
例会（行事）のお知らせ     令和 4 年 7 月～9 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。） 

◎3190 回例会 単独例会 事前申込制 

 夏山トレーニング①  

 ヒヨコ旗振支部特別企画に協賛 

 開催日 7月 3日（日） 

 集 合 布引みはらし台 8：30～9：30 

 コース 第 1回 布引～須磨アルプス 

耐久コース 

 担 当 例会・自然保護委員会 

 

△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 7月 6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 

※7 月～９月は雑草の成長が著しく、人手がより

多く必要です！会員諸氏の積極的なご参加を 

お願い致します。 

(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。 

◎3191 回例会 単独例会 事前申込制 

 夏山トレーニング➁ 

 ヒヨコニューサークル企画 

 開催日 7月 10日（日） 

集 合 神鉄有馬温泉駅 午前 8時 

 コース 有馬三山縦走～表六甲住吉道～阪急

御影駅 

 担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3192 回例会 市民山の会月例会同調 

「布引山・夏の散策路を楽しむ」 

 開催日 7月 17日（日） 

 集 合 JR 新神戸駅 1階 午前 9時 

コース ～滝道～みはらし台～布引貯水池～

市ケ原（トイレ）～世継山（ハーブ園

裏口）～ハーブ園内（通り抜け）～

みはらし台 

（11時半頃解散）約 6㎞ 一般向 

 当 番 布引山 

 

◎3193 回例会 単独例会 事前申込制 

夏山トレーニング③ 

「軽トレ＆記念山行・裏銀縦走最終打合せ」 

 開催日 7月 24日（日） 

 集 合 新神戸駅 午前 8時 30分 

 コース 布引周辺の軽トレーニング後 

裏銀縦走打合せ予定 
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△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 7月 27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。 

 

◎3194 回例会 単独例会 

参加者決定の為締切り 

 ヒヨコ 100周年記念山行 

「北アルプス・裏銀座コース縦走へ」 

 開催日 7月 29日（金）～8月 3日（水） 

 集 合 7月 29日（金）JR 大阪駅 

     20時 20分予定 

 コース 7月 29日（金）大阪出発＝/30（土） 

     ＝信濃大町＝高瀬ダム～ブナ立尾根  

     ～烏帽子小屋（泊）/31日（日）～裏

銀座コース縦走（三ツ岳～野口五郎岳

～真砂岳～ワリモ岳～鷲羽岳）～ 

     三俣山荘（泊）/8 月 1日（月）～双 

     六岳～新穂高～深山荘（泊）/2日 

    （火）＝高山―――三宮（解散） 

 担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3195 回例会 市民山の会月例会同調 

「立秋の高羽道を経て十善寺へ」 

 開催日 8月 21日（日） 

 集 合 六甲ケーブル下駅 午前 9時 

コース ～特別養護老人ホーム～高羽道～寒    

天道への分岐点～新神戸変電所～十 

善寺裏山～十善寺境内 

（11時半頃解散予定） 

約 5㎞ 一般向 

当 番 一王山 

 

〇第 3196 回例会 岳連同調例会 

 六甲背山から岳連の森へ（前泊） 

「背山歩きから幕営泊実習」予定 

 開催日 8月 28日（日） 

 集 合 未定 

 集合時間 未定 

 内容は後日掲示予定 実費 

担 当 例会・自然保護委員会 

     兵岳連/普及委員会 

 

◎第 3197 回例会 単独例会 事前申込制 

おかげさまで 100周年！ 

「ヒヨコ敬老感謝バーベキュー祭」 

開催日 9月 11日（日） 

神戸ワイナリー農業公園/バーベキューサイト 

① 行組集合  

市営地下鉄西神中央駅午前 10 時集合～ 

ＪＡ兵庫経由バーベキューサイト入口前 

②現地直集合 

11 時０0分（時間厳守） 

参加費 3,500 円（バーベキューセット・乾

杯用ビール・ワイン） 

●予約の都合上、申込締切りは 8 月 4日（日）

とします。 

 担 当 総務委員会/例会・自然保護委員会 

 

△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 9月 14日（水） 

集 合 ①阪急御影駅山側 
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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 3198 回例会 市民山の会月例会同調 

「初秋の須磨・裏山コース」 

 開催日 9月 18日（日） 

 集 合 山陽電鉄須磨寺駅 午前 9時 

コース ～須磨寺公園～高尾台～東山～椿谷

公園～市営地下鉄妙法寺駅 

    （12時頃解散予定） 

約 6㎞ 一般向 

 当 番 旗振山 
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