日本の山旅

2021 年９月のお便り

●いつまで続くコロナ禍…このまま闇にのまれてはなりません
8 月に入り猛暑の夏が続いていましたが、半ばを過ぎてからは各地

コロナに負けぬブナと気多大社の気を送ります

で記録的な大雨と不安定な天候が未だ収まらない状況です。これも温
暖化による異常気象のせいでしょうか。遥か縄文時代には豊かな自然
に恵まれ、自然を崇め、大自然の摂理に従っていたのですが…。
近年、文明の名のもとに急激な開発発展が進み、大気汚染その他さ
まざまな害悪に、もう地球は悲鳴を上げているようです。コロナ禍も
異常気象も天が我々に与えた警告、試練といえるのでしょうか。
この異常気象の原因は地球の温暖化によるものといわれ、様々な要
因があるようですが、この地球上から森が減り続けていることも大き
な原因であることは間違いありません。原始の時代から豊かな森林に
覆われていた日本も、大自然の象徴であり一番大切なブナ原生林の多
くを伐採して杉やヒノキ、カラマツなどの植林を増やしていったこ
と。そして宅地造成のために自然林が伐採され、砕石のために山は壊
され、自然林はますます減少する一方。最近起きた山崩れの殆どは、
こうした自然林が失われたことが最大の原因で、いわば人災といえる
でしょう。本来、自然林の中の沢は雨が降っても濁ることはないが、
最近の川の増水はすぐに濁った茶色の濁流となり、その速度も極めて
速い。
これはニュージーランドでも同様で、かつては国土の殆どがブナや
マヌカの原生林だったものが、今では国土の８０％もが牧場や植林地
になっている。また開拓時代前までは、屋久スギやヤクタネゴヨウよ
りも遥かに太いカウリの巨木が占めていた北島も、今ではごく一部に
しかカウリの森は残っていない。唯一の救いは、残された２０％ほど
が国立公園や自然保護区として、その中では完璧に自然が守られたこ
と。しかもその中のブナ原生林は殆ど太古のままの姿で残っている。
だからニュージーランドでも、本当の自然の素晴らしさを体験するた
めには国立公園の中、しかもブナ原生林の中を歩くのが一番、日本と
同様に「ブナがあるところに本当の自然がある」のですね。ブナ原生
林の中の沢はどんなに大雨が降っても濁らないが、平地の牧場地帯の
川はすぐに濁流となり、しばしば洪水をもたらす。これも日本と同
様、自然林を伐採したツケは必ず跳ね返ってくるのです。
植林に降る雨水は、枝を伝うことなく、殆ど直接地面に落ちて地表
を流れる。一方、ブナの葉先に落ちた雨水は、その葉脈の構造により
全て小枝を伝い太い枝えへ、そして幹に集まり木の根元に流れ落ち
る。そして柔らかい腐葉土に浸み込み、毛細血管のように張り巡らさ
れた根に水を貯える。これが「ブナは水の神」と呼ばれる所以なので
す。雨の日にブナ森を歩くと、太い幹に滝のように流れ落ちる雨水の
風景を見ることができる。これはミズナラやほかの落葉樹では見られ
ないブナ特有のもので、ブナの偉大さを実感できる光景です。上に覆
いかぶさった葉が雨を遮るので、雨の日の雨宿りはブナの下が一番、

ブナは地球上で最も古くから存在する大自然の象徴
天の気と地の気を最大限に吸収して
無限のパワーを周囲に放つ
ブナ森を歩きブナの巨木に抱きついて、大いなる大自然
のパワーをいただき、あらゆる災厄に負けぬ
心と体を持つ、サウイウモノニワタシハナリタイ

針葉樹の下ではとてもそうはいかないのですね。
という訳で、平野ガイドが 30 年以上前からブナにこだわっていた
理由を、どれほどの人が理解しているでしょうか。最近ではようやく
ブナの素晴らしさを理解して、ブナ森を歩く感動を共有する人が少し
ずつ増えてきたのは嬉しことです。
雨ニモマケズ風ニモマケズ、コロナニモマケズ、大自然の気を吸収
して,平野ガイドと共にこれからの時代を元気に生きて行きましょう。

🌲🌲

９月の山旅・1 泊 2 日コース

🌲🌲

◆ 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

▼富士山の展望ピークと季節により移ろう花の高原ゆったり歩き▼

⑤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

▼筑波山の新しい歩き方・残された自然林・自然道を歩く▼

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

➅筑波山・人の少ない裏登山道コースで

備えましょう。9 月の山旅の山旅は三陸 2 コースのうち 1 本を実施しま

●現地参加：つくば駅集合・解散

●健脚度：２+～３

す。百名山とも無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
大自然と静かに向き合え本来の山歩きを楽しめる貴重な山旅です。三陸の

🌲１０月の山旅・ 世界一美しい日本の紅葉🌲

山旅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。

◆ 錦織り成す東北のブナ原生林で悠久のひと時を ◆

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

★10 月栗駒山、日本の山旅史上初の特上周遊コース★

◆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◆

■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

★健脚度：2+～３

…天馬尾根から秣岳へ、栗駒山随一の紅葉尾根縦走…
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、半年以上前からの

● 9 月 2７ 日 (月 )発 ● 現地参加料金 : \45,000(盛 岡 駅 集 合 ・ 解 散 ）

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

☞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

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

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

とりの部屋はすでに確保しているので、再募集、定員 4 名まで可能ですの

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

で、秋一番の山旅プランに加えてみませんか。

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
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、
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

■ 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、紅葉の山旅

★健脚度：３

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

★健脚度：３

● 9 月 2７ 日 (月 )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人ぞ知る大自然の桃源郷です。今回は宮古
から重茂半島の山奥の林道・森の入口から十二神山まで、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。

①10 月 1 日(金)

催行決定

②10 月８日(金)発 2 日間…臨時増発

● 現地参加料金:\45,000（一関集合・解散＊）
☞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
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
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

①盛岡（10:00 集合）＝山田町＝重茂＝十二神林道＝十二神巨木の森…△
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ＩＣ＝新花巻（1７:00 頃）

🌻９月の山旅・日帰り＆自宅送迎コース🚙

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
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
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
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

[出発日]: ①9 月１６日(木) ③１７日(金) ④24 日(金)

＊以下のコースの中から選択可能。いずれも 2 名から実施、

●現地参加料金：\10,000

●自宅送迎

：\4,000

▼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▼

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

●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狩野川源流を辿り八丁池へ

●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+

古道のブナ原生林を変則十字路まで往復します（1 日目）。
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
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…
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
湖(周遊㋭約４時間)＝厳美渓(見学 20 分)＝一関（17:48 発）
①☞現在２名で実施決定。あと 2 名まで可能、定員は 4 名です。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、このチャンス
を活かしたいものです
②☞須川高原温泉の部屋確保済、２名から実施、定員 4 名。
2 日目：下山後、栗駒御神水―花山村経由、栗駒高原駅で解散。

■ 神室岳 ・仙人沢新コース と南蔵王・屏風岳

■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

二口山塊の怪峰を仙人沢から往復する経験者向けコース ★ 健 脚 度 ： ３ +

●10 月10 日(日)発 ２日間 ● :\39,000（上毛高原駅集合・解散）

●１０月３日（日）発 ２日間 ●\45,000（白石蔵王集合・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

☞秋保温泉をベースに、神室岳（仙台）と南蔵王・屏風岳を巡る東北・

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

紅葉の山旅第 2 弾。神室岳は仙人沢から原生林の沢歩きで源頭部を目指

日間に分けてじっくりと探勝。車道歩きやスキー場コースを極力避けて、

す大自然ウォーク。多くの人が集中する蔵王山よりも静かな山歩きを楽

自然道を歩けるコース巡りを考えました。

しめる南蔵王では、刈田峠から芝草平経由、屏風岳を往復します。仙台

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…△

の奥座敷・秋保温泉・ホテル華乃湯、個室対応確保済です。①白石蔵王

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

(9:51 着)＝刈田峠…△杉が峰…芝草平…△屏風岳（往復㋭約４時間) )＝

分）＝高原の宿水芭蕉【泊】②＝玉原湿原…水源コース…ブナ平…セン

秋保温泉【ホテル華乃湯泊】②＝仙人大滝入口登山口…仙人沢…仙人大

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

滝分岐…ダンゴ平…△神室岳（往復㋭約４時間 45 分）＝白石蔵王(夕方

の大天狗）釈迦堂参拝(㋭計約 1 時間)＝上毛高原駅（18:25 発）

⇒10 月 1 日発栗駒山実施のため、2 名から実施。定員 4 名
＊今回は一人部屋対応となります。一人部屋追加料金：￥３,000

▼那須連山のはぐれ山・那須三本槍を源流コースから周遊▼

■ 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

2 日間

★健脚度：３

▼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1４日（木）発 ２日間 ●\45,000（新白河駅集合、解散）

●１０月24 日（日）発 ●\45,000(新白河集合・解散）あと 1 名で催行

☞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

☞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

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

で車で乗り入れ、原生林に囲まれた沢を辿り、ブナ、ダケカンバの尾根～

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

ハイマツ帯を越え、大展望の頂上へ。下山は大峠経由で登山口へ戻る周遊

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

コース、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

カット、ベストコースでゆったりと往復します。

きの真骨頂。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

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

をベースに会津のブナ森・笠が森山も周遊します。

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

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

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

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

…△大戸岳（往復㋭4 時間 30 分）＝下郷＝新白河（17：00 頃着）

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

■ 会津七ガ岳と二岐山、東山温泉

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＝

●１０月1４日（木）発 ２日間 ●\45,000(新白河集合、那須塩原解散）

新白河（17：00 頃着）

☞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

＊現在 2 名希望あり、あと 1 名以上で催行決定、定員は 4 名なので、残席

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

は 2。希望によっては 2 日目、歩きごたえのある大戸岳又は小野岳に変更も

が見える二岐山も加えた会津の山旅第 2 弾。
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・

■ 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

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

２日間

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

●１０月８日（金）発 ２日間 ●\45,000（飯山駅集合、越後湯沢解散）

時間）＝那須塩原（17:00 頃着）

☞最近話題の信越トレイル。全行程

＊10 月 14 日発はいずれかのコースを実施。先行予約優先、2 名から実施

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

■ 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

した行程で歩きます。鍋倉山ではブ

●１０月２２日（金）発 ２日間 ●\45,000（盛岡駅集合、解散）

ナ巨木・森太郎や巨木の谷を周遊、

☞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。

素晴らしい。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

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

ト・天水山も松之山口からベストコースで往復します。

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。

①飯山駅（9:43 着）＝鍋倉山登山口…巨木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…

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

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

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…△

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

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

（18:12 発）＊健脚度２のゆったりコースも可能です。

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）
＝岩手山焼走り溶岩流・宮沢賢治歌碑＝盛岡駅（17:00 頃着）

▼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▼

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

■秋の裏磐梯・雄国山と雄子沢＆デコ平ブナ原生林

ガ岳分岐…長池…△御在所岳…△南峰…表登山道（周遊㋭約３時間）＝

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

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2２日(金)発 ２日間 ● :\45,000（郡山駅集合・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

☞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

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

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

＊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

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、

イで下山も可能です。ホテルまで徒歩５分。

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。
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

▼ 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 ▼

（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

■ 狩野川源流から八丁池、天城古峰

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…

●１１月１１日（木）発 ２日間 ●\30,000（三島駅集合、解散）

（雄国沼往復 30 分）…雄子沢登山口（㋭約３時間)＝裏磐梯野鳥の森檜原

☞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

湖口…ブナ林…展望台（往復㋭約 1 時間 40 分）＝郡山(17:48 発）

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

＊１０月２2 日発はいずれかのコースを実施。先行予約優先、2 名から実施

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。

■10 月の日帰りコース：以下の 2 本、

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

▼晩秋のカヤト原とブナ林逍遥、フルーツの里を巡る秋の山旅▼

②焼山峠 から小楢山と乙女高原

●健脚度３～3+

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
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

●健脚度：２+～３

●10 月 19 日(火)● 現地参加:\10,000（塩山駅集合・解散）

\4,000

【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
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

☞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

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

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

▼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▼

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

■秋の大マテイ山と雁ヶ腹摺山

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

①１１月1８日（木）②１１月2５日（木）発

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

● 現地参加料金:\30,000（大月駅集合・解散）

ったり歩きで楽しめます。■塩山駅（9:00 集合）＝クリスタルライン

☞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

＝琴川湖＝焼山峠

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。

1527m…新道コース…展望岩…一杯水…△小楢山 1713m

２日間

★健脚度：2-3

\4,000

…小楢峠…旧道コース…焼山峠（周遊㋭約 3 時間 20 分）＝乙女高原

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

1670m…森のコース…富士見台…△ヨモギ頭 1725m…ブナ爺さん…冨士見

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

峠…草原のコース（周遊㋭約１時間３0 分）＝塩山駅(17:00 頃着

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

＊現在 2 名で催行決定、定員は 4 名なのであと 2 名空きありです。

ながらランチタイムを。①大月駅(9:00 頃集合)＝大峠…シオジの森…△大

▼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▼

①天城峠から天城古峰 ・秋のブナ森尾根を辿る
●10 月 28 日(木)

●現地参加：塩山駅集合・解散 ●健脚度：２+～３

● 現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散）

\4,000

樺の頭…△雁ヶ腹摺山…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…△大マテイ山…大ダワ…大トチの木…松姫峠
（㋭約４時間 15 分)＝小菅の湯（入浴休憩各自）＝大月駅（17:00 頃着）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

☞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

■その他、11 月以降の日帰りコースは次回「9 月のお便り・その２」で

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。

ご案内します。高尾山の新コースもありますのでお楽しみに！

🚙いずれも自宅送迎あり（横浜周辺は 6：00 頃ピックアップ）: \4,000

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◀ 1998 年から日本の山旅で

🌲 11 月の山旅は御在所岳、伊豆天城、小菅村 1 泊 2 日コース🌲

９万㌔走りまくった４代目平

■御在所岳・武平峠コースと三人山新周遊コース

野ノア号。大任を果たし、９

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

月からは５代目ノア号にバト

●11 月４日（木）発 ２日間

★健脚度：２～３

ンタッチ。さらにグレードア

● 現地参加料金:\42,000（桑名駅集合・解散）

ップして皆さんを日本の山旅

☞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

にご安内します。９月以降、一番乗りはどなたでしょうか。乞うご期待！

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

■コロミコ・トレック連絡先：☎/ FAX: 045-481-0571

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

■平野携帯：080-5665-9186

が美しい三人山を巡る新コース。

✉ koromiko2@pop07.odn.ne.jp

