
 

      （30 年度すけじゅーる） 

 

 
 

 

※E-mail  qsms10680@maia.eonet.ne.jp   http://koseiyume.web.fc2.com/ をご覧ください。 

実施日 2012      イベント名 会員 一般 

11,12(日) 一般 

11 月１2 日まで

に申し込み 

紅葉のブナ原生林探訪 近江坂・大日岳登山 (壮大なブナ原生林を訪ねます) 

安曇川駅2:00＝能登野―(近江坂)―能登郷―P724―大日岳―電波塔広場―能登野＝道の駅藤樹

の里あどがわ＝安曇川駅（昼食・資料･環境整備費・バス/ガソリン代など交通費・保険など 

6,900 7,900 

11,23( 金祝 ) 11

月 17 日までに申 

自然・歴史  権現山・ホッケ山・小女郎峠トレッキング   一般  なめこ 

JR 堅田駅 2:00=葛川平：登山口―アラキ峠―権現山―ホッケ山―小女郎峠―小女郎ヶ池―葛川

坂下＝ＪＲ堅田駅（弁当・資料・環境整備費・保険・事務経費など 

6,700 7,200 

11,24(土) 

11 月 21 日まで

に申し込み 

紅葉の打見山・比良岳・烏谷山トレッキング 

JR 志賀駅：2：30＝登山口―天狗杉―クロトノハゲ―打見山 1102ｍ－比良岳 1051m―烏谷山

1076m ―荒川峠―中谷出合下―登山口＝JR 志賀駅（昼食・資料・環境整備費・バス/ガソリン

代など交通費・保険 

5,900 6,900 

11,25(日) 

11 月 21 日まで

に申し込み 

自然・歴史探訪 長法寺跡・長法寺城跡を訪ねて 
JR近江高島駅10:00―日吉神社登山口―蓮池―長法寺城跡―長法寺跡―蓮池―日吉神社―ＪＲ

近江高島駅（昼食・資料･環境整備費・バス/ガソリン代など交通費・保険な 

1,600 1,600 

1２/2(日)一般 
11 月 27 日まで 

ブナ原生林探訪湧谷山トレッキング  新コース 
JR 安曇川駅 2:00＝揖斐川町：遊ランド坂内スキー場登山口―丁子山―湧谷山―丁子山―遊ラ

ンド坂内スキー場登山口＝道の駅藤樹の里あどがわ＝ＪＲ安曇川駅（昼食・資料･環境整備費・バ

ス/ガソリン代など交通費・保険な 

6,900 7,500 

1２/2(土)初級 
12 月 4 日まで 

自然・歴史探訪ハイク 新旭地区と水鳥観察 

JR 新旭駅 9:20 集合―高島市観光物産プラザー阿弥陀寺遺跡ー大善寺・新庄城跡ー新竹取物語

会場：希望者は竹コップつくりー大田神社ー浅見けい斎書院ー琵琶湖浜辺ー（水鳥観察）－藤

本太郎兵衛堂像ーＪＲ新旭駅(資料・環境整備費・交通費・保険） 

1,000 
弁当持参 

1,000 

弁当持参 

1２/９(日)一般 
1２月５日まで 

自然探訪・歴史探訪 油日岳トレッキング   

ＪＲ石山駅８：３０＝奥余野登山口―油日岳－三国岳―ゾロ峠－奥余野登山口＝JR 石山駅 

（昼食・資料・環境整備費・バスなど交通費・保険など） 

5,500 6.000 

12,16(日) 
12 月 13 日まで

に申し込み 

新竹取物語とこだわり体験 ～冬の祭典～（ミニ門松つくりなど）9:30～14:10 まで 

竹伐採作業・ 大鍋でエコクッキング体験：大羽釜ご飯・キノコ汁・大根煮、焼き芋など収穫

祭  竹馬・竹下駄遊び・ミニハイキング・ミニ門松作り体験（別途 体験料）など   
（昼食・資料･環境整備費・保険･材料費など）     

大人１,000 
中 学 生 以 下

500 
園児以下 300 
 

室内用ミニ飾

り 1 個無料 
大飾り門松 
１鉢 1,000 円 

1２/23(日)一般 
12 月 18 日まで 

忘年登山 自然探訪・歴史探訪 三国岳（京都側から楽しむ）  新コース 
ＪＲ堅田駅８：００＝久多の志古淵神社―久多登山口― 一の岩壁― 二の岩壁 － 三の岩

壁 －三国岳山頂―・・往復・・＝久多登山口＝JR 堅田駅 （昼食・資料・環境整備費・バス

など交通費・保険など） 

6,900 7,900 

2019 

1,6(日) 一般 
1 月３日までに 

自然・歴史探訪  数々の和歌に詠まれた近江時路の名山鏡山   新コース 
ＪＲ野洲駅 9:00＝竜王町薬師地区駐車場―鳴谷池・石出し道隧道―雲冠寺跡―鏡山山頂 325m- 
―鏡山二等三角点―涼み岩―こんめ岩―あえんば広場―山面登山口―竜王町薬師地区駐車場＝

＝ＪＲ野洲駅（昼食・資料･環境整備費・バス/ガソリン代など交通費・保険など 

4,500 5,500 

1,13(日) 一般 
1 月８日までに 

～スノーシューで遊ぼう・雪景色を楽しもう～~乗鞍岳：在原から林道を電波塔へ 
安曇川駅 2:00=マキノ：在原―乗鞍林道ウォーク・・・（電波塔を目指して）道の駅藤樹の里あ

どがわ＝安曇川駅（昼食・資料・環境整備費・バス・ガソリン代・保険など） 

6,700 
スノーシュー

持参 500 円引 

6,900 
スノーシュー 

持参 500 円引 

1,20(日) 一般 
1 月 15 日まで 

自然・歴史探訪 五番領城跡・三重生城跡を訪ねて 

JR 安曇川駅 10：00－五番領城跡散策―梅の木運動公園―三重生散策―JR 安曇川駅  （資

料・環境整備費・保険など）  一般向き 

1,000 
弁当持参 

1,000 
弁当持参 

1,27(日) 1 月

２２日まで 

～スノーシューで遊ぼう・雪景色を楽しもう～野坂岳トレッキング  一般 
安曇川駅 2:00=敦賀：粟野登山口―野坂岳・・・往復＝登山口＝道の駅藤樹の里あどがわ＝安

曇川駅（昼食・資料・環境整備費・バス・ガソリン代・保険など こだわり弁当 

6,700 
スノーシュー

持参 500 円引 

6,900 
スノーシュー 

持参 500 円引 

2,３(日) 一般 
1 月 30 日まで 

～スノーシューで遊ぼう・雪景色を楽しもう～~蛇谷ヶ峰  周回コース 
安曇川駅 9:00=朽木スキー場―蛇谷ヶ峰―入部谷越―朽木スキー場駐車場＝道の駅藤樹の里あ

どがわ＝安曇川駅（昼食・資料・環境整備費・バス・ガソリン代・保険など） 

6,700 
スノーシュー

持参 500 円引 

6,900 
スノーシュー 

持参 500 円引 

2,7(木) 一般 

2 月 2日まで 
自然・歴史探訪 歴史に名高い繖山・安土山ハイキング  新コース 

JR 安土駅 9:30―石寺―観音正寺－繖山―安土山－ＪＲ安土駅（昼食・資料・環境整備費・バ

ス・ガソリン代など交通費・保険など  

3,000 3,000 

第 8回エコツーリズム大賞~特別賞~第 11 回エコツーリズム大賞~優秀賞~（環境省・日本エコツーリズム） 

平成 26 年度手づくり郷土賞（国土交通省） 日本自然保護大賞～地域活力部門～(2014 年度)(日本自然保護協会） 

 

 



2,10(日) 
2 月５日まで 

～スノーシューで遊ぼう・雪景色を楽しもう～武奈ヶ岳   

安曇川駅 8:00=葛川：細川―・・・登山道・・往復＝道の駅藤樹の里あどがわ（昼食・資料・

環境整備費・体験料・保険など）スノーシュー持参 500 円引 

6,700 

スノーシュー 

持参 500 円引 

6,900 
スノーシュー 

持参 500 円引 

2,17(日) 一般 
2 月１２日まで 

自然・歴史探訪 小川城跡と中江藤樹先生ゆかりの史跡を訪ねて 

JR 安曇川駅 10：00－中江藤樹神社―陽明園―中江藤樹記念館―道の駅藤樹の里あどがわ（弁

当など購入・昼食自弁）―中江藤樹墓所―藤樹書院―良知館―小川城跡―JR 安曇川駅  （資

料・環境整備費・保険など）  一般向き 

1,000 

弁当持参 

1,000 
弁当持参 

2,24(日) 一般 
2 月１7 日まで 

スノーシューで遊ぼう・雪景色を楽しもう七尾山（南池コース。往復） 

安曇川駅 9:00=長浜市：南池登山口―七尾山 690.7ｍ－今庄分岐）－南池登山口＝道の駅藤樹の

里あどがわ＝安曇川駅（昼食・資料・環境整備費・バス・ガソリン代・保険など  

6,700 
スノーシュー

持参 500 円引 

6,900 
スノーシュー 

持参 500 円引 

3,7(木) 初級 

3 月 2 日まで 
自然・歴史探訪近江湖の辺道ウォーキングとザゼンソウ群生地と水鳥を観察 

❖５ｋｍ ＪＲ近江今津駅９：１５－阿志都弥神社―ザゼンソウ群生地―曹澤寺―琵琶湖就航

の歌資料館＝ＪＲ今津駅  （資料・環境整備費・保険など）  一般向き 

1,000 

弁当持参 

1,000 
弁当持参 

3,10(日) 初級 

3 月 5 日まで 

9：00 集合 

早春の花々探訪 奥伊吹の山野草と板並岳 アズマイチゲ・キアマナ・セツブンソウ 
JR 安曇川駅 9:00=下板並：おやま橋登山口―板並岳―往復・・＝大久保地区散策＝道の駅藤樹

の里あどがわ＝ＪＲ安曇川駅（昼食・資料・環境整備費・バス。ガソリン代・保険など 

6,200 7,200 

3,14(木)初級 
3 月８日 

自然・歴史探訪 田中城跡を訪ねて 

JR 安曇川駅 10：00－田中城跡散策―玉泉寺―下の城跡―JR 安曇川駅  （資料・環境整備費・

保険など）  一般向き 

1,000 

弁当持参 

1,000 
弁当持参 

3,17(日)初級 
3 月 12 日 

歴史・早春の花々探訪 鶏冠山・竜王山  
JR草津駅9:00=上桐生登山口－鶏冠山―天狗岩―竜王山―狛坂魔崖仏―林道―上桐生登山口＝

＝ＪＲ草津駅（昼食・資料・環境整備費・バス。ガソリン代・保険・事務経費など） 

5,500 

 

6,200 

3,21(木)初級 
3 月 16 日 

お花めぐり 皆子山トレッキング  

JR 堅田駅 9:00=葛川：平―皆子山―往復―葛川：平=JR 堅田駅（昼食・資料・環境整備費・バ

ス/ガソリン代なご交通費・保険など ） 

6,500 7,500 

 3,24(日)初級 

３月 20 日までに

申し込み 

新竹取物語～春の祭典～   

竹伐採作業・竹細工：手作り竹箸・竹コップつくりなどはお土産に 環境こだわり体験：じゃ

がいも植えをします。）調理実習：てんぷら体験（やぶつばきの花や山菜など）里山汁・杵つき

餅つき体験・竹馬・竹下駄遊び・ミニハイキングなど （昼食・資料･環境整備費・保険･  

大人 1,000 
中 学 生 以 下 

500 
材料費など） 

3 歳以下無料 

3,30(土)一般  
3 月 2６日までに 

早春のお花めぐり 岩阿沙利山・寒風峠縦走トレッキング シキミ・マンサク 

JR安曇川駅9:00=富阪―岩阿沙利山―寒風峠―寒風橋＝道の駅藤樹の里あどがわ=JR安曇川駅

（昼食・資料・環境整備費・バス/ガソリン代など交通費・保険・事務経費など ）     

4,900 

キンキマメザ 

5,500 
 
クラなど 

3,31(日)初級  
3 月 2６日までに 

 早春の水無山トレッキング      
JR 安曇川駅 9:00＝朽木：中牧（弓坂）－水無山―古屋＝道の駅藤樹の里あどがわ＝JR 安曇川

駅 (昼食・資料･環境整備費・バス・ガソリン代など交通費・保険など） 

6,600   

         

6,,900 
 

 

❐お申し込み・お問い合わせ 〒520-1221 滋賀県高島市安曇川町青柳 992-2  湖西夢ふるさとﾜｲﾜｲ倶楽部 

  ☎ 09046277529 (阿部)     Fax 0740(32)0206       E-mail  qsms10620@maia.eonet.ne.jp 
※往復ハガキに、代表者の氏名・年齢・〒・住所・電話番号・参加希望者全員の氏名・生年月日・イベント名｛例 3,22 阿弥陀山ハイ

キング｝と明記され、必着日までにお申し込みください。または、E-mail でも、受付いたします。※定員になりしだい締切ます。 
❐万一事故が発生しても、障害保険の範囲および応急処置以外の責任は負えません。 ❐公共交通機関をご利用ください。 

❐平成３1 度湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部会員募集します （2019,4,1～2020,3,31） 

 湖西を知り親しんでいただくために、ファン倶楽部会員を募集します。倶楽部活動のご案内、湖西の情報を発信します。みなさまに、

湖西にきていただく機会を増やし、会員相互でﾜｲﾜｲｶﾞﾔｶﾞﾔと気軽にふるさとの自然や歴史、文化を満喫していただきたく思います。❐

毎年４月～３月 31 日までの年会費 1,500 円(個人・家族全員)を払うとイベント参加費の割引があります。 
❐お問い合わせ ０９０４６８７７５８９ 阿部 
❐特典 ※ダイレクトメールで倶楽部情報、湖西情報をお届けします。   
❐入会方法  郵便局振込用紙通信欄に必要事項、平成 30 年度会費と明記され、お名前・〒・住所・性別・家族会員・生年月日・趣

味など）をご記入のうえ、下記口座に年会費 1,500 円をお振り込みください。   

００９２０－７－１５５４１０ 湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部           


