
第 126 回 1/15(日) 新地町 鹿狼山 新春ハイクバス 
 

東日本大震災の支援のために始めたリフレッシュ・ハイキングも 11年目を迎えました。今年もウイズコロナで中

身の濃いハイキングやウォーキングを実施したいと思います。 

1２月のハイキング・ウォーキング・エール忘(望)年会では 2022 年のスライド上映や振り返りを行いました。また

2023 年度のハイキングやウォーキングやエールの計画作りが行われました。多くの皆さんにご協力いただいた

アンケートで作った原案をもとに話し合いました。裏面に第 1 次案を掲載しましたので、ご意見をお寄せください。 

「参加者が主体的に作り上げる」エールを基本に、今年も皆さんのご協力をお願いいたします。 

１月のハイキングは「日本一山開きが早い」鹿狼山登山です。快い汗を流して「鹿狼の湯」でリフレッシュ。 

 

★集合 7時 30分 二本松市霞ヶ城 

      8時 10分 福島市役所駐車場  9時 30分 鹿狼山登山口 
 

★スケジュール案 

7:30  二本松市霞ヶ城 駐車場 

8:10  福島市役所 駐車場 

    国道 115 号 霊山 IC 相馬福島道路 相馬 IC 新地 IC 

9:30  鹿狼山登山口 登山開始 

12:00 下山 鹿狼の湯 入浴と昼食 

14:00  出発 

14:30  浜の駅 松川浦 

15:00  出発 相馬 IC  相馬福島道路 霊山 IC 

16:20  福島市役所 

17:00  二本松市霞ヶ城 

●少雨決行。悪天候で登山不可の場合は相馬市歴史資料館や千客万来館、浜の駅などに変更します。 

 
★装備 ザック 飲料水 行動食 帽子 カッパ 登山靴 ストック 入浴セット 

★参加費 正会員 3000 円 賛助会員 3200 円 その他 3500 円  (現地集合の方は割引します) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 127回2/11(土)南相馬市 相馬野馬追歴史散歩ハイク バス 
★集合 7時 30 分 二本松 霞ヶ城 

8 時 10 分 福島市役所駐車場 

9時        飯舘村 道の駅までい館 

10 時   道の駅 南相馬 

 

●相馬野馬追ゆらいの歴史散歩 

●小高神社、太田神社、博物館、雲雀ヶ原散策 

●道の駅 南相馬で昼食 

 

★装備 ザック 飲料水 行動食 帽子 カッパ 手袋 

★参加費 正会員 3000 円 賛助会員 3200 円 その他 3500 円 (現地集合の方は割引します) 
 

 
小高神社 

 
南相馬市博物館 

 
鹿狼山 

 

第 128 回 3/18(土)二本松市 隠津島神社と木幡山ハイク  自家用車 

★集合 9時 道の駅 ふくしま東和 (二本松市太田下田 2-3) 

 

◆創建 1253 年の由緒ある隠津島神社 

◆三重塔や木幡の大杉 

◆「幡まつり」の由来となった木幡山 

 

★装備 ザック 飲料水 行動食 帽子 カッパ 手袋  

(昼食は道の駅を予定) 

★参加費  500 円 
  



2023 年度 ハイキング計画案  

４月 三春町 まちなか桜名所と歴史さんぽ 

田村大元神社→城山公園→福聚寺→法華寺→高乾院→紫雲寺 

自家用車 

５月 二本松市 羽山(麓山)とクマガイソウ 

 

 

自家用車 

６月 雄国沼ニッコウキスゲ  檜原湖～雄国沼～シャトルバス～喜多方 バス 

７月 浄土平  吾妻小富士と桶沼 (または鎌沼) バス 

８月 喜多方市 三ノ倉ひまわり高原  磐梯町 慧日寺 バス 

９月 只見線に乗って只見町ブナの森へ １泊  

会津若松駅から只見線→只見川の川霧→只見駅 只見町(泊) ブナの森トレッキング 
バス 

１０月 安達太良山の紅葉登山 ①ロープウェーから山頂コース ②馬車道→くろがね小屋コース 自家用車 

１１月 霊山の紅葉 自家用車 

１２月 ハイキング ウォーキング エール 忘年会  

１月 相馬市 中村神社 市歴史資料館 松川浦 イチゴ狩り バス 

2月 郡山市 逢瀬公園と浄土松公園 温泉 自家用車 

3月 浪江町 震災遺構・請戸小学校 太平山 丈六公園 いこいの村なみえ  

道の駅「なみえ」 ラッキー公園なみえまち 

バス 

 

2023 年度 ウォーキング計画案 

４月 やながわ希望の森 桑折町の桃源郷 自家用車 

５月 飯舘村 大火山のヤマツツジ 自家用車 

６月 郡山市 緑水苑  自家用車 

７月 伊達市月舘町 あじさいの小径 自家用車 

８月 福島市 四季の里と水林自然林 荒川堰堤巡り 自家用車 

９月 二本松市 安達ヶ原マンジュシャと赤いそばの花 自家用車 

10月 飯舘村 虎捕山の紅葉 自家用車 

１１月 本宮市 蛇の鼻公園と岩角寺の紅葉 自家用車 

１２月 ハイキング ウォーキング エール 忘年会 自家用車 

１月 二本松市初詣 霞ヶ城→龍泉寺→大麟寺→二本松神社→鏡石寺→菅原神社→城報館 自家用車 

2月 福島市飯野町 吊るし雛祭り 自家用車 

3月 大玉村 本宮市 古墳巡り  プラント 5周りの５つの古墳を巡ります 自家用車 

 

2023 年度 エール計画案 毎月 1 回が基本 

４月 本宮市 陶芸 大堀相馬焼 

５月 本宮市 第 2回青い空杯パークゴルフ大会 

６月 二本松市 水彩画 

７月 福島市 絵付け体験（小物） 

８月 二本松市 ①クラフトバンド  ②お菓子作り 

９月 福島市 うたごえ 合唱 

10月 二本松市 写経 書道アート 

11 月 二本松市 ① こども縁日 ゲーム大会 ②ふるさとの民話 

１２月 二本松市 ① 絵手紙  ②クリスマスグッツ・正月用品作り 

１月 二本松市 手芸(吊るし雛作りなど) 

2月 福島市 パステルアート 

3月 二本松市 エール作品展 演奏会 

●定期的な集まりの検討 

① 「青い空」合唱団 

② 絵画教室 

③ 手芸の会 

④ 卓球クラブ   など 

 

 
        電話ファックス  

二本松市岳温泉二丁目 20番地 11         ホームページ あだたら青い空 で検索 


