
2017/2/13

【日帰り】 2017．02．15 版

費用　
出発
時間

帰着
時間

注)下記 市駅 市駅

1 2月1日 水 愛媛 本尊山 往復 里山
伊予市上灘の山を歩きます。スイセンの里へも寄り道。（Ｊ
Ｒで往復－集合ＪＲ松山駅　  公共機関利用）

石・剣 3 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥3,000 8:00 16:00

2 2月4日 土 香川 大滝山 四百名 縦走
NHK 登山ー中
級

【四国の分水嶺踏破－２２】 NHK文化セ 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 19:00

3 2月5日 日 香川 三木富士 往復 讃岐七富士　①
讃岐平野の個性的な山に登ってみよう。もちろん、うどんツ
アーも兼ねて。三木富士、御厩富士。

ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆  ¥9,000 6:30 20:00

4 2月8日 水 岡山 操山 周回 庭園の借景の山
岡山市街地の後楽園の借景の貴重な古墳・史跡をめぐる里山
歩き

ドングリ 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆  ¥10,000 6:30 20:00

5 2月16日 木 香川 五色台 周回
NHK 登山ー初
級

遍路道　テーマ☆☆里山の楽しみ方☆☆ NHK文化セ 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 18:00

6 2月18日 土 愛媛 鷹ノ子４座 周回 地図読み
【地図読み講習会－限定】松山市内を地図読みしましょう。
日王山、牛峰山、塩ヶ森、天王山

ﾔｯﾎｰ! 3 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ *2 \4,500 9:00 15:00

7 2月25日 土 愛媛 石鎚山三六王子 周回
石鎚山三六王子
巡拝①

石鎚山 旧跡三十六王子社巡りを4回に分かれて巡拝します。
第1王子から第６王子まで。

石・剣 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ *1 \3,000 7:00 17:00

8 2月26日 日 香川 綾上富士 往復 讃岐七富士　②
讃岐平野の個性的な山に登ってみよう。もちろん、うどんツ
アーも兼ねて。綾上富士、羽床富士、讃岐富士

ﾔｯﾎｰ! 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆  ¥9,000 6:30 20:00

9 3月2日 木 高知 雨ヶ森 四百名 往復
NHK 登山ー初
級

峻峰からの冬の眺望  テーマ☆☆冬の山歩きの楽しみ方☆☆
１２月分

NHK文化セ 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 18:00

10 3月4日 土 香川 女体山 縦走
NHK 登山ー中
級

【四国の分水嶺踏破－２３】　一部変更 NHK文化セ 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 19:00

11 3月5日 日 徳島 三嶺 四百名 往復 雪山
癒やしの温泉郷からの往復。霧氷も楽しみ、山頂からの眺望
も楽しめる。

ﾔｯﾎｰ! 7 ★★★☆☆ ★★★☆☆  ¥10,000 5:00 21:00

12 3月8日 水 広島 呉娑娑宇山 周回 都市近郊の山
呼び名：ごさそうざん　広島市外を眺めるハイキング。整備
された道だが、奇石等もあり展望も良くて変化有るやま。

ドングリ 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆  ¥9,000 6:30 20:00

13 3月12日 日 香川 高瀬富士 往復 讃岐七富士　③
讃岐平野の個性的な山に登ってみよう。もちろん、うどんツ
アーも兼ねて。高瀬富士、有明富士

ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆  ¥9,000 6:30 20:00

14 3月16日 木 高知 笹ヶ峰 四百名 縦走
NHK 登山ー初
級

土佐北街道　テーマ☆☆観天望気と天気図☆☆ NHK文化セ 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 18:00

15 3月18日 土 香川 竜王山 四百名 縦走
NHK 登山ー中
級

【四国の分水嶺踏破－２１】　1月分 NHK文化セ 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 19:00

16 3月19日 日 鳥取 大山 日百名 往復 雪山
雪期だが、気分は本格的雪山登山。雪が安定している夏山道
を登る。

ﾔｯﾎｰ! 6 ★★★☆☆ ★★★☆☆  ¥12,000 5:00 21:00

17 3月21日 火 愛媛 大里山 周回 里山
松山市中島の里山に登ります。（高浜港集合　  公共機関利
用）

石・剣 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆  ¥3,000 8:00 16:00

18 3月25日 土 愛媛 道後　４座 周回 地図読み
【地図読み講習会－限定】松山市内を地図読みしましょう。
湯築山、冠山、八幡山、道後山

ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ *2 \4,500 9:00 15:00

山　　名 体力 技術

主催：石鎚・剣山登山ガイドサービス

百名山 タイトル 内　　容
実施
主体

標準歩
行時間

2017
No 月日 曜日 県
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19 3月26日 日 愛媛 石鎚山三六王子 周回
石鎚山三六王子
巡拝②

石鎚山 旧跡三十六王子社巡りを4回に分かれて巡拝します。
第7王子から第２０王子まで、今宮道を歩きます。ロープ
ウェイ代必要。

石・剣 7 ★★★☆☆ ★★★☆☆  ¥5,000 6:30 19:00

20 3月28日 火 愛媛 星岡　東山 お花見
天山の４座を歩き、最後に東山の満開の桜の下でお花見（イ
オン松山店天山側集合　イオンam7:00オープン）弁当など
各自

石・剣 3 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ 保険500 8:00 16:00

21 4月6日 木 愛媛 作礼山 里山
今治の里山-八幡山、作礼山、歓喜寺山　桜の遍路道を歩い
てみよう

石・剣 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ *1 \3,000 8:00 16:00

22 4月13日 木 鳥取 那岐山 中百名 周回 花紀行
春の妖精イワウチワと早春の草花を愛でて、 鳥取県側か
ら登ります

ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥11,000 5:00 20:00

23 4月15日 土 高知 土佐矢筈山 四百名 縦走
NHK 登山ー中
級

剣山系　　土佐矢筈山　縦走　　京柱峠～小檜曾山～矢
筈山～アリラン峠

NHK文化セ 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 19:00

24 4月16日 日 兵庫 雪彦山 周回 スキルアップ
三彦山の岩場を鎖、フリーでスリルを楽しみながら登りま
す。下山後は雪彦温泉

ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

25 4月18日 火 愛媛 北三方ヶ森 縦走 地図読みー中級
松山市の境界を歩く【松山市と今治市の境界５】～北三方ヶ
森～水分峠～

ﾔｯﾎｰ! 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ *2 \4,500 7:00 16:00

26 4月20日 木 岡山
岡山県森林
公園

四百名 周回
NHK 登山ー初
級

岡山県森林公園 千軒平(1090m)→春の妖精”ｲﾜｳﾁﾜ”,ﾐｽﾞﾊﾞ
ｼｮｳ   テーマ☆☆服装と装備の基本☆☆

NHK文化セ 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

27 4月22日 土 岡山 毛無山 周回 花紀行
日本で最も美しい村の新庄村の田浪から新緑のブナ林とカタ
クリの群生地と山頂からの360度大展望

ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

28 4月23日 日 愛媛
土小屋周
辺

往復
山のボランティ
ア

”山のボランティアネットワーク”石鎚山系の登山道の整備のボラ
ンティア活動です。ぜひ、参加して県外の人に賞賛されるコースに
しましょう。（弁当付）

ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥500 7:00 18:00

29 4月25日 火 徳島 国見山 四百名 往復 四国百名山 四国の高峰群の大展望がすばらしい祖谷の前衛峰に登る どんぐり 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥8,000 6:30 20:00

30 4月27日 火 愛媛 梁瀬山 縦走 里山
大洲の少彦名命の神稜の伝説の梁瀬山から紅葉山まで縦走。
紅葉山は、ストーンサークルの遺跡あり。

石・剣 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ *1 \3,000 8:00 16:00

31 4月30日 日 徳島 男鹿池山 縦走 四国の分水嶺Ⅱ 吉野川～黒滝山～野鹿池山 ﾔｯﾎｰ! 7 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

32 5月2日 火 高知
平家平 ・
冠山

四百山 縦走 スキルアップ 高知県側から登り大展望の稜線歩きえを楽しみます→車を回送
し下山口と登山口が異なります

ﾔｯﾎｰ! 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

33 5月4日 木 愛媛 三本杭 四百山 縦走 黒尊山系縦走
鹿のコルから登り、御祝山のシャクナゲトンネルを通り、万
年橋へ下ります→車を回送し下山口と登山口が異なります

ﾔｯﾎｰ! 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥11,000 6:30 20:00

34 5月7日 日 愛媛
石鎚山－夜
明峠

日百名 周回
石鎚山三六王子
巡拝③

石鎚山 旧跡三十六王子社巡りを4回に分かれて巡拝します。
第２1王子から第３４王子まで。西之川～天柱石～夜明峠～
成就社　ロープウェイ代必要。

石・剣 8 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ¥7,000 6:30 19:00
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35 5月9日 火 高知
佐々連尾
山

四百名 往復 四国百名山
岩場を登り、大森山のアケボノツツジを楽しみ気持ちの良い
稜線を往復

どんぐり 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥8,000 6:30 19:00

36 5月17日 水 島根 大万木山 周回 花紀行 サンカヨウの白い花を求め、島根県森林公園を登ります ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

37 5月18日 木 高知
奥白髪山
(1470m)

四百名 周回
NHK 登山ー初
級

嶺北地方　奥白髪山(1470m)　→シャクナゲ、天然檜の林
テーマ☆☆楽な歩き方、休憩の取り方☆☆

NHK文化セ 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

38 5月20日 土 愛媛 西赤石山 四百名 縦走
NHK 登山ー中
級

石鎚山系 西赤石山 周回 東平～兜岩～西赤石山
～銅山越～東平

NHK文化セ 6 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 19:00

39 5月21日 日 高知
筒上山 ・
手箱山

四百山 縦走 石鎚山系縦走
シロヤシオに合わせて、土小屋から歩き、名野川に下りま
す。水平歩きが多く、最後は氷室を通り下りです。→車を回送
し下山口と登山口が異なります

ﾔｯﾎｰ! 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

40 5月27日 土 愛媛 コクゾ峰 往復 里山 旧広田村の総津権現山（ミニ四国）とコクゾ峰（824.7m) 石・剣 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ *1 \3,000 8:00 16:00

41 5月28日 日 高知 三傍示山 縦走 四国の分水嶺Ⅱ 野鹿池山～三傍示山～笹ヶ峰 ﾔｯﾎｰ! 7 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

42 5月30日 火 愛媛 伊之子山 縦走 地図読みー中級
松山市の境界を歩く【松山市と今治市の境界６】～水分峠～
伊之子山～石手川源流

ﾔｯﾎｰ! 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ¥5,000 7:00 17:00

43 6月1日 木 愛媛 大熊山 里山 川内の里山ーでも856mの土豪・戒能氏の居城跡 石・剣 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ *1 \3,000 8:00 16:00

44 6月4日 日 徳島
矢筈山 ・
黒笠山

四百山 縦走 祖谷縦走－Ⅲ
落合峠～矢筈山～黒笠山～小島峠の難コースを歩きます（何
度も延期されています）→車を回送し下山口と登山口が異なります

ﾔｯﾎｰ! 7 ★★★★☆ ★★★☆☆ ¥12,000 5:00 21:00

45 6月6日 火 香川 大川山 四百名 往復 四国百名山
阿讃山脈第2の山を、作野登山口から稜線の新緑を愛でなが
ら歩く

どんぐり 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥8,000 6:30 19:00

46 6月15日 木 愛媛
笹倉湿原
(1336m)

四百名 往復
NHK 登山ー初
級

石鎚山系　笹倉湿原 (1336m) →消えゆく湿原のｳﾏｽｷﾞｺｹ、
面河山岳博物館  テーマ☆☆ストックの使い方☆☆

NHK文化セ 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 17:00

47 6月17日 土 高知 綱付森 四百名 縦走
NHK 登山ー中
級

剣山系 綱付森 縦走 アリラン峠～綱付森～
光石登山口

NHK文化セ 6 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 20:00

48 6月18日 日 高知
カガマシ
山

縦走 四国の分水嶺Ⅱ 笹ヶ峰～栃尾山～カガマシ山～中川峠 ﾔｯﾎｰ! 9 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 21:00

49 6月20日 火 愛媛 白潰 縦走 地図読みー中級
松山市の境界を歩く【松山市と今治市の境界７】～石手川源
流～白潰～

ﾔｯﾎｰ! 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ¥5,000 7:00 17:00

50 6月24日 土 徳島
丸笠山 ・
赤帽子山

四百山 縦走 剣山系縦走 剣山系の眺望を原生林と静寂の稜線漫歩を楽しむ→車を
回送し下山口と登山口が異なります

ﾔｯﾎｰ! 6 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥12,000 5:00 20:00

51 6月25日 日 愛媛
石鎚山－天
狗岳

日百名 周回
石鎚山三六王子
巡拝④

石鎚山 旧跡三十六王子社巡りを4回に分かれて巡拝します。
第３５王子から第３６王子まで。土小屋～夜明峠～弥山～天
狗岳

石・剣 7 ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ¥6,000 6:30 19:00
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52 7月20日 木 広島
比婆山・御
陵
(1264m)

中百名 縦走
NHK 登山ー初
級

中央中国山地 比婆山・御陵(1264m)→吾妻山から縦走
で夏の高山植物 テーマ☆☆登山の食事と水分補給－
Kcal、ml☆☆

NHK文化セ 5 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 20:00

53 7月22日 土 愛媛
石鎚山(下
り面河道)

日百名 縦走
NHK 登山ー中
級

石鎚山系　石鎚山(下り面河道)　縦走　　土小屋～石鎚山
～面河峡

NHK文化セ 6 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 20:00

54 8月10日 木 徳島
剣山
(1955m)

日百名 周回
NHK 登山ー初
級

剣山系 剣山(1955m) →キレンゲショウマ テー
マ☆☆地図を眺めてみよう☆☆

NHK文化セ 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

55 8月12日 土 徳島 天狗塚 四百名 縦走
NHK 登山ー中
級

剣山系　　天狗塚　縦走　　　　光石登山口～天狗塚～
西山林道登山口

NHK文化セ 7 ★★★☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 20:00

56 9月16日 土 徳島 三嶺 四百名 縦走
NHK 登山ー中
級

剣山系 三嶺 縦走 西山林道登山口～西熊山
～三嶺～名頃

NHK文化セ 7 ★★★☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 19:00

57 9月21日 木 高知
天狗高原
(1485m)

四百名 縦走
NHK 登山ー初
級

四国カルスト 大野ヶ原(1403m)・天狗高原(1485m)
→秋の草花 テーマ☆☆天気のことわざと観天望気☆☆

NHK文化セ 3 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

費用は、ガイド料、ガイド諸費用、保険等です。＊１は同乗時＋1,000円追加　＊２は地図読み参加経験者は－1,000円　縦走は、車回収のためその費用含む（分水嶺は従来金額）

赤字は以前の手渡し分より訂正

Ｌ・ＦＡＸ　089-925-3320　　　　090-3461-5969（石丸町子）　080-1992-4221（石丸隆一） denden901_denden901@docomo

申し込みは：石鎚・剣山登山ガイドサービスへ(NHK文化セ除く）

4／4 2017　日帰り　322017　2月～6月修正


