
日本の山旅 2022 年１１月のお便り 

  ⛰11 月からの山旅募集のご案内🌲 

１０月のお便りをと思っていたら、いつの間にか 1０月も終わり、

11 月が始まってしまいました。今年の異常な猛暑はすでに終わり、

ようやく秋本番の季節となりました。これからは寒さ対策、寒暖の差

に注意して、コロナニマケズ、冬の寒さニモマケズ、元気に過ごしま

しょう。東北の山旅を終えた平野ガイドは、これから先の楽しい山旅

プランを練りながら、ブナ森に想いを馳せる日々が続きます。 

■平野ガイド 10 月山旅は前半で全行程終了となりました 

10 月の山旅は 1 日発焼石岳と栗駒山、4 日発、6 日発那須平成の森

と会津 2 本無事大成功にて終了、平野ガイドは 8 日に帰ってきまし

た。秋の東北ブナの山旅は 10 月中旬から 4 コースを予定していまし

たが、今回は諸事情により早めに募集止め、全て中止となりました。

大本命の白神山地と森吉山は来年 6 月、新緑の季節にリベンジ、この

2 本は宿の予約を年内中に手配、募集を開始したいと思います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

●久々の焼石岳は見どころ満載、最高級の山歩きでした       

以前は毎年訪れていた焼石岳ですが、胆沢ダム工事や林道通行止め

などでしばらく遠のいていましたが、今年は久しぶりに秋の焼石岳が

実現しました。焼石岳を日帰りで歩くには、焼石林道奥の中沼登山口

からの往復が最短コース。しかし林道は未舗装で幅も狭く、マイクロ

バスも入れないことや、南の栗駒山に比べて知名度も低く、歩行時

間、コースの難易度もより高いので、一般の山ツアーは殆どない状態

です。しかしその変化に富んだ自然は栗駒山よりも遥かに優れ、見ど

ころも多く、充実した山歩きを楽しめる素晴らしい山であることを再

認識しました。 

それに比べ、人気の栗駒山は誰でも簡単に歩けるので、10 月初旬

の紅葉シーズンは大混雑、ゆっくりと休憩できる場所もなく、早々に

退散という状態でした。それでも初めて栗駒山に登った人にとって

は、とにかく頂上を踏めたということで満足、途中の紅葉も観れた

し、それなりに満足といったところでしょうか。 

しかし栗駒山の良さを知っている平野ガイドにとってはもうまっぴ

ら御免というのが本音です。この時期、山上の紅葉をゆったりと満喫

するなら、尾根続きの秣岳と山上湿原を往復したほうが遥かに価値が

あり、今後は栗駒山という知名度にこだわらない人にはそちらをお勧

めしたいものです。ともかく今回初めて焼石岳を歩いた 2 名の参加者

は、これまで知らなかった焼石岳の素晴らしさを実感、焼石温泉での

2 連泊の含め大満足の山旅となりました。 

●史上初の健脚度１、那須平成の森と会津ゆったり山旅は大成功 

 今回 2 本実施したツアーは、日本の山旅開始（1985 年）以来、年

に 3 回以上という超リピーターグループの久々の参加でした。いずれ

もコロナ禍の影響もあり、この 3 年ほど山歩きから遠のき、半ば日本

の山旅参加を諦めかけていたところでした。しかし、この史上初の！

健脚度１ができたことで「それなら歩けるかも」ということで 2 本実

施となったのでした。 

今回のゆったり歩きは、那須平成の森の各コースの中から、一番歩

きやすく自然林の良さを味わえるコース巡りを考えて、森の東屋貸切

りのランチタイム。新甲子遊歩道ではご神木「剣桂」と阿武隈川源流

でのそぞろ歩き、平野ガイドが見つけた大穴場に皆大満足。また「塔

のへつり」や道の駅友愛の森、那須ガーデンアウトレットなど新スポ

ットなど、大収穫、大満足の山旅ツアーでした。 

●これからは「超ゆったり山歩きコース」を増やしましょう 

 ということで、今回 2 回の山旅を通して、健脚度１ツアーはさらに

充実、グレードアップのベストコースとして、今後の手番ツアーとな

ることでしょう。最近山歩きから遠のいていて、歩く自信のない人に

山とブナ森歩きの素晴らしさを再認識してもらい、今後の人生に大き

な励みとなるこの新しい山旅スタイル。今後長年のリピーターの皆さ

んのために、少しずつコースを増やしていこうと思います。当面は日

帰りから 1 泊 2 日コースを中心に、平野ガイドのみ知る、平野ガイド

ならではの穴場スポットを巡る楽しい健脚度１コース、乞うご期待。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 今後の平野ガイド・日本の山旅は、①従来の健脚度３前後の一般コ

ース、➁健脚度１「超ゆったり歩き」コース、③元気組向けの健脚コ

ースの 3 本立てで益々楽しいプランを作っていこうと思います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

⛰1１/12 月の山旅・募集催行状況＆お勧めコース⛰ 

新  那須平成の森と新甲子の森～会津大内宿 

会津～那須・ゆったり散歩＆ドライブの山旅  ★健脚度 : 1 

●出発日：①1１月 20 日(日) ➁11 月 2７日(日)発 ２日間     

●現地参加料金 :\38,000（那須塩原駅集合・解散）  

▶超ゆったり歩き希望のリピーターの皆さんのために設定した新コー

ス。10 月 2 本のツアーで大好評のた

め、追加設定しました。会津の温泉ホ

テルも確保済みですので、いずれも少

人数(定員 4 名)での貸切り実施可能で

す。自然林に囲まれた那須平成の森で

のゆったり散歩、茅葺屋根の宿場町再

現・大内宿,剣桂（ご神体カツラ巨木）

から新甲子遊歩道散歩など、那須～     △奥会津・大内宿 

会津周遊ドライブ＆ゆったり歩きの山旅。 

❶那須塩原駅＝那須高原＝那須平成の森（自然林周遊㋭約 1 時間 30

分）＝道の駅下郷＝大内宿（茅葺屋根街並み散歩 1 時間）＝会津神指

温泉【大江戸温泉物語あいづ泊】➋＝塔のへつり（見学 30 分）＝新

甲子温泉＝剣桂（カツラ御神木）…新甲子遊歩道・阿武隈川源流の森

散策（河原の森広場でランチタイム）=道の駅那須高原友愛の森＝那須

チーズ工房＝那須ガーデンアウトレット（買物、食事自）＝那須塩原

駅（17:00 頃） 

＊🚙：帰りのみ可能です。お土産その他沢山持って帰れます。🚙\3000 

 

🌲伊豆の山旅・函南原生林をプラス・2日間コース 

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ま

で、グループのレベルと希望により各種あります。伊豆の山旅は「全国

旅行支援クーポン」利用が可能ですので、該当するツアーは従来の定価

から￥５,000 割引料金が実現（一部不可）。たたし伊豆の関連ホテル予

約は非常に混みあっているため、以下の各ツアーはすでに確保済です。

今が伊豆の山を歩くチャンス、定員は限られていますので、大至急山旅

プランを練りましょう。11 月 12 月伊豆の山旅は、江戸時代から禁伐の

地として守られてきた原生林の聖地・函南原生林に注目。2 本のアカガ

シ巨木、ブナ、ケヤキの自然林を巡ります。 

① 原生林函南と松川湖、天城峠のブナ森 

東伊豆～天城街道周遊ドライブ＆ゆったり山旅 ★健脚度 :１～２      

●1１月１３日（日）発 2日間   

●現地参加料金:\39,000（三島駅集合・解散） 

☞函南原生林の後、伊豆スカイラインを南下、雲巣山を最短コー

スで往復後、晩秋の松川湖から伊豆高原から東海岸へ。熱川温泉

に泊まり、翌日、河津から天城街道を北上、天城旧トンネルへ。

伊豆山稜線歩道への最短コースで天城峠へ（約 20 分）。ブナ森

が美しい天城古峰方面の尾根道をそぞろ歩き、気持ちの良い



ブナ広場で憩い、峠に戻ります。健脚度は１程度まで調整可

能な伊豆ゆったり山旅＆周遊ドライブです。 

❶三島駅（8:19 着）＝箱根峠＝函南原生林入口…大アカガシ…

ケヤキの森広場…ブナテラス…大アカガシ No.2…入口（周遊㋭

約 2 時間 30 分）＝伊豆スカイライン＝巣雲山（㋭往復 30 分） 

=冷川 IC＝松川湖（湖畔散歩㋭約３0 分＝伊豆高原＝稲取＝熱川

温泉【熱川ハイツ泊】➋＝河津七滝（㋭約 30 分）＝天城街道＝

天城旧トンネル登山口…天城峠…伊豆山稜線歩道のブナ尾根往復

（㋭約１～２時間：コース調整自由）＝東府や（ベーカリー、東

屋で休憩）＝三島駅（17:00 頃） 

 

②  函南原生林と達磨山、雲巣山、萬城の滝             

伊豆スカイライン～西伊豆スカイライン周遊の山旅 ★ 健脚度 :３  

①12月４日（日）発 ②12月１１日（日）発 2日間  

●現地参加料金: \34,000*（三島駅集合・解散） 
（*地域旅行支援クーポン利用で￥5,000 割引料金となっています） 

☞函南原生林遊歩道入口に一番近い富士

箱根ランド側の登山口まで車で乗り入

れ、効率的な歩き方で函南原生林を周遊

します。その後、伊豆スカイラインを南

下、雲巣山入口から最短コースで頂上を

往復の後、亀石峠 IC から萬城の滝へ。

浄蓮の滝ほか観光地化された有名な滝と

は対照的な自然のままの滝で、自然林の

遊歩道も素晴らしい伊豆滝巡りの大穴場  △大アカガシ・樹齢 7 百年 

スポットです。滝のマイナスイオンをたっぷり浴びて、県道 59

号の自然林ドライブで峠を越えて湯ヶ島温泉へ。峡谷の狭い温泉

街から離れた丘の上に建つ広々としたホテルリゾートに泊まり、2

日目は西伊豆スカイラインで戸田峠へ。見晴らしの良い爽快な笹

尾根を辿り、金冠山と達磨山を往復後、中伊豆ワイナリーに立ち

寄り、三島駅へ。 

❶三島駅（8:19 着）＝箱根峠＝函南原生林入口…大アカガシ…

ケヤキの森広場…ブナテラス…大アカガシ No.2…入口（周遊㋭

約 2 時間 30 分）＝伊豆スカイライン＝巣雲山（㋭往復 30 分） 

=冷川 IC＝萬城の滝（㋭20 分～40 分：小滝まで）＝県道 59 号

＝湯ヶ島＝湯ヶ島ゴルフ＆ホテルリゾート【泊】➋＝西伊豆スカ

イラン＝戸田峠…△金冠山…△達磨山（往復㋭計約３時間）＝修

善寺＝中伊豆ワナリー(見学買い物 30 分)＝三島駅（17:00 頃） 

 

➋函南原生林と伊豆山稜線歩道のブナ森逍遥   

東伊豆～天城街道周遊ドライブ＆ゆったり山旅 

①12月25日（日）発 2日間  ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \34,000*（三島駅集合・解散） 
（*地域旅行支援クーポン利用で￥5,000 割引料金となっています） 

☞函南原生林の後、天城峠周辺のブナ森歩き、湯ヶ島温泉ｎホテ

ルリゾートに泊まり、2 日間ゆったりと歩きます。伊豆スカイラ

インドライブ、伊豆滝巡りの超穴場・萬城の滝も加えました。 

❶三島駅（8:19 着）＝箱根峠＝函南原生林入口…大アカガシ…

ケヤキの森広場…ブナテラス…大アカガシ No.2…入口（周遊㋭

約 2 時間 30 分）＝伊豆スカイライン＝巣雲山（㋭往復 30 分） 

=冷川 IC＝萬城の滝（㋭20 分～40 分：小滝まで）＝県道 59 号

＝湯ヶ島＝湯ヶ島ゴルフ＆ホテルリゾート【泊】➋＝道の駅天城

越え＝天城旧トンネル登山口…天城峠…伊豆山稜線歩道のブナ尾

根往復（㋭約１～3 時間：コース調整自由）＝東府や（ベーカリ

ー、東屋で休憩）＝伊豆村の駅＝三島駅（17:00 頃） 

 

🌲12 月の山旅・1 泊 2 日コース ♨🚙 

新 奥久慈男体山と竪破山、袋田の滝、大子温泉       

●12月18日（日）発 2日間   ★健脚度：2+～３ 

●現地参加料金：\39,000（日立駅集合・解散）          ：\5,000  

☞奥久慈の名山・男体山と伝説の巨石鎮座する神秘パワースポッ

ト・堅割山（たつわれさん）で鬼滅の刃・気のパワーを実感しましょう 

■日立駅（9:00 頃集合）＝竪割山二の鳥居駐車場…隋神門…不動

岩…太刀割石…黒前神社…△竪割山 658m（往復㋭約 2時間）＝大

子温泉【ホテル奥久慈館泊】②＝大円地駐車場…分岐…鎖場コー

ス…奥久慈男体山 654m…大円地越…駐車場（㋭約２時間）＝袋田

の滝駐車場…七曲がり…△月居山…袋田の滝(㋭約 1時間４０分）

＝袋田の滝駐車場＝日立駅（17:00 頃） 

🏔11-12 月の山旅・日帰り＆自宅送迎コース🚙 

■筑波山・裏登山道男の川～坊主山周遊 

人気の筑波山、混雑のメインコースを避けて人の少ない穴場コースで  

①11月10日（木） ②12月9日（金）発 日帰り ★健脚度:２⁺～３ 

●参加料金：\10,000（自宅送迎￥3,000）  

☞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

の男の川コースから薬王院コース分岐経由、御幸ヶ原へ。女体山

を往復後、男体山を越え、筑波山で一番自然林が美しい自然観静

か察路を薬王院コース分岐から坊主山へ。訪れる人稀な頂上で小

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）＝裏登山道男の川コース入口…尾根…

△男体山…御幸ヶ原（△女体山往復 3０分、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…男の川登山口（㋭約４時間）＝つ

くば駅 (17:00 頃着) 

＊①：5 名グループで貸切り実施決定。②：2 名から実施 

🚙自宅送迎：横浜周辺～東京、関越道周辺も可能です。 

 

■函南原生林と伊豆スカイライン・達磨山 

東西のスカイランを周遊、2 か所を 1 日で巡る 

●12月２日（金）発 日帰り  ★健脚度：３  

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散）🚙：￥3, 000 

☞函南原生林と伊豆スカイライン・雲巣山、西伊豆・達磨山を組

み合わせた日帰り欲張りプラン。通常は 2 日間コースですが、2

日分を 1 日で歩ける元気組向けのプランです。 

❶三島駅（8:19 着）＝箱根峠＝函南原生林入口…大アカガシ No.1

…ケヤキの森広場…ブナテラス…大アカガシ No.2…入口（周遊㋭約

2 時間 30 分）＝伊豆スカイライン＝巣雲山＝亀石峠 IC＝修善寺＝

西伊豆スカイライン＝戸田峠…△達磨山（往復㋭約２時間）＝修善

寺＝三島駅（17:00 頃） 

＊ゆとりをもって歩くには 12 月 4 日発 2 日間コースをお勧めします。 



■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 11月18日（金）②12月２3日（金） 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晩秋から初

冬の季節に。木の葉が落ち、見晴らしの良くなった明るい自然

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

の林道は冬期閉鎖となるため、小菅村ワサビ沢からの新ルート

で周遊します。下山後、小菅の湯で入浴休憩（各自） 

■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  

＊①は林道通行可の場合、松姫峠往復のゆったりコースも可能です 

 

★2023年 新緑ブナの山旅・予告＆募集開始★ 

今年の 10 月はブナの山旅大本命の白神山地と森吉山が中止となっ

たため、今から希望している人もいるので、来年こそは新緑の季節に

実現したいものです。いずれも関連ホテルの手配が難しくなっている

ので、ベストプランで実施するためにも、早め年内中の予約を取りた

いと思います。各定員は 4～5 名、先行予約優先ですので、早めにご

検討のうえ、平野ガイドまでご連絡下さい。 

①  森吉山とノロ川ブナ原生林、藤里駒ヶ岳 

青森・秋田白神山地ブナの山旅：高倉森と二ツ森～藤里駒ヶ岳、田代岳  

● ６月1７日（土）発  ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\65,000（盛岡駅集合・解散） 

☞従来のツアーで利用していた森吉山の拠点・森吉山荘が 4 月から休業のた

め、打当温泉マタギの湯をベースとしたコース巡りを考えました。今回は交

通便利な盛岡発着として、田沢湖からマタギ村、さらに松尾八幡平～盛岡へ

の周遊ドライブも楽しみます。 

1 日目はマタギ村奥の安の滝・幸兵衛の滝を巡り、マタギの湯に 2連泊。2

日目はブナ帯登山道から森吉山往復、ゆったり歩きならゴンドラ利用、又は

健脚組なら縦走コースなど、レベルに応じてコースを選択できます。 

3 日目は森吉山周辺で最もブナ密度が高い「ノロ川ブナ原生林」をベストコ

ースで周遊、新緑のブナ原生林と桃洞滝の渓谷紅葉を巡ります。 

①大館能代空港（10:15 着）.＝森吉野生鳥獣センター…△ノロ川ブナ原生

林（周遊㋭約３時間)＝打当温泉【マタギの湯泊】➁＝森吉山松倉登山口…

雲嶺峠…森吉神社・森吉避難小屋…石森…阿仁避難小屋…△森吉山…石森

…ブナ帯コース…ブナ帯登山口（㋭５時間）＝藤里湯の沢温泉【ホテルゆ

とりあ藤里泊】③＝黒石沢登山口…藤駒湿原…鞍部ブナ森…旧道コース…

△藤里駒ヶ岳…新道コース…登山口（㋭２時間４0 分）＝岳岱入口（岳

岱ブナ原生林周遊㋭約 1 時間）＝ホテル（入浴休憩）＝大館能代空港

（14:55 発） 

＊3 日目、希望によっては小岳に変更も可能。㋭3 時間 20 分） 

➋ 新緑の白神山地(青森/秋田)と岩木山 

青森・秋田白神山地ブナの山旅：高倉森と二ツ森～藤里駒ヶ岳、田代岳  

● ６月 21 日 (水 )発  ４間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \78,000（大館能代空港集合・新青森駅解散）  

 ☞世界自然遺産・白神山地（青森、秋田）のブナ原生林の見どころを

効率的に巡る周遊山旅。従来は青森白神から南下、秋田白神へという

コースでしたが、ホテル予約が難しく、逆ルートで新日程を作りまし

た。秋田白神と青森白神を結ぶ最短ルート・県道 317 号で藤里から西

目屋へ。平野ガイドならではのコース巡りで従来のコースよりも充実

した平野ガイドオリジナル白神山地スペシャルです。 

1 日目は大館能代空港から秋田白神の

東、ブナ原生林と上部の高層湿原が美  

しい田代岳を歩き、藤里の湯の沢温泉

泊、2 日目に秋田白神の主峰・藤里駒

ヶ岳と岳岱ブナ原生林の後、釣瓶峠を

越え西目屋村へ。3 日目は青森白神の

核心部・津軽峠から高倉森を往復。帰

路、白神のシンボル・マザーツリー～

巨木の径を歩く白神山地で最もブナ巨

木と出合える山域を歩きます。4 日目

は嶽温泉から岩木山スカイライン 8 合

目へ。津軽富士・岩木山を往復後、ス  ⇗白神のシンボル・マザーツリー   

カイライン中腹「巨木の森」に立ち寄り、岩木山中最も素晴らしいブ

ナ森を逍遙、降り注ぐブナの精気を浴びながら森の広場で憩います。 

➀大館能代空港（10:15 着）＝早口＝五色湖＝上荒沢林道終点登山口… 

三合目ブナ岱…九合目神の田圃…△田代岳（往復約 4 時間）＝藤里湯の

沢温泉【ホテルゆとりあ藤里泊】②＝太良峡＝西目屋二ツ井線＝黒石林

道＝黒石沢登山口…藤駒湿原…鞍部ブナ森…旧道コース…△藤里駒ヶ岳

…新道コース…登山口（㋭＝岳岱入口（岳岱ブナ原生林周遊㋭約 1 時

間）＝西目屋二ツ井線＝釣瓶落峠＝西目屋村【グリーンパーク森のいず

み泊】③＝アクアグリーンビレッジ＝津軽峠…△高倉森…マザーツリー

…巨木の径…白神林道（㋭約 3 時間）＝西目屋村ビジターセンター（白

神山地の映画鑑賞：各自）＝【グリーンパーク森のいずみ泊】④＝嶽温

泉＝岩木山スカイライン 8 合目…△岩木山（往復㋭約 2 時間 30 分）＝

浪岡＝道の駅アップルヒル（旬のリンゴ）＝新青森駅 

＊1 日目：羽田発 8:55 が不可で 13: 05 発の場合（14:15 着）、藤里

周辺の景勝地巡り、秋田白神ビジターセンターなどとなります。1 日目

を活かしたい場合は、前日夜羽田又は東京周辺に前泊をお勧めします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★２023 年３月・4 月の山旅・予告★ 

■伊豆の山旅・松川湖から伊豆高原：梅―河津桜巡り  

東伊豆・松川湖から伊豆高原・さくらの里周辺の周遊ドライブ⛰：1～2       

●2 月は梅、3、4 月は河津桜からソメイヨシノなど。日帰り/2 日間 

■奥能登猿山のユキワリソウと能登半島周遊、和倉温泉  

①3 月 26 日(日)発 2 日間 ➁3 月 28 日(火)発 3 日間 [金沢駅発着]       

☞日本一の雪割草群落と奥能登周遊、和倉温泉・能登楽泊 ⛰：2～３  

■角田山と弥彦山、ユキワリソウとカタクリ群落 

●３月 31 日（金）発 2 日間 [燕三条駅集合解散] ⛰：2～３        

☞ユキワリソウとカタクリの山、岩室温泉・ゆもとや泊         

■富山舟戸のイワウチワと三毳山カタクリ 2 日間  

●４月 2 日（日）発 2 日間 [那須塩原/小山駅] ⛰：1～2 🚙：あり       

☞那珂川・2 か所のイワウチワ群落とカタクリの三毳山、馬頭温泉泊   

■日立・御岩山と横根山のイワウチワ 日帰り/2 日間 

●４月 6 日（木）発 2 日間 [日立駅集合解散] ⛰：2～３ 🚙：あり   

☞日本の神々集合の社・御岩神社のパワースポットと横根山イワウチワ 

■ひたち海浜公園・ネモフィラの丘と那珂湊おさかな市場 

①４月 21 日(金)、②４月 2４日(月) 日帰り ⛰：1～2  🚙：あり       

☞春の妖精・ネモフィラ日本一の大群落と魚市場で岩ガキ、ボタンエビ                                                      

■日程やコースや出発日の変更・レベルの調整も可能です。平野ガイドま

でお気軽に何なりとお問い合わせ下さい。1２月から来年 4 月までの山旅

は次回「11 月のお便り・その 2」（11 月中旬頃予定）でご案内します。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

[コロミコ・トレック連絡先]： 

☎/ FAX: 045-481-0571 ✉ koromiko2@pop07.odn.ne.jp 

 ■平野携帯：080-5665-9186 ■HP:「コロミコ・トレック」で検索 
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