
２０２１年 　
８～９月号
第５６１号

（２２コース） （２７コース）

頁 頁

① 旭・瀬谷市民の森散歩 渡邊幸一 4 　3日(金)～ 「秘湯シリーズ№86」 平沢こと

２ 能岳～八重山 柳田邦之 4

  2日(月)～ 北八ヶ岳：縞枯山～ ４ 熊倉山南西尾根～生籐山 佐々木 保 7

　 　 北横岳 ４ 日の出三山 佐野満喜子 7

　3日(火) ① ウォーターズ竹芝 松浦利保 4 ② 三殿台遺跡 渡邊幸一 7

　4日(水) ⦿ ３ 緑のラブレター　石盾山 須賀光夫 7

　5日(木) ３ 日光高山 柴崎　実 4 　7日(火) ① 有明ガーデン 松浦利保 7

  6日(金)～ ２ 小峰文子 4 11日(土) ３ 浅間嶺 荻島二郎 7

　 ３ 平沢こと 4 12日(日) ３ 巾着田 小泉純子 8

  6日(金)～ 16日(木) ３ 日光半月山～茶の木平 柴崎　実 8

　 ② はけの道～深大寺 会田政子 8

　7日(土) ３ 入笠山～テイ沢周回 佐々木 保 4 ３ 鎌倉山・檑亭(らいてい) 大倉昌子 8

　8日(日) ３ 宿谷の滝 小泉純子 5 ３ 孫山東尾根～ｲﾀﾄﾞﾘ沢ﾉ頭 佐々木 保 8

13日(金) ３ 高尾山：琵琶滝コース 川嵜英雄 5 ５ 塔ノ岳 加藤正彦 8

② 鎌倉のサルスベリ(百日紅) 矢澤省三 5 「高尾の花シリーズ」№9

３ 西沢渓谷 佐々木　保 5 西山峠～中沢山

３ 顔振峠～越上山 佐野満喜子 5 ５ 鶴ヶ鳥屋山 山川美恵子 9

５ 川苔谷～川苔山 加藤正彦 5 22日(水) ① 岩淵水門周辺歩き 松永孝子 9

15日(日) ４ 土俵岳～トヤド浅間 山川美恵子 6 23日(祝) ３ 醍醐丸他 川嵜英雄 9

18日(水) ３ 都民の森 会田政子 6 ２ 秩父：多峯主山・巾着田 小峰文子 9

21日(土)～ ３ 矢ノ音山～小孫山ノ頭 中嶋要一 9

４ イタドリ沢ノ頭～底沢峠 荻島二郎 9

３ 鋸山 須賀光夫 6 ５ 奥武蔵全山縦走　№2 佐野満喜子 9

３ 高尾山 小泉純子 6 25日(土)～

24日(火) ３ 高尾山：稲荷山コース 川嵜英雄 6

28日(土) ３ 六国峠～鎌倉 松木千恵子 6 ② 白旗塚～狭山湖 保倉惠美子 10

29日(日) ① 玉川上水 保倉惠美子 7 三浦半島　№7 10

　 　 　　　「三浦富士と武山」 10

　 　 ３ 官ノ倉山 小泉純子 10

　 　 　 ４ 箱根：明神ヶ岳 矢澤省三 10

　 　 　 29日(水) ５ 那須三山縦走 大倉昌子 10

　 　 　 30日(木) ⦿

4日(土)

【リーダー会】

松木千恵子３

５

水ノ塔・高峰山・黒斑山

３ 柳田邦之

【理事会】

25日(土)

7日(土)

４ 鳳凰三山 荻島二郎 4
8日(日)

17日(金)

24日(火)

22日(日)

14日(土)
19日(日)

６ 雲ノ平 山川美恵子 6

26日(日)

栃尾又温泉　青春18きっぷの旅　
7

３ 大倉昌子 4   4日(土)

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
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尾瀬：至仏山 山川美恵子 10
26日(日)

　1日(日) ①

3日(火)

18日(土)

　5日(日)

８月ハイク ９月ハイク

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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⦿保倉新会長の挨拶

コロナ感染症の対策に休みなく医療現場で対応されている医療従事者の皆様に、心より感謝
申しあげます。この度、平沢前会長より指名を受け、今期の会長を務めさせて頂く事になりました。

大先輩からこのような大任を引継ぎ、身が引き締まる思いです。微力な私ですが、今までの前会長の
ご尽力を見習い、また諸先輩や皆様のお知恵とご指導を頂きながら東ハイの発展のため努めていき
たいと思います。ご指導、ご鞭撻宜しくお願いいたします。
⦿ ２０２０年度通常総会開催  

新会長に保倉惠美子理事が就任  
　 昨年、新型コロナウィルスの感染拡大により２０２０年４月７日７都府県に緊急事態宣言が発令され、解除されたの
が５月２４日で不要不急の外出自粛要請により、当会も４月、５月は会主催の山行等を全て中止しました。
その後、緊急事態宣言の解除後は蔓延防止対策を講じながら山行を実施しました。
　 ６月２日(水)国立オリンピック記念青少年総合センターにて２０２１年度(第１２回)通常総会が開催され、２０２１年度
役員として理事７名、監事２名が承認されました。直ちに緊急理事会が開催され、互選により保倉惠美子理事が東ハ
イ新会長に選任されました。同時に松永孝子理事、会田政子理事が副会長に選任され、会長の補佐を行うことにな
りました。

議事は正会員に事前に配布されている議案に従って進められ、いづれも原案通り承認されました。その要約は次
の通りです。

１号議案：２０２０年度事業報告・活動収支報告・監査報告について
①
　　し、歩行中のマスク着用や三蜜の回避等「感染症」防止に最大限の注意を払いながら多くの参加者を得ました。
② 集中山行は現下の状況で中止にしました。 ③
④ 会報は山行情報を中心に６回発行しました。「新会報」第１号として６月号・７月号を発行しました

⑤ 特定非営利活動法人関係では
「持続化給付金」及び「家賃支援給付金」申請手続きを行い受理されました。

⑥ 業務会計監査について
２０２０度事業及び会計計算書に基づく監査報告が加藤監事より監査結果の報告があり承認されました。

２号議案　２０２１年度事業計画案・収支予算について
① 新会報発行については、「見やすく分かりやすく、親しみやすい」会報を求めて会員皆様の協力と知恵を拝借しな

がら進めていきます。
② 「会員獲得の強化」として昨年度末より実施した「キャンペーン」は昨年を上回る「新入会」があり会員皆様のご努力

に感謝します。
③ 「東ハイ祭り」や「集中山行」「各種の研修会」実施はコロナ感染症の状況不明のため未定です。
④ 「収支予算案」については原案通り承認されました。

３号議案　役員選任について
　 以下の役員が選任され承認されました。その後の臨時理事会で会長、副会長及び事務局長

を選任しました。新役員の役職と主要な職務は下記の通りです。

会務全般、会報作成委員会

ＨＰ担当、各種キャンペーン担当

会長補佐、編集担当

会長補佐、会員・役員名簿管理担当

事務統括、会議統括、各種講習会

⦿「山行調整委員会」新設について
会報の山行強弱度は「東ハイ山行強弱度」を基準につくられています。最近「以前より歩程の時間がかかるな～。

歩きが遅くなったかな～」そんな思いを持ったことはありませんか・・?　その基準も作られてから時間が経過しており
年齢を重ねた我々に合っていないようにも思います。

この際、「東ハイ山行強弱度」の見直しを行い、無理のない分かりやすい基準は何か・・?　等を検討する委員会
です。皆様のご意見をお寄せ下さい。

⦿協力者新任の件

生島丈児　№１３８８８　(柴崎　実Ｌ)

天目淳子　№１１０６４　(小峰文子Ｌ)

 

事務局長

副会長
会田政子

佐々木　保　
理　事

理 　事

理　事

松木千恵子

矢澤省三

川嵜英雄

会計担当、東ハイ祭り担当

保険担当、集中山行担当

荒川区社会福祉協議会担当
各種議事録作成、ＮＰＯ関係

教育担当、各種規約担当

松永孝子

会　　長 保倉惠美子

東ハイ祭りも上記の状況により中止にしました。

上記の様な厳しい環境の中、主たる事業である山行は、関東を中心に登山やハイキング・ウォーキングを実施

本部からのお知らせ
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●山行の強弱度について ●東ハイ事務所には専任の人はおりません
山行名の左に、数字でその山行の 通常は留守電となっておりますが、間違いが
強弱度を下記のように標記します。 発生しがちですので、入会をご希望の方、
① ウォーキング１ 3 一般向 住所変更の方はFAXでご連絡下さい。
② ウォーキング２ 4 一般向強 お名前・生年月日・郵便番号・電話番号をお
1 初心者向 5 やや健脚向 知らせ下さい。住所変更の方は会員番号も
2 一般向弱 6 健脚向 お願いします。

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

◎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。

【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。

【申込み不要です】

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。

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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▼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

8月1日（日） ① 旭･瀬谷市民の森散歩 8月3日（火） ① ウオーターズ竹芝 小雨決行
リーダー 渡邊幸一 小雨決行 リーダー 松浦利保
集　合 相鉄線二俣川駅 10時 集　合 ＪＲ浜松町駅北口改札前　10時
交　通 東急線渋谷駅8時43分発急行元町・中華街 コース 駅→旧芝離宮恩賜公園→オフィスタワー→

行乗車＝横浜駅9時14分着　乗換相鉄線 竹芝八景→竹芝自由劇場→イタリア公園
9時30分発急行海老名行乗車＝二俣川駅 →汐留→新橋駅
9時41分下車 歩　程 2時間

コース 駅→ニュータウン第４交叉点→ほうゆう病院 費　用 入園料70円
→矢指市民の森→追分市民の森→瀬谷市 ポイント 歩行者デッキ（高さ16メートル）から街を
民の森→三ツ境駅 見下しながら空中散歩。海を船を見ながら

歩　程 約2時間30分 ランチタイム（弁当忘れずに）
協力者 細谷弘之・五木田悦子

8月5日（木） 3 日光高山 雨天中止
8月1日（日） 2 能岳～八重山 雨天中止 リーダー 柴崎　実
リーダー 柳田邦之 集　合 東武線東武日光駅　9時18分
集　合 JR上野原駅　9時 交　通 東武線北千住駅7時8分発館林行乗車＝
交　通 JR高尾駅8時20分発甲府行乗車＝上野原 東武動物公園駅着　乗換7時45分発南

駅8時36分下車 栗橋行乗車＝終点着　乗換8時4分発急行
コース バス9時8分発光電製作所行乗車＝終点下 東武日光行乗車＝栃木駅（Ｌ合流）＝東武

車→登山口→虎丸→能岳→八重山→駐車 日光駅9時18分下車
場→大堀バス停＝上野原駅 コース バス9時35分発湯本温泉行乗車＝竜頭の

歩　程 3時間10分 滝滝上下車→高山登山口→高山→分岐→
交通費 1,200円（高尾駅起点） 千手ヶ浜熊窪→赤岩→竜頭の滝バス停＝　
ポイント 静かで涼しい山です。 ＝東武日光駅解散
地　図 昭文社 高尾・陣馬 歩　程 約4時間20分
協力Ｌ 平沢こと・小峰文子 交通費 まるごと日光東武フリーパス：4,610円が得。
協力者 石原豊美 （北千住駅起点）

地　図 昭文社　日光
協力者 柴崎ミチ子・生島丈児

8月2日（月）～3日(火） 3 北八ヶ岳
縞枯山～北横岳

リーダー 大倉昌子 8月6日(金）～7日（土） 2 3
集　合 ＪＲ新宿駅特急あずさ1号⑫　7時発 水ノ塔・高峰山･黒斑山
交　通 2日：ＪＲ新宿駅7時発松本行乗車＝茅野駅 リーダー 小峰文子　平沢こと

9時8分下車　バス白駒池行9時30分発乗車 　予告で満席となり、締め切りました。
＝麦草峠10時41分下車 参加者にコース表送ります。

コース 2日：麦草峠→大石峠→茶臼山→縞枯山 問合せ 平沢こと　080-3389-1683　0297-58-9022
→縞枯山荘（泊）
3日：宿→北横岳→坪庭→ロープウｴイ＝
さんろく駅＝茅野駅 8月6日(金)～8日(日) 4 鳳凰三山

歩　程 2日：4時間　3日：4時間 リーダー 荻島二郎
交通費 茅野駅までの往復各自負担。茅野駅から キャンセル待ちで受付ます。

バス代と宿泊代約13,500円 問合せ 荻島二郎　090-4650-3506　042-691-4650
ポイント 山上の楽園の坪庭と高山植物をゆっくりと

楽しみながら歩きます。
宿予約の為、7月15日までに往復はがき 8月7日（土） 3 入笠山～テイ沢周回 雨天中止
で申込下さい。 リーダー 佐々木　保

地　図 昭文社　八ヶ岳 集　合 ＪＲ中央線富士見駅10時発バス富士見
申込み 〒132-0035　江戸川区平井7-3-1-1113 パノラマリゾート行に並ぶ

大倉昌子 交　通 ＪＲ高尾駅7時6分発甲府行乗車＝終点着
03-5247-2940 乗換8時51分発松本行乗車＝富士見駅

9時51分下車

８月
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コース バス10時発富士見パノラマリゾート行乗車＝
ゴンドラ山麓駅＝山頂駅→入笠湿原→入 8月14日（土）　 3 西沢渓谷 雨天中止
笠山→大阿原湿原→テイ沢→入笠湿原→ リーダー 佐々木　保
山頂駅＝山麓駅＝富士見駅 集　合 中央本線塩山駅南口バス乗り場　9時

歩　程 約4時間30分 交　通 JR高尾駅7時39分発小淵沢行乗車＝
交通費 青春18きっぷが得。6,820円(新宿駅起点) 塩山駅8時59分下車（急いで）

他にゴンドラ代1,700円。バス代無料 コース 南口 バス9時5分発乾徳山・西沢渓谷行
ポイント 花と湿原をめぐり、幻想的な沢に癒やされ 乗車＝終点10時5分下車

ゆったりと周回します。 バス停→徳ちゃん新道登山口→三重ノ
地　図 花マップを現地調達予定 滝→七つ釜五段ノ滝→西沢渓谷終点→
協力者 池田典子･邑楽国二郎 大展望台→大久保橋→西沢渓谷入口

バス停
歩　程 3時間30分

8月8日(日)　 3 宿谷の滝 雨天中止 交通費 電車代は青春18きっぷが得。
リーダー 小泉純子 バス代2,100円
集　合 西武線武蔵横手駅　9時10分 ポイント 渓流と滝と花々。一周約10キロのコース
交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能行乗車 には沢登りのような個所やクサリを張った

＝飯能駅8時52分着　乗換8時54分発 手すり等危険個所あり。羽織る物持参。
西武秩父行乗車＝武蔵横手駅下車 日本の滝100選。

コース 駅→北向地蔵→鎌北湖→宿谷の滝→ 地　図 2万5千図　金峰山
物見山→日和田山→高麗駅 Ｓ　Ｌ 樋口光雄

歩　程 4時間30分 協力者 池田典子・邑楽国二郎
ポイント 一部急登あり、ゆっくり歩きます。
地　図 昭文社　奥武蔵・秩父
協力L 加藤正彦 8月14日（土）　 3 顔振峠～越上山 雨天翌日
協力者 佐伯公子・小池敦子 リーダー 佐野満喜子

集　合 西武池袋線吾野駅　8時30分
交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車

8月13日(金) 3 高尾山：琵琶滝コース ＝終点7時49分着 乗換7時52分発西武
リーダー 川嵜英雄 雨天中止 秩父行乗車＝吾野駅8時14分下車
集　合 京王線高尾山口駅観光案内所前　9時15分 コース 駅→顔振峠→越上山→エビガ坂→
交　通 京王線新宿駅③8時4分発準特急京王 ユガテ→東吾野駅

八王子行乗車＝分倍河原駅＝北野駅8時 歩　程 4時間50分
47分着　乗換高尾山口行乗車＝終点 ポイント 顔振峠から奥武蔵を代表する山上集落
9時1分下車 ユガテまで歩きます。

コース 駅→高尾病院→ビワ滝分岐→4号路→ 地　図 昭文社　奥武蔵・秩父
いろは交差→高尾山→稲荷山コース→ 協力者 小松博氏・吉川英男
高尾山口駅

歩　程 4時間30分
ポイント 暑さ対策を各自すること。飲み物は多め 8月14日（土）　 5 川苔谷～川苔山 雨天中止

に。寝不足時は参加不可。 リーダー 加藤正彦
地　図 昭文社　高尾・陣馬 集　合 JR奥多摩駅①8時35分発東日原行バス停

交　通 JR新宿駅6時46分発ホリデー快速おくた
ま1号乗車＝終点8時21分下車

8月14日（土）　 ② 鎌倉のサルスベリ(百日紅) バス①8時35分発東日原行乗車＝川乗橋
リーダー 矢澤省三 小雨決行 下車
集　合 JR鎌倉駅東口改札　13時 コース バス停→細倉橋→百尋ノ滝→川苔山
コース 駅→本覚寺（百日紅)→妙本寺（ノウゼン →赤杭尾根→古里駅

カズラ)→常栄寺(ぼたもち寺)→本興寺 歩　程 6時間
（百日紅)→極楽寺(百日紅)→江ノ電 費　用 約2,300円(JR新宿駅起点)
極楽寺駅 ポイント 渓谷美と滝に癒されながら人気のコース

歩　程 3時間 を歩きます。
ポイント 昼食を済ませて参加下さい。 地　図 昭文社　奥多摩

鎌倉のサルスベリの巨木を訪ねます。 協力L 小泉純子
（この時期花むしろが見事）
暑い夏には熱いおふろと熱いお茶。
古都の夏には、かすりの娘に日傘が良く
似合う。暑さ対策万全に。

協力者 清水十三男

【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。

5



道→道の駅→JR保田駅
8月15日（日）　 4 土俵岳～トヤド浅間 歩　程 3時間30分　（約9㎞）
リーダー 山川美恵子 雨天中止 交通費 3，960円（東京駅起点）　青春18きっぷが得
集　合 JR上野原駅8時35分発飯尾行バス乗場 ポイント 海を臨む絶景とラピュタの壁を楽しめます。

に並ぶ 協力者 須賀佐知子

交　通 JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝上野原
駅8時25分下車

コース バス8時35分発飯尾行乗車＝日寄橋 　 8月22日(日) 3 高尾山 雨天中止
下車→日武連山→十文字峠→ 小棡峠 リーダー 小泉純子
→土俵岳→トヤド浅間ルート→下川乗 集　合 京王線高尾山口駅　9時
バス停＝武蔵五日市駅 交通費 京王線新宿駅7時44分発準特急高尾山口

歩　程 4時間40分 行乗車＝終点8時42分下車
費　用 バス代1,060円 コース 駅→稲荷山→富士見台→一丁平→城山→
ポイント 家にいても、何をしてても暑いこの季節！ 小仏峠→小仏バス停＝高尾駅

どうせ暑いんなら山へご一緒しませんか？ 歩　程 4時間
地　図 吉備人出版社　山梨東部の山(東編) ポイント ゆっくり歩きます。城山ででっかいかき氷を
協力者 山川和雄・島村昌子 食べてクールダウン‼

地　図 昭文社　高尾・陣馬
協力L 加藤正彦

8月18日（水）　 3 都民の森 雨天中止 協力者 佐伯公子・小池敦子
リーダー 会田政子
集　合 JR武蔵五日市駅①数馬行バス停　8時50分
交　通 JR立川駅8時4分発青梅線武蔵五日市駅 8月24日(火） 3 高尾山：稲荷山コース 雨天中止

行乗車＝終点8時34分下車 リーダー 川嵜英雄
バス9時発数馬行乗車＝終点乗換　都民 集　合 京王線高尾山口駅 観光案内所前　9時15分
の森行乗車＝終点下車 交　通 京王線新宿駅③8時4分発準特急京王

コース バス停→森林館→大滝の道→三頭大滝 八王子行＝分倍河原駅8時33分＝北野
→野鳥観察小屋→回廊の道→鞘口峠 駅8時47分着　乗換高尾山口行乗車＝
→都民の森バス停＝JR武蔵五日市駅 終点9時1分下車

歩　程 3時間　軽登山靴以上で コース 駅→稲荷山コース→高尾山→いろは交差
費　用 バス代1,920円 →4号路→琵琶滝分岐→高尾病院→

ポイント 三頭大滝の涼しさを求めて(標高1,000m 高尾山口駅
近くから)歩きます。 歩　程 4時間30分

地　図 昭文社　奥多摩 ポイント 暑さ対策を忘れずに！寝不足の方は
S　L 佐藤　仁 参加不可。

地　図 昭文社　高尾・陣馬

8月20日(金)～21日(土) ① 「秘湯シリーズ№85」
新野地温泉　青春18きっぷの旅 8月28日(土） 3 六国峠～鎌倉 雨天翌日

リーダー 平沢こと リーダー 松木千恵子
コロナ禍の為、宿泊先が4名までと制限が 集　合 京急線金沢文庫駅改札前　9時30分
あるため中止にします。 交　通 京急線品川駅8時37分発快特三崎口行乗

車＝京急金沢文庫駅9時12分下車
コース 駅→六国峠ハイキングコース→ひょうたん池

8月21日(土)～24日(火） 6 雲ノ平 →大丸山→市境広場→大平山→百八やぐ

リーダー 山川美恵子 ら→勝上獄展望台→建長寺→JR北鎌倉駅
予告で満席になりました。 歩　程 5時間

協力者 山川和雄・島村昌子 ポイント 横浜最高峰からいにしえの修行僧が行き来
した山道を建長寺へ　

勝上獄展望台では鎌倉の街と相模湾の絶景

8月22日(日） 　 3 鋸山 雨天中止 が望めます。

リーダー 須賀光夫 S　L 桜井敏子
集　合 JR内房線浜金谷駅　10時15分 協力者 石田さとみ
交　通 JR東京駅8時4分発総武線快速君津行乗車

＝木更津駅9時21分着　乗換9時29分発
JR内房線上総一ノ宮行乗車＝浜金谷駅10 ⦿「遭難救助費用付山岳保険」について

時11分下車  東ハイでは［４］以上の山行に参加する方は遭難救助

コース 駅→車力道コース→鋸山→関東ふれあいの 費用付山岳保険加入が条件となっております。

6



園→こもれびの足湯→西武拝島線玉川上水
8月29日(日) ① 玉川上水 雨天中止 駅
リーダー 保倉惠美子 歩　程 約2時間30分

集　合 西武国分寺線 鷹の台駅改札口　10時  ポイント 木陰の多い緑道を歩きますが、暑さ対策

交　通 JR 新宿駅9時8分発青梅特快青梅行乗車＝ はしっかりと‼
国分寺駅9時30分着　乗換西武国分寺線 ゴールの玉川上水駅はモノレールとバスが
9時41分発東村山行乗車＝鷹の台駅9時45 あり、立川駅に行けます。
分下車 協力者 猪瀬幸子・池田正義

コース 駅→上水公園→小川橋→東京都薬用植物

▼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

9月3日(金)～4日(土) ① 「秘湯シリーズ」No86 9月5日(日) ② 三殿台遺跡　 小雨決行
栃尾又温泉　青春18きっぷの旅（上越線）　 リーダー 渡邊幸一

リーダー 平沢こと 集　合 JR磯子駅　10時
定員に達成しましたので締め切りました。 コース 駅→東伏見宮別邸→九良岐公園→
参加者にコース表送ります。 岡村公園（岡村天満宮）→天神道路→

問合せ 平沢こと (Fax兼) 0297-58-9022　 三殿台遺跡→天神前バス停＝磯子駅
歩　程 約3時間
協力者 細谷弘之・五木田悦子

9月4日（土）　 4 熊倉山南西尾根～生藤山　
リーダー 佐々木　保 雨天中止
集　合 JR上野原駅8時30分発バス乗り場 9月5日（日） 3 緑のラブレター　石盾山 雨天中止
交　通 JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝上野原駅 リーダー 須賀光夫

8時25分駅下車（急いで） 集　合 JR中央線藤野駅　9時40分
コース バス8時32分発井戸行乗車＝終点下車 交　通 JR新宿駅8時26分発中央線特快高尾行

バス停→長泉寺→758M峰→熊倉山→ 乗車＝終点9時9分着　乗換9時24分発中央
三国峠→生藤山→連行峰→和田バス停 本線甲府行乗車＝藤野駅9時36分下車
＝藤野駅 コース 駅→緑のラブレター→京塚山→一本松山

歩　程 約4時間 →葛原神社→石盾山→藤野駅
交通費 バス代690円 歩　程 4時間（約10㎞）
ポイント 登る人の少ない熊倉山南西尾根から 交通費 1,980円（新宿駅起点）

笹尾根に登り、生藤山～和田へ下ります。 ポイント 電車から見える「緑のラブレター」をめざし
地　図 昭文社　高尾・陣馬 ます。暑い季節です、森林浴を楽しみま
Ｓ　Ｌ 樋口光雄 しょう。
協力者 池田典子・邑楽国二郎 協力者 須賀佐知子

9月4日（土）　 4 日の出三山 雨天翌日 9月7日（火） ① 有明ガーデン 小雨決行
リーダー 佐野満喜子 リーダー 松浦利保
集　合 JR武蔵五日市駅つるつる温泉行バス乗場 集　合 ゆりかもめ新橋駅改札東口前　10時

8時 交　通 駅＝有明駅下車
交　通 JR立川駅7時15分発ホリデー快速あきがわ コース 有明駅→有明ガーデン→江戸前場下町

1号武蔵五日市行乗車＝終点下車 →豊洲駅
（急いで） 歩　程 １時間30分

コース バス8時5分発つるつる温泉行乗車＝日の出 交通費 390円(新橋～有明間)
山登山口下車→滝本尾根コース→日の出山 ポイント 食事後、運河沿いを豊洲迄歩きます。
→麻生山→樽窪ノ峰→白岩山→勝峰山 館内昼食はパンケーキ外築地源ちゃん
→武蔵五日市駅 の海鮮丼等が人気です。

歩　程 約6時間
ポイント 日の出町を代表する日ノ出山～浅生山～ 9月11日（土） 3 浅間嶺 　 雨天翌日

勝峰山を繋ぐ静かな尾根歩きを楽しみまし リーダー 荻島二郎

ょう ! 集　合 JJR武蔵五日市駅　8時55分

地　図 吉備人出版社　奥多摩東編 交　通 JR新宿駅7時44分発ホリデー快速あきがわ
協力者 小松博氏・吉川英男 3号武蔵五日市行乗車＝終点下車

９月
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コース バス9時発数馬行乗車＝浅間尾根登山口 武蔵野公園→野川公園湧水→
下車→数馬分岐→藤倉分岐→一本松→ 出山横穴墓群8号墓→深大寺
人里峠→浅間嶺→小岩分岐→峠の茶屋→ 3時間30分
時坂峠→払沢の滝入り口バス停＝ 国分寺断崖線と野川を深大寺まで歩きます
武蔵五日市駅 佐藤　仁

歩　程 4時間
交通費 バス代1,410円
ポイント 尾根道はなだらかで歩きやすい道で、 9月17日(金) 3 鎌倉山・檑亭（らいてい）

浅間嶺山頂からは天気が良ければ丹沢の 雨天翌日
山々や御前山、大岳山などが望まれる。 　  大倉昌子

地　図 吉備人出版社　奥多摩東部登山詳細図 JR鎌倉駅東口改札　10時
S　　L 星　富士夫・下倉章治 JR横須賀線大船駅9時44分発乗車＝
協力者 木村博子 鎌倉駅9時50分下車

駅→寿福寺→源氏山公園→
大仏山ハイキングコース→大仏坂＝バス＝

9月12日（日） 3 巾着田 雨天中止 高砂下車→鎌倉山・らい亭(食事)＝鎌倉駅
リーダー 小泉純子 約4時間
集　合 西武線武蔵横手駅　9時10分 バス代180円
交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能行乗車＝ 鎌倉山の檑亭は歴史のある建物と趣きある

終点8時52分着　乗換8時54分発西武秩父 自然あふれる庭園です。
行乗車＝武蔵横手駅下車 入場料500円（食事代から差引かれます）

コース 駅→ヤセオネ峠→物見山→日和田山→ そばせいろ1,000円から
巾着田→高麗駅 遅めの昼食になります

歩　程 4時間 藤原栄子・池田正義
ポイント 500万本の彼岸花群生地、見応えあります。

散策を楽しむ際にもマスク着用と、三密を
さけて歩きましょう。 9月18日（土） 3 孫山東尾根～イタドリ沢ノ頭

地　図 昭文社 奥武蔵・秩父 雨天翌日
協力L 加藤正彦 　  佐々木　保
協力者 佐伯公子・小池敦子 JR相模湖駅　8時20分

JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝
相模湖駅下車

9月16日（木） 3 日光半月山から茶の木平 駅→小原宿本陣→取付点→354M峰→孫山
雨天中止 →大平小屋跡→矢ノ音→イタドリ沢ノ頭→

　  柴崎 実  大沢ノ頭入口→藤野駅
東武線日光駅　9時18分 約4時間
東武線北千住駅7時8分発舘林行乗車＝ 静寂に包まれた孫山の東尾根を上る
東武動物公園駅着　乗換 7時45分発南栗 昭文社　高尾・陣馬
橋行乗車＝終点着　乗換 8時4分発急行東 Ｓ　Ｌ 樋口光雄
武日光行乗車＝栃木駅(L合流)＝東武 池田典子・邑楽国二郎
日光駅9時18分下車　
バス9時35分発湯元温泉行乗車＝中禅寺
温泉下車　乗換10時55分発半月峠行乗 9月18日(土) 5 塔ノ岳 雨天中止
＝終点下車→日光半月山登山口→半月車 　  加藤正彦
山→駐車場→狸山→中禅寺湖スカイライン 小田急線渋沢駅北口②8時20分発大倉行
→茶の木平→茶の木平登山口→ バス停
中禅寺湖バス停＝東武日光駅 小田急線新宿駅6時50分発急行小田原行
約4時間20分　 乗車＝渋沢駅8時6分下車
まるごと日光東武フリーパス4,610円 北口バス②8時20分発大倉行乗車＝
(北千住駅起点) 終点下車→大倉尾根→塔ノ岳→大倉尾根
中禅寺湖を見下ろす好展望台 大倉バス停
昭文社　日光 6時間
柴崎ミチ子 生島丈児 約1,500円(丹沢・大山フリーパスB切符が得)

アルプスの小屋等予約困難のため、
　 このコースにしました。

9月17日(金) ② はけの道～深大寺 小雨決行 昭文社　丹沢
　  会田政子 小泉純子

JR中央線国分寺駅南口　10時
JR中央線新宿駅9時18分発快速豊田行
乗車＝国分寺駅9時47分下車
駅→新次郎池（東経大構内）→貫井神社→

協力者

リーダー
集　合

交　通

コース

歩　程

歩　程

　

リーダー
集　合
交　通

コース

コース

交通費
ポイント

地　図
協力Ｌ

歩　程
交通費

ポイント
地　図
協力者

歩　程
ポイント
地　図

リーダー
集　合
交　通

交　通
集　合
リーダー

リーダー
集　合
交　通

コース

歩　程
交通費
ポイント

コース

ポイント
Ｓ　Ｌ

協力者

コロナ感染症予防のため山行中もマスクを着用して歩き

ましょう。休憩時に蜜にならないよう気を付けましょう
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9月19日(日) 3 「高尾の花シリーズ」No9 9月25日（土） 2 秩父　多峯主山・巾着田
西山峠～中沢山 雨天中止 雨天翌日

柳田邦之 リーダー 小峰文子
京王線高尾山口駅前　9時30分 集　合 西武池袋線高麗駅　8時50分
京王線新宿駅8時26分発準特急高尾山口行 交　通 西武線池袋駅7時35分発飯能行乗車＝
乗車＝終点9時23分下車 終点着　乗換＝高麗駅8時41分下車
駅→梅の木平→西山峠→中沢山→ コース 駅→多峯主山→高麗峠→巾着田
梅の木平→高尾山口駅 →元宿→高麗駅

歩　程 約3時間10分　 歩　程 3時間35分
ポイント 広場の倒木に巨大な龍の彫刻があります 交通費 1,300円(池袋駅起点)　
交通費 780円(新宿駅起点) 彼岸花の見頃に期待してゆっくり歩きます。
地　図 昭文社　高尾・陣馬 地　図 昭文社　奥武蔵・秩父
協力Ｌ 平沢こと・小峰文子 協力L 平沢こと・柳田邦之
協力者 石原豊美 協力者 石原豊美・天目淳子

9月19日（日） 5 鶴ヶ鳥屋山 雨天中止 9月25日（土） 3 矢ノ音山～子孫（コマゴ）山ノ頭
　  山川美恵子 雨天中止

JR笹子駅 8時40分 リーダー 中嶋要一
JR高尾駅7時39分発小渕沢行乗車＝ 集　合 JR中央線相模湖駅 9時10分
笹子駅下車 交　通 JR高尾駅8時45分発小淵沢行乗車＝
駅→庭洞山→角研山→鶴ヶ鳥屋山→ 相模湖駅8時53分下車
藤倉橋→唐沢橋→初狩駅 コース 駅→国道20号線→林道分岐→貝沢コース
6時間30分 →大平小屋跡→矢ノ音山→大明神山→
昭文社　高尾・陣馬 子孫山ノ頭→相模湖駅
山川和雄・島村昌子 歩　程 約4時間

交通費 2,350円(新宿駅起点)
ポイント 藤野15名山を展望を楽しみながら

9月22日(水) ① 岩淵水門周辺歩き 雨天中止 ゆっくり歩きます。
 松永孝子 地　図 昭文社　高尾・陣馬

東京メトロ南北線赤羽岩淵駅10時30分出発 協力者 五十嵐靜江
駅→岩淵橋→荒川知水資料館→旧岩淵
水門→岩淵水門→岩淵緑地→荒川沿い→
鹿浜橋→都市農業公園　バス＝東武線 9月25日（土） 4 イタドリ沢の頭～底沢峠
西新井駅またはJR赤羽駅 雨天翌日
約2時間40分　 リーダー 荻島二郎
都市農業公園のコスモスが見ごろかな？ 集　合 JR藤野駅 8時50分
金子　敬 交　通 JR高尾駅8時20分発甲府行乗車＝
石川孝子・猪瀬幸子 藤野駅下車

コース 駅→登山口→大沢の頭→イタドリ沢の頭
→矢の音→明王峠→底沢峠→

9月23日(祝) 3 醍醐丸他 雨天中止 陣馬高原下バス停＝高尾駅
　  川嵜英雄 歩　程 4時間30分

JR上野原駅井戸行バス停　8時15分 交通費 バス代　570円
JR高尾駅7時39分発小淵沢行乗車＝ ポイント 陣馬山の南面にあるイタドリ沢の頭には
上野原駅7時56分下車 二等三角点がある。
井戸行バス乗車＝終点下車→三国山→ 地　図 吉備人出版社　高尾山登山詳細図
連行峰→山の神→醍醐丸→和田バス停＝ S　L 星富士夫・下倉章治
藤野駅 協力者 木村博子
4時間50分
急登あり
昭文社　高尾・陣馬 9月25日（土） 5 奥武蔵全山縦走No2　雨天翌日

リーダー 佐野満喜子
集　合 西武池袋線西吾野駅 8時40分
交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車

＝終点7時49分着　乗換7時52分発西武
秩父行乗車＝西吾野駅8時25分下車

コース 駅→子ノ権現→高畑山→伊豆ケ岳→大蔵
山→正丸駅

歩　程 6時間30分

交　通

コース

協力者

リーダー
集　合

リーダー

交　通

コース

歩　程
ポイント
地　図

ポイント

リーダー
集　合

歩　程
地　図
協力者

リーダー
集　合
コース

集　合
交　通

コース

歩　程
ポイント
Ｓ　Ｌ

※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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ポイント 昨年9月、雨天中止となった「子ノ権現～ S　L 桜井敏子
伊豆ケ岳」を歩きます。急登降あり｡ 協力者 石田さとみ
全山縦走も今回で最終となります。

地　図 昭文社 奥武蔵・秩父
協力者 小松博氏・吉川英男 9月26日（日） 3 官ノ倉山 雨天中止

リーダー 小泉純子
集　合 東武竹沢駅 9時20分

9月25日(土)～26日(日) 5 尾瀬：至仏山 交　通 東武東上線池袋駅8時発快急小川町行
リーダー 山川美恵子 乗車＝終点9時3分着　乗換9時14分発寄居
集　合 JR沼田駅 9時15分 行乗車＝東武竹沢駅9時17分下車
交　通 25日：JR上野駅6時26分発前橋行乗車＝ コース 駅→天王沼→官ノ倉山→石尊山→北向不動

高崎駅8時16分着　乗換8時23分発水上行 →八幡神社→小川町駅
乗車＝沼田駅9時12分下車 歩　程 4時間

コース バス9時32分発尾瀬戸倉行乗車＝終点下車 ポイント 秩父と比企の山が良く見えます。
乗換11時5分発鳩待峠行乗車＝終点下車 協力L 加藤正彦
→鳩待通り→長沢新道→龍宮小屋（泊） 協力者 佐伯公子・小池敦子
26日：宿→山ノ鼻→至仏山→悪沢岳→
鳩待峠　バス＝尾瀬戸倉＝沼田駅

歩　程 25日：4時間10分、26日：6時間20分 9月26日（日） 4 箱根：明神ヶ岳 雨天中止
費　用 小屋代他　11,000円 リーダー 矢澤省三

往復で6,200円のバス代とJRは各自払い 集　合 JR小田原駅改札 9時15分
ポイント 尾瀬ヶ原の草紅葉と至仏山山頂からの 交　通 JR上野東京ライン東京駅7時42分発熱海行

抜群の眺望が楽しみ。 乗車＝小田原駅9時6分下車
地　図 昭文社　燧ヶ岳・至仏山 コース バス9時35分発桃源台行乗車＝宮城野
協力者 山川和雄・島村昌子 バス停下車→鞍部→明神ヶ岳→神明水→
申込み 往復はがきで申込み下さい 見晴小屋→最乗寺→道了尊→大雄山駅＝

〒116-0003　荒川区南千住7-17-5-201 小田原駅
山川美恵子　090-6005-4651 歩　程 4時間30分

交通費 小田原駅からのバス・電車代は 1,080円
ポイント 最も古い東海道の箱根越えの一部を歩く。

9月２6日（日） ② 白旗塚～狭山湖 雨天中止 地　図 昭文社　箱根
リーダー 保倉惠美子 協力者 清水十三男
集　合 西武池袋線小手指駅改札口 9時30分
交　通 西武線池袋駅8時50分発急行飯能行乗車

＝小手指駅9時19分下車 9月29日（水） 5 那須三山縦走 雨天中止
コース 駅→小手指ヶ原古戦場・白旗塚→ リーダー 大倉昌子

北野天神社→全徳寺→県立狭山自然公園 集　合 JR上野駅・東北新幹線なすの251号
→狭山不動尊→山口観音→西武球場前駅 那須塩原行7時6分発乗車

歩　程 3時間 交　通 那須塩原駅8時8分下車　バス8時33分発
交通費 760円（池袋駅起点） 乗車＝那須ロープウエイ駅9時50分下車
ポイント 自然とよく溶け合い、埼玉の「自然百選」や コース 山麓駅＝ロープウエイ山頂駅→峰の茶屋跡

「ダム湖百選」に選ばれている狭山湖 →朝日岳→朝日岳分岐→三本槍岳→
（山口貯水池）とその周辺の歴史ある 峰の茶屋跡→茶臼岳→山頂駅＝山麓駅
神社仏閣を巡ります。 バス停＝那須塩原駅

協力者 猪瀬幸子・池田正義 歩　程 6時間
費　用 バス・ロープウエイ代は約5,000円

上野＝那須塩原間は各自負担
9月２6日(日) 3 三浦半島№7「三浦富士と武山」 ポイント 栃木・福島の県境に横たわる那須火山群の

雨天中止 最高峰：那須三山を縦走します。
リーダー 松木千恵子 地　図 昭文社　那須・塩原
集　合 京急線長沢駅前広場　10時 協力者 藤原栄子
交　通 京急線品川駅8時27分発特急三崎口行 申込み 8月末までに申込下さい。

乗車＝京急長沢駅9時32分下車 〒132-0035　江戸川区平井7-3-1-1113
コース 駅前広場→三浦大仏→三浦富士→砲台山 大倉昌子 03-5247-2940(Fax兼)

→武山→武山不動院→龍塚（往復）→
津久井浜観光農園分岐→京急津久井浜駅

歩　程 3時間30分
交通費 約1,800円(京急品川駅起点) 
ポイント 広々とした畑の中、眼下に広がる海を眺め

ながら下ります。4月のリベンジです。
地　図 簡単な地図は係が用意します。

リーダーの先へ行かず遅れず、解散まで同一行動

を。 家族には必ず行き先を知らせておきましょう。

仲間と一緒に楽しく歩きましょう‼
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発北千住行乗車＝曳舟駅着　乗換＝南栗
橋駅　乗換＝下今市駅＝鬼怒川駅下車　

コース バス＝湯西川終点下車→平家の里ウォ
ーキング＝宿送迎車＝湯西川温泉　平の
高房（泊）
6日：宿送迎車＝沢口橋→慈光寺→湯殿
山神社→湯西川温泉バス停＝鬼怒川温

●リーダー：佐々木　保 泉駅
歩　程 5日：約1時間　6日：2時間40分

10月9日（土）～10日（日） 費　用 約18,500円　別途交通費約6,900円各自
4 志賀高原：御飯岳 払い

集　合 9日：JR吾妻線万座・鹿沢口駅 12時50分 ポイント 湯西川の紅葉に期待して平家の町並みを
交　通 9日：東京駅8時39分発高崎行乗車＝ ウォーキングします。

終点着　乗換10時44分発吾妻線万座・ 地　図 昭文社　日光・白根・男体山
鹿沢口行乗車＝終点12時40分下車 申込み 往復はがきで申込み下さい。

コース 9日：駅＝万座温泉（泊） 〒300-2358　つくばみらい市陽光台2-15-2
10日：宿＝毛無峠→破風岳→毛無峠→毛 　平沢こと 0297-58-9022
無山→御飯岳→毛無峠＝宿＝万座・鹿
沢口駅＝高崎駅 ●リーダー：佐野満喜子

歩　程 10日：4時間30分
費　用 16,800円（宿代、山行取付点までの送迎 10月30日（土）～31日（日）

費用込み）電車代は各自。 4 鹿倉山～牛ノ寝通り
ポイント 長野県と群馬県の県境に位置し、かつて 集　合 JR奥多摩駅バス乗場②　8時30分

の鉱山跡が残り荒涼となって残された索 交　通 30日：JR奥多摩駅　バス8時35分発丹波行
道の脇を歩く。群馬百名山。 乗車＝深山橋下車

地　図 昭文社　志賀高原・草津白根山・四阿山 コース バス停→大寺山→鹿倉山→川久保（泊）
申込み 6月予定が中止に。リベンジです。 31日：宿→モロクボ平→大ダワ→榧ノ尾山

〒261-0003 →石丸峠→石丸峠入口＝甲斐大和駅
千葉市美浜区高浜3-5-3-304　佐々木　保 朝立ち1泊
090-8035-6123　Fax043-277-5062 歩　程 30日：5時間30分　31日：6時間20分

費　用 9,000円（宿代他）往復のJR、バス代は各
　 自払い。

●リーダー：平沢こと ポイント 奥多摩最奥の鹿倉山、牛ノ寝通りともに
日帰りできるが、一泊して美しい紅葉を

10月22日（金）～23日（土） ゆっくり楽しみながら歩きます。
2 日光街道杉並木ウォーキングと毘沙門山 地　図 吉備人出版社　奥多摩西編

集　合 22日：東武スカイツリーライン浅草駅改札口 申込み 宿確保のためメールまたは片はがきで早
7時50分 めに申込み下さい。

　 交　通 22日：東武スカイツリーライン浅草駅8時11 〒136-0072　江東区大島4-1-9-605
分発北春日部行乗車＝曳舟駅着　乗換＝ 佐野満喜子
南栗橋駅　乗換＝東武日光駅下車 090-7717-1977　　03-3638-1488

コース 駅→杉並木ウォーキング→下今市駅＝
鬼怒川温泉駅下車→大江戸温泉ホテル
鬼怒川御苑（泊) ●リーダー：山川美恵子
23日宿→鬼怒川温泉駅＝大谷向駅下車
→茶臼山→毘沙門山→往路→大谷向駅 10月30日（土）～31日（日）
＝下今市駅 乗換＝南栗橋駅＝東武浅草駅 　 4 道志の山

歩　程 22日：約1時間30分　23日：2時間20分 集　合 富士急行線都留市駅 8時35分
費　用 約15,000円　別途交通費各自払い。 交　通 30日：JR高尾駅7時24分発河口湖行乗車
ポイント 昔の人が歩いた街道を楽しみます。 ＝富士急行線都留市駅下車

毘沙門山山頂から日光連山や高原山を コース 駅・宿車＝道坂隧道入口→今倉山→菜
眺望出来ます。 畑山→和出村＝宿（泊）

地　図 昭文社　日光・白根・男体山 31日：宿＝竹之本→朝日山→赤鞍ヶ岳→
申込み 往復はがきで申込み下さい。 厳道峠　タクシー＝上野原駅

歩　程 30日：5時間　31日：5時間20分
費　用 詳細は次号会報に掲載

11月5日（金）～6日（土） ポイント 紅葉の中の静かな尾根歩きです。
②湯西川の紅葉　平家の里ウォーキング 地　図 昭文社　高尾・陣馬

集　合 5日：東武スカイツリーライン浅草駅改札口 申込み 往復はがきで申込み下さい。
7時50分 〒116-0003　荒川区南千住7-17-5-201

交　通 5日：東武スカイツリーライン浅草駅8時2分 山川美恵子　090-6005-4651
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No.15289～15302　14名　（匿名希望2名）

日月やよい　（紹介　本多次子） 大久保得司 （紹介　小峰文子） 橋本雅子
田倉さち子　（紹介　榎本信子） 村松由美子 （紹介　常川千代子） 斎藤省多
酒井慶子　  （紹介　小泉純子） 刘　秀清　 　（紹介　川井孝雄） 山田幸子
千田義裕　　（紹介　加藤正彦） 平野祥子　　（紹介　川井孝雄） 櫻井秀子

東ハイでは、会員の皆様の利便を計るべく、以下の ●尾瀬戸倉温泉ペンション
３施設と優待割引が受けられる宿泊提携を行ってお ヴィラ風花（かざはな）
ります。今後もこのような提携施設を増やしていこうと 〒378-0411　群馬県利根郡片品村戸倉445-2
考えています。皆様の積極的なご利用をお願いいた 代表　歸山　武志
します。 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 ●奥霧ヶ峰八島高原荘
〒390-1520　長野県松本市安曇4468 〒393-0002　長野県諏訪郡下諏訪町東俣10618

代表　梨子田　満 　代表　高橋　節子
電話：0268-955-2036　FAX：0263-955-2037 電話：0266-58-5355（FAX兼）

電話で申込み時に東ハイ会員であることを申し出 営業期間　5月～10月
ると1人1泊につき500円の割引優待が受けられます。 　冬季は閉鎖のため事前確認要。
到着したら会員証を提示願います。 電話で申込み時に東ハイ会員であることを申し出
明神池・カッパ橋を巡る上高地散策に最適な旅館で ると、1人1泊につき500円の割引優待が受けられま
す。 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。

タチ モリ

ポイント達成者（敬称略）

150ポイント

本多次子

200ポイント

栗林圭子

４月～５月入会のお仲間をご紹介

東ハイ宿泊施設一覧

東ハイ

３00ポイント

古川貞子
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