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２０１３年９月１９日 
 

第２５回ＹＷＶシニアＯＢの集い開催のご案内 
幹事一同 

 
拝啓 この夏は昨年に引き続く大変な猛暑続きでしたし、天候も不安定で豪雨に見舞われた地域もあり

ました。２年続きのこの天候、温暖化は確実なようですね。９月に入って朝晩かなり涼しくなり秋の気配

も見えてきましたが、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。 

さて、第25回目のYWVシニアOBの集いをご案内します。昨年は那須塩原温泉で開催しましが、今年は同じ

北関東でも西の草津温泉での開催です。宿舎は草津温泉の中心、湯畑にも近いホテルとし、上州から北信

濃北志賀にまたがる山々での山歩き等を計画しました。今回も混雑を回避するために日曜日・月曜日の日

程としました。 

万障お繰り合わせの上ご参加下さいますようご案内いたします。 

 

１.日 時：               

１０月２７日(日)  宿舎集合受付 １５時頃～１７：００ パーティー開始 １８：００ 

  １０月２８日(月)  朝食 ７：００～９：００ 

 

２.場 所： 次ページの地図を参照下さい。 

群馬県草津温泉 ホテル高松  

〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町312 

Tel:0279-88-3011 Fax:0279-88-4928 E-Mail:yoyaku@kusatsu-takamatsu.com 

 

３.交 通： 次ページの地図を参照下さい。 

車の場合: 長野道軽井沢IC又は関越道渋川ICから草津温泉へ向います。 

草津温泉の湯畑近辺は、道路が狭く、また工事中・通行止めなど多数あり。宿舎へはホテルの看板

に従い、「すずらん通り(292号線)」から滝下通りに入って下さい。 

電車やバスの場合：時間は｢9.公共交通機関時刻｣に記載 

東京方面からは上野発特急長野原行きを推奨します。上野原草津口から温泉行きバス利用。 

新宿駅南口から草津温泉ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙまでの直通高速バスもあります。 

草津温泉バスターミナルから「湯畑」経由ﾎﾃﾙまで徒歩5分。ホテルに連絡すれば送迎バスあり。 

 

４.会 費： 

金16,000円／人 (但しご家族で参加の場合、 二人目からは 金10,000円／人) 

※2A/2B/2C参加者は弁当代1,000円徴収 

今回から二次会は各期の自主運営とします。近くに酒屋(湯畑前)やコンビニストアがあります。 

 

５.部屋割り： 

部屋数の関係で期ごとではなく、期をまたいでの相部屋となる場合があります。予めご了承ください。 

 

６.申 込： 

ご出欠を同封の返信用葉書にて１０月６日(日)までに＜各期幹事＞宛御連絡下さい。尚、残念ながら

ご欠席の場合は近況をお知らせ願います。 

電子メールでご案内した方の返信は電子メールでかまいません。添付されているWordの返信葉書に必

要事項を記入して送信者に返信してください。 

 

７. キャンセル連絡： 

   ・前日までのキャンセル連絡先･･･各期幹事(最終頁参照)まで連絡願います。 

    当日のキャンセル連絡先  ･･･宿舎または宿者幹事(7期:服部)に｢期･氏名｣を連絡願います。 

   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

   ・キャンセル料  (下記)でキャンセル料を申し受けます。 

   5日前(10/22)までは無料､2日前まで(10/23～25)は2,000円､前日(10/26)は5,000円､当日は10,000円 

     無断欠席の場合は、16,000円(ご家族は10,000円)を徴収いたします。 

   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙからの徒歩ｺｰｽ： 
 赤い線に従って湯畑経由ﾎﾃﾙ高松まで徒歩5分程度です。 
 
自車で来られる方のｺｰｽ： 

 草津の街は道路が狭いです。湯畑付近に入り込まないように緑の線に示すように日本ﾛﾏﾝﾁｯｸ街道を 
使って町の中心を通り過ぎてからV字で戻るように来てください。 
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８.コース紹介 
 
 (1) １０月２７日(日)コース 

 
1A) 子持山(標高 1,296ｍ)     （Ｌ．早坂(8期)  
      難易度★★☆ 標高差 566ｍ 歩行時間 5 時間 10 分(登り 2 時間:50 分、下り 2 時間 20分) 

子持山は赤城山と榛名山とに挟まれた位置にあり、関東百名山・群馬百名山にも選ばれている一等三
角点を有する霊山です。山中に屹立する屏風岩や獅子岩(梯子と鎖を使って登る予定)は信仰の対象にな
っております。晴れれば山頂からは赤城山、武尊山、日光連山等を眺めることができます。道は整備さ
れており危険な所はありませんが、帰路の大ﾀﾞﾙﾐへの下りは急傾斜で滑りやすいため注意が必要です。 
下山後草津温泉の宿まで車で約 2時間を要するため、当日の天気や参加者の状況により獅子岩のﾋﾟｽﾄﾝ

をｶｯﾄ、或いは大ﾀﾞﾙﾐから八号橋に下山することもあり得ます。 
 

＊地 図：渋川市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「子持山登山道ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(PDF)」を印刷してご持参ください。 
＊集 合：上越線「渋川駅」8時 20 分 または 七号橋登山口 8時 40分 

○マイカーの場合 駅左手交番裏のＨｴｸｾﾙイン渋川周辺に駐車スペースあり。登山口直行の場合は
ﾅﾋﾞで子持神社と入力すると別の場所に行ってしまうので、「高嶺会・並木路荘(ＴＥＬ0279―
53―2301)」と入力、正面の鳥居をくぐり直ぐ左の林道へ(小さな案内板あり)。 

  ○電車の場合 東京発 6;36 (上越新幹線たにがわ 401 号)7:34 高崎・乗換 7:45(上越線)8:11 渋川
着     渋川駅でﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟします。 

＊コース：駐車場は五号橋、六号橋、七号橋に数台ずつ可(できるだけ奥に駐車したい) 
五号橋(15分)七号橋・登山口---(50 分)---尾根---(20 分)---獅子岩(ﾋﾟｽﾄﾝ 30分)---（35分）
---柳木ヶ峯---(20 分)---子持山(昼食)---(20 分)---柳木ヶ峯---(30 分)---大ﾀﾞﾙﾐ---(45
分)---浅間---(45分)---五号橋 

＊持ち物：地図、昼食、おやつ、水、雨具、防寒具、その他登山に必要なもの 
＊トイレ：渋川駅、七号橋・登山口(簡易ﾄｲﾚ１つだけ) 
＊雨 天：雨天が予想される時は中止。中止の場合、前日までに参加者に連絡します。 

 

 

1B) 王城山（おうじょうさん）(標高1123m)  L.吉野 (2期)  

難易度★ (初級) 高低差：473m 歩行時間：2時間30分  歩行距離:約5km 

王城山は,群馬県の西のはずれ長野原町にある標高1123mの山です。群馬百名山ですが、訪れる人も少

なく静かな山旅が楽しめます。地元では「みこしろ山」と呼ばれる王城山は、今から約2000年前、日本

武尊が東征の帰りにご駐屯された旧跡で、山頂に祠を建ててこれを祀り（奥宮）、里宮として王城山神

社を建てて祀ったのが縁起です。 

春は麓のｶﾀｸﾘの群落とｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗ、秋は紅葉の景観が格別です。山頂からは木の枝越しに、浅間山、草

津白根山などが間近に見え、その眺めは圧巻です。 
 

＊地   図：国土地理院2万5千分のⅠ地形図：長野原 
＊集  合：道の駅八ッ場ふるさと館 10時30分 
（吾妻郡長野原町大字林1567-4、国道145号線八ッ場バイパス林信号角、0279-83-8088） 
＊交  通：ﾏｲｶｰでまいります。ﾏｲｶｰ出動ご協力ください。 

電車でゆく方は上越線渋川駅でﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟします。 
        東京7:08+++(上越新幹線とき305)+++8:07高崎8;24+++渋川8:49 
＊コ ー ス：道の駅八ッ場ふるさと館10:30---王城山(12:30～13:00)---14:00道の駅八ッ場ふるさと館 
＊持 ち 物：昼食、地図、防寒具、雨具、間食、飲料水、筆記具 等 
＊ト イ レ：道の駅八ッ場ふるさと館 
＊宿  へ：下山後ﾏｲｶｰ分乗で草津温泉に向かいます。（30分） 
＊雨  天：中止 
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1C)白砂渓谷 野反湖 ドライブコース    L：小林（7 期）  

秋の見事な紅葉を歩くこと無く満喫しょうと言う、超お手軽ﾄﾞﾗｲﾌﾞコースを設定しました。長野原か

ら野反湖迄は標高差 1000M余り、何処かで見事な紅葉に出会える事保証付き？です。 長野原草津口駅

を出発し白砂川に沿って上がって行き、途中 六合（くに）地区赤岩の高度成長する以前の日本の田舎

の主要産業で有った養蚕の姿を展示している「ふれあいの家」を見学 道の駅「六合」にて昼食（そば 

うどん ﾗｰﾒﾝ ｶﾚｰ etc）。昼食後、白砂川の支流八石沢川の「世立八滝」の一つ 大仙の滝を見学して 

渓流沿いの見事な紅葉を楽しみながら野反湖へ 

野反湖は 2A ｺｰｽの三壁山 月例山行で行った八間山等 2000M 級の山々に囲まれた静かな人造湖です。 

富士見峠よりの雄大な展望を楽しんだ後、草津温泉へ向かいます。 

 

＊集  合： 長野原草津駅 11:30 

＊交  通：上野発 9:00 草津 31号が便利です。 

＊費  用： 車提供者以外は ｶﾞｿﾘﾝ代として 500円 

＊弁  当：持参か 道の駅「六合」で自販機で食券購入  

 

★車が必要ｺｰｽです、車での参加者切望です。 
 

 

1D) 直行コース 

公共交通機関ご利用の方： 8月現在の時刻を「９．公共交通機関時刻」に記載しました。 

10月には変更があるかと思いますので参考用です。正確な時刻は別途10月以降お調べください。

吾妻線・上野原草津口から温泉行きバス利用。草津温泉BTからホテルに連絡すればば、送迎バス

あり(徒歩でも10分)。 

車利用の方 

草津温泉の湯畑近辺は、道路が狭く、また工事中・通行止めなど多数あり。宿舎へはホテルの

看板に従い、「すずらん通り(292号線)」から滝下通りに入って下さい。 
 
 
 
 (2) １０月２８日(火)コース 

ﾁｪｯｸｱｳﾄするときに、ﾎﾃﾙに荷物や車を預けることができます。必要な方はご利用下さい。 
 

2A）三壁（みつかべ）山(1970m)・エビ山(1744m) L．腰塚(３期)  

 難度度★★   ［標高差］：約 400m   [歩行時間]：約 4時間 

野反湖湖尻から富士見峠（野尻峠）まで、野反湖の西側をとりまく上信国境の三壁山、エビ山等を巡
るｺｰｽです。野反湖の東側の八間山は、以前月例で登っています。三壁山は、このｺｰｽでは最も標高が高
い山（約 1970m程度）です。2.5万分の１地図上には名前の記載がありません。このｺｰｽは、ﾆｯｺｰｷｽｹﾞ(ﾉ
ｿﾞﾘｷｽｹﾞ)が咲く初夏がお勧めですが、秋には紅葉が期待できそうです。三壁山頂上からの展望はありま
せんが、ｴﾋﾞ山付近では、浅間、草津白根等の雄大な眺めが期待できます。このｺｰｽは、路もしっかりし
て特に危険なところはありません。三壁山の登りが少しきつい程度でしょうか。なお、登山口と下山口
にﾏｲｶｰを配車する予定ですので、ﾏｲｶｰの提供をお願いします。 
 
＊地  図：山と高原地図 17「志賀高原」、2.5万地図「野尻湖」 
＊集  合：宿舎玄関前（朝食後）8:00（予定） 
＊コ ー ス：宿舎＝(ﾏｲｶｰ分乗)＝野反湖ﾊﾞｽ停横駐車場 1530m…(0.10)…ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 

…(1.25)…三壁山…(0.35)…ｶﾓｼｶ平分岐…(0.05)…高沢山 1906m(昼食)…(0.45)… 
ｴﾋﾞ山 1744m…(1.00)…弁天山…(0.10)…野反峠(富士見峠 1561m） 

＊持ち物：雨具、防寒具、昼食、飲料水、間食、その他登山に必要なもの 
   ＊昼 食：一括手配（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ茶付き、1,000円を受付時に徴集） 

＊トイレ：野反湖ﾊﾞｽ停前、野反峠にあり。ｺｰｽ中にはﾄｲﾚはなし 
＊雨  天：中止 

       [温泉]：花敷温泉、道の駅六合（くつろぎの湯） 
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2B）[奥志賀]焼額(やけびたい)山(標高 2000m)  L.佐木 (8期)  

難易度★★(一般) 高低差：登り400m 下り520m 歩行時間：3時間20分 
焼額山は志賀高原の最奥部の奥志賀の山です。国道292号で白根火山，渋峠(2172m)を越えて志賀高

原に入り，登山口に行きます。白根山そして，横手山などの志賀高原の山の景色を車の中から楽しめ
ます。焼額山の山麓にはホテルが立ち並び，山頂までスキー場になっています。このコースは，ほと
んどがスキー場の中を歩きます。山頂部にだけコメツガ，シラビソの原生林が残っており，美しい稚
児池があります。 
焼額山は独立している山なので，岩菅山を始めとした志賀高原の山，鳥甲山，苗場山，北信の山，

遠くに北アルプスが望めます。 
 

＊地   図：昭文社山と高原地図17.志賀高原 
＊集  合：奥志賀，ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ西館前 11時 
＊交  通：宿からは路線ﾊﾞｽまたはﾏｲｶｰ(1時間50分)利用：集合場所でﾏｲｶｰの駐車可 
＊コ ー ス：草津温泉ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ9:00⇒(白根火山と蓮池で乗り換え，2600円)⇒ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ西館前10:57---

焼額山(昼食12:50～13:40)---奥志賀高原ﾎﾃﾙ(15:20) 解散 
＊持 ち 物：地図、防寒具、雨具、飲料水、筆記具，予備食、医薬品，懐中電灯，等 
＊昼  食：一括手配（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ茶付き、1,000円を受付時に徴集） 
＊ト イ レ：ﾊﾞｽ乗り換え地の蓮池ﾊﾞｽ営業所と奥志賀高原ﾎﾃﾙﾊﾞｽ停留所 ｺｰｽ中にはﾄｲﾚはなし 
＊帰  路：3時45分発の湯田中駅行ﾊﾞｽ⇒(ﾏｲｶｰの方はﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ西館下車460円)⇒湯田中駅(1,050円) 

湯田中駅+++(長野電鉄)+++長野+++新幹線利用+++東京駅着20時28分 
＊注意事項：凍結･積雪の可能性がある場所を通るのでﾏｲｶｰの方はｽﾉｰﾀｲﾔ等を用意してください 
＊雨  天：中止 
 
 

2C）本白根山（2,171m）展望周遊コース  L：服部（7期） 
難易度：★☆☆ 歩行時間：2時間 30分、行程距離：6.5km、標高差：登り 150ｍ、下り 150ｍ 

白根火山ﾛｰﾌﾟｳｪｲ駅から大噴火口沿いに本白根山の展望場所から鏡池を巡って RW 駅に戻る眺望の良
い整備された歩道を行く家族向けの周遊コース。白根山（2,160m）よりも標高の高い本白根山(2,171m)
は、山頂への道はないのですが展望場所から眼前に見る浅間山は雄大そのものの姿で。浅間山の最も
正しい姿が見られるところと云われています。 

 
＊地  図：昭文社･山と高原地図 17｢志賀高原･草津白根山･四阿山」(1:50,000) 

 （｢草津温泉観光協会｣の下記サイトに案内とｺｰス MAP があります） 
       http://www.kusatsu-onsen.ne.jp/hiking/erea-a.html  （本白根コース） 

＊集  合：玄関前 8：30 
自家用車分乗組：ホテル⇒白根山ﾚｽﾄﾊｳｽ駐車場---(20分)---ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山頂駅 
路線ﾊﾞｽ組：ﾎﾃﾙ⇒送迎ﾊﾞｽ⇒ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ発 9:00⇒(路線ﾊﾞｽ)⇒ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山麓駅⇔ ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山頂駅 

＊コ ー ス： 
ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山頂駅---ﾘﾌﾄ頂上駅---本白根展望所(昼食)---鏡池入口---ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山頂駅 
（解散）⇒車分乗組とﾊﾞｽ組で来たときの交通手段で帰京 

＊費  用：路線ﾊﾞｽ・RW利用組は、ﾊﾞｽ代（片道 620 円）、ﾛｰﾌﾟｳｪｲ代（往復 1500 円） 
＊昼  食：一括手配（ﾍﾟｯﾄボトル茶付き、1,000円を受付時に徴集） 
＊ト イ レ：ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山麓駅・山頂駅、ﾚｽﾄﾊｳｽ（自家用車組）。 
＊日帰り温泉：下山後に滞在ﾎﾃﾙで入浴可（14 時以降の利用、無料）。 

湯畑付近に御座湯（500～1000円）、他に無料共同浴場多数あり。 

 
2D）草津温泉街湯けむり散歩コース 
   草津ゆけむりｶﾞｲﾄﾞによる町内の名所観光ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ  Tel: 090-1844-4188 

   歩行時間： 午前 10 時～12 時   料金： 500円／人 
日本三大名湯の草津は伝統と歴史ある町で、草津温泉随一の源泉であり草津のｼﾝﾎﾞﾙでもある湯畑か

ら源泉巡りのｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰに個人参加するｺｰｽです。 
宿泊するﾎﾃﾙ高松の温泉は湯畑源泉のかけ流しです。 
ｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ終了後に町の共同浴場である千代の湯と地蔵の湯へは観光客が無料で入浴することができ

ますし、湯畑前湯けむり亭、地蔵の湯前足湯、ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ前足湯では無料で足湯利用できます。 
＊コ ー ス： 
  湯 畑 熱の湯前集合 10:00 → 滝 下 → 地蔵の湯 → 煮川の湯 →  
    和風村（草津節発祥の地） → 商店街 → 西の河原公園 → 12:00湯 畑 
＊地  図： http://yahoo.jp/box/xmU3vX から詳細草津地図をダウンロード 

 
 

http://www.kusatsu-onsen.ne.jp/hiking/erea-a.html
http://yahoo.jp/box/xmU3vX


6 

 
2E)直  帰 

宿からバスターミナルまで歩いて10分です。 

8月現在の時刻を「９．公共交通機関時刻」に記載しました。10月には変更があるかと思いますので参

考用です。正確な時刻は別途10月以降お調べください。 

 
 
９.公共交通機関時刻 
   時刻表は9月15日現在で作成しています。10月の時刻改正で変更があるやも知れません。 
   参考にしていただき最終的には各自でご確認願います。 

往きの時刻 
   直行する方への推奨 
      
    ①ＪＲとバス利用：早いのはこちら。 

乗換無しで行こうと言う方には上野駅10時発特急草津2号万座鹿沢口行きがお勧めです。 
15時半頃に宿着なら上野駅12時10分発特急草津2号万座鹿沢口行きも良いです。 
特急料金込みで4,620円です。新幹線利用は高い割には早くないです。 

    

東京  上野         高崎         長野原草津口 駅前ﾊﾞｽ亭     草津温泉

ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 

10:00++(草津2号)++11:23+++++(草津2号)+++++++++12:32 12:42==(JRﾊﾞｽ関東)==13:04 

10:12++(Maxとき317)++11:01 11:43+(普通万座鹿沢口行)+13:04 13:12==(JRﾊﾞｽ関東)==13:40 

11:18++(Maxとき319)++12:02 12:15++(ﾘｿﾞｰﾄやまどり)+++13:35 13:47==(JRﾊﾞｽ関東)==14:09 

      12:10++(草津3号)++13:34+++++(草津3号)+++++++++14:43 14:53==(JRﾊﾞｽ関東)==15:15 

 

①直通高速バス利用：草津温泉まで乗り換え無しで安い(3,200円)です。 
 新宿駅新南口（代々木）発のＪＲバス関東の高速バス「上州ゆめぐり号」 

          注意：ﾊﾞｽ亭は代々木駅を降りて東口に出て左手方向新宿方面へ 2 分のところです。 
            新宿駅新南口からは 10分かかります。予約しないと乗れないこともあります。 

     新宿駅新南口（代々木）   草津温泉ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ 
1 号       08:00     →   12:07 
3 号       09:00     →   13:07 
105号       10:00     →   14:07 
9 号       12:00     →   16:07 

 

 

  帰りの時刻(平日) 

以下の長野原草津口行きJRﾊﾞｽが6:25を始発として1時間に1本以上あります。長野原草津口駅から1時間

に1本程度普通高崎行きが出ています。新宿まで約4時間です。 

平日のJR特急上野行き草津号は次の２本です。11:00、15:40。新宿まで約2時間半です。 

草津温泉ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙから新宿行きの高速ﾊﾞｽもあります。午前中6時始発で2時間ピッチ、午後は1時間ピッ

チで最終は17:30です。新宿まで約4時間です。詳しくはJRﾊﾞｽ関東HPに紹介下さい。 
    
 

 


