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Ⅰ.計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告 

１．⼤⻑⼭ (1,671m)  

⽇時  ： 4 ⽉ 4 ⽇(⽇)  快晴 
ルート ： 取⽴⼭〜鉢伏⼭〜⼤⻑⼭ 
メンバー： 織⽥、前川、⼭下（織⽥友⼈）３名 

前回３⽉１１⽇に新雪が多くて途中で敗退した⼤⻑⼭に、前回と同じメンバーで再チャレンジした。

今回は、⾦沢からの出発時間を３０分早めて 
朝３時半に織⽥宅に集合し、乗り合いで出発した。 
勝⼭市の東⼭いこいの森の下の国道沿いの駐⾞場ま
で⾏くと、登⼭⼝に⾏く道路が除雪してあった。 

除雪は、登⼭⼝の駐⾞場のすぐ下までしてあった
ので、そこに⾞を停めて５時に登⼭開始した。 

前回と違い、雪は固く締まっていて歩きやすくか
ったが、安全を考え、歩き始めてすぐにアイゼンを
付けた。 取⽴⼭まではガスがかかっていたが、そ
れからはガスもはれ、⾵も雲もなく最⾼の登⼭⽇和 
となった。 鉢伏⼭からの⽩⼭は、⼤きくて⽩く輝
き神々しいばかりであった。 

 
 また３６０度の展望は素晴らしくなぜここまで

夏道を付けないのか不思議である。 
鉢伏⼭からは、⼀度下り⼤⻑⼭に登るのであるが、

⼭下君はスキーを背負って来ていたが、帰りのこと
を考えて鉢伏⼭にスキーを置いた。 スキーはゲレ
ンデスキーでスキー靴も背負って来ていた。 

鉢伏⼭と⼤⻑⼭の鞍部で⼤休⽌して飯を⾷べた。 
⼤⻑⼭には、直登ルートにトレースが付いていた

が、左の迂回ルートには、トレースがなかったので
直登した。 直登ルートは、すごく傾斜が急に⾒え 

たが、登ってみるとピッケルを使わなくても登れ
たので案外急ではなく楽に早く登れた。  

ただ斜⾯の途中に、幅１メートル位の⻲裂が横１
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０メートル位⼊っていたので、今後の直登は危険で
無理であろう。 ⼤⻑⼭頂上には、１０時３５分に
着き、登り始めてから５時間半で来ることができた。 

 

 
余りにも天気が良くまた景⾊が最⾼だったので、

景⾊を楽しみながら途中に⼩休⽌を何度も取ってゆ
っくりきたので楽に来られた。 頂上でゆっくりと
していると、⼥性２⼈が登ってきた。 その２⼈は
⾦沢ハイキングクラブの K さんと N さんで、みくま
りの道の登⼭道整備に応援に来てくれた⼈だった。 

下りは、直登ルートを下るのは危険と判断して右
側を迂回して鞍部まで⾏き、昼飯を⾷べた。 
 

 
鉢伏⼭からの帰りは、⼭下君が軽快にスキーで下

り羨ましかったが、途中の何カ所かの短い登りはゲ
レンデスキーのため遅々として進まず、結局⾞を停
めてある所までの到着時間に⼤差はなかった。 

下⼭終了時間が１５時２０分で、１０時間余りの
気持ちのいい⼭⾏が楽しめ、念願の取⽴⼭から⼤⻑
⼭に⾏くことができたので⼤満⾜だった。 

 

 
 

今⽇のような雪のコンデションならば、帰りも 
かんじきを使わないで済み、新⼈も参加出来ると 
思うので、来シーズンの⽀部⼭⾏に加えても良いと
思った。 
 
 
 
・コースタイム 

登り    下り 
登⼭⼝  5:00     15:20 
取⽴⼭  6:40〜7:10   14:32 
原⾼⼭  7:35     14:15 
原⾼⼭  7:35     14:15 
鉢伏⼭  8:34 9:00   13:12 
鞍部   9:12     12:30〜11:30 
⼤⻑⼭  10:35〜11:12   11:12 
 
 
 
 
(⼤⻑⼭ ⽂：織⽥ 写真：織⽥・前川) 
  

【⼤⻑⼭⼭頂】

【⼤⻑⼭から⽩⼭遠景】 

【鉢伏⼭から取⽴⼭⽅⾯】
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２．新⼈雪上技術訓練  

⽇時  ： 2017 年 4 ⽉ 16 ⽇(⽇) 晴れ 
場所  ： ⼀⾥野スキー場 
参加者 ： 中川 埴崎 ⽥井 樽⽮ 池本 堀 藤井ぁ 安⽥ 辨⾕ ⽥原 １０名 
 快晴の⼀⾥野スキー場、ウインターシーズン営業終了後のゲレンデにて新⼊会員向けの雪上訓練を⾏った。 
 
 前⽇の 15 ⽇、平成 29 年度 定期総会と懇親会を
⾏い多くの会員が集まっており、多くの⽅に訓練の
サポートをして頂き、無事に訓練を⾏えた。 
 3 ⽉にラッセル(カンジキ・スノーシュー)訓練を
主に雪洞掘りと雪崩れの知識として弱層テスト講習
の雪上訓練を⾏ったが、今回は主に残雪期をイメー
ジし、靴での雪上登下降、アイゼンでの雪上登下降、
基本のピッケルの使い⽅、ピッケルでの滑落停⽌訓
練に加えて、雪上でのテント設営の訓練を⾏った。 
 滑落停⽌訓練では⽀部⻑⾃ら完璧なデモンストレ
ーションを披露して頂いた。 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 さらに⽥井さんによるビーコンの使い⽅講習会を
⾏って頂いた。 
 機器の説明から使い⽅、さらに実際に雪中に埋め
てビーコンで捜索、位置を特定後のゾンデ棒の使い
⽅をも教えて頂いた。

【アイゼンでの歩⾏訓練】

【滑落停⽌訓練】 

【雪上での幕営訓練】
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 天気も良く時間にも余裕があったので基本のロー
プワークについての講習会も⾏えた。 
 後⽇ロープワーク講習と登攀訓練が予定されてい
るので、本⽇は基本のエイトノットとインクノット
の 2 種類を覚えてもらい、家でも反復練習を宿題と
した。

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
(新⼈雪上技術訓練 ⽂：堀 写真：藤井ぁ) 
  

【ゾンデ棒の使い⽅講習会】 【お疲れ様でした】 

【ビーコンの使い⽅講習会】 【ロープワーク講習会】 
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３．⾼三郎⼭ (1,445m)  

⽇時  ： 4 ⽉ 22 ⽇（⼟）天気 曇り後晴 
ルート ： 倉⾕集落跡から⻑尾根往復 
メンバー： 織⽥、⼭下（織⽥友⼈）２名 
 以前から⾏きたくて気になっていた⾼三郎⼭に登って来ました。 
 登⼭道は、藪化が進んでいて夏場は⼤変と聞いていたので、葉の繁っていなく雪が残っている今が 
チャンスと⾏きました。 
 

 倉⾕集落跡から⻑尾根登⼭⼝までは、倉⾕川沿い
に左岸の幅の広い⽔平道を歩く。 途中⽀流の⾕の
出会のすぐ上部で道が途絶え、川岸の壁を３０ｍ程
へつらなければならないが、壁にはロープが張られ
川の⽔⾯には丸太がロープ括られ浮かべてある。 
丸太に⾜を乗せ壁のロープを伝いながら突破する

わけだが、丸太は不安定で⾜を乗せるといくらか沈
むので、バランスを取りながら渡らなければならな
い。 私たちはスパイク⻑靴だったので、⾜を濡ら
さずに済んだが登⼭靴では濡れてしまう。 
 

 
ここをへつらずに、⽀流を少し遡ると⾼巻きして

登⼭道に降りられる道があるので、時間はかかるが 
濡れたくない⼈はここを利⽤するといい。 

 ⻑尾根登⼭⼝の⼿前に⽀流の⾦⼭⾕があるが、こ
こには杉の⽊の丸太が２本架けられており⾕を徒渉
せずに⾏ける。 ⾦⼭⾕を渡ってすぐ右⼿に登⼭⼝
の案内の標柱が⽴っている。 ⾼三郎⼭まで⻑尾根
経由４時間２０分シャクナゲ尾根経由１６０分と表
⽰されているけれど、シャクナゲ尾根経由で１６０
分では絶対に⾏けないと思うし、登⼭道は全く整備
されていないので、この標柱を真に受けてシャクナ
ゲ尾根を選んだら悲惨な⽬に会うのは必定だ。 

シャクナゲ尾根に⾏くには倉⾕川に沿って進み、
⻑尾根は直登となる。 ⻑尾根は、最初から急坂が
続くが道は割と⼿⼊れされている。 急坂を１時間
程登ると広くて緩やかな尾根になり、ここは雪⾯で
夏道は分からないが１本尾根なので迷うことはない。 

ただここは熊さんのたまり場らしくあちこちに糞
があり⾜跡も沢⼭あった。 ⾜跡の中には⽖の跡も
⽣々しくさっき歩いた跡もあった。 

⼈の歩いた跡が無かったので、今年は私達が最初
かも知れない。 広い尾根を過ぎるとやせ尾根にな
るが、昨年刈り込んだ道だったのでこれはラッキー
と思ったが、刈り込まれた所はそう⻑くは続かず、
後は猛烈な藪こぎを強いられた。 

シャクナゲ尾根との分岐点からは雪が付いており、

【倉⾕川側壁をへつる】

【⻑尾根の途中から⾼三郎⼭遠景】 【⻑尾根からの多⼦津⼭から⼤⾨⼭⽅⾯】 
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余り苦労せずに頂上に⾏けた。 
 天気予報では、昼頃から晴れるとなっていたが、
１０００ｍ位から上はガスが晴れず頂上に⽴っても
何も⾒えなかった。 三⾓点のピーク１４２１．５
ｍで昼⾷にしガスが晴れるのを待ったが、なかなか
晴れないので次のピーク１４４５ｍに⾏って来た。 
 
 

 
 

 
もう⼀つのピーク１４６１ｍにも⾏ってみたかっ

たが、少し遠いので⽌めることにした。 
結局頂上で２時間近くガスが晴れるのを待ってい

たが、⼝三⽅、奥三⽅⽅⾯がガスの切れ間から時折
⾒えるだけで、奈良、⼤⾨は⾒ることができなかっ
たので諦めて下⼭開始した。 シャクナゲ尾根との
分岐で、急坂と藪に備えてストックをザックの横に
差して下ったが、途中⽊の枝にストックの先を引っ
掛けて落としてしまった。 下⼭途中午後１時半頃
に下から登ってくる６０歳過ぎの１⼈の男性に出会
った。 ⼤き⽬のザックを背負いスパイク⻑靴を履
いていたので、この⼈は⼭慣れしているから⼤丈夫
と思い⼆⾔三⾔話して別れた。 

痩せ尾根を過ぎると、栃倉分岐の３０センチ位の

標識が落ちているのを⾒つけた。 
朝登った時には、ガスで栃倉⼭も⾒えなかったが、

そこに⾏く道跡もしっかり付いていた。 
標識には栃倉まで２０分と書いてあり、⾼三郎⼭

の眺望が１番とのことであったが、頂上で⻑居をし
たので⾏かなかった。 倉⾕川の側⾯をへつる⼿前
の所で、ブルーシートを張った⼩屋で⽕を焚いてい
る地元の⼈達がいた。 その中に、昔我が⽀部に在
籍していた K さんがいて驚いた。 

K さん達にビールをいただき、しばらく話して 
帰途に着いた。 

K さん達は、今夜はここで泊まるとのこと。 
 
・考察 

登⼭時期は今頃がベストだと思う。 上部の雪⾯
を歩けることと葉が繁っていないことで、体⼒の消
耗が防げ、時間が稼げる。 

履き物は、登⼭靴だと川の徒渉時の問題と雪の斜
⾯は、アイゼンを付けた⽅が安全であるが、アイゼ
ンを付けると雪と藪のミックスの時に、藪で⼿こず
る問題があるのでスパイク⻑靴がいい。 急な下り
もスパイクが効いて滑らず安全である。 

ストックをザックに仕舞う時は、邪魔でもリング
を外して、ストックの下の部分を抜かれないように
紐で固定する。 
 
 
・コースタイム 

登り  下り 
倉⾕集落跡   5:26  15:38 
⻑尾根登⼭⼝   6:03  14:46 
栃倉分岐    −  13:58 
シャクナゲ尾根分岐 9:55  12:38 
⾼三郎（三⾓）  10:31 12:20 
⾼三郎 1,445ｍ  11:35 
 
 
 
(⾼三郎⼭ ⽂・写真：織⽥) 

 

【⾼三郎⼭三⾓点ピークから後⽅ 
1,445m ピーク、1,461m ピークを望む】 

【⾼三郎⼭ 1,445m ピーク後⽅は奥三⽅⽅⾯】 



- 7 - 

４．平成２９年度 久弥祭と富⼠写ヶ岳  

⽇時  ： 4 ⽉ 23 ⽇(⽇) 快晴 
場所  ： 加賀市枯淵町九⾕ダム広場、五彩尾根〜富⼠写ヶ岳〜⼤内 
参加者 ： 中川 植崎 ⼤庭御夫妻 尾⼭ ⽥井 ⽥中 太⽥ 樽⽮ 堀(友⼈ 1 名)  １１名 

絶好の晴天の中、平成 29 年度 久弥祭と富⼠写ヶ岳に参加した。 

  
8 時より加賀市枯淵町九⾕ダム⼿前の富⼠写ヶ岳

を間近に望める広場に於いて平成 29 年度 久弥祭が
⾏われた。 参加者は 60 名ぐらいと思われる。 

主催者代表挨拶、来賓挨拶、献花、献酒、献句、
⼭の歌合唱、朗読と続いた。 ⼭の歌の原詩はフラ
ンスの登⼭家ロジェ・デュプラ、1951 年 6 ⽉ 29 ⽇、
ヒマラヤ ナンダ・デヴィ（7,817 メートル）に登頂
中、同僚とともに消息を絶った、享年 30 歳である。 

デュプラは、いつも⾚い表紙の⼿帳を持っており、 
それにいくつかの詩を書いていたそうで、原詩もそ
の⼀つだそうである。 井上靖の⼩説「氷壁」の中
に久弥の訳詞が載っているそうである。 

⾃分も登⼭を始めた頃「氷壁」を読んで穂⾼岳に
思いを馳せていたが、今、この歌を聴き、「氷壁」を
再読しようと思う。 著作権の関係上、本稿には記
載できないが御⼀読されることをお勧めする。 

式典後は 8 時 30 頃より三々五々、枯淵登⼭⼝よ
り五彩尾根コースから富⼠写ヶ岳に向けて出発。 

九⾕ダム脇の登⼭⼝からの枯淵登⼭⼝はいきなり
の階段での急登から始まる。 

階段からも急登が続き、早朝で気温は低いが汗が
噴き出してくる。 早々に休憩を兼ねてウィンドブ
レーカーを⼀枚脱ぐ。 

 
 

 
 

 

【枯淵登⼭⼝の階段急登】

【五彩尾根コースの急登】
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その後も傾斜は緩くはなってくるものの⽇頃の運
動不⾜で⾜が上がらず。 前⼭には久弥の「⼭恋の
詩碑」が建てられており、詩碑越しに⽩⼭が望める。 
前⼭は写真だけを撮り、富⼠写ヶ岳に向かう。 

枯淵登⼭⼝からはほぼ最後尾スタートであったの
で、既に頂上には多くの⽅が休憩中、我々も空きを
⾒つけて休憩を取る。 休憩中も続々と登⼭者が登
って来て⼤⼈数となり広いと思っていた頂上もごっ
た返して来た。 

 
 

昨年度、我々もお⼿伝いをして担ぎ上げた⽅位盤
は健在であり、その⽅位盤で登⼭者の皆さんが記念
写真を撮っている。 その光景を⽬にすると⽅位設
置のお⼿伝いが出来て良かったと思う。 

 

下⼭は⼤内コースから下⼭する。 
実は、枯淵に集合した時に⼤内コースはシャクナ

ゲが⾒頃になっているとの情報を仕⼊れ、⾞を⼀台
回して周回できるようにしておいた。 

しかし、⼤内コースを下⼭し始めるがシャクナゲ
は蕾みのままで咲いていない。 

これはガセネタかと思いつつも、どうやら⼤内コ
ースと⾔うのは不惑新道〜⽕燈古道で⽕燈⼭からの
⼤内コースであると後から気づいた次第である。 

五彩尾根コース、⼤内コースともにシャクナゲが
咲き出すのはもう⼀週間ほど先、連休中も楽しめる
と思うので近い内に再訪したいと思う。 
 

 
 

 
 
 
 
 

(平成２９年度 久弥祭と富⼠写ヶ岳 ⽂・写真：堀) 
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５．笈ヶ岳  春⼭登⼭ 残雪期テント泊  

⽇時  ： 5 ⽉ 3 ⽇〜4 ⽇ (晴れ) 
ルート ： ジライ⾕より往復 
参加者 ： 樽⽮、⽥中、堀、⼩川、⽥原、辨⾕ ６名 

以前からずっと登ってみたいと思っていた笈ヶ岳。 でも⾃分にはまだ早いと登れずにいたお⼭でしたが、 
今回みなさんのサポートもあり念願叶ってようやく登ることができました。 

笈ヶ岳は皆さんもご存知の通り、深⽥久弥さんの
⽇本百名⼭の後書きにも記されているように、久弥
が百名⼭に⼊れたかったお⼭の⼀つと⾔われており、
百名⼭執筆後に登った名峰であり⼀年のうちで、 
残雪期の限られた時期しか登ることの出来ないお⼭
と⾔われています。 

噂に聞いた通りの藪あり、岩あり、急登の延々と
続く厳しい道のりでしたが、だからこそ⼭頂に⽴っ
た時の達成感は素晴らしく新⽶の私にとっては忘れ
ることの出来ないお⼭となりました。 
 
 

 
 
 初めての笈ヶ岳、前⽇の夜から緊張とワクワクで
眠れないくらいでしたが、当⽇朝はゴールデンウィ
ークということもあり駐⾞場の混雑が予想されたた
め、午前 3 時に瀬名道の駅にて集合し、⼀⾥野に 1
台⾞を置き中宮⾃然保護センターへ向かいました。 

5 時半⾃然保護センター出発し沢を２つ渡りジラ
イ⾕へ、ここからいきなりの急登に息が上がる。 
 
 

 
 

【幕営地(シリタカ⼭との鞍部)よりの笈ヶ岳】 

【2 箇所の徒渉】

【ジライ⾕】
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慣れないテント泊の荷物が重い。 
テントは堀さんが持っているのになぜだか⾺⿅ 

デッカい私のザック。 
パッキングの下⼿さも相まって、また藪に阻まれ

⾟い登りとなりました。冬⽠への壁のような登りに 
悶絶しながらも必死で登り冬⽠⼭へ。 

 
 

 
 

 
 

 

その後も雪の切れた所を⾶び越えて短いですがナ
イフリッジを渡り、シリタカ⼭へ、稜線からは⽩⼭
や笈ヶ岳 遠くは北アププスの⼭々も⾒え気持ちの
よい稜線歩きの後、この⽇の幕営地に到着。 

荷物をデポしてさらに⼭頂に向かいました。 
 
 
 

 
 

 
 

【ジライ⾕からの急登】

【⼤岩を巻く】

【冬⽠への急登】

【冬⽠のナイフリッジ、冬⽠三⾓点側より】 

【冬⽠のナイフリッジ、冬⽠⼿前側より】 【⼤岩直下】 
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⼭頂から⾒る⽩⼭は、それはそれは美しく、この
⽇は⾵もなく暖かくゆっくり⼭頂を楽しむ事ができ
ました。 

幕営地に戻りテント設営や⽔作りをし、カンパ
イ！ ⼣⾷のとり野菜鍋を⾷べ、ありがたい気持ち
になりあっという間に熟睡しました 

【笈稜線への登り、トラバース】 【笈ヶ岳 頂上】

【熊さんにかじられた？標柱】

【笈ヶ岳 頂上⽬前】 【笈ヶ岳 頂上 全員無事に登頂】

【笈ヶ岳を望む幕営地】
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2 ⽇⽬も快晴、テントから顔を出すと⽩⼭も 
笈ヶ岳もくっきりと。 朝⾷のラーメンを⾷べて 
⾷後の珈琲をゆっくりと楽しみ撤収。 

景⾊を楽しみながら下⼭は来た道を戻ることとな
りました。  

やはりジライ⾕の急な下りに緊張の連続ではあり
ましたが、慎重に下⼭し 13 時半頃には野猿公苑に
到着、登りでは朝早く開いていなかったカタクリも
綺麗に咲いておりお花を⾒ながら中宮⾃然保護セン
ターに無事下⼭完了。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
私にとって⻑かったしキツかったお⼭ではありま

したが、皆様のご指導のおかげで、学びの多いとて
も充実した達成感⼀杯の 2 ⽇間となりました。あり
がとうございました。 

(笈ヶ岳 ⽂：辨⾕ 写真：堀) 

【登頂後のカンパイと⼣⾷】 

【モルゲンロートに染まる⽩⼭】

【シリタカ⼭よりの⽩⼭】 

【シリタカ⼭より笈ヶ岳をバックに】

【ジライ⾕ 展望台よりの冬⽠⼭】
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６．⾃然観察会（宝達⼭）  

⽇時  ： ５⽉２８⽇（⽇）9 時 30 分〜14 時 30 分 
ルート ： 宝達⼭ こぶしの道 
参加者 ： (会員) 樽⽮、澤村、安⽥、埴崎、樽⽮夫⼈、⾕内、多⽥ (会員外＝安⽥同⾏） ８名 
現地案内： ⾦津五雄⽒（宝達⼭フアンクラブ） 
 

 
 
 定刻に全員終結。 
 樽⽮事務局⻑から代表挨拶、⾦津案内⼈の紹介と
案内ポイントを埴崎から披露、参加者の⾃⼰紹介で
登⼭⼝の⽔場で給⽔しコブシ路に⼊る。 

 

 
この登路は稜線に出るまで、⼀部ロープ場もある

が⼀貫して歩き易く整備が進んでいる。 
花期には少し早かったが愛好家が保護育成に従事

されて、徐々にその群落が広がるササユリが⽣息し、
登⼭者の癒しの存在となっているようではあるが、
⼼無い抜き取りの被害も現出してきている。 

 
 

宝達丘陵は能登半島の基部にある北東〜南⻄⽅向
の丘陵。 北東は⾼岡の⼆上⼭断層崖で砺波平野に、
北⻄は⽯動⼭断層で⾢知潟平野に、東は灘浦断層で
富⼭湾に接する。 その間約４０km に展開した標
⾼２００〜４００m の低⼭帯で⽯動⼭・碁⽯ガ峰な
どの残丘が峰をなしている。 富⼭県側は林道も整
備されて、ボカスギの植林が盛んである。 

【⼭の⿓宮城より⽇本海を望む】
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⽯川側は⼭地帯植⽣としては南⽅系の植物や原⽣
林を含め、多彩な構成を成す能登地⽅でも有数の植
⽣豊かな地である。 こぶしの路の途次には植⽣の
多い樹種の説明版が設置され、⾦津案内⼈からは案
内表⽰に無い「地元の暮らし」と密着した夫々の⽊々
との関わり、命名の由来伝承等が懇切に解説される。 

⾕内・多⽥さんからも居住の⾥⼭での⽊々との関
わりからの質問も出る。 安⽥会員からも豊富な体 
験・知識に培われた植物の追加説明も受け、 
中間点の送電鉄塔で休憩を取って、頂上稜線の林道
に⾶び出る。 

 
４km の⾏程で 12 時を回っている。 
この頃には朝の曇天から開けた空は快晴の状況で

（夏の訪れを体感）とのメンバーからの声。 
「⼭の⿓宮城」で知⼰の橘栄⼦館⻑から歓迎を受

け昼⾷を摂る。 
午後は⼀等三⾓点のピークに向かう。 
巨⼤なパラボラアンテナが林⽴する頂上周辺は異

様の感が強い。 三⾓点（６３７．１m）は N36 度
46 分 54.8 秒、E136 度 48 分 46.9 秒の位置である。 

航空測量やGPSでのcm精度の精緻な観測に進化
した現状では、存在意義すらも薄い三⾓点であるが。 

「点の記」等での設定当時の苦闘やロマンの数々
は、標⽯天の⽅位⼗字に触れることで想起する世代
とはなった。 宝達⼭は１９９５年に林野庁の「全
国⽔源の森百選」に選ばれたもので、県下では⽩⼭
市⽩峰の（⼩原⼭⽔源の森）との⼆か所ある。 

北海道/東北で１７、関東で１６、中部で２３、近
畿で１１、中国/四国で１９、九州で１４あり森林が
過半を占める列島で「緑と⽔」の源泉である⽔源の

森を後世に引き継ぐ為には、国⺠⼀⼈⼀⼈の理解と
努⼒の積み重ねで保全・整備していくことが必要 
とし、森林の所有者や地域住⺠の努⼒により、太古
から維持されてきた森林を選抜したものであります。 

特筆は頂上部に広がるブナの原⽣純林で周回路が
森林浴の極として楽しめる。⼜⼭頂からの林道開通
前後と開⼭の 4 ⽉ 23 ⽇あたりの後⽴⼭・劔・⽴⼭ 
連峰北アに、⽩⼭の残雪遠望景観は素晴らしいの⾔
葉に尽きる。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
（⾃然観察会(宝達⼭) ⽂：埴崎 写真：樽⽮） 
  

【お疲れ様でした】
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７．富⼠写ヶ岳 不惑新道 登⼭道整備  

⽇時  ： 6 ⽉ 3 ⽇（⼟） 
ルート ： 不惑新道登⼭道 ⼩倉⾕⼭⼿前 最低鞍部から富⼠写ヶ岳⼿前までを整備 
参加者 ： ⼤庭夫妻、⻄嶋、安⽥、町⼝、⼤幡、中川、池本、藤江、藤井ぁ、堀 11 名 
 

0730 ⼤内駐⾞場より出発。 
草刈機２台、チェーンソー１台、他はノコギリ、

鉈、鎌部隊で⼭頂を⽬指す。 
 

 
 

 

本⽇は寒気の影響で気温が低めであったが、登り始
めると暑い。 ⽯楠花が⾒事だった登⼭道には、コ
アジサイが咲き始め、ブナの新緑に癒される。 
 

 
 

0930 富⼠写ヶ岳⼭頂到着。雲が低く⽩⼭は⾒え
ず。 残念。 新しい⽅位盤には傷が付いており残
念な気分になった。 
 

⼭頂付近にはササユリが蕾をつけており、このま
ま無事に咲いて欲しいものだ。 

暫く休憩したのち、不惑新道へ。 
最低部を⽬指す。途中より草刈り開始。 
 

 

【本⽇の道具】
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そこまで草⽊は伸びてなかったが、登⼭道を広げ

る感じで刈込。 前⽇の⾬で、滑る道に悪戦苦闘。 
ブナ平にて昼⾷。 
午後からも２班に別れ作業を開始。 
富⼠写ヶ岳⼭頂に登り返し、作業を終了し下⼭。
1630 駐⾞場到着解散。 
久しぶりに登⼭道整備に参加し、登るだけじゃな

く整備する側の気持ちになり、今後、登⼭するにあ
たり感謝を忘れずに⼭に登りたいと思う。 
 
 
 
 

 
 
（富⼠写ヶ岳 不惑新道登⼭道整備 

⽂：藤井ぁ 写真：⼤庭、堀） 
  

【お疲れ様でした】

【鞍部へ下りながら作業】 

【滑りやすい登⼭道での作業は気を使う】

【⼿鎌部隊も活躍】 

【昼⾷休憩】
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８．浅犀みくまりの道 周回登⼭道整備  

⽇時  ： 6 ⽉ 18 ⽇（⽇） 
ルート ： 奥⾼尾⼭から⼼野⾕⼭、順尾⼭から⼼野⾕⼭までを整備 
参加者 ： 池本、岡本、前⽥、中川、池本友⼈（今井⼤介・⽥中冨美⼦） ６名。 
 
平成２９年度２回⽬の公益事業の「浅犀みくまりの道」登⼭道整備は６⽉１８⽇（⽇）に実施された。 

朝７時の集合時間より早く参加者が集まり、少⼈数で可能な作業量を考慮して、A 班の池本・今井・⽥中の
３名は「柏の道」を登り奥⾼尾⼭から⼼野⾕⼭⽅⾯へ、B 班前⽥・岡本・中川は順尾⼭駐⾞場から⼼野⾕⼭⽅
⾯へと⼆⼿に分かれた。 

池本友⼈のお⼆⼈はサポートについていただき他の４名は皆草刈り機を持参している動⼒部隊、⼭の涼気に
助けられ、ブナの緑に癒された⼀⽇でした。 
 
A 班 

今井さんは⾦沢⼭友会所属で、今秋みくまりの道
周回を会⼭⾏企画として取り上げ⼊る予定と聞き、 
下⾒がてらの整備作業体験に誘った。 

 

以下柏の道コースよりの作業を辿る。 
07:50 柏の道登⼭⼝スタート、このコースはＮ・I

が事前に⼊り⽐較的荒れていない状態だが、直登尾
根草刈り機を担いでの登攀はさすがにキツイ。 

中腹に笹ユリが 5 株程咲き誇り、⼤切に守ってや
れば植⽣も広がり、5・6 ⽉の癒しのポイントになる
だろう。 

08:50 中腹過ぎに、チェンソーで雑⽊を刈払い休
憩地を造ったが、犀奥の⼭々を眺望する良い場所に
なった。 
09:40 奥⾼尾よりの分岐に出、草刈り作業に⼊る。

 
10:20「犀奥の⼭展望台」はこのコース⼀番の売 

りだ、作業を忘れ 3 ⼈腰を下ろして⼭を眺めやる。 
順調に⻄⾕⼭まで進み、ブナの繫茂するピークは、

緑⼀⾊の⼼洗われる地。 
〝⾦沢近郊の⼭にこんな場所があるんですね＂とは
2 ⼈の弁。 伸びた下草を刈り、12:00 スッキリと
した広場を確保。後 はＢ班の待つ⼼野⾕⼭へ、 
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 13:40 合流する。 Ｂ班は、順尾⼭Ｐ.まで残した
部分を刈払いながら帰るので、「桃ノ⽊道」分岐点で
別れた。 時間的に桃ノ⽊道の整備までは⼿が回ら
ず降りたが、荒れ具合は想像以上で、道を覆う倒⽊
や草の繫茂する様は、⽇を改めてやらなければと思
いながらの帰路であった。 少ない⼈数でここまで
やれたのも動⼒機の威⼒だが、効率ばかりではなく
⼤勢でワイワイやりながらの作業は楽しいものだと、 
次回への期待を添え報告致します。 

B 班 
概ね３ブロックに分かれて、分岐点から前⽥・岡

本・中川の順に主稜線に⼊った。 ネットの⼝コミ
が広がったせいか登⼭道は綺麗であった。 

登⼭道横から伸びている枝や⾜元の草を刈り払う
と途端に道は明るくなった。 ⼼野⾕⼭へ登ると、
昨年⻄嶋会員が担ぎ上げた標柱は頭が熊に少しかじ
られていたが、積雪にも負けず、しっかりと⽴って
いた。 ここから⻄⾕⼭までのダム湖川のブナ林は
いつ来ても素晴らしい。思い切って登⼭道脇の藪と
⼩⽊を刈払った。 

思いのほか太いブナが多く、訪れた⼈は必ず感動
すると確信した。 

やはりこのコースは犀奥の⼭展望台と、主稜線か
ら犀川ダム側のブナ林が最⼤の魅⼒である。次は晩
秋の頃訪れたいと思った。 
 

（⽂・写真：池本・中川） 
 
 
 

Ⅱ.⾏事等 報告 

１. 平成２９年度定期総会報告  

開催⽇ ： 平成 29 年 4 ⽉ 15 ⽇ 16 時より 
場所  ： ⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス 
参加者 ： 津⽥顧問、中川⽀部⻑、⼤庭副⽀部⻑、岡本会計、澤村、太⽥、織⽥、多野、藤江、⾼⽥ 
      村上、櫻井、⾕路、埴崎、⽥井、前⽥、池本、⻑清、藤井、堀、下坂、安⽥、町⼝、堀岡 
      樽⽮ 出席 22 名 委任状提出 18 名 計 40 名 会員申請中 安⽥、会友 町⼝、堀岡 
  
 中川⽀部⻑より定期総会の開会宣⾔後、事務局より本総会の定⾜数にて本定期総会は成⽴すると報告。 
 議⻑は⽀部⻑にと拍⼿をもって承認。 その後定期総会資料により、各号議案の説明および議決を⾏う。 
 
第 1 号議案 平成 28 年度事業報告・・・⽀部⻑より本年は⽅位盤再建事業は会員各位の協⼒により 

                  無事に完成落成したと感謝の意を述べる。 さらに 2 年⽬の 
                  ⽩⼭親⼦登⼭教室も参加者よりのちに感謝の葉書など頂く、 
                  本年も第 3 回を計画しているので、各位の協⼒を願う。 

第 2 号議案 平成 28 年度会計報告・・・岡本会計担当より説明、事務局交代につき封筒作成費や三⽔会など 
の会議費が通年より増額となっているが、期初予算内に収まった。
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         会計監査報告・・・村上、前⽥両監査役にて期中の帳簿、証憑、通帳類を閲覧し 
                  資料添付の平成 28 年度会計報告はすべての⾯において適正に 
                  表⽰していると認める。 ・・村上会計監査役より代表報告あり。 

第 3 号議案 平成 29 年度事業計画案・・事務局樽⽮より本年は計画を⼀覧として作成した、⽉次に従って 
                  内容を説明。 承認議決された。  

第 4 号議案 平成 29 年度予算案・・・・岡本会計担当より説明、収⼊の部では会友会員数減少の為、予算額
は⼩さくなっている、また⽀出部では、本年は装備費としてザイル
購⼊を計画している。 なお、⽀部財産⽬録は購⼊より 10 年以上
経過のザイル、また経年によりソフト更新が不可能な GPS 測定器
は削除させて頂いた。 承認議決された。 

第 5 号議案 ⽀部規約改訂案・・・・・・⽀部⻑より、昨年制定された「準会員制度」により、規約に準会員 
を記載、⽀部会員の構成として通常会員、準会員、⽀部会友となる。 
承認議決された 

第 6 号議案 ⽀部旅費・慶弔規程改訂案・⽀部⻑より、規定の会合への旅費は１名につきの旅費補てんとした、 
また複数参加の場合も各規定の会合へは総額予算とした。 

                   慶弔では⽀部⻑経験者への盛花を削除。 承認議決された。 
のち報告及びその他については 
「⽀部役員」 本年度は役員任期中なので、交代はない。登⼭道整備については各登⼭道整備にリーダーとし
て各会員にお願いするとした。 ・・・・・承認された。 

その他にて本年度は⽀部設⽴７０周年となるので、祝賀⾏事の計画はいかが、とあり、役員会にて協議する 
とした。 

⼤庭副⽀部⻑より、4 ⽉ 23 ⽇⽇曜の「久弥祭」開催される、のち有志により富⼠写ヶ岳登⼭計画ありと報告。 
事務局より 4 ⽉ 1 ⽇付けでの会員状況の報告、全会員 57 名、通常会員 44 名、会友 13 名 準会員 0 名。 

また、平成 28 年度直近で⼊会された下坂会員、安⽥会員、会議に初めての参加の堀岡会友から⾃⼰紹介な 
どあり、約 1 時間の総会であるが、70 周年記念⾏事内容は時間もなく早急に協議の必要ありとした。 
 
総会後の懇親会 
 毎年の恒例となったセミナーハウスでの⼣⾷会では、池本会員の献⽴もう１⽫。 さらに各会員からの差し 
⼊れ盛りだくさんの⼣⾷会となった。 下坂会員からは⼭⼝の旭酒造「獺祭」も出て⼤いに盛り上がる。 
 また、津⽥顧問からはご⾃⾝の新品未使⽤の装備品などのオークションも開催、落札⾦はすべて⽀部へ寄付 
頂きました。 この場を借りて津⽥顧問、落札された会員へ感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 ⼣⾷後は 2 次会となり、２階の部屋へ移動。 和気藹々と⼭談義、これからの⽀部、先ほど総会でも話が出

た７０周年記念⾏事について忌憚なく話題が進む、また、堀会員からは「⽯川の⼭のグレーティング表（案）」 
を開⽰、今後⼭岳会として事故防⽌、⾃分の技術認識に活⽤できないか、また公益⼭岳会としての役割も含ん 
でのグレーティング纏めをしたらどうかとの意⾒もでる。 作成には経験と知識、更に⿃の⽬てきな俯瞰思考、 
⾍の⽬のような細かな検証、また⿂の⽬のように流れていく⽬の前を捉えるような、今の登⼭形態に沿っての 
評価裁定が必要と考える。 今回の懇親会は翌⽇の雪上訓練の予定もあるので、０時まえには解散とした。 
 本懇親会は各⾃のアルピニズムの旗はそっと巻いて⾒せないようにしながら、会員各位の格調⾼い懇親会と 
なったことを感謝、報告します。 

「⽯川⽀部 ⽀部⻑ ：中川博⼈  作成：事務局 樽⽮導章」



- 20 - 

２. ⽉次集会 三⽔会  

４⽉は総会のため⽉次集会はありませんでした。 
 
⽇時  ： 5 ⽉ 17 ⽇（⽔） 
場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
参加者 ： 中川 ⼤庭 ⼤幡 埴崎 前⽥ 村上 池本 堀 藤井 辧⾕ 樽⽮  11 名 
 ＧＷの笈ヶ岳の画像を⾒ながら報告する。 
 今回は役員会も兼ねての集会となり、報告が⼀通り終了して時点で役員会の議案審議とした。 
 なお、役員会の会務報告は次回⽀部報にて会員会友へ報告とします。 
 その他 
 登⼭道整備の案内をしているが、担当より「締め切りは３⽇前に」と提案あり。 
 天候は３⽇前ほどであれば、確定できる範囲であるということです。 

今後は各位への案内はそのように実施する。 
 

◆会務報告 
平成２９年度第１回役員会 
⽇時  ： 5 ⽉ 17 ⽇(⽔曜）19 時から 22 時 
場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
出席  ： 中川⽀部⻑ ⼤庭副⽀部⻑ 埴崎 織⽥ 池本 前⽥ 村上 堀 樽⽮ 全20名(重複5名) 役員出席9名 
議題（審議順） 

審議議題１．⽩⼭親⼦登⼭教室関連 
1.実⾏委員会発⾜・・役員承認 
2.岡本実⾏委員⻑より「実施要項」開⽰される 
3.募集チラシ・・「第三回」「参加者募集」を追記・・樽⽮ 
4.募集実効性からＡ２サイズポスターを５部作成する・・樽⽮版下作成 
5.チラシ・ポスター共、５⽉末⽇までに作成する・・・樽⽮ 

審議議題２．⽀部装備品更新について 
堀委員より、ザイルよりテントを希望 作成された各テントの性能価格対⽐表にて説明 
候補２点に絞り検討する。 参考資料 テント.pdf 

審議議題３．登⼭計画書作成提出アプリ「コンパス」導⼊と運⽤について 
特に導⼊不可意⾒はないとして、⽯川⽀部は各位へ導⼊開⽰を進める・・承認 
アプリ上にて⽀部の緊急連絡先（⽀部の受け取り先）のメールアドレスを決めて知らせる 
⽇本⼭岳会⽯川⽀部 登⼭計画書緊急連絡先アドレス keikaku@jac-isk.com 
説明 本アドレスは⽀部⻑・⼭⾏委員⻑・事務局・技術担当・ＨＰ担当へ転送される 
1.後の取り組みとして「コンパス」の運⽤説明資料配布もしくは説明会を開催する＞添付仕様参照 
2.本アプリはスマートフォン及びパソコンの対応となり無料のユーザー登録が必要。 

コンパスURL ： http://www.mt-compass.com/ 
3.コンパスには「⽇本⼭岳会⽯川⽀部」グループは作成してあります。 

グループに参加希望の⽅はメールアドレスを事務局へ送付ください〈所属メンバー〉に追記します。 
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審議議題４．⽯川⽀部設⽴７０周年記念⾏事について 
1.⽀部⻑⼀任とする・・・全員承認 

その他議題１ 織⽥登⼭道整備事業 委員⻑より 
1.作業の傷害保険申込について 

委員⻑不在などの場合は⽀部⻑もしくは事務局からFAX申込する体制を整える 
2.作業参加者は３⽇前までに参加表明申込をする（保険関係で遅延なく願う） 
3.⽀部より整備委員会へザイル２本委譲する 
4.その他個⼈持ちザイルがあるので委員会へ寄付する（樽⽮φ８−４０ｍ） 

報告事項１．⽯川県勤労者⼭岳連盟設⽴５０周年記念⾏事について 
1.⽀部⻑・事務局⻑ 祝典⾏事出席・・承認 
2.⽀部よりの祝い⾦及びお酒１本・・・承認 
本年度より⽩⼭頂上4Km以内に⼊る場合、登⼭計画書提出が義務つけられております 
各位におかれましては、⽩⼭はもとより、単独⽇帰りの際にも登⼭計画書を作成提出する様に願います。 

審議議題３．にもありますメールアドレスに送付ください。 
今後、観察会や登⼭道整備、⽩⼭親⼦登⼭など⽯川⽀部主催の事業がありますので、何れかの⾏事に 
ご協⼒願いますようお願い致します。 

◆⾏事参加締め切りは開催⽇３⽇前が適当であると⾔うことから 
● 宝達⼭⾃然保護観察会 締め切りは５⽉２５⽇とします。 
● 富⼠写ヶ岳登⼭道整備 締め切りは５⽉３１⽇とします。 
●浅犀みくまり道 登⼭道整備 ⽇程が６⽉１８⽇(⽇)となります 

従いまして参加締め切りは６⽉１５⽇となります(予備⽇は無し)実施要項は後ほどお知らせ致します。 
 
⽇時  ： 6 ⽉ 21 ⽇（⽔） 
場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
参加者 ： 中川 岡本 ⼤幡 前⽥ 池本 埴崎 ⽥中 藤江 藤井 堀 樽⽮ 梅津(新会友) 12 名 

１９時より参集、先⽇、NHK ⾦沢で放送された⼋⼗嶋会員の⽩⼭加賀禅定道のレポート紹介。 
５⽉２２⽇〜２４⽇の取材だそうで、残雪の禅定道を的確なレポートを皆楽しんだ。 
ＰＣでの再⽣、プロジェクタでしたので、⾳声が聞き取りにくくて申し訳ありませんでした。 
 
のち樽⽮より⽯川県登⼭条例の施⾏に従い、登⼭届が義務と、なると紹介。 
これにより軽便に登⼭届が提出できる「コンパス」の会員登録の仕⽅、登⼭届の出した⽅など 
⽀部で作成した簡単な説明書をもとに皆さんに説明する。 
 
コンパスは義務化された⽩⼭はもとより全国の⼭域で利⽤できるアプリなので、利⽤の促進が望まれる。 
⽀部各位においても登⼭届は紙でよいのではとの意⾒も聞かれますが、いざとなった時に、 
その⼈の紙計画書を探し出すのが現実的に時間がかかる。 
アプリで登録データはデータ検索すればすぐに抽出され、遭難救助の初動時間が⼤幅に短縮される。 
しいては登⼭者つまり⾃分を守り、家⼈の安⼼を担保するとすれば⾯倒だからとかは⾔えない。 
⾃分は遭難も怪我もしないからいいよ、と⾔うことはありません、もしもの場合の備えです。 
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岡本⽩⼭親⼦登⼭実⾏委員⻑から 
本年の計画要領の説明あり、チラシ・ポスターは⾦沢市を中⼼にスポーツ店に置かせてもらった。 
現在 １組申し込みあり、その他会員知⼈など申し込み予定が数組あり。 
実⾏詳細については⽀部報・メールなどでお知らせすることとした。 
 
時間が 21 時となり、いったん会議室を退出後、ロビーにて７⽉の⼭⾏計画について相談会議する 
最終的に 21:30 に解散とした。 
 
 
 

Ⅲ.今後の予定 

 

１. ⾏事予定  

2017年度分を掲載、変更･更新は⽀部ホームページ⼜は事務局にて確認をお願いします。 
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。 

7 ⽉ 1 ⽇(⼟)〜2 ⽇(⽇) (公)杉峠道登⼭道整備 三ッ⾕〜杉峠 織⽥･池本 6 ⽉ 24 ⽇(⼟) 

7 ⽉ 8 ⽇(⼟)〜9 ⽇(⽇) H29 ⾃然保護全国集会 岐⾩市･伊吹⼭ 埴崎 7 ⽉ 1 ⽇(⼟) 

7 ⽉ 15 ⽇(⼟)〜17 ⽇(⽉) 夏⼭合宿 
薬師岳･⾚⽊沢周辺 

※変更予定、詳細問合せ要

⼭⾏委員会 

7 ⽉ 8 ⽇(⼟) 

7 ⽉ 29 ⽇(⼟) (公)⽩⼭親⼦登⼭座学研修 医王⼭スポーツセンタ− 岡本 7 ⽉ 22 ⽇(⼟) 

8 ⽉ 5 ⽇(⼟)〜6 ⽇(⽇) 上⾼地⼭岳研究所集会 ⼗⽯⼭他 事務局 7 ⽉ 29 ⽇(⼟) 

8 ⽉ 26 ⽇(⼟)〜27 ⽇(⽇) (公)⽩⼭親⼦登⼭教室 ⽩⼭（砂防新道） 岡本 8 ⽉ 19 ⽇(⼟) 

9 ⽉ 2 ⽇(⼟) 新⼈オリエンエーション ⽇本⼭岳会 104 会議室 本部 8 ⽉ 26 ⽇(⼟) 

9 ⽉ 9 ⽇(⼟)〜10 ⽇(⽇) 
⽇本⼭岳協会 

⾃然保護委員会 全国集会 
⽩峰･⽩⼭ 

事務局 

前⽥ 9 ⽉ 2 ⽇(⼟) 

9 ⽉ 16 ⽇(⼟)〜18 ⽇(⽉) 天幕泊⼭⾏(２泊３⽇) 
北穂⾼東稜･ゴジラの背 

(涸沢ベース) 

堀･⼋⼗嶋 

9 ⽉ 9 ⽇(⼟) 

9 ⽉ 23 ⽇(⼟)〜24 ⽇(⽇) 
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 

9 ⽉ 16 ⽇(⼟) 

10 ⽉ 7 ⽇(⼟)〜8 ⽇(⽇) 秋⼭⼭⾏ 奥⼤⽇岳 藤井あ 9 ⽉ 30 ⽇(⼟) 

10 ⽉ 13 ⽇(⾦)〜14 ⽇(⼟) 全国⽀部懇談会(茨城⽀部) つくばグランドホテル 本部･茨城⽀部 10 ⽉ 6 ⽇(⾦)

10 ⽉ 14 ⽇(⼟) (公)親⼦秋⼭紅葉登⼭会 北⾶騨 天⽣湿原 ⼋⼗嶋 10 ⽉ 7 ⽇(⼟) 

10 ⽉ 21 ⽇(⼟) 沢登り 若狭：三国⼭ うつろ⾕ ⼋⼗嶋 10 ⽉ 14 ⽇(⼟) 

11 ⽉ 11 ⽇(⼟)〜12 ⽇(⽇) ５⽀部合同懇親⼭⾏ （福井⽀部）敦賀 福井⽀部･事務局 

11 ⽉ 25 ⽇(⼟)〜26 ⽇(⽇) ⼭祭り集会 
⽩⼭市吉野⾕ 

セミナーハウス 

事務局 

11 ⽉ 18 ⽇(⼟) 

12 ⽉ 2 ⽇(⼟) ⽀部⻑会議･年次晩餐会  本部･事務局 
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２．⽉次集会 三⽔会  

 ２０１７年（平成２９年）度 
・７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。 
・８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。 

 
 
 

Ⅳ.その他案内 

 

１．コンパスを利⽤した登⼭計画の提出  

 本年 7 ⽉ 1 ⽇より⽩⼭に於いて⽯川県でも登⼭届けの提出が義務化されます。 
 岐⾩県では昨年 12 ⽉ 1 ⽇から義務化を実施済みです。 
 コンパスは公益社団法⼈⽇本⼭岳ガイド協会が運営するシステムで⽩⼭だけに限らず、北アルプスをはじめ
全国の主要な⼭域をカバーし、⻑野県を初め全国の⾃治体及び県警と協定・連携しており、登⼭届出の簡略化
と事故発⽣時の初動の迅速化が計られています。 

パソコン・スマートフォンでの運⽤となりますが、従来の紙での登⼭届け・登⼭計画書が不要になるわけで
はありません、登⼭届けの⽅法の選択肢が増えたとの認識です。 

従来通り、紙での登⼭届け・登⼭計画書を郵送、若しくは登⼭⼝でのポストへの投函に加えてコンパスでの
届出が可能になりました。 

⽯川⽀部でも既にコンパスを活⽤していますのでパソコン・スマートフォンを持たれている会員に於いては 
是⾮、コンパスの登録・活⽤をお願いします。 
 コンパスの登録・活⽤については事務局若しくは既に活⽤されている会員に問合せをお願いします。 
 ⽯川⽀部のホームページにもコンパスへのリンクを設けてあります。 
 
・⽯川⽀部のホームページ    ： http://jac-isk.com/ 
・⽯川⽀部の緊急連絡先アドレス  ： keikaku@jac-isk.com 

 

  ← コンパスへのリンク 

・公益社団法⼈⽇本⼭岳ガイド協会 コンパス URL ： http://www.mt-compass.com/index.php 
 
・登⼭届け、計画の提出について 
 どの範囲の⼭⾏までが登⼭届け・計画の提出の対象になるのか？ 
 との疑問・質問がありますが、⽯川⽀部としては登⼭届け・計画の提出の対象・範囲を限定はしません。 
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ちょっと裏⼭にトレーニング、ちょっとトレイルランニング、ちょっとハイキング等々、理由は様々であり
各個⼈の判断となりますが、例えば、⾦沢の裏⼭である医王⼭、⼩松の裏⼭である鞍掛⼭やトレイルランニ
ングの練習コースにもなっている動⼭でも頻繁に事故が発⽣しています。 
基本的には全ての登⼭活動に於いて登⼭届け・計画の提出を⾏って頂く様にお願いします。 
 

 ⽀部での⼭⾏・⽀部メンバー以外(他会等)との⼭⾏の場合についても登⼭届け・計画の提出を⾏って頂く 
様にお願いします。 従来の紙での登⼭届け・計画の提出、フェイスブック(Facebook)での連絡やメールへ
の添付でも構いません、⽯川⽀部の緊急連絡先アドレスへ送っていただいても構いません。 

 
 

２．平成29年度上⾼地⼭研集会のご案内  

期⽇  ： 平成２８年８⽉５⽇（⼟）６⽇（⽇） 
会場  ： ⽇本⼭岳会上⾼地⼭岳研究所 TEL 0263-95-2533  FAX 0263-95-2635 
会費  ： １泊２⾷ 宴会費⽤込み  会員 5,000 円 ⾮会員 6,000 円（会友は⾮会員となります） 
⾏程  ：  

・８⽉５⽇（⼟）上⾼地⾃由散策 
15:00 上⾼地⽇本⼭岳会⼭岳研究所に集合 
16:00 ⼣⾷宴会準備 
18:00 ⼣⾷（宴会）会員各位持ち寄り品（漬物・家庭菜園の収穫物など） 

その他各⾃嗜好品。なおベランダ等にてコンロなどが禁⽌されましたので、献⽴が変更に 
なりますことをご了承願います。 
＊集合時間は⾃由ですが、必ず⼣⾷に間に合うよう集合して下さい。 

・８⽉６⽇（⽇）⼗⽯⼭ 2525ｍ（⽩⾻温泉コース：⼭域変更になるかも知れません）または⾃由⾏動 
07:00 上⾼地 出（バスまたはタクシー） 
07:30 沢渡駐⾞場 
08:00 ⽩⾻温泉登⼭⼝ 登⼭⼝は⾞両駐⾞スペースは多くないです 
11:30 ⼗⽯⼭ 2525ｍ着 昼⾷ 

 12:30 下⼭ 
 14:30 ⽩⾻温泉 登⼭⼝着 

      ⼊浴 （場所は未定） 
 15:30 ⽩⾻温泉発  
 18:30 ⾦沢 着 

＊⼗⽯⼭に登る⽅は、前⽇に沢渡に⾞を停めて上⾼地に⼊って下さい。 
・参加申込 

参加申込は期⽇までに以下にメール・ＦＡＸにてご連絡ください、 
会員外の⽅も⽒名・性別・年齢・⾏動予定を添えてご連絡願います。 

・申込期限  7 ⽉ 21 ⽇（⾦）（⼈数確定の上、申込⾦が必要ですので、お忘れなく） 
・申込先  ⽯川⽀部事務局 樽⽮まで  

Mail  m_taruya@mirror.ocn.ne.jp   FAX：076-237-5769 
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なお、7 ⽉の三⽔会は 7 ⽉ 19 ⽇ですので、その際に申し込まれても結構です。 
上⾼地へのアプローチは各⾃の予定でお願いします。 
纏まれば⾞両乗合となりますが、申し込みされる場合は⾏動予定をお知らせください。 
グループで⾏動される場合はその旨もお知らせください。 
登⼭される場合は登⼭計画書作成願います。 
⼗⽯⼭⽩⾻ルートは⻑野県安全登⼭条例の指定登⼭道にはなっていませんが登⼭届を提出するように 
お願いします。 
登⼭届は登⼭⼝にポストが無い場合がありますので、コンパスなどのアプリ利⽤をお勧めします。 
参考資料として上⾼地周辺の指定⼭岳及び指定登⼭道の位置図を添付しますので各⾃、確認願います。 
詳細は⻑野県の HP ⻑野県登⼭安全条例にあります。 
＊⻑野県安全登⼭条例 平成２８年 4 ⽉ 11 ⽇告⽰ 同年 7 ⽉ 1 ⽇より施⾏ 
 指定登⼭道を通⾏する場合は登⼭届が義務付けられております。 

 
 

３．フェイスブック(Facebook)の活⽤について  

先の⽀部報でもご案内しましたが、フェイスブック(Facebook)の活⽤をご検討ください。 
フェイスブック(Facebook)については情報発信だけでなく、会員・会友の情報交換や⼭⾏計画の連絡に 

おいても有効に活⽤できています。 
 本号に掲載の笈ヶ岳の計画時は参加者同⼠フェイスブックにて⽇程、ルート、装備などの連絡、相談を進め
ており、参加者全員に同報され、タイムラインに記録が残ることから結論に⾄った経緯も確認出来るので、 
⼭⾏計画の打合せには適していると思います。 

登⼭計画のコンパスと同様にパソコン・スマートフォンでの利⽤となりますが、フェイスブック(Facebook)のア
カウントを持たれている⽅、活⽤されては如何でしょうか。 
 アカウントを持たれていない会員・会友の⽅、フェイスブック(Facebook)を始めて⾒ませんか。 
 メールでの連絡も従来通り続けて⾏きますのでメールアドレスの登録をお願いします。 
 
 

 編集後記  

 本年は各⼭域共に残雪が多く残っており、 
夏⼭シーズンでも残雪上がルートになっています。 
 天候の悪い時などルートをロストしないように 
地図･コンパスを持ち必ず確認をしながらの⾏動を 
お願いします。 
 また、これからの時期は急激に気温も上昇し⼀気に 
融雪が進み、ルート状況が⼀変することがあります。 
 踏み抜き、雪渓やシュルンドの崩壊、雪が緩み 
落⽯が多くなります。 
 ⼗分に気を付けて⼭⾏を楽しんでください。 

⽇本⼭岳会 ⽯川⽀部報 
発⾏⽇ 2017 年(H29)年 6 ⽉ 30 ⽇ 
発⾏者 公益社団法⼈ ⽇本⼭岳会 
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