
例会（行事）のお知らせ     令和 3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 2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・水）  

各山筋にて開催予定。山筋掲示を

ご覧下さい。（中止の場合有り） 

 

○第 3124回例会 神戸愛山協会主催行事同調 

「第 92回市民新年連合登山」 

開催日 1月 3日（日） 雨天決行 

集 合 諏訪神社（諏訪山） 午前 9時 

●修祓式・玉串奉奠は各山筋代表役員と会長・ 

 顧問及び来賓のみにて行う。 

●コロナ感染拡大により合同ハイキングは中止 

当 番 再度山   例会委員会 

 

△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 1月 13日（水）    

 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・普及委員会 

※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 3125回例会 HNCM企画例会 

会員限定！  中級向！ 

「氷瀑の滝巡りとからとの湯へ」 

開催日 1月 23日（土） 

集 合 神鉄有馬温泉駅 8：30 

参加費 会員/200円（入浴・飲食は別） 

    事前申込必要 

コース ～紅葉谷道～七曲滝～百間滝～似位

滝～白石滝～有馬温泉駅＝神鉄唐櫃

台駅～からとの湯 

（コースを変更する場合有り） 

●アイゼン、スパッツなどは必携 

担 当 ニューサークル代表/渡田  

問合せ先：090-7347-8969 

 

○第 3126回例会 市民山の会月例会同調 

「冬の須磨アルプス散策」   

開催日 1月 24日（日） 

 当 番 旗振山 

●中止の場合は支部企画に基づき行う 

 

○第 3127回例会  

兵庫県山岳連盟行事同調 

積雪の六甲山地（アイゼン必携！） 

「新穂高縦走からシェール槍へ」 

開催日 1月 31日（日） 

集 合 阪急王子公園駅 8：30 

コース ～青谷道～摩耶史跡公園～桜谷～新

穂高～穂高湖～シェール槍～掬星台 

   （15：00頃解散） 

参加費 会員 200円 一般 400円 

一般参加・可。但し、中級向 
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担 当 例会・自然保護委員会 

兵庫県山岳連盟/普及委員会企画行事 

 

〇第 3128回例会 兵庫県山岳連盟行事同調 

 冬季山行バスハイク/ふるさと兵庫 100山 

「雪の但馬・室尾山と与布土温泉へ」       

開催日 2月 7日（日） 

集 合 新神戸駅 1階バスのりば 7：30 

 参加費 7,500円 

     （バス代・弁当代・温泉代・他） 

 但し、募集数は 35名限定。（満席次第締切） 

 コース ＝雪の状態でコース変更又は登山地

を変更する場合があります。詳細は直

前の下見によってお知らせします。 

●アイゼンやスパッツなど、雪山を歩ける装備

で参加下さい。 

●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 例会委員会 

     兵庫県山岳連盟/普及委員会 

 

○第 3129回例会 HNCM 企画 

 開催日 2月 13日（土） 

 積雪を求めて/近場コース（未定） 

※詳細は後日、支部掲示板に掲示します。 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3130回例会 市民山の会月例会同調 

「高取山の冬景色を楽しむ」 

開催日 2月 21日（日） 

 当 番 保久良山 

●中止の場合は支部企画に基づき行う 

 

◎第 3131回例会 単独例会   

ヒヨコ 2分割縦走・その 1     

「JR塩屋駅から布引市ヶ原へ」 

開催日 2月 28日（日） 

集 合 JR塩屋駅 午前 8時（隊列歩行） 

 コース 塩屋駅～旗振山～横尾山～（須磨アル

プス）～高取山～菊水山～鍋蓋山～ 

～市ケ原～新神戸駅 

（注）会員限定の単独例会です。一般は募集しま

せん。参加資格は２月 10日までに 

参加費用 2000 円を添え申し込んだ人に

限ります。（宝塚にて記念品有り） 

 担 当 例会委員会 

 

◎第 3132回例会 単独例会  

「令和 3年度 定時総会」 

開催日 3月 7日（日） 

会 場 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 

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・飲物を含む） 

申込締切/2月 11日（祝）までに支部長 

又は総務委員に会費を添えて申込んで下さい。 

※コロナ感染拡大により中止の場合有り。 

その場合は中止連絡及び返金をします。 

 担 当 総務委員会 

 

△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 10日（水） 

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 

※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。 
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〇第 3133回例会 兵庫県山岳連盟同調 

 六甲山地・その 5 

「岳連の森と周辺背山の春を訪ねる」  

開催日 3月 14日（日） 

集 合 阪急御影駅北深田池公園 

午前 8 時 30分 

 参加費 会員 200円 一般 400円  

 コース ～住吉川～岳連の森（見学）～打越山 

     横池～風吹岩～金鳥山～保久良神社 

    （梅林）～阪急岡本駅 

担 当 例会委員会 

     兵庫県山岳連盟/普及委員会 

 

◎第 3134回例会 単独例会 

第 55回六甲全山縦走大会 

開催日 3月 20日（日） 雨天決行 

※全山縦走（隊列歩行） 

集 合 ＪＲ塩屋駅 6:00 

出 発 6:10 

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 

※2分割縦走・その 2（隊列歩行） 

集 合  JR新神戸駅 8:00 

出 発 8:10 

コース 新神戸～摩耶山～記念碑台～ 

一軒茶屋～宝塚ゴール 

（注）会員限定の単独例会です。一般は募集しま

せん。参加資格は２月 10日までに 

参加費用 2000 円を添え申し込んだ人に

限ります。（宝塚にて記念品有り） 

担 当 例会委員会 

 

○第 3135回例会 市民山の会月例会同調 

「早春の里山を歩く」 

開催日 3月 21日（日）     

 当 番 菊水山 

●中止の場合は支部企画に基づき行う 

 

○第 3136回例会 HNCM企画例会 

「社家郷山の主峰堅ケ峰（457ｍ）へ」 

開催日 3月 28日（土） 

集 合 阪急逆瀬川駅 午前 8 時 30分 

参加費 会員/200円 一般/400円 

    （事前申込制） 

コース ～阪急逆瀬川駅＝宝塚西高前～堅ケ

峰～キレット峰～小笠峰～裏キレッ

ト～エデンの園＝阪急逆瀬川駅 

    （解散 15時 30分頃の予定） 

担 当 ニューサークル代表/渡田  

問合せ先：090-7347-8969 

●会員外の方も参加 OKです！ 
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