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Ⅰ．計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告 
 
１．個⼈⼭⾏ 猪ノ⿐ケ岳 (508m)  
⽇時  ： 1 ⽉ 4 ⽇(⾦)  天気：晴れ 
ルート ： 鎌掛峠コース 
参加者 ： 村上 東野 町⼝ 
 
 ⾦沢の 1 ⽉にはめずらしい快晴のもと、滋賀県の猪ノ⿐ケ岳に
決め、AM7:00 ⾦沢出発。 
 ⽇野町⾳⽻に来るが登り⼝がわからず、地本の⼈に聞いて 
鎌掛峠から登り始める。 少々雪が残っていた。 
 分岐がわからず予定地官を過ぎてもたどり着かず、鎌掛峠に 
下⼭する。 PM1:00 すぎ 3 ⼈で昼⾷(ぜんざい)宴会をする。 
下⼭後にきれいに猪ノ⿐ケ岳が望まれる。 
 それぞれ今年も 12 ⽀の⼭に来られたことに感謝し⼀路 
⾦沢に帰る。 
 

[猪ノ⿐ケ岳 ⽂・写真：町⼝] 
 

 

２．個⼈⼭⾏ 奥医王⼭(939m)  
⽇時  ： 2019 年 1 ⽉ 30 ⽇(⽔)  天気：晴れ 
ルート ： ⾒上⼭荘から奥医王⼭経由菱池⼩原 
参加者 ： 織⽥ ⼭下 
 
 ３０⽇は久し振りの好天になるとの天気予報だったので、前⽇
急遽相棒の⼭下君と打合せて⾏って来た。 
 ⾒上⼭荘の道路横の駐⾞場は、平⽇のことと新雪が３０センチ
積もっていたことから、ラッセルを嫌ってか朝そんなに早い時間
でないのに⾞は３台しかなかった。 

林道には⾞は積雪で⼊れないが、トレースがしっかりついてい
て歩き易い。 ⻄尾平で休憩し、しらが⾸まで林道を歩きそこか
ら前⼭に登る。 途中で先⾏者２⼈に追いつくとラッセルを変わ
って欲しいと⾔われたので、そこでかんじきを履いた。 かんじ
きを履いている途中に、中⾼年の男⼥８⼈のグループが追いつい
てきて、ラッセルをするというのでお願いした。 ⽩⺎⼭の⼭頂
で休んでいると次々に登⼭者がやってきた。 中にはかんじきを
持たずに来る者もいて驚きだ。 

  
８⼈のグループは、⼣霧峠までラッセルをしてくれてそこで昼

⾷をとったので、そこからは奥医王⼭までは、私達がラッセルを
した。 奥医王⼭頂でゆっくりと昼⾷をとっていると、８⼈のグ
ループがやってきて菱池⼩原に下ると⾔うので、先に⾏ってもら
った。 昼⾷後トレースを辿り、菱池⼩原まで下りて⾞道を⾒上
⼭荘まで戻った。 

〈猪ノ⿐ケ岳〉 

〈⻄尾平〉 〈蛇尾⼭〉 
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今回は、天気が良く新雪だったので久し振りの雪⼭を楽しめた。
ラッセルが少ししか出来なかったのがちょっと物⾜りなかった。
今回は平⽇なので、登⼭者は中⾼年ばかりで⽩はげで帰る者が多
かった。 

 
コースタイム 

⾒上⼭荘→⻄尾平→⽩⺎⼭→蛇尾⼭→奥医王⼭→菱池⼩原 

8：18→9：45→11：09→11：47→12：53=13：50→15：30 

 

 
   [奥医王⼭ ⽂・写真：織⽥]  

 

３．５⽀部合同スキー⼭⾏ 銀杏峰(1438m)  
⽇時  ： 2019 年 2 ⽉ 24 ⽇(⼟)  天気：晴れ 
ルート ： 銀杏峰 
メンバー ： 樽⽮、中川、⼋⼗嶋、藤井あ

 

今回は、カンジキ参加可能とのことで、参加に⼿を挙げた。 
天気は晴れ。久しぶりの⼭⾏なので⼭頂まで⾏けるか。 
0500に集合し出発。今回は各々ハイブリッドのアイゼン、 
雪⼭⽤の靴のソールの確認が⽬的でもある。  
⾞中にて、忘れ物チェック。 ４⼈何かしら忘れ物をしており、

中にはカメラのSDカードを⼊れ忘れたりと、出発前から不安が
よぎる。 0700に５⽀部の皆さんと合流し、登⼭⼝にむけて出
発。 登⼭⼝にはたくさんの⾞が駐⾞しており、⼈気度がわかる。 

0745スキー組、カンジキ組にわかれて出発。 
名松新道登⼭⼝までは林道を⾏く。 
0830登⼭⼝より急登を登っていくと⽔場があり勢い良く⽔が

出ていた。 急登を登り振り返ると、⽩⼭、別⼭、荒島岳の⾒事
な姿が。 名のある松が何本かあった。 これが名松の由来か？ 

アイゼンを装着しさらに急登を進む。

1035銀杏峰前⼭着。前⼭から尾根歩き。 
途中から⾵が出てきた。 雪⼭ウェアを着る。 尾根を登ると、

部⼦⼭の⼭頂は真っ⽩で、⽊々もなく⾵が強いのがわかる。 
さらに⾵が強くなり、⾵が苦⼿な私には厳しい。 
フードをかぶりゆっくり進む。 1150無事に銀杏峰登頂。 
とにかく寒い。寒くて、スマホが動かない。かろうじて⼩さい

エビの尻尾を確認できた。 記念撮影後、早々に前⼭まで 
下⼭開始。 前⼭にて、昼⾷とコーヒータイム。 

雲に隠れていた⽩⼭も顔を出し始めた。 絶景を堪能後、 
登⼭⼝に向けて下⼭開始。 

すでに解散式は終了していたが、1440無事に下⼭終了。 
銀杏峰は急登の連続であった。 ⽩⼭、別⼭、荒島岳の展望も

よく、素敵な⼭であった。⼈気の理由もわかるような気がした。 
[銀杏峰 ⽂：藤井ぁ 写真：⼋⼗嶋] 
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４．個⼈⼭⾏ ⽔葉⼭(891m)〜庄司峰(986.5m)〜挙原⼭(946m) 
⽇時  ： 2019 年 2 ⽉ 24 ⽇ (⽇)  天気：晴れ 
ルート ： 犀鶴林道から⽔葉⼭、庄司峰を経て挙原⼭まで⾏き⾒定集落跡まで下る 
メンバー ： 織⽥ ⼭下 
 

かねてから、相棒の⼭下君と⾏こうと⾔っていたマイナーな 
犀奥の⼭に⾏って来た。 
 犀鶴林道は、雪で峠まで⾏けず途中で⾞を停めて、林道を４０
分近く歩いた。 今年は雪が少なく熊⾛町からかなり上まで⾞で
⾏くことができたが、去年だったら⼤雪だったので、熊⾛の集落
までしか⾏けなかったと思う。 林道から⽔葉⼭の取り付きは、
峠の左にある鉄塔の所だ。 そこを少し登ると緩やかな稜線が 
続く。 ２時間近く歩くと登りになりそのまままっすぐ⾏くと 
違う⽅向に⾏くので、登り切る⼿前を左に⾏き分⽔嶺を進む。 

私達はまっすぐ⾏ってしまい途中で気がつき引き返した。 
⽔葉⼭⼭頂は、⽊があるもまばらなので犀奥の⼭々や⽩⼭がよ

く⾒えた。 ⽔葉⼭から庄司峰に続く分⽔嶺を⾏くが、⽔葉⼭ 
からのすぐの稜線は広いので、ガスったら迷うところだ。 

庄司峰はとんがった⼭で、頂上は狭く⽊が邪魔で眺望はよくな
い。 眺望がいいのはひとつ⼿前のピークである。 
 今⽇の予定は庄司峰までであったが、雪が締まっていて快調に
歩けたので、挙原⼭まで⾏くことにした。 挙原⼭からは引き 
返さずに⾒定集落跡におりて、犀川を渡りダム道路を戻ることに 
した。 ⼭下君の兄さんに電話して、ダム道路のゲートまで 
迎えに来てもらうことにした。 挙原⼭に着きゆっくりと昼⾷を
とった。 挙原⼭の頂上は⽊が沢⼭あり眺望がよくない。 

⽔葉⼭と庄司峰には、チャムラン⼭の会の標識があったが、 
ここには針⾦はあったが標識は⾒当たらなかった。 
 下りは犀川と平⾏して伸びている尾根を下り、途中から⾒定 
集落跡を⽬指して下りた。 

尾根はなだらかだが、⾒定集落跡に下りる所は、急でアイゼン
とピッケルが必要であったが、持って来てなかったのでスパイク
⻑靴で慎重に下りた。 ⼩さいお⼦さんは、絶対真似しないで 
下さいという崖でした。 犀川は⽔量が少なく楽に渡れた。 

それからダム道路を１時間近く歩きゲートに着いた。 
待っていた⼭下君の兄さんの⾞に乗せて貰って、犀鶴林道まで

連れて⾏ってもらった。 天気も良く、犀奥の⼭々や⽩⼭も 
すっきり⾒え、またトレースもなく⼿垢のついてない静かで 
ワンダーな⼭⾏を堪能できました。 ⾝体が⾔うことを聞く間に、
残った犀奥の⼭にチャレンジしてみたい。 
コースタイム 
犀鶴林道→登⼭⼝→⽔葉⼭→庄司峰→挙原⼭→犀川→ゲート 
6:38→7:15→9:30→11:02→12:24=13:10→4:19→15:10 
追記  

挙原⼭まで⾏くのであれば、ダム道路のゲートに⾞をデポして
おくといい。 挙原⼭から⽔葉⼭まで戻るには、来た時と同じく
らい時間がかかるので、朝早くから登らなければならなくなる。 

今回は、雪が締まっていてかんじきは使わなかったが、 

アイゼンとピッケルは必要だった。 
⾒定集落跡に下りるのであれば、ザイルも必要と思う。 
迷いやすい広い尾根が３ヶ所有り、ガスっていたら要注意で、

晴れた⽇でないとこのコースはお勧めできない。 
また今回は雪庇がなかったが、分⽔嶺の狭い尾根が何カ所も 

あるので、雪が多い年は雪庇が発達し⾒通しが悪いと踏み抜いて
しまう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[⽔葉⼭ ⽂・写真：織⽥] 
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５．個⼈⼭⾏報告 蛇峠⼭(1664.4m) 
⽇時  ： 2019 年 3 ⽉ 5 ⽇ 天気：晴れ 
ルート ： 治部坂スキー場より 
メンバー ： ⼤幡 
 
 昭和４６年元旦、深⽥久弥たち⼀⾏は蛇峠⼭の頂に⽴った。 

これが深⽥にとっての最後⼭頂であったようである。 
その約８０⽇後、茅ヶ岳で帰らぬ⼈となった。 
そんなわけで、⼀度登ってみたいと思っていた。 
天気が良さそうなので展望を期待して出掛けた。 
位置は恵那⼭の南南東約１４キロあたり、⻑野県南部、 
阿智村の南境である。 

 ９時過ぎ、治部坂スキー場隣の観光センター駐⾞場につき、 
⾝⽀度を整えて出発。 最初は別荘地の⾞道を登って⾏く。 

ヤマケイオンラインと阿智７サミットからルートマップを 
プリントしたが、それぞれにすこしずつ違っているので全⾯的に
信頼できない。 

少々の道標と地図を頼りに別荘地を進み、すこし道を外れたり
もしたが修正しながら⾺の背に到着。 

⽇陰では残雪が氷になり、その上に前⽇の雪がうっすらと 
積もり歩きづらかった。 

⾺の背まで約１時間。⾺の背には⼭頂の 1457.4ｍの三⾓点と
少し離れて電⼦基準点があった。 
 ⾺の背下の鞍部のドコモの看板のあるゲートから、ロボット 
⾬量計のあるノロシ台まで道探しのロスを加えて１時間で到着。

道は途中⾃動⾞道路に出たり、尾根通しの登⼭道になったり 
最後は⾞道を歩くことになった。 

途中には３箇所ばかり⼤きな電波塔があった。 
ノロシ台では期待に反し南アルプスぐらいしか⾒えなかった。 
しばし南アルプスの展望を楽しんだ後頂上へ。 
頂上には鉄製の展望台があるが、枝の間から南アルプスが 

透けて⾒えるだけで葉が茂れば展望は望めないようだ。 
ノロシ台へ戻り南アルプスを眺めながら昼⾷をとり、 

コーヒーを楽しんで帰途についた。 

 
 

[蛇峠⼭ ⽂・写真：⼤幡]

６．個⼈⼭⾏報告 太⽥会員より  
太⽥会員より⼭⾏報告を頂いています。 
 
10 ⽉ 6 ⽇(⼟) ⽊ノ芽峠〜鉢伏⼭(762m) 太⽥ 他 3 名 
10 ⽉ 14 ⽇(⽇) 能登 ⾬ノ宮古墳群 ⾃然観察会(⽯川県⾃然解説員研究会) 
10 ⽉ 17 ⽇(⽔) 医王⼭ ⻄尾平〜⼭頂 太⽥ 他 2 名 
11 ⽉ 5 ⽇(⽉) R416 新丸〜勝⼭新道開通通り抜け 
11 ⽉ 20 ⽇(⼟) 鞍掛⼭ ⻄⾕コース〜⼭頂〜仙⼈岩コース 太⽥ 他 3 名 
12 ⽉ 9 ⽇(⽇) 深⽥久弥 ⼭の⽂化館「聞こう会」 岩崎元郎 講演会「⼭に登れば元気になります」 
12 ⽉ 12 ⽇(⽔) ⼩松いこいの森と絆の森散策 太⽥ 他 5 名 
1 ⽉ 3 ⽇(⽊) ⾼⽖⼭(341m、能登富⼠) 単独 
1 ⽉ 13 ⽇(⼟)、13 ⽇(⽇) 亥年⼗⼆⽀会 猪背⼭(553m、滋賀) 第 60 回⼗⼆⽀会例会 



- 5 - 

Ⅱ．⾏事等 報告 
 
１．⽉次集会 三⽔会  
 
⽇時  ： 1 ⽉ 16 ⽇（⽔） 
場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
参加者 ： 樽⽮ ⼤幡 中川 堀 埴崎 織⽥ 池本 ７名 
  事務局より報告として 
 ・登⼭道 ⻄⾕⼭に他会より⼭名標⽰板取り付けの案内あり＞特に審議する必要なしとした 
 ・富⼠写ヶ岳⽅位盤破損の状況報告 
  浸⽔結露、結氷にて銅版が剥離した模様、⼤幡副⽀部⻑が現地確認及び仮対策を実施頂いた 
  現地写真と説明あり。なお恒久対策対応については、雪解け春に再度検討するとした。 
 ・登⼭道整備予定⽇及び実施整備道について織⽥会員より提案事項あり、再度実⾏委員会で調整願うとした 
 ・ココヘリの⼊会者が増えてきているので、⽀部として会員に⼊会を進めたい、遭難時の捜索には 
  有効であるので⽀部としてもサポートできればと思う（樽⽮） 
 ・⽯川県⼭岳協会新年会参加者は希望者が居ないのでその旨事務局から連絡するとした 
 その他では、会員からスノーシューを使ってみたいが有効なのかとの疑問質問があった 
 従来からかんじき派が多くて知⾒がありませんとなり、どなたか持っている⽅の協⼒で 
 雪上訓練も兼ねての体験会もいいのではと意⾒もある 
  
 本年最初の三⽔会でしたが、参加者が少なく三⽔会のあり⽅も考慮していく必要ありと思われる 
 定時少し過ぎての解散となった、次回２⽉２０⽇ 同会場にて開催するので、参加ください 
 
 
⽇時  ： 2 ⽉ 20 ⽇（⽔） 
場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
参加者 ： 樽⽮・⼤幡・中川・堀・埴崎・織⽥・池本・町⼝・藤井・⽥井 10 名 
  会務・伝達事項 
 ・富⼠写ヶ岳⽅位盤修復予定 
  ⼤幡会員より、４⽉３⽇（⽔曜⽇） 資材の荷揚げと現地にて修復作業を⾏う、協⼒頂ける⽅は事務局まで連絡願います 
 ・登⼭道整備 
  本年の整備案を町⼝総括から説明あり、３⽉の役員会にて纏めて、４⽉の総会にて整備案を協議、承認としたい 
  なお作業の保険について、⾦沢市のボランティア保険を掛けるとした 
  草刈機などの作業保険については、従来通りとする 
 ・⾃然観察会 
  埴崎会員より 案として市ノ瀬インタープリターによる⽩⼭展望台などへの 
  観察会を計画している、⽇程は案として６⽉２２⽇ごろでは、 
 ・事務局より 
  本年の本部に提出する事業報告書は２⽉に提出した、会計報告書は期限３⽉末となっているので、会計にお願いしている 
  来期の事業計画案は３⽉の三⽔会・役員会で協議頂き、総会資料として作成するとした 
  
 次回は３⽉２０⽇（⽔曜）役員会とします 
 
 
⽇時  ： 3 ⽉ 20 ⽇（⽔） 
場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
参加者 ： 岡本 樽⽮ ⼋⼗嶋 ⽥中 安⽥ ⼤幡 藤井 堀 町⼝ 村上 埴崎  11 名 
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 猪ノ⿐ケ岳、５⽀部合同スキー⼭⾏ 銀杏峰(1438m)、蛇峠⼭の各個⼈⼭⾏について写真上映と報告。 
 4 ⽉の総会準備として役員会とし、平成 31 年度の事業計画の検討と 30 年度の会計報告について審議。 
 会計報告は纏まったので事務局より早々に本部へ報告とする。 
 事業計画については総会資料に記載し、総会にて承認後に会員に提⽰とする。 
 今⽉ 31 ⽇付けにて退会されるか⽅が居られますので報告。 
 
 
Ⅲ．今後の予定 
 
１．⾏事予定  

2019年4⽉よりの予定を掲載します。 
⾏事については 4 ⽉ 13 ⽇の平成３１年度定期総会にての承認後に決定となりますので暫定の計画です。 
⽇程・内容は変更になることがあります。 
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。 
4 ⽉ 13 ⽇(⼟)は平成３１年度定期総会を⾏います、出⽋の葉書(委任状)がまだの⽅、お早めに連絡お願いします。 

２０１９年(平成３1 年度(新元号))４⽉度〜２０２０年(新元号)３⽉度 

実施予定⽇ 
(⾏程及び予備⽇) 

事業 
区分 

内容・⽬的 ⼭域・場所 担当 

4 ⽉ 13 ⽇(⼟)〜 
14 ⽇(⽇) 

共益 平成３１年度定期総会・宿泊懇親会 ⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス 事務局 

4 ⽉ 14 ⽇(⽇) 共益 
カタクリ観察                   

雪上訓練（アイゼン歩⾏・ピッケル操作） 
ブナオ⼭ ⼋⼗嶋 

4 ⽉ 28 ⽇(⽇) 共益 久弥祭・富⼠写ヶ岳登⼭（希望者） 枯淵駐⾞場特設会場 事務局 

5 ⽉ 18 ⽇(⼟) 共益 沢登り 加賀市 ⼩倉⾕ ⼋⼗嶋・事務局 

5 ⽉ 25 ⽇(⼟)〜 
26 ⽇(⽇) 

公益 全国⽀部懇談会 奥⽇光 栃⽊⽀部 

5 ⽉ 25 ⽇(⼟)  
(予)26 ⽇(⽇) 

公益 ⽕燈古道・不惑新道整備 登⼭⼝〜⽕燈⼭〜富⼠写ケ岳 ⼤幡・町⼝ 

6 ⽉ 2 ⽇(⽇) 本部・ 
他⽀部事業 ウェストン祭 上⾼地・ウェストン碑前 本部・信濃⽀部 

6 ⽉ 29 ⽇(⼟)  
(予)30 ⽇(⽇) 

公益 杉峠道登⼭道整備 三ッ⾕〜杉峠 織⽥・町⼝ 

7 ⽉ 6 ⽇(⼟)〜 
7 ⽇(⽇) 

本部・ 
他⽀部事業 ⾃然保護全国集会 埼⽟⽀部 ⾃然保護委員会 

7 ⽉ 20 ⽇(⼟)〜 
24 ⽇(⽔) 

本部 本部⼭⾏委員会 ⽩⼭登⼭ ⽩⼭(室堂・南⻯泊） 本部⼭⾏委員会 

7 ⽉ 27 ⽇(⼟) 公益 ⽩⼭親⼦登⼭座学研修 ふれあいの⾥ 事務局 

8 ⽉ 3 ⽇(⼟)  
4 ⽇(⽇) 

共益 上⾼地⼭岳研究所集会 上⾼地⼭岳研究所 事務局 

8 ⽉ 24 ⽇(⼟)〜 
25 ⽇(⽇) 

公益 ⽩⼭親⼦登⼭教室 
⽩⼭ 

（砂防新道・室堂・エコー） 
事務局 

9 ⽉ 21 ⽇(⼟)〜 
23 ⽇(⽉) 

共益 ⼩屋泊 縦⾛⼭⾏ （２泊３⽇） ⽩⼭ 北縦⾛路 ⼋⼗嶋・事務局 

9 ⽉ 28 ⽇(⼟)〜 
29 ⽇(⽉) 

本部 ⽀部合同会議（⽀部⻑・事務局⻑） 主婦会館プラザエフ 事務局 

10 ⽉ 5 ⽇(⼟)  
(予)6 ⽇(⽇) 

公益 ⾃然観察会 2019-1 市ノ瀬 ⽩⼭展望台 事務局・埴崎 
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11 ⽉ 9 ⽇(⼟)〜 
10 ⽇(⽉) 

本部・ 
他⽀部事業 ５⽀部合同懇親⼭⾏（富⼭⽀部） 富⼭県東部 

富⼭⽀部 
事務局 

10 ⽉ 共益 リーダー研修会 ①ミーティング  泉野体育館 ⼋⼗嶋・事務局 

11 ⽉ 共益 リーダー研修会 ②実地(天泊など） 近郊の⼭ ⼋⼗嶋・事務局 

11 ⽉ 30 ⽇(⼟)〜 
12 ⽉ 1 ⽇(⽉) 

共益 ⼭祭り集会 ⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス 事務局 

12 ⽉ 7 ⽇(⼟) 本部 ⽀部⻑会議・年次晩餐会 本部（１２⽉第⼀⼟曜⽇） 本部・事務局 

2020 年 
1 ⽉〜3 ⽉ 

共益 雪⼭⼊⾨ 体育館など ⼋⼗嶋・事務局 

2 ⽉ 15 ⽇(⼟)〜 
16 ⽇(⽉) 

共益 5 ⽀部スキー⼭⾏(⽯川⽀部) 
未定 

(候補：中宮⼭、三村⼭、松尾⼭) 
⽯川⽀部 

5/15,6/19,7/17, 
8/21,9/18,10/16, 
12/18,1/15,2/19, 

3/18 

共益 ⽉例集会 三⽔会（4 ⽉/１１⽉は無し） ⾦沢総合体育館 事務局 

 共益 ⽉例⼭⾏  ⽉次⼭⾏委員会 

 共益 ⽀部報発⾏（年４回） 季刊（6 ⽉ 9 ⽉ 12 ⽉３⽉） 事務局 堀 兼務 

 共益 役員会議 必要の都度 事務局 

 
 
２．⽉次集会 三⽔会  
 ２０１９年（平成３１年）度 

・5 ⽉ 15 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。 
・6 ⽉ 19 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。 
・7 ⽉ 17 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。 
・8 ⽉ 21 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。 
・9 ⽉ 18 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。 
・10 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。 
・12 ⽉ 18 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。 
２０２０年(新元号)度 
・1 ⽉ 15 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 19 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 18 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 ⽉は平成 31 年度総会、11 ⽉は⼭祭り集会のため三⽔会はお休みです。 
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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 

            
 
 2019年新年早々に⽩⼭にて⼭スキーグループの遭難事例もありました(県警ヘリにて無事に救出されています)。 
 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、計画書をPDFに印刷してデータと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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印刷時にプリンタの選択でAdobe PDF等、各⾃のパソコンのPDFを選択して印刷して下さい。 

 
 
 
 ・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 
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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．ココヘリについて  
 

⽀部でもココヘリを利⽤される⽅が増えてきています。 
 ココヘリはもしも遭難、捜索が必要になった場合に場所の特定を容易にし、 
発⾒までの時間を早くする為のシステムです。 
 ココヘリの電波は最⼤ 16km の探知範囲となっていますが、沢の中や状況によっては
探知距離は短くなります。 ⼜、⼈体の⽔分の影響を受けやすいとされています。 
 その為、ココヘリを⾝につけていても登⼭計画書・登⼭届が出されていないと 
捜索範囲を絞れません、どこに⾏くか分からないと探しようがありませんので、 
必ず登⼭計画書・登⼭届けを提出しセットでココヘリの装備をお願いします。 
ココヘリ https://hitococo.com/cocoheli/ 
 

４．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。 
 
５．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。 
 
６．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。 
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７．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。 
 
８．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 
 
９．退会者  
 これまで永き渡り会に貢献して頂きましたが 3 ⽉ 31 ⽇をもって 3 名の⽅が退会となりました。 
 会を離れても益々の御健勝・御活躍をお祈り申しあげます。 
 ・櫻井 清隆 (12431) ご⾼齢のため 
 ・前⽥ 健進 (12959) ご⾼齢のため 
 ・松井 ⼤樹 (会友)  転勤のため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 編集後記  
今冬は暖冬の様で⼭も⾥も積雪が少なく、 
既に春の様⼦となっています。 
低⼭では春のお花のも例年より早いようです。 
陽気も良くなってきたとは⾔え、突然と寒い⽇があったりと 
まだまだ油断は出来ません。 
⼭に出かけるときには防寒具等装備をお忘れなく。 
本⽂中にも記載していますがココヘリに⼊会される⽅が 
多くなってきました。 
まだ⼊会されていない⽅、この機会に 
ご検討されては如何でしょうか。 

⽇本⼭岳会 ⽯川⽀部報 
発⾏⽇ 2019 年(H31)年 3 ⽉ 31 ⽇ 
発⾏者 公益社団法⼈ ⽇本⼭岳会 
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