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新⽀部⻑ご挨拶
ご挨拶
本年 4 ⽉総会にて⽀部⻑を任ぜられました、樽⽮ 導章です。
中川前⽀部⻑には⼆⼗歳代前半より登攀技術や様々な⼭の
楽しさを教わりました。
こうして現在でも登⼭を楽しめ、また⼭岳会の⽅々との交流を
させて頂けるのも前⽀部⻑並びに⽯川⽀部の先輩や仲間の
おかげだと感謝しております。
⽀部に⼊会するきっかけは⾒上⼭荘の湯原忠政⽒、
⾒上のおじさんの勧めです。

新⽀部⻑：樽⽮ 導章

⾼校三年間は毎正⽉は⾒上⼭荘にお世話になり、毎朝の飯炊きやバス停までの輪かんじきでのラッセル
道付けの訓練、また湯原さんに⼭の話を聞いて益々⼭に⾏きたくなっていました、湯原さんから「きちんと
登攀技術を⾝につけるなら⽀部だよ」と⾔われ、同じく⾒上⼭荘仲間のＡさんの紹介で⽀部に
⼊会したと思います。
ただ、⽇本⼭岳会に⼊会したのは、それから３年ぐらい後、チトラルから帰ってから本部に⼊会申請を
しました、１９７６年 4 ⽉でした。
⽀部に⼊会したころは⽀部がテイリッチミール遠征直後で、⼊会８⽉、翌３⽉には剱岳⼩窓尾根１０泊
１１⽇などの春合宿にいきなり参加し、その後は夏・秋・正⽉と各合宿に参加、またヒンジュークシュ・
カラコルム会議などに出席し、名だたる冒険的なメンバーに圧倒されながら、未知の⼭々に思いを
寄せていたことを懐かしく思います。
その後、⼀端⼭から下りヨットにのめり込み全く優雅で無いレースなどをしておりましたが、
再度⼭岳会にお世話になっている次第です。
現在の⽯川⽀部は会員会友準会員あわせて５９名 平均年齢６５歳、これは喜ばしいことですが
⽇本⼭岳会全会員の平均年齢より４歳ほど若いことになります。
但し平均年齢は毎年⼀つずつ上がりますので、今後の懸念事項でもあります。
今後は多様な年齢層があることを踏まえ、各年代ごとでも安全に楽しく⼭に接する事の出来る⼭岳会で
ありたいと思います、その為には皆が参加できる⼭⾏計画や集会企画を⽴てる事の楽しみを共有して
いければと考えます。
⽯川⽀部は全国にある他の⽀部とは異質な⽀部です、単⼀的な⼭岳会の様であり、
また他の⼭岳会会員の参加もあり、その開かれた⾵通しの良さの伝統を受け継ぎ守り、
公益社団法⼈としての⽴ち位置も⾒据えながら先輩会員のご指導や皆さんのご協⼒を頂きながら
⽀部の発展に全⼒で取り組んでいきたいと思います。
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Ⅰ．計画⼭⾏・個⼈⼭⾏ 報告
１．春爛漫のオンソリ⼭
⽇時

： 4 ⽉ 21 ⽇(⼟)

ルート

： オンソリ⼭

メンバー：

天気：晴れ

中川 池本

4 ⽉ 21 ⽇（⼟）の定期総会当⽇、池本会員に誘われて

昔富⼭⽀部においでた⾼柳会員が、交流の場に差⼊れ

オンソリ⼭へ。 8 時に「⽩⼭⾥」の駐⾞場で合流して、

してくれたカタクリの昆布〆の⾷感がふと懐かしくよみ

登⼭⼝に向かう。 エイ⾕の川岸を離れて階段道を登り

がえった。 やがて道は急な登りとなる。 「⽩⼭瀬波

始め、杉林を過ぎると⼀⾯のカタクリ畑が⽬の前に広が

の会」の⽅が付けた階段道が九⼗九折れに⼭頂へ伸びて

る。 やがて終焉を迎える紫⾊の斜⾯は陽当たりのある

いる。 道を開いたご苦労がうかがえ、感謝しながら登

部分から緑が広がっていた。 最盛期であればきっと息

った。 ⽩⼭遥拝所の標識で振り返ると、⼿前の⾼倉⼭

をのむような林床の楽園となるのだろう。

から中宮⼭へ続く尾根の後ろに⽩⼭が真⽩に輝いていた。
⼤汝峰から七倉⼭、四塚⼭、天池、奥⻑倉、⼝⻑倉と

⼀週間か・・来年は時期をとらえたいと思う。

続く加賀禅定道の全貌が全て⾒える。

周りの⽊々は若葉が陽光に輝き、春の息吹があふれて
いた。 800ｍ当たりから上は残雪が出てきたが、もう薄
い。 今⽇は 20 ⼈を超える⼈たちが登⼭している。
⼭頂は昨年 11 ⽉に仲間たちと踏んだので喧騒を避け
て厩の壺分岐までとし、コーヒーを飲んで下⼭した。
[オンソリ⼭ ⽂・写真：中川 ]
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２． 第 22 回 久弥祭と冨⼠写ヶ岳登⼭
⽇時

： 2018 年 4 ⽉ 22 ⽇(⼟)

天気：晴れ

場所

： 九⾕ダムにて久弥祭と富⼠写ヶ岳

参加者

： 樽⽮ ⼤庭 塚⾕ 池本 織⽥ 埴崎 太⽥ 廣瀬 ⼋⼗嶋 尾⼭ ⼤幡 藤井 堀岡 下坂 町⼝ 中川
以上 16 名

昨⽇の定期総会を終え、今⽇は第22回の久弥祭へ。
朝⾷抜きで6時前には中宮セミナーハウスをあとにした。
8 時からの久弥祭には余裕で間に合い、受付を済ませ
て⼤幡さんの司会進⾏で開式。 昨年に続き晴天に恵ま
れ、祭壇の背後には新緑の冨⼠写ヶ岳が均整のとれた姿
を湖⾯に写していた。

タムシバや藪椿が咲き、⾜元にはショウジョウバカマや
イワウチワが枯葉の中に彩りを添える。
⽯楠花の花に何度もシャッターを切りながら⼭頂を
⽬指す。 900ｍ近くからは残雪が有り少し涼しくなった。
前⼭の深⽥久弥⽒の「⼭の茜・・」の碑は、今年の重
い雪ではずれ標柱に⽴てかけられていた。 我⾕コース
深⽥久弥と⼭の⽂化を愛する会の紋屋理事⻑が挨拶に

の合流点では後発の⼋⼗嶋会員と合流し、賑わう⼭頂に

⽴ち、多くの参加者に謝辞を述べ、続いて⽯川⽀部の中

到着。 急ぎ昼⾷をとり記念撮影後、下りは⼤内コース

川会員が遺影に献酒を捧げ、参加者全員が⽩い菊の花を

へ降りることにした。 登りとはまた視界が変わり、南

献花して深⽥久弥⽒を偲んだ。

には⼩倉⾕⼭、⽕燈⼭と稜線が続く。 こちらも⽯楠花
が咲き明るい尾根下りである。 視界がきかなくなると
あとは黙々と降るのみ。 登⼭⼝に着くと池本会員が林
道まで⾞を⼊れて待っていてくれた。 枯淵登⼭⼝〜⼭
頂〜⼤内登⼭⼝のコースは⼤正 3 年 8 ⽉に深⽥久弥が⼤
聖寺の⽣家から歩いたと聞いている。 8 ⽉の暑さの中
を歩き通す強靭な⾜と情熱とあます体⼒がなければ、
「⽇
本百名⼭」も成し得なかったのだろうと思いながら、帰
路に着いた。

「はつしほ会」会⻑がこの⽇の為に句会会員に募り、選
択した五句の俳句を朗読し献句とされた。 ⾵もなく暖
かな朝⽇を受けて久弥祭は無事終了した。
続いて参加者有志は、深⽥久弥⽒が 11 歳の時に冨⼠写
ヶ岳へ登った枯淵コース（⼀部崩落）に合流する五彩尾
根を登った。 今度は⾵の無いのが災いして暑い。
⽔分を取り、ゆっくり新緑を味わいながら⼭道を辿った。
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[久弥祭と富⼠写ヶ岳 ⽂：・写真：中川]

３．個⼈⼭⾏報告 ⾼三郎⼭ (1421.4m)
⽇時

： 2018 年 4 ⽉ 28 ⽇(⼟)

天気：晴れ

ルート

： ナカオ尾根より⾼三郎⼭を往復

メンバー ： 織⽥ ⼭下 2 名
〈栃倉⼭からの⾼三郎⼭〉

昨年に続き、今年も⾼三郎⼭に登って来ました。
倉⾕集落跡を５時過ぎに出発。 すぐにコムラ⾕の
出会い上部の難所にぶつかる。 ここは左岸が崖で道が
なく、道代わりに崖伝いに⽊の丸太を川に浮かべてある
ので、そこをロープに掴まりながら前進するのだが、今
年は川の⽔が⾼くて⾏けなかった。
コムラ⾕を少し遡⾏してから⾼巻きすると、すぐに河
原に下りる道があるが、ここは崖でロープが張ってある
も危険なので、そこから下降せずに稜線を歩いて⾦⼤の
⼩屋まで⾏きそこから河原に下りた。

追記

そこからの道もかなり荒れていて、特に⼩さい⾕を渡

登⼭道の整備は、「⾼三郎⼭を愛する会」が⾏って

る時は、スノーブリッジと道の崩壊が激しく緊張を強い

いるらしいが、お陰様で藪漕ぎは頂上直下まですること

られる。 ⾦⼭⾕出会いで⼩休⽌してナガオ尾根に取り

がないので、積雪時でなくとも来られそうだ。 雪は広

付くが、⾦⾕⼭に架けられていた丸太橋は、⼆本橋が⼀

坂尾根の分岐から上部にべったり付いていた。

本折れて⼀本橋になっていたので、危なくて渡れず⾕を

また栃倉⼭への道は、ゴールデンウィーク中に犀川の

渡った。 ナガオ尾根は、昨年登った時は半分くらいの

仙⼈の M さんが整備したと⾔っていたので、時間に余裕

所まで道が苅られていたが、今年は広坂尾根との分岐か

があれば⾼三郎⼭の雄姿を⾒に寄る価値はあります。

らさらに上まで苅られてあったので、藪漕ぎはせずに登

今年も倉⾕で元⽀部の会員の K さんに会いました。

れたのですごく楽だった。 去年は頂上に着くもガスが

K さんは仲間３、４⼈とゴールデンウィーク中テントを

晴れず、⼤パノラマを⾒ることが出来なかったが、今回

張り、岩⿂を釣ったり⼭菜を採ったりしてゆっくり過ご

は快晴で全てを⾒渡せることができ⼤満⾜だった。

すのだそうです。

天の⼜の頭まで⾏きたかったが、今年は⼤雪の割には

登⼭⼝の標柱には、頂上まで

雪が少なく稜線の雪の状態が悪そうなのと、帰りに栃倉

⻑尾根経由 4 時間 20 分、シ

⼭に登る予定なので、時間的に無理だと思い諦めた。

ャクナゲ（広坂）尾根経由

帰りはロボット観測計が置かれている栃倉⼭(983m)に

160 分とあるが、標柱のタイ

寄ってから帰ったが、栃倉⼭から⾒る⾼三郎は⼤きくて

ム通りだとシャクナゲ尾根

素晴らしいが、残念なことに樹⽊が邪魔をしてカメラで

を登った⽅が遙かに早く登

写すには今⼀だった。栃倉⼭にはナガオ尾根の分岐から

れるけれど、登⼭道は藪化し

20 分位で⾏けるが、藪化していて歩きにくかった。

ていて⼿こずると思うので、

コムラ⾕出会いの難所は、⾦⼤の⼩屋から帰らず、

そのコースを歩けるかどう

崖まで⾏きそこを⾼巻きして帰った。 この崖は登るの

か調べてみたい。

は少ししょっぱいけどなんとか使えるが、下りに使うの

昨年の⼤病でもう⾼三郎⼭

は危険なのでお勧めできない。

には登れないと思っていま
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有り難さが⾝にしみます。
[⾼三郎⼭ ⽂・写真：織⽥]

４．公益事業報告 富⼠写ヶ岳 不惑新道 登⼭道整備
⽇時

： 2018 年 5 ⽉ 26 ⽇(⼟)

天気：晴れ

場所

： 富⼠写ヶ岳 不惑新道

参加者

： ⼤庭、中川、樽⽮、⼤幡、織⽥、藤井ぁ、⽥井、町⼝ ８名
作業後の考察として、
・草刈機＋⼿伝い 2 名のグループを作り作業をすると
効率よくできる
・草刈機 3 台だと、総員９名（草刈機 3 台 3 名＋⼿伝
い 6 名）
場所によるが、チェーンソーも活⽤すると効率よく
作業が進むと思われる。
〈整備作業前〉

→

〈作業後〉

ＡＭ７：００ ８名集合、⼤庭さんから作業帰路説明
あり、⽕燈古道登⼭⼝より出発。
うす曇りで気持ちよく登れる。 ⽩⼭もきれいに顔を
のぞかせている。
先週（２０⽇）⼤庭さんと池本さんが草刈機で⼀部刈
ってくれたので予定通り整備がすすむ。
丁度１２時に鞍部⽊陰にて全員昼⾷とする、⼤幡さん
のコーヒーが美味しかった。
帰り道、こんなに歩いたのかと思われる、途中ちょっ
と⼒が⾜に・・・「けいれん」三⼈に助けられ何とか下
⼭できました、もう⼀度⾝体を鍛える必要を実感。
⼤内に着いたのは１７時頃、⼤庭さんの奥さまが出迎
えてくれありがたい！

[久弥祭と富⼠写ヶ岳 ⽂：・町⼝ 写真：藤井ぁ]

清々しい気持ちで⾦沢へ帰る。

５．個⼈⼭⾏報告 鳴⾕⼭
⽇時

： 2018 年 5 ⽉ 27 ⽇(⽇)

ルート

： 鳴⾕⼭

天気：晴れ

メンバー ： ⼋⼗嶋 １名
・鳴⾕⼭への思い

けっこう頻繁に教訓を得ている気がするが気のせいで

⽩⼭の⼭頂から⾒て⻄に位置する、標⾼1596.5m の⼭。 ある。 この⼭に登ろうと思ったきっかけは、お世話に
10年ほど前になるが、4⽉に挑んだところ遭難しかけた

なっている⽩峰の住⼈の⽅が、常々鳴⾕⼭の良さを話さ

ことがある。 残雪が多い上に登⼭道が尾根や⾕を無視

れていたからだ。 鳴⾕⼭頂から⾒た⽩⼭はすべてに勝

して付いているためあっという間にルートを失い、壮絶

る、ともいう。 ずっと気になっていた⼭である。

な藪こぎの末に砂御前⼭を越えたあたりで時間切れ、下
⼭時も登⼭⼝を探すのが難しく⽇が暮れかけた。 中途

・雪が解けたらすごくいい⼭だった！

半端な積雪は⼀番危険という⼿痛い教訓を得た。

以前来た時は誰にも会わなかったので静かな⼭のイメ
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ージが強かったが、驚いたことに登⼭⼝には20台以上の
⾞がすでに停まっていた。 半分くらいは福井ナンバー

⼭頂に⾄ると⽬の前が⼀気に開け、視界いっぱいに、
⼤いなる⼿を広げて鎮座している⼭が⾒えた。

だった。雪が解けたらメジャーな⼭だったのだ。

⽩⼭である。

〈鳴⾕⼭より⽩⼭を望む〉

登⼭⼝から砂御前⼭までは、それほど傾斜もきつくな
く、⼀気に登れた。 雪が解けただけでずいぶん難易度
が下がった。 それでも砂御前⼭の北側トラバース道は
多少の雪渓が残り、雪解け⽔で道がぐちょぐちょであっ
た。 歩きにくくはあったが、それを超えるご褒美もあ
った。

〈鎧壁：砂御前⼭の北側トラバース道〉

⽩⼭はこの⽇ことさらに美しかったと思う。 ⼭肌に
雪のアクセントを程よく残し、加賀禅定道から別⼭まで
の優しいシルエットは空をくっきりと切り取っていた。
新緑とタニウツギが彩る尾根が、⼭頂までジグザグと
つながって奥⾏きを感じさせる。⼀カメラマンとしては、
これこそ完全な構図だと思った。
⽩⼭は⾒る⽅向によって全く表情が違って⾒える。
南北に⻑く広がっている稜線は、⻄に位置する鳴⾕か
ら望めば、とにかくおおらかで雄⼤ですべてを包み込ん
で⾒える。 ⽩峰の⼈々が古くから⾒続けた、⽩⼭の⼀
番優しい表情ではないだろうか。 これこそ⼥神様のご
尊顔である。
⽩⼭と鳴⾕⼭は尾根続きである。 かつて、ここから
尾根続きに⽩⼭へ⾄る道があったという。 それこそ、
神へと⾄る道だったのかもしれない。
雪の時期に痛い⽬を⾒て、雪の無い時期に素晴らしい
思いをした鳴⾕⼭。 それでも、次はもっと雪が多い時
期に来たくなった。 ⽩⼭が真っ⽩に⾒える、2⽉か3⽉
ミズバショウの⼤群落だ。

なら最⾼の⽩⼭が⾒られるはずだからだ。 そしてでき

ちょっと⾒たことのないレベルの群落で、⾒渡す限り

ることなら、そのまま尾根を辿って⽩⼭に登拝したい。

が花、花、花！なんだ、雪が解けたらめちゃくちゃ良い

とても神々しい⼭⾏になるだろう（誰もついてきてく
れない可能性も⾼いけど）
。

⼭じゃあないですか。 シャクナゲも咲いてるし、新緑
もきれいだし最⾼である。 いい時期にいい⼭に登れて
嬉しいです。
・⽩⼭はやっぱり神様だった
標⾼1500m ほどになると、ぐっと樹⾼が低くなり亜⾼
⼭帯の雰囲気が濃くなる。 雪渓も多い。 雪渓越えは

[鳴⾕⼭ ⽂・写真：⼋⼗嶋]

距離が短いのでアイゼンまでは出さなかったが、傾斜が
ある場所もあったので⼀応ピッケルは持って歩いた。
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６．個⼈⼭⾏報告 伯耆⼤⼭
⽇時

： 2018 年 6 ⽉ 8 ⽇(⾦)

ルート

： 伯耆⼤⼭

天気：天候 ⼩⾬のち⾬ 上は⾬・霧・強⾵(10m 程)

メンバー ： 樽⽮ 1 名
後、さらに上に向かう。

伯耆⼤⼭は養⽼ 2 年に⾦蓮上⼈によって開⼭されたと
ある中国地⽅の最⾼峰。 その⼭容は JR 伯備線より⽶⼦
平野に出たところでまさに⼭がご神体であるがごとく、
裾野から優美な曲線でそそり⽴っている。
何度⾒ても⽴派だとしか⾔えない⼭である。

何度か伯備線でその姿を眺めていたが、ほとんど⽇帰

しばらくして七合⽬・⼋合⽬を過ぎるあたりからは⽴

りでの⾏程故、登る時間が取れなかったが今回、その機

⽊が無くなり、ナナカマドなどの⾼⼭性低⽊の間を通る

会を得てまさに開⼭ 1300 年のご縁を戴きに預かった。

ようになってきた。

前⽇に⽶⼦泊、早朝、⼤⼭寺⾏のバスに乗る、前⽇と

⾬は本降り、霧が出て、周囲の視界は 10ｍほど、頂上

違って薄い雲だが⼤⼭は全く望めない、このまま⾬男合

に近づくにつれ、南からの強⾵にあおられながら⽊道を

格証が頂けるのかと、不安になりながらも 8 時過ぎに⼤

進むと頂上に到着、視界無し！

⼭寺バス停着。 平⽇で⼩⾬なので登⼭者は私以外 1 名
しか⾒当たらない。 その登⼭者も外に出ると別ルート
なのか、⾒当たらない・・・。
⾬具をつけるほどでもないので、林の中は傘をさして
「夏⼭登⼭道」に⼊る。 登⼭道はさすがの霊峰の登⼭
道で、⽯段が延々と続き三合⽬あたりから普通の登⼭道
になる、が⽯段はまだ続いている。
五合⽬を過ぎて、
⼤⼭寺からの⾏者
登⼭道と合流する
が、地図で⾒ても、
実際に上から⾒て

頂上の証拠写真を撮り、ほんの１分滞在ですぐに頂上

も、すごい急な坂

避難⼩屋へ戻り、休憩とする。 中に数⼈の登⼭者と何

になってる、それ

かの作業をする作業員が５名ほど昼⾷中で、問わず語り

もずーと階段・・

で昨⽇は快晴で⽇本海はもちろん、遠くは瀬⼾内海、四

下ると膝が壊れそ

国の剣⼭の⼭並みまで遠望できたとのこと。 眺望の楽

うだ。

しみは次回に取っておきますと⾔いながら、次はいつだ

で、六合⽬避難

ろうと思ってしまった。 ⾬嵐・強⾵なので⻑居は無⽤、

⼩屋に着いた頃か

インスタントのあべかわモチを⾷べていそいそと下り⽀

らは⾬は本降りに

度とする。 来た道を戻るのがベストだが、⽯室がある

なってきたので、

と⾔うことでちょっと回り道をして⾏く。

ここで上下⾬具を

⼤正年間に作られた⽯室だそうで中は 10 帖ほど、現在で

着こんで⼩休憩の

も充分に使えそうだが近くに頂上避難⼩屋があるので、
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登⼭道整備などの資材置き場になっていた。 夏⼭登⼭
道に合流し、⼀気に下⼭開始、下からはまだ登⼭者が登
って来るが皆隣の国の⼈ばかり、そういえばすべての標
識には⽇本語・英語・ハングルで記載してあったのはこ
のことかと納得した。

⾏者⾕登⼭道合流地点で⼩休憩、下を⾒るとブナ林が
広がっている、その中を下る登⼭道、なんとも魅⼒的な
道だなぁと、そして急こう配な道に踏み込んでいく。
10ｍも下れば戻る気持ちはなくなり、あとは熊に出く
⾬と⾵の伯耆⼤⼭だったが、1300 年歴史のある名峰を

わさないように 1 ⼈で「えっさ・えっさ」と⼤きな掛け

楽しませてもらった登⼭であった。

声を掛けながら早⾜で下る。 まさに⾏者になった気分
満載。 まあ⾏者さんはおそらくこんな下品な掛け声は
かけないと思うが。 やはり急こう配の下りは早い、⾬
に濡れたブナ林の坂を堪能しながら 30 分ほどで河原に

なお、今回の登⼭計画書はコンパスアプリにて提出

でる、少し上の⽀流対岸に元⾕避難⼩屋があるが、⼩屋

（⿃取県と協定あり）
、また現地でモンベル⼤⼭店舗横に

まではまた登りなので、すんなりパスをして登⼭⼝へ向

ある提出ポストへ⿃取県警宛て書⾯にて提出した。

かう。 登⼭⼝は⼤神⼭神社奥宮（おおかみやまじんじ
ゃおくぐう）にあり、あっと⾔う間に境内に出た。
⼤神⼭神社に今回のご縁登⼭に感謝御礼し、700ｍ続く
[伯耆⼤⼭ ⽂・写真：樽⽮]

とある⽯畳の参詣道を下るが、今の梅⾬時期は濡れてと
ても滑りやすくなっている、ひやひやしながらやっと⼤
⼭寺の⽯畳でない参詣道にでた。

７．ロープワーク訓練
⽇時

： 2018 年 6 ⽉ 10 ⽇(⽇)

天気：曇り

場所

： ⽩⼭市⾈岡⼭スポーツ施設（鶴来町⽉岡体育館）

参加者

： ⽥中(講師) ⼋⼗嶋 織⽥ ⽊村 辨⾕ 堀 6 名

今年度は会の⼭⾏として

・ボーライン(ブーリン、もやい結び)＋ヨセミテボーライ

6 ⽉ 16 ⽇(⼟)若狭 ⽿川うつろ⾕ 沢登り

ン(ボーラインの緩み防⽌)

7 ⽉ 14 ⽇(⼟)〜16 ⽇(⽉)夏⼭合宿 薬師岳・⾚⽊沢(沢登り) ・クレイムハイスト
9 ⽉15 ⽇(⼟)〜17 ⽇(⽉)登攀訓練⼭⾏ 北穂⾼東稜(ゴジラ ・プルージック
の背)とロープワークが必要な⼭⾏が予定されているため、・グローブヒッチ(インクノット、マスト結び)
10 ⽇にロープワーク訓練を実施しました。

・ムンターヒッチ(イタリアンヒッチ、半マスト結び)＋

初⼼者向けの内容で実施しましたが、

ミュールノット＋オーバーハンドループノット

・ダブルフィッシャーマンズノット(⼆重テグス結び)

・ガースヒッチ(カウヒッチ)

・エイトノット(⼋の字結び)＋オーバーハンドループ

・ターンヒッチ

ノット

・ラウンドターンヒッチ
・懸垂下降(ルペルソによる)システムの実践
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と盛りだくさんであり⼀回の講習では覚えきれないと
思います。 結び⽅は頭で考えるのではなく⾃然に⼿が動
くように反復練習が効果的です。
引き続きロープワーク訓練を⾏えれば良いと思います。
今回使わせてもらった⽩⼭市⾈岡⼭スポーツ施設（鶴来町
⽉岡体育館）は少⼈数でのロープワーク訓練に最適な場所
で有り使⽤料も⽩⼭市⺠￥50、他￥100 と安く 1 ⽇使えま
す。 もちろん体育館で室内ですので⾬天でも使⽤可です。
北陸も梅⾬⼊りし⾬で気持ちもジメジメでは無く、
コソ練をしませんか。
講師の⽥中さん、ありがとうございました。

[ロープワーク訓練 ⽂・写真：堀]

８．沢登り⼭⾏ 若狭 ⽿川うつろ⾕
⽇時

： 2018 年 6 ⽉ 16 ⽇(⼟)

ルート

： 若狭 ⽿川うつろ⾕

天気：晴れ

メンバー ： ⽥井 前川 ⼋⼗嶋 ⽊村 4 名
久しぶりの⼭⾏きであり、昨年の⽀部報での沢登りの報
告を羨ましく思っていた。 新品の沢靴を履き、うつろ⾕
出会を８時 30 分頃出発。 初体験の沢靴の感覚を楽しみ
ながらしばらく⾏く。 20 分ほどで 10m 程度の滝が⽬の
前に登場。 Y さんが迷う事なくトップで滝壺に⾶び込み、
滝を登り始める。 滝の上からビレイ⽤のロープを下ろし
てもらい、滝壺に⾶び込む前にロープをセット。 滝壺へ
⾶び込んだ瞬間、冷たさと⽔圧、⽔しぶきにより⽅向感覚
が⼀瞬わからなくなる。 体も思うように動かず、内⼼、
「やばい。
」と思った。 なんとか岩場までたどり着くが、
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冷たい衝撃が残っており、数秒、落ち着くまで体動かせず。
この状態のままでは体⼒が奪われると思い登り始める。
登り始めると体の動きを取り戻す。 ビレイの安⼼感に
感謝。 そして、ビレイなしで登りきった Y さんに感服。
皆が登りきり、T さんに登ったらすぐにセルフビレイする
ことを教わる。 ロープを⽚付け歩き始める。 ⽊々や岩
をすり抜ける⽔流の美しさ。 その中を歩く⾼揚感と滝を
登りきった達成感で、違う意味で「やばい。
（楽しい）
」と
思いながら歩く。 その後も連瀑帯が続き、楽しんでいた
が、徐々に体が冷えてくる。 体が冷えきった頃には、滝
に対する感情が変わり、滝を巻く事も増えてくる。 体の
コンディションで⼠気が変化する事を体感。 巻いている
途中、懸垂下降も体験。 安定した根っこや枝にカラビナ
やスリングをつけて⼿がかりに。 ちょっとした事ではあ
るが、⼿がかりの重要性を実感。 また、ロープワークの
実際の現場では、⼼理⾯も含め、状況が全く違うため、繰
り返し練習と状況に合わせた対応⼒が必要だと感じた。
⼆俣、もしくは奥ノ⼆俣へ出る。 コンパス、⾼度計で
確認するが、意⾒が割れる。 どちらにしても、⼭頂の⽅
⾓へ進む。 川の源流に⾄る頃にはブナ林登場。 ⽔から
上がり、清々しい緑、澄みきった空気をすいながら充実感
を感じる。 登⼭道へ出て、明王禿を⾒にいく。 ヒヒに
似た岩あり。 ⾚坂⼭、⼭頂 14 時頃。⽬の前に盆地、琵
琶湖広がり、素晴らしい景⾊を⾒ながらしばらく休憩。

休憩後下⼭開始、下⼭完了 15 時 50 分。
今回、計画、ご指導して下さいました Y さん、T さん、
ロープワーク含め多くの事を教えていただきました M さ
んに感謝いたします。

[うつろ⾕ ⽂：⽊村 写真：⼋⼗嶋]
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９．公益事業報告 浅犀みくまりの道 登⼭道整備
⽇時

： 2018 年 6 ⽉ 23 ⽇(⼟)

天気：曇り、ところにより⼀時⾬

場所

： 浅犀みくまりの道 順尾⼭−奥⾼尾⼭

参加者

： 樽⽮ 中川 町⼝ 池本 岡本 ⻄嶋 6 名

⽯川⽀部の単独公益事業の⼀つである、浅犀みくまりの
道整備を実施した

ちょうど奥⾼尾⼭から、柏の道分岐を過ぎ、犀奥の⼭々
が⾒渡せる展望台まで来たので本⽇の作業はこれまでと

ちょうど⼀年前の 6 ⽉の整備以来の草刈り整備である。 し、先⾏に声を掛け合流とした。 天気予報の「曇り、
朝 7 時前には参加者が集合し、本⽇の作業打合せなど

ところにより⼀時⾬」と⾔う此処がところによる場所か

⾏いながら、各⾃装備の確認及び点検をする、残念なが

と納得しながら遅い昼⾷をとる。⾬がだんだん本降りの

らチェーンソーが不調で、要修理確認と⾔うことで置い

様相になって来たので、早々に撤収した。

ていく。 最終的にはチェーンソーは担ぎ上げても使⽤
する箇所は無かったので結果は良。
動⼒草刈機４台、Ａ班とＢ班に分かれ、各班３名、
動⼒草刈機各２台とした。
Ａ班（中川・池本・樽⽮）は⾼尾⼭登⼭⼝より奥⾼尾
まで機材を担ぎ上げ、それより⻄⾕⼭までの予定。
Ｂ班（町⼝、岡本、⻄嶋）は順尾⼭登⼭⼝まで⼊り、
順尾⼭より⼼野⾕⼭付近までの予定。
なお作業は１４時を定時として撤収する事とし両班は
登⼭⼝へ向かう。
Ａ班は鉄塔下登⼭⼝発 07:15 天候が曇りで、暑くな
く順調に奥⾼尾⼭ 09:45 暫し休憩しこれより作業を開

登⼭⼝に着くころには⾬もあがり、やり残した箇所も
あるが充実した⼀⽇であった。

始する。 池本⽒は前⽇に草刈機を奥⾼尾⼭まで担ぎ上
げし、デポしていたので、先に進んで⻄⾕⼭鞍部より⻄
⾕⼭に向かって刈り上げていくこととした。

この登⼭道は前⾼尾⼭、奥⾼尾⼭からは⾦沢市街や⽇
本海が⼀望でき、犀奥展望台からは⼤⾨⼭、⾼三郎⼭、

とにかく無⼼で中川さんが草刈機を振るいながら進ん
でいく。

奈良岳などが⼀望できる。さらに奥⾼尾⼭から少し⻄⾕
⼭⽅⾯に⾏き視界の広がった箇所からは、北アルプス剱

後の樽⽮は熊⼿で登⼭道を掃くように⽚づけていく、

岳、⽴⼭、薬師岳などのパノラマも楽しめる。

笹の繁茂が激しく、想定より時間がかかりそう。

但しこの地域は熊の奥座敷のような所なので、早朝⼣

先⾏池本⽒の

刻は特に遭遇回避対策などの注意が必要である。

⽅が⽇当たり

下⼭途中、道を曲がった⽬前に⿊い影「ぶぅおっ」と

の良い箇所の

⼀声たまげたが、イノシシが茂みの中へ。 後からウリ

笹が、⽵のよ

ボウが⼆頭⺟親の後を追っていった。やれやれ、熊じゃ

うになってい

なくて良かった。

てまるでジャ
ングル。

展望台 14:30 奥⾼尾⼭ 15:00 登⼭⼝ 16:30

昼

⾷をと

なおＢ班の詳細報告については、下記ブログにあります、

るのも忘れて、 参考まで。
とにかく進む

http://blog.livedoor.jp/hakusankamikake/archives/91

が 14 時前に

41875.html

ぽつぽつと⾬
が落ちてきた。
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[浅犀みくまりの道 ⽂・写真：樽⽮]

１０．個⼈⼭⾏報告 太⽥会員より
太⽥会員より 5 ⽉の個⼈⼭⾏の報告を頂きましたのでご紹介します。
昭和 7 年⽣まれ、本年で 86 歳となられますが⼭⾏回数・内容には歳を感じさせません。
5 ⽉ 2 ⽇： 檜新宮(ハライ⾕から檜新宮〜加賀新道〜⼀⾥野スキー場へ下る)、友⼈と 3 名
5 ⽉ 9 ⽇： 刈安⼭(⼭中温泉から刈安⼭〜⾵⾕峠〜剱ヶ岳〜⼭中)、太⽥他 8 名
5 ⽉ 12 ⽇： クマの餌調査(ブナ･コナラ･ミズナラ雄花落花調査)、刈安⼭･那⾕町アンテナ⼭、太⽥･廣瀬正他 2 名
5 ⽉ 18 ⽇： 冠⼭(岐⾩県･福井県)、冠峠往復、太⽥他 2 名
5 ⽉ 25 ⽇： 鞍掛⼭(塔尾(加賀市コース)〜⼭頂〜塔尾)、久しぶりのコース、単独⾏
5 ⽉ 28 ⽇： 部⼦⼭(⼤野、⽔海コースから往復)、太⽥他友⼈と 2 名

Ⅱ．⾏事等 報告
１．⽉次集会 三⽔会
4 ⽉は総会の為、三⽔会はお休みでした。
⽇時

： 5 ⽉ 16 ⽇（⽔）

場所

： ⾦沢総合体育館第三会議室

参加者

： 樽⽮ ⼤幡 中川 藤井あ ⽥井 埴崎 前⽥ 町⼝ 池本 澤村 役員９名 計１０名

議題① 親⼦登⼭教室実⾏委員会 発⾜
・⼋⼗嶋実⾏委員⻑とする 本⼈了承故、決定
・実施要領書作成

⼋⼗嶋委員⻑にて５⽉末までに取りまとめる

・受付業務 堀事務局⻑ 会計 藤井会計
・募集チラシ

了承した

樽⽮より「案⾒本」開⽰、特に変更点は無いので早急に⼿配する

・チラシにも記載したが、募集問い合わせメールを設定した oyako@jac-isk.com
(本メールは樽⽮・⼋⼗嶋・堀・藤井・中川へ転送されます：その他希望があれば樽⽮まで）
議題② ⾃然保護全国集会について
・⽯川⽀部全校集会実⾏委員会 中川実⾏委員⻑とする
・⽀部員参加については、当⽇業務協⼒をお願いしたいので、まずは⽀部の実⾏委員会へ連絡願う
・参加費振込などについては後⽇参加者へ連絡する、すでに払い込みされた⽅も連絡願う
・⽀部員に関しての詳細⾏動・協⼒体制については本部担当と協議の上早急にお知らせする
議題③ ふるさと登⼭道整備
・予定は各リーダーから開⽰されている、メール配信などでお知らせする
・ボランティア保険の窓⼝担当を中川前⽀部⻑から町⼝実⾏委員⻑へ移管・・保険会社へ変更届提出 5/18
・ボランティア保険の対象者 ⼀般と動⼒使⽤とは保険料が違うので、現場で無⽤に交代せぬように
・動⼒使⽤での作業については実⾏委員⻑へ事前に申し出ること
・町⼝実⾏委員⻑より登⼭道整備については広く広報、また参加者を募る⽅法もあるし、⽀部員各位に
⾃分の担当登⼭道をお願いする⽅法もある、少し内部調整をして実⾏要領を纏めたいと発⾔あり
議題④ ⼭⾏計画について
・委員⻑不在であるので、後⽇お知らせすることにした
・⽥井副委員⻑より、沢登計画は進⾏されている、近々計画を開⽰します （了解とした）
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その他 ・登⼭計画の提出について
⽀部内でスマートフォンアプリ コンパスの使い⽅など講習会希望と発⾔あり 資料は事務局で作成済み

⽇時

： 6 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

： 前川 前⽥ 池本 ⼤幡 中川 藤江 藤井 ⼋⼗嶋 町⼝ 中嶋 岡本 堀 樽⽮ 13 名

６⽉度の⽉次例会、夏⼭直前、また⾃然保護全国集会直前なので、集会の役割分担など確認
１９時集合、三々五々参集するも、少し写真を投影しながら会員の歓談時間とする
・昨年の上⾼地の写真
・１０⽇に実施されたロープワーク訓練
・開⼭１３００年の伯耆⼤⼭
のち⾃然保護全国集会の役割分担表にて参加会員の⾏動計画確認をした
修正点(修正版 0621 版）
① 集合時間を１０時から９時３０分へ 資料を封筒に⼊れる時間がないと⾔うことで
② 分担表確認したが、⼩松空港⾏・⼩松駅⾏のまつさきマイクロバス運⾏については
⽀部より誘導員を派遣するが、現場運転⼿任せ的であるので注意が必要である。
③ とにかく各分担担当から何名なのかの質問が複数でている、⽀部では把握できないので
委員会を早急に取り纏めが必要である。
④ 弁当の数量 ⽀部員＋本部希望者の総数把握必要
など、さらに役割分担表に情報を盛り込んで、適宜参加者に連絡することとした
コンパスアプリの使い⽅説明会
堀会員が作成した、使い⽅ＰＤＦを投影し、各⾃持ち寄ったスマホ・タブレットなどを
⼿元にして、順番に登録設定・マイページでの緊急連絡先やグループに登録⽅法を解説説明
あと、登⼭計画書の作成⽅法なども説明するが、慣れないと⼀度では習得でき無さそうです。
この⽉例会で何度も説明会をすることにし、22 時解散とした

２．安⽥⽒ 県内絶滅の花「カザグルマ」発⾒
⽯川⽀部会員の安⽥⼆三男⽒が⽯川県内では絶滅したとされていた花「カザグルマ」を発⾒されました。
雪解け後の 3 ⽉に⾃⽣地を発⾒、5 ⽉に保全⽣態学研究者である飯島真⽒と現地で確認されました。
詳細につきましては 5 ⽉ 17 ⽇の中⽇新聞に記事が記載されていますのでご覧下さい。

Ⅲ．今後の予定
１．⾏事予定
2018年7⽉からを掲載します、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。
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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)
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

7 ⽉ 14 ⽇(⼟)〜16 ⽇(⽉)

夏⼭合宿

薬師岳・⾚⽊沢

⼋⼗嶋 7 ⽉ 7 ⽇

7 ⽉ 21 ⽇(⼟)〜22 ⽇(⽇)

公益 全国⽀部懇談会

北海道 ⼤雪⼭

北海道⽀部 4 ⽉末⽇

7 ⽉ 28 ⽇(⼟)

公営 ⽩⼭親⼦登⼭教室 座学

キゴ⼭ふれあいの⾥研修館

実⾏委員会 定員

8 ⽉ 4 ⽇(⼟)〜5 ⽇(⽇)

上⾼地⼭岳研究所集会

上⾼地⼭岳研究所

事務局 7 ⽉ 28 ⽇

8 ⽉ 25 ⽇(⼟)〜26 ⽇(⽇)

公益 第 4 回⽩⼭親⼦登⼭教室

⽩⼭（砂防新道−室堂）

実⾏委員会 定員

9 ⽉ 1 ⽇(⼟) 〜2 ⽇(⽇)

夏⼭⼭⾏

⼋海⼭など

8 ⽉ 25 ⽇

9 ⽉ 8 ⽇(⼟)

公益 ⾃然観察会

⽩峰 太⽥のトチノキ

埴崎 9 ⽉ 1 ⽇

9 ⽉ 15 ⽇(⼟)〜17 ⽇(⽉)

登攀訓練⼭⾏（天幕泊）

北穂⾼東稜(ゴジラの背)

⼋⼗嶋 9 ⽉ 8 ⽇

9 ⽉ 22 ⽇(⼟)〜23 ⽇(⽇)

本部 ⽀部合同会議

⽀部⻑・事務局⻑

本部

9 ⽉ 29 ⽇(⼟)〜30 ⽇(⽇)

公益 ⼤汝避難⼩屋 保全管理

⽩⼭ ⼤汝避難⼩屋

事務局 9 ⽉ 22 ⽇

10 ⽉ 13 ⽇(⼟)

公益 紅葉⼭⾏(親⼦登⼭)

福井 刈込池

⼭⾏委員 10 ⽉ 6 ⽇

10 ⽉ 20 ⽇(⼟)〜21 ⽇(⽇)

秋⼭⼭⾏

⿊部 下の廊下

藤井あ 10 ⽉ 13 ⽇

11 ⽉ 10 ⽇(⼟)〜11 ⽇(⽇)

5 ⽀部合同懇親⼭⾏

滋賀 ⽐良連⼭ 蛇⾕ヶ峰(901.6m)

京都滋賀⽀部

11 ⽉ 24 ⽇(⼟)

⼭祭り集会

⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス

事務局 11 ⽉ 17 ⽇

11 ⽉ 24 ⽇(⼟)

地図読み訓練

加賀 ⼤⽇岳他

⼋⼗嶋 11 ⽉ 17 ⽇

12 ⽉ 1 ⽇

全⽀部会議・年次晩餐会

京王プラザホテル

本部・事務局

1 ⽉ 随時

雪⼭ハイキング

医王⼭/銀杏峰など

⼭⾏委員

2 ⽉ 9 ⽇(⼟)〜10 ⽇(⽇)

雪⼭⼭⾏

唐松岳 ⼋⽅尾根

⼋⼗嶋 2 ⽉ 2 ⽇

3 ⽉ 9 ⽇(⼟)

雪上訓練

⻘柳⼭（⽩峰ｽｷｰ場）

⼋⼗嶋 3 ⽉ 2 ⽇

4 ⽉ 13 ⽇〜14 ⽇

平成 31 年度総会

⽩⼭市吉野⾕セミナーハウス

事務局

２．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。
７⽉８⽇(⽇)−９⽇(⽉) ⾠⼝温泉 まつざき
内容詳細につきましては、⽇本⼭岳会のホームページ http://jac.or.jp/info/iinkai/cat61/2018-3.html
2018 年度⾃然保護全国集会「⽩⼭をめぐる動植物の現状と未来」 に詳細が掲載されています。
当⽇に講演を聴くだけでも可能ですので興味のある⽅、⽀部の⽅まで連絡をお願いします。

３．上⾼地⼭岳研究所集会
既にメールにて「平成３０年度上⾼地⼭研集会のご案内」を配信しておりますが、８⽉４⽇(⼟)、５⽇(⽇)
と上⾼地⼭岳研究所集会を予定しています。
「平成３０年度上⾼地⼭研集会のご案内」をご覧頂き、お早めに申し込みをお願いします。
８⽉ 4 ⽇(⼟) 上⾼地⾃由散策
15:00 集合
16:00 ⼣⾷準備
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18:00 ⼣⾷(宴会) 会員各位持ち寄り品(銘酒・漬物・家庭菜園の収穫物など)
＊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 5 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)を予定、または⾃由⾏動
＊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。
＊⼗⽯⼭以外でも登⼭される場合は登⼭計画書作成願います。
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。
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 28 ⽇（⾦）
（⼈数確定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 堀まで

Mail：hornet@nsknet.or.jp

FAX：076-248-0175

なお、7 ⽉の三⽔会は 7 ⽉ 18 ⽇ですので、その際に申し込まれても結構です。

４．⽉次集会 三⽔会
２０１８年（平成３０年）度
・7 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。

・8 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。

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

： 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。
直近では低⼭での道迷い等による遭難事案が多発しています。
低⼭・⾥⼭では正規の登⼭道以外に獣道、林業や鉄塔等の作業・点検路が多く地図にも記載されていません。
⼜、最近の登⼭ブームで余計な⾚布も多く付けられておりますので注意をお願いします。
⽯川県(県警の発表)では2018年1⽉から6⽉までで20件の事故、4名が亡くなられ、2名が⾏⽅不明となって
います。
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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。

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。

５．新規会員のご紹介
新規会員をご紹介します。
・16337

嶋多 裕英 (シマダ ヒロヒデ)

フレッシュな⾼校⽣と中学⽣のご兄弟です。

・16338

嶋多 真爾 (シマダ シンジ)

フレッシュな⾼校⽣と中学⽣のご兄弟です。

・16354

⽔井 義明 (ミズイ ヨシアキ)

加賀市の⽅です。

・16348

辨⾕ 智菜美

会友から会員になって頂きました、益々の活躍をお願いします。

⽇本⼭岳会 ⽯川⽀部報

編集後記
そろそろ梅⾬も明け盛夏となって来ます。
天候も安定し登⼭には適した季節となりますが

発⾏⽇

2018 年(H30)年 6 ⽉ 30 ⽇

発⾏者

公益社団法⼈ ⽇本⼭岳会
⽀部⻑

近年の猛暑にて涼しいはずの⼭間部でも気温が⾼く、

樽⽮ 導章

熱中症のリスクがあります。

編集者

⽀部報担当 堀 正春

特に標⾼の低い⾥⼭では市街地と変わらない気温となる場合もあります。

電話

076-237-5769

E-mail

isk@jac.or.jp

HP

http//jac-isk.com

多めの⽔分の携⾏と補給は当然ですが、スポーツドリンク等で
塩分・ミネラル分の補給もお忘れ無く。
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