
廣田　富三　　（京都山の会　No.1013） TEL&FAX  075-963-2810 2022年6月4日

山行同行者募集  e-mail  tomihi19@yahoo.co.jp

山域 山域・山名 登 山 予 定 ル ー ト 概 略 備　　考 アクセス 山行予定日

前日夜発➡現地朝到着　　　　宿泊伴う日帰り登山

静岡県 竜ヶ岳・雨ヶ岳 根原→端足峠→竜ヶ岳→端足峠→雨ヶ岳→端足峠→根原 富士見の山歩き 車山行 1月5日(水)

良山 山の会新春登山 交通機関 1月8日(土)

北摂（島本町 太閤道 若山神社→島本展望所→若山→北摂一番展望所→悠久の丘→公園墓地→磐木橋例会主宰 交通機関 1月16日(日)

北摂（高槻 三好山・摂津峡 上ノ口→摂津峡大橋→三好山（芥川山）→摂津峡→摂津峡公園→桜広場→塚脇BS展望　里山歩き 交通機関 1月23日(日)

大山崎・島本町天王山
山崎駅→山崎聖天→旗掛松→天王山→浄土谷→奥海印寺→長岡天神→阪急
長岡天神駅

展望　里山歩き 交通機関 2月5日(土)

大山崎・島本町大沢山
島本→尺代→山吹渓谷→登り口→向日山（大沢山）→ギロバチ峠→尺代→若山
神社→島本

例会主宰 交通機関 2月16日(水)

北摂（高槻 阿武山
関西大学→阿武山登山口→阿武山→上の池公園→ハニワ公園→今城塚古代歴
史館＝富田

例会主宰 交通機関 3月12日(土)

大阪交野市 国見山・交野山
津田駅～国見登山口～国見山～交野山～くろんど園地ゲート～八ッ橋～獅子窟
寺～河内森駅

展望　里山歩き 交通機関 3月27日(日)

丹波 向山連山
観音堂登山口→深坂北峰→向山三角点→蛙子峰→清水山→剣爾山→鳳翔登
山口

例会主宰 車山行 4月9日(土)

大峰 吉野山
大和上市⇒西河～蜻蛉ノ滝～青根ヶ峰～西行庵～奥千本～水分神社～金峰山
寺～吉野駅

さくら 交通機関 4月16日(土)

比良山 権現山 栗原登山口→権現山→ホッケ山→小女郎峠→ホッケ山→権現山→登山口 展望 車山行 4月17日(日)

伊勢 朝熊ヶ岳
朝熊駅→出合広場→朝熊峠→朝熊ヶ岳(八大竜王社)→経塚群→金剛證寺→山
上公苑展望台→朝熊峠→△478→ｽｶｲﾗｲﾝ橋上→楠部分岐→おかげ横丁→五十
鈴川駅

展望 交通機関 4月23日(土)

伊吹山 伊吹北尾根 国見峠→国見岳→大秀山→御座峰→折り返し 花色々　例会主宰 車山行 5月4日(水)

北摂（高槻 三好山・摂津峡
上ノ口→摂津峡大橋→三好山（芥川山）→摂津峡→摂津峡公園→桜広場→塚脇
BS

展望　里山歩き 交通機関 5月7日(土)

比良山 権現山 栗原登山口→権現山→ホッケ山→小女郎峠→ホッケ山→権現山→登山口 展望 車山行 5月13日(金)

京丹後 由良ヶ岳 上漆原→真奥滝→つばき尾根→東峰→西峰→上漆原 展望 車山行 5月21日(土)

前日夜発➡現地朝到着　　　　宿泊伴う日帰り登山 車山行 5月27日(金)

伊豆 天城山脈縦走 天城高原→万二郎→万三郎→戸塚峠→白田峠→八丁池→天城峠→バス停 交通機関 5月28日(土)

天城峠BS（15：53・ 16:58）＝(16:37. 17:42)河津駅＝伊豆急行：河津駅＝伊豆稲取（泊）天城石楠花 交通機関 5月28日(土)

伊豆急行：伊豆稲取(9:16)＝(10:01)伊東駅＝天城東急リゾートシャトルバス 交通機関 5月29日(日)

【伊東駅③(10:10)＝(11:05)天城高原ゴルフコース】宿泊して帰途 車山行 5月29日(日)

布引山地 錫杖ヶ岳 柚木峠口～柚木峠～錫杖ヶ岳～尾根分岐～東登山口～北畑～柚木峠～峠口 展望 車山行 6月4日(土)

東山 志賀越 例会参加 交通機関 6月11日(土)

奈良 山辺の路古道歩き
近鉄桜井駅→大神神社→檜原神社→景行天皇陵→ﾄﾚｰﾙｾﾝﾀｰ→長岳寺→石上
神社→天理駅

展望　里山歩き 交通機関 6月11日(土)

西濃 夜叉ヶ池
池の又登山口→幽玄ノ滝→昇龍ノ滝→夜叉ヶ池→登山口≪林道崩壊で通行止
め

例会主宰(ニッコウキスゲ車山行 6月18日(土)

六甲 摩耶山 王子公園駅→青谷登山口→摩耶山 →天狗道→市ケ原→布引→新神戸 例会主宰(紫陽花 交通機関 6月18日(土)

宿泊を伴う　　（入山申請必用コースあり

台高 大台ヶ原 大台ヶ原P～日出ヶ岳～正木ヶ原～大蛇嵓～ｼｵｶﾗ谷吊橋～大台ヶ原P 展望 車山行 6月25日(土)

木津川市 大仏鉄道跡 加茂駅～観音寺橋台～梶ヶ谷隧道～鹿川隧道～黒髪山トンネル跡～奈良駅 里山歩き 交通機関 7月5日(火)

山　　行　　計　　画　（２０２２年度）
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六甲 横尾山（須磨アルプス須磨浦公園→旗振山→鉄拐山→高倉台団地→栂尾山→横尾山→板宿 展望　里山歩き 交通機関 9月20日(火)

播磨 高御位山 北山鹿島神社→高御位山→鷹ノ巣山東峰→百間岩→鹿嶋神社→駐車場 展望 車山行 10月1日(土)

湖北 小谷山 小谷城登山口→望笙峠→小谷城址→清水谷分岐→小谷山→ 展望 車山行 10月10日(月)

前日夜発➡現地朝到着　　　　宿泊伴う登山 展望 車山行 10月14日(金)

加賀 白山 白水湖畔ロッジ～大白川登山口～大倉山～カンクラ雪渓～白山室堂 展望 車山行 10月15日(土)

北摂 大峰山・中山 JR武田尾→廃線跡入口→親水広場→大峰山→車道→中山→夫婦岩→阪急中 展望 交通機関 10月22日(土)

加越山地 経ヶ岳 青少年自然の家→保月山→切窓→経ヶ岳→切窓→保月山→自然の家 展望 車山行 11月3日(木)

比良山 堂満岳 イン谷出合→釈迦岳→北比良峠→金糞峠→堂満岳→イン谷出合 展望 車山行 11月12日(土)

伊勢 朝熊ヶ岳
朝熊IC→出合の広場Ｐ→朝熊峠→朝熊ヶ岳(八大竜王社)→経塚群→金剛證寺
→山上公苑展望台→朝熊峠→△478→ｽｶｲﾗｲﾝ橋上→楠部分岐→おかげ横丁→
五十鈴川駅

展望 車山行 11月19日(土)

奥越 大日ヶ岳 水道貯水場～いっぷく平～大日ヶ岳～いっぷく平～貯水場 展望 車山行 11月27日(日)

北摂 剣尾山・横尾山 登山口～行者山～剣尾山～横尾山～頂上広場～登山口 展望 車山行 12月4日(日)

前日発➡焼津港へ　　　　宿泊伴う日帰り登山 車山行 12月9日(金)

静岡県 満観峰
花沢の里→石脇登山口→高草山→鞍掛峠→満観峰→日本坂→法華寺→花沢
の里

富士見の山 車山行 12月10日(土)

前日夜発➡現地朝到着　　　　宿泊伴う日帰り登山

静岡県 沼津アルプス 香陵台駐車→香貫山→展望台→横山→徳倉山→志下山→小鷲頭山→鷲頭山→ 富士見の山歩き 車山行

→多比峠→大平山→多比峠→多比バス停＝裁判所前→香陵台駐車

静岡県 発端丈山 三津北登山口→発端丈山→葛城山→発端丈山→三津登山口 富士見の山歩き 車山行

越美 金草岳 冠山峠→布滝の頭→桧尾峠→白倉山→金草岳→桧尾峠→冠山峠 ニッコウキスゲ 車山行

台高 高見山
たかすみの里～平野～高見杉～分岐～高見山～分岐～高見杉～平野～たかす
みの里

奥越 小秀山
乙女渓谷～三の谷登山口～二の谷分岐～兜岩～小秀山～兜岩～二の谷分岐
～三の谷登山口～乙女渓谷


