
（29コース） （36コース）
頁 頁

２ 金毘羅山～天合峰 佐野満喜子 4 　  5日(土) ３ 北高尾山稜 荻島二郎 9
横瀬日向山～ ① 高麗の里 会田政子 8
　 あしがくぼの氷柱 ３ 多峯主山 小泉純子 8

 〃 〃 ～ 奥日光光徳牧場周辺 間野富士山
　 6日(日) 　 雪上ハイク  ～大仁田山

① 五頭龍伝説を訪ねる 渡邊幸一 4 ４ 北川尾根 山川美恵子 8
３ 愛宕山～物見山 小泉純子 4  9日(水) ３ 要害山(長淵丘陵) 川嵜英雄 9

 8日(火) ① 山谷堀公園 松浦利保 4 10日(木) ① バカ値市　砂町 松浦利保 9
 9日(水) ３ 扇山 川嵜英雄 5 裏高尾 
10日(木) ３ 足利湯殿山 柴崎　実 5 梅林めぐりウォーキング
11日(祝) ３ 城ヶ島とまぐろ満喫の旅 矢澤省三 5 ３ 物見山 鳥居節男 9
12日(土) ３ 日連アルプス 荻島二郎 5 ３ 顔振峠～越上山 佐野満喜子 9

３ 城山北東尾根 佐野満喜子 5 奥武蔵　次郎長山～
５ 大山三峰山 加藤正彦 5 　 柏木山

14日(月) ３ 日の出山 大倉昌子 5 ② 多摩湖周辺 保倉惠美子 10

武蔵府中熊野神社 ３ 加波山 矢澤省三 10

　 古墳展示館 ４ 小棡峠～トヤド浅間 山川美恵子 10

水緑(みりょく) 鋸尾根～鞘口山
　 まんぷくコース 　 ～九竜山

① 哲学堂公園 保倉惠美子 6 鎌倉切通し歩き　№2
２ 西山峠～中沢山 柳田邦之 6 　 名越え切通し

三浦半島　№８ ①目黒川のお花見 岩間英之 10

　 三浦アルプス 　花シリーズ
４ 金毘羅尾根～草戸山 小泉純子 6 　 草戸山～かたくりの里
４ 能岳～鷹取山 山川美恵子 6 三浦半島　№7

24日(木) ３ 足利天狗山 柴崎　実 6 　 三浦富士と武山
25日(金) ３ 最明寺史跡公園 直江忠彦 7 ４ 菊花山～御前山 小泉純子 10

曾我梅林～ 23日(水) ② 国立天文台～多磨霊園 川嵜英雄 11

　 国府津ウォーキング 24日(木) ３ みかも山(かたくりの里) 柴崎　実 11

２ 多摩丘陵と絹の道 須賀光夫 7 町田尾根緑道と
４ 仙洞寺山とフクジュソウ 佐々木 保 7 　 小山田緑地の花見
① 大船観音～称名寺 渡邊幸一 7 ３ 霞丘陵 会田政子 11

３ 多峯主山 荻島二郎 7  〃 〃 ～ 青春18きっぷの旅(東北
４ 平沢富士山 山川美恵子 7 　 26日(土) 　 線)不動の滝　小峰城

鎌倉切通し歩き　№１ ２ 勝坂遺跡～桜並木 中嶋要一 11

　 朝比奈切通し～ ３ 要害山～コヤシロ山 荻島二郎 12

　 十二祖果樹園 ４ 大山桜～弘法山 佐々木　保 12

４ 筑波山　薬王院へ 須賀光夫 12

●山行の強弱度について ４ 日の出三山 佐野満喜子 12

山行名の前に、数字でその山行の強弱度を ３ 景信山～東尾根 小泉純子 12
下記のように標記します。詳細は3頁に掲載。 ４ 折原おっぱい山 山川美恵子 12

29日(火) ① 石神井川の桜並木 　 松永孝子 12

① ウォーキング １ ３  一般向 古河の花桃　
② ウォーキング ２ ４  一般向強 　 里めぐりウォーキング
１ 初心者向 ５ やや健脚向 ② 千代田区の桜巡り 大倉昌子 13

２ 一般向弱 ６ 健脚向 31日(木) ② 幸手権現堂の桜 　 柴崎　実 13
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２０２２年２～３月号
（第５６４号）

新会員募集中‼
保険加入の都合上２～３月申込分

は４月からの入会となります。
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●ホームページは毎日ご覧ください ●黄色のタオルを付けていますか・・?
　担当リーダーから又は本部から会員皆様に「山行 　会では入会時に黄色の東ハイタオルを配布しています。
中止」等お伝えする事があっても、お一人おひとり 山行時に、例えばリュックに付けたり、寒い冬季には首に
にお伝えできません。どなたが参加するかがわから 巻いたり、東ハイ会員の目印として、確認しやすい方法と
ないからです。その為 ①ホームページは毎日確認 してお願いしています。
して下さい。又は②担当リーダーへ 　山行時の人数確認や混雑時の際には、お互いに確認
直接確認して下さいとお伝えしてい しあえる有効な方法と思っています。
ます。皆様にはご不便をおかけしま 　黄色のタオルはリーダーから200円でお求め下さい。
すが、ご理解ご協力宜しくお願いします。 皆様のご協力をお願いします。

　

⦿「本部山行」を終えて

11月13日（土）「本部山行」を開催した。当日は快晴に恵まれ、また途中の経過地となった

「滝山城址」は「続日本100名城」に選定されており、偶然にも「築城５００年祭り」が開催され

ていた。地元の方々も多く上ってこられて、会場は盛り上り大変良い雰囲気を経験させてい

ただいた。コースは４コース。久しぶりの会の本格的な行事となり、１８０名の参加者が、それ

ぞれの思いで歩き、友人と会い、お互いに元気なこと、健康なことに喜びを感じて、山行を

楽しまれたことと思います。参加いただいた会員の皆様、協力者の皆様、そして事故もなく

安全に配慮いただいた参加者全員に感謝申し上げます。

⦿「集中山行」について

３月６日（日）に実施する集中山行に関し、次の通りお知らせします。

・参加費・ポイントについて

参加費は無料とします。ポイントは出発時と到着時に１ポイント押印します(計２ポイント)。

・天候等と中止判断について

当日の天候等による中止判断の案内は、東ハイホームページの「お知らせ」に掲載します。不明の場合は各自

で担当リーダーへお問合せ下さい。

・降雪対応について

降雪後又は降雪時はアイゼンを持参下さい。また、ヘッドランプは山行には必携です。

⦿２０２２年度 会員継続手続きについて(２月２０日[日]までにお願いいたします)

２０２２年度の継続会費(２,４００円)と保険料の合計金額（下記の表の振込合計金額）を、同封の「払込取扱票」

で最寄りの郵便局にて２月２０日（日）までに払込み下さいますようお願いいたします。事務処理等を考慮していた

だき早めのお振込みをお願い致します。

＜注１＞３月上旬に集計し、払込みのない方は４月以降の会報の発送は中止させてい頂きます。

＜注２＞払込みの際、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、スポーツ安全保険の補償内容については４月号で「しおり」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、会の方にご連絡下さい。

本部からのお知らせ

【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。

⦿「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。
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⦿会費・保険料について

　 　 　 　

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。

最近の山行で同一行動がとれなかった(極端に遅れた場合など)経験をし、自信のない方は参加をご遠慮下さい。

東
ハ
イ
山
行
強
弱
度

　＜振込み金額明細は下記の通りです＞

　

会員年齢 保険区分

６５才未満 C区分：65才未満の方はＣ区分　　1,900円 ４，３００円 　

６５才以上 Ｂ区分：65才以上の方はＢ区分　　1,250円 ３，６５０円

＜備考＞ ※スポーツ安全保険とは他の保険に加入の有無に関わらず全員が加入

　　　していただく保険です。

※東ハイから保険会社への振込手数料が1回 につき140円かかるので、
　 年間掛金に50円プラスさせていただいております。
※金額は2022年4月1日現在の年齢で記入して下さい。
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　

スポーツ安全保険
年会費

２，４００円

振込合計金額

注意：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。
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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

申　込 往復はがきで申込みください。
2月5日(土) ２ 金毘羅山～天合峰 雨天翌日 参加者にコース表送ります。
リーダー 佐野満喜子 〒300-2358 平沢こと
集　合 京王八王子駅　③バス停9時 つくばみらい市陽光台2-15-2
交　通 京王線新宿駅7時54分発準特急京王八王子 携帯080-3389-1683 電話・Fax0297-58-9022

行乗車＝終点8時39分下車　バス③9時11分
発上川霊園行乗車(JR利用の方は、八王
子北口バス⑦9時13分発上川霊園行乗車） 2月6日(日) ① 五頭龍伝説を訪ねる 小雨決行
＝影沢下車 リーダー 渡邊幸一

コース バス停→長楽寺→白山神社→倶利伽羅 集　合 JR大船駅南改札(ルミネ側)　10時
不動→金毘羅山→天合峰→松木入ノ頭→ コース 駅→湘南モノレール大船駅＝西鎌倉駅→
明王ヶ谷戸ノ頭→森下バス停＝八王子駅 龍口明神社→宝善院→片瀬山公園→龍口寺

歩　程 3時間30分 →江の島（江島神社辺津宮・江島弁財天）→
交通費 バス代950円 小田急片瀬江ノ島駅
ポイント 低山ながら深山の趣がある東京の里山を存分 歩　程 約2時間30分

に楽しみましょう! 交通費 270円(湘南モノレール大船駅～西鎌倉駅)　
協力者 小松博氏・吉川英男 ポイント 江の島には、天女と五つの頭を持つ龍のロマ

ンティックな伝説があります。
悪行を重ねていた五頭龍は天から舞い降りた

2月5日(土) ３ 横瀬日向山～あしがくぼの氷柱 天女を慕い、悪行をやめ、やがて山(片瀬山)
リーダー 鳥居節男 雨天中止 に姿を変えたと伝えられる。
集　合 西武秩父線横瀬駅　10時 協力者 細谷弘之・五木田悦子
交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能行

乗車＝終点着　乗換8時54分発西武秩父線
長瀞行乗車＝横瀬駅９時41分下車 2月6日(日) ３ 愛宕山～物見山 雨天中止

コース 駅→卜雲寺→高原パーク横瀬→日向山→ リーダー 小泉純子
果樹園→あしがくぼの氷柱→芦ヶ久保駅 集　合 西武秩父線武蔵横手駅　9時15分

歩　程 3時間40分 交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能行乗車＝
ポイント 山の傾斜を利用して沢水を撒き凍らせたもの 終点着　乗換8時54分発三峰口行乗車＝

で壮大で美しい。あしがくぼの氷柱は秩父路 武蔵横手駅9時5分下車
三大氷柱の一つです。環境協力金300円 コース 駅→愛宕山→水晶山→深沢山→土山の峰→

地　図 昭文社：奥武蔵・秩父 北向地蔵→物見山→高麗駅
協力者 酒井滋治・田渕祥子・石井昭治　 歩　程 4時間20分

交通費 970円(池袋駅起点)
ポイント 愛宕山は別名白子富士と言います。

2月5日(土)～6日(日) ゆっくり歩きます。
1 奥日光　光徳牧場周辺　雪上ハイク 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父

リーダー 平沢こと 協力L 加藤正彦
集　合 5日：東武日光線日光駅　10時50分 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
交　通 5日：東武日光線浅草駅8時2分発＝曳舟駅着

乗換8時19分発乗車＝南栗橋駅着　乗換＝
東武日光駅10時45分下車　バス11時10分発 2月8日(火) ① 山谷堀公園 　 　 小雨決行
湯元温泉行乗車＝三本松下車 リーダー 松浦利保

コース バス停→雪上ハイク→光徳温泉アストリア 集　合 都電荒川線三ノ輪橋駅　13時30分
ホテル(泊)→光徳牧場周辺雪上ハイク→宿 交　通 JR王子駅前より都電で24分170円。又は、
バス＝日光駅 東京メトロ日比谷線三ノ輪駅より徒歩4分

歩　程 2日間で約3時間 コース 駅→ジョイフル三ノ輪→日本堤→吉原大門→
費　用 約17,500円（別途交通費、飲物代各自支払） 見返り柳→地方橋→紙洗橋→待乳山聖天→
ポイント 雪まつり中止と宿おおるり廃業の為、コースと 山谷堀公園→浅草松屋前

宿を変更しました。 歩　程 2時間
白銀の世界を雪上ハイクで楽しみます。 ポイント 明治時代の飲食店、あしたのジョー等、消え

協力L 小峰文子 つつある下町を歩きます。
協力者 石原豊美

２２月
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地　図 昭文社：高尾・陣馬
2月9日(水) ３ 扇山 　 　 雨天中止 Ｓ　Ｌ 星　富士夫・下倉章治
リーダー 川嵜英雄 協力者 木村博子
集　合 JR中央線鳥沢駅前　9時15分
交　通 JR高尾駅8時23分発甲府行乗車＝鳥沢駅　

9時1分下車 2月13日(日)　３ 城山北東尾根 雨天中止
コース 駅→梨ノ木平（登山口）→山の神→大久保 リーダー 佐野満喜子

のコル→扇山→君恋温泉→鳥沢駅 集　合 ＪＲ高尾駅北口小仏行バス停　8時20分
歩　程 4時間30分 交　通 京王線新宿駅7時26分発準特急高尾山口行
ポイント 降雪後はアイゼン・ストック必携 乗車＝高尾駅8時16分下車　バス8時32分発
地　図 昭文社：陣馬・高尾 小仏行乗車＝日影バス停下車

コース バス停→城山北東尾根→城山→展望台→
高尾山→稲荷山→高尾山口駅

2月10日(木) ３ 足利湯殿山 　 　 雨天中止 歩　程 4時間30分
リーダー 柴崎　実 交通費 バス代 290円
集　合 JR両毛線小俣駅　9時50分 ポイント 北東尾根は良く踏まれた歩きやすい尾根です
交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発館 地　図 昭文社：高尾・陣馬

林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着 乗換 協力者 小松博氏・吉川英男
7時45分発南栗橋行乗車＝終点7時55分着　
乗換8時4分発急行東武日光行乗車＝栃木駅
8時34分着(L合流)　乗換JR両毛線8時56分発 2月13日(日) ５ 大山三峰山 雨天中止
高崎行乗車＝小俣駅9時42分下車 リーダー 加藤正彦

コース 駅→登山口→彦谷自治会→東登山口→天池 集　合 小田急線本厚木駅北口　⑤バス停7時40分
→栗谷分岐→湯殿山→鉄塔→西登山口→ 発宮ケ瀬行
小俣駅 交　通 小田急線新宿駅6時31分発急行小田原行

歩　程 約3時間30分 乗車＝7時27分本厚木駅下車
交通費 約3,400円(小俣駅往復) コース バス停＝煤ケ谷下車→物見峠分岐→三峰山
協力者 柴崎ミチ子・生島丈児・和久井澄江 →不動尻→谷太郎林道→煤ケ谷バス停＝

本厚木駅
歩　程 約5時間

2月11日(祝) ３ 城ヶ島とまぐろ満喫の旅 交通費 1,790円(宮ケ瀬ダムハイキングパスが得)
雨天中止の場合2月13日(日) ポイント ヒルのいない時期の丹沢らしさ、岩稜＆鎖等

リーダー 矢澤省三 を楽しめるコースです。降雪後はアイゼン必携
集　合 京浜急行久里浜線三崎口駅改札口　10時　 地　図 昭文社：丹沢
交　通 京浜急行線品川駅8時37分発快特三崎口行 協力Ｌ 小泉純子

乗車＝京急横浜駅8時56分＝終点9時49分
下車

コース バス＝白秋碑前バス停下車→1時間程散策 2月14日(月) ３ 日の出山 雨天翌日
→城ヶ島バス停＝三崎港バス停下車→食事・ リーダー 大倉昌子
お土産購入等→三崎港バス停＝三浦海岸駅 集　合 御嶽駅　バス停9時15分
バス停→河津桜→京急三浦海岸駅 交　通 ＪＲ新宿駅7時31分発快速高尾行乗車＝

歩　程 3時間　運動靴で可 立川駅8時7分着　乗換青梅線8時11分発
交通費 品川駅から3,570円、横浜駅から3,480円 乗車＝青梅駅8時43分着　乗換8時45分発
ポイント 京急「みさきまぐろ切符」がお得。京急線各駅 奥多摩行乗車＝御嶽駅9時1分下車

で発売（泉岳寺駅・三崎口駅を除く）。 コース バス停＝清滝＝ケーブル＝みたけさん駅→
電車＆バス乗車券 + まぐろまんぷく券 +三浦 日の出山→つるつる温泉＝武蔵五日市駅
・三崎おもひで券(お土産等)付き。 歩　程 4時間

協力者 清水十三男 ポイント 春の芽吹きを感じながらの日だまりハイクです
地　図 昭文社：奥多摩
協力者 池田正義

2月12日(土)　３ 日連アルプス 雨天中止
リーダー 荻島二郎
集　合 ＪＲ藤野駅　9時
交　通 京王線新宿駅7時44分発準特急高尾山口行

乗車＝高尾駅8時37分着　乗換8時45発
小淵沢行乗車＝藤野駅8時58分下車

コース 駅→日連大橋→登山口→金剛山→杉峠→
日連山→宝山→日連神社→藤野駅

歩　程 3時間
ポイント 降雪後はアイゼン必携

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。
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2月18日(金)　① 武蔵府中熊野神社古墳展示館 2月20日(日) ４ 三浦半島№8　三浦アルプス
リーダー 松永孝子 雨天中止 中止の場合2月23日(祝)
集　合 ＪＲ南武線西府駅　10時30分出発 リーダー 松木千恵子
コース 駅→武蔵府中熊野神社古墳展示館→鎌倉街 集　合 ＪＲ逗子駅東口　②バス停9時

道→分倍河原古戦場碑→南町緑地あかしあ 交　通 ＪＲ東京駅横須賀線(総武地下①)7時39分発
の森→郷土の森公園→武蔵野線府中本町駅 久里浜行乗車＝逗子駅8時44分下車  東口②
又は京王線分倍河原駅(バス使用も可) バス 9時12分発長井行乗車＝風早橋下車

歩　程 約2時間40分 コース バス停→仙元山→観音塚→南尾根→鉄塔→
Ｓ　Ｌ 金子　敬 →畠山分岐→乳頭山→田浦梅林(散策)→ＪＲ
協力者 石川孝子・猪瀬幸子 田浦駅又は京急田浦駅

歩　程 4時間30分
2月19日(土) ３ 水緑まんぷくコース 交通費 バス代 200円
リーダー 中嶋要一 雨天中止 ポイント 半島を西から東へ三浦アルプス尾根歩きです
集　合 JR御殿場線東山北駅左側出口　9時 梅の見頃に期待!!　コロナで中止になった
交　通 小田急線新宿駅7時11分発急行小田原行 №7は3月に実施致します。

乗車＝海老名駅8時2分＝新松田駅8時34分 Ｓ　Ｌ 桜井敏子
下車　乗換御殿場線松田駅8時47分発三島 協力者 石田さとみ・鈴木榮男
行乗車＝東山北駅8時51分下車

コース 駅→酒匂川河川敷→ぐみの木近隣公園→
般若院→河村城址公園→どんぐり公園→ 2月20日(日) ４ 金毘羅尾根～草戸山
洒水の滝→ＪＲ山北駅 リーダー 小泉純子 雨天中止

歩　程 3時間10分 集　合 高尾駅南口　8時45分
交通費 1,920円(新宿駅起点) 交　通 京王線新宿駅7時44分発準特急高尾山口行
ポイント 酒匂川沿いを歩き、きれいな空気を吸い、歴 乗車＝高尾駅8時37分下車

史遺産と洒水の滝でマイナスイオンを吸って コース 駅→登山口→金毘羅神社→四辻→草戸峠→
過ごしましょう。舗装道路が大半ですが一部 草戸山→拓殖大西尾根→初沢山→高尾駅
山道もあるので滑りにくい靴で。 歩　程 5時間
防寒対策も忘れずに。 交通費 740円(新宿駅起点)

地　図 昭文社：丹沢 ポイント 高尾駅裏手にある金毘羅神社を辿る登山道。
協力者 五十嵐靜江 一部急登あり。

地　図 吉備人出版社：高尾山登山詳細図
協力Ｌ 加藤正彦

2月20日(日) ① 哲学堂公園 雨天中止 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
リーダー 保倉惠美子
集　合 西武線江古田駅改札口　10時
交　通 西武線池袋駅9時42分発各停保谷行乗車＝ 　 2月20日(日） ４ 能岳 ～鷹取山 雨天中止

江古田駅9時48分下車 リーダー 山川美恵子
コース 駅→江古田の森公園→野方配水塔→哲学堂 ＪＲ上野原駅　光電製作所前行バス停8時

公園→妙法寺川沿い→落合公園→西武新宿 ＪＲ高尾駅７時39分発小淵沢行乗車＝上野原
線中井駅 駅7時56分下車　バス8時6分発光電製作所前

歩　程 約2時間30分 行乗車＝新井バス停下車
ポイント 哲学堂公園は哲学をテーマにした珍しい公 バス停→虎丸→能岳→八重山→御霊→鷹取

園です。ちょっと不思議な世界観を味わって 山→小渕山→岩戸山→藤野駅
みませんか!? 歩　程 5時間

協力者 猪瀬幸子・池田正義 バス代 310円
2つのコースをつなげて、能岳では冬の展望
を、鷹取山ではポカポカ歩きを、と欲張って

2月20日(日) ２ 西山峠～中沢山 雨天中止 みました。降雪後はアイゼン必携。
リーダー 柳田邦之 昭文社：高尾・陣馬
集　合 京王線高尾山口駅前　8時30分 山川和雄・島村昌子
交　通 京王線新宿駅7時26分発準特急高尾山口行

乗車＝終点8時19分下車
コース 駅→梅の木平→西山峠→中沢山→梅の木平 2月24日(木） ３ 足利天狗山 雨天中止

→高尾山口駅 リーダー 柴崎　実
歩　程 3時間10分 　 ＪＲ両毛線足利駅　9時40分
交通費 780円(新宿駅起点) 　 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発館
地　図 昭文社：高尾 　 林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着
協力L 平沢こと・小峰文子 　 　 　 　 乗換7時45分発南栗橋駅行乗車＝終点7時
協力者 石原豊美 　 55分着　乗換8時4分発東武日光行乗車＝

集　合
交　通

コース

交通費

集　合
交　通

ポイント

　
地　図
協力者

みりょく
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　 　 　 　 栃木駅8時34分着(Ｌ合流)　乗換8時56分発 小倉橋経由三ケ木行乗車＝青山9時5分下車
高崎行乗車＝足利駅9時31分下車 バス停→仙洞寺林道→仙洞寺山→金太郎

　 駅→登山口→織姫神社→両崖山→天狗山 大権現→茨菰橋→鳥屋郵便局前(フクジュ
　 　 　 　 →常念寺→ＪＲ足利駅 ソウ群生地)＝橋本駅北口
歩　程 約3時間15分 歩　程 約4時間

　 　 約3,000円(東武北千住駅起点) バス代 1,130円
　 柴崎ミチ子・生島丈児・和久井澄江 丹沢山地の北東部の尾根を歩く。金太郎

大権現への急階段は地元でも有名。
フクジュソウ群生地に寄ります。

2月25日(金)  ３ 最明寺史跡公園 雨天中止 2万5千図：青野原
リーダー 直江忠彦 Ｓ　Ｌ 樋口光雄

小田急線新松田駅　9時30分 池田典子・邑楽国二郎
　 小田急線新宿駅7時57分発小田原行乗車＝

　 　 　 　 新松田駅9時18分下車
　 駅→茶屋→ゴルフ場の脇の道路を歩く→ 2月27日(日)  ① 大船観音～称名寺 小雨決行
　 最明寺史跡公園→松田山みどりの風自然 　 リーダー 渡邊幸一
　 遊歩道→新松田駅 ＪＲ大船駅南改札(ルミネ側)　10時

歩　程 　 4時間 駅→大船観音寺→常楽寺→能野神社→七
ゴルフ場の脇道の良い眺めや自然館の河津 久保橋→白山神社→散在ヶ池→称名寺→

　 桜を楽しみます。 今泉不動バス停＝大船駅
　 昭文社：丹沢 歩　程 約2時間30分

250円(今泉不動バス停～大船駅) 
細谷弘之・五木田悦子

2月26日(土)  ① 曽我梅林～国府津ウォーキング
リーダー 小峰文子 雨天翌日

　 JＲ御殿場線下曽我駅　10時25分 2月27日(日)  ３ 多峯主山 雨天中止
　 小田急線新宿駅8時10分発急行新松田行乗 リーダー 荻島二郎
　 車＝終点9時33分下車　乗換(徒歩4分) 西武線武蔵横手駅　8時50分

　 　 　 　 御殿場線松田駅10時8分発国府津行乗車＝ 西武線池袋駅7時42分発急行飯能行乗車＝
　 下曽我駅10時19分下車 終点8時32分着 乗換8時33分発西武秩父行
　 駅→原梅林→別所梅林→梅まつり会場→ 乗車＝武蔵横手駅8時45分下車
　 王泉寺→菅原神社→JR国府津駅 駅→釜戸山→久須美山→永田山→多峯主山

歩　程 　 約3時間 →高麗駅
　 約2,200円(新宿駅起点) 歩　程 4時間
　 梅の見頃に期待してゆっくり歩きます。 降雪後はアイゼン必携

協力Ｌ 　 平沢こと・柳田邦之 吉備人出版社：奥武蔵登山詳細図
　 天目淳子・石原豊美 Ｓ　Ｌ 星　富士夫・下倉章治

木村博子

2月26日(土)  ２ 多摩丘陵と絹の道 雨天中止
リーダー 須賀光夫 2月27日(日)  ４ 平沢富士山 雨天中止

京王線長沼駅　10時 リーダー 山川美恵子
京王線新宿駅9時7分発準特急高尾山口行乗 　  西武線高麗駅　8時50分
車＝府中駅9時32分着　乗換9時35分発高尾 西武線池袋駅7時42分発急行飯能行乗車＝
山口行乗車＝長沼駅9時52分下車 終点8時32分着 乗換8時33分発西武秩父行
駅→長沼公園→白山神社→大塚山→絹の道 乗車＝高麗駅下車
資料館→小山内裏公園→多摩境駅 駅→イボ石峠→物見山→カチサカ峠→白銀

歩　程 3時間（8ｋｍ） 平→平沢富士山→北平沢バス停＝JR高麗川
昨年歩いた多摩丘陵の続きのコースです。 駅＝飯能駅
係が準備します。 歩　程 5時間
須賀佐知子 バス代450円

日高市の富士山に登頂します !
吉備人出版社：奥武蔵登山詳細図

2月26日(土)  ４ 仙洞寺山とフクジュソウ　雨天翌日 山川和雄・島村昌子
リーダー 佐々木　保

京王線橋本駅北口　②三ケ木行バス停
8時20分 　　
京王線新宿駅7時18分発特急八王子行乗車 　　　　
＝調布駅7時32分着　乗換7時33分発橋本行 　　  
＝終点8時下車  バス北口②8時28分発新      

地　図

コース

コース

ポイント

コース

交通費
ポイント

地　図

交通費
協力者

集　合
交　通

協力者

集　合
コース

ポイント
地　図

協力者

交　通

交通費
協力者

集　合
交　通

コース

交　通

コース

集　合

ポイント

協力者

集　合

交通費

集　合
交　通

コース

コース

交通費
ポイント

協力者

ポイント
地　図

地　図
協力者

集　合

交　通

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下さい。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。
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2月28日(月)  ３ 鎌倉切通し歩き　№１ 朝比奈切通し～十二祖果樹園 雨天翌日
リーダー 大倉昌子

ＪＲ鎌倉駅東口　10時 歩　程 5時間
ＪＲ横須賀線大船駅9時44分発逗子行乗車＝　 交通費 バス代260円
鎌倉駅9時50分下車　バス金沢文庫行乗車 ポイント 「鎌倉七切通し」をシリーズでします。切通し歩
＝十二祖神社下車 きでは水量あるコース。垂直に切り下げた崖

コース バス停→太刀洗い井戸→朝比奈切通し→ は約18ｍの高さがあり、六浦と鎌倉をむすぶ
熊野神社→十二祖果樹園→十二祖神社→ 中世の交通遺跡で、明治の頃まで茶屋もあり
わかれ道→鶴岡八幡宮→鎌倉駅 ました。十二祖果樹園の梅が見頃です。

協力者 佐野妙子・池田正義

①高麗の里 　 ３ 間野富士山～大仁田山
リーダー 会田政子・保倉惠美子 リーダー 佐野満喜子・大倉昌子 　
集　合 西武線高麗駅　10時 集　合 西武線飯能駅　間野黒指行バス停8時20分
交　通 西武線池袋駅8時35分発急行飯能行乗車 交　通 西武線池袋駅7時11分発快速飯能駅行乗

＝終点9時24分着 乗換9時43分発西武秩 車＝終点8時6分下車　バス8時35分発間野
父行乗車＝9時50分高麗駅下車 黒指行乗車＝弁天前下車

コース 駅→石器時代住居跡→古民家→高麗郷 コース バス停→タブの木→間野富士山→変電所
族資料館→あいあい橋→巾着田（ふれあ →49号鉄塔→愛宕山→いぼとり地蔵→
い広場にて昼食）→水天の碑→高札場跡 大仁田山→上赤沢バス停＝飯能駅
→西武線高麗駅 歩　程 4時間

歩　程 2時間30分 交通費 バス代950円
交通費 1,080円(池袋駅起点) ポイント 低山ですが急登あり。里山の風情が充分
ポイント 高麗の里（高麗郷）は日本が倭と呼ばれて に楽しめるコースです。タブの木、一見の

いた頃、唐に敗れた高句麗から日本に渡 価値あり。ゆっくり歩きます。
って来た人達（高麗人）によって作られた 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
郷。大陸の進んだ技術や文化が伝えられ 協力L 川嵜英雄・柴﨑　実・中嶋要一・矢澤省三
ました。 S　L 下倉章治

協力L 岩間英之・小峰文子・関根直樹・鮫島妙子
松浦利保・松永孝子・柳田邦之・渡邊幸一

S　L 金子　敬 ４ 北川尾根 　
リーダー 山川美恵子・桜井敏子
集　合 西武線西吾野駅　8時30分

３ 多峯主山 　 交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車＝
リーダー 小泉純子・松木千恵子 終点7時49分着　乗換7時52分発西武秩父
集　合 西武線武蔵横手駅　9時15分 線三峰口行乗車＝西吾野駅下車
交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能行乗車 コース 駅→秋葉山→オバケ山→グリーンライン→

＝終点8時52分着　乗換8時54分発＝ 関八州見晴台→萩ノ平→坂石山コース→
武蔵横手駅下車 西吾野駅

コース 駅→久須美山→永田山→多峯主山→天 歩　程 5時間
覧山→能仁寺→飯能駅 交通費 1,280円(池袋駅起点)

歩　程 3時間30分 ポイント 周辺はオバケが出そうな程木々が鬱蒼とし
交通費 940円(池袋駅起点) ていたためそう言われるようになったとか。
ポイント 豊かな自然と展望の低山歩きです。 地　図 吉備人出版社：奥武蔵登山詳細図
地　図 昭文社：奥武蔵・秩父 協力L 荻島二郎・佐々木　保・須賀光夫
協力L 加藤正彦・直江忠彦・鳥居節男 S　L 樋口光雄・星　富士夫
S　L 佐藤　仁

交　通
集　合

●参加費は無料。ポイントは出発時と到着時に１ポイント(計２ポイント)。

●当日の天候等による中止判断の案内は東ハイホームページの「お知らせ」に掲載します。

不明の場合は各自で担当リーダーへ問い合わせください。

「鎌倉七切通し」をシリーズでします。切通し歩
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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

3月5日(土) ３ 北高尾山稜 雨天中止 3月12日(土) ３ 物見山 雨天中止
リーダー 荻島二郎 リーダー 鳥居節男
集　合 JR高尾駅北口　8時20分 集　合 西武池袋線武蔵横手駅　10時10分
交　通 京王線新宿駅7時26分発準特急高尾山口行 交　通 西武池袋線池袋駅8時50分発急行飯能駅行

乗車＝高尾駅8時15分下車　JR高尾駅北口 乗車＝終点9時37分着　乗換9時43分発西武
バス8時32分発小仏行乗車＝大下バス停 秩父行乗車＝武蔵横手駅9時58分下車

 下車 コース 駅→五常の滝→小瀬名→物見山→鏡岩→
コース バス停→小下沢林道→取付点→狐塚峠→ 高麗駅

高ドッケ→杉沢の頭→富士見台→熊笹山→ 歩　程 3時間30分
地藏平→駒木野バス停＝高尾駅 地　図 吉備人出版社：奥武蔵登山詳細図

歩　程 4時間30分 協力者 酒井滋治・田渕祥子・石井昭治
ポイント アップダウンあり。
地　図 昭文社：高尾・陣馬
S　L 星　富士夫・下倉章治 3月12日(土) ３ 顔振峠～越上山 雨天翌日
協力者 木村博子 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分発急行飯能駅行乗車

3月9日(水) ３ 要害山（長淵丘陵） 雨天中止 ＝終点7時49分着　乗換7時52分発三峰口
リーダー 川嵜英雄 行乗車＝吾野駅8時14分下車
集　合 JR青梅駅前　9時10分 コース 駅→顔振峠→越上山→エビガ坂→ユガテ
交　通 JR立川駅8時33分発青梅行乗車＝終点9時 →東吾野駅
集　合 4分下車 歩　程 4時間50分
コース 駅→天祖神社→旧ニッ塚峠→馬引沢峠→赤 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父

ぼっこ→要害山→梅ケ谷峠→梅ケ谷峠バス 協力者 小松博氏・吉川英男
停＝JR宮ノ平駅又は青梅駅

歩　程 約4時間30分
地　図 昭文社：奥多摩 3月12日（土） ４ 奥武蔵　次郎長山～柏木山

リーダー 佐々木　保 雨天翌日
集　合 西武線飯能駅　③バス停9時

3月10日(木) ① バカ値市　砂町 小雨決行 交　通 西武線池袋駅8時5分発急行飯能駅行乗車
リーダー 松浦利保 ＝終点8時52分下車　③バス9時4分発さわら
集　合 JR亀戸駅改札前　10時 びの湯経由湯の沢行乗車＝小瀬戸下車
コース 駅→砂町銀座→北砂→亀戸駅 コース バス停→取付点→次郎長山→小政山→榎坂
歩　程 2時間 →柏木山→下山口→永田大杉バス停＝
ポイント 毎月10日は大安売り日です。ランチは持参か 飯能駅

商店で購入して公園で食べましょう。 歩　程 約4時間
アサリめしがおススメです。 交通費 バス代530円

ポイント 奥武蔵の低山をバリエーションで楽しむ。
地　図 2万5千図・飯能

3月12日(土) ２ 裏高尾　梅林めぐりウォーキング S　　L 樋口光雄
リーダー 平沢　こと 雨天翌日 協力者 池田典子・邑楽国二郎
集　合 JR高尾駅北口　小仏行バス停9時40分
交　通 京王線新宿駅8時43分発準特急高尾山口行

乗車＝高尾駅9時45分下車　北口バス停9時
52分発小仏行乗車＝日影下車

コース バス停→木下沢梅林→天神梅林→荒井梅林
→浅川→JR高尾駅

歩　程 2時間30分
ポイント 紅白の梅の見頃に期待してゆっくり歩きます。

ウォーキング靴で参加して下さい。
地　図 昭文社：高尾・陣馬
協力L 小峰文子・柳田邦之
協力者 石原豊美

３３月

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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奥多摩病院→奥多摩駅
3月13日(日) ② 多摩湖周辺 雨天中止 歩　程 約6時間30分
リーダー 保倉惠美子 交通費 2,200円(新宿駅起点)
集　合 西武多摩湖線多摩湖駅北口　10時15分 稜線からの眺望良、下りは長いバリエーショ
交　通 西武新宿線高田馬場駅9時24分発急行拝島 ンルートです

行乗車＝萩山駅9時50分着　乗換西武多摩 地　図 2万5千図：奥多摩湖・猪丸・五日市
湖線9時54分発多摩湖行乗車＝終点10時1分 協力Ｌ 小泉純子
下車

コース 駅→多摩湖堰堤→円乗院→東大和公園→
二ツ池公園→東大和市立郷土博物館→狭山 3月16日(水) ２ 鎌倉切通し歩き №2　名越え切通し
緑地→多摩湖サイクリングロード→鹿島橋→ リーダー 大倉昌子 雨天翌日
西武球場前駅 集　合 JR鎌倉駅東口　10時

歩　程 約3時間　 交　通 JR横須賀線大船駅9時44分発逗子行乗車＝
ポイント 日本一美しいといわれている取水塔を見に行 鎌倉駅9時50分下車

きませんか？ 春の郊外歩きを楽しみましょう。 コース 駅→本覚寺→八雲神社→祇園山ハイキング
令和3年3月に「西武遊園地駅」が「多摩湖駅」 コース→宝戒寺→報国寺→衣張山ハイキン
に改称されました。 グコース→名越切通し→光明寺→材木座

協力者 猪瀬幸子・池田正義 海岸→鎌倉駅
歩　程 約4時間30分
ポイント 名越え切通しは鎌倉七口の一つ。鎌倉市から

3月13日(日) ３ 加波山 雨天中止 逗子市に抜ける古道の雰囲気の残る二つの
　 リーダー 矢澤省三 コースを歩きます。

JR水戸線岩瀬駅　10時50分 地　図 2万5千図：鎌倉
JR上野東京ライン東京駅8時22分発宇都宮行 協力者 佐野妙子・池田正義
乗車＝小山駅9時47分着　乗換JR水戸線10
時8分発友部行乗車＝岩瀬駅10時42分下車
バス10時57分発筑波山口行乗車＝長岡バス 3月20日(日) ① 目黒川のお花見 雨天中止
停下車→樺穂小学校前→三合目分岐→ リーダー 岩間英之
（親宮路）加波山神社親宮・本宮→加波山→ 集　合 東急田園都市線池尻大橋駅　10時
(本宮路)→三合目分岐→加波山神社里宮→ コース 駅→目黒天空庭園→目黒区立菅刈公園→
長岡バス停＝岩瀬駅 旧朝倉家住宅→中目黒駅→目黒区民セン
約3時間40分 ター公園→JR目黒駅
バス代は400円　 歩　程 1時間45分
青春18きっぷ利用期間内。 ポイント 目黒川沿いを歩き桜並木を観賞します。
加波山は筑波連山の一つで筑波山に次ぐ 　 お花見を楽しみましょう。
高峰。加波山神社里宮から親宮・本宮へ。 協力者 達山敏子
2万5千図：真壁・加波山
清水十三男
　 3月20日(日) ２ 花シリーズ　草戸山～かたくりの里

リーダー 柳田邦之 雨天中止
3月13日(日) ４ 小棡峠～トヤド浅間 雨天中止 集　合 京王線高尾山口駅前　8時50分
リーダー 山川美恵子 交　通 京王線新宿駅準特急7時44分発高尾山口

JR上野原駅　8時35分発飯尾行バス停 行乗車＝終点8時42分下車
JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝上野原駅 コース 駅→梅の木平→分岐→草戸峠→草戸山→
8時25分下車　バス8時35分発飯尾行乗車＝ 城山湖→金比羅宮下広場→小松城跡→
日寄橋9時7分下車 寶泉寺→かたくりの里→橋本行バス停＝
バス停→日武連山→十文字峠→小棡峠→ 橋本駅
土俵岳→トヤド浅間コース→京岳バス停＝ 歩　程 2時間40分
武蔵五日市駅 交通費 780円(新宿駅起点)　入園料500円
5時間。 ポイント カタクリの花と山野草が沢山咲きます。
バス代1,100円 地　図 昭文社：高尾・陣馬
降雪後はアイゼン持参 協力Ｌ 平沢こと・小峰文子
吉備人出版社：山梨県東部の山東編 協力者 石原豊美
山川和雄・島村昌子

3月20日（日） ３ 三浦半島№7　三浦富士と武山
リーダー 松木千恵子 雨天翌日

3月13日(日) ５ 鋸尾根～鞘口山～九竜山 集　合 京急線長沢駅前広場　10時
 リーダー 加藤正彦 雨天中止 交　通 京急線品川駅8時27分発快特三崎口行乗車

集　合 JR青梅線奥多摩駅　9時 ＝京急長沢駅9時32分下車
コース 駅→鋸尾根→鋸山→鞘口山→九竜山→ コース 駅前広場→三浦大仏→三浦富士→砲台山

歩　程
交通費

地　図

ポイント

地　図

協力者
　

集　合
交　通

コース

歩　程
交通費
ポイント

集　合
交　通

コース

協力者

ポイント

させて頂きます。
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→武山→武山不動尊院→龍塚（往復）→ コース 駅 タクシー＝東入口駐車場→かたくりの里→
津久井浜駅→津久井浜海岸→津久井浜駅 みかも山→中岳→三毳神社→南入口駐車場

歩　程 約3時間30分 →東駐車場→JR岩舟駅
交通費 約1,800円（京急品川駅起点） 歩　程 約3時間
ポイント 眼下に広がる海を眺めながら駅まで下り、 協力者 柴崎ミチ子・生島丈児・和久井澄江

その後ウインドサーフィンで有名な津久井浜
海岸に寄ります。昨年9月コロナで中止に
なった山行です。 3月25日(金) ② 町田尾根緑道と小山田緑地の花見

地　図 簡単な地図を係が用意します。 リーダー 直江忠彦 　 雨天中止
S　Ｌ 桜井敏子 集　合 京王相模原線多摩境駅　10時
協力者 石田さとみ・鈴木榮男 交　通 京王線新宿駅8時56分発準急橋本行乗車＝

多摩境駅9時39分下車
コース 駅→尾根緑道→日大三高桜道→小山田緑地

3月20日(日) ４ 菊花山～御前山 雨天中止 →多摩センター駅
リーダー 小泉純子 　 歩　程 約3時間　
集　合 JR大月駅　9時40分 尾根緑道の桜と小山田緑地の桜をながめな
交　通 JR高尾駅8時45分発小淵沢行乗車＝大月駅 がら歩きます

9時27分下車 　
コース 駅→菊花山→沢井沢ノ頭→御前山→神楽山

→猿橋駅 3月25日(金) ３ 霞丘陵 雨天中止
歩　程 4時間30分 リーダー 会田政子
交通費 2,680円（JR新宿駅起点） 集　合 JR青梅線東青梅駅北口　西武バス停
ポイント 急登、急下降、岩稜あり 9時45分
地　図 2万5千図：大月 交　通 JR新宿駅8時21分発快速青梅行乗車＝東青
協力Ｌ 加藤正彦 梅駅9時26分下車　バス9時52分発飯能南口
協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子 行乗車＝東京炭鉱下車

コース バス停→大岩→ハイキングコース入口→七国
峠→笹仁田峠→遊歩道→塩船観音寺→バス

3月23日（水） ② 国立天文台～多磨霊園 停＝JR河辺駅
リーダー 川嵜英雄 雨天中止 歩　程 約3時間。軽登山靴以上で。
集　合 天文台前バス停　10時 交通費 バス代480円

（最寄駅からバスで15～25分程） ポイント 大岩は立川断層のはじまりです。
交　通 ・京王線調布駅北口バス⑬⑭乗場　小田急 満開の桜に期待して静かな尾根歩きです。

　バス三鷹駅行・武蔵境南口行・武蔵境営業 Ｓ　Ｌ 佐藤　仁
　所行乗車＝天文台前下車
・JR武蔵境駅南口　小田急バス狛江駅北口行
　乗車＝天文台前下車 3月25日(金)～26日(土)
・JR三鷹駅南口　小田急バス調布駅北口行 １ 青春18きっぷの旅（東北線）
　乗車＝天文台前下車 不動の滝　小峰城「秘湯シリーズ」№91
・武蔵小金井駅南口　京王バス調布駅北口行 リーダー 平沢こと
　乗車＝天文台前下車 集　合 25日：JR東北線宇都宮駅　9時

コース バス停→国立天文台を散策・見学→調布飛 交　通 JR東京駅7時7分発宇都宮行乗車＝終点着
行場→野川公園→武蔵野公園→多磨霊園 乗換9時12分発黒磯行乗車＝新白河
霊園よりバス京王線多磨霊園駅行、JR武蔵小 駅＝郡山駅＝福島駅下車　バス＝高湯下車
金井駅行、又霊園より徒歩8分是政線多摩駅 コース バス停→不動の滝ウォーキング→高湯温泉
があります。他にちゅうバス府中行があります。 (泊)→バス停＝福島駅＝郡山駅＝白河駅

歩　程 約4時間30分　約8Km 下車→小峰城散策→白河駅＝東京駅
係は調布駅9時26分発小田急バス武蔵 歩　程 2日間約3時間
境南口行に乗車します。 費　用 約19,000円（別途交通費各自払い)

ポイント 小峰城の桜の見頃に期待しています。
協力Ｌ 小峰文子

3月24日（木） ３ みかも山（かたくりの里） 協力者 石原豊美
リーダー 柴崎　実 雨天中止 申　込 往復はがきで早めに申込下さい。
集　合 JR両毛線岩舟駅　9時15分 参加者にコース表送ります。
交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発館 〒300-2358　つくばみらい市陽光台2-15-2

林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着 乗換 平沢こと　
7時45分発南栗橋行乗車＝終点7時55分着 携帯080-3389-1683 電話･Fax0297-58-9022
乗換8時4分発東武日光行乗車＝栃木駅8時
34分着（L合流）　乗換8時56分発高崎行乗車
＝岩舟駅9時5分下車

ポイント

ポイント
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神社入口9時6分下車　バス停→筑波山神社
3月26日(土) ２ 勝坂遺跡～桜並木　 雨天中止 →御幸ヶ原→男体山→御幸ヶ原→女体山→
リーダー 中嶋要一 キャンプ場登山口→薬王院→筑波山口
集　合 JR相模線下溝駅改札前　9時25分 バス停＝つくばセンターバス停
交　通 小田急線新宿駅7時50分発急行小田原行乗 歩　程 約5時間30分（11㎞）

車＝海老名駅8時41分下車　乗換JR相模線 ポイント ハイカーが少ない裏筑波山を歩きます。
海老名駅8時55分発橋本行乗車＝下溝駅 早めのカタクリが咲いているかな？
9時6分下車 薬王院からバス停は長い舗装道路歩きです。

コース 駅→勝坂遺跡→勝源寺→石楯尾神社→ 協力者 須賀佐知子
旧中村家→桜並木→相武台下駅

歩　程 3時間
交通費 1,420円（新宿駅起点） 3月26日(土) ４ 日の出三山 雨天翌日
ポイント 駅から駅へと遺跡と旧家と桜並木の開花に リーダー 佐野満喜子

期待してゆっくり歩きます。 集　合 JR武蔵五日市駅　8時
地　図 2万5千図：原町田・座間・上溝 交　通 JR立川駅7時15分発ホリデー快速あきがわ
協力者 五十嵐靜江 1号武蔵五日市行乗車＝終点下車

コース 駅→幸神→勝峰山→梵天山→白岩山→
樽窪ノ峰→麻生山→日の出山→滝本尾根

3月26日(土) ３ 要害山～コヤシロ山　 雨天中止 コース→日の出山登山口バス停＝
リーダー 荻島二郎 武蔵五日市駅
集　合 JR上野原駅　8時40分 歩　程 6時間
交　通 京王線新宿駅7時26分発準特急高尾山口行 ポイント 日の出町を代表する勝峰山～麻生山～

乗車＝高尾駅8時15分着（急いで）乗換　 出の山を繋ぐ静かな尾根歩きを楽しむ。
JR高尾駅8時20分発甲府行乗車＝上野原駅 地　図 吉備人出版社：奥多摩詳細図（東編）
下車　バス9時8分発光電製作所前行乗車＝ 協力者 小松博氏・吉川英男
新井バス停下車

コース バス停→要害山→コヤシロ山→実成山→
尾続山→尾続バス停＝上野原駅 3月27日(日) ３ 景信山～東尾根　 雨天中止

歩　程 4時間 リーダー 小泉純子
ポイント 岩場混じりのヤセ尾根あり。 集　合 JR高尾駅北口　8時20分

要害山からの富士山もすばらしい。 交　通 京王線新宿駅7時26分発準特急高尾山口行
地　図 吉備人出版社：山梨県登山詳細図 乗車＝8時15分高尾駅下車　バス8時32分発
S　L 星　富士夫・下倉章治 小仏行乗車＝終点下車
協力者 木村博子 コース バス停→景信山→581M→478M→作業小屋

→大下バス停＝高尾駅
歩　程 4時間30分

3月26日(土) ４ 大山桜～弘法山　 雨天翌日 交通費 740円(新宿駅起点)　バス520円。
リーダー 佐々木　保 ポイント 急下降あり。降雪時アイゼン必携 ‼
集　合 小田急線伊勢原駅北口　④バス停8時40分 地　図 吉備人出版：高尾
交　通 小田急線新宿駅7時30分発急行小田原行 協力L 加藤正彦

乗車＝伊勢原駅8時32分下車　バス伊勢原 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
駅北口8時45分発［伊10］大山ケーブル行
乗車＝大山小学校前下車 3月27日(日) ４ 折原おっぱい山　 雨天中止

コース バス停→大山桜→大山古道→不動越 リーダー 山川美恵子
（イヨリ峠）→高取山→念仏山→善波峠→ 集　合 JR八高線折原駅　9時10分
弘法山→登山口→秦野駅 交　通 東武東上線池袋駅7時40分発急行小川町行

歩　程 4時間45分 乗車＝終点8時49分着　乗換8時56分発
交通費 バス代320円 八高線高崎行乗車＝折原駅下車
ポイント いにしえの大山古道からお馴染みの弘法山 コース 駅→車山→三品石尊山→物見山→西ノ入

へと歩きます 仙元山（おっぱい山322ｍ峰）→仙元名水→
S　L 樋口光雄 折原駅
協力者 池田典子・邑楽国二郎 歩　程 4時間40分

交通費 約2,100円(池袋駅起点)
ポイント 西ノ入仙元山は通称おっぱい山。芽吹きの

3月26日(土) ４ 筑波山 薬王院へ　 雨天中止 季節に光溢れる里山の歩きです。カタクリと
リーダー 須賀光夫 急登に急下降のコース。おもしろいですよ‼
集　合 つくばエクスプレスつくば駅　8時15分 折原駅にはトイレがありませんので小川町駅
交　通 つくばエクスプレス秋葉原駅7時15分発区間 ですませてください。

快速つくば行乗車＝終点8時8分下車 地　図 2万5千図：寄居・安戸
コース つくばセンターバス停8時30分乗車＝筑波山 協力者 山川和雄・島村昌子
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3月29日(火) ① 石神井川の桜並木　 雨天中止 3月30日(水) ② 千代田区の桜めぐり　 雨天翌日
リーダー 松永孝子 リーダー 大倉昌子
集　合 東武東上線中板橋駅南口改札 集　合 JR中央線飯田橋駅・新宿寄り改札10時30分

10時30分出発 コース 駅→外堀公園→市ヶ谷→靖国神社→北の丸
コース 駅→石神井川沿いの桜→氷川神社→縁切榎 公園→千鳥ヶ淵→国立劇場→桜田門→日比

→中山道板橋→加賀西公園→加賀公園→ 谷公園→有楽町駅
紅葉橋→音無橋→JR王子駅 歩　程 4時間

歩　程 約2時間30分 ポイント 皇居周辺の桜の名所を歩きます。
S　L 金子　敬 協力者 藤原栄子・池田正義・佐野妙子
協力者 石川孝子・猪瀬幸子

3月31日(木) ② 幸手権現堂の桜　 雨天中止
3月30日(水) ① 古河の花桃　里巡りウォーキング リーダー 柴崎　実
リーダー 小峰文子 雨天翌日 集　合 東武線幸手駅東口　9時50分
集　合 JR宇都宮線古河駅　9時 交　通 東武スカイツリーライン北千住駅8時48分発
交　通 JR上野駅7時57分発快速ラビット宇都宮行 準急南栗橋行乗車＝幸手駅9時45分下車

乗車＝古河駅8時51分下車 コース 駅→正福寺→権現堂桜堤→昼食後外野橋
コース 駅→雀神社→渡良瀬川土手→古河花桃公園 →権現堂大噴水→行幸湖→南栗橋駅

→鷹見石記念館→文学会館→古河駅 歩　程 約3時間30分
歩　程 約2時間50分 交通費 約1,000円
交通費 約2,400円　遠方の方は青春18きっぷが得 協力者 柴崎ミチ子・生島丈児・和久井澄江
ポイント 昨年中止になった山行ですが、今年こそ花桃

と梅・桜の見頃に期待してゆっくり歩きます。
協力L 平沢こと・柳田邦之
協力者 天目淳子・石原豊美

明神→ニリン草群生地→上高地BT＝
バスタ新宿

歩　程 27日：約1時間30分、28日：3時間15分
費　用 約42,000円
ポイント 新緑とミドリニリン草の群生、ツバメオモト、

●リーダー平沢こと サンカヨウ他の花々やアルプスの大展望と
温泉を楽しみます。

4月8日（金）～9日（土） 申込み 各山行毎に往復はがきに書式通り(14頁参照)
２ 「秘湯シリーズ」No.92　大沢山温泉 記入して申込み下さい。

青春18きっぷの旅（上越線）　諏訪峡　六万騎山 〒300-2358　　平沢こと
集　合 8日：JR高崎線・上越線新前橋駅　9時40分 つくばみらい市陽光台2-15-2
交　通 JR上野駅⑭7時32分発乗車＝新前橋駅 携帯080-3389-1683 電話･Fax0297-58-9022

9時37分着　乗換＝水上駅下車

コース 駅→諏訪峡ウォーキング→水上駅＝大沢駅 ●リーダー矢澤省三

下車　宿送迎車＝大沢山温泉(泊)＝大沢駅
＝五日町駅下車→六万騎山ハイキング→ 5月13日(金)～14日(土) ４ 西伊豆の山
五日町駅＝水上駅＝東京駅 集　合 13日：JR三島駅北口　9時20分出発(貸切バス)

歩　程 8日：約1時間30分、9日：2時間30分 コース 駅＝旧岩科学校→長者ヶ原遊歩道→
費　用 約18,000円　別途交通費各自払い 雲見温泉＝宿(泊)→長九郎山→西伊豆
ポイント 諏訪峡の渓流を眺めながら周遊コースを歩き 宝蔵院＝三島駅

ます。2日目は六万騎山に咲くカタクリ群生 歩　程 13日：4時間、14日：4時間
地の花々の見頃に期待してゆっくり歩きます。 費　用 16,000円（宿＋貸切バス代）
 集合場所往復の交通費は各自払い。

5月27日（金）～28日（土） ポイント 富士山の展望と棚田の景観。ヤマツツジと
②「秘湯シリーズ」No.93　中の湯 シャクナゲ。18名限定（貸切バス定員）。
北アルプス上高地ウォーキング 宿：西伊豆松崎伊東園ホテル

集　合 27日：JR新宿駅南口バスタ新宿　4F7時 地　図 昭文社：伊豆
交　通 バスタ新宿7時15分発高速バス＝ 申込み 往復はがきで申込み下さい。

上高地大正池下車 〒142-0042　
コース 大正池→田代池→田代橋→河童橋→上高地 品川区豊町4-2-13　矢澤省三

BT＝中の湯バス停下車　宿送迎車＝中の湯 携帯080-1263-8403
温泉(泊)＝中の湯バス停＝上高地BT下車→

申込み可
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　「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。
　山行の申込みをする方は(往復)はがきに必ず左記書
式通りの記入をお願いします。

　

15310～15316 7名(カッコ内は紹介者)

田中 光子 （大室光江）

三井 勇治 （鈴木榮男）

秋山 八重子 （澤井冨士子）

松井 安津子 （川俣美知子）

岩谷 圭子

岡戸 真二

庭野 君子

11月入会のお仲間をご紹介

ポイント達成者（敬称略）

３00ポイント

9592  髙坂 美智子

14856  高橋 庄太郎

250ポイン

10384 新田 和子

350ポイント

14046 名児耶 髙宏200ポイント

10568 伊藤 久保

15104 池田 正義
400ポイント

12895 半澤 秀子

550ポイント

7236 谷 美恵子

50ポイント

15216 長井 久子

15199 岡本 房子

15118 馬場 里美

15057 成田 雅子

15058 成田 雅枝

14492 西尾 千恵子

15150 中村 佐登子

600ポイント

14065 佐々木 節子

800ポイント

14758 清水 勝江

13550 田渕 祥子

1000ポイント

11304 大嶋 閑枝

宿泊山行等の申込みとキャンセルについて

宿泊山行等申込「書式」

１） 山 行 名

２） 期 日 　　　　 　  年　  　　月  　　　日（　　　）

　 ～　　   年　  　　月  　　　日（　　　）

３) 申込者 ４）会番

５） 住所 〒　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６） 生年月日

〔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
　（一般向強以上の参加者のみ記入）

　 ９）緊急連絡先　　　　　　　電話：

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄：

10）1年以内の山行歴(一般向強以上の参加者のみ記入)

　 月　日 日　程

山 行 申 込 書

山　　名 担当リーダー
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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 １，山行中はグループ行動を第一としてください。これ
ります。皆様の積極的なご利用をお待ちしています。 　　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
●奥霧ヶ峰八島高原荘 　　調不良を感じた場合は、出来るだけ早めにリーダ
〒393-0002　長野県諏訪郡下諏訪町東俣10618 　　ーに申し出てください。申し出が遅れれば遅れる

代表　高橋　節子 　　ほど、後に重大事態になり、全体へかける迷惑も大
　 電話0266-58-5355（Fax兼） 　　きくなりかねません。

営業期間　5月～10月 ２，リーダー(先頭者)より前に出ない、協力者(後尾者)よ
　冬季は閉鎖のため事前確認要。 　　り遅れないは原則です。行動中は前の人と後ろの人

電話で申込み時に東ハイ会員であることを申し出 　　に、お互いに声を掛けられる距離を保ってください。
ると、1人1泊につき500円の割引優待が受けられま 　　又後続者が大きく遅れた場合は、「後続者が遅れて
す。到着したら会員証の提示を願います。列車利用 　　いること」をリーダーに届くよう伝言してください。
の場合、上諏訪駅まで迎えに来てもらえます。 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
●尾瀬戸倉温泉ペンション 　　ことを伝えてください。

ヴィラ風花（かざはな） ４，歩行中は自分のペースを守り、自分のペースと山

〒378-0411　群馬県利根郡片品村戸倉445-2 　　行のペースが著しく異なる場合は、遠慮なくリーダ

代表　歸山　武志 　　ーに申し出てください。

電話0278-58-7051　Fax0268-58-7677 ５，万一、体調不良者がでた場合は、リーダーの後ろを

　東ハイ会員4人以上の利用で1人1泊につき500円 　　歩いていただきます。「足が遅いので後ろから行き

の割引優待が受けられます。到着したら会員証を     ます」という人がいますが逆です。リーダーは、その
提示願います。冬季はスキー客に人気のペンション     ような人の歩行力を判断しながら歩きますので、
ですが、年間を通してハイキングにも最適です。     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
●㈲明神館 　　の場合は登りの登山者に道を譲ってください。その
〒390-1520　長野県松本市安曇4468 　　際に、自分の安全第一に、必ず山側に身を置き、

代表　梨子田　満 　　谷側に胸を向け、自分のザックが登山者にぶつか
電話0268-955-2036　Fax0263-955-2037 　　らないように注意してください。

電話で申込み時に東ハイ会員であることを申し出 ７，休憩は他の登山者の邪魔にならない場所でしまし
ると1人1泊につき500円の割引優待が受けられます。 　　ょう、その際、ザックは山側に置き、登山道にかから
到着したら会員証を提示願います。 　　ないよう注意をしてください。
明神池・カッパ橋を巡る上高地散策に最適な旅館で 　　通路は必ず確保しましょう。
す。

東ハイ宿泊施設一覧 山行中のマナーについて

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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