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【日光けっこうだより Vol.17・日光自然ガイドさん紹介】 より詳細内容 

 

          玄
げ ん

梅
ば い

さんに大好きな日光の自然について熱く語っていただきました。 

笑顔がステキな玄梅さん 

 

 

 

 

 

 

 

 登山を楽しむ玄梅さん 

 

  

冬の雲竜渓谷奥の黒岩瀑に向かう玄梅さん 

Q1:自然ガイドのお仕事はどのくらいされているのですか？ 

A:登山歴は 62 年で、NIC（日光インタープリター倶楽部）に入ってからは約 20 年です。その前に登山、ハイキングガイドをしていたので

25、6 年になりますかね。自然と史跡の両方を案内することができます。日本スポーツ協会の上級指導員（現在は資格名称がコーチ 2）

の資格も取りました。 

 

社会人時代は、古河電工日光事業所に入社して 2 年間は完全寮生活でした。休日にはよく日光の山に登山をしに行っていました。 

教育の一環として奥鬼怒へ三泊四日の強歩訓練もあり、清滝～いろは坂～金精峠～根名草山～八丁の湯～鬼怒沼往復～金精峠

～清滝と全コース徒歩で参加しました。 

 

現在は、登山のガイドは 80 歳近くとなり活動もやや少なくなってきたことと、65 歳の時に軽い脳梗塞を患ってからは低山の登山やハイキ

ングが主な活動になってきています。 

教えて！玄
げん

梅
ばい

さん！！ 
日光生まれの日光育ち。 

自然と共に人生を歩んできた自然ガイドのスペシャリスト！ 

玄梅さんに大好きな日光の自然について熱く語っていただきまし

た！ 

🍁 🍂 🍁 もくじ Q＆A 質問内容 🍁 🍂 🍁            

Q１:自然ガイドのお仕事はどのくらいされているのですか？ 

Q２:玄梅さんが自然ガイドになったきっかけは何ですか？ 

Q３:子供のころは日光でどんな自然の遊びを楽しんでいましたか？ 

Q４:お気に入りの日光エリアはどこですか？ 

Q５:お気に入りのハイキングコースはどこですか？ 

Q６:一番好きな日光の季節はいつですか？                       

Q７:その季節のどんなところが好きですか？                              

Q８:大自然の知恵などあれば教えてください。 

Q９:今まで行ったなかで一番感動した日光の場所はどこですか？             

Q10:そこではどんな思い出がありましたか？ 

Q11:紅葉の季節のマイベストスポットはどこですか？ 

Q12:玄梅さんのように上手に自然の写真を撮るコツを教えてください。 

Q13:おいしく野草を食べるポイントは？ 

Q14:森の動物たちと自然の中で仲良く暮らすには？ 

Q15:ドキッとしたエピソードはありますか？ 

Q16:玄梅さんのお気に入りの花は何ですか？ 

自然のこと 

なんでも聞いてね！ 

俺に 

ついてこい！ 
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Q2:玄梅さんが自然ガイドになったきっかけは何ですか？ 

A:半世紀前？小学 4 年の生の時、同級生と 2 人で男体山に登った時に見た、あのご来光の素晴らしさが今でも目に焼き付いていて、 

それから登山が病みつきになりました。 

 

34 日間をかけて海外の山（ムスターグ・アタ 7546ｍ）に行った時のガイドの影響で、定年退職後は、日光でガイドをしてみたいと強く

意中に有ったことがきっかけの一つでしょうか。 

 

定年退職前は東京に単身赴任中でしたが、毎週日光に帰る車中から日光連山を見るたびに、雄大で素晴らしい自然を持つ日光を 

他の人にも広めたいと常々思っていました。定年退職後には、古河電工日光事業所の山岳部にいた経験をさらに活かし、山岳ガイド、 

山岳案内、ハイキングガイドも経験しました。 

 

山岳部の先輩の室井さんを通して山崎さんから誘いがあり、NPV（日光パークボランティア）に入り戦場ヶ原の自然を知りました。 

そして NIC（日光インタープリター倶楽部）にも入会したわけです。 

アウトドアの楽しみですかね。動植物を含む奥日光の自然を覚えることに夢中になったことは、負けず嫌いの性格も高じて現在大変役立

っています。 

 

NIC（日光インタープリター倶楽部）で、初めて６年生の子供達のガイドをしたときに、ガイドの仕事が自分にとても向いていることを知り

ました。そのことが、現在までガイドを続けていく自信へとつながりました。日光弁でのガイドはいつも子供たちがとても喜んでくれます。     

自然のことをもっともっと知った方が自分のためになると思い、時間があれば奥日光のハイキングコースを歩きつぶしました。          

健康面にも良く、お蔭で今の自分の宝となっています。 

                

男体山と中禅寺湖 ヘリコプターからの眺め                               ダイヤモンド男体 千手ヶ浜にて 

         

34 日間をかけて登った海外の山    中国～パキスタン                           ムスターグ・アタ 7546ｍとカラクリ湖 

朝焼けのラカポシ山 7,788m パキスタン・フンザ村にて 
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Q3:子供のころは日光でどんな自然の遊びを楽しんでいましたか？ 

A:小さいころから魚とりと野山遊びが好きなガキ大将でした。小学校４年～中学 2 年くらいまで、魚とりは霧降川・鳴沢川・赤沢川などで

川止めして、当時から高級魚であったカジカやイワナをとっていました。カジカは一匹 1 円、イワナは一匹 5 円で買ってくれる人がいたので、 

よく休日になると近所の友達で集まって川止めして魚とりをしたり、山遊びではターザンごっこをしたりしていました。 

 

また、夕飯のおかずになる季節の山菜をとってきては家族に褒められていました。親に教わった食べられる植物の、ワラビ、ゼンマイ、ウリッパ、

ノノヒロに加え、ヤマグリはもちろんマタタビの果実、アケビなどです。 

春から秋にかけては、暗くなるまで遊んだのでよく怒られたことを覚えています。 

 

日光東中学校で、2 年生まではＨＲ時間は教室に行かず小太郎の山で遊んでいました。Ｋ君・Ｎ君と私は三悪で、毎回のように職員

室に呼ばれ、最後は校長室に呼ばれお説教をよく受けたほどの悪ガキでした。（勉強もしましたよ！笑） 

 

霧降には親戚の叔父が小さな牧場をしており、牛糞を肥料とした大根畑も作っていたので、親に連れられ幼児のうちから行っていました。 

小学校高学年は、週末になると一升瓶を大事に持って牛乳をもらいに行っていました。 

 

そこでイワナの魚とりを覚えました。魚とりの帰りは杉の枝の薪拾いも経験し、親に喜ばれました。収穫時は大八車
だいはちぐるま

に大根を積んで、 

その上に乗って暗い夜道を帰ってきたことも覚えています。 

 

山遊びでは、山菜やきのこ、野イチゴ、山ブドウ、アケビ採りなどを楽しみました。この経験が、現在のガイド説明にも活かされています。 

他には下駄飛ばし、めんこ、ベーゴマ、かちん玉遊び、缶けりなどをして遊びました。冬は、雪を固めての手造り竹スキーや、手作りリンクの 

雪上ホッケーも遊びの一つでした。子供のころ怪我無く元気に遊んだことが現在にも活かされていると思います。 
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Q4:お気に入りのエリアはどこですか？ 

A:ホームグランドにしている戦場ヶ原の四季と湯元温泉ですね。登山を主としていた頃は奥白根山と太郎山には数えきれない位 

登っていました。そして下山した後は、温泉に浸るのが何より楽しみでした。 

 

霧降エリアで行くとすれば、丁字ノ滝、玉簾ノ滝、マックラ滝の霧降隠れ三滝めぐりかな？昔は今のようにヒルはいなかったです。 

 

あとは切込湖・刈込湖や小田代原から千手ヶ浜のコースが大好きでした。55 年栃木国体山岳競技の役員で千手ヶ浜の副村長と選手

の輸送係を担当したこともあります。 

 

千手ヶ浜の浜辺で昼寝をしていて寝過ごしたこともありました。暗くなってしまい、仙人の伊藤さんにお世話にもなりました。 

今も仙人の子供の伊藤さんとはお付き合いがあります。 

 

そして湯元温泉は第 2 の故郷ですね。今はなくなってしまいましたが、南間ホテルのオーナーの自宅が日光にあり、近くだった関係で    

おばあちゃんに連れられ年中泊りに行きました。幼少の頃弱かった身体を湯治で元気にしてもらった記憶が残っています。現在も湯元には

年に 5 回くらいは宿泊しています。（奥日光高原ホテル・湯ノ湖荘＝伊藤さんとの関係で） 

    

冬の戦場ヶ原 霧氷                                   切込湖方面水路 

 

Q5:お気に入りのハイキングコースはどこですか？ 

A:今はガイドが少なくなってしまいましたが、夏～秋は切込湖・刈込湖～光徳のコースですね。 

（湯元温泉から向かうコースでは刈込湖→切込湖の順番に景色を楽しむことができます。） 

コースが長くトイレがないのが欠点なのですが。以前でしたら男女とも藪の中や林の中で用を足していました。 

洋式トイレが普及してからは、子供たちは皆はずかしがってしまい、女性の先生方にも嫌われてしまいました。 

もう一つは、竜頭ノ滝から中禅寺湖畔沿いに千手ヶ浜、足を延ばして西ノ湖のコースですね。 

 

                            

刈込湖                                           切込湖 
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Q6:一番好きな日光の季節はいつですか？ 

A:一年中です。しいて言えば早春か秋ですね。冬の雲竜渓谷は厳冬期には一度は訪れます。今はだれでも行ける感じと 

なってしまいましたが。 

           

男体山とアカヤシオ                                            冬の雲竜渓谷 

          

龍頭ノ滝の春                                          春の神橋 

 

Q7:その季節のどんなところが好きですか？ 

A:奥日光の自然が、四季を通して移り変わる様子がはっきり見られ、味わえるところが好きです。  

特に早春の八汐つつじが山中で咲くころ。やっと日光にも春が来たという季節感は口では言い表せないです。 

冬の雲竜渓谷は地元の山岳関係者だけが味わえる優越感。今は？・・・ですね。 

        

八汐ツツジ 赤白が美しい                                 冬の雲竜渓谷 
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Q8:大自然の知恵などあれば教えてください。 

A: 一例ですが、まずは、案内ガイドの行く先々で、自然から与えられた空気のおいしさ・花々の美しさ・景色の美しさ・大自然の気・ 

パワースポットなどを、自然と向き合いながら感じとることです。そして、各個人の生まれながらに備わった本能的な感性や感覚を呼び起こ

すための知恵を働かせる工夫や、荒天時の対策など自然を逆手に取って生み出す工夫を常に持つことも大切です。結果的には、自然か

ら学ぶ共存共生の知恵でしょうか。大自然からの癒しを受け取り、満足するためには、自分に与えられる現実に対して知恵を出し、試練

を乗り越える事が必要です。 

 

私自身は、知覚動考の 4 文字を 常に頭に置いて活動することに心がけています。 

知覚動考

ちかくどうこう

＝ とも   かく    うご    こう     

（知って）（覚えて）（動いて）（考えて行動） 

 

☝お役立ちポイント☝ 

・緊急事態の時はシラカンバの皮が着火剤となるので暖をとる時に使うと良いです。 

・道迷いの時は、落ち着いて行動し、歩き回らず、最初の位置に戻ると良いです。 

・近間のハイキングであっても、水・雨具・非常食のチョコや飴などは必携です。 

（緊急事態に備えて、ライト、マッチ又はガスライターを持っていくのも良いです。） 

・登山の場合、行先を身内に知らせる・登山届は必ず出す。できる限り単独行動は避けるのが良いです。 

      

 

 

Q9:今まで行ったなかで一番感動した日光の場所はどこですか？ 

A:最初に行ったところ、初めて見る美しい景色は誰でも感動しますが、 

一つは小学 4 年生のときに見た、男体山の山頂でのご来光ですね。寒かったですが。 

もう一つは、60 年前に山岳部に入り初めて行った「赤岩滝」の見事な紅葉と、初めて見る滝の景観に感動しました。 

赤岩滝の登攀での感動と恐怖体験もありました。 

 

 

Q10:そこではどんな思い出がありましたか？ 

A:・男体山の日の出を待つ間の寒さが印象的ですが、大人の人が焚火にまぜてくれてありがたかったのを覚えています。 

そして、ご来光が雲海から出てくる瞬間は、言葉には言い表せない美しさと自然の不思議を感じました。 

現在でも男体山からのご来光の感動は昔と変わりないです。その感動が、山岳部に入ったきっかけです。 

 

・赤岩滝をはじめて見た時です。見事な紅葉と 7 段の滝の美しさに感動しました。以来、年間何度も通いました。  

今でもキノコ採りを兼ねて年に 1、2 回は行きます。 

 

・海外登山の写真をたくさん撮ったことも思い出です。 
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Q11:紅葉の季節のマイベストスポットはどこですか？ 

A:やはり八丁出島でしょう。（半月山展望台から、船で出島周囲、歌が浜から、狸窪等の湖畔から） 

                    

八丁出島の紅葉 

 

 

Q12:玄梅さんのように上手に自然の写真を撮るコツを教えてください。 

A:プロでもないので御恐れたことは言えませんが、アングルを変えて 3 枚は必ず撮影することと、これは良いと思ったらシャッターをきることにして

います。今はデジカメで撮れるので昔のようにフイルムで撮って現像してから判定しなくても良く、保存ができるので多少多めに撮影しても 

削除もできるので便利ですね。 

時間は、早朝か夕方が良い写真が撮れると思います。  

                  

                                                    夕日に染まる赤男体 

 

 

Q13:おいしく野草を食べるポイントは？ 

A:食べられる野草を正しく覚えて、他人の言葉に惑わされないこと。味付けなどは各家庭の料理方法でつくる。 

インターネットなども利用すると良いかも。結構マヨネーズや辛子、ワサビなどを和えた味付けも上手く食べられます。 

食べられる山野草のほとんどは、てんぷらが一番手ごろでおいしくいただけます。 

フキノトウ、山椒、タラの芽、こしあぶらなど、ウドは葉もおいしいです。 

                

※もし遭難をした場合は，尿が出やすいためウドは食べるのを控えたほうが良いです。 

また、体内のものをなるべく出さないようにするために、徐々にベルトを締めていくと良いです。 
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Q14:森の動物たちと自然の中で仲良く暮らすには？ 

A: 人間が、動物たちの生息地におじゃまをする時は、大声を出したり激しい音をたてたりしなければ、相手もすぐには逃げません。そう

いった工夫をしながら観察することが仲良くなるコツです。  

                              

 

 

Q15:ドキッとしたエピソードはありますか？ 

A:川俣に山菜を採りに行ったときの話です。車を止めて下りたら、子熊連れの熊の親子に遭遇し、10m の距離でしばらくお互いににらめっこ

したことがありました。こちら人間の大人が 4 人もいたので熊の方が引き下がってくれましたが、この時はフキ採りも早々にして引き上げまし

た。また、猟師さんから聞いた後談になりますが、親熊は子熊に『人間はこうゆうものだよ』とか『車は危険だよ』など教育をしているそうです。

熊が襲ってくる気配が無いようでしたら人間側は静かに引き下がるのが良いそうです。 

 

先ほど話した、赤岩滝の岩登りの恐怖体験もありました。 

赤岩滝の初ザイル（命綱）登攀でラストを登ったときのことです。打ち込んだハーケン（岩壁の割れ目に打ち込む金属製のくさび）を抜

きながら登っていくのですが、最後に手をかけた岩がぐらついてしまいました。これは大変だ！と思い、先を行く仲間に首部をつかんでもらって

難を逃れたのですが、ぐらついた岩を横に落とした時に、右手小指が挟まれて骨折裂傷をしてしまいました。 その時の恐怖は今でも覚え

ています。そして、今もその時の変形した右手の小指はそのままです。 

       

Q16:玄梅さんのお気に入りの花は何ですか？ 

A:雲竜渓谷の厳しい岩場に咲く可憐な花 「庚申草（コウシンソウ）」です。 

 咲きはじめから、子孫を残す果実のつけ方まで、自分で撮影した記録写真もあります。  

                        ※写真提供：玄梅さん 

庚申草（コウシンソウ）                        ※玄梅さんのコウシンソウ詳細レポートは次のページをご参照下さい。 
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                              日光市山岳連盟 玄梅正明 

梅雨の季節を迎えると一つの楽しみがある。・・・・岩壁に棲む彼女に会えることだ。 

 湿気のある切り立った険岩壁に張り付くようにして、ひっそりと淡い紫色の小さな花を優美に咲かせている姿に会えるとなぜか心が和む一瞬

を迎える。 

 タヌキモ科ムシトリスミレ属の食虫植物で、国の植物レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。明治 23 年（１８９０）に三

好学により足尾の庚申山で発見され、山の名前をとってコウシンソウと命名された。食虫植物として補虫部は葉や花茎でこれらから粘液を

分泌して小さな虫を粘りつけてとらえ消化吸収して自らの栄養分としているといわれている。 

 現在知られている自生地は栃木県の庚申山、男体山、女峰山、雲龍および群馬県の袈裟丸山で標高 1200～2200ｍの垂直な崖

で見られる。  

（知っていますか？） 

花が終わると、厳しい条件下の中で子孫繁栄を願って岩壁の上へ上へと、イナバウワーの（冬季オリンピックで優勝したフィギュアスケート

の荒川静香さんの）姿勢に変えて種付けをする記録を撮影することができました。 

  

 

 

 

 

1）咲き始め→        2）満開時のコウシンソウ（5 ㎝前後の花茎）稀にシロバナも見つかる→ 3）結実（伸びあがる→ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4）結実後一斉に反り返り種付け態勢に（イナバウワー）⇒→→     5）株の位置より上の位置に種を押し付ける 

 

（観察時期 6 月 5 日〜6 月 24 日 撮影記録：玄梅正明） 
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🍁 🍁 🍁インタビューを終えて🍁 🍁 🍁 

 

玄梅さん、今回は大変貴重なお話をありがとうございました。子供時代の話や、自然の知恵の話、海外の山を何十日もかけて 

登った大冒険の話など、普段はなかなか味わえないような壮大なエピソードを盛り沢山聞くことができました。 

 

いつも子供たちの気持ちになって、一緒にワクワクしながらガイドをするのが大好きだという玄梅さん。 

今でも目をつぶってでも案内ができるくらい、いつも目の前に光景が広がっているとおっしゃっていたので、 

日光の自然が本当に大好だということが伝わってきました。 

 

山のスペシャリストだからこそ撮れる、日光の大自然の素敵な写真もご提供ありがとうございます。 

これからも自然のエネルギーと子供たちの笑顔と共に、益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

たくさんの感謝をこめて。  

 

                                                             写真提供：玄梅さん 

                                                                             コウシンソウレポート：玄梅さん 

                                                                             イラスト：いらすとや フリー素材 

 

インタビュー日：２０２１年吉日 

記者：日光弁を勉強中の日光花子 

 

 

日光の自然や史跡のガイドツアーにご興味のある方はぜひこちらをご覧ください。 

                             ↓↓↓↓↓ 

日光インタープリター倶楽部 
インタープリターガイド｜モデルコース｜日光旅ナビ (nikko-kankou.org) 

       

http://www.nikko-kankou.org/model/interpreter/

