２０１８年４月のスケジュール ／
4/1(sun)

石老山／相模湖

所要時間：４．０時間
Walking hours :4.0ｈ

Sekirouzan /Sagamiko

4/15(sun)

大楠山／三浦

所要時間：４．０時間

Ogusu-yama /Miura

Walking hours :4.0ｈ

Hike Program, April 2018
Leader：江郷 富雄
Tomio Ego

集合時間： 8：05 am
場所：ＪＲ新宿駅１１番ホーム前の方

Grade：★★★☆☆

Meeting time & place：8:05 am at the front
end of platform 11 of JR Shinjuku st .

Leader：宮下 孝一

集合時間：8:20 am

Koichi Miyashita

Grade：★☆☆☆☆

場所：京急品川駅１番ホーム中央付近
Meeting time & place：8:20 am in the middle
of platform 1 of Keikyu Shinagawa station.

.

＜5 月の予定＞
Scheduled for May
・日程が変更になる事もあります。
The course schedule is subject to change.

4/1(日)

石老山/相模湖

April 1 (sun)

Sekirouzan / Sagamiko

相模湖のハイキングコースで最もポピュラーなコースで、途中には 巨岩
が杉の巨木とともに点在します 。展望台からは丹沢や富士山、南アルプ
ス、高尾山、相模湖などが一望できます。時間がある方は帰りに温泉を楽
しめます。The trail starts from sekirozan iriguchi bus stop. We
walk up to sekirouzan via kenkyoji temple. There are fine
views of Tanzawa mountains and Mt .fuji from the top of
Sekirozan. And then go down to plesure-forest bus stop. We
also enjoy taking hotspring after hike.
【備考 / note】
◎相模湖駅改札で、9:09 に合流出来ます。You can also meet us at the ticket
barrier of Sagamiko station at 9:09 am

Leader：江郷 富雄
Tomio Ego

所要時間：４.0 時間 Grade：★★☆☆☆
Walking hours：4.0h

集合： 8:05 am / JR 新宿駅 11 番ホーム 前の方（大久保駅寄り）
Meeting time & place：8: 05 am at the north end of platform 11(front end of the train) of
JR Shinjuku station
行き / going

08：14

帰り / return

新宿 /Shinjuku

↓￥970 JR ホリデー快速
/JR Holiday Kaisoku

09：09
09：35

相模湖 /Sagamiko
相模湖駅 /Sagamiko

↓￥200 神奈中バス/Kanachu-bas

09：42

石老山入口

プレジャーフォレスト前
/Pleasure-Forest-mae
↓￥200 神奈中バス/Kanachu-bas

相模湖駅 /Sagamiko
相模湖 /Sagamiko
↓￥970 JR 中央線/JR Chuo line

新宿駅 /Shinjuku

/Sekirouzan-iriguchi

交通費合計 / fare ￥2,340

4/15(日)

大楠山/三浦

Apr 15 (sun)

Ogusu-yama / Miura

大楠登山口バス停から阿部倉へ。大楠山（241m）の山頂まで少し登りま
す。山頂からは三浦の眺めを楽しむことができます。お昼休憩の後、尾
根沿いの森に沿って前田川まで下ります。帰りは、秋谷海岸で散策をし
ながら夕焼けを眺めることもできます。 A short walk from bus stop
will bring us to the Abekura entrance, and we climb a little to
the top of Ogusu-yama(241m). You can enjoy the view of
Miura area. After the lunch, we walk along a forest ridge and
down to the Maeda River. The hike end at Akiya Beach,
where we can hang out and watch the sunset.
【備考 / note】
◎汐入駅改札で、9:18 に合流出来ます。You can also meet us at the ticket
barrier of Shioiri Station at 9.18am.

Leader：宮下 孝一
Koichi Miyashita

所要時間：4.0 時間

Grade：★☆☆☆☆

Walking hours：4.0h

集合： 8:20am /京浜急行品川駅１番ホーム 中央付近
Meeting time & place：8:20 am in the middle of platform 1 of Keikyu Shinagawa St.
行き / going

08：28

品川/Keikyu Shinagawa

↓￥640 京浜急行/Keihin kyuko

09：05 金沢八景/Kanazawahakkei
09：08 金沢八景/Kanazawahakkei
↓

09：18
09：33

帰り / return

立石/Tateishi
↓￥370 京急バス/Keikyu Bus

新逗子駅/Shin zushi
新逗子 /Shin zushi

京浜急行/Keihin kyuko

↓￥640 京浜急行/Keihin kyuko

汐入/Shioiri
汐入駅/Shioiri

品川 /Shinagawa

↓￥230 京急バス/Keikyu Bus

09：45 大楠登山口/Ogusu Tozanguchi
交通費合計 / fare ￥1,880

★雨天の場合について 雨天の場合は中止としています。中止の場合は、当日朝 7 時までに、FoE Japan ツイッ
ターにてお知らせします。＞https://twitter.com/FoEJapan

