
 

 

２０１９年６月山歩案内 

 

 

 

 

 

 
芦屋ロックガーデンからゴミをなくそう 

☆近代登山発祥の地ハイキング兼地獄谷清掃 
と き：６月２日（日）（雨天中止） 

集 合：阪急芦屋川駅北側広場 午前 9：00 
Ｃ Ｌ：田中  ＳＬ：当日までに選任 
コース：芦屋川駅～高座滝～芦屋地獄谷～風吹岩～横池（昼食・解散） 

持ち物：ヘルメット（必携）、弁当、飲み物、雨具、ゴミ袋、手袋 
（概況）近代登山発祥の地ロックガーデンには岩場、ガレ場、沢筋の滝などがあり、スリルと展望があります。地獄谷の清掃（ゴ
ミ拾い）をします。危険を伴う箇所を通過しますので、参加者によってはお断りするか、別コースをお願いする場合があります。 
 解散後、下記の「救急救命講座」に接続します。受講希望者は一緒に下山します。 
 

☆救急救命講座 
と き：６月２日（日）（雨天でも実施します） 

集 合：芦屋市消防本部 13：30 （16 時半終了予定） 
Ｃ Ｌ：板倉 
（概況）救命処置としての心肺蘇生と AED 使用の手順などを学びます。定員 20 名。上記ハイキングに参加されない場合は直接
お越しください。新入会員の方はできるだけ受講をお願いします。講習受講カードをお持ちの方は持参ください。 

 

☆兵庫労山“全国一斉クリーンハイク” 
６月 2 日（日）記念碑台 六甲山ビジターセンター前広場に集合。１２時から当日の収集ゴミ等の報告受付、１３時～１４時頃ま
で統一集会。労山会長挨拶、清掃報告（参加会数・収集ゴミなど）、全国一斉クリーンハイクアピール文の採択、来賓挨拶、各
労山会より報告などがあります。当会の例会とぶつかっていますが、この方にも駆けつけてください。 

 

☆歩荷訓練⑥（ハイキング上級） 
と き：６月９日（日）（小雨決行） 

集 合：阪急芦屋川駅北側広場 午前 8：00 
Ｃ Ｌ：太田  ＳＬ：参加者から選任 
コース：芦屋川駅～高座滝〜ロックガーデン中央稜〜風吹岩〜雨ヶ峠〜七曲り〜一軒茶屋〜 
    六甲最高峰〜東六甲縦走路〜塩尾寺 
持ち物：弁当、飲み物、雨具など日帰りハイキング装備一式 
申込先：太田までショートメール  申込締切日 ６月２日 
（概況）ハイキング上級の標準コース、ザックは８kg が標準です。夏のアルプスに行くには、この歩荷訓練をクリヤーできるこ
とが必要です。訓練あるいは確認する機会として利用ください。ザック重量を個人設定しての参加も可能です。 

 

☆ホタルを見ませんか・らく楽ハイク 
と き：６月１５日（土）（雨天の場合は１６日（日）に順延。迷う場合は電話ください） 
集 合：JR 道場駅改札前 18：00 

Ｃ Ｌ：鬼塚 
コース：道場駅～船坂川・道場やぐら周辺(ホタルを見る予定)～道場駅（21：30 頃解散予定） 
持ち物：ちょっとした食べ物、好きな飲み物、ヘッドランプ 

参加費：一般 400 円 
（概況）久しぶりにホタルでも見ませんか。昨年は 20 時頃から沢山の乱舞を見ることができました。 
 

芦屋の総合山岳会 

アルペン芦山
ろ さ ん

 

ＴＥＬ＆ ＦＡＸ  0797-31-6311 

〒659-0072 芦屋市川西町 2-37 

アシヤサウザンドビル 205 

＜運営委員会開催日時＞ 

６月５日(水) １２日(水) １９日(水) 

19：00～21：00 

・山行中の事故は、参加者個人の責任です。当会及びリーダーは、責任は負いません。 

・会員はハイキングなど山行の際、長さ 120～150cm、幅 20mm 程度のテープシュリンゲ、 
・安全環付きカラビナ、ヘッドランプ および コンパスを携帯してください。 
 いざというときの備えです。 

－ １ － 

会員限定 体力 ハイキング初級 

技術 基礎 

会員限定 申込み要 体力 ハイキング上級 

技術 基礎 

会員限定（家族・友達の参加は歓迎です）  



２０１９年６月山歩案内 

☆自然保護部見廻りハイキング② 
と き：６月１５日（土）（雨天中止：前日１９時の天気予報で、 

当日の兵庫県南部の降水確率が５０％以上の場合） 

集 合：阪急芦屋川駅北側広場 午前 9：00 

Ｃ Ｌ：大西  ＳＬ：市居 
コース：芦屋川駅～高座滝～キャッスルウォール～岩梯子～芦有ゲート～弁天岩～ 
    芦屋川右岸道～芦屋川駅 

持ち物：弁当、飲み物、雨具、地図など日帰りハイキング装備一式 
申込先：大西までショートメール  申込締切日 ６月９日 
（概況）キャッスルウォールから荒地山、芦有ゲート分岐点までは岩場が続きます。道迷いが多い荒地山を中心に標識の設置状
況などを確認し、改善・要望事項などについて芦屋市地域経済振興課に報告します。なお、芦有ゲートからのコースが変わる可
能性があります。 

 

☆ 再掲 ツレモテイコラ熊野ツアー２０１９ 

６月１５日（土）～１７日（月） 詳細は 2 月山歩案内 

6 月１５日夕食後、霧の郷たかはらのオーナー治安さんと会員の渡辺さんのフルートとフラメンコギターで、 
お耳馴染みのメロディーを奏でる 20 分ほどのミニコンサートがあります。お楽しみに！ 

 

☆ 再掲 残雪期の火打山と妙高山 
６月１５日（土）～１８日（火） 詳細は４月山歩案内 

 

☆大和三山ハイキング 
と き：６月１６日（日）（雨天中止） 
集 合：近鉄橿原神宮前駅中央改札前 午前 9：00 

Ｃ Ｌ：寺田  ＳＬ：天王寺谷 
コース：橿原神宮前駅～橿原神宮～畝傍山(標高 199m)～ 
    本薬師寺跡～紀寺跡～香具山(同 152m)～藤原宮跡 
    ～耳成山(同 140m)～近鉄大和八木駅（解散） 

持ち物：弁当、飲み物、雨具 
（概況）森閑とした橿原神宮の境内を抜けると、畝傍山では金剛葛城連山を垣間
見ることができ、香具山ではのどかに広がる田園風景を見ることができます。 
藤原宮跡に立寄り、耳成山へ三山を眺めながら歩きます。約１４キロ。 
低い三山ですが、滑りやすいところがあります。 
 橿原神宮前駅へは、近鉄大阪阿部野橋駅から南大阪線の吉野行き急行で、 
または近鉄鶴橋駅から大阪線の大和八木駅方面行き急行に乗車し、大和八木駅で 
橿原線に乗換えて行くことができます。 

 

☆渡渉訓練（1 回目） 
と き：６月２２日（土）（小雨決行。別途連絡します） 

集 合：神戸電鉄有馬口駅 午前 9：00 
Ｃ Ｌ：戸田 
コース：有馬口駅～逢山峡（訓練場所）～有馬口駅 
持ち物：日帰り登山の装備一式、テープシュリンゲ 2 本、安全環付カラビナ 2 個、 
    ロープシュリンゲ 2 本、着替え一式、履き替え用の靴、ヘルメット（あれば） 
申込先：戸田までショートメール  申込締切日 ６月１０日 
（概況）沢登りではなく、通常の山行で遭遇する川（沢）の渡渉の訓練です。従って通常の登山靴で荷物も 6～7kg を担いで渡
渉する訓練をします。靴やズボンは勿論、上半身も濡れる可能性がありますので、着替え一式を持参してください。女性の着替
え用にタープの目隠しを用意します。着替え類は濡らさないようにＰＥ袋に入れ、かつ二重にＰＥ袋に入れてください。 
 訓練だけについては体力はいりませんが、石の多い滑りやすい河原で行動しますので、ある程度悪路を歩ける人が前提になり
ます。なお、現在訓練に適した場所を探しています。逢山峡から場所が変わる可能性があります。変更の場合、申込者にはＣＬ
から連絡します。 

 

☆第５３回アルペン芦山 定期総会 
受 付：６月２3 日（日） 午前 9：00 

集 合：芦屋市民センター本館 ２０３号室 
内 容：事故調査報告、安全諸施策、活動報告・方針、会計報告、予算審議、新役員選出など 

 
－ ２ － 

 

 申込み終了 

申込み終了 

会員限定 体力 ハイキング初級 

技術 基礎 

耳成山 

会員限定申込み要 体力 ハイキング初級 

技術 中級（下） 

会員限定 体力 ハイキング中級 

技術 初級 
申込み要 

http://tomiojisan.web.fc2.com/sannpoannnai3102.pdf
http://tomiojisan.web.fc2.com/sannpoannnai3104.pdf
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・今回は学習会、山行ディスカッション、バザー、懇親会はありません。 
・新特別基金（労山保険）に加入する方は集金します。各自、加入口数×1,000 円を用意してください。 

 

☆山行のための岩訓練③ 
と き：６月２９日（土）（雨天中止：前日１９時の天気予報で、 

当日の兵庫県南部の降水確率７０％以上の場合） 

集 合：阪急芦屋川駅北側広場 午前 8：30 

Ｃ Ｌ：神田  ＳＬ：後日選任 
コース：芦屋川駅～高座谷～荒地山～ブラックフェース周辺～芦屋川駅（予定） 

持ち物：幅広テープシュリンゲ（簡易ハーネス用、体格にあったもの）１本、テープシュリンゲ 
    （セルフビレー用、120cm 程度）１本、ロープシュリンゲ（プルージック用ほか、5～6mm 径） 
     2 本、安全環付カラビナ２枚、ヘルメット、革手袋、筆記用具、 
    他に、弁当、飲み物など日帰りハイキング装備一式（荷物は６kg 以上に調整のこと） 

    上記以外にロープ固定用に必要な複数のカラビナとシュリンゲなどを準備してください。 
申込先：神田までショートメール  申込締切日 ６月１９日 
（概況）3/30, 5/25 に引き続く 3 回目の訓練になります。過去 2 回は固定ロープを使って岩稜帯を安全に歩行する訓練を行い
ましたが、今回は固定用のロープ設置など、参加メンバーを安全に岩稜帯を通過させるためのリーダー向けの訓練を行います。
ロープなど追加の装備が必要な場合は参加者に別途連絡します。 

 

☆岩例会“キャッスルウォール” 
と き：６月３０日（日）（雨天中止） 

集 合：阪急芦屋川駅北側広場 午前 9：00 
Ｃ Ｌ：中西  ＳＬ：神田、安藤 
コース：芦屋川駅～高座谷～キャッスルウォール（各ルート）～芦屋川駅 
持ち物：岩登り用具一式（個人ロープ、ヌンチャク５本、支点セット含む）、一般登山用具、弁当、水分 
申込先：中西まで PC メール  申込締切日 ６月１６日  4 名限定 
（概況）今期の岩例会は例会リーダーの育成を目指し少人数で実施します。従来の登攀だけではなく、システムの理解や支点構
築、岩登りの危険性また岩場でのマナーといったクライマーとして知っておきたいことも参加者で共有していきたいと思います。
具体的には、トップロープの支点構築およびビレイ、リード登攀におけるシステムの理解、フィックスロープ設置実技。 

 

☆第５２回歴史ハイキング“中山道、柏原
かしわばら

宿・ 醒
さめが

井
い

宿” 

と き：６月３０日（日）（小雨決行） 
集 合：JR 柏原駅改札前 午前 9：10 

（大阪駅 7:15 発新快速米原行きに乗車、米原駅で 8:46 発大垣行きに乗換え、8:59 柏原駅着) 

Ｃ Ｌ：東郷 滋 072-692-7441  ＳＬ：前田 
（携帯 090-3990-7441 メール togo863@ezweb.ne.jp PC togo863@neko.zaq.jp） 

コース：柏原駅～清瀧寺徳源院（見学）～御茶屋御殿跡～ 
    中山道・道標～問屋場西の荷蔵跡～柏原宿歴史館 
    （見学）～伊吹堂亀屋佐京商店～高札場跡～本陣跡 
    ～映画監督吉村公三郎が少年期を過ごした実家～ 
    脇本陣跡～問屋場東の荷蔵跡～JR 柏原駅 
    ＝(12：32 発、電車代 2OO 円)＝JR 醒ヶ井駅～ 
    西行水（昼食）～醒井宿資料館（旧醒井郵便局) ～ 
     十王水～了徳寺～法善寺～醒井宿資料館（旧問屋場） 
    ～醒井公会堂～醒井木彫美術館～地蔵堂～ 
    日本武尊像～加茂神社～居醒の清水～ 
    JR 醒ヶ井駅（15 時着、解散、米原行き電車は 15:35 発） 
持ち物：弁当、飲み物、雨具、履き慣れた靴 
参加費：一般 400 円（拝観料、電車代別） 
    別に資料（先着２０名限り）代 600 円 
（概況）江戸時代の面影が残る柏原宿、京極家の菩提寺・清瀧寺徳源院、 
醒井宿では居醒の清水から湧き出る名水、旧中山道沿いの地蔵川、その清流に 
小さな花を咲かせる「梅花藻」は珍しい水中花で一見に値します。 
歩行約６キロ。 

 

☆あじさいハイキング“神戸市立森林植物園” 
と き：６月３０日（日）（小雨決行） 

集 合：JR 元町駅西口 午前 9：00 

申込み要 岩登り初級 会員限定 

会員限定 

 

申込み要 体力 ハイキング中級以上 

技術 初級以上 

－ ３ － 

一般参加可 

地蔵川の梅花藻 

会員限定 体力 ハイキング初級 

技術 基礎 
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 重要事項の説明  
アルペン芦山の山行（アルペン芦山主催の行事全てを含む）参加についてのご注意 
 アルペン芦山の山行は営業(商売)として行うものではありません。山行については当会ならびに当山行リーダーの都合、判断によって変更や中止の場合もあります。
また当山歩案内に記載通りのコース、目的地を歩行するとは限りません。会員及び一般参加者は協力して安全な楽しい山行をしましょう。 
 山行中の事故（アルペン芦山主催の行事全てを含む）については、いかなる事態においても当会及び当山行リーダー、担当者は責任を負いません。山行中の事故は参
加者自身の自己責任とします。状況により参加をお断りする場合もあります。参加にあたっては、次の事項の同意が必要です。 

＜確認・同意書＞ 
 私はアルペン芦山主催の山行（アルペン芦山主催の行事全てを含む）に参加するにあたり、万一、山行中の事故によって、怪我、死亡、障害等が発生した場合は、い
かなる場合も、私の自己責任とします。従って、私、私の家族、私の関係者、私の関係する団体が当該山行の主催者及びリーダーならびに山行関係者に対し、責任の追
及及び賠償を求めることは一切いたしません。またリーダーの判断による歩行ルートを承諾します。以上、同意のうえ、当山行に参加を申し込みます。 

Ｃ Ｌ：大石  ＳＬ：太安 
コース：元町駅西口～諏訪山公園～大師道～再度公園～学習の森～神戸市立森林植物園(散策)～ 
    二本松～神戸北野町異人館（解散） 

持ち物：弁当、飲み物、雨具 
（概況）園内には六甲山の名花シチダンカをはじめ、大きな球形状の花が咲く米国産のアナベル、蔓のように木に絡みついたツ
ルアジサイ、葉っぱの形が柏の葉に似たカシワバアジサイ等々２５種・約５万株のアジサイが植栽しています。梅雨の時期に咲
くアジサイはとても綺麗です。常連の方も初めての方もみんなでいっしょに楽しみましょう。 
 大人入園料３００円、兵庫県在住で６５歳以上の方は入園無料（ただし公的証明書の提示が必要）です。 

 

☆ 再掲 北海道の日本百名山４座 
７月９日（火）～１８日（木） 詳細は４月山歩案内 

 

☆ 予告 自然保護部ナイトウォーク 伊吹山 
と き：７月２０日（土）～2１日（日） 

Ｃ Ｌ：市居  ＳＬ：参加者より選任 
コース：７月 2０日 JR 大阪駅(15：00 発)＝近江長岡駅…(タクシー)…登山口(17：00) 

          ～伊吹山山頂(20：00 着)（泊）     
    ７月２１日 ご来光、朝食後植物観察をしながら下山、大阪駅昼頃着（予定） 
（概況）日中を避けて夕日を見ながら伊吹山(標高 1,377m)を登ります。途中で弁当を食べ２０時頃山頂着。宿泊はツェルト、
避難小屋、民宿より各自選択。朝食は各自持参、湯を沸かします。 

 

☆鳳凰三山 
と き：７月２８日（日）～３１日（水・予備日） 

集 合：東梅田近鉄高速バス乗り場 ７月２８日 21：40 

Ｃ Ｌ：辻本  ＳＬ：未定 
コース：７月 2８日 東梅田…（22：00 発夜行バス 車中泊） 

    ７月２９日 …甲府駅(6:52 着)…(バス)…夜叉神峠登山口～夜叉神峠～杖立峠～苺平～ 
          南御室小屋～薬師ヶ岳小屋（泊） 

    ７月３０日 薬師ヶ岳小屋～薬師ヶ岳～観音ヶ岳(2840ｍ)～地蔵ヶ岳～白鳳峠～広河原 
          …(バス)…JR 甲府駅＝大阪駅（解散） 

    ７月３１日 予備日 
持ち物：通常の夏山装備一式、笛 
申込先：辻本まで PC メール、ショートメール、電話、または 
    「伝助」https://densuke.biz/list?cd=ZMF2khNP5EtXkKZG 
    申込締切日 ６月２３日  １０人程度 

申込資格：次に挙げた山行に、ある程度の負荷をかけて 2 回以上参加していること。 
・暗峠～信貴山ロングハイキング （４月２７日） ・高島トレイル② （５月１8 日～１９日） 
・裏六甲周遊 （５月 ５日） ・京都北山 桟敷ヶ岳 （５月１９日） 
・ツツジの大和葛城山 （5 月１２日） ・歩荷訓練①～⑥のいずれか （１月～６月） 

説明会：６月２０～２４日の間に開きます。日を決めるため鳳凰三山に参加予定者・希望者は 
    次の「伝助」に名前を入れ「○△×」を選択してください。 
    「伝助」https://densuke.biz/list?cd=Kfsr5BaAHydUdKCb 
    任務分担、装備、バス予約などを打ち合わせます。 
（概況）特に難しい箇所はありません。夜行バス、山小屋 1 泊。順調なら３０日に帰阪。 
標高差が最も少ない夜叉神峠(1420ｍ)・広河原(1580ｍ)を登・下山口とします。 
山と高原地図「北岳・甲斐駒」、2.5 万図「鳳凰山」「夜叉神峠」 

 

－ ４ － 

会員限定 

 

申込み要 体力 山行初級 

技術 初級 

 申込み終了 

 

http://tomiojisan.web.fc2.com/sannpoannnai3104.pdf
https://densuke.biz/list?cd=ZMF2khNP5EtXkKZG
https://densuke.biz/list?cd=Kfsr5BaAHydUdKCb

