
№ 533

　　 ▲2022.7.23　六甲：30000回記念例会（掬星台にて）　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　写真提供：山行部

 ０２ 
２０ 緊急連絡第26報 世話人会

２１ 緊急連絡第26報 号外 会長

２２ 第48回定期総会開催される 会報部

２４ 2022年度役員名簿／専門部・委員会名簿 事務局

２６ 例会参加票の記入内容追加について 山行部

２７ 新任世話人ご紹介＆退任世話人ご挨拶  ●９月27日(火)
３１ 定期総会の質問に答えて 世話人会 　　 リーダー講習会第１課
３４ リーダー講習会案内 研修部 　　申込９月23日(金)

３５ 明昭だより 事務局・会報部

れいかい
３６ JR福知山線廃線跡 栁井悦子

３７ 横ノ池～七兵衛山～八幡谷 川那辺千里

３８ 例会アルバム（6月実績） 事務局

４３ 例会ガイド植物名キャッチ・フレーズについて 山行部

４４ フレッシュ登場
４５ 会員動向 事務局

訃報
４６ ひろば／編集後記

　例　会　ガ　イ　ド　　９　月

 　 西宮明昭山の会

明 昭 9
2022.8.20

2022

今月のスポット



  2022 ／ 9        MEISHO CALENDAR                            

1 木 Ｂ                山行部Ａ班会・Ｂ班会 17 土 ＡＡＡＡ健Ａ健ＢＢ  ～18Ｃ 

2 金                    スケッチ 18 日 ＳＳ健Ｓ健ＡＡＡＢＢＢ健 

3 土 Ｓ健ＡＡＡＢＢ           コーラス 19 月祝 Ｓ健ＡＡＢＢ HP 係会･下見費精算日･会計部会 

4 日 Ｓ健ＡＡＡ健ＢＢＢ                             囲碁 20 火 Ｓ                  会報発送・世話人会 

5 月 Ａ健                                     下見費精算日 21 水 Ｂ                             研修部会 

6 火 Ａ                           世話人会 22 木  

7 水 Ａ健Ｂ  ～9Ｂ健 23 金祝 ＳＳ健ＡＡ健Ａ健Ａ健ＢＢＢＢＢ健           囲碁  

8 木                          山行部 S 班会・C 班会 24 土 Ｓ健ＡＡＡＡ健ＢＢＢ健 

9 金 Ｓ健Ａ健Ａ健Ｂ                                          囲碁 25 日 Ｓ健ＡＡＡＡ健ＢＢＢ健 

10 土 Ｓ健ＡＡＢＢＢＢＢ健Ｃ    26 月                             会報部会 

11 日 ＳＡＡＡ健ＢＢＢ  ～15Ｂ健 27 火 ＳＡＡＡ                                        障がい者登山委員会 

12 月 月曜句会・組織部会 28 水 ＳＢＢＢ        自然保護部会・ランク委員会 

13 火 ＡＡ健                    安全対策委員会 29 木 ＢＢ  ～10/2Ｃ 

14 水 Ｓ健                       山行部 OL 班会 30 金 ＡＢ 

15 木 Ｂ                木曜句会・山行部合同班会 夢追うて句会百景月涼し      1853 健吾 

微笑みの百済観音百合の花    2201 恵夢 16 金                                コーラス

世話人会 ➡  今津公民館   山行部合同班会 / 各班会・専門部会・委員会 ➡  会事務所他  

サークル活動 ➡  最終頁〈ひろば〉参照  

※下見費精算日は予定です。精算は前週月曜日までに提出の例会報告書により行います。 

 
 
 
9/1(木)                        

 B   六甲：市ヶ原～再度公園～城 山 
●リーダー   CL2923 東田 佳子 06-6324-8270 SL2746 村松 敦子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 新神戸…布引の滝…市ヶ原…高雄山…分水嶺越…洞川湖…再度公園… 

大竜寺…善助茶屋跡…二本松…城山…JR 新神戸 

 

9/3(土)                        
 S 健   六甲：洞川湖～再度公園～大龍寺 

●リーダー   CL2164 官野 肇 078-221-4618 SL2170 西堀 和子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 9:00 (9:20 発 市バス 25 系統）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●定 員 20 名 
   JR 三ノ宮再度公園…分水嶺越…洞川湖…仙人谷…再度公園… 

大龍寺…市ヶ原…布引の滝…JR 新神戸 

 

〈企画：東田 佳子〉 

 G U I D E  

12km(4:30)  

〈企画：官野 肇〉 

6km(2:30)  
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◎ 9 月生まれの方で各ランクの延長を希望されている方は、延長申請書を 8 月末までにランク委員会に提出ください

  

9/3(土)                        
 A   六甲：高座谷～横ノ池～八幡谷 

●リーダー   CL2753 田口 満 090-3712-3652 SL2080 加藤 誠一 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…高座谷…風吹岩…横ノ池… 
 甲南パノラマ道…打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本    

9/3(土)                        
 A   六甲：打越峠～横ノ池～鷹尾山 

●リーダー   CL1818 辻 久雄 080-1438-1541 SL2890 宮崎 早苗 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急岡本改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急岡本…天上川公園…山の神…打越峠…甲南パノラマ道…横ノ池… 
  風吹岩…高座谷…鷹尾山…山芦屋公園…阪急芦屋川 

9/3(土)                        
 A   奈良：明神山～尼寺廃寺跡 

●リーダー   CL2194 豊田 英行 06-6651-9814 SL2514 岸田 みさを (申込 CL へ)  
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 9:00 (9:12 発 大和路快速） 
●資  料  2.5 万『信貴山』『大和高田』  ●定 員 20 名        
   JR 大阪三郷…明神山…興仁瀧不動院… 
  尼寺廃寺跡…JR 畠田大阪 

9/3(土)   B テ ス ト 例 会                        
 B   六甲：赤子谷中尾根～大平山南尾根～樫ヶ峰 

●リーダー   CL2614 岩本 登代子 090-4643-6661 SL2848 北島 圭二 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 生瀬改札前 9:00   ●定 員 15 名( B テスト希望者を除く) 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』          (B テスト希望者は要ハガキ持参)   
   JR 生瀬…疏水道…赤子谷出合…赤子谷中尾根…東六甲縦走路…大平山… 
  大平山南尾根…小笠峠…樫ヶ峰…宝塚西高校前阪急逆瀬川 
9/3(土)                        

 B   北摂：三角点 340.0m～大峰山 
●リーダー   CL1921 浜崎 由美子 090-9114-1720 SL2556 林 孝子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 宝塚改札前 8:40 (8:50 発 新三田行）●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』  ●持 物  ライト  
   JR 宝塚武田尾…親水広場…四辻… 340.0ｍ…鉄塔 No.149… 
   424.2ｍ…大峰山…廃線跡…JR 武田尾宝塚 

9/4(日)                        
 S 健  北摂：下の口～摂津峡～萩谷総合公園 

●リーダー   CL1556 田辺 勝美 072-779-2571 SL1314 河原 節子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 高槻北改札前 9:25 (9:35 発 塚脇行） 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』  ●定 員 20 名 
   JR 高槻塚脇…下の口…摂津峡…白滝… 
  萩谷総合公園JR 摂津富田 

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：辻 久雄〉 

9km(3:30)  

〈企画：豊田 英行〉 

8km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

12.0km(4:30)  

〈企画：浜崎 由美子〉 

12km(4:30)  

〈企画：田辺 勝美〉 

5km(2:30)  

例会計画書入力時のお願い①  例会ガイド行先「山域」の次「コース」の 3点・2点は「ルー
ト」の中から主要ポイント 3点・2点を選択して下さい。例会計画はまず行先・ルートを検討し、
その中から「コース（表題）」とする 3 点・2 点を考えて入力を始めて下さい。ルートにないポ
イントを「コース（表題）」にされている計画が毎月提出されています。 
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9/4(日)   第１１２回初級講習会（第 2 課） 

   A   六甲：荒地山～風吹岩～会下山遺跡 
●リーダー   CL2515 光本 綾 090-1689-9118 SL2663 那須 睦彦 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:30 (8:40 発）  ●定 員 20 名  
●申  込   2 日(金) CL 光本へ   ●持 物 コンパス 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』 
  ◆新会員 初心者にハイキングの基礎知識や技術を早い機会に習得して頂き 
    安全性を高めると共に会に早く馴染みハイカーとして成長を促進する。 
  ◆第 1 課(屋内講習)を受講後に第 2 課(実技)を受講の事。 
   阪急芦屋川芦屋ゲート…荒地山…なかみ山…横ノ池…風吹岩…魚屋道… 
  蛙岩…会下山遺跡…山芦屋公園…阪急芦屋川  新会員・Ｂ ランク希望者必須  

9/4(日)                        
 A   北摂：足洗川西尾根～山頂展望所～夫婦岩 

●リーダー   CL2747 小塚 玲子 090-9544-0559 SL2991 砂川 英子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急中山観音北側改札前 9:30  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急中山観音…シンボル広場…足洗川西尾根…山頂展望所… 
  吾孫子の峰…中山寺奥の院…夫婦岩…阪急中山観音 
9/4(日)                        

 A 健  六甲：鷹尾山～横ノ池～黒五谷 
●リーダー   CL2076 青井 香都 0797-32-1656 SL2934 髙田 富士夫 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…鷹尾山…高座谷…横ノ池…黒五谷… 
  打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本    
9/4(日)                        

 B   六甲：芦屋地獄谷～荒地山～岩梯子 
●リーダー   CL2174 山崎 良子 0797-73-5534 SL2836 森口 博行 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:15  ●定 員 15 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…芦屋地獄谷…万物相…風吹岩…五差路… 
  黒岩…荒地山…岩梯子…高座谷…阪急芦屋川 
9/4(日)                        

 B   六甲：会下山遺跡～雨ヶ峠～八幡谷 
●リーダー   CL2530 江藤 謙治 072-638-6496 SL2737 松山 しづ子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…会下山遺跡…蛙岩…魚屋道…風吹岩…雨ヶ峠… 
  住吉川左岸…打越峠…八幡谷…阪急岡本 
9/4(日)  ゆっくり歩く京都トレイル①                        

 B   京都東山：稲荷山～清水山～蹴 上 
●リーダー   CL2207 江藤 由紀 072-638-6496 SL2516 大澤 律子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急京都河原町東改札前 9:05  
●資  料  『京都一周トレイル・東山』   ●定 員 20 名 
   京阪祇園四条伏見稲荷…四ツ辻…稲荷山…清水山… 
  東山山頂公園…地下鉄蹴上                     ＝予備日 23 日(金)  

〈企画：研修部〉 

7km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：青井 香都〉 

10km(4:00)  

〈企画：山崎 良子〉 

10km(5:00)  

〈企画：山行部〉 

12km(4:30)  

〈企画：江藤 由紀〉 

11km(4:30)  

例会計画書入力時のお願い②  入力欄の「シリーズ・宣伝ポイント」はガイド冒頭、日付に
続く 1 行だけのコメントです。 例会における注意点等は全て「その他」に入力して下さい。
入力の枠は小さいですが何字でも入力可能です。 
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9/5(月)                        
 A 健  六甲：高座谷～五差路～黒五谷 

●リーダー   CL2201 林 美恵子 090-1896-3067 SL2118 佐治 二三子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…高座谷…アカシア尾根…五差路… 
  青シート小屋…黒五谷…打越峠…山の神…八幡谷…天上川公園…阪急岡本    

9/6(火)                        
 A   北摂：夫婦岩～中山最高峰～清荒神 

●リーダー   CL2374 光永 一彦 0798-66-5160 SL1725 服部 正恵 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急中山観音北側改札前 9:30  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急中山観音…シンボル広場…夫婦岩…中央展望所…中山最高峰… 
  仏の道…中山寺奥の院…渓谷…清荒神…阪急清荒神 

9/7(水)                        
 A 健  六甲：甲山森林公園～五ヶ山～北山貯水池 

●リーダー   CL2144 神宮 和親 080-6509-2263 SL2817 市場 秀幸 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急仁川西改札前 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急仁川…山畑公園…甲山森林公園…展望台…広河原…五ヶ山… 
  北山貯水池…(尾根道経由)…銀水橋…阪急甲陽園 
9/7(水)  GPS を 使 お う                        

 B   六甲：市ヶ原～再度公園～大師道 
●リーダー   CL2532 山道 正男 078-743-6527 SL2289 瀬尾 定子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:00  ●定 員 10 名 
●申  込   1 日(木) CL 山道へ       ●持 物  スマホ(ジオグラフィカをインストール済みのこと) 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』     
   JR 新神戸…市ヶ原…蛇ヶ谷…再度公園…ひふみ園跡…大師道… 
  諏訪山公園…地下鉄県庁前 
9/7(水)～9(金) 1 合目からの富士登山  

 B 健  山梨：富 士 山 
●リーダー   CL2614 岩本 登代子 090-4643-6661 SL2853 宮本 政雄 070-4315-2110  SL2607 横山 恵 
●集  合  阪急西宮北口南側ロータリー7:00 
 

◆留守本部  2253 長谷川 昌義 06-6964-2253 【詳細は８ 月号参照】 

9/9(金)  再度山荘でスペアーリブランチ                       

 S 健  六甲：諏訪山公園～猩々池～燈籠茶屋 
●リーダー   CL2753 田口 満 090-3712-3652 SL2306 高原 エリ (申込 CL へ)  
●集  合  JR 元町西改札前 9:30  ●定 員 15 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』                         
   JR 元町…諏訪山公園…大師道…燈籠茶屋…猩々池…大師道…燈籠茶屋… 

再度山荘…諏訪山公園…JR 元町                     ランチ代 2,000 円  
9/9(金)  菊瑠姫の祀りを覗いてみませんか                      

 A 健  六甲：土樋割峠～石宝殿～射場山 
●リーダー   CL2366 三宅 律子 0797-77-9977 SL2646 乾 敬子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:45 (9:00 発 芦屋ハイランド行）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●定 員 20 名 
   阪急芦屋川東おたふく山登山口…土樋割峠…蛇谷北山…石宝殿(菊理姫祀り)… 

一軒茶屋…魚屋道…射場山…魚屋道…炭酸泉源公園…有馬バスセンター 

〈企画：林 美恵子〉 

9km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：神宮 和親〉 

9.0km(3:30)  

〈企画：山道 正男〉 

11km(5:00)  

〈企画：浜口 礼子〉 

6km(2:30)  
〈企画：三宅 律子〉 

10.5km(3:45)  

〈企画：岩本 登代子〉 
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9/9(金)                        
 A 健  六甲：仁川渓谷～五ヶ山～甲 山 

●リーダー   CL1810 甲斐 義人 0798-26-6348 SL2201 林 美恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急仁川西改札前 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急仁川…仁川渓谷…五ヶ池…五ヶ山…なかよし池…甲山…北山貯水池… 
  北山緑化植物園…銀水橋…阪急甲陽園 
9/9(金)                        

 B   六甲：妙法寺～焼石ヶ原～北山緑化植物園 
●リーダー   CL2672 和田 知子 090-1585-1633 SL1988 金澤 忠昭 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急宝塚改札前 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急宝塚…妙法寺…縦走路…焼石ヶ原…樫ヶ峰…北山緑化植物園… 
  銀水橋…西山公園…阪急甲陽園    

9/10(土)                        
 S 健  六甲：三国池～ノースロード～記念碑台 

●リーダー   CL1775 伊藤 憲和 072-781-5279 SL2861 鮫島 幸江 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急六甲 1F 北側 9:10 (9:20 発） ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急六甲三国池…ダイヤモンドポイント…ノースロード…シュラインロード… 
  記念碑台…六甲ケーブル山上 ケーブル下阪急六甲 
9/10(土)                        

 A   六甲：風吹岩～横ノ池～七兵衛山 
●リーダー   CL1884 田村 美津子 090-8576-1884 SL2963 要 りか (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:30  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…高座谷…風吹岩…横ノ池… 
  甲南パノラマ道…七兵衛山…打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 
9/10(土)  寄り道東海自然歩道                        

 A   京都北山：栂 尾～菩提滝～源光庵前 
●リーダー   CL1484 宮本 龍二 (申込 SL へ) SL1256 森 俊夫 090-2702-4683  
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 8:15 (8:30 発 新快速） ②JR 京都北側中央改札前 9:00 
●資  料  2.5 万『京都西北部』   ●定 員 20 名  
   JR 大阪京都菩提道…菩提滝…沢の池…上ノ水峠… 
  坂尻…鷹峯源光庵前阪急四条大宮大阪梅田 
9/10(土)                        

 B   六甲：風の丘東尾根～市ヶ原～市章山 
●リーダー   CL2683 土山 久美子 090-5659-4764 SL2266 山田 真喜子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 新神戸…布引の滝…風の丘東尾根…市ヶ原…蛇ヶ谷…再度公園… 
  善助茶屋跡…二本松…市章山…諏訪山公園…JR 元町 
9/10(土)                        

 B   六甲：鷹尾山～荒地山～七兵衛山 
●リーダー   CL2874 河村 周一 0798-74-4036 SL2839 浅野 仁美 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…鷹尾山…道畦…岩梯子…荒地山…横ノ池… 
  七兵衛山…はぶ谷…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 

〈企画：甲斐 義人〉 

9km(4:00)  

〈企画：和田 知子〉 

11km(5:00)  

〈企画：伊藤 憲和〉 

5.5km(3:00)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：宮本 龍二〉 

8km(3:00)  

〈企画：土山 久美子〉 

11km(4:30)  

〈企画：山行部〉 

11km(4:30)  

－06－



9/10(土)                        
 B   和泉：四ノ谷山～雲山峰 

●リーダー   CL2194 豊田 英行 06-6651-9814 SL1837 高田 邦雄 (申込 CL へ) 
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 8:50 (9:09 発 紀州路快速）  
●資  料  2.5 万『淡輪・岩出』        ●定 員 20 名 
   JR 大阪山中渓…四ノ谷山…雲山峰…JR 紀伊大阪 
   
9/10(土)                        

 B 健  奈良：畝傍山～耳成山～甘樫丘 
●リーダー   CL2695 津田 佳男 090-6730-0409 SL2709 谷隅 正彦 (申込 CL へ)  
●集  合  近鉄橿原神宮西口改札前 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  2.5 万『香具山』『桜井』        
   近鉄橿原神宮西口…畝傍山…耳成山…天香久山…甘樫丘… 
  川原展望台…近鉄岡寺 
9/10(土)                        

 C   六甲：七曲谷左俣～剣谷西尾根～大蛇谷 
●リーダー   CL2325 西川 和夫 090-1954-1853 SL2210 河本 由美子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川改札前 8:20 (8:25 発） ●定 員 20 名                    
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』     ●持 物  スパッツ    9/29～瑞牆山ミーティング山行を兼ねる 
   阪急夙川鷲林寺南口…剣谷第四公園…七曲谷左俣…剣谷西尾根…大蛇谷… 

小天狗山…小笠峠…宝塚西高校前阪急逆瀬川      ヘルメット推奨 

9/11(日)  ペーパーアートを楽しみませんか NO.７４                 

 S   西阪神：夙川公園～会事務所 
●リーダー   CL1118 佐治 初代 0798-36-6585 SL1989 水野 元子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急苦楽園口改札前 9:30  ●定 員 12 名 ●費 用 150 円(材料費) 
●資  料  昭文社『西宮市』   ●持 物 鋏 カット板 カッターナイフ クリップ 鉛筆 定規   
   阪急苦楽園口…夙川公園…会事務所…阪急夙川   
       今回の作品名「月夜のダンス」 

9/11(日)                        
 A   六甲：鷹尾山～横ノ池～はぶ谷 

●リーダー   CL2210 河本 由美子 072-770-8944 SL2967 國重 郁子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:30  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…鷹尾山…高座谷…風吹岩…横ノ池… 
  甲南パノラマ道…はぶ谷…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 
9/11(日)  赤松氏の古城跡と北条宿場町を訪ねて                    

 A   播磨：五百羅漢～小谷城跡～北条の宿 
●リーダー   CL2402 山口 喜三郎 0798-55-4253  SL2586 三宅 玲子 (申込 CL へ)  
●集  合  神鉄新開地ホーム売店前 8:45 (8:52 発 粟生行） ●定 員 20 名 
●資  料  リーダー準備 
   神鉄新開地北条鉄道北条町…住吉神社…酒見寺…五百羅漢…乳の井戸…小谷石仏… 
  陽松禅寺…小谷城跡…西岸寺…出雲大社…北条鉄道北条町神鉄新開地 

9/11(日)    体 験 ハ イ キ ン グ                         
 A 健  六甲：碇 山～再度公園～市ヶ原 

●リーダー   CL2326 西川 智子 0797-72-8492 SL2784 出水 淑子 (申込 CL へ) 
●集  合  JR 元町西改札前 9:00  FL2454 中川 勇夫 FL2663 那須 睦彦 
●申  込  会員は CL へ定員 5 名(紹介者を除く) 入会希望者は 6 日(火)13:00~16:00 会事務所へ 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 元町…諏訪山公園…碇山…市章山…堂徳山…二本松…善助茶屋跡… 
  再度越…再度公園…蛇ヶ谷…市ヶ原…布引の滝…公園…JR 新神戸 

〈企画：豊田 英行〉 

11km(4:00)  

〈企画：津田 佳男〉 

16km(5:30)  

〈企画：西川 和夫〉 

11km(5:00)  

〈企画：佐治 初代〉 

2.5km(2:00)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：山口 喜三郎〉 

8km(3:00)  

〈企画：組織部〉 

11.0km(3:30)  

－07－



 

9/11(日)                        
 B   六甲：高座谷～荒地山～七兵衛山 

●リーダー   CL2926 永谷 裕子 090-9168-1399 SL2852 荒木 隆治 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:45  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』                
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…高座谷…五差路…宝寿水…荒地山… 
 石の広場…黒五谷…七兵衛山…はぶ谷…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 

9/11(日)                        
 B   六甲：山寺西尾根～摩耶山～木ノ袋谷北尾根 

●リーダー   CL2324 丸山 雅子 090-4299-0021 SL2872 李 良載 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急六甲 1F 北側 8:30  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急六甲…護国神社…長峰堰堤…摩耶東谷…山寺西尾根…山寺尾根分岐…摩耶山… 
  アゴニ―坂…木ノ袋谷北尾根…杣谷…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲 
9/11(日)  B テ ス ト 例 会                        

 B    六甲：地蔵谷～摩耶山～山寺尾根 
●リーダー   CL1667 北川 修子 0797-89-5360 SL1896 小林 靖代 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:00  ●定 員 15 名(B テスト希望者を除く) 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  （B テスト希望者は要ハガキ持参）   
   JR 新神戸…布引の滝…市ヶ原…地蔵谷…摩耶山… 
  山寺尾根…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲 
9/11(日)                        

 B   京都北山：二ノ瀬ユリ～貴船山三角点～滝谷峠 
●リーダー   CL2061 能勢 智晴 (申込 SL へ) SL2207 江藤 由紀 072-638-6496  
●集  合  阪急京都河原町東改札前 8:35 (8:48 発 京阪本線出町柳行特急）  
●資  料  昭文社『京都北山』  ●定 員 20 名         危険箇所あり   
   阪急京都河原町…祇園四条叡電出町柳二ノ瀬…貴船山…貴船山最高点… 
  滝谷峠…奥貴船橋…貴船叡電貴船口出町柳阪急京都河原町 
9/11(日)～15(木)  白馬岳から日本海へ一気に下ります。                

 B 健   北ア：白馬岳～朝日岳～親不知 
●リーダー   CL2669 荒川 康典 080-3766-0821 SL2410 小西 和雄 079-565-7496 
●集  合  阪急大阪梅田三番街バスターミナル 20:30 (21:20 発 アルピコ交通) 
       

◆留守本部   2253 長谷川 昌義 06-6964-2253 【詳細は８ 月号参照】 

9/13(火)  超人気の雲亭でランチ(ピザ)を楽しもう                   

 A   生駒：生駒山麓公園 B コース～雲 亭 
●リーダー   CL2860 髙田 結花 080-1483-0469 SL2443 田中 ヒトミ (申込 CL へ)  
●集  合  近鉄生駒改札前 9:55   ●定 員 20 名   
●資  料  『生駒山系まるごとﾊｲｷﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ』 ●持 物  着替え・石鹸等(入浴希望者)   
   近鉄生駒生駒山麓公園…山麓公園Ｂコース…宝山寺…雲亭(ランチ)… 
  宝山寺駅 鳥居前…近鉄生駒鶴橋   弁当不要(ランチ代各自精算)・雨天決行 

9/13(火)                        
 A 健  六甲：高座谷～横ノ池南尾根～七兵衛山 

●リーダー   CL2266 山田 真喜子 080-3828-7374 SL2994 羽生 未来 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  吉備人出版『六甲：登山詳細図(東編)』             ＝予備日 14 日(水) 
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…高座谷…風吹岩…横ノ池南尾根…烏帽子岩… 
  甲南パノラマ道…七兵衛山…打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 

〈企画：丸山 雅子〉 

11.0km(4:30)  

〈企画：山行部〉 

11.0km(4:00)  

〈企画：江藤 由紀〉 

10km(5:00)  

〈企画：荒川 康典〉 

〈企画：島本 隆之〉 

7km(3:00)  

〈企画：山田 真喜子〉 

9km(3:30)  

〈企画：永谷 裕子〉 

11km(4:30)  

－08－



9/14(水)                        

 S 健  北摂：夫婦岩～中山寺奥の院～やすらぎ広場 
●リーダー   CL1793 佐藤 史子 06-6492-6532 SL1853 大世古 健治 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急中山観音北側改札前 9:30  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急中山観音…シンボル広場…登山道分岐…東屋…夫婦岩…表参道…中山寺奥の院… 

やすらぎ広場…保安林管理道…東屋…シンボル広場…阪急中山観音 

9/15(木)                        

 B   北摂：満願寺西山～中山最高峰～中山観音 
●リーダー   CL2535 西浦 由美子 0798-31-6744 SL2326 西川 智子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急山本改札前 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急山本…岩盤…満願寺西山…中山縦走路…中山最高峰… 

  天宮塚…足洗渓谷…阪急中山観音    

9/17(土)                        

 A   六甲：諏訪山公園～再度公園～市ヶ原 
●リーダー   CL1998 山川 砂世美 06-6435-0161 SL2372 鳥井田 智子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 元町西改札前 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 元町…諏訪山公園…大師道…猩々池…善助茶屋跡…再度公園… 

  蛇ヶ谷…市ヶ原…布引貯水池…布引の滝…JR 新神戸 

9/17(土)                        

 A   六甲：北山貯水池～観音山～奥 池 
●リーダー   CL2325 西川 和夫 090-1954-1853 SL2319 髙谷 淳子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急甲陽園改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急甲陽園…西山公園…銀水橋…北山緑化植物園…北山貯水池… 

  鷲林寺…観音山…奥池…奥池阪急芦屋川 

9/17(土)                        

 A   六甲：ゴロゴロ岳～剣谷東尾根～窯 跡 
●リーダー   CL2402 山口 喜三郎 0798-55-4253 SL2403 髙尾 ひろ子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:30 (9:40 発 芦屋ハイランド行) 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』    ●定 員 20 名      
   阪急芦屋川芦屋ゲート…青空ひろば…柿谷道…ゴロゴロ岳…旧砂山高原… 

  剣谷東尾根…六甲保養荘…窯跡…西宮 CC…宝塚西高校前阪急逆瀬川    

9/17(土)                        

 A 健  六甲：史跡公園～桜 谷～マムシ谷 
●リーダー   CL2031 野﨑 一彦 0798-71-3204 SL2346 児玉 美枝 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急六甲 1F 北側 8:45 (9:00 発）  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急六甲摩耶ケーブル下…五鬼城展望公園…史跡公園…摩耶山… 

  桜谷…シェール道…マムシ谷…炭ヶ谷…神鉄谷上 

9/17(土)            ＯＬポストを見つけられるか？                       

 A 健      北摂：三田(パーマネントコース） 
●リーダー   CL2684 井上 景子 090-1024-6806 SL2839 浅野 仁美 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 宝塚改札前 8:45 (8:50 発 新三田行）●定 員 15 名 
●資  料  地図は CL が準備(地図代 100 円)   ●持 物 コンパス、筆記用具、携帯    
   JR 宝塚三田…三田(パーマネントコース)… 

  JR 三田宝塚 

〈企画：佐藤 史子〉 

6km(4:00)  

11.0km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

10km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

8km(3:30)  

〈企画：山口 喜三郎〉 

8km(3:30)  

〈企画：野﨑 一彦〉 

10km(4:30)  

〈企画：山行部 OL 班〉 

9km(4:00)  

〈企画：西浦 由美子〉 
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9/17(土)      B テ ス ト 例 会                        
 B    六甲：天狗道～摩耶山～山寺尾根 

●リーダー   CL2848 北島 圭二 0798-42-7671 SL2846 松井 陽子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:00   ●定 員 15 名 (B テスト希望者を除く) 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』             (B テスト希望者は要ハガキ持参)   
   JR 新神戸…布引の滝…市ヶ原…稲妻坂…天狗道…摩耶山… 
  山寺尾根…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲    

9/17(土)  箕 面 市 最 高 峰 619.9m                        
 B   北摂：明ヶ田尾山～エキスポの森～箕面川ダム 

●リーダー   CL2742 柴田 享子 072-721-1219 SL2801 岸本 邦子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急池田改札前 9:20 (9:31 発 希望ヶ丘 4 丁目行）  
●資  料  『箕面の森ハイキングマップ』    ●定 員 20 名 
   阪急池田高山口…高山右近生誕地碑…明ヶ田尾山…鉢伏山…ｴｷｽﾎﾟ 90みのお記念の森… 
  自然研究路7号線…政の茶屋…ﾊﾞﾊﾞﾀﾚ坂…才ヶ原林道…風の杜…阪急箕面 

9/17(土)～18(日)   ビバークトレーニング＆ロープワーク                    

 C   六甲：東おたふく山～石の宝殿～蓬莱峡 
●リーダー   CL2257 山本 貞美 072-758-5781 SL2627 神谷 尚典 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 19:30   ●定 員 10 名   
●申  込    15 日(木) CL 山本へ      ●資 料 昭文社『六甲・摩耶』 
●持  物  ツエルト・シュラフカバー・マット・防寒具・コッフェル・バーナー・ガス・ヘッドランプ 

(替え電池)・簡易ハーネス用テープシュリンケﾞ・シュリンケﾞ(120・60)ブルージックコード・ 
環付きカラビナ 2 ヶ・カラビナ 2 ヶ・行動食・朝食 

   9/17(土) 阪急芦屋川北側広場…高座ノ滝…ロックガーデン…雨ヶ峠(泊) 
  9/18(日) 雨ヶ峠…東おたふく山…蛇谷北山…石の宝殿…東六甲縦走路… 
          船坂峠…ハニー農場…座頭谷…蓬莱峡…JR 生瀬 

9/18(日)    植 物 観 察 例 会                        
 S   西阪神：北山緑化植物園 

●リーダー   CL1988 金澤 忠昭 090-5057-6338 SL2375 立石 麗子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川バス停 9:30 (9:37 発 さくらやまなみバス） ②北山緑化植物園 10:00  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』   ●定 員 20 名 ●持 物 観察用具 
   阪急夙川柏堂町…北山緑化植物園… 
  柏堂町阪急夙川    
9/18(日)                        

 S 健  六甲：甲山森林公園～五ヶ山～甲山森林公園 
●リーダー   CL1522 神前 多永 0798-72-7914 SL1801 森本 莞子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪神西宮戎口改札前 9:00 (9:10 発 鷲林寺線東回り）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        ●定 員 20 名 
   阪神西宮県立甲山森林公園前…甲山森林公園…甲山湿原道…甲山橋…仁川左岸… 
  展望所…五ヶ山…甲山橋…甲山森林公園…県立甲山森林公園前阪神西宮 

9/18(日)  【Ｓ健＆A】播 磨 風 土 記 国 見 の 山                  

 S 健  播磨：国見山・そうめんの里 
●リーダー   CL2753 田口 満 (申込 SL へ) SL697 浜口 礼子 0798-64-1190  
●集  合  阪急西宮北口南側ロータリー7:20 (7:30 発） ●定 員 8 名 
●申  込    8 月 30 日(火)SL 浜口へ   余席があれば 3 日前まで受付ます  
●資  料   2.5 万『山崎』『安志』    ●費 用 7,000 円(当日徴収)   
   西宮北口山崎 IC旬彩蔵山崎国見の森公園野外広場…山頂展望台… 
  ハイキング道…野外広場 国見の森公園そうめんの里龍野 IC西宮 

〈企画：山行部〉 

11.0km(4:00)  

〈企画：柴田 享子〉 

12km(5:00)  

〈企画：山本 貞美〉 

18km(9:00)  

〈企画：金澤 忠昭〉 

2km(3:30)  

〈企画：神前 多永〉 

6.5km(3:00)  

〈企画：森 俊夫〉 

5km(2:30)  
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9/18(日)  【Ｓ健＆A】播 磨 風 土 記 国 見 の 山                  

 A    播磨：国見山・そうめんの里 
●リーダー   CL1256 森 俊夫 090-2702-4683 SL2175 水田 聖士 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急西宮北口南側ロータリー7:20 (7:30 発）  ●定 員 19 名 
●申  込    8 月 30 日(火) CL 森へ    余席があれば 3 日前まで受付ます  
●資  料  2.5 万『山崎』『安志』    ●費 用 7,000 円(当日徴収)     
   西宮北口山崎 IC旬彩蔵山崎国見の森公園 野外広場…山頂展望台… 

 ハイキング道…国見の森公園そうめんの里龍野 IC西宮 

9/18(日)                        
 A   北摂：足洗川渓谷～山頂展望所～中山観音 

●リーダー   CL2868 陶山 直子 (申込 SL へ) SL2409 吉塚 敬子 0797-87-5803  
●集  合  阪急中山観音北側改札前 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急中山観音…シンボル広場…足洗川渓谷…山頂展望所… 
  中山寺奥の院…夫婦岩…シンボル広場…阪急中山観音    
9/18(日)  棚田と彼岸花の風景をのんびりと                      

 A   奈良：石舞台古墳～稲渕の棚田～キトラ古墳 
●リーダー   CL2315 能登 祥子 0797-63-5638 SL2387 能登 雅文 (申込 CL へ)  
●集  合  近鉄大阪阿部野橋地上西改札前 9:10 (9:20 発 急行吉野行）  
●資  料  古代ロマン『飛鳥マップ』   ●定 員 20 名   スニーカー可   
   近鉄大阪阿部野橋飛鳥…鬼の雪隠・俎…亀石…石舞台古墳… 
  稲渕の棚田…朝風峠…キトラ古墳…近鉄飛鳥大阪阿部野橋    
9/18(日)                        

 B   六甲：奥高座谷道～荒地山～天上川源流右俣 
●リーダー   CL2836 森口 博行 090-2016-6178 SL2834 藤田 祐子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:45   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座谷…奥高座谷道…荒地山…奇岩…二つ石…なかみ山… 

宝寿水…五差路…横ノ池…天上川源流右俣…はぶ谷…八幡谷…阪急岡本 
9/18(日)                        

 B   六甲：城 山～再度公園～市ヶ原 
●リーダー   CL2199 高塚 洋之 078-583-2048 SL2607 横山 恵 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:00       ●定 員 20 名    
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 新神戸…城山…二本松…善助茶屋跡…再度山…再度公園… 
  森林管理道…高雄山…市ヶ原…みはらし展望台…JR 新神戸 
9/18(日)                        

 B 健  六甲：黒岩尾根～摩耶山～山寺西尾根 
●リーダー   CL2253 長谷川 昌義 06-6964-2253 SL2061 能勢 智晴 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 8:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』      10/8 北アミーティング山行をかねる、負荷 8Kg   
   JR 新神戸…市ヶ原…黒岩尾根…摩耶山…山寺尾根…山寺西尾根… 
  摩耶東谷…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲    ＝予備日 19 日(月)  

9/19(月･祝)                        
 S 健  六甲：善助茶屋跡～再度公園 

●リーダー   CL1264 宮村 末子 078-881-0563 SL1118 佐治 初代 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 9:00 (9:20 発）  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 三ノ宮二本松…善助茶屋跡…六甲縦走路…鍋蓋北道… 
  再度公園JR 三ノ宮 

〈企画：吉塚 敬子〉 

9km(3:30)  

〈企画：能登 祥子〉 

9.5km(3:30)  

〈企画：森口 博行〉 

12km(4:30)  

〈企画：高塚 洋之〉 

11km(4:30)  

〈企画：長谷川 昌義〉 

13.0km(5:00)  

〈企画：宮村 末子〉 

5km(2:30)  

〈企画：森 俊夫〉 

8km(3:00)  
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9/19(月･祝)  早 朝 ハ イ ク                        
 A   六甲：魚屋道尾根道～風吹岩～保久良神社 

●リーダー   CL2157 岡 邦彦 0798-67-9394 SL2912 金田 恭典 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 甲南山手改札前 7:15   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』          ＝予備日 20 日(火)  
   JR 甲南山手…森稲荷神社…魚屋道登山口…魚屋道尾根道…風吹岩… 
  火の見やぐら跡…金鳥山…保久良神社…阪急岡本 
9/19(月･祝)                        

 A   六甲：市ヶ原～再度公園～諏訪山公園 
●リーダー   CL2586 三宅 玲子 090-8754-2982 SL2930 髙田 良子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 新神戸…布引の滝…布引貯水池…市ヶ原…蛇ヶ谷…再度公園… 
  善助茶屋跡…猩々池…大師道…諏訪山公園…JR 元町 

9/19(月･祝)                        
 B   六甲：大 谷～大平山南尾根～樫ヶ峰 

●リーダー   CL2286 野田 和子 0797-72-1893 SL2285 坂本 生子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急宝塚バス停 8:20 (8:27 発 有馬温泉行）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        ●定 員 20 名 
   阪急宝塚知るべ岩…大谷…大谷乗越…大平山…大平山南尾根… 
  小笠峠…樫ヶ峰…宝塚西高校前阪急逆瀬川 

9/19(月･祝)                        
 B   六甲：杣 谷～摩耶山～上野道 

●リーダー   CL2870 水田 淳子 078-936-1163 SL2888 吉田 正之 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急六甲 1F 北側 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急六甲…護国神社…長峰堰堤…杣谷…杣谷峠…アゴニー坂…摩耶山… 
  史跡公園…上野道…阪急王子公園 

9/20(火)  マジックハイク No.266                        
 S   西阪神：夙川公園～甲陽大池～甲陽園 

●リーダー   CL1928 木下 猛 090-3358-5715 SL1405 深田 順美 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川南改札前 10:00   ●定 員 20 名    
●資  料  昭文社『西宮市』    ●持 物 マジックの道具をお持ちの人はご持参ください   
   阪急夙川…夙川公園…震災記念碑公園…満池谷墓園…マジックのタネ教えます。 
  甲陽大池…阪急甲陽園   初心者歓迎。見るだけの人も歓迎 

9/21(水)    B テ ス ト 例 会                        
 B     六甲：西お多福山～一軒茶屋～筆屋道 

●リーダー   CL2398 田村 光一 0798-46-3805 SL2764 田内 和枝 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急岡本改札前 8:30   ●定 員 15 名 (B テスト希望者を除く) 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』      (B テスト希望者は要ハガキ持参)   
   阪急岡本…天上川公園…八幡谷…打越峠…出合…西お多福山…一軒茶屋… 
  魚屋道…筆屋道…瑞宝寺公園…有馬ゆけむり広場 

9/23(金･祝)  兵庫史を歩く No.28 妖怪に立向うヒーローに会いに             

 S   播磨：闘竜灘～長明寺～北はりま旬菜館 
●リーダー   CL1205 北村 正 0797-73-3776 SL1218 北村 梢 (申込 CL へ) スニーカー可 
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 8:15 (8:24 発 新快速播州赤穂行）   
●資  料  地図・レジメは CL が準備   ●定 員 20 名      ＝予備日 24 日(土)   
   JR 三ノ宮滝野…闘竜灘…金城池…八十八ケ所巡り…長明寺…石上神社… 
  北はりま旬菜館…JR 西脇市三ノ宮     名勝闘龍灘と鵺伝説の里を訪れます  

〈企画：岡 邦彦〉 

8km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

10km(3:30)  

〈企画：野田 和子〉 

10km(4:00)  

〈企画：水田 淳子〉 

11km(4:30)  

〈企画：木下 猛〉 

3.5km(2:00)  

〈企画：山行部〉 

12.5km(4:30)  

〈企画：北村 正〉 

7km(3:30)  
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9/23(金･祝)                        
 S 健  六甲：大龍寺～再度山～鍋蓋山 

●リーダー   CL1816 松木 優 078-682-4795 SL2361 重松 恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 9:00 (9:20 発 神戸市バス 神戸森林植物園行）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        ●定 員 20 名 
   JR 三ノ宮大竜寺…大龍寺…再度山…鍋蓋山…再度公園… 
  外人墓地展望所…再度公園JR 三ノ宮 
9/23(金･祝)                        

 A   六甲：八幡谷～七兵衛山～会下山遺跡 
●リーダー   CL1556 田辺 勝美 072-779-2571 SL2881 上田 勝 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急岡本改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急岡本…天上川公園…八幡谷…打越峠…七兵衛山…甲南パノラマ道… 
  横ノ池…風吹岩…会下山遺跡…山芦屋公園…阪急芦屋川    
9/23(金･祝)                        

 A 健  六甲：黒越谷～風吹岩～金鳥山西尾根 
●リーダー   CL2683 土山 久美子 090-5659-4764 SL1450 菅原 公男 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:30 (9:40 発） ●定 員 20 名        急下りあり      
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』                   ＝予備日 24 日(土)  
   芦屋川芦屋ゲート…黒越谷…イモリ池…二ツ石…なかみ山分岐… 
  魚屋道…風吹岩…金鳥山…金鳥山西尾根…天上川公園…阪急岡本    
9/23(金･祝)  毛 利 攻 め の 秀 吉 本 陣 跡 を 歩 く                  

 A 健  播磨：刀出坂～書写山～東 坂 
●リーダー   CL2474 山﨑 薫 078-996-0315 SL2423 山﨑 芳 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 姫路中央改札前 9:20 (三ノ宮 8:39 発 新快速姫路行乗車・9:40 発神姫バス 42 系統)  
●資  料  2.5 万『姫路』   ●定 員 20 名    ＝予備日 24 日(土)  
   JR 姫路刀出…刀出坂(刀出古墳･清流の滝)…圓教寺奥ノ院…本陣跡…書写山… 

  摩尼殿…展望公園…山上駅…東坂(鰐の背中)…書写JR 姫路 岩場の下りあり 

9/23(金･祝)                        
 A 健    京都北山：箕ノ裏ヶ岳（読図） 

●リーダー   CL1527 築山 光男 06-6432-5316 SL1742 野田 勝一 (申込 CL へ)     
●集  合  阪急大阪梅田 2 号線ホーム中程 07:35(07:44 発 快急京都河原町行）●定 員 15 名 
●資  料  地図は CL 準備 (地図代 100 円)  ●持 物 コンパス・筆記用具・携帯電話  
   阪急大阪梅田京都河原町岩倉村松…箕ノ裏ヶ岳 432.3m…繁見坂…叡電市原 

京阪出町柳祇園四条・阪急京都河原町大阪梅田 コースの一部荒廃 急登あり 

9/23(金･祝)                        
 B   六甲：高雄山～再度公園～城 山 

●リーダー   CL2188 山口 敏嗣 090-9274-6958 SL2189 山口 節子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 8:45   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 新神戸…市ヶ原…高雄山…分水嶺越…再度公園…大竜寺… 
  二本松…城山…JR 新神戸    
9/23(金･祝)                        

 B   六甲：市ヶ原～再度公園～城 山 
●リーダー   CL2917 砂川 竹志 090-6732-6220 SL2927 永田 三恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 新神戸…布引の滝…市ヶ原…トゥエンティクロス…分水嶺越…洞川湖… 
  再度公園…大竜寺…善助茶屋跡…二本松…城山…JR 新神戸       

〈企画：松木 優〉 

4km(2:40)  

〈企画：山行部〉 

8.5km(3:30)  

〈企画：土山 久美子〉 

8.5km(3:30)  

〈企画：山﨑 薫〉 

8km(3:30)  

〈企画：山口 敏嗣〉 

11km(4:30)  

〈企画：山行部〉 

12km(4:30)  

〈企画：築山 光男〉 

6km(03:00)  
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9/23(金･祝)   水尾の里にアサギマダラの乱舞を求めて                   

 B   京都西山：明智越～嵯峨水尾～保津峡自然公園 
●リーダー   CL2402 山口 喜三郎 0798-55-4253 SL2603 中田 一人 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 8:00 (8:15 発 新快速米原行）  
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』     ●定 員 20 名 
   JR 大阪亀岡…明智越…峯の堂跡…土用の霊泉…嵯峨水尾… 
 ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ畑(アサギマダラ観察)…保津峡自然公園…JR 保津峡京都大阪

9/23(金･祝)  フジバカマとアサギマダラを楽しむ                     

 B   京都西山：立石橋～小泉川南尾根～サントリー道 
●リーダー   CL1775 伊藤 憲和 072-781-5279 SL2514 岸田 みさを (申込 CL へ)  
●集  合  阪急大阪梅田 2 号線ホーム 8:30 (8:36 発）  
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』  ●定 員 20 名        
   阪急大阪梅田長岡天神…西代里山公園…立石橋…小泉川南尾根…サントリー道… 

西山キャンプ場…十輪寺…フジバカマ畑…南春日町阪急東向日大阪梅田 
9/23(金･祝)                        

 B 健  六甲：芦屋地獄谷～C 懸～ゴロゴロ岳 
●リーダー   CL2785 臺 光江 078-581-1375 SL2874 河村 周一 (申込 CL へ)    
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:30   ●定 員 15 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』                ヘルメット推奨     
   阪急芦屋川…山芦屋公園…芦屋地獄谷…B・C懸…キャッスルウォール…奇岩… 

芦屋ゲート…ゴロゴロ岳…苦楽園尾根…北山緑化植物園…阪急甲陽園 
9/24(土)                        

 S 健  北摂：池田城跡公園～五月山 
●リーダー   CL2171 原 洋子 0797-71-3735 SL1843 星野 知枝 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急池田改札前 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急池田…池田城跡公園…炭焼小屋コース…市民の森…五月山(千代山)… 

吊り橋…ひょうたん島コース…緑のセンター…阪急池田 
9/24(土)                        

 A   六甲：東お多福山～権現谷東尾根 
●リーダー   CL2031 野﨑 一彦 0798-71-3204 SL2201 林 美恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:50 (9:10 発 芦屋ハイランド行）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●定 員 20 名        
   阪急芦屋川奥池…東お多福山登山口…土樋割峠…東お多福山…雨ヶ峠… 

風吹岩…権現谷東尾根…保久良神社参道…阪急岡本 
9/24(土)                        

 A   六甲：北山貯水池～観音山～奥 池 
●リーダー   CL2307 立花 冨子 090-3610-4521 SL2957 蔵垣内 収子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急甲陽園改札前 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急甲陽園…西山公園…銀水橋…北山緑化植物園…北山貯水池… 

鷲林寺…観音山…奥池…奥池阪急芦屋川 
9/24(土)                        

 A   六甲：北山緑化植物園～甲山森林公園 
●リーダー   CL2752 玉井 陽子 0798-53-5313 SL2116 安井 良雄 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急甲陽園改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  
   阪急甲陽園…銀水橋…北山緑化植物園…北山貯水池…甲山森林公園… 

地すべり資料館…阪急仁川 

〈企画：伊藤 憲和〉 

12km(4:30)  

〈企画：臺 光江〉 

13km(5:30)  

〈企画：原 洋子〉 

6.5km(3:00)  

〈企画：野﨑 一彦〉 

10km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

8km(3:30)  

〈企画：玉井 陽子〉 

9.5km(3:30)  

危険個所・コー
ス未整備あり 

〈企画：山口 喜三郎〉 

12km(5:00)  
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9/24(土)             第 106 回  ひまわりハイキング                
 A 健          六甲：上野道～摩耶山～穂高湖 

●リーダー   CL15 原水 直子 090-4901-4846 SL2547 竹村 圭子 (申込 CL へ)   
●集  合  阪急王子公園 東改札前 9:00  ●定 員 20 名 ＝予備日 25 日(日)  
●申  込   22 日(木）CL 原水へ     ●資 料 昭文社『六甲・摩耶』 
●費   用   900 円 ﾛｰﾌﾟｳｴｨ･ｹｰﾌﾞﾙ代（70 歳以上又はﾓﾝﾍﾞﾙ会員は 720 円要証明）  
    知的ハンディのあるメンバーと家族のハイキングサポート 「多くの会員の参加をお待ちしています」 
   阪急王子公園…上野通…摩耶山史跡公園…掬星台…アゴニー坂…穂高湖…天上寺… 

掬星台…ﾛｰﾌﾟｳｪｲ星の駅ケーブル虹の駅摩耶ケーブル下
9/24(土)                        

 B   北摂：大岩岳～東大岩岳～風吹岩 
●リーダー   CL2747 小塚 玲子 090-9544-0559 SL2801 岸本 邦子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 宝塚改札前 8:50 (9:05 発 新三田行）●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   JR 宝塚道場…千苅ダム…大岩岳…東大岩岳…      ＝予備日 25 日(日)  

丸山湿原…風吹岩…東山橋…JR 道場宝塚  
9/24(土)                        

 B   六甲：前山公園～ゴロゴロ岳～観音山 
●リーダー   CL2920 根角 茂彰 090-5131-9470 SL2919 富田 みか (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…前山公園…鉄塔 No.34…鉄塔 No.40…ゴロゴロ岳… 

観音山…鷲林寺…北山公園…阪急甲陽園 
9/24(土)                        

 B 健  六甲：道畦谷北尾根～荒地山～天上川源流左俣 
●リーダー   CL2680 野村 昌宏 090-7488-1259 SL2289 瀬尾 定子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…奥山…道畦谷…道畦谷北尾根…荒地山… 

黒岩…八畳岩…小滝…天上川源流左俣…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 

9/25(日)                        
 S 健  北摂：舎 羅 林 山 

●リーダー   CL2220 藤澤 眞佐子 090-6667-3757 SL1616 牧 泰平 (申込 CL へ)  
●集  合  能勢電川西能勢口ホーム前より 9:40  ●定 員 20 名 
●資  料  2.5 万『広根』        
   能勢電川西能勢口多田…光遍寺…中央尾根…四辻…平野分岐…舎羅林山… 

大岩・祠…伏尾台分岐…能勢電鼓滝川西能勢口 
9/25(日)                        

 A   六甲：諏訪山公園～再度公園～市ヶ原 
●リーダー   CL1921 浜崎 由美子 090-9114-1720 SL2751 俵 美子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 元町西改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 元町…諏訪山公園…大師道…猩々池…善助茶屋跡…再度公園… 

蛇ヶ谷…市ヶ原…布引貯水池…布引の滝…JR 新神戸  
9/25(日)                        

 A   六甲：風吹岩～横ノ池～七兵衛山 
●リーダー   CL2524 関口 隆久 072-687-7740 SL2620 上保 成子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…高座谷…風吹岩…横ノ池… 

甲南パノラマ道…七兵衛山…打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 

〈企画：小塚 玲子〉 

11km(4:30)  

〈企画：山行部〉 

11km(4:30)  

〈企画：野村 昌宏〉 

11.0km(4:30)  

〈企画：牧 泰平〉 

6km(3:00)  

〈企画：山行部〉 

10km(3:30)  

〈企画：関口 隆久〉 

9km(3:30)  

危険個所あり 

〈企画：原水 直子〉 

8.5km(3:30)  
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9/25(日)  ＢＢＱで夏の疲れを吹き飛ばそう！                     

 A   大阪：大 泉 緑 地 
●リーダー   CL2854 植田 順子 072-751-4678 SL2072 島本 隆之 (申込 CL へ) 手ぶら BBQ 
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 9:00 (9:12 発 御堂筋線なかもず行） ②新金岡改札前 9:51  
●資  料  『大泉緑地樹のみちマップ』 ●定 員 20 名  ●費 用 4,500 円   
   地下鉄梅田新金岡…金岡口…双ヶ丘…双子山…笠伏山…小笠山…  ＝予備日 26 日(月)  

大泉緑地 BBQ 会場…金岡口…地下鉄新金岡梅田（追加食材＆ドリンク持ち込み可） 
 

9/25(日)   体 験 ハ イ キ ン グ                         
 A 健  六甲：高座谷～黒五谷～八幡谷 

●リーダー   CL2796 平 雅子 070-1766-4151 SL2926 永谷 裕子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00    FL2836 森口 博行 FL2454 中川 勇夫 
●申  込  会員は CL へ定員 5 名(紹介者を除く) 入会希望者は 20 日(火)13:00~16:00 会事務所へ 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…高座谷堰堤…風吹岩…横ノ池… 

魚屋道…黒五谷…住吉川分岐…打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 
9/25(日)  早 朝 ハ イ ク                        

 B   六甲：天狗道～摩耶山～山寺尾根 
●リーダー   CL1988 金澤 忠昭 090-5057-6338 SL2701 松井 直樹 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 7:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 新神戸…布引の滝…市ヶ原…稲妻坂…天狗道…摩耶山… 

山寺尾根…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲 
9/25(日)  B テ ス ト 例 会                        

 B     六甲：八幡谷～西お多福山～瑞宝寺谷 
●リーダー   CL2733 中島 祐三 090-7097-0840 SL2012 中村 ヒロ子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急岡本改札前 8:30   ●定 員 15 名( B テスト希望者を除く) 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』       （B テスト希望者は要ハガキ持参）   
   阪急岡本…天上川公園…八幡谷…打越峠…出合…西お多福山…一軒茶屋… 

瑞宝寺谷…瑞宝寺公園…有馬ゆけむり広場 
9/25(日)                        

 B 健  六甲：有馬三山～凌雲台～石切道 
●リーダー   CL2784 出水 淑子 078-581-5893 SL2552 西浦 洋三 (申込 CL へ)  
●集  合  有馬ゆけむり広場 9:15 (阪急夙川 8:20 発 さくらやまなみバス乗車）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●定 員 20 名        
   有馬ゆけむり広場…落葉山…灰形山…湯槽谷山…極楽茶屋跡… 

凌雲台…縦走路出合…石切道…落合橋…深田池公園…阪急御影 

9/27(火)  スケッチハイク №141                        
 S   京都西山：大 山 崎 美 術 館 

●リーダー   CL2031 野﨑 一彦 0798-71-3204 SL2545 小谷 愛子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急大阪梅田 1 号線ホーム最後尾 9:30 (9:40 発）  
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』  ●定 員 20 名  ●持 物 スケッチ道具一式   
   阪急大阪梅田大山崎…大山崎山荘美術館…阪急大山崎大阪梅田 

スケッチサークル以外の人歓迎  
9/27(火)                        

 A   六甲：北山貯水池～観音山～奥 池 
●リーダー   CL1725 服部 正恵 (申込 SL へ) SL2374 光永 一彦 0798-66-5160  
●集  合  阪急甲陽園改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急甲陽園…西山公園…銀水橋…北山緑化植物園…北山貯水池…鷲林寺… 

観音山…奥池…奥池阪急芦屋川 

〈企画：島本 隆之〉 

〈企画：組織部〉 

10.5km(3:30)  

〈企画：金澤 忠昭〉 

11km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

11.0km(4:30)  

〈企画：出水 淑子〉 

15km(5:00)  

〈企画：野﨑 一彦〉 

4km(2:00)  

〈企画：山行部〉 

8km(3:30)  

7km(3:00)  
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9/27(火)                        
 A   北摂：足洗川渓谷～中山最高峰～大林寺 

●リーダー   CL2723 前田 康子 0797-87-3496 SL1708 中山 弘子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急中山観音北側改札前 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急中山観音…シンボル広場…足洗川渓谷…桜台北尾根…中山最高峰… 

中山寺奥の院…やすらぎ広場…米谷コース…大林寺…阪急清荒神 
9/27(火)  植物観察・秋の花をたのしもう                       

 A   生駒：野崎観音～飯盛山～楠公寺 
●リーダー   CL2795 大場 啓史 (申込 SL へ) SL2443 田中 ヒトミ 090-1023-4537  
●集  合  JR 京橋学研都市線ホーム 9:40 (9:47 発 四條畷行）②JR 野崎改札前 10:02   
●資  料  『生駒山系まるごとﾊｲｷﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ』 ●定 員 20 名        
   JR 京橋野崎…野崎観音…南尾根…桜池…飯盛山… 

楠公寺…JR 四條畷京橋    ＝予備日 28 日(水)  

9/28(水)  探鳥ハイク No.45 子育てを終えて南へ帰る夏鳥たち             

 S   大阪：長 居 植 物 園 
●リーダー   CL2251 末積 雅子 078-857-2258 SL2250 末積 敬三 (申込 CL へ)       
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 9:30 ②地下鉄長居南側改札前 10:00   
●資  料  当日配布    ●定 員 15 名 ●持 物 双眼鏡 
   地下鉄梅田長居…長居植物園（園内散策）…地下鉄長居梅田 

 植物園入園料￥ 200（大阪市在住 65 歳以上無料、要証明） スニーカー可          

9/28(水)                        
 B   六甲：地蔵谷～摩耶山～山寺尾根 

●リーダー   CL2739 山﨑 崇 080-8875-0140 SL2354 朝比奈 弘子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 新神戸…布引の滝…市ヶ原…地蔵谷…摩耶山…山寺尾根… 

長峰堰堤…護国神社…阪急六甲    
9/28(水)                        

 B   北摂：長谷の棚田～三草山～大部峠 
●リーダー   CL2398 田村 光一 0798-46-3805 SL1627 濱本 文子 (申込 CL へ)  
●集  合  能勢電川西能勢口ホーム 8:25 (8:30 発）  
●資  料  2.5 万『広根』   ●定 員 20 名 
   能勢電川西能勢口山下森上…長谷の棚田…才の神…三草山… 

ゼフィルスの森…上杉…竜宮山西道…大部峠…丹州街道…能勢電日生中央 
9/28(水)                        

 B   和泉：学文峰～流 谷～紀見峠 
●リーダー   CL1837 高田 邦雄 072-484-2157 SL1958 長崎 裕治 (申込 CL へ)  
●集  合  南海難波 3F 北改札前 8:30 (8:40 発 急行橋本行）②南海千早口改札前 9:20   
●資  料  昭文社『金剛・葛城』  ●定 員 20 名        
   南海難波千早口…ジルミ峠…学文峰…流谷…砥石谷…ダイトレ出合… 

ダイトレ…紀見峠…南海紀見峠難波 

9/29(木)                        
 B   六甲：市ヶ原～再度公園～城 山 

●リーダー   CL2124 青井 康弘 0797-32-1656 SL2076 青井 香都 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』                     ＝予備日 30 日(金) 
   JR 新神戸…布引の滝…市ヶ原…トゥエンティクロス…分水嶺越…洞川湖… 

再度公園…大竜寺…善助茶屋跡…二本松…城山…JR 新神戸 

〈企画：前田 康子〉 

9km(3:30)  

〈企画：大場 啓史〉 

7km(3:00)  

〈企画：末積 雅子〉 

4km(4:00)  

〈企画：山﨑 崇〉 

11.0km(4:00)  

〈企画：田村 光一〉 

13km(5:00)  

〈企画：高田 邦雄〉 

11km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

12km(4:30)  
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9/29(木)                        
 B   六甲：東お多福山～土樋割峠～ロックガーデン 

●リーダー   CL2877 佐々木 紫乃 (申込 SL へ) SL1716 川村 詩佳子 06-6435-2123  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:30(9:40 発）  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川東おたふく山登山口…東お多福山…土樋割峠…雨ヶ峠… 

風吹岩…ロックガーデン…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川    
9/29(木)～10/2(日)    奥秩父の岩峰を登る                        

 C   奥秩父：瑞牆山～金峰山～甲武信ヶ岳 
●リーダー   CL2325 西川 和夫 090-1954-1853 SL2210 河本 由美子 072-770-8944  
●集  合  東梅田近鉄高速バス乗場 21:45 (22:00 発 甲府行）  
 
◆留守本部  2454 中川 勇夫 0798-64-3682  【詳細は８ 月号参照】 

9/30(金)    万 葉 紀 行                        
 A   奈良：春日山遊歩道 

●リーダー   CL1256 森 俊夫 090-2702-4683 SL1718 宮本 隆良 (申込 CL へ) SL2366 三宅 律子 
●集  合  JR 鶴橋ホームロッテリア前 9:00(9:07 発快速急行奈良行）②近鉄奈良改札前 9:40 
●資  料  2.5 万『奈良』    ●定 員 20 名  阪神西宮 8:33 発 快速急行近鉄奈良行乗車可  
   近鉄鶴橋近鉄奈良…県庁前…春日大社…二之鳥居・祓戸神社…若宮神社… 

春日山遊歩道…紀伊神社…妙見宮…滝坂道…破石町近鉄奈良鶴橋 

9/30(金)                        
 B   六甲：風吹岩～天上川源頭～八幡谷東尾根 

●リーダー   CL2475 西尾 マサル 090-1718-4994 SL2789 塩飽 乙理惠 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…ロックガーデン…風吹岩…天上川源頭… 

はぶ谷…森林管理歩道…八幡池…八幡谷東尾根…天上川公園…阪急岡本 

予 告 10/3(月)～5(水)  立山の秋を楽しむ                        
 A   北ア：みくりが池温泉～室堂山・称名滝 

●リーダー   CL1928 木下 猛 090-3358-5715 SL945 小松 祥子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 大阪 11 番ホーム自由席乗り場 7:30 (7:40 発 サンダーバード 5 号）  
●申  込  9 月 11 日(日）CL 木下へ   ●定 員 8 名  ●費 用 52000 円 
●資  料  2.5 万『立山』『小見』昭文社『剱・立山』   ●持 物 CL が連絡  

   10/ 3(月) JR 大阪金沢地方鉄道富山立山(アルペンルート) 
室堂…みくりが池温泉(泊) 

10/ 4(火) 宿舎…室堂山…立山カルデラ展望台…みくりが池温泉（泊） 
10/ 5(水) 宿舎…室堂立山称名滝(往復)地方鉄道立山 

JR 富山(北陸新幹線)金沢大阪 
予 告 10/8(土)～9(日)                        

 C   鈴鹿：杉峠～イブネ～クラシ 
●リーダー   CL2627 神谷 尚典 080-6558-9024 SL2601 西村 貴美子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 7:20 (7:30 発 近江塩津行）  
●申  込  9 月 16 日(金）CL 神谷へ    ●定 員 10 名 
●資  料  昭文社『御在所・霊仙・伊吹』   ●持 物 テント一式、寝袋、４ 食分 
   10/ 8(土) JR 大阪近江八幡近江鉄道八日市永源寺支所甲津畑…杉峠…鉱山跡(泊) 

10/ 9(日) 鉱山跡…杉峠…イブネ…クラシ…銚子ヶ口…銚子ヶ口登山口… 
杠葉尾永源寺車庫近江鉄道八日市JR 近江八幡大阪 

＝予備日 10 日 (月)  

〈企画：川村 詩佳子〉 

10km(4:00)  

〈企画：西川 和夫〉 

〈企画：森 俊夫〉 

10km(3:30)  

〈企画：西尾 マサル〉 

11km(4:15)  

〈企画：木下 猛〉 

8km(6:00)  

〈企画：神谷 尚典〉 

20km(9:00)  
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予 告 10/13(木)～17(月) 紅葉の越後三山にアタック！！                       

 C   上越：越後駒ヶ岳～中ノ岳・八海山 
●リーダー   CL2324 丸山 雅子 090-4299-0021 SL2325 西川 和夫 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新大阪 4 番ホーム 8:30   ●定 員 8 名 
●申  込  9 月 9 日(金）CL 丸山へ   ●費 用 51,000 円   
●資  料  昭文社『越後三山』        ●持 物 シュラフ、マット、サブザック    
   10/13(木) JR 新大阪金沢上越妙高長岡小出伝之助小屋(泊) 

10/14(金) 宿舎枝折峠…小倉山…百草の池…越後駒ヶ岳…駒の小屋(避難小屋泊) 

10/15(土) 小屋…天豹平…中ノ岳…小天上…日向山…十字峡(ﾀｸｼｰ)上村屋旅館(泊) 

10/16(日) 宿舎…山麓駅 山頂駅…薬師岳…千本槍小屋…大日岳…千本槍小屋… 

山頂駅 山麓駅JR 六日町長岡(車中泊) 

10/17(月) JR 大阪桜橋口      山岳保険に加入のこと  ヘルメット推奨 

予 告 10/27(木)～28(金) 秋の大展望と渓谷を満喫                       

 A 健  長野・山梨：入笠山・西沢渓谷 
●リーダー   CL1855 小寺 修子 080-8543-0633 SL2201 林 美恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急西宮北口南側ロータリー6:50(7:00 発）  
●申  込  9 月 13 日(火）CL 小寺へ    ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北岳・甲斐駒』   ●費 用 35,000 円●持 物 保険証 懐中電灯 
   10/27(木) 西宮北口西宮 IC諏訪南 IC山麓駅 山頂駅…入笠湿原… 

御所平峠…入笠山…御所平峠…入笠山登山口諏訪南 IC 

笛吹矢代 ICホテル新光(泊) 

10/28(金) 宿舎西沢渓谷…笛吹八代 IC諏訪湖 SA恵那 SA多賀 SA 

西宮 IC西宮北口  

  28 日、時間に余裕があればお風呂に入ります。 

予 告 11/4(金)～5(土) 自然豊かな蒜山三座を訪れる                       

 B 健  東中国：下蒜山～中蒜山～上蒜山 
●リーダー   CL1855 小寺 修子 080-8543-0633 SL2201 林 美恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急西宮北口南側ロータリー7:00 (7:15 発） 
●申  込  9 月 14 日(水）CL 小寺へ  ●定 員 15 名  
●資  料  昭文社『大山・蒜山高原』  ●費 用 26,000 円 ●持 物 保険証 懐中電灯 
   11/ 4(金) 西宮北口宝塚 IC湯原 IC山の家…登山口…毛無山… 

白馬山…山の家湯船荘(泊) 

11/ 5(土) 宿舎犬挟峠登山口…雲居平…下蒜山…中蒜山…上蒜山…八合目… 

上蒜山登山口…駐車場蒜山 IC加西 SA宝塚 IC西宮北口 

 蒜山三山ミーティング山行 10 月予定 

予 告 11/11(金)～12(土) 紅葉の高野山を歩く                        

 B 健  和歌山：町石道～高野山奥の院～女人道 
●リーダー   CL2253 長谷川 昌義 06-6964-2253 SL2796 平 雅子 (申込 CL へ)  
●集  合  南海難波 3F 北改札前 8:00 (8:13 発 高野線急行橋本行）  
●申  込  9 月 26 日(月）CL 長谷川へ    ●定 員 12 名 
●資  料  2.5 万『橋本』『高野山』     ●持 物 行動食、着替え    
   11/11(金) 南海難波九度山…慈尊院…町石道…大門…宿舎 

11/12(土) 宿舎…奥の院…高野三山…女人堂…弁天山…大門 

ケーブル高野山 南海極楽橋難波 

〈企画：丸山 雅子〉 

26.1km(23:20)  

〈企画：小寺 修子〉 

13.5km(7:00)  

〈企画：小寺 修子〉 

21km(9:30)  

〈企画：長谷川 昌義〉 

30km(10:00)  

例会計画書入力時のお願い③  宿泊を伴う例会は必ず予 告をお願いいたします。 
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 緊急連絡第 26 報  
2022 年８月２日世話人会 

 新型コロナウイルス感染症の第７波急拡大に対応して  

 

新型コロナウイルス感染症第７波が急拡大し、会員の間でもコロナ感染例が多数聞かれるよ

うになりました。 

政府は、都道府県ごとで「BA５対応強化宣言」を出すとしていますが、社会経済活動の維持

に主眼を置き、高齢者の感染リスクの高い場所への外出自粛要請などの内容にとどまっていま

す。高齢者を中心に感染による重症化リスクが高まっている一方で、会員の健康と体力維持を

重視する高齢者主体の会であるという当会の性格上、会独自の判断として例会や各種会合の実

施について自主的に制限していくことにしました。会員の健康維持と会の活動の要となる例会

等諸活動の継続を両立させるための世話人会の苦渋の決断です。 

例会等諸活動は、継続しますが、8/3㈬(受付分)から以下のルールによります。 

（1） 例会の定員は、最大 12 名とし、10 名以上は、２班体制で実施してください。 

例会実施にあたって、以下を順守してください。 

① 熱・セキなどの症状がある場合、参加を見合わせてください。 

② 参加後に、体調の不調を感じた場合は、早めにリーダーに申し出てください。 

③ 自分が感染の可能性がある(濃厚接触者に該当する)と思われる場合、参加しないで

ください。 

④ 宿泊・バス・マイカー例会は、中止してください。 

⑤ 近畿２府４県(兵庫・大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)の域外の例会は中止してく

ださい。 

⑥ 参加者間で果物・菓子のやり取りはしないでください。 

⑦ いわゆる「反省会」は全て行わないようにしてください。 

⑧ 例会集合・解散は平日のラッシュと重ならないよう CL は集合時間・場所等を考慮

し、変更がある場合は、その内容を申込み受付の際、参加者に徹底してください。 

（2） 各専門部・委員会の会合等は原則ズーム等を活用して対面での集会は控えてください。 

 

本措置の適用期限は暫定的に９月７日（水）までとします。 

ただし、状況に応じて９月６日（火）の世話人会にて論議の上、延長をすることがありえま

す。 
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 緊急連絡第 26 報 号外  
2022 年 8 月 4 日 

 

会長 中川 勇夫 

 

個人宿泊山行でのコロナウィルス感染クラスターの発生について 

 

 会員グループ８名(会員外の参加はなし)が実施した個人宿泊山行において参加者８名中、７

名が山行中にコロナ感染症症状に見舞われ、コロナウィルス感染の陽性反応が確認されるとい

う事態の発生が明らかになりました。 

 

個人山行とは言え、複数の役員を含む会員が実施した山行でコロナ感染クラスターというべ

き事態が発生したことは、初めてのことで危機感を持って受けとめる必要があると認識し、憂

慮すべきものと考えますので、会の例会・諸活動はもちろん、日常生活、個人山行も含め、コ

ロナ感染対策の徹底を改めてお願いするものです。 

 

 昨日、「緊急連絡第 26 号」として、行政が行動の制限には至っていない中、自主的に２項目

８細目にわたる緊急連絡を発出し、例会規模の縮小、各種会合の対面集会のできる限りの回避・

中止をお願いしていますが、個人としての山行・行動も含めて、会員のみなさまにおかれまし

ては、その趣旨を十分理解・留意いただき、対応されますようお願いする次第です。 

 

 このほかに会員に罹患事例等ありましたら、速やかに会にも連絡いただくとともに、濃厚接

触の事例も含め自己隔離のもと例会・集会への、参加をご遠慮いただきますようお願い致しま

す。 

 

 なお、幸い、上記罹患者はいずれも軽症の模様で、隔離療養されており、快方に向かってい

ると聞いています。 

 

 身近な場所でのクラスター発生を踏まえ、あらためて会員のみなさまにあっては、感染症対

策に特段の注意をいただくよう宜しくお願い申し上げます。 
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日時:2022 年 7 月３日(日)  於:アピアホール(阪急逆瀬川駅前) 

 

2409 吉塚敬子さんの司会で総会が開会された。総会に先立ち、この 1年間に亡くなられた７

名の会員の方々のご冥福を祈って全員で黙祷を捧げた。 

総会役員として、議長に 1031 松前育子さん、1655 日野晴光さん、書記に 2775 松本長次さん、

2906 永井とも子さんを選出。当日の出席者は 130 名、委任状は 474 名、合計 604 名で規定の過

半数を超え総会は成立。なお時節柄、関係諸団体の招待は見合わせ、祝電披露も割愛された。 

 

                                       

中川会長の挨拶 

多数の会員の出席を

いただきありがとうご

ざいます。また、会場設

営にあたられた方々に、

この場をお借りしてお

礼申しあげます。 

新型コロナウイルス感染の影響で３年ぶり

の集会による総会開催ですが、会長就任後初

めての集会となりました。 

会の現状では、高齢化、会員数の減少、後

継者の育成など多くの課題がありますが、議

案審議で活発なご意見を頂きたいと思います。 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

第１号議案説明（活動報告と今後の方針） 

中川会長より、2021 年度の活動のまとめと

2022 年度の方針について議案書をもとに詳 

細な説明があった。 

第２号議案説明（会計報告） 

 小西会計部長より

2021 年度会計報告が

あった。決算期間の変

更のため、当該年度は 

11 カ月決算となる。収

入の部では、63,648 円

の収入増加。会費収入はほぼ予算並みだが

減少。再生活動補助金が入っている。支出

の部では、1,106,474 円を使い残した。予

算を大きく下回ったのは印刷費、会報費。

下見費は増加しているので、引き続き注視

していく。 

当年度は決算処理として、50 周年事業積

立金 1,200,000 円を繰り入れた。 

第３号議案報告（会計監査報告） 

 梶本会計監査からの

報告。５月 16 日、大世

古会計監査とともに監

査。規約改正で 11 カ月

の会計であったが、監査

の結果は、帳簿と一致し、

正しく処理され、問題が

第 48回定期総会開催される 
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ないことが報告された。 

第４号議案説明（予算） 

  小西会計部長より、2022 年度予算案につ

いて説明があった。健全な財政運営のため、

収入を抑制気味に想定し、収支均衡予算を

作成した。収入の部は、若干の会員減をふ

まえ算定した。支出の部は、事務所費は 

Wi-Fi 環境の整備を勘案。会報費は発送費

等が増加。下見費はコロナ前の数字から 

増加。充実した例会のためには優先すべき

だが、昨年度の実績に鑑みて作成した。                

第５号議案説明（役員改選） 

 三宅役員選考委員

長より、世話人および

会計監査の退任およ

び新任について、名簿

に従い提案があった。

世話人 23 名の再任、

７名の退任と新任。会計監査は１名の再任、

１名の退任と新任。事務局長が交替になる。 

 

質疑応答 

返信用ハガキでたくさんの会員の方々から

質問があり、また会場からの質問も併せて、

できる限りの回答がなされた。 

 質問内容は、例会の受付時間・定員・集合

場所に関するもの、ランク規定に関するもの、

例会中の行動に関するもの、ルールの順守に

関するもの等であった。 

（詳細は 31 ページを参照ください。） 

 

議案採択 

第１号議案から第５号議案について、拍手

で一括承認された。 

 

各種表彰 

功労賞、永年会員賞については、会長より

当該出席者に直接手渡された。また、例会参

加賞（30 回、500 回、1000 回賞）および例会

ＣＬ賞（5回、50 回、100 回、200 回、250 回

賞）については山行部長より当該出席者に直

接手渡された。 

 

原水名誉会長挨拶 

明昭でいろいろやっ

てきて、現在 88 歳。今

日の総会で更に明昭は

人間性が豊かになると

感じた。人数、内容、ラ

ンク制の制度など、日本

一の会です。入会された方は、またとないチ

ャンスをこれから先も生かして頂きたい。 

 

兼重前会長挨拶 

会に入って二十数年。

その間、明昭のこと、

山のことばかりで他の

ことは何もしてこなか

った。例会参加は減っ

ているが、会った時は

気楽に声をかけて頂いて、山の話をしたい。

幸い滑落や道迷いなど山での事故は明昭では

起きていない。こういう良い実績はずっと続

けて頂きたい。 

（文・写真：会報部） 
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2022年度　役員名簿   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022/7/31現在

役 職 名 会員番号 氏　　　名 担 当 専 門 部 ・委 員 会

会    長 2454 中川　勇夫 安対委員長

副 会 長 2253 長谷川　昌義 山行部長・山行Ｂ班・研修・安対

　　〃 2307 立花　冨子 山行副部長・山行Ａ班長・安対副委員長・役選副委員長

　　〃 2366 三宅　律子 会報部長・役選委員長・山行Ｓ班・山行Ａ班

　　〃 2387 能登　雅文 組織部長・山行Ａ班・役選

事務局長 2410 小西　和雄 山行Ｃ班・会計副部長・安対・役選

 世 話 人 1716 川村　詩佳子 ランク・(県連常任理事)

　　〃 2061 能勢　智晴 研修副部長

　　〃 2124 青井　康弘 ランク委員長

　　〃 2251 末積　雅子 会計部長・山行Ｓ班・役選

　　〃 2289 瀬尾　定子 研修・山行装備係

　　〃 2325 西川　和夫 山行副部長・山行Ｂ班長・山行Ｃ班・研修・ランク・安対

　　〃 2330 小路　利明 事務局・研修・役選

　　〃 2409 吉塚　敬子 山行Ａ班・障がい者登山副委員長

　　〃 2437 泉　和利 障がい者登山委員長　

　　〃 2603 中田　一人 会報副部長・ 山行Ａ班

　　〃 2607 横山　恵 山行Ｃ班副班長・ランク

　　〃 2627 神谷　尚典 山行副部長・山行Ｃ班長・山行ＯＬ班・安対

　　〃 2663 那須　睦彦 研修・ランク副委員長

　　〃 2673 佐々木　理恵 組織副部長・山行Ｃ班・役選

　　〃 2674 岡崎　敦子 ランク

　　〃 2724 青木　幸夫 山行Ｂ班

　　〃 2747 小塚　玲子 山行Ａ班副班長・会報

　　〃 2768 竹内　富江 山行ＯＬ班・自然保護

　　〃 2771 村上　貞喜 事務局・ランク

　　〃 2836 森口　博行 山行Ｂ班副班長・山行Ｃ班副班長

　　〃 2845 豊田　美景 組織部

　　〃 2852 荒木　隆治 自然保護部長・役選

　　〃 2879 清水　正明 研修部長

　　〃 2917 砂川　竹志 組織部・山行Ｂ班・ランク

会計監査 1853 大世古　健治

　　〃 2144 神宮　和親
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2022年度　専門部・委員会名簿　　　　　               下線は役員

2022年7月31日現在

事務局 局長 小西和雄 ・菅野直之・林　孝子・大島泰子・村松敦子・田内和枝・日髙利幸

次長 村上貞喜 【保険係】チーフ村上貞喜・髙谷淳子・日髙利幸

【データベース係】チーフ野村昌宏・サブ木村靖彦・金澤忠昭

・小路利明

(入力）・原水直子・国府みつ子・兼重道代・代喜久美子・児玉美枝・平　雅子

【ホームページ係】チーフ宮本隆良・原水直子・溝渕由紀子

　(計22名) ・木村靖彦・小路利明・藤田英之

組織部 部長 能登雅文 ・井上信行・富永信子・西浦由美子・上保成子・豊田美景
　　 副部長 藤川　中 ・永井とも子・砂川竹志・富田みか・上村眞由美

副部長 佐々木理恵 ・高島美恵・矢嶋直子・長谷川久美子
  (計15名)

山行部 部長 長谷川昌義  Ｓ 【班長】伊藤憲和　【副班長】田辺勝美　　　
　　 副部長 伊藤憲和  班 ・原水直子・本田政信・北村　正・宮村末子・牧　泰平

副部長 立花冨子 ・佐藤史子・松木  優・官野　肇・原  洋子・藤澤眞佐子
副部長 西川和夫 ・末積雅子・三宅律子・福田靖美・上滝晴美
副部長 神谷尚典 16名
副部長 鈴木弘成  Ａ 【班長】立花冨子　【副班長】小塚玲子・植田順子

 班 ・森　俊夫・宮本龍二・甲斐義人・辻　久雄・八木康好
・田村美津子・木下　猛・山川砂世美・野﨑一彦・島本隆之
・青井香都・岡　邦彦・水田聖士・林  美恵子・山田真喜子
・村岡　久・能登祥子・三宅律子・能登雅文・山口喜三郎
・吉塚敬子・田中ヒトミ・江藤和雄・関口隆久・三宅玲子
・中田一人・本多洋子・小部哲郎・前田康子・村松敦子

37名 ・玉井陽子・田口満・高田結花・金田恭典
 Ｂ 【班長】西川和夫　【副班長】丸山雅子・森口博行
 班 ・西川勤一・北川修子・浜崎由美子・長崎裕治

・塚本昭光・青木和彦・金澤千恵美
・日高邦夫・山崎良子・山口敏嗣・河本由美子・長谷川昌義
・田村光一・萬田豊子
・江藤謙治・西浦洋三・岩本登代子・荒川康典・野村昌宏
・滝 由美子・青木幸夫・中島祐三・山﨑　崇・野田美保子
・松本長次・北島圭二・水田淳子・河村周一

36名 ・吉田康一・砂川竹志・根角茂彰・東田佳子・永谷裕子
 Ｃ 【班長】神谷尚典　【副班長】横山　恵・森口博行
 班 (1班チーフ)神谷尚典・佐々木理恵

事務係 岡　邦彦 (2班チーフ)丸山雅子・森口博行
野村昌宏 (3班チーフ)横山　恵・前川直人

安部真一
吉田康一 14名

(スキルアップ委員）篠原恵子・山本貞美・光本　綾
・高木浩司・豊田英行・西川和夫・小西和雄・水野奈津子

　(4名)  OL 【班長】鈴木弘成　【副班長】木村靖彦・松井　健　　
装備係 丸山雅子  班 ・坂本　守・築山光男・四宮一夫・浜崎由美子・梅林きよ子

瀬尾定子 ・神谷尚典・井上景子・末時早苗
(計118名) 　(2名) 14名 ・竹内富江・浅野仁美・長尾裕子

研修部 部長 清水正明 ・渡邊美保・篠原恵子
　　 副部長 能勢智晴 ・長谷川昌義・瀬尾定子・西川和夫・小路利明

　(計14名) 副部長 吉田康一 ・光本　綾・久保裕子・那須睦彦・和田知子・坂上栄司
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※ 会報８⽉号に各部・班、委員会の責任者を速報しましたが、会計部⻑は末積雅子さんに変更

になりました。 
 
※ 2021 年度の専門部・委員会で活躍され今回その任を離れられた会員の皆さん、 
  これまでのご尽力に感謝申し上げます。 

引き続き会の活動の活性化にご協力お願い申し上げます。 
 
 
 

例会参加票への本人携帯電話の番号追加記載について 
   

山行部長 

 現在、例会参加票の「連絡先」欄に家族等の緊急連絡先を記載していただいていま

すが、今後は同欄に参加者本人の携帯電話の番号も追加記載していただきますようお

願いします。 

 山行中のトラブル時などにおいて連絡用として利用します。 

自然保護部 部長 荒木隆治 ・今井みや子・田村美津子・木下　猛・塚本昭光

副部長 斎藤賀大 ・児玉美枝・重松恵子・植中秀子 ・髙木たね ・福井　資                 

　(計17名) ・竹内富江・濱田裕章・ 古澤眞司・玉田裕子・山田幸子・大矢　薫

会報部 部長 三宅律子 (編集)・菅野直之・斎藤圭子
　　 副部長 林　庄宏 ・中村隆男・菖野和美・西田崇代

副部長 中田一人 (ガイド)・宮本隆良・三宅玲子・小塚玲子
・中村隆男・西田崇代　

　(計13名) (発送準備)チーフ光永一彦・吉岡伸代
会計部 部長 末積雅子 ・林  美恵子

副部長 小西和雄 ・堀川澄江
 (計6名) 副部長 大泉吉孝 ・永谷裕子

ランク委員会 委員長 青井康弘 ・森　俊夫・木村靖彦・北川修子・川村詩佳子・藤川　中

   副委員長 西川勤一 ・山崎良子・西川和夫・横山　恵・岡崎敦子・村上貞喜

   (計15名) 副委員長 那須睦彦 ・臺　光江・砂川竹志

安全対策 委員長 中川勇夫 ・伊藤憲和・岡　邦彦・長谷川昌義・丸山雅子
委員会 副委員長 立花冨子 ・西川和夫・佐東　至・ 小西和雄・西尾マサル

　　　(計11名) ・神谷尚典
障がい者 委員長 泉　和利 ・原水直子・伊藤憲和・平井恵子・官野　肇
登山委員会 副委員長 塚本昭光 ・久坂久代・藤沢眞佐子・竹村圭子・大澤律子

(計13名) 副委員長 吉塚敬子 ・谷隅正彦・若槻真由美
役員選考 委員長 三宅律子 ・末積雅子・小路利明・能登雅文
委員会 副委員長 立花冨子 ・小西和雄・佐々木理恵・荒木隆治

　(計8名）

252名 
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 第 48 回定期総会にて選出、就任されました新世話人 7名の方々のプロフィールをご紹介しま
す。アンケート形式でお答えいただきました。 
 また、同日退任されました７名の方々にもご挨拶をお願いしました。永らく会のためにご尽

力いただき、ありがとうございました。 
 
 新任世話人のご紹介 
 
 
 
 
 

 
2061 能勢智晴 

① 研修部副部長 

② 2008 年３月 

③ 研修部で初級講習会

の担当をしておりま

すが、研修部の他各

講習会でも皆様のお

役に立てればと思っております。 

④ 15 年間 コナミスポーツのジム通い。

LesMills プログラム。仕事終わってから

「ボディーコンバット・パンプ・アタッ

ク」のどれかのスタジオに入ってます。 

⑤ 屋久島へ行ってみたいです。人生観が変

わると聞いたので。 

 

          2124 青井康弘 
① ランク委員長 

② 2009 年４月 

③ 入会させて頂いて 13 年が経ちました。ハ 

イキングを通じて多くの素晴らしい出会 

 

いを体験させて頂きました。より楽しい会

への発展にお役に立てればと思っていま

す。 

④ 自分の時間が多く持 

てるようになったの 

で、油彩画を再開しよ 

うかと思っています。 

  カンバスに向かって

集中しているとリラ

ックス出来ます。 

⑤ 比良山系が気に入っています。４月、５

月のイワウチワ、イワカガミ、シャクナ

ゲ。冬季の雪山、１年を通して琵琶湖の

絶景など、日帰りで楽しめます。 

 

2289 瀬尾定子 
① 研修部・山行部装備係 

② 2011 年 9 月  

③ 10 年間会員としてお世話になりましたの

で、少しでもお役に立てればと思います。 

新任世話人のご紹介＆退任世話人のご挨拶 

 ≪アンケートの内容≫ 
 ①所属する専門部・委員会と役職  ②入会年月日  ③世話人を引き受けての抱負 
 ④今、はまっていること（趣味・嗜好など）  ⑤好きな山・登ってみたい山 
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④  荷物が重いですが、

テント泊が楽しいで

す。 

⑤ 子供を連れて初めて

行った八方尾根、３

回目にしてやっと唐

松岳の小屋に着きました。 
 

2607 横山 恵 
① 山行部Ｃ班副班長・ 

ランク委員会 

② 2015 年９月 

③ 山の経験の全くない

状態から会に入って

色々な方との出会い

があり、たくさんの

事を教えて頂き感謝

しています。まだまだ力不足ですが少し

でも会のお役に立てるように努力してい

きたいと思います。 

④ YouTube を見る事です。登山やキャンプ、
子猫や子犬、普段料理はしていませんが

料理動画は好きでよく見ています。 
⑤ 好きな山は六甲山。登ってみたい山は富

士山、屋久島、北アルプスの山々です。 

 

2845 豊田美景 
①  組織部 

② 2018 年６月 

③ これまで山の経験

も知識も少なく、数

多くの方に一つひ

とつ教えて頂きな

がら、今日に至って

います。まだまだ微力ではありますが、

少しでもお役に立てればと思っています。 

④ 小物やバッグ、クロスなどを、パッチワ

ークで楽しんでいます。 
⑤ あまり遠くの山に行っていないので、登 
ってみたい山はたくさんありすぎます。 

 

2879 清水正明 
① 研修部長 

② 2019 年１月 

③ 研修部としては楽し

く学べ、かつ実技が身

につく講習会を目指

します。また、デジタ

ル化・IT 活用にも取

り組み、会員の利便性向上も図っていく

所存です。 
④ これまでの山行で取り組んでいなかった

ロープワークの実践、沢歩きなど新たな

領域・技術習得にチャレンジしています。 
⑤ まずは 3000ｍ峰 21 座登頂を達成し、その
後、日本百名山達成を目標に頑張ります。 
 

2917 砂川竹志 
① 組織部・山行部Ｂ班・ランク委員会 

② 2019 年９月 

③ 長く続くコロナの影

響で、会員数も減少

し、会が弱り気味で

す。また元気な会に

なることを切に願っ

ています。少しでも

会のお役に立てたらなあと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
④ 遠くの山に行く計画を立てること。 
⑤ たくさんありすぎて、紹介できません。

とりあえず、劔岳です。 
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退任世話人のご挨拶 
 

ひまわりハイキングと共に 
         2026 塚本昭光 
ある時副会長のＫさんより、ハンディのあ

る子ども達とハイキング（軽登山）に行かな

いかと誘われて、息子と参加することにしま

した。山の会と「サークルひまわり」で話し

合いを持ち、第１回ひまわりハイキングが平

成 2006 年３月 25 日に実施されました。そし

て翌 2007 年に当時の会長原水章行さんとひ

まわり代表横山勝さんによって正式に覚書が

交わされました。以後「ひまわりハイキング」

として年に５～６回開催されています。 

毎年秋の親子ハイキングでは、多くの方々

と再度公園で楽しんでいます。今年の７月 10

日には実に 105 回目のひまわりハイキングが

開催されました。コースは神戸北区の「あい

な里山公園」で、野菜収穫の体験ができ、ハ

ンディのある人 10 人を含め総勢 35 名の参加

となりました。 

このように、私の世話人としての活動は障

がい者登山委員会と共にありました。2011 年

の着任以来、さしたる貢献もできず、長きに

渡り多くの方々にお世話になりました。あら

ためてお礼申し上げます。 

今後も引き続き多くの山を楽しみたいと思

います。 

 

勉強をさせて頂いた５年間、感謝 
          2174 山崎良子 
入会して 12 年、組織部 10 年、世話人５年、

充実した年月でした。 

何も分からない私でしたが先輩のご指導に

支えられ、部員の皆様の協力に助けられ無事

に、新しい確かな人材に引き継ぐことが出来、

山登りと同じような達成感を感じています。 

これからも学ぶべきことはたくさんあると

思います。いろいろな面で育てて頂いた先輩

の恩に報いるためにも励んでいきたいと思っ

ています。 

先輩方が築き上げていたものを大切に、新

しい方のご活躍に期待しています。 

良き学び、良き出会いの５年間に感謝、あ

りがとうございました。 

 

勉強させられた５年間 
          2178 松井 健 
順番だからとＯＬ班長をお引受けしたのに

伴い、役割等の理解も無いまま世話人となり

５期務めました。会員や体験ハイク参加者か

らの質問に答えるには、会の規則・ルールだ

けでなく取り決め事項も勉強する必要があり、

総会資料集は必携でした。 

また世話人会での議論では、規則等の知識

だけではなく、趣旨や関連性も理解する必要

があり、「勉強させられた５年間」が感想です。  

世話人になると時間は少し取られますが、

会への理解が深まります。機会があれば世話

人になられることをお勧めします。 

 

感 謝 
          2217 室岡茂則 
４期という短い期間でしたが、皆様には大

変お世話になりました。色々と勉強もさせて

いただきました。 

 明昭は会員全体のボランティア精神で成り

立っていると思います。在任中は仕事の都合

であまりお手伝いできなかったことをお詫び

申し上げます。 

 会員皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたし
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ます。誠にありがとうございました。 

 

50 周年に向け更なる充実を 
          2312 菅野直之 
世話人７年間、うち４年間事務局長をさせ

ていただきました。この間、山のこと、会の

こと、高齢期の生き方など多くのことを学び、

また多くの友人を得ることができました。 

分けても、「マダニ」事故と「コロナ蔓延」、

それらへの対応には、悩み、迷い、諸先輩に

教えを請いました。結果として、行動を制限

し多くの会員にご迷惑をお掛けしました。改

めてお詫びいたします。退任時「段階的解消」

の検討まで持ちこたえることができましたが、

第 7 波、更なる検討を託することとなりまし

た。これまでの多くの会員の支援に深く感謝

いたします。 

会員の声なき声をどうまとめるのか、会の

出来事・考え方をいかに伝え、会の目的であ

る「安全に楽しい活動」をどのように維持・

発展させてゆくのかが悩みであり迷いでした。 

自分を、仲間を、そして自然を守るのはやは

り「マナー」。自分たちが決めたことを自分た

ちが守るから山を楽しむことが出来る、細か

なことを決めれば決めるほど守れず、ますま

す細部にわたる議論に落ち込んでしまう、そ

んなことが気になることでした。 

お陰様で、気力と行動力のある後任者に恵

まれました。私に頂きましたご支援と同様、

更にそれ以上のご支援を役員諸氏に頂き、会

が名誉ある 50 周年を迎えられますよう祈っ

てやみません。 

 
勉強になりました 
          2354 朝比奈 弘子 
 世話人になって早や６年、何もわからず世

話人の諸先輩方には多大なご迷惑をおかけし

たと思います。 

 また、世の中がコロナ禍になってからは、

仕事の関係上人の集まりに参加することへの

恐怖もあり、例会に参加すらできない状況で

した。まずはお役に立てなかったことに対し

てお詫び申し上げます。 

 西宮明昭山の会に入会してから 10 年たち

ますが、組織力の高さ、個々人の能力・知識・

意欲の高さなどいろいろと勉強になりました。

特に世話人の方々のボランティア精神に基づ

く活動には頭が下がる思いです。皆様ありが

とうございました。 

 これからは単純に山の景色や人との関わり

を楽しみたいと思います。これからもよろし

くお願いいたします。 

 

感謝です 
            2516 大澤律子 
世話人に就任して５年が経ちました。障が

い者委員会と月に２回の世話人会と兵庫県連

の自然保護委員会に属していました。 

地域の活動もある私には、忙しい日々でし

たが、会のボランティア精神に溢れた皆さん

と出会え、ご一緒出来、体験ハイクのＦＬな

ど会のことに携わることも出来て、とても良

い経験になりました。感謝です。 

 この度、世話人を無事に退任させて頂くこ

とになり、ほっとしています。 

 これからも会員として、コロナにも負けな

いで、楽しい山行に参加し続けたいと願って

います。どうぞ宜しくお願いします。 
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「定期総会の質問に答えて」 
 

2022 年 8 月 2 日 世話人会 
第48回定期総会にあたり、会場での質疑に加えて、事前にも、出欠回答ハガキに質問・意見を多数寄せていただ
きました。個別にお答えしたものもありますが、あらためて報告、回答させていただきます。 

 
意見・質問のまとめ 世話人会より 

 
1. 例会の運営について  
コロナ対応解消後も、例会定員は30人ではなく
20人でお願いしたい。 

コロナ禍の終息が見通せない状況ですが、会員の方の思いやニ
ーズに応えていくため、Withコロナ下の例会のあり方について、
政府対応、社会情勢を見極めながら、一つ一つ検討していきた
いと考えています。 

Withコロナはやむをえない方向。会もコロナ以
前に戻してよい時期と考える。 
2. 例会受付時間について 
例会の受付時間を実態にあわせ7時30分までに
したらどうか。7:20には完了している。 

S･A例会等、ランクにより7:15から受付をしている例会では、
受付時間が15分間となってしまいます。また、今後のコロナ対
応により定員を増加した場合、状況が変わることも考えられま
す。上記同様、Withコロナの議論の中で検討していきます。 

7時15分まではA例会でのAランク者申し込み
だが、7時15分に満員でありBランクの方が参
加している。リーダーがルールを守らない事実が
発覚したら、例えば6か月間、リーダー資格を停
止する処置も検討したらと考える。 

会ではルール・取り決め事項を色々 決めていますが、細部の運
用については会員のマナーや常識によっている部分が多くあり
ます。実際の個々 の事例ではいろいろな理由があると思います。
事例が判明した時点で、事情を確認の上、必要に応じて対応し
ていきたいと考えます。 

3. 例会集合場所について 

大阪・奈良の現地集合が多くなった。例えばJR
大阪なら参加しやすい。 

コロナ禍の中、密を避けるという意味、あるいは参加者・リー
ダーの利便性も考慮する中で、現地集合が多くなってきました。
標準場所の考え方は尊重しつつ、参加者や一般の方々 に支障が
でない範囲でそうした判断も続けて行きたいと考えます。 

4. 例会参加回数について 
例会への申込が叶わず例会参加回数不足が悩み
です。 

コロナ禍の中、例会の定員設定、電話の殺到など、思うように
参加できない状況がありました。ランク査定に関しては、弾力
的な対応も行っていますので、まず申請をしていただくようお
願いします。 

5. 六甲全縦例会に関連して 
3/13 の六甲全縦例会はまん延防止措置実施下に
もかかわらず26名で実施された。それはまん延
防止措置下の会の定員ルールに反することにな
るが、特段の広報なしで実施された。これは、問
題ではないか？ 

この例会は、まん延防止措置実施下ではありましたが、県連の
六甲全縦大会が中止のなか、世話人会で議論のうえ、会の行事
として、実施しました。参加者募集等広報にあたり、結果的に
個人名での企画としてガイド掲載となったこと、「例外的に特別
に認めた例会」との広報が十分できていなかった。今後は気を
付けていきたいと考えます。 

C ランク資格要件で県連または神戸市主催の六 会が、毎年、六甲全縦例会を主催して実施することは、考えて
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甲全縦とあるにもかかわらず、今回の例会の六甲
全縦で資格を満たすと認めるならランク規定を
変更する必要があるのではないか？ 

いません。2021年度は県連の呼びかけに対応して例外的に実施
したものです。異例の事項について、都度ランク規定を見直す
ことは、煩雑で、かえって混乱を招くので規定の変更は検討し
ません。 

6. 例会中のマナーについて 
例会山行中の日傘使用、名札不備について注意喚
起して欲しい。 

会では例会における心得とマナーを細則4に定めています。基
本は、登山者としてのマナー、思いやりです。事例、ランク、
コース、天候などにより、判断は、異なるとは思いますが、気
づいたことは、相互に、あるいはリーダーから注意しながら、
お互いに楽しく安全に山行を楽しむことが重要かと思います。
また、困った事例は、例会報告書に記載いただき問題を共有す
ることも重要と考えます。 
なお、雨天時に安全なところでは、傘をさす事例は、多数見受
けられます。酷暑の続く昨近、日傘の問題は死活問題とも考え
られます。世話人会でも議論したいと思います。 

7.  C ランク例会について   
C 例会にもかかわらず C 例会に相応しくない時
間・距離等の例会が散見される。ランクに相応し
い例会、Cランク例会、ランクに相応しい技量、
体力を持ってほしい。 

Cランク例会の基準(資料集P7)では、歩行距離・時間・標高差
は特に定めないとしています。 
しかし、疑問に思える例会については、班会・山行部会で、議
論のうえ、条件を付けて認めています。 
体力・技量両面で、C ランクメンバーが維持向上できるよう、
それらを企図した例会の企画も増やして、参加を促していきた
いと考えます。 

8. 例会のあり方について  
楽しく、安全な明昭の山行（ハイキング）とはど
うあるべきか考えてほしい。 

規約にもありますように、『安全で楽しいハイキング』が会の目
的でありモットーです。議案書でも冒頭で議論されており、多
くの会員がご尽力されているのは、その達成のためとも言えま
す。 
お題目だけで終わらせないために、1人1 人がさらに意識し、
いろいろな場で議論し実践しつづけることが重要と考えます。 

9. 登山届について 
登山届の様式が資料集取り決め事項４と 6 とで
紛らわしいのではないか。 

取り決め事項「４」は、警察署などへの提出する例会の「登山
届」であり、取り決め事項「６」は、会に届ける個人山行届の
様式です。 
比較していただければお分かりのように個人山行届は簡便にさ
れています。利用目的によりご使用願います。 

10.  労山(県連)との関係について 
保留としている労山の加盟問題(当会が加盟して
いる兵庫県勤労者山岳連盟からの脱退の是非)に
早急な結論をだすべきである。明昭は明昭単独で
でも円滑に運営可能であり、ほとんど会員が労山
加盟のメリットを受けていないのに、高額な費用

労山の加盟問題は、2019年7月の定期総会での「これからの明
昭委員会の中間報告」(総会資料集P54～60参照)のとおりです。
その背景には、多額な連盟費を払ってまで加入しているメリッ
トはあるのか、会の運営のためにその経費を振り向けた方が良
いのではないかと、多数の方の意見がありました。しかし、当 
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(連盟費)を払っている。その経費は会員減少によ
る赤字対策、部班員の会議交通費に向けることが
可能である。全会員の意見確認が必要不可欠であ
るが、全会員が賛成すれば分裂の危険性はない。 

時の役員や部・班員など会のお世話をされている方には、メリ
ットを生み出す成果を得るために積極的な活動をすべきとの意
見も少なくありませんでした。また、アンケートなどで数をあ
げてしまうと文字通り分裂の危機になりかねないと判断したも
のでした。 
積極的にメリットの出る活動をとのご意見に関しては、現実に
は、会からの県連への派遣は極めて少数の方の努力に支えられ
ているだけで、会としてのメリット追求にまで至っていないの
が実情です。 
ご意見としてはわかりますが、労山からの脱退が、全会員の一
致した共通認識とは考えておりません。3 年が経過し、会員の
25%が入れ替わっています。3年前と状況は変わっていないのか
会として組織的な議論をする時期とも思えます。中間報告は県
連の連盟費負担を契機に議論が始まりました。会はまもなく50
周年を迎えます。いつまでも保留でよいものか、総会後の世話
人会に諮っていきたいと考えます。 

11.  会計について  
収支計算書で収入が決算額-予算額、支出が逆の
記載になっています。あわせたらどうでしょう
か？ 

会計上の表示については、従前から、実績の対予算表示をわか
りやすくするため、現在の表記の仕方を行っています。会とし
ては「分かりやすさ」「継続性の原則」を大事にして現在の表記
方法を継続します。 

次期繰越金の減額要因は? 50周年事業積立金をわかりやすく120万円計上したため、端数
繰越金が取り崩された形となりました。 

会費の口座引き落としだけでなく、一年前納でも
よいので従来の振込の制度を続けてほしい。選択
肢を残して欲しい。 

従来からのゆうちょ銀行口座への振込による会費納入は継続し
ます。ただ、振込による会費納入では、いつも1割程度の方が
納入遅延となり未納督促という作業が発生しています。口座振
替による納入で確実、便利になったという声も多く聞いていま
す。 

12.  会員名簿について 
会員名簿の発行は取りやめることになっている
が、再検討して欲しい。 
プライバシーの問題があっても総会で合意が得
られれば発行できる。 

個人情報に係る事項について、総会で多数で決まれば良しとす
るのは、いかがなものでしょうか。 
個人情報などたとえ細かなことでもしっかり保護する必要があ
ります。また、名簿掲載を拒否する方が多ければ会員名簿が成
り立ちません。同様に、住所が変わっても届け出ないと会報す
ら郵送できません。 
会員の個人情報保護を優先させたいと考えます。 

13.  世話人の定年制について  
第44回定期総会で世話人の定年は78歳となりま
したのに、その後資料集などの掲載もなく周知し
ていないのでないか。 

世話人の定年制は、制度として定めたものではありません。世
話人会での申し合わせ事項として、一つの目安をまとめたもの
です。 
その時々 の事情もあり、あくまでも「目安」としてお考え下さ
い。その主旨を定期総会でも報告され、承認されています。 
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14.  議案の提示遅延について 
議案書に事前の役員改選案の提示なく残念。事前
提示が当然の流れの中、逆行である。規約は世話
人の30人以内、数にこだわる必要ないと考える。 

次期世話人名簿【案】の提示が議案書印刷に間に合わなかった
のは、極めて残念でした。今後は、このようなことないよう早
期に案が提示できるよう努めたいと思います。 

15.  自然保護活動に関連して 
「明昭の森」のことを知らない会員が多い。広報
してほしい。 

年4回行われる新会員のためのオリエンテーションで明昭の森
の案内をしていますが、十分とは言えません。 
現在、明昭の森に会員が訪れるのは、サンシュユの咲く3月と
紅葉の季節のみですので、実際に現地を訪れる例会が増えるよ
う、会員が訪れたくなる森づくりを考えていきたいと思います。 

神戸市森林整備事務所主催の「神戸森の文化祭」
(毎年再度公園10月予定)に参画し、トイレの取
組みや新会員の募集に役立てたら。 

昨年度の書面総会でも同様の提案を受けました。ハイキングの
会としての活動目的と照らし会として取り組むテーマとするか
検討するとお応えしています。残念ながら、この一年、会とし
ての積極的な活動をとの気運の盛り上りは見られませんでし
た。 

 
 
 

 第 92 回リーダー講習会 第 1課 (屋内講習)    
     
    

   ◆日   時  9 月 27 日(火) 18:30～20:30 
   ◆会   場  今津公民館 第 2 集会室 

               （西宮市今津水波町 9-28 阪神・阪急今津駅南東へ 7分） 

    ◆内   容  ・例会計画書はどのように作るのか  

                  ・下見はどのように行うのか 

                  ・例会当日注意する点は 

           ・例会報告書はどのように書くのか など  

   ◆講   師  2325 西川 和夫   2330 小路 利明    

    ◆定  員    16 名 

   ◆申    込  9 月 23 日（金）19：00～20：00  
           2330 小路利明  ☎078-743-7073 

                  ●第 2 課は 10 月 2 日(日)に実施します。 

   ＊第 48 回定期総会 資料集を持参してください。 

◆Ｂランクで未受講の方は、案内の有無、年齢に関係なく、ぜひ受講してください 

研修部 ～リーダーとして必要な心得・知識を身につけよう! !～ 
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世話人会報告  

<詳細は例会等で世話人に確認ください> 

・７月３日（日）第 48 回定期総会を開催。 

（詳細 P22 をご覧ください）質疑応答も活発

に行われました。総会での質疑に加え、事前

に寄せられた質問に対する世話人会の回答を、

まとめましたので併せてご覧ください。 

・主要討議内容(7/5・7/16) 

① 新年度ランク委員会のメンバー決定 

② 役員選考委員会欠員補充 

③ 世話人としての会への長年の功績に鑑み

1831 井筒谷光男氏を名誉会員に推挙承認 

④ マダニ遭遇事案多発に対応して各例会で

の注意喚起励行 

⑤ Ｃ例会事故事例の検証要請 

⑥ 熱中症アラート下で例会実施にあたり、 

例会ごとで十分に注意して実施すること 

⑦ 総会質疑応答案検討 

山行部 ・７月 23 日に「３万回記念例会」を

開催。S・A・B・C の各ランク合計５例会（B

は２例会）がランクごとに掬星台に集いまし

た。「創設 47 年にして例会３万回は非常に大

きな数字。次は 50 周年記念行事に向けて進み

たい」と会長が挨拶、改めて会の歴史の重み

を感じたことでした。 

障がい者登山委員会 ・今年度はバスハイク

を検討中です。宿泊例会はまだハードルが高

いですが、いずれ実施できればと考えていま

す。・「ひまわりハイキング」も独自で体験ハ

イキングを実施すべく、参加票を作成中です。 

県連関係 県連主催の六甲全山縦走大会は

2023 年 3 月 12 日（日）に開催の予定。 

・六甲山トイレ設置要請運動は、対行政・地

権者等課題多いが引続き注力。 

・当会の県連への新体制：常任理事１、理事

２、委員１。 

トピックス 

・総会では各種表彰も行われました。実際に

表彰状を受け取ることで、また例会への参加

意欲も増したことと思われます。特に、CL200

回賞、250 回賞のお二人の「CL は楽しい！」

との言葉が印象的でした。リーダーは強要さ

れるものではなく、楽しんでするもの。コー

スを企画し、実施する面白さに気づいてほし

いとの思いを受け取りました。・暑さは続きま

すが、体力維持のため無理のない範囲で出か

けましょう。リーダーの皆さんも「定められ

た休憩ポイント」にとらわれず、臨機応変に

休憩を取って下さい。早朝ハイクもおすすめ

です。・今年はダニが多いようなので更なる注

意を。忌避剤はたっぷりと。肌に直接スプレ

ーも有効です。 

統計資料 

会員数推移      2022 年 7 月現在 

 

例会のまとめ     2022 年 6 月分 

 

月初 入会者 退会者 月末
男性 287 0 0 287
女性 458 3 0 461
計 745 3 0 748

ラ
ン 計 中 実 会 員 一 般 計 平均
ク 画 止 施 男 女 男 女 （名） （名）
S 11 1 10 40 78 0 0 118 12

S健 6 0 6 28 56 0 0 84 14
A 34 0 34 187 253 0 0 440 13

A健 18 0 18 89 146 3 11 249 14
B 46 1 45 204 326 0 0 530 12

B健 14 0 14 64 134 0 0 198 14
C 4 0 4 14 15 0 0 29 7

SKI/XC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 134 2 132 629 1,017 3 11 1,660 13

前年比 10 -101 111 544 884 2 6 1,436 2
21年6月 124 103 21 85 133 1 5 224 11

参加者数例会数

世話人会報告   明 昭 だ よ り 事務局・会報部 
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ｎいｎお 
 
 
 
 
 
◆暑いけど歩きたい 

連日 30 度を超える猛暑。暑さに弱い私は
山行中、過去２回中途リタイアしたことがあ
り、真夏の歩きに不安がある。しかし雨続き
で運動不足でもあるし気分転換もしたい。そ
うした揺れる想いで参加申し込みをした。 
◆トンネル内の闇と涼を堪能 
武庫川渓谷にそった JR 福知山廃線跡の道
は、危惧に反して夏草と勢いを増した雑木に
優しくガードされた、ほぼ日陰の道だった。 
気温は高いが空は澄み渡り、ときおり涼しい
風が汗ばんだ頬を撫ぜて通りすぎる。花の季
節は過ぎていたが、それでも楚々とした小花

が目に入り、その
たびに花木に詳
しいＫさんに尋
ねると、ヤブジラ
ミ、ハエドクソウ、
オカトラノオ、サ
ツキの原種など
と即座に答えが
返ってくる。その

知識量にびっくりする。 
最初のトンネルに近づくとひんやりとし
た空気が出口の見えない闇の奥から流れて
くるのがわかった。それぞれに懐中電灯やヘ
ッドランプを用意してトンネルに突入。ほど
よいクーラーの中にいる快適さ。平日とあっ
てハイカーはほとんどなく、この闇と無音を
じっくりと楽しんだ。 
ハイキングコースには６本のトンネルが
あるが、第２トンネルを抜けると渓谷のダイ
ナミックな光景が目に飛び込んできた。先日
来の水量を集め滝のように怒涛を打つ川。圧

巻だった。当然カメラにおさめる。 
◆七夕の日のおくりもの 
ふと目を移すと鷺と思われる黒い鳥がギ
ャラリーを意識しているかのように、激流の
瀬を巧みに下っていった。その名カヤッカー
ぶりに思わず歓声を上げてしまった。 
足元ばかり見ていたところに「合歓の花」。
見上げると青空にあわあわとピンク色が散
っていた。 
「このあたりはクルミの木が多いのよ」と
Ｋさんが教えてくれた途端、青いクルミの房
を見つけた。「ここにも」「あそこにも」。落
ちて黒く腐った実を掌に載せしげしげと見
入る人もいる。いっとき子供に還った。 
短い第３トンネルの出口の先に赤い鉄橋
が見えた。骨組みの美しさを渓谷がさらに引
き立てていた。ここで集合写真を撮り、さら
に進んで一番長い第４トンネルを抜けた親
水広場の緑陰で昼食となった。残りの二つの
トンネルを惜しみながら抜けて解散。 
この日は七夕。初セミを聞いた日でもあった。 
 

 
北山第二トンネル出口にて 筆者中央 

           写真提供：田寺多恵子 
ＣＬ村山晶代 ＳＬ小曽根 司 

  
 
  
北摂：JR 福知山線廃線跡 
                  

2255 栁井悦子  

れいかい・S        2022.7.7 
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ｎいｎお 
 
 
 
 
 
◆早朝の芦屋川 
 早朝ハイクは今回２回目。１回目も夏なの
に「暑い」と感じる時間が少なかったので味
を占めて参加しました。 
土曜日の早朝７時頃、芦屋川周辺は風もあ
り涼しく、山行きの方には出会わず、地元の
方？のウオーキングや犬の散歩の時間でし
た。 
７時 10 分 山芦屋公園で自己紹介、体操後

出発。「ここは６月頃蛍が見られるそうよ」
と聞き、来年の楽しみが一つ増えました。 
 当日は 10 時頃から雨の予報でしたが、リ
ーダーが「城山がきれいに見えているから 
（雨は）大丈夫」と言われ、不思議なことに
７時 40 分頃少し青空が見えてきました。 
 
◆こんなところに大きな鯉が 
７時 50 分 高座の滝に到着。いつもなら炎
天下の住宅街を抜けてくるので、ここまでで
一汗かきますが、この日は日差しが強くなく
て、ほとんど汗もかきませんでした。諸先輩
方はベンチに座り、涼し気に休憩。私は滝の
側で涼しいひと時を頂きました。 
 高座谷の黒い堰堤では、先輩が小魚にバナ
ナをプレゼントしているのを見てひと休み。
休憩が終わり少し進むと、先輩が「これも見
とかないと」と連れて行かれた所に、大きな
鯉が２匹。「ここはバナナじゃないよ。パン
な」とほのぼのとした一言。 
 
◆山の楽しみ方 
 9 時 25 分 横ノ池に到着。10 時まで休憩。
目の前の横ノ池には一面羊草が咲き、青い空
には雲が流れ、日向にいるのに風が吹き涼し
く、暫く例会に参加している事を忘れる時間

でした。 
 10 時過ぎ、横ノ池から打越峠の間、先輩
方は「これは何(植物)かな」とこちらでもあ
ちらでもスマホでパチリ。私も先輩方みたい
に山の楽しみ方を真似しようと思いました。 
 甲南パノラマ道では蝉の鳴き声が聞こえ、
10 分ほどだけ暑さを感じましたが、それ以
外は山の中はとても涼しく快適でした。 
 
◆暑さに驚き、早朝ハイクの良さを実感 
12 時過ぎ、八幡谷から住宅地に出ると、
暑さに驚きました。暑いなと思いながら、歩
いていると川沿いの家からブンブンが飛ん
でいきました。大きなきれいなブンブンだな
あと思っていたら「玉虫や。何かいいことあ
るよ」と先輩。無知な私は、玉虫の厨子の？ 
そんな珍しい虫？と家で早速ネットで調べ
ました。幸運、金運etcと書かれていました。 
リーダーから「折角だから楽しみましょう」
「暑い時期は無理のないように、しないよう
に」といわれ、おしゃべりが減ったら「休憩
しましょう」と声がかかり、横ノ池の休憩も
たっぷりとあり、皆さんのおかけで楽しい、
体に無理がない早朝ハイクでした。 感謝で
す。また、早朝ハイクに参加します。 
 

 

七兵衛山にて 筆者中央  写真提供：松谷佳子 
ＣＬ青井香都  ＳＬ松谷佳子 

  
 
  
六甲：横ノ池～七兵衛山～八幡谷 
                  

3006 川那辺千里 

れいかい・Ａ健       2022.7.9 
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6/ 1(水)             No.29796  [S 健]                     
北摂：夫婦岩～中山寺奥の院～やすらぎ広場                 
CL：佐藤史子 SL：大世古健治                  14 名(4:10) 
中西和子 荒谷静枝 小野清美 山本登美子 高木宏斉 服部 
愼一 田寺多恵子 房谷温子 増井文子 山下勝子 田村美都 
枝 北野克己                                             
6/ 1(水)             No.29797  [B]                       
六甲：関電道～岩倉山～赤子谷西尾根                       
CL：坂本生子 SL：山口節子                    17 名(7:10) 
野田勝一 田中富美 山中紀枝 野田和子 佐東至 髙尾ひろ 
子 大島道子 永友加津子 西尾マサル 上保成子 山﨑崇  
北島圭二 吉田正之 蔵垣内収子 石川光明                 
6/ 2(木)             No.29798  [S]                       
西阪神：山畑公園～甲山森林公園～                         
モリアオガエルの池                                       
CL：木下猛 SL：小曽根司                       12 名(6:6) 
西川カツ子 大伴洋子 佐治初代 高橋淳子 神前多永 二宮 
洋介 梅林きよ子 江見育子 若本勝治 斎藤賀大           
6/ 2(木)             No.29799  [B]                       
六甲：大池地獄谷東尾根～記念碑台～油コブシ               
CL：山﨑芳 SL：林孝子                        13 名(2:11) 
中島寿子 小寺修子 佐治二三子 小西豊子 山﨑薫 富永信 
子 澤田智子 村上貞喜 村上眞理子 富田みか 小林妙子   
6/ 3(金)             No.29800  [S]                       
六甲：城山～鷹尾山～城山                                 
CL：田口満 SL：安部愛子                        9 名(6:3) 
高橋淳子 二宮洋介 服部愼一 大世古健治 神宮和親 朝井 
章夫 山口壽子                                           
6/ 3(金)             No.29801  [A]                       
奈良：磐余神社～百済寺～馬見丘陵公園                     
CL：森俊夫 SL：井筒谷光男 三宅律子           11 名(8:3) 
菊留美智子 中島敏明 宮本龍二 高木宏斉 松木優 大津輝 
雄 光永一彦 大澤律子                                   
6/ 4(土)             No.29802  [A]                       
六甲：シュラインロード～古寺山                           
CL：野﨑一彦 SL：児玉美枝                    18 名(12:6) 
原水直子 堀本多美子 足立忠彦 服部愼一 中島翁助 前田 
昭二 湯瀬明子 魚井宏樹 加藤誠一 山口敏嗣 古本徳三  
村岡久 田村美都枝 尾崎哲也 田口満 沖野はつこ         
6/ 4(土)             No.29803  [A]                       
金剛：専称寺～二上山～當麻寺                             
CL：奥田義雄 SL：岡崎敦子                      7 名(1:6) 
河原節子 梅林きよ子 四本貞子 橋本典子 藤本恵子       
6/ 4(土)             No.29804  [A]                       
奈良：新沢千塚古墳群公園～久米寺～橿原神宮               
CL：島本隆之 SL：田中ヒトミ                  18 名(5:13) 
中原幸子 宮本龍二 入口裕子 荒木良一 荒木好子 森本莞 
子 大津輝雄 国谷由紀子 宇津宮房江 高原エリ 後尾能子 
斎藤圭子 田中美知子 植中秀子 稲垣嘉英 村井久代       
6/ 4(土)             No.29805  [A 健]                     
六甲：宝殿橋～小川谷～逢山峡                             
CL：岡邦彦 SL：金田恭典                      19 名(8:11) 
菅原公男 辻久雄 藤田勝 岡田東亜 井上敏子 増井文子  
山下勝子 熊順子 藤井裕太郎 池田定子 岡田洋子 服部明 
美 松尾英子 川那辺千里 平井慶子 河石裕子 坂萩誠二   
6/ 4(土)             No.29806  [A 健]                     
北摂：百丈岩～静ヶ池～カモシカ谷南尾根                   
CL：甲斐義人 SL：牧泰平                     21 名(11:10) 

辻和夫 堀川一秋 納田純男 佐藤史子 鶴岡廣志 伊藤欣一 
伊藤佳代 河野初美 官野肇 林美恵子 中嶋恵子 福山久美 
子 岩本敦子 田村光一 城間益子 山田京子 西本裕明 西 
本弘美 浜畑有信                                         
6/ 4(土)             No.29807  [A 健]                  OL 
OL 京都北山：寺山峠～雲取山～二ノ谷出合(読図)    
CL：松井健 SL：築山光男                        7 名(5:2) 
木村靖彦 野田勝一 脇田達志 和田知子 浅野仁美         
6/ 4(土)             No.29808  [B]                       
六甲：樫ｹ峰～ゴロゴロ岳～八幡谷                   
CL：金澤千惠美 SL：大泉吉孝                  13 名(1:12) 
北村梢 国府みつ子 佐治二三子 橋本清子 平井恵子 坂本 
生子 野田和子 二宮幸子 林孝子 藤田祐子 春名順子     
6/ 4(土)             No.29809  [B]                       
六甲：八幡谷～雨ヶ峠～会下山遺跡                  
CL：岩本登代子 SL：村山健次郎                16 名(10:6) 
坂本守 金澤忠昭 青木和彦 小屋敷豊 柴田敏郎 柴田礼子 
前海明代 西尾マサル 前田勝郎 吉田信彦 俵美子 岸本邦 
子 荒木隆治 松本良枝                                   
6/ 4(土)             No.29810  [B]                       
六甲：背山散策路北野道～旧道～世継山              
CL：根角茂彰 SL：山田真喜子                   12 名(4:8) 
北谷都 神宮和親 東和子 江藤和雄 西浦由美子 大島泰子 
森本流美 塩飽裕美 森口博行 松岡佐和子                 
6/ 4(土)             No.29811  [B]                       
北摂：検見山～大峰山                              
CL：豊田英行 SL：岸田みさを                    7 名(2:5) 
浜辺登美子 浜崎由美子 河本由美子 久加淳子 市場秀幸   
6/ 4(土)             No.29812  [B 健]                     
六甲：五助山～有馬三山～五助山                    
CL：荒川康典 SL：青木幸夫                      4 名(3:1) 
米田哲 木村真弓                                         
6/ 4(土)             No.29813  [B 健]                     
六甲：炭ヶ谷～北・南ドントリッジ～再度山          
CL：松本長次 SL：鈴木寛子                    21 名(7:14) 
大垣順子 高橋悦子 北川修子 中村ヒロ子 渡邊美保 富永 
信子 西村貴美子 畑中嘉津美 秋山佳弘 野田美保子 坂上 
栄司 坂上真澄 出水淑子 松井陽子 北島圭二 松森克安  
李良載 髙田良子 松谷佳子                               
6/ 4(土)～6/ 5(日)   No.29814  [C]                       
台高：迷岳・池木屋山                              
CL：小西和雄 SL：長谷川秋子                    5 名(3:2) 
篠原恵子 西川和夫 神谷尚典                             
6/ 5(日)             No.29815  [S]              六甲清掃 
六甲：大師道～燈籠茶屋～諏訪山公園                
CL：溝渕由紀子 SL：木下猛                      8 名(3:5) 
藤澤日出子 小松祥子 友添智子 神前多永 二宮洋介 宇津 
宮房江                                                   
6/ 5(日)             No.29816  [A]              六甲清掃 
六甲：諏訪山公園～再度公園～徳光院                
CL：荒木隆治 SL：今井みや子                   10 名(6:4) 
菊留美智子 兼重良三 林捷衛 梶本悦巳 谷村晴男 光永一 
彦 田中千加子 大矢薫                                   
6/ 5(日)             No.29817  [B]              六甲清掃 
六甲：碇山～再度公園～城山                        
CL：斎藤賀大 SL：植中秀子                     11 名(3:8) 
瀬尾定子 立花冨子 金子義夫 大澤律子 岡崎敦子 福井資 
永井とも子 玉田優子 山田幸子                           
6/ 5(日)             No.29818  [B 健]            六甲清掃 
六甲：七三峠～再度公園～諏訪山児童公園            
CL：濱田裕章 SL：古澤眞司                      9 名(3:6) 
小林靖代 東和子 髙木たね 谷隅正彦 里山康子 竹内富江 
松井陽子                                                 
6/ 5(日)             No.29819  [A]                       
六甲：奥池～新鷲林寺橋南西尾根～焼石ヶ原          
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CL：山口喜三郎 SL：柴田享子                   13 名(5:8) 
遠藤陽一 山本登美子 辻久雄 長久子 長實 増田節子 朝 
井章夫 田村美都枝 安藤まり子 山内千恵子 魚﨑利子     
6/ 5(日)             No.29820  [A]                       
六甲：打越峠～黒五谷～風吹岩                             
CL：三宅玲子 SL：中田一人                      7 名(3:4) 
伊藤恵子 吉田征四郎 髙尾ひろ子 田中巧 井上礼子       
6/ 5(日)             No.29821  [A]                       
六甲：会下山遺跡～七兵衛山～八幡谷                       
CL：村松敦子 SL：井ノ口裕子                    9 名(5:4) 
菅原公男 小笠原靖正 小塚玲子 和田信之 市場秀幸 草村 
洋美 北野克己                                           
6/ 5(日)             No.29822  [A]                       
北摂：夫婦岩～中山最高峰～清荒神                         
CL：陶山直子 SL：吉塚敬子                     14 名(5:9) 
田辺勝美 三船多美子 中山弘子 大世古健治 星野時男 重 
岡孝子 加藤誠一 小寺千枝子 吉塚正孝 田中明美 岸本邦 
子 武田綾子                                             
6/ 5(日)             No.29823  [B]                       
六甲：碇山～再度公園～高雄山                             
CL：朝比奈弘子 SL：中村望                      7 名(4:3) 
佐東至 三宅律子 鳥井田智子 細川三男 石川光明         
6/ 5(日)             No.29824  [B]                       
六甲：市ケ原～高雄山～再度公園                           
CL：水田淳子 SL：田村光一                     11 名(3:8) 
中島寿子 高塚洋之 古賀直子 小谷愛子 土山久美子 永田 
三恵子 横田博子 佐田恭夫 小林妙子                     
6/ 5(日)             No.29825  [B]        リーダー講習会 
六甲：鷹尾山～万物相～保久良神社                         
CL：久保裕子 SL：小路利明                     12 名(7:5) 
高木浩司 坂上栄司 清水正明 上田勝 髙田良子 髙田富士 
夫 蔵垣内収子 要りか 砂川英子 羽生未来               
6/ 5(日)             No.29826  [B]                       
六甲：八幡谷～西お多福山～瑞宝寺谷                       
CL：萬田豊子 SL：速水彰                        9 名(4:5) 
青井康弘 西浦由美子 西浦洋三 荒川康典 二ノ宮操 片井 
照代 若槻真由美                                         
6/ 5(日)             No.29827  [B]                       
北摂：中山寺奥の院～中山最高峰～大峰山                   
CL：河本由美子 SL：林美恵子                   10 名(3:7) 
宮村末子 小寺修子 青木和彦 木戸尚子 江藤謙治 阪本敬 
一 敷島裕子 河石裕子                                   
6/ 5(日)             No.29828  [B]                       
京都北山：桟敷ヶ岳                                       
CL：能勢智晴 SL：江藤由紀                参加者なし中止 
6/ 5(日)             No.29829  [B 健]                     
六甲：婆谷左俣～摩耶山～青谷東尾根                       
CL：森口博行 SL：井藤清美                    15 名(5:10) 
冨井直樹 丸山雅子 上村薫 森本流美 吉田信行 久加淳子 
松山しづ子 平雅子 山本三恵 東田佳子 永谷裕子 林淑江 
水田学                                                   
6/ 6(月)             No.29830  [S]                       
大阪：蕪村公園～毛馬閘門～城北公園                       
CL：小曽根司 SL：東埜和男                      雨天中止 
6/ 7(火)             No.29831  [S]                       
西阪神：夙川オアシスロード～御前浜公園                   
CL：妹尾靖子 SL：小曽根司                     13 名(5:8) 
岩崎玲子 井上晴代 田中孝子 深田順美 服部愼一 服部正 
恵 伊藤欣一 岡邦彦 四本貞子 吉塚正孝 平野明子       
6/ 7(火)             No.29832  [A]                       
金剛：岩屋峠～万葉広場～雄岳                             
CL：田中ヒトミ SL：大場啓史                   10 名(4:6) 
入口裕子 荒木良一 荒木好子 甲斐義人 国谷由紀子 松本 
宣子 安部愛子 瀬々英雄                                 
6/ 7(火)             No.29833  [B]                       

六甲：赤子谷左俣～焼石ヶ原～樫ヶ峰                
CL：青木和彦 SL：瀬尾定子                     11 名(6:5) 
小林靖代 江藤謙治 山道正男 土山久美子 阪本敬一 藤田 
英之 吉田康一 蔵垣内収子 岩崎尚代                     
6/ 8(水)             No.29834  [S]                       
大阪：城北公園～淀川左岸～毛馬閘門                
CL：末積雅子 SL：末積敬三                     15 名(6:9) 
中原幸子 河原節子 中川柚子 宮川ヒロ子 神前多永 山本 
登美子 服部愼一 岩田朱實 大世古健治 宇津宮房江 林庄 
宏 吉田信彦 松岡佐和子                                 
6/ 8(水)             No.29835  [A]                       
六甲：ロックガーデン～横ノ池～打越峠              
CL：豊田美景 SL：空谷宏                      20 名(4:16) 
菅原公男 和田育代 大原照子 内田清美 金澤忠昭 山川砂 
世美 北谷都 城間益子 三宅玲子 上保成子 玉井陽子 田 
口満 藤井洋子 村田節子 藤本恵子 道上富子 魚﨑利子  
野村久栄                                                 
6/ 8(水)             No.29836  [A 健]                     
生駒：傍示峠～交野山～国見山                      
CL：植田順子 SL：前田光彦                      6 名(2:4) 
高木宏斉 橋本典子 植中秀子 井川久美子                 
6/ 8(水)             No.29837  [B]                       
六甲：老婆谷～摩耶山～黒岩尾根                    
CL：浜崎由美子 SL：大島秀一                    8 名(4:4) 
佐治二三子 佐東至 光永一彦 村山健次郎 和田知子 沖野 
はつこ                                                   
6/ 8(水)             No.29838  [B]                       
六甲：黒岩尾根支尾根～摩耶山～学校林道            
CL：野村昌宏 SL：大島泰子                      6 名(1:5) 
中島寿子 山﨑芳 佐々木理恵 小林妙子                   
6/ 8(水)             No.29839  [B 健]                     
六甲：ハチノス谷東尾根～摩耶山～黒岩尾根          
CL：河本由美子 SL：根角茂彰                   12 名(3:9) 
浜辺登美子 瀬尾定子 小西豊子 林孝子 久加淳子 荒川康 
典 畑中嘉津美 塩飽裕美 蔵垣内収子 岩崎尚代           
6/ 8(水)             No.29840  [B 健]                     
生駒：生駒山～暗峠～高安山                        
CL：長崎裕治 SL：高田邦雄                      7 名(3:4) 
朝比奈弘子 村松敦子 竹内富江 市場秀幸 水田淳子       
6/ 9(木)             No.29841  [A]                       
北摂：多田銀銅山～道の駅猪名川～くろまんぷ        
CL：柴田享子 SL：岸本邦子                    16 名(5:11) 
足立忠彦 日野猛美 服部愼一 田寺多恵子 大世古健治 赤 
田由理子 増田節子 朝井章夫 岡村博子 松井直樹 入江称 
子 中野由加里 松尾英子 成田敏子                       
6/ 9(木)             No.29842  [A 健]                  OL 
OL 北摂：三国ヶ嶽～永沢寺(読図)                  
CL：築山光男 SL：野田和子                     11 名(4:7) 
木村靖彦 野田勝一 浜崎由美子 伊藤佳代 坂本生子 赤井 
和江 鈴木弘成 和田知子 前田康子                       
6/ 9(木)             No.29843  [B 健]                     
六甲：本庄山～黒岩谷西尾根～打越峠                
CL：北島圭二 SL：岡崎順子                     14 名(5:9) 
江藤由紀 瀬尾定子 塩飽恒雄 田内和枝 坂上栄司 坂上真 
澄 濱田裕章 平雅子 富田みか 芳村雅夫 蔵垣内収子 山 
下清美                                                   
6/10(金)             No.29844  [S 健]                     
六甲：記念碑台～シュラインロード～逢山峡          
CL：原水直子 SL：稲葉春美                      6 名(2:4) 
谷口恵造 中西和子 二宮洋介 山内千恵子                 
6/10(金)             No.29845  [A]                       
六甲：青空広場～ゴロゴロ岳～奥池                  
CL：玉井陽子 SL：浜口礼子                    18 名(8:10) 
溝渕由紀子 山本登美子 西村優子 牧泰平 服部愼一 松木 
優 吉田朋代 前田昭二 房谷温子 加藤誠一 安井良雄 田 
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村美都枝 田口満 髙木泰子 廣瀬淳 廣瀬真由美           
6/10(金)             No.29846  [A 健]                     
六甲：ガベノ城～観音山～北山緑化植物園                   
CL：林美恵子 SL：小寺修子                     13 名(5:8) 
宮下静子 伊藤欣一 魚井宏樹 岡田東亜 佐治二三子 安部 
愛子 大澤律子 安福知子 荒川康典 山田京子 浜畑有信   
6/11(土)             No.29847  [S 健]                     
北摂：宝塚西谷の森公園散策                               
CL：田辺勝美 SL：中山弘子                     13 名(5:8) 
小野清美 河原節子 中島敏明 兼重道代 神前多永 入口裕 
子 荒木良一 荒木好子 大世古健治 梅林きよ子 原洋子   
6/11(土)             No.29848  [A]                       
六甲：高座谷～横ノ池～八幡谷                             
CL：岡邦彦 SL：青井香都                        7 名(2:5) 
服部愼一 服部正恵 佐藤史子 永谷裕子 川那辺千里       
6/12(日)             No.29849  [A]                       
六甲：銀水橋～甲山自然観察池～仁川渓谷                   
CL：西尾マサル SL：重松恵子                    7 名(2:5) 
北谷都 栁井悦子 山田真喜子 丸井旬子 和田信之         
6/11(土)             No.29850  [A]                       
北摂：宝塚西谷の森公園                                   
CL：立花冨子 SL：二ノ宮操                      8 名(2:6) 
官野肇 四本貞子 岩本敦子 髙木たね 三谷正香 石川光明 
6/11(土)             No.29851  [A 健]                     
六甲：北山公園～観音山南尾根～飯盛尾根                   
CL：甲斐義人 SL：宮本龍二                      9 名(5:4) 
井筒谷光男 藤田勝 栁井悦子 城間益子 平井慶子 奥原ま 
ゆみ 坂萩誠二                                           
6/11(土)             No.29852  [B]                       
六甲：蛇谷北山～一軒茶屋～八幡谷                         
CL：富田みか SL：砂川竹志                      3 名(2:1) 
那須睦彦                                                 
6/11(土)             No.29853  [B]                       
六甲：行者堂跡～摩耶山～杣谷                             
CL：高塚洋之 SL：久保裕子                      6 名(4:2) 
中村ヒロ子 冨井直樹 江藤和雄 青木幸夫                 
6/11(土)             No.29854  [B]                       
六甲：鷹尾山～荒地山～七兵衛山                           
CL：吉田康一 SL：片岡敦子                      5 名(3:2) 
山口敏嗣 斎藤多美子 佐田恭夫                           
6/12(日)             No.29855  [B]                       
奈良：榁ノ木峠～矢田寺～法隆寺                           
CL：植田順子 SL：松森克安                      9 名(3:6) 
松本宣子 田中美知子 玉田優子 髙田良子 髙田富士夫 吉 
田昌弘 春名順子                                         
6/11(土)             No.29856  [B]                       
京都東山：子鹿山～猪山～楼門の滝                         
CL：山﨑薫 SL：砂田明子                       12 名(6:6) 
木村靖彦 野田勝一 山﨑芳 関口隆久 安福知子 藤原孝子 
藤田美恵 野村昌宏 市場秀幸 河石裕子                   
6/11(土)             No.29857  [B 健]                     
六甲：大池地獄谷東尾根～古寺山                           
CL：日高邦夫 SL：日高久子                      7 名(2:5) 
小林靖代 小西豊子 小西和雄 東部八千代 砂川英子       
6/11(土)             No.29858  [B 健]                     
六甲：古寺山～奥ノ院道～油コブシ                         
CL：末積雅子 SL：末積敬三                      3 名(1:2) 
浜崎由美子                                               
6/12(日)             No.29859  [S]                       
西阪神：関西学院大学～甲東園                             
CL：角石玉江 SL：佐治初代                    12 名(0:12) 
藤澤日出子 永田豊美 浜口礼子 郷上洋子 友添智子 深田 
順美 糀谷和子 房谷温子 河野初美 宇津宮房江           
6/12(日)             No.29860  [A]                       
六甲：八幡谷～七兵衛山～会下山遺跡                       

CL：田村美津子 SL：水田学                      8 名(5:3) 
光永一彦 吉田信彦 尾崎哲也 永田三恵子 北野克己 児玉 
純子                                                     
6/12(日)             No.29861  [A]                       
六甲：諏訪山公園～再度公園～市ケ原                
CL：河村周一 SL：田内和枝                     10 名(4:6) 
中原幸子 多々良濱代 岩田朱實 中島翁助 小笠原靖正 安 
部愛子 安部忠雄 武田綾子                               
6/12(日)             No.29862  [A]                       
北摂：足洗川渓谷～中山最高峰～大林寺              
CL：前田康子 SL：星野知枝                    16 名(4:12) 
国府みつ子 堀本多美子 三船多美子 新垣幸子 和田育代  
林捷衛 東中多喜子 星野時男 福家千津子 重岡孝子 西國 
治 堀越幹子 安藤まり子 下橋耕市                       
6/12(日)             No.29863  [A 健]                     
六甲：岩倉山～東譲葉山～東観峰                    
CL：三宅律子 SL：乾敬子                       14 名(7:7) 
菅原公男 辻和夫 堀川一秋 納田純男 長久子 長實 加藤 
誠一 山下勝子 佐東至 斎藤多美子 藤本恵子 木村千春   
6/12(日)             No.29864  [A 健]          体験ハイク 
六甲：高座谷～黒五谷～八幡谷                      
CL：田村光一 SL：横山恵 FL：小路利明 能登雅文 泉和利 
                                           13 名(5:1/3:4) 
稲垣嘉英                                                 
6/12(日)             No.29865  [A 健]                     
北摂：大岩岳～丸山湿原                            
CL：豊田英行 SL：渡邊美保                    18 名(5:13) 
菊留美智子 別所博子 遊上眞一 朝井章夫 藤澤眞佐子 増 
井文子 中嶋恵子 福山久美子 村山健次郎 玉井陽子 吉田 
康一 隠岐洋子 岡田洋子 服部明美 魚﨑利子 河石裕子   
6/12(日)             No.29866  [B]                       
六甲：奥山～道畦谷中尾根～住吉川左岸              
CL：丸山雅子 SL：阪本敬一                      9 名(3:6) 
萬田豊子 前田勝郎 林孝子 島田房美 松山しづ子 岡田初 
美 金田恭典                                             
6/12(日)             No.29867  [B]                       
六甲：山寺西尾根～摩耶山～地蔵谷                  
CL：森口博行 SL：西川智子                      7 名(3:4) 
大島秀一 岡崎敦子 畑中嘉津美 田中千加子 野村久栄     
6/12(日)             No.29868  [B]                       
北摂：東尾根～中山最高峰～惣河谷                  
CL：吉塚敬子 SL：本多洋子                    20 名(2:18) 
北村梢 今井みや子 濱本文子 北川修子 内田清美 山川功 
新居由美乃 東和子 立花冨子 立石麗子 吉塚正孝 二宮幸 
子 木戸尚子 上保成子 西岡三千恵 陶山直子 山田美華  
永井とも子                                               
6/12(日)             No.29869  [B]                       
和泉：観音山～大福山～青少年の森                  
CL：藤川中 SL：高田邦雄                       12 名(8:4) 
小屋敷豊 古賀直子 西川和夫 川上直彦 三木敦代 髙尾ひ 
ろ子 田中巧 三宅玲子 中田一人 速水彰                 
6/12(日)             No.29870  [B 健]          夏山講習会 
六甲：黒岩尾根～摩耶山～山寺西尾根                
CL：宮本政雄 SL：山崎良子                    24 名(7:17) 
児玉美枝 竹村圭子 岩本登代子 那須睦彦 和田知子 野村 
昌宏 塩飽恒雄 塩飽裕美 村上貞喜 出水淑子 岸本邦子  
木村真弓 市場秀幸 藤田祐子 堀川澄江 東田佳子 永谷裕 
子 大泉吉孝 長尾裕子 松谷佳子 蔵垣内収子 片井照代   
6/12(日)             No.29871  [B 健]                     
六甲：梅谷～Ｂ懸尾根東谷～打越峠                  
CL：土山久美子 SL：北島圭二                  18 名(6:12) 
高木浩司 坂本守 浜崎由美子 冨井直樹 林美恵子 坂本生 
子 瀬尾定子 江藤謙治 大島泰子 荒川康典 里山康子 臺 
光江 山本三恵 松井陽子 松尾朝美 松岡佐和子           
6/14(火)             No.29872  [A]                       
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北摂：夫婦岩～中山最高峰～清荒神                         
CL：光永一彦 SL：服部正恵                      5 名(3:2) 
服部愼一 赤井和江 荒川康典                             
6/16(木)             No.29873  [A]                       
奈良：大和民俗公園～東明寺～矢田寺                       
CL：鮫島幸江 SL：島本隆之                     14 名(6:8) 
高木宏斉 荒木好子 大津輝雄 野﨑一彦 宇津宮房江 橋本 
典子 安部愛子 田中ヒトミ 安部忠雄 野﨑寛 村松敦子  
國松充子                                                 
6/15(水)             No.29874  [B]                       
北摂：満願寺西山～中山最高峰～清荒神                     
CL：北川修子 SL：浜崎由美子                  15 名(4:11) 
小寺修子 藤川中 佐治二三子 林美恵子 大島泰子 荒川康 
典 市場秀幸 藤田祐子 堀川澄江 芳村雅夫 小林妙子 野 
村久栄 矢嶋直子                                         
6/16(木)             No.29875  [S 健]                     
北摂：大昌寺～山下古道～薬師堂                           
CL：原洋子 SL：湯瀬明子                      19 名(7:12) 
荒谷静枝 小野清美 田辺勝美 三船多美子 日野猛美 中山 
弘子 角石隆 角石玉江 野田勝一 浜辺登美子 増田節子  
房谷温子 神宮和親 朝井章夫 古本徳三 林庄宏 田村美都 
枝                                                       
6/16(木)             No.29876  [A]                       
六甲：高座谷～横ノ池～打越山                             
CL：田口満 SL：菅原公男                      17 名(6:11) 
足立忠彦 和田育代 服部愼一 辻久雄 伊藤佳代 北谷都  
河野初美 栁井悦子 山下勝子 山田真喜子 丸井旬子 西尾 
マサル 岡村博子 土山久美子 藤井洋子                   
6/18(土)             No.29877  [S]                       
北摂：頼光寺～川西市郷土館～小童寺                       
CL：北村正 SL：北村梢                        20 名(7:13) 
西川カツ子 田中孝子 神前多永 福井照子 田中侑子 角石 
玉江 荒木良一 荒木好子 田寺多恵子 谷内綱子 前田昭二 
武田功一 山川砂世美 高橋興太郎 房谷温子 江見育子 原 
洋子 若本勝治                                           
6/18(土)             No.29878  [A]                       
六甲：鷹尾山～横ノ池～打越峠                             
CL：村岡久 SL：松谷佳子                       16 名(8:8) 
浜口礼子 菊留美智子 河原節子 中島敏明 伊藤恵子 高木 
宏斉 吉田征四郎 井上敏子 松川康子 尾崎哲也 稲垣嘉英 
松本良枝 下橋耕市 北野克己                             
6/18(土)             No.29879  [A]                       
六甲：八幡谷～七兵衛山～会下山遺跡                       
CL：江藤和雄 SL：城間益子                    13 名(10:3) 
堀川一秋 中島翁助 松木優 小笠原靖正 神宮和親 西堀和 
子 岸田みさを 村山健次郎 小部哲郎 田口満 和田信之   
6/18(土)             No.29880  [A]                       
北摂：足洗川西尾根～山頂展望所～夫婦岩                   
CL：重岡孝子 SL：大髙悦子                     14 名(5:9) 
村山晶代 田辺勝美 服部愼一 服部正恵 井筒谷光男 伊藤 
佳代 増田節子 西國治 山田真喜子 堀越幹子 陶山直子  
ﾏﾉｼﾞｭｼｭﾚｽﾀ                                               
6/18(土)             No.29881  [A 健]                     
六甲：鷹尾山～黒五谷～八幡谷                             
CL：青井香都 SL：佐藤史子                    11 名(1:10) 
山田和子 田村美津子 北谷都 加藤誠一 野﨑醇子 四本貞 
子 二宮幸子 池田定子 松尾英子                         
6/18(土)             No.29882  [A 健]                     
六甲：諏訪山公園～七三峠～市ケ原                         
CL：日髙利幸 SL：山口節子                     15 名(6:9) 
菅原公男 遠藤陽一 別所博子 辻久雄 甲斐沼一夫 栁井悦 
子 山下勝子 三路美佐子 土山久美子 玉井陽子 藤井洋子 
吉田康一 魚﨑利子                                       
6/18(土)             No.29883  [B]                       
六甲：高座谷～荒地山～打越峠                             

CL：安部真一 SL：杉井裕子                    19 名(6:13) 
国府みつ子 中島寿子 山川功 平井恵子 遊上眞一 坂本生 
子 中嶋恵子 小屋敷豊 古賀直子 髙尾ひろ子 山﨑芳 吉 
田信彦 熊順子 吉岡伸代 坂上栄司 坂上真澄 上田久惠   
6/18(土)             No.29884  [B]                    OL 
OL 六甲：大池地獄谷東尾根～古寺山（読図）        
CL：松井健 SL：長尾裕子                       15 名(7:8) 
坂本守 木村靖彦 浜崎由美子 佐治二三子 林庄宏 江藤謙 
治 斎藤賀大 吉田信行 井上景子 塩飽裕美 竹内富江 井 
ノ口裕子 筒井智子                                       
6/18(土)             No.29885  [B]                       
六甲：地蔵谷～摩耶山～杣谷                        
CL：山崎良子 SL：山﨑崇                       14 名(8:6) 
高橋悦子 北川修子 藤川中 青木和彦 野田和子 那須睦彦 
荒川康典 青木幸夫 村上貞喜 木島慶一 野村久栄 矢嶋直 
子                                                       
6/18(土)             No.29886  [B 健]                     
金剛：カトラ谷～金剛山～ツツジオ谷                
CL：小西和雄 SL：砂田明子                    17 名(6:11) 
林美恵子 西村貴美子 久加淳子 藤原孝子 藤田美恵 野村 
昌宏 秋山徳次郎 田内和枝 李良載 砂川竹志 永谷裕子  
髙田良子 髙田富士夫 要りか 砂川英子                   
6/18(土)             No.29887  [B 健]                     
和泉：四ノ谷山～雲山峰～大福山                    
CL：大場啓史 SL：村松敦子                    13 名(3:10) 
渡邊美保 冨井直樹 東和子 石田淑子 島田房美 三宅玲子 
小塚玲子 濱田裕章 永井とも子 二ノ宮操 蔵垣内収子     
6/18(土)             No.29888  [C]                       
六甲：西山谷～記念碑台～大池地獄谷                
CL：中川みねこ SL：西川和夫                    6 名(2:4) 
篠原恵子 丸山雅子 和田知子 松本長次                   
6/19(日)             No.29889  [S]                       
西阪神：北山緑化植物園                            
CL：金澤忠昭 SL：立石麗子                      7 名(1:6) 
岩崎玲子 菊留美智子 中澤悦子 角石玉江 小寺千枝子     
6/19(日)             No.29890  [S 健]                     
北摂：夫婦岩～やすらぎ広場～中山寺奥の院          
CL：伊藤憲和 SL：吉田朋代                    20 名(7:13) 
藤澤日出子 中西和子 荒谷静枝 河原節子 二宮洋介 山本 
登美子 三船多美子 中山弘子 角石隆 入口裕子 岩田朱實 
荒木好子 東中多喜子 富吉博彦 西國治 朝井章夫 古本徳 
三 井上礼子                                             
6/19(日)             No.29891  [A]                       
六甲：北野町～再度公園～市ケ原                    
CL：能登祥子 SL：能登雅文                      9 名(4:5) 
日野晴光 日野猛美 長久子 長實 光永一彦 安藤まり子  
久保田純子                                               
6/19(日)             No.29892  [A]                       
六甲：高座谷～横ノ池～打越峠                      
CL：高木浩司 SL：永田三恵子                   13 名(5:8) 
菅原公男 多々良濱代 辻久雄 井上敏子 栁井悦子 西尾マ 
サル 土山久美子 國西彩賀 若槻真由美 北野克己 武田綾 
子                                                       
6/19(日)             No.29893  [A 健]                     
京都北山：嵐山～金鈴峡～高雄                      
CL：宮本龍二 SL：森俊夫                      17 名(6:11) 
原水直子 林捷衛 甲斐義人 井筒谷光男 伊藤佳代 岡田東 
亜 林美恵子 田村美都枝 斎藤圭子 宮崎早苗 山田京子  
中野由加里 大野啓子 石川恵美子 長谷川久美子           
6/19(日)             No.29894  [B]                       
六甲：城山～再度公園～市ケ原                      
CL：砂川竹志 SL：東田佳子                      5 名(3:2) 
前田勝郎 竹村圭子 荒川康典                             
6/19(日)             No.29895  [B]                       
六甲：鍋蓋山～菊水山～ひよどり展望公園            
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CL：森口博行 SL：髙木たね                    19 名(7:12) 
今井みや子 河本由美子 山﨑芳 中川勇夫 山﨑薫 金子義 
夫 斎藤賀大 久加淳子 斎藤多美子 藤田祐子 松森克安  
水田淳子 岡本典子 永谷裕子 吉田昌弘 砂川英子 小林妙 
子                                                       
6/19(日)             No.29896  [B]                       
六甲：城山～再度公園～川崎山                             
CL：佐東至 SL：三宅律子                      20 名(6:14) 
浜崎由美子 北谷都 神宮和親 高塚洋之 山田真喜子 福山 
久美子 鳥井田智子 中村望 二宮幸子 片岡敦子 安福知子 
上保成子 本多洋子 畑中嘉津美 大場啓史 西岡三千恵 隠 
岐洋子 田中千加子                                       
6/19(日)             No.29897  [B]                       
京都北山：仰木峠～大尾山～三千院                         
CL：江藤謙治 SL：江藤由紀                     12 名(6:6) 
野田勝一 重松恵子 安部愛子 大澤律子 関口隆久 村松敦 
子 塩飽恒雄 阪本敬一 石川光明 沖野はつこ             
6/19(日)             No.29898  [B 健]      岩場歩き講習会 
六甲：芦屋地獄谷～荒地山岩場～高座谷                     
CL：篠原恵子 SL：西川和夫                    20 名(6:14) 
山本貞美 瀬尾定子 西村貴美子 塩飽裕美 坂上栄司 山本 
三恵 宮本政雄 佐々木紫乃 速水彰 富田みか 髙田良子  
髙田富士夫 村井久代 片井照代 松尾朝美 山下清美 水田 
学 松岡佐和子                                           
6/19(日)             No.29899  [C]                       
比良：リトル比良                                         
CL：青井康弘 SL：横山恵                        9 名(5:4) 
中川みねこ 西浦由美子 西浦洋三 佐々木理恵 野村昌宏  
谷隅正彦 河村周一                                       
6/20(月)             No.29900  [A 健]                     
六甲：ロックガーデン～黒五谷～八幡谷                     
CL：空谷宏 SL：岡崎敦子                       11 名(3:8) 
伊藤欣一 伊藤佳代 安井良雄 中坊和子 木戸尚子 髙木泰 
子 藤本恵子 野村久栄 矢嶋直子                         
6/20(月)             No.29901  [A 健]                     
六甲：ロックガーデン～黒五谷～八幡谷                     
CL：細川三男 SL：国府みつ子                  13 名(2:11) 
和田育代 星野知枝 湯瀬明子 山下勝子 東和子 中嶋恵子 
片岡敦子 田中美知子 藤井洋子 日髙利幸 山田幸子       
6/21(火)             No.29902  [S]                       
西阪神：甲陽大池～震災記念碑公園～夙川公園               
CL：服部愼一 SL：木下猛                        7 名(3:4) 
深田順美 服部正恵 光永一彦 丸井旬子 赤井和江         
6/23(木)             No.29903  [A]                       
生駒：生駒山～あじさい園～生駒山麓公園                   
CL：鮫島幸江 SL：島本隆之                     13 名(6:7) 
入口裕子 荒木良一 荒木好子 森本莞子 大津輝雄 今井敏 
晴 前田光彦 村松敦子 大場啓史 植田順子 國松充子     
6/21(火)             No.29904  [B]                       
北摂：小倉神社～楊谷寺～奥海印寺バス停                   
CL：山口喜三郎 SL：本多洋子                   10 名(5:5) 
浜辺登美子 田中富美 重松恵子 佐東至 関口隆久 岡崎順 
子 李良載 横石政樹                                     
6/23(木)             No.29905  [A]                       
六甲：神戸森林植物園～再度公園～諏訪山公園               
CL：山川砂世美 SL：佐治二三子                19 名(5:14) 
松前育子 宮下静子 菊留美智子 角石隆 服部愼一 野田勝 
一 赤田由理子 湯瀬明子 原洋子 朝井章夫 鳥井田智子  
片岡敦子 村山健次郎 斎藤圭子 藤井洋子 池田真知子 山 
田京子                                                   
6/23(木)             No.29906  [B]                       
六甲：鷹尾山～黒五谷～打越山                             
CL：青井康弘 SL：青井香都                    17 名(5:12) 
小寺修子 北谷都 山田真喜子 東和子 西川和夫 小谷愛子 
乾敬子 荒川康典 俵美子 堀川澄江 松井陽子 芳村雅夫  

蔵垣内収子 沖野はつこ 羽生未来                         
6/25(土)             No.29907  [S]                       
六甲：鉢伏山～旗振山～ふんすいランド              
CL：宮村末子 SL：鳥井田智子                  15 名(3:12) 
永田豊美 佐治初代 中川柚子 友添智子 二宮洋介 山本登 
美子 福井照子 山中勝子 増田照代 富吉博彦 前田昭二  
江見育子 後尾能子                                       
6/25(土)             No.29908  [A]                       
六甲：会下山遺跡～七兵衛山～八幡谷                
CL：安部真一 SL：城間益子                     13 名(7:6) 
菅原公男 服部愼一 服部正恵 辻久雄 大世古健治 藤田勝 
佐治二三子 古本徳三 栁井悦子 丸井旬子 奥原まゆみ     
6/25(土)             No.29909  [A]                       
六甲：東お多福山～住吉道～打越山                  
CL：関口隆久 SL：山口喜三郎                    8 名(6:2) 
足立忠彦 増田節子 官野肇 安藤まり子 稲垣嘉英 石川光 
明                                                       
6/25(土)             No.29910  [A 健]                     
六甲：大藪谷南尾根～小笠峰～鷲林寺                
CL：児玉美枝 SL：野﨑一彦                     10 名(6:4) 
堀川一秋 魚井宏樹 岡田東亜 田村美都枝 野﨑寛 荒木隆 
治 川那辺千里 河石裕子                                 
6/25(土)             No.29911  [B]                       
六甲：観音山～ゴロゴロ岳～前山公園                
CL：小路利明 SL：岡本典子                    12 名(2:10) 
山田和子 中村ヒロ子 橋本清子 平井恵子 古賀直子 小谷 
愛子 大島泰子 島田房美 北島圭二 蔵垣内収子           
6/25(土)             No.29912  [B]                       
六甲：黒越谷第二西尾根～雨ケ峠～打越峠            
CL：河村周一 SL：金田恭典                     13 名(7:6) 
浜崎由美子 神宮和親 末積敬三 末積雅子 山﨑芳 山﨑薫 
土山久美子 前川直人 阪本敬一 菖野和美 東部八千代     
6/25(土)             No.29913  [B]                       
六甲：芦屋地獄谷～荒地山岩場                      
CL：冨井直樹 SL：田村美津子                    9 名(1:8) 
坂本生子 藤原孝子 藤田美恵 田内和枝 平雅子 砂川英子 
松岡佐和子                                               
6/25(土)             No.29914  [B]                       
六甲：旗振山～須磨アルプス～高取山                
CL：山本三恵 SL：青井康弘                      6 名(3:3) 
西尾マサル 江藤和雄 横山恵 田中千加子                 
6/25(土)             No.29915  [B]                       
生駒：宝山寺～生駒山～ぬかた園地あじさい園        
CL：村松敦子 SL：小塚玲子                      8 名(1:7) 
重松恵子 髙尾ひろ子 塩飽裕美 大場啓史 玉田優子 西田 
崇代                                                     
6/25(土)             No.29916  [B]                       
京都西山：釈迦岳～東尾根～森の案内所              
CL：伊藤憲和 SL：松村俊一                      7 名(6:1) 
野田勝一 吉塚正孝 吉塚敬子 中田一人 根角茂彰         
6/25(土)             No.29917  [C]                       
滋賀：金勝アルプス                                
CL：砂川竹志 SL：丸山雅子                      9 名(4:5) 
中川みねこ 西浦由美子 佐々木理恵 野村昌宏 松本長次  
森口博行 富田みか                                       
6/26(日)             No.29918  [A]                       
六甲：鷹尾山～横ノ池～打越峠                      
CL：田村光一 SL：金澤千惠美                  19 名(9:10) 
坂本守 遠藤陽一 新垣幸子 多々良濱代 濱本文子 岩田朱 
實 長久子 梅林きよ子 長實 伊藤欣一 西堀和子 朝井章 
夫 中嶋恵子 二宮幸子 小部哲郎 和田信之 北野克己     
6/26(日)             No.29919  [A 健]                     
六甲：北山緑化植物園～甲山～軽登山口              
CL：兼重良三 SL：永田三恵子                  20 名(3:17) 
菊留美智子 北川修子 佐藤史子 湯瀬明子 山川砂世美 井 

－42－



上敏子 原洋子 山下勝子 四本貞子 川上直彦 三木敦代  
入江称子 水田淳子 宮崎早苗 宮城礼子 長谷川久美子 馬 
場滋夫 児玉純子                                         
6/26(日)             No.29920  [A 健]          体験ハイク 
六甲：碇山～再度公園～市ヶ原                             
CL：永井とも子 SL：吉田康一 FL：三宅律子 能登雅文  
神谷尚典                                   21 名(5:9/0:7) 
能登祥子 西川智子 光永一彦 西浦由美子 近成清富 竹内 
富江 西岡三千恵 岡田初美 矢嶋直子                     
6/26(日)             No.29921  [B]                       
六甲：天狗道～摩耶山～山寺尾根                           
CL：金澤忠昭 SL：浅野仁美                    20 名(5:15) 
国府みつ子 中島寿子 佐治二三子 遊上眞一 野田和子 小 
西豊子 東和子 柴田敏郎 柴田礼子 山﨑芳 片岡敦子 佐 
々木理恵 谷隅正彦 安部裕子 山本三恵 速水彰 二ノ宮操 
砂川英子                                                 
6/26(日)             No.29922  [B]                       
六甲：風吹岩～石宝殿～瑞宝寺谷                           
CL：塚本昭光 SL：佐々木紫乃                   12 名(9:3) 
田中英夫 高木浩司 冨井直樹 中川勇夫 荒川康典 古澤眞 
司 荒木隆治 羽生未来 小林妙子 大矢薫                 
6/26(日)             No.29923  [B]                       
滋賀：三上山～女山～妙光寺山                             
CL：長谷川昌義 SL：山口敏嗣                   15 名(6:9) 
木村靖彦 別所博子 浜崎由美子 林美恵子 岸田みさを 大 
澤律子 富永信子 村山健次郎 村松敦子 松本長次 松井陽 
子 藤田英之 沖野はつこ                                 
6/26(日)             No.29924  [B 健]          夏山講習会 
六甲：芦屋地獄谷～荒地山～岩梯子                         
CL：山崎良子 SL：宮本政雄                    26 名(7:19) 
児玉美枝 竹村圭子 横山恵 岩本登代子 那須睦彦 和田知 
子 野村昌宏 野田美保子 塩飽恒雄 塩飽裕美 村上貞喜  
坂上栄司 出水淑子 岸本邦子 木村真弓 藤田祐子 堀川澄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江 東田佳子 永谷裕子 大泉吉孝 長尾裕子 松谷佳子 蔵 
垣内収子 片井照代                                       
6/27(月)             No.29925  [A]                       
北摂：足洗川渓谷～山頂展望所～清荒神              
CL：小塚玲子 SL：吉田正之                    20 名(9:11) 
田辺勝美 三船多美子 和田育代 日野猛美 服部愼一 服部 
正恵 納田純男 星野知枝 星野時男 安部愛子 田村美都枝 
岡村博子 西浦洋三 荒川康典 村松敦子 大場啓史 山田京 
子 山田高史                                             
6/29(水)             No.29926  [S 健]                     
六甲：綱敷天満宮～須磨寺～桜の広場                
CL：官野肇 SL：西堀和子                       12 名(3:9) 
中西和子 荒谷静枝 友添智子 堀本多美子 服部愼一 服部 
正恵 松木優 吉田朋代 田中富美 井上敏子               
6/29(水)             No.29927  [B]                       
六甲：トゥエンティクロス～森林植物園～谷上        
CL：玉田優子 SL：竹内富江                    18 名(3:15) 
稲葉春美 中島寿子 辻久雄 中嶋恵子 重松恵子 前海明代 
金子義夫 安福知子 土山久美子 村松敦子 西岡三千恵 岡 
田初美 根角茂彰 上田久惠 蔵垣内収子 小林妙子         
6/29(水)             No.29928  [B]                       
生駒：月の輪滝～交野山～国見山                    
CL：関口隆久 SL：松森克安                     18 名(9:9) 
佐東至 三宅律子 髙尾ひろ子 大島道子 永友加津子 三宅 
玲子 中田一人 上保成子 岡崎あつ子 本多洋子 津田佳男 
俵美子 髙田富士夫 吉田昌弘 石川光明 羽生未来         
6/30(木)             No.29929  [A]                       
六甲：市ヶ原～再度公園～諏訪山公園                
CL：木下猛 SL：佐治初代                      20 名(8:12) 
小松祥子 中原幸子 溝渕由紀子 菊留美智子 足立忠彦 小 
神秀一 服部愼一 服部正恵 岩田朱實 荒木好子 大世古健 
治 増田節子 朝井章夫 光永一彦 丸井旬子 宮本秀子 斎 
藤圭子 荒川康典                                         
 

 
例会ガイドのキャッチ・フレーズでの草花名の記載について 

 
山行部長 

現在例会ガイドの記載につきましては会報 2021 年５月号 32 頁の考え方を基準と 
し、自然保護の観点より、例会ガイドキャッチ・フレーズに草花名称は記載しない 
ようにしてきました。 
しかし、例会で訪れる草花群生地の多くは一般によく知られた場所であり草花の 

  盗採に結びつくことは少なく、むしろ、企画者の例会の意図や内容を会員に伝えら 
れないとの問題を配慮することといたしました。 
今後はキャッチ・フレーズでの草花名称の記載も可能とし、削除を求めないこと 

  とします。但し、キャッチ・フレーズの考え方は先の基準通りであり、あまり知ら 
れていない群生地などにつきましては、場所が推定されるようなルート記載はしな 

  いよう配慮してください。 
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カジカワ メグミ         入会2022. 6 
3045 梶川 恵             1952  
①富士山（10代）、八ヶ岳（天狗岩まで）、大山、
涸沢、朝日岳（富山県）。2016 年から好日ガ
イドのもと月一回二年間ほどで六甲は大部分
歩きました。現在、JTB ガイドのもと単発で
参加。８月に燕岳予定。経験は７年ほど。１
ヶ月に２回は近場で自主練を心掛けています。 
②水泳、歴史、建築、散策。 
③高い山、ガレ場は望みません。が、少しの岩
場、鎖場のスリルは好きです。木漏れ日、鳥
の鳴き声、暑い日の稜線での一服の涼風、落
葉の踏み音もいいものです。 
④旅行会社の山行は頻繫には無理で、一人で六
甲を歩いていた時、会を教えて頂きました。
年齢ギリギリセーフです。スキー世代でした
ので登山部、ワンゲル部の人が山に行くもの
と思っていました。2001年、関東から移り住
んで、阪急沿線で夕方、中高年の方々が「楽
しかったね。またね」と言って解散されてい
るご様子を見て興味が湧きました。なかなか
山歩きのとっかかりがわからず、時間が経っ
てしまいましたが、やっとお仲間に加えて頂
きまして幸せです。 
 
     イイダ  クニヨ            入会2022. 6 
3046 飯田 久仁代       1953   

①今までに２回のみ。屋久島で太鼓岩まで行き
ました。そして奥入瀬渓流のハイキングです。 
②水泳、シュノーケル、ダイビング、ゴルフ（３
年前まで）。三線を練習中。 
③残りの人生まだ経験していない事に恐れずチ
ャレンジし楽しく過ごしたいと思っています。 
④会員の方に連れて行って頂き山の中を歩く爽
快感と達成感を知ることができました。 
 

 

 

     ヤブウチ フクエ         入会2022. 6      
3047 薮内 ふく恵      1953  

① 定年退職後（60歳）に始めました。昨年10
月に都内から神戸市に転入しました。月に
１回ほど関東周辺の山ツアー（主にクラブ
ツーリズム）に参加。 

② ヨガ、散歩（愛犬と） 
③ 転入して知人が少しずつ増えました。多く
の人と交友を広げていきたいです。 

④六甲山系が見えて感激です。都内では山が見
えないところに暮らしていたので。元気なう
ちに六甲にたくさん行きたいと思っています。
70歳までに半年ほどで加入できました。  
 
     コジマ カズヨ         入会2022. 6 
3048 小島 加津代           1962          

① 金剛山や岩湧山に数回行った程度です。こ
こ数年は全く登っていませんでした。  

②サイクリング。今は折り畳み自転車でゆっく
り走っています。食いしん坊なので、パン作
り、家庭菜園。食べ過ぎるので、ヨガ、ズン
バで身体を動かしています。 
③体験ハイクで久しぶりに山の中を歩き、木々
の緑や川のきらめきに感動しました。いろい
ろな景色を見てみたいです。自然を大切にし
て丁寧に生きていきたいと思っています。 
④山のTV番組を見ていつかは登ってみたい、け
れどどうしたらいいのかと知人に尋ね、紹介
してもらいました。歩き方など親切に教えて
頂き、いろいろ学べ、経験できることが楽し
みです。 
 
        
  
 
 
 
 

①登山、ハイキングの経験 
②趣味、特技、専門など 
③これからの抱負など 
④入会の動機、きっかけなど 
⑤会への希望 

フ  レ  ッ  シ  ュ

    登      場
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F ﾔｽﾋｻ ﾔｽｺ <2022.07> 0797-35-3540

3049 安久 泰子 芦屋市   

F ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳｺ <2022.08> 080-1402-0398

3050 植村 陵子 三田市   

【男性 286名　女性 462名　計 748名　(2022/8/2現在)】

◆住所、電話番号の変更

2167 日高　邦夫 電話番号変更　→　080-1986-2281

2168 日高　久子 電話番号変更　→　080-1356-7661

2220 藤澤　眞佐子 電話番号変更　→　090-6667-3757

◆入　　　会

1956

◆退　　　会

891 河田　章(逝去)　

1961

会 員 動向

 

 

●会員番号 891 河田 章さん （86 歳） 

体調を崩され暫く入退院を繰り返されていましたが 7 月 27日にご逝去されました。 

河田さんは 1989 年 1 月に入会され、多くの例会に参加されるとともに CLとしても 

通算 164 回(現在歴代 12位)務められるとともに、世話人や会計部、Ａ班員としても 

会の発展に寄与されています。 

通算の例会参加回数は 419 回、最後の例会参加は 2018 年 5 月実施の 奈良：大神神 

社～桧原神社～長岳寺例会で、その際も CLを務められていました。 

また山とは別にカントリー音楽の趣味もお持ちで、腕前はプロ級 バンド「サザン 

トレイル」を率い、西宮市内等でライブ・コンサートを開かれていたことは会報で 

お知らせしたこともあります。 

 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます   合掌 
 

訃 報 
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  スケッチサークル・パレット例会 

  

9/2 

（金） 

 ◆会  場 西宮市立中央公民館 （阪急西宮北口駅 南すぐ プレラ内６階工芸室） 

 ◆時  間 13:00～15:30 ◆モチーフ 花  

 ◆定  員 24 名 ◆当  番 2262 四本貞子  

   ◆連  絡 2408  吉塚正孝    ＴＥＬ 0797-87-5803   
    

9/3 

（土） 

 コーラス・やまびこ例会  
 ◆会  場 今津公民館 （阪神・阪急今津駅 南東へ７分）  

9/16 

（金） 

  ◆時  間 9:45～11:45    

 ◆連  絡 1725  服部正恵    ＴＥＬ 0798-67-8148  
     

9/12 

（月） 

 俳句サークル・やまみち例会    

 ◆月曜句会  会事務所   ◆選句締切  14：00 

9/15 

（木） 

 ◆木曜句会 西宮市高木ｾﾝﾀｰ（阪急門戸厄神駅 南へ徒歩 8 分） ◆選句締切  13：10 

 ◆連  絡 2312  菅野直之    ＴＥＬ 0798-74-2822 
     

9/4 

（日） 

 囲碁サークル例会  
 ◆会  場 会事務所          碁盤・碁石も備えています。 

9/9・23 

（金） 

 ◆時  間 13:00～17:00 【参加希望者は前日の 19～20 時に連絡ください】 

 ◆連  絡 2026  塚本昭光    ＴＥＬ 078-453-6302   

 

     
編 集 後 記
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  郵便振替口座 ０１１８０－８－４１１４ （会費の納入には便利な口座振替をお勧めします） 

ひろば 

◆７月 23 日に例会 30000 回記念例会が開催され
た。Sから Cまで、ランクごとのコースで掬星台
に集い、会長挨拶と記念撮影。ただそれだけだっ
たが、参加者の胸にはいろんな思いが去来したの
ではないだろうか。会が創設されて 47 年余、そ
の間に途切れず例会を続けて到達した回数だと
思うと、30000 というのは途方もない数だ。その
ひとつひとつを企画・実施したリーダーがいて、
それらを楽しんだ参加者がいる。それもやはり、
途方もない人数になるだろう。何でも多ければい
いというものでもないが、この場合は脈々と続い
てきた歴史である。受け継いでゆきたいと思う。
次は 50 周年記念行事、その頃にはどれだけの例
会数になっているのか楽しみだ◆もう９月、昔な 
 

ら涼風が立つ頃だが、最近の９月は違う。まだ
まだ夏が居座って、その座を次に譲ろうとし
ていない。気温が 25℃以上だと夏日、30℃以
上で真夏日、35℃以上は猛暑日。40℃を越え
ると酷暑日と呼ぶ向きもあるようだ。小学生
の頃、新聞に「気温が 29℃になったため日射
病で倒れる人が続々」という記事があった。
一面だったから、よほどの大ごとだったのだ
ろう。昨今は 30℃でも涼しく感じるというの
に。人間の身体は時間をかけて順応する。こ
れもまた歴史と言うべきか◆コロナも居座っ
ている。ペスト、スペイン風邪、そしてコロ
ナ。歴史は繰り返す。しかし嘆いていても仕
方がない。私たちは日常できることをするま
で。手洗い、うがい、マスク。密を避け、地
道な努力を続けることだ。いつか晴れてマス
クをはずし、青空の下での山行を存分に楽し
みたい。(三宅律) 
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