
例会（行事）のお知らせ   令和 3年 10月～12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。） 

◎3157回例会 単独例会 会員限定 

 ふるさと兵庫 100山 

「神々が降臨した北摂の秀峰・大船山へ」 

開催日 10月 3日（日）  

集 合 JR三田駅北口 午前 8時 50分厳守 

 コース JR三田駅（北口からバス乗車）＝ 

波豆川～登山口～鞍部（ヅゲド）～ 

大船山頂～鞍部～十倉＝JR三田駅 

参加費 200円（バス代は別途個人負担） 

     事前申込制/定員次第締切 

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。 

 開催日 10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 

        兵岳連・普及委員会 

＊この準例会は、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 3158回例会 市民山の会月例会同調 

「親子ハイキング」 

開催日 10月 17日（日） 

集 合 市バス諏訪山公園下 午前 9時 

コース ～ビーナスブリッジ～駐車場～稲荷橋

～山手女子学園～諏訪山公園 

（10時 30分頃解散） 

約 3㎞ 家族向  

 当 番 再度山 

 

◎3159回例会 単独例会      

 森林整備体験と懇親会 会員限定  

裏六甲「清水ケ原の森林を訪ねる」 

※事前申込制/10月 16日締切 

開催日 10月 30日（土）  

集 合 神鉄有馬口駅 午前 8時 30分 

 コース 有馬口～下唐櫃会館～東山橋～清水ケ

原森林（体験・写真撮影など）～下唐

櫃会館にて懇親会を予定 

参加費 無料 ※軍手持参下さい！ 

 担 当 例会・自然保護委員会 

 

◎3160回例会 単独例会 会員限定       

 シリーズ/六甲山地・中級向 

「瑞宝寺谷西尾根から蛇谷北山へ」 

開催日 11月 3日（祝・水） 

集 合 神鉄有馬温泉駅 午前 8時 

 コース ～瑞宝寺公園～瑞宝寺谷西尾根 

取付点～車道合流.～一軒茶屋前～ 

 

 



石の宝殿～蛇谷北山～土樋割峠～ 

（下山コースは当日決定） 

参加費 200円（バス代は個人負担） 

    ※事前申込制/定員次第締切 

 担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3161回例会 市民山の会月例会同調 

「菊水山パノラマコース」 

開催日 11月 7日（日） 

集 合 神鉄鈴蘭台駅 午前 9時 

コース ～菊水山登山口（集合）石井ダム 

（トイレ）～縦走路出合～菊水山～ 

菊水山登山口（12時半頃解散） 

約 6㎞ 一般向   

当 番 菊水山 

 

△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。 

 開催日 11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 

     兵岳連・普及（自然保護）委員会 

＊この準例会は、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 3162回例会 兵庫県山岳連盟同調 

第 63回六甲合同登山 

「楽しもう！深秋の裏六甲へ」 

開催日 11月 14日（日） 

➀【全コース歩行組】 

集 合 六甲ケーブル下 8：30 

   （7：50より受付） 

【行程】～油コブシ～六甲ゴルフ場～極楽茶屋跡   

    ～紅葉谷～炭屋道～魚屋道～有馬温泉 

   約 11㎞（完歩賞授与後自由解散） 

⓶【半コース歩行組】 

集 合 六甲ゴルフ場（合流）10：50 

（全コース組と合流後） 

     六甲ゴルフ場（合流）～～紅葉谷～炭

屋道～魚屋道～有馬温泉 

   約 7㎞（完歩賞授与後自由解散）     

◇参加費：加盟団体会員/700円 

     一般参加者/900円 

＊六甲の花をデザインした 

記念バッチと完歩賞付です！ 

◇申込方法 

＊会員参加者/加盟団体で纏めて申し込んで 

下さい。  

＊一般参加者/電話又はファックスにて受付け  

ます。 

神戸登山研修所・TEL/078-940-1850 

                  FAX/078-940-1851 

◇申込受付期間 

  会員/10月 20日（水） 

一般/10月 25日（土）までに。 

  何れの参加者も参加費は前納して頂きます。 

◇問合わせ先 

 一般参加者/078-940-1850（登山研修所） 

（10：00～18：00） 

担 当 例会・自然保護委員会  

 

◎3163回例会 単独例会  

（HNCM企画） 会員限定 

 ふるさと兵庫 100山 

「北摂の静かな山・一等三角点の千丈寺山へ」 

開催日 11月 28日（日）  

集 合 JR三田駅北口 午前 8時 厳守 

コース  ～JR 三田駅北口（バス乗車）＝   

乙原口～登山口～炭焼窯跡～下の祠

～尾根の祠～山頂（展望岩場）～乙原

口（バス乗車）＝花山乃温泉へ 

 

 



参加費 200円 

（バス代・温泉代は、別途個人負担） 

※事前申込制/定員満席次第締切 

 担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3164回例会 市民山の会月例会同調 

「冬の瀬戸内海を眺めながら塩屋へ」 

開催日 12月 5日（日） 

集 合 須磨浦公園ロープウェイ駅 

午前 9時 

コース ～縦走路～山頂（トイレ）～鉢伏山～

旗振茶屋～噴水公園～JR塩屋駅 

（12時半頃解散） 

約 5㎞ 一般向 

当 番 旗振山 

 

△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。 

開催日 12月 8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 

     兵岳連・普及（自然保護）委員会 

＊この準例会は、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 3165回例会 単独例会  

まもなく 100年元気なヒヨコ 

「ヒヨコ/99 周年忘年ハイキン

グ」 

開催日 12月 12日（日） 会員限定 

集 合 新神戸駅 1階 午前 8時 30分 

コース ～布引の滝～みはらし台～市ケ原

～大龍寺（祈願）～善太郎・善助茶

屋跡～大師道～燈籠茶屋（解散場

所） 

参加費 無料 〇軍手・ごみ袋持参下さい！ 

※事前申込/簡単なクリーンハイク

を兼ねます。 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

 


