
（２２コース） 　 （３１コース）
頁 　 頁

 1日(月) ３ 夏の蔵王山 　 ② 三殿台遺跡 渡邊幸一 7
 ～2日(火)  （熊野岳～刈田岳） ２ 日光　外山 柴崎　実 7
 3日(水) ⦿ 【リーダー会】 ３ 奥武蔵　檥峠越 矢澤省三 7
 4日(木)  ② 渡良瀬遊水地散策 柴崎　実 4 ５ 屏風岩山～権現山 加藤正彦 7
 5日(金)～  6日(火) ３ 松生山～払沢ノ峰 佐野満喜子 7
 8日(月) ３ 湘南アルプス 須賀光夫 7
 6日(土) ３ 小峰公園～金剛の滝 佐々木　保 4 ３ 子の権現～竹寺 佐々木　保 8

はるひ野～ ３ 網代城山 荻島二郎 8
若葉台公園巡り  〃 〃 ～

２ 阿須丘陵七国 小泉純子 4  11日(日)
２ 高尾山 柳田邦之 4 ２ 八重山 柳田邦之 8

 〃 〃 ～ 北アルプス ３ 生藤山～茅丸 佐藤　仁 8
 10日(水)  白馬岳～朝日岳 14日(水) ３ 日光　滝めぐり 大倉昌子 8
13日(土) ３ 神戸岩と滝めぐり 佐々木　保 4 鷲宮コスモス

城山北東尾根～ 　 ふれあいロード
 いろはの森 谷保天満宮

３ 杉沢の頭 荻島二郎 5 ～根川緑道
17日(水) 御岳　奥の院～ ３ エノクボ山～不動山 中嶋要一 9

 綾広の滝 ３ 石老山 松木千恵子 9
19日(金)～ 奥日光　小峠～ ３ 高麗峠 小泉純子 9
 20日(土)  戦場ヶ原トレッキング 酔芙蓉小道と

２ 加冶丘陵 鳥居節男 5 河村城址公園
３ 大塚山とレンゲショウマ 荻島二郎 5 ４ 蕨山 山川美恵子 9

21日(日) ５ 畦ケ丸 加藤正彦 6 19日(祝)～ 北ア　 立山の紅葉と
25日(木) ② 日光湯の湖～赤沼 柴崎　実 6 　 20日(火) 　　　　みくりが池

２ 小原宿～嵐山 松木千恵子 6 ① 立会川ウォーク　№２ 松永孝子 10
３ 鋸山と日本寺 須賀光夫 6 ３ 高松山 直江忠彦 10
３ 霧ヶ峰　車山 山川美恵子 6 ３ 日出山～大塚山 川嵜英雄 10
４ 伊豆ヶ岳 小泉純子 6 23日(祝)～

30日(火) ３ 高尾山でブナを見る 川嵜英雄 6 　 24日(土)
３ 多峯主山～巾着田 鳥居節男 10

⦿東ハイでは、日帰り山行は申込み不要です。 ３ 五台山尾根～浅間尾根 佐々木　保 11
（健脚向き等で申込制の場合は除く） ① お鷹の道 保倉惠美子 11

集合場所へ直接お越し下さい。その路線の出発駅もしく ２ 多峯主山～巾着田 平沢こと 11
は途中乗車もOKです。出発時刻に遅れないよう余裕を ４ 二子山 小泉純子 11
もって乗車下さい。 　 28日(水) ４ 奥武蔵　蕨山 大倉昌子 11

「遅れます」と連絡を受けても電車・バスの時刻等により 29日(木) ⦿ 【理事会】
お待ちできない場合は出発しますのでご承知下さい。 30日(金)～ ６ 涸沢の紅葉とテント泊

　 10月2日(日) を楽しむ
●山行の強弱度について

山行名の前に、数字でその山行の強弱度を
下記のように標記します。詳細は下記に掲載。

① ウォーキング １ ３  一般向
② ウォーキング ２ ４  一般向強
１ 初心者向 ５ やや健脚向
２ 一般向弱 ６ 健脚向

平沢こと

15日(木)

14日(日)
佐野満喜子

24日(土)

25日(日)

佐野満喜子

荻島二郎大源太山
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 7日(日)
渡邊幸一

大倉昌子
 4日(日)

黒部五郎 山川美恵子

10日(土)

17日(土)
保倉惠美子

大倉昌子

18日(日)

佐野満喜子

11日(日)
佐野満喜子

丹波天平～飛龍山

４

8

9

9

9

10

10

柴崎　実

平沢こと

矢澤省三

５

②

②

３

１

3

4

4

4

5

６

②

６

３

４

２

5

5

27日(土)
21日(水)

28日(日)

20日(土)

日にちと強弱度 山　行　名 リーダー名 日にちと強弱度 山　行　名 リーダー名

９月ハイク

⦿東ハイ事務所には専任の人はおりません
通常は留守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。

８月ハイク

２０２２年８～９月号
（第５６７号）

新 会 員 募 集 中
8～9月の入会申込金額：入会金

3,000円＋年会費2,400円+保険料

となります。
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⦿【 2022年度通常総会報告 】

2022年度通常総会が６月1日(水)国立オリンピック青少年センターに於いて開催されました。
総会は構成員である正会員の出席は21名、委任状による欠席は10名、正会員総数の過半数が出席しており、
総会が有効に成立したことの報告から開始しました。
議長に佐々木理事を選出、書記に川嵜理事、議事録署名人に松永理事と松木理事を選任して議事に入りました。
議事は正会員に事前配布されている議案に従って進められ、何れも原案通り承認されその要約は次の通りです。

1号議案   
2021年度事業報告・活動収支決算報告・業務会計監査報告について
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、ウォーキング等を258コース実施し延べ6255名が参加
しました。期間中に新型コロナウイルスの感染拡大により、2021年4月3日～5月11日に一都三県にまん延防止等
重点措置が発令された期間中の山行は、リーダー判断としました。8月2日～9月30日には、緊急事態宣言が発令
され、会山行は全て中止としました。これらの影響にも係らず殆どの項目で昨年を上回ることができました。
東ハイ祭りは、中止しましたが代替に本部山行を実施しました。又、集中山行は予定通り3月6日に飯能地区で開
催しました。会報は山行情報を中心に年6回発行しました。
業務監査については、2021年度事業報告書及び計算書類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 
 2022年度事業計画案・収支予算案について
「キャンペーンの実施」、例年年度末に行う「春の得々キャンペーン」の実施に連動したホームページ・会報・チラシ
・お試し券の活用を計ります。各種小委員会を必要に応じて開催して問題点の解決にあたります。
収支予算案については、原案通り承認されました。
尚、役員任期が２年のため、今年度は役員の変更はありません。 

⦿【春の得々キャンペーン】結果報告
2月1日～5月31日までの【春の得々キャンペーン】は、昨年の倍以上の63名の新たなお友達が入会されました。
会員の方々のご努力に感謝いたします。本当にありがとうございました。引き続きお友達のご紹介をお願いします。
会としては、山行数の増加はもちろん、山行の内容等の充実にも努めてまいります。尚、歩くことが好きで、東ハイの
入会を考えているお友達がいらっしゃいましたら、非会員として体験参加ができることをお伝え下さい。
但し、日帰り山行のみでレベルは［３］以下、参加は2回まで、参加費は500円です。
非会員の参加票はリーダーが山行時に持っています。

⦿【東ハイ祭り】について
会最大の行事である東ハイ祭りは「11月12日(土)都立 光が丘公園」の予定です。コロナ感染症の状況予測は
困難な中、開催可能か否かも分かりませんがその時の状況に応じて開催します。
尚、その都度ホームページに掲載しますので、こまめなチェックをお願いします。

⦿会田リーダーは体調をくずされ暫く山行を休みます

⦿ホームページは毎日ご覧ください
担当リーダーから又は本部から会員皆様に「山行中止」等お伝えする事があっても、お一人おひとりにお伝え

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担当リーダーへ直接確認して下さい、とお伝えしています。

皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力宜しくお願いします。

本部からのお知らせ
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●東ハイ山行強弱度について。

１頁の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。

　※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 ランクアップします。
　　 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 ランクアップします。
　※[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。
　　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、①②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
 　 靴以上で参加して下さい。

 　 ◎山行コース記事の記号について
〇内数字は、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、バス停番号です。札所巡りでは
札所番号を示します。地名間の＝は乗物による移動、→は歩行、△は三角点です。

 　 ◎予約山行の申込みについて
特記事項のない限り、必ず本号１３ページに示した「書式」の通り記入して、担当リーダー宛に申込み下さい。

 　 ◎山行参加時の注意点
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くださるよ
うお願いいたします。
　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)経験をし自信を無くした場合は、山行の強弱度
を１ランク下げて、頑張れる無理のない山行に参加してご自分の実力を確認してみましょう。

交通費 夜行バス片道6,000円　ロープウエイ1,500円　
8月1日(月)～8月2日(火) ３ 夏の蔵王山 と帰路の新幹線は各自払い。

（熊野岳～刈田岳） ポイント 夏の蔵王山の展望と高山植物を楽しみましょ
リーダー 大倉昌子 う。夜行バス予約の為７月10日までに申込み
集　合 1日：東京駅　23時10分 下さい。
交　通 東京駅23時20分発夜行バス乗車＝蔵王温泉 地　図 昭文社：蔵王

駅6時20分下車　ロープウエイ＝蔵王山頂駅 申込み 往復はがきで申込みください。
コース 駅→地蔵山→熊野岳→鳶尾山→馬の背→ 〒132-0035　江戸川区平井7-3-1-1113

刈田岳→イロハ沼→樹氷高原駅→蔵王温泉 大倉昌子
バス停＝山形駅 090-4712-0896　📞FAX03-5247-2940

歩　程 5時間

８月
▼駅で緑の旗 黄色タオル Ｒのバッジが東ハイの目印

▼会員証、参加票、ポイントカードを必ず持参の事

▼日帰り山行参加費 会員３００円・会員外５００円

強 弱 度 歩 程 時 間 備　　　　　　　　　　考

① ウ ォ ー キ ン グ ３ 時 間 以 内 アップダウンの少ない平坦なコース

② ウ ォ ー キ ン グ ３ 時 間 以 上 アップダウンの多い郊外も歩くコース

[１] 初 心 者 向 ２ ～ ３ 時 間 初めての山歩き等、ゆっくり歩くコース

[２] 一 般 向 弱 ３ ～ ４ 時 間 良く整備されたコース

[３] 一 般 向 ３ ～ ５ 時 間 比較的整備されたコース

[４] 一 般 向 強 ４ ～ ６ 時 間 歩程が長く急な登降もあるコース

[５] や や 健 脚 向 ５ ～ ７ 時 間 高度差が大でヤセ尾根、ヤブ等もあるコース

[６] 健 脚 向 ６ 時 間 以 上 かなりの経験と体力を要するコース

東
ハ
イ
山
行
強
弱
度
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秋葉大権現→休憩所→三郡坂→阿須バス
8月3日（水）リーダー会　13時～15時 停＝飯能駅

日暮里中央会館 歩　程 約3時間30分
ポイント 森林浴をしながら尾根歩きを楽しむ。

　 協力Ⅼ 加藤正彦
8月4日(木) ② 渡良瀬遊水地散策 雨天中止 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
リーダー 柴崎　実

　　　　集　合 JR宇都宮線野木駅　10時
交　通 JR上野駅8時46分発宇都宮行乗車＝野木駅 8月7日（日） ２ 高尾山 雨天中止

9時54分下車 リーダー 柳田邦之
コース 　 駅西口→松原大橋→渡良瀬遊水地コウノトリ 集　合 京王線高尾山口駅　9時20分
　 　 　 　 交流館→なまいふるさと公園→コウノトリ人工 交　通 京王線新宿駅8時10分発特急高尾山口行

　 巣塔→生井桜つつみ→大杉神社→石川橋 乗車＝終点9時8分下車
→生井つつみ→人工巣塔→松原大橋→ コース 駅→ケーブル＝山上駅下車→薬王院→裏道
野木駅 →高尾山→裏道→かしき谷園地→3号路→

歩　程 　 約4時間 2号路→病院道→高尾山口駅
協力者 　 生島丈児・和久井澄江 歩　程 2時間30分

交通費 780円（新宿駅起点）他ケーブル代490円
ポイント 登りはケーブルで、涼しい3号路を下ります。

8月5日（金）～8日（月） ６ 黒部五郎岳 地　図 吉備人出版社：高尾山登山詳細図
リーダー 山川美恵子 協力Ⅼ 平沢こと・小峰文子

予告で定員に達しましたのでキャンセル待ち 協力者 石原豊美
で受け付けます。
090-6005-4651

8月７日（日）～8月10日（水）
６ 北アルプス 白馬岳～朝日岳

8月6日（土） ３ 小峰公園～金剛の滝 雨天翌日 リーダー 佐野満喜子
リーダー 佐々木　保 予告で定員に達しましたので締め切りました。
集　合 JR武蔵五日市駅　9時50分 参加者には計画書を送ります。
交　通 JR立川駅8時59分発武蔵五日市行乗車＝

拝島駅9時23分＝終点9時41分下車
コース 駅→都立小峰公園→広徳寺分岐→金剛の滝 　 8月13日(土)  ３ 神戸岩と滝めぐり 雨天翌日

→沢戸橋→武蔵五日市駅 リーダー　 佐々木　保
歩　程 約3時間20分 集　合 　 JR武蔵五日市駅　①バス停10時
ポイント 小峰公園に咲くヤマユリと金剛の滝の涼感と 交　通 　 JR立川駅9時8分発青梅行乗車＝拝島駅9時

イワタバコに期待。 19分着　乗換9時23分発武蔵五日市行乗車
地　図 昭文社：奥多摩 ＝終点9時41分下車　バス①10時8分発藤倉
S　L 樋口光雄 行乗車＝神戸岩入口10時39分下車
協力者 邑楽国二郎 コース 　 バス停→神戸岩→神戸岩入口バス停→天

　 狗滝→綾滝→天狗滝→払沢の滝→払沢の
滝入口バス停＝武蔵五日市駅

8月７日（日） ② はるひ野～若葉台公園巡り 歩　程 　 約3時間10分
リーダー 渡邊幸一 小雨決行 交通費 バス代1,100円
集　合 京王相模原線若葉台駅　10時 ポイント 東京都天然記念物神戸岩は、梯子や鎖場が
コース 駅→若葉台公園→やまざくら公園→黒川 あり、ちょっとしたアドベンチャー気分を楽しめ

よこみね緑地→黒川池谷戸緑地→海道ひ る。暑い夏は滝をめぐり、ゆっくり楽しみます。
だまり公園→はるひ野駅 S　L 樋口光雄

歩　程 約3時間 協力者 邑楽国二郎
ポイント 東京都と神奈川県の境界を挟んで広がる

5つの公園・緑地を巡ります。
協力者 細谷弘之・五木田悦子

8月７日（日） ２ 阿須丘陵七国 雨天中止
リーダー 小泉純子
集　合 西武線飯能駅南口　西武バス停8時40分
交　通 西武線池袋駅7時47分発急行飯能行乗車＝

終点8時35分下車　南口西武バス
8時45分発東青梅行乗車＝阿須下車

コース バス停→旧上州道→七国広場→見晴台→

かのといわ

【夏の水分補給 その１】

「熱中症」「脱水症状」の予防で大切なの

は水分補給だということは皆さんご存じで

すね。

①登山開始前に必ず水分を補給しましょう。

②登山中はこまめに水分補給をしましょう。

のどが渇く前に摂るのかベストです。
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乗換8時25分発東武日光行乗車＝終点10時
8月14日(日) ３ 城山北東尾根～いろはの森 6分下車　バス 湯元行乗車＝終点下車
リーダー 佐野満喜子 雨天中止 コース バス停→金精道路→小峠→往路戻る→湯元
集　合 JR高尾駅北口　小仏行バス停8時20分 バス停→光徳温泉(泊)→光徳入口→小田代
交　通 JR高尾駅北口　②バス8時32分発小仏行 橋→赤沼茶屋→竜頭の滝バス停＝日光駅

乗車＝日影下車 歩　程 19日：1時間45分　20日：2時間30分
コース バス停→城山北東尾根→城山→展望台→ 費　用 約17,200円　別途交通費各自払い。

高尾山→いろはの森コース→日影バス停＝ ポイント 初秋の花々を求めて、男体山を間近に見なが
高尾駅 らゆっくり歩きます。

歩　程 4時間 地　図 昭文社：日光 白根山・男体山
ポイント 暑さ対策と水は多めに用意を!! 協力Ｌ 小峰文子
地　図 昭文社：高尾・陣馬 協力者 石原豊美
協力者 小松博氏・𠮷川英男 申込み 参加者にコース表送ります。

早めに申込み下さい。
〒300-2358 つくばみらい市陽光台2-15-2

8月14日(日) ３ 杉沢の頭 雨天中止 平沢こと　📞0297-58-9022
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

30分 8月20日(土) ２ 加治丘陵 雨天中止
交　通 京王線新宿駅7時28分発特急高尾山口行 リーダー 鳥居節男

乗車＝高尾駅8時19分下車　バス高尾駅 集　合 西武池袋線仏子駅南口　10時10分
北口8時50分発陣馬高原下行乗車＝松竹 交　通 西武線池袋駅9時20分発急行飯能行乗車＝
バス停9時2分下車 仏子駅南口10時3分下車

コース バス停→滝沢川分岐→滝の沢林道交差→ コース 駅→遊歩道南コース→阿須山→山仕事の
杉沢の頭→八王子城跡展望台→柵門台 広場→桜山展望台→カインズ飯能店→
→ 向山北砦→秋葉神社→川原宿大橋バス 円照寺→元加治駅
停＝高尾駅 歩　程 3時間

歩　程 4時間 交通費 約920円(池袋駅起点)　　　
交通費 バス代550円 ポイント 5月に雨のため中止したコースです。
地　図 吉備人出版社・高尾山登山詳細図 協力者 酒井滋治・田渕祥子・石井昭治
協力SL 星　富士夫・下倉章治
協力者 木村博子

8月20日(土)　３ 大塚山とレンゲショウマ
リーダー 荻島二郎 雨天中止

8月17日(水)　４ 御岳 奥の院～綾広の滝 集　合 JR古里駅　9時45分
リーダー 大倉昌子 雨天中止 交　通 JR新宿駅7時44分発ホリデー快速奥多摩
集　合 JR御嶽駅　9時 3号乗車＝青梅駅8時44分着　乗換8時56
交　通 JR立川駅7時16分発青梅行乗車＝終点 分発奥多摩行乗車＝古里駅9時35分下車

7時56分着　乗換8時3分発奥多摩行乗車 コース 駅→登山口→中ノ棒山→大塚山→御岳山
＝御嶽駅8時20分下車　バス9時20分発ケー →長尾平→綾広の滝→天狗岩→七代の
ブル下(滝本駅)行乗車＝終点9時30分下車 滝→富士峰園地→御岳山駅(ケーブル)＝
ケーブル＝御岳山駅 滝本駅＝御嶽駅

コース 駅→御岳山→奥の院→鍋割山→綾広の滝 歩　程 4時間
→ロックガーデン→長尾平→ケーブル 交通費 ケーブルカー590円　バス代290円
御岳山駅 ポイント 日本唯一の5万株程群生しているレンゲショ

歩　程 5時間 ウマを見学。
ポイント 緑陰の中を風を受けながら､岩場･くさり場 地　図 吉備人出版社：奥多摩登山詳細図東編

とスリルあるコースとロックガーデンを歩き Ｓ　Ｌ 星 富士夫・下倉章治
レンゲショウマを観賞します。 協力者 木村博子

地　図 昭文社：奥多摩
協力者 藤原栄子･佐野妙子・池田正義

8月19日(金)～20日(土)　
２ 奥日光 小峠～戦場ヶ原トレッキング

リーダー 平沢こと
集　合 19日：東武日光駅　10時15分
交　通 東武スカイツリーライン浅草駅7時18分発

館林行乗車＝曳舟7時23分着　乗換7時24分
発急行南栗橋行乗車＝終点8時24分着　　

【夏の水分補給 その２】

水ばかり飲んでいると汗で失った塩分が補

給できず、足がつったり、バテたりします。

水分補給にはスポーツドリンクが最適です。

甘いのが苦手な方は梅干し、レモンなども

持っていくとよいでしょう。

お茶やコーヒーのカフェインは利尿作用

があるので水分補給には向いていません。
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線上総一ノ宮行乗車＝浜金谷駅10時11分
8月21日(日)　５ 畦ヶ丸 雨天中止 下車
リーダー 加藤正彦 コース 駅→車力道コース→鋸山→日本寺→
集　合 小田急線新松田駅北口　①バス停8時20分 関東ふれあいの道→浜金谷駅
交　通 小田急線新宿駅6時31分発急行小田原行 歩　程 3時間(約7Km)

乗車＝新松田駅7時52分下車　 交通費 3,960円(東京駅起点)　青春18切符が得　
バス8時25分発西丹沢ビジターセンター 日本寺拝観料700円
行乗車＝大滝橋9時27分下車 ポイント 地獄のぞきで有名な日本寺を拝観します。

コース バス停→一軒家避難小屋→大滝峠上→ 海をのぞむ絶景とラピュタの壁を楽しめます。
畦ヶ丸→善六ノタワ→西丹沢ビジターセン 地　図 係が準備します。
ターバス停＝新松田駅 協力者 須賀佐知子

歩　程 5時間30分
交通費 バス代約2,200円（西丹沢ビジターセンター

まで往復のきっぷが得） 8月28日(日)　３ 霧ヶ峰　車山 雨天中止
ポイント 沢沿いと樹林の中を行く静かな山歩き。 リーダー 山川美恵子
地　図 昭文社：丹沢 集　合 JR大月駅　8時20分

交　通 JR高尾駅7時24分発河口湖行乗車＝大月
駅8時10分下車

8月25日(木) ② 日光湯の湖から赤沼 雨天中止 コース 駅＝霧ヶ峰インターチェンジ→車山→車山
リーダー 柴崎　実 乗越→大門峠＝大月駅
集　合 東武日光駅　9時30分 歩　程 3時間30分
交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発 交通費 大月駅までの往復は各自払。大月駅からの

館林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着　 貸切バス代3,000円(20人の参加で）
乗換7時45分発南栗橋行乗車＝終点7時56 ポイント ちょっと涼しいところを歩きましょう！
分着　乗換8時3分発東武日光行乗車＝終 地　図 昭文社：八ヶ岳
点9時18分下車　バス9時45分発湯元温泉行 協力者 山川和雄・島村昌子
乗車＝終点11時10分下車 申込み 片はがきで8月10日まで早目に申込み下さい

　 コース バス停→湯の湖→湯滝→泉門池→戦場ヶ原 〒116-0003　荒川区南千住7-17-5-201
→赤沼バス停＝東武日光駅 山川美恵子　090-6005-4651

歩　程 約4時間
交通費 約2,800円(北千住駅起点)

バス代3,500円（フリーパスあり） 8月28日(日)　４ 伊豆ヶ岳 雨天中止
ポイント ほぼ平坦地を歩きます。 リーダー 小泉純子
協力者 生島丈児・和久井澄江 集　合 西武線正丸駅　8時35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分発三峰口行

8月27日(土)　２ 小原宿から嵐山 雨天翌日 乗車＝正丸駅8時29分下車
リーダー 松木千恵子 コース 駅→地蔵分岐→五輪山→伊豆ヶ岳→小高山
集　合 JR相模湖駅前　10時 →正丸峠→正丸ガーデン→正丸駅
交　通 JR高尾駅9時24分発甲府行乗車＝相模湖 歩　程 約4時間45分

駅9時32分下車 ポイント 暑さ対策を充分に　水分多めに持参して
コース 駅→小原宿本陣→弁天橋→登山口→嵐 下さい。夏場なので休憩を多くとります。

山→一本橋→竹林→ねん坂→プレジャー 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
フォレストバス停＝相模湖駅 協力Ｌ 加藤正彦

歩　程 3時間 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
交通費 バス代200円
ポイント 小原宿本陣は現存する唯一の建造物。純

日本風の豪壮な建物です。 8月30日(火) ３ 高尾山でブナを見る 雨天中止
嵐山山頂からの相模湖の眺めは神奈川景 リーダー 川嵜英雄
勝50選に選定されています。 集　合 京王線高尾山口駅観光案内所前　9時10分

地　図 2万5千図：与瀬 コース 駅→旭稲荷→稲荷山→高尾山→ブナ観賞
Ｓ　Ｌ 桜井敏子 →4号路→琵琶滝分岐→病院横→高尾山口
協力者 石田さとみ・鈴木榮男 駅

歩　程 3時間30分
地　図 昭文社：高尾・陣馬

8月27日(土) ３ 鋸山と日本寺 雨天翌日 協力Ｌ 佐藤　仁
リーダー 須賀光夫
集　合 JR内房線浜金谷駅　10時15分
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31分発JR内房

があるので水分補給には向いていません。
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9月4日（日） ② 三殿台遺跡 小雨決行 9月4日(日） ５ 屛風岩山～権現山 雨天中止
　 リーダー  渡邊幸一 リーダー 加藤正彦

集　合 JR京浜東北線磯子駅改札　10時 集　合 小田急線新松田駅北口　バス停①8時20分
コース 駅→東伏見宮別邸→久良岐公園→岡村公園 交　通 小田急線新宿駅6時31分発急行小田原行

→天神道路→三殿台遺跡→三殿台公園バス 乗車＝新松田駅7時52分下車
停→京急弘明寺駅 バス8時25分発西丹沢ビジターセンター行

歩　程 約3時間 乗車＝大滝橋9時27分下車
ポイント 昨年コロナで中止になったコースです。 コース バス停→一軒家避難小屋→大滝峠→

再チャレンジします。 屛風岩山→二本杉峠→権現山→浅瀬入口
協力者 細谷弘之・五木田悦子 バス停＝新松田駅
　 　 歩　程 6時間

交通費 バス代約2,000円
9月4日(日) ２ 日光外山 雨天中止 ポイント 権現山からは長い急下降です。
リーダー 柴崎　実 地　図 昭文社：丹沢
集　合 東武日光駅　9時30分
交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時7分発

館林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着　 9月6日(火) ３ 松生山～払沢ノ峰 雨天中止
乗換7時43分発南栗橋行乗車＝終点7時54分 リーダー　 佐野満喜子
着　乗換8時3分発東武日光行乗車＝終点 集　合 JR武蔵五日市駅　都民の森行バス停8時10分
9時18分下車 交　通 JR立川駅7時27分発武蔵五日市行乗車＝

コース 駅→神橋→登山口→外山→登山口→神橋 終点7時59分下車　バス8時22分発急行
→東武日光駅 都民の森行乗車＝上川乗下車

歩　程 約3時間10分 コース バス停→浅間嶺→松生山→払沢ノ峰→
交通費 約2,800円（北千住駅起点） 笹平＝武蔵五日市駅
ポイント 栃木百名山および栃木150山、日光連山の 歩　程 4時間10分

眺めがよい。 交通費 バス代1,270円
協力者 生島丈児・和久井澄江 ポイント 展望の良い浅間嶺、松生山から東南端の

笹平に下ります。
地　図 吉備人出版社：奥多摩登山詳細図（東編）

9月4日(日) ３ 奥武蔵　檥峠越 雨天中止 協力者 𠮷川英男
リーダー 矢澤省三
集　合 西武線西吾野駅　9時30分
交　通 西武線池袋駅8時発急行飯能行乗車＝終点

8時48分着　乗換8時53分発長瀞行乗車＝
西吾野駅9時20分下車

コース 駅→檥峠入口→岩井沢→檥峠→越沢稲荷
→シュウカイドウ群生地→椚平　タクシー＝
JR八高線明覚駅 9月10日(土) ３ 湘南アルプス 雨天翌日

歩　程 4時間 リーダー 須賀 光夫
交通費 タクシー代は、約500円 集　合 JR東海道本線大磯駅　9時40分
ポイント シュウカイドウが見頃。 交　通 JR東京駅8時26分発東海道本線小田原行
地　図 昭文社：奥武蔵・秩父 乗車＝大磯駅9時31分下車

　  清水十三男 コース 駅→高来神社→東天照→高麗山→八俵山
→浅間山→湘南平→明治記念大磯庭園→
大磯漁港→大磯駅

歩　程 4時間（約8Km）
交通費 2,340円（東京駅起点）
ポイント 湘南平では360度の景色が楽しめます。アッ

プダウンは少なく、歩きやすいコースです。
地　図 係が準備します。
協力者 須賀佐知子

協力者

ぶな

９月
▼駅で緑の旗 黄色タオル Ｒのバッジが東ハイの目印

▼会員証、参加票、ポイントカードを必ず持参の事

▼日帰り山行参加費 会員３００円・会員外５００円

◆リーダーの先へ行かず遅れず、

解散まで 同一行動を。

◆家族には必ず行く先を知ら

せておきましょう。
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駐車場→大堀バス停→上野原駅
9月10日(土) ３ 子の権現～竹寺 雨天中止 歩　程 2時間30分
リーダー 佐々木　保 交通費 2,400円（新宿駅起点）
集　合 西武線西吾野駅　9時30分 ポイント 五感の森の展望デッキで景色を見ながら食事
交　通 西武線池袋駅8時発急行飯能行乗車＝終点 をします。

8時48分着　乗換8時53分発三峰口行乗車＝ 協力Ｌ 平沢こと・小峰文子
西吾野駅9時20分下車 協力者 石原豊美

コース 駅→本陣山→柿ノ木峠→子の権現→豆口山
→竹寺→小殿バス停＝飯能駅

歩　程 3時間45分 9月11日(日) ３ 生藤山～茅丸（関東ふれあいの道）
交通費 バス代700円 リーダー 佐藤　仁 雨天中止
ポイント 歩いたことがある尾根をつなぐ。 集　合 JR中央線上野原駅　①井戸行バス停8時30分
地　図 2万5千図：原市場・正丸峠 交　通 京王線新宿駅6時30分発特急京王八王子行
S　L 樋口光雄 乗車＝北野駅7時8分着　乗換7時9分発高尾
協力者 邑楽国二郎 山口行乗車＝高尾駅7時20分着　乗換JR　

中央線7時39分発小渕沢行乗車＝上野原駅
7時56分下車（高尾駅8時2分発＝上野原駅

9月10日(土) ３ 網代城山 雨天中止 8時25分）　バス8時35分発井戸行乗車＝終点
リーダー 荻島二郎 下車
集　合 ＪＲ武蔵五日市駅　9時 コース バス停→取付口→軍刀利神社→三国山→
交　通 ＪＲ新宿駅7時44分発ホリデー快速あきがわ 生藤山→茅丸→連行峰→山の神→和田バス

3号武蔵五日市行乗車＝終点8時51分下車 停＝藤野駅
コース 駅→高尾神社→奥宮→網代城山→72号鉄塔 歩　程 4時間15分

→73号鉄塔→小峰峠→かたらいの路→沢戸 交通費 バス代670円
橋バス停＝武蔵五日市駅 ポイント 推定樹木齢500年の桂の老木があります。

歩　程 3時間20分 三国山は東京都・神奈川県・山梨県にまたが
交通費 バス代200円 っています。
ポイント 一部バリエーションでトラロープあり。 地　図 昭文社：高尾・陣馬
地　図 吉備人出版社：奥多摩登山詳細図（東編）
S　L 星富士夫・下倉章治
協力者 木村博子 9月14日(水) ３ 日光　滝めぐり 雨天中止

リーダー　 大倉昌子
集　合 JR日光駅　9時40分発湯元温泉行バス停

9月10日（土）～11日（日） 交　通 東武スカイツリーライン北千住駅7時8分発
５ 丹波天平～飛龍山 館林行乗車＝東武動物公園駅7時43分着

　 リーダー  佐野満喜子 　 乗換7時45分発南栗橋行乗車＝終点7時56分
集　合 10日：JR奥多摩駅　8時35分発丹波行バス停 着　乗換8時3分発東武日光行乗車＝終点
交　通 ＪＲ新宿駅6時46分発ホリデー快速おくたま 9時18分下車→5分歩くJR日光駅（バス始発）

1号奥多摩行乗車＝終点8時22分下車 9時45分発湯元温泉行乗車＝湯滝入口下車
（急いで）バス8時35分発丹波行乗車＝親川 コース バス停→湯滝→小滝→戦場ヶ原→青木橋→
下車 竜頭の滝→13岬→巫女石→中禅寺湖温泉

コース バス停→丹波天平→サオラ峠→三条の湯 駅＝東武日光駅
（泊）→北天のタル→飛龍山→熊倉山→ 歩　程 4時間
サオラ峠→丹波＝奥多摩駅 交通費 東武フリーパスまたは日光フリーパスがお得

歩　程 10日：5時間30分　　11日：7時間 です。
交通費 バス代約1,800円 ポイント 奥日光の最上部、湯滝から中禅寺湖まで
ポイント 天平尾根から、飛龍、前飛龍を周回で歩き 大きな滝のマイナスイオンを浴びて戦場ヶ原

ます。 で、雄大な自然を感じましょう。
地　図 昭文社：奥多摩 地　図 昭文社：日光
協力者 小松博氏・𠮷川英男 協力者 藤原栄子・池田正義
申込み 山小屋確保のため7月25日までに往復はがき

で申込みください。
〒135-0015　江東区千石2-11-5-804
佐野満喜子　090-7717-1977　

9月11日(日) ２ 八重山 雨天中止
リーダー 柳田邦之
集　合 JR上野原駅　9時30分
交　通 JR高尾駅8時45分発甲府行乗車＝上野原駅

9時2分下車　バス9時47分発光電製作所前
行乗車＝終点下車

コース バス停→登山口→八重山→五感の森→

※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。

◆山行参加時のご注意！！

※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。
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歩　程 約3時間30分
9月15日(木) ② 鷲宮コスモスふれあいロード　　　 交通費 バス代200円
リーダー 柴崎　実 雨天中止 ポイント 顕鏡寺からの登山道は崩落のため通行止め
集　合 東武伊勢崎線鷲宮駅　10時 です。再整備されたチャレンジコースで登り、
交　通 東武スカイツリーライン北千住駅9時5分発 東海自然歩道で箕石橋に下ります。

急行久喜行乗車＝終点9時49分着　乗換9時 大明神展望台からは、相模湖が一望!!
53分発館林行乗車＝9時57分鷲宮駅下車 地　図 昭文社：高尾・陣馬

コース 駅東口→鷲宮神社→霊樹寺→コスモスふれ S　Ｌ 桜井敏子
あいロード→わし宮団地→水と緑のふれあい 協力者 石田さとみ・鈴木榮男
ロード→千勝神社→大クスの木→駅前遊歩道
→鷲宮駅西口

歩　程 約4時間10分 9月18日(日) ３ 高麗峠 雨天中止
ポイント 田園風景が満喫できるコース。 リーダー　 小泉純子
協力者 生島丈児・和久井澄江 集　合 西武線高麗駅　9時10分

交　通 西武池袋駅8時発急行飯能行乗車＝終点
8時48分着　乗換8時53分発三峰口行乗車＝

9月17日(土) ② 谷保天満宮～根川緑道 雨天中止 高麗駅9時1分下車
リーダー 保倉惠美子 コース 駅→巾着田→高麗峠→天覧山→中央公園
集　合 JR南武線谷保駅　9時50分 →飯能駅
交　通 京王線新宿駅9時1分発特急京王八王子行 歩　程 4時間

乗車＝分倍河原駅9時28分着　乗換JR南武 ポイント 巾着田は彼岸花の群生が日本一!!
線9時32分発立川行乗車＝谷保駅9時37分 見頃に期待!!
下車 協力Ｌ 加藤正彦

コース 駅→谷保天満宮→城山公園→くにたち郷土 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子
文化館→ママ下湧水→根川緑道→諏訪神社
→諏訪の森公園→JR立川駅

歩　程 3時間 9月18日(日) ３ 酔芙蓉小道と河村城址公園
交通費 900円（新宿駅起点） リーダー 矢澤省三 雨天中止
ポイント 谷保天満宮から根川緑道へと繋ぎ、水流と緑 集　合 JR御殿場線山北駅　9時50分

の景観を楽しみながら歩きます。 交　通 小田急線新宿駅8時1分発快速急行小田
協力者 池田正義・石川孝子 原行乗車＝新松田駅9時16分下車

JR御殿場線松田駅9時27分発御殿場行乗車
＝山北駅9時34分下車

9月17日(土) ３ エノクボ山～不動山 雨天中止 コース 駅→河村城址公園→浅間山→酔芙蓉小道→
リーダー 中嶋要一 酒匂川→東山北駅
集　合 JR青梅線鳩ノ巣駅　10時 歩　程 4時間
交　通 ＪＲ立川駅8時25分発青梅行乗車＝終点8時 ポイント 南足柄市・酔芙蓉観賞地（農道約1㎞）を

55分着　乗換8時56分奥多摩行乗車＝鳩ノ巣 訪ねる。
駅9時42分下車 協力者 清水十三男

コース 駅→尾根取付点→将門尾根→エノクボ山→
不動山→杉の殿山→大根山ノ神→棚沢正法
院→鳩ノ巣駅 9月18日(日) ４ 蕨山 雨天中止

歩　程 3時間 リーダー 山川美恵子
交通費 2,350円（新宿駅起点） 集　合 西武線飯能駅　名郷行バス停7時55分
ポイント 平将門の歴史の山道を歩きます。 交　通 西武線池袋駅7時2分発急行飯能行乗車＝
地　図 昭文社：奥多摩 終点7時49分下車　バス8時発名郷行乗車＝

2万5千図：武蔵御嶽 終点下車
協力者 五十嵐靜江 コース バス停→蕨山→橋小屋ノ頭→滝入ノ頭→

鳥首峠→名郷＝飯能駅
歩　程 6時間

9月18日(日) ３ 石老山 雨天翌日 交通費 バス代1,660円
リーダー　 松木千恵子 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
集　合 JR相模湖駅　三ヶ木行バス停8時50分 協力者 山川和雄・島村昌子
交　通 JR高尾駅8時21分発大月行乗車＝相模湖駅

8時29分下車　バス9時発三ヶ木行乗車＝
プレジャーフォレスト9時5分下車

コース バス停→箕石橋→大明神展望台登山口→
展望台→東雲山→石老山→分岐→東海自然
歩道→箕石橋→ねん坂→プレジャーフォレ
ストバス停＝JR相模湖駅

すいふよう

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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ーセンター→大塚山→丹三郎尾根→古里駅
9月19日（祝）～20日（火） 歩　程 約4時間50分

１ 北アルプス立山の紅葉と 地　図 昭文社：奥多摩 
「秘湯シリーズ」№94みくりが池 協力L 佐藤　仁

リーダー 平沢こと
集　合 19日：JR新宿駅⑩　7時50分
交　通 JR新宿駅8時発あずさ5号南小谷行乗車＝ 9月23日（祝）～24日(土) ４ 大源太山

信濃大町駅下車　バス＝扇沢＝黒部ダム＝ リーダー 荻島二郎
黒部湖＝黒部平＝大観峰＝立山室堂下車 集　合 23日：JR越後湯沢駅　9時10分

コース 室堂周辺トレッキング→みくりが池温泉(泊)→ 交　通 JR東京駅7時48分発とき305号新潟行乗車
室堂周辺トレッキング→室堂バスターミナル＝ ＝越後湯沢駅9時7分下車　
美女平＝富山駅 タクシー＝林道終点

歩　程 19日：約40分　20日：約1時間30分 コース 登山口→丸木橋→シシゴヤノ頭→蓬ヒュッテ
交通費 約18,000円　別途交通費各自払い。 （泊）→七ツ小屋山→大源太山→林道終点

立山の紅葉見頃に期待して。みくりが池から タクシー＝越後湯沢駅
北アルプスの展望と温泉を楽しみ、夜空の 歩　程 23日：5時間　24日：4時間20分
星も期待。 費　用 10,000円（小屋代・タクシー代）

地　図 昭文社：北アルプス　立山 往復の交通費は各自払い。
協力L 小峰文子 ポイント 紅葉と大展望。
協力者 石原豊美 大源太山への登りに鎖とロープあり。
申　込 往復はがきで早めに申込み下さい。 地　図 昭文社：谷川岳

参加者にコース表送ります。 協力SL 下倉章治
〒300-2358　つくばみらい市陽光台2-15-2 協力者 木村博子
平沢こと 📞FAX0297-58-9022 申　込 往復はがきで申込み下さい。

〒192-0005　八王子市宮下町561
荻島二郎

9月21日(水) ① 立会川ウオーク№2 雨天中止 090-4529-3506　📞FAX042-691-4650
リーダー 松永孝子
集　合 東急大井町線荏原町駅正面口

10時30分出発 9月24日(土) ３ 多峯主山～巾着田 雨天中止
コース 駅→立会道路→伊藤博文公墓所外観→ リーダー 鳥居節男

中央公園→戸越公園（細川家下屋敷跡 集　合 西武池袋線飯能駅　9時
昼食)→文庫の森（旧三井文庫）→戸越八幡 交　通 西武線池袋駅8時発急行飯能行乗車＝終点
神社（戸越の鎮守様、高さ18mのケンポナシ 8時48分下車
が御神木）→戸越駅又は戸越銀座駅 コース 駅→能仁寺→天覧山→多峯主山→高麗峠

歩　程 約2時間40分 →ドレミファ橋→巾着田→高麗駅
S　L 金子　敬 歩　程 4時間
協力者 石川孝子 交通費 約1,100円（池袋駅起点）入園料300円

ポイント 五百万本の曼珠沙華（彼岸花）の開花を期待
して。

9月21日(水) ３ 高松山 雨天中止 協力者 酒井滋治・田渕祥子・石井昭治　
リーダー 直江忠彦
集　合 JR御殿場線東山北駅　9時50分
交　通 小田急線新宿駅7時57分発快速急行小田原

行乗車＝新松田駅9時18分下車　乗換JR
御殿場線松田駅9時27分発沼津行乗車＝
東山北駅9時30分下車

コース 駅→尺里→高松山→尺里峠→高松橋→
尺里→東山北駅

歩　程 4時間10分
地　図 昭文社：丹沢

9月21日(水) ３ 日の出山～大塚山 雨天中止
リーダー 川嵜英雄
集　合 JR青梅線日向和田駅　9時10分
交　通 JR立川駅8時11分発青梅行乗車＝終点8時

43分着　乗換8時58分発奥多摩行乗車＝
日向和田駅9時3分下車

コース 駅→三室山→高峰→日の出山→御岳ビジタ

ポイント

快適な登山、ハイキング、ウォーキングのために！

【アンダーウエアー（インナー）】
アンダーウエアーは常に肌に触れているため、

吸汗速乾性にすぐれた物を選んでください。

オーロン・ダクロン・ファイントラック等。

洗濯には柔軟材を使用しないで下さい。

湿気を吸い取る機能が弱まります。

【シャツ・長ズボン】
動きやすく機能性にすぐれた物を選んで下さい。

怪我、虫刺され、日焼け等の防止のため長袖シャツ

（吸汗速乾性）、長ズボンが基本です。

衣類は重ね着が基本です。「暖かさの確保」「汗の処理」

「耐久性と耐候性」それらを考慮して衣類を組み合わせる

と良いと思います。
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9月24日(土) ３ 五台山尾根～浅間尾根 雨天中止 9月25日(日) ４ 二子山 雨天中止
リーダー 佐々木　保 リーダー 小泉純子
集　合 JR武蔵五日市駅　8時55分 集　合 西武秩父線芦ヶ久保駅　9時30分
交　通 JR新宿駅7時44分発ホリデー快速あきがわ 交　通 西武線池袋駅7時35分発急行飯能行乗車＝

3号武蔵五日市行乗車＝立川駅8時12分＝ 終点8時24分着　乗換8時33分発西武秩父行
終点8時51分下車　バス9時発数馬行乗車＝ 乗車＝芦ヶ久保駅9時20分下車
西川橋9時42分下車 コース 駅→兵ノ沢→二子山→雌岳→雄岳（往復）→

コース バス停→五社神社→五台山→902M→一本 浅間山→芦ヶ久保駅
松山→人里峠→休憩所→時坂峠→払沢の 歩　程 3時間30分
滝入口バス停＝武蔵五日市駅 ポイント ロングロープあり。

歩　程 約4時間 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
交通費 バス代1,330円 協力L 加藤正彦
ポイント 浅間尾根の名もない支尾根から本尾根を 協力者 佐伯公子・花崎今朝志・小池敦子

目指し、なだらかな秋の尾根歩きを楽しむ。
地　図 2万5千図：猪丸 
S　L 樋口光雄 9月28日(水) ４ 蕨山 雨天中止
協力者 邑楽国二郎 リーダー 大倉昌子

集　合 西武線飯能駅9時30分
交　通 西武線池袋駅8時37分発急行飯能行乗車＝

9月25日(日) ① お鷹の道 雨天中止 終点9時29分下車　バス9時35分発名郷行
リーダー 保倉惠美子 乗車＝終点10時32分下車
集　合 JR国分寺駅　10時10分 コース バス停→林道終点→支稜上→蕨山→藤棚山
交　通 JR新宿駅9時32分発中央線快速高尾行乗車 →大ヨケノ頭→小コヨケノ頭→金比羅神社→

＝国分寺駅9時57分下車 名栗湖→さわらびの湯＝飯能駅
コース 駅→お鷹の道→真姿の池→万葉植物園→ 歩　程 5時間

国分寺薬師堂→史跡公園→七重の塔跡→ ポイント 大展望と雑木林の風情を楽しむ。静かな
国分尼寺跡→黒鐘公園→東山道武蔵路跡 尾根歩きです。
→国分寺公園→JR国分寺駅 地　図 昭文社：奥武蔵・秩父

歩　程 2時間50分 協力者 藤原栄子・佐野妙子・池田正義
交通費 800円（新宿駅起点）
ポイント 歴史と湧水の散策路を史跡を見ながらゆっくり

歩きます。 9月29日（木）　　理事会　13時～15時　
協力者 池田正義・石川孝子 日暮里　東ハイ事務所

9月25日(日) ２ 多峯主山～巾着田 雨天中止 9月30日（金）～10月2日（日）
リーダー 平沢こと ６ 涸沢の紅葉とテント泊を楽しむ
集　合 西武線高麗駅　8時50分 リーダー 佐野満喜子
交　通 西武線池袋駅7時35分発急行飯能駅（中程） 予告で定員に達しましたので、締め切りました。

乗車＝終点8時24分着　乗換8時33分発 参加者には計画書を送ります。
西武秩父行乗車＝高麗駅8時41分下車

コース 駅→多峯主山→高麗峠→巾着田→元宿→
高麗駅

歩　程 3時間30分
交通費 約1,100円（池袋駅起点）
ポイント 巾着田の彼岸花の見頃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
して下さい。

地　図 昭文社：奥武蔵・秩父
協力L 小峰文子・柳田邦之
協力者 石原豊美

と良いと思います。

【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。

【参加費について】

リーダーが皆さんからお預

かりする参加費は全額会に納

入され、会員とリーダーの安

全を守るための遭難対策基金

や、運営費となります。

歩程時間は昭文社「山と高原地図」

のコースタイムを参考にしています。

休憩時間は含まれていませんのでご

注意を。
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があります。
申込み 宿確保の為、各山行毎に往復はがきで早め

に申込み下さい。
〒116-0003　荒川区南千住7-17-5-201
山川美恵子　090-6005-4651

●リーダー　佐野満喜子

10月15日（土）～10月16日（日） ●リーダー　平沢こと・小峰文子
４ 朴坂山(ほうざかやま)・光兎山(こうさぎさん)

集　合 15日：JR白新線坂町駅　10時50分 10月29日（土）～30日（日）
交　通 JR東京駅7時4分発とき303号新潟行乗車＝ １ ２ 奥鬼怒の紅葉

終点9時1分着　乗換9時45分発白新線村上 「秘湯シリーズ」No.95八丁の湯
行乗車＝坂町10時41分下車 集　合 29日：東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅　10時

コース 駅　タクシー＝朴坂神社登山口→朴坂山→ 交　通 東武スカイツリーライン浅草駅6時50分発区急
登山口　タクシー＝高瀬温泉（泊）　タクシー 館林行乗車＝東武動物公園駅着　乗換東武

　 ＝中束(なかまるけ)登山口→虚空蔵峰→観音峰→ 日光線7時43分発南栗橋行乗車＝下今市駅
雷峰→光兎山→登山口　タクシー＝坂町駅 9時10分着　乗換東武鬼怒川線9時23分発

歩　程 15日：3時間　16日：6時間 新藤原行乗車＝鬼怒川温泉駅9時46分下車
費　用 13,500円（宿、タクシー代）往復のJRは各自 バス10時15分発女夫渕行乗車＝終点下車

購入 コース バス停→八丁の湯（泊）→日光沢温泉→八丁
ポイント 光兎山は独立峰で360度のパノラマ。飯豊連 の湯→女夫渕バス停＝鬼怒川温泉駅

峰、朝日連峰、鷲ヶ巣山などが見渡せる。 歩かない人は送迎バスあります。
姥石の逸話が残る信仰の山。 歩　程 29日：1時間30分　30日：2時間15分

地　図 2万5千図：越後下関・舟渡 費　用 約24,000円　別途交通費各自払い
申込み 宿確保のため7月末までに往復はがきで申込 ポイント 女夫渕～八丁の湯～日光沢の紅葉が見頃と

下さい。 思います。
〒135-0015　江東区千石2-11-5-804 地　図 昭文社：日光・白根山・男体山
佐野満喜子　090-7717-1977　 申込み 往復はがきで早めに申込下さい。定員15名

〒300-2358　つくばみらい市陽光台2-15-2
平沢こと 　📞0297-58-9022

●リーダー　山川美恵子

10月15日（土）～16日（日） ●リーダー　佐々木　保
４ 磐梯山・安達太良山

集　合 15日：JR磐越西線猪苗代駅　9時20分 11月20日（日）～22日（火）
交　通 JR上野駅6時46分発やまびこ203号仙台行 ３ 秋の京都・奈良の旅

乗車＝郡山駅8時19分着　乗換8時29分発 集　合 20日：新幹線京都駅到着ホーム　9時10分
会津若松行乗車＝猪苗代駅9時10分下車　 交　通 JR東京駅東海道新幹線⑯6時21分発ひかり
タクシー＝八方台登山口 631号新大阪行乗車＝京都駅9時9分下車　

コース 登山口→磐梯山→猪苗代登山口＝中ノ沢 乗換9時21分発市営烏丸線乗車＝四条駅＝
温泉（泊）＝沼尻登山口→船明神山→ 桂駅＝上桂駅下車
安達太良山→奥岳の湯＝岳温泉＝二本松駅 コース 駅→嵐山→トロッコ電車＝亀岡(泊)＝京都駅

歩　程 15日：5時間　16日：5時間 ＝生駒駅→生駒山地縦走→信貴山口駅＝
費　用 12,000円（宿代とタクシー代） 大和西大寺駅(泊)＝橿原神宮前駅→大和三

猪苗代駅までの交通費は各自払い。 山ハイク＝大和八木駅＝近鉄奈良駅→奈良
地　図 昭文社：磐梯・吾妻・安達太良 東大寺散策＝京都駅

歩　程 20日：3時間50分　21日：4時間20分　
22日：6時間50分

11月5日（土）～6日（日） 費　用 宿の冬料金未定のため、次回お知らせします
４ 大菩薩嶺 ポイント 秋の京都の嵐山をハイクして保津峡のトロッコ

集　合 5日：JR塩山駅　9時10分 に乗り、奈良の生駒山地を縦走し、大和三山
交　通 JR高尾駅7時39分発小淵沢行乗車＝塩山駅 を歩く。平城宮跡や橿原神宮、東大寺等散策

8時59分下車　貸切バス＝柳沢峠 申込み 宿の確保のため往復はがき・FAXで早めに
コース 柳沢峠→六本木峠→大菩薩嶺→介山荘（泊） 申込み下さい。

→石丸峠→牛奥ノ雁ヶ腹摺山→黒岳→湯ノ沢 〒261-0003　千葉市美原区高浜3-5-3-304
峠登山口　タクシー＝甲斐大和駅 090-8035-6123   FAX 043-277-5062

歩　程 5日：4時間30分　6日：4時間40分 佐々木　保
費　用 費用詳細は次号会報に記載
ポイント 紅葉と大展望が楽しみです。宿の定員（20名）

10月～11月の予告
申 込 み 可
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●尾瀬戸倉温泉ペンション
ヴィラ風花（かざはな）

〒378-0411　群馬県利根郡片品村戸倉445-2
代表　歸山　武志

電話：0278-58-7051　FAX：0268-58-7677
　東ハイ会員4人以上の利用で1人1泊につき500円
の割引優待が受けられます。到着したら会員証を
提示願います。　冬季はスキー客に人気のペンショ
ンですが、年間と通してハイキングにも最適です。

●㈲明神館
〒390-1520　長野県松本市安曇4468

代表　梨子田　満
電話：0268-955-2036　FAX：0263-955-2037

電話で申込み時に東ハイ会員であることを申し出
ると1人1泊につき500円の割引優待が受けられます。
到着したら会員証を提示願います。
明神池・カッパ橋を巡る上高地散策に最適な旅館で
す。

●奥霧ヶ峰八島高原荘
〒393-0002　長野県諏訪郡下諏訪町東俣10618
　代表　高橋　節子
電話：0266-58-5355（FAX兼）
営業期間　5月～10月
　冬季は閉鎖のため事前確認要。

電話で申込み時に東ハイ会員であることを申し出
ると、1人1泊につき500円の割引優待が受けられま
す。到着したら会員証の提示を願います。列車利用
の場合、上諏訪駅まで迎えに来てもらえます。

 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、払い込み金は （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。 
※雨天でも山行は予定通り実施します。行程は変更
 になるかも知れません。その場合、不参加でもキャン
セル料等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。 

宿泊山行等参加申込み書式

はがきで申込の場合は必ずこの書式どおりに記入をお願いします。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。皆

様の積極的なご利用をお願いいたします。

東ハイ宿泊提携施設一覧

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

宿泊山行等の申込みとキャンセルについて

【山行中のお願い】

歩行中にリーダーに話しかける方がいま

すが、会話をしながら歩くと、どうしてもリー

ダーとしての注意力が散漫になり、道間違

いの原因にもなりかねませんので、緊急時

を除きお話は休憩時等に。ご理解・ご協力

をお願いいたします。
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河田　佳子　　　 （池田典子）
岩谷　二三江　　（今野眞知子）
中村　志津江　　（     々 　  ）
末石　たえ子　 （橋本雅子） 坂井　まち子　 （木村博子）
中尾　仁　　　　　（     々 　  ） 葛西　明美　　 （齋藤稜子）

荒井　幸子　　 （猪股孝子） 田中　廣　　　　　（岩谷二三江）
木村　佳奈子　 （竹内靜子） 笹谷　雅子　　　 （     々 　  ）

須藤　かよ子　 （池田正義） 漆間　裕子　　　 （藤田明子） 追原　裕子　　　 （松井安津子）
青田　るみ子　 （     々 　  ） 濤川　清子　　　 （高　美都子）
大羽　智津枝　 （     々 　  ） 枝村　光子　　　 （田中　廣）
吉田　かづ子　 （     々 　  ） 髙篠　喜代子　　（金子久子）
二宮　まち子　 （     々 　  ） 川上　由美子 （長井久子）

浜本　千恵 （     々 　  ） 坂井　冨美子
岩井　寿夫 （山川和雄） 田井　貴代子
横山　朋美 上田　厚子

藤田　明美　　　 （中村愛子） 石井　コズエ
豊永　千恵美　　（藤原栄子）
三津山由美子　　（濤川清子）
堀内　明子　　　　（松井安津子）
井熊　玲子　　　　（立石直子）

４月～５月入会のお仲間（敬称略）

Ｎｏ.１５３４５～１５３７８

（新入会員３４名・カッコ内は紹介者）

ポイント達成者（敬称略）

850ポイント

細野 百子

清水 勝江
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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

東ハイ

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）

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
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