
日日日本本本ののの山山山旅旅旅   222000222000 年年年３３３月月月のののおおお便便便りりり    

🌲🌲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🌲🌲無無事事終終了了  

☆☆33 月月下下旬旬かからら日日本本のの山山旅旅がが始始ままりりまますす★★  

リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、私私はは

22 かか月月間間ののニニュューージジーーラランン

ドドガガイイドド業業務務をを無無事事大大成成功功

ににてて終終了了、、先先週週土土曜曜日日、、22

月月 2299 日日にに帰帰っっててききままししたた。。  

今今シシーーズズンンののニニュューージジーー

ラランンドドはは天天候候不不順順がが続続きき、、

11 月月ににはは 3300 年年来来のの大大雨雨・・

大大災災害害にに見見舞舞わわれれ、、フフィィヨヨ

ルルドドラランンドドのの各各地地でで登登山山道道やや道道路路のの閉閉鎖鎖がが相相次次ぎぎままししたた。。一一番番人人気気ののミミルル

フフォォーードド・・トトララッッククややルルーートトババーーンン・・トトララッッククのの GGUUIIDDEEDD  WWAALLKK もも 11 月月

下下旬旬かかららすすべべてて入入山山禁禁止止ととななりり、、日日本本かかららののツツアアーーもも大大打打撃撃をを被被りりまましし  

たた。。ココロロミミココ・・トトレレッックク関関連連ののツツアアーーもも同同様様、、幾幾つつかかののググルルーーププがが立立ちち

往往生生ととななりりままししたたがが、、そそここでで平平野野ガガイイドドがが本本領領発発揮揮、、史史上上稀稀ななるるここのの危危機機

をを最最良良のの形形でで乗乗りり切切っったたののででししたた。。  

今今シシーーズズンンののニニュューージジーーラランンツツアアーーはは、、11 月月最最初初のの 1144 日日間間ググルルーーププツツアア

ーーでで始始ままりり、、天天候候ににもも恵恵ままれれ大大成成功功・・大大満満足足ののススタターートトででししたた。。ととこころろがが

そそのの後後ののツツアアーーははいいずずれれもも不不調調ででツツアアーーキキャャンンセセルルがが続続きき、、平平野野ガガイイドドはは

ベベーーススののテテ・・アアナナウウでで 11 かか月月ほほどど暇暇をを持持てて余余すす状状況況ででししたた。。そそのの間間はは悪悪天天

がが続続きき、、手手配配ししてていいたた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ツツアアーーががいいずずれれもも中中

止止ととななりり、、そそれれららのの代代理理店店業業務務収収入入ののすすべべててががゼゼロロととななるるととこころろででししたた。。  

ししかかしし転転んんででももたただだはは起起ききぬぬ平平野野ガガイイドドははここここででひひとと踏踏んん張張りり、、キキャャンン

セセルルととななっったた 22 人人のの個個人人ツツアアーーもも含含めめ計計 33 ググルルーーププををテテ・・アアナナウウををベベーースス

ととししたた代代行行ププラランンをを考考ええ、、そそここでで 44 日日間間ののハハイイキキンンググをを自自らら案案内内すするるこことと

ににししままししたた。。中中止止ととななっったた他他ののツツアアーーはは皆皆ククイイーーンンズズタタウウンンにに 44 泊泊、、フフィィ

ヨヨルルドドラランンドドをを歩歩くくここととももななくく、、大大混混雑雑のの観観光光地地でで時時間間ををつつぶぶすすほほかかははああ

りりまませせんんででししたた。。そそののううええ、、ニニュューージジーーラランンドドでで一一番番有有名名なな観観光光ススポポッットト・・

ミミルルフフォォーードドササウウンンドドももままたた、、道道路路閉閉鎖鎖でですすべべててのの観観光光ツツアアーーももおお手手上上げげ

状状態態とといいうう未未だだかかつつててなないい大大打打撃撃をを被被っってていいままししたた。。  

ししかかしし、、フフィィヨヨルルドドラランンドドをを知知りり尽尽くくししたた平平野野ガガイイドドはは、、被被害害のの殆殆どどなな

いい南南方方にに目目をを付付けけ、、ママナナポポウウリリややハハウウロロココほほかか、、44 日日間間ののハハイイキキンンググをを安安全全

かかつつ最最良良のの大大自自然然体体験験ががででききるる穴穴場場ススポポッットトをを案案内内、、テテ・・アアナナウウででのの宿宿、、

食食事事もも含含めめ、、ミミルルフフォォーードド・・トトララッッククにに勝勝るるとともも劣劣ららなないい 44 泊泊 55 日日ののススペペ

シシャャルルパパッッケケーージジをを提提供供、、皆皆大大満満足足のの代代行行ププラランンをを楽楽ししんんだだののででししたた。。  

そそののたためめ、、暇暇ななははずずのの 22 月月初初めめかかららのの 22 週週間間はは連連日日大大忙忙しし、、毎毎日日作作戦戦をを

練練りり、、22 つつののググルルーーププツツアアーーをを神神業業的的なな手手配配ででいいずずれれもも完完璧璧ににここななしし、、ままささ

にに禍禍をを転転じじてて福福とと為為ししたたののででししたた。。結結局局、、ここれれがが幸幸いいししてて？？大大ききなな仕仕事事とと

ななりり、、大大赤赤字字ににななるるははずずのの今今シシーーズズンンをを何何ととかかししぐぐここととががででききたたここととはは、、

ままささにに天天のの助助けけでであありりままししたた。。ケケププララーーのの森森・・赤赤ブブナナ大大王王ととフフィィヨヨルルドドララ

ンンドドのの山山神神様様、、森森のの妖妖精精たたちちにに感感謝謝感感謝謝！！！！  

  

●●ココロロミミココ・・トトレレッックク  テテ・・アアナナウウ事事務務所所再再建建 OOUUTTDDOOOORR  OOFFFFIICCEE    

  大大仕仕事事のの後後、、初初めめ

ててゆゆととりりのの時時間間ががでで

ききたた平平野野ガガイイドドはは、、

シシーーズズンン初初めめかからら取取

りり組組んんででききたた新新事事務務

所所作作りりのの本本格格的的作作業業

をを開開始始、、よよううややくく新新

事事務務所所 OOUUTTDDOOOORR  

OOFFFFIICCEE がが完完成成ししままししたた。。便便利利なな共共同同キキッッチチンン＆＆ララウウンンジジもも裏裏ににあありり、、長長

期期滞滞在在のの私私のの宿宿舎舎もも目目のの前前、、ツツアアーー参参加加者者ののモモーーテテルル、、ロロッッジジもも横横ににあありり、、

ツツアアーーのの集集合合・・解解散散ににもも最最高高にに便便利利。。ハハイイキキンンググののピピククニニッッククラランンチチもも町町

ののベベーーカカリリーーにに注注文文、、かかつつてて 2200 年年間間同同キキャャンンププ場場内内にに事事務務所所をを持持ちち、、大大人人

数数ででややっってていいたた頃頃よよりりもも遥遥かかにに便便利利、、かかつつ一一人人ででもも充充分分ややっってていいけけるる体体制制

がが完完成成ししたたののででししたた。。ここれれでで次次シシーーズズンンかかららははよよりり多多くくののテテ・・アアナナウウベベーー

ススののハハイイキキンンググツツアアーーをを組組むむここととががででききるるででししょょうう。。  

●●オオママララママのの猫猫、、面面白白いいややつつででししたた……（ピンボケですが）  

マウントクックでのガイドの帰り道、

オマラマのキャンプ場で、退屈そう

な猫が訪ねてきたので、、ちょっと相

手をしてやりました。 

①ああ暇だなあ。今日は何をしよ 

うかな。誰かいないかな◁ 

②先ほどキッチン

の前ですれ違ったものですが、何か気が合い

そうなので、少し遊んでくれませんか ◁ 

③ちょっとお邪魔

したいのですが、よ

ろしいでしょうか◁ 

 

 

 

 

 

④ほら、こんなに

毛並みがいいでや

んす▷ 

 

⑤やっぱりお邪魔でしょうか。 

それではいずれまたどこかでお会いしましょ

う。失礼いたしやした。◁◁ オワリ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

●●日日本本はは今今、、大大変変ななここととににななっってていいまますすがが………………  

ニニュューージジーーラランンドドでではは全全くくニニュューーススににももななららずず、、国国内内どどここででもも何何らら気気にに

かかけけてていいなないいよよううででししたたがが、、そそのの噂噂ははニニュューージジーーラランンドド滞滞在在中中もも耳耳ににししてて

いいままししたた。。ししかかしし実実際際にに日日本本にに帰帰っっててみみるるとと様様子子はは一一遍遍、、すすででにに皆皆毎毎日日のの

生生活活ににかかななりりのの支支障障ををききたたししてていいるる様様子子でですすねね。。今今日日本本中中ががここのの新新型型ココレレ

ララのの影影響響でで多多大大なな被被害害をを被被っってていいまますすがが、、ここれれもも元元ははとといいええばば政政府府、、関関係係

機機関関のの対対応応のの甘甘ささにによよるるももののでですすがが、、ととににかかくく 11 日日もも早早くく見見通通ししをを立立てててて

ももららいいたたいいももののでですす。。  

我我々々はは今今後後もも常常にに最最新新情情報報ををチチェェッッククししてて、、最最大大限限のの注注意意をを払払わわねねばばなな

りりまませせんんがが、、ああままりりにに過過敏敏ににななりりすすぎぎてて家家にに閉閉じじ籠籠っってていいててはは、、まますすまますす

弱弱気気ににななるるばばかかりり。。ここんんなな時時ここそそ山山にに行行くくののがが一一番番でですす。。山山とと森森をを歩歩いいてて  

大大自自然然のの気気をを一一杯杯吸吸収収ししてて元元気気パパワワーーををももららいい、、免免疫疫力力をを高高めめるるののがが何何よよ

りりもも必必要要ななここととでですす。。ママイイナナススのの悪悪いい空空気気漂漂うう街街をを離離れれ、、爽爽ややかかなな空空気気をを

吸吸いいにに山山にに出出かかけけままししょょうう。。  

●●混混雑雑のの公公共共機機関関をを避避けけてて、、自自宅宅送送迎迎でで山山にに直直行行  

そそれれででももややははりり、、人人混混みみのの公公共共機機関関をを利利用用すするるののをを敬敬遠遠すするる人人はは多多いいここ

ととででししょょうう。。そそここでで平平野野ガガイイドドはは、、当当面面のの日日本本のの山山旅旅はは現現地地集集合合ででははななくく、、

自自宅宅送送迎迎でで実実施施すするるここととににししままししたた。。ここれれなならら混混雑雑のの駅駅やや街街中中をを避避けけてて、、  

現現地地へへ直直行行、、心心配配すするるリリススククななししでで目目的的地地ままでで行行けけるるここととででししょょうう。。  

33 月月かからら５５月月はは日日帰帰りりとと 11 泊泊 22 日日ココーーススをを中中心心にに日日程程をを組組みみままししたたののでで、、

皆皆ささんん、、楽楽ししいい山山旅旅ププラランンをを大大至至急急練練りりままししょょうう。。  

  車車送送迎迎ははググルルーーププのの場場合合、、各各自自宅宅又又はは最最寄寄りりのの集集合合場場所所へへのの送送迎迎ををいいたた

ししまますす。。個個人人のの場場合合もも同同様様でですすがが、、ででききるるだだけけ近近いい地地域域のの参参加加者者でで調調整整しし

たたいいとと思思いいまますす。。料料金金、、時時間間はは場場所所にによよりり異異ななりりまますすののでで、、おお問問いい合合わわせせ

くくだだささいい。。  



◆◆33 月月 44 月月のの山山旅旅はは人人混混みみ回回避避、、自自宅宅送送迎迎でで山山にに直直行行ししままししょょうう🚙🚙  

[[＊＊🚙🚙  はは車車送送迎迎可可。。朝朝５５時時～～６６時時にに最最寄寄りりのの場場所所ににおお迎迎ええにに参参りりまますす]]  

新伊豆の山旅・天城小僧山と伊豆踊り子歩道・日帰りコース               

天城随一のブナ原生林、小僧山のブナ原生林に憩う   

①３月 23 日(月) ②３月２６日(木) ②4 月 6 日(木) ★健脚度：2+～ 3+ 

●現地参加料金:\7,000（三島駅集合・解散）  🚙：￥3,000 

①三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝湯ヶ島＝道の駅天城越え＝天城太

郎杉林道終点登山口…滑沢峠…分岐三方…△小僧山…兄弟ブナ広場（往復

㋭約４時間）＝東府や＝三島駅（1８:00 頃着） 

＊ゆったり歩き希望の場合は函南原生林その他のコース、周遊ドライブに変

更も可能です（健脚度２～２⁺） 

■伊豆の山旅・春の天城猿山と函南原生林  2 日間                        

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 

①４月 19 日(日)  ②５月 24 日(日) 発   ★健脚度：３～3+ 

●現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散） 🚙：￥3,000 

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。箱根の西、手つかずの原生林を有する函南原生林は、江戸

時代から禁伐林として保護されてきた巨樹古木の森です。巨樹周遊コース

に一番近い富士箱根ランド奥の入り口から、アカガシほか照葉樹の巨木や

ブナ原生林の遊歩道を周遊します 

①三島駅（8:19 着）＝村の駅＝函南原生林・富士箱ランド入口（周遊㋭

約 1 時間 30 分）＝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）＝

三島駅（1８:00 頃着） 

＊①小僧山＋西伊豆周遊ゆったりコースに変更も可能です。②はシャクナ

ゲの季節、やや健脚向け。いずれも 3 名から実施、グループ貸切りも可。 

 

新三毳山・早春の花と富山イワウチワ・日帰りコース  

花の三毳山、雪割草～カタクリ、イワウチワ、日帰りで   

●３月２８日（土）   ★健脚度：２～３      🚙：￥5,000 

●現地参加料金:\8,000（JR 西那須野駅集合、小山駅解散） 

日本最大級のイワウチワとカタクリの大群落で有名な２大スポットを日帰

りで効率的に巡ります。  

①西那須野駅（9:00 頃集合）＝富山舟戸イワウチワ群生地（㋭約１時間

30 分）＝矢板 IC＝佐野ＩＣ=三毳山東口 P…かたくり群生地…△三毳山

（竜ヶ岳）…かたくりの里（㋭約２時間）=小山駅（17:00 頃着） 

＊ゆったり歩き希望の場合は三毳山頂上手前のコルから東口へ下る周遊

コースも可能です。 

■角田山と弥彦山、国上山  2 日間       

新潟、ユキワリソウとカタクリの山、新コースで ★健脚度：３  🚙：￥10,000 

●３月30日(月)発 ●現地参加料金:\41,000（燕三条駅集合・解散） 

☞雪割草（オオミスミソウ）とカタクリの宝庫として有名な新潟の名山・

角田山を春のベストシーズンに訪れます。多くの人が集中するコースを避

け、静かに花を観賞できる宮前コースから登り、五カ峠へと下るゆったり

コースを作りました。五カ峠からは樋曽山を往復、ユキワリソウとカタク

リ、コシノカンアオイの穴場を。弥彦山は西上寺から花の一番多いコース

を登り、頂上から９合目駐車場へ下る最も楽なコースに。国上山は国上寺

から周遊、カタクリの大群落の中を下ります。岩室温泉ゆもとやに 2 連泊。 

①燕三条駅（9:00 頃集合）＝角田山宮前登山口…宮前コース…△角田山

…五カ峠（㋭約４時間、桶曾山の㊙花のスポット往復約 1 時間）＝岩室

温泉【ゆもとや泊】②＝西上寺…△弥彦山…９合目駐車場（㋭約 3 時間）

＝国上寺…△国上山…蛇崩…駐車場（㋭約２時間３０分）＝燕三条駅 

■高尾山～景信山周遊：誰も歩いたことのない穴場コース

①４月９日（木）②4月１３日（月）②4月24日（金）3名から実施 

●現地参加料金:\4,000（JR高尾駅集合・解散） 🚙：￥1,500 

⇒昨年は台風による災害で中止となった新コース。今年は実現しましょう。

平野ガイドが見つけた裏高尾の林道から最短ルートで高尾山頂上へ。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２０～３０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、お楽しみに。 

 

▼毎年一度は歩きたい奥多摩一番の自然林＆自然道、新緑の季節に▼  

■新緑の大マテイ山・大月からの新道開通、日帰りコース 

① 5月４日（月）② 5月19日（火）発 ★健脚度：2-3 

●現地参加料金:\6,000（大月駅集合・解散）  🚙 ：￥3,000 

☞奥多摩周辺で最も自然林が残された大マテイ山を新緑の季節に。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 

 

■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 

●５月４日（月）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\42,000（桑名駅集合・解散）  🚙：￥10,000 

☞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…武平峠駐車場（往復㋭約３時間 30

分）＝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。 

 

■大峰山・八経ヶ岳と稲村ガ岳、大台ケ原  ★健脚度：３ 

修験の霊峰を日帰りで、大峰山村の温泉・洞川温泉 3 日間 

●５月１0日(日)発 ●現地参加料金:\58,000 (橿原神宮前駅）🚙：￥15,000 

☞大峰山の見どころを日帰りで歩けるベストプランです。洞川温泉の老

舗・花屋徳兵衛に２連泊でゆとりを持って歩きます。  

☞修験の山・大峰山を、洞川温泉に２連泊して日帰りで歩くプランを作り

ました。大峰山最高峰・八経ヶ岳は行者還トンネル西口から最短コースで

往復、稲村が岳は洞川温泉から１日かけてゆとりを持って歩きます。稲村

小屋から頂上にかけては食事が禁止？されていますが、頂上から㊙尾根ブ

ッシュルートを 15 分ほど辿り、宝剣の祀られた小ピークの広場は知る人ぞ

知る絶好の休憩スポット。誰もいない静かな聖地でのんびりとランチタイ

ムと昼寝のひと時を楽しみます。１日目は吉野経由で大台ケ原へ、頂上周

辺を周遊、大台ケ原一番のビューポイント・大蛇嵓まで往復します。 

①橿原神宮前（10:41 着）＝吉野＝大台ケ原駐車場…△日出ガ岳…正木

ヶ原…大蛇嵓…駐車場（㋭約３時間 40 分）＝洞川温泉【花屋徳兵衛泊】

②＝清浄大橋＝林道終点…レンゲ谷…女人結界門…山上辻…△稲村が岳

…宝剣…山上辻…法力峠…洞川温泉（㋭約６時間１０分）【花屋徳兵衛泊】

③＝行者還トンネル西口登山口…尾根出合…聖宝ノ宿跡…弥山小屋…△

弥山…△八経ヶ岳（往復㋭約４時間）＝行者還トンネル＝東吉野＝橿原神

宮＝橿原神宮前駅（17:55 頃着） 



🌲西日本で最大級のブナ原生林、まだの人は是非お勧めです🌲 

■中国山地の山旅その３・臥龍山と恐羅漢山、安蔵寺山 

西日本有数のブナ原生林を有する中国山地西部の山々を巡るブナの山旅 

●5月14日(木)発 ３日間    ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\61,000 (JR 広島駅又は広島空港集合・解散） 

☞中国山地随一のブナ原生林を有する臥龍山と恐羅漢山をベストコースで

巡ります。これまであまり注目されていなかった西中国山地の山々ですが、

この山域には日本でも第一級のブナ原生林と素晴らしい広葉樹林を有する山

があります。アカショウビンの棲む臥龍山の巨木の森ルート、ブナ原生林に

囲まれた恐羅漢山は西日本最大の素晴らしいブナ原生林・台所原経由で頂上

へ。下りはブナ尾根からセラピーロードを歩き、全コース自然道の平野流森

歩きコースで巡ります。温井スプリングスに 2 連泊。３日目は広島西部のブ

ナの山・安蔵寺山をプラス、３日間ブナ三昧の西中国山地特選の山旅です。 

①広島駅（10:31 着）＝戸河内ＩＣ＝臥龍山林道終点登山口…△臥龍山

…ブナ原生林周遊…登山口（㋭約２時間）＝温井温泉【温井スプリングス

２連泊】②＝恐羅漢山牛小屋高原登山口…セラピーロード…夏焼峠…台所

別れ…台所原ブナ原生林…△恐羅漢山…ブナ尾根…夏焼峠…登山口（㋭約

４時間）＝温井温泉【泊】③＝六日市＝安蔵寺トンネル山登山口…△安蔵

寺山（往復㋭約 3 時間）＝広島駅（17:35 発） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

6 月以降の山旅は 4 月のお便りでお知らせします。6 月は新緑・ 

ブナの山旅ベストシーズンです。平野ガイド特選のコースを多数 

企画しますので、大いにご期待ください！    

 

2020/3/11 By: Y.Hirano 

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

日本の山旅、ニュージーランド大自然ウォーク各コースの詳細、お問い合

わせは平野ガイドまでご連絡下さい。 

 ■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. 
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