
例会（行事）のお知らせ     令和 4 年 4 月～6 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。） 

◎第 3178 回例会 単独例会 

 各支部の独自企画による「陽春ハイク」 

開催日 4月 2日（土）～10日（日）の間 

各山筋で開催山筋掲示をご覧下さい 

【一例】布引支部企画 

◎第 3178 回例会 

 山麓・陽春ハイク 

「御影から岡本へ」 

 開催日 4月 3日（日） 

 集 合 阪急御影駅深田池公園 8時 30分 

 コース 住吉川～甲南大学前～桜守公園～神  

     社参道～保久良神社～展望台往復～ 

     保久良梅林 

    ●保久良梅林にて昼食（陽春懇親会） 

 ※参加申込みは…布引支部/石田又は渡田・ 

  伊知地まで。 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

〇第 3179 回例会 岳連同調例会 

 青春 18キップで行く北陸の山 

「カタクリ咲く文殊山へ」 

 開催日 4月 10日（日） 

 集 合 JR 三ノ宮駅 中央改札口前 

  7：00（厳守） 

 参加費 3,000円（18キップ代 会費） 

     但し、募集数は 25 名限定 

（事前予約） 

 

コース＝北陸線・北鯖江駅～酒清水～橋立山～

奥の院～大文殊・小文殊～登山口～

JR大土呂駅＝JR 三ノ宮駅 

担 当 例会・自然保護委員会 

     兵岳連/普及委員会企画行事 

 

△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 4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 

 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 

 

○第 3180回例会 市民山の会月例会同調 

「旧摩耶道森林浴コース」 

 開催日 4月 16日（日） 

 集 合 阪急王子公園駅 午前 9時 

コース ～王子公園駐車場～青谷道～行者茶  

    屋跡～旧摩耶道～学校林道出合～雷 

    声寺～雲内・熊山公園 
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   （約 5㎞ 一般向 11時半頃解散） 

 当 番 摩耶山 

 

◎第 3181 回例会 単独例会 会員限定 

バスハイク・ふるさと兵庫 100山 

丹波市「向山のヒカゲツツジを訪ねる」 

 

 

 開催日 4月 24日（日） 

 集 合 新幹線新神戸駅  

1階バスのりば 7：30（出発） 

 参加費 5,000円（バス代・弁当代・他） 

 ※事前申込制/定員 33名満席次第締切 

 コース ＝観音堂登山口～二の丸～三の丸～

四ノ丸～向山山頂～五の丸～清水山

～剣爾山～登山口＝バス乗車 

担 当 例会・自然保護委員会 

◎第 3182 回例会 単独例会 一般向き 

道谷先生と歩く「東灘から 

灘へ・歴史と酒蔵を訪ねて」 

 

 

 開催日 4月 30日（土） 

 集 合 阪神電鉄魚崎駅 午前 9時 

 会 費 会員 200円 一般 400円 

※ユーモアを交えた道谷先生の解り易い解説は、 

 今回超人気の第2段行事です。酔わないでね！ 

担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3183 回例会 神戸愛山協会同調 

第 9回/みどりの日を歩こう！ 

「住吉川の清流歩きを楽しむ」 

 

 

※約 1 時間半ゆっくりと歩き、 

その後は各自・各登山会の自由行動です。 

開催日 5月 4日（祝・水） 

集 合 JR 住吉駅南側広場 午前 9時 

担 当 例会委員会/神戸愛山協会 

     兵庫県山岳連盟協賛 

◎第 3173 回例会 単独例会 延期行事 

 創立 100周年記念行事 

「令和 4年度 定時総会」   

開催日 5月 7日（土） 

場 所 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） 

開 会 午前 9時開場 9時 30分開会 

参加費 1，500円（昼食・飲物を含む） 

申込締切 3月 31日（木） 

担  当 総務委員会 

 

△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 5月 11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 

 

○第 3184 回例会 市民山の会月例会同調 

「長田神社から高取山へ」 

 開催日 5月 15日（日） 

 集 合 市営地下鉄・長田駅 午前 9時 

 コース 長田神社～バス道箕谷線～縦走路西

進～安井茶屋広場～高取神社（山頂）

～表参道～鷹取団地 

（約5㎞ 一般向 11時半頃解散） 

当 番 高取山 

 

◎第 3185 回例会 単独例会 

 創立 100周年記念行事 

「物故会員 慰霊祭」 
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 開催日 5月 22日（日）  

9：50開場～10：30法要開始 

 開催場所 再度山 大龍寺 

 ※一般参加会員の服装は問いません。 

 ※指示役員は 9：00に集合して下さい。 

担  当 総務委員会 

 

〇第 3186 回例会 岳連同調例会一般参加・可 

シリーズ/摩耶山地      やや中級向 

「摩耶山地の植生を訪ねる」 

 

 開催日 5月 29日（日） 

 集 合 市バス・護国神社前 8：30 

 参加費 会員 200円 一般 400円 

 コース ～カスケードバレイ～木ノ袋谷東尾  

     根～アゴニー坂～天上寺（観察）～摩 

     耶自然植物園～掬星台～上野道～ケ 

ーブル下 

 ※参加希望の方は事前にお申込み下さい。 

会員は山筋支部へ。 

一般は 090-7347-8969まで 

担 当 例会委員会 

     兵庫県山岳連盟/普及委員会 

 

△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 6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 

     兵庫県山岳連盟/普及委員会 

 

◎第 3187 回例会 単独例会 会員限定 

バスハイク・ふるさと兵庫 100 山 

「珍しい植生と遺跡の道・西光寺山へ」 

 開催日 6月 12日（日） 

 集 合 新神戸駅 1階 

バスのりば 7：30（出発） 

参加費 5,000円 

（バス代・弁当代・＊入浴料は別） 

※事前申込制/定員 33名満席次第締切 

 コース ＝Ｒ36 側登山口～こぐり岩～（ウ

バメガシ～山頂～古石票～炭焼窯～ 

     西光池～今田本庄登山口＝♨へ 

 担 当 例会・自然保護委員会 

 

○第 3188回例会 市民山の会月例会同調 

「保久良背山の森林浴コース」 

 開催日 6月 19日（日） 

 集 合 阪急岡本駅 午前 9 時 

 コース 岡本八幡神社～山ノ神～森林浴の道

～展望所～保久良神社～保久良梅林 

    （昼食・解散） 

（約 5㎞ 一般向 12 時半頃解散） 

当 番 保久良山 

 

〇第 3189 回例会 兵庫県山岳連盟行事同調 

丹生山系の最高峰（596.3ｍ） 

「悲話伝説の山稚児
ち ご

ケ
が

墓山
ばかさん

へ」 

 

開催日 6月 26日（日） 

 集 合 神戸電鉄箕谷駅 午前 8時 30分 

 参加費 会員 200円 一般 400円 

 ※参加希望の方は事前にお申込み下さい。 

会員は山筋支部へ。 

一般は 090-7347-8969まで。 

 コース ～大塚山北公園～肘曲がり～稚児の

墓～稚児ｹ墓山～双坂池～無動寺～

福池～原野～箕谷駅 

担 当 例会委員会 

     兵庫県山岳連盟/普及委員会 
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