
        山行手帖8月号に掲載

山行手帖9月号に掲載

企画一覧に新規に記載

★ は　体験山行申込み受付けます。

№ 日付
体
験

HP
企画

企画名 備考 級 サブ リーダー

35 10/1 (土) 鐘が岳～大山 B 長岡 設楽政夫

36 10/1 (土) 沢井尾根から惣岳山 C 仲野・槫林・梅澤 柏木哲彦

37 10/1 (土) 大垂水峠から草戸山 C 小泉 保科美喜子

38 10/1 (土) ～ 2 (日) 富士山五合目 C 楯・濱田 東弥生

39 10/2 (日) 岩手山（前泊） B 田中 北澤秀三

40 10/2 (日) 滝上谷（沢中級） B 山嵜 山田義正

41 10/2 (日) 中沢山 C 小林（美）・平山 住田ますみ

42 10/2 (日) ★ 中沢山 C 一木・今泉 吉野誠

43 10/3 (月) 南大井で竜馬、お七を偲ぶ 軽ハイキング部 E 吉田・村松 今村好伸

44 10/6 (木) ～ 7 (金) 金冠山から達磨山と葛城山 D 桂浦・木佐美・鈴木 松井俊征

45 10/7 (金) 三浦半島横断 B 新倉・渡邊 楯 恒雄

46 10/8 (土) 秋山二十六夜山 B 小林（美）・一木・平山 吉野誠

47 10/8 (土) ★ 肥後細川庭園　大隈庭園 軽ハイキング部　史跡 D 北野 北澤秀三

48 10/8 (土) ～ 10 (月) 尾瀬笠ヶ岳から湯の小屋温泉 B 在田 藤田眞太郎

49 10/8 (土) ～ 10 (火) 庚申山～皇海山 A 藤田・赤塚・牛山 鈴木武夫

50 10/9 (日) ★ 陣馬山 入門部　C級入門 C 石井・住田 村松みさを

51 10/11 (火) 金時山～桃源台 入門部 B級入門 B 楯 小芝真佐子

52 10/13 (木) 鶴島御前山東南陵 教育部 リード訓練 B 久保田・教育部員 小島幸代

53 10/15 (土) 虎秀山～越上山 C 小泉 設楽政夫

54 10/15 (土) 黒ドッケ～北高尾山稜 C 東 濱田正和

55 10/15 (土) ～ 16 (日) 会津駒ケ岳 B 田中 北澤秀三

56 10/15 (土) ～ 16 (日) 大菩薩峠 C 佐々木 佐藤淳

10/16 (日) 深沢山～勝峰山 教育部 地図読み C 在田 藤田眞太郎

10/16 (日) 湯殿川散策 E 滝澤（和）・滝澤（幸） 藤崎裕二

10/18 (火) 富士山お中道～御庭・奥庭 軽ハイキング部　バスハイキング D 吉田 村松みさを

10/18 (火) ★ 新治市民の森 D 住田・一木・平山 吉野　誠

10/23 (日) 巾着田直行コース おいらく祭り1班 E 吉田・滝澤（和）・滝澤（幸） 藤崎裕二

10/23 (日) ★ 天覧山から高麗峠コース おいらく祭り2班 D 澤田・鈴木（五） 松井俊征

10/23 (日) ★ 高麗峠コース おいらく祭り３班　新幹事初山行 D 吉野・前田 住田ますみ

10/23 (日) ★ 高麗峠コース おいらく祭り4班　新幹事初山行 D 今泉・一木 小林美貴男

10/23 (日) 日和田山・男坂～富士見坂 おいらく祭り5班　新幹事初山行 C 設楽 高木　明

10/23 (日) ★ 北向き地蔵～日和田山 おいらく祭り6班 D 重久 濱田正和

10/23 (日) 子供岩 おいらく祭り7班 D 竹内・太田 永島邦雄

10/23 (日) 駒高尾根～日和田山 おいらく祭り8班　新幹事初山行 D 藤田・石上・久保田・小林 小泉雪乃

10/23 (日) 横手山～黒尾根 おいらく祭り9班 新幹事初山行 C 東 佐々木義尚

10/23 (日) ★ ムーミンバレーパークから巾着田 おいらく祭り10班 D 仲野・槫林 柏木哲彦

10/23 (日) 天覧山～多峯主山～高麗峠 おいらく祭り11班 D 藤田 在田みな子

10/23 (日) 物見山～日和田山 おいらく祭り12班 C 菅原・小田 立山寛子

10/23 (日) 天覧山 おいらく祭り13班 C 佐藤（奈）・中尾 綿貫政夫
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10/23 (日) 五常の滝～鎌北湖～宿谷の滝 おいらく祭り14班 C 藤原・峯村・小川・田邊 鈴木武夫

10/26 (水) 稲村ケ崎（鎌倉海浜公園） 軽ハイキング部 スケッチ E 菅原・高下 立山寛子

10/26 (水) 皇居一周・日比谷公園散策 軽ハイキング部 E 木佐美 濱田正和

57 10/26 (水) ～ 27 (木) 丹沢山・蛭ケ岳 B 石田 楯恒雄

10/27 (木) ～ 28 (金) 栗駒山 キノコ狩り C 小野寺・吉田 村松みさを

10/27 (木) 日和田山岩トレ 教育部　岩トレ C 教育部員と小林正美 久保田勝美

10/28 (金) ～ 29 (土) 大渚山（もみじ＆キノコ観察） C 谷口・弦切 大東　億

58 10/29 (土) ～ 30 (日) 大ナゲシ～赤岩尾根 A 藤田・赤塚・牛山 鈴木武夫

59 10/29 (土) ～ 30 (日) 荒島岳 B 鄧・平川・菅原 北澤秀三

10/30 (日) 白銀山 B 今泉・平山 住田ますみ

10/30 (日) 三頭山牛飼尾根 B 在田 藤田眞太郎

10/30 (日) 白銀山 B 前田・一木 吉野　誠

10/30 (日) 青梅丘陵 入門部　新入会員入門 D 佐々木・保科・梅澤 小泉雪乃

10/30 (日) 浅間岳から大澄山 軽ハイキング部 D 千葉・佐藤 竹内慧子

60 10/30 (日) ～ 31 (月) 兜岩山・荒船山、妙義障子岩・大の字 A 高木 佐野久志

11/2 (水) 箱根・仙石原のススキ 軽ハイキング部 E 吉田・平山 村松みさを

11/3 (木) 鹿留山～杓子山 B 大村・佐々木 東　弥生

11/5 (土) ～ 6 (日) 二つの大源太山 B 小林（美）・一木・平山 吉野誠

11/6 (日) 万葉集・よこやまの道全行程 C 仲野・槫林・梅澤 柏木哲彦

11/6 (日) ★ 高川山 入門部 C級入門 C 佐々木・東 濱田正和

11/7 (月) ★ 名越切通 軽ハイキング部 D 大東・弦切 谷口四郎

11/7 (月) 日向山 軽ハイキング部 バスハイキング D 上原・吉田 村松みさを

11/10 (木) 横浜水道路から相模原公園 軽ハイキング部 E 吉田・平山 村松みさを

11/12 (土) ～ 13 (日) 川苔山 教育部　テント班 C 教育部員 設楽政夫

11/12 (土) 仏果山～経ヶ岳 入門部 B級入門 B 楯・濱田 東　弥生

11/12 (土) ★ 高川山 C 平川 北澤秀三

11/12 (土) 矢倉岳 C 有倉・小泉 保科美喜子

11/13 (日) 初沢山 安全登山部研修（中・上級救助訓練） B 安全登山部員 安吉佳子

11/13 (日) 日和田山 教育部地図読み C 宮澤・藤田 在田みな子

11/15 (火) 久野丘陵 C 平山 小林美貴男

11/15 (火) 久野丘陵 C 一木 吉野　誠

11/19 (土) ～ 20 (日) 笠取山 C 井阪・中尾 綿貫政夫

61 11/20 (日) ～ 21 (月) 鹿岳・谷急山 A 設楽 佐野久志

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手帖掲載後毎月1日以降です。
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