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Ⅰ．計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告
１．夏⼭登⼭ 後⽴⼭連峰北部 朝⽇岳 (2,418m)
⽇時

： 7 ⽉ 15 ⽇(⼟)快晴 16 ⽇(⽇)⾵⾬

ルート

： 朝⽇岳・
（雪倉岳・⽩⾺岳 縦⾛･周回は悪天断念）

メンバー：

堀（CL） 中川 藤江 安⽥ 池本

「後⽴⼭初夏の稜線をテント泊縦⾛」の⼼躍る話に⼿を挙げた。
朝⽇岳〜⽩⾺岳おまけ付きで⾵吹⼤池周回縦⾛のロングコースだ。
【蓮華温泉登⼭⼝から雪倉岳(左)と朝⽇岳(右)を望む】

15（⼟）03:20 ⼭側環状観法寺Ｐより、堀さんの⾞
に 5 ⼈同乗して出発。

07:35 暑さの中に涼⾵を受け 1 本⽴てる、瀬⼾川
出合の短橋を過ぎ、09:15 ⽩⾼地沢橋（Ｌ＝45.0ｍ、

⾞中でリーダーより、⼤気不安定で天候悪化による

朝⽇岳 6.1 ㎞⇔蓮華 4.8）の休憩地に着く。

縦⾛コース変更の可能性⼤との予想、⼀部メンバーよ

ここまで 2.45 時間費やすも⾼度は全く稼げない。

り寝不⾜の体調を申告する話が出る。

40 代歩いた時には、瀬⼾川橋も⽩⾼地沢橋も仮設板

06:00 蓮華温泉Ｐ着、わずかに残る空きスペースに

橋だったように記憶するが、今では⽴派な鉄橋が掛か

滑り込み早朝 3 時の集合が正解であったと⼀同納得。 っている。
06:30 出発、兵⾺の平湿原では、湿原植物の群落が
⼀⾯を覆うが⽬を奪う花を⾒ることはない。

カモシカ坂の上りにかかるころ、メンバーの⼀⼈が
脚の張りを⼝にした。
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【兵⾺の平湿原より望む⽩⾺乗鞍岳(左)と雪倉岳(右)】

【朝⽇岳登⼭⼝】

【兵⾺の平湿原にて素晴らしい景⾊に⼀同感嘆】

【あやめ平にて】

【兵⾺の平湿原より望む朝⽇岳(左側の雪が残る頂)
中央は五輪⼭と五輪尾根、これを越えて⾏く】

【兵⾺の平湿原を過ぎると急登のアップダウンが続く】

とにかく熱い、湿度も⾼く無⾵状態が続く、ペース
落とし⾜を進める。
11:40 花園三⾓点で昼⾷、座ったお尻がなかなか上

五輪尾根の登⼭道には、⾼⼭植物保全の為朝⽇岳に
向かって⽊道が延々と続く、コンクリートの型枠を⽊
で覆う堅牢な造りだ。

がらない、1 時間の⼤休憩。

五輪⾼原で⼀輪のニッコウキスゲが疲れを癒してく
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れた。 13:50 五輪の森、⼤輪の⾐笠草の⼀群に F さ
んと嘆声を上げる。

遭対パトロールの巡回で明⽇の天候悪化は確実、残
雪状態から⽔平道〜雪倉間の閉鎖が⼩屋に⼊った。

花の癒しを感じるのもこの辺りまでで、⽩⾼地を過
ぎるころから残雪の張り付く雪⽥歩きが続く。

来た道を戻るようにとの通達に明⽇の動きは決まっ
た。

今年は何処の⼭も残雪が多いと聞いていたが、この

【花園三⾓点】

状態が続けば明⽇の雪倉を過ぎるまでの稜線歩き、ア
ップダウンはかなりのものだろう。

【雪渓下の流れには⽔芭蕉】

【⽩⾼地沢橋、ここからがメインディッシュ五輪尾根
カモシカ坂の⻑いキツイ登りが始まる】

【五輪⼭を巻きながら⻘ザクの急登を登る】

⾃分の⾝体はそんな事を考える以前の問題で、千代
の吹上を超えるあたりから疲労と眠気が差し、⾜は
遅々として進まなくなった。
朝⽇岳⼭頂に全員が⽴つのを確認して、堀Ⅼ「テン
場取るのに先⾏きます」と⾛る。
18:00 朝⽇⼩屋でテン場申し込みをすると、⼩屋の
⼥将さんから「こんな時間に⼊るなんて・・」と、烈
⽕の怒りを頂いたとは楽しい宴の酒の肴、堀さんには

⽀部装備品として購⼊した 4 ⼈⽤新品テントの初使

ケツ持ちから、間尺に合わぬ叱られ役まで受け持って

⽤は、5 ⼈⾞座になっての⼣餉に⼤活躍、疲れた⾝体

いただき只々感謝。

も鶏鍋と⼀献の酒の酔いにホッと息をついたところ、
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またまた⼥将さんの登場「時間を考えて下さい、明⽇
の出発時間を⼩屋に知らせるように・・」

【テント泊の重荷に耐えながら雪渓を登る】

【五輪⾼原を過ぎた展望台、朝⽇岳をバックに】
【ようやく吹上のコルに到着】

【コース中の⼀番の傾斜かも、かなり多くの残雪】

【吹上のコルから朝⽇岳(右奥)、⼩屋はさらに先】

⼀夜明け、03:00 起床。

した age70、顔を⾒合わせ睡眠不⾜を経験でカバー

朝⾷と、2 張のテントをたたみ 05:20 朝⽇⼩屋テン

できる歳じゃないな、それでも 1 年に１回位は⻑いの

ト場を後にする。

をやりたい、何をするにも余裕を持って・・。

ぐっすり眠って疲れも取れたか、⾜取り軽く歩き出
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【ようやく朝⽇岳に到着】

【朝⽇岳⼩屋】

五輪の森から待っていたように突⾵と⼟砂降りの⾬
が断続的に降り続く、雪倉⽅⾯分岐の閉鎖は正しい判
断だ。 濡れるに任せ下り続ける、カモシカ坂は下り
がキツイと慎重に⾜を運ぶ。 12:00 ようやく⽩⾼地
沢出合に着いた、⼀息つく。 これから 2 時間余掛け
てのだらだらした登りが続く、疲れた⾜にはキツイ上
りだ。 14:30 蓮華温泉に着いた、しかしこんなにき
つい道だったかと N さんに話しかけると、⼀⾔歳だの
答え。 ⾵呂に⼊り⼈⼼地がついたが、つくづく今回
の⼭⾏を終えて、仲間とは有難いものだと実感した。

助け助けられ、声掛けになえそうな⼼を奮い⽴たせる
思いを経たことは、今後の⽯川⽀部での活動をもう⼀
06:10 朝⽇岳⼭頂着、突⾵混じりの⾵が天候の急変を

度⾒つめ直す良い機会だった。

告げる。 千代の吹上を過ぎるまでは何とか⼤荒れに

⾃分のペースを捨て、最後までメンバーに気を配り

ならないようにとの思いが通じたか、雪壁下りは強⾵

続けた寡黙な堀リーダーには、往復の運転をお任せし

も吹かず通過、ピッケルを⼿にするだけで⾝が引き締

た事を合わせて感謝申し上げます。

まる、この楽しみくらいは味わいたかった。
（朝⽇岳 ⽂：池本・写真：堀）
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２．上⾼地⼭岳研究所 集会 と ひょうたん池散策から転じて明神岳五峰 南壁 取り付き偵察
⽇時

： 2017 年 8 ⽉ 5 ⽇(⼟) 快晴、6 ⽇(⼟) 晴

場所

： 上⾼地⼭岳研究所、明神〜下宮川⾕

参加者

： 集会参加者 中川 澤村 埴崎 村上 ⻄嶋 東野 池本 樽⽮、樽⽮(⺟) 堀 町⼝ 寺⽥ ⾼畠 13 名
明神 堀単独
【早朝の上⾼地、
清々しい空気感】

れが後々の判断に影響することに。
8 ⽉ 5 ⽇は平湯アカンダナ 4:50 発の始発バスに乗り
6 時に上⾼地から⾏動開始のつもりで 2 時に⾦沢発を
予定、しかし寝坊、起きたら 3 時でした、速攻で準備
をして 3 時半過ぎに出発。
平湯アカンダナ 6:20 のバスに乗り 1 時間遅れの 7
時に上⾼地⾏動開始となった。
出遅れたが早朝でもあり観光客と⼀般登⼭者は少な
く、また朝の気温も低く快適に歩けたのでコースタイ
ム 1 時間のところ 30 分で明神に着き、おにぎりで朝
⾷休憩とした。

8 ⽉ 5 ⽇、6 ⽇に上⾼地⼭研集会に参加した。
昨年は徳沢まで散策したが、今年は少しハードな⼭
⾏を絡めてから上⾼地⼭岳研究所に⼊りたいと思って
いた。 春先から計画を練り、新穂⾼〜⽩出沢〜奥穂
⾼岳(ジャンダルム往復)〜吊尾根〜前穂⾼岳〜岳沢〜
上⾼地⼭研を深夜発⽇帰りか途中でツェルトビバーク。
もしくは上⾼地〜涸沢〜北穂⾼岳(南陵テラスでツ
ェルトビバーク)〜涸沢岳まで主稜線縦⾛〜ザイテン
グラード〜涸沢(ツェルトビバーク)〜上⾼地⼭研など
のロングコースを考えていたが、計画書作成の直前に
なり、仕事の調整が付かず前⽇から休めそうに無いこ
と、⼤⾬の影響で新穂⾼に通じる槍ヶ岳公園線で岩の
崩落が発⽣し⼀週間ほど完全通⾏⽌め。
8 ⽉ 5 ⽇の時点でも夜 22 時から朝 5 時まで通⾏⽌
めとなりロングコースを諦め無難なアプローチの平湯
アカンダナから上⾼地にバスでアクセスすることにし、
コースも⼤幅に⾒直し、明神から「ひょうたん池」の
散策に切り換えて計画書を作成、Compass にて登⼭
届けを提出した。
4 ⽇に仕事から帰宅後に準備、パッキングを済ませ
て⾞に積んで仮眠。
パッキング時点でヘルメットも必要かも、と、実はこ
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【明神に到着、
早朝のため静かだ】

天候も良く、⻘空の中、明神岳五峰と 2,263m 峰が
仰ぎ⾒るように先鋭なピークを⾒せている。
その右⼿、⻑七ノ頭と東稜の間にコルが⾒える、そ
こが本⽇の⽬的地「ひょうたん池」
。
休憩後、明神橋を渡るが橋からの明神岳五峰と
2,263m 峰はより⼀層威圧感が感じられ登攀意欲を掻
き⽴てられる。

【明神橋からの明神岳五峰】

【↑怪しげな⼀本橋と腐⾷している丸太橋↓】

明神橋から上流へ、すぐに養⿂場跡の⼊⼝となる、
通⾏⽌めとなっているが脇から通る。
【⼀般通⾏⽌め】
【↓橋の先は熊笹でルート不明瞭】

いよいよ殆ど⼈が⼊らないルートに⼊ることになる。
登⼭道として整備されていないのでルートファイン
ディングに苦労するとの事前情報を得ていたが養⿂場

み跡を確認しながらの登⾏となる。

跡から、さぁ⾏こうと、早速と怪しげな⼀本橋、⼆つ

しばらく登ると熊笹も少なくなり⾒通しも利くよう

⽬の橋は丸太が腐⾷しており乗ると折れそう、その丸

になるころ、ようやく岩や⽊に⾚ペンキ○や⾚布を⾒

太橋の先がいきなり腰ほどの熊笹に覆われルートが不

つけルートから外れていないことを確認する。

明瞭、橋を渡ったところから踏み跡を確認しながら進

しかしマーキングが少なく相変わらず踏み跡を確認

むと三つ⽬の橋、この橋はしっかりしていたが渡った

しながら⾏く。⽊々も開けて来た頃に右⼿からの下宮

ところは相変わらずの熊笹、⾚布も無く相変わらず踏

川⾕と合流する。
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【↑三つ⽬の橋、渡っても熊笹でルート不明瞭↓】

【↑踏跡は写真中央下より左に⼊り上の⽩い⽊を抜ける】

【↓しばらく登りようやくマーキング発⾒】

【↑途中のケルン、草に埋もれて発⾒しづらい】

【下宮川⾕からひょうたん池への分岐】

そこからは下宮川⾕に降りたり、尾根に戻ったりを
何回か繰り返すルートになっているが、ここもマーキ

ルートファインディングに苦労しながら⼀時間程登

ングが殆ど無く、下宮川⾕に降りるところ、尾根に戻

ると、下宮川⾕から「ひょうたん池」への分岐となる。

るところが不明瞭で、⾃分は左⼿の尾根(下宮川⾕の右

ここで⼀本とり、ふと下宮川⾕の上流を⾒ると明神

岸)を意識しながら下宮川⾕を登った。

岳五峰の南壁がドーンと鎮座しているのが⽬に⼊って

⾚布を持っていなかったので下宮川⾕にあった流⽊
を何本か並べて置いて帰りの⾃分の⽬印⽤とした。

しまった。 うーむ、悩む、が、今⽇はヘルメットを
持ってきている。
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【明神岳五峰南壁基部】

⾏けるところまで⾏こうと、
「ひょうたん池」⽅向に
は進まず、そのまま下宮川⾕を詰めることにした
【明神岳五峰南壁(下宮川⾕より)】

南壁初登ルートを初め各ルートへの取り付きのバン
ドが⾒える、ここからの南壁は覆い被ってくるようで
登れと誘ってくる。 取り付きまで登りたいところで
⽔流があれば沢登り、⽔が流れていないので RCCⅡ

あるが岩が脆く、帰りのクライムダウンも危険、ヘル

グレードで 1〜2 級のアプローチ、だが⼈が⼊ってお

メットは被っているが登攀⽤具は無い、残念ながら今

らずガレ場と化しており蟻地獄のように⾜下から崩れ

⽇はここまで。 下宮川⾕の下りは登りよりもより⼀

てくる、その度に脚を使わされ体⼒を消耗する。

層神経質になる、ガレ場の下りで⼀旦崩れると⽌まら

「ひょうたん池」へもバリエーションルートと⾔わ

ない。 出来るだけ浮き⽯に乗らないように⼤きい岩

れる現在、下宮川⾕を詰めるのは登⼭者の道を外れる

を繋いで下る。 しかしその⼤きい岩⾃体も乗るとグ

のか？

ラッと動く。 「ひょうたん池」分岐に下りホット⼀

「ひょうたん池」分岐からの下宮川⾕の上流はマー

息、まだ時間は早いが下⼭する。

キング類は⼀切無い。

明神に下⼭後に穂⾼神社にお詣り、今⽇の無事を感

五峰南壁に向かってひたすら登るだけである。

謝して上⾼地へ。

【下宮川⾕の上流⽅向、これより上流はマーキング無し】

今⽇は寝坊したが朝早くから⾏動したので眠く、⼩
梨平キャンプ場のベンチで昼寝。
そろそろ良い時間なので⼭研に向かって歩いている
とビジターセンター前でお仕事中の埴崎さんにお会い
した。 ⼩梨平キャンプ場の⾵呂が団体さんの予約で
⼊れなくなる事などの情報を教えて頂きました。
今回、上⾼地⼭研集会に絡めて⼭⾏を⾏ったが、⼭
研をベースにすると⼭⾏計画に余裕が出る。
上⾼地で安く泊まれる、バス時刻を気にしなくても
良い、この⼆つは⼤きなメリットだと思う。
今後も⼭研を活⽤した⼭⾏をしたいと思う。
最後に、
「ひょうたん池」に⾏くと提出した登⼭計画

南壁に近づいてくると落⽯の⾳が⽊魂する、できる
だけ南壁から離れて宮川尾根側を登る。

でしたが、計画と違う⾏動をしてしまいました、関係
各位にお詫び致します。

「ひょうたん池」分岐から登ること約⼀時間で、ほ
ぼ南壁の基部に到着。

（ひょうたん池、明神五峰 ⽂・写真：堀）
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３．公益事業報告 杉峠登⼭道整備
⽇時

： 9 ⽉ 2 ⽇（⼟）天気 晴

ルート

： 杉峠登⼭⼝〜杉峠

メンバー： 1 班:中川･藤井 2 班:町⼝･藤江 3 班:⼤庭･池本･武野(町⼝友⼈ ) 計 7 名
9 ⽉ 2 ⽇（⼟）朝 7 時前には全員道の駅「瀬⼥」に集合。杉峠登⼭⼝の駐⾞場まで更に進む。

【お疲れ様でした】

梅⾬を越した⼭は、それなりに草が繁茂して、午後 2
時頃まで作業が掛った。 今年は夏の天候が悪く、あ
まり登⼭者が歩いた気配がなかった。
これから涼しくなり歩く⼈も増えると思う。登⼭⼝
の道標は積雪に押され、去年よりも傾向きが⽬⽴つ。
加えて稜線に出る直下の登⼭道が、
少し崩落している。
近⽇中に修理しなければならない。
7 時 40 分に上記の班に分かれてスタートした。

涼しい⼀⽇に感謝して下⼭。皆で⽩峰温泉で汗を流

1 班は登⼭⼝から第⼀展望台まで、2 班は第 1 展望

し、ソフトクリームを⾷して解散となった。

台から第 2 展望台、第 3 班は第 2 展望台から峠までに

参加者の皆様、お疲れ様でした。

分散。 町⼝友⼈の武野さんは⼀眼レフで作業の写真
を撮ってくれた。
7 ⽉ 1 ⽇ 2 ⽇の荒天で 2 か⽉遅れた分、

(杉峠登⼭道整備 ⽂：町⼝・写真：武野)
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４．公益事業報告 第３回 ⽩⼭親⼦登⼭教室
⽇時

： 7 ⽉ 29 ⽇(⼟) 晴 座学とキゴ⼭登⼭
8 ⽉ 26 ⽇(⼟)〜27 ⽇(⽇) 晴 ⽩⼭登⼭

場所

： ⾦沢市キゴ⼭ふれあい研修センター、キゴ⼭、⽩⼭

参加者

： 総勢 49 名 親⼦ 13 組 34 名 サポート会員 15 名(1 名⽇帰りサポート)

昨年に引き続き「親⼦で楽しむ⽩⼭親⼦登⼭教室」を 7 ⽉ 29 ⽇(⼟)座学、8 ⽉ 26 ⽇(⼟)〜27 ⽇(⽇)
⽩⼭親⼦登⼭教室として計画した。
⽬的は昨年と同様「⽩⼭の雄⼤な⾃然の中で、親⼦の絆を育み、団体活動を通して⾃主性、協調性を深め、
登⼭の基本を⾝につけて安全で楽しい登⼭」を⽬指すとした。
【7 ⽉ 29 ⽇ 座学後のキゴ⼭登⼭】

今年は、霊峰⽩⼭が泰澄⼤師の開⼭から 1300 年の
節⽬を迎えたこともあり、いろいろなイベントが計画
され県⺠の関⼼も⾼まっている中で「⽩⼭親⼦登⼭教
室」の募集を 5 ⽉末から始めた。
申込みの出⾜は最初、にぶかったが 6 ⽉ 20 ⽇頃か
ら増え始めた。 また、会員のご家族からの申込みも
2 組あるなど締め切り⽇が過ぎてからも問い合わせや
申込みがあった。
募集では 15 組程度 30 名を定員としていたが、本年
度は 13 組 34 名の申込みがあり、3 年間実施した中で
最⾼の参加者となった。 ⼀班 10 名以上の班ができ

8 ⽉ 26 ⽇(⼟)午前０時頃から加賀地⽅⼤⾬のち晴れ、

たため⼀班増やすことにした。
ＣＬ⼤庭、ＳＬ櫻井清両会員を予定してお願いした

⽩⼭開⼭ 1300 年を迎えて、⼤勢の登⼭者で市ノ瀬の

ところ、⼆⼈とも快く引き受けてもらえたので⼀班増

駐⾞場やバス乗り場が混雑しているという情報が⽅々

やすことが出来た。

から⼊ってきた。 当初、市ノ瀬 6 時集合、6 時 30

座学を 7 ⽉ 29 ⽇(⼟)「⾦沢市キゴ⼭ふれあい研修セ

分バスに乗り合わせて、7 時頃別当出合集合の予定を

ンター」で⾏った。 当初予定していた講師が急遽都

30 分繰り上げて、5 時 30 分市ノ瀬駐⾞場に現地集合

合がつかなくなり、予定の午前の部を前川、松井、岡

として、各班のリーダーから班ごとに電話で連絡を取

本の 3 ⼈で担当した。

ってもらった。 ⽀部会員は午前 4 時に⽩⼭道の駅駐

また、午後の部の⽩⼭登⼭(⽩⼭登⼭の説明等)を樽

⾞場に集合して、会員の⾞ 4 台に乗り合わせて市ノ瀬

⽮会員に変更した。 今回は急遽講師を依頼したこと

に向かった。 なお、先発の樽⽮、堀会員は駐⾞場な

もあり、横の連携がうまくとれず講義内容で重なった

ど現地の情報を送ってもらうため前⽇市ノ瀬に⼊った。

り、時間オーバーだったりした⾯も⾒られた。

3 時頃先⾏の⼤庭会員から連絡があり、県道⽩⼭公

受講⽣は⼩学３年⽣から両親はもとより祖⺟まで参

園線が 0 時頃から加賀地⽅に降った⼤⾬によって⾬量

加していて、年齢が 8 歳〜64 歳と幅があり講義の内容

が 90mm を超えたため、ゲートが閉じているという連

をどこに焦点を合わせれば良いのか迷うところであり

絡があった。 3 時頃には⾬は⼩⾬に変わっていた。

課題として残った。
今後の検討及び反省材料にしたい。 天気予報では 26 ⽇〜27 ⽇にかけて晴天の予報が出て
いたので、そのうち開くだろうと、それほど深刻には
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【準備が出来た班より別当出合いを出発】

考えていなかった。 4 時 40 分頃現地に着くとすでに
⾞が数⼗台連なっていた。 その先頭に⼤庭会員がい
た。横に流れる⼿取り川の⽔は増⽔して、濁流となっ
て流れていたのを⾒て⾬の激しさを知った。
6 時頃から雲の切れ間から⻘空も⾒えてきた。もう
そろそろ開くだろうと期待しつつも、いっこうに開く
様⼦が⾒られない。 ゲート前の担当者に聞いても指
⽰待ちでこちらでは判断できないとのことだった。
7 時頃には⻘空が⼤きく広がってきたので、再度担
当者に聞いても答えは変わらなかった。 その時、担
当者はこれまでの事例などを⾒ていると正確なことは

途中 2 班のお⼦さんが体調を崩したのでサポート班

⾔えないが、10 時頃になるかも知れないと⾔われた。
⽇帰りの登⼭者はＵターンをして戻っていく⾞が増
えてきた。 10 時にゲートが開くとしたら、12 時頃

が引き受けた。 サポートの⼋⼗嶋会員が甚之助避難
⼩屋まで荷物を持などサポートしてもらった。

から別当出合を出発しても、室堂には順調にいっても

彼はそこから下ったが、南⻯の分岐でサポート班が

6 時頃到着となり、かなり厳しい登⼭となるので室堂

休んでいると、彼から今別当出合に着いたとメールが

はあきらめなければならない。 南⻯⼭荘はそれでも

⼊った。 40 分あまりで駆け下りたようだ。
16 時 20 分にサポート班が無事到着して全員南⻯⼭

間に合いそうで、頼みは南⻯⼭荘に総勢 48 名を受け
⼊れてもらえるのか？だめなら、最悪を想定して他の

荘に集合した。

⼭に転⾝するかどうかも選択肢として考えなければな
らなくなった。 中川⽀部⻑から南⻯⼭荘に電話を⼊
れて、受⼊可能かどうかを何度かのやり取りをした中
で、受⼊可能との返事をいただいた。 早速参加者の
代表を広場に集まってもらい、変更した事や今後のタ
イムスケジュール等について説明をした。 また、樽
⽮会員に連絡を⼊れ変更の件を伝えると共に、⽀部⻑
が室堂に連絡を⼊れ宿泊の変更を伝え宿泊をキャンセ
ルした。 結局 9 時にゲートが開き、市ノ瀬には 9 時
20 分に着いた。 ここから各班のＣＬは別当出合で受
け付け等の準備のため、池本会員の⾞に便乗して別当
出合へ向かった。 池本会員の⾞は、緊急⾞両⾞とし

【無事に南⻯⼭荘に到着、素晴らしい⼣焼けに⼀同感激】

て登録してあるので、交通規制には関係なく別当出合
まで乗り⼊れることが出来た。 各班のＳＬは市ノ瀬
で班ごとにチェックして、全員集合が確認できた班か
らバスに乗り込んだ。 岡本は全ての班がバスに乗っ
た事を確認した後、バスで別当出合に向かった。
別当出合では、
準備の出来た班から登⼭を開始した。
最後の班が別当出合を出発したのが 11 時 15 分で
あった。
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8 ⽉ 27 ⽇(⽇)晴れ

各班別や家族ごとに記念写真を撮って登頂を楽しん

3 時起床、展望コースでご来光を⾒るため 3 時 30

でいた。

分出発とした。出発の準備を終えて、外に出ると満天
の星空が空いっぱい広がっていた。外は寒く⽊道には
⽩く霜が降りていたので慎重に歩かないと滑って転び
そうになる。 段差やぬかるんだ所もあり⼩学３年⽣
には少々きついコース。 何組みかの団体等に先を譲
りながらも順調に登る。 きつい直登が終わると展望
台に着いた。

【展望台にて、ご来光】

ご来光は東の空の槍ヶ岳あたりから昇ってきた。
槍の上に微かに雲がかかっていたがご来光を⾒るこ
とが出来た。 樽⽮会員の発声で恒例の万歳三唱を参
加者全員で唱和して室堂に向かった。

【室堂着】

霊峰⽩⼭開⼭ 1300 年、今まで何度も⼭頂に⽴った

室堂で⼤休⽌のあと⼀部室堂に残る参加者を池本会

がこの記念すべき年の登頂は思い出深く、格別な思い

員にみてもらい、7 時 40 分頂上に向い出発する。
8 時 30 分頂上に着く、天候は快晴、剱・⽴⼭から薬

で⽴つことが出来た。 ⼀部参加者の中には、お池め

⼦岳、
槍・穂⾼まで北アルプスが眼前に広がっている。

ぐりをとの思いもあったようだが、時間の関係上、室
堂へ引き返した。
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参加者全員で記念撮影のあと 10 時 20 分に下⼭を開

登⼭教室を実施した。 この登⼭は「⽩⼭親⼦登⼭教

始する。 ⿊ボコ岩で休憩のあと、体調の優れない⼦

室」の⽬的を達成する事はもちろんであるが、それと

ども達をサポート班が引き受ける。 サポート班は適

同様に“事故もなく怪我もなく全員を無事下⼭させる

度に休憩を取りながらゆっくり、慎重に下⼭を開始し

こと”これが最優先事項である。

た。 甚之助避難⼩屋に 12 時 50 分に着いた頃には先
⾏の 1・4 班は出発していた。

実⾏委員会では、安全に対する助⾔や提⾔を皆さん
からいただいたので、考えられる問題点について事前

13 時 15 分休息を取っていた２・３班と共に出発す

に検討しつつ対策を練ることが出来た。

る。 17 時の最終バスが気がかりである。 15 時 15

今回は、⼤⾬によりゲートが閉まっていて、登⼭開

分中飯場着、最後の下りに前で池本会員がザイルをフ

始が遅れたことで、
計画を変更せざるを得なくなった。

ィックスするが他の登⼭者が多く使えない。 親御さ

しかし、登⼭とは計画どおり⾏かないこともあるのが

んに⼦どもの⼿を引いて階段を下りるように指⽰を出

⼭登りである。 参加者にとってはある意味良い経験

す。 無事階段を下りた所で 2 班の前川会員が 64 歳

になったと思う。 そのため、2 ⽇⽬の⾏動が⻑くな

の祖⺟をザイルで確保しながら歩いていた。 かなり

ってしまい、体調不良の⼈が何⼈か出たが、それぞれ

バテバテの様⼦で限界に近い歩き⽅だったが 16 時 35

の班で適切に対処してもらった。

分無事別当出合に着くことが出来最終バスに間に

お陰様で事故もなく、⼀⼈の脱落者もなくまた怪我

合った。

もなく無事、
親⼦登⼭教室を終えることが出来ました。

今年は、霊峰⽩⼭が泰澄⼤師の開⼭から 1300 年の
記念の年で多くの登⼭者が⽩⼭を訪れていた中で、

皆さんお疲れ様でした。
そして有り難うございました。

「親⼦で楽しむ⽩⼭親⼦登⼭教室」が開催された。
開⼭ 1300 年で⽩⼭登⼭への関⼼も⾼く参加者 34 名
は過去最⾼、⽀部会員など 15 名総勢 49 名で⽩⼭親⼦

(⽩⼭親⼦登⼭教室 ⽂：岡本・写真：堀)

※ ９⽉中旬に参加者家族にアンケート＋お礼状＋写真ＣＤ（事務局に送付されたもののみ）を送りました。
既にアンケート回答が帰ってきているご家族もありますが、整理後、次号に掲載したいと思います。
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５．個⼈⼭⾏報告 薬師岳 (2,926m)
⽇時

： 2017 年 8 ⽉ 18 ⽇(曇) 快晴、19 ⽇(曇) 快晴

場所

： 折⽴〜薬師岳(2,926m)ピストン

参加者

： 藤井 辨⾕ ⽥原 友⼈⼆名 ５名

かねてより計画していた薬師岳登⼭。
⾦沢 3 時半過ぎに出発し、流杉にて友⼈⼆名と合流。⾬の予報であったが とりあえず折⽴に向かう。
頑張って登ると、チングルマが咲き誇り撮影タイム

0700 折⽴出発。 平⽇の割には⼈が多い。
0815 アラレちゃん

0855 三⾓点。

開始。 先に進まない。

樹林帯は勾配はキツくないが蒸し暑い。
⽴派な桧に圧倒された。 ゆるゆると登ります。

稜線に出る前に雷の⾳がし始め、先を急ぐ。
1500 なんとか⾬が酷くなる前に到着した。
平⽇の為、宿泊者は少なく快適である。
太郎平⼩屋に 1150 到着。
薬師岳が姿を現す。 ⾒事。

⼣焼。
【薬師岳が姿を現す】

夜は⾬が酷く明⽇のご来光は望めないが、とりあ
昼⾷を⾷べ 1220 に出発。

ず⼭頂へ⾏く予定で就寝。

薬師峠のテン場からの登りがきつく、体⼒消耗。
15

朝、やはりガスの為ご来光は無理だったが⼭頂へ。
寒いので下⼭し朝⾷をとり、のんびり⼭荘を後に
する。 花たちが⾬に濡れ輝き、今⽇も撮影タイム
開始。 なかなか前に進まず。
太郎平⼩屋に着くと、また薬師岳が姿を現す。
辨⾕さんがコーヒーを⼊れてくれ⼀息し出発。
⼟曜⽇のため、たくさんの⽅々が登ってくる。
またまた薬師岳が姿を⾒せてくれた。
なんとか天気にもめぐまれ楽しい⼆⽇間だった。
(薬師岳 ⽂・写真：藤井)

６．公益事業報告 ⽩⼭ ⼤汝峰 避難⼩屋点検
⽇時

： 2017 年 9 ⽉ 9 ⽇(⼟) 快晴、10 ⽇(⽇) 快晴

場所

： ⽩⼭ ⼤汝峰

参加者

： 村上 樽⽮ 堀 町⼝ 4 名 、 別パーティーで堀友⼈ 3 名 と雷⿃荘で同宿

友⼈より 9 ⽉ 9 ⽇(⼟) 、10 ⽇(⽇)に⽩⼭で優雅に宿泊できる雷⿃荘が取れたとの連絡をもらう。
宿泊⼈数に余裕があったため何名かに声をかけたところ、⼤汝避難⼩屋が昨年 6 ⽉に点検･清掃を⾏って以
来であるので⼩屋の点検･清掃をしたいとのことで 4 名の参加となった。
町⼝さんはつい先⽇も 1 ⼈で⼩屋に泊まり点検･清
掃を⾏って頂いたが、今回も参加して頂いた。
村上さんは１８４回⽬の⽩⼭登⼭とのことで気合い

今回は雷⿃荘が確保されており寝床の場所取りで急
ぐことは無いので、
砂防新道よりゆっくりとスタート、
友⼈たちは観光新道から登りだした。

が⼊っているようです。

【１８４回⽬の⽩⼭登⼭、⼊念にストレッチ】

16

砂防新道の階段を登り終えるまでは 4 名で、以降は

に⼤汝峰⽅向へ、途中の千蛇ヶ池は半分ほど雪が融け

各⾃のペースで登り、室堂で合流、余⼒のある者は⼤

ている、融けて千匹の蛇が出てこないことを願う。

汝峰まで⾏き避難⼩屋の点検･清掃を⾏うこととした。
⾃分も途中より先⾏させてもらい、甚之助と室堂で

その前に御宝庫が崩れてフタをしてくれるのだろう
か気になる。

【⼤汝峰】

朝⾷休憩をしたのみで⼤汝峰に直⾏した。
この⽇は夏休みも終わり、紅葉まで⽇があるので⼈
が少なく快調に登ることが出来た。
御前峰は明⽇の御来光とし、今⽇は御前峰に寄らず

【⼤汝峰よりの御前峰、剣ヶ峰、翆ヶ池】

【御前峰】

【今⽇は御前峰には寄らず、⼤汝峰へ】

1 ⼈で先⾏したため⼤汝峰に早く着きすぎてしまい
後続部隊が来ない。

⼤汝神社にお詣りをし、⼤汝

峰に登ってきた⼈たちとお話をしながら、昼⾷を摂り
【千蛇ヶ池、半分ほど雪が融けている】

ながら作業待ち待機とする。

17

【⼤汝峰に到着】

【⼤汝神社にお詣り】

【外観上は変わりないが昨年より⽯垣が崩れている様】

【昨年の⼤修理からは痛みが少ない】

【修理中】

⼩屋⾃体は外観も内部も問題無い様であり、昨年度
に⼤修理した屋根もトタンが⼀部剥がれた以外は乗せ
た⽯のズレも少なく⼀年耐えた様である。
剥がれたトタンは樽⽮会員による⼀流⼤⼯仕事で釘
を打って修復。

⼩屋内部は綺麗ではあるもののカビ臭く、ブルーシ
ートは外に出して太陽光に当てて⽇光消毒！？
多少、臭いは少なくなったと思われます。
⼀仕事を終えて室堂に戻りまったりとコーヒータイ
【⼩屋の中も問題無い様】

ムとする。
18

【室堂でまったりコーヒータイム】

【雲がかかりちょっと残念な御来光】

室堂で皆さんをお待ちしたが予定より遅れて到着。

【朝⽇に輝く別⼭と室堂】

友⼈グループは⽇陰の無い観光新道の登りでかなり
体⼒を消耗した様、１８４回⽬の⽩⼭登⼭の村上さん
と付いてもらった町⼝さんと着実に歩を進め、五葉坂
を登ってくる姿が⾒え、⼀安⼼、 全員無事に室堂に
到着した。
⼤汝⼩屋の⼀仕事も終えているので雷⿃荘に⼊り酒
宴となった。 各⾃から各種アルコール飲料が提供さ
れ⼣⾷前なのにおなか⼀杯になり⼣⾷が⾷べられなく
なると、⼀旦宴を中断し⼣⾷へ。
⼣⾷後も宴が続いたが、翌朝は御来光に御前峰に登
るので消灯までとし早々に就寝。
翌朝は 4 時に起きたが⽇の出時間は 5 時 20 分ぐら
いのためゆっくりと準備し御前峰に向かう。
尚、この時期は太⿎は鳴りません。
奥宮にお詣りし御来光を待ったが、遠⽅まで雲がかか
り、スッキリした御来光にはならなかった。
御前峰にも雲がかかりだし⾵も強く寒くなってきた
ので早々に室堂に帰り朝⾷とする。
本⽇も天気が良く、登ってくる⼈が多いと予想され
るので混雑を避けるためマイナーな展望コースで下⼭
することにした。
先⽇の親⼦登⼭では展望コースは登りであったが今
⽇は下りで通るため正⾯に威⾵堂々と別⼭が望める。

【１８４回⽬の⽩⼭登⼭から無事に下⼭】

展望台近くからはエメラルドグリーンの⽩⽔湖と⼤
⽩川ダムも望めて良いコースである。
砂防新道ばかりでは無く展望コースもお勧めです。
19

南⻯⼭荘近くまで降りてきた時にヘリコプターが

て良かったと思う。

⾶来し南⻯付近でホバリング、南⻯への荷揚げかと

後⽇談で聞いたところ、威勢の良い騒がしい若者グ

思っていたが、トンビ岩コースにて下⼭中の若者 4 ⼈

ループだったとのこと、地図とコンパスは持っていた

グループ中の 1 ⼈(21)が南⻯近くでルートを外れて道

のだろうか、⾮常時の装備は持っていたのだろうか、

迷いになり 110 番しヘリで救助されたとのことでした。 と、こんな⾝近でも道迷いはするので⾃分を振り返り
トンビ岩コースのどこで道迷いしたのだろうか、ヘ

地図・コンパス・⾮常装備は必ず持ちましょう。

リがホバリングしていた位置関係からすると南⻯⼭荘
まで 10 分とかからない地点だと思うが。
南⻯⼭荘周辺では携帯電話は不通であるが道迷いし
た場所は通じたのだろか、電話がつながり 110 番でき

(⼤汝峰 緊急⼩屋点検 ⽂：堀・写真：樽⽮・堀)

７．個⼈⼭⾏報告 ⽕打⼭(2,462m)
⽇時

： 2017 年 9 ⽉ 19 ⽇(⽕) 快晴、20 ⽇(⽔) 快晴

場所

： ⽕打⼭(2,462m) テント泊

参加者

： 藤井、藤井友⼈ 2 名

連休明け、台⾵も過ぎ去り、頑張って仕事をしたご褒美で快晴の朝。

【⽕打⼭】

今回はテント泊。 ９時に笹ヶ峰登⼭⼝を出発。

さらに進むと、左⼿に⽕打と焼⼭が⾒えてきた。

⿊沢までは、⽊道をひたすら進む。

今⽇は噴煙が凄い。 ⾼⾕池ヒュッテの屋根も⾒え

⿊沢にて⼀休み。 ⾼崎から来たソロの男性としば

てきたが、なかなか着きそうで着かず、ゴロゴロとし

し談笑した後、富⼠⾒平へと向かう。

た⼤きい⽯に悪戦苦闘し、15 時に⾼⾕池ヒュッテに到

12 曲りでは、後⽴⼭連峰を⾒ることが出来た。

着。 ヒュッテにてテント場の⼿続きをし設営。

12 曲りからはひたすら登り、富⼠⾒平へ到着。

設営後は⾼⾕池と天狗の庭を散策。

ここまで来ると、ナナカマドやカエデが⾊づき始め

ナナカマドが⾚く染まり、⽕打⼭が際⽴つ。

ていた。

めずらしく妙⾼⼭も男らしい姿を⾒せていた。
20

【天狗の庭】

テントに戻り⼣⾷をとり、その後、⼣焼けに輝く池

⾵が強くて、逆さ⽕打は⾒えず。 ⼭頂までの登⼭
道は、三年前よりも整備され登りやすくなっていた。

塘を堪能し就寝。

⽊々を抜けると⼭頂。 やはり⾵が強い。
⻑居は出来ず早々に退却。
テン場に戻り撤収後、13 時に下⼭開始。
少し天気も怪しくなってきたが、⾵は強いが⾬が降
ることなく登⼭⼝に到着し下⼭完了。
２⽇間、天候に恵まれ、秋の⽕打を楽しむことが
出来た。
池塘も素晴らしく、何度訪れても素敵なところであ

２⽇⽬のご来光を期待したが、曇り空の為、朝⾷後

る。また来年は花の時期に訪れたいと思う。

に⼭頂を⽬指す。
昨⽇より、紅葉が進んだように思えた。

(⽕打⼭ ⽂・写真：藤井)

Ⅱ．⾏事等 報告

１．⽉次集会 三⽔会

⽇時

： 7 ⽉ 19 ⽇（⽔）

場所

： ⾦沢総合体育館第三会議室

参加者

： 中川 岡本 前⽥ 池本 埴崎 藤江 藤井 堀 樽⽮ 町⼝ １０名

１９時より参集、先⽇、夏⼭報告（朝⽇岳）の画像を⾒ながらの報告を実施。
天候が翌⽇は⼤⾬にて、そのまま来た道を下⼭となった。
⽩⼭親⼦登⼭教室実⾏委員⻑岡本⽒より、参加応募者多数にて締め切ったと報告。
21

のち、班編成など「計画書」の発表がある。
7 ⽉ 29 ⽇実施の座学内容、講師、集合時間などの再確認をし、定刻９時に終了・解散とした

⽇時

： 8 ⽉ 16 ⽇（⽔）

場所

： ⾦沢総合体育館第三会議室

参加者

： 岡本 ⼤庭 前川 ⼤幡 池本 埴崎 藤江 藤井 堀 樽⽮ 町⼝ 櫻井(清) 村上 東野 １４名

本⽇は、２６⽇２７⽇と開催する⽩⼭親⼦登⼭教室の実⾏委員会とし、各隊⻑、副隊⻑に集まってもらい、
⼭⾏の最終確認とした。
⽩⼭親⼦登⼭教室実⾏委員⻑岡本⽒より、会議資料が⽰され、⼀部参加者の変更、
また、役員の集合場所・集合時間の変更など伝達する。
さらに参加者には集合時間３０分繰り上げについて、各班隊⻑から参加者メンバーへ連絡するとした。
その他資料により、体調管理と安全対策、アクシデント時の対応対策の確認をした
また池本会員の⾞両を、所轄の警察署より緊急搬送⽤⾞両として申請、許可となり、登⼭⼝まで⼊り
駐⾞待機が出来る旨報告があった。
定刻９時に終了・解散とした

会務報告・平成２９年度第２回役員会
⽇時

： 9 ⽉ 20 ⽇（⽔） １９時から２２時

場所

： ⾦沢総合体育館第三会議室

参加者

： 中川 岡本 村上 ⽥井 前⽥ 池本 埴崎 藤江 樽⽮ ⼋⼗嶋 堀 １1 名
役員出席１０名

議題（審議順）
審議議題１ ⽯川⽀部創⽴７０周年祝賀会について
①実⾏委員会を設⽴し、以下の通り開催する・・・承認
１、祝賀会開催⽇ 平成３０年 2 ⽉３⽇（⼟曜⽇）
２、祝賀会会場
３、時程

ホテル⾦沢（⾦沢駅前）

午後４時〜 記念式典
午後５時〜７時 祝賀会

４、会費

10,000 円程度（暫定）

５、実⾏委員会 実⾏委員⻑ 樽⽮
６、記念誌

同副委員⻑ 中川

同総務 堀

同会計 岡本

７０周年記念年譜 Ａ５版 ６０⾴程度・・データはほぼ完成

７、感謝状贈呈・・・継続審議とする
８、記念品

案１ 記念ワッペン作成（予算千円程度）
・・継続審議

９、祝賀会案内名簿作成・・・樽⽮（１０⽉末までに）
１０、案内状送付範囲・・継続審議とする（９項名簿にて検討）
審議議題２ 杉峠標柱修繕
積雪等の為、傾斜し倒壊しそうである故、早急に修繕とする
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①１０⽉１⽇（⽇曜⽇）有志集合の上、現地にて作業とする・・承認
⽯川⽀部各連絡として事務局からメール配信する
審議議題３ ⾃然保護全国集会⽯川開催について
①埴崎委員より内容などの説明あり。
②開催について⽀部⻑より開催打診の経緯説明あり
詳細はこれからであるが
概略として 平成３０年６⽉中旬から７⽉初旬開催
宿泊・会議・懇親会・フィールド研修など概略説明にて、⽀部として受けるか
審議、受ける⼈的資産が少ないが、⽯川開催として本部に表明する。
実施内容、決定事項など９⽉２３⽇に本部委員と初回協議する。
内容によっては辞退もあるうる旨に本部へ伝える。
審議議題４ ①秋⼭親⼦登⼭ １０⽉１４⽇開催 天⽣湿原 ・・⼋⼗嶋⼭⾏委員⻑から実施要領開⽰
②沢登り計画

１０⽉２１⽇実施予定 ⽥井会員から実施要領開⽰される

いずれも⽯川⽀部各連絡メールにて配信する。
最後に 中川⽀部⻑より、夏の北海道幌尻岳にて広島⽀部員３名、渡渉中に流され遭難事故あり（３名死亡）
きちんと計画書を作成し基本に⽴ち返って安全登⼭されるように願う旨発⾔あり。

２．平成 29 年度 ⽇本⼭岳会 ⾃然保護全国集会 (岐⾩市)
⽇時

： 2017 年 7 ⽉ 9 ⽇(⽇)、10 ⽇(⽉)

場所

： 岐⾩ ⻑良川沿い「⼗⼋楼」

参加者

： 埴崎 安⽥ 2 名

2017 年 7 ⽉ 9 ⽇、10 ⽇開催の JAC ⾃然保護全国集会（岐⾩市）の報告をいたします。
⻑良川沿いの「⼗⼋楼」での総会は「外来種に怯え

千葉⽀部の⼩畴明⼤名誉教授会員の「⾕川岳氷河地

る⼭の植物たち」がテーマで総勢⼋⼗会員が参集し、

形観察会」が⼭の少ない⽀部としては好評を博した。

冒頭の⽀部報告では全国三⼗三⽀部より、

東京多摩⽀部の都サポートレインジャーと協働の国

北海道⽀部の⼤雪⼭盗掘防⽌パト、⽀笏湖の森・美瑛

⽴第四⼩学校「⾼尾⼭ハイキング」⽀援、⾃然観察会

富⼠携帯トイレ。

（年⼀回）の実施。

宮城⽀部の東北震災後の⾥⼭放射線継続調査。

富⼭⽀部の「⽴⼭弥陀ヶ原・⼤⽇平学術調査」への

群⾺⽀部の⼭協・労⼭との協働での「家族で⾕川岳

県側への⽀援派遣での調査報告の完成。

ウオッチング」
。

⽯川⽀部埴崎からは⽩⼭⾼⼭帯でのオオバコ・フ

埼⽟⽀部の「⼤⾼取⼭⾃然観察会」が川⼝委員⻑ほ
かで４８名で実施、地元 TV でも報じられた。

キ・スズメノカタビラ・シロツメクサ・エゾノギシギ
シ・オオアワガエリ・セイヨウタンポポ・オオハンゴ
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ンソウ・フランスギクの分布とその除去作業の「⽩⼭

ち込まれていたがそれも出払ったようだった。

⾃然保護センター」の状況報告。
安⽥⼆三男会員から「⽩峰⾼⼭植物園」の紹介があ

午後⼆時からは⾕内剛（⽯川⽀部会友）本部常務理

り、花盛期の約⼀か⽉間での開場と従事の実情、来年

事 / ⾃然保護統括挨拶に続き来賓の中部林務局から

度以降の取り組みでの誘客を促す説明があり、早速閉

の祝辞を頂き、基調講演「伊吹⼭の外来種」に⼊る。

館次⽇での東海⽀部の来訪ツアーに特別配慮すること
とした。

清⽔政美講師は（⼀・財）⾃然学総合研究所の主任

信濃⽀部の「⼭の⽇上⾼地」に併せた第七⼗回ウエ
ストン祭の開催と共に徳本峠越道えの整備と状況調査

研究員としてリニア関係の⾃然保全対策・岐⾩県環境
影響評価審議委員をしておられる。

を実施。
増⼤の⼀途のニホンジカ・イノシシの⾼⼭帯への進
出にも継続調査を進めるとする。

伊吹⼭は若狭湾と伊勢湾を結ぶ最も狭い地域の特性
から年中１０ m/s の⾵が観測され、冬季は１０ m

地元岐⾩⽀部の県林政部との協働による⼩津権現⼭
の森林再⽣では、国の緑化推進機構の後押しも得た。

超の多量の降雪をする⽯灰岩質の⼭塊で独特の植物環
境が約１３００種の⽣育を形成している。

鶴形⼭（郡上市）
、⿊の⽥（恵那・瑞浪）
、御前⼭（下

１９６５年の伊吹⼭ドアイブウエイの開通から外来

呂）での⾃然⽣態との触れ合い観察会の学習の場を設

種の侵⼊・ビジターの踏み付けによる植⽣破壊が問題

けた。

化された。

東海⽀部の⾃主活動「猿投の森」に於ける調査観察
⾏は七回を数えた。

また古来から薬草の栽培でも知られ信⻑時代には約
３００種の薬草がポルトガル宣教師で移植がなされた

京都・滋賀⽀部の⽐良⼭系ダンダ坊遺跡での整備と

と伝わる。

巨樹調査でニホンジカの⾷害状況を引き続き実施する。
関⻄⽀部の本⼭寺⼭国有林での [JAC 関⻄⽀部の
森 ] で⽉⼆回の定例作業を継続し、⼤台ケ原利⽤者に

この経緯から現在も多くの外来種の在来種への影響
が⽣じている。明⽇のフイールドワークで実態を臨検
する。

ワイズユースを⽬指すガイド制に近畿環境事務所会議
に構成員として参画している。

四時からは⾼⼭帯・亜⾼⼭帯・⼭地帯の三分科グル
ープに分かれて討議となり。

四国⽀部のニホンジカ対応として早期に侵⼊の三嶺

安⽥会員と共に⾼⼭帯に参加．そもそも何の基準や

⼭域の「さおりが原」で防⿅柵を設置、林床植物の回

分類で以て外来種と位置図けるのかの論議から始まり、

復が⾒られ、また柵内にトチノキ・ケヤキ・ブナの稚

現地での外来種駆除の識別から抜き取り⽅策のイロハ

樹も植樹している、ツキノワグマが⼗数頭に減ったと

に⾄るまで議論百出で⼀時間半の時間枠では結論を導

されているが新しい地域での⽬撃もあって、移動体な

くのは三分科会ともで、深い知育と現地体験が必要と

のかも含め注視している。

の報告だった。

北九州⽀部の地道な登⼭道整備に併せての植⽣回復
の調査計画を策定している。

１０⽇は朝から曇天で降⾬も予測の中、伊吹⼭に向
かう途次局地的な⾬に⾒舞われるもドライブウエイ⼭

＊登壇の報告は以上で、詳細は機関誌「⽊の芽・草の
⽬」に掲載を HP から閲覧いただきたい。

頂部駐⾞場（１２６０ m ）到着時に上がり、清⽔講
師、共に⾃然学研究所理事⻑の⻄条好廸、下野綾⼦東
邦⼤講師、⼭⽥和⼈前常務理事に安⽥会員も⼩グルー

昼⾷に⼊り、当⽀部持参の「⽩⼭１３００年＝⽩⼭

プのコーデイネーターとして⻄登⼭道コースをたどる。

観光協会刊」の地図と「⽩⼭⾃然保護センター」のパ
ンフが好評で、川⼝委員⻑が別途本部に届けた分も持

途中ポイント毎に夫々説明を受けながらで花の種の
多さに驚きの道中で遅々として進まぬ。
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イブキトラノオ・キンバイソウ・イブキフウロの特
有種の開花を⾒ながらクサタチバナ・クガイソウの開

なお、
集会の詳報は⼋⽉・⼗⽉刊⾏の機関紙のほか、

花やコイブキアザミが⼤群落を作る⼭頂部に達する。

本部の HP にも掲載される機関紙「⽊の芽・草の⽬」

最盛期に少し早かったのか将に百花繚乱の世界が彷

は郵送購読が可能です。

彿される。

購読ご希望の⽅は事務局の⽅まで問合せください。

頂上部にはセイヨウタンポポ・オオバコ等の外来種
が整備が進められていても残置し駆除の難しさを⾝近

(JAC ⾃然保護全国集会 ⽂：埴崎)

に受け⽌める。
イノブタの弁当を全員で⾷し最短の中央道を⽊製階
段の連続で⼀気に下って解散となる。

３．第 41 回⼭岳⾃然保護の集い ⽩⼭⼤会
⽇時

： 2017 年 9 ⽉ 9 ⽇(⼟)、10 ⽇(⽇) 、11 ⽇(⽉)

主催

： 公社団法⼈ ⽇本⼭岳協会・スポーツクライミング協会

場所

： ⽩峰 御前荘

参加者

： 前⽥ １名

⽩⼭登⼭

区分

全国

⽯川県⼭岳協会

⽩⼭登⼭

44

内

⽩峰散策

37

内 10

⽇帰り

6
7

その他

8

宿泊

（89）

計

89

5
内（20）
内 28

にて開催、無事終了しています。
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Ⅲ．今後の予定

１．⾏事予定
2017年分と2018年分(⼀部)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、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、担当者に問合せ・連絡をお願いします。
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。
個⼈で⾏きたい⼭⾏で会員をお誘いしたい、等、随時⼭⾏企画を⾏いたいと思います。

10 ⽉ 7 ⽇(⼟)〜8 ⽇(⽇)

10 ⽉ 13 ⽇(⾦)〜14 ⽇(⼟)

藤井あ 9 ⽉ 30 ⽇(⼟)

秋⼭⼭⾏

奥⼤⽇岳

【締め切り】

(⼤⽇⼩屋予約⼈数になり
締め切りました、8 名参加)

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)
⼋⼗嶋 10 ⽉ 7 ⽇(⼟)

10 ⽉ 14 ⽇(⼟)

(公)親⼦秋⼭紅葉登⼭会

北⾶騨 天⽣湿原

(会員には事務局よりメール連絡
これまでの親⼦登⼭参加者にも
別途郵送連絡済み)

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)

（福井⽀部）敦賀

11 ⽉ 11 ⽇(⼟)〜12 ⽇(⽇)

５⽀部合同懇親⼭⾏

⻄⽅ケ岳（さいほうがだけ）

福井⽀部･事務局

(764.1m）

(申し込みは締め切りました、

蠑螺ケ岳（さざえがだけ）

⽯川⽀部より 3 名参加)

【締め切り】

（685.5m）

11 ⽉ 25 ⽇(⼟)〜26 ⽇(⽇)

⼭祭り集会

12 ⽉ 2 ⽇(⼟)

⽀部⻑会議･年次晩餐会

⽩⼭市吉野⾕

事務局

セミナーハウス

11 ⽉ 18 ⽇(⼟)
本部･事務局

2018 年(H30 年度)
1 ⽉ 13 ⽇(⼟)
2 ⽉ 3 ⽇(⼟)

雪上訓練
⽯川⽀部
創⽴７０周年祝賀会

雪上訓練

事務局 1 ⽉ 6 ⽇(⼟)

⾦沢市内

事務局

2 ⽉ 10 ⽇(⼟)

厳冬期⼭⾏

北⼋ヶ岳

⼋⼗嶋 2 ⽉ 3 ⽇(⼟)

3 ⽉ 17 ⽇(⼟)〜18 ⽇(⽇)

春季雪上訓練

燕岳

⼭⾏委員会 3 ⽉ 10 ⽇(⼟)

６⽉中旬〜７⽉初旬

平成３０年度
⽇本⼭岳会⾃然保護全国集会
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２．⽯川⽀部 創⽴ 70 周年記念祝賀会
2018年(平成30年)度にて⽯川⽀部は創⽴70周年を迎えることとなりました。
創⽴70周年を迎えるにあたり、2018年(平成30年)2⽉3⽇(⼟)に創⽴70周年記念祝賀会を予定しています。
⽯川⽀部の皆様には万障繰り合わせの上ご出席頂ける様お願いします。
詳細が決まりましたら案内を送付しますが、役員会報告にもあります様に下記にて予定しています。
⽇時

： 2018 年(平成 30 年)

2 ⽉ 3 ⽇(⼟曜⽇)

午後４時〜

記念式典

午後５時〜７時

祝賀会

場所

： ホテル⾦沢 ⽯川県⾦沢市堀川新町 1-1-1 (⾦沢駅前)

会費

： 10,000 円程度（暫定）

３．平成 30 年度 ⽇本⼭岳会 ⾃然保護全国集会
速報（平成29年9⽉24⽇本部との協議結果）
平成３０年度 ⽇本⼭岳会⾃然保護全国集会は⽯川⽀部主管にて全国より約100名参加にて催⾏されます
期⽇・場所・内容詳細につきましては早急にご案内させて頂きます。
⽇本⼭岳会⾃然保護全国集会は毎年、各⽀部に於いて開催されています。
本年度は岐⾩⽀部主幹にて岐⾩市において開催され、⽯川⽀部からは埴崎会員、安⽥会員が参加され
本誌、⾏事等報告の「平成 29 年度 ⽇本⼭岳会 ⾃然保護全国集会 (岐⾩市)」に埴崎会員より寄稿されて
います。
詳細に報告されていますので是⾮ご⼀読ください。

３．⽉次集会 三⽔会
２０１７年（平成２９年）度
・１０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。

・１２⽉２０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 25 ⽇(⼟)〜26 ⽇(⽇)に⼭祭り集会(場所：⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス)が予定されています。
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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
計画書提出の必要性をもう⼀度各⼈が考えなおして頂きたいです。
これまで笑い話になるほど危ない⽬に何度も遭って、その結果、⽣きながらえて⾼齢に⾄った登⼭者が
⼀番危険であります。 「誤った成功体験」を持ってしまっていると思います。 過信は禁物です。
各県警など⾏政が発表している登⼭中の事故については⾼齢者と若者が圧倒的に多数を占めています。
今後は場合によって個⼈⼭⾏計画書でも⽀部内でチェック体制が必要となることも考えられます。
また計画書を作成することにより計画の漏れ驕りがないか⾃分で確認できます。
⼀部では⾯倒だ、気分で⾏きたいなど意⾒がありますが、すべては⾃分の為、ご家族の為です。
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。
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、⾦沢の⾥⼭である医王⼭、⼩松の⾥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。
公益社団法⼈⽇本⼭岳ガイド協会が運営するコンパスで届出して頂いても構いません。
・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

・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

⾝近な⽩⼭でも直近の時期で報道されただけでも、
・7 ⽉ 27 ⽇ 17 時頃、観光新道を下⼭中に路肩を踏み外し約 5m 下の急斜⾯に滑落したが県警⼭岳救助隊
県警ヘリ「いぬわし」にて救助(男性 67)。
・9 ⽉ 2 ⽇早朝、御来光に室堂から御前峰に登っている途中に意識不明に陥り、室堂まで担ぎおろし室堂
からヘリで運ばれましたが不幸にして亡くなられたようです(男性 60 台)。
・9 ⽉ 10 ⽇昼前、トンビ岩コースにて下⼭中の若者 4 ⼈グループ中の 1 ⼈(21)が南⻯⼭荘近くでルートを
外れて道迷いになり救助要請しヘリにて救助されています。
⻑野県内では 8 ⽉ 21 ⽇〜9 ⽉ 2 ⽇の間に 22 件もの⼭岳遭難が発⽣しています。
9 ⽉ 4 ⽇〜9 ⽉ 10 ⽇の間だけでも、10 件の遭難が発⽣し、3 名の⽅が亡くなっています。
⻑野県が発信している島崎三歩の「⼭岳通信」を⼀読されることをお勧めします。
http://www.pref.nagano.lg.jp/
URL は変更される可能性があります、
「⻑野県 島崎三歩の「⼭岳通信」」で検索してください。
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9 ⽉ 20 ⽇、三⽔会に於いて中川⽀部⻑より、夏の北海道幌尻岳にて広島⽀部員３名、渡渉中に流され遭難
事故あり（３名死亡）
、きちんと計画書を作成し基本に⽴ち返って安全登⼭されるように願う旨発⾔あり。
⾃分は事故を起こさない、は論外です、明⽇は我が⾝と肝に銘じましょう。
登⼭届け・計画の提出だけでなく安全登⼭を⼼がけましょう。

２．⼭岳保険の確認
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。
先ず、第⼀に加⼊している保険は「⼭岳・登⼭」が対象になっていますか？
第⼆にその保険は「遭難･捜索費⽤」について補償されていますか？
この 2 点が重要です。
⼀般の⽣命保険や傷害保険は「⼭岳・登⼭」は対象になっていません。
「⼭岳・登⼭」は対象にはなっていても「遭難･捜索費⽤」は補償されない場合があります。
スポーツ傷害保険の「⼭岳・登⼭」特約の場合も「遭難･捜索費⽤」は補償されていない場合があります。
⼭岳保険であってもハイキング、登⼭、登攀を⼭⾏形態分けしている場合が有り注意が必要です。
⼭⾏形態の⼤まかな区分としては、⾥⼭のキゴ⼭・医王⼭はハイキング、⽩⼭は登⼭、道具(アイゼン・
ピッケル・ザイル)を使う登⼭は登攀、の様に区分されているようです。
各⾃の⼭⾏形態に合った保険になっているか、確認をお願いします。
ボランティア保険は「⼭岳・登⼭、遭難･捜索費⽤」は補償されていません、ボランティア作業中の怪我など
が保証範囲です、⼭岳保険の代⽤にはなりません。
各⾃の保険を⾒直して頂き、未加⼊の⽅はこの機会に加⼊を、⼭岳保険(遭難･救助費⽤補償)で無い⽅は
保険の変更をお願いします。
今後は会主催の⼭⾏時に保険を確認させて頂き、⼭岳保険(遭難･救助費⽤補償)で無い場合は⼭⾏内容により
参加をお断りする場合もあります。
⼭岳保険(遭難･救助費⽤補償)については申込書は登⼭⽤品店等に置いてありますので記⼊・郵送し保険証書
が返信されてきますが、⼀週間程かかります。
各⼭岳保険(遭難･救助費⽤補償)はインターネットでの申し込みも出来る様になっており、申し込み翌⽇の
0 時から有効になりますので⼭⾏直前でも申し込み可能です。
尚、⼭岳保険は「⼭岳・登⼭」時に発⽣した「遭難･捜索費⽤」を補償するためのものです。
ほとんどの⼭岳保険は遭難との時点で 300 万円程の遭難・捜索費⽤を請求できます。
⼀般相場としてですが、⺠間ヘリコプターは⼀時間で 80 万〜100 万円、⺠間で捜索隊・救助隊を依頼する
と 1 ⼈ 1 ⽇ 5 万円程度の⼈件費、10 ⼈依頼すると 1 ⽇ 50 万円程度、10 ⽇間捜索すると 500 万にもなり、
さらにその⼈たちの交通費・宿泊費・装備費等の実費も負担が発⽣します。
無事に救出されても多⼤な費⽤を請求されてしまいます。
事故や遭難時の初動は警察・消防・⾃衛隊が動いてもらえますが、捜索範囲が広範囲・⻑期間(登⼭届け・計
画が出されていない)になる場合等は⺠間、地元⾃警団や我々の様な⼭岳会に捜索隊・救助隊の要請が来ます。
それらの費⽤を少しでも軽減するための⼭岳保険です。
年間で 5,000 円程度の掛⾦です、ぜひ加⼊をお願いします。
⼭岳保険について分からない⽅が居られましたら会の⽅まで問い合わせください。
- 29 -

３．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。

編集後記
今夏は天候不順で⼭⾏に少なからず影響しました。
そろそろ天候が安定する時期かと思いますが、
10 ⽉に⼊ると初雪が降りますので注意してください。
3,000m 付近からは積雪となり、⼭域によっては
防寒具・雪⼭装備が必要になります。
使う前に装備の点検をお願いします。
⼜、積雪で夏道・ルートが埋もれてしまうので

⽇本⼭岳会 ⽯川⽀部報

必ず地図･コンパスを持ってルートを確認しながら

発⾏⽇ 2017 年(H29)年 9 ⽉ 30 ⽇

の⾏動をお願いします。

発⾏者 公益社団法⼈ ⽇本⼭岳会

また、暗くなるのが早くなるのでヘッドランプの

⽯川⽀部⻑ 中川 博⼈

準備をお忘れ無く、温度が低くなると電池の能⼒が
低下します、予備電池もお忘れ無く。

編集者 ⽀部報担当 堀 正春

登⼭の基本の「早出・早着」を意識し、いざという

電話

場合のビバーク装備を持つようにしてください。

E-mail isk@jac.or.jp

⼗分に気を付けて⼭⾏を楽しんでください。

HP
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076-232-3555
http//jac-isk.com

