
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 小野寺 4月5日 第1日曜日 第1回荒川ウォーク(長瀞→葛西臨海公園) 草加 7:00 初級 10km以内 時価

2 小野寺 4月12日 第2日曜日 百蔵山(1,003m)・扇山(1,138ｍ)登山 南越谷 5:31 中級 5時間35分 約4千円

3 佐山 4月19日 第3日曜日 深谷街歩き 南越谷 初級

4 小野寺 4月26日 第4日曜日 日蓮アルプス(藤野・金剛山から宝山)ハイキング 草加 7:13 中級 3時間25分 2,962円

5 小野寺 5月3日 第1日曜日 第2回荒川ウォーク(長瀞→葛西臨海公園) 草加 7:00 初級 10km以内 時価

6 小野寺 5月10日 第2日曜日 房総鋸山ハイキングと東京湾クルーズ 草加 5:40 初級 3時間44分 約5千円

7 小野寺 5月17日 第3日曜日
富士吉田旧登山道1合目から6合目登山
馬返しまでタクシー、5合目からバスで下山

南越谷 5:31 中級 4時間15分 約8千円

8 宮本 5月24日 第4日曜日 富岡製糸場ハイキング 南越谷 6:32 初級 約５㎞ 5,244円

9 角田 5月31日 第5日曜日 丹沢・大山(1,252m)登山 草加 7:05 中級 4時間46分 2,968円

10 小野寺 6月5日・6日 第1金・土曜日
水芭蕉の尾瀬1泊ハイキング
(鳩待峠→温泉小屋宿泊→御池)

南越谷 5:31 中級 1泊2日 約2.5万円

11 小野寺 6月14日 第2日曜日 第3回荒川ウォーク(長瀞→葛西臨海公園) 草加 7:00 初級 10km以内 時価

12 角田 6月21日 第3日曜日 日光・半月山(1,753m)ハイキング 草加 6:26 初級 約10㎞ 4,730円

13 宮本 6/28 第3日曜日 立川昭和記念公園ハイキング 南越谷 7:51 初級 約8㎞ 1,964円

14 佐山 7月5日 第1日曜日 日光霧降高原ハイキング 草加 初級

15 小野寺 7月15日・16日 第3水・木曜日
富士登山(富士吉田口→8合目泊→お鉢巡
り→宝永山→富士宮口下山)

草加 5:25 上級 1泊2日 約2万円

16 角田 7月29日・30日 第4水・木曜日 中央アルプス・木曽駒ケ岳(2,956m)1泊登山 南越谷 6:12 上級 1泊2日 約2万円

17 佐山 8月5日・6日 第1水・木曜日 南アルプス・甲斐駒ケ岳(2,967m)1泊登山 南越谷 上級

18 坂野 8月9日 第2日曜日 御岳山レンゲショウマ・男具の峰ハイキング 南越谷 6:07 中級 4,559円

19 坂野 8月23日 第4日曜日 高尾山ハイキング 草加 6:35 初級 3時間30分 2,217円

20 角田 8月30日 第5日曜日 等々力渓谷・目黒不動ハイキング 草加 7:37 初級 約8㎞ 1,342円

21 佐山 9月6日 第1日曜日 南アルプス・日向山(1,660m)登山 南越谷 5:31 上級 約10㎞ 8,230円

22 角田 9月13日 第2日曜日 野川散策・深大寺で蕎麦ハイキング 草加 7:39 初級 約10㎞ 1,946円

23 小野寺 9月20日 第3日曜日 陣馬山→大垂峠縦走ハイキング 南越谷 6:17 中級 5時間55分 約3千円

24 角田 9月27日 第3日曜日 秩父・両神山(1,723m)登山 草加 5:42 上級 5時間15分 約5千円

25 小野寺 10月4日 第1日曜日 南高尾山稜・大洞山(536m)ハイキング 草加 7:07 初級 4時間30分 約3千円

26 角田 10月11日 第2日曜日 群馬太田歴史探訪ハイキング 南越谷 7:05 初級 約14㎞ 1,804円

27 小野寺 10月18日 第3日曜日 第4回荒川ウォーク(長瀞→葛西臨海公園) 草加 7:00 初級 10km以内 時価

28 角田 10月25日 第4日曜日 奥多摩・生藤山(990m)ハイキング 南越谷 6:17 中級 約9.2㎞ 3,524円

29 佐山 11月1日 第1日曜日 奥多摩・三頭山(1,531ｍ)登山 南越谷 7:16 中級 約6.2㎞ 4,460円

30 小野寺 11月8日 第2日曜日 第5回荒川ウォーク(長瀞→葛西臨海公園) 草加 7:00 初級 10km以内 時価

31 角田 11月15日 第3日曜日 平林寺・野火止用水ハイキング 南越谷 8:20 初級 約12㎞ 1,275円

33 佐山 11月22日 第4日曜日 宇都宮・古賀志山(582.8m)ハイキング 草加 7:13 初級 約7㎞ 4,660円

32 宮本 11月29日 第5日曜日 宇都宮散策ハイキング 草加 6:58 初級 約7㎞ 2,998円

33 小野寺 12月6日 第1日曜日 筑波山(877m)登山 草加 6:54 中級 4時間30分 約4千円

34 佐山 12月13日 第2日曜日 房総・花嫁街道ハイキング 南越谷 6:02 初級 約１１㎞ 5,870円

2021年(令和3年）
35 小野寺 1月1日 第1金曜日 新春草加七福神巡り 谷古宇 9:00 初級 約2時間 -

36 小野寺 1月4日 第1月曜日 新春越生七福神巡りハイキング 南越谷 7:01 初級 3時間30分 約2.5千円

37 宮本 1月10日 第2日曜日 真鶴半島・熱海・小田原ハイキング 南越谷 6:56 初級 約10㎞ 4,536円

38 角田 1月24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 初級 8.7ｋｍ 3,416円

39 角田 2月7日 第1日曜日 私の生まれた町(しょうゆの町・野田市)ハイキング 草加 8:08 初級 約7.5ｋｍ 890円

40 角田 2月14日 第2日曜日 草加ハイキングの会役員会 - 13:00 役員 終る迄 -

41 角田 2月21日 第3日曜日 幕山(626ｍ)・南郷山(611ｍ)観梅ハイキング 草加 6:00 初級 約8㎞ 4,412円

42 小野寺 3月7日 第1日曜日 大平山(341m)ハイキング 草加 7:13 初級 5時間 約2千円

43 小野寺 3月13日 第2土曜日 清酒力士蔵祭り2021(加須市の酒蔵釜屋) 草加 8:04 初級 約7㎞ 1,172円

44 角田 3月21日 第3日曜日 草加ハイキングの会総会 新田 14:00 全員 約2時間 -

45 佐山 3月28日 第4日曜日 三毳山(229m)・岩船山(172m)ハイキング 南越谷 7:13 初級 約9.5㎞ 2,040円

■

■

草加ハイキングの会　年間計画　2020年4月～2021年3月

2020年(令和2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。
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