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Ⅰ．計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告 
 

１．奥医王⼭(939m)  
⽇程  ： 令和 3 年(2021 年)2 ⽉ 13 ⽇(⼟) 
ルート ： ⾒上⼭荘から奥医王⼭経由菱池⼩原 
メンバー ： 織⽥ 単独 
 

去年の暮から腰と⾜が痛く、2 か⽉以上何もトレーニ
ングをしていませんでした。 2 ⽉になりようやく痛み
がとれたので、我が家から⽚道５キロある⼤乗寺丘陵公
園まで 2 回歩き、⾝体の調⼦が戻ってきたので、奥医王
⼭に⾏って来ました。 今シーズン初めての⼭⾏です。 

⾒上⼭荘の道路横の駐⾞場は、⼟曜⽇と好天のために
既に満⾞状態だったが、まだ５，6 台停められる余裕が
あった。 林道は、キャンプ場までは所々雪がなく露出
しており、4 輪駆動⾞なら⾏けそうであったが、⾞の⼊
った跡は無かった。 ⻄尾平で⼩休憩し、しらが⾸まで
林道を歩きそこから登⼭道を登る。 登⼭道は、トレー
スがしっかりついていて、雪も緩んでなくかんじきを履
かなくても快適に登れた。 

⽩⺎⼭の⼭頂で少し休んでから蛇尾⼭を越え⼣霧峠ま 
で⾏く。 ⼣霧峠からは、奥医王に登る⼈は少なく急登
なので、⾜元が定まらず登りづらい。 

凍っているときは、アイゼンが欲しところだ。 

  

 
 
 奥医王⼭頂で昼⾷をとっていると、⼩原から年配の男
性⼀⼈が登ってきた。 聞くと栃尾から登って来たとい
う。 私は栃尾からはまだ登ったことがないので、雪が
無くなったら登ってみようと思った。 ⼩原に下りるに
は、温かいため雪も緩んできたのでかんじきを履いた。 

天気が良く久し振りの雪⼭を楽しめた。 午前中は雪
がしまっていてかんじきを履かなくても落ちこまなかっ
たので快適に歩けた。 

今春のこれからの⼭⾏の予定は、奥獅⼦吼⼭、鷲⾛ヶ
岳、⼝三⽅岳、取⽴⼭、鈴ヶ岳・⼤⽇⼭、⾚兎⼭・⼤⻑
⼭、三輪⼭。⽼⾻にムチ打ちます。 
コースタイム 
⾒上⼭荘  8：15 
⻄尾平  9：03 
⽩⺎⼭  10：03 
⼣霧峠  10：42 
奥医王⼭  11：25〜11：45 
菱池⼩原  13：14 

[⽂・写真：織⽥] 〈⽩⺎⼭〉 

〈⼣霧峠〉 〈奥医王⼭〉 
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２．四阿⼭(2,354m)  
⽇時  ： 令和 3 年 2 ⽉ 22 ⽇(⽉) 
ルート ： 旧あずまや⾼原ホテル登⼭⼝〜四阿⼭ピストン 
メンバー ： 藤井、中川 2 名

久しぶりの３連休だが、どの⼭も強⾵と⼟⽇は密にな
るので、⾵が若⼲弱い⽉曜⽇にと決め⾦沢を３時に出発。  

今回は、根⼦岳周回はしないので、旧あずまや⾼原ホ
テル登⼭⼝から。 ７時過ぎに駐⾞場に到着。 すでに
数台の⾞あり。 快晴の中８時前にスタート。 気温も
氷点下、雪もしまって歩きやすい。 

⽇差しが強いのですぐに暑くなる。 しばらく牧場を
進み、⽩樺とカンバの林に⼊る。 ⻘空に映える。 

 
 

 
トレースもしっかりで⼟⽇は凄い⼈が歩いたのだろう。 
久しぶりの2000m越えの⼭なのでゆっくり進むがやは

り呼吸が苦しい。 皆さんに抜かされていく。 
斜度がある程度になったのでアイゼン装着。 
今⽇は快晴たが、後⽴⼭、頸城⼭塊は霞んではっきり

⾒えず、浅間⼭は時折噴煙をあげていた。 シラビソの
林を過ぎれば根⼦岳との分岐。あとひと登り。 

⼭頂は雪の為更に狭く、⾵もあったので、少し下った
所で浅間⼭、根⼦岳を眺めながら休憩。 霞がなかった
ら絶景だっただろう。 帰りの運転もあるので下⼭開始。 
浅間⼭のガトーショコラも遠くから確認できた。 

牧場歩きは⻑く、雪が緩み、踏み抜き地獄に加え⽇差
しが強く暑さが堪える。 

15 時過ぎに駐⾞場に到着。平⽇の為、とても静かな 
⼭⾏きだった。 

 
 

 
 

 
 

[⽂・写真：藤井] 
 
 
 

〈四阿⼭〉 

〈四阿⼭(上)〉 〈⼭頂までひと登り〉 〈⼭頂までひと登り〉 

〈根⼦岳〉 

〈⻘空に映える⽩樺とカンバの林〉 
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３．⼤倉岳(651m)  
⽇時  ： 令和 3 年 2 ⽉ 28 ⽇(⽇) 快晴 
ルート ： ポッポ汽⾞展⽰館〜⼤倉岳〜スキー場へ周回 
メンバー ： 堀 単独 
 

県境を越えない所でストレス発散、リフレッシュ。 
若い頃スキーでは⾏ったが頂上まで⾏ってなかった⼤倉
岳へ。 今⽇は気温が上がる予報、朝から薄着でスター
トするがやはり暑い、途中で⼀枚脱ぐ。 

雪は有るような無いような、陽当たり良好の場所は雪 
が無い、作事峰・ほとけ峠の分岐あたりから雪が続くよ 
うに。 頂上の標柱は周囲が溶けてかろうじて⼤倉まで 
読める。 本⽇は快晴のため頂上に着くと眩しい、眩し 
すぎて景⾊が霞む。 ⼤倉岳は何故か頂上の東屋の中に 
⽅位盤が設置されているが⾝⻑ほどの積雪があるので 
東屋に⼊ると景⾊が⾒えない、無雪期⽤の⽅位盤かと。 

予定より早く周回できた、下⼭は⼤倉岳スキー場のゲ
レンデを⾛って下⼭。 ⼀応、リフトのおっチャン(失礼、
係員さんです)に許可を得ました。 

でも実はスキー場からポッポ汽⾞展⽰館まで 30 分程 
⾞道を歩く必要がある。 ので、荷物にはなるがトレッ
キングシューズを持って⾏った。 

スキー場の駐⾞場で靴を履き替え、皆様オススメです。

 

 
 

 
 

 
 
コースタイム 
8:23    ポッポ汽⾞展⽰館登⼭⼝スタート 
10:09〜10:20  頂上着 
11:07   スキー場トップ着 
11:23   スキー場駐⾞場に下⼭ 

[⽂・写真：堀] 
  

〈ポッポ汽⾞展⽰館登⼭⼝〉 

〈スキー場よりの⼤倉岳〉 

〈トレッキングシューズに履き替え〉 

〈東屋内の⽅位盤〉 

〈⼤倉岳頂上標柱〉 
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Ⅱ．⾏事等 報告 、その他 案内・連絡 
 

１．会務報告  
 感染拡⼤を防⽌の為、施設利⽤の⾃粛が要請されていますが、三⽔会は少⼈数にて開催しています。 
・三⽔会 令和 2(2020)年 10 ⽉ 21 ⽇(⽔) 19 時から 
  参加 樽⽮ ⼤幡 堀 ⼋⼗嶋 村上 埴崎 池本 ⼤庭 藤井 ⽥井  １０名 

藤井会員の夏⼭⾏写真をプロジェクターにて披露 
全国⾃然保護集会が開催されるが、⽀部からは不参加とした 
個⼈⼭⾏計画 新潟焼⼭ （のち⾬で中⽌） 

・三⽔会 令和 2(2020)年 11 ⽉ 18 ⽇(⽔) 19 時から 
参加 樽⽮ ⼤幡 堀 ⽥井  ４名 

     古道調査その後の報告 
・三⽔会 令和 2(2020)年 12 ⽉ 16 ⽇(⽔) 19 時から 
 参加 樽⽮ ⼤幡 堀 ⼋⼗嶋  ４名 

会員への連絡⽅法に LINE を使ってどうかと、⽯川⽀部グループを作成して参加してもらうなど 
事務局から各位へ案内メールをするとした 
来期の予算計画。事業計画を策定 事務局から 1 ⽉に本部へメールにて提出する 
令和 2 年は⽀部費など集めたが何も還元できなかったので、令和 3 年度は考慮するとした 

・三⽔会 令和 3(2021)年 1 ⽉ 20 ⽇(⽔) 19 時から 
 参加 樽⽮ ⼤幡 堀 藤井  ４名 
・三⽔会 令和 3(2021)年 2 ⽉ 17 ⽇(⽔) 19 時から 
 参加 樽⽮ ⼤幡 堀 藤井  ４名 
  役員会とした。 総会準備の為、総会議事等について⾏けん調整・審議 
・三⽔会 令和 3(2021)年 3 ⽉ 17 ⽇(⽔) 19 時から 
 参加 樽⽮ 堀 埴崎 村上 ⽥中 ⼋⼗嶋  ６名 
 
 
２．令和３年度総会 「令和２年)報告、令和３年度計画」 
 ・4 ⽉ 3 ⽇ (⼟） 14:00〜15:00  場所 ：⾦沢市総合体育館 第１会議室 
  令和３年度総会「令和２年)報告、令和３年度計画」 
   三密を避けるために、三⽔会にて使⽤している第 3 会議室(定員 25 名)ではなく、 
   定員 100 名の第１会議室を会場とし、3 ⼈テーブルに 1 ⼈着席とし、マスク着⽤、アルコール⼿洗いを 
   実施し、総会を開催します。 
   出席される⽅は感染防⽌対策を⾏って出席下さい。  
   出席されない⽅は議決権⾏使書及び出⽋の提出をお願いします。 
 
 
３．退会  
 本年３⽉末にて３名の⽅が退会されました。 
 ⻑年にわたり⽀部への貢献ありがとうございました。 

・11967 ⻄嶋 錬太郎 
・12541 ⾕路 ⼀昭 

 ・A0119 中嶋 ⼤介 
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Ⅲ．今後の予定 

１．⾏事予定【総会にて承認予定】 
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。 
2021 年度（令和３年度）⽯川⽀部事業計画案  ２０２１年(令和３年度)４⽉度〜２０２２年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３⽇(⼟) 共益 令和３年度定期総会 ⾦沢市総合体育館 事務局 
4 ⽉ 11 ⽇(⼟)、 

(予備⽇)12 ⽇(⽇) 共益 オンソリ⼭【⽉例⼭⾏】 
カタクリ⾃然観察会 ⽩⼭瀬波キャンプ場 ⾃然保護委員 

埴崎、事務局 

 本部・ 
他⽀部事業 ⼩島烏⽔祭  ⾹川県⾼松市 本部・四国⽀部 

4 ⽉ 2５⽇(⽇) 公益 久弥祭・富⼠写ヶ岳登⼭【⽉例⼭⾏】 枯淵駐⾞場特設会場 ⼭⾏委員･事務局 
5 ⽉ 29 ⽇(⼟)  
(予)31 ⽇(⽇) 公益 ⽕燈古道・不惑新道整備【⽉例⼭⾏】 登⼭⼝〜⽕燈⼭〜 

富⼠写ケ岳 
登⼭道整備委員 

⼤幡 

6 ⽉５⽇(⼟) 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 26 ⽇(⼟)  
(予)27 ⽇(⽇) 公益 杉峠道登⼭道整備【⽉例⼭⾏】 三ツ⾕〜杉峠 登⼭道整備委員 

織⽥ 
7 ⽉ 10 ⽇(⼟) 共益 ʻ71 テイリッチミール登頂５０周年記念 未定 未定 
7 ⽉ 17 ⽇(⼟) 公益 ⽩⼭親⼦登⼭座学研修【⽉例⼭⾏】 キゴ⼭、ふれあいの⾥ ⼭⾏委員･事務局 

７⽉ 31 ⽇(⼟)〜 
8 ⽉ 1 ⽇(⽇) 公益 ⽩⼭親⼦登⼭教室【⽉例⼭⾏】 ⽩⼭ 

砂防新道・室堂・エコー 
⼭⾏委員 
事務局 

9 ⽉ 25 ⽇(⼟)〜 
26 ⽇(⽇) 本部 ⽀部合同会議（⽀部⻑・事務局⻑） 主婦会館プラザエフ   

リモート参加 ⽀部⻑・事務局 

10 ⽉ 共益 【⽉例⼭⾏】 ⼭域未定 登⼭技術研修会と兼ねる ⼭⾏委員･事務局 

⽇程は未定 共益 五⽀部合同懇親⼭⾏（⽯川⽀部主催） 
【⽉例⼭⾏】、【⼭祭り】共催 

宿泊場所未定 
オンソリ⼭ 

⼭⾏委員 
事務局 

12 ⽉４⽇(⼟) 本部 ⽀部⻑会議・年次晩餐会（開催は未定） 本部（１２⽉第⼀⼟曜⽇） 本部・事務局 
12 ⽉ 共益 【⽉例⼭⾏】 ⼭域未定 雪⼭技術研修会と兼ねる ⼭⾏委員･事務局 

2021 年 1 ⽉ 共益 【⽉例⼭⾏】 ⼭域未定 雪⼭技術研修会と兼ねる ⼭⾏委員･事務局 
2 ⽉ 共益 【⽉例⼭⾏】 ⼭域未定 雪⼭技術研修会と兼ねる ⼭⾏委員･事務局 

3 ⽉ 共益 
⽩⼭開⼭ 泰澄⼤師ゆかりの越前五⼭ 

越知⼭(613m)、⽂殊⼭(365m)、吉野ヶ岳(蔵王⼭)(547m)、
⽇野⼭(795m)、⽩⼭(2702m)【⽉例⼭⾏】 

⽩⼭(2702m)を除き、 
4 ⼭を散策 

⼀⽇ 2 座も可能 

⼭⾏委員 
事務局 

2 ⽉  共益 5 ⽀部スキー⼭⾏(福井⽀部主催) 未定 福井⽀部 

⽉次第三⽔曜 共益 

【⽉例集会】三⽔会 
4 ⽉ 21 ⽇､5 ⽉ 19 ⽇､6 ⽉ 16 ⽇､7 ⽉ 21 ⽇､8 ⽉ 18 ⽇､
9 ⽉ 15 ⽇､10 ⽉ 20 ⽇､11 ⽉ 17 ⽇､12 ⽉ 15 ⽇､2022

年 1 ⽉ 19 ⽇､2 ⽉ 16 ⽇､3 ⽉ 16 ⽇を予定 

⾦沢総合体育館 事務局 

 共益 ⽀部報発⾏（年２回） 9 ⽉・３⽉ 事務局 堀 兼務 
 共益 役員会議 必要の都度 事務局 

 
 
 
 編集後記  

⽯川県での感染者は減少している様に⾒受けられますが、 
突発的にクラスターが発⽣するなどまだまだ注意が必要です。 
 ⾸都圏では緊急事態宣⾔が解除され、開放感や気の緩みで 
感染者数が下げ⽌まり傾向です。 
 多くの登⼭者が集まる⼈気の⼭域に⾏かれる場合は感染対策を 
しっかりと⾏い⼗分に注意して下さい。 
 ⼜、今シーズンは積雪が多かったのですが雪解けも早く、 
既に４⽉後半５⽉の頃の様⼦の春⼭になっています。 

各地で雪崩による事故も頻発していますので⾃由分に注意して 
安全に⼭を楽しんで下さい。 

⽇本⼭岳会 ⽯川⽀部報 
発⾏⽇ 2021 年(令和 3 年)3 ⽉ 31 ⽇ 
発⾏者 公益社団法⼈ ⽇本⼭岳会 

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 
E-mail isk@jac.or.jp 
HP  https://jac-isk.com/index.html 


