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展望台から白山と九頭竜 ��川が見られます。　　　　バンビライン：福井県勝山市九頭竜川沿い 

暖冬でどの地域も雪解けが早いですね。皆さんの地域の桜はいかがでしょうか。今日から白山
の山小屋「白山婁堂」「白山雷鳥荘」「白山南竜山荘」の今シーズンの予約が開始されました。新

年度も「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。写真は平成28年3月2
6日、勝山市のバンビライン。勝山駅裏から登り～尾根伝いに歩いて降りればお隣比鳥獣～一駅

歩いてゴール、ぐるっと約5kmのお手軽ハイキングコースです。（写真提供：後藤選手）

表紙　「勝山市バンビラインからの白山」

環白山保護利用管理協会（登山道情報他）
環白山イベント実施報告　…　…　一
環白山イベント情報　・・・・・・・”－
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S登山道情報他登山道情報他
・予約開始のお知らせ

白山室堂　http：／／www．kagahakusan．jp／index．htm1

4月1日（金）9時から、白山室堂予約センター　電話076－273－1001（代）
※例年、7月最終土曜（30日）、8月最初土曜（6日）、7月海の日連休（16～18日）

の順番で予約が満員となってきます。

白山雷鳥荘　h同P：／／www．kagahakusan．jp／index．htm1

4月1日（金）9時から、白山室堂予約センター　電話076－273－1001（代）
道の駅「しらやまさん」内の予約センターでも直接受付しています。
※例年、7・8月土曜から順次平日も含めて予約が満員となってきます。

白山南竜山荘　http：／／city－hakusan．com／hakusan／

4月1日（金）9時から、白山南竜山荘予約センター　電話076－259－2022（代）
※例年、7月最終土曜（30日）、8月最初土曜（6日）、7月海の日連休（16～18日）

の順番で予約が満員となってきます。
・白山室堂ビジターセンター及び白山雷鳥荘

4月30日まで白山荘が冬期避難小屋として無料で利用できます。2階の冬期用入口より出入

りできますが、雪が吹き込みますのできちんとドアを閉めマナーを守ってご利用下さい。

避難中屋内には毛布．自炊道具などの備え付けはございません。
水場は白山荘裏手の水源のみとなりますが凍結や積雪で利用できない場合がございます。

・甚之助避難小屋：水場なしトイレは小屋内の冬期用トイレをご利用下さい
・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：閉鎖しました。
・別当出合休憩舎：水場なしトイレは冬期用トイレをご利用下さい
・市ノ瀬ビジターセンター：閉鎖しました。
・別当出合の吊橋の踏板は11月20日に撤去しました。

・中宮道　登山道入口橋：撤去しました。
・冬期閉鎖による通行止　※解除日未定

石川白山公園線（白峰風嵐～別当出合間　L＝16．7km）

平成27年11月26日（木）午後16時00分より
主要地方道岩間一里野線（L＝5．5km）

平成27年11月24日（火）　午後16時00分より

詳しくは、石川土木総合事務所076－272－1190
岐阜白山公園線（平瀬～大日lII聞）

平成27年11月13日（金）14時より冬期通行止め。
※冬期閉鎖解除予定日は平成28年5月31日頃の予定です。

詳しくは、高山土木事務所　TELO577－33－1111（代表）
・白山についてのお問い合わせは、

（石II慣例）　石川県自然保護センター　076－255－5321
http：／／www．pref．ishikawa．Ig．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

http：／／www．kagahakusan．jp／

南竜山荘予約センター　076－259－2022
http：／／city－hakusan．com／stay／nanryu．html

（岐阜県側）　白川村　05769－6－1311
h龍P：／／shirakawa一g0．0rg／kankou／areaO2／



・白山白川郷ホワイトロード：冬期閉鎖しました。

詳しくは、白山林道石III管理事務所　076－256－7341

岐阜管理事務所　05769－6－1664

環白山イベント　実施報告

★「雪だるままつり」
【日時】平成28年2月12日（金）15：00～21：00

【場所】石川県白山市白峰
【主催】雪だるままつり実行委員会

今年も環白山保護利用管理協会は、ブース出展しました。

環白山保護利用管理協会活動の紹介や外来植物除去の話やオオバコ茶の試飲。その他、環白山

地域の食品（岐阜：飛騨牛串や鶏（けい）ちゃん、福井：とん（豚）ちゃん）の販売。白山き
りまんじゃろ（コーヒー）の販売を行いました。
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外来植物除去の話を聞いてもらっています。

★第3回　チーム白山会議

【日時】平成28年3月19日（土）

13：00－17：15

【場所】白川村　道の駅「白川郷」内
【参加者】14名
内容は、3月15日現在の平成27年度事業報告（案）・
決算見込み（案）と平成28年度事業計画（案）・
予算（案）、山の日、白山開山1300年、白山ジオ
トレイル、他について意見交換を行いました。

、‾‾＼○， �　－：∴…∴‾∴‾∴‾‾一一‾一、、i”‾一一「 SSSSm　　　　　　　　　　l 

：　一∴－∴ �；ニーーiiii／一一ヽ 

」仁子 �� � �∴十∴ 1 � �‾＝望i「： 

＼i■÷一‾ii 串 ‾1、1漆、点 ��� � �r’‾〇線＝㌻←一言 　　－： 

l l∵ ‘工 員 も：． ����ii遺書 ヽ．多 ‾♀焉ざ �豆‾∴雪専一 �∴∴　圭．一 

∴言∴∴ ∴：：∴ 二＿＿＿＿盛違鞄 

、 

★白山商工会様より、外来植物除去活動費平成28年度分389，061円をいただきました。

【白山】では　外来植物除去934kgの支援となります。

環白山イベント情報

☆正会員「白山いぬわし自然楽校」様より
平栗いこいの森・カタクリ写生大会
日時：平成28年4月3日（日）9：00～12：00

定員：20名程度　　　参加費：無料
集合場所：金沢市平栗いこいの森駐車場

（※駐車台数が少ないので相乗りがお薦め）
桜街道・手取湖畔を歩くトレイル
日時：平成28年4月17日（日）

参加費：4，000円
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地図からルートを歩く講習会＜机上講習＞地図から地形を見る
日時：平成28年5月8日（日）　　参加費：1，000円

申込・問い合わせ：076－294－8388

☆正会員「白山手取IIIジオパーク協議会」様より

白山雪形る　観測隊員募集

日時：第1次観測会平成28年4月　9日（土）10：00～11：45

第2次観測会平成28年4月23日（土）10：00－11：45
定員：20名程度（お子様可）　参加費：無料
場所：白山市民交流センター4階研修室A・B

申込・問い合わせ：白山手取川ジオパーク協議会076－274－9564

☆賛助会員「岩間山荘」様より　　ノルディックウオーキング　一里野2016

野生動物観察ウオーク
日時：平成28年4月10日（日）10：00～

場所：石川県白山市尾口　白山一里野高原及び周辺

集合場所：一里野温泉スキー場　あいあーる前 参加費：2，500円
蛇谷自然観察路

日時：平成28年5月10日（火）

集合場所：白山自然保護センター中宮展示館　　　　参加費：2．500円
申込・問い合わせ：岩間山荘北村祐子090－2125－9321

☆日本ユネスコエコパーク拡張登録記念シンポジウム開催。

【日時】5月10日（火）14：〇〇一18：00

【場所】グランドホテル白山　2階　グローリーホール
申し込み不要、参加費無料、ポスター展併催。

環白山保護利用管理協会は共催しています。

☆平成28年度　第1回理事会（予定）
【日時】平成28年5月15日（日）13：00～

【場所】石川県白山市白峰　白山国立公園センター
※理事の皆様には、1カ月くらい前に正式にご案内いたします。

☆平成28年度　通常総会（予定）

【日時】平成28年5月21日（土）13：00～

【場所】石川県白山市白峰　白山国立公園センター
※正会員、賛助会員、特別会員、顧問の皆様には、1カ月くらい前に正式にご案内いたします。

○オリジナルグッズの販売　　新しく1箇所増えました。

日本手拭い2種類（35cm＊90cm）　　　金額1枚：800円

・石川県白山市白峰西山　望岳苑

編　集　後　記

平成28年度が始まり、今シーズンの山小屋の予約も始ま

りました。今年から山の日（8月11日）が施行されます。
白山開山1，299年目でもあります。環白山保護利用管理協会

でも準備を着々と行い、がんばっていきます。（i ke）


