
は今回の変更点（参加者除く）

月 日 曜日 場所 ﾚﾍﾞﾙ 詳細 企画 参加者 備考

1 10 土 鍋割山 中級 詳細 熊本
川島、吉松、石井、能勢
、高橋（文）、堀、熊本、根岸

昼食：鍋焼きうどん

1 24 土 入笠山 初級 詳細 熊本
熊本、岡部、吉松、根岸、
布目、能勢

入門編雪山ハイク

2 7 土 雲竜渓谷（日光） 中級 詳細 堀 堀、能勢 大氷瀑ウオーク

2 7 土 三つ峠 初級 詳細 熊本
熊本、石井、山川、根岸、
川島、高橋文

雪山ハイク（小氷滝）

2 21 土 黒斑山 中級 詳細 熊本 熊本、石井、吉松 雪山ハイク

3 14 土 玄岳（熱海） 初級 詳細 根岸
根岸、熊本

陽だまりハイク＆梅見
当初の3/7は雨予報の
ため3/14に延期

3 28 土 大楠山（三浦半島） 初級 詳細 熊本
熊本、山川、布目、川島、
高橋（雄）、田上夫妻、岡部、
白井、石井、中島、

菜の花

4 12 日 御前山（奥多摩） 初級 詳細 熊本
熊本、小山、岡部、川島、布目、
堀

カタクリの群生

4 25 土 関八州見晴台 初級 詳細 布目
布目、小山、川島、山川、岡部
高橋（雄）、熊本、高橋(文）、根岸
伊能、田上夫妻

ヤマサクラ花見

5 4・5 月・火 至仏山（尾瀬） 中級 詳細 熊本

熊本、能勢、堀、吉松、
石井、小野寺、小山、
高橋(雄)、伊能、根岸、布目、
高橋（文）、中島、岡部

民宿満員となり受付終
了
14名参加

5 23 土 天城山縦走 初級 詳細 熊本
熊本、岡部、布目、石井、能勢、
中島、小山

シャクナゲ、ミツバツツジ

6 6 土 荒船山 初級 詳細 熊本
熊本、岡部、吉松、高橋（文）、
根岸

日本2百名山

6 13 土 赤城地蔵岳 初級 詳細 熊本
熊本、布目、小山、岡部
能勢

レンゲツツジ群生地
20日から前倒し

7 4 土 霧ヶ峰（八島湿原～車山）初級 詳細 熊本
熊本、吉松、川島、能勢、伊能
堀、山川、根岸、石井

高山植物の宝庫

7 31・1 金/土 苗場山 中級 詳細 高橋（雄）
熊本、伊能、半澤夫妻、能勢、
石井、根岸、布目、小山、堀、
吉松、岡部、川島、高橋(雄)、

参加申込期限
一次：２月２８日（土）
二次：６月２８日（土）

8 12・13 水/木 甲斐駒ケ岳 上級 詳細
吉松
能勢

吉松、能勢、石井、高橋（文）

8 15 土 御坂黒岳 初級 詳細 熊本 熊本、布目、岡部 御坂峠まで

8 28 金 御岳山（奥多摩） 初級 詳細 熊本
熊本、山川、布目、小山、堀、
竹内、根岸、岡部

レンゲショウマ

9 12 土 秩父御岳山 初級 詳細 熊本 熊本、岡部、小山、布目

9 18～20 金～日大雪山(紅葉） 初級 詳細 能勢
能勢、吉松、小野寺、高橋(雄)、
石井、根岸、中島

19～23　５連休
参加申し込み期限
3月31日

10 1～３ 木～土
奥穂高
涸沢紅葉ハイク

上級
初級

詳細
吉松
熊本

奥穂登頂組：
吉松、石井、高橋（文）、小山
涸沢散策組：
熊本、川島、根岸、能勢、
伊能、布目

奥穂高登山
涸沢紅葉ハイク
申込期限
8月16日

10 16～18 金～日南八ヶ岳縦走 上級 詳細 石井 石井、吉松
再復活
申込み期限
8月21日

10 24 土 高尾山・陣馬山縦走 初級 詳細 吉松 吉松、熊本、根岸、石井、能勢

11 7 土 御坂黒岳 初級 詳細 熊本 熊本、吉松、布目、小山、高橋雄

11 21 土 箱根　湯坂道 初級 詳細 熊本
熊本、吉松、能勢夫妻、中島、
石井（△）、小山、布目、岡部、
鵜飼、

秋の紅葉鍋パーティー

12 5・6 土・日
大忘年会
浜石岳

初級 詳細 高橋（雄）

高橋（雄）、高橋（文）、小野寺、
根岸、半澤夫妻、中島、堀、吉松、
熊本、岡部夫妻、小山、布目、
山田、石井、川島、
塩野、伊能、山川

一次申込締切
7月31日
最終締切
11月3日

12 19 土 忘年登山　金時山 初級 詳細 　熊本 　熊本、堀、石井、根岸

クマさん会

2015年行動予定表
12月6日現在

http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0110nabewari/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0124nyugasa/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0207unryu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0207mitutouge/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0221kurofu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0307kurodake/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0328oogusu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0411gozen/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0425kanhasyu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0508sibutu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0523amagi/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0606arafune/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0620akagi/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0704kirigamine/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0731naeba/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0812kaikoma/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0815kurodake/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0828mitakesan/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0912titibuontake/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/0918taisetu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/1001okuho/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/1016yatugatake/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/1024takao/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/1107kurodake/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/1121yusaka/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/1205hamaisibounen/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2015nen/1219kintoki/plan.pdf


予告

1 9 土 初登山　鍋割山 中級 熊本 熊本、吉松


