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例会案内 
〔グレード〕《体力度》（計画書で指示された荷物を持って） 

       (^^)   人里歩き.ウオーキング（クリーンハイク、新神戸から桜茶屋まで） 

       ○(－）  ○より難度が軽い     ○(＋)  ○より難度が重い 

       ○    一日の歩行時間３～６時間（六甲縦走路 須磨から高取まで）  

       ○○      一日の歩行時間６～８時間（六甲縦走路 須磨から市ヶ原まで） 

       ○○○  一日の歩行時間８時間以上（六甲縦走路 須磨から宝塚までを完歩） 

       ○○○○ 日程全般にわたり高所で、行動が長く、総合的な体力と登高スピードが必要 

      《技術度》（計画書で指示された荷物を持って）           《岩登り区分》 

       ☆    （夏）三点確保で岩場の登降が確実にできる         岩登りA  初心者対象 

       ☆☆  （夏）会の初級程度の岩登り経験者             岩登りB  経験者対象 

       ☆☆☆   別途、参加資格条件を例会案内に記載           岩登りC  CL、SL対象 

【024】 

2/2 

（土） 

岩登りを楽しもう     岩登りＢ・烏帽子岩    〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 河尻重和 

◇集 合 JR道場駅 9:00          参加資格 リードのビレイができること  申込期限1/26（土） 

 

【025】 

2/2 

（土） 

雪山ハイキング講座 珍変木を潜りに             〔グレード○＋〕 

綿向山 1110ｍ 
◇担 当 田中武雄  

◇集 合 三宮 YAMAHA向かい 7：00am                         申込期限 1/25（金） 

◇コース 登山口→５合目丸太小屋→業者コバ→綿向山山頂→ブナの珍変木→登山口 8km  5h 

◇地  図 昭文社「御在所・霊仙・伊吹」  

◇参加資格 雪山ハイキング講座終了済・2019年度講座受講中の方 
※雪山装備：アイゼン・ワカン・ストック必携  ※保険５口以上 ※雨天中止  

※マイカー利用予定 ご協力お願いします（参加人数によっては交通手段を変更する可能性が有ります） 

【026】 

2/3 

（日） 

六甲山からゴミをなくそう                   〔グレード○〕 

クリーンハイク 
◇担 当 3班担当者 CL:上西 亨 SL:飯島雅明 

◇集 合 JR新神戸駅1階 8:50am 出発 9:00am 

◇コース 新神戸駅→市ヶ原→修法ヶ原[ゴミ計量]－(大師道)→諏訪山公園[解散] 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 

※ゴミはさみ、ゴミ袋を持参して下さい  ※下山後、全体集会があります         ※ビジター参加可 

 

2/3 

（日） 

40周年に向けた 39期の動き  

全体集会 
◇担 当 運営委員会各部局   

◇集 合 こうべまちづくり会館3ｆ多目的室 神戸市中央区元町通4-2-14  TEL：078-361-4523  

◇時 間 午後2時00分より午後4時半 

◇内 容 ”安全登山と教育”、個人情報取扱指針、保険自由化、40周年記念事業など 

【027】 

2/8 

（金） 

| 

2/11 

（月・祝） 

厳冬期雪山バリエーションルート           〔グレード○○○☆☆☆〕 

阿弥陀岳北西稜 
◇担 当 西田有希 

◇集 合 参加者の都合により決定（目安は三ノ宮20:00 、JR尼崎20:30 ）       申込期限1/4（金） 

◇コース 2/8  神戸出発⇒美濃戸口（仮眠） 

     2/9  美濃戸口→行者小屋→阿弥陀岳北西稜下見→行者小屋（幕営） 

     2/10 行者小屋→阿弥陀岳北西稜→阿弥陀岳→行者小屋（幕営） 

     2/11 行者小屋→美濃戸口⇒帰神 

◇地  図 昭文社「八ヶ岳・蓼科」、カシミール地図 

※参加資格：雪山ハイキング講座修了者＆保険10口＆山行部アイゼントレ経験者 

※雪山装備、登攀具が必要  ※参加人数制限有り：CL含んで3人まで  ※マイカー使用、ご協力お願いします  

【028】 

2/9 

（土） 

ふるさと兵庫50山 笠形山麓の氷結滝を訪ねよう        〔グレード○☆〕 

播磨・扁妙の滝 
◇担 当 羽渕秀樹  

◇集 合 JR西明石駅 8:00am （マイカー利用）                   申込期限2/3（日） 

◇コース グリーンエコー笠形→扁妙の滝→笠形山939m→笠の丸→グリーンエコー笠形   10km  5h 

◇地  図 昭文社「氷ノ山」  地形図1/25000「粟賀町」  

※アイゼン必携（10本爪又は12本爪）  
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【029】 

2/10 

（日） 

 

岩登りを楽しみましょう！                 〔グレード○☆☆〕 

岩登りＡ・妙号岩 
◇担 当 河尻重和 

◇集 合 神戸電鉄鈴蘭台駅 9:00am                            申込期限2/2（土） 

◇コース 鈴蘭台駅→妙号岩→鈴蘭台駅 

◇地  図  トポ     ※個人装備：岩登攀具一式  ※保険５口加入   岩登り座学受講者 

【030】 

2/9 

(土) 

│ 

2/11 

(月) 

厳冬期の大峰大普賢岳を原登する             〔グレード〇〇〇☆☆☆〕 

ワサビ谷(シェイクスピア氷柱群)～大普賢岳～笙ノ窟尾根 
◇担 当 原田勝次  

◇集 合 JR西明石駅 ＆三ノ宮 20：00位                      申込期限1/11（金） 

◇コース 2/9 神戸出発⇒大迫ダムサイト(幕営)トイレ有  

2/10 大迫ダム→ワサビ谷→地獄谷→大普賢岳→小普賢岳のコル（幕営）  

2/11 小普賢岳のコル→日本岳→笙ノ窟尾根→ワサビ谷下降⇒(入浴)⇒神戸 

◇地  図 昭文社「大峰」 カシミール  

※参加資格：山行部アイゼントレ修了、山行部雪山経験者、保険10口※雪山装備、登攀具必要 ※参加人数制限有 

【031】 

2/10 

（日） 

雪の金剛山・エビの尻尾は風上？ 風下？            〔グレード○〕 

金剛・葛城山系 金剛山 1125ｍ 
◇担 当 相原泰夫  

◇集 合 南海電鉄 河内長野駅 9:10am                        申込期限2/5（火） 

◇コース 金剛山登山口→転法輪寺→展望台→伏見峠→久留野峠→ロープウェイ駅前バス停   8km  5h 

◇地  図 昭文社「金剛・葛城」   

※雨天中止  ※アイゼン6本爪以上（長い凍結道路を下ります）※JR三ノ宮7：22(快速 )7：51大阪7：58(大和

路快速)8:15新今宮 8：25(南海高野線・急行林間田園都市行)8:53河内長野着 金剛山ロープウェイ行9:15発(南

海バス）に乗車⇒登山口下車9:45  ※「金剛山ハイキングきっぷ」を南海電車乗車駅（新今宮・難波駅等）で購入

してください（電車賃・バス代割引）                          ※ビジター参加可 

【032】 

2/11 

（月･祝） 

六甲全山縦走コース前半                   〔グレード○○〕 

六甲全山縦走トレーニング 西半縦走コース 
◇担 当 羽渕秀樹 

◇集 合 山電須磨浦公園駅  8:00am                         申込期限2/7（木） 

◇コース 山陽須磨浦公園駅→横尾山→高取山→菊水山→鍋蓋山→市ケ原→新神戸駅      25km  8h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 神戸市六甲縦走マップ  

※軽アイゼン・ヘッドランプ必携  六甲全山縦走参加者は参加してコースを覚えてください  

積雪・路面凍結の可能性あります                              ※ビジター参加可 

【033】 

2/13 

（水） 

三分割 六甲全山縦走その 1                   〔グレード○○〕 

須磨浦公園～菊水山～鈴蘭台 
◇担 当 久貝壽祈 

◇集 合 山電須磨浦公園駅  8:50am                         申込期限2/6（水） 

◇コース 山電須磨浦公園駅→旗振山→高倉台→横尾山→高取山→菊水山→神鉄鈴蘭台駅    18km 6.5h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 神戸市「六甲全山縦走マップ」  

※雨天中止  ※軽アイゼン必携                                    ※ビジター参加可 

【034】 

2/15 

（金） 

│ 

2/17 

（日） 

雪のバリエーションルート               〔グレード○○☆☆☆〕 

石鎚山 東稜 
◇担 当 毛戸伸悟  

◇集 合 20：00  場所は相談                            申込期限2/8（金） 

◇コース 2/15 石鎚ロープウェイ前 → 西の川（幕営） 

     2/16 石鎚ロープウェイ → 成就 → 二の鎖（幕営） 

     2/17 二の鎖 → 東稜取付き → 南尖峰 → 弥山 → 二の鎖 → ロープウェイ → 帰神 

◇地  図 昭文社「石鎚山」                   

※ビレー技術がある方で雪山テント泊山行経験者   ※車の提供をお願いします   

【035】 

2/16 

（土） 

京都ブラブラ番外編 東山文化の原点を歩く           〔グレード○〕             

大津京から山中越え石仏見ながら白川源流を下る 
◇担 当 白川英夫 

◇集 合 JR大津京駅 10:00am                            申込期限 2/12(火) 

◇コース 大津京→近江神社→滋賀の大仏→山中越え→北白川→吉田山→京大吉田山キャンパス→京阪出町柳 

◇地  図 地形図「滋賀・京都」                                                        14㎞  6h 

※雨天中止                                                      ※ビジター参加可 
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【036】 

2/16 

（土） 

| 

2/17 

(日) 

 

 

関西随一の氷柱群に登れるか？！           〔グレード○○○☆☆☆〕 

シェイクスピア氷柱群 
◇担 当 福田恵子 

◇集 合 JR尼崎駅20:00                               申込期限2/2(土)  

     尼崎駅→道の駅黒滝(泊) 

◇コース 道の駅黒滝→大台ヶ原ドライブウエイ入口→アイスガーデン、ブライダルベールにてクライミング 

      →14:00頃終了 

◇地 図 昭文社｢大峰山脈｣  

※雨天中止  ※参加資格 岩B経験者、山行部アイゼントレ受講者 

※持ち物  登攀装備一式 アイゼン ピッケル シュラフ 風呂セット     

【037】 

2/16 

（土） 

l 

2/17 

（日） 

雪山ハイキング講座修了山行                 〔グレード○○〕 

氷ノ山（三の丸） 
◇担 当 黒川 登成  

◇集 合 三ノ宮 or 姫路 集合時間は後日決定                     申込期限1/28（月） 

◇コース 2/16 三ノ宮 or 姫路⇒フォレストステーション波賀（宿泊） 

     2/17 フォレストステーション波賀⇒戸倉峠→氷ノ山（三の丸まで）→戸倉峠⇒帰神 14km 8h 

◇地  図 昭文社「氷ノ山」 

※わかん or スノーシュー、ストック必須 ※マイカー利用、ご協力お願いします  

※参加条件:保険5口以上、雪山ハイキング講座受講生、または修了済み 

【038】 

2/17 

（日） 

冬の穂高湖を見に行こう                    〔グレード○〕 

摩耶山・穂高湖 
◇担 当 村田左千代  

◇集 合 阪急六甲駅  9:00am                            申込期限2/13（水） 

◇コース 阪急六甲→伯母野住宅碑→長峰山→自然の家→穂高湖→シェール槍→上野道→摩耶ケーブル下 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」                   

※雨天中止  ※軽アイゼン  ※コース変更の場合もあります              ※ビジター参加可 

【039】 

2/20 

（水） 

三分割 六甲全山縦走その 2                  〔グレード○〕 

鵯越～六甲ゴルフ場 
◇担 当 川井三子 

◇集 合 神鉄鵯越駅  8:00am                            申込期限2/15（金） 

◇コース 鵯越駅→菊水山→鍋蓋山→大龍寺→市ケ原→掬星台→記念碑台→ゴルフ場→油コブシ→六甲ケーブル下       

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」                              13km  6h 

※雨天中止  ※アイゼン必携                             ※ビジター参加可 

【040】 

2/22 

(金) 

│ 

2/24 

(日) 

雪山訓練                        〔グレード〇〇☆☆〕 

大山元谷周辺 
◇担 当 原田勝次  

◇集 合 JR三ノ宮駅北 なか卯前 19:00  ＆西明石                  申込期限2/1（金） 

◇コース 2/22 三ノ宮20:00⇒大山駐車場(駐車)(仮眠)  

2/23 駐車場→元谷小屋(BC設営)→宝珠尾根取付（ワカン登行等の体力訓練）→(BC幕営)  

2/24 (BC設営)→6合尾根登攀→弥山→７号沢下降→元谷⇒(入浴)⇒神戸 

◇地  図 昭文社「大山」  訓練内容（滑落停止、確保技術、ビーコン、引上げシステム等） 

※参加資格：山行部アイゼントレ修了、事前雪山トレ参加、保険10口 

※装備：雪山登攀具、ワカン、アイゼン等  ※参加人数制限あります  

【041】 

2/22 

(金) 

│ 

2/24 

(日) 

雪山バリエーション②                  〔グレード〇〇☆☆〕 

大山北壁 
◇担 当 源田定之  

◇集 合 JR三ノ宮駅北 なか卯前 20:00                        申込期限2/1（金） 

◇コース 2/22 三ノ宮20:00⇒大山駐車場(駐車)(仮眠)  

     2/23 駐車場→元谷小屋(BC設営)→８号尾根取付→夏道合流→(BC幕営)  

     2/24 (BC設営)→弥山尾根西稜取付→弥山→７号沢下降→元谷⇒(入浴)⇒神戸 

◇地  図 昭文社「大山」 

※参加資格：山行部アイゼントレ修了、事前雪山トレ参加、ロープワーク必修 
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【042】 

2/24 

（日） 

六甲全山縦走完走しよう                   〔グレード〇○〕 

六甲全山縦走トレーニング 東半縦走コース 
◇担 当 稲積 牧 

◇集 合 JR 新神戸駅１階 8：00am                          申込期限2/17（日） 

◇コース 新神戸駅→掬星台→六甲ガーデンテラスー一軒茶屋―船坂峠―塩尾寺駐車場（ゴール）  26 ㎞ 8h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 神戸市「六甲全山縦走マップ」  

※小雨決行   ※軽アイゼン・ヘットランプ必携                    ※ビジター参加可 

【043】 

2/24 

（日） 

岩登りを楽しもう   岩登りＢ・御着の岩場   〔グレード○☆☆☆〕 
◇担 当 宇野一重 

◇集 合 JRひめじ別所駅9：00am     ※雨天中止  ※リードビレイができる方  申込期限：2/17(日) 

 

 

2/27 

（水） 

森守体験パート 37    森守作業のお願い        〔グレード○〕 
◇担 当 山野雅弘  

◇集 合 JR新神戸駅1階 9:00am                          申込期限 1/25(月) 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 

※持ち物 昼食,軍手,タオル     ※森守体験では、クリーンハイク道を、安全で快適に利用できる道造りを 

進めています また、四季折々の美しい自然を大切にしながら、必要な手入れなどを行っています 

【044】 

2/27 

（水） 

三分割 六甲全山縦走その 3                             〔グレード○○〕 

六甲ケーブル下～宝塚 
◇担 当 宇都宮孝美 

◇集 合 六甲ケーブル下駅  8:00am                         申込期限2/23（土） 

◇コース ケーブル下駅→油こぶし→ガーデンテラス→一軒茶屋→塩尾寺→宝塚駅        17km  7h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 神戸市「六甲全山縦走マップ」                 

※小雨決行       ※軽アイゼン必携                          ※ビジター参加可 

【045】 

3/1 

（金・夜） 

| 

3/3 

(日) 

雪山バリエーションルート                〔グレード○〇〇☆〕 

荒島岳 1523.5ｍ 
◇担 当 川口 悟  

◇集 合 三ノ宮 20：30 （参加者都合で変更）                    申込期限2/19（火） 

◇コース 1日目 仏原ダム付近 → 小ナベ → 大ナベ → 荒島岳(泊) 

          2日目 荒島岳 → 前荒島 → もちが壁 → 深谷ノ頭 → 仏原ダム付近 → 帰神 距離9㎞ 行動時間9h 

◇地  図 昭文社「白山・荒島岳」  カシミール３D 荒島岳     

※雪山テント泊経験者  

【046】 

3/1 

（金） 

｜ 

3/3 

（日） 

冬の上高地でスノーシューハイク！              〔グレード○○〕 

上高地 
◇担 当 宇野康子 

◇集 合 三宮  21：00頃 参加者で調整                       申込期限2/16（土） 

◇コース 3/1三宮⇒平湯（駐車場幕営） 

     3/2平湯⇒タクシーで釜トンネル→釜トンネル出口→大正池→上高地→明神→徳澤（テント泊）6km 5h 

     3/3徳澤→明神→上高地→大正池→釜トンネル⇒タクシーで平湯⇒帰神 

◇地  図 昭文社「槍ヶ岳・穂高岳」  

※ワカン、又はスノーシュー、アイゼン、ストック、雪山装備、テント泊装備 

※雪山ハイキング講座修了者に限る、車の都合で定員あり  

【047】 

3/3 

（日） 

六甲山からゴミをなくそう                   〔グレード○〕 

クリーンハイク 
◇担 当 3班 CL:木本光平 SL:奥村奈美 

◇集 合 JR新神戸駅1階 8:50am  出発 9:00am 

◇コース A 新神戸駅→市ヶ原―(蛇ヶ谷・トゥエンティクロス)→森林植物園下[昼食]―(徳川道)→桜谷分岐 

→摩耶山[ゴミ計量]―(上野道)→神戸高校上[解散] 

B 新神戸駅→市ヶ原―(蛇ヶ谷・トゥエンティクロス)→森林植物園下[昼食・解散] 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」   

※ゴミばさみ、ゴミ袋を持参してください                        ※ビジター参加可 
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【048】 

3/6 

（水） 

中山梅林で早春の香を！                    〔グレード○〕 

中山連山ハイキング 
◇担 当 河井隆雄 

◇集 合 阪急山本駅  9:00am                            申込期限2/28（木） 

◇コース 山本駅→満願寺西山→中山最高峰→中山寺奥の院→夫婦岩→中山駅   9km  4.5h 

◇地  図 昭文社「北摂・京都西山」 

※雨天中止                                   ※ビジター参加可 

【049】 

3/9 

（土） 

寒空の中 熱々の鍋をつつきませんか②(^^)           〔グレード○〕 

市ヶ原で鍋ハイク 
◇組織部企画 担当：大谷 学 

☆山行部がテント泊で食べる鍋を市ヶ原で再現第2弾!! 興味のある方はぜひご参加ください＾  ^

◇集 合 JR新神戸駅 10：00                             申込期限3/2（土） 

◇コース 新神戸→市ヶ原→新神戸 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 

※雨天中止  ※会費：1000円（多少の増減あり）（会員・ビジター共に）  

※食器・箸、嗜好品（飲み物）は各自持参  ※各自水500cc～1Lを持参してください    ※ビジター参加可 

【050】 

3/9 

（土） 

 

岩登りを楽しみましょう！                 〔グレード○☆☆〕 

岩登りＡ・道畦谷の岩場 
◇担 当 河尻重和 

◇集 合 阪急芦屋川駅 9：00am                            申込期限3/1(金) 

◇コース  阪急芦屋川駅→第2堰堤→道畦谷の岩場→阪急芦屋川駅 

◇地  図  トポ       

※個人装備：岩登攀具一式  ※岩登り座学受講者  保険5口加入 

【051】 

3/10 

（日） 

兵庫労山主催 第 53回六甲全山縦走                   〔グレード○○○〕 

六甲全山縦走 
◇担 当 上西 享         神戸中央HPより必要事項を記入のうえ 申込みください  

◇集 合 山陽電鉄須磨浦公園駅  全縦5:30～7:00スタート    西半縦7:30～8:00スタート        

JR新神戸駅  東半縦7:30～8:00スタート                                       申込期限1/31（木） 

◇コース 須磨浦公園→菊水山→大龍寺下(西半縦ゴール)→摩耶山→六甲最高峰下→塩尾寺下(ゴール)→宝塚駅 

全縦：45km 10～14h  西半縦：23.6km  6～8h  東半縦：26.7km  7～9h 

◇地  図 神戸市 六甲全山縦走マップ    昭文社「六甲・摩耶」                 

※雨天決行    ※詳細は兵庫労山 六甲全山縦走の案内を参照ください          ※ビジター参加可 

【052】 

3/13 

（水） 

岩登りを楽しもう    岩登りＢ・烏帽子岩     〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 祝 良治  

◇集 合 JR道場駅  9:00am               ※雨天中止  ※定員5名  申込期限3/6（水） 

 

【053】 

3/15 

（金・夜） 

｜ 

3/17 

（日） 

積雪期のみのバリエーションルート           〔グレード○○☆☆☆〕 

北アルプス・霞沢岳 2646m西尾根 
◇担 当 羽渕秀樹 

◇集 合 三宮 3/15 20:00ごろ（参加メンバーにより調整、マイカー利用）       申込期限2/15（金） 

◇コース 3/15 三宮⇒平湯温泉（幕営） 

3/16 平湯温泉⇒釜トンネル→西尾根→霞沢岳（幕営） 5.5h 

3/17 霞沢岳→K2（ピストン）→霞沢岳→西尾根→釜トンネル⇒平湯温泉⇒三宮  6h 

◇地  図 昭文社「槍ヶ岳・穂高岳」 地形図1/25000「上高地」 

※参加資格：（定員あり）山行部アイゼントレ修了、山行部雪山経験者、労山基金10口 

【054】 

3/16 

（土） 

京都ブラブラ 10 魑魅魍魎の世界から御所を護る            〔グレード○〕                

阿部晴明の跡をたどる 
◇担 当 白川英夫  

◇集 合 京都地下鉄烏丸線今出川駅 10:00am                     申込期限3/12（火） 

◇コース 今出川駅→白峯神社→晴明神社一条戻り橋一立命館キャンパス→御苑→法成寺跡→蘆山寺 

→京阪出町柳駅                                  8km  6h 

◇地  図 グーグルマップ   ※拝観料約1200円       

※雨天中止                                      ※ビジター参加可 
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【055】 

3/17 

（日） 

「鬼の架け橋」から下界を望めば                〔グレード○〕 

篠山・金山 540ｍ 
◇担 当 柳 仁鉉 

◇集 合 JR三ノ宮駅南側ロータリー西 8:00am（マイカー利用・車の提供をお願いします） 申込期限 3/11（月） 

◇コース  国道176号篠山・追入神社→大乗寺道分岐→鬼の架け橋→金山→鐘が坂峠→大乗寺 分岐→追入神社                                                                                           

◇地  図 地形図1/25000「柏原」                             7km   3.5h 

※雨天中止                                      ※ビジター参加可 

【056】 

3/21  

（木・祝） 

加西アルプスの稜線歩きを楽しもう               〔グレード○〕 

善防山 251ｍ・笠松山 244ｍ 
◇担 当 佐々木枝理子 

◇集 合 神鉄粟生駅  9:50am                            申込期限3/14（木） 

◇コース 粟生駅（10:04発）⇒法華口駅➝善防山登山口➝善防山➝吊り橋➝笠松山➝播磨下里駅 8.5㎞ 4h 

◇地  図  地形図1/25000「笠原」                 

※雨天中止   ※粟生駅から法華口駅まで北条鉄道を利用します 

【057】 

3/21 

(木・祝) 

│ 

3/24 

(日) 

スキー、スノーシュー お好きな雪遊びを            〔グレード○〕 

栂池 
◇担 当 小嶋美子  

◇集 合 JR三ノ宮駅北 なか卯前 7:00am（参加者により調整）            申込期限2/28（木） 

◇コース 3/21   三ノ宮7:00⇒栂池大経大小屋 

3/22-23 スキー、スノーシュー 楽しみましょう 

3/24  栂池大経大小屋⇒神戸  

◇地  図 昭文社「白馬岳」 

※マイカー使用につき、車提供、ドライバーの協力をお願いします 途中参加、現地合流もOK  

※小屋使用料300円/泊、交通費・自炊食費1万円ほど、ゴンドラ・リフト代 

【058】 

3/21 

（木・祝） 

岩登りを楽しもう     岩登りＢ・堡塁岩     〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 河尻重和 

◇集 合 六甲ケーブル下駅 8:50       参加資格 リードのビレイができること  申込期限3/14（木） 

 

【059】 

3/22 

(金) 

│ 

3/24 

(日) 

春まだ遠き雪山に                     〔グレード○〇☆〕 

唐松岳 
◇担 当 源田定之  

◇集 合 JR三ノ宮駅北 なか卯前 20:00                       申込期限2/28（木） 

◇コース 3/22 三ノ宮20:00⇒八方駅駐車場（仮眠） 

3/23 山頂駅→八方池→丸山→頂上山荘→唐松岳→山荘(幕営) 

3/24 (幕営)→丸山→八方池→山頂駅⇒八方駅駐車場⇒神戸  

◇地  図 昭文社「白馬岳」「鹿島槍・五竜岳」 、地形図1/25000「白山町」「神城」 

※参加資格：雪山テント泊経験者、山行部アイゼントレ修了者 

【060】 

3/23 

（土） 

三田の里山風景とパノラマの展望を楽しもう！          〔グレード○〕 

北摂・大船山 653m 
◇担 当 山口優子 

◇集 合 JR三田駅北口バス停前  9:10am                       申込期限3/17（日） 

◇コース 三田駅北口（9:25発）⇒木器バス停→天白神社→稲荷神社（登山口）→高平分岐→反射板→大船山→ 

記帳所（大舟寺跡分岐）→十倉峠→十倉バス停（15:04発）⇒三田駅北口   6km 4h 

◇地  図 地形図1/25000「木津」、カシミール地図 

※雨天中止   ※三田駅からは、神姫バス（往路410円、復路560円）に乗車します  ※定員10名ほど 

【061】 

3/24 

（日） 

梅は咲いているかな？                     〔グレード○〕 

六甲・洞川梅林 
◇担 当 西川紀子 

◇集 合 JR新神戸駅１階バス停 9:00am                       申込期限3/21（木） 

◇コース 新神戸駅→猿の架け橋→二本松林道→善助茶屋→洞川梅林→鍋蓋北道→七三峠→猩々池  11km  6h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」       

※雨天中止                                             ※ビジター参加可 

【062】 

3/24 

（日） 

岩登りを楽しもう    岩登りＢ・御着の岩場    〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 祝 良治  

◇集 合 JRひめじ別所駅  9:00am     ※雨天中止  ※リードビレイができる方  申込期限3/17（日） 
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3/27 

（水） 

森守体験パート 38    森守作業のお願い        〔グレード○〕 
◇担 当 山野雅弘  

◇集 合 JR新神戸駅1階 9:00am                           申込期限3/25（月） 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 

※持ち物 昼食,軍手,タオル     ※森守体験では、クリーンハイク道を、安全で快適に利用できる道造りを 

進めています また、四季折々の美しい自然を大切にしながら、必要な手入れなどを行っています 

【063】 

3/29 

（金） 

| 

3/31 

（日） 

雪山バリエーション                  〔グレード○〇☆☆☆〕 

爺が岳 東尾根 
◇担 当 大谷 学  

◇集 合 JR尼崎駅20：30（参加者により追加あり）                  ◇申込期限3/15（金） 

◇コース 3/29 20:30集合場所→26:30旧鹿島山荘周辺（幕営） 

     3/30  7:00旧鹿島山荘裏（登山道）→13:00P3 1997m幕営（時間・天候などによってはP1まで進む） 
     3/31  5:00幕営地→7:00矢沢の頭→8:00爺が岳山頂（中峰）→矢沢の頭→幕営地（撤収） 
        →14：00旧鹿島山荘 

◇地  図 昭文社「鹿島・槍ヶ岳」    

※雨天中止  ※車のご協力お願いします  ※参加資格：山行部アイゼントレ参加者 岩A参加者 保険10口 

【064】 

3/30 

（土） 

裏六甲から表六甲へ                      〔グレード○〕 

大池地獄谷西尾根～油コブシ 
◇担 当 森下正一 
◇集 合 神鉄大池駅  9:30am                            申込期限3/24（日） 

◇コース 神鉄大池駅→登山口→地獄谷西尾根→水晶山→ダイヤモンドポイント→ノースロード→記念碑台→油コ

ブシ→六甲ケーブル下駅   10km  6h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 

※雨天中止                                      ※ビジター参加可 

【065】 

3/30 

（土） 

｜ 

3/31 

（日） 

プラナン1/10を登ろう♪                 〔グレード○☆☆☆〕 

岩登りＢ・備中の岩場 
◇担 当 宇野一重 

◇集 合 神戸市内6：30am マイカー利用                       申込期限3/23（土） 

◇コース 神戸市内⇒10：30向こう長屋、用瀬等クライミング15：00終了⇒弥高山キャンプ場（バンガロー泊） 

     3/31 長屋坂、リバーサイド等クライミング15：00終了⇒帰神 

◇地  図 トポ・日本１００岩場   

※西日本トップレベルの岩場ですが、5.7～5.10の初級ルートを選んで登ります♪ 

※参加対象：（山行までにガンバッテ！）不動・烏帽子等で5.7以上がリードできる方（定員５名） 

【066】 

3/31 

（日） 

バスハイクで福寿草を見に行こう                〔グレード○〕 

鈴鹿・藤原岳 1140ｍ 
◇担 当 野々脇千紗 

◇集 合 三宮 YAMAHA向かい 7:00am                         申込期限 3/20（水） 

◇コース 三宮 ⇒コグルミ谷出合 10:00→白船峠 →藤原岳 →神武神社 16:00⇒三宮 19:00 

◇地  図 昭文社「御在所・霊仙・伊吹」 

※マイクロバス貸切で行きます 参加上限人数20名程  ※雪が残っている場合はアイゼン（6本爪以上）必要 

【座学】 

4/3 

（水） 

例会の立て方・応急手当                     

ステップアップ講座・座学 
◇担 当 野々脇 千紗                              申込期限3/29（金） 

◇場 所 会事務所 18:30～20:30 

◇担 当 例会の立て方・例会案内／山行計画書の作り方：毛戸 

     応急手当：森本 

※2018年度夏山登山教室受講済みの方は必ず受講をお願いします。 

※夏山登山教室は未受講だが、先にステップアップ講座の受講を希望される方もお申込みいただいて構いません。 
【067】 

4/3 

（水） 

お花見しながらクライミング                〔グレード○☆☆〕 

岩登りＡ・御着の岩場 
◇担 当 宇野康子 

◇集 合 ひめじ別所駅  9:00am                          申込期限3/27（水） 

※登攀具一式、保険5口以上   ※お花見しながらのんびり登ります お久しぶりのシニアもどうぞ！！ 
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【068】 

4/3 

（水） 

駅から駅へ 早春の比良の展望を楽しもう            〔グレード○〕 

リトル比良(岩阿沙利山 686m、滝山 703m) 
◇担 当 森田 操 

◇集 合 JR湖西線 近江高島駅 9:00am                        申込期限3/27(水)  

◇コース 近江高島駅→登山口→石灯籠→岳山→岩阿沙利山→滝山→寒風峠→楊梅滝→北小松駅   12km 6.5h 

◇地  図 昭文社「比良山系」 

※雨天中止                                      ※ビジター参加可 

【069】 

4/6 

（土） 

ステップアップ講座実技・読図 低山でナビゲーション力を高めよう〔グレード○〕 

大岩岳 384ｍ 
◇担 当 佐藤拓也 

◇集 合 JR道場駅 9:00am                             申込期限3/28（木） 

◇コース 道場駅→不動岩下の駐車場→大岩岳→東大岩岳→丸山湿原→四等三角点→東山橋→ゴール 5.5h 

◇地  図 事前配布します 

※参加資格：ステップアップ講座受講生、並びにその修了者。夏山登山教室前の先行受講も可とします 

※参加人数により班分けし実技演習を行います 

【070】 

4/6 

（土） 

岩登りを楽しもう    岩登りＡ・蓬莱峡      〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 河尻重和 

◇集 合 宝塚駅 バス停  9:00am   ※雨天中止                  申込期限3/29（金） 

 

【071】 

4/6 

（土） 

信貴山から見る葛城山の威容                 〔グレード○○〕 

第 10回 生駒山 642ｍ～信貴山全山縦走 
◇担 当 立花 傳 

◇集 合 JR三ノ宮駅   7：00am 上りホーム先頭車両2両目               申込期限3/30(土) 

     担当者に連絡の上、四条畷駅（8:20）待合わせも可 

◇コース 四条畷駅(8:20)→四条畷神社→飯盛山→室池→生駒山頂→暗峠→鳴川峠→十三峠→高安山→信貴山→ 

     →朝護孫子寺/空鉢御坊→信貴山下バス停⇒JR王子駅   25km 8h 

◇地  図 地形図1/25000「生駒山・信貴山」  

※雨天中止  ※ストック、軍手（生駒山からの下りが急登・泥濘あり）        

【072】 

4/6 

（土） 

春到来！                           〔グレード○〕 

北山緑化植物園・甲山 309ｍ 
◇担 当 福田康子 

◇集 合 阪急夙川駅   9:00am                             申込期限3/30(土) 

◇コース 阪急夙川駅→北山植物園→北山貯水池→甲山→神呪寺→阪急甲陽園駅            6km 3h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶 

※雨天中止                                      ※ビジター参加可 

【073】 

4/6 

（土） 

とっておきの但馬・春                     〔グレード○〕 

但馬・樽見の大桜～御祓山 611ｍ 
◇担 当 羽渕秀樹 

◇集 合 三宮 7:00am (マイカー利用・車の提供をお願いします)              申込期限3/31(日) 

◇コース 養父市中村バス停9:00→樽見の大桜→御祓山→ミツバツツジ群生地→養父市田野バス停14:35 

⇒(路線バス)⇒中村バス停14:50  10km 4.5h 

◇地  図 地形図1/25000「大屋市場」  

 ※雨天中止 

【074】 

4/7 

（日） 

六甲山からゴミをなくそう                   〔グレード○〕 

クリーンハイク 
◇担 当 4班担当者 小川 覚 

◇集 合 JR新神戸駅1階 8:50am 出発 9:00am 

◇コース 新神戸駅→市ヶ原－(蛇ヶ谷)→あじさい広場[昼食]－(蛇ヶ谷)→市ヶ原[ごみ計量]→新神戸[解散] 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」      

※ゴミばさみ、ゴミふくろを持参して下さい    

※下山後、王子公園にて、新入会員歓迎会があります 14:00～16:00(予定)         ※ビジター参加可 
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【075】 

4/9 

(火) 

| 

4/12 

(金) 

ゆっくりのんびり、古道探索                 〔グレード○○〕 

熊野古道：小辺路(1000ｍ 三山越え) 
◇担 当 朝元茂夫 

◇集 合 南海難波駅 8:00am                              申込期限3/30(土) 

◇コース 4/9  極楽橋駅→千手院橋→薄峠→水が峰分岐→大股(泊)              16.8km 5h 

4/10 大股→桧峠→大伯母岳→水が元茶屋跡→五百瀬(泊)              14.5km 5.4h 

4/11 五百瀬→三浦峠→矢倉観音堂→西中バス停→昴の郷又十津川温泉(泊)      20km   6h 

4/12 十津川温泉→果無峠→三十国丁石→三軒茶屋跡→本宮大社           15.2km 4.8h 

バス⇒田辺⇒大阪 

◇地  図 昭文社「高野山・熊野古道」                             

※雨天中止 

【076】 

4/10 

（水） 

岩登りを楽しもう    岩登りＢ・烏帽子岩     〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 祝 良治 

◇集 合 JR道場駅 9:00am ※雨天中止 ※リードビレイができる方 ※定員5名程度  申込期限4/3（水） 

 

【077】 

4/10 

（水） 

ツツジのトンネルを歩こう                   〔グレード○〕 

高御位山 299.7ｍ 
◇担 当 川井三子 

◇集 合 JR曽根駅 9:00am                               申込期限4/5(金) 

◇コース 中庄登山口→百閒岩→鷹ノ巣山→桶居山分岐→高御位山→辻登山口→JR宝殿駅         10km 6h 

◇地  図 地形図1/25000「加古川」                 

※雨天中止                                      ※ビジター参加可 

【078】 

4/13 

（土） 

アブミの練習      岩登りＢ・駒形岩      〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 河尻重和 

◇集 合  道場駅 9:00am     ※雨天中止  アブミは用意します         申込期限4/5（金） 

 

【079】 

4/13 

（土） 

京都ブラブラ 5 秀吉気分で、桜散策             〔グレード(^^)〕            

六地蔵から日野・小野へ 最後は醍醐寺で花見 
◇担 当 白川英夫 

◇集 合 JR奈良線 六地蔵駅 10:00am                         申込期限4/10(水) 

◇コース 六地蔵駅→山科川桜並木→法界寺→日野誕生院→平重衡墓→一言寺→醍醐寺→醍醐天皇稜→勧修寺 

     →地下鉄小野駅                      歩行時間 3時間 拝観散策 2.5時間 

◇地  図 グーグルマップ等                       

※雨天中止           ※拝観料等 ≒2,000円                             ※ビジター参加可 

【080】 

4/13 

（土） 

小塩山・ポンポン山のカタクリを楽しむ            〔グレード○○〕 

小塩山 642ｍ・ポンポン山 678ｍ 
◇担 当 西村和也 

◇集 合 阪急 洛西口駅 改札口 8:12am                         申込期限4/7(日) 

◇コース 阪急 洛西口駅 8:25発ヤサカバス2系統⇒境谷センター前(240円) 

     境谷センター前→正法寺の池→小塩山(カタクリ保全地)→森の案内所(昼食) 

→ポンポン山(カタクリ保全地)→釈迦岳→奥海印寺→長岡天満宮→長岡天神駅          16km 7h 

◇地  図 昭文社「北摂・京都西山」                   ※公共バス利用のため定員15名 

※雨天中止   ※下山後に京都産朝堀りタケノコが安く購入できるかも 

【081】 

4/14 

（日） 

安全に山登りを楽しむために                  〔グレード○〕 

初心者のための一日登山教室 
◇担 当 大谷 学 

◇集 合 阪急芦屋川駅 8:50am                             申込期限4/6(土) 

◇コース 阪急芦屋川駅→高座の滝→風吹き岩→金鳥山→保久良神社→阪急岡本駅          6km 6h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」   

※雨天中止  ※ハイキング経験の少ない会員の方は是非受講してください     

※受講料：ビジター600円（保険代込：住所、氏名、電話番号をご連絡ください）      ※ビジター参加可 



- 11 - 
 

【082】 

4/17 

（水） 

ヒカゲツツジのトンネル                    〔グレード○〕 

向山連山 569ｍ 
◇担 当 菅 千景 

◇集 合 三ノ宮駅 7:00am                              申込期限4/10（水） 

◇コース 水分かれ公園→観音堂登山口→向山→清水山→鳳翔寺                  8km 5h 

◇地  図 地形図1/25000「柏原」 

※雨天中止  ※マイカー利用 車の提供お願いします  

【083】 

4/19 

（金） 

｜ 

4/21 

(日) 

初春バリエーションルート              〔グレード〇〇〇☆☆☆〕 

五竜岳 G0稜  
◇担 当 源田定之 

◇集 合 三宮なか卯前 20:00                            申込期限3/22(金) 

◇コース 4/19(金)三宮⇒白馬五竜スキー場(仮眠) 

4/20(土)駐車場⇒テレキャビン→地蔵の頭→遠見尾根→小遠見→（幕営BC）＊偵察 

4/21(日)(BC)→取付→登攀→2658ピーク→五竜山荘→（BC撤収）→テレC⇒神戸 

◇地  図 カシミール地図 

※参加人数に制限あり  ※参加資格：保険10 口＆山行部雪山山行＆マルチ経験者 

【084】 

4/20 

（土） 

春です、三田の山を歩こう                   〔グレード○〕 

有馬富士 374ｍ・菩提山 421ｍ 
◇担 当 岡部久髙 

◇集 合 JR新三田駅 9:30am                            申込期限4/13（土） 

◇コース JR新三田駅→有馬富士公園→菩提寺→花山院バス停⇒JR新三田駅 (バス料金 340円)      10km 5h 

◇地  図 地形図1/25000「三田」                 

※雨天中止     ※有馬富士には、「わんぱく砦」という岩場があります         ※ビジター参加可 

【085】 

4/20 

（土） 

｜ 

4/21 

（日） 

小豆島・キャンプでバーベＱ＆クライミング        グレード〔○☆☆☆〕 

岩登りＢ・吉田の岩場 
◇担 当 宇野一重 

◇集 合 4/19（金）夜 三宮23：30 マイカー提供お願いします             申込期限3/20（水） 

◇コース 4/20神戸（1：00発ジャンボフェリー）⇒小豆島（坂手港）7：15着⇒吉田の岩場、15：00登攀終了 

⇒オートビレッジ吉田（キャンプ＆バーベＱ）4/21吉田の岩場（フリークライミング）  

吉田⇒坂手港（17：45発フェリー）⇒神戸（21：00着） 

◇地  図 トポ  ※参加資格：リードビレイができること 保険10口  ※定員8名ほど    

【086】 

4/20 

（土） 

｜ 

4/21 

(日) 

今シーズン最後の雪山ハイキング               〔グレード○☆〕 

木曽駒ヶ岳 2,956ｍ 
◇担 当 毛戸伸悟 

◇集 合 三宮駅北 ヤマハビル向かい 7:00am                       申込期限4/5(金) 

◇コース 三宮→駒ヶ根IC→木曽駒ロープウェイ→山小屋泊まり→木曽駒ヶ岳              8km 4h 

◇地  図 昭文社「木曽駒・空木岳」 

※車の提供をお願いします   ※アイゼン、ストック等必携 

【087】 

4/21 

（日） 

ステップアップ講座（ハイキングＬＤ研修生による支点構築）  〔グレード○☆〕 

ロープワーク・その他 
◇担 当 佐々木枝理子 

◇集 合 芦屋川駅  8:30am                             申込期限4/14（日） 

◇コース 芦屋川駅→キャッスルウオール→奥高座滝   

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」  地形図1/25000                

※雨天中止  ※ステップアップ講座受講生とハイキングLD研修コラボです 

※ハイキングリーダー研修参加希望の方も佐々木に申し込みください   

【088】 

4/21 

（日） 

奇形の岩が続く座頭谷を歩こう                 〔グレード○〕 

東六甲 座頭谷 
◇担 当 相原泰夫 

◇集 合 阪急宝塚駅 バス停2番乗り場 9:00am                    申込期限4/16(火) 

◇コース バス停しるべ岩→座頭谷→ハニー農園→記念石碑→縦走路出会い→大平山→塩尾寺→宝塚駅 15km 6h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 

※雨天中止                                      ※ビジター参加可 



- 12 - 
 

【089】 

4/21 

（日） 

一日登山教室フォローアップ Part Ⅰ               〔グレード○〕 

六甲山 931ｍ～有馬温泉 
◇担 当 小川 覚 

◇集 合 阪急岡本駅 改札口 9:00am                          申込期限4/16（火） 

◇コース 阪急岡本→保久良神社→風吹き岩→軒茶屋→有馬                    12km 6h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 

※雨天中止  ※お風呂セット持参ください                       ※ビジター参加可 

 

4/24 

（水） 

森守体験パート 39    森守作業のお願い        〔グレード○〕 
◇担 当 山野雅弘 

◇集 合 JR新神戸駅1階 9:00am                          申込期限 4/22(月) 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」 

※持ち物 昼食、軍手、タオル        ※森守体験では、クリーンハイク道を、安全で快適に利用できる

ように整備を進めています また、四季折々の美しい自然を大切にしながら、必要な手入れなどを行っています 

【090】 

4/26 

（金） 

｜ 

4/29 

（月） 

雪壁・雪稜の春山バリエーションルート        〔グレード○○○☆☆☆〕 

杓子岳（双子尾根） 
◇担 当 森本 友美 

◇集 合 JR三ノ宮駅 なか卯前 20：00                        申込期限4/9（火） 

◇コース 4/26 三宮⇒猿倉（幕営） 

     4/27 猿倉→小日向のコル→樺平1750ｍ台地（幕営） 歩行距離7Km  歩行時間6～8時間  

     4/28 樺平→双子・杓子尾根JP→杓子岳→双子・杓子尾根JP→樺平（幕営）  

歩行距離12㎞ 歩行時間10時間 

     4/29 樺平→小日向のコル→猿倉⇒神戸  歩行距離7㎞ 歩行時間6時間 

◇地  図 昭文社「白馬岳」        ※参加資格 雪山＆テント泊＆岩A＆山行部アイゼントレ経験者 

【091】 

4/27 

（土） 

西風に吹かれて岩を登ろう  岩登りＢ・小赤壁    〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 祝 良治 

◇集 合 山陽八家駅 9:00am ※雨天中止  ※リードビレイができる方  ※定員8名  申込期限4/17（水） 

【092】 

4/27 

（土） 

六甲開祖の一人ドーントさんが好きだった痩せ尾根をたどろう   〔グレード○☆〕 

六甲山系 北ドントリッジ 
◇担 当 羽渕秀樹 

◇集 合 JR新神戸駅  9:00am                           申込期限4/21(日) 

◇コース 新神戸駅→市ヶ原→森林植物園東門→北ドントリッジ→分水嶺越→市ヶ原→新神戸駅     10km 6h 

◇地  図 昭文社「六甲・摩耶」  地形図1/25000「神戸首部」                 ※雨天中止 

【093】 

4/29 

（月・祝） 

兵庫の中央分水嶺を縦走しよう 6               〔グレード○＋〕 

丹波・鋸山 606ｍ 
◇担 当 羽渕秀樹 

◇集 合 三宮 7:00am (マイカー利用・車の提供をお願いします)            申込期限4/23(火) 

◇コース 篠山市・栗柄→堂の峰→高坂越→鋸山→鏡峠→丹波市・中山                 6km 5h 

◇地  図 地形図1/25000「宮田」                              ※雨天中止 

【094】 

4/29 

（月・祝） 

ノルディックウォーク体験 ポールを使ってゆっくり歩こう 
◇担 当 和気佐恵子 

詳細は次号 

【095】 

4/30 

（火・祝） 

｜ 

5/2 

（木・祝) 

春山クラシックルートに挑む             〔グレード〇〇〇☆☆☆〕 

奥穂高岳南稜  
◇担 当 源田定之 

◇集 合 4/30  朝＊上高地バスセンター前(現地集合、参加者で時間調整します     申込期限4/12(金) 

◇コース 4/30(火) 上高地→岳沢小屋（幕営BC）＊南稜偵察    

5/ 1(水) (BC)→右ルンゼ→モノリス岩→トリコニ-ⅠⅡ峰→南稜の頭→奥穂→紀美子平→(BC) 

5/ 2(木) 岳沢→上高地(現地解散) 

◇地  図 カシミール地図  ※参加資格：保険10 口＆山行部雪山山行＆マルチ経験者 

【096】 

4/30 

（火） 

岩登りを楽しもう    岩登りＢ・御着の岩場    〔グレード○☆☆〕 
◇担 当 祝 良治 

◇集 合 JRひめじ別所駅 9:00am  ※雨天中止 ※参加資格 リードビレイができる方 申込期限4/21（日）  


