
（３０コース） 　 （３１コース）
頁 　 頁

  2日(木) ２ 日光千手ヶ浜クリンソウ 柴崎　実 3 　   1日(金) ３ 高川山 川嵜英雄 8
  3日(金) ３ 高水三山 直江忠彦 3   〃 〃 ～

渡良瀬遊水歩道 　  4日(月)
　 ウォーキング 綾瀬塩つけ道～

３ 湯河原城山～しとどの窟 松木千恵子 3 　 風車公園へ
鞍骨沢左岸尾根～ 北川尾根～
　 イタドリ沢の頭 　 関八州見晴台
綾瀬古代遺跡と春日の ゴンザス尾根～
　 局ゆかりの地を歩く 　 本仁田山

３ 本郷尾根～神久山 小泉純子 4   5日(火) ３ 麻綿原高原と鯛の浦 矢澤省三 8
  7日(火) ３ 奥多摩むかし道 川嵜英雄 4   6日(水) ３ 日光　大山 大倉昌子 8

水郷佐原のあやめ祭り   7日(木) ① 善福寺川緑地 松永孝子 9
　 と小江戸めぐり   8日(金) ３ 倉岳山 直江忠彦 9

２ 北山公園～八国山緑地 鳥居節男 4 ３ 孫山東尾根～
熊倉山南西尾根～ 　 イタドリ沢ノ頭
　 生藤山 ３ 浅間嶺 荻島二郎 9
茗荷沢右岸尾根～ 狭山丘陵の都立公園
　 三本松山 　 (東大和公園)
塔ノ岳～表尾根～  〃 〃 ～ ２ 小峰文子
　 岳ノ台 　 11日(月) ３ 平沢こと

 〃 〃 ～ 14日(木) ３ 三床山 柴崎　実 9
　 12日(日) ② 桜ヶ丘公園周辺 保倉惠美子 10

多摩川台公園～ ２ 愛宕山～大仁田山 鳥居節男 10
　田園調布～自由が丘 ２ 黒川の谷戸～栗木緑地 中嶋要一 10

４ 生籐山 荻島二郎 5 茗荷沢左岸尾根～
４ 川越山(カンゼ山) 小泉純子 5 　 杉沢の頭

15日(水) ３ 鳶尾山～八菅山 大倉昌子 5 三浦半島№9
② 東京下町の川巡り 松永孝子 5 　 中尾根～畠山
３ 日光高山 柴崎　実 6 ２ 多摩丘陵 会田政子 10
３ 水緑まんぷくコース 中嶋要一 6 ３ 富士山　宝永火口 大倉昌子 10
４ 中尾山 荻島二郎 6 21日(木)～

 〃 〃 ～ 緑の嵯峨野嵐山と 23日(土)
　 19日(日) 　 宇治散策 22日(金)～

黒川清流公園～ 24日(日)
　 高幡不動尊 23日(土) ４ 奥多摩　つづら岩 佐々木　保 11
「花シリーズ」 「花シリーズ」
夕やけ小やけの里 　 大垂水～城山

３ 陣馬山(栃谷尾根) 佐藤　仁 7 ３ 宿谷の滝 小泉純子 11
22日(水) ① 高幡不動尊 会田政子 7 27日(水)～
25日(土) ３ 唐沢山 須賀光夫 7 30日(土)
26日(日) ４ 甘利山と千頭星山 矢澤省三 7 27日(水)～
29日(水) ４ 都留アルプス 大倉昌子 7 31日(日)

29日(金)～ ２ 南アルプス広河原周辺 平沢こと
　●山行の強弱度は下記のように標記します。 30日(土) ３ と夜叉神峠 小峰文子

① ウォーキング １ ３  一般向 29日(金)～
② ウォーキング ２ ４  一般向強 31日(日)
１ 初心者向 ５ やや健脚向 30日(土) ３ 緑のラブレター 須賀光夫 12
２ 一般向弱 ６ 健脚向

山　行　名 リーダー名

②

３

②

②

４

４

６

４

①

２

②

３

3

4

4

20日(水)

24日(日)

佐野満喜子

松木千恵子

日にちと強弱度 山　行　名 リーダー名 日にちと強弱度

5

5

6

6

6

６

５

４

①

16日(土)

17日(日)

8

8

8

8

9

9

9

10

10

11

11

11

11

11

12

12常念岳～蝶ヶ岳 荻島二郎

荒川三山～赤石岳 佐野満喜子

柳田邦之

白馬岳～白馬鑓温泉 加藤正彦

南八ヶ岳 山川美恵子

焼石岳・栗駒山 矢澤省三

３

５

３

３

５

６

佐々木　保

 3日(日)

  9日(土)

10日(日)

尾瀬ヶ原と小至仏山

山川美恵子

渡邊幸一

佐藤　仁

小泉純子

東北の山　栗駒山他 佐野満喜子

４

４

②

4

4

5

5

  5日(日)

18日(土)

12日(日)

  9日(木)

  4日(土)

19日(日)

11日(土)

16日(木)

柳田邦之

男体山 山川美恵子

岩間英之

矢澤省三

佐野満喜子

渡邊幸一

佐野満喜子

加藤正彦

保倉惠美子

須賀光夫

平沢こと

佐々木 保 

７月ハイク６月ハイク

２０２２年６～７月号
（第５６６号）

新会員募集中

6～7月の入会申込金額：2022年9

月まで入会金3,000円＋年会費

2,400円+保険料となります。
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●東ハイ山行強弱度について。１頁で山行名の前の数字は「山行強弱度」です、下記を参照して下さい。

⦿ 3月6日㈰ 「集中山行」を終えて

コロナ感染症が流行以降、会行事は自粛してきました。特に「緊急事態宣言」が発令された時期は「会山行」を全

て中止等緊張感に包まれた時期もありました。「まん延防止等重点措置」が解除され、移動制限もなくなった中で

「集中山行」が実施できたのは大きな喜びでありました。参加頂いた会員さんから「待ちに待った集中山行」とか「お

久しぶりね、元気だった」とか「和気あいあいに楽しい山行」でした等との声も聞かれたと報告されています。今後も

「東ハイ祭り」や「集中山行」等を企画して交流の場を設けていきます。皆様お疲れさまでした。

⦿ リーダー退任の件

松浦利保 №１０８００

同氏は2004年12月より17年間リーダーとして活躍してこられましたが、諸事情によりリーダーを続けることが困難と

なり、退任されることになりました。同氏の最近の活動範囲は、東京を中心とした新規オープンのビルや市場やグ

ルメ山行等を提供して下さいました。また会務においては理事としてご指導を頂くなど東ハイ発展に多大な貢献を

されました。退任にあたっては多くの惜しむ声が寄せられましたが、本人の意思を尊重することになりました。

これまで会のために尽力頂きありがとうございました。今後のご健勝をお祈り申し上げます。

⦿ 協力者退任の件

柴崎ミチ子 №１２８０１ 2000年8月より21年間 夫、実リーダーの協力者として今日まで息の合った安全な山行に

ご協力頂きましたが諸事情により退任することになりました。これまでのご協力に感謝します。

猪瀬幸子 №１１９８３ 2018年1月～4年間、保倉会長の協力者として今日まで安全な山行にご協力頂きましたが

諸事情により退任することになりました。これまでのご協力に感謝します。

お二人の今後のご健勝をお祈り申し上げます。

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

⦿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。

●東ハイでは、日帰り電車山行は申込み不要です。
（健脚向き等で申込制の場合は除く）

集合場所へ直接お越し下さい。その路線の出発

駅もしくは途中駅乗車もOKです。出発時刻に遅

れないよう余裕をもって乗車して下さい。

2



　
 

▼駅で緑の旗　黄色タオル　Ｒのバッジが東ハイの目印

▼会員証、参加票、ポイントカードを必ず持参の事

▼日帰り山行参加費　会員３００円・会員外５００円

　 乗車＝北千住駅着　乗換7時57分発急行南
6月2日(木)  ３ 日光千手ヶ浜クリンソウ 栗橋行乗車＝終点着　乗換8時48分発宇都
リーダー 柴崎　実 雨天中止 宮行乗車＝柳生駅9時2分下車

　　　　集　合 東武線東武日光駅　9時30分 コース 駅→下宮橋→中の島→雷電神社→北水門
交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発館 →想い出橋→東武線板倉東洋大前駅

林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着　 歩　程 約3時間
乗換 7時45分発南栗橋駅行乗車＝終点7時 交通費 約1,640円(浅草駅起点)
56分着　乗換8時3分発東武日光行乗車＝ ポイント 渡良瀬遊水地は栃木､茨木､群馬､埼玉の4
栃木駅8時33分(L合流）＝終点9時18分下車 県にまたがる広大な面積を有し､渡良瀬川、
バス9時45分発湯元温泉行乗車＝赤沼10時 巴波川､思川と3つの河川に囲まれています。
49分下車 協力Ｌ 小峰文子･柳田邦之

コース 　 登山口→小田代ヶ原→千手ヶ浜バス停→ 協力者 石原豊美
　 　 　 　 千手ヶ浜クリンソウ鑑賞→千手ヶ浜バス停＝

　 赤沼下車　乗換＝東武日光駅
歩　程 　 約3時間 6月4日(土)　 ３ 湯河原城山～しとどの窟
交通費 　 フリーパスが得。 リーダー 松木千恵子 雨天翌日
協力者 　 生島丈児・和久井澄江 集　合 JR湯河原駅前　9時40分

交　通 JR上野東京ライン東京駅7時42分発熱海行
乗車＝湯河原駅9時24分下車又は小田急線

6月3日(金)　 ３ 高水三山 雨天中止 新宿駅7時30分発快速急行小田原行乗車＝
リーダー 直江忠彦 終点8時57分着　乗換9時8分発熱海行乗車
集　合 JR御嶽駅　9時20分 ＝湯河原駅9時24分下車
交　通 JR立川駅8時11分発青梅行乗車＝終点8時 コース 駅→成願寺→あじさいの里→城山山頂(土井

43分着　乗換8時58分発奥多摩行乗車＝ 城跡)→椿台→しとどの窟→一の瀬→幕山
御嶽駅9時15分下車 公園バス停＝湯河原駅

コース 駅→関東ふれあいの道→惣岳山→岩茸石山 歩　程 4時間30分
→高水山→軍畑駅 交通費 3,400円(JR東京駅起点)

歩　程 4時間30分 2,460円(小田急線新宿駅起点)
地　図 昭文社：奥多摩 ポイント 土肥実平の菩提寺成願寺にある推定樹齢

900年のビャクシンは天然記念物です。源頼
朝の歴史に残る鎌倉幕府開運街道を辿る。

6月4日(土)　 ②渡良瀬遊水歩道ウォーキング 城山の紫陽花の見頃に期待!!
リーダー 平沢こと 雨天翌日 地　図 昭文社：箱根
集　合 東武日光線南栗橋駅　8時30分 Ｓ　Ｌ 桜井敏子
交　通 東武日光線浅草駅7時33分発①急行館林行 協力者 石田さとみ･鈴木榮男

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

６月
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6月4日(土) ３ 鞍骨沢左岸尾根 　 　 6月7日(火)  ３ 奥多摩むかし道 雨天中止
～イタドリ沢の頭 雨天中止 リーダー　 川嵜英雄

リーダー 佐野満喜子 集　合 　 JR奥多摩駅前　9時40分
集　合 JR高尾駅北口陣馬高原下行バス停　8時 交　通 　 JR立川駅8時21分発青梅行乗車＝終点
交　通 JR新宿駅6時54分発快速高尾行乗車＝終点 8時55分着　乗換8時58分発奥多摩行乗車＝

7時56分下車　バス8時10分発陣馬高原下行 終点9時33分下車
乗車＝川井野8時37分下車 コース 　 駅→旧青梅街道羽黒坂→弁慶の腕抜き岩

コース バス停→鞍骨沢林道→取付点→縦走路合流 　 →小河内ダムバス停＝奥多摩駅
→堂所山→明王峠→矢ノ音→イタドリ沢の頭 歩　程 　 約4時間、約10㎞
→日野バス停＝藤野駅 地　図 　 昭文社：奥多摩

歩　程 4時間30分
交通費 バス代　700円
ポイント 高尾縦走路北側の鞍骨沢左岸尾根から南側 6月9日(木) ②水郷佐原のあやめ祭りと小江戸めぐり

の明王､イタドリ縦走コースを繋いで歩きます。 リーダー　 矢澤省三 小雨決行
地　図 吉備人出版社：高尾山詳細図 集　合 　 JR佐原駅　9時20分
協力者 小松博氏･吉川英男 交　通 　 JR東京駅7時8分発総武線快速成田空港行

　 　 　 　 乗車＝終点8時31分着 乗換8時41分発成田
線銚子行乗車＝佐原駅9時11分下車

6月5日(日)　 ②綾瀬古代遺跡と春日局ゆかりの コース 駅　シャトルバス＝水郷佐原あやめパーク(散
地を歩く 小雨決行 策)＝シャトルバスで佐原駅→忠敬ルート(伊

リーダー 渡邊幸一 能忠敬旧宅等町めぐり・船巡り)→佐原駅
集　合 小田急線海老名駅改札口 9時40分 歩　程 4時間

(時間厳守) 交通費 シャトルバス往復1,000円
交　通 海老名駅東口バス⑥10時発長後行乗車＝ あやめパーク入場料800円、船巡り1,300円

根恩馬下車 ポイント 北総の小江戸をアヤメの季節にめぐります。
コース バス停→神崎遺跡→道庵橋→吉岡遺跡群 協力者 清水十三男

→駒井不動→済運寺→せせらぎ広場(昼食)
→城山公園→綾瀬市役所＝海老名駅

歩　程 約2時間30分 6月11日(土) ２ 北山公園～八国山緑地
交通費 バス代　約600円 リーダー 鳥居節男 雨天中止
ポイント 神奈川のほぼ真ん中に位置する綾瀬市は、 集　合 西武新宿線東村山駅西口　10時

東ハイではほとんど歩かれていない地域で 西武新宿線西武新宿駅9時9分発急行
す。思い切って計画しました。自然と優しさが 本川越行乗車＝東村山駅9時44分下車
感じられる街です。 コース 駅→正福寺→北山公園→八国山緑地→

協力者 細谷博之･五木田悦子 将軍塚→勢揃橋→所沢駅
歩　程 3時間30分
交通費 約700円　　

6月5日(日)　 ３ 本郷尾根～神久山 雨天中止 ポイント 北山公園は、自然豊かな公園で新東京百景
リーダー 小泉純子 に選ばれています。三百種類10万本の花菖
集　合 西武線飯能駅　9時 蒲の開花に期待して。
交　通 西武線池袋駅8時発急行飯能行乗車＝終点 協力者 酒井滋治・田渕祥子・石井昭治

8時48分下車
コース 駅→中央公園→本郷尾根→常磐平→多峯

主山→神久山→飯能駅 6月11日(土) ４ 熊倉山南西尾根～生藤山
歩　程 4時間 リーダー 佐々木　保 雨天中止
ポイント 少々､ヤブあり。ゆっくり歩きます。 集　合 JR上野原駅　バス停8時30分
地　図 吉備人出版社：奥武蔵登山詳細図 交　通 JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝上野原駅
協力Ｌ 加藤正彦 8時25分下車(急いで)　バス8時35分発井戸
協力者 佐伯公子･花崎今朝志･小池敦子 行乗車＝終点8時59分下車

コース バス停→長泉寺→758M→熊倉山→三国峠
●ホームページは毎日ご覧ください →生藤山→山の神→和田バス停＝藤野駅

　担当リーダーから又は本部から会員皆様に「山行 歩　程 約4時間
中止」等お伝えする事があっても、お一人おひとりに 交通費 バス代620円
お伝えできません。どなたが参加するかがわからな ポイント あまり登る人の少ない熊倉山南西尾根から
いからです。その為 ①ホームページは毎日確認し 笹尾根に登り、生籐山から和田へ下ります。
て下さい。又は②担当リーダーへ直接 地　図 　 昭文社：高尾・陣馬
確認して下さいとお伝えしています。 Ｓ　Ｌ 樋口光雄
皆様にはご不便をおかけしますが、 協力者 池田典子・邑楽国二郎
理解ご協力宜しくお願いします。

交　通
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6月11日(土) ４ 茗荷沢右岸尾根～三本松山 6月12日(日) ４ 生藤山 雨天中止
リーダー 佐野満喜子 雨天翌日 リーダー　 荻島二郎
集　合 JR高尾駅北口　陣馬高原下行バス停8時 集　合 JR上野原駅　井戸行バス停8時30分
交　通 JR新宿駅6時54分発快速高尾行乗車＝終点 交　通 JR新宿駅7時5分発中央線快速高尾行乗車

7時56分下車　バス8時10分発陣馬高原下行 ＝終点8時1分着　乗換8時2分発甲府行
乗車＝佐戸8時27分下車 乗車＝上野原駅8時25分下車(急いで)　バス

コース バス停→取付点→494Ｍ→狐塚峠→杉の丸 　 8時35分発井戸行乗車＝終点8時59分下車
→黒ドッケ→大嵐山→三本松山→528M→ コース 　 バス停→佐野川峠→蚕山→三国山→生藤
№77鉄塔→関場バス停＝高尾駅 　 山→茅丸→連行峰→山の神→醍醐丸→

歩　程 5時間 　 醍醐峠→和田バス停＝藤野駅
交通費 バス代870円 歩　程 　 4時間30分　
ポイント 北高尾山陵縦走コースを2回に分けて歩き 交通費 　 バス代670円　

ます｡狐塚峠から東は7月に実施。 地　図 　 吉備人出版社：山梨登山詳細図(東編)
地　図 昭文社：高尾・陣馬 S　　L 星　富士夫・下倉章治
協力者 小松博氏・吉川英男 木村博子

6月11日(土) ６ 塔ノ岳～表尾根～岳ノ台 6月12日(日) ４ 川越山（カンゼ山）　 雨天中止
リーダー 加藤正彦 雨天の場合、翌週18日(土) リーダー 小泉純子
集　合 小田急線渋沢駅北口　バス停②8時 集　合 西武線正丸駅　9時20分
交　通 小田急線新宿駅6時31分発急行小田原行乗 交　通 西武線池袋駅7時35分発急行飯能行乗車＝

車＝渋沢駅7時46分下車　バス8時8分発 終点8時24分着 乗換8時33分発西武秩父行
大倉行乗車＝終点下車 乗車＝正丸駅9時13分下車

コース バス停→大倉尾根→塔ノ岳→表尾根→二ノ コース 駅→旧正丸峠→正丸山→川越山（カンゼ山）
塔→菩提峠→岳ノ台→ヤビツ峠→蓑毛バス →小高山→カメ岩→正丸駅
停＝秦野駅 歩　程 5時間

歩　程 7時間45分 ポイント ゆっくり歩きます。
交通費 1,590円(丹沢・大山フリーパスBキップが得) 地　図 吉備人出版社：奥武蔵登山詳細図
ポイント 　 夏山に向けて急登の大倉尾根から長い蓑毛 協力L 加藤正彦

までを縦走します。 協力者 佐伯公子・花﨑今朝志・小池敦子
地　図 昭文社：丹沢

6月15日（水） ３ 鳶尾山～八菅山 雨天中止
6月11日(土)～12日(日) ４ 男体山 リーダー 大倉昌子
リーダー 山川美恵子 集　合 小田急線本厚木駅　8時30分
問合せ 予告で定員に達しましたので、キャンセル 交　通 小田急線新宿駅7時19分発急行小田原行

待ちで受付けます。 乗車＝本厚木駅8時17分下車 バス8時45分
090-6005-4651 発鳶尾団地行乗車＝終点9時12分下車

コース バス停→金比羅宮跡→展望台→鳶尾山→
八菅神社→一本松バス停＝本厚木駅

6月12日(日) ①多摩川台公園～田園調布～自由が丘 歩　程 4時間
リーダー 岩間英之 雨天中止 ポイント 最古の一等三角点がある鳶尾山から、かって
集　合 東急東横線多摩川駅　10時 山伏修行の修験者で賑わったコース。八菅神
コース 駅→多摩川台公園あじさい園→亀甲山古墳 社は源頼朝や足利尊氏などと縁のある社です

→多摩川台公園古墳展示室→宝来公園 協力者 佐野妙子・藤原栄子・池田正義
→田園調布→東急東横線自由が丘駅

歩　程 2時間
ポイント 多摩川台公園のアジサイに期待して。 6月16日(木) ②東京下町の川巡り 雨天中止

達山敏子 リーダー 松永孝子
集　合 JR京葉線新木場駅　10時30分出発
コース 駅→夢の島公園→夢の島大橋→荒川砂町水

● 黄色のタオルを付けていますか・・? 辺公園→荒川ロックゲート→大島小松川公園
　会では入会時に黄色の東ハイタオルを配布して →旧中川沿い→亀戸中央公園→北十間川→
います。山行時に、例えばリュックに付けたり、寒い 京成線・半蔵門線押上駅
冬季には首に巻いたり、東ハイ会員の目印として、 歩　程 約3時間
確認しやすい方法としてお願いしています。 S　　L 金子　敬
　山行時の人数確認や混雑時の際には、お互いに 協力者 石川孝子
確認しあえる有効な方法と思っています。

協力者

協力者
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6月16日(木) ３ 日光高山 雨天中止 6月18日(土)～19日(日) 　
リーダー 柴崎　実 ２ 緑の嵯峨野嵐山と宇治散策
集　合 東武日光駅　9時30分 リーダー 須賀光夫
交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発館 集　合 18日：JR嵯峨嵐山駅　10時30分

林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着 乗換 交　通 JR東京駅7時3分発ひかり501号岡山行乗車
7時45分発南栗橋行乗車＝終点7時56分着 ＝京都駅9時37分着　乗換9時53分発嵯峨
乗換8時3分発東武日光行乗車＝栃木駅8時 野線亀岡行乗車＝嵯峨嵐山駅10時10分下車
33分(L合流)＝終点9時18分下車 コース 駅→渡月橋→嵯峨野→清滝→仁和寺・御室
バス9時45分発湯元温泉行乗車＝竜頭の滝 会館(泊)→JR花園駅＝JR京都駅＝JR宇治
滝上10時48分下車 駅→宇治橋→大吉山展望台→宇治散策→

コース バス停→高山登山口→高山→分岐→千手ヶ JR宇治駅＝JR京都駅
　 浜熊窪→赤岩→竜頭の滝バス停＝東武 歩　程 18日：約4時間　　19日：約3時間

日光駅 費用 宿泊費　12,000円　　交通費各自
歩　程 約4時間20分 ポイント ほとんどが舗装道路ですがアップダウンはあ
交通費 東武フリーパスが得。 ります。ウォーキングシューズで参加下さい。
協力者 生島丈児・和久井澄江 地　図 係が準備します。

協力者 須賀佐知子
申込み ショートメールで申込んでください。　

6月18日(土) ３ 水緑まんぷくコース 雨天中止 須賀光夫 090-7356-9739
リーダー 中嶋要一
集　合 JR御殿場線東山北駅左側出口　9時
交　通 小田急線新宿駅7時21分発快速急行藤沢行 6月19日(日) ②黒川清流公園～高幡不動尊

乗車＝相模大野駅7時55分着　乗換7時56 リーダー 保倉惠美子 雨天中止
分発小田原行乗車＝新松田駅8時37分下車 集　合 JR中央線豊田駅　10時15分
乗換松田駅8時47分発JR御殿馬線御殿馬行 交　通 JR中央線新宿駅9時11分発快速大月行乗車
乗車＝東山北駅8時51分下車 ＝豊田駅10時1分下車

コース 駅→酒匂川河川敷→ぐみの木近隣公園→ コース 駅→黒川清流公園→新明野鳥の森公園→
般若院→河村城址公園→どんぐり公園→ 駒形公園→高幡橋→高幡不動尊→京王線
洒水の滝→JR山北駅 高幡不動駅

歩　程 3時間10分 歩　程 約3時間
交通費 1,920円（新宿駅起点） 交通費 820円（新宿駅起点）
ポイント 酒匂川沿いを歩き、きれいな空気を吸い、 ポイント 高幡不動尊境内では200種類以上、7,500株

歴史遺産と洒水の滝でマイナスイオンを吸 余りのあじさいが開花します。
って過ごしましょう。舗装道路が大半ですが 梅雨時に咲く鮮やかなあじさいに期待して！
一部山道もあるので滑りにくい靴で。 池田正義・石川孝子

地　図 昭文社：丹沢
協力者 五十嵐靜江

6月19日(日) ３ 「花シリーズ」夕やけ小やけの里
リーダー 柳田邦之 雨天中止

6月18日(土) ４ 中尾山 雨天中止 集　合 JR高尾駅北口　小仏行バス停8時40分
リーダー 荻島二郎　 交　通 京王線新宿駅7時28分発特急高尾山口行
集　合 　 西武線西吾野駅　9時30分 乗車＝高尾駅8時19分下車 バス高尾駅北
交　通 　 西武線池袋駅8時発急行飯能行乗車＝終点 口8時52分発小仏行乗車＝日影下車

　 8時48分着　乗換8時53分発西武秩父線三峰 コース バス停→小下沢林道→野営場→狐塚→
　 口行乗車＝西吾野駅9時20分下車 杉の丸→黒ドッケ→夕やけ小やけの里　

コース 　 駅→坂石山→三社峠→大窪峠→梨本峠→ バス＝高尾駅
　 中尾山→吾野中→吾野駅 歩　程 3時間30分

歩　程 　 4時間20分　 交通費 1,200円（新宿駅起点）
交通費 　 1,250円(池袋駅起点) 地　図 昭文社：高尾・陣馬
ポイント 　 やぶあり、ヤセ尾根あり、岩場ありと変化に 協力L 平沢こと・小峰文子

とんだコースです。 協力者 石原豊美
地　図 吉備人出版社　奥武蔵登山詳細図
Ｓ　Ｌ 星　富士夫・下倉章治

木村博子

協力者

協力者

みりょく

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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地　図 昭文社：甲斐駒・北岳
6月19日(日) ３ 陣馬山(栃谷尾根) 雨天中止 　 協力者  清水十三男
リーダー 佐藤　仁 申込み タクシー手配の為、6月22日までに申込
集　合 JR中央線藤野駅　9時5分 下さい。ショートメール不可、ライン可。
交　通 京王線新宿駅7時40分発特急京王八王子行 メール　yazawa.2745.@docomo.ne.jp

乗車＝北野駅8時19分着 乗換8時22分発高 080-1263-8403
尾山口行乗車＝高尾駅8時32分着　乗換JR
中央線8時45分発甲府行乗車＝藤野駅8時
58分下車　バス9時15分発和田行乗車＝ 6月29日(水) ４ 都留アルプス 雨天中止
陣馬山登山口下車 リーダー 大倉昌子

コース バス停→栃谷園地休憩所→陣馬山登山口 集　合 富士急行線都留市駅　9時
→栃谷尾根→陣馬山→明王峠→矢の音→ 交　通 JR高尾駅7時26分発河口湖行乗車＝都留市
大平小屋→相模湖駅 駅8時35分下車

歩　程 約4時間 コース 駅→蟻山→白木山→長安寺山→天神山→
交通費 バス代240円 展望台→古城山→東桂駅
ポイント 標高300mスタート地点から標高500mまで 歩　程 5時間30分

ひたすら登ります。 ポイント 都留市街に沿って8㎞にわたり標高600m前後
地　図 　 昭文社：高尾・陣馬 の山々が山脈をなし「都留アルプス」と呼ばれ

ています。
協力者 藤原栄子・池田正義

6月22日(水) ①高幡不動尊 小雨決行

リーダー 会田政子
集　合 京王線高幡不動駅　13時30分
交　通 京王線新宿駅12時40分発特急京王八王子

行乗車＝高幡不動駅13時13分下車
コース 駅→高幡不動尊→高幡城址→京王線高幡

不動駅
歩　程 2時間
ポイント 山内八十八ｹ所を紫陽花を愛でながら巡り

ます。昼食を済ませて集合してください。
協力L 荻島二郎

6月25日(土) ３ 唐沢山 雨天翌日
リーダー 須賀光夫
集　合 東武佐野線多田駅　9時40分
交　通 東武線浅草駅7時3分発東武スカイツリー

ライン区間急行館林行乗車＝終点着　乗換
8時55分発東武佐野線葛生行乗車＝多田駅
9時34分下車

コース 駅→諏訪岳→京路戸峠→唐沢山→鏡岩→
東武佐野線堀米駅

歩　程 4時間30分
交通費 2,160円(浅草駅起点)
ポイント 唐沢神社ではたくさんのネコが待っています。
地　図 係が準備します。
協力者 須賀佐知子

6月26日(日) ４ 甘利山と千頭星山 雨天中止
リーダー 矢澤省三
集　合 JR中央本線韮崎駅改札　8時45分
交　通 JR新宿駅7時発特急あずさ1号松本行乗車＝

立川駅7時21分発＝八王子駅7時29分発＝
韮崎駅8時36分下車

コース 駅　タクシー＝広河原→甘利山→大西峰→
千頭星山→大西峰→甘利山→広河原
タクシー＝韮崎駅

歩　程 4時間30分
交通費 タクシー代約2,500円
ポイント レンゲツツジが見頃。

１）山行はグループで行う団体行動ですが、基本的に

は全て自己責任です。

２）東ハイでは「参加票」に万一の場合の「緊急連絡

先」の記入を義務付けていますので、必ず正しくご

記入ください。

３）同行者に迷惑の掛からない様、気を付けると同時

に何らかのスポーツをされ、心肺機能や筋肉の強

化をお勧めします。

４）山行中(集合から解散まで)はリーダーの指示に

従ってください。東ハイには東ハイのルールがありま

す。リーダーはそれに則り進行します。

５）参加した山行のご意見等は遠慮なくリーダーへ申

し出てください。また、直接会事務局に提案の際は

必ず、氏名・会番・住所はご記入ください(それらの

記入のない匿名は受付けられません)。

６）山行に参加される場合は、コースを地図やガイド

ブック等で事前に調べ、コースの状況等を把握して

おいてください。また、山行中は地図を持参し現在

位置の把握や彼方の山名を調べたりしますと、より

楽しいハイキングになります。

山行に関する心構えについて

◆山行参加時の注意！

※一般向強［４］以上の予約山行に参加希望の場合に

は、必ず該当リーダーの通常の日帰り山行に参加し、

足を確認してもらった上でご参加下さい。

※山行強弱度の［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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▼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

7月1日(金) ３ 高川山 雨天中止 7月3日（日） ４ ゴンザス尾根～本仁田山
リーダー 川嵜英雄 リーダー 山川美恵子 雨天中止
集　合 JR初狩駅前　9時 集　合 JR奥多摩駅　8時30分
交　通 JR高尾駅8時1分発甲府行乗車＝初狩駅8時 交　通 JR立川駅7時15分発ホリデー快速おくたま1号

52分下車 乗車＝終点8時22分下車
コース 駅→女坂→山頂→富士急行線禾生駅 コース 駅→ゴンザス尾根取付口→チクマ山→本仁
歩　程 約3時間30分、約7㎞ 田山→コブタカ山→大根ノ山ノ神→鳩ノ巣駅
ポイント 「山梨100名山」「秀麗冨獄十二景」 歩　程 約5時間
地　図 昭文社：高尾・陣馬 ポイント 本仁田山まで急登が続きます。

地　図 吉備人出版社：奥多摩地図詳細図
協力者 山川和雄・島村昌子

7月1日（金）～4日（月） ４ 東北の山・栗駒山他
リーダー  佐野満喜子
申込み 予告で定員に達しましたので締め切りました 7月5日(火) ３ 麻綿原高原と鯛の浦

キャンセル待ちで受付けます。 リーダー 矢澤省三 小雨決行
090-7717-1977 集　合 JR安房小湊駅　10時25分

　 　 交　通 東京駅7時44分発JR総武線快速千葉行乗車
＝終点8時23分着　乗換8時34分発外房線

7月3日（日） ①綾瀬塩つけ道～風車公園へ 上総一ノ宮行乗車＝終点9時20分着　乗換
　  リーダー 渡邊幸一 　 小雨決行 9時23分発安房鴨川行乗車＝安房小湊駅

集　合 相鉄線相模大塚駅改札　10時 10時15分下車
コース 駅→巡礼街道→塩つけ道→蓼川神社→ コース 駅　タクシー＝内浦県民の森→麻綿原高原

地蔵堂→風車公園→子之社→富士塚→ →内浦県民の森　タクシー＝鯛の浦（食事・
とげぬき地蔵→座頭転がし→かしわ台駅 遊覧）→安房小湊駅

歩　程 約2時間 歩　程 2時間
ポイント 綾瀬市の北部は、海老名市・座間市・大和市 交通費 タクシー代は約2,500円、鯛の浦遊覧は950円

そして厚木飛行場に囲まれた場所。神社や ポイント アジサイが一面に咲く高原、鯛の浦遊覧も楽
おもしろい名称などの史跡が連なる楽しい しみ。
コースです。 地　図 2万5千図：上総中野・安房小湊

協力者 細谷弘之・五木田悦子 協力者 清水十三男
　 　

7月3日（日） 4 北川尾根～関八州見晴台 7月6日（水） ３ 日光　大山
リーダー 小泉純子 　 雨天中止 　 リーダー 大倉昌子
集　合 西武線西吾野駅　9時20分 集　合 東武日光駅東口改札　9時20分
交　通 西武線池袋駅7時35分発急行飯能行乗車＝ 交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発館

終点着　乗換8時35分発西武秩父行乗車＝ 林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着　
西吾野駅9時9分下車 乗換7時45分発南栗橋行乗車＝終点7時54　

コース 駅→中組→秋葉岩場→510M→グリーン 分着　乗換8時3分発東武日光行乗車＝終点
ライン分岐→636M→関八州頂上→高山 9時18分下車
不動→萩の平→西吾野駅 コース 駅　タクシー＝霧降高原キスゲ平高原ハウス

歩　程 5時間30分 合柄橋→大山山頂→猫の平→車道→マツク
ポイント 急登、急下降あります。 ラ滝→丁子の滝→玉簾の滝→丸太橋→
地　図 吉備人出版社：奥武蔵登山詳細図 ツツジヶ丘→霧降の滝バス停＝東武日光駅
協力Ｌ 加藤正彦 歩　程 4時間
協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子 ポイント 日光の山々を眺め季節の花々を楽しみます。

霧降の滝は名瀑です。タクシー予約のため、
電話またはFAXで申込みください。

地　図 昭文社：日光
協力者 藤原栄子・池田正義
申込み 090-4712-0896　FAX 03-5247-2940

【安全に登山を】

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。

７月
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7月7日（木） ①善福寺川緑地 7月10日(日) ②狭山丘陵の都立公園(東大和公園）
リーダー 松永孝子 雨天中止 リーダー 佐藤　仁 雨天中止
集　合 JR荻窪駅西口　10時30分 集　合 西武線萩山駅南口広場　8時45分
コース 駅→荻窪の荻→白山神社→光明院→神明 交　通 西武新宿線高田馬場駅7時59分発準急拝島

天祖神社→与謝野公園(与謝野寛・晶子旧 行乗車→萩山駅8時29分下車
住居)→荻外荘公園（近衛文麿旧宅、外観の コース 駅→九道の辻→東村山中央公園→グリーン
み)→角川庭園→善福寺川→善福寺川緑地 ロード10㎞地点→圓乗寺→都立東大和公園
→松ノ木遺跡→大松橋→丸ノ内線 →狭山公園→武蔵大和駅
新高円寺駅 歩　程 2時間40分

歩　程 2時間30分 交通費 750円（高田馬場駅起点）
S　Ｌ 金子　敬 ポイント 雑木林の素晴らしさ。東京で一番長い直線
協力者 石川孝子 道路の一部を歩きます。

7月8日（金） ３ 倉岳山 雨天中止 7月10日（日）～11日（月）
　 リーダー 直江忠彦 ２ ３ 尾瀬ヶ原と小至仏山 小雨決行

集　合 JR梁川駅　9時10分 　 リーダー 小峰文子・平沢こと 　
交　通 JR高尾駅8時24分発大月行乗車＝梁川駅 集　合 10日：JR高崎線新前橋駅　9時

8時57分下車 交　通 JR上野駅7時33分発高崎線籠原行乗車＝籠
コース 駅→立野峠→倉岳山→穴路峠→石仏→ 原駅＝高崎駅＝新前橋駅9時37分着　乗換

鳥沢駅 9時44分発JR上越線水上行乗車＝沼田駅10
歩　程 4時間10分 時21分下車　バス10時40分発戸倉行乗車＝
地　図 昭文社：高尾・陣馬 戸倉乗換＝鳩待峠下車

コース 鳩待峠→山ノ鼻周辺散策→鳩待峠山荘（泊）
３ 宿→原見岩→小至仏山→往路戻る→山

7月9日(土) ３ 孫山東尾根～イタドリ沢ノ頭 荘 ２ 宿→原見岩→分岐→往路戻る→
リーダー 佐々木　保 雨天中止 山荘　合流後バス鳩待峠発＝戸倉乗換＝
集　合 JR相模湖駅　8時20分 沼田駅
交　通 JR高尾駅8時2分発甲府行乗車＝相模湖駅 歩　程 10日：2時間20分

8時11分下車 11日： ３ 3時間30分 ２ 3時間30分
コース 駅→小原宿本陣→取付点→354M→孫山→ 費　用 約14,500円　別途交通費各自払い

大平小屋→矢ノ音→イタドリ沢ノ頭→大沢ノ ポイント 尾瀬ヶ原に咲く花々や雄大な至仏山を眺め
頭入口→藤野駅 楽しみます。小山沢田代に咲くイワカガミ、

歩　程 約4時間 キンコウカなど見頃と思います。
ポイント 静寂に包まれた孫山の東尾根を上る。 地　図 昭文社：尾瀬・至仏山
地　図 昭文社：高尾・陣馬 協力者 石原豊美
S　L 樋口光雄 申込み 往復はがきで申込みください。
協力者 池田典子・邑楽国二郎 参加者にコース表送ります。

〒300-2358 平沢こと
つくばみらい市陽光台2-15-2

7月9日(土) ３ 浅間嶺 雨天中止 080-3389-1683　FAX0297-58-9022
リーダー 荻島二郎
集　合 ＪＲ武蔵五日市駅　8時55分
交　通 ＪＲ新宿駅7時44分発ホリデー快速あきがわ 7月14日(木) ３ 三床山 雨天中止

3号武蔵五日市行乗車＝終点8時51分下車 リーダー 柴崎　実
急いで　バス9時発数馬行乗車＝浅間尾根 集　合 東武佐野線田沼駅　9時40分
登山口下車 交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発館

コース バス停→数馬分岐→藤倉分岐→一本松→ 林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着 乗換
人里峠→浅間嶺→小岩分岐→峠の茶屋→ 7時45分発南栗橋行乗車＝終点7時56分着
時坂峠→払沢の滝入口バス停 乗換8時3分発東武日光行乗車＝栃木駅8時

歩　程 4時間20分 32分着(L合流)　乗換8時56分発高崎行乗車
交通費 バス代1,410円 ＝佐野駅9時11分着　乗換9時21分発葛生行
ポイント 東京都で唯一の村「桧原村」で、奥多摩の山 乗車＝田沼駅9時31分下車

並みを眺め、緩やかな尾根道を歩く。 コース 駅　タクシー＝鹿島神社・登山口→三床山→
地　図 吉備人出版社：奥多摩東部登山詳細図 二床山→一床山→鹿島神社・登山口　
S　L 星　富士夫・下倉章治 タクシー＝田沼駅
協力者 木村博子 歩　程 約3時間

協力者 生島丈児・和久井澄江

9



7月16日(土) ② 桜ヶ丘公園周辺 雨天中止 7月17日（日） ３ 三浦半島№9　中尾根～畠山
リーダー 保倉惠美子 リーダー 松木千恵子 雨天翌日
集　合 小田急永山駅改札口　10時(京王永山駅 集　合 JR逗子駅東口　バス①乗場8時50分

でも可) 交　通 JR横須賀線東京駅7時39分発久里浜行乗車
交　通 小田急線新宿駅9時12分発急行唐木田行 ＝逗子駅8時43分下車　東口バス①9時発南

乗車＝小田急永山駅9時50分下車 郷中学校行乗車＝川久保下車
コース 駅→諏訪北公園→聖ヶ丘遊歩道→大谷戸公 コース バス停→森戸林道ゲート→林道終点→取付

園→都立桜ヶ丘公園→旧多摩聖蹟記念館→ 点→中尾根→南中峠→斜め十字路→№35
馬引沢南公園→電車見橋→小田急永山駅 鉄塔→三国峠→畠山→十三峠→塚山公園

歩　程 約3時間30分 →安針塚駅
交通費 700円（新宿駅起点） 歩　程 4時間30分
ポイント 自然豊かな遊歩道と公園巡りです。多少の 交通費 バス代200円

アップダウンありますが、ゆっくり歩きます。 ポイント 森戸川沿いは樹林帯　渓流など半島随一の
協力者 池田正義・石川孝子 自然が残っています。アップダウンの続く

稜線を畠山へ。三浦按針の墓のある塚山
公園に下ります。

7月16日(土) ２ 愛宕山～大仁田山 雨天中止 S　L 桜井敏子
リーダー 鳥居節男 協力者 石田さとみ・鈴木榮男
集　合 西武線飯能駅　9時30分
交　通 西武線池袋駅8時35分発急行飯能行乗車＝

終点9時24分下車 バス9時45分発名郷行 7月20日(水) ２ 多摩丘陵 雨天中止
乗車＝唐竹橋10時13分下車 リーダー 会田政子

コース バス停→白髭神社→四十八曲峠→愛宕山 集　合 小田急多摩線唐木田駅　9時50分
→大仁田山→上赤沢バス停＝飯能駅 交　通 小田急線新宿駅8時53分発急行唐木田行

歩　程 2時間30分 乗車＝終点9時35分下車
交通費 約2,000円(バス代含、池袋駅起点） コース 駅→よこやまの道→一本杉公園→萩久保
協力者 酒井滋治・田渕祥子・石井昭治　 公園→富士見通り→奈良原公園→鶴牧東

公園→鶴牧西公園→唐木田駅
歩　程 3時間

7月16日（土） ２ 黒川の谷戸～栗木緑地 ポイント 軽登山靴以上で。
リーダー 中嶋要一 雨天中止 協力L 荻島二郎
集　合 小田急多摩線黒川駅　9時30分
交　通 小田急線新宿駅8時32分発急行唐木田行

乗車＝新百合ヶ丘駅9時1分着 乗換9時4分 7月20日（水） ３ 富士山　宝永火口 雨天中止
発小田急多摩線唐木田行乗車＝黒川駅 リーダー 大倉昌子
9時10分下車 集　合 JR御殿場駅　10時15分

コース 駅→汁寄神社→諏訪ヶ岳→谷戸田→真光寺 交　通 JR東海道線新橋駅7時56分発国府津行乗車
公園→栗木緑地→98M三角点標石→常念寺 ＝終点9時6分着　乗換9時10分発沼津行
→栗平駅 乗車＝御殿場駅9時59分下車 バス富士スカ

歩　程 約3時間30分 イライン10時35分発乗車＝富士スカイライン
交通費 700円（新宿駅起点） 新五合目バス停下車

川崎に残された里山コースを歩きます。 コース バス停→新六合目→宝永第一火口縁→
地　図 2万5千図　武蔵府中 新五合目＝御殿場駅
協力者 五十嵐靜江 歩　程 4時間

交通費 バス代1,570円
ポイント 富士山の噴火の跡の凄さを大きな火口の縁

7月16日（土） ３ 茗荷沢左岸尾根～杉沢の頭 を歩いて感じましょう。
リーダー 佐野満喜子 雨天翌日 地　図 昭文社：富士山
集　合 JR高尾駅北口　陣馬高原下行バス停8時 協力者 池田正義
交　通 JR新宿駅6時54分発快速高尾行乗車＝終点

７時56分下車
バス高尾駅北口8時10分発陣馬高原下行
乗車＝佐戸8時27分下車

コース バス停→左岸尾根取付点→349M→494M→
狐塚峠→板当山→杉沢の頭→熊笹山→地蔵
平→駒木野バス停＝高尾駅

歩　程 4時間30分
交通費 バス代530円
ポイント 北高尾山稜縦走コースの2回目です。
地　図 吉備人出版社：高尾山詳細図
協力者 小松博氏・吉川英男

ポイント

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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7月21日(木)～23日(土) ５ 焼石岳・栗駒山 7月24日（日） ３ 「花シリーズ」大垂水～城山
リーダー 矢澤省三 リーダー 柳田邦之 雨天中止
集　合 21日：JR東京駅9時40分発東北新幹線 集　合 高尾駅北口駅前セブンイレブンを右折

やまびこ55号車内 相模湖行バス停　10時
交　通 JR東京駅9時40分発東北新幹線やまびこ55 交　通 京王線新宿駅8時50分発特急高尾山口行

号乗車＝一ノ関駅12時22分着　乗換12時46 乗車＝高尾駅9時47分下車　バス10時17分
分発東北本線盛岡行乗車＝平泉駅12時53 発相模湖駅行乗車＝大垂水下車
分下車 コース バス停→学習の歩道→五差路→防火帯歩

コース 駅→中尊寺・毛越寺→平泉駅＝水沢駅＝ 道→一丁平→城山→小仏峠→小仏バス停
宿(焼石岳温泉ひめかゆ泊)＝焼石岳中沼 歩　程 2時間30分
コース(中沼登山口から往復)＝一ノ関駅前宿 交通費 約1,000円
(東横INN泊)＝栗駒山須川コース(須川温泉 ポイント 高尾にも静かな良い道があります。
から往復)＝一ノ関駅 山野草を見つけながらゆっくり歩きます。

歩　程 21日：2時間、22日：7時間、23日：3時間30分 協力L 平沢こと・小峰文子
費　用 25,000円（宿＋バス＋タクシー）JR往復交通 協力者 石原豊美

費は各自負担。
ポイント 花の名山をたずねます。
地　図 昭文社：栗駒・早池峰 7月24日(日） ３ 宿谷の滝 雨天中止
協力者 清水十三男 リーダー 小泉純子
申込み 往復はがきで5月末までに申込み下さい。 集　合 西武線武蔵横手駅　9時15分

（定員18名） 矢澤　省三 交　通 西武線池袋駅8時発急行飯能行乗車＝終点
〒 142-0042 東京都品川区豊町4-2-13 8時48分着　乗換8時53分発三峰口行乗車
080-1263-8403 ＝武蔵横手駅9時5分下車

コース 駅→北向地蔵→№86鉄塔→あずまや→
宿谷の滝→物見山→日和田山→高麗駅

7月22日（金）～24日（日） ６ 南八ヶ岳 歩　程 4時間
リーダー 山川美恵子 ポイント 涼を求めてゆっくり、のんびり歩きます。
協力者 山川和雄・島村昌子 地　図 吉備人出版：奥武蔵詳細図
申込み 予告で定員に達しましたので、キャンセル 協力L 加藤正彦

待ちで受付いたします。 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
090-6005-4651

7月27日(水)～30日(土) ５ 白馬岳～白馬鑓温泉
7月23日(土) ４ 奥多摩　つづら岩 雨天中止 リーダー 加藤正彦
リーダー 佐々木　保 集　合 27日：新宿都庁大型バス駐車場　22時30分
集　合 JR武蔵五日市駅　①藤倉行バス停8時30分 交　通 27日：23時発毎日アルペン号栂池高原行乗
交　通 JR立川駅7時44分発武蔵五日市行乗車＝ 車＝6時頃白馬猿倉下車

拝島駅7時56分＝終点8時14分下車　バス コース バス停→大雪渓→白馬山荘→白馬岳→白
8時40分発藤倉行乗車＝千足9時5分下車 馬山荘(泊)→丸山→杓子岳→鑓ケ岳→白馬

コース バス停→林道終点→天狗滝→綾滝→つづら 鑓温泉小屋(泊）→猿倉＝白馬駅前バス停
岩→鶴脚山→茅倉→とうげん橋バス停＝ 15時30分発毎日アルペン号新宿行乗車＝
武蔵五日市駅 20時30分頃新宿駅西口着予定

歩　程 3時間50分 歩　程 28日：6時間15分、29日：5時間、
交通費 バス代980円 30日：3時間40分
ポイント 涼を求めて千足沢コースの滝をめぐり、千足 費　用 44,000円(毎日アルペン号往復、小屋2泊他)

尾根コースを周回する。 ポイント 大雪渓を登り鑓温泉を楽しむ。アイゼン必携
地　図 昭文社：奥多摩 夜行バスが苦手な人は、猿倉山荘に前泊し
S　L 樋口光雄 て28日6時30分頃合流可。相談して下さい。
協力者 池田典子・邑楽国二郎 地　図 昭文社：白馬岳 （定員10名）

申込み 5月27日までに往復はがきで申込みください。
〒252-0325　加藤正彦
相模原市南区新磯野3-7-2-301
046-257-6567 夜6時～8時

7月27日（水）～31日（日） ６ 荒川三山～赤石岳
リーダー 佐野満喜子
申込み 予告で定員に達しましたので締め切りました。

キャンセル待ちで受付けます。
090-7717-1977

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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分発JR大糸線信濃大町行乗車＝穂高駅
7月29日（金）～30日（土） 　 10時21分下車　タクシー＝ヒエ平登山口

２ 南アルプス広河原周辺　夜叉神峠 コース 登山口→常念小屋（泊）→蝶槍→蝶ヶ岳
リーダー 平沢こと・小峰文子 ヒュッテ（泊）→徳沢ロッジ→白沢出会→
集　合 29日：JR甲府駅　9時30分 上高地バスターミナル＝新宿駅
交　通 JR新宿駅6時48分発中央特快高尾行乗車＝ 歩　程 29日：4時間55分　30日：5時間10分　

終点7時31分着　乗換7時41分発小淵沢行 31日：5時間
乗車＝甲府駅9時21分下車　バス10時5分発 費　用 35,500円(山小屋代2泊、帰路バス代)
広河原行乗車＝終点下車 往路電車、タクシー代各自払い。

コース 広河原→分岐沢コース周辺→広河原バス停 ポイント コロナ禍で山小屋の予約受付の人数制限
＝芦安駐車場下車→南アルプス温泉ロッジ がありますのでご了承下さい。
(泊)＝夜叉神峠入口→夜叉神峠 往路戻る 地　図 昭文社：槍ヶ岳・穂高岳
＝甲府駅 申込み 往復はがきで申込み下さい。

歩　程 29日：1時間35分　30日：1時間40分 〒192-0005 八王子市宮下町561 荻島二郎
費　用 約15,500円　別途交通費各自 090-4529-3506　FAX042-691-4650
ポイント 広河原沢コース周辺に咲くハナシノブ他花々

に期待して。夜叉神峠山頂よりの展望は素晴
らしいです。 7月30日(土) ３ 緑のラブレター 雨天翌日

地　図 昭文社：北岳・甲斐駒 リーダー 須賀光夫
協力者 石原豊美 集　合 JR中央線藤野駅　9時40分
申　込 往復はがきで早めに申込み下さい。 交　通 JR中央線新宿駅8時26分発中央特快高尾行

参加者にコース表送ります。 乗車＝終点9時9分着　乗換9時24分発中央
〒300-2358　 平沢こと　 本線甲府行乗車＝藤野駅9時36分下車
つくばみらい市陽光台2-15-2 コース 駅→石楯山→一本松山→京塚山→

080-3389-1683 📞FAX0297-58-9022 緑のラブレター→藤野駅

歩　程 4時間、約10Km
交通費 1,980円（新宿駅起点）

7月29日(金)～31日(日) ５ 常念岳～蝶ヶ岳 ポイント 電車から見える「緑のラブレター」を
リーダー 荻島二郎 めざします。
集　合 29日：JR大糸線穂高駅　10時30分 地　図 係が準備します。
交　通 JR中央線立川駅7時21分発特急あずさ1号 協力者 須賀佐知子

松本行乗車＝終点9時38分着　乗換9時55

１，山行中はグループ行動を第一として下さい。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下さい。

２，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、後に事態が悪化し全体にか

ける迷惑も大きくなります。

３，リーダー(先頭者)より前に出ない。協力者(最後

尾)より遅れないは原則です。行動中は前の人と

後ろの間に、お互いに声を掛けられる距離を

保って下さい。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

伝言して下さい。

４，列を離れる時は、リーダーに申し出て了解を得

て行動し、帰列したらリーダーに「帰列」の事を必

ず伝えてください。

５，歩行中は自分のペースを守り体力の消耗を防ぎ、

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出て下さい。

６，万一、体調不良の場合は、リーダーの後ろを歩

いてもらいます。「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

のような方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。

７，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。

その際は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。

８，休憩は他の登山者の邪魔にならない場所で行

いその際は、ザックは山側に置き、登山道は必

ず確保しましょう。

山行中のマナーについて

12



申込み 往復はがきで申込下さい。
〒135-0015　江東区千石2-11-5-804
佐野満喜子　090-7717-1977

●リーダー山川美恵子

8月5日（金）～8月8日（月）
６ 黒部五郎岳

問合せ 予告で定員に達しましたので、キャンセル待
ちで受け付けます。
山川美恵子　090-6005-4651 　 　

　

●リーダー平沢こと
9月25日（日）～26日（月）

１ 北アルプス立山の紅葉 　
「秘湯シリーズ」No.94みくりが池

集　合 25日：JR新宿駅　⑩7時50分
交　通 JR新宿駅8時発あずさ5号南小谷行乗車＝

信濃大町駅下車＝バス扇沢＝黒部ダム＝
黒部湖＝黒部平＝大観峰＝立山室堂

コース 室堂周辺をトレッキング→みくりが池宿(泊)→  
室堂周辺トレッキング→室堂バスターミナル 　
＝美女平＝富山駅

歩　程 25日：約40分　26日：1時間30分
費　用 約18,000円　現地までの交通費は各自払
ポイント 黒部湖～室堂～立山周辺～美女平の素晴ら  

しい紅葉を楽しみます。朝ゆっくりの出発です
地　図 昭文社：剣・立山
申込み 往復はがきで早めに申込下さい。  

〒300-2358　 平沢こと　
つくばみらい市陽光台2-15-2
080-3389-1683 📞FAX0297-58-9022

●リーダー佐野満喜子

8月7日(日)～10日(水)
６ 北アルプス・白馬岳～朝日岳

問合せ 予告で定員に達しましたので締め切りました。
佐野満喜子　090-7717-1977

9月30日（金）～10月2日（日）
６ 涸沢の紅葉とテント泊を楽しむ

集　合 30日：JR松本駅改札口　9時50分
交　通 JR新宿駅7時発特急あずさ1号松本行乗車

＝終点9時38分下車　タクシー＝上高地
コース 上高地→明神→徳沢(テント泊)→横尾→

本谷橋→パノラマコース周遊→涸沢ヒュッテ
(泊)→パノラマコース→中畠新道分岐→
新村橋→徳沢（テン場）→上高地＝松本駅

歩　程 30日：2時間30分　1日：7時間　2日：7時間
費　用 実費精算（タクシー、小屋、テン場代）

往復のJRは各自
ポイント 楽しいテント泊と涸沢の素晴らしい紅葉を楽

しみ、山小屋に1泊して山が最も美しく見える
モルゲンロートにきっと感動するでしょう！

地　図 昭文社：槍ヶ岳・穂高岳

申込み可

染谷 珠惠 （池田 正義）

田﨑 新市 （ 々 ）

伊藤 文夫 （ 々 ）

伊藤 晶子 （ 々 ）

吉田 純子 （ 々 ）

野村 美緒 （ 々 ）

野崎 和子 （白鳥 恒子）

酒井 重典 （小泉 純子）

間篠 善一 （中里るみ子）

本多 敦子 （ 々 ）

庄 とし江 （小山マスヲ）

鎌田 照子 （池田 典子）

中里 るみ子 廣田 洋子

道下 恭子 山中 洋子

草野 ハツ江 原田 明江

滑志田 ひとみ 柏本 昭夫

清水 与智子 倉本 勲

４月入会のお仲間をご紹介（敬称略）

ポイント達成者（敬称略）

３00ポイント

13993 田村 洋子

250ポイン
15104 池田 正義

650ポイント

13485 斉藤 貞子

50ポイント

14969 小松 博氏

15270 入江 和子

100ポイント

15262 鈴木 榮男

15124 猪股 孝子

14998 永井 美沙子

15121 牧 美智子

450ポイント
9306 酒井 滋治

750ポイント

14039 伊藤 彰彦

15323～15344 ( カッコ内は紹介者 )
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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
提携を行っております。
皆様の積極的なご利用をお待
ちしています。
●㈲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　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。

●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。

●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。

　「申込みの必要な山行」は必ず上記の「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。

東ハイ提携宿泊施設一覧

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

書籍名：星空 著者：杉田博昭様

発行所：風詠社

小説の概要は、根っからハイキング好き

の人物が、引きこもりから脱却するため

に、一念発起して新聞配達の仕事に取

り組む姿を描いた作品です。これは著者

が「長年、思い出深いハイキングに傾倒

していたからこそ、書けた小説でもありま

す」と述べられています。お読みになりた

い方は事務局にご一報ください。

⦿書籍をご恵贈いただき誠にありがとう

ございました。

加藤啓子様 №１４３６０ 金三千円

会の事業において益々前進できますよう、

お志を使わせて頂きます。

⦿寄付金を頂きました。
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　①山行中止等のお知らせがお持ちの携帯・スマホやPCに無料受信できます。
　②メールアドレスを登録してホームページの

「新しい情報」をメールで自動で受信できます。

　③いつでも「自動受信を解除」できます。

② 「登録」を

クリック

自動受信の解除方法

④ 返信メールの「フォローを確認」をクリック

・メールの末尾にある

「購読を解除」リンクをク

リック

・メール末尾にある「購

読を管理」のリンク先か

ら購読を解除

何れかで解除できます

皆さん(会員)への会(リーダー)からの
お知らせは「自動受信」が解決します

① 自動受信した

い携帯・スマホや

ＰＣのメールアド

レスを入力して

リーダーや会の

「お知らせ」と

「活動報告」を自

動受信できます。

➂

「返信メール」

を受信します。

⑤ 自動受信が始まり情報の確認ができます

無料です

再開するには

時間がかかりま

す。ご注意下さい

15
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特定非営利活動法人／東京都山岳連盟加入団体

東京ハイキング協会（創立・昭和48年9月28日）

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-52-10-301

電話：03-3891-2280 FAX：03-3805-8761

Email haiking@topaz.bforth.com ホームページ http://www.t-hi.jp

  
 

 

 

 

 街歩きから健脚向まで、８段階のコースがあり、ご自分にあった 

コースが選べます。会員は各コース参加自由です 

 日帰りコースは主に東京を中心とした近郊です 

 100、200、300名山の縦走コースもあります 

 

入会金 3,000円 

年会費 
4～9月に入会 10～翌年 1月に入会 

2,400円 1,200円 

年齢 64歳以下 65歳以上 64歳以下 65歳以上 

保険料 1,900円 1,250円 1,900円 1,250円 

合計 7,300円 6,650円 6,100円 5,450円 

 

 

 氏 名 ： 

住 所 ： 

電  話 ： 

生年月日 ：西暦    年    月    日    男・女 

紹 介 者 ：会員 No.             無し リーダー 

ハイキング 

登   山 の会員募集 

★入会時の費用 

★お申込みご希望の方は、記入の上ＦＡＸまたは郵送でお申込みください。  

ご案内をお送りいたします。 

★参加費 ・日帰り 300 円 ・1 泊以上 600 円 

 

東京ハイキング協会ではハイキングや登山を楽しんでいらっしゃる方

を募集しています。活動を通じてお友達になりませんか？ 

 

NPO 法人 
東京ハイキング協会 

※２月.３月は保険加入の都合上新入会はありませんが、お振込みがあった場合は４月入会になります。 

※保険は年度払いです。他の保険加入の方も入っていただきます。 

〒 
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