公益社団法⼈⽇本⼭岳会 ⽯川⽀部報

Ⅰ．計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告
１．⼭⾏報告 三⽅岩岳 (1,736m)
⽇時

：

10 ⽉ 13 ⽇(⼟)

天気：晴れ

ルート

：

三⽅岩岳〜野⾕荘司⼭〜もうせん平

参加者

：

中川・池本・藤井ぁ

ホワイトロードゲート開放の 0700 に合わせ、⾦沢を出発。
三⽅岩駐⾞場に到着したが、かなりの霧で気温も低い。
0740 出発。 紅葉はすでにピークを過ぎたようだ。
少しずつガスも晴れ⼭々や⽩川の⽅も⾒えるようになって
きた。

三⽅岩岳 0845 着。 さらに先に進む。

野⾕荘司⼭ 1010 着。 ⼭頂からは⽩⼭が⾒えたがすぐに
隠れてしまう。 妙法⼭を⽬指す⼈は少なく、ほとんどの⽅は
ここで引き返すようだ。
もうせん平 1110 着。 池本さんは所⽤につき下⼭。
なんとか、ギリギリ妙法⼭に⾏けるか？ と、悩みながらも
途中まで⾏き、引き返す事にした。
もうせん平にてゆっくり休憩の後、下⼭開始。
三⽅岩駐⾞場 1550 着。 登⼭道にはオオシラビソが根こそ
ぎ倒れており、台⾵の⽖痕が⽬⽴った。 紅葉はすでに終盤だ
ったが、稜線は素晴らしく、いつも⾒る⽩⼭の⾵景とはまった
く違った。 ⽩⼭の広⼤さを改めて感じた⼭⾏であった。
来年の北縦⾛路⼭⾏を楽しみにしたいと思う。
[三⽅岩岳 ⽂写・写真：藤井ぁ]
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２．秋⼭⼭⾏報告 ⿊部 下の廊下
⽇時

：

2018 年 10 ⽉ 20 ⽇(⼟)、21 ⽇(⽇)

ルート

：

宇奈⽉〜欅平〜阿曽原〜⿊四ダム

参加者

：

中川・池本・藤井ぁ・安⽥

天気：⾬、晴れ

12:25「志合⾕←阿曽原温泉6.8km 4.8km欅平駅→」

欅平駅標⾼700mから⿊部ダム駅1433m、標⾼差743m・

トンネルを前にヘッドランプ着装、中は⽔浸し壁は湿気でかび臭

歩⾏距離≒29kmを歩く「下の廊下」
。

燃えるような⼭の彩りを期待し、秋⼭⼭⾏参加に⼿を挙げた。 い。 抜けると断崖の道が続く。
⼤太⿎に差し掛かかり⾼度感のある崖下を覗くと、⼀瞬臍下が

会員諸兄にも⼀度は⾜を踏み⼊れた⽅が多いのではないだろ

ジィーンとして思わず壁⾯に敷設されている番線に⼿が⾏く。

うか。

転落防⽌に、総延⻑の8割近くに敷設された番線は、

⼊⼭に際しよく⾔われるのが、この道では怪我⼈は出ない、

落ちれば死にます！ 18・20⽇と続けて墜落事故が発⽣したが、 少しでも恐怖感を持った⼈には命綱ともいえるものだ。
1⼈は仙⼈から⼩屋終いの下⼭中で、⾬に⾜を取られ転落した。

⼀度⼿にすると、その針⾦に頼る⾃分がいる。

⼀つ気を抜けば、場数を踏んだベテランでもその難を免れない。

若い時のバランス感覚はもう無い！

1⽇⽬ (10/20) 欅平から阿曽原温泉⼩屋

オリオの⼤滝を過ぎ1時間程も歩いたか、樹林の陰にテントが

⾦沢05:30出発、07:20宇奈⽉温泉駅前で扇沢への回送業者に

⾒えた。 テントが⾒えてからしこたま歩くのはどこの⼭も同じ、

⾞を渡す。 07:57発のトロッコ列⾞に乗⾞、欅平駅09:12着。

⼩屋の右⼿⿊部ダム⽅⾯から下って来た登⼭者（この道を歩く⼈

09:25ヘルメットを頭に阿曽原を⽬指し歩き出す。

を何と呼べばいいのだろう？ 体⼒勝負でピークの無い⼭岳路、

いきなりの急坂、標⾼差200mを登り⽔平道へと向かう前に、

登⼭ではない。
）が⾒える。 明⽇はあの道を登るのだ。

⽑勝三⼭を望む展望台へ。 曇天で⼭はガスって⾒えないが、

16:05阿曽原温泉⼩屋に着いた。

⽅向を確かめ、⼭影を重ねる。

部屋割りは⼀畳に⼆⼈の雑⿂寝と思って貰えれば良い。

「⽔平道始・終点←阿曽原温泉10.3km 1.3km欅平駅→」の

⾵呂は5時から男、6時から⼥。 ⾵呂に⼊るのも⼤変だ、露天

表⽰看板を⽬に⾜を進める。

⾵呂まで⽚道5分は掛かる。 芋の⼦洗いの様相も、もたもたし
対岸には奥鐘⼭の

ていると⼥性軍に追⽴を⾷らう。

岩壁が眺められ、

しかし湯は良い、⾼熱隧道から引いた湯だ！ 湯上りに持参の

⾝を圧する景観だ。

酒を少々、⼣⾷は御代わり⾃由のカレーライスだが、すきっ腹を

平成19年6⽉23・24

差し引いても美味かった。 5時出と決め、早めに寝に着く。

⽇に、会の出湯⼭⾏で

1⽇⽬ 歩⾏時間6時間半。

仲間10⼈と祖⺟⾕温
泉から奥鐘⼭⼭頂に

2⽇⽬（10/21）阿曽原温泉⼩屋から⿊部ダム駅

登ったのを思い出す。

05:30⼩屋を出る。06:35関電⼈⾒宿舎から仙⼈ダムの
上を通り、07:20東⾕吊橋を渡る。
Fさん、全⾏程の中でこの揺れが⼀番怖かったと後で語る。
07:30熱量補給に⼩屋弁当を⾷べるが、冷たく⽶は固くポロ
ポロで味噌汁に浸しての猫まんま。
Yさん、美味かったが⼭の中でなかったら絶対に⾷べないとは、
同感である。
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腹もおさまり、昨⽇とは打って変わった⻘空。
朝⽇に映え錦秋に染まる⼭肌を⽬にし、いよいよこの
コースの核⼼部である旧⽇電歩道「下の廊下」に⼊る。

Nリーダー、吊橋に⽴つ⼀⼈⼀⼈のガッツポーズを撮ってくれ
たが、⾜元の定まらない処でどんな顔をしていたのか⾒るのが楽
しみだ。 渡ると広場に出る。本流に下りる道から、ヤングボー
イ3⼈息も切らせず上がって来た、‶凄い⽔量です・・″10:00
ザックを下ろし、⾏動⾷を腹にし先に進む。

Nさん愛⽤のカメラの出番だ、感動的出逢いシーンごとにファ

断崖は⽔⾯に近づき⾕幅も狭くなる。

インダーに⽬をやりシャッターを押す。
短いトンネルをくぐると、⽬の前に広がるV字⾕の渓⾕が続く。

10:40交差することもままならない⽩⻯峡に、

先ず⽬にするのは、深い切れ込みの最深部を、⾶沫を⽴て崖に

⿊四ダムからのパーティーが引きも切らずやって来る。
美しくも怖いところだ。 傷み字も定かでない

ぶち当たりながら⾛るS字峡の流れ。
⾼度間と迫⼒、私はこの景観が⼀番好きだ。 半⽉峡を過ぎ、

「⽩⻯峡←⿊部ダム駅9.?km 20.?km欅平駅→」の表⽰板（⽂
頭の歩⾏距離≒29kmはこの数字を使った）
。

劒沢の流れに掛かる吊橋から⼗字峡を⾒下ろす。

⿊部別⼭⾕の河原には、真っ⿊の塊となり雪渓が残る。 梯⼦
での⾼巻箇所が続く、アップダウンの繰り返しに⾜の疲労が
溜まってくる。
つま先に⽯っころが当たる、靴底のすり⾳が⽿障りだ。
⾜が上がっていないな、⾔いたかないが年寄り歩きだ。
Yさんがドーピング薬だと⾔ってAJINOMOTOのアミノ酸顆粒
状をくれた、効いたのかな⁉ 本流が⾜下に⾒える。
此処までくると⾒納めの紅葉に別れを告げるのが惜しい、
内蔵助⾕出合の橋が⾒えてきた。
⿊四ダムの⼤きなコンクリート壁から噴き出る観光放⽔の
轟！着いたぞー・・ 喜びの後には最後の試練が。橋を渡ると待
つのは、⿊部ダム駅までの結構な坂道。 楽しみながら登る我ら
4⼈のパーティー、待つのは関電トロリーバス。 15:50ぽっかり
空いた巨⼤なトンネルに⾝を⼊れる。 歩くのはここまで‼
2⽇⽬歩⾏時間10時間20分
扇沢にたどり着き、Fさんの愛⾞に乗り込む。
先ずは⼤町で温泉⼊浴、疲れが湯に溶け出していく。
温まった所で⼤町市内のレストラン⾃慢の⿅⾁カツで腹を
満たす。
腹も⼼も満たされて⾦沢へと家路に着く。
往復共にか弱き⼥⼦の細腕に運転を委ねることになり、
申し訳なく思います！ 本当にありがとうございました。
⽂中の地名・施設名は昭⽂社「⼭と⾼原地図」参照
[下の廊下 ⽂：池本 写真：中川]
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３．⼭⾏報告 ⼤猫⼭
⽇時

：

2018 年 11 ⽉ 3 ⽇(⼟)

天気：晴れ

ルート

：

⼤猫⼭ (積雪の為途中まで)

メンバー ：

中川・池本・⼋⼗嶋・藤井ぁ

下ノ廊下後、⼭への気持ちがなかなか戻らなかったが、
気持ちも落ち着き復活のタイミングで、中川さんより⼭のお誘い
があり参加。 ⾏き先は最終的に、⼤猫⼭に決定。
激登りがある⼭らしくちょっと興味が湧く。
0500 ⾦沢出発、⾺場島に 0700 着。駐⾞場 0712 出発。
しばらく登⼭⼝まで歩く。
ブナクラ取⽔堰堤の⼤猫⼭登⼭⼝ 0755。
取り付きが分かりにくい。 急登の連続だが、振り返ると、
劔岳が真正⾯、横には⼤⽇岳、奥⼤⽇岳、⾚⾕⼭。素晴らし
い景⾊が疲れを忘れさせてくれる。 にしても急登だ。
岩場の急登を登ると、草⽊が刈り込まれた場所に。
劔岳の展望スポットのようだ。雪も積もっており、この先気を
つけて進む。
少し下ると⼀枚岩を降りる場所に出てきた。
滑ってロープにぶら下がってしまい、恐怖する。
帰り登れるか不安だ。その後、積雪も増え、落葉や笹の上は
滑るので慎重に進む。
⼤猫平まで⾏きたかったが、劔岳の眺望もなくなってきたので、
引き返す事にした。
下りも雪で滑るため気を引き締める。
紅葉も終盤で各々写真に納め、1600 無事下⼭。
激登、激下りの登⼭道は予想以上であったが変化に富んでおり、
劔岳の眺望もよく、なかなか満⾜⾏く⼭⾏であった。
来年は、この周回コースにチャレンジしたいと思う。

[⼤猫⼭ ⽂：藤井ぁ 写真：中川]
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４．⼭⾏報告 五⽀部合同懇親⼭⾏ 蛇⾕ケ峰(901.5m)
⽇時

： 2018 年 11 ⽉ 10 ⽇(⼟)〜11 ⽇(⽇)

ルート

： ⼭荘くつき〜蛇⾕ケ峰〜⼭荘くつき

天気：晴れ

メンバー ： 樽⽮・⼤幡・埴崎

毎年恒例の五⽀部合同懇親⼭⾏に参加した。
今年の幹事⽀部は京都・滋賀⽀部となり、
集合は滋賀県⾼島市朽⽊。
⽯川を 11 時に出発して 14 時過ぎには⼭荘くつきに到着する。
今回の講演会は本会会員でもあり⼀等三⾓点研究会の会⻑で
もある⼤槻⽒の⼀等三⾓点よもやま話となる、これがなかなか
中⾝のある素晴らしい講演で、今⻄錦司⽒のお話や、⼀等三⾓点
研究会の度が過ぎるほど熱⼼な会員のお話、⽇本国内にある 975
点ある⼀等三⾓点の話、また戦前の台湾・朝鮮の当時設置した
⼀等三⾓点の事、新⾼⼭（今は⽟⼭）の点の記など⼤変興味のあ
る内容を⼤槻⽒の軽快な語り⼝であっと⾔う間の９０分、ただ研
究会では⼀番熱⼼なのは⼤槻会⻑であったと納得の講演会であ
った。
その後は懇親会にて各⽀部の参加者紹介と⼆次会での持ち
寄りの銘酒の飲み⽐べなど、またたく間に寝る時間となった。
翌⽇は参加者の⽇頃の⾏いが良いのか前々⽇までの⾬も上が
り、気持ちの良い登⼭となる期待が膨らむ。
集合後、準備運動ののち２５名で蛇⾕が峰へ向かう。
⼭荘くつき 08:10 発、随時休憩と取り、⾜元の良く整備され
た登⼭道を進む、途中で最近の台⾵での倒⽊が数か所あったが、
きちんと迂回道が整備されている、頂上には 11:05 到着。
快晴であるがもやーとしていて遠望は残念ながらお預けと
なるが、琵琶湖⻄岸がの望まれる広々とした頂上で早⽬の昼⾷を
とる。
下⼭開始 11:40 途中、真っ⾚に紅葉したヤマモミジに⽬を
奪われて、13:40 くつき荘着。
松下京都・滋賀⽀部⻑から解散式挨拶、次回富⼭⽀部の鍛冶
⽀部⻑から来年はお待ちしていると⾔葉があり解散とした。
※新⾼⼭-点ノ記について、興味のある⽅、⽀部⻑もしくは
事務局にお問い合わせ下さい。
[五⽀部合同懇親⼭⾏ 蛇⾕ケ峰 ⽂・写真：樽⽮]
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５．個⼈⼭⾏報告 ⽉ヶ原⼭(1169.8m)
⽇時

：

2018 年 11 ⽉ 11 ⽇ 天気：晴れ、ガス

ルート

：

順尾⼭林道駐⾞場から⽉ヶ原⼭往復

メンバー ：

織⽥・I さん(同⾏者)

以前⼤倉⼭に登った時に、⼤倉⼭の⼭頂から⾒える⼤⾨⼭に

追記 順尾⼭から⼤⾨⼭までの縦⾛は、登⼭道が整備されていて

連なる犀奥の⼭々が素晴らしく、⼀度は歩いてみたい思いに駆ら

ブナオ峠に⾞をデポしておけば可能だと思う。しかし⽉ヶ原⼭か

れた。 今年の春に⾏こうと思っていたが、順尾⼭林道が崖崩れ

ら⼤⾨⼭へは登⼭道が荒れていると考えられるので、相当藪こぎ

の⼯事をしていて⼊れなかったので、草も枯れ、⽊の葉も落ちた

を強いられまた草が枯れ⽊の葉が落ちた晩秋の今頃でないと歩

今がチャンスと⾏って来た。

きにくいため、昼間の時間が短い今頃は無理と思われる。後富⼭

林道駐⾞場からみくまり道と⼤倉⼭の分岐までは、余り⼿⼊れ

県側から⽉ヶ原⼭に登る道があるので、これを利⽤して⼤⾨⼭ま

がされていなかったが、そこから⼤倉⼭までは⼿⼊れがされてい

で往復するかまたはブナヲ峠までおりて林道を戻る⽅法もある

て道はきれいだった。 ⼤倉⼭からの犀奥の⼭々の眺望は、今⽇

が、⼑利ダムから２Km 位⼊った所でゲートがあるので鍵の調達

はあいにくガスっていてよくなかった。⼤倉⼭から⾚堂⼭までは

が必要となる。いずれにせよここを攻略するには、⼤⾨⼭から多

所々苅られてあるが、道に横たわった倒⽊が除去されてないので

⼦津⼭まで偵察に⾏ってみる必要がある。
この⼭域の登⼭道は、⼟の道なので膝にやさしいがアップダウ

歩きにくい。 ⾚堂⼭から⽉ヶ原⼭までは、倒⽊プラス藪で道は

なんとか⾚布頼りに⾏けるが、夏は草や⽊の葉で難渋すると思う。 ンがかなりあるのでその分滑りやすい。私はスパイク地下⾜袋で
⾚堂⼭の⼭頂は、ブナ林の中で標識もあり、⽊々の間からの展

余りスリップしなかったが、I さんは登⼭靴だったのでこけまく
っていた。

望も利き広々としているので休憩するには良いところだ。
⽉ヶ原⼭の⼭頂は、細い⽊が密⽣し展望が全く利かない。

〈⽉ヶ原⼭

⼭頂〉

〈⾚堂⼭

⼭頂〉

⼭頂の標識もなく三⾓点のコンクリートの標柱があるのみで、
⼭頂で昼飯を⾷べようと思ったが引き返し、鞍部に広くて感じの
良いところがあるのでそこで⾷べた。
昼飯を⾷べ終わった頃、⽉ヶ原⼭から２⼈の男の⼈が来たので、
どちらから来たか尋ねると⼩⽮部川から⽉ヶ原⼭と多⼦津⼭の
間の沢を登って来たとのこと。 ２⼈は福野⼭岳会の⽅で、２年
前にここで登⼭道整備しに１⼈で⼭に⼊って⾏⽅不明になった
仲間を捜しに来たと⾔う。 その⽅達と話しながら下⼭すると、
⾚堂⼭に⾏く道と⼩⽮部川に⾏く道の分岐点に気づかず、⼀緒に
⼩⽮部川の道を３００ｍ程下ってしまった。 余りに下りすぎる
ので気がついて引き返したが、分岐点では⼩⽮部川に下る⽅の
道がきれいで、⾚堂⼭に⾏く道はよく⾒ないと分からないので、
注意が必要だ。
順尾⼭を過ぎたあたりで１⼈の登⼭者に追いついたが、その⼈
は前に⽀部にいた⻄⽥茂さんだった。 ⻄⽥さんは、今⽇は⼤倉
⼭から⾚堂⼭の登⼭道の草苅りに１⼈で来たとのこと。 この⼭
域はよく来ていて、鎌だけで登⼭道の草を苅っているので⼤した
ことはできないと謙遜していましたが、なかなか出来ることでは
ないので頭が下がります。

コースタイム
順尾⼭駐⾞場

順尾⼭

みくまり分岐

⼤倉⼭

⾚堂⼭

⽉ヶ原⼭

6：22

→

7：00

→

7：10

→

8：15

→

9：36

→

11：22

16：32

←

15：46

←

15：40

←

14：30

←

13：48

←

11：53

[⽉ヶ原⼭ ⽂・写真：織⽥]
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６．⼭⾏報告 鷲⾛ヶ岳(1096.6m)
⽇時

：

2018 年 11 ⽉ 25 ⽇ 天気：晴れのち曇り

ルート

：

東⼆⼝から鷲⾛ヶ岳往復

メンバー ：

池本・織⽥・⽥中・⻄嶋・⼋⼗嶋
印象深かったのは⽥中さんからお聞きした、
「ココヘリ」とい

鷲⾛ヶ岳は旧尾⼝村・⿃越村の境に位置している。
昔からよほど⼤事にされていた⼭だと思う。

うシステムで、詳細は省くがぜひ⽀部にも導⼊したほうがよいと

現在の地図では⾏政区分の境界は描かれていないものの、

感じた。 織⽥さんのいつもの猥談はあまり印象に残りませんで
した、すみません。

かつては暮らしを区切る⼤事なランドマークであっただろう。
それに⾵変わりな名前は、書籍などで調べる限り、春に残る雪

林道から、鷲⾛ヶ岳と⽩抜⼭の間のコルの辺りでがつんと稜線

形が鷲の形に⾒えることからついたというから、季節の指標にも

に突き上げる。 ロープつきの急登で⾜がかりも少なく、落ち葉

なっていたわけである。愛されていないわけが無い。

でずるずるすべるような緊張感のあるシチュエーションが続く。

(※ 鷲⾛ヶ岳の語源については雪形や⾜場の悪い沢等、諸説有り)

しかも標⾼800m あたりから雪がでてきた。やっと⾯⽩くなっ

私は⽩⼭に向かう際にいつも視界にこの⼭を捉えているにも

てきたぜといった感じである。

かかわらず、登ったことが無かった。 眺望が素晴らしいとも聞

と思っていたら、割とすぐに⼭頂に着いた。 聞いていた通り、

いていたので、⼭々が雪化粧をしたこの時期に上りたいと⼭⾏を

眺望は素晴らしい。 ⾦沢の⼭から⽩⼭に⾄るまでほとんど全て

企画した。

の⼭々が⼀望できる。 肝⼼の⽩⼭だけは残念ながら雲にお隠れ

この⽇はちょうど⼭祭りの後の⽇で、多くの会員が付近に宿泊
していたため、⼈も集まるだろうという⽬論⾒もあった。

あそばしていたが、笈ヶ岳や奈良岳などが雪化粧で迎えてくれた。
空も⻘いし、最⾼だ。

果たして、たくさんの先輩⽅が参加してくださった。

ただ気になったのは、⼭頂の⽅位盤の巨⼤さである。

最近、⽀部の⼭⾏から遠ざかっていたので、仲間たちが来てく

でかい。 あまりにでかい。 ロードローラーにしたら⼀⾞線

れるというのはそれだけでも新鮮で、ありがたかった。

らくらく平らにできてしまうではないか。 そして不⾃然なほど

特に⻄嶋さんには、帰りの⾞でも良いお話をたくさんお伺いで
きました。 ありがとうございます。

⾼さもある。 ⾝⻑の低い⼈だったら⽅位盤に何を書いているの
か全く分からない。
すごい。 何を⽬指してこのサイズにしたのかは全く理解でき

今回のルートは東⼆⼝の集落から登り、予定では⽩抜⼭を通っ

ないけどすごい。 よく分からない感動を得ることができた。

て鷲⾛ヶ岳に⾄ろうとするものであった。 この⼭、とにかくル

景⾊と⽅位盤を楽しんだ後は、私が唯⼀の気合を注⼊して持っ
ートがそこら中にあり、しかもなかなか整備がしっかりしている。 てきた鍋の具を使って、とり野菜ごま⾖乳鍋をやった。
いかにも⾥⼭といった雰囲気で、所の⼈が⾜しげく通っている

雪の上で暖かい鍋。 ⽬の前には⻘い空と⽩い⼭々。

印象を受けた。 織⽥さんの話では、かつての国体のときにも

最⾼だ。
（⽅位盤は視界から削除した。
）先輩⽅にも振舞えたし、
⼀部のルートが使われていたらしい。 良い道なのは間違いない。 鍋につられてまた来ていただけると嬉しいです。
ただ、あまりにルートが多すぎる上に地形的にも迷いやすい
この⽇も、楽しく登⼭することができた。来てくださった
ので、地図・コンパス・GPS は必携。特に下りはまよいやすく、

皆さん、ありがとうございました。

降雪してからはルートファインディングの訓練に向くと思う。
登⼭を始めてしばらくは、杉林の中を通る急な登り。
朝⽇が差して気持ちのいい森だ。 稜線に出るとすぐに⽩抜⼭
が⾒えたが、なだらかであまりはっきりしない⼭である。
しかもルートは、⼀度⼭腹の平に降りて、⽩抜⼭の肩にわざわ
ざ突き上げさらにピークに⾏くというもので、はっきり⾔って
⾯倒くさそうだった。 「楽して⼭に登っちゃお？」がコンセプ
トの今回の⼭⾏にはそぐわない。池本さんいわく、
「⽩抜は何も
⾯⽩いものが無い⼭だよ」とのこと。 そうまで⾔われては仕⽅
ない。 泣く泣く、⽩抜⼭は割愛することにした。
誰も反対しなかったので、ジャスティスは貫けたと思う。
登⼭道はあまり稜線にこだわらず、林道や巻き道を歩くことも
しばしば。 あまりきつくない。 今回は、歩きに余裕があった
せいか、メンバー⼀同ずっとしゃべりながら歩いていた。

[鷲⾛ヶ岳 ⽂・写真：⼋⼗嶋]
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７．個⼈⼭⾏報告 太⽥会員より
太⽥会員より 9 ⽉度の⼭⾏報告を頂いています。
9 ⽉には⼤きな台⾵が⼆つも来て⼭⾏きが阻まれた。
台⾵の通過した⼭には倒⽊や枝葉が折れて登⼭道をふさいでいた所もあった。
林道を利⽤して⾏った⼭も道の崩壊で⾏けず戻った⼭も２つあった、そんなことで今⽉は５⼭に留まった。
9 ⽉ 1 ⽇(⽇) 倉ヶ岳(⽯川 ⽩⼭・⾦沢市)

単独

「⽩⼭の⼀⽇詣」に⾏ったらしばらくご無沙汰しているので⾏ってみたくなったので林道の途中、⾵吹峠の道路脇に駐⾞して登る。
9 ⽉ 2 ⽇(⽉)

医王⼭・⽩⺎⼭(⽯川 ⾦沢市)

太⽥他 3 名

⾒上峠〜医王の⾥〜⻄尾平 P(駐⾞)。 ⻄尾平登⼭⼝、ここから徒歩。
しらがくび〜覗〜⼤沼〜三蛇ヶ滝〜岩場〜トンビ岩〜⼗字路〜⽩⺎〜⽩⺎⼭頂〜しらがくび〜⻄尾平登⼭⼝〜⻄尾平 P〜帰宅
※第２回国体(昭和 22 年)のおり医王⼭で開催。 前年から磯野⼀郎先⽣指導で会場のコース整備は全くの新設の コース作り
でした。 ⻄尾平で幕営し、ノゾキの「⿃かまえ場あと」で道迷いで未知なき⼭中を⽥島集落に下った思い出をしみじみ。
三蛇ヶ滝河原の幕営。 裸⾜で歩き回った⼤沼浮き島。 ⼤岩の上での⿂つり。 ⾊々思い出のコースをたのしんだ。
当時、⾒上⼭荘までも杣道しかなかった。
9 ⽉ 19 ⽇(⽔) 三国⼭と⾚坂⼭(越前・近江境の⼭) 太⽥他３名
敦賀市〜⿊河川林道〜⿊河川峠 P・峠(登⼭⼝)〜三国⼭〜明王の禿〜⾚坂⼭〜往路往復〜帰宅 台⾵接近中。
9 ⽉ 22 ⽇(⼟) 鉢伏⼭(762m・福井・滋賀県)

太⽥他 2 名

今庄 IC〜板取集落〜⽊ノ芽峠〜365 スキー場を登り⼭頂往復し帰宅
9 ⽉ 26 ⽇(⽔) 多⽥ヶ岳(三等三⾓点・712m、福井・若狭の⼭)

太⽥他 2 名

10 数年前にこの⼭に登ったときは野代の妙楽寺から登った。 ⼤昔は道があったというが廃道になっていて道が なく難儀した。
林道終点〜野代⼭からの分岐〜⼭頂〜帰路は往路往復。 林道歩きは苦痛。 ヤブ道の⽅がよい。

Ⅱ．⾏事等 報告
１．⽉次集会 三⽔会
⽇時

： 10 ⽉ 17 ⽇（⽔）

場所

： ⾦沢総合体育館第三会議室

参加者

： 樽⽮ ⼤幡 岡本 藤井 埴崎 村上 堀 町⼝ 8 名 他 東海⽀部１名

9 ⽉以降も週末は天気が芳しくなく、⼭⾏報告は無し。
11 ⽉の五⽀部懇親⼭⾏の申し込み確認と恒例の⼭祭り集会の概要説明。
町⼝会員から登⼭道整備事業について組織説明原案の説明があり、次回集会になる⼭祭りで、
事務局から⼤まかな説明を参加者に願うとした。 21 時を少し過ぎて解散となった。

11 ⽉は⼭祭りの為、三⽔会は休会。
⽇時

： 12 ⽉ 19 ⽇（⽔）

場所

： ⾦沢総合体育館第三会議室

参加者

： 樽⽮ 植崎 ⽥井 ⼋⼗嶋 藤井あ 中川 ⼤幡 町⼝ 計８名

登⼭道整備について、会員外への参加案内⽅法について意⾒交換、年明けに三⽔会とは別にミーティングを⾏う。
⼭⾏委員より１⽉、２⽉の雪⼭訓練については積雪の状況により、直前にメール等で案内をする。
4 ⽉からの⼭⾏計画は年明けに計画する。
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２．上⾼地⼭岳研究所 集会
⽇時

：

平成 30 年 8 ⽉ 4 ⽇(⼟)〜5 ⽇(⽇)

場所

：

上⾼地 ⽇本⼭岳会 ⼭岳研究所

参加者

：

樽⽮ 津⽥ 中川 ⼤庭 ⼤庭太洋⼦ 村上 ⻄嶋 埴崎 ⾕内 ⼤幡 堀 塚⾕ 安⽥健 町⼝
中嶋 中越 ⽯川 樽⽮美代⼦ ⾼畠加代⼦ 森 中⼭ 宿⾕ （会員 16 名 ⾮会員 6 名）

8 ⽉ 4 ⽇、5 ⽇は⽇本⼭岳会上⾼地⼭岳研究所にて⽯川⽀部
恒例の集会を⾏いました。
4 ⽇は岳沢まで散策組と⼤正池⽅⾯散策組に分かれる。
5 ⽇は明神まで⾃然保護観察会を⾏うなど通過点となりがちな
上⾼地を堪能しました。
夜は満天の星空を堪能、酷暑の街には帰りたくないですが
三々五々に解散、帰路につく。
報告：堀
５⽇ ⾃然観察会
上⾼地ビジターセンター前に 08:30 集合、ここを起点として
明神までの梓川左岸遊歩道を
上⾼地ネイチャーガイド協議会の認定ガイドでもある
埴崎会員のガイド説明により
観察会を⾏う、何度も訪れたことのある上⾼地だが、
あらためての上⾼地のその素晴らしさと
また⾃然の危うさをも知ることになった。
おおよそ 2 時間にて明神に到着、みなで穂⾼神社奥宮に
これからの⼭の安全を祈念する
ここで⼀同は解散とした。
帰りに嘉⾨次⼩屋に寄り恒例のイワナを⾷する、⼭研への
帰り道にサルと出会うがこっそり写真、⼦ザルは可愛いので
つい⾷べ物を与えたくなるが、これは厳禁！
下界の暑さを忘れさせてくれた⼆⽇間であった。
報告：樽⽮

[⽂・写真：堀 樽⽮]
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３．年次晩餐会
⽇時

：

平成 30 年 12 ⽉ 1 ⽇(⼟)

場所

：

京王プラザホテル

今回は平成最後の年次晩餐会となるので、会員でもあらせられ
る皇太⼦殿下のご臨席と賜ることとなった晩餐会でありました。
⽯川⽀部より樽⽮⽀部⻑、津⽥顧問、中川顧問、⼤幡副⽀部⻑、
澤村永年会員、前川 6 名の参加。
樽⽮⽀部⻑は当⽇ 10:30 よりの全国⽀部関係者会議（前⽀部⻑
会議）に出席、議題は
①2019 年度特別事業補助⾦募集案内
②第 8 回登⼭教室指導者養成講習会実施要項
③各⽀部からの本部への要望アンケート回答
③項については各⽀部から現状、今後の取り組み⽅などの意⾒
交換となったが、持ち時間が少なく今後の検討課題として持越し
となる。
昼⾷をはさんで 13 時より記念講演会、
殿下も聴講あそばされる。
最初に夢枕 獏⽒の「⼭と旅」スライドを交えて⾃⾝の天⼭へ
の取材旅⾏を中⼼として話された。
14 時より京都⼤学学⼠⼭岳会の 1958 年チョゴリザ(7､654m)
初登頂６０周年記念として、当時の隊員５名出席の上、記録映像
を交えながら出発までの話や、ベースキャンプからの登頂までに
⾄るルート開拓、またルートの⼤幅な変更、さらにヘルマン・ブ
ール⽒の最後のテント発⾒や遺品の回収、ベースキャンプへ下⼭
後に遺品をイタリア隊のヴァルテル・ボナッティ⽒に託した話や
写真を交えての講演は本会先輩⽅々の偉⼤さをあらためて知る
ところとなる、本会会⻑でもあった藤平さんの若かりし頃の写真
がありより⾝近な報告であったことを付け加えます。
講演の後、恒例の図書交換会を⾒学、18 時より晩餐会となっ
た。
本年は津⽥⽂夫顧問が永年会員になられ、檀上での記念会員
バッジを贈呈されました。
永く⽇本⼭岳会会員として、また⽯川⽀部⻑として貢献されて
きましたことに御礼と感謝をいたします。

以上報告とします。

[⽂・写真：樽⽮]
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Ⅲ．今後の予定
１．⾏事予定
2019年1⽉からを掲載します、変更･更新は⽀部ホームページ⼜は事務局にて確認をお願いします。
各参加申込は、期⽇までに各担当者または事務局までお願いします。
概要のみ記載されているものは、担当者に問合せ・連絡をお願いします。
⽀部の⾏事予定に係わらす、⼭⾏について三⽔会などでリクエスト・提案お願いします。
個⼈の⼭⾏で会員をお誘いしたい、⾏きたい⼭はあるが⼀⼈では、等々、随時⼭⾏企画を⾏いたいと思います。
２０１９年(平成３０年度)
⽇時

⽬的

⼭域

担当

1 ⽉ 随時

雪⼭ハイキング ・雪上訓練

医王⼭/銀杏峰/取⽴⼭等

⼭⾏委員、事務局

2 ⽉ 随時

雪⼭ハイキング ・雪上訓練

医王⼭/銀杏峰/取⽴⼭等

⼭⾏委員、事務局

2 ⽉ 9 ⽇(⼟)〜10 ⽇(⽇)

雪⼭⼭⾏

唐松岳 ⼋⽅尾根

⼋⼗嶋 2 ⽉ 2 ⽇

2 ⽉ 23 ⽇(⼟)〜24 ⽇(⽇)

五⽀部合同スキー⼭⾏

銀杏峰(げなんぽ)1707ｍ

事務局 12/10 締切

3 ⽉ 9 ⽇(⼟)

雪上訓練

⻘柳⼭（⽩峰ｽｷｰ場）

⼋⼗嶋 3 ⽉ 2 ⽇

4 ⽉ 13 ⽇〜14 ⽇

平成 31 年度総会

⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス

事務局

※各⼭⾏は⼭⼩屋の定員、テント泊での定員があり、定員になった場合は締切⽇以前に早々に締め切ることがあります。
参加を検討される場合は早めに連絡先・リーダーの⽅に相談をお願いします。
※1 ⽉、2 ⽉の雪⼭ハイキング ・雪上訓練については積雪の状況によるので、現時点では⼭域を決めずに、
直前にメール等で案内を配信します。
同時期に個⼈で⼭⾏を企画される⽅、参加者をお誘いしたい等、ありましたら⼭⾏委員、事務局の⽅にお知らせ下さい。
会員にメール等で案内を配信します。

２．⽉次集会 三⽔会
２０１９年（平成３１年）度
・1 ⽉ 16 ⽇ (⽔） 19:00 〜21:00

場所 ：⾦沢市総合体育館 第三会議室 を予定しています。

・2 ⽉ 20 ⽇ (⽔） 19:00 〜21:00

場所 ：⾦沢市総合体育館 第三会議室 を予定しています。

・3 ⽉ 20 ⽇ (⽔） 19:00 〜21:00

場所 ：⾦沢市総合体育館 第三会議室 を予定しています。

・4 ⽉ 13 ⽇ (⼟) は平成 31 年度総会を予定していますので参加の程、お願いいたします。
参加されない場合は委任状の送付をお忘れ無くお願いいたします。
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Ⅳ．その他 案内・連絡
１．登⼭届け、計画の提出について
⽯川⽀部では登⼭届けとして「コンパス」の利⽤を推奨しています。
PC、スマートフォンの⽅は出来るだけ「コンパス」を利⽤お願いします。
必要に応じて紙等の従来の⽅法での登⼭計画も作成・提出をお願いします。
⼀部の登⼭⼝では登⼭計画書のチェックが⾏われています。
・⽯川⽀部のホームページ

： https://jac-isk.com/index.html

・⽯川⽀部の緊急連絡先アドレス

： keikaku@jac-isk.com

・公益社団法⼈⽇本⼭岳ガイド協会 コンパス

： http://www.mt-compass.com/index.php

2018年初頭には⾥⼭の医王⼭、キゴ⼭でも3名の⽅が⾏⽅不明、亡くなられています。
今⽇、天気が良いからちょっと⾥⼭へ、の場合も必ず登⼭届けを提出する様にお願いします。
どこに⾏くか分からないと探しようがありませんので、必ず登⼭届けを提出する様お願いします。
「コンパス」のシステムがバージョンアップされ、より便利になりました。
・登⼭届けを印刷できる様になりました。
このページ(画⾯)から 印刷ページ → 印刷 → → → 【印刷されたページ↓】

・コンパスでの登⼭届けと同時に、PDFに印刷したものを⽀部の⽅に提出をお願いします。
また、紙に印刷した登⼭届けは登⼭⼝での提出と登⼭中の携⾏をお願いします。
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・装備等を毎回⼊⼒しなくても良い様に、保存が出来る様になりました。

装備は⼀度⼊⼒したものを保存できます
次回は呼出で⼊⼒されます
⽇帰り・⼩屋泊・テント泊ごとの
⼊⼒が出来ます

２．⼭岳保険の確認・連絡
⽀部の皆様へ、現在加⼊されている⼭岳保険の確認をお願いします。
登⼭計画の届けでは保険の加⼊について記⼊が必要です。
⽀部の⽅でも確認したいので加⼊されている保険について連絡をお願いします。
登⼭される場合は必ず⼭岳保険に加⼊お願いします。
傷害保険やボランティア保険等はヘリコプター費⽤、捜索・救助費⽤が⽀払われません。
不幸にして⾏⽅不明や亡くなられた場合は所在が確認できるまで(御遺体が発⾒されるまで)⽣命保険や傷害保険
は⽀払われません、公的な⼿続き(相続や名義変更等)も出来ません。
保険だけで無く本⼈名義の銀⾏⼝座も凍結される場合があります。
御家族にも多⼤な⼼労をかけることになります。

３．連絡への返信について
⽀部からの連絡や会員同⼠での連絡について、返信を求められている連絡については必ず返信をお願いします。
期⽇のある連絡については受取り次第、速やかに返信をお願いします。
例えは、⾏事などへの参加・不参加の確認連絡については、不参加なので返信しない、は不参加との意思確認が
出来ないので、不参加の場合でも必ず不参加との連絡をお願いします。

４．メールアドレスについて
メールアドレスにつきまして、できましたらＰＣメールにて登録お願いします。
携帯ですと添付ファイルがありますと容量オーバーで戻ってきます。 ⽀部報など、出来るだけデータでお渡し
したいと思います。 ＰＣメールについても添付可能なデータ量の確認もお願いします。
⽀部報については 5MByte 以内を⽬処に編集しています。
⼜、メールが届かない⽅(エラーになります)もいらっしゃいますので再度メールアドレスの確認をお願いします。
最近、メール連絡が来ない、等ありましたら事務局の⽅まで連絡をお願いします。
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５．電話番号・FAX番号の再確認のお願い
皆様から頂いています電話番号・FAX 番号について再度確認をお願いします。
会の⽅から電話・FAX にて連絡していますが不通の⽅、呼び出してはいるが出られない⽅がいらっしゃいます。
郵送連絡しか届かない、電話・FAX で連絡が来ない⽅、いらっしゃいましたら会の⽅に連絡頂いている電話番号・
FAX 番号について確認をして頂き事務局の⽅に連絡お願いします。
※メールにて連絡が取れる⽅は基本的に郵送・電話(緊急時の電話連絡を除く)・FAX での連絡は⾏っていません。

６．⼭⾏報告について
皆様から素晴らしい⼭⾏の報告を頂いていますが、ホームページ及び⽀部報への記載の都合上、
報告・レポートはワード(.doc)ファイルもしくはテキスト(.txt)ファイルで、写真については印刷⽤紙(A4)の
都合上、４：３の jpeg データで頂けると助かります。
⼜、写真については各コマのコメントを添えて頂けると助かります。
編集者が同⾏していない⼭⾏では場所や景⾊について分からない場合が多く、編集作業中に確認のために
時間がかかっています、ご協⼒をお願いします。

７．⽯川⽀部ホームページアドレスの変更
ホームページのセキュリティ強化のため⽯川⽀部のホームページアドレスを変更しました。
ブックマーク等、登録されている⽅、アドレスの変更をお願いします。
新アドレス ： https://jac-isk.com/index.html

編集後記
秋⼭シーズンは週末毎に台⾵の影響で満⾜な⼭⾏が出来ず、
⽩⼭親⼦登⼭も直前で中⽌となってしまいました。
その様な状況でしたが秋の⼭⾏を数多くレポートして頂きました。

⽇本⼭岳会 ⽯川⽀部報
発⾏⽇

2018 年(H30)年 12 ⽉ 31 ⽇

本年は記憶に新しい昨年末からの⼤雪では、毎々除雪に追われて
⼭へ⾏く気⼒も残らないほどでした。
今冬は暖冬との⻑期予報となっています。
ほどほどの積雪で天候も良く⼭へ⾏きたいと思います。
次号(2019 年 3 ⽉発⾏予定)には沢⼭の⼭⾏報告が
寄せられることを期待しています。

発⾏者

公益社団法⼈ ⽇本⼭岳会

冬⼭となりますので装備の点検と整備、登⼭時は低⼭であっても
登⼭届けの提出をお願いします。

E-mail

isk@jac.or.jp

HP

https://jac-isk.com/index.html
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⽀部⻑

樽⽮ 導章

TEL/FAX：076-237-5769
編集者

⽀部報担当 堀 正春

(事務局) TEL/FAX：076-248-0175

