
例会（行事）のお知らせ        平成29年1月～3月 

例会（行事）参加の時はリーダーの指示に従い自分勝手な行動はつつしんで下さい。 

例会（行事）参加中の傷病・損害については、当会は責任を負いません。各自でご注意下さい。 

◎印は単独例会、○印は同調例会で参加点2点 △準例会は参加点1点 

＊山行例会の中止決定については、当日の午前6時のNHK総合で、兵庫県南部の 

降水確率が60％以上の場合は中止とします。但し、バスハイクは、雨天決行とします。 

△準例会 新年互礼会 

開催日 1月1日（祝・金）

各山筋で開催 

山筋掲示をご覧下さい。 

 

○第2966回例会 神戸愛山協会主催 

「第88回市民新年連合登山」 

開催日 1月3日（祝・火） 雨天決行 

集 合 神鉄有馬口駅 午前9時（下唐櫃 

山王神社へ移動・9時30分開式 

～修祓式、賀詞交換の後～出発。 

コース 下唐櫃山王神社～東山橋～唐櫃台住宅

～唐櫃中学校～唐櫃六甲台～上唐櫃ふ

れあいセンター～西光寺～山王神社 

    11時30分頃解散 

当 番 からと 

 

△準例会 岳連の森づくり 

 開催日 1月11日（水） 

 集 合 阪急御影駅山側 深田池公園 

     午前8時30分 

この森づくりは六甲山地の斜面を樹林帯とし 

て守り育て、防災機能の強化や、子供たちがふる 

さとの森として心に刻む事の出来るような、自然 

豊かな森になることを目指して取組んでいます。 

会員の皆さま気軽にご参加下さい。 

コース 歩いて岳連の森へ。（現地へ直行も可。 

但し、9時30分頃迄に到着して下さい） 

 持 物 弁当、飲物、軍手など。 

 ＊昼食は作業終了後、他へ移動 

して行います。   

担 当 例会・自然保護委員会 

     兵庫県山岳連盟/自然保護委員会 

＊当日の午前 6 時の予報が降水確率 50％以上

の場合は中止とします。 

○第2967回例会 市民山の会月例会同調 

「菊水山大パラノマ展望コース」 

開催日 1月15日（日） 

集 合 神鉄湊川駅 午前9時 

コース ～湊川公園～石井橋～烏原貯水池～六甲

全山縦走路～菊水山～NTT管理道～登

山口ゲート～神鉄鈴蘭台駅 

（10ｋｍ 一般向） 

当 番 菊水山 

 

○第2968回例会 兵庫県山岳連盟同調 

自然観察山歩 

楽しく学べる植物観察・パートⅢ 

「仲冬の白川の里を訪ねる」 

開催日 1月22日（日） 

集 合 しあわせの村 

バス停中央駅前 午前9時30分 

コース ～しあわせの村～白川の里～石抱きガヤ   

    ～雌高座～雄高座～白川化石採集場～し

あわせの村 

    （約7ｋｍ 14：00頃解散予定） 

参加費 連盟登録会員200円一般400円 

担 当 例会・自然保護委員会 

兵庫県山岳連盟/自然保護委員会 

 

◎第2969回例会 単独例会 

 神戸ヒヨコ登山会  

「冬枯れの中央背山・布引

から  再度周辺を歩く」 

開催日 1月28日（土） 

 集 合 新神戸駅バスのりば 午前8時30分 

コース ～市ケ原～高尾山～南ドーントリッジ～

分水嶺越～洞川湖～鍋蓋北尾根～七三峠

～猩々池～市章山～諏訪山公園の予定 
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（約10ｋｍ 16：00頃解散予定） 

◎この例会はどなたでも参加可です。 

◎この例会は第 51回ヒヨコ六甲全縦のトレーニ

ングを兼ねています。本番参加者及びサポート

隊の方は出来る限り参加して下さい。 

担 当 例会委員会 

 

○第2970回例会 兵庫県山岳連盟同調 

冬季山行/バスハイク 

ふるさと兵庫100山 

「雪の千ヶ峰と滝野温泉ぽかぽへ」 

開催日 2月5日（日） 

集 合 新神戸駅バスのりば 午前7時10分 

コース ～三谷登山口～千ｹ峰山頂～三谷登山

口・又は市原コースへ下山の予定 

参加費 6,000 円（貸切バス代、弁当代、温

泉入浴他）参加申込みは参加費を添え

て1月２０日までに支部長まで。但し 

募集数の最大48名になった場合は締切です。 

担 当 例会・自然保護委員会 

兵庫県山岳連盟／普及委員会 

 

○第2971回例会 市民山の会月例会同調 

「双嶺を歩く―雄岡山から雌岡山へコース」 

開催日 2月19日（日） 

集 合 神鉄緑ヶ丘駅 午前9時 

コース ～五百蔵公園～雌岡山～雄岡山～酪

農生活センター～呉錦堂池～五百蔵

公園～神鉄緑ヶ丘駅 

約8ｋｍ 一般向 

当 番 雌岡山 

 

◎第2972回例会 単独例会 

 神戸ヒヨコ登山会 

 「冬の裏六甲有馬から

表六甲住吉道を歩く」 

開催日 2月25日（土） 

集 合 神鉄有馬温泉駅 午前9時 

コース ～有馬稲荷神社～魚屋道～一軒茶屋

～七曲～本庄橋跡～住吉道～五助堰

堤～阪急御影駅の予定 

◎この例会はどなたでも参加可です。 

◎この例会は第 51 回ヒヨコ六甲全縦のトレーニン

グを兼ねています。本番参加者及びサポート隊の

方は出来る限り参加して下さい。 

◎登山道の状況でコースを変更する場合有り。又、

常識として軽アイゼンなどの準備をお忘れなく。 

 担 当 例会委員会 

 

◎第2973回例会 単独例会 

「神戸ヒヨコ登山会 平成29年度・総会」 

開催日 3月5日（日） 

会 場 兵庫県民会館11階・パルテホール（県

庁東側市営地下鉄県庁前徒歩3分） 

 午前9時開場 9時30分開会 

午前11時45分終了 

参加費 1,500円（昼食費を含む） 

申込締切 2月18日（土）迄に各山筋の支部長

又は総務委員に会費を添えて申込んで下さい。 

担 当 総務委員会 

 

△準例会 岳連の森づくり 

 開催日 3月8日（水） 

 集 合 阪急御影駅山側 深田池公園 

     午前8時30分 

この森づくりは六甲山地の斜面を樹林帯として 

守り育て、防災機能の強化や、子供たちがふるさと 

の森として心に刻む事の出来るような、自然豊かな 

森になることを目指して取組んでいます。会員の皆 

さま気軽にご参加下さい。 

コース 歩いて岳連の森へ。（現地へ直行も可。 

但し、9時30分頃迄に到着して下さい） 

 持 物 弁当、飲物、軍手など。 

 担 当 例会・自然保護委員会 

     兵庫県山岳連盟/自然保護委員会 

＊当日の午前6時の予報が降水確率50％以上の 

場合は中止とします。 

 

○第2974回例会 市民山の会月例会同調 

「石井ダム～菊水山コース」 

開催日 3月19日（日） 

集 合 神鉄鵯越駅 午前９時 
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コース ～六甲全山縦走路～石井ダム～登山

口ゲート～NTT 管理道～菊水山山頂

～神鉄鈴蘭台駅 

約13ｋｍ 一般向 

当 番 烏 原 

 

◎第2975回例会 単独例会 

 第51回六甲全山縦走大会 

※今大会より一般参加者にウエートを置いた

大会を試みることとし、その第一歩をスター

ト致します。詳しくは 7 頁～8 頁の参加募集の

チラシを参照にし、サポート隊等の参加を含め全

会員の協力をお願いします。募集タイトルは・・ 

「歴史ある神戸ヒヨコ登山会第51回六甲全山縦

走大会にチャレンジしませんか！」 

開催日 3月25日（土） 雨天決行 

受付・スタート時間 ＪＲ塩屋駅 

     5：30～6：30 

※全縦コース 

塩屋～旗振山～高取山～大龍寺赤門～摩耶 

山掬星台～記念碑台～一軒茶屋～宝塚ゴー 

ル 

※半縦コース 

塩屋～旗振山～高取山～大龍寺赤門（半縦 

はここでゴール） 

参加費 全縦走・半縦走コースとも 

一般：3,000円 会員：2,500円 

※その他詳しくは、7頁～8頁の参加募集のチラシ

を参照下さい。 

担 当 例会委員 

 

○第2976回例会 兵庫県山岳連盟同調 

自然観察山歩 

「山岳連盟の森から横池の春を訪ねる」 

ポイント：春の華やぎを持つ自然に触れます 

開催日 3月26日（日） 

集 合 阪急御影駅北側深田池 午前9時 

コース ～山岳連盟の森～十文

文字山～打越山～打越峠～横池～

～風吹岩～魚屋道～保久良神社～

～阪急岡本駅 

（約10ｋｍ 15：30頃解散予定） 

参加費 連盟登録会員200円一般400円 

担 当 例会・自然保護委員会 

兵庫県山岳連盟/自然保護委員会 

   

 

ようこそ

山 筋 氏 名 住 所 入 会 日 紹 介 者

賀　　　義　文 中央区楠町 H28.9.11 伊　藤　寿　司

若　林　健　治 兵庫区馬場町 H25.1.1 　復　　　活

平　原　紀　子 中央区山本通 H28.9.17 杉　本　洋　子

放　地　仁　志 中央区花隈町 H28.9.21 永　井　利　昭

井　本　明　子 長田区水笠通 H29.1.1 北　島　文　男

迫　野　洋　由 長田区上池田 H29.1.1 園　田　和　三

亀　井　和　代 長田区蓮宮通 H28.10.2 松　本　良　一

大　谷　加代子 須磨区妙法寺字管ノ池 H28.10.2 松　本　良　一

久　野　美　智 長田区池田上町 H28.10.2 松　本　良　一

保久良 井　上　三　郎 東灘区田中町 H28.10.10 上　田　厚　美　

小　嵐　一　廣 須磨区潮見台町 H29.1.1 奥　　　武　志

服　部　眞　和 大庄西町2-20-22 H29.1.1 乾　　　辰　男

「ヒヨコ登山会」へ新入会員紹介

再 度

高 取

布 引

旗 振
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