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会の山行に積極的に参加し、山を楽しみましょう！ 

新緑の美しい季節になってきました。山では多くの花々が咲き始めました。会でも新緑や花を楽しむ多くの

山行が計画されています。また５月には会員以外の方にも募集をかける岩登り体験会や、6 月  からは夏山

登山セミナーも開催されます。安全登山を普及し事故を防止するという目的で実施するもので、特に夏山登山

セミナーについては、会員の中でまだ受講していない方、実施する講座内容の理解に不安等がある方は必ず受

講するようにしてください。 

会員に登ってみたい山をアンケートで聞いてみると、槍ヶ岳や穂高岳など日本アルプスの山が多く 上がっ

てきます。９月には北アルプスの横尾での集中山行も計画されており、近くには槍ヶ岳や穂高岳などがありま

す。これらを含む日本アルプスの登山を目指す方は、この春から会の山行に多く参加して、また普段から自身

の体力向上を図る運動をするなどしていきましょう。（自身の体力を確認する為に、会として各自が阪急芦屋川

駅から六甲山までのタイムを記録する事となっています。まだの人は早急に実施してタイムを報告ください。） 

また、会では皆さんからの提案の多くの日帰り山行、各種ウォークも計画しています。今後も会員の皆さんか

らの主体的な山行の提案をよろしくお願い致します。  

（大杉 守正） 

 

§1 行事予定表 （2023年 5月～6月） 

と   き 行 事 内 容 地域 ・ 山名 参加者 CL 

5/2(火)～4(木) 春山山行 北ｱﾙﾌﾟｽ 白馬岳   新宮原 

5/3(水）～5(金） 春山山行 北ｱﾙﾌﾟｽ 大日岳   山田 

5/9（火） 平日山行 金剛・葛城 大和葛城山   谷野 

5/10（水） 
北摂ﾄﾚｲﾙ踏査 北摂 大岩ヶ岳～武田尾   大杉 

運営委員会   19:00 東公民館     

5/13(土) 4人一組例会山行 金剛・葛城 金剛山   芝田 

5/13(土）～14（日） 岩登り体験会 六甲 
座学・神戸登山研修所   

中西 
実技・蓬莱峡   

5/16(火） 平日個人山行 奥美濃 伊吹山   石川（慈） 

5/17（水） 定例集会   19:00 東公民館     

5/20(土)～21(日） 例会山行 但馬 氷ノ山（慰霊登山・ﾃﾝﾄ泊）   藤原(稔） 

5/21(日） 岩登り例会 六甲 ｷｬｯｽﾙｳｫｰﾙ   鈴木(圭) 

5/26(金）～28(日） 岩登り例会 四国 石鎚山～子持権現山   中西 

5/27（土） ゆるやま山行（県連自然観察会） 播磨 あびき湿原   堀江 

5/28(日） 岩稜ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ   七種槍～七種山   大杉 
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6/3(土) 新入会員の集い   13：00～ 東公民館     

6/3(土)～4(日） ﾎﾀﾙ観賞会 北摂 百丈岩（ﾃﾝﾄ泊）   中西 

6/4（日） 
ｸﾘｰﾝﾊｲｸ・BBQ 北摂 妙見山   八木 

個人山行 大峰 行者還岳   鈴木（圭） 

6/7（水） 運営委員会   19:00 東公民館     

6/10(土） 4人一組例会 奈良 古光山   堀本 

6/11（日） 
兵庫労山定期総会   神戸市教育会館     

岩登り例会 六甲 蓬山峡（沢登り）   今川 

6/12(月）～13（火） 個人山行 南アルプス 入笠山   林 

6/14(水） 街道・古道をあるく No.2 京都 鯖街道   橋本(健） 

6/15(木） 専門部合同部会    19:00 東公民館     

6/17(土) 夏山登山ｾﾐﾅｰ 座学   10：00～東公民館     

6/20(火） 平日山行 播磨 書写山   谷野 

6/21(水） 定例集会   19:00 東公民館     

6/24(土) 夏山登山ｾﾐﾅｰ 座学   10：00～東公民館     

 

§2 山行案内 

岩登り例会 A 6/25(日)蓬莱峡 
岩登り例会 B  5/21(日)キャッスルウォール、5/26(金)～28(日)石鎚山、6/11(日)蓬山峡 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

春山山行  5/2(火)～5/4(木)     北ア 白馬岳 
     5/3(水)～5/5(金）     北ア  奥大日岳・立山 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

平日山行      ツツジの 大和葛城山 

5/9(火)   山頂一面に広がる満開のツツジを観に行きましょう！ 

集合  9:40 近鉄御所駅 （大阪阿部野橋 8：50発 尺土乗り換え） 

コース 御所駅→葛城登山口→くじらの滝コース→山頂→北尾根コース→葛城登山口→御所駅 

    歩行距離約 13KM コースタイム 5時間 50分 

     ※エスケープルート：山頂→葛城山ロープウェイ→バス→御所駅 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

北摂トレイル再踏破山行    大岩が岳～武田尾 
5/10(水) 大岩岳から武田尾駅まで武庫川河川敷を歩きましたが、ルートが荒れており別のルートを探す必要

がある為です。今回は大岩岳から直接、武田尾駅に行くルートを探します。 

集合  9:00 JR道場駅 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4人一組例会山行           金剛山 

5/13(土） 新緑と”花”の季節に河内/大和を見晴らしながら金剛山を巡ります． 

集合  南海/高野線 河内長野駅 南海バス乗り場 8:30 

南海/難波駅～河内長野駅間，急行（ほぼ 15分おきに運航）利用で所要 29分 

コース 南海バス/金剛山ロープウェイ前 9:30頃出発～伏見林道～寺谷ルート～ちはや園地 11:15頃～展望

台～湧出岳～金剛山頂/広場 12:30頃～南海バス/金剛登山口 13:30頃帰着 

コースタイム 約 4時間，距離：約 7.8km，ランク：Aa（標高差 690m/810m 

山行グレード表示 

 ＜体力度＞                                   ＜技術度＞ 

 A ：10kｍ未満あるいは歩行 4時間未満の歩行ができる体力     a ：一般ｺｰｽで、難しい技術力を要しないｺｰｽ 

 B ：10～20km程度あるいは 4～8時間程度の歩行ができる体力   ｂ ：三点指示や歩行にバランスが要求されるようなコース 

 C ：20ｋｍ以上あるいは 8時間以上の歩行ができる体力          c ：ロープ確保やルートファインディング等総合的な技術力が

要求されるコース 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

個人山行              伊吹山 
5/16(火)  マイカー利用に変更  定員に達しましたので締め切りました。 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

平日山行 高低差地形ウォーク   第 8回 兵庫 

5/18(木) 平清盛の福原京と夢の跡、断層崖に湧く温泉、鳥原立ケ原堰堤・ 

湊川隧道などの土木遺産、旧湊川の天井川跡などを探訪します。 

集合  高速神戸駅改札口 9:30 

コース 高速神戸駅～湊川神社～荒田八幡神社～雪見御所跡～天王温泉跡～湊山温泉～切通し～鳥原貯水池～

夢野八幡～氷室神社～湊川隧道～湊川公園～新開地駅 約 10Km 6時間 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

例会山行        兵庫の最高峰  氷ノ山 
5/20(土）～21(日） 新緑と山菜採りを楽しもう！氷ノ山に逝った仲間の慰霊も兼ねます 

集 合 JR宝塚駅北側あたり 7:30 

コース 5/20ハチ高原で山菜採り～氷ノ山国際スキー場   

キャンプ場（テント設営、慰霊登山） 

    5/21氷ノ山登山（親水公園から周回コース） 

  ※マイカーの提供をお願いします。 

 ※テント泊ですが、オートキャンプのような形ですからテント初心者でも大丈夫です。  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5/26(水)～28(金)        四国 石鎚山 
5/26 土小屋ロッジ白石泊  5/27東稜経由石鎚山（墓場尾根マルチグループ有り） 

5/28 子持権現山（鎖場の山） 

 ※岩経験者または 3,4.5月岩例会参加可能者の条件です。  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ゆるやま山行        加西市 あびき湿原 
5/27(土)    兵庫労山、自然保護委員会の自然観察会行事に参加します。 

集合  10:15 北条鉄道網引駅 

新開地 8:52（神鉄､粟生行）－10:00粟生 10:04（北条鉄道､北条町行）－10:08網引 

コース 網引駅～徒歩 40分～あびき湿原～網引駅  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

岩稜トレーニング      七種槍～七種山 
5/28(日)  夏山登山に向けて、岩場のある山歩きトレーニングを兼ねた山行を企画しました。 

集合  6:35 JR川西池田駅 マイカー利用 

コース 青少年野外活動センターから七種槍、七種山、七種滝の周回コースです。 

コースタイム 5時間 15分  距離 8.6km 登り 851m  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

個人山行     百丈河原(船坂川) ホタル観賞会 
6/3(土)～4(日)  百丈河原（船坂川）にてホタル観賞会をし、そのままテント泊で親睦を深めます。 

集合  16:00 百丈河原(予定)    基本は個人テント 

＊食料は今のところ個人準備。＊集合は百丈河原に 16時予定。 

＊翌日の計画は参加者で相談。＊土曜日のみの参加も OKです。（雨天中止） 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

クリーンハイク＆ BBQ      妙見山 

6/4(日)  初夏の爽やかな渓谷を満喫出来る沢渡りのあるハイキングコース 

集合  9:00 能勢電鉄 妙見口駅 改札口前 

コース 妙見口駅発⇒旧長尾街道を北上⇒9：30初谷橋・奥橋⇒初谷渓谷コース登山口⇒10：00最初の沢渡り

⇒10：40初谷出会⇒11：30妙見山境内⇒12:30ふれあい広場(解散)  

    持参物：火ばさみ、ごみ入れるビニール袋、軍手（任意） 

＊雨天の場合は大堂越コースで登り、山頂までの途中でふれあい広場へ向かう計画です。 

＊登山終了後ふれあい広場奥の妙見の森テラスで反省会(BBQ)を予定しています。 
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(13:00～ 会費:3000円) 

(お願い)・バーベキューについては予約の都合上、5月 28日(日）12時時点又は予約人数 24名に達し次第締め

切りとさせて頂きます。  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

個人山行                行者還岳（ぎょうじゃがえりだけ） 

6/4(日) 山芍薬を見に行きませんか？間に合えば、シロヤシオ・シャクナゲが見られます。 

集合  6:00 JR川西池田駅 マイカー山行､道の駅杉の湯川上 8時予定ですが参加者で相談します。 

コースタイム 5時間 30分  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4人一組例会山行       古光山(こごうやま） 

6/10(土)   南峰から亀山峠までの稜線を歩きます。 

集合  7:50 近鉄名張駅 

アクセス 近鉄鶴橋駅(大阪線・五十鈴川行) 6:37発 →名張駅 7:48着 

三重交通バス 名張駅前(西口)7:58発→曽爾役場前 8:48着 バス運賃片道 900円 

コース 曽爾役場前 9:00→10:20 大峠→11:10 古光山(952.4m)→12:15 長尾峠→12:30 亀山(849ｍ)「昼食」

→13:20 亀山峠→14:00 曽爾高原駐車場→14:20 お亀の湯ファームガーデン→15:00    

太良路バス停 15:37発→近鉄名張駅 帰路:15:37発に間に合わない場合は 17:06発(最終便) 

コースタイム 約 5時間 20分 距離: 約 11.5km ランク:Bb 標高差 登り 760m 下り 785m 

*ロープを張った岩場の急な登り下りがあります。(登山用手袋持たれること推奨)  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

個人山行      赤石山脈北端の山 入笠山 
6/12(月)～13(火)  すずらんの群生と 360度展望の山を楽しもう 

              宿泊予約の定員に達しましたので締め切りました。         

……………………………………………………………………………………………………………………… 

平日山行 旧街道歩き  スイーツのロマンを求めて 第 2回 京都・鞍馬 
6/14(水)  杉木立の根が露出した伝説の道「鞍馬・木の根道」は人気のハイキングコース 

集合： 10:00 京阪出町柳駅  解散：叡山電鉄貴船口駅 15:00頃 

コース 叡山電鉄鞍馬駅～匠斎庵～由岐神社～鞍馬寺～木の根道 

～貴船神社～貴船口） 

・名物  木の芽煮、牛若餅・・・など。 

歩行：約 2時間 30分  距離：8㎞  コースグレード：Aa 

*鞍馬寺の門前町鞍馬は、どこか雅な民家の佇まいが続く街道の宿場町でもあった。 

そんな街並みを抜けると、街道は杉木立の中を登り、幾つもの曲折を重ね花脊峠へと至る。峠からは遥か

丹波の山並みを仰ぎ、道は若狭へと続く。「街道・古道を歩く」より。  

 

☆『旧街道（古道）歩き』 予告  

目的：山麓自由に（3,6,9,12）旧街道（古道）歩きとスイーツ(水 2=第二水曜）のロマンを求めて（笑） 

第三回 9月 6日（第一水）鯖街道（大原の里） 歩行約 3時間 距離：10.8km 

 ※9月は集中山行がある為第一水曜日に変更します。 

 風情たっぷりの洛北の里を抜けて紅葉の穴場古知谷阿弥陀寺まで） 

 （八瀬比叡山口駅～花尻橋～大原～古知谷阿弥陀寺）   ・名物  志ば漬け など。 

天満宮の境内は静けさに包まれているが、紅葉の季節にはまた違った鮮やかな表情を見せる。大原のさらに奥にあ

る阿弥陀寺は静寂な古刹。苔むした石段を登るその上を包むように枝をかける楓の老木や、ひっそりと佇む路傍の

石仏まで、ここにあるものすべてがが、この静寂さの中に溶け込んでいる。この隠れた名刹で一日の散策の打ち止

めとしよう。「街道・古道を歩く」より。  

第四回 12月 13日（第二水）柳生街道     歩行約 4時間 距離：15㎞ 

   苔むした石仏と峠の茶屋と・・・剣豪たちを偲びつつ歩く）。 

   （破石町バス停～石切峠～円成寺～南明寺～柳生の里～柳生バス停） 

・名物  昔からの造り酒屋や土産物屋あり 

奈良市内から能登川に沿って春日山に分け入り、石切峠を越えて忍辱山から柳生に至る道を俗に柳生街道という。も

とは「滝坂道」と呼ばれた古道で、奈良・平安時代には奈良から笠置を結ぶ修験者の道としてすでにあった。柳生街

道のハイライトは何といってもこの滝坂道だろう。「街道・古道を歩く」より。    


