
登山教室 山 遊
さんゆう

倶楽部
く ら ぶ

の長期山行予定    
 

◆教室は基本的に雨天決行です （悪天候や条件悪化からの緊急避難、及び危機回避の方法なども実践を通して講習します）  

◇参加を希望される各教室、および必要な装備については、別紙の詳細を参照してください。                           

◆現地の天候、積雪状態またはパーティの行動不調など困難と判断した場合、安全を考慮し計画の一部変更、または中断する場合が

あります。集合地を出発した後の計画変更、および現地中止の場合参加費はお返しできません。 

◇集合場所は全て、埼玉県 JR 大宮駅西口から徒歩 3 分（直進左側） そごうの先 旧 代々木ゼミナール前です。                 

◆集合時間は多少の調整が可能です、ご相談ください。 また現地集合・解散は自由です、時間と場所はご相談ください。 

◇ワゴン車にはサンダルのほか、仮眠用のシュラフ、マットなどは用意してあります。                                             

◆ピッケル・アイゼン・ヘルメット・ハーネス・クライミングシューズなど無料のレンタルが若干あります、必要な方はお申し出ください。 

◇登山中、核心部および、ガイドが必要と判断した場所においては常にアンザイレンで行動します。（安全確保）                      

◆ゆっくりペースで歩きます。登山の基本技術や知識を身につけていただくため、実践しながら行動します。また、時間に余裕があ

れば山小屋などで、登山の座学なども行っております。この機会に、登山について聞きたいことなどは、なんでもお気軽にご質

問してください。 

◇教室の計画は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。                                                     

◆平日の場合「登山道・山小屋・交通機関など」の混雑がありませんので、お勧めです。 

◇プライベートガイドは計画の期間内も含め、年間を通していつでも受け付けております。ご相談ください。                          

◆質問、及びお問合せなどはお気軽にＦＡＸまたは電話でお願いいたします。またｍａｉｌ、 郵送でも結構です。 

◇登山は少人数で実施しますので、お申込み後はキャンセルのないようにお願いいたします。                                    

◆別紙の “参加申込書” に記入の上、郵送、またはＦＡＸ 、 mail でお申込ください。 

◇山行の参加費用にはガイド料と講習料が含まれています。（交通費と宿泊費は含まれておりません）  

◆最終の参加申し込みが 1 名の場合でも参加を希望される場合、別途ご相談をさせていただきますが、交通費、宿泊など、ガイドの経

費が発生するためお客様にご負担いただくこととなります。 

◇年会員はガイド料・講習料が全て 10％割引となります。（年会員の項を参照してください）                                       

※ 2018 年 1 月 1 日 費用一部を改定 

山域 ・ 内容 山  名 実施期日 日 程 宿 泊 募集対象 費用 年会員 

２０２０年 

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習 岩山 2/11（火） 日帰り  初心･初級 15,000 13,500 

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習 阿寺 2/13（木） 日帰り  初級･中級 17,000 15,300 

ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 霧積・隠れ橋 2/21（金）夜～23（日） 前夜行 1 泊 温泉宿 初級･中級 35,000 31,500 

ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 貧乏神の滝 2/25（火）夜～26（水） 夜行日帰り  初心･初級 25,000 22,500 

八ヶ岳 天狗岳 2/29（土）～3/1（日） 1 泊 山小屋 初心･初級 30,000 27,000 

初級岩登り講習 日和田山 3/3（火） 日帰り  初心･初級 15,000 13,500 

冬季ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 朝日岳 東南稜 3/7（土）～8（日） 1 泊 旅館 初級･中級 45,000 40,500 

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習 阿寺 3/12（木） 日帰り  初級･中級 17,000 15,300 

ｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 南沢大滝 美濃戸 3/13（金）夜～15（日） 前夜行 1 泊 山小屋 初級･中級 38,000 34,200 

初級岩登り講習 岩山 3/17（火） 日帰り  初心･初級 15,000 13,500 

ﾏﾙﾁｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 妙義 筆頭岩 3/20（金） 日帰り  初心･初級 20,000 18,000 

妙義山 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 木戸壁 右カンテ 3/21（土）夜～22（日） 夜行日帰り 健康ﾗﾝﾄﾞ 初級･中級 30,000 27,000 

ｽﾉｰｼｭｰ体験 冬季テント泊体験 3/24（火）夜～26（木） 前夜行 1 泊 ﾃﾝﾄ自炊 初心･初級 28,000 25,200 

岩講習と雪山 黒岩・安達太良山 3/27（金）夜～29（日） 前夜行 1 泊 健康ﾗﾝﾄﾞ 初心･初級 38,000 34,200 

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習 阿寺 4/2（木） 日帰り  初級･中級 17,000 15,300 

妙義山 丁須岩・白雲山 4/4（土）～5（日） 1 泊 民宿 初心･初級 32,000 28,800 

雪上講習と登頂 谷川岳 4/10（金）夜～12（日） 前夜行 1 泊 民宿 初心･初級 40,000 36,000 

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ（ﾏﾙﾁ） 妙義山 筆頭岩 4/16（木） 日帰り  初心･初級 20,000 18,000 

西上州 妙義山 主稜 縦走 4/17（金）夜～19（日） 前夜行 1 泊 民宿 初級･中級 40,000 36,000 

ﾏﾙﾁ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 二子山 中央稜 4/21（火） 日帰り  初級･中級 32,000 28,800 

北アルプス 西穂 独標 4/23（木）～24（金） 1 泊 山小屋 初心･初級 32,000 28,800 

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習 阿寺・妙義木戸壁 4/25（土）～26（日） 1 泊 民宿 初級･中級 38,000 34,200 

妙義 裏妙義 縦走 4/28（火）夜～29（水） 夜行日帰り  初心･初級 30,000 27,000 

北アルプス 西穂高岳 5/3（日）～5（火） 2 泊 山小屋 初級･中級 50,000 45,000 

初級岩登り講習 日和田山 5/14（木） 日帰り  初心･初級 15,000 13,500 

クライミング 三ツ峠 ・ 広沢寺 5/15(金)夜～17（日） 前夜行 1 泊 健康ﾗﾝﾄﾞ 初級･中級 45,000 40,500 



谷川岳ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 一ノ倉沢 中央稜 5/19（火）夜～20（水） 夜行日帰り  初級･中級 50,000 45,000 

谷川岳ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 一ノ倉沢 南稜 5/22（金）夜～24（日） 前夜行 1 泊 民宿 初級･中級 55,000 49,500 

谷川岳ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 一ノ倉沢 中央稜 5/26（火）夜～27（水） 夜行日帰り  初級･中級 50,000 45,000 

谷川岳ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 一ノ倉沢 南稜 5/29（金）夜～31（日） 前夜行 1 泊 民宿 初級･中級 55,000 49,500 

谷川岳ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 一ノ倉沢 中央稜 6/2（火）夜～3（水） 夜行日帰り  初級･中級 50,000 45,000 

西上州 妙義山 主稜 縦走 6/5（金）夜～7（日） 前夜行 1 泊 民宿 初級･中級 40,000 36,000 

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ講習 阿寺 6/11（木） 日帰り  初級･中級 17,000 15,300 

クライミング 城山 ・ 広沢寺 6/12（金）夜～14（日） 前夜行 1 泊 健康ﾗﾝﾄﾞ 初級･中級 45,000 40,500 

ﾏﾙﾁ ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 二子山 中央稜 6/17（水） 日帰り  初級･中級 32,000 28,800 

二子山縦走 西岳～東岳 6/24（水） 日帰り  初心･初級 20,000 18,000 

八ヶ岳 縦走 硫黄岳～赤岳 6/26（金）夜～28（日） 前夜行 1 泊 山小屋 初心･初級 35,000 31,500 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


