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びっくり！？ウッドチップを敷き詰めた登山道 

岡⼭県鏡野町と⿃取県三朝町の県境を尾根に沿って歩く「⾼清

⽔トレイル」が 2019 年 11 ⽉に全線オープンしました。武村

ガイド・岡本の⼆⼈で昨年現地へ出向きすべてのルートを視察

し、魅⼒いっぱいのプランを考案しました。何より登⼭道にふ

かふかのウッドチップが敷かれていた事には驚きでした。多少

アップダウンはありますが、膝にとても優しくて超快適。中国

⼭地の雄⼤な⼤⾃然とパノラマ展望を安⼼してお楽しみ頂けま

す。さらにこの時期、可憐な淡いピンクの⼭野草、イワウチワ

群⽣をご覧頂けます。ルートは往復コースを選定していますの

で、しばらく登⼭から離れていた⽅にもお薦めです。 

神⼭町のしだれ桜 阿波徳島の⼭間部に位置する神⼭町には 

町のいたるところにしだれ桜があります。標⾼差があるので

すべての桜が⼀緒に咲くことはありませんが、逆にいうと 

どこかは必ず満開。バスが⼊られない場所も多く⼈が少ない

ことも魅⼒のひとつです。 堀祐希 

福島県三春の滝桜 ⽇本三⼤桜に

数えられ、桜で初めて国の天然記

念物に指定された名桜です。初め

て⾒た時の⼤きさと迫⼒に圧倒さ

れたのを覚えています。夜のライ

トアップも素敵です。 三⽊浩嗣 

 

真野公園の夜桜 桜の時期に佐渡

ヶ島に⾏くと、どこもかしこも桜

が咲き誇っていますが、私のお勧

めは「真野（まの）公園の夜桜」

⼋反の灯りに照らされた桜の雰囲

気は最⾼で、混雑なくゆっくりご

覧いただけます。   岡本哲也 

 

 

 

 

常神半島の⼭桜 桜といえば福井

県三⽅郡の半島、常神半島の⼭⼀

⾯に咲く⼭桜。若狭湾、美浜湾を

境に⾶び出す常神半島の⼭⼀⾯に

咲き誇る⼭桜を、船に乗り海から

ゆっくり眺めるのは⾄福のひと時

です。        浮⽥健⼀

 
 

奈良県吉野⼭ 私が今まで訪れた

中で⼀番感動し⼼に残っている桜

景⾊です。⼭全体がピンクと優し

い緑⾊に覆われ、そこにある物全

てが春の到来を喜んでいるようで

した。また今年も⾏きたい場所の

⼀つです。     久保世⾥⼦ 

 

 



 

今⽉は伊勢⼭上、来⽉末は「⾅杵の⼭桜と⼤⼊島」とご活躍

中の⾼野ガイド。打ち合わせで事務所に⽴ち寄れた時の素敵

なコーディネイト。これ実は普段着なのです。⾼野ガイドは

知る⼈ぞ知る普段着が登⼭服では無い、世界的にとても珍し

いガイドさんなのです。スーツはリングヂャケット、パンツ

は JACOB COHEN、時計はヴァシュロン。総額約●百万円

です。いやはや、なんとも・・・ 

ユニ●ロコーデの代表取締役 堀祐希 

⻤は〜外︕福は〜内︕⾖を撒いて⻤払いをし、福を呼び込ん

で年齢の数だけお⾖を頂き恵⽅巻にかぶりつく。⻤を払う⼀

⼤⾏事なのになんだか楽しい節分の⽇。例年２⽉３⽇にやっ

てくる節分が今年はなんと２⽉２⽇にやってきます。ずっと

節分は３⽇だと思い込み⽇にちが変更になるなんて思って

いなかっただけにびっくり仰天︕理由はうるう年と同じだ

そう。１年を⼆⼗四節気にあてはめると少しずつずれが⽣じ

その調整のためだそうです。ちなみに節分が 2 ⽉ 2 ⽇にな

るのは明治 30 年（1897）以来実に１２４年ぶりとのこと。

が︕調べていくともっとびっくり 

なことが︕︕︕なんと３７年前、 

昭和５９年（1984）は逆に春分 

の⽇が 2 ⽉ 5 ⽇で節分は 2 ⽉ 4 ⽇ 

だったとのこと。えぇ︕︖そうだ 

ったの︕︖覚えていない…とりあ 

えず今年は 2 ⽇です。福を沢⼭呼 

び込んでいきましょうね♪ 

高野努ガイドの素敵な普段着♪ 今年の節分は２月２日！？ 

試作を繰り返し 楽々 かに料理を食べられるという幸せを実現！ 

冬の大山鍵掛峠の旅館 

雪花荘の若旦那が大奮闘 
⼤⼭寺の宿場町にある雪花荘。今年の１

⽉、雪の⼤⼭⼭麓を歩きカニ料理を⾷べ

るという企画を津森ガイドが考案、募集

させて頂く事になりました。雪花荘の若

旦那は、友⼈の津森ガイドから予約をも

らった時に聞いた何気ないひとことが

⼼に残ったそうです。「かに料理は絶品

だけど、⾷べるのが⾯倒だという⽅が結

構多いよね…」 今年はコロナ禍の影響

でお客様が少ない中、⼤⼭に来て頂ける

ありがたいお客様⽅へ何か御恩返しが

出来ればと考えていた若旦那。⼤⼥将

（⺟）に相談し、いろいろなアイデアを

もらいながら何度も何度も試作をくり

返し、お箸だけで⾷べる事のできる楽々

かに料理を実現。その熱意は当⽇、ご参

加のお客様にしっかりと伝わり、皆さん

に⼼からお喜び頂けました。 

添乗員 岡本哲也 

たっぷりのかにの⾝とかに味噌 

お鍋⽤のかにも刺⾝で⾷べられる新鮮さ 

カニ刺⾝と⿃取名物モサエビ 美味♪ 

雪花荘の若旦那 佐伯勇治さん 
１２００年続く⼤⼭寺、その参道を中⼼と

して広がる宿場町にあるお宿、雪花荘の若

旦那 佐伯勇治さんは⼤⼭のガイドや登⼭

道整備、資材等のボッカなど⼭仕事もこな

します。⼭旅⼈の津森ガイドとは古いガイ

ド仲間で今回のプランに協⼒頂きました。 



  

海鮮好きにはたまらない♪ 相差の漁師旅館で伊勢海老と旬の魚満喫 

小６娘と二人旅 グランピング初体験レポート 

グランピングってご存知ですか︖英語で“魅⼒的な、華やかな”などを意味する「Glamorous（グラマラス）」と

「Camping（キャンピング）」を組み合わせた⾔葉で、直訳すれば“魅⼒的なキャンプ”という意味になります。私の

イメージでは、料⾦は⾼級旅館並みだけど、⼿ぶらでキャンプに⾏けて、⾷材も⽤意してくれて、⾷事の準備や⽚付

けも全部やってくれる楽々キャンプのイメージでした。そこで⼭旅⼈スタッフで誰も経験したことのないグランピン

グへ⼩６娘と⾏ってきました。⾏先は京都府宮津市の天橋⽴にほど近い「ｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞﾚｯｼﾞ HAJIME」。チェックイン

してまず驚いたのはその施設の充実さ。宿泊するドームテントは直径７ｍ、⾼さ４ｍの⼤空間にベッド２台とリビン

グソファー、冷暖房、電気、コンセント完備のホテル並み︕そしてテント以外にキッチン棟があり、薪ストーブ、グ

リル、冷蔵庫、電⼦レンジ完備でトイレ、ユニットバス付。さらにプライベート焚⽕スペースがあり、薪も使い放題︕

早速焚⽕をおこし、娘は焼きマシュマロ(これもサービスのひとつ)にご満悦。⼣⾷時にはステーキをはじめ、鮑やチ

ーズフォンデュなど豪華な⾷材を運んできてくれます。ただ焼いたりするのは各⾃でするので、期待していた上げ膳

据え膳のイメージとはちょっと違っていたかな。それなら⾃炊の得意な⼭旅⼈では⾷材を持ち込みした⽅がいいかな

と思いました。今回の視察を踏まえて⼭旅⼈流グランピングツアーを企画しますのでぜひお楽しみに♪ 三⽊浩嗣 

山と海ゆっくり満喫 奥伊勢と相差の旅 
 

昨年１２⽉に私、三⽊、岡本のロートル、いやいやベテ

ランスタッフ３名で紀伊半島を周遊する旅を実施させ

て頂いたのですが、その旅をヒントに相差で泊る旅を

つくってみようと考えました。その時の参加者でもあ

るお客様に以前から「相差なら毎年⾏っているいい宿

があるよ」と教えて頂いた料理⺠宿があったのですが、

そのお宿をベースに２泊の旅を考案しております。 

１泊目は奥伊勢の⼭深い森にある⼀軒宿へ。すぐそば

にある総門⼭を散策。展望の良い美しい森歩きだけで

なく、夜は満点の星空もお楽しみ頂けます。そして翌⽇

は⼭から海へと移動しましょう。英虞湾のリアス式海

岸の景⾊が広がる展望所、横⼭展望台などを散策した

ら午後は漁師町、相差へ。歩いてしか⾏けない海⼥⼩屋

でアワビ等、海鮮焼きのお昼を頂き、その後は現役の海

⼥さんに相差をゆっくりと案内してもらいます。 

宿泊するドームテント キッチン棟。薪ストーブが素敵 焚⽕で焼きマシュマロ♪ 豪華な⾷材。⾷べきれない(^^; 

相差の料理旅館「さひち」のご紹介 
漁師の方が営む、家族経営のとても小さなお宿ですが 

お部屋も館内も清潔で快適。お料理はもちろん、お部屋

もお風呂も快適。団体客には向きませんが、さぽ旅号で

訪れするには丁度よいキャパシティのお宿です。 

そしてお泊りは今回視察させて頂いた相差の料理旅

館「さひち」さん。⼩さな旅館で、部屋数も多くあり

ませんが、海の⾒える貸切露天風呂もある素敵なお宿

です。伊勢海⽼料理をご満喫下さい。最終⽇は伊勢神

宮、そして伊勢⾳頭の⼀節に「お伊勢参らば朝熊をか

けよ、朝熊かけねば⽚参り」と唄われる朝熊岳を散策

してお帰り頂きます。とても中⾝の濃い素敵な旅とな

りますのでお楽しみに︕ 



 

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。１０個貯まると次回以降のツアーで２０００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。 

※２０個貯まると４５００円キャッシュバック、３０個貯まると７０００円キャッシュバック＋添乗員の土産付き(2021 年 1 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 

●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 ＬＩＮＥはじめました！お友達になって下さい 
 

山旅人の公式 LINE アカウントをオープンしました。ツアーの最新情報や楽しい山旅の 

情報をどんどん掲載します。皆さんお友達になって下さい。登録してお名前を LINE して 

頂くだけでポイントカードのハンコを２つサービス！お友達申請は以下の URL 

 https://yamatabito.com/line-hajimeta-2 又は右記のＱＲコードで 

●お客様の旅コラムを随時募集中 
かわら版に掲載させて頂くお客様の旅コラムを募集して

おります。旅のエピソードをはじめ、山旅人のツアーで

感じた事ならなんでも結構です。４００文字以内で下記

メールアドレス又はお手紙・ＦＡＸでご応募下さい。 
 

※お写真の掲載も可能です。※編集の都合により文章を省略させて頂

く場合もございますがご了承下さい。※採用は掲載をもって発表とさ

せて頂きます。 

●「お客様の声」をお聞かせ下さい 
ホームページに「お客様の声」を掲載させて頂いてお

ります。山旅人にご参加頂いて楽しかった事や嬉しか

った事を簡単な文章にまとめ、お写真と一緒にホーム

ページの応募フォームかＥメールでお送り下さい。 

掲載させて頂いた方には１０００円の割引券を贈呈致

します。 

●山旅人メール会員登録で当日ポイント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。 


