
例会（行事）のお知らせ     令和 5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 

＊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、バスハイクや宿泊等予約が済んでいる場合は原則雨天決行としま

す。又、県外の山行例会などで、行先方面の天気予報では判断しにくい場合の中止・決行について

の問合わせは・・・【会員は/所属する支部の支部長あてに】、【一般参加者は/090-7347-8969

まで】・・・尚地震・台風などの災害警報や疾病などで緊急事態宣言が発令されている場合は原則中

止とします。（ヒヨコホームページでも確認可能です。） 

△準例会 新年互礼会 

開催日 1月 1日（祝・土）  

各山筋にて開催予定。 

山筋掲示をご覧下さい。 

 

○第 3209回例会 神戸愛山協会主催行事同調 

「第 94回市民新年連合登山」 

開催日 1月 3日（火） 雨天決行 

集 合 灘区敏馬（みるめ）神社 午前 9時 

●神社にて、修祓式・玉串奉奠・賀詞交換～ 

コース ～西郷川河口公園～HAT神戸中央～

HAT ゆめ公園～HAT 神戸なぎさ公

園～県立美術館前（海側）～ 

   （10時半頃解散予定） 

＊ゴールで参加記念のバッチをプレゼント！ 

当 番 摩耶山 例会・自然保護委員会 

 

△準例会 兵庫県山岳連盟同調 

「岳連の森づくりと観察」 

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、子供たちのふる

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。 

開催日 1月 11日（水） 

集 合 ①阪急御影駅山側 

深田池公園午前 8時 30分 

コース ②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、草刈り鎌など。 

 担 当 例会・自然保護委員会 

     兵庫県山岳連盟・普及委員会 

※当日の午前6時の予報が降水確率60％以上の

場合は中止とします。 

 

○第 3210回例会 市民山の会月例会同調 

「烏原貯水池を巡るコース」 

開催日 1月 15日（日） 

集 合 神鉄鵯越駅 午前 9時 

コース ～鵯越公園～烏原貯水池地蔵前広    

場～花の休憩所（トイレ）～亀の甲

広場（トイレ・11時頃解散） 

    （約 5㎞・一般向） 

当 番  烏 原 例会・自然保護委員会 

 

◎第 3211回例会 単独例会  

神戸ヒヨコ登山会 

第 57回六甲全山縦走大会  

3分割縦走・その 1 

「JR 塩屋駅～神戸電鉄鵯越駅前へ」 

開催日 1月 22日（日） 

集 合 JR 塩屋駅 午前 8時（隊列歩行） 

 コース ～旗振山～横尾山～須磨アルプス～

禅昌寺尾根～高取山～神鉄鵯越駅 

（約 16キロ） 
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 募集人員 100名 

（募集人員に達した場合は終了します） 

※参加希望者は参加申込に記載の上参加費を添

えて、1月 10日までに申し込んで下さい。 

（当日消印有効）   

 参加費 一般：3000円（3回通し） 

     会員：1500円（3回通し） 

 担 当 例会委員会 

 

◎第 3212回例会 単独例会  

 樹氷きらめく「金剛山へ」 

開催日 1月 29日（日） 

集 合 阪神電鉄三宮駅西口午前 7時 10分 

コース 三宮＝難波＝河内長野駅＝バスで登

山口～千早本道から山頂へ・下山は

念仏坂～登山口へ＝バス＝電車で各

地へ 

参加費 2500円 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

〇第 3213回例会 兵庫県山岳連盟同調 

 六甲山記念碑台を中心に 

「雪の六甲山地を楽しもう！」 

開催日 2月 5日（日） 

集 合 六甲ケーブル山上駅 8時 30分 

コース 雪の状態を見て行動  

（静かなコースを歩く） 

参加費 ヒヨコ会員 200円 

       一般 400円 

担 当 例会・自然保護委員会 

兵岳連/普及委員会企画行事 

 

◎第 3214回例会 単独例会   

 ふるさと兵庫 100山 

但馬・和田山「雪の室尾山へ」 

開催日 2月 12日（日） 

集 合 新神戸 1階バスターミナル 7時 

 コース 新神戸駅＝和田山町岡田集落～室尾 

     山荘～室尾山（629.7ｍ）往復 

    ＝与布土温泉＝三宮 

参加費 会員限定/7,000円預り（温泉付） 

●予約制/25名 詳細は山筋掲示します。 

●積雪状態によりコース変更や登頂を断念する

場合が有ります。 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3215回例会 市民山の会月例会同調 

「義経の行軍路を歩く」 

開催日 2月 19日（日） 

集 合 神鉄西鈴蘭台駅 午前 9時 

コース ～鳴子町～相談ケ辻～太陽と緑の道  

    ～石打橋～しあわせの村（トイレ・

12時頃解散） 

（約 8㎞・一般向） 

 当 番 菊水山 

               

◎第 3216回例会 単独例会 

 神戸ヒヨコ登山会 

第 57回六甲全山縦走大会  

3分割その 2（隊列歩行） 

「神戸電鉄鵯越駅～六甲山記念碑台へ」 

開催日 2月 26日（日） 

集 合 神戸電鉄鵯越駅前 午前 8時 

コース ～菊水山～鍋蓋山～市ケ原～摩耶山

～アゴニ―坂～六甲山記念碑台 

           （約 17.5キロ） 

募集人員 100名 

（募集人員に達した場合は終了します） 

※参加希望者は参加申込に記載の上参加費を添

えて、1月 10日までに、までに申し込んで下

さい。（当日消印有効）    

 参加者 一般：3000円（3回通し） 

     会員：1500円（3回通し） 

 担 当 例会委員会 

 

◎第 3217回例会 単独例会 

 ふるさと兵庫 100山 

播磨灘へ向かう道「小富士山へ」 

開催日 3月 5日（日） 

集 合 JR 御着駅 8時 30分 
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コース JR御着駅～旧山陽道～四郷小学校～ 

    小富士山～仁寿山～大歳神社～御旅 

山～山陽妻鹿駅＝明石・神戸へ 

参加費 一般 400円 

     会員 200円 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

△準例会 兵庫県山岳連盟同調 

「岳連の森づくりと観察」 

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。 

開催日 3月 8日（水）植樹をします！ 

集 合 ①阪急御影駅山側 深田池公園 

午前 8時 30分 

     ②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、草刈り鎌など。 

 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 

 

◎第 3218回例会 単独例会  

「令和 5年度 定時総会」  

開催日 3月 12日（日） 

場 所 兵庫県民会館 

11階・パルテホール 

（兵庫県庁東側/市営地下鉄県庁前徒歩 3分） 

開 会 午前 9時開場 9時 30分開会 

参加費 1，500円（弁当を含む） 

申込締切 2月 20日（月） 

担  当 総務委員会 

 

○第 3219回例会 市民山の会月例会同調 

「兵庫区北部散策コース」 

開催日 3月 19日（日） 

集 合 市営地下鉄湊川公園駅 午前 9時 

 コース ～兵庫区役所前～東山町～湊川沿い 

～雪の御所～湊山町～山麓リボン 

の道～門前橋～立ケ畑堤防～亀の

甲広場 

（11時頃解散 約 5㎞・一般向） 

 当 番 再度山 例会・自然保護委員会 

 

◎第 3220回例会 単独例会   

 第 57回六甲全山縦走大会 

3分割その 3 

開催日 3月 21日（火・祝） 

雨天決行・（隊列歩行） 

集合場所 六甲山記念碑台 8 時 30分 

コ ー ス ～凌雲台～一軒茶屋～東六甲分岐

～大平山～岩倉山～塩尾寺駐車

場（ゴール）（約 19キロ） 

募集人員 100名 

（募集人員に達した場合は終了します） 

※参加希望者は参加申込に記載の上参加費を添

えて、1月 10日までに、までに申し込んで下

さい。（当日消印有効） 

 参加者 一般：3000円（3回通し） 

     会員：1500円（3回通し） 

 担 当 例会委員会 

 

〇第 3221回例会  

神戸市スポーツ協会／兵庫県山岳連盟協賛 

  陽光きらめく市民の山 

「六甲山を楽しもう！」 

開催日 3月 26日（日） 

集 合 六甲ケーブル下駅 8 時 30分 

コース 鶴甲北公園～油コブシ～神戸ゴルフ

倶楽部～縦走路～六甲山ビジターセ

ンター～（六甲山の歴史と安全登山に

関するお話） 

   （12：30 解散後、希望者はシュライ

ンロード経由で有馬口へ下山します。 

 参加費 500円 

 事前申込制・50名（詳細は別紙掲示） 

担 当 兵岳連/例会・自然保護委員会 
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