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白神山地を中心に東北の様々
な山を案内する女性ガイド。
もちろん白神山地についての
知識も豊富で、様々なことを
教えてくれる。実は20歳の
娘さんの母親。ウソでしょ!?

青森側の白神山地への入り口に
ある西目屋村は人口１３００人
ほどの小さな村だ。
しかし、
紅葉
のシーズンともなれば、白神山
地に残されたブナの原生林を目
的にした観光客で大いに賑わう。
今回は西目屋村から車で 分

ほど走った津軽峠を起点に「高
スタート地点から歩きだすと

倉森自然観察歩道」を歩く。
すぐに推定樹齢４００年という
ブナの巨木、通称「マザーツリ
ー」に辿り着く。大きく枝葉を
広げ、どこか優しい佇まいは、

今回同行してくれるのは、白

神山地をメインに活動している

女性ガイドの渡邊さん。

「今回は私たちが勝手にファザ

ーツリーと呼んでいる木まで行
ってみましょう」

しばらく歩くと、そこはまさ

にブナ天国。原生林らしい、不

揃いなブナたちが自由に枝を伸

「ブナの紅葉って、ちょっと淡

西目屋村にある「白神山地
ビジターセンター」は、白
神山地の歴史や情報はもち
ろん、ブナについて色々と
学べる場所だ。事前に立ち
寄れば、より一層、ブナの
森歩きを楽しめるのだ。

い感じで、押しつけがましくな

112

製版者 訂正回数

都甲

白神山地ガイド会
渡邊景子さん
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今月の マドンナ

たしかに「母」の名がふさわしい。

青森県

まずはビジターセンターで
ブナについてのお勉強

色

その21
60

ビーパル１２月号
12619811

実はその が青森県に属すると

とはもちろん知っていたけど、

白神山地が世界遺産であるこ

ご当地のマドンナ が
案内する最旬の外遊びガイド

いうことは、今回初めて知った。 ばしている。紅葉も今が見頃。
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日本全県
アウトドア巡り
」
。
世界
、キ
ゴの
。

青森県と秋田県にまたがる白神山地。
世界自然遺産にも登録さ
にし め や
れている、
世界有数のブナの原生林だ。
今回は、
青森県側の西目屋
村を拠点にして、
紅葉シーズン真っ只中のブナの森を歩く。
そこ
は黄金色に輝く、
とても神秘的な場所だった。

める

（青森県・西目屋村）

はゆ
。
途
った
たり
ただ、
があ
た！

黄金色に輝く秋の白神山地
ブナの原生林トレッキング

辿り着いた名もなき巨木は
白神山地の生き字引だ

紅葉はもちろんキノコや岩木山も！

道中は見所がたくさん

車から数分で行けるマザーツリーも圧巻だっ
たけど、このファザーツリーは、さらに大き
い。周囲５メートル近くあるのだ。樹齢４０
０年を超え、かなり年老いてきているとはい
え、まだまだ健在。大きな洞の中を覗き込め
ば、生命の神秘を感じることができる。ブナ
の森を見守り続けた長老にご挨拶。

先月竣工の津軽ダムは
ツアーなども開催予定

紅葉シーズンは新そばの季節でもある。
「ビー
チにしめや」
は、
打ち立ての蕎麦や、お土産コ
ーナーがある村の中心地。西目屋村で採れた
ハチミツをかけていただくジェラートも絶品。
ちなみに「ビーチ」は英語でブナという意味。

古い民家を改装した「カフェ・ルーラル」
。
ギャラリーを兼ねた洒落た雰囲気の中、世界
一になった焙煎家が手がけたコーヒーや、キ
ノコたっぷりのカレー、ふわっふわタマゴの
オムライスなどをいただくことができる。

ビーチにしめや
住 青森県西目屋村田代神田219-1
○
☎0172
（85）
2855

カフェ・ルーラル
住 青森県西目屋村田代神田166-3
○
☎0172
（85）
2213

青
れて
村
は黄

隠れ家カフェ

☎0172
（55）
0090

ま
ブ

森歩きを楽しめるのだ。

い感じで、押しつけがましくな

くて良いですよね」

先ほどから、綺麗 ！ を連呼

して、すっかり少女の瞳になっ

協力／西目屋村役場、
白神山地ガイド会

ている渡邊さん。

「上ばかりじゃなくて、下にも

そういって、
指差した先には立

お宝がありますよ」

派なキノコの姿。
マイタケやブナ

たくさん生えているのだという。

ハリダケなど、
美味しいキノコが

そして歩くこと約１時間半。

「まさにリアルきのこの森
（笑）
」

撮影／小倉雄一郎

ついに目的地であるファザーツ

リーへ到着。先ほど見たマザー

ツリーよりもひとまわりほど大

きく、確かに父の貫禄だ。

日本中探しても、なかなかいな

※構成／櫻井 卓

「こんなに立派なブナの巨木は

渡邊さんがまるで自分のこと

いんじゃないかな」

のように嬉しそうにいう。

「春も綺麗なんですよ。新緑が

パーッと輝いていて、それはそ

れは清々しくて、
格好良くて、
そ

渡邊さんの自慢の父親紹介は、

校了…◯◯

れでいてどこか優しくて……」

３…森田

まだまだ続きそうなのだ。

２…森田
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焙煎世界一のコーヒーを楽しめる

地の物が美味しい！

10月に竣工したばかりの津軽ダムは、
ダムマニア殺到の人気スポットだ。
今後はダムツアーなども開催予定と
のこと。
「ビーチにしめや」では、
ダムカレーなるものも発見。

113

新そばにハチミツ

（青

広げ、どこか優しい佇まいは、

１…都甲

DEC

今回歩いた高倉森自然観察歩道はゆ
っくり歩いて約4時間ほどの行程。
途
中には岩木山を望める場所があった
り、
キノコがいたる所に生えていたり
と、紅葉以外にも見所が多い。ただ、
下山ルートはかなり急。ロープがあ
っても滑るくらい急。
舐めてました！

黄
ブ

ビーパル１２月号
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２…森田

３…森田

校了…◯◯
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再現されたマタギ小屋も

目屋渓谷の中には

真空断熱スープジャー／ＪＢＱ
３-００ ０・３ℓ ４５００円 Ｊ
ＢＱ ４-００ ０・４ℓ ５０００円
扌スープジャーポーチ／ＲＥＢ ００３ ０・２５〜０・４ℓ用 ２
０００円
扌

色

白神山地は、もともとマタギや炭焼き職人の仕事場だった
場所。いまではそれを受け継ぐ人は減ってしまったが、こ
の目屋渓谷には、当時のマタギ小屋や炭焼き小屋を再現し
て展示している。目屋渓谷入り口にはサル避けの門がある
が、出入りは自由。

１…都甲
DEC

0342

紅葉も美しい目屋渓谷は、今回案
内してくれた渡邊さんもよく訪れ
る静かな場所。フッとひと息いれ
たいときには、ここでボーッと過
ごすのが最高のリフレッシュ方法。
岩谷観世音は岩窟を利用した神社。
真空断熱ケータイマグ／JNL-402
0.4ℓ 6000円
岩木川の上流に位置する
西目屋村は水も美味し
い！ 暗門の滝への入り
口では、湧水を汲むこと
もできる。この水を活か
した西目屋産の
「山助」
と
いう日本酒は、
まるで水の
ように飲めるスッキリ系。

12619811

目屋渓谷＆岩谷観世音
白神山地の水が美味！
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提供／サーモス http://www. thermos.jp/

静寂に包まれた
美味しいお米とお酒を育む

周りを雄大な自然に囲まれた西目屋村には、
いたるところ
に自然を楽しめる場所が存在する。
紅葉が美しく、
最近ハ
ヤブサが巣を掛けたという目屋渓谷や、
白神山地の核心
部に位置する暗門の滝などなど。
ちなみに核心部への立ち
入りが許されているのは、
青森県側のみ。
歩道などは整備
されていなくて、
かなり上級者向けのコースなんだとか。
空気も美味しいし、
人も温かで、
移住者の受け入れにも積
極的。
うーん。
住みたい土地上位にランクインしたかも。

西目屋村の注目スポット
白神山地だけじゃない

