
2023年 1月のお便り     

”雨ニモマケズ、風ニモマケズ、コロナニモマケズ、丈夫ナカ

ラダモチ“素晴らしい 1 年となりますように、白神山地のブナの 

気をお送りします。  … ヒフミヨイ・マワリテメクル・ムナヤコト … 

202２年は相変わらずコロナ禍に翻弄され、ウクライナ紛争、安部

元首相の暗殺事件～旧統一教会問題その他、史上稀にみる激動の 1 年

でした、ようやく始まった新しいこの 1 年は、それらすべての災厄を

払いのけ、これから新たな良き時代が始まるプロローグとしたいもの

です。平野ガイドは今年もまたブナ森からいただいた元気パワー全開

で、日本ならではの山旅をご案内します。 

かれこれ 3 年目になるコロナ禍で、山歩きを敬遠している人もおい

のでないでしょうか。もういい加減にそんなマイナス志向は捨て去

り、この新しい年は日本の山旅復活、平野ガイドと共に山を歩き、ブ

ナ森に憩い、素晴らしい山旅人生を続けましょう。 

2023年５月＆6月の山旅・予告＆募集開始] 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今年はしばらく遠のいていた九州の山旅を久しぶりに復活すべく、春

5 月に 2 コース設定しました。昨年 11 月のお頼りでは屋久島の予定

でしたが、九州の山希望のグループがあり、急遽九州の山旅に変更と

なりました。九州の山旅４０年の実績に基づく特選コースです。 

いずれも 5 月ですが、ベストシーズンで温泉ホテルの手配が難しい

ので、まずはこれを最優先で募集を開始、2 組先行予約優先ですの

で、大至急ご検討の上、平野ガイドまでご連絡下さい。 

それと新緑ブナ森の大本命・6 月白神山地と森吉山の 2 コースも、 

ホテル予約が最重要なので、これも募集開始、グループ貸切りも可能

なので、3 月 4 月のツアーに先駆け、まずは 5 月 6 月の山旅プラン

を練りましょう。 

🌲九州春の山旅その１・霧島山～九重山へ🌲 

霧島山・韓国岳と九重山、由布岳、高隅山 
● ５月 20 日 (土 )発  ４間   ★健脚度：３+ 

●現地参加料金: \95,000（鹿児島空港集合・大分空港解散）  

☞天孫降臨の霊峰・霧島山とブナ南限の山・大箆柄岳（高隅山)から九州自

動車道を北上,九重山と由布岳を効率的に巡る九州の山旅ドスペシャル 4 日

間。霧島温泉、九重牧ノ戸温泉、湯布院温泉のホテルも厳選、       

平野ガイドならではのコース巡りで九州南部と北部の山を繋げました。 

①鹿児島空港（10:45 着）＝垂水＝垂桜登山口…五合目展望所…杖捨祠…

△高隅山・大箆柄岳（おのがらだけ）（往復㋭3 時間 30 分）＝大隅＝隼人＝霧

島温泉【アクティブリゾーツ霧島泊】➁＝えびの高原＝硫黄山山口…△韓国

岳…韓国岳避難小屋…大

浪池最高点…えびの高原

ビジターセンター（㋭計

４時間３0 分）＝えびの

IC＝熊本 IC＝赤水＝や

まなみハイウェイ＝九重

牧ノ戸温泉【九重観光

ホテル泊】③＝長者原

…雨ケ池…坊がつる…

法華院温泉…北千里浜

…久住別れ…△天狗ヶ  △沓掛山から久住山への縦走路。左奥は三俣山、右は星生山 

城…△中岳…御池…△久住山…久住別れ…△沓掛山…牧ノ戸峠（㋭計時

間３0 分）＝湯布院温泉【ゆふいん山水館泊】③＝由布岳中央…合野越

…マタエ…△由布岳西峰（往復）…△由布岳東峰…マタエ…合野越…登

山口（㋭計約４時間）＝ホテル（入浴休憩）＝大分空港（17:10 発） 

☞現在 2～3 名の希望あり、4 名から実施、定員は 5 名です、 

🌲九州春の山旅その２・北部の名峰を巡🌲 

久住山～中岳周遊、祖母山、由布岳、阿蘇根子岳  
● ５月 25 日 (木 )発  ４間   ★健脚度：３+ 

●現地参加料金: \92,000（大分空港集合・解散）  

☞九州中北部の山・

九重山と祖母山、由

布岳、阿蘇山を大分

空港発着で周遊する

平野ガイドスペシャ

ル第 2 弾。 

祖母山は南阿蘇休暇

村から五ヶ所経由、

北谷登山口から最短

ベストコースで周遊

します。登山規制の

ある阿蘇山は時間に応じて可能なコースを歩きます。    △祖母山.  

①大分空港(9:３5 着)＝阿蘇草千里…△阿蘇根子岳（往復 2 時間 45 分）＝

霧島温泉【南阿蘇休暇村泊】➁＝五ヶ所＝祖母山北谷登山口…風穴コース…

△祖母山…国観峠…北谷登山口＝竹田＝九重牧ノ戸温泉【九重観光ホテル

泊】③＝長者原…雨ケ池…坊がつる…法華院温泉…北千里ヶ浜…久住分

れ…△天狗ヶ城…△中岳…御池…△久住山…久住別れ…沓掛山…牧ノ戸

峠（㋭計４時間３0 分）＝湯布院温泉【ゆふいん山水館泊】④＝由布岳東

登山口…日向越…△由布岳東峰…マタエ…△由布岳西峰（往復）…合野

越…由布岳中央登山口（㋭計約４時間３０分）＝ホテル（入浴休憩）＝

大分空港（17:10 発） 

☞4 名から実施、定員は 5 名、グループでの貸切りも可能です。 

 

■鈴鹿・竜ガ岳と御在所岳武平峠コース 

大展望の爽快な草原ピークと御在所岳ゆったりコース、湯の山温泉 

●５月 12 日（金）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\42,000（桑名駅集合・解散）  

☞鈴鹿セブンマウンテンの名山・竜ヶ岳を歩く登山道の中で、最短コース

の石榑峠（いしぐれとうげ）から往復、一般向けのコースとしました。交通便利

な JR 桑名駅発着、湯の山温泉の名湯・鹿の湯ホテルに泊まり、翌日は御

在所岳を武平峠から往復、ゆったり歩きを実現しました。 

①桑名駅（9:27 着）＝石榑峠 P…かさね岩…△竜ヶ岳（往復㋭2 時間 

４0 分）＝湯の山温泉【ホテル鹿の湯泊】②＝武平峠駐車場…鎌ガ岳分

岐…△御在所岳…△南峰（往復㋭約３時間）＝ホテル（入浴休憩）＝菰

野 IC＝桑名 IC＝桑名駅（17:00 頃）＊もっと楽をしたい場合は、御在所岳

頂上から登山リフト＋ロープウェイで下山も可能です。ホテルまで徒歩５分 



■大峰山・八経ヶ岳と稲村ガ岳、大台ケ原   

修験の霊峰を日帰りで、大峰山村洞川温泉 2 連泊 3 日間 健脚度：３ 

●５月１4日(日)発 ●現地参加料金:\58,000 (橿原神宮前駅集合解散) 

☞大峰山の見どころを日帰りで歩けるベストプランです。洞川温泉の老

舗・花あかりの宿柳屋に２連泊でゆとりを持って歩きます。 

☞修験の山・大峰山を、洞川温泉に２連泊して二つの山を日帰りで歩くプ

ランを作りました。大峰山最高峰・八経ヶ岳は行者還トンネル西口から最

短コースで往復、稲村が岳は洞川温泉から１日かけてゆとりを持って歩き

ます。稲村小屋から頂上にかけては食事が禁止？されていますが、頂上か

ら㊙尾根ブッシュルートを 15 分ほど辿り、宝剣の祀られた小ピークの広

場は知る人ぞ知る絶好の休憩スポット。誰もいない静かな聖地でのんびり

とランチタイムのひと時を楽しみます。１日目は吉野経由で大台ケ原へ、

頂上周辺を周遊、大台ケ原一のビューポイント・大蛇嵓まで往復します。 

①橿原神宮前（10:41 着）＝吉野＝大台ケ原駐車場…△日出ガ岳…正木

ヶ原…大蛇嵓…駐車場（㋭約３時間 40 分）＝洞川温泉【花屋徳兵衛

泊】②＝清浄大橋＝林道終点…レンゲ谷…女人結界門…山上辻…△稲村

が岳…宝剣…山上辻…法力峠…洞川温泉（㋭約６時間１０分）【花あか

りの宿柳谷泊】③＝行者還トンネル西口登山口…尾根出合…聖宝ノ宿跡

…弥山小屋…△弥山…△八経ヶ岳（往復㋭約４時間）＝行者還トンネル

＝東吉野＝橿原神宮＝橿原神宮前駅（17:00 頃着） 

 

2023年 新緑ブナの山旅・予告＆募集開始★ 

昨年の 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、早めに手配、募集を開始し

たいと思います。各定員は 4～5 名、先行予約優先です。 

➊新緑の森吉山とノロ川ブナ原生林、小岳 

松倉登山道からブナ帯登山道へ、クマゲラの棲むブナ原生林  

● ６月1７日（土）発  ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\65,000（大館能代空港集合・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。 

1 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、打当温泉マタギ

の湯泊。2 日目は山麓の松倉登山からブナ原生林の登りで雲嶺峠から稜線歩

きで森吉山へ。山人平のチングルマ群落を往復してブナ帯登山口に下る縦断

コースで歩き、藤里湯の沢温泉へ。3 日目は青森秋田白神山地県境の小岳を

素波里湖上流の林道終点登山口から往復します。 

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＝素波里湖＝大滝林道＝小岳登山口…旧道コース…分岐

…△小岳…新道コース…登山口（㋭３時間 20 分）＝大館能代空港

（14:55 発）＊3 日目、希望によっては藤里駒ケ岳に変更も可能。 

 

 

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）＝嶽温泉【山のホテル泊】④＝岩木山スカイ

ライン 8 合目…△岩木山（往復㋭約 2 時間 30 分＋巨木の森散歩３０

分）＝浪岡＝道の駅アップルヒル＝新青森駅 

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

今回は 2023 年 5，6 月の山旅のご案内のみ。いずれもホテル予約の都合

上、早めの手配が必要のため、急ぎ募集開始しました。 

 

■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 

 ●LINE もご利用ください。 

 ●ホームページ：「コロミコ・トレック」で検索 

 

                           🐰今年は平野ガイド・年男です🐇 

⛰日本の山旅・2 月―4 月予告🏔  

■日立・御岩山と横根山イワウチワ：3 月 26 日(日)発 2 日間    

■角田山と弥彦山ユキワリソウ：3 月 31 日(金)発３日間 

■能登・猿山ユキワリソウと糸魚川ヒスイ海岸：4 月 2 日発 3 日間 

■伊豆：萬城の滝と松川湖、金冠山：４月 9 日(日)発２日間 

■日立海浜公園・ネモフィラと御岩山：4 月 16 日(日)発 2 日間 

…コース詳細、その他日帰りコースは次回「日本の山旅 1 月のお便

り・その 2」（1 月下旬発行）でご案内します。乞うご期待！ 
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