
 

２０２１年
１０～１１月号
第５６２号

（３２コース） （２９コース）
リーダー名 頁 リーダー名 頁

 2日(土)～ 涸沢の紅葉とテント 　  ３日(祝) ３ 小田原「一夜城」と漁港 大倉昌子 9
　 4日(月)  泊を楽しむ  ４日(木) ３ 高鳥屋山 柴崎　実 9

①豊顕寺市民の森 渡邊幸一 4  ５日(金)～ 湯西川の紅葉：平家の
４ 経ヶ岳～仏果山 加藤正彦 4 　 ６日(土) 里ウォーキング

 4日(月) ３ 奥多摩：三頭山 大倉昌子 4 ３ 丸山～日向山 荻島二郎 9
 6日(水) ①清水坂公園 松浦利保 4 ４ 小河内峠～陣馬尾根 佐野満喜子 9
 7日(木) ３ 日光：鳴虫山 柴崎　実 4 奥武蔵：北川尾根

秋の里山 ( オバケ山)
ガーデンフェスタ ① かにが沢公園 渡邊幸一 10

４ 三頭山～槇寄山 荻島二郎 5 仏果山～高取山～
 〃 〃 ～ 宮ケ瀬ダム
　 10日(日) 10日(水) ３ 北高尾：黒ドッケ 川嵜英雄 10

②しながわ花海道 岩間英之 5 13日(土) ３ 大高取山～桂木山 中嶋要一 10
２ 松田山 コキアの里 柳田邦之 5 ２ 秩父：仙元山 小峰文子 10
４ 棒ノ嶺 小泉純子 5 ４ 本陣山～吉田山 小泉純子 10
①東扇島　川崎マリエン 松永孝子 5 ２ 秋川丘陵 会田政子 10
３ 北高尾：高ドッケ 川嵜英雄 6 ４ 甲州高尾山 大倉昌子 10

14日(木) ３ 日光霧降高原：大山 柴崎　実 6 18日(木) ３ 諏訪岳～唐沢山 柴崎　実 11
15日(金)～ 20日(土) ４ 土俵岳～丸山 荻島二郎 11
　 16日(土) 高尾の花シリーズ№10

２ 柿生の里散歩道 中嶋要一 6 大垂水峠～城山
３ 秩父：官ノ倉山 小峰文子 6 ３ 天覧山～太郎坊山 小泉純子 11
４ 倉戸山～榧ノ木山 佐野満喜子 6 ４ 吊尾根 山川美恵子 11
２ 大澄山～浅間岳 鮫島妙子 6  〃 〃 ～ 弥山(宮島)と京都
５ サルギ尾根～大岳 山川美恵子 7 　 23日(祝) (延暦寺)と紅葉

22日(金)～ 日光街道杉並木 23日(祝) ３ 御岳渓谷と鳩ノ巣渓谷 矢澤省三 12
23日(土) ウォーキング：毘沙門山 旧朝倉家住宅と

23日(土) ４ 高畑山～倉岳山 荻島二郎 7 公園巡り
３ 丸山 小泉純子 7 26日(金) ３ 南高尾：草戸山 直江忠彦 12
５ 本社ヶ丸 山川美恵子 7 ３ 大山寺の紅葉 松木千恵子 12

27日(水) ②小山内裏公園他 会田政子 7 ３ 黒山三滝～高山不動 佐野満喜子 12
29日(金) ３ 稲荷山～城山～小仏 直江忠彦 7 ② 大宮盆栽村と大宮公園 岩間英之 12
30日(土)～ 4 道志の山 山川美恵子 8 ２ 朝日山～夕日山 保倉惠美子 12

31日(日) ４ 牛ノ寝通り～鹿倉山 佐野満喜子 8 ３ 金ヶ獄・みかん山 須賀光夫 13
②野火止用水 保倉惠美子 8 ５ 高川山 山川美恵子 13
３ 陣馬山 須賀光夫 8
４ 箱根：石仏群と浅間山 矢澤省三 8

●ホームページは毎日ご覧ください ●山行の強弱度について
　担当リーダーから又は本部から会員皆様に「山行 山行名の上に、数字でその山行の強弱度を
中止」等お伝えする事があっても、お一人おひとり 下記のように標記します。詳細は3頁に掲載。
にお伝えできません。どなたが参加するかがわから
ないからです。その為 ①ホームページは毎日確認
して下さい。又は②担当リーダーへ ① ウォーキング １ ３  一般向
直接確認して下さいとお伝えしてい ② ウォーキング ２ ４  一般向強
ます。皆様にはご不便をおかけしま  １ 初心者向 ５ やや健脚向
すが、ご理解ご協力宜しくお願いし ２ 一般向弱 ６ 健脚向
ます。
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３ 佐々木 保

24日(水) ① 松永孝子

平沢こと

 ６日(土)
４ 佐々木　保
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４

２ 平沢こと

４ 志賀高原：御飯岳 佐々木　保
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４ 安達太良山 大倉昌子
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加藤正彦
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 3日(日)

 9日(土)
②

佐野満喜子 4

山　行　名日にちとレベル日にちとレベル 山　行　名

５

①

１１月ハイク１０月ハイク

東ハイ
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⦿協力者新任の件

和久井澄江 №１５２２４ (柴崎 実Ｌ)

鈴木 榮男(しげお) №１５２６２ （松木千恵子Ｌ）

⦿東ハイ祭り中止について

毎年11月の第２土曜日に開催される東ハイ最大のイベントである「東ハイ祭り」は、今年も昨年に続き中止とすることが、

７月29日(木)開催された理事会にて決定されました。中止の理由は、東京都の新規の新型コロナ感染者数が4千人を超

え、全国でも1万人を超える事や「デルタ株」におき変わることによる若年層の感染拡大が過去とは異なる傾向です。11月

の状況は不透明ですが、世間一般の状況を鑑みると、やむを得ないことと考えます。

会員皆様のご理解をお願い致します。

尚、毎年東ハイ祭りで行っている、ポイント達成者(9月30日までに事務所に届いた分とします)、80才・90才到達者の表彰

につきましては、会報12月・１月号に対象者の氏名を掲載し、表彰に代えさせて頂きます。記念品は郵送いたします。な

お、東ハイ祭りが開催された年に、中止した年の「ポイント達成者」と「80才・90才到達者」は紹介させていただきます。

⦿会山行の全面的な中止をしました ［期間：8月2日(月)～9月12日(日)］

政府は７月末日に東京都に加えて、神奈川・埼玉・千葉の３県等に「緊急事態宣言」を発令しました。不要不急の外出

や都県境を越える自粛を強く求めています。

高齢者のワクチン接種はかなり進んでいます。若・中年層に関してはワクチン接種が進まない中、従来のものに変わり、

感染力の強い「デルタ株」の広がりが新規の感染者急増の原因とされています。また、これらの地域では、医療の逼迫に

より、軽症者は入院できず、原則自宅療養と言われています。この様な現状では、「緊急事態宣言中は全面的に山行中

止」が最善の判断と決定しました。

これらの情報や山行中止等の「おしらせ」の伝達方法については、現代の情報収集は新聞、テレビ、ラジオに加えて携

帯やスマートフォンから身近に情報が得られる世の中になっています。が、一部の方にそうでない方がいらっしゃる事も承

知しています。

今後も、山行中止は「ホームページの確認」と「担当リーダーへ確認」をお願いします。

会員皆様のご理解とご協力をお願いします。

⦿会のレガシー(遺産)復活プロジェクトをはじめました。事務局

昭和48年9月に任意団体として誕生し、最盛期には約4000名の会員が在籍した時代を経て、平成22年6月に東京都

より特定非営利活動法人として認証されました。本年（2021年）9月の時点で満48周年を迎えます。

事務所には「過去の会報」が大切に保管されています。また、「東ハイ賛歌」という、会の歌をご存じですか・・・?

歴史を語る「会報」37年間分をデジタル化しました。

「会報」をデジタル化し永久保存することにより、会員皆様の数々の思い出を蘇らせることが、多少でも出来ればと

思っています。会の長い歴史を伝えるのも我々の責務とも思います。

平成23年(2011年)からはホームページ「会報バックナンバー」で紹介されています。それ以前の昭和49年(1974年)

～平成22年(2010年)までの37年間分を新たに紹介して、全ての会報を紹介できたことを報告します。

協力：（SL）樋口光雄、（SL）下倉章治

「東ハイ讃歌」

歌うとドーパミン等〝幸せホルミン〟が分泌され精神安定の効果があり、幸福感や満足感が感じやすくなるといわれ

ています。「東ハイ讃歌」という会の歌をホームページに掲載します。近郊の山々を叙情的に歌った素晴らしい歌です。

最近はほとんど歌われなくなっていますが、先輩方が残していただいた「会の遺産」の一つとして大事に後世に歌い

伝えていきたいと思います。用意が出来次第ホームページへ公開します。 協力：（協力者）花崎今朝志

本部からのお知らせ
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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

◎山行 コース記事の記号○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15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。

東
ハ
イ
山
行
強
弱
度

【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。

⦿東ハイ事務所には専任の人はおりません

通常は留守電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・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。

⦿「遭難救助費用付山岳保険」について 東ハイでは［４］以上の山行に参加する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。 本件に関しては山行参加時に加入者証を提示頂きリーダーが

確認します。加入者証の提示が無い場合は参加をお断り致しますので、ご承知おき下さい。

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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▼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

10月2日(土)～4日(月) 10月4日(月) ３ 奥多摩：三頭山 雨天中止
５ 涸沢の紅葉とテント泊を楽しむ リーダー 大倉昌子

リーダー 佐野満喜子 集　合 JR武蔵五日市駅　バス8時22分発
交　通 2日：JR新宿駅7時発あずさ1号松本行 都民の森行

乗車＝終点下車  タクシー＝上高地 交　通 JR新宿駅6時52分発快速青梅行乗車＝
コース 上高地→明神→徳沢→横尾（テント泊） 立川駅7時31分着　乗換7時38分発

3日：テン場→本谷橋→ザイテングラート 武蔵五日市行乗車＝終点8時14分下車
→涸沢岳→涸沢ヒュッテ（泊） バス都民の森行乗車＝終点下車
4日：小屋→本谷橋→横尾（テン場）→ コース バス停＝鞘口峠→あずま屋→三頭山→
上高地＝松本駅 ムシカリ峠→三頭大滝→ビジターセンター

歩　程 2日：3時間30分　3日：7時間40分 →都民の森バス停＝武蔵五日市駅
4日：3時間30分 歩　程 4時間

交通費 実費精算(交通費各自、タクシー、宿泊代) ポイント 山頂付近は美しいブナ林が広がる秋川流
楽しいテント泊と涸沢の素晴らしい紅葉を 域の最高峰で、奥多摩三山の一つです｡
楽しみ、山小屋に一泊して山が最も美しく 地　図 昭文社：奥多摩
見えるモルゲンロートにきっと感動する 協力者 池田正義
でしょう。

地　図 昭文社：槍ヶ岳・穂高岳
協力者 小松博氏・吉川英男 10月6日(水) ① 清水坂公園 　 　 小雨決行
申　込 電話で確認後、往復はがきで申込み リーダー 松浦利保

下さい。住所を変更しました。 集　合 JR王子駅北口改札前　10時
135-00715　江東区千石2-11-5-804 コース 駅→音無親水公園→名主の滝公園→
佐野満喜子　090-7717-1977 赤レンガ図書館→十条銀座→清水谷

公園→稲村城跡→赤羽駅
歩　程 2時間30分

10月3日(日) ① 豊顕寺市民の森 小雨決行 昼食は清水坂公園にて。
リーダー 渡邊幸一 タップリ時間を取ります。
集　合 東急東横線反町駅　10時
コース 駅→せせらぎ緑道→豊顕寺市民の森

(豊顕寺、戦没者慰霊塔）→軽井沢公園→ 10月7日(木) ３ 日光鳴虫山 　 　 雨天中止
横浜駅 リーダー 柴崎　実

歩　程 約2時間30分 集　合 東武日光駅　9時30分
協力者 細谷弘之・五木田悦子 交　通 北千住駅7時8分発館林行乗車＝東武動

物公園駅7時43分着　乗換7時45分発南
栗橋行乗車＝終点7時55分着　乗換8時

10月3日(日) ４ 経ヶ岳～仏果山 雨天中止 4分発急行東武日光行乗車＝栃木駅8時
リーダー 加藤正彦 34分(L合流)＝終点9時18分下車
集　合 小田急線本厚木駅北口　バス①8時45分 コース 駅→登山口→神主山→鳴虫山→独標→

発半原行に間に合うように 含満淵→東武日光駅
交　通 小田急線新宿駅7時30分発急行小田原 歩　程 約4時間30分

行乗車＝本厚木駅8時24分下車　北口 ポイント 日光連山展望の山
バス①8時45分発半原行乗車＝ 協力者 柴崎ミチ子・生島丈二・和久井澄江
半僧坊前下車

コース バス停→経ヶ岳→半原越→仏果山→
撚糸組合前バス停＝本厚木駅 10月9日(土) ② 秋の里山ガーデンフェスタ

歩　程 4時間30分 リーダー 松木千恵子 雨天翌日
交通費 1,790円（宮ケ瀬ダムハイキングパスが得） 集　合 JR横浜線中山駅改札前　10時
ポイント 歩程短いが楽しめる縦走コースです。 交　通 ①JR横浜線東神奈川駅9時21分発八王子
地　図 昭文社：丹沢 行乗車＝中山駅9時39分下車又は
協力L 小泉純子 ②東急東横線日吉駅から横浜市営地下鉄

グリーライン日吉駅9時19分発中山行乗車
＝終点9時40分下車(係待つ)

ポイント

10月
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コース 駅→プロムナード→四季の森公園北口→
山の広場→展望広場→紅葉の森→西口 10月10日(日) ② しながわ花海道 　 雨天中止
広場→里山ガーデン（散策）→ズーラシア リーダー 岩間英之
動物園バス停＝中山駅 集　合 京浜急行線立会川駅　10時

歩　程 3時間 コース 駅→しながわ花海道→京浜運河→品川
交通費 バス代220円 シーサイド→天王洲アイル→JR品川駅
ポイント 丘陵一面に色とりどりに秋の草花が咲き 歩　程 2時間

乱れる里山ガーデンで花に囲まれての ポイント しながわ花海道のコスモスに期待して
散策を楽しみます。 協力者 達山敏子

S　L 桜井敏子
協力者 石田さとみ・鈴木榮男

10月10日(日) ２ 松田山　コキアの里
リーダー 柳田邦之 雨天中止

10月9日(土) ４ 三頭山～槙寄山 雨天中止 集　合 小田急線新松田駅前　10時
リーダー 荻島二郎 交　通 小田急線新宿駅8時30分発急行小田原行
集　合 JR武蔵五日市駅　バス①8時 乗車＝新松田駅9時55分下車
交　通 JR新宿駅6時46分発ホリデー快速あきがわ コース 駅→公園広場→コキアの里→公園広場

1号乗車＝武蔵五日市駅7時55分下車 →新松田駅
バス8時10分発都民の森行乗車＝ 歩　程 2時間30分
終点下車 交通費 1,580円(新宿駅起点)

コース バス停→鞘口峠→見晴小屋→東峰→ ポイント 赤いコキアと富士山が素晴らしいです。
中央峰→大沢の頭→槇寄山→大平分岐 協力L 平沢こと・小峰文子
→数馬バス停＝武蔵五日市駅 協力者 石原豊美

歩　程 4時間30分
交通費 バス代往復　1,920円
ポイント 三頭山から笹尾根コース上の眺望の良い 10月10日(日) ４ 棒ノ嶺 雨天中止

槇寄山を歩く。 リーダー 小泉純子
地　図 吉備人出版社：奥多摩登山詳細図(西編) 集　合 西武線飯能駅　名郷行バス停8時10分
S　L 星　富士夫・下倉章治 交　通 西武線池袋駅7時11分発快速飯能行
協力者 木村博子 乗車＝終点下車　バス8時30分発名郷行

乗車＝さわらびの湯下車
コース バス停→名栗橋→棒ノ嶺登山口→岩茸石

10月9日(土)～10日(日) →ゴンジリ峠→棒ノ嶺→滝ノ平尾根→
４ 志賀高原：御飯岳 さわらびの湯バス停＝飯能駅

リーダー 佐々木　保 歩　程 5時間30分
集　合 JR吾妻線万座・鹿沢口駅12時50分 ポイント 沢登りの鎖場があります。晴れた日には
交　通 9日：JR東京駅⑦8時39分発高崎線高崎 上信越の山々が望めます。

行乗車＝終点着　乗換10時44分発吾妻 懐電必携。出発時に確認します。
線万座・鹿沢口行乗車＝終点12時40分 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
下車　駅＝万座温泉（泊） 協力L 加藤正彦

コース 10日：宿＝毛無峠→破風岳→毛無峠→ 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
毛無山→御飯岳→毛無峠＝宿＝
万座・鹿沢口駅＝高崎駅

歩　程 4時間30分 10月13日(水) ① 東扇島　川崎マリエン
費　用 16,800円（宿代、山行取付点までの送迎 雨天中止

費用込み）　電車代は各自払い。 　 リーダー 松永孝子
ポイント 長野県と群馬県の県境に位置し、かつて JR川崎駅中央南口時計塔　10時30分

の鉱山跡が残り荒涼となって残された索 川崎駅東口バス⑫「川05乗場」川崎マリ
道の脇を歩く。群馬百名山。 エン行10時27分と10時45分に乗車＝

地　図 2万5千図：御飯岳 終点下車
協力者 池田典子 バス停→川崎マリエン展望室見学など→
申　込 宿予約の為早めに往復はがきかFaxで 中公園で昼食→緑道→東扇島東公園→

申込み下さい。 東扇島バス停＝川崎駅　又は川崎港海底
〒261-0003 佐々木　保 トンネルウォーク(約1Km)→東電前バス停
千葉市美浜区高浜3-5-3-304 ＝川崎駅
090-8035-6123　Fax043-277-5062 歩　程 約2時間30分　

交通費 バス代往復420円
Ｓ　Ｌ 金子　敬
協力者 石川孝子・猪瀬幸子

交　通

コース

集　合
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10時3分下車
10月13日(水) ３ 北高尾：高ドッケ　 雨天中止 駅→浄慶寺→月讀神社→麻生不動院→

　 リーダー 川嵜英雄 　 籠口ノ池公園→子ノ神社→五郎池→
JR高尾駅北口　小仏行バス停8時 琴平神社→バス停
バス8時12分発小仏行乗車＝大下下車 約3時間
バス停→小下沢林道→登山口→狐塚峠 約1,000円（新宿駅起点）
→高ドッケ→富士見台→御主殿跡→ ポイント 舗装道路歩きですが坂道が多いので、
八王子城址入口＝高尾駅 山行強弱度２ にしました。スニーカーでも
約4時間30分 よいです。　ゆっくり歩きます。

ポイント 急登あり 五十嵐静江
昭文社：高尾・陣馬
　

10月16日(土) ３ 秩父：官ノ倉山 雨天中止
10月14日(木) ３ 日光霧降高原：大山 　 リーダー 小峰文子 　

　 リーダー 柴崎  実  雨天中止 東武東上線東武竹沢駅　9時30分
東武線東武日光駅　9時18分 東武東上線池袋駅8時発快急乗車＝小川
東武線北千住駅7時8分発館林行乗車＝ 町駅着　乗換＝東武竹沢駅9時17分下車
東武動物公園駅7時43分着　乗換 7時45 駅→官ノ倉山→北向不動→八幡神社→
分発南栗橋行乗車＝終点7時55分着 小川町駅
乗換8時4分発急行東武日光行乗車＝ 約3時間
栃木駅(L合流)＝終点9時18分下車 1,640円(池袋駅起点)
駅　タクシー＝霧降高原キスゲ平高原ハウ ポイント 一部岩場と鎖場もありスリルのあるコース
ス→合柄橋→大山山頂→猫の平→ です。軽登山靴で足元しっかりと参加
車道→マックラ滝→丁字の滝→玉簾の滝 下さい。
→丸太橋→ツツジヶ丘→霧降の滝→ 昭文社：奥武蔵・秩父
バス停＝東武日光駅 協力Ｌ 平沢こと・柳田邦之
約3時間30分 協力者 石原豊美・天目淳子

ポイント ダイナミックな散歩道、ほとんどが下り。
柴崎ミチ子・生島丈二・和久井澄江

10月16日(土) ４ 倉戸山～榧ノ木山 雨天翌日
　 リーダー 佐野満喜子 　

10月15日(金)～16日(土) ４ 安達太良山 集　合 JR奥多摩駅　②バス乗場8時25分
雨天決行 交　通 JR立川駅7時15分発ホリデー快速おくたま

　 リーダー 大倉昌子 　 1号奥多摩行乗車＝終点下車　バス8時35
新宿西口都庁大型バス駐車場 22時30分 分発鴨沢行（臨時）乗車＝熱海下車
15日：新宿23時発毎日アルペン号乗車＝ コース バス停→榧ノ木尾根コース→倉戸山→
16日：あだたら高原5時下車 榧ノ木山→往路を戻る→熱海バス停＝
16日：バス停→展望台→分岐→安達太良 奥多摩駅
山→牛の背→馬ノ背→鉄山→分岐→峰の 歩　程 約5時間20分
辻→バス停（入浴）17時発＝東京駅20時 交通費 バス代960円
30分到着予定 ポイント 広い山頂を持つ倉戸山から気持ちの良い
約5時間 尾根道を榧ノ木山まで歩きます
夜行日帰り代金15,000円　他に入浴料 地　図 吉備人出版社：奥多摩西編

ポイント 秋の東北の山・紅葉の尾根歩きを楽しみま 協力者 小松博氏・吉川英男
しょう。アルペン号申込みのため、会報
到着後すぐに申込みください。
昭文社：磐梯・吾妻・安達太良 10月17日(日) ２ 大澄山～浅間岳 雨天中止
佐野妙子 リーダー 鮫島妙子 　
〒132-0035 大倉昌子 集　合 JR青梅線福生駅西口　11時
東京都江戸川区平井7-3-1-1113 交　通 JR立川駅10時30分発（東京駅始発）快速
090-4712-0896 Fax03-5247-2940 青梅行乗車＝福生駅10時48分下車

コース 駅→慈勝寺→大澄山→分岐→妙見堂→
かたらいの道→浅間岳→羽村神社→

10月16日（土） ２ 柿生の里散歩道 雨天中止 羽村堰下橋→羽村駅
　 リーダー 中嶋要一 　 歩　程 約3時間

小田急線柿生駅南口改札　10時20分 ポイント 低山ですが眺望良好。ゆっくり歩きます
小田急線新宿駅9時30分発快速急行小田 協力者 田渕祥子
原行乗車＝下北沢駅9時37分＝登戸駅
9時48分＝新百合丘駅9時54分着　乗換
10時１分発各停本厚木行乗車＝柿生駅

コース

コース

歩　程
交通費

協力者

集　合
交　通

歩　程
交通費

地　図

交　通

申込み

集　合

歩　程

地　図
　

集　合

地　図
協力者

集　合
交　通
コース

交　通

集　合
交　通

コース

歩　程
交通費

コース

歩　程

協力者

だいちょうざん

6



10月17日(日) 5 サルギ尾根～大岳 10月24日(日) ３ 丸　山 雨天中止
　 リーダー 山川美恵子  雨天中止 リーダー 小泉純子

JR武蔵五日市駅　8時22分発上養沢行 集　合 西武池袋線芦ヶ久保駅　9時40分
バス乗場 交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能駅行乗
ＪＲ立川駅7時44分発武蔵五日市駅行乗車 車＝終点着 乗換8時54分発西武秩父行
＝終点8時16分下車　バス上養沢行乗車 乗車＝芦ヶ久保駅9時37分下車
＝大岳鍾乳洞入口下車 コース 駅→果樹公園→県民の森→丸山→
バス停→高岩山→大岳山→つづら岩→ 大野峠→芦ヶ久保駅
千足バス停＝武蔵五日市駅 歩　程 4時間
約6時間 ポイント 丸山山頂の展望台からは360度の眺望が
バス代は約1,000円 楽しめます。
昭文社：奥多摩 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
山川和雄・島村昌子 協力L 加藤正彦

協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子

10月22日(金)～23日(土) ２ 日光街道杉並木
ウォーキング：毘沙門山 小雨決行 10月24日(日) ５ 本社ヶ丸 雨天中止

リーダー 平沢こと リーダー 山川美恵子
22日：東武日光駅　10時55分 集　合 富士急行線都留市駅　8時35分
22日：東武線浅草駅8時2分発乗車＝曳舟 交　通 JR高尾駅7時24分発河口湖行乗車＝都留
駅着　乗換8時19分発乗車＝南栗橋駅着 市駅下車　タクシー＝登山口
乗換＝東武日光駅10時45分下車 コース 登山口→からかさ岩→本社ヶ丸→宝越え
22日：駅→杉並木入口→下今市駅＝鬼 →笹子駅
怒川温泉駅下車→大江戸温泉御苑(泊) 歩　程 6時間
23日：宿→鬼怒川温泉駅＝大谷向駅→ 交通費 タクシー代700円
登山口→茶臼山→毘沙門山往復→ ポイント 秀麗富嶽十二景第12番。見たいものです
 大谷向駅＝東武浅草駅 立派な富士山。懐電持参。
22日：約1時間30分 23日：約2時間20分 地　図 昭文社：大菩薩嶺
約16,500円(交通費各自支払い) 協力者 山川和雄・島村昌子

ポイント 22日：昔の人々が歩いた街道を楽しむ 申込み タクシー利用のため片はがきで申し込み
23日：毘沙門山頂からの眺望を楽しむ ください。
昭文社：日光・白根山・男体山 116ー0003　荒川区南千住7-17-5-201
小峰文子 山川美恵子　090-6005-4651
石原豊美
往復はがきで申込み下さい｡
コース表送ります｡ 10月27日(水) ② 小山内裏公園他 小雨決行
〒300-2358　 平沢こと リーダー 会田政子
つくばみらい市陽光台2-15-2 集　合 京王線京王堀之内駅　10時
0297-58-9022　夜8時～9時30分 交　通 京王線新宿駅8時56分発準特急橋本行

乗車＝京王堀之内駅9時35分下車
コース 駅→蓮池寺公園→せせらぎ緑道→長池

10月23日(土) ４ 高畑山～倉岳山 雨天中止 公園→尾根緑道→小山内裏公園→
リーダー 荻島二郎 京王相模原線多摩境駅
集　合 JR鳥沢駅　8時37分 歩　程 3時間　運動靴で
交　通 JR新宿駅7時5分発中央線快速高尾行乗 ポイント 5月のリベンジです｡里山と緑道を歩く｡

車＝高尾駅8時1分着　乗換8時2分発 S　L 佐藤　仁
中央本線甲府行乗車＝鳥沢駅下車

コース 駅→小篠貯水池→クヌギ平→高畑山→
穴路峠→倉岳山→立野峠→月尾根沢 10月29日(金) ３ 稲荷山～城山～小仏
→梁川駅 リーダー 直江忠彦 雨天中止

歩　程 5時間20分 集　合 京王線高尾山口駅　10時
交通費 1,340円（新宿駅起点） 交　通 京王線新宿駅③8時45分発特急高尾山口
ポイント 秀麗富嶽十二景の両山、天気が良ければ 行乗車＝終点9時44分下車

富士山の展望がすばらしい。 コース 駅→稲荷山コース→高尾山→城山→
地　図 吉備人出版社：山梨東部の山登山詳細図 小仏峠→小仏バス停＝高尾駅
S　L 星　富士夫・下倉章治 歩　程 4時間
協力者 木村博子 交通費 約1,000円（JR新宿駅起点）

ポイント 秋の高尾を歩きます。
地　図 昭文社：高尾・陣馬

交通費
地　図

集　合

申込み

費　用

地　図
協力Ｌ
協力者

協力者

集　合
交　通

コース

歩　程

交　通

コース

歩　程
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松平信綱が、玉川上水から分水し24㎞を
10月30日(土)～31日(日) ４ 道志の山 40日で完成させた用水路です。現代は
リーダー 山川美恵子 遊歩道となり、人々に親しまれています。
集　合 30日：富士急行線都留市駅　8時35分 協力者 猪瀬幸子・池田正義
交　通 30日：JR高尾駅7時24分発河口湖行乗車

＝富士急行線都留市駅下車　宿の迎車
＝登山口 10月31日(日) ３ 陣馬山 雨天中止

コース 30日：登山口→西ヶ原→赤岩→今倉山→ リーダー 須賀光夫
菜畑山→和出村＝宿（泊）　 集　合 JR相模湖駅　9時
31日：宿＝竹之本→朝日山→赤鞍ヶ岳→ 交　通 JR新宿駅7時52分発中央特快高尾行乗車
厳道峠　タクシー＝上野原駅 ＝終点8時36分着　乗換8時45分発

歩　程 30日：5時間　31日：5時間20分 小淵沢行乗車＝相模湖駅8時53分下車
費　用 9,000円（宿とタクシー代）往復の電車代は コース 駅→孫山→矢ノ音→明王峠→陣馬山→

各自払い 一ノ尾根コース→陣馬登山口バス停＝
ポイント アクセスの不便な道志山域に紅葉を求 JR藤野駅

めて。赤岩からは360度のパノラマ! 低山 歩　程 4時間40分（約12㎞）
のピークとしてはトップクラスの展望です。 ポイント 歩きやすい道ですが、ロングコースを

地　図 昭文社：高尾・陣馬 歩きます。
協力者 山川和雄・島村昌子 地　図 昭文社：高尾・陣馬
申込み 往復はがきで申込みください。 協力者 須賀佐知子

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

10月31日(日) ４ 箱根：石仏群と浅間山
リーダー 矢澤省三 雨天中止

10月30日(土)～31日(日) ４ 牛ノ寝通り～鹿倉山 集　合 箱根登山鉄道箱根湯本駅　元箱根港行
リーダー 佐野満喜子 バス停9時40分
集　合 JR甲斐大和駅　バス乗場8時5分　 交　通 JR上野東京ライン東京駅7時42分発熱海
交　通 30日：JR高尾駅7時6分発甲府行乗車＝ 行乗車＝小田原駅9時6分着　乗換箱根

甲斐大和駅8時3分下車　バス8時10分発 登山鉄道9時13分発箱根湯本行乗車＝
上日川峠行乗車＝小屋平(石丸峠入口) 終点9時31分下車
下車 コース バス9時45分発元箱根港行乗車＝甘酒茶

コース 30日：バス停→石丸峠→榧ノ尾山→大ダ 屋下車→お玉が池→六道地蔵→元箱根
ワ→モロクボ平→小菅→宿　31日：宿→ 石仏群→東光庵跡→湯坂道入口→
川久保→取付点→大丹波峠→鹿倉山→ 鷹巣山→浅間山→宮ノ下分岐→宮ノ下駅
大寺山→深山橋バス停＝奥多摩駅 ＝箱根湯本駅

歩　程 30日：5時間40分　31日：5時間 歩　程 4時間
費　用 7,700円(宿代)往復のJR、バス代は各自払 交通費 箱根湯本駅からのバス・電車代は1,400円
ポイント 奥多摩最奥の鹿倉山、牛ノ寝通りともに日 ポイント 紅葉の季節に

帰りできるが、一泊して美しい紅葉を 地　図 昭文社：箱根
ゆっくり楽しみながら歩きます。 協力者 清水十三男
予告とはコースを変えました。

地　図 昭文社：大菩薩嶺、奥多摩
協力者 小松博氏・吉川英男
申込み 電話で確認後、片はがきかメールで

申込みください。住所を変更しました。
135-00715　江東区千石2-11-5-804
佐野満喜子　090-7717-1977

10月31日(日) ② 野火止用水 雨天中止
リーダー 保倉惠美子
集　合 西武線清瀬駅改札口　10時15分
交　通 西武線池袋駅9時32分発準急飯能行乗車

＝清瀬駅9時57分下車
コース 駅→野火止用水遊歩道→史跡公園→

本多緑道→総合運動公園→伊豆殿橋→
野鳥の森→野火止緑道→ふるさと新座館
→JR武蔵野線新座駅

歩　程 約3時間
ポイント 江戸初期に知恵伊豆と呼ばれた老中

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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▼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

ます。往復はがきで申込みください。
11月3日(祝） ３ 小田原「一夜城」と漁港 協力Ｌ 小峰文子
リーダー 大倉昌子 小雨決行 協力者 石原豊美
集　合 小田原駅東口　2階デッキ①バス乗場10時 申　込 〒300-2358　 平沢　こと
交　通 ①乗場10時10分発「小田原宿観光回遊バ つくばみらい市陽光台2-15-2

ス」うめまる号乗車＝一夜城歴史公園10時 0297-58-9022　夜8時～9時30分
30分下車

コース バス停→石垣城見物(よろいづかファーム)
＝小田原漁港（海の幸の食事）＝小田原 11月6日(土) ３ 丸山～日向山 雨天中止
城見学＝小田原駅 リーダー 荻島二郎

歩　程 4～5時間 集　合 西武線芦ヶ久保駅　8時40分
費　用 「小田原宿観光回遊バス」うめまる号は 交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車

500円。小田原城天守閣は460円 ＝終点7時49分着　乗換7時52分発
ポイント 豊臣秀吉が小田原征伐の際に築いた 西武秩父線三峰口行乗車＝芦ヶ久保駅

一夜城(石垣城)は見応えあり。 8時35分下車
昼食は漁港で海鮮丼、定食などを。 コース 駅→登山口→赤谷→荒山→丸山→東屋
小田原城天守閣では市内を一望に。 →日向山→琴平神社→道の駅→

協力者 池田正義 芦ヶ久保駅
歩　程 3時間40分
交通費 720円(西武線池袋駅起点)

11月４日(木) ３ 高鳥屋山 雨天中止 ポイント 丸山山頂の展望台から絶景がみられます｡
リーダー 柴崎　実 地　図 吉備人出版社：奥武蔵登山詳細図
集　合 東武線新鹿沼駅　9時 Ｓ　Ｌ 星　富士夫・下倉章治
交　通 東武線北千住駅7時8分発館林行乗車＝ 協力者 木村博子

東武動物公園駅7時43分着　乗換7時45
分発南栗橋行乗車＝終点着　乗換8時4
分発急行東武日光行乗車＝栃木駅8時 11月6日(土) ４ 小河内峠～陣馬尾根
34分(係合流)＝新鹿沼駅8時52分下車 リーダー 佐野満喜子 　 雨天中止

コース 駅　タクシー＝登山口出会いの森→愛宕 集　合 ＪＲ奥多摩駅　②バス乗場8時25分
橋→男体神社→高鳥屋山→出会いの峰 交　通 ＪＲ立川駅7時15分発ホリデー快速おくたま
→八割神社→御陵岩往復→滝の沢コース 1号奥多摩行乗車＝終点下車　バス8時35
→愛宕橋→出会いの森福祉センター 分発鴨沢行(臨時)乗車＝奥多摩湖下車
タクシーまたはバス＝新鹿沼駅 コース バス停→取付点→小河内峠→陣馬尾根

歩　程 3時間30分 →藤倉バス停＝奥多摩駅
協力者 柴崎ミチ子・生島丈二・和久井澄江 歩　程 約4時間

交通費 バス代1,130円
ポイント 奥多摩の紅葉に期待して陣馬尾根から

11月５日(金)～６日(土) ① 湯西川の紅葉・ 檜原村へと歩きます。
平家の里ウオーキング　「秘湯シリーズ」 地　図 昭文社：奥多摩

リーダー 平沢こと №87　平らの高房 協力者 小松博氏・吉川英男
集　合 東武線鬼怒川温泉駅　11時15分
交　通 5日：東武線浅草駅8時2分発＝曳舟駅着

乗換急行8時20分発＝南栗橋駅乗換＝ 11月6日(土) ４ 奥武蔵：北川尾根（オバケ山）
下今市駅乗換＝鬼怒川温泉駅11時9分 リーダー 佐々木　保 雨天翌日
下車　駅(バス)＝湯西川温泉 集　合 西武線西吾野駅　8時30分

コース 5日：バス停→平家の里＝宿の送迎車＝ 交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車
平の高房（泊） ＝終点着　乗換7時52分発西武秩父線
6日：宿の送迎車＝沢口橋→慈光寺→ 三峰口行乗車＝西吾野駅下車
湯殿山神社→湯西川温泉バス停＝ コース 駅→白山神社→北川尾根(オバケ山)→
鬼怒川温泉駅 関八州見晴台→高山不動尊→奥の院→

歩　程 5日：約１時間　6日：約2時間40分 西吾野駅
費　用 約19,000円　交通費各自払い 歩　程 4時間15分
ポイント 湯西川の紅葉に期待して平家の里をウォ 交通費 1,280円(西武線池袋駅起点)

ーキングします。参加者にコース表送り ポイント 静かな尾根から賑やかな関八州見晴台へ。

11月
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下りも静かな尾根をあるきます。 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
地　図 昭文社：奥武蔵・秩父 協力者 五十嵐静江
Ｓ　Ｌ 樋口光雄
協力者 池田典子･邑楽国二郎

11月14日(日) ２ 秩父：仙元山 雨天中止
リーダー 小峰文子

11月7日(日) ① かにが沢公園 　 小雨決行 集　合 東武東上線小川町駅　10時15分
リーダー 渡邊幸一 交　通 東武東上線池袋駅9時発快急乗車＝
集　合 小田急線相武台前駅　10時 小川町駅10時4分下車
コース 駅→かにが沢公園→栗原遊水池→かき コース 駅→登山口→仙元山→分岐→西光寺→

あがり坂→さんやの坂→喜作坂（切通し） 小川町駅
→相武台前駅 歩　程 2時間35分

歩　程 2時間30分 交通費 1,640円(池袋駅起点)
協力者 細谷弘之・五木田悦子 ポイント 秩父の紅葉に期待してゆっくり歩きます。

軽登山靴で足元しっかりと参加ください。
地　図 昭文社：奥武蔵・秩父

11月7日(日) ４ 仏果山～高取山～宮ヶ瀬ダム 協力L 平沢こと・柳田邦之
リーダー 加藤正彦 　 雨天中止 協力者 石原豊美・天目淳子
集　合 小田急線本厚木駅北口バス①8時45分発

半原行に間に合うように集合
交　通 小田急線新宿駅7時30分発急行小田原行 11月14日(日) ４ 本陣山～吉田山 雨天中止

乗車＝本厚木駅8時24分下車 リーダー 小泉純子
片瀬江ノ島行乗車の場合、相模大野駅で 集　合 西武線西吾野駅　8時30分
急行小田原行へ乗換すること。 交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車
北口①バス8時45分発半原行乗車＝撚糸 ＝終点着　乗換西武秩父行7時52分発
組合前下車 乗車＝西吾野駅下車

コース バス停→仏果山→高取山→宮ヶ瀬ダム→ コース 駅→本陣山→イモリ山→柿ノ木峠→子ノ
半原バス停＝本厚木駅 権現→小床峠→吉田山→御嶽神社→

歩　程 4時間30分 吾野駅
交通費 1,790円（宮ヶ瀬ダムハイキングパスが得） 歩　程 5時間
ポイント 展望良好、尾根からダムへの急下降あり。 ポイント 1年を通じて楽しめる尾根道です。
協力L 小泉純子 ゆっくりと低山の魅力を味わうことが出来ま
　 す。

地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
協力L 加藤正彦

11月10日(水) ３ 北高尾：黒ドッケ 雨天中止 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
リーダー 川嵜英雄
集　合 ＪＲ高駅北口　小仏行バス停8時

（8時12分発乗車） 11月17日(水) ２ 秋川丘陵 雨天中止
コース 大下バス停→小下沢林道→登山口→ リーダー 会田政子

狐塚峠→黒ドッケ→三本杉山→堂所山 集　合 JR武蔵五日市駅　10時
→景信山→小仏バス停＝高尾駅 交　通 JR立川駅9時10分発武蔵五日市行乗車

歩　程 約4時間50分 ＝終点9時39分下車乗車
ポイント 急登あり コース 駅→正光寺→高尾公園→小峰公園→展
地　図 昭文社：高尾・陣馬 望広場→金剛の滝→広徳寺→武蔵五日

市駅
歩　程 3時間　軽登山以上で

11月13日(土) ３ 大高取山～桂木山 ポイント 広徳寺の「都の天然記念物」に指定されて
リーダー 中嶋要一 雨天中止 るタラヨウ、カヤの大木、大イチョウの黄葉
集　合 東武東上線越生駅　9時 に期待！
交　通 東武東上線池袋駅7時20分発森林公園 地　図 昭文社：奥多摩

行乗車＝川越駅7時51分＝坂戸駅8時4 Ｓ　Ｌ 佐藤　仁
分着　乗換8時12分発越生行乗車＝終点
8時36分下車

コース 駅→高取城趾→西山高取→桂木山→ 11月17日(水) ４ 甲州高尾山 雨天翌日
桂木観音→虚空蔵尊→越生駅 リーダー 大倉昌子

歩　程 約3時間 集　合 JR勝沼ぶどう郷駅　9時
交通費 約1,500円（東武線池袋駅起点） 交　通 JR高尾駅7時42分発小淵沢行乗車＝勝沼
ポイント 駅から駅へと歩いていける山で楽しく歩き ぶどう郷駅8時55分下車

ましょう。 コース 駅→大善寺→林道→甲州高尾山→大滝
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不動尊→前不動→勝沼ぶどう郷駅
歩　程 5時間30分 11月21日(日) ３ 天覧山～太郎坊山
ポイント 甲斐の名刹・大善寺から南アルプスの リーダー 小泉純子 雨天中止

展望に期待 集　合 西武線飯能駅　9時40分
協力者 藤原栄子・池田正義 交　通 西武線池袋駅8時50分発急行飯能行乗車

＝終点9時37分下車
コース 駅→能仁寺→天覧山→多峯主山→飯能

11月18日(木) ３ 諏訪岳～唐沢山 雨天中止 西武の森→太郎坊山→飯能駅
リーダー 柴崎　実 歩　程 3時間
集　合 東武佐野線多田駅　10時 ポイント 小さなアップダウンあり、ゆっくり歩きます。
交　通 東武線北千住駅7時8分発区急館林行乗 地　図 吉備人出版社：奥武蔵

車＝東武動物公園駅7時43分着　乗換 協力L 加藤正彦
7時45分発南栗橋行＝終点7時55分着 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
乗換8時4分発東武日光行＝栃木駅 乗換
(Ｌ合流)8時56分発高崎行＝佐野駅9時11
分着　乗換9時40分発葛生行＝多田駅 11月21日(日) ４ 吊尾根 雨天中止
9時57分下車 リーダー 山川美恵子

コース 駅→京路戸公園→京路戸峠→見晴台→ 集　合 JR藤野駅　8時
諏訪岳往復→京路戸峠→見晴らし休憩所 交　通 JR高尾駅7時39分発小淵沢行乗車＝
→唐沢山神社→神社駐車場→田沼駅 藤野駅下車　バス8時6分発和田行乗車＝

歩　程 3時間30分 終点下車
ポイント 栃木百名山諏訪岳から唐沢山まで。 コース バス停→醍醐峠→吊尾根→市道山→臼

紅葉に期待！ 杵山→元郷＝武蔵五日市駅
協力者 柴崎ミチ子・生島丈二・和久井澄江 歩　程 4時間50分

交通費 バス代 約1,000円
11月20日(土) ４ 土俵岳～丸山 雨天中止 地　図 昭文社：高尾・陣馬、奥多摩
リーダー 荻島二郎 協力者 山川和雄・島村昌子
集　合 JR武蔵五日市駅　バス乗り場①8時
交　通 JR新宿駅6時46分発ホリデー快速あきか

わ１号武蔵五日市行乗車＝終点7時55分 11月21日(日)～11月23日(祝)
下車　バス8時10分発数馬行乗車 ３ 弥山 (宮島)と京都(延暦寺)と紅葉
＝上川乗下車 リーダー 佐々木 　保

コース バス停→浅間峠→日原峠→土俵岳→ 集　合 21日：広島駅新幹線ホーム　11時40分
小棡峠→丸山→笛吹峠→笛吹入口バス 交　通 21日:東京駅7時3分発⑭ひかり501号乗車
停＝武蔵五日市駅 ＝新大阪駅着　乗換10時6分発新幹線

歩　程 5時間 ＝広島駅下車 乗換広島駅=宮島駅
交通費 バス代(往復)1,580円 コース 21日:駅＝宮島→弥山→厳島神社＝広島
ポイント 紅葉を期待して笹尾根の二山を歩きます。 　 (泊)　22日:駅＝京都駅＝鞍馬駅→鞍馬山
地　図 昭文社：奥多摩 →貴船神社＝鞍馬駅＝比叡山(泊)
Ｓ　Ｌ 星　富士夫・下倉章治 23日:宿→比叡山(延暦寺､大比叡・四明
協力者 木村博子 岳)→瓜生山→銀閣寺他、神社仏閣見学

＝京都駅
11月21日(日) ２ 高尾山の花シリーズNo.10 →瓜生山→銀閣寺他、神社仏閣見学＝

大垂水峠から城山 京都駅
リーダー 柳田邦之 雨天中止 歩　程 21日：2時間30分、22日：3時間30分
集　合 JR高尾駅北口→(甲州街道)セブンイレブ 23日：3時間20分

ン前右折→「高尾駅前」バス停　10時 費　用 28,800円(宿2泊、ロープウェー、拝観料含
交　通 京王線新宿駅8時54分発準特急京王八王 往復交通費、電車バス代は各自)

子行乗車＝9時37分北野駅着　乗換高尾 ポイント 世界遺産・日本三景『厳島神社』のご神体
山口行＝9時50分高尾駅下車　バス10時 『弥山』と京都の鞍馬山＆延暦寺から銀閣
17分発相模湖行乗車＝大垂水下車 寺へ、トレッキングする。

コース バス停→大垂水峠橋→学習の歩道→ 地　図 昭文社：京都北山
五差路→防火帯歩道→一丁平→城山→ 協力者 池田典子
小仏峠→小仏バス停 申込み 宿予約の為早めに往復はがきか、Faxで

歩　程 2時間30分 申込み下さい。定員あります。
交通費 約1,300円(新宿駅起点) 〒261-0003 佐々木　保
ポイント 秋の山野草を見つけながら静かな山道を 千葉市美浜区高浜3-5-3-304　

ゆっくりと歩きます。 090-8035-6123　Fax043-277-5062
協力L 平沢こと・小峰文子
協力者 石原豊美
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丹沢・大山フリーパスBきっぷが得
11月23日(祝) ３ 御岳渓谷と鳩ノ巣渓谷 ポイント ヤビツ峠からは500ｍの高低差で山頂に
リーダー 矢澤省三 雨天中止 到達できます。下社から女坂を経て大山
集　合 JR青梅線軍畑駅　9時20分 寺に、門前の鮮やかな紅葉に期待‼
交　通 JR新宿駅7時44分発ホリデー快速おくたま 地　図 昭文社：丹沢

3号乗車＝青梅駅着　乗換8時57分発 Ｓ　Ｌ 桜井敏子
奥多摩行乗車＝軍畑駅9時10分下車 協力者 石田さとみ・鈴木榮男

コース 駅→澤乃井園→丹縄→御嶽駅＝古里駅
→寸庭橋→松の木尾根→鳩ノ巣駅→
数馬峡橋→奥多摩駅 11月27日(土) ３ 黒山三滝～高山不動

歩　程 4時間20分 リーダー 佐野満喜子 雨天翌日
ポイント 多摩川上流部の水際を歩いて渓谷美を 集　合 東武越生線・八高線越生駅　バス停9時

堪能する。 交　通 東武東上線池袋駅7時40分発急行小川町
丹縄から古里までの青梅街道歩きを避け 行乗車＝坂戸駅8時23分着　乗換(急い
て電車とする。 で）8時26分発越生行乗車＝終点下車

地　図 昭文社：奥多摩 バス9時12分発黒山行乗車＝終点下車
協力者 清水十三男 コース バス停→黒山三滝→傘杉峠→花立松ノ峠

→関八州見晴台→高山不動→西吾野駅
歩　程 4時間30分

11月24日(水) ① 旧朝倉家住宅と公園巡り 交通費 バス代360円
リーダー 松永孝子 雨天中止 ポイント ハイカーに親しまれてよく歩かれている
集　合 東急・地下鉄日比谷線中目黒駅正面 コースですが季節を変えて展望を楽しみ

改札口　10時30分出発 ましょう！
コース 駅→旧朝倉家住宅(65歳以上無料要証明) 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父

→猿楽塚→西郷山公園(昼食)→菅刈公園 協力者 小松博氏・吉川英男
　 →目黒橋→目黒天空庭園→田園都市線

池尻大橋駅
歩　程 約2時間30分 11月28日(日) ② 大宮盆栽村と大宮公園
ポイント 旧朝倉家の庭園の紅葉が楽しみ！ リーダー 岩間英之 雨天中止
Ｓ　Ｌ 金子　敬 集　合 JR宇都宮線土呂駅　10時
協力者 石川孝子・猪瀬幸子 コース 駅→大宮盆栽村→大宮公園→武蔵一宮

氷川神社→JR大宮駅
歩　程 2時間

11月26日(金) ３ 南高尾：草戸山 雨天中止 ポイント 盆栽村の盆栽と氷川神社の紅葉に期待し
リーダー 直江忠彦 て。
集　合 京王線高尾山口駅　10時 協力者 達山敏子
交　通 京王線新宿駅③8時45分発特急高尾山口

行乗車＝終点9時44分下車
コース 駅→四辻→草戸→三沢峠→奥ノ院→ 11月28日(日) ２ 朝日山～夕日山 雨天中止

津久井湖公園  バス＝橋本駅 リーダー 保倉惠美子
歩　程 3時間 集　合 西武池袋線飯能駅改札口　10時10分
交通費 約1,000円(新宿駅起点） 交　通 西武線池袋駅9時3分発急行飯能行乗車
ポイント 紅葉の南高尾を歩きます。時間があれば ＝終点9時51分下車

城山に登ります。 コース 駅→割岩橋→美杉台ビューテラス→朝日
地　図 昭文社：高尾・陣馬 山展望台公園→夕日山→浄心寺→飯能

大橋→飯能駅
歩　程 約3時間

11月27日(土) ３ 大山寺の紅葉 雨天中止 交通費 960円(池袋駅起点）
リーダー 松木千恵子 ポイント あさひ山展望台公園からは晴れていれば
集　合 小田急線秦野駅北口　バス停④8時55分 富士山からスカイツリーまでの眺望が楽し
交　通 小田急線新宿駅7時30分発小田原行乗車 めます。晩秋の里山歩きです。

＝秦野駅8時43分下車 バス9時4分発 協力者 猪瀬幸子・池田正義
ヤビツ峠行乗車＝終点下車

コース バス停→イタツミ尾根→25丁目→大山上
社(山頂）→雷の峰尾根→見晴台→二重 　
滝→下社→大山寺→ケーブルバス停＝
伊勢原駅

歩　程 4時間
交通費 1,560円(新宿駅起点)

家族には必ず行先を伝えてから出かけましょう。

下山したら家族に連絡しましょう。
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●リーダー：平沢こと
11月28日(日) ３ 金ヶ獄・小林みかん山
リーダー 須賀光男 雨天中止 12月17日（金）～18日（土）
集　合 秩父鉄道野上駅　10時 ２ 「秘湯シリーズ」No.89　日中温泉
交　通 秩父鉄道寄居駅9時35分発三峰口行乗車 青春18きっぷの旅（東北線～磐越西線）

＝野上駅9時48分下車又は秩父鉄道御花 集　合 JR東京駅⑦ホーム中程　7時50分
畑駅9時34分発羽生行乗車＝野上駅9時 交　通 17日：JR東京駅⑦8時3分発＝宇都宮駅
59分下車 乗換＝黒磯駅乗換＝郡山駅乗換＝磐越

コース 駅→法善寺→金ヶ獄→植平峠→葉原峠 西線会津若松駅乗換＝喜多方駅下車
→小林山→みかん山→波久礼駅 　 コース 17日：喜多方駅宿送迎車＝日中温泉

歩　程 4時間30分(約10㎞） ゆもとや(泊)
交通費 2,720円（池袋駅起点　寄居経由） 18日：宿送迎車＝喜多方駅（町並散策）
ポイント 北限のミカンの里を目指します。 →喜多方駅＝往路戻る
協力者 須賀佐知子 歩　程 約3時間

費　用 約18,000円　別途青春18きっぷ2枚各自
購入

11月28日(日) ５ 高川山 雨天中止 ポイント 磐梯山近くの宿です。車窓から見る冬の
リーダー 山川美恵子 山々の景色を楽しみます。
集　合 JR初狩駅　8時30分 参加者にコース表を送ります。往復はがき
交　通 JR 高尾駅7時24分発河口湖行乗車＝ で申込み下さい。

初狩駅下車
コース 駅→鍵掛峠→羽根子山→むすび山→ 1月7日（金）～8日（土）

大月駅 ①「秘湯シリーズ」No.90　沢渡温泉
歩　程 6時間 青春18きっぷの旅：高崎観音
ポイント 大月秀麗富嶽十二景、第11番 集　合 JR東京駅⑦ホーム中程　9時25分
地　図 昭文社：高尾・陣馬 交　通 7日：JR東京駅9時37分⑦＝高崎駅着
協力者 山川和雄・島村昌子 乗換吾妻線＝中之条駅下車　路線バス＝

沢渡温泉(泊)
コース 7日：沢渡温泉周辺ウォーキング

8日：路線バス沢渡＝中之条駅着　乗換＝
高崎駅下車→高崎観音ウォーキング→
高崎駅＝東京駅

歩　程 2日間：3時間
費　用 約17,500円　別途青春18きっぷ2枚、バス

●リーダー：佐々木　保 代各自支払い。
ポイント 年間の無事山行を願って参拝と高崎

12月12日（日）～13日（月） ダルマの町を散策
３ 忘年山行：湖西連峰他 申込み 往復はがきで早めに申込み下さい。

集　合 JR東海道線二川駅　11時40分 〒300-2358　 平沢こと
交　通 12日：東京駅6時30分発熱海行乗車＝熱 つくばみらい市陽光台2-15-2

海駅＝沼津駅＝JR東海道線二川駅下車 0297-58-9022　夜8時～9時30分
コース 12日：駅→登山口→座談山→船形山→

神石山→仏岩→嵩山→天竜浜名湖鉄道
新所原駅＝気賀駅→国民宿舎(泊)
13日：宿→尉ヶ峰ピストン→宿→気賀駅
＝JR新所原駅＝浜松駅 　 　

歩　程 12日：約4時間45分　　13日：3時間15分
費　用 14,800円(宿、迎車代)往復交通費は各自｡

青春18きっぷ使用します。
ポイント 浜名湖を一望できるコースと地元で人気

のコースを歩きます。
一年の反省と来年に思いを馳せましょう。

地　図 2万5千図：二川、豊橋、新居町、三ケ日
S　L 樋口光雄
協力者 池田典子
申込み 宿予約の為早めに往復はがきかFaxで

申込み下さい。
〒261-0003 佐々木　保
千葉市美浜区高浜3-5-3-304
090-8035-6123　Fax043-277-5062

７月入会のお仲間をご紹介

No.15303～15306 4名

今成吉子 （紹介 竹間勝子）

立石直子 （紹介 江口好子）

大湊晶子

川口 仁

お申込み可

13



●㈲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　Fax0263-955-2037

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。

　

　
　

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　Fax0268-58-7677
　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、年間を通してハイキングにも最適です。

●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。

　

ポイント達成者（敬称略）

850ポイント

廣田東三

東ハイ宿泊施設一覧

１，山行中はグループ行動を第一としてください。これ

に反する行為は禁止です。 又、リーダーからの

指示には必ず従っていただきます。山行中に体

調不良を感じた場合は、出来るだけ早めにリーダ

ーに申し出てください。申し出が遅れれば遅れる

ほど、後に重大事態になり、全体へかける迷惑も大

きくなりかねません。

２，リーダー(先頭者)より前に出ない、協力者(後尾者)よ

り遅れないは原則です。行動中は前の人と後ろの人

に、お互いに声を掛けられる距離を保ってください。

又後続者が大きく遅れた場合は、「後続者が遅れて

いること」をリーダーに届くよう伝言してください。

３，列を離れる時は、リーダーに申し出て了解を得て

行動してください。帰列したらリーダーに「帰列」の

ことを伝えてください。

４，歩行中は自分のペースを守り、自分のペースと山

行のペースが著しく異なる場合は、遠慮なくリーダ

ーに申し出てください。

５，万一、体調不良者がでた場合は、リーダーの後ろを

歩いていただきます。「足が遅いので後ろから行きま

す」という人がいますが逆です。リーダーは、そのよう

な人の歩行力を判断しながら歩きますので、体調が

回復する場合が多々あります。

６，山道でのすれ違いは、原則、登りが優先です。下り

の場合は登りの登山者に道を譲ってください。その

際に、自分の安全第一に、必ず山側に身を置き、

谷側に胸を向け、自分のザックが登山者にぶつか

らないように注意してください。

７，休憩は他の登山者の邪魔にならない場所でしまし

ょう、その際、ザックは山側に置き、登山道にかから

ないよう注意をしてください。

８，山の自然を大切にしましょう。草や花を持ち帰らない

(花を撮ってよいのはカメラだけ)、出たゴミは、たと

え小さなもの(飴の包装紙)でも、持ち帰りましょう。

「お花摘み」で出た紙も持ち帰りましょう。

９，山行中に体調不良者が出る等異変の場合は直ち

にリーダーに連絡して、指示に従ってから行動し

て下さい。その際は皆さんで助け合って無事に山行

が終えられるようご協力宜しくお願いします。

山行中のマナーについて

50ポイント

木村博子 三井邦子

150ポイント

樋口光雄 儀我由美子
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金 日 月 水

土 月 火 木

日 火 祝 文化の日 金

月 水 木 　 土

火 木 金 　 日

水 金 土 　 月

木 土 日 祝 勤労感謝の日

金 日 月 水

土 月 火 木

日 火 水 金

月 水 木 土

火 木 金 日

水 金 　 土 月

木 土 日 火

金 日 月 　

土 　 火 　

　「申込みの必要な山行」は必ず左記の「書式」で申込

み下さい。申込み方法・費用の払い込み等は担当リー

ダーの指示に従って下さい。宿泊日数によっては予約
金が必要な場合もあります。費用払い込み後キャンセ
ルの場合は、できるだけ代わりの人を立てて下さい。
　どうしても代人がいないときは早めにリーダーに連絡
して下さい。山行日まで日数に余裕があって、キャンセ
ル待ちの人で補充ができたときは、払込み金は（諸経費
を差し引き）後日お返しします。
　しかし、直前のキャンセルではそれも無理です。
※雨天でもバスは予定通り出発します。行程は変更に
なるかも知れません。その場合、不参加でも運行代、
宿のキャンセル料は支払っていただきます。なお、
予定人員に満たない場合、リーダーの判断で山行中止
になる場合もあります。
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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

宿泊山行等の申込みとキャンセルについて

１０月の山行スケジュール １１月の山行スケジュール

宿泊山行等申込「書式」

編集後記
編集、校正を経て、まとめの時期に「緊急

事態宣言」が9月12日まで延長されました。

残念なのは「会山行中止期間」も延長に

なり断腸の思いです。新聞、TV等は「妊婦感染、入院先

なく赤ちゃん死亡...」「感染爆発自宅療養10万人に迫る

...」「酸素が足りない...」「第5波で子供の感染4倍...」等と

悪いニュースが連日報道されています。

まさに『非常事態』です。

私たち東ハイ人はジットしているのが一番でしょうか・・・?

足腰が弱くなります。運動を心掛けましょう。 (TS）

1年以内の山行歴(一般向強以上の参加者のみ記入)
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