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平成27年を同誌
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「高言高話ラ ート しました。当協会も10期日を迎えます。写真は、小松から羽田に飛行機でl
行く途中の「白山」で、お天気に恵まれて見ることができました。平成27年度は、北陸新幹線

も開業したので首都圏からの登山客も増えると見込まれます。「より良い環白山地域の未来に向か
って」考えていきましょう。
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頂き白山イトベント　突崩壷報告

★「雪だるままつり」

日時・場所：平成27年2月　6日（金）　石川県白山市白峰
主催：雪だるままつり実行委員会

当日は曇りからの小雪が降った状況で、当協会ブースに多くの皆さんに来ていただき下記の活動

を行いました。
・当能会の活動紹介（パンフ配布）や外来植物対策のパネルを掲示しPR。

・環白山地域の特産、トンちゃん、LLスープ（福井）、ケイちゃん、飛騨牛串（岐阜）の販売。

・市ノ瀬園地で採取、作成したオオバコ茶を提供し、募金の協力をお願い。

・白山きりまんじゃろコーヒーを販売しPR。

準備作業
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賑わってます！

★「白山サミット」
「白山の登山道（維持管理）　～これまでとこれからを考える～」

今回は、今まで登山時期に白山室堂で行っていた白山サミットを、登山時期以外に登山道の維持管

理というテーマに絞り環白山地域（富山県南砺市五箇山、福井県大野市）で行いました。

参加者は両会場ともに45名程で、関係者が多かったです。

第1回

日時・場所：平成27年3月1日（日）　富山県南砺市
●基調講演：「白山における登山道の保全と管理の提案」

●事例紹介1：
「神楽ケ峰（かぐらがみね）の

新潟県湯沢町トレッキ
●事例紹介2：

「桂大笠山ブナオ峠線の登山道

の取り組み」

五箇山自然文化研究会

●休憩時間中に同時開催の

環白山保護利用管理協会
パネル展PRを行いました。

（有）オフィス・イヌイ　乾　靖
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●パネルディスカッション（6名）
・（有）オフィス・イヌイ

・新潟県湯沢町トレッキング協会会長

・五箇山自然文化研究会

・環境省白山自然保護官

・富山県南砺市林政課

乾　靖

高波菊男

今井芳正

松木崇司

岩滝正義
NPO法人ネイチャープロジェクト白山　三谷幹離
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第2回
日時・場所：平成27年3月　8日（日）　福井県大野市
●基調講演：「白山における登山道の保全と管理の提案」

（有）オフィス・イヌイ　　　　　　乾　靖

●事例紹介1：
「小原（おはら）地区の環境保護協力金の現状と持続性」

小原ECOプロジェクト　　　　国吉一翼

●事例紹介2：
「チナノ尾根登山道維持管理から考える白山登山道の課題」

NPO法人＿白山の自然を考える会　北市　正

●休憩時間中に同時開催の

環白山保護利用管理協会
パネル展PRを行いました。
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●パネルディスカッション
・（有）オフィス・イヌイ　　　　　乾　靖

・小原ECOプロジェクト　　　　国吉一案

・NPO法人＿白山の自然を考える会　北市　正

・環境省白山自然保護官　　　　　松木崇司

・福井県大野市商工観光振興課　　　宮村友介

・福井県自然観察指導員の会顧問　　北lII博正

Sオリジナルグッズの販売

日本手拭い2種類（35cm＊90cm）　金額1枚：800円

下記の販売箇所で購入できます。
・岐阜県白川村　　　　トヨタ白川郷自然撃校

・岐阜県郡上市白鳥町　曽我歯科医院

・石川県白山市鶴来町　くくり

・富山県南砺市五箇山菅沼集落　あらい

・石川県白山市一里野　ろあん（4月中旬から）

・福井県勝山市（予定）

ノ 

日本手拭い（白山シルエット）



塚目I山イトベント情報

☆平成27年度　白山まもり隊
・採って楽しむオオバコ茶

市ノ瀬の駐車場のオオバコを除去作業。

採ったオオバコをお茶にして楽しみます。

6月21日（日曜日）13時00分～16時00

白山市白峰市ノ瀬（市ノ瀬ビジターセンター）
参加費無料　募集人員100名

白山室堂（H26）

」＿ま皇ごま←）－《＿

市ノ瀬（H26）

白山外来植物除去作業

アカミタンポポの根っこの長さ比べin室堂

オオバコやスズメノカタビラなどの低地性植物やアカミタ

ンポポなどの海外産植物といった白山の外来植物の除去

作業を行います。

8月29日（土曜日）～30日旧曜日）

白山室堂（白山室堂ビジターセンター）
参加費4，000円　募集人員50名

白山外来植物除去作業

オオバコの茎ですもう勝負in南竜ケ馬場

オオバコやスズメノカタビラなどの低地性植物や

アカミタンポポなどの海外産植物といった白山の

外来植物の除去作業を行います。

9月12日（土曜日）～13日（日曜日）

白山南竜ケ馬場（南竜ビジターセンター）
参加費4，000円　募集人員50名
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白山南竜ヶ馬場（H26）

主催者：石川県白山自然保護センター

担当者：平松
〒920－2326　石川県白山市木滑ヌ4　TEL：076－255－5321FAX：076255－5323

ホームページ：http：／／www．pref．ishikawa．1g．jp／hakusan／index．html

メールアドレスhakusan＠pref．ishikawa．1g．jp

☆石川県　県民白山講座　「白山を知ろう」

白山の夏山シーズンを前に白山登山の心得や白山の自然について紹介します。

また、白山登山や自然に関する最新の資料を配布するほか、登山相談を受け付けます。

6月20日（土曜日）13時30分～16時00分

石川県白山市　白山市民交流センター大会議室　参加費無料　申し込み不要　定員150名

編　集　後　記

平成26年度も終わり、新しい年度がはじまりました。昨

年4月から事務局となり、1年あっという間でした。まだま
だ至らない点がありますが、これからも環白山保護利用管理

協会ともどもよろしくお願い致します。（I ke）


