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新年度になりました。皆様におかれましても何かと身の回りの環境や生活の区切 

りの時期。慌しく時間をやりくりする中で余裕が生まれにくいかもしれません。 

そんな中でも表紙の写真のような花見山行に出掛けてみたくなるのはなぜでし 

ょう？きっと冬の寒さの緊張から開放された動物的行動本能かも知れませんね。 

本格的アウトドアシーズンの前にゆる～い気分で近所へ花見散歩から始めてみ 

ませんか？ 場所によってはクマ対策、防虫、花粉対策などもお忘れなく。 

皆様からの情報もお気軽に事務局までお寄せ下さい。お待ちしております（Ｎ） １ 

環白山イベント情報 4 月～6 月 

○白山室堂写真展 4月9日（金）～ 21日（水） 白山国立公園センター 

5月7日（金）～ 14日（金） 白山市市民交流センター （9日、白山登山相談所 開設） 

(財)白山観光協会職員やアルバイトが撮った写真で、白山の自然や室堂での仕事内容などを紹介します。 

【お問い合わせ先】 （財）白山観光協会 石川県白山市 TEL：０７６－２７３－１００１ http://www.kagahakusan.jp/ 

○白山の三馬場を訪ねて 4月17日（土）13：00 ～ 18日（日）17:00（1泊2日） 

天正9年（832年）に開かれたという加賀、越前、美濃の馬場を巡り、白山の禅定を目指した人々 の心に触れます。 

○古文書の中の献立を食べる 4月24日（土）10：00 ～ 16：00 

古文書が語る山里の文化。地域に残る古文書の中の食事を体験します。献立の記述から人々 の暮らしが見えてきます。 

○白山への道 平泉寺から法恩寺山 4月29日（木） 

○鳥おもしろ探検Ⅰ バードウォッチング入門 5月15日（土）～ 16日（日） 

○歴史の道を歩く 「続白山紀行」を歩くⅠ 谷集落から堂ノ森 5月30日（日） 

○植物おもしろ探検Ⅰ 春の植物を観察しよう!! 6月18日（金） 

【お問い合わせ先】 白山セミナーハウス望岳苑 石川県白山市 TEL：０７６－２５９－２２８８ http://bohgakuen.jp/ 

○神鳩乃宮避難小屋 施設維持管理登山 4月25日（日） 美濃禅定道にある避難小屋の維持管理作業を行います。 

【お問い合わせ先】 環白山保護利用管理協会 石川県白山市 TEL：０７６－２５９－２８１１ 

○ゆるり～と過ごす里山遊びプログラム 5月1日（土）～ 5日（水） 

カヌーでゆったりと九頭竜川を水面散歩したり、森のガイドと一緒にのんびりと過ごしたり。おやつ作りや日替わりお楽しみ体験も実施！ 

【お問い合わせ先】 ノーム自然環境教育事務所 福井県勝山市 TEL：０７７９－８７－６４７４ http://www14.plala.or.jp/wildlife/ 

○若葉祭り 5月中旬 9：30 ～ 15：00 白峰温泉白峰総湯前広場 

地元で採れた山菜、白峰の特産品の販売のほか、餅つきや大道芸が行われます。 

【お問い合わせ先】 白峰観光協会 石川県白山市 TEL：０７６－２５９－２７２１ 

○石徹白白山中居神社 春の例大祭 5月16日（日）10：00 ～ 

【お問い合わせ先】 石徹白地区地域づくり協議会 岐阜県郡上市石徹白地区 http://www.itoshiro.net/ 

○自主参加型外来植物除去ボランティア登録研修会 5月23日（日）13：30 ～ 17：00 白山市鶴来総合文化会館クレイン 

期間中、決められた範囲を自主的に外来植物除去作業を行うための登録研修会です。研修会に参加しないと登録ができません。 

○白山まもり隊 採って楽しむオオバコ茶 （市ノ瀬オオバコ除去） 6月13日（日）13：00 ～ 16：30 

＊当協会も外来植物対策事業として協力します！ぜひご参加下さい！ 

【お問い合わせ先】 石川県白山自然保護センター TEL：０７６－２５５－５３２１ 

○白山スーパー林道サイクリング 5月29日（土）10：00 ～ 14：00 参加費 ： ３０００円 

【お問い合わせ先】 （有）アウトドアコーディネイツ 岐阜県岐阜市 TEL：０５８-２７４－０５６８ 

○白山スーパー林道ネイチャーウォーキング 5月30日（日） 9：00 ～ 16：00 参加費 ： １０００円 

【お問い合わせ先】 日本イベント企画株式会社 岐阜県岐阜市 TEL：０５８-２７４－６３３４ 

○白山スーパー林道ウォーク 5月29日（土）・30日（日） 

【お問い合わせ先】 白山市観光情報センター 石川県白山市 TEL：０７６—２７３－４８５１ 

○白川村田植え祭り(予定) 5月31日（月） 

【お問い合わせ先】 白川村観光協会 岐阜県白川村 TEL：０５７６９-６-１０１３ 

○白山スーパー林道 開通式・安全祈願祭 6月1日（火） 

【お問い合わせ先】 （社）岐阜県森林公社 岐阜県岐阜市 TEL：０５８-２７７－１０６３ 

○谷口隆氏の天然素材で機織り教室 ～地球に優しい機織り教室、スローな時間で作品作り～ 6月18日（金）～ 20日（日）定員：１0名 

オーガニックな材料はもちろんのこと、その産地までもこだわり全て手作りにこだわる体験教室です。 

【お問い合わせ先】 トヨタ白川郷自然學校 岐阜県白川村 TEL：０５７６９-６-１１８７ http://www.toyota.eco-inst.jp/main.html 

○山開きの予定 

白山室堂 春山営業開始 5月1日（土） 

荒島岳 山開き（安全祈願祭） 5月2日（日） 

平瀬道 山開き 6月8日（火） 

赤兎山 山開き 6月下旬 

その他にも白山麓ではイベントが盛りだくさんです！参加費、詳細などは各実施団体などにお問い合せ下さい。 

昨年５月下旬、石徹白道，銚子ヶ峰(1810ｍ)付近です。運が良ければ別山をバックに遅い桜の花見が 

できます。徐々に暖かくなり外へ出歩きたくなる、そんな季節になってきました。皆さん、もうお花見し 

ましたか？白山周辺では桜前線もどんどん北上＆上昇しています。地元で花見ができなかった人もおられ 

るかもしれません。でも環白山は広い！桜が見られる所は探せばまだまだあるかもしれませんよ。白山も 

登山シーズン到来です。雪が解けた所から春がやってきます。大自然のパワーをもらいに白山へ登ってみ 

てはいかがでしょうか。 

表紙 石徹白道 銚子ヶ峰 ・・・・・・・・・・・・・・・１ 

５月１日 白山室堂 春山営業開始！ インタビュー・・・・・２ 

平成２１年度事業活動 PICK UP 白山人のつぶやき・・・・３ 

環白山イベント情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
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～白山人のつぶやき～ 

当協会の自主事業である「平成 21 年度地域活性化 PR 事業」 

において、平成 22 年 2 月 12 日（金）、石川県白山市白峰で開催 

された「雪だるま 2010」（雪だるま 2010 実行委員会主催）へ 

の出展協力を実施しました。当協会も昨年から２回目の参加協力 

ですが、今年で２１回目を迎えた全国的にも知られるこのイベン 

トには、多くの観光客の方（約 6,000 人）が見物に来られます。 

出展スペースには、当協会会員や関係機関の協力のおかげで白 

山の保護、保全活動を紹介するパネルの設置や活動団体の紹介コ 

ーナー、白山関係の DVD 放映など、白山のことを理解するきっ 

かけをつくりました。中でも環白山地域の特産品（トンちゃん、 

ケイちゃん）や「シシ」シチュー、地酒の試飲販売では多くの方 

に喜んでいただきました。 

来年度も引き続き事業計画していますが、「雪だるま」 に限らず、 

環白山地域において広く展開できれば良いなあ･･･と感じたひと 

時でした。 

前任者から引き継ぎまして、環白山保護利用管理協会事務局の業務を 松岡 正信 が担当させて頂きま 

す。至らぬ点が多々あるとは思いますがよろしくお願い致します。 

新・事務局員 紹介 

松岡 正信 （３６歳）石川県 金沢市 在住 （財）白山観光協会 所属 

これまで、白山室堂で勤務しておりました。（アルバイト期間も含めて 8 年間） 

冬季は白山麓のスキー場でお世話になりました。趣味はスノーボードです。 

微力ながら、（本当に微々たる力しかございませんが）環白山保護利用管理協会の活動に 

少しでも役に立てれば幸いです。不慣れな業務で最初はご迷惑をお掛けするかもしれませんが、 

ご容赦下さいますようお願い申し上げます。皆様からのご指導の程、何卒宜しくお願い致します。 

平 成 ２ ２ 年 度 事 務 局 員 の 変 更 の お 知 ら せ 

３ ２ 

地域活性化PR事業(自主事業) 環白山地域における環境保全活動やイベントへの参加 

「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」 

ゴーギャンのつぶやきは人の自然観の基本理念ではないだろうか 
名前・所属団体 

三谷幹雄 ・ NPO法人ネイチャープロジェクト白山 事務局（石川県・金沢市） 

http://projecthakusan.blog113.fc2.com/ 

活動内容・白山との関係 

環白山をフィールドとした環境教育・自然体験活動を目差すNPOで、登山シーズンには白山のネイチャーガイドを引 

き受けている。また、自然資産の調査も手がけている。 

今後の抱負 

自然解説のエキスパートを目指して日々研鑽し。環白山地域の自然環境保全にも役立ちたい。 

また、環白山地域のガイドネットワークを構築したい。 

次回、私の紹介する白山人は・・・ 

白山をホームグランドとして活動している写真家の曽我さんにお願いしまーす。 

平成２１年度事業活動 PICK UP 
5 月 1 日より 白山室堂 春山営業開始！！ 

今シーズンも白山登山の春山シーズンが始まります！白山室堂職員も例年通り４月末に小屋開け作 

業のため、ヘリコプターで入山するそうです。入山準備に忙しい（財）白山観光協会 池内さんにお 

話を伺いました。 

事務局：「4 月 1 日より白山室堂センターの宿泊予約が開始となりましたが、予約状況はどうです 

か？」 

池 内：「おかげさまで、4 月 3 日の時点で 7/24、7/31、8/7 の 3 日間がもう満室となり、予 

約受付も順調に進んでいます。」 

事務局：「5 月 1 日から春山営業開始ですが、今年の雪の状態はどうですか？」 

池 内：「職員は、まだ誰も上っていないのではっきりとはわかりませんが、見たところまだ山頂付 

近も白く、麓の白峰にも残雪があります。石川県土木事務所の話でも白山公園線の市ノ瀬 

までの開通も未定との事で、例年よりも積雪は多いかもしれません。」 

事務局：「春山登山に際しての注意点など、ありますか？」 

池 内：「登山口までの白山公園線の開通情報も含め、積雪により登山道の状況を事前に十分確認し 

て、余裕を持って登山の計画をしてください。G.W 中には、室堂～甚の助避難小屋までの 

登山ルートに目印旗を敷設する予定ですが、十分気を付けて登山してください。」 

白山に登る予定のある方は、十分気をつけて行ってらっしゃい！ 

なお、白山室堂の営業は 5 月 1 日～10 月 16 日まで 

南竜山荘の営業は 7 月 1 日～10 月 16 日まで 

南竜山荘（ケビン）7 月 1 日～9 月 30 日までとなっており、 

今年は、例年に比べ若干変更があります。


