
‐参加者募集‐ 	 

	 

第２回	 栃木県支部交流会「世界遺産・日光を歩く」 	 

	 

 

平成２５年９月１６日   

理学部鶴風会栃木県支部  

支部長 	 高橋 	 伸輔  

 

  過日の台風や竜巻等により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。 	 

	 さて、今年度も栃木県支部では、本学卒業生の使命である「かけがえのない自然と人間

を守る」について、栃木県の豊かな自然にふれながら再考する取り組みを行います。 	 

	 第２回も昨年同様、栃木県支部顧問の小栗都美子先生に案内役を引き受けてもらいまし

た。是非多くの皆様(ご家族も歓迎)の参加をお待ち申し上げます。 	 

	 

	 	 ●開催日 	 	 ： 	 平成２５年１０月１９日（土）小雨決行 	 

	 	 ●場 	 所 	 	 ： 	 	 日光田母沢御用邸記念公園 	 

                    	   「国の重要文化財」並びに「日本の歴史公園 100 選」に指定	 

               	      含満ガ淵  （気象条件により日光植物園に変更の場合あり） 	 

                 	      男体山から噴出した溶岩によってできた奇勝	 

	 	 ●時 	 間 	 	 ： 	 午前 10 時 20 分（集合・出発） 	 	 14:00 頃解散予定 	 

	 	 ●集合場所 	 ： 	 東武バス 	 田母沢バス停付近 	 

	 	 ●費 	 用 	 	 	 ： 	 現地までの交通費＋昼食代は各自ご負担願います 	 

	 	 ●交 	 通 	 	 ： 	 交通機関： 	 JR 日光駅①もしくは東武日光駅②から東武バスに乗 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 り、田母沢⑩で下車。 	 ○数字は停留所番号	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 車 	 	 ： 	 田母沢御用邸前駐車場（有料）をご利用ください 	 

	 	 ●締 	 切 	 	 ： 	 １０月１７日（木） 	 

	 

    ●申込方法 	 ： 	 次の①～③のいずれかの方法で申し込みください。 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 なお、申込の際は 	 お名前､連絡先 TEL、卒年・学科、人数（家族で 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 参加する方がいる場合は合計数）、集合場所までの交通手段（公共 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 交通・自家用車）を必ずお伝えください。 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ①栃木県支部 	 	 	 E-mail	 	 :kakufukai_tochigi@yahoo.co.jp	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②鶴風会事務局 	 	 	 	 E-mail	 	 :ri-kakufu@nc.toho-u.ac.jp	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tel&Fax	 :047-472-7230	 

	 	 	 	 

	 	 ●補 	 足 	 	 ：	 お問い合わせや急な変更等がありましたら、当日 8 時 30 分までに栃 	 

木県支部①宛てにご連絡願います。 	 	 

                    散策は舗装道・石畳（一部階段）で 2km 程度あります。  



ご案内 	 

電車でお越しの際は、各日光駅からバスに乗り、田母沢で

下車してください。次の行き先名のバスに乗車ください。 	 

	 湯本温泉・中禅寺温泉・奥細尾・清滝 	 ４系統 	 

	 

	 

ＪＲ 	 	 宇都宮 912→日光 954	 

東武 	 	 日光 1 号	 	 	 	 新宿 730→池袋･大宮経由 	 	 →東武日光 929	 JR 相互乗入直通特急	 

	 	 	 	 	 	 きぬ 103 号	 	 浅草 800→北千住･春日部経由→東武日光 949	 下今市乗り換え	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 普通	 	 	 	 	 	 栃木 849→東武日光 949	 	 	 東京方面からの快速もあります	 

	 集合場所近辺拡大図 	 （駐車場案内） 	 

	 

	 

                           	  (有料 )	 

                                	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

                            このあたりに、無料の駐車場も点在しています 	 


