
熊野古道 ウォーキング計画

日程   平成 27年 5月 15日 (金)よ り5月 18日 (月 )

参加費  50, 000円 (一般参力日は 51, 500円 )

参加人数 44名 (健脚 24名、ファミリー 17名 、先産 2名 、

問い合わせ先 讃岐歩こう会事務局 (大西) 0877-35-

H27 4 5作 成

特別参加 1名 )

8372

5/15(金 )

JR観音寺駅 (北 口)20:00===」 R坂出駅 (北 口)20:40====JR高 松駅 (14番乗り場)

21:20====高 松中央 IC(21:4D===淡路 SA(23:25‐…23:40====明 石海峡大橋====

5/16(土 )

===(阪神高速湾岸線・阪和道)====南紀田辺 IC(2:401====滝尻駐車場(3:40‐6110仮ω

(健脚コース)滝尻王子―近露王子―‐継桜王子 18 7Km
(フ ァミリー)滝尻王子…近露王子      14 3Km

※ ファミリーは、近露王子から継桜王子まで、バス移動し、健脚と合流

滝尻王子 7:30-不寝王子… 展望台…‐高原熊野神社…‐霧の里休憩所19:30‐…9:40-‐ 大門

王子…‐十丈王子(1130… 12100昼 食)‐
―上多和茶屋跡一‐大阪本王子…‐牛馬童子(道 の

駅)(14:00‐ …14:10… ‐近露王子(15:00… 15:101-‐比曽原王子…‐継桜王子…‐野中の清水バ

ス停留所 16:30   旅館 湯の峯荘 073542‐1111熊野本宮温泉

5/17(日 )

(健脚コース)ガ 広ヽ王子…‐発心門王子…‐熊野本宮大社 19 2Km
湯の峯荘出発 7:3∝===小広王子(8:30‐…8:401…‐熊瀬川王子…‐仲人茶屋跡…‐迂回路 (岩神

王子は通らず)――蛇形地蔵…‐湯川王子…‐三越峠(ト イレ休憩)‐
―船玉神社…‐猪鼻王子…‐発

心F5王子(13100‐…13:45昼食)―水呑王子一‐伏拝王子…‐三軒茶屋跡…墳櫻野本官大社 16:00

(フ ァミリー)発心門王子…‐熊野本宮大社 8 3Km
湯の峯荘出発 7:30====小広王子(8:30-8:401====発 心門王子…‐水呑王子…‐伏拝王子(昼

食)一三軒茶屋跡一 熊野本官大社 14:30 その後、大斎原 (おおゆのはら)散策

※ ファミリーは、小広王子から発心門王子まで、バス移動

旅館 ホテルなぎさや 073552‐0015 紀伊勝浦温泉

5/18(月 )

健脚、ファミリーとも同じ行程  4 2Km
なぎさや出発 7:30‐一大門坂(8:00… ‐熊野那智大社(青岸渡寺、那智の大滝を含む)(10:00出

発)――熊野速玉大社(1030到着)‐
‐―神倉神社(登攀)‐

―ゴトビキ岩近辺で昼食(1220出

発)‐
‐一南紀田辺 IC(14:30)― (阪神高速湾岸線・阪和道)====淡路SA(夕食は弁当を

手配)(17:30‐…18F。Ol…_JR高松駅 19:50‐… JR坂出駅 2030… JR観音寺駅 21■0



熊野古道 ウォーキング計画

H26 11 6作 成

5/15(金 )

観音寺駅発 2000…坂出駅発 2040…高松駅発 21:20-滝尻駐車場 (3:40‐6ЮO)

・ できるだけバス移動中、睡眠をとるように

・ 翌 日の朝食は、各 自準備  ■ 、.:.・ ■ i● :ヽ■■ ■ |.し ■
5/16(土 )

滝尻王子…‐不寝王子一‐展望台一‐高原熊野神社…‐大門王子…‐十丈王子…‐上多和茶屋

跡一 大阪本王子… 牛馬童子(道の場0‐…近露王子…‐野長瀬一族の墓…‐比曽原王子…

3:40 滝尻駐車場着

・バス車中仮眠 と朝食・洗顔等 (6:00-7:00)
00 先達合流 (遠藤貞行様、向井清様 )

30 滝尻王子出発

30 霧の里休憩所で弁当受け取 り、 トイ レ休憩

・弁当′ま高む田ヂ書当り古07396402280907096‐ 8087

00 国道 311号 「紀伊中川Jバス停、または、『 ドライブイン古道の里 中

辺路』でバスが待機 (体調不良者対応 )

30 +丈 王子到着、昼食、 トイ レ休憩

・雨天時、遅 くなるが、14:00 牛,電童子(道の駅)で待機中のバスの中

で昼食 (雨が予想 される場合、おやつ程度の携帯必要 )

30 牛馬童子(道の駅)でバスが待機 (体調不良者対応 )

00 牛馬童子(道の駅)ト イ レ休憩

30 近露王子公園駐車場または美術館前近辺でバスが待機 (体調不良者対応 )

00 近露王子着  トイ レ休憩

※ ここまでは、健脚 コース、ファミリーコースとも同じ行程

※ 近露王子か ら桜王子までは健 llfコ ースはウォーク、フアミリーコースはバス

移動

16:30 継桜王子を経て、野中の清水バス停、バスで旅館へ移動

旅館 湯の峯荘 0735421111熊野本宮温泉

5ノ/17(日 )

継桜王子…‐中川王子… 小広王子― 熊瀬川王子… 仲人茶屋跡…‐岩神王子…‐蛇形地蔵

‐…湯川王子一 三越峠―‐船玉王子一‐猪鼻王子…‐発心門王子…‐水呑王子…‐‐一三軒茶

屋跡…‐熊野本宮大社  22 1Km
7130 湯の峯荘バスで出発

・小広王子バス停で、弁当受け取 り

ファミリーコースは、そのまま、バスで発心門王子へ移動、健脚 コ

ースは、歩いて、小広王子ヘ

(健脚 コース)

8:30 小広王子  トイ レの後、出発

継桜王子   18 5Km
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(健脚コース)

8:30 小広王子  トイ ンの後、出発

伸人茶屋跡近辺より、迂回路に入る。三越峠で トイ レ

・雨天時も屋根つきなので、他のグループと会わない限 りOK
45 発心門王子出発、伏拝王子で トイ レ休憩

00 熊野本宮到着

30 本官バス停から、バスで旅館へ移動

(フ ァミリーコース)

8:30 発心門王子到着後、ウォーク開始 し、伏拝王子で昼食、 トイ レ休憩

・雨天時も屋根つきなので、他のグループと会わない限 りOK
14:30 熊野本宮到着、その後、大斎原 (おおゆのはら)を散策

16:30 健脚 コースと合流 し、本宮バス停から、バスで旅館へ移動

旅館 ホテルなぎさや 0735‐ 52‐ 0015 紀伊勝浦温泉

5/18(月 )

大門坂一‐熊野那智大社 (青岸渡寺、那智の大滝を含む)―熊野速玉大社……神倉神社 (登場 ――ゴ ト

ビキ岩…‐淡路サー ビスエ リア…‐高松 19:40‐…坂出 20:20‐ …観音寺 21:00      健脚 コー

ス、ファミリーコースとも同じ行程  4 2Km

13:00 発心門王子の体憩所で昼食、 トイ レ

13
16
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7:30ホ テルなぎさや出発、

00 大門坂到着、熊野那智大社(青岸渡寺、那智の大滝を含υ

00 那智の大滝をバスで出発

30 熊野速玉大社到着後、神倉神社 (登攀)、 ゴトビキ岩近辺で昼食

20 昼食後、バスで出発、熊野速玉大社駐車場、または国道42号裁判所前で、先達と

男1れる。

====南紀田辺 IC(14:30)====(阪神高速湾岸線・阪和道)====淡路 SA(17:30‐…17150)====鳴門

西PA(18:501====」 R高松駅(19:501====JR坂出駅(20:30====JR観音寺駅(21:101

注意事項等  ■  ―

○ 雨具はポンチョよリレインウェアの方が望ましい。

雨具は必携、山の天候は変わりやすい。着替え等荷物はバスヘ、身軽に歩行。

○ 手袋は必携

○ 長ズボン、長袖シャツで。

○ シューズはトレッキング用ではなく、いつものウォーキングシューズで可。

○ ドリンクはペットボトル 2本。自販機はスター ト地点、霧の里休憩所、道の駅等

○ お土産、買い物は、熊野本宮バスターミナルにスーパーがある。

○ 自分の健康管理に留意、早めの対応。コースに平行して、バスが移動。

○ 宿泊所では、早寝 (21時 )、 早起き (4時 )、 早立ち (6時 )、 早上がり (16時 )

○ 救急薬品等各自準備

サロンパス、虫刺され薬、軟膏、ヨー ドチンキ、ガーゼ、包帯

○ 花粉症対策 マスク、めがね、日薬等

○ 着替えの下着、靴下、手袋、帽子、バスタオル、タオル、洗面具等の準備等
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