
２０２１年 　

第５５８号

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（３１コース）  （３０コース）
頁 頁

　２日(火) ３ 五日市城山 川嵜英雄 ３ 　２日（火）～
　３日(水) ⦿ 　 ５日(金)
　４日(木) ３ 桐生吾妻山 柴崎　実 ３ 　３日(水) ② 用水のみち 会田政子 7

　５日（金）・
　 ６日(土)

　６日(土) 鋸尾根～鞘口山 　６日(土) ３ 鷹取山～小渕山 佐々木　保 8

　 　 　～九竜山
  No.4

５ 小鋸山～鋸山 山川美恵子 8

２ 羽村・浅間岳 鮫嶋妙子 ３ ３ 伊豆・達磨山 矢澤省三 8

４ 金山峠～新大地峠 山川美恵子 ４ ３ 勝峰山～深沢山 佐野満喜子 8

鎌倉もののふの道 ３ 浅間嶺 荻島二郎 9

３ 勝峰山 鮫嶋妙子 9

① ４ ４ 奥武蔵自然歩道 小泉純子 9

１０日(水) ② こもれびのみち 会田政子 ４ １７日(水) ３ 鎌倉もののふの道No.4 大倉昌子 9

３ 足利湯殿山 柴崎　実 ４ １８日(木) ３ 足利天狗山 柴崎　実 9

３ 多摩丘陵の尾根道 佐々木　保 ４ ４ 南郷山北尾根～陣馬山 佐々木　保 9

１ 秩父・宝登山 小峰文子 ４ ５ 三峰山 山川美恵子 9

２ 滝山丘陵 佐野満喜子 ５ ２１日(日) ２ 草戸山～カタクリの里 柳田邦之 10

３ 三浦半島　№3 松木千恵子 ５ ２３日(火) ２ 湘南アルプス 川嵜英雄 10

３ 天覚山 荻島二郎 ５ ⦿
３ 長尾根山～物見山 小泉純子 ５ ３ みかも山 柴崎　実 10

３ 鐘ヶ岳 矢澤省三 ５ ② 左富士展望ウォーク 矢澤省三 10

１７日(水) ３ 日の出山～吉野梅郷 大倉昌子 ５ 4 関八州見晴台 荻島二郎 10

② 川越街道歴史旅　№ 5 保倉惠美子 ５ ３ 鳶尾山～八菅神社 加藤正彦 10

４ タカハタ～笠山 佐野満喜子 ６ ３ 神楽山～菊花山 中嶋要一 10

２ 筑波山～迎場コース 平沢こと ６ ４ 北川尾根～新柵山 佐野満喜子 11

3 曽我丘陵 矢澤省三 ６ ② 春の多摩川沿い 保倉惠美子 11

４ 高麗富士山 小泉純子 ６ １ 古河の花桃里めぐり 小峰文子 11

２５日(木) ① 羽根木公園の梅 松永孝子 ６ ３ 三浦半島№ 5 大楠山 松木千恵子 11

３ 鷹取山～岩戸山 中嶋要一 ６ ３ 千代田アルプス 須賀光夫 11

4 日の出山北尾根 坂寄牧子 6 ４ 熊倉山 坂寄牧子 11

② 森林公園 保倉惠美子 6 ① 江戸川の公園 松永孝子 12

2 松田山の河津桜 柳田邦之 7 中央線の山
3 網代弁天山・雹留山 須賀光夫 7   能岳～八重山  
6 沼津アルプス完踏   加藤正彦  7 　

　

　
① ウォーキング１ ３  一般向
② ウォーキング２ ４  一般向強

   1 初心者向 ５ やや健脚向
   2 一般向弱 ６ 健脚向
   
   

7
【リーダー会】

２～３月号

日にちとレベル 山行名 リーダー名 日にちとレベル 山行名

　５日(金)～
　　７日（日）

２ ガーラ湯沢スキー場 関根直樹 ３ ①

リーダー名

３ 志賀高原スキー 関根直樹

青春18きっぷの旅松本城
秘湯シリーズNo.81

平沢こと 8

　９日（火） 日比谷オクロジ 松浦利保

8

　７日(日)
②

神奈川歴史公園散歩
渡邊幸一 ３

  No.3

１３日(土)

　８日(月) ３

５ 加藤正彦 ３

　７日(日)
②

神奈川歴史公園散歩
渡邊幸一

大倉昌子 ４
  No.3　源　義経

１４日(日)

４ 大倉昌子 12

１１日(祝)
２０日(土)

１３日(土)

１４日(日)
２５日(木)

【理事会】

２７日(土)
２０日(土)

２３日(祝)

２８日(日)

２７日(土)

２８日(日)
３１日(水)

２月ハイク 3 月ハイク

●東ハイ事務所には専任の人はおりません。通常は留

守番電話となっておりますが、間違いが発生しがちです

ので、入会をご希望の方、住所変更の方はＦＡＸでご連

絡下さい。お名前・生年月日・郵便番号・住所・電話番

号をお知らせ下さい。住所変更の方は会員番号もお願

いします。

保険加入の都合上、２～３月申込みは４月からの入会となります。

●山行の強弱度の表記について

山行名の横に、数字でその山行の強弱度を下記の

ように標記します。詳細は2頁に記載。
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◎山行 コース記事の記号説明

○内数字は、強弱度の①② 以外に、駅名横にあれば乗車番線、路線バスではバス停番号、札所巡りでは寺社の札

所番号を示します。地名間の＝は乗り物による移動、→は歩行、△は三角点です。

◎予約山行の申込み

特記事項のない限り、必ず本号別頁に示した書式の通り 記入して、担当リーダー宛に申込み下さい。

◎山行参加時のご注意 ‼

いきなり山小屋泊の高山山行、縦走山行に申込まれる方 がおられますが、一般向強 ［４ ］以上の予約山行に参加

希望の場合には、ご自分が参加を希望される山行担当リーダ ーの平日山行、日帰り山行等に参加し、リーダーに脚

力を 確かめてもらってから参加されるようお願いします。これは,既に入会され年数が経過されておられる方も同じで、

そうでない場合はお断りする場合があります。山行参加にあたっては上記の山行強弱度の表をお 確かめ頂き、ご自

分の脚に見合った山行に参加下さるよう お願いします。

また、病後、退院後間もない方及び発作を伴う持病をお持 ちの方の参加はご遠慮下さるようお願いします。

本部からのお知らせ

⦿令和３年度の年会費について
令和２年は世界中が新型コロナウイルスに翻弄された 年でした。

東ハイもその影響を受けて、３月～５月の３ヶ月間は 会山行を全面的に中止致しました。その他にもリーダーの判

断で中止した山行も多数発生しました。

不可抗力とはいえ、会員の皆さまには大変なご迷惑 をおかけ致しました。これらの事を鑑み１２月２日の リーダー

会において、継続会員については令和3年度の年会費を半額にする事を決定致しました。

従って本来2,400円の年会費は1,200円となります。本会報に同封される継続年会費の「振込取扱票」には 半額の

金額が印字されていますので、年齢を確認の上振込をお願いします。なお、今回から事務手続上 ２月２０日迄に

振込み手続をお願い致します。別紙の金額表を参照してください。

⦿サブリーダー就任の件 下倉 章治 (荻島二郎Ｌ)

⦿協力者就任の件 島村 昌子 (山川 美恵子Ｌ)

●東ハイ事務所には専任の人はおりません。通常は留守番電話となっておりますが、

間違いが発生しがちですので、入会をご希望の方、住所変更の方はＦＡＸでご連絡下

さい。お名前・生年月日・郵便番号・住所・電話番号をお知らせ下さい。住所変更の方

は会員番号もお願いします。
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2月2日（火） 3 五日市城山 雨天中止 2月6日（土） 5 鋸尾根～鞘口山～九竜山
リーダー 川嵜英雄 リーダー 加藤正彦 雨天翌日
集　合 JR武蔵五日市駅 数馬行バス停8時50分 集　合 JR青梅線奥多摩駅9時
交　通 JR立川駅8時4分発武蔵五日市駅行乗車 コース 駅→鋸尾根→鋸山→鞘口山→九竜山→

=終点8時34分下車 バス9時発数馬行 奥多摩病院→奥多摩駅
乗車＝沢戸橋バス停下車 歩　程 6時間30分

コース バス停→旧戸倉小→城山→荷田子峠→ 交通費 2,200円（新宿起点）
荷田子バス停＝武蔵五日市駅 コメント 稜線からの展望良、下りは長いバリエーショ

地　図 昭文社 奥多摩 ンルートです。地図読み等できる会員の参
加、協力を期待してます。

2月3日（水） 地　図 2万5千図　奥多摩湖・猪丸･五日市
⦿リーダー会 協力L 小泉純子
　 オリンピック記念青少年センター13時～16時

2月7日（日） ②神奈川歴史･公園散歩No.3
2月4日（木） 3 桐生吾妻山 雨天中止 「港の見える丘公園」
リーダー 柴崎　実 リーダー 渡邊幸一 小雨決行
集　合 桐生駅10時 集　合 JR京浜東北線山手駅9時30分
交　通 東武線浅草駅6時51分発区急館林行乗車 交　通 東京メトロ副都心線池袋駅8時25分発急行

＝7時43分東武動物公園駅着　乗換日光 元町・中華街行乗車＝横浜駅9時6分着
線7時45分発南栗橋行乗車＝終点７時55 乗換9時16分発JR京浜東北線磯子行乗車
分着　乗換7時56分発乗車＝栃木駅 ＝山手駅9時25分下車
8時42分着（係合流）　乗換両毛線8時56分 コース 駅→山手公園→元町公園→外人墓地→
発高崎行乗車＝桐生駅9時48分下車 アメリカ山公園→港の見える丘公園（昼食）

コース 駅→登山口→堰堤→光明寺→村松峠→ →フランス山→シルク博物館→横浜公園
雌吾妻反射板→吾妻山→吾妻公園→ →関内駅
登山口→桐生駅 歩　程 約3時間30分

歩　程 約4時間 協力者 細谷弘之・五木田悦子
コメント 市民に親しまれる展望の山。天候不明の

場合は電話で問い合わせ下さい。
協力者 柴崎ミチ子 2月7日（日） 2 羽村･浅間岳 雨天中止
携　帯 090-3499-0190 リーダー 鮫島妙子

集　合 JR青梅線羽村駅西口11時10分
交　通 JR東京駅9時57分発青梅特快青梅行乗車

2月5日（金）～7日（日） 2 ガーラ湯沢スキー場 ＝拝島10時54分＝羽村駅11時1分下車
リーダー 関根直樹 小雨決行 コース 駅→禅林寺→羽村堰下橋→郷土博物館
集　合 JR越後湯沢駅9時45分 →羽村神社→浅間岳→かたらいの路→
交　通 JR東京駅㉑上越新幹線8時4分発 羽村駅

Maxたにがわ403号ガーラ湯沢行2号車乗車 歩　程 2時間30分
＝上野駅8時10分＝大宮駅8時30分＝ コメント 羽村神社境内から市内が一望できます。
越後湯沢駅9時35分下車　送迎バスで宿へ

コース 5日は午前11時頃から滑り、6日は終日滑り、
7日は午後3時頃まで滑ります。

費　用 約29,000円（宿2泊､リフト代、その他）往復
の新幹線代は各自払いです。

コメント 1泊でも可、ご相談下さい。
申込み 片はがき又はショートメールで1月18日まで

に申込み下さい。詳細を送ります。
不明な点は問い合わせ下さい。

住　所 〒125-0063　葛飾区白鳥2-10-3
関根直樹

携　帯 090-5768-9480

２
▼駅で緑の旗 黄色タオル Ｒのバッジが東ハイの目印

▼会員証、参加票、ポイントカードを必ず持参の事

▼日帰り山行参加費 会員３００円・会員外５００円

山行強弱度の［4］一般強以

上の山行に参加する方は

遭難者救助費用保険加入

が条件となっております。
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2月7日（日） 4 金山峠～新大地峠 雨天中止 2月11日（祝） 3 足利湯殿山(足利出羽三山)
リーダー 山川美恵子 リーダー 柴崎　実 雨天中止
集　合 JR上野原駅④無生野行バス停 ＪＲ両毛線小俣駅10時
交　通 JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝上野原 東武線浅草駅6時51分発区急館林行乗車

駅8時25分下車 バス8時35分発無生野 ＝7時43分東武動物公園駅　乗換東武
行乗車＝一古沢バス停下車 日光行＝東武栃木駅8時34分(係合流)

コース バス停→桜井峠→デン笠→金山峠→ ＝両毛線栃木駅　乗換8時56分発高崎行
新大地峠→四方津駅 乗車＝小俣駅9時42分下車

歩　程 5時間 駅→登山口→彦谷自治会→東登山口→
交通費 約1,200円 天池→栗谷分岐→湯殿山→鉄塔→
コメント アイゼン持参 西登山口→弥彦自治会→小俣駅　解散
地　図 昭文社　高尾･陣馬 歩　程 約3時間30分
協力者 山川和雄 コメント 天気が良ければ関東平野が一望に見渡

すことが出来る。
協力者 柴崎ミチ子

2月8日（月） 3 鎌倉もののふの道No.3　源義経
リーダー 大倉昌子 雨天翌日
集　合 北鎌倉駅　円覚寺側出口10時 2月11日（祝） 3 多摩丘陵の尾根道 朱雀路
交　通 JR横須賀線大船駅9時50分発逗子行乗車 リーダー 佐々木保 雨天13日（土）

＝北鎌倉駅9時53分下車 集　合 高尾駅南口バス停　9時30分
コース 駅→浄智寺→葛原岡ハイキングコース→ 交　通 京王線新宿駅8時16分発準特急京王八王

源氏山→寿福寺→鶴岡八幡宮→土佐坊 子行乗車＝北野駅8時57分着　乗換8時
昌俊屋敷跡→教恩寺→六地蔵→盛久首座 59分発高尾山口行乗車＝高尾駅9時9分　
→坂ノ下海岸→長谷駅＝江ノ電＝腰越駅 下車　バス9時35分発館ヶ丘団地行乗車＝
義経宿陣之跡→満福寺→龍口寺→本蓮寺 終点下車
→常立寺→片瀬川→江ノ島駅 コース バス停→法大ジョギングコース→山王社→

歩　程 約4時間 七国峠入口→大日堂→朱雀路分岐→
コメント 源義経が兄･頼朝の旗揚げを奥州平泉で 相原駅（JR横浜線･相模線停車駅）

知り、涙の対面を果たし、歴史の表舞台に 歩　程 約4時間
疾風のように登場した。 コメント 町田市相原町にある鎌倉街道の支道とい

協力者 佐野妙子 われる中世の姿のままの七国古道を歩く。
地　図 2万5千図 八王子
　S　L 樋口光雄

2月9日（火） ①日比谷オクロジ 小雨決行 協力者 池田典子・邑楽国二郎
リーダー 松浦利保
集　合 JR新橋駅SL前13時30分
コース 駅→新橋ガード下入口→有楽町→ 2月13日(土) 1 秩父・宝登山　　雨天翌日

東京駅 リーダー 小峰文子
歩　程 2時間 西武線池袋駅7時50分
コメント 細長い一本道のニュー商店街。300m 西武線池袋駅8時5分発急行飯能行前方

32店舗。　軽い散歩です。 乗車=飯能駅8時52分着　乗換8時54分発
長瀞行乗車=長瀞駅10時17分下車
駅→宝登山神社→奥ノ院→宝登山→

2月10日（水） ②こもれびのみち 小雨決行 ロープウェイ山頂駅→宝登山神社→長瀞
リーダー 会田政子 駅
集　合 京王線つつじヶ丘駅13時10分 歩　程 2時間20分
交　通 京王線新宿駅12時21分発京王八王子行 約2.500円（池袋駅起点）　

乗車＝つつじヶ丘駅12時45分下車 （秩父フリーきっぷが得）
（係待つ） コメント 軽登山靴で足元しっかりと参加。ロウ梅の

コース 駅→実篤公園→国分寺崖線緑地保全 見頃に期待して、ゆっくり登り下ります。
地域→きたみふれあい広場→次大夫堀 下山時希望者はロープウェイ使用OK。
公園→公園民家園→成城学園前駅 地　図 昭文社　奥武蔵・秩父

歩　程 3時間 協力Ｌ 平沢　こと・柳田邦之
コメント 昼食を済ませてお集まり下さい。運動靴で 協力者 石原豊美
　S　L 佐藤　仁

集　合
交　通

コース

集　合
交　通

コース

交通費

▼東ハイの目印でもある黄色の

タオルは、山行参加のとき

リーダーからお求め下さい。
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地　図 昭文社　奥武蔵・秩父
2月13日(土) 2 滝山丘陵　　　　雨天翌日 協力Ｌ 加藤正彦
リーダー 佐野満喜子 協力者 佐伯公子・小池敦子

ＪＲ青梅線昭島駅9時20分
ＪＲ新宿駅8時16分発青梅線青梅行乗車＝
昭島駅9時4分下車 2月14日(日) 3 鐘ケ岳　　　　雨天翌日
駅→拝島橋→ハイキングコース入口→ リーダー 矢澤省三
最高点→古峯ケ原園地→滝山城跡→ 小田急線本厚木駅改札9時50分
霞神社→東秋留駅 小田急線新宿駅8時50分発急行小田原行

歩　程 3時間30分 乗車＝本厚木駅9時44分下車→厚木バス
コメント 里山を歩く気分で、あきる野の田園風景を センター＝広沢寺温泉入口バス停下車

楽しみませんか！ バス停→十三丁目→七沢浅間神社→
協力者 小松博氏 鐘ケ嶽→鞍部→広沢寺温泉入口バス停

＝本厚木駅
歩　程 3時間

2月13日(土) 3 三浦半島No.3 雨天中止 コメント 丹沢前衛の修験道の信仰の山
「阿部倉山～二子山」 地　図 昭文社　丹沢

リーダー 松木千恵子 協力者 清水十三男
ＪＲ横須賀線逗子駅改札口前9時30分
ＪＲ東京駅8時11分発横須賀線逗子行乗車
＝逗子駅9時14分下車　バス①9時45分発 2月17日(水) 3 日の出山～吉野梅郷　　
衣笠行乗車＝長柄交差点下車 リーダー 大倉昌子 雨天中止

コース バス停→登山口→阿部倉山→下二子→ ＪＲ御嶽駅バス停9時10分
上二子→北尾根→馬頭観音→分岐→ ＪＲ新宿駅7時31分発快速高尾行乗車＝
京急田浦駅 立川駅8時7分着　乗換9時11分発＝青梅

歩　程 3時間30分 駅8時43分着　乗換8時44分発奥多摩行乗
交通費 バス代200円 車＝御嶽駅9時2分下車
コメント 二子山は一等三角点の山。 バス9時15分発滝本行乗車＝終点下車　

三浦アルプストレッキングMAPは用意しま ケーブル乗車＝終点下車→神代けやき→
す。 日の出山→高峰→梅ノ木峠→三室山→

協力者 石田さとみ・桜井敏子 吉野梅郷→ふたまたお駅　
歩　程 5時間
コメント 日の出山の展望を楽しみ、復興なった

2月14日(日) 3 天覚山　　　雨天中止 梅の里へ降ります。降雪後はアイゼン必携
リーダー 荻島二郎 地　図 昭文社・奥多摩

西武池袋線吾野駅9時10分 協力者 藤原栄子・佐野妙子
西武線池袋駅7時42分発急行飯能行乗車
＝飯能駅8時32分着　乗換西武秩父行
8時33分発乗車=吾野駅9時下車 2月20日(土) ②川越街道歴史旅No.5
駅→前坂→大高山→天覚山→東吾野駅 「ふじみ野駅～川越駅」 雨天翌日

歩　程 3時間50分　 リーダー 保倉惠美子
コメント 降雪後はアイゼン必要。大高山から天覚山 東武東上線ふじみ野駅改札口9時45分

への冬の飯能アルプスをのんびりとゆっくり 東武東上線池袋駅9時10分発急行小川町
歩きます。 行乗車＝ふじみ野駅9時34分下車

地　図 吉備人出版・奥武蔵登山詳細図 駅→地蔵院→亀久保神明神社→鶴ｹ丘
ＳＬ名 星　富士夫・下倉章治 八幡神社→烏頭坂→熊野神社→浅間神社
協力者 木村博子 →東武東上線又はＪＲ川越駅

歩　程 約3時間
交通費 850円(池袋起点)

2月14日(日) 3 長尾根山～物見山　　雨天中止 コメント 素朴な旧川越街道の歴史を訪ねながら歩
リーダー 小泉純子 きます。

西武池袋線武蔵横手駅9時10分 協力者 猪瀬幸子・池田正義
西武線池袋駅8時5分発急行飯能行乗車
＝終点8時52分着　乗換8時54分発三峰口
行乗車＝武蔵横手駅9時5分下車
駅→薬師堂→20号鉄塔→長尾根山→
63号鉄塔→305M→関の入尾根→土山
の峰→愛宕山→北向地蔵→物見山→
座禅岩→高麗駅

歩　程 4時間30分
コメント 降雪後はアイゼン要

コース

集　合
交　通

集　合
交　通

集　合
交　通

コース
集　合
交　通

コース

集　合
交　通

コース

コース

集　合
交　通

コース

集　合
交　通

東ハイでは、日帰り電車山行一は申込不要です

(健脚向等で申込制の場合は除く)出発駅もしくは

集合場所へ直接お越し下さい。その路線の途中

駅乗車もOKです。
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コメント アイゼン、ヘッドランプ要
2月20日(土) 4 タカハタ～笠山　　雨天翌日 地　図 昭文社　奥武蔵・秩父
リーダー 佐野満喜子 協力L 加藤正彦

東武東上線小川町駅9時 協力者 佐伯公子・小池敦子
東武東上線池袋駅7時40分発急行小川町
行乗車=終点8時49分下車　バス9時12分
発白石車庫行乗車＝切通し下車 2月25日（木） ①羽木公園の梅　　　雨天中止
バス停→取付点→タカハタ→笠山→皆谷 リーダー 松永孝子
→小川町駅 集　合 小田急線梅ヶ丘駅10時30分出発

歩　程 5時間30分 コース 駅→羽木公園の梅→北沢川緑道→円乗院
交通費 バス代740円 →森巌寺→淡島通り→駒場野公園→駒場
コメント タカハタから栗山集落を経て展望の笠山 公園・旧前田家本邸→小田急線代々木上

へ、静かな尾根歩きを楽しみましょう！　 原駅
降雪後は6本爪アイゼン要 歩　程 約2時間40分

地　図 昭文社　奥武蔵・秩父 S　L 金子　敬
協力者 小松博氏 協力者 猪瀬幸子

2月23日（祝） 2 筑波山迎場コース～梅林　 2月27日（土） 3 鷹取山～岩戸山　雨天中止
リーダー 平沢こと 雨天中止 リーダー 中嶋要一
集　合 つくばエクスプレス秋葉原駅7時50分 集　合 JR上野原駅バス乗り場9時10分
交　通 つくばエクスプレス秋葉原駅8時発快速 交　通 JR 高尾駅8時45分発小淵沢行乗車＝上野

つくば行前方3両目乗車＝つくば駅8時45 原駅9時2分下車　バス9時20分発井戸行
分下車（係待つ）　バス9時発＝筑波山つ 乗車＝沢井入口下車
つじヶ丘行乗車＝終点下車 コース バス停→鷹取山→小渕山→岩戸山→

コース バス停→分岐白雲迎場コース→筑波神社 藤野駅
→筑波山四季の道→筑波山梅林→筑波 歩　程 約4時間　　軽登山靴以上で参加下さい。
神社入口バス停＝つくば駅 交通費 約2,650円（新宿駅起点往復）

歩　程 約3時間 コメント 見晴らしの良い尾根をゆっくり藤野駅まで
交通費 約4,000円（バス代含む） 歩きます。
メ　モ 軽登山靴で足元しっかりと参加。リベンジ 地　図 昭文社　高尾・陣馬

です。紅白梅見頃に期待してゆっくり歩き 協力者 五十嵐静江
ます。多少のアップダウンあり。

地　図 昭文社　赤城・皇海・筑波
2月27日（土） 4 日の出北尾根～吉野梅郷 
リーダー 坂寄牧子 雨天翌日

2月23日(祝） 3 曽我丘陵　 集　合 JR青梅線御嶽駅9時10分
リーダー 矢澤省三 雨天別途2月27日(土） 交　通 JR立川駅8時12分発ホリデー快速おくた
集　合 JR御殿場線下曽我駅改札10時 ま3号乗車＝御嶽駅9時2分下車
交　通 JR上野東京ライン東京駅8時26分発小田原 コース 駅→光仙橋登山口→北尾根→日出山→

行乗車＝国府津駅9時40分着　乗換9時50 高峰→梅ノ木峠→三室山→吉野梅郷→
分発御殿場行乗車＝下曽我駅9時54分 日向和田駅
下車 歩　程 5時間

コース 駅→梅の里センター→別所梅林→六本松 コメント 山の斜面に咲く吉野梅郷は梅木のウイル
　 跡→不動山→浅間山→城前山→下曽我駅 スにより全山伐採をしましたが再び苗木を

歩　程 3時間 育てています。梅の香に期待！！
コメント 富士山の展望。梅の香漂う日だまりの丘陵 地　図 昭文社　奥多摩

へ。 協力者 加山信男
地　図 昭文社　箱根
協力者 清水十三男

2月28日(日） ②森林公園　　雨天中止
リーダー 保倉惠美子

2月23日(祝） 4 高麗富士山 雨天中止 集　合 東武東上線森林公園駅改札口10時
リーダー 小泉純子 交　通 東武東上線池袋駅9時発快速急行小川町
集　合 西武池袋線武蔵横手駅9時10分 行乗車＝森林公園駅9時49分下車
交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能行乗車 コース 駅→遊歩道→森林公園南口→梅林→

＝終点8時52分着　乗換8時54分発三峰口 運動広場→中央口広場→彫刻広場→
行乗車＝武蔵横手駅9時5分下車 植物園展示棟→西口　バス＝森林公園駅

コース 駅→物見山→白銀平→富士山→滝沢の滝 歩　程 約3時間
→高麗駅 交通費 約1,480円(池袋駅起点）　他バス代310円

歩　程 5時間 費　用 入園料65歳以上210円（要証明・団体20名

集　合
交　通

コース
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以上同額） 64歳以下450円（団体20名以
上290円） 2月28日(日） 3 網代弁天山・雹留山　雨天中止

コメント 梅と足元の福寿草のコントラストに期待。 リーダー 須賀光夫
協力L 辰巳哲夫 集　合 JR武蔵五日市駅9時30分
協力者 猪瀬幸子　　池田正義 交　通 JR 新宿駅8時20分発ホリデー快速あきがわ

5号乗車＝武蔵五日市駅9時21分下車
コース 駅→網代城山→網代弁天山→雹留山→

2月28日(日） 2 松田山の河津桜　雨天中止 二条城址→上戸吹バス停＝秋川駅もしく
リーダー 柳田邦之 は八王子駅
集　合 小田急線新松田駅前10時30分 歩　程 4時間（約11㎞）
交　通 小田急線新宿駅8時50分発急行小田原行 コメント なだらかな秋川丘陵を歩きます。　

乗車＝新松田駅10時18分下車 降雪後はアイゼン必携
コース 駅→松田山→花見広場→山頂下広場→ 地　図 奥多摩

新松田駅 協力者 須賀佐知子
歩　程 2時間　軽登山靴で参加してください。
費　用 約1,600円（新宿駅起点）
メ　モ 満開の桜と菜の花に期待して。 2月28日(日） 6 沼津アルプス完踏
地　図 昭文社　丹沢 リーダー 加藤正彦 雨天別途実施3月7日
協力L 平沢こと　小峰文子 集　合 伊豆箱根鉄道原木駅9時10分
協力者 石原豊美 交　通 JR東京駅6時30分発東海道線熱海行乗車

（小田急線新宿駅6時11分発急行小田原
行乗車＝終点7時44分着　7時56分発JR 
熱海行に乗換）＝熱海駅8時19分着　乗換　
8時23分発JR 沼津行＝三島駅8時36分着
乗換　8時47分発伊豆箱根鉄道修善寺行
乗車＝原木駅9時3分下車

コース 駅→日守山他5山7峠→JR沼津駅
歩　程 8時間
交通費 4,900円（JR東京駅往復）

3,500円（小田急線新宿駅往復）
コメント 起伏の多いロングコース、地図読みできる

会員の参加、協力を期待してます。

3月2日（火）～3月5日（金）　 3 志賀高原スキー場 3月3日（水）　②用水のみち　　小雨決行
リーダー 関根直樹 リーダー 会田政子
集　合 2日JR長野駅8時50分 集　合 拝島線小川駅　10時45分
交　通 JR東京駅㉒北陸新幹線6時52分発あさま 交　通 西武線新宿駅10時2分発急行拝島行乗車

601号長野行2号車乗車＝上野6時58分＝ ＝10時34分小川駅下車（係待つ）
大宮７時18分＝終点8時38分下車　 コース 駅→九道の辻→野火止用水→野火止用
東口バス9時10分発急行奥志賀高原行 水緑地→都立薬用植物園→松の木通り
乗車＝一ノ瀬下車→宿 →玉川上水緑地→上水公園→鷹の台駅

コース 2日は午後から滑ります。3日、4日は終日 歩　程 4時間　
滑り、5日は午後1時頃まで滑ります。 コメント 植物園内をゆっくり散策します。運動靴で

費　用 約40,000円（宿3泊、急行バス代、リフト代、 S　L 佐藤　仁
その他）往復の新幹線は各自払い。

コメント 4日間かけて各スキー場を滑ります。
2泊でも可、ご相談下さい。

申込み 片はがき又はショートメールで2月12日
までに申込み下さい。明細をお送ります。
不明な点はお問い合わせください。
〒125-0063　葛飾区白鳥2-10-３
関根直樹
090-5768-9480

３月
▼駅で緑の旗 黄色タオル Ｒのバッジが東ハイの目印

▼会員証、参加票、ポイントカードを必ず持参の事

▼日帰り山行参加費 会員３００円・会員外５００円

【参加費について】

リーダーが皆さんからお預かりする参加費

は全額会に納入され、会員とリーダーの安

全を守るための遭難対策基金や、運営費と

なります。

※リーダーの先へ行かず遅れず、解

散まで 同一行動を。

※家族には必ず行く先を知らせてお

きましょう。
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3月5日（金）6日（土）　①青春18きっぷの旅　 3月7日（日） 5 小鋸山～鋸山　 雨天中止
「秘湯シリーズ」No.81　　崖の湯 リーダー 山川美恵子
中央線・松本城 集　合 JR内房線保田駅改札口9時15分

リーダー 平沢こと 交　通 JR総武線秋葉原駅6時46分発千葉行乗車
集　合 JR新宿駅⑫ホーム中程8時35分 ＝千葉駅7時37分着　乗換③内房線7時45
交　通 5日JR新宿駅8時46分発快速高尾行乗車＝ 分発館山行乗車＝保田駅9時13分下車　
コース 高尾駅着　乗換9時56分発松本行＝ 青バス乗車＝小保田下車

村井駅下車　宿送迎車＝崖の湯　 コース バス停→嵯峨山分岐→郡界尾根→採石場
薬師平茜（泊） 周辺散歩 →小鋸山→鋸山→浜金谷駅
6日宿送迎車＝村井駅＝松本駅下車→ 歩　程 5時間
松本城観光→松本駅＝甲府駅乗換＝ 費　用 JR3,960円　バス代金300円
高尾駅乗換＝新宿駅 （青春18きっぷが得）

歩　程 約1時間30分 コメント 郡界尾根は昭和48年の若潮国体の登山
費　用 約17,500円　別途青春18きっぷ2枚4,820円 競技のコースだったが、その後境界の南側
コメント 参加者にコース表送ります。ウォーキング は採石場として削られ続け房総のグランド

靴で参加してください。晴天ならば車窓か キャニオンと言われるようになった。
ら南アルプスの展望や松本城から見る北 地　図 2万5千図　保田・上総湊
アルプスの展望が素晴らしいです。 協力者 山川和雄

申込み 往復はがきで申込み下さい。
〒300-2358つくばみらい市陽光台2-15-2
平沢　こと

電　話 0297-58-9022（夜8時～9時30分）
協力L 小峰文子
協力者 石原豊美

3月13日（土） 3 伊豆・達磨山　　　雨天翌日
3月6日（土） 3 鷹取山～小渕山　　雨天翌日 リーダー 矢澤省三
リーダー 佐々木　保 集　合 伊豆箱根鉄道駿豆線修善寺駅　10時15分
集　合 JR上野原駅バス乗り場　9時45分 交　通 JR上野東京ライン東京駅7時1分発熱海行
交　通 京王線新宿駅8時16分発準特急京王八王 乗車＝終点8時59分着　乗換9時６分発

子行乗車＝北野駅8時57分着　乗換8時59 島田行乗車＝三島駅9時19分下車　乗換
分発高尾行乗車＝9時9分高尾駅着　乗換 9時27分発修善寺行乗車＝終点10時4分
9時24分発甲府行乗車＝上野原駅9時 下車　タクシー＝達磨山直下駐車場
40分下車（急いで）　バス9時47分発井戸行 コース 駐車場→達磨山→小達磨山→金冠山→
乗車＝沢井入口下車 奥山→真城山→真城峠→古宇口バス停

コース バス停→鷹取山→分岐→小渕山→岩戸山 ＝修善寺駅
→藤野神社→藤野駅 歩　程 3時間

歩　程 約3時間 コメント 南アルプスと富士山の展望。
費　用 バス代金280円 地　図 昭文社　伊豆
コメント 鷹取山は一気に登りその後は小さなコブが 申込み タクシー手配の為、電話かショートメールで

多い尾根道だが全般的になだらかだ。 3月10日迄に申込み下さい。
藤野15名山の3山を歩きます。 携　帯 080-1263-8403

地　図 昭文社　高尾・陣馬 協力者 清水十三男
S　L 樋口光雄
協力者 池田典子・邑楽国二郎

3月13日（土） 3 勝峰山～深沢山　雨天翌日
リーダー 佐野満喜子

3月7日（日）　②神奈川歴史・公園散歩No.4 集　合 JR武蔵五日市駅　9時30分
「川崎大師」 小雨決行 交　通 JR新宿駅8時20分発ホリデー快速あきがわ

リーダー 渡邊幸一 5号武蔵五日市行乗車＝終点9時21分
集　合 京浜急行線六郷土手駅　10時 下車
交　通 京浜急行線品川駅9時30分発浦賀行乗車 コース 駅→幸神神社→勝峰山→深沢山→

＝六郷土手駅9時54分下車 ぐみの木峠→武蔵五日市駅
コース 駅→六郷橋緑地取水門→正蔵院・羽田 歩　程 3時間40分

神社→大師橋→川崎大師祈禱殿→川崎 コメント 勝峰山は日の出町を代表とする名山。
大師・大師公園→富士見公園→京急川崎 駅から歩き始めて駅に降りられる手軽な
駅 エコハイキングを楽しみましょう。

歩　程 約3時間30分 地　図 昭文社　奥多摩
協力者 細谷弘之・五木田悦子 協力者 小松博氏
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3月13日（土）　 3 浅間嶺　 雨天中止 3月18日（木） 3 足利天狗山　雨天中止
リーダー 荻島二郎 　 リーダー 柴崎　実
集　合 武蔵五日市駅　バス数馬行乗り場 集　合 JR足利駅9時40分
交　通 JR新宿駅7時44分発ホリデー快速あきがわ 交　通 東武線浅草駅6時51分発東武伊勢崎線

3号武蔵五日市行乗車＝武蔵五日市駅 舘林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着
8時48分下車　バス数馬行9時発乗車＝ 乗換東武日光線南栗橋行7時45分終点着
上川乗下車 南栗橋8時7分発乗車＝栃木駅8時34分着

コース バス停→浅間嶺→道標分岐→峠の茶屋 乗換高崎行乗車＝足利駅9時31分下車
→時坂峠→払沢の滝入口バス停＝ コース 駅→登山口織姫神社→両崖山→天狗山
武蔵五日市駅 →常念山→登山口→足利駅

歩　程 3時間30分 歩　程 約3時間20分
コメント 降雪後はアイゼン必要。 コメント 春の陽だまりハイクも楽しい。

浅間嶺は浅間尾根上に位置している見晴 協力者 柴崎ミチ子
らしの良い山頂。この尾根はその昔「甲州 　 　
古道」とよばれる生活道路の一部でした。

地　図 吉備人出版　奥多摩東部登山詳細図 3月20日（祝） 4 南郷山北尾根～陣馬山　
S　L 星　富士夫・下倉章治 　 リーダー 佐々木　保 雨天翌日
協力者 木村博子 集　合 JR高尾駅北口8時

交　通 京王線新宿駅7時8分発特急高尾山口行
乗車＝高尾駅下車　

3月14日（日） 3 勝峰山 雨天中止 バス8時10分発陣馬高原下行乗車
リーダー 鮫島妙子 ＝終点下車
集　合 JR武蔵五日市駅10時 コース バス停→取付点→789m峰（南郷山）→
交　通 JR立川駅9時11分発武蔵五日市行乗車＝ 陣馬山→一ノ尾根→上沢井バス停→

終点9時41分下車 藤野駅
コース 駅→東屋→深沢山→勝峰山→林道→分岐 歩　程 約4時間

→幸神神社→まいまい坂→武蔵五日市駅 交通費 バス代750円
歩　程 3時間 コメント 短いバリエーションを上り、静かな尾根道
コメント 軽登山靴で を下る。
協力者 田渕祥子 地　図 昭文社　高尾・陣馬

Ｓ　Ｌ 樋口光雄
協力者 池田典子　　 邑楽国二郎

3月14日（日） 4 奥武蔵自然歩道　雨天中止
リーダー 小泉純子
集　合 西武池袋線飯能駅7時50分 3月20日（祝） 5 三峰山　 雨天中止
交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車 　 リーダー 山川美恵子

＝7時49分終点下車 集　合 小田急線本厚木駅北口
コース 駅→天覧山→高麗峠→巾着田→日和田山 ⑤バス乗場7時46分

→物見山→ヤセオネ峠→北向地蔵→ 交　通 小田急線新宿駅6時50分発急行小田原行
武蔵横手駅 乗車＝本厚木駅7時45分下車　北口⑤

歩　程 6時間 7時50分発宮ケ瀬行乗車＝煤ヶ谷下車
コメント 奥武蔵の自然が楽しめる丘陵歩きです。 コース バス停→取付口→惣久経路→三峰山→
地　図 昭文社　奥武蔵・秩父 不動尻沢→不動尻→広沢寺温泉入口＝
協力Ｌ 加藤正彦 本厚木駅
協力者 佐伯公子・小池敦子 歩　程 6時間10分

交通費 宮ケ瀬フリーきっぷ利用が得
　 3月17日（水） 3 鎌倉もののふの道No.4北条時頼　 フリーきっぷ不使用の場合はバス代500円

リーダー 大倉昌子 雨天翌日 コメント 不動尻のミツマタ群生に期待！　
ＪＲ鎌倉駅東口10時 要アイゼン
JR横須賀線大船駅9時40分発逗子行乗車 地　図 吉備人出版　東丹沢登山詳細図
＝鎌倉駅9時46分下車 協力者 山川和雄
駅→本覚寺→妙本寺→宇津宮幕府跡→
今宮→円応寺→建長寺→明月院→浄智寺
→東慶寺→八雲神社→円覚寺→北鎌倉駅
約4時間
北条氏の歴史は平家との戦いに始まり
近在の勢力との権力争いと鎌倉文化の
建設と、つかの間に散った花でもあった。
佐野妙子
　

協力者
　

集　合
交　通

コース

歩　程
コメント

【安全登山を】

登山には、体力、技術、知識の三拍子

が必要です。登りたい山と登れる山は

違います。自分の体力・脚力を考えて、

無理のないコースに参加して下さい。
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3時間30分
　 3月21日（日） 2 草戸山～カタクリの里　雨天中止 「左富士」は、歌川広重の浮世絵に描かれ

リーダー 柳田邦之 た景勝地。吉原・富士は、三島とならぶ
京王高尾山口駅前8時50分 富士山からの湧水の地。
京王新宿駅7時44分発準特急高尾山口行 しらす・桜エビが旬。
乗車＝終点下車 青春切符利用期間です。
駅→梅の木平→草戸峠→草戸山→城山湖 清水十三男
→金比羅宮→小松城跡→カタクリの里→
里山一周→臨時バス停＝橋本駅
約3時間 3月27日（土） 4 関八州見晴台　　　雨天中止
交通費 約1,300円 入園料500円 　 リーダー 荻島二郎
30万株のカタクリの群生や雪割草、 集　合 西武線西吾野駅9時9分下車
ヒカゲツツジなどたくさんの花が見られま 交　通 西武線池袋駅7時42分発急行飯能行乗車
す。軽登山靴で ＝飯能駅8時32分着　乗換西武秩父行　
平沢こと 小峰文子 8時33分発乗車＝西吾野駅9時9分下車
石原豊美 コース 駅→赤坂→愛宕山→関八州見晴台→

七曲り峠→傘杉峠→顔振峠→吾野駅
歩　程 5時間30分

　 3月23日（火） 2 湘南アルプス　雨天中止 コメント 関八州見晴台は尾根筋の高台にある
リーダー 川嵜英雄 展望台、空気の澄んだ日には東京の高層

JR大磯駅9時50分 ビル群まで一望できる。
JR品川駅8時49分発熱海行乗車＝ 地　図 吉備人出版　奥武蔵登山詳細図
川崎8時58分＝大磯駅9時43分下車 Ｓ　Ｌ 星　富士夫 下倉章治
駅→高田公園→湘南平→浅間山→ 協力者 木村博子
高麗山→女坂→高来神社→旧東海道
松並木→大磯駅
約4時間　約6Km 3月27日（土） 3 鳶尾山～八菅神社　　雨天翌日
大磯観光協会HPを閲覧してください。 　 リーダー 加藤正彦

集　合 小田急線本厚木駅北口　バス①9時30分
交　通 小田急線新宿駅8時30分発急行小田原行

　 3月25日（木） 3 みかも山　雨天中止 乗車＝本厚木駅9時23分下車　　
リーダー 柴崎　実 バス①9時35分発鳶尾団地行乗車＝終点

JR両毛線岩舟駅9時15分 下車
東武線浅草駅6時51分発区急館林行乗車 コース バス停→金比羅神社→鳶尾山→八菅神社
＝東武動物公園駅7時43分着　乗換日光 →上荻野バス停＝本厚木駅
線7時45分発南栗橋行乗車＝終点7時55 歩　程 約3時間30分
分着　乗換南栗橋駅東武日光行8時4分発 交通費 約1,800円
乗車＝栃木駅8時34分着　乗換両毛線 コメント 運が良ければ満開の山桜。
8時56分発高崎行乗車＝岩舟駅9時５分 小田急線新宿駅1本早い8時23分発
下車(係合流）タクシー＝東入口駐車場 快速急行片瀬江ノ島行乗車の場合、
駐車場→カタクリの里→みかも山→中岳 相模大野駅で急行小田原行に乗換が
→みかも神社→南入口駐車場（昼食）→ 必要ですので注意。
東入口駐車場＝タクシーまたはウォーク 協力Ｌ 小泉純子
＝岩舟駅
約3時間
春の陽だまりハイクも楽しい。 3月27日（土） 3 神楽山～菊花山　雨天中止
可憐なカタクリに期待。天候など不明な リーダー 中嶋要一
場合はお問い合わせ下さい。 JR中央線猿橋駅改札前9時30分
柴崎ミチ子 JR高尾駅8時45分発小淵沢行乗車＝

猿橋駅9時23分下車
駅→神楽山→御前山→沢井沢の頭→

3月27日（土） ②左富士展望ウォーク　雨天中止 菊花山→大月駅
リーダー 矢澤省三 約4時間

JR東海道線吉原駅改札口10時 約2,500円（新宿起点）
JR上野東京ライン東京駅7時1分発熱海行 急登降の尾根を上り下りして、展望の良い
乗車＝終点8時59分着　乗換9時6分発 菊花山頂へ。軽登山靴以上で参加下さい。
島田行乗車＝吉原駅9時47分下車 昭文社　高尾・陣馬
駅→富士塚→左富士眺望→平塚越の碑 五十嵐靜江
→鎧ヶ渕親水公園→永明寺→竹取公園
→湧水公園→岳南富士岡駅＝吉原駅→
田子の浦港→吉原駅

歩　程
コメント

集　合

コメント

協力Ｌ
協力者

集　合
交　通

交　通

コース 協力者

歩　程
交通費

歩　程
コメント

集　合
協力者 交　通

コース

コース

歩　程
地　図

集　合
交　通

コース

地　図
コース 協力者

歩　程
集　合 交通費
交　通 コメント
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交通費 バス代400円
3月27日（土） 4 北川尾根～新柵山　 雨天翌日 コメント 大楠山は三浦半島の最高峰で、関東
リーダー 佐野満喜子 百名山の第百番目の山です。桜の名所
集　合 西武池袋線西吾野駅8時35分 衣笠山公園に寄ります。開花に期待。
交　通 西武池袋駅7時2分発急行飯能行乗車＝ 地　図 大楠山ハイキング地図　係が用意

終点7時49分着　乗換7時52分発西武秩父 協力者 石田さとみ・桜井敏子
行乗車＝8時25分西吾野駅下車

コース 駅→取付点→オバケ山→飯盛山→檥峠
→風早山→新柵山→西川原山又は馬生 3月28日（日） 3 千代田アルプス　雨天中止
＝せせらぎセンター＝武蔵嵐山駅 リーダー 須賀光夫

歩　程 約6時間 集　合 JR石岡駅9時20分
交通費 バス代は500円 交　通 JR常磐線上野駅⑥7時39分発勝田行乗車
コメント 奥武蔵を歩く人からは、ほとんど忘れらた ＝9時4分石岡駅下車　バス9時40分細内

た新柵山の静かな山頂を北川尾根から 行乗車＝五輪堂バス停下車
檥峠を跨いで繋ぎます。降雪後は要6本爪 コース バス停→権現山→浅間山→雪入山345ｍ
アイゼン。 →剣が峰広場→パラボラ山→雪入ふれあ

地　図 昭文社　奥武蔵・秩父 いの里公園→田上バス停＝土浦駅
協力者 小松博氏 歩　程 4時間（11㎞）

交通費 バス代　往復980円
コメント 花粉症の季節です。

3月28日（日）②春の多摩川沿い 雨天中止 杉の少ない雑木林の山を歩きます。
リーダー　 保倉惠美子 地　図 簡単な地図をこちらで用意します。
集　合 JR福生駅改札口10時 協力者 須賀佐知子
交　通 JR立川駅青梅線青梅行9時35分発乗車

＝福生駅9時53分下車
コース 駅→加美上水公園→福生かに坂公園 3月28日（日） 4 熊倉山　雨天中止

→福生柳山公園→多摩川中央公園→ リーダー 坂寄牧子
福生南公園→石川酒造→JR又は西武線 集　合 ＪＲ藤野駅　バス乗場8時
拝島駅 交　通 ＪＲ高尾駅7時39分発小淵沢行乗車＝

歩　程 約3時間 藤野駅下車　バス8時６分発和田行乗車
交通費 340円（立川駅起点） ＝終点下車
コメント のどかな多摩川堤防沿いで、春を満喫 コース バス停→登山口→山の神→連行峰→

しませんか？ 桜に期待。 生藤山→三国山→軍刀利神社元宮→
協力者 猪瀬幸子・池田正義 熊倉山→浅間峠→上川乗バス停

歩　程 5時間
交通費 約2,000円（新宿駅起点）

3月28日（日） 1 古河の花桃里めぐり 雨天中止 コメント 幾つものピークが続く笹尾根が武甲国境と
リーダー 小峰文子 交わり静かな熊倉山に向かって歩きます。
集　合 JR古河駅9時 地　図 昭文社　高尾・陣馬
交　通 JR上野駅8時発快速ラビット宇都宮行中程 協力者 加山信男

乗車＝古河駅8時52分下車　
コース 駅→雀神社→渡良瀬川土手→

古河花桃公園→鷹見石記念館→古河駅
歩　程 2時間50分
交通費 約2,300円（上野駅起点）
コメント 花桃・梅・桜見頃に期待しています。

リベンジです。
協力L 平沢こと・柳田邦之
協力者 石原豊美

3月28日（日） 3 三浦半島№5大楠山　雨天中止
リーダー 松木千恵子
集　合 JR横須賀線逗子駅改札口前9時
交　通 JR横須賀線東京駅7時39分発乗車＝

8時44分逗子駅下車　バス②乗場9時21発
横須賀市民病院行乗車＝前田橋下車

コース バス停→前田川遊歩道→大楠山ハイキン
グコース→観測所→大楠山→阿部倉温泉
→衣笠山公園→JR衣笠駅

歩　程 4時間

東ハイの新入会員の多くは会員からの

紹介です。沢山紹介して下さい。

ご紹介のお友達が入会されますと紹介者に5

回分（1,500円相当）の無料参加券を進呈

します。

但し、ご家族の場合は1家族に1枚とさせて

頂きます。
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3月31日（水） ①江戸川の公園と新川千本桜 3月31日（水） 4 中央線の山・能岳～八重山
リーダー 松永孝子 雨天中止 リーダー 大倉昌子 雨天翌日
集　合 地下鉄東西線西葛西駅10時30分出発 集　合 ＪＲ上野原駅　バス①井戸行9時15分発
交　通 駅→行船公園・自然動物園→宇喜田公園 交　通 ＪＲ中央線高尾駅8時23分発甲府行乗車＝

→新川西門広場→新川千本桜→ 上野原駅8時40分下車
新川さくら館・花見橋→東西線浦安駅 コース 駅＝新井バス停→登山口→能岳→八重山

歩　程 約2時間40分 →展望台→上野原中学→秋葉山→
コメント 新川は行徳の塩や農産物を江戸に運ぶ 根本山→牛倉神社→上野原駅

水路として利用されてきました。 歩　程 5時間
今は桜を楽しむいこいの川となりました。 コメント 八重山の春は色とりどりの桜の花が

Ｓ　Ｌ 金子　敬 楽しめます。展望台からは富士山や丹沢
協力者 猪瀬幸子 の山並みが望めます。

協力者 藤原栄子・佐野妙子

●リーダー：平沢こと ●　リーダー：矢澤省三

4月2日（金）・3日（土） 4月23日（金）・24日（土）
　 ①青春18きっぷの旅　東北線　花見山 4 伊豆山稜線歩道　電車朝立ち

「秘湯シリーズ」No.82　高湯温泉 交　通 JR東京駅6時30分発＝修善寺駅9時22分
交　通 2日：JR東京駅7時7分発宇都宮行乗車＝ 下車

宇都宮駅乗換＝黒磯駅乗換＝郡山駅乗換 コース 23日：達磨山直下駐車場→達磨山→
＝福島駅下車　バス高湯温泉下車 仁科峠（湯ヶ島温泉又は宇久須温泉　泊）

コース 2日：高湯温泉　周辺散策→吾妻屋（泊） 24日：仁科峠→天城峠バス停
3日：バス＝福島駅　乗換バス＝花見山 歩　程 23日：4時間35分 24日：4時間55分
散策　福島駅　帰路2日と同じ経路。 費　用 17,000円（宿・バス・タクシー代）

歩　程 2日間で約3時間 コメント 南アルプスと富士山の展望。ブナとアセビ
費　用 約18,900円　 とマメザクラ

別途青春18きっぷ2枚（各自購入）とバス代
申込み 往復はがきで書式通り記入して申込みくだ

さい。人数により費用は多少変更あります。 5月21日（金）・22日（土）
〒300-2358 4 西伊豆の山　電車朝立ち
つくばみらい市陽光台2-15-2　平沢こと 交　通 JR東京駅6時30分発＝下田駅9時52分下車
0297-58-9022 コース 21日：長者ケ原遊歩道→雲見温泉（泊）

22日：長九郎山
歩　程 両日とも：4時間

●　リーダー：佐々木　保 費　用 16,000円（宿＋タクシー代）
南伊豆フリー乗車券2日間有効（東京都区

4月3日（土）・4日（日） 内から6,270円）が得。
4 沢口山と寸又峡温泉 各山行とも、往復の交通費は各自払い

集　合 JR東京駅新幹線ホーム コメント 富士山の展望と棚田の景観・ヤマツツジ
交　通 3日：JR東京駅＝静岡駅＝金谷駅＝ とシャクナゲ。

新金谷駅＝家山駅（桜のトンネル）＝ 各々15名限定
奥大井湖（湖上の秘境駅）＝千頭駅＝ 申込み 各山行毎に往復はがきで申込みください。
寸又峡温泉（泊） お早めに。

コース 4日：宿→沢口山→夢の吊り橋→宿＝ 〒142-0042
千頭駅＝金谷駅＝静岡駅 東京都品川区豊町4-2-13 矢澤省三

歩　程 5時間30分 080-1263-8403
費　用 費用等詳細は次号でお知らせします。
コメント 大井川鉄道沿線の桜を巡り、湖上の無人

駅に降り、寸又三山の沢口山に登る。

4月～5月の予告
お 申 込 み 可
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●　リーダー：小泉純子・大倉昌子 ●　リーダー：佐野満喜子

5月6日（木）・7日（金） 5月28日（金）・29日（土）
5 雲取山 4 鋸山・上権現堂山～下権現

集　合 JR奥多摩駅　鴨沢西行バス停9時30分 集　合 JR長岡駅8時50分
交　通 JR新宿駅7時21分発中央快速高尾行乗車 交　通 JR東京駅⑳上越新幹線7時4分発とき303号

＝立川7時47分着　乗換7時57分発 新潟行乗車＝8時40分長岡駅下車
奥多摩行乗車＝9時8分終点下車 コース 28日：駅（タクシー）＝登山口→花立峠→

コース 6日：バス9時30分発＝鴨沢西下車→お祭 鋸岳→登山口＝小出（泊）
→横山林道→塩沢橋→青岩谷橋→ 29日：宿＝戸隠神社登山口→下権現堂山
三条の湯（泊） →上権現堂山→手の又登山口＝小出駅
7日：宿→三条ダルミ→雲取山→小雲取 歩　程 28日：3時間10分　29日：5時間40分
→七ツ石山→鷹ノ巣山→稲村岩尾根→ 費　用 7,600円（宿代、その他）タクシー代は
東日原バス停 人数割。往復JRは各自払い。

歩　程 6日：4時間　7日：7時間 コメント 鋸山は四季折々に山野に咲く花々を楽し
費　用 三条の湯・宿泊料　8,500円 みながら整備された登山道を歩きます。
コメント 雲取山は「日本百名山」東京都の最高峰 権現堂山は、新潟を代表する谷川連邦他、

で、展望も最高！ 360度の大パノラマは抜群で楽しみです。
地　図 昭文社　奥多摩 申込み 往復はがきで申込み下さい。
申込み 大倉昌子宛に、3月末までに往復はがきで。 〒136-0072

江東区大島4-1-9-605　佐野満喜子
03-3638-1488

●　リーダー：山川美恵子

5月15日（土）・16日（日）
4 小丸山・銚子の伽藍

集　合 JR新宿駅西口7時
交　通 新宿駅＝袈裟丸山登山口折場
コース 15日：折場口→小丸山→折場口＝宿（泊）

16日：宿＝大猿公園→茶ノ木畑峠→
銚子の伽藍→大猿公園＝新宿

歩　程 15日：3時間40分　16日：4時間50分
交通費 22,000円（宿代とバス代）
コメント ツツジ爛漫の山歩きです。
地　図 昭文社　赤城・皇海・筑波
申込み 往復はがきで申込み下さい。

〒116-0003
荒川区南千住7-17-5-201　山川美恵子
090-6005-4651

協力者 山川和雄・島村昌子

山行参加申込み書式

はがきに必ずこの書式どおりに記入をお願いします。

⦿山行参加時のご注意！！

一般向強［４］以上の予約山行に参加希望の場合に

は、必ず該当リーダーの通常の日帰り山行に参加し、

足を確認してもらった上でご参加下さい。

山の一人歩きで事故に遭うと連絡が取れません必ず

三人以上で歩きましょう。
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会員年齢 保険区分

65歳未満 C区分

振込金額

3,100円

65歳以上 B区分 2,450円

継続の年会費が半額だってー！！

早速郵便局に振込みに行こう💨

〈備考〉

振込金額の内訳

年会費・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円

他の保険加入の有無に関わらず全員が加

入する東ハイ保険保険料

65歳未満の方はC区分・・・1,900円

65歳以上の方はB区分・・・1,250円

※年齢は令和３年４月１日現在でお振込ください。

※東ハイから保険会社への振込手数料が１回につき138円かかるので、年間掛け金に50円プラスさ

せて頂いております。

※必ず正式な氏名でお願いします。略字等では保険が下りない可能性があります。

※必ず同封の振込取扱票を使用してください。

継続年会費半額 に決定！！
2月20日までに会員継続手続きを

お願いします。

〈注意1〉 3月上旬に集計し、振込みのない方は4月以降の会報の発送は中止させて頂きます。

〈注意2〉 払込の際、郵便局で渡される「受領証」を大切に保管してください。これが保険加入の

証書となります。 なお、東ハイ保険の保証内容については4月号でパンフレットを同封します。

※ご都合で退会される方は、事務手続きもありますので、会の方にご連絡ください。

⦿令和3年度の継続会費（1,200円）と

保険料の合計金額（上記振込金額参

照）を、同封の振込取扱票で最寄りの

郵便局にて２月２０日までに振込みくだ

さい。

振込取扱票は記入もれのないように。

【令和3年度会費・保険料について】

14



●尾瀬戸倉温泉ペンション
ヴィラ風花（かざはな）

〒378-0411　群馬県利根郡片品村戸倉445-2
代表　歸山　武志

電話：0278-58-7051　FAX：0268-58-7677
　東ハイ会員4人以上の利用で1人1泊につき500円
の割引優待が受けられます。到着したら会員証を
提示願います。　冬季はスキー客に人気のペンショ
ンですが、年間と通してハイキングにも最適です。

●㈲明神館
〒390-1520　長野県松本市安曇4468

代表　梨子田　満
電話：0268-955-2036　FAX：0263-955-2037

電話で申込み時に東ハイ会員であることを申し出
ると1人1泊につき500円の割引優待が受けられます。
到着したら会員証を提示願います。
明神池・カッパ橋を巡る上高地散策に最適な旅館で
す。

●奥霧ヶ峰八島高原荘
〒393-0002　長野県諏訪郡下諏訪町東俣10618
　代表　高橋　節子
電話：0266-58-5355（FAX兼）
営業期間　5月～10月
　冬季は閉鎖のため事前確認要。

電話で申込み時に東ハイ会員であることを申し出
ると、1人1泊につき500円の割引優待が受けられま
す。到着したら会員証の提示を願います。列車利用
の場合、上諏訪駅まで迎えに来てもらえます。

月 水 月 水

火 木 火 木

水 金 水 金

木 土 木 祝

金 日 金 日

土 月 土 月

日 祝 日 火

月 水 月 水

火 木 火 木

祝 金 水 金

木 土 木 土

金 日 金 日

土 土 月

日 日 火

月 月 水

火 火

5

6

7

8

1

2

3

4

16

17

18

19

17

18

19

20

21

226

7

8

1

2

3

4

5

29

30

31

16

23

24

25

26

27

2812

13

14

15

9

10

11

15

9

10

11

12

13

14

20

21

22

23

24

25

26

27

28

東ハイ宿泊提携施設一覧
東ハイでは、会員の皆様の利便を計るべく、以下の3施設

と優待割引が受けられる宿泊提携を行っております。今

後もこのような提携施設を増やしていこうと考えています。

皆様の積極的なご利用をお願いいたします。

10月～11月のお仲間
会員番号15269～15274（敬称略）

・宗時美恵子（紹介 米山賢一郎）

・入江 和子

・永野美代子

・栗原 久美

・和知えり子（紹介 今野真知子）

・北島 裕代（紹介 池田 典子）

ポイント達成者（敬称略）

2月のスケジュール 3月のスケジュール
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特定非営利活動法人／東京都山岳連盟加入団体

東京ハイキング協会（創立・昭和48年9月28日）

電話：03-3891-2280 FAX：03-3805-8761

Email haiking@topaz.bforth.com

ホームページ http://www.t-hi.jp
東ハイ

東京ハイキングは皆様の山行をアシストします
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