
№ 534

　　 ▲2022.7.30～8.1　北ア：立山三山縦走（夏山講習会第３課）　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　写真提供：小路利明

 ０２ 
２３ 新会員のためのオリエンテーション開催 組織部

２４ 緊急連絡第27報 世話人会

２５ 緊急連絡第28報 世話人会

２６ 第22回夏山講習会を終えて 研修部・山行部

３０ 救急体験講習会の開催 山行部・研修部

３１ 明昭だより 事務局・会報部

れいかい  ●１０月２１日(金)１８：００～

３２ 東光寺～村上中池～猪名川町総合公園 上田　勝 　　 新会員のための

３３ 野瀬大杣池～黒甲越～天下辻 池田真知子 　　　　　オリエンテーション

３４ 例会アルバム（7月実績） 事務局 　　 　　　　　Bランク希望者必須　！！

３８ 今後の講習予定 研修部・山行部

３９ フレッシュ登場
スケッチサークル「パレット」作品展案内

４０ 追悼 重田仁志

４１ 会員動向／六甲山めぐり 事務局

４２ ひろば／編集後記

　例　会　ガ　イ　ド　　10　月

 　 西宮明昭山の会

明 昭 10
2022.9.20

2022

今月のスポット



  2022 ／ 10       MEISHO CALENDAR                            

1 土 ＳＡＡＡＡ健ＢＢＢＢＢ健           コーラス 17 月 月曜句会ＨＰ係会・  会計部会 ・下見費精算日  

2 日 Ｓ健ＡＡ健ＢＢＢＢ健Ｃ                      囲碁 18 火 ＳＡＡ健Ａ健Ａ健                                    世話人会 

3 月                             下見費精算日 19 水 Ｓ健ＢＢＢ健Ｂ健                        研修部会 

4 火 Ａ                                          世話人会 20 木 ＡＢ Ｂ       会報発送・山行部合同班会・木曜句会 

5 水 ＢＢＢ   21 金 Ｂ健                           コーラス 

6 木 Ａ                           山行部Ａ班会  ・Ｂ班会 22 土 ＳＡＡＡＡ健ＢＢＢＢ健Ｂ健Ｂ健 ～26Ａ健 

7 金                                             スケッチ 23 日 ＳＳ健ＡＡ健Ａ健Ａ健Ａ健Ａ健ＢＢＢ健Ｂ健Ｃ  

8 土 Ｓ健ＡＡ健Ａ健Ａ健Ａ健ＢＢ健Ｂ健 ～9Ｃ ～10Ｂ健   24 月 Ａ                                                                      会報部会 

9 日 ＳＡＡＡＢＢＢ                 25 火 ＡＢ                                                     障がい者登山委員会 

10 月祝 ＡＡ健Ａ健Ｂ                              26 水 ＡＢＢＢＢＢ健                自然保護部会・ランク委員会 

11 火 ＳＳ健Ｂ健                安全対策委員会 27 木      ～28Ａ健  

12 水 ＳＳ健Ｂ                    組織部会・山行部 OL 班会 28 金                               囲碁 

13 木 Ｓ健Ａ健Ａ健  ～17Ｃ  山行部 S 班会・C 班会 29 土 Ｓ健ＡＡＡＡＢＢＢ健    ～31Ａ 

14 金 Ａ Ｂ                               囲碁 30 日 ＳＡＡＡＢＢＢ健Ｂ健Ｃ 

15 土 ＳＳＡＡＡＡ健ＢＢＢＢ健Ｂ健 31 月    

16 日 Ｓ健ＡＡＡＡ健ＢＢＢＢＢ健                   秋立つや赤いポストに捨てる恋 1807 多恵 

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。 

 
 
 
10/1(土)  アサギマダラの群舞拝見                        

 S   六甲：穂高湖～天上寺 
●リーダー   CL2164 官野 肇 078-221-4618 SL1990 望月 道子 (申込 CL へ)  

●集  合  阪急六甲 1F 北側 9:00 (9:20 発 阪急バス） ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』         ケーブルのシニア割引用に年齢証明書必要   
   阪急六甲摩耶山市立自然の家前…穂高湖…天上寺…掬星台… 

星の駅摩耶ケーブル下(解散) 

 

10/1(土)                        
 A   六甲：七兵衛山～横ノ池～風吹岩 

●リーダー   CL2307 立花 冨子 090-3610-4521 SL2957 蔵垣内 収子 (申込 CL へ)  

●集  合  阪急岡本改札前 9:00   ●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…高座谷…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 

 

 

〈企画：官野 肇〉 

 G U I D E  

3km(1:30)  

9km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

－02－



10/1(土)                        
 A   北摂：足洗川渓谷～山頂展望所～清荒神 

●リーダー   CL2747 小塚 玲子 090-9544-0559 SL2942 吉田 昌弘 (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…足洗川渓谷…山頂展望所… 
  中山寺奥の院…渓谷…清荒神…阪急清荒神 

10/1(土)  希少種を含む山野草を観賞します                      

 A   生駒：むろいけ園地～桜 池～飯盛山南尾根 
●リーダー   CL2072 島本 隆之 (申込 SL へ) SL2930 髙田 良子 090-3969-5527  
●集  合  JR 四条畷改札前 10:00 (10:15 発 緑の文化園行)  ●定 員 20 名 
●資  料  『生駒山系まるごとハイキングマップ』 ●持 物 着替え石鹸等(入浴希望者)    
   JR 四条畷緑の文化園…むろいけ園地…桜池… 
  飯盛山南尾根…野崎観音…JR 野崎京橋  ＝予備日 2 日(日)   
10/1(土)                        

 A 健  六甲：樫ヶ峰～行者山 
●リーダー   CL1810 甲斐 義人 0798-26-6348 SL2399 城間 益子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川改札前 9:10 (9:20 発)  ●定 員 20 名 
●資  料  吉備人出版『六甲山系詳細図(東編)』        
   阪急夙川六甲保養荘…樫ヶ峰(展望コース)…樫ヶ峰…社家郷山…小笠峠… 

大谷乗越…六甲東縦走路…行者山…光が丘北阪急逆瀬川 

10/1(土)                        
 B   六甲：芦屋地獄谷～荒地山岩場 

●リーダー   CL2187 冨井 直樹 080-6183-3095 SL1884 田村 美津子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:30  ●定 員 10 名    ＝予備日 2 日(日)  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●持 物 スパッツ        
   阪急芦屋川…山芦屋公園…高座ノ滝…芦屋地獄谷…中央稜出合…五差路分岐… 
  奥高座谷…荒地山岩場…高座谷…山芦屋公園…阪急芦屋川   急登・岩場あり  
10/1(土)                        

 B   六甲：ガベノ城～大蛇谷～焼石ヶ原 
●リーダー   CL2683 土山 久美子 090-5659-4764 SL2836 森口 博行 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川改札前 8:45 (8:55 発 西宮甲山高校行)   
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●定 員 20 名 
   阪急夙川柏堂町…剣谷第５公園…ガベノ城…大藪谷南尾根…大蛇谷…小笠峠… 
  馬ノ背北尾根…樫ヶ峰北尾根…焼石ヶ原…エデンの園阪急逆瀬川 
10/1(土)  B テ ス ト 例 会                        

 B   北摂：大峰山～中山最高峰～中山寺 
●リーダー   CL2324 丸山 雅子 090-4299-0021 SL2920 根角 茂彰 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 宝塚改札前 9:00   ●定 員 15 名(B テスト希望者を除く) 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』  (B テスト希望者は要ハガキ持参)   
   JR 宝塚武田尾…桜の園…大峰山…長尾谷ダム…中山最高峰… 
  足洗川渓谷…東尾根…中山寺…阪急中山観音 

10/1(土)                        
 B   金剛：忍 海～大和葛城山～くじらの滝道 

●リーダー   CL2194 豊田 英行 06-6651-9814 SL1837 高田 邦雄 (申込 CL へ)  
●集  合  近鉄大阪阿部野橋地上西改札前 8:40 (8:50 発 急行吉野行 尺土で乗換 御所行) 
●資  料  2.5 万『御所』昭文社『金剛・葛城』 ●定 員 20 名  
   近鉄大阪阿部野橋忍海…笛吹神社…ダイトレ尾根…大和葛城山…ツツジ園… 
  くじらの滝道…葛城ロープウェイ前 近鉄御所大阪阿部野橋 

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：島本 隆之〉 

7km(3:00)  

〈企画：甲斐 義人〉 

8km(3:30)  

〈企画：冨井 直樹〉 

10km(5:00)  

〈企画：土山 久美子〉 

10.5km(5:00)  

〈企画：山行部〉 

11km(4:30)  

〈企画：豊田 英行〉 

12.0km(5:00)  

◎ 10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9月末までにランク委員会に提出ください 
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10/1(土)                        
 B 健     六甲：甲山森林公園(特設コース) 

●リーダー   CL1448 坂本 守 0798-46-7315 SL1921 浜崎 由美子 (申込 CL へ)  
●集  合  ①阪急甲陽園改札前 9:00    ②甲山森林公園事務所前 9:30   
●申  込   9 月 29 日(木)CL 坂本へ     ●定 員 20 名 
●資  料  地図は CL が準備(地図代 100 円)   ●持 物 コンパス 筆記具      
   阪急甲陽園…甲山森林公園…OL スタート地点…OL ゴール地点…阪急甲陽園 

10/2(日)  フジバカマとアサギマダラ                        
 S 健  京都西山：フジバカマ畑～西山キャンプ場 

●リーダー   CL1775 伊藤 憲和 072-781-5279  SL2868 陶山 直子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急大阪梅田 1 号線ホーム 9:10 (9:20 発) ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急大阪梅田東向日南春日町…フジバカマ畑…灰方…十輪寺…西山キャンプ場… 
  西代里山公園…奥海印寺阪急長岡天神大阪梅田 
10/2(日)                        

 A   北摂：足洗川渓谷～山頂展望所～夫婦岩 
●リーダー   CL2408 吉塚 正孝 0797-87-5803 SL2409 吉塚 敬子 (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…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    
10/2(日)    体 験 ハ イ キ ン グ                       

 A 健  六甲：はぶ谷～七兵衛山～鷹尾山 
●リーダー   CL2919 富田 みか 090-6827-1896 SL2928 横田 博子 (申込 CL へ) 
●集  合  阪急岡本改札前 9:00   FL2627 神谷 尚典 FL2251 末積 雅子 
●申  込  会員は CL へ定員５ 名(紹介者を除く)  入会希望者は 9 月 27 日(火)13:00~16:00 会事務所へ 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急岡本…天上川公園…八幡谷…はぶ谷…こもれび広場…七兵衛山…横ノ池… 
  魚屋道…風吹岩…高座谷…道畦…鷹尾山…山芦屋公園…阪急芦屋川 
10/2(日)                        

 B   六甲：八幡谷～雨ヶ峠～会下山遺跡 
●リーダー   CL1589 西川 勤一 078-911-1120 SL2857 西岡 三千恵 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急岡本改札前 8:45   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急岡本…八幡谷…打越峠…住吉川左岸…雨ヶ峠…風吹岩… 
  魚屋道…蛙岩…会下山遺跡…阪急芦屋川    
10/2(日)   第 92 回リーダー講習会(第 2 課)                      

 B   六甲：鷹尾山～万物相～保久良神社 
●リーダー   CL2672 和田 知子 (申込 SL へ) SL2330 小路 利明 078-743-7073  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 8:30  ●定 員 16 名       小雨決行(コース変更有) 
●申  込   9 月 28 日(水)SL 小路へ     ●資 料 昭文社『六甲・摩耶』 2.5 万『西宮』 
●持   物    コンパス・アイゼン(6 本爪以上)・ロープ(6 ㎜×5m) リーダー経験者・未経験者もどうぞ   
   阪急芦屋川…山芦屋公園…鷹尾山…高座谷分岐…高座谷…芦屋地獄谷…A懸垂… 
  万物相…風吹岩…金鳥山…保久良神社…阪急岡本  解散時間は 16 時頃  
10/2(日)  ゆっくり歩く京都トレイル②                        

 B   京都東山：蹴 上～大文字山～瓜生山 
●リーダー   CL2207 江藤 由紀 072-638-6496 SL2516 大澤 律子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急大阪梅田 2 号線ホーム 8:00 後方から 3 輌目辺 (8:04 発 快速急行)  
●資  料  『京都一周トレイル東山』  ●定 員 20 名   ＝予備日 9 日(日)  
   阪急大阪梅田烏丸…四条烏丸御池蹴上…大文字山…四つ辻…霊鑑寺…銀閣寺道… 
  瓜生山…一乗寺出町柳祇園四条…阪急京都河原町大阪梅田    

〈企画：坂本 守〉 

4km(4:30)  

〈企画：伊藤 憲和〉 

6.5km(3:30)  

〈企画：吉塚 正孝〉 

8.5km(3:30)  

〈企画：組織部〉 

8.5km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

12km(4:30)  

〈企画：研修部〉 

10km(4:30)  

〈企画：江藤 由紀〉 

11km(5:00)  

全コース未整備 
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10/2(日)                        
 B 健  京都北山：瓜生山～比叡山～無動寺道 

●リーダー   CL2253 長谷川 昌義 06-6964-2253 SL2796 平 雅子 (申込 CL へ)  
●集  合  ①京阪淀屋橋改札前 7:30 (7:48 発 特急出町柳行)   ②京阪出町柳改札前 8:45   
●資  料  2.5 万『京都東北部』『草津』  ●定 員 20 名       
   京阪淀屋橋出町柳北白川仕伏町…瓜生山…ケーブル比叡駅…大比叡…延暦寺…無動寺… 
  無動寺道…JR 比叡山坂本大阪  11/11～12 高野山ミーティング山行をかねる  
10/2(日)                        

 C   丹波：サルガイチ山～八ヶ尾山～中尾根 
●リーダー   CL2410 小西 和雄 079-565-7496 SL2607 横山 恵 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三田北側ロータリー8:15(8:15 発)  ●定 員 8 名 
●申  込   9 月 28 日(水) CL 小西へ   ●費 用 300 円(マイカー分担金・人数により変動) 
●資  料  2.5 万『村雲』          ヘルメット推奨 
●持   物   簡易ハーネス用シュリンゲ、環付きカラビナ 2 ヶ、プルージックコード１    
   JR 三田筱見(ささみ)四十八滝キャンプ場…p635m…サルガイチ山…八ヶ尾山… 
  中尾根…イヤ谷出合…弁天池…筱見四十八滝キャンプ場JR 三田 
10/4(火)                        

 A   六甲：高座谷～横ノ池～はぶ谷 
●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…はぶ谷…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 
10/5(水)  アサギマダラ観察                        

 B   六甲：青谷道～摩耶山～山寺尾根 
●リーダー   CL2780 濱田 裕章 090-3946-9298 SL2361 重松 恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急王子公園東改札前 8:30  ●定 員 15 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急王子公園…青谷道…行者堂跡…史跡公園…天上寺(アサギマダラ観察)… 
  摩耶山…山寺尾根…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲 
10/5(水)                        

 B   六甲：観音谷北尾根～ゴロゴロ岳～八幡谷 
●リーダー   CL2874 河村 周一 0798-74-4036 SL2926 永谷 裕子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川改札前 8:30 (8:35 発)  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』ゼンリン『六甲摩耶』                
   阪急夙川鷲林寺…鷲林寺…観音谷北尾根…ゴロゴロ岳…青空広場… 
  八幡谷…柿谷…阪急芦屋川    一部踏跡不明瞭  
10/5(水)                        

 B   六甲：アイスロード～シュラインロード 
●リーダー   CL2423 山﨑 芳 078-996-0315 SL2556 林 孝子 (申込 CL へ)  
●集  合  六甲ケーブル下 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   六甲ケーブル下…アイスロード…前ヶ辻…記念碑台…ノースロード… 
  シュラインロード…行者堂…逢山峡…東山橋…神鉄有馬口 

10/6(木)                        
 A   六甲：神戸森林植物園～再度公園～市ヶ原 

●リーダー   CL2199 高塚 洋之 078-583-2048 SL2211 代喜 久美子 (申込 CL へ)  
●集  合  神鉄・地下鉄谷上改札前 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』    森林植物園入園料 300 円(兵庫県在住 65 歳以上無料要証明)  
   地下鉄谷上…山田道…神戸森林植物園…洞川湖…再度公園… 
  蛇ヶ谷…市ヶ原…みはらし展望台…JR 新神戸 

〈企画：長谷川 昌義〉 

15km(5:30)  
〈企画：小西 和雄〉 

13km(5:00)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：自然保護部〉 

10km(4:00)  

〈企画：河村 周一〉 

10km(4:30)  
〈企画：山﨑 芳〉 

11km(4:00)  

〈企画：高塚 洋之〉 

9km(4:00)  

－05－



10/8(土)                        
 S 健  六甲：山田道～神戸森林植物園 

●リーダー   CL1556 田辺 勝美 072-779-2571 SL1354 中島 敏明 (申込 CL へ)  
●集  合  神鉄・地下鉄谷上改札前 9:30  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』    
   神鉄谷上…山田道…神戸森林植物園(散策)…森林植物園正門三宮 

森林植物園入園料 300 円(兵庫県在住 65 歳以上無料要証明) 

10/8(土)  寄り道東海自然歩道                        
 A   京都北山：源光庵～夜泣峠～鞍 馬 

●リーダー   CL1484 宮本 龍二 (申込 SL へ) SL1256 森 俊夫 090-2702-4683  
●集  合  ①阪急大阪梅田 2 号線ホーム 8:40 (8:49 発 快急京都河原町行) ②阪急四条大宮改札前 9:37 
●資  料  2.5 万『京都西北部』『周山』  ●定 員 20 名       
   阪急大阪梅田四条大宮鷹峯源光庵前…正伝寺…山幸橋…夜泣峠… 
  二ノ瀬…叡電鞍馬出町柳 

10/8(土)                        
 A 健  六甲：大藪谷南尾根～小天狗山～鷲林寺 

●リーダー   CL2031 野﨑 一彦 0798-71-3204 SL2927 永田 三恵子 (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…大藪谷南尾根…小天狗山…大蛇谷…藪谷東尾根…旧砂山高原… 
  鷲林寺北尾根…鷲林寺…北山公園…西山公園…阪急甲陽園 
10/8(土)                        

 A 健  六甲：石切道～凌雲台～石切道 
●リーダー   CL2157 岡 邦彦 0798-67-9394  SL2266 山田 真喜子(申込 CL へ)  SL2426 香川 文子 
●集  合  阪急岡本改札前 8:50 (9:00 発 市バス㉛系統渦森台行)  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●定 員 20 名 
        10/23∼26 北九州例会参加者ミーティング山行    ＝予備日 10 日(月)  
   阪急岡本・JR 摂津本山渦森橋…住吉霊園…石切道分岐…石切道… 
  凌雲台…石切道…エクセル東…渦森橋阪急岡本・JR 摂津本山 
10/8(土)                        

 A 健  六甲：ガベノ城～観音山～北山緑化植物園 
●リーダー   CL1855 小寺 修子 (申込 SL へ) SL2201 林 美恵子 090-1896-3067  
●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』  10 月入笠山ミーティング山行      ＝予備日 9 日(日)  
   阪急甲陽園…西山公園…銀水橋…北山緑化植物園…ガベノ城…観音山… 
  鷲林寺…北山貯水池…北山緑化植物園…柏堂町阪急夙川  

10/8(土)                        
 A 健  北摂：秋葉山～妙見山～大堂越 

●リーダー   CL2640 本多 洋子 090-7116-5568 SL2718 岡崎 順子 (申込 CL へ)  
●集  合  能勢電川西能勢口ホーム 8:50 (9:04 発) ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   能勢電川西能勢口妙見口…秋葉山…天狗山…妙見山…大堂越… 
  黒川ケーブル駅…能勢電妙見口川西能勢口 

10/8(土)                        
 B   六甲：鷹尾山～荒地山～七兵衛山 

●リーダー   CL2026 塚本 昭光 078-453-6302 SL2949 松谷 佳子 (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…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：田辺 勝美〉 

5km(3:00)  

〈企画：宮本 龍二〉 

11km(3:30)  

〈企画：野﨑 一彦〉 

10km(4:00)  

〈企画：岡 邦彦〉 

8km(3:30)  

〈企画：小寺 修子〉 

8km(4:00)  

〈企画：本多 洋子〉 

9km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

11km(4:30)  
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10/8(土)  六甲全山縦走を 4 回に分けて No.4                     

 B 健  六甲：記念碑台～一軒茶屋～塩尾寺 
●リーダー   CL2450 大島 道子 090-4604-4089 SL2309 中嶋 恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急六甲 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  『六甲全山縦走マップ』    
   阪急六甲六甲ケーブル下 六甲ケーブル山上…記念碑台…凌雲台…一軒茶屋… 
  大谷乗越…塩尾寺…湯本台公園…阪急宝塚 
10/8(土)  初秋の日本一低いアルプスを歩く                      

 B 健  播磨：小 野 ア ル プ ス 
●リーダー   CL2836 森口 博行 090-2016-6178 SL2683 土山 久美子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 8:25 (8:39 発 新快速姫路行)   
●資  料  2.5 万『三木』『社』   ●定 員 20 名      ＝予備日 9 日(日)  
   JR 三ノ宮小野町…鴨池…紅山…惣山(小野富士)…アンテナ山…総山…アザメ峠… 
  安場山…愛宕山…前山…高山…白雲谷温泉ゆぴか…市場JR 三ノ宮    

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 079-552-4697  
●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) 

 
◆留守本部  2454 中川 勇夫 0798-64-3682  【詳細は 9 月号参照】 

10/8(土)～10(月･祝)  紅葉の立山を歩く                        
 B 健  北ア：八郎坂～雄 山～黒部ダム 

●リーダー   CL2253 長谷川 昌義 06-6964-2253 SL2061 能勢 智晴 0798-67-8303  
●集  合  阪急大阪梅田三番街バスターミナル 21:30 (21:50 発 阪急夜行バス富山行) 
 
◆留守本部  2454 中川 勇夫 0798-64-3682 【詳細は８ 月号参照】 

10/9(日)  ペーパーアートを楽しみませんか？ №.75                 

 S   東阪神：宝塚市立文化芸術センター～花のみち 
●リーダー   CL1711 角石 玉江 0797-84-9394 SL1392 田中 孝子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急宝塚南口改札前 9:30  ●定 員 15 名 ●費 用 300 円(材料費) 
●資  料  昭文社『宝塚市』『西宮市』 ●持 物 鋏 カット板 ボンド カッターナイフ鉛筆 定規 
   阪急宝塚南口…宝塚市立文化芸術センター…花のみち…阪急宝塚阪急甲東園… 
  駅近くの集会所(作品作り)…阪急甲東園  今回の作品名「漢字を楽しむ」  

10/9(日)                        
 A   六甲：八幡谷～七兵衛山～会下山遺跡 

●リーダー   CL2750 野田 美保子 090-4993-1047 SL1696 辻 和夫 (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    

10/9(日)                        
 A   六甲：高座谷～横ノ池～八幡谷 

●リーダー   CL2752 玉井 陽子 0798-53-5313 SL2080 加藤 誠一 (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…打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本    

〈企画：大島 道子〉 

16.5km(5:00)  
〈企画：森口 博行〉 

13km(4:45)  

〈企画：神谷 尚典〉 

〈企画：長谷川 昌義〉 

〈企画：角石 玉江〉 

3.5km(2:30)  

〈企画：山行部〉 

8.5km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

－07－



10/9(日)                        
 A   生駒：矢田寺～矢田峠～榁木峠 

●リーダー   CL1810 甲斐 義人 0798-26-6348 SL2861 鮫島 幸江 (申込 CL へ)  
●集  合  近鉄郡山東改札前 10:15  ●定 員 20 名 
●資  料  『生駒山系まるごとハイキングマツフﾟ』    ＝予備日 10 日(月)  
   近鉄郡山矢田寺前…矢田寺…頂池分岐…頂池休憩所…東山分岐…矢田峠… 
  展望所…矢田山…小笹ノ辻…榁木峠…歓喜の湯(足の湯)…近鉄南生駒 
10/9(日)                        

 B   六甲：三ツ森谷東尾根～再度山～市ヶ原 
●リーダー   CL2266 山田 真喜子 080-3828-7374 SL2398 田村 光一 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 三ノ宮…北野青龍・三森稲荷神社…北野町西公園…三ツ森谷東尾根…堂徳山… 
  二本松…再度山…再度公園…市ヶ原…みはらし展望台…JR 新神戸 
10/9(日)                        

 B   六甲：大藪谷南尾根～岩原山～赤子谷西尾根 
●リーダー   CL2402 山口 喜三郎 0798-55-4253 SL2620 上保 成子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00 (9:10 発 芦屋ハイランド行)   
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        ●定 員 20 名 
   阪急芦屋川奥池集会所前…大藪谷南尾根…小笠峠…焼石ヶ原…慈癒の小径… 
  岩原山…ナガモッコク尾根分岐…赤子谷西尾根…生瀬水路道…JR 生瀬宝塚 
10/9(日)   B テ ス ト 例 会                        

 B    六甲：山寺西尾根～摩耶山～地蔵谷 
●リーダー   CL2680 野村 昌宏 090-7488-1259 SL2576 島田 房美 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急六甲 1F 北側 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）   
   阪急六甲…護国神社…長峰堰堤…摩耶東谷…行者小屋…山寺西尾根… 
  山寺尾根分岐…摩耶山…天狗道…地蔵谷…市ヶ原…JR 新神戸 

10/10(月･祝)                        
 A   六甲：寒天山道～凌雲台～ヴォーリズ六甲山荘 

●リーダー   CL2753 田口 満 090-3712-3652 SL2031 野﨑 一彦 (申込 CL へ)  
●集  合  渦森展望台公園 9:00(市バス①38 系阪神御影 8:21 発 ②31系阪急岡本･JR 摂津本山 8:23 発)   
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●定 員 20 名 ●費 用 500 円(入館料)     
   渦森展望台公園…寒天山道…神戸 GC…みよし観音…凌雲台…ヴォーリズ六甲山荘(見学)… 
  六甲ケーブル山上 六甲ケーブル下阪急六甲 
10/10(月･祝)                        

 A 健  六甲：市ヶ原～再度公園～鍋蓋山 
●リーダー   CL2603 中田 一人 0798-49-0815 SL2403 髙尾 ひろ子 (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…市ヶ原…蛇ヶ谷…外国人墓地…再度公園… 
  鍋蓋北道…鍋蓋山…七三峠…猩々池…大師道…諏訪山公園…JR 元町 
10/10(月･祝)                    

 A 健    京都北山：二ノ瀬～貴船山～二ノ瀬ユリ(読図) 
●リーダー   CL1527 築山 光男 06-6432-5316 SL1933 梅林 きよ子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急大阪梅田 2 号線ﾎｰﾑ前 3 両目 7:35 (7:44 発 快急京都河原町行)   
●資  料  地図は CL が用意(地図代 100 円) ●定 員 15 名  ●持 物 コンパス 筆記用具 
   阪急大阪梅田京都河原町･京阪祇園四条叡電出町柳二ノ瀬…夜泣峠…樋ノ水峠… 
   貴船山699m…p716m…二ノ瀬ユリ…叡電二ノ瀬(往路同) 二ノ瀬駅-p716m の高低差 516m  

〈企画：島本 隆之〉 

7km(3:00)  

〈企画：田村 光一〉 

11km(4:20)  

〈企画：山口 喜三郎〉 

10km(4:30)  

〈企画：山行部〉 

12km(4:00)  

〈企画：田口 満〉 

8km(3:30)  

〈企画：中田 一人〉 

10.5km(4:00)  

〈企画：築山 光男〉 

9km(4:00)  
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10/10(月･祝)                        
 B   六甲：赤子谷右俣～大平山南尾根～焼石ヶ原 

●リーダー   CL2325 西川 和夫 090-1954-1853 SL2674 岡崎 敦子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 生瀬 9:00(8:50 発 JR 宝塚行) ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 生瀬…疎水路…赤子谷右俣…東六甲縦走路…大谷乗越…大平山南尾根… 
  小笠峠…焼石ヶ原…エデンの園阪急逆瀬川 

10/11(火)  スケッチハイク No.142                        
 S   六甲：甲東園～関西学院大学～甲東園 

●リーダー   CL2408 吉塚 正孝 0797-87-5803 SL2262 四本 貞子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急甲東園 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『西宮市』   ●持 物 スケッチ道具 
   阪急甲東園…関西学院大学(スケッチ)… 

阪急甲東園              サークル員以外の方の参加歓迎  
10/11(火)  アサギマダラとフジバカマ                        

 S 健  六甲：六甲ケーブル下～高羽道～渦森台公園 
●リーダー   CL1793 佐藤 史子 06-6492-6532 SL1998 山川 砂世美 (申込 CL へ)  
●集  合  六甲ケーブル下 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』            ＝予備日 12 日(水)  
   六甲ケーブル下…高羽道…渦っ子の森…渦森台公園… 
  渦森台JR 摂津本山 
10/11(火)                        

 B 健  六甲：有馬三山～凌雲台～油コブシ 
●リーダー   CL2366 三宅 律子 0797-77-9977 SL2801 岸本 邦子 (申込 CL へ)  
●集  合  有馬ゆけむり広場 9:30（阪急夙川 8:45 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…番匠屋畑尾根…極楽茶屋跡… 
  凌雲台…油コブシ…六甲ケーブル下阪急六甲 

10/12(水)  探鳥ハイク No.46 冬鳥がそろそろやって来る季節です            

 S   六甲：し あ わ せ の 村 
●リーダー   CL2251 末積 雅子 078-857-2258 SL2250 末積 敬三 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 9:20 (9:35 発 市バス) 
●資  料  当日配布    ●定 員 15 名 ●持 物 双眼鏡    
   三宮センター街東口しあわせの村中央…日本庭園…堂坊池… 
  キャンプ場…しあわせの村中央三宮(or JR 神戸) 

10/12(水)  サンシュユの赤い実は？                        
 S 健  六甲：山畑公園～甲山北道～北山緑化植物園 

●リーダー   CL1928 木下 猛 090-3358-5715 SL2546 宮本 秀子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急仁川西改札前 9:30  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急仁川…山畑公園…関学…上ヶ原用水…甲山森林公園…甲山北道… 
  自然観察池…北山緑化植物園…柏堂町阪急夙川 
10/12(水)                        

 B   六甲：ロックガーデン～雨ヶ峠～八幡谷 
●リーダー   CL2753 田口 満 090-3712-3652 SL2746 村松 敦子 (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…ロックガーデン…風吹岩…雨ヶ峠… 
  住吉川左岸…打越峠…八幡谷…阪急岡本 

〈企画：西川 和夫〉 

10km(4:30)  

〈企画：吉塚 正孝〉 

2.5km(1:00)  

〈企画：佐藤 史子〉 

4km(3:00)  

〈企画：三宅 律子〉 

13km(5:00)  

〈企画：末積 雅子〉 

4km(4:00)  

〈企画：木下 猛〉 

7km(3:00)  

〈企画：田口 満〉 

12km(4:30)  
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10/13(木)                        
 S 健  六甲：北山貯水池～中尾根～銀水橋 

●リーダー   CL1693 大原 照子 090-7765-5511 SL697 浜口 礼子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急西宮北口南側バス停 9:00 (9:10 発 さくらやまなみバス）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        ●定 員 20 名 
   阪急西宮北口西宮甲山高校前…北山貯水池…中尾根… 

池の花見広場…銀水橋…阪急甲陽園 
10/13(木)     ボルダーと築城遺石巡り 3 の 2                      

 A 健  六甲：北山中央尾根～p270m～北山貯水池 
●リーダー   CL1317 原田 有一 0798-71-6967 SL2032 北谷 都 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急甲陽園改札前 9:00       ●定 員 20 名 
●資  料  CL 作成資料           ＝予備日 15 日(土)  
   阪急甲陽園…西山公園…妙龍寺分岐…北山中央尾根…北山 p270m…北山貯水池… 
  やまびこ西通り…西山公園…阪急甲陽園  4/14 雨天中止例会 再実施  
10/13(木)           体 験 ハ イ キ ン グ                        

 A 健  北摂：夫婦岩～中山最高峰～清荒神 
●リーダー   CL2854 植田 順子 072-751-4678 SL2171 原 洋子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急中山観音北側改札前 9:00    FL2387 能登 雅文 FL1716 川村 詩佳子 
●申  込    会員は CL へ定員 5 名(紹介者を除く)  入会希望者は 11 日㈫13:00∼16:00 会事務所へ 
●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…清荒神参道…阪急清荒神    
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 090-1954-1853  
●集  合  JR 新大阪 4 番ホーム 8:30 
 
◆留守本部    2454 中川勇夫 0798-64-3682    【詳細は 9 月号参照】 
10/14(金)         万 葉 紀 行                        

 A   奈良：西大寺～唐招提寺～薬師寺 
●リーダー   CL1256 森 俊夫 090-2702-4683 SL1718 宮本 隆良 (申込 CL へ) 2366 三宅 律子 
●集  合  JR 鶴橋ホームロッテリア前 9:00 (9:08 発 急行近鉄奈良行）②大和西大寺改札前 9:34  
●資  料  2.5 万『奈良』    ●定 員 20 名     (阪神西宮 8:33 発乗車可) 
   近鉄鶴橋大和西大寺…西大寺…菅原神社…喜光寺…垂仁天皇陵…   
 唐招提寺…がんこ一徹長屋…薬師寺…近鉄西ノ京鶴橋  

  希望者は西ノ京駅解散後唐招提寺・薬師寺拝観可  

10/14(金)   秋 郷 祭（大・小２０数台の豪華な太鼓台が勢揃い）を見学            

 B   生駒：枚岡神社～生駒山～神津獄 
●リーダー   CL2877 佐々木 紫乃 (申込 SL へ) SL2443 田中 ヒトミ 090-1023-4537  
●集  合  近鉄枚岡改札前 10:03   ●定 員 20 名        ＝予備日 15 日 (土)  
●資  料  『生駒山系まるごとハイキングマップ』 ●持 物 着替え石鹸等（入浴希望者）    
   近鉄枚岡…枚岡神社…摂河泉コース…生駒山…慈光寺…暗峠…大原山… 

ぼくらの広場…神津獄コース…枚岡神社…近鉄枚岡鶴橋 

10/15(土)                        
 S   六甲：神戸市立森林植物園 

●リーダー   CL1264 宮村 末子 078-881-0563 SL837 大伴 洋子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 9:40 (10:01 発 みなと観光バス）  
●資  料  『神戸市立森林植物園』      ●定 員 20 名 
   三宮山手(北向き)桜森町 BC…森林植物園…園内散策… 
 森林植物園JR 三ノ宮 入園料 300 円（県内居住者 65 歳以上無料・要証明書） 

〈企画：浜口 礼子〉 

5km(3:00)  

〈企画：原田 有一〉 

7km(3:30)  

〈企画：組織部〉 

9km(3:30)  

〈企画：丸山 雅子〉 

〈企画：森 俊夫〉 

8km(3:00)  

〈企画：島本 隆之〉 

11km(4:30)  

〈企画：宮村 末子〉 

4km(2:30)  
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10/15(土)     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北部方面行）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  
10/15(土)                        

 A   六甲：諏訪山公園～再度公園～市ヶ原 
●リーダー   CL2480 江藤 和雄 078-997-6411 SL2746 村松 敦子 (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    
10/15(土)                        

 A   六甲：鷹尾山～黒五谷～打越峠 
●リーダー   CL2524 関口 隆久 072-687-7740 SL2403 髙尾 ひろ子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:15   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川…山芦屋川公園…鷹尾山…高座谷…風吹岩…魚屋道…黒五谷… 
  打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 

10/15(土)                        
 A   六甲：ゴロゴロ岳～観音山～北山緑化植物園 

●リーダー   CL2927 永田 三恵子 0798-73-7573 SL1506 兼重 良三 (申込 CL へ)  
●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』   10/29～31 南九州：奄美大島例会参加者限定ミーティング山行   
   阪急芦屋川芦屋ゲート…青空ひろば…ゴロゴロ岳…観音山…鷲林寺… 

  北山貯水池…北山緑化植物園…銀水橋…阪急甲陽園      ＝予備日 16 日(日)  

10/15(土)                        
 A 健  播磨：小富士山(麻生山)～仁寿山～御旅山 

●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 三ノ宮中央改札前 9:10 (9:24 発） ●定 員 20 名 
●資  料  2.5 万『姫路南部』        
   JR 三ノ宮御着…小富士山(麻生山)…仁寿山…御旅山… 
  山陽妻鹿阪神・阪急神戸三宮 

10/15(土)                        
 B   六甲：JR 生瀬～赤子谷東尾根～樫ヶ峰 

●リーダー   CL2409 吉塚 敬子 0797-87-5803 SL2816 阪本 敬一 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 生瀬改札前 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 生瀬…疎水道…赤子谷東尾根…関電道…東六甲縦走路…焼石ヶ原… 
  樫ヶ峰…宝塚西高校前阪急逆瀬川    
10/15(土)  B テ ス ト 例 会                        

 B      六甲：地蔵谷～摩耶山～杣 谷 
●リーダー   CL2253 長谷川 昌義 06-6964-2253 SL2702 髙木 たね (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 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)   
   JR 新神戸…市ヶ原…地蔵谷…摩耶山…杣谷峠…杣谷…長峰堰堤… 
  護国神社…阪急六甲 

〈企画：金澤 忠昭〉 

2km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

10km(3:30)  

〈企画：関口 隆久〉 

10km(4:30)  

〈企画：永田 三恵子〉 

9km(3:30)  

〈企画：豊田 英行〉 

8km(4:00)  

〈企画：阪本 敬一〉 

10km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

14km(4:30)  
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10/15(土)   如 意 古 道 を 歩 こ う ！                        
 B       京都東山：三井寺～如意ヶ岳～霊鑑寺（読図） 

●リーダー   CL2658 鈴木 弘成 0798-41-3001 SL2768 竹内 富江 (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 新快速草津行）  
●申  込   13 日(木)CL 鈴木へ      ●定 員 20 名 
●資  料  CL が準備 (地図代 100 円)   ●持 物 コンパス・筆記用具・携帯電話    
   JR 大阪大津…三井寺…長等山…如意ヶ岳…霊鑑寺… 

阪急京都河原町大阪梅田 

10/15(土)                        
 B 健  六甲：西六甲縦走（須磨浦公園～新神戸） 

●リーダー   CL2917 砂川 竹志 090-6732-6220 SL2607 横山 恵 (申込 CL へ)  SL2124 青井 康弘 
●集  合  山陽須磨浦公園改札前 7:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』     ●持 物 ヘッドライト 行動食   
   山陽須磨浦公園…鉢伏山…横尾山…高取山…菊水山…鍋蓋山…市ヶ原…JR 新神戸 
◆留守本部    2454 中川 勇夫    お昼休憩はありません。    
10/15(土)                        

 B 健  六甲：風の丘東尾根～川崎山～高雄山 
●リーダー   CL2923 東田 佳子 06-6324-8270 SL2836 森口 博行 (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』          ＝予備日 16 日(日)  
   JR 新神戸…風の丘東尾根…市ヶ原…川崎山…大竜寺…再度山…再度公園… 
  森林管理道…高雄山…市ヶ原…JR 新神戸    

10/16(日)                        
 S 健  北摂：夫婦岩～中山寺奥の院～西尾根展望所 

●リーダー   CL1877 星野 時男 072-779-3282 SL1633 和田 育代 (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…保安林管理道…中山寺奥の院…仏の道…

 西尾根展望所…夫婦岩展望所…中山寺参道…シンボル広場…阪急中山観音 
10/16(日)                        

 A   六甲：鷹尾山～横ノ池～はぶ谷 
●リーダー   CL2928 横田 博子 078-413-1566 SL2266 山田 真喜子 (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…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 
10/16(日)                        

 A   六甲：会下山遺跡～七兵衛山～八幡谷 
●リーダー   CL2673 佐々木 理恵 090-5240-5295 SL2545 小谷 愛子 (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…会下山遺跡…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    
10/16(日)                        

 A   北摂：望海丘展望台～政の茶屋園地～箕面大滝 
●リーダー   CL2315 能登 祥子 0797-63-5638 SL2387 能登 雅文 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急箕面改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』        
   阪急箕面…瀧安寺…望海丘展望台…こもれび展望所…政の茶屋園地… 
  自然研究路 2号…百年橋…箕面大滝…阪急箕面 

〈企画：山行部 OL班〉 

10km(4:30)  

〈企画：砂川 竹志〉 

22km(7:30)  

〈企画：東田 佳子〉 

14km(5:00)  

〈企画：星野 時男〉 

6km(3:00)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

8.5km(3:30)  

〈企画：能登 祥子〉 

8km(3:30)  
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10/16(日)  比叡の古道・行者道を歩く（1）                      

 A 健  京都東山：松尾坂～比叡山東塔～悲田谷道 
●リーダー   CL2474 山﨑 薫 078-996-0315 SL2785 臺 光江 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急大阪梅田 2 号線ホーム前方 7:55 (8:04 発 快速急行京都河原町行）  
●資  料  昭文社『京都北山』        ●定 員 20 名 
   阪急大阪梅田京都河原町・京阪祇園四条叡電出町柳八瀬比叡山口… 
  松尾坂…西山峠…展望台…東塔…悲田谷道…日吉大社…JR 比叡山坂本大阪    
10/16(日)                        

 B   六甲：岩原山西尾根～大平山～焼石ヶ原 
●リーダー   CL2364 佐東 至 072-777-9429 SL2620 上保 成子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急宝塚バス停 8:00 (8:27 発）  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急宝塚知るべ岩…岩原山西尾根…岩原山…大平山…棚越… 
  大平山南尾根…小笠峠…焼石ヶ原…エデンの園阪急逆瀬川 

10/16(日)                        
 B   六甲：城 山～再度公園～市ヶ原 

●リーダー   CL1921 浜崎 由美子 090-9114-1720 SL2912 金田 恭典 (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…大竜寺…再度公園…洞川湖… 
  分水嶺越…トゥエンティクロス…市ヶ原…布引の滝…JR 新神戸 

10/16(日)                        
 B   北摂：大舟寺～大船山～木 器 

●リーダー   CL2398 田村 光一 0798-46-3805 SL2618 吉田 信行 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 宝塚改札前 8:50 (9:02 発 快速篠山口行）  
●資  料  2.5 万『木津』         ●定 員 20 名 
   JR 宝塚三田大舟寺前…大舟寺…町石道…大舟寺跡…大船山… 
  天柏神社…木器JR 三田宝塚    

10/16(日)                        
 B   生駒：むろいけ園地～飯盛霊園～星のブランコ 

●リーダー   CL2851 松森 克安 (申込 SL へ) SL2934 髙田 富士夫 090-3679-6163  
●集  合  JR 住道改札前 8:47 (9:00 発 近鉄バス生駒登山口行）  
●資  料  『生駒山系まるごとハイキングマップ』 ●定 員 20 名       
   JR 住道生駒登山口…むろいけ園地…堂尾池…戎公園…飯盛霊園… 
  せせらぎの路…星のブランコ…ピトンの小屋…JR 河内磐船京橋    

10/16(日)                        
 B 健  六甲：東お多福山～蛇谷東尾根～瑞宝寺谷 

●リーダー   CL2784 出水 淑子 078-581-5893 SL2874 河村 周一 (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…高座谷…雨ヶ峠…東お多福山…蛇谷東尾根… 
  石宝殿…瑞宝寺谷…瑞宝寺公園…有馬湯けむり広場 

10/18(火)  マジックハイク No.267                        
 S   西阪神：夙川公園～震災記念碑公園～甲陽園 

●リーダー   CL1928 木下 猛 090-3358-5715 SL2439 丸井 旬子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川南改札前 10:00   ●定 員 20 名マジックのタネ教えます。   
●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…火垂るの墓誕生の地記念碑(ｱﾝﾈのﾊﾞﾗ見ごろ)… 
  満池谷墓園…甲陽大池…阪急甲陽園 初心者歓迎。見るだけの人も歓迎。 

〈企画：山﨑 薫〉 

10km(4:00)  

〈企画：佐東 至〉 

10km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

12km(4:30)  

〈企画：田村 光一〉 

10km(4:30)  

〈企画：島本 隆之〉 

13.5km(4:30)  

〈企画：出水 淑子〉 

13km(5:00)  

〈企画：木下 猛〉 

3.5km(2:00
)
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10/18(火)  植 物 観 察  法起寺のコスモス                      

 A   生駒：法起寺～松尾山～東 山 
●リーダー   CL2854 植田 順子 072-751-4678 SL2795 大場 啓史 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 9:20 (9:26 発大和路快速）②JR 大和小泉改札前 10:10  
●資  料  『矢田山遊びの森ﾊｲｷﾝｸﾞﾏｯﾌ』   ●定 員 20 名  ●持 物 着替え･石鹸等 
   JR 大阪大和小泉…法起寺…法輪寺…松尾道…松尾山…      （音の花温泉入浴希望者） 
  国見台…東山…近鉄東山鶴橋 

10/18(火)                        
 A 健  播磨：行基が鼻～小赤壁～木庭神社 

●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 (9:15 発）  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『街の達人・神戸』 
   阪神神戸三宮山陽的形…海嶽寺…行基が鼻…小赤壁…木庭神社… 
  高坪山…山陽八家阪神・阪急神戸三宮 
10/18(火)  茨木市最高峰からの展望と風光明媚な尾根歩き                

 A 健  北摂：竜王山～深山水路北広場～竜仙の滝 
●リーダー   CL2742 柴田 享子 072-721-1219 SL2801 岸本 邦子 (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 (9:02 発 高槻行）  
●資  料  『茨木市北部ハイキングマップ』   ●定 員 20 名 
   JR 大阪茨木忍頂寺…竜王山…負嫁岩…深山水路北広場… 
  車作大橋…竜仙の滝…関西大学JR 高槻大阪    
10/18(火)                        

 A 健  生駒：獅子窟寺～交野山～源氏の滝 
●リーダー   CL2851 松森 克安 06-6768-1434 SL2994 羽生 未来 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 河内磐船改札前 10:02   ●定 員 20 名 
●資  料  『生駒山系まるごとハイキングマップ』             
   JR 河内磐船…天田神社…獅子窟寺…普見山…八ッ橋…交野山… 
   白旗池…源氏の滝…JR 津田京橋       ＝予備日 20 日(木)  

10/19(水)  7/1 ニューオープンのみなとやま水族館へ                  

 S 健  神戸：氷室神社～烏原貯水池～ﾈｲﾁｬｰｽﾀｼﾞｵ 
●リーダー   CL2437 泉 和利 (申込 SL へ) SL15 原水 直子 090-4901-4846  
●集  合  JR 神戸改札前 9:30 (9:44 発 市バス⑪系）          水族館入館希望者 入館料 1,200 円  
●資  料   昭文社『六甲・摩耶』    ●定 員 20 名    
   JR 神戸夢野町 2丁目…熊野神社…氷室神社…立江寺…行守寺… 
  烏原貯水池…周回…ネイチャースタジオ…石井橋 JR 神戸・三ノ宮 
10/19(水)                        

 B   六甲：菊水山～鍋蓋山～市ヶ原 
●リーダー   CL2870 水田 淳子 078-936-1163 SL2852 荒木 隆治 (申込 CL へ)  
●集  合  神鉄鵯越改札前 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   神鉄鵯越…鈴蘭台下水処理場…菊水山…鍋蓋山…再度公園…大竜寺… 
  市ヶ原…みはらし展望台…JR 新神戸 

10/19(水)    B テ ス ト 例 会                        
 B    六甲：白水尾根～一軒茶屋～黒岩谷西尾根 

●リーダー   CL2167 日高 邦夫 080-1986-2281 SL2738 秋山 徳次郎 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川改札前 8:10   ●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)   
   阪急夙川舟坂橋…水場…白水尾根…一軒茶屋…黒岩谷西尾根…雨ヶ峠… 
  風吹岩…高座谷…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 

〈企画：大場 啓史〉 

10km(4:00)  
〈企画：官野 肇〉 

10km(3:30)  

〈企画：柴田 享子〉 

9km(4:00)  

〈企画：島本 隆之〉 

10km(3:30)  

〈企画：泉 和利〉 

4km(4:00)  

〈企画：水田 淳子〉 

11.5km(4:30)  

〈企画：山行部〉 

12km(4:30)  
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10/19(水)                        
 B 健  北摂：最明寺滝～中山最高峰～大峰山 

●リーダー   CL1667 北川 修子 0797-89-5360 SL2025 大髙 悦子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急山本改札前 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』     ●持 物 懐中電灯    
   阪急山本…最明寺滝…岩盤…中山縦走路…中山最高峰…県道… 
  長尾山尾根…大峰山…桜の園…JR 武田尾宝塚 
10/19(水)  里 山 と 収 穫 の 秋                        

 B 健  丹波：とんがり山～白髪岳 
●リーダー   CL2410 小西 和雄 079-565-7496 SL2303 小西 豊子 (申込 CL へ)   
●集  合  JR 新三田駅前ロータリー8:15  ●定 員 10 名 
●申  込   13 日(木) CL 小西へ     ●費 用 300 円(マイカー分担金・人数により変動) 
●資  料  2.5 万『谷川』『篠山』      枝豆刈り費用別途(見込 1 束 600 円） 
   JR 新三田四斗谷公民館…とんがり山…p570m…p607m…p689m…白髪岳…

 400m 地点…四斗谷出合…四斗谷公民館JR 新三田

10/20(木)  東お多福山秋の草花観察                        
 A   六甲：高座谷～東お多福山～土樋割峠 

●リーダー   CL1884 田村 美津子 090-8576-1884 SL2804 古澤 眞司 (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…高座谷…風吹岩…雨ヶ峠…東お多福山… 
  土樋割峠…東おたふく山登山口阪急芦屋川    
10/20(木)  渡渉が苦手な方のための例会です。                     

 B   六甲：八幡谷～住吉川～高座谷 
●リーダー   CL2669 荒川 康典 080-3766-0821 SL2746 村松 敦子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急岡本改札前 8:00 ●定 員 7 名 ●資 料 吉備人出版『六甲山系登山詳細図(東編)』 
●持  物   ｽﾄｯｸ､ｽﾊﾟｯﾂ(適)､ﾀｵﾙ、あれば：環付ｶﾗﾋﾞﾅ１ 枚、60cm・120cm ﾃｰﾌﾟｼｭﾘﾝｹﾞ各 1 本 
   阪急岡本…天上川公園…山の神…打越峠…住吉川…西お多福山登山口…住吉川… 
  五助堰堤…エクセル東JR 住吉  水量など沢の状況によりコース変更あり 
10/20(木)                        

 B   六甲：摩耶アルプス～摩耶山～地蔵谷 
●リーダー   CL2926 永谷 裕子 090-9168-1399 SL2920 根角 茂彰 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急王子公園東改札前 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』 
   阪急王子公園…青谷道…摩耶アルプス…天狗道…摩耶山… 
  アドベンチャールート…地蔵谷…市ヶ原…JR 新神戸 
10/21(金)                        

 B 健  六甲：有馬三山～西お多福山～打越峠 
●リーダー   CL1855 小寺 修子 080-8543-0633 SL2201 林 美恵子 (申込 CL へ)  
●集  合  有馬ゆけむり広場 9:35 (8:45 発 さくらやまなみバス阪急夙川）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』   ●定 員 20 名   ＝予備日 22 日(土)  
   有馬ゆけむり広場…落葉山…灰形山…湯槽谷山…極楽茶屋跡…西お多福山… 
  打越峠…八幡谷…天上川公園…阪急岡本  11 月蒜山三山ミーティング山行  

10/22(土)  兵庫史を歩く No.29 戦争遺産を前にあなたは何思う？            

 S   播磨：鶉野飛行場跡をめぐる 
●リーダー   CL1205 北村 正 0797-73-3776 SL1218 北村 梢 (申込 CL へ)  ＝予備日 23 日(日)  
●集  合  神鉄新開地ホーム売店前 8:45 (8:52 発 粟生行）  
●資  料  地図・レジメは CL が準備   ●定 員 20 名  ●費 用 2,450 円（ガイド料込） 

 ガイドの案内あります（210 円/人 人数により変動あり）  スニーカー可 
   神鉄新開地北条鉄道法華口…爆弾庫跡…衛兵詰所跡…防空壕跡(見学)… 

地下飛行指揮所跡(見学)…滑走路跡…SORA かさい…播磨下里新開地 

〈企画：北川 修子〉 

15km(5:30)  

〈企画：自然保護部〉 

9km(4:00)  

〈企画：荒川 康典〉 

9.5km(7:00)  
〈企画：永谷 裕子〉 

11km(5:00)  

〈企画：小寺 修子〉 

15km(6:00)  

〈企画：北村 正〉 

6.5km(3:30)  

〈企画：小西 和雄〉 

12km(5:30)  

急登・岩場あり 
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10/22(土)                        
 A   六甲：須磨寺～多井畑厄除八幡宮～義経道 

●リーダー   CL2402 山口 喜三郎 0798-55-4253 SL1724 服部 愼一 (申込 CL へ)  
●集  合  山陽須磨寺改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  リーダーが用意します        
   山陽須磨寺…須磨寺…奥須磨公園…多井畑厄除八幡宮…鉄拐山…一ノ谷義経道… 

安徳帝内裏跡…一ノ谷戦の濱碑…敦盛塚…山陽須磨浦公園 
10/22(土)                        

 A   六甲：七兵衛山～横ノ池～風吹岩 
●リーダー   CL2552 西浦 洋三 0798-31-6744 SL2483 中坊 和子 (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…高座谷…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 
10/22(土)  今年も甘い刀根柿を買い求めて                       

 A   奈良：石上神宮～山の辺の道～萱生環濠集落 
●リーダー   CL2443 田中 ヒトミ 090-1023-4537 SL2072 島本 隆之 (申込 CL へ)  
●集  合  近鉄天理改札前 10:22   ●定 員 20 名 
●資  料  『てくてくまっぷ奈良⑨』      ●持 物 着替え石鹸等（入浴希望者） 
         弁当不要（全員でランチ/各自精算）     ＝予備日 23 日(日)  
   近鉄天理…石上神宮…山の辺の道…天理観光農園…夜都伎神社… 

萱生環濠集落…柿農家直売所…JR 長柄天理・近鉄天理鶴橋 
10/22(土)                        

 A 健  六甲：馬の背～おらが山～鉢伏山展望台 
●リーダー   CL2475 西尾 マサル 090-1718-4994 SL2586 三宅 玲子 (申込 CL へ)  
●集  合  地下鉄妙法寺改札前 9:00   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』          ＝予備日 23 日(日)  
   地下鉄妙法寺…椿谷公園…馬の背…栂尾山…高倉会館…おらが山…旗振山… 
   鉢伏山展望台…山腹散策道…妙見堂跡…山陽須磨 
10/22(土)  東お多福山秋の草花観察                        

 B   六甲：住吉川左岸～東お多福山～高座谷 
●リーダー   CL2852 荒木 隆治 090-9280-6500 SL2662 植中 秀子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急岡本南改札口 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急岡本…天上川公園…打越峠…住吉川左岸…雨ヶ峠…東お多福山… 

雨ヶ峠…風吹岩…高座谷…山芦屋公園…阪急芦屋川 
10/22(土)                        

 B   六甲：摩耶ｱﾙﾌﾟｽ～摩耶山～ﾊﾁﾉｽ谷西尾根 
●リーダー   CL2174 山崎 良子 0797-73-5534 SL2816 阪本 敬一 (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…雷声寺…行者堂跡…摩耶アルプス…摩耶山…アゴニー坂… 

杣谷峠…長峰山…ハチノス谷西尾根…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲    
10/22(土)                        

 B   六甲：観音山～ゴロゴロ岳～前山公園 
●リーダー   CL2775 松本 長次 090-2194-0322 SL2931 林 淑江 (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…北山公園…鷲林寺…観音山…ゴロゴロ岳…鉄塔 No.40… 
   鉄塔 No.34…前山公園…阪急芦屋川 

〈企画：山口 喜三郎〉 

8km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：島本 隆之〉 

7km(3:00)  

〈企画：西尾 マサル〉 

10km(4:00)  

〈企画：自然保護部〉 

11km(5:00)  

〈企画：山崎 良子〉 

12.5km(4:30)  

〈企画：山行部〉 

11km(4:30)  
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10/22(土)                        
 B 健  六甲：市ヶ原～南北ﾄﾞﾝﾄﾘｯｼﾞ～摩耶山 

●リーダー   CL2808 安部 真一 070-2642-9872 SL2833 山本 三恵 (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…布引貯水池…市ヶ原…蛇ヶ谷…高雄山森林管理道…南北ドントリッジ… 

森林植物園東門…桜谷…摩耶山…学校林道…雷声寺…JR 新神戸 
10/22(土)                        

 B 健  北摂：鎌倉峡～百丈岩 
●リーダー   CL2673 佐々木 理恵 090-5240-5295 SL2387 能登 雅文 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 宝塚改札前 8:40 (8:50 発）  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』                 ＝予備日 23 日(日)  
   JR 宝塚道場…平田配水場…青石古墳…鎌倉峡…百丈河原… 
  百丈岩…静ヶ池分岐…JR 道場宝塚 
10/22(土)                        

 B 健  比良：イン谷口～釈迦岳～涼 峠 
●リーダー   CL2061 能勢 智晴 (申込 SL へ) SL2207 江藤 由紀 072-638-6496  
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 7:30(7:45 発 新快速敦賀行）  
●資  料  昭文社『比良山系』        ●定 員 20 名 
   JR 大阪京都比良ｲﾝ谷口…釈迦岳…ヤケオ山…ヤケ山… 

涼峠…JR 北小松大阪    

10/23(日)                        
 S 健  六甲：奥池北東尾根～ゴロゴロ岳～いもり谷 

●リーダー   CL1522 神前 多永 0798-72-7914 SL2674 岡崎 敦子 090-6901-6526  
●集  合  阪急芦屋川 9:30 (9:40 発 阪神芦屋 9:29 発 乗車可）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  ●定 員 20 名 
   阪急芦屋川奥池…大藪谷分岐…奥池北東尾根…飯盛尾根分岐…湿地… 

奥池分岐…ガベノ城分岐…ゴロゴロ岳…いもり谷…ゴロゴロ橋阪急芦屋川 
10/23(日)  【S&A】ススキの草原を満喫                        

 S   播磨：砥 峰 高 原 
●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）  
●申  込   9 月 27 日(火) SL 浜口へ   ●定 員 10 名(余席があれば 3 日前まで受付ます) 
●資  料  2.5 万『長谷』   ●費 用 7,000 円(費用は当日徴収) 
   阪急西宮北口福崎北 IC旬彩蔵福崎神崎南 ICとのみね自然交流館 

砥峰高原散策…とのみね自然交流館神崎南 IC宝塚 IC西宮北口  

10/23(日)  【S&A】ススキの草原と展望の山                      

 A   播磨：砥峰高原～夜鷹山～砥峰高原 
●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 阪急西宮北口南側ロータリー）  
●申  込   9 月 27 日(火) CL 森へ   ●定 員 17 名(余席があれば 3 日前まで受付ます) 
●資  料  2.5 万『長谷』     ●費 用 7,000 円(費用は当日徴収) 
   阪急西宮北口福崎北 IC旬彩蔵福崎神崎南 ICとのみね自然交流館… 
   夜鷹山…とのみね自然交流館…神崎南 IC宝塚 IC西宮 
10/23(日)                        

 A 健  六甲：ケーブル山上～六甲比命神社～油コブシ 
●リーダー   CL2366 三宅 律子 0797-77-9977 SL2646 乾 敬子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急六甲改札前 8:30 (8:39 発 市バス⑯系統六甲ケーブル下行）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        ●定 員 20 名 
   阪急六甲六甲ケーブル下 六甲山上…保壘岩…オルゴールミュージアム… 

心経岩…六甲比命神社…みよし観音…油コブシ…六甲ケーブル下阪急六甲 

〈企画：安部 真一〉 

16km(5:30)  

〈企画：佐々木 理恵〉 

10km(5:00)  

〈企画：能勢 智晴〉 

12km(6:00)  

〈企画：神前 多永〉 

5km(2:00)  

〈企画：森 俊夫〉 

9km(4:00)  

〈企画：三宅 律子〉 

9km(4:00)  

〈企画：森 俊夫〉 

4km(3:00)  
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10/23(日)                        
 A 健  六甲：奥 池～大藪谷南尾根～樫ヶ峰北尾根 

●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 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急芦屋川芦屋ゲート…奥池…大藪谷南尾根…大蛇谷…上盤滝橋…小笠峰… 

樫ヶ峰北尾根…焼石ヶ原…エデンの園阪急逆瀬川    急な下りあり  
10/23(日)                        

 A 健     六甲：六 甲（パーマネントコース） 
●リーダー   CL2839 浅野 仁美 0797-31-6552 SL1933 梅林 きよ子 (申込 CL へ)  
●集  合  六甲ケーブル下 9:30 (9:40 発）  ●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・携帯電話    
   六甲ケーブル下 六甲山上…スタート地点…パーマネントコース…ゴール地点… 

六甲山上 六甲ケーブル下阪急六甲 
10/23(日)     第 107 回ひまわり(秋の親子)ハイキング               

 A 健       六甲：市ヶ原～蛇ヶ谷～再度公園 
●リーダー   CL2026 塚本 昭光 (申込 SL へ) SL2709 谷隅 正彦 072-245-6661  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9: 00   ●定 員 20 名 
●申  込   10 日(月）SL 谷隅へ     知的ハンディのあるメンバーと家族のサポート  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』     「多くの会員の参加をお待ちしています」 
   JR 新神戸…市ヶ原…蛇ヶ谷…再度公園(ゲーム)…【健脚組】大龍寺…鍋蓋山… 

再度公園(ゲーム)…下山コース①市ヶ原～新神戸②大師道～諏訪山公園 
10/23(日)    体 験 ハ イ キ ン グ                       

 A 健  六甲：高座谷～七兵衛山～八幡谷 
●リーダー   CL2315 能登 祥子 0797-63-5638 SL2319 髙谷 淳子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00    FL2768 竹内 富江 FL2307 立花 冨子 
●申  込  会員は CL へ定員 5 名(紹介者を除く)  入会希望者は 18 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…風吹岩…横ノ池…雌池…甲南パノラマ道… 

七兵衛山…こもれび広場…はぶ谷…八幡谷…天上川公園…阪急岡本 
10/23(日)                        

 B   六甲：黒岩谷～一軒茶屋～瑞宝寺公園 
●リーダー   CL2188 山口 敏嗣 090-9274-6958 SL2620 上保 成子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 9:00 (9:10 発 芦屋ハイランド行）  
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        ●定 員 20 名 
   阪急芦屋川東おたふく山登山口…土樋割峠…黒岩谷…おこもり谷分岐… 

縦走路…一軒茶屋…瑞宝寺谷…筆屋道分岐…瑞宝寺公園…有馬ゆけむり広場    
10/23(日)   B テ ス ト 例 会                        

 B      六甲：ハチノス谷西尾根～摩耶山～学校林道 
●リーダー   CL2436 萬田 豊子 0798-34-6906 SL2896 速水 彰 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急六甲 1F 北側 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）   
   阪急六甲…護国神社…長峰堰堤…ハチノス谷西尾根…長峰山…摩耶山… 

天狗道…学校林道…東山…雷声寺…JR 新神戸 
10/23(日)                        

 B 健  六甲：西 谷～摩耶山〜摩耶東谷 
●リーダー   CL2629 長谷川 秋子 090-1220-3171 SL2903 吉田 康一 (申込 CL へ)  
●集  合  六甲ケーブル下 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』    
   六甲ケーブル下…新六甲大橋…六甲滝…西谷…杣谷峠…シェール槍…摩耶山… 

摩耶東谷東尾根…摩耶東谷…長峰堰堤…護国神社…阪急六甲 

〈企画：土山 久美子〉 

8.5km(4:30)  

〈企画：山行部 OL班〉 

4km(3:00)  

〈企画：組織部〉 

8.5km(3:30)  
〈企画：山口 敏嗣〉 

10km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

12km(4:30)  

〈企画：長谷川 秋子〉 

13km(5:30)  

岩場･危険
個所あり 

〈企画：塚本 昭光〉 

8km(4:00)  
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10/23(日)                        
 B 健  六甲：芦屋地獄谷～風吹岩～ブラックフェース 

●リーダー   CL2680 野村 昌宏 090-7488-1259 SL2789 塩飽 乙理惠 (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…高座ノ滝…芦屋地獄谷…風吹岩…五差路…プロペラ岩… 

ブラックフェース…岩梯子巻道…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 
10/23(日)  C ランク集合”魅力ある C 例会のための語り合い”              

 C   六甲：市ヶ原～桜谷西尾根～摩耶山 
●リーダー   CL2552 西浦 洋三 0798-31-6744  SL2877 佐々木 紫乃 (申込 CL へ)    
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 08:00   ●定 員 20 名           C テスト不可  
●申  込  16 日(日）CL 西浦へ      
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』●持 物 食器、箸、主食、共同食糧分担あり（食材費実費徴収）   
   JR 新神戸…市ヶ原…桜谷出合…桜谷西尾根…黒岩谷出合…摩耶山上(ﾐｰﾃｨﾝグ･昼食)… 

星の駅 摩耶ケーブル下阪急六甲 
10/23(日)～26(水) 雲仙岳・雲仙温泉郷と長崎港巡り                      

 A 健  北九州：雲仙岳(普賢岳)・稲佐山 
●リーダー   CL2157 岡 邦彦 0798-67-9394  SL2266 山田 真喜子 080-3828-7374 SL2426 香川 文子 
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 15:00 (17:00 発 名門大洋フェリー北九州行）  
 
◆留守本部  2307 立花冨子 090-3610-4521  【詳細は 8 月号参照】  
10/24(月)                        

 A   六甲：ロックガーデン～風吹岩～保久良神社 
●リーダー   CL2189 山口 節子 090-9274-6940 SL2131 空谷 宏 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急芦屋川北側広場 10:00   ●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… 

金鳥山…保久良神社…阪急岡本 

10/25(火)  相楽園神戸菊花展を例会後楽しみませんか？                 

 A   六甲：市ヶ原～再度公園～諏訪山公園 
●リーダー   CL1725 服部 正恵 (申込 SL へ) SL2374 光永 一彦 0798-66-5160  
●集  合  JR 新神戸 1F 広場 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』    相楽園入園料 300 円(兵庫県内居住 65 歳以上無料要証明)   
   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 
10/25(火)  矢田丘陵縦走第１弾                        

 B   奈良：法隆寺～松尾山～矢田山 
●リーダー   CL2854 植田 順子 072-751-4678 SL2427 安部 愛子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 法隆寺 10:07    ●定 員 20 名 
●資  料  2.5 万『大和郡山』      ●持 物 着替え、石鹸など（入浴希望者）    
   JR 法隆寺…法隆寺…松尾山…国見台展望台…矢田山… 

榁ノ木峠…近鉄南生駒           ＝予備日 26 日(水)  

10/26(水)                        
 A   六甲：市ヶ原～再度公園～諏訪山公園 

●リーダー   CL1928 木下 猛 090-3358-5715 SL1118 佐治 初代 (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    

〈企画：野村 昌宏〉 

10km(4:30)  

〈企画：山行部〉 

8km(3:00)  

〈企画：岡 邦彦〉 

〈企画：山口 節子〉 

8km(3:00)  

〈企画：山行部〉 

10km(3:30)  

〈企画：植田 順子〉 

11.5km(4:00)  

〈企画：山行部〉 

10km(3:30)  

岩場あり 
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10/26(水)                        
 B   六甲：赤子谷右俣～岩原山～船坂峠 

●リーダー   CL2739 山﨑 崇 080-8875-0140 SL2119 窪田 裕子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 生瀬改札前 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   JR 生瀬…疏水道…赤子谷出合…赤子谷右俣…東六甲縦走路…岩原山… 

船坂峠…清水谷…舟坂橋阪急夙川 
10/26(水)  里山と収穫の秋その２                        

 B   丹波：とんがり山～西寺山 
●リーダー   CL2303 小西 豊子 079-565-7496 SL2410 小西 和雄 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 新三田駅前ロータリー9:00 ●定 員 10 名  ●資 料 2.5 万『谷川』『篠山』 
●申  込   24 日(月）CL 小西へ     ●費 用 300 円(マイカー分担金・人数により変動) 
   JR 新三田四斗谷公民館…とんがり山…p570m…西寺山…   枝豆刈り費用別途(見込 1 束 600 円） 

コル 420m…四斗谷出合…四斗谷公民館JR 新三田            急登あり  
10/26(水)                        

 B   生駒：くさか道～生駒山～鳴川道 
●リーダー   CL2959 村井 久代 06-6954-8498 SL2795 大場 啓史 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 鶴橋ホームロッテリア前 9:15 (9:23 発 区間準急近鉄奈良行）②近鉄石切改札前 9:42   
●資  料  『生駒山系まるごとハイキングマップ』 ●定 員 20 名    
   近鉄鶴橋石切…くさか道…生駒縦走路…生駒山…暗峠…ぼくらの広場… 

大原山…鳴川峠…水車小屋跡…近鉄瓢箪山鶴橋 
10/26(水)                        

 B   奈良：神武峯～矢田山～法隆寺 
●リーダー   CL2695 津田 佳男 090-6730-0409 SL2688 牧野 照彦 (申込 CL へ)  
●集  合  近鉄一分改札前 9:30   ●定 員 20 名 
●資  料  2.5 万『大和郡山』        
   近鉄一分…神武峯…小笹ノ辻…矢田山…国見台展望台… 

法隆寺…JR 法隆寺天王寺 
10/26(水)『関西のミニアルプス&ふるさと富士』シリーズ第１回 / 紀泉アルプス           

 B 健  和泉：第一パノラマ台～雲山峰～行者堂 
●リーダー   CL1958 長崎 裕治 0798-42-1871 SL1837 高田 邦雄 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 山中渓改札前 9:00（天王寺発 7:53 紀州路快速和歌山行(15 番線)乗車 8:51 山中渓着） 
●資  料  2.5 万『岩出』『淡輪』   ●定 員 20 名    
   JR 山中渓駅…第一パノラマ台…四ノ谷山分岐…雲山峰…六角堂… 

行者堂…墓ノ谷出合…JR 六十谷天王寺 

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 090-1896-3067  
●集  合  阪急西宮北口南側ロータリー6:50(7:00 発）  
 
◆留守本部  2251 末積雅子 078-857-2258  【詳細は 9 月号参照】
10/29(土)                        

 S 健  北摂：吉川城跡～高代寺～高代寺山 
●リーダー   CL1816 松木 優 078-682-4795 SL2514 岸田 みさを (申込 CL へ)  
●集  合  能勢電川西能勢口ホーム 9:15 (9:24 発 妙見口行）  
●資  料  昭文社『北摂・京都西山』  ●定 員 20 名   
   能勢電川西能勢口妙見口…吉川八幡神社…吉川城跡…高代寺… 

高代寺山…六地蔵…能勢電妙見口 

〈企画：山﨑 崇〉 

11km(4:00)  

〈企画：小西 豊子〉 

10.5km(4:30)  
〈企画：大場 啓史〉 

10.5km(4:30)  

〈企画：津田 佳男〉 

13km(4:00)  

〈企画：長崎 裕治〉 

15km(5:40)  

〈企画：小寺 修子〉 

〈企画：松木 優〉 

5.3km(2:40)  
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10/29(土)                        
 A   六甲：市ヶ原～再度公園～諏訪山公園 

●リーダー   CL2808 安部 真一 070-2642-9872 SL2701 松井 直樹 (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…布引貯水池…市ヶ原…蛇ヶ谷…高雄山森林管理道…再度ドライブウェイ… 

再度公園…大竜寺…猩々池…大師道…諏訪山公園…JR 元町 
10/29(土)                        

 A   六甲：会下山遺跡～七兵衛山～八幡谷 
●リーダー   CL1818 辻 久雄 080-1438-1541 SL2890 宮崎 早苗 (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…会下山遺跡…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 
10/29(土)                        

 A   北摂：足洗川西尾根～中山寺奥の院～大林寺 
●リーダー   CL2723 前田 康子 0797-87-3496 SL2906 永井 とも子 (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…足洗川西尾根…山頂展望所…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 
10/29(土)  万葉の里に連なる信仰の山を縦走                      

 A   滋賀：太郎坊山～箕作山～船岡山 
●リーダー   CL2402 山口 喜三郎 0798-55-4253 SL2640 本多 洋子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 8:15 (8:30 発 新快速近江塩津行）  
●資  料  リーダーが用意します        ●定 員 20 名 
   JR 大阪近江八幡近江鉄道太郎坊宮前…太郎坊宮…太郎坊山…箕作山… 

小脇山…岩戸山十三仏…万葉の森船岡山…近江鉄道市辺JR 近江八幡大阪 
10/29(土)                        

 B   六甲：ナガモッコク尾根～譲葉山四峰～関電道 
●リーダー   CL2285 坂本 生子 090-3993-5112 SL2935 大泉 吉孝 (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…ナガモッコク尾根…岩原山… 

譲葉山四峰(西･中･東･北)…岩倉山…関電道…JR 宝塚 
10/29(土)                        

 B   六甲：炭ヶ谷～穂高湖～摩耶山 
●リーダー   CL2747 小塚 玲子 090-9544-0559 SL2764 田内 和枝 (申込 CL へ)  
●集  合  神鉄・地下鉄谷上改札前 9:00  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』                     ＝予備日 30 日(日)  
   神鉄谷上…炭ヶ谷…獺池…シェール道…穂高湖…アゴニー坂… 

摩耶山…青谷道…阪急王子公園 
10/29(土)                        

 B 健  六甲：五助谷～凌雲台～五助山 
●リーダー   CL2785 臺 光江 078-581-1375 SL2421 上村 薫 (申込 CL へ)     
●集  合  JR 住吉改札前 7:50 (8:05 発 くるくるバス）●定 員 15 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』     ●持 物 スパッツ    
   JR 住吉エクセル東…五助堰堤…五助小屋跡…五助谷…凌雲台… 

五助山…打越峠…天上川公園…阪急岡本         ヘルメット推奨 

〈企画：安部 真一〉 

11km(3:30)  
〈企画：山行部〉 

8.5km(3:30)  

〈企画：前田 康子〉 

9km(3:30)  

〈企画：山口 喜三郎〉 

7.5km(4:00)  

〈企画：坂本 生子〉 

10km(4:00)  

〈企画：小塚 玲子〉 

12km(5:00)  

〈企画：臺 光江〉 

13km(6:00)  

危険個所有 
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10/29(土)～31(月) 奄美大島の絶景と西郷どんのロケ地に向かってｳｫｰｷﾝｸﾞ 
 A   南九州：湯湾岳と奄美大島の自然 

●リーダー   CL2927 永田 三恵子 0798-73-7573 SL1506 兼重 良三 
●集  合  伊丹空港・北側 JAL カウンター前 1 階 8:00  
 
◆留守本部    2307 立花冨子 090-3610-4521  【詳細は 8 月号参照】 

10/30(日)  秋のバラ公園                        
 S   東阪神：荒牧バラ公園～昆陽池～瑞ヶ池 

●リーダー   CL1775 伊藤 憲和 072-781-5279 SL1600 三船 多美子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急伊丹改札前 9:30(9:42 発）  ●定 員 20 名 
●資  料  2.5 万『伊丹』        
   阪急伊丹荒牧バラ公園…園内散策…天神川…スポーツセンター… 

昆陽池…瑞ヶ池…瑞ヶ丘公園前阪急伊丹    
10/30(日)                        

 A   六甲：鷹尾山～横ノ池～はぶ谷 
●リーダー   CL2981 水田 学 090-1151-9527 SL2076 青井 香都 (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…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 
10/30(日)                        

 A   六甲：市ヶ原～再度公園～諏訪山公園 
●リーダー   CL2293 村岡 久 090-7220-3765 SL2963 要 りか (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    
10/30(日)                        

 A   六甲：七兵衛山～横ノ池～風吹岩 
●リーダー   CL2671 小部 哲郎 0798-63-8290 SL2991 砂川 英子 (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…高座谷…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 
10/30(日)  シラキの紅葉を見に行こう                        

 B   六甲：アイスロード～穂高湖～神戸森林植物園 
●リーダー   CL2845 豊田 美景 (申込 SL へ) SL1988 金澤 忠昭 090-5057-6338  
●集  合  阪急六甲駅 1Ｆ 北側 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』  森林植物園入園料\300 兵庫県在住 60 歳以上は無料(要証明書)   
   阪急六甲六甲ケーブル下…アイスロード…前ヶ辻…穂高湖… 

徳川道…神戸森林植物園…神鉄北鈴蘭台 
10/30(日)                        

 B   六甲：ユルギ谷東尾根～ゴロゴロ岳～黒越谷 
●リーダー   CL2848 北島 圭二 0798-42-7671 SL2915 二ノ宮 操 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急夙川バス停 8:30 (8:45 発）  ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』 
   阪急夙川苦楽園…さんらく公園…ユルギ谷東尾根…ゴロゴロ岳…芦屋ゲート… 

黒越谷…五差路…高座谷…高座ノ滝…山芦屋公園…阪急芦屋川 

〈企画：永田 三恵子〉 

〈企画：伊藤 憲和〉 

4.5km(2:00)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

10km(3:30)  

〈企画：山行部〉 

9km(3:30)  

〈企画：豊田 美景〉 

10km(4:00)  

〈企画：北島 圭二〉 

11km(4:30)  
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10/30(日)  日本一低いアルプスを縦走し、紅山でスリルを楽しむ。            

 B 健  播磨：小 野 ア ル プ ス 
●リーダー   CL2775 松本 長次 090-2194-0322 SL1589 西川 勤一 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 三ノ宮中央改札前 8:10 (8:24 発 新快速播州赤穂行）  
●資  料  2.5 万『三木』『社』   ●定 員 20 名 
   JR 三ノ宮市場…白雲谷温泉ゆぴか…高山…前山…安場山…アザメ峠… 

アンテナ山…惣山…紅山…岩山…宮山…鴨池…JR 小野町三ノ宮 
10/30(日)                        

 B 健  比良：武 奈 ヶ 岳 
●リーダー   CL2530 江藤 謙治 072-638-6496 SL2189 山口 節子 (申込 CL へ)  
●集  合  JR 大阪中央口 1F ﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ前 7:30 (7:45 発 新快速敦賀行）  
●資  料  昭文社『比良山系』        ●定 員 20 名 
   JR 大阪堅田坊村…御殿山…武奈ヶ岳…八雲ヶ原…北比良峠… 

ダケ道…イン谷口JR 比良大阪 
10/30(日)                        

 C   六甲：打越峠～一軒茶屋～有馬三山 
●リーダー   CL2061 能勢 智晴 090-1679-0877 SL2629 長谷川 秋子 (申込 CL へ)  
●集  合  阪急岡本改札前 8:30   ●定 員 20 名 
●資  料  昭文社『六甲・摩耶』        
   阪急岡本…八幡谷…打越峠…黒五谷…雨ヶ峠…黒岩谷西尾根…一軒茶屋… 

旧極楽茶屋…番匠屋畑尾根…湯槽谷山…灰形山…有馬ゆけむり広場 

〈企画：松本 長次〉 

12km(5:00)  

〈企画：江藤 謙治〉 

14km(6:00)  

〈企画：能勢 智晴〉 

15km(6:00)  

 新会員のためのオリエンテーション ＜第 22 回＞ 
    新会員の方は受講しましょう！！              組織部 

 
１． 日 時  10 月 21 日（金） 18：00～20：20             
２． 会 場  今津公民館 

            （阪神・阪急今津駅下車南へ、国道 43号線手前の一方通行道を東へ７分） 
３． 内 容   ①会の概要（会の規約・山行規定・ランク規定など） 
          ②会の歴史、マナーなど 
                   ③ボランティア精神の啓蒙 
                   ④質疑応答 
４． 持 参 物  総会資料集・入会のしおり・筆記具 
５． 講  師  世話人数名 
６． 申  込   ・電話の場合 10 月 14 日(金)～16 日(日)原則 19：00～20：00 

   2906 永井とも子まで TEL 090－9874－7250 

                     ・メールの場合 10 月 10 日（月・祝）〜16 日（日）20：00 まで 

  oriuke2022@gmail.com 会員番号と氏名を書いて送信 
                         受付完了メールが届かない時は電話受付期間に永井へ電話を 

７． 次回開催  1 月 22 日（日） 13：30～ 西田公園会議室 
 
☆ Ｂランクへのランク移動希望者はこの講座の受講が必須条件です 
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緊急連絡第 27 報  

2022 年 8 月 16 日 世話人会 

行動制限解除下でのコロナ感染の頻発への対応について 

会員の個人宿泊山行中にコロナ集団感染が発生する事例があったことは、緊急連絡第 26 報

―号外でお伝えしていますが、行動制限解除下で、コロナ感染が拡大するという事態を踏ま

え、 

当会としての対応方針を一部修正して、再確認しますので、会員のみなさまのご理解・ご協力

をお願いします。私たちの行動が、いつでも感染拡大に繋がることを自覚して節度ある行動を

していただけるよう、あらためてお願いするものです。 

 

1. 発熱・咳・倦怠感などコロナ感染の疑われる症状がある時、濃厚接触の疑いがある時は、
例会への参加をご遠慮ください。(緊急連絡第 26 報参照) 

⇒感染の有無の確認が出るまでは、自宅療養。感染後の隔離期間解除は医師の指示による

ものとします。濃厚接触の可能性がある場合は 5日間の自主隔離を行うものとします。 

〇例会参加後に発症が確認された場合は、直ちにリーダーに申し出てください。リーダー

は、他の参加者の感染の有無と濃厚接触の可能性を確認するとともに、安対委員長もし

くは山行部長(班長)のいずれかに速やかに連絡する。 

2. 個人(宿泊)山行について 
① 「個人山行届」の事前の提出を励行してください。(接触者の山行参加有無確認の為) 
② 感染の可能性がある方の参加が確認された場合の対応等は、下記の宿泊例会に準じて
対応し、安対委員長もしくは事務局長のいずれかに速やかに連絡してください。 

 

 「バス・宿泊」例会再開について（会報 2021 年 8 月号 P17 確認事項骨子再掲・不変） 

① 出発地・例会地に「緊急事態宣言」あるいは「まん延防止等重点措置」が発出されてい
る期間は「中止」とする。例会実施中に発出された場合は、直ちに中止し帰路につく。 

② 例会企画者は交通機関・宿泊所などの感染予防対策(例えば長距離バス・フェリーの定
員設定・宿泊所特に食堂での対策・寝室の定員設定など)を事前に調査し、調査日時点

で定員の 1/2 程度に三密防止対策が取られていることを確認して具体的に例会計画書に

注記し、山行部各班長に提出し、山行部長の承認を受ける。 

③ 省略 
④ 参加者は、出発当日の体温を測定・記録し、例会参加時にリーダーに提出する。 
⑤ 例会中に発熱者が発生した場合、例会中止を原則として、リーダーが判断する。安対 
委員長もしくは山行部長・当該班長のいずれかに速やかに連絡する。 

⑥ 例会中の感染予防については一般例会と同様、緊急連絡第 26 報によります。交通機
関・宿泊所内での手洗い・マスク着用はもとより、特に「手指消毒」「黙食」を励行。

参加者・リーダーは分担して必要量のマスク、消毒液を持参する。 

⑦ 省略 

－24－



2022 年 9 月 6 日世話人会 
 
コロナ感染症対応の継続強化について 
 

 コロナ感染症対応については、ウィルス特性の変化や対策の進化により、社会の受け止め方
は変わりつつあり、当会としても例会・集会などの活動の正常化を念頭に置いた検討は、必要
と認識しています。しかしながら、重症者数は、以前の感染者数ピーク時に劣らず増加し、会
員の多くを占める高齢者が、高いリスクにさらされていることは、変わりません。(会員を含
む)人々の意識が変化して「なれ・油断」を生んでいます。実際、例会に起因するものではあ
りませんが、会員の感染や個人宿泊山行中の感染発症が相次いで報告されている状況です。 
会としての当面の対応を以下確認しますので、会員におかれましては、引続き緊張感をもっ

て、ご協力をお願いいたします。 
なお、日帰りの例会については、例会での感染例がないことや定員拡大への要望が多いこと

を踏まえた対応といたします。 
1. 発熱・咳・倦怠感などコロナ感染が疑われる症状がある時、濃厚接触の疑いがある時は、
例会への参加を厳にご遠慮ください。自己解釈による勝手な例会参加は、自分だけでな
く、周りの人々に迷惑になることを認識してください。 
⇒濃厚接触者(疑似感染者)は感染の有無が確認できるまでは、感染者は隔離期間が経過す
るか、症状がなくなり隔離解除後または 5日間経過後まで、例会に参加できません。 

2. 例会に関し、⑴日帰り例会では、例会での感染対策が十分になされることおよび感染者、
疑似感染者が例会に参加していないということを大前提に、最大定員 20 名(10 名超 2 班
体制厳守)で実施します。ただし、実施対象山域は、近畿 2府 4 県(兵庫・大阪・京都・滋
賀・奈良・和歌山)に限定、反省会厳禁等の申合わせ(緊急連絡第 26 報)は、継続します。 
⑵宿泊・バス・マイカー例会は長時間密の状態にいるリスクに鑑み、中止を継続します。  

3. 個人(宿泊)山行について 
（１） 個人(宿泊)山行時は、必ず「個人山行届」を出発日 1週間前迄に提出して下さい。 
(「個人山行届」のメール提出を受付けます。メール先：meisho.kojin.sanko@gmail.com 
事務局長が開封し、安全対策委員長、山行部長と共に個人情報として管理します。) 

   企画者が会員で、参加者の大半が会員の個人(宿泊)山行で対策が不十分な場合は、確認
のうえ実施の自粛、再検討を求めることがあります。 

（２） 以下の対策を厳守して実施し、結果の「報告書」を提出してください。 
① リーダーは交通機関・宿泊先等の感染予防対策(定員設定・間仕切り・体温管理等)
を事前に調査し、調査日時点で所謂三密防止策がとられていることを確認する。 

② リーダーは、参加者に出発の２日前からおよび山行中の毎日の体温、咳・倦怠感な
ど体調管理の報告を求め、健康状況を把握する。 

③ リーダーは山行中に発症もしくは発症が疑われる参加者がいた場合は、施設管理者
に届け出るとともに、山行は中止し、管理者の指示のもと下山等の対応を行い、安
全対策委員長、山行部長、事務局長のいずれかに速やかに連絡する。これは、当該
山行後に、僅かでも疑いのある方が、例会に参加することで感染拡大に繋がること
を防ぐために必要なことですので、ご理解、ご協力をお願いします。 

④ 山行中も感染対策(宿泊所等でのマスク着用・手洗い・手指消毒等)を励行する。 
⑤ 山行終了後、上記について具体的に記述した「報告書」を 3日以内に、必ず提出。
山行終了後 2日間は健康管理に留意して過ごし、例会参加はご遠慮ください。 

4. 会合等は、できる限りズーム等を活用し、対面での実施は、極力控えてください。 
なお、諸事情によりやむを得ず対面で行う会合等では、会場での三密対策・マスク着用・
手指消毒など感染対策に十分に配慮して実施するものとします。 

本対応は 10 月 5 日までとし、同月 4日開催の世話人会で対応を見直すこととします。 

緊急連絡第 28 報 
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第 22回夏山講習会「立山三山縦走」を終えて 

コロナ感染拡大と天候不順が重なり実施できるのか懸念しながらの決行となりました。 
立山 IC まで快晴でしたが、立山町から雨に、室堂に近づくにつれ雨の勢いが増し、バスが到
着した時にはかなり強い雨になっていました。全員レインウェアーを着用し、途中雪の上を歩

いてやっとのことで一の越
山荘に辿り着きました。 
２日目は、朝から快晴とな
り、浄土山への往復、雄山で
のお祓い、(最後に CL 音頭の
万歳三唱があり大いに盛り
上がる)､大汝山、真砂岳、別
山と歩き剱御前小舎に13時
過ぎに着きました。14時過ぎ
から土砂降りの雨となった
ため、先を急いで予定より早
く着くことができて本当に
良かったと思いました。 
３日目も、快晴であったの
で剱御前に登り、剱岳を間近

で見ることができました。その後、雷鳥沢を順調に下山し、予定通り９時に室堂に到着しまし
た。最後に落差日本一（350ｍ）の称名滝を見学しました。 
３日間を通じて、チングルマ、イワギキョウ、コイワカガミ、ニッコウキスゲ等、多くの 
花があり、雷鳥夫婦に巡り会えた方もあり、全員が夏山の素晴らしさを実感した心に残る夏 
山講習会となったと思います。          （記：那須睦彦 写真提供：宮本政雄） 
 

CL 2853 宮本 政雄 SL 2174 山崎 良子 研修部 2663 那須 睦彦 2672 和田 知子 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
日程：2022 年 7 月 30 日（土）～8月 1 日（月） 

行程」：7/30(土) 西宮北口名神・北陸道立山有料道路室堂…一の越山荘 

      7/31(日) 宿舎…浄土山(往復)…雄山…大汝山…真砂岳…別山…剱御前小舎 

    8/ 1(月) 宿舎…剱御前(往復)…雷鳥沢…みくりが池…室堂称名滝 

立山グリーンパーク吉峰立山 IC尼御前 SA多賀 SA西宮 

 

 

2346児玉 美枝 
入会してから苦節 10 年、やっと夏山講習に

参加することが出来ました。山小屋での過ご

し方、装備等周りの方を見て、私は無駄が多
いな～と、とても勉強になりました。高山を
リュックを背負って歩いたことが無く心配で
ドキドキでしたが、ベテランの研修部の方や
CL、SL が居てくださり、安心して初心者でも

ミクリガ池にて 

講習会に参加された全員の感想 
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歩くことが出来ました。 
綺麗な山の景色、可愛い様々なお花に魅了
され、夏山講習参加して良かったな。 
 
2547竹村 圭子 
１日目の一の越山荘まではチングルマの群
生や残雪にわくわくしながら到着。ところが
翌朝から絶不調。雄山への登りは頭痛と吐き
気で最後まで歩けるのか不安で一杯でした。
荷物を軽くしてもらい、ペースを落とし最後
尾に。みなさんに親身な声かけもいただきま
した。ひとまず目の前の一歩一歩を進んでい
くことだけ考えるようにしました。そして、
剱御前小舎に着いたときはとても嬉しかった。 
 
2607横山 恵 
室堂に到着時あいにくの雨でしたが一の越
山荘に到着する頃には止んでいて夕方の空は
雲が夕日のオレンジ色に染まりとても美しい
景色でした。翌朝は朝食前に浄土山に登り剱
岳とご来光が見れて感動しました。立山三山
縦走では日本三大霊峰の雄山神社で全員で安
全祈願の万歳三唱をしたり、雷鳥や可愛いお
花を見ることができました。初めての夏山講
習はとても楽しく色んな感動を味わえました。 

 
2614岩本 登代子 
只今、スマホを見ながら立山を満喫してお
ります。ハイマツの緑と雪渓のコントラスト
が素晴らしく、絵画の様でした。夕焼けが綺
麗で感動しました。帰りの朝、目の前の大日
岳に次はこっちだよと呼ばれた気がしました。
帰ってからのニュースで北陸道が土砂崩れで
通行止めとなっています。巻き込まれていた
のかと思うと恐ろしい事で、自然には抗う事
のできない力を感じました。また、新しい出
会を大切にしたいと思います。 

 
2680野村 昌宏 
私は入会６年が経過しますが初めての夏山
講習会です。夏山の立山は来たことが無いの
で通常の夏山例会の気持ちで参加しました。
通常の夏山例会と違って山並みが見える所で
はスタッフから山名の丁寧な説明を受けたり、
オフタイムの語らいがあったりと、有意義な

山行でした。メンバー同士が近くなった様な
気がします。私のような夏山の経験が少ない
人にとっては是非参加して頂きたい講習会だ
と思いました。 
 
2750野田 美保子 
2019 年の赤岳に次いで今回の立山三山縦
走で２度目の参加でした。初日室堂で雨に降
られたもののその後は天候に恵まれた山行。
中でも 3003 メートル雄山神社での祈祷そし
てリーダー宮本さんの音頭で行われた万歳三
唱は一体感が最高。そのご利益のせいでしょ
うか、ちょっとだけ雷鳥に会わせてもらえ感
動。参加者の皆さんお疲れ様でした。 

 
 
2761塩飽 恒雄 
欲張りにも二度目の夏山講習会に参加させ
て頂いた。私にとっては標高 3000m 越えは初
めての体験。２日目の雄山への登山中に、六
甲登山より多く荷物を背負った関係なのか、
身体が意図せずふられるように感じた。また
持参した行動食のナッツの小袋が風船のよう
に膨らんでいた等高山による影響を体験した。 
この度の夏山講習会は、天候に恵まれ、六
甲山では味わえない雄大な大自然の中で大変
満足した時間を過ごせた。 
 
2762塩飽 裕美 
宿泊登山では色々と心配事がある。その一
つが睡眠。消灯時には照明が消えたのも知ら
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ず、寝落ち。夜中、目が覚め、ふと外に出て
みると街の明かり、満天の星空、天の川もく
っきりと見える。眠っている人を起こしたい
衝動を抑える。眠れない時間も好いもんだ。 
 内蔵助カール、冷蔵庫の扉を開けたような
冷気が汗ばんだ身体にご褒美、あ～涼しい！ 
 来年は、この先にある剱岳、大日岳に登り
たいと、希望が広がる。 
 
2771村上 貞喜 
４年振りの開催、待望の夏山講習会につい
に参加できた！ 明昭に入ったからには、せめ
て夏山講習会に参加したいと意気込んで臨ん
だが、2018 年はあえなく中止。その後は コ
ロナ禍もあって行けず仕舞いで今年を迎えた。
満 73歳になり、後がないとすがる思いで天候
とコロナ禍の動向に気を揉んだが、結果は吉と
出た。初日午後こそ雨に禍いされたが ２・３
日目は好天に恵まれ、立山の主峰雄山をはじめ
とする縦走路を無事歩き通すことができた。 

 
 
2784出水 淑子 
室堂でバスを降りる時、 雨が強くなり気分

が落ち込みましたが、色々な高山植物が迎え
てくれ、残雪の上も歩き、立山に来たんだと
実感しました。浄土山に行く途中、遠くに笠
ヶ岳、槍ヶ岳、そして富士山も見え 感動しま
した。天気に恵まれ、二日共、 夕やけ、ご来
光も見れましたし、雷鳥親子にも出会え心が
和みました。出発前は、不安でしたが参加し
て、良かったです。  

 
2801岸本 邦子 
雄大な景色が脈々と連なる稜線、ところど
ころの残雪と緑が美しい。遠くに小さく見え

る山小屋、山頂に人の姿、眼下には豆つぶ程
の歩く人、稜線にはわずかに見えるルート。
「行ってみたい」と夢が広がる。花々の群生 
岩かげに可憐に咲いて今を一番に咲き誇って
いるようでした。 
念願の夏山登山、不安もありましたが無事
に終えられました。 

 
2807木村 真弓 
連日酷暑日の西宮を脱出し、室堂に到着。
残雪にびっくり‼ まさかこの時期に雪の上を
歩くなんてと感動。２日目、３日目はお天気
にも恵まれ、夏山を満喫することができまし
た。また山に魅了され、次はどの山に登ろう
かと考えるのが楽しみになりました。遠くに
見えた槍や剱にもいつかは登れる日が来るか
な。 
 
2817市場 秀幸 
果たして自分が３千メール級に高度順応で
きるのか？を主目的に参加させて頂きました。
初日の一の越山荘、距離も無く、急登でも無
いのにゼイゼイハアハア、２日目は、食事後
の雄山急登、ダメ押しの別山登頂で、ゼイゼ
イハアハア…絶対高山病！との呟きに「空気
が薄いから皆んな一緒」、「朝食喰えてるから
大丈夫！」との皆様の励ましに無事完遂！ 体
力増強し、めざせ夏山再挑戦です。 

 
2841堀川 澄江 
今回初めて参加の夏山例会。三山縦走とは
どのくらい歩くのか不安でドキドキの中、室
堂到着時は雨。でも翌日はお天気とのことで
一の越山荘では美しい夕焼け、遠くには尖っ
た槍ヶ岳も見れてテンションも上がり、ワク
ワクの気持ちに変化、可憐な高山植物や雪渓
を見ながら楽しく歩き、立山の雄大な景色を
満喫。 3003m の雄山登頂も嬉しかったです。 
また、山小屋での談話も楽しく為になるお話
も聞けてとても良い経験になりました。 
 
2923東田 佳子 
初日は、いきなりのレインウェアで心配し
ましたが、２日目３日目とも天候に恵まれ、
素晴らしい景色を満喫しました。２日入浴し
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ないのが辛いのと荷造りや準備が下手だと思
いました。泊まりの山行は、親しくなれます。
顔見知りも増え、益々楽しく、入会した頃と
は、気持ちが全然違います。次はどこへ行こ
うか。何もかも参加したい気分です。今回も
楽しかった。 

 
2935大泉 吉孝 
高山への不安の中立山縦走の感動を感じさ
せていただきました。初日は雨の中、準備に
手間取り出発。雪渓の残る中一の越山荘まで
登り切り周りを見渡した時、山の大きさを感
じ翌日の縦走に不安を感じました。 
２日目３日目と天候に恵まれ、無事完走し
た時の感激、感動は経験したものしか得られ
ないものだと思います。全ての行程の感動を
伝えられないのが残念です。 

 
2944長尾 裕子 
２日目雄山までの登りがきつく感じ、荷物
が重い、最小限にしたはずなのに重い！ 雄山
まであと少し、しかし重い！ そんな時「休憩、
しんどいのは皆同じ」と声掛けがあり、何を
考えていたのかと我に返る。その後は、山の
緑、所々残る雪渓の白、空の青さ、雄大に動
く雲、立山の風景を満喫して歩くことが出来
た。会員同士の交流も深まり、これからの例
会参加が楽しみです。 

 
2949松谷 佳子 

 夏山も小屋泊も初めてだったので、行く前
は緊張しましたが、行ってみると楽しくて、
参加して本当によかったです。印象に残って
いるのは、日の出を見たことです。少し暗い
うちから外に出て、山の向こうから太陽が昇
ってくるのを見ました。あとは、雷鳥の親子
に会えたのもうれしかったです。小屋では、
他の会員さんから色々お話を聞いて、山のこ
とや会のことについて知ることができました。
来年もぜひ夏山に行きたいです。 
 
2957蔵垣内 収子 

 立山は、雄山、大汝山に行ったことがあり
ましたが、何度行ってもその時々で印象が変
わり、新しい感動が生まれることが分かりま

した。特に今回はお花満開の中、濃い緑の山
肌に浮かぶ雪渓、雨の雫で輝き踊る緑の絨毯
に感動し、稜線を楽しく堪能することができ
ました。そして何より、明昭の方々の楽しい
会話や優しさ、温かさに触れ、本当に心に残
る山旅ができました。 

 
2974 片井 照代 
初めての夏山、途中高山病にかかり心が折
れそうになりましたが、リーダーやスタッフ
の皆さんの温かいご支援のおかげで最後まで
頑張りきることができました。一の越でみた
満天の星空、剱御前から見たご来光、薄紅色
に染まりゆく山並み・・・ 素晴らしい経験は
数えきれません。 でも何より事あるごとに声
をかけ、励まし支えてくださった山の会の皆
さんの優しさ・・・ 山の仲間っていいなあ・・・
心からそう思えた今回の夏山でした。  
 
2330小路 利明 
夏山講習会には6年前にSLとして参加しま
したが、今回は人数合わせ？のため役割がな
く、気楽な気持ちで参加しました。一方、受
講生の皆さんは小屋泊や 3000 メートル級の
山が初体験の方が多く、不安と期待を一杯背
負って来られているのが良くわかりました。
歩くたびに変わる雄大な風景や、登山道のそ
ばから広がるお花畑にその都度声を上げてい
ます。そんな様子を見ていると、はるか？昔、
自分が山に親しみ始めた頃の気持ちが蘇って
き、その頃に比べ今の自分は少々のことでは
心を動かされなくなっていることを思い知ら
されました。参加された皆さんには、今回の
気持ちをこれからも持ち続け、末永く山を楽
しんでいただきたいと願っています。
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山歩きでのいざという時のために 

救 急 体 験 講 習 会 

 

 

山歩きでの突然の事故、擦り傷から骨折、ハチ刺されや熱中症、さらに場合によっては 

動けないような状況もあります。このような時、どう行動すればよいのでしょうか？ 

今年度も、２回の救急体験講習会を以下の通り、開催いたします。救急時の事例につい 

て、基本的な行動、処置の方法について経験していただくことにより、いざという時の処 

置に参加していただくとともに、今後、より深く学習していただくためのよい機会と考え 

ます。リーダー経験の方に限らず、多くの方の積極的なご参加をお待ちしています。 

 

＜講習日程と内容＞ 

(1) １1月 19 日（土）  全ランク例会  9：00～15：00 

リーダー：CL2586 三宅玲子 SL2372 鳥井田智子  

講  師： 15 原水直子、1031 松前育子、1921 浜崎由美子、1927 前田昭二、 

2885 藤田英之 

集  合：阪急甲陽園改札前 ９：００ 

場  所：甲山森林公園 会議室 

内  容：①三角巾の使い方 切り傷・骨折等の処理対応 

②心肺蘇生法  人形を使った心臓マッサージの実習 

③ＡＥＤの使い方  

 持 ち 物：三角巾（大）新聞紙（一日分） 

 そ の 他：受講完了者には「普通救命講習終了証」を発行します。 

 

(2) １1月 3日（木・祝） Ｂランク例会 

リーダー：CL2061 能勢智晴 SL2325 西川和夫     、 

講  師：2060 渡邊美保、2161 篠原恵子、2773 坂上栄司 

集  合：JR 元町駅 西改札前 ９：００ 

場  所：諏訪山公園 

内  容：①緊急時の行動の基本 

②緊急時のための持ち物と処置方法 

③救急搬出法  負傷者を安全場所まで安全に搬出する方法 

     ④ロープワーク講習 危険箇所を安全に歩くためのロープワーク 

持 ち 物：ロープ、あればシュリンゲ、カラビナ 

※電話受付 10 月 28 日（金）19:00～ CL へ 

◎全ランク例会申込みにつきましては、実施月会報のガイド欄で確認してください。 

山行部・研修部 
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世話人会報告  開催日：８月２、16 日 

<詳細は例会等で世話人に確認ください> 

・出口が見えそうで見えないコロナ禍、前号

に引き続き緊急連絡第 27 報を発出しました

（24 頁）。例会や個人山行（特に個人宿泊山

行）で「慣れ」が目立つことを踏まえたもの

です。一人ひとりの安易な行動が、感染拡大

に繋がりかねないことを自覚して節度ある行

動をとりたいものです。 

・主要討議内容（8/2・8/16） 

① コロナ第７波と今後の対応について 

② 「会員からの意見・要望」メールへの対

応を的確にするべく管理方法を見直し、

要望・意見・回答を世話人会に報告する。 

③ 「沢歩き」と原則会ではしない「沢登り」

等用語の整理を行うよう山行部に要請。 

④ 緊急連絡第 26 報および同「号外」発出の

経緯について会長・事務局長から説明。 

山行部  

・例会参加票に本人の携帯電話番号の記載を

お願いします(会報９月号 26 頁)。もちろん、

従来通り緊急連絡先の記入もお忘れなく。 

・熱中症で救急搬送の事例もあります。格別

の注意を払って例会に参加してください。 

自然保護部 ・「明昭の森」を広く会員に知っ

てもらう活動の一環として、サンシュユ開花

時期の３月や紅葉期以外にも「明昭の森」を

コース内に入れた例会計画を部内で検討して

います。 

安全対策委員会 ・気温が上がるとともに途

中下山、遅れ、足つりが急増しています。熱

中症対策は充分に。また、熱中症警戒アラー

トの発出の有無にかかわらずリーダーの判断

により中止、コース変更等の対応を取ること

があります。参加者はもとより、リーダーは

参加者の体調その他に十分注意してください。 

事務局 ・事務所会議室の予約管理システム

が稼働開始しました。現在は各部・委員会等

のみの運用ですが、今後は各サークル、緊急

会議等も管理ソフトで予約するようになりま

す。 

県連関係 2023 年実施予定の六甲全山縦走

大会の説明会が開かれ、山行部長らが出席す

る予定です。詳細は追って報告します。 

部・委員会のメンバー異動    （敬称略） 

安全対策委員会新任   2364 佐東 至、 

2410 小西和雄、2627 神谷尚典 。 

トピックス 

・個人宿泊山行でコロナ感染症クラスターが

発生しました。まだまだ予断を許さない状況

下、個人宿泊山行でも例会宿泊山行における

対応に準じて、対応をお願いします。 

統計資料 

会員数推移      2022 年 8 月現在 

月初 入会者 退会者 月末
男性 287 0 1 286
女性 461 1 0 462
計 748 1 1 748

例会のまとめ     2022 年 7 月分 
ラ
ン 計 中 実 会 員 一 般 計 平均
ク 画 止 施 男 女 男 女 （名） （名）
S 8 0 8 30 83 0 0 113 14

S健 7 1 6 34 51 0 0 85 14
A 31 2 29 167 237 0 0 404 14

A健 11 2 9 47 77 11 9 144 16
B 36 4 32 152 229 0 0 381 12

B健 7 1 6 24 43 0 0 67 11
C 6 1 5 12 21 0 0 33 7

SKI/XC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 106 11 95 466 741 11 9 1,227 13

前年比 7 -2 9 49 129 1 -1 178 1
21年7月 99 13 86 417 612 10 10 1,049 12

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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◆能勢電の風鈴電車 
明昭に入らせて頂き数年になりますが北
摂猪名川方面の例会にはこの度初めて参加し
ました。今回は定員一杯の12人での山行です。
天気は生憎の曇り空でしたが、雲の為強い日
光に晒される事は無く、多少の雨もありまし
たが比較的涼しい例会となり有難かったです。 
移動の為利用した能勢電鉄の日生中央行
きの車両には天井いっぱいの風鈴とひまわり
の模造花が飾ってありました。車両がカタコ
トと揺れる度に涼しげな音を響かせながら進
む様は、鄙びた感がありながら非常に雅であり、
我々の目と耳を楽しませてくれました。他の会
社の電車でもこういった工夫をしてくれると
楽しいですね。 
◆隠れた景勝地 屏風岩 
その後バスに乗り換え、降車したバス停か
ら山行が始まりました。最初に目に映ったの
は、小さめの形の良い山が独立峰のようにあ
ちらこちらに突き出ている景色です。登山に
興味が無い人でも、試しにてっぺんに登って
みようかと思う気にさせられるような場所で
しょう。最初の目的地、東光寺に向かい、木
の幹に直接刻んだ仏像、子安観音にお参りし、
次の目的地、屏風岩に向かいました。こちら
は隠れた名所と言うべき所らしく、CLから拝
見した資料によれば、江戸時代の北摂の景勝
地だった記録があるそうです。そういった歴
史に違わぬ美しい景観なのですが、自治体の
手が回らないのかその周囲はろくに整備され
ておらず、雑草が生え放題でその点は非常に
残念に感じました。きちんと整地して公園に
すれば良いのにと思わずにはいられません。
例会参加の先輩方も同様に思っておられるよ

うでした。 
◆見どころいっぱい、楽しいルート 
その後に道の駅に向かいました。地元産地
直送の格安の野菜を夕飯のおかずの足しに購
入した後、兵庫県産の米でついた焼き餅をテ
イクアウトで購入し立ち食いしました。つき
たてを焼いた為か非常に美味で、すぐにもう
一つ購入して平らげました。さらに持って帰
ってと考えましたが、野菜も買っていたので荷
物になると断念。また猪名川に来て道の駅に寄
ることがあれば次も買おうと思っています。 
この後は歴史街道と呼ばれる登り坂に入
り、ややきつめの道を進んで、先ほどの道の
駅や屏風岩を上から俯瞰出来る程まで登り続
け、池の辺りで昼食ののち、涼しげな林道を
降って行き、最終目的地の猪名川総合公園に
無事到着しました。寺社に隠れた名所や買物
など山行者を飽きさせない、工夫を凝らした
ルート設定はベテラン CL の積み重ねた経験
と知識によるものです。私も先輩の方々より
学んで行き、これからの例会をより良くなる
よう、協力させて頂きたいと思っております。 
 

 

東光寺にて 筆者中央 
         写真提供：星野時男 

CL田辺勝美    SL星野知枝 

  
   
北摂：東光寺～村上中池  

～猪名川町総合公園 
2881 上田 勝   

れいかい・Ｓ健        2022.8.25 
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◆雨ニモ負ケズ 
申し込みの時から、雨で中止するようなら
連絡しますとのこと。当日の朝、雨が降った
り止んだりだったが中止の連絡がないので半
信半疑で集合場所へ。 
三田からバスに乗り、途中で２人の参加者
と合流。道場南口を過ぎると、窓の外には田
園風景と聞いて私がイメージしていた通りの
風景が広がっていた。すでに稲穂が重くなり
刈り入れを待つ田もあれば、まだ青々とした
田もある。その中にある茅葺屋根の農家を見
ると、ここが神戸市内だとは思えなかった。   
バスを降りて田んぼの道をのんびり歩き、
村の氏神様でミーティング。雨続きで渡渉で
きない場合に備えてコース変更の説明、その
後は今日一番の登りだが元気にクリアー。 
「近畿自然歩道」、「太陽と緑の道」。名前
がちょっとベタやなあと思いながら進む。や
がて自然歩道から車道に出たところで、それ
までもパラパラしていた雨がしっかり降って
きたので各自雨支度。以前は大小の岩がごろ
ごろして歩きにくい道だったが山を歩いてい
る実感があったとか。今はNTTドコモの通信
塔を設置するため車が入り、砂利が敷き詰め
られたので、歩きやすくなったが単調なコー
スになったとの事。確かに最初は歩きやすい
と喜んでいたが、ゆっくりとした登りが続く
と結構疲れる。 
◆初めて見る自生のサギソウ 
休憩はまだかなと思っていたらやっと最初
の目的地、サギソウ観察ポイントに到着。私
はこの花を植物園以外で見るのは初めてだっ
たので花をカメラに収めるのが忙しかったが、
他の場所と比べると、ここのサギソウは背も

高く、一本に２、３輪の花がついているもの
も有り元気があるとのこと。さあ次はどんな
花に会えるのかとドキドキしながら山の中へ。 
◆小さな花とデッカイ電波塔 
着きましたと言われても？？？ようやく
目に付いたのは３㎝ぐらいの「雛の錫杖草」。
金平糖のような白い花で気をつけないと踏ん
でしまいそうで落ち着かない。そしてこの花
の近くに生える本郷草はもっと地味で落ち葉
を保護色にしているような高さ３㎝位の花。
私のカメラの腕前ではうまく撮れそうもない
と写真は諦めて見て楽しむ。そうは言っても
一度視線を外すと、あれ？ どこだったっけ。
この花を見つけた人は凄いと感心する。 
 東鹿見山で NTT の通信塔をバックに記念写
真の後は風通しの良い場所でお昼。帰りはバ
スの時間に合わせて少し急ぎ足。 
登り道の途中で振り返って見ると美しい
農村風景が広がっていたが、用水路が手入れ
されないままになっている。農家の人の高齢
化を考えると、この田園風景をあとどのくら
い続けられるのだろうか？ 誰がお米を作る
のだろうと思った。思わず踏んでしまいそう
な小さな花とデッカイNTT の電波塔。今日の
例会はいつもと一味違う事を感じました。 

 

 
東鹿見山・NTT電波塔をバックに 
筆者：中央      写真提供：伊藤憲和 

ＣＬ伊藤憲和   ＳＬ片岡敦子 

 
  
丹生：野瀬大杣池～黒甲越 
                ～天下辻 
         2895 池田真知子   

れいかい・Ｂ       2022.8.21 
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7/ 1(金)             No.29930  [S]                       
西阪神：西浜公園～芦屋マリーナ                           
CL：福田靖美 SL：谷村晴男                      9 名(3:6) 
藤澤日出子 大伴洋子 神前多永 服部正恵 入口裕子 大津 
輝雄 安部愛子                                           
7/ 1(金)             No.29931  [A]                       
六甲：ロックガーデン～風吹岩～保久良神社                 
CL：山口節子 SL：空谷宏                        5 名(1:4) 
菊留美智子 藤井洋子 藤本恵子                           
7/ 1(金)             No.29932  [A]                       
六甲：高座谷～横ノ池～はぶ谷                             
CL：山田真喜子 SL：阪本敬一                    8 名(5:3) 
菅原公男 兼重良三 辻久雄 伊藤佳代 井上敏子 荒川康典 
7/ 1(金)             No.29933  [B]                       
六甲：アイスロード～記念碑台～杣谷                       
CL：野村昌宏 SL：片岡敦子                      6 名(2:4) 
佐治二三子 林孝子 村山健次郎 蔵垣内収子               
7/ 2(土)             No.29934  [S]                       
北摂：姫岩～箕面大滝～桜広場                             
CL：佐藤史子 SL：田中孝子                    13 名(0:13) 
藤澤日出子 中西和子 堀本多美子 山中勝子 吉田朋代 湯 
瀬明子 山川砂世美 房谷温子 江見育子 原洋子 高原エリ 
7/ 2(土)             No.29935  [A]                       
六甲：鷹尾山～横ノ池～はぶ谷                             
CL：林美恵子 SL：砂田明子                    19 名(10:9) 
西村優子 和田育代 服部愼一 大世古健治 浜崎由美子 梅 
林きよ子 藤田勝 藤川中 東和子 小西和雄 二宮幸子 安 
部忠雄 山﨑薫 安藤まり子 和田信之 下橋耕市 北野克己 
7/ 2(土)             No.29936  [A]                       
北摂：足洗川渓谷～山頂展望所～中山観音                   
CL：吉塚正孝 SL：吉塚敬子                    20 名(7:13) 
国府みつ子 菅原公男 三船多美子 林捷衛 北川修子 中山 
弘子 星野知枝 星野時男 伊藤欣一 伊藤佳代 重岡孝子  
西國治 四本貞子 本多洋子 田中明美 阪本敬一 入江称子 
山田京子                                                 
7/ 2(土)             No.29937  [A]      フレッシュハイク 
北摂：足洗川渓谷～中央展望所～中山寺奥の院               
CL：西浦由美子 SL：富永信子                  13 名(3:10) 
富田みか 上村眞由美 松尾朝美 横田和男 冨山清子 大矢 
薫 野村久栄 西本裕明 西本弘美 浜畑有信 小島加津代   
7/ 2(土)             No.29938  [B]                       
六甲：樫ｹ峰～白瀬川源流～譲葉山                          
CL：金澤千惠美 SL：永井とも子                 11 名(3:8) 
金澤忠昭 田中富美 橋本清子 平井恵子 神宮和親 佐東至 
熊順子 砂川英子 河石裕子                               
7/ 2(土)             No.29939  [B]                       
六甲：鷹尾山～荒地山～打越峠                             
CL：根角茂彰 SL：山田和子                     10 名(4:6) 
坂本守 坂本生子 柴田敏郎 柴田礼子 塩飽裕美 岸本邦子 
藤田祐子 金田恭典                                       
7/ 2(土)             No.29940  [B]                       
六甲：芦屋地獄谷南尾根～万物相～小滝                     
CL：西尾マサル SL：山道正男                   17 名(8:9) 
辻久雄 田村美津子 山川功 冨井直樹 高塚洋之 末積敬三 
末積雅子 山田真喜子 光永一彦 山﨑芳 土山久美子 塩飽 
乙理惠 鈴木寛子 松本良枝 片井照代                     
7/ 2(土)             No.29941  [B]                       
六甲：市ケ原～再度公園～城山                             

CL：永谷裕子 SL：森口博行                     11 名(3:8) 
松前育子 中島寿子 田中巧 細川三男 森本流美 澤田智子 
池田真知子 東田佳子 松谷佳子                           
7/ 2(土)             No.29942  [B]                       
六甲：ハチノス谷西尾根～摩耶山～学校林道          
CL：中島祐三 SL：出水淑子                      6 名(4:2) 
西川和夫 荒川康典 木村真弓 大泉吉孝                   
7/ 2(土)             No.29943  [B]                       
北摂：岩辻山～虚空蔵山～日出坂峠                  
CL：豊田英行 SL：河本由美子                    6 名(3:3) 
野田勝一 石田淑子 吉田信行 東部八千代                 
7/ 2(土)             No.29944  [B]                       
奈良：亀の瀬～三室山～明神山                      
CL：田村光一 SL：奥田義雄                      9 名(6:3) 
木村靖彦 松井健 中嶋恵子 小屋敷豊 福山久美子 和田知 
子 谷隅正彦                                             
7/ 2(土)             No.29945  [B 健]                     
六甲：桜谷道～摩耶山～山羊戸渡                    
CL：砂川竹志 SL：中川みねこ                   10 名(3:7) 
久加淳子 佐々木理恵 松本長次 平雅子 北島圭二 二ノ宮 
操 要りか 小林妙子                                     
7/ 2(土)             No.29946  [B 健]                     
京都北山：梨ノ木谷～サカサマ峠～愛宕神社          
CL：能勢智晴 SL：江藤由紀                      5 名(2:3) 
渡邊美保 清水正明 松岡佐和子                           
7/ 4(月)             No.29947  [A]                       
六甲：ロックガーデン～風吹岩～保久良神社          
CL：玉井陽子 SL：空谷宏                        雨天中止 
7/ 4(月)             No.29948  [B]                       
六甲：紅葉谷～極楽茶屋跡～油コブシ                
CL：児玉美枝 SL：荒木隆治                      雨天中止 
7/ 5(火)             No.29949  [A 健]                     
北摂：竜王山～深山水路北広場～竜仙の滝            
CL：柴田享子 SL：岸本邦子                      雨天中止 
7/ 5(火)             No.29950  [A 健]                     
北摂：足洗川渓谷～山頂展望所～中山寺奥の院        
CL：田辺勝美 SL：吉田正之                      雨天中止 
7/ 6(水)             No.29951  [B]                       
六甲：山寺西尾根～摩耶山～摩耶アルプス            
CL：北島圭二 SL：松井陽子                      7 名(1:6) 
山﨑芳 萬田豊子 木村真弓 道上富子 蔵垣内収子         
7/ 6(水)             No.29952  [B]                       
六甲：観音谷北尾根～ゴロゴロ岳～荒地山            
CL：河村周一 SL：東田佳子                      9 名(3:6) 
野田勝一 浜崎由美子 北谷都 坂本生子 佐東至 堀川澄江 
永谷裕子                                                 
7/ 7(木)             No.29953  [S]                       
北摂：JR 福知山線廃線跡                            
CL：村山晶代 SL：小曽根司                     14 名(7:7) 
河原節子 神前多永 東埜和男 山本登美子 辻和夫 角石隆 
角石玉江 服部愼一 田寺多恵子 梅林きよ子 高橋興太郎  
栁井悦子                                                 
7/ 8(金)             No.29954  [S]                       
六甲：城山～鷹尾山～城山                          
CL：田口満 SL：玉井陽子                       15 名(6:9) 
浜口礼子 大原照子 服部愼一 服部正恵 大世古健治 木下 
猛 北谷都 加藤誠一 井上敏子 丸井旬子 村松敦子 塩飽 
恒雄 塩飽裕美                                           
7/ 9(土)             No.29955  [S 健]                     
北摂：南矢代城址～大沢ロマンの森                  
CL：豊田英行 SL：岸田みさを                    6 名(3:3) 
増田節子 宮本秀子 市場秀幸 松村俊一                   
7/ 9(土)             No.29956  [A]                       
北摂：夫婦岩～山頂展望所～清荒神                  
CL：山川砂世美 SL：原洋子                    19 名(6:13) 
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山田和子 菅原公男 田辺勝美 新垣幸子 和田育代 服部愼 
一 服部正恵 星野知枝 大世古健治 星野時男 福家千津子 
湯瀬明子 房谷温子 江藤由紀 西川智子 中野由加里 稲垣 
嘉英                                                     
7/ 9(土)             No.29957  [A]                       
北摂：金龍寺跡～太閤道～若山神社                         
CL：関口隆久 SL：安部愛子                      5 名(3:2) 
井筒谷光男 国谷由紀子 石川光明                         
7/ 9(土)             No.29958  [A 健]                     
六甲：横ノ池～七兵衛山～八幡谷                           
CL：青井香都 SL：松谷佳子                      9 名(3:6) 
遠藤陽一 西村優子 梅林きよ子 西尾マサル 安福知子 荒 
川康典 川那辺千里                                       
7/ 9(土)             No.29959  [A 健]                     
北摂：上肝川～鳥脇山～岩根山                             
CL：田村光一 SL：牧泰平                       10 名(7:3) 
木村靖彦 野田勝一 甲斐義人 伊藤欣一 伊藤佳代 岡田東 
亜 和田知子 山田京子                                   
7/ 9(土)             No.29960  [B]                       
六甲：鷹尾山～荒地山～七兵衛山                           
CL：山口敏嗣 SL：安部裕子                      5 名(2:3) 
山口節子 田内和枝 羽生未来                             
7/ 9(土)             No.29961  [B]                       
六甲：大師道東尾根～洞川湖～市ケ原                       
CL：土山久美子 SL：那須睦彦                   10 名(4:6) 
中島寿子 佐治二三子 高塚洋之 末積敬三 東和子 髙尾ひ 
ろ子 江藤和雄 野村久栄                                 
7/ 9(土)             No.29962  [B]                       
生駒：石仏の道～交野山～龍王山                           
CL：坂上真澄 SL：坂上栄司                      7 名(2:5) 
藤川中 富永信子 俵美子 髙田良子 砂川英子             
7/ 9(土)             No.29963  [B 健]                     
六甲：芦屋地獄谷～東おたふく山～七曲谷右俣               
CL：山本三恵 SL：河村周一                      9 名(3:6) 
萬田豊子 横山恵 岩本登代子 井藤清美 北島圭二 要りか 
水田学                                                   
7/ 9(土)             No.29964  [C]                       
六甲：地蔵大滝～天狗梁～中央尾根西谷                     
CL：森本流美 SL：丸山雅子                      6 名(2:4) 
末積雅子 前川直人 森口博行 佐々木紫乃                 
7/10(日)             No.29965  [S]                       
西阪神：夙川公園～会事務所                               
CL：水野元子 SL：藤澤日出子                  10 名(0:10) 
浜口礼子 大伴洋子 佐治初代 田中孝子 角石玉江 房谷温 
子 河野初美 後尾能子                                   
7/10(日)             No.29966  [A]                       
六甲：鷹尾山～横ノ池～はぶ谷                             
CL：西川勤一 SL：吉岡伸代                   21 名(10:11) 
宮下静子 森俊夫 河原節子 堀本多美子 菅原公男 辻和夫 
堀川一秋 辻久雄 長久子 長實 伊藤佳代 藤田勝 井上敏 
子 山田真喜子 城間益子 田口満 和田信之 圓尾留美子  
國松充子                                                 
7/10(日)             No.29967  [A]           初級講習会 
六甲：荒地山～風吹岩～会下山遺跡                         
CL：那須睦彦 SL：能勢智晴                    19 名(8:11) 
渡邊美保 和田知子 坂上栄司 髙木泰子 藤井洋子 吉田康 
一 岡田洋子 服部明美 松尾英子 長谷川久美子 西本裕明 
西本弘美 北野克己 木村千春 馬場滋夫 井上浩一 児玉純 
子                                                       
7/10(日)             No.29968  [A 健]                     
六甲：あいな里山公園～キーナの森                         
CL：泉和利 SL：伊藤憲和                 32 名(5:10/11:6) 
原水直子 松前育子 塚本昭光 平井恵子 官野肇 藤澤眞佐 
子 吉塚敬子 田村美都枝 池田由紀子 竹村圭子 谷隅正彦 
田中明美 陶山直子                                       

7/10(日)             No.29969  [A 健]          体験ハイク 
六甲：八幡谷～七兵衛山～会下山遺跡                
CL：児玉美枝 SL：大島道子 FL：青木幸夫   10 名(5:4/0:1) 
井上信行 光永一彦 能登雅文 上保成子 荒木隆治 上村眞 
由美                                                     
7/10(日)             No.29970  [A 健]                     
北摂：愛宕山～石切山～釣鐘山                      
CL：野﨑一彦 SL：村松敦子                    21 名(6:15) 
国府みつ子 北川修子 小寺修子 増田節子 加藤誠一 神宮 
和親 遊上眞一 山下勝子 二宮幸子 山﨑薫 木戸尚子 本 
多洋子 藤本恵子 山田高史 松尾朝美 沖野はつこ 松岡佐 
和子 河石裕子 武田綾子                                 
7/10(日)             No.29971  [B]                       
六甲：鷹尾山～荒地山～七兵衛山                    
CL：山﨑崇 SL：窪田裕子                       12 名(4:8) 
田村美津子 金澤忠昭 金澤千惠美 小谷愛子 林孝子 村山 
健次郎 塩飽恒雄 水田淳子 片井照代 小林妙子           
7/10(日)             No.29972  [B]                       
六甲：山寺尾根～摩耶山～地蔵谷                    
CL：日高邦夫 SL：日高久子                      7 名(4:3) 
山川功 中川勇夫 前田勝郎 島田房美 山田幸子           
7/10(日)             No.29973  [B 健]                     
六甲：有馬三山～極楽茶屋～石切道                  
CL：岩本登代子 SL：横山恵                    18 名(8:10) 
中村ヒロ子 西川智子 萬田豊子 大島秀一 大島泰子 久加 
淳子 荒川康典 岡崎順子 塩飽裕美 臺光江 北島圭二 速 
水彰 根角茂彰 大泉吉孝 芳村雅夫 羽生未来             
7/10(日)             No.29974  [C]                       
六甲：鉄拐山～須磨アルプス～高取山                
CL：森口博行 SL：佐々木紫乃                    5 名(2:3) 
高木浩司 山崎良子 長谷川秋子                           
7/12(火)             No.29975  [A]                       
六甲：山芦屋公園～高座ノ滝～山芦屋公園            
CL：服部正恵 SL：光永一彦                      7 名(5:2) 
菅原公男 服部愼一 朝井章夫 赤井和江 荒川康典         
7/13(水)             No.29976  [S 健]                     
六甲：山畑公園～北山貯水池～北山緑化植物園        
CL：原洋子 SL：北谷都                        20 名(6:14) 
中西和子 浜口礼子 荒谷静枝 原田有一 中島敏明 神前多 
永 和田育代 服部愼一 佐藤史子 大世古健治 前田昭二  
湯瀬明子 望月道子 山川砂世美 房谷温子 江見育子 松本 
宣子 丸井旬子                                           
7/13(水)             No.29977  [B]                       
六甲：天狗道～摩耶山～青谷道                      
CL：水田淳子 SL：野田和子                    18 名(4:14) 
中島寿子 坂本生子 西川智子 山﨑芳 大島道子 西浦洋三 
大島泰子 藤原孝子 岡崎順子 村松敦子 塩飽恒雄 塩飽裕 
美 田内和枝 北島圭二 吉田昌弘 蔵垣内収子             
7/16(土)             No.29978  [S 健]                     
北摂：きずきの森～きずき小屋～石切山西尾根        
CL：伊藤憲和 SL：中坊和子                      7 名(1:6) 
荒谷静枝 小野清美 宇津宮房江 後尾能子 本多洋子       
7/16(土)             No.29979  [A]                       
六甲：山芦屋公園～登山道入口～芦屋神社            
CL：田口満 SL：李良載                          6 名(3:3) 
服部愼一 服部正恵 二宮幸子 永井とも子                 
7/16(土)             No.29980  [A]                       
六甲：はぶ谷～横ノ池～鷹尾山                      
CL：安部真一 SL：村井久代                      4 名(2:2) 
丸井旬子 荒川康典                                       
7/16(土)             No.29981  [A]                       
六甲：諏訪山公園～再度公園～市ヶ原                
CL：堀川澄江 SL：小塚玲子                      9 名(1:8) 
高木宏斉 山田真喜子 鳥井田智子 安藤まり子 岸本邦子  
斎藤多美子 豊田美景                                     
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7/16(土)             No.29982  [B]                       
六甲：前山公園～ゴロゴロ岳～観音山                       
CL：野田美保子 SL：青木幸夫                    雨天中止 
7/16(土)             No.29983  [B]                       
六甲：摩耶ｱﾙﾌﾟｽ～摩耶山～ﾊﾁﾉｽ谷西尾根                    
CL：野村昌宏 SL：島田房美                     10 名(4:6) 
中村ヒロ子 冨井直樹 中川みねこ 那須睦彦 塩飽恒雄 塩 
飽裕美 井藤清美 小林妙子                               
7/16(土)～7/19(火)   No.29984  [C]                       
上越：越後駒ヶ岳～中ノ岳・八海山                         
CL：丸山雅子 SL：西川和夫                    その他中止 
7/17(日)             No.29985  [S]                       
西阪神：北山緑化植物園                                   
CL：金澤忠昭 SL：立石麗子                     10 名(2:8) 
藤澤日出子 岩崎玲子 田中孝子 友添智子 神前多永 西村 
優子 角石玉江 小寺千枝子                               
7/17(日)             No.29986  [S 健]                     
北摂：ソエ谷峠～多田銀銅山                               
CL：田辺勝美 SL：吉田朋代                    20 名(9:11) 
中西和子 河原節子 中島敏明 牧泰平 中山弘子 入口裕子 
荒木良一 荒木好子 東中多喜子 星野知枝 谷内綱子 大世 
古健治 星野時男 藤川中 岡田東亜 西堀和子 古本徳三  
山内千恵子                                               
7/17(日)             No.29987  [A]                       
六甲：高座谷～横ノ池～はぶ谷                             
CL：清水正明 SL：立花冨子                    19 名(5:14) 
宮下静子 渡邊美保 能勢智晴 遊上眞一 松本宣子 瀬尾定 
子 能登祥子 三宅玲子 本多洋子 那須睦彦 田口満 塩飽 
裕美 松本良枝 隠岐洋子 大矢薫 矢嶋直子 小島加津代   
7/17(日)             No.29988  [A]                       
六甲：諏訪山公園～再度公園～市ケ原                       
CL：田村美津子 SL：要りか                     16 名(8:8) 
松前育子 山田和子 甲斐沼一夫 吉田征四郎 藤田勝 野﨑 
一彦 高尾良次 中川勇夫 井上礼子 田中美知子 和田信之 
春名順子 石川光明 片井照代                             
7/17(日)             No.29989  [A]                       
六甲：森林植物園～再度公園～諏訪山公園                   
CL：村松敦子 SL：井ノ口裕子                  20 名(7:13) 
中原幸子 菊留美智子 多々良濱代 林捷衛 辻和夫 長久子 
梅林きよ子 長實 大津輝雄 朝井章夫 木戸尚子 安福知子 
尾崎哲也 小塚玲子 玉田優子 稲垣嘉英 川那辺千里 武田 
綾子                                                     
7/17(日)             No.29990  [A 健]                     
台高：高見山                                             
CL：宮本龍二 SL：森俊夫 三宅律子             17 名(8:9) 
日野晴光 大原照子 甲斐義人 井筒谷光男 佐治二三子 官 
野肇 佐東至 岸田みさを 関口隆久 伊丹ひろ子 植田順子 
藤本恵子 山田京子 河石裕子                             
7/17(日)～7/19(火)   No.29991  [A 健]                     
南東北：蔵王                                             
CL：兼重良三 SL：兼重道代 永田三恵子        16 名(2:14) 
北川修子 佐藤史子 湯瀬明子 山川砂世美 井上敏子 原洋 
子 山下勝子 四本貞子 川上直彦 水田淳子 宮城礼子 沖 
野はつこ 長谷川久美子                                   
7/17(日)             No.29992  [B]                       
六甲：市ケ原～再度公園～城山                             
CL：根角茂彰 SL：竹村圭子                    17 名(4:13) 
木村靖彦 今井みや子 金澤千惠美 山田真喜子 東和子 片 
岡敦子 小谷愛子 村山健次郎 上保成子 俵美子 井藤清美 
山本三恵 松谷佳子 蔵垣内収子 羽生未来                 
7/17(日)             No.29993  [C]                       
六甲：西山谷～凌雲台～有馬三山                           
CL：臺光江 SL：河村周一                        8 名(4:4) 
青井康弘 冨井直樹 西川和夫 横山恵 長谷川秋子 佐々木 
紫乃                                                     

7/17(日)             No.29994  [C]                       
京都北山：足尾谷～ツボクリ谷～皆子山              
CL：中島祐三 SL：神谷尚典                      7 名(2:5) 
山崎良子 中川みねこ 丸山雅子 和田知子 佐々木理恵     
7/18(月)             No.29995  [S]                       
六甲：旧県道～小笠峠～焼石ヶ原                    
CL：山口喜三郎 SL：浜口礼子                  19 名(6:13) 
友添智子 堀本多美子 神前多永 山本登美子 大原照子 服 
部愼一 服部正恵 岩田朱實 田寺多恵子 吉田朋代 大世古 
健治 望月道子 朝井章夫 宇津宮房江 安部愛子 安部忠雄 
若松節子                                                 
7/18(月)             No.29996  [A]                       
六甲：七兵衛山～横ノ池～風吹岩                    
CL：村岡久 SL：長尾裕子                        7 名(5:2) 
堀川一秋 東和子 田村光一 和田信之 荒木隆治           
7/18(月)             No.29997  [A]                       
六甲：市ヶ原～再度公園～諏訪山公園                
CL：三宅玲子 SL：鳥井田智子                    9 名(4:5) 
菅原公男 伊藤欣一 神宮和親 西堀和子 小屋敷豊 岡村博 
子 宮本秀子                                             
7/18(月)             No.29998  [B]                       
六甲：北ドントリッジ～洞川湖～北野谷西尾根        
CL：森口博行 SL：東田佳子                    15 名(10:5) 
高木浩司 西川勤一 中島寿子 冨井直樹 山口敏嗣 山田真 
喜子 瀬尾定子 西浦洋三 吉田信行 野村昌宏 上田勝 永 
谷裕子 大泉吉孝                                         
7/18(月)             No.29999  [B]                       
六甲：高座谷～黒五谷～七兵衛山                    
CL：江藤謙治 SL：井上景子                    20 名(8:12) 
木村靖彦 浜崎由美子 山川功 北谷都 林美恵子 西川智子 
光永一彦 前田勝郎 富永信子 西浦由美子 竹村圭子 斎藤 
賀大 岡崎あつ子 土山久美子 青木幸夫 村松敦子 村上貞 
喜 西岡三千恵                                           
7/23(土)             No.30000  [S]                       
六甲：穂高湖～忉利天上寺～掬星台                  
CL：官野肇 SL：佐藤史子                      23 名(6:17) 
中西和子 浜口礼子 大伴洋子 小松祥子 中原幸子 佐治初 
代 溝渕由紀子 友添智子 田辺勝美 磯部慧子 大原照子  
伊藤憲和 大世古健治 富吉博彦 梅林きよ子 房谷温子 江 
見育子 四本貞子 能登祥子 能登雅文 若松節子           
7/19(火)             No.30001  [B]                       
六甲：高座谷西尾根～黒五谷～打越山                
CL：青井香都 SL：松井陽子                      雨天中止 
7/20(水)             No.30002  [A]                       
北摂：夫婦岩～山頂展望所～大林寺                  
CL：本多洋子 SL：市場秀幸                     17 名(9:8) 
菅原公男 服部愼一 神宮和親 朝井章夫 栁井悦子 中嶋恵 
子 佐東至 岩本敦子 上保成子 前田康子 藤本恵子 横石 
政樹 石川光明 中谷美砂子 北野克己                     
7/20(水)             No.30003  [B]                       
北摂：満願寺西山～中山最高峰～清荒神              
CL：長谷川昌義 SL：吉岡伸代                  15 名(5:10) 
北川修子 萬田豊子 西尾マサル 小谷愛子 田内和枝 村上 
貞喜 吉田正之 稲垣嘉英 上田久惠 蔵垣内収子 小林妙子 
平井慶子 大矢薫                                         
7/20(水)             No.30004  [B 健]                     
六甲：ｷｬｯｽﾙｳｫｰﾙ～荒地山～岩梯子                   
CL：荒川康典 SL：冨井直樹                参加者不足中止 
7/23(土)             No.30005  [A]       30000 回記念例会 
六甲：摩耶山～上野道                              
CL：立花冨子 SL：小塚玲子                   27 名(10:17) 
菊留美智子 重田仁志 服部愼一 服部正恵 井筒谷光男 野 
﨑一彦 加藤誠一 朝井章夫 古本徳三 栁井悦子 松本宣子 
中嶋恵子 菅野直之 佐東至 三宅律子 福山久美子 田村美 
都枝 岡村博子 安藤まり子 前田康子 田口満 植田順子  
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高島美恵 國松充子 久保田純子                           
7/23(土)             No.30006  [A 健]                     
六甲：東お多福山～黒五谷～金鳥山                         
CL：土山久美子 SL：菅原公男                  19 名(7:12) 
林捷衛 辻久雄 伊藤欣一 伊藤佳代 増田節子 藤田勝 望 
月道子 増井文子 丸井旬子 片岡敦子 荒川康典 和田信之 
堀川澄江 二ノ宮操 沖野はつこ 川那辺千里 安久泰子     
7/23(土)             No.30007  [B]       30000 回記念例会 
六甲：地蔵谷～摩耶山～山寺尾根                           
CL：吉田康一 SL：長谷川昌義                   13 名(6:7) 
今井みや子 小林靖代 渡邊美保 中川勇夫 前田勝郎 竹村 
圭子 鈴木弘成 玉井陽子 塩飽裕美 根角茂彰 野村久栄   
7/23(土)             No.30008  [B]       30000 回記念例会 
六甲：地蔵谷～摩耶山～山寺尾根                           
CL：西川勤一 SL：瀬尾定子                     17 名(8:9) 
稲葉春美 木村靖彦 中島寿子 藤川中 末積敬三 山田真喜 
子 植中秀子 野田桂造 野田美保子 濱田裕章 岸本邦子  
古澤眞司 大泉吉孝 春名順子 要りか                     
7/23(土)             No.30009  [B 健]                     
六甲：黒岩尾根～摩耶山～旧摩耶道                         
CL：江藤和雄 SL：田内和枝                    16 名(4:12) 
田中英夫 中村ヒロ子 金澤千惠美 小西豊子 西川智子 石 
田淑子 大島秀一 大島泰子 吉田信行 久加淳子 岡崎順子 
井藤清美 蔵垣内収子 砂川英子                           
7/23(土)             No.30010  [C]       30000 回記念例会 
六甲：摩耶東谷～摩耶山～摩耶アルプス                     
CL：野村昌宏 SL：萬田豊子                      7 名(2:5) 
山崎良子 中川みねこ 末積雅子 西川和夫 和田知子       
7/24(日)             No.30011  [S 健]                     
六甲：三国池～ノースロード～記念碑台                     
CL：松村俊一 SL：岸田みさを                  21 名(9:12) 
藤澤日出子 中西和子 荒谷静枝 小野清美 河原節子 中島 
敏明 神前多永 岩田朱實 荒木良一 荒木好子 前田昭二  
大津輝雄 増田節子 野﨑寛 井上礼子 石川光明 川那辺千 
里 廣瀬淳 廣瀬真由美                                   
7/24(日)             No.30012  [A]                       
六甲：七兵衛山～横ノ池～風吹岩                           
CL：浜崎由美子 SL：出水淑子                  20 名(7:13) 
堀本多美子 山田和子 菅原公男 西村優子 新垣幸子 辻和 
夫 堀川一秋 甲斐沼一夫 福家千津子 伊藤佳代 加藤誠一 
小曽根司 松川康子 安部愛子 藤井洋子 滝川三鈴 石川恵 
美子 北野克己                                           
7/24(日)             No.30013  [A 健]          体験ハイク 
六甲：はぶ谷～七兵衛山～鷹尾山                           
CL：佐々木理恵 SL：根角茂彰 FL：山崎良子 能登雅文     
                                           10 名(4:4/0:2) 
高木宏斉 神宮和親 山下勝子 森本流美                   
7/24(日)             No.30014  [B]                       
六甲：天狗道～摩耶山～山寺尾根                           
CL：金澤忠昭 SL：松井直樹                      9 名(4:5) 
木村靖彦 佐治二三子 和田知子 松山しづ子 市場秀幸 松 
井陽子 小林妙子                                         
7/24(日)             No.30015  [B]                       
六甲：白水尾根～一軒茶屋～黒岩谷西尾根                   
CL：松本長次 SL：臺光江                       11 名(8:3) 
高木浩司 中川勇夫 荒川康典 青木幸夫 中島祐三 河村周 
一 東部八千代 砂川竹志 村井久代                       
7/24(日)             No.30016  [B]                       
六甲：市ヶ原～再度公園～大師道                           
CL：山道正男 SL：豊田美景                     17 名(8:9) 
松前育子 林美恵子 山田真喜子 瀬尾定子 西川和夫 小路 
利明 高尾良次 塩飽恒雄 吉田康一 金田恭典 髙田富士夫 
蔵垣内収子 片井照代 松尾朝美 松岡佐和子               
7/24(日)             No.30017  [B]                       
北摂：足洗川渓谷～惣河谷～足洗川西尾根                   

CL：北川修子 SL：大髙悦子                    20 名(3:17) 
北村梢 国府みつ子 小寺修子 重岡孝子 金澤千惠美 遊上 
眞一 佐東至 西尾マサル 木戸尚子 小谷愛子 田中美知子 
安福知子 村田節子 西岡三千恵 池田真知子 松本良枝 松 
谷佳子 隠岐洋子                                         
7/24(日)             No.30018  [B 健]                     
金剛：丸滝谷～金剛山～モミジ谷                    
CL：永谷裕子 SL：小西和雄                      9 名(4:5) 
上村薫 野村昌宏 砂田明子 岡崎順子 堀川澄江 東田佳子 
水田学                                                   
7/26(火)             No.30019  [A]                       
六甲：鷹尾山～横ノ池～はぶ谷                      
CL：藤田祐子 SL：中田一人                    18 名(8:10) 
菊留美智子 菅原公男 和田育代 服部愼一 服部正恵 辻久 
雄 北谷都 栁井悦子 林庄宏 髙尾ひろ子 土山久美子 田 
口満 藤井洋子 稲垣嘉英 北野克己 安久泰子             
7/27(水)             No.30020  [S 健]                     
京都東山：ケーブル坂本～比叡山～ケーブル八瀬      
CL：官野肇 SL：西堀和子                       11 名(6:5) 
中西和子 堀本多美子 神前多永 高木宏斉 服部愼一 服部 
正恵 井上敏子 安井良雄 田口満                         
7/28(木)             No.30021  [A]                       
生駒：宝山寺～ラッキーガーデン～大乗滝寺          
CL：植田順子 SL：島本隆之                     10 名(4:6) 
宮本龍二 大原照子 荒木好子 高田邦雄 谷隅正彦 國松充 
子 西本弘美 飯田久仁代                                 
7/30(土)             No.30022  [A]                       
六甲：丹生神社～坊主山                            
CL：岡邦彦 SL：金田恭典                      17 名(4:13) 
原水直子 菊留美智子 宮村末子 佐藤史子 伊藤欣一 望月 
道子 加藤誠一 四本貞子 山田真喜子 城間益子 二宮幸子 
三宅玲子 安福知子 滝川三鈴 田中千加子                 
7/30(土)             No.30023  [A]                       
六甲：北山緑化植物園～甲山湿原～仁川              
CL：二ノ宮操 SL：村松敦子                     14 名(6:8) 
村山晶代 服部愼一 服部正恵 大世古健治 野﨑一彦 朝井 
章夫 栁井悦子 松川康子 西尾マサル 小塚玲子 竹内富江 
和田信之                                                 
7/30(土)             No.30024  [A]                       
北摂：足洗川渓谷～中山寺奥の院～清荒神            
CL：前田康子 SL：中嶋恵子                     11 名(2:9) 
足立忠彦 三船多美子 福家千津子 増田節子 立花冨子 福 
山久美子 田村美都枝 藤井洋子 北野克己                 
7/30(土)             No.30025  [B]                       
六甲：地蔵谷～摩耶山～山寺西尾根                  
CL：長谷川秋子 SL：吉田信行                   10 名(6:4) 
前海明代 江藤謙治 荒川康典 青木幸夫 松山しづ子 野田 
桂造 髙田良子 髙田富士夫                               
7/30(土)             No.30026  [B]                       
六甲：高塚の清水～白石滝～油コブシ                
CL：荒木隆治 SL：髙木たね                    17 名(5:12) 
松前育子 小林靖代 青井香都 冨井直樹 瀬尾定子 柴田敏 
郎 柴田礼子 山﨑芳 西浦洋三 村山健次郎 山本三恵 山 
田幸子 川那辺千里 河石裕子 野村久栄                   
7/30(土)             No.30027  [B]                       
北摂：足洗川支流～天宮塚～吾孫子の峰              
CL：重岡孝子 SL：大髙悦子              リーダー都合中止 
7/30(土)             No.30028  [B]                       
北摂：吉川城址～高代寺山～山下古道                
CL：伊藤憲和 SL：田村光一                     10 名(4:6) 
木村靖彦 小屋敷豊 大島道子 吉岡伸代 野神エミ子 池田 
真知子 上田久惠 松岡佐和子                             
7/31(日)             No.30029  [S 健]                     
湖北：伊吹山                                      
CL：浜口礼子 SL：大原照子                    その他中止 
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7/31(日)             No.30030  [A]                       
湖北：伊吹山                                             
CL：森俊夫 SL：水田聖士                      その他中止 
7/31(日)             No.30031  [A]                       
六甲：高座谷～横ノ池～はぶ谷                             
CL：小部哲郎 SL：佐々木紫乃                   14 名(8:6) 
山田和子 西村優子 服部愼一 服部正恵 梶本悦巳 北谷都 
佐東至 光永一彦 西尾マサル 井上礼子 村山健次郎 田口 
満                                                       
7/31(日)             No.30032  [A]                       
六甲：黒越谷～打越山～森林管理道                         
CL：山口喜三郎 SL：岸田みさを                20 名(13:7) 
菊留美智子 河原節子 中島敏明 菅原公男 遠藤陽一 辻和 
夫 堀川一秋 長久子 長實 増田節子 藤田勝 官野肇 朝 
井章夫 小曽根司 安部愛子 安部忠雄 和田信之 安久泰子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/31(日)             No.30033  [A]                       
北摂：才ヶ原林道～政の茶屋園地～箕面大滝          
CL：能登祥子 SL：能登雅文                     10 名(3:7) 
川村詩佳子 井筒谷光男 西堀和子 田村美都枝 野﨑寛 岡 
崎順子 中谷美砂子 木村千春                             
7/31(日)             No.30034  [B]                       
六甲：観音山～熊笹峠～筆屋道                      
CL：松本長次 SL：小西豊子                     13 名(6:7) 
林捷衛 橋本清子 遊上眞一 瀬尾定子 萬田豊子 富永信子 
松森克安 髙田良子 髙田富士夫 砂川英子 羽生未来       
7/31(日)             No.30035  [B]                       
六甲：山寺尾根～摩耶山～上野道                    
CL：西浦洋三 SL：俵美子                      16 名(6:10) 
田中英夫 高木浩司 辻久雄 中村ヒロ子 高尾良次 西浦由 
美子 上保成子 長谷川秋子 荒川康典 土山久美子 松山し 
づ子 村松敦子 水田淳子 隠岐洋子                       
 

 
今後の講習予定（2022 年 11 月～2023 年 4 月） 

研修部・山行部 

講 習 名 課・種別 予 定 日 時 備 考 
救急体験講習 (１)全ランク 11/19（土）9:00〜15:00 三角巾、心肺蘇生、

AED 

(２)Bランク 11/3(木･祝)  救急搬出、ロープワ
ーク 

GPS講習 1課・屋内 11/6(日) 9:30〜12:00  

2課・実技 11/20(日) YAMAP、ジオグラフ
ィカ 

初級講習 1課・屋内 11/24(木) 18:15〜20:00  

2課・実技 12/4(日)  

リーダーレベル
アップ研究会 

実技・屋内 12/11(日) 山行、意見交換会 

雪山講習 1課・屋内 12/22(木) 18:30〜20:30  

2課・実技 1/28(土)〜29(日)  

3課・実技 2/12(日)  

リーダー講習 1課・屋内 1/22(日) 13:30〜15:30  

2課・実技 2/5(日)  

初級講習 1課・屋内 2/23(木･祝) 18:15〜20:00  

2課・実技 3/5(日)  

山歩きセミナー 1〜４課・屋内 3/19(日) 9:00〜16:00  

5課・実技 4/2(日)、予備日 4/8(土)  

※今後予定変更の可能性があります。詳細は実施月の会報を確認願います。 
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 ヤスヒサ ヤスコ        入会2022. 7 
3049 安久 泰子           1956  
①約10年くらい前よりハイキングを始め、山歩
き、登山へと移行しました。初めてアルプス
に行ったのは白馬岳で稜線の美しさに魅了さ
れました。今は月に５回くらい。 
②読書、旅行 
③季節の花を求めて山歩き。登ったことのない
山、何度でも登りたい山、とにかく山歩き、
山登りをしたいと思っています。膝を少し痛
めてるのですが、長く続けられる趣味として
ずっと歩けたらと思っています。 
④友人（会員）に勧められて。話を聞いて楽し
そうなので早く入会したかったのですが、コ
ロナ自粛で少し延びました。その分近くの山
への興味もより湧いてきたので。 

 

       ウエムラ リョウコ           入会2022. 8 
3050 植村 陵子        1961  

①学生時代に少々。ここ数年は時々、ハイキン
グ程度の近くの山歩きを。方向音痴なので道
に迷うこともしばしばです。 
②音楽を聴きながらスロージョギング。ガーデ
ニング（宿根草に魅せられてます）。旅行も。
知らない土地を歩くことが好きです。 
③近郊の山にも知らなかったコースがたくさん
あります。諸先輩方のように長く山行を楽し
みたいと思っています。 
④須磨離宮公園の満開のバラを見に行く道すが
らご一緒した会員の方に教えて頂きました。
２回の体験ハイクがあるのも良いと思います。

 
 

 

明昭スケッチサークル「パレット」作品展の案内 

明昭スケッチサークル「パレット」のメンバー16名が、西宮市民文化祭に参加し、 
第14回作品展を開催します。 
スケッチハイク等で描いた水彩画などのささやかな作品展ですが、皆様のご来場を 
お待ちしております。 

                                           
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

開催日 2022年 10月22日(土)～24日(月) 

時 間 10:00～17:00 (最終日16:00) 
場 所 西宮市中央公民館（阪急西宮北口駅南側） 
    プレラ内 ４Ｆ 401号室 

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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河田 章さんが旅立たれた 

1326 重田仁志 

７月27日に河田 章さんが旅立たれてから間もなく１ヶ月が経とうかと言うのに私の
胸中にはまだポッカリと大きな穴が開いたままで悲しさと寂しさで一杯です。 
本当に突然のお別れでした。野田さんから訃報を受け、通夜と告別式に行く積もりでし
たがご親族様側から、世界中がコロナで大変な時期でもあり「弔問等に、お越しになられ
ないよう」とのご配慮をお察ししつつ家で喪に服すことにしました。 
 河田さんは、1936年生まれ、私は10歳違いの1946年生まれ。明昭山の会への入会は1989
年 12月よりで33年目。私の方は、未だ27年目と雲泥の差です。例会参加回数419回の
39％「164回」がCLと言うのはご立派で、これはなかなか他の追随を許さない域だと思い
ます。風貌は温厚篤実で、参加者への気配りが十分行き届くので皆さん安心して例会に参
加されたのだと思います。 
 何回か例会でお会いしていましたが、1997年 8月(会報No232)に原水名誉会長が書かれ
た記事が私を惹き付けました。それは河田さんが念願の「Country Music の聖地に来ていま
す。」と、書かれた記事が葉書の写真と一緒に掲載されました。末尾にNashville 
Tennessee にて 1997.6.14 Ａ．ＫＡＷＡＴＡ」でした。それを見た私は早速、河田さんの
次の例会をチェックし参加しました。例会のお昼に「私も聴くだけですが音楽は大好きで、
学生の頃のFolk Song から BOB DYLAN そして今はカントリーに嵌まっています。」と告白。
それで一気に距離が縮まり、私の好みの歌手やバンドを録音したテープや歌詞カードをコ
ピーや手書きして送って頂きました。 
「ＦｏｒｔｗｏｒｔＨ」と言うJRさくら夙川から１分の所に出来たばかりのライブハウ
スに連れて行って頂いたりしました。その後、2007年から10年間。春と冬の年２回、合計
20回そこでライブ出演をされました。当然のように、河田さん専属カメラマンとして集客？
係として総20回のライブを全て撮影しました。何百枚の写真と動画、ポスター、参加者名
の記録、後には色紙に参加者に御記名頂くようにしました。 
 （バンド名は、Ｏｚａｒｋ ＭｏｕｎｔａｉｎとＳｏｕｔｈｅｒｎ Ｔｒａｉｌでした） 

 何事にも趣味があるの
は幸せですよね。私と河
田さんは『山とカントリ
ー』と言う、二つもの共
通の趣味で大ハッピーで
した。出来たら、河田さ
んと２人で例会をしたか
った。 
勿論、｢河田CL、重田SL｣
です。 応援して下さった
皆様に深く御礼申し上げ
ます。専属お抱え写真師 
1326重田仁志でした。
(拝） 

 
 
上記写真は 2016 年 1 月 31 日に「FortwortH」で開かれたライブ・コンサート後、会の 

ファンに囲まれたお元気な姿の河田 章さん。（前列右からお二人目） 
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【男性 283名　女性 460名　計 743名　(2022/9/6現在)】

◆退　　　会

1623 田中侑子　1728 田中好一　2054 福本章雄　2690 力石繁喜　2924 山本光余　

会 員 動 向

 

 

              
 
[落葉山] 標高 533 メートル。山頂から少し離れたところに四等三角点がある。 
有馬温泉の存在が知られるようになったのは第 34 代舒明天皇が行幸で有馬を訪れて以来

と言われている。『日本書紀』の舒明天皇のところに「摂津国有間温

湯」という記述が見られる。「有馬」は古くは「有間」と記されてい

たものらしい。これが舒明 3 年（631）のことで、舒明天皇は数年後

に有馬を再訪、さらに大化 3年（647）に第 36 代孝徳天皇がやはり行

幸で有馬温泉を訪れて入湯を楽しまれたという記述がある。この両天

皇の行幸を契機に有馬は一躍有名になった。その後、衰退の危機もあ

ったが繁栄を続け、平安時代には『枕草子』（1000 年頃）にも登場す

るなど名湯として高く評価されている。しかし承徳元年（1097）に有

馬を襲った大洪水で人家は押し流され、温泉も壊滅状態になった。そ

れを救って復興に導いたのが吉野の僧、仁西（にんさい）上人である。 

江戸時代に編纂された『摂陽群談』（摂津国の地誌）には「和州吉

野僧仁西上人、熊野権現の霊夢に因て、温湯浴室再建の時、其湧出の地、無所指、亡然とし

て、山頭に立り。老翁忽然と出現して、手に一葉を携え、東方に投たり。其所至温泉湧出の

地なりと告て、終に其翁の不知所帰去。正に権現の教也と其所を穿見に、然り。自是以来落

葉山、或は投木山、童子山と云。」と書かれている。つまり仁西上人

は、有馬にある荒廃した温泉を再興せよという熊野権現の夢のお告げ

で有馬まで来たが、温泉の位置が分からず山上で途方に暮れていた。

するとひとりの老人が忽然と現れて一枚の木の葉を東の方に投げ、こ

の葉が落ちたところが温泉地であると告げて去って行った。その葉が

落ちたところを掘ってみると、まさにそこが源泉であった。以来、老

人が木の葉を投げた山を落葉山と呼ぶようになったというのである。 

仁西が里人と協力し、有馬温泉の復興に成功したのが建久 2 年

（1191）、有馬の壊滅から 100 年近く経っていた。なお、温泉寺とい

う寺の本堂に仁西上人の像が祀られている。機会があれば一度訪ねて

みられてはいかが。               （会報部） 

六   甲   山   め   ぐ   り 有馬三山（１） 
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  スケッチサークル・パレット例会 

  

10/7 

（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 作品研究会  

 ◆定  員 24 名 ◆当  番 2408 吉塚正孝  

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

10/1 

（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）  

10/21

（金） 

  ◆時  間 9:45～11:45    

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

10/17 

（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 

10/20 

（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 
     

10/2 

（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。 

10/14・28 

（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 

◆暑い暑い夏をやり過ごし、さぁ、秋！◆「なん
とか歩けた」達成感、「楽しかった」余裕。更に
「何が咲いてる」、「何がいる」好奇心。地形、歴
史を調べてこの目で確かめる気持ちで行くと見
ているものが明確になり、興味が次々と沸いて好
奇心を刺激してくれる◆偶然ＴＶの番組で見た
あの場所、いつも素通りしていた所なども記憶し
やすくなる。絶対忘れないと意気込んだはずの名
前も一日くらいしか…としても、この道のこの辺
にあったのは、と残念なザル頭！にもなんとか残 

っているはず◆京都市外にある神社仏閣、山の
中腹にある史跡などに行きたいと思って入
った会◆自分が知らない、知ってたつもりの
場所などにも新たなアプローチをしてもら
える。いろいろな分野において先生級の会員
の方々に教えてもらえる贅沢さ◆今まで関
心がなかった山城、存在すら知らなかった植
物、生物。各地の七福神めぐり、四季折々の
花の名所、果物、名物料理、ウエスト限界突
破！で行ってみたい◆楽しみ方はいろいろ。
行く気が出ない時も、行きたくても参加でき
ない時もあるけど、行きたい所をいろいろ見
つけて、歩けることが幸せだと思う。(斎藤) 

－42－




