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Ⅰ．計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告 
 
１．令和元年 第 5 回 ⽩⼭親⼦登⼭  
⽇時  ： 8 ⽉ 24 ⽇(⼟)、25 ⽇(⽇) 
参加者 ： ⼀般参加 17 名（⼤⼈ 9 名⼦供 8 名） 
   会員参加 樽⽮ 堀 ⼋⼗嶋 中川 ⼤幡 岡本 藤江 織⽥ 埴崎 ⽥中 安⽥ 町⼝ 池本 ⽯川⽀部 13 名 

⾕内(本部よりオブザーバー参加) 五⼗嵐(本部 家族登⼭普及委員⻑、オブザーバー参加) 
 

週の頭から天候がすぐれず、⽯川県⼀部に⼤⾬警報や累積降⾬量が 100mm を超す地域も出ていて、週末の 24 ⽇・25 ⽇は 
登⼭レベルが「Ｃ」（登⼭に適さない）となっているので、前⽇⼣刻までやきもきさせられたが、週末に近づくにつれ、ポイント的
に徐々に良くなる⽅向になりつつあり、⾦曜⼣刻時点で決⾏とした。 

前々年は晴れてはいるが降⾬量が基準を超していたため登⼭⼝に通じる道路が通⾏⽌めになり、以降の⾏程を⼤幅に変更させられ
た事もあり、ドキドキしながらゲートまで⾏くが、無事に通過して集合時間前に駐⾞場のある市ノ瀬に 05:15 到着。 

 
 

バス停には会員の顔も⾒られる、順次シャトルバスにて 
別当出合まで上がってもらう。 

市ノ瀬には岡本会員に残ってもらい、遅れてくる参加者を 
確認することとした。 

 
別当出合では先のバスで⼊った参加者とも合流、⼭の上部は 

ガスが流れてはいるが⾬の⼼配はなさそう。 
07:00 出発式 ⽀部⻑から「皆さんの⽇ごろの⾏いにより、

天候が回復。全員怪我無く登られるのを期待します」として、 
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のち１班、２班、３班に分かれて最終の確認を⾏い、１班より 
出発する。 
 今回の参加者には過去の登⼭教室に何度も参加されている⽅
や、また今回が初めての⽩⼭登⼭ですと⾔う家族もいて、皆それ
ぞれに不安と期待を胸に和やかなペースで出発となる。 
 

登り始めは林の中で快適に⾝体を慣らしながら中飯場まで 
中飯場着 08:00 ここで⼩休⽌をしていよいよ砂防尾根の 
登りに⼊る。 

太陽が雲にさえぎられているので、⽇差しがない分快適に登れ
る、次の休憩ポイントの甚之助避難⼩屋までの途中、尾根の上に
⼩さな池が数か所あり、クロサンショウウオの幼⽣がいる、 
参加者の皆さんは代わる代わる観察や写真撮りに。 

良い⼩休⽌にもなる。 
 途中、別当覗で⼩休⽌、⽇陰は涼しくて快適である。 

会員持参のミニトマトが振舞われる、瑞々しく、また⽢くて⼤
変美味しい、なおミニトマトはこれからも折々に出てきて 
びっくり感謝。 
 予定通りの時刻に甚之助避難⼩屋に到着、ここで早めの 
昼⾷で⼤休⽌とする。 

雲の切れ間から⿊ボコ岩が⾒えるが、⼦供たち「えっーあこま
でいくがけ！とーいじぃ、、」とすかさず「これから、がんばって
いくげん！」と。 

甚之助からハクサントリカブトがたくさん咲いている道を少
し登ると、南⻯⽔平道との分岐に、ここはいつも⾕から吹き上げ
る⾵が強いが、今⽇は⼼地よい⾵が迎えて呉れている。 

ここからは割と楽ちんな⽔平道になるが、⽔平と⾔いながら少
しずづ⾼度が上がっていく。 

⽔平道最後の尾根を回り込むと、今回のルートの⼆番⽬ぐらい
の⼗⼆曲がりの急登となる。 半分ちょい上にある延命⽔を⼝に
⼀滴頂いて⿊ボコ岩を⽬指す。 

この辺りまで来ると、私も含めて⼤⼈たちは⾜がだんだん上が
らなくなって来ているが、⼦供たちは元気にどんどん登っていく。 

⿊ボコ岩までくれば、ほとんど登ったのと同じ、、休憩中 
⿊ボコ岩に上ったりして記念撮影。 
 

弥陀ヶ原に出ると⽊道が五葉坂の下まで続いているので歩き
やすい。 さて五葉坂に⼊ると最後の登りになるが、みな元気に
登っていく。 

室堂⼿前でヘリコプター荷下ろしがあり、少し⾜⽌めになるが、
⽬の前のヘリも⾒ものである。 
 

室堂到着 12:40 まだ受付していないので外のテーブルでおの
おの休憩、⽬の前の拝殿に参拝する参加者もいる。 
 

明⽇の天候が思わしくないので本⽇中に御前峰まで⾏くこと
にする。 受付を済ませて部屋に⼊り荷物の整理をして、全員外
にでる。 空は曇りだが⾬は降りそうではないので班ごと集合 
次第、頂上を⽬指す。 

⼩⼀時間で頂上に着くがやはり⾵が冷たい。 
各⾃思い思いに⼀等三⾓点前に⽩⼭御前峰頂上標柱前にて 

記念撮影、そろそろ下ろうかとしたとき最後尾の３班が到着。 
参加者全員で記念の写真を撮る、ＪＡＣの旗を忘れてきたのが

残念。 
 

⼣⾷は腹いっぱいにして早々に宿泊部屋に戻る。 
サポート隊は寝る前の反省会を梅酒にて開催するが、同室の他

の登⼭者に遠慮して早々に解散とする。 
 

あけて⼆⽇⽬、早朝午前３時過ぎに外を確認すると、⾵強く、
ガスで視界１０ｍほど 

頂上でのご来光はダメだろうと判断、神社のご来光が⾒られる
合図の太⿎もならず、そのまま皆さん寝てもらう。 
 

朝⾷を済ませ、下⼭⽤意して室堂前に集合、時折頂上付近の雲
が晴れるが、集合写真では再度雲の中に、、 

室堂下⼭開始 08:00 五葉坂を下り、エコーラインに⼊る、 
弥陀ヶ原のコバイケイソウは既に⻩⾊くなり、チングルマの花は
綿⽑に、夏が終わりつつあるのを感じながら南⻯⽔平道まで 
あっという間に下る。 
 

この道も⼀部崩落している箇所があるが、今年はきちんと迂回
道が作られているが、ここはみなさん慎重に下る。 

合流地点から甚之助避難⼩屋まではすぐだが、下るにつれだん
だん気温が上がってくるのを感じる。 

甚之助避難⼩屋⼿前の広場にて昼⾷を兼ねての⼤休⽌とする、
お湯を沸かしてラーメンやコーヒーを頂く。 

30 分ほど休憩ののち出発、ここまで来ると皆さんの歩き⽅や
景⾊の⾒⽅などに余裕が感じられるようになっていて楽しみな
がらの下⼭となりました。 

別当出合帰着 12:30 解散式 
実⾏委員⻑から、ご来光は残念でしたが、怪我トラブルもなく、
⾏程も予定通り進めたのは皆さんのおかげでした、感謝します。
と締めくくり今回の⽩⼭親⼦登⼭教室を終える。 
 

会員有志が⾏程途中で撮影した写真を改めて⾒ていくと⼦供
達の笑顔がなによりのご褒美、親⼦の絆を深める登⼭教室として 
⽬的を成されたと思い、次回に繋げて⾏くことが本会⼭岳会の意
義も⾒えてくる登⼭教室であった。 
 
 
 
 
 
 

      
[⽂：樽⽮ 写真：⼋⼗嶋] 
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２．第３５回全国⽀部懇談会「奥⽇光⼤会」に参加して  
⽇時  ： 令和元年 5 ⽉ 25 ⽇（⼟）〜26 ⽇（⽇） 
ルート ： ⽇光⾃然博物館、⽇光アストリアホテル 
参加者 ： 村上 1 名
 
 ⽇光光徳牧場で⽀部懇が開かれる企画を⽿にした時、瞬時に 
参加を決めた。 
 そこは私にとって懐かしい場所でもあったから…。 

学⽣時代ゼミの合宿で当地で四⽇ほど過ごし戦場ヶ原辺りを
彷徨していたこと、⼜その後２０年ほど経て故⼒丸⽒や池内君、
それに⽩⼭でのバイト仲間で⽇光市在住の F ⼥史達と⽇光⽩根
⼭、男体⼭、⾜尾の庚申⼭などの⽇光連⼭を歩いた思い出深い地
でもあった。 
 ⽀部からは私⼀⼈の参加だったので列⾞での旅程を予定して
いたが連⽇の好天続きで急に⾦精峠の⾵景が脳裏に浮かび急遽
⾞を⾛らせることにした。 

沼⽥から峠に⼊ると、そこはまだ春の芽吹きが眩いばかりで道
路脇にも残雪があり、まさに新緑そのもの。 
 開会式は市内の｢⽇光⾃然博物館｣で開かれ式の後講演会があ
り「近代登⼭とアーネスト・サトウ⽗⼦の⽇光への⼭旅」と題し
て飯野達央⽒による講演があり、幕末から明治にかけての歴史的
⼈物で⼩説などに登場する⼈物で、ウエストンに先駆け北アルプ
ス・南アルブスや⽇光連⼭を歩き⽇本近代登⼭導⼊の先駆者の 
ひとり。

 またサトウの⼆男の武⽥久吉は⽇本⼭岳会設⽴時のメンバー
のひとりで第６代の会⻑で植物学者としての知られる逸材の 
⼈物でもあった。 講演の後奥⽇光・光徳の⽅へとバスで移動、
それぞれ⼊浴などの後６時半から懇親会がスタート。 ⼤宴会場
には１６０余名で⾝動きができないほどの熱気とにぎわい。 

この狭い処に⼩林会⻑や重廣⽒なども談笑に加わり酒を酌み
交わし話題の輪は留まることを知らない。 
 翌⽇も素晴らしい天気で男体⼭が清々しく迎えてくれた。 
登⼭組はバスで⽬的地へ向かい残った私は昨⽇の講演の講師の
ガイドで中禅寺湖と英国とイタリア⼤使館別荘記念公園へと 
⾒学に。 英国⼤使館別荘はサトウの別荘として彼⾃⾝の指⽰に
より地元の⼤⼯職⼈の⼿により建てられ、その後⼤使館別荘とし
て平成２０年まで利⽤されてきたという。 

湖⾯に⾯した居間からは⽇光連⼭の素晴らしい⾵景が額縁の
絵画のように眺められ印象的だった。 
 
 
 

[⽂：村上]
 

３．⽩⼭ ⼤汝峰(2684m)  
⽇時  ： 令和元年 7 ⽉ 27 ⽇(⼟)、28 ⽇(⽇) 天気：晴れ 
ルート ： 別当出合より往復 
メンバー ： 町⼝ 村濱 2 名 
 
AM4:45 ⾦沢出発。 台⾵の動きが⼼配。 
今年 1 ⽉、⾼尾⾒晴台で村濱さんに逢い、 
⼤汝へ⾏ってみたいとの事で話がまとまり今⽇を迎えた。 
気合いが⼊り別当出合を AM7:00 にスタートする。 
予想より登⼭者が少なく AM10:00 甚之助避難⼩屋に到着。 
⾬が降り出し⼩屋の中はカッパを準備する⼈、 
⾷事をする⼈たちで賑わっていた。 
⼥性登⼭者から｢明⽇は晴れますか？｣の質問に 
思わず｢晴れます｣と⾔い切ってしまった。 
それから⿊ボコへ向かう。 ⾼⼭植物が綺麗だ。 

花たちに励まされ室堂に到着。 
受付をする登⼭客で満員、⾷堂でラーメンを⾷べホッとする。 
⾬の状態がひどいので⼤汝へ⾏くか迷ったが、どうしても 

⾏きたく PM2:00 に出発。 
登⼭道は川、そしてガス、久しぶりの⾬の登⼭、 

ミヤマクロユリ、コバイケイソウがすごく綺麗だ。 

気持ちよく歩いている⾃分にびっくり。 
PM3:00 過ぎに⼤汝峰に到着。 
⼩屋は綺麗で快適にすごすことが出来ました。 

翌朝 5 時過ぎに法螺⾙の⾳が聞こ
えた。 しばらくして⼆⼈の⼭伏
が⼤汝神社に御札を奉納し、 
これから別⼭に⾏くとのこと。 
⼆⼈は熊野⼤社の那智から修⾏中
とのこと、いい⼈に出会った、下
界に⾏くと良いことがありそうな 
気持ちになりました。 ⾬・ガス
なので砂防新道でゆっくり下⼭。 
PM1:00 別当出合着、思い出残る
⼤汝の⼭⾏でした。 
 

[⽂・写真：町⼝] 
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４．上⾼地⼭岳研究所集会  
⽇時  ： 令和元年 8 ⽉ 3 ⽇(⼟)、4 ⽇(⽇) 天気：晴れ 
メンバー ： 樽⽮(2 名) ⼤庭 織⽥ 埴崎 ⼤幡 堀 村上 東野 町⼝ 池本 澤村 塚⾕ ⽯川 中越 他 2 名 17 名 
 

8 ⽉ 3 ⽇、4 ⽇、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。 

3 ⽇は 7 ⼈組はゆっくり 
⼭研で休み、4 時までに⼭研
に戻ることにし、明神まで散
策する。 何度訪れても気持
ちの良いコースであり、⼜、
明神嘉⾨次⼩屋のイワナの
味も最⾼です。 

4 時すぎに⼭研に帰り、⼣⾷の準備、皆さん⼿伝ってくれて

スムーズに出来上がる。 
5 時頃に織⽥さんの差し⼊れでアユ、 
堅とうふを頂く。 さあ宴会だ！ 

今年も⼭研に来られて感謝です。 
⼆⽇⽬はゆっくりと過ごし、昼前

に上⾼地を出発、⾦沢へ向かう。 
途中、平湯で温泉に⼊る。 
⼭研の上⾼地は、私にとって何よ

りの楽しみとなっている。 
[⽂：町⼝・写真：堀] 

 

 
５．⽊曽 御嶽⼭ (3,067m)  
⽇時  ： 令和元年 9 ⽉ 15 ⽇(⽇）天気：朝〜午前中は快晴、昼頃より雲が上がってきた
ルート ： 御岳ロープウェイより往復 
参加者 ： 堀 2 名
 
 5 年前、2014 年(平成 26 年)9 ⽉ 27 ⽇ 11 時 52 分、それは突然起きた。 

御嶽⼭の地獄⾕付近にて噴⽕し、58 名が死亡、現在でも 5 名の⽅が⾏⽅不明となっている。 
朝に登⼭⼝を出発しちょうど⼭頂に着くのが 11 時から 12 時頃であり、今回も朝のロープウェイで登り、11 時に頂上に着いた。 
多くの登⼭者が頂上付近でお昼を⾷べたり写真を撮ったりし、くつろいでいる時間に噴⽕したため多くの犠牲者が出た。 
噴⽕以降、頂上付近への登⼭は禁⽌となっていたが、噴⽕から 5 年、⼭も落ち着いたとのことで、7 ⽉ 1 ⽇(⽉)から 

10 ⽉ 16 ⽇(⽔)まで⿊沢⼝登⼭道 ⼆ノ池上分岐から頂上までの登⼭道の規制が緩和されるとの情報を得た。 
天気予報を⾒ながら 9 ⽉ 15 ⽇に⼭⾏、ロープウェイの始発時間が 1 時間遅くなるので本当は 8 ⽉中に⾏きたかったのだが。。。 

 

 
 事前にネット情報などにて規制緩和が発表されているので 
登⼭者も多く混んでいるとの情報を仕込んでいた。 その為、前
⽇夜に出発し⽇付が変わった頃に御岳ロープウェイの駐⾞場に
到着、既に 6 割⽅埋まっている。 ⾃分たちも早速⾞中泊。 
 ウトウトしていると次から次へと⾞が来る。 朝起きて 5 時頃
に駐⾞場は満⾞、整理のおじさんは「今⽇は多い、昨⽇より早く
満⾞になった」と。 ロープウェイの始発が 7 時なのに既に並ん
でいる、急いで⽀度をして⾃分たちも列に並ぶ。 

あまりの⼈の多さにロープウェイは 10 分程早く運⾏開始、 
それでも⾃分たちは 30 分待でした。 
 でも今⽇は予報以上の快晴、頂上(剣ヶ峰 3,067m)もクッキリ 
⾒えて待時間も⻑く感じない。 

 
 ⼥⼈堂までは樹林帯の中の登⼭道で狭くて⼤渋滞、夜なら富⼠
⼭同様にヘッドランプの列となるであろう。 ⼥⼈堂でようやく
御嶽⼭の⼭容を⾒ることが出来るが、樹林帯を抜けるのでここか
らは岩⼭の本格的な登りとなる。  

〈快晴の御嶽⼭〉 

〈⼥⼈堂より〉 
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 ⽯室⼭荘まではさほどの傾斜も無いが、⿊岩を過ぎたあたりか
ら少しずつ傾斜がキツくなり岩の多い登⼭道となる。 
 ⽯室⼭荘直下では浮⽯も多くなり落⽯に気を付ける、さらに 
九合⽬の覚明堂まではかなり急となる、どちらもよくもこんな所
に⼩屋を建てたなと思う所。 九合⽬から上を⾒上げるとまだま
だ傾斜がキツく、ここでヘルメットを着⽤する。 
 出来れば⽯室⼭荘直下の登りからの着⽤をお勧めする。 
 ⾃分は⼤丈夫と思っていても落⽯の危険が⼤きい。 
 九合⽬からの急傾斜を登り切ると頂上 剣ヶ峰(3,067m)が⾒え 
程なく⿊沢⼗字路、⼀ノ池と⼆ノ池を⾒ることが出来るが、噴⽕
の影響で⼀ノ池は殆ど⽕⼭灰で埋まっている、⼆ノ池も 7，8 割
は埋まっており壊れた⼆ノ池本館も再建されたようである。 
 ここまで来ると⿊い噴⽯の⽋⽚や登⼭道の端に⽕⼭灰がコン
クリートの様に固まった場所など未だに噴⽕の⽖痕が⾒られる。 
 ⿊沢⼗字路からは頂上の⿃居も⾒えあとひと頑張り、頂上脇に 
異様な物が⾒えるが登ってみると、それは無⾻なコンクリートの
シェルターであった。 3 つで 90 名収容とのことであるが今⽇
の登⼭者数では全く不⾜していると思う。 
 無いよりはマシ、とりあえず置きましたとの⾏政の⾔い訳が聞
こえてきそうである。 ⿊沢⼗字路、⼆ノ池⼭荘付近、九合⽬や
もっと下の⽯室⼭荘あたりでも噴⽯は⾶んできているので景観
の問題もあると思うがもっと多く設置すべきだと思う。

 
 頂上までは最後の試練である⽯段、階段である、ここが⼀番 
キツイかも。 階段の⼿すりや燈籠も噴⽕の影響で壊れたり、 
曲ったり、⼿すり代わりでロープが張られ、頂上の御嶽神社 
奥社も⼀部新しくなっている。 

 いつ⼜噴⽕するかも、との思いであまり落ち着けなかったが 
それでも頂上に 30 分程滞在して下⼭にかかる。 

⼆ノ池、五ノ池⽅⾯にも廻りたかったが頂上の周回ルートや 
三ノ池から⼥⼈堂までのルートも規制されており通れず、 

おとなしく同⼀ルートを下る。 
 三連休で翌⽇も休みのためだろうか、昼過ぎの下⼭時もどん 
どんと登ってくる、ルートは登りと下りで⼤渋滞。 
 中には買い物⽤のエコバッグだけを持って登ってくる親⼦も 
いて驚く、しかも⾃分が下⼭時なので午後からである。 
 いかにロープウェイで途中まで来られるとしても 3,000m を越 
す⼭であり、⼥⼈堂からはルートも厳しくなる、なんと⾔っても 
5 年前に噴⽕、多くの犠牲者が出たことを忘れてはいないか、 
あまりにも軽装過ぎではと思う。 
 規制緩和の条件として必要な登⼭装備の携⾏とヘルメットの 
着⽤が推奨となっているが、どうだろう、ヘルメットの着⽤率は 
ほぼ半分から 6 割ぐらいか。 
 噴⽕で被災し救助を待つ間、持っていたツェルトを被って 
⼀晩ビバークし助かったとの記録もある。 
 必要な登⼭装備とはその様なものだろう、出番は少ないが緊急 
時には⽣死を分けることになる、多少かさばっても、重くなって 
も持たなければならない。 
 ⼥⼈堂からの下りはまだまだ登ってくる⼈が多く⼤渋滞。。。 

⼤渋滞で道を譲りながらも七合⽬の⾏場⼭荘へ、朝は出して 
いなかった看板があまりにも⽬⽴ったのでついつい写真に 
撮った、しかしお昼を⾷べて下⼭時であまりお腹も空いておらず 
スルーしてしまった、「ちからもち」次回はぜひ⾷べてみたい。 

 
 
 今回、⼤きなカメラやいかにも⾳声さんのマイクを担いだ 
放送局クルーや新聞社の記者、カメラマンに多く出会った。 
 噴⽕から 5 年で特集を組むため取材に登っているとのこと、 
残念ながら放送局は⺠放で新聞社も名古屋でした、⽯川での 
放送は無いようです。 
 
 
 

[⽂・写真：堀] 
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Ⅱ．⾏事等 報告 
 
１．⽉次集会 三⽔会  
 
⽇時  ： 令和元年 7 ⽉ 24 ⽇（⽔）  場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
参加者 ： 参加者 樽⽮ 津⽥ 中川 村上 埴崎 藤江 池本 東野 堀 9 名 
 

本来なら第三⽔曜は 7 ⽉ 17 ⽇ですが、東京オリンピック強化合宿の為に 7 ⽉上旬から会議室が使えなくなっておりました 
・20 ⽇に開催された親⼦登⼭座学は滞りなく実施されました 
・上⾼地⼭研集会 

  参加者が少なく（現１４名）来期から貸切りが難しくなるかも知れない来期からは通常の利⽤者扱いかも 
・親⼦登⼭教室 

  8 ⽉ 24 ⽇ ⽀部関係者の集合場所と時間を決める事とする 
① 集合場所 瀬名道の駅 
② 集合時 間 午前４時半 

  計画書では市ノ瀬６時発バスに搭乗し別当出合にて集合（点呼集⾦など） 
  バスが混むので市ノ瀬到着したら点呼なしで別当出合に上がってもらう 
  以上、特に変更はない 
 
 
⽇時  ： 令和元年 8 ⽉ 21 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 岡本 村上 埴崎 ⽥中 藤江 池本 堀 ⼋⼗嶋 町⼝ 12 名 
 

⽩⼭親⼦登⼭が⽬前になり、実⾏委員会として参集した、天候が気になるが⾦曜⼣刻には実⾏可否を決定することとした 
 
 
⽇時  ： 令和元年 9 ⽉ 18 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 村上 藤江 藤井 織⽥ 埴崎 堀 池本 10 名 
 
会務報告事項 
① 事務局から上⾼地⼭研集会・⽩⼭親⼦登⼭教室の会計報告 

③  ⽀部⻑より⽩⼭親⼦登⼭教室参加家族に会員が撮った画像をＤＶＤに焼いて送付した 
④  10 ⽉予定の⾃然観察会は現状参加者が少ないので中⽌とするがと提案あり、検討の末、中⽌とする。 

 
その他伝達事項 
① 11 ⽉の 5 ⽀部合同懇親⼭⾏は参加者（6 名）にて細部は 10 ⽉三⽔会で決める 
    案１ 樽⽮⾞＞埴崎＞池本＞村上・⼤幡＞安⽥宅へ回る、時間は後⽇ 
 
② Ｒ02 年 2 ⽉実施予定の 5 ⽀部スキー⼭⾏については素案を開⽰して検討 
  ⼀部添削があるので、織⽥担当にて再度確認とする、計画は当⽉末の⽀部連絡会で対象⽀部へ開⽰することとする 
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Ⅲ．今後の予定 
 
１．⾏事予定  

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。 

令和元年 (2019 年 10 ⽉〜2020 年 3 ⽉) 

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 

11 ⽉ 9 ⽇(⼟)〜 
10 ⽇(⽇) 

本部・ 
他⽀部事業 

5 ⽀部合同懇親⼭⾏（富⼭⽀部） 
9 ⽇：富⼭県⼊善町船⾒ バーデン明⽇(アケビ） 

に集合、宿泊 電話０７６５−７８−２５２５ 
講演：佐々⽊泉⽒(⿊部峡⾕ 阿曽原温泉⼩屋 
経営者)、参加費は 15,000 円 

10 ⽇： 
⼤鷲⼭登⼭（北アルプス最北端） 

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) 
旧中宮スキー場 上部無名峰を予定 
宿泊：吉野⾕セミナーハウスを予定 

⽯川⽀部 

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（令和元年）度 

・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(令和元年)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。 
・11 ⽉は⼭祭り集会、4 ⽉は令和元年度総会、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 

            
 
 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/ 
 
 2019 年 8 ⽉ 1 ⽇に富⼭県清⽔岳で発⽣した 70 代夫婦の遭難・捜索に富⼭県警が出動

し同⽇午後に 1 時間程ヘリコプターを使⽤して⽬視の捜索を⾏ったが発⾒できず、しかし同⽇夜にココヘリ会員で
あることが分かり、翌⽇にココヘリ受信機を使⽤し捜索したところ、わずか 15 分で発⾒に⾄り、無事救助されたと
の事案がありました。 
 富⼭県警も「熟練の⼭岳警備隊員でも⾁眼では限界がある」とし、強⼒な“助っ⼈”として本格運⽤を検討している。 
 昨年の⼭研から明神岳に向かい⾏⽅不明となった事案、ココヘリを持っていれば早期に発⾒出来た様です。 

今回の富⼭県での事案は幸い発⾒されました、この⼀年間でココヘリで 20 件以上の発⾒件数とのこと、⾝近でも
ココヘリの有効性が感じられるようになっています。 この機会にココヘリに⼊会されては如何でしょうか。 
 
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 程度を⽬処に編集しています。 
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 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。 
 
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．⽥中会員 信州登⼭案内⼈試験 合格  
 ⽀部会員でプロガイドの⽥中会員より「信州登⼭案内⼈試験」に合格されたとの連絡を頂きました。 
 多分、⽯川県では初めてでは、実技より筆記試験が難関であったとのこと。 
 北アルプス、⼋ヶ岳⽅⾯へ⾏かれる⽅、ガイドをお願いされては如何でしょうか。 
 
10．⼭と渓⾕ 10⽉号 記事掲載のお知らせ  
 ⼭と渓⾕ 10 ⽉号に秋の医王⼭の記事と写真の依頼が有り、⽯川⽀部より写真：藤井・⽂：堀にて協⼒しました。 
 「室⽣犀星の医王⼭」がメインテーマですが、提供した写真が栄えて、⽂章とコースガイドも⼭と渓⾕社のプロの
⽅に直されましたが、ページ全体としてはまとまった良い感じに仕上がっています。 
 10 ⽉下旬頃まで販売されていますのでぜひご覧になって下さい。 
 
 編集後記  

暑い夏も終わり、ようやく涼しくと思っていましたが、 
今年は残暑厳しくまいっています。 

それでも確実に季節は進み、北海道旭岳では 1m 程の積雪が 
あるとのこと、これからの⼭⾏計画を⽴てられる場合は、 
降雪を前提に装備の準備と計画を⽴てて下さい。 
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