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本⽇も⼭旅⼈の旅へご参加賜り、誠にありがとうございます。 

忙しい年の瀬ではございますが、この旅の間だけでも皆様にはゆっ

たりと⼼穏やかな気持ちでお過ごし頂ければ幸いです。今回も皆様

の旅が安全・快適な旅となります様、スタッフ⼀同⼀丸となってが

んばります。さて、今回は伊吹⼭の新コースをご紹介致します。阪

神間や名古屋からも近く、展望良し、花良しという好条件の⼭だけ

に、夏のトップシーズンともなると多くのハイカーが訪れ、混雑を

避ける事は出来ません。しかしこちらの企画は２合目の宿を利⽤す

る事により、⽇帰りハイカーでごった返す時間帯を避け、ゆっくり

伊吹⼭のお花畑を楽しむ魅⼒あるコースです。２０１９年の夏の⼭

⾏を検討される際に候補のひとつに⼊れて頂けると幸いです。 

⼭旅⼈代表 堀 祐希 

伊吹⼭３合目のユウスゲ群落 

宿泊する「ロッジ⼭」と星空 (写真 ロッジ⼭提供) 
 

暑くて⼀番混雑する時間帯を避け、朝⼀番と⼣⽅に楽しむ花の伊吹⼭ 

京阪神や名古屋から伊吹⼭まではマイカーで２〜３時間。⼭頂付近はお昼前に混雑のピークを迎えます。この企画で

はドライブウェイのオープン（この時期は朝８時）に合わせて２合目の宿を出発、９合目駐⾞場へ⼀番乗りして混雑

前の⼭頂とお花畑を楽しみます。ご参加の皆様がお帰りになる頃に⼭は混雑が始まる時間帯となりますので、下⼭後

の⼊湯もゆったり。初⽇は逆に⼀般登⼭者がお帰りになる頃に⼊⼭し、3 合目のユウスゲ群⽣地を楽しみます。2 合

目のお宿までは⾞移動となりますので快適。もちろんその⽇は 2 合目泊りなので⼼ゆくまでゆっくりと散策出来ます。 

３合目のユウスゲとお宿からの⼣⽇と琵琶湖 

 

混雑を避けて楽しむ花の伊吹山 山頂のお花畑と３合目のユウスゲ散策 

出発日 ２０１９年７月８日（月）１泊２日 登山レベル２ ガイド 馬場康法さん 

行 程 ①三宮(9:00)＝大阪(10:10)＝大津(11:20)＝伊吹山２合目…３合目(ユウス

ゲ散策)…２合目(泊) ②２合目＝９合目駐車場(山頂までお花畑散策)＝(入

湯)＝各地(17:00 予定) 

宿 泊 ２合目 ロッジ山 次号「2019 年夏秋号」にて掲載予定 先行予約はお早めに！ 

 

本企画に参加をしてみたいとい

う方はお早めに先行予約を！ 

 

限定１５名様、さらに設定出来る本数

も限られますので、ご希望のお客様は

お早めに先行予約をして下さい。 
 

企画担当 三木 浩嗣 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先⽉、⼩林ガイドと⾏く城巡り企画で⽇本三⼤⼭城の⾼取

城へ⾏ってきました。⽐⾼(地⾯から⼭頂まで)がもっとも

⾼く壮⼤な規模から「⽇本⼀の⼭城」と⾔われています。

城内は約 10,000 ㎡（１ヘクタール、ピンとこない？約３

０００坪です！）、周囲3Km、城郭は 60,000 ㎡、周囲30Km

という広さ。27の櫓、33 の門、⼟塀 2,900m、⽯垣3,600m、

橋梁 9、堀切 5 ヶ所。⼭城としては⽇本⼀を誇るその姿を、

⾼取町と奈良産業⼤学が協⼒して CG 作成した姿を夢想館

で⾒る事ができます。⼀⾒の価値がある素晴らしい映像に

なっています。麓の城下町の散策や季節を通じて⾊々なイ

ベントもあります。おいしいお店ももちろん知っています

（笑）お気軽に岡本までお問い合わせ下さい(^o^) 

岡本 哲也 

 

 
 

秋の社員研修が⾏われました。講師はマウンテンゴリラの

安村淳さん。⽇本の登⼭界においてエベレストに初めてガ

イド登⼭でお客さんと⼀緒に登られた⽅です。安村さんは

⻑年、⼭岳ガイド協会の理事としてガイド業の普及活動に

も携わって来られました。教育の場では「シンプル・イズ・

ザ・ベスト」を基本に、ガイドの誰もができる安全管理を

目指します。そしてガイドの⼼得とは「あらゆる状況を想

定して準備し、何事もなく終える」とおっしゃっています。

海外の頂点を極めた目線から⽣み出されたこの２つの考え

はきっとこれからも永遠に語り継がれていくだろうな・・・

と感じました。この研修を受講できることは私の今後にお

いてとても貴重な経験になっています。スキルアップして

ツアーに活かしていくと共に来年の研修に備えたいと思い

ます。 

津森 豊 

 
 

皆さんが⼭に⾏かれる時、登りは平地や下りより⻑い距離

を歩いたような気分になりませんか？何か根拠があるのか

と実際の距離を計算してみました。全⻑ 4km でまあまあ急

な 1000m の上り坂があると想定して計算すると全⻑約

4.12km となりました。あれ？⼤して距離は増えていませ

ん。でも実際に登ったことのある皆さんはもっと⻑い距離

を歩いたような気分ではないですか？何かもっと違う計算

式はあるのかと探してみると、距離と⾼低差と歩⾏時間の

関係を⾒つけました。100m 登ると平地と⽐較して⼤体 15

分程余分に歩⾏時間がかかるそうです。という事は標⾼差

1000m で 2.5 時間余分にかかる計算です。⼀般的に平地

で 4km 歩くと 1 時間。合計 3.5 時間となり、皆さんの感

覚とかなり近づいてきたのではないでしょうか。⼭旅⼈の

パンフレットには定数という⽂字が記載しています。この

数字は⿅屋体育⼤学・⼭本正嘉教授により定義づけられた

もので登⼭の歩⾏距離と時間・⾼低差等に決まった値を乗

じて得た感覚的なものを排除した値です。これまでのレベ

ルとは別の概念としてツアー選びの参考にしていただける

と幸いです。               近藤 恒毅 
 

今⽉の⼩話は⻑崎県⼩値賀島にて書いています。明⽇は無

⼈島の野崎島へ。野崎島には世界遺産「⻑崎と天草地⽅の

潜伏キリシタン関連遺産」に含まれています。潜伏キリシ

タン？聞き慣れた隠れキリシタンと同じ？と思うかもしれ

ませんが、その違いを調べてみると…潜伏キリシタンとは

江⼾時代キリシタン禁制に対して、表⾯的には仏教徒を装

いつつ、密かにキリシタンを信仰し続けた⼈々。隠れキリ

シタンとは明治時代にキリシタン禁制が撤去されてもカト

リック教会に復帰せず、独⾃の信仰様式を継承した⼈々の

ことを潜伏キリシタンと区別するために隠れキリシタンと

呼ぶそうです。明⽇野崎島へ⾏った時、潜伏キリシタンを

隠れキリシタンと間違えないように気をつけて⾏ってきま

す。                   三⽊ 浩嗣  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頬をすり抜ける風がいつの間にか冷たくなり、私達が住む

地域でも紅葉が⾒頃を迎えています。皆様は秋⼭を楽しん

でいらっしゃいますか？今回私の⼩話は秋祭の話をしてみ

ようと思います。秋はその年の作物の収穫を祝う祭りが、

⽇本だけではなく世界中で⾏われています。近頃では何か

と話題になるハロウィンとは別に、世界中の⽅が注目する

お祭りがあります。そうです。１１⽉のお楽しみ「ボジョ

レーヌーボー」です。ボジョレーヌーボーはフランスのボ

ジョレー地⽅で今年できた葡萄をワインにしたものを毎年

11 ⽉の第３⽊曜⽇に解禁して、今回の出来栄えとこれから

先に今年のワインがどうなるのかを⾒極めていきます。醸

造家や愛好家にとって、とても⼤切な 1 ⽇だそうです。そ

れもそのはず、今年⽣まれたワインが数年後にはとてつも

ない⾦額で取引される可能性があり、各ボジョレー地⽅の

ワイナリーの祈りがこもったお祭りなのです。ちなみにヌ

ーボーの意味は「⽣まれる」です。皆様も⽣まれたてのボ

ジョレーで平成最後の余韻に浸ってみてはいかがでしょう

か？噂では今年の出来は非常に良いとのこと。とても⾼価

な⼀本になるかもしれませんよ。     浮⽥ 健⼀  

陽が暮れるのが早くなり朝陽が昇る時間が遅くなってきま

した。だんだんと冬に近づき家にいる時間が増えてきてい

ます。仕事や家事が⼀段落するとよく本を読んでいます。 

⼩説等を読む時は集中して⼀気に読むのですが、今回はゆ

っくりと数週間かけて⼤好きな本を読んでいます。 

「⻑い旅の途上」 星野道夫 

 

 

 

アラスカ原野を歩いた写真家・星野道夫さんが残した⾔葉

たち。彼と同じ目線で⾃然を感じることは出来ないけど、

本の中の⾔葉や写真から、⼈の想いや⾒たことのない風景

の中にいるような感覚になったり、動物たちの吐く⽩い息

や⼒強い⾜⾳が聞こえてくる気がします。何があっても、

全てのものに平等に時間が流れていること。決して目の前

だけが全てではなく、⾏くことの出来ない⾃然の世界が、 

今を⽣きる私たちと同じこの瞬間に存在していることを、

静かにそして⼒強く語ってくれる本です。私の⼤好きな⼀

冊です。⼿にとる機会があればぜひ。   久保 世⾥⼦ 

いよいよ本格的に寒くなってきましたね。⼭旅⼈では⽉ 1

回のミーティングの時にスタッフ全員が⼀冊の本を持ち寄

って、お互いに 3 分間で本の紹介をするという研修をして

います。読解⼒はもちろん、伝達⼒と表現⼒も鍛えようと

いう意図です。読書が好きな私にとってはとても嬉しい研

修です。私の好みのジャンルは純⽂学（⾒かけによらず

^^;）ですが、毎⽉皆さんから紹介される様々な本にも興

味を持ち、新たなジャンルの本を⼿に取るきっかけになる

のでいつも楽しみしています。⾒聞を広げるだけでなく伝

達⼒を向上させてもらえて良い取り組みだと思います。 

寒さが⽇増しに増しますが、暖かい部屋で読書に耽けるも

の悪くないですね。お勧めの本があれば是非教えて下さい。

あ、でも⼭へも⾏かないと⾝体がなまりますよ！ 

 

横⽥ 和則 

《南座》今年も残りわずかとなりました。京都の師⾛の風

物詩といえば南座の顔⾒世興⾏。約３年の耐震⼯事を経て

晴れて 10 ⽉末に新開場、70 名の歌舞伎俳優がお練りで祝

福しました。筆者も早速館内探検。目⽴った部分の⼤きな

変化は⾒られませんが、ニュースに拠ると、舞台がせり出

したり、座席部分が「座敷」になったり、これまで花道に

沿ってしかできなかった宙乗りが、客席を斜めに横切れる

ようになったそうです。幅広い種類の公演に対応できるよ

うになり、エレベーターも設置されいっそう劇場に出かけ

るのが楽しみになりました。３⽉の坂東⽟三郎特別公演は

いかがでしょうか。 徳永 恵 11 ⽉顔⾒世公演開場前の賑わいと 
演目予定「阿古屋」の坂東⽟三郎 



 

山旅人のツアーへ初めてご参加のお客様へ 

 

この度は山旅人をご利用頂きまして誠にありがとう

ございます。こちらは当社サービスのご案内です。 

 

●山旅人ポイントカードはお名前をご記入の上、ツアーにご参加頂いた際、添乗員へお渡し下さい。 
本日お渡ししたポイントカードはご参加頂いた際、添乗員がそのツアー日数分（例：日帰り１個、１泊２日２個）

のハンコを押させて頂きます。６個貯まると次回以降のツアーで１０００円をキャッシュバックします。 

 

※利用はご本人のみ、キャッシュバックは１ツアー１枚限りとなります。 

但しツアー日数が７日以上は２枚利用可、１３日以上は３枚利用可、１９日以上は４枚利用可となります。(2018 年 3 月より) 

※夜行フェリーは往復で１個となります。（片夜行の場合はポイント加算無し） 

※個人プラン、買取企画等のパンフレット未掲載ツアーはポイント、キャッシュバックの対象となりません。 

 

株式会社 山旅人 TEL：0798-56-1026 FAX：0798-53-5379 
〒662-0825 西宮市門戸荘 18-38 E ﾒｰﾙ：info@yamatabito.com 観光庁長官登録旅行業第 2015 号 全国旅行業協会正会員 

●山旅人メール会員登録で本日ポイント２つ追加 登録専用アドレス touroku@yamatabito.com 
携帯電話・パソコン どちらでも OK！メール会員に登録するだけでポイントカードのハンコを２つサービス！登

録は下記の登録専用アドレスへメールを送るだけ。もし面倒なら登録は添乗員が代行します。(携帯電話持参の

方)情報送信は月に数回、催行状況や新規募集ツアーの情報をお知らせします。こんな時にメールが届きます・・・

｢パンフレット未掲載の新企画募集を開始した時｣｢山旅人のツアー催行状況を更新した時｣ 

｢満席のツアーに空席が出た時｣…等々  
※必ず件名に「メール会員登録」本文に登録者の氏名を入力してから送信してください。 

※年会費や入会金不要 解約はＥメール・ＦＡＸ・お電話でいつでも受け賜ります。 

※お預かりしたアドレスは厳重に管理し、山旅人の旅行情報関係以外のメールは送信致しません。 

●当社では添乗員スタッフの撮影したビデオ販売や写真の無料ダウンロードサービスがあります。 
山旅人のツアーでは、スタッフがビデオ・写真の撮影をします。撮影したビデオ・写真をご希望の方は 120 分Ｄ

ＶＤ1 本 1000 円（写真はＣＤ500 円・プリント７枚 500 円）各送料込で販売致します。120 分に収まれば何コー

スでも 1000 円です。いくつかのコースをためてから注文して頂いても結構ですし、気に入ったビデオ１コース

だけを注文して頂いても結構です。ご注文・お支払いは添乗員まで。後日ご自宅へお送り致します。 

さらにパソコンやスマートフォンで当社ブログページから添乗員の撮影した画像データを無料でダウンロード

する事も出来ます。詳しくは添乗員までお問合せ下さい。 
※例え 5 分のみのビデオを 1 本で注文されても 1000 円となります。※すべてのコースでビデオ撮影サービスをご提供するとは限りませ

ん。悪天候時やトラブル発生時、危険箇所が多い行程等、当社スタッフの判断でことわりなくビデオ撮影を中断・又は中止する場合もあ

ります。その他、ビデオカメラの故障や機材不足の場合でも撮影は行いません。 

●ご希望の方へ「日本百名山登頂カード」と「九州百名山登頂カード」を差し上げます。 
まずは百名山登頂アンケートで（添乗員にご請求下さい）これまで登った百名山についてお答え下さい。 

登頂された山にハンコを押したカードを後日、当社からご自宅へお送りします。 

日本百名山を含むツアーへご参加の際お持ち下さい。添乗員が登頂した山にハンコを押します。 

個人山行、他社ツアーでの登頂も自己申告をして頂ければハンコを押します。 
 

※ハンコを押すのは当社ツアー参加中に限ります。（当社事務所を含むツアー以外の場所では押せませんのでご了承下さい） 

※百座すべてを登頂された方には当社より素敵なプレゼントを進呈させて頂きます。 

※すでに百名山をすべて登頂されたという方も希望であればカードをお渡しします。（もちろんプレゼントも差し上げます！） 

※その他、ご不明な点はお気軽に添乗員まで・・・ 

山旅人メール会員にご登録頂ければ 

最新のかわら版をインターネットでご覧頂けます 
 

メール会員にご登録頂ければ、山旅人かわら版をＷＥＢで御覧頂ける様にな

りました。会員様には毎月新しいかわら版をアップした閲覧専用ページアド

レスをお送りします。山旅人メール会員に是非ご登録下さい。詳しくは下記

に記載しております。 

●山旅人の募集スケジュール 春夏号(5月～9月)は１月発送 秋春号(10月～4月)は７月発送です。 
１月発送 夏秋号…５月～９月出発の新ツアーと１０月～１１月出発の先行発表ツアーを掲載 

７月発送 秋春号…１０月～１１月出発の追加設定ツアーと１２月～翌年４月出発の新ツアーを掲載 

次号のパンフレットは春秋号です。２０１９年１月発送予定 

決定したコースを順次お知らせ致しますので、お気に入りの企画には先行予約をお入れ下さい。 
 


