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Ⅰ.計画山行・行事報告  

１.平成２８度支部定期総会・宿泊懇親会  

■４月１６（土） 

場所  吉野谷セミナーハウス（白山市） 

参加者 池本 井村 岡本 尾山 木原 澤村 田井 高田 田中 谷路  

     樽矢 津田 中川 埴崎 東野 藤江 前川 前田 村上 八十嶋（会員２０名） 

     藤井あ（会友１名） 

 

 本年度石川支部の活動指針を決する定期総会

が、「吉野谷セミナーハウス」を会場に 16 時 

より参加総数 38 名（出席 20 名、委任状 18 名）

で開催された。 

 

 中川支部長の開会挨拶では、昨年度提起された

諸問題や喫緊の支部活性化に対する熱き思いが 

語られた。議事進行の詳細は、各位「平成 28 年

度定期総会資料」に再度目を通して頂くことを 

お願いし（特に「その他案件」については一考を）、

原案どおり承認された事をご報告致します。 

 懇親会に先立ち支部長より、平成 22 年度より 6

年間の長きに亘り、事務局の煩雑な仕事に取り 

組み奮闘してきた前川さんに、感謝の気持ちを籠

め、額装写真 2 枚を贈呈しその労を称えた。 

会友からステップアップ、会員申請された藤井あ

ゆみさん（4 月新入会員登録 №16000）も遅れ

ばせながら仲間に加わり、18 名参加の楽しき宴が

始まった。とにかくこの会場は良い！「山祭り」

でも使わせてもらったが、会議場として時間にと

らわれず話ができる事や、懇親会場としても他を

気にせずに肩たたき合い、高声談笑誰はばかると

ころなく俺、お前の話が出来た。料理も充分、清

潔な宿泊設備、厨房おばさん手作りの地物山菜 

天ぷらに、持ち寄りの肴に酒が入ればどこにも負

けない大宴会だ！料金も安く、風呂もある。会員

諸兄には、本年度の「山祭り」・次年度の「総会

会場」として早々と予約を入れました事お知らせ

致します。 

          （文 池本：写真 中川） 
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２．公益事業 ふるさと登山道保全整備 富士写ヶ岳  

 （公益）富士写ヶ岳方位盤再建支援 

■4 月 9 日（土） 

・参加者（13名）  大庭保 大庭太 織田 中川 藤江 前川 八十嶋（日本山岳会石川支部） 

        （㈱下坂石材社長 下坂正明さん （山中山岳会）中池さん 表さん 水井さん 

          （石川県勤労者山岳会）荒川さん （深田久弥と山の文化を愛する会）紋谷さん   

                                             

予定より1時間程早く織田さんと集合場所の我谷登

山口の駐車場に到着。既に山中山岳会の中池会長が

来られており、ほどなく他の皆様も集合した。本日

は、山頂の旧方位盤基礎の撤収と新方位盤建設に向

けた現地調査が主目的で、支援部隊はもとより、先

ずは台座製作社の下坂社長さんに登頂していただか

なければならない。我谷コースは途中平坦な箇所も

いくつかあるが、登り始めや、上半部は傾斜がそれ

なりにきつい。健脚組には先に行ってもらい、富士

写登山は初めての下坂さんや、県労山の荒川さん（下

坂さんご紹介者）、山中山岳会さん達とゆっくり登る。

晴天でも春霞の眺望は今一つで、それでも白山や大

日山は相応に識別出来満足。小休止の後、一同会し

ての自己紹介後、下坂さんの初動作に習い方位盤解

体作業開始。織田さんは重量級のバリを登山口から

運び上げ、それで台座を地面から引き離す。台座は

鉄製で中は空洞だが、石や土で埋め固められており

それらを下坂さん、荒川さん、藤江さん、八十嶋さ

ん達がバリや手で除去する。中からサントリービー

ルの古い空き缶が出てきて、見たこともない古いデ

ザインに紋谷さんは ゴミとしてではなく文化遺産

として丁寧にビニール袋に保管する。この辺のセン

スはさすが「文化を愛する会」である。山中山岳会

の方々の設置当事者として去来するいろんな思いへ

の感慨深げな表情に感動を覚える。台座を掘り起こ

したところで、別グループによる方位盤建設の候補

地選定作業に移る。山中山岳会の中池さん、表さん、

水井さん、と自分達が中川さん作成の原図を基に現

在、眺望可能な白山、大日山を中心に南東方面の山

岳眺望を優先とした候補地を選定し、下坂さんに土

壌調査をしてもらい決定する。ひっきりなしに訪れ

る登山者は一様に我々の作業に興味を示し、大庭さ

んご夫妻がその対応に忙しい。すぐにでも募金協力

したいとの申し出もあるが、想定外の準備不足で折

角の申し出を活かせず今後の検討課題となる。加賀

ハイキングクラブの木下さんからの「既に募金済み」

との一言が飛び、一同疲れが吹き飛ぶ思い。今回予

定外の大きな成果としては、旧鉄製の台座は２分割

出来、錆びてはいるが朽ちてはいないため廃棄せず

登山者の利便向上策としてベンチ脚に再利用とする。  

下山はそれぞれの所用上の関係で三々五々となった

が、下坂さん、荒川さんと我々７名は共に１３時０

５分下山開始。帰りは前山へ立ち寄り「深田久弥の

記念碑」と頂上を凌ぐ眺望を楽しむ。下山道中の下

坂さんのつぶやきがとても印象的であり 後にまと

めてご紹介したい。「こんな機会がなければこの山に

登ることもなく、登山者の人たちと接する機会もな
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かった。そもそも山には全く興味がなかったのだか

ら。商売抜きの今回の受注も、その後、後悔の念が

なかったわけではない。けれども、今回みなさんと

一緒に山に登って思ったことは、今後、どこかの山

岳会に入るかもしれないし、この仕事も受注してほ

んとうに良かったと思っている。」 後は疲れ切った

足元で登山口に到着されましたが、私には後光が差

して見えました。因みに到着時間は前山周回を含め

て１５時２７分でした。いろんな組織の方々との山

行には新たな発見が種々あり、とても楽しい思い出

となります。 

(文・写真) 前川 陽

 

  

（公益）富士写ヶ岳方位盤再建支援 

■４月３０日(土) 晴 

 参加者 石川支部関係 中川、大庭夫妻、大幡、前川、前川娘さん夫婦、 

織田、池本、藤江、村上、町口（村上友人）、塚谷、樽矢

＜作業行程＞ 山頂の展望確保 

＜整備の状況等＞ 

今回の作業は山頂からの展望に支障がある樹木の一部

を伐採整備とし、朝８時に大内登山口に集合 

すでに我谷登山口から山中山岳会有志が山頂に向かっ

たとのこと。我々も８時前には出発し、各人それぞれ

のペースで山頂へ向かう、天気は快晴、登山、作業と

も良い日和となった。数日前の雨にも不思議と登山道

は歩きやすく、ペースに合わせ３組となるが２時間ほ

どで山頂へ。山頂間近で上からチェーンソーの音が聞

こえ、すでに山中山岳会有志が整備を開始している山

頂で集合し、さっそく作業にかかるが、さすが山中山

岳会面々は慣れていて、連携よく展望を確保していく。

自分たちは周りの片づけ中心に作業を進める。 

その間にも続々と登山者が山頂へ到着するので、前川

会員が方位盤募金チラシを持って一人一人に現在ここ

で何をしているかを説明しながら、募金のお願いをす

る。前川会員の努力に頭が下がる思いである。数時間

の作業の結果、頂上より東方面から南方面の展望が確

保された。作業後は山中山岳会面々は撤収として先に

下山。 

 

我々は昼食を済ませて作業箇所への迷い入りをしない

ようにバリケードをし、本日の作業終了とした。 

下りは１か所滑りやすい箇所にロープを敷設し下山、

駐車場にて解散。また、頂上にて方位盤設置位置に岩

があり、今後は岩を撤去する必要があることを現地で

確認した。岩撤去は後日、道具を用意して作業するこ

ととなった。     （文 樽矢 写真 池本） 
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３.春山登山 毛勝山  

■5月14日・15日 

メンバー 大庭保夫（SL）・中川博人・樽矢導章・八十嶋仁（CL） 

 

・手ごわい山 

毛勝山は剱岳の北に位置し、登山口からの高低差

1700ｍ。 

当初の予定では毛勝谷を遡行し 1日で山頂を踏ん

で帰るはずだった。実際大庭さんは昨年このコース

で登頂したという。毛勝谷は奥に行くにつれ急峻に

なり、ひとたび雪崩や大規模な落石が起これば重大

な事故は免れないであろうコースだ。さらに今年は

雪解けの早さからスノーブリッジ崩壊などの危険も

あった。そこで選んだのが西北尾根コース。夏道は

近できたらしい。これもまた急峻で、稜線上の雪

の状態によっては、一筋縄ではいかないことが予想

された。 

・つらい登りと、ご褒美 

 一日目、魚津市の片貝山荘近くの登山口に到着し

たのは 8時ごろ。空は雲に覆われていたが明るく、

雨が降るほどではなかった。 

このコースの難しいところはまず、尾根までのア

プローチが非常に険しいことだ。歩行 1時間で 400m

ほどアップする。はたして、歩き始めてすぐに手を

使うような急傾斜になった。全員汗だくになる。そ

れでも、ツツジやイワウチワ、イワカガミにシャク

ナゲ、希少種であるシラネアオイなど、春を謳歌す

る小さい花が目を楽しませてくれた。それにスギの

古木、大木。 近まで人の手が入っていなかったコ

ースなだけあり、森の古さと豊さには驚かされる。 

 尾根に登り切れば傾斜は緩くなるが、今度は距離

が長い。暑い、長い、ガスで見晴らしもない。先輩

方は陽気なもので、帰りにどの山菜を持って帰ろう

かと品定めしている。朗らかな雰囲気で私も楽に登

れた。山男はかくあるべきだと思う。 

 標高 1300ｍに差し掛かったころ急激に雲が晴れ

る。晴れたというより、雲の上に出た。重たげなガ 

スの向こうに青い空、そして不意に白い雪をかぶっ 

た峰が姿を現した。思わず「嬉しい！」と感嘆の声

が出る。それほどの感動。毛勝山の尾根と並行して

走る、僧が岳と越中駒ケ岳の峰だ。辛い思いをして

いたからこそ、本当に美しく思えた。 

 

 標高 1900m、ようやく登山道が雪におおわれる。

午後３時半ごろ、モモアセ池の手前にテントを張る。

当初の幕営予定地より少し下だが、見晴らしが良く

風も当たらない。眼下には夕陽に染まる雲海、遠く

には青白くかすむ後立山の山々、目の前に目指す毛

勝山がそびえ、これほど贅沢なテント泊は久しぶり

だ。酒をたしなみながら鍋をつつき、絶景に思いを

はせる。何よりのご褒美である。毛勝山、今まで良

く知らなかったのがもったいないほどいい山だ。 

 

・山頂、剱岳を遥拝す 

 天気が良いまま迎えた 2日目。気温も思ったより
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下がらず、雪面は程良く締まっていた。朝 6時出発。 

 幕営地から山頂までの道のりもまた険しい。痩せ

尾根の片側にべったり雪が貼りつき、ところどころ

雪庇が落ちた跡がある。谷底までは極めて見通しが

よく、「もし滑落したら一気に下山できるね」などと

軽口をたたきあう。確かに、一度滑ったらどこまで

も止まらないであろうことは間違いない。アイゼン

がよく効く雪質の時を見極めて登らなければ、かな

り危険だろう。中川さんが先頭で適切なコース取り

をし、この日は幸いにも、大した難もなく進めた。 

 

 幕営地より見る毛勝山 

山頂への斜面 

 険しい登りを乗り越え山頂に着くと、急に視界が

開けた。午前 9 時半到着。360 度のパノラマで、剱

岳、後立山の黒い峰に程良く白い雪が乗っている。

何より素晴らしいのはやはり剱岳で、北側から見る

と小窓やチンネが屹立する姿が、勇ましくも気高い。

やはり神の座だ。「また、この山に登りたい」。剱岳

への思いが、ふつふつと高まってくる。 

 山頂まで、出合った登山者は延べ 8名。ほとんど

人の気配がしないところがまたいい山である。今度

は、是非毛勝谷から登りたい。手ごたえがあり、美

しくもあり、すべてが素晴らしい山だった。 

 （文 八十嶋 写真八十嶋・中川・大庭・樽矢） 

 

剱岳北面 

 

 

山頂のパノラマ（右から毛勝山南峰2405m・釜谷山2415m・猫又山2377.99mの稜線。後方は剱岳2998m） 
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４. 第 ２ ０ 回  久 弥 祭 に 参 加 し て  

日時：平成 28 年 4 月 24 日 

会場：加賀市 江沼神社 

今年で２０回目を迎える深田久弥を愛する会主催の

「久弥祭」が、加賀市大聖寺の江沼神社で４月２４

日に開催され、招請を受け列席した。天候に恵まれ

て、神社の木々も新緑の葉が風にさらさらと揺れて、

心地よい日であった。宮元加賀市長の挨拶に続き、

県山岳協会、日本山岳会、県勤労者山岳連盟の代表

が祝辞を述べた。続いて深田久弥氏の「山恋の碑」

に、氏の好きだった「テッポウユリ」を献花し、九

山会による献句が詠われ、地元錦城小学校生徒たち

による校歌斉唱。深田久弥が作詞したこの校歌を子

供たちが元気に歌う。「白山の峰はさやかに 強き子

らここに集いて 玉とねり鏡とみがく あゝ錦城 

かがやくほこり・・」。その後、地元合唱団やギター

同好会の方たちも式典を盛り上げた。 

 

午後は記念講演が大聖寺地区会館で行われ、秋田県

山岳連盟副会長で本庄山の会会長の荘司明夫氏が

「雪白き山と世界の山旅」と題して、今まで行かれ

た世界各地思い出の山旅をスライドを交えて楽しく

講演して頂いた。当支部の津田顧問とは旧知の友と

紹介され、改めて津田さん交友の広さにも感銘を受

けた。「久弥祭」は毎年春のこの時期に開催される。 

「日本百名山」生みの親、深田久弥はこの街で生ま

れ育ち、山を歩き、書を読み、そして抒情詩のごと

く「日本百名山」を書き上げたのである。そのこと

を私達石川の岳人は誇りに思い、「久弥祭」により多

くの人たちが集まり、山の文化館の図書室で本を読

んだり、聴山房のテラスでお茶を飲み語らう一日が

有っても良いのでは と思った 

 

 （文：中川博人 写真：前川 陽） 

 

５. 公益事業 浅犀みくまりの道周回道整備 

■ 5月 28日 

天 気 曇り 

参加者 中川、池本、岡本、織田、澤村、西嶋、前田、前川、八十嶋、 

神田（西嶋友人）中野（西嶋友人）１１名

朝７時００分に湯涌温泉みどりの里駐車場に集合。 

 織田が、２４日（火）に事前調査で、柏の道から

登りみくまり道を周回し桃の木道を下ってきた。そ

の際チェーンソーで邪魔になる木は伐採したので、

草刈り機で刈りやすい状態にしてきた。 

 また西嶋・池本さんが、事前に桃の木道を整備さ
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れていた。 

 今年は岡本、織田、西嶋、前田、前川が草刈り機

を持参してくれたので、5 隊に分かれて作業を行っ

た。 

順尾山から前田、澤村は大倉山との分岐から心野谷

山へ、岡本、中川は心野谷山から順尾山へ、前川は

心野谷山から西谷山へ刈り込みをした。 

織田、八十嶋は柏の道から登り、奥高尾山から西谷

山に向かって刈り込みをした。 

西嶋、池本、神田、中野は柏の道の刈り込みをした。 

中川さんが支部のチェーンソー使用し、林道終点か

ら順尾山までの倒木を切って通りやすい道にしまし

た。 

毎年整備を行っているので、道の状態は良く刈り込

みも順調に行えたが、西谷山の前後は時間切れで刈

り残しとなったのが心残りであった。今回あと草刈

り機が1台あれば全線苅ることが出来たと思うが、

ここまで苅れることが出来れば上出来だと思う。 

今回は5隊に分かれて作業をしたので、それぞれ作

業終了後現地解散した。 

 

 当日は、暑い中お疲れ様でした。 

＊草刈り機は、岡本、織田、西嶋、前川、前田さん

に持参していただきました。ありがとうございまし

た。 

（文 織田 写真 八十嶋） 

 

６. 公益事業 杉峠道登山道整備  

■ 6月 4日 

天 気 曇り 

参加者 中川、池本、大庭（太）、織田、澤村、西嶋、田中、埴崎、町口、村上、八十嶋１１名 

 朝６時３０分に、金沢および金沢近郊の会員は白山

比咩神社駐車場に集合。 

 車 3 台に分乗し出発。7 時過ぎに尾口道の駅で大庭

さんの奥さんと合流し杉峠に向かう。 

 織田が、５月２７日（金）に事前調査に行った際チ

ェーンソーで邪魔になる木は伐採したので、草刈り機

で刈りやすい状態にしてきた。 

 毎年杉峠は草刈り機が少なく、今年も織田、澤村、

西嶋の３台での作業となった。いつもは天気が悪くて

大変だったが、今回は天気が良かったので作業がしや

すかった。 

杉峠は、道の状態が大変良好で、１年くらい整備を行

わなくても歩くのには支障がないと思われるが、毎年

行えば良好な状態を維持出来る。 

澤村は第１展望台から峠に向け、西嶋は第２展望台か

ら峠へ、織田は峠から第２展望台へと刈り込みを行っ

た。鋸鎌部隊は、登山口から第１展望台を刈り込んだ。 

作業中、別山から回って来たという単独行が２人いた

が、整備した道を歩いてくれるのは嬉しい限りである。 

一部刈り残しがあったが、正午前に第２展望台に集合

し、織田、澤村持参のビールで乾杯をし昼食を取った

後下山した。 

登山口で午後2時頃解散し、白峰で温泉に入り汗を流

し帰路についた。 

 当日は、暑い中お疲れ様でした。 

＊ 草刈り機は、織田、澤村、西嶋さんに持参し

ていただきました。ありがとうございました。 

（文 織田伸治） 

 報告 杉峠登山道整備 

行動時間：8:00 杉峠（登山口）～12:30（第２展望台

でランチ）13:30～登山口14:00～尾口道の駅15:00解

散 

前の週に織田さんが大きな樹木についてはチェーンソ

ーで伐採済み。本日は刈り払い機３台（織田・澤村・
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西嶋）と手鎌部隊の下草刈り作業で、順調に進み 

１２：３０には全員揃って第２展望台でランチとなる。

眺めも良く、休憩場所としては申し分なし。各々持参

の食事にも、個性が出て面白い。 

なお、作業中に登山者が２人下山してきました。彼ら

の口から、感謝の言葉を聞くことができてこちらも嬉

しくなる。人のお役に立てるのは気持ちが良いもので

す。 

後に、織田さん、そして参加された皆さま、本当に

ご苦労様でした。 

 

                          

（文：田中康典 写真：八十嶋仁） 

 

７.安全登山の集い  

日時：平成28.年6月5日（日） 

山域：宝達山（637.1ｍ） 参加者：藤江、中川 

例年参加協力している「石川県安全登山の集い」も今

年で２５回目を迎えた。今年の会場は、宝達山（637.1

ｍ）こぶしの路コース。藤江会員と中川が支部から参

加した。 

午前9：00に登山口駐車場に到着。すでに所属団体の

方や一般参加者で駐車場は一杯であった。高田県山協

会長の開催挨拶に続き、柔軟体操をして８０人近い団

体を３班に分けて登山開始。私たちは 後尾を担当し

た。宝達山に登るのは何十年ぶりだろうか。春先には

路の名の通りこぶしの花が咲くのだろう。今は植栽さ

れたかのように支え棒に守られたササユリが咲いてい

た。２時間半ほどで山頂につくコースだが、一般参加

の高齢の方で遅れが出た。山頂は手速比咩神社の上社

になり入口の鳥居そばには「ここは 634ｍ スカイツ

リーと同じ高さ」と書かれた標柱が立つ。面白い。一

等三角点は上社の東側裏手にある。天候が良ければ、

立山連峰が見える事だろう。昼食後、指導員より応急

処置研修で、「登山靴を履いたまま三角巾による、足首

ねんざの応急処置法」と「前腕の骨折・創傷保持の三

角巾使用法」の講習が行われ、下山は往路を戻って午

後２時半頃無事下山し、閉会式が行われた。日ごろ三

角巾など持ち歩かない私達だが、改めて基礎的応急処

置訓練の繰り返しを自覚しなければならない。若手会

員や会友の方こそ参加してほしい催しである。 

（文・写真 中川博人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８.白山 大汝避難小屋整備と加賀禅定道   

6月18日(土)～19日(日) 

参加者 樽矢(CL) 八十嶋(SL) 中川 田中 藤井あ 堀 

 

大汝避難小屋清掃・禅定道調査 

１日目、0530道の駅瀬女に集合し、車をハライ谷に

デポ後、皆で別当出合へ向かう。本日晴天というこ

ともあり、駐車場の空きも少な目だった。 

0730別当出合出発。今日は、砂防新道をいく。中飯

 

NN110
テキストボックス
参加者　樽矢(CL)　八十嶋(SL)　中川　田中　木村　藤井あ　堀
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場、覗を経て甚之助避難小屋にてしばし休息する。 

十二曲下にて雪解け水で体を冷やし、十二曲に挑む。

途中の延命水は冷たく、少し元気が出た。 

黒ボコまで来たらあと少し。弥陀ヶ原の雪はすっか

り消えた。そして目の前には雄大な姿の御前峰が。

今日も素晴らしい姿を見せてくれた。 

室堂にて、水を各自補給し、今日の目的地『大汝山

避難小屋』へ向けて出発。2Lの水の重みが堪えて足

が前に出ない。やっとの思いで大汝山山頂へ辿り着

いた。 

 
大汝神社に参拝し作業開始。避難小屋の屋根が一部

剥がれ、無残な姿をさらしていた。昨年は、三人で

の修繕だったが今回は七人。作業が速い。あっとい

う間に作業終了。 

 

早速、田中さんがぜんざいを作って頂いた。美味し

かった。支部長の森伊蔵を堪能し、まつやの鳥野菜

を皆で賞味し、明日に備えて早目の就寝。 

途中、体調不良につき皆さんに迷惑をかけました。 

 

２日目は、0330起床。相変わらずの強風。 

下山まで天気もって欲しいが… 

いよいよ、0530、加賀禅定道下山開始。不安しかな

いが頑張ろう。御手水鉢、水が涸れないらしい。 

もう必死過ぎて、ほぼ覚えていない。 

 

 

 

途中の百四丈ノ滝は圧巻。暖冬の為、雪が少なかっ

たがそれでもかなりの水量があった。 

桧の新宮の手前から、ブナ、ダケカンバの巨木が現

れ、神聖な雰囲気であった。 

後少し九十九折を足の痛みに耐え、なんとか1340に

下山完了。 

昔の方々は、この長い道を歩き、白山詣でにいった

のかと。凄いとしか言えません。 

今回は不安しかなかった山行。諸先輩方の叱咤激励

のお陰で無事に下山できました。 

          

 
（文 藤井あ 写真 中川・堀） 

 

 

 

 

 



10 

Ⅱ その他行事報告 

 １.平成２８度第１回役員会議  

・日 時 平成28 年5 月27 日(金) 19 時～21 時20 分 

・場 所 金沢市総合体育館 第三会議室  

・出席者  中川  岡本  八十嶋  池本  田中  樽矢  埴崎 村上（以上役員8 名 ） 

内容 

①  親子登山実行委員会結成と準備の進め方 

チラシを作成して配布、募集を進める。・・・事務局にて作成中 

岡本実行委員長より実行要領開示された 

② ６月以降当会行事など 

5月28日（土）みくまり道整備 （雨天翌日） 

6月 4日（土）杉峠登山道整備 （雨天翌日） 

6月 5日（日）石川県安全登山の集い（石川山協） 

6月25日（土）宝達山自然観察会 

6月26日（日）富士写ヶ岳方位盤基礎材料の荷揚げ参加協力 

 

Ⅲ.今後の行事予定 

各参加申込は、指定期日までに事務局または各担当者までお願いします。 

概要のみ記載されているものは、別途担当者から参加者へ詳細通知します。 

 

1.夏山合宿  7月8日から10日 剣源次郎尾根（事情により中止とします） 

       予定を入れていた方については、個人山行・または行き先変更あれば恐れ入りますが、 

計画書提出ください。 

 

2.山研集会と焼岳登山 

期日 平成２８年７月２３日（土）２４日（日） 

会場 日本山岳会上高地山岳研究所 ℡0263-95-2533 

予定 7/23（土） 午後3時頃までに山研に集合  

7/24（日） 焼岳（新中ノ湯コース） 

参加費  

担当 埴崎 076-286-1524（兼FAX)  申込受付中（7/15迄） 

7/4現在の申込み状況  村上哲、町口純司、寺田一成（村上友人）、藤江以住、尾山敏和、 織田伸治（5名） 

           大庭夫妻、西嶋錬太郎、高畠佳代子、津田文夫、樽矢導章、埴崎滋、中川博人 

 

3.夏の沢登り 赤木沢 

薬師沢小屋泊・赤木沢～北ノ俣岳～太郎平～折立 

期日 平成２８年８月１２日（土）１３日（日） 

ＣＬ：田井 
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Ⅳ.その他 寄稿 

 

■ 浅犀みくまりの道開鑿覚書   
「ふるさと古道復活整備事業の沿革と現状」                    
                          西嶋 錬太郎 

 

★日本山岳会は国の法人制度改革に伴い2008年（平成20年）、社団法人から公益法人に移行しました。 

これまでの会員がお互い助け合って山に登るためだけの組織から、突然、会費、時間、エネルギーの半分は“世のため、

人のため”に使わなければならない組織に変わったのです。 

公益法人なら非課税、一般社団法人で良いといったら25.5%の法人税。 

本部・支部合わせて年間1億円予算の日本山岳会、5000万円分の公益活動をするか、2500万円の税金を払うかなので

す。どちらにもメリット・デメリットはありますが公益法人を選択しました。 

★石川支部も活動の半分は共益（会員のための登山活動）、半分は公益事業にせざるを得なくなりました。 

どんな公益活動をするのか・・・・？  「ふるさとの山の古道復活整備」なら山岳会らしい活動だし、県民のために

もなるということで支部公益活動の柱にすえ、他に親子登山や山岳講演会などもやることにしました。 

★当初の古道復活プロジェクト実行委員長は西嶋錬太郎、どの山のどの道を公益事業対象とし復活整備するのか・・・・？ 

当時、支部会員有志が個人的に取り組んでるものが何本かありました。 

①白山の小原峠道、西出会員の大日山山麓大杉谷～鈴ヶ岳への道、 

安田会員の能美の里山道等々。 

②大庭会員夫妻中心の加賀の火燈山～大内峠道（火ともし古道）復活、大内登山道・不惑新道・火ともし古道を結ぶ周

回コース整備。 

③織田会員などが行っている白山麓の三ツ谷～杉峠への古道復活。 

これらに対し支部は会員の要請に応じて応援していました。ただ、いずれも他団体とも連携した活動だったので、それ

を支部新規公益事業に組み込もうという意識が希薄でした。今振り返って、その位置付けをきちんと考えてから古道復

活活動を始めるべきだったと反省しています。 

★新規の古道復活事業 

1年に1本、3年で3本の廃道古道復活、それらを3年おきに道刈り維持してゆく、それが支部の力量からみて限界だ

ろうと考えました。 会員諸氏が納得して取り組んでくれるコースでなければなりません。 

金沢市近郊に1本、白山系に1本、小松加賀に1本と考えました。 

④金沢市の浅犀みくまりの道、⑤白山系の大瓢箪山登山道の2本に取り組みました。④は後述しますが今も継続してい

ます。 

⑤は牛に水を飲ませるため大瓢箪山直下の瓢箪池まで通称赤道（あかみち＝里道）古道が通っていたと思われます。前

半部分、中宮山（スズハラ）への登山道は復活していました。これを後半、大瓢箪山まで延そうと考えました。 

何度か調査に入りました。地権者の国は道幅×長さ＝道総面積分の借地料を払えと言いました。中宮区に相談したら借

地料負担してもいいとほのめかしてくれました。国立公園地内での赤道復活、申請主体が支部ではなく行政ならＯＫか

もという白山自然保護官事務所。白山市などあちこちに何度も足を運び支部長名文書で申し入れしてきましたが、実ら

ず、このことで中宮区民同士の対立も起きそうで、とりくみ3年目で断念しました。この場をお借りしてその経緯を報

告させていただきます。 

★⑤の大瓢箪断念以降、代替をどうするかの論議も無いまま、②の火燈古道が小松加賀、③の杉峠道が白山系の支部公

益事業として総会議案書に載るようになり今にいたっています。当初、若干の引っかかりになっていた②③にかかわる

他団体に気を遣うことなく支部単独公益事業形態で実施できる現状を思えば“それでいいいのだ”でしょう。 

②は今も大庭会員指揮のもとみなさん道刈りに参加、富士写ヶ岳山頂方位盤更新事業にまで発展しています。眺望絶佳

のシャクナゲ群生する尾根の歴史古道の維持活動は支部の公益事業に華やぎを添えてくれています。 
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③は織田さんを先頭に今年もすでにずい分ときれいに刈り込まれました。 

越前禅定道の一部であり、途中2箇所の展望台から天空をがっしり支える四塚山・大汝山・御前峰・別山・三の峰のス

カイライン、室堂や三の峰小屋さえ見える白山西面の眺望を欲しいままに出来ます。アルパインクラブの支部公益事業

にふさわしい道です。 

★④の浅犀みくまりの道の経過と現状を書きます。 

湯涌温泉の奥山稜線は北からの南に高尾山・奥高尾山・西谷山・心野谷山・順尾山と5つの峰を連ね、順尾山から河内

谷川源流域をＵ字型に包み込むように北の横谷峠に向かっています。奥高尾山から順尾山の東面の水は浅野川、西面の

水は犀川に注ぎます。金沢市民水がめの山です。20年ほど前、石川県は国の補助金を得て順尾山林道終点から奥高尾山

までの杣道を登山道として整備、立派な地図看板を設置し要所に道標も取り付けました。しかし、ただの一度も手入れ

せず10年を経ずして通過困難な藪道と化しました。 

◎支部はこの道の復活整備を公益事業の中心柱にすえ 2010 年から取り組みました。他人の土地の立木（りゅうぼく）

を勝手に切れません。まして一帯は水源涵養保安林地帯で地権者の同意書を添付した申請書を知事に提出し、その許可

を得なければ伐採できません。 

河内谷川は横谷川と出合って浅野川になります。出合の左岸に集落があり山側が湯涌河内町、川側が湯涌曲町。河内谷

川右岸は河内町のものでしたが県が買い上げて今の地権者は石川県。順尾山から高尾山にかけて左岸の地権者は曲町・

河内町・熊走町・寺津町・荒屋町、離村して大阪にもいます。 

西嶋と支部長中川さんの二人で5つの集落（町）の区長を尋ね、ときには区民集会で説明させられ、やっと全区長さん

署名捺印の代理同意書していただき県に提出。これで奥高尾山から順尾山までの伐採作業に入ります。 

◎2010年5月に下見調査、9月に5日間かけのべ28人参加して一気に刈り通し古道を復活しました。道の名前は参加

者から公募、浅野川・犀川分水嶺ということで石森会員提案の太古からの清冽かつ神的ことば「みくまり（水分）」の文

字を入れた「浅犀みくまり（水分）の道」が投票で決まりました。 

浅犀みくまりの道の盟主は 826ｍ峰です。曲町の古老も名前を知りませんでした。山頂に続く谷の名前をとって心野谷

（しんのたん）山にしました。 

後日、犀川ダムに沈んだ日尾集落にちなむ日尾ノ峰だとわかりました。ただ、浅野川側が地権者の山なので心野谷山（日

尾ノ峰）でいいだろうということになりました。同じ考えで隣の775ｍ峰は西谷（にしたん）山としました。 

◎浅犀みくまりの道を歩くにはＵ字の先端、前高尾登山口と順尾山林道終点の2ヶ所に車を置き下山後、もう一方の車

の回収が必要です。でなければ往復を強いられるます。アクセスの悪さで気軽に歩けない道です。 

人が歩かなければ登山道維持はむなしく、また廃道の憂き目です。織田さん（現在のプロジェクト委員長）が刈払が終

わった後、“周回出来なければ力が入らない”とぽつりと言いました。西嶋も十分にそのことがわかっていて何とか周回

道を付けようと以下のように、一生懸命努力してきました。 

◎2.5 万図で見て犀川ダム側は今一、付けるならやはり浅野川河内谷川林道からだろうと思いました。順尾山林道終点

と河内谷川林道を結ぶ造林作業道があると聞き、何度も探し何とか雑草をかき分け下れました。順尾山側ルートはこれ

を使うことにして、奥高尾山から河内谷林道へのルートも調べました。2010年みくまり道開通作業終了時に大庭さんら

と奥高尾山からの尾根を下りながら探しました。深い藪に阻まれてあえなく撤退。その後、西嶋一人で調査継続、河内

谷林道未舗装部分中ほどの広みから河内谷川に下ってこれを渡り、左に斜上して奥高尾山に向かえる可能性を発見。 

秋に大庭会員夫妻や西嶋の山仲間の協力も得てそれを行き古い踏み跡を発見、奥高尾山にたどり着きました。このルー

トは下部の左へのトラバースが複雑かつ急で一般向きではありません、西嶋一人で古い踏み跡につながる下部踏み跡口

を探しまくりました。残雪時、ヤブの中に一本の細い雪線が上に延びているのを対岸の林道から見て、ひょっとしてと

思いそれを探ってついに河内谷林道から奥高尾山へ続く古道痕跡を見つけました。 

登り口に窯跡があったので炭焼き用道だったのでしょう。激ヤブとの猛烈な格闘でしたがこれが柏の道になります。 

林道 奥は扇状に広がる三又で左の深谷、中央の心野谷、右の西谷が一目で見えます。柏の道取り付きは三又の少し下

流です。 

◎そうこうしている数年間で順尾山駐車場からの造林作業道は急激に劣化、急斜面の木段道が崩れ、とうてい一般向け

に出来ぬ危険な状態になりました。 後に下ったのが前川会員でよくおわかりかと思います。で、また順尾山からの登

下降ルートを探がし直さねばならなくなりました。 
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曲町の話しでは三又のフカタオ（深谷）の桃の木谷という枝谷に山菜採りの道があるはずとのこと。秋に西嶋と高畠で

枝谷の踏み跡を辿り、道が消えて右岸の急崖をよじ登り何とか順尾山まで行きました。とても一般登山道には出来ませ

ん。翌春、残雪を踏んで支部長、東野、前川、織田、池本、西嶋らで桃の木谷を詰め、順尾山から雪の桃の木谷左岸尾

根を赤布を付けながら下りました。池本会員が雪を踏み抜き手首をケガしました。 

雪が消えてみくまり道道刈り作業、中川支部長、埴埼、八十嶋と彼の後輩たちが赤布をたよりにこの尾根を下降、激ヤ

ブのナイフリッジに阻まれ左の小ルンゼに下りざるを得ず、ひどい目にあっています。 

その後、支部長と西嶋で順尾山の少し先から小谷添いに心野谷側へ下るルートを模索。小滝が連続、高巻高巻のひどく

塩っぱい危険な場所でした。 

西嶋単独で堰堤下にある別の小谷から桃の木谷左岸尾根を再調査。谷の少し上流から泥の急側壁をよじ登って尾根上に

古い踏み跡を発見。激ヤブの下を覗き込んで道を探しながらついに順尾山の登山道に出ました。この尾根は中間部で二

つに枝分かれしており、下りで右の枝尾根に入ると例の激ヤブのナイフリッジ、正解は左で、2,5 万図で確かめること

も出来ます。 

チェンソー持参でこの尾根に何度か通い、泥の急側壁以外のルートも探し、草むらに隠れていた炭焼き窯跡を発見、そ

こから尾根上に簡単に登れることが分かりました。これが桃の木道です。 

◎これでやっと三又に車を置き、順尾山に桃の木道、奥高尾山に柏の道で浅犀みくまりの道を約 6～7 時間で周回する

ルートが見つかったわけです。 

桃の木道ルートの地権者は石川県、柏の道ルートの地権者は法務局の登記簿で探しました。前回同様、支部長と西嶋で

両地権者を訪ね保安林伐採の許可、登山道復活開設の了承を得ました。 

その後、西嶋・高畠・池本を中心に八十嶋や支部長も加わり幾度か作業を行い何とか通れる周回ルートが出来上がりま

した。2年前のことです。 

西嶋はプロジェクトの委員長を退き、織田さんが委員長になりました。 

◎苦労して開いた浅犀みくまりの道周回コースですが、支部内の評判はあまり良くありません。河内谷川林道は狭く、

落石の危険もあります。桃の木道、柏の道ともに一般登山者には急で危険。登山道としての品格が無い・・・。 

そんなこともあって公表しない方が良いのではという空気でした。 

いちいちごもっとも、それで池本、高畠、西嶋などの有志でロープや鎌、鋸、刈払機、チェンソー、鶴嘴持参で道の改

善に取り組んできました。支部は昨年のみくまりの道道刈りで要所に案内板図を貼付。 

昨秋、桃の木道、柏の道の登り口下り口に木の道標設置。今春、三又に大型案内図板、心野谷山頂に山名表示木柱も立

てました。これは元会員の西出氏が栗の木柱・木板を提供してくれたものです。 

◎②③ほどの見どころはありませんが、浅犀みくまりの道は浅野川・犀川の分水嶺、心野谷山一帯は気持ちのいいブナ

林。桃の木道上部にコースの主とも言えるブナの巨木があり、そのもとでの一休みは癒されます。西嶋は勝手に桃太郎

ブナと名付けました。柏の道上部のスス竹林、なかなか太いタケノコが出ます。道整備の手助けのご褒美と思って摘ん

でください。 

★共益と公益の二本足での活動を要求される日本山岳会、そして石川支部。役員の方は大変です。道刈り、親子登山、

講演会のお世話（公益事業）に手が取られ思うような自分の山行が出来ず、ストレスも溜るでしょう。 

今回、会報担当の池本会員から「古道復活について、字数指定しないから思っていることを書いて下さい。ただし、み

なさん読むのに疲れない程度に」と言われました。「ただし」に大きく反する文になってしまいました。正確な情報と知

識を知ることで知行合一 惻隠の情と心をもって支部活動に参加いただけるのではと思ったからです。   
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■「山の日」制定に寄す 

        夏の白山登山40有余年 
    社会医療法人財団松原愛育会松原病院名誉院長 白山診療班顧問 山口成良 

 

私が夏の白山に始めて登ったのは昭和50年（1975年）である。その年に金沢大学白山診療班の部長になったからで

ある。金沢大学白山診療班規定の第 2 条に、「本団体は石川県の要請により、白山国立公園内における夏季登山者及び

室堂従業員の緊急疾病の治療にあたることを目的とする。」とあるように、白山診療班の正班員（医師）、ならびに副班

員（学生）は毎夏白山に登って、室堂内にある白山診療所で診療に携わっている。 

 ある夏、小松の女子高生が腹痛を訴え、室堂内の診療所の顕微鏡で鏡検したところ、白血球増加があり、急性虫垂炎

を疑い、すぐにヘリコプターで、私も一緒に乗って下山し、空港で待っていた救急車に乗って、外科医に手術して貰っ

たところ、もうすこしで穿孔するところだったと外科医から誉められ、あとで高校の校長先生からも感謝のお手紙をい

ただいた。 

 またある年には、観光新道の殿ヶ池ヒュッテで、お酒を飲んで２m下の崖に落ちて顔面を怪我した人がいて、ヘリを

頼んだが、上空を何回も旋回したが夜暗くて、降りるのが危険と思われたのか、引き返して、翌朝再びヘリが来て、無

事救助活動が終了した。２回も、夜中に室堂から殿ヶ池ヒュッテまで往復し、体力の限界を感じた。 

 診療所での診療が終って消灯後、ろうそくの明かりの下で、学生とともに四方山話に花を咲かせるのも楽しみであっ

た。それが終わって雑魚寝している時、夜中に枕元に寝ていた学生に頭を蹴られたのにはびっくりした。 

 夏の白山登山の楽しみの一つには、美しい高山植物がみられることである。クロユリ、コイワカガミ、ハクサンコザ

クラ、ハクサンフウロ、キヌガサソウ、クルマユリ、ミヤマ大文字草、ニッコウキスゲ、イワギキョウ、ゴゼンタチバ

ナ、ハクサンシャクナゲなどである。冬のきびしい風雪に耐えて、毎夏、可憐な花を咲かせている高山植物には、私の

恋人といってもいいほど、毎夏眺めるのが楽しみである。   （2016/06/22 記） 

 
○池本会員のお知り合いの山口成良松原病院名誉院長より、上記の寄稿を頂戴しました。 

 山口先生は金大医学部の重鎮で、長年白山診療所で登山者を診療しその後輩が石川支部の力丸先生だったそうです。 

 当時の思い出を書いてくださいましたので、ご紹介します。（中川博人） 

 
■編集後記 

６月末までの上四半期の支部報が７月に入って配布になってしまいました。 

6/11の大日谷沢登り報告は次回の支部報に掲載します。 
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