
 

 

 

 

 

 

 

  ２０２１年１月のスケジュール ／ Hike Program, January 2021  

   

    

    

    

    

       

    

1/9(sat)  仙元山・戸根山・大峰山／三浦  
Leader：とくら 集合時間： 9:30 am 

Tokura 場所：京急逗子・葉山駅 南口改札前 

所要時間：５．５時間 Mt.Senge Mt.Tone Mt.Ohmine/Miura  
Grade：★★☆☆☆ 

Meeting time & place：9:30 am in front of the 

South ticket gate of Zushi-Hayama station. Walking hours :5.5ｈ 

1/17(sun)  高松山／丹沢 
Leader：石森 正男 集合時間： 9:30 am 

    Masao Ishimori 場所：小田急本厚木駅 東口改札前 
所要時間：４．０時間 Takamatsuyama /Tanzawa  

Grade：★☆☆☆☆ 
Meeting time & place：9:30 am in front of the 

East ticket gate of Hon-atsugi station. Walking hours :4.0ｈ 

1/23(sat)  赤ぼっこ／奥多摩 
Leader：りん 集合時間： 10：00 am 

            LIN 場所：ＪＲ宮ノ平駅 改札前 
所要時間：４．５時間 Akabokko /Okutama Grade：★☆☆☆☆ 

Meeting time & place：10:00 am in front of 

the ticket gate of JR Miyanohira station. Walking hours : 4.5ｈ 

1/31(sun) 弘法山／丹沢 
Leader：門屋 輝慶 集合時間： 10:23 am 

   Teruyoshi Kadoya 場所：小田急秦野駅 改札前 
所要時間：３．０時間 Mt.Koubou /Tanzawa Grade：★☆☆☆☆ 

Meeting time & place：10:23 am in front of 

the ticket gate of Hadano station. Walking hours :3.0ｈ 
＜2 月の予定＞ 
Scheduled for February 

 
 日程が変更になる事もあります。 

The course schedule is subject to change.         

（HP 上で随時更新します）    

    

    
 

    



 

★雨天の場合は中止としています。また、新型コロナウイルスの影響により、中止判断をする場合があります。 

中止の場合は、当日朝 7 時までに FoE Japan ツイッターでお知らせします。＞https://twitter.com/FoEJapan 

 

★新型コロナウイルス感染防⽌のため、参加の際は以下の点にご留意ください。 

 １、発熱・倦怠感など少しでも体調がすぐれない方は、参加をご遠慮下さい。 

 ２、連絡先の把握にご協⼒ください。（万が⼀陽性者が発生した場合の連絡のため） 

 ３、適宜マスクの着用をお願いします。 

 ４、食事の前後など、各自で手洗い・消毒ができるようご用意ください。 

 ５、ハイキング後に大人数での宴会などはぐっと我慢して控えましょう。 

 ６、万が一、参加後に陽性であることが判明した場合には、FoE 事務局へご連絡ください。 

1/9(土) 仙元山・戸根山・大峰山 /三浦 Leader：とくら  所要時間：5.5 時間 Grade：★★☆☆☆ 
Jan 9 (sat) Mt.Sengen Mt.Tone Mt.Ohmine / Miura Tokura   Walking hours：5.5h 

初詣企画。葉山教会脇の登山口から仙元山・戸根山を目指します。来

年と再来年の干支・丑と寅の守り本尊や湘南七福神の恵比寿様が祀ら

れている玉蔵院に参拝した後、大峰山へ。下山後、森戸神社経由で駅

に戻ります。道中、富士山や江ノ島が臨めます。Aim for Mt. Sengen 

and Mt. Tone from the trailhead beside Hayama Church. 

After worshiping at Gyokuzoin, we head to Mt. Omine. After 

descending the mountain, return to the station via Morito 

Shrine. You can see Mt. Fuji and Enoshima along the way. 

【備考 / note】 
◎品川から逗子・葉山駅までは右記の電車に乗ると便利です。To get to 
Zushi-Hayama station, it is convenient to take the train noted right.  

集合： 9:30 am /京浜急行逗子・葉山駅 南口改札前 

Meeting time & place：9: 30 am in front of the South ticket gate of Zushi-Hayama st. 

行き / going 帰り / return 
  

08：37  品川/Keikyu Shinagawa  逗子・葉山/Zushi-Hayama 

↓￥650 京浜急行/Keihin kyuko ↓￥650 京浜急行/Keihin kyuko 

09：12 金沢文庫/Kanazawa bunko 品川/Shinagawa 

09：15 金沢文庫/Kanazawa bunko   

↓  
09：25 逗子・葉山/Zushi-Hayama 

 

  
  

 

交通費合計 / fare ￥1,300 

 1/17(日) 高松山 /丹沢 Leader：石森 正男 所要時間：4.0 時間 Grade：★☆☆☆☆ 
Jan 17 (sun) Mt.Takamatsu / Tanzawa Masao Ishimori  Walking hours：4.0h 

小野宮バス停から歩いて高松山を目指します。七沢森林公園を経由して

下ります（下山予定は 15 時頃）。七沢森林公園は森林セラピー基地に認

定されています。森林浴をしながらハイキングを楽しみましょう。We hike 

to Mt.Takamatsu and Nanasawa Park. Nanasawa Forest Park 

is certified as a forest therapy base.   

【備考 / note】 
◎新宿から本厚木駅までは右記の電車に乗ると便利です。To get to Hon-atsugi 
station, it is convenient to take the train noted right. 

◎バスは厚木バスセンター9 番乗り場から「七沢」行きに乗ります。Take the bus 
bound for "Nanasawa" from the line ⑨ of "Atsugi bus center" bus stop. 

 

集合： 9:30 am / 小田急線本厚木駅 東口改札前 

Meeting time & place：9: 30 am in front of the East ticket gate of Hon-atsugi station 

行き / going 帰り / return 
  

08：30 新宿 /Odakyu Shinjuku 馬場リハビリ入口/Baba Rihabiri  

↓￥510 小田急線/Odakyu line ↓￥370 神奈中バス/Kanachu Bus 

09：23 本厚木 /Hon-atsugi 本厚木駅/Hon-atsugi st. 

09：40 厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ/Atsugi Bus Center  本厚木 / Hon-atsugi 
↓￥290 神奈中バス/Kanachu Bus ↓￥510 小田急線 /Odakyu line 

09：55 小野宮前 /Onomiya-mae 新宿 /Odakyu Shinjuku 
  

  

 

交通費合計 / fare ￥1,680 

1/23(土) 赤ぼっこ / 奥多摩 Leader：りん /  Lin 所要時間：4.5 時間 Grade：★☆☆☆☆ 
Jan 23 (sat) Akabokko / Okutama    Walking hours：4.5h 

宮ノ平駅から出発して、少し急な上りと軽いアップダウンを歩くと、天

狗岩で多摩川と青梅市街の展望が楽しめます。赤ぼっこの山頂では

更に開けた展望を楽しめます。馬引沢峠、旧二ツ塚峠を経て天祖神

社に至り、青梅駅へ戻ります。After you walk a little steep ups 

and downs, you can enjoy the view of the Tama River and 

Ome city from Tenguiwa and the top of Akabokko. After 

passing through the Mabikizawa Pass and the former 

Futatsuzuka Pass, we go back to Oume Station. 

集合： 10:00 am / JR 青梅線宮ノ平駅 改札前  

Meeting time & place：10:00 am in front of the ticket gate of JR Miyanohira st. 

行き / going 帰り / return 
  

08：26  新宿 /Shinjuku 青梅 /Oume 

↓￥820 JR 中央・青梅線/Chuo・Oume line

（途中、国分寺・青梅で乗り換え） 

↓￥820  

JR 中央・青梅線/Chuo・Oume line 

09：44  宮ノ平 /Miyanohira 新宿 /Shinjuku 
 

交通費合計 / fare ￥1,640 

【備考 / note】◎新宿から宮ノ平駅までは右記の電車に乗ると便利です。To get to Miyanohira st., it is convenient to take the train noted right.

 ◎降雪や凍結に備えて、チェーンスパイクや軽アイゼンなどを持参ください。Bring a chain spike or light crampons in case of snowfall or freezing. 

 1/31(日) 弘法山 / 丹沢 Leader：門屋 輝慶 所要時間：３.0 時間 Grade：★☆☆☆☆ 
Jan 31(sun) Mt.Koubou / Tanzawa Teruyoshi Kadoya  Walking hours：3.0h 

秦野駅から街中を抜け、権現山に向かいます。中国風の塔やテラスがあ

り、天気がよければ富士山を眺めることができます。弘法山の頂上には鐘

楼と釈迦堂があります。雑木林の中を鶴巻温泉へ下ります。帰りに、温泉

に寄ることもできます。The trail starts from Hadano st. We walk 

gentle hill and the view is good. We will go down to 

Tsurumaki-Onsen and can enjoy taking hot spring after hike.  

【備考 / note】 
◎新宿から秦野駅までは右記の電車に乗ると便利です。To get to Hadano 
station, it is convenient to take the train noted right. 

 

集合： 10:23 am / 小田急秦野駅 改札前 

Meeting time & place：10: 23 am in front of the ticket gate of Hadano station. 

行き / going 帰り / return 
  

09：10  新宿 /Odakyu Shinjuku 鶴巻温泉 /Tsurumaki-onsen  

↓￥690 小田急線/Odakyu line ↓￥600 小田急線 /Odakyu line 

10：23  秦野 /Hadano 新宿 /Odakyu Shinjuku 

  
  

  

 

交通費合計 / fare ￥1,290 

 


