
 ⛰5 月から 7 月ツアー催行状況＆お勧めプラン🌲 

△ブナ巨木に囲まれた南八甲田・赤沼登山口仙人橋の㊙駐車場所。 

いよいよ 5 月の大型連休に入りましたが、世の中は４度目の緊急事態宣

言の真っ只中。皆さんもじっと我慢、外出や山歩きも控えているのでしょ

うか。また暫く山旅ツアーはないので、平野ガイドはまた一人でブナ森に 

出かけることにします。いつも言うように、平野ガイド日本の山旅はコロ

ナ禍と全く無縁。混雑の人混みに行くこともなく、山でも人と出会うこと

も殆どない、誰にも迷惑をかけない山旅の形。これから例えこのパンデミ

ックが長々と続いたとしても、平野流ブナ森歩きは心配無用、今後の人生

を元気に生きて行くための最高のスタイルであると思っています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

▼5 月からの山旅、以下の 3 本が催行決定、残席もあり▼ 

■新緑の大マテイ山・日帰りコース   

①５月２1 日（金） ①５月２８日（金）発      ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\10,000（大月駅集合・解散） 🚙：\4,000 

☞毎年恒例の大マテイ山を新緑の美しい季節に再訪です。大月から小菅村

まで新トンネルが開通、便利になったので日帰りも可能となりました。 

①大月駅（8:00-9:00 集合）＝松姫峠…△鶴寝山…沢入のヌタ…△大マ

テイ山…大ダワ…大トチ下降点…大トチ…沢入のヌタ…松姫峠（㋭約４

時間)）＝道の駅小菅の湯（入浴休憩、各自）＝大月駅(1７:00 頃) 

＊出発日の調整も可能ですので平野ガイドまでお問い合わせ下さい。 

☞①3 名で貸切り実施決定 ②2 名から催行可能です。 

 

▼裏磐梯で一番ブナ森がしい 2 か所のブナ森をゆったりプランで歩く▼ 

■裏磐梯・雄国山と雄子沢＆デコ平ブナ原生林 

裏磐梯五色沼周辺の原生林と渓谷・新緑の山旅   ★健脚度：２－３ 

①６月９日（水）②６月11日（金）発 ２日間  

●現地参加料金:\42,000（会津若松駅集合、解散） 

⇒静かな自然林に囲まれた裏磐梯の沼と渓谷、ブナ原生林を巡る山旅。裏磐 

で一番のブナ原生林・デコ平と雄子沢のブナ林を新緑の季節に訪れます。 

①会津若松＝裏磐梯五色沼＝デコ平駐車場…百貫清水…ブナ林巨木広場…

布滝（往復㋭約３時間）＝裏磐梯【アクティブリゾーツ裏磐梯泊】 

②＝雄子沢登山口…ブナ原生林…△雄国山…雄国沼休憩舎…（雄国沼往復

30 分）…雄子沢登山口（㋭約３時間 30 分)＝会津若松駅 

＊体力と希望によっては②雄国沼～猫魔が岳から八方台（約 2 時間）と

いう縦断コースも可能です。（車は八方台に転送）  

☞①2 名から実施、グループの貸切りも可能です 

 ②現在 2 名で実施決定。残席２～４。 

 

 

■鳥海山と月山、フォレスタ鳥海 ゆとりの山旅       

残雪と高山植物の宝庫、東北の最高峰・鳥海山と出羽三山の霊峰 ★健脚度 3+～4 

①7月25日（日）発 ② 7月31日（土）発 

●現地参加料金:\68,000（新庄駅集合・天童駅解散） 

⇒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。頂

上（七高山）で昼食の大休止、元気組

は新山の往復も可能です。月山は姥沢

から行きはリフトを利用、頂上神社裏  △フォレスタ鳥海と鳥海山 

の頂上でランチタイム、帰りはお花畑コースを下ります。              

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＋新山往復約 1 時間）

＝フォレスタ鳥海【泊】③＝酒田みなと IC＝湯殿山 IC＝月山姥沢登山口

（登山リフト）上駅…牛首…△月山…お花畠コース…姥沢（㋭約３時間

30 分）＝月山 IC＝天童 IC＝天童駅(17:00 頃着) 

＊1 日目は希望により、女甑の大カツラ～ブナ原生林周遊も可能 

（2 度目のグループはその他各種コースありです）   

☞＊①2 泊コース、2 名から催行可能です。 

②現在 2 名で実施決定。希望に３連泊となりました。昨年フォレスタ鳥

海に 3 連泊して万全を期して鳥海山に挑みましたが、あいにくの悪天で

断念、今年こそはリベンジで再挑戦です。 

■4 日間料金：￥83,000(一人部屋追加料金：\12,000（3 泊） 

＊ホテル客室は当面の間、一人部屋を基準に手配いたします（宿泊全コ

ース共通）■フォレスタ鳥海：1 泊\4,000 

 

🌲５月の山旅：近郊日帰りコース🌲 

[出発日]: ①１４日(金) ②15 日(土) ③21 日(金) 

④22 日(土) ⑤28 日(金) ⑥29 日(土) 

＊以下のコースの中から選択可能。いずれも 2 名から実施、先行予

約優先ですので、申し込みはお早めに。 

●現地参加料金：\10,000 ●自宅送迎          ：\4,000 

 

➊筑波山・人の少ない裏登山道コースで 

筑波山の新しい歩き方・残された自然林・自然道を歩く 

●現地参加：つくば駅集合解散 ●健脚度：３～３⁺ 

＊A コース：一般向け B コース：やや健脚向け 

➋焼山峠から小楢山、乙女高原 日帰りコース 

●現地参加：塩山駅集合・解散  ●健脚度：２+～３ 

◆伊豆の山旅・日帰りコース◆ 1 泊コースも可能 

●現地参加料金:\10,000（三島駅集合・解散） ★健脚度：２～3+ 

▼猿山よりも楽にブナ森歩きを楽しめるゆったり周遊コース▼ 

➌伊豆山稜線歩道・三
ミ

蓋山
カ サ ヤ マ

～ブナ森周遊  

 

▼天城最奥の秘峰への最短ルート、天城古道からブナ尾根を辿る▼ 

➍二本杉峠（旧天城峠）から天城古峰   

 

 



▼伊豆の山旅で一番楽にブナ森歩きを楽しめるゆったりコース▼ 

❺天城峠からブナ森尾根ゆったり逍遥  

 

▼水生地から本谷川を遡行、水源上部の涸れ沢を詰め八丁池へ▼ 

➏狩野川源流を辿り八丁池へ、日帰りコース   

● 5月14日（金） ★健脚度:３⁺ 

 

▼天城随一のブナ原生林、小僧山から猿山・シャクナゲの季節に▼ 

➐伊豆猿山～小僧山・滑沢峠から往復  

●５月１5（土）発   ★健脚度：３～3+ 

＊猿山から小僧山にかけての尾根周辺は天城シャクナゲの群生地です。5

月中旬にはミツバツツジと合わせて花の山旅を楽しめます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

🌲6 月ブナの山旅・新緑のブナ森が呼んでいます🌲 

▼車道歩きを最小限に抑えた新しいコース巡りで山とブナ森周遊▼ 

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山、玉原湿原         

関東で一番近いブナ林、新緑の山旅２日間  

●６月４日（金）発 ２日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\39,000（上越新幹線上毛高原駅集合・解散） 

☞首都圏から一番近いブナ林・玉原

高原を、高原の宿に１泊してゆとり

を持って歩きます。玉原湿原を取り

巻く２つの山とブナ林の見どころ

を、２日間に分けてじっくりと歩き

ます。車道歩きやスキー場コースを

極力避けて、自然道を歩けるコース

巡りを考えました。           △新緑のブナ平 

①上毛高原駅（8:54 着）＝玉原高原センターハウス…玉原湿原入口…△

尼ガ秀山…長沢三角点…ブナ平…センターハウス（周遊㋭約３時間 30

分）＝高原の宿水芭蕉【泊】②＝鹿又山南登山口…△鹿又山…ブナ平…

センターハウス（周遊㋭約４時間）＝上毛高原駅（18:25 発） 

＊日帰りコースも可能です（\1２,000＋自宅送迎🚙\5,000） 

 

▼ブナの名山を平野流コース巡りでベストスポットをゆったりと周遊▼ 

■鍋倉山・巨木の森と天水山ブナの森  ２日間コース         

●６月１８日（金）発 ２日間    ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金:\4２ ,000（新幹線飯山駅集合・解散）  

☞最近話題の信越トレイル。全行程８０㌔を歩き通すためには 5～6 日か

かり大変なので、その中でブナ林が最も素晴らしい部分をゆったりとした

行程で歩きます。鍋倉山ではブナ巨木・森太郎や巨木の谷を周遊、素晴ら 

しいブナ森をじっくりと探訪します。信越トレイルのもう一つのブナスポ

ット・天水山も松之山口からベストコースで往復します。 

①越後湯沢（9:08 着）＝天水山松之山登山口…ブナ林…△天水山（往復

㋭約３時間）＝戸狩温泉【四季彩の宿かのえ泊】②＝鍋倉山登山口…巨

木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…関田峠（㋭約４時間）＝茶屋池（周辺の

ブナ原生林散策３０分）＝飯山駅（18:09 発） 

 

▼志賀高原の新しい歩き方、自然道の残る穴場スポットを巡ります▼ 

■奥志賀大自然遊歩とカヤノ平ブナ原生林  ２日間                           

志賀高原で自然林が残る２つのコースとブナ原生林逍遥 

●６月２０日（日）発 ２日間    ★健脚度：２-３     🚙 

●現地参加料金: \43,000（飯山駅集合・解散） 

志賀高原周辺には数多くのハイキング、登山コース

がありますが、多くの人が訪れる殆どのコースは整

備過剰のため、硬く歩きにくい登山道となっていま

す。原生林と湖沼の美しい奥志賀の中で、今なお自

然林と自然道の残された平野ガイド厳選のコースを

ご案内します。志賀高原の温泉ホテルに泊まり、木

島平の奥、周辺随一のブナ原生林カヤノ平をゆった

りと周遊します。                 △クロベ巨木群 

①飯山駅（８:19 着）＝志賀高原＝信州大学教育園…まが玉の丘コース…ク

ロベ巨木群…勾玉の丘…長池…駐車場（㋭約２時間)＝湯田中温泉【ホテル

水明館泊】②＝一の瀬境橋…シナノ木巨木（樹齢 800 年）…一の瀬ダイ

ヤモンド湿原…境沢橋（周遊㋭約４０分)＝木島平＝カヤノ平高原キャンプ

場…ブナ原生林…北ドブ湿原…西コース…キャンプ場（㋭約２時間３０

分）＝馬曲温泉・望郷の湯（温泉入浴各自）＝飯山駅（18:09 発） 

■奥只見・沼の平ブナ原生林周遊、恵みの森２日間                           

日本一のブナ密度を誇るブナ王国・只見随一のブナ原生林新緑の季節 

●６月２０日（日）発 ２日間    ★健脚度：２-３     🚙 

●現地参加料金: \43,000（飯山駅集合・解散） 

☞只見で最も奥深く、隔絶されたブナ原生林・沼の平の見どころを、新緑

の季節にじっくりと探訪します。只見一の温泉ホテルに泊まり、恵みの森

ブナ原生林は沢コースからブナ尾根を周遊、新緑の山旅スペシャルです。 

①新白河駅(9:08 着)＝新甲子トンネル＝只見・恵みの森（沢コース～尾根

コース周遊㋭約３時間）＝只見深沢温泉【季の郷湯ら里泊】②＝叶津登山口

…山神杉…ブナ原生林・巨木次郎ブナ…小三本沢…沼の平…浅草岳尾根…平

石山…山神杉…叶津登山口（㋭5-6 時間）＝田子倉湖＝六十里越えドライ

ブ＝入広瀬＝浦佐駅(18:48 発) 

＜７月花の山旅・その他の予定コース一覧＞ 

…鳥海山のほか、以下の 4 コースを予定。 

■７月２日(金) 大峰山・オオヤマレンゲの八経ヶ岳と間三輪山 2 日 

 ▶洞川温泉泊、オオヤマレンゲの大峰山・八経ヶ岳と三輪山登拝 

■７月９日(金) 花の伊吹山と雲仙山、湯の山温泉 2 日間 

▶鈴鹿・花の名山・伊吹山北尾根と雲仙山、湯の山温泉・鹿の湯 

■７月 16 日(金)早池峰山ハヤチネウスユキソウと五葉山、遠野 2 日間 

▶高山植物の宝庫・早池峰山を最短最良コース・小田越から。あえりあ

遠野に泊まり、北上山地の名峰・五葉山は赤坂峠から往復。 

■７月 23 日(金) 那須三本槍と会津七ガ岳、湯野上温泉 2 日間 

▶湯野上温泉泊、那須連峰のはぐれ山・那須三本槍を林道終点から往復 

 七ガ岳は黒森沢から 7 つ全山縦走、又は平滑沢から往復。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   

★詳細は次回「５月のお便りその 2」で。乞うご期待！★ 

 ■コロミコ・トレック連絡先：☎/ FAX: 045-481-0571 

 ■平野携帯：080-5665-9186 

✉ koromiko2@pop07.odn.ne.jp 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne
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△キー・サミットの池塘とクリスチナ山。ルートバーン・トラックの日

帰りハイキングとして、今では多くのツアーや個人ハイカーが訪れるフィ

ヨルドランドで一番人気のスポット。登山口のディバイドから 1 時間半ほ

どで来れる山上湿原台地だが、カスケード・クリークから沢を遡行して、

最奥のピークから縦走してくると 6 時間の超難ルートとなる。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■大荒沢カスケード・クリークからキー・サミットへ 
キー・サミットがルートバーン・トラックの日帰り体験ハイキ

ングとして、すでに最もポピュラーなツアーとなった頃、私はす

でにこの一般コースのガイドは全てスタッフに任せるようになっ

ていた。すでにその頃から私は、誰でもできるコースのガイドは

する気にならず、自分でしかできないコースのみのガイドをする

ようになっていた。そして機会あるごとに、新コースの開拓にの

めり込んでいた。 

ある時私は、フィヨルドランドの地図を眺めながら、誰もが簡

単に行けるキー・サミットに至るもっと面白いルートはないだろ

うかと思った。それまでも、キー・サミットからさらに奥まで続

いている尾根上にある１５００ｍの最高地点までは、尾根上のか

すかな踏み跡を辿り、何度かいったことはあった。その先尾根は

さらに南へと続き、やがてはるか下のカスケード・クリークの沢

へと落ち込んでいる。このカスケード・クリークは下流でミルフ

ォード・ロードを横切っているのだが、逆にこの沢の出会いから

キー・サミットを目指すことはできないものか。 

当時、カスケード・クリークがミルフォード・ロードと合流す

る地点には Lake Gunn Motor Lodge という国立公園内の一軒

宿があった。大きなカフェもあり、ミルフォード・サウンドへの

観光バスの休憩所として、毎朝賑わっていたものだ。キー・サミ

ットへのツアーでも、我々は必ず立ち寄り、時にはキー・サミッ

トの後にここで１泊して、翌日にレイク・マリアンなどのハイキ

ングを含めた１泊２日のツアーも度々行っていた。この瀟洒なロ

ッジは１９９０年の大雨でカスケード・クリークが氾濫して、床

上浸水、その後建物ごとテ・アナウに移動して以来、この場所か

ら姿を消してしまった。 

私が初めてこのカスケード・クリークに入ったのは、このロッ

ジが健在だった頃のことだった。当時、この沢の少し上流には、

ロッジが利用していた小さな水力発電のダムがあり、そこまでは

パイプ沿いに作業道が付けられていた。ダムまでは何とか行けた

が、そこから先は両側を原生林と崖で囲まれた険しい沢が続いて

いた。私は少しでも歩き易いところを探しながら沢を詰めていく

うちに、かすかな踏み跡と、時折釘で打ちつけてある赤い小さな

マーカーを見つけ、それを辿って行った。これは後で聞いた話だ

が、このマーカーはポッサムのハンターが昔付けたものらしい。

もちろん道はかなり荒れてはいたが、全く道のないブッシュを行

くよりははるかに楽だ。やがてマーカーもなくなり、崖と滝に出

会うたびに、右に左に沢を渡り、時には森のブッシュの鹿道を辿

り、さらに上流に登り詰めると、地図で見当を付けていた沢の合

流点に出た。 

地図によるとこの左の沢を詰めていけばキー・サミットからの

尾根に出るはずだった。沢沿いに行くか、右の尾根沿いに行くの

がいいか。私はその後、幾度となくこの地点からキー・サミット

を目指し、自分なりのルートを描いていった。沢の合流点から先

は次第に水量が減り、しばらくは沢沿いで歩けるが、度々の氾濫

で倒木や崩れた斜面も多い。ある時は沢を避けて、右側の支尾根

を目指してブッシュをかき分け登ってみた。上部には森林限界上

のすっきりした尾根が見えるものの、途中の灌木帯にすぐに行く

手を遮られる。何しろニュージーランドのブッシュウォークで

は、森林限界上の灌木帯ほど手強いものはない。へ―べ Hebe と

呼ばれる灌木を中心に、すきまなくビッシリと詰まっているよう

なところは、そこを乗り越えるのに膨大な労力と時間を要する。

そのうえ、堅い葉先に強力なとげを持ったスパニヤードという厄

介なやつが混じっていると、さらに難渋する。へベとの太格闘の

末、ようやく尾根の草原帯に飛び出すが、これはまだ下の方の支

尾根で主稜線に出るにはかなり遠回りであることが分かった。 

次に訪れた時には、今度は左側の森から主稜線を目指すことに

した。確かに森の中は鹿道もたまにあり、それを見つけるとかな

り歩き易い。しかし、鹿が作った道というのは、自分の目的のた

めの道ではないから、慎重に辿っていかないと、とんでもない方

向に行ってしまう。時にはその鹿道をそれて森のブッシュをかき

分けさらに上へと登っていく。ニュージーランドのブナ原生林に

は、シダや様々な低木が混じっている。シダをかき分けて歩くこ

とは比較的容易だが、ブナの若木や低木が密生しているようなと

ころは、殆ど立ち入り不可能な壁となってしまう。できる限り密

度の薄いブッシュを探して、右に左へと道を切り開きながら進ん

でいくのである。そんな時にも、やはり鹿道が一番頼りになる。 

鹿は自分が一番歩き易いと思う道を作るのだから、それを辿るの

が一番だ。猛烈なブッシュに行く手を遮られた時、「鹿ならどう

する」と考える。時には四つん這いになって周囲のブッシュと地

面を眺めてみると、壁のようなブッシュの中に僅かな空間が見つ

かり、その下にかすかな鹿道を発見することもある。そんな時は

その空間に頭を突っ込み、ブッシュをかき分けていくと、再び歩

き易い鹿道に出ることもしばしばある。またある時はブッシュの

突破をあきらめて、大きく迂回しながら尾根を目指すと、再び別

の鹿道を見つけることもある。森林限界を目指す鹿は、ブッシュ

が密生する斜面よりも、より歩き易い尾根を選んで道を付けるも

のだ。より確かな鹿道を見つけながら、森林限界を目指す。これ

はニュージーランド原生林ウォークの鉄則といえるだろう。 

こうしたブッシュウォークを安心して体験できるのも、熊や蛇

など危険な動物がいないため。これは日本でもまた世界中のどこ

でも絶対に体験できないニュージーランドならではのメリットと

いえよう。その代わり、道なき道を歩くということは、すなわち

迷うということにもつながる。しかし、いくら迷っても安心して

（熊や蛇の危険なく）迷えるというのもまた、ニュージーランド

なればこそ。私はこの特権を最大限に生かし、これまでどれほど

のブッシュウォークを体験し、森をさまよい迷ったことか。 

ともあれ、２度目のカスケード・クリークで辿った森コース

は、何とか森林限界に抜け出したものの、そこから上は、険しい

崖尾根が続き、一般人を連れてくるには危険すぎると判断、ルー 
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ト作りは断念となった。というわけで、やはり沢沿いのルートが

最短ということで、以後は沢沿いのルート探しを繰返した。３度

目の挑戦ではあくまでも沢を忠実に辿ってみようと思った。 

以前難渋した地点から、いったん森の高巻きルートに入ってから

すぐにまた沢に下り、できる限り沢沿いに登って行った。確かに

度々の洪水で沢は荒れ放題、倒木や崩れも多かったが、それを何

とかくぐり抜けると、再び歩き易い河原の道に出ることもしばし

ばだった。時には、崩れやすい斜面を歩くよりも、水の中を歩い

た方が、足場は安定して歩き易い。草原帯になると、今度は兎が

作ったかすかなフミアトはブッシュの中へ、そして再び上流の草

原帯へと続いていた。いったん沢から離れ、森に入ると、今度は

鹿道を辿り、すぐにまた沢に戻る。そんなことを繰り返しなが

ら、さらに沢の上流を目指す。気がついてみると、いつの間にか

沢の水はなくなり、源頭部の草付を歩いていた。これまでさんざ

ん苦労して登りついた上部の尾根に至る最良のルートは、こうし

て３度目の正直で完成したのだった。 

主稜線に出てからの尾根道は、長い忍耐とルートファインディ

ングに苦労したこれまでの登りとはうって変わって、明るく楽し

い草原帯の縦走となる。しかしキー・サミットから続く単純な尾

根と思っていたら、実は２重にも３重にもなっている複雑な稜線

で、ただ北を目指せばよいというものではなかった。もちろん縦

走路といえるような山道など一切なく、目標とする次のピーク目

指して一直線に進めばいいというわけにはいかない。最短距離と

思って進んだら、深いブッシュにもがき、歩き易い尾根道を辿る

と方向違いの崖に行きづまる。とにかく目と直観を頼りに歩き易

いところを定めながら進まないと、とんでもない体力と時間のロ

スとなる。天気がよく視界が利いているときでさえ、ベストルー

トを探すのは困難なほど、この尾根歩きは奥深いのだ。自分一人

で歩くなら、どんな歩き方でもいいが、人を連れていく場合はそ

んな訳にはいかない。こんなに長く、時間もかかる難コースであ

るから、最短のルートで体力の消耗も最低限に抑えねば、一日で

歩くことは不可能となる。だからここを案内するには、ガイドの

力量を最大限に発揮して、真剣勝負で臨まねばならない。 

そのことが、このカスケード・クリークの価値を一層高めるこ

とになり、その後、コロミコ・トレックの最上級のウィルダネ

ス・ウォークとなったのである。体力の有り余る若者から、一般

の山歩きツアーの年配者まで、そしてスタッフの研修、修行の場

として、どれほどの数を歩いたことだろう。今振り返ってみる

と、このコースを歩いた時は、悪天の方が多かった。視界のきか

ない稜線でのコース判断、風雨の中の寒さは、まさに修行に相応

しい究極のウィルダネス・ウォークであり、それがカスケード・

クリークであったのだと思う。 

 

■20 年ぶりのカスケード・クリークも大氾濫 

 2019/20 シーズンのニュージーランドは悪天候の連続で、各

地で大雨による災害に見舞われた。フィヨルドランドでも各地の

登山道も一部寸断され、ミルフォ―ドトラックやルートバーン・

トラックのガイドツアーシーズン中の殆どの期間（1 月から 3

月）中止なってしまったほどだ。また南島一番の観光道路・ミル 

フォード・ロードも閉鎖となってしまった。カスケード・クリー

クが 20 年ぶりに大氾濫、道路を寸断してしまったためだ。 

そのため、カスケード・クリークから先は行けず、ミルフォー

ド・サウンドをはじめ、主なトレッキングコースは歩けなくなっ

てしまったという訳だ。そのお陰で我がコロミコ・トレックが手

配代行している各社のトレッキング・ツアーもメインのガイドウ

ォークがキャンセルとなり、大混乱の状態となった。本来そうし

たツアーや個人客に対しては予約のみ、又は現地でのアシストの

みという仕事で、平野ガイド自らガイドすることはなかった。し

かしその頃大自然ウォークのツアーは全くなかったのでテ・アナ

ウにいた私は、キャンセルとなった 4 泊 5 日のツアーを自らのガ

イドと手配で変更プランを考え、代行することができたのは不幸

中の幸い？といったところか。 

そこでミルフォ―ドトラックやルートバーントラックに代わる

日帰りハイキングを考えることになるが、キー・サミットをはじ

め、カスケード・クリークから北にあるコースは一切できない。

ミルフォ―ドトラックの日帰りグレイドハウスも登山道不通で

没。とにかくテ・アナウから北、ミルフォード・サウンドまでは

全て行くことはできない。だからどれほど多くの観光ツアーやト

レッキング・ツアーがダメージを被ったか計り知れない。 

皆代行プランがお手上げ状態、歩くことも訪れることもできず、

クイーンズタウンやテ・アナウにまる 4 日間滞在、突然の不運に

ただ辛抱のみ、殆どの人が残念なニュージーランド体験に終わっ

たことだろう。 

一方、コロミコ・トレックに関わったツアーや個人客はそのダ

メージを跳ね返し、予定以上の貴重な大自然体験ができてそれな

りに満足できたのではないだろうか。フィヨルドランドを知り尽

くした平野ガイドは、北がダメでもマナポウリや南の方面にいく

らでも大自然ウォークのスポットがあることを知っている。モニ

ュメント、ハウロコ、ボーランドサドル、そしてケプラートラッ

クのシャロウベイなど、天気によってベストコースをまる 4 日間

案内、すべて大成功で万事メデタシめでたし。 

ともかく、予定していた幾つかのツアーを無事催行でき、キャ

ンセル料の返金もなく何とかシーズンの収支も繋ぐことができた

のは天の助けというものか。それに今シーズンの平野ガイドツア

ーはほんの少ししかなく、大赤字になるところを、この非常事態

の臨時ツアーのお陰で、テ・アナウ滞在の価値を見いだせたこと

も正に天の助け、災い転じて福となす、転んでもただは起きぬ平

野ガイドの真骨頂を発揮できた素晴らしいシーズンとなった。 

そんな訳で、このシーズンにミルフォード・サウンド方面に行

けたのは、ミルフォード・ロードがクローズする前、１月上旬の

1 回のみ。以後、2 月末までテ・アナウから北に行くことは一切

なかった。そして 3 月のツアーもキャンセルとなったので、私は

予定より早い 2 月末に帰国することにした。そこでテ・アナウを

発つ前に、一度カスケード・クリークの様子を見に行ってみよう

と思い、久しぶりにミルフォード・ロードを車で北上した。やは

りカスケード・クリークの橋の向こうは依然通行止めであったが 
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手前左のレイクガン・ネイチャーウォークまでは被害なし。私は

そこの駐車場に車を止め、カスケード・クリークの沢の様子は如

何にと、氾濫した沢を途中まで歩いてみることにした。 

これまでこのカスケード・クリークは度々氾濫したが、どんな

に荒れ果てても一旦収まれば沢は落ち着き、どこかは歩けるもの

だ。今回のカスケード・クリークの荒れ様は、さすがにかつてな

いほどすさまじいもので、当時は楽に旧道をたどれたダム跡まで

の部分も、殆ど昔の道は跡かたなく埋っていた。しかしこれもこ

の荒れ沢が大昔から繰り返してきたいつものこと。私はかつて氾

濫の度に歩いたように、より歩きやすいルートを判断しながら沢

を何度も渡り返して上流へと歩いて行った。 

ダム跡に着くと、昔からあったポッサム道への入口は無事だっ

た。今回はそれほど時間を取れないので、せめて支流の分岐あた

りまでとして、周辺の荒れ具合を見てみようと思い、さらに本流

沿いに歩いて行った。やがて沢は次第に傾斜を増し、ようやく明

るい広河原に出たので、しばし休憩。「それにしても支流分岐ま

でこんなに急な登りはなかったはずだが」以前は支流への分岐は

もっと近かったはずだし、15 年のブランクはカスケード・クリー

ク歩きの勘が大分薄れてしまったようだ。何のことはない。沢の

様子が大分変っていたので、いつの間にか分岐を過ぎて本流を詰

めていったに違いない。 

ようやく状況が理解できた私は、右側の森に入り下って行く

と、やはりそこにはかつて尾根への最短ルートの支流分岐があっ

た。この合流点も大分埋ってしまったので、気が付かずに本流を 

直進してしまったようだ。私は納得して、かつてこの場所に出る

一番歩きやすい森の鹿道に再び沢を右に左に渡り返し、ポッサム

道に入り、難なく出発点にもどったのだった。 

 それにしても、間違って到達したあの本流の広河原は明るく、

かつて支流を歩いたルートにはない美しい場所だった。そこから

上のブッシュは意外と薄そうで、もしかしたらそこから尾根を目

指した方が、支流を遡行するよりも楽で楽しいかもしれない。し

かし今後再び新ルートを開拓する意味もまた時間もない。コロミ

コ・トレック最高級のカスケード・クリーク大自然ウォークは 15

年前までの数々の思い出としてしまっておくのがいいだろう。 

 私はシーズン最後の山歩きに大いに満足して、その 3 日後に

テ・アナウを後に日本へ帰って行った。 

▲レイクガン・ネイチャーウォークは被害な

し。レイクガンの森は屋久島の「もののけの

森を遥かに凌ぐ原生の苔が森一面覆い、苔む

した赤ブナの巨木が林立するフィヨルドラン

ドならではの原生林ウォークを手軽に楽しめ

る平野ガイドお気に入りのスポットのひとつ 

↗ブッシュ・ロビン（NZ コマドリ）：ニュージーランドの森で一番人懐

こい鳥。好奇心旺盛で、すぐ近くまで寄って来る。長い脚と可憐な目         

●九死に一生を得たカムリ 3 回転から奇跡の生還 

カスケード・クリークといえば思い出す、あの悪夢のドライブ。

これもまた U パス大滝の奇跡に匹敵する神体験のひとつだ。これ 

はカスケード・クリークのロッジがまだ健在の 1988 年頃だった

ろうか。その日、クイーンズタウン最古参のガイドで NZ 開拓時代

からの親友 Machiko が、大手旅行社のキーサミット・ツアーに同

行するというので、久しぶ

りに現場で会おうと一人で

出かけた時のこと。 

当時コロミコ・トレック

の営業車は中古のバン 2 台

と相当古いスバルレオーネ

の SW の計 3 台だった。特

注のフロントバンパーを付

けたこのレオーネは使い勝  △ゲートルード谷と氷河峰。ミルフォー  

手が良く、長年愛用してい  ド・ロード後半部分はスケールの大きな 

たが、そろそろ限界という   字谷の風景を眺めながら爽快なドライ 

感じだった。そこでコロミ  ブが続く。絶景スポットで休みながら 

コ最年長のスタッフに超各  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

安で譲り、格段に性能のいいカムリを日本からの中古輸入社から新

たに購入、さらに実用性は高まっていた。 

私はその日、通いなれたミルフォード・ロードを上機嫌でぶっ飛

ばし、キー・サミットの登山口 The Divide を目指していた。80 ㌔

のロングドライブとはいうものの、何しろニュージーランドの一般

道の制限速度は 100 ㌔なので、登りのワインディイング・ロード

や細道はあるものの、1 時間ほどで着いてしまうのだ。ニュージー

ランド南島には今なお高速道路は殆どないが、一般道で 100 ㌔、

しかも渋滞なしなので快適なドライブが楽しめる。（この国では車

が前に 2 台以上連なっていると渋滞という。早い車は先に行かせ、

100 ㌔以下で走る遅い車は素早く追い越し、常に一人で走るとい

うのがニュージーランド・ドライブの鉄則（私のか？）なのだな。 

ただし、ニュージーランドの道路は日本のそれよりも幅が狭く、

舗装部分も狭い。少しはみ出すと砂利になるところも多いので、特

にコーナーでは注意が必要だ。だから直線で 100 ㌔以上で飛ばし

てもカーブでは必ず充分原則することが大切だ。そのため主なカー

ブには必ず注意速度標識がある。制限速度表示は一般道 100 ㌔、

街中では 30～80 ㌔など０が基準で、注意速度表示は６５，７５

など５の数字が基本となっている。２５カーブは超ヘアピンカーブ

という訳だ。だからその数字を見てカーブの度合いが分かるので、

直線で飛ばしてもその標識に注意してその都度充分な減速をする。

それがニュージーランド・ドライブの鉄則なのだ。 

しかしその頃の私は、そんなことはおかまいなしに感覚で運転し

ていた。フィヨルドランド国立公園に入り、ミラーレイクを過ぎて

間もなく、そろそろカスケード・クリークが近づき右に登りになる

あたりでそれは起こった。一体何でそうなったか全く記憶にないが、

右にハンドルを切り登りにかかったとたん、エンジンの回転数が急

に上がり、一瞬のうちに左側の路側帯に乗り上げ、あとはなすがま

まの状態となった。車は 1 回 2 回、そして 3 回ほど回転して天地

逆の状態で止まった。頭は下向きだったが、シートベルトのお陰で

何とか体は無事のようだ。ドアをこじ開け外に出てみて初めて事の

重大さ、危機一髪のところで助かったことが分かった。 

車が落ちた左側の斜面は急な崖になっていて、3 回転した車は上

部のブッシュに 3 分の 2 ほど引っ掛かり、微妙なバランスでかろ

うじて転落をまぬがれたきわどい状態だった。重いエンジン部分が

上側だったから良かったものの、もし前後が逆だったらその重さで

間違いなく谷底まで転げ落ちていったに違いない。 

逆さになったトランクルームを開けると、中の荷物がドサッと落

ちてきた。ザックは無事だったが山靴はかなり潰れ、如何に衝撃が



強かったことが分かる。「早く事務所やガレージに連絡をしなけれ

ばいけないし、キー・サミットにも行かねば。」と呆然と立ち尽く

していると、1 台の車が止まり「大丈夫か」と車まで下りてきてく

れた。まさに絶好のタイミングで天の助けが来たもので、私はその

親切な人の車に乗り込み、カスケード・クリークのロッジまで乗せ

てもらうことができたのだ。この先の経緯は定かでないが、ともか

くロッジで電話を借りてテ・アナウの事務所とガレージに電話して 

車を回収する手配を頼むことができた。その後、車のことは任せっ

ぱなしで、ロッジオーナーの車に乗せてもらい、ディバイドへ。そ

して何もなかったかのようにキー・サミットで友人と会えたという

何ともノー天気な性格の私であったことよ。それにしても車は使い

物にならなかったとはいえ、何よりも体が無事だったことは本当に

有難いことだ。天の神にただただ感謝…。 

 翌日、テ・アナウのガレージの修理工の Mark を訪ねると、長年

の付き合いの彼が、保険などの後処理をすべて迅速に行ってくれた。

車は全損、そしてかかっていた保険にはサバ読んで＄7,000 とし

ていたので、ほぼ全額出るという。細かいチェックもなしにそんな

ことがいとも簡単にできたのが、あの頃古き良き時代のニュージー

ランドだった。買ったのは$4,000 だったので、カムリをさんざん

乗り回して＄3,000 もらったようなものだ。後日、私はこの資金を

元に、その後長きにわたり我が山旅ドライブの愛車 4 駆のエスクー

ドを手に入れたのだった。 

 ニュージーランドではプレートナンバーは 6 文字好きな数字文

字を選べるので、  YOICHI としたので何かと分かりやすく便利だ

った。ただしこれは一目で分かり覚えやすいので、交通違反などの

時は逆に不利となることもある。ニュージーランドでは通報という 

システムがあり、日本のそれよりも遥かに実効性が高いのだ。この

馬鹿話はいずれまたとするが、このプレートのお陰で、テ・アナウ

の事務所に町のポリスが何度訪ねてきたことか。 

 ともあれ、この愛車は

ニュージーランド中を

走りまくり充分使命を

全うした後、遂に廃車と

なったが、そのプレート

は今なお我が家の作業

場の壁に貼ってある。 

▲我が家の作業場の壁に懐かしのプレート 

●エピローグ：2019 年 3 月の日本はコロナ禍の始まりだった 

 私が 2 月下旬にニュージーランドを発つ頃、この国ではコロナ

に対する注意などほとんどなく、日本に帰って初めて深刻な問題

になりつつあることを知ったのだ。しかしその後 3 月になると、

ニュージーランドでも規制が厳しくなり、出入国の際もかなリ厳

しい規定が設けられたようだ。私は帰国を早めたお陰で、何の規

制にも会わず良かったというものだ。もし予定通り 3 月半ばまで

ニュージーランドにいたらどうなっていたか、本当によかった。 

 この幸運を思い出す度に、かつて 3.11 のニュージーランド大

震災の時を思い出す。今から丁度 1 年前、2011 年のツアーシー

ズン中、私はいくつかのハイキングツアーガイドのためテ・アナ

ウをベースに南島各地を周遊していた。当初の予定は 1 月から 3

月下旬までを予定していたが、以前から決まっていたグループが

急にキャンセルとなってしまったので、急遽 3 月 11 日に帰国す

ることになった。クライストチャーチを早朝出発して、オークラ

ンド乗り継ぎで成田に夕方着。空港に到着してから何だか空港内

がざわついているので聞いてみると、その日にニュージーランド

で大地震があったとのこと。その後のニュースで地震はクライス

トチャーチが震源で、時間は 12:51（日本時間午前 8:51）。何

と私の乗った飛行機がオークランドを飛び立ち、太平洋上を飛ん

でいる時に地震があったのだ。その後、クライストチャーチ空港

は閉鎖され、しばらくの間すべての航空便は運休、市内中心部は

崩壊状態で、ホテルやレストランも復旧不可能な状態になってし

まった。その時にニュージーランドに滞在中のツアーはさぞや大

混乱に陥ったに違いない。 

もしこの時、初めの予定通り、私のガイドする南島周遊のツア

ーが実施されていたら、クライストチャーチのホテルも泊まれず

またニュージーランドから出ることもできなかったことだろう。 

雅に間一髪のところで救われたというもので、これもまた神の有

難いお導きを実感する有難い体験の一つとなったのである。この

時、キャンセルとなったグループもまた幸運だった。翌年にリー

ダーの怪我も治り、再度挑戦、平野ガイドのニュージーランド大

自然ウォークを存分に楽しむことができたのだから。 

…TO BE CONONTINUED…乞うご期待… 

▲コロミコ・トレック OUTDOOR OFFICE 

2019 年 1 月にオープンしたコロミコ・トレック夏季事務所。テ・アナ

ウ Lakeview Kiwi Holiday Park 内の West Arm ブロック、キッチン前の

フロアースペースの半分をもらってオリジナル・オフィスを作ったもの。 

ツアー参加者はホリディパーク内のモーテルロッジに宿泊なので、集合種

発その他便利。設備の整った共同キッチンも自由に使える。 

◀テ・アナウ・ホリディパ

ークはテ・アナウ湖の南

端、広大な敷地を快適設

備のキャンプ場。テント、

キャビンからロッジ、モ

ーテルまで幅広い宿泊施

設を備えている。 

 

☆屋久島ウコンの里「屋久島ウコン 753 入荷しました！☆ 

☆ウコンを飲んでコロナを寄せ付けない免疫力を高めよう！☆ 

大自然のパワー溢れる屋久島の土

で育った屋久島ウコンは、日本一

高品質の健康食品です。「屋久島

ウコン 753」は自然治癒力を高め

る【春ウコン７：紫ウコン（ガジ

ュツ）5:クスリウコン３】という薬

効成分を最も効率よく機能させる

配分。薬ではありませんが、大自然の力を実感で

きる最強のサプリメントです。 

●【屋久島ウコン 753】３００g 

 ３００粒ｘ2 袋：\7,000 ４袋：\13,000  

＊食後１回 4 粒、１日 4～8 粒が目安。 

 (１か月\1,300～\1,400) 

●ご注文はコロミコ・トレックまで☎✉で 

 ■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.jp 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne

