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 例会予告（２０１９年１０月～２０１９年１１月） 

例会・行先 日程・集合 担 当 者 コ ー ス 

第２８１３回 

府民 秋の自然観察会 

花背大悲山・キノコ 

（岳連自然保護委主催） 

１０月１３日（日） 

集合 ＡＭ７：３０ 

出町柳駅京都バス乗場 

(7:50 発 広河原行き) 

岡田茂久 

方山宗子 

 

出町柳(バス)大悲山口・・峰定

寺・・寺谷川沿いなめら谷散策 

道・・三本杉・・往路引返し・・

大悲山口(バス)出町柳 

[持ち物] 日帰り登山装備，筆記用具，行動食，雨具，登山靴が望ましい。 

[参加費] 500 円（参考資料代他） ※小中学生は無料（保護者同伴のこと） 

[講師]    関西菌類談話会 佐野修治講師 

[天候]  前日 18 時以降のＮＨＫ天気予報で，午前の降水確率 60％以上の場合は中止。 

不明の場合は担当者（自然保護委員）にお問い合わせください。 

[申込み締め切り] 令和元年 10 月６日（日）までに担当者までに連絡してください。 

※峰定寺から寺谷川のせせらぎに沿って散策道を辿り，秋のキノコを観察します。 

 樹齢千年といわれ，高さ 62.3m で日本一と測定された「花背三本杉」も訪ねます。 

※是非一度山岳連盟自然保護観察会に参加してみませんか。きっと新しい世界が開けますよ。 

第２８１４回 

子の泊山 

(１等△907.2) 

１０月９日（水） 

 ～１０日（木） 

集合 参加者で調整 

 

吉田 武 

 

(9 日)京都～新名神・伊勢道・

紀勢道～新宮（泊） 

(10日)新宮～紀宝町浅里～子の

泊林道・・子の泊山往復～帰路 

備考 日帰り登山装備 

第２８１５回 

播州 段(ダル)ガ峰 

 （△1103.4） 

１１月３日（日） 

集合 参加者で調整 

井戸澄夫 

 

中国道山崎 IC～R29～一宮町草

木～千町～千町峠・・段ガ峰・・ 

フトウガ・・千町峠～帰路 

備考 帰路温泉入浴予定 

第２８１６回 

府民 自然観察会 

明智越の歴史と自然観察 

（岳連自然保護委主催） 

１１月２４日（日） 

集合 ＡＭ９：３０ 

   ＪＲ亀岡駅 

    コンコース 

岡田茂久 

方山宗子 

 

JR 亀岡駅・・保津・・簾戸口 

(すどぐち)・・保津城址入口・・ 

石堂古墳・・峯の堂・・鐘撞堂

跡・・土用の霊泉・・鉄塔(昼食)・・ 

水尾分岐・・JR 保津峡駅 

[参考]  ＪＲ京都駅 8:58 発 園部行普通―亀岡駅 9:26 

         ＪＲ京都駅 8:42 発 亀岡行普通―亀岡駅 9:10 

         亀岡駅コンコースにコンビニがあります。 

[持ち物] 日帰り登山装備，防寒具，筆記用具，昼食，雨具，ストック，登山靴が望ましい。 
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      地図（ダイジェスト版）は現地で配布。 

[参加費] 500 円（参考資料代他） ※小中学生は無料（保護者同伴のこと） 

[天候]  前日 18 時以降のＮＨＫTV 天気予報で，午前の降水確率が 60％以上の場合は中止。 

不明の場合は担当者（自然保護委員）にお問い合わせください。 

[申込み] 令和元年 11 月 20 日（水）までに担当者まで連絡してください。 

※ 明智越はもともと亀岡から水尾の里を経て愛宕山への参詣道でした。天正の昔，明智光秀 

は織田信長を討たんと，大軍勢を老の坂，唐櫃越，愛宕参詣道の三路に分け都本能寺を襲撃 

しました。この愛宕参詣道を後に明智越というようになります。この由緒ある道の歴史に思 

いを巡らし，地形や晩秋の植物などの自然を愛でながら一緒に歩きませんか。 

１０月の集会 

 日 時  １０月７日（月）18：30～ 

 場 所 holly’s café (ホリーズ カフェ) 

１１月の集会 

 日 時  １１月８日（金）18：30～ 

 場 所 holly’s café (ホリーズ カフェ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「登山」と「地図」と「ＧＰＳ」 

                                      吉田 武 

 我が家の本棚の中には現役時代登っていた登山地図２万５千分の１の地図と，２０万分の１の地

図がぎっしりとファイルに収められている。長年使っていたが，最近では新しい道路や建造物も多

くなり，また工場建設地や新しい道路が出来て古い地図が役目を果たさないところもあるし，何も

変わらない地域もある。何年周期で地図の改定をしているのかは定かではないが，僕はパソコンで

地図をプリントアウトして山に出かけている 

 しかし，山名がついている山は比較的に登山道はついているが，僕の最近の山登りは三角点だけ

の山で，国土地理院の閲覧サービスで点名を調べて登っている。 

 地図上の波線も昔のままで記載されているので，現地に行って破線の通りの踏み跡があるか無い

かはわからないので，現地まで行って踏み跡があってもブッシュをこいでは登らないようにしてい

る。年齢的にも以前の様には歩けないので，疎林以外は藪漕ぎをしなくなった。 

 登山口までのルートは車のナビゲーションを大いに使っている。僕の車のナビは７年ほどＤＶＤ

を変えていないので，時折，田んぼの中を車が走っている時がある。毎年１１月頃に新しいＤＶＤ

が出るようであるが，もう変える必要がないと思っている。最近は町の中でもスマホで地図を見な

がら目的地まで行く人が増えているが，危ない感じは崇めない。 

 グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）は，もとはと言えば「アメリカ合衆国によって運

用される衛星測位システム」の事である。しかし，僕は山に登りながら，スマホで位置確認をする

のは,面白くないと思っている。やはり，地図を見ながら山の起伏や谷の変化・遠くの山名を知り

ながら登る方が楽しいと思う。 
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 国土地理院の地図と，yahoo の地図を比べてみると等高線の無い yahooの地図，番地の無い国土

地理院の地図等，まちまちであるが，用途によって使い分ければいいと思う。 

 今の私は楽な山行をしているので，低山ばかりであるが，地図を持ちながらぼちぼちと楽しく山

歩きをしている。 

 

 

 

【第２８０８回例会】 

紀州 真妻山（１等△523.4），龍門山（３等 756.6） 

                                      井戸 澄夫 

 ６月８日に行く予定であったが，悪天候のため延期していた例会である。 

 今年は梅雨が長引き，梅雨明け宣言は７月末になった。それでも７月２０日の京交山岳部７０周

年記念登山の伊吹山は曇り空ではあったが，琵琶湖の眺望も楽しめ幸運であった。今年の夏は恒例

の夏山登山も無く寂しい限りであるが，せっかく梅雨も明けたので，行きそびれていた真妻山（ま

づまやま）と龍門山（りゅうもんさん）に行くことにした。 

 

７月２８日（日） 

 早朝出発。まず龍門山を目指す。新京阪から阪和道で和歌山市まで約２時間。国道２４号で粉河

から龍門橋を渡り，みかん畑の中の狭い農道を走って登山口の一本松に着く。国道２４号からは台

形状の特色ある龍門山が見える。古くから紀州富士と呼ばれていた山である。一本松には車３台分

ほどのスペースがある。登山は田代峠から龍門山に登り，明神岩・中央コースを経て一本松に戻る

周回コースをとった。 

 登山口は標高 300ｍほどである。田代峠へは急登で雑木と松の林である。足元は緑色の変成岩で

ある蛇紋岩が卓越する。紀ノ川や四国の吉野川に特徴的な地質である。田代峠からはなだらかな尾

根歩きで山頂に着く。山頂からは紀ノ川の流れと和泉山脈が眺望できる。明神岩は北向きに切り立

った岸壁でクライミングに適している。中央コースは急坂であるがよく整備されたコースであり，

登り口には１０台程度の駐車場があり，一本松とは車道で繋がっている。下山後，天然鮎の塩焼き

を予約した有田川上流の食堂まで県道１９号を走ったが，山中の実に酷い道であった。それでも結

構多くの家があり，人も住んでいるようであった。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         北側からの龍門山           龍門山山頂 

【コースタイム】  9:20一本松登山口・・10:30田代峠 10:50・・11:30龍門山 

（３等△756.6）11:50・・12:10明神岩・・12:40中央コース登山口(h-350m)  
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７月２９日（月） 

 昨夜は天然鮎の塩焼きを堪能して道の駅で車中泊した。次は真妻山を目指す。 

 有田川から一旦御坊に出て，県道 27号を行く。こちらは谷沿いの道で昨日の県道 19号よりは良

い道である。西側の山野小学校から見た真妻山は三角形の見栄えする山で，日高富士と呼ばれてい

る。最短コースである北側の大滝川登山口から登ることにする。 

 登山口の木製の標識が腐って見えなくなっており迷いやすい。看板１枚かければすぐ分かるのだ

が。登山道に入れば標識もあり，急登ではあるがよく整備された道である。小さな滝を巻き，杉林

の谷を登れば尾根に出る。尾根も急坂で雑木が茂っている。山頂はなだらかな芝で広々としており

眺望絶佳である。さすが一等三角点の山である。特に西側は御坊の街と海が見渡せて絶景である。 

 往路下山して，帰路，有田川温泉で汗を流した。京都へは京奈和道が橿原まで完成して無料供用

しているので，それを利用した。真夏の太陽のもと，夏山登山の雰囲気を楽しめた山行であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      西側から見た真妻山          真妻山山頂 一等三角点(523.4m) 

 

【コースタイム】7:00大滝川登山口(h-180m)・・8:40真妻山(523.4m)9:00・・10:00大滝川登山口 

 

【参加者】単独行 

 

 

 

 

 

【個人山行】令和元年 7月１０日～11日 

 

茶臼山 2等三角点  635.4m 
                                       吉田 武 

7月１０日 

 梅雨時期に行くのを迷ったが，少しの晴れ間を期待して午後２時から京都を出る。新名神信楽 IC

から R307 を通り，信楽町江田から R422 を走り桜峠を越えて伊賀上野に入る。名阪国道２５号線

上野 ICから山添 ICで降りて， 以前例会第 2809回で延期になっていた，点名「中之庄村」に車を

走らせる。 

 大西村落から 500m走った所から林道に入る。600m程走るとユンボが工事をしていたが，その先 

は道路が崩壊して進めないのでＵターン。この場所から登山口の地点までは，まだ２kmほど林道を 
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歩かなければならないので，当分の間はこの山には登れないと思い，山添 ICまで戻り，投宿した。 

 

７月１１日 

 名阪道山添 ICから神野口 ICまで走り，今日の目標の山，三重県と奈良県の境の山，茶臼山に行

く。 

 奈良県宇陀市室生笠間を通って走るが，これでも県道かと言うくらいの悪い道である。笠間峠の

手前を茶臼山に向かっている林道を登って行ったら，パラボラアンテナの広場に着いた。駐車して

階段を数分登れば，茶臼山の 2等三角点に着いた。少しは雨が降っていたけれど，名張市内がうっ

すらと見えていた。写真を写して下山。６月に名張市赤目町坂之下から笠間峠に車を走らせたが，

我が愛車を相当痛めつけた林道で二度と走らないと思った。 

 

【参加者】他 1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         茶臼山登山道              茶臼山山頂にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       茶臼山 2等三角点               茶臼山 2等三角点 

 

 

 

【個人山行】令和元年 7月 24日・25日  

   

点名  大野村 2等三角点  260.6m 
点名  秋葉越 3等三角点  389.7m 

                                       吉田 武 

７月２４日 

 今年の初登山の時に登ろうと思っていた山，点名「大野村」初登山で，猪の鼻ガ岳の帰りに通る 
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甲賀市水口町末田に 2等三角点の大野村がある。自宅から京都東ＩＣそして栗東湖南ＩＣまで高速

に乗り国道１号線を水口町新城から県道を走り末田に着いた。地図を見ると道路に囲まれたこんも

りした山の頂上に三角点があるようだ。住宅地にするつもりであった様な道路が未整備のままで荒

れ放題になっている。適当に夏草の茂っている中へ入っていった。夢中で進んだら,少しコブが見

えたので狙いをつけて登ったら綺麗な三角点があった。 

 めちゃ汗をかいたが，三角点があってよかった。写真を写して下山。次の山は蒲生郡日野町松尾

にある点名「日野松尾町」。国道３０７号を日野町まで走り，国道４７７号を少し走って，県道の

Ｔ字路に駐車して三角点に向かって山勘で登っていくが，ぬかるみが多く,歩きにくかったが,三角

点を探したが，見つからなかった。 

 少しは開けている様な所があると思ったが，無かったので，探すのをやめて下山して，帰路につ

いた。 

 

７月２５日 

 今日も滋賀県の山に行く，長浜市余呉町文室（ふむろ）途中越えをして湖西道路を走って国道１

６１のマキノ町野口から国道３０３に入り,木ノ本町から国道３６５余呉町東野から林道に入って

すぐにフェンスがあってチエーンがしてあるが，難なく入れた。 

 ５kmほど林道を進んで見当をつけて駐車した所から，踏み跡を見つけて２５分程登ったら三角点

で着いた。写真を写して下山して帰った。 

 

 

 

   

 

 

 

    秋葉越三角点        秋葉越三角点にて         大野村三角点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         大野村の地図               秋葉越の地図 

 

【参加者】他１名 
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例 会 報 告（まとめ） 

 

例会

№ 

目的地 天

候 

月  日 担当者 参加者 記 事 

2808 紀州 真妻山 

（１等△523.4） 

    龍門山 

 

晴れ 

令和元年 

 7 月 28 日（日） 

  ～29 日（月） 

井戸澄夫 単独行  

別項詳報   

2811 点名「国東山」 

点名「青峰山」 

点名「国府村」 

 

 

令和元年 

 8 月 8 日（木） 

吉田 武  都合によ

り中止し

ました。 

 

 

 

 

雑  報 

 

△△△ ８月の集会 

日  時  ８月６日（火）18：30～ 

場 所  holly’s café（ホリーズ カフェ 烏丸四条西入ル） 

出 席 者  吉田，方山，岡田，大槻，森本，井戸  ６名 

内 容  例会結果，例会予告，個人山行，岳連関係報告ほか 

 

△ △△ ９月の集会 

     日  時  ９月１１日（水）18：30～ 

場 所  holly’s café（ホリーズ カフェ 烏丸四条西入ル） 

出 席 者  吉田，方山，岡田，大槻，和田，大倉，井戸  ７名 

内 容  例会結果，例会予告，個人山行，岳連関係報告ほか 

 

△△△ 他山岳会の会報（受贈分） 

京都山岳，趣味の登山，比良山岳，木雞 

 

△△△ 部報発送担当からのお知らせ 

職場の異動に伴い，部報の発送先，発送方法に変更がある場合は，必ず部報発送担当者 

（松田）まで連絡してください。 

※パソコンに部報データを送信することもできます。送信希望の方はパソコンのメール

アドレスを部報発送担当者に連絡してください。 

 



 8 

 

 

△△△ 部費の徴収について 

     部費の徴収方法について現在検討中です。そのため今年度の部費については当面徴収せ

ず，山岳部の活動は内部留保金で運営していきます。既に納入された方については別途返

却いたしますので暫くお待ちください。 

 

△△△ ７０周年記念誌の原稿提出について 

     京交山岳部創立７０周年記念誌の原稿の締め切りは９月末です。 

     未提出の部員各位には早急に提出されるようお願いします。 

     提出先は松田または井戸です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪新入部員募集中≫ 
 

令和元年１０月１日 

 

京都市右京区太秦下刑部町１８ 

京都市交通局内 

京 交 山 岳 部 
http://kkmc.web6.jp 


