
例会（行事）のお知らせ     令和 4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。） 

◎3200回例会 単独例会 

 神戸ヒヨコ登山会 創立 100周年 

「記念式典・祝賀会」 

開催日 10月 2日（日） 

 会 場 ANAクラウンプラザホテル神戸 

（新神戸駅南 100ｍ） 

 第一部 記念式典 

 開 会 午前 10時 

第二部 祝賀会 

    （会費制・要事前申込） 

 開 会 正午 12時 

 担 当 創立 100周年事業実行委員会 

     総務委員会 

 

△準例会 岳連の森/整備と観察 

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めざして取組んでい

ます。会員の皆様気軽にご参加下

さい。 

開催日 10月 12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 等 

担 当 例会・自然保護合同委員会 

兵岳連/普及委員会 

 (注)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 3201回例会 市民山の会月例会同調 

「親子ハイキング ・ 

サンライズハイキングコースを歩く」 

 開催日 10月 16日（日） 

 集 合 市営地下鉄西神南駅 午前 9時 

コース ～伊吹西小学校～伊吹台谷口公園（ト

イレ）～展望台～如意寺～櫨谷町長谷 

    ～西神中央公園（トイレ） 

（11時半頃解散）約 6㎞ 家族向 

 当 番 雌岡山 

 

〇第 3202回例会 兵庫県山岳連盟行事同調 

 裏六甲の静かな秋を訪ねるー①（中級向） 

「船坂谷から表六甲へ」 

 開催日 10月 30日（日） 

 集 合 阪急宝塚駅改札前 午前 8時 

 コース 宝塚＝船坂橋～船坂谷～老ケ岩～川上

の滝～石の宝殿～蛇谷北山～どび割峠

～東おたふく山バス停＝阪急芦屋駅

（15時 30分頃解散） 

担 当 例会委員会 

     兵庫県山岳連盟/普及委員会 
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◎第 3203回例会 単独例会（HNCM企画） 

 ふるさと兵庫 100山/北摂の山 

「大岩岳へ」           

 開催日 11月 3日（文化の日） 

集 合 JR道場駅 午前 9時 

コース ～千刈ダム下～分岐～大岩岳山頂～

分岐～東山橋～JR道場駅 

参加費 会員 200円 会員外 400円 

担 当 例会委員会・HNCMメンバー 

 

○第 3204回例会 市民山の会月例会同調 

「世界の森のもみじ巡り」 

 開催日 11月 6日（日） 

 集 合 神鉄谷上駅 午前 9時 

コース ～旧山田道～森林公園（自由解散） 

約 4㎞ 一般向 

当 番 からと 

 

△準例会 岳連の森/整備と観察 

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めざして取組んでいま

す。会員の皆様気軽にご参加下さい。 

開催日 11月 9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 等 

担 当 例会・自然保護委員会 

     兵岳連/普及委員会 

(注)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 3205回例会        

2022KOBE六甲全山縦走   

須磨浦公園～摩耶山～東六甲～宝塚 

開催日 11月 13日（日） 

（届の無い場合は加点いたしません） 

＊全縦参加者及び当日ボランティア参加される

方は各山筋の支部長に必ず届けて下さい。 

 

○第 3206回例会 兵庫県山岳連盟同調 

 裏六甲の静かな秋を訪ねるー➁ 

「第 64回六甲合同登山」 

●六甲の花をデザインしたバッチ付です。 

●完歩された方には完歩賞を差し上げます！ 

開催日 11月 23日（水・祝） 

 集 合 神鉄谷上駅 午前 8 時 30分 

コース ～炭ケ谷～烏帽子岩～石楠花山～徳川 

     道～森林公園東口～園内 

（駐車場広場にて14時30分頃解散予  

 定） 

☆参加費（事前申込制・記念バッチ付） 

＊バッジのみ申込みも可    

会員：700円 一般：900円 

☆申込方法 

参加者は申込書に記載し、支部長まで申込んで 

下さい。支部長は取り纏め、10月 23日（日） 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3207回例会 市民山の会月例会同調 

「鉄人 28号広場～高取山へ」 

 開催日 12月 4日（日） 

 集 合 JR新長田駅 午前 9時 

コース ～JR 新長田（鉄人 28 号広場）～鷹

取団地～表参道～安井広場（トイレ）

～高取神社～（表参道下山）鷹取団地

～山陽電車西代駅（11時半頃解散） 

約 7㎞ 一般向    

当 番 高取山 

 

△準例会 岳連の森/整備と観察  

 兵庫県山岳連盟行事同調 

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めざして取組んでいます。会

員の皆様気軽にご参加下さい。 
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開催日 12月 7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 等 

担 当 例会・自然保護合同委員会 

兵岳連/普及委員会 

(注)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 3208回例会 単独例会 

●今年も背山に感謝を込めて！   

「ヒヨコの忘年ハイク＆懇親会」 

開催日 12月 18日（日） 

集 合 神鉄有馬口駅 9時 

コース ～清水ケ原森林浴コース散策～会館

にて昼食懇親会 

担 当 例会・自然保護委員会 

― 兵庫県山岳連盟だより ―   

 

第 64回六甲合同登山「裏六甲の静かな秋を楽しむ」の 

ご案内とご参加のお願いについて 

兵庫県山岳連盟 

                               会 長  古賀 英年 

拝啓 

爽秋の候 加盟団体会員の皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。  

平素は何かと連盟にご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、山岳連盟の秋季の恒例行事であります「六甲合同登山」を別紙ご案内の通り開催致します。 

加盟団体の交流と会員間の親睦、併せて一般市民にもより山に親しんで頂くことを目的とし、昭和

34年秋にスタートいたしましたこの行事も、本年で第 64回目を迎えることとなりました。 

行事がこれだけ長く続けて来られたのも、連盟を支え続けて下さっている加盟団体の皆様方の 

お陰であると深く感謝致しております。 

 

平成 26 年に制定され、28 年より施行された「山の日」の趣旨は「山に親しむ機会を得て、山

の恩恵に感謝する」ということであり、これによって山への関心が高まっていることも事実ですが、

私達は六甲合同登山のスタート時点より「山を愛しみ、山に感謝し、安全で楽しい登山」という同

じ願いの趣旨を掲げ、それを合言葉に 63年の歴史を積み重ねてまいりました。 

どうか皆様、私達の身近な背山・六甲山地を愛しみ、併せ、歴史と自然を存分に 

楽しんで頂きたく、お一人でも多くご参加下さることを重ねてお願い申し上げます。 

令和 4年 9月吉日 

※詳しくは「例会のお知らせ」のページに掲載しています。ご覧ください。 

 

追記 

 コロナウイルス感染拡大による緊急事態等で行政指導がある場合にはやむなく中止、又は 

運営方法やコースの変更等を行う場合が有ります。 

以上 
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