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・御嶽山の大噴火では幸いにも支部関係者に被災がなく安堵していますが、被災された
方々には、こころよりお見舞い申し上げます。
・樽矢さんのご尽力で大願の支部 HP が開設されました。このご労苦に報いるためにも今
後の紙面の刷新に、各位のご協力をよろしくお願いします。
・過日本部で開催された「Ｈ２６年度支部合同会議」ではいくつかの重要事項が周知され
ましたので、
「会議報告内」の関連個所の必読をよろしくお願いします。

Ⅰ．計画山行・行事報告.
1.夏山登山

笠ヶ岳(2897m)・双六岳(2860m)・奥丸山(2439m)

■７月１９日(土)～２１日（月）[☗記号は幕営地]
・コース

新穂高温泉～笠新道~☗笠ヶ岳~弓折岳～双六岳☗~西鎌尾根~千丈沢乗越~
中崎尾根～奥丸山~わさび平～新穂高温泉（蒲田川支流左股谷周回）

・参加者

CL 中川博人、SL 八十嶋

１日目 (7/19)
08:00

06:30

仁、木村創史、池本順平

新穂高温泉に車を停め、 顔を見せてはくれない。気持ちの良いハイマツの

笠新道登山口に立つ。標高差 1700m の登

茂った稜線上の道を進む。抜戸岳を過ぎ 09:30 秩

り、晴れていれば中崎尾根越しに望む穂高連峰の

父平に出ると前方に大ノマ岳や弓折岳の稜線が

雄大な眺めが疲れを癒してくれるのだろうが、あ

見えてくる。周辺はカール底の谷筋まで遮るもの

いにくの雨雲に遮られている。13:00

のない眺望が広がる。11:15 大ノマ乗越を過ぎる、

長い登り

が終わったと心身ともに感じさせてくれる景色

11:57 弓折乗越まではピッケルを出し雪田歩きが

が飛び込んで来る。杓子平(2450m)のカールが広

続く。12:10 花見平でチングルマの群落に迎えら

がる眺めを目にした時の解放感に、前に進むのも

れ、13:30

忘れ腰を下ろす。笠新道分岐を過ぎ主稜線歩きに

双六岳へ。春道の雪田を直登して山頂へ。360 度、

入ると、稜線漫歩といった足取りで 17:00 笠ヶ岳

とにかく広大な眺めだ。三俣蓮華から黒部五郎、

キャンプ場に着いた。腹立たしいのは、消費税

槍・穂高、今日歩いた笠からの稜線。下りて飯、

８％の増税でテン場料金も軒並みアップ。ここは

Ｙさん持参の１升パック、荷重軽減の為腹に入れ

1 人 800 円、他のキャンプ場は 1000 円と聞き、

る協力を惜しまなかった。
３日目

ビールを一本減らして帳尻を合わせた。
２日目（7/20）04:30 起床、まずは山頂に登拝。

双六小屋着。ザックを置きその足で

月が樅沢岳の上空に残影を残し、御来

光のまばゆい光に消されてゆく。素晴らしい天気

07:35 笠ヶ岳を後に。槍・穂高は雲に隠れ今日も

だ。06:00
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双六小屋を後に樅沢岳に向かう。中

腹のハイマツ帯で雷鳥の単体に遭遇、目にする数

ちの山行後の 8/16 天候急変による鉄砲水増水で、

が少なくなった、絶滅危惧種だ。山頂は西鎌尾根

下山途中の３人が沢に流され死亡した。当時現場

と槍・穂高連峰が広がる。07:50

周辺では、大雨警報が出ていたと云う。コース変

硫黄乗越から

西鎌尾根に入る。足場の悪い痩せ尾根とクサリ場、 更の判断が出来なかったものか？奥丸山山頂よ
ザラザラした石屑の道が続く。ひときわ大きく槍

りの下りは、急斜面を開いた樹林帯で滑りやすい。

ヶ岳が見えてくると 10:00 千丈沢乗越だ。休む間

蒲田川左俣林道の登山口看板を見た時、正直ホッ

もなく奥丸山分岐へと進む。砂礫が露出した斜面、 とした。林道歩きで足裏ジンジン痛いのには往生
疲れた足には辛い所だ。12:00 奥丸山分岐から山

したが、わさび平小屋で腰を下ろした解放感は筆

頂へ。笠ヶ岳から槍・穂高の稜線が大パノラマで、

舌に尽くせないものが有った！とにかくこのコ

今まで歩いた道筋が一望に。滝谷等 3000m の稜

ースとしては、最高の達成感でした。

線から一気に落ちる沢筋の迫力。この沢筋で私た

（文：池本順平

写真：中川博人）

＜初参加の木村創史さんからの感想です＞
初めての笠ヶ岳でした。後半は天気にも恵まれ、澄み渡る青空の下、穂高連峰、槍ヶ岳を望む事が
でき、とても感動的でした。Ｎさん、Ｙさん、Ｉさんに同行させて頂き、多くの事を学ばせて頂きま
した。
立ち止まる度に見え方が変わる景色や稜線などを見渡し、時には、足下の可愛らしい植物に目を移し
たり、登りながらも山を楽しむ事の奥深さを感じました。また、登る事以外にも、アイデア満載な夜
のごちそうにも、魅了させられました。
まだまだ奥が深い登山をもっと楽しみたいと思いました。
改めまして、今回同行させて頂きました皆さんに感謝致します。

（文：木村創史）

槍・穂高をバックに

歩いてきた笠ヶ岳からの稜線

三俣蓮華岳から遠く薬師岳、中央鷲場岳、右野口五郎の山並み
※池本会員の原文と写真は、ホームページ(jac-isk.com)の山行記録に掲載してあります。
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２.上高地山研集会
■７月２６日（土）～２７日（日）
７月 26 日（土）会員、会友、友人等、総

状況の説明のためにわざわざ来ており、支部長、

勢 18 名で「上高地山岳研究所」で集い楽しい一

田井会員と私で説明を聞く。泊まることを勧めた

夜を過ごしました。当初、参加申し込みは７名で、

が明朝、用があるとのことで、慌ただしく最終バ

団体割引の 10 名にも達しておらずやきもきした

スで金沢に帰って行った。

が結果は 21 名の参加者となった。

今回の夕食準備は、七尾市から参加の國田、岩

26 日は天気も良く快適な登山日和となった。

崎会友が買い出しから調理まで担当してくれ食

自分は、岳沢コース、ノンビリと 2 時間半をか

卓には手作り料理や珍味が並んだ、また勤務の都

けて岳沢へ。昔は岳沢までのルートは日晒し状

合で参加できなかった池本会員から“サワラの

態で谷の中を歩いたと思ったのですがほとん

昆布締め”の差し入れ、また九頭竜川の鮎の塩焼

ど木々の中、途中、風穴の他に空気がひんやり

き、大野の里芋、スイカ等々豪華な夕食、酒類も

とする場所が何カ所かあり、その付近を探して

居酒屋に負けないくらいの差し入れがあった。

みると明らかに岩の間から冷気が出ている場

ただアルコール飲料以外の飲み物に頭が回らな

所がある。そんな場所を探し、鳥の声を聞きな

かったことが反省材料です。

がら（ミソサザエ、ホトトギス、ツツドリ、メ

今回も管理人の内野さん一家には、大変お世話

ボソムシクイ、カヤクグリ、ウソ、ウグイス、

になりました。また三人のお嬢さんには癒され、

イワヒバリ、ホシガラス）ノンビリと小屋へ。

あまり逢いたくないテラスの戸袋の住人のアオ

小屋では 800 円のジョッキを戴き昼食、大庭さ

ダイショウも、朝テラスでコーヒーを戴いている

ん夫妻は天狗のコル方面のお花畑に、自分達は、
夕食準備のため山研に向かう。

と戸袋から出て来てくれた。
8 月 23 日の山研ブログを見るとあの戸袋には、

ところで、毎年カッコウの声を聞いた日

シマヘビ、ヤマカガシとアオダイショウ２匹の４

（6 月中旬）やツバメを初めて見た日（3 月下旬）

匹が棲んでいるとのこと、だとすると争いもなく

を日記に記録しているが、今年は、一度もカッコ

仲良く共同生活していることになるが、国際社会

ウの声を聞かず夏になってしまった、それとジュ

も習うべきことがあるのでは。

ウイチの声を聞いていない。近年の異常気象によ

なお、今回の会費は、団体割引を利用したこと

る環境の変化、カーソンの「沈黙の春」（そのう

と、主婦の感覚で食料の調達をしたことで、女性

ち、鳥が鳴かない春が訪れる）その日がひしひし

4,000 円、男性 4,800 円（ビール代含む）だった。

近づいているのかも知れない・・そんなことを考

翌 27 日も乗車単位で自由行動とした

えながら岳沢を下る。

（文

山研に帰るとテラスで樽矢会員が手を振って
おり、差し入れと支部のホームページ開設の進捗
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写真：関本邦晴）

＜今回の参加者（21 名）と山行場所＞
十石山（2､525ｍ）中川博人、田井友泰、大幡裕、
尾山敏和
翌 27 日、十石山

織田伸治、内藤千代、
【小林外喜夫、上嶋祥明】

徳本峠(2,135m)
埴崎滋、【高山千鶴、高桑真智子】
岳沢(2,170m)
澤村真治、村上哲、東野智也、【町口純司】大庭
保夫『大庭太洋子』関本邦晴、『國田弘子』
上高地散策等

津田文夫、『岩崎美那子』

それぞれ思い想いのエリアで楽しんだ。
※『会友』

【会員友人】

※十石山の記録と写真は、ホームページ(jac-isk.com)の山行記録に掲載してあります。

３.白山・大汝山避難小屋清掃登山
■９月６日（土）～９月７日（日）
参加者

（大汝小屋管理会員）中川博人、村上哲、池本順平、（JAC）八十嶋仁、藤江以住

８月９日に予定していた「山の日」制定記念大

登山者が大汝山頂に見える。千蛇ヶ池は万年雪が

汝避難小屋清掃登山は台風直撃で中止、９月 6 日

池の八分以上を隠している。その接線の水と雪の

に延期して実施した。今年の夏山は天候に恵まれ

色合いが美しい。大汝山への岩稜を頑張って登る

ない。この日も雨こそ降らないものの、1500m 以

と、石垣に囲まれた「大汝神社」が迎えてくれる。

上は雲の中である。下山を釈迦新道に決めてきた

社殿に一礼し、避難小屋に到着。

が、９月からは週末マイカー規制が解除されてバ

すぐさまＦさんが小屋内を清掃にかかる。廻り

スがないことに気付かず、失敗した・・。

を一周し傷み具合を確認して、Ｙさんと東側の屋

別当出合に駐車し、観光新道より登山開始。

根置石を増やしていると、間もなくＩさんが到着。

Ｍさんは砂防新道経由で室堂合流とした。Ｉさん

まず浮き気味のトタン屋根に釘を打ち、続いて

は仕事柄あとから入山、大汝で待つことになる。
白山へ登るクラシカルコースの観光新道、主稜

北西角の外壁が朽ち果てていたので剥がして新
しい角材で補強した。その上から石垣の崩れを出

線へ出るまでがきつい。稜線まで上がれば夏の終

来る限り積み上げた。

わりを迎えた千振尾根や釈迦岳の岩肌が綺麗だ。
殿ヶ池小屋も基礎工事が大分進んでいた。

しかし冬の凄まじい季節風と降雪で来春には
また崩れているだろうなと感じる。

室堂へ到着するとＭさんが足の調子が悪いの

また直せばよい。

で南竜泊に変更との連絡。水を補給しそのまま大

避難者が来れば我々は外でツェルトを被るつ

汝山へ向かう。巻道から千蛇ヶ池に出た。数人の

もりでいたが、この日は誰も来なかった。
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かりであった。

翌朝、素晴らしい晴天。全員で「霊峰白山 大
汝神社」に参拝し避難小屋の事なきを祈願する。

（文・写真

大汝の朝は遺跡跡の様な厳かな大気に包まれ、

中川博人）

翠ヶ池の濃緑の水面は、朝日に輝き、神々しいば

※大汝山の記録と写真は、ホームページ(jac-isk.com)の山行記録に掲載してあります。

４．第１４回五支部合同懇親山行（富山支部主管）
■９月２７日（土）～２８日（日）
・場

所

「五箇山荘」富山県南砺市田向３３３－１（宿泊、講演、懇親会）

・山

行

「人形山」１７２６ｍ

・会

費

15,000 円
ご

か さんそう

り、私と関本さんが２次会の部屋に行ったが施錠

２７日（土）は、午後３時から五箇山荘ロビー
で受け付け開始。

されていたので、やむなく自分達の部屋で個別２

午後４時から「自然に生かされて」の演題で、

次会をした。

城端山岳会の小原耕造氏による１時間半の講演

翌２８日（日）は、６時半から宿で朝食を摂り

があった。内容は五箇山のことを始めとし、立山

７時に出発した。６時過ぎに内藤さん、小畑さん、

杉、蜘蛛、蛇、どんぐり、鳥、熊等身近な動植物

宮田さん（織田友人）の日帰り山行組が宿に到着

のお話で、面白く聞くことができた。

した。

６時３０分からは、大広間で懇親会があり懇親

観光コースと山行コースに分かれて分乗し、山

を深めた。懇親会では、今日のお昼に噴火した御

行組は中根平登山口に向かった。道はダートと舗

嶽山の話題でもちきりだった。来年の担当支部は

装が混じっていて、ダートはでこぼこが多く、普

石川なので、開催予定を求められ、中川支部長が、

通車は慎重な運転が要求された。宿から登山口ま

役員会に諮っては無い段階で断言できないが、中

で２０分程度かかるが、登山口の駐車場はかなり

川私案としては加賀の山で行いたい旨を伝えた。

広く３０台以上は楽に駐車できそうだった。

懇親会参加者は、福井支部１３名、京都、滋賀

準備体操のあと３班に分かれて登ったが、それ

支部６名、岐阜支部８名、石川支部９名富山支部

ぞれの班には富山支部の方が３～４人付き道中

１３名の４９名であった。

いろいろ説明をしていただいた。石川支部は３班

２次会の案内の後、懇親会が流れ解散状態にな

であった。天気は曇りでガスの切れ間が昼食後ま
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でなく展望がきかなかったが、すでに紅葉が始ま

でその前と今頃の年２回草刈りをしているとの

っており秋の山を楽しむことができた。よく見え

ことだった。

るという白山とこの度の御嶽山の噴煙はガスが

下山予定は、午後４時であったが３時過ぎには

かかって見ることが出来なかった。

下山できたので、中根山荘の主人山崎登美雄氏の

人形山の頂上横の広い台地で皆さんと昼食に

人形山及び登山口の廃村になった中根部落の話

した。飲み物の他には何も持って行かなかったの

を聞いて解散した。

で、皆さんから芝寿司やパンをいただいて助かり

（所感） 宿はアクセスもよく、登山口までも近

ました。頂上で、富山大学の男２人女１人のパー

くて良かった。

ティーが、昨晩一夜泊まりで沢を登ってきたのと

＜参加者＞

であった。

宿泊組

登山口から頂上は、６キロの行程であるが、息

津田顧問、中川支部長、関本副支部長、
太田、織田、小田、埴崎、廣瀬（正）、

をつくような急登はなく道の草も刈られており

前田の９名

歩きやすいいいコースであった。

日帰り山行組

平村の青年団の方が、登山道を草刈り機で刈っ

内藤、小畑、宮田（織田友人）

の３名

ていたが、毎年６月の第一日曜日が、開山日なの

（文：写真

織田

伸治）

Ⅱ.その他行事報告
１. 支部役員会議
■９月１７日（水） １９時～２０時
場所

金沢市総合体育館第三会議室

参加者

・役員１０名（中川

関本

前川

・HP 開設関連（樽矢）

岡本

八十嶋

大幡

田中

埴崎

村上

織田）

計１１名（欠席：津田、安田、池本、前田）

議題及び概要
（1）支部 HP（ホームぺージ）の立ち上げについて
冒頭、支部長から HP 立ち上げの経緯等を交えた挨拶後、開設者の樽矢さんから、
「石川支部ＨＰ開設
報告及び運用詳細」と「石川支部ＨＰ運用管理基準（案）
」の概要について説明を受ける。これらの
印象としては、個人のＨＰ開設と異なり、法人ではいろんな問題への配慮や知識が必要で、あらため
て立ち上げの労苦に感謝する思いだった。
その他、主な内容では会員、会友のＩＤ・ＰＷの説明や、今後の運用責任者（中川支部長）、シス
テム管理者（樽矢さん）、ＨＰ委員会（関本副支部長、北さん）の決定や、個人山行情報等各種情報
のＨＰ掲載への協力依頼があった。原稿と写真はＨＰ問い合わせ用のアドレスに送付し、写真にはキ
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ャプション（説明）をつけていただきたいとのこと。
ＨＰは常に「旬」でないと魅力が半減するため、画面刷新に向けた最新情報の継続した提供が大切
である。
最後に、新たな情報発信手段の開設が支部内外の円滑なコミュニケーション構築に寄与できるよう、
お互いがその運営形態に協力しあうことを確認した。

（事務局）

※会員・会友ページはパスワードが必要です。不明な方は、システム管理者樽矢まで お問い合わせください
樽矢 Mail m_taruya@mirror.ocn.ne.jp 携帯 090-2091-3677

（2）「浅犀みくまりの道」周回道の開設について
本周回道は、当時の西嶋登山道整備実行委員長が平成２５年度支部定期総会にそれまでの予備調
査内容を取りまとめ、実行計画書案として提言し承認、実施、完成したものであり、今後支部とし
ての対応を審議したものである。
本役員会開催時点で２名の役員が現状を視察していたため、先ずその 2 名から感想を以下のとおり
貰う。
Ａ案は①林道の状態（未刈込、落石状態、悪路の未舗装部分、駐車スペース）、②柏谷道の状態
（急斜面の熊笹の刈込状態が危険）
、③今後の維持管理における人的負担やコースの魅力度等から
支部認定に難色。
Ｂ案は①本件は支部計画案として実施してきたもの

②山とは本来危険なところ。何が危険かを

入口に看板で明示し、注意喚起すればよい。③大倉山周回コースと同時期に開設された折角のコー
スを活用すべき。今後の人的負担等は先ずやってみて考えればよく、先ずは周知し人を通すこと。
これらの意見を踏まえ、種々審議の結果以下のとおり決定する。
① 現場を見てない役員のために 10/18（土）に現場視察を実施する。
② リスク管理の観点からも今年度中の開設や広報活動は見合わせる。
③ 看板については、今後の視察を通じて内容等を決定する。
④ 視察に併せ藪化した場所の刈込を行う。
⑤ 以上年度内の視察等を踏まえ、次年度までに結論を出す。
（3）その他
八十嶋会員から金大ワンゲルへの人的、物的の支援要請があった。
金大ワンゲルについては、卒業生が地元に残る割合は低いが、大所高所の観点から
引続き支援していくことで一致。

以上

２. 平成２６年度支部合同（支部長、事務局長）会議報告
■日時
場所
参加者
内容

９月２０日（土）～２１日（日）
主婦会館プラザエフ会議室（ＪＲ四谷駅前）
中川支部長

前川事務局長

会長挨拶

会員増強と次期リーダー育成が主要課題であり、これらを強力に推進していくため、今般組織の一
部見直しを行い、現在の日本山岳会を取り巻く状況に適切に対応できるようにしたので一層の成果を
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期待したい。
1.会務報告
（1）組織体制

・組織図に３２支部名を追加
・支部連携部門の新設（家族登山普及、山の日事業、支部事業）
・ＹＯＵＴＨ

（2）次期人事

ＣＬＵＢの独立（青年部、学生部、ワンダーフォーゲル部）

退任役員[理事 5 名（会長・副会長等） 監事２名]
再任可能役員（理事１０名）

（3）会員動向

Ｈ２５年度は７０歳代が１９１７名と最も多く平均年齢は６９歳

（4）寄付金・助成金受け入れ

これらについては本部報告が伴う

⇒ＪＡＣは税額控除対象組織で、スポーツ界では稀有な存在のため、
そのメリットを活用してほしい。
（5）支部事業の交付金

新入会員奨励金として新入会員一人当たり４０００円を当該支部へ還元

（6）１１０周年記念事業

海外登山、記念ツアー、国際交流、出版事業、講演会等記念式典、
寄付金募集

等を検討中

なお、海外登山の「学術調査」「極限探究」は募集中
（注）前記（５）と（６）は「２．支部活性化を考える」でも重複して提示アリ。
（7）本部への登山計画書の提出及び事故連絡
① 登山計画書

今後支部が主催する山行は本部への登山計画書（様式適宜）の提出が必要。

目的は、事故発生の際、マスコミ関係の問い合わせに本部として対応するため。
個人山行は含まない。
＜メールまたはフアックス、記載の注意事項＞
・留守本部（留守宅ではない）の担当者と複数の連絡先
＊メールの場合はタイトルに「入山年月日（西暦・半角）
、支部名、目的山域」を記載
◆

記載例

⇒

20160901

◆

送信先メールアドレス

＊

ファックスの場合
送付先専用番号

石川支部

劔岳

keikakusho@jac.or.jp

03-6893-7627（送り状不要）

② 事故連絡（本部へ）
対象となる事故は以下のいずれかの場合。
・事故者の救済において、公的機関等（警察、消防、山小屋等）に救助を要請
した場合。
・予定下山日時を過ぎても連絡がなく、遭難対策本部を立ち上げる等、遭難救助活動を開
始した場合
◆連絡方法
下記の電話番号に連絡する。
第一順位

090-8810-1786

第二順位

080-2595-2090

第三順位

050-3805-1817

電話はいずれも個人携帯のため、状況によっては対応できない場合も想定されるため、第一から第三
連絡先まで設けた。先ず第一連絡先にかけて、不在時には留守電に「支部名と担当者名」を残したう
えで、以下順次、第二、第三へと電話をする。

8

◆報告内容
・山行主催者（石川支部等）
・事故日時

報告者

連絡先

・事故者

場所
状況

容態

・現場状況
・救助要請元

救助隊動向

・その他必要事項等
◆本部（東京）における報道機関等からの問い合わせ
情報の一元化及び最新の現場動向等を極力正確に把握し、各機関からの問い合わせには、留守本部、
遭難対策本部へ取り次ぐ。
（8）連絡事項
①支部長交代（Ｈ２６年４月～７月）
秋田支部

信濃支部

山梨支部

熊本支部

茨城支部

② 新入会員・会員種別・月別会費
・新入会員の会費納入は今後口座引き落としとなる。（振込入金廃止）
・入会月（理事会承認月）により、年会費が削減される。
（▲1000 円／月あたり）
（例） ４月入会・・・・・・・・・12,000 円（満額）
5 月入会・・・・・・・・・12,000－1,000（1 か月分）＝11,000 円
3 月入会・・・・・・・・・12,000－ 11,000 円（11 か月分）＝1000 円
・夫婦会員は現在申し出により 1 名の年会費を 4,000 円減額している。
（例）

夫婦会員

5 月入会

8,000－（8,000×1/12＝666.66≒600）＝7,400 円
（減ずる額に対して 100 円未満切り捨て）
・青年会員（26 歳未満）
（▲400 円／月あたり）
（例）

４月入会・・・・・・・・・5,000 円（満額）
5 月入会・・・・・・・・・5,000－４00（1 か月分）＝4,600 円
3 月入会・・・・・・・・・5,000－4,400 円（11 か月分）＝600 円

③ 口座振替利用願い
高齢化等対策（忘却等）の一環として、会費の口座振替をお願いしたい。
因みに 2014 年 8 月末現在の石川支部の口座振替対象者は 7 件と低調なため
今一層の、口座振替への協力を希望されています。
手続きの概要は以下のとおり。
・利用可能金融機関
郵便局、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行、信用金庫
労働金庫、農協（一部を除く）、信用組合（一部を除く）
・預金通帳等への印字
「ＤＦ．ＪＡＣネンカイヒ」と表示されます。
・振替日
平成 27 年度（来年）以降、毎年 4 月 27 日（休日・祝日の場合は翌営業日）
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・集金委託先
「三菱ＵＦＪファクター㈱（三菱ＵＦＪ銀行の関連会社）
・手続き方法
「預金口座振替依頼書」に必要事項の記載と金融機関届印（捨印とも）を押印の上本部事務局へ
送付する。
「預金口座振替依頼書」は必要に応じて送付するが、不明点は支部事務局までお尋ね願
います。
④ トレイルラン事業への名義後援について
一般登山者の安全、環境保全の観点から、トレイルラン自体を否定するものではないが、イベン
トとして実施される事業へのＪＡＣ名義後援は行わないものとします。
⑤ 上高地山岳研究所関連
・管理人の交代

これまでの内野慎一さんに替わって元川里美さんが来年４月から勤務されま

す。元川さんはＪＡＣ会員でこれまで上高地ビジターセンターで勤務されていました。
・上水道敷設

上高地上水道（清水川から引水）の権利を取得（購入）しましたので今後は

水の心配から解放されます。
⑥ 新版「日本三百名山登山ガイド」全３巻の印税について
・印税率は本体価格(2,300 円)の 6％
・印刷部数は 6,000 部
・頁あたりの印税単価

2,670 円（石川支部担当頁＝12 頁×2,670 円＝32,040 円）

・支部支払いの印税は支部に一任します。
・重版時には改めて印税支払有り。
⑦ 団体登山保険加入について
・日常生活上のケガも対応可能。
⑧ ＨＰの利用について
・支部記事の最新更新に努めてほしい
・メルマガも読んでほしい
・支部アドレスを個人用に使用しないこと。
（⇒今後、中川支部長へのメールアドレスは、次のア
ドレスをご使用ください。 h-nakagawa@digital.email.ne.jp
⑨ 2014 年次晩餐会関連
・日程

Ｈ26 年 12 月 6 日（土）

・場所 京王プラザホテル コンコードボールルーム 5Ｆ
・特記事項

開催場所が変わった。

者が減っているのでよろしく。

当日支部長会議あり。

インターネットで申込可。

参加

イベント企画としてアルパインスケッチクラブの企画展示、図

書委員会による図書交換会を実施するので出展協力願いたい。（詳細は支部事務局まで）
⑩ 全国ボランティア登山（障害者支援登山）情報交換会について（東海支部）
事前に東海支部より石川支部にも参加照会あり。（不参加で返答）
・日程

26 年 11 月 8 日～9 日

・場所

東海支部ルーム

猿投山（愛知県）

⑪ 「公益認定等委員会だより」への掲載について
・ＪＡＣは日本に最初にできた山岳会であり、安全登山や山岳環境保全の諸活動状況について
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紹介する。
⑫ ＪＡＣオリジナルグッズについて
ＪＡＣのロゴマークの入った各種衣類等の販売について紹介
詳細は、ＪＡＣホームページの「会員ページ」→「グッズ頒布」を参照ください。
⑬ その他（事務局より）
・各種届（住所変更、退会、物故等）は、すべて日本山岳会事務局へ。
総務委員会やデジタルメディア委員会への送付は厳禁。
・物故関連では、満年齢で連絡の事。
・支部関連の刊行物、発刊書は本部図書室へも寄贈してほしい。
２．支部活性化を考える
（1）本部の方策、支部の展開
① 新入会員の入会金の一部還元
入会金の 20％（4,000 円／人）を当該支部へ還元する。
② 支部事業補助制度
支部主催行事で会員増強や若手リーダー育成に資する良い企画に支給
1 件上限 20 万円／年
特に優れたものは 50 万円／年で、いずれも 3 年を限度とする。
③ 110 周年記念事業
・支部海外登山隊公募
・日本三百名山登頂ツアー
11 月中に来年 1 年分の山行日程が示される。支部へはインタプリンターとして
1～２名程度の支援者要請あり。
・「新日本山岳誌」第２版刊行協力について
創立１００周年記念企画として刊行された「新日本山岳誌」を改訂（現地調査は原則せず、市町村
合併や、経年修正）１１０周年記念祝賀会〈２０１５年１２月第１週土曜日〉までに出版する。
依頼

２０１４年１０月中

原稿締切

２０１５年１月末

入稿

２０１５年２月～５月

校正

２０１５年６月～８月

印刷・製本・製函
発刊

２０１５年９月～１０月

２０１５年１１月中旬

＊「新日本山岳誌」石川支部執筆者一覧（ご自分の執筆をご確認ください）
1.山伏山（埴崎、前田） 2.宝立山（埴崎、前田） 3.岩倉山（埴崎、前田） 4.高洲山（埴崎、前
田）

5.鉢伏山（埴崎、前田）

崎、前田）

6.三蛇山（埴崎、前田）

9.高爪山（埴崎、前田）

7.番場山（埴崎、前田）

10.河内岳（埴崎、前田）

８.猿山（埴

11.別所岳（埴崎、前田）

虫ケ峰（埴崎、前田） 13.赤蔵山（埴崎、前田） 14.眉丈山（埴崎、前田）
１５.四村塚山（埴崎、前田） 16.伊掛山（埴崎、前田） 17.七尾城山（埴崎、前田）
18.石動山・桝形山（前田、埴崎）

19.碁石ケ峰（前田、埴崎）
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20 臼ケ峰（埴崎、前田）

12.

21.宝達山（前田、埴崎） 22.三国山（埴崎、前田） 23.砺波山（前田、埴崎） 24.医王山・白兀
山（岡本） 25.戸室山（岡本） 26.キゴ山（岡本） 27.卯辰山（岡本） 28.順尾山（中川） 29.
高尾山（中川） 30.吉次山（中川） 31.赤堂山（樽矢） 32.大倉山（樽矢）
33.月ケ原山（樽矢） 34 多子津山（樽矢） 35.高三郎山（西嶋） 36.奥三方山（前川）
37.中三方岳・口三方岳（前川） 38 三輪山（西嶋） 39.挙原山・庄司峰（津田） 40.水葉
山（中川）

41.国見山（中川）

42.奥獅子吼山（織田）

43.倉ケ岳（桜井）

44.松尾山（村上）

45.笠山（佐伯芳造） 46.雲龍山（織田） 47.観音山（太田） 48.高倉山（西嶋）
49.笈ケ岳（力丸） 50.冬瓜山（澤村） 51.山毛欅尾山（樽矢） 52.三方岩岳（岡本）
53.妙法山（澤村） 54.白山（御前ケ峰 力丸） 55.大汝峰（太田） 56.剣ケ峰（太田）
57.四塚山（太田） 58.白山釈迦岳（太田） 57.長倉山（太田） 58.ショウガ山（西嶋）
59.大辻山（西嶋） 60.三村山（西嶋） 61.砂御前山・鳴谷山（織田） 62.大嵐山（織田）
63.六万山（織田） 64.別山（澤村） 65.鷲走ケ岳・白抜山（津田） 66.岳峰（埴崎）
67.大日山（佐伯芳造、大庭） 68.小大日山（太田） 69.鈴ケ岳（岡本） 70.兜山（広瀬幸） 71.
大山（関本） 72.大倉岳（岩谷） 73.大峰（前川） 74.鳥越城山（埴崎） 75.揚原山（岡本）
76.岩倉山（太田） 77.蓮如山・鷹落山・動山（岡本） 78.鞍掛山（太田）
79.粟津岳山（前川） 80.富士写ケ岳（太田） 81.刈安山（佐伯芳造） 82.水無山（佐伯芳造）
83.寺尾観音山（大庭）
以上、83 山を石川支部で執筆しましたが、今後の改訂に際しては時間がタイトなことから、事務局案
として原則前回の執筆者に改訂作業をお願いしたく思います。
但し、例えば№75 の揚原山等は安田さんのホームグラウンドでもあり、このような場合には安田さん
から執筆者に助言をお願いします。このように執筆者以外で当該山に詳しい方は、是非執筆者に助言
していただきますようよろしくお願いします。
また、№49 の笈ケ岳と№54 の白山を執筆された力丸先生と№72 の大倉岳を執筆された岩谷さんは既
に他界されております。そこで、今回 300 名山で笈ケ岳を執筆された八十嶋さんと中川支部長には笈
ケ岳を、同じく№54 の白山は西嶋さんにお願いしたく思います。なお、№72 の大倉岳は、事務局（前
川）の生地で一応山も熟知していますので事務局で担当させていただきますのでよろしくお願いしま
す。
④ 「山の日」制定
「山の日」としての国民の祝日はスピード成立したが、今後はその祝日に「魂」を入れていきた
い。山岳関連団体（日山協 労山 ガイド協会 ＨＡＴ-Ｊ）とも歩調を合わせながら、支部、地
域の特徴をも生かして、
「山に親しむ機会を得て、山の恵みに感謝する」運動の拡大を図っていき
たい。
⑤ ＹＯＵＴＨ

ＣＬＵＢ安全登山普及講習会等

劔岳において「安全登山普及講習会」を開催し、若手育成、将来のリーダー養成という本会の趣
旨に沿った研修とした。
⑥ 家族登山普及ツール
「子供ゆめ基金」による助成を受けスタートした「親子で楽しむ山登り」は各支部の協力のもと
既にＨＰを立ち上げたが、さらに紹介の山を増やしていく等、内容の充実を図りたいので、各支
部の引続きの協力をお願いしたい。
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⑦ 支部登山指導者講習会
支部活性化ＰＴ主催で本年９月に本部と小諸市で２回実施。初回は「リーダーの法的責任」
「山計
画の立て方」で２回目は「遭難救助の実施」
「山での救急医療」
「初心者の安全な登り方」
「読図実
習」等のカリキュラムで進められた。
(2) 支部友（支部会友）制度について
会員の高齢化が火急の課題となっている現状、会員になりうる存在として最も近い会友に、あらた
めて存在価値を見出そうとする試み。
イギリス山岳会も正会員（ヨーロッパの指定コースを２０ルート以上登攀した者）、準会員（正会
員に準ずる登攀をした者）、アソシエイト(山に登らない人のための資格。学者や花の好きな人が多
い)で構成されている。
今回は、各支部の会友制度の在り方(会友制度の有無や会費等)について、紹介と問題点等について
審議した。
（3）支部活動(会員増強・次期リーダー育成について)
全支部から取り組みの具体策について説明があった。石川は支部規約の「会友はその後通常会員に
なりうる者」との条項設定や次期リーダー候補のＹＯＵＴＨ

ＣＬＵＢへの参加支援等を紹介した。

全体的な質疑応答の後、全国支部懇談会の説明となり、冒頭今年度開催地区の埼玉支部長から「お
待ちしています」との女性らしい丁寧な挨拶があった。引き続いて２０１５年度開催予定の四国支
部長からは小島烏水祭との合同実施で開催する旨の挨拶があった。最後に茨木支部長から新支部と
して２０１６年には是非茨城で開催させてほしいとの突然の提言があり、開催指名に及び腰の各支
部からは賛同の大拍手が送られ決定した。
最後は北陸支部にも在籍された佐藤常務理事の締めの挨拶で、高原常務理事の司会進行での二日間
の会議を終了した。

Ⅲ.今後の行事予定
1.紅葉山行
■10 月 3 日（金）～5 日（日）
場所

上高地～涸沢～奥穂高～岳沢～上高地

担当者

関本、中川

参加者

関本さん

織田さん

安田さん

池本（順）の４名で実施済み

２.（公）自然観察会
■11 月 8 日（土）荒天中止は前日 20 時に案内
9 時 30 分に石動山資料館前に現地集合。Tel 0767-76-0408
鹿島町石動山ラ部 1-2
13 時 30 分頃に現地にて解散
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場所

石動山（中能登町）

装備

ハイキング程度の軽登山装備。昼食の携行

行程

大宮坊－動字石－イワシガ池－伊須流岐比古神社－五十の塔跡－梅宮跡－石動
山（大御前＝564ｍ）－剣宮跡－行者堂－資料館。近隣にて昼食を取る。

費用

参加費は無し。資料館は大人 200 円、子供 100 円。
自家用車の費用は各車で分担徴収ください。

窓口

埴崎会員 090-4327-2055、E メールでも受信可。
安田会員 090-8960-8411、E メールでも受信可。
10 月 15 日（水）までに申し込みください。

募集人数

30 人。

申込要綱

名前・年齢・住所・連絡電話・乗車車両区分（自車/００車便乗）
旅行/傷害保険は各人で責任加入願います。

アプローチ

能登里山海道で柳田インターを降り、県道七尾・鹿島・羽咋線の二宮バス
停（石動山案内の石版有り）より林道に入り、土砂採取のガレ山を見て約
１５分程で資料館に至る。

＜参考＞

石動山は、開山以来 1300 年の歴史を刻む県下有数の史跡で、南北朝時代

の建武 2 年（1335 年）と信長時代の天正 10 年（１５８２年）に当時の戦乱で大半が焼
失したが、それぞれに復興を果たして、最盛期には 360 坊/3000 人の修験僧を擁したと
されます。この山は保全もよく、能登地方でも屈指のブナ林が１５ha も残存し、里山の
雰囲気が色濃い景勝地でもあります。

３.石川支部山祭り
■１１月２９日（土）～３０日
場所

「大杉小屋・ロッジ」

担当者

関本邦晴

申込

小松市大杉町

１１月１８日までに担当者もしくは事務局まで

＊詳細は参加者に別途案内します。

４.支部長会議・年次晩餐会
■ １２月６日（土）
場所 京王プラザホテル コンコードホールルーム 5Ｆ（東京新宿）
申込

直接所定の葉書で本部へ

なお、支部の参加者を把握するため必ず支部事務局

へもご連絡ください。
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Ⅳ．その他お知らせ
１. 会友（会員会友）入会〈Ｈ26.10～〉
谷内 剛 さん（会員№14951）千葉支部事務局長 千葉市在住 中能登町出身

２. 各種イベント案内（詳細は支部事務局（前川）までお問い合わせください。）

①第６回森の音楽祭 2014（ＪＡＣ東海支部共催）
・日時 10/25（土）10：30～15：00
・場所

猿投の森特設会場（愛知県有林やまじのもり）

・集合

名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅前

午前８時～９時

・内容

午前

アルプホルン演奏

交響楽団演奏

午後

インストラクター案内による「森の観察会」

・参加費

（チィコフスキー

雪山賛歌等）

３００円

②百万人の山と自然
「安全のための知識と技術」公開講座」
日本山岳ガイド協会主催で標記公開講座が全国各地で無料、先着順で開催されます。
・名古屋 9/24（水）18：30～20：30 ウインクあいち（定員５００名）
日本プロガイド協会会長

角谷

道弘

氏

同上

笹倉

孝昭

氏

会員

・南アルプス 10/4（土） 10:15～12:20 高度農業情報センター（ふれあい情報館）
（定員２５０名）
日本山岳ガイド協会副会長

今井

通子

氏

同上

磯野

剛太

氏

理事長

・東京 10/7（火）18:30～20:30 四谷区民ホール （定員４５０名）
日本山岳ガイド協会副会長

今井

通子

氏

同上

山本

正嘉

氏

理事

・静岡 10/16（木）18:30～20:45 静岡労政会館 6F 大ホール（定員３１２名）
元文登研究専門調査員

金田

長野県山岳遭難救助隊隊長

正樹
宮崎

氏
茂男

氏

・山形 11/14（金）18:30～20:30 山形テルサアプローズホール（定員４００名）
東北山岳ガイド協会会員

奥田

飯豊朝日山岳遭難対策委員会

博
井上

氏
邦彦

氏

（注）山形会場のみ事前受付必要
申込先（東北山岳ガイド協会 ０２３８-５５-２２１８）

③岐阜支部「山岳講演会」
11/14（金）18:30～20:00 長良川スポーツプラザ２階大会議室（岐阜市長良福光青襖 2070-7）
講師

日本山岳会会長

森

武昭
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＜編集後記＞
御嶽山噴火は、紅葉時期の週末の好天のお昼に発生し、人生これからの若い
方々もたくさん犠牲になられました。こころよりお悔やみ申しあげます。
これまで、山にはいろいろ出かけ、ヒヤッとしたことも多々ありましたが、
今こうして無事に生きながらえていることをつくづくありがたく思います。

日本山岳会石川支部報
発行日 2014 年（Ｈ24 年）10 月 7 日
発行者 公益社団法人日本山岳会
石川支部長 中川博人
編集者 事務局長
前川 陽
電話
076-232-3555
E-mail isk@jac.or.jp

16

