
2023 年 2 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…“ 

ケプラーの森🌲赤ブナ大王(2 代目)の気をお送りします。   

△フヨルドランド国立公園・ケプラーの森最大の赤ブナ巨木と森の精霊たち△ 

 山旅 1 月の便りを作成するつもりが、いつの間にか 2 月も終盤となって

しまいました。大変遅ればせながら 2 月のお便りをお送りします。町の公

園では梅も咲き始め、伊豆では早咲きの桜の便りも。寒かった冬もようや

く終わり、もうすぐ春ですね～そろそろ山に出かけてみませんか。 

 長かった冬ごもりの 3 カ月、もういい加減鈍りきった平野ガイドは、先

月久しぶりに高尾山を歩いてきました。さすがに日本一混みあう高尾山で

すが、混雑、人混みを嫌う平野ガイドは日影沢林道を車で乗り入れ、静か

にこの山を楽しめるコース、休み方を知っています。今回は日影沢キャン

プ場から少し林道を走り、いろはの森コースから吊り橋～3 号路経由で頂

上へ、休み場もない頂上は素通りして一丁平のベンチでランチタイム、ぜ

んざいを温めて腹ごしらえ、人がほとんど歩かないいつもの作業道を下っ

て林道に置いた車に戻る新しい歩き方で周遊、静かな高尾山を満喫してき

ました。単調な作業道と林道は下りに使うというこれまでとは逆コースの

ベスト周遊コースが完成。一丁平からの下りで「シモバシラソウ」という

珍しい植物を通りがかりの人に教えてもらいました。12 月下旬頃からが

ベストとのことなので、次回は是非 12 月の山旅に加えてみましょう。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

●2 月 24 日でウクライナ戦争もまる 1 年、ここまで長引くとは… 

この 1 年、1 日も早くウクライナに平和が戻ることを世界中が祈ってい

ましたが、まさかここまで長引くとは誰しも想像していなかったでしょう.

しかしとにかくウクライナの粘り強さ、団結力には頭が下がる思いです。

本当によく頑張ったものです。大義も正義もないプーチンロシアの悪行、

戦争犯罪は決して許してはなりません。「今こそは世界中がさらに一致団

結・毅然とした姿勢、支援が必要な時です。そしてウクライナの平和を取

り戻し、ウクライナの平和を守ることが最重要」 

ウクライナに春が訪れる頃には、西側諸国からの支援と天の導きで必ず

やウクライナに平和が戻ることを信じて、平野ガイドも念を送ります。 

…ヒフミヨイ・マワリテメクルムナヤコト・アウノスヘシレカタチサキ・

ソラニモロケセユエヌオウ・ハエツイネホン・カタカムナ… 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆３月-4 月・早春の山旅 / カタクリ、雪割草を訪ねて◆🚙 

さてそろそろ 3 月からの山旅プランに取りかかりましょう。春の妖精・

カタクリやイワウチワ、雪割草の定番コース 3 本に加え、春の山旅ゆった

り新コース 3 本も新登場。季節限定の楽しいプランを逃さず、平野ガイド

特選の花の山旅に出かけましょう。 

▼イワウチワとカタクリの名所、名湯に泊まりゆったりと▼ 

■三毳山 (ミカモ )と富山イワウチワ、カタクリの宝庫巡り        

●３月２4日（金)） ２日間   ★健脚度：２～３   🚙 

●現地参加料金:\35,000（JR 西那須野駅集合、小山駅解散） 

日本最大級のイワウチワとカタクリの大群落で有名な２大スポットを、馬

頭温泉郷の温泉ホテルをベースに効率的に巡ります。 

①西那須野駅（9:00 頃集合）＝富山舟戸イワウチワ群生地（㋭約１時間

30 分）=金谷イワウチワ群生地（周遊㋭約 1 時間）＝喜連川温泉【亀の

井ホテル喜連川泊】②＝矢板 IC＝佐野ＩＣ=三毳山東口 P…かたくり群生

地…△三毳山（竜ヶ岳）…かたくりの里（㋭約２時間）=とちぎ花センタ

ー＝道の駅佐野＝小山駅（17:00 頃着） 

▼天の光降り注ぐ神の山とイワウチワの穴場を巡る春の山旅▼     

■日立・御岩山と横根山、光る石柱とイワウチワ群落  

●３月26日（日）発 2日間     ★健脚度：２～３   🚙：¥3,000 

●現地参加料金:\41,000（日立駅集合・解散） 

☞日立御岩神社は常陸国最古の霊山と言われ、御祭神は国之常立神、大国

主神、伊邪那岐神など 20 柱と御岩山総祭神 188 柱を祀り、日本の殆ど

の神様が祀られた信仰の聖地。御岩神社に参拝してから、さらに上部の御

神域へ、御岩山頂上にある「光る石」から元気パワーをもらいます。 

その後、大子温泉に泊まり、翌日はイワウチワの大穴場といわれる横根

山へ。下山後、満開の桜園地でお花見ランチタイムを満喫します 

JR 常磐線日立駅（9:00 頃集合）＝御岩神社駐車場…御岩神社…賀ビ礼

神社…天岩戸…△御岩山…裏参道…御岩神社…駐車場＝大子温泉【みや

ぞホテル泊】②＝花貫さくら公園駐車場…沢尻十字路…△横根山…桜園

地…駐車場（㋭約 3 時間 20 分）＝日立駅 

■奥能登猿山と石動山、和倉温泉と糸魚川ヒスイ峡        

日本一のユキワリソウ群落と能登の名湯＆名刹＋糸魚川ジオパーク 

●４月２日(日)発 ３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\58,000（北陸新幹線金沢駅集合、糸魚川駅解散） 

能登半島の北部に位置する猿山は、雪割草の日本最大級の群生地です。ま

だ木々の目が固い 3 月末からピンクや白の雪割草が一斉に咲き誇ります。 

猿山岬から３か所のユキワリソウ群落をベストコースで巡り、深見へと縦

走します。大好評の和倉温泉・のと楽 2 連泊、千年の歴史を誇る輪島の朝

一と千枚田、北アルプスを一望する石動山パノラマ展望台、七倉城跡（日

本海を俯瞰する展望園地で昼食）も巡ります。能登国一之宮/気のパワー

スポット・気田大社も参拝、入らずの森の霊気を㊙裏口からいただきます 

①金沢駅（10:00 頃集合）＝のと里山海道

＝なぎさドライブウェイ＝気田大社＝七尾

城跡（周遊㋭計約 1 時間）＝和倉温泉【日

本の宿のと楽２連泊 ②＝輪島朝市（見学

約 1 時間）＝猿山岬登山口…第１ユキワリ

ソウ群落…△猿山…第２ユキワリソウ群落

…深見ユキワリソウ群落…深見登山口（㋭

約３時間）＝白米千枚田＝禄剛崎＝珠洲・

見附島＝和倉温泉【泊】③＝石動山パノラマ  △気多大社の「気」を放つお札 

展望台＝石動山資料館（石動山～神聖の森周遊㋭約１時間 30 分）七尾

城山 IC＝親不知（海岸遊歩道㋭約４０分）＝能生マリンドーム（市場食

堂で昼食、買い物各自）＝ヒスイ海岸（ヒスイ石拾い）＝糸魚川駅

（17:00 頃着） 



■角田山と弥彦山、国上山、岩室温泉  2 日間     

新潟、ユキワリソウとカタクリの山、新コースで    ★健脚度：３ 

●４月3日(火)発 ●現地参加料金:\41,000（燕三条駅集合・解散） 

☞雪割草（オオミスミソウ）とカタクリの宝庫として有名な新潟の名山・

角田山を春のベストシーズンに訪れます。多くの人が集中するコースを避

け、静かに花を観賞できる宮前コースから登り、五カ峠へと下るゆったり

コースを作りました。五カ峠からは樋曽山を往復、ユキワリソウとカタク

リ、コシノカンアオイの穴場を。弥彦山は西上寺から花の一番多いコース

を登り、頂上から９合目駐車場へ下る最も楽なコースで。国上山は国上寺

から周遊、カタクリの大群落の中を下ります。岩室温泉ゆもとや泊。 

①燕三条駅（9:00 頃集合）＝国上寺…△国上山…蛇崩…五合庵…千眼堂

吊橋（㋭約２時間３０分）＝西上寺…△弥彦山…９合目駐車場（㋭約 3

時間）＝弥彦神社（参拝４０分）＝岩室温泉【ゆもとや泊】②＝五カ峠

（桶曾山の㊙花のスポット往復約 1 時間）＝宮前登山口…宮前コース…

△角田山…五カ峠（㋭約４時間）＝燕三条金物アウトレット＝燕三条駅 

 

▼春のゆったり歩き新コース、パワースポットで元気をもらいましょう▼     

■日立海浜公園・ネモフィラの丘と御岩山、  

●4月26日（日）発 2日間 健脚度：1～2    

●現地参加料金:\38,000 🚙：\3,000 

（常磐線日立駅集合・解散） 

☞ネモフィラで有名な日立海浜公園を花のベ

ストシーズンに訪れます。ネモフィラの丘を

一回り、沢山の種類のチューリップや水仙の花園も見事です。その後、日

立おさかなセンターで買い物（カキやボタンエビ、魚介類）と市場食堂で

ランチ（各自、海鮮丼や大エビフライ定食！）道の駅ひたちおおた 

などに立ち寄る超ゆったり歩き＆ドライブ・寄り道の山旅です。 

1 日目は日本のすべての神々が集る御岩神社～御岩山のパワースポット(光

る石)を巡り、大子温泉に泊まり、翌朝一番で日立海浜公園へ向かいます。 

＊JR 利用も可能ですが、買い物もあるので自宅送迎をお勧めします。 

行きは日立駅集合、帰りのみの送迎も可能です。 

①JR 常磐線日立駅（8:00 頃集合）＝御岩神社駐車場…御岩神社…賀ビ

礼神宮…△御岩山…裏参道…駐車場＝大子温泉【やみぞホテル泊】②＝

日立海浜公園（園内周遊約２時間）＝日立おさかなセンター（市場食堂

で昼食各自、買い物）＝道の駅ひたちおおた＝日立駅 

＊3 名から実施、グループ貸切りも可能です。 

▼健脚度 1 コース第３弾・東伊豆から西伊豆ゆったり周遊 

■東伊豆・萬城の滝と松川湖～西伊豆金冠山  

東伊豆の穴場・自然郷と桜の里巡り、西伊豆大展望の山 

①３月 12 日(日)  ②4 月 9 日(日) 発 ２日間  ★健脚度：1～２ 

●現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散） 🚙:¥3,000 

有名人気の伊豆の滝とは対照的に、静かに大自然の滝を満喫できる大穴

場スポット・萬城の滝。訪れる人稀な滝見園地で迫力ある滝を眺めなが

らのランチタイムを楽しみます。松川湖や伊豆高原の梅・さくらの名所

を巡り、湯ヶ島温泉へ。明るく広大な緑の丘の上のホテルに泊まり、西

伊豆スカイライン中、階段もなく自然の山歩きを一番楽しめる金冠山を

巡り、修善寺へ。希望によっては有名な独鈷そばで昼食(各自)も可能で

す。伊豆村の駅や三島大社に立ち寄り三島駅へ。 

①三島駅（8:19 着）＝伊豆中央縦貫道＝松川湖（梅・さくら園散策）＝

伊豆高原さくら並木～さくらの里＝萬城の滝（滝見園地で昼食）＝国士

峠＝湯ヶ島＝【湯ヶ島ゴルフ俱楽部＆ホテルリゾート泊】＝西伊豆スカ

イライン＝達磨山レストハウス…△金冠山…きよせの森…登山口（周遊

㋭約３時間）＝修善寺＝伊豆村の駅＝三島大社（参拝 30 分）＝三島駅 

＊いずれも 2 名から実施、5 名迄のグループ貸切りも可能です。 

＊コースは希望によりアレンジ自由自在、健脚度２+～３のコースも可。 

⛰🌼 ３月-4 月・日帰りコース 🚙自宅送迎あり 

■東伊豆・萬城の滝と松川湖～さくらの里・日帰りで 

東伊豆の穴場・自然郷と伊豆高原の桜巡り、日帰りコース 

①３月 17 日(金) ②4 月７日(金) 発 日帰り ★健脚度：1～２ 

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散） 🚙:¥3,000 

①三島駅（8:19 着）＝伊豆中央縦貫道＝大仁 IC＝冷川＝松川湖（梅・

さくら園散策）＝伊豆高原さくら並木～さくらの里＝萬城の滝（滝見園

地でランチタイム＝修善寺＝三島駅 

 

■高尾山：人混みを避けた平野流新しい高尾山の歩き方で🌲  

①３月1０日（金）②4月21日（金）・日帰り、3名から実施 

●現地参加料金:\５,000（JR 高尾駅集合・解散） 🚙:¥3,000 

⇒日本の山旅の足慣らし、トレーニングに一番人気の高尾山は、リピーター

の皆さんは既に毎年のように何度もいろいろなコースを歩いていることと思

います。しかし日本で一番登山者が多いといわれているこの山は、頂上では

町の繁華街のような大混雑、またどのコースを歩いても多くの人とすれ違い

など、山密は覚悟のうえで歩かねばなりません。そこで平野ガイドは高尾山

の自然を静かに味わえるコース巡りを考えました。皆が集中する正面コース

は避け、裏側の日影沢林道をキャンプ場上まで乗り入れ、モミや自然林の美

しい「いろはの森コース」から 4号路―3 号路経由で頂上へ、下山は殆ど人

の歩かない作業道を下り林道へ、というベストコースを完成させました。こ

れまで何度も高尾山を歩いた人にもお勧めの平野流新しい高尾山の歩き方で

す。横浜周辺からは東名～圏央道経由、林道登山口まで 1 時間少々と便利に

なり、無用の林道歩きも最小限で済むので、自宅送迎もお勧めです。 

■JR 高尾山駅（8:30 集合）＝日影沢林道・キャンプ場上駐車地…いろ

はの森コース…4 号路出会…みやま橋（吊り橋）…浄心門…3 号路…△

高尾山…一丁平…作業道…日影沢林道…駐車地（周遊㋭約３時間）＝高

尾山駅（17:00 頃着）▷自宅送迎は横浜周辺 6:00 頃発 

＊いずれも 2 名から実施、5 名迄のグループ貸切りも可能です。 

■大マテイ山：小菅村から新コースで周遊🌲  

①３月24日（金）②4月14日（金）・日帰り、２名から実施 

●現地参加料金:\10,000（大月駅集合・解散） 🚙：¥3,000 

☞奥多摩周辺で最も自然林が残された大マテイ山を早春の季節に。腐葉土

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。

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

く価値ありです。従来の松姫峠からのコースは、林道が冬季通行止めとな

ることが大いので、小菅村奥の林道終点からワサビ沢の登山道を辿り、南

面から大マテイ山を目指し、大ダワ経由で周遊、又はブナ尾根を下る新ル

ートで歩きます。これまでの大マテイ山とはひと味違う平野流ブナ森歩き

でご案内します。下山後、小菅の湯で汗を流し、地場産の買い物でも。 

大月駅（8:19 着）＝新松姫トンネル＝道の駅小菅の湯＝山沢川林道終点

登山口…大ダワ分岐…大トチ…大マテイ尾根…△大マテイ山…大ダワ… 

登山口（周遊㋭約４時間）＝道の駅小菅の湯（入浴休憩各自）＝大月駅 

＊いずれも 2 名から実施、5 名迄のグループ貸切りも可能です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★５月＆6 月の山旅募集開始…急ぎましょう★ 

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年の実績に基づく平野ガイド特選コースです。 

ベストシーズンでホテルの部屋確保が難しく、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。 



🌲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  △沓掛山から久住山への縦走路。左奥は三俣山、右は星生山 

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 名グループ＋１の希望あり、4 名から実施、定員は 5 名です、 

 

■臥龍山と恐羅漢山、安芸の宮島・弥山 

西日本有数のブナ原生林を有する西中国山地の山々、霊峰弥山を巡る  

●5月25日(木)発 ３日間    ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\59,000 (JR 広島駅又は広島空港集合・解散） 

☞中国山地随一のブナ原生林を有する臥龍山と恐羅漢山をベストコースで

巡ります。四国が決定ですので、①は２名から実施可能です。 

☞これまであまり注目されていなかった西中国山地の山々ですが、この山域

には日本でも第一級のブナ原生林と素晴らしい広葉樹林を有する山がありま

す。アカショウビンの棲む臥龍山の巨木の森ルート、ブナ原生林に囲まれた

恐羅漢山は西日本最大の素晴らしいブナ原生林・台所原経由で頂上へ。下り

はブナ尾根からセラピーロードを歩き、全コース自然道の平野流森歩きコー

スで巡ります。３日目は安芸の宮島・弥山を頂上から駒が林の巨岩テラス経

由で周遊、巨石パワースポットを巡ります。 

①広島駅（10:31 着）＝臥龍山林道終点登山口…△臥龍山…ブナ原生林

周遊…登山口（㋭約２時間）＝安芸太田【グリーンスパつつが泊】②＝

恐羅漢山牛小屋高原登山口…セラピーロード…夏焼峠…台所別れ…台所

原ブナ原生林…△恐羅漢山…ブナ尾根…夏焼峠…登山口（㋭約４時間）

＝宮島【安芸グランドホテル泊】③＝（フェリー）宮島…紅葉谷コース

…△弥山…△駒が林…多宝塔コース…厳島神社…宮島桟橋（周遊㋭約 3

時間）＝（フェリー）宮島口＝広島駅 

■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 

①５月 15 日(月) ②5 月 28 日(日)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 

 

★🌲新緑ブナの山旅・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、今年こそは新緑の季

節に実現したいものです。世界一

美しい日本のブナ森の新緑は、6

月がベストシーズンです。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。 

■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・秋田から青森周遊の山旅 

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 (水 )発  3 日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \67,000（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。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  ⇗白神のシンボル・マザーツリー   

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。   

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）＝道の駅アップルヒル＝新青森駅 

★6 月 17 日発はいずれかのコースを実施。先行予約優先です。 

 

▼関東で一番近いブナ林、新緑の山旅２日間  

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山、玉原湿原         

●６月４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） 

☞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日間に分けてじっくりと歩き

ます。車道歩きやスキー場コースを

極力避けて、自然道を歩けるコース

巡りを考えました。                    △新緑のブナ平 

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…△

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

分）＝高原の宿水芭蕉【泊】②＝鹿又山南登山口…△鹿又山…ブナ平 

センターハウス（周遊㋭約４時間）＝上毛高原駅（18:25 発） 

▼ブナの名山を平野流コース巡りでベストスポットをゆったりと周遊▼ 

■鍋倉山・巨木の谷・森太郎と天水山ブナの森        

信越トレイルのブナ林ベストスポットを巡る、新緑の山旅スペシャル   

●６月9日（金）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） 

☞最近話題の信越トレイル。全行程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した

行程で歩きます。鍋倉山ではブナ巨木・森太郎や巨木の谷を周遊、素晴ら

しいブナ森をじ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

ット・天水山も松之山口からベストコースで往復します。戸狩温泉泊, 

①越後湯沢（9:08 着）＝天水山松之山登山口…ブナ林…△天水山（往復

㋭約３時間）＝戸狩温泉【四季彩の宿かのえ 2 連泊】②＝鍋倉山登山口

…巨木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…関田峠（㋭約４時間）＝茶屋池（周

辺のブナ原生林散策３０分）＝戸狩温泉【泊】＝飯山駅（18:09 発） 

▼志賀高原の新しい歩き方、自然道の残る穴場スポットを巡ります▼ 

■奥志賀・まが玉の丘とカヤノ平ブナ原生林 

▷志賀高原で自然林が残る２つのコースとブナ原生林逍遥 

● 6月11日（日）発 2日間    ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金: \43,000（飯山駅集合・解散） 

志賀高原周辺には数多くのハイキング、登山コースがありますが、多くの人

が訪れる殆どのコースは整備過剰のため、硬く歩きにくい登山道となってい

ます。原生林と湖沼の美しい奥志賀の中で、今なお自然林と自然道の残され

た平野ガイド厳選のコースをご案内します。湯田中温泉に泊まり、木島平の

奥、周辺随一のブナ原生林・カヤノ平をゆったりと周遊します。 

①飯山駅（８:19 着）＝志賀高原＝信州大学教育園…まが玉の丘コース…ク

ロベ巨木群…勾玉の丘…長池…駐車場（㋭約２時間)＝湯田中温泉【水明館

泊】②＝一の瀬境橋…シナノ木巨木（樹齢 800 年）…一の瀬ダイヤモン

ド湿原…境沢橋（周遊㋭約４０分)＝木島平＝カヤノ平高原キャンプ場…ブ

ナ原生林…北ドブ湿原…西コース…キャンプ場（㋭約２時間３０分）＝

馬曲温泉・望郷の湯（温泉入浴各自）＝飯山駅（17:00 頃着） 

■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 

● 6月15日（木）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

～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 

▼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▼ 

■裏磐梯・雄国山と雄子沢＆デコ平ブナ原生林 

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 

●６月2０日(火)発 ２日間 ● :\45,000（会津若松駅集合・解散） 

☞裏磐梯で一番ブナ森が美しいいデコ平

と雄子沢ブナ林を新緑の季節に訪れま

す。雄国沼湿原はニッコウキスゲやレン

ゲツツジの大群落など初夏の花が。 

①会津若松＝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（往復㋭約３時間）＝秋元湖・中津川渓谷＝裏磐梯【休暇村裏磐梯泊】

② ＝雄子沢登山口…ブナ原生林…△雄国山…雄国沼休憩舎…（雄国沼周

遊薬 1 時間）…雄子沢登山口（㋭約３時間)＝会津若松(17:0 頃着) 

■ 会津二岐山と大戸岳、会津神指温泉 

会津で一番展望がよく、ブナ林が美しい２山を林道奥から ★健脚度 :３  

●６月2２日（木）発 ２日間 ●\45,000（新白河駅集合、解散） 

☞会津の山旅シリーズ第二弾。今なお自然林に囲まれ、昔ながらの自然道

を歩ける 2 つの山を、会津神指温泉をベースに、静かな新緑の山旅を満喫

します。二股山は会津で一番展望の良い山で、二股温泉奥の林道終点から

ブナ密度の濃い登山道をブナ平経由で往復。闇川から歩くと結構長い大戸

岳も、車で林道奥の登山口まで乗り入れ、往復 4０分の林道歩きをカッ

ト、最短コースでゆったりと往復します。 

①新白河（9:10 着）＝新甲子トンネル＝道の駅しもごう＝二股温泉…＝御

鍋神社登山口…ブナ平…△二岐山・男岳（㋭往復約２時間 50 分）＝会津神

指温泉【大江戸温泉物語あいづ神指温泉泊】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…△大戸岳（往復㋭4 時間 30 分）

＝下郷＝新白河（17：00 頃着） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★各ツアーの詳細、出発日、コースの変更その他、何なりとお問い合わせください 

■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 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne.jp

