
例会（行事）のお知らせ   令和 3 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。） 

△準例会 岳連の森/整備と観察ハイク 

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 7日（第 1水）/1回目      

 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 3147 回例会 単独例会 一般参加・可 

 シリーズ・六甲山地 

「森林植物園のアジサイを愛でる」 

●ゆったりハイクで安らぎの森へ 

開催日 7月４日（日） 

集 合 地下鉄谷上駅 午前 9 時 

コース ～山田道～ヌケ谷方面（植物園へ）

～アジサイ観賞後自由解散～大龍寺

～城山～みはらし台 

（15：00 頃解散） 

会 費 会員 200円 一般 400円 

担 当 例会・自然保護委員会 

○第 3148 回例会 市民山の会月例会同調 

「鉄人 28号広場から高取山へ」 

 開催日 7月 18日（日） 

 集 合 鉄人 28号広場 午前 9時 

コース ～JR 新長田（鉄人 28 号広場）～表

参道～安井広場（トイレ）～高取神社

～鷹取団地～山陽電車西台駅（11 時

半頃解散）約 7㎞ 一般向 

 当 番 高取山 

(注)中止通達の場合、各支部独自企画を事前に申

請されたもののみ同調例会と認める。 

 

◎第 3149 回例会 単独例会 

”海の日”を楽しもう！ 

※本例会は各支部の独自企画で行うものとし、 

事前に申請されたもののみ単独例会と認める。 

 

参考/布引支部企画（会員限定/事前申込制） 

「明石・江井島周辺の今昔を訪ねる」 

 開催日 7月 22日（木・祝） 

 集 合 山陽電鉄 江井ヶ島駅 午前 9時 

 コース 浜の散歩道（半日ハイキング） 

 参加費 200円 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

△準例会 岳連の森/整備と観察ハイク 

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 
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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 28日（第 4 水）/2回目 

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。 

 

〇第 3150 回例会 岳連同調例会  

加盟団体会員限定 熟練者向  

 シリーズ/六甲山地 

「裏六甲の沢筋にイワタバコを訪ねる」 

 開催日 8月 1日（日） 

 集 合 神鉄有馬温泉駅 午前 8時 30分 

 コース 有馬温泉～（コースは当日発表）～六

甲最高峰～（下山コース当日発表） 

（15:30頃解散） 

【事前申込制】 

参加費 400円を添えて支部責任者まで。 

担 当 例会・自然保護委員会 

     兵岳連/普及委員会 

                 

◎第 3151 回例会 単独例会  

”山の日”を楽しもう！ 

※本例会は各支部の独自企画で行うものとし、 

事前に申請されたもののみ単独例会と認める。 

参考/布引支部企画（会員限定/事前申込制） 

「緑と清流の逢山峡に遊ぶ」    

 開催日 8月 9日（月・祝） 

集 合 神鉄唐櫃台駅 午前 8 時 30分 

 コース 唐櫃台～東山橋～逢山峡周辺のハイ

ク又は沢歩き（沢歩きは要準備） 

参加費 500円（軽食付） 

担 当 例会・自然保護委員会  

 

○第 3152 回例会 市民山の会月例会同調 

「神出富士雄岡山を巡りて押部谷へ」 

 開催日 8月 15日（日） 

 集 合 神鉄緑が丘駅 午前 9時 

コース ～五百蔵休憩所～雄岡山～細田～西

盛～神鉄押部谷駅（11時頃解散） 

約 5㎞ 一般向 

当 番 雌岡山 

(注)中止通達の場合、各支部独自企画を事前に申

請されたもののみ同調例会と認める。 

 

◎第 3153 回例会 単独例会 会員限定 

シリーズ・六甲山地/たそがれ登山 

「旗振山から瀬戸内の夜景を楽しむ」 

●夕涼みがてらのたそがれハイクです！ 

 開催日 8月 28日（土） 

 集 合 地下鉄妙法寺駅 16：00 

 コース ～横尾山麓道～のじぎくの丘～ 

高倉団地～鉄枴山～旗振茶屋展望休

憩～鉢伏山～須磨浦公園 

（19：00頃解散） 

 参加費 会員限定 200円 

     ※懐中電灯持参のこと 

     ※事前申込制 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

△準例会 岳連の森/整備と観察ハイク 

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 8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 
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 (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 3154 回例会 単独例会 会員限定 

シリーズ/六甲山地/たそがれ登山 

「保久良山から市街地の夜景を楽しむ」 

●月見がてらのたそがれハイクです！ 

 開催日 9月 11日（土） 

 集 合 阪急岡本駅 16：00 

コース ～岡本八幡神社～保久良神社～ 

金鳥山道（展望台）～保久良神社～阪

急岡本駅（19：00 頃解散） 

 参加費 会員限定 200円    

※懐中電灯持参のこと 

     ※事前申込制 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3155 回例会 市民山の会月例会同調 

「大倉山から烏原貯水池へ」 

開催日 9月 19日（日）  

集 合 地下鉄大倉山駅（神戸文化ホール側） 

午前 9 時 

コース ～平野石井橋～烏原貯水池～花の休

憩所（昼食・トイレ）～亀の甲広場～

石井町市バス停（11 時半頃解散） 

約 6㎞ 一般向 

 当 番 烏原山 

(注)中止通達の場合、各支部独自企画を事前に申

請されたもののみ同調例会と認める。 

 

◎第 3156 回例会 単独例会  

”敬老の日”を楽しもう！  

※本例会は各支部の独自企画で行うものとし、 

事前に申請されたもののみ単独例会と認める。 

参考/布引支部企画（会員限定/事前申込制） 

「布引ハーブ園に遊ぶ」 

 開催日 9月 20日（月・祝） 

 集 合 布引みはらし台 午前 9時 

 コースは後日掲載（布引周辺ハイキング） 

 参加費 弁当付 1，500円（要申込み） 

担 当 例会・自然保護委員会 
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