
日本の山旅 2021年11月のお便り 

🔺栗駒山・天馬尾根の紅葉は栗駒山のコース中一番のスポット 

■10 月 1 日発・栗駒山は台風とすれ違い、山旅レポート🌀 

今回のツアーでは、台風が通過する 10 月 1 日に無事新幹線

が一関着、まだ雨の中、世界谷地湿原～栗駒古道のブナ森歩きの

後、須川高原温泉泊。翌日は台風一過の快晴の中、栗駒山から天

馬尾根・秣岳を最高のコンディションで歩く予定でしたが…。 

天気予報では 9 時くらいから晴れる予定で、朝食代わりの弁当

を 6 時にピックアップ、1 日ゆったりと上部の紅葉を楽しめる

時間をたっぷり取れる段取りは万全。今回の周遊コースは、須川

温泉から産沼経由で栗駒山へ（昭和湖からの正面コースは火山 

ガス規制で通行止め）。下山は正面コースを天狗平へ、さらに天

馬尾根を下り、秣岳まで気持ちの良い尾根歩きで高原道路へと下

る特上の周遊コース。このコースは、下山口から出発点の須川温

泉まで、2.7 ㌔の車道歩きがプラスされるので、健脚元気組向け

のコースとなっている。無用の車道歩きの大嫌いな平野ガイドは 

この余分な体力消耗を避けて一般向けのコースとするために、い

つものように、効率的な車回送プランを考える。一番楽な方法は 

出発前に車を下山口にデポして、宿の車で戻るという作戦だが忙

しい宿はこうしたサービスは一切できないという。ならばどうす

るか。一つは秣岳の下山途中から平野ガイドが先行して下り、宿

まで戻って車を下山口まで運ぶという方法。これは他の周遊コー

スでもよく使う方法で、単調で安全なコースでは問題ないが、秣

岳からの下りは、一部歩きにくい危険個所もあり、各自で歩かせ

るわけにはいかない。そこで考えた最終うプランは、6 時の出発

前に一人で車をデポして歩いて戻るという作戦。2.7 ㌔の車道歩

きも、荷物なしなら朝の散歩という感じでさほど苦にならないだ

ろう。ということで、まだ夜が明けきらぬ早朝、2 日前の下見で

登山口に一番近い路肩スペースに車をデポして、2.7 ㌔の早朝散

歩で宿に戻る。昨日去った台風は遥か東の海上、さぞや今日は台

風一過の快晴になるだろう。しかし天気予報とは裏腹に、急に雲

行きが怪しくなり、小雨が降り始める始末。やはり山の天気はそ

う簡単に回復するものではないのだ。しいかし宿の番頭さんの

「9 時頃からは良い天気になるよ」という言葉を信じて、雨具完

全装備でいざ出発。頂上に着く頃には天気も良くなり、メインイ

ベントの天馬尾根では絶好調の紅葉の中、史上最高に楽しい山行

となることだろう…。 

 やがて雨は止み、そのうち必ず青空が広がるだろうという期待

空しく、頂上が近づくにつれ風は強まる一方。頂上にはたくさん

の登山者がひしめき合い、かろうじて空いたスペースでコーヒー

タイムでしばし休憩。やはりこの時期、人気の栗駒山は多くの人

が集中するが、中央コースが閉鎖となった今、殆どの人が長い登

りの産沼コースから往復、または反対側のイワカガミ平からいず

れも往復コースを歩くことになる。いずれも変化に乏しい単調で

見どころも少ないコースで、栗駒山の魅力を味わえるものではな

い。栗駒山の紅葉を最大限に味わうには、ただ頂上を往復するの

ではなく、この天馬尾根から秣岳を含めた周遊コースが一番だ。

ただ一般コースよりも体力を要し、最後の車道歩きもあることか

ら、歩く人は少ない。 

 この日も殆どの人が、往路を引き返すか、イワカガミ平方面に

下るようで、天馬尾根に下る人は極めて少ない。そのうえ、尾根

方面からの風も次第に強まり、途中まで行った人も引き返してく

る始末。確かに吹きさらしのヤセ尾根は強風時は特に要注意、一

瞬の油断で飛ばされてしまう、谷底へ？ 「姿勢を低く、時には

四つん這いになって歩けば大丈夫、ストックは 1 本で短く、フ

ードをしっかり締めて」大声で皆に注意を促し、おそらくメンバ

ーはこれまで経験したことのないような強風の中、真剣勝負で細

い尾根を下って行く。時折下から来る登山者が「この先のコル付

近はとても歩ける状況ではないよ」と暗にやめた方がいいと頼り

なさそうな我がパーティーに声をかける。これが普通のツアーで

あったら、間違いなく引き返すはずだが、これまで百戦錬磨の嵐

強風経験のある平野ガイドは、怯まずなおも進む。 

 やがて番風の強そうなヤセ尾根のコル付近に来ると、一人が先

に進めず難渋している。平野ガイドは彼女の手を取り低姿勢歩行

で悪場を乗り切り、笹に囲まれた下りになるとようやく風は収ま

り（さえぎられて）ホッと一息。風の危険は回避されたものの、

今度は前日の雨で泥濘となった長い下りにしばし耐えると、よう

やく天馬尾根下部の湿原帯に到達。草紅葉の美しい風景に感動し

ながら楽しい尾根歩きの後、尾根随一の絶景展望岩で遅めのライ

チタイム。2 日前の下見で見つけた絶景の紅葉スポットで、ここ

まで来れば秣岳はすぐ近く。しかし風は相変わらず強く、寒さの

中、残りのおにぎり弁当を岩陰で食べ、早々に退散。ガスも濃か

ったので期待していた絶景は見られなかったものの、長い道のり

を歩き通したという満足感で秣岳を越え、無事、下山口へと降り

立ったのでした。ここから 2.7 ㌔の車道歩きがあったなら、み

なぐったりと疲れ果てていたところを、登山口の目の前に車があ

ったので、皆大喜び。平野ガイドの車回送術大成功の山旅でし

た。メデタシめでたし。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

10 月の山旅はその後＜小楢山と乙女高原＞と＜那須三本槍岳と

笠が森山＞の 2 本ありましたが、この山行レポートは 12 月の

お便りで。 

 

 

 

 



 

🌲伊豆の山旅再発見・知られざるブナ森🌲 

…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… 

伊豆の山の素晴らしさについては、以前も紹介

しましたが、もう一度改めてお話ししましょう。

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  △神秘的なブナ森 

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しょう。 

伊豆の山といえば誰もが皆、一度は天城山（万次郎岳、万三郎岳）

を歩いたことがあるでしょう。伊豆で一番人気のこの山には多くの人

が集中するので、登山コースは年々荒れる一方で、段差の階段や抉ら

れた登山道は、ますます歩きにくくなってきているのは、有名人気の

山の常といえるでしょう。昔ながらの自然道歩きを追求する平野ガイ

ドにとって、この山はもはや対象外、禁断の領域です。 

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。例えば天城峠から西へ、仁科峠～戸田峠に至る

「伊豆山稜線歩道」は全長 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できます 

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

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 分ほど歩き

尾根に一番近い地点か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。  △「古峰」頂上は静寂の世界  

 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

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

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。■歩行時間：往復約３時間 

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   △猫越岳南のブナ平はブナ林の囲まれた安らぎの空間   

道で緩やかなほぼ水平道で歩きやすい。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ナ森で、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。■歩行：往復約４時間 



④ 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

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

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

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、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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、まずは 3

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

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

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

イドまで何なりとご連絡ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆伊豆の山旅・日帰りコース◆ 🚙自宅送迎あり 

▼東伊豆随一の展望ピークを細野高原から最短コースで 

■晩秋の細野高原・三筋山と東伊豆周遊  

①１１月24日（木）②１１月29日（月）発 日帰り 

●参加料金：\13,000（自宅送迎込み） ★健脚度:２⁺ 

■横浜（6:00 発）＝横浜町田 IC＝小田原厚木道路＝箱根新道＝

箱根峠＝伊豆スカイライン＝冷川 IC＝松川湖（東屋で休憩、湖

畔散歩）＝伊豆高原＝稲取＝細野高原＝三筋山登山口…△三筋山

（往復㋭約 50 分）＝来宮神社（参拝２0 分）＝伊豆高原さくら

の里＝冷川＝修善寺 IC＝伊豆縦貫自動車道＝沼津長泉 IC＝新東

名・東名自動車道＝横浜町田 IC＝横浜（1９:00 頃着） 

＊①2 名より実施 ②現在３名で実施決定、残席１ありです。 

 

🌲11 月の山旅・日帰り＆自宅送迎コース🚙 

●11 月は以下の 3 日間、4 コースから選択可能です。いずれも

2 名から実施、定員 4 名、先行予約優先。現地参加も可能です。 

●出発日：■11月２２日(月) ■２５日(木) ■２６日(金)  

●現地参加料金:\10,000  🚙：\3,000～￥４,000 

 

▼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天城峠から天城古峠～古峰 ★健脚度:２⁺～３ 

☞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。二つのピークを越えていいきますが、二本杉峠からより

もアプローチが短く、ブナ尾根部分が多いのでより楽に歩けます 

■三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝月ヶ瀬 IC＝道の駅天城越

え＝水生地＝天城旧トンネル登山口…天城峠 840m…ブナ尾根…

△三方ヶ岳 950m…古峠 900m…△天城古峰 941m…ブナ尾根…

天城峠…登山口（往復㋭３時間）＝三島駅（17:00 頃） 

 

②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 ★健脚度:２⁺～3 

☞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方、歩き方で静かな山歩きを楽しむこ

とができるのです。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林や伐採地となっていますが、今なお

残る自然林、自然道の魅力を味わえるコースを考えました。 

大混雑の正面コースを避け、地元の人のみ知る裏登山道コース

の女の川コースから女体山へ。その後男体山を越え、筑波山で一

番自然林が美しい自然観察路を薬王院コース分岐から坊主山へ。

訪れる人稀な静かな頂上で小休止、自然道のフミアトを辿り、裏

林道へ下ります。人も車も少ない林道をそぞろ歩き、出発点に。

山密とは無縁の筑波山の新しい歩き方です。 

■つくば駅（9:15 集合）＝裏登山道女の川コース入口…△女体

山…御幸ヶ原（大ブナ、紫雲杉往復２０分）…△男体山…自然観

察の森周遊……薬王院コース分岐…△坊主山…自然道コース…林

道…女の川登山口（㋭約４時間）＝つくば駅 (17:00 頃着) 

🚙自宅送迎：横浜周辺～東京、関越道周辺も可能です。 

 

▼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▼ 

③晩秋の大マテイ山・松姫峠から  ★健脚度：３  

☞毎年恒例の大マテイ山を晩秋の季節に再訪です。奥多摩随一

の自然林の中、厚く積もった落葉を踏みしめ歩く感触は最高、

殆ど貸切り状態で静かな山歩きを楽しみます。オオマテイ山の

頂上から西へ下った大ダワは雲取山方面の展望地。ここでラン

チタイムを楽しみ、帰りは巻道で戻り、秘密の下降点から大ト

チへショートカット、周辺随一の巨樹と触れ合います。 

①大月駅（８:00 頃集合）＝松姫トンネル＝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) 

 

 



🌲12 月の山旅・日帰り＆自宅送迎コース🚙 

12 月の山は落葉、冬枯れの季節ですが、近郊の低山を中心に 

日帰り～1 泊で歩ける山とブナ森は沢山あります。有名人気の山

は避け、密状態とは無縁の静かな山旅を楽しみましょう。 

以下の出発日、4 コースの中から、ご希望のコースを選の選択

が可能です。2 名から実施、定員 4 名、自宅送迎も可能です。 

●日帰りコース出発日：１２月2日（木）・３日（金）・ 6日（月） 

９日（木）・１０日（金）・１３日（月）・１６日（木）・１７日（金） 

２０日（月）・２３日（木）・２４日（金）・２７日（月） 

●現地参加料金:\10,000  🚙：\3,000～￥４,000 

①伊豆の山旅・アトランダム ★健脚度 2+～３    

☞平野ガイドオリジナルの＜伊豆の山旅＞各コースの中から、レ

ベルと希望によりベストコースをご案内します。 

②筑波山・裏登山道・女の川～坊主山周遊 新    

☞人の少ない裏登山道、自然林の中、階段のない自然道をレベル

に応じたベストコースで歩きます。  ★健脚度：2+～３ 

③大マテイ山・冬枯れ落葉の自然林★健脚度 2+～３           

☞落葉の後、明るく視界の開けた自然林の中、厚く積もった落葉

を踏みながら冬の陽だまりハイクを楽しみます。登山後、冷え切

った体を小菅の湯で温もりましょう（温泉入浴各自）自宅送迎な

ら道の駅で＜小菅の畑の土＞や地の産物の買い物も。 

↑いずれも詳細は 11 月の山旅参照 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

④高尾山・山密を避けた新しい歩き方   新       

☞コロナ禍が収まりつつある今、多くの人が山歩きを再開、手軽

に歩ける高尾山はこれまでにないほどの過密状態となっているよ

うです。これでは混雑の街中を歩くのと全く変わりなく、山の自

然を満喫できるものではないですね。これは他の有名人気の山も

同じこと、たとえどんな混雑の山でも、コースの取り方によって

はいくらでも静かな山旅を楽しめるという平野流山歩き。誰もが

同じところを歩き、休憩する、一番人気の高尾山でも可能な新し

い歩き方でご案内します。 

●現地参加料金:\5,000  🚙：\3,000 

■高尾山駅（8:00 集合）＝日影沢林道登山口…作業道…△高尾

山…4 号路～3 号路下り…4 号路登り…吊橋…いろはの森コース

…日影沢林道…日影沢キャンプ場＝高尾山駅 

🚙自宅送迎：横浜周辺 6 時頃発、19：00 頃帰着 

＊混み合う電車で現地集合よりも、自宅又は最寄りの集合場所か

ら専用車で登山口に直行する自宅送迎をお勧めします。横浜以外

でも可能ですので、平野ガイドまでお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

🌲12 月の山旅・1 泊 2 日コース ♨🚙 

■奥久慈男体山と竪破山、大子温泉♨ 新     

①12月9日（木）②12月16日（木）発 2日間   ★健脚度：2+～３ 

●現地参加料金：\32,000（水戸駅集合・解散）          ：\４,000  

☞奥久慈の名峰・男体山と伝説の巨石鎮座する竪
たつ

割山
われさん

を、大子温

泉をベースに効率的に歩きます。 

①水戸駅（９:00 頃集合）＝竪破山二の鳥居駐車場…隋神門…不

動岩…太刀割石…黒前神社…△竪割山 658m…駐車場（㋭約２時

間)）＝大子温泉【ホテル奥久慈館泊】②＝大円地駐車場…鎖場コ

ース…△久慈男体山 654m…大円地越…駐車場（㋭約２時間）＝袋

田の滝駐車場…七曲り…月居山…生瀬滝…袋田の滝（㋭約１時間

40 分）＝駐車場＝水戸駅（1７:00 頃) 

 

 

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＞はコロナ禍(COVID-19)による渡航規制により、昨年に引

き続き 21/22 シーズンもお休みとなりました。ニュージーラン

ド行きが解禁となるまで、日本の山旅で平野ガイドと共に山とブ

ナ森を歩きましょう。 

＜2022 年 1 月―3 月の山旅・コース予告＞ 

■1 月：近郊の低山日帰り 

■２月：近郊の低山日帰り＆花の山旅： 

●伊豆・修善寺梅林～大仁梅林、大室山 

●内房・嵯峨山のスイセン 

■３月・花の山旅 

●三毳山カタクリと富山イワウチワ：日帰り～1 泊 2 日 

●能登・猿山のユキワリソウ：1 泊 2 日～2 泊 3 日 

●角田山と弥彦山・ユキワリソウと早春の花：1 泊 2 日 

●伊豆河津桜、太郎杉から伊豆踊り子歩道：日帰り 

★詳細は次回「１２月のお便り」で。乞うご期待！★ 

 

  

■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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