
第 166 回武庫川エコハイク           

   

  

令和３年３月１３日（土）   雨天中止 

阪神間の「母なる川」武庫川を皆さんに知っていただくため 

『武庫川エコハイク』を連続して行っています 

今回は北摂里山の自然歩道、最明寺滝と満願寺を巡るコース、 

中世の歴史をたずね人気スポット石切山を登ります 

 

★お願い：マスク着用で「三密状態」を防止する活動にご協力願います 

コロナ感染症拡大予防対策で「中止」もあり得ますので最新の情報で確認ください 
 

 

◆ 集 合：阪急宝塚線「山本駅」 北口バス停付近   9 時 30 分 

ルート：山本駅前～最明寺滝～井植山荘～満願寺～石切山(284m)～ 

きずきの森～釣鐘山(205m)～花屋敷～阪急川西能勢口駅 

◆ 約８㎞（標高差 250m） 一般向き   

解 散：14 時 30 分 頃  阪急「川西能勢口駅」前 

 

参 加 費：100 円（保険代、資料代） 

申し込み：不 要（当日集合場所にお越しください） 

持 ち 物：弁当、飲み物(多めに)、雨具 

服  装：ハイキングできる服装、軽登山靴 

 

お問合せ：エコグループ・武庫川 
携帯 090-7763-6763(上田) 

 

主催：エコグループ・武庫川 

後援：兵 庫 県 （自然環境保全） 
 

ホームページで、今後の予定、実施報告などをご覧下さい。 

http://ecomukogawa.web.fc2.com/ （武庫川エコハイクで検索） 

参加者募集 



 「武庫川エコハイク」２０２１年度(４月～翌年３月)活動予定 

―変更になる事が有りますので直前のご案内で確認くださいー    エコグループ・武庫川 

・167-04 月 10 日(土)「武庫川渓谷と桜の園ハイク(桜)」一般向き 8㎞(高低差 150m)（集合：JR 西宮名塩駅前） 

・168-05 月 08 日(土)「武庫川もう一つの源流(波賀野川)」健脚向き 9㎞(高低差 350m)   （集合：JR 古市駅前） 

・169-06 月 12 日(土)「三田ブイブイの森から新三田へ」一般向き 11 ㎞(高低差 100m) （集合：神鉄横山駅前） 

・170-07 月 10 日(土)「相野谷中分水界から大川瀬ダム」一般向き 9㎞(高低差 100m)  （集合：JR 相野駅前） 

・171-09 月 11 日(土)「加古川分水界・八多川源流地帯」健脚向き 13 ㎞(高低差 400m)  （集合：神鉄大池駅前） 

・172-10 月 09 日(土)「宝塚秘境香合
こうばこ

新田
しんでん

から佐曽利を」健脚向き 12 ㎞(高低差 150m)  （集合：JR 三田駅前） 

・173-11 月 20 日(土)「武庫川渓谷と桜の園ハイク(紅葉)」一般向き 8㎞(高低差 150m)（集合：JR 西宮名塩駅前） 

・174-12 月 11 日(土)「名塩から畑山縦走丸山ダム」  健脚向き 10 ㎞(高低差 400m) （集合：JR 西宮名塩駅前） 

・175-01 月 08 日(土)「中山連山縦走（初詣）」    健脚向き 10 ㎞(高低差 400m)  （集合：阪急山本駅前） 

・176-02 月 12 日(土)「尼崎運河から武庫川河口を」 一般向き 11 ㎞(街歩き)  （集合：尼崎ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ前駅前） 

・177-03 月 12 日(土)「千苅水源池西岸ハイク」 健脚向き 10 ㎞(高低差 100m ｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ多い)（集合：JR 道場駅前） 

・178-03 月 26 日 (土)「武庫川さくら回廊ハイク(藍本曲り)」健脚向き 14 ㎞(堤防歩き) （集合：JR 藍本駅前） 

これまでの実績（原則毎月第２土曜日実施、桜の園の４月・11月は桜と紅葉に合わせ変更） 

回 日  付 行事名称 参加者 スタッフ 計 

 

 

欠

番

は 

雨

天

中
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Ｈ19 年度(2007 年)合計（10 回）1～12 毎月/年間 12 回活動計画 341 50 391 

Ｈ20 年度(2008 年)合計（ 8 回）13～23 340 40 380 

Ｈ21 年度(2009 年)合計（11 回）25～36 486 58 544 

Ｈ22 年度(2010 年)合計（11 回）37～48 455 55 510 

Ｈ23 年度(2011 年)合計（10 回）49～59 478 54 532 

Ｈ24 年度(2012 年)合計（13 回）60～72 579 60 639 

Ｈ25 年度(2013 年)合計（ 9 回）73～83 449 51 500 

Ｈ26 年度(2014 年)合計（11 回）84～95 621 76 697 

Ｈ27 年度(2015 年)合計（11 回）96～107 675 80 755 

Ｈ28 年度(2016 年)合計（９回）108～118 535 67 602 

Ｈ29 年度(2017 年)合計（10 回）119～130 631 80 711 

Ｈ30 年度(2018 年)合計（11 回）131～142 790 85 875 

Ｒ元 年度(2019 年)合計（９回）143～154 682 83 765 

155 ２-04-11（土） 武庫川渓谷と桜の園ハイク（桜） コロナ中止 ― ― 

156 ２-05-09（土） 三田ブイブイの森から新三田（6 月に延期） コロナ中止 ― ― 

157 ２-06-13（土） 三田ブイブイの森から新三田を歩く(変更分) コロナ中止 ― ― 

158 ２-07-11（土） 相野谷中分水界から大川瀬ダムを歩く ☂雨天中止 ― ― 

159 ２-09-12（土） 長尾川から神戸ﾌﾙｰﾂﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸを歩く 43 9 52 

160 ２-10-10（土） 宝塚秘境香合新田から佐曽利を歩く(ダリヤ園) ☂台風中止 ― ― 

161 ２-10-31（土） 伊丹から西国街道を門戸厄神まで(コスモス園) 59 8 67 

162 ２-11-28（土） 武庫川渓谷と桜の園ハイク（紅葉） 54 8 62 

163 ２-12-12（土） 草野から柏野山・海見山摂丹国境を歩く コロナ中止 ― ― 

164 ３-01-09（土） 中山連山縦走（山本から清荒神/初詣） コロナ中止 ― ― 

165 ３-02-13（土） 尼崎運河から武庫川河口を歩く コロナ中止 ― ― 

166 ３-03-13（土） 満願寺から石切山・釣鐘山を登る    

 Ｒ２年度合計 （３回） 156 25 181 

  参加人数（Ｈ19～Ｒ２年度）総合計 7,218 864 8,082 

 


