
参加申し込みは、実施日の2日前までにメールか電話にて申し込んでください。
番号 担当者 実施日 曜日 コース名 乗車駅 発車時 ランク 歩　程 交通費

1 宮本 4月1日 第1日曜日 谷中七福神と谷中銀座巡りハイキング 草加 8:23 初級 街歩き 659円

2 角田 4月15日 第3日曜日
臼井のチューリップと城下町佐倉の歴史ハイ
キング

草加 7:41 初級
5時間20分
を1.4倍

1,624円

3 小野寺 4月22日 第4日曜日 第6回多摩川ウォーク(東京湾→小河内ダム) 草加 7:00 初級 約10km 時価

4 宮本 4月29日 第5日曜日 龍王峡ハイキング 草加 6:26 初級
3時間10分
を1.6倍

3,206円

5 小野寺 5月6日 第1日曜日 第7回多摩川ウォーク(東京湾→小河内ダム) 草加 7:00 初級 約10km 時価

6 小野寺 5月13日 第2日曜日
吾野から顔振峠・越上山(おがみやま)ハイキ
ング

草加 7:05 初級
3時間55分
を1.4倍

2,201円

7 小野寺 5月20日 第3日曜日
富士吉田旧登山道1合目→6合目ハイキング
馬返し1合目→6合目→5合目→バスで河口湖駅

草加 5:14 中級
4時間15分
を1.2倍

7,610円

8 角田 5月27日 第4日曜日 黒山三滝(三滝めぐりとシダ鑑賞)ハイキング 草加 6:07 初級
4時間36分
を1.4倍

2,816円

9 小野寺 6月6日・7日 第1水・木曜日 水芭蕉の尾瀬(鳩待峠から沼山峠)ハイキング 草加 6:48 初級 1泊2日 2.2万円

10 小野寺 6月10日 第2日曜日 第8回多摩川ウォーク(東京湾→小河内ダム) 草加 7:00 初級 約10km 時価

11 小野寺 6月17日 第3日曜日
古里駅→赤抗(あかくな)尾根→川苔山
(1,363m)→百尋ノ滝→奥多摩駅

草加 5:16
健脚
中級

7時間
を1.0倍

3,270円

12 宮本 6月24日 第4日曜日 猿島と横須賀中央ハイキング 草加 7:17 初級
1時間40分
を1.4倍

3,785円

13 宮本 7月1日 第1日曜日 黒川清流公園から高山不動ハイキング 草加 7:44 初級 街歩き 1,871円

14 佐山 7月8日 第2日曜日 切込湖・刈込湖ハイキング 草加 5:23 中級
4時間45分
を1.2倍

4,300円

15 小野寺 7月25日・26日 第4水・木曜日
富士登山（富士吉田口→8合目泊→お鉢巡り
→宝永山→富士宮口に下山

草加 5:25 中級 1泊2日 2万円

16 小野寺 8月19日 第3日曜日 御岳山と奥御嶽渓谷ハイキング 草加 6:58 初級
4時間10分
を1.4倍

3,354円

17 小野寺 8月22日～24日第4水～金曜日
北アルプス燕岳(2,763m)→表銀座→大天井
岳(2,922ⅿ)登山

草加 5:50 上級 2泊3日 2.9万円

18 小野寺 9月12日・13日 第3水・木曜日 北八ヶ岳の最高峰-天狗岳(2,646m)登山 草加 5:42 中級 1泊2日 2万円

19 小野寺 9月23日 第4日曜日 走水と観音崎の海辺歩きハイキング 草加 7:17 初級
2時間27分
を1.4倍

2,712円

20 佐山 9月29日・30日 第5土・日曜日 奥鬼怒温泉郷と鬼怒沼湿原ハイキング 草加 7:13 初級 1泊2日 1.5万円

21 中島 10月14日 第2日曜日 私の生まれた町　秩父市「龍勢まつり」 草加 5:42 初級 街歩き 3,500円

22 佐山 10月21日 第3日曜日 奥日光戦場ヶ原ハイキング 草加 6:26 初級
3時間5分
を1.4倍

4,300円

23 小野寺 10月28日 第4日曜日 第9回多摩川ウォーク(東京湾→小河内ダム) 草加 7:00 初級 約10km 時価

24 佐山 11月4日 第1日曜日 大菩薩峠2千メートルの稜線歩きハイキング 草加 5:14 中級
4時間25分
を1.4倍

5,310円

25 小野寺 11月11日 第2日曜日 忍城からさきたま風土記の丘ハイキング 草加 7:35 初級
約8.5ｋｍ
を1.4倍

1,901円

26 小野寺 11月18日 第3日曜日 第10回多摩川ウォーク(東京湾→小河内ダム) 草加 7:00 初級 約10km 時価

27 小野寺 12月2日 第1日曜日 第11回多摩川ウォーク(東京湾→小河内ダム) 草加 7:00 初級 約10km 時価

28 角田 12月16日 第3日曜日
千葉県房総館山散策ハイキング
（青春18きっぷ利用)

草加 6:25 初級
3時間38分
を1.3倍

3,500円

2019年(平成31年）
29 小野寺 1月4日 第1日曜日 新春武蔵越生七福神めぐり 草加 6:46 初級 12.9ｋｍ 2,486円

30 小野寺 1月20日 第3日曜日 地球が丸く見える町、銚子・外川ハイキング 草加 6:12 初級 街歩き 4,986円

31 角田 1月27日 第4日曜日 長瀞アルプス宝登山(497.1m)ハイキング 草加 7:05 中級
3時間35分
を1.4倍

3,416円

32 小野寺 2月24日 第4日曜日 氷川神社から盆栽町ハイキング 草加 8:12 初級
街歩き
約6㎞

1,945円

33 小野寺 3月3日 第1日曜日
花嫁街道ハイキング
（青春18きっぷ利用)

草加 5:42 初級
13.5ｋｍ
3時間

3,500円

34 小野寺 3月9日 第2土曜日
清酒力士蔵祭り2019
（加須市の酒蔵釜屋のイベントに参加）

草加 8:04 初級
街歩き
約7km

1,172円

35 小野寺 3月17日 第3日曜日 手賀沼遊歩道ハイキング 草加 8:15 初級
3時間1分
を1.4倍

1,264円

36 小野寺 3月24日 第4日曜日 第12回多摩川ウォーク(東京湾→小河内ダム) 草加 7:00 初級 約10km 時価

■

■

草加ハイキングの会　年間計画 2018年4月～2019年3月

2018年(平成30年）

緑の部分が例会で年間12回ハイキングを行います。平たんなコース・初級コースで計画していますので安心して参加して下さい。

青の部分が夏山山行で、参加希望者は4月末日までにメンバー登録が必要です。(キャンセル可、但しキャンセル料は本人負担)



■ 緑の部分以外の山行は、決定事項ではありません。
参加者の状況を見て日程・場所はこれからも順次変更・追加されます。最新情報は、「草加ハイキングの会」ホームページをご覧く
ださい。


