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Ⅰ．計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告 

１．⻄穂⾼独標 (2,701m)  

⽇時  ： 10 ⽉ 8 ⽇(⽇)  天気：晴れ 
ルート ： ⻄穂⾼岳 独標 （⼤⽇岳登⼭、天候不良の為中⽌。 急遽、⻄穂⾼独標に転進） 
メンバー： 中川 樽⽮ 池本 藤江 藤井 
 

0500 観法寺 P に集合し、藤江さんの⾞に乗り込み出発。 
森本インター〜富⼭インター〜R41 のルートにて、0730 鍋平⾼原に到着。 
すでに駐⾞場には沢⼭の⾞が⽌まっていた。笠ヶ岳を⽬の前にし、⼼躍りながら準備開始。 
 

  

なんとか 0800 発のロープウェイに乗⾞できたが、 
登⼭者と観光客で満員の為、外の景⾊はまったく⾒ら
れないまま、⻄穂⾼⼝に到着。 
0830 登⼭開始。 ⻄穂⼭荘までの道は⾵もなく暑い。 
途中、雲海に浮かぶ⽩⼭に癒されながら先へ進む。 
ピラミッドピークに⾏きたかったが断念。 結局、独
標までに⼀時間要した。 下⼭にも時間がかかると判
断し、独標にて昼⾷をとる。 
 

 

〈⽴派な容姿の笠ヶ岳〉

〈⻄穂⾼岳(最奥)とピラミッドピーク〉

〈雲海に浮かぶ⽩⼭〉
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 ⾷後には、池本さんが淹れたコーヒを頂いた。 
笠ヶ岳を眺めながらの贅沢な⼀時であった。 
登って来る⼈も減り、下⼭開始。 
下⼭開始時に岐⾩側はガスに覆われ始めたが、途中

でガスも晴れ、笠ヶ岳が姿を現す。 
 ⽀部⻑もカメラを構えて撮影。 遠くからその姿を
撮影したりとしているうちに⼭荘に到着。 
 池本さんが、先に⼭荘にてコーヒーを淹れてくれて
おり、のんびりまったりコーヒーを堪能。 

ロープウェイの時間もあり⼭荘を後にする。 
ロープウェイの混雑もなく、無事にしらかば駅に 

到着し、名物のクロワッサンを購⼊し皆で⾷べ、 
1640 駐⾞場へ。 

 
 

帰りは、樽⽮さんオススメの『ひがくしの湯』で 
汗をながす。 途中、富⼭の８番ラーメンにて⼣⾷を
とり、観法寺 P にて到着解散。 
 
 楽しみにしていた⼤⽇岳登⼭は中⽌になったが、樽
⽮さんの案に便乗し、久しぶりに⻄穂独標を堪能でき
た。 岩場はやはりいい。 
まったりゆったり⼭⾏。 美味しいコーヒーと景⾊ 
を贅沢に味わえた⼀⽇であった。 
 
[ ⻄穂⾼岳 ⽂：藤井  写真：中川・池本 ] 

 
  

〈登りも降りも⼤渋滞のため独標までの⾏動とした〉 〈奥穂⾼岳(左)と吊り尾根、前穂⾼岳(右)〉 

〈左は焼岳、中央に笠ヶ岳、右に⻄穂⾼岳、ピラミッドピークと独標〉 



- 3 - 

２．(公)親⼦秋⼭紅葉登⼭会 北⾶騨 天⽣湿原  

⽇時  ： 2017 年 10 ⽉ 14 ⽇(⼟)  天気：曇り 
場所  ： 北⾶騨 天⽣湿原 登⼭⼝〜天⽣湿原周遊〜⽊平分岐（往復） 
参加者 ： ⽯川⽀部会員 6 名 会員外参加者 13 名 計 19 名
 
 ⽯川⽀部による親⼦登⼭は3年⽬。 夏の⽩⼭⼀泊はもちろん魅⼒的だが、初⼼者が気軽に楽しめる⽇帰り
の低⼭のよさもぜひ知ってほしい・・・ そのためには、天⽣湿原はうってつけのコースだった。 

近い、簡単、⾃然も美しい。 楽しくなければウソだ。 特に春と秋は、厳しい暑さや寒さで泣きたくなる
こともなければ、やたらと⾍が寄ってくるでもない、良い時期である。これはもう⾏くしかない！ 

モチベーションも上々だった。 
 
 当⽇朝。 私のモチベーションはかなり落ちていた。 
 天気が悪いのだ。 今年の夏は仕事で⼭に向かうこ
とも多かったのだがともかく天気が悪（愚痴になるの
で以下略）。 いや、個⼈的なことを抜きにしても、今
回は初⼼者や初対⾯のメンバーが多いので、できれば
好条件で登りたかった。 
 10⽉の⾬は冷たい。 ⼦供の体温はすぐに奪われる。
これもう帰るしかない！と思ったのだが、皆さんは⾏
く気満々の様⼦だったので、とりあえず（表⾯上は）
やる気を出すしかなかった・・・。 
 登⼭⼝は霧に包まれていたものの、幸いにも⾬は降
っていなかった。 そして今回、参加者には⾮常に恵
まれていた。⽀ 部の会員のほかに、親⼦登⼭に来て
いただいて、参加してくださったご家族が2組。 
いつもありがとうございます。 ⼩松から初めて参加
してくださった⽅が4⼈。 ⽥井さん、ご紹介してい
ただいてありがとうございます。 そして私の娘と義
⽗・義⺟。若⼲公私混同かも知れないが、賑やかなの
は正義だ。 

 

 

 登⼭道はおりしも紅葉の⾒ごろで、霧とあいまって
なかなかに神秘的な雰囲気だった。 
 ⼈数が多いため、隊列はかなり⻑くなったが、親⼦
メンバーもなかなか慣れたもので、⼼配事もなく楽し
く歩けた。 ⼦供たちの⽬を引いたのは、クマよけの
ためあちこちに吊るされた１⽃⽸。 「これをたたい
て⾳を出してから歩いてください」という注意書きを
⾒た⼦供たち。 やることは⼀つだ！⼀⼈10回くらい
ガンガンガンガン。 さぞかしクマも肝を冷やしたこ
とと思う。 賑やかな旅路だ。 
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 歩き始めて30分で、もう湿原の⼊り⼝に。 ⽊道が
良く整備され、歩きやすい道だった。 アドベンチャ
ー感は全く無いので、⼦供たちには少し物⾜りなかっ
たかも知れない。 それでも⼩さなリンドウの花や梢
を彩る紅葉は⽬を楽しませてくれたし、広⼤な湿原は
朝露の宝⽯で埋め尽くされていた。 
 カラ⾕分岐のあたりからは、巨⼤な桂の⽊が林⽴す
る、本格的な⼭道に。 桂の⽊の⽢いにおいと秋の空
気が楽しめる。 ⾕沿いの道で、アップダウンもあれ
ば、たまに⼩川をまたぐこともあったが、本当に何の
問題も無かった。 程よく⼤変な、いい道である。 
 
 ⼀番⾯倒だったのは私の娘で、ともかくうるさい。 

常にしゃべっている。 途中からリーダー気取りだ。 
誰に似たのか・・・。 まだ４さいなので、多分途

中で根を上げるだろうな〜と思っていたが、意外にも
しっかり歩いていた。 それを⾒たのかどうか、他の
⼦供たちも全然弱⾳をはかない。 みんな⽴派なもの
だ。 

私が⼩学⽣のころは、⽗親に⼭に連れて⾏かれるた
びに、「早く帰りたいよ〜」と⾔っていた気がする。 

最近の若い連中もなかなかやるじゃないか！ 
と思った。 
 
 ⼀応の⽬的地・⽊⽴平で、去年から恒例のナメコ汁
で昼⾷。 ⼦供たちも結構⼿伝ってくれた。 

最近の若い連中も（略）！ 多⼈数で囲む⼭の飯は
とにかく楽しい。 来て良かったと思った。 
 
 ちなみに、⾬は最後まで降らなかった。 下⼭した
ら晴れた。 誰か⾏いのいい⼈がいたのだろう。 
少なくとも私ではない。 

下⼭したら晴れは最早お約束である。 
 娘はよほど楽しかったのか、⾞に乗ると⽷が切れた
ように寝てしまった。 義⽗も義⺟も満⾜そうだった。 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
[ 天⽣湿原 ⽂：⼋⼗嶋  写真：中川・樽⽮ ]       

〈恒例のナメコ汁〉
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３．剱岳 ⼩窓尾根 偵察⼭⾏ 

⽇時  ： 11 ⽉ 3 ⽇（⼟） 天気：晴れ 
ルート ： 剱岳 ⼩窓尾根 1,614m 
メンバー： 中川 樽⽮ 堀 3 名 
 

季節は晩秋から初冬へと移り変わり、⼭々は神々しく⽩いベールを纏う季節になって来た。 
晩秋の時期は休⽇毎に台⾵や悪天が巡ってきて満⾜する⼭⾏が出来ずにいた。 
今週も週初めの天気予報では悪天予報であったが、週末が近づくにつれて 11 ⽉ 3 ⽇、⽂化の⽇はかなり 

良い天気予報となって来た。 元々、11 ⽉ 3 ⽇の⽂化の⽇は晴れの特異⽇と⾔うことで期待はしていたが。 
天気予報を注視しつつ、2 ⽇の⾦曜⽇に⽩⼭に⾏く予定で計画を⽀部に連絡した。 
すると、せっかくなので剱岳 ⼩窓尾根にしないかとの、⽢い悪魔のささやきが聞こえ、即時計画変更し 

⼩窓尾根乗越 1,614m の池ノ⾕への下降点へ剱岳⻄⾯観望と写真撮影の⼭⾏とした。 
余⼒があれば池ノ⾕へ降りて富⾼岩屋まで⾏きたい所であるが、時期的に⽇暮れが早く暗くなってしまう 

ので⼩窓尾根乗越 1,614m での到着時間で相談とした。 
⼭⾏を計画したのが 2 ⽇の⾦曜⽇であったのでお誘いの連絡を出来た会員も限られ、急であったので予定を 

調整できた中川、樽⽮、堀の 3 名での⼭⾏となった。 
 

当初、朝 6 時に集合出発、8 時に⾺場島スタートを
予定したが、17 時頃に⾺場島に下⼭となってしまう、 
今の時期は⼣暮れが早いので、出発を１時間繰り上げ、
朝 5 時に集合出発、7 時に⾺場島スタート、16 時頃に
⾺場島に下⼭とした。 4 時起床で眠い⽬を擦りつつ
市内で中川⽀部⻑と合流、観法寺にて樽⽮会員と合流
後に⽴⼭インターへと⾛る。 

 
呉羽 SA あたりから夜が明け始め、正⾯に今から 

登る剱岳、右に⽴⼭・薬師、左には⽑勝三⼭から北⽅
稜線が綺麗なシルエットとして黎明の中に浮かび上が
ってきた。 右⼿には富⼭平野のお天気⼭である鍬崎
⼭がクッキリと望め、富⼭平野の天気が良いことが覗
える。 

尚、鍬崎⼭は戦国⼤名 佐々成政の厳冬の⾶騨⼭脈・
⽴⼭を越えて浜松の徳川家康に再挙を促しに⾏った、 
さらさら越え(ザラ峠〜⿊部峡⾕〜針ノ⽊峠)と共に、
埋蔵⾦伝説がある。 

「朝⽇さす⼣⽇輝く鍬崎に、七つむすび七むすび、
⻩⾦いっぱいに光り輝く」という謡が残されており、 
⻩⾦の謎を解く鍵が秘められていると伝えられている。 

興味のある⽅は冬に是⾮、激深・重雪のラッセルが
楽しめます。 
 

近づく剱岳に若かりし頃の想いを重ね、期待しつつ
⾺場島に到着。 

Compass で登⼭届けを出してあるが、上市警察署
⾺場島派出所の登⼭届けポストにも提出。 

今⽇はルートファインディングに苦労すると予想さ
れたので 2 万 5 千分の 1 地形図(剱岳)とコンパスと
GPS を持ってきた、GPS を ON し衛星を補⾜するま
で数分、GPS が現在位置を確認出来たところで予定通
り 7 時に出発。 ⾺場島では⾃分たち以外に数パーテ
ィーが出発したが、他パーティーは「試練と憧れ」の
早⽉尾根に向かった様であり、⽩萩川に向かうのは
我々と⼯事⾞両のみであった。 

〈⼣照の剱岳〉
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ゲートが閉められた⾞道をしばらく歩き取⼊⼝へ、

取⼊⼝を始め途中の堰堤も昔の⾯影が無く⼯事で⽴派
になっていた。 今⽇は天候が良く取⼊⼝までで汗ば
んできたので各⾃着ていた防寒着を脱ぎ、これからの
タカノスワリ⾼巻き・渡渉に備えてヘルメットを着⽤
する。 

 
取⼊⼝から⾼巻きに⼊るがいきなりの荒れた登り、

トラロープが張られているが、湿った落ち葉が⼤量に
⾜元に積もっており地⾯が⾒えず、⾜を置くといきな
り滑る。 ⾼巻きルートは最近ほとんど⼈が⼊った形
跡が無く荒れ放題である。 ⾼巻きの斜⾯に付けられ
た踏み跡は所々崩れ、踏み外すと河原まで落ちそうで
ある。 ヘルメットを着⽤していても冷や汗が出る。 

 

かなりスリリングな⾼巻きを進み、⼩尾根を乗り越す
あたりに来ると池ノ⾕ゴルジュが圧倒的な険悪さで正
⾯に迫ってくる、何度⾒ても⽣きた⼼地のしない⾕で
ある。 ここで⼩休⽌をしながら写真を撮る。 

⾼巻きルートはここから⽩萩川に向かって急勾配で
下る。 下って河原に降り⽴った所が丁度、池ノ⾕ゴ
ルジュの⼊⼝正⾯である。 河原からだと池ノ⾕ゴル
ジュは⾒上げることになるので余計に圧倒される。 

取⼊⼝が標⾼ 976m、⾼巻きが標⾼ 1,150m、⽩萩川
河原が標⾼ 1,050m なので⾼度計を⾒ていても進んで
いる実感が無い。 河原からは正⾯に⼤窓が⾒えてい
るがかなり遠い、仙⼈⾕⽅⾯に進むが、今⽇は思った
より⽔量が少なく雷岩まで快適な河原歩きとなる。 

 

 

〈取⼊⼝〉

〈⾼巻きルート〉 〈雷岩の⼿前のへつり〉

〈左は仙⼈⾕・⼤窓、右の狭い⾕がゴルジュ⼊⼝〉 
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雷岩の⼿前で⼀箇所だけ壁をへつる所があるが、 
⾚⾕尾根側からの落⽯に注意すればドボンも無い。 
以前に⾼巻きをせず雷岩まで遡⾏したが渡渉・へつり
で何回かドボンして真夏なのに寒い思いをしたことを
思い出した。 雷岩で⾚⾕尾根側から⼩窓尾根側に渡
渉するのだが、⽔量との関係で良い渡渉点が⾒つから
ずにウロウロする。 雷岩直下は⾜場となる岩はある
が⽔流下、雷岩近辺で探すが⾜場の間隔が遠い等、渡
るには躊躇する。 雷岩から 10m 程上流を偵察したと
ころ岩の間隔は良し、少し⽔流はあるが何とか渡れそ
うな地点を発⾒、靴は濡れたが中までは濡れずに渡る
ことができた。 

 
 

 
渡渉した⼩窓尾根側にケルンが積んであり、渡渉し

た場所が正解の場所かと思う、が、そこから⼩窓尾根
に取り付く踏み跡が無い。 少し上流に進んで⾒たが
踏み跡も獣道も⾒つけられず、このまま強引に藪漕ぎ
か、との時に樽⽮会員が下流⽅向にダケカンバの枝に
結ばれたテープを発⾒。 そのダケカンバに向かって
少々の藪漕ぎで雷岩からの踏み跡を発⾒した。 

踏み跡発⾒で安堵し休憩、各⾃軽⾷と⽔分補給を 
⾏う。 休憩地点から出発し直ぐに⾜元に「池ノ⾕」

の標識を発⾒。 ここが⼩窓尾根の取り付きのガレ沢
(第三ガーリー)であることが確認出来た。 

ようやく本⽇のメインディッシュ、標⾼差 500m を
⼀気に登らないと⾏けない。 

 
しかしこの登りは⼀筋縄ではいかない、急登に続く

急登、相変わらず落ち葉で⾜場は悪く滑る、トラロー
プとフィクスはあるがかなり古く使うのを躊躇する。 

前に⼈が⼊ったのはいつだろうと思えるくらいにブ
ッシュが張り出している所も多い。 ⾼度計を⾒なが
ら登るが遅々として標⾼は稼げない。 登りの途中で
⼀本⼊れるがまだ 1,300m、残り 300m、ここまで来る
と⼤窓、⽩ハゲ、⾚ハゲ、⽩萩⼭、⾚⾕⼭と⾚⾕尾根
の向こうに、猫⼜⼭、⼤猫⼭と東芦⾒尾根が⾒え出し、
写真を撮りながら登る。 

 

 

〈雷岩上流での渡渉〉 

〈雷岩より⽩萩川上流、仙⼈⾕と⼤窓〉 

〈猫⼜⼭、⼤猫⼭と東芦⾒尾根〉

〈⼤窓、⽩ハゲ、⾚ハゲ、⽩萩⼭〉

〈第三ガーリー取り付き〉
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各⾃の⾼度計がそれぞれ違う⾼度を⽰し 1,600m を
越えているのにまだ着かない、いや、⾃分のは 1,600m
を越えていない、気圧⾼度計なので誤差はある等々の
会話をしながら登ることほぼ 5 時間、樽⽮会員から「着
いたー」のコール、続いて乗越しに⽴つと⽬前に⼩窓
尾根上部マッチ箱、⼩窓ノ王と南壁、三ノ窓、チンネ
と懐かしき剱尾根が、ようやく対⾯できた。 

⿊い岩壁に初冬の雪を纏い凜とした厳しさが伝わっ
てくる、夢中で写真を撮る。 

 
 

 
 

 
 写真を撮り終え⼤休⽌、ここで樽⽮コーヒー店が開
店、最⾼の場所で美味しいコーヒーを頂き、各⾃昼⾷。 

楽しい時間が経つのは早い、まったりと 30 分程休
憩となった。 

 
以前、この乗越しは冬期に⼩窓尾根を登る時の中継

地となっており、今の時期に荷揚げをし、○○⼭岳会
とか○○⼤学⼭岳部とか書かれた⼀⽃⽸のデポがよく
置かれていた。 ⼊⼭者も少ない現在、デポ⽸は無か
った。 名残惜しいが、下⼭も時間がかかるルートだ、
店仕舞いをし下⼭にかかる。 登ってきた急登を降る
となると気が滅⼊るが帰りの時間だ。 

下⼭は登り以上に滑る、慎重に、信⽤できないがト
ラロープやフィクスと枝を補助に掴みながら、、、 
降りもシブイ。 ⽩萩川、仙⼈⾕の河原がほぼ⾜元に
⾒える、そこまで急傾斜を降らないといけない。 
 降ること 2 時間、急傾斜ゆえに早く標⾼差 500m を
⼀気に降りた。 河原に着いて⼀安⼼、だが気を抜か
ず渡渉を済ませてから休憩とする。 帰りも⾼巻きル
ートとなるので河原から 100m 程を登り返す事になる。 

この登り返しも急登のため疲れた⾜にはキツイ。 
登り切った乗越しにて⼩休⽌しながら池ノ⾕ゴルジ

ュの姿を⽬に焼き付けで、取⼊⼝へと降る。 
取⼊⼝からは名残惜しく何度も振り返り、何枚も写

真を撮り、16 時、⾺場島に無事に下⼭した。 

 

〈池ノ⾕全景〉

〈⼩窓王南壁と三ノ窓〉

〈三ノ窓、剱尾根、本峰〉

〈取⼊⼝と紅葉〉
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帰路の伊折橋ではちょうどアーベントロートに染ま
りつつある剱岳の姿を写真に収めつつ、上市のアルプ
スの湯で汗を流し、⾼速に乗る。 

⼟産に鱒寿司をと⼩⽮部に寄るが既に売り切れ、富
⼭名物のとろろ昆布を購⼊した。 

 
2000 年頃までは⼩窓尾根、池ノ⾕、三ノ窓へのルー

トとして利⽤され、シーズン中は⼀⽇に数パーティー
を⾒かけることもあった。 
 

しかし、早⽉尾根と別⼭尾根ルートが整備され多く
の登⼭者が往来するようになり⼩窓尾根は往来が無く
なり年に数パーティーではないかと思われる。 

その為、ルートは崩れ、落ち葉が積もり、ブッシュ
が伸びて荒れたルート、まさしく「踏み跡」になりつ
つある。 今回は参加 3 名共に古い記憶ではあるが 
何度も通ったルートであったので⼟地勘もありほぼ 
迷わずに⾏けた。 反省点としては、ここまでルート
が荒廃している情報を得ていなかったのでマーキング
(⾚布)を持ってこなかったことである。 

何カ所もマーキングしたいと思うところもあり、 
再訪する時はマーキング(⾚布)必携である。 

尚、このルートは国⼟地理院地図及び市販の登⼭ 
地図にも描かれていないマイナーなバリエーション 
ルートであり、安易に⼊るべきでは無いことを書き 
加えておく。 
 
[ 剱岳 ⽂：堀  写真：中川・樽⽮・堀 ] 

 
 

４．第 17 回 五⽀部合同懇親⼭⾏  

⽇時 ・場所 ： 11 ⽉ 11 ⽇(⼟) ニューサンピア敦賀（敦賀市）レセプション、懇親会 
11 ⽉ 12 ⽇(⽇) ⻄⽅が岳（764ｍ）登⼭ 

参加者  ： 中川 村上 樽⽮ 3 名 
 

毎年恒例の五⽀部懇親⼭⾏に参加、⽯川⽀部からは中川⽀部⻑、村上会員と私の三名。 
今回は福井⽀部主管として、集合は敦賀市のニューサンピア敦賀、⾼速にて 2 時間弱、早々に到着して 

時間が余ったので、ホテルに荷物を置き、気⽐神宮に参拝。 
⼤⿃居が有名だが修理中、ただ境内にユーカリの⼤⽊がある。 県指定の天然記念物だそうである。 
まじかでユーカリの⽊を⾒たのは初めてかも知れない。 

 

〈気⽐神宮〉
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 １７時半より、セブンサミッターの⽥路⽒の写真と
解説があり、その後懇親会となる。 五⽀部、京都滋
賀・岐⾩・富⼭・⽯川と主管の福井各⽀部、総勢２８
名、ざーと⾒渡してもどなたも歳では先輩⽅々、ただ
皆さん胃袋も元気です、各⽀部からの差し⼊れの酒は
またたくまに飲み⼲され、定刻通り、⼀本締めにて中
締め、皆は⼆次会へ移動する。 
 ⽯川⽀部は次年度のイベントの件を岐⾩⾼⽊⽀部⻑
より部屋にていろいろお聞きする。 
 

翌２６⽇はバスで蠑螺ヶ岳（685.5ｍ）登⼭⼝まで 
移動、⽯川⽀部３名と富⼭⽀部Ｋ会員は⻄⽅が岳登⼭
⼝常宮神社にて下⾞ 頂上で合流とした。 
 これより⻄⽅が岳（764ｍ）へ向かう、標⾼０m か
ら登るにつれて植⽣が変化し楽しめられ、花崗岩の奇
岩が下からも望められ、また頂上付近ではブナ林が広
がっている。 
 なかなかの⼭である、標⾼はそんなには無いがさす
がに 0ｍからの 764ｍはそれなりに⼿ごわい、

 

 

〈天然記念物 ユーカリの⽊〉

〈海抜 0m からの登り〉
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 ゆっくりと休憩もはさみながら、敦賀湾を⾒下ろし
ながらの登⼭はまた格別なものがある。 
 頂上には 11 時半ごろ到着、樽⽮は早々に昼⾷をす
ませ、皆とは先に下⼭開始。 
（途中に⼿袋を置き忘れたので、後ろからの登⼭者に
聞くとあったと⾔うことで取りに戻る、 
 尚、教えて頂いた登⼭者には下⼭後、常宮神社にて
お会いし無事に回収した旨をお伝えお礼を申し上げた） 
 

 

 
⼀⾏も 14 時過ぎに下⼭してくる、⽯川⽀部の２名

も１５時に下⼭、バスにてホテルに戻り、⼀⾵呂浴び
て着沢とした。 

 

 
 

下⼭後、福井 森⽥⽀部⻑と⽴ち話で、⽇本⼭岳会 
は年配先輩がまだまだ元気で、70 歳でも歳が・・ 
とは⾔えませんと、 

確かに富⼭⽀部Ｋ会員と常宮からご⼀緒したが、 
なかなかの健脚、お年をお聞きすると 86 歳、、 

また福井⽀部のＳ会員は 82 歳、今年４⽉からは 
奥様と全国 47 都道府県最⾼峰を巡ってると⾔う。 

まだまだ⾃分は駆け出し感がありすぎる五⽀部懇親 
⼭⾏だった。 

本年参加 京都滋賀⽀部４名 富⼭⽀部４名 
⽯川⽀部３名 岐⾩⽀部３名 福井⽀部１３名 
平成３０年度は京都滋賀⽀部の主管となる。 
 
 
 
[ ⻄⽅が岳 ⽂：樽⽮  写真：中川・樽⽮ ] 
 

  

〈敦賀湾を⾒下ろす〉
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５．初冬の⼤恐⼭(オンソリ⼭) (888.6m)  

⽇時  ： 11 ⽉ 26 ⽇(曇) 晴れ 
場所  ： ⼤恐⼭(オンソリ⼭) (888.6m) 
参加者 ： 中川 ⼤庭 樽⽮ 藤井 藤江 ⼋⼗嶋 池本 7 名 
 
 「⼭祭り」を終え、当初より予定をしていた⾃由参加のオンソリ⼭〜「厩の壺」⼭⾏を決⾏する。 
この⼭については、⼋⼗嶋会員収録の＜加賀のとイブニング＞や三⽔会の集まりで紹介され、⼀度は⼊ってみ
たいとの思いがあった。 
 事務局より事前に、⽩⼭麓の⼭紹介として「わが⽩⼭連峰」⻑崎幸雄著よりの抜粋⽂、「奥三⽅⼭」紹介に連
なる「厩の壺」の記や、⼒丸茂穂⽒調査作成の「犀川⽔系の⼭と⾕」の地図を渡され、俯瞰的にその位置や歴
史を知ることができた。 
 

 
08:10 中宮セミナーハウス出発。 
08:35 瀬波「⽩⼭⾥」Ｐ.で⼋⼗嶋さんと合流、 

以降の道筋の先達をお願いした。 
09:05 瀬波キャンプ場Ｐ.に⾞を置き、09:20 瀬波川 

左岸の「オンソリ⼭登⼭⼝」案内板に従い⼊⼭。 

 
瀬⾳を⽿に、枝川添いに⾜を進める。 
09:40 緩斜⾯に整備された登⼭道が続く。

   
Y さんの話では「⽩⼭瀬波の会」の⼿により斜⾯の

⽊は⾵通しよく間伐され、4 ⽉後半から 5 ⽉にかけ 
辺り⼀⾯カタクリ畑となって、可憐な花が咲き誇る 
そうだ。 それが過ぎると急登がしばらく続き、⾜が 
取られるほどではないが湿雪の雪道となる。 

10:00 ⼀本⽴てる。所々顔を出す階段状に整備され 
た道が頂上近くまで続いている。

 

〈⽩⼭⾥〉
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先程の間伐材を使ったものだが、中途半端な雪道で
は歩きづらい。 

その思いも、10:30 ⽩⼭遥拝所の看板あたりから 
降り積もった⼭の世界に⼊り込む。 

その場所は、⽩⼭をバックに⾼倉や左⼿に⼤瓢箪、 
⼤笠へと続く尾根が全て⾒渡せる。 
 ⿊い⼭並だが晴れていれば、遥拝の地として⼼奪 
われる場所だろう。 
 11 時過ぎ、右⼿「厩の壺」正⾯にオンソリ⼭頂、 
笈⼭の標識が出る。 

 
11:40 オンソリ⼭⼭頂に⽴つ、積雪 60cm 位か。 
⽩⼭瀬波の会・⽯川県⼭岳協会連名の看板には 

オンソリ⼭ 888.6m・三等三⾓点瀬波と表⽰されて 
いる。 
⼭頂左⼿奥に松尾⼭やセイモアスキー場が遠望できる。 

 

 
簡単な昼⾷を取り、集合写真を 1 枚撮って 12:00 

下⼭に着く。 
 

空模様の悪化に、修験遺跡「厩の壺」遥拝所跡は 
今回⾜を踏むことはなく下りたが、来春の⽀部総会 
（4 ⽉ 21〜22 ⽇、於中宮セミナーハウス）頃は 
きっとカタクリの花も⾒ごろを迎えるだろう、 
是⾮にも⾜を運びたいものだ。 

登り２時間弱、下り 1 時間の⼿頃な⼭歩き、皆様も 
ご⼀緒に如何ですか。 
 
 

 
 
 
 
[ オンソリ⼭ ⽂：池本  写真：樽⽮・⼋⼗嶋 ] 
 

〈⽩⼭を遥拝〉
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Ⅱ．⾏事等 報告 

 

１．⽉次集会 三⽔会  

 
⽇時  ： 10 ⽉ 18 ⽇（⽔） 
場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
参加者 ： 中川、岡本、村上、澤村、池本、堀、町⼝、藤江、藤井、梅津、樽⽮ 11 名 
 
●報告 

１０⽉の⼤⽇岳が⾬天の為中⽌とし、⻄穂独標へ転進した報告を投影写真と共に報告がされました。 
●報告 

１０⽉１４⽇⼟曜に⾏った秋⼭親⼦登⼭、天⽣湿原散策の報告もプロジェクターによる写真にて状況の 
報告がなされた。 
各報告は順次⽯川⽀部のホームページにて写真と共に掲載されます。 

●会務報告 
・７０周年記念式典について、樽⽮実⾏委員⻑より要領案の説明があった。 
・１１⽉⼭祭りについて 
 事務局より案内は早急にするとして、本年は会員の準備負担を省いて実施することにする。 
 また図書交換会を計画しているので各位の協⼒を仰ぐとした。 
 １１⽉は⼭祭り集会があるので、三⽔会はありません。 
 次回は１２⽉２０⽇（⽔曜）に開催されます。 

 
 
 
⽇時  ： 12 ⽉ 20 ⽇（⽔） 19 時〜22 時  
場所  ： ⾦沢総合体育館第三会議室 
参加者 ： 中川 池本 堀 ⼤幡 町⼝ 藤井 辧⾕ 織⽥ 前⽥ 埴崎 ⼋⼗嶋 樽⽮ 12 名 
 
●報告 

11 ⽉度は⼭祭り集会の為お休みしていた三⽔会でしたが、師⾛の忙しい中にも１２名が参集しました。 
当⽉は役員会も兼ねていますので、参加連絡の全員が揃うまでの時間は⼭⾏報告とした。 
先⽉の⼭祭り集会の翌⽇に登ったオンソリ⼭ 888.6ｍの画像を⾒ながらの報告、また福井で⾏われた 
5 ⽀部懇親⼭⾏の報告と 11 ⽉３⽇に天候を⾒ながら急遽計画した剱岳池ノ⾕（⼩窓尾根乗越まで）の 
報告がなされた。 
特に池ノ⾕は⽀部のメンバーが何度も通い詰めたルートであるため説明に⼒が⼊るが、当時とはあまりにも
の変わりように参加者はびっくり、ただ当時は景⾊を⾒る余裕もなく、ひたすらに⾜元を⾒ての登⼭で 
あったと反省の弁も聞かれた。 
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●第三回役員会 会務報告 
議題① 創⽴７０周年記念事業協⼒⾦お願いについて 
・平成３０年２⽉に実施される記念式典などの事業協⼒⾦を会員会友各位にお願いする。 
・⼀⼝ 3,000 円とし、協⼒各位の⽒名は記念年譜誌に記載する。 
・募集締め切りは平成 30 年 1 ⽉ 10 ⽇とする。 

  以上、了承された。 
議題② 登⼭計画書提出義務化について（説明のみ） 

⽀部として今後の課題としていきたい。 
  Ⅳ．その他 案内・連絡 にありますように現時点で、⽯川⽀部では「コンパス」の利⽤を 

推奨しています。 
議題③ ⾃然保護全国集会⽯川について 

樽⽮事務局より経過報告あり。 
・本部との協議事項が多々ありながら、会場宿との仮時程確認や⾃治体への申し⼊れ折衝などは 

順調に進めている。 
議題④ 報告事項 

・平成３０年度事業計画および予算計画は 12 ⽉ 14 ⽇本部へ提出した。 
 
  



- 16 - 

２．平成 29 年度 ⼭祭り集会  

⽇時  ： 11 ⽉ 25 ⽇(⼟)、26 ⽇(⽇) 
場所  ： 吉野⾕セミナーハウス 
参加者 ： 中川 ⼤庭 安⽥⼆ ⼤幡 岡本 織⽥ 尾⼭ 澤村 ⽥中 樽⽮ 塚⾕ 東野 藤井 藤江 

堀 町⼝ 村上 安⽥健 池本 19 名 
 
 「⼭祭り」の⽇がやって来た、会場は定着の感がある吉野⾕セミナーハウス。 

参加の⾯々はひと⾵呂浴び上気した顔をして会場に集まる。 
 

T さんは書籍配布会参加に声を掛け、売上を⽀部 
雑収⼊とする。 

書籍その他の出品者、参加者には感謝申し上げます。 

 

中川⽀部⻑挨拶、⼤庭副⽀部⻑の乾杯の⾳頭には、 
闘病間もなく元気に顔を出してくれた織⽥会員への 
祝福と喜びの声が⼊り、宴席は⼀気に盛り上がりを 
⾒せた。 事務局より安⽥⼆会員の叙勲報告と、澤村 
会員の永年会員になられた報告があり、本⼈挨拶に 
⼀同拍⼿。 喜び事と健康はどれだけあっても良いも 
のだ。 ⼭の話に座は沸き⽴ち、Ｙ会員差し⼊れの 
⻑野県の銘酒⼀升瓶はどこに消えたか、ほのかに⾹り 
が残るのみ。 今回は Т さん F さんに酒の世話から 
おでんの世話までおかけして、⼀同感謝の思い。 

それもいつの間にか酔いに消え、酒瓶が転がる盛況
には、醒めた頭で改めて感謝！屈託のない喜びの顔、
肩たたき合い話し込む姿が広がる「⼭祭り」の⼀夜で
した。 

翌朝、センター⽤意の朝⾷をとり散会。 
外は夜半の冷え込みにバリバリ凍り付いた雪景⾊、 

シャリシャリとタイヤをきしませ家路に着く。 
事務局より「厩の壺」⼭⾏の呼びかけに⼿を挙げた

6 ⼈は、それぞれの⾞で瀬波「⽩⼭⾥」の駐⾞場に向
かった。 
[ ⼭祭り ⽂：池本  写真：樽⽮ ] 
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３．平成 29 年度 年次晩餐会  

⽇時  ： 12 ⽉ 2 ⽇(⼟) 
場所  ： 京王プラザホテル 
参加者 ： 中川 ⼤庭 ⼤幡 安⽥⼆ 町⼝ 安⽥健 前川 澤村 樽⽮ ９名 
 

12 ⽉ 2 ⽇新宿京王プラザで⾏われました。 
⾦沢 9:46（かがやき 508 号）で出発。 
樽⽮さん、安⽥さん同⾏する。久しぶりの東京で”わくわく”。 

 
初めての参加、期待が⼤きく膨らむ。 
２時過ぎ会場に到着、受付し名札をつけ、⼭岳写真

展、図書交換会、講演会、グッズ販売コーナーなど 
ゆっくり⾒て過ごす。 

 
 

 
⼭本正嘉先⽣の「登⼭のための体⼒トレーニング・

加齢に負けない⼯夫とは？」講演は⼤いに参考になっ
た。 

あっと⾔う間に時間が過ぎ年次晩餐会の始まりです。 
私たちのテーブルは「笠ヶ岳」⽯川⽀部メンバー 

（９名）だったので安⼼する。 
５３テーブルの参加者である。 
開会し新永年会員顕彰、澤村さん「かっこいい！」

次は新⼊会員紹介、⽯川⽀部 2 ⼈壇上に登る。 
「⾒晴ｇｏｏｄ」。そして乾杯、歓談と続き楽しい 

時が過ぎていきました。 
帰り道ホテルに向かうとき酔いながら責任感が頭を

かすめる。 「⾦沢に帰って⼭のためにーーー」。 
全体感想：会員の年齢が⾼く若い⼈が少ない、 

我々が魅⼒あるシニアになり若者を勧誘していきたい。 
翌⽇、快晴の中、靖国神社に参拝し帰途につく。 
素晴らしい⼆⽇間でした。 
⽀部⻑はじめ皆様ありがとうございました 

 

 
 
 
[ 年次晩餐会 ⽂：町⼝・安⽥  写真：樽⽮ ]

〈皇太⼦殿下より特別出展されましたアイガー北壁〉

〈⽯川⽀部 参加 9 名〉
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Ⅲ．今後の予定 

 

１．⾏事予定  

2017年の会⾏事は無事に終了しました。 
2018年分(⼀部)を掲載します、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。 

2018 年(平成 30 年度) 

⽇程 内容等 場所等 担当者(申込締切⽇) 

1 ⽉ 13 ⽇(⼟) 雪上訓練 雪上訓練 事務局 1 ⽉ 6 ⽇(⼟) 

2 ⽉ 3 ⽇(⼟) 
⽯川⽀部 

創⽴７０周年祝賀会 

ホテル⾦沢 

4 階 ⾵の間 
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) 

４⽉２１⽇(⼟) 

平成３０年度定期総会 

15:00〜 

総会後は懇親会となります 

吉野⾕セミナーハウス 事務局 

７⽉８⽇(⽇)〜９⽇(⽉)   
平成３０年度 

⽇本⼭岳会⾃然保護全国集会
⾠⼝温泉 まつざき 事務局 

 
 ※2018 年の⼭⾏を計画中ですのでリクエスト・提案お願いします。 
 
 
 

２．⽯川⽀部 創⽴ 70 周年記念式典・祝賀会  

既に会員・会友各位には案内が届いていると思いますが、創⽴70周年記念式典・祝賀会を催します。 
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。 
⽇時 ： 2018 年(平成 30 年)   2 ⽉ 3 ⽇(⼟曜⽇) 

午後 5 時〜  記念式典 
午後 6 時〜  祝賀会 

場所 ： ホテル⾦沢 4 階 ⾵の間  ⽯川県⾦沢市堀川新町 1-1-1 (⾦沢駅前) 
会費 ： 10,000 円 

 
 ※まだ返信⽤葉書を出されていない⽅は、出席・⽋席をお知らせ頂きますようお願いします。 
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３．平成 30 年度 ⽇本⼭岳会 ⾃然保護全国集会  

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・場所につきましては 
７⽉８⽇（⽇） − ９⽇（⽉） ⾠⼝温泉 まつざき 
を予定しています。 
内容詳細につきましては別途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。 
平成 29 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、峯 2 号の「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。 

 
 
 

４．⽉次集会 三⽔会  

 ２０１８年（平成３０年）度 
・１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。 

 
 
 

Ⅳ．その他 案内・連絡 

１．登⼭届け、計画の提出について  

昨年本年と広島⽀部での５名の遭難死亡事故を受け、⽇本⼭岳会としてはあらためての会員他各位への 
お願い及び提出義務化に進んでおります。 

⽯川⽀部としても今⼀度どのような規定制度にするか、提出⽅法はどうするかなど最重要項⽬として 
取り組みたいと思います。 各位のご理解とご協⼒をお願い致しますのでご検討ください。 
 現時点で、⽯川⽀部では「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。 
 ⼜、登⼭⼝では紙での提出もお願いします。 
 ・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 
・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 

 
 尚、⽩⼭⼭系では⽯川県、岐⾩県で登⼭届けの提出は義務化されています。 
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⻑野県内では平成 29 年中(11 ⽉ 19 ⽇までで) 282 件、遭難者 312 名、死者 56 名もの⼭岳遭難が発⽣して 
います。 地域別では北アルプスが 54.3%圧倒的に多く、中央アルプスが 7.4%、南アルプスが 5.3%となって
おり、意外に多いのは⼋ヶ岳で 11.0%となっています。 
 ⼋ヶ岳はアプローチが短く⼿軽に⼊⼭できるので⼊⼭者も多く、⽐例して遭難も多くなっている。 

つい先⽇も⼋ヶ岳 阿弥陀岳で積雪のためルートを⾒失い北⻄稜に迷い込んだ男性 50 歳が県警ヘリにて 
救助、同じく⼋ヶ岳 横岳でも男性 41 歳が⼩同⼼から滑落、県警ヘリにて救助された。 
これからの季節、冬期の⼋ヶ岳は雪崩に要注意の⼭域です。 
冬期でも⼩屋が営業しており⼊⼭者が多く安⼼してしまいがちですが、実は⼋ヶ岳は雪崩での遭難が多い 

⼭域でもあります。 
 ⾏者⼩屋から阿弥陀岳へ、中岳のコルへのルート、夏冬共に⼀般ルートですが、阿弥陀岳の東⾯の頂上直下
の三⾓雪⽥が雪崩れて、通⾏していた 12 名が亡くなる⼤惨事が発⽣しています。 
 同じく、⼀般ルートの⾏者⼩屋から⾚岳への地蔵尾根の上部、⾚岳鉱泉〜⾏者⼩屋間の中⼭乗越の「樹林帯」、
⾚岳鉱泉から硫⻩岳への⾚岩の頭からでも雪崩が発⽣し遭難事故となっています。 

⼀週間程前からの積雪情報・天候気温情報を⼊⼿し、⼊⼭後はピットチェック等で積雪状態を確認を⾏う 
等、⼊念に準備をし、基本に⽴ち返って安全登⼭されるようにお願いします。 

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。 
 
 ⼜、平成 28 年 12 ⽉ 1 ⽇付けと少し古いですが、⽇本⼭岳協会や関係省庁及び団体などで構成された⼭岳 
遭難対策中央協議会では、「冬⼭は⼗分な体⼒、装備、計画を！」と強調し、「冬⼭登⼭の警告」（パンプレット）
が発信されています。 
 下記よりＰＤＦでダウンロード出来ますので各⾃にてご覧願います。 
 http://www.jma-sangaku.or.jp/news/2016/12/winter-alert.html 
 
 

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。 
 
 
 

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。 
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４．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。 
 

５．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キャプション・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 

時間がかかっています。 
 ご協⼒をお願いします。 
 
 
 
 

 編集後記  

いよいよ冬⼭シーズンになりました。 
2017 年は深⼭では雪が多く、遅くまで残りましたが、 
⾥⼭では雪不⾜で雪解けも早かったと思います。 
2018 年は⾥⼭でも楽しめる程度の雪を期待します。 
1 ⽉〜3 ⽉は厳冬期になるので計画には余裕を持ち、 
装備・⾷糧も⼗分に持つようにしてください。 
悪天時は数分で⾃分のトレースが埋もれてしまうので 
必ず地図･コンパス･GPS を持ってルートを確認しながら 
の⾏動をお願いします。 
スマートフォンの GPS は電池の消耗が多く、 
低温時は電池⾃体の能⼒も落ちます。 
緊急時に通信⼿段が使えなくなるので、 
予備バッテリー準備をしてください。 
⼜、緊急時のビバーク装備を持つようにしてください。 
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 12 ⽉ 22 ⽇ 
発⾏者 公益社団法⼈ ⽇本⼭岳会 

⽯川⽀部⻑ 中川 博⼈ 
編集者 ⽀部報担当 堀 正春 
電話 076-232-3555 
E-mail isk@jac.or.jp 
HP http//jac-isk.com 


