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平成30年度スタート！
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加賀禅定道

しかり場周辺からの鳥轍

平成30年3月25日（日）

乾氏ブログより

平成30年度がスタートしました。

‾‾‾‾‾‾‾器霞

今年は平地で降雪が多かったですね。3月になり暖かくなり雪解けがかなり進みました。

今年は早く桜が咲いていますね。でもまだ山は冬です。
白山公園線などの開通情報は随時お知らせします。山小屋の予約も始まりました。

計画はもうたてましたか？今シーズンも安全に登山しましょう。

表紙　「加賀禅定道　しかり場周辺からの鳥轍
NPO環白山保護利用管理協会（登山道情報他）
環白山イベント他情報　…　…　…・－
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NPO据白山保護利Rl管理協会

S登山道情報他登山道情報他
▲特別会員「岐阜県」「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それぞれの県議会で可決承認されて

います。登山届を堤出しましょう！！

▲白山宿泊予約他について

★正会員「一社）白山市値域振興公社」南竜山荘様より

○予約受付開始は4月1日の午前9時開始となります。

受け付けは「電話予約」「予約センター窓口で直接受付」で受付いたし
ます。なお、当日の午前中は特に予約が集中し電話がかかりにくくなり、
ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。

予約電話番号　　　　076－259－2022（南山荘予約センター）

予約センター窓口　　白山市桑島4－87－3　桑島健康管理センター内

○本年の混雑予想日　－→　7／14　7／15　7／217／28　8／4　8／11

0本年、宿泊料金などの改定が予定されています。

決定次第当HPでご案内しますので、今しばらくお待ちください。

★一社）白山観光協会様「白山ベストガイド」より

（2018．3．16）2018年度白山室堂・白山雷鳥窪の宿泊予約と料金改定について

02018年度の宿泊予約受付は、2018年4月1日（日）午前9時より
お電話・予約センター窓口等にて同時に受付致します。
お電話でご予約される方は、午前中はお電話が繋がりにくくご迷惑をお掛け致します。

○お電話で予約される際のお願いです。

白山室堂の相部屋（大部屋）か白山雷鳥荘の個室のどちらがご希望か担当者にお申し付け下さ
い。予約開始日の4月1日は、電話回線の混雑が予想されるため、宿泊予約のみ受付させて

頂きます。登山案内や周辺の観光案内、パンフレット発送等は後日お問い合せ下さい。
02018年度　料金の改定について

平成30年　白山室堂・白山雷鳥韓の宿泊料金等の改定を予定しています。

改定次第、ホームページ等でお知らせいたしますので、ご理解とご協力お願いいたします。
02018年度白山室堂混雑予想日

7／14（土），7／15（日），7／21（土），7／28（土），8／4（土），8／11（土）

※8／22（水）の白山荘（自炊棟）は団体での貸切となります。

白山雷鳥荘は個室が6室しかありません。満室の場合は白山室堂の相部屋となります。
○こ予約・お問い合せ

白山室堂・白山雷鳥荘予約センター076－273－1001

▲山小屋他：詳しくは、各施設にお聞きください。
・白山室堂　h慣〕：／／www．kagahakusan．jp／index．html

白山室堂予約センター　電話076－273－1001（代）
・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）

防寒対策と装備を十分にして登山計画を立て、登山届も必ず提出しましょう。
白山荘が冬期避難小屋として無料で利用できます。建物2階の「冬期入口」より出入り
できますが、ドアをしっかり閉めず、雪が吹き込んでドアが閲かなくなったり、毎年マナー
の悪い方が目立ちます。また、焚火も禁止です。　マナーを守ってご利用下さい。

水場は白山荘裏手の水源のみです。凍結して利用できない場合もあります。
白山荘横のトイレ（汲み取り）は、閉鎖中です。



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）
甚之助避難小屋　　　：10月16日で閉鎖（小屋内の冬期トイレは使用可※水場なし）
殿ケ池避難小屋　　　：水場なし．トイレは避難中屋内のトイレをご利用下さい。

中飯場トイレ　　　　　：10月25日頃閉鎖。水場なし。
別当出合休憩舎　　　：10月25日頃閉鎖。水場なし、休憩舎裏手の冬期トイレ使用可。
別当出合の吊橋の踏板：11月　9日撤去。
詳しくは、石川県自然保護センター　076－255－5321までお問い合わせください。
市ノ瀬ビジターセンター：11月
市ノ瀬トイレ　　　　　：11月　6日

中宮展示館　　　　　　：11月11日

ブナオ山観察舎　　　：11月20日

中宮道橋　　　　　　：撤去。

▲登山道：特にありません。

▲道路他

（石川県）
・石川白山公園線（白峰風嵐～市ノ瀬問　L＝11．3km）

平成29年11月20日（月）17時より　冬期閉鎖による通行止。
（参考　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。）

・石川白山公園線（市ノ瀬～別当出合間　L＝3．3km）

平成29年11月16日（木）12時より　冬期閉鎖による通行止。

（参考　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。）
・主要地方道岩間一里野線（L＝5．5km）

平成29年11月20日（月）17時より　冬期閉鎖による通行止。
（参考　平成29年　6月27日（火）11時より　通行止解除。）

登山道の岩間道・噴泉塔へは、崩落のため現在は通行止めとなっております。

詳しくは、道路に関して　　石川土木総合事務所　　TEL．076－272－1188
登山道に関して　白山自然保護センター　TEL．076－255－5321

（岐阜県）
・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11月13日（月）17時より　冬期閉鎖による通行止。
※解除予定日は平成30年5月31日（木）の予定です。

詳しくは、高山土木事務所　TELO577－33－1111（代表）

（福井県）
・福井県小池公園（刈込池）

小池公園管理事務所・キャンプ場11月15日（水）閉園
・小原ゲート

11月13日（月）からゲート閉鎖。（来年は6月中旬ゲートオープン予定）

（富山県）
・桂湖ゲート　　　　　11月13日（月）10時閉鎖（参考H29　5月24日11時解除）

・桂湖ビジターセンター11月　5日（日）営業終了（参考H29　5月26日オープン）

問い合わせ：桂湖ビジターセンター　TEL：0763－67－3120
h龍P：／／www．gokayama－kankou．com／index．html
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・ブナオ峠ゲート　　　　現在通行止め（参考H29　5月31日11時解除）

問い合わせ：砺波土木センター　　　TEL：0763－22－3526
http：／／www．pref．toyamaJp／cms＿SeC／1501／kjO（m14191－000－02．html

（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。

白山白川郷ホワイトロード

平成29年11月13日（月）より全線開通期間閉鎖。
（参考　平成29年　6月11日（日）に全線開通）

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 h龍P：／／hs－Whheroadjp／

石川県自然保護センターHP
http：／／wwwJPref．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．mlitg0．jp／kanazawa／hakusansabo／021iVeCam／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ます。

http：／／www．data．jmagQ．jp／・・・／data／・・・／open－data／data＿index．html

白山は、「関東・中部地方の火山で白山を選択」
・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

h慣〕：／／www．pref．ishikawa．1g．jp／hakusan／index．html

市ノ瀬ビジターセンター　076－259－2504
白山室堂予約センター　　076－273－1001

h龍P：／／www．kagahakusan．jp／

南竜山荘予約センター　　076－259－2022
h同P：／／city－hakusan．com／stay／nanlγuhUnl

（岐阜県側）　白川村　　　　　　　　　　05769－6－1311

http：／／shirakawa一g0．0rg／kankou／areaO2／

環白山イトベント他情報

＜報告＞
★白山国立公園生態系維持回復事業第2回専門委員会：出席しました。

日時：平成30年1月18日（水）13：30～15：30

場所：金沢勤労者プラザ（金沢市）

★雪だるま2018白峰　　　　　　　　　1
「雪だるま　みているみんなが　　　i

ニッコニコ」笥

日時：平成30年　2月　2日（金）

場所：白峰
出席し、当協会や外来植物除去作業の

PRをしました。

藍子÷書証
－†一年∵‥∴　∵笠＿

外来植物除去作業のPR



★日本代協グリーン基金贈呈式　　　稲葉理事が当協会を代表して受け取りました。
一社）石川県損害保険代理業協会の春季セミナーで日本代協グリーン基金贈呈式がありました。

日時：平成30年2月23日（金）13：30～13：45

場所：金沢市　ホテル金沢
寄付金額：5万円

当協会の他石川県では「世界の砂漠を緑で包む会」が

受け取りました。全国で30団体だそうです。

ありがとうございました。

★第7回白山火山防災協議会　　　出席しました。

日時：平成30年　2月28日　13：30～15：00

場所：石川県庁　議会庁舎1階大会議室
協議事項：（1）白山火山防災協議会規約の改正について

グリーン基金贈呈式

（2）平成30年度白山火山防災協議会事業計画（案）について

★白山開山1300年記念　オール加賀会議　講演会

白山の魅力　～登山を通して出会える生き物たち～

日時：平成30年3月3日（土）14時～

場所：能美市辰口福祉会館交流ホール
入場無料
主催：加賀地域連携推進会議（オール加賀会議）

稲葉理事が講演しました。

★白山国立公園生態系維持回復事業検討会　　　出席しました。
日時：平成30年　3月　6日（火）13：30～16：00

場所：石川県女性センター（金沢市）

★白山商工会「白山きりまんじゃろプロジェクト」様から

平成30年度の活動資金として、下記をいただきました。

平成29年度1月～12月の環境支援金
132．970円　（杯数　26，594杯）

感諾状と平成29年度の報告書を送りました。

ありがとうございました。

★環白山グッズ
「望岳苑」様での販売が終了しました。（平成30年3月22日）

★第2期第3回理事会を開催

日時：平成30年3月25日（日）13：〇〇一16：30

場所

出席
ノーム自然環境教育事務所（福井県大野市六呂師）
理事7名、委任状出席7名。事務局2名。

報告・平成29年度事業報告（案）及び決算見込み
議案・平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）

・事務決裁規程（案）について
・慶弔見舞金規程（案）について（一部修正有）

：以上全て承認されました。
・その他：特にありませんでした。

理事会後、意見交換会（委員会）を行いました。
パンフレットの改訂についてなど。
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＜これから＞

○平成30年度　外来植物除去作業予定

申し込みは来年4月中句以降になります。

参加を考えている方は、予め予定を入れておいてもらえれば幸いです。

ボランティア研修会1回目
チプリ尾根コース除去作業

除去作業　市ノ瀬
チプリ尾根コース除去作業

ボランティア研修会2回目

美濃禅定道除去作業

除去作業　室堂

除去作業　雨竜ケ馬場

5月26日（土）　白山市鶴来　クレイン
6月16日（土）　主催：白山の自然を考える会
6月24日（日）

7月　7日（土）　主催：白山の自然を考える会
7月　8日（日）　白山市白峰　白山国立公園センター
7月22日（日）　石徹白清掃登山と合同
8月25日（土）～26日（日）

9月　8日（土）～　9日（日）

〇第3期第1．回理事会

日時：平成30年5月19日（土）13：00へ′

場所：白山国立公園センター（白山市白峰）
議案・平成29年度事業報告（案）及び決算（案）について

・その他

〇第3期通常総会

日時：平成30年5月19日（土）14：00～

場所：白山国立公園センター（白山市白峰）
議案・平成29年度事業報告（案）及び決算（案）について

・平成30年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
・その他

○講演会：題は未定（協働型管理など）
日時：平成30年5月19日（土）14：00－

場所：白山国立公園センター（白山市白峰）
環境省元白山自然保護官　加藤雅寛氏（依頼済み）

○講演会終了後、交流会を行う予定です。

○ホームページ内に、下記を作成しています。

山の日制定記念・白山開山1300年記念企画
「白山眺望　ハイキングコース」
「白山眺望　ポイント」

Sメールマガジン購読者募集中！！

情報を素早く入手できるメールマガジンの購読者を募集しています。
購読希望の方は、下記URL内に登録サイトがありますので登録ください。

月2回発行しています。
URL：http：／／kan－hakusan．jp

編　集　後　記

白山空室と南竜山荘の宿泊予約が始まりました。

白山開山1301年、新たな年が始まります。
今年度も頑張りますのでよろしくお願いいたします。

（i ke）


