
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 9 土 鍋割山 中級 詳細 熊本
熊本、吉松、川島、布目、石井、
能勢、根岸、高橋（文）、鵜飼、堀

昼食：鍋焼きうどん

1 23 土 入笠山 初級 詳細 熊本 熊本、中島、石井、根岸 入門編雪山ハイク

2 6 土 雲竜渓谷（日光） 中級 詳細 堀
堀、吉松、熊本、布目、
中島、能勢、伊能、

2016年登りたい山から
大氷瀑ウオーク

2 20 土 北横岳 初級 詳細 　熊本 熊本、吉松、石井、根岸、中島 雪山ハイク

3 5・6 土・日 雲取山 中級 詳細 熊本 吉松、熊本、石井、能勢
2016年登りたい山から
雪山ハイク

3 19 土 筑波山（鍋パーティー） 初級 詳細 熊本
熊本、半澤夫妻、大滝、堀、能勢、
布目、吉松、山川、小山、中島、
田形、岡部

2016年登りたい山から
天候不順で延期

3 26 土 筑波山（鍋パーティー） 初級 詳細 熊本
熊本、岡部、小山、布目、山川、
堀、川島、高橋文、竹内

2016年登りたい山から
キノコ鍋

4 9 土 十二ケ岳（西湖） 初級 詳細 熊本
熊本、石井、布目、岡部、小野寺、
堀、中島、能勢、川島

富士山の展望

最終

詳細

4 23 土 鳴虫山 初級 詳細 熊本
熊本、小野寺、高橋（文）、中島、
布目、今岡（初）、金井（初）、岡部

カタクリ、ヤシオツツジ

5 5～7 木～土 残雪　燕岳ハイク 中級 詳細 熊本
熊本、吉松、堀、石井、横川
能勢、高橋(雄)、中島、布目、田形

2016年登りたい山から

5 12 木 安達太良山 初級 詳細 　熊本
猿渡、吉松、熊本、根岸、布目、
大瀧(初）

ロープウエー運行停止
で
金時山に変更

5 12 木 金時山 初級 熊本 猿渡、吉松、熊本、根岸、大瀧(初）

5 14 土 20周年記念パーティー 詳細 吉松

吉松、堀、布目、山川、熊本、猿渡、
石井、高橋(雄)、中島、小山、根岸、
川島、能勢夫妻、山田、岡部夫妻、
高橋（文）、小野寺、田上、竹内、
鵜飼、大瀧、田形、半澤夫妻、
白井、原田、伊能、横川、塩野、
青木池戸、水島
小泉

20周年記念イベント

5 20～22 金～日 佐渡島ハイク 初級 詳細 小野寺
小野寺、吉松、布目、高橋(雄)、
小山、能勢夫妻、岡部、
高橋（文）、中島

20周年記念山行

6 3･4 金･土 甲武信岳 中級 詳細 吉松 吉松、熊本、堀、高橋(雄)、根岸、
2016年登りたい山から
シャクナゲ

6 18 土 籠ノ登山 初級 詳細 熊本 熊本、岡部、小野寺 レンゲツツジ

7 1～2 金～土 北岳 中級 詳細 堀 堀 申し込み期限：6月19日

7 2 土 西沢渓谷 初級 詳細 熊本
熊本、大瀧、根岸、布目、小山、
中島、川島、山川、松延

滝巡り

7 22～24 金～日 金峰山・瑞牆山ハイク 中級 詳細 熊本
熊本、吉松、布目、石井、堀
高橋(雄)、中島、根岸、
川島、高橋(文）、田形

20周年記念山行

8 5～7 金/土 剱岳 上級 詳細 吉松 吉松、高橋(文）、岡部

クマさん会

2016年行動予定表
2016年１2月18日現在

4 17～20 日～水 熊野古道
初級
中級

石井 石井、吉松、堀、能勢、根岸、松延 20周年記念山行

http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0109nabewari/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0123nyugasa/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0206unryu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0220kitayoko/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0305kumotori/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0319tukuba/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0319tukuba/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0409junigatake/plan.pdf
http://shopwanta.com/kumasan/2016nen/0417kumano/plan_1.pdf
http://shopwanta.com/kumasan/2016nen/0417kumano/plan_2.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0423nakimusi/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0505tubakuro/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0512adatara/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0514_20thparty/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0520sado/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0603kobusi/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0618kagonoto/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0701kitadake/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0702nisizawa/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0722kinpu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0805turugi/plan.pdf


8 6 土 飯盛山（八ヶ岳） 初級 詳細 熊本
熊本、山川、大瀧、小野寺、
川島、根岸

8 25～27 木～土 富士山（1合目から山頂） 中級 詳細 石井
石井、吉松、熊本、川島、
高橋（文）、小野寺、
岡部（全克）、大瀧、中島

20周年記念山行
予備日：9/1～3
申込み期限：6月24日

9 16～18 金～日 唐松岳・五竜岳 中級 詳細 吉松 吉松、岡部、堀、高橋(雄）

9 17 土 高川山 初級 詳細 熊本 熊本、能勢、小山、布目

10 1 土 安達太良山 初級 詳細 熊本
熊本、吉松、高橋(雄)、能勢、川島
高橋（文）、大瀧、布目、松延

紅葉（ドウダンツツジ）

10 15 土 矢倉岳 初級 詳細 熊本 熊本、吉松、高橋（文）、根岸、鵜飼

10 29～2 土～水 玉山（台湾：新高山） 案
吉松
堀

堀、吉松、
20周年記念山行
参加希望者なく、記念
イベントから削除

10 30 日 妙義山 初級 詳細 熊本 熊本、岡部、布目、小山、堀 29日⇒30日へ変更

11 12 土 奥多摩むかしみち 初級 詳細 熊本 熊本、高橋(文）、中島、堀

11 18～20 金～日 島根カニ紅葉ツアー 初級 詳細 小野寺
小野寺、堀、高橋(雄)、伊能,
川島、能勢夫妻、塩野、今井夫妻

20周年記念イベント

11 26 土
秋の鍋パーティー
弘法山公園

初級 詳細 石井

石井、熊本、川島、岡部、布目
高橋(雄)、小山、大瀧、飯島、
白井、中島、高橋（文）、鵜飼、
能勢、丸山、根岸

鍋奉行：川島（主）
　　　　　岡部（サポー
ト）

12 3・4 土・日 忘年会(湯河原） 初級 詳細 高橋（雄）

高橋(雄）、熊本、石井、
吉松、小山、能勢夫妻、中島、堀、
高橋（文）、山田、鵜飼、大瀧、
布目、山川、根岸、伊能、川島、
岡部夫妻、半澤夫妻、
水島

ホテル四季彩（泊）
参加申し込み期限
二次：11月13日（日）

12 17 土 大野山 初級 詳細 熊本
熊本、能勢、高橋(文)、高橋(雄)、
高山、布目、小山

http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0806mesimori/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0825fuji/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0916karamatu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/0917takagawa/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/1001adatara/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/1015yagura/plan.pdf
http://shopwanta.com/kumasan/2015nen/1205bounen/taiwan.pdf
http://shopwanta.com/kumasan/2016nen/1029myougi/plan.pdf
http://shopwanta.com/kumasan/2016nen/1112okutama/plan.pdf
http://shopwanta.com/kumasan/2016nen/1118simane/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/1126koboyama/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/1203yugawara/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2016nen/1217oonoyama/plan.pdf

