ナ森に出かける。などとこの新しい日常、ライフスタイルでも充分満足で
きると思うのですが、やはり自分の天職、生き甲斐は「山歩き、ブナ森歩
きの素晴らしさを人々に伝えること」「大自然からいただく元気パワーで

もう春です。花の山旅、新緑のブナ森に出かけましょう🌻
4 月も半ばを過ぎ、そろそろ

皆を明るく元気にさせる」ことではなかったか。自分だけの楽しみのため
に生きる自己満足の人生など意味がない。やはり人は自分の持てる力を最
大限に発揮して人に役に立つ仕事で生きて行きたいもの。なので、やはり

大型連休、山は新緑の季節が始

これから春本番、新緑の季節が始まる頃には日本の山旅も復活して、平野

まります。世の中は相変わらず

ガイドの本領発揮で皆さんを案内したいものと思う今日この頃です。

コロナ禍に翻弄され、3 度目の
緊急事態宣言となりましたが、
果たしてそれがどれほどの効果
があるものか。
これまで 1 年間、辛抱と日ご
ろの努力もむなしく一向に出口
が見つからないこの現状はどう

△秡川 5 合目から鳥海山。去年は 3 日間悪天

したものか。我々日本国民の殆

のため登れず、今年こそは念力で再挑戦。

どは、それぞれ最大限の注意を払いコロナ根絶を期して頑張っているのに
これといった対策を講じない、考える努力をしない政府や各庁の怠慢にい
ら立つばかりです。例えば、未だに感染者が減らないもう一つの原因は、

△平野ガーデンにもそろそろ春の気配が。ルピナスの大株から 10 個も花芽

長い人望生活に耐えきれず、コロナを撲滅しようという自覚が薄れたごく

が、去年掘り起こして植え替えたヒヤシンスも紫、白とも花盛り、庭の片隅で

一部の未熟者の行いにあるといえるでしょう。せっかく時短営業というこ

ひっそりと群れていた水仙を植え替えて表舞台に。空きの出たプランターから

とで、関係店は身を削る思いで協力しているのに、コンビニで酒を買い、

見知らぬ葉が増えたと思ったら、細かく可憐な花が咲き始め、やがて一面ブル

深夜まで路上や公園で飲み騒ぐ族がいる限り、緊急事態宣言や漫坊など何

ーの花畑に。何かと思ったら「忘れな草」でした。その後 4 月に入り、苦労し

ら意味をなさないのです。これを防ぐには路上や公園など公共の場所での

て導いた Rose Arch から深紅のバラの蕾が 10 個ほど、15 年前にニュージー

飲酒は一切禁止にするのがすれば一番簡単で即効の手段なのに、なぜそん

ランドで花木の種を買ってきて植えたものが、今では直径 12 ㎝の高木に育ち

な簡単なことがすぐに出来ないのか。ニュージーランドをはじめ諸外国で

ようやく一人前の木に育ちました。自分では真っ赤な花が咲く Rata（NZ 原

は当たり前のことで、これは緊急事態時に限らず、今後当たり前の規則と

生）のつもりでしたが、何を間違ったか白い花。トゲもある正体不明のその木

して即実施すべきことでしょう。こんなことは一国のリーダーの一言で即

を調べてみると、なんと日本にもある「アカシア」でした。昨年までは花もま

実施されるべき事なのに、何でできないのか。

ばらであったのに、今年はようやくアカシア特有の鈴生りに純白の花房を垂れ

もうすでに 1 年以上もの長い間、コロナ禍に翻弄され辛抱を重ね続けて
きた我々は、もう我慢の限界といったところでしょう。コロナが愁訴臆す
るまで、ワクチンが実施されるまで、と待っていたら、一番大切な元気、
免疫力は低下する一方です。引き続き気を緩めず、これからも最大限の注

ることでしょう。これから花の季節。毎年球根から勢いよく伸びてくるユリの
軍団もそろそろ先始めることでしょう。

●久しぶりの山旅ツアーは 4 月小楢山一本のみ＊＊＊＊＊

意を払い、これから始まる春の季節、貴重な時、そして今後の人生を無駄

2 月以降も相変わらず山旅ツアーはお休み状態で、平野ガイドは天城八

にしないためにも、山やブナ森を歩いて大自然のパワーで元気を取り戻し

丁池源流探訪に続き、筑波山裏登山道など、それぞれ 2 回づつ新コース開

たいものですね。

拓も兼ねて一人で歩いてきました。水生地から八丁池への源流オリジナル

●平野ガイドの日常その後＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ルートはさらにグレードアップ、楽しい大自然ウォークの完成です。伊豆
の山旅はますますレパートリーが増え、面白くなってきました。

昨年 2 月に始まったコロナ禍は、まさかここまで長引くとは誰しも予想

筑波山の山歩きコースは薬王院コースの階段登りをカット、途中の鬼ヶ

だにしなかったことです。飲食業界をはじめ、旅行業界のダメージは計り

作林道から坊主山の自然林コースや男の川～女の川周遊コースなどの面白

知れぬほど深刻な問題となっています。それは平野ガイド日本の山旅にお

バリエーションルートが幾つか加わり、本来の静かな筑波山の自然を楽し

いても同様で、昨年の 3 月以来、実施できたツアーはほんの僅か、未だに

めるようになり、日帰りで行けるコースに加わりました。

低迷状態は続いています。

4 月の山旅はようやく小楢山 1 本のみ 2 名で実施となりました。久しぶ

しかし 2 年ほど前から山旅の合間にしていたデイサービスの送迎ドライ

りのツアーで意気揚々と焼山峠を目指し、快晴の中爽快なドライブで琴川

バーの仕事のお陰で、平野ガイドは何とか仕事を続けることができている

湖へ。ところがそこから焼山峠、乙女高原への林道は通行止め。仕方ない

のは、不幸中の幸いとったところです。この 1 年、もしこの仕事が無かっ

ので直進して大弛峠から金峰山に変更しようと思ったらこちらも開通は 6

たら、殆ど毎日のように自宅に閉じこもり、うつ状態になっていたことで

月 1 日からとのこと。2 人ともどこでもいいのでというので、それでは大

しょう。送迎ドライバーの仕事は朝夕各 2 時間ほど、その合間の 5 時間は

マテイ山にしようと即決、道を戻ることにする。せっかくだから、琴川湖

自宅に戻り、庭仕事、大工・修理作業、それと山旅プランなどの事務仕事

の景色を見てから行こうと右手の道に入り広場に出るが、トイレもないの

などなど、以前にも増して時間を有効に使えるようになりました。そして

でさらに奥のダム管理所まで行ってみること。そこには駐車場と管理事務

休みの日には一人で近郊のブナ森にでかけて元気をもらう。これまで 30

所の建物があり、2 人がトイレに行っている時に、たまたま中から管理人

年以上、仕事外で山に行くなどほとんどできなかったことだし、仕事もし

風の女性が出てきたので挨拶をすると、「小楢山ならこのダムの橋を渡っ

ないで遊びに出かけるなどできなかったのに。以前は山旅ツアーのブラン

て、上の展望所から歩いて行けるな」という貴重なアドバイスをもらえ

クが長かった時には、運動不足で体調気力も低迷することが多かったの

た。地図にも、ガイドブックにもない、また他の誰も知らないであろう思

に、最近では常にほどよく体調維持が保たれているという具合です。

いがけない裏道を教えてもらえた我々は、喜び勇んで小楢山に向かったの

という訳で、平野ガイドはこのコロナ禍の中で、全く落ち込むことなく

だ。それにしても、もしそれほど用もないこの場所にフラット訪れ、たま

充実した仕事生活を送っているのです。今後もし春の山旅以降、相変わら

たまこの人に会わなかったら、そして声をかけなかったら、絶対にこの貴

ずツアーが成立しなかったなら、また一人で大自然の気をもらいに山やブ

重な情報は手に入らなかったことだろう。2 人ともまさに奇跡ともいえる

この出来事に大感動。しかしこうしたことは私にとってよくある話で、山
旅の途中で林道の通行止めその他で目的地に行けないことはしばしばある

🌲５月の山旅：近郊日帰りコース🌲

ことだが、それに怯んではならない。まずは諦めることなくあらゆる可能

[出発日]: ①７日(金) ②８日(土) ③１４日(金) ④１５日(土)

性、解決策を考える。そうすれば必ず道は開けるもので、時には天の助け

⑤２１日(金)⑥２２日(土) ⑦２８日(金) ⑧２９日(土)

や導きで良い方向に行くこともある。だからいつでも物事をプラスの念を

＊以下の 8 コースの中から選択可能。いずれも 2 名から実施、先行

もって考え、困難を乗り越えることが一番肝心なのだな。災い転じて福と

予約優先ですので、申し込みはお早めに。

成す」「転んでもただは起きぬ」平野ガイドの山旅人生の処世術なり。

● 現地参加料金：\10,000

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

🌲５月からの山旅・催行決定はまだほんの少し。
山はもう春です・新緑のブナ森に出かけましょう🌲
以下の 2 コースはほぼ決定、又は希望ありのコースです。いずれも残席あ
り、一人参加も可能です。ホテル予約の関係上、申し込みはお早めに。
▼裏磐梯で一番ブナ森がしい 2 か所のブナ森をゆったりプランで歩く▼

●自宅送迎

：\4,000

➊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・残された自然林・自然道を歩く

● 現地参加：つくば 駅山駅集合解散
＊A コース：一般向け

●健脚度：３～３⁺

B コース：やや健脚向け

➋新緑の大マテイ山 ・日帰りコース
● 現地参加：大月駅集合・解散

●健脚度：２+～３

■新緑の裏磐梯・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 ・新 緑の 山旅

★健脚度：２－３

①６月９日（水）②６月11 日（金）発 ２日間
● 現地参加料金:\42,000（会津若松駅集合、解散）
⇒静かな自然林に囲まれた裏磐梯の沼と渓谷、ブナ原生林を巡る山旅。裏磐
で一番のブナ原生林・デコ平と雄子沢のブナ林を新緑の季節に訪れます。
①会津若松＝裏磐梯五色沼＝デコ平駐車場…百貫清水…ブナ林巨木広場…
布滝（往復㋭約３時間）＝秋元湖・中津川渓谷＝裏磐梯【アクティブリゾ
ーツ裏磐梯泊】②＝雄子沢登山口…ブナ原生林…△雄国山…雄国沼休憩舎

➌焼山峠から小楢山、乙女高原 日帰りコース
● 現地参加：塩山駅集合・解散

●健脚度：２+～３

◆伊豆の山旅・日帰りコース◆ 1 泊コースも可能
●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散） ★健脚度：２～3+
▼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

➍伊豆山稜線歩道・三 蓋山 ～ブナ森周遊

…（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
＊体力と希望によっては②雄国沼～猫魔が岳から八方台（約 2 時間）と
いう縦断コースも可能です。（車は八方台に転送）
☞現在 2 名の希望あり、実施決定です。残席４あり。

■鳥海山と月山 、フォレスタ鳥海 ゆとりの山旅
残雪と高山植物の宝庫、東北の最高峰・鳥海山と出羽三山の霊峰 ★健脚度 3+～4

①7 月2６日（月）発 ②7 月2９日（木）発

▼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▼

➎二本杉峠（旧天城峠）から天城古峰
▼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▼

➏天城峠からブナ森尾根ゆったり逍遥

● 現地参加料金:\68,000（新庄駅集合・天童駅解散）

▼ 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▼

⇒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

➐狩野川源流を辿り八丁池へ 、日帰りコース

随一の温泉リゾート／フォレスタ鳥海
に 2 連泊、最短かつ変化に富んだ祓川

● 5 月14 日（金） ★健脚度:３⁺

5 合目からのコースを往復します。頂
上（七高山）で昼食の大休止、元気組

▼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▼

は新山の往復も可能です。月山は姥沢
から行きはリフトを利用、頂上神社裏

△フォレスタ鳥海と鳥海山

➑伊豆猿山～小僧山 ・滑沢峠から往復

の頂上でランチタイム、帰りはお花畑コースを下ります。

●５月１5（土）発

①新庄(10:54 着)＝道の駅雄勝＝法体の滝（滝上部まで往復㋭約１時間

● 現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散）

30 分）＝フォレスタ鳥海【２連泊】②＝５合目祓川登山口…七ツ釜…大

＊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

雪路…氷の薬師…△七高山（往復㋭約７時間５0 分＋新山往復約 1 時間）

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。

＝フォレスタ鳥海【泊】③＝酒田みなと IC＝湯殿山 IC＝月山姥沢登山口

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（登山リフト）上駅…牛首…△月山…お花畠コース…姥沢（㋭約３時間
30 分）＝月山 IC＝天童 IC＝天童駅(17:00 頃着)

＊1 日目は希望により、女甑の大カツラ～ブナ原生林周遊も可能
（2 度目のグループはその他各種コースありです）
☞現在 2 名の希望あり。あと 1 名以上、健脚元気組の人大募集です。

★健脚度：３～3+
🚙：￥４,000

🌲５月の山旅：1 泊 2 日コース🌲
▼ 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ブナ林

昨年フォレスタ鳥海に 3 連泊して万全を期して鳥海山に挑みましたが、

●５月７日（金）発 ２日間

あいにくの悪天で断念、今年こそはリベンジで再挑戦です。

● 現地参加料金:\35,000（桑名駅集合・解散）

★健脚度：３

＊①②いずれも３名から実施。２本とも成立の場合は２名から催行可。

☞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

＊ホテル客室は当面の間、一人部屋を基準に手配いたします（宿泊全コ

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。

ース共通）そのため一人部屋追加料金が必要となりますので、ご協力。

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

（料金はホテルと交渉して最低限に押えます、予約後確認します）

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…△

▼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・巨木の森と天水山ブナの森

２日間コース

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

●６月１８日（金）発 ２日間

山口（周遊㋭約３時間）＝菰野 IC＝桑名駅

● 現地参加料金:\4２ ,000（新幹線飯山駅集合・解散）

＊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

☞最近話題の信越トレイル。全行程８０㌔を歩き通すためには 5～6 日か

谷へという周遊コースも可能です（健脚度 3+）

かり大変なので、その中でブナ林が最も素晴らしい部分をゆったりとした

★健脚度：２-３

行程で歩きます。鍋倉山ではブナ巨木・森太郎や巨木の谷を周遊、素晴ら

■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

★健脚度：２～３

● 現地参加料金:\27,000（大月駅集合・解散）

🚙：\4,000

しいブナ森をじっくりと探訪します。信越トレイルのもう一つのブナスポ
ット・天水山も松之山口からベストコースで往復します。
①越後湯沢（9:08 着）＝天水山松之山登山口…ブナ林…△天水山（往復
㋭約３時間）＝戸狩温泉【四季彩の宿かのえ泊】②＝鍋倉山登山口…巨

☞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

木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…関田峠（㋭約４時間）＝茶屋池（周辺の

オジの森の新緑の中、ゆったりと歩きます。２名から実施可能です。

ブナ原生林散策３０分）＝飯山駅（18:09 発）

①大月駅（８:00 頃集合）＝大月＝大峠…シオジの森…大樺沢の頭…△雁
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

▼志賀高原の新しい歩き方、自然道の残る穴場スポットを巡ります▼

■奥志賀大自然遊歩とカヤノ平ブナ原生林

２日間

浴休憩、各自）＝大月駅 1７:00 頃)

志賀高原で自然林が残る２つのコースとブナ原生林逍遥

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●６月２０日（日）発 ２日間

＊伊豆日帰り各コースを組み合わせて１泊コースにすることも可能で

● 現地参加料金: \43,000（飯山駅集合・解散）

す。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。

志賀高原周辺には数多くのハイキング、登山コースがありますが、多くの人

★健脚度：２-３

🚙

が訪れる殆どのコースは整備過剰のため、硬く歩きにくい登山道となってい

🌲６月の山旅：東北若葉萌える新緑のブナ森へ 🌲

ます。原生林と湖沼の美しい奥志賀の中で、今なお自然林と自然道の残され
た平野ガイド厳選のコースをご案内します。志賀高原の温泉ホテルに泊ま

東北のブナ原生林が１年で最も生命力に溢れるのは新緑の季節。

り、木島平の奥、周辺随一のブナ原生林カヤノ平をゆったりと周遊します。

世界一美しい日本のブナ原生林の新緑は、１年に一度以上見に行け

①飯山駅（８:19 着）＝志賀高原＝信州大学教育園…まが玉の丘コース…ク

ればもったいないですね。平野ガイドと一緒にブナの森を歩き、巨

ロベ巨木群…勾玉の丘…長池…駐車場（㋭約２時間)＝湯田中温泉【ホテル

木に触れ、大いなる大自然のパワーを吸収して、邪気、病、そして

水明館泊】②＝一の瀬境橋…シナノ木巨木（樹齢 800 年）…一の瀬ダイ

新型コロナウイルスをも寄せ付けぬ元気をもらいましょう。

ヤモンド湿原…境沢橋（周遊㋭約４０分)＝木島平＝カヤノ平高原キャンプ

…今年は諸事情により 1 泊 2 日、東北南部の山に限定しました 。…

場…ブナ原生林…北ドブ湿原…西コース…キャンプ場（㋭約２時間３０
分）＝馬曲温泉・望郷の湯（温泉入浴各自）＝飯山駅（18:09 発）

■奥只見・沼の平ブナ原生林周遊、恵みの森 ２ 日 間
日本一のブナ密度を誇るブナ王国・只見随一のブナ原生林新緑の季節
●６月２０日（日）発 ２日間

★健脚度：２-３

🚙

● 現地参加料金: \43,000（飯山駅集合・解散）
☞只見で最も奥深く、隔絶されたブナ原生林・沼の平の見どころを、新緑
の季節にじっくりと探訪します。只見一の温泉ホテルに泊まり、恵みの森
ブナ原生林は沢コースからブナ尾根を周遊、新緑の山旅スペシャルです。
①新白河駅(9:08 着)＝新甲子トンネル＝只見・恵みの森（沢コース～尾根
コース周遊㋭約３時間）＝只見深沢温泉【季の郷湯ら里泊】②＝叶津登山口
…山神杉…ブナ原生林・巨木次郎ブナ…小三本沢…沼の平…浅草岳尾根…平
▼車道歩きを最小限に抑えた新しいコース巡りで山とブナ森周遊▼

石山…山神杉…叶津登山口（㋭5-6 時間）＝田子倉湖＝六十里越えドライ

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山 、玉原湿 原

ブ＝入広瀬＝浦佐駅(18:48 発)

関東で一番近いブナ林、新緑の山旅２日間

＜７月花の山旅・その他の予定コース一覧＞

●６月４日（金）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

■７月２日(金) 大峰山・オオヤマレンゲの八経ヶ岳と三輪山 2 日間
■７月９日(金) 伊吹山と雲仙山、湯の山温泉 2 日間
■７月 16 日(金)那須三本槍と那須平成の森 2 日間
■７月 23 日(金) 山形神室と南蔵王・屏風岳 2 日間

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…△

★詳細は次回「５月のお便り」で。乞うご期待！★

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）
＊日帰りコースも可能です（\1２,000＋自宅送迎🚙\5,000）

■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

しその絶景を眺め続けていた。
帰路、さっきの登山道が下まで続いていることを確認して、私は
再び来るときにさんざん迷ったブッシュに突入、内陸の一般道を目

エピソード of テ・アナウ Te Anau No.２

指した。私は後日、あの時頂上から続いていた登山道はやはり下の
ビーチまで続いていることを知った。そして一般的にはモーターボ
ートを使って入口から歩くのが一番楽であることも分かった。確か
にモーターボートを使えば簡単に往復できる。それに一般道といえ
どもそれほど多く使われていないので、登山道といっても殆ど自然
に近いフミアト程度だ。油断すると迷うこともあり、それだけでも
十分面白いツアーとなることだろう。しかし私の野生根性はそんな
安易なコース作りでは満足できなかった。行きはボートを使うとし
ても、帰りはかつて迷いまくった内陸からのルートをたどり、最高
級のブッシュ・ウォークツアーを作りたいものだと思った。その後、
スタッフを連れ、また時には元気なお客を連れて、何度も強烈なブ
ッシュ・ウォークを繰り返したことか。奥深いフィヨルドランドの
ブッシュは何度歩いても楽なルートはそう簡単に見つかるもので
はない。それでも回数を踏むうちに、ようやく何とか無難に歩ける
ルートが分かってきた。
こうしてマナポウリ・モニュメントの初期のコースが完成して、
私が国立公園本部（後の DOC）にツアーとして正式に申請をした

△南の湿原からモニュメント峰を振り返る。頂上から反対側の森林限界ま

のは、初めて訪れてから５年後のことであった。ニュージーランド

で下り、右に回り込み、原生林の中のブッシュウォークでこの湿原に辿り

の国立公園内では、ツアーとして歩く場合の規制が非常に厳しくな

着けば、まずは第一段階。一面ミズゴケとモウセンゴケに覆われた原生の

っている。そのためツアーとしてガイドをする場合は、コースごと

湿原を横切り、再び森に入り原生林ウォークはなおも続く。

に許可申請をして、営業許可 Concession を取らねばならない。コ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ロミコ・トレックではそれまで、キー・サミットやグレイドハウス

■原生林に囲まれたマナポウリ湖を俯瞰する絶景の奇岩ピーク

を含め、レイク・マリアンその他の主な一般コースに関してはすで

テ・アナウ湖の南にあるマナポウリ湖は、周囲を深いブナ原生林

に許可をもらっていたが、今回のような一部難ルートを含む申請は

と険しい山々に囲まれた美しい湖で、私がフィヨルドランドで最も

初めて。一般コースではないので、難しいと思っていたが、意外と

愛し、よく通ったホームグラウンドのひとつ。この湖の南岸、ブナ

簡単に許可は下りた。ただし条件としては、
「登山道以外のルートを

の原生林から突然頭をもたげてそそり立つモニュメントと呼ばれ

歩く場合は、できるだけ同じルートは歩かないように。」とのことだ

る特異な岩峰がある。このユニークなピークへは、麓の入江から、

った。自然へのインパクトを最小限にするというのが趣旨であった

かすかに道を切り開いた登山道を利用して到達することができる。

ようだ。これは相当大変な規制とも思えたが、私にとっては大歓迎

ただしこのコースは、陸路からのアプローチは非常に困難なルート

といったところだ。そもそも今回のルートは、同じところを歩こう

となるので、一般的にはモーターボートなどを利用して歩くのが一

といっても、そう簡単に歩けるものではない。逆に返せば、どんな

般的となっている。

ルートを歩いても良いということになり、正に私の目指す迷いなが

私がこのピークを初めて目指したときは、この一般コースのこと

ら歩くブッシュ・ウォークの真骨頂といったところだ。

は知らずに、フィヨルドランドのガイドブック Moirs Guide を頼り

ようやく完成したツアーは、先ずテ・アナウから車でマナポウリ

に内陸のルートからの難ルートをたどった。反対側のホープアーム

湖まで行き、大型のモーターボートをチャーターしてモニュメント

の入江までは一般コースで歩けたが、そこから先はすべて道も踏み

の北側、白砂ビーチへ。そこから 15 分ほど森を抜け、もう一つの

あとさえもない難ルートの連続だった。腰まで浸かる川を２度も渡

ビーチの端にある登山口からブナ原生林中の一般道を頂上へ。帰り

渉し、深いブッシュにさえぎられ、湿地帯にのめり込み、ようやく

はモニュメントの肩から、森の鹿道をトラバースしながら南の湿原

目にした岩峰めざして、ひたすらブッシュの中を突き進んでいった。

を目指す。その後、再び原生林を横切りマナポウリからホープアー

やがてモニュメントが近付くにつれ、斜面はますます急になり、気

ム へ と 続 く 一 般道 を 目 指

がつくと殆ど垂直に近い絶壁にぶち当たる。これはまずいと手前の

し、マナポウリへ戻るとい

ブッシュを回りこみながら、やっとのことで反対側の尾根にたどり

う 変 化 に 富 ん だ原 生 林 ウ

着くと、何とそこにはしっかりとしたフミアトがあり、赤いブリキ

ォークである。

のマーカー（当時の一般登山道の目印）があるではないか。そこか

私はその後、歩くメンバー

ら頂上へはフミアトとマーカーをたどり、いとも簡単に頂上に立つ

の体力と根性によって、そ

ことができた。ようやくたどり着いたモニュメントの頂上は、思っ

の 都 度 新 た な ルー ト を 探

ていた以上に小広く、休憩するには充分なスペースがあったが、そ

りながら歩き、北側のホー

の周囲は殆ど絶壁に囲まれ、天上界にぽっかりと浮かんだ別世界と
いう雰囲気であった。何よりもこれまで見たことのない新鮮で迫力

プ ア ー ム か ら ボー ト ア ウ
トするコースをはじめ、い

△モニュメント北のビーチに上陸。ここ

のある風景に思わずため息をもらした。眼下に俯瞰する湖は紺碧に

くつかの新ルートを増やし

から先は歩いて戻るしかない。

輝き、周囲をすべて取り囲む濃い緑の原生林は山の斜面を這い上が

ていった。何度歩いても必ず迷うが、全神経を集中して真剣勝負で

り、上部の草原帯との境にくっきりとした森林限界のラインを形作

臨めば必ず道は開ける。私はこのブッシュ・ウォークの醍醐味こそ

っている。湖の背景には氷河を抱くフィヨルドランドの峻峰群

は、正に私が目指す大自然ウォークの真髄なりと、以後ますますモ

Cathedral Peaks がどっしりと構え、北側にはケプラーの山並みが

ニュメント・ツアーにのめりこんでいく。そしてそれ以後、更なる

果てしなく続いている。私はまるで仙人になったような気分でしば

新コースの開拓に没頭する。

■スカイライン・ルックアウト・夢のヘリハイク

るが、殆どがタソックの草付で何とか歩けそうな感じであった。

ニュージーランドではセスナやヘリコプターを使った遊覧飛行

やがてロジャーは、「ここなら何とかなる」と最高ピーク付近の

が盛んで、日本でよりも遥かに手軽にチャーターすることができ

ほんのわずかな台地の上に絶妙の操縦で着陸した。そこはすでに

る。テ・アナウでもすでにグレイドハウス・ツアーなどに水上飛

１３００㍍の高山帯で、フィヨルドランドの高山特有の白いコケ

行機を活用していたが、馬力のあるヘリコプターはさらに広範囲

や芝生のように短くなった草やデイジーの咲き乱れる天上の別天

に利用できる。しかもヘリコプターは、ほんの少しのスペースさ

地であった。三角ピークが遥か下方に見え、見覚えのあるモニュ

えあればどんなところでもランディング可能、これをうまく利用

メント峰がさらに遠く低く、ホープアームの入江の向こうに浮か

すれば、これまで一日で歩けなかった山奥のコースも、日帰りで

んでいた。「後は本番で、道を見つけながら三角ピークまで行け

歩けるようになるだろうし、歩いては行けない隔絶された大自然

ば何とかなる。」私はこれで新コースはほぼ完成と、再びヘリに

の真っ只中に降り立つことも可能だ。

乗り込み、テ・アナウへ戻った。

このヘリコプターを使ったツアーは、すでにケプラー・トラッ

その後、ようやくこの新コースの下見をする機会がやってき

ク・ヘリハイクとして一般コースを作っていた。この間に私は

た。まだ正式なツアーではないので、テ・アナウに滞在している

テ・アナウのヘリ会社 Southern Lakes Helicopter のパイロット、ロ

旅行者の勇志を募り、あくまでも下見（Inspection）としてヘリ

ジャーと親しくなり、彼がフィヨルドランドの山と地形を知り尽

その他の実費を払ってもらい、空いた席にスタッフも便乗して研

くした大ベテランのパイロットであることを知ったのだ。私はそ

修も兼ねてヘリに乗り込んだ。この日の午前中は雲が厚く、その

の後、ケプラーのツアーに便乗して、空になったヘリに乗せても

合間をみてようやくヘリは三角ピークへと向かった。有視界飛行

らって、それまで目を付けていたフィヨルドランド奥地の山々を

のヘリにとって、視界を塞ぐガスは一番の大敵だ。万一着陸ポイ

幾度となく案内してもらった。ある時はケプラー山脈のど真ん中

ントが見えない場合には絶対に無理は禁物で、そんな時は戻るし

にあるジャクソン・ピークの頂上近くで下ろしてもらい、尾根を

かない。やはり無理かと思っていたその時、ロジャーはわずかに

下り、沢を遡行して、ケプラー旧道目指してブッシュ・ウォーク

開けた雲の隙間を見つけてすばやく着陸。我々を下ろしてすぐさ

を繰り返してテ・アナウへ戻ったこともあった。そしてある時、

ま戻っていった。「あー良かった。これで安心、大成功間違いな

以前から気になっていたマナポウリのあるピークの周りを飛んで

しだ。」と大喜びしたのもつかの間、あたりは一面真っ白なガス

もらったことがあった。

の中。私としても以前一度降りたことがあったとはいえ、一体こ

度々訪れていたモニュメント峰の対岸に、森林限界の上に飛び

こがどのあたりであるのか、まったく見当がつかない。

出した三角のピークと、さらに高く連なる美しい稜線の山があっ

私は一瞬、頭の中も真っ白になってしまったが、連れている皆

た。私はそれまでこの三角ピークまでは、下のホープアームのビ

にそれを見抜かれては絶対にならない。「まあとにかくこの尾根

ーチからの登山道をたどって歩いたことがあったが、標高差１０

を下れば三角山だ。」と大きな声を張上げ、いざ尾根を下り始め

００㍍以上の急登を往復するのは、ツアーとしてはハードすぎ

た。あの時単純そうに見えたその尾根は意外と複雑で、岩場を回

る。これをヘリを使えば充分日帰りの一般ツアーとなるはずだ。

りこみ、ピークを乗り越え、とにかく一番安全そうなルートを探

しかしこのピークからただ下っただけではあまりに単調だ。どう

しながら真剣勝負で下っていった。「これがもし主稜線から外れ

せならもっと奥の高いピークにヘリで下りて、縦走しながら最後

た支尾根であったら、三角山にたどり着くどころか、もしかした

の三角ピークで大休止、そこから草原帯を滑り降りて、森の入口

らまったく場違いな沢に向かっていたら大変なことだ。」などと

から一般トラックでホープアームへ。そこからマイクのボートで

不安もよぎるが口には出せない。かれこれ１時間も歩き、いい加

マナポウリへ戻る、という夢のようなツアーを考えていた。

減疲れたので、小広い尾根の広場で昼食を取ることにした。相変

というわけで、果たして三角ピークの奥にヘリがランディング

わらず視界は利かないが、雨でないのは幸いだ。私はサンドイッ

できる場所があるかどうか、そしてそこから三角ピークまで歩い

チを頬張りながら、皆に背を向けて、あたりの様子を必死でうか

て行けるものか、それが問題だった。天才パイロット、ロジャー

がっていた。すると一時片側のガスが途切れ、森林限界の頭がす

の運転するヘリは、三角ピークから尾根をなめる様に少しずつ上

ぐ下にあるのが見えた。私はその時、これが三角山に向かう正し

昇していった。その稜線をじっくり眺めてみると、細い岩場もあ

い尾根であるのか、はたまたまったく違う支尾根に迷い込んでし
まったのか、まったく見当がつかなかった。「三角山は何処にあ
るんだ。」と内心ため息をもらしふと目の前の大岩に目をやると
突然まるで狐につままれたような不思議な感覚にとらわれた。
「そうだ。この大岩は俺が以前下から歩いてきたあの三角山で
はないか。」その瞬間、周囲の風景が一変して、見る見るうちに
見覚えのある風景へと変わって行った。そこは間違いなくあの三
角山であった。このときの不思議な驚きと喜びは、今なお私の脳
裏に強烈に焼きついている。「さあ、ここまでくれば森の入口は
すぐそこだ。」私は何食わぬ顔をして、再び皆を連れ、確かに見
覚えのあるタソックの斜面の中にフミアトを見つけて、森の入口
目指して一気に駆け下りたのだった。 …TO BE CONONTINUED…
◀2000 年頃の居候スタッフ
Etsuko が書いた水彩デッサ
ン。左後ろは南の湿原からモ

△モニュメントの肩・展望岩からスカイライン・ルックアウトの山並み

ニュメント。手前お喋りアヒ

（後方左）濃い緑の左端が三角山。湖から見上げると鋭い三角のピークに

ルは長く居候していた仲良し

見える。その奥の森林限界上、最奥のピークにヘリでランディングして、

3 人娘。Noriko&Nobuko

手前の三角山まで縦走、その後、左の森に入り、湖へ直滑降。

「違いの分かる男
森に戯れ

平野洋一

上質を知る」

