
山行手帖2月号に掲載

山行手帖3月号に掲載

山行手帖4月号に掲載

企画一覧に新規記載の企画

☆ は　体験山行申込み受付けます。

№ 日付
体
験

企画名 備考 級 サブ リーダー

1 5/1 (土) 　 　 丹沢表尾根から塔ノ岳 B 田邊 藤田英夫

2 5/1 (土) 　 　 横浜水道路から県立相模原公園 E 平山 吉田仁洸

3 5/3 (月) 大蔵里山から要害山 （Bに近い） C 小磯・久保田 村松みさを

4 5/3 (月) 　 　 ☆ 五大尊つつじと山吹の里 D 山田（洋） 松井俊征

5 5/3 (月) ～4 (火) 雲取山 Ｂ 田中（豪） 北澤秀三

6 5/5 (水) 　 　 四ツ又山～鹿岳 B 中村・東 濱田正和

7 5/5 (水) 　 　 日和田山 教育部 岩トレ C 教育部員と藤田英夫 小島幸代

8 5/6 (木) お鷹の道と万葉植物園 E 村松みさを

9 5/7 (金) 　 　 ☆ 美ヶ原 D 桂浦・木佐美 松井俊征

10 5/8 (土) ～10 (月) 大山 Ｂ 横幕・田邊・藤田 鈴木武夫

11 5/8 (土) 　 　 ☆ 大久野のフジ D 今村・村松 吉田仁洸

12 5/9 (日) 大持山から子持山 B 山田（典） 小島幸代

13 5/9 (日) 　 　 いろはの森から５号路一周 C 槫林・田中 柏木哲彦

14 5/9 (日) 　 　 柏木山 C 本橋・佐藤 竹内慧子

15 5/9 (日) 　 　 馬仏山～惣岳山 C 榊原・冨井 宮下一秀

16 5/9 (日) 　 　 葛葉川本谷（沢初級） C 山嵜 山田義正

17 5/9 (日) 大菩薩嶺から柳沢峠 C 村松 久保田勝美

18 5/9 (日) ～10 (月) 鳴虫山・半月山～社山 B 在田 藤田眞太郎

19 5/11 (火) ～12 (水) 金時山と湯坂道 C 高下・桂浦・木佐美 松井俊征

20 5/12 (水) 　 　 天城縦走 B 濱田 楯恒雄

21 5/12 (水) 神代植物公園 E 松田 村松みさを

22 5/13 (木) 草戸山 B 吉川 田邊由子

23 5/13 (木) 日和田山 教育部 リード訓練 初級 C 教育部員と藤田英夫 久保田勝美

24 5/13 (木) 　 　 ☆ 吾妻山公園 新入会員入門山行 D 一木・平山 吉野誠

25 5/14 (金) 　 　 惣岳山～棒の折山 入門部 B級入門 B 小芝 立山寛子

26 5/14 (金) ～15 (土) 大杉谷から大台ケ原 Ｂ 田中（豪） 北澤秀三

27 5/15 (土) 天地山 B 中尾・片桐 綿貫政夫

28 5/15 (土) 毛無山～十二ヶ岳 B 田邊 設楽政夫

29 5/15 (土) ☆ 要害山 ☆ C 弦切・大東 谷口四郎

30 5/15 (土) 　 　 ☆ 五日市・樽沢のシャガ 企画部 高年者山行 D 柏木 吉田仁洸

31 5/16 (日) ツツジ新道　檜洞丸 B 奈良・片桐 東弥生

32 5/16 (日) 太鼓曲輪尾根～八王子城址 教育部 地図読み C 森角・宮澤・藤田(眞） 在田みな子

33 5/16 (日) インドア（リード講習含む） C 安吉・石井 渡辺恒男

34 5/16 (日) ～17 (月) 乳頭温泉周辺散策 E 桂浦・木佐美 松井俊征
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35 5/17 (月) 離山 企画部 バスハイキング D 吉田 村松みさを

36 5/18 (火) ☆ 大洞岩と百蔵山 C 一木・平山 吉野誠

37 5/19 (水) 鶴島御前山東南陵 教育部 リード訓練 中級 B 教育部員と小林 藤田英夫

38 5/20 (木) ～21 (金) 玄岳とローズガーデン C 桂浦・澤田・木佐美 松井俊征

39 集中山行 本部

40 5/23 (日) 陣馬山～高尾山 集中山行 B 堀本 牛山誠

41 5/23 (日) 小仏城山から堂所山 集中山行 B 山田（典） 小島幸代

42 5/23 (日) 高尾北尾根～底沢尾根 集中山行 C 奈良・小泉・片桐 東弥生

43 5/23 (日) ☆ 心源院から北高尾縦走路 集中山行 C 梅澤・榑林・仲野 柏木哲彦

44 5/23 (日) 相模湖駅～高尾山 集中山行 C 北野 北澤秀三

45 5/23 (日) 日影沢 集中山行 C 岸 小芝真佐子

46 5/23 (日) ☆ 景信山　 集中山行 C 蕪木 小林正美

47 5/23 (日) 城山 集中山行 C 平川 設楽政夫

48 5/23 (日) 城山～高尾山 集中山行 C 峯村 楯恒雄

49 5/23 (日) 陣馬山 集中山行 C 鈴木（五）・高下 立山寛子

50 5/23 (日) ☆ 高尾山 集中山行 C 弦切・大東 谷口四郎

51 5/23 (日) 高尾山 集中山行 C 梅田 藤田英夫

52 5/23 (日) ☆ 高尾山から蛇滝道 集中山行 C 木佐美・勝浦 松井俊征

53 5/23 (日) 北高尾山稜（Bに近い） 集中山行 C 冨井・榊原 宮下一秀

54 5/23 (日) 蛇滝コース裏尾根 集中山行 C 石井 安吉佳子

55 5/23 (日) 景信山～高尾山 集中山行 C 鈴木 横幕千栄子

56 5/23 (日) 八王子城跡 集中山行 D 中村（哲） 吉田仁洸

57 5/23 (日) 小仏北東尾根～高尾山 集中山行 C 藤田(眞) 在田みな子

58 5/23 (日) 日影登山口～城山～高尾山 集中山行 C 佐藤(奈)・中尾・佐藤(淳） 綿貫政夫

59 5/23 (日) 高尾山 集中山行 D 佐藤(和） 竹内慧子

60 5/23 (日) 高尾山 集中山行 E 平山 村松みさを

61 5/25 (火) 妻沼聖天山と渋沢栄一 企画部 高年者山行 E 村松・木佐美 松井俊征

62 5/26 (水) 檜洞丸 B 設楽 小芝真佐子

63 5/26 (水) 赤城山・鍋割山から荒山 C 小泉・太田 保科美喜子

64 5/26 (水) 歴史・文化・芸術の町　笠間 D 吉田・村松 今村好伸

65 5/27 (木) お坊山東峰南尾根 B 藤田（英）・吉川 田邊由子

66 5/28 (金) ☆ 小仏城山（Dに近い） 企画部 植物 C 岸・永冨 村松みさを

67 5/28 (金) ☆ 箱根丸岳 C 一木・平山 吉野誠

68 5/28 (金) ～29 (土) 榛名山周辺散策 D 桂浦・木佐美 松井俊征

69 5/29 (土) 日和田山(岩トレ) C 牛山・安吉・山田（義） 渡辺恒男

70 5/29 (土) 明神山 スケッチ山行 E 鈴木（五）・高下 立山寛子

71 5/29 (土) ～30 (日) 雲取山 B 在田 藤田眞太郎

72 5/30 (日) 笠取山 C 冨井・榊原 宮下一秀

73 5/30 (日) 軍刀利沢 教育部 沢初級 C 教育部員と藤田（英） 山田義正

74 5/31 (月) 丹沢山 A 鈴木(園) 楯恒雄

75 6/1 (火) ☆ 日蓮上人布教の道パート2 企画部 史跡 C 菅原 藤田幸子

5/23 (日)



76 6/1 (火) ☆ 熊野平・眼鏡橋・横川 企画部 高年者山行 D 高下 松井俊征

77 6/2 (水) 鳥屋山～倉岳山～高畑山 C 吉川 田邊由子

78 6/3 (木) ☆ 堀切菖蒲園から向島百花園 企画部 高年者山行 E 松井 木佐美廣

79 6/5 (土) 清八山～本社ヶ丸 イベント部 夏山予備山行 B 弦切・谷口・保科 大東億

80 6/5 (土) 茅ヶ岳 C 田中(豪） 北澤秀三

81 6/5 (土) 大野山 入門部 C級入門 C 谷 楯恒雄

82 6/5 (土) 権現山～雨降山 C 鈴木（五）・高下 立山寛子

83 6/5 (土) ～6 (日) 雲取山～飛龍山 B 小泉・濱田・片桐 東弥生

84 6/5 (土) ～6 (日) 三頭山 教育部 テント入門 C 藤田（眞）・設楽 在田みな子

85 6/6 (日) 倉岳山から矢平山 B 山田（典） 小島幸代

86 6/7 (月) ☆ 北高尾山稜その6 C 一木・平山 吉野誠

87 6/10 (木) ～11 (金) 甲武信ヶ岳 B 榊原・冨井 宮下一秀

88 6/10 (木) ☆ 北山公園花菖蒲 D 重久・鈴木（五）・東 濱田正和

89 6/12 (土) 日和田山 教育部 リード訓練 初級 C 教育部員と藤田英夫・小林 在田みな子

90 6/13 (日) ～ 15 (火) 庚申山～皇海山 A 赤塚・牛山・藤田（英） 鈴木武夫

91 6/14 (月) ☆ 鐘撞堂山 C 山田 松井俊征

92 6/14 (月) ☆ 日蓮上人布教の道パート2 企画部 史跡 C 菅原 藤田幸子

93 6/15 (火) 玉川上水を歩く　シリーズ② 企画部 高年者山行 C 平山 吉田仁洸

94 6/18 (金) ～ 19 (土) 伊吹山（Cに近い） B 田中(豪） 北澤秀三

95 6/22 (火) ～ 23 (水) 恵那山 B 三谷・横幕・田邊 鈴木武夫

96 6/22 (火) 乙女高原・大窪山 企画部 バスハイク D 吉田 村松みさを

97 6/27 (日) ～ 30 (水) 西吾妻山・姫神山と青森散策 C 木佐美・澤田・桂浦 松井俊征

98 7/6 (火) ～ 7 (水) 蓼科山 C 桂浦・澤田 松井俊征

99 7/10 (土) ～ 11 (日) 会津駒ケ岳 B 田中（豪）・木佐美 北澤秀三

100 7/15 (木) ～ 16 (金) 池の平湿原と黒斑山 C 木佐美・澤田・桂浦 松井俊征

101 7/15 (木) ～ 16 (金) 尾瀬ヶ原（Dに近い） 企画部 バスハイク C 吉田 村松みさを

102 8/18 (水) ～21 (土) 幌尻岳 A 浅岡・赤塚・牛山 鈴木武夫

103 9/27 (月) ～30 (木) 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 B 浅岡・赤塚・牛山 鈴木武夫

注 上記企画は中止・変更等になる場合があります。

リーダーへの申し込みは山行手帖掲載後です、掲載前は無効になります。


