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日日本本のの山山旅旅便便りり 22001155年年 88月月～～山山旅旅レレポポーートト抜抜粋粋  

＜日本の山旅・平野ガイドからのお便り＞から山旅レポートの抜粋です。 

これまでよく読んでいない人、も一度じっくりご閲読ください。 

■2015 年 8 月のお便り・7 月の山旅レポート 
日本の山旅リピーターの皆さん、８月に入り毎日猛烈に暑い日が続いて

いますが、夏ノ暑サニモマケズ元気にお過ごしでしょうか。 

さて、私は７月北海道ツアー３本の後、東北に渡り、神室岳ツアー２本

の全てのツアーを無事、大成功にて終了、８月７月に帰ってきました。 

余市岳と塩谷丸山：小樽湾と周囲の山々を見晴らす塩谷丸山・大岩展望地

でのゆとりのひと時は最高でした。10 年ぶりの余市岳はゴンドラが運行休

止のため、赤井川登山口から往復というコースを予定。ところが前日の下

見の結果、往復２時間 30 分の林道歩きと未整備のササ藪歩きは登山の魅力

を半減、ということで、ニセコの花の名山・目国内岳に急遽変更。平野ガ

イドならではの臨機応変な日程変更は大正解でしたが、北海道らしからぬ

異常な高温のため、参加者の一人が熱中症寸前で途中でダウン、予定して

いたゆとりの山旅は実現できませんでしたが、余市岳よりも遥かに歩きや

すい登山道と大展望、高山植物など十分に楽しめ、全員無事、大満足で下

山、2 泊目のキロロの夕食は焼き肉パーティーで乾杯。3 日目は最近一番人

気の余市ニッカ工場見学とプラスαの積丹半島巡りに皆大満足の山旅でし

た。大雪赤岳とニセイカウシュッペ：ゆったりコース希望のため、銀泉台

からコマクサ平まで、ニセイカウシュッペ山は大槍手前のお花畑まで。初

日に予定の旭岳姿見周遊は雨のため 4 日目に変更。その日は大雪湖東屋で

ピクニックランチの後、天人峡とカツラの巨木・森の神を巡り、雨に濡れ

ることなく層雲峡温泉へ。そのため最終日は少々忙しい行程となりました

が、快晴の姿見池に映る旭岳とお花畠を満喫、平野ガイドならではの日程

変更が効を奏したゆったり山旅でありました。西別岳と雌阿寒・雄阿寒岳：

川湯温泉、阿寒湖畔温泉各 2 連泊の 4 泊 5 日スペシャルプラン。斜里岳か

ら羅臼・知床連山、阿寒の山々まで見晴らす快晴の藻琴山に始まり、花の

西別岳と雌阿寒岳ではお花畑と大展望をゆったりと満喫。長時間コースの

雄阿寒岳では、皆さんよーく頑張りました。最終日には樹齢 1200 年の津

別のミズナラ 2 か所と北海道の３大秘湖のひとつ・静寂のチミケップ湖畔

での昼寝タイムのおまけつき。何といっても、平野ガイドいちおし・日本

一の温泉ホテル・あかん遊久の里鶴雅での滞在に皆さん期待以上の大満足、

充実盛り沢山の五日間でした。その後、平野ガイドは八戸に渡り、神室岳

ツアーまで空いた三日間を神室岳、不忘山、そして三陸の山の下見で毎日

歩きまくり、それぞれベストプランを練り直しました。 

今回の山旅では、７月１０日発余市岳ツアーに先駆け、平野ガイドは７

月７日の早朝２時半（深夜？）横浜発、浦和 IC を４時前に通過して深夜割

引料金セーフ、その日のうちに神室岳仙人大滝～仙台神室～山形神室岳～

笹谷峠、さらに登山口まで３キロの車道歩きの周遊コースを完歩。仙人沢

のブナ林や大滝は感動的な素晴らしさでしたが、すでにコース半ばからこ

れは一般の皆さんを案内出来るコースではないと判断、その後は自らの鍛

錬、ひとり歩きの楽しみとして歩くことに専念しました。 

ところでこの仙人大滝周遊は、半年間鈍り切った平野ガイドの足にはと

てつもなく応え、後半には両足がつりながらストックを頼りに歩くという

情けなさ、久々のヘトヘト状態で車に辿り着くという始末。（これからは

年も考えて、衰えた脚の筋肉を鍛え直さねばなりません）その日は秋保温

泉で山旅の疲れを癒し、翌日は釜石から三陸海岸を北上、三陸の山旅の下

見をしながら八戸フェリーへ。翌７月９日早朝苫小牧着後、余市岳・赤井

川コースの下見で炎天下の林道歩きと感動のないササ藪歩きで再び披露困

憊、しかし翌日からは気合を入れ直して北海道７月ツアーに突入です。 

とにかく新コースの下見は絶対に必要不可欠の最重要仕事。そのコース

の良さや歩き方を確認することが一番の目的で、ガイドブックやネットで

調べて作ったプランが実際に適切なものであることを現場で確認できれば

理想的です。しかし時には、予想に反してハード、困難過ぎて一般の人に

はとても向かないコースであったり、何の感動もなく、歩く価値のないコ

ースであることを実感することもしばしば。それも下見のひとつの大きな

成果であり、そんな時は歩きながら他に最適な山、コースはないか考える

のですね。今回の余市岳、神室岳の下見でも大きな成果がありました。余

市岳の赤井川コースは、他の山専ツアー社でも同様のコースで往復してい

ますが、もし予定通りこのコースを歩いていたら、長い林道歩きと何の感

動もないササ藪歩きに皆も疲労困憊、熱中症になっていたかもしれません。 

また神室岳仙人大滝周遊コースの下見では、今回の２つのツアーの参加

者を想定して、最大限でも山形神室岳までが限度、場合によっては途中の

ハマグリ山までか、という見込みがつきました。またもう一つの新コース・

不忘山は、当初の予定では白石スキー場から不忘の碑経由、頂上往復とい

う一般向けのコースでした。しかし前日の下見でより変化に富んだ権現沢

コースを歩いてみた結果、難所とされる徒渉点や鎖場に問題ないことを確

認。また権現沢のブナ林と自然道の素晴らしさから、やや健脚であればこ

の周遊コースとしたいので、長時間コースをゆったりと歩くために、２日

目朝一で歩くというプランが完成して、２本のツアーに臨みました。 

神室岳と不忘山：１本目はリピーターの中ではやや健脚組であったため山

形神室岳まで往復。ただしこれには大きな落とし穴がありました。登山口

の笹谷峠近くで、白石蔵王駅の駐車場に Y さんのザックを置き忘れたこと

に気がついたのでした。今から駅まで戻ったらこの日の行程が大幅に狂っ

てしまうので、とりあえず皆を笹谷峠の登山口に降ろし、先に歩いてもら

うことにしました。この一般コースは各自で歩いてもまったく問題なく、

これなら時間のロスも殆どなく、私一人で駅まで戻り後を追いかけること

に。ところがせっかく素早く機転を利かせて最短時間で駅に戻ったものの、

駅管理の不手際で荷物がスタンバイされておらず、３０分の待ち時間、結

局私が登山口を出発したのは２時間遅れ。昼用の水と Y さんのポットその

他、重荷を背負って登山開始。猛烈な炎天下の全力疾走はさすがに応え、

皆が山形神室岳からの帰路、トンガリ山の手前がやっとのことでした。と

もかくこれでこの日の行程は何とか無事にこなし、遠刈田温泉へ。 

 翌日の不忘岳周遊コースは、権現沢の下見の成果を発揮すべく、今回の

ツアーのハイライトとなるべき素晴らしい山旅となるはずでした。ところ

がここでもまた想定外のハプニングと時間のロスの連続で、天童の温泉に

到着したのが夜の８時過ぎとなってしまいました。原因の一つは、不忘山

までの一般コースが、コースの過剰整備で段差の階段や固い道が増えたこ

とと異常な暑さ。まずこれで余分な体力を消耗。これは重荷を背負う私に

は特に堪え、途中の休憩地で用足しのため後から皆を追いかけたものの、

頂上で皆を２０分も待たせるという大失態。階段歩きが如何に重荷に負担

がかかるものか、また連日の猛暑と昨日の疲労困憊が重なったのが原因で

しょうか。その後、南屏風岳への縦走路はお花畑の連続で、往復でなく周

遊コースにしたことに皆大喜び。ここでまたのんびりとロスタイム。とこ

ろがここから水引入道経由で権現沢に下る登山道が予想以上に時間がかか

り、皆かなり体力を消耗、また急下りの苦手な人もいて、権現沢に下り着

いたのも大幅に時間が遅れてしまいました。前日下見をした鎖場や徒渉点

を難なく通過して、ようやく見通しがついて、今回最も素晴らしい渓谷と

ブナ原生林の山道に入り、登りとはうって変わって歩きやすい自然道を楽

しむはずでした。ところがここでもまた大きな時間のロス。下見で私が予

想していたコースタイムを大幅に上回り、結局下見で一番良しとしていた

この区間の時間のロスが一番大きかったことが、遅れの最大の原因であっ

たようです。それは、暑さと携帯する水不足、アミノバイタルその他のエ

ナジー行動食の不足などにより、それまでの疲れが一気に出たためと思わ

れます。ともかく、今回の山旅は平野ガイド含めて全員とことん疲れ果て

ましたが、全員無事に歩き通せたということは、今後の山旅にとって大き

なプラスになったと考えたいものです。 
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翌日からの２本目のツアーは、ゆったり歩き希望の人もいたうえ、猛烈

な暑さのため、最初のピーク・ハマグリ山でのんびりとランチタイム、大

好評の遠刈田温泉に早めに着いてのんびりと温泉三昧。しかしメインの不

忘山は、往復では階段その他無用な山歩きでつまらないし、周遊コースは

絶対に不可。ということで、蔵王エコーラインの刈田峠から南屏風岳への

南蔵王縦走コースの一部を往復、３日目の面白山を含めてすべてゆったり

コースでゆとりを持って歩くことが出来ました。 

という感じで、平野ガイド渾身の下見山行と状況に応じたコース変更は

すべてが大成功であるとは限りませんが、いかなる状況でもすべて良い方

向に考え、本当に良かったと思うこと。これが山歩きでも、また人生でも

一番大切なことなのですね。 

 

■2015 年９月のお便り・山旅レポート 
日本の山旅リピーターの皆さん、猛暑と異常気象の連続だった夏も終わ

り、いよいよ本格的な秋の山旅の季節が近づいて来ました。 

三陸の山旅２本を大成功、大収穫で終了した平野ガイドは、１０月の山

旅の準備と対策、楽しいプランを練りながら、東北のブナ森に思いを馳せ

ワクワクしています。１０月２日三陸その２から始まる１０月の山旅は、

２５日の鍋倉山まで殆ど繋がり、１ヵ月毎日山とブナ森を歩きます。今回

の山旅は、新コースも含めてそれぞれの山旅を平野ガイドならではのベス

トプランを考えていますので、ご参加の皆さんは大いにご期待下さい。 

●９月の新コース・三陸の山旅レポート 

今年初めて実施した三陸の山旅は本当に素晴らしいところばかりでした。 

９月１３日発１回目のハイライトは宮古の南・船越半島の霞露ヶ岳（かろがだ

け）。漉磯（すくいそ）海岸から赤松林を登り、三陸の海岸を時折眺めながら

頂上へ。そこから内陸側の登山口へ下り３キロの林道を歩いて海側の登山

口へ戻る、というのが一般的な周遊コースとなっているようです。７月ツ

アーの帰りに二つの登山口を確認していた私は、ツアーでは最後の林道歩

きは辛いので、私が林道を先に走り車を回収してくれば大分楽なコースに

なるだろうと計画していました。ところが前日の下見で全コースを歩いて

みた私は、海抜０㍍からいきなり５００㍍の標高差を登るのはきつい、内

陸の登山口から緩やかな自然道を登る方がはるかに楽と判断。急遽逆コー

スにしようと思いました。ただしこの場合、海の登山口から登りで３㌔の

林道を走る？のはさらにきつくなることは一目瞭然。しかしそこのところ

は私だけ頑張れば皆は楽が出来るのだから、こんなにいいプランはないで

しょう。これこそは他のいかなるツアーでも、また個人でも絶対に思いつ

かない、真似のできない平野ツアーならではの大きなメリットなのですね。 

 という訳で、ゆったりコース希望の皆さんを逆コースで案内したところ、

これが大正解、皆ゆとりの山旅に大満足でした。この日私は松林の下降点

から先に下り、できれば皆が着く前に車を回収出来ればと思い全力疾走。

おそらく皆には２０分以上の差をつけたから、３㌔の林道歩きを頑張れば

何とか間に合いそうだと海岸の駐車場に到着。何とそこには見覚えのある

車が止まっていて、前日昆布取りに来ていた地元の夫婦が丁度帰ろうとし

ているところでした。まさにグッドタイミングで、剛腕の奥さんが上の登

山口まで送ってあげるとのこと。これで一番いやな林道歩きがカットされ、

今回の作戦はゆとりを持って大成功となった訳です。こういうことがあれ

ばいいなとの念力が通じたのでしょうか。 

 この日は天気も良くて頂上その他でかなりのんびりとしたため、もう一

つの目的地・十二神の森へは入口まで行ってみようということで、重茂（お

もえ）半島に入り、周辺随一といわれるブナ原生林を目指しました。何しろ

自然観察教育林とされているこの森は、休暇村や道の駅案内所でも全く情

報がつかめず、道路にも案内看板もなく、唯一ネットにあったかすかな情

報を頼りに入口を探す他はありませんでした。重茂の村の先でほんの小さ

な標識を見逃さずに未舗装の林道を 5 ㌔、そこには素晴らしいブナの自然

林が広がっていました。今回は夕暮れの時間が迫っていたので、森の雰囲

気に浸りながら入口の広場でコーヒー・タイム、滅多に来れない大自然の

奥地まで来れたという満足感を持って、宿へと向かいました。 

 ３日目は皆さんの希望で北三陸鉄道には乗らず、全行程車で宮古を北上、

北山崎、種差海岸経由、八戸へという 180 ㌔の長距離ドライブとなりまし

た。希望していた龍泉洞は先週来の大雨で閉鎖のため種市の名山・階上岳（は

しがみだけ）へ急遽予定変更。以前の下見でガイドブックのコースよりもさら

に上まで車で入れる登山口を確認していたので、往復１時間１０分カット

の最短コースで往復することにしました。 

ところが上の登山口駐車場で下山してきたグループに聞くと、先週の大

雨以来、コースはで泥んこのズルズルベッタリ状態で、頂上までは１時間

半以上の難コースになってしまったとのこと。泥だらけの靴とその言葉を

聞いて歩く意欲減退、さあどうしようかと迷っていると地元の人が寄って

きて、「もっと上まで車で行ける登山口があるのさ。そこから頂上までは

ほんの３０分だよ」という嬉しいアドバイスをしてくれたのでした。その

案内通りに２か所の分岐を通過してさらに上まで行くと、そこには立派な

トイレも建つ広い駐車場があったのでした。そこはガイドブックにあった

大開平というところで、標高はすでに 625 ㍍、740 ㍍の頂上まで 30 分

足らずの登山コース最上部の地点でした。そこまでの嫌な急登の悪路をカ

ットして、一番楽で快適な自然道の尾根を歩ける特上のゆったりコースで

した。ここでもまた山神様のお導きか、皆の念力のお陰か、ゆとりを持っ

て階上岳の頂上でランチタイムを楽しむことが出来たのでした。 

9 月 17 日発 2 回目の三陸の山旅は、初日の兜明神岳は天気も良く、前

回行けなかった岩ゴロの頂上まで全員登頂、快調なスタートとなりました。

ところがその後天候は急激に悪化、夜半から大雨となり、翌朝も絶望的。

おまけにチリ地震の影響で宮古周辺にも津波警報が。山は雨でも歩けない

ことはないとはいうものの、一番の心配は津波と道路の通行止め。まずは

現地での情報に注意しながら霞露ヶ岳方面に向かうと、周辺での通行止め

はない様子でした。どうやら津波も殆ど影響がなかったようですが、海に

近いところでは依然油断は禁物、漉磯海岸の登山口で目の前に荒れ狂う荒

海を眺め、一目散に標高の高い内陸の登山口へ。そこで雨が一旦小降りに

なったのでほんの少し登山道を歩いては観たものの、山の上部は相変わら

ず分厚い雨雲の中。皆さん登山口と下山口を確認したと納得、満足して霞

露ヶ岳は終了。ただ今回は気合を入れて 3 ㌔の林道を歩こうと思っていた

私としては少々残念？ではありましたが。 

そんな訳で今回はゆとりの時間ができたので、次の目的地・十二神の森

へは、重茂半島を南から全走破するドライブルートで半島を巡ることにし

ました。さらに日本最東端の魹ヶ岬（トドと読みます）に立ち寄ってから、いざ

十二神の森へ。今日の大雨ではこの先 5 ㌔の未舗装林道が一番心配でした

が、何とか大丈夫そうで無事森の入口に到着。雨なので車の中で昼食、こ

んな時に車用ポット＆お茶セットが威力発揮です。そのうち雨は少しずつ

小降りになったので、森の遊歩道を歩いてみると、そこには感動的なブナ

の森の風景が広がっていました。まるで林道のように幅広い山道が全て腐

葉土のフカフカの道。これまで東北のブナ森を歩きまわってきた私ですが、

こんなに素晴らしい山道はいまだかつて見たことがありません。またひと

つお気に入りのブナ森を見つけたという喜びに満たされながら、森をそぞ

ろ歩きました。 

この十二神の森には、沢沿いに周遊するコースや奥の終点まで歩く縦断

コース、さらに上部の十二神山まで 1.7 キロの山道を登るルートなど、時

間とレベルによりいろんな歩き方が出来るようです。いずれこの地をメイ

ンとする山旅ツアーを是非作りたいものです。 

この 2 回目の三陸山旅は、大雨や津波の心配をものともせず、最良のパ

ターンで皆満足度 100％の山旅となりました。ゆったり歩き希望のグルー

プでしたので、最終日 3 日目の階上岳は迷うことなく最短登山口に直行、

頂上でゆとりを持ってランチタイムを楽しみ、種差海岸、八戸の八食セン

ターに立ち寄りながら八戸までお送りしました。 
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◆今私たちにできることー復興支援のためにも三陸の山を歩きましょう◆ 

今回初めて実施した三陸の山旅は予想以上に素晴らしいツアーでしたので、

今後毎年実施する予定です。まだ参加されていない人には是非お勧めした

いところです。また 10 月の山旅一回目・三陸の山旅その２もまた一味違っ

た三陸の山と自然を満喫できるお勧めコースです。 

 ところで今回訪れた三陸海岸の地域は未だに復旧作業の途中で、至る所

で大規模な工事現場や仮設住宅、仮説商店街などを目にします。この地域

が完全に復興するのはまだまだ先の話で、今後も各方面からの支援が必要

なことでしょう。私たち日本の山旅ができることは、とにかく三陸の山旅

で現地を訪れることくらいしかできませんが、それも一つの大きな力にな

るものと思います。現地のホテルに泊まり、土産品の買い物をするのもほ

んの少しではあっても地域のためになるのですね。実はそれよりも日本の

山旅で三陸の山を歩くということは、もっと価値があるのです。私たちが

三陸の山で出合った地元の人々、ビジターセンターや観光案内所で話をし

た関係者の人たちにとって、はるばる遠方からマイナーな三陸を歩きに来

たグループがいるということ自体、彼らにとってこの上ない励みになるに

違いありません。私が一番好きな東北ブナの山旅、その中の新コースのひ

とつとして、今後毎年実施したいと思います。 

 

■201６年５月・山旅レポート 
日本の山旅リピーターの皆さん、桜も散りようやく新緑の季節となりま

した。これからいよいよ日本の山旅が始まりますね。 

私は能登～角田山 5 本のツアーを無事大成功で終了、4 月 8 日に帰って

きました。今年初めての能登の山旅では猿山のユキワリソウの大群落の中、

他のツアーにはないベストコースを歩き、輪島の朝市、白米千枚田他観光

スポットを巡る周遊ドライブも楽しみました。和倉温泉宿・のと楽も大好

評、今回参加できなかった人には是非お勧めしたい新コースです。 

★熊本大地震０４１４：また大変な震災が起こりましたが………★ 

5 年前の東北大震災に引き続き、今回は熊本で大きな地震がありましたね。 

２週間もの間たびたびの余震が続き、現地では今なお大変な状況のようで

す。１日も早く地震の不安がなくなり、復旧が進みますようお祈りします。  

とにかく最近は日本中で火山噴火その他いろいろと天変地異に次々と見

舞われ、これから日本は、地球はどうなるか心配な人も多いのではないで

しょうか。しかし、いつどこで何があるか分からないから、山などに行っ

ている場合ではない、というのは大間違い。これからの時代、私たちにと

って一番大切なことは、大自然の気溢れる山や森を歩き、心身共に清らか

に元気に明るく生きていくことなのですね。また山の状況も年々変わり、

歩けなくなる場所も増えてくることでしょう。今歩ける処を出来る限り機

会を作って、少しでも多くの素晴らしい大自然を歩きたいものです。 

さて、４月の山旅お便りの後、新コースや改訂コースをいろいろと考え、

最新日程プランを作りましたので、ご覧ください。５月でもまだ間に合う

コースや残席ありのコースもありますので、大至急楽しい山旅プランを練

りましょう。 

■201６年６月のお便り・6 月新緑の山旅レポート 

6 月新緑の東北ブナの山旅 4 本を無事、大成功にて終了、ようやく絶好

調を取り戻して、22 日に帰ってきました。 

鳥海アガリコ大王ツアーでは女甑カツラから女甑山と男甑山の２峰を往

復する健脚グループで、アガリコ大王の後、最上・土湯の黒杉でのブッシ

ュ・ウォークを皆さん頑張りました。 

白神山地1本目では白神岳の後、藤里駒ヶ岳の林道の復旧が間に合わず、

田代岳に変更の予定が雨のため森吉ノロ川ブナ原生林に変更。の予定がま

たまた林道通行止めで急遽、マタギ打当温泉の奥、安の滝に変更、新緑と

滝のマイナスイオンをたっぷりと吸収。平野ガイドならではの臨機応変な

変更作戦で皆さん大満足の山旅。 

白神山地 2 本目は初日から雨の様子で、久々の岩木山は翌日として津軽

峠に変更。ところが白神林道がこれまた不通のため、ブナ原生林散歩に、

その後大雨でしたが、アクアビレッジの屋根の下の休憩ベンチで楽しい昼

食。翌日の岩木山は好天で大正解でした。スカイライン途中の巨木の森の

新緑も最高でした。十二湖での早朝散歩と二つ森、ゆったりブナの山旅を

楽しみました。 

沢内銀河高原ベースのゆったり山旅では、鞍掛山の自然林周遊コース、

真昼ブナ原生林散歩、なめとこラインから大空の滝・ブナ原生林コースな

ど、新緑のブナをたっぷりと味わいました。 

ところで今回の山旅ツアーではまる３日間空きができたので、その間３

か所の山を一人で歩きまくりました。特に戸来岳と竜ケ森は素晴らしいブ

ナの森と展望の山で、今後の新コースとして新緑、紅葉共に山旅プランに

加えたいと思います。 

余談ですが、この竜ケ森の途中で熊さんと遭遇しました。八合目のブナ

広場で何か黒い塊が動いていると思ったら、どうやら熊がこちらに尻を向

けてブナの実を一生懸命食べている様子でした。私は１０㍍ほど手前で「お

ーいクマよ～」と声をかけると、熊はこっちを振り向いてしばし対面。私

は「何してんだ。俺は何もしないから家に帰れ～！」と強そうな態度でク

マに話しかけると、熊は一瞬たじろぎ、ドサッと向きを変えてササ藪の中

に逃げていったのでした。私としてもこれは初めての体験でしたが、これ

で熊との接し方を確信したのです。山のクマは人間が一番怖いから、突然

ばったり遭ったら襲ってくる。だから熊に人間の存在を早めに知らせる事

が一番肝心なこと。熊がいそうなところでは、まずこちらから熊を見つけ

て早めに存在を知らせる。そしてもし近くで向かい合ったら、目をみて話

しかける。自分が熊を攻撃しないことや、怖がって逃げたりしない態度を

みると、熊は必ず自ら去っていくものなのですね。これまで私が思ってい

たことが正しいと確信できた素晴らしい体験でありました。 

 

■201６年６月のお便り・その 2 

****５５月月のの山山旅旅レレポポーートト・・新新ココーースス下下見見山山行行記記**** 

日日本本のの山山旅旅リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、６６月月ののおお便便りりそそのの２２ををおお送送りりししまますす。。

５５月月のの山山旅旅レレポポーートトとと山山旅旅のの合合間間にに来来年年のの新新ココーーススのの下下見見にに１１人人でで歩歩いい

たた山山旅旅記記、、ごご覧覧くくだだささいい。。  

■伊吹山と御在所岳、七人山ブナ林：新コース下見山行記 

●●伊伊吹吹山山はは頂頂上上よよりりもも北北尾尾根根ココーーススををメメイインンにに・・・・・・  

伊伊吹吹山山はは初初めめててののココーーススななののでで、、私私はは伊伊吹吹山山北北尾尾

根根とと雨雨乞乞岳岳ののブブナナ森森周周遊遊ルルーートトのの下下見見、、ベベスストトココ

ーースス発発掘掘ののたためめツツアアーーのの２２日日前前にに横横浜浜をを出出発発。。週週

間間予予報報ででははツツアアーーがが始始ままるる 1122 日日かかららはは殆殆どど好好天天

のの見見込込みみだだっったたがが、、私私がが歩歩くく２２日日間間はは大大雨雨予予報報。。

ででもも自自分分一一人人でで山山をを歩歩くく時時はは雨雨ででもも平平気気ななののでで、、予予定定通通りりままだだ暗暗いい３３時時、、

吹吹山山北北尾尾根根のの国国見見峠峠をを目目指指しし大大雨雨のの中中をを出出発発ししたた。。  

花花でで有有名名なな伊伊吹吹山山はは、、今今でではは頂頂上上近近くくままでで車車でで入入れれるるののでで、、ほほととんんどど観観

光光地地化化ししててししままいい、、ここれれままでで山山旅旅ツツアアーーにに取取りり入入れれるるここととをを敬敬遠遠ししてていいたた。。

ししかかししネネッットトでで調調べべててみみるるとと、、北北尾尾根根ののココーーススがが本本来来のの自自然然道道がが残残りり、、山山

専専ののツツアアーーもも組組ままれれてていいるるよよううななののでで、、ここここををメメイインンににココーーススをを組組むむののがが

ツツアアーー仕仕様様ととななるるだだろろうう。。北北尾尾根根はは伊伊吹吹山山頂頂上上駐駐車車場場かかららドドラライイブブウウェェイイ

をを 11 キキロロほほどど下下っったた所所かからら始始ままりり、、御御座座峰峰、、大大禿禿山山、、国国見見岳岳かからら国国見見峠峠まま

でで片片道道約約４４時時間間のの縦縦走走ココーーススととななっってていいるる。。車車のの回回送送はは不不可可ななののでで、、ここのの

中中のの良良いい部部分分ののみみをを往往復復とといいううののがが妥妥当当ななププラランン。。ツツアアーーのの下下見見とといいええどど

もも、、ここのの伊伊吹吹ドドラライイブブウウェェイイのの通通行行料料３３千千円円をを払払ううののはは馬馬鹿鹿ららししくく、、ままたた

たたっったたここれれだだけけのの距距離離ででここれれほほどどままでで高高額額なな通通行行料料をを取取るるここととにに腹腹がが立立つつ

ののでで、、私私はは反反対対側側のの国国見見峠峠かからら往往復復すするるここととににししたた。。  
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天天気気予予報報通通りり雨雨はは依依然然降降りりややままずず、、何何ととかか見見つつけけたた国国見見峠峠のの駐駐車車場場かからら

ままずずはは国国見見岳岳へへ。。ささららにに大大禿禿山山をを越越ええ縦縦走走中中間間点点のの御御座座峰峰ままでで行行っったたととここ

ろろでで、、すすででににププラランンはは固固ままっったた。。国国見見峠峠側側かかららはは植植林林帯帯やや３３つつのの山山のの登登降降

がが結結構構ハハーードドでで、、花花ももああままりりなないいののでで、、ここのの半半分分ははツツアアーーににはは不不向向きき、、やや

ははりり花花やや景景色色のの良良いい部部分分ははドドラライイブブウウェェイイ側側かかららのの往往復復がが良良いいとと判判断断。。  

一一般般的的ななププラランンととししててはは最最大大でで御御座座峰峰ままでで、、又又はは時時間間とと体体力力にに応応じじてて途途中中

ののピピーーククままでで往往復復とといいううププラランンががベベスストトだだろろうう。。ここのの部部分分はは一一般般道道ななののでで、、

ああととはは本本番番でで縦縦走走路路入入口口だだけけをを確確認認すすれればば大大丈丈夫夫、、とといいううここととでで依依然然降降りり

ややままぬぬ雨雨のの中中をを戻戻るる。。ととににかかくく今今回回はは大大雨雨のの中中をを感感動動ももななくく一一番番辛辛いい部部分分

ののみみのの骨骨折折りり損損ととななっっててししままっったたがが、、ここれれもも下下見見山山行行のの大大ききなな成成果果のの一一つつ

でであありり、、歩歩いいててみみたた甲甲斐斐はは十十分分ああっったたとといいううももののだだ。。帰帰路路、、雨雨のの中中ででふふとと

見見つつけけたた山山シシャャククヤヤククのの三三分分咲咲きき。。中中ををののぞぞくくとと、、11 日日もも早早くく陽陽のの光光をを浴浴びび

てて外外にに出出たたいい花花芯芯がが実実にに新新鮮鮮、、ここれれががここのの日日唯唯一一のの安安ららぎぎででああっったた。。  

●●雨雨乞乞岳岳、、三三人人山山かからら七七人人山山ブブナナ森森周周遊遊ココーースス完完成成  

残残るる 11 日日はは雨雨乞乞岳岳・・三三人人山山～～七七人人山山ブブナナ森森周周遊遊ルルーートト確確認認、、開開拓拓ののメメイインン

エエベベンントト。。彦彦根根のの宿宿をを早早朝朝発発でで御御在在所所岳岳へへのの最最短短ルルーートトでで行行けけるるははずずがが、、

途途中中のの崖崖崩崩れれののたためめ、、国国道道線線がが通通行行止止めめ。。急急遽遽方方向向をを変変ええてて西西のの八八日日市市側側

かからら武武平平峠峠をを目目指指すすここととにに。。結結局局湯湯のの山山温温泉泉経経由由よよりりももここののルルーートトのの方方がが

雨雨乞乞岳岳ににはは近近道道とといいううここととでで、、結結果果オオーーラライイでで登登山山口口にに。。そそのの頃頃大大雨雨ははまま

すすまますす強強ままりり暴暴風風雨雨状状態態ととななっったたののでで、、山山支支度度（（大大雨雨仕仕様様））をを車車のの中中でで済済

まませせ、、完完全全装装備備でで出出発発。。ここここままででひひどどいい雨雨でではは絶絶対対にに人人をを連連れれててはは行行けけなな

いいしし、、ここんんなな時時にに雨雨乞乞岳岳にに入入るる人人ななどどままずずいいなないいとといいううもものののの、、ととににかかくく

ままだだ未未知知のの部部分分をを完完成成ささせせねねばばななららずず、、雨雨ニニモモ負負ケケズズ三三人人山山をを目目指指ししたた。。  

  ここれれままでで私私はは雨雨乞乞岳岳周周辺辺はは何何度度もも歩歩きき、、七七人人山山ののブブナナ林林のの素素晴晴ららししささはは

知知っってていいたた。。一一般般的的ににはは武武平平峠峠かかららククララ谷谷経経由由でで往往復復すするるののがが一一番番無無難難なな

ココーーススだだがが、、ここれれはは沢沢のの往往復復がが長長くくてて退退屈屈。。ままたたココククイイ谷谷～～雨雨乞乞岳岳～～ククララ

谷谷をを大大周周遊遊すするるココーーススはは長長時時間間のの健健脚脚向向けけでで山山旅旅ツツアアーーととししててはは少少々々無無理理

ががああるる。。そそここでで以以前前かからら気気ににななっってていいたた三三人人山山かからら東東雨雨乞乞岳岳にに至至るるブブナナ尾尾

根根ココーーススがが良良けけれればば、、丁丁度度良良いいブブナナ森森とと沢沢のの周周遊遊ココーーススがが出出来来るるははずずととププ

ラランンをを練練っったた訳訳だだ。。ガガイイドドブブッッククににもも、、地地図図ににもも載載っってていいなないいここののルルーートト

がが本本当当にに素素晴晴ららししいいももののででああるるかか、、ままたた正正ししいいルルーートトフファァイインンデディィンンググでで

人人をを案案内内ででききるるかか、、すすべべててここのの日日のの下下見見山山行行ににかかかかっってていいたた。。だだかからら何何がが

何何ででもも自自分分のの目目でで確確かかめめねねばばななららなないいののだだなな。。  

郡郡界界尾尾根根のの入入口口はは「「雨雨乞乞岳岳→→」」とといいうう小小ささなな手手書書ききののププレレーートトががああるるのの

みみ、、一一般般ココーーススででははなないいののでで、、知知るる人人ぞぞ知知るる登登山山口口とといいうう感感じじ。。よよくく見見るる

とと確確かかにに道道ががあありり、、すすぐぐにに小小沢沢渡渡渉渉点点のの対対岸岸かかららいいききななりりのの急急登登ととななるるもも

のののの、、確確かかななフフミミアアトトとと赤赤テテーーププがが付付けけらられれてていいるるののでで、、ここれれがが郡郡界界尾尾根根

ルルーートトとと確確信信、、ままずずはは一一服服峠峠目目指指ししててググンンググンン高高度度をを稼稼ぐぐ。。ややががてて植植林林帯帯

をを抜抜けけ 22 本本のの杉杉のの巨巨木木をを過過ぎぎるるこころろかからら自自然然林林ととななりり、、最最後後ののひひとと登登りりでで

いいっっぷぷくく峠峠とと思思わわれれるる尾尾根根にに到到着着、、ここここかかららいいよよいいよよ三三人人山山へへとと続続くく郡郡界界

尾尾根根がが始始ままるるととこころろだだ。。ここここかからら三三人人山山をを越越ええてて東東雨雨乞乞岳岳ままででのの未未知知ののココ

ーーススがが、、予予想想通通りり素素晴晴ららししいいブブナナ森森のの自自然然道道がが続続きき、、正正ししいいルルーートトささええたた

どどれればば一一般般のの人人をを無無理理ななくく案案内内ででききるるかかどどううかかががままずず第第一一ののポポイインントトだだ。。

予予定定ででははここのの尾尾根根をを三三人人山山かからら東東雨雨乞乞岳岳ままでで登登りり、、七七人人山山かかららココククイイ谷谷へへ、、

そそししてて沢沢谷谷のの乗乗越越かかららここのの一一服服峠峠ままでで登登りり返返すすとといいううののがが新新周周遊遊ココーーススとと

ななるる。。第第 22 ののチチェェッッククポポイインントトはは一一般般ココーーススのの沢沢谷谷乗乗越越かかららここのの一一服服峠峠まま

でで戻戻るるルルーートトがが見見つつけけらられれるるかか、、ままたたそそここ

かかららどどれれほほどど時時間間ががかかかかるるももののかかとといいうう

ここととだだ。。  

  三三人人山山へへ向向かかううココーーススははいいききななりりのの下下

りりととななりり、、アアッッププダダウウンンももああるるがが、、実実にに気気

持持ちちのの良良いい自自然然道道のの尾尾根根道道がが続続いいてていいたた。。

アアセセビビややシシロロモモジジのの新新緑緑、、そそししてて何何とといいっっ

ててもも雨雨ののモモヤヤにに煙煙るるブブナナ林林のの美美ししささはは格格別別、、ここれれはは素素晴晴ららししいい新新ルルーートトにに

ななりりそそううだだ。。そそののううちちシシャャククナナゲゲのの大大木木がが群群生生すするる尾尾根根ととななりり、、真真紅紅のの蕾蕾

やや満満開開のの花花もも。。ややががてて三三人人山山とと思思わわれれるるピピーーククのの少少しし先先にに絶絶好好のの休休憩憩場場所所

をを発発見見、、シシャャククナナゲゲもも展展望望ももここここがが一一番番ののよよううだだ。。ここのの郡郡界界尾尾根根のの一一番番のの

難難所所はは三三人人山山かからら東東雨雨乞乞岳岳へへのの標標高高差差４４００００㍍㍍のの最最後後のの急急登登だだ。。ここのの部部分分

ささええ一一般般のの人人ででもも無無理理ななくく歩歩けけ、、ししかかもも難難ココーーススででななけけれればば、、今今回回のの周周遊遊

ココーーススははほほぼぼ完完成成、、メメドドがが立立つつ。。336600 度度大大展展望望のの東東雨雨乞乞岳岳のの頂頂上上ははおおそそらら

くく暴暴風風雨雨、、休休むむ間間ももななくくククララ谷谷目目指指ししてて下下るるここととににななるるだだろろうう。。万万一一沢沢がが

増増水水ししてて不不可可のの場場合合、、ままたたここのの尾尾根根にに登登りり返返せせばばよよいい（（かかななりりししんんどどいいがが））

とといいううここととでで、、三三人人山山をを後後にに予予定定通通りり東東雨雨乞乞岳岳へへ。。最最後後のの登登りりのの前前ににいいっっ

たたんんココルルままでで下下るるののでで、、標標高高差差ははささららにに大大ききくくななるるがが、、雨雨にに煙煙るるブブナナ林林はは

ささららににそそのの美美ししささをを増増すす。。道道もも急急登登ででははああるるがが階階段段ももなないい自自然然道道でで歩歩ききやや

すすいい。。頂頂上上がが近近づづくくああたたりりかからら笹笹のの藪藪漕漕ぎぎをを覚覚悟悟ししてていいたたがが、、ななんんとと刈刈払払

いいさされれてていいてて歩歩ききややすすいい。。ここののココーーススをを歩歩くく地地元元のの山山のの会会ボボラランンテティィアアのの

人人たたちちがが頑頑張張っっててくくれれたたののだだろろうう。。ここんんななママイイナナーーななココーーススをを大大切切にに思思うう

人人たたちちにに感感謝謝感感謝謝。。  

よよううややくくたたどどりり着着いいたた東東雨雨乞乞岳岳頂頂上上ははややははりり暴暴風風雨雨、、休休むむ間間ももななくく七七人人

山山ののココルルににひひたた下下るる。。ここれれででよよううややくく新新ココーースス周周遊遊ルルーートトののメメドドがが立立っったた

とといいううももののだだ。。一一番番大大変変ななここここままででのの登登りりささええ何何ととかか頑頑張張れればば、、ああととはは大大

丈丈夫夫、、ここれれ以以上上大大変変ななととこころろははなないい。。ツツアアーー当当日日天天気気がが良良けけれればばここのの頂頂上上

ででたたっっぷぷりりとと昼昼食食、、昼昼寝寝タタイイムムをを楽楽ししめめるるここととだだろろうう。。  

 七人山コルへの下りも、以前のような深い笹薮はなくなり、かなり楽に

なった。これは刈払いにもよるが、鹿による食害によって一帯の笹が枯れ

たためだろう。確かにしかの害は大きいが、本来の自然林を荒廃させる笹

が枯れるということは自然にとってむしろプラスになるのではないか。ブ

ナやリョウブの皮を食い枯らすよりも、笹を食べ枯らすほうが遥かにまし

といえるかもしれない。もしかしてこれが害獣鹿の唯一の自然に対する貢

献なのかもしれない。 

稜線上では暴風雨だった雨も、七人山のコルまで下る頃には大分小降り

になってきた。一般コースはここからクラ谷コース下ることになるが、ブ

ナが一番素晴らしいところは七人山周辺だ。ここを訪れることなしにクラ

谷を武平峠まで長いコースを下るのはあまりにもったいない。この地を散

らない一般の人の殆どはクラ谷コースを雨乞岳まで往復するが、これは長

いだけで歩くことのみに専念、ブナ森の自然道の素晴らしさは少しも味わ

えない。今回の三人山からの周遊コースに七人山ブナルートを加えた新コ

ースこそは、他の誰も真似のできない平野ガイドならではの特上の自然林、

自然道周遊コースなのだ。 

この七人山のブナ林は、以前から私が一番気に入っているところで、今

回の新コースの後半のハイライトともいえる穴場なのだ。一般の人にはコ

ルからの往復のみでも十分価値があり無難なところだが、それでは飽き足

らない私は、七人山からクラ谷へ下るルートを何度か歩いたことがある。

途中のブナ林は藪が少なく、ふかふかの腐葉土の上を快適に歩ける素晴ら

しい別天地なのだ。しかしクラ谷へ下るルートは、一歩間違えば急な崖や

ガレ沢に阻まれ立往生することもしばしばある。一番簡単にクラ谷へ下れ

るのは、七人山頂上から真南、以前自分で立てた目印の枯れ枝方向に下り、

沢に降りる急斜面の比較的安全そうなポイントを選んで下れば、20 分ほど

でクラ谷の一般コースに合流する。このルートは十分知ってはいるが、グ

ループによってはそれでは物足りない。次のルートは、まずはしばらく快

適なブナ林の鹿道を辿り、あるところで南西に向きを変えて沢に降りるル

ート。このほうが面白い。とにかくこの領域は皆の体力経験、天候と時間

により、いかにでもバリエーション・ルートを考えられる、ということで

私はクラ谷を駆け下りた。 

今回の下見最後のポイントは、一般コースの沢谷乗越あたりから一服峠

に登り返すルートを見つけること。ネットの情報ではこの部分が定かでな

く、どの辺から峠へのルートが分かれているか、現場でないと分からない。

私はまずコクイ谷分岐あたりからその入口を探しながら歩いた。右手の山

に向かって古い山道があったので、古びた目印テープを頼りに登ってみた
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が、道は途中で途切れ小沢にぶち当たり、これは違うと元の場所に引き返

す。このときすでに唯一便りの地図を落としてしまっていたので、一服峠

の位置関係がイマイチ分からない。とにかく右側の尾根を目指せは郡界尾

根末端の峠に出るはず、と今度は急斜面の藪をかき分け尾根を目指して登

ってみる。20 分ほど藪漕ぎで何とか尾根に出るが、どうやら郡界尾根とは

違うと判断して、元の場所に戻ることに。ところが無理やり藪漕ぎで登っ

たルートは、同じルートを戻ることは殆ど不可能に近い。ほんの少し左に

逸れただけで、全く違う沢に降りてしまい、結局元の場所に戻るのになん

と 1 時間もかかってしまった。とにかくこの辺の沢は奥深く、複雑で決し

て侮れない。思わぬ時間を費やしてしまったので先を急がねば。 

やはり峠への入口はクラ谷分岐から沢谷乗越までの間にあるに違いないと、

再び一般道を武平峠に向けて歩き出す。しかし、ふと最初に入ったフミア

トがまた気にかかり、もう一度奥まで詰めてみようと思い再びクラ谷分岐

へと引き返す。あの時に行き詰まった沢まで戻り、周囲の斜面の様子を見

まわすと、対岸の上方にかすかな目印テープを発見、さらに斜面を上の尾

根まで上り詰めてみることにする。ようやく尾根にたどり着いたものの、

そこは郡界尾根の末端部・一服峠とは様子が違う。しかしどことなく見覚

えのある尾根だった。右側に続いている尾根道を見ると、何とそれは今朝

通った三人山へ続く尾根道であった。おそらく郡界尾根であっても、そこ

はいっぷく峠からかなり三人山方面に歩いたあたりであったようだ。案の

定、そこは峠からひと山越えて、かなり下った所にあった鞍部であった。

そこから目的の一服峠への登り返しに３０分程かかり、ヘトヘト状態でよ

うやく峠にたどり着いた。 

 これで一つのルートは分かったものの、このコースで一般の人を案内す

るなどとんでもないことだ。どれほど無駄な体力を消耗することか。この

ルートはまず没だ。朝来た一服峠で休みながら考える。左下にはクラ谷方

面に続くフミアトと赤テープが見られ確認できる。おそらくこれを下れば

一般コースの沢谷乗越あたりに出るに違いない。下りで 10 分から 15 分と

いうところだろう。しかしその時私の体力気力は殆ど限界状態。クラ谷分

岐ではなく、沢谷乗越あたりに必ずこっちへ向かう入口があるはず、とあ

とは本番にかけることにした。 

こうして私の２日間の雨の下見山行は、全精力、体力を使い果たしなが

らも、大成功、大収穫にて無事終了、ツアーに先駆け、湯の山温泉にチェ

ックイン。出発の時に家に忘れた大事なポーチ（全貴重品入り？！#、２日

前に気が付いて大至急送ってもらった）を受け取り、早速露天風呂で疲れ

を癒す。そういえばこの２日間、ポーチを忘れたことを気にしたり心配し

たりしている暇はなく、ひたすら山歩きに専念していたのだな。 

■伊伊吹吹山山とと御御在在所所岳岳、、七七人人山山ブブナナ林林 ①５月１２日発：3 名にて実施 

天気予報通りに前日までの大雨はすっかり去り、久々の快晴が3日間続く。 

1 日目伊吹山はドライブウェイでまずは北尾根入口へ。遠く御嶽山や乗鞍岳

方面の山並みの大展望の爽快な尾根歩き。北尾根の終点・国見岳は遥か彼

方、中間点の御座峰のかなり遠くに連なっている。そしてその手前の大禿

山までもいくつかのピークがあり、見るからに大変そうなアップダウンの

連続の尾根道が続いている。結局この日は米原着が1本遅い便になった事、

途中の関ケ原古戦場で寄り道したこともあって、2 つ目のピークの手前の森

の中で昼食、往路を引き返した。花もミヤマキンポウゲの群落やラショウ

モンカズラ、イブキハタザオなどが観られ、皆も大満足。その後車で頂上

駐車場駐車場に移動して、伊吹山は 3 つの周遊コースのうち、最短の中央

コースを往復。一般観光客で大賑わいの伊吹山だけでなく、静かな北尾根

を歩けたことで中身の濃い山歩きが出来たと皆満足、最短ルート：国道 365

線で湯の山温泉へ。 

2 日目の七人山周遊ルートは下見の甲斐あって、ほぼベストルートで周遊。 

天気も上々で、3 人山のシャクナゲ、東雨乞岳のミヤマリンドウなど花とブ

ナ新緑の写真を撮りながらゆとりの山行となった。七人山からの下りはブ

ナ尾根の山道があまりに素晴らしく、つい行き過ぎて倉谷の支流に降りて

しまい、一つ尾根を乗越してクラ谷本流に降りるというブッシュウォーク

の体験サーピスがプラス。最後の課題、沢谷乗越から一服峠への分岐点も

難なく分かり、そこからほんの１０分で峠に到着、これで周遊新コースは

１００％大成功となった。 

３日目の御在所岳は、これまでの２山とは全く趣の異なる山で、上部の花

崗岩の巨岩郡は圧巻。かなりの標高差はあるものの、やはり変化に富んだ

表登山道が大正解だった。ただし３日目の山と日照りの暑さで皆結構疲れ

切り、帰りは頂上からリフトとロープウェイプで下山というプランに皆大

賛成、ホテルの温泉で汗を流しゆとりを持って湯の山温泉駅で解散となり、

メデタシメデタシ。私はといえば、登山口に車を置いてあるので、最短コ

ースの一の谷新道を駆け下り、何とか皆を送る４時にぎりぎりセーフで間

に合い、湯上りでさっぱりとした皆さんを無事駅まで送ったのだった。実

はこの一の谷新道は、かなりの急降下も含む中級者向けのコースで、水も

食料も殆どなくなっていた私は、前日２日間の山歩きに加えて体力消耗は

ほぼ限界、ヘロヘロ状態で駆け下ったのだった。明日から２本目のツアー

があるが、何といっても温泉があるから疲れも取れる。しかも湯の山温泉

一の宿、露天の岩風呂は最高。だから私は温泉ホテルにもこだわるのだな。 

■伊伊吹吹山山とと御御在在所所岳岳、、七七人人山山ブブナナ林林 ①５月１５日発：４名にて実施 

 翌日からのツアーは二回目なので、前回以上にゆとりを持ってさらに充実

内容の山旅となるだろう。そんな安心も手伝い、ガイドとして決して犯し

てはならない油断と奢りによって大きな試練の山旅となってしまう。 

今回のツアーのハイライト、２日目七人山ブナ森周遊コースは前回より

もゆとりの出発。この日はゆっくり歩いても午後四時には宿に戻り、NZ の

DVD でも観てのんびりしてもらう予定だった。前日までの全力投球の疲れ

と大成功で気の緩みも手伝い、用意しておいた地図とコンパス、そしてヘ

ッドランプさえも部屋に置き忘れるという油断が大間違いの始まり。どん

な時でも山を甘く見てはいけない、大自然の偉大さ恐ろしさを決して侮っ

てはならないというのは常々身に付いていたはずであった。それを怠り、

軽い気持ちで山に入ってどれほどの天罰を受けてきたか、痛いほどわかっ

ていたはずなのに、まずこの時点でいつも私を助けてくれていた天の神様

の怒りが爆発したに違いない。「まだ懲りないのか、この未熟者め！もう

いい加減に助けてやらんぞ。」といわんばかりに、これまで体験したこと

のないほどの試練を与えられてしまったのだ。 

ともあれ二本目の周遊新コースは、七人山までは平野ガイドの本領発揮

の完璧なスペシャルコースとして大成功だった。ただ、その日まで持つは

ずの天候が予定より早めに悪くなり、東雨乞岳頂上は強風でランチタイム

なし、早々に通過して昼食は七人山で取ることに。また前回のような景色

も見られなかったし、あれほど咲き誇っていたミヤマリンドウも皆萎み、

頂上での昼寝タイムもなし。それでも皆は普通では絶対に歩けない特上の

新コースにそれなりに満足してはいたものの、自分としてはイマイチ納得

がいかない。時間もたっぷりあるし、ここでもうひと踏ん張り大サービス

しようといたのが間違いの始まりであった。 

七人山でゆったりと昼食タイムの後、スペシャル・ルートに出発。この

ような道なきルートの場合、必ず地図とコンパスで確認してから歩き始め

るのに、またいつでもそうしないといけないと分かってはいるものの、こ

の時に限っていずれも確認せずに（できず？）前回よりももっとクラ谷分

岐に近いところに下ってみようと、いつもより左方向に歩いてしまう。少

し歩いて、前回歩いたブナ森尾根とは明らかに違う急斜面の下りとなる。

その後「これはいつもよりクラ谷の下流方向に行ってしまったので、右に

巻いていけばいい」となおも斜面を下る。ところが右に行きたいがブッシ

ュと急斜面で危険な箇所も多々あり、思うように右方向に行けないことも

しばしば。安全なルートを探しながらなおも下るうちに、沢の音が近づい

てきたので、とりあえずその澤を目指して下って行った。これはおそらく

クラ谷ではなく、その支沢であろうからなおも右へと巻いていかねばと思

うものの、安全なルートを選ぶほど思う方向に進まない。 
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やがて本流と思われる沢に降り立つが、流れの方向からこれはクラ谷で

はなく、どうやらコクイ谷へとつながる沢ではないかと思う。ということ

はかつてコクイ谷から杉峠経由で雨乞岳を目指した大周遊の難コースに出

てしまったのか。やっと登山道らしき道に出ると古い標識があり「←杉峠」

とある。やはりかつてグループを案内しかなり難渋したあのコースに出た

のだ。これを左・杉峠方面に行ったら雨乞岳から東雨乞岳に戻り、とんで

もない遠回りとなってしまう。たから右に行って、かつて歩いたコクイ谷

への道を辿り、沢の合流点（コクイ谷出会い）からコクイ谷沿いに南下す

ればクラ谷との合流点・コクイ谷分岐にたどり着けるはず、と初めて安堵

する。ところがこの先、どこでどう間違ったか定かではないが、沢の合流

点に出て二つ目の古い標識と出会う。「神崎川、水晶谷」という聞いたこ

とのない地名にはたと困り果てた。ここで地図さえあれば確信が持てたの

に、再び頭が混乱するが、意識を最大限に集中して正しいと思う方向に進

む。やがてもう一つの図入りの標識と出会い、少し状況が分かってきた。

どうやらこれはもっと遠回りの沢に出てしまったようだ。コクイ谷への案

内図には通行止めだの廃道だのとかなり荒れたようなコースとなっている。

しかしこうなった以上、とにかくコクイ谷を目指すほかはない。沢沿に歩

ける処を右に左に渡りながら歩くほかはない。ここまで思いのほか時間が

かかってしまい、いつの間にか夕暮れも近づいている。沢に入るのをため

らって渡渉点をあれこれ探したり、高巻いている悠長な時間などもはやな

い。何としても暗くなる前に一般道に出ねば。とにかく安全でさえあれば

躊躇なく水に入り、一番歩きやすい場所を瞬時に判断して先に進むのみ・・。 

ところで今回の参加グループは山歩きの初心者一名も含み、皆道なき道の

難ルートや本格的な沢コースを歩いたことのない人ばかり。一般コースで

は普通に歩けるが、急な斜面のザレ場が極端に苦手な人もいる。しかしそ

れだからといってこの場面ではとにかく気力を振り絞って歩くほかはない

のだ。ガイドの力量・経験、そして神を信じて皆が一丸となって全力をた

だ振り絞って頑張ることが何よりも大切なこと。ガイドのミスを恨んだり、

ルート判断を疑ったり、何でこんな目に合わねばならないのか、などと愚

痴をこぼしたりするマイナス想念はさらに状況を悪くする要因となり、ま

すます悪い方へ向かってしまうものだ。 

私はこれまで、ニュージーランドも含めて様々なブッシュウォークでガ

イドとして様々な難コースを案内してきた。しかしこれほどまで精神的に

打ちのめされたことはいまだかつてない。これまでいかなる難局も天の神

様に祈りつつ、全身全霊の力を振り絞り、救われてきた。今回も幾度とな

く神に助けを求めつつ、神を信じてひたすら頑張り続けた。しかしさすが

に今度ばかりは、自分の未熟さ軽率さに神も愛想をつかし本当の天罰が下

ったのではあるまいかと思ったほどだ。 

しかし、やはり神に見捨てられた訳ではなかった。皆も驚くほどの頑張

りの末、遂に一般コースとの合流点・コクイ谷分岐にたどり着いたのだ。

そこから先は一般コースではあるが、すでに薄暗くなった中、初めてなら

絶対に分からない一服峠への分岐点も難なく見つけて、元来た一服峠に到

着。そこから雨で濡れて極端に滑りやすくなった急斜面の下りを五人で二

つのライトを頼りに、何とか無事に登山口に生還、遭難は避けられたのだ。 

この物語、天からの試練はこれで終わりではなかった。ようやく車に戻

り、大雨の中いざ宿に向かい、武平峠のトンネル出口にさしかかった時、

何と道路のゲートが閉まっていたのだ。（後で分かったが、これは時間に

よる通行止めではなく、悪天候・濃霧による通行止めであった）こうなる

と宿に連絡して迎えに来てもらうのが唯一の手段。ゲートのカギが手に入

らない場合は、車を置いて迎えの車で帰る他はない。なかなかアンテナが

立たず連絡できなかったが、S さんの携帯が何とか繋がり、ようやくホテル

ト連絡がついた。やっと安心して迎えの車を待つが、３０分待ってもまだ

来ない。雨の寒さの中、皆の疲労は増すばかり。私はそのとき、もしかし

たらゲートは下にもあるかもしれないと思い、も一度携帯を借りてホテル

に電話した。先方から連絡がなかったのは、自分の携帯ではなかったので、

向こうから電話が出来なかったとのことだった。果たしてやはりゲートは

下の御在所岳入口にもあったのだ。そうであればゲートのカギを空ける他

はなく、賢明な宿のスタッフは個人的に知っている営林署関係の係員に頼

み特別にカギを空けてもらえることになったのだ。どれほどの試練の繰り

返しに打ちのめされたことだろう。しかしこれでようやく救われたという

ものだ。厳しくも寛容なる大自然の神の導きに心から感謝、感謝・・・・ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今今回回のの試試練練はは皆皆ににととっっててはは勿勿論論ののこことと、、ガガイイドドのの私私ににととっっててももガガイイドド人人

生生最最大大のの試試練練ででああっったたとと思思うう。。ここれれももすすべべててガガイイドドのの私私のの至至ららななささ故故ののここ

ととでで、、参参加加者者のの皆皆ささんんににはは心心かかららおお詫詫びびせせねねばばとと思思いいまますす。。ししかかししななががらら

そそのの一一方方でで、、今今回回のの体体験験ををどどうう考考ええるるかかはは人人そそれれぞぞれれででししょょうう。。ととんんででもも

なないい体体験験ををささせせらられれててししままっったた。。ももううここんんなな体体験験ままっっぴぴらら御御免免だだとといいうう人人

ももいいるるででししょょうう。。ししかかししななががらら、、私私ととししててはは皆皆ささんんにに今今回回のの体体験験ををププララスス

にに考考ええ、、ここれれかかららのの山山旅旅人人生生ををよよりり素素晴晴ららししいいももののににすするるたためめのの貴貴重重なな体体

験験ででああっったたとと考考ええてて頂頂ききたたいいののでですす。。今今回回ののココーーススはは熟熟達達者者向向けけのの難難ココーー

ススもも含含ままれれ、、今今後後一一生生かかけけててもも自自分分でではは絶絶対対にに歩歩くくここととののででききなないい貴貴重重なな

体体験験ででああっったたこことと。。ししかかももそそれれをを事事故故ややケケガガななくく、、皆皆無無事事にに歩歩きき通通せせたたとと

いいううここととはは、、今今後後のの山山歩歩ききののたためめのの貴貴重重なな土土台台ととななりり、、大大ききなな自自信信にに繋繋がが

るるこことととと信信じじまますす。。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

日日本本のの山山旅旅  2017 年８月のお便り  

＊＊55，，66 月月のの山山旅旅ツツアアーーレレポポーートト＆＆下下見見山山行行  そそのの 11＊＊  

リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、相相変変わわららずず暑暑いい夏夏のの日日がが続続いいてていいまますすがが、、夏夏ノノ暑暑

ササニニモモママケケズズ、、丈丈夫夫ナナカカララダダヲヲモモチチ、、おお元元気気ににおお過過ごごししででししょょううかか。。  

私私はは北北海海道道のの山山旅旅かからら 77 月月 1155 日日にに帰帰っっててききままししたた。。55 月月中中国国山山地地のの山山

旅旅かからら始始ままっったた今今年年のの日日本本のの山山旅旅はは、、九九州州のの山山旅旅、、66 月月大大峰峰山山、、玉玉原原ブブナナ林林、、

鍋鍋倉倉山山、、三三陸陸のの山山旅旅そそのの１１、、そそのの２２ままでですすべべてて無無事事、、大大成成功功ににてて終終了了、、新新

ココーーススもも含含めめてて充充実実内内容容、、ググレレーードドアアッッププのの素素晴晴ららししいい山山旅旅ででししたた。。  

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

  55，，66 月月はは中中国国山山地地そそのの 22 かからら三三陸陸そそのの２２ままでで 66 本本ののツツアアーーをを繋繋げげてて約約

11 かか月月のの山山旅旅行行脚脚。。今今回回はは新新ココーーススやや改改定定ココーーススももああっったたののでで、、そそのの間間のの

1122 日日間間はは下下見見もも兼兼ねねてて平平野野ガガイイドド一一人人でで山山をを歩歩ききままくくりりままししたた。。そそのの成成果果

はは本本番番でで如如何何ななくく発発揮揮さされれてて、、いいずずれれもも最最高高ののココーースス巡巡りりでで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完完成成すするるここととががででききままししたた。。以以下下、、５５月月――77 月月のの山山旅旅レレポポーートト。。  

■■西西中中国国山山地地のの山山旅旅・・臥臥龍龍山山とと恐恐羅羅漢漢山山   55 月月 2211 日日発発 33 日日間間  

11 日日目目のの臥臥龍龍山山ははブブナナ原原生生林林ドドラライイブブでで 99 合合目目近近くくのの雪雪霊霊水水登登山山口口へへ。。頂頂

上上ままででのの往往復復ははほほんんのの３３00 分分でで少少々々物物足足りりなないい。。とといいっってて北北西西ののウウママゴゴヤヤ谷谷

やや南南西西尾尾根根をを下下るるににはは車車のの回回送送がが難難ししいい。。ししかかしし 22 年年前前のの下下見見のの際際、、登登山山

口口でで地地元元山山のの会会のの長長老老かからら、、臥臥龍龍山山ののブブナナ原原生生林林でで一一番番素素晴晴ららししいいののはは、、

頂頂上上かからら北北西西尾尾根根猪猪木木峠峠方方面面のの北北西西尾尾根根をを下下りり、、分分岐岐かからら登登山山口口にに戻戻るる周周

遊遊ココーーススだだとといいうう貴貴重重なな情情報報をを得得れれたたののははララッッキキーーだだっったた。。11 日日目目午午後後かからら

ののシショョーートトココーーススははここれれででベベスストトププラランンがが決決定定だだ。。  

恐恐羅羅漢漢山山はは初初めめててななののでで、、太太田田町町のの観観光光課課ややネネッットトかからら情情報報をを集集めめココーー

ススをを考考ええたた。。ガガイイドドブブッッククににはは登登山山口口かかららススキキーー場場ココーーススがが最最短短ココーーススでで、、

殆殆どどのの人人ははそそれれをを利利用用ししてていいるるよよううだだ。。ししかかししここののココーーススははブブナナ林林ももななくく、、

味味気気なないいススキキーー場場のの草草地地がが殆殆どどでで全全くく魅魅力力ななしし、、たただだ頂頂上上にに行行けけばばよよいいとと

いいううつつままららなないいココーーススにに違違いいなないい。。一一方方、、登登山山口口かかららセセララピピーーロローードドとと呼呼

ばばれれるるココーーススかからら夏夏焼焼峠峠経経由由でで頂頂上上へへ至至るるココーーススはは、、22 倍倍ほほどど時時間間ががかかかかるる

がが、、そそののほほととんんどどががブブナナのの自自然然林林でで、、ここののほほううががははるるかかにに魅魅力力的的だだ。。ままたた

ガガイイドドブブッッククににはは載載っってていいなないいがが、、ネネッットトやや現現地地のの案案内内書書のの情情報報にによよるるとと

恐恐羅羅漢漢でで一一番番素素晴晴ららししいいブブナナ原原生生林林はは、、北北側側のの台台所所原原周周辺辺ららししいい。。ここここにに

至至るるににはは夏夏焼焼峠峠かからら尾尾根根ココーーススをを登登りり、、台台所所分分岐岐かからら北北にに下下りり、、旧旧林林道道をを
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辿辿っってて行行くく。。そそここかからら恐恐羅羅漢漢山山へへはは 11 時時間間ほほどどのの登登りりととななりり、、かかななりりのの遠遠

回回りりととななるる。。私私ははここののココーーススをを登登りりにに使使いい、、ブブナナ尾尾根根ココーーススでで夏夏焼焼峠峠ままでで

下下るる周周遊遊ココーーススをを考考ええたた。。ここれれはは一一般般ココーーススのの倍倍以以上上のの時時間間ががかかかかるるがが、、

温温井井温温泉泉にに 22 連連泊泊ししてて 11 日日たたっっぷぷりり時時間間ををかかけけてて歩歩くくののでで、、ゆゆっったたりりととブブ

ナナをを愛愛ででななががららゆゆととりりをを持持っってて歩歩けけるるここととだだろろうう。。同同じじ山山にに登登るるににもも、、ココ

ーーススのの取取りり方方、、回回りり方方にによよっっててそそのの山山のの魅魅力力、、価価値値はは雲雲泥泥のの差差ととななるるののだだ。。

ここのの臥臥龍龍山山ににおおいいててもも、、一一般般のの人人ででもも他他ほほかかののいいかかななるるツツアアーーででもも考考ええつつ

かかなないい平平野野ガガイイドドななららででははのの歩歩きき方方ののププラランンがが完完成成ししたた。。  

果果たたししてて実実際際のの状状況況ははどどううででああろろううかか。。ままだだ歩歩いいたたここととののなないい臥臥龍龍山山のの

ここののココーーススのの下下見見はは、、ツツアアーー前前日日のの 55 月月 2200 日日ににすすべべててをを託託ししたた。。登登山山口口

かからら夏夏焼焼峠峠にに至至るるセセララピピーーロローードドはは、、そそのの名名のの通通りり、、自自然然林林のの気気持持ちちのの良良

いい山山道道ででままずずはは一一安安心心。。台台所所分分岐岐かかららのの下下りりももブブナナをを中中心心ととししたた自自然然林林がが

素素晴晴ららししくく、、1100 分分ほほどどでで林林道道へへ。。ここここかかららはは植植林林後後のの面面白白みみののなないい林林道道歩歩

ききととななりり、、ここのの先先のの台台所所原原ののブブナナ原原生生林林はは本本当当にに素素晴晴ららししいいももののかか少少々々不不

安安ににななるる。。わわざざわわざざ長長いい周周遊遊ココーーススをを歩歩いいててそそれれななりりのの良良ささががななけけれればば意意

味味ががなないい。。林林道道歩歩ききをを終終ええてて台台所所原原へへ向向かかうう山山道道にに入入るるとと、、次次第第にに森森のの雰雰

囲囲気気がが良良くくななりり、、台台所所原原にに着着くくとと周周辺辺はは期期待待通通りりののブブナナ原原生生林林がが広広ががっってて

いいたた。。そそししててここここかからら臥臥龍龍山山へへのの登登りりはは、、ここれれままでで以以上上のの濃濃厚厚ななブブナナ原原生生

林林にに包包ままれれ、、感感動動のの連連続続、、東東北北ののブブナナ原原生生林林ににももひひけけををととららぬぬ第第一一級級のの須須

賀賀ららししいいブブナナのの自自然然道道がが続続いいてていいたた。。ややははりりここののココーーススはは大大正正解解、、頂頂上上かか

ららのの下下りりははブブナナ巨巨木木もも混混じじるる尾尾根根ココーーススでで夏夏焼焼峠峠へへ。。ももとと来来たたセセララピピーーロロ

ーードドはは行行ききよよりりももゆゆととりりをを持持っっててブブナナ森森をを味味わわいいななががらら歩歩けけてて、、大大満満足足でで

登登山山口口にに戻戻るる。。ここれれでで今今回回ののツツアアーーののハハイイラライイトトととななるる臥臥龍龍山山ののベベスストト周周

遊遊ココーーススがが完完成成、、臥臥龍龍山山とと合合わわせせてて中中国国山山地地随随一一ののブブナナ森森をを巡巡るる素素晴晴ららしし

いい新新ココーーススととななるるにに違違いいなないい。。  

今今回回はは 33 日日目目にに安安芸芸のの宮宮島島弥弥山山ををププララススししたたがが、、古古代代のの神神々々がが作作っったたけけ

たた外外れれのの巨巨石石遺遺構構のの放放つつパパワワーーをを実実感感すするるここととがが大大ききなな目目的的ななののだだ。。最最近近

のの宮宮島島はは修修学学旅旅行行やや外外国国人人旅旅行行者者にに加加ええ、、パパワワーーススポポッットトブブーームムでですすささまま

じじいい数数のの観観光光客客でで溢溢れれてていいるる。。そそのの上上、、いいくくつつももああるる弥弥山山へへのの登登山山道道はは観観

光光客客用用？？にに過過剰剰整整備備さされれ、、いいずずれれももすすべべてて石石畳畳ややココンンククリリーートト、、階階段段だだらら

けけでで、、山山歩歩ききににととっっててはは最最悪悪のの登登山山道道ととななっっててししままっったた。。  

ここううししたた硬硬いい階階段段のの登登山山道道はは、、ひひざざやや足足にに過過剰剰なな負負担担ををかかけけ歩歩くくほほどどにに

筋筋肉肉疲疲労労はは増増すすばばかかりり。。ままししてて足足をを痛痛めめてていいるる人人ににととっっててはは登登りりもも下下りりもも

苦苦痛痛のの連連続続ととななるる。。そそんんなな山山歩歩ききをを続続けけてていいるるとと、、山山歩歩ききのの楽楽ししささはは半半減減

すするるばばかかりりかか、、山山歩歩ききのの寿寿命命をを縮縮めめるるここととににななるるののだだ。。今今回回のの下下見見のの期期間間

中中、、ここのの私私もも冬冬場場ののブブラランンククでで以以前前のの膝膝痛痛ががぶぶりり返返しし、、ここのの階階段段登登りりででささ

ららにに足足をを痛痛めめててししままっったた。。いいつつもも足足痛痛でで山山をを歩歩くく人人やや足足腰腰のの弱弱っったた人人のの気気

持持ちちががつつくくづづくくわわかかっったた。。同同時時にに段段差差のの階階段段やや硬硬いい道道ががいいかかにに足足にに悪悪いいかか、、

改改めめてて実実感感ししたたももののだだ。。  

私私はは弥弥山山のの下下見見でで最最短短ココーーススのの紅紅葉葉谷谷ココーーススをを下下かからら歩歩いいててみみたたがが、、右右

ひひざざのの具具合合ががいいままいいちちでで、、階階段段上上りり半半ばばでですすででにに疲疲れれ果果ててててししままっったた。。ここ

れれはは下下かからら歩歩いいたたらら皆皆はは頂頂上上にに行行くくままででにに疲疲れれててししままうう。。ややははりり本本番番でではは

登登りりははロローーププウウェェイイがが正正解解とといいうう作作戦戦にに変変更更、、ああととははひひたたすすらら歩歩くくここととにに

専専念念。。ややははりりロローーププウウェェイイ終終点点のの獅獅子子岩岩展展望望台台やや弥弥山山頂頂上上はは人人だだららけけ。。人人

でで埋埋めめ尽尽くくさされれたた休休憩憩テテララススにに立立ちち寄寄ららずず、、今今回回ののメメイインンススポポッットト・・駒駒ヶヶ

林林へへとと向向かかうう。。ネネッットトでで調調べべたたととこころろ、、ここのの駒駒ヶヶ林林のの大大一一枚枚岩岩ののテテララススがが

ラランンチチタタイイムムとと昼昼寝寝にに最最高高のの場場所所とと目目ににつつけけてていいたた。。  

ししかかししここここにに至至るる道道もも急急なな階階段段下下りりとと石石畳畳のの道道がが続続きき、、土土のの道道ななどどほほとと

んんどどなないい。。そそれれででもも駒駒ヶヶ林林にに着着くくとと、、そそここににはは予予想想通通りりのの気気持持ちちのの良良いい一一

枚枚岩岩のの大大テテララススががああっったた。。大大混混雑雑のの弥弥山山ととははううっってて変変わわっってて誰誰ももいいなないい静静

かかなな場場所所でで、、真真正正面面にに弥弥山山のの全全貌貌がが眺眺めめらられれるる一一等等展展望望地地、、弥弥山山周周辺辺でで一一

番番価価値値ああるる最最高高のの穴穴場場とといいええるるだだろろうう。。すすででにに観観光光地地とと化化ししたた弥弥山山ででははああ

るるがが、、ここここままでで足足をを伸伸ばばせせばば弥弥山山をを歩歩くく価価値値はは十十分分ああるる。。ここれれでで何何ととかかメメ

ドドははたたっったた。。ししかかししここここかかららのの下下りりをを考考ええるるとと、、階階段段のの下下りり登登りりでで弥弥山山にに

戻戻るるののはは没没、、唯唯一一大大元元ココーーススをを下下るるののがが一一番番だだろろうう。。  

誰誰ももいいなないいははずずののテテララススににたたままたたまま居居合合わわせせたた地地元元風風のの女女性性にに話話をを聞聞くく

とと、、大大元元ココーーススもも今今でではは段段差差のの階階段段のの連連続続ででかかななりり厳厳ししいいととののこことと。。そそしし

ててここのの頂頂上上かからら昔昔のの山山道道がが下下ままででつついいてていいるるららししいいここととをを教教ええててくくれれたた。。

確確かかにに頂頂上上かからら海海にに向向かかっっててかかすすかかななフフミミ跡跡ががああるる。。私私ははここれれぞぞ探探ししてていい

たた理理想想のの下下山山路路ととばばかかりり、、旧旧道道ららししきき登登山山道道をを下下っっててみみたた。。急急ででははああるるがが、、

弥弥山山ににああるる数数多多くくのの登登山山道道のの中中でで唯唯一一自自然然道道ののココーーススででああっったた。。ここれれででよよ

ううややくく弥弥山山ののベベスストトココーーススがが完完成成、、山山姥姥ととのの偶偶然然のの出出会会いいにに感感謝謝ししつつつつ、、

フフェェリリーーにに乗乗りり込込みみ宮宮島島をを後後ににししたた。。  

そそんんななわわけけでで、、本本番番ののツツアアーーででははすすべべてて最最もも効効率率的的かかつつ楽楽ななココーースス巡巡りり

でで歩歩くくここととががででききたた。。たただだ、、最最後後のの駒駒ヶヶ林林かかららのの下下りりがが苦苦手手なな人人ががいいてて、、

通通常常のの 22，，33 倍倍ほほどどもも時時間間ががかかりり、、ここのの日日がが一一番番疲疲れれたたののはは想想定定外外だだっったたがが。。  

ここのの西西中中国国山山地地のの山山旅旅はは今今後後ももおお勧勧めめココーーススととししてて継継続続ししてていいくく予予定定だだ。。

特特にに希希望望ががああるる場場合合はは弥弥山山もも組組みみ入入れれるるがが、、33 日日目目はは広広島島西西部部のの安安蔵蔵寺寺山山にに

変変更更すするる予予定定でですす、、ブブナナややミミズズナナララのの自自然然林林のの中中、、足足にに優優ししいい自自然然道道をを歩歩

ききたたいいももののだだ。。  

■■春春のの九九州州・・九九重重平平治治岳岳とと大大船船山山、、由由布布岳岳   55 月月 2288 日日発発４４日日間間  

  九九重重山山をを巡巡るる九九州州のの山山旅旅はは、、2200 年年以以上上前前かからら実実施施ししててるるがが、、すすべべてて温温泉泉

ホホテテルル泊泊のの日日帰帰りり登登山山でで、、山山小小屋屋（（法法華華院院山山荘荘））泊泊はは今今回回がが初初めめてて。。  

九九重重山山ののミミヤヤママキキリリシシママはは平平治治岳岳かからら大大船船山山、、黒黒岳岳ににかかけけててがが一一番番とといいうう

ここととはは知知っってていいたたしし、、自自分分ででもも 3300 年年前前にに坊坊ががつつるるでで 11 週週間間ほほどどキキャャンンププ

ししてて、、九九重重連連山山をを歩歩きき回回りり、、そそのの素素晴晴ららししささはは誰誰よよりりもも認認識識ししてていいたた。。しし

かかししそそののたためめににはは坊坊ががつつるるのの山山小小屋屋にに 11 泊泊せせねねばばななららずず、、ままたた健健脚脚ココーースス

ととななるるののででここれれままでで敬敬遠遠ししてていいたたののだだ。。ととこころろがが今今回回ははググルルーーププのの希希望望がが  

あありり、、法法華華院院山山荘荘もも改改築築さされれ快快適適なな個個室室もも取取れれるるよよううににななっったたののでで、、新新ココ  

ーーススのの実実現現ととななっったた訳訳だだ。。ここののココーーススはは昨昨年年実実施施のの予予定定がが、、先先のの熊熊本本大大分分

大大地地震震ののたためめ中中止止、、今今年年ににリリベベンンジジググルルーーププでで実実施施とといいうういいききささつつががああるる。。  

11 日日目目はは大大分分空空港港かからら牧牧ノノ戸戸峠峠にに直直行行。。久久住住山山、、中中岳岳をを越越ええてて法法華華院院山山荘荘

ままででとといいうう強強行行ススケケジジュューールル。。11 泊泊 22 日日のの縦縦走走ななののでで、、不不要要のの荷荷をを 22 日日目目

ののホホテテルルにに預預けけ、、下下山山口口のの長長者者原原にに車車をを回回送送ししててももららうう最最良良のの作作戦戦でで出出発発。。  

牧牧ノノ戸戸峠峠かからら沓沓掛掛山山をを越越ええ、、九九住住別別れれかからら久久住住山山をを往往復復、、ささららにに最最高高峰峰

中中岳岳をを越越ええてて法法華華院院山山荘荘にに至至るるににはは、、中中岳岳かかららそそののまままま白白口口峠峠にに下下りり、、白白

口口谷谷をを下下降降すするるののがが最最短短ココーーススだだ。。ここののココーーススはは年年々々荒荒れれるる一一方方でで最最近近でで

はは一一般般登登山山者者ににはは勧勧めめらられれてていいなないい難難ココーーススににななっってていいるるよよううだだ。。ししかかしし

ここれれままでで何何度度ももここののココーーススをを歩歩いいてていいるる私私はは自自信信ががああっったたしし、、時時間間勝勝負負のの

ここのの日日ははここののココーーススをを選選ぶぶほほかかははなないい。。そそれれにに今今回回はは強強者者揃揃いいのの健健脚脚（（山山

姥姥））ググルルーーププとといいううここととももあありり、、いいかかににもも荒荒れれてていいるる白白口口谷谷をを下下るる。。  

白白口口峠峠かかららのの下下りりはは、、近近年年のの大大雨雨、、地地震震のの影影響響ももあありり、、予予想想以以上上にに荒荒れれ

てていいたた。。何何度度ももここののココーーススをを歩歩いいてていいるる私私もも、、ささすすががにに幾幾度度かかルルーートトをを誤誤

りり、、シシャャククナナゲゲのの咲咲くく枯枯沢沢にに下下っっててししままいい、、強強引引ななヤヤブブココギギのの末末、、何何ととかか

従従来来ののココーーススにに戻戻りり、、予予定定よよりりもも22時時間間もも遅遅れれてて法法華華院院山山荘荘にに辿辿りり着着いいたた。。  

ととももああれれ、、一一番番大大変変なな初初日日はは何何ととかか予予定定通通りり、、快快適適なな山山小小屋屋個個室室とと新新装装ささ

れれたた温温泉泉でで山山旅旅のの疲疲れれをを癒癒すす。。  

  翌翌朝朝、、ミミヤヤママキキリリシシママのの平平治治岳岳をを目目指指すすがが、、山山腹腹をを埋埋めめ尽尽くくすすははずずののピピンン

クク色色はは見見当当たたららなないい。。どどううややらら今今年年はは花花のの時時期期がが遅遅れれてていいるるよよううだだ。。昨昨日日、、  

白白口口峠峠方方面面かかららもも気気ににななっっててははいいたたがが、、唯唯一一濃濃いいピピンンククがが見見らられれたたののはは鉾鉾

立立峠峠付付近近でで、、平平治治岳岳方方面面ににそそれれららししきき色色はは見見当当たたららななかかっったた。。小小屋屋ののススタタ

ッッフフにに聞聞いいててみみるるとと、、今今最最高高潮潮のの場場所所ははややははりり鉾鉾立立峠峠周周辺辺でで、、往往復復 11 時時間間

ほほどどだだとといいうう。。急急遽遽予予定定をを変変更更ししてて、、ままずずはは空空身身でで現現場場をを往往復復すするるここととにに

すするる。。案案のの定定そそここはは期期待待通通りりここのの日日周周辺辺唯唯一一最最大大ののピピンンククのの群群落落でで埋埋ままっっ

てていいてて、、ままずずはは一一安安心心。。ももうう一一つつのの群群落落はは平平治治岳岳へへのの分分岐岐周周辺辺でで見見らられれたた。。

ここのの日日はは大大船船山山周周遊遊でで時時間間ががかかかかるるののでで、、平平治治岳岳ははカカッットトのの予予定定だだっったたがが、、

ピピンンクク群群落落がが観観れれるる平平治治岳岳のの途途中中ままでで往往復復ししてて、、ここのの日日 22 かか所所ののミミヤヤママキキ

リリシシママ満満開開群群落落にに皆皆大大満満足足、、今今回回一一番番のの目目的的はは達達成成さされれたた。。  

  結結局局今今回回のの九九重重山山でではは、、満満開開ののミミヤヤママキキリリシシママ、、ピピンンククのの絨絨毯毯のの中中をを歩歩

くくここととははででききななかかっったたがが、、ここのの日日のの九九重重連連山山ででベベスストトススポポッットトをを 22 かか所所歩歩
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くくここととががででききたたここととはは最最高高のの幸幸運運ででああっったたとと考考ええたたいいももののだだ。。九九重重山山群群とと

坊坊ががつつるるをを見見晴晴ららすす大大船船山山頂頂上上ででゆゆっったたりりととラランンチチタタイイムム、、坊坊ががつつるるにに下下

りり、、雨雨ケケ池池をを越越ええてて長長者者原原にに着着くくとと、、牧牧ノノ戸戸峠峠かからら運運ばばれれててききたた我我がが愛愛車車

ノノアア号号がが待待っってていいたた。。長長年年付付きき合合いいのの九九重重観観光光ホホテテルルにに感感謝謝感感謝謝。。ここのの日日

はは設設備備のの整整っったた温温泉泉ホホテテルルでで 22 日日間間のの山山旅旅のの疲疲れれをを癒癒すす。。  

●●由由布布岳岳正正面面ココーースス～～東東ココーースス、、鶴鶴見見岳岳西西口口ココーーススへへ  

  次次のの目目的的はは由由布布岳岳。。ここれれもも長長年年正正面面ココーーススかかららのの往往復復がが決決ままりりココーーススでで

ここれれがが誰誰ももがが歩歩くく一一般般ココーーススととななっってていいるる。。ししかかしし整整備備がが行行きき届届いいたたここのの

ココーーススはは歩歩きき易易いいがが、、ジジググザザググのの登登りり下下りりははああままりりにに単単調調でで長長いい。。今今回回はは

健健脚脚ググルルーーププとといいううここととでで、、由由布布岳岳東東峰峰かかららおお鉢鉢をを巡巡りり、、東東登登山山口口へへ下下るる

新新ココーーススをを考考ええたた。。そそののたためめツツアアーーのの前前にに中中津津ののホホテテルルにに 22 連連泊泊ししてて、、東東

ココーーススかからら東東峰峰をを往往復復、、昨昨年年のの地地震震のの影影響響やや鎖鎖場場難難ココーーススのの様様子子をを下下見見でで

歩歩くく。。本本番番でではは正正面面口口かからら登登りり、、ママタタエエ～～西西峰峰をを往往復復、、東東峰峰かからら東東ココーースス

をを下下るるとといいううププラランンだだ。。車車のの回回送送ははででききなないいののでで、、東東口口へへのの分分岐岐かからら正正面面

ココーーススにに戻戻るるののがが普普通通ののププラランンだだがが、、東東口口へへそそののまままま下下るるよよりり 3300 分分以以上上時時

間間ががかかかかるるだだろろうう。。そそここででいいつつもものの平平野野流流車車回回送送術術？？にによよりり、、皆皆はは楽楽なな東東

口口へへ、、私私がが正正面面口口ままでで頑頑張張っってて車車をを東東口口ままでで回回すすとといいうう方方法法をを考考ええたた。。そそ

ののたためめににはは東東口口分分岐岐ままでで皆皆とと一一緒緒にに下下っっててはは時時間間ののロロススがが多多すすぎぎるる。。上上部部

のの鎖鎖場場をを一一緒緒にに下下っっててかからら、、どどのの辺辺かからら自自分分がが先先にに下下れれるるかかとといいううののもも、、  

下下見見でで重重要要ななポポイインントトだだ。。  

  今今回回のの下下見見でではは、、東東登登山山口口にに車車をを置置いいてて東東峰峰ままでで往往復復ししたた。。東東ココーーススはは

正正面面ココーーススよよりり遥遥かかにに歩歩くく人人がが少少ななくく、、登登山山道道もも過過剰剰整整備備さされれるるここととななくく、、  

殆殆どど昔昔ののままままのの自自然然道道、、豊豊かかなな自自然然林林のの素素晴晴ららししいい山山道道だだっったた。。おお鉢鉢下下のの

鎖鎖場場はは、、一一般般ココーースス西西岳岳のの鎖鎖場場よよりりはは急急でで手手強強いいがが、、注注意意ししてて下下れればば大大丈丈

夫夫、、変変化化にに富富んんででかかななりり面面白白いい。。とといいううここととでで、、22 かか所所のの鎖鎖場場をを終終ええたたああたた  

りりかかららはは普普通通のの山山道道ととななるるののでで、、そそのの辺辺かからら自自分分がが先先行行ししてて分分岐岐かからら正正面面

口口にに下下れればば、、本本体体がが東東口口にに着着くくままででにに何何ととかか車車をを回回せせるるだだろろううとと下下見見完完了了。。      

今今回回もも下下見見がが功功をを奏奏しし、、順順調調にに東東峰峰頂頂上上ででラランンチチタタイイムム、、私私はは鎖鎖場場をを終終

ええたたととこころろかからら先先行行ししてて正正面面口口をを目目指指ししたた。。ししかかしし下下見見のの時時にに分分岐岐かからら正正

面面口口へへはは歩歩くく時時間間ががななかかっったたののでで、、どどれれほほどど時時間間ががかかかかるるかかはは予予想想ででききなな

かかっったた。。ししかかしし実実際際にに歩歩いいててみみるるとと単単調調なな下下りりででははななくく、、沢沢をを何何本本もも乗乗越越

しし、、巻巻道道のの登登りりももああるる厄厄介介ななココーーススでで、、ままだだ膝膝のの痛痛みみをを抱抱ええてていいたた私私ににとと

っってて想想定定ををははるるかかにに上上回回るる時時間間とと体体力力消消耗耗ででヘヘトトヘヘトト状状態態。。結結局局、、皆皆がが歩歩

いいたた分分岐岐かからら東東口口へへはは緩緩ややかかなな下下りり 2200 分分ののととこころろ、、正正面面口口へへののここののココーースス

ははそそのの 33 倍倍以以上上、、11 時時間間ももかかかかっっててししままっったた。。おおままけけにに今今回回ののメメンンババーーはは

超超健健脚脚ググルルーーププだだっったたののでで、、皆皆はは車車がが来来るるままでで 33００分分私私もも待待っったたとといいうう。。そそ

れれででもも最最後後にに正正面面口口ままででのの嫌嫌ななココーーススでで疲疲れれ果果ててるるよよりり遥遥かかにに楽楽ななここととはは

間間違違いいなないいののでで、、結結果果オオーーラライイとといいううととこころろだだろろうう。。ここのの日日はは、、今今回回のの最最

高高級級ホホテテルル・・ゆゆふふいいんん山山水水間間のの露露天天風風呂呂とと懐懐石石料料理理でで疲疲れれをを癒癒しし、、33 日日間間のの

中中身身のの濃濃いい充充実実ししたた山山旅旅にに皆皆大大満満足足、、残残るる最最終終日日のの鶴鶴見見岳岳ははおおままけけとといいっっ

たたととこころろだだ。。  

九九州州のの山山旅旅をを無無事事終終了了、、55 月月 3300 日日夕夕方方大大分分空空港港ににググルルーーププをを送送っったた後後、、

私私はは国国東東半半島島をを北北上上、、半半島島最最北北部部のの町町・・国国見見のの宿宿にに 11 泊泊、、翌翌朝朝一一番番ののススオオ

ーーナナダダフフェェリリーーでで徳徳山山港港にに向向かかっったた。。44：：2200 発発ののフフェェリリーーはは少少々々ききつついいがが  

大大峰峰山山ツツアアーーのの前前日日にに大大和和橿橿原原ままでで入入りり周周辺辺のの下下見見ををすするるたためめににはは次次のの便便

でで行行くくよよりりもも 55 時時間間ももゆゆととりりをを持持ててるる。。頑頑張張っっててホホテテルルをを 33::0000 発発、、ゆゆとと

りりをを持持っっててフフェェリリーーにに間間にに合合っったた。。    

■■大大峰峰山山・・弥弥山山とと八八経経ヶヶ岳岳、、稲稲村村がが岳岳、、大大台台ケケ原原 22 日日発発  ３３日日間間  

今今年年かかららのの新新ココーースス・・大大峰峰山山のの下下見見はは去去年年、、行行者者環環トトンンネネルル西西口口かからら弥弥

山山ののみみ歩歩いいたたがが、、残残りりのの稲稲村村がが岳岳とと大大台台ケケ原原はは今今回回のの山山旅旅行行脚脚のの初初めめにに済済

まませせてて作作戦戦ははほほぼぼ万万全全だだっったた。。  

  弥弥山山、、八八経経ヶヶ岳岳ののココーーススとと大大台台ケケ原原はは誰誰ででももほほぼぼ同同じじココーーススをを歩歩くくがが、、

稲稲村村がが岳岳はは歩歩きき方方、、ココーーススのの巡巡りり方方ででそそのの価価値値はは大大ききなな差差がが生生じじるる。。私私はは

ガガイイドドブブッッククよよりりももネネッットトでで最最新新情情報報をを調調べべ、、ココーーススをを考考ええたた。。一一般般的的にに

はは洞洞川川温温泉泉かからら車車でで母母公公堂堂ままでで車車でで入入りり、、法法力力峠峠経経由由でで稲稲村村小小屋屋へへ、、そそここ

かからら稲稲村村がが岳岳をを往往復復すするるとといいううののがが一一番番楽楽でで無無難難ななココーーススだだがが、、一一見見長長くく

退退屈屈そそううなな往往復復はは魅魅力力にに欠欠けけるる。。一一方方、、車車道道ををささららにに奥奥のの清清浄浄大大橋橋かからら始始

ままるるレレンンゲゲ谷谷ココーーススはは、、沢沢とと自自然然林林がが美美ししいいよよううでで、、ここののほほううががははるるかかにに

魅魅力力的的だだ。。ネネッットトのの情情報報にによよるるととここのの谷谷のの登登りりやや上上部部にに一一部部危危険険個個所所やや不不

明明瞭瞭なな部部分分あありりととななっってていいるるののでで、、ここのの部部分分のの下下見見がが第第一一のの目目的的だだ。。私私はは

清清浄浄大大橋橋かかららささららにに奥奥のの林林道道終終点点ままでで車車をを乗乗りり入入れれ、、そそここかからら歩歩きき始始めめたた。。

ここここままでで車車でで入入れれれればば、、無無用用のの車車道道歩歩きき 3300 分分ははカカッットトででききるる。。山山上上辻辻・・稲稲

村村小小屋屋かかららのの下下りりはは法法力力峠峠ココーーススでで母母公公堂堂へへ下下るるとといいううののがが最最もも変変化化にに富富

みみ、、時時間間・・体体力力的的ににももゆゆととりりがが持持ててるるベベスストト周周遊遊ココーーススととななるるだだろろうう。。  

期期待待通通りり、、レレンンゲゲ谷谷のの沢沢とと自自然然林林はは素素晴晴ららししかかっったた。。55 月月半半ばばななののでで上上部部

のの新新緑緑ややシシロロヤヤシシオオははままだだここれれかかららとといいっったたととこころろだだがが、、本本番番のの 66 月月 33 日日

上上旬旬こころろににはは絶絶好好調調ととななっってていいるるここととだだろろうう。。心心配配ししてていいたた不不明明瞭瞭なな箇箇所所

ににははロローーププがが張張らられれ、、崩崩れれたた個個所所ははししっっかかりりとと補補修修さされれ、、レレンンゲゲ辻辻ままでで全全

くく問問題題ななくく歩歩けけたた。。ここここかからら山山上上辻辻ままででははののんんびびりりととししたた尾尾根根歩歩ききととななりり、、

前前半半のの見見通通ししははほほぼぼ立立っったた。。  

後後半半ののハハイイラライイトトはは稲稲村村がが岳岳だだがが、、そそれれよよりりもも気気ににななるる所所はは、、頂頂上上かからら

北北尾尾根根のの藪藪ルルーートトをを辿辿っったたととこころろににああるる「「宝宝剣剣」」がが祀祀らられれてていいるるとといいうう聖聖

地地？？だだ。。私私ははここのの「「宝宝剣剣」」探探索索をを一一番番のの目目的的ととししたた。。  

ととこころろででここのの稲稲村村がが岳岳ににはは＜＜山山上上辻辻かからら頂頂上上ににかかけけててはは食食事事禁禁止止、、食食事事

はは稲稲村村小小屋屋前前のの広広場場でで取取るるよよううにに＞＞とといいうう奇奇妙妙なな規規則則？？ががああるる。。山山のの上上でで

ののラランンチチタタイイムムはは一一番番気気持持ちちのの良良いいととこころろででとといいううののはは誰誰ししもも考考ええるるこことと

でで、、平平野野ツツアアーーででははかかななりり重重要要なな要要素素ののひひととつつででももああるる。。小小屋屋周周辺辺ににははベベ

ンンチチテテーーブブルルももいいくくつつかかあありり、、皆皆ここここでで食食事事をを取取っってていいるるがが、、ここここはは丁丁度度

風風のの通通りり道道ととななっってていいてて寒寒いいここととここのの上上なないい。。ゆゆっっくくりりとと昼昼食食をを楽楽ししむむどど

こころろででははなないい。。何何故故ここんんななババカカげげたた規規則則をを作作っったたののかか。。＜＜頂頂上上でで食食事事ををすす

るるとと周周辺辺でで用用足足ししををすするる人人がが多多いいののでで、、自自然然環環境境保保全全ののたためめ＞＞ななどどとといいうう

名名目目ののよよううだだがが、、日日本本中中のの山山ででここんんなな話話はは聞聞いいたたここととががなないい。。たたととええどどんん

ななにに神神聖聖なな山山のの頂頂上上ででもも、、山山神神様様ははそそここでで食食事事ををすするるななななどどとといいううははずずはは

なないい。。私私はは小小屋屋主主のの身身勝勝手手なな根根性性をを感感じじずずににははいいらられれなないい。。＜＜用用足足ししはは小小

屋屋のの有有料料トトイイレレでで百百円円払払っってて済済まませせるるよよううにに＞＞とといいうう営営利利目目的的にに違違いいなないい。。  

  私私はは寒寒々々ととししたた小小屋屋広広場場をを後後にに、、稲稲村村がが岳岳をを目目指指ししたた。。頂頂上上ににはは広広々々とと

ししたた展展望望テテララススがが建建ててらられれ、、大大峰峰連連山山をを見見晴晴ららすす展展望望もも素素晴晴ららししくく、、日日当当

たたりりのの良良いいここのの快快適適ななテテララススでで皆皆食食事事ややココーーヒヒーー・・タタイイムムののひひとと時時をを過過ごご

ししたたいいとと思思ううははずずだだ。。そそんんなな頂頂上上をを後後にに、、私私はは北北尾尾根根にに続続くくそそれれららししききフフ

ミミアアトトをを見見つつけけ、、宝宝剣剣目目指指ししてて辿辿っってて行行っったた。。確確かかにに 33 かか所所ほほどど間間違違いいそそ

ううななフフミミアアトトががああっったたがが、、ブブッッシシュュウウォォーークク大大好好ききなな平平野野ガガイイドドににととっってて

はは全全くく難難ななくく 1155 分分ほほどどでで宝宝剣剣のの場場所所にに辿辿りり着着いいたた。。祀祀らられれてていいたた宝宝剣剣はは、、

神神代代のの昔昔のの本本物物のの宝宝剣剣ででははななくく、、歴歴史史時時代代ににああるる人人がが奉奉納納ししたたとといいううささほほ

どど価価値値ののああるる代代物物ででははなないい。。ししかかしし一一般般のの人人でではは立立ちち入入りり難難いいここのの場場所所へへ

ののルルーートトをを見見つつけけたたこことと、、そそししてて何何よよりりももここのの日日当当たたりりのの良良いい広広場場がが気気にに

入入っったた。。誰誰もも来来なないいここのの場場所所なならら、、皆皆ででゆゆっっくくりりととラランンチチタタイイムムをを楽楽ししめめ

るる。。帰帰りりののルルーートトもも頂頂上上にに登登りり返返すすここととななくく、、55 分分ほほどどのの下下りりででももとと来来たた登登

山山道道にに合合流流ででききたた。。ここれれでで稲稲村村がが岳岳のの大大穴穴場場・・宝宝剣剣へへのの秘秘密密ののルルーートトがが完完

成成、、平平野野ガガイイドドななららででははののココーーススががままたた一一つつ増増ええたたとといいううももののだだ。。  

  ここううししてて今今回回ののメメイインンココーースス・・稲稲村村がが岳岳ののベベスストトココーーススははほほぼぼ完完成成ししたた。。

ああととはは山山上上辻辻にに戻戻りり、、車車のの置置いいててああるる登登山山口口にに戻戻るる予予定定だだっったた。。ししかかしし思思

っったたよよりりもも長長くくアアッッププダダウウンンののああるる尾尾根根道道とと、、レレンンゲゲ谷谷のの急急降降下下、、そそししてて、、

ままだだ完完治治ししてていいなないい膝膝ののこことともも考考ええてて、、本本番番でで歩歩くく法法力力峠峠かからら母母公公堂堂へへのの

一一般般ココーーススをを下下るるここととににししたた。。ここのの部部分分はは一一般般ココーーススととははいいええ、、ややははりり一一

度度歩歩いいててみみるるににここししたたここととははなないい。。そそれれににどどのの辺辺かからら自自分分がが先先行行ししてて車車をを

取取りりにに行行っってて皆皆をを母母公公堂堂ででピピッッククアアッッププででききるるももののかか、、確確認認ののたためめににもも歩歩

いいててみみるるののはは正正解解だだ。。母母公公堂堂かからら車車ままでではは登登りりのの車車道道歩歩ききににななるるがが、、来来たた

道道をを往往復復すするるよよりりはは楽楽だだろろうう（（膝膝ににととっっててもも））とと判判断断ししたたかかららだだ。。        

下下りりのの一一般般道道はは、、レレンンゲゲ谷谷ののココーーススよよりりももははるるかかにに楽楽でで危危険険個個所所ももななくく、、

歩歩ききややすすかかっったたがが結結構構長長いい。。痛痛みみ始始めめたたヒヒザザににはは徐徐々々にに負負担担がが増増ししてていいっっ
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たた。。よよううややくく母母公公堂堂へへのの分分岐岐をを下下りり、、ももうういいいい加加減減ににウウンンザザリリししたた頃頃、、突突

然然後後ろろかかららトトレレラランン風風のの若若者者がが追追いい着着いいててききたた。。何何とと彼彼はは朝朝、、母母公公堂堂のの駐駐

車車場場でで出出会会いい話話ををししたた登登山山者者ででああっったた。。本本来来なならら走走っってて下下れれるるははずずのの私私もも、、  

ととううてていいそそののペペーーススににははつついいてていいけけずず、、若若者者がが走走りり去去っったた後後かからら最最後後のの力力

をを振振りり絞絞っってて下下っってて行行っったた。。  

  ややっっととののここととでで母母公公堂堂にに辿辿りり着着くくとと、、そそのの若若者者ががままだだそそここににいいてて、、ココーー

ヒヒーーをを飲飲んんででいいたた（（ここここにに駐駐車車すするるとと下下山山後後ににココーーヒヒーーををササーービビススししててもも

ららええるる））。。私私がが「「ここれれかからら車車道道終終点点ままでで車車をを取取りりにに行行くくののだだ」」とといいううとと、、  

何何とと彼彼はは「「車車でで送送りりままししょょううかか」」とといいうう。。普普通通なならら、、山山かからら下下りりててわわざざわわ

ざざ自自分分がが戻戻るるののとと反反対対方方向向にに他他人人をを送送っっててくくれれるる親親切切なな人人ななどど、、ままずずいいるる

わわけけががなないい。。ここれれははととんんででももななくく清清いい心心のの持持ちち主主にに違違いいなないい。。おお堂堂のの主主人人

がが言言ううににはは、、「「母母公公堂堂((ははははここ))」」ととはは役役行行者者ととそそのの母母をを祀祀っったたおお堂堂とといいううここ

ととでで、、ここれれもも役役行行者者様様ののあありりががたたいいおお引引きき合合わわせせにに違違いいなないい。。  

  私私ははここのの善善良良ななるる若若者者のの行行為為にに甘甘ええてて、、歩歩かかずずししてて車車にに戻戻れれるるとといいうう幸幸

運運にに恵恵ままれれたたののだだ。。母母公公堂堂かからら林林道道終終点点ままでではは思思っってていいたたよよりりもも遠遠くく、、車車

でではは 1100 分分ほほどどででああっったたがが、、ここのの登登りりのの林林道道歩歩ききはは疲疲れれ果果ててたた私私ににととっっててはは

おおそそららくく 11 時時間間ももかかかかっったたここととだだろろうう。。そそれれでで今今日日はは疲疲労労困困憊憊、、宿宿にに着着くく

ののもも遅遅くくななっったただだろろううしし、、明明日日かかららのの山山旅旅にに支支障障ををききたたししたたここととだだろろうう。。  

ここううししてて私私のの大大峰峰山山下下見見はは大大成成功功、、大大収収穫穫、、最最良良のの形形でで終終了了ししたた。。  

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

…………  だだいいぶぶ長長くくななっっててししままっったたののでで、、ここのの続続ききははいいずずれれままたた  …………  

日日日本本本ののの山山山旅旅旅   222000111８８８年年年６６６月月月のののおおお便便便りりり    

★★春春～～夏夏のの山山旅旅実実施施、、残残席席情情報報、、緊緊急急大大募募集集！！★★  

リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、55 月月のの山山旅旅はは四四国国

一一本本ののみみででししたたがが、、新新ココーースス、、新新発発見見もも含含

めめととててもも充充実実ししたた山山旅旅ででししたた。。今今年年はは花花のの

開開花花がが早早くく、、大大目目的的ののアアケケボボノノツツツツジジはは殆殆

どど終終わわっってていいままししたたがが、、笹笹ヶヶ峰峰のの新新周周遊遊ココ

ーーススでで思思いいががけけずず満満開開ののミミツツババツツツツジジ群群

落落にに巡巡りり合合ええたたののははララッッキキーーででししたた。。        △△皿皿ガガ嶺嶺・・シシココククカカッッココウウソソウウ  

新新ココーーススのの皿皿ガガ嶺嶺でではは貴貴重重ななシシココククカカッッココウウソソウウやや大大輪輪ののイイチチリリンンソソウウ

ややヤヤママブブキキソソウウななどどにに大大満満足足、、今今後後のの四四国国花花のの山山旅旅ににおお勧勧めめししたたいい花花のの名名

山山新新発発見見ででししたた。。今今回回のの山山旅旅でではは、、44 日日目目のの赤赤星星山山をを金金比比羅羅山山のの奥奥宮宮かかららささ

ららにに奥奥のの龍龍王王社社、、大大麻麻山山ままでで足足をを伸伸ばばすすププラランンにに急急遽遽変変更更ししままししたた。。ここのの

龍龍王王社社ここそそはは本本来来のの金金比比羅羅山山のの奥奥のの院院とといいわわれれ、、原原生生林林にに囲囲ままれれたた荘荘厳厳なな

神神域域ととししてて古古かからら崇崇めめらられれてていいたた所所でですす。。ここれれままででのの金金比比羅羅山山参参拝拝ととはは一一

味味違違うう、、訪訪れれるる人人稀稀なな本本来来のの金金比比羅羅山山をを目目指指すすここのの山山歩歩ききもも新新発発見見ででししたた。。

ここのの龍龍王王社社へへはは、、金金比比羅羅山山奥奥宮宮かからら山山道道とと辿辿りり、、大大麻麻山山（（金金比比羅羅山山のの最最高高

峰峰））ままでで往往復復、、帰帰りりはは金金比比羅羅山山裏裏参参道道をを下下るる周周遊遊ココーーススでで歩歩くく予予定定ででししたた。。  

ししかかしし金金比比羅羅山山参参道道下下のの駐駐車車場場でで聞聞くくとと、、何何ややらら昨昨年年のの台台風風でで本本宮宮かからら

奥奥宮宮方方面面はは通通行行止止めめととののこことと。。ここれれでではは奥奥宮宮どどこころろかか、、大大目目的的のの龍龍王王社社にに

いいくくここととははででききなないい。。普普通通なならら諦諦めめてて普普通通のの金金比比羅羅山山参参拝拝ととななるるととこころろ、、

どどううににもも諦諦めめききれれなないい平平野野ガガイイドドはは、、おお店店ののオオババささんんにに「「大大麻麻山山にに行行くく道道

ははなないいでですすかか」」とと尋尋ねねるるとと「「反反対対側側かからら車車でで近近くくままでで行行けけるる道道ががああるるがが、、

ちちょょっっとと分分かかりりににくくいいしし、、どどここままでで車車でで行行けけるるかか、、そそここかからら頂頂上上ままででどどれれ

くくららいいかかかかるるかか分分かかららなないい」」ととののこことと。。私私はは見見込込みみがが分分かかららなないいととこころろにに 22

名名のの参参加加者者をを連連れれてていいくくここととははででききなないいののでで、、ままずずはは自自分分でで歩歩けけるる金金比比羅羅

山山本本宮宮へへはは 22 人人でで行行っっててももららいい、、そそのの間間にに一一人人でで大大麻麻山山にに下下見見にに行行っっててみみ

るるここととににししままししたた。。「「22 つつ目目のの信信号号をを左左ににままっっすすぐぐ、、小小学学校校ののととこころろをを左左にに

一一本本道道をを登登っってて行行けけばば大大麻麻山山方方面面だだ」」とといいうう漠漠然然ととししたた案案内内をを頼頼りりにに車車をを

走走ららせせるるとと、、ややががてて田田舎舎道道のの一一本本道道にに。。標標識識ななどど一一切切なないいののでで不不安安ななまままま

そそれれららししきき道道をを登登っってていいくくとと、、上上かかららトトレレラランン風風のの男男性性がが走走っってて来来たたののでで、、

すすかかささずず尋尋ねねるるとと、、ああとと６６㌔㌔ほほどどででキキャャンンププ場場ががああっっててそそここかからら登登山山道道がが

ああるるららししいい。。ここれれでで間間違違いいなないいとと林林道道ををささららにに登登りり、、キキャャンンププ場場をを過過ぎぎてて

ももままだだ林林道道はは続続いいてていいるるののでで、、大大麻麻山山にに一一番番近近いいととこころろままでで登登っっててみみるるここ

ととににすするる。。ほほぼぼ終終点点にに近近いいととこころろままでで来来るるとと、、そそここににははゲゲーートトががあありり、、頂頂

上上のの鉄鉄塔塔関関係係者者以以外外立立ちち入入りり禁禁止止ととななっってていいたたがが、、ゲゲーートトのの脇脇にに登登山山道道がが

ああっってて、、初初めめてて大大麻麻山山へへのの標標識識ががああっったた。。私私はは待待ちち合合わわせせのの時時間間ももああるるのの

でで、、どどここままでで行行けけるるかか分分かかららなないいがが、、ととににかかくく頂頂上上をを目目指指ししてて歩歩いいててみみるる

ここととににすするる。。かかななりりのの急急登登ででははああるるがが整整備備さされれたた道道でで、、頂頂上上手手前前のの展展望望地地

ままでで 1155 分分ほほどどでで到到着着。。そそここににはは展展望望台台ととピピククニニッッククテテーーブブルルががあありり、、瀬瀬戸戸

内内海海のの素素晴晴ららししいい大大展展望望がが広広ががりり、、ここここままででででもも十十分分来来るる価価値値あありりのの大大穴穴

場場ススポポッットト発発見見にに大大喜喜びび。。そそここかからら鉄鉄塔塔ののああるる頂頂上上ままでではは緩緩ややかかなな広広いい尾尾

根根道道ととななりり、、おおそそららくく龍龍王王社社ままでではは 2200 分分ほほどどでで行行けけるるよよううだだ。。ししかかししああいい

ににくくここここはは携携帯帯もも繋繋ががららずず、、金金比比羅羅山山にに行行っってていいるる 22 人人がが今今どどのの辺辺ににいいるる

かか分分かかららなないいののでで、、ここれれ以以上上のの深深入入りりはは禁禁物物とと大大急急ぎぎでで道道をを戻戻るる。。結結局局、、

待待ちち合合わわせせのの駐駐車車場場へへはは 22 人人よよりりもも 3300 分分ほほどど先先にに着着きき、、下下見見はは大大成成功功。。

ややががてて名名物物讃讃岐岐ううどどんんのの名名店店でで合合流流ししてて、、22 人人がが希希望望ししてていいたた讃讃岐岐ぶぶっっかかけけ

ううどどんんをを食食べべななががらら、、ここれれかかららののププラランンをを練練るる。。高高松松空空港港発発はは夕夕方方ななののでで

時時間間ははたたっっぷぷりり、、私私はは 22 人人ををここのの穴穴場場にに案案内内すするるここととにに。。22 度度目目のの大大麻麻山山

はは迷迷ううここととななくく登登山山口口にに直直行行、、見見晴晴ららししのの良良いい展展望望園園地地でで瀬瀬戸戸内内海海のの大大展展

望望にに大大喜喜びび。。思思っったたよよりり早早くく着着いいたたののでで、、龍龍王王社社ままでで足足をを伸伸ばばすすここととにに。。

大大麻麻山山のの頂頂上上かからら幅幅広広いい舗舗装装道道路路をを下下るるとと、、奥奥宮宮・・龍龍王王社社へへのの標標識識ががあありり、、

そそここかかららはは照照葉葉樹樹のの自自然然林林のの山山道道ととななりり、、1100 分分ほほどどでで龍龍王王社社にに到到着着。。周周囲囲

をを深深いい森森ととおお堀堀ののよよううなな池池でで囲囲ままれれたた龍龍王王社社一一帯帯はは、、ままささにに神神域域とと呼呼ぶぶにに

相相応応ししいい荘荘厳厳なな空空気気がが漂漂っってていいままししたた。。皆皆でで参参拝拝ししたた後後、、広広場場入入口口でで龍龍王王

社社のの神神様様かからら降降りり注注ぐぐエエネネルルギギーーををいいたただだききななががらら、、ココーーヒヒーータタイイムムののひひ

とと時時。。空空港港へへのの時時間間ももああるるののでで長長居居はは禁禁物物、、22 人人にに先先にに戻戻っっててももららいいももうう一一

度度社社のの前前にに座座りり、、龍龍王王様様ととごご対対面面。。諦諦めめかかけけてていいたたここのの地地にに呼呼ばばれれたたこことと

へへのの感感謝謝のの気気持持ちちをを伝伝ええ、、ここのの上上なないい充充足足感感にに満満たたさされれ、、龍龍王王社社をを後後ににしし

ままししたた。。  

ここのの龍龍王王社社かからら奥奥社社へへのの山山道道をを覗覗いいててみみるるとと、、素素晴晴ららししいい照照葉葉樹樹林林にに  

囲囲ままれれたた自自然然道道がが続続いいてていいままししたた。。左左手手にに下下るる工工兵兵道道経経由由でで奥奥社社へへ至至るる山山

道道もも同同様様でで、、次次回回かかららはは龍龍王王社社をを起起点点ににここののココーーススでで金金比比羅羅山山奥奥社社ままでで周周

遊遊すするるとと理理想想的的なな金金比比羅羅山山奥奥社社・・龍龍王王社社巡巡りりががででききるるここととででししょょうう。。  

今今回回のの四四国国のの山山旅旅でで、、ここのの金金比比羅羅山山のの新新ししいい歩歩きき方方をを発発見見ででききたたここととはは、、

私私ににととっってて最最大大のの大大収収穫穫ででああっったたとと思思いいまますす。。誰誰ももがが訪訪れれるる大大混混雑雑のの金金比比

羅羅山山参参拝拝ででははななくく、、訪訪れれるる人人稀稀なな本本来来のの金金比比羅羅山山のの奥奥宮宮をを巡巡れれるる、、ままたた一一

つつ平平野野ガガイイドドななららででははのの山山旅旅がが増増ええままししたた。。  

  ささてて、、66 月月のの山山旅旅はは現現在在ののととこころろ三三陸陸・・金金華華山山 22 本本とと新新緑緑のの八八甲甲田田山山のの

33 本本ののみみでですす。。決決定定ツツアアーーのの前前後後ににつつななががるるココーーススはは 22 名名かかららででもも実実施施可可

能能でですすののでで、、ままだだ新新緑緑のの山山旅旅ププラランンをを決決めめてていいなないい人人はは大大至至急急ごご検検討討をを。。  

  

日日日本本本ののの山山山旅旅旅   222000111８８８年年年６６６月月月のののおおお便便便りりり・・・そそそののの 222   

★★金金華華山山レレポポーートト＆＆77 月月のの山山旅旅緊緊急急大大募募集集！！★★  

◆◆金金華華山山とと牡牡鹿鹿半半島島周周遊遊のの山山旅旅報報告告◆◆  

今今年年のの新新ココーースス・・金金華華山山ののツツアアーーはは 22

本本実実施施さされれ、、いいずずれれもも皆皆ささんん大大満満足足のの

山山旅旅ととななりりままししたた。。  

今今回回のの山山旅旅予予定定はは、、ままずず 11 日日目目にに石石

巻巻駅駅かからら旭旭山山自自然然公公園園にに直直行行、、頂頂上上のの

園園地地ででラランンチチタタイイムム。。そそのの後後、、牡牡鹿鹿半半島島    △△御御番番所所公公園園かからら金金華華山山   

のの中中央央をを走走るるココババルルトトラライインンののススカカイイラライインン・・ドドラライイブブでで鮎鮎川川へへとといいううププ

ラランン。。途途中中、、大大六六天天展展望望所所かからら牡牡鹿鹿半半島島でで唯唯一一山山歩歩ききをを楽楽ししめめるる大大六六天天山山

をを往往復復すするるとといいううののがが、、ここのの日日ののハハイイラライイトト。。そそししてて翌翌朝朝、、海海上上タタククシシーー

でで金金華華山山にに渡渡りり、、黄黄金金山山神神社社かからら正正面面ココーーススかからら金金華華山山頂頂上上をを目目指指しし、、天天
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柱柱石石をを往往復復ししてて南南尾尾根根ココーーススのの二二のの御御殿殿経経由由でで周周遊遊すするるとといいうう 11 泊泊 22 日日のの

ベベスストトププラランンをを考考ええてていいたたののででししたた。。  

  私私ははここううししたたププラランンをを再再確確認認すするるたためめにに、、ツツアアーー前前日日にに牡牡鹿鹿半半島島のの主主なな

ススポポッットトのの下下見見ををすするるここととににししままししたた。。ままずず最最初初にに訪訪れれたた旭旭山山はは周周辺辺随随一一

のの展展望望地地でで、、気気持持ちちのの良良いい草草原原のの頂頂上上ににはは東東屋屋ももあありり、、ラランンチチタタイイムムににはは

最最高高のの場場所所ででししたた。。たただだししここここはは石石巻巻かからら牡牡鹿鹿半半島島ととはは反反対対側側でで、、往往復復 11

時時間間ほほどどももかかかかるる。。ままたた駐駐車車場場かかららもも往往復復 3300 分分ほほどど歩歩きき、、車車をを止止めめててピピクク

ニニッッククラランンチチとといいうう訳訳ににははいいかかなないい。。そそれれにに大大六六天天山山をを歩歩いいててかからら御御番番所所

公公園園ままでで行行くくここととをを考考ええるるとと、、時時間間的的ににどどううかかとといいううこことともも頭頭にに入入れれてておお

かかねねばば。。最最終終日日程程はは後後でで考考ええるるここととににししてて、、次次のの目目的的地地、、女女川川へへ。。  

●●33..1111 大大震震災災のの震震源源地地にに一一番番近近いい金金華華山山とと牡牡鹿鹿半半島島のの被被災災地地をを巡巡るる  

  三三陸陸一一帯帯はは史史上上最最悪悪ととももいいええるるああのの大大震震災災、、津津波波のの被被害害をを最最もも受受けけたた地地

域域でですす。。そそのの震震源源地地はは金金華華山山沖沖とといいううここととかからら、、金金華華山山のの島島全全体体、、そそししてて

石石巻巻、、女女川川、、鮎鮎川川のの町町のの被被害害はは甚甚大大でで、、77 年年をを経経たた今今ななおお復復興興とと呼呼べべるる状状態態

ででははあありりまませせんん。。特特にに海海沿沿いいのの町町でではは防防波波堤堤やや土土地地のの嵩嵩上上げげ工工事事がが延延々々とと

続続きき、、かかつつててのの集集落落はは依依然然とと更更地地ののままままとといいうう荒荒れれ果果ててたた風風景景がが目目立立ちちまま

すす。。無無用用とともも思思ええるる工工事事にに膨膨大大なな費費用用とと時時間間をを費費ややしし、、人人々々のの生生活活はは二二のの

次次かかとともも思思ええるる政政策策ににははいいささささかかううんんざざりりすするるととこころろでですす。。一一日日もも早早くく地地

元元のの皆皆ささんんのの生生活活がが戻戻るるここととをを願願ううばばかかりりでですす。。  

  そそううししたた被被害害のの大大ききかかっったた町町やや集集落落のの中中ににああっってて、、女女川川のの復復興興状状況況はは目目

をを見見張張るるももののががあありりままししたた。。女女川川のの駅駅はは温温泉泉セセンンタターー併併設設のの新新社社舎舎ととななりり、、

海海沿沿いいのの「「ははままテテララスス」」とといいうう商商店店街街ははままるるででアアウウトトレレッットト・・モモーールルののよよ

ううなな近近代代的的なな店店がが立立ちち並並ぶぶ通通りりととななっってていいたたののににはは驚驚ききままししたた。。私私ははここれれ

ままでで山山旅旅のの途途中中でで宮宮古古かからら釜釜石石、、大大船船渡渡、、気気仙仙沼沼、、そそししてて南南三三陸陸町町にに至至るる

三三陸陸沿沿岸岸のの被被災災地地をを巡巡っっててききままししたたがが、、ここれれほほどどままでで素素晴晴ららししいい大大規規模模なな

復復興興施施設設をを目目ににししたたここととははあありりまませせんんででししたた。。観観光光案案内内所所のの人人曰曰くく「「ここのの

よよううにに復復興興がが進進んんだだののはは女女川川だだけけでで、、皆皆ささんんががここれれかからら行行くく鮎鮎川川はは一一向向にに

復復興興がが進進ままずず大大変変なな状状況況ななののでで、、是是非非そそのの違違いいをを感感じじててみみてて下下ささいい。。」」とと

ののここととででししたた。。  

そそのの言言葉葉通通りり、、そそのの後後訪訪れれたた鮎鮎川川のの町町のの状状況況はは悲悲惨惨ななももののででししたた。。港港付付

近近はは未未だだににささらら地地がが殆殆どどでで、、金金華華山山行行ききのの桟桟橋橋ににタターーミミナナルルやや土土産産店店ややレレ

スストトラランンのの建建物物はは一一切切ななくく、、町町ににははたただだ一一つつののココンンビビニニととププレレハハブブのの小小ささ

なな商商店店横横丁丁ががああるるののみみ。。私私はは女女川川ののああのの活活気気ああるる通通りりをを見見たた後後だだけけにに、、そそ

のの違違いいにに愕愕然然ととししたたももののででししたた。。一一体体何何故故ここううままでで違違ううののかか。。ややははりり女女川川

はは原原発発ののおお陰陰？？でで復復興興予予算算がが他他よよりりもも沢沢山山ああるるととででももいいううののだだろろううかか。。そそ

んんななここととががああっっててははななららなないい。。原原発発ののおお陰陰でで潤潤ううななどどととははととんんででももなないい話話

でで、、そそののたためめにに脱脱原原発発をを提提唱唱ででききなないいとといいううののははととててもも寂寂ししいいここととだだ。。三三

陸陸のの復復興興はは皆皆平平等等ででああるるべべききだだととつつくくづづくく思思ううののでですすねね。。  

ととももああれれ、、今今回回のの下下見見でで、、11 日日目目のの昼昼食食はは旭旭山山ででととののはは止止めめ、、女女川川のの「「はは

ままテテララスス」」のの食食堂堂でで海海鮮鮮丼丼をを食食べべててかからら大大六六天天山山へへとといいううベベスストトププラランンがが

決決定定。。そそのの後後、、大大六六天天山山でではは三三国国神神社社かからら頂頂上上をを周周遊遊すするる理理想想的的ななココーースス

をを見見つつけけてて、、御御番番所所公公園園かかららのの金金華華山山のの景景色色をを確確認認、、半半島島のの最最先先端端ににああるる  

ホホテテルルニニュューーささかか井井にに到到着着、、明明日日かかららいいざざ本本番番でですす。。  

●●11 本本目目ののツツアアーーはは急急遽遽日日程程変変更更、、前前後後入入れれ替替ええでで大大成成功功  

  ここううししてて準準備備万万端端でで 55 月月 99 日日のの朝朝、、11 時時間間ほほどど前前にに石石巻巻駅駅でで待待機機。。今今日日

はは何何ととかか天天気気はは持持ちちそそううだだがが、、肝肝心心のの明明日日ががそそろろそそろろ台台風風とと梅梅雨雨前前線線のの影影

響響ででどどううななるるかか気気ににななるる。。金金華華山山へへのの海海上上タタククシシーーはは小小型型ののモモーータターーボボーー

トトななののでで、、波波がが高高いいとと欠欠航航ににななるるここととももししばばししばば。。私私はは海海上上タタククシシーーにに電電

話話でで見見通通ししをを聞聞いいててみみるるとと、、「「今今日日はは午午後後かからら波波がが高高くくななりり、、明明日日ははほほぼぼ

雨雨風風でで欠欠航航のの可可能能性性がが大大。。金金華華山山へへ行行ききたたいいののなならら今今日日ししかかなないいよよ。。」」  

私私はは大大至至急急再再検検討討、、ググルルーーププがが 1100::1155 にに到到着着後後、、鮎鮎川川港港にに直直行行ししてて、、確確実実

にに金金華華山山にに行行けけるるププラランンにに急急遽遽変変更更ししたた。。おおそそららくく 1122::0000 にに港港をを出出発発ししてて

1122::3300--４４ ::0000 間間ででのの時時間間ががああれればば頂頂上上ままでで往往復復ででききるるだだろろうう。。  

とといいううここととでで、、皆皆がが到到着着すするるとと早早速速対対策策ミミーーテティィンンググ。。ややははりり何何ととししてて

もも大大目目的的のの金金華華山山ににはは絶絶対対にに行行ききたたいいとといいううここととでで、、即即決決定定。。女女川川ででのの海海

鮮鮮丼丼ををああききららめめてて、、ココンンビビニニでで昼昼弁弁購購入入、、鮎鮎川川港港にに直直行行ししたたののででししたた。。  

港港にに着着くくとと、、予予想想以以上上にに波波がが高高いいののでで早早めめにに戻戻ららなないいとと欠欠航航ににななるる可可能能

性性ががああるるとといいううののでで、、大大至至急急出出航航。。朝朝かからら汽汽車車とと車車にに乗乗りり継継ぎぎ、、いいききななりり

のの荒荒波波のの中中、、ここのの先先どどううななるるここととややららととぐぐっったたりりのの様様子子。。金金華華山山のの港港にに着着

くくとと、、海海上上タタククシシーーがが神神社社にに連連絡絡ししててくくれれたたおおかかげげでで、、神神社社かかららのの迎迎ええのの

車車にに乗乗れれてて、、2200 分分のの急急坂坂登登りりををカカッットトすするるここととががででききてて皆皆大大喜喜びび。。ままずずはは

黄黄金金山山神神社社ににおお参参りりををししかからら、、無無理理ををせせずず行行けけるるととこころろままででとといいううここととでで

てていいざざ出出発発。。  

金金華華山山はは島島のの殆殆どどがが黄黄金金山山神神社社のの私私有有地地でで、、ままささにに島島全全体体ががごご神神域域、、神神

のの山山とといいうう感感じじななののでですす。。神神社社のの横横かからら登登山山道道にに入入るるとと、、モモミミツツガガのの巨巨木木

がが混混じじるる原原生生林林はは荘荘厳厳なな雰雰囲囲気気がが漂漂いい、、モモヤヤにに包包ままれれたた上上部部のの森森かからら神神秘秘

的的なな霊霊気気がが降降りり注注ぎぎ、、他他のの山山でではは体体験験ででききなないいよよううなな神神秘秘的的なな世世界界にに皆皆感感

動動。。リリーーダダーーのの NN ささんんはは「「たたととええ頂頂上上ままでで行行かかれれななくくとともも、、ここれれでで充充分分金金

華華山山のの雰雰囲囲気気はは味味わわええたた」」ととすすででにに大大満満足足。。ゆゆっったたりり歩歩きき大大歓歓迎迎のの他他のの 33

名名のの女女性性メメンンババーーもも同同感感でで、、無無理理ををししてて頂頂上上ままでで頑頑張張っってて帰帰りりのの船船にに間間にに

合合わわなないいののははごご免免ななののでで、、33 分分のの２２ほほどどのの水水神神社社でで昼昼食食休休憩憩、、ここここをを終終点点とと

ししてて引引きき返返るるここととにに意意見見がが一一致致。。たただだ一一人人超超健健脚脚のの TT ささんんごご主主人人がが代代表表でで

頂頂上上ままでで行行くくここととににななりりままししたた。。かかつつててはは健健脚脚だだっったた頃頃とと比比べべてて、、大大分分年年

をを重重ねねたた今今はは、、ここののよよううにに自自分分ののレレベベルルををわわききままええ、、決決ししてて無無理理ををせせずず欲欲

張張ららずず、、ゆゆととりりをを持持っってて山山歩歩ききをを楽楽ししむむとといいうう心心構構ええがが賢賢明明ななののでですすねね。。      

皆皆がが昼昼食食中中にに頂頂上上をを往往復復ししたた TT ささんんがが戻戻りり、、全全員員そそろろっっててゆゆととりりをを持持っっ

てて下下山山、、22 時時半半発発ののボボーートトでで無無事事鮎鮎川川港港へへ戻戻るるここととががででききままししたた。。ここのの日日はは  

早早めめにに戻戻れれたたののでで、、鮎鮎川川唯唯一一ののココンンビビニニでで名名物物豆豆大大福福、、金金華華ササババ缶缶をを買買いい、、

御御番番所所公公園園へへ。。対対岸岸のの金金華華山山はは下下半半分分ししかか見見ええななかかっったたもものののの、、周周囲囲のの見見

晴晴ららししのの良良いい気気持持ちちのの良良いい頂頂上上園園地地のの散散歩歩にに皆皆大大満満足足、、予予定定よよりり早早めめににホホ

テテルルニニュューーささかか井井にに着いてのんびりしたのでした。 

 翌朝は予想通りの荒れ模様の天気で風も強そう、やはり昨日金華山に行

けて良かったと皆納得、今日はゆっくり出発して女川で海鮮丼、そして雨

が降らなければ大六天山を歩こうということに。まずは島中央のコバルト

ラインというスカイライン・ドライブで大六天駐車場を目指したところ、

次第にガスは深まり、駐車場に着くころには冷たい雨となる。昨日は少し

しか歩いていないので、私は雨でも大六天の神様が祀られている三国神社

までは歩いたほうが良いと思っていました。しかしこうした状況での決断

力が素早いグループリーダーの N さんは「雨に濡れるより女川で海鮮丼

を食べたい。」と一言もらすと皆大賛成。憂鬱な気分が一瞬で晴れて、車

中から登山口を眺めて、女川目指して出発と相成りました。 

女川の「はまテラス」は日曜日とあって大盛況。何と大きな焼き牡蠣が 

6 個で 500 円、丸ごと生ウニに皆さん大喜び、最高の昼食タイムでした。

食事の後、テラスをぶらり散歩してから石巻へ。山を歩かなかったのでま

だ時間がたっぷりあったので、私一旦は没にした旭山に行くことにしまし

た。石巻から北へ車で 20 分ほどの郊外にある旭山は、森に囲まれた小山

で、県立自然公園となっている景勝地。頂上手前の駐車場まで乗り入れが

できるので、頂上の園地まで 15 分ほど。結構な急坂なので、これがこの

日唯一の山歩きとなり、景色の良い東屋のベンチテーブルで午後のータイ

ム。予定のコースを半分も歩いていないにもかかわらず、皆さん１２０％

大満足の金華山ツアーでした。 

●●２２本本目目ののツツアアーーはは延延期期大大作作戦戦でで全全行行程程成成就就、、地地獄獄かからら天天国国へへ  

  翌翌 66 月月 1111 日日かかららのの 22 本本目目ののツツアアーーはは、、台台風風のの動動ききがが怪怪ししくく、、ここのの 22 日日

間間ににピピッッタタリリととああたたりりそそううなな気気配配ででししたた。。22 日日前前かからら天天気気予予報報とと睨睨めめっっここ、、

海海上上タタククシシーーにに何何度度もも問問いい合合わわせせななががらら、、対対策策をを練練りり続続けけるる。。どどうう考考ええてて

もも最最悪悪のの見見込込みみでで、、一一番番いいいいののはは 11 日日ずずららすすこことと。。不不幸幸中中のの幸幸いい？？でで次次のの  

山山旅旅ががななかかっったたののでで、、自自分分ががももうう 11 泊泊ここののホホテテルルにに滞滞在在、、雨雨のの中中待待機機ささええ

すすれればば、、台台風風一一過過全全ててううままくくいいくくだだろろうう。。ああととはは参参加加 44 人人ググルルーーププのの日日程程
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ととホホテテルルののがが変変更更可可能能かかどどううかかがが問問題題だだ。。幸幸いいいいずずれれももツツアアーーのの 22 日日前前にに

OOKK ととななりり、、そそのの後後海海上上タタククシシーーにに変変更更のの連連絡絡とと 1122 日日にに皆皆をを送送っったた後後ののホホ

テテルルををキキャャンンセセルル、、新新たたにに 1133 日日のの宿宿ををじじゃゃららんんでで抑抑ええてて万万事事解解決決ととななっったた。。  

ああととははここのの異異例例のの大大決決断断がが思思惑惑通通りり大大成成功功ととななるるここととをを祈祈るるばばかかりり。。  

  11 本本目目ののツツアアーーをを石石巻巻でで見見送送っったた後後、、翌翌 1111 日日はは予予報報通通りりのの大大雨雨でで、、1122

日日はは回回復復にに向向かかううがが海海ののううねねりりはは高高くく、、船船はは欠欠航航ととななるるだだろろうう。。ででももそそのの

日日はは内内陸陸ななののでで予予定定のの大大六六天天山山ななどど初初日日のの行行程程はは大大丈丈夫夫そそううだだ。。そそししてて翌翌

日日本本番番のの金金華華山山はは好好天天ととななりりそそううでで、、大大変変更更作作戦戦大大成成功功がが期期待待ででききそそううだだ。。  

今今回回ホホテテルルニニュューーささかか井井はは、、牡牡鹿鹿半半島島のの最最先先端端のの高高台台ににああるる一一軒軒宿宿でで、、目目

のの前前がが金金華華山山とといいうう素素晴晴ららししいい立立地地にに建建っってていいるる。。大大津津波波のの時時もも大大ききなな被被

害害もも免免れれ、、地地震震にによよるる損損傷傷ののたためめリリニニュューーアアルルししててよよりり快快適適ななホホテテルルにに生生

ままれれ変変わわっってていいるる。。部部屋屋でで WWIIFFII もも繋繋ががるるののでで、、一一日日大大雨雨のの中中殆殆どど部部屋屋にに閉閉

じじここももりり、、疲疲れれたたらら温温泉泉にに入入りり、、雨雨のの金金華華山山をを眺眺めめななががらら久久々々ににパパソソココンン

作作業業にに集集中中ででききたたののででししたた。。  

66 月月 1122 日日はは予予報報にに反反ししてて曇曇りりががちちのの天天気気だだがが雨雨のの見見込込みみははななしし。。22 本本目目

のの KK ささんんググルルーーププをを石石巻巻駅駅でで迎迎ええるるとと、、皆皆ささんん大大喜喜びび、、大大感感謝謝でで女女川川にに直直

行行。。早早速速、、大大ききなな焼焼きき牡牡蠣蠣とと海海鮮鮮丼丼ののラランンチチタタイイムムをを楽楽ししんんだだ後後、、大大六六天天

山山にに直直行行。。ツツアアーー前前のの下下見見でで見見つつけけたた三三国国神神社社かからら頂頂上上へへののココーーススをを周周遊遊

ししてて、、程程よよいい初初日日のの山山歩歩ききにに皆皆ささんん大大満満足足ででホホテテルルへへ。。ここれれでで翌翌日日はは朝朝かか

らら時時間間ををたたっっぷぷりりとと使使っっててじじっっくくりりとと金金華華山山をを楽楽ししめめるるここととだだろろうう。。  

翌翌朝朝、、海海上上タタククシシーーかからら「「ままだだ波波がが高高いいののでで様様子子をを見見たた方方ががいいいい。。」」とと

のの連連絡絡がが入入りり、、ととりりああええずず 88::3300 のの出出発発時時間間にに港港でで待待機機すするるここととにに。。そそうういい

ええばばネネッットトのの波波予予報報にによよるるとと、、確確かかにに明明けけ方方ままでで高高浪浪でで次次第第にに東東にに移移っってて

ははいいるるがが、、いいつつごごろろかからら波波がが収収ままるるかか不不安安ででははああっったた。。  

港港にに着着くくとと、、何何ととかか大大丈丈夫夫ととののここととでで予予定定通通りり出出発発。。多多少少波波はは高高いいがが、、

ベベテテラランンのの船船長長のの腕腕をを信信じじてて安安心心ししててククルルーーズズをを楽楽ししんんでで金金華華山山港港へへ。。気気

のの利利いいたた海海上上タタククシシーーののススタタッッフフががままたた神神社社ままででのの送送迎迎車車をを頼頼んんででくくれれたた

ののでで皆皆大大喜喜びび。。波波ははいいっったたんんここれれかからら静静かかににななるるがが、、ままたた午午後後ににはは風風がが強強

ままるるとといいううののでで、、午午後後 22 時時半半ままででににはは戻戻るるよよううににととのの指指示示ががあありり、、ああままりり

無無理理ののなないいペペーースス歩歩けけるるププラランンをを考考ええななががらら、、金金華華山山頂頂上上をを目目指指ししたた。。  

金金華華山山ののごご神神域域のの森森にに入入るるとと、、久久ししぶぶりりのの青青空空がが広広ががりり、、変変更更作作戦戦のの甲甲

斐斐ががああっったたとと皆皆上上機機嫌嫌。。前前回回のの終終点点・・水水神神社社様様ににずずんんだだ饅饅頭頭ををおお供供ええししてて、、

いいざざ頂頂上上へへ。。森森をを抜抜けけてて明明るるいい尾尾根根ままでではは 1100 分分ほほどどでで到到着着、、そそここかかららはは見見

晴晴ららししのの良良いい尾尾根根道道がが続続いいてていいるる。。紺紺碧碧のの太太平平洋洋とと抜抜けけるるよよううなな青青空空、、尾尾

根根上上にに立立つつブブナナのの新新緑緑もも美美ししいい。。神神社社のの私私有有地地ででああるるかかららかか、、登登山山道道ににはは

芝芝生生がが敷敷きき詰詰めめらられれ、、階階段段ももななくくととててもも歩歩ききややすすいい。。いいかかににもも普普通通のの山山とと

はは雰雰囲囲気気のの違違うう別別世世界界、、神神のの山山にに来来たたとといいううワワククワワクク感感にに満満たたさされれるる。。  

よよううややくく辿辿りり着着いいたた頂頂上上ににはは立立派派ななおお社社がが建建ててらられれ、、ここれれがが黄黄金金山山神神社社のの

奥奥宮宮・・大大海海
おおわだ

神神
つみ

神神社社ととななっってていいるる。。すすぐぐ南南側側ににはは石石ののベベンンチチとと丸丸いいテテーーブブルル

ががあありり、、絶絶好好ののラランンチチススポポッットトににななっってていいるる。。ここんんななにに気気のの利利いいたたベベンンチチ

テテーーブブルルがが頂頂上上直直下下ににああるる所所ははめめっったたにになないい。。ここここででゆゆっっくくりりととラランンチチタタ

イイムムをを取取るるここととにに決決めめたたがが、、ままだだ時時間間がが早早いいののでで千千畳畳敷敷方方面面にに下下っったた所所にに

ああるる「「天天柱柱石石」」ままでで行行っっててみみるるここととにに。。標標識識ににはは 1100 分分とと書書いいててああるるがが、、結結

構構なな下下りりでで、、ゆゆっったたりり歩歩ききメメンンババーーはは 55 分分ほほどど下下っったた所所でで躊躊躇躇ししてていいるる。。

ああままりり無無理理はは禁禁物物とと、、皆皆ににベベンンチチのの場場所所にに戻戻っっててももららいい、、カカメメララをを預預かかりり

私私一一人人でで天天柱柱石石ままでで行行っっててみみるるここととににししたた。。  

そそここかからら先先ははささららにに急急なな階階段段のの下下りりととななりり、、

ややははりり皆皆をを連連れれててここななくくてて良良かかっったたとと思思うう。。ネネ

ッットトのの情情報報通通りり、、天天柱柱石石はは高高ささ 2200 ㍍㍍ももああるる立立

派派なな巨巨岩岩でで、、遥遥かか昔昔ははそそのの倍倍のの高高ささででああっったたもも

ののがが割割れれてて半半分分ににななっったたららししいい。。今今ででもも結結構構すす

ごごいいがが、、4400 ㍍㍍のの時時はは屋屋久久島島のの太太忠忠岳岳にに匹匹敵敵すするる

ほほどどののパパワワーーをを放放つつ天天柱柱石石ででああっったたにに違違いいなないい。。  

 私は「ぬりかべ」のような天柱石に背をもたれながら、しばしそのエネ

ルギーをいただき皆の待っているベンチテーブルへ大汗をかいて戻りま 

したその後、心地よい陽だまりの中、完全に貸切状態の金華山頂上での至

福のランチタイムを皆でゆったりと過ごしたのでした。 

 帰りの水神社でお供えのずんだ饅頭を回収しようとしたところ、破かれ

包みが残っているだけで 

中身はもぬけの殻。おそらく頂上手前で私を見ていたボスザルがかぎつけ

て食べたのでしょう。きっとそのサルは「こんな旨いもんは初めてだ、あ

りがたやアリガタヤ。」と神様に感謝していただに違いない。とにかく金

華山にはシカも多いがサルの群れもいる。どこかのようにたちの悪いサル

はいない。唯一の迷惑は、登山道で用を足す者もいて、油断ならないとい

うこと。しかしそれもフンコロガシのようなコガネムシ？が沢山いて、糞

の塊に潜り、バラして巣に持ち帰るのか、自然に掃除されるようだ。前回

あった塊が今回は全くなかったのは、彼らの努力のお陰か、昨日までの大

雨で完璧に清掃浄化されていたのでしょう。結論として、この神域では猿

害はないようです。 

 ということで、今回の金華山ツアーも大成功、大満足にて終了、実りの

多い充実した山旅でした。これもひとえに大六天の神様、黄金山神社、大

海神神社などの山の神にお参りをしたお陰なのだとひたすら感謝です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 今回の金華山ツアーでは、3.11 震源地に一番近い地域を巡り、三陸の

復興はまだまだという実感を新たにしました。今後日本の山旅を通して私

たちができることはほんの僅かなことかもしれません。寄付金やボランテ

ィアでの復興支援はできませんが、唯一できることは山旅で三陸各地の山

を歩くことです。少人数ツアーゆえ、地元のホテルやお店に対する経済効

果は微々たるものです。しかしはるばる遠方から地元の山を歩きに来てく

れるグループがいるということ自体、地元の人にとって大きな励みとなる

に違いありません。私はこれからもできるだけ多くの機会を作り、三陸の

山を皆さんと共に歩きたいと思います。 

 今回初めての金華山ツアーは来年の実施する予定ですが、大好評につき、

急遽 11 月にも企画しました。新緑紅葉共に異なる魅力があるので、まだ

の人は是非ご参加下さい。三陸の山旅は以前からその 1、その 2 があり、

それぞれ独自の魅力あるコースです。復興応援も兼ねて、まだ歩いたこと

のないコースがあれば是非ともお勧めします。 

  

日日本本のの山山旅旅  22001199 年年３３月月ののおお便便りり  

★★ニニュューージジーーラランンドドのの山山旅旅終終了了 22001199 年年のの山山旅旅大大募募集集！！    

今今シシーーズズンンのの平平野野ガガイイドド・・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もも無無事事大大成成功功にに

てて終終了了。。私私はは今今、、ニニュューージジーーラランンドドでで

一一番番美美ししいい町町テテ・・アアナナウウででツツアアーー終終了了

後後のの後後片片付付けけををししてていいまますす。。今今年年ののニニ

ュューージジーーラランンドド 22 ヵヵ月月間間のの滞滞在在でで一一番番

のの収収穫穫はは、、かかつつててココロロミミココ・・トトレレッックク

ののテテ・・アアナナウウ事事務務所所ががああっったたここのの

HHoolliiddaayy  PPaarrkk にに再再びび拠拠点点をを置置けけるるよようう

ににななっったたここととでですす。。テテ・・アアナナウウここのの湖湖

畔畔、、対対岸岸ににははブブナナ原原生生林林にに覆覆わわれれたたケケ

ププララーー山山脈脈のの絶絶景景がが広広ががりり、、そそのの風風景景

はは 3300 年年前前かからら何何一一つつ変変わわっってていいまませせんん。。⇗⇗ケケププララーーのの森森「「赤赤ブブナナ大大王王」」22000055    

今今やや大大混混雑雑、、雑雑然然ととししたた観観光光地地とと化化ししたた  年年 44 月月にに倒倒壊壊、、倒倒れれたた今今ももケケププララーー    

ククイイーーンンズズタタウウンンにに比比べべ、、清清楚楚なな街街並並みみ  のの森森のの主主ととししてて神神々々ししいいままででのの威威厳厳    

はは今今ななおお静静かかでですす。。そそししてて湖湖畔畔のの遊遊歩歩道道  をを保保ちちつつつつ堂堂々々とと横横たたわわっってていいるる          

やや休休憩憩施施設設、、周周辺辺のの環環境境はは一一段段とと向向上上、、昔昔よよりりもも一一層層ききれれいいににななりりままししたた。。          
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ままたた私私がが再再びび拠拠点点ととすするるここのの HHoolliiddaayy  PPaarrkk もも、、私私がが世世話話ににななっったた 22 代代

目目オオーーナナーー家家族族のの努努力力にによよりり、、かかつつててココロロミミココ事事務務所所ががああっったた時時代代よよりりもも

遥遥かかににググレレーードドアアッッププさされれたたこことともも、、私私がが再再びびニニュューージジーーラランンドド大大自自然然ウウ

ォォーーククのの拠拠点点ととででききたたここととのの最最大大のの要要因因とといいええまますす。。  

今今後後ももフフィィヨヨルルドドラランンドドのの大大自自然然をを歩歩くくににははややははりりテテ・・アアナナウウがが一一番番でで

すす。。かかつつててテテ・・アアナナウウをを訪訪れれたた人人もも、、一一層層ききれれいいにに便便利利ににななっったたテテ・・アアナナ

ウウををベベーーススにに、、今今ななおお静静かかななおお静静かかなな原原生生林林をを平平野野ガガイイドドとと一一緒緒にに歩歩ききまま

ししょょうう。。ドドラライイブブ＆＆ピピククニニッッ

ククをを含含むむゆゆっったたりりココーーススもも可可

能能でですす。。  

◁◁ルルーートトババーーンン・・トトララッックク//ココニニカカ

ルルヒヒルルかかららダダーーラランン山山脈脈・・最最高高峰峰

MMtt..TTuuttookkoo  

日日本本のの山山旅旅  ２２001199 年年 55 月月ののおお便便りり  

★★令令和和元元年年日日本本のの山山旅旅初初歩歩ききはは新新緑緑ブブナナのの山山旅旅でで★★    

リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、５５月月かからら

新新元元号号がが開開幕幕、、今今回回ははここれれままででとと違違

ううおおめめででたたいい新新時時代代のの始始ままりりととななりり

ままししたた。。元元号号がが変変わわるる度度にに西西暦暦にに統統

一一ししたたほほううがが簡簡単単でで無無駄駄ががなないいののにに、、

とといいうう声声ももあありりまますすがが、、ここのの元元号号制制

はは、、神神代代のの昔昔かからら日日本本ななららででははのの時時

代代のの区区切切りりななののでですすねね。。ここのの地地球球上上

ででももっっとともも古古くくかからら栄栄ええててききたた我我がが                    △△新新緑緑ののブブナナ林林  

日日本本のの誇誇りりととししてて、、喜喜んんでで受受けけ入入れれるるここととににししままししょょうう。。  

●５月の山旅・函南原生林・ブナと照葉樹の原生林に大感動！ 

ささてて、、33 月月かからら始始ままっったた日日本本のの山山旅旅、、55 月月はは伊伊豆豆のの山山旅旅 11 本本ののみみ実実施施しし

ままししたた。。伊伊豆豆のの山山旅旅オオリリジジナナルルのの皮皮小小平平ココーーススはは、、筏筏場場林林道道がが車車両両通通行行止止

めめととななっったたたためめ、、昨昨年年かからら函函南南原原生生林林ココーーススにに変変更更ととななりりままししたた。。かかつつてて

「「ブブナナ日日本本一一のの巨巨樹樹」」でで有有名名だだっったたここのの地地はは、、ブブナナのの主主がが倒倒れれてて以以来来人人気気

がが薄薄れれ、、今今でではは訪訪れれるる人人稀稀なな忘忘れれらられれたた場場所所ににななっっててししままいいままししたた。。ししかか

ししここここににはは江江戸戸時時代代かからら禁禁伐伐のの森森ととししてて今今ななおお原原生生状状態態がが保保たたれれてていいるる素素

晴晴ららししいい森森ががあありりまますす。。巨巨木木もも混混じじるるブブナナ原原生生林林ををははじじめめ、、日日本本でで最最大大級級

ののアアカカガガシシのの巨巨樹樹ややケケヤヤキキのの巨巨木木群群のの中中をを周周遊遊すするるココーーススなな今今ななおお健健在在、、

ママイイナナーーににななっったたおおかかげげでで殆殆どど貸貸切切りり状状態態でで森森歩歩ききをを堪堪能能ででききるる桃桃源源郷郷とと

ななっってていいるるののでですす。。現現在在ここのの函函南南原原生生林林をを歩歩くくたためめににはは、、正正面面口口のの原原生生のの

森森公公園園口口かからら歩歩くくののがが一一般般的的でですすがが、、平平野野ガガイイドドはは原原生生林林周周遊遊ココーーススにに一一

番番近近いい裏裏口口（（富富士士箱箱根根ラランンドド口口））ままでで車車でで乗乗りり入入れれ、、無無駄駄なな往往復復１１時時間間をを

カカッットト、、ももっっとともも効効率率的的なな歩歩きき方方をを実実現現ししままししたた。。今今回回のの山山旅旅でではは「「観観察察

のの森森広広場場」」ののベベンンチチテテーーブブルルでで、、美美ししいい新新緑緑にに囲囲ままれれててゆゆっったたりりととラランンチチ

タタイイムムののひひとと時時をを満満喫喫、、素素晴晴ららししいいブブナナとと照照葉葉樹樹のの原原生生林林のの中中ををそそぞぞろろ歩歩

きき、、皆皆ささんん大大満満足足。。伊伊豆豆高高原原のの温温泉泉リリゾゾーートトホホテテルルにに泊泊ままりり、、細細野野高高原原三三

筋筋山山かからら天天城城連連山山とと東東伊伊豆豆のの海海のの大大展展望望にに感感動動、、天天城城越越ええでではは天天城城旧旧トトンン

ネネルルやや天天城城一一のの太太郎郎杉杉ななどど一一般般観観光光でではは訪訪れれなないい場場所所ををドドラライイブブ、、水水生生地地

のの広広場場でで新新緑緑のの陽陽だだままりりででピピククニニッッククラランンチチ。。最最近近のの山山旅旅ででははドドラライイブブ中中

にに東東屋屋ややベベンンチチテテーーブブルルののああるるととこころろでで休休憩憩タタイイムムでですすがが、、平平野野オオリリジジナナ

ルルののテテーーブブルルとと折折りりたたたたみみチチェェアアセセッットトでで、、いいつつででももどどここででもも人人ののいいなないい

穴穴場場貸貸切切りりでで楽楽ししめめるるよよううににななっったたののはは、、平平野野ツツアアーーななららででははのの楽楽ししみみがが

ままたた一一つつ増増ええたたとといいううももののでですす。。今今回回のの伊伊豆豆のの山山旅旅はは、、一一般般観観光光でで多多くくのの

人人やや車車ででごごっったた返返すす場場所所をを避避けけ、、村村のの駅駅やや東東府府屋屋ベベーーカカリリーーななどど、、知知るる人人

ぞぞ知知るる穴穴場場もも巡巡るる楽楽ししいいツツアアーーととななりりままししたた。。東東京京かからら一一番番近近いい２２日日間間のの

山山旅旅ととししてて皆皆ささんんにに是是非非おお勧勧めめししたたいいととこころろでですす。。  

  

●伊豆の山旅・新コース開拓、伊豆随一のブナ原生林とシャクナゲの名山 

５５月月はは山山旅旅がが伊伊豆豆１１本本ししかかななかかっったたののでで、、平平野野ガガイイドドはは伊伊豆豆高高原原のの別別宅宅（（女女

房房のの姉姉夫夫婦婦宅宅！！））ををベベーーススにに、、新新ココーースス開開拓拓もも兼兼ねねてて西西伊伊豆豆のの面面白白ススポポッッ

トトやや、、かかねねててかからら気気ににななっってていいたた天天城城猿猿山山をを歩歩いいててききままししたた。。  

  西西伊伊豆豆ででははトトンンボボロロ現現象象ででジジオオパパーーククにに認認定定さされれたた堂堂ヶヶ島島三三四四郎郎島島（（伊伊

豆豆ののモモンンササンンミミッッシシェェルル？？））かからら西西伊伊豆豆のの美美ししいい照照葉葉樹樹林林とと海海岸岸ドドラライイブブ、、

西西伊伊豆豆ススカカイイラライインンかからら達達磨磨山山ななどどをを含含めめたた新新ココーースス（（９９月月にに予予定定））がが完完

成成。。そそししてて伊伊豆豆新新聞聞のの[[ジジオオててくくのの楽楽ししみみ・・伊伊豆豆のの低低山山をを歩歩くく]]でで以以前前かからら気気

ににななっってていいたた＜＜天天城城・・猿猿山山＞＞ににははココーーススをを変変ええ２２度度足足をを運運びびままししたた。。１１回回

目目はは新新聞聞記記事事にに書書かかれれてていいたた天天城城街街道道・・旧旧大大川川端端キキャャンンププ場場かからら二二本本杉杉峠峠

～～滑滑沢沢峠峠～～小小僧僧山山～～猿猿山山へへののココーースス。。ここれれははガガイイドドブブッッククににもも載載っってておおらら

ずず、、ままずずはは登登山山口口とと入入口口のの駐駐車車場場所所をを見見つつけけるるののにに苦苦労労ししままししたたがが、、ここのの

記記事事とと勘勘をを頼頼りりにに一一発発でで発発見見。。天天城城街街道道沿沿いいのの唯唯一一ののススペペーーススにに車車をを置置いい

てて、、林林道道をを５５分分ほほどど下下るるとと旧旧大大川川端端キキャャンンププ場場のの跡跡地地のの端端にに＜＜二二本本杉杉峠峠＞＞

へへのの朽朽ちちかかけけたた古古いい道道標標ががあありり、、ここれれでで一一安安心心。。登登山山道道ははかかななりり荒荒れれててはは

いいるるもものののの、、ししっっかかりりととししたた自自然然道道でで二二本本杉杉峠峠ままでで５５００分分ほほどどでで到到達達。。峠峠

にに出出るるとと、、立立派派なな東東屋屋とと「「伊伊豆豆山山稜稜線線歩歩道道」」のの標標識識・・案案内内板板ががあありり、、そそここ

かからら滑滑沢沢峠峠ままでではは幅幅広広いい整整備備さされれたた一一般般道道３３００分分ほほどどでで到到達達。。そそのの少少しし先先

のの[[分分岐岐三三方方]]かからら小小僧僧山山～～猿猿山山ににかかけけててががここののココーーススのの核核心心部部でで、、赤赤テテーーププ

とと地地図図ココンンパパスス頼頼りりのの自自然然道道歩歩ききととななるる。。[[分分岐岐三三方方]]ににはは<<伊伊豆豆山山稜稜線線歩歩道道>>

のの標標識識ががあありり、、三三蓋蓋山山かからら仁仁科科峠峠にに至至るる一一般般道道がが右右にに続続いいてていいたた。。目目指指すす

小小僧僧山山ははそそここかからら真真西西、、尾尾根根ののフフミミアアトトにに分分けけ入入りり、、階階段段ももなないい柔柔ららかかなな

自自然然道道、、本本来来のの山山歩歩ききのの喜喜びびにに浸浸りりななががらら赤赤テテーーププをを頼頼りりにに急急登登ををググンンググ

ンン登登っってていいくく。。１１５５分分ほほどどでで尾尾根根にに出出るるとと右右にに大大ききなな三三蓋蓋山山のの展展望望地地にに飛飛

びび出出しし、、そそここかかららははゆゆっったたりりととししたた尾尾根根歩歩ききととななるる。。ヒヒメメシシャャララのの混混じじるる

ブブナナのの自自然然林林がが美美ししいい。。ししかかしし小小僧僧山山とといいっっててももかかななりりししつつここいい登登りりががああ

りり、、猿猿山山ままでではは７７つつほほどどのの小小ピピーーククののアアッッププダダウウンンのの繰繰りり返返ししでで、、意意外外とと

手手強強いい。。ままたた「「小小僧僧山山とと猿猿山山手手前前のの 996622mm 前前衛衛峰峰付付近近はは、、頂頂上上かからら直直角角左左

にに折折れれ曲曲ががるるののでで要要注注意意」」ととああるるよよううにに、、漠漠然然ととししたた尾尾根根ははママッッププ・・ココンン

パパススでで慎慎重重にに方方向向判判断断がが必必要要でで、、猿猿山山方方向向へへのの赤赤テテーーププをを見見落落ととささずずにに歩歩

くくここととがが結結構構難難ししいい。。ココーーススタタイイムム的的ににはは登登りり３３時時間間ででははああるるがが、、急急登登のの

アアッッププダダウウンンととルルーートトフファァイインンデディィンンググののレレベベルルをを考考ええるるとと、、健健脚脚度度はは３３++

～～４４程程度度のの中中級級者者向向けけのの歩歩ききごごたたええののああるるココーーススとといいええるるででししょょうう。。  

ここのの小小僧僧山山かからら猿猿山山ににかかけけててのの尾尾根根ににはは

いいたたるるととこころろにに元元気気ななブブナナのの巨巨木木がが見見らら

れれ、、シシャャククナナゲゲのの大大群群落落もも天天城城ののメメイインンココ

ーースス以以上上のの素素晴晴ららししささ。。ここんんななにに近近いい伊伊豆豆

ににここれれほほどど素素晴晴ららししいいブブナナ原原生生林林がが残残っっ

てていいるるととはは。。猿猿山山頂頂上上はは木木々々にに囲囲ままれれてて狭狭

いい場場所所ででししたたがが、、ここここかからら南南にに５５分分ほほどど進進むむとと広広いい尾尾根根上上ののブブナナ林林がが広広がが

りり、、兄兄弟弟ブブナナのの大大木木付付近近ででブブナナ新新緑緑にに囲囲ままれれてて、、ゆゆっったたりりととラランンチチとと昼昼寝寝

タタイイムム１１時時間間、、悠悠久久ののひひととととききをを過過ごごししままししたた。。  

２２回回目目のの猿猿山山ははそそのの 1100 日日後後、、シシャャククナナゲゲ開開花花のの時時期期にに合合わわせせてて、、今今度度はは

日日帰帰りりでで再再訪訪。。以以前前、、天天城城太太郎郎杉杉林林道道終終点点にに、、猿猿山山方方面面にによよりり近近そそううなな山山

道道ががワワササビビ田田のの横横かからら始始ままっってていいるるののをを確確認認ししてていいたたののでで、、ここれれがが滑滑沢沢峠峠

へへのの道道ででははなないいかかとと思思いい、、山山道道にに入入るる。。ここのの辺辺りりはは個個人人ののワワササビビ田田がが沢沢沿沿

いいにに作作らられれてていいてて、、登登山山標標識識ななどど何何ももなないい。。作作業業道道ららししきき道道をを２２00 分分ほほどど登登

っってていいくくとと、、初初めめてて「「滑滑沢沢峠峠へへ」」とといいうう看看板板がが左左手手のの登登山山道道をを指指ししてていいたた。。

「「ややははりりここのの道道がが正正ししかかっったた、、ここれれでで滑滑沢沢峠峠へへ行行けけるる。。」」とと喜喜びび、、ややっっとと

ワワササビビ沢沢をを離離れれてて古古いい登登山山道道をを登登っってて行行っったた。。おおよよそそ 5500 分分ほほどどでで前前回回訪訪れれ

たた滑滑沢沢峠峠にに到到着着。。ややははりり思思っったた通通りり二二本本杉杉峠峠かかららよよりりもも往往復復 11 時時間間はは短短縮縮

とといいうう感感じじだだ。。たただだしし、、途途中中ののワワササビビ沢沢のの道道はは作作業業道道がが入入りり乱乱れれ間間違違いいやや

すすくく、、そそのの後後のの山山道道はは全全くく整整備備さされれずず、、一一部部崩崩壊壊やや不不明明瞭瞭なな箇箇所所ももあありり、、

二二本本杉杉峠峠かかららののココーーススよよりりもも手手強強いい、、ここちちららははやややや健健脚脚ググルルーーププ向向けけとといい

ええそそううだだ。。そそのの代代わわりり、、自自然然道道のの山山歩歩ききととししててはは遥遥かかにに面面白白いい。。  
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小小僧僧山山かからら猿猿山山ののかかけけててはは、、前前回回はは蕾蕾だだっったた天天城城シシャャククナナゲゲがが一一斉斉にに咲咲きき

誇誇りり、、ややははりりここここはは天天城城シシャャククナナゲゲのの大大穴穴場場ででああるるここととをを実実感感。。花花ももいいいい

がが、、そそれれ以以上上にに新新緑緑ののブブナナ原原生生林林のの美美ししささはは格格別別、、周周囲囲のの新新緑緑をを眺眺めめなながが

らら、、再再びび一一番番ののおお気気にに入入りりススポポッットト・・兄兄弟弟ブブナナ広広場場ででたたっったた一一人人大大自自然然貸貸

切切りりででラランンチチ＆＆昼昼寝寝タタイイムムををたたっっぷぷりりとと楽楽ししみみ、、往往路路をを戻戻りりままししたた。。  

私私はは２２回回のの猿猿山山探探策策でで、、天天城城猿猿山山のの素素晴晴ららししささをを再再確確認認、、確確信信ししたたののででしし

たた。。春春ははシシャャククナナゲゲにに合合わわせせてて 55 月月中中旬旬以以降降ががベベスストトでで、、秋秋 1111 月月初初旬旬のの

紅紅葉葉もも最最高高級級、、ここれれかかららはは年年にに最最低低 22回回はは山山旅旅ツツアアーーをを作作ろろううとと思思いいまますす。。  

東東京京かからら一一番番近近いいブブナナのの山山旅旅新新ココーースス、、大大いいににごご期期待待くくだだささいい。。  

  

●新緑の季節到来、山歩き、森歩きのベストシーズンが始まります。 

そそろろそそろろ５５月月もも終終わわりり、、６６月月かかららははいいよよいいよよ東東北北・・ブブナナのの山山旅旅シシリリーーズズ

がが始始ままりりまますす。。山山のの雪雪もも解解けけ、、新新緑緑のの淡淡いい緑緑のの葉葉がが木木々々をを覆覆うう中中、、緑緑ののシシ

ャャワワーーをを浴浴びびななががららブブナナ森森をを歩歩くく期期待待感感にに胸胸躍躍ららせせるる今今日日ここのの頃頃でですす。。  

ブブナナをを中中心心ととししたた広広葉葉樹樹をを有有すするる日日本本のの山山のの新新緑緑はは、、ここのの地地球球上上でで一一番番

美美ししいい日日本本ななららででははのの大大自自然然のの素素晴晴ららししささとといいええるるででししょょうう。。日日本本にに住住むむ

我我々々ははここののここととをを再再認認識識ししてて、、一一年年でで最最もも生生命命力力溢溢れれるるここのの季季節節、、新新緑緑をを

求求めめててどどここかか歩歩かかななけけれればば本本当当ににももっったたいいなないいでですすよよ。。東東北北ブブナナのの山山旅旅シシ

リリーーズズはは山山のの雪雪がが解解けけるる６６月月かからら始始ままりりまますす。。６６月月はは既既にに決決定定ツツアアーーはは４４

本本あありりまますすがが、、残残席席あありりののココーーススももあありりまますすののでで、、ままだだ６６月月予予定定ののなないい人人

はは大大至至急急ブブナナ森森歩歩ききのの予予定定をを立立ててままししょょうう。。                          

  

日日本本のの山山旅旅  ２２001199 年年７７月月ののおお便便りり  

★★日日本本のの山山旅旅６６月月レレポポーートト＆＆７７月月のの山山旅旅緊緊急急大大募募集集★★  

今今年年もも春春かからら不不順順なな天天候候がが続続きき、、九九州州、、

西西日日本本をを中中心心にに豪豪雨雨にによよるる土土砂砂災災害害がが続続

いいてていいまますす。。最最近近のの地地球球規規模模のの気気候候変変動動にに

よよりり、、日日本本ででもも各各地地でで災災害害がが増増ええてていいまますす

がが、、いいずずれれもも自自然然林林がが減減りり植植林林伐伐採採地地がが増増

ええたたこことともも大大ききなな原原因因とといいええるるででししょょうう。。

ここれれはは日日本本のの山山旅旅ででもも同同様様、、有有名名なな山山でで登登

山山道道がが整整備備過過剰剰でで自自然然道道ががななくくななっったた所所はは年年々々荒荒れれるる一一方方ななののにに比比べべ、、原原

生生ののししぜぜんんがが残残っってていいるるブブナナ森森はは、、いいかかななるる災災害害ににもも耐耐ええううるる大大自自然然のの生生

命命力力にに溢溢れれてていいまますす。。そそししてて少少人人数数、、小小回回りりのの利利くくノノアア号号貸貸切切りりでで臨臨機機応応

変変ににココーースス変変更更もも可可能能なな平平野野ツツアアーーはは、、ここれれままででももいいかかななるる天天候候のの際際もも最最

良良ののココーースス巡巡りりでで、、すすべべてて大大成成功功のの山山旅旅をを実実現現。。ここれれかかららもも大大自自然然のの声声をを

聴聴ききななががらら、、他他でではは決決ししてて体体験験でできき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旅旅ををごご案案

内内ししてていいここううとと思思いいまますす。。  

＜＜６６月月のの山山旅旅はは玉玉原原ブブナナ林林//  伊伊吹吹山山  //真真昼昼ブブナナ悠悠々々のの森森３３ココーースス実実施施＞＞  

●玉原ブナ林/ ブナ森を満喫するゆったりコースに変更 （6 月 7・８日） 

当初の予定は尼ガ秀山と鹿又山の２山を歩くコースだったが、天気

予報が雨気味で参加メンバーもゆったり歩き希望のため、前日の下見

で２日間の最良コースを検討。二日前の天気予報に反し、一日目は朝

から雨だったので、急遽雨でも楽しめる「ブナ平」コースを歩くこと

にした。登山口のセンターハウスに着くと依然雨は降り止まず、３名

は躊躇していたが、「こんな雨の日は町の観光よりも、空気のいいブ

ナ森を歩くのが一番。」と皆を促し、完全装備で「ブナ平」を目指す。  

雨のブナ森歩きもまた素晴らしい。ブナの葉は細い枝先の葉に落ちた雨水

をすべて枝元に流し、さらに太い枝から幹へ、そして全ての雨水を根元に集

める。ブナの根は毛細血管のように地面に這い、水分を蓄える。こんな素晴

らしい保水力の仕組みがあるのはブナだけだ。ブナが水の神といわれる所以

で、だからブナは自然にとって一番大切な木なのだ。ブナがある所に本当の

自然があり、そのエネルギーを我々に降り注いでくれる。だから私はブナに

こだわり、ブナ森歩きの素晴らしさを皆さんにも伝えたいと思うのですね。  

ブナの幹に雨が伝い滝のように流れる様は、他の木には見られな

いブナ独特の光景だ。雨の嫌いな参加者も、次第に雨のブナ森歩きの

魅力に「この辺で戻ろう」という声も出てこない。私もこれ以上雨が

強くなったら戻ろうかと思っていたが、次第に濃くなるブナ森の生態

を観察しながら歩くうち、何とか目的地「ブナ平」に辿り着いた。こ

こでコーヒー・タイムといきたかったが、雨足はなお強くなり、「今

日はこれで充分。」と戻ることにした。その日

はまだ昼を食べていなかったので、どこかに気

の利いた東屋でもないかと思っていたところ、

途中の道の駅に丁度屋根付きのテーブルベン

チがあったので、そこで遅めのランチタイムを

取り、早めに高原の宿・水芭蕉にチェックイン

して、ゆったりとくつろぎ明日に備えた。   ⇗高原の宿・水芭蕉の猫  

翌日、雲行きは何怪しいが何とか天気は持ちそうなので、昨日行け

なかった尼ガ秀山へ。コース案内には載っていないが、尼ガ秀山への

最短かつブナ林の中の自然道を歩ける穴場コースで往復、途中からこ

れも最短コースで尾根道からブナ平へというプラン。車道歩きも最小

限に抑え、ブナ森歩きを満喫できる特上の周遊コースである。これも

2 日前の下見でいくつかあるコースのうち、車道歩きで失敗したおか

げ、無駄なコースを知ることも下見の大きな成果といえるのだ。  

という訳で、雨の降らない尼ガ秀山の頂上で昼食を済ませ、昨日は

雨でのんびりできなかった「ブナ平」でゆったりとコーヒー・タイム

のひとときを過ごし、皆大満足、充実の 2 日間でした。  

●伊吹山北尾根と御在所岳 / 武平峠から新コース大正解（6 月 11・12 日 

花の名山・伊吹山は、数多くの花名の由来になっている高山植物の 

宝庫としてあまりにも有名な山です。近年、シカによる食害でかつて

頂上を埋め尽くしていた広大な高山植物は激減、現在植生回復中です

が、それでもなお６月から季節ごとに入れ替わる高山植物を楽しむこ

とができます。６月ツアーでは、まずは伊吹山の中でも一般の人はあ

まり歩かない北尾根を歩き、誰もいない尾根道でランチタイムと本来

の山歩きを楽しみました。今年はこの伊吹山でも花の季節が大幅にず

れて、この北尾根には花が少なかったため、早めに引き返し、頂上周

辺の遊歩道を歩くことに。こちらは北尾根とはうって変わって整備さ

れた遊歩道で花も丁度移り変わりの狭間でさほど多くの種類はみら

れなかったものの、純白のクサタチバナの大群落に皆感激、途中琵琶

湖展望台に立ち寄り、頂上のベンチでコーヒー・タイム（人の多いと

ころなので、お湯ポットを携帯）、最短コースの中央道で下山、早め

に湯の山温泉へと向かう。  

翌日の御在所岳はこれまでの定番コース・中道登山道を登るつもり

でしたが、これは上部の花崗岩巨石や見どころが多いものの、かなり

の急こう配でしかも結構スリルのある鎖場もある。今回のグループは

ゆったり歩き希望でしかも鎖場など絶対いやだという人もいる。そこ

で急遽作戦変更、もう少し楽な表道はどうかと思ったが、このコース

は確かに最短で楽なコースではあるが、途中大した見どころや展望地

もない。そこでもうひと踏ん張り考え、コースガイドには載っていな

いが、一番標高の高い武平峠から雨乞岳へのコースからも御在所岳へ

のコースがあることを思い出し、まだ歩いたことはないが、このコー

スで頂上を目指すことにした。  

鈴鹿スカイライン頂上付近、トンネル西にある武平峠駐車場から鎌

が岳への登山道を登り、武平峠から御在所岳へのルートは、標高差も

４００㍍弱でほかのコースに比べ最も楽そうなコースのようだ。実際

に歩いてみると、コースは充分整備、仮払いもされていて歩きやすい。

途中、２か所ほど花崗岩や石灰岩の巨岩が転がる展望地もあり、１時



14 

 

間半ほどで御在所岳頂上園地へと続く車道に出る。そこから幅広い緩

やかな坂道を約２０分、最後の階段を昇り詰めると大きな山頂標識の

立つ頂上に到着。やはりこれが御在所岳への最短かつ最も楽なコース

だったわけで、今後ゆったり歩きのベストコースとして使えるだろう。

御在所岳の頂上は、すぐ横にリフトの駅があり、下からロープウェイ

を使えば、一般の観光客でも来れる頂上で、登山とは場違いな人だら

け。しかしほんの５分ほど先の南峰は、巨岩の転がるいかにも山の頂

上らしい別世界となっている。観光客は殆ど来ないこの静かな頂上で

茶を沸かし、のんびりとランチタイムのひと時を楽しみ、ゆったり歩

きグループはここで山歩き終了。全員一致でリフト＋ロープウェイで

下山という贅沢なゆったり歩きプラン完結です。ただ一人、車を武平

峠に置いてきた私は今来た道を戻るという、いつもよくあるパターン  

で大汗をかいて全力疾走で車に戻ったのでした。宿に着くと、ゆった

りグループは汗もかかずゆとりの顔で私を出迎え、大満足の様子。  

いつもは近くの湯の山温泉駅へと送るところを、乗り換えが不便なの

で名古屋まで車で送る大サービス。これで伊吹山＆御在所岳ゆったり

山歩きベストプランが完成となりました。めでたしめでたし。  

●真昼ブナ悠々の森と大空の滝/女神山 / ブナ森満喫ゆったりコース     

かつて和賀岳と真昼岳２つのピークを目

指す山旅は、いずれも歩くことに専念する健

脚向けのハードコースでした。しかし最近で

は、この日本でも有数のブナ原生林をじっく

りと味わうために、敢えてピークを目指さず

ブナ森の素晴らしい部分をゆったりと歩け

るコースを作りました。すでに何度かこの山

を歩いた人にもお勧めしたいブナの山旅特

選コースが完成しました。  

[その１・６月１７日発]１回目の真昼ブナコースは、超ゆったり歩き

希望の３人。１日目は雨気味だったので、女神山は止めて雨でも歩け

る大空の滝に。このコースは花巻と沢内村を結ぶ「なめとこライン」

という最近開通した道路の途中から、車通行止めの林道途中にあるブ

ナ原生林まで、雨の日でもブナ森歩きを楽しめるゆったり歩きお勧め

スポットだ。今回はかつて利用していた沢内銀河高原ホテルが閉館と

なり、南花巻温泉のホテル志戸平に変更したのも、この「なめとこラ

イン」のお陰で沢内村との往復が便利になったためなのだ。  

ところが前日の下見で、このなめとこラインの一部が道路崩壊のた

め通行止め。早速現場に行ってみると、花巻から沢内村までは行けな

いが、途中の大空の滝入口までは行ける。そしてそこから沢内村へ行

くには花巻に戻り湯田から回り込めば行けるが、かなり遠回り。しか

し豊沢湖から雫石方面に抜ける峠越えの旧道を利用すれば沢内村は

もっと近い。この峠越えの林道は全線舗装道路だが殆ど１車線の狭い

道で、慣れない人は躊躇するところだが、林道走行の大好きな私にと

っては好むところ、それにミズナラやトチの大木も見られる素晴らし

い原生林ドライブが楽しめる。「なめとこライン」よりは遠回りだが、

街中を通る迂回路よりも遥かに価値がある。ということで雨の時は大

空の滝、そして沢内―志戸平連絡新道開通、これで真昼ブナ２本の山

旅の臨機応変な作戦完成だ。  

６月１７日、天気予報通り雨だったので悪路の林道や沢も多い女神

山は止め、大空の滝へ。峠越えの林道ドライブに皆大喜び、途中まだ

新緑の残る自然林スポットで休憩、極上のマイナスイオンを胸いっぱ

い吸い込む。大空の滝入口の登山口から小雨の中、緩やかな林道を歩

くと、至る所に泥んこの水たまり。しかし雨具上下にロングスパッツ

＋傘、しっかりとしたトレッキングブーツに身を固めた我がゆったり

歩き隊には何の苦にもならない。水たまりを避けることもなく平気で

歩く。一般のスニーカー歩きの人には立ち入れない貸切り状態のブナ

森歩きをゆったりと楽しみ、大空の滝展望地に到着。まだ先に「ブナ

原生林」もあるが、雨が止んでいるうちに湯を沸かし、シートを広げ

てランチタイム。暑い赤だしみそ汁と持参した惣菜で結構充実した昼

食を済ませると、寒い風も強くなってきたので早々に戻る。  

その日は時間があまったので、志戸平のホテルは通過して、残りの

昼食とコーヒー・タイムをと、花巻の宮沢賢治記念館へ行くことにし

た。何しろ花巻は岩手の天才・奇才、宮沢賢治の故郷、記念館を中心

に関連の見どころは沢山ある。３７歳にして没した賢治は「雨ニモ負

ケズ…丈夫ナカラダヲモチ…」の詩にあるように、病気がちで丈夫な

体に憧れたのだろう。とにかく彼の残した功績は計り知れない。  

この宮沢賢治記念館には大きな駐車場があるが、そのすぐ横の見

晴らし台に立派な東屋がある。ここには車１台横付け出来るスペース

があって、雨の時でもコーヒー・タイムを楽しめる私のお気に入りス

ポットがある。もっともカフェなどないから自分で用意するのは当た

り前だが、山では山用コンロ＋鍋、車での休憩ではいつでも専用の湯

ポット、カップ、コーヒーセットを用意している平野ツアーは、いつ

でもどこでもランチ＆コーヒー・タイムを楽しめるという訳だ。何と

いっても雨の時は東屋が一番、しかも車を横付けできるという場所が

最高だ。私は日本中至る所で山旅途中に利用できる気の利いた東屋を

知っているし、初めてのところでも探せばあるものだ。  

という訳で、２度目の昼食とコ

ーヒー・タイムを最高級の東屋で

過ごし、賢治記念館とその下のイ

ーハトーブ館などを見学して、早

めにホテル志戸平へ。ご機嫌な渓

流露天風呂で初日の疲れを癒し、

皆大満足の１日でした。  

                           

●真昼ブナ原生林から兎平、そして秘密のルートで展望ピークへ  

翌日は天候も回復したので、昨日は歩けなかった山歩きらしいコー

スが良いと、真昼ブナ森から兎平まで足を伸ばすことにした。真昼岳

中腹のブナ原生林の新緑を楽しみながら兎平の草原に辿り着くと、レ

ンゲツツジとピンクのドウダンツツジが花盛り。そこから秘密の入口

から兎平ピークへ。普通、真昼岳に向かう場合は時間がないし、一般

コースではないので寄る人も殆どいないこの草原ピークは、小グルー

プの休憩に最高の場所。北に真昼岳から和賀岳に連なる連山、南の尾

根続きには女神山、その向こうに焼石・栗駒連峰から早池峰山、さら

に鳥海山まで 360 度の大展望を眺めながら、贅沢なランチタイムの

ひと時を満喫。今回はこちらで時間をつぶし、真昼ブナ悠々の森はま

た次回ということで、この日も大満足・大成功の山旅でした。  

[その 2・６月１9 日発] 

翌日、2 回目のツアーは N リーダー率いる仲良しグループ 5 名。か

つては健脚だったこのグループも、今ではゆったり歩き中心で、無理

をせず欲張らず、ゆとりの山がモットー。しかし天気もまずまずであ

ったし、山歩きが好きなグループなので、より歩きごたえのある女神

山にすることにした。沢内村の最南部にある女神山への林道は勾配も

ある悪路なので度々通行止めになる場所だ。事前に沢内村（西和賀町）

の林道状況をネットで調べたところ、開通しているようだが、まだ油

断できない。現場に来ると、林道入口に通行止めの看板はないので、

さらに進んでいくと、以前よく崖が崩れた個所は全て整地され、路面

の整備もこれまでで一番翌進んでいて、無事と慚愧地に到着。林道奥

の登山口まで辿り着ければまずその山は大成功ということだ。  

●和賀の名ガイド・佐々木さんとの再会に大感激  

ここ数年、林道が普通であったため、久々の女神山ブナ森は実に新

鮮、素晴らしいブナ原生林の新緑に皆も期待に胸が膨らむ。女神山へ
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の登り口から、このコース最大の急登が続くので、ここが一番の頑張

りどころ。ゆっくりペースで黙々と登り続けること３０分、ようやく

ブナ尾根に辿り着くと、前方で小グループの活気ある声が聞こえてき

た。近づいてみると、若い山ガール風の３人組と高齢の地元ガイド風

の男性が休憩していた。そのグループと話をしていると、その男性が

私に近づいてきて「もしかして…」と話しかけてきた。お互い顔を近

づけまじまじ見つめ合ううち、私も思い出した。「そうだ、佐々木さ

んですよね。」と嬉しい再会に大感激の一瞬だった。彼は地元の名ガ

イドで、以前は毎年のように訪れていた和賀山塊の山で度々会ってい

た人だ。その頃は７０歳過ぎでも超健脚で、ナタと鋸を持って度々山

に一人でコースの整備をしたり、ガイドとしてグループを案内したり、

とにかく和賀の主ともいえる鉄人であった。かつて馴染みのグループ

を和賀岳に案内した時、いつもよくやる近道先回りという作戦で皆を

驚かせようと、調子に乗り１本沢を間違い、とんでもない悪沢に大苦

戦の末、ヨレヨレの状態でようやく皆の待つ和賀渡渉点に辿り着いた

ことがあった。その時もたまたま佐々木さんがいて、皆の相手をして

くれていた。彼は私が迷った場所を察し、かなり心配しながらも私を

信じて皆を励まし一緒に私を待ってくれていたという正に和賀岳で

の大恩人、神様のような人である。  

その後、同じグループと高下岳の途中で彼に会って以来、もう大分

彼と会っていなかったが、沢内村に来るたびにいつも彼のことは気に

なっていた。だから久々の偶然の出会いが本当に嬉しかった。何と

佐々木さんとは翌日、山に行く途中、いつも寄る産直ハウスでまたま

たバッタリ出くわした。彼は今８３歳、私と会うのは１０年ぶりだと

いう。確かにあの頃は７３歳で現役バリバリのガイドだったが、やは

り１０年たった今、どことなくしわが増え、やや細身になったような

気がする。しかしそれにしてもまだ依然と度々山に入っているしガイ

ドもしている。さすが和賀仙人、佐々木さんを手本に私もまだ１０年

以上頑張れるという思い新たに大恩人と別れ、いざ真昼ブナへ。  

●真昼ブナ悠々の森、理想的なブナ森ゆったり周遊コース完成  

昨日は女神山をたっぷり歩いたので、今日は真昼ブナ悠々の森をじ

っくりと歩こうと再び真昼林道・兎平登山口に直行。前回は兎平で時

間をつぶしたので、今回は悠々の森でたっぷりと時間をかけてブナ森

を満喫しよう。この「真昼ブナ悠々の森」という名は私が勝手に付け

たもので、元々「ブナ指標林」として自然観察用に整備されていたも

のだ。かつては遊歩道や道標、目印も分かりやすく整備されていたが、

１０年ほど前から整備されず今ではわずかに残る赤テープのみとな

り、コースの刈り払いも全くしていないので、従来のコースは殆ど不

明瞭となってしまっている。だから最近では殆ど人が入らず、それゆ

えに手付かずのブナ原生林が一層保たれている大自然の別天地とな

っている。私は昨年、久しぶりにこの聖域を一人で歩き、以前は往復

だったこのブナ森を歩き回り、素晴らしい周遊ルートを完成させた。

複雑なこの森の位置関係もおよそ把握したので、レベルによっていく

つかルートを選ぶことができた。  

今では道標もない森の分岐入口からフミアトを辿り、悠々の森入

口を見つけて中に入ると、そこはもう手付かずのブナ原生林の別天地

が広がっていた。時折立派なブナの巨木も混じり、ブナの実生から若

木、壮年木まで揃う典型的

なブナ極相林は実に感動的、

皆素晴らしさにため息をつ

くことしばし。すでに今日

はこの森でゆっくりたっぷ

りと時間をつぶしたい、と

いう気分になっているよう

だ。以前の終点付近にあっ   ⇗ブナ大王倒木広場・憩いのひと時  

たこの森の主・ブナ大王はすでに倒れ、ブナ森の斜面に明るく広大な

スペースを提供している。休憩と昼寝に唯一最高のこの場所で、たっ

ぷりとランチタイム  と昼寝のひと時を取ることにした。ここは乾い

た落葉と柔らかい腐葉土で実に気持ちのいい広場だ。私は（皆も）今

日はこの悠々の森だけで充分と、ここで長居を決め込     

み、しばし悠々のひと時を満喫し続けたのでした。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   

この「真昼ブナ悠々の森」は、ブナをこよなく愛する私がこれまで見

つけたブナ森歩きの中でも一番気に入っている場所です。ここは自分

でもまた他のいかなるツアーでも絶対に真似のできない平野ガイド

のみ案内できるブナ森の聖域といえるでしょう。  
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日日本本のの山山旅旅  ２２001199 年年８８月月ののおお便便りり  

★★平平野野流流山山旅旅がが目目指指すすととこころろ・・ここれれかかららのの歩歩きき方方★★        

私私ががニニュューージジーーラランンドドとと

日日本本でで山山旅旅ガガイイドドをを始始めめてて

3355 年年。。そそのの長長いい年年月月のの間間、、山山

旅旅ののススタタイイルルもも大大分分変変っっててきき

ままししたた。。平平野野ガガイイドド日日本本のの山山

旅旅はは 11998844 年年ににニニュューージジーーララ

ンンドドののハハイイキキンンググツツアアーーをを立立

ちち上上げげたた翌翌年年かからら、、郵郵船船トトララ

ベベルル社社のの主主催催・・屋屋久久島島かからら始始ままりりままししたた。。当当時時ははままだだ日日本本のの山山旅旅ツツアアーーがが

殆殆どどななくく、、ススイイススアアルルププススハハイイキキンンググでで多多くくののリリピピーータターーをを持持つつ同同社社主主催催

のの日日本本のの山山旅旅ツツアアーーはは毎毎回回 2200 名名単単位位のの大大盛盛況況、、以以後後ココーーススはは徐徐々々にに増増ええ、、

企企画画すするる山山旅旅すすべべててにに参参加加すするるググルルーーププもも増増ええててききままししたた。。何何ししろろそそのの頃頃

はは平平野野ガガイイドドがが 3300 歳歳台台、、おお客客ささんんもも 5500 歳歳台台のの健健脚脚揃揃いい、、利利尻尻山山かからら屋屋久久

島島ままでで、、今今でではは敬敬遠遠ししががちちなな健健脚脚ココーーススもも皆皆元元気気にに歩歩いいたたももののでですす。。  

●●ここれれかかららのの山山歩歩きき、、新新たたなな歩歩きき方方ののすすすすめめ  

ああれれかからら 3300 年年、、当当時時ののリリピピーータターーのの皆皆ささんんのの山山歩歩ききののススタタイイルルはは超超ゆゆっったた

りり歩歩ききにに変変わわっっててききてていいまますす。。ももううああのの頃頃ののよよううにに歩歩けけななくくななっったたかからら、、

ももうう山山歩歩ききはは止止めめよよううとといいううののででははななくく、、そそのの時時々々のの体体力力にに応応じじたた無無理理のの

なないい歩歩きき方方でで山山歩歩ききをを続続けけてていいくく。。かかつつてて健健脚脚だだっったた頃頃、、当当たたりり前前ののよようう

にに目目指指ししたたピピーーククににここだだわわるるここととななくく、、以以前前のの半半分分以以下下のの行行程程でで途途中中ののブブ

ナナ森森ででゆゆっったたりりくくつつろろいいだだりり、、花花をを愛愛ででるるののににたたっっぷぷりりとと時時間間ををつつぶぶししたた

りり、、そそれれななりりにに新新鮮鮮なな楽楽ししみみ方方ががででききるる。。私私がが最最近近提提唱唱ししてていいるる＜＜ゆゆっったた

りり歩歩きき＞＞はは、、そそううししたた古古くくかかららののリリピピーータターーのの皆皆ささんんののたためめにに企企画画ししてていい

るるののでですす。。以以前前のの団団体体ツツアアーーととはは違違うう少少人人数数ででのの小小回回りりのの利利くく平平野野ツツアアーー

はは、、そそのの時時々々にに応応じじたたベベスストトココーースス、、ゆゆととりりののププラランンでで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ここれれかかららももごご案案内内ししてていいここううとと思思いいまますす。。  

  ここううししたた＜＜ゆゆっったたりり歩歩きき＞＞ははままたた、、今今ななおお現現役役ババリリババリリでで山山歩歩ききををししてて

いいるる人人ににももおお勧勧めめししたたいい歩歩きき方方でですす。。ここれれはは「「ブブナナ森森歩歩ききのの素素晴晴ららししささをを

最最大大限限にに味味わわいい、、大大自自然然とと触触れれ合合ううたためめのの最最良良ののススタタイイルル」」ででももあありりまますす。。

百百名名山山やや有有名名なな山山をを求求めめ、、自自分分がが登登っったた山山のの数数をを誇誇るる時時代代ははももうう終終わわりりにに

ししてて、、本本来来のの自自然然ににどどっっぷぷりりとと浸浸かかりり、、大大自自然然かからら感感動動とと元元気気ををももららええるる

＜＜ゆゆっったたりり歩歩きき＞＞ここそそ、、今今後後一一番番必必要要かかつつ価価値値ののああるる山山歩歩ききののススタタイイルルでで

ああるるとと、、そそろろそそろろ気気ががつついいててももいいいいののででははなないいででししょょううかか。。  

●●平平野野ガガイイドド日日本本のの山山旅旅、、ももうう一一つつのの歩歩きき方方：：平平野野流流大大自自然然ウウォォーークク  

  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誰誰ででもも歩歩けけるる一一般般ココーーススにに飽飽きき足足ららぬぬ

平平野野ガガイイドドはは、、ここれれままでで無無数数のの難難ココーースス、、ブブッッシシュュウウォォーーククをを開開拓拓？？ししてて

ききままししたた。。一一般般ココーーススととはは違違ううササブブ・・ココーーススやや、、地地図図ととココンンパパスス、、僅僅かかなな

ママーーカカーー頼頼りりのの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ルルーートト、、道道ななきき道道をを歩歩くく

究究極極ののブブッッシシュュウウォォーーククななどどななどど、、何何度度もも迷迷いい失失敗敗をを重重ねねななががららもも大大自自然然

のの神神のの声声にに助助けけらられれ、、数数多多くくののおお気気にに入入りりののススポポッットトをを探探ししててききままししたた。。  

そそののよよううなな歩歩きき方方はは本本来来、、自自分分だだけけのの楽楽ししみみ、、ああるるいいはは修修行行のの場場ととししてて大大

切切にに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。。細細心心のの神神経経をを集集中中ししてて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ととこころろにに、、人人をを案案内内すするるののはは並並大大抵抵ののここととででははあありりまませせんん。。

山山旅旅ツツアアーーでで人人をを案案内内すするるににはは、、一一般般ココーーススをを案案内内すするるののがが一一番番無無難難でで、、

そそののよよううななガガイイドドををすするるツツアアーーななどどままずずあありりええなないいここととででししょょうう。。  

  ししかかしし何何ででそそここままででししてて平平野野ガガイイドドはは皆皆ささんんをを案案内内ししたたいいかかとといいううとと、、  

そそれれははここれれままでで私私がが大大自自然然ウウォォーーククをを通通じじてて得得たた感感動動をを、、よよりり自自然然のの素素晴晴

ららししささをを体体験験ししたたいい人人々々にに伝伝ええたたいいかかららにに他他ななりりまませせんん。。たただだしし人人をを案案内内

すするる場場合合、、私私ががここれれままでで体体験験ししたた究究極極ののブブッッシシュュウウォォーーククはは勿勿論論ののこことと、、

修修行行ののよよううなな難難行行をを強強いいるるここととはは厳厳禁禁。。レレベベルルやや希希望望、、向向きき不不向向ききにによよりり  

ココーーススをを考考ええねねばばななららなないいののはは当当然然ののここととでですす。。  

  ままたた、、ここれれままでで長長年年山山歩歩ききをを続続けけててききたた皆皆ささんんはは、、今今後後もも自自分分でではは確確かか

なな一一般般ココーーススののみみ歩歩くくここととででししょょうう。。おおそそららくく今今後後何何年年経経験験をを重重ねねててもも、、

私私ががよよううややくくたたどどりり着着いいたた（（ままだだままだだ未未完完でですすがが））究究極極のの山山歩歩ききのの境境地地にに

達達すするるここととはは不不可可能能ででししょょううしし、、そそううししたた穴穴場場ココーーススをを歩歩くく機機会会はは決決ししてて

なないいででししょょうう。。平平野野ガガイイドドとと歩歩くくかかららここそそ、、自自分分でではは絶絶対対にに体体験験ででききなないい  

本本来来のの山山歩歩ききがが出出来来るるとといいうう訳訳でですす。。ももちちろろんん、、そそんんななココーーススでではは時時にに道道

にに迷迷ううここととももあありりまますすがが、、そそんんなな時時もも平平野野ガガイイドドのの経経験験とと念念力力？？にによよっってて

最最良良のの方方向向にに進進めめるるとといいううこことと。。ここううししたた山山歩歩ききのの体体験験をを、、素素晴晴ららししいい大大

自自然然体体験験とと捉捉ええるるかか、、又又ははそそんんなな体体験験はは真真っっ平平御御免免とといいううかかはは自自分分次次第第、、

私私ははそそれれをを良良ししとと思思うう人人ののみみごご案案内内ししまますす。。  

ここううししたた平平野野ガガイイドドののみみ案案内内ででききるるココーーススはは、、最最近近徐徐々々にに増増ええてていいまますす。。  

例例ええばば、、三三陸陸・・宮宮古古のの重重茂茂半半島島ににああるる＜＜十十二二神神のの森森＞＞はは 66 ㌔㌔のの林林道道もも悪悪路路

のの未未舗舗装装でで、、以以前前山山旅旅便便りりにに記記載載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案案内内

可可能能なな大大自自然然周周遊遊ルルーートトににななっってていいるるととこころろ。。ここここはは体体力力・・レレベベルルにによよっっ

てて健健脚脚度度 22～～４４ままでで自自在在ににココーーススをを選選択択ででききるる大大自自然然ウウォォーーククのの別別天天地地とと

ななっってていいまますす。。ままたた、、77 月月便便りりでで紹紹介介ししたた＜＜真真昼昼ブブナナ悠悠々々のの森森＞＞もも大大自自然然貸貸

切切りりでで歩歩けけるるブブナナ森森歩歩ききのの新新天天地地。。そそのの他他、、伊伊豆豆天天城城連連山山のの西西・・天天城城猿猿山山

はは、、ガガイイドドブブッッククににもも載載っってていいなないい旧旧道道をを、、僅僅かかななママーーカカーーととママッッププ・・ココ

ンンパパスス頼頼りりのの本本格格的的なな山山歩歩ききでで、、よよりり上上級級向向けけのの山山歩歩ききををししたたいい人人ににははうう

っっててつつけけののココーースス。。ここれれもも何何度度かか一一人人でで歩歩きき、、レレベベルルにによよっってて 22 通通りりのの歩歩

きき方方がが出出来来るるココーーススをを完完成成ささせせままししたた。。  

  ここののほほかか、、御御在在所所岳岳のの西西・・三三人人山山かからら東東雨雨乞乞岳岳～～七七人人山山へへのの健健脚脚向向けけ周周

遊遊ルルーートトもも、、一一回回りり楽楽なな小小回回りりルルーートトをを探探りり当当てて、、よよりり一一般般的的なな周周遊遊ココーー

ススをを完完成成ささせせままししたた。。ここのの大大周周遊遊ココーーススはは、、以以前前、、新新ココーーススととししててググルルーー

ププをを案案内内ししたた際際、、大大成成功功のの手手前前でで調調子子にに乗乗りり、、ままたた諸諸々々のの悪悪条条件件がが重重ななりり、、

ととんんででももなないい悪悪沢沢にに迷迷いい込込みみ、、大大苦苦戦戦のの末末、、奇奇跡跡的的にに遭遭難難をを免免れれ何何ととかか脱脱

出出ででききたたとといいうう苦苦いいいいききささつつががああっったた所所でですす。。ここれれははととににかかくくガガイイドドのの私私

のの大大失失敗敗、、たただだたただだ山山神神様様にに感感謝謝、、大大反反省省ああるるののみみでで、、いいかかななるるいいいいわわけけ

もも通通用用すするるももののででははあありりまませせんん。。たただだひひととつつ思思ううこことと。。山山旅旅ツツアアーー中中ににガガ

イイドドのの判判断断ミミススでで、、ととんんででももなないい困困難難なな状状況況にに陥陥っっててししままっったた時時ににはは、、リリ

ーーダダーーででああるるガガイイドドのの力力量量にに身身をを任任せせ、、指指示示にに従従いい、、全全員員一一丸丸ととななりりそそのの

困困難難をを乗乗りり越越ええるるほほかかははあありりまませせんん。。ここれれままででももままたた今今後後のの一一生生あありり得得なな

いいほほどどのの困困難難なな山山行行のの末末、、ままささにに神神ががかかりり的的にに助助かかっったたここととにに対対ししてて、、「「かか

けけががいいののなないい貴貴重重なな体体験験ががででききたたとと神神にに感感謝謝すするるかか、、又又ははととんんででももなないい被被

害害をを被被っっててししままっったたとと後後悔悔すするるかか、、或或いいははそそのの体体験験をを今今後後のの山山歩歩きき、、人人生生

ににととっっててププララススにに考考ええるるかか、、大大ききななママイイナナススとと考考ええるるかか」」人人そそれれぞぞれれとといい

ううととこころろでですすがが……。。((山山旅旅便便りり 22001166 年年 66 月月そそのの２２・・山山旅旅レレポポーートト参参照照))  

  ととももああれれ、、私私はは今今後後ままたたここのの同同じじココーーススをを案案内内すするる場場合合、、以以後後はは完完璧璧にに

ガガイイドドででききるる自自信信ははあありり、、健健脚脚ココーースス希希望望ののググルルーーププががああれればばいいつつででもも案案  

内内ししたたいいとと思思っってていいまますす。。ままたた、、ももっっとと楽楽ななココーーススををとといいううののなならら、、三三人人

山山かかららのの新新ココーーススももででききたたしし、、１１００月月のの山山旅旅乞乞ううごご期期待待！！  

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

平平野野ガガイイドドがが提提唱唱しし続続けけてていいるる日日本本のの山山とと自自然然のの素素晴晴ららししささととはは何何かか、、  

以以下下、、22000066 年年のの山山旅旅パパンンフフレレッットトかかららのの抜抜粋粋でですす。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



17 

 

◆日本の山と自然の素晴らしさを再認識しよう◆ 

………全コース同行ガイド・平野洋一からのメッセージ……… 

■日本の山旅の素晴らしさ再発見…日本の大自然は世界一     

 私がニュージーランドをベースにハイキングツアーを始めたのは 1984 年

のこと、それ以来毎年約６ヶ月を現地で過ごし、残りの半分を日本でという

仕事・生活を続けてきました。しかしながら現地での諸事情と心境の変化に

より、２００５年から現地での事務所・ツアー業務を止めて、最小限の体制

で継続していくことになりました。詳細はさておき、この２０年間のニュー

ジーランド体験の最大の収穫は、日本の山の素晴らしさを再認識できたとい

うことです。日本という狭い国土の中に、北海道から九州までそれぞれ異な

る山の自然があり、春の新緑から秋の紅葉まで変化に富んだ美しい自然の移

ろいがあり、日本独自のブナ原生林や照葉樹林、高山植物、そして温泉と地

域ごとの食文化など、世界でも第一級の山旅を楽しめる環境であること。こ

れが２０年間外から内から日本の山の自然を見続けてようやく開眼したとい

える私の結論です。日本の山と自然は世界一であると。今後私はこの愛すべ

き日本の山旅を中心に活動を続けていくつもりです。日本ならではの山旅の

素晴らしさを追求して、皆さんをご案内したいと思います。 

■日本のブナ原生林は世界一、日本ならではの山歩きとは？ 

 日本ならではの山の自然を特色付けている最

大の要素は、ブナ原生林にるといっても決して過

言ではありません。トチやカツラ、ミズナラの混

じるブナ原生林は日本独自のもので、落葉広葉樹

であるが故に、その新緑・紅葉は世界に類を見な

いほどの美しさです。例えば、ニュージーランド

や南半球にあるブナは葉も小さく常緑であるた

め、日本のブナのようにはっきりとした新緑・紅

葉が見られません。森全体が淡い緑に包まれるブナ林の新緑、そして様々な

落葉樹も含めた色とりどりの紅葉風景は、いずれも日本ならではの美しさと

いえるでしょう。「水の神」とも呼ばれているブナはまた、水を蓄え自然を守

る森の守り神であり、大自然の象徴でもあります。ブナがあるところに本当

の自然があり、ブナが元気に育っている森には気のパワーが満ち溢れていま

す。日本のブナは北海道の歌才の森を北限とし、鹿児島の高隈山を南限とい

う範囲で広がっています。ブナの無い屋久島や南九州には、スダジイをはじ

め日本ならではの美しい照葉樹林が、そして北海道にはミズナラがあり、そ

れぞれブナ林に代わる原生林を形成しています。 これまでの山歩きといえ

ば、まずはピークを目指すというのが第一の目的で、今でも百名山登山に見

られるようなピークハントや花が目的という人が圧倒的に多いことは間違い

ありません。山の歩き方や目的は人それぞれで、私はこうした歩き方を決し

て否定するものではありません。頂上という一つの目標に向かって頑張り通

すことも意義があるし、苦労してたどり着いた頂上での爽快、達成感は何も

のにも換えがたい喜びとなります。辛い登りの途中で出会う可憐な花々がい

かに励みとなり、元気づけてくれるか。そうした要素も山歩きの大きな魅力

であることは確かなことです。それはそれで良いことだと思いますが、それ

とは別に山を取り巻く原生林の価値というものを再認識するべきであると思

います。これまでは、途中の樹林帯の登りといえば、あくまでも頂上を目指

すための辛いアプローチという考えが圧倒的で、未だそうした考えの人が多

いようです。しかし、山の自然にとって何よりも大切なものは、それを取り

巻く豊かな原生林であることを再認識し、森を歩くこと自体に価値を見出す

ことは、山歩きの意義を倍増させる重要な考え方でもあると思います。この

ことに気づくと、いずれは山歩きの目的が逆転するほど、森歩きの魅力は奥

深く価値あるものとなっていくはずです。平野流山歩きの原点はまさにここ

にあり、北海道を除くほとんどの山域でより原生に保たれた天然林を含んだ

コース選びをしています。目指す山は同じでも、コース巡りが一味違うのは

そのためです。 

 

■日本の山は神々の世界…山と森からパワーをもらう 

 古の昔から日本の山は神聖な場所として崇められていまし

た。かつて役の行者や空海上人がその修行の場を山に求めた

のも、また修験者が山で修行したのも、日本の山には何らか

のパワーがあったからに他なりません。その名残として、日

本の山にはあらゆるところに神社の奥宮や山神様が祀られています。もちろ

ん今の時代に山を歩く私たちは、決して修行のために山を目指すわけではあ

りません。山歩きの目的や楽しみ方は千差万別、人それぞれ自由な歩き方を

すればよいのです。ただしいずれの歩き方をするにせよ、山を歩く私たちは

古来受け継がれてきた山に対する畏敬の念を決して忘れてはならないという

ことです。大自然の山神様に守られた日本の山は、山自体にも人知を超えた

パワーを秘めています。一つの山旅を終えた後は、確かに体の疲れはありま

すが、それ以上にこの上ない充実感に満たされるはずです。これは、山のい

い空気の中で程よい運動をして体脂肪を燃焼させたからというだけでなく、

何よりも山と森の持つ偉大なパワーを吸収したからにほかなりません。「山と

森から元気をもらう」、「元気をもらうために山を歩く」、そんな発想があって

もいいのではないでしょうか。 

 ■平野流日本の山旅…一生続けられる山旅を 

平野ガイドがご案内する日本の山旅は、こうした平野流の考え方をベース 

に企画されており、すべてのコースを平野自らガイドするのでその数も限ら 

れています。当然のことながら、日本中ありとあらゆる山旅を実施している 

大手各社のツアーに対抗できるものではありません。また、少人数中心であ 

り、宿や温泉にもこだわり、ゆとりを持った日程であるため、料金的にも他 

社ツアーに比べて割高なコースがほとんどです。それゆえ、平野コースに無

い山や、より安く短期間で山旅をしたい人は、その都度最適なツアーを選ん

で歩いていただければと思います。そしてたまには平野と一緒に山を歩いて

元気をもらいたいと思ったら、１年に１度か２度でも参加してみてください。 

現在、平野ツアーに参加されるほとんどの人はリピーターで、こうした平野

流の山旅ツアーを理解し賛同する人々の集まりといっても良いでしょう。中

には１０年以上のリピーター夫婦、グループもいるし、１年に１回の楽しみ

として参加される山の会グループもいるのは本当に嬉しい限りです。私はこ

うした皆さんが、平野と歩く山旅を人生のひとつの楽しみ、生き甲斐につな

げていただければと思っています。私はまた、山歩きは一生続けられる最高

の趣味である思っています。現在ある数多くの健康スポーツの中で、山歩き

は人間にとって最も自然に近い無理の無い運動であると思います。 

太古の昔から「歩く」ことは人間にとって最も基本かつ自然な運動であり、

山を歩けるということは健康であることの一番の証でもあります。そのため

には継続がなによりです。普段の生活でも歩くことを心がけ、できる限り頻

繁に自分で歩ける近郊の山に出かけること。自分のレベルに応じたコースを

自分なりのペースで歩くことを続

ければ、山歩きに年齢制限はあり

ません。私たちにこの上ない元気

のパワーを与えてくれる山という

大自然とは一生付き合っていきた

いものです。山から元気をもらう

平野ツアーは、いかに長く山とか

かわっていくか、そんなお手伝い

を山旅人生の案内人としてお役に

立てればと思います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  ▲ By: Etsuko Koromiko Staff  

以上、30 年以上前から平野ガイドが提唱し続けてきた日本の山旅への考え方、

情熱は今なお変わりません。今後も平野流日本の山旅スタイルに賛同して、

日本の山ならではの山歩きを続けていきたい人がいる限り、平野ガイドはま

すます精進を重ね、山歩きが皆さんの今後の人生の大きな生き甲斐となるよ

う全力でお手伝いさせていただきたいと思います。 2019.8.5 平野 洋一 


