
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 4 土 鍋割山 初級 詳細 吉松
吉松、中島、高橋文、能勢、
池戸、堀、菊池父娘（香帆）

昼食（鍋焼きうどん）

1 11 土 鍋割山 初級 詳細 熊本 石井、池戸、布目、大瀧 昼食（鍋焼きうどん）

1 18 土 三つ峠 初級 詳細 熊本 熊本、中島、池戸、安部 悪天のため19日へ延期

1 19 日 パノラマ台・鉄砲木の頭 初級 詳細 　熊本 熊本、中島、池戸、安部 コース変更　新雪ハイク

2 8 土 雲竜渓谷 中級 詳細 堀 堀、中島、池戸、熊本 氷瀑の滝見ハイク

2 22 土 関八州見晴台 初級 詳細 吉松
吉松、布目、根岸、池戸、
大瀧、菊池、熊本、高橋文
田上、岡部、松延

梅見ハイク

3 7 土 車山（霧ヶ峰） 初級 詳細 熊本
熊本、吉松、堀、
池戸、安部、根岸

雪山・八ヶ岳・
北アの眺望

3 21 土 帯那山（クマさん会初） 初級 吉松 時期不適切で中止

3 21 土 丹沢系低山（弘法山他） 初級 詳細 吉松
吉松、熊本、池戸、堀、
能勢夫妻、高橋文、布目
中島、大瀧、髙橋雄

春の鍋＆桜花見

4 11 土 新倉山 初級 詳細 高橋(雄)
熊本、池戸、安部、田上、
岡部(由)、中島、高橋(雄)、
根岸、堀、

富士山と桜三昧
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対策で
新倉山が閉鎖されたた
め中止

4 18 土 坪山（クマさん会初） 初級 詳細 岡部
岡部、熊本、能勢、
池戸、布目、吉松

ヒカゲツツジ
ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響で

5 １・２ 金・土 至仏山 中級 詳細 熊本
熊本、中島、池戸、吉松、
堀、能勢、松延

残雪・温泉
ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響で
中止

5 15・16 金・土 両神山 中級 詳細 吉松 吉松、堀、池戸
ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響で
中止

5 16 土 奈良倉山（クマさん会初） 初級 詳細 岡部 岡部、熊本、布目
]ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響で
中止

5 30 土 檜洞丸 中級 詳細 池戸 池戸、吉松、田上
シロヤシオ
ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響で

6 6 土 入笠山 初級 熊本 熊本、池戸、吉松、田上、岡部 自粛解除ならず延期

6 14・15 日・月 大賀ホール・鼻曲山 初級 詳細 吉松

フル参加：吉松、池戸、根岸、
堀、能勢夫妻、布目、岡部、
田形
コンサートのみ：高橋雄、
水島、塩野、山田、熊本、横川

14日ソニーフィル
演奏会
15日鼻曲山ハイク
コロナウルスの影響で中
止

6 20 土 入笠山 初級 詳細 熊本
熊本、田上、池戸、吉松、根岸、
安部、塩瀬、堀、岡部、高橋(雄)

幻のホテイアツモリソウ

6 26・27 金・土 平標山・仙の倉山 中級 詳細 堀 堀、池戸、吉松、中島、高橋(雄) 高山植物

7 10・11 金・土 鬼怒沼湿原（クマさん会初） 初級 詳細 堀 堀、池戸、中島

7 23/24 木・金 編笠山・権現岳 中級 詳細 高橋雄 高橋雄、池戸、安部、中島
青年小屋（最も遠い居酒
屋）雨予報で中止

7
28～
8/1

火～
土

雲の平（クマさん会初） 中級 詳細 吉松 吉松、堀 5泊6日

8 8 土 縞枯山（クマさん会初） 初級 詳細 高橋雄
高橋雄、布目、熊本、岡部、
高橋(文)

避暑

8 20 木 高峯山（クマさん会初） 初級 詳細 高橋雄 高橋雄、吉松
避暑
20日に前倒しで実施済

8 29 土 高峯山（クマさん会初） 熊本 熊本、池戸、中島

9 5 土 一切経山（クマさん会初） 初級 詳細 安部
安部、岡部、熊本、高橋(文)、
中島、池戸、吉松、田上

吾妻山（福島）

9 25・26 金・土 栗駒山 初級 詳細 高橋雄
高橋雄、伊能、布目、吉松、
中島、岡部、池戸、堀

紅葉

10 9・10 金・土 安達太良山 中級 詳細 高橋雄
高橋雄、田上、熊本、池戸、
安部、根岸、中島

くろがね小屋温泉泊

10 16 金 安達太良山 高橋雄 高橋雄、高橋文

10 24 土 大蔵高丸（クマさん会初） 初級 岡部 都合により中止

11 14 土 三つ峠 初級 詳細 池戸
池戸、吉松、田上、菊池夫妻、
堀、安部、高橋文、
中島、熊本、布目

紅葉・富士山

12 5 土 高川山 初級 吉松
吉松、池戸、菊池夫妻
布目、岡部、安部、高橋文

12 6・7 日・月
忘年会（岩戸山、熱海花火、
箱根駒ケ岳）

初級 詳細 高橋雄 、 コロナ第三波で中止

12 19 土 新倉山（忘年登山） 初級 詳細 吉松
吉松、池戸、田上、堀、中島、
熊本、高橋雄、根岸

富士山

2020年総括

クマさん会山行　実施回数　21回 コロナ等で中止回数　　13回

多数回参加者　　　17回　池戸、13回　吉松、　12回　熊本、　11回　中島、堀、　8回　高橋雄、高橋文

最多参加者 11名3回　関八州見晴台、丹沢系低山（春の鍋）、三つ峠

初デビュー3名　　　　　菊池香帆（鍋割山）、菊池恵子（三つ峠）、塩瀬（入笠山）

クマさん会

2020 年　行動予定表 総括版
2020年12月26日現在
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