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外来植物除去活動 蕪稀徹百・日山室堂・南竜ヶ馬場）！！
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白山開山1300年の節目の年。シーズンもそろそろ閉幕です。
今シーズンの外来植物除去活動イベントは無事終了いたしました。
シーズン中、当協会の活動に御協力いただきありがとうございました。
これからも白山を盛り上げていきましょう。
親筆噛ま絡〕雛に駁撃灘激増関蓬種髄鞘二」
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NPO輯i白山保護和田ミ警理協会
S登山道情報他登山道情報他
▲特別会員「石川県」様より
白山における登山について、登山届を義務付ける条例が県議会で可決承認され、平成29年
7月1日から運用開始しました。岐阜県は平成28年12月1日から運用開始しています。
登山届を出しましょう！！
▲登山道
・「釈迦新道」通行注意のお知らせ
6月より通行不可となっていましたが、湯の谷橋付近の林道が
8月11日より通行可能となりました。係員の指示・標識の指示に
従って通行して下さい。
七倉ノ辻へ向かう下方で一部崩落がありましたので、付け替え道を
通行して下さい。
・「砂防新道（一方通行下り線）」通行止のお知らせ

別当出合から砂防新道の下り専用道にて土砂崩れがありました。
当分の聞、登り下り共に「上り専用道」を利用し注意して歩行して下さい。
以上、詳しくは、石川県自然保護センター 076−255−5321

▲山小屋他：詳しくは、各施設にお聞きください。
・白山室堂

http：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター 電話076−273−1001（代）
営業期間は6月30日から10月15日の予定です。
10月16日からは室堂地内にある日山荘が避難小屋（無料）となります。
・白山雷鳥荘

http：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター 電話076−273−1001（代）
営業期間は7月1日から10月13日の予定です。
・白山南竜山荘

http：／／city−hakusan．com／hakusan／

白山南竜山荘予約センター 電話076−259−2022（代）
営業期間は7月1日から10月15日（ケビン・野営場は9月30日まで）の予定です。
10月16日からは南竜ケ馬場地内にある避難小屋（無料）をご利用ください。
休憩室・冬季トイレ使用可。
甚之助避難小屋
水場なし．トイレは避難中屋内のトイレをご利用下さい。
殿ケ池避難小屋
水・トイレ使用可。
中飯場トイレ
水・トイレ使用可。
別当出合休憩舎
別当出合の吊橋の踏板
設置済み。
開館中。
市ノ瀬ビジターセンター
水・トイレ使用可。
市ノ瀬トイレ
その他の状況については 石川県自然保護センターHP
http：／／www．pref．ishikawa．1g．jp／hakusan／tozaninf／roadinf．html
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▲道路
（石川県側）
・石川白山公園線（白峰風崗〜市ノ瀬問

L＝11．3km）

平成29年4月27日（木）11時より 冬期閉鎖による通行止解除しました。
・石川白山公団線（市ノ瀬（ノ別当出合聞 L＝3．3km）

平成29年5月24日（水）11時より 冬期閉鎖による通行止解除しました。
・主要地方道岩間一里野線（L＝5．5km）
平成29年6月27日（火）11時より解除しました。
以上、詳しくは、石川土木総合事務所076−272−1190
（岐阜県側）
・岐阜白山公園線岐阜県大野郡白川村大字大白川〜大字平瀬（L＝13．2Km）

平成29年7月28日（金）15時より 災害規制による通行止解除しました。
詳しくは、高山土木事務所 TEL0577−33−1111（代表）
（福井県側）
・福井県小池公園（刈込池）
小池公園管理事務所・キャンプ場は平成29年5月13日開園。
（富山県側）
・桂湖ゲート：5月24日 11時開通
・ブナオ峠：5月31日11時開通
・桂湖ビジターセンター：5月26日 オープン
・桂湖湖面開き、大笠山開山祭：6月2日（桂湖ビジターセンター）
（その他）
白山周辺の道路状況については、下記をご覧ください。
石川県自然保護センターHP
http：／／www．pref．ishikawa．lgjp／hakusan／tozaninf／roadinf．html

白山砂防 ライブ情報（別当出合などの映像がリアルタイムで見ることができます。）
http：／／www．hrr．mlitgoJp／kanazawa／hakusansabo／021iveC冶m／index．html

▲その他
・火山観測データ

気象庁ホームページで全国の火山観測データについて下記から見ることができるようにな
りました。白山も載っています。「関東・中部地方の火山で白山を選択」
http：／／www．dataJmagojp／・・・／data／…／Open−data／data＿index．html

▲白山についてのお問い合わせは、
環境省白山自然保護官事務所 076−259−2902
（石川県側） 石川県自然保護センター 076−255−5321
http：／／www．prefjshikawa．Tg．jp／hakusan／index．html

市ノ瀬ビジターセンター 076−259−2504
日山室堂予約センター 076−273−1001
http：／／www．kagahakusanJp／

南竜山荘予約センター

076−259−2022

http：／／city−hakusan．com／stay／nanryuhtml

（岐阜県側）

白川村

05769−6−1311

h調〕：／／shirakawa一g0．0rg／kankou／areaO2／

▲白山白III郷ホワイトロード：6月11日（日）に全線開通しました。

詳しくは、白山林道石川管理事務所 076−256−7341
岐阜管理事務所 05769−6−1664
HP http：／／hs−Whiteroad．jp／
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撰白山イトベント情報
＜報告＞
★「山の日」シンポジウムin郡上
当協会も会場でポスター展示とパンフレットも置きPRさせていただきました。
パネルディスカッションに当協会の曽我副理事長もパネリストとして参加しました。
日時：平成7月7日（金）
場所：郡上市総合文化センター 文化ホール
オープニング 石徹白の盆踊り（石徹白民謡保存会） 「しっちょちょい」他
挨拶 古田岐阜県知事、日置郡上市長
記念講演 「スピリチュアル・ランドスケープ（精神的 標）の象徴 白山」
岐阜県立森林文化アカデミー学長 涌井 史郎氏
特別講演 「白山ユネスコエコパークの意義と今後の可能性一環白山の視点から」

国連大学OUIK 飯田 義彦氏
パネルディスカッション テーマ：白山の自然の文化の伝承
コーディネーター：涌井 史郎氏
パネリスト：石徹白地区地域づくり協議会会長

石徹白 隼人氏
NPO環白山保護利用管理協会副理事長 曽我 隆行氏
（株）郡上割り箸代表取締役他
小森 胤樹氏
郡上木履代表
諸橋 有斗氏

★「白山フォーラム2017」〜禅定道登山隊を迎えて〜
各禅定道の紹介や登山報告等を通して、禅定道の魅力や意義を発信しました。
日時：8月10日（木）18：30〜19：30頃

場所：白山室堂ビジターセンターレクチャーホール
主催：環白山広域観光推進協議会。 当協会も共催しました。
★「いしかわ環境フェア」に出展。
当協会ブースでは、外来植物除去活動の事や環白山グッズ 手拭の販売、オオバコ茶の試飲、
白山きりまんじゃろドリップバック（如排）の販売をしました。多数の方においでいただきまし
た。寄付額は2日間で7，982円となりました。今後も当協会の活動、外来植物除去活動につ
いて普及啓発に努めます。
日時：8月19日（土） 9：30−16：30
20日（日） 9：30−16：30

場所：金沢市 産業展示館4号館
★平成29年度白山国立公園での外来植物除去イベントの結果
0 7月 8日（土）：ボランティア研修会2回目13：30〜15：30（無料）
：白山市白峰 白山国立公園センター

参加者17名（講師含む）
0 7月23日旧〉：美濃禅定道（石徹白大杉、神鳩ノ宮避難小屋、銚子ケ峰）
：石徹白清掃登山と合同 雨天でしたが内容を一部変更して行いました。
参加者約120名、除去数量：13．02kg
0 8月 8日（火）：赤兎山 8：00〜15：00（無料）
天候不良により中止しました。

0 9月2日（土）〜3日旧）：室堂14：00〜翌日午後（参加費4，000円）

参加者60名（大人58名、小人2名）
0 9月9日（土）〜10日（日〉：南竜ヶ馬場14：00〜翌日午後（参加費4，000円）
参加者71名（大人67名、小人4名）
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平成29年度の外来植物除去イベントは全て終了しました。
ご参加いただきありがとうございました。また、来年度も行いますので参加してください。
まだ参加されていない方、また参加してみたい方は是非参加をお願いします。
来年度の予定は、まだまだ先の話になりますが、決まり次第投稿します。
○ 講師派遣
・名 称

主

催

日

時

上記の他に当協会では講師派遣と作業道具を貸し出ししています。
白山国立公園パークボランティア：チプリ尾根オオバコ除去
環境省白山自然保護官事務所
平成29年7月15日（土）

チプリ尾根（水場上部湿地2）
対 象：オオバコ
参加者：8名
除去量：6．7kg
場

所

名
主

称
催

美化事業活動の一環で外来植物除去活動

対

象

オオバコ

美化事業（環境省、石川県、白山市、白山観光協会）
日 時 平成29年8月2日（水）
場 所 南竜ケ馬場園地

オオバコマン

参加者：6名
名 称：【独身限定】白山で山飯を作ろう！
主 催：たんばぽHAPPYプロジェクト
日 時：平成29年8月19日（土）
場 所：白山南竜山荘ケビン周辺
対 象：オオバコ
参加者：20名

ホントは棟高の低いところに
住んでいる。
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○ その他：外来植物除去PR活動を行っています。
・登録ボランティア一斉除去1回目

日時：平成29年8月27日（土）8：00（市ノ瀬集合）〜
場所：白山市白峰 甚之助避難小屋〜南龍ケ馬場
参加資格：登録ボランティアの方
参加者 ：13名
登録ボランティア一斉除去2回目
日時：平成29年9月24日（日）8：00（市ノ瀬集合）〜
場所：白山市白峰 別当出合
参加資格：登録ボランティアの方
参加者：19名

＜これから＞
○ その他：外来植物除去PR活動を行っています。
・登録ボランティア一斉除去3回目

日時：平成29年10月14日（土）8：00（市ノ瀬集合）〜予定
場所：白山市白峰 未定
参加資格：登録ボランティアの方

☆正会員「中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋金沢支店」様より
「イノベーションNAGOYA2017」

＜金沢会場＞

日時：平成29年10月30日（月）31日（火）
場所：石川県金沢市 金沢流通会館（金沢市問屋町2丁目61番）
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＜名古屋会場＞日時：平成29年11月14日（火）15日（水）
場所：愛知県名古屋市 愛知県産業労働センター ウインクあいち
（名古屋市中村区名駅4丁目4−38）
また、HPでの案内は以下のアドレスのとおりです。
http：／／www．inno＞ation−nagOya．COm／

「イノベーションNAGOYA2017」は当社のプライベート展示会で入場無料です。

☆正会員「NPO白川郷自然共生フォーラム」様より
トヨタ白川郷自然撃校のトレッキングの魅力
平成29年シーズン（5コース：詳しくはHPまたはちらし参照。）
申込・問い合わせ：トヨタ白IIi郷自然撃校 05769−6−1187

☆賛助会員「岩間山荘」様より
一里野〜秘境岩間道

日時：平成29年11月1日（水）
場所：白山一里野高原及び周辺

参加費：2，500円
主催：白山一里野温泉観光協会 おかみの会
問い合わせ・申し込み：北村祐子090−2125−9321
☆特別会員「石II憬」様より
○秋の中宮

紅葉days

日時：平成29年10月7日（土）〜15日（日）

場所：白山市中宮 中宮展示館
観察路での自然ガイド、木の実を使ったクラフトなど
お問い合わせ：石川県白山自然保護センター〒920−2326石川県白山市木滑ヌ4
TEL．076−255−5321

FAX．076−255−5323

◆環白山グッズの販売
・深田久弥「山の文化館」でNPO環白山グッズを販売！！
この度、正会員「NPO深田久弥と山の文化を愛する会」様の運営している深田久弥「山の
文化館」でNPO環白山グッズの販売をしていただけることとなりましたのでお知らせします。
販売品目
手拭い4種類 800円／枚（税込）
深田久弥「山の文化館」
〒922−0067
石川県加賀市大聖寺番場町18番地2
TEL

0761−72−3313

休館日：毎週火曜日
入館料：一般 300円

、

高齢者（75歳以上）150円、
編

集

後

高校生以下及び障害者の方 無料
団体（20名以上）
250円

記

今年も早いもので10月となりました。今シーズン白山に
登りましたか？私は9月2日にようやく登ることができま
した。当日は晴れて気持ち良かっだです。ご来光も見ること
ができました。また新たに頑張ろうと思いました。
（I ke）

6

