソウ）とカタクリの宝庫として有名な新潟の名山・

＝三島駅（17:00 頃着）

角田山を春のベストシーズンに訪れます。多くの人が集中するコースを避

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

け、静かに花を観賞できる宮前コースから登り、五カ峠へと下るゆったり
コースを作りました。弥彦山は西上寺から花の一番多いコースを登り、頂

◆３月花の山旅・雪割草、カタクリ…早春の花々◆

上から９合目駐車場へ下る最も楽なコースに。

▼早春の花・カタクリとアズマイチゲ、春蘭～河津桜、日帰りで▼

…五カ峠（㋭約４時間）＝岩室温泉【ゆもとや泊】②＝西上寺…△弥彦

■三毳山からカタクリの里へ縦走
●３月２４日(水)発 日帰り

☆健脚度 3-3+

★健脚度：２～2⁺

①燕三条駅（9:00 頃集合）＝角田山宮前登山口…宮前コース…△角田山
山…９合目駐車場（㋭約 3 時間）＝岩室温泉（入浴休憩・各自）＝燕三
条金物アウトレット（買物）＝燕三条駅（17:00 頃着）
＊②４月２日発は自宅送迎も可能です。🚙\10,000

● 自 宅 送 迎 参加料金:\15,000（横浜周辺又は各自宅送迎料金込み）
☞三毳山のカタクリ群落をベストコースで、自宅送迎で最短かつ効率的に
登山口に直行、帰りも産直野菜、花など荷物ごと自宅までお送りします。
①横浜発（各自宅 6:00-6:15 頃）＝東北自動車道＝佐野 IC ＝三毳山東
口 P…かたくり群生地…△三毳山(竜ヶ岳)…かたくりの里（㋭約２時間）

◆近郊の山旅・３月～５月◆
…日帰りから 1 泊まで、手軽に楽しめる山、ブナ森を、平野流コ
ース巡りで効率的に歩きます。

=とちぎ花センター＝道の駅みかも＝佐野 IC＝東北自動車道＝各自宅
＊横浜発以外も可能ですので、お問い合わせ下さい。

■奥能登・猿山の雪割草と石動山神聖の森
能登・花の山旅 / 日本一の雪割草群生地と能登半島の神域を巡る
①３月２６日（金 ）②３月２８日（日）発 ２日間

★健脚度：２～３

■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
●４月23 日（金）発 2 日間

★健脚度：2+～3

● 現地参加料金:\31,000(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

● 現地参加料金:\42,000（北陸新幹線金沢駅集合、解散）

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

☞能登半島の北部に位置する猿山は、雪割草の日本最大級の群生地です。

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

まだ木々の目が固い 3 月末、ピンクや白の雪割草が一斉に咲き誇ります。

かな山旅を楽しめる貴重な山です。最悪の林道歩き・父恋し路コース

猿山岬から３か所のユキワリソウ群落をベストコースで巡り、深見へと縦

は立ち入り無用、小楢山のベスト＆最短コースの焼山峠から往復後、

走します。大好評の和倉温泉＜のと楽＞に 1 泊、千年の歴史を誇る輪島の

石和温泉に 1 泊して、翌日、乙女高原の森と草原をそぞろ歩くゆった

朝一と能登の名刹・石動山、北アルプスを一望する石動山パノラマ展望台

り歩きと温泉の山旅。■塩山駅（9:00 集合）＝クリスタルライン＝琴

も巡ります。能登国一之宮/気のパワースポット・気田大社も参拝、入ら

川湖＝乙女高原

ずの森の霊気を㊙裏口からいただきます。

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

①金沢駅（10:00 頃集合）＝のと里山海道＝千里浜なぎさドライブウェ

【石和常盤ホテル泊】②＝焼山峠

イ＝石動山パノラマ展望台＝石動山資料館（石動山～神聖の森周遊㋭約

…△小楢山

１時間 30 分）七尾城跡（周遊㋭計約 1 時間）＝和倉温泉【日本の宿の

分）＝フルーツ公園・天空の湯(入浴休憩各自)＝塩山駅(17:00 頃着

1670m…森のコース…富士見台…△ヨモギ頭 1725m…ブナ

1527m…新道コース…展望岩…一杯水

1713m…小楢峠…旧道コース…焼山峠（周遊㋭約

3 時間 20

と楽泊】②＝輪島朝市（見学約４０分）＝猿山岬登山口…第１ユキワリ
ソウ群落…△猿山…第２ユキワリソウ群落…深見ユキワリソウ群落…深
見登山口（㋭約３時間）＝気田大社＝金沢駅(16:00 頃着）

■焼山峠から小楢山、 天空の湯 日帰りコース
①４月23 日（金）②４月24 日（土）発

■奥能登・猿山の雪割草と糸魚川ジオパーク巡り
能登・花の山旅＋親不知ヒスイ海岸、能登一の蟹市場
●３月26 日(金)発 ３日間

★健脚度：２～３

★健脚度：2+～３

● 現地参加料金:\10,000(塩山駅集合解散）

🚙：\4,000

■塩山駅（9:00 集合）＝クリスタルライン＝琴川湖＝焼山峠
道コース…展望岩…一杯水…△小楢山

1527m…新

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

● 現地参加料金:\62,000（北陸新幹線金沢駅集合、糸魚川駅解散）

自)＝塩山駅(17:00 頃着

①金沢駅（10:00 頃集合）＝のと里山海道＝気田大社＝石動山パノラマ

＊4/23 発はいずれかのコースを２名から実施。自宅送迎も可能です。

展望台（昼食）＝石動山資料館（石動山～神聖の森周遊㋭約１時間 30
分）＝七尾城跡（周遊㋭計約 1 時間）＝和倉温泉【日本の宿のと楽 2 連
泊】②＝輪島朝市（見学約 1 時間）＝猿山岬登山口…第１ユキワリソウ
群落…△猿山…第２ユキワリソウ群落…深見ユキワリソウ群落…深見登
山口（㋭約３時間）＝白米千枚田＝禄剛崎＝珠洲・見附島＝九十九湾＝

■筑波山・人の少ない裏登山道コースで
筑波山の新しい歩き方・残されたブナ原生林を歩く
①3 月12 日（金）②4 月16 日（金）③5 月22 日（土）発 ★健脚度：２⁺～3

6 月はいよいよ上越～東北ブナ森新緑の山旅

● 現地参加料金:\10,000

シリーズ本番です。一年で一番生命力溢れる

(つ く ば 駅 山駅集合解散）

☞茨木県の名山・筑波山は数多くの登山道と便利なケーブルカーやロープ

ブナ森を歩いて、さらに元気パワーアップ。

ウェイなどで多くの人に親しまれている人気の山です。主なコースは沢山

本来ならば東北ブナの山旅の大本命・白神山

の人が行きかい、山頂広場は人で溢れていますが、この山もコースの取り

地をはじめ、青森、岩手、秋田の新緑ブナ森

方、歩き方で静かな山歩きを楽しむことができるのです。

を歩きたいところですが、諸事情もあり今年

かつては豊かなブナ原生林に覆われていた筑波山。今ではほとんどが植

はガマンの年。遠方は控えて比較的近いブナ

林や伐採地となっていますが、今なお残るブナ森の魅力を味わえるコース

森の新緑を巡る１泊２日の山旅を中心に企

を考えました。自然林が多く、人の少ない薬王院コースから登り、筑波山

画する予定です。もう少々お待ちください

で一番自然林が美しい自然観察路を 1 周、ブナ森歩きを楽しめます。これ
まで何度も筑波山を歩いた人にもお勧めの新しい歩き方です。

＜６月ブナの山旅・予定コース一覧＞

■つくば駅（9:15 集合）＝薬王院駐車場…裏登山道薬王院コース…自然
観察路…△男体山…自然観察の森周遊△女体山…御幸ヶ原（大ブナ、紫

■6 月 4 日（金）玉原尼ガ秀山とブナ平

雲杉往復２０分）…御幸ヶ原（ケーブルカー、各自）筑波山神社登山口

■6 月６日（日）玉原ブナ林周遊

2 日間

（㋭約４時間）＝つくば駅 (17:00 頃着)

■6 月 11 日（金）裏磐梯テコ平ブナ林と雄国山

日帰り

■6 月 18 日（金）鍋倉山と天水山ブナ森周裕

■大マテイ山と雁ヶ腹摺山・ シオジの森
●５月２８日（金） 発 ２日間

2 日間
2 日間

■6 月 20 日（日）カヤノ平ブナ原生林と奥志賀の自然林
■6 月 25 日（金）奥只見・沼の平と恵みの森

2 日間

２日間

★健脚度：２～３

● 現地参加料金:\27,000（大月駅集合・解散）

🚙：\4,000

★詳細は次回「３月のお便り」で。乞うご期待！★

☞毎年恒例の大マテイ山を新緑の美しい季節に再訪です。雁が腹摺山もシ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

オジの森の新緑の中、ゆったりと歩きます。名から実施可能です。

長く寒かった冬もようやく終わり、もうすぐ春です。そろそろコロナの憂

①大月駅（８:00 頃集合）＝大月＝大峠…シオジの森…大樺沢の頭…△雁

鬱を吹き飛ばしに、平野ガイドと一緒にブナ森を歩きましょう。

ヶ腹摺山…大峠（㋭約４時間)＝松姫トンネル＝小菅村【廣瀬屋旅館泊】②

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＝松姫峠…△鶴寝山…沢入のヌタ…△大マテイ山…大ダワ…大トチ下降
点…大トチ…沢入のヌタ…松姫峠（㋭約４時間)）＝道の駅小菅の湯（入
浴休憩、各自）＝大月駅 1７:00 頃)
▼ アカヤシオとシロモジ、ブナ森の新緑の季節に ▼

■御在所岳・武平峠コースと三人山
●５月７日（金）発 ２日間

★健脚度：３

● 現地参加料金:\35,000（桑名駅集合・解散）
☞御在所岳の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
往復します。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頂上への登り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

■コロミコ・トレック連絡先：☎/ FAX: 045-481-0571

…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

■平野携帯：080-5665-9186

＊もっと歩きたい人は、東雨乞岳から七人山経由、ブナ森ルートでクラ

✉ koromiko2@pop07.odn.ne

谷へという周遊コースも可能です（健脚度 3+）

