
日日本本のの山山旅旅・・平平野野ガガイイドドかからら９９月月ののおお便便りり  

★★今今後後のの日日本本のの山山旅旅継継続続ににつついいてて考考ええててみみままししたた★★  

異異常常なな暑暑ささとと不不順順なな天天候候がが続続いいたた今今年年のの夏夏

ももそそろろそそろろ終終わわりり、、爽爽ややかか秋秋のの季季節節がが近近づづいいてて

くくるる気気配配がが感感じじらられれるる今今日日ここのの頃頃でですす。。77 月月はは

11 かか月月にに渡渡るる日日照照不不足足、、88 月月はは史史上上ままれれににみみるる

高高温温のの連連続続。。ととににかかくく山山歩歩ききのの意意欲欲がが失失せせるる悪悪

天天候候、、異異常常気気象象がが続続いいたたももののでですす。。幸幸かか不不幸幸かか

ここのの２２ヶヶ月月間間、、日日本本のの山山旅旅ももツツアアーーががななくく、、平平

野野ガガイイドドはは暑暑いいささななかか、、庭庭仕仕事事でで大大汗汗をを流流しし、、

ひひたたすすらら机机上上仕仕事事にに専専念念、、じじっっとと我我慢慢辛辛抱抱のの期期

間間ででししたた。。平平野野ガガイイドドのの大大自自然然パパワワーーももいいよよいいよよ限限界界にに達達しし、、先先日日久久ししぶぶ

りりにに伊伊豆豆猿猿山山をを歩歩いいててききままししたた。。  

●●天天城城連連山山かからら西西へへ続続くく伊伊豆豆山山稜稜線線歩歩道道かからら大大自自然然のの桃桃源源郷郷・・猿猿山山へへ  

  伊伊豆豆のの山山とといいええばば天天城城山山・・万万三三郎郎山山かからら万万二二郎郎山山ににかかけけててのの周周遊遊ココーースス

がが有有名名でで、、山山好好きき人人はは殆殆どどももうう歩歩いいたたここととででししょょうう。。ししかかしし天天城城猿猿山山をを知知

っってていいるる人人ははままずずいいなないいだだろろううしし、、そそここにに伊伊豆豆でで一一番番ののブブナナ森森ががああるるこことと

をを誰誰もも知知ららなないいののででははなないいででししょょううかか。。ここここははガガイイドドブブッッククややネネッットトににもも

情情報報ががななくく、、平平野野ガガイイドドがが数数年年前前にに地地元元のの新新聞聞記記事事ででたたままたたまま見見つつけけたた穴穴

場場ココーーススでで、、以以前前山山旅旅便便りりレレポポーートトでで紹紹介介ししたたよよううにに、、今今でではは平平野野ガガイイドド

ののみみ知知るる大大自自然然のの桃桃源源郷郷ななののでですす。。休休日日ににはは多多くくのの人人やや車車でで混混雑雑すするる天天城城

街街道道のの途途中中かからら、、殆殆どど人人のの歩歩かかなないい静静寂寂のの大大自自然然をを独独占占ししてて歩歩けけるる場場所所がが

ああるるととはは、、ままたた一一つつ平平野野ガガイイドドののおお気気にに入入りりのの場場所所、、ととっってておおききのの穴穴場場ココ

ーーススがが増増ええままししたた。。  

  ささてて、、99 月月にに入入りり、、ここれれかかららいいよよいいよよ秋秋のの山山旅旅準準備備にに本本腰腰をを入入れれよよううとと

思思っってていいままししたたがが、、諸諸事事情情にによよりり、、突突然然でですすががここここでで大大ききくく深深呼呼吸吸、、今今後後

のの日日本本のの山山旅旅ににつついいてて考考ええたたいいとと思思いいまますす。。  

●●平平野野ガガイイドド日日本本のの山山旅旅はは今今年年でで終終了了？？！！  以以後後はは原原点点にに戻戻りり、、

ニニュューージジーーラランンドド大大自自然然ウウォォーーククでで本本領領発発揮揮。。日日本本でではは山山旅旅ガガイイ

ドド以以外外のの一一般般職職でで生生計計のの足足ししににししてて、、山山歩歩ききはは平平野野個個人人のの楽楽ししみみ、、

生生ききががいいととししてて続続けけてていいここううかかとと思思っってていいまますす。。ここれれはは未未だだかかつつ

ててなないい私私のの人人生生のの方方向向転転換換でであありりまますす。。ままだだ考考ええ中中でですすがが……。。  

●●方方向向転転換換ののわわけけ：：何何故故そそううななっったたかかのの考考察察……  

①①長長年年ののリリピピーータターーのの高高齢齢化化ととググルルーーププ活活動動継継続続不不可可のの諸諸事事情情  

最最近近のの日日本本のの山山旅旅はは、、古古くくかかららののリリピピーータターー中中心心、、少少人人数数ののここじじんんままりり

ししたたツツアアーーでで成成りり立立っってていいままししたた。。かかつつててののよよううにに大大手手旅旅行行社社主主催催ででにによよ

るる募募集集もも止止めめ、、ごごくく一一部部ののリリピピーータターーググルルーーププのの希希望望ココーーススをを中中心心ににツツアア

ーーをを実実施施ししててききままししたた。。毎毎年年いいくくつつかかののググルルーーププががそそれれぞぞれれ２２度度以以上上、、多多

いい時時はは４４，，５５回回とといいううケケーーススももあありりままししたた。。私私はは今今後後ももそそのの形形ででそそれれ以以上上

のの人人数数をを期期待待せせずず、、少少人人数数ツツアアーーをを継継続続ししてていいくくつつももりりででししたた。。当当然然ののここ

ととななががらら、、２２００年年以以上上ののリリピピーータターーのの皆皆ささんんははそそれれななりりにに年年をを重重ねね、、かかつつ

てて健健脚脚ででああっったた人人もも、、今今でではは８８００歳歳をを超超ええるる人人もも増増ええててききままししたた。。  

ししかかしし私私がが「「山山歩歩ききはは一一生生続続けけるるべべきき」」とと常常々々言言っってていいたたよよううにに、、無無理理

ののなないい歩歩きき方方ささええすすれればば、、いいつつままででででもも歩歩けけるるしし、、私私ははそそううししたたググルルーーププ

がが希希望望すするる限限りり、、平平野野ガガイイドドななららででははのの山山旅旅ををごご案案内内ししてていいくくつつももりりででしし

たた。。自自分分たたちちでで温温泉泉旅旅行行ををすするるよよりりもも、、平平野野ガガイイドドのの車車でで山山奥奥にに分分けけ入入りり、、

大大自自然然のの真真っっ只只中中ををゆゆっったたりり歩歩きき、、寛寛ぐぐ。。ここれれななららどどんんなな人人ででもも、、平平野野流流

森森歩歩ききでで大大自自然然ののパパワワーーををももららっってて皆皆元元気気回回復復、、ここれれかかららももままだだままだだ山山歩歩

ききをを続続けけらられれるるとと。。私私ははそそううししたたゆゆっったたりり歩歩ききをを今今年年かかららささららにに充充実実、、ここ

れれままででにになないい平平野野ガガイイドドななららででははのの山山歩歩きき＆＆ドドラライイブブのの山山旅旅をを用用意意しし、、今今

後後よよりり良良いい山山旅旅ププラランンをを企企画画ししてていいくくつつももりりででししたた。。  

  ししかかしし、、ここのの 11 年年でで状状況況はは急急変変、、ここれれままでで毎毎年年必必ずず 11 回回以以上上参参加加ししてて

いいたた人人、、ググルルーーププのの幾幾つつかかがが、、メメンンババーー、、伴伴侶侶のの体体調調不不良良又又はは不不幸幸にによよりり

以以後後のの参参加加不不可可能能ととななっっててししままっったたののでですす。。最最近近ででははおおももににここれれららのの決決まま

っったたググルルーーププをを中中心心ににここじじんんままりりとと山山旅旅ツツアアーーをを継継続続ししててききたたののでで、、ここのの

影影響響はは実実にに大大ききななももののででししたた。。ここううししたた悪悪条条件件のの重重ななりりがが、、今今回回のの日日本本のの

山山旅旅休休止止、、平平野野ガガイイドドのの方方向向転転換換へへのの一一番番のの理理由由とといいええるるででししょょうう。。  

②②大大手手格格安安ハハイイキキンンググ・・ツツアアーーへへのの移移行行：：平平野野ツツアアーーはは高高いい  

  最最近近はは大大手手旅旅行行社社にによよるるハハイイキキンンググ・・ツツアアーーががブブーームムととななりり、、日日本本中中至至

るる所所をを歩歩くく便便利利でで格格安安のの山山旅旅ツツアアーーががブブーームムととななっってていいまますす。。確確かかにに、、大大

手手旅旅行行代代理理店店はは交交通通・・ホホテテルル共共にに個個人人旅旅行行にに比比べべてて遥遥かかにに安安いいネネッットト料料金金

でで手手配配ででききるるののでで、、一一般般のの観観光光旅旅行行並並みみのの低低料料金金でで山山旅旅ツツアアーーをを募募集集ししてて

いいまますす。。ままたた全全国国各各地地、、地地元元ののガガイイドドやや関関係係機機関関をを利利用用ししてていいるるののでで、、そそ

のの品品目目、、種種類類もも多多種種多多彩彩。。利利用用すするる側側ににととっっててはは一一番番楽楽にに、、格格安安でで参参加加でで

ききるる便便利利ななツツアアーーゆゆええ、、ここれれままででのの日日本本のの山山旅旅リリピピーータターーのの中中ににももそそれれをを

利利用用しし、、今今ででははそそちちららにに移移行行ししたた人人もも少少ななくくなないいよよううでですす。。  

  そそれれららのの格格安安ツツアアーーにに比比べべてて、、平平野野ガガイイドド日日本本のの山山旅旅ツツアアーーはは確確かかにに高高

いいここととはは否否めめまませせんん。。少少人人数数ででののツツアアーー、、吟吟味味さされれたたホホテテルル、、臨臨機機応応変変にに

融融通通のの利利くく貸貸切切りり山山旅旅＆＆ドドラライイブブとといいうう内内容容をを考考ええれればば、、決決ししてて高高いい料料金金

ででははあありりまませせんんがが、、ややははりり安安くくてて手手軽軽ににいいつつででもも参参加加ででききるるツツアアーーがが魅魅力力

的的ななののはは当当然然ののここととででししょょうう。。要要はは価価値値観観のの違違いいでで、、値値段段はは高高いいががそそれれなな

りりのの価価値値ががああるるとと判判断断すするる人人ののみみ、、平平野野ツツアアーーをを希希望望すするるとといいううここととでですす。。  

たただだ人人気気ののああるる山山、、ココーーススをを増増ややしし、、集集客客拡拡大大をを目目指指すす大大手手旅旅行行社社ののツツアア

ーーとと、、山山旅旅ガガイイドド 3300 年年のの実実績績ががああるる平平野野ツツアアーーににどどれれほほどどのの差差ががああるるかか、、

今今ででははそそののここととをを充充分分理理解解ししてて参参加加すするる人人がが減減っっててししままっったたここととはは、、本本当当

にに残残念念ななここととでですす。。  

人人気気ののああるる山山ををガガイイドドブブッックク通通りりのの模模範範ココーーススをを無無難難にに決決めめらられれたた日日

程程でで歩歩きき、、常常にに全全員員同同じじペペーーススででままととままっってて歩歩くく。。そそれれははガガイイドドににととっってて

はは一一番番楽楽でで簡簡単単ななここととでですす。。そそれれにに比比べべ、、平平野野ガガイイドド日日本本のの山山旅旅はは全全くく正正

反反対対。。かかつつてて団団体体ツツアアーー中中心心のの頃頃はは、、全全員員一一体体ととななりり絶絶ええずず同同じじペペーーススでで

歩歩きき、、決決めめらられれたたココーーススをを予予定定通通りりにに歩歩くくとといいううごごくく一一般般的的なな歩歩きき方方ででしし

たた。。ままたた当当時時ははままだだ国国内内のの山山旅旅ツツアアーーがが一一般般的的ででははななかかっったたたためめ、、歩歩くく山山

域域もも有有名名なな山山をを中中心心ととししたたももののででししたた。。ししかかしし 1100 年年ほほどど前前かからら少少人人数数ツツ

アアーーにに切切りり替替ええててかかららはは、、平平野野ガガイイドド運運転転のの貸貸切切りりツツアアーーととななりり、、日日程程もも

ココーーススもも状状況況にに応応じじてて自自由由自自在在にに変変更更すするる他他ににははなないい融融通通のの利利いいたた山山旅旅

ツツアアーーののススタタイイルルににななりりままししたた。。ツツアアーー前前ににそそのの日日のの天天候候ややココーースス状状況況、、

参参加加者者ののレレベベルルにによよりりベベスストトププラランンをを考考ええ、、日日程程をを入入れれ替替ええたたりり大大幅幅ななココ

ーースス変変更更ををすするるここととももししばばししばば。。そそののたためめ、、どどんんなな天天気気やや状状況況のの中中ででもも最最

良良ののココーースス変変更更やや歩歩きき方方でで、、すすべべててののツツアアーーがが大大成成功功、、大大満満足足とといいううこことと

がが殆殆どどととななりり、、平平野野ガガイイドドななららででははののツツアアーーのの形形がが出出来来上上ががりりままししたた。。  

平平野野ツツアアーーのの一一番番のの強強みみはは、、ママイイククロロババススでではは通通行行不不可可、、又又はは一一般般のの車車

がが敬敬遠遠すするる未未舗舗装装のの林林道道をを目目的的地地のの登登山山口口ままでで車車でで乗乗りり入入れれ、、無無用用のの林林道道

歩歩ききををカカッットトししてて、、自自然然道道のの素素晴晴ららししいい部部分分をを歩歩くくとといいううここととでですす。。そそれれ

にによよりり、、歩歩くく距距離離・・時時間間がが大大幅幅にに節節約約でできき、、ゆゆっったたりり歩歩ききがが可可能能ととななっったた

ココーーススもも多多々々あありりままししたた。。東東北北をを中中心心にに、、悪悪路路のの林林道道走走行行はは登登山山道道をを案案内内

すするるよよりりもも遥遥かかにに気気をを使使ううととこころろでで、、一一般般のの山山旅旅ツツアアーーででははままずず企企画画すするる

ここととははなないい平平野野ツツアアーーななららででははののメメリリッットトとといいええるるででししょょうう。。そそううししたた自自

分分ででももままたた他他ののツツアアーーででもも絶絶対対にに体体験験ででききなないい貴貴重重なな山山旅旅のの有有難難ささををどど

れれほほどどのの人人がが実実感感ししててくくれれてていいたたででししょょううかか。。  

③③ママイイペペーースス優優先先のの歩歩きき方方、、そそししててココーーヒヒーータタイイムムににここだだわわるる  

少少人人数数ででのの山山歩歩ききととななっっててかかららはは、、歩歩きき方方もも大大分分変変っっててききままししたた。。かかつつ

ててのの団団体体ツツアアーーののよよううにに、、常常にに同同じじペペーーススでで全全行行程程固固ままっってて歩歩くくここととはは止止

めめ、、安安全全ななととこころろでではは極極力力ママイイペペーーススでで歩歩くくとといいううススタタイイルルにに変変わわっっててきき

ままししたた。。歩歩くくペペーーススはは人人そそれれぞぞれれでですす。。早早いいペペーーススのの人人ににととっっててはは、、遅遅いい

ペペーーススにに合合わわせせるるここととはは苦苦痛痛でで、、山山歩歩ききのの楽楽ししささをを損損ななううももののでですす。。勿勿論論

一一般般のの団団体体ツツアアーーのの場場合合ははそそれれをを承承知知でで一一緒緒にに歩歩かかねねばばななりりまませせんんがが、、平平

野野ツツアアーーのの場場合合はは状状況況にに応応じじてて（（安安全全なな部部分分でで））ママイイペペーーススでで歩歩けけ、、時時にに

はは先先行行ししてて写写真真をを取取っったたりり、、一一人人歩歩ききのの楽楽ししみみもも味味わわええるる。。ままたた遅遅いいペペーー

ススのの人人はは気気兼兼ねねななくくゆゆっっくくりりととママイイペペーーススでで歩歩けけるるとといいううメメリリッットトががああ

りりまますす。。ここれれははニニュューージジーーラランンドドののミミルルフフォォーードド・・トトララッッククななどどののガガイイドド

ウウォォーーククででもも基基本本のの歩歩きき方方ととななっってていいまますす。。  

ここううししたた歩歩きき方方はは、、一一般般のの山山旅旅ツツアアーーでではは決決ししててあありり得得なないいススタタイイルルでで、、  



常常ににガガイイドドのの目目のの届届くくととこころろででままととままっってて同同じじペペーーススでで歩歩くくとといいううのの

がが鉄鉄則則でですす。。確確かかにに常常にに目目のの届届くくととこころろでで一一緒緒にに歩歩くくここととはは一一番番無無難難でで安安

心心、、簡簡単単ななここととでですす。。ししかかしし何何故故ああええてて平平野野ガガイイドドががママイイペペーースス歩歩ききににここ

だだわわるるかかとといいええばば、、そそれれははそそれれぞぞれれのの人人にに自自分分ななりりののベベスストトのの歩歩きき方方でで山山

歩歩ききをを楽楽ししんんででももららいいたたいいかかららにに他他ななりりまませせんん。。そそのの代代わわりり、、どどここででママイイ

ペペーースス歩歩ききををささせせるるかかはは、、そそのの都都度度慎慎重重かかつつ素素早早くく判判断断すするる必必要要ががあありり、、

ガガイイドドととししててははよよりり確確かかななココーーススのの把把握握とと参参加加者者ののペペーースス判判断断ななどど、、全全員員

同同じじペペーーススでで歩歩くく時時よよりりもも遥遥かかにに神神経経をを使使ううこことともも確確かかでですすがが……。。  

そそのの一一方方でで、、危危険険なな場場所所やや歩歩ききににくくいい部部分分ででははピピッッタタリリとと同同じじペペーーススでで

歩歩きき、、すすべべててのの人人にに気気をを配配りりななががらら歩歩くく。。ここれれままでで３３００年年以以上上のの経経験験でで培培

わわれれててききたた平平野野ガガイイドドのの危危険険察察知知能能力力とと念念力力ををフフルルにに発発揮揮しし、、安安全全確確実実にに

リリーードドししててききたたののはは当当然然ののここととでですす。。  

ままたた、、平平野野ツツアアーーななららででははののメメリリッットトのの一一つつにに、、休休憩憩時時ややラランンチチタタイイムム

にに湯湯をを沸沸かかしし、、ココーーヒヒーー・・紅紅茶茶やや麦麦茶茶ののササーービビススががあありりまますす。。山山歩歩ききのの途途

中中でで、、自自分分たたちちでで装装備備をを持持ちち湯湯をを沸沸かかすすここととがが難難ししいい人人達達ににととっってて、、ここれれ

ほほどど有有難難いいここととははなないいででししょょうう。。長長いい行行程程のの途途中中ででほほっっとと一一息息のの休休憩憩時時のの

ココーーヒヒーーやや昼昼食食時時のの熱熱いい麦麦茶茶がが頑頑張張っってて如如何何にに美美味味ししいいももののかか。。そそれれはは山山

歩歩ききのの疲疲れれをを癒癒しし、、再再びび元元気気にに歩歩くく原原動動力力ととななりり、、山山ででのの大大ききなな楽楽ししみみにに

ももななるるかかららでですす。。山山やや森森のの中中ででののココーーヒヒーータタイイムムはは、、私私自自身身のの山山歩歩ききででもも

欠欠かかすすここととののででききなないい大大ききなな楽楽ししみみ、、ゆゆととりりののひひとと時時ででああるるとと身身にに染染みみてて

実実感感ししてていいるるかからら、、共共にに歩歩くく人人ににもも同同様様のの楽楽ししみみをを味味わわっっててももららいいたたいいかか

ららでですす。。ここれれはは日日本本ででももニニュューージジーーラランンドドででもも 3355 年年間間一一貫貫ししてて続続けけててきき

たたココロロミミココ・・トトレレッックク、、平平野野ツツアアーーののママスストトでであありりままししたた。。  

ここのの種種ののササーービビススはは、、大大手手のの山山旅旅ツツアアーーはは勿勿論論ののこことと、、他他のの山山専専ツツアアーー

出出もも決決ししてて真真似似ののででききなないい日日本本のの山山旅旅独独自自ののももののでで、、ここれれののおお陰陰でで山山歩歩きき

がが楽楽ししいい、、ここれれががああるるかからら平平野野ツツアアーーでで歩歩ききたたいいとといいうう人人はは多多かかっったたとと思思

いいまますす。。11 日日 22 回回ののおお茶茶タタイイムムののたためめににはは、、一一人人当当たたりり 550000mmll のの水水がが必必

要要でで、、最最近近でではは最最大大 66 名名ととししてて３３㍑㍑ププララススのの水水とと山山用用スストトーーブブ＋＋鍋鍋セセッッ

トト、、ココーーヒヒーーセセッットトななどど含含めめたた装装備備一一式式をを担担いいでで歩歩くくここととはは、、平平野野ガガイイドド

ににととっっててささほほどど苦苦ににななるるここととででははあありりまませせんん。。かかつつてて３３００人人ののツツアアーーのの頃頃

はは、、大大鍋鍋セセッットト＋＋１１００㍑㍑のの水水ははささすすががにに大大変変ででししたたがが、、３３００～～５５００台台のの私私

はは体体力力ももあありり、、大大人人数数のの時時ににははササブブガガイイドドをを雇雇いい、、人人数数にに関関わわららずずおお茶茶ササ

ーービビススををししてていいたたももののでですす。。時時ににははツツアアーー前前日日にに山山のの頂頂上上ややラランンチチススポポッッ

トトにに１１００㍑㍑のの水水ををデデポポししたたりり、、ととににかかくく頑頑張張っったたももののでですす。。  

ししかかしし最最近近でではは私私もも年年をを考考ええ無無理理はは禁禁物物、、そそれれででもも軽軽量量化化さされれたた便便利利なな

装装備備にによよりり、、６６人人程程度度のの少少人人数数ななららままだだままだだ充充分分ここののササーービビススはは可可能能でですす。。

ととににかかくく現現在在実実施施さされれてていいるる他他ののいいかかななるる山山旅旅ツツアアーーもも、、ここのの種種ののササーービビ

ススをを提提供供ししてていいるるととこころろははなないいででししょょうう。。特特にに大大人人数数ののガガイイドドをを抱抱ええ、、数数

多多くくののツツアアーーをを実実施施ししてていいるる会会社社でではは、、そそれれぞぞれれ最最新新のの装装備備ををそそろろええるるここ

ととはは物物理理的的にに不不可可能能ででししょょうう。。そそれれでで今今ももっってて山山でで提提供供さされれるるよよううににココーー

ヒヒーータタイイムムはは平平野野ツツアアーーななららででははのの特特権権、、特特典典？？ととななっってていいるるののでですす。。  

他他ののツツアアーーででははあありりええなないいママイイペペーースス歩歩ききととココーーヒヒーータタイイムムでですすがが、、中中

ににははいいずずれれもも不不要要とといいうう人人もも稀稀ににいいるるよよううでですす。。全全行行程程ピピッッタタリリとと付付いいてて

手手取取りり足足取取りりガガイイドドししててももららううののがが山山旅旅ツツアアーーでで、、例例ええわわずずかかなな区区間間ででもも

一一人人でで歩歩くくののはは心心細細いいとといいうう人人ももいいまますす。。ししかかしし全全くくのの山山歩歩きき初初心心者者なならら

いいざざ知知ららずず、、自自分分ででももたたままにに山山をを歩歩いいてていいるる人人ででああれればば（（日日本本のの山山旅旅参参加加

者者はは殆殆どどでですすがが））安安全全なな区区間間をを一一人人でで歩歩くくここととはは全全くく問問題題なないいははずず。。  

そそれれがが皆皆ののたためめににももななるるとといいうう意意識識ををももっってて歩歩くくここととがが大大切切ななののでですす。。  

ままたた平平野野ガガイイドドはは、、山山のの頂頂上上やや休休憩憩ススポポッットトででおお茶茶タタイイムムのの準準備備ののたためめ

にに、、目目的的地地近近くくかからら皆皆にに先先行行ししてて歩歩くくここととももししばばししばばあありりまますす。。そそれれはは少少

ししででもも時時間間ののロロススをを防防ぎぎ、、よよりり多多くくののゆゆととりりののひひとと時時をを持持つつたためめのの重重要要なな

手手段段ななののでですす。。平平野野ガガイイドドはは、、重重荷荷をを背背負負っってて全全力力疾疾走走、、皆皆ににはは「「ゆゆっっくく

りり歩歩いいててくくれればばいいいいよよ」」とといいっっててママイイペペーーススででののんんびびりりとと歩歩いいててももららうう。。

昼昼食食後後のの後後片片付付けけもも、、平平野野ガガイイドドははそそのの装装備備ゆゆええ時時間間ががかかかかるる。。場場所所とと時時

間間にによよっっててはは、、皆皆にに先先にに下下っっててももららいい、、一一人人でで後後片片付付けけ。。ここれれもも時時間間ののロロ

ススをを防防ぐぐ一一つつのの手手立立てて、、そそのの後後大大急急ぎぎでで荷荷物物ををままととめめ、、ままたたままたた全全力力疾疾走走

でで皆皆をを追追いいかかけけるる。。そそししてて足足場場のの悪悪そそううなな場場所所ままででにに追追いい付付きき、、そそここかからら

はは一一隊隊ととななっってて皆皆をを先先導導すするるとといいううここととももししばばししばばああるる訳訳でですす。。  

稀稀にに「「おお茶茶ササーービビススななどど無無用用」」ととママイイポポッットトをを持持参参ししてて、、せせっっかかくくののおお

茶茶ササーービビススをを頑頑ななにに拒拒むむ人人ももいいまますす。。一一体体、、冷冷めめかかけけたたおお茶茶とと熱熱いい麦麦茶茶やや

ココーーヒヒーーににどどれれほほどどのの差差ががああるるかか、、分分かかららなないい人人ももるるののでですすねね。。  

平平野野ガガイイドドはは皆皆ののおお茶茶タタイイムムののたためめにに、、時時ににはは全全力力疾疾走走でで５５倍倍のの体体力力をを

消消耗耗（（そそれれはは自自身身のの運運動動ににももななるるののでで何何らら苦苦ににななりりまませせんんがが））、、危危なないい個個

所所でではは５５倍倍のの神神経経をを使使いい皆皆ををガガイイドドすするる。。通通常常のの山山ガガイイドドよよりりもも心心身身共共にに

遥遥かかにに負負担担ののかかかかるるガガイイドドススタタイイルルででああるるここととをを、、平平野野ガガイイドドななららででははのの

ササーービビススとと理理解解ししててももららいいたたいいももののでですす。。  

③③平平野野ガガイイドドののみみ案案内内可可能能ななココーースス開開拓拓、、そそのの価価値値判判断断  

平平野野ガガイイドドははままたた、、三三陸陸・・十十二二神神のの森森やや鈴鈴鹿鹿・・三三人人山山ををははじじめめ、、ガガイイドド

ブブッッククににももネネッットトのの情情報報もも殆殆どどなないい今今でではは歩歩くく人人稀稀なな未未開開のの大大自自然然をを求求

めめ、、新新ココーーススをを開開拓拓ししててききままししたた。。そそれれはは、、山山歩歩ききががここれれほほどどままででにに大大ブブ

ーームムととななっったた今今、、有有名名なな山山のの殆殆どどはは登登山山道道のの過過剰剰整整備備にによよるる自自然然道道のの消消滅滅

やや観観光光地地並並みみのの大大混混雑雑でで本本来来のの自自然然をを歩歩くく喜喜びびががななくくななっったたこことと。。ここれれまま

でで私私がが提提唱唱しし続続けけててききたた「「山山とと森森をを歩歩いいてて大大自自然然ののパパワワーーををももららうう」」ととはは

程程遠遠いい、、たただだ目目的的地地ままでで歩歩くく山山旅旅ののススタタイイルルはは、、ももははやや私私がが目目指指すす山山旅旅でで

ははあありりまませせんん。。本本来来のの自自然然がが残残るるブブナナ森森、、ししかかもも昔昔ななががららのの自自然然道道をを歩歩けけ

るる場場所所ややココーーススをを絶絶ええずず探探しし続続けけててききたた平平野野ガガイイドドはは、、素素晴晴ららししいい穴穴場場ココ

ーーススをを開開拓拓ししててききままししたた。。時時ににルルーートトフファァイインンデディィンンググをを要要すするる難難ルルーートト

もも、、何何度度もも探探索索をを重重ねね、、レレベベルルにに応応じじてて一一般般のの人人もも案案内内ででききるるよよううななココーー

ススをを少少ししずずつつ増増ややししてていいききままししたた。。  

そそううししたた殆殆どど大大自自然然をを貸貸しし切切りりでで歩歩けけるる平平野野ガガイイドドななららででははのの山山歩歩きき

はは、、一一般般のの人人でではは一一生生かかけけててももままずず歩歩けけなないい貴貴重重なな体体験験でで、、そそれれららののココーー

ススはは本本来来平平野野個個人人のの楽楽ししみみ、、修修行行のの場場ととししててししままっってておおききたたいいととこころろでですす。。

一一般般ココーーススにに比比べべてて遥遥かかにに神神経経をを使使いい、、真真剣剣勝勝負負でで歩歩かかねねばばななららなないいそそんん

ななココーーススにに、、何何故故そそここままででししてて人人をを案案内内ししたたいいののかか。。そそれれはは自自分分がが大大自自然然

のの神神髄髄にに浸浸るるここととでで得得たた感感動動をを、、皆皆ささんんににもも体体験験ししててももららいいたたいいかからら。。  

そそののよよううななルルーートトをを歩歩くく時時はは、、何何度度歩歩いいててもも時時ににはは道道にに迷迷ううここととももししばば

ししばばあありりまますすがが、、一一般般ココーースス以以外外のの山山道道でではは大大ななりり小小ななりり道道ををそそれれてて迷迷うう

ここととはは当当たたりり前前。。そそのの時時如如何何にに素素早早くく的的確確にに正正ししいい位位置置にに戻戻りり、、目目的的のの方方

向向をを目目指指すすかかはは全全ててガガイイドドのの力力量量ににかかかかっってていいまますす。。ここれれままでで 3300 年年以以上上

ももここううししたたルルーートト歩歩ききのの修修羅羅場場をを体体験験ししててききたた平平野野ガガイイドドはは、、いいかかななるる場場

面面ででもも決決ししてて落落ちち込込むむここととななくく、、常常にに冷冷静静沈沈着着なな状状況況判判断断とと念念力力にによよりり、、

ああららゆゆるる難難関関をを突突破破ししててききままししたた。。そそののよよううなな難難ココーーススをを自自分分たたちちだだけけでで

歩歩くくここととはは危危険険ななここととでで、、今今後後もも一一般般ココーースス以以外外をを歩歩くく機機会会ははなないいででししょょ

うう。。ししかかしし平平野野ガガイイドドとと歩歩くくここととにによよっってて、、未未知知のの領領域域にに入入るるここととがが可可能能

ととななりり、、ここれれままでで味味わわっったたここととののなないい大大自自然然体体験験ががででききるる。。そそののここととががいい

かかにに価価値値ああるるここととかか、、分分かかるる人人ががどどれれほほどどいいたたででししょょううかか。。  

④④日日本本のの山山旅旅・・今今後後ののゆゆくくええ、、継継続続のの可可能能性性はは？？  

平平野野ガガイイドドはは今今、、今今後後日日本本のの山山旅旅をを継継続続すするるかか否否かか、、最最終終調調整整中中でですす。。

ここれれををももっってて止止めめるるとといいうう訳訳ででははあありりまませせんん。。1100 月月以以降降のの山山旅旅ににつついいてて

はは、、ももしし希希望望ががああれればば実実施施ししたたいいとと思思いいまますすがが、、以以下下のの山山旅旅にに絞絞っってて募募集集

ししたたいいとと思思いいまますす。。ままたた、、来来年年以以降降のの山山旅旅ににつついいててもも、、平平野野ガガイイドド日日本本のの

山山旅旅のの価価値値をを理理解解しし、、そそれれがが今今後後のの皆皆ささんんににととっってて大大ききなな生生きき甲甲斐斐にに繋繋がが

りり、、大大自自然然とと真真のの触触れれ合合いいをを続続けけてていいききたたいいとと思思ううググルルーーププ（（個個人人ででもも））

ががああれればば、、最最小小限限のの範範囲囲でで継継続続ししてていいここううとと思思っってていいまますす。。  

  とといいううここととでで、、今今年年のの秋秋のの山山旅旅はは大大幅幅にに予予定定がが変変わわりりままししたたがが、、今今かからら

可可能能なな 1100 月月以以降降のの山山旅旅はは以以下下のの日日程程にに基基づづいいてて募募集集ししまますすがが、、出出発発日日やや

ココーーススのの変変更更、、調調整整はは可可能能

でですす。。来来年年かかららのの希希望望もも含含

めめ、、ごご意意見見そそのの他他、、平平野野ガガ

イイドドままでで何何ななりりととごご連連絡絡下下

ささいい。。皆皆ささんんかかららののおお電電話話、、

メメーールルおお待待ちちししててまますす！！今今

後後ののススケケジジュューールル調調整整のの都都

合合上上、、ででるるだだけけ早早めめににごご連連

絡絡いいたただだけけるるとと助助かかりりまますす。。      [[  違違いいのの分分かかるる男男・・平平野野洋洋一一  //森森にに戯戯れれ上上質質をを知知るる]]      
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▼▼１１００月月のの山山旅旅・・平平野野ガガイイドド一一押押ししココーースス：：真真昼昼ブブナナ悠悠々々のの森森▼▼  

東東北北ブブナナ森森のの中中でで平平野野ガガイイドドがが一一番番おお気気にに入入りりののススポポッットト。。ここれれままでで和和賀賀・・

真真昼昼山山地地をを歩歩いいたたここととののああるる人人ににももおお勧勧めめのの新新ココーーススでですす。。  

■真昼山地・真昼ブナ原生林悠々の森と大空の滝 ゆったり山旅 

真昼岳山麓のブナ指標林・手つかずの森で悠久のひと時 ,錦秋の候に  

●10 月１８日 (金 )発２日間  ★健脚度：２-2+   

●現地参加料金: \43,000（新花巻駅集合・解散）  

真昼岳中腹には周辺随一のブナ原生林が広がっています。真昼岳頂上まで無

理して行かず、途中のブナ巨木の森で憩い、ブナ指標林中の、手つかずのブ

ナ原生林の中、平野ガイドが見つけた原生林ルートを周回します。今では訪

れる人も殆どいない静寂の原生林の中でゆったりとくつろぎます。翌日は原

生林ドライブ[なめとこライン]大空の滝入口から、ゆったりとした旧林道（車

通行止め）の遊歩道を大空の滝展望地へ。錦秋のブナ林を眺めながらランチ

タイムの後、往路を登山口へ。＊奥のブナ原生林まで往復(約 1 時間)も可能。 

①新花巻駅(10:00 頃集合)＝なめとこライン＝大空の滝駐車場…大空の滝展

望地…ブナ原生林（往復㋭約３時間～3 時間 30 分）＝南花巻温泉【ホテル

志戸平泊】 ②＝沢内村＝真昼岳兎平登山口…真昼ブナ悠々の森…大ブナ広

場＝ブナ原生林内周遊…登山口（㋭計約２時間３０分）＝＝東和温泉（入浴

休憩各自）＝新花巻駅（17:00 頃着） 

☞大空の滝ゆったりコースよりも歩きごたえのある女神山のブナ森周遊、真

昼ブナ悠々の森はさらに兎平のピークまでの健脚度３コースに変更も可能。 

★★１１００月月 2200 日日発発 22 日日間間ココーーススはは以以下下のの 33 ココーーススかからら選選択択可可能能★★  

■ 秋の裏磐梯・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 

●１０月20日(日)発 ２日間 ●現地参加料金:\42,000（会津若松駅集合、解散） 

⇒秋の裏磐梯の沼と渓谷、ブナ原生林を巡る秋の山旅。裏磐梯で一番のブナ 

原生林・デコ平と雄子沢のブナ林を紅葉の時期に訪れます。 

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【アクティブリゾ

ーツ裏磐梯泊】②＝雄子沢登山口…ブナ原生林…△雄国山…雄国沼休憩舎

…（雄国沼往復 30 分）…雄子沢登山口（㋭約３時間 30 分)＝会津若松駅 

▼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、紅葉の山旅スペシャル  

●10 月 20 日(日)発 ２日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \42,000（飯山駅集合、越後湯沢駅解散） 

☞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 

①飯山駅（＝鍋倉山登山口…巨木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…茶屋池（㋭

約３時間３０分）＝戸狩温泉【泊】③＝天水山松之山登山口…ブナ林…△

天水山（往復㋭約３時間）＝越後湯沢（17:00 頃着） 

＊健脚度２のゆったりースも可能です。 

▼車道歩きを最小限に抑えた新しいコース巡りで山とブナ森周遊▼ 

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山、玉原湿原周遊        

関東で一番近いブナ林、紅葉の山旅、高原の宿水芭蕉  

●10月２０日(日)発 ２日間   ★健脚度：２～３ 

●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。 

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）■ 

★★１１００月月 22７７日日発発 22 日日間間ココーーススはは以以下下のの２２ココーーススかからら選選択択可可能能★★  

▼人気の鈴鹿山脈の中で人知れぬ自然ルートを歩く新コース▼ 

■御在所岳・武平峠コースと三人山新周遊コース、  

三人山からクラ谷へ自然林周遊、紅葉の御在所岳、最短新コース 

●10 月 27 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）  

☞従来の御在所岳・中道登山道からの登りは標高差 650 ㍍の急登や鎖場あ

りのややきついコースでした。数多くの登山コースの中で最も楽で変化に

富んだ武平峠からのコースに変更しました。鈴鹿の山の中で最も自然林が

美しい三人山を巡る新コース。乗り換え不便な湯の山温泉駅（近鉄湯の山

線）を止めて、桑名駅(JR)集合・解散としました。 

①桑名駅（9:27 着）＝菰野 IC＝鈴鹿スカイライン＝武平峠駐車場…鎌ガ

岳分岐…長池…△御在所岳…△南峰…表登山道（周遊㋭約３時間）＝湯の

山温泉【ホテル鹿の湯泊】 ②武平峠下雨乞岳登山口…いっぷく峠…△三

人山…南のコル…クラ谷…コクイ谷分岐…沢谷乗越…いっぷく峠…登山

口（周遊㋭約３時間）＝菰野 IC＝桑名 IC＝桑名駅（17:45 発） 

＊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。 

 

新伊豆の山旅その３・秋の天城猿山と東伊豆ジオパーク              

天城随一のブナ原生林、小僧山から猿山・兄弟ブナ広場に憩う 

①１０月 2７日(日)発 ②11 月 4 日(月)発 ２日間  ★健脚度：３～3+ 

●現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散） 

天城連山から西へと続く伊豆山稜線歩道。その滑沢峠から猿山へと派生す

る尾根は、天城で最も原生状態が保たれ、静かな山歩きを楽しめる穴場で

す。ガイドブックにも載っていないマーカーと地図頼りの本来の山歩きの

魅力を味わえる貴重なスポット。平野流コース巡りで最も効率的かつ最短

コースで往復。東伊豆ジオパーク・城ケ崎海岸遊歩道と観光地化されてい

ない大自然のオアシス・松川湖も訪れます。伊豆高原のリゾートホテル泊、

伊豆で一番人気の村の駅にも立ち寄る秋の伊豆周遊山旅＆ドライブの旅。 

①三島駅（8:19 着）＝村の駅＝湯ヶ島＝松川湖（湖畔往復㋭1 時間）＝

城ヶ崎海岸ジオパーク遊歩道（大橋照葉樹林往復㋭約 40 分）＝伊豆高原

【ホテルアンビエント伊豆高原泊】②＝冷川＝修善寺＝天城太郎杉＝林道

終点猿山登山口…滑沢峠…分岐三方…△小僧山…△猿山…兄弟ブナ広場

（往復㋭約 5 時間）＝道の駅天城越え＝三島駅（1８:00 頃着） 

▼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▼  

■秋の大マテイ山と雁ヶ腹摺山  ２日間  晩秋の季節に 

①１１月４日（月）②１１月１０日（日）発 ★健脚度：2-3 

●現地参加料金:\28,000（上野原駅集合・解散、又は大月駅解散） 

☞奥多摩周辺で最も自然林が残された大マテイ山を晩秋の季節に。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。雁ヶ腹摺山は大月から林道を大峠まで乗り入れ、最短コー

スで往復、頂上から五百円札写真の富士山を眺めながらランチタイムを。 

■高尾山～景信山周遊：誰も歩いたことのない穴場コース

●１1月2５日（月）～１1月２８日（金）の随時、日帰り、3名から実施 

●現地参加料金:\3,000（JR 高尾駅集合・解散） 

⇒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。しかし平野ガイドは裏高尾の林道に高尾山への最短ルートの入口を

発見、歩く人も殆どなく、階段もなく歩きやすい山道で、頂上まで２０～３

０分の超穴場コースです。頂上から景信山へ縦走して頂上園地でランチタイ

ム、下山は小下沢へ下る周遊コースを作りました。下山口から出発点までは

１時間ほどの長い林道と車道歩きとなりますが、平野流車回送術？で無駄な

歩きをカット、これまでにない高尾山～景信山周遊、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 

HP：www.koromikotrek.com 又は[コロミコ・トレック]で検 
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