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皆様、こんにちは！ 
 
ようやく暖かい春らしいお天気が続くようになってきましたね。 
外出するのに良い季節となり、ハイキングやウオーキングイベントも多数開催されます。 
 
気になるイベントがありましたら、ぜひご参加ください！ 
 
それでは今回は、春風薫る六甲山を散策するハイキングをご紹介します。 
 
★☆★・・‥…―━━━━━━━━━━━ 
第 1 回 六甲ケーブルハイキング 
（クリーンハイキング） 
「ノースロードから 
春の花咲く高山植物園コース」 
━━━━━━━━━━━━―…‥・★☆★ 
ノースロードから春の花咲く高山植物園へ。今回は、コースのゴミ拾いをしながらゴール

を目指す“クリーンハイキング”です。 
 
○日時： 
2019 年 4 月 20 日（土） 
 
○受付場所： 
六甲ケーブル六甲山上駅 
 
○コース： 
約 9.5km（一般向き） 
六甲ケーブル六甲山上駅→記念碑台→ノースロード→前ヶ辻→神戸ゴルフ倶楽部→六甲ガ

ーデンテラス→スノーパーク前→オルゴールミュージアム前→六甲高山植物園（解散） 
 



○詳しくはこちら 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/23949/ 
 
 
★☆★・・‥…―━━━━━━━━━━━ 
     編集部おすすめ！ 
    イベント情報のご紹介 
━━━━━━━━━━━━―…‥・★☆★ 
近日開催予定の健康に関するイベントや講座の情報をご紹介！ 
 
------------------------------------- 
【のせでん春らんまんハイキング】 
戦国武将の気分で山歩き  
山下城址・しらかば公園・旧山下道コース 
------------------------------------- 
日生中央駅前を出発して先ずは一庫ダム管理所へ。 
 
○日時： 
2019 年 4 月 20 日（土） 
集合時間 9：30～10：00 
 
○集合場所： 
能勢電鉄 日生中央駅前 
 
○コース： 
約 10 ㎞（一般向き、街歩き・山歩き） 
能勢電鉄 日生中央駅前→一庫ダム管理所→前川橋→山下城址→しらかば公園→旧山下道

→高代寺町石道→能勢電鉄 妙見口駅（12：30～14：00 頃ゴール予定） 
 
○詳しくはこちら 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/24213/ 
 
------------------------------------- 
【神鉄ハイキング】第 1 回駅長ハイク 
「菊水山と石井ダムコース」 
------------------------------------- 



菊水山登山口をスタートし、石井ダムや菊水山を巡るコースです。 
 
○日時： 
2019 年 4 月 20 日（土） 
集合時間 10：00 
 
○集合場所： 
菊水山登山口 
 
○コース： 
約 6 ㎞（健脚向き） 
神戸電鉄 鈴蘭台駅→菊水山登山口（集合）→石井ダム→菊水山→神戸電鉄 鈴蘭台駅 
 
○詳しくはこちら 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/23780/ 
 
------------------------------------- 
西宮市民ファミリーハイキング 
（2019 年 4 月開催） 
------------------------------------- 
大阪メトロ 鶴見緑地駅を出発して、鶴見緑地（風車の丘～日本庭園～国際庭園～咲くやこ

の花館）を巡ります。 
 
○日時： 
2019 年 4 月 21 日（日） 
集合時間 10：00 
 
○集合場所： 
大阪メトロ 鶴見緑地駅 
 
○コース： 
約 6 ㎞・初級 
大阪メトロ 鶴見緑地駅→鶴見緑地（風車の丘～日本庭園～国際庭園～咲くやこの花館）→

大阪メトロ 鶴見緑地駅 
 
○詳しくはこちら 



https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/23945/ 
 
------------------------------------ 
【阪急うめだ本店】 
ノルディックウォーキング体験会 
------------------------------------ 
阪急うめだ本店の 13 階屋上広場にて、「ノルディックウォーキング体験会」が開催されま

す。 
※事前申込が必要です。 
 
○日時： 
2019 年 4 月 21 日（日） 
11：00～12：00 
 
○会場： 
阪急うめだ本店 13 階屋上広場 
 
○詳しくはこちら 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/23383/ 
 
------------------------------------ 
【阪神 平日ウオーク】第 1 回  
きらりと光る商都の横顔  
うららかな春日和散策 
------------------------------------ 
九条公園をスタートし、大坂船手会所跡碑や靱公園、中之島公園などを巡ります。 
 
○日時： 
2019 年 4 月 24 日（水） 
受付時間 10：00～10：30 
 
○受付場所： 
九条公園 
 
○コース： 
約 9 ㎞ 



阪神 ドーム前駅…九条公園→茨住吉神社→大坂船手会所跡碑→津波・高潮ステーション→

靱公園→少彦名神社→中之島公園→水上瀧太郎文学碑→国立国際美術館→大阪市立科学館

→阪神 福島駅【ゴール 15：00 まで】 
 
○詳しくはこちら 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/23605/ 
 
------------------------------------- 
阪急交通社が主催する講座 
『阪急たびコト塾』 
------------------------------------- 
様々なテーマで開催されている『阪急たびコト塾』から、健康に関するオススメ講座をピ

ックアップ！ 
※事前申込が必要です。 
 
○会場： 
阪急グランドビル 30 階 阪急交通社 説明会会場 
 
 
【ヤクルト元気教室「がん予防のための健幸習慣～がん予防の分かれ道は食にあり～」】 
○日時： 
2019 年 4 月 24 日（水） 
13：30～（14：45 終了予定） 
 
○詳しくはこちら 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/23926/ 
 
------------------------------------- 
【神鉄ハイキング】 
第 5 回マップ片手にフリーハイキング 
「別所ゆめ街道の里散策コース」 
------------------------------------- 
大村駅をスタートし、別所ゆめ街道の里や三木鉄道記念公園を巡ります。 
 
○日時： 
2019 年 4 月 25 日（木） 



集合時間 10：00～11：00 
 
○集合場所： 
神戸電鉄 大村駅 
 
○コース： 
約 7 ㎞（一般向き） 
神戸電鉄 大村駅→別所橋→別所ゆめ街道の里→三木鉄道記念公園→神戸電鉄 三木駅 
 
○詳しくはこちら 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/23782/ 
 
------------------------------------- 
【健康“生き活き” 
      羅針盤リサーチコンプレックス】 
1 万人の健康計測プロジェクト  
参加者募集！ 
------------------------------------- 
自律神経・認知機能といった一般的な健康診断とは違った計測で、あなたの健康度とリス

クがチェックできます。 
※事前申込が必要です。 
 
○対象： 
20 歳以上 65 歳以下の健康な方 
 
○開催期間： 
2019 年 4 月～7 月 
 
2019 年 5 月 21 日（火）～25 日（土） 
※現在募集中 
 
○募集人数・開始時間： 
1 日 5 回 50 名限定（1 回定員 10 名） 
 
【1 回目】9：00～ 
【2 回目】10：00～ 



【3 回目】11：00～ 
【4 回目】12：00～ 
【5 回目】13：00～ 
※各回 15 分前より受付開始 
 
○実施場所： 
大阪市立大学健康科学イノベーションセンター 
（グランフロント大阪北館タワーC 9F） 
 
○計測内容： 
【所要時間】約 60 分（※質問票事前回答済の場合） 
 
・血圧 
・自律神経機能 
・筋力 
・身長・体重・体組成 
・骨密度 
・糖化ストレス 
・採血 
・認知機能 
・質問票 
・活動・睡眠（ウエアラブル活動量計）（※一部の方のみを対象に実施予定） 
・血流 
・尿 
 
※本測定は研究が目的であり、医学的診断はできません。 
※測定結果は当日、または後日メール・郵送でお渡しします。 
 
○詳しくはこちら 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/event/23655/ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
事務局からのお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■「阪急阪神 健康づくりサービス」について 
アプリ「いきいき羅針盤」を利用したサービスをご提供しています！楽しく歩いて S ポイ



ントをためよう！ 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/info/15159/ 
 
■S ポイントへの交換方法について 
毎日の歩数によってアプリ「いきいき羅針盤」にて進呈された「ヘルスポイント」を「Ｓ

ポイント」に交換することで、阪急阪神の商業施設でショッピングなどにご利用いただけ

ます。 
https://healthcare.hankyu-hanshin.co.jp/info/15378/ 
 
□-----------------------------------□ 
 阪急阪神 健康づくりサービス事務局 
  お問い合わせ： 
  healthcare@hankyu-hanshin.co.jp 
（阪急阪神ホールディングス株式会社 
  グループ開発室内） 
□-----------------------------------□ 


