
             歩 こ う 会 

第 １ 回  平成０５年０６月２２日（火）・２３日（水）新旧役員懇親会 石和温泉ホテル花京 

        塩山～石和 

      （参加者）武富、林、宍戸                 ３名 

 
第 ２ 回  平成０５年１１月１０日（水）・１１日（木）支部旅行 石和温泉ホテル花京 

        高尾山～城山～相模湖 

      （参加者）武富、林、野澤、宍戸、田中、井本、野田     ７名 

第 ３ 回  平成０６年０４月１６日（土） 

        高尾山 もみじ台 

      （参加者）武富、林、野澤、宍戸、岸、南部、出口 

           田中、井本、相原、山口、野田         １２名 

第 ４ 回  平成０６年０６月１５日（水）、１６日（木）新旧役員懇親会 ホテル花京 

        高尾山～城山～相模湖＝石和温泉  

        日川渓谷 

      （参加者）武富、林、野澤、宍戸、田中、井本、野田     ７名 

 

第 ５ 回  平成０６年１１月０８日（火）・０９日（水）支部旅行 箱根 ホテルおかだ 

        箱根湯本＝宮ノ下＝早川渓谷～浅間山～千条の滝～小湧谷＝箱根湯本 

        箱根旧街道 鎖雲寺～畑宿～見晴茶屋～甘酒茶屋～元箱根～桃源台～強羅 

      （参加者）武富、林、野澤、宍戸、永峯、塩津、山村 

           田中、井本、山村、野田            １１名 

 

第 ６ 回  平成０７年０６月１６日（金）・１７日（土）新旧役員懇親会 ホテル花京 

        高川山、 １７日 岩殿山 武富、林 

      （参加者）武富、林、野澤、田中、井本、野田        ６名 

 

第 ７ 回  平成０７年１１月０８日（水）・０９日（木）支部旅行 熱海 富士屋ホテル 

        幕山、南郷山ハイキング 

        城山ハイキング 

      （参加者）武富、林、永峯、野澤 

           田中、井本、辺見、渡辺、野田          ９名 

 

第 ８ 回  平成０８年０４月２０日（土） 

        高尾山、もみじ台       雨で中止 

 

第 ９ 回  平成０８年０６月１２日（水）・１３日（木） 

        高川山   １３日（木） 石老山 武富、林 



         

      （参加者）武富、林、野澤、宍戸、田中、井本、野田     ７名 

 

第１０回  平成０９年０２月１１日（火） 

        高尾山 武富さん 高尾山２００回記念 

      （参加者）武富、林、宍戸、岸、塩津 

           釣部、山口、相原、鈴木、野田         １０名 

 

第１１回  平成０９年０４月０６日（水） 土砂降りの雨で中止 

        高尾山  

      （参加者）                         名 

 

第１２回  平成０９年０６月１７日（火）・１７日（水）新旧役員会 ホテル鐘山園 

        忍野八海 

      （参加者）武富、林、宍戸、岸、田中、井本、野田      ７名 

 

第１３回  平成０９年１１月１２日（水）・１３日（木）支部旅行 ホテルサンバレー 

        伊豆葛城山 

      （参加者）武富、田中、井本、辺見、山口、山田、野田    ７名 

 

第１４回  平成０９年１２月１７日（水） 

        林さん 高尾山２００回記念 

      （参加者）武富、林、永峰、岸、青木、宍戸、野澤、塩津、中村、福岡 

           岡部、山口、釣部、鈴木、扇谷、井本、野田   １７名 

 

第１５回  平成１０年０６月１７日（水）新旧役員会 石和ホテル花京 

        陣馬山～高尾山 

      （参加者）武富、林、田中、野田              ４名 

 

第１６回  平成１０年１１月１０日（火）・１１日（水）支部旅行 

        高川山 

      （参加者）武富、林、岸、田中、山口、野田         ６名 

 

第１７回  平成１１年０６月１５日（火）・１６日（水）新旧役員会 ホテル花京 

        高尾山～城山～相模湖＝石和温泉 

      （参加者）武富、林、岸、後藤、野田            ５名 

      １６日 

        石和温泉＝塩山（タクシー）＝福ちゃん荘～大菩薩峠 

        ～賽の河原～雷岩 



      （参加者）武富、林、岸、永峯、田中、後藤、野田      ７名 

 

第１８回  平成１２年０４月１９日（水） 

        高尾山 お花見 

      （参加者）武富、芦川、綾野、中村、            ４名 

 

第１９回  平成１２年１２月２９日（金） 

        高尾山 城山 忘年会 

      （参加者）武富、中村、芦川、綾野、後藤          ５名 

 

第２０回  平成１３年０４月１８日（水） 

        高尾山 お花見 

      （参加者）武富、芦川、綾野、中村、 

           芦川（和）、梅ちゃん夫婦            ７名 

 

第２１回  平成１３年０６月１９日（水）２０日（木）新旧役員会 ホテル花京 

        高尾山 （野田さん１００回記念） 

      （参加者）武富、中村、野澤、芦川（和）、山口、野田     ６名 

 

第２２回  平成１３年０８月１６日（金） 

        高尾山 

      （参加者）武富、中村、芦川、飯作ご夫妻 

           山口、後藤、野田                 ８名 

 

第２３回  平成１３年１２月０５日（水） 

        高尾山 忘年会 武富隊長都知事賞受賞祝い 

      （参加者）武富、中村、野澤、芦川（宗）、綾野 

           芦川（和）梅ちゃんご夫妻、山口、野田      １０名 

 

第２４回  平成１４年０１月０７日（月） 

        高尾山 城山 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、芦川ご夫妻、 

           山口、梅ちゃんご夫妻、野田            ９名 

 

第２５回  平成１４年０６月１１日（火）・１２日（水）新旧役員懇親会 ホテル花京 

        高川山 三ツ峠 

      （参加者）武富、岸、芦川、綾野、 

           田中、芦川、山口、野田              ８名 

 



第２６回  平成１５年０４月１６日（水） 

        高尾山 （中村展久氏追悼ハイキング） 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、芦川、綾野、青木、福岡 

           岸、玉山、廣瀬 

           中村、芦川、山口、島田、釣部、廣瀬、後藤、 

           野田                       ２１名 

 

第２７回  平成１５年０６月１８日（水）・１７日（木）新旧役員懇親会 ホテルおかだ 

        金時山 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、岸、野田             ５名 

 

第２８回  平成１５年１０月１５日（水） 

        金時山 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、岸、芦川（宗）、林 

           山口、釣部、野田                  ９名 

 

第２９回  平成１５年１１月０５日（水）・０６日（木）支部旅行 河口湖 「うぶや」 

        河口湖北岸ハイキング 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、岸、渡辺（由）、玉山 

           田中、山口、芦川（和）、野澤（京）、釣部、野田   １２名 

 

第３０回  平成１５年１２月２８日（日） 

        高尾山 忘年会 栄茶屋 

      （参加者）武富、宍戸、野澤、林、岸、玉山、青木 

           田中（美）、釣部、芦川（和）、島田、山口、野田   １３名 

 

第３１回  平成１６年０４月１２日（水） 

        金時山 

      （参加者）武富、宍戸、野澤、岸、野田             ５名 

第３２回  平成１６年０４月２１日（水） 

        高尾山 花見ハイキング） 

      （参加者）鎌田、岸、林夫妻、野澤夫妻、芦川夫妻、田中（総司） 

           玉山、青木、梅ちゃん 

           田中（美）、釣部、山口、野田           １６名 

第３３回  平成１６年０８月１９日（金） 香住 

        高尾山 

      （参加者）武富、野澤、後藤、釣部、野田            ５名 

 

第３４回  平成１６年１０月１３日（水） 



        金時山 

      （参加者）武富、宍戸、野澤、林、岸 

           野澤（京）、釣部、山口、野田            ９名 

 

第３５回  平成１６年１２月２９日（水） 

        高尾山 忘年会 雪で中止 ランダム事務所でうどん  

      （参加者）武富、野澤、鎌田、綾野                           

           後藤、釣部、山口、野田 

       ５時からやるき茶屋 宍戸、岸、野澤（京）、        １２名 

 

第３６回  平成１７年０４月２０日（水） 

        高尾山 お花見          やるき茶屋 

      （参加者）林、岸、宍戸、玉山、 

         山口、釣部、後藤、                  ７名 

 

第３７回  平成１７年０８月１０日（水） 

        高尾山 

      （参加者）武富、宍戸、鎌田、林、野澤夫妻、芦川、梅ちゃん、 

         ほか２名                       ５名 

 

第３８回  平成１７年０９月２８日（水） 

        高尾山 山口・野田さん 還暦祝い 

      （参加者）武富、宍戸、野澤、林、玉山、 

         島田、山口、野田                   ８名 

 

第３９回  平成１７年１０月０５日（水） 

        金時山 

      （参加者）武富、宍戸、野澤、林、岸 

           野澤（京）、釣部、山口、後藤、野田        １０名 

 

第４０回  平成１７年１０月１９日（水）台風２０号の為中止 

        高尾山 

      （参加者）武富、宍戸、野澤、岸 

           釣部、芦川、山口、後藤、野田           ９名 

 

第４１回  平成１７年１０月２６日（水） 

        金時山 

      （参加者）武富、宍戸、野澤、林、岸 

           芦川（和）釣部、野田                ８名 



 

第４２回  平成１７年１２月２８日（水） 

        高尾山 忘年会 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、林、鎌田 

           島田、釣部、山口、野田              ９名 

                           

第４３回  平成１８年０４月１９日（水） やるき茶屋 

        高尾山 花見ハイキング 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、林、岸、玉山、和子さんのお父さん 

           芦川（和）、野澤、島田、釣部、山口、後藤、野田  １４名 

 

第４４回  平成１８年０５月１０日（水）雨 

        金時山 

      （参加者）武富、野澤、林、綾野 

           釣部、山口、後藤、野田              ８名 

 

第４５回  平成１８年０６月２１日（水）・２２日（木）役員懇親会 ホテルおかだ 

        箱根湯本＝強羅＝早雲山＝桃源台＝元箱根＝奥湯本入口～おかだ 

        おかだ～奥湯本入口＝元薄根＝桃源台＝早雲山＝強羅＝箱根湯本＝府中 

      （参加者）武富、宍戸、野澤、林、岸 

           田中（美）、島田、芦川（和）、山口、野田     １０名 

 

第４６回  平成１８年１２月１５日（水） 

        高尾山 

      （参加者）武富、野澤、岸、林、釣部、野田          ６名 

 

第４７回  平成１９年０３月１１日（日） 

        高尾山 

      （参加者）武富、野澤、林、宍戸、山口、野田         ６名 

 

第４８回  平成１９年０４月１１日（水） 

        高尾山 花見ハイキング 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、林、岸、南、 

           芦川（和）、後藤、野田               ９名 

 

第４９回  平成１９年０６月２７日（水）・２８日（木）役員懇親会 箱根 ホテルおかだ 

        箱根 早川渓谷遊歩道 

      （参加者）武富、野澤、岸、山本、 

           釣部、田中（美）、島田、野田            ８名 



 

第５０回  平成１９年１２月２６日（水） 

        高尾山 忘年会 

      （参加者）武富、野澤、岸、林、 

           釣部、野田                

      （懇親会）島田、福岡、鎌田、宍戸、野澤（京）      １２名 

 

第５１回  平成２０年０４月０９日（水）武蔵野うどん 

        高尾山 花見ハイキング 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、林、岸、玉山、川岸、新井 

           釣部、島田、山口、後藤、野田         １３名 

 

第５２回  平成２０年０６月２４日（火）・２５日（水）役員懇親会 

        箱根ハイキング 

      （参加者）武富、岸、玉山、山本 

           島田、田中、野田                ７名 

 

第５３回  平成２０年１２月１７日（水）やるき茶屋 

        高尾山 忘年会 

      （参加者）武富、野澤、宍戸、林、岸、芦川（宗）、川岸、新井 

           芦川（和）、島田、山口、後藤、田中、野田    １４名 

 

第５４回  平成２１年０４月１５日（水）武蔵野うどん 

        高尾山 お花見 

      （参加者）武富、林、青木、小松、田中（総司）、山本、玉山、鎌田、粕谷 

           島田、山口、後藤、田中（美）、野田       １４名 

 

第５５回  平成２１年０７月０１日（水）・２日（木）役員懇親会 石和ホテル花京 

        高尾山～石和温泉 

      （参加者）武富、野澤、林、山本 

           島田、田中、野田                ７名 

 

第５６回  平成２１年０８月２６日（水） 

        高尾山 フロッピー温泉 

      （参加者）武富、野澤、 

           田中（美）芦川（和）、山口、後藤、野田     ７名 

 

第５７回  平成２１年１１月４日（水）・５日（木）支部旅行 河口湖 秀峰閣湖月 

        河口湖自然生活館 河口湖美術館 



      （参加者）                       ７名 

 

 

第５８回  平成２１年１２月２３日（水） 

        高尾山 忘年会〈喜久山〉 

      （参加者）武富、野澤、林、岸、南、玉山、田中（総司）、川岸 

           田中（美）芦川（和）、山口、後藤、野田 

      （懇親会）鎌田、福岡、小松、島田            １７名 

 

第５９回  平成２２年０４月１４日（水） 

        高尾山 お花見 

      （参加者）武富、野澤、小松、進藤、玉山、田中（総司）、新井、川岸 

           田中（美）芦川（和）、島田、釣部、後藤、野田  １４名 

 

第６０回  平成２２年０８月０６日（水） 

        高尾山 野田さん退職記念の集い 

      （参加者）武富、野澤、岸、小松、福岡、青木、進藤、芦川（宗）南、中西 

           田中（総司）田中（美）芦川（和）、山口、釣部、後藤、野田  

                                   １７名 

第６１回  平成２２年１２月２２日（水） 

        高尾山 忘年会（やるき茶屋） 

      （参加者）武富、林、新井、川岸 

           田中（美）芦川（和）、釣部、山口、野田       

      （懇親会）野澤 芦川（宗）、小松、青木、後藤       １４名 

 

第６２回  平成２３年０１月１２日（水） 

        高尾山 新年会 

      （参加者）林、野澤 

      （懇親会）田中（美）、田中（総司）、釣部、野田        ６名 

 

第６３回  平成２３年１２月２１（水） 

        高尾山 忘年会 

      （参加者）武富、野澤、林、進藤、田中（総司）、福岡、不破   

           田中（美）、島田、後藤、野田           １１名 

 

第６４回  平成２４年１２月２６日（水） 

        高尾山 忘年会（やるき茶屋） 

      （参加者）武富、林、小松、阿部 

           野田 



      （懇親会）野澤、進藤、福岡、山本、玉山 

           田中（美）、島田、釣部、後藤           １４名 

第６５回  平成２５年０４月２４日（水） 

        高尾山 お花見 

      （参加者）武富、野澤、林、小松、阿部 

           田中（美）、釣部、後藤、野田            ９名 

 

第６６回  平成２５年１２月１８日（水） 

        高尾山 忘年会（やるき茶屋） 

      （参加者）武富、野澤、林、小松、岸 

           田中（美）、野田             

      （懇親会）福岡、山本、玉山、進藤、釣部、島田、後藤     １４名 

 

第６７回  平成２６年０４月２３日（水）やるき茶屋 

        高尾山 お花見 

      （参加者）武富、野澤、小松、進藤   

           釣部、野田                     ６名 

 

第６８回  平成２６年１２月１０日（水） 

        高尾山 忘年会 

      （参加者）武富、野澤、小松 

           釣部、野田             

      （懇親会）進藤                        ６名 

 

第６９回  平成２７年０４月１５日（水）やるき茶屋 

        高尾山 お花見 

      （参加者）武富、林、岸、小松、野澤、川西 

           野田             

      （懇親会）福岡                        ８名 

 

第７０回  平成２７年０８月２６日（水） 

        高尾山 ビアマウント 

      （参加者） 雨のため中止                    名 

 

第７１回  平成２７年１２月１６日（水）やるき茶屋 

        高尾山 忘年会 

      （参加者）武富、野澤、林、岸、松井  

           釣部、野田        

      （ゲスト）高木、川西                     



      （懇親会）小松、田中（美）                １０名 

 

第７２回  平成２８年０４月２０日（水）高橋家 

        高尾山 お花見 

      （参加者）武富、野澤、林、小松、岸、進藤、渡辺 

           釣部、野田  

      （ゲスト）長久保                     １４名 

      （極楽の湯）参加 武富、野澤 長久保 ３名 

 

第７３回  平成２８年１０月２６日（水） 

        高尾山 武富隊長 城山１０００回登頂記念 「喜久山」 

      （参加者）武富、野澤、林、小松、岸、進藤、綾野、松井（大記）、芦川（宗）  

           釣部、野田        

      （ゲスト）川西                     

      （懇親会）田中（美）、後藤                １４名 

 

第７４回  平成２８年１２月２１日（水） 

        高尾山 忘年会（やるき茶屋） 

      （参加者）武富、野澤、林、小松、岸、芦川（宗）、松井（大記）  

           釣部、野田        

      （懇親会）田中（美）                   １０名 

 

第７５回  平成２９年０４月１９日（水） 

        高尾山 お花見（たまの里） 

      （参加者）武富、野澤、林、小松、岸、進藤、芦川（宗）  

           釣部、野田        

      （ゲスト）川西 川畑                     

      （懇親会）田中（美）                   １１名 

 

第７６回  平成２９年０８月２３日（水） 

        高尾山 ビアマウント 

      （参加者）武富、野澤、松井（大記）  

      （ゲスト）川西                       ４名 

 

 

 

 

 



                        


