
 

１０月２７日      貝月山           平尾 繁和 

山 名 貝月山 山行名 市民秋山登山  

ルート 京田辺～栃の実荘～ヒフミ新道～貝月山～ふれあいの森入口～駐車場所～京田辺 

山行日 2019年 10月 27日（日） 天 候 曇りのち晴れ 

参加者 
CL：平尾、SL：小川 

男性：18 名（一般 7、会員 11）、女性 19 名（一般 7、会員 12）  参加者 37 名   

ルート概略図 

 
 

コースタイム 
地名 時：分 地名 時：分 

京田辺   
貝月山 

着 13：20 

発 6：35 発 13：45 

栃の実荘 
着 10：00 ふれあいの

森入口 

着 14：50 

発 10：05  発 14：50           

ヒフミ新道登

山道 

着 10：55 
駐車地点 

着 14：55           

発 11：00 発 15：00 

長者の里分岐

手前 

着 12：05 
京田辺 

着 19：00 

発 12：35 発  

山行報告  京田辺から北陸道を木之本インターで降りて国道 303号を東へ岐阜県揖斐川町に入る。

超大型バスの通行が当初予定していた道路では難しいとの運転手さんの話で、少し遠回りして揖斐高

原スキー場に到着。揖斐川町の天気予報は、曇りのち晴れ（降水確率昼前後 10％それ以外 0％）で雨

の心配はなかった。揖斐高原へ入る手前で「岐阜市民登山大会」の案内板を見かけ、栃の実荘で確認

すると約 200人がすでに出発しヒフミ新道を往復するとのこと。参加者に知らせ離合時等注意をする。

準備体操のあとスキー場のゲレンデを直登、衣服調整後一旦舗装道路へでてその先の右手登山道へ入

る。30分ほど登りＴ字路で左手リフトからくるヒフミ新道に合流、小休止。歩き易い整備された道が

右手に向かう。岐阜の労山の約 80名の下山第一陣と時折出会う。貝月山まで合流点から標高差約 300

ｍだが距離があり、長者の里からの道との分岐手前で 12 時を回り道路脇で昼食。小貝月山登り口の

左が開け伊吹山から続く山並みが見える。その先で登山大会の第 2陣（約 100名）の下山とぶつかる。

狭い道を半分ほど過ぎたところで譲ってもらい先を行く。カエデが赤にシロモジが黄色に色づき逆光

に照っている。周りの山々も紅黄葉で感嘆の声もきかれた。アップダウンをくり返しニセピークをこ

え貝月山山頂に到着。山頂には数名のみで、写真担当の若林さんが先回りして三脚を準備してくれて

いて集合写真をとる。山頂の展望台からは遠くは雲がかかっていたが 360度の展望。下山はふれあい

の森登山口へ。道はシロモジのトンネルをくぐって、頭注意、枝先注意、足元注意をくりかえし、石

車に載らぬよう繰り返し声を懸けあい気をぬかずに慎重に下っていく。1 時間弱で舗装路へ降りる。

通り雨がぱらついたがほんの一瞬だった。途中道路の崖があちこちで崩れ花崗岩の石ころが道路に散

らばっていた。シカが右手の崖で林内へあがれずもがいている、近寄ってみると片脚が罠のばねに絡

まっていた。後日聞くと、手前の左手林内でクマが罠にかかっていたのを目撃された方もあったとい

う。舗装路をバスが停車している所まで下り、ケガもなく全員無事下山しました。道の駅等に立ち寄

り北陸道・名神高速を走り、19時松井ヶ丘バス停に着きました。知名度のない遠方の山で心配しまし

たが、40 名の申込がありました。（3 名キャンセル）みなさんありがとうございました。会員のみな

さん御協力いただきありがとうございました。 今回の市民秋山登山の実施にあたり、貝月山の 3つ

の登山口を確認しコースを決めるため５月中旬に下見を行った。長者の里からふれあいの森へ抜ける

コースを下見し、予備としてヒフミ新道からふれあいの森コースを設定。長者の里からのコースは谷

沿いをつめるコースであまり歩かれていない渡渉が 20回近くある変化のあるコース。9月の台風や大 



 

 

 

 

雨の影響が心配され、1 週間前に再度下見をしたら、水量が下見時より相当に増え足場も水に浸かり

不安定になっていたので判断しコースを変更、ヒフミ新道の登山道を確認しました。 

ヒヤリハット  なし 



 

 
 

 

 

 

 



 

第 34 回 市民秋山登山「貝月山」  アンケート集計結果 

 

回答  一般参加者 14 人（ＯＢ３人含む）   会員 20 人    計 ３4 人 

    回答なし 3 人 

質問―１ 今回の登山について（＊１） 

  １．きつかった 3 人（a 距離 1 人、b 傾斜 2 人） ２．ちょうど良い 23.5 人 

３．物足りない 5.5 人 

※ヒザ痛も出ず、リーダーの良きペースでうまく山行できました。 

質問―２どんな手段で今回の募集を知られたか（＊２） 

  １．市の広報 9 人 ２．チラシ・ポスター 0 人 ３．知人からの情報・勧誘 3 人  

  ４．山友会の㏋・会誌 16 人 5.その他 ２人 

質問―３ 費用面はどうでした 

  １．高価 ０人  ２．適当 31 人  ※いつも安価で感謝です。  

質問―４山友会の対応について 

  １．問題点があった 1 人  ２．普通 8 人  ３．良かった 18 人 

     問題点 

      地図見にくい、地図に高度見にくい 

良かった点 

      ①いろいろアドバイスをしていただけた。 

      ②歩くペースが良かった。楽に歩けました。 

      ③楽しそうでした。 

      ④皆さんの気づかいがありがたかったです。登山中のお話が楽しかったです。 

      ⑤親切、ていねいで和やか 

      ⑥親切 

      ⑦前半のペースがゆっくりで楽に歩けた。 

      ⑧リーダーの歩くペースがベストだった！！ 

      ⑨いつも先輩方にお世話になっています。 

      ⑩班ごとに一般参加の方々を間に入れて安全面に気をつかっておられた。 

      ⑪前もって試し登山もしてくださり助かりました。 

⑫参加する度にご指導ありがとうございます。 

⑬楽しかったです。 

⑭ご苦労様でした。 

⑮皆さん優しい 

質問―５今後市民秋山登山・春山登山（１泊）として希望される山。 

武奈ヶ岳、雲取山（※）、天城山、千畳敷カール、木曾駒ケ岳、御嶽山、乗鞍岳、恵那山、もう

一度熊野古道、熊野古道、熊野古道（中辺路側）、大山、荒島岳(前泊)、両神山、野口五郎岳(春

山)、紅葉のよい所、鶏足寺とその周辺、私が登れそうな山ならどこでも、農閑期であれば行き

たい  ※東京都    

質問―６ 今回の登山を含め、京都山友会にご意見がおありでしたらご記入願います。 

    ・一般ですが、日頃 600ｍ～1,000ｍへ登っていますが単独なので心配です。HP はやらない

ので事務局に連絡で無理なのか聞きたい。 

    ・いつも楽しい企画でワクワクしております。スケジュールが合えばぜひ参加したいです。 

    ・計画からずっと関わって下さった方お疲れ様でした。 

    ・久々の登山楽しかったです。ありがとうございました。 

    ・山友会の皆様のおかげです。 

    ・帰りにコンビニが近くにある所。トイレの場所を地図に記入。新入会員に入ってもらうの

が目的だが、OB との再会も楽しみです。 

 



 

一口感想 

・お天気に恵まれて紅葉も見れたし、コースの歩行速度もちょうどよかったです。バスでの 

送迎で楽ちんな山旅でした。ありがとうございます。又、機会がありましたら参加したいと思いま

す。                              一般：  

・個人では中々いけない山に連れて行っていただき、また一足早い紅葉も楽しませてもら 

いました。                           一般：   

・天候に恵まれて最高です。山友会の皆さまありがとうございました。 一般：  

・連番標高 1,234ｍが有名だったとは知りませんでした。一般参加でしたが楽しく、のんび 

りと歩く事ができました。ありがとうございました。        一般：  

・京都田辺山友会、下見等致して頂きありがとうございました     一般：  

・皆さんでうつした集合写真、熊野古道ではいただいた記憶がありますが、できれば毎回記念にいた

だきたいです。返金もうれしいですが、その費用にまわして頂いても良いと思います。スマホでは

Ｗeb サイトに入れなかったので・・・（使いこなせてないのかも？） 

一般：  

・ひさしぶりの登山で楽しかったです。上りで途中足に来て不安でしたが無事登れました。筋力をつ

けてまた参加したいです。                    一般： 

・今日はありがとう、久し振りの山行であった。天候もめぐまれ気持ちのよい山行であった。たくさ

んの人と歩いたのは久し振りでした。これからも日程があえば参加したいと思う。ありがとう。 

                                 一般：  

・天候に恵まれ久しぶりの気持ちの良い山行ができました。役員の方々にはお世話になりました。今

日は２００名の団体が貝月山に登っているとのこと、下り組団体（聞けば７０名の隊とか）との離

合が大変でしたが・・もう少し班の間隔を開けておけばとも思いましたが、でもまあ～何事もなく

良かったですね。                        一般：  

・また誘ってください。                      一般：  

・久々にみなさんのお元気な姿が見れてよかったです。また機会があれば参加させて頂きたいです。 

                                 一般：  

・久し振りの仲間達との山行を楽しませて頂きました。貝月山の登山ルートは市民ハイキングに相応 

しい危険度の少ないルートであり、頂上では 360℃の眺望も素晴らしく十二分に堪能させて頂きまし

た。大した事故も無く無事に全員で下山出来ましたのも担当の役員の方々の細心の心配りの結果でお

礼申し上げます。有難うございました、そしてご苦労様でした 

                                  顧問：  

・『5 つ』のラッキー！！！ 今日の山行では、5 つのラッキーに巡り合いました！！ 

1）晴れ！！ 4 時起床！！庭に出てみると雨でぬれている！！バスの走行中も曇り空！登山口に

到着時に、やっと雲間から、太陽が顔を出し、一安心！！ 

2）『88』 バス停に着いたバスのナンバープレートが『88』！！ラッキー！！と喜んだ！！ 

3）50 円硬貨を拾った！！ 登り出し直後に 50 円硬貨を拾った！！良い『ご縁』が 10 回もある！！

と一人納得！！ 

4）太陽がポッカポカ！！ 頂上前 30 分の登山道に腰を下ろして昼食！！なんとこの間だけ、冷た

い風も吹かず、太陽が燦燦と！！ 

5）膝痛なし！！ 登りは良い良い/下りも良い良い！！全行程膝痛なし！！超超楽しい山行！！ 

リーダーの平尾さん/世話役の皆さん/同行の皆さん、本当に有難うございました！！ 

会員：  

・後方の方々にはずい分とご迷惑をおかけしました。これからもよろしくお願い致します。今日はあ

りがとうございました。                     会員：  

・バスの時間が長かったけれど、普段なかなか行けない山に行けてよかった。秋めいた山が美しかっ

たです。                            会員：  

・登り下りを歩いてみてコースを考えて下さったんだと思いました。上り、なだらかでとても歩きや

すく頂上に着きました。声をかけ合い無事下山でき感謝します。楽しい 1 日でした。係の方お疲れ

さまでした。                          会員：  



 

・晴天に恵まれて楽しい山行でした。紅葉も大変きれいで大満足でした。会員：  

・落葉をサクサクふみしめながら、時折紅葉の鮮やかな赤を愛でて天気に恵まれた 1 日でした。大雨

が続いて秋を感じないまま過ぎてしまうかと思っていたのに、美しい秋を満喫しました。 

                             会員：  

・登った事のない山、名も知らない山に行け、大変感謝しております。これからもご指導よろしくお

願いします。                          会員：  

・点描画の絵画のような紅葉が始まっていて、きれいな山の景色が見られ良かったです。貝月山とい

う面白い名前のすてきな山を紹介下さりありがとうございました。 

                                 会員： 

・天気に恵まれ、山の紅葉にめぐまれよかったです。         会員：  

・楽しみにしていました。秋山登山お天気もよく無事参加させていただきました。私の体力に丁度良

い登山でした。お世話してくださった皆様方ありがとうございました。                                                

会員： 

・今日の山は最初のゲレンデ歩きのみちょっときつかったが全体にゆっくりだったので周りを見るこ

とも出来とても良かった。役員の皆様大変お世話になりありがとうございました。 

                               会員： 

・標高 1234 と語呂の良い貝月山すぐに覚えてしまいました。今年はなかなか寒くならず紅葉はダメ

かな―と思っていましたが、山頂近くまでくると木々が黄葉しており、他の山々も美しく紅葉し、

今年一番にステキな秋を感じさせてもらいました。         会員：  

・好天気にめぐまれ、事故もなく山行できたことに感謝します。計画、下見担当の皆様ありがとうご

ざいました。                          会長：  

・紅葉にはまだ少し早かったのと、山頂からは 360 度の展望だが、遠くの山に雲がかかって山容をは

っきり見ることができなかったのは少し残念でしたが、十分山行を楽しめました。ありがとうござ

いました。                           会員：  

・登山時刻が遅かったので（いつもは大体 9：00 すぎぐらい）下山時刻も遅くなるのではと思ってお

りました。今日は楽しい登山でした。               会員：  

・ハイキング企画としては最高のコースと思います。         会員： 

・植西さんと初めてお会いし、10/28 で 87 才とお聞きし足のつき方や歩き方がとてもきれいで見本

にしたいです。                         会員：  

・いろいろありがとうございました。下見と違うコースになったのは残念でしたが天気ももってくれ

よかったです。                         会員： 

・反省点①大型バスが通れる道かどうか？難しい。②道の駅にビールを売ってなく、皆さんからおし

かりを受けた                          会員：  

 

 

 


