ハイキングで
自然と仲良く︒
撮影／青木 崇 貝原弘次 丸子哲央
取材・文／伊藤順子 杉田裕路子
野上知子 牧野しのぶ

を﹂
と今回︑
案内役をお願いした

※天候・体調・体力に合わせて装備と計画を十分準備してお出かけください︒より
詳しいハイキング地図もご持参ください
︵各最寄り駅︑観光案内所などで入手を︶
︒
ハチなどの虫︑野生動物などにご注意ください︒距離や時間の表示は目安です︒

小野市の竹内さんと藤原さん︒

案内してくれた小野市市民サ
ービス課の竹内宏樹さん
（左）
、
観光交流推進課の藤原周平
さん。
「鴨池公園駐車場の休
憩所でハイキングマップを取
ってスタートを」。

鴨池公園
鴨池公園
駐車場

男池
（鴨池）

歩いて︑登って︑
眺めて楽しい人気コース︒

秋になるとシベリアから数百

どんな景色に出合えるか︑期待

男池から
［きすみの見晴らしの森］
へと続く
道は、
そばや麦の畑が広がり、
のどかな雰
目指す惣山が前方に！
囲気。

小野アルプス
紅山〜惣山

羽のカモやハクチョウが飛来する

池）〜

鴨
男池（

小野市

男池
︵鴨池︶
から
﹇白雲谷温泉ゆ

に胸を膨らませて出発！

あの山へ！

タート
からス
池
女

おのアルプスべにやま〜そうやま

ぴか﹈
まで︒標高120〜200

アルプスの縦 走ルートは総 長

15

ｍ弱の8 つの峰々が連なる小野

・約5 時間︒その中から︑今回

そう やま

は岩場上りがスリル満点の紅山

と︑︿ 小野富士 ﹀
こと惣山を巡る

ルートを選び︑
約2 時間のコース

が︑森林浴や岩場など変化に富

に挑戦した︒﹁どちらも低山です

むコースが魅力︒紅山の岩場を上

るのは体 力のある 前 半に挑 戦

ゆっくり、
少しずつ！

km

分岐にある手書きの標識を探し、
まずは岩倉入口方面へ。紅山
の岩場は上るほうが安全なので、
岩倉峠方面へ直進しよう。
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N

女池

岩倉新池

芦池
道標

岩倉2号墳

霞谷池
小野アルプス
縦走コースへ

展望デッキ
岩場

岩倉峠

惣山
（小野富士）

紅山 べにやま
迫力ある岩場は、見ているだけでも胸が高鳴る。岩場は頂上から下るルートもあるが、初心者は上るほうが安全。岩肌に記された白い矢印や丸印が歩きやすい
ルートの道標。岩のくぼみに足をかけて一歩ずつゆっくりと。足だけでは心許ないので手も使い、手足の4点で岩をとらえた状態からどれか1点だけを動かす
〈 3点
確保〉
が原則。靴がちゃんとしていれば滑りにくいので必要以上に恐れず、
でも慎重に。岩場の西端は比較的なだらかで、
ロープも設置されている。

3

標高約182ｍ。名前の由来は岩肌
の表面を点々と彩る赤い苔が生えてい
るからや、
夕日があたると岩面が真っ赤
に染まるように見えるから、
などの説が
ある。岩場上りは必ず滑らない靴を履き、
両手が使えるリュックなどで臨むべし。

市内最大規模の横穴式石室
［岩倉2号墳］
は13基からなる
岩倉古墳群の一基。奥行き
約5ｍ。中に入れるが、
虫やコ
ウモリに注意！
見上げると断崖絶壁のようで驚く︒初めは緩やか
だが︑
後半から傾斜が急になるので注意は怠りなく︒

紅山

きすみの
見晴らしの森

きすみの見晴らしの森
小野アルプスふもとに広がる里山林。豊かな植生が
特徴で、木漏れ日の中は夏でもひんやり涼しく澄んだ空
気が爽やか。地名を記した昔ながらの道標、巨石を積み
上げた
［岩倉2号墳］
などを探しながら歩くと楽しみが増す。
u小野市来住町 20794‐63‐1928
（小野市産業創造課）
散策自由 Ⓟ鴨池公園駐車場を利用

2

加古川

鴨池公園

小野
ゴルフ倶楽部

男池
（鴨池）

惣山 そうやま

神鉄粟生線

小野駅

小野アルプスの最高峰で、標高約

81

女池

198ｍ。別名・小野富士。山頂は木々
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紅山
惣山

に覆われて見晴らしは良くないが、少し
北側の展望デッキはひと休みができ、
見事な眺望が開けるお薦めスポット。
ここから岩倉峠へ下りる道は勾配が
急なので、
来た道を戻るほうがなだらか。

小野町駅

ぷらっと
きすみの

349

JR加古川線

山陽自動車道

白雲谷温泉
ゆぴか
市場駅

375

小野市・鴨池公園への道案内／電車→JR加古川線
小野町駅から西へ徒歩約30分 車→山陽自動車
道三木小野ICから県道23号線〜県道349号線〜
県道118号線を経て北西へ約30分

﹇きすみの見晴らしの森 ﹈
の中

5

u小野市黍田町1000‐1
20794‐70‐0261
午前10時〜午後9時30分
（受付）
入浴料／大人600円、
小学生300円
無休
（臨時休あり） Ⓟ200台

はマイナスイオンたっぷり︒夏で

緑豊かな白雲谷、
白雲谷池が目の前に
広がる開放的な立地。露天風呂はまさに森
林浴！ 池を眺める
〈水辺の湯〉
、
リゾートホテ
ルのスパのような
〈森の湯〉
の2つの湯を男
女週替わりで。地下1,300mから湧き出る
塩化物低温泉は温泉基準の14倍の成分
を含む濃厚さ。体の芯からじんわり温まる。

大自然に抱かれるような
安らぎの中、手足を伸ば
してリフレッシュ。ハイキ
ングの疲れを癒やして。
左は
〈森の湯〉
。

も 涼しく 土の感 触が足に心 地

はくうんだにおんせんゆぴか

よい︒岩倉峠を通過すると岩場

白雲谷温泉ゆぴか

が出現！ 上るごとに傾斜がキ

ざるそば600円。細打ちのそばはみずみずしく、
のどごし抜群！
「おふくろの味」
の巻き寿司430円。新作の大葉巻き480円も。

ツく 途 中で足が止まる︒
﹁ 格好

u小野市下来住野484‐2 JR小野町駅内
20794‐62‐5116
午前8時〜午後4時（食事は午前10時か
ら） 水曜休 Ⓟ10台

は気にせず
︵笑︶
︑
3 点確保でゆ

だわり、
もてなす味処。地元産のそば
粉を使う手打ちそばは、
そば通をも喜
ばせる本格派。
「夏は特に時間が経
つと風味が落ちるので、朝昼の2回そ
ば打ちを」
と代表の藤井力雄さん。朝
に調達して、山で食べたいテイクアウト
には、
具だくさんの巻き寿司やいなり寿
司、
大豆コロッケが人気。

立
立ち
ち
り
寄り

JR小野町駅構内にあり、平均年齢
65歳のメンバー21人が地産地消にこ

っくり進みましょう﹂と藤原さん

ぷらっときすみの

のアドバイス︒岩のくぼみに足を

かけ︑両手をついて体全体でエイ

ヤッと上る︒後ろの景 色を見る

余裕はないが︑
コツがわかると岩

場 と一体 化した 気 分で 実に痛

感でいっぱいに︒

快だ︒無 事 ︑頂 上に着くと達 成

下山を始めると︑﹁ボランティ

アの方々が雑 草 を 刈り ︑
ロープ

言う竹内さんの言葉に納得︒紅

を張って歩きやすく整 備を ﹂と

森の中で
﹇ 岩 倉2 号 墳 ﹈
周 辺を

山の上り下りに約1 時間︒再び

分かけて惣 山へ︒頂 上 付 近で

散策し︑比較的緩やかな道を約

はさっき 上った紅 山が眼 前に！

展 望デッキに着 くと3 6 0 度

の眺望に暑さもどこへやら︒もっ

平坦な道を好む人は男池一周コ

と歩きたい人は縦走するもよし︑

選べるのも小野アルプスの魅力︒

ースも ︒体 力に応じてルートが

汗をかきつつ︑自然をたっぷり体

感できた充実の時間だった︒

40

見渡す限り山の緑！ 土の道
を歩くのは気持ちがよく、
リフ
レッシュに最適。夏は暑いの
で午前中の涼しいうちに。

上は、
惣山頂上北側にある展望デッキからの眺め。遮るものがなく、
視界が開けて爽快な気分。晴れた日は遠くに明石海峡大橋も。下はハイキングコース内にある
霞谷池。深い山の緑を写す水辺の景色に心が癒やされる。途中でふと足を止めたくなるような多彩な自然に出合えるのが、
小野アルプスハイキングの醍醐味。

鴨池公園 かもいけこうえん
小野アルプスハイキングの出発点。
秋冬に飛来して羽根を休める渡り鳥な
ど四季折々に自然豊かな景色が広が
る。春夏は貸しボートも人気。池の周り
を巡る男池一周コース
（約 4km・約 1
時間）
は、
なだらかな道を森林浴を楽し
みながら散策するのにぴったり。お手
洗いはここで済ませて、
ハイキングへ。
u小野市来住町1224‐1
20794‐63‐1929
（小野市観光交流推進課）
散策自由 Ⓟ10台
（男池の南東付近）
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金山不動尊
不動滝

龍王滝

洗心台・
阿瀬渓谷
周回コースへ

龍が滝
百畳がぶち
思案橋

阿瀬渓谷 恐れ滝
周回コースへ

ガラン橋
倒れ岩

月照滝

阿瀬川

日高町羽尻区区長中嶋
貴太郎さん
（左）
と、羽尻
区観光委員会副委員長
の佐賀さん。
「お薦めの時
季は初夏と秋。毎年11月
の〈 紅葉まつり〉
では、地
元野菜や川魚を味わう屋
台も出店します」。

N

座禅の滝
観瀑休憩所

源太夫滝
鋳物師が滝

ハイキングコース入り口付
近には、観瀑休憩所が設
けられている。源太夫滝を
一望することができ、
フォト
スポットとしても人気。
トイレ
付きの休憩所はここのみ。

源太夫滝／出合いの滝

げんだゆのたき／であいのたき

左手に大きな源太夫滝、右手に出
合いの滝があり、2つの滝を1 度に眺
められて爽快。1 年を通して豊富な水
量を誇る。周囲には平らな岩場が広が
り、
ここを目的地に座ったり写真を撮っ
たり、
のんびり過ごす人も。
u豊岡市日高町羽尻
［日高神鍋観光協会］ 豊岡市日高町栗栖
野59-13 20796-45-0800
見学自由 Ⓟ第1駐車場を利用

滝を訪ねる︑渓流沿いの
森林浴ハイキング︒

あせけいこく 豊岡市

金山口標柱

阿瀬渓谷

標 高 約760mの金 山 峠 を

水源にする阿瀬川︒その最上流

には︿ 阿 瀬四十八滝 ﹀と 呼 ばれ

観に出 合える阿 瀬 渓 谷が広が

る大小の滝が連なり︑見事な景

る︒渓谷の中心部には遊歩道が

整 備 され︑
2 〜3 時 間で 気 軽

蘇武岳へ

金山廃村

随所で見られるこの植物は、
ザ
ゼンソウ。1月下旬〜3月頃に
自ら発熱し、
周囲の雪を溶かし
て花を咲かせる。冬の終わりを
告げる風物詩として、開花時
期に合わせて訪れる人も多い。

に散 策が楽しめるハイキングコ

ースとして人 気 ︒そんな兵 庫 随

一の景 勝 地へ︑日 高 町 羽 尻 区 区

光委員会副委員長の佐賀靖樹

長の中嶋貴太郎さん︑羽尻区観

散策に出かけた︒

さんに魅 力 をうかがいながら ︑

﹁ 春は若芽が美しい新緑︑夏は

青 葉がまぶしい深 緑 ︒秋は山 全

体を錦に染め上げる紅葉︑冬は

水音しか聞こえない静かな雪景

色︒阿瀬渓谷には四季折々の美

観が広がります ﹂と 中 嶋さん︒

この日は源太夫滝︑龍王滝など

経て金 山 廃 村まで︑
3 時間程︑

︿ 阿 瀬五瀑 ﹀と呼ばれる名 瀑を

魅力あふれる渓谷を巡った︒

源太夫滝は
〈阿瀬五瀑〉
の1つ。落差約30mと大きく、渓谷
に数ある滝の中でも最も流麗で美しいと言われる。マイナス
イオンをたっぷり浴びて元気をチャージし、歩みを進めよう。

登山ルート
第1駐車場

START!

〈ひょうご森林浴場 50 選 〉、
〈ひょうご百景100選〉
に選ば
れている阿瀬渓谷。渓流沿い
に巡らされたハイキングコース
で川のせせらぎ、滝の爆音を
楽しみながら森の中を散策。

阿瀬渓谷駐車場からハイキングコース
へ。舗装されていない自然道なので歩
きやすい靴で。歩き出してすぐ、鋳物師
（いもじ）
が滝などの滝が現れ始め、10
分程で源太夫滝と出合いの滝へ到着。
その後はかつて集落があった、金山廃
村か、若林廃村へ続く2つのルートに
分かれる思案橋へ。今回は橋を渡らず
に金山廃村へのルートを選択。
さらに
歩けば、
日高町出身の冒険家・植村直
己が愛した蘇武岳へつながる道だ。

ハイキングコース入り口からすぐ︒出
合いの滝は阿 瀬 川 と 若 林 川の合 流
地点︒緩やかな岩壁の傾斜を勢いよ
く水が流れて行く︒

7
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かつて高 僧が滝の前で座 禅 を 組ん
だと伝わる座禅の滝︵右上︶
を越え
ると︑渓流淵が百畳もあると言われ
ている︑百畳がぶち
︵左︶
へ︒平らで大
きな岩肌が続き︑
その上には緑の苔
が彩りを添え︑新 緑の木々とあいま
って幽玄の世界をつくり出している︒
足元は滑りやすいので要注意︒

金山不動尊の辺りは特
に急斜面。足元に注意！

殿さんそば とのさんそば

豊かな緑に覆われた渓流沿い

と 流れる水の音 ︑
ピチチッと 鳴

の道を︑上流に向かう︒サラサラ

く小鳥のさえずりが耳に心地よ

く︑歩みを進めるごとに気 持ち

が軽やかになるのを感じる︒
スタ

ートしてすぐ︑雄大な源太夫滝

にテンションがアップ！ ﹁まだま

だ滝はたくさん︒写真スポットは

いくらでもありますよ﹂と中 嶋

越えると座 禅の滝 ︑龍が滝 ︑月

さん︒その言 葉 通り︑思 案 橋 を

照滝と次々に︒時には断崖を上

る手つかずの山 道を行くと︑
や

がて金山口の分かれ道が︒
﹁ 左へ

せ ん し ん だい

行けば標 高 約647m の展 望

台︿ 洗心台 ﹀
があり︑眺望が気持

ち良いですよ︒今回は蘇武岳へつ

ながる右へ︒金山廃村へ向かいま

らかつて金山村の住民達が耕し

しょう﹂と佐賀さん︒この辺りか

名瀑︑渓流︑緑の山道︑
美しい自然美が連続︒

︿ 阿瀬渓谷 ﹀森林浴場を一周する周回コースの中︑今回歩いたのは金山廃村へ向かう右側
のルート︒滝が多数連なり︑見どころが多い︒比較的標高差がなく道幅も広いので︑初めて
訪れる人にお薦めのルート︒不動尊︑
トイレ
︵真ん中︶
を越えると金山口標柱
︵下︶
が︒

268

らな道に︒山の中での暮らしに

植村直己
冒険館

25

ていた畑 跡 地の石 垣が現れ︑平

259

分で︑廃村へ到着︒
一変して開か

阿瀬渓谷
殿さんそば

思いを馳せながら歩くこと約

482

阿瀬渓谷への道案内／電車→JR山陰本線江原駅からコミ
ュニティバス、金谷下車徒歩約20分（本数少） 車→北近
畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから県道6号線〜県道267
号線〜県道268号線〜県道259号線で北西へ約40分

村の跡地に建てられた東屋でひ

9

湯の原温泉
オートキャンプ場

れた景色が広がり︑
気分爽快に︒

u豊岡市日高町羽尻1510
20796-44-0001
午後1時〜午後7時30分（土・日曜、祝日は午
前11時から。7/20〜8/31は午前11時〜午後
8時。いずれも受付） 入浴料／大人500円、3
歳〜小学生300円 無休（12〜3月は冬季休
業） Ⓟ100台

「水量が多い時のこの滝が一番好き」
と中嶋さんがお薦めするのが龍
王滝。残念ながら取材時は阿瀬発電所の取水のため水量は少なかっ
たが、夏の夕立があった翌日や冬季は、爆音を立てて轟々と流れ落ち
る迫力ある名瀑の姿に出合える。

江原駅

山小屋風コテージ、広大なキャンプサイ
ト、天然温泉処・レストランが入る
［湯の原
館］
を備える人気キャンプ場。日帰り利用
もできる
〈蘇武峡温泉〉
は、神経痛や筋肉
痛に効くという弱アルカリ性単純低温泉。
雄大な山々に囲まれ、季節の移ろいを感
じる露天風呂に浸かって、
ゆっくりと。

瀑 休 憩 所でまた源 太 夫 滝に迎

ゆのはらおんせんオートキャンプじょう

と息 入れて︑来た道を戻る︒観

地 下500mから 湧 き
出 す 湯は ︑無 色 透 明で
さらっとした肌 触り︒
ハ
イキングの汗を流して︒

湯の原温泉
オートキャンプ場

な空 気に癒やされ︑心 地よい疲

立ち
寄り

u豊岡市日高町殿810
20796-44-1888
午前11時〜午後5時 火曜休 Ⓟ22台

えられてゴール︒緑と水の爽やか

集落を挙げて取り組む、
［ 殿・むらおこし
組合］
の事業。
「地産地消を目指し、
すべて
地元の食材を使用しています」
と組合長の
安藤一美さん
（左）
。無農薬、有機肥料の
み使用の
〈ひょうご安心ブランド〉
認定のそ
ばを石臼で自家製粉。清流・阿瀬川の水で
練り上げたそばは、
つなぎを使わない十割。
注文ごとの打ちたて、
ゆがきたてで。

源太夫滝から約5分で
〈阿瀬五瀑〉
の1つ、恐れ滝に。切り立った岩壁から勢いよ
く一筋の滝が流れ落ちる姿は猛々しく、
滝壺は龍の顔に見えると言われる。

労感を感じることができた︒

滝壺の様子が︑龍が遊んでいる姿が見えると言
われる龍が滝︒深い緑の中で木漏れ日がスポッ
トライトのように滝を照らす姿が幻想的︒

カツオを利かせて甘めに仕上げたそばつゆと。
季節の野菜・山菜の天ぷらと小鉢が付く殿さん
定食1,150円。店内では地元の野菜販売も。

金山廃村 きんざんはいそん
室町時代後期には阿瀬金銀山区域として
「金山千軒、
阿瀬千軒」
と呼ばれるほど隆盛を極め、江戸中期まで栄
えた。昭和37年に廃村となったが、現在は小学校分校跡
地に東屋が設けられ、山歩きの休憩スポットに。
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志納所

JR姫新線

播磨高岡駅

2

書写山
ロープウェイ

山上駅

志納所から伽藍群までバス送
迎もある
（入山料込み1,000
円）
。
ここから緑もゆる境内へ。
標 高371m ︑旧 姫 路 市 内で一
番高い書写山山上に広がる古刹︒
1000 年 以 上の歴 史 を 持つ
修 行 道 場 ならではの︑清らかで
厳かな空気を感じつつ歩こう︒

鈴木商店

しょしゃざんえんぎょうじ 姫路市

余部駅

書写山

桜山公園

67

書寫山圓教寺

書寫山圓教寺
書写山ロープウェイ
売店
山陽
545
29
自動車道
山陽姫路西IC

〈西の比叡山〉
とも呼ばれる天台宗の別格本
山。3つの国指定重要文化財のお堂はコの
字に寄り添い、
その重厚さに圧倒される。中を
自由に見学できる食堂では、
写経体験も可。

映画やドラマのロケも多い、
手つかずの
自然が残る書写山と、山上に広がる荘厳
じきどう じょうぎょう
なお堂。
特に有名な大講堂、食堂、常行
どう
堂の3つの重要文化財を目指して、
山をふ
もとから上がるコースもあるが、
〈プチ〉
ハイ
キングはロープウェイ山上駅から境内へ。
木漏れ日に輝く参道は歩くほどに心がほぐ
ま に で ん
され、
やがて立派な舞台造りの摩尼殿や、
大きなお堂が緑の中に姿を現して胸を打
つ。3つのお堂までは約40分。中を見学も
できるので、
歴史を感じつつゆっくり休息を。

すずきしょうてん
昭和 22 年創業、つくり方も、
レトロな紙包
みも当初から変わらない、懐かしい味のア
イスキャンデー。
ミルク、
カルピス各80円、
ミ
ルク金時、
バナナ各120円の4種類。ほか、
ソフトクリーム、
モナカを販売。夏場は行列
ができる人気ぶり。立ち寄りはぜひ、
ハイキ
ング前に？u神戸市東灘区田中町3‐1‐1
2078‐431‐5744 午前10時〜午後4時
（売り切れ次第終了） 火・水曜休 Ⓟなし

u姫路市書写2968 2079‐266‐3327
午前8時30分〜午後6時頃（季節により変更）
入山料／500円 ロープウェイ乗車料／往復
大人900円、小学生450円 Ⓟ山麓にあり
［書写山ロープウェイ］
への道案内／電車→JR
神戸線・山陽電車姫路駅から神姫バス、
書写山
ロープウェイ下車すぐ 車→山陽自動車道山
陽姫路西ICから県道545号線を東へ約10分

立ち
寄り

立ち
寄り
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仁王門

太市駅

［灘の一ツ火］
の石灯籠は1825
年作。村人が海上安全を願い、
毎夜火を灯し続けた。
［ 神生岩］
など境内に多い巨岩は、神に祈
るために人々が祈願した磐座。弥
生式の土器石器類も多く出土。

きんちょうざん

u神戸市東灘区本山町北畑680
2078‐411‐5135
（保久良神社社務所）
参拝自由 Ⓟなし 道案内／電車→阪急岡本
駅から北東へ徒歩約30分 車→阪神高速神戸
線深江出口から北へ約10分
（徒歩で参拝を）

［大講堂］
裏から山道をさらに
10 分、素戔嗚尊（すさのおの
みこと）
の伝説も残る神秘的
圓教寺会館
壽量院 な
［白山権現］
にもお詣りを。

夢前川

コープリビング

ハイキング

2

プチ

鈴木商店

参拝

摂津本山駅

プチハイキングのお薦めは︑山の上にある神社やお寺を目的

岡本駅

樹齢約800年の大ケヤキが
ある
﹇鷺宮八幡神社﹈
︒裏手か
ら
﹇保久良神社﹈
の参道へ︒社
務所で神社のしおりがもらえ
る︒

ほくらじんじゃ 東灘区

戸線

白山権現

摩尼殿

鷺宮八幡神社
阪急神

JR神戸線

金鳥山中腹の
［保久良神社］
は弥生中
期の祭祀遺跡が残る貴重な存在。阪急
さぎの
岡本駅からは徒歩約30分。御旅所の
［鷺
みや
宮八幡神社］
を抜け、住宅街を北へ。つづ
ら折の坂に息が上がるが、木々の緑に心
が和む。
「坂の途中から見下ろす街や海
が気持ちいいでしょ。昔と変わらない景色
に出合えます」
と
［鷺宮八幡神社］
の猿丸
義也宮司。鳥居前には古い昔から海上を
照らしてきた
［灘の一ツ火］
が。
ごほうびの
ような絶景にしばし佇んでいたい。

大講堂

常行堂
岡本駅

阪急神戸線

境内は神聖な空気。古伝によると、椎根津彦
（しいねつひこ）
が武庫連峯の中から、海から
昇る太陽を遙拝できる地を海上から探しあて、
磐座
（いわくら）
を設け祭祀したと伝わる。

せいひつ

保久良山

保久良神社

食堂

地に︒緑の参道は森林浴さながら！ 由緒ある神社仏閣なら

金鳥山へ

保久良神社

ではの静謐な空気と︑景色の良さを満喫できて︑リフレッシュ

神社西側には約 250 本
の梅林があり、
さらに進む
と標高 346ｍの金鳥山、
風吹岩、六甲山山頂へ
と続く。

できるのもご利益だ︒お礼も申し上げつつ︑ゆっくり参拝を︒

神社までは約30分のプチハイキング。参拝を日課
とする人も多く、
あいさつを交わす雰囲気もいい。

参拝前にも、参拝後にも食べたいお
楽しみ。書写山ロープウェイ山麓売店
では、名物〈書写だんご〉
が外せない。
白、
ヨモギ、紅イモ、
カボチャからだんご
をチョイス。
しょう油、
みそ、
きなこから味
を選ぶと、炭火で香ばしく焼き上げてく
れる。門前の銘菓。310円。u姫路市
書写1200 2079‐266‐2362 午前
9時〜午後5時 無休
（臨時休あり）
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ごちそうがごほうび！

ハイキングと
バーベキュー！
ケーブルやリフトから四季の景色を愛でるのも
楽しみ。山頂エリアにはリフト
（片道 260円・往
復490円）
に乗って。片道12分の空中散歩を
楽しんだ後は、六甲山やふもとの里山風景を
眺める展望台へ。
［ふんすいランド］
では子どもたちが歓声を上げて走り回る姿も微笑ましい。
カーレーターを降り、
リフトに乗らずに山道を歩くと、
昭和6年から歴史を刻む
［旗振茶屋］
に着く。白砂の海岸と真っ青な海が眼下に広がり爽快な気分。
まばゆい木々の緑で彩られた園内を歩いてハイキング気分を満喫しよう。

山歩きとセットで楽しみたい、手ぶらOKのお
手軽バーベキュー処へ。頑張ってたっぷり歩
いただけ、
ごほうびのごちそうが楽しみに。
さ
らに大自然の中でワイワイおいしく食べれば、
また元気に歩けるパワーをチャージ！

須磨浦山上遊園

妙見の森 みょうけんのもり
バーベキュー
テラス 川西市

すまうらさんじょうゆうえん 須磨区

標高 246ｍ、須磨アルプスの鉢
伏山と旗振山の頂に広がる山上遊
園は、昭和32年開園の憩いのパラ
ダイス。ロープウェイと、不思議な乗
り物・カーレーターを乗り継いで山上
へ。緑の山道を15 分歩くか、
せっつ
とはりまを結ぶ観光リフトを使って
［ふ
んすいランド］
に到着すれば、眺望抜
群のバーベキューテラスが待ってい
る。春にメニューを一新。明石海峡
大橋を眺め、
山海の幸を満喫して。

〈日本一の里山〉
と呼ばれる風景が
残る妙見の森。標高 500mの森の
中ではバーベキューテラスが人気。
「バーベキューは手ぶらでも大丈夫。
荷物いらずで楽だと好評です」
と能
勢電鉄の土谷恭子さん。他にも土・
日・祝に走るシグナス森林鉄道や自
然の中のアート作品の展示など、森
の多彩な表情に触れる遊びが満載。

バーベキュー場は木立の中に炉が点在し、
開放感たっぷり。屋根付きも。調理器具は無料レンタルでき、
食材は
が便利。桜川サイダー210円。
肉や野菜に炭や紙皿まで付くバーベキューセット
（入場料込み平日1,500円から）

全長268ｍの観光リフトは1人乗り。緑と風の中を空中散歩。別世界が広がる。
ガタゴトと揺れながら急勾配を上
るカーレーターは昭和な風情が魅力。2人乗り自転車で海際のレール上を巡れる
〈サイクルモノレール〉
は大人気！

満腹になったら自然豊かな森の散策へ。空に浮かぶブランコ、北極星行きの駅など見て触れて楽しめるアート
作品が展示されていたり、
シグナス森林鉄道
（土・日曜、祝日運行。中学生以上200円）
に乗ったり楽しみ豊富。

﹁ 青空と海が広がる︑自然いっ
ぱいの景色が何よりのごちそ
うです ﹂とスタッフの大 川 靖
子さん︒夏はかき氷もお薦め︒

「手ぶらでコース」
は牛・豚肉、
ウインナーが付く
〈やまひこセット〉
エビや帆立など海鮮づくしの
〈うみ
1,500円、
ひこセット〉
ご飯・野菜付き。90分制・午前11時〜午後3時）
。前日までに要予約。
2,000円（各1人前、

JR神戸線
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須磨浦公園駅

妙見山駅
山上駅
605

477

妙見口駅

妙見の森
リフト
ふれあい
広場駅

2

鉢伏山上駅
須磨浦
ロープ
ウェイ

カーレーター
山陽電車
須磨浦公園

u神戸市須磨区一ノ谷町5‐3‐2
2078‐731‐2520
午前10時〜午後5時
（季節により変動あり） 火曜休
（祝
日、
春・夏休みは営業） 入園無料
（ロープウェイ・カーレ
ーター・観光リフト・回転展望閣の回遊券／大人1,800円、
小学生1,350円） Ⓟあり
（有料） 道案内／電車→山
陽電車須磨浦公園駅からロープウェイで鉢伏山上駅へ
車→阪神高速神戸線若宮出口から国道2号線を西へ約
10分

妙見の森
ケーブル
黒川駅

はりま駅
観光リフト
須磨浦
せっつ駅 回転展望閣

須磨浦
山上遊園

妙見の森
バーベキュー
テラス

能勢電鉄妙見線

u川西市黒川字奥瀧谷
2072‐738‐0159（妙見の森バーベキューテラス直通） 午前10時〜午後4
時
（3・11月を除く土・日曜、
祝日は午後5時まで） ※予約制 入場料／大人400
円、
小人200円
（土・日曜、
祝日は大人500円、
小人250円） ケーブル／片道大
人280円、
小人140円
（往復大人550円、
小人280円） 無休
（12〜3月上旬は
冬期休業）Ⓟあり
（ケーブル黒川駅・有料）［妙見の森ケーブル］への道案内
／電車→能勢電鉄妙見口駅から阪急バス、
ケーブル前下車。または北東へ徒
歩約20分でケーブル黒川駅へ 車→阪神高速池田線池田木部出口から国道
173号線〜国道477号線、
北東へ約25分でケーブル黒川駅へ

肉や野菜のほか、
ビールなども販売。ハイ
キングがてら手ぶらで行けるのがうれしい。

おとくきっぷ▶
能勢電鉄と
［妙見の森］
ケーブル・リフト
が1日乗り放題のお得な切符。1,000
円。バーベキューの優待、足湯の無料
特典付き。川西能勢口駅などで販売。
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事前の問い合わせ2078‐521‐0321（神鉄
コミュニケーションズ） 当日の中止・決行の
問い合わせ2078‐591‐0064（神戸電鉄鈴
蘭台駅・午前7時から） 事前申し込み不要・
参加費無料
開催日時・コース詳細は── http://www.
shintetsu.co.jp/kanko/hiking/

予約不要・参加費無料で楽しめる、
電鉄会社主催のハイキングイベントがお薦め。
「気軽さはも
ちろん、沿線の美しい自然や歴史などの見どころをよく知る、電鉄会社ならではのコース設定を
楽しんでください」
と神鉄ハイキング担当森耕一さん
（左）
と
「ひと・さとウォーク」担当北山浩之さ
ん。
では早速、
［神戸電鉄］
と
［兵庫県阪神北県民局］
が主催するハイキングに参加・体験！

2015年夏休み期間の
神鉄ハイキング
〈マップ片手にフリーハイキング〉は…
7/16（木） 神戸ワイナリー散策コース／約
12km 集合●神戸電鉄木幡駅・
午前9時〜午前10時
7/23（木） 菊水山から神戸の街を望むコー
ス／約4km 集合●神戸電鉄鈴
蘭台駅・午前9時〜午前10時

電鉄ハイキングへ。

思い立ったら

ST
A
RT
!

神戸電鉄／神鉄ハイキング
「神鉄沿線の魅力を知ってもらうために」
と、
ハイキング担当・森さん自らが歩いて、多彩な
コースを設定。年間約100回実施。

マップを片手にフリーハイキン
グ。有馬富士公園と武庫川沿
いへ約12kmの散策スタート！

7/30（木） 神出山田自転車道を歩くコース
／約11km 集合●神戸電鉄緑
が丘駅・午前9時〜午前10時

神鉄ハイキングに参加しました。12km
取材日は、三田・有馬富士公園へ。

神戸電鉄南ウッディタウン駅のハイキング受付で、地図・参加シー
ル・シール帳をGET。1回あたり1枚以上の参加シールがもらえる。
地図をよく見よう

8/6（木） しあわせ の 村 散 策コース／ 約
8km 集合●神戸電鉄藍那駅・
午前9時〜午前10時
8/22（土） 第38回小野まつり花火大会満
喫コース／約3km 集合●神戸
電鉄小野駅・午後5時〜午後6時
8/23（日） 第38回小野まつりおの恋おどり
観覧コース／約3km 集合●神
戸電鉄小野駅・午前10時〜午前
11時
8/27（木） 田園風景と明石川沿い散策コー
ス／約7km 集合●神戸電鉄木
津駅・午前9時〜午前10時

グループでと参加スタイ
1人で、
ルはいろいろ。引率者なしなの
で自分のペースで歩けます。

随時、地図でルートを確認。
「歩きやすくわかりやすいコー
スを心掛けています」
と森さん。

駅から40 分程歩けば、公園
のシンボル有馬富士が見えた。
雄大な景色が気持ちいい！

福島大池と有馬富士を望む
この景色が園の一押し。
うっ
とり眺めながら池の周りを歩く。

歴史や文化もわかる

兵庫の魅力を感じる
ハイキングコースへ。

有馬富士公園の入り口に到
着。園内は広大。眺めを楽しみ
つつ、
ゆっくり休息を。

有馬富士公園にある地層を
観賞用に保存した
［地層の広
場］
。地元の発見がいっぱい！

保存展示されているかやぶき
屋根の民家。無料のお茶サ
ービスがあり、
ここでひと息。

池を満喫したら、
森林に囲まれ
た小川沿いへ。せせらぎに耳を
傾けながら公園の外に向かう。

阪急電鉄／阪急ハイキング
80年を超える歴史あるハイキング。美しい自

然や史跡を巡るコースを神戸線・宝塚線・京
都線沿線で設定。ハイキングスタッフが同行。

問い合わせ206‐6373‐5326（阪急電鉄・ハ
イキング担当） 事前申し込み不要・参加費
無料 開催日時・コース詳細は── http://
www.hankyu.co.jp/area_info/hiking/

G
O
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阪神電車／おすすめウオーキング
〈あましん・阪神 沿線そぞろあるき〉
〈 平日ウォ
ーク〉
など多彩な企画で花・文化・歴史巡りを。
抽選やプレゼントなどの企画も充実。

多彩な道が楽しい

問い合わせ206‐6457‐2222（阪神電車・運
輸部営業課） 事前申し込み不要・参加費無
料 開催日時・コース詳細は── http://rail.
hanshin.co.jp/event/osusume.html

山陽電車／山陽ハイキング
沿線の海、山、公園や神社仏閣へ、歴史や
景色を訪ねる企画を毎月2回、
日曜日に開催
（7・8月は休）
。参加数に応じた賞の贈呈も。
問い合わせ2078‐731‐2520（須磨浦遊園）
事前申し込み不要・参加費無料 開催日時・
コース詳細は ── http://www.sanyorailway.co.jp/media/sanyohike2015.pdf

ゴールの神戸電鉄三田駅へ。
ゴール受付はないので、帰宅
も良し、
さらに寄り道も良し！

青葉が美しい桜並木が続く
武庫川沿いへ。車通りのない
道なので、安心して歩ける。

公園を出て、国道176号線へ。
周囲の田園風景や山の景色
をのんびり眺めながら進む。

50 回以上参加で
記念バッジを進呈！
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