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いよいよ、夏山シーズンが到来ですね！皆さま、大変お忙しくご活躍の事と思い 

ます。今年は大荒れの梅雨が明けたと思いきや、登山シーズンのピークを迎えると 

一変、大変暑い日が続いています。このような天候の影響もあるのでしょうか、今 

年は、怪我人、体調不良を訴える人、同行者を見失う人が例年よりも多いと聞いて 

おります。山に向かう際は十分の準備、体調管理をして無理のない計画で出発しま 

しょう！ヘリで下山というVIP待遇にはなりませんように・・・。では、また皆様 

からの情報をお待ちしております。お気軽に事務局までお寄せ下さいませ。（M） 
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環白山イベント情報 ８月～９月 

○白山夏山閉山祭 8月31日（火）8：00～ 白山比咩神社奥宮祈祷殿 

【お問い合わせ先】 白山比咩神社 石川県白山市 TEL：０７６－２７２－０６８０ 

（財）白山観光協会 石川県白山市 TEL：０７６－２７３－１００１ http://www.kagahakusan.jp/ 

○植物おもしろ探検Ⅱ 藍で生葉を染める 8月5日（木）10：00 ～ 16：00 定員15名 

○白山麓を化石探検～伊左治先生と化石を探そう～ 8月25日（水）～ 26日（木） 定員20名 

【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/ 

○外来植物除去作業 8月12日（木） スーパー林道にて外来植物除去作業を行います。 

8月21日（土）22日（日） 白山室堂にて外来植物除去作業を行います。 

9月4日（土）5日（日） 南竜ヶ馬場にて外来植物除去作業を行います。 

○いしかわ環境フェアに出展 8月21日（土）22日（日）石川県産業展示館で開催されるフェアに当協会も参加予定です。 

【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 

○ガサガサ隊 奥越前環境塾～赤根川で遊ぼう 8月17日（火）13：00 ～ 16：00 

【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/ 

○太田の大栃観察会 9月15日（水）23日（木） 10：00 ～ 15：00 

国の天然記念物 日本一の大栃に会いに行きませんか。 

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

○石徹白聞き書きの会in2010 8月7日（土）8日（日）10：00 ～ 15：00 

○いとしろ青空学校｢石徹白の盆踊り体験｣ 8月14日（土）15日（日） 

○とうもろこし 収穫祭 8月22日（日） 

○とうもろこし 収穫イベント 8月28日（日） 

【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/ 

○県民白山講座 ｢恐竜時代の白山を探ろう｣ （白山市民交流センター） 8月7日（土） 13：30 ～ 16：00 

○白山まもり隊 （外来植物除去作業in室堂） 8月21日（土）22日（日） 

○白山まもり隊 （外来植物除去作業in南竜ヶ馬場） 9月4日（土）5日（日） 

＊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！ 

○白山まるごと体験教室 ｢木の実の観察と菓子作り｣ （中宮温泉野営場） 9月25日（土）9：30 ～ 14：30 

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

○白山スーパー林道通行300万台達成記念事業 加賀・飛騨マラソン大会 8月27日（金）小雨決行 

【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 

白川村役場 岐阜県白川村 TEL：０５７６９－６－１３１１ 

○白川郷まるごと体験宿 星空観察と染物・コーンの収穫 8月21日（土）22日（日）1泊2日 

第1回白川郷展望台のお月見と夜のブナ林を歩くエコツアー 9月22日（水）23日（木）1泊2日 

第2回白川郷展望台のお月見と夜のブナ林を歩くエコツアー 9月23日（木）24日（金）1泊2日 

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

○白山スーパー林道 夏得キャンペーン実施中 7月1日（木）～8月31日（火） 

普通自動車（通常3,150円）→夏得料金2,500円/1台 

軽自動車 （通常2,540円）→夏得料金2,000円/1台 

【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 

○白川“結”っこキャンプ 8月11日 ～ 16日 5泊6日15食 

生活の拠点は合掌家屋！！ 

○J-POWER エコ×エネ体験ツアー＠御母衣 小学生親子編 8月24日（火）25日（水）及び 8月26日（木）27日（金） 

～白川郷と荘川桜から学ぶ｢自然と電気｣体験学習ツアー2010～。 

【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 

○せなみ星明りウォーク 9月19日（日）15：00 ～ 20日（祝）11：00 

【お問い合わせ先】 研修交流館 白山里 石川県白山市 TEL：０７６－２５５－５９９８ 

何年か前、石徹白から一里野まで縦走した時、大汝から撮影したものです。 

余裕を持って三泊かけて歩き 

ゆっくり撮影し、白山を満喫しました。 

最近はなぜか、登山道でタイムを競ったり、２４時間昼夜を問わず歩き通したり、 

妙なトレンドもあるようですが、できればのんびりと白山縦走してみてはいかがでしょうか。 

郡上市 曽我 隆行さん （談） 

表紙 白山縦走 大汝峰より・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
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昨年に引続き、7 月 17 日（土） 

観光新道・殿が池避難小屋に「雨水集水シス 

テム」を設置いたしました。 

避難小屋清掃の為の水の確保ができ、多くの 

登山客が利用するこの避難小屋が今シーズン 

も快適に利用できるようになりました！ 

外壁の劣化等、気になるところもあります 

が、皆さん、大事に利用していきましょう！ 

白山国立公園センターにて 

Ｈ22－23 年度 

環白山保護利用管理協会 役員名簿 

新規（賛助）会員の方をご紹介します！ ご寄付いただきました！！ 

中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋㈱ 様 新栄商事 様より 

千田 智明 様 草刈機用の替え刃を 48 枚 

当協会に賛助頂きましてありがとうございます！ ご寄付いただきました。今後、 

今後とも、白山の「環（わ）」に加わって頂き、 白山での作業でありがたく、 

より良い白山麓をめざしご協力をお願い致します。 使用させて頂きます！! 

無事設置完了！ 

～ 白山人のつぶやき ～ 

所 属 氏 名 県 市 村 

理事 1 正会員 深田久弥を愛する会 深田 森太郎 石川加賀 

理事 2 正会員 トヨタ白川郷自然學校 西田 真哉 岐阜白川 

理事 3 正会員 荒島愛山会 脇本 浩嗣 福井大野 

理事 4 正会員 白山レンジャーの会 中島 和 石川白山 

理事 5 正会員 白川郷観光協会 山腰 博文 岐阜白川 

理事 6 正会員 石徹白十三人衆 曽我 隆行 岐阜郡上 

理事 7 正会員 財団法人白山観光協会 永井 隆一 石川白山 

理事 8 正会員 石川県自然解説員研究会 金津 五雄 石川金沢 

理事 9 正会員 五箇山自然文化研究会 今井 芳正 富山南砺 

理事 10 正会員 小原 ECO プロジェクト 國吉 一實 福井勝山 

理事 11 正会員 アルスコンサルタンツ株式会社 島 由治 石川金沢 

理事 12 特別会員 石川県（環境部自然保護課長） 中村 義孝 石川金沢 

理事 13 特別会員 白山市（観光推進部長） 竹内 茂 石川白山 

理事 14 特別会員 白川村（参事兼産業課長） 宮脇 紀忠 岐阜白川 

理事 15 特別会員 郡上市（商工観光部観光課長） 直井 渉 岐阜郡上 

監事 1 正会員 NPO 法人白山麓地域文化振興協議会 山口 一男 石川白山 

監事 2 正会員 石川県くらしと環境を考える会 髙橋 強 石川金沢 

平成２２年度 定期総会のご報告 

6 月 5 日（土）白山国立公園センター、２階会 

議室にて本年度の 環白山保護利用管理協会 定 

期総会 が開催されました。 

「当協会も 4 年目を迎え基礎固めから、 着実に枝を 

伸ばしていきたい」という深田会長の挨拶に始ま 

り、平成 21 年度事業報告及び決算報告、また引き 

続き、 平成 22 年度事業計画及び予算案が報告され、 

承認されました。また、任期満了に伴う理事の改選 

も行われました。 

以下に、新役員名簿、収支決算、予算案を報告いた 

します。 

避難小屋等施設維持管理改善事業(殿が池避難小屋) 雨水集水システム設置 

７ 

協会の「あるものさがし」の事業のお世話の後、発足した地域振興 

プロジェクト「石徹白十三人衆」に石徹白在住でない私ですが、 

自然公園指導員、小学校の校医等やっていたりしていたご縁もあり、 

仲間に入れていただいています。 
名前・所属団体 

曽我 隆行 ・ 石徹白十三人衆（岐阜県・郡上市） 

活動内容・白山との関係 

20年以上前から、白山の写真を撮影して来ましたが撮影対象もその間にいろいろ変化してきたように思います。 

最近つくづく思うのは、白山の素晴らしさを体感するには、カメラ持参でないほうが精神衛生上いいかも・・？ 

でも最近はビデオ撮影もやってるし、相変わらず忙しい、こまったもんです。 

今後の抱負 

何年かに一度は環白山のいろいろな地域の人たちが集まりその時の問題点や成果を話しあえる機会があってもい 

いかなと思います。その先には県境をまたぐ形での連泊のエコツアーができたり、白山の自然をベースにした 

次の世代にむけた環境教育など、みんなで取り組めればいいかなと、思いますがいかがでしょうか。 

次回、私の紹介する白山人は・・・ 

富山県、五箇山で活躍されている、五箇山自然文化研究会の 今井 芳正さん にお願いします。 

２


