
色は登りたい山アンケートから

月 日 曜日 場所 ﾚﾍﾞﾙ 詳細 企画 参加者 備考

1 13 土 鍋割山 初級 詳細 堀
堀、熊本、中島、布目、小野寺、
能勢、池戸、安部

昼食（鍋焼きうどん）

1 20 土 黒斑山 初級 詳細 熊本
中島、池戸、熊本、吉松、高橋
（雄）、

入笠山から変更

2 10 土 雲竜渓谷 中級 詳細 堀
堀、熊本、半澤、中島、高橋(雄)、
池戸、能勢

10本爪以上のｱｲｾﾞﾝ

2 24 土 北横岳 初級 詳細 熊本 中島、池戸、吉松、安部、根岸 樹氷

3 9～10 土 安達太良山 中級 詳細 熊本
熊本、中島、能勢、小野寺、
高橋（雄）、堀、池戸、安部、

10本爪以上のｱｲｾﾞﾝ

3 24 土 三毳山 初級 詳細 岡部
岡部、熊本、池戸、布目、吉松、
堀、根岸

カタクリの群生

4 7 土 東松山森林公園 初級 詳細 高橋（雄）
高橋（雄）,熊本,中島,川島,池戸
根岸夫妻,吉松,堀,大瀧,田上夫妻

お花見バーベキュー
荒天予報で中止

4 14 土 高鈴山 初級 詳細 高橋（雄）高橋（雄）、中島
花の百名山イワウチ
ワ
荒天予報で中止

4 21 土 三頭山 初級 詳細 熊本
堀、熊本、吉松、布目、小山、
岡部、中島

5 4・5 金・土 残雪の那須岳 初級 詳細 熊本
熊本、堀、中島、池戸、吉松、布
目、
能勢、岡部、高橋文、

三斗小屋温泉泊

5 19 土 西丹沢　不老山 初級 詳細 布目
岡部、布目、熊本、堀、吉松、
池戸、小野寺

サンショウバラ

6 2 土 武甲山 初級 詳細 吉松
吉松、布目、熊本、小山、池戸、
能勢

6 16 土 箱根明星岳とアジサイ初級 詳細 吉松
吉松、熊本、高橋文、石井、
池戸、能勢夫妻、根岸、松延

アジサイ

6 30 土 八島湿原＆霧ヶ峰初級 詳細 熊本
熊本、吉松、池戸、安部、根岸、
大瀧、高橋(雄)

多彩な高山植物

7 14・15 土・日 蓼科山 中級 詳細 堀 堀、熊本

7 19～22 木～日 大雪山（旭岳） 中級 詳細 高橋（雄）
能勢、池戸、吉松、高橋(文)、高橋
（雄）、岡部(由)、布目、中島

申し込み期限
3月11日

8 4 土 日光　半月山 初級 詳細 熊本 熊本、高橋文

8 4～6 土～月 加賀白山 中級 概要 吉松
吉松、中島、岡部、堀、池戸、
根岸

申し込み期限
4月30日

8 26～27 金・土 焼岳 中級 詳細 吉松
吉松、岡部、池戸、熊本、
中島、高橋（文）

申し込み期限
5月23日

9 1 土 金時山 初級 詳細 吉松
吉松、熊本、高橋(雄)、池戸、堀、
能勢夫人、中島、布目、大瀧、
川島

雨のため延期

9 9 日 金時山 初級 詳細 吉松
吉松、熊本、堀、池戸、大瀧、
高橋文、石井、高橋(雄）、
能勢夫妻、布目、川島、

9 21～22 金・土 雨飾山 健脚 詳細 吉松 吉松、池戸、能勢、堀

10 11 木 日光半月山 初級 詳細 熊本 熊本、布目、高橋文、池戸、堀 天候不順で18日へ

10 18 木 日光半月山 初級 詳細 　熊本
熊本、布目、池戸、堀、川島、根
岸

11 4 日 碓氷峠アプトの道初級 詳細 池戸
池戸、熊本、高橋文、堀、池戸
岡部、伊能、根岸、川島

11 17 土 丹沢・大倉尾根歩き初級 詳細 吉松
吉松、熊本、半澤、池戸、能勢、
川島、鵜飼

鍋パーティー

クマさん会

2018年行動予定表
2018年12日8日現在

http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0113nabewari/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0120kurofu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0210unryu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0224kitayoko/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0309adatara/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0324mikamo/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0407sinrin/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0414takasuzu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0421mitou/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0504nasu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0519furouzan/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0602bukou/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0616myoujin/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0630yasima/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0714tadesina/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0719taisetu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0804hangetu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0804hakusan/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0824yakedake/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0901kintoki/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0901kintoki/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/0921amakazari/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/1011hangetu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/1018hangetu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/1104usui/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/1117ookura/plan.pdf


12 １・２ 土・日
忘年会：三浦半
島
三浦富士・武山

初級 詳細 高橋（雄）

熊本、吉松、石井、高橋(雄)、
小野寺、中島、高橋文、池戸
堀、半澤夫妻、岡部夫妻、
布目、山田、伊能、塩野、川島、
根岸、田上、能勢、松延、
鵜飼

マホロバマインズ（泊)
申し込み期限
一次：9月16日
二次：11月11日

12 23 日 ﾊﾟﾉﾗﾏ台（山中湖）初級 詳細 熊本 熊本 忘年登山

http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/1201bounen/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2018nen/1223panorama/plan.pdf

