
2022年度に計画してほしい山域

山域 時期 特徴・思いなど 形態など

1 由布岳 10月 マイクロ利用

2 小田山 5月初旬 広島市安芸区と東広島市黒瀬町の境にある一等三角点のある山 ＪＲと路線バス

3 龍山・中野山・絵下頭 9月末か10月初旬
中野山は絵下山の南隣りに有る山です。絵下山山頂近くまで路線バス
で行ける楽々登山です

路線バス

4 一平山家山～中野冠山 20/7/5, 21/7/4計画中止

5  吉和冠山 20/6/13, 21/6/13計画中止

6 指谷山 20/5/17計画中止

7 鉾取山～金ｹ灯篭山 20/5/9計画中止

8 天神嶽 20/4/19計画中止

9 高松山 21/1/17計画中止

10 鈴ｹ峰～柚木城山 21/2/14計画中止

11 阿弥陀山 21/5/9計画中止

12 雲月山 21/5/16計画中止

13 東中倉山～八世以山 21/5/26計画中止

14 鶴見岳、由布岳 21/5/29-30計画中止

15 極楽寺山 21/7/11計画中止

16 大山登山と鏡ｹ成キャンプ 21/8/28-29計画中止

17 鬼の城山 21/9/15-16計画中止

18 大山 5月又は9月～10月初旬 キャンプではなく宿泊 マイクロ利用

19 由布岳 5月又は9月～11月初旬 マイクロ利用

20 岳山（738.6m）甲奴郡上下町 巨岩、奇岩と眺望がすばらしい山である。この方面の山行はあまりない
マイクロ利用。縦走（登、下山口は一
緒）。歩行時間は約3時間30分

21
虎ケ岳(414m)-烏帽子岳(412.4m)
下松市

来年は寅年。寅年に因んで虎ケ岳縦走をあげました。瀬戸内海の眺望
と森林浴が楽しめます。

マイクロバス利用。健脚な向きには茶臼
山までの縦走（約１０ｋｍ、6時間）も考
えられます。

22 西穂高周辺

23 泉山 6月から7月頃 展望良い。シャクナゲ、スミレ等の花 マイクロ利用

24 道後山 花のきれいな時期に マイクロ利用

福田頭 春か秋 過去の山行の機会に参加出来ず、是非いってみたい山 マイクロ利用

2021年度に計画してほしい山域

山域 時期 特徴・思いなど 形態など

1 大漬山 5月 ツツジ

2 安蔵寺山 10月 紅葉

3 花尾山(長門市/美祢市、669m)

4 羅漢山 水芭蕉と巨岩（小室井山と組む）

5 石城山（光市/田布施町）

6 長門峡

7 蒜山（下・中・上）

8 恐羅漢（台所原～中の甲） ササユリ

9 似島、安芸の小富士 3月中旬 ミモザの黄色い花が満開 ☆、サロン、渡船

10 向宇品島 3月下旬 ウラシマソウ（珍しい花） サロン、電車

11 丸山（加計） 3月中～下旬 ホソバコバイモ（白いかれんな花） ☆☆、バス

12 天神嶽 5月上旬 エヒメアヤメ ☆☆、マイクロバス

13 安達太良山 智恵子抄の山 遠征

14 由布岳 今年中止になった 遠征

15 英彦山 岩場や鎖、神社 めぐり 遠征

16 西赤石山～東赤石山 5月 アケボノツツジ、稜線を眺めたい 遠征

17 白山 夏山 お花畑と神社 遠征

18 船上山から甲ヶ山 せめて甲ヶ山だけでも 縦走

19 大万木山～琴引山 縦走

20 旅伏山から鼻高山 島根半島最高峰からの眺望 縦走

21 蒜山3座 縦走

22 莇ヶ岳～弟見山 春又は秋 鎖場と春は新緑、秋は 紅葉 縦走

23 大黒山～竜ヶ岳(山口) 冬でも行ける 岩場のある山

24 火の山～陶ヶ岳(山口) 冬でも行ける 岩場のある山

25 陀峯山(江田島) 冬でも行ける 岩山と瀬戸内海の眺め

26 王子が岳(倉敷市) 冬でも行ける 巨岩あり瀬戸内海の眺め

27 燕岳～安蔵寺山 ブナやナラ、杉の巨木が林立

28 後山 秋 岡山県最高峰 ブナ林 秋の紅葉

29 多飯が辻山 自然林あり。天気が良ければ日本海と大山が見える

30 女亀山 ブナ原生林と野鳥が多い 。山頂に神社があり大正時代まで女人禁制

31 前峠山、三剱山、三ツ丸子山等 宮島の弥山以外の山

32 伯耆大山 9月以外
昨年、大山の企画をしていただいたものの私用と重なり応募できません
でした。次回企画していただいたら、9月以外なら行けるのでぜひお願い
します。

33 岩船岳（宮島）
岩船岳にチャレンジしたいのですが、単独行で行ける自信がありません。
企画していただけたら嬉しいです。

34
大山登山とキャンプ(夏山登山道→元
谷コース→豪円湯院入浴)

キャンプは、やまぼうしで企画して頂かないとこの年になると中々機会が
ない。今年芸北でのキャンプはとても楽しかったので、来年も是非キャン
プを。

キャンプ泊付/
マイクロ使用

35 沢登り+キャンプ

36 二代木山 巨石群がスリル満点。 山口県　岩国市三和町

37 鎌倉寺山
広島に於けるロッククライミング発祥の地でも有名ですがシャクナゲの自
生地でも有名。

広島市安佐北区白木町小越

38 釜峰山 戦国時代の居城跡や西日本一のアベマキの巨木が群生。 広島県　庄原市口和町湯木

39 琴引山 大国主命ゆかりの山。「出雲国風土記」神話の山。 島根県飯南町頓原



40 大山ユートピアコース ７月の下旬から８月の上旬
ユートピア名物のお花畑が見物です。
大山寺＝＝大神山神社＝＝下宝珠越＝＝中宝珠越＝＝上宝珠越＝
＝ユートピア避難小屋

41 由布岳 昨年、中止になりましたが、復活を望みます。

42 白山 花の時期 前回、白山に行けなかったため
マイクロ利用
(参加者負担)

43 由布岳 前回の計画時期 中止になったため再度
マイクロ利用
(参加者負担)

44 燕岳 ７～８月 アルプスデビュー グループ

45 大山＋キャンプ(鏡ヶ成) ７～10月 鏡ケ成でキャンプをしたい
マイクロ利用
(参加者負担)

46 キャンプ 随時 鏡ケ成でキャンプをしたい
マイクロ利用
(参加者負担)

47 由布岳 今年度ｺﾛﾅ禍で中止になったため グループ

48 三倉岳

49 大潰山 5月末 ツツジを見に行きたい

50 火打山、妙高山 10月 山女日記を読んでいきたくなった グループ

51 赤岳 ８月 グループ

52 剣山→山嶺　縦走 ８月上旬 キレンゲショウマ見れるらしい グループ山行

53 白山 7月 花を見たい

54 白馬岳 7月 花を見たい

55 東北の山 10月 紅葉

56 立岩山〜市間山 秋 縦走、紅葉

57 今年度中止になった近くの山

58 大山 10月 紅葉 マイクロ、キャンプ

59 岡山県森林公園
県連女性会で行って山登りも花も沢山。イワウチワの群生、ミズバシヨ
ウ、座禅そうなど

コースは色々ある

60 天狗石・高杉山

61 一兵山家山・中野冠山

62 立烏帽子・竜王山

63 吾妻山・烏帽子山・比婆山

64 真道山（お花見山行） 4月4日

65 本年度中止になった山

66 白鳥山～松子山 10月か11月初め やまぼうしで行ってない山かも？ ☆1個半位のゆっくり山行。ＪＲで

67 日浦山～岩滝山 4月初め 日浦山から別のルートで岩滝山へ
☆1個半位のゆっくり山行。ＪＲで。
平日山行でも可

68 天狗石山～高杉山 6月初めか秋
天狗石山は6月初旬であればオオヤマレンゲが咲いているかも？
秋なら芸北の秋を楽しむ

☆2個位の芸北の山。　マイクロ利
用

69 鎌倉寺山 5月中旬
シャクナゲの花がきれいです。20年は裏年で少なかったですが、瑞々し
く大変美しかったです。21年はよく咲くのではと思います

70 十種ケ峰 5月連休明け
ヤマシャクヤクの花が見事に咲きます。又イカリソウもあちこちに群生して
います。登山道が崩れており危険個所あります。

71 武田山～鈴が峰縦走 参加者の体調により途中で下山可能。2年ぶりに再挑戦してみましょう。

72
欲張り登山出発日に大山、二日目に
蒜山

10月の気候の良い時期に どちらも登りたい山です。蒜山たくさんのお花が咲いており感動です。

73
出発日に伊勢神宮参拝と二日目に御
在所岳登山

御在所岳はロープウェイで山頂公園まで行けます。登山できない人も参
加できますので、伊勢神宮の観光も兼ねて多くの方に参加してもらえま
す。

74 宇佐神宮参拝と久住山登山
昨年に他の会で行きました。宿泊を九酔渓温泉二匹の鬼に宿泊がお勧
めです。5～6人用程のロッジにすべて露天風呂がついており、食事はフ
ルコース以上の豪華です。宿泊費は12,750円でした。

75 聖山→高岳 10月 ミズナラやブナの紅葉彩られた縦走路を歩く 定例山行マイクロバス

76 吉和冠 ６月
オオヤマレンゲ咲く広島県第２位の標高を登る。途中クレソン岩の奇岩
が興味をそそる。
山行後潮温泉で汗を流す

定例山行マイクロバス

77 烏帽子岩山→天狗城山 3月 本格的な岩稜登山と2つの峰をつなぐ縦走 定例山行ＪＲ利用

78 備中松山城登山ウオーキング 11月
天空の城、備中松山城は4つの峰からなる牛臥山の山頂にあり、現存
天守を持つ山城としては最も高い所にあります。そこを麓から登り国の重
要文化財の天守と山上の遺構を巡ります

定例（サロン）山行
マイクロバス利用

79 荒谷山～野登呂山 最近行っていないので 公共交通機関

80 猫山 最近行っていないので マイクロバス

81 湯来冠山 最近行っていないので 公共交通機関

82 春日山 最近行っていないので マイクロバス

83 三子山 最近行っていないので マイクロバス

84 砥石郷山～恐羅漢山 最近行っていないので マイクロバス

85 三瓶山一周

86 吉和冠山⇒寂地山⇒寂地峡

87 三倉岳

88 東鳳翩山

89 鼻高山

90 英彦山

91 伊吹山

92 蒜山三座

93 那岐山

94 比婆山

95 権現山⇒阿武山


