
◆コロナに負けるな！新緑のブナ森が待ってます◆ 

3 月以来、コロナ禍に翻弄され

続け早 3 ヵ月が立ちました。緊急

事態宣言は解除されつつあります

が、未だ収束の目途は立たず、油

断のできない状態が続いていま

す。県外移動自粛などの情報を鵜

呑みにして、未だに山歩きを控え

ている人も多いのではないでしょ

うか。そろそろ各地で規制が緩和

され始め、これまで溜まっていた自粛疲れから解放され、町や観光地に繰

り出す人も増えつつあります。しかしながらここで油断は禁物です。あと

一息、事態が良い方向に向かうまで、引き続き気を緩めず、浮かれること

なく頑張りましょう。 

私たちは今後もこのコロナウイルスに対して最新の注意を払い、外出時

のマスク、手洗いとうがいは習慣づけることが必要でしょう。混雑の街中

に出ることも必要最低限に控え、夜の街での飲食やカラオケその他、密

集、密接を極力避けることなど、規制時同様心がけたいところです。 

●密とは無縁の山と森へ、そろそろ出かけましょう。 

 こうした基本的な心構えは今後も厳守するとして、もういい加減に山と

森に出かけたいものです。今一番安全な場所は、密の心配無用の大自然の

中、とりわけ山と森です。しかしいくら解禁になったからといって、大混

雑の有名人気の山というのは考えものです。土日の高尾山や筑波山などは

すでに過密状態になっているコースやスポットも見られるようです。山歩

きを目指す私たちは、当面の間、そしてこれからは歩く場所やコース、方

法をよく考えて出かける必要があるでしょう。 

 団体で人気の山を集団で歩くことは密状態の真っ只中。ましてマスクを

して山を歩くことは、正常な呼吸法を妨げ、場合によっては熱中症の原因

ともなるうえ、山歩きに過度の負担を強いることになります。せっかくの

大自然歩きが、心身共に逆効果になってしま会います。 

なので今後山を歩く場合、できるだけ少人数で、しかも人の少ない場所

を歩くこと、そして安全な場所ではマイペースで間隔をおいて歩く（時に

は休憩地点までは一人で歩く）というのが理想的な歩き方といえるでしょ

う。つまりは、平野流日本の山旅がこれまで長年の間、提唱し続けていた

歩き方です。100 名山や有名人気の山を求めて、また登った山の数を誇る

時代にはもう終止符を打ちましょう。これからは人の少ない静かな山と

森、本来の大自然の魅力をゆったりと味わえる山歩きのスタイルに移行し

たいものです。頻繁に他のグループとすれ違い、或いは追い越される混雑

の山は避けて、殆ど大自然貸切り、自分たちだけで歩けるスポット、方法

を平野ガイドは常に追求しています。 

今後、コロナウイルス禍が収束したとしても、私たちはこれを機に山歩

きのスタイル、考え方を改める必要があるでしょう。先日、富士山の登山

道が夏山シーズン中【7 月 1 日～9 月 10 日まで】閉鎖されることになっ

たようです。もともと富士山は近年、異常に登山者が増えすぎて山はもは

やパンク寸前の状態。このまま山に過度の負担を与え続けると、富士山の

山神様は怒り、山は崩壊するのではないかと思うのです。富士山は日本の

神の山、遠くから近くから眺め、拝む山でよし。この機会に少し休息する

のもいいことでしょう。富士山に限らず、とにかくこれからは人が集中す

る有名人気の山はもう止めて、静かな山旅を楽しめる山と森を歩きたいも

のです。 

●日本の山旅今年の一番歩きは＜伊豆の山旅・函南原生林と天城峠＞ 

ところで、今年の日本の山旅は 3 月以来、コロナウイルス禍の影響で 

これまでの実施は全くなく、ただ一つ日帰りツアーが実施されたのみ。 

 

 

5 月 26 日の伊豆日帰りツアーは 2 名で実施、しかも自宅送迎付きという

贅沢な貸切りツアーでした。公共機関を使うことなしに、東名高速から小

田原厚木道路経由、箱根峠へ。なお県外移動自粛ということもあり、がら

すきの快適ドライブで函南原生林登山口に直行。 

そもそも県外移動自粛とはいっても、混雑の観光地や海などに出かける

ことは確かにまだ控えるべきでしょう。山にしても人が集中するところは

同様ですが、平野ガイドの山旅は、人が殆ど行かない静かな山ばかり。県

外から乗り入れても、途中で寄り道することなく登山口に直行、コロナの

心配のない大自然の中を歩き、人とも殆ど出遭わない。このような平野ツ

アー独自のスタイルゆえ、規制される筋合いは全くないというものです。 

そんな訳で、今では一般の人が車で入ることもない（入れない、又は知

らない）登山口なで車で乗り入れ、新緑の函南原生林を3 人だけの貸切り

で歩きました。これまでは晩秋や冬枯れの季節で訪れていましたが、新緑

の時期はとりわけ美しく、誰もいない森の広場のベンチテーブルで朝のコ

ーヒー・タイム。日本でも最大級の 2 本のアカガシの巨樹、ブナ、ヒメシ

ャラ、ケヤキの原生林の中、新鮮な森の空気を胸一杯吸いながらそぞろ歩

き、大自然貸切りで函南原生林を堪能したのでした。 

その後、伊豆縦貫道で渋滞なしの快適ドライブで月ヶ瀬 IC 経由、天城街

道へ。天城旧トンネル入口には1 台も車がなく、そろそろお腹が空いたの

で、トンネルの向こう側の広部で昼食とすることに。自然林の新緑の中、

ベンチテーブルはないので、折りたたみ椅子と特製テーブルを出して急遽

ランチタイムスポットが完成、これも人のいないどこででもランチタイム

を楽しめる平野ツアーならではのメリットですね。 

再びトンネル入り口に戻り、すぐ横にある登山口から天城峠目指して出

発。沢崩れで通行止めだった登山道も整備され、天城峠まで20 分少々で

到着。こからは伊豆山稜線歩道のゆったりとした登山道が東の天城山から

西の二本杉峠方面まで続いています。稜線歩道という名称ですが、尾根歩

きではなく、ほぼ平坦な稜線直下の巻道となっています。一方、峠からの

尾根道は西の古峠、さらに古峰まで続きアップダウンはあるものの、ブナ

林の中の快適な尾根歩きを楽しめるルートです。 

平野流ブナ森歩きはこちらの尾根ルートをしばらく歩き、新緑の美しい

ブナ森で休憩、誰もいないブナ原生林の中で至福のひと時を過ごし、帰路

はブナ斜面を下り、伊豆山稜線歩道に出て天城峠へ。 

今回は日帰りで函南原生林と合わせて歩いたため、天城峠周辺ではほん

の少しのブナ森歩きでしたが、天城峠の一般コースよりも遥かにブナ原生

林の素晴らしさを堪能できた歩き方でありました。次回は1 日かけて天城

古峰、古峠を巡りたいものです。 

●筑波山の新しい歩き方と新緑のシオジの森新緑・平野がイド一人歩き 

 第一回目の日本の山旅の後、平野がイドは相変わらずステイホーム状態

が続き、その間、今度は一人で 2 度ほど新緑の山歩きに出かけました。 

1 度目は 5 月 30 日、筑波山へ。あまりにも有名なこの大衆登山の山です

が、「日本の森案内」には頂上周辺には素晴らしいブナ原生林があるとい

う。私はこの山でも歩き方、コースによっては手頃なブナ森歩きができる

のではないかと思い、ネットで調べてから現地へ直行、いろいろ考えなが

ら歩き回り、平野流山歩きコースを考えました。 

一番一般的な正面御幸コースは人も多く、登山道も荒れて歩きに着く、

登りも下りもゆったり歩きコースとしては不向き。筑波山のいろいろなコ

ースの中で、最もブナ森歩きを楽しめるところは、男山の自然観察周遊コ

ースで、ここは人も少なく是非一周したいところ。しかしケーブルカーで

登るというのはあまりにあっけない。そこで登りは一番自然道が残り、人

も少ない薬王院コースで登り、男山を往復の後、周遊コースを一回り。そ

の後、景色の良い女山を往復、帰りはロープウェイでというプランがいい

のではないか。薬王院コースは一番長く、登りで 時間かかるので、もう

少し楽をというのなら、旧キャンプ場から登るコースが良いでしょう。い

ずれも帰りはケーブルカーを使うなら、平野ガイドが車を取りに登山口ま

で走ればいい、皆は 広場でのんびりしてからケーブルカーで下山、筑波

山神社や表参道あたりで時間をつぶせばよいというプランがいいですね。 



多くの登山者や観光客でごった返す御幸広場でのんびりするよりも、広

場から「紫雲杉」への山道は歩く人も少なく、筑波山一といわれる見事な

大ブナや、見ごたえのある大杉「紫雲杉」は必見、下る前に是非往復した

いベストスポットです。また、下で待っている間、筑波山温泉で汗を流す

という手もいいですね。今年はもう新緑はむりなので、11 月紅葉から冬

枯れの季節に、自宅送迎・日帰りで実施しましょう。 

●2 度目は 6 月 11 日、新緑のシオジの森から雁が腹摺山周遊 

 これまで雁ガ腹摺山・シオジの森コースは、シオジの葉がすっかり落ち

た晩秋から早春の季節でした。今年こそは是非、シオジの新緑が美しい季

節にと企画しましたが、なお自粛体制の人が多いようでツアーは中止。な

らばこれまで時間が取れず周遊できなかったシオジ群生地周遊コースも含

めて歩いてみようと、一人で下見がてら出かけることにしました。 
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この日の天気予報は弱雨/曇り/弱雨というものであったが、天気に左右

されない一人歩き故、予定通り決行、横浜から高速道路乗り継ぎで大月 IC

から大峠へ直行、登山口には 1 台も車はなく、すでに貸切り状態でいざシ

オジの森へ。雁が腹摺山への登山道とは対照的に、シオジの森への登山道

は自然林に囲まれた緩やかな自然道で、新緑がとりわけ美しい。 

 シオジの森への分岐周辺は、すでに新緑の葉

を空一杯に広げたシオジの高木が美しい。天気

予報とは裏腹に青空も広がってきた。ワクワク

しながら初めてのシオジの森コースを下って行

く。「シオジ群生地」というだけあって、さす

がに立派なシオジの木が林立している。時折 30

㍍もあろうかと思われる高木、巨木もあり、素

晴らしいシオジの森を形成している。 

しかし自然観察林として整備されているはず

のコースは、荒れ放題で石がゴロゴロで実に歩

きにくい。「観察路」とは程遠い悪路の下りは

一般コースとしては不向きな登山道だ。この状

況をみる限り、おそらく最近ではここへのガイ

ドウォークなど実施されていないのではないか。後からネットで調べてみ

ると、大峠から一般車通行止めの林道を一番近いシオジの森入口まで車で

入ったとしても、各所崩れた悪路の林道はかなり難渋するようだ。そうい

えば、大峠から歩いてきた時も、林道方向で未だに道路工事をしているよ

うで、当分開通しないだろう。どうせ車で通れないことだし、かりに通行

許可が出たとしても、いつまたがけ崩れになるかもしれず、そんな危険な

林道は真っ平御免であるよ。今後もシオジの森へは自然林の中を歩いてい

くのが一番のようだ。 

沢コースを下り、下の分岐（大樺の頭への近道分岐）から、沢を離れて

大樺の頭分岐までの登りにかかる。こちらは比較的新しく作られた山道の

ようで、石ゴロもなくとても歩きやすい。さぞや素晴らしい自然林、自然

道の森歩きができるかと思いきや、すぐにカラマツの植林地となり、少々

興ざめ。ブナ森を伐採してカラマツの植林地となった所は日本中に数多く

あるが、いずれも自然にとって大きなマイナス、ブナを中心とした自然林

のような保水力はゼロ、全くの役立たずの森なのだな。だから、私はカラ

マツの新緑、紅葉がキレイなどと感動しない。 

やがて「お弁当広場」と呼ばれる大樺の頭分岐が近づく頃、ようやくブ

ナやコナラ、カエデなどの混じる自然林となり、ホッとする。この森の広

場は自然林の新緑に囲まれ、本当に良いところだ。結局のところ、シオジ

の森入口から沢コースを下り、ここまで周遊するコースは、それほど価値

あるものとは思われなかった。その後にさらに大樺の頭から雁が腹摺山ま

での長い登りのことを考えると、この 1 時間半の周遊を含めると、相当の

健脚向けで一般的ではない。頂上を目指すのであれば、シオジの森入口分

岐から直接ここまで水平道を 30 分歩くので充分シオジは楽しめる。むし

ろその方がゆったりとシオジの魅力を味わえるのではないか。 

そんなことを考えながら、新緑に囲まれた気持ちの良い「お弁当広場」

でしばし休憩、コーヒー・タイムの後、大樺の頭目指して登り始める。大

樺の頭を越えて雁が腹摺山への登りは、このコース一番の長い登りの頑張

りどころだ。しかしブナやミズナラの自然林の中、足に優しい自然道の山

道の登りは苦にならない。上部になるとダケカンバやモミ・ツガも混じる

変化に富んだ登りが続き、やがて広々とした大樺の頭で急登が終了、そこ

から先は緩やかな尾根道の登降で雁が腹摺山へ。 

この日は誰もいない雁ガ腹摺山の頂上でランチタイムの予定だったが、

やはり天気予報通りに登りの途中から雨となる。風も強くなってきたの

で、手前の森の中でと思ったが、針葉樹の木下は雨のしずくがバラバラ落

ちてくるので、雨宿りにはならない。やはり雨水をすべて幹に集め根元に

貯めるブナとは違う。改めて偉大なブナの力を思い知る。 

ということで今回のシオジの森コースの下見、次回からの作戦は充分で

きたので、雨がますますひどくなる前に下ろうと、一目散に大峠目指して

頂上退散。昼飯は車の中で取ることにしようと思っていたが、途中の大岩

広場あたりで一時雨が止んだので、ここで速攻昼飯とする、セブンで買っ

たレトルトチーズハンバーグと厚焼き卵をコンロで温め、空きっ腹を満た

す。山での昼食は何よりも温かいものを食べれるなが最高の贅沢なのだ

な。今後、少人数の時はこのパターンも考えたいものだ。…おわり… 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◆６月の山旅：東北若葉萌える新緑のブナ森へ 

東北のブナ原生林が１年で最も生命力に溢れるのは新緑の季節。世界 

一美しい日本のブナ原生林の新緑は、１年に一度以上見に行ければもっ

たいないですね。平野ガイドと一緒にブナの森を歩き、巨木に触れ大い

なる大自然のパワーを吸収して、邪気、病、そして新型コロナウイルス

をも寄せ付けぬ元気をもらいましょう。 

例年であれば、6 月上旬から東北ブナ新緑の山旅シリーズが始まって

いますが、今年はコロナ禍のお陰で半ばを過ぎた今なお、どこにも行っ

ていない状況です。もうそろそろ新緑の季節も終わってしまうので、も

ういい加減に腰を上げて、どこかのブナ森を歩きたいものです。6 月下

旬から 7 月上旬にかけて、新緑のブナ森歩き最後のチャンスです。下記

設定のコースのうち、いずれかを実施、先行予約優先、ホテル予約もそ

の後となりますので、お申し込みはお早目に。 

 

▼車道歩きを最小限に抑えた新しいコース巡りで山とブナ森周遊▼ 

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山、玉原湿原周遊         

関東で一番近いブナ林、新緑の山旅解禁・第一弾 ２日間コース 

●６月28日(日)発 ２日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\39,000（上越新幹線上毛高原駅集合・解散）🚙 

☞首都圏から一番近いブナ林・玉原高原を、高原の宿に１泊してゆとりを

持って歩きます。玉原湿原を取り巻く２つの山とブナ林の見どころを、２

日間に分けてじっくりと歩きます。車道歩きやスキー場コースを極力避け

て、自然道を歩けるコース巡りを考えました。 

①上毛高原駅（8:54 着）＝玉原高原センターハウス…玉原湿原入口…△

尼ガ秀山…長沢三角点…ブナ平…センターハウス（周遊㋭約３時間 30

分）＝高原の宿水芭蕉【泊】②＝鹿又山南登山口…△鹿又山…ブナ平…

センターハウス（周遊㋭約４時間）＝上毛高原駅（18:25 発） 

＊ゆったり歩き希望の場合は１日目：玉原湿原～ブナ平周遊＋迦葉山・

弥勒寺(和尚台まで往復㋭約 1 時間）2 日目：尼ガ秀山に（健脚度 2+） 

ブナ森歩きをじっくり堪能するにはこちらがお勧めです。 

■玉原高原ブナ林・尼ガ秀山とブナ平  日帰りコース         

玉原高原のブナ林のハイライトコースを日帰りで歩く 

●６月2８日(日)発  ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\15,000（上越新幹線上毛高原駅集合・解散）🚙 

☞尼ガ秀山からブナ平まで、玉原高原ブナ森歩きの核心部を日帰りで歩き

ます上毛高原駅 8:00 集合、又は自宅送迎も可能です。横浜から東京周辺

６時頃出発、関越自動車道・練馬 IC から沼田 IC 経由、玉原高原登山口に

直行（約３時間）、帰りは 19:00 頃予定。🚙：\5,000 

＊６月 2８日発はいずれかを実施。先行予約優先です。3 名から実施 



■真昼山地・真昼ブナ原生林悠々の森～兎平、女神山 

真昼岳山麓のブナ指標林・手つかずの森を平野ルートで   2 日間コース  

●6 月 30 日 (火 )発２日間  ★健脚度：２-2+ 

●現地参加料金: \43,000（盛岡駅集合・解散）  

真昼岳中腹には周辺随一のブナ原生林が広がっています。真昼岳頂上まで無

理して行かず、途中のブナ巨木の森で憩い、兎平ピークでランチタイムをの 

んびりと楽しみます。帰路、ブナ指標林に立ち寄り、手つかずのブナ原生林

の中、平野ガイドが見つけた原生林ルートを周回します。今では訪れる人も

殆どいない静寂の原生林の中でゆったりとくつろぎます。花巻南温泉郷の一

軒宿・ホテル志戸平に泊まり、翌日女神山では、ブナ原生林の中、白糸の滝

や降る滝などの美しい滝に立ち寄りながら、県境尾根を周遊します。 

①盛岡駅(10:00 頃集合)＝沢内村＝真昼岳兎平登山口…△兎平ピーク…真

昼ブナ指標林入口…ブナ原生林内周遊…登山口（㋭計約３時間）＝沢内銀

河高原【沢内銀河高原ホテル泊】②＝相沢林道終点女神山登山口…白糸の滝

…△女神山…県境尾根…ブナ見平…降る滝…登山口（周遊㋭約３時間２0 分

＝ホテル（入浴休憩）＝盛岡駅（17:00 頃着） 

☞以前利用していた沢内銀河高原ホテルは閉館となったため、花巻南温泉

郷・ホテル志戸平に変更・グレードアップとなりました。沢内村と花巻を

結ぶ横断道路・なめとこラインが開通したので、アプローチも便利です 

■七時雨山と安比ブナ林、稲庭岳  ★健脚度：２―３ 

新緑のブナ林ゆったり山旅＋新安比温泉    ★健脚度：２―３ 

●6 月３０日 (火 )発２日間  （金）発 ２日間  

●現地参加料金:\43,000（盛岡駅集合・解散） 

田代平高原から優美な双耳峰を擡げる七時雨山を新緑の季節に訪れます。新

安比温泉に一泊して、ブナ新緑の美しい安比ブナ二次林と稲庭岳もベストコ

ースで周遊、新緑のブナ林と温泉で癒されるゆったり山旅です。 

①盛岡＝安比高原ブナの駅…巨木の森…ブナ二次林…白いブナ林…ブナの

駅（周遊㋭約 2 時間）＝名水岩誦坊＝稲庭高原登山口…ブナ悠々の森…△

稲庭岳…稲庭高原（㋭１時間 30 分）＝新安比温泉【静流閣泊】②＝七時

雨山田代平登山口…三合目…△七時雨山北峰…△南峰（往復㋭約３時間）

＝岩手山焼走り溶岩流・宮沢賢治歌碑＝盛岡駅（17:00 頃着） 

＊６月３０日発はいずれかを実施。先行予約優先です。3 名から実施 

■新緑の白神山地と岩木山黒森・巨木の森逍遥  

高倉森と藤里駒ケ岳、岩木山一のブナ原生林、マタギ飯と名湯   

●７月２日 (木 )発  ３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（新青森駅集合、二ツ井駅解散＊）  

☞世界自然遺産・白神山地のブナ原生林の見どころをゆとりのあるコースで巡

るゆったり山歩き。四駆のノア号で白神山地の奥深くまで林道を走り、津軽峠

から高倉森を往復、巨木の径を巡ります。嶽温泉の老舗山のホテルに泊まり、

岩木山周辺で最も原生が保た黒森を岩木スカイライン・巨木の森から、平野ル

ートで周遊の後、十二湖を巡り藤里へ。秋田白神山地の名峰・藤里駒ケ岳をベ

ストコースで周遊、新緑のブナ原生林を堪能します。 

①新青森（10:00 集合）＝津軽峠…△高倉森…マザーツリー（往復㋭約２

時間 30 分)＝嶽温泉【山のホテル泊】②＝岩木山スカイライン＝巨木の森

…黒森（周遊㋭約２時間）＝十二湖（周遊㋭約１時間 30 分)＝藤里【ホテ

ルゆとりあ藤里泊】③＝黒石沢登山口…△藤里駒ケ岳（周遊㋭約３時間

30 分）＝二ツ井駅（13:41 発 JR,秋田からこまち 32 号で東京着

20:04）＊または大館能代空港(17:55 発) 

＊3 日目にゆったり歩き希望の場合は岳岱ブナ原生林周遊に変更も可能。 

  お願いだじゃ！「マタギ飯」とば助けでけ！！！ 

これまで日本の山旅・白神山地ツアーで長年利用していた岩木山岳温 

泉・山のホテルが、今回のコロナウイルス禍により窮地に陥っていま 

す。現在再建を期してクラウドファンディングを立ち上げ、援助を募 

集中です。マタギ飯と名湯で有名な老舗温泉宿は、何としても再起、 

継続してほしいものです。かつてこの宿を利用した皆さん、今後利用 

してみたいと思う皆さん、是非ご協力をお願いします。7 月からは営 

業再開予定ですので、山旅参加者緊急大募集です。 

■新緑の南八甲田・赤沼ブナ原生林と雛岳、蔦の森 

八甲田山随一のブナ原生林と奥入瀬ナ巨木・森の神、新緑の季節に  

●７月２日 (木 )発  ３日間      ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金: \66,000（新青森駅集合・解散）  

これまで紅葉の季節に訪れていた八甲田山を、ブナの新緑の季節に再訪。南八

甲田随一のブナ原生林・赤沼のブナ新道、蔦の森、日本一の元気ブナ・森の神

～十和田湖北岸道路のブナ原生林ドライブなど、猿倉温泉と蔦温泉に泊まり、

新緑の八甲田から十和田湖周辺を巡ります。 

①新青森(10:00 集合)＝城ヶ倉ブナ広場＝田代平雛岳登山口…△雛岳（往復

㋭約３時間 50 分＊）＝猿倉温泉【元湯猿倉温泉泊】②＝仙人橋…赤沼…

巨木の森…仙人橋＝蔦温泉（蔦の森周遊㋭約 1 時間）【蔦温泉旅館泊】③

＝奥入瀬渓流・双竜の滝（往復㋭約 40 分）＝奥入瀬バイパス・森の神

（往復㋭約２0 分）＝御鼻部山＝黒石＝道の駅なみおか＝新青森駅

（17:00 頃着） 

＊ゆったり歩き希望の場合、雛岳は分岐手前のブナ林でコーヒー・タイ

ム、帰路、新緑のブナの森でのんびりと休憩昼寝タイムも可能です。 

＊７月２日発はいずれかを実施。先行予約優先です。3 名から実施 

 

■新緑の森吉山とノロ川ブナ原生林、竜が森  

花の名山・森吉山をゴンドラ利用で周遊、山麓随一のブナ原生林  

●7 月５日 (日 )発３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（大舘能代空港集合・盛岡駅解散）  

☞森吉山随一の原始境・ノロ川ブナ原生林を新緑の季節に。森吉山はゴンドラ

利用でヒバクラ経由、森吉山麓高原へと縦走、シラネアオイ、チングルマとイ

ワカガミの大群落、花と新緑ブナ森満喫のベストコースを歩きます。森吉山荘

に2連泊、比内のブナの山・竜が森をプラス、訪れる人稀な大自然の聖域を

ゆったりと歩く新緑ブナ三昧の山旅です。 

①大舘能代（10:0０着）＝森吉山野生鳥獣センター…ノロ川ブナ原生林…

ブナ森広場…割沢森分岐…ノロ川・赤水分岐…桃洞の滝（往復）…センター

（周遊㋭約４時間)＝森吉山荘【泊】②＝阿仁スキー場（ゴンドラ）…△石

森…△森吉山…山人平…ヒバクラ分岐…森吉山麓高原（㋭約 5 時間 30

分）＝森吉山荘【泊】③＝太平湖＝竜が森登山口…ブナ新道…△竜が森

（往復㋭約３時間 30 分)＝道の駅比内＝鹿角八幡平 IC＝盛岡駅 

＊行きは JR 東北・秋田新幹線利用、田沢湖駅集合(9:21 着)も可能です。 

７月の山旅：東北/近畿・花と温泉の山旅へ

■大峰山・八経ヶ岳と稲村ガ岳、大台ケ原  ★健脚度：３ 

洞川温泉に 2 連泊、修験の霊峰を日帰りで、オオヤマレンゲの季節に  

●７月12日(日)発 ●現地参加料金:\６3,000 (橿原神宮前駅集合解散） 

☞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） 



■花の伊吹山と御在所岳・武平峠コース、湯の山温泉     

伊吹山一の花コース・北尾根と御在所岳最短コース 

●７月 15 日（水）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\42,000（米原駅集合・湯の山温泉駅解散）  

☞高山植物の宝庫・伊吹山随一のフラワーロード・北尾根と伊吹山頂上遊

歩道周遊。湯の山温泉泊、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が、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。

①米原駅（10:00 頃集合）＝伊吹山スカイライン＝北尾根登山口…△御

座峰（又は途中まで往復㋭２時間～３時間）＝頂上駐車場…西登山道…

△伊吹山頂上…東登山道…駐車場（周遊㋭約１時間４0 分）＝湯の山温

泉【ホテル鹿の湯２連泊】②＝武平峠駐車場…鎌ガ岳分岐…長池…△御

在所岳…△南峰（往復㋭約３時間）＝湯の山温泉（入浴休憩各自）＝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。 

＊２日目に三山ブナ森周遊コース希望の場合は変更も可能です。 

 

■山形神室岳と南蔵王・芝草平ゆったり歩き、秋保温泉     

●７月18日（土）発 ２日間   ★健脚度：2+～３ 

●現地参加料金:\43,000（白石蔵王駅集合・解散） 

☞秋保温泉をベースに、山形神室山と南蔵王・芝草平、屏風岳を効率的なコー

ス巡りでゆとりを持って歩きます。 

①白石蔵王(9:04 着)＝笹谷峠＝トンガリ山…△山形神室岳（往復㋭約３時

間 30 分)＝秋保温泉【秋保グランドホテル泊】③＝おはぎ佐市＝刈田峠…

△杉が峰…芝草平…△屏風岳（往復㋭約４時間)＝白石蔵王(18:25 発) 

＊ゆったりコースは芝草平まで往復、車で蔵王山頂展望台（刈田岳）へ。 

 

■早池峰山と五葉山、遠野物語２日間   ★健脚度 :３         

●７月20日(日)発 ●現地参加料金:\43,000（新花巻駅集合・解散） 

☞三陸海岸を遠望する五葉山を赤坂峠から往復、ハヤチネウスユキソウの早池

峰山は言わずと知れた高山植物の宝庫。一番楽で花も展望も最高の小田越しか

ら往復します。遠野に泊まり、続石や道の駅風の丘などにも立ち寄ります。釜

石自動車道が繋がったので車でのアクセスが便利になりました。 

①新花巻駅(9:51 着)＝宮森 IC＝赤坂峠…畳石…シャクナゲ荘…△五葉山

（往復㋭約３時間 30 分)＝遠野（続石ほか周辺の見どころ周遊）【ホテル

あえりあ遠野泊】②＝小田越…五合目…△早池峰山（往復㋭約５時間)＝東

和温泉（入浴休憩各自）＝新花巻駅(17:00 頃着) 

  

▼東北の山旅の中でも最も手強い岩手山と鳥海山。いずれも最良のコー

ス、歩き方で、ゆとりを持って挑戦します。久々に歩きごたえのある山

に挑みたい元気な人、グループ大募集です。 

■岩手山と姫神山、早池峰薬師岳  3 日間   ★健脚度 :３         

●７月26日(日)発 ●現地参加料金:\63,000（盛岡駅集合・新花巻駅解散） 

☞しばらくご無沙汰・復活の岩手山。どこから登っても手強い山ですが、中で

も一番楽な馬返しコースから往復します。平野コースでは８合目避難小屋に荷

物をデポ、軽荷で頂上を往復又はお釜を一周という最も効率的な歩き方でご案

内します。休暇村岩手網張温泉に２連泊して、１日たっぷり時間をかけてゆと

りを持って歩きます。姫神山と早池峰山と対峙する薬師岳をプラスした歩きご

たえのある岩手三山巡りの山旅です。 

①盛岡駅(9:51 着)＝姫神山一本杉登山口…五合目…△姫神山…こわ坂コー

ス…こわ坂登山口（㋭周遊約３時間）＝一本杉駐車場＝網張温泉【休暇村

岩手網張温泉２連泊】泊】②＝馬返し登山口…二合目…七合目鉾立…八合

目避難小屋…△岩手山薬師岳…八合目…七合目…新道…二合目…馬返し登

山口＝網張温泉【泊】③＝大迫＝小田越…ヒカリゴケ…△薬師岳（往復㋭

約)＝東和温泉（入浴休憩、各自）＝新花巻駅(17:０0 頃着) 

 

 

■鳥海山と月山、花と温泉の山旅  ３日間       

残雪と高山植物の宝庫、ゆとりの東北の鳥海山と出羽三山の霊峰 ★健脚度 3-4 

●7月2６日（日）発 ●現地参加料金:\63,000（新庄駅集合・山形駅解散） 

⇒みちのくの最高峰・鳥海山と出羽三山の霊峰・月山を巡る山旅。鳥海山麓

随一の温泉リゾート／フォレスタ鳥海に 2 連泊、最短かつ変化に富んだ祓川

5 合目からのコースを往復します。月山は姥沢からリフトを利用、お花畑コ

ースを下ります。酒田 IC から月山自動車道が繋がったので、車移動も便利

になりました。 

①新庄(10:54 着)＝道の駅雄勝＝法体の滝（滝上部まで往復㋭約１時間

30 分）＝フォレスタ鳥海【２連泊】②＝５合目祓川登山口…七ツ釜…大

雪路…氷の薬師…△七高山（往復㋭約７時間５0 分）＝フォレスタ鳥海

【泊】③＝月山姥沢登山口（登山リフト）…牛首…△月山…お花畠コース

…姥沢（㋭約３時間 30 分）＝山形駅(17:32 発)   

＊7 月 26 日発はいずれかを実施。先行予約優先です。3 名から実施 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■平野がイド・ニュージーランド大自然ウォークのご案内■ 

今、ヨーロッパ、アメリカをは 

じめ、コロナウイルス禍により 

海外旅行が自粛、渡航不可とな 

っています。ニュージーランド 

もまだ海外からの入国が規制さ 

れていますが、この国は世界で 

最も早くコロナ対策がとられた 

国で、現在同国内にコロナの心配はありません。航空便の乗り入れ 

及び日本からの渡航の可否は今のところ未定ですが、遅くとも 11 月 

以降は復活するものと思います。 

 いずれ諸問題が解決するにせよ、12 月から始まるニュージーラン 

ドの夏シーズンは、ハイキングにしても人数制限その他の規制が取ら 

れることでしょう。いずれにせよ、人が集中する人気のスポットを避 

けて静かな本来の大自然の中を、少人数で歩く平野ガイド・ニュージ 

ーランド大自然ウォークは、これからの時代、ニュージーランド・ハ 

イキングツアーに最も適した理想的な山旅とえるでしょう。 

 世界一清浄無垢のフィヨルドランドのブナ原生林を平野ガイドと共 

に歩き、森で憩い、大自然の気を胸一杯深呼吸して、コロナに負けぬ 

元気をもらいましょう。 

 ニュージーランド同様、平野ガイドがご案内する日本の山旅もまた 

これからの時代に最適な山旅のスタイルです。平野ガイドのみ知る㊙

スポットや歩き方で、大自然貸切

りの山旅を楽しみましょう。「ニ

ュージーランド大自然ウォーク

2020/21」は 6 月末までに完成

予定です。お楽しみに。 

       

2020/6/21 by: Y Hirano 

 

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

８月以降の山旅は次回７月のお便りで発表します。乞うご期待！ 

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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