
 2022年４月のお便り🌸 

■コロマンデル・カウリ巨木の森/ワイオムカウリ大王Waiomu Kauri🔺  

  世界でもニュージーランドのみに生育するカウリの木。かつては北島

の全土を占めていたカウリ原生林も、開拓時代の伐採でその殆どが失わ

れ,今ではコロマンデルやノースランドの一部にのみ残っている。    

 木肌や樹勢は屋久島のヤクタネゴヨウによく似ているが、その太さ、力

強さは屋久スギを含め、ほかのいかなる樹種をも圧倒して無限のパワー

を放つ上部まで根元と同じ太さを保つ仁王立ちは感動的。 

  コロマンデル半島・テムズの町から北へ車で３０分、Waiomu の町か

ら東に向かう林道の終点から始まるカウリの森散策遊歩道。一般の人は

この遊歩道終点のカウリの森で引き返しますが、ここから尾根道へと続

く山道を１５分ほど登ると、コロマンデル有数のカウリ巨樹（幹周約 10

㍍）が斜面の藪の中にひっそりとたたずんでいます。 

 ■ワイノラ・カウリWAINORA KAURI / Coromandel Forest Park （右上 ⇗）         

 コロマンデル半島の中心部・カウアエランガ渓谷の山奥に残されたカウリ

巨樹。林道終点手前にある登山口からワイノラ川を 9 回ほど渡り、木シダ

のジャングルから尾根を登りきった静寂の森の中に悠然と聳えています。

ニュージーランドのカウリといえば、ノースランド・ワイポウア Forest の

「森の神」Tane Mahuta などが有名ですが、いずれも観光地化され、訪れ

る人も多く、直接木に触れることはできず、大いなる気のパワーが伝わり

ません。これらに比べ、コロマンデルのこの 2 か所のカウリの森は、山道

を辿り人知れぬ深い森の中で直接巨樹と触れあうことができる合える貴重

なスポットなのです。 

  このことはニュージーランドで赤ブナその他の巨樹との触れ合いでも同

様で、巨木から大自然のパワーをいただくための最重要条件といえるでし

ょう。ニュージーランドには北島のカウリのほか、南島にはブナ原生林や

リムマタイ、ミロなどの針葉樹など、いずれも太古の昔から生育する固有

種の巨樹が各地に残っています。中でもフィヨルドランドやマルイアスプ

リングス周辺のブナ原生林は原始ジュラ紀から変わらぬニュージーランド

大自然の象徴で、今なお限られたエリアで本来の原生林ウォークを

味。わうことができます。とはいうものの、これまで平野ガイドが実

践してきた大自然との触れ合い方は、一般コース、過剰整備の登山道

や山密状態のところでは、本来の静かな大自然にどっぷりと浸かるこ

とは殆ど不可能となってしまいました。ミルフォード・トラックなど

の有名人気のコースに人が集中する一方、ケプラー旧道や赤ブナ尾根

などのように、平野ガイドが開拓したルートはマイナーゆえ、今だ原

生の森が残り、殆ど貸切りで原始の森を歩き、憩うことができるので

す。そんな平野ガイドのみ知る㊙スポットは今なお健在、ますます原

始性を高めています。 

 ■ニュージーランド大自然ウォークはしばらくお休みですが ……                         

 長引くコロナ禍により、2022/23 シーズンのニ

ュージーランドツアーも、未だ見込みがつかない

状況です。いずれまたニュージーランドツアーが

復活する日が来ることを期待するとして、それま

での間、平野ガイドは日本の山旅を中心に、皆さ

んをご案内したいと思います。 

日本にもニュージーランドに勝るとも劣らない大

自然のパワースポットが沢山あります。日本の大自然の象徴・ブナ原生林

をはじめ、太古の昔からパワーを放つ巨石や巨樹巡り、修験の山や神社の

神域など、日本ならではの大自然との触れ合いが出来る方法や㊙スポット 

が沢山あります。平野ガイドならではの大自然ウォークで日本の山とブナ

森を歩きましょう。 



●２０２２年は長い闇から光の世界に覚醒する弥勒の時代に 

予想外に長引いたコロナ禍に翻弄され続けはや2年が過ぎました。そろ

そろ収束かと思っていたら、今度はオミクロンなる新種が猛威を振るい、

これまでにない急拡大が続く状況になっています。それに加えて、3度目

のワクチン接種やPCR検査をはじめ、至急必要な諸手配の大幅な遅れ、医

療機関のひっ迫など、以前にも増して社会の混乱、不安は高まるばかり。 

今回のオミクロン株は従来のデルタ株に比べ、重症度は低くいずれはイ

ンフルエンザクラスの感染症としていずれは収束又は共存できるものに移

行していくと思われます。しかしそれに対する的確な対策がなされていな

い日本の政府、関係機関の無能さには幻滅です。こうした現状において、

私たちがなすべきことは、とにかく油断せず、従来以上の心構えと対策で

自己防衛する他はありません。マスクその他の対策は万全に、そして何よ

りも大切なことは「免疫力を高め、明るく元気に生きていく」こと。「こ

のままでは以前の生活に戻れるのはいつのことやら。もしかしたらこれが

一生続くのだろうか。」などとふさぎ込んでいたら、これからの貴重な人

生が闇に包まれたまま。免疫力、元気は低下する一方です。 

とにかく近頃の世の中は暗いニュースが蔓延しています。怨恨による放

火殺人や保険金目当ての殺人、高齢者をだます詐欺その他、自分中心で他

人を思いやらぬ人間による悪行の数々が心を痛めます。 

また世界でも、ミャンマーや香港での民主政治を目指す良心への弾圧

や、極貧困の国民を犠牲に軍事力増強のみに走る北朝鮮、やウクライナや

ウィグル自治区など民族の自立自由を認めず、自国の利益のみ追求するロ

シアや中国。そしてそれらを助けようとしない世界の団結、協力の弱さ

に、大いなる怒りがこみあげてきます。 

 こうした世界で蔓延するすべての諸悪の原因は、人間にとって一番大切

な自他愛、つまりは他人に対する愛、思いやりの欠如から来るものです。 

これは日常生活や仕事、人生においても同様、すべての悪を憎み、邪気を

寄せ付けず、明るい心で今の困難な時期を乗り超えていきたいものです。 

今後、ウクライナ情勢がどのような方向に向かうか当分の間気が抜けない

状況です。悪を許さぬ光の勢力が一致団結して悪の闇勢力に打ち勝つこと

は、今後地球文明の存続にもつながる最も重要なこと。 

今世界中がこのウクライナの危機に胸を痛め、様々な形でウクライナを

応援していますが、まずはウクライナがプーチンによって陥落しないこと

を祈りたいものです。 

…ということで、ここのところ山歩きから遠のいている平野ガイドです

が、そろそろ山旅を再開して元気パワー復活、心を燃やし、ウクライナに

いい気を送りましょう。 …ヒフミヨイ マワリテメクルムナヤコト… 

                                                                        By: Y. Hirano  2022.4.4 
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🌻４月の山旅・春一番花の山旅に出かけましょう 

長かった冬もようやく終わり、桜も満開🌸待ちにまった春到来です。 

昨年末より半ば冬眠状態だった平野ガイドですが、そろそろ天岩戸か

ら飛び出し、明るい光の世界で山とブナ森歩き再開です。少々出遅れ

てしまいましたが、大至急楽しい山旅プランを練りましょう。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

新御岩神社から御岩山、高鈴山、横根山 

常陸国最古の霊山・御岩山の神域、パワースポットとイワウチワの群落を巡る  

①4月8日（金）②4月14日（木） 日帰り   ★健脚度：2+～３ 

●参加料金：\11,000（日立駅集合解散）         自宅送迎：￥4,000 

☞茨木県日立市にある御岩神社は、天照大神や大国主命をはじめ188

柱の神々を祀る日本唯一の神仏習合の社で、ご神体の御岩山を含めた

神域は日本有数のパワースポットとしても注目されています。久しぶ

りの日本の山旅は、まずは日本の神々を巡り、これからの山旅人生と

世界平和を祈りましょう。山頂付近のイワウチワ群落や早春の花々、

車をフル活用して、イワウチワの横根山も巡ります。 

■常磐線日立駅（9:20頃集合）＝御岩神社駐車場…御岩神社…表参

道…かびれ神宮△御岩山 530m（賀毗礼の峯）…△高鈴山 528m…御岩

山…裏参道…駐車場（㋭約2時間30分）＝グリーンふるさとライン

＝花貫さくら公園駐車場…沼尻湿原…△横根山 389m…見晴の丘…さく

ら公園…駐車場（㋭約2時間）＝日立駅 (17:00頃着) 

🚙自宅送迎横浜周辺の場合：5:00～5:30発、常磐道日立ＩＣから御岩神社🅿

へ直行、下山後すぐに横根山登山口に向かいます。 

 

■筑波山・裏登山道女の川～坊主山周遊 

人の少ない穴場コース、春の妖精カタクリとニリンソウ群落を訪ねて  

①４月１１日（月）②4月１５日（金）発 日帰り 

●参加料金：\10,000（自宅送迎￥3,000） ★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。カタクリとニリンソウの群落をその後男体

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。 



■大マテイ山・小菅村から新コースで周遊 

季節を変えて何時歩いても、自然の素晴らしさを満喫できるブナ森歩き 

① 4月２１日（木）②4月２５日（月） 日帰り   ★健脚度：2+～３ 

☞奥多摩で一番自然林、自然道が残る大マテイ山を早春の季節に。

木々の芽吹きが始まったばかり、まだ葉で覆われない見晴らしの良い

明るい自然林の中、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。従来の松姫峠登山口への

林道は冬期閉鎖中のため、小菅村ワサビ沢からの新ルートで。 

■大月駅（9:00頃集合）＝松姫トンネル＝道の駅小菅の湯＝ワサビ

沢林道終点登山口…大ダワ分岐…大トチ…尾根近道入口…△大マテイ

山…大ダワ…大マテイ北尾根…登山口（周遊㋭約3時間30分）＝道

の駅小菅の湯＝松姫トンネル＝大月駅 (17:00頃着) 

 

🌲伊豆の山旅・伊豆山稜線歩道のブナ森歩き 

平野ガイドオリジナルの伊豆の山旅は、ゆったり歩きから健脚向けま

で、グループのレベルと希望により各種あります。以下のコース以外

にもありますので、平野ガイドにお問い合わせ下さい。 

①4月22日（金）②4月28日（木） 

●現地参加（三島駅集合解散）：\10,000  ●🚙:￥３,000 

▼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▼ 

■天城峠から古峠～天城古峯  ○健：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） 

▼水生地から本谷川本流を遡行、狩野川水源から八丁池へ直登ルート▼ 

■狩野川源流＆水源探訪・八丁池へ ○健：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、一般道を横切り、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、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。 

■天城水生地 P…本谷川本流…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…狩野川水源…本谷川支流涸れ沢…水

生地歩道…水生地P（周遊㋭約５-6時間） 

🌲５月の山旅・原生林と巨石のパワースポットを巡る 

▼平野ガイドのみ知る、案内できる大自然貸切りの原生林ウォーク▼ 

霞
か

露ヶ岳
ろ が だ け

２日間 

 三陸の山旅その１…三陸に残されたブナ原生林、新緑の季節に  

●５月 27 日(金)発 2 日間  ★健脚度：２～３⁺ 

●現地参加料金: \４2,000（盛岡駅集合、新花巻駅解散） 

☞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1日

たっぷりと時間をかけて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。かつては自然観察の遊歩道が

整備され、道標は詳しい絵地図が要所に設置され、誰でもいろいろなコース

を歩けましたが、2016年８月の台風以来、コースは荒れ果て、殆どの道標

がなくなり、一般の人ではが困難な難コースとなってしまいました。 

そのためこの十二神の森は、以前よりも遥かに原始の自然が保たれ、歩く

ルートさえ分かれば、理想的な原生林ウォークを殆ど貸切り状態で歩けるま

さに大自然の神域、桃源郷となっているのです。自分では決して歩けないこ

の貴重な神域を、平野ガイドは参加者のレベルによって健脚度２～３⁺まで最

良のコースを大自然貸切りでご案内します。 

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で効率的なコースで歩きます。 

①盛岡（10:00集合）＝区界峠＝宮古＝山田町＝十二神巨木の森…△十二

神山（周遊㋭約３～４時間)＝休暇村陸中宮古【泊】②＝霞露ガ岳神社登山

口…△霞露ヶ岳…漉磯海岸(㋭約３時間)＝遠野＝新花巻(15:00頃着） 

■  

ヤマツツジの季節に、五葉山の聖域と遠野の霊峰を巡る  

●５月29日（日）発 2日間  ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\43,000（新花巻集合・解散） 

☞三陸の名山・五葉山をヤマツツジのシーズンに訪れます。従来の五葉山

は日の出岩までの往復でしたが、今回は2日目、朝から時間があるので

五葉神社から奇岩・黒岩まで往復します（約1時間）。五葉山神社のご

神体とみられる黒岩の巨石群の重なりは荘厳で、日の出岩と共に五葉山周

辺の最強神域パワースポットとなっています。1日目は遠野盆地にそびえ

る信仰の山、六角牛山を林道終点登山口から最短コースで往復、亀石ほか

民話のふるさと遠野の名所を巡ります。 

①新花巻(９時頃集合)＝釜石自動車道＝遠野＝六角牛山林道終点登山口…四

合目…△六角牛山（往復㋭約２時間30分)＝遠野【ホテルあえりあ遠野

泊】②＝赤坂峠…畳石…賽の河原…石楠花山荘…日枝神社…△五葉山（…

日の出岩往復）…日枝神社…五葉山神社（奥宮）…黒岩…石楠花山荘…畳

石…赤坂峠（㋭約４時間20分）＝東和温泉（入浴休憩各自）＝新花巻 

◁五葉山

日の出岩        

▷巨石重

なる黒岩

周辺 



 🏔５月の山旅・日帰り＆自宅送迎コース🚙 

▼伊豆の山旅で一番歩きごたえのある健脚向けのコース▼ 

 

①５月９日（月）②5月12日（木）発 日帰り   

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散） 

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、複雑な尾根は確実なルートファインディングを要

する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。 

■三島駅（8:19着）＝伊豆縦貫道路＝月ヶ瀬 IC＝湯ヶ島＝道の駅天城越

え＝太郎杉林道終点登山口…ワサビ沢…滑沢峠…分岐三方…ブナ森広場…

△小僧山…シャクナゲ尾根…△猿山…小僧山…滑沢峠…登山口（往復㋭約

5～６時間）＝三島駅（17:00頃着） 

＊レベルと希望によりほかの＜ゆったり歩きコース＞に変更も可能です。 

  ☆健脚度：２+～３   

新緑のカヤト原とブナ林逍遥、フルーツの里を巡る早春の山旅 

●５月23日(月)●現地参加:\10,000（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

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

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

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。正

面に富士山と甲府盆地を見晴らす草原の頂上でランチタイムの大休止

帰路は小楢山峠から幕岩を往復、巨岩が重なる頂上から南アルプス 

から大菩薩、奥秩父の山並み360度の大展望を。 

そ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

をゆったり歩きで楽しめます。森の主・ブナ爺さんにも会いに行きましょ

う。帰り道、山麓のフルーツラインでは季節のフルーツも楽しみです。 

■塩山駅（9:00集合）＝クリスタルライン＝琴川湖＝焼山峠 1527m…

新道コース…展望岩…一杯水…△小楢山 1713m…小楢峠（△幕岩往

復）…焼山峠（周遊㋭約3時間20分）＝乙女高原 1670m…森のコ

ース…富士見台…△ヨモギ頭 1725m…ブナ爺さん…冨士見峠…草原

のコース（周遊㋭約１時間３0分）＝塩山駅(17:00頃着 

＊その他の日帰りコースも可能です。平野ガイドまでお問い合わせください。 

🌲６月の山旅：東北ブナの山旅・若葉萌える新緑のブナ森へ 

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。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かなければもった

いないですね。6月はいよいよ＜ブナの山旅ベストシーズン＞到来です。 

そろそろ楽しい山旅プランを練りましょう！ 

詳細は次回＜4月のお便り・その２＞でご案内します。こうご期待！ 

 

🌲６月の山旅予告： 

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山       

関東で一番近いブナ林、新緑の山旅、高原の宿水芭蕉  

●６月５日(日)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） 

 

■鍋倉山・巨木の森と天水山ブナの森                
信越トレイルのブナ林ベストスポットを巡る、新緑の山旅   

●６月７日(日)発 ２日間          ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \42,000 （越後湯沢駅集合・飯山駅解散） 

 

■新緑の真昼ブナ原生林悠々の森～兎平、女神山  

真昼岳山麓のブナ指標林・手つかずの森で悠久のひと時を 

●6 月 1６日(木) 発２日間 ★健脚度：2+-3 

●現地参加料金: \43,000（盛岡駅集合・新花巻駅解散） 

 

■七時雨山と新緑の安比ブナ林、稲庭岳    

みちのくの里山、新緑のブナ森で憩い、源泉かけ流し…癒しの温泉 

●６月２４日（金）発 ２日間  ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\43,000（盛岡駅集合・解散） 

 

■新緑の南八甲田・赤沼ブナ原生林と雛岳、蔦の森 
八甲田山随一のブナ原生林と奥入瀬ナ巨木・森の神、新緑の季節に 

6 月 2６日(日)発 ３日間  ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金: \６8,000（新青森駅集合・解散） 

 

■新緑の白神山地と岩木山黒森・巨木の森逍遥 

高倉森と二ツ森、岩木山一のブナ原生林, 十二湖アカショウビンの季節に  

●６月 2６日(日)発 ３日間  ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（新青森駅集合・解散） 

＊6月26日発はいずれかを実施。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

以上の6月山旅のコースは現在検討中ですので、変更の可能性もあ

ります。その他のコースも可能ですので、ご希望の山旅プラン、期間

などを平野ガイドまでご連絡ください。レベルに応じたベストコース

をご案内します。7月以降の山旅も順次作成しますので、秋の山旅も

含め、ご希望の山域や期間など何なりとご連絡ください。次回の山旅

日程の参考にさせていただきます。 

 それでは皆さん、久しぶりに平野ガイドと共にブナ森を歩き、大い

なる大自然の気を吸収して元気パワーをもらいましょう🌲 

■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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