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Ⅰ．計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告
１．富⼠写ヶ岳⽅位盤修理
⽇時

：

4 ⽉ 3 ⽇(⽔)、4 ⽉ 7 ⽇(⽇)、4 ⽉ 13 ⽇(⼟)

参加者

：

中川、織⽥、⽥井、⼤幡、⼤庭、下坂 他団体等 10 名

新年早々に⽅位盤が壊れているとの情報が⼊った。
この⽅位盤は我々⽯川⽀部も協⼒して担ぎ上げ設置したもの
であり、富⼠写ヶ岳を訪れた際には⽅位盤と深⽥久弥の笑顔に
登⼭の疲れも癒やされていた。
早速、関係者で集まり修理を⾏う段取りとなり 4 ⽉ 3 ⽇を予定し
た。 しかし予定した 3 ⽇(⽔)の作業は天候が悪く 7 ⽇に変更し
ていたが、仕事の都合ある⽅々で少しだけでもと、急遽 3 ⽇(⽔)
に⽔とセメントを運び上げた。
道具類などの運搬と作業で、7 ⽇(⽇)に実施、⽅位盤台座にセ
メント詰めの作業を⾏った。 ⾬が⼀時降ったものの滞りなく作
業ができた。 セメントの硬化後に⽅位盤を接着して修復完成と
なる。 13 ⽇(⼟)に道具等の荷下ろしなどの最後の作業を⾏っ
た。

[富⼠写ヶ岳⽅位盤修理 ⽂・写真：⼤庭、⼤幡、堀(編集加筆)]

-1-

２．第 23 回 久弥祭と富⼠写ヶ岳登⼭
⽇時 ： 4 ⽉ 28 ⽇(⽇)

天気：晴れ

ルート

： 久弥祭 久⾕ダム広場、枯淵コース〜我⾕コース

参加者

： 樽⽮(夫妻) ⼤幡 ⼤庭 下坂 中川 池本 町⼝ 村濱 塚⾕ 堀 11 名

晴天の中、第 23 回久弥祭に参加。
⽂頭に敢えて「晴天」と記したが⾃分が参加した久弥祭の記憶
は晴天しかない。 晴れの特異⽇か、いや、深⽥久弥が久弥祭に
合わせて晴れを演出しているのであろう。
久弥祭が⾏われる久⾕ダム広場の桜は終わりかけかと思った
が、ど根性で幹から直接咲いている花があった、晴れと同様に
久弥祭に合わせて開花したのか。
久弥祭には⽯川⽀部より 11 名が参加、他の団体個⼈あわせて
50 名以上の参加者で厳粛に盛⼤に執り⾏われた。
久弥祭後は⽯川⽀部の⾯々は枯淵コース、我⾕コースと⼤内か
ら不惑新道組とに分かれて富⼠写ヶ岳に登⼭を⾏う。
⾃分は枯淵コースからに参加したが、枯淵コースは急傾斜が
多く北側斜⾯に⾯しているため昨⽇の⾬が乾いておらず少々
ぬかるんでいるところもあった。
下⼭の時間を考えると枯淵コースを下るのはリスクが⼤きい
のではとの意⾒、と⾔うのは技術的には問題ないがぬかるみで
スリップすると泥だらけになることから我⾕コースへ下⼭との
意⾒が。 しかし我⾕コースから枯淵コースの登⼭⼝へは⾞道を
歩いて 50 分程かかる。
その様な会話をしながら頂上に到着、しかし、すごい⼈、各
コースからの登⼭者で⽴席状態。
空いた場所を⾒つけて軽⾷とコーヒータイムとした。
今回の⽬的はもう⼀つ、修理されたばかりの⽅位盤の確認で
ある。 実は今冬に凍結により⽅位盤が損傷、4 ⽉初旬に⽯川⽀
部有志も参加し資材のボッカ、修理、荷下ろしに協⼒して修理
されたばかりである。 2016 年度に⾃分もお⼿伝いをして担ぎ
上げた⽅位盤でもあり愛着がある。
その⽅位盤で登⼭者の皆さんが記念写真を撮り、⽅位盤を⾒な
がら⼭座同定をしており混んでいたので空いてから⽅位盤が
無事であることを確認した。
頂上には⽯川⽀部の⾯々も到着、皆さんと会話をしていると
S 会員が我⾕コースから登ってきたとのこと、久弥祭に参加され
て久⾕ダムに駐⾞していたのでは？
なんと、久弥祭終了後に我⾕登⼭⼝に⾞を移動したとのこと。
これはラッキー、我⾕登⼭⼝から久⾕ダムに送ってもらうこと
をお願いし快諾！？ して頂き、我々も我⾕コースを下り便乗
させて頂いた。

[久弥祭と富⼠写ヶ岳 ⽂・写真：堀]
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３．公益事業 登⼭道整備 富⼠写ヶ岳 不惑新道
⽇時

：

令和元年５⽉２５⽇（⼟曜） 天気：晴れ

ルート

：

⼤内より

メンバー ：

⼤庭 ⼤幡 織⽥ 町⼝ ⽥井 樽⽮ 中越 鎌⽥（⼀参加者 般参加）８名

ＡＭ７時、⼤内駐⾞場集合 ⼤幡さんから本⽇の作業箇所の
説明がある、⼤庭会員が事前に作業区域を三分割して⾚布でマー
キングをしてあるとのこと、気温が⾼くなるようなので、今回は
最深部を集中的に⾏うこととした。
綺麗になった⽕燈古道の標識カンバン前から出発、快晴の中
気持ちよく登れる。 ⼩倉⾕⼭でＡＢ２班に分かれ、草刈（刈払
機３台）を開始する。 Ａ班（織⽥会員）は富⼠写ヶ岳と⼩倉⾕
⼭稜線の最低鞍部の⼿前７８３ｍ付近より⼩倉⾕⼭⽅向へ刈り
上がる、⼤幡会員はその⼿前から刈り進む、⽥井会員はその⼿前
から刈り進んでいく。 おおよそ１２時には当初⽬標部分は予定
通り完了し本⽇の整備は完了とした。 昨年と同じ稜線の⽊陰
（８２０ｍ付近）で全員集合し昼⾷をとる。 今回は皆さんに
トン汁と⻨茶を提供し、和やかな時間が過ぎる。
ＰＭ１時過ぎに全員下⼭開始・・・・が、昨年同様に⾜に違和
感、けいれんが、、、 漢⽅６８、スプレー、⽔、樽⽮⽀部⻑に
助けを受けつつ少しずつ下⼭。 熊の平で⽥井会員の助けもあり、
ＰＭ５時に登⼭⼝に帰着した。 皆さん待っててくれて「感謝・
感謝」「ありがとうございます」−−−。
⼭を⽢く⾒てはならないと次回は体調万全・給⽔・塩分補給で
挑みたい。
[⽂：町⼝]

整備に参加された会員並びに⼀般参加の鎌⽥⽒に感謝いた
します。 ５⽉としては異常と⾔うほかない暑さの中での作業は、
その場所まで⾏く⾏程の⻑さと⽇蔭の全くない稜線での作業は
思いのほか体⼒を消耗するものです。
その中での作業に感謝するとともに怪我や事故が無く無事に
完了できました事が何よりです。
作業中にすれ違う登⼭者から「ご苦労様」「ありがとう」と声
を掛けられるのも思いの外の励みと喜びになります。
全国の登⼭道はこのようにして維持守られている事を改めて
思う次第です。
会員各位もできる範囲での登⼭道整備に参加協⼒され、その達
成感を共有できたらと思います
次回は６⽉２９⽇（⼟曜）杉峠登⼭道整備です、ふるって
ご参加ください。
[⽂・写真：樽⽮]
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４．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。
5 ⽉ 5 ⽇(⽇)

医王⼭ ⻄尾平〜⼭頂 太⽥ 3 名

5 ⽉ 11 ⽇(⼟)

刈安⼭(クマ餌調査 杏・ブナ花落下数)

5 ⽉ 15 ⽇(⽔)

勝⼭市 バンビライン 2 名

5 ⽉ 19 ⽇(⽇)

⼩松市観⾳下町・観⾳⼭と⻄俣・蓮如⼭〜鷹落⼭ 4 名

5 ⽉ 21 ⽇(⽕)

那⾕アンテナ⼭、刈安⼭(クマ餌再調査 杏・ブナ花落下数)

4名

4名

Ⅱ．⾏事等 報告
１．平成 31 年度 総会
開催⽇

平成３１年４⽉１３⽇（⼟曜⽇） １６時より

場 所

⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス

参加者

樽⽮⽀部⻑、⼤幡副⽀部⻑、藤井会計、津⽥顧問、中川顧問、澤村、岡本、織⽥、多野、藤江、⼤庭、
⾼⽥、村上(会計監査)、⽥中、埴崎、井村、東野、⻑清、尾⼭、塚⾕、下坂、安⽥、町⼝、堀(事務局)
出席２４名、委任状提出１７名 計４１名（⽀部議決権者数４３名）

会友 中越、⿊崎、村濱 3 名

総会時に配布しました資料に⼀部間違いがありましたので訂正し、5 ⽉ 27 ⽇に会員宛てに再配布しております。

２．⽉次集会 三⽔会
⽇時

： 令和元年 5 ⽉ 15 ⽇（⽔）

場所

： ⾦沢総合体育館第三会議室

参加者

： 樽⽮ ⼤幡 堀 池本 埴崎 ⽥井 ⼋⼗嶋 藤井 藤江 町⼝ 中嶋 １１名

令和での最初の三⽔会集会です
協議案件①
今回は夏に実施予定の⽩⼭親⼦登⼭教室の募集チラシが完成したので、参集各位にお願いして配布してもらう事とした。
全５００部。 ちなみの会場である⾦沢総合体育館にも置かせてもらう。
既に数組の申込と問い合わせがあると事務局から報告、正式には 5 ⽉ 16 ⽇からＨＰを初めてして募集を開始する事とした、
今年は応対メンバー確保が厳しいので、事務局にて想定定員になり次第締切とするとした。
協議案件②
登⼭道整備 不惑新道は 4 ⽉下旬の事前調査により⼩倉⼭から最低暗部までの部分を集中的に草刈整備が必要であると報告
2 班に分けて移動し、上下から整備をするとした、班構成については当⽇調整する
また、⽀部外からの応援⼈員があるかもと⾔うことで、⼈数などの確認をする
さらに応援の⽅々にカップみそ汁を準備したいと委員⻑から申し出あり今回の参加者（⽀部員や⼀般）全員分を⽤意すると
した。味噌汁⽤にコンロ・⽔・やかんを準備し、整備器材と共に現地まで荷揚げする。
協議案件③
沢登り（⼩倉⾕遡⾏） 計画書が出たので 15 ⽇メール配信 実施⽇が 18 ⽇なので締め切りを 17 ⽇昼とした
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協議案件④
8 ⽉上⾼地⼭研集会 8 ⽉ 3 ⽇ 4 ⽇実施予定 すでに⼭研は予約内⽰を⼊れてあるが予約⾦ 1 ⼈ 1,000 円 20 ⼈分を
近⽇中に⼭研⼝座へ送⾦する、⼊⾦後正式に予約成⽴ 会計的には⽴替処理が現状では望ましい。
協議案件⑤
5 ⽀部スキー集会 令和２年 2 ⽉中旬予定
⼝頭協議にて、宿泊は吉野⾕セミナーハウスとし、旧中宮スキー場横林道を終点まで、スキー・かんじきで登る案が良い
のではと、旧瀬名スキー場は⽴⼊が禁⽌されていると⾔うことで降雪状況で林道往復となる可能性もある。

⽇時

： 令和元年 5 ⽉ 15 ⽇（⽔）

場所

： ⾦沢総合体育館第三会議室

参加者

： 樽⽮ 中川 ⼤幡 堀 池本 埴崎 岡本 ⼋⼗嶋 藤井 藤江 町⼝ 村上 安⽥ １3 名

今回の三⽔会は第 5 回⽩⼭親⼦登⼭の準備会とした。
・現時点で 8 組 18 名となっている、3 班の編成を検討、あと 1 組 2 名か今週末で締め切りとしたい。
・⽀部員参加確認 11 名＋本部より 2 名参加、親⼦参加 18 名で総勢 31 名、室堂の予約が 35 名なので予定通り。
・参加者委嘱状の発⾏必要。
・7 ⽉ 20 ⽇の座学とキゴ⼭の計画書と講習会テキスト及び 8 ⽉ 24 ⽇、25 ⽇の⽩⼭登⼭の計画書の作成必要。
・

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 7 ⽉〜2020 年 3 ⽉)
実施予定⽇

事業

(⾏程及び予備⽇)

区分

内容・⽬的

⼭域・場所

担当

⾃然保護全国集会

埼⽟⽀部

⾃然保護委員会

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

公益

⽩⼭親⼦登⼭座学研修

ふれあいの⾥、キゴ⼭

事務局

共益

上⾼地⼭岳研究所集会

上⾼地⼭岳研究所

事務局

公益

⽩⼭親⼦登⼭教室

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

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

7 ⽉ 6 ⽇(⼟)〜

本部・

7 ⽇(⽇)

他⽀部事業

7 ⽉ 20 ⽇(⼟)〜
24 ⽇(⽔)
7 ⽉ 20 ⽇(⼟)
8 ⽉ 3 ⽇(⼟)
4 ⽇(⽇)
8 ⽉ 24 ⽇(⼟)〜
25 ⽇(⽇)
9 ⽉ 21 ⽇(⼟)〜
23 ⽇(⽉)
9 ⽉ 28 ⽇(⼟)〜
29 ⽇(⽉)

⽩⼭
（砂防新道・室堂・エコー）
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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

5 ⽀部合同懇親⼭⾏（富⼭⽀部）
11 ⽉ 9 ⽇(⼟)〜

本部・

10 ⽇(⽇)

他⽀部事業

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

10 ⽇：

富⼭⽀部

⼤鷲⼭登⼭（北アルプス最北端）

事務局

経営者)、参加費は 15,000 円
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

共益

⼭祭り集会

⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス

事務局

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

共益

雪⼭⼊⾨

体育館など

⼋⼗嶋・事務局

共益

5 ⽀部スキー⼭⾏(⽯川⽀部)

共益

⽉例集会 三⽔会（4 ⽉/１１⽉は無し）

共益

⽉例⼭⾏

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

11 ⽉ 30 ⽇(⼟)〜
12 ⽉ 1 ⽇(⽉)
12 ⽉ 7 ⽇(⼟)
2020 年
1 ⽉〜3 ⽉
2 ⽉ 15 ⽇(⼟)〜
16 ⽇(⽉)

未定

⽯川⽀部

(候補：中宮⼭、三村⼭、松尾⼭)

5/15,6/19,7/24,
8/21,9/18,10/16,
12/18,1/15,2/19,

⾦沢総合体育館

事務局

3/18
⽉次⼭⾏委員会

２．⽉次集会 三⽔会
２０１９年（令和元年）度
・7 ⽉ 24 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。

注意：変更となっています。
⾦沢市総合体育館が「7 ⽉ 1 ⽇(⽉)から 7 ⽉ 18 ⽇(⽊)の期間、オリンピック事前合宿
(ウエイトリフティング競技フランス選⼿団)での使⽤のため、終⽇施設の利⽤ができません。
」
・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(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

-8-

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
これまで永き渡り会に貢献して頂きましたが 5 ⽉ 4 ⽇をもって前川⽒が退会されました。
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。
・前川 陽

近年⽀部活動に参加する機会が少なくなったとのことです。

１０．訃報
⽯川⽀部にて御活躍されました⾺場勝嘉⽒が逝去されましたのでご報告いたします。
⾺場 勝嘉 様（２６７４）９４歳

⽯川⽀部 永年会員

平成２１年度秩⽗宮記念⼭岳賞 受賞
書籍 「ヒマラヤ登⼭記録集成」
（全２巻）
２０１９年６⽉１３⽇逝去されました。
通夜：６⽉１４⽇(⾦) １９時〜 、 葬儀：６⽉１５⽇(⼟) １３時〜
通夜、葬儀ともに⽯川⽀部より多くの⽅にお⾒送りを頂きありがとうございました。
なお、⾺場会員はご⾼齢のため、本年 1 ⽉に退会されております。

⽇本⼭岳会 ⽯川⽀部報
発⾏⽇

2019 年(令和元年)6 ⽉ 30 ⽇

発⾏者

公益社団法⼈ ⽇本⼭岳会

編集後記

⽀部⻑

今春は⼭の⽅では残雪が多いと聞いています。
⾥⼭を散策しましたが花々の咲き⽅や時期が
例年と少し異なっているように思われます。
これからの時期はこれまでに無い豪⾬や猛暑が
予想されます。
⼭⾏時は天候に⼗分気をつけてください。

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
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E-mail

isk@jac.or.jp

HP

https://jac-isk.com/index.html

