
2017/9/21

【日帰り】
費用　

出発
時間

帰着
時間

注)下記 市駅 市駅

10月7日
&8日 土 徳島 剣山 日百名 縦走

NHK 登山ー
中級

剣山(1955m)　名頃～三嶺（泊）～高ノ瀬～次郎笈～剣山
～見ノ越※三嶺の避難小屋　宿泊（各自、食料・寝袋等持
参）※

NHK文化セ 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 20:00

10月12日 木 愛媛 石鎚山 日百名 往復
NHK 登山ー

初級
紅葉の石鎚山・弥山(1972m)テーマ☆☆秋・冬の服装と装
備☆☆

NHK文化セ 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

10月22日 日 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の紅葉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

10月26日 木 愛媛 久谷の里山 周回 里山 勝山(384m)＆真城ヶ台(587m)　　【公共機関利用】 石・剣 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ *1 \3,000 8:00 16:00

10月29日 日 高知 大登岐山 縦走 四国の分水嶺Ⅱ
猿田峠～玉取山～兵庫山～大登岐山　（林道の状況で兵庫山
で終了）

ﾔｯﾎｰ! 7 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

10月31日 火 愛媛 河原樋山 縦走 地図読み
松山市と東温市の境界を歩く。河原樋山(864m)　福見寺登
山口より

ﾔｯﾎｰ! 6 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ *2 \4,500 8:00 16:00

11月4日 土 徳島 黒笠山 四百名 往復
NHK 登山ー

中級
黒笠山(1703m)　　白井登山口から往復 NHK文化セ 6 ★★★☆☆ ★★☆☆☆

 NHK文化セ
問合せ

6:30 20:00

11月12日 日 高知 黒岩山 縦走 四国の分水嶺Ⅱ 大登山分岐～下川峠～黒岩山～野地峰 ﾔｯﾎｰ! 7 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

11月16日 木 愛媛 今治東部 周回 里山
霊山寺(156m)、満願寺山(110m)、唐子山（105m)【公
共機関利用時には-別途交通費】

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

11月18日 土 愛媛 高森山 縦走 地図読み
松山市と東温市の境界を歩く。高森山(724m)　　林道に下
山して岩伽羅山(696m)に寄り道

ﾔｯﾎｰ! 6 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ *2 \4,500 8:00 16:00

11月19日 日 愛媛 御在所山 往復 1等三角点の山 南予の二つの御在所山に登ります。一等三角点と2等三角点 ﾔｯﾎｰ! 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ 7,000¥ 6:30 19:00

11月23日 木 愛媛 神南山 縦走
ヤマケイ
分県ガイドの山

二つの神南山、大洲盆地の五十崎神南山710m、新谷神南山
654ｍ

ﾔｯﾎｰ! 5 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ 6,000¥ 6:30 19:00

11月26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

11月30日 木 香川 星ヶ城山 四百名 周回
NHK 登山ー

初級
星ヶ城山(817m)　→寒霞渓と紅葉   テーマ☆☆歩き方
とトレーニング☆☆

NHK文化セ 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

12月3日 日 愛媛 演習場 縦走 地図読み
松山市と東温市の境界を歩く。三角点：”演習場”266mを
求めて、重信ツインドームへ下山

ﾔｯﾎｰ! 5 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ *2 \4,500 8:00 15:00

12月7日 木 愛媛 高浜の里山 縦走 里山
梅津寺から岩子山、経ヶ森、勝岡山、高月山、西山、白石の
鼻を縦走【公共機関利用時には-別途交通費】

石・剣 4 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ *1 \3,000 8:00 15:00

12月14日 木 愛媛 髙縄山 四百名 縦走
NHK 登山ー

初級

髙縄山(986m)→幸次ヶ峠コース（野外センターから大
月山経由で高縄寺ゴール） テーマ☆☆冬の山歩きの楽し
み方☆☆

NHK文化セ 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

12月17日 日 高知 雨ヶ森 四百名 往復
ヤマケイ
分県ガイドの山

峻峰からの冬の眺望  テーマ☆☆冬の山歩きの楽しみ方☆☆ ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 8,000¥ 7:00 18:00

12月23日 土 香川 大高見峰 縦走
NHK 登山ー

中級
大高見峰(504m)　　　城山～猫山～小高見峰～大高見
峰

NHK文化セ 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 20:00

月日 曜日 県
山　　名
地　　名
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【日帰り】
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時間
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時間

注)下記 市駅 市駅
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内　　容
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標準歩
行時間 体力

12月30日 土 徳島 剣山 日百名 往復 雪山 年納めに登りましょう ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 12,000¥ 5:00 21:00

1月3日 水 愛媛 道後平野 周回 地図読み
初詣地図読み　初詣をかねて、伊佐庭神社から伊予稲荷神社
まで三角点14カ所以上を訪ねて歩いてみよう

ﾔｯﾎｰ! 3 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥1,000 9:00 16:00

1月7日 日 広島 岳山 周回
【年始の山】備後国一宮”吉備津神社”＆”素戔嗚神社”に
お参りして、巨石・奇石が並びたつ偉容ある府中市の山に登
る738m

石・剣 4 ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ 10,000¥ 7:00 19:00

1月11日 木 愛媛 上林の里山 周回 里山
上林の城趾跡の花山(330.2m)、オノジ（356.7m)【公共
機関利用時には-別途交通費】

石・剣 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ *1 \3,000 8:00 15:00

1月14日 日 徳島 山犬嶽 周回
【干支の山】日本庭園風の石苔で有名な山です。登山口は、
棚田で有名な樫原からです。997m

ﾔｯﾎｰ! 4 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 10,000¥ 6:30 20:00

1月18日 木 愛媛 世田山 縦走
NHK 登山ー

初級
世田山(339m)・笠松山(357m)→古戦場跡と県内最大級
の野々瀬の古墳群   テーマ☆☆里山の楽しみ方☆☆

NHK文化セ 5 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

1月20日 土 愛媛 牛の峰 縦走
NHK 登山ー

中級
牛の峰(661m)　　内子町の石畳～上灘まで、地形図を
見ながら【公共機関利用】

NHK文化セ 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 20:00

1月21日 日 愛媛 重信川 縦走 地図読み
松山市と東温市の境界を歩く。ツインドームから三角点、3
等下原、4等水泥を訪ね、重信川川原を訪ね上村まで【公共
機関利用-別途交通費】

ﾔｯﾎｰ! 5 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ *2 \4,500 8:00 15:00

1月27日 土 愛媛 犬吠山 周回 里山
干支”犬”にちなんで興居島の犬吠山＆小富士に昔の道から
登る【高浜港集合　  公共機関利用-別途交通費】

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

2月4日 日 愛媛 小山岳 縦走 地図読み
松山市と東温市の境界を歩く。上村から、小山岳（三等三角
点：上村　435ｍ）を越えて、小屋ケ谷山（418m)窪野ま
で

ﾔｯﾎｰ! 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ *2 \4,500 8:00 16:00

2月15日 木 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-別途交通費】

石・剣 4 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥3,000 8:00 16:00

2月17日 土 広島 道後山 往復
NHK 登山ー

中級
道後山(1268m)　　　スノーシューハイキング（貸与可
能）

NHK文化セ 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
6:30 21:00

2月22日 木 香川 石清尾山 往復
NHK 登山ー

初級
石清尾山(232m)→高松市街地から登る古墳群の山  テー
マ☆☆登山で使うスマホのアプリ☆☆

NHK文化セ 6 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

2月25日 日 島根 三瓶山 四百名 往復 雪山 温泉と雪山 ﾔｯﾎｰ! 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ 12,000¥ 5:00 21:00

3月15日 木 愛媛 則之内の里山 周回 里山
桜三里の登り口の船野山（413m)、11号線を隔てた三方ヶ
森（426m)【公共機関利用時には-別途交通費】

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

3月18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

3月24日 土 愛媛 引地山 縦走 地図読み
松山市と東温市・砥部町の境界を歩く。窪野から引地山
（1026.8m）から久万スキー場まで

ﾔｯﾎｰ! 3 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ *2 \4,500 8:00 16:00

3月25日 日 香川 五剣山 四百山 往復
85番札所の八栗寺から登ります。展望の良い名前のような
厳しい岩山です。うどんも楽しみ。

ﾔｯﾎｰ! 4 ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ 9,000¥ 6:30 20:00
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3月29日 木 香川 我拝師山 四百名 縦走
NHK 登山ー

初級
我拝師山(481m)　→空海ゆかりの山  テーマ☆☆観天望
気と天気図☆☆

NHK文化セ 7 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
 NHK文化セ

問合せ
7:00 19:00

3月31日 土 徳島 寒峰 四百名 往復
NHK 登山ー

中級
寒峰(1605m)　　　　フクジュソウ（簡易アイゼン） NHK文化セ 5 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆

 NHK文化セ
問合せ

6:30 20:00

4月15日 日 高知 野地峰 四百名 縦走 四国の分水嶺Ⅱ 野地峰～大野山 ﾔｯﾎｰ! 7 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

4月22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! 6 ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ¥0 7:00 18:00

5月6日 日 高知 東光森山 縦走 四国の分水嶺Ⅱ
大野山～別子山～東光森山～太田尾越　白いアケボノツツジ
を求めて

ﾔｯﾎｰ! 7 ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ¥10,000 5:00 20:00

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）

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）　受付はメールのみです。

メール：denden901＿denden901＠docomo.ne.jp    　　　　　　（電話：石丸隆一　080-1992-4221　   石丸町子　090-3461-5969）
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