日本の山旅 2021 年８月のお便りその１

しかし残念ながら、結果的には今時を上回る超ロング、スロー山行とな
ってしまったのでした。この難行山行は、様々な要因が重なり合い、半ば
必然的にもたらされたアクシデントといえるでしょう。この時のいきさ

⛰8 月－1１月ツアー・臨時増発募集開始🌲

つ、原因の分析、反省及び山歩きの注意点に関しては次回「８月のお便
り・その２」でお伝えします。
さて、１回目の鳥海山ツアーを終えた平野ガイドは、次のツアーまでの
金山と天童で３泊して、甑山ほか周辺の山を歩きまくりましたが、異常な
高温の中、大汗でかなりの体力を消耗、東北の低山はアブの猛攻に閉口し
ました。それでも毎日の温泉で疲れを癒し、７月３１日からはいよいよ２
回目の鳥海山ツアーです。今回は３人とも健脚ぞろい、快調ペースで久し
ぶりにラクで楽しい山行となるはずでしたが…。
今回の鳥海山は２本とも予備日を設けていたので、いずれも作戦大成
功。１本目は２日目に女甑の大カツラブナ森歩きで軽い足慣らし、３日目
に本番の鳥海山という無難な日程に。二本目はリベンジの鳥海山を２日目
に歩きたいところ、天気の状況を間際まで見極めて３日目に変更。この判
断が功を奏し、まる１日好天に恵まれ、イワギキョウ、イワブクロ他、史
上最高のタイミングで花の絶頂期にあたり、ベテランの参加者も大満足・
大成功の山旅となったのでした。
…この続き、及び「平野ガイド東北行脚の山旅 13 日間」エピソードは

🔺１０月初旬の栗駒山。ウラシマツツジやナナカマドの紅葉が絨毯のように山肌を覆う

次回＜8 月の山旅その 2＞でご案内します。…乞うご期待…
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8 月になり、以前猛暑と不安定な天候続きですが、皆さんいかがお過ご
しですか。全く頼りにならない日本国リーダーや関係各省の不甲斐なさに

▼🌻8 月花の山旅、早池峰山と五葉山、緊急大募集！⛰

もういい加減ウンザリです。これ以上貴重な人生のひと時を無駄にしない

★８月 22 日発は 3 名で実施の予定でしたが、2 名キャンセルとなってし

ために、今私たちがすべきことは、これまで同様のコロナ対策を万全に、

まったため、急遽鳥海山参加者の 2 名が加わり、3 名での催行が復活。個

ワクチン接種で自己防衛、そして大自然の気をもらいに山へブナ森にでか

室をキープしていた遠野のホテルもキャンセルすることなく、ホッと一

けさらに免疫力を高めることです。そのためにも、平野ガイドがご案内す

息、と思ったら再び 1 名が都合によりキャンセルとなったところ、再び救

る人の少ないブナ森を大自然貸切りで歩ける山旅が一番です。少人数で誰

いの女神登場、めでたく３名での実施が復活しました。シーズン最後の花

もいない本来の大自然の中で、思いっきり深呼吸、ブナの巨木から大いな

の山旅スぺシャルです。あと１名残席あり、幸運な人いませんか🌻

る気のパワーをいただける、平野流山歩きの良さがこれからは最大限に発
揮される時代がようやく始まるのですね。

⛰7 月の山旅は鳥海山と月山 3 日間スペシャル 2 本実施⛰
鳥海山は日本の山旅の中でも最上級の健脚向けコースゆえ、最近のゆっ

■早池峰山と五葉山 ・ 日の出 岩から黒 岩へ 、 遠 野 物 語
北 上 山地 の名 山、 花の 山 旅
①8 月 20 日(金)

★健脚度：２－３

②8 月 22 日(日)発 2 日間

たり歩き中心の平野ツアーの予定に組むことは滅多にありませんでした。

● 現地参加料金:\43,000 （新花巻集合・解散）

しかし昨年実施された健脚グループが悪天続きのため再度リベンジで挑む

☞高山植物の宝庫、早池峰山と三陸の名山・五葉

ことになり、新規の希望もあり 2 本催行されることになったのでした。通

山を花のベストシーズンに訪れます。早池峰山は

常では 2 名での実施は不可能ですが、一方のグループがゆったり歩き組で

小田越まで車乗り入れ一番歩きやすい小田越から

あったため敢えて 2 回に分けたのでした。

最短かつ最も花が豊富な正面コースで往復。民話

平野ガイド日本の山旅では、この 30 年間、鳥海山は主に健脚グループ

の里遠野に泊まり、五葉山は赤坂峠から日の出岩

を対象として 10 回以上実施してきましたが、時には健脚組の中に超ゆっ

まで往復します。今回は時間があれば、日枝神社から奇岩・黒岩まで往復（約

たり歩きの人が混じることも、またかつて健脚であってもすでに弱ってし

1 時間）も可能、日の出岩と関連のある神域/パワースポットを訪れます。釜

まった人もいて予定が大幅に狂ったこともありました。最近では 5 年ほど

石自動車道開通でアプローチも便利に、2 つの山をベストコースで効率的に巡

前に、かつて山の会で一番の健脚の女性が久しぶりに参加した際、新山の

る、平野ガイド特選・東北花の山旅スぺシャルです。

岩場歩きは得意のはずと案内してしまったのが間違いのもと。かつての面

①新花巻(10 時頃集合)＝赤坂峠…畳石…賽の河原…石楠花山荘…△五

影は全くなく、途中から一般の人の倍以上のスローペースとなり、七高山

葉山（…日の出岩往復 30 分）日枝神社…石楠花山荘…畳石…赤坂峠

からの下りは 3 倍ペース、遂には 6 合目からの途中でヘッドランプを使う

（㋭約３時間３０分）＝遠野【ホテルあえりあ遠野泊】②＝小田越…

という超ロング山行となったのでした。

△早池峰山（往復㋭約時間)＝東和温泉（入浴休憩各自）＝宮沢賢治記

そこで今回の 1 回目鳥海山はこの時の失敗を踏まえての対策として、従

念館・賢治の東屋（午後のコーヒータイム）＝新花巻(17:00 頃着)

来より早い朝 5 時出発、連泊なので時間をたっぷり使い、どんなにゆっく

☞①８月２０日発は新規募集、ホテルはシングルルームで確保済。2 名

りでも明るいうちに下山できる万全のプランで臨みました。これまでの経

から実施、申し込み締め切りは８月１６日。

験では新山まで歩けるのは健脚組のみ、ゆったり歩きの場合は七高山を終
点とすることは鉄則、絶対に無理は禁物です。
本来、秡川 5 合目登山口から七高山まで往復 8 時間、休みを入れても
10 時間あれば充分といったところ。登山口を朝 5 時半に出発すれば午後
３時半、どんなにスローペースで歩いても２時間ゆとりを見ても５時半か
ら６時には戻れる。この時期の日没は７時前なので、最悪７時半頃までは
ヘッドランプなしで歩けるという超ゆとりの時間計算でしたが……。
△日の出岩と

↗黒岩頂上の重なる巨岩・古代巨石文明の痕跡か

★10 月栗駒山、日本の山旅史上初の特上周遊コース★
…天馬尾根から秣岳へ、栗駒山随一の紅葉尾根縦走…
▼秋の東北・ブナの山旅一番乗り…栗駒山大募集▼

▼季節により移り変わる花とフルーツの里を巡る ・🍑から🍇▼

➅焼山峠から小楢山、乙女高原 日帰りコース

10 月初旬、東北の山で一番早く紅葉を楽しめる栗駒山のベース・須川

●現地参加：塩山駅集合・解散

高原温泉は、シーズン中の部屋を確保することが非常に難しく、半年以

▼筑波山の新しい歩き方・残された自然林・自然道を歩く▼

上前からの予約が必要です。今年は 3 名グループの希望があり、いち早
く部屋を押さえていたのですが、突然の不都合によりキャンセルとなっ
てしまいました。ゆとりの部屋はすでに確保しているので、再募集、定

●健脚度：２+～３

➆筑波山・人の少ない裏登山道コースで
●現地参加：つくば駅集合・解散

●健脚度：２+～３

員 4 名まで可能ですので、秋一番の山旅プランに加えてみませんか。

■ 栗駒山から天馬尾根（秣岳）と世界谷地
秋の栗駒山と世界谷地～栗駒古道のブナ原生林、黄葉の山旅

①10 月 1 日(金)

★健脚度：３

②10 月８日(金)発 2 日間…臨時増発設定しました！

▼９月は三陸の山旅と伊豆の山旅・大自然貸切りで歩く！▼
◆ ９月の山旅 ：頑張ろう東北・三陸復興国立公園、ブナ森の穴場を！◆
暑い夏が終わり 9 月半ばになると快適な山旅の季節となります。夏の暑
さで疲れ果てた心身を鍛え直し、10 月からの東北・紅葉のブナの山旅に

● 現地参加料金:\45,000（一関集合・解散＊）

備えましょう。9 月の山旅の大本命は三陸の山旅 2 コース。百名山とも無

☞これまでの栗駒山は、須川温泉からの往復コースでしたが、昭和湖から

縁なマイナーな山域ゆえ、興味を持たない人も多いのは勿体ないです。平

の段差の階段道は年々荒れて歩きにくくなる一方です。そのため平野ガイ

野ガイドが開拓したコースはいずれも三陸の山旅再発見、大自然と静かに

ドは、往復コースではなく、下りに天馬尾根から秣岳へと下る周遊コース

向き合え本来の山歩きを楽しめる貴重な山旅なのです。三陸の山旅 3 コー

を考えました。この尾根コースは階段のない本来の自然道の山道で、上部

スをまだ歩いたことのない人は、是非平野ガイドと共に歩きましょう。

灌木帯や湿原の紅葉、下部ではブナ原生林の黄葉を楽しめる特上の周遊コ
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ースです。これまで何度も栗駒山を歩いた人にもお勧めの平野ガイドいち

◆三陸で見つけた原生林ウォークの理想郷・古の自然道を歩こう◆

おしの新しい栗駒山の歩き方です。
栗駒山の南面は広大なブナ原生林に覆われ、世界谷地の湿原側から栗駒

■遠島山と安家森 、 平庭高原 三陸の山旅そ の１
三 陸 随一 のブ ナ原 生林 と 日本一 の 白樺 林

古道のブナ原生林を変則十字路まで往復します（1 日目）。

★健脚度：2+～３

①一関(10:07 着)＝世界谷地入口駐車場…△世界谷地湿原…栗駒古道変則十

● 9 月 26 日 (日 )発 ● 現地参加料金 : \45,000(盛 岡 駅 集 合 ・ 解 散 ）

字路…駐車場(往復㋭約２時間 30 分)＝須川高原温泉【泊】②…名残ヶ原…

☞北上高地の山を巡る三陸内陸部の山旅。遠島山、安家森、平庭高原など

自然観察路…産沼…△栗駒山 …天馬尾根…△秣岳…高原道路登山口…須川

を巡ります。巨木のある素晴らしいブナ林と足に優しい自然道の遠島山

湖(周遊㋭約４時間)＝厳美渓(見学 20 分)＝一関（17:48 発）

は、往復５キロの林道歩きを４駆のノア号でカット、無駄のないゆったり

①☞３名で実施決定でしたが、グループの都合でキャンセルとなりまし

歩きが実現しました。日本一シラカバ林が美しいといわれる平庭高原・平

た。秋の栗駒山一番人気の宿・須川高原温泉の３室を確保済のため、こ

庭山荘泊、さらに充実内容のツアーとなりました。北上高地北部の名山、

のチャンスを活かしたいものです。３名から実施、残席４あり。

安家森もプラスしました。① 盛岡駅(10:31 着)＝葛巻＝△安家森（往復㋭

②☞須川高原温泉の部屋確保済、２名から実施、定員 4 名まで

約 2 時間 40 分) ＝平庭高原【平庭山荘泊】②＝遠島山荘…△遠島山（往

2 日目：下山後、栗駒御神水―花山村経由、栗駒高原駅で解散

🌻９月の山旅・日帰り＆自宅送迎コース🚙
[出発日]: ①９月３日(金) ②４日(土) ③１０日(金) ④12 日(土)

＊以下のコースの中から選択可能。いずれも 2 名から実施、
先行予約優先ですので、申し込みはお早めに。

●現地参加料金：\10,000

●自宅送迎

復㋭約 2 時間)＝早坂高原（シナノ木巨木）＝盛岡 (17:50 発)

■ 十二神森と霞露ガ岳、宮古 三陸の 山旅その 2
… 重 茂半 島 最深 部に 残さ れた ブ ナ原 生林 の聖 地

● 9 月 28 日 (火 )発 ● 現地参加料金: \45,000（ 盛 岡 /新 花 巻 ）
☞東北のブナ森の中でも、最も原

：\4,000

生状態が保たれた十二神の森。今
では訪れる人稀な原始の森は知る

■伊豆の山旅日帰りコース ：三島駅集合・解散

人ぞ知る大自然の桃源郷です。今

▼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▼

回は宮古から重茂半島の山奥の林

ミ

道・森の入口から十二神山まで、

カサヤマ

①伊豆山稜線歩道・三蓋山 ～ブナ森周遊 ●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▼

②二本杉峠（旧天城峠）から天城古峰

さらにブナ原生林の素晴らしい自
然道をじっくりと歩き、静寂に包
まれた巨木の森で大自然の気を存

●健脚度２+～３

▼ 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▼

③野川源流を辿り八丁池へ

★健脚度：３

▶十二神の森入口・自然道のブナ原生林

分に吸収して悠久のひと時を過ごします。三陸山田町から太平洋岸に突
き出した船越半島の霞露ヶ岳は、内陸の登山口から海へと下る最も楽な
コースで。①盛岡（10:00 集合）＝山田町＝重茂＝十二神林道＝十二神巨

●健脚度３～3+

▼天城随一のブナ原生林、二本杉峠から小僧山、猿山へ▼

④天城猿山～小僧山・滑沢峠から往復 ●健脚度３～3+
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木の森…△十二神山（周遊㋭約３時間)＝宮古【休暇村陸中宮古泊】②＝神
社登山口…△霞露ヶ岳…漉磯海岸(㋭約３時間)＝釜石＝遠野・道の駅風の
丘＝東和 IC＝宮沢賢治記念館＝新花巻（1７:00 頃）

▼ 湯ヶ島温泉をベースに天城随一のブナ原生林を貸切りで ▼

■ 天城峠から天城古峰、三蓋山のブナ森周遊

■玉原高原ブナ林・尼ガ秀山とブナ平
関東で一番近いブナ林、紅葉の山旅 ベストコースで

★健脚度：２～３

●9 月17 日（金）発 ２日間 ●\30,000（三島駅集合、解散）

●10 月10 日(金)発 ２日間

☞伊豆山稜線歩道への最短コース、天城旧トンネルから天城峠へ。天城古

● 現地参加料金:\39,000

道とブナ尾根を辿り、天城古峰へ大自然貸切りのゆったり山歩き。天城へ

（上越新幹線上毛高原駅集合・解散）

の入口・湯ヶ島温泉泊、太郎杉林道終点から二本杉峠―三蓋山も周遊。

☞首都圏から一番近いブナ林・玉原高

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

原を、高原の宿に１泊してゆとりを持

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

って歩きます。玉原湿原を取り巻く２

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

つの山とブナ林の見どころを、２日間

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

に分けてじっくりと探勝。車道歩きや

…分岐三方…伊豆山稜線歩道…△三蓋山 1013m…△猫越岳…ブナ平…ブ

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。

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

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…△

約４時間）＝伊豆村の駅＝三島駅（17:00 頃着）

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

△ブナ平はブナ純林の真っ只中

分）＝高原の宿水芭蕉【泊】②＝玉原湿原…水源コース…ブナ平…セン

🌲１０月の山旅・ 世界一美しい日本の紅葉🌲

ターハウス（周遊㋭約３時間）＝迦葉山弥勒寺駐車場…天狗堂（日本一
の大天狗）釈迦堂参拝(㋭計約 1 時間)＝上毛高原駅（18:25 発）

◆ 錦織り成す東北のブナ原生林で悠久のひと時を ◆
▼会津の山新コース 2 本。東山温泉をべースに静かな秋の山旅！

■ 会津大戸岳と小野岳、東山温泉
関東で一番近いブナ林、紅葉

★健脚度：３

●１０月15 日（金）発 ２日間 ●\45,000（新白河駅集合、解散）
☞会津の山旅シリーズ第一弾。今なお自然林に囲まれ、昔ながらの自然道
を歩ける 2 つの山を、会津の名湯・東山温泉をベースに、静かな秋の山旅
を満喫します。小野岳は一番楽な大内宿側から往復、闇川から歩くと結構
長い大戸岳も、車で林道奥の登山口まで乗りれ、往復 4０分の林道歩きを
カット、ベストコースでゆったりと往復します。
①新白河（9:10 着）＝会津田島＝大内宿＝大内登山口…尾根鉄塔…△小野
岳…大内登山口（㋭往復２時間 40 分）＝東山温泉【東山グランドホテル
泊】②＝闇川＝荒俣林道闇川登山口…五合目小屋跡…中ツ手清水…風ノ三郎
…△大戸岳（往復㋭4 時間 30 分）＝下郷＝新白河（17：00 頃着）

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

■ 会津七ガ岳と二岐山、東山温泉

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。

●１０月17 日（日）発 ２日間 ●\45,000(新白河集合、那須塩原解散）

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

☞会津田島町の南西に連なる七ガ岳への登山コースの中で、現在林道アプ

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

ローチが唯一可能な黒森沢登山口から頂上を往復。福島県内のすべての山

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、黄

が見える二岐山も加えた会津の山旅第 2 弾。

葉を堪能したいものです。

①須賀川（9:1５集合）＝二岐温泉＝御鍋神社登山口…ブナ平…△二岐山・

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

男岳（㋭往復約２時間 50 分）＝東山温泉【東山グランドホテル泊】②＝会
津田島＝針生＝黒森沢登山口…黒森沢出合…護摩滝…△七が岳（往復㋭約 4

■ 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

時間）＝那須塩原（17:00 頃着）

２日間

●１０月８日（金）発 ２日間 ●\45,000（飯山駅集合、越後湯沢解散）
☞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
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

■秋の南八甲田・紅葉の赤沼と雛岳～安比ブナ
八甲田随一のブナ原生林を巡るゆったり山旅

★ 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

●１０月21 日（木）発 ３日間 ● :\65,000（新青森集合・盛岡解散）

しい。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

⇒紅葉の赤沼・巨木の森を平野流新ルートで周遊、猿倉温泉と大湯温泉に泊

水山も松之山口からベストコースで往復します。

まり、蔦の森、奥入瀬ブナ巨木・森の神、十和田湖・御鼻部山や樹海ライン

①飯山駅（9:43 着）＝鍋倉山登山口…巨木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…

などの紅葉ドライブも含めた秋の八甲田ゆったり山旅スペシャルです。3 日

茶屋池（㋭約３時間 30 分）＝戸狩温泉【四季彩の宿かのえ泊】②＝天

目には紅葉絶頂の安比ブナ林をプラスしました。

水山松之山登山口…ブナ林…△天水山（往復㋭約３時間）＝越後湯沢駅
（18:12 発）＊健脚度２のゆったりコースも可能です。

①新青森(9:50 着）＝道の駅アッ

🌲 11 月の山旅は御在所岳、伊豆天城、小菅村 1 泊 2 日コース🌲

プルヒル＝県民の森…△梵珠山
（周遊㋭約 2 時間 30 分）＝城

■御在所岳・武平峠コースと三人山新周遊コース

ヶ倉大橋＝水連沼＝猿倉温泉【猿

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

倉元湯泊】②＝仙人橋…△赤沼…
巨木の森ルート…仙人橋（㋭約２

●11 月 5 日（金）発 ２日間

時間 30 分）＝奥入瀬渓流（阿修

● 現地参加料金:\42,000（桑名駅集合・解散）

羅の流れ付近散策（㋭約 20 分）

☞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

＝奥入瀬バイパス＝森の神（日本一ブナ往復 20 分）＝御鼻部山＝十和田

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

湖北岸紅葉ドライブ＝甲岳台展望台＝大湯温泉【龍門亭千葉旅館泊】③＝

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

道の駅かづの＝安比高原＝ブナの駅（安比ブナ林周遊㋭約２時間）＝焼走

が美しい三人山を巡る新コース。乗り換え不便な湯の山温泉駅（近鉄湯の

り溶岩流＝小岩井農場入口売店＝盛岡（18:15 発）

山線）を止めて、桑名駅(JR)集合・解散としました。
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

■ 七時雨山と安比ブナ林、稲庭岳
秋のブナ林ゆったり山旅＋新安比温泉

★健脚度：２～３

ガ岳分岐…長池…△御在所岳…△南峰…表登山道（周遊㋭約３時間）＝

★健脚度：２―３

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

●１０月２４日（日）発 ２日間 ●\45,000（盛岡駅集合、解散）

…△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

☞田代平高原から優美な双耳峰を擡げる七時雨山を紅葉の季節に訪れます。

…登山口（周遊㋭約３時間）＝菰野 IC＝桑名 IC＝桑名駅（17:45 発）

新安比温泉に一泊して、ブナ新緑の美しい安比ブナ二次林と稲庭岳もベスト

＊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

コースで周遊、秋のブナ林と温泉で癒されるゆったり山旅です。

イで下山も可能です。ホテルまで徒歩５分。

①盛岡＝安比高原ブナの駅…巨木の森…ブナ二次林…白いブナ林…ブナの

▼ 湯ヶ島温泉をベースに天城随一のブナ原生林を貸切りで ▼

駅（周遊㋭約 2 時間）＝名水岩誦坊＝稲庭高原登山口…ブナ悠々の森…△
稲庭岳…稲庭高原（㋭１時間 30 分）＝新安比温泉【静流閣泊】②＝七時

■ 狩野川源流から八丁池、天城古峰

●健脚度３～3+

雨山田代平登山口…三合目…△七時雨山北峰…△南峰（往復㋭約３時間）

●１１月１２日（金）発 ２日間 ●\30,000（三島駅集合、解散）

＝岩手山焼走り溶岩流・宮沢賢治歌碑＝盛岡駅（17:00 頃着）

☞狩野川の源流・本谷川を遡行して、最上部の源流から八丁池を目指す平

▼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▼

野流大自然ウォーク。水生地の駐車場から殆ど人と出合わないルートを歩

■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

★健脚度：２－３

き、八丁池南岸の別天地で大自然貸切りのランチタイムを。湯ヶ島温泉
泊、天城旧トンネル登山口から天城峠―天城古峰も加えました。
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

●１０月2２日(金)発 ２日間 ● :\45,000（郡山駅集合・解散）

旧トンネル登山口…天城峠…天城古道…△天城古峰 941m…ブナ尾根ルー

☞6 月の山旅で大好評だった裏磐梯のブナ森を、紅葉の時期に再訪です。新

ト…天城峠…天城旧トンネル登山口（周遊㋭約３時間）＝湯ヶ島温泉

緑の素晴らしいブナ原生林は、紅葉の時期もまた全く異なる錦絵の世界とな

【リブマックスリゾート天城湯ヶ島泊】＝水生地駐車場…八丁池御幸歩道登

り、2 度以上訪れたいものです。デコ平、雄子沢ブナ林、中津川渓谷など、

山口…本谷川下降…滑滝…狩野川源流…涸れ沢～ブナ尾根ルート…八丁

紅葉のベストシーズンに訪れます。交通便利な郡山発着としました。

池…御幸歩道出合…水生地歩道…水生地駐車場＝三島駅(17:00 頃着

①郡山＝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

▼毎年一度は歩きたい奥多摩一番の自然林＆自然道、晩秋の季節に▼

（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…
（雄国沼往復 30 分）…雄子沢登山口（㋭約３時間)＝郡山(17:48 発）

■ 那須三本槍岳と笠が森山、東山温泉
那須連峰唯一の自然林コース、大峠林道復旧

★健脚度：３

■秋の大マテイ山と雁ヶ腹摺山
①１１月19 日（金）②１１月26 日（金）発

２日間

★健脚度：2-3

● 現地参加料金:\30,000（大月駅集合・解散）

\4,000

☞奥多摩周辺で最も自然林が残された大マテイ山を晩秋の季節に。腐葉土
と落葉の山道は足に優しく、何度でも歩きたくなる大穴場スポットです。

●１０月24 日（日）発 ２日間 ●\45,000(新白河駅集合,那須塩原解散）

まだの人は是非一度歩いてみてください。2 度目以上の人も毎年一度は歩

☞那須連峰のはぐれ山・三本槍岳を福島県側から周遊。大峠林道を終点ま

く価値ありです。雁ヶ腹摺山は大月から林道を大峠まで乗り入れ、シオジ

で車で乗り入れ、原生林に囲まれた鏡沼からブナ、ダケカンバの尾根から

の森～大樺の頭経由で周遊します。頂上から五百円札写真の富士山を眺め

ハイマツ帯から大展望の頂上へ。下山は大峠経由で登山口へ戻る周遊コー

ながらランチタイムを。

ス、無用の林道歩き往復 2 時間をカット,自然道のみを歩く平野流山歩き。

①大月駅(9:00 頃集合)＝大峠…シオジの森…△大樺の頭…△雁ヶ腹摺山…

交通便利な東北新幹線利用で効率的なアプローチ、東山温泉をベースに会

大峠（周遊㋭約４時間) ＝小菅村【廣瀬屋旅館泊】②＝松姫峠…△鶴寝山…

津のブナ森・笠が森山も周遊します。

△大マテイ山…大ダワ…大トチの木…松姫峠（㋭約４時間 15 分)＝小菅の

①新白河（9:10 着）＝新甲子トンネル＝道の駅下郷＝日暮ノ滝＝大峠林道

湯（入浴休憩各自）＝大月駅（17:00 頃着）

終点登山口…鏡ヶ沼…尾根分岐…△三本槍岳…大峠…登山口（㋭周遊３時間

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

20 分）＝東山温泉【東山グランドホテル泊】②＝諏訪峠＝下の登山口…鶏

■その他、11 月以降の日帰りコースは次回「8 月のお便りその２」でご

峠…△笠が森山…上の登山口…下の登山口（周遊㋭２時間 40 分）＝下郷＝

案内します。高尾山の新コースもありますのでお楽しみに！

須賀川（17：00 頃着）
＊１０月２１日発から 24 日発の 4 本はいずれかのコースを実施。先行予約

■コロミコ・トレック連絡先：☎/ FAX: 045-481-0571

ですので、お申し込みはお早めに。

■平野携帯：080-5665-9186

✉ koromiko2@pop07.odn.ne.jp

