
小田原・箱根 SGGクラブ（OHSGG） 

2022年度 年間行事と主な活動案 (2022 年 4 月～2023 年 3 月)  

        （*印：実施日、担当など後日決定） 

    注）別途定める新型コロナ対応ガイドラインに従う。活動の中止、時期・内容を変更する場合がある。  

2022 年  
4 月  

3 日（日）AM e-café 
6 日（水）、9 日（土）OHSGG ハイキング「大野山ハイク」 
10 日（日）AM 英語ガイド練習会 
10 日（日）AM 時事英語勉強会 
16 日（土）総会・例会  
17 日（日）PM e-café 

5 月  1 日（日）PM e-café  
3 日（火・祝）小田原北條五代祭り奉仕協力  
6 日（金）、7 日（土）OHSGG ハイキング「芦ノ湖東湖畔ハイク」  
8 日（日）AM 英語ガイド練習会  
8 日（日）AM 時事英語勉強会  
15 日（日）西湘散歩 三増峠合戦場巡り  
15 日（日）PM e-café  
21 日（土）例会  
21 日（土）例会中 旧松本剛吉邸と周辺の桜名所案内  
23 日（月）体験ガイド「日本料理学習研修」  
29 日（日）箱根火山の生成史と石垣山一夜城研修  

*体験ガイド「利き酒研修、現地」  

*箱根ジオパーク推進協議会総会  
*OHSGG ハイキング「西丹沢ツツジ鑑賞ハイク」  

*西湘散歩（平日実施） 鎌倉から江の島  

*西湘散歩 源頼朝の伊豆蜂起の道を歩く  

6 月  5 日（日）PM e-caf  
7 日（火）6 月度新入会員箱根実践研修  
8 日（水）箱根ジオパークガイド連絡会  
11 日（土）AM「利き酒 ONLINE 研修」  
12 日（日）AM 英語ガイド練習会  
12 日（日）AM 時事英語勉強会  
18 日（土）例会／新人オリエンテーション 
19 日（日）PM e-café  
*箱根実践研修－春夏のテーマ別研修「箱根神社を知る」  
*OHSGG ハイキング「金時山登山」  

7 月  3 日（日）PM e-café  
10 日（日）AM 英語ガイド練習会  
10 日（日）AM 時事英語勉強会  
16 日（土）例会    
17 日（日）PM e-café  
*南足柄ジオサイト研修 
*体験ガイド「サイクリング研修」 

8 月  7 日（日）PM e-café 
14 日（日）AM 英語ガイド練習会 
14 日（日）AM 時事英語勉強会 
20 日（土）例会／講演会 
20 日（土）例会後 懇親会（暑気払い）  
21 日（日）PM e-café  
*体験ガイド「寄木細工研修」  



9 月  4 日（日）PM e-café  
10 日(土) 、11 日（日）日独学生団体ガイド  
11 日（日）AM 英語ガイド練習会  
11 日（日）AM 時事英語勉強会  
17 日（土）例会／善意通訳県の集い（最終リハーサル）  
17 日（土）箱根ジオパーク研修（座学）  
18 日（日）PM e-café  
*OHSGG ハイキング「富士山宝永火口ハイク」  

10 月  2 日（日）PM e-café  
9 日（日）AM 英語ガイド練習会  
9 日（日）AM 時事英語勉強会 
15 日（土）例会  
16 日（日）箱根ジオパーク研修（実践） 
16 日（日）PM e-café 
29 日（土）箱根湯本研修 
*善意通訳県の集い 2022 
*JICA 横浜 研修ガイド 
*OHSGG ハイキング「矢倉岳登山」   

11 月  3 日（水・祝）箱根大名行列奉仕協力  
6 日（日）PM e-café  
12 日（土）体験ガイド「最乗寺座禅研修」  
13 日（日）AM 英語ガイド練習会  
13 日（日）AM 時事英語勉強会  
19 日（土）例会  
19 日（土）例会後 小田原城深掘り研修（座学）  
20 日（日）PM e-café  
*TBD 箱根実践研修－秋のテーマ別研修「未定」  
*JICA 横浜 研修ガイド  
*OHSGG ハイキング「箱根旧街道“わらじ”ハイク」  

12 月  4 日（日）PM e-café  
10 日（土）小田原城深掘り研修（実践）  
11 日（日）AM 英語ガイド練習会  
11 日（日）AM 時事英語勉強会  
17 日（土）例会／新人オリエンテーション  
17 日（土）例会後 懇親会（忘年会） 
18 日（日）PM e-café  
*JICA 横浜 研修ガイド  
*西湘散歩 弘法山・権現山ハイキング  

2022 年 
1 月  

8 日（日）AM 英語ガイド練習会  
8 日（日）AM 時事英語勉強会  
15 日（日）PM e-café  
21 日 (土) 例会  

2 月  5 日（日）e-café  
12 日（日）AM 英語ガイド練習会  
12 日（日）AM 時事英語勉強会  
18 日 (土) 例会  
19 日（日）PM e-café  
25 日（土）12 月度新入会員箱根実践研修  

3 月  5 日（日）PM e-café  
12 日（日）AM 英語ガイド練習会 
12 日（日）AM 時事英語勉強会 
18 日 (土) 例会  
19 日（日）PM e-café  
*西湘散歩 荻窪用水を歩く  

 


