
２０２１年 　

第５５９号

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（33コース）  （28コース）
頁 頁

② 乞田川～多摩川 会田政子 3 平山城址公園～かたらい
② 幸手権現道の桜 柴崎　実 3 　 の道
① 梅ヶ丘 松浦利保 3

西山峠～泰光寺山～三沢
２ 千本桜の弘法山 3 峠

３ 倉見山 中嶋要一 8
５ 愛鷹山 矢澤省三 9
１ 府中 浅間山 平沢こと 9
３ 醍醐丸他 川嵜英雄 9

神奈川歴史・公園散歩 ３ 花の百名山 鳴神山 柴崎　実 9
 No.58 小泉純子

３ 山高神代桜と眞原の桜並木矢澤省三 4 大倉昌子
３ 横根山～都室山 山川美恵子 4 ４ 奥多摩 惣岳山 佐々木　保 9
⦿ ５ 醍醐丸他 荻島二郎 9
３ 中央線の山 生藤山 大倉昌子 4 ① 光が丘公園 保倉惠美子 10
３ 高水山他 川嵜英雄 4 ４ 三ノ宿山 山川美恵子 10
３ 太平山 柴崎　実 5 ② 小山内裏公園他 会田政子 10
２ 秋川丘陵　弁天山 小峰文子 5 足利名草巨石群から行道
２ 滝山城跡 荻島二郎 5 山
３ 神成山 中嶋要一 5 ３ 鎌倉もののふの道　№６ 大倉昌子 10
② 滝の城跡～金山緑地公園保倉惠美子 5 ３ 南高尾の里山 加藤正彦 10
３ 富岡アルプス 佐野満喜子 5 ５ 馬頭刈尾根～大岳山 佐野満喜子 10
３ 今熊山 小泉純子 6
① 国立歴博と佐倉街歩き 松永孝子 6
３ 人里の桜と浅間嶺 佐々木　保 6 ２ 生田緑地とバラ苑 松木千恵子 11
４ 笹子雁ヶ腹摺山～大鹿峠 佐野満喜子 6 夢の島公園～辰巳の森公
２ 能岳～八重山 柳田邦之 6 園
４ 倉岳山～高畑山 小泉純子 6
４ 高畑山 山川美恵子 7
３ 鎌倉もののふの道　№5 大倉昌子 7 ４ 道志・三本杉山～甚ノ函山佐々木　保 11

４ 大塚山～日の出山 須賀光夫 11
４ 中尾山 小泉純子 11

３ 能岳～八重山 荻島二郎 7 ⦿
② ネモフィラのひたち海浜公園 須賀光夫 7 ２ 上高地～徳沢 小峰文子 12
② 天平の花祭り 柴崎　実 7 鋸山・上権現道山～下権
３ 三浦半島 №7 松木千恵子 7 現
４ 筑波山 佐野満喜子 8 ３ スカリ山～物見山 荻島二郎 12
①越谷市公園巡り 松永孝子 8

 

　
　 　 　 　 　 　 　

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
   

４～５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 リーダー名

３　1日(土)　1日(木)

　2日(金) 神奈川歴史・公園散歩
 No.59

加藤正彦

　4日(祝)

  6日(木)

　5日(月) 【リーダー会】
　7日(水)

　 2日(金)～
　　　3日(土) 　2日(日)

青春18きっぷの旅 花見
山

平沢こと

　5日(祝)

　８日(土)

6日(木)～
７日(金)

　4日(日)
渡邊幸一

3日(土)～
4日(日)

　3日(土)
佐野満喜子

日の出アルプス～草花
丘陵

沢口山と寸又峡温泉

14日(金)

15日(木)
16日(日)

21日(水)   22日(土）

24日(土) 27日(木) 【理事会】

15日(土)～
16日(日)

23日(日)

13日(木)

15日(土)

23日(金)～
  　24日(土)

18日(日)

伊豆山稜線歩道 矢澤省三

　8日(木)

10日(土)

11日(日)

17日(土)

　９日(日)

25日(日)

29日(土)
30日(金)

28日(金)～
 　29日(土)

29日(祝)

①

３

４

①

４

3

3

4

4

7

②

２

５

３

４

①

４

４

佐々木　保

20日(木)

21日(金)～
22日(土）

8

8

8

9

10

11

11

11

12

佐々木　保

松永孝子

西伊豆の山 矢澤省三

佐野満喜子

柴崎　実

赤城のつつじ　　バス 山川美恵子

渡邊幸一

柳田邦之

雲取山

４月ハイク ５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。

●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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⦿次号から新会報に移行します ⦿リーダー退任の件
前号でお知らせしましたが、本会報は次号よりＡ４サ

イズの「横組ブック形式」の新会報形式でお届けするこ 辰巳哲夫　№13022
とが決定しました。 同氏は平成20年4月より13年間リーダーとして活躍し

新会報はデータ入力から印刷まで全てリーダーと会 てこられましたが、諸事情によりリーダーを続けることが
員の手で作成致します。 困難となり、退任されることになりました。

慣れるまで何かと不都合な事が生じるかも知れませ 同氏の活動範囲は西武線沿線から湘南方面で一
んが、何卒ご理解を下さいますようお願い致します。又 般向きを中心に山行を提供して下さり、東ハイに多大
新会報が届きましたら、会員の皆さまのご意見を頂けれ な貢献をされました。
ば幸いです。 　 坂寄牧子　№8384

　 同氏は平成21年2月より12年間、リーダーとして活躍
⦿ポイントカードについて してこられましたが、この度一身上の都合により退任さ

ポイントカードを忘れた場合や紛失した場合の対応 れることになりました。　
についてリーダーにより対応が異なる例がありました。 　　同氏は中央沿線を主に一般向から健脚向きの山行

今後は以下の通り統一致しますのでご留意下さい。 を提供して下さり、東ハイに多大な貢献をされました。
①ポイントカードを忘れた場合

当日のポイントは無効で、後日の押印はしません。 両氏共、諸事情により続けることが困難になりました。
②ポイントカードを紛失の場合 退任にあたっては多くの惜しむ声が寄せられましたが、

紛失したカードは無効となり新しいカードの１回目か 本人の意思を尊重することになりました。これまで会の
らのスタートとなります。例えば３冊目のカードを紛失し ために尽力頂きありがとうございました。
た場合、３冊目の１回目からのスタートとなります。既に 　今後の益々のご健勝をお祈り申し上げます。
終了した１冊目、２冊目は有効です。後日紛失カードが
見つかった場合は合算できますので、リーダーに申出 ⦿サブリーダー新任の件
て下さい。 桜井敏子(松木千恵子リーダー)

⦿「遭難救助費用付山岳保険」について ⦿協力者新任の件
 東ハイでは ４ 以上の山行に参加する 吉川英男（佐野満喜子リーダー）

方は遭難救助費用付山岳保険加入が条件と
なっております。 ⦿電車・バスの時刻改正が予定されています
　 本件に関しては山行参加時に加入者証 2021年春のダイヤ改正の時期ですが、本号は、締切
を提示頂きリーダーが確認します。加入者 りの関係上1月末時点での時刻を基に作成しています。
証の提示が無い場合は参加をお断り致し 会員各位におかれましては、最新の時刻を確認の上で
ますので、ご承知おき下さい。 参加をお願いします。

不明な場合は担当リーダーにご確認下さい。

本部からのお知らせ

強 弱 度 歩程時間 備　　　　　　　　　　考

① ウォーキング アップダウンの少ない平坦なコース

② ウォーキング アップダウンの多い郊外も歩くコース

[１] 初 心 者 向 初めての山歩き等、ゆっくり歩くコース

[２] 一 般 向 弱 良く整備されたコース

[３] 一 般 向 比較的整備されたコース

[４] 一 般 向 強 歩程が長く急な登降もあるコース

[５] や や 健 脚 向 高度差が大でヤセ尾根、ヤブ等もあるコース

[６] 健 脚 向 かなりの経験と体力を要するコース

３時間以内

３時間以上

２ ～ ３ 時 間

３ ～ ４ 時 間

３ ～ ５ 時 間

４ ～ ６ 時 間

５ ～ ７ 時 間

６時間以上

　※歩程時間は昭文社「山と高原地図」のコースタイム参照（休憩時間は含みません）。破線は １ ランク

.　　アップ。コースにない尾根、険しいヤブは ２ ランクアップ。降雪時は １ ランクアップ。

　※[４]以上の参加者は「遭難救助費用付保険」加入が条件です。参加時にリーダーに「加入者証」を提示して下さい。
　　　　　て下さい。未加入者は参加をお断りします。

 ※靴については、特記事項のない限り、① ② は歩き慣れた靴（軽登山靴でなくてもかまわない）で、
 　　　　[１]　以上は軽登山靴以上で参加のこと。

東
ハ
イ
山
行
強
弱

東
ハ
イ
山
行
強
弱
度
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費　用 約18,900円　切符は各自購入して下さい。
4月1日（木） ② 乞田川～多摩川 小雨決行 ポイント 参加者にはコース表送ります。花見山の
リーダー 会田政子 見事な桜、花桃他見頃に期待しています。
集　合 小田急線唐木田駅 10時 申込み 空席あります。往復はがきで早目に申込み
交　通 小田急線新宿駅8時53分発急行唐木田行 下さい。軽登山靴で足元しっかりと。

乗車＝終点9時35分下車 〒300-2358　
コース 駅→乞田川源→乞田貝取ふれあい広場→ つくばみらい市陽光台2-15-2

都立桜ヶ丘公園→鎌倉街道→みゆき橋公園  平沢こと       電話 0297-58-9022
→多摩川→関戸三公園→聖蹟桜ヶ丘駅 協力Ｌ 小峰文子

歩　程 3時間　運動靴で
ポイント 乞田川沿いと公園の桜を訪ねて多摩川まで

あるきます。 4月3日（土） ２ 千本桜の弘法山 雨天中止
Ｓ　　Ｌ 佐藤　仁 リーダー 加藤正彦

集　合 小田急線鶴巻温泉駅北口9時40分
交　通 小田急線新宿駅8時30分発急行小田原行

4月1日（木） ② 幸手権現堂の桜 雨天中止 乗車＝鶴巻温泉駅9時34分下車
リーダー 柴崎　実 コース 駅→吾妻山→弘法山→権現山→浅間山
集　合 東武線幸手駅東口9時45分 →秦野駅
交　通 東武浅草駅スカイツリーライン8時21分発 歩　程 3時間

区間準急館林行乗車＝東武動物公園駅 交通費 新宿起点約1,300円
9時29分着　乗換東武日光線9時30分発 ポイント 運がよければ満開の桜並木。一本早い
区間準急南栗橋行＝幸手駅9時37分下車 小田急線新宿駅8時23分発快速急行片

コース 駅→正福寺→権現堂桜堤→（昼食）外野橋 瀬江ノ島行乗車の場合は相模大野駅で
集合→権現堂大噴水→行幸湖→南栗橋駅 急行小田原行に乗換必要ですので注意。

歩　程 約3時間(10Kｍ) 地　図 昭文社　丹沢
ポイント 菜の花と桜の鮮やかなコントラストが見もの。 協力Ｌ 小泉純子

幸手観光ガイド依頼可能な場合1名200円。
ガイドの案内で史跡や熊野神社など巡ります｡

協力者 柴崎ミチ子 4月3日（土） ３ 日の出アルプス～草花丘陵
リーダー 佐野満喜子 雨天翌日
集　合 JR五日市線武蔵引田駅 7時50分

4月2日（金） ① 梅ヶ丘 小雨決行 交　通 JR立川駅7時15分ホリデー快速あきがわ
リーダー 松浦利保 1号乗車＝武蔵引田駅7時46分下車
集　合 小田急線梅ヶ丘駅改札前10時30分 コース 駅→平井川→取付点→倉戸山→満地峠
コース 駅→美登利寿司本店(昼食)→梅ヶ丘→ →浅間岳→大澄山→下草花バス停＝

池尻大橋まで遊歩道を歩きます。 福生駅
歩　程 1時間30分 歩　程 5時間
ポイント 美登利寿司本店は人気あり　8回目です。 交通費 バス代約200円

ポイント 日の出町、あきる野市、青梅市境界尾根の
鯉川を挟む南北の丘陵を大澄山まで歩

4月2日（金）～3日（土） ① 青春18きっぷの旅 きます。駅から取付点までの満開の桜並木も
「秘湯シリーズ№82」　高湯温泉 見事、歩いてみませんか、日の出アルプス！

リーダー 平沢こと 東北線花見山 地　図 2万5千図 青梅･拝島
集　合 JR東京駅⑦6時50分 協力者 小松博氏 ･ 吉川英男
交　通 2日：JR東京駅⑦7時7分発宇都宮行乗車＝

宇都宮駅着　乗換＝黒磯駅乗換＝
新白河駅乗換＝郡山駅乗換＝福島駅下車
路線バス＝高湯温泉下車→ひげの屋(泊)。

コース ２日：バス停→ひげの屋(泊)。
希望者は高湯温泉散策。

3日：宿→高湯温泉バス停＝福島駅下車　
路線バス＝花見山（桜など観賞）→バス停
＝福島駅＝往路と同じで帰る。

歩　程 2日：約1時間 3日：1時間30分

４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

【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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4月3日（土）～4日（日）　 ４ 沢口山と寸又峡温泉 4月4日（日） ３ 横根山～都室山 雨天中止
リーダー 佐々木保 リーダー 山川美恵子
集　合 大井川本線金谷駅 11時 集　合 JR常磐線高萩駅9時10分
交　通 ３日：JR東京駅6時53分発東海道線小田原行 交　通 JR常磐線北千住6時15分発水戸行乗車＝

乗車＝終点　乗換熱海行乗車＝熱海駅 水戸駅8時着　乗換8時18分発いわき行乗
＝沼津駅＝島田駅＝金谷駅10時52分着 車＝高萩駅下車　タクシー＝花貫さくら公園
乗換大井川本線金谷駅11時3分発千頭 登山口
行＝家山駅下車(桜のトンネル) コース 登山口→横根山→都室山→花貫さくら

コース 3日：駅→桜並木見物→家山駅＝奥大井湖 公園　タクシー＝高萩駅
上駅(秘境の湖上駅)＝奥泉駅＝寸又峡温泉 歩　程 4時間30分
入口→宿（泊）4日：宿→登山口→富士見台 費　用 JR往復代は青春18きっぷ利用が得。
→沢口山→登山口→夢の吊り橋→宿→ タクシー代金は往復で1,300円
バス停＝千頭駅＝金谷駅＝静岡駅 ポイント イワウチワの群生がみごとです。

歩　程 約5時間 地　図 2万5千図　　高萩･白河
交通費 17,600円（宿代・大井川鉄道･バス代他） 協力者 山川和雄 ･ 島村昌子

JR金谷駅往復は各自
ポイント 大井川鉄道沿線の桜を巡り、湖上の無人駅

に降り､寸又三山の一つの沢口山に登る。 4月５日（月） ◉ リーダー会
青春18きっぷ利用期間内 国立オリンピック記念青少年センター　13時

地　図 2万5千図 蕎麦粒山　寸又峡温泉
協力SＬ 下倉章治
協力者 池田典子 4月7日（水） ３ 中央線の山・生藤山 雨天4月9日
申込み 宿予約のため早めに往復はがきで申込み リーダー 大倉昌子

下さい。 集　合 JR上野原駅･井戸行バス停9時20分発乗車
〒261-0003　千葉市美浜区高浜3-5-3-304 交　通 JR高尾駅発8時23分甲府行乗車＝
佐々木保 ☎ 090-8035-6123 上野原駅8時40分下車

コース バス停→軍刀利神社→三国山→生藤山
→佐野峠→石楯尾神社前バス停＝

4月4日（日） 　 ① 神奈川歴史･公園散歩　№58 上野原駅
「柏尾川～大わらじ」 小雨決行 歩　程 4時間

リーダ 渡邊幸一 費　用 バス代往復800円
集　合 JR戸塚駅（橋上改札　ホームを登った所に ポイント 山頂付近の桜並木と、桜越しに見る富士山

ある改札)10時 は絶景です。4月のダイヤ改正があるため、
コース 駅→柏尾川桜並木遊歩道→豊田中央 時刻確認して下さい。

公園→大わらじ→実方塚→戸塚駅 地　図 昭文社  高尾山
歩　程 約2時間30分 協力者 藤原栄子 ･ 佐野妙子
ポイント 大わらじとは横浜市の地域有形文化財で、

大正時代にわら加工が推奨され、南谷戸
の象徴として大わらじを制作して、松の木
に吊したのが始まりとされている。

協力者 細谷弘之 ・ 五木田悦子
4月8日（木） ３ 高水山他 雨天中止
リーダー 川嵜英雄

4月4日（日） ３ 山高神代桜と眞原の桜並木 集　合 JR青梅線軍畑駅9時10分
リーダー 矢澤省三 雨天中止 コース 駅→高源寺→高水山→岩茸石山→常福院
集　合 JR中央本線日野春駅10時10分 →九合目分岐→東方尾根榎峠方面→
交　通 JR高尾駅7時39分発小淵沢行乗車＝ 慶徳寺→軍畑駅

日野春駅9時59分下車 歩　程 約4時間30分
コース 駅→実相寺（山高神代桜）→眞原の ポイント 急降有り

桜並木→日野春駅 地　図 昭文社 奥多摩
歩　程 4時間
費　用 青春きっぷ利用期間内
ポイント 咲き誇る桜と雪の残る山々とのコントラスト。

山高神代桜は樹齢二千年と言われる国の
天然記念物第1号。眞原の桜並木は750ｍ
のトンネル。

協力者 清水十三男

【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。
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4月8日（木） ３ 太平山 雨天中止 駅→新堀神社→吾妻山→龍王山→神成山
リーダー 柴崎　実 →西山→宮崎公園→神農原駅
集　合 東武線両毛線栃木駅北口　8時40分 歩　程 約3時間

東武線浅草駅6時51分発スカイツリー 交通費 休日おでかけパスの他に2.480円
ライン区間急行南栗橋行乗車＝終点着　 ポイント 神成山のオキナグサに期待して　
乗換8時4分発東武日光行＝栃木駅8時 軽登山靴以上で参加して下さい。

　 34分下車(係合流) 地　図 昭文社　西上州
交　通 駅(タクシー)＝六角堂Ｐ→あじさい坂→ 協力者 五十嵐靜江

隋神門→太平神社→太平山→ぐみのき
峠→晃石山→桜峠(昼食)→清水寺→
大中寺→六角堂Ｐ＝バス栃木駅 4月11日(日) ② 滝の城跡～金山緑地公園

歩　程 約4時間 リーダー 保倉惠美子 　 　 雨天中止
ポイント 太平山は約3000千本の桜で有名。陸の ＪＲ武蔵野線東所沢駅改札口　9時50分
　 松島を展望する縦走コース 東武東上線池袋駅9時2分発準急川越市
協力者 柴崎ミチ子 行乗車＝朝霞台駅9時20分着(改札出て右

に歩く)乗換ＪＲ武蔵野線北朝霞駅9時29分
発府中本町行乗車＝東所沢駅9時37分下車

4月10日(土） ２ 秋川丘陵　弁天山　　雨天翌日 駅→東福寺→滝の城跡→柳瀬川沿い→
リーダー 小峰文子 金山調整池→清瀬金山緑地公園→柳瀬川
集　合 JR新宿駅⑦　8時00分 河川広場→清瀬中里緑地→西武池袋線
交　通 JR新宿駅8時19分発ホリデー快速武蔵五日 秋津駅

市行前方乗車＝武蔵増戸駅９時１７分下車 歩　程 約3時間
コース 駅→網代会館→弁天山→城山→小峰 交通費 800円(池袋駅起点)

ビジターセンター→小峰公園周遊→小峰 ポイント 中世に築城された滝の城は今でも堀跡が
公園バス停＝武蔵五日市駅 はっきり残っています。春真っ只中！郊外

歩　程 2時間45分 で春を満喫しませんか！？
交通費 約2､200円 地　図 担当が用意します。
ポイント 軽登山靴で足元しっかりと参加　ミツバつつ 協力者 猪瀬幸子 ・ 池田正義

じ、山桜の見頃に期待してゆっくり歩きます。
地　図 昭文社　奥多摩
協力Ｌ 平沢こと ・ 柳田邦之 4月11日(日) ３ 雨天翌日
協力者 石原豊美 リーダー 佐野満喜子 　 　

上信電鉄　南蛇井駅　10時20分
ＪＲ新宿駅6時58分発湘南新宿ライン又はＪＲ

4月10日(土) ２ 滝山城跡 雨天翌日 東京駅7時18分発上野東京ライン　いずれも
リーダー 荻島二郎 　 　 高崎行乗車＝終点着乗換上信電鉄９時25分

東秋留駅　9時30分 発下仁田行乗車＝南蛇井駅10時19分下車
ＪＲ新宿駅8時20分発ホリデー快速あきがわ 駅→吾妻山→龍王山→神成城址→見晴台
5号武蔵五日市行乗車=東秋留駅9時7分 →西中→宮崎公園→神農原駅
下車 歩　程 3時間30分
駅→東秋川橋→浄水場脇秋川堤防→ 交通費 青春18きっぷやジパング利用がお得
滝山城跡本丸→中の丸→八王子道の駅 ポイント 別名「西上州神成山九連峰」と言うらしい。
→都立小宮公園→ＪＲ八王子駅 小さなピークをいくつも越えてミツバツツジ

歩　程 約4時間 ロード巡りと満開の桜とオキナグサにも
ポイント 北条氏輝が八王子城に移る前の城　 期待！

続日本百名城　桜の名所 地　図 昭文社　西上州
地　図 2万5千図　拝島 協力者 小松博氏 ・ 吉川英男
Ｓ　　Ｌ 星　富士夫 ・ 下倉章治
協力者 木村博子

4月10日(土) ３ 雨天中止
リーダー 中嶋要一 　 　

上信電鉄　南蛇井駅　10時30分
ＪＲ横浜駅6時51分発上野東京ライン高崎行
乗車＝上野駅7時23分＝大宮駅7時52分＝
終点9時17分着　乗換9時25分発上信
電鉄下仁田行乗車＝南蛇井駅10時19分
下車

コース

集　合
交　通

コース

富岡アルプス

集　合
交　通

集　合
交　通 コース

コース

神成山

集　合
交　通

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。

新入会員入会キャンペーン継続実施中‼
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4月11日(日) ３ 今熊山 雨天中止 4月17日(土) ４ 笹子雁ｹ腹摺山～大鹿峠
リーダー 小泉純子 　 　 リーダー 佐野満喜子 　 　 雨天翌日

ＪＲ武蔵五日市駅　8時50分 ＪＲ笹子駅バス乗場　9時
ＪＲ新宿駅7時44分発ホリデー快速あきがわ ＪＲ高尾駅7時39分発小淵沢行乗車=笹子駅
3号乗車＝武蔵五日市駅8時48分下車　　 8時36分下車　バス9時7分発新田行乗車＝
バス②9時10分発京王八王子行乗車＝ 新中橋下車
今熊山登山口下車 バス停→笹子雁ｹ腹摺山→米沢山→お坊
今熊神社→今熊山→金剛の滝→小峰公園 山→大鹿山→景徳院＝甲斐大和駅
→桜尾根→ふれあい広場→バス停 歩　程 6時間30分

歩　程 約4時間 交通費 バス代約500円
ポイント ミツバツツジに期待して‼  ゆっくり歩きます。 ポイント 大菩薩南嶺と御坂山塊の接点に立つ笹子
地　図 昭文社　奥多摩 雁ヶ腹摺山から景徳院まで笹子トンネルの
協力Ｌ 加藤正彦 真上の山を歩きます　
協力者 佐伯公子 ・ 小池敦子 地　図 昭文社　大菩薩嶺

協力者 小松博氏 ・ 吉川英男

4月15日(木) ① 国立歴博と佐倉街歩き
リーダー 松永孝子 　 　 雨天中止 4月18日(日) ２ 能岳～八重山 雨天中止

京成佐倉駅　10時30分 リーダー 柳田邦之 　 　
京成上野駅9時13分発成田空港行乗車＝ ＪＲ上野原駅　9時15分　バス停前
佐倉駅10時9分下車 京王線新宿駅7時40分発特急京王八王子
ＪＲ東京駅9時20分発快速成田空港行乗車 行乗車＝北野駅8時18分発高尾山口行＝
＝佐倉駅10時17分下車 高尾駅下車　乗換8時44分発小淵沢行
京成佐倉駅→国立歴史民族博物館→佐倉 乗車=上野原駅下車　
城址(公園で昼食)→麻賀多神社→武家屋 バス9時26分発新井行乗車＝終点下車
敷通り→佐倉市美術館→おはやし会館→ バス停→能岳→八重山→展望台→大堀
甚大寺→京成佐倉駅又はＪＲ新佐倉駅 バス停＝上野原駅

歩　程 約2時間40分 歩　程 約3時間
ポイント 歴博は国立で日本一の規模を誇る博物館 交通費 2,400円

で古代から現代まで常設展は６室あり見応 ポイント フデリンドウと春の花に期待して
え充分です。 軽登山靴で参加下さい

Ｓ　　Ｌ 金子　敬 地　図 昭文社　高尾　陣馬
協力者 猪瀬幸子 協力Ｌ 平沢こと ・ 小峰文子

協力者 石原豊美

4月17日(土) ３ 人里の桜と浅間嶺 雨天中止
リーダー 佐々木　保 　 　 4月18日(日） ４ 倉岳山～高畑山　　雨天中止

ＪＲ武蔵五日市駅　8時55分発バス乗場 リーダー 小泉純子
ＪＲ新宿駅7時44分発ホリデー快速あきがわ 集　合 JR 梁川駅　8時40分
3号武蔵五日市行乗車＝立川駅8時12分＝ 交　通 京王線新宿駅6時57分発特急高尾山口行
拝島駅8時25分＝終点下車　バス９時発 乗車高尾駅7時40分着　乗換JR高尾駅8時
数馬行乗車＝人里下車 2分発甲府行乗車＝梁川駅8時33分下車
バス停→登山口→人里峠→浅間嶺→展望 コース 駅→水場→立野峠→倉岳山→天神山→
台→時坂峠→払沢の滝入口＝ ひなつる分岐→高畑山→石仏山→鳥沢駅
武蔵五日市駅 歩　程 5時間30分

歩　程 4時間30分 ポイント 桂川右岸の小粋な２山を結んでゆっくり歩き
交通費 バス代：約1,400円 ます。
ポイント 東京都の島を除いた唯一の村(桧原村)に　 地　図 昭文社　高尾・陣馬

咲く人里の桜(紅枝垂桜)を観て浅間尾根を 協力Ｌ 加藤正彦
払沢の滝へ歩く 協力者 佐伯公子 ・ 小池敦子

地　図 昭文社　奥多摩
Ｓ　　Ｌ 樋口光雄
協力者 池田典子 ・ 邑楽国二郎

集　合 集　合
交　通 交　通

コース
コース

集　合
交　通 集　合

交　通

コース

コース

集　合
交　通

コース

※リーダーの先へ行かず遅れず、解散まで同一行動を。

※家族には必ず行き先を知らせておきましょう。

※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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コース バス停→登山口→能岳→八重山→秋葉山
4月18日(日） ４ 高畑山 雨天中止 →根本山→上野原駅
リーダー 山川美恵子 歩　程 4時間
集　合 JR上野原駅　無生野行バス停8時30分 交通費 バス代270円
交　通 JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝上野原駅 ポイント 展望が素晴らしく、四季の花が楽しめる山。

8時25分下車　バス8時35分発無生野行 地　図 吉備人出版社　山梨東部の山登山詳細図
乗車＝終点下車 Ｓ　　Ｌ 星富士夫 ・下倉章治

コース バス停→雛鶴峠→大ダビ山→高畑山→ 協力者 木村博子
鳥沢駅

歩　程 5時間30分
交通費 バス代は1､000円 4月25日(日） ②ネモフィラのひたち海浜公園
ポイント 雛鶴伝説が残る道志の地から高畑山を越 リーダー 須賀光夫 　　　　 小雨決行

えて鳥沢駅へ 集　合 JR常磐線　勝田駅　9時50分
地　図 昭文社　高尾・陣馬 交　通 JR上野駅7時39分発常磐線快速勝田行
協力者 山川和雄 ・ 鳥村昌子 乗車＝勝田駅9時48分下車

コース バス停＝海浜公園西口下車→ひたち海浜
4月21日(水) ２ 鎌倉もののふの道⑤　「新田義貞」 公園内散策→干し芋買い物→ひたちなか
リーダー 大倉昌子　　雨天の場合は4月23日(金） 海浜鉄道阿字ヶ浦駅
集　合 ＪＲ鎌倉駅東口10時 歩　程 3時間
交　通 ＪＲ横須賀線大船駅9時44分発＝鎌倉駅 交通費 約5､600円（上野駅起点）　

9時50分下車 入場料460円～700円
コース 駅→大功寺→報国寺→衣張山ハイキングコ ポイント ネモフィラと空と海が織りなす青の

ース→長勝寺→由比ヶ浜→極楽寺坂切通し ハーモニーが見られるか？！
→極楽寺→針磨橋→十一人塚→稲村ケ崎 協力者 須賀佐知子
→稲村ケ崎駅

歩　程 4時間
ポイント 群馬県太田で百五十騎で旗揚げした新田 4月29日(祝） ② 天平の花祭り　　　　　雨天中止

義貞、北条氏の勢力が弱まった鎌倉へ攻め リーダー 柴崎　実
入る。 集　合 JR宇都宮線小金井駅西口9時20分

協力者 佐野妙子 交　通 JR上野駅8時発快速ラビット宇都宮行乗車＝
小金井駅9時9分下車

4月23日(金）～24日(土） ４ 伊豆山稜線歩道 コース 駅→日酸公園→久保公園→御使者橋→天
リーダー 矢澤省三 平の丘公園花広場→埋蔵文化センター→
集　合 伊豆箱根鉄道駿豆線修善寺駅9時30分 しもつけ風土記の丘資料館→下野国分寺
交　通 東京駅6時30分発＝修善寺駅9時22分下車 跡→紫式部の墓→ゆうゆう館→慈眼寺、
コース 23日　タクシー＝達磨山直下パーク→達磨 金井神社→小金井一里塚→小金井駅解散

山→仁科峠　タクシー＝宿 歩　程 3時間
24日　タクシー＝仁科峠→天城峠バス停 ポイント 八重桜が見事。天平の花祭りの会場には
バス＝修善寺駅 例年沢山のお店が出ます。

歩　程 23日：5時間　　24日：5時間 協力者 柴崎ミチ子
交通費 17,000円（宿＋バス＋タクシー代）。往復の

交通費は各自払い。
ポイント 南アルプスと富士の展望。ブナとアセビと 4月29日(祝） ３ 三浦半島№７　「三浦富士と武山」

マメザクラ。 リーダー 松木千恵子 雨天中止
地　図 昭文社　伊豆 集　合 京急　長沢駅前広場　
協力者 清水十三男 交　通 京急品川駅8時27分発特急三崎口行乗車
申込み 電話確認の上申込み下さい。 9時32分京急長沢駅下車

〒142-0042　品川区豊町4ｰ2ｰ13 コース 駅前広場→三浦大仏→三浦富士→砲台山
矢澤省三  　 ☎080-1263ｰ8403　 →武山→武山不動院→竜塚（往復）→

京急線津久井浜駅
4月24日(土） ３ 能岳～八重山　　　　雨天翌日 歩　程 3時間30分
リーダー 荻島二郎 交通費 約1,800円(京急品川駅起点)
集　合 JR上野原駅　9時集合 ポイント 武山頂上のツツジの開花に期待。広々とした
交　通 JR高尾駅8時20分発甲府行乗車＝上野原 畑の中を海を眺めながら下ります。

駅下車　バス上野原駅9時8分乗車＝新井 Ｓ　　Ｌ 桜井敏子
バス停下車 協力者 石田さとみ

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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4月29日(祝） ４ 筑波山　　　 雨天中止 4月30日(金） ①越谷市公園巡り 雨天中止
リーダー 佐野滿喜子 リーダー 松永孝子
集　合 つくば駅　バス乗り場7時50分 集　合 東武伊勢崎線越谷駅東口
交　通 つくばエクスプレス秋葉原駅7時発快速つく コース 駅東口10時30分出発→越谷市役所→

ば行乗車＝7時45分つくば駅下車　バス8時 ふじだな通り→アリタキ植物園→久伊豆神社
発つつじヶ丘行乗車＝つくば山神社入口下 →緑の森公園→花田苑・能楽堂→新川方
車　 緑道→キャンベルタウン野鳥の森→大吉

コース バス停→大御堂→表登山道→御幸ヶ原→ 調整池・親水公園→バス停（小田急
男体山→自然研究路→御幸ヶ原→女体山 弥栄団地入口）→北越谷駅
→つつじヶ丘＝つくば駅 歩　程 約2時間40分　約6.5㎞

歩　程 約5時間 ポイント 藤の花の見頃に期待して。
交通費 「筑波山あるキップ」電車とバス　つくばエクス Ｓ　　Ｌ 金子　敬

プレス乗車駅で購入 協力者 猪瀬幸子
ポイント 春の花々が多く見られ新緑も素晴らしい！

奇岩、怪石群も楽しみです。
地　図 昭文社　　赤城・皇海・筑波
協力者 小松博氏 ・ 吉川英男

5月1日（土） ３ 平山城址公園～かたらいの道　 5月2日（日） ２ 西山峠～泰光寺山～三沢峠
リーダー 佐々木保 雨天中止 「高尾の花シリーズ」No7 雨天中止
集　合　 京王線長沼駅9時15分 リーダー 柳田邦之
交　通 京王線新宿駅発8時16分準特京王八王子 集　合 高尾山口駅前　9時30分

行乗車＝高幡不動駅着　乗換＝長沼駅 交　通 京王線新宿駅8時26分発準特急高尾山口
9時４分下車 行乗車＝北野駅＝終点9時23分下車

コース 駅→長沼公園→長沼公園平山口→六国台 コース 駅→梅の木平→林道終点→ニリン草
→かたらいの道入口→南平駅分岐→高幡 群生地→西山峠→泰光寺山→三沢峠→
不動尊→高幡不動尊駅 分岐→梅の木平→高尾山口駅

歩　程 約４時間 歩　程 3時間
交通費 700円（新宿起点） 交通費 780円(新宿駅起点)
ポイント キンラン、ツツジ等春の花々を楽しみ、 コメント クマガイ草、ヤマブキ草、ニリン草に期待して。

長沼公園～平山城址へ尾根伝いに高幡 軽登山靴で参加してください。
不動尊へ歩く。 地　図 昭文社 高尾・陣馬

地　図 2万5千図 八王子　武蔵府中 協力Ｌ 平沢こと ・ 小峰文子
Ｓ　　Ｌ 樋口光雄 協力者 石原豊美
協力者 池田典子 ・ 邑楽国二郎

5月2日（日） ３ 倉見山　 雨天中止
5月2日（日） ② 神奈川歴史・公園散歩　№59 リーダー 中嶋要一

「横浜坂々アラカルト」① 集　合 富士急行線東桂駅　9時50分
リーダー 渡邊幸一 小雨決行 交　通 JR高尾駅8時20分発甲府行乗車＝大月駅
集　合 京急線黄金町駅改札　10時 8時56分着　乗換富士急行線9時13分発
コース 駅→新坂→百段々→ドンドン商店街→庚坂 河口湖行乗車＝東桂駅9時39分下車

→庚の七曲り→清水坂→霞坂→植勘坂→ コース 駅→長泉院→倉見分岐→倉見山→常所山
丘友坂→野毛坂→桜木町駅 公園→コンクリートブロック工場横＝クマガイ

歩　程 約3時間 草群生地→白山神社→三ツ峠駅
ポイント 横浜は坂の多い街。そしてその坂には面白 歩　程 約4時間40分

い名前が付けられています。横浜南区に 交通費 約4,000円（新宿駅起点）
沢山ある面白坂を2回にわたり歩きます。 ポイント クマガイ草に期待して。軽登山靴以上で。
急坂の多いコースです。 倉見山から急降下あり。

協力者 細谷弘之 ・ 五木田悦子 地　図 昭文社 ・ 富士山
協力者 五十嵐靜江

５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
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　 　 ポイント カッコウソウ、ナルカミスミレに期待。
5月4日（祝） ５ 愛鷹山　 雨天翌日 花の百名山に選定。
リーダー 矢澤省三 協力者 柴﨑　ミチ子
集　合 JR御殿場駅9時30分
交　通 小田急線新宿駅7時11分発急行小田原行

乗車＝新松田駅8時34分下車　乗換JR 5月6日（木）～5月7日（金） ５ 奥多摩 雲取山
　 御殿場線松田駅8時47分発御殿場行乗車 リーダー 小泉純子・大倉昌子

＝終点9時23分下車 集　合 6日 奥多摩駅
コース タクシー＝愛鷹山登山口バス停→山神社 交　通 6日：奥多摩駅バス停＝お祭下車

→東沢→呼子岳→越前岳→富士見台→ コース バス停→塩沢橋→三条の湯（泊）。7日：宿→
富士見峠→黒岳→山神社→愛鷹山登山口 雲取山(百名山)→七ッ石山→鴨沢バス停
(タクシー)＝御殿場駅 ＝奥多摩駅   朝発1泊

歩　程 6時間 歩　程 6日：4時間　7日：6時間  
交通費 タクシー代　約3,000円 費　用 8,500円(、宿泊費他）
コメント コースにヤセ尾根あり、ゆっくり歩きます。 コメント 寝袋、消毒液、マスク特参
地　図 昭文社・富士山（裏面） 参加者には詳細を送付します。
協力者 清水十三男 定員10名まで。三条の湯予約のため、
申込み タクシー手配のため、5月2日までに電話にて 3月末までに往復はがきで申込み下さい。

申込み下さい。 ☎080-1263-8403 地　図 昭文社 奥多摩
申込み 〒132-0035 江戸川区平井7-3-1-1113

大倉昌子　　　  090-4712-0896 
5月5日（祝） １ 府中　浅間山　 雨天翌日 協力者 藤原栄子 ・ 佐野妙子  03-5247-2940
リーダー 平沢こと
集　合 京王線新宿駅発8時30分
交　通 京王線新宿駅8時37分発特急八王子行中程 5月8日（土） ４ 奥多摩：惣岳山 雨天中止

乗車＝調布駅乗換＝東府中駅下車 　 リーダー 佐々木 保
コース 駅→浅間山→（常山→中山→前山）→ ＪＲ川井駅　9時40分

府中の森公園→東府中駅 JR新宿駅7時44分発おくたま3号奥多摩行
歩　程 2時間15分 乗車＝青梅駅着　乗換＝川井駅9時29分
交通費 約600円（新宿起点） 下車
コメント ウォーキング靴で参加下さい。 駅→取付点→沼沢尾根→馬仏山→惣岳山

ギンラン、キンラン、ムサシノキスゲ、見頃に →平溝尾根→軍畑駅
期待しています。 約5時間 　

協力Ｌ 小峰文子 ・ 柳田邦夫 1,880円（新宿駅起点）
協力者 石原豊美 新緑のころ、高水三山の隠れた尾根を
 組み合わせて歩く。

昭文社　奥多摩
5月5日（祝） ３ 醍醐丸他　 雨天中止 樋口光雄
リーダー 川嵜英雄 池田典子 ・ 邑楽国二郎
集　合 JR中央線上野原駅井戸行バス停8時10分
コース バス停→三国山→連行峰→山の神→ 　 　

醍醐丸→和田バス停→藤野駅 5月8日（土） 　 ５ 醍醐丸 雨天翌日
歩　程 約4時間50分 　 リーダー 荻島二郎 　
コメント 急登あり。 JR武蔵五日市駅　8時40分
地　図 昭文社　高尾・陣馬 JR立川駅7時57分発奥多摩行乗車＝拝島

駅8時9分着　乗換(急いで）8時13分発武
蔵五日市行乗車＝終点下車　バス8時45

5月6日（木） ３ 鳴神山 分発京王八王子行乗車＝
リーダー 柴﨑　実 雨天中止 今熊山登山口下車
集　合 両毛線桐生駅9時48分 バス停→今熊山→刈寄山→鳥切場
交　通 東武浅草線6時51分発スカイツリーライン →市道山→醍醐丸→和田峠→和田バス停

館林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着 6時間30分 　
乗換7時45分発南栗橋行＝終点着　乗換 バス代約500円
8時4分発東武日光行＝栃木駅(係合流)着 醍醐丸は関東ふれあい道コース上の山で、
8時56分発ＪＲ両毛線高崎行＝桐生駅9時 八王子市最高地点の山(862.7Ｍ)
48分下車 昭文社　高尾・陣馬

コース 駅＝タクシー＝駒形登山口→肩の 星 富士夫 ・下倉章治
広場→鳴神山→赤芝コース→林道→ 木村博子
駒形登山口(タクシー)＝桐生駅解散 　

歩　程 約4時間

集　合
交　通

コース

歩　程
交通費
コメント

地　図
Ｓ　　Ｌ
協力者

集　合
交　通

コース

歩　程
交通費
コメント

地　図
Ｓ　Ｌ

協力者
　

☎
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約4時間　
5月9日（日） ① 光が丘公園 雨天中止 新緑のハイクも楽しい。天候など不明な場合

　 リーダー 保倉惠美子 　 はお問合せ下さい。
東武東上線成増駅改札口　10時 柴崎ミチ子
東武東上線池袋駅9時38分発準急川越市
行乗車＝成増駅9時48分下車　
駅→光が丘公園赤塚口→散策路→四季 5月14日（金） ３ 鎌倉もののふの道　№6
の香ローズガーデン→マグノリア園→屋敷 北条高時 雨天延期
林跡地→芝生広場→ゆりの木口→東武東 　 リーダー 大倉昌子 　
上線下赤塚駅（又は有楽町線・副都心線 JR鎌倉駅東口　10時
地下鉄赤塚駅） JR横須賀線大船駅9時44分発逗子行乗車
約2時間30分 　 ＝鎌倉駅9時50分下車
520円（池袋起点） 駅→大功寺→八雲神社→祇園山ハイキン
珍しいハンカチの木の花やナンジャモン グコース→北条高時腹切りやぐら→東勝
ジャの花を見に行きませんか！？ 寺跡→トンネル→大宝寺→妙法寺→安国
猪瀬幸子 ・ 池田政義 論寺→長勝寺→崇寿寺跡→九品寺→

材木座→鎌倉駅
約4時間 　

5月9日（日） ４ 三ノ宿山　 雨天中止 鎌倉幕府最後の執権で、稲村ヶ崎の守り
　 リーダー 山川美恵子 　 を破った新田義貞の軍勢が市内に乱入し

東武日光駅改札口8時20分 北条一族が滅んだ。
東武線北千住駅6時15分発区急南栗橋行 雨天の場合は21日(金)に変更です。
乗車＝終点着 佐野妙子
乗換東武日光線7時2分発急行東武日光行
乗車＝終点下車　バス8時35分発中禅寺湖
行乗車＝細尾入口下車 5月15日（土） ３ 南高尾の里山 雨天中止
バス停→登山口→三ノ宿山→1158M峰→ リーダー 加藤正彦 　
やしおの湯＝東武日光駅 JR高尾駅南改札口　9時40分
約4時間30分 　 京王線新宿駅8時37分発特急京王八王子
バス代約1100円 行乗車＝北野駅9時19分着　乗換9時20分
ツツジの尾根を楽しみに 発高尾山口行乗車＝高尾駅9時30分下車
2万5千図　日光南部 駅→初沢山→拓殖大西尾根→草戸山→
山川和雄 ・ 島村昌子 四辻→金刀比羅神社→高尾駅

4時間 　
ゆっくり歩きます

5月13日（木） ② 小山内裏公園他 小雨決行 吉備人出版　高尾山登山詳細図
　 リーダー 会田政子 　 小泉純子

京王線堀之内駅　10時 046-257-6567　夜6時～8時
京王線新宿駅8時56分発準特急橋本行
乗車＝9時35分 京王堀之内駅下車
駅→蓮池寺公園→せせらぎ緑道→長池 5月15日（土） ５ 馬頭刈尾根～大岳山　　
公園→尾根緑道→小山内裏公園→ 　 リーダー 佐野満喜子 　 雨天翌日
京王多摩境駅 JR武蔵五日市駅 ①バス乗場　8時10分
約3時間 運動靴で 　 JR立川7時15分ホリデー快速あきがわ1号
新緑の里山公園と緑道を歩きます。 武蔵五日市行乗車＝7時55分終点下車　
佐藤　仁 バス8時22分発上養沢行乗車＝軍道下車

バス停→高明山→馬頭刈山→鶴脚山→
大怒田山→大岳山→分岐→白倉＝

5月13日（木） ３ 足利名草巨石群から行道山 武蔵五日市駅
　 リーダー 柴崎　実 　 雨天中止 7時間 　

JR両毛線足利駅　9時40分 交通費 バス代は約900円
東武線浅草駅6時51分発スカイツリーライン 奥多摩のシンボル大岳山から南東に延び
館林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着 る馬頭刈尾根はいくつもの小ピークを連ね
乗換7時45分発南栗橋行＝終点着　乗換 る長い尾根　大岳山をめざして登ります
8時4分発東武日光行＝栃木駅(係合流) 昭文社　奥多摩
乗換8時56分発JR両毛線高崎行＝足利駅 小松博氏 ・ 吉川英男
9時31分下車
駅（タクシー）＝登山口名草巨石群→
藤坂峠→馬打峠→案内板→浄因寺登山口
＝(タクシー）足利駅

歩　程
コメント

集　合 協力者
交　通

コース

集　合
交　通

歩　程
交通費 コース
コメント

協力者

歩　程
コメント

集　合
交　通

協力者

コース
集　合

歩　程 交　通
交通費
コメント
地　図 コース
協力者

歩　程
コメント
地　図
協力Ｌ

集　合 電　話
交　通

コース

集　合
歩　程 交　通
コメント
Ｓ　　Ｌ

コース

歩　程
集　合
交　通 コメント

地　図
協力者

コース
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22日：タクシー＝宝蔵院→長九郎山→
5月15日（土）～16日（日） バス 宝蔵院　タクシー・バス＝伊豆急下田駅

４ 赤城のつつじ　 歩　程 21日：4時間　22日：4時間
　 リーダー 山川美恵子 　 交通費 16，000円（宿+タクシー代）　往復交通費は

JR新宿駅西口　6時55分集合　7時出発 各自払い　南伊豆フリー乗車券（2日間
新宿駅西口＝袈裟丸折場登山口 有効：都区内から6､270円）が得
15日　折場→弓の手コース→小丸山→折場 ポイント 富士山の展望と棚田の景観。
 登山口＝草木湖(泊) ヤマツツジとシャクナゲ
16日 宿＝おおさる山乃家→茶ノ木畑峠→ 地　図 昭文社　伊豆
銚子の伽藍→つつじが峰通り→ 協力者 清水十三男
おおさる山乃家＝新宿 申　込 申込みは４月の山行参照。
15日　4時間10分 16日　4時間40分 電話080-1263-8403
22,000円（17名の場合）
つつじ爛漫のコースをのんびり、ゆっくり
歩きます 5月22日（土） ４ 三本杉山～甚ノ函山　
昭文社　赤城 ・ 皇海 ・ 筑波　　 リーダー 佐々木 保 雨天中止
2万5千図　赤城 集　合 JR上野原駅無生野行バス停8時30分
山川和雄 ・ 島村昌子 交　通 JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝上野原駅
往復はがきで申込みください 8時25分下車（急いで）　バス8時35分発
〒116-0003 荒川区南千住7-17-5-201 無生野行乗車＝神野下村下車
山川美恵子 ☎ 090-6005-4651 コース バス停→送電鉄塔→725M峰（三本杉山）→

810M峰（甚ノ函山）→旧大地峠→新大地峠
→川合峠→四方津駅

5月16日（日） ２ 生田緑地とバラ苑　 雨天中止 歩　程 4時間30分
リーダー 松木千恵子 交通費 バス代610円
集　合 小田急線向ヶ丘遊園駅南改札口 9時30分 ポイント 南の秋川から矢平山南東尾根を経て川合峠
交　通 小田急線新宿駅8時50分発急行小田原行 への静かなコースを歩く

乗車＝向ヶ丘遊園駅9時10分下車 地　図 昭文社　高尾 ・ 陣馬
コース 駅→長者穴横穴古墳群→飯室山広場→ Ｓ　　Ｌ 樋口光雄

枡形山→西口サテライト→母の塔（岡本太 協力者 池田典子 ・ 邑楽国二郎
郎美術館）→奥の池→つつじ山→中央
広場→バラ苑→向ヶ丘遊園駅

歩　程 4時間 5月23日（日） ４ 大塚山～日の出山　 雨天中止
生田バラ苑は開花時にあわせ春と秋の リーダー 須賀光夫
年2回開苑され秘密の花園として親しま 集　合 JR青梅線古里駅 9時
れています。 交　通 JR新宿駅7時21分発中央特快高尾行乗車

Ｓ　　Ｌ 桜井敏子 ＝立川駅7時47分着　乗換青梅線7時57分
協力者 石田さとみ 発奥多摩行＝古里駅8時55分下車

コース 駅→大塚山→日の出山→高峰→三室山→
JR日向和田駅

5月20日（木） ① 夢の島公園～辰巳の森公園 歩　程 6時間（約14㎞）
リーダー 松永孝子 雨天中止 交通費 1，760円（新宿駅起点）
集　合 JR・地下鉄有楽町線・りんかい線新木場駅 ポイント 気候の良い季節　長い距離を歩きましょう

10時30分 地　図 昭文社　奥多摩
コース 駅→夢の島公園・第五福竜丸展示館・ 協力者 須賀佐知子

ゆうかり橋→曙水門→辰巳の森海浜公園
→緑道公園→東雲水辺公園→りんかい
線東雲駅 5月23日（日） ４ 中尾山　 雨天中止

歩　程 約2時間30分 リーダー 小泉純子
Ｓ　　Ｌ 金子　敬 集　合 西武線池袋線吾野駅 8時30分
協力者 猪瀬幸子 交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車＝

飯能駅7時49分着　乗換7時52分発西武
秩父行乗車＝吾野駅8時14分下車

5月21日（金）～22日（土） ４ 西伊豆の山 コース 駅→吾野中学校→中尾山→森林公社杭の
リーダー 矢澤省三 立つ頭→梨本峠→鉄塔下→三社峠→
集　合 伊豆急行線下田駅10時 高山不動→萩ノ茶屋→西吾野駅
交　通 21日：JR東京駅6時30分発＝伊豆急下田駅 歩　程 6時間

9時5７分下車 ポイント 急登降あり
コース 21日：バス ・ タクシー＝重文岩科学校→ 地　図 昭文社　奥武蔵・秩父

暗沢山→石部の棚田→雲見温泉→宿(泊) 協力Ｌ 加藤正彦
協力者 佐伯公子 ・ 小池敦子

集　合
交　通
コース

歩　程
費　用
コメント

地　図

協力者
申込み

ポイント
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5月28日（金）～29日（土） 雨天決行 歩　程 4時間
２ 上高地～徳沢 ポイント 物見山縦走コースで最高峰のスカリ山を歩く。

リーダー 小峰文子 地　図 吉備人出版社　奥武蔵登山詳細図
集　合 JR新宿駅⑨6時50分 Ｓ　　Ｌ 星富士夫 ・ 下倉章治
交　通 JR新宿駅7時発あずさ1号乗車＝松本駅着　 協力者 木村博子

乗換松本電鉄＝新島々駅終点下車　
バス上高地行乗車＝終点下車

コース 28日：バス停→明神→徳沢園（泊）　29日：宿
→新村橋→治山運搬道→上高地ＢＴ
バス＝新島々駅＝松本駅(あずさ)＝新宿駅

歩　程 1日目2時間　2日目3時間
費　用 約18,000円　別途交通費各自払い（あずさは

全席指定なので指定席を取ること） ●　リーダー：佐々木　保
ポイント 山一面に咲く二輪草 ・ ミドリ二輪草他沢山の

花々が見られます。北アルプスの山々を 6月12日（土）～13日（日）
見ながらゆっくり歩きます。 ３ 志賀高原 御飯岳
登山靴で足元しっかりと参加。 交　通 ＪＲ東京駅8時39分発高崎行乗車＝高崎駅

地　図 昭文社　上高地 ・ 槍ヶ岳 ＝万座・鹿沢口駅下車 バス宿へ
協力Ｌ 平沢こと コース 宿→毛無峠→破風岳→毛無山→御飯岳→
協力者 石原豊美 毛無峠＝宿万座・鹿沢口駅＝高崎駅
申　込 往復はがきで4月27日までに書式通り記入 費用等 17,000円（宿代、往復送迎、山行バス代含む）

して申込み下さい。 コメント 長野県と群馬県の県境に位置し、かつての
〒349－1103 久喜市栗橋東4ｰ7-23　 鉱山跡が残り荒涼となって残された索道の
小峰文子 ☎080-3549-7627 脇を歩く。群馬百名山

6月26日（土）～30日（水）
5月28日（金）～29日（土） ４ 大雪山縦走　新幹線他

４ 鋸山・上権現堂山～下権現 交　通 ＪＲ東京駅新幹線＝新函館北斗駅＝
リーダー 佐野満喜子 札幌駅＝旭川駅=旭岳温泉(泊)
集　合 上越新幹線長岡駅8時50分 コース 27日：宿→旭岳→黒岳→層雲峡温泉(泊) 
交　通 JR東京駅⑳上越新幹線7時4分発とき303号 28日：旭川(泊)　29日：函館(泊)

新潟行乗車＝長岡駅8時39分下車 30日：函館駅＝新幹線＝東京駅
コース 28日：(駅)タクシー＝登山口→花立峠→ 歩　程 27日約5時間30分

鋸山→登山口＝小出（薬師温泉泊） 費用等 費用等詳細は次回掲載します。
29日：宿→戸隠神社登山口→下権現堂山 　 東日本 ・ 北海道パスは各自購入
→上権現堂山→手の又登山口＝小出駅 ポイント 北の大地と花の大雪山をユックリ楽しみ、

歩　程 28日：3時間10分　29日：5時間40分 温泉と旭川市内や函館の夜景・朝市を
費　用 7,600円（宿代）　タクシー代は人数割 楽しむ。

往復JRは各自購入
ポイント 両山共に豊富な花が見られる新潟を代表 7月17日（土）～19日（祝）

する名山。権現堂山は越後三山の展望台。 ４ 白山
360度の大パノラマは抜群で楽しみです。 集　合 ＪＲ金沢駅周辺ホテル夕方　
鋸山は一等三角点。 交　通 ＪＲ東京駅発新幹線夕方発＝金沢(泊)

地　図 2万5千図　半蔵金・須原 　 18日 宿＝登山バス＝別当出合
協力者 吉川英男 コース バス停→甚之助避難小屋→室堂平(泊)→
申　込 往復はがきで申込み下さい。 白山(ご来光)→小屋→殿ヶ池非難小屋→

〒136-0072　江東区大島4-1-9-605 別当出合＝金沢駅
佐野満喜子　☎090-7717-1977 歩　程 18日：4時間15分　19日：6時間

費用等 費用等詳細は次回掲載します。
　 北陸フリーきっぷは各自購入

5月29日（土） ３ スカリ山～物見山　 雨天翌日 ポイント 霊峰とも呼ばれ頂上付近の高山植物の豊富
リーダー 荻島二郎 さと、山肌を埋め尽くす景観は雲上の楽園と
集　合 西武線東吾野駅 9時20分 いわれている。
交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能行乗車＝ 申込み 以上、各山行毎に往復はがきで

終点8時52分着　乗換8時54分発三峰口行 申込み下さい。
乗車＝東吾野駅9時9分下車 〒261-0003 千葉市美浜区高浜3-5-3-304

コース 駅→橋本山→ユガテ→スカリ山→北向地蔵 佐々木 保 ☎ 090-8035-6123
→物見山→日和田山→高麗駅  
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●　リーダー：佐野満喜子 ●リーダー：山川美恵子
7月23日(金)～25日（日）

◎５コース共、費用等詳細は次回会報に掲載します。 ５ 奥大日岳～大日岳  夜行1泊2日
6月5日（土）・6日（日） 集　合 23日：東京メトロ東西線竹橋駅毎日新聞社

５ 三国山～赤沢山～白泰山 交　通 毎日あるぺん号夜行バス乗車＝室堂
交　通 5日：ＪＲ信濃川上駅＝新三国峠→三国山→ コース 室堂→大田小屋(泊)
　 十文字山→十文字小屋(泊)→赤沢山→ →牛首→称名滝＝富山

白泰山→栃本関所跡＝三峰口駅 歩　程 24日：5時間30分　25日：5時間30分
歩　程 5日：4時間30分　6日：8時間 朝立1泊2日 費　用 次回会報に記載。
　
6月18日（金）～20日（日） 8月5日(木)～9日(月）

６ 八ヶ岳・硫黄岳～赤岳～阿弥陀岳 ６ 雲ノ平 夜行3泊4日
集　合 ＪＲ茅野駅＝桜平→夏沢峠→硫黄岳→ 5日：東京メトロ東西線竹橋駅毎日新聞社・
コース 硫黄岳山荘(泊)→横岳→赤岳→阿弥陀岳 毎日あるぺん号夜行バス乗車＝6日折立→

→行者小屋(泊)→美濃戸口＝茅野駅 太郎平小屋(泊)　7日雲ノ平小屋→(泊)　
歩　程 18日：3時間50分　19日：6時間　20日：3時間 8日双六小屋(泊)　9日→新穂高温泉＝新宿

朝立2泊3日（両小屋は昨年より2,000円値上 歩　程 6日：5時間　7日：6時間　8日：6時間30分　
げしております） 9日：5時間30分

ポイント 八ヶ岳で最も多くの花々が見られる時季、 費　用 次回会報に記載。
お目当てはツクモグサ。梅雨の晴間に期待! 申込み 各山行毎に往復はがきで申込み下さい。

〒116-0003 荒川区南千住7-17-5-201
6月24日（木）～27日（日） 山川美恵子 ☎ 090-6005-4651

４ 男鹿三山・大平山他 朝立3泊4日
交　通 24日：JR東京駅6時32分発こまち1号乗車＝ ●リーダー：荻島二郎

大人の休日俱楽部パスは各自購入
費用等 コース、費用等詳細は次回会報に記載 6月12日（土）13日（日）

４ 甲武信ヶ岳
7月23日（金）～25日（月） 集　合 山梨市駅 9時

６ 早川尾根～鳳凰三山 朝立2泊3日 交　通 ＪＲ新宿駅7時30分発あずさ3号松本行乗車
交　通 23日：ＪＲ新宿駅朝発＝茅野駅＝仙流荘＝ ＝山梨市駅8時28分下車　バス9時12分発

北沢峠→仙水小屋(泊)→仙水峠→栗沢山→ 乗車＝西沢渓谷入口下車
アサヨ峰→広河原峠→高嶺→地蔵岳→ コース 詳細は次会報に掲載。
鳳凰小屋(泊)→観音岳→薬師岳→青木鉱泉 費　用 13,000円（宿泊、入浴代、その他）
=韮崎駅 ＪＲ、バス代は各自払い

歩　程 23日：1時間　24日：10時間　25日：4時間 申込み 山小屋予約のため、早めに往復はがきで
費用等 費用等詳細は次回会報に記載 申込み下さい。
ポイント 甲斐駒ヶ岳、北岳の眺めと静寂な原生林が 〒192-0005 八王子市宮下町561

魅力。群生のタカネビランジにも期待‼ 荻島二郎 ☎ 090-4529-3506

7月30日（金）～8月2日（月）
６ 北ア・北穂高岳 ●リーダー：平沢こと

集　合 新宿夜行バス＝上高地
コース 30日：新宿夜発 31日：朝上高地→横尾→ 6月12日（土）13日（日）

涸沢小屋(泊)→南稜コース→北穂高岳→ 　 ２ 草津石尊山：殺生河原～
涸沢岳→穂高岳山荘→涸沢小屋(泊)→ 　 西の河原シャクナゲコース
上高地＝新宿駅 交　通 バスタ新宿8時5分発高速バスで出発

歩　程 31日：7時間　1日：8時間　2日：6時間 費　用 約21,000円　伊藤園(泊)
涸沢をベースにした穂高岳登山の第一課は 　
北穂⁉～涸沢岳を周回します。 8月20日（金）・21日（土）

申込み 各山行毎に往復はがきで申込み下さい。 　 ① 青春18きっぷの旅　東北線
〒136-0072 江東区大島4-1-9-605 　 「秘湯シリーズ」№85　鷲倉温泉　
佐野満喜子 宿周辺散策　費用約18,000円
☎03-3638-1488　090-7717-1977

●リーダー：小峰文子・平沢こと
7月22日（木）23日（金）

３ ２ 八ヶ岳西天狗岳(二百名山)　八方台パノラマ
コース　「秘湯シリーズ」№83　涸沢鉱泉
JR新宿駅8時46分発快速で出発
費用17,300円。別途青春18きっぷの2枚各自
用意する。
　

【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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8月6日（金）7日（土）
３ ２ 水の塔、高峰山(花百名山)・黒斑山(百名山

代替)　「秘湯シリーズ」№84　高峰温泉
高速バスか、電車と路線バス使用 申込み方法・費用の払い込み等は担当リーダーの
高速バスの場合　22日：JR新宿駅南口バスタ 指示に従って下さい。宿泊日数によっては予約金が
新宿発で出発。 必要な場合もあります。費用払い込み後キャンセル
電車の場合　JR東京駅発新幹線乗車＝ の場合は、できるだけ代わりの人を立てて下さい。
佐久平駅　路線バス＝高峰温泉 どうしても代人がいないときは早めにリーダーに連絡
費用　バスの場合約26,000円。電車の場合約 して下さい。山行日まで日数に余裕があって、キャン
19,500円。別途電車賃・バス代約15,000円 セル待ちの人で補充ができたときは、払い込み金は
ジパング使用可 （諸経費を差し引き）後日お返しします。
６日： ２ 水の塔 7日： ３ 黒斑山 ・ ２ 高峰山 　しかし、直前のキャンセルではそれも無理です。
昨年コロナにて中止した山行です。本年こそ ※雨天でもバスは予定通り出発します。行程は変更
達成を願っています。 になるかも知れません。その場合、不参加でもバス
高山植物が多い山で、見頃に期待しています。 運行代、宿のキャンセル料は支払っていただきます。
温泉だけ参加OKです。 　なお、予定人員に満たない場合、リーダーの判断
以上4コース、各山行毎に往復はがきに書式 で山行中止になる場合もあります。
通り記入して申込み下さい。
人数により費用は多少変更あります。
〒300-2358　つくばみらい市陽光台2-15-2
平沢こと ☎0297-58-9022　

夜8時～9時30分 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。

●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。

山 行 申 込 書　

１） 山 行 名

２） 期 日

３) 申込者 ４）会番

５） 住所 〒　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６） 生年月日

〔Ｔ　Ｓ　Ｈ〕 　　　　　年　　　　　月　　　　日

７） 電話　FAX

Mail　携帯

８） 東ハイ以外の山岳保険の種類及び番号

９） 月　日 山　　名 日　程

令和　 　  年　  　　月  　　　日（　　　）

　 ～　　   年　  　　月  　　　日（　　　）

　（一般向強以上の参加者のみ記入）

担当リーダー

山行の申込みをする方は(往

復)はがきに必ず書式通りの記

入をお願いします。

【バス山行の申込みとキャンセルについて】

【東ハイ宿泊提携施設一覧】
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木 土 土 月

金 日 日 火

土 月 祝 憲法記念日 水

日 火 祝 みどりの日 木

月 水 祝 こどもの日 金

火 木 木 土

祝 金 金 日

木 土 土 月

金 日 日 火

土 月 月 水

日 火 火 木

月 水 水 金

火 祝 昭和の日 木 土

水 金 金 日

木 土 月

金 日

1 17 1 17

2 18 2 18

3 19 3 19

4 20 4 20

5 21 5 21

6 22 6 22

7 23 7 23

8 24 8 24

9 25 9 25

10 26 10 26

11 27 11 27

12 28 12 28

13 29 13 29

14 30 14 30

15 15 31

16 16

ポイント達成者（敬称略）

◎山行 コース記事の記号説明

日付頭の○内数字は、強弱度の①②以外に、駅名下にあれば乗車番線、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、→は歩行です。

◎予約山行の申込み 特記事項のない限り、必ず本号14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10頁に掲載の「東ハイ強弱度」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。

150ポイント

助川寿美子

緒方明子

若林美子

250ポイント

鹿志村みつ代

原 和子

４月の山行スケジュール ５月の山行スケジュール
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東ハイ

16


