富士山データベース『岳南朝日』索引・平成編〔（C）畠堀操八、２０２１年 12 月〕
この索引は、富士宮市立中央図書館蔵架の『岳南朝日』新聞に基づいて作った。
期間は１９８９年＝平成元年１月10日付から始まり、２０１９年＝平成31年３月
27日付が最後に拾った記事となる。
この間に見られた富士山・村山古道の復活は、地元・村山の人々にとって１世紀を
超える宿願であった。
富士山世界遺産運動が巻き起こしたの拝金信仰はどうにも情けない。昭和編冒頭に
引用した塚本繁松氏の慨嘆は平成編でもそのまま生きている。しかしお陰で、富士山
研究者の世代交代が起こり、研究が飛躍的に進んだことは素直に喜びたい。
記事見出しの省略・送り仮名・誤字誤植などのためにその記事に辿り着けないこと
があるので、〔

〕内にキーワードを付すよう努力した。

とくに登山道の呼称については以下のように使い分ける。富士川・水神～富士宮を
富士本道、吉原～村山を村山道、富士宮～村山を道者道、村山～竜巌淵を下向道、明
治の末に新設された富士宮～新六合目を大宮新道、このため村山～新六合目は村山古
道となり、バスの終点・新五合目～山頂が富士宮ルートである。
事件・事故に登場する人たちのプライバシーは、厳重に守っていただきたい。
間違いや批判、あるいは成果物があったばあいにはご連絡をお願いしたい。
長年にわたってご協力をいただいた富士宮市立中央図書館の歴代の職員の方々には
改めて謝意を表したい。
２０２１年12月

山樂カレッジ

畠堀操八

■１９８９年＝平成元年
「工事、旧市内に拡大

富士砂防３６０度対策進む」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９８

９年＝平成元年１月 10 日付）
「公害防止で協定

市と園池製作所が調印

市内では８工場目

実効性にに期待」（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年１月 11 日付）
「参入企業の研究会発足

リゾート構想の連合探る」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年 1 月 18 日付）
「富士山をテーマに

来月、フジワールドトークイン」〔フジ・ワールド・トークイン〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 1 月 18 日付）
「火災から村を守る番屋

村山の石原地区

住民総出で伝統行事」（『岳南朝日』１９８

９年＝平成元年 1 月 18 日付）▼
「42 ㌔の長丁場に挑戦

県立農業学園

登山道などコースに強歩」〔スカイライン〕（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年１月 19 日付）
「新事務所３月オープン

建設省富士砂防

庁舎改築工事が完成」〔富士砂防工事事務所〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 1 月 19 日付）
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「座談会

いま環境問題を考える

富士山の自然保全と市民のくらし〈１〉“開発は最小

限にせよ”森林破壊が災害招く」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年１月 19 日付）
「座談会

いま環境問題を考える

富士山の自然保全と市民のくらし〈２〉周辺自治体で

富士山サミットを」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年１月 20 日付）
「なぜか？いま『富士山』浮上

郷土の誇りは富士山とお茶

静岡総研が富士山意識調査」

〔静岡総合研究機構〕〔フジ・ワールド・トークイン〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成
元年１月 20 日付）
「座談会

いま環境問題を考える

富士山の自然保全と市民のくらし〈３〉既存の自然に

合った防災を」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年１月 21 日付）
「富士宮市

駅前開発に更新計画

年度内に基本計画策定」（『岳南朝日』１９８９年＝

平成元年１月 22 日付）
「座談会

いま環境問題を考える

富士山の自然保全と市民のくらし〈４〉古老含めた審

議会を」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年１月 22 日付）
「座談会

いま環境問題を考える

富士山の自然保全と市民のくらし〈５〉古老含めた審

議会を」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年１月 24 日付）
「富士南ろく道路建設

実施へ一歩前進

用地取得で説明会開催

県、本年度予算に５億

円計上」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年１月 25 日付）
「座談会

いま環境問題を考える

富士山の自然保全と市民のくらし〈６〉環境行政の一

本化を」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年１月 25 日付）
「座談会

いま環境問題を考える

富士山の自然保全と市民のくらし〈７〉野放しの公園

管理計画」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年１月 27 日付）
「近藤家

粟倉４００年の原点築く

甲斐より来て開墾

村政と教育に貢献」（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年１月 28 日付「家門と郷土」）▼
「富士山で冬山訓練

富士宮署

遭難救助や搬送に汗」（『岳南朝日』１９８９年＝平成

元年１月 28 日付）
「大宮町の町立図書館

県内一（自治体）の蔵書でスタート

佐野十三郎（つづく）」〔富

士宮市立中央図書館〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年２月２日付「ふるさと再発見」）
「富士山の植生で講演

増沢静大助教授

」〔富士砂防工事事務所〕〔富士山治山治水期

成同盟会〕〔増沢武弘〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年２月４日付）
「角田桜岳とその周辺〈中〉不毛の地開墾に情熱

万野用水と万農庵と…

文・小山忠之」

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年２月４日付「岳麓拾遺」）
「富士山生かした地域づくり

フジ・ワールド・トークイン

共同宣言を確認閉幕」（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年２月５日付）
「『富士山』はひとつ

フジワールドトークインから」〔フジ・ワールド・トークイン〕」

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年２月７日付「東西南北
「大宮町の町立図書館

晴れの文部大臣表彰

記者レポート」）

佐野十三郎（おわり）」〔富士宮市立中央

図書館〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年２月９日付「ふるさと再発見」）
「角田桜岳とその周辺〈下〉地球儀と人脈と

交友から知識深める

文・小山忠之」（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年２月 11 日付「岳麓拾遺６」）
「標高上昇…熟度不明…時間不足

リゾート山ろくゾーン
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議会に強い懸念感

富士宮

市」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年２月 15 日付）
「ことしこそ富士山シンポ

富士山の自然を守る会

今秋を目標

環境マップ作成も」
〔富

士山全国シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年２月 17 日付「視点焦点」）
「大沢砂防に新拠点

建設省富士砂防工事事務所

関係者が出席、落成式」（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年３月１日付）
「上旬からキャラバン

市観光協会誘客作戦

大都市で観光展も」（『岳南朝日』１９８

９年＝平成元年３月３日付）
「安養寺第 22 世

恩智養宗（おんちようそう）の周辺〈上〉赴任の背景

文・小山忠之」

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年３月５日付「岳麓拾遺」）
「木本初蔵と教育雑誌 改題重ねて刊行

中江兆民の寄稿も 加藤善夫」〔『岳麓之友』〕

〔『富士山』〕〔『扶桑』〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年３月９日付「ふるさと
再発見」）
「有機塩素系溶剤

大宮水源からも検出

隣接の湧玉池でも

暫定基準を下回る微量だが

…」〔地下水汚染〕〔公害〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年３月 11 日付）
「対応の遅れに批判

有機塩素系溶剤検出

市議会予算委で追及」〔地下水汚染〕〔公害〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年３月 15 日付）
「知られざる 27 番札所－明星山大悟庵 いまも巡礼者の姿

加々美和博」〔十一面観音絵

図〕〔駿河一国三十三カ所〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年３月 16 日付「ふるさと
再発見」）
「山ろくゾーン見送り

リゾート重点指定

当局、市議会全協で報告」（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年３月 17 日付）
「『土屋勝太郎伝』を出版

佐野十三郎氏

発掘した新資料も紹介」〔『史実 土屋勝太郎

伝』佐野十三郎著、土屋松堂会編、緑星社出版、１９８９年〕（『岳南朝日』１９８９年
＝平成元年３月 25 日付）→「土屋翁の人物像浮き彫り」（４月８日付）に関連記事。
「機能性重視、蔵書数は 15 万冊

新市立図書館あすオープン」〔富士宮市立中央図書館〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年３月 28 日付）
「来月中旬にオープン

富士山スカイライン

登山区間の除雪始まる」〔冬季閉鎖〕（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年３月 28 日付）
「暮らしにジワリ

あすから消費税施行

富士山スカイライン↑」（『岳南朝日』１９８

９年＝平成元年３月 31 日付）
「有機塩素系溶剤

汚染防止の徹底期す

市、使用の 23 社に文書指導」
〔地下水汚染〕
〔公

害〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年４月４日付）
「“水がめ”の保全に関心

朝霧の環境マップ作成調査」〔朝霧高原〕〔富士山の自然を

守る会〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年４月４日付）
「安養寺 22 世

恩智養宗の周辺〈中〉隧道開さく…①

文・小山忠之」（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年４月６日付「岳麓拾遺８」）
「音止の滝の景観よみがえる

自然石を使い“傷跡”修正

壁面にツタ類植生」（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年４月６日付）
「富士山管理に高まる関心

総合管理センター

ビジターセンター

富士山博物館」〔市

立博物館構想〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年４月７日付「視点焦点」）
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「土屋翁の人物像浮き彫り

佐野さんの労作を出版」〔土屋勝太郎〕〔佐野十三郎〕（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年４月８日付）
「翔く、表富士工業団地

あす待望の竣工式

組合加盟 14 社のプロフィール」（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年４月８日付）
「節水型社会移行を提言

富士宮市

水需給計画の報告書作成」〔地下水〕（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年４月 13 日付）
「南麓道路、動き出す

一部で伐採作業も

用地交渉が本格化」〔国道４６９号〕（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年４月 13 日付）
「幻の村山登山道、今ふたたび
資料裏付ける遺跡も発見

郷土史同好会が調査

ルートの８割突き止める

歴史的

保存整備の声も」〔村山古道〕〔富士宮市郷土史同好会〕（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年４月 13 日付）▼▼ →「町名、登山道（村山口）調査報告
も」（５月 11 日付）に関連記事。
「村山古道を探る

富士宮市郷土史同好会調査部会

佐野良」〔冠松次郎〕〔馬頭観世音〕

〔八大龍王〕〔水神祠〕〔井戸跡〕〔中宮八幡堂の橋〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成
元年４月 15 日付）▼▼→この記事の前半は加筆されて「村山口登山道探査日記」（『月の
輪』４号、１９８９年＝平成元年３月）に再録され、後半４月５日の探査行記事は「村山
口登山道探査日記

その二」（『月の輪』５号、１９９０年＝平成２年５月）に再録され

ている。なお、本文中《以前一人できた時、ここに木馬のための橋につかった材木があっ
たことを思い出した。》という一文は貴重な記録である。かつて日沢のこの部分、左岸の
高みには貯木場地形が残っており、ここから右岸の八幡堂前に木馬道の橋が架かっていた
ことを示唆している。
「正式に実行委発足

東部地区の自然保護団体

今秋、富士山シンポ」〔富士山の自然を

守る会〕〔富士山全国シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年４月 20 日付）
「新しい販売所が完成

富士宮農民市場組合

手づくり食品研究所も併設

５月１日に落

成記念『ふる里創生祭』」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年４月 25 日付「ローカル経
済」）→「新即売所落成祝う」（５月２日付）に続報。
「登山ルート 28 日開通決まる

富士山スカイライン除雪終了」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年４月 27 日付）
「源頼朝と安居山郷士

浅間大社やぶさめの由来

佐野十三郎」（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年 4 月 27 日付「ふるさと再発見」）
「新五合目へ一番乗り

富士山スカイライン

登山区間オープン」〔冬季閉鎖〕（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年４月 29 日付）
「GW スタート

富士山、北部行楽地に人出」〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年 4 月 30 日付）
「初めて落葉樹を

営林署が富士山で植樹祭」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月

２日付）
「富士山で遭難相次ぐ

一人死亡、一人は自力で下山」〔中村将〕〔木村茂夫〕（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年５月２日付）▲▲
「会社員、富士山で行方不明」〔遭難〕〔前田祐男〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元
年５月２日付）▲▲
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「田貫湖畔で身元不明の自殺体」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月２日付）
「新即売所落成祝う

農民市場

ふるさと創世祭開く」（『岳南朝日』１９８９年＝平成

元年５月２日付）
「軽装登山をやめよう

遭難続出で緊急呼びかけ

富士山」（『岳南朝日』１９８９年＝

平成元年５月３日付）▲▲
「行方不明は２人に

悪天候で捜査打ち切る」〔遭難〕〔前田祐男〕〔古源弘〕（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年５月３日付）▲▲
「ＧＷ、新緑求めどっと

山ろくにぎわう

主要幹線はノロノロ運転」（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年５月４日付）
「富士山行方不明の捜索中止」〔遭難〕〔前田祐男〕〔古源弘〕（『岳南朝日』１９８９
年＝平成元年５月４日付）▲▲
「郷土史同好会が７日に総会開催」〔富士宮市郷土史同好会〕〔村山古道〕〔『月の輪』〕
（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月５日付）
「遭難の２遺体収容

富士山

行方不明の登山者」〔前田祐男〕〔古源弘〕（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年５月７日付）▲▲
「田貫湖の山林で自殺死体発見」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月７日付）
「初の農薬水質検査

市が３系統を一括して」〔水質汚染〕（『岳南朝日』１９８９年＝

平成元年５月９日付）
「溶岩樹型群の保護訴え

鳴沢村・渡辺さんが報告書」〔ジラゴンノ丸尾〕（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年５月９日付「広域圏情報」）
「お疲れ様、ＧＷ終わる

天候不順で前年並み

富士山ろく行楽地の決算」（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年５月９日付）
「富士山で３人死亡」〔遭難〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月９日付）
「石造仏学習や登山道探索会

郷土史同好会が事業計画」〔村山古道〕〔富士宮市郷土史

同好会〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月９日付）
「河川、湧水などの水質検査

農薬の硫黄、塩素系も」〔水質汚染〕（『岳南朝日』１９

８９年＝平成元年５月 10 日付）
「富士川河口

野鳥の“宿場”守ろう

行政区域越え保護運動

阿部さん（野鳥の会富士

宮支部長）らの訴え実る」〔阿部英雄〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 10 日付）
「富士山シンポ

10 月 28、29 日に開催 基調提案に近田教授」〔富士山全国シンポジウ

ム〕〔近田文弘〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年月５日 11 付）
「町名、登山道（村山口）調査報告も

郷土史同好会誌『月の輪』」〔村山古道〕〔廃仏

毀釈〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 11 日付）
「春山遭難は防げるか

今シーズン死者３人“自由登山”止める手なし

完全装備でも滑

落死」〔道路法〕（『岳南朝日』』１９８９年＝平成元年５月 12 日付「視点焦点」）▲▲
「なお積雪、雪崩の恐れ

パトロール強化で監視

道路公社」〔遭難〕〔山岳遭難防止協

議会富士宮支部〕（『岳南朝日』』１９８９年＝平成元年５月 12 日付「視点焦点」）▲▲
「伸びよキハダ

富士山で植樹祭」〔静岡営林署〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年

５月 13 日付）
「安養寺 22 世

恩智養宗の周辺〈下〉寺追放の前後
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寺追われても異常な執念

浮島沼排

水構想

文・小山忠之」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 13 日付「岳麓拾遺９」）

「井戸の水質検査を

汚染に自己防衛

市が指導に乗り出す」〔地下水汚染〕（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年５月 14 日付）
「田植えに“水の援軍”田貫湖の放水本番入り」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５
月 14 日付）
「23 日から治山パトロール

富士地区１３２施設の危険度調査」（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年５月 19 日付）
「新たにかんがいも

富士根畑総に加える

平成３年度までに完成」〔富士根畑地総合整

備事業〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 20 日付）
「貨物船の大型化に対応

田子の浦港 中央港湾審が改修決定」（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年５月 21 日付）
「クリーン作戦を協議

富士山を美しくする会」〔富士山をいつまでも美しくする会〕〔清

掃登山〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 23 日付）
「講師に蝶研究家清氏

富士山の自然を守るフィールドワーク

朝霧の自然を観察」〔朝

霧高原〕〔富士山の自然を守る会〕〔清邦彦〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月
23 日付）→「富士山の自然を守ろう」（５月 30 日付）、「底なし沼に驚きのこえ」（６
月２日付）に続報。
「治山パト始まる

雨期を前にチェック

２市１町 23 地区１３３カ所が対象」〔治山パ

トロール〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 24 日付）
「企業誘致は非用水型で

市が方針」〔地下水〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５

月 24 日付）
「天然林を復活

富士山に広葉樹試験地『択伐』したあとに計画植樹

静岡営林署」〔拡

大造林〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 25 日付）
「有機塩素系溶剤

３社で７割を占める

市内工場の使用量

富士宮市調べ」（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年５月 26 日付）
「静かな静かなベストセラー『もういりません!!ゴルフ場』農薬、水…生態系の危機訴え
る」〔日本消費者連盟〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 26 日付「視点焦点」）
「治山パトロール

荒れる山に谷止め工

緩衝植林で補完

県農林事務所

芝川町瓜島の

現場から」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 26 日付「視点焦点」）
「汚れた山のイメージから脱却

富士山を美しくする会

一斉清掃は８月 20 日 ゴミ持

ち帰り運動も徹底」〔富士山をいつまでも美しくする会〕〔清掃登山〕（『岳南朝日』１
９８９年＝平成元年５月 26 日付）
「富士宮地方に降ヒョウ

雨量も１００㍉記録」〔豪雨〕（『岳南朝日』１９８９年＝平

成元年５月 27 日付）
「大沢砂防に 27 億円配分

平成元年度予算

建設省の直轄事業」〔大沢崩れ〕（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年５月 28 日付）
「富士山スカイライン
に

夏の渋滞緩和策

駐車場案内チラシ配布

上高地方式は検討課題

最盛期は 24 時間交通整理も」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 28 日付）

「鉄道・団体は１・８％減

63 年度の学会輸送実績」〔創価学会〕（『岳南朝日』１９８

９年＝平成元年５月 28 日付）
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「富士山の自然を守ろう

朝霧を舞台にフィールドワーク『こんな所にゴルフ場とは…』」

〔富士山の自然を守る会〕〔朝霧高原〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 30 日付）
「富士山信仰を調査研究

エアハート教授（米国）が来宮

村山、山宮浅間神社を視察」

〔村山修験〕〔山宮講〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年５月 31 日付）
「五郎十郎の供養祭

久沢の曽我寺で盛大に」〔曾我兄弟〕（『岳南朝日』１９８９年＝

平成元年５月 31 日付）
「緊急復旧は１カ所

治山パトロール

９カ所で異常発見」（『岳南朝日』１９８９年＝

平成元年６月１日付）
「底なし沼に驚きのこえ

朝霧フィールドワーク

富士山らしさが後退」〔富士山の自然

を守る会〕〔朝霧高原〕〔清邦彦〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月２日付「視
点焦点」）
「遭難事故続出の春山対策も

遭対協が総会」〔山岳遭難防止対策協議会〕（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年６月３日付）
「浙江省交流団が農民市場を視察

生産供給システムに感心

友好団体の姉妹探しも」

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月３日付）
「大沢砂防堤に壁画誕生

昆虫や汽車など色鮮やかに

市内児童の力作、秀作がズラリ」

〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月４日付「ワイドがくえん」）
「気がかりな異常積雪

県土木事務所 富士山にパトロール隊」〔残雪〕〔登山道補修〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月４日付）
「朝霧のコスモス街道を整備」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月４日付）→反対
運動に発展、「コスモス種まき今年度は中止」（６月 10 日付）続報。
「座談会
反公害運動

公害から自然保護へ

暮らしの中の環境問題①“東電火力”が発端に

地域で

富士、富士宮に『市民協』」〔東電富士川火力発電所建設反対連絡協議会〕

〔公害対策市民協議会〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月７日付）
「小委員会を設置

富士山シンポの準備進む」〔富士山全国シンポジウム〕（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年６月８日付）
「初のお山開きフェステ

目玉にミス富士山コンテスト

大金剛杖パレードﾞや旧登山道

探訪も」〔富士山お山開きフェスティバル〕〔富士山表口開山祭〕〔村山古道〕（『岳南
朝日』１９８９年＝平成元年６月８日付）
「座談会

公害から自然保護へ

暮らしの中の環境問題②見えてからでは遅い」（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年６月８日付）
「座談会

公害から自然保護へ

暮らしの中の環境問題③見えてからでは遅い」（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年６月９日付）
「富士山のブナと語ろう

来月、全国一斉観察」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６

月９日付）
「テトラクロロエチレン

県が２月調査

民家井戸３本から検出

基準値上回る例も」
〔有

機塩素系〕〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 10 日付「視点焦点」）
「座談会

公害から自然保護へ

暮らしの中の環境問題④反公害で科学する

告発型から

保護運動へ」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 10 日付）
「大沢扇状地を視察

土木技術者女性の会」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 10
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日付）
「コスモス種まき今年度は中止
団体の関係者

富士宮市

根原国道沿い

除草剤にクレーム

自然保護

外来種にも反発」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 10 日付「視点

焦点」）
「博物館構想、初の議題に

富士宮市文化財審

事前準備へ気運高まる」〔市立博物館構

想〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 11 日付）
「座談会

公害から自然保護へ

暮らしの中の環境問題⑤市民意識の広がりで」（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年６月 11 日付）
「渋沢遺跡発掘報告書で発表『渋沢式土器』（仮称）を提唱
化もつ

弥生時代のれい明期

東西交流の接点

独自の文

稲作ルート明らかに」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年６月 11 日付）
「水需給計画の策定へ

利用率引き上げ目標に

富士宮市

初の手づくり作業で」（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年６月 14 日付）
「若宮遺跡解明に手掛かり

好対照の小松原Ａ遺跡

市教委が調査報告書

貴重な新資料

を提供」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 15 日付）
「文化財保護審

博物館建設で提言

特性、中味の論議を」〔市立博物館構想〕（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年６月 17 日付）
「粟倉農地保全が進展

生産と環境改善に貢献」〔粟倉農地整備事業〕（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年６月 17 日付）
「中野信成（黒田）の周辺［上］

天狗党

総裁の一人に

小山忠之」（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年６月 17 日付「岳麓拾遺 10」）
「池の水は“40 歳”湧玉池調査・土教授が報告

保全の適正利用計画必要」〔湧玉池水位〕

〔土隆一〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 20 日付）
「農高生が富士山清掃」〔富士宮農業高校〕〔清掃登山〕（『岳南朝日』１９８９年＝平
成元年６月 21 日付）
「富士山の自然林

ブナと語ろう会」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 21 日付）

「楽観許されぬ水資源

新たな需要増に対処

工業団地やＦＲＣ構想で」（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年６月 22 日付）
「遭対協あす登山

富士山

積雪状況など調査」〔静岡県山岳遭難防止対策協議会〕（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年６月 22 日付）
「“富士山再発見”で募集

山開きフェステ」〔富士山お山開きフェステバル〕〔富士宮

市郷土史同好会〕〔村山古道〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 22 日付）▼
「富士山安全登山のチラシ作製

五口協議会」〔富士山五口協議会〕（『岳南朝日』１９

８９年＝平成元年６月 23 日付）
「宮農生がクリーン作戦

開山前の富士山新５合目」
〔富士宮農業高校〕
〔清掃登山〕
（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年６月 23 日付）
「能『富士山』を観て－富士宮招演、二つの壁

菊川勇」〔観世流〕〔金春流〕〔金剛流〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 24 日付）
「富士山開きに“待った”６合目以上を立入禁止

残雪で異例措置決める」〔静岡県山岳

遭難防止対策協議会〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 24 日付）
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「山開きを前に大金剛杖奉納

建築専門学校と富士森林組合」〔日本建築専門学校〕（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年６月 25 日付）
「冬山なみの富士山」〔残雪〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 25 日付「グラフ
特集」）
「異常残雪の夏山富士

対応に追われる関係者

計画変更や様子待ち」（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年６月 27 日付）
「７月１日山開き特集

富士山、雪の山開き

記録的積雪『安全登山』呼びかけ」〔残雪〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 29 日付）
「山室施設」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 29 日付）
「『管理の徹底を期せ』有機塩素系溶剤保管で 45 工場に文書発送

富士宮市」（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年６月 28 日付）
「夏山クリーンの横断幕を掲出

ライオンズクラブ」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年６月 29 日付）
「新五合目に立て看板

６合目以上入山禁止で注意」〔残雪〕（『岳南朝日』１９８９年

＝平成元年３月 30 日付）
「ツツガムシ病について

野山や河川敷では注意を」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年６月 30 日付）
「随想

富士の間

安田竹よ」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年６月 30 日付）

「砂防財源拡大求め

富士治山治水期成同盟が総会」〔大沢崩れ〕〔富士山治山治水期成

同盟会〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 7 月 1 日付）
「きょうから７月

本格的な夏到来

富士開山、参院選挙も」（『岳南朝日』１９８９年

＝平成元年７月１日付）
「イベントは多彩に

きょうお山開きフェステ『大宮市』やミス公開審査」〔富士山お山

開きフェステバル〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月１日付）
「頂上の積雪１５２㌢

新五合目で事故防止呼び掛け」〔残雪〕（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年７月１日付）
「富士山が山開き

雪解け祈りながら…華やかにフェステバル」〔富士山お山開きフェス

テバル〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月２日付）
「盛大にお山開き」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月２日付「グラフ特集」）
「公害の組織強化を

水と緑特委

中間報告で鋭い提言」（『岳南朝日』１９８９年＝平

成元年７月４日付）
「宝永火口～御殿庭

第３回富士山フィールドワーク

16 日、増沢静大助教授が案内」
〔増

沢武弘〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月４日付）
「初代ミスに小泉さん

ミス富士山コンテスト

公開審査で選ばれる」
〔小泉まり枝〕
（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年７月４日付）
「山頂は一面残雪

富士山表口

開山後の状況調査」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年７月５日付）▼
「芝川のりを保護

今月末、３回目の調査」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月６

日付）
「静岡茶

新５合目中心に宣伝

23 日登山客に売り込む」（『岳南朝日』１９８９年＝平
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成元年７月７日付「ローカル経済」）
「入り込み客がダウン

昭和 63 年度市内観光地

前年比４・９％減る」（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年７月８日付）
「豊かな収穫祈り

古式ゆかしくお田植え祭」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月

８日付）
「３回目の富士山残雪調査」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月８日付）▼
「富士山新五合目に白骨死体」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月８日付）▲▲
「『水と緑』特別委中間報告

豊富な水でも汚れてはだめ

勢力的な調査を継続

質量と

も“水の都”たれ」〔地下水〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月８日付「視点焦
点」）
「お田植祭

豊かな実りを祈願」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月９日付「グラ

フニュース」）
「中野信成（黒田）の周辺［下］医師中西周道と出あう－充実した“第二の人生”小山忠
之」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月９日付「岳麓拾遺 11」）
「私の生きた富士山

東小ＰＴＡ

藤村さん迎え講演会」〔藤村郁雄〕〔富士山測候所〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月９日付）
「さらに守りを固く

湧玉を美しくする会

17 日、総会を開く」（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年７月 11 日付）
「ようこそ富士山へ

駅へ案内ポール設置」〔富士宮駅〕（『岳南朝日』１９８９年＝平

成元年７月 11 日付）
「お中道とシャクナゲ林

自然観察の会がハイク」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年

７月 11 日付）
「小泉で井戸が汚染

トリクロ等県調査

８月に原因究明へ」〔地下水汚染〕（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年７月 12 日付）
「大沢砂防など重点に

富士治山治水期成同盟会

陳情日程など決まる」〔大沢崩れ〕〔富

士山治山治水期成同盟会〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 13 日付）
「富士登山“解禁”を検討

残雪のない道をう回？

富士宮口、一両日中に結論」（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年７月 14 日付）▼
「塩素系３物質

全容ほぼつかむ

富士宮市が集中調査

トリクレン使用工場は大幅減」

〔地下水汚染〕〔有機塩素系溶剤〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 14 日付）
「郷土資料収集の協力呼びかけ

富士宮市教委

農具、生活用具、古文書、書籍など」
（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年７月 14 日付）
「下旬に山室の一斉監視」〔山室衛生〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 15 日付）
「富士山と水と緑を特集

季刊『わがまち』発売」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年

７月 15 日付）
「21 日“解禁”メドに準備

市観光課

富士登山

まず安全対策重点に」（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年７月 16 日付）▼
「郵便局

一足早く“里”で店開き

局内に山頂局臨時出張所」（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年７月 16 日付）▼
「行政の力借り対処

湧玉池を美しくする会」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月
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18 日付）
「あすから波状陳情

富士治山治水の予算獲得」〔富士山治山治水期成同盟会〕（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年７月 18 日付）
「火口に緑の壮大なドラマ

富士を守る会フイルドワーク

自然の聖域を歩く」〔富士山

の自然を守る会〕〔宝永火口〕〔増沢武弘〕〔パッチ〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成
元年７月 18 日付）
「小泉南部の井戸調査

来月、集中的に実施

有機塩素系溶剤

汚染の有無や分布解明」

〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 19 日付）
「県国際農友会が親善富士登山

外国研修生と共に」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年７月 19 日付）
「富士登頂あす規制解除

富士宮口は受け入れＯＫ

御殿場口は規制を続行

九合五勺か

らう回」〔残雪〕〔ブル道〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 20 日付）▼
「自然を次代へ、テーマに

富士山全国シンポ要項発表」
〔富士山全国シンポジウム〕
（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年７月 20 日付）
「重油使用量連続 10 万㌧台記録

環境基準はクリア

63 年度の大気汚染

硫黄酸化物排

出量は微増」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 21 日付）
「荒れ地対策に細々と陸稲栽培」〔農林１号〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月
21 日付）
「山の子ガッカリ

続く火山活動に配慮

山宮小の網代小交流

今夏は中止決める」〔伊

東沖海底火山〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 22 日付）
「山頂郵便局きょうオープン

富士登山客に業務サービス」（『岳南朝日』１９８９年＝

平成元年７月 23 日付）
「市内ゴルフ場対象に

農薬アンケート

富士宮市 種類、使用量など把握」（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年７月 26 日付）
「歴史や自然、伝説など集約

遠藤秀男氏『富士よもやま話』“環境保全”にもメス」〔『富

士山よもやま話』静岡新聞社、平成元年〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 26
日付）
「芝川のり、今年は“豊作”水量が豊かで生育順調

市が芝川水系で分布調査」（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年７月 27 日付）
「児童生徒交歓会“富士宮市へようこそ”近江八幡児童生徒が来宮」（『岳南朝日』１９
８９年＝平成元年７月 27 日付）
「農業学園生が富士登山

協力意識と気力を養う」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年

７月 28 日付）
「衛生状態、概ね良好

富士山の山室監視」〔山室衛生〕（『岳南朝日』１９８９年＝平

成元年７月 29 日付）
「大気汚染は低位固定化

63 年度公害調査まとめ

酸性雨３回も測定『なお厳しい監視必

要』市公害対策」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 29 日付「視点焦点」）
「産業活性化めざして

初の酪農講座開く

富士根北公民館」（『岳南朝日』１９８９年

＝平成元年７月 29 日付）
「進展する南ろく道路

今秋から一部着工

富士宮側が“一歩先行”」〔国道４６９号〕
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（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年７月 30 日付）
「健康県ＰＲに富士登山

衛生部、保健所

斉藤知事のお声がかり」（『岳南朝日』１９

８９年＝平成元年７月 30 日付）▼
「夏空に稜線くっきり

登山シーズンたけなわ」〔残雪〕（『岳南朝日』１９８９年＝平

成元年８月１日付）
「夏まつり、あす開幕『御神火』を皮切りに

商店会も独自のイベント」（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年８月３日付）
「聖域登山でスタート

富士宮夏まつり

今夜、勇壮神田川昇り」（『岳南朝日』１９８

９年＝平成元年８月５日付）
「芝川のり

復活へ光再び

水質、水量保全のバロメーターにも

メカ解明に当局動く」

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８月５日付「視点焦点」）
「５日は『タクシーの日』富士宮地区走り続けて 77 年

タクシー物語」（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年８月５日付「話題'89」）▼
「小泉南部

有機塩素系物質の検出で

富士宮市

水汚染の有無を調査

民家、工場の井

戸 18 ヵ所」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８月 11 日付）
「講師に観世栄夫氏も

富士山シンポ準備進む」〔富士山の自然を守る会〕〔富士山全国

シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８月 13 日付）
「シンポに向け公開学習会」〔富士山の自然を守る会〕〔富士山全国シンポジウム〕（『岳
南朝日』１９８９年＝平成元年８月 15 日付）
「芝川の釜口橋で施餓鬼供養

水難者の慰霊祭」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８

月 15 日付）
「神田川

今年も川ノリを確認

清流回復の証明に」〔芝川のり〕（『岳南朝日』１９８

９年＝平成元年８月 18 日付）
「“霊安かれ”と…釜口橋で施餓鬼供養」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８月 19
日付）
「芝川のり

分布広く量豊か

市が調査結果まとめ」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年８月 19 日付）
「村山で農地保全計画

平成２年度採択に向け調査」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年８月 20 日付）▼
「ゴミ、相変わらず

富士山清掃で３㌧回収

曲がり角にきたクリーン作戦」〔富士山を

いついまでも美しくする会〕〔清掃登山〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８月 22
日付）
「これでも国立公園？」〔クリーン作戦〕〔富士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南
朝日』１９８９年＝平成元年８月 22 日付「グラフ特集」）
「潤井川で生息生物調査」〔公害〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８月 22 日付）
「大沢峡谷部の資材運搬

空輸やめ地上輸送に

年度内に手法詰める

景観保全して新ル

ート 建設省富士砂防事務所」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９
８９年＝平成元年８月 23 日付）
「下流部は旧態依然

潤井川の水生生物調査結果」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年

８月 23 日付）
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「富士山山林内に白骨死体」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８月 24 日付）▲▲
「３万㌧の灰を処分

粟倉で埋却作業」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年８月 24 日付）

「環境保全で現地視察

市議会『水と緑』特委

水資源や農薬問題」（『岳南朝日』１９

８９年＝平成元年８月 25 日付）
「山静・富士山ろく“自殺の名所”は困ります！
ケ原樹海は８体

発見は氷山の一角

今年はもう５体

富士宮署管内

青木

富士山を悲しませないで」（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年８月 26 日付）▲▲
「洞穴の神秘を体感

教諭らが野外活動研修」『犬涼山洞穴群』（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年８月 27 日付「グラフニュース」）▼
「富士山一合目に 15 年

自然の尊さを肌で

前島多喜子さん

文・片岡伸行」〔ピカ表富

士〕〔グリーンキャンプ場〕〔二合目湧水〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年９月１
日付「金曜版リフレ」）▼
「今夏の観光地総決算

全体で前年比２・５％減

富士山、異常残雪が響く」（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年 9 月 7 日付）▼
「林道などに被害続出

連日の大雨で路面流出」〔豪雨〕（『岳南朝日』１９８９年＝平

成元年 9 月 7 日付）
「都民にススキプレゼント

富士宮市観光教会

秋の富士山ろく誘客作戦」（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年９月８日付）
「大半は高山病と頭痛

今夏の富士山衛生センター

日』１９８９年＝平成元年９月８日付）
「夏の無事に感謝

１００人に２人が診療」（『岳南朝

▼

浅間大社で閉山奉告祭」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年９月８

日付）
「富士砂防直轄 20 年

下流対策ほぼ完成 扇状地貯留能力１５０万㌧に

主力、上流部へ

移行」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年９月９
日付「視点焦点」）
「大泉寺－中里山－鎌倉を結ぶルーツ

極楽の森と日蓮祖師像」（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年９月９日付「話題'89」）
「除草剤、県平均上回る

ゴルフ場の農薬使用調査

殺虫・殺菌剤は少ない」（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年９月 12 日付）
「大沢と御中道見学

富士砂防で参加者募集」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕〔お

中道〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年９月 19 日付）
「湧玉池の汚染濃度上昇

大岩の湧水からも検出

有機塩素系３物質

市、さらに継続調

査へ」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年９月 20 日付）
「台風一過」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年９月 21 日付）
「月の輪上遺跡 B 地区

弥生時代集落の外縁部

ムラの形成解明に期待」（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年９月 21 日付）
「大宮司家の業績しのぶ

おごそかに墓前祭」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年９月

27 日付）
「大沢崩れ源頭部を視察

記者たちに鋭い宿題」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年９

月 29 日付）
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「月の輪上遺跡 B 地区

密度の濃い大集落を立証

特殊な倉庫跡二棟も『ムラ』の形成解

明に手がかり」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 1 日付）
「富士五湖が異常増水

本栖湖では道路が一時冠水」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年 10 月８日付「グラフ特集」）
「田貫湖の観光整備進む

メーンの道路完成

駐車場拡張、銀輪コースも計画」（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年 10 月６日付）
「小田貫湿原整備事業

木道建設に近く着工

年度内に全面完成」（『岳南朝日』１９８

９年＝平成元年 10 月７日付）
「富士山麓山の村中心に

29 日、市民歩け歩け運動」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元

年 10 月７日付）
「月の輪上遺跡 B 地区

壺が大量に出土

焼けた竪穴式住居跡から

工房跡の可能性も

土器時代に貴重な資料」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 12 日付）
「富士山に強い関心

お中道めぐりに申込み殺到」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕

（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 13 日付）
「湧玉池汚染源を断つ

市、追跡調査で確認

有機化学溶剤

水系の使用はゼロに」〔地

下水汚染〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 19 日付）
「湧玉池汚染の追跡“観測井特設”の声も」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９８９年＝
平成元年 10 月 21 日付）
「多角的な富士山砂防

ダムから樹林帯まで

27 億円の予算を投入」〔大沢崩れ〕〔富士

砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 21 日付）
「理科同好会

大沢に在来７種まく

植生調査を開始」〔大沢崩れ〕〔富士宮市理科同好

会〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 24 日付）
「アウト・ドア

田貫湖、大倉川周辺はこれから」〔紅葉〕（『岳南朝日』１９８９年＝

平成元年 10 月 26 日付）
「特集

富士山全国シンポジウム－日本の聖域

富士山の自然を次代へ－富士宮で全国集

会」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 26 日付）
「自然に親しみ強歩

富士宮北高

登山道などコースに」〔村山浅間神社〕〔天照教〕〔林

道裾野線〕〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 26 日付）
「富士山シンポ開幕“人と自然の共生”追求
き

シンポ参加者有志

日本の縮図に科学のメス

荒れる富士に驚

新５合目で“勉強会”『ブナ林を壊すな』参加者らが憂える声」

〔富士山全国シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 29 日付）
「富士山シンポ

アピール採択、閉じる

市民運動ネット化に展望

リゾート法には厳し

い声 地元会員らも報告」〔全国富士山シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成
元年 10 月 31 日付）
「一九八九・富士山アピール」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 31 日付）
「自然保護の持続的運動を

富士山シンポ・分科会で討論

延べ１５０人が熱い論議交す」

〔全国富士山シンポジウム〕〔ゴルフ場〕〔水源地開発〕〔道路開削〕（『岳南朝日』１
９８９年＝平成元年 10 月 31 日付）
「パネルディスカッション

富士山と日本の自然の明日を考える」〔田中澄江〕〔門馬晋〕

〔藤原信〕〔加藤龍夫〕〔近田文弘〕〔増沢武弘〕〔杉山恵一〕〔全国富士山シンポジウ
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ム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 10 月 31 日付）
「有機塩素系溶剤の水質汚染

空白地域含め追跡調査」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１

９８９年＝平成元年 11 月１日付）
「富士砂防事務所

５合目周辺“開発”の是非問う

有識者らにアンケート調査」〔大沢

崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月２日付）
「四ツ溝柿の出荷始まる

裏作で収穫量は低調」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11

月１日付）
「富士山シンポ分科会報告１

水と水辺環境を考える〈上〉水質汚染」〔全国富士山シン

ポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月１日付）
「富士山シンポ分科会報告２

水と水辺環境を考える〈中〉水辺の生態系」〔全国富士山

シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月２日付）
「富士山シンポ分科会報告３

水と水辺環境を考える〈下〉水と住民運動」〔全国富士山

シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月５日付）
「富士山シンポ分科会報告４

リゾート開発は地域に何をもたらすか〈上〉土地が動く」

〔全国富士山シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月７日付）
「富士山シンポ分科会報告５

リゾート開発は地域に何をもたらすか〈中〉二つの危惧」

〔全国富士山シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月８日付）
「富士山シンポ分科会報告６

ゴルフ場の行方」〔全国富士山シンポジウム〕（『岳南朝

日』１９８９年＝平成元年 11 月９日付）
「冨知神社と西町の発展

佐野十三郎」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月９日付

「ふるさと再発見」）
「富士山シンポ分科会報告７

国立公園の現状と課題〈上〉『ゴルフ場は生物の天敵』〉」

〔全国富士山シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月 10 日付）
「富士山シンポ分科会報告８

国立公園の現状と課題〈中〉線引きの中身」〔全国富士山

シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月 11 日付）
「公害行政の視察団

県中部の３市２町

富士宮市を訪問」（『岳南朝日』１９８９年＝

平成元年 11 月 11 日付）
「富士山シンポ分科会報告９

法的保護の行方『富士山を裸にするな』」〔全国富士山シ

ンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月 12 日付）
「富士山シンポ

担当記者座談会

生態系の保護強力に

豊かな自然観が大切」〔全国富

士山シンポジウム〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月 14 日付）
「林業活性化に弾み

北部三ヵ所で林道建設」〔作業道土玉線〕〔基幹作業道南草里線〕

〔作業道宝山線〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月 18 日付）
「溶岩の護岸工完成

浅間大社湧玉池

雪どけ水に調和」〔湧玉池を美しくする会〕（『岳

南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月 18 日付）
「旧村山登山道は遠かったか

佐野良」〔『最新富士登山案内』横井春野、正午出版社、

１９１７〕〔太田孝之「高地医学」（『金剛杖』登張信一郎編、織田東禹画、春陽堂、１
９０７）〕〔村山古道〕〔大宮新道〕（『岳南朝日』１９８９年＝平成元年 11 月 30 日付
「ふるさと再発見」）▼
「一合目まで真っ白

富士山積雪

一時通行止めに」（『岳南朝日』１９８９年＝平成元
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年 12 月 15 日付）
「有機塩素系溶剤

今年３回目の調査

分布 汚染源はほぼ断つ

出水不動尊

西部の井戸（飲用）からも検出

汚染、４ヵ所に

汚染源は周辺に？」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』

１９８９年＝平成元年 12 月 14 日付）
「大岩丸ケ谷戸遺跡

発掘調査始まる

規模の大きい周溝遺跡」（『岳南朝日』１９８９

年＝平成元年 12 月 20 日付）
「遭難事故防止呼びかけ

富士山スカイライン

登山ルートは積雪で通行止め」（『岳南

朝日』１９８９年＝平成元年 12 月 28 日付）▼

■１９９０年＝平成２年
「古代からのメッセージ

撮影

坂本猛」〔写真〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年

１月１日付）
「いま、なぜ朝霧か

激減する猪之頭湧水

鶏が栄えれば人も栄える

富士山の自然を守る会事務局長

日本野鳥の会富士宮支部長

中島信哉

阿部英雄」（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年１月１日「シリーズ１素顔の朝霧」）
「『こだわる』佐野良」〔村山古道〕〔久保田杏村〕〔久保田福次郎〕（『岳南朝日』１
９９０年＝平成２年１月１日付）←久保田杏村「富士の古道」のことが「村山古道を探る
（１）」（１９８８年＝昭和 63 年７月 20 日付）で言及されているが具体的には不明。
「馬頭観音の由来」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月１日付）
「庶民信仰の馬頭観音

富士宮北高郷土研究部調査から

富士地区に３７０基確認

役立

ってくれた馬を供養」〔『富士山麓石造物総集』静岡県立富士宮北高等学校郷土研究部編
・発行、昭和 43 年〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月１日付）←その後『富士山
麓石造物資料集』（静岡県立富士宮北高等学校郷土研究部編・発行、昭和 44 年）も出版さ
れている。
「謹賀新年

日蓮正宗創価学会」〔広告〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月１日

付）
「百家争鳴の博物館構想

吉田市長『市民委員会』（仮称）も検討

文化財保護審も積極

的」〔市立博物館構想〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月４日付）
「レジャー特集 WINTER SPORTS

富士天神山スキー場

日本ランド

富士急ハイラン

ド」〔イエティ〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 1 月 1 日付）
「新年度は橋台建設へ

富士南麓道路 村山、大淵地内で漸進」〔国道４６９号〕（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年１月７日付）
「国道昇格を陳情

南麓道路促進期成同盟会

きょう斉藤知事らに」
〔国道４６９号〕
（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年１月 10 日付）
「市境越え林道結ぶ

富士山腹に“交通革命”」〔寄坂線〕（『岳南朝日』１９９０年＝

平成２年１月 13 日付）▼
「雪の後遺症つづく

７路線でチェーン必要

富士山周遊道は通行止め」〔スカイライン〕

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月 18 日付）
「広域化する富士山砂防

ダム建設や築堤など
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平成元年度

進捗率は 65％台に」〔大沢

崩れ〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月 14 日付）
「早期実現は困難か

南麓道路の国道昇格」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９９０年

＝平成２年１月 14 日付）
「白糸滝公園線の改良進む

粟倉地先２００㍍を拡幅」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年１月 21 日付）
「『富士宮のあけぼの』発刊

埋蔵文化財展を機に

市教委」〔『富士宮市のあけぼの』〕

『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月 24 日付）
「山宮の農地保全完成へ

市内で初めて７カ年で水路など整備

村山地区は来年度から」

〔富士根地区畑地総合整備事業〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月 26 日付）
「山で教えられた『思いやり』富士宮西高校ワンダーフォーゲル部
３位 西岡美紀さん

文・片岡伸行

チームワークで全国

写真・島崎三郎」（『岳南朝日』１９９０年＝平成

２年１月 26 日付「金曜版リフレ」「素顔でトーク」）
「だるま市

毘沙門さん控え大忙し

万野原新田の杉山さん

どっしり『鈴川だるま』」

〔杉山幸夫〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１月 27 日付）
「説明会は 31 日に

県境のゴルフ場計画」〔上九一色村〕（『岳南朝日』１９９０年＝平

成２年１月 28 日付）→「調停申請は県知事に」（４月７日付）以下に関連記事。
「貴重な文化財一堂に

富士宮市のあけぼの展」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年１

月 28 日付）
「古代駿河の『常世の虫騒動』杉山恵一」〔『日本書紀』〕〔大生部多〕〔秦造河勝〕〔『季
刊

静岡の文化』18 号〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年２月１日「ふるさと再発見」）

「今・昔

市川武一さん」〔大鳥居〕〔駅前整備〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年

２月６日「読者のフォトギャラリー」）
「大岩・丸ケ谷戸遺跡

古墳直前の超有力者の墓

県内初例の前方後方型周溝墓『ムラ長』

を統括か」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年２月７日付）
「富士山で救助訓練

富士宮署員ら 16 人が参加」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年２

月８日付）
「注目集める丸ケ谷戸遺跡

国の成立解明にカギ」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年

２月８日「グラフ特集」）
「富士山で雪遊び

水ケ塚 公園 あす広場オープン」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２

年２月 10 日付）
「論壇

富士山と市民運動

住民保護優先でない法体系

落合巳代治」（『岳南朝日』１

９９０年＝平成２年２月 11 日付）
「富士山にも酸性雨

一合目の『山の村』で測定

強酸性には至らず

大気汚染、影響じ

わり」〔富士山麓山の村〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年２月 15 日付）
「丸ケ谷戸遺跡

古墳出現直前の暮制

前方後方型周溝墓

大塚明大教授が調査

第一級

資料の折り紙」〔大塚初重〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年２月 18 日付）
「今昔・白糸滝」〔白糸の滝〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年２月 27 日付「読者の
フォトギャラリー」）
「『富士山に生きる植物』テーマに

講師は菅原久夫氏

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年３月３日付）
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市立中央図書館で記念講演会」

「県内の地域資料を集大成

県図書館協会『郷土資料総合目録』発刊」〔『静岡県郷土資

料総合目録』〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年３月３日付）
「ゴルフ場

広がる反対運動

31 日、静岡市で

県下市民団体が初会合

東西から 20 団

体余」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年３月 10 日付）
「ダイヤ改正を機に

身延線にワンマン列車

整理券に戸惑いも」（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年３月 11 日付）
「富士山を守ろう〈上〉水源かん養地域にゴルフ場計画
安

法律以前のモラル問う

水を守る

放置すれば将来に不

阿部英雄（環境庁自然公園指導員）」〔地下水汚染〕（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年３月 16 日付「シリーズ
「富士山を守ろう〈下〉太古の自然残る聖域

朝霧高原２」）

環境変えずに活用を

阿部英雄（環境庁自

然公園指導員）」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年３月 17 日付「シリ
ーズ 朝霧高原２」）
「移動編集室地域を語る〈１〉富士宮市黒田区

道路問題

ネックは大宮・富士線

『馬

力道』」も随所に」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年３月 17 日付）
「周辺を圧倒

大悟庵の観音大画像ご開帳」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年３月 20

日付）
「“おぼっこ”振るまう

大鹿窪の地神２００年祭祝う」（『岳南朝日』１９９０年＝平

成２年３月 27 日付）
「春の富士山麓と五湖めぐり

定期観光バス運行」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年

３月 27 日付）
「冬の眠りから間もなく…

富士山スカイラインで除雪作業が開始」（『岳南朝日』１９

９０年＝平成２年４月１日付「グラフニュース」）
「調停申請は県知事に

ゴルフ場問題 富士山守る会

９日に申請書を提出」〔富士山の

自然を守る会〕〔公害〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年４月７日付）
「茶畑の 30％に霜害

初摘み目前、生産者がっくり」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２

年４月７日付）
「富士の巻狩り祭りの日程決まる」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年４月７日付）
「富士山ビジターセンター誘致運動など

自然観察の会が活動計画」〔富士宮自然観の会〕

〔仁藤浪〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年４月７日付）
「県知事に調停申請
未然防止求める

ゴルフ場問題『建設工事差し止めを』富士宮市の市民団体

公害の

山梨県にも申し入れ」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年 4 月 10 日付）
「富士山ろくのヒノキ苗出荷

全国各地へ 23 万本 林業不振の中で生き続く」（『岳南朝

日』１９９０年＝平成２年４月 12 日付）
「芝川ぼり、共同予備調査

富士宮市 東海大海洋学部と提携して」（『岳南朝日』１９

９０年＝平成２年４月 18 日付）
「富士山で救助訓練

県警山岳救助隊

きょうから５合目で」（『岳南朝日』１９９０年

＝平成２年４月 18 日付）
「もう一つの苗木

おしきみ生産拡大

スギ、ヒノキに勝る勢い

東北や北関東などにも

出荷」〔大石寺〕〔シキミ〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 4 月 18 日付）▼
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「春山の遭難事故に対応

県警山岳遭難救助隊が訓練

昨年は３人が死亡

富士山」
（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年 4 月 19 日付）
「登山ルート 28 日開通へ

新五合目以上軽装者の立入禁止も

遭対協支部」〔静岡県山岳

遭難防止対策協議会富士宮支部〕〔冬期閉鎖〕〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９９０
年＝平成２年４月 20 日付）
「新緑の山道で“快汗”歩け歩け運動に１３０人」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年
４月 24 日付）
「数百台が新五合目へ

富士山登山ルートが開通」〔スカイライン〕〔冬季封鎖〕（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年４月 29 日付）▼
「オースチン彗星キャッチ

後藤さん、新五合目で」〔後藤芳司〕（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年５月４日付）
「山ろくにも行楽客

ＧＷ後半入り

白糸の滝などにぎわう」（『岳南朝日』１９９０年

＝平成２年５月４日付）
「史跡『人穴』に案内板

市観光課が道路沿いに設置」（『岳南朝日』１９９０年＝平成

２年５月５日付）
「大宮小初代校長長尾布山

佐野十三郎」〔長尾布山〕〔平等寺〕（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年５月８日付「ふるさと再発見」）
「ＧＷ、総決算

行楽客、前年を下回る

連休後半の雨が出足くじく

登山区間、一時通

行止めも」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月８日付）▼
「富士山をみどりに

静岡営林署が国有林で植樹祭」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２

年５月９日付）
「大宮小初代校長・長尾布山

佐野十三郎」〔平等寺〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成

２年５月８日付「ふるさと再発見」）
「『月の輪』第５号発刊『旧町名調査』が完結

村山口登山道探索なども所収」〔村山古

道〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 12 日付） ▼
「溶岩洞くつの全容明るみに

富士宮市が委託調査

西ろくで 29 カ所確認

規模、成因な

ど考察」〔日本火山洞窟学協会〕〔市立博物館構想〕〔小川孝徳〕（『岳南朝日』１９９
０年＝平成２年５月 15 日付）→『富士宮の火山洞窟』（富士宮市立郷土資料館調査報告書
第２号、富士宮市教育委員会編・発行、平成３年）参照。
「調停申請は『県際事件』県が結論、山梨と協議へ

県境ゴルフ場問題」〔公害紛争処理

法〕〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 16 日付）
「早期に地域説明会

北山工業団地

地権者特定急ぐ」（『岳南朝日』１９９０年＝平成

２年５月 16 日付）
「富士山国有林で植樹祭

ヒノキの複層林を造成」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年

５月 16 日付）
「早期整備めざし陳情

富士南麓道路建設促進期成同盟

事業計画など決める」〔国道４

６９号〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 18 日付）
「富士山

地下水の謎を探る〈上〉ボーリング調査の結果は…地下川は幻だった

土隆一」

〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 23 日付）
「『連合審査会は不要』山梨側、静岡県へ通告
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調停申請

舞台は中央へ移る

県境ゴル

フ場問題」〔公害紛争処理法〕〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平
成２年５月 24 日付）
「富士山

地下水の謎を探る〈中〉山体の雨や雪が影響－圧力の分だけわき水に

土隆一」

〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 24 日付）
「富士山
の問題

地下水の謎を探る〈下〉住民共通の地下資源

開発は慎重に

有効利用が将来

土隆一」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 25

日付）
「一斉清掃は８月 19 日

富士山を美しくする会

28 日、富士宮で総会」〔富士山をいつ

までも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 25 日付）
「随想

野中の富士山

佐野良」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 25 日付）

「調停申請、総理府に移送

県境ゴルフ場問題

『公害未然防止』焦点に」〔公害紛争処

理法〕〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年５月 26 日付）
「『富士山は眺める山』砂防事務所が意識調査
防事業否定

将来の原則は環境保全

登山家に多い砂

御中道復活に関心示す」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９０年

＝平成２年５月 30 日付）
「林業再建に強い決意

富士森林組合総会

遅れる間伐、枝打ち推進」（『岳南朝日』１

９９０年＝平成２年５月 31 日付）
「野鳥観察に巣箱かけ

粟倉分校の子どもたち」〔富士根北小〕（『岳南朝日』１９９０

年＝平成２年５月 31 日付）
「『砂防で山容保ちたい』砂防事務所が富士山意識調査

環境保全を大原則に『御中道復

活を希望』」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月２日付「時
局ラウンジ」）
「田子の浦港

入港トン数も新記録に

出入貨物は過去最高

船舶の大型化を反映」
（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年６月７日付）
「岳南地区の三代議士〈上〉陰山秀樹

佐野十三郎」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２

年６月７日付「ふるさと再発見」）
「建設、農水省関係予算

富士砂防に 26 億９０００万円

焦点、源頭部対策に

大沢砂防

事業」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月９日付）
「９合５勺以上は積雪

富士山登山道を調査」〔山開き〕〔残雪〕（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年６月９日付）
「富士山登山道はいま

市観光課が山開き前に調査」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２

年月６日 10 付「グラフ特集」）
「富士山登山道で土砂流出

一時通行止めに」〔スカイライン〕〔豪雨〕（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年６月 12 日付）
「住民協力で道路開通

富士根畑総改良区

一足早くあす完成式」〔富士根畑地総合整備

事業〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 13 日付）
「パレードや大宮市も

富士山まつり お山開きフェステ決まる」（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年６月 13 日付）
「７月１日

登山客 60 人を宿泊招待 旅館料理組合が初の企画

応募１２００人から抽

せんで」〔富士宮市旅館料理組合〕〔山崎義広〕〔山開き〕（『岳南朝日』１９９０年＝
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平成２年６月 13 日付）
「支線農道の完成祝う

富士根畑総 テープカットで開通」〔富士根畑地総合整備事業〕

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 16 日付）
「ピンチ

天然記念物湧玉池

ヘドロに水草が繁茂」〔浅間大社氏子青年会〕（『岳南朝

日』１９９０年＝平成２年６月 19 日付）
「村山口を初調査

市が保護保全の検討へ」〔村山古道〕〔富士宮市教育委員会〕〔石川

滋〕〔大塚輝〕〔遠藤岩男〕〔山口源蔵〕〔富士宮市郷土史同好会〕〔塩川甲子郎〕〔佐
野良〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 19 日付）▼
「“森林の味”見直す『水と緑』特別委

緑の現況を視察」（『岳南朝日』１９９０年＝

平成２年月６日 19 付）
「小学生が大沢扇状地を見学」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年月６日
19 付）
「地上輸送手段の研究へ

大沢峡谷部の砂防

デメリットが多い空輸

環境、景観との調

和が焦点」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 20 日付）
「“凍結”問題に触れず

ゴルフ場開発

県が公開質問に回答」（『岳南朝日』１９９０

年＝平成２年６月 20 日付）
「７月に着手の意向

朝霧の地下水調査」〔土隆一〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２

年６月 20 日付）
「岳南地区の三代議士〈下〉池谷繁太郎

清崟太郎 佐野十三郎」（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年６月 21 日付「ふるさと再発見」）
「27 日、山頂にかけ除雪

富士山開き

通行規制は様子待ち

富士宮口登山道」〔残雪〕

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 24 日付）
「今年もモリアオガエル

富士山麓山の村で 10 日も早く産卵」（『岳南朝日』１９９０年

＝平成２年６月 26 日付）
「自然保護団体

富士市内でも結成“富士・愛鷹の自然を守る会”労組加えて結集図る

境管理計画で特別委

環

富士市議会が対応」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 28

日付「広域圏ニュース」）
「県農林

初の野渓調査実施

民有林１９００㌶対象に」（『岳南朝日』１９９０年＝平

成２年６月 28 日付「広域圏ニュース」）▼
「素顔でトーク
敬子さん

自然を守る心、次代へ

文・片岡伸行

手づくり絵本『おこった富士山』の作者

佐藤

写真・島崎三郎」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 29

日付「金曜版リフレ」「素顔でトーク」）
「夏山開きを前に清掃登山

宮農生が奉仕作業

田貫湖や朝霧でも」〔富士宮農業高校〕

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 29 日付）
「強酸性雨を観測」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 30 日付）
「湧玉池の汚染低下

依然、４地点（小泉）で基準超す

塩素系有害物質調査結果

監視

体制なお継続」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年６月 30 日付）
「九合五勺以上は通行止め

富士山あす山開き

残雪で“当分の間”富士宮口」（『岳南

朝日』１９９０年＝平成２年６月 30 日付）▼
「イベントも多彩に

富士山きょう山開き

パレードやミス選出など」（『岳南朝日』１
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９９０年＝平成２年７月１日付）
「富士山頂で風景入通信日付印」〔山頂郵便局〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７
月１日付）
「富士山も“夏本番”セレモニーに３００人

夏山の安全と山開き祝う」（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年７月３日付）
「新五合目でテープカット」〔山開き〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月３日付）
「市民プールなどに４億円

大石寺・創価学会

記念事業で市に寄付」（『岳南朝日』１

９９０年＝平成２年７月４日付）
「『村山口』展始まる

信仰と歴史の道を紹介」〔富士宮市郷土資料館〕〔村山古道〕〔富

士山表口真面之図（明治 13 年）〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月５日付）▼
「富士山の高さの１／１０００

ＪＲ富士宮駅に大金剛杖」〔山開き〕〔桜井正夫〕（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年７月７日付）
「『富士のお山と歴史讃歌』富士山振興センターが発刊

富士地域の名所史跡を集大成」

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月７日付）
「山頂局開設は月末に

新五合目へ臨時出張所

改修工事で遅れ」〔山頂郵便局〕（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年７月 10 日付）
「御神幸道を行く～１～

富士宮市郷土史同好会会長

塩川甲子郎

富士宮市光町」
（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年７月 12 日付「ふるさと再発見」）▼▼
「夏期の入り込み客減少

平成元年度の市内観光地

全体では１％増（前年比）

伊豆沖

噴火、富士山残雪影響」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 13 日付）
「登山客に環境美化の横断幕

ＬＣが新５合目に」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年

７月 13 日付）
「富士山治山治水

国、県へ強力陳情

大沢源頭部対策など求め」〔大沢崩れ〕〔富士山

治山治水期成同盟会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 14 日付）
「富士宮市“夢の博物館”表舞台へ

一般公募で『語る会』発足」〔市立博物館構想〕（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年７月 19 日付）
「富士山の山室衛生監視

保健所と機動班」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 19

日付）
「来月“富士山シンポ”明日の姿。浮き彫りに

直轄砂防 20 周年記念」〔大沢崩れ〕〔富

士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 22 日付）
「登山客の安全確保

富士山警備派出所を開設

富士宮署」〔山開き〕（『岳南朝日』１

９９０年＝平成２年７月 22 日付）
「治山治水同盟会が陳情」〔富士山治山治水期成同盟会〕〔吉田廉〕（『岳南朝日』１９
９０年＝平成２年７月 22 日付）
「大もての山の村

一年間で２万４０００人

大半は市外の高校

夏期中心に宿泊訓練」

〔富士山麓山の村〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 22 日付）
「近江八幡からお客さん

今夏も『富士と琵琶湖を結ぶ会』」（『岳南朝日』１９９０年

＝平成２年７月 25 日付）
「自然を守る会

調停で検討会」〔富士山の自然を守る会〕〔上九一色村〕〔ゴルフ場〕

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 25 日付）
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「夏山を甘くみるな！

富士山警備派出所

意外に多い遺失物」（『岳南朝日』１９９０

年＝平成２年７月 25 日付）
「衛生センターきょうオープン」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 25 日付）
「御神幸道を行く～２～

富士宮市郷土史同好会会長

塩川甲子郎」（『岳南朝日』１９

９０年＝平成２年７月 26 日付「ふるさと再発見」）▼▼
「ゴミ持ち帰りＰＲ

サッカー少年団育成協

29 日、富士山二合目で」〔富士宮サッカー

少年団育成協議会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 27 日付）
「管理状況概ね良好

保健所が山室の衛生監視

富士山」〔山室衛生〕（『岳南朝日』１

９９０年＝平成２年７月 29 日付）
「湖の“夏”を彩る花火
・本栖湖

富士五湖の夏まつり

報湖祭・山中湖

竜宮祭・西湖

神湖祭

湖上祭・河口湖」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年７月 29 日付）

「県境ゴルフ場公害調停

第３回目は富士宮で

公害等調整委

現地視察後、29 日に」
〔富

士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月１日付）
「博物館を語る

市民参加の要項発表」〔市立博物館構想〕（『岳南朝日』１９９０年＝

平成２年８月１日付）
「琵琶湖畔に友情の輪

富士宮・近江八幡

児童生徒交歓会同行記」（『岳南朝日』１９

９０年＝平成２年８月１日付）
「イレブンがゴミ追放

富士山で持ち帰りＰＲ」
〔富士宮サッカー少年団育成協議会〕
（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年８月２日付）
「富士山腹からも酸性雨

頂上付近はクリーン保つ

富士宮市調査」（『岳南朝日』１９

９０年＝平成２年８月５日付）
「人体への被害報告はなし

光化学スモッグ」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月

５日付）
「雲海を走る富士登山駅伝

５日（日）後４：05～５：20 テレビ静岡」（『岳南朝日』１

９９０年＝平成２年８月５日付「テレビ倶楽部」）
「“歴史の道”村山口探索会

小屋跡で新発見も

市内外から 55 人が参加」〔村山古道〕

〔富士宮市郷土史同好会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月７日付）▼
「富士山頂局が好調

好天で売れ行き増加」〔山頂郵便局〕（『岳南朝日』１９９０年＝

平成２年８月８日付）
「御神幸道を行く３

富士宮市郷土史同好会会長

塩川甲子郎」（『岳南朝日』１９９０

年＝平成２年８月９日付「ふるさと再発見」） ▼▼←この項の引用部分は新旧仮名遣いが
混在し、引用か筆者の解説か区別しがたい個所もある。引用する際には『浅間神社の歴史』
pp.135-140 でチェックが必要である。
「頂上まで１時間 40 分

富士宮署

全署員が富士登山」（『岳南朝日』１９９０年＝平成

２年８月９日付）
「釜口橋で施餓鬼供養祭

水難者を慰霊」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 11

日付）
「博物館を語る会の応募快調」〔市立博物館構想〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年
８月 11 日付）
「第２東名

接続道路に焦点

南麓道との連携探る」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１
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９９０年＝平成２年８月 16 日付）
「身延で来月２日に身延線沿線まつり」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 16 日付）
「昭和５年の自転車登山

よみがえる秘蔵の写真

富士市鷹岡の横溝栄さん」〔変わり種

登山〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 16 日付）
「庶民生活を浮き彫り

保存古文書を解読

中井出の内藤さん

市立中央図書館に寄贈」

〔内藤太郎〕〔『内藤家保存庫文書解読』〕〔『わが里の行事のこと』〕〔『中井出もの
がたり』〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 18 日付）
「あふれた新五合目

富士山

行楽マイカーどっと」〔スカイライン〕（『岳南朝日』１

９９０年＝平成２年８月 18 日付）
「ゴミも多かった！

前年を上回る回収量

富士山一斉清掃で３・７㌧」〔富士山をいつ

までも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 21 日付）
「水危機どうやら回避

日量５万７０００㌧

供給量は過去最大」（『岳南朝日』１９９

０年＝平成２年８月 21 日付）
「守られぬモラル
の富士山

富士山クリーン作戦

ボランティアから怒りの声

ゴミ、ゴミ、ゴミ

これで国立公園とは」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 21 日付「グラ

フ特集」）
「直轄砂防 20 周年記念

富士山砂防シンポ

専門家らが現状説明

二市一町首長も夢語

る」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 22 日付）
「『富士風穴』探検記

洞窟内は氷の世界

スバーン『遊牧民キャンプ』の子供たち

真暗闇の異次元体験

気温零度、地下のアイ

奥深い自然に感動と畏怖」（『岳南朝日』１９

９０年＝平成２年８月 22 日付）
「古式ゆかしくみこし渡り

村山浅間で例祭」〔神仏混淆〕（『岳南朝日』１９９０年＝

平成２年８月 22 日付）▼
「近江八幡からようこそ

婦人交歓研修の一行来宮」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２

年８月 23 日付）
「定例会で中間報告

市議会『水と緑』対策特委」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年

８月 23 日付）
「仏様、空前の大移動

大石寺～三重・兵庫

新墓地へ７万３０００人分」〔創価学会〕

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 24 日付）
「富士山ろくに秋の気配

珍しい釣り鐘状の雲も」〔吊るし雲〕（『岳南朝日』１９９０

年＝平成２年８月 25 日付）
「村おこしに通じる研究を

若林静学短大学長が郷土史講演」〔富士宮市郷土史同好会〕

〔若林淳之〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 25 日付）
「山静県境の葛谷城発掘調査

大規模な『山城』確認

二重の堀、二つの曲輪

稲子城を

にらんだ武田の最前線」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 26 日付）
「富士山頂郵便局

利用者は 40％増加

黒字会計で店閉じまい」（『岳南朝日』１９９０

年＝平成２年８月 26 日付）
「衛生センターは前年並み」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 26 日付）
「公害調整委が現地視察行う

ゴルフ場調停問題」〔総理府公害等調査委員会〕〔富士中

央ゴルフ倶楽部〕〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 29
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日付）
「治療件数は増加

今夏の富士山警備

大きな事故なし」〔富士山警備派出所〕〔衛生セ

ンター〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 29 日付）
「富士砂防シンポジウム

富士山の明日は…大沢砂防に緑を活用 現地植物で基礎研究

リゾート開発で高まる危険度」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９
９０年＝平成２年８月 29 日付「時局ラウンジ」）
「富士宮で公害調停

実質審理スタート

申請人強く不安訴える

ゴルフ場調停」〔富士

山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年８月 30 日付）
「富士地域の絵図や生活文化伝える品々

開館 10 周年記念 80 余点の『館蔵品展』富士

市立博物館」〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月
１日付）
「環境テーマにシンポ

県東部の消費者団体」〔90 東部ちきゅう環境いま〕（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年９月４日付）
「随想

お礼登山

岡田収治」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月４日付）

「修験の昔しのび護摩供養

村山浅間神社で歴史行事」〔村山閉山祭〕（『岳南朝日』１

９９０年＝平成２年９月４日付）▼
「箕輪Ｂ遺跡発掘調査

竪穴住居跡に期待

焼け土と炉の遺構発見

縄文中期の集落解明

へ」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月５日付）
「ゴルフ場問題は今…

県際事件

調停実質審理へ

全国集会と公害調停と」〔富士山の

自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月５日付）
「貴重な資料発見

55 年前にも“巻狩りまつり”軍国色にじませ盛大に『曾我兄弟慰霊祭』

日支事変で立ち消え…」〔日中戦争〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月６日付）
「夏の行楽総決算
通遅延響かず

富士山は 21・５％増（前年比）涼を求め山ろくにもどっと

残雪の開

夏期観光客入込状況速報」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月７日

付）
「国有林の現地視察

緑を守り林業を考える会」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９

月７日付）→「富士山の緑を現地視察」（９月 18 日付）に続報。
「環境保全条例制定へ

富士宮市

審議会設置も含め

９月議会に提案」（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年９月９日付）
「Ａ沢、Ｂ沢でも

市が河川の水質検査」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月９日

付）
「富士山が初冠雪

山ろくに忍び寄る秋」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月９日

付）
「富士山がダメになる

佐野栄代」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月９日付「岳

朝茶論」）
「大宮町と曾我兄弟－55 年前の大イベント『慰霊祭』沢田正彦（つづく）」（『岳南朝日』
１９９０年＝平成２年９月 13 日付「ふるさと再発見」）
「富士山の緑を現地視察

林業を考える会 50 人が参加」（『岳南朝日』１９９０年＝平成

２年９月 18 日付）
「酸性雨じわじわ増加

麓山の村でも高数値

８月測定
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工場排煙が主因に

富士宮市」

〔富士山麓山の村〕〔大気汚染〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月 20 日付）
「大宮町と曾我兄弟－55 年前の大イベント『慰霊祭』沢田正彦（つづく）」（『岳南朝日』
１９９０年＝平成２年９月 20 日付「ふるさと再発見」）
「高齢者登山も新旧交代

今夏の富士山登頂

浅間大社調べ

百歳組は姿消す

８０９人

が元気に記帳」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月 20 日付）▼▼
「台風一過、さわやか富士

山ろくも秋本番に」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９

月 21 日付）
「大宮町と曾我兄弟－55 年前の大イベント『慰霊祭』沢田正彦（おわり）」（『岳南朝日』
１９９０年＝平成２年９月 27 日付「ふるさと再発見」）
「『ＪＣ富士山会議』が共同事業プラン

富士山一周駅伝案も」〔青年会議所〕（『岳南

朝日』１９９０年＝平成２年９月 28 日付）
「地区戦没者のお墓参り

村山婦人会」〔西見付〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年

９月 28 日付）▼
「芝川のり調査最終報告
否定的

川のり保全が自然保護

水質保てば自生続く

増殖産業化には

東海大と富士宮市」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月 28 日付）

「環境保全条例可決へ

不十分だが“よりまし”建設委員会」（『岳南朝日』１９９０年

＝平成２年９月 29 日付）
「博物館構想に夢を

会長に磯田氏『語る会』が初顔合わせ」〔博物館を語る会〕〔磯田

隆一〕〔市立博物館構想〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年９月 29 日付）
「富士巻狩りの裏役

安居山太郎信定とその周辺

佐野十三郎（つづく）」（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年 10 月４日付「ふるさと再発見」）
「十五夜をたのしく

観光協会

首都圏のススキ配布」〔富士宮市観光協会〕（『岳南朝

日』１９９０年＝平成２年 10 月４日付）
「荒れる富士山人工林

深刻な野渓の拡大

県が調査報告

３カ年計画で保全へ」（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年 10 月 10 日付）
「知名度高い『白糸滝』東京で観光アンケート

約半数が富士登山

利用少ない富士宮口」

〔白糸の滝〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 10 月 13 日付）
「湧玉池濃度は微増

有害物質定期調査

基準超える工業用井戸も」〔地下水汚染〕（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年 10 月 18 日付）
「森林組合、市長に陳情『補助、出資金の増額を』」〔富士森林組合〕（『岳南朝日』１
９９０年＝平成２年 10 月 18 日付）
「富士巻狩りの裏役

安居山太郎信定とその周辺

佐野十三郎（おわり）」（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年 10 月 18 日付「ふるさと再発見」）
「進展する富士南麓道路建設工事

村山と大淵で着手

進入路やバイパス付け替え」〔国

道４６９号〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 10 月 19 日付）▼
「富士山砂防工事

渓岸工やダム建設

順調に事業が進む」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年 10 月 21 日付）
「オウム教本部を強制捜査

熊本、山梨県警

国土利用法違反容疑など」（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年 10 月 23 日付）
「御中道と大沢崩れ一と目

富士砂防が冊子発行」〔お中道〕（『岳南朝日』１９９０年
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＝平成２年 10 月 23 日付）
「うっすらと雪

富士山が冬化粧」〔冠雪〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 10 月

25 日付）
「石の宮風土記－歴史と伝説の集落

沢田正彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９０年＝

平成２年 10 月 25 日付「ふるさと再発見」）
「村山で農地保全事業

対象地１５１㌶

８カ年計画で推進」〔村山地区農地保全事業〕

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 10 月 25 日付）▼
「『世話になった息子のお礼を』戦死した旧少年戦車兵の母親

当時の協力家庭をを探す」

（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 10 月 26 日付）→「少年戦車兵の“恩人”が判明」
（11 月７日付）に続報
「ゴルフ場は除外して

リゾート構想朝霧ゾーン

富士山守る会

吉田市長に要望書」
〔富

士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 10 月 30 日付）
「紅葉の大沢に感動

歩け歩け運動に３００人」〔北山林道〕（『岳南朝日』１９９０年

＝平成２年 10 月 30 日付）
「石の宮風土記－歴史と伝説の集落

沢田正彦（おわり）」（『岳南朝日』１９９０年＝

平成２年 11 月１日付「ふるさと再発見」）
「少年戦車兵の“恩人”が判明

上井出の佐野きよのさん

九州の老母、来春対面へ」
（『岳

南朝日』１９９０年＝平成２年 11 月７日付）
「富士砂防 20 周年を祝う

斉藤知事ら出席、記念式典」（『岳南朝日』１９９０年＝平成

２年 11 月７日付）
「おや、古富士層が無い!?

地下水調査で意外な事実

地下１６０㍍で御坂層に」〔猪之

頭〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 11 月 18 日付）▼
「拡大すすむ放置林

富士森林組合

間伐目標は１３８㌶に

平成２年度」（『岳南朝日』

１９９０年＝平成２年 11 月 28 日付）
「朝霧地域の地下水調査

中間報告 富士宮市が発表」（『岳南朝日』１９９０年＝平成

２年 11 月 28 日付）
「旧村山登山道『笹垢離』佐野良」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 11 月 29 日付「ふ
るさと再発見」）▼ ←このときの発見は「大樅」であり、「訂正『笹垢離』跡」（１９９
１年＝平成３年 10 月 17 日付）に訂正記事あり。
「ゴルフ場を除外

リゾート構想『ふじの国』見直し

斉藤県知事が言明

県議会」〔斉

藤滋与史〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 12 月５日付）
「強酸性雨が上昇傾向

今夏の測定結果

富士山一合目でも検出」〔大気汚染〕（『岳南

朝日』１９９０年＝平成２年 12 月７日付）
「大石寺が市に１億円

開創７００年記念して寄付」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２

年 12 月 20 日付）
「処理方法の指導再検討へ

有害物質定期検査

湧玉池のトリクロ増加

富士宮市」〔地

下水汚染〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 12 月 21 日付）
「元日に富士山パト

山岳遭対協が新５合目で 」〔静岡県山岳遭難対策協議会〕（『岳南

朝日』１９９０年＝平成２年 12 月 21 日付）
「ここまできた水と緑保護運動〈上〉ゴルフ場外しへ動く
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斉藤知事、画期的方針」〔斉

藤滋与史〕（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 12 月 22 日付）
「ここまできた水と緑保護運動〈中〉条例制定で一歩前進

審議会の機能に注目

自然環

境保全条例」（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 12 月 25 日付）
「ここまできた水と緑保護運動〈下〉ゴルフ場調停で全国に波紋 『水と緑』特委が報告」
（『岳南朝日』１９９０年＝平成２年 12 月 28 日付）
「富士山登山ルート通行止め」〔スカイライン〕〔冬季封鎖〕（『岳南朝日』１９９０年
＝平成２年 12 月 29 日付）

■１９９１年＝平成３年
「宇宙からのメッセージ

撮影・坂本猛」〔写真〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年

１月１日付）
「塾頭大宮司富士重本－芙蓉館塾が残したもの＝上＝

佐野十三郎」〔赤心隊〕〔富士亦

八郎〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年１月 10 日付「ふるさと再発見」）
「『石の横綱』の風格も

柱状節理掘り出す」〔富士川活断層〕（『岳南朝日』１９９１

年＝平成３年１月 23 日付）
「塾頭大宮司富士重本－芙蓉館塾が残したもの＝中＝

佐野十三郎」〔赤心隊〕〔富士亦

八郎〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年１月 24 日付「ふるさと再発見」）
「塾頭大宮司富士重本－芙蓉館塾が残したもの＝下＝

佐野十三郎」〔赤心隊〕〔富士亦

八郎〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年１月 31 日付「ふるさと再発見」）
「『古富士層』まだ見えず

猪之頭の地下水調査」〔朝霧高原〕（『岳南朝日』１９９１

年＝平成３年２月６日付）
「新有害物質も調査

発がん性もつジクロロエチレン

昨年に続き２回目

富士宮市」
〔地

下水汚染〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年２月６日付）
「座談会

どう守る富士山～富士山と富士山南西ろく〈１〉富士山とは」〔中島信哉〕〔清

守介〕〔渡辺佐一郎〕〔小長谷保〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年２月 13 日付）
「大規模開発

指導要綱で全協

市議会

見直し作業の報告聞く」（『岳南朝日』１９９

１年＝平成３年２月 13 日付）
「白銀に子供が歓声

富士山水ケ塚

雪遊び広場に３０００人」（『岳南朝日』１９９１

年＝平成３年２月 13 日付）
「座談会

どう守る富士山～富士山と富士山南西ろく〈２〉現況と問題」〔中島信哉〕〔清

守介〕〔渡辺佐一郎〕〔小長谷保〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年２月 14 日付）
「座談会

どう守る富士山～富士山と富士山南西ろく〈３〉現況と問題

富士山は無法の

山」〔中島信哉〕〔清守介〕〔渡辺佐一郎〕〔小長谷保〕（『岳南朝日』１９９１年＝平
成３年２月 16 日付）
「地区対策協

初会合で当面の事業決める

ダイオキシン

発生防止に地域も始動」〔富

士地区ダイオキシン対策協議会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年２月 16 日付）
「座談会

どう守る富士山～富士山と富士山南西ろく〈４〉現況と問題

水田は貯水池な

のに…」〔中島信哉〕〔清守介〕〔渡辺佐一郎〕〔小長谷保〕（『岳南朝日』１９９１年
＝平成３年２月 17 日付）
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「座談会

どう守る富士山～富士山と富士山南西ろく〈５〉現況と問題

市民運動は変化

の原動力」〔中島信哉〕〔清守介〕〔渡辺佐一郎〕〔小長谷保〕（『岳南朝日』１９９１
年＝平成３年２月 19 日付）
「座談会

どう守る富士山～富士山と富士山南西ろく〈６〉現況と問題

勇気もって保護

運動（おわり）」〔中島信哉〕〔清守介〕〔渡辺佐一郎〕〔小長谷保〕（『岳南朝日』１
９９１年＝平成３年２月 20 日付）
「東海一のダルマ市

21 日から３日間」〔毘沙門天〕〔妙法寺〕（『岳南朝日』１９９１

年＝平成３年２月 20 日付）
「開運ダルマ５万個製作

万野の杉山さん」〔杉山だるま店〕（『岳南朝日』１９９１年

＝平成３年２月 20 日付）
「先人の足跡たどる

根北公民館

登山道の裏道探訪」〔小林茂夫〕（『岳南朝日』１９

９１年＝平成３年２月 21 日付）▼
「わたしの巣箱使ってるかな？

富士山二合目でバードウォッチング

粟倉分校」〔富士

根北小学校〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年２月 27 日付）
「炭焼きを体験学習

分校の子らが２週間かけ」〔小野田高良〕〔富士根北少学校粟倉分

校〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年２月 27 日付）
「レストハウス（２合目）全焼

富士山観光の拠点施設」〔グリーンキャンプ場〕〔ピカ

表富士〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年３月８日付）
「河川の微生分を調査

Ａ沢、Ｂ沢など」〔水質検査〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成

３年３月８日付）
「新富士層、意外な厚み

地下水調査 ボーリングで新事実」〔朝霧高原〕〔熔岩層〕（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年３月９日付）
「工業生産にも規制を

安斉氏が環境講演で強調」〔コーポ静岡〕〔公害〕〔安斉育郎〕

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年３月９日付）
「春は名のみ

富士山はまだ冬景色」〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成

３年３月 16 日付）
「北山のタブノキなど 14 件

保存樹などを指定」〔富士宮市自然環境の保全及び育成に関

する条例〕〔保存樹林〕〔保存湧水池〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年３月 16 日付）
「東京都の距離短縮 ダイヤ改正

身延線で記念出発式」（『岳南朝日』１９９１年＝平成

３年３月 17 日付）
「観音大画像ご開帳

彼岸の入り、星山大悟庵」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年３

月 19 日付）
「地域おこしに脚光
に自信

村山口登山道復元の夢を

地元青年が現地踏査

一部ルートの整備

郷土史同好会が案内」〔富士宮市郷土史同好会〕〔元村山青年団〕〔赤野明宏〕

〔村山古道〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年３月 19 日付）▼
「粟倉分校の４人

ひと足早く卒業式

地域ぐるみでお祝い」〔富士宮北小〕（『岳南朝

日』１９９１年＝平成３年３月 19 日付）
「富士南麓道路建設

市境村山と大淵で促進

10 億円の事業費要望

新年度から本格的

工事 緑と展望のデラックス道路」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３
年３月 29 日付）

- 29 -

「地域の道祖神を冊子に

富丘郷土史同好会

文化財保護の一助に

石造物を調べ記録に

残す」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年４月４日付）
「好評、富士山麓『山の村』延べ４万７３００人が宿泊

秋口の利用が増える」〔富士山

麓山の村〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年４月８日付）
「富士山も春のめざめ。除雪作業が進む新五合目登山区間」〔スカイライン〕（『岳南朝
日』１９９１年＝平成３年４月 10 日付「グラフ特集」）
「大鹿窪村の碑文

化政時代の村とくらし

佐野十三郎」（『岳南朝日』１９９１年＝平

成３年４月 11 日付「ふるさと再発見」）
「沈沙池工を多目的広場に

富士砂防が目玉事業」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年４月 13 日付）
「湧玉池のＴＣＥ最低値

第４回有害物質等調査

上流の工業用井戸でなお検出」〔地下

水汚染〕〔有機塩素系溶剤〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年４月 14 日付）
「壇信徒３００人が宝物拝観

西山本門寺でお虫干し」（『岳南朝日』１９９１年＝平成

３年４月 19 日付）
「26 日にオープン

富士山スカイライン登山区間

昨年より２日早く」〔冬季封鎖〕（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年４月 21 日付）
「開通、一日延びる

降雪で富士山登山区間」〔スカイライン〕〔冬季封鎖〕（『岳南朝

日』１９９１年＝平成３年４月 26 日付）
「新五合目登山ルート開通

一番乗りに花束贈呈」〔冬季封鎖〕（『岳南朝日』１９９１

年＝平成３年４月 28 日付）
「新五合目登山ルート開通

一番乗りに花束贈呈」〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９

９１年＝平成３年 4 月 28 日付）
「武田信玄親子と富士宮浅間神社〈上〉佐野十三郎」〔浅間大社〕（『岳南朝日』１９９
１年＝平成３年５月 30 日付「ふるさと再発見」）
「文化財保護審が『中間報告』博物館で提言まとめ

富士山生かした施設

基本認識はほ

ぼ共通に」〔市立博物館構想〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５月６日付）
「GW、行楽地の総決算

好天続きでどっと

どこも前年を大幅増」（『岳南朝日』１９

９１年＝平成３年５月８日付）
「富士山に女性の白骨死体」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５月８日付）▼

→「心

当たりの人に協力要請」（５月 16 日付）、「白骨女性の復顔像作成」（12 月１日付）に
続報。
「博物館を語る会

活動の成果を集約

近く意見のまとめへ

来月からの最終討議を」
〔市

立博物館構想〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５月 11 日付）
「県境ゴルフ場
保障される

公害調停が成立

水質汚染防止に活性炭

情報提供・場内公開

事実上

申請人側『実を取った』」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９

１年＝平成３年５月 16 日付）
「心当たりの人に協力要請

富士山・白骨死体」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５

月 16 日付）
「県境ゴルフ場

上九一色村が方針

村長ら近く表敬訪問へ

南朝日』１９９１年＝平成３年５月 19 日付）
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富士宮へ情報提供」（『岳

「日蓮正宗大石寺

登山運営めぐり大揺れ

宗門と信徒団体の対立表面化

創価学会の運

営『７月から寺側に移す』売店に深刻な影響も」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５
月 23 日付）
「篠原タクシー有限会社

創業 60 周年

伝統的ち密な研修で

コンピューターを導入

配車方式を大改革」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５月 26 日付「企業物語 19」）
「富士南麓道路

国道昇格へ向け運動推進

期成同盟会が総会

早期実現めざす」〔国道

４６９号〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５月 28 日付）
「自力で下山し無事保護

山菜採りの老人」〔坂林林道〕〔中山繁雄〕（『岳南朝日』１

９９１年＝平成３年５月 28 日付）▼
「大沢砂防、一段と広域化

建設省富士砂防工事事務所

メーンは猪の窪沈砂工

富士市

内でもダム工事」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５月 29 日付）
「林地保全と活性化を

富士森林組合が総代会」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年５

月 31 日付）
「県境ゴルフ場

調停成立、集会で報告

一年の経緯を教訓に」〔富士山の自然を守る会〕

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月１日付）
「９日にブナ林観察会

富士山の自然を守る会

参加者つのる」〔西臼塚〕（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年６月４日付）
「杉山静大教授が講演」〔富士愛鷹の自然を守る会〕〔杉山恵一〕（『岳南朝日』１９９
１年＝平成３年６月４日付）
「旧村山登山道

市が調査を委託

郷土史同好会の事業決まる」〔富士宮市郷土史同好会〕

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月４日付）▼
「四輪駆動など規制

富士山ろくの乗り入れ」〔オフロードバイク〕〔自然公園法〕（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年６月４日付）
「武田信玄親子と富士宮浅間神社〈下〉佐野十三郎」〔浅間大社〕（『岳南朝日』１９９
１年＝平成３年６月６日付「ふるさと再発見」）
「富士山でも枯損

ブナ林保護訴え

角張静大助教授が講演」
〔角張嘉孝〕
〔酸性雨〕
（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年６月７日付）
「大石寺と創価学会

登山運営めぐり対立混迷

寺側『学会と一定の距離を置く』学会側

『唐突な寺側の措置』」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月７日付「金曜ルポ」）
「登山者の安全確保

県山岳遭対協が総会」〔山岳遭難防止対策協会〕（『岳南朝日』１

９９１年＝平成３年６月８日付）
「どっこい生きている！

伝統精神で陸稲栽培

富士宮の農家

年間１００俵をを出荷」

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月９日付）
「ブナ林の営みにふれ

富士山の自然を守る会が観察会」（『岳南朝日』１９９１年＝平

成３年６月 11 日付）
「芝川のりの保護対策

14 ヵ所を定点観測地に

水質保全のデータにも

富士宮市公害

対策係」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月 15 日付）
「今年も山頂で日付印

ふもとへ涼感伝える」〔山頂郵便局〕（『岳南朝日』１９９１年

＝平成３年６月 23 日付）
「学会（団体）輸送にピリオド

富士宮駅

きょうお別れ式」〔創価学会〕（『岳南朝日』
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１９９１年＝平成３年６月 25 日付）
「県境ゴルフ場調停成立報告

渡辺富士宮市長」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６

月 25 日付）
「遊歩道に木柵設置

建設大の生徒

開山前の宝永コース」〔建設大学校中央訓練所〕〔宝

永遊歩道〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月 25 日付）
「富士市大淵の『杉田・竹川家』富士山御林守で勲功」（『岳南朝日』１９９１年＝平成
３年６月 26 日付「家門と郷土」）▼
「近づくお山開き

多彩なイベント展開

浅間大社と新五合目で」（『岳南朝日』１９９

１年＝平成３年６月 25 日付）
「３年ぶり、ホっと

富士山頂の積雪ゼロ」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月 25

日付）
「労作の富士山模型

富士宮農卒業生

砂防事務所に寄贈」〔富士砂防工事事務所〕〔富

士宮農業高校〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月 25 日付）
「夏本番

あす富士山お山開き

富士山登山ガイド

昨年３万人が頂上めざす」〔山頂郵

便局〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月 30 日付）
「山室宿泊施設」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月 30 日付）
「富士登山新５合目バス時刻表」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年６月 30 日付）
「富士夏山開き

２００人が一番乗り

新五合目で句会の人たちも」（『岳南朝日』１９

９１年＝平成３年７月２日付）
「盛大にお山開き」〔写真〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月２日付）
「宗門と学会対立問題
登山者見えず

大石寺境内、ひっそり

初日は法華講など２５００人

学会員の

最悪の事態に売店深刻」〔創価学会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３

年７月３日付）
「富士宮市精進川・佐野家の系譜『大先祖』は川越（埼玉県）から」（『岳南朝日』１９
９１年＝平成３年７月４日付「家門と郷土」）
「オフロード車締め出し

標高１６００㍍以上乗り入れ禁止

富士山」（『岳南朝日』１

９９１年＝平成３年７月６日付）
「船舶の大型化を反映

90 年の港湾統計 総㌧数減り、貨物量は増加

田子浦港管理事務

所」〔田子の浦港〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月７日付）
「山の中までピカピカ『富士山の横道』も

各所で林道改良工事

周辺環境も改善

維持

管理に新たな課題」〔富士裾野線〕〔出水富士線〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年
７月 10 日付）
「富士山頂局きょう開業

涼しい夏だよりを集配」〔山頂郵便局〕（『岳南朝日』１９９

１年＝平成３年７月 10 日付）
「『開拓之碑』の周辺

富士開拓 40 周年に寄せて〈上〉佐野十三郎」〔西富士長野開拓団〕

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月 11 日付）
「大沢崩れの見学会

富士砂防が 50 人募集」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９

９１年＝平成３年７月 13 日付）
「村山口登山道跡の探索会」〔村山古道〕〔富士宮市郷土史同好会〕（『岳南朝日』１９
９１年＝平成３年７月 13 日付）▼→「旧村山口を歩こう」（７月 28 日付）、「古道の歴
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史、自然をたん能」（８月６日付）、「雲海の史跡と自然」（８月 18 日付）に続報。
「富士山ろくで 14 件発見

産廃処理富士地区連絡会

不法投棄に監視強化」
（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年７月 14 日付）
「『開拓之碑』の周辺

富士開拓 40 周年に寄せて〈下〉佐野十三郎」〔西富士長野開拓団〕

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月 13 日付）
「行程に歴史の香り

神成～木伐山

石造物と曲折路」（『岳南朝日』１９９１年＝平成

３年７月 18 日付「さんぽ道」）▼
「岡田紅陽の作品一堂に

富士市立博物館

初日に夫人の講演も

８月３日開幕」（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年７月 18 日付）
「養護学校生が富士登山

高等部の 20 人 ７合目まで登り切る

宮西山岳部がボランテ

ィア」〔富士養護学校〕〔富士宮西高校〕〔障害者登山〕（『岳南朝日』１９９１年＝平
成３年７月 24 日付）
「近江八幡の子ら迎え

25 日から富士宮で児童交歓会」（『岳南朝日』１９９１年＝平成

３年７月 24 日付）
「安全な登山指導も

富士山新五合目に派出所」〔夏季臨時警備派出所〕（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年７月 24 日付）
「随想

富士山

菅野實」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月 25 日付）

「光化学オキシダント、多発傾向

富士宮市

連日予報

市民に注意呼びかけ」（『岳南

朝日』１９９１年＝平成３年７月 26 日付）
「富士山で落石

女性登山者ケガ」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月 26

日付）▼
「旧村山口を歩こう

郷土史同好会

来月４日に探索会」〔富士宮市郷土史同好会〕〔村

山古道〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月 28 日付）▼→「古道の歴史、自然をた
ん能」（８月６日付）、「雲海の史跡と自然」（８月 18 日付）に続報。
「ゴミ持ち帰りキャンペーン

富士山２合目で」〔若草会〕（『岳南朝日』１９９１年＝

平成３年７月 28 日付）
「水系（富士山型・天子山型）の違い明確

朝霧地下水調査で中間報告

富士宮市」〔猪

之頭湧水群〕〔土隆一〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月 28 日付）
「富士山でクリーン作戦

県農協青壮年連盟が参加」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３

年７月 30 日付）
「『神幸橋』を拡幅改良

湧玉池を美しくする会

老朽化で架け替え」（『岳南朝日』１

９９１年＝平成３年７月 30 日付）
「随想

村山古道に取り憑かれて

佐野良」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年７月 30

日付）▼
「全般的に管理良好

富士宮保健所

富士山施設の衛生監視」〔山室衛生〕（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年７月 30 日付）
「男性登山客が疲労死

富士山９合５勺で倒れる」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９１年＝

平成３年７月 31 日付）▼
「国際ワークキャンプ開く

ユースホステルふもとの家

朝日』１９９１年＝平成３年８月３日付）

- 33 -

富士登山や親善交流」（『岳南

「法大文学部

富士山の水を調査

白糸の滝や神田川でも」〔富士山周辺水調査〕（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年８月４日付）
「18 日に富士山クリーン作戦

４市１町から１２００人参加」〔富士山をいつまでも美し

くする会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月４日付）
「富士山夏まつりに６万５０００人

全国の総体選手も見物

昂奮の神田川昇り」（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年８月６日付）
「古道の歴史、自然をたん能

旧村山口の探索会

新たな石造物も発見」〔村山古道〕〔富

士宮市郷土史同好会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月６日付）▼←「雲海の史
跡と自然」（８月 18 日付）に関連記事。
「地域の案内一目で

元村山青年団が看板立てる」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年

８月７日付）▼
「波志太山・鉢田の戦いは…朝霧高原か愛鷹山麓か（上）中島信哉」〔富士川合戦〕〔甲
斐源氏〕〔『吾妻鏡』〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月８日付「ふるさと再発
見」）
「富士山の復元テーマに

来月、著名人集め国際シンポ

富士市」〔富士山国際シンポジ

ウム〕〔富士山の自然復元〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月９日付）→「『地
球環境回復のモデルに』」（９月 14 日付）、「富士山の自然復元をめざせ」（９月 19 日
付）、「'91 ステートメント」（９月 19 日付）に続報。
「エントツを日本一生かしたまちづくり
ポ 11 月に照準

まず３６５本の“戸籍”づくりから

全国シン

公害の象徴に文化の光を」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月９日

付「金曜ルポ」）
「火山災害などテーマに『富士山にまなぶ』講演会

18 日、文化会館で」〔富士山にまな

ぶ火山と砂防〕〔土隆一〕〔池谷浩〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９１年
＝平成３年８月 11 日付）→「不思議でない噴火」（８月 30 日付）に続報。
「雲海の史跡と自然

富士山旧村山口登山道探索写真ルポ」〔村山古道〕〔富士宮市郷土

史同好会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月 18 日付）▼
「空き缶など１・９㌧回収

富士山クリーン作戦

１５００人がお山の後片付け」〔富士

山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月 20 日付）→「あ
いかわらずゴミの山」（８月 20 日付）に関連記事。
「30 種類すべて対象に

市が農薬汚染をチェック」〔公害〕（『岳南朝日』１９９１年＝

平成３年８月 20 日付）
「あいかわらずゴミの山

富士山クリーン作戦」
〔富士山をいつまでも美しくする会〕
（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年８月 20 日付「グラフ特集」）
「波志太山・鉢田の戦いは…朝霧高原か愛鷹山麓か（下）中島信哉」〔富士川合戦〕〔甲
斐源氏〕〔『吾妻鏡』〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月 22 日付「ふるさと再発
見」）「深刻な後継者不足

市農経振が県に要望書」〔富士宮市農業経営振興会〕（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年８月 28 日付）
「新五合目で清掃運動

たばこ会社と組合婦人部」〔富士宮たばこ販売組合〕〔日本たば

こ〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月 28 日付）
「不思議でない噴火

土隆一静大教授が講演」〔富士砂防工事事務所〕〔富士山にまなぶ
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火山と砂防〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月 30 日付）
「火山砂防に位置づけ

建設省、災害予想区域図の作成も」〔池谷浩〕〔富士砂防工事事

務所〕〔富士山にまなぶ火山と砂防〕〔ハザードマップ〕（『岳南朝日』１９９１年＝平
成３年８月 30 日付）
「遭難事故死など３件

今夏の富士山 警備派出所閉じる」（『岳南朝日』１９９１年＝

平成３年８月 30 日付）
「歴史と伝統のゴマ焚き

村山浅間神社祭典」〔村山閉山式〕（『岳南朝日』１９９１年

＝平成３年８月 30 日付）→「こぼれ話」（９月５日付）に続報▼
「白糸の滝でまた倒木

関係者が安全対策協議へ」〔落木事故〕〔白糸の滝等保全対策協

議会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年８月 31 日付）←「白糸の滝で大木落下」（昭
和 58 年５月 14 日付）参照、「白糸の滝保全

防護フェンスをかさ上げ」（９月 15 日付）

に続報。
「利用者、収入とも増加

今夏の富士山頂郵便局総決算」（『岳南朝日』１９９１年＝平

成３年９月５日付）
「こぼれ話」〔村山閉山式〕〔護摩供〕〔鈴木勲〕〔杉の葉〕（『岳南朝日』１９９１年
＝平成３年９月５日付）▼
「開発計画実現で陳情

富士根地域の振興協議会」〔富士根地区地域振興協議会〕〔大河

原栄男〕〔新富士インターナショナルスペース計画〕〔サンキ・システムプロダクト〕（『岳
南朝日』１９９１年＝平成３年９月６日付）▼→「北部開発慎重に対処」（９月 27 日付）
に続報。
「利用者の８割が高山病

今夏の富士山衛生センター

前年比 26％上回る」〔浜松医大〕

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月６日付）
「ハンググライダー墜落

東京の社長が重症」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月

８日付）
「秋色濃くする富士山ろく」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月８日付）
「石仏を訪ねて〈上〉出水（いずりみず）井出栄一」〔眼のびっっこの不動尊〕〔宇賀神
と弁財天〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 12 日付「ふるさと再発見」）
「日の出仰ぎ美化運動

スカウトの日 ＢＳ第３団が富士山清掃」〔清掃登山〕〔ボーイ

スカウト〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 12 日付）
「夏の行楽総決算
われた行楽客

富士山は３・５％上回る

北部観光地は前年並み

ディズニーにさら

夏期観光客入込状況」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 12 日付）

「『地球環境回復のモデルに』富士山ステートメントを採択

国際シンポ」〔富士山国際

シンポジウム〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 14 日付）
「白糸の滝保全

防護フェンスをかさ上げ

恒久対策案もほぼ固まる」〔落木事故〕〔白

糸の滝等保全対策協議会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 15 日付）
「富士宮地方も大雨

台風 17 号

通行止めや土砂崩れ」〔豪雨〕（『岳南朝日』１９９１

年＝平成３年９月 15 日付）
「富士山の自然復元をめざせ

国際シンポジウム・提言から

単に『保護』では済まぬ

専

門家は積極的貢献を」〔富士山国際シンポジウム〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年
９月 19 日付「視点焦点」）
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「'91 ステートメント

富士山保護

世界のモデルに

必要な中長期管理計画」〔富士山国

際シンポジウム〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 19 日付）
「ガラン沢で登山者が凍死」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 18 日付）
▼→「遺体登山者の身元判明」（９月 20 日付）に続報。
「石仏を訪ねて〈中〉小泉若宮の『直至院』井出栄一」（『岳南朝日』１９９１年＝平成
３年９月 19 日付「ふるさと再発見」）
「遺体登山者の身元判明」〔ガラン沢〕〔三好進〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年
９月 20 日付）
「石仏を訪ねて〈下〉杉田の安養寺』井出栄一」〔滝泉寺という寺跡〕〔恩智養宗と杉田
用水〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 26 日付「ふるさと再発見」）
「北部開発慎重に対処

総務委で当局説明」〔富士根地区地域振興協議会〕〔大河原栄男〕

〔新富士インターナショナルスペース計画〕〔林業森林保全地域〕（『岳南朝日』１９９
１年＝平成３年９月 27 日付）▼
「富士大宮司家の墓前祭

50 人が遺徳しのぶ」〔富士亦八郎〕（『岳南朝日』１９９１年

＝平成３年９月 27 日付）
「悩み深刻富士山の放置林

人工林の 30％手つかず

補助も効き目薄く？土砂流出の引

き金にも」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 27 日付「金曜ルポ」）
「自然環境の冊子、相次ぎ出版」〔『富士山の極限環境に生きる植物たち』増沢武弘著〕
〔『湧水の復活のために雨水を地下に』渡辺佐一郎著〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成
３年９月 27 日付）
「大沢扇状地でアザミ移植調査

５００本の苗も植える」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事

務所〕〔増沢武弘〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年９月 27 日付）
「富士急が『記念の森林（もり）』創立 65 周年で林野庁と共同経営」（『岳南朝日』１９
９１年＝平成３年 10 月８日付）
「意外に深い台風の傷あと

河川、道路に５億円の被害

富士宮市

国へ災害査定申請」

〔豪雨〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 10 月 12 日付）
「富士と琵琶湖を結ぶ会

近江八幡と夫婦都市提携 25 年

観光協会が交歓旅行を計画」

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 10 月 12 日付）
「富士山頂に明治の気概
新旧交代模様

浅間大社調べ

高齢者登拝 今夏、90 歳組が 14 人も 上位は

富士宮組トップは石川さん」〔高齢者登山〕（『岳南朝日』１９９１年＝

平成３年 10 月 13 日付）▼▼
「富士山林道の『ＳＯＳ』御報の可能性も」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３
年 10 月 15 日付）▼
「富士山頂、冬景色

８合目まで冠雪くっきり」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 10

月 17 日付）
「訂正『笹垢離』跡

佐野良」〔村山古道〕〔角田屋佐野与一〕〔大樅〕（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年 10 月 17 日付「ふるさと再発見」）▼ ←「旧村山登山道『笹垢離』」
（１９９０年＝平成２年 11 月 29 日付）の訂正。
「ひっそり内職作業も

大石寺売店 登山者激減、深刻さ増す

南朝日』１９９１年＝平成３年 10 月 20 日付）
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周辺民宿も打撃」（『岳

「田貫湖をグレードアップ

湖畔沿いに遊水池

自転車遊歩道計画の一部に」（『岳南朝

日』１９９１年＝平成３年 10 月 26 日付）
「自殺の５遺体収容

青木ケ原樹海で捜索」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 10 月

30 日付「峡南・富士五湖」）
「本栖湖キャンプ場

新コテージが完成」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 10 月 30

日付「峡南・富士五湖」）
「地域史の研究 30 余年

鈴木富雄さん 未来を開く昔の姿

郷土史研究誌『駿河』すでに

46 号」〔駿河郷土史研究会〕〔『富士市の神社』富士市立図書館蔵〕（『岳南朝日』１９
９１年＝平成３年 10 月 31 日付「市民の文化」）
「ツツガムシにご用心

山野に潜伏するゲリラ

昨年は患者が一人発生」（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年 10 月 31 日付）
「本山と創価学会、全面対立

宗門側が信徒団体の解散を勧告」〔大石寺〕（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年 11 月９日付）
「宗門と学会の対立問題

泥沼化の様相

学会、法主の退座を要求」〔創価学会〕〔大石

寺〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 11 月 10 日付）
「東海自然歩道のルート一部変更

根原地区

草原丘陵から山寄りに

旧ルートの存続求

める声も」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 11 月 10 日付）
「深刻化する環境問題反映

公害対策審議会

審議会の機能見直し論も」（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年 11 月 14 日付）
「後を絶たない不法投棄

富士宮北部だけで 12 件も 産廃連絡会で対策を協議」（『岳南

朝日』１９９１年＝平成３年 11 月 14 日付）
「岩本山実相寺

勅願の天台密教から日蓮に帰依

日蓮宗霊跡本山水造安国論霊場『立証

安国論』誕生の巨刹」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 11 月 14 日付「シリーズ 岳
麓の社寺」）
「富士山と車公害

佐野栄代」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 11 月 15 日付「時評」）

→「続・富士山と車公害」（１９９２年＝平成４年７月 10 日付）あり。
「富士砂防、順調に進む

源頭部でネット強度、植生調査

滝沢川流路工にも着手」〔富

士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 11 月 20 日付）
「石仏を訪ねて〈上〉井出栄一」〔右富士山道〕〔賽の河原六地蔵〕〔繕れ場〕〔道者道〕
（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 11 日 21 付「ふるさと再発見」）
「石仏を訪ねて〈下〉井出栄一」〔十三仏〕〔一字一石経塚〕〔道者道〕（『岳南朝日』
１９９１年＝平成３年 11 月 28 日付「ふるさと再発見」）
「創価学会を団体破門『正宗とは無関係』宗門側『動ぜずに活動推進』学会側」〔大石寺〕
（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 11 月 30 日付）
「白骨女性の復顔像作成

富士宮署が全国に公開」（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年

12 月１日付）
「山静県境ゴルフ場

調停後、初の現地視察

保全条項などを点検

申請人に審査官らも

同行」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 12 月６日付）
「右翼の街宣車に悲鳴
校内マラソンを延期

大石寺周辺 市区長会上野支部

関係機関に対策を陳情

上野小

現行法ではお手上げ」〔創価学会〕（『岳南朝日』１９９１年＝平
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成３年 12 月 10 日付）
「土石流をキャッチ

建設省富士砂防の大沢岩樋テレビカメラ

20 万立方㍍が一挙に流

下」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 12 月 12
日付）
「安全管理に手落ち

有毒ガス流出事故

工場長代理を書類送検」〔丸井製紙〕〔公害〕

（『岳南朝日』１９９１年＝平成３年 12 月 12 日付）
「富士登山道通行止め

降雪で新５合目ルートも」〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９

９１年＝平成３年 12 月 12 日付）
「湧玉池や白糸の滝など

県みずべ一〇〇選に」〔静岡県みずべ一〇〇選〕（『岳南朝日』

１９９１年＝平成３年 12 月 22 日付）
「富士地域に１３００万人

90 年度観光客入込調べ

依然『通過型』に甘んじる」（『岳

南朝日』１９９１年＝平成３年 12 月 22 日付）
「よみがえった神田川

初の環境基準（Ｂ類）クリア」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１

９９１年＝平成３年 12 月 27 日付）
「新五合目間、冬期閉鎖

表富士スカイライン

再開は明春４月に」（『岳南朝日』１９

９１年＝平成３年 12 月 27 日付）
「白糸の滝周辺探訪〈下〉佐野十三郎」〔清崟太郎〕〔上井出宿の老松〕〔若桜神社〕（『岳
南朝日』１９９１年＝平成３年 12 月 28 日付「ふるさと再発見」）

■１９９２年＝平成４年
「若者たちよ、何が見えるか

撮影 坂本猛」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年１月

１日付）
「ニホンザル

愛鷹山では目撃多く富士山には可能性少い」（『岳南朝日』１９９２年＝

平成４年１月１日付）
「冬だ！スキーだ！ゲレンデ天国

スキーサイド情報あれこれ

富士天神山スキー場」

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年１月１日付「レジャー特集」）
「富士山御自然を考える

杉山恵一 高橋節蔵

渡辺佐一郎

中島信哉」（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年１月３日付「座談会」）
「警備中の信徒殴る

大石寺境内で街宣車の二人」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年

１月５日付）
「パラグライダー失速、女性重症」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年１月５日付）
「村山浅間

東見付けまでの道筋〈上〉井出栄一」〔道者道〕〔富士本道〕〔下向道〕〔村

山道〕〔根方道者〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年１月８日付「ふるさと再発見」）
▼▼
「岳南排水路“裏方さん”も疲労気味

目立つ管の老朽化

各所で改修工事

車両の重圧

も原因」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年１月 18 日付「ズームアップ」）
「村山浅間

東見付けまでの道筋〈下〉井出栄一」〔村山道〕〔むら山道〕〔山崎福松〕

〔道しるべ〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年１月 22 日付「ふるさと再発見」）▼▼
「二子山で冬山訓練

県山岳救助隊

富士宮署員も参加」〔静岡県山岳遭難防止対策協議
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会〕〔救助訓練〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年１月 25 日付）
「村山浅間の節分祭」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年１月 25 日付）▼▼
「立体駐車場かマイカー規制か

富士山５合目舞台に環境論争」〔スカイライン〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年１月 29 日付）
「富士山の女人堂跡

旧村山口登山道調査」〔村山古道〕（『岳南朝日』１９９２年＝平

成４年１月 29 日付「ふるさと再発見」） ▼▼ ←添付地図に描かれている村山古道は、八
大龍王から熔岩流末端を直登して富士山周遊道の上の山の神社に出ている。またここでい
う「女人堂跡」は中宮八幡堂まで５分だから『富士山村山口登山道跡調査報告書』にいう
「２号建物跡」の位置に間違いないが、文中にある石組みをこんにち見ることはできない。
また同報告書の「２号建物跡」の写真説明は《道の南側に 12ｍ×８ｍの平坦面があり、道
の北側にも平らなところがあります。》となっている。しかし道の正面上方に富士山頂が
見えるので、この道は南北に通じており、《道の南側》《道の北側》という表現はふさわ
しくない。
「人工林を自然林に

富士山腹に復元構想

粟倉を舞台に

ゴルフ場計画を一転」〔自然

林復元〕〔環境アセスメントセンター〕〔塩坂邦雄〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４
年１月 31 日付）
「６月に国際シンポも開催」
〔自然林復元国際シンポジウム〕
〔静岡大学環境研究会〕
（『岳
南朝日』１９９２年＝平成４年１月 31 日付）
「３月早々に事業着手

自然林復元 近田静大助教授ら現地調査」〔環境アセスメントセ

ンター〕〔近田文雄〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年２ 月４日付）
「幸せ祈って豆まき村山では東と西の二カ所で」〔村山浅間神社〕（『岳南朝日』１９９
２年＝平成４年２月５日付）
「大石寺従業員が労組結成

僧俗対立深まる中で」〔富士宮ヒューマンユニオン〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年２月５日付）
「僧俗の正宗離脱で宗門が反論」〔大石寺〕〔創価学会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平
成４年２月５日付）
「幸せ祈って豆まき

浅間大社の節分祭に１０００人

東漸寺でもにぎやかに

村山では

東と西の二カ所で」〔鈴木勲〕〔村山浅間神社〕〔村山青年団〕（『岳南朝日』１９９２
年＝平成４年２月５日付）▼▼
「富士宮市政施行前夜－大宮町と富丘村の合併－〈上〉沢田正彦」（『岳南朝日』１９９
２年＝平成４年２月５日付「ふるさと再発見」）
「南麓路のルート公表

本村山から山宮間２・５㌔

近く地元で説明会開く」〔国道４６

９号〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年２月７日付）
「表富士レストハウス

春のオープンへ急ピッチ

火災から一年、建て替え」〔グリーン

キャンプ場〕〔ピカ表富士〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年２月７日付）
「『子どもの国』決定

富士市の誘致実る

県議会特委が正式に報告」（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年２月８日付）
「高架線がお目見え

安居山地内の身延線

供用開始は４月以降」（『岳南朝日』１９９

２年＝平成４年２月８日付）
「ダルマ市にぎわう

毘沙門祭が幕開け」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年２月 11
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日付）
「富士山国有林“リゾート林”大幅増の危機!?
に反映を

自然保護団体が『意見書』施業管理計画

背景に国有林の財政大赤字が…？」〔国有林地域別森林計画〕（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年２月 15 日付「視点焦点」）
「修行僧らが水行式

東漸寺副住職の荒行帰山祝い」〔黒崎政秀〕（『岳南朝日』１９９

２年＝平成４年２月 15 日付）
「動植物の聖域に理解を

地域別森林計画へ意見書

富士山の自然を守る会」〔国有林地

域別森林計画〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年２月 18 日付）
「春を待つ田貫湖畔に新名所

親水公園や遊歩道橋

観光シーズンにお目見え」（『岳南

朝日』１９９２年＝平成４年２月 20 日付）
「南麓道路ルートの説明会

富士土木事務所」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９９２

年＝平成４年２月 20 日付）
「富士宮署員が冬山救助訓練」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年２月 20 日付）
「富士山で遭難救助訓練

富士宮署の隊員 11 人が参加」（『岳南朝日』１９９２年＝平成

４年２月 21 日付）
「オーミケンシ富士宮工場閉鎖へ

来月 20 日で操業停止

53 年間に及ぶ歴史に幕 跡地

再活用に関心集まる」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年２月 23 日付）
「間伐にメカトロ隊

白糸区有林で活躍

県森林連が新鋭機器備え」（『岳南朝日』１９

９２年＝平成４年２月 23 日付）
「遭難者の搬送技術も

富士宮署が冬山救助訓練」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年

２月 23 日付）
「大石寺への街宣活動に

地裁富士支部

禁止の仮処分下す」〔阿部日顕〕〔山崎慈昭〕

〔小川只道〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年２月 28 日付）
「富士宮市政施行前夜－大宮町と富丘村の合併－〈下〉沢田正彦」（『岳南朝日』１９９
２年＝平成４年２月 26 日付「ふるさと再発見」）
「富士山の文化を学ぶ

町おこしにつながる運動

元富士宮市教育長

塩川隆司さん

自

然、文化、歴史などなど学際的な『市民自前の講座』」（『岳南朝日』１９９２年＝平成
４年３月４日付「市民の文化」）
「実相寺を訪ねて－仁王像と大わらじ－井出栄一」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年
３月４日付「ふるさと再発見」）
「８月に国際ビックハイク

富士山一周と日帰りコース」（『岳南朝日』１９９２年＝平

成４年３月４日付）
「30 年間の学舎閉じる

オーミケンシ高等女学院

工場閉鎖で最後の卒業式」（『岳南朝

日』１９９２年＝平成４年３月 10 日付）
「大淵畑総事業

道路・排水路ほぼ完了

生産と住環境が一変

富士根畑総と共存共栄」

〔大淵地区畑地帯総合改良事業〕〔富士根畑地帯総合整備事業〕（『岳南朝日』１９９２
年＝平成４年３月 11 日付）
「富士国有林野に“黄信号”自然維持林の拡大図れ

富士森林計画に『意見書』」〔国有

林地域別森林計画〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年３月 13 日付）
「難病の子供に富士山を

富士宮市を拠点にイベント『いのちの輝き』テーマに
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５月～

８月 全国から１００人が参加」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年３月 14 日付）
「朝霧でパラグライダー競技会

岳南朝日杯」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年３月

14 日付）
「富士宮の開国・維新への足跡
ック〕〔『日本登山史

幕末の外国人の富士登山 ＝上＝

中島信哉」〔オールコ

新稿』山崎安治著、白水社、１９８６年〕〔『大君の都』山口光

朔訳、岩波文庫、１９７８年〕〔『悪魔のため息』谷有二著、未来社、１９８６年〕（『岳
南朝日』１９９２年＝平成４年３月 18 日付「ふるさと再発見」）▼▼
「たった一人の卒業式

粟倉分校の植松君、巣立つ」〔富士根北小学校〕（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年３月 20 日付）
「富士宮の開国・維新への足跡

幕末の外国人の富士登山 ＝下＝

中島信哉」（『岳南朝

日』１９９２年＝平成４年３月 25 日付「ふるさと再発見」）▼▼
「富士宮市と３ゴルフ場“農薬協定”を締結

自治体独自では県内二番目

立ち入り調査

条項含む」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年４月３日付）
「妙遠坊本堂に発砲

大石寺

窓ガラス５枚割る」〔阿部日顕〕（『岳南朝日』１９９２

年＝平成４年４月７日付）
「大石寺で信徒と組合員けが」〔富士宮ヒュ－マンユニオン〕（『岳南朝日』１９９２年
＝平成４年４月７日付）
「間伐枝打ちを促進

富士宮市

補助・奨励金、大幅アップ」（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年 4 月 10 日付）
「本町商店街

アーケード落成で多彩な行事『マイロード本町』に決定」（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年４月 10 日付）
「富士山登山ルートの除雪作業本格化

26 日に開通予定」〔スカイライン冬季閉鎖〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年４月 10 日付）
「延長３００㍍のテープカット『マイロード本町』が落成」（『岳南朝日』１９９２年＝
平成４年４月 12 日付）
「富士南麓道路に弾み

本年度は７億投入」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年 4 月 12 日付）
「富士側ルートも近く発表」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 4 月
12 日付）
「酸性雨を追う

守る会が講演会」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年 4 月 12 日付）
「水と緑の砂防モデルに

富士砂防事業

源頭部と野渓対策が重点」〔大沢崩れ〕〔富士

砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年４月 12 日付）
「市内の『遺跡地図』を作製

埋蔵文化財保護に活用

無料配布」〔『富士宮市遺跡地図

１９９２』富士宮市教育委員会編・発行、１９９２年〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成
４年４月 12 日付）
「登山区間 26 日オープン

富士山スカイライン

除雪作業も順調に」〔スカイライン冬期

閉鎖〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年４月 15 日付）
「角張静大助教授の講演も

富士山の自然を守り会が総会」〔角張嘉孝〕〔酸性雨〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年４月 15 日付）

- 41 -

「天目山の悲運勝頼と富士宮浅間大社の森〈上〉佐野十三郎」（『岳南朝日』１９９２年
＝平成４年４月 15 日付「ふるさと再発見」）
「ブナ林復元に着手

粟倉の民有人工林

幼木２５０本を植栽」〔環境アセスメントセン

ター〕〔塩坂邦雄〕〔近田文弘〕〔自然林復元〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年４
月 19 日付）
「表富士レストハウスが完成

25 日オープン」
〔グリーンキャンプ場〕
〔ピカ表富士〕
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年４月 19 日付）
「天目山の悲運勝頼と富士宮浅間大社の森〈下〉佐野十三郎」〔スダジイ〕（『岳南朝日』
１９９２年＝平成４年４月 22 日付「ふるさと再発見」）
「背後関係など追及

富士宮署

大石寺恐喝未遂の女性」〔創価学会〕（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年４月 22 日付）

→「大石寺を脅した女性起訴」（５月 13 日付）、「大

石寺脅迫の女性に懲役 10 月求刑」（６月 10 日付）に続報。
「富士山の自然を守る会の講演から酸性雨を追う〈上〉欧州では森や湖に被害

角張嘉孝」

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年４月 25 日付）
「富士山の自然を守る会の講演から酸性雨を追う〈下〉ブナ林の生育に障害

角張嘉孝」

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年４月 26 日付）
「登山道で重体事故

大型送迎バスと衝突」〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年４月 26 日付）
「吉原高校１年生が集団宿泊訓練

山麓の村で２泊３日

大自然の中で規律体験」〔富士

山麓山の村〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年５月１日付「ハイスクール」）
「湧玉池上流部のＴＣＥ

初めて基準下回る

有機塩素系汚染」〔地下水汚染〕〔〕トリ

クロロエチレン（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年５月３日付）
「自然林見直しでシンポ

来月、富士宮市内で開催」
〔自然林復元国際シンポジウム〕
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年５月５日付）
「ＧＷ行楽地人出総決算

新五合目に１万５千台

富士山スカイライン」（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年５月７日付）
「富士山で遭難相次ぐ

滑落などで４人死亡、２人重傷

富士宮署管内」（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年５月７日付）▼▼
「春の野山散策中止」〔富士根北公民館〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年５月７日
付）▼▼
「大石寺を脅した女性起訴」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年５月 13 日付）←この記
事の最後の１行は次の別記事２段目の１行目が紛れ込んだものと推量される。
「右翼幹部三人逮捕

大石寺売店で業務妨害

富士宮署」（『岳南朝日』１９９２年＝平

成４年５月 13 日付）
「南麓道路促進に拍車

期成同盟会国道昇格後、初の総会

未公開ルート、28 日に発表」

〔富士南麓道路建設促進期成同盟会〕〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成
４年５月 14 日付）
「富士山は甘くない

佐野栄代」
〔昭和 47 年３月 20 日発生の富士山史上最大の遭難〕
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年５月 15 日付「時評」）▼
「登山者のモラルを啓発

富士山遭難事故対策検討会『未然防止にも限界が』」（『岳南
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朝日』１９９２年＝平成４年５月 16 日付）▼
「モリアオガエルの季節

今年も粟倉で卵塊」〔近藤照光〕〔近藤節子〕（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年５月 16 日付）
「大石寺の寮に火炎ビン

勝手場付近の屋根焦げる」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４

年５月 19 日付）
「天照教を訪ねて－その発祥と沿革史〈上〉井出栄一」（『岳南朝日』１９９２年＝平成
４年５月 20 日付「ふるさと再発見」）▼▼ ←ここに書かれているほぼ全文が「天照教物
語」の１９８～２０２ページ（『史話と伝説

富士山麓の巻』松尾四郎編、松尾書店、昭

和 33 年）からの抜粋・引用である。
「大沢崩れ源頭部でフジアザミの移植調査

建設省富士砂防事務所」〔富士砂防工事事務

所〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年５月 29 日付）
「天照教を訪ねて－その発祥と沿革史〈中〉井出栄一」（『岳南朝日』１９９２年＝平成
４年６月３日付「ふるさと再発見」）▼▼←ここに書かれているほぼ全文が「天照教物語」
の２０３～２１２ページ（『史話と伝説 富士山麓の巻』松尾四郎編、松尾書店、昭和 33
年）からの抜粋・引用である。なお同書２１２ページ上段２行目に（徳田悦翁）と注記が
ある。同書の他の文章末尾には、出典や話者が記載されていることが多いので、この「天
照教物語」の内容は、天照教第２代・徳田悦翁丸の談話が基になっているのかもしれない。
「富士山峡谷部

フジアザミで崩壊防ぐ

斜面に苗１０００本を移植

増沢助教授（静大）

の研究活用」〔増沢武弘〕〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月４日付）
「リゾート法廃止ゴルフ場反対全国交流集会（静岡）から〈上〉大規模開発、徐々に下火」
（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月５日付）
「リゾート法廃止ゴルフ場反対全国交流集会（静岡）から〈下〉富士山国有林にも“危機
”迫る」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月６日付）
「７年ぶり大規模開発審査

粟倉に工業団地造成計画」〔富士山南陵工業団地〕（『岳南

朝日』１９９２年＝平成４年６月７日付）
「富士山にセスナ機墜落

乗員男女三人が絶望」〔鈴木明〕〔鈴木奈緒美〕〔増子美和〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月７日付）▼▼
「本栖湖から流水なし

土隆一静大名誉教授

朝霧地域の地下水調査

全協で報告」
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年６月９日付）▼
「富士山自然観察会

新緑のブナ林をゆく」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年６月９日付「フォト特集」）
「３人の遺体を収容

富士山頂セスナ機墜落

事故原因の究明へ」（『岳南朝日』１９９

２年＝平成４年６月９日付）
「天照教を訪ねて－その発祥と沿革史〈下〉井出栄一」（『岳南朝日』１９９２年＝平成
４年６月 10 日付「ふるさと再発見」）▼▼←本文中、後半の「人魚のミイラ」の由来・来
歴部分については井出栄一氏の加筆が若干みられるが、ほぼ全文が「天照教物語」の２１
２ページ（『史話と伝説

富士山麓の巻』松尾四郎編、松尾書店、昭和 33 年）からの抜粋

・引用である。
「大石寺脅迫の女性に懲役 10 月求刑

地裁富士支部初公判」（『岳南朝日』１９９２年＝

平成４年６月 10 日付）
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「富士宮署に現地対策本部設置

セスナ機墜落事故」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４

年６月 10 日付）
「自然林復元シンポが開幕

国内外の学者ら問題提起」〔自然林復元国際シンポジウム〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 11 日付）
「復元の重要性を強調

富士山の酸性雨被害も報告」
〔自然林復元国際シンポジウム〕
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年６月 13 日付）
「チェック事項明らかに

大規模開発申請前協議

住民合意や信用調査も」〔富士根観光

開発〕〔富士山南陵工業団地〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 13 日付）
「７年ぶり大規模開発が浮上『工業団地』造成計画が審議入り

異業種団地構想も絡む『民

・民』方式で動く」〔富士根観光開発〕〔富士山南陵工業団地〕〔国道４６９号〕（『岳
南朝日』１９９２年＝平成４年６月 13 日付「時局ラウンジ」）
「自然林復元国際シンポ報告から〈１〉木材資源と人工林

静岡県林業技術センター所長

伊藤守夫」〔自然林復元国際シンポジウム〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 17
日付）
「大鳥居再建で申し入れ

大社役員会

渡辺市長、即答避ける」〔駅前整備〕〔浅間大社〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 17 日付）
「大規模開発計画

土地利用委を通過」〔富士山南陵工業団地〕（『岳南朝日』１９９２

年＝平成４年６月 17 日付）
「県に着工先送り要望

富士山五合目立体駐車場で住民『環境への影響調査を』」〔スカ

イライン〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 17 日付）
「実況見分で登頂

セスナ機墜落事故」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 17 日付）

「名簿提出指導を徹底

山岳遭対協支部が総会」〔静岡県山岳遭難防止対策協議会〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年６月 18 日付）
「オフロード車締め出し

28 日、初の合同パトロール」〔富士山自然環境保全連絡会議〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 18 日付）▼
「自然林復元国際シンポ報告から〈２〉自然林と人工林、ゴルフ場の水保全機能
学大学院連合農学科教授

岩手大

村井宏」〔自然林復元国際シンポジウム〕（『岳南朝日』１９

９２年＝平成４年６月 18 日付）
「ミス富士山が一日砂防所長」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９
９２年＝平成４年６月 18 日付）
「事故機の回収は現場で分解

セスナ機対策本部」〔セスナ機墜落〕（『岳南朝日』１９

９２年＝平成４年６月 18 日付）
「不法投棄、後を絶たず

建設廃材など山積み

県が富士山ろくで統一パトロール」〔産

廃〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 19 日付）
「自然林復元国際シンポ報告から〈３〉富士山におけるブナ林の復元

静岡大学理学部助

教授 近田文弘」〔自然林復元国際シンポジウム〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年
６月 19 日付）
「不法投棄パトロール

富士地区で１８７㌧を確認

80％が産業廃棄物」〔産廃〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年６月 20 日付）
「自然林復元国際シンポ報告から〈４〉中国雲南省の自然生態系の破壊と復元
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中国科学

院昆明植物研究所
藤忠夫

徐延志

自然林の土壌特性と土壌管理について

インドにおける地域開発と森林減少

デリー大学教授

静岡大学農学部

伊

R・B・シン」〔自然林復

元国際シンポジウム〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 20 日付）
「あすセスナ機回収

富士山頂墜落事故

解体し、本田航空へ搬送」
〔セスナ機墜落〕
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年６月 21 日付）
「英国大使館も出席

富士山開きに親善交流も」〔オールコック記念碑〕〔市政 50 周年〕

〔村山浅間神社〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 21 日付）▼▼
「無惨、サツキ根こそぎ

富士根北中で

手作りの花壇から連続２回」（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年６月 24 日付）
「山開き登頂に“赤信号”今夏の富士山

九合五勺以上に２㍍の残雪」（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年６月 24 日付）▼
「７月１日、お山開き

富士山

昨年約３万人が山頂へ」（『岳南朝日』１９９２年＝平

成４年６月 25 日付）
「富士山登山バス時刻表」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 25 日付）
「開山祭

市制施行 50 周年と合わせて盛大に」〔市政 50 周年〕〔オールコック記念碑〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 25 日付）▼▼
「駅前商店街を並木通りにイメージチェンジ

今秋、アーケードを撤去」（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年６月 27 日付）
「夏山開き、あす盛大に

市政 50 周年で多彩な行事

市中パレードや日英交流式典」
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年６月 30 日付）
「富士山の環境美化を呼びかけ

新五合目などに横断幕

富士宮・中央両ＬＣが設置」
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年６月 30 日付）
「当分の間通行止め

富士山頂」〔残雪〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 30

日付）
「山室衛生監視の日程決まる」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年６月 30 日付）
「“台風一過”夏山開き

オールコック記念碑除幕も

市政 50 周年祝い盛り上がる」〔英

国大使館〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月２日付）
「旧村山登山口で植樹

フジザクラとプラタナス」〔英国大使館〕〔渡辺紀〕〔グラハム

・フライ〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月２日付）▼▼
「新五合目で観光案内

市が協会に委託

山頂登山者数の調査も」〔富士宮市観光協会〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月２日付）
「和やかに日英親善交流

富士開山式典

ミス富士山に水越さん」〔英国大使館〕〔渡辺

紀〕〔グラハム・フライ〕〔オールコック〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月３
日付）
「富士山も笑顔の夏山開き」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月３日付「グラフ特
集」）
「小規模校の良さを強調

粟倉分校で山内元校長が講演」〔富士根北小〕〔山内修〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年７月４日付）
「大鳥居再建問題

物心両面になお難題

当局、打開に全力」（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年７月８日付）
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「古式ゆかしくお田植え祭

豊作を願って」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月８

日付）
「村山浅間神社を訪ねて〈１〉富士山表口の光と影

浅間神社の御神体

大日如来座像

井

出栄一」〔『富士山表口「村山」の歴史』遠藤秀男〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４
年７月８日付「ふるさと再発見」）▼▼
「続・富士山と車公害

佐野栄代」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 10 日付「時

評」） ←「富士山と車公害」（１９９１年＝平成３年 11 月 15 日付）にあり。
「13、14 日に人海作戦で除雪

富士山表口登山道」〔残雪〕（『岳南朝日』１９９２年＝

平成４年７月 10 日付）
「山の村にオゾン濃度計

富士宮市 ブナ林などへの影響調査」〔富士山麓山の村〕〔大

気汚染〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 11 日付）
「迫る『小作料額改訂』自治体も不安

見直しはどのように」（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年７月 16 日付）
「富士山と富士宮展“ミニ博物館”や講演会

旧村山口登山道の探索も」〔市政 50 周年〕

〔村山古道〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 17 日付）
「富士山頂上オープン

人海作戦の除雪が奏功

通行止め解除」〔残雪〕（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年７月 17 日付）
「一日署長にミス富士山

新五合目に『警備派出所』」（『岳南朝日』１９９２年＝平成

４年７月 17 日付）
「ふるさと再発見
山と役小角

村山浅間神社を訪ねて〈２〉如来といわれる仏様

修験道役小角

村

井出栄一」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 18 日付）

「登山客に安全呼びかけ

富士山整備派出所

一日署長の水越さん」〔警備派出所〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年７月 19 日付）
「盛大に『紙のイベント』近代製紙１００年の足跡を記念」（『岳南朝日』１９９２年＝
平成４年７月 21 日付）
「みなと祭りにどっと

田子の浦港開港 30 年祝う」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年

７月 21 日付）
「富士山を世界遺産条約に登録を

中島信哉」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月

21 日付「論壇」）
「『題目宝塔』が復元

富士山表口六合目

信仰の歴史を伝える石造物

落石の直撃で倒

壊」〔大泉寺〕〔遠藤是秀〕〔後藤豊平〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 21
日付）
「ふるさと再発見
行者の遺言

村山浅間神社を訪ねて〈３〉末代上人（富士山人）木花咲耶姫

身禄

井出栄一（おわり）」〔鈴木勲〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月

22 日付）
「光化学スモッグにご注意

市も監視態勢を強める」〔公害〕（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年７月 23 日付）
「食品衛生に目光らす

富士山の山室一斉監視」〔山室衛生〕（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年７月 23 日付）
「近江八幡から富士登山『結ぶ会』が 27 日に来宮」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年
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７月 25 日付）
「自然林保全の拡大を

来月、営林局、環境庁へ要望

国有林野の施業管理計画

市議会

にも請願の準備」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 26
日付）
「富士山に注目を

迫るブナ林の危機？

小山忠之」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４

年７月 28 日付「東西南北記者の目」）
「初の光化学スモッグ予報」〔大気汚染〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 29
日付）
「李鵬首相から感謝の書

研修生受け入れの商議所」〔富士宮商工会議所〕〔外国人登山〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 30 日付）
「政府が『世界遺産条約』を批准、目下候補探し
まる 県自然保護協会

富士山を候補第１号に

地元で気運高

環境、文化両庁に働きかけ」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４

年７月 31 日付「時局ラウンジ」）
「『世界遺産条約』って何だ？」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年７月 31 日付）
「測定開始以来の低レベル

ＴＣＥ調査

湧玉池の地下水汚染」〔トリクロロエチレン〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月１日付）
「随想

鳥居

後藤英明」〔駅前大鳥居〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月１日

付）
「富士山と富士宮展開幕

大自然の恵み、後世へ」〔市政 50 年周年〕（『岳南朝日』１９

９２年＝平成４年８月２日付）
「養護学校生が富士登山

宮西ワンゲル部とともに」〔富士養護学校〕〔富士宮西高校〕

〔障害者登山〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月２日付）
「随想

続・鳥居

後藤英明」〔駅前大鳥居〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月

２日付）
「有機塩素系の３物質

市内 37 工場 使用総量が増加傾向」〔地下水汚染〕〔トリクロロ

エチレン〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月４日付）
「富士山の地下水を次代へ

土静大名誉教授が講演」〔土隆一〕〔富士山と富士宮展〕〔市

政 50 周年〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月４日付）
「富士山人工沢

県、知りながら放置

１年前に監視員報告

富士吉田」〔五合目立体駐

車場〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月５日付）
「富士山を候補地に

自然保護団体が国へ要望

世界遺産条約」〔静岡県自然保護協会〕

〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月６日付）
「斉藤県知事にも要望書」〔世界遺産条約〕〔静岡県自然保護協会〕〔富士山の自然を守
る会〕〔斉藤滋与史〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月６日付）
「森林の大切さを学ぶ

富士山麓山の村

緑の少年団３００人が交流」（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年８月６日付）
「『自然維持林』の位置付け

富士山国有林施業管理計画

東京営林局が難色」（『岳南

朝日』１９９２年＝平成４年８月８日付）
「親子ふれあい登山出発

全国各地から 38 人参加」〔市政 50 周年〕（『岳南朝日』１９

９２年＝平成４年８月８日付）
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「朝霧の根原財産区内

無許可でオフロード場建設計画

市が事情聴取へ

工事はストッ

プ」〔入会権〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月９日付）
「池田氏を信徒から除名

大石寺が処分通告書」〔創価学会〕〔池田大作〕（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年８月 12 日付）
「『ホゴ同然の通知』創価学会広報室がコメント」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年
８月 12 日付）
「富士山に結ぶ友情の輪

富士宮・近江八幡

ガールスカウトが交流」（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年８月 12 日付）
「国有林保護で請願へ

富士山ブナ林『自然維持林』にして

盆明けから署名運動」〔富

士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 13 日付）
「鱒の家を移転新築

市の迎賓館的役割も」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 13

日付）
「無届けオフロード問題

所有権問題は平行線

県の指導求める方針」
〔根原財産区〕
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年８月 13 日付）
「富士山の保全など陳情

守る会きょう渡辺市長に」〔富士山の自然を守る会〕〔渡辺修〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 15 日付）
「富士山のブナ林帯保護を

守る会が陳情

市長も前向きに対処」〔富士山の自然を守る

会〕〔渡辺修〕〔世界遺産条約〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 18 日付）
「遺産条約は関係自治体と協議」〔富士山の自然を守る会〕〔渡辺修〕〔世界遺産条約〕
（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 18 日付）
「富士山観察の記録を集計
っきり

見えるのは年間三分の一?!

午後より朝、春夏より秋冬がく

富士市政策推進室」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 19 日付）

「頼朝の富士野巻狩の道〈上〉足柄路～十里木街道

井出栄一（つづく）」（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年８月 19 日付「ふるさと再発見」）
「23 日に富士山一斉清掃

富士宮口 13 団体、７００人が参加して」〔清掃登山〕〔富士

山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 19 日付）
「釜口峡で川供養祭

鈴木町長ら水難者を鎮魂が」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年

８月 19 日付）
「遭難救助活動に威力

富士宮署

アマ無線同好会が発足」〔ボビーズハム〕（『岳南朝

日』１９９２年＝平成４年８月 21 日付）
「富士山環境美化一斉清掃活動

１５３０㌔のゴミ回収

２年続きの減だが…改善されぬ

登山者モラル」〔清掃登山〕〔富士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９
２年＝平成４年８月 25 日付）
「マイカー登山増えてゴミも増えて－焼け石に水の富士山クリーン作戦」（『岳南朝日』
１９９２年＝平成４年８月 25 日付「グラフ特集」）
「富士山スカイライン
策

交通マヒの登山区間

路上駐車が渋滞に拍車

迫られる抜本的対

出動の救急車もイライラ」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 26 日付）

「頼朝の富士野巻狩の道〈下〉十里木街道～富士野西麓

井出栄一（完）」（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年８月 19 日付「ふるさと再発見」）
「法主に公開質問状

退座求める僧侶有志

日蓮正宗紛争」〔阿部日顕〕〔大石寺〕〔創
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価学会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 28 日付）
「やはり圧倒的に多い高山病

今夏の富士山診実績」〔富士山衛生センター〕（『岳南朝

日』１９９２年＝平成４年８月 28 日付）
「ブナ林保護で 署名運動開始」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平
成４年８月 26 日付）
「市の『玄関口』完成へ

駅レンタカー跡地に駐輪場」〔駅前整備〕（『岳南朝日』１９

９２年＝平成４年８月 29 日付）
「富士山の恵みを語る

細田、小田両氏が砂防講演」〔富士砂防工事事務所〕〔細田剛〕

〔小田帰山〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 29 日付）
「若い女性の死体

富士山スカイラインわきの草むらで」〔殺人死体遺棄事件〕（『岳南

朝日』１９９２年＝平成４年８月 29 日付）
「農薬調査を実施」〔ゴルフ場〕〔公害〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 29
日付）
「女性の死体遺棄

殺人事件と断定

死因は絞殺による窒息死

富士宮署に捜査本部設

置」〔殺人死体遺棄事件〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年８月 30 日付）
「今夏の登山者６万人

富士山富士宮口

遭難事故はゼロ

富士宮署」〔登山者数〕（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年９月１日付）
「手がかり得られず

女性殺人死体遺棄事件

捜査範囲も拡大」（『岳南朝日』１９９２

年＝平成４年９月１日付）
「ブナ帯を自然維持林に

自然を守る会が署名活動」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南

朝日』１９９２年＝平成４年９月２日付）
「『富士人穴双紙』について〈上〉佐野良」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月２
日付「ふるさと再発見」）
「鳥居再建大きな壁に

道路敷の占用無理

大社側計画再検討」〈富士宮駅前整備〉（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年９月２日付）
「きょう、立て看板設置

女性殺人死体遺棄事件

身元割り出しに全力」（『岳南朝日』

１９９２年＝平成４年９月２日付）
「２児の遺体も発見

女性殺人死体遺棄事件

夫を殺人・遺棄で逮捕」（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年９月３日付）
「半数ちかくが山小屋利用

富士山新五合目観光案内所

初年度の利用は２５００件」

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月４日付）
「凶器の発見に全力

妻子殺人死体遺棄事件

２児も絞殺の疑い」（『岳南朝日』１９９

２年＝平成４年９月４日付）
「宮農生がクリーン作戦

富士山と田貫湖で」〔富士宮農業高校〕（『岳南朝日』１９９

２年＝平成４年９月８日付）
「『富士人穴双紙』について〈下〉佐野良」〔空胎〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４
年９月９日付「ふるさと再発見」）
「きょう新宿駅で富士山の秋をプレゼント

ススキの袋詰め作業」〔富士宮市観光協会〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 10 日付）
「歩く健康づくり１万歩

松と潮騒コース」〔鈴川海岸〕（『岳南朝日』１９９２年＝平
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成４年９月 10 日付「散策の道」）
「５合目と田貫湖周辺で

宮農２年生クリーン作戦

１９０人が奉仕活動に励む」（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年９月 11 日付）
「郷土の繁栄を祈念

13 日、村山浅間神社で『神仏両界富士山柴燈護摩法要』」〔阿含宗〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 12 日付） ▼▼
「今夏７万８８０人が富士登山

算出方法改めた結果

昨年の２・38 倍」
〔登山者数〕
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年９月 13 日付）
「特別ダイヤを組み新型ロマンスカー来宮

10 月 25 日」〔小田急富士宮乗り入れ〕〔カ

ントリーハート・イン・アサギリ〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 13 日付）
「富士山の自然を守る会

ブナ林保護の請願書提出

議会側の対応に注目」〔東京営林局〕

〔施業管理計画〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 15 日付）
「食中毒の防止を

富士山ろくのキノコ観察会」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９

月 15 日付）
「村山浅間神社

神仏両界護摩法要

参拝者、家運隆昌祈願」〔神仏両界富士山柴燈護摩

法要〕〔阿含宗〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 17 日付）▼▼←写真を見ると、
この法要は上の護摩壇跡ではなく、社務所のある下の段で行っている。
「粟倉地区をすっきり

７年計画で地積調査

本年度は中間地点で実施

全域では 10 平

方㌔に」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 18 日付）
「砂防事業、順調に進展

沈砂池ダム建設

工事エリアも拡大」〔富士砂防工事事務所〕

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 20 日付）
「いま富士山のブナ林が危ない！

上 経済優先に重いツケ

“保水の宝庫”も虫の息」

（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 25 日付「ニュースの焦点」）
「いま富士山のブナ林が危ない！

下 施業管理は両刃の剣

保護の市政を全面に」
（『岳

南朝日』１９９２年＝平成４年９月 26 日付「ニュースの焦点」）
「ブナ林保護の請託採択

『開発容認に“ノー”９月定例会厚生経済委』」〔富士山の自

然を守る会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 29 日付）
「地下水汚染に警鐘

平成３年度版『富士宮市の公害』発刊」（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年９月 30 日付）
「富士宮市議会厚生経済委
はほぼ共通

山毛欅林保護の請願審査詳報

多数決で『採択』保護の認識

当局の調査不足目立つ」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年９月 30 日付

「自然とのふれあいメーンに

たぬき湖祭

最終スケジュール決まる」（『岳南朝日』１

９９２年＝平成４年 10 月１日付）
「『富士山開発』やめて！

勤労者山岳連盟

あさぎり山の会が反対集会

林野庁の森林

利用に強い不満」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10 月１日付）
「ブナ林保護の請願採択

意見書を国へ 提出

自然維持林拡大で

９月定例会閉会

意

見書本文」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10 月２日付）
「大宮司家の遺徳しのぶ

浅間大社が墓前祭」〔富士亦八郎〕（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年 10 月２日付）
「富士山雪化粧

山ろく地方は初冬のきざし」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10

月７日付）
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「歩く健康づくり１万歩〈３〉松籟コース（下）赤人の歌碑と海沿いの道」〔田子の浦港〕
（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10 月８日付「散策の道」）
「毒キノコに注意

富士山で１３０１人が研修」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10

月 10 日付）
「歩く健康づくり１万歩〈４〉松籟コース（上）松林の中の遊歩道」〔田子の浦港〕（『岳
南朝日』１９９２年＝平成４年 11 月 12 日付「散策の道」）
「自然維持林の拡大求め

富士山の自然を守る会

意見書の尊重申し入れ」〔渡辺修〕〔東

京営林局〕〔施業管理計画〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10 月 17 日付）
「明治の気概ここに

富士山高齢登拝者

今夏は７５３人

90 歳代が大幅増加」〔高齢者

登山〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10 月 17 日付）▼▼
「意見書の尊重申し入れ

富士山の自然を守る会『国有林すべてを自然維持林に』」〔渡

辺修〕〔東京営林局〕〔施業管理計画〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10 月 25 日
付）
「林業従事者に援助を

富士森林組合が 要望」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10

月 25 日付）
「村山口登山道探索会

自然の素晴らしさ人間の力強さを体験」〔村山古道〕〔赤野竹司〕

〔元村山青年団〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10 月 27 日付）テキスト化
「自然を守る会

東臼塚の秋を訪ねる」〔富士山の自然を守る会〕〔野口英昭〕〔阿部英

雄〕〔愛峰会〕〔富士山資料館〕〔渡辺徳逸〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 10
月 28 日付）
「日本ランド HOW ゆうえんち

スケートリンク 14 日オープン

スキー場は 12 月 12 日」

〔イエティ〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 11 月７日付）
「東西南北記者の目“５合目整備”に反対

山梨で署名運動始まる

小山忠之」〔立体駐

車場〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 11 月 17 日付）
「身延線高架化

可能性調査開始

駅周辺整備委が現地視察」（『岳南朝日』１９９２年

＝平成４年 12 月１日付）
「２㌧のへら鮒放流

田貫湖

大阪から成魚運輸」（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年

12 月１日付）
「山静両県が共同歩調

富士山を世界遺産に

保護団体が運動を展開」〔富士山を世界遺

産にする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 12 月 12 日付）
「富士山の特殊性を考慮

国有施業管理計画

全協で基本姿勢表明」〔渡辺修〕（『岳南

朝日』１９９２年＝平成４年 12 月 12 日付）
「自然保護団体が結束

富士山を世界遺産に

正式に連絡協発足」〔富士山を世界遺産に

する連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 12 月 13 日付）
「白紙で環境保全協議

５合目利用適正化会議

脱会団体遺留へ」〔富士山の自然を愛す

る者の集い〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 12 月 16 日付「峡南・富士五湖」）
「富士山を世界遺産に

山静の自然保護団体が大連合

当面の目標『地種区分設定』に全

力」〔富士山を世界遺産にする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９２年＝平成４年 12 月
27 日付「時局ラウンジ」）
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■１９９３年＝平成５年
「大地をつかみ、天空めざす

富士山西臼塚で」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年１

月１日付）
「新春座談会

富士山を世界の遺産に

子

中島信哉」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年１月１日付）

中川雄三

「富士南ろく道路事業実施区間

周辺ネットワーク

６年度完成めざし推進

中山芳明

芹沢充寛

４月から国道昇格

佐藤敬

県費も積極

投入」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年１月１日付）
「絶景！60 ㍍の吊橋

麓川改修の一環で 富士宮市の東海自然歩道」（『岳南朝日』１９

９３年＝平成５年１月１日付）
「富士国有林施行管理計画

性急な機能区分にストップ

市議会全協

渡辺市長『慎重な

対処』求める」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年１月 12 日付）
「批判的立場を明確に

施行管理計画『意見書』の内容固まる

富士市」〔富士国有林施

行管理計画〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年１月 14 日付）
「南富士緑地工業団地建設

企業側の環境アセスをチェック

自然保護審が初会合

25

日に現地調査など」〔富士宮南陵工業団地〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年１月 15
日付）
「新たに９件を指定

久遠寺のクスノキなど

富士宮市の保存樹・樹林・湧水地」（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年１月 19 日付）
「今後の話し合い前向きに

施行管理計画

全面否定の姿勢とらず」〔富士国有林施行管

理計画〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年１月 29 日付）
「30 万人の人出を予想

きょうから毘沙門天大祭」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年

１月 29 日付）
「自然維持林 15％拡大

施行管理計画

渡辺市長、臨時議会で行政報告」（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年１月 31 日付）
「大石寺道路付け替え工事『手続き上、農地法違反』農林事務所

市当局は『追認』で検

討」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年１月 31 日付）
「工事目的に疑問の声も

大石寺道路付け替え工事

建設委が現地視察」（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年２月２日付）
「明治中期の駿甲鉄道計画

久遠寺、布教はかり後押し

若草・長遠寺に裏付け資料」〔身

延線〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年２月３日付「峡南・富士五湖」）
「神田川、初めて最低値示す

市公害対策係

潤井川支流水質調査結果 」（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年２月４日付）
「有限会社

宮崎布団店

にも着手へ

宮崎善旦さん」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年２月７日付「企業物語」）

「『自然遺産』のみで要望

設立 40 周年

店舗改装しイメージ一新

富士山を世界遺産に

コンピューター管理

山・静の連絡協が会合

５月に環境庁

に提出へ」〔富士山を世界遺産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年
２月 14 日付）
「東西南北記者の目“国境”越え『自然保護』 拡大するネットワーク（小山忠之）」（『岳
南朝日』１９９３年＝平成５年２月 16 日付）
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「東西南北記者の目

『富士山麓の仲間たち』写真家・中川さんの話（片岡伸行）」〔中

川雄三〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年２月 16 日付）
「東西南北記者の目

新設文化課に期待

博物館構想の推進（深沢税）」（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年２月 16 日付）
「多様な富士山アピール

５月上旬に国へ要望」〔富士山を世界遺産とする連絡協議会〕

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年３月 16 日付）
「角田家

源平、戦国に礎辿り

地域開発、教育などに献身（文・山下健）」〔角田桜岳〕

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年月日付「岳麓拾遺」）
「富士山研究会・行政懇談会

所管係設け具体化

市長、早期設置に意欲

富士宮市議会

一般質問」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年３月４日付）
「観世音菩薩を開帳

大悟庵

山肌一面に画布広げ」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５

年３月 19 日付）
「井出志摩守の生涯－徳川家康と江戸時代初期代官〈１〉富士宮市郷土史同好会会員

沢

田正彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年３月 24 日付「ふるさと再発見」）
「『文芸春秋』に抗議文発送

富士宮市議会

伊丹襲撃事件関連記事で」〔伊丹十三襲撃

事件〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年３月 27 日付）→「『謝罪文の掲載せず…』」
（５月２日付）に続報。
「市当局への陳情４月上旬に

富士山を世界遺産に賛同団体山静合わせ 19」（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年３月 28 日付）
「南富士緑地工業団地

開発に厳しい注文

クリアできるかが焦点に

自然保護審が答

申」〔富士宮南陵工業団地〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年３月 30 日付）
「富士砂防

本年も広域化

沈砂池やダム建設など」〔富士砂防工事事務所〕〔大沢崩れ〕

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年３月 30 日付）
「富士山を世界遺産へ

山・静両県で運動がスタート」〔富士山を世界遺産とする連絡協

議会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月３日付）
「国への要望書要旨

自然・文化など多様性を強調」〔富士山を世界遺産とする連絡協議

会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月３日付「93 焦点」）
「富士砂防 93 年度予算 28 億８９００万円に

沈砂池工、憩いの場づくり柱に」〔富士

砂防工事事務所〕〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月４日付）
「井出志摩守の生涯－徳川家康と江戸時代初期代官〈２〉富士宮市郷土史同好会会員

沢

田正彦（つづく）」〔北山用水〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月７日付「ふる
さと再発見」）
「文化を創る

芹澤清人

山開きに『全国写真展』写真集団が画期的な提案

登山道復活、

『滞在型』に活路」〔全日本写真連盟〕〔村山古道〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５
年４月９日付）
「談話室

地元集団が結束

渡辺信孝さん」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月９

日付）
「あす、県知事に陳情

運動への協力求める

富士山を世界遺産とする連絡協議会」（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年４月 14 日付）
「ニッセイ富士の森にヒノキ６９５０本

国有林の分取造林制度活用し
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年間 10 万本の

植樹を」〔日本生命保険相互会社〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月 14 日付）
「建設大学校静岡朝霧校

36 人が決意胸に入学」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４

月 14 日付）
「富士山を名実共に世界の遺産に

山静の連絡協が知事に陳情」〔富士山を世界遺産とす

る連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月 16 日付）
「郷土の発展に尽くした人々
堤』半世紀余をかけて完成

１

古郡氏三代 治水事業・地域開発

富士市立博物館長

富士川『かりがね

渡辺繁治」〔雁堤〕（『岳南朝日』１９

９３年＝平成５年４月 16 日付）
「井出志摩守の生涯－徳川家康と江戸時代初期代官〈３〉富士宮市郷土史同好会会員

沢

田正彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月 21 日付「ふるさと再発見」）
「不法投棄

前年度に比べ大幅減

管内では７件

投棄者はいずれも不明」〔産廃〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年４月 22 日付）
「郷土の発展に尽くした人々

２

工設立

富士市立博物館長

郷土に人材育成の夢

望月軍四郎「報恩感謝」の実業家

宮北の前身大宮商

渡辺繁治」〔熱海の梅林〕〔大宮商工

学校〕〔富士宮北高校〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月 24 日付）
「『春山は危険』の認識求め

山岳遭難防止対策協富士宮支部

富士山遭難防止で意見交

換」〔静岡県山岳遭難防止対策協議会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月 24 日付）
「旧登山ルートを復興整備

村山登山道保存、観光資源化推進協

『茂良山』作成」〔村山古道〕〔『富士山表口登山道

道しるべ案内板、冊子

茂良山』赤野竹司編、富士山表口

村山登山道保存観光資源化推進協議会発行、１９９３年〕（『岳南朝日』１９９３年＝平
成５年４月 25 日付）
「世界遺産など運動の柱に

富士山の自然を守る会が総会」（『岳南朝日』１９９３年＝

平成５年４月 25 日付）
「富士山新５合目に春の訪れ

スカイラインがオープン

40 台が開通待つ」（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年４月 27 日付）
「南部・富士川左岸の葛谷城跡

一石経が５万点出土

村落と日蓮宗の関係調査へ」（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年４月 28 日付「峡南・富士五湖」）
「井出志摩守の生涯－徳川家康と江戸時代初期代官〈４〉富士宮市郷土史同好会会員

沢

田正彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年４月 28 日付「ふるさと再発見」）
「ビジネスホテル割烹

菊川

とりたての地魚をどうぞ」（『岳南朝日』１９９３年＝平

成５年４月 29 日付「ぐるめ西東」）
「『謝罪文の掲載せず…』『文芸春秋』から市議会に回答」〔伊丹十三襲撃事件〕（『岳
南朝日』１９９３年＝平成５年５月２日付）
「天照教で春の例祭

約１００人が参加『地域住民のため努力』徳田教長」〔徳田達誠〕

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月２日付）
「富士山登山道で

若者２人が死亡

自動二輪と乗用車が衝突」〔スカイライン〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年５月４日付）
「井出志摩守の生涯－徳川家康と江戸時代初期代官〈５〉富士宮市郷土史同好会会員

沢

田正彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月５日付「ふるさと再発見」）
「富士山有料道路

マイカー全面規制

復旧工事完成まで」〔スバルライン〕〔土石流〕
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（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月５日付）
「村山登山道

道筋や歴史が明らかに

登山道保存・観光資源化推進協の運動で」〔村山

古道〕〔富士山表口村山登山道保存・観光資源化推進協議会〕（『岳南朝日』１９９３年
＝平成５年５月５日付）
「ＧＷ行楽地人出総決算

雨にたたられ入り込み客減

新５合目は１万台を割る」〔スカ

イライン〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月７日付）
「大鳥居再建問題

当局が再建案示す

大社側“満足できぬ”と回答」〔駅前再開発〕〔浅

間大社大鳥居再建推進議員連盟〕〔駅前大鳥居〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５
月８日付）
「井出志摩守の生涯－徳川家康と江戸時代初期代官〈６〉富士宮市郷土史同好会会員

沢

田正彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 12 日付「ふるさと再発見」）
「富士山村山口登山道

調査報告書まとまる

歴史解明の手引書に」〔市政 50 周年記念事

業〕〔『富士山村山口登山道跡調査報告書』〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月
12 日付）←村山古道に関する初の画期的な調査報告書であるが、富士宮市郷土史同好会調
査の引き写しが多々みられ、調査隊の行動記録や撮影記録、下敷きとなった文献の明示な
どがされていないので科学的な再現性に欠ける面がある。
「郷土の発展に尽くした人々
路整備

富士市立博物館長

３

望月権一

村おこしの“日曜村長”芝川町、戦い、道

渡辺繁治」〔内房のタケノコ〕（『岳南朝日』１９９３年＝

平成５年５月 12 日付）
「地下水系の全体像つかむ

近く調査事業スタート

３カ年事業で取り組む」（『岳南朝

日』１９９３年＝平成５年５月 13 日付）
「有害物質地下水汚染調査

依然２地点で基準超過

富士宮市

湧玉池は大幅に減少」

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 16 日付）
「縄文早・中期の遺跡

県水試場内発掘調査

土器や矢じり発見

北部調査見直す機会に」

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 16 日付）
「井出志摩守の生涯－徳川家康と江戸時代初期代官〈７〉富士宮市郷土史同好会会員

沢

田正彦（おわり）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 19 日付「ふるさと再発見」）
「郷土の発展に尽くした人々
献

学校・病院にも尽力

４

斉藤知一郎

富士市立博物館長

攻めの経営で業界一に

製紙業発展に貢

渡辺繁治」〔昭和製紙〕（『岳南朝日』１

９９３年＝平成５年５月 19 日付）
「富士山の自然と環境を守る会総会“富士山の躍動美”を強調

静大の増沢助教授が講演

世界遺産問題に示唆」〔増沢武弘〕〔富士山を世界遺産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』
１９９３年＝平成５年５月 25 日付）
「あす、文化庁などに要望書提出

富士山を世界遺産とする連絡協」〔富士山を世界遺産

とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 25 日付）
「29 日に弓沢川下流調査

富士山の自然を守る会

工業団地関連で」〔富士山南陵工業団

地〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 25 日付）
「史跡の宝庫『山宮』の地

人々の信仰と歴史伝え〈１〉富士宮市郷土史同好会会員

井

出栄一（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 26 日付「ふるさと再発見」）
「富士山を世界遺産とする連絡協議会

３庁に登録推進を要望
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杉山代表ら 10 人『貴重な

自然を守るべき』」〔環境庁〕〔文化庁〕〔林野庁〕〔杉山恵一〕（『岳南朝日』１９９
３年＝平成５年５月 27 日付）
「虚空蔵社古墳・彫刻随身像

市指定文化財に指定」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５

年５月 27 日付）
「来月６日、自然観察会

富士山・東富士塚で

参加者募る」〔全国一斉自然観察会〕〔富

士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 27 日付）
「『富士山と富士宮』を発刊

富士山事業提供事業第１弾として」（『岳南朝日』１９９

３年＝平成５年５月 27 日付）
「光化学スモッグで注意呼びかけ

公害対策係

24 日には第１号予報」（『岳南朝日』１

９９３年＝平成５年５月 27 日付）
「郷土の発展に尽くした人々
地域発展の礎も

５

角田桜岳

富士市立博物館長

日本初の『地球儀』製作

万野原開拓など

渡辺繁治」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５

月 28 日付）
「来月１日『富士山庁内連絡会』が発足

行政懇談会に先がけ関係 11 課で構成」〔富士山

行政懇談会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 29 日付）
「富士山を世界の遺産に
に

厚い壁もやや揺らぐ気配

山静連絡協が要望

条件整備が焦点

第２陣候補へ手応え十分」〔環境庁〕〔文化庁〕〔林野庁〕〔富士山を世界遺産とす

る連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年５月 30 日付）
「『富士山庁内連絡会』が発足

行政懇談会に先がけ『情報の発信基地に』富士宮市」〔富

士山行政懇談会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月２日付）
「郷土の発展に尽くした人々
現

今や国際港に

６

船山啓治郎

富士市立博物館長

田子の浦港の“生みの親”死後に夢が実

渡辺繁治」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年

６月２日付）
「史跡の宝庫『山宮』の地

人々の信仰と歴史伝え〈２〉富士宮市郷土史同好会会員

井

出栄一」〔山宮浅間神社〕〔御神幸道〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月２日「ふ
るさと再発見」）
「森林限界に生きる植物①『日本列島に輝く宝石』 静岡大学理学部助教授

増沢武弘（つ

づく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月４日付「『富士山の成り立ちと植物の
分布』から」）
「森林限界に生きる植物②『ウルム氷期』以降に誕生

静岡大学理学部助教授

増沢武弘

（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月５日付「『富士山の成り立ちと植
物の分布』から」）
「森林限界に生きる植物③“富士山の杭・フジアザミ”

静岡大学理学部助教授

増沢武

弘（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月４日付「『富士山の成り立ちと
植物の分布』から」）
「森林限界に生きる植物④ダイナミックな植物遷移

静岡大学理学部助教授

増沢武弘

（おわり）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月５日付「『富士山の成り立ちと植
物の分布』から」）
「大自然の中で友情満開

人気急上昇の富士宮西ワンゲル」（『岳南朝日』１９９３年＝

平成５年６月８日付）
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「郷土の発展に尽くした人々
つけに

徳を伝える磔八幡

７

川口市兵衛

富士市立博物館長

わが身犠牲に村を救う

検地を拒みはり

渡辺繁治」（『岳南朝日』１９９３年＝

平成５年６月９日付）
「豊かな緑に感嘆の声

東臼塚で自然観察会

酸性雨に危機感も」〔全国一斉自然観察会〕

〔増沢武弘〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月８日付）
「登山バスの利用を…

富士スバルラインのマイカー規制で

富士山スカイライン

今夏

は大渋滞に」〔スカイライン無料化〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月９日付）
「史跡の宝庫『山宮』の地
出栄一

人々の信仰と歴史伝え〈３〉富士宮市郷土史同好会会員

井

つづく」〔紅葉天神〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月９日付「ふるさ

と再発見」）
「地下水採取の適正化推進を

岳南地域地下水利用対策協議会」（『岳南朝日』１９９３

年＝平成５年６月 10 日付）
「24 日に残雪調査を実施

山岳遭対協支部が総会」
〔静岡県山岳遭難防止対策協議会〕
（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年６月 15 日付）
「史跡の宝庫『山宮』の地

人々の信仰と歴史伝え〈４〉富士宮市郷土史同好会会員

井

出栄一（つづく）」〔道祖神〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 16 日付「ふるさ
と再発見」）
「郷土の発展に尽くした人々

８

宮島村の人々

冬の海、村を挙げ救出

遭難 １４０年前の“日露交流”富士市立博物館長

ディアナ号の

渡辺繁治」〔安政の地震〕（『岳南

朝日』１９９３年＝平成５年６月 16 日付）
「天照教

布教めざし富士の地へ

20 万の信徒で隆盛きわめ（山下健）」〔桜田門外の変〕

〔羽鳥類三〕〔徳田達誠〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 18 日付「岳麓の社寺」）
←天照教の創成記についてはすでに「天照教を訪ねて－その発祥と沿革史〈上〉〈中〉〈下〉
井出栄一」（１９９２年＝平成４年５月 20 日付、６月３日付、６月 10 日付）で詳しく紹
介されているが、ほぼ全文が「天照教物語」（『史話と伝説

富士山麓の巻』松尾四郎編、

松尾書店、昭和 33 年）からの抜粋・引用であり、天照教第２代・徳田悦翁丸の談話が基に
なっているものと思われ、史実とは考えられない。またこの記事では参考文献として《雑
誌歴史読本

一九九〇年七月号》が挙げられているが、同誌には桜田門外の変に関する記

事・論文は掲載されていない。可能性があるとしたらこの記事執筆の直前に発行された『歴
史読本』１９９３年５月号が《特集 大老暗殺 桜田門外の変》であるので、山下健記者の
誤記と思われる。なおまたこの特集号には 17 本の対談・論文・論考が掲載されているが、
記事本文を裏付けるような内容はどこにもない。本記事の内容は徳田達誠氏の談話とみな
したほうがいいだろう。
「まずは肌で実態把握…

富士山庁内連絡会

富士山現地踏査を実施」〔村山古道〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年６月 20 日付）
「大沢崩れ峡谷部

フジアザミなど混植

富士砂防工事事務所

増沢助教授（静大）の指

導で」〔増沢武弘〕〔フジハタザオ〕〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年
６月 20 日付）
「富士山文化研究会が発足

会長に塩川隆司氏

９３年＝平成５年６月 22 日付）
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成果を市民に普及」（『岳南朝日』１９

「史跡の宝庫『山宮』の地

人々の信仰と歴史伝え〈５〉富士宮市郷土史同好会会員

井

出栄一（つづく）」〔道祖神〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 23 日付「ふるさ
と再発見」）
「東西南北記者の目

富士山での“教訓”

新米記者は何を見た（高橋留偉）」（『岳南

朝日』１９９３年＝平成５年６月 22 日付）
「富士宮市の実態調査に同行

市兵衛沢、滑沢をゆく

荒れる富士山の山脈（井出達也）」

〔村山古道？〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 22 日付「グラフ特集」）
「史跡の宝庫『山宮』の地

人々の信仰と歴史伝え〈５〉富士宮市郷土史同好会会員

井

出栄一」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 23 日付「ふるさと再発見」）
「富士山スカイライン

渋滞表示『距離』から『時間』に

マイカー登山に苦肉の対応」

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 25 日付）
「来月１日、富士山入山式

村山浅間神社

地元団体が参加」〔第１回入山式〕〔富士山

修験道場〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 25 日付）▲▲→「１日

華やかに富

士山お山開き」（７月３日付）に続報。
「７月１日から美化推進活動

富士山を美しくする会」〔富士山をいつまでも美しくする

会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 26 日付）
「フジアザミで崩落に挑む…

建設省、大沢峡谷部に混植」〔大沢崩れ〕〔フジハタザオ〕

〔増沢武弘〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 29 日付「カメラの目」）
「富士山をきれいに！

３ライオンズ 新５合目に横断幕」〔富士宮ライオンズクラブ〕

〔富士宮中央ライオンズクラブ〕〔芙蓉ライオンズクラブ〕（『岳南朝日』１９９３年＝
平成５年６月 29 日付）
「有料道路の復旧順調

富士山登・下山道調査」〔スバルライン〕〔吉田口登山道〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年６月 30 日付「峡南・富士五湖」）
「史跡の宝庫『山宮』の地

人々の信仰と歴史伝え〈６〉富士宮市郷土史同好会会員

井

出栄一」〔石川一族〕〔天母山法華道場〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年６月 30
日付「ふるさと再発見」）
「きょう富士山お山開き

各会場で多彩にイベント」〔第１回富士山入山式〕〔日英親善

交流式典〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７月１日付）
「登山道３路線通行止め」〔富士宮口コース〕〔御殿場口コース〕〔須走口コース〕〔残
雪〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７月１日付）
「『富士山開山祭』盛大に

村山浅間神社では護摩供養も」〔第１回富士山入山式〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年７月２日付）一部▲▲
「１日

華やかに富士山お山開き

イベントも多彩に」〔バグパイプ演奏〕〔第１回富士

山入山式〕〔護摩供〕〔長沢亮太〕〔日英親善交流式典〕（『岳南朝日』１９９３年＝平
成５年７月３日付）←富士山修験道場・長沢亮太道場長が取り仕切り、護摩壇でヒノキ葉
を使って護摩供をおこなっている。
「郷土の発展に尽くした人々
富士市立博物館長

９

土屋勝太郎

行政・教育に識見

富士宮市の礎を築く

渡辺繁治」〔初代大宮町長〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７

月２日付）
「潤井川沿いを歩く

流域に祖先の偉業などたずね〈１〉富士宮市郷土史同好会会員
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佐

野十三郎」〔養蚕〕〔佐野鍬太郎〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７月７日付「ふ
るさと再発見」）
「地下水調査スタート

木伐山で古富士層確認」〔富士宮市地下水調査事業〕（『岳南朝

日』１９９３年＝平成５年７月７日付）
「郷土の発展に尽くした人々
に

川口柳作

10

栄誉あるマードック賞に輝く

紙作り技術一筋に

富士市立博物館長

再起の望み「冨久興」

渡辺繁治」〔初代大宮町長〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年７月７日付）
「富士山の現況・課題を提起

来月 11 日、初の富士山行政懇談会」（『岳南朝日』１９９

３年＝平成５年７月 11 日付）
「行政懇に向け部内調整

富士山庁内連絡会

まず議題のしぼり込みを」〔富士山行政懇

談会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 7 月 13 日付）
「富士山４往復登山の快挙

中華民国の駱高田さん

17 時間余をかけて踏破」〔変わり種

登山〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７月 14 日付）←「60 ㌔背負い往復」（１９
８８年＝昭和 63 年７月 10 日付）、「親切、大変ありがとう」（９月 14 日付）に駱高田の
記事あり。
「潤井川沿いを歩く

流域に祖先の偉業などたずね〈２〉富士宮市郷土史同好会会員

佐

野十三郎（おわり）」〔甌穴〕〔鷲鷹曽我八幡宮〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年
７月７日付「ふるさと再発見」）
「富士山警備派出所を開設

新５合目登山指導センター

登山客の安全確保に」（『岳南

朝日』１９９３年＝平成５年７月 18 日付）
「郷土の発展に尽くした人々
誘致 富士市立博物館長

12

渡辺登三郎

製紙興隆の礎を築く

１００年前に企業

渡辺繁治」〔富士製紙〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年

７月 21 日付）
「『大宮町大火』と復興祭

灰じんの中から再び…〈１〉富士宮市郷土史同好会会員

佐

野里見（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７月 21 日付「ふるさと再発見」）
「富士山

山室の衛生状況チェック

飲料水や調理器具など重点に

富士宮保健所」〔山

室衛生〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７月 23 日付）
「富士山の自然林訪ねる

自然を守る会フィールドワーク」〔富士山の自然を守る会〕〔富

士山に学ぶ会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７月 28 日付）
「郷土の発展に尽くした人々
生みの親

農民救済一筋に

13

増田平四郎“水との戦い”に命捧げる

富士市立博物館長

昭和放水路の

渡辺繁治」〔浮島沼〕〔大石寺〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年８月４日付）
「ふもと山の家（仮称）建設工事起工式

機能拡充し再利用

来年７月の開館めざす」
（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年７月 31 日付）
「『大宮町大火』と復興祭

灰じんの中から再び…〈２〉富士宮市郷土史同好会会員

佐

野里見（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年７月 28 日付「ふるさと再発見」）
「郷土の発展に尽くした人々
余に土管

水道工事を提唱

14

藤田昌庵“生命の水”を引いた医者

富士市立博物館長

富士市北部８㌔

渡辺繁治」〔今泉北部〕（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年７月 28 日付）
「富士マウントＬＣ

あす、富士山清掃

40 人参加し頂上まで」〔富士マウントライオン
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ズクラブ〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月６日付）
「『大宮町大火』と復興祭

灰じんの中から再び…〈４〉富士宮市郷土史同好会会員

佐

野里見（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月４日付「ふるさと再発見」）
←８月 11 日付にも〈４〉あり、この号は〈３〉であろう。
「四半世紀におよぶ“熱い絆”近江八幡＝富士宮

児童生徒交歓会」（『岳南朝日』１９

９３年＝平成５年８月６日付）
「村山浅間神社

文化財の数々を披露

郷土資料館で 10 月末まで」〔村山浅間神社文化財

展〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月８日付）
「友情はぐくむ 25 年

近江八幡・富士宮 交歓会の思い出と友好」（『岳南朝日』１９９

３年＝平成５年８月８日付「ワイド学園」）
「富士山夏まつり

２日間で８５０００人の人出

勇壮な御神火まつり」（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年８月 10 日付）
「富士山七合目で転倒、重体

９日には男性一人死亡」〔藤井幸宣〕〔富沢典生〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年８月 10 日付）▲▲←「転倒の富士登山者が死亡」（８月
18 日付）、「死亡した登山者の身元判明」（８月 21 日）に続報あり。
「『大宮町大火』と復興祭

灰じんの中から再び…〈４〉富士宮市郷土史同好会会員

佐

野里見（おわり）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 11 日付「ふるさと再発見」）
「天野山梨知事に陳情

富士山を世界遺産候補に

協議会一応“種まき”終了」〔富士山

を世界遺産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 12 日付）
「シャトルバスの導入検討へ

富士山スカイライン

無料化に伴う渋滞解消策」〔スカイ

ライン無料化〕〔富士山行政懇談会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 13 日付）
「行政懇まずまずのスタート」〔富士山行政懇談会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５
年８月 13 日付）
「地場特産物に位置づけ『村山菜』本格的に商品化」〔オカノリ〕（『岳南朝日』１９９
３年＝平成５年８月 15 日付）
「秘められた軍馬の慰霊碑
京の樋沼さんが建立

白糸

花鳥山脈

旧満州で生死ともに

戦後 48 年、記憶から遠のく

東

小高い丘に眠る公勇号」（『岳南朝日』１９９３年＝平

成５年８月 15 日付）
「富士山スカイライン

前年対比で４割も減少

盆休み中の渋滞は回避

天候不順に救わ

れる」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 18 日付）
「22 日、富士山一斉清掃

富士宮口は約９５０人が参加」〔富士山をいつまでも美しくす

る会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 18 日付）
「緑の少年団が一堂に

富士山麓山の村で交流集会」〔少年団交流集会〕（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年月日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈１〉街道の由来と歴史①沢田正彦（つ

づく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 18 日付「ふるさと再発見」）
「修道院に泊まり富士登山」〔ボーイスカウト〕〔弘願寺〕〔角田大龍〕（『岳南朝日』
１９９３年＝平成５年８月 18 日付）
「転倒の富士登山者が死亡」〔藤井幸宣〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 18
日付）▲▲←「富士山七合目で転倒、重体」（８月 10 日付）に第１報あり。
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（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 21 日付） ←見出しおよび記事で「ふれあい」
「ふれ合い」が混用されているが、１９９４年＝平成６年８月 24 日付掲載のポスター画面
の表記に統一した。
「新任教師が富士登山に挑戦

心身ともに鍛錬」〔富士宮市教育委員会〕（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年８月 21 日付）
「死亡した登山者の身元判明」〔富沢典生〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 21
日付）▲▲←「富士山七合目で転倒、重体」（８月 10 日付）に第１報あり。
「軍馬に一掬の涙を添えて祈る冥福
月 22 日付「平和への願い
「改善されぬ登山者モラル

鈴木富代」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８

わたしの８・15

11」）

富士山環境美化一斉清掃活動

１０９０㌔のゴミを回収」
〔富

士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 24 日付）
「分析担当者を対象に水質クロスチェック研修」〔公害〕〔富士宮環境保全協会〕（『岳
南朝日』１９９３年＝平成５年８月 24 日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈２〉街道の由来と歴史②

沢田正彦」

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 18 日付「ふるさと再発見」）
「富士山周辺を現況調査

水とネットワーク会議」〔富士山周辺水とネットワーク会議〕

〔富士山を世界遺産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年８月 28 日付）
「登山者数 28％（前年比）の減

富士山夏山シーズン閉幕

長雨や冷夏で出足鈍る」〔山

閉い〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月１日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈３〉魚の道①

沢田正彦（つづく）」

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月１日付「ふるさと再発見」）
「フォークリフト作業中に死亡

村山の牧場主」〔中野勲〕（『岳南朝日』１９９３年＝

平成５年９月１日付）
「富士急静岡バス

発車オーライ

54 路線バスを運営

子会社、業務をスタート」（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年９月２日付）
「ふれ合いウォークに関心

成功させる市民の集いに１２０人」〔富士山ふれ合いウォー

ク〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月２日付）
「往時の修験行事復活

村山

旧登山道で札打ち

閉山護摩供養」〔村山口登山道保存観

光資源化推進協議会〕〔元村山青年団〕〔村山古道〕〔富士山修験道場〕〔村山閉山式〕
〔赤野竹司〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月３日付）▲▲
「花壇コンクールの入賞決まる

最優秀賞

安居山ホワイトクラブ（一般）と富士根北小

（学校）が輝く」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月３日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈４〉魚の道②沢田正彦（つづく）」

〔『中道魚荷運搬規約』〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月１日付「ふるさと再
発見」）
「『富士山文化塾』を開設

地域の“語り部”育成に」（『岳南朝日』１９９３年＝平成

５年９月 10 日付）
「夏の行楽総決算

行楽客（前年比）９・６％の減

天候や景気低迷など影響

キャンプ

場は逆に 35％増」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月 11 日付）
「富士山に『連合の森』環境保全を次の世代に

- 61 -

ひのきや広葉樹

60 年にわたって管理」

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月 14 日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈５〉街道に見る残像と変貌①沢田正

彦（つづく）」〔『中道魚荷運搬規約』〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月 15
日付「ふるさと再発見」）
「宮農生がクリーン作戦

富士山と田貫湖で清掃活動に取り組む」〔富士宮農高〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５９年 17 月日付）
「砂防事業に理解と認識

大沢崩れ、御中道見学会」〔お中道〕〔富士砂防工事事務所〕

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月 18 日付） →「富士山

大沢崩れとお中道見学

会」（10 月９日付）、「崩壊の傷跡まざまざ」（10 月 13 日付）に続報。
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈６〉街道に見る残像と変貌②沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月 22 日付「ふるさと再発見」）
「富士山シャトル

今秋中に協議会設置

登山組合も大筋で理解

富士宮市議会９月定例

会」〔スカイライン〕〔シャトルバス〕〔大鳥居再建〕〔富士山表富士宮口登山組合〕（『岳
南 朝 日 』

１ ９ ９

「自然の豊かさをいつまでも

３ 年

＝ 平 成 ５

年 ９ 月

23

日 付 ）

砂防講演会『富士山にまなぶ』マリさんの講話に３５０人

感銘」〔富士砂防工事事務所〕〔マリ・クリスティーヌ〕（『岳南朝日』１９９３年＝平
成５年９月 23 日付）
「プレ・ウォークに 150 人参加

出会い求め市外からも」
〔富士山ふれ合いウォーク〕
（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年９月 28 日付）
「浅間大社

10 月から楼門・廻廊を修理

老朽化に対応」（『岳南朝日』１９９３年＝平

成５年９月 26 日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈７〉街道に見る残像と変貌③沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月 29 日付「ふるさと再発見」）
「富士登山

今夏の最高齢登拝は 94 歳 浅間大社調べ 70 歳以上は５５２人」〔高齢者

登山〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年９月 29 日付）
「富士山の植物とキノコの観察会

富士根北公民館趣味の講座」（『岳南朝日』１９９３

年＝平成５年９月 29 日付）
「『富士山中心の都市機能を』まちづくり講演会

夢の実現化へ磯村氏熱弁」〔磯村英一〕

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月１日付）
「富士山文化塾スタート

塩川氏の講演に２００人」〔富士山文化研究会〕〔塩川隆司〕

（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月１日付）
「『私も歩いた旧表口村山登山道』赤野竹司さん」〔村山古道〕（『岳南朝日』１９９３
年＝平成５年 10 月 1 日付「読者のフォトギャラリー」） テキスト化
「静岡県富士土木事務所所長

松南徹さん（57）景観形成に県はどうかかわるか

大前提

は『富士山を守る』」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月２日付「この人に聞く」）
「富士山の水を次の世代へ

全国シンポジウム（25 日・三島市で）改めて官・財・民の責

任を確認『地下川』の規制も必要」〔富士山シンポジウム〕〔杉山恵一〕〔中西準子〕〔寺
本和子〕〔漆畑信昭〕〔渡辺豊博〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月２日付）
「火山荒原の植物に感動

あさぎり山の会

清掃かね双子山ハイク」（『岳南朝日』１９

９３年＝平成５年 10 月 1 日付）
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「お膝元で総会開く

高齢者富士登山グループ喜楽会

結成 20 周年を記念

全国から浅

間大社へ集合」〔高齢者登山〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月２日付）
「富士山２度目の雪化粧

山ろく地方に初冬のきざし」（『岳南朝日』１９９３年＝平成

５年 10 月５日付）
「林野庁が否定的見解

富士山国有林のリゾートプラン」〔国有林施業管理計画〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月５日付）
「村山登山道の探索会

地元青年団が 31 日に計画」〔村山古道〕〔村山登山道保存の会〕

〔元村山青年団〕〔赤野竹司〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月６日付）→▲▲
「村山登山道探索会に 60 人」（11 月２日付）に続報。
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈８〉街道に見る残像と変貌④沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月６日付「ふるさと再発見」）
「富士山

大沢崩れとお中道見学会

自然の脅威目の当たりに

44 人が参加

砂防事業

への理解も」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月９日付）
「富士山で初の酸性霧調査

県が山の村に測定機を設置」
〔公害〕
〔富士山麓山の村〕
（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 10 日付）
「12 日、フジアザミの現地調査

富士砂防工事事務所」〔大沢崩れ〕〔増沢武弘〕（『岳

南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 10 日付）→「生命力の強さに驚嘆」（10 月 14 日付）
に続報。
「崩落の傷跡まざまざ

恐怖心さそう大沢源頭部

富士山『御中道』をゆく」〔富士砂防

工事事務所〕〔大沢崩れ〕〔お中道〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 13 日付
「フォト特集」）
「生命力の強さに驚嘆

富士山大峡谷部

フジアザミの移植実験」〔大沢崩れ〕〔増沢武

弘〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 14 日付）
「国有林管理に市民の厳しい目

林政研林野庁にモノ申す」〔林政研究会〕〔施業管理計

画〕〔ヒューマングリーンプラン〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 16 日付）
「シャトルバス運行で調査へ

富士山の自然を守る会

秋鹿県議が現況説明」〔スカイラ

イン〕〔秋鹿博〕〔西臼塚駐車場〕〔水ケ塚駐車場〕〔富士ビジターセンター〕（『岳南
朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 19 日付）
「25 日に拡大実行委員会

富士山ふれ合いウォーク」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５

年 10 月 19 日付）
「湧玉池（ＴＣＥ）前年８月と同数値

農薬成分は検出されず

有害物質等委託調査」〔公

害〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月日付）
「空から富士地域を視察

鈴木富士市長

大沢崩れの現状などつぶさに」〔鈴木清見〕〔富

士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 20 日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈９〉街道に見る残像と変貌⑤沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月６日付「ふるさと再発見」）
「富士宮市環境監視員連絡協議会会長に就任した佐藤嘉吉さん」〔公害〕（『岳南朝日』
１９９３年＝平成５年 10 月 24 日付「人点描」）
「野渓沿い野植生調査

富士山庁内い連絡会

栗ノ木沢、滑沢など」〔国有林施業管理計

画〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 24 日付）
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「黄葉の大自然満喫

富士山でフィールドワーク」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝

日』１９９３年＝平成５年 10 月 26 日付）
「登山道で正面衝突６人けが」〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10
月 26 日付）
「来夏からシャトルバス

旧盆前後 一般車両の進入禁止

富士山スカイライン」〔スカ

イライン無料開放〕〔富士山スカイライン渋滞対策協議会〕〔富士山表富士宮口登山組合〕
〔西臼塚駐車場〕〔水ケ塚駐車場〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 27 日付）
「健康と観光両面で推進誓う

富士山ふれ合いウォーク

成功させる市民大会に１００

人」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月 27 日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈10〉街道に見る残像と変貌⑥沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月６日付「ふるさと再発見」）
「ヒメマスの試釣り良好

本栖湖で 11 月１日解禁」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年

10 月 27 日付「峡南・富士五湖」）
「富士山４合目までマイカーＯＫ

半年ぶり規制緩和」〔スバルライン〕（『岳南朝日』

１９９３年＝平成５年 10 月 27 日付「峡南・富士五湖」）
「鮮やかな紅葉シーズン

富士山１合目がピーク」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年

10 月 30 日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈11〉街道に見る残像と変貌⑦沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 10 月３日付「ふるさと再発見」）
「村山登山道探索会に 60 人

修験の足跡たどる」〔村山古道〕〔村山登山道保存の会〕〔元

村山青年団〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11 月２日付）▲▲
「高齢者富士登山グループが大集合

全国から浅間大社に 96 人 喜楽会 20 回総会」〔高

齢者登山〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11 月９日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈12〉街道に見る残像と変貌⑧沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11 月 10 日付「ふるさと再発見」）
「第１回富士山ふれ合いウォーク

自然に親しみ体力づくり」（『岳南朝日』１９９３年

＝平成５年 11 月 14 日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈13〉街道に見る残像と変貌⑨沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11 月 17 日付「ふるさと再発見」）
「富士山

地種区分やっと実現？

市民団体と県が懇談会

山梨側も前向き検討へ」〈富

士山を世界遺産とする連絡協議会〉（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11 月 18 日付）
「大鳥居再建、具体案示す

市議会全協

派出所（富士宮駅）前のＪＲ用地」〔浅間大社〕

〔駅前再開発〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11 月 19 日付）
「佐野良先生が“お別れ講演”奈良～室町文学の“富士山”浮き彫りに

富士山文化塾講

演」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11 月 19 日付）
「大丈夫か？富士山の景観

電源開発（株）が宅地化で配慮

90 ㍍級鉄塔７基建て替え」

〔送電線〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11 月 21 日付）
「富士山源頭部崩壊対策

フジアザミを本格活用

大沢岩樋部でほ場作り」〔増沢武弘〕

〔富士砂防工事事務所〕〔大沢崩れ〕〔砂沢〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 11
月 28 日付）
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「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈14〉街道に見る残像と変貌⑩沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 12 月１日付「ふるさと再発見」）
「鉄塔建て替え問題『容認していない』（渡辺市長）言明

今後の対処に慎重な構え

11

月定例会一般質問」〔電源開発〕〔景観〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５12 月３日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈15〉街道に見る残像と変貌⑪沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 12 月８日付「ふるさと再発見」）
「最終案の調整へ

第４回富士山庁内連絡会」〔国有林施業管理計画〕（『岳南朝日』１

９９３年＝平成５年 12 月９日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈16〉街道に見る残像と変貌⑫沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 12 月 15 日付「ふるさと再発見」）
「水源保護と治山・水を重視

富士山国有林

現行の機能区分、大幅修正か

富士山庁内

連絡会」〔国有林施業管理計画〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 12 月 17 日付）
「『容認姿勢はとらず』自然を守る会

鉄塔問題で市長に申し入れ

渡辺市長言明」〔富

士山の自然を守る会〕〔電源開発〕〔景観〕〔送電線〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成
５年 12 月 17 日付）
「駿州中道往還を歩く

通称甲州街道（右左口路）〈17〉街道に見る残像と変貌⑬沢田正

彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 12 月 22 日付「ふるさと再発見」）
「表富士周遊道登山区間

一般車の乗り入れ規制

８月 12 日～18 日 西臼塚駐車場を拡

張整備」〔スカイライン〕〔シャトルバス〕〔スカイライン無料開放〕〔富士山スカイラ
イン渋滞対策協議会〕〔水ケ塚駐車場〕〔マイカー規制〕（『岳南朝日』１９９３年＝平
成５年 12 月 25 日付）
「富士山『手当で時間かせぎが必要』SABO Mt. Fuji 懇談会

砂防事業について意見交換」

〔富士砂防工事事務所〕〔若林淳之〕〔小岩清水〕〔渡井正二〕〔藤井国利〕〔渡辺弘子〕
〔清水明〕〔三木洋一〕（『岳南朝日』１９９３年＝平成５年 12 月 26 日付）

■１９９４年＝平成６年
「混とんの中の出発

94 新時代への幕が開く」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年１月

１日付）
「富士山保護へやっと共通認識

反ゴルフ場（大規模開発）から世界遺産登録運動へ

マ場迎える世界遺産運動・中島信哉『公水』の観点で湧水守るとき・渡辺佐一郎

ヤ

」（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年１月１日付）
「富士山スカイライン

通過車両、大幅減に」〔冬季封鎖なし？〕（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年１月５日付）
「富士市に歴史民俗資料館

博物館が寄贈品を展示」〔富士山かぐやひめミュージアム〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年１月５日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈18〉沢田正彦（つづく）」（『岳南朝
日』１９９４年＝平成６年１月５日付「ふるさと再発見
「『ふもと山の家』６月オープンへ

街道に見る残像と変貌⑭」）

高野選手の資料室も

野進〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年１月５日付）
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青少年活動のきょ点に」〔高

「峯石遺跡

縄文前期の遺構確認

教委

出土品との関連性を分析」（『岳南朝日』１９

９４年＝平成６年１月 11 日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈19〉沢田正彦（つづく）」（『岳南朝
日』１９９４年＝平成６年１月 12 日付「ふるさと再発見
「富士山の庭園都市めざす

街道に見る残像と変貌⑮」）

都市景観形成ガイドプラン策定

富士宮市」（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年１月 13 日付）
「富士南麓道路が進展

来年度一期完成目ざす

村山地内で橋台など建設」〔国道４６９

号〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年１月 14 日付）
「富士山地種区分の設定

国と山・静両県

18 日に協議開始

世界遺産運動に弾み」〔富

士山を世界遺産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年１月 15 日付）
「猪之頭養鱒場遺跡

中世から近世の墓

埋葬の北宋銭を発見『寛永通宝』も出土

意外

に小さな土坑」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 1 月 19 日付）
「日原氏が野鳥テーマに講演

富士山文化塾」〔日原章〕（『岳南朝日』１９９４年＝平

成６年１月 19 日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈20〉沢田正彦（つづく）」（『岳南朝
日』１９９４年＝平成６年１月 19 日付「ふるさと再発見

街道に見る残像と変貌⑯」）

「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈21〉沢田正彦（未完）」（『岳南朝日』
１９９４年＝平成６年１月 26 日付「ふるさと再発見
「県民１００万人署名を提起

街道に見る残像と変貌⑰」）

11 日に世界遺産連絡協初会合」（『岳南朝日』１９９４年

＝平成６年２月１日付）
「『地中線化は技術的に無理』鉄塔問題

守る会の学習会で業者強調」〔富士山の自然を

守る会〕〔電源開発送電線〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年２月１日付）
「建大朝霧校

94 年度から募集中止

２年後に事実上“閉校”へ」〔建設大学校〕（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年 2 月 10 日付）
「広域基幹林道富士山麓線

建設推進協が正式スタート

会長に鈴木富士市長

事業計画

など可決」〔天照教林道〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年２月 15 日付）
「鉄塔問題について協議

自然を守る会運営委」
〔富士山の自然を守る会〕
〔送電線〕
（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年２月 15 日付）
「毘沙門天祭が開幕

きょうから３日間

大がかりな交通規制」（『岳南朝日』１９９４

年＝平成６年２月 16 日付）
「電源開発の鉄塔建て替え
で提出

工事中止を申し入れ『不安解消されるまで』渡辺市長に書面

富士山の自然を守る会」〔送電線〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年２月 17

日付）
「湧玉と淀師湧水群は別系統

土静大教授の水質検査で判明」〔土隆一〕（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年２月 17 日付）
「朝霧にオートキャンプ場

県が計画、戸惑う地元『草原の生態破壊の恐れ』自然保護団

体」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年２月 26 日付）
「富士地域公害防止計画を承認『地下水汚染対策』など柱に

環境庁」（『岳南朝日』１

９９４年＝平成６年３月 10 日付）
「オートキャンプ場

対応に慎重な姿勢示す

下岡氏『非常識な計画』と追及
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２月定例

会総括質疑」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年３月 12 日付）
「４月からの着工断念

鉄塔問題

渡辺市長が明かす」〔電源開発〕〔送電線〕（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年３月 12 日付）
「富士山世界遺産運動

１００万人署名スタート

山静両県で運動の輪拡大へ」（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年３月 13 日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈22〉沢田正彦（つづく）」（『岳南朝
日』１９９４年＝平成６年３月 23 日付「ふるさと再発見
「富士山守る会

オートキャンプ場で質問書

街道に見る残像と変貌⑱」）

県側、回答を了承

内容みた上で対応協議」

〔富士山の自然を守る会〕〔朝霧高原キャンピング・ビレッジ〕（『岳南朝日』１９９４
年＝平成６年３月 24 日付）
「砂防資料館計画も

災害体験を語り継ごう

砂防懇談会」
〔富士砂防工事事務所〕
〔SABO

Mt. FUJI 懇談会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年３月 24 日付）
「守る会が朝霧でフィールドワーク」
〔富士山の自然を守る会〕
〔オートキャンプ場〕
（『岳
南朝日』１９９４年＝平成６年３月 24 日付）
「『袖日記』（全冊）を現代語訳
〔『駿州大宮町横関家 袖日記

５年計画で富士講の聖地、人穴調査も

市教委文化課」

(壱番・弐番・四番)（五番・六番）（七番）（八番・九番）

（拾番）』富士宮市教育委員会編・発行、１９９６～２００１年〕〔『史蹟人穴』（富士
宮市教育委員会編・発行、１９９８年）〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年３月 25
日付）→「『袖日記』の解読に着手」（７月 16 日付）続報、「史跡人穴研究会が中間報告」
（１９９６年＝平成８年５月 22 日付）、「人穴碑塔群の詳細語る」（１９９８年＝平成
10 年３月６日付）に続報。
「『昔話は家庭、郷土の宝』

第一期富士山文化塾

渡井氏が講演で説く」〔渡井正二〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年３月 25 日付）
「工藤塚

富士宮市宝町三の二（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年３月

26 日付「シリーズ〈１〉歴史を旅した石たち」）
「富士宮市根原オートキャンプ場計画地『安易に開発すべきでない』フィールドワークに
40 人

富士山自然守る会

植生、景観を観察」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年３月 30 日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈23〉沢田正彦（つづく）」（『岳南朝
日』１９９４年＝平成６年３月 30 日付「ふるさと再発見
「日露友好のシンボルに

街道に見る残像と変貌⑲」）

プチャーチン提督と日本の漁夫像

富士・広見公園に建立」
（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年３月 30 日付）
「三国同盟に隠された女たちの犠牲

善徳寺跡の碑

富士市今泉（沢田正彦）」（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年４月２日付「シリーズ〈２〉歴史を旅した石たち」）
「富士砂防 94 年度事業
も

ダム堤や流路工建設

広域的に山ろくガード

扇状地に沈砂池

潤井川護岸は完成点」〔富士砂防工事事務所〕〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９４

年＝平成６年４月６日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈24〉沢田正彦（つづく）」〔阿難坂〕
〔右左口峠〕〔若山牧水「木枯紀行」『若山牧水全集 第８巻紀行・随筆

第４』若山喜志

子・大悟法利雄編、日本図書センター発行、１９８２年、雄鶏社、１９５９年発行の復刻〕
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（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月６日付「ふるさと再発見

街道に見る残像と変

貌⑳」）
「花祭り特集

仏教の開祖に思いを馳せ

頂寺 久遠寺

常泉寺」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月８日付）

「花祭り特集

仏教の開祖に思いを馳せ

材店 山本石材店
宮石材

高野石材店

大泉寺 延命寺

円恵寺

石田石材店 斉藤石材店

芝川石材

長橋石材 有賀熊石材店

安養寺

至宝寺

植松石材店
川口石材店

大

依田石
二の

幡野石材店」（共同広告）（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月８日付）

「荒らされるカタクリ群落

富士根北中

看板立て保護訴える」（『岳南朝日』１９９４

年＝平成６年４月８日付）
「富士山にドングリ苗木

13 日、新入社員らが植樹

富士急行」（『岳南朝日』１９９４

年＝平成６年４月８日付）
「動物写真家の中川さんが講演

野鳥の会支部」〔日本野鳥の会〕〔中川雄三〕（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年４月８日付）
「平維盛の墓

芝川町上稲子字西ケ谷戸（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成

６年４月９日付「シリーズ〈３〉歴史を旅した石たち」）
「シャトル対策動き出す

西臼塚駐車場

近く拡張工事に着手」〔シャトルバス〕〔富士

山スカイライン渋滞対策協議会〕〔新五合目売店〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年
４月 10 日付）
「富士山を世界遺産に

自然保護団体が街頭署名

富士市」〔富士愛鷹の自然を守る会〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 12 日付）
「富士山は『世界遺産』富士宮自然観察の会創立 10 周年

杉野氏が記念講演」〔仁藤浪〕

〔杉野孝雄〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 12 日付）
「野鳥保護活動の一環

野鳥の会支部も参加に意欲

24 日に天照教で探鳥会開く」〔世界

遺産〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 12 日付）
「新所長に星野氏

富士砂防工事事務所人事異動」〔三木洋一〕〔星野和彦〕（『岳南朝

日』１９９４年＝平成６年４月 12 日付）
「天母山桜まつり」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 12 日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈25〉沢田正彦（つづく）」〔古関〕〔永
泰寺〕〔魚の道〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 13 日付「ふるさと再発見

街

道に見る残像と変貌?））
「『大きく育ってね…』富士急行が富士山記念の森林へ

ミズナラやブナの苗木植える」

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 14 日付）
「駿州赤心隊の碑

富士山本宮浅間大社内（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平

成６年４月 16 日付「シリーズ〈４〉歴史を旅した石たち」）
「スカイライン除雪終え、24 日オープン 料金所 ７月１日以降に撤去へ」〔冬季閉鎖〕
（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 17 日付）
「美しい森を後世に

ニッセイ富士の森

５００人がケヤキなど植樹」（『岳南朝日』１

９９４年＝平成６年４月 17 日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈26〉沢田正彦（つづく）」〔右左口宿〕
（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 20 日付「ふるさと再発見
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街道に見る残像と変

貌?））
「富士山国有林施業管理計画

保全林拡大など要望

渡辺市長、営林局へ示す」〔渡辺紀〕

〔東京営林局〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 22 日付）
「候補問題、国政の場へ

富士山世界遺産連絡協」〔富士山を世界遺産とする連絡協議会〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 22 日付）
「金之宮と湧玉は別水系

地下水調査 中間報告まとまる」（『岳南朝日』１９９４年＝

平成６年４月 23 日付）
「曽我兄弟之墓道しるべ

富士市久沢（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６

年４月 23 日付「シリーズ〈５〉歴史を旅した石たち」）
「“有料”最後の春開幕

富士山スカイライン

ゴールデンウイークがピーク」〔冬季封

鎖〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年４月 26 日付）
「富士宮浅間大社

楼門、回廊ピッカピカ

改修工事が完成」（『岳南朝日』１９９４年

＝平成６年４月 28 日付）
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈27〉沢田正彦（つづく）」〔勝山城跡〕
（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５月３日付「ふるさと再発見

街道に見る残像と変

貌?））
「ＧＷ行楽地人出総決算

一部除き入り込み客ダウン

新５合目

昨年同様 1 万台割る」

〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５月７日付）
「藤原角行の供養塔

富士宮市人穴」〔富士講〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５

月７日付「シリーズ〈６〉歴史を旅した石たち」）
「市民レベルで保護保全

富士山を世界遺産にする市民の会発足」（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年５月８日付）
「夏期産卵（ニジマス）きょうから県水産試験場で」〔富士養鱒場〕（『岳南朝日』１９
９４年＝平成６年５月 10 日付）
「富士山で遭難

軽装登山のフィリピン女性死亡」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年

５月 10 日付）▲▲
「駿州中道往還を歩く通称甲州街道（右左口路）〈28〉沢田正彦（完）」〔魚町街道〕（『岳
南朝日』１９９４年＝平成６年５月 11 日付「ふるさと再発見
「会長に土橋氏を選出

富士山を世界遺産に登録する会

街道に見る残像と変貌?））

50 人が出席し設立総会」〔土橋

昌訓〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５月 12 日付）
「源太坂の碑

富士市伝法」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５月 14 日付「シリーズ

〈７〉歴史を旅した石たち」）
「豊かな緑を願い植樹祭

表冨士キャンプ場内で

２２０人がブナなど」〔静岡営林署〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５月 15 日付）
「荒廃林地で野渓広がる

農林事務所 治山パトロールで確認」（『岳南朝日』１９９４

年＝平成６年５月 22 日付）
「双子山周辺で富士山フィールドワーク

増沢助教授（静大理学部）講師に」〔富士山を

世界遺産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５月 22 日付）
「環境保護へ積極対応

ＪＣ富士山会議

世界遺産署名の協力賛同」（『岳南朝日』１９

９４年＝平成６年５月 22 日付）
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「きょう街頭署名

富士山を世界遺産に登録する市民の会」〔土橋昌訓〕（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年５月 22 日付）
「西臼塚駐車場

拡張工事はじまる

シャトルに合わせ急ピッチ」〔シャトルバス〕〔富

士山スカイライン渋滞対策協議会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５月 24 日付）▲
▲
「表富士五合目に名称変更」〔スカイライン〕〔表富士宮口新五合目休憩所〕〔表富士宮
口五合目〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年５月 27 日付）
「富士講身禄派の碑

富士宮市宮原（沢田正彦）」〔万野風穴〕〔食行身禄〕（『岳南朝

日』１９９４年＝平成６年５月 28 日付「シリーズ〈８〉歴史を旅した石たち」）
「飲み水は安全か〈１〉第１部
士市はすべて地下水

水源から蛇口まで

水の旅『おいしい』富士山麓の水

富

富士宮は湧水、河川も（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１

９９４年＝平成６年６月１日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈２〉第１部

水源から蛇口まで

水の旅

傾斜地に点在する水源（本

紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月２日付「検証 94」）
「24 時間体制で車両規制

富士山スカイライン渋滞対策」〔スカイライン無料化〕〔マイ

カー規制〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月３日付）
「飲み水は安全か〈３〉第１部

水源から蛇口まで

水の旅

岩松送水場

10 の水源から

着水槽へ（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月３日付「検
証 94」）
「富士山クリーン作戦対策本部設置

県警が環境破壊に取締り強化」（『岳南朝日』１９

９４年＝平成６年６月４日付）
「飲み水は安全か〈４〉第１部

水源から蛇口まで

水の旅

塩素滅菌 臭くなったら量

減らす（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月４日付「検証
94」）
「呼子坂の碑

富士市字東川西町（沢田正彦）」〔源平合戦〕（『岳南朝日』１９９４年

＝平成６年６月４日付「シリーズ〈９〉歴史を旅した石たち」）
「飲み水は安全か〈５〉第１部

水源から蛇口まで

水の旅

市街地一望の配水タンク

岩

本山中腹（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月５日付「検
証 94」）
「飲み水は安全か〈６〉第１部

水源から蛇口まで

水の旅

北山に地区唯一の浄水場（本

紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月７日付「検証 94」）
「環境保全に監視強化

土壌の酸性度調査や豚舎パトなど」〔畜産公害〕（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年６月８日付）
「飲み水は安全か〈７〉第１部

水源から蛇口まで

水の旅

投入塩素は 30～40 ㍑に（一

日当たり）２層でろ過し 12 時間で浄化（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４
年＝平成６年６月８日付「検証 94」）
「憂国の志士

中野文遊

主たちの温かな心に触れ

水戸藩脱藩、桜田門外の変に

幕府の追及逃れ、猪之頭に

名

妻を迎え深澤家を再興、寺小屋も」〔深澤文遊〕〔岩谷敬一郎〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月８日付「岳麓拾遺」）
「飲み水は安全か〈８〉第１部

水源から蛇口まで
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水の旅

意外に多い“ブレンド水”

富士宮市街地（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月９日付
「検証 94」）
「岳南地域地下水利用対策協総会

採取量の把握など重点に

量、質保全へ事業計画」
（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年６月 11 日付）
「夢の道路早期実現を

国道４６９号建設促進期成同盟会」（『岳南朝日』１９９４年＝

平成６年６月９日付）
「飲み水は安全か〈９〉第１部

水源から蛇口まで

水の旅

24 時間体制で“水守り”管

理センター（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月９日付「検
証 94」）
「富士川舟運の係留岩

富士宮市沼久保（沢田正彦）」〔源平合戦〕（『岳南朝日』１９

９４年＝平成６年６月 11 日付「シリーズ〈10〉歴史を旅した石たち」）
「憧れの富士山で美化奉仕

中国技術研修団メンバー

歌声も山肌に響かせ」（『岳南朝

日』１９９４年＝平成６年６月 11 日付）
「世界遺産連絡協

知事に協力を要請

本年度中の推薦をめざす」（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年６月 12 日付）
「料金徴収最終車へ花束

表富士管理事務所

30 日にセレモニー」
〔スカイライン無料化〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 12 日付）
「飲み水は安全か〈10〉第２部

複合汚染

水源の周辺

有害物質はなぜ混入？

拡大す

る汚染の危険性『水質基準』35 年ぶり改訂したが…（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝
日』１９９４年＝平成６年６月 14 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈11〉第２部

複合汚染

水源の周辺

トリハロメタンの恐怖“未満”

の向こうは『不明』（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月
15 日付「検証 94」）
「衆参両院議長に請願

富士山の世界遺産推せんで

連絡協山静代表」〔富士山を世界遺

産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 15 日付）
「夏山開きに備え

遭難防止に万全策

遭対策協富士宮支部

前年度は３人死亡」〔静岡

県山岳遭難防止対策協議会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 15 日付）
「飲み水は安全か〈12〉第２部

複合汚染

水源の周辺 塩素滅菌、一つの謎

管末に『上

限』設定なし（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 16 日付
「検証 94」）
「高圧線鉄塔問題で講演も

きょう富士山の自然守る会総会

船瀬さんが人体への影響テ

ーマに」〔富士山の自然を守る会〕〔電源開発〕〔送電線〕〔船瀬俊介〕（『岳南朝日』
１９９４年＝平成６年６月 18 日付）
「飲み水は安全か〈13〉第２部

複合汚染 水源の周辺

89 年夏、岩本山の“紫の水”建

設廃材の処分場が…許可品目外の不法投棄（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９
９４年＝平成６年６月 17 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈14〉第２部
明

複合汚染

水源の周辺

89 年夏の“悪夢”全容いまだ不

営業停止の後に…処分場から注射針出る（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１

９９４年＝平成６年６月 18 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈15〉第２部

複合汚染

水源の周辺
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取水口の近くにゴルフ場

雨水

で農薬は沢に？（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 19
日付「検証 94」）
「大半は溶岩層に添い流出

市地域地下水調査事業

土教授が中間報告」〔土隆一〕（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年６月 19 日付）
「環境庁など３庁に要望

富士山・世界遺産連絡協」〔文化庁〕〔林野庁〕〔富士山を世

界遺産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 19 日付）
「かんかん堂の題目碑

富士市伝法（沢田正彦）」〔源平合戦〕（『岳南朝日』１９９４

年＝平成６年６月 19 日付「シリーズ〈11〉歴史を旅した石たち」）
「飲み水は安全か〈16〉第２部
布

複合汚染

水源の周辺

１ゴルフ場で年間２㌧の農薬散

今年からシマジンなど『使用せず』（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年６月 21 日付「検証 94」）
「鉄塔問題など活動方針に

自然を守る会

市長ときょう懇談」〔富士山の自然を守る会〕

〔電源開発〕〔送電線〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 21 日付）
「富士砂防が『一日所長』ミス富士山の川名さんに

大沢の岩樋部にフジアザミ植栽も」

〔富士砂防工事事務所〕〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 21 日付）
「『古道を探る』に感動

郷土史同好会の総会で上映」〔富士宮市郷土史同好会〕〔村山

古道〕〔富士宮キネマクラブ〕〔影山利雄〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 21
日付）
「飲み水は安全か〈17〉第２部
士宮に８ゴルフ場

複合汚染

水源の周辺

使用農薬は 71 種類も

富士・富

引き続き『監視』必要（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９

９４年＝平成６年６月 22 日付「検証 94」）
「富士山の世界遺産問題

地元市長として“慎重論”富士山の自然を守る会

渡辺市長と

懇談会」〔オートキャンプ場〕〔電源開発鉄塔建て替え〕（『岳南朝日』１９９４年＝平
成６年６月 22 日付）
「３庁が前向き検討

富士山を世界遺産に」〔環境庁〕〔文化庁〕〔林野庁〕〔富士山を

世界遺産とする連絡協議会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 22 日付）
「飲み水は安全か〈18〉第２部
汚染”と地元

複合汚染

水源の周辺

清流にたまるヘドロ“ニジマス

異臭漂う芝川の源流（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年

＝平成６年６月 22 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈19〉第２部
流の水は暗く

地元

複合汚染

水源の周辺

金魚藻も魚も姿を消し

芝川本

源流の水質に強い関心（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１

９９４年＝平成６年６月 25 日付「検証 94」）
「産業廃棄物不法投棄で組員逮捕

県警、後藤組の資金源にメス」〔産廃〕（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年６月 24 日付）
「飲み水は安全か〈20〉第２部
腰上げる富士養鱒

複合汚染 水源の周辺 ニジマス汚染

決め手は沈殿池？

業者は『個々の対応はムリ』（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年６月 22 日付「検証 94」）
「衣掛松の碑

富士宮市西町（沢田正彦）」〔源平合戦〕（『岳南朝日』１９９４年＝平

成６年６月 25 日付「シリーズ〈12〉歴史を旅した石たち」）
「飲み水は安全か〈21〉第２部

複合汚染

水源の周辺
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産廃処分場と水源“ニアミス”

起こす

半径１㌔以内に 30 カ所（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平

成６年６月 22 日付「検証 94」）
「７月１日

夏の幕開け

富士山お山開き」〔山頂郵便局〕〔富士山入山式〕（『岳南朝

日』１９９４年＝平成６年６月 26 日付）一部▲▲
「１９９４・７・１ 富士山お山開き

頂上富士館

牧野酒造

アテネスタヂオ

浅間大社

大頂寺」〔共同広告〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 26 日付）
「シンポ『富士は生きている』自然、文化的価値を再認識
力

政府も『世界遺産の推進へ努

パネラーの意見』」〔富士山を世界遺産とする連絡協議会〕〔梅原猛〕〔渡辺定元〕

〔若林淳之〕〔桜井正昭〕〔白籏史朗〕〔杉山恵一〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６
年６月 28 日付）
「飲み水は安全か〈22〉第２部
安

管理型処分場の水対策

複合汚染

水源の周辺『厚さ１・５㍉余』シートへの不

80 年以前は PS 生投棄も（本紙「水道」取材班）」（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年６月 28 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈23〉第２部
査

複合汚染

水源の周辺

処分場跡地

５年間ほど追跡調

真っ黒な灰、ドッサリ『全く影響がないとは…』（本紙「水道」取材班）」（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年６月 29 日付「検証 94」）
「火山砂防検討委（仮称）も開催

富士砂防

94 年度事業概要を発表砂防」〔富士砂防工

事事務所〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年６月 30 日付）
「８日に全面開通めざす

富士山山開き・富士宮口」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６

年６月 30 日付）
「飲み水は安全か〈24〉第２部
ン・尿が起因？山ろく４市中

複合汚染

水源の周辺

窒素が高データ示す

肥料・フ

富士宮市が“高値安定”（本紙「水道」取材班）」（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年６月 30 日付「検証 94」）
「河川浄化に特別チーム設置

水源保護条例も前向きに検討

６月定例会一般質問」
（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年７月１日付）
「夏山富士、盛大に幕開け

未明に手筒花火が彩り」〔富士山入山式〕（『岳南朝日』１

９９４年＝平成６年７月２日付）
「飲み水は安全か〈25〉第２部
約５０００頭の牛

複合汚染

水源の周辺

チッソ肥料が地下浸透

朝霧に

フン・尿は年間８万㌧近く（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年７月１日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈26〉第２部
水道 茶畑に囲まれた水源

複合汚染

水源の周辺

チッソが基準値オーバー

汚染された井戸

神谷地区簡易

２つの井戸とも廃止に（本紙「水

道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月２日付「検証 94」）
「王藤内の墓

富士宮市黒田（沢田正彦）」〔源平合戦〕（『岳南朝日』１９９４年＝平

成６年７月２日付「シリーズ〈13〉歴史を旅した石たち」）
「富士山スカイラインが無料開放

25 年間の役割果たし

管理事務所

有料最後のドラ

イバーに花束」〔スカイライン無料化〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月２日付）
「飲み水は安全か〈27〉第２部

複合汚染

れる『硫アン』チッソ高データと比例

水源の周辺

汚染された井戸

茶畑に散布さ

将来にわたり監視が必要（本紙「水道」取材班）」

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月３日付「検証 94」）
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「10 日から富士山郵便局『かもめ～る』とセットで涼感も倍増」（『岳南朝日』１９９４
年＝平成６年７月３日付）
「富士山お山開き

火と水テーマに」〔村山浅間神社〕〔富士山入山式〕〔護摩供〕〔長

沢亮太〕〔関口流抜刀術〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月３日付「カメラの目」）
「飲み水は安全か〈28〉第２部

複合汚染

水源の周辺

汚染された井戸

原田地区簡易

水道“腸チフス”で幕『悪い条件が重なった』水はいまもこんこんと（本紙「水道」取材
班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月５日付「検証 94」）
「マイカー規制をＰＲ

８月 12 日～18 日 ポスターなど発行」〔スカイライン〕〔シャ

トルバス〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月６日付）
「オキシダント注意報発令

今夏初めて」〔公害〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年

７月６日付）
「飲み水は安全か〈29〉第２部
レジャー汚染

複合汚染

目に余るゴミの散乱

水源の周辺

汚染された井戸

田貫湖周辺の

キャンプ禁止を求める声も（本紙「水道」取材班）」

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月６日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈30〉第２部
溶剤 潤井川、湧玉池で検出

複合汚染

地下水は警告する

発ガン性もつ有機塩素系

80 年代半ばに問題化（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝

日』１９９４年＝平成６年７月７日付「検証 94」）
「光化学オキシダント異常発生か

屋外の活動などに注意

富士地区２市１町」（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年７月８日付）
「入り込み予想は６万人

田貫湖キャンプ場

土曜日は予約満杯」（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年７月８日付）
「７日全面開通

富士山富士宮口登山道」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月８日

付）
「飲み水は安全か〈31〉第２部
霊水”もハイテク汚染

複合汚染

地下水は警告する

高濃度のトリクロ検出“

２年かけて汚染を特定『恐ろしさ思い知らされた』（本紙「水道」

取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月８日付「検証 94」）
「今年の豊作祈り

浅間大社

古式ゆかしくお田植え祭」（『岳南朝日』１９９４年＝平

成６年７月８日付）
「下草刈りで社会貢献

年金受給者 40 人が参加」〔西臼塚駐車場〕（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年７月８日付）
「五合目で高山の鳥と植物観察

野鳥の会支部」〔日本野鳥の会〕（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年７月８日付）
「飲み水は安全か〈32〉第２部
出

クローズド化で徹底指導

複合汚染

地下水は警告する“トリクロ汚染水”今も検

しかし『ゼロ』の見通しなし（本紙「水道」取材班）」（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年７月９日付「検証 94」）
「帳ケ塚の万霊供養塔墓

富士市中野（沢田正彦）」〔源平合戦〕（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年７月９日付「シリーズ〈14〉歴史を旅した石たち」）
「高山の鳥・植物の観察会

日本野鳥の会富士宮支部」（『岳南朝日』１９９４年＝平成

６年７月８日付）
「飲み水は安全か〈33〉第２部

複合汚染

地下水は警告する
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柳島でトリクロ汚染

局

所的“不法投棄説”も“決め手”見当たらず

当面は継続監視か

富士市（本紙「水道」

取材班）第二部終わり」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 10 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈34〉第３部
『鉛』頭痛、疲労感、腎障害も

明日の水のために

問われる水道管

体内に蓄積される

90 年に鉛管など使用禁止に（本紙「水道」取材班）」（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年７月 12 日付「検証 94」）
「富士登山者を温かく歓迎

木の花会が無料休憩所開く」〔浅間大社〕（『岳南朝日』１

９９４年＝平成６年７月 12 日付）
「飲み水は安全か〈35〉第３部
が高データ

明日の水のために

両市とも基準クリアだが…

問われる水道管

82 年まで鉛管を使用

富士宮は『亜鉛』

現状『分からない』と富

士市（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 13 日付「検証
94」）
「富士山にフジザクラを

関係９団体が植栽を協議」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６

年７月 13 日付）
「８月からＰＲ活動

スカイラインマイカー規制で」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６

年７月 13 日付）
「飲み水は安全か〈36〉第３部
石綿管

検査せず現在も使用

明日の水のために

問われる水道管“ほったらかし”の

富士市・富士宮市『切り替え』はするが…（本紙「水道」

取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 14 日付「検証 94」）
「ビデオでゴミ持ち帰りＰＲ

シャトル運行で初の試み

一斉清掃は８月 21 日」〔富士山

をいつまでも美しくする会〕〔シャトルバス〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月
14 日付）
「富士山の世界遺産推薦で国へ意見書

県議会６月定例会」（『岳南朝日』１９９４年＝

平成６年７月 14 日付）
「元教員らの戦争体験『いちろく無惨』『子供に語り伝えて…』静岡師範卒業生

平和教

育にと教委へ寄贈」〔『いちろく無惨－静岡師範学校昭和十六年卒業生の記録』静岡師範
学校昭和十六年卒業一六会編・発行、１９９４年〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年
７月 14 日付）
「飲み水は安全か〈37〉第３部

明日の水のために

今、なぜ浄水器

第３ブーム背景に

増える“家族防衛派”『質』問われる浄水器（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１
９９４年＝平成６年７月 15 日付「検証 94」）
「新入社員が下記刈りに汗『富士急記念の森林』でカマ振るう」（『岳南朝日』１９９４
年＝平成６年７月 15 日付）
「飲み水は安全か〈38〉第３部
つき フィルターとカートリッジ

明日の水のために

今、なぜ浄水器

除去能力にはばら

３カ月で“汚れ”びっしり（本紙「水道」取材班）」

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 16 日付「検証 94」）
「『袖日記』の解読に着手

富士宮市教委

５年計画で調査研究」
〔『駿州大宮町横関家 袖

日記 (壱番・弐番・四番)（五番・六番）（七番）（八番・九番）（拾番）』富士宮市教
育委員会編・発行、１９９６～２００１年〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 16
日付）
「賽の河原の六地蔵

富士宮市大岩（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年
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７月 16 日付「シリーズ〈15〉歴史を旅した石たち」）
「飲み水は安全か〈39〉第３部

明日の水のために

今、なぜ浄水器

除去効果にも一長

一短 消費者の“選ぶ目”必要

おいしさと安全性の間で（本紙「水道」取材班）」（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年７月 17 日付「検証 94」）
「登山客に安全呼びかけ

富士山警備派出所を開設」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６

年７月 17 日付）
「飲み水は安全か〈40〉第３部
水器以外の家庭防衛

明日の水のために

煮沸法や汲み置き

９割の学校が水筒持参

大阪市

浄

いずれの方法にも欠点（本紙「水道」取材班）」

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 19 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈41〉第３部
ラルウオーター

明日の水のために

基準外の農薬、トリクロ

浄水器以外の家庭防衛

売れるミネ

細菌学的には『安全』だが（本紙「水道」取

材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 20 日付「検証 94」）
「富士登山駅伝に挑戦

市民ランナーチ－ム『百姓一揆』が男意気」〔富士登山駅伝競走〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 20 日付）
「飲み水は安全か〈42〉第３部

明日の水のために

“切り札”89 年に補助事業スタート

合併処理浄化槽の現状

河川浄化の

普及はスローペース（本紙「水道」取材班）」（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年７月 21 日付「検証 94」）
「食品・環境衛生をチェック

富士山山室一斉監視指導

11 宿泊施設を対象に」〔山室衛

生〕〔富士宮保健所〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 22 日付）
「飲み水は安全か〈43〉第３部
しずつ住民に浸透

明日の水のために

合併処理浄化槽の現状

特定地域 少

維持コストは高いが河川浄化は必要（本紙「水道」取材班）」（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年７月 22 日付「検証 94」）
「『霊地から観光地へ』沢田さん、登山の今昔語る

富士山文化塾」〔富士山文化研究会〕

〔沢田政彦〕〔女人禁制〕〔女学校の団体登山〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７
月 22 日付）
「飲み水は安全か〈44〉第３部
道

明日の水のために

河川浄化の試み

安曇村に特定下水

高知では『四万十川方式』雑排水から清流守れ（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝

日』１９９４年＝平成６年７月 23 日付「検証 94」）
「青島の磔八幡

富士市青島（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 23

日付「シリーズ〈16〉歴史を旅した石たち」）
「飲み水は安全か〈45〉第３部
をみる

明日の水のために

乳酸飲料容器３万個を河川に

河川浄化の試み

御殿場市の実験地

バクテリアが汚染を浄化（本紙「水道」取材班）」

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 24 日付「検証 94」）
「同郷の還暦登山者迎え

岳南地区新潟県人会が交流」〔浅間大社〕（『岳南朝日』１９

９４年＝平成６年７月 26 日付）
「飲み水は安全か〈46〉第３部

明日の水のために『水源二法』の施行 地元に合った活

用を 各自治体の知恵と意欲が試される…（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９
９４年＝平成６年７月 27 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈47〉第３部
けあるのか

明日の水のために

地下水調査の現状

地下水はどれだ

富士宮は推計１５０万㌧近く“謎解き”10 月以降分析へ（本紙「水道」取材
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班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 28 日付「検証 94」）
「富士登山などで交流

『富士と琵琶湖を結ぶ会』来宮」（『岳南朝日』１９９４年＝平

成６年７月 30 日付）
「飲み水は安全か〈48〉第３部

明日の水のために

地下水調査の現状

問われる“地下

水の質”『適正利用』めざし計画策定『実態に近い使用量を』富士市（本紙「水道」取材
班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年７月 30 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈49〉第３部
か

塩素の代替、オゾン処理

リング㈱代表

明日の水のために
産廃処分場

提言１（上）安全とるか経済性とる

水源汚染防止の徹底を

環境企画エンジニア

渡辺佐一郎さん（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝平

成６年７月 31 日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈50〉第３部
量規制が早急の課題

明日の水のために

水源二法

ンジニアリング㈱代表

提言１（下）水道水中の有害物質

トリハロ対象は評価

総合的な法律が必要

総

環境企画エ

渡辺佐一郎さん（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９

４年＝平８月２日付「検証 94」）
「富士

環境審がスタート

公対審から発展的移行

会長に岡部氏

幅広い問題を諮問」

〔公害対策審議会〕〔環境審議会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月３日付）
「富士山麓にタクシーが走った日

走り続けて 82 年 タクシーの日特集’94

大正 10 年

大宮町にフォードが登場

昭和 10 年富士五湖めぐり 15 円

開け“福祉の足”として

」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月３日付）

「岳南自動車

富士タクシー

急石川タクシー
ハイヤー
海交通

篠原タクシー

トンボ交通

富士急静岡ハイヤー
昭和タクシー

生活・観光支えて最盛期が幕

鷹岡タクシー

富士宮交通

平和タクシー 安全タクシー

芝川タクシー

ホンダタクシー

田子の浦タクシー

富士

シンフジ

富士交通

東

静岡県タクシー協会富士支部」〔共同広告〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６

年８月３日付）
「富士山をイラスト化しＰＲ

表富士イメージポスター決まる」〔富士地域観光振興協議

会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月５日付）
「シャトルバスに体験試乗」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成
６年８月５日付）
「登岳三拾三回大願成就碑

富士宮市村山（沢田正彦）」〔佐藤八代吉〕〔小田小平〕〔金

龍講〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月６日付「シリーズ〈17〉歴史を旅した石
たち」）
「シャトル輸送に準備万端

富士山スカイライン

駐車場整備ほぼ完了」〔シャトルバス〕

〔マイカー規制〕〔西臼塚駐車場〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月７日付）
「飲み水は安全か〈51〉第３部

明日の水のために

理が必要

フミン質減らすか高次処理か

高いトリハロ基準値

連絡協議会事務局

提言２（上）産廃処分場

慎重な管

富士山を世界遺産とする

中島信哉さん（本紙「水道」取材班）」（『岳南朝日』１９９４年＝

平８月７日付「検証 94」）
「飲み水は安全か〈52〉第３部
水環境全体を守る対策を
紙「水道」取材班

明日の水のために

提言２（下）化学物質の規制は可能

富士山を世界遺産とする連絡協議会事務局

中島信哉さん（本

片岡伸行・深沢税・安江桂介・小山忠行）おわり」（『岳南朝日』１
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９９４年＝平８月９日付「検証 94」）
「有機塩素系溶剤

湧水・井戸で検出

３カ所で基準オーバー

１９９４年＝平８月９日付」）「『富士川舟運』を再現

富士宮市」（『岳南朝日』

山梨・鰍沢の若者グループ

高

瀬舟に積む塩運ぶ」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 10 日付）
「身延山道（甲州往還）〈上〉深沢彪

富士宮市泉町」（『岳南朝日』１９９４年＝平成

６年８月 10 日付「ふるさと再発見」）
「シャトル運行あすから開始

富士山スカイライン」〔シャトルバス〕〔マイカー規制〕

〔西臼塚駐車場〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 11 日付）
「冨士砂防の試案を作成

２００１年までの構想策定へ

建設省冨士砂防工事事務所」

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年月日付）
「大当たり夏山富士

表富士宮口

猛暑や無料化で７月は ２万人が登山」（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年８月 11 日付）
「シャトルバス新５合へ

マイカー規制がスタート

富士山スカイライン

初日は混乱も

なく」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 13 日付）
「22 日に一斉清掃実施

総勢８００人余が参加」
〔富士山をいつまでも美しくする会〕
（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年８月 13 日付）
「大侠次郎長開墾記念碑

富士市次郎長町（沢田正彦）（『岳南朝日』１９９４年＝平成

６年８月６日付「シリーズ〈14〉歴史を旅した石たち」）
「富士山の蝶多彩に

信金で小林さんが採集展」〔小林国彦〕（『岳南朝日』１９９４年

＝平成６年８月 14 日付）
「シャトルバスを体験試乗

17 日に実施 富士山の自然を守る会」（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年８月 14 日付）
「シャトルバス

３日間で２万人近く利用

臨時便含め４２８台運行」〔スカイライン〕

〔マイカー規制〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 18 日付）
「硫黄酸化物が微増

使用燃料・煤煙発生施設年間排出量

燃料は１６４万㌧に

富士市」

〔公害〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 18 日付）
「富士宮最古の道祖神

富士宮市山宮（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６

年８月 20 日付「シリーズ〈15〉歴史を旅した石たち」）
「シャトルバス雲上へ

渋滞解消、自然保護の“切り札”」〔スカイライン〕〔マイカー

規制〕〔西臼塚駐車場〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 20 日付「グラフ特集」）
「富士山スカイライン

シャトルバス総決算

７日間で３万人余が利用 運行期間と時間

延長求める声も」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 21 日付）
「きょう富士山一斉清掃

富士宮芙蓉ＬＣ

改良ごみばさみで一役」〔富士山をいつまで

も美しくする会〕〔富士宮芙蓉ライオンズクラブ〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年
８月 21 日付）
「富士山一斉清掃

登山者増でゴミも増

富士宮・御殿場登山口

モラルの低さ変わらず」

〔富士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 23 日付）
「富士山に初冠雪

昨年よりも１カ月早く」〔富士山測候所御殿場基地〕（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年８月 23 日付）
「産廃処分場に反対陳情

富士宮市星山一区

署名添えて提出」〔公害〕〔富士宮市産業
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廃棄物処理事業協同組合〕〔星山の環境を考え守る会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成
６年８月 24 日付）
「富士山ふれ合いウオーク

10 月下旬実施要項決まる」（『岳南朝日』１９９４年＝平成

６年８月 24 日付）
「身延山道（甲州往還）〈下〉深沢彪

富士宮市泉町（おわり）」（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年８月 10 日付「ふるさと再発見」）
「高山病 77・７％める

富士山衛生センター

今夏の利用者大幅増」（『岳南朝日』１９

９４年＝平成６年８月 25 日付）
「宝永大地震の供養塔

芝川町長貫（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年

８月 27 日付「シリーズ〈20〉歴史を旅した石たち」）
「マイカー規制で事故減少

富士山警備派出所

遺失・拾得前年上回る 」（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年８月 31 日付）
「村山浅間神社

富士山閉山式

護摩供養など修験行事も」〔村山口登山道保存観光資源

化推進協議会〕〔元村山青年団〕〔富士山修験道場〕〔村山古道〕〔富士山峯入り修行〕
〔村山婦人会〕〔赤野竹司〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年８月 27 日付）
「朝霧高原に産廃投棄

暴力団幹部ら６人逮捕

県警・富士宮署」（『岳南朝日』１９９

４年＝平成６年９月１日付）
「大淵畑総 90％ラインに

着手 20 年

道路から畑灌事業へ

生活環境も改善される

富

士根畑総と共存共栄」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年９月３日付）
「万野用水取水口の石組

富士宮市万野（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成

６年９月３日付「シリーズ〈21〉歴史を旅した石たち」）
「富士山閉山式

村山修験行事を再現

札打ちや護摩焚き上げ」〔富士山峯入り修行〕〔富

士山修験道場〕〔村山古道〕〔長沢亮太〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年９月６日
付）
「発心門付近から角柱」〔赤野竹司〕〔村山古道〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年
９月６日付）
「夏山富士に別れ告げ

浅間大社で閉山奉告祭」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年９

月８日付）
「往時の修験道を今に

村山浅間神社の閉山祭で披露」〔富士山峯入り修行〕〔富士山修

験道場〕〔長沢亮太〕〔富士山閉山式〕〔護摩供〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年
９月 13 日付「カメラの目」）
「宮農生がクリーン作戦

富士登山道や田貫湖で」〔富士宮農業高校〕（『岳南朝日』１

９９４年＝平成６年９月９日付）
「雁堤人柱之碑

富士市松岡（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年９月 10

日付「シリーズ〈22〉歴史を旅した石たち」）
「倭文神社と別所古墳の謎

郷土史家 佐野十三郎（つづく）」〔アイヌ遺跡〕（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年９月 14 日付「ふるさと再発見」）
「倭文神社と別所古墳の謎

郷土史家 佐野十三郎（おわり）」〔アイヌ遺跡〕（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年９月 21 日付「ふるさと再発見」）
「浅間大社遺跡群の発掘調査

周辺に井戸など生活の跡」（『岳南朝日』１９９４年＝平
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成６年９月 28 日付）
「飢渇川と潤井川

富士宮市郷土史同好会会員

井出栄一」〔大沢崩れ〕〔星山放水路〕

〔神代杉〕〔備前土手〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年９月 28 日付「ふるさと再発
見」）
「内房口の戦と首塚

芝川町尾崎（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10

月１日付「シリーズ〈23〉歴史を旅した石たち」）
「山ろく林業が“危機”『管理放置林』が８０００㌶に

防災面からも施業周知」（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月２日付）
「まず自然公園大会成功など

活動に３本の柱

学習会を開催

守るだけでなく復元を

杉山静大教授が強調」〔富士山を世界遺産に登録する富士宮市民の会〕〔土橋昌訓〕〔杉
山恵一〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月４日付）
「富士山、早くも冬模様

ふもとからくっきり雪の綿帽子」〔富士山測候所御殿場基地〕

（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月７日付）
「今夏の高齢者富士登山

史上３番目を記録

最高齢者は１０２歳

頂上の記帳者は９３

６人」〔浅間大社〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月８日付）
「オーストリア砂防・雪崩学会視察団が来宮

富士山大沢扇状地など見学」〔富士砂防工

事事務所〕〔砂防シンポジウム〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月８日付）
「根北地区で進む農地保全事業

県営施工

生活環境も変わり粟倉はまもなく全体像

村

山は 32％の工程消化」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月８日付）
「釜口つり橋の遭難碑

芝川町長貫（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年

10 月８日付「シリーズ〈24〉歴史を旅した石たち」）
「日本最大級のマリモ群落

西湖

北岸沖合に確認

東西 70 ㍍南北 30 ㍍

緩い斜面、湧

泉で生育」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月 19 日付「峡南・富士五湖」）
「朝霧野外活動センター
たっぷり

新施設概要決まる

ドイツの古城イメージ

ゆとりのスペース

宿泊全室から富士山一望」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月 22 日付）

「信教の自由と人権で抗議集会」〔創価学会〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10
月 22 日付）
「札打ち場から八幡堂へ

保存の会 旧村山口登山道探索会」〔村山古道〕〔富士山表口

村山登山道保存の会〕〔元村山青年団〕〔赤野竹司〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６
年 10 月 22 日付）
「地元のむかし話を掘り起こす

人気集めた東電昔話キャラバン」〔渡井正二〕（『岳南

朝日』１９９４年＝平成６年 10 月 22 日付）
「熱原法難と神四郎墓

富士市厚原（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年

10 月 22 日付「シリーズ〈26〉歴史を旅した石たち」）
「フジザクラ４００本植える

緑化推進市民の会

富士登山道沿いに」〔スカイライン〕

〔富士宮市の花〕（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 10 月 25 日付）
「産廃を不法投棄

暴力団幹部ら３人逮捕

富士宮署」〔公害〕（『岳南朝日』１９９４

年＝平成６年 10 月 25 日付）
「元陸軍少戦校の門柱

富士宮市上井出（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成

６年 11 月５日付「シリーズ〈27〉歴史を旅した石たち」）
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「西山本門寺の三堂廃跡

芝川町西山（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６

年 11 月 12 日付「シリーズ〈28〉歴史を旅した石たち」）
「軽装登山の男性凍死

富士山９合５勺付近で」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 11

月９日付）▲▲
「大悟庵

千年杉に映える観音大画像

霊場として参詣者 にぎわう」（『岳南朝日』１９

９４年＝平成６年 11 月 11 日付「信仰と宗教」）
「浅間大社の歴史と信仰

第８回富士山文化塾

金森権宮司が講演」〔金森安彦〕（『岳

南朝日』１９９４年＝平成６年 11 月 18 日付）
「角田桜岳墓銘碑

富士宮市東町（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 11

月 19 日付「シリーズ〈29〉歴史を旅した石たち」）
「鶴芝ノ碑

富士市本市場（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 11 月 26

日付「シリーズ〈30〉歴史を旅した石たち」）
「神田川畔題目碑

富士宮市元城町（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年

12 月３日付「シリーズ〈31〉歴史を旅した石たち」）
「東海道大宮街道の道しるべ

富士市広見公園内（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４

年＝平成６年 12 月 10 日付「シリーズ〈32〉歴史を旅した石たち」）
「芙蓉館塾を偲ぶ

郷土史研究家

佐野十三郎（おわり）」〔富士重本〕（『岳南朝日』

１９９４年＝平成６年 12 月 14 日付「ふるさと再発見」）
「富士川水難者供養塔

芝川町橋場（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年

12 月 17 付「シリーズ〈33〉歴史を旅した石たち」）
「坂戸眺望の里、富士根北部地区

岳南と庵原が一望

地名に歴史の香り

畑作物で描く

風景画（佐野満）」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 12 月 23 日付「さんぽ道」）
「大石寺が 10 万円

歳末たすけあい募金へ」（『岳南朝日』１９９４年＝平成６年 12 月

27 日付）

■１９９５年＝平成７年
「超然と屹立する独立峰」〔写真〕〔吹ったて〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年１
月１日付）
「富士の巻狩りと猪土手

富士宮市郷土史同好会

＝平成７年１月１日付「正月特集

渡井一信」（『岳南朝日』１９９５年

猪にちなむ郷土の話」）

「江戸時代のむらおこし－曽我八幡宮の江戸『出開帳』

沢田正彦」（『岳南朝日』１９

９５年＝平成７年１月５日付「ふるさと再発見」）
「山ろく野渓を広域ガード
下では調査工

沈砂地や流路護岸工など

富士砂防事業順調に進展

源頭部

異例の水づくり作業」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年１月 10 日付）
「江戸～明治の絵馬を展示

富士山信仰の表現も

郷土思慮往還」（『岳南朝日』１９９

「水不足とのたたかい－二股（又）村の歴史から

井出栄一（つづく）」〔二又村〕〔道

５年＝平成７年１日 10 付）
者道〕〔津屋弘逵〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年１月 11 日付「ふるさと再発見」）
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▲▲
「富士山の環境保全を論議

国と山静両県が初会合」〔富士箱根伊豆国立公園富士山地域

環境保全対策協議会〕〔環境庁〕〔世界遺産〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年１月
13 日付）
「身延線に特急列車運行

新型車両で今秋から

急行『富士川号』に替わって

大型窓祭

用で快適に」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年１月 13 日付）
「メンコや福笑いなども

粟倉分校で昔の遊び集会」〔富士根北小〕（『岳南朝日』１９

９５年＝平成７年１月 13 日付）
「水不足とのたたかい－二股（又）村の歴史から

井出栄一（つづく）」〔二又村〕（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年１月 18 日付「ふるさと再発見」）▲▲
「水不足とのたたかい－二股（又）村の歴史から

井出栄一（つづく）」〔天保５年の雪

代〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年１月 25 日付「ふるさと再発見」）▲▲
「スーパーフジマキ

富士山環境保護カード発行

売上金の一部

水と緑の創生基金に」

〔富士宮市水と緑の創生基金〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年１月 27 日付）
「B29 撃墜

あの日から 50 年

悪夢と恐怖のどん底

脱出米兵『殺せ』と激昂する市民 目

撃者の証言」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年１月 27 日付） ←１９８５年＝昭和 60
年１月 27 日付「B29 撃墜の“悪夢”から 40 年」に関連記事。
「水不足とのたたかい－二股（又）村の歴史から

井出栄一（おわり）」〔富士根北小〕

（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年２月１日付「ふるさと再発見」）▲▲
「岳南地方の戦後 50 年
活用品

くらし、史上最大の変革時代でした

農村を中心に激変

むしろ、みの、荷車消える

天秤棒からマイカーへ

生

背景には経済成長『使い捨て』

が拍車」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年２月３日付）
「続 水不足とのたたかい－千貫松共同作業組合の諸規簿から

井出栄一」〔村山道〕〔山

奉行〕〔恩地養宗の救いの水〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年２月８日付「ふるさ
と再発見」）▲▲
「東海一のダルマ市

毘沙門天大祭にぎわう」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年２月

８日付）
「頭から冷水ざんぶり

百日間荒行の副住職帰山

大泉寺で星祭り」（『岳南朝日』１９

９５年＝平成７年２月 14 日付）
「安政東海地震を探る～『袖日記』の記録から

若林和司（つづく）」（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年２月 15 日付「ふるさと再発見」）
「岳南鉄道（1）地域発展の歴史乗せて 松永由紀子」〔岳南電車〕（『岳南朝日』１９９
５年＝平成７年２月 16 日付「ウオッチング駅
「全国６例目の富士曼荼羅

市内 16 の駅を訪ねて」）

富士宮浅間大社で発見

保存は良好

江戸時代初期の作か

頂上に鳥居、仏の姿はなく」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年２月 17 日付）
「安政東海地震を探る～『袖日記』の記録から

若林和司（つづく）」（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年２月 22 日付「ふるさと再発見」）
「安政東海地震を探る～『袖日記』の記録から

若林和司（つづく）」（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年３月１日付「ふるさと再発見」）
「安政東海地震を探る～『袖日記』の記録から
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若林和司（おわりに）」（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年３月８日付「ふるさと再発見」）
「岳南鉄道（２）えんとつの向こうに歴史が見える

松永由紀子」〔岳南電車〕（『岳南

朝日』１９９５年＝平成７年３月 16 日付「ウオッチング駅
「富士塚

富士市鈴川

市内 16 の駅を訪ねて」）

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年３月 18 日付「シ

リーズ〈42〉歴史を旅した石たち」）
「井出家高麗門など市文化財に

古い建築様式を今に継承」〔駒止めの桜〕（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年３月 18 日付）
「いま、富士山と水は

ふるさと環境探検隊が始動」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７

年３日 24 付）
「出水の不動尊

富士宮市大岩

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年３月 25

日付「シリーズ〈43〉歴史を旅した石たち」）
「山宮小

20 年前にタイムスリップ

カプセルから思い出次々

開校１００年目のクラ

スメート」『岳南朝日』１９９５年＝平成７年３月 28 日付）
「学識者が提言、要望

富士砂防の懇談会開催」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年３月 28 日付）
「地域の水に感謝

村山の北井久保で水道祭」〔北井久保畑かん事業組合〕〔畑灌〕『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年３月 29 日付）
「『富士山こどもの国』の建設順調

調整池は８月完成へ」（『岳南朝日』１９９５年＝

平成７年３月 20 日付）
「区めぐり

村山二区

「仁藤春耕の道しるべ

大森悦夫区長」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年３月 30 日付）
富士市広見公園（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９５年＝平成

７年４月１日付）
「おしきみ栽培

いまや特産作目に

仮植が始まる

岳南地方」〔シキミ〕（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年４月１日付）
「愛鷹明神伝綺

異聞・竹取物語－幻の赫夜姫之命

白穂台散士

富士宮市黒田」（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年４月５日付「ふるさと再発見」）
「富士山関係の資料寄贈

広瀬潔氏が図書に書籍や写真集など 42 点」〔広瀬洋一〕〔山の

気象研究会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年４月８日付）←寄贈リストは富士宮市
立中央図書館調査研究室カウンターに相談してください。
「陸軍少年戦車兵学校始末

沢田正彦（つづく）」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年

４月 12 日付「ふるさと再発見」）
「岳南鉄道（３）田園風景にも時代の流れ

松永由紀子」〔岳南電車〕（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年 4 月 13 日付「ウオッチング駅
「陸軍少年戦車兵学校始末

市内 16 の駅を訪ねて」）

沢田正彦（おわり）」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年

４月 19 日付「ふるさと再発見」）→「世界遺産富士山構成資産を歩く〈34〉〕（２０１６
年＝平成 28 年 10 月 20 日付）、「岳麓に戦車兵学校

近く誕生」（『静岡新報』１９４１

年＝昭和 16 年 11 月 28 日付）などに関連記事あり。なお、「岳麓に戦車兵学校」（『静岡
新報』１９４１年＝昭和 16 年 11 月 28 日付）では戦車兵学校の募集要項が分かる。
「刈宿の『下馬桜』がライトアップ

やみの中に神秘の輝き」（『岳南朝日』１９９５年

＝平成７年４月 20 日付）→「頼朝の下馬桜

ライトアップ中止」（１９９７年＝平成９年
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２月６日付）に関連記事。
「有害３物質
ー

すべて基準値以下

芝川本流・潤井川支流

トリクロなど 10 カ所中、９カ所で検出

大腸菌オーバ

市公害対策が発表」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９９５

年＝平成７年４月 21 日付）
「春山対策で打ち合わせ

山岳遭難防対協支部

看板設置など決める」〔静岡県山岳防止

対策協議会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年４月 22 日付）
「イモウエツツジが開花

猪之頭

例年より５日遅れて」〔ミツバツツジ〕（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年４月 26 日付）
「オウムの未就学児童問題『通学できる環境なし』市内校への受け入れ無理
転入認めず

26 日以降の

渡辺市長言明」〔オウム真理教〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年４月

27 日付）
「長谷川容疑者の身柄を送検」〔長谷川茂之〕〔オウム真理教〕（『岳南朝日』１９９５
年＝平成７年４月 27 日付）
「富士山スカイラインが開通

GW を前に」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年４月 27

日付）
「キーワードは『富士山』異分野５館がスクラム

富士山ネットワーク推進会

観光事業

の一助にも」〔奇石博物館〕〔富士美術館〕〔裾野市立富士山資料館〕〔富士山御胎内清
宏園〕〔富士市立博物館〕〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』１９９５年＝
平成７年５月 14 日付「話題’95」）
「大頂寺

知的国際人だった先代上人

江戸中期に堂宇一切が消失」〔石井眞峯〕（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年５月 17 日付「信仰と宗教」）
「光化学スモッグに警戒態勢

岳南地域

昨シーズンは４年ぶりの注意報」（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年５月 19 日付）
「自然豊かな富士山に

静岡営林署

２００人参加し植樹祭」〔富士山自然休養林〕（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年５月 20 日付）
「殺人・殺人未遂

細川容疑者逮捕

サリン事件」〔オウム真理教〕〔細川高伸〕（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年５月 20 日付）
「富士宮で東海自然歩道連協総会

11 都府県市町村が参加

来月６日」（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年５月 23 日付）
「オウム教団の解散請求決議へ

富士宮市議会各派が一致」（『岳南朝日』１９９５年＝

平成７年５月 24 日付）
「雨期に備え点検

富士農林事務所

治山施設をパトロール」（『岳南朝日』１９９５年

＝平成７年５月 24 日付）
「産廃処理事業協組

難航する処分場確保

地域住民の合意得られず」（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年５月 26 日付）
「サリン防毒衣装備

消防組合本部が２着購入」〔オウム真理教〕（『岳南朝日』１９９

５年＝平成７年５月 26 日付）
「人穴史跡を学術調査

市文化課

県文化財指定も視野に」（『岳南朝日』１９９５年＝

平成７年５月 30 日付）
「パラグライダー遭難相次ぐ

毛無山で落下、一人死亡
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不時着、一時行方不明に

捜索

隊が救出」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年５月 30 日付）
「もう一つの富士山

三浦公雄（静岡県自然公園指導員・静岡県富士山子どもの国アドバ

イザー）」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年５月 30 日付「私の発言」）
「富士本家

富士宮市山宮

山宮神事に硯の水献上

富士清明屋敷を護持」
〔山下健〕
（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年５月 31 日付「家門と郷士」）▲▲
「平家越の碑

富士市依田橋」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年６月３日付「シリー

ズ〈52〉歴史を旅した石たち」）
「土砂災害防止でパト

急斜面地や土石流危険 12 カ所」（『岳南朝日』１９９５年＝平成

７年６月６日付）
「『水と緑』を基本テーマに

富士山の自然を守る会が活動方針」（『岳南朝日』１９９

５年＝平成７年６月６日付）
「開祖角行の教え継承

富士講信者が人穴で慰霊祭」〔大日本富士教〕（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年６月６日付）
「織田信長の首の行方－西山本門寺のヒイラギは語る
５年＝平成７年６月７日付「ふるさと再発見
「関係省庁へ整備要請

遠藤秀男」（『岳南朝日』１９９

郷土史話（１）」）

東海自然歩道連協が総会」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年

６月８日付）
「富士山南麓ルート

３期事業区間決まる

優先整備区間は 14・２㌔に

山宮から北山イ

ンター間２㌔も」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年６月 14 日付）
「サリンの副生成物検出されず

県がオウム下流域の地下水調査」〔公害〕（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年６月 14 日付）
「宝永四年の山崩れ秘話－地震墓と一字一石経

遠藤秀男」〔宝永噴火？〕〔飽休庵「大

地震富士山焼出之事」（『浅間神社文書纂』浅間神社社務所編・出版、１９３１年）所収〕
〔宝永地震〕〔白鳥山〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年６月 14 日付「ふるさと再発
見

郷土史話（２）」） ←遠藤秀男氏は宝永地震と宝永噴火を区別していないようだ。「星

山『富士川遭難の碑』」（６月 28 日付「ふるさと再発見」）参照。
「摩利支天塚

富士宮市沼久保」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年６月 17 日付「シリ

ーズ〈54〉歴史を旅した石たち」）
「水資源で協議の場検討

芝川町

富士宮市との間に必要性」（『岳南朝日』１９９５年

＝平成７年６月 20 日付）
「流されて来た曾我兄弟の墓－曽我寺と曽我八幡

遠藤秀男（完）」（『岳南朝日』１９

９５年＝平成７年６月 21 日付「ふるさと再発見 郷土史話（３）」）
「牛舎などパトロール

市職員が畜産公害防止で」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年

６月 23 日付）
「富士山オープニングイベント

来月２日、もちやで」〔クラシックカー〕〔富士宮ハー

レー会〕〔富士宮クラシックカークラブ〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年６月 24
日付）
「富士山の自然と砂防に理解深め

大沢扇状地

クイズウオークに１５０人」〔冨士砂防

工事事務所〕〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年６月 27 日付）
「来月１日に『お山開き』多彩にセレモニー」〔富士山入山式〕（『岳南朝日』１９９５
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年＝平成７年６月 28 日付）
「星山『富士川遭難の碑』大地震・噴火・黒船－不安・激動の時代を語る

下岡昭一」〔宝

永地震〕〔安政東海大地震〕〔安政南海大地震〕〔白鳥山〕〔『実録安政大地震 －その日
静岡県は』門村浩ほか著、静岡新聞社出版、１９８３年〕（『岳南朝日』１９９５年＝平
成７年６月 28 日付「ふるさと再発見」）
「表富士宮口

残雪のため８合目まで

山開きの登頂規制

全面開通は来月８日ごろ」
〔富

士土木事務所〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年６月 29 日付）
「オウム真理教

臨時警備派出所設置を準備

県警本部

富士宮市の総本務前に」（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年６月 29 日付）
「大泉寺

創建は７２０年前、壮大な古刹

近世住職は仏教界の重鎮

山下健」（『岳南

朝日』１９９５年＝平成７年６月 30 日付「信仰と宗教」）
「かもめーるで『涼しいたより』を

富士山頂局は 10 日から」〔山頂郵便局〕（『岳南朝

日』１９９５年＝平成７年７月２日付）
「夏本番

きょうから７月

夏休みに催し多彩

富士山開き、参院選も」（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年７月１日付）
「盛大に富士山お山開き

夏山の安全と繁栄を祈願」〔富士山入山式〕（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年７月２日付）
「“夏山富士”開く

盛大に開山祭」〔山開き〕〔富士山入山式〕〔村山三区太鼓保存会〕

〔富士根北小〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月４日付「フォト特集」）
「星山『富士川遭難の碑』

下岡昭一（未完）」〔宝永地震〕（『岳南朝日』１９９５年

＝平成７年６月 28 日付「ふるさと再発見」）
「きょう御田植祭」〔浅間大社〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月７日付）
「豊かな実りの願い託し

浅間大社 古式ゆかしくお田植え祭」（『岳南朝日』１９９５

年＝平成７年７月８日付）
「富士山文化研

委員 10 人を委嘱 『自然守り、後世に伝え』」
〔富士山文化研究会〕
（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年７月８日付）
「富士山登山道が全面開通」〔残雪〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月８日付）
「富士登山駅伝に『百姓一揆』完走めざして合宿練習」（『岳南朝日』１９９５年＝平成
７年７月 11 日付）
「夏山富士本番入り

登山者にお茶サービス

浅間大社

木の花会

境内に無料休憩所」

（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月 11 日付）
「頂上、下界結びモシモシ

臨時公衆電話」〔山頂電話〕（『岳南朝日』１９９５年＝平

成７年７月 11 日付）
「井之頭中生徒が富士アタック」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月 11 日付「アン
グル 95」）
「岳南地方の軌道馬車＝１＝佐野里見

芝川町羽鮒」〔富士馬車鉄道〕（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年７月 12 日付「ふるさと再発見」）
「富士講の聖地を学ぶ学術調査

人穴の碑塔保存整備計画を含め」（『岳南朝日』１９９

５年＝平成７年７月 12 日付）
「海の学校と山の学校が交流

網代小・山宮小が交歓会」（『岳南朝日』１９９５年＝平
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成７年７月 12 日付「アングル 95」）
「広域基幹林道
待

富士山麓線着工へ

県内初の防火機能備え

森林資源の有効活用にも期

今月 21 日に安全祈願祭」〔天照教林道〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月

13 日付）▲▲
「富士川活断層で緊急調査へ

通産省が富士・富士宮で実施

９月からボーリング・物理

探査 阪神淡路大震災を機に計画」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月 14 日付）
「“ノッポ鉄塔”で報告

電源開発も出席、全協開く」〔佐久間東幹線〕〔電磁波〕〔景

観〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月 14 日付）
「富士山警備派出所を開設

来月 24 日まで対応」〔富士山総合指導センター〕（『岳南朝

日』１９９５年＝平成７年７月 15 日付）
「光化学オキシダント

今年初の予報を発令」〔公害〕〔大気汚染〕（『岳南朝日』１９

９５年＝平成７年７月 15 日付）
「ＪＣ富士山会議、山頂へ

湧水の茶サービスや県境啓発など」（『岳南朝日』１９９５

年＝平成７年７月 15 日付）
「広域基幹林道富士山麓線

工事に本格着工

関係者 100 人参加し安全祈願祭」〔天照教

林道〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月 23 日付）▲▲
「岳南地方の軌道馬車＝２＝佐野里見」〔富士馬車鉄道〕〔富士身延鉄道〕〔富士軌道〕
〔ゴロ道〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月 26 日付「ふるさと再発見」）
「ようこそ富士宮へ

富士と琵琶湖を結ぶ会

元気に富士登山」（『岳南朝日』１９９５

年＝平成７年７月 28 日付）
「御神幸道の道標

富士宮浅間大社～山宮」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年７月 29

日付「シリーズ〈60〉歴史を旅した石たち」）
「岳南地方の軌道馬車＝３＝佐野里見（つづく）」〔ゴロ道〕〔富士軌道〕（『岳南朝日』
１９９５年＝平成７年８月２日付「ふるさと再発見」）
「富士急

富士登山路線にＣＮＧ バス運行

低公害で自然に優しく」
〔スカイライン〕
（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年８月４日付）
「採火隊きょう登山

御神火まつりが幕開け」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月

４日付）
「岩本実相寺

山と堂宇の見事な調和

境内に歴史の軌跡」（『岳南朝日』１９９５年＝

平成７年８月５日付「さんぽ道」）
「登山道で交通事故多発

正面衝突、10 人重軽傷」〔スカイライン〕（『岳南朝日』１９

９５年＝平成７年８月８日付）
「お中道と大沢崩れを探勝」〔富士山の自然を守る会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成
７年８月８日付）
「県に早期原状回復を要望

市議会オウム対策特別委

農地法違反で審議」（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年８月９日付）
「富士登山道を清掃

建設業 80 社 90 人が奉仕」
〔スカイライン〕
〔富士建設業協会〕
（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年８月９日付）
「光化学オキシダント予報発令」〔公害〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月９日
付）
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「岳南地方の軌道馬車＝４＝佐野里見（つづく）」〔富士軌道〕（『岳南朝日』１９９５
年＝平成７年８月９日付「ふるさと再発見」）
「『東海道吉原宿』を出版

鈴木さん（駿河郷土史研究会会長）が研究成果まとめ

災害

による所替えなど苦難の歴史記録」〔鈴木富雄〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年月
日付）
「下山のマイカーに注意

事故多発でチラシ配る」〔スカイライン〕〔交通事故〕（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年８月９日付）
「富士山スカイライン

シャトルバスあすから運行

17 日までマイカー規制」〔西臼塚駐

車場〕〔水ケ塚駐車場〕〔日本ランド HOW スキー場 〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成
７年８月 10 日付）
「登山道の交通事故多発診断

減速舗装化など検討

登山帰りの疲れも原因」〔スカイラ

イン〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 10 日付）
「シャトルバス運行開始

水ケ塚からはＣＮＧバスも」〔スカイライン〕（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年８月 12 日付）
「富士登山道しるべ

富士市松岡水神社内」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 12

日付「シリーズ〈61〉歴史を旅した石たち」）
「自然の厳しさ実感

西富士図書館んで大沢崩れ見学」（『岳南朝日』１９９５年＝平成

７年８月 12 日付）
「50 団体、１０００人が参加

20 日に富士山一斉清掃」〔富士山をいつまでも美しくする

会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 15 日付）
「岳南地方の軌道馬車＝５＝佐野里見 完」〔富士軌道〕〔石川自動車商会〕（『岳南朝
日』１９９５年＝平成７年８月９日付「ふるさと再発見」）
「いつまでも美しく

富士山で一斉清掃

３登山口で２千２７７キロ回収」〔富士山をい

つまでも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 22 日付）
「オウム対策

農地法違反などで要望」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 22 日付）

「県警が毒ガス対策班を設置」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 22 日付）
「シャトルバス

昨年上回る３万７０００人利用

乗車客の５割近くが 13、14 日に」
（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年８月 23 日付）
「オウム真理教

農地への原状回復を指導

市会の要請受け県が対応」（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年８月 23 日付）
「よみがえった潤井川

沿川住民が清掃運動

本州製紙発電所取水口

連日、４㌧のごみ

除去」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 24 日付）
「総仕上げはお中道踏破

富士宮署員が夏季訓練」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年

８月 24 日付）
「夏山富士の話題２つ

体験を子供たちに聞かせたい

新任教員が登山」〔新規採用教職

員〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 24 日付）
「夏山富士の話題２つ

高校山岳部がごみ一掃作戦

海抜０㍍から頂上まで」〔富士宮西

高校ワンダーフォーゲル部〕〔工藤誠志〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 24
日付）
「自然のままの富士山を

渡辺隆」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 25 日付「私
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の発言」）
「自然のままの富士山を

渡辺隆」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 25 日付「私

の発言」）
「修験の護摩たきや文化財を公開

村山浅間神社で閉山祭」（『岳南朝日』１９９５年＝

平成７年８月 26 日付）
「月の輪上遺跡 C 地区発掘調査

環濠集落示す溝を発見

完全な形の弥生土器も出土」

（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 27 日付）
「戦国の大宮城攻防史

井出栄一（つづく）」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月

30 日付「ふるさと再発見」）
「国土地理院

富士山頂の位置明示

２等３角点標石を設置」（『岳南朝日』１９９５年

＝平成７年８月 31 日付）
「夏山富士

モラルの低下目立つ

子供を置き去り登山

団体旅行者の行方不明騒ぎも」

〔遭難〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年８月 31 日付）▲▲
「夏期訓練の仕上げで

お中道を踏破」〔富士宮署員〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成

７年８月 31 日付）
「燃料使用量が２・５％増

硫黄酸化物排出量は横ばい

富士フ、汽力で 70％余占める」

（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９月５日付）
「戦国の大宮城攻防史

井出栄一（おわり）」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９月

６日付「ふるさと再発見」）
「夏山、終わり告げる

浅間大社で閉山奉告祭」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９

月８日付）
「富士山に登る

中島信哉」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９月９日付「随想」）

「富士宮駅周辺整備構想

初めて素案を公開

集客性ある都市機能を」（『岳南朝日』１

９９５年＝平成７年９月 10 日付）
「登山の魅力と自然の大切さ

女性アルピニスト今井通子さんが心構え強調

砂防講演

会」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９月 12 日付）
「ふるさと再発見

平成版『富士人穴由来記』白穂台散士」（『岳南朝日』１９９５年＝

平成７年９月 13 日付）
「富士山国際フォーラム“無法状態”の保護に警告

公開シンポ

保全責任の機関一本か

を」〔世界遺産〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９月 19 日付）
「富士山の庭園都市に

景観条例施行で説明会」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９

月 19 日付）
「緑化推進市民の会

富士登山道にフジザクラ４００本

植栽の協力者を募る」〔富士宮

市の花〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９月 19 日付）
「富士山頂郵便局の夏山総決算

好天でまずまず」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年

９月 20 日付）
「参院新人議員（自民）来ろく

オウム教団施設を視察」〔平七会〕（『岳南朝日』１９

９５年＝平成７年９月 27 日付）
「オウムの解散へ行動

市民の会（仮称）が結成準備会」〔オウム教を解散させる富士宮

市民の会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９月 27 日付）
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「子孫も出席し大宮司家墓前祭

富士亦八郎をしのぶ」（『岳南朝日』１９９５年＝平成

７年９月 27 日付）
「麓川中流部

土石流災害をガード

緊急砂防工進む

本年は２号床固め建設」〔富士土

木事務所〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年９月 28 日付）
「オウム解散へ市民運動

区長会など各種団体が参加

来月 18 日、結成大会」（『岳南朝

日』１９９５年＝平成７年９月 29 日付）
「第２期富士山文化塾が開講

塩川氏が火山形成など講演」〔塩川隆司〕（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年９月 29 日付）
「身延線

特急『ふじかわ』運行

富士宮駅で記念の出発式」〔急行富士川〕（『岳南朝

日』１９９５年＝平成７年 10 月３日付）
「食べられるキノコはどれ？

食中毒防止研究会

富士山で１５０人参加」〔富士宮食品

衛生協会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 10 月８日付）
「富士山に『初冠雪』頂上は積雪 22 ㌢

平年に比べ９日遅く

冬の到来を告げて」〔富士

山測候所御殿場基地事務所〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 10 月 10 日付）
「オウム解散、完全撤退を

富士宮市民の会

結成大会あす開催」〔オウム教を解散させ

る富士宮市民の会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 10 月 17 日付）
「富士にはサクラがよく似合う

標高差生かし新名所に

64 団体が４００本植える」〔緑

化推進市民の会〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 10 月 17 日付）
「29 日に村山登山道の探索会」〔村山登山道保存の会〕〔元村山青年団〕（『岳南朝日』
１９９５年＝平成７年 10 月 17 日付）
「最高齢登山者は 94 歳

今夏の富士登拝者名簿

70 歳以上の記帳９４２人

富士宮浅間

大社」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 10 月 17 日付）
「牛のし尿

悪臭を除去

微生物使い自然分解

上九一色村富士ケ嶺 施設建設へ準備進

む」〔畜産公害〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 10 月 18 日付）
「矢立池の歴史

富士宮市矢立町（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 10

月 21 日付「シリーズ〈69〉歴史を旅した石たち」）
「探し求めた恩人見つかる

甲斐さんの戦後 50 年 上井出の旧陸軍小年戦車兵

温情忘

れられず」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 11 月２日付）
「四塩化炭素の汚染地域

朝霧高原５㌔間に点在

月一回の資質検査実施へ

初の水対策

会議開催」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 11 月 23 日付）
「富士山ふれあいウオークが幕開け

初日、快晴に恵まれ５５０人参加」（『岳南朝日』

１９９５年＝平成７年 11 月 26 日付）
「パラグライダーとハングライダー空中衝突

朝霧で一人が墜落死」（『岳南朝日』１９

９５年＝平成７年 11 月 26 日付）
「相次ぐ死亡事故に警鐘

パラグライダー

今年になって３件も

猪之頭の空中衝突」

（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 11 月 28 日付）
「富士曼荼羅図の世界を読む－現代に生きるメッセージ

中島信哉」〔国重文

絹本着色

富士参詣曼荼羅図〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 11 月 29 日付「ふるさと再発見」）
「富士曼荼羅図の世界を読む

中島信哉」〔国重文

絹本着色富士参詣曼荼羅図〕（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月６日付「ふるさと再発見」）
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「明治時代、大宮町の四大碑文＝１＝佐野十三郎」〔角田桜岳記念碑〕〔地球儀〕（『岳
南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月 13 日付「ふるさと再発見」）
「保健所の統合化に反対

富士宮市議会

存続求める意見書可決

11 月定例会閉じる」

（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月 14 日付）
「『倭国大乱に加担した有力豪族の墳丘墓』－大岩の丸ケ谷戸遺跡

植松氏が文化塾で講

演」〔富士山文化研究会〕〔植松章八〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月 15 日
付）
「天神山スキー場で J スキーレッスン

参加者を募集」〔静岡ジュニアスキー運営委員会〕

（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月 15 日付）
「富士を背に初すべり

天神山スキー場オープン」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年

12 月 20 日付「峡南・富士五湖」）
「富士宮保健所統廃合問題

存続求める市民の会結成

全市民の署名運動展開へ」（『岳

南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月 17 日付）
「明治時代、大宮町の四大碑文＝２＝佐野十三郎」〔日清戦役記念碑〕（『岳南朝日』１
９９５年＝平成７年 12 月 20 日付「ふるさと再発見」）
「富士宮保健所存続へ陳情書

渡辺市長に２４６０人の署名渡す『老人介護サービスに痛

手』痴呆老人抱える家族の会・さくら会」（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月 23
日付）
「明治時代、大宮町の四大碑文＝３＝佐野十三郎」〔芙蓉館碑〕〔富士重本〕〔富士亦八
郎〕（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月 27 日付「ふるさと再発見」）
「椿沢水源除き検出せず

市北部の四塩化炭素

全水道 18 カ所を調査 井戸は流動的」

（『岳南朝日』１９９５年＝平成７年 12 月 28 日付）

■１９９６年＝平成８年
「過去から未来へ不動の光」〔写真〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 1 月 1 日付）
「市教委が大宮神田曲輪遺跡調査

中世は豪族の居館

鎌倉時代の掘立柱発見」（『岳南

朝日』１９９６年＝平成８年 1 月 10 日付）
「住居登録者２００人割る

オウム富士山総本部

半年間で 80％が転出」（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年 1 月 10 日付）
「樹海のごみ 10 ㌧回収」〔青木ケ原〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年１月 10 日付
「峡南・富士五湖」）
「明治時代、大宮町の四大碑文＝４＝佐野十三郎」〔芙蓉館碑〕〔富士重本〕〔富士亦八
郎〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年１月 10 日付「ふるさと再発見」）
「大宮断層でトレンチ掘削調査
震発生の可能性も探る

工業技術院地質調査所

活動周期や規模など明確に

地

掘削終え解析段階へ」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年１月

14 日付）
「明治時代、大宮町の四大碑文＝５＝佐野十三郎」〔安沼用水大水神碑〕（『岳南朝日』
１９９６年＝平成８年１月 17 日付「ふるさと再発見」）
「旧村のイメージを一新

生産性向上と環境整備
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粟倉・村山の農地保全事業」（『岳南

朝日』１９９６年＝平成８年１月 20 日付）
「俳人黒露の墓句碑

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年１月 20 日付「シリ

ーズ〈80〉歴史を旅した石たち」）
「フジザクラの起源に迫る

富士山文化塾

渡辺氏が講演」〔渡辺定元〕（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年１月 23 日付）
「明治時代、大宮町の四大碑文＝６＝佐野十三郎」〔安沼用水大水神碑〕（『岳南朝日』
１９９６年＝平成８年１月 17 日付「ふるさと再発見」）
「鳴沢に『火山博物館』恐竜・溶岩・富士山を再現

来春オープン新たな観光拠点に」
（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年２月 21 日付「峡南・富士五湖」）
「『保健所をなくさないで…』存続求め署名活動

市民の会

来月、県知事らに請願」
（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年１月 30 日付）
「百姓一揆が総合優勝

芝川駅伝競走大会」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年１月 30

日付）
「資材運搬に新規道方式

自然環境に配慮

富士砂防 実用化試験始める」〔２Ｈ軌条〕

〔富士砂防工事事務所〕
（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年１月 30 日付）
「オーミケンシ跡地取得に強い意志

市議会拠点都市促進特別委

渡辺市長が積極表明

まず地元の合意形成を」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年１月 31 日付）
「高所工事に明るい未来

軌道方式資材運搬機

８月から実用化へ

富士砂防事務所」

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年１月 31 日付）
「芭蕉大神宮と久我家の方々

佐野十三郎」〔久我長通大納言〕（『岳南朝日』１９９６

年＝平成８年１月 31 日付「ふるさと再発見」）
「土石流災害に強いガード

富士砂防工事

懸案事業も続々完成」〔富士砂防工事事務所〕

〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年２月２日付）
「オウム隣接農地

はかどらぬ原状回復

清算人の管理下で難航

当局、議会特委に報告」

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年２月６日付）
「パラグライダーとハングライダーまた空中衝突

墜落の会社員が重体」（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年２月６日付）
「保健所存続求め大挙陳情

７万４４０９人の署名提出

県知事、県議会長らに」（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年２月７日付）
「『法の華三法行』施設拡大に住民反対

富士市厚原

建設中止を申し入れ」（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年２月７日付）
「畳商工組合が創立 15 周年

富士・富士宮地区

歴史つづった記念誌を発刊」〔富士・富

士宮地区畳商工業協同組合〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年２月７日付）
「天保飢饉と『大宮騒動』―富士郡山方の一揆始末（１）沢田正彦」（『岳南朝日』１９
９６年＝平成８年２月７日付「ふるさと再発見」）
「天保飢饉と『大宮騒動』―富士郡山方の一揆始末（２）沢田正彦」（『岳南朝日』１９
９６年＝平成８年２月 14 日付「ふるさと再発見」）
「天保飢饉と『大宮騒動』―富士郡山方の一揆始末（３）沢田正彦」（『岳南朝日』１９
９６年＝平成８年２月 21 日付「ふるさと再発見」）
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「オウムを解散させる会

農地の公的取得など要望

人穴住民と行政交え初の懇談

県が

農地の土壌分析」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年２月 15 日付）
「湧玉池上流部

工業井戸なお汚染

有機塩素系溶剤

有害物質調査結果」〔地下水汚染〕

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年２月 15 日付）
「四塩化炭素地下水汚染『濃度検出値が減少傾向』発生源は依然不明

当局、公害審に」

報告」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年２月 21 日付）
「だるま市にどっと

鈴川の毘沙門天祭にぎわう」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年

２月 27 日付）
「天保飢饉と『大宮騒動』―富士郡山方の一揆始末（４）沢田正彦（おわり）」（『岳南
朝日』１９９６年＝平成８年２月 28 日付「ふるさと再発見」）
「万野原新田

琴平神社

農民たちの心のよりどころ

開拓、かんがいの歴史

社に刻み

（小泉・井出栄一記）」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年３月２日付「信仰と宗教」）
「東富士への沖縄駐留米軍移転反対

市議会総務委が陳情採択

地位協定の抜本的見直し

求める」〔軍事基地〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年３月６日付）
「村山浅間神社など史跡巡り」〔富丘地区郷土史研究会〕（『岳南朝日』１９９６年＝平
成８年３月７日付）
「建大で最後の卒業式

31 人が希望胸に」〔建設大学静岡朝霧校〕〔長沢亮太〕（『岳南

朝日』１９９６年＝平成８年３月９日付）
「湧玉池水枯れ

２年連続の異常渇水

降水量不足が原因か」〔地下水〕（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年３月 15 日付）
「春の彼岸に観音大画像

星山の大悟庵」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年３月 19

日付）
「グレードアップ

神田川の景観

歩道もすっきり快適

改良工事

次年度には完成へ」

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年３月 29 日付）
「オウム教の破産宣告決定

渡辺富士宮市長『一歩前進』と歓迎」（『岳南朝日』１９９

６年＝平成８年３月 29 日付）
「四塩化炭素の除去施設稼働へ

宝山にフローシート設置

地下水汚染対策」（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年３月 30 日付）
「懸案の農道工事完成

粟倉・籠場 市兵衛沢に新橋も架設」（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年４月５日付）
「富士宮市下条

日吉浅間神社

富士郡北部 27 カ村の郷社

江戸寛永年間に創建

地域

の繁栄を祈願」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年４月 12 日付「信仰と宗教」）
「富士に咲く山野植物

佐野璋司さんが近作写真展『アミ』で」〔富士自然観察の会〕〔日

本高山植物保護協会〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年４月 13 日付）
「登山シーズンへ救助訓練」〔静岡県山岳遭難救助隊〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成
８年４月 13 日付）
「伝善得寺城跡の石垣

富士市今泉上和田

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９５年＝平成

７年３月 25 日付「シリーズ〈91〉歴史を旅した石たち」）
「広域基幹林道富士山麓線

工事が順調に進展

２車線舗装防火林道

富士山１合目を横

断」〔天照教林道〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年４月 19 日付）▲▲

- 93 -

「重文など宝物をお虫干し

芝川町・西山本門寺

壇信徒ら３００人訪れ」（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年４月 19 日付）
「有害物質委託調査結果

トリクロロエチレン等３物質

検出６カ所は基準値以下」
（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年４月 21 日付）
「宗教法人

法の華三法行

全国で被害相次ぐ

被害総額 27 億９千万円余

藤森弁護士

のもとで６３４人（高橋民恵）巧みな言葉を信じ」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年
４月 23 日付）
「修験道と不動明王石像

富士宮市村山（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９６年＝平成

８年４月 20 日付「シリーズ〈92〉歴史を旅した石たち」）
「狸寺伝説考

曹洞宗安養寺住職

清水俊雄（この項おわり）」（『岳南朝日』１９９６

年＝平成８年４月 24 日付「ふるさと再発見」）
「ケヤキの苗木４６００本

富士山西臼塚

ニッセイ富士の森に植樹」〔日本生命保険〕

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年４月 24 日付）
「富士山一合目の天照教で祭典

29 日、桜も開花」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年

４月 25 日付）
「宮西高の新入生が共同生活

教諭との相互理解も

麓山の村で宿泊訓練」〔富士山麓山

の村〕〔富士宮西高〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年月日付）
「富士山への思いを

市が手紙や絵を広く募集」〔第 1 回富士山への手紙・絵〕（『岳南

朝日』１９９６年＝平成８年５月５日付）
「『五月の富士』に登る－ウォルター・ウェストンと村山口

若林和司（絵も）」（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年５月８日付「ふるさと再発見」）▲▲
《「五月の富士」に登る－ウォルター・ウェストンと村山口
「富士山地域美化推進会議を設立

若林和司（絵も）

山静両県自治体、団体が参画

一斉清掃デーなど決め

る」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 10 日付）
「富士砂防事業に 31 億４５００万円」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』
１９９６年＝平成８年５月 11 日付）
「女性登山者が滑落死

春山富士で遭難相次ぐ」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５

月 14 日付）▲▲←この記事《五勺》が《五尺》となっている。
「富士と緑と地球まんきつ隊

麓でヒノキを植樹」〔富士山麓山の村〕〔オイスカ〕（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年５月 14 日付）
「東電の巡回『昔話を聞く会』始まる

地元の人を語り部に」〔長生園〕〔渡井正二〕（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年５月 14 日付）
「佐野璋司氏の富士山写真展

元城町の『アミ』で」〔富士自然観察の会〕（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年５月 14 日付）
「スキーで富士山滑降

鰍沢小の笠井校長

８－５合目を楽しむ」〔笠井靖巳〕〔曽我陽

一〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 15 日付「峡南・富士五湖」）
「山中湖の観光紹介

ガイドブックを発行」〔山中湖観光協会〕〔『EARLY BIRD 山中

湖』〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 15 日付「峡南・富士五湖」）
「『五月の富士』に登る－ウォルター・ウェストンと村山口

若林和司（絵も）（つづく）」

〔道者道〕〔村山古道〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 15 日付「ふるさと再発

- 94 -

見」）▲▲
「富士山周辺ガイド『双体道祖心マップ』を発刊」〔細谷幸男〕〔戸川浩〕〔緑星社〕（『岳
南朝日』１９９６年＝平成８年５月 15 日付）
「富士急記念の森にドングリ

新入社員が苗木を植樹」（『岳南朝日』１９９６年＝平成

８年５月 15 日付）
「雨期を前に点検

治山パトロール始まる

県富士農林事務所」（『岳南朝日』１９９６

年＝平成８年５月 17 日付）
「『富士山を甘く見ないで』富士宮署と遭対協支部

立て看板で注意呼びかけ」〔静岡県

山岳遭難防止対策協議会〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年月日付）
「富士には似合わない

米軍実弾射撃訓練場移転問題

深沢税」〔軍事基地〕（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年５月 21 日付「東西南北記者の目」）
「オウム脱会信者

市役所内に相談室を確保

プライバシーにも配慮」（『岳南朝日』１

９９６年＝平成８年５月 22 日付）
「富士山国有林で植樹祭

ドウダンツツジなど植える」〔静岡営林署〕〔富士山自然休養

林〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 22 日付）
「『五月の富士』に登る－ウォルター・ウェストンと村山口

若林和司（絵も）」〔村山

古道〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 22 日付「ふるさと再発見」）▲▲
「史跡人穴研究会が中間報告

碑塔群の早期保護を」〔『史蹟人穴』（富士宮市教育委員

会編・発行、１９９８年）〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 22 日付）
「建設大朝霧校跡地利用計画発表」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 24 日付）
「富士山５合目にハイテクトイレ

環境浄化のモデル」〔環境庁〕〔循環式配管方式〕〔世

界遺産〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 24 日付）
「悪王子神社

富士宮市阿幸地町

火の禍いを防ぎ鎮める

富士山の噴火への神仏祈願

か」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 24 日付「信仰と宗教」）
「『五月の富士』に登る－ウォルター・ウェストンと村山口

若林和司（絵も）」（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年５月 22 日付「ふるさと再発見」）▲▲←本文末尾に若林氏
の手になる地図《明治 26 年５月ウェストン一行の富士登山経路》が掲載されているが、同
図記載の御殿場線はまだ東海道本線の時代であり、国府津－沼津間の路線が開通したのは
丹那トンネル完成の昭和９年（１９３４）のことを看過している。
「富士山の緑を守り林業を考える会

来月 16 日に山を見る会」（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年５月 30 日付）
「金之宮神社

富士宮市淀師

水に恵まれた地で信仰集め

明治８年に村社に格付け（小

泉・井出栄一記）」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年５月 31 日付「信仰と宗教」）
「23 日に富士山文化塾現地学習会

村山浅間神社周辺を訪ね」（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年６月１日付）
「開祖角行をしのび富士講信徒が供養祭」〔大日本富士教〕〔人穴〕（『岳南朝日』１９
９６年＝平成８年６月４日付）
「夏山富士のポスターが完成」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月４日付）
「環境庁

富士山地域の保護・利用見直し案

白糸の滝など区域削除」〔自然環境保全審

議会〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月６日付）
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「大沢崩れ、緑の回復計画作戦

源頭部へフジアザミ

ミヤマハンノキも」〔富士砂防工

事事務所〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月６日付）→「植栽と追跡調査実施」
（１９９７年＝平成９年６月 10 日付）に結果。
「ハイテクトイレを今シーズンに

金森一義」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月

９日付「私の発言」）
「朝霧野外活動センター落成

社会教育の拠点に期待

石川知事ら４００人が完成祝う」

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 12 日付）
「南麓道路建設促進期成同盟総会

４市３町が結束

強力な陳情展開」〔国道４６９号〕

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 14 日付）
「ダルマパーラ

富士山総本部の所有権移転返還訴訟

東京地裁できょう口頭弁論」〔オ

ウム真理教〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 14 日付）
「人口統計でみる富士地区（旧富士郡）百年の変遷

富士宮市郷土史同好会員

篠原昭二」

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 19 日付「ふるさと再発見」）
「大がかり山岳合同訓練

山静両警察遭難救助隊

きょうから富士山で」（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年６月 21 日付）
「オウム教関連事件

指名手配を追え

富士署が１５０カ所で一斉捜索」（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年６月 21 日付）
「視点

岳ろくは森の危機

開発よりも保護へ

抜本的な取り組み必要（佐）」（『岳南

朝日』１９９６年＝平成８年６月 21 日付）
「来月１日、富士山お山開き

28 日から多彩な行事を展開」〔富士山入山式〕（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年６月 22 日付）
「富士宮浅間大社

森脇神官がホームページ開設“未知の富士山”世界に発信」〔森脇哲

彦〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 25 日付）
「やけどのオウム信者死亡」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 25 日付）
「『道者みち』を歴史探訪

富士山文化塾 現地学習会に市民 70 人」〔道者道〕〔渡井正

二〕〔沢田政彦〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 25 日付）
「金剛づえ生産急ピッチ

今夏は１万３千本

伝統の手作業で」〔金剛杖〕〔川田悦男〕

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 27 日付）
「植松章八氏の講演も」〔富士宮市郷土史同好会〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年
６月 27 日付）
「富士山文化の研さん

富士山特別文化財展

日本近代絵画巨匠展

富士山写真展」
（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年６月 28 日付）
「信者らに退去勧告

オウム真理教富士山総本部

破産管財人の管理下に

現状確認へ調

査票配布」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年６月 29 日付）
「８合目以上は通行止め規制

富士宮口登山道」〔残雪〕（『岳南朝日』１９９６年＝平

成８年６月 29 日付）
「富士浅間大菩薩の石灯ろう

富士宮浅間大社境内（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９

６年＝平成８年６月 29 日付「シリーズ〈１００〉歴史を旅した石たち」）
「あすから７月

富士山も夏山シーズン」〔山開き〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８

年６月 30 日付）
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「盛大に富士の夏山開き

表登山口富士宮」〔富士山入山式〕（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年月日付）一部▲▲
「JR 富士宮駅

ジャンボ金剛づえお目見え

登山シーズンに PR」〔金剛杖〕（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年７月２日付）
「自らエチケットリーダーに

登山者にワッペン」〔ごみ〕（『岳南朝日』１９９６年＝

平成８年７月３日付）
「富士巻狩と八幡宮の由来

佐野十三郎（完）」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７

月３日付「ふるさと再発見」）
「ヤマギシ会の山林開発に不同意

猪之頭区が市へ要望書」（『岳南朝日』１９９６年＝

平成８年７月５日付）
「星山・倭文神社の御神木伐採問題

危険排除で保存も可能

氏子代表、住民が話し合い」

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月５日付）→「『樹勢はまだある』」（12 月 25
日付）に続報。
「火と水の祭典

富士山お山 開き」〔富士山入山式〕〔長沢亮太〕〔富士山修験道場〕〔鯛

津勝良〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月５日付「グラフ特集」）
「富士山オープニング IN 朝霧

７日」〔クラシックカー〕〔富士宮ハーレー会〕〔DUCK

４１０クラブ〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月５日付）
「１年間の研究成果発表

富士宮市郷土史同好会『月の輪』11 号発刊」（『岳南朝日』１

９９６年＝平成８年７月５日付）
「富士山・富士宮口登山道

６日に全面開通」〔富士土木事務所〕〔残雪〕（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年７月６日付）
「山頂へ臨時公衆電話設置

NTT が 10 日から」〔山頂電話〕（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年７月６日付）
「今年一番の降雨量記録

総雨量は１３０・５㍉

身延線も一時運転中止」〔豪雨〕（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年７月７日付）
「富士登山駅伝、３度目の挑戦

百姓一揆チーム強化合宿で調整」〔秩父宮記念杯富士登

山駅伝競走大会〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月９日付）
「あすから富士山頂局

人気の『ひのきめーる』も」〔山頂郵便局〕（『岳南朝日』１９

９６年＝平成８年７月９日付）
「大沢川上流で熊出没

ハイカーに注意呼びかけ」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕

〔ツキノワグマ〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月 11 日付）
「清掃センターの余熱利用

温泉建設決まる

各種浴室や露天風呂も

年内に実施設計を

完了 98 年春の完成目指す」〔天母の湯〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月 12
日付）
「国の協力が不可欠

課題山積のオウム対策」〔上九一色村〕（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年７月 12 日付）
「登山・参拝客にお茶のサービス

浅間大社境内に無料休憩所」（『岳南朝日』１９９６

年＝平成８年７月 12 日付）
「山宮神幸道首標の碑

富士宮浅間神社境内（沢田正彦）」〔浅間大社〕（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年７月 13 日付「シリーズ〈１０２〉歴史を旅した石たち」）
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「シャトルバス運行決まる

８月 12～21 日までマイカー規制

富士登山区間」〔スカイラ

イン〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月 16 日付）
「上井出小

大きく育てフジアザミ

砂防学習

大沢扇状地へ３００本植栽」（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年７月 17 日付）
「田貫湖の国民休暇村誘致に展望

環境庁が“法的お墨付き”」（『岳南朝日』１９９６

年＝平成８年７月 17 日付）
「５登山口で美化ＰＲ

富士急行

最盛期にグループ社員出動」〔ごみ〕（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年７月 18 日付）
「年金受給者が下草刈り奉仕

富士山国有林で」〔厚生年金受給者協会〕（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年７月 18 日付）
「５合目に警備派出所

富士宮署あすから開設」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７

月 19 日付）
「四塩化炭素

汚染源の特定に至らず

地下水の監視

今後も継続

環境庁」〔地下水汚

染〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月 20 日付）
「駿州富士郡二股村石経塚

富士宮市粟倉

沢田正彦」〔道者道〕〔宝永噴火〕〔『駿州

富士郡二股村石経塚』（富士宮市文化財調査報告書第 11 集、富士宮市教育委員会編・発行、
１９８７年）〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月 20 日付「シリーズ〈１０３〉歴
史を旅した石たち」）
「登山客の安全確保

５合目で警備派出所開き」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７

月 23 日付）
「富士山を美しく

静岡営林署

登山客にごみ袋配布」（『岳南朝日』１９９６年＝平成

８年７月 30 日付）
「夫婦都市の近江八幡市民が来宮

富士登山や交歓会も」（『岳南朝日』１９９６年＝平

成８年７月 30 日付）
「８月 18 日に富士山一斉清掃

美しくする会が総会」
〔富士山をいつまでも美しくする会〕

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月 31 日付）
「富士急行

低公害車『CNG バス』２車両に

新富士－富士山５合目間で運行」〔大気汚

染〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年７月 31 日付）
「８合目に診療所開設

富士登山の最盛期迎え」〔浜松医大〕〔衛生センター〕（『岳南

朝日』１９９６年＝平成８年８月２日付）
「富士宮市の地下水

平均日流量は２０８万㌧

土教授が調査報告

観測、チェック体制

確立を」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月３日付）
「郷土史への理解深め

浅間大社遺跡展

富士宮市立郷土資料館」（『岳南朝日』１９９

６年＝平成８年８月３日付）
「富士山夏祭り最高潮

御神火まつりに観衆５万２０００人」（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年８月６日付）
「有機塩素系溶剤

本年初の有害物質調査

基準値以下だが依然検出」（『岳南朝日』１

９９６年＝平成８年８月 10 日付）
「あすからマイカー規制

富士山スカイライン登山区間」（『岳南朝日』１９９６年＝平

成８年８月 11 日付）
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「海抜０㍍から富士山頂へ

近藤さん、徒歩でチャレンジ

今年で連続 10 年目 仲間とと

もに登頂」〔近藤勝巳〕〔小田卯一〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 11 日付）
「富士山シャトルバス運行スタート

初日から登山客どっと」〔スカイライン〕〔西臼塚

駐車場〕〔水ケ塚駐車場〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 13 日付）
「籠場に最終処分地

清掃運動の受け皿

稲干場に代わって」（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年８月 13 日付）←「籠場」地名は馬の飼育に由来しないか？
「河口湖南岸に筒口

湖底から“排水口”出現

毎分５㌧勢い」〔筒口神社〕（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年８月 14 日付「峡南・富士五湖」）
「富士山一斉清掃

31 団体１千３００人が参加」
〔富士山をいつまでも美しくする会〕
〔ご

み〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 15 日付）
「富士山の一斉清掃に３千人

１・２㌧余のごみ回収

空き缶など不燃物が増加

富士宮

口」〔富士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 20
日付）
「釜口橋で水難犠牲者慰霊祭」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 20 日付）
「破産管財人らと面談

富士宮市議会オウム対策特委」（『岳南朝日』１９９６年＝平成

８年８月 20 日付）
「鉄道高架化計画など

拠点地区まちづくり」〔身延線〕〔拠点都市整備促進特別委員会〕

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 20 日付）
「お山も、心もさっぱり

富士山をいつまでも美しく・一斉清掃登山」（『岳南朝日』１

９９６年＝平成８年８月 21 日付「カメラの目」）
「村山浅間・大日堂で閉山護摩祭り」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 27 日付）
▲▲
「富士急グループ

夏山に感謝して

５００人が清掃奉仕」〔富士宮口〕〔ごみ〕（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年８月 29 日付）
「冨知神社

富士宮市朝日町

命の安全、生活安泰願い

本宮との深い結びつきも（市内

小泉・井出栄一記）」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 30 日付「信仰と宗教」）
「登山者３人を救出

富士山警備派出所

今夏の取り扱いまとめる」〔遭難〕（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年８月 30 日付）▲▲
「高山病など８８８人

８合目衛生センター」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月

30 日付）
「富士山８合目衛生センター

診療件数８８８件に

84％を高山病占める」（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年９月７日付）
「浅間大社

厳かに閉山祭

関係者 50 人が列席

富士山観光の無事感謝」（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年９月８日付）
「オウム警備ご苦労さま

ときめき女性の会が派出所におはぎやお茶」「富士宮ときめき

女性の会」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年９月 14 日付）
「富士山に初雪

昨年より６日早く」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年９月 14 日付）

「『２Ｈ軌条』の敷設完了

富士砂防 11 月から実用開始へ」〔富士砂防工事事務所〕〔大

沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年９月 18 日付）
「県史地域講座に２００人

関根氏が幕末の諸相考察」〔関根省治〕〔『静岡県史』全 35
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巻完成〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年９月 18 日付）
「“日本一高い土俵”でハッケヨイ

上井手天満宮相撲大会

ミニ富士山で豆力士熱戦」

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年９月 18 日付）
「最大風速 28・４メートル

台風 17 号で記録」〔村山古道封鎖〕〔風倒木被害 96 年９月〕

（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年９月 25 日付）
「オウム、きょう撤退期限

富士山総本部

市民の注視集まる

警視庁捜索

残された資

材チェック」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年９月 25 日付）
「登山道（篠坂上）通行止め

台風 17 号 強風で倒木や物件被害」〔村山古道封鎖〕〔風

倒木被害 96 年９月〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年８月 25 日付）
「台風 17 号

被害額 11 億円超す

風倒木が大部分占める」〔村山古道封鎖〕〔風倒木被

害 96 年９月〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 10 月２日付）
「若之宮浅間神社

富士宮市元城町

祭神、浅間第一御子神とは」（『岳南朝日』１９９

６年＝平成８年 10 月２日付「信仰と宗教」）
「Ｂ29 の残がいが出土

蒲原町堰沢の平岩さん方で

戦時中、富士宮に落ちた爆撃機の一

部」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 10 月９日付「庵原・峡南」）
「環境庁

モデルトイレ完成

富士山の汚染防止

新５合目

きょうから暫定供用」〔循

環式配管方式〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 10 月 10 日付）
「四塩化炭素検出『一応終息へ』渡辺市長が認識示す」〔公害〕（『岳南朝日』１９９６
年＝平成８年 10 月 10 日付）
「浅間大社調べ

今夏の高齢富士登山者番付は？

70 歳以上９４２人も

全国トップは 95 歳の小西さん（京都）

地元では菅井、有働さん（富士）ら」（『岳南朝日』１９９６年＝

平成８年 10 月 16 日付）
「タバコのフィルターが６割

富士宮自然観察の会

宝永遊歩道でゴミ調査」（『岳南朝

日』１９９６年＝平成８年 10 月 20 日付）
「大宮町の殖産興業

佐野十三郎（つづく）」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 10

月 21 日付「ふるさと再発見」）
「大宮町の殖産興業

佐野十三郎（おわり）」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 10

月 30 日付「ふるさと再発見」）
「二之宮浅間神社

広く崇敬集めた古社『うぶすな神』として信仰」（『岳南朝日』１９

９６年＝平成８年 11 月２日付「信仰と宗教」）
「都市景観を考えるシンポジウム

富士山の眺望に可能性」〔庭園都市〕（『岳南朝日』

１９９６年＝平成８年 11 月 13 日付）
「富士山の姿、ダイナミックに 『白い峰』静岡支部写真展」〔白籏史朗〕（『岳南朝日』
１９９６年＝平成８年 11 月 15 日付）
「無許可で産廃を焼却

富士宮署・県警

解体業者２人逮捕」（『岳南朝日』１９９６年

＝平成８年 11 月 15 日付）
「台風 17 号の国有林倒木

ヒノキなど 40、50 万本 国、県が復元方法を検討」〔風倒木

被害 96 年９月〕（『岳南朝日』１９９６年 11 月 16 日付）▲▲
「協賛跡地利用で市に要望書」〔オウム教を解散させる市民の会〕（『岳南朝日』１９９
６年＝平成８年 11 月 16 日付）
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「黄葉と富士を満喫

第４回富士山ふれあいウオーク

全国から７００人が参加」（『岳

南朝日』１９９６年＝平成８年 11 月 17 日付）
「『台風 17 号の爪あと』鈴木泰好さん（66）」〔風倒木被害 96 年９月〕〔村山古道封鎖〕
（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 11 月 29 日付「読者のフォトギャラリー」）
「不法投棄に厳罰条例を

須藤氏が質問『富士市と協議し検討へ』（当局）市議会一般質

問」〔須藤秀忠〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 12 月６日付）
「保健所

引き続き存続求める市民の会

県の統廃合計画先送りに」（『岳南朝日』１９

９６年＝平成８年 12 月 11 日付）
「富士根北中

村山浅間神社と富士山信仰

地域学習会で勉強」（『岳南朝日』１９９６

年＝平成８年 12 月 21 日付）
「『樹勢はまだある』星山の御神木問題

県樹木医会が診断報告」（『岳南朝日』１９９

６年＝平成８年 12 月 25 日付）
「富士根北中

霜柱を踏みしめながら

強歩大会」（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年

12 月 27 日付）
「遠藤秀男氏『ふるさと再発見』を出版

地域史の全版を形成

旧 43 カ町村の沿革を詳細

に」〔『富士宮ふるさと再発見―富士宮 43 ケ町村の歴史的地名辞典』遠藤秀男著、緑星社
出版部、１９９６年〕（『岳南朝日』１９９６年＝平成８年 12 月 28 日付）

■１９９７年＝平成９年
「悠久の時と光刻み

撮影者

村松眞成」〔写真〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年

１月１日付）
「富士山こどもの国 『草原の国』整備が先行

溶岩迷路も出現

99 年度当初開園めざす」

（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年１月１日付）
「96 年岳南朝日賞受賞者の横顔

文化部門 先人の業績後生に

富士宮市郷土史同好会」

〔『月の輪』〕〔『大宮町誌－静岡県富士郡』土屋勝太郎編・著、大宮町誌復刻刊行会富
士宮市郷土史同好会、１９８７年〕〔村山古道調査〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９
年１月１日付）
「珍しい牛頭観音

富士宮市の広見地区

牛の話題アラカルト」（『岳南朝日』１９９７

年＝平成９年１月１日付）
「砂山のいいなり地蔵

富士市鈴川町」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年１月 11 日付

「シリーズ〈１２５〉歴史を旅した石たち」）
「簡易水道徐々に整備

村山３区は市へ移管準備

富士宮市」〔簡易水道施設整備補助事

業〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 1 月 14 日付）
「富士山を背にスノーボード

朝霧ジャンボリーGC 施設内に開設

ゲレンデ面積

八千平方㍍」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年１月 14 日付）
「富士砂防

建設資材輸送システム

２Ｈ軌条が稼働

自然環境保護に配慮」〔富士砂防

工事事務所〕〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 1 月 15 日付）
「もみじ天神の碑

富士宮市山宮」〔村山法印〕〔大鏡坊〕（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年１月 18 日付「シリーズ〈１２５〉歴史を旅した石たち」） →紅葉天満宮のいわ
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れについては「随想

紅葉天神」（１９７９年＝昭和 54 年８月 18 日付）にもある。

「鳴沢キャベツ損害１億円

村は救済制度を延長」（『岳南朝日』

O１５７禍に農家泣く

１９９７年＝平成９年１月 22 日付「峡南・富士五湖」）
「大宮町の誕生記録

佐野十三郎（つづく）」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年１月

22 日付「ふるさと再発見」）
「登山道で乗用車が立ち木に衝突

兄が死亡、弟は重体」〔交通事故〕〔スカイライン〕

（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年１月 28 日付）
「塩の道を歩く

蒲原町－身延山

50 ㌔コースに２８５人」（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年１月 29 日付「庵原・峡南」）
「大宮町の誕生記録

佐野十三郎（おわり）」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年１月

29 日付「ふるさと再発見」）
「頼朝の下馬桜

ライトアップ中止

照明の樹木への影響配慮」（『岳南朝日』１９９７

年＝平成９年２月６日付）
「あすから毘沙門天大祭

３日間にわたり盛大に

だるまの露天が埋め」（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年 2 月 13 日付）
「愛鷹山ろく縦歩行

桑崎地

清澄な山国のたたずまい

伝統の住民生活軌跡

緑の中の

白い団地鮮やか」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年２月 14 日付「さんぽ道」）
「広範囲に富士砂防工進展

沈砂地や流路工、ダムを建設」〔富士砂防工事事務所〕〔大

沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年２月 14 日付）
「富士スバルラインのマイカー規制

８月９日から連続 10 日間 静岡側と同一歩調」
（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年２月 19 日付「峡南・富士五湖」）
「中国北京市から花嫁さん

上九一色 富士ケ嶺

３組結婚、合同で祝賀会」（『岳南朝

日』１９９７年＝平成９年２月 19 日付「峡南・富士五湖」）
「粟倉・村山

旧集落のイメージ一新

農地保全事業が進展

生産性と住環境改善」（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年２月 23 日付）
「潤井川

弓沢川

どちらが本流か…合流点に複雑な地形」（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年２月 27 日付「さんぽ道」）
「野中神社

富士宮市野中

古くから里人に受け継がれ」〔神仏習合〕（『岳南朝日』１

９９７年＝平成９年３月７日付「信仰と宗教」）
「廃棄物不法処理防止連絡会を設立

保健所中心に関係機関で

法律の的確運用と一体

へ」〔産廃〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年３月８日付）
「大社大鳥居再建などただす

市議会２月定例会

総括質疑を継続」〔浅間大社〕（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年３月 13 日付）
「明治維新と最後の別当

富士山本宮・富士神一郎のこと＝１＝

沢田正彦」〔宝幢院〕

〔見晃〕〔神仏分離令〕〔浅間大社〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年３月 26 日付「ふ
るさと再発見」）
「佐野家

富士宮市安居山区

門立屋 甲斐源氏源義光を祖に

富士上築き、巻狩にも大

役（佐野十三郎記）」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年３月 30 日付「岳麓拾遺」）
「明治維新と最後の別当

富士山本宮・富士神一郎のこと＝２＝

沢田正彦（つづく）」

〔宝幢院〕〔見晃〕〔神仏分離令〕〔浅間大社〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年４
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月２日付「ふるさと再発見」）
「太陽光発電

補助制度を参考に

下関市議会

先進地の富士宮を視察 稼働の様子もつ

ぶさに」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年４月３日付）
「富士砂防工事事務所

97 年度事業計画決まる

総額 31 億６１００万円」（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年４月３日付）
「富士山と交差するヘールボップすい星」〔写真〕〔塩川邦和〕（『岳南朝日』１９９７
年＝平成９年４月４日付）
「明治維新と最後の別当

富士山本宮・富士神一郎のこと＝３＝

沢田正彦」〔宝幢院〕

〔見晃〕〔神仏分離令〕〔浅間大社〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年４月３日付「ふ
るさと再発見」）
「ヒノキの苗木を植樹

ニッセイ富士の森

関係者２００人が参加」（『岳南朝日』１９

９７年＝平成９年４月 13 日付）
「粟倉

畑かん水神祭盛大に

住民らが水の恵みに感謝」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年４月 13 日付）
「大きく育つように！

富士宮西ロータリークラブ

ヒノキ６００本を植樹

山宮地先

に」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年４月 13 日付）
「山静交流の深い絆『富士川通船の歴史』発刊

執筆者は遠藤秀男氏

県行政センター」

〔『富士川と通船の歴史』（遠藤秀男著、静岡県富士行政センター発行、１９９７年〕（『岳
南朝日』１９９７年＝平成９年 4 月 13 日付）
「明治維新と最後の別当

富士山本宮・富士神一郎のこと＝４＝

沢田正彦」〔宝幢院〕

〔見晃〕〔駿州赤心隊〕〔富士亦八郎〕〔暗殺〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年４
月 16 日付「ふるさと再発見」）
「フジザクラの開花状況発表

富士宮市」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年４月 19

日付）
「スカイライン

25 日正午開通

昨年より３日早く」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』１９９

７年＝平成９年４月 19 日付）
「明治維新と最後の別当

富士山本宮・富士神一郎のこと＝５＝

沢田正彦」〔見晃〕〔富

士萬〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年４月 23 日付「ふるさと再発見」）
「湧玉池は基準値以下

96 年度有害物質調査

富士宮市」〔地下水汚染〕（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年４月 26 日付）
「山神

富士山西臼塚（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年４月 26 日付「シ

リーズ〈１３６〉歴史を旅した石たち」）
「仏さまはあなたをみつめています
民文化会館

いまここに立教開宗７５０周年信行大会

檀信徒、僧侶１０００人が参加

29 日、市

岳南地方に数多いゆかり」〔日蓮宗〕（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年４月 27 日付）
「山中正吉商店が社名変更

富士高砂酒造株式会社に」（『岳南朝日』１９９７年＝平成

９年５月１日付）
「明治維新と最後の別当

富士山本宮・富士神一郎のこと＝６＝

沢田正彦」〔見晃〕〔廃

仏毀釈〕〔富士萬〕〔宍野半〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年５月４日付「ふるさ
と再発見」）
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「明治維新と最後の別当

富士山本宮・富士神一郎のこと＝７＝

沢田正彦（完）」〔宝

幢院〕〔見晃〕〔神仏分離令〕〔富士萬〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年５月７日
付「ふるさと再発見」）
「『光化学スモッグ』がシーズン入り

発生予想時

外出自粛など呼びかけ」〔大気汚染〕

（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年５月９日付）
「石川一族と釈迦堂の墓

富士宮市山宮字久保（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９７年

＝平成９年５月 10 日付「シリーズ〈１３８〉歴史を旅した石たち」）
「富士山３７７６自然復元大作戦

市政施行 55 周年記念

市有林にケヤキなど植樹」
（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年５月 11 日付）
「パラグライダーに挑戦

とんぼクラブ

体験フェスティバルに 23 人」（『岳南朝日』１

９９７年＝平成９年５月 13 日付）
「野鳥の会南富士支部『山麓の野鳥』展

市役所市民ギャラリーで」（『岳南朝日』１９

９７年＝平成９年５月 14 日付）
「５億円余投入し炉改善

富士川クリーンセンター

ダイオキシン問題で対応」〔大気汚

染〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年５月 21 日付「庵原・峡南」）
「富士宮三峯講の石灯籠

埼玉県秩父三峯山（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年５月 24 日付「シリーズ〈１４０〉歴史を旅した石たち」）
「８月 17 日に富士山一斉清掃

３０００人規模で実施

富士山をいつまでも美しくする

会」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年５月 27 日付）
「新しいまちは『景観重視』各自治体条例施行で再出発」〔富士市〕〔富士宮市〕（『岳
南朝日』１９９７年＝平成９年５月 28 日付）
「富士森林組合総会

倒木被害の整理に全力」〔風倒木 96 年９月〕（『岳南朝日』１９９

７年＝平成９年５月 29 日付）
「随想

富士の農男

てるしま・やすひろ」〔雪形〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９

年６月４日付）▲▲→「随想
「人穴浅間神社

雪形の話」（２０００年＝平成 12 年４月 11 日）に続編。

富士講開祖藤原角行の霊を慰め

50 人参列し供養祭」〔大日本富士教〕

（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月４日付）
「大沢崩れ見学会を開催

７月から４回

日程ごとに参加受付」〔富士砂防工事事務所〕

（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月４日付）
「ＪＲ富士宮駅・富士駅

北口改札外トイレを移設

今秋までに両駅とも改札内に

地元

『利便性欠く』と反対」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月５日付）
「夏の幕開けを告げる富士山お山開き

イベントの内容決まる」〔富士山入山式〕（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年６月５日付）
「富士山自然休養林とは

県行政センター

ビデオで魅力など紹介」（『岳南朝日』１９

９７年＝平成９年６月５日付）
「富士山の“美”後世へ

自然林復元大作戦

６００人参加し苗木植栽」〔富士山３７７

６自然林復元大作戦〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月 10 日付）
「植栽と追跡調査実施

大沢崩れ

緑の回復計画」〔フジアザミ〕〔ミヤマハンノキ〕〔富

士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月 10 日付）
「土砂災害を未然に防ごう

13 カ所をパトロール」〔富士土木事務所〕（『岳南朝日』１
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９９７年＝平成９年６月 12 日付）
「富士山お山開きイベント『ふれあい夜市』開設」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年
６月 12 日付）
「一斉清掃に２０００人参加

富士山を美しくする会

97 年度総会」〔富士山をいつまで

も美しくする会〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月 18 日付）
「残土不法投棄に厳罰
案提出へ

汚染物質の確認なども

県条例適用外にも網

富士宮市が独自に規制

罰則に懲役刑盛り込む

６月議会に条例

全協で説明」（『岳南朝日』１

９９７年＝平成９年６月 19 日付）
「山宮の余熱利用施設

当局、実施設計の概要を報告

来年７月に完成予定」〔天母の湯〕

（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月 19 日付）
「身延線など交通網乱す

台風７号が駆け抜ける」〔豪雨〕（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年６月 21 日付）
「富士山８合目に衛生センター

来月 25 日から 26 日間」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年６月 21 日付）
「道路陥没通行止め
返し運転

主要地方道富士宮・芝川線

西富士宮－芝川駅間はバス輸送

崩落土砂、身延線を覆う

当面、折り

芝川で総雨量１８０㍉」〔豪雨〕〔台風７号〕

（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月 22 日付）
「大沢扇状上流端

フジアザミを植栽

富士宮ＬＣの会員

郷土自然の復元へ」（『岳南

朝日』１９９７年＝平成９年６月 25 日付）
「ビジターセンター

森林インストラクター

三浦公雄」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年６月 25 日付「私の発言」）
「来月１日以降も通行止め
ろから

富士宮口登山道

８合目から山頂区間

規制解除は 10 日ご

県などが残雪調査」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６月 27 日付）

「ゴミ持ち帰りをＰＲ

富士宮ＬＣ ５合目に横断幕掲出」（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年６月 27 日付）
「大沢崩れで大土石流

25 万立方㍍が流出 砂防施設で被害防ぐ」〔台風７号〕（『岳南

朝日』１９９７年＝平成９年６月 29 日付）
「きょう、富士山お山開き

夏山シーズン告げる」〔富士山入山式〕（『岳南朝日』１９

９７年＝平成９年７月１日付）
「富士山５合目

ハイテクトイレ設置

し尿による環境汚染防止

バクテリアを利用」
〔バ

イオトイレ〕〔環境庁〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年７月１日付）
「表登山口富士宮

夏富士、盛大にお山開き」〔村山会場〕〔富士山入山式〕〔富士根北

小〕〔村山区婦人会〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年７月２日付） 一部▲▲
「マラソンチーム『百姓一揆』大会へ向け合宿」〔富士登山駅伝競走大会〕（『岳南朝日』
１９９７年＝平成９年７月２日付）
「お山開き

一番バスの乗客に手紙

大富士小学校児童

富士山の魅力をＰＲ」（『岳南

朝日』１９９７年＝平成９年７月３日付）
「９７夏の幕開け！

火と水の祭典

盛大に富士山お山開き」〔富士山入山式〕〔富士山

修験道場〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年７月４日付）
「保健所存続に努力

渡辺市長

６月定例会一般質問スタート
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初日は４氏が登壇」
（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年７月４日付）
「自然への歩み寄りを

砂防講演会 吉村氏（考古学者）が熱弁」〔吉村作治〕（『岳南

朝日』１９９７年＝平成９年７月４日付）
「今年の豊作を祈願

浅間大社でお田植え祭」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年７月

８日付）
「国有林で整備奉仕活動

県厚生年金受給者協連

会員ら１００人が緑化推進」（『岳南

朝日』１９９７年＝平成９年７月 11 日付）
「８合目－頂上間

通行止め解除

夏山富士登山本格化」〔残雪〕（『岳南朝日』１９９

７年＝平成９年７月 12 日付）
「富士山頂郵便局が開局

期間は来月 20 日まで」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年７

月 12 日付）
「牛頭観音像

富士宮市星山

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年７月 12

日付「シリーズ〈１４７〉歴史を旅した石たち」）
「ふれあい自然塾整備事業

第１号に田貫湖地区

環境庁が今年度から着手

国民休暇村

誘致に弾み」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年７月 18 日付）
「富士山麓線 82％の進ちょく率

来年３月完成目指す『陳情活動は不要』と」〔国道４６

９号〕〔富士山麓線建設推進協議会〕〔防火林道〕〔天照教林道〕（『岳南朝日』１９９
７年＝平成９年７月 18 日付）
「富士宮市議会

オウム真理教対策特別委員会委員長報告

完全撤退まで①」（『岳南朝

日』１９９７年＝平成９年７月 18 日付）
「富士治山治水同盟会

大沢砂防など促進に全力

陳情項目・日程決める

国へは来月 28

日に」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年７月 19 日付）
「オウム真理教対策特別委委員長報告

完全撤退まで②」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年７月 19 日付）
「５合目に警備派出所開設

富士宮署 富士登山の安全確保

来月 24 日まで稼働」（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年７月 20 日付）
「オウム真理教対策特別委委員長報告

完全撤退まで③」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年７月 20 日付）
「オウム真理教対策特別委委員長報告

完全撤退まで④」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年７月 26 日付）
「オウム真理教対策特別委委員長報告

完全撤退まで⑤」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年７月 27 日付）
「富士山題目宝塔

表富士宮口六合目」〔大泉寺〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年

７月 27 日付「シリーズ〈１４９〉歴史を旅した石たち」）
「ようこそ富士宮市へ

富士と琵琶湖を結ぶ会

60 人が富士登山に」（『岳南朝日』１９

９７年＝平成９年７月 30 日付）
「視点

保健所の廃止は困る

健康生活に課題が山積（佐野満）」（『岳南朝日』１９９

７年＝平成９年８月１日付）
「八大竜王と水神祠

富士山旧村山口（沢田正彦）」〔村山古道〕（『岳南朝日』１９９

７年＝平成９年８月２日付「シリーズ〈１５０〉歴史を旅した石たち」）→これらの石碑
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は日沢の浸食で流される危険性が出てきたので、１９１８年＝平成 30 年５月、村山の人た
ちの手で右の熔岩流末端に移動された。
「国道４６９号村山地先

延長７５０㍍区間を供用開始」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年８月３日付）→「富士南麓道路
「“歩く博物館”スタート

村山地先で一部開通」（８月 19 日付）に関連記事。

富士山文化塾

曾我兄弟の史跡など見学」（『岳南朝日』１

９９７年＝平成９年８月５日付）
「９日からマイカー規制

シャトルバスなど乗り換え

富士山スカイライン」〔水ケ塚駐

車場〕〔西臼塚駐車場〕〔日本ランドＨＯＷスキー場〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成
９年８月５日付）
「歴史とどめる自然石

摩利支天石塚と水神碑（上）佐野十三郎」（『岳南朝日』１９９

７年＝平成９年８月６日付「ふるさと再発見」）
「富士山の自然を守ろう

７コースに分かれ調査活動」〔境域ルネッサンス 21『遊びの森〕

〔富士山子供環境サミット〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月７日付）
「県緑の少年団が交流集会

富士山ろくに４００人が集う」（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年８月７日付）
「烏芻沙摩明王像

富士市平垣本町・金正寺」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月

９日付「シリーズ〈１５１〉歴史を旅した石たち」）
「スカイライン

マイカー規制始まる

バス利用者

出足は昨年並み」〔水ケ塚駐車場〕

〔西臼塚駐車場〕〔日本ランドＨＯＷスキー場〕〔シャトルバス〕（『岳南朝日』１９９
７年＝平成９年８月 10 日付）
「富士山の情報を強化

富士宮市

インターネット

ホームページを更新」（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年８月 10 日付）
「自然と歴史を訪ねて
行から

文・写真

勢子辻登山道～呼子岳分岐

富士市五十雀山歩会ボランティア山

望月まさし」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月 10 日付）

「境域ルネッサンス 21『遊びの森』富士山子供環境サミット
００人が体験活動

富士山を知り、守ろう

４

富士山、柿田川などで観察会」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年

８月 10 日付「ワイド学園スポット」）
「歴史とどめる自然石

摩利支天石塚と水神碑（下）佐野十三郎」（『岳南朝日』１９９

７年＝平成９年８月 13 日付「ふるさと再発見」）
「『滝戸遺跡展』に寄せて（上）繁栄と衰退 富士宮市教委文化課学芸員

渡井英誉」
〔『富

士宮の遺跡 滝戸遺跡展』富士宮市立郷土資料館編・発行、１９９７年〕（『岳南朝日』１
９９７年＝平成９年月日付）
「地下水の保全・利用

指導要綱を制定

かん養・汚染防止の重点地域

富士山地帯を中

心に国立公園区域を指定」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月 19 日付）
「富士南麓道路

村山地先で一部開通

地元区民ら盛大に祝う」〔赤野竹司〕〔村山三区

勢太鼓〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月 19 日付）
「本栖湖

湖底の古代遺跡調査

保全団体が下旬まで」〔日本水中遺跡保全協会〕（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年８月 20 日付「峡南・富士五湖」）
「富士山クリーン作戦

３登山口で１７００㌔余収集」〔富士山をいつまでも美しくする

会〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月 19 日付）

- 107 -

「ＮＴＴ静岡支店

富士山頂からの景色を生画像で」〔インターネット〕（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年８月 19 日付）
「商店街の電線を地中化

神田・中央・駅前地区

着工は 99 年を予定」
〔電線地中化〕
（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年８月 22 日付）
「富士砂防の本年度事業などを確認 富士宮地区砂防事業連絡会」〔富士砂防工事事務所〕
（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月 22 日付）
「『滝戸遺跡展』に寄せて（下）戦争と交流の軌跡－古墳出現前夜の滝戸
文化課学芸員

富士宮市教委

渡井英誉」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年月日付）

「富士山ふれあいウオークにお願い

岡田収治」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８

月 26 日付「私の発言」）
「富士川の舟運など学ぶ

芝川町文化講演会」〔釜口橋〕〔和田嘉夫〕（『岳南朝日』１

９９７年＝平成９年８月 26 日付）
「旧村山富士登山道を訪ねる

根北公民館でふるさと学級」〔赤野竹司〕（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年８月 26 日付）
「宝町の富士高砂酒造所有地

市の取得求め議会請願

周辺７区が署名運動

９月定例会

で審議へ」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月 27 日付）→「高砂酒造所有地『取得
せず』」（１９９８年＝平成 10 年１月 20 日付）に続報。
「燃料使用量調査結果

75 事業所で 16 万８千㌧

排出硫黄酸化物は推定３１３㌧」〔大

気汚染〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 8 月 17 日付）
「幻の『大宮城』居館は実在

壕や土塁跡など確認」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９

年８月 28 日付）
「パラグライダーが墜落

女性が死亡」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年８月 28 日付）

「来月７日に夏山富士山閉山式

村山浅間神社」〔村山閉山式〕（『岳南朝日』１９９７

年＝平成９年８月 30 日付）
「パラグライダー教室など開催」〔朝霧野外活動センター〕（『岳南朝日』１９９７年＝
平成９年８月 30 日付）
「マイカー規制定着

富士宮署

富士山警備結果を公表」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年９月２日付）
「戦国期語る歴史ロマン秘め“大宮城”（富士氏居館）跡一般公開

あす、２回目の説明

会も」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年６日付「郷土トピックス」）
「富士山ろくへの不法投棄に目光らす

山間部や山林など重点に

関係機関職員が巡視」

〔産廃〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年９月６日付）
「夏山シーズンに別れ告げ

浅間大社で富士山閉山祭」（『岳南朝日』１９９７年＝平成

９年９月９日付）
「富士山国有林

官・民で自然林復元へ

風倒木被害地域を重点に

住友林業の構想推進」

〔まなびの森〕〔風倒木被害 96 年９月〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年９月 11 日
付）
「富士山をきれいに！

山ろくクリーン作戦展開」〔富士宮農業高校〕（『岳南朝日』１

９９７年＝平成９年９月 12 日付）
「天母山の釈迦涅槃像

富士市山宮（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年
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９月 13 日付「シリーズ〈１５５〉歴史を旅した石たち」）
「旧村山の富士登山道を歩く

富士根北公民館ふるさと学級」〔村山古道〕（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年９月 14 日付）
「『富士山自然の森づくり』発足」〔風倒木被害 96 年９月〕〔富士宮自然観察の会〕〔富
士山自然休養林〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年９月 17 日付）
「マイカー規制で駐車場利用が増加
者数は

10 日間実施

バスの乗客４万６０００人に

登山

３万９０００人」〔シャトルバス〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年９月

17 日付）
「大沢扇状地クイズウオーク

富士地区から１１５人参加

砂防工事や富士山への理解深

める」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年９月 19
日付）
「岳朝茶論

富士山レーダーの引退

佐野栄代」〔新田次郎〕（『岳南朝日』１９９７年

＝平成９年９月 21 日付）
「田貫湖集団施設地区へ

国民休暇村宿舎建設が決定

全国で 36 番目 県下では２番目

の施設『周辺整備の検討に着手』渡辺市長」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年９月 30
日付）
「花鳥山脈が閉園

来年３月８日で

小田急電鉄

入場者減で継続困難に

富士宮市

今

後の土地利用に関心」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 10 月８日付）
「村山登山道秋の探索会

八幡堂周辺で実施

20 日まで参加受付」〔村山古道〕〔富士山

表口村山登山道保存会〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 10 月８日付）
「きょう、歩く博物館

中宮八幡堂をたずねる

西臼塚駐車場に集合」〔村山古道〕〔渡

井正二〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 10 月 12 日付）
「今夏の高齢富士登山者番付は？全国トップは 96 歳の小西さん（京都）70 歳以上は８１
５人 地元では望月さん（富士宮）、」有働さん（富士）浅間大社調べ」〔浅間大社〕（『岳
南朝日』１９９７年＝平成９年 10 月 16 日付）
「地図など片手にタイム競う

学生オリエンテーリング選手権

富士山ろくでビッグ大

会」〔日本学生オリエンテーリング連盟〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 10 月 16
日付）
「富士宮市

広葉樹育苗事業を展開

地下水保全など目的」（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年 10 月 17 日付）
「大宮城（富士氏居館跡）発掘調査報告（上）大宮司富士氏と３度の攻防
の重要拠点

富士宮市教育委員会文化課

武田駿河侵攻

小岱史芳」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９

年 10 月 17 日付）
「酪農王国復活へ新たな一歩

富士開拓農協

オウム跡地で清め式

購入地駐車場に」
『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年 10 月 19 日付）
「大宮城（富士氏居館跡）発掘調査報告（下）濠は富士氏居館と武田氏大改修の跡
期の歴史を物語る

富士宮市教育委員会文化課

戦国

小岱史芳」（『岳南朝日』１９９７年＝

平成９年 10 月 22 日付） →「大宮城発掘詳報」（１９９８年＝平成 10 年１月 10 日付）に
詳報。
「日本ランドＨＯＷスキー場

24 日、オープンへ
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当日のみ入場滑走無料

新システム導

入

昨年より１カ月も早く」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 10 月 22 日付）

「富士山ふれ合いウオーク

紅葉楽しみながら

参加者募集」（『岳南朝日』１９９７年

＝平成９年 10 月 22 日付）
「いぼとり不動

富士市原田・滝川（沢田正彦）」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年

10 月 25 日付「シリーズ〈１６１〉歴史を旅した石たち」）
「水源保全

監視員が初の調査

湧玉池など市内 33 カ所を巡回」〔地下水〕（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年 10 月 28 日付）
「“村おこしのチャンス”に

地元の山宮区民

ソフトボール場など見学」（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年 10 月 28 日付）
「畑作地は白銀色に

晩秋を彩るそばの花

かつては食糧の主役」（『岳南朝日』１９９

７年＝平成９年 10 月 30 日付）▲▲
「林道での人身事故急増

一般道との違いを PR へ 林道安全協会」〔片山正英〕（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年 10 月 31 日付）
「根北公民館まつり

地域住民らで大にぎわい

きょう、青空市」
〔富士根北公民館〕
（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年 11 月２日付）
「根北小で『富士山を語る会』富士砂防・星野所長を講師に

土石流災害など学ぶ」〔富

士根北小〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 11 月 13 日付）
「山宮御神幸と鉾立石

富士宮浅間大社

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９

年 11 月 15 日付「シリーズ〈１６４〉歴史を旅した石たち」）→塩川甲子郎「御神幸道を
偲ぶ」（『月の輪』３号、昭和 63 年３月 31 日付）参照。
「公共用地取得に勇断を

市立資料館の現状を憂える

沢田正彦」〔高砂酒造所有地〕〔中

屋〕〔郷土資料館〕〔博物館構想〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年月日付「論壇」）
「山の環境浄化へ携帯トイレでし尿持ち帰りを

杉森ヨシ子」（『岳南朝日』１９９７年

＝平成９年 11 月 15 日付「私の発言」）
「高砂酒造所有地問題

取得へ再考迫る

西町地区周辺７区長が市長に」（『岳南朝日』

１９９７年＝平成９年 11 月 18 日付）
「東海道の“昔日”しのばせ

博物館連絡協が巡回展

富士市立博物館で」〔富士・沼津

・三島博物館連絡協議会〕〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』１９９７年＝
平成９年 11 月 19 日付）
「冬の訪れ告げ富士が雪の装い」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 11 月 19 日付）
「国民休暇村建設

旅館・飲食関係８団体

市に凍結求め陳情

民間の営業圧迫など理由

に」〔田貫湖〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 11 月 20 日付）
「悪王子神の石祠

富士宮市阿幸地

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 10

月 29 日付「シリーズ〈１６６〉歴史を旅した石たち」）
「26 日の大雨

土石 10 万立方㍍が流出 大沢沈砂地工にたい積

砂防施設が機能」〔大

沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕〔土石流〕〔豪雨〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９
年 11 月 30 日付）
「身延線で落石事故、客車が脱線

内船－甲斐大島間で」（『岳南朝日』１９９７年＝平

成９年 11 月 30 日付）
「国民休暇村建設構想

田貫湖西岸に建設へ

99 年着工

- 110 -

宿泊定員は１５０～１６０人」

〔休暇村富士〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 12 月 17 日付）
「『富士山天母（ANMO）の湯』余熱利用施設の名称決まる」〔天母の湯〕（『岳南朝日』
１９９７年＝平成９年 12 月 17 日付）
「湧玉池保全について陳情」〔湧玉池を美しくする会〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成
９年 12 月 17 日付）
「なお、有効利用を検討

市議会全協 粟倉の苗圃跡地で論議」（『岳南朝日』１９９７

年＝平成９年 12 月 17 日付）
「富士重本浅間神社大宮司の遺徳①教育、地域発展などに足跡

佐野十三郎」〔浅間大社〕

〔芙蓉館〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 12 月 17 日付「ふるさと再発見」）
「第 38 回岳南朝日作文コンクール入賞作品
中三年

中学校部門佳作

市域の一員として①根北

平野阿沙美」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 12 月 25 日付）

「富士重本浅間神社大宮司の遺徳②教育、地域発展などに足跡

佐野十三郎」〔浅間大社〕

〔官幣大社〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 12 月 22 日付「ふるさと再発見」）
「第 38 回岳南朝日作文コンクール入賞作品
中三年

中学校部門佳作

市域の一員として②根北

平野阿沙美」（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 12 月 25 日付）

「富士重本浅間神社大宮司の遺徳③教育、地域発展などに足跡

佐野十三郎（おわり）」

〔浅間大社〕〔奥宮改修〕〔芙蓉館碑〕（『岳南朝日』１９９７年＝平成９年 12 月 26 日
付「ふるさと再発見」）
「富士急行がバス運行

初もうでとご来光を

浅間大社と水ケ塚へ」〔初日の出〕（『岳

南朝日』１９９７年＝平成９年 12 月 28 日付）

■１９９８年＝平成 10 年
【この年、１月１日付～１月５日付の原紙が欠落】
「『富士山記』と『蹲虎の碑』沢田正彦」〔岸岱〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10
年１月 10 日付「ふるさと再発見」）
「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝１＝富士宮市教委文化課
１９９８年＝平成 10 年１月 10 日付「郷土史文化シリーズ

小岱史芳」（『岳南朝日』

甦る幻の城跡」）←「大宮城

発掘調査報告（上・下）」（１９９７年＝平成９年 10 月 17 日付・10 月 22 日付）のつづ
き。
「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝２＝富士宮市教委文化課
１９９８年＝平成 10 年１月 11 日付「郷土史文化シリーズ

甦る幻の城跡」）

「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝３＝富士宮市教委文化課
１９９８年＝平成 10 年１月 13 日付「郷土史文化シリーズ

小岱史芳」（『岳南朝日』

甦る幻の城跡」

「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝４＝富士宮市教委文化課
１９９８年＝平成 10 年１月 17 日付「郷土史文化シリーズ

小岱史芳」（『岳南朝日』

小岱史芳」（『岳南朝日』

甦る幻の城跡」

「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝５＝富士宮市教委文化課 小岱史芳」（『岳南朝日』
１９９８年＝平成 10 年１月 18 日付「郷土史文化シリーズ
「富士山に魅力を伝える

甦る幻の城跡」

富士根北小 父母を招き学習発表会」（『岳南朝日』１９９８

年＝平成 10 年１月 20 日付）
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「高砂酒造所有地『取得せず』の方針

厳しい財政事情理由に渡辺市長が示す

市議会全

協」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年１月 20 日付）
「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝６＝富士宮市教委文化課
１９９８年＝平成 10 年１月 21 日付「郷土史文化シリーズ

小岱史芳」（『岳南朝日』

甦る幻の城跡」

「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝７＝富士宮市教委文化課
１９９８年＝平成 10 年１月 20 日付「郷土史文化シリーズ
「自主的な避難訓練展開

小岱史芳」（『岳南朝日』

甦る幻の城跡」

富士根北中 非常トイレの設営なども」（『岳南朝日』１９９

８年＝平成 10 年１月 21 日付）
「村山浅間神社

不動尊像など盗難事件

容疑者の男を逮捕

３点を発見」（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年１月 23 日付）
「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝８＝富士宮市教委文化課
１９９８年＝平成 10 年１月 24 日付「郷土史文化シリーズ
「富士砂防工事事務所

厳しい自然環境へ対応

小岱史芳」（『岳南朝日』

甦る幻の城跡」

建設機械めぐり技術検討会

関係者らが

意見交換」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年１月 25 日付）
「大宮城（富士氏居館跡）発掘詳報＝９＝富士宮市教委文化課

小岱史芳」〔『元富士大

宮司館跡 －大宮城跡にかかわる埋蔵文化財発掘調査報告書』富士宮市教育委員会編・発行、
２０００年〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年１月 25 日付「郷土史文化シリーズ 甦
る幻の城跡」
「富士山の『未来』へ提言

御殿場市で自然環境保全へサミット

知事、首長（４市１町）

が意見交換」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年１月 27 日付）
「国民休暇村

デメリットをただす

旅館料理業と飲食関係団体

財政負担や弱者対策

市に説明求める」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 1 月 29 日付）
「春を呼ぶますつり大会

３月１日 神田川と潤井川で」（『岳南朝日』１９９８年＝平

成 10 年 1 月 29 日付）
「富士根北中学校

会話の楽しさに目覚め

手な話し方、聞き方を学習

スクールフロンティア推進事業が最終回

上

来賓ら迎え活動の集大成を披露」（『岳南朝日』１９９８年

＝平成 10 年１月 30 日付）
「日本三大だるま市

毘沙門天祭が開幕

５日まで」〔妙法寺〕（『岳南朝日』１９９８

年＝平成 10 年２月４日付）
「」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年月日付）
「富士山への理解深める森づくり教室に 80 人

自然林再生へ基礎学習」〔富士山自然の森

づくり〕〔渡辺定元〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年２月１日付）
「『自然を守り抜く』決意胸に

富士山子供環境サミット」（『岳南朝日』１９９８年＝

平成 10 年２月６日付）
「万葉歌碑

富士市前田

沢田正彦」〔西伊豆フェリー発着場〕（『岳南朝日』１９９８

年＝平成 10 年２月８日付「シリーズ〈１７４〉歴史を旅した石たち」）→「山部赤人『富
士山を望む万葉歌碑』」（２０１２年＝平成 24 年２月 16 日付）に関連記事。
「浅間大社本殿など見学

ICOMOS の郭旃氏

富士山信仰に理解深める」〔世界遺産〕
〔イ

コモス〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年２月 14 日付）
「鉄道馬車発着所の碑

富士宮市弓沢町

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10
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年２月 14 日付「シリーズ〈１７５〉歴史を旅した石たち」）
「南富士緑地工業団地建設事業

土地利用計画承認し県へ送付

意見書（市長）添え条件

付き 市の審査、６年ぶり終了

事業費、実績などで議論」〔富士宮南陵工業団地〕（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年２月 17 日付）
「富士宮保健所の支所案

従来の機能存続を

富士宮市・芝川町と市民の会

県知事に要

望書」〔富士宮保健所廃止〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年２月 17 日付）
「森林再生のメカニズム

20 日に森づくり教室

市役所で

渡辺氏を講師に」〔富士山自

然の森づくり〕〔渡辺定元〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年２月 17 日付）
「身延線が全線開通 70 周年

富士川号が復活運転

多彩にイベント

久遠寺へハイキン

グも」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年２月 18 日付）
「日本建築学会東海支部学術研究報告『浅間造』の定義と浅間大社本殿の建築形式＝１＝
発表者

建部恭宣氏・月原光泰氏

日本建築専門学校」（『岳南朝日』１９９８年＝平成

10 年２月 18 日付）
「登山ポスターを製作

富士山五口協議会」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年２日

20 付）
「日本建築学会東海支部学術研究報告『浅間造』の定義と浅間大社本殿の建築形式＝２＝
発表者

建部恭宣氏・月原光泰氏

日本建築専門学校」（『岳南朝日』１９９８年＝平成

10 年２月 21 日付）
「日本建築学会東海支部学術研究報告『浅間造』の定義と浅間大社本殿の建築形式＝３＝
発表者

建部恭宣氏・月原光泰氏

日本建築専門学校」（『岳南朝日』１９９８年＝平成

10 年２月 24 日付）
「日本建築学会東海支部学術研究報告『浅間造』の定義と浅間大社本殿の建築形式＝４＝
発表者

建部恭宣氏・月原光泰氏

日本建築専門学校」（『岳南朝日』１９９８年＝平成

10 年２月 25 日付）
「日本建築学会東海支部学術研究報告『浅間造』の定義と浅間大社本殿の建築形式＝５＝
発表者

建部恭宣氏・月原光泰氏

日本建築専門学校（おわり）」（『岳南朝日』１９９

８年＝平成 10 年２月 28 日付）
「馬頭観音と軍馬慰霊塔

富士宮市北山三区」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年２月

28 日付「シリーズ〈１７７〉歴史を旅した石たち」）
「人穴碑塔群の詳細語る

静岡大学名誉教授の若林淳之氏

２年間の調査研究踏まえ

富

士山文化授受講演会」〔『史蹟人穴』富士宮市教育委員会編・発行、１９９８年〕（『岳
南朝日』１９９８年＝平成 10 年３月６日付）
「富士山文化塾

富士講の聖地を歩く

市民 80 人が参加」〔渡井正二〕〔人穴〕（『岳南

朝日』１９９８年＝平成 10 年３月 10 日付）
「大悟庵

観音大画像をご開帳

善男、善女らが参詣」（『岳南朝日』１９９８年＝平成

10 年３月 19 日付）
「ヤマボウシ５００本を仮植

富士山自然の森づくり

国有林内の倒木跡地などへ」
（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年３月 25 日付）
「大石寺新客殿が完成

耐震性と伝統建築に配慮

９９８年＝平成 10 年３月 25 日付）
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きょう落慶大法要」（『岳南朝日』１

「富士宮市芝川町厚生施設組合

鞍骨沢最終処分場が完成

一般廃棄物を処理

二重遮水

シート工法（県下初）」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年３月 27 日付）
「富士砂防事業は長期課題

沈砂地やダム建設

昨年は大量の土石流発生」〔大沢崩れ〕

（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年３月 27 日付）
「富士宮ライオンズクラブ『森づくり』に全力投入」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10
年３月 27 日付）
「左富士と馬頭観音碑

富士市依田橋」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年３月 28 日

付「シリーズ〈１８０〉歴史を旅した石たち」）
「富士山自然の森づくり

26 日に国有林に広葉樹植栽

参加を呼びかけ」〔風倒木 96 年

９月台風〕〔仁藤浪〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年４月４日付）
「倭文布と倭文神社

富士宮市星山」
（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年４月５日付「シ

リーズ〈１８１〉歴史を旅した石たち」）
「田子の浦浚渫土
８機関で

リサイクルへ検討会

耕作用土への利用をめざし

港管理事務所など

５カ年計画で研究推進」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年４月 17 日付）

「野鳥の会南富士支部

天照教社で定例探鳥会

一般の参加呼びかけ」（『岳南朝日』１

９９８年＝平成 10 年４月 24 日付）
「光化学スモッグが“シーズン入り”97 年度『予報』を２回記録
課が注意呼びかけ

近年は多発傾向

関係

富士・富士宮地区」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年４月 28 日

付）
「参拝客らでにぎわう

天照教で春季祭典」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年５月１

日付）
「富士山自然の森づくり

本格的な植栽活動開始

会員 70 人が汗 ブナなどバランス良

く」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年５月１日付）
「住友林業『記念の森プロジェクト』自然林復元めざし

広葉樹３千４００本を植栽」（富

士山まなびの森）（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年５月５日付）
「安養寺の 十六羅漢

富士宮市杉田」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年５月 10 日付

「シリーズ〈１８５〉歴史を旅した石たち」）
「富士川断層

観測の意義を強調

徳山氏（常葉富士短大学長）招き講演会

支援する会」

〔富士川断層観測を支援する会〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年５月 12 日付）
「視点『水の都』の誇りいずこ

濁りが進む富士宮の河川」（『岳南朝日』１９９８年＝

平成 10 年５月 15 日付）
「富士山まつり準備へ

推進委員会が初会合

今年も４大祭事で」（『岳南朝日』１９９

８年＝平成 10 年５月 17 日付）
「シリーズ

自然林再生への道

１－台風 17 号

森は生きている－富士山自然の森づくり活動を追って－

国有林被害７５１㌶

復旧対策急務に」〔風倒木被害 96 年９月〕（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年５月 29 日付）
「シリーズ

自然林再生への道

森は生きている－富士山自然の森づくり活動を追って－

２－一般市民の自助努力で復元保全

将来見据えた樹種配分」（『岳南朝日』１９９８年

＝平成 10 年６月２日付）
「シリーズ

自然林再生への道

森は生きている－富士山自然の森づくり活動を追って－
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３－活動の２本柱

山作業と勉強会

生態系取り戻し人との“共生”へ」（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年６月３日付）
「富士山夏山開きＰＲが本格化

パンフなど配布」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10

年６月３日付）
「大日如来の文字塔

富士宮市貫間」
（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年６月６日付「シ

リーズ〈１８９〉歴史を旅した石たち」）
「山岳事故ゼロを目標に

パトロールなど随時実施

遭対協富士宮支部

総会で確認」
〔静

岡県山岳遭難防止対策協議会〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年６月６日付）
「シリーズ

自然林再生への道

４－バランス良い多樹種

森は生きている－富士山自然の森づくり活動を追って－

配分や食害防止対策

より自然に、より確実な活動」（『岳南

朝日』１９９８年＝平成 10 年６月６日付）
「不法投棄などに目光らす

富士山ろく環境パト隊

隊員 23 人に委嘱状交付

富士宮市」

（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年６月７日付）
「シリーズ

自然林再生への道

森は生きている－富士山自然の森づくり活動を追って－

５－自然が持つ復元力を人が“手伝う”代表インタビュー

渡辺定元氏 立正大教授・農

学博士」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年６月９日付）
「シリーズ

自然林再生への道

６－事務局長インタビュー

森は生きている－富士山自然の森づくり活動を追って－

仁藤浪氏（富士宮自然観察の会会長）」（『岳南朝日』１９

９８年＝平成 10 年６月 10 日付）
「シリーズ

自然林再生への道

森は生きている－富士山自然の森づくり活動を追って－

６－幾世代が継承してこそ森が戻る

有効な施策を確実・迅速に」（『岳南朝日』１９９

８年＝平成 10 年６月 12 日付）
「不法投棄に発見に全力

県がパト隊を組織

富士山ろくなど重点に監視」〔産廃〕〔富

士健康福祉センター〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年６月 13 日付）
「富士砂防が大沢など見学会

参加者を募集」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９９８年＝

平成 10 年６月 16 日付）
「市民組織

環境パト隊出動へ

週１回のペースで山ろくの不法投棄に目光らす

富士宮

市」〔富士山麓環境パトロール隊〕〔産廃〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年６月
19 日付）
「今年２回目の注意報発令

富士・富士宮地区」〔光化学オキシダント〕（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年６月 19 日付）
「江戸期の風景今に

絵図集成『駿河記』原形でよみがえる

岳南の名所スケッチも」
〔『駿

河記絵図集成』（桑原藤泰画、複刻、羽衣出版、１９９８年）〕（『岳南朝日』１９９８
年＝平成 10 年６月 21 日付）
「市行政から見たオウムの記録（つづく）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富士宮
市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９８年
＝平成 10 年６月 21 日付「富士宮市・行政資料」）
「不法投棄を随所で発見

富士山ろく環境パト隊が初出動

焼却中の業者らを厳重注意」

〔富士山麓環境パトロール隊〕〔産廃〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年６月 23 日
付）
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「“神の道”を散策

富士地区余暇プランナークラブ」〔御神幸道〕（『岳南朝日』１９

９８年＝平成 10 年６月 23 日付）
「市行政から見たオウムの記録〈２〉（つづく）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富
士宮市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９
８年＝平成 10 年６月 24 日付「富士宮市・行政資料」）
「富士山

雪代で指導所被害

県、山開きまでに修復」〔山梨県富士山安全指導センター〕

（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年６月 24 日付「峡南・富士五湖」）
「市行政から見たオウムの記録〈３〉（つづく）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富
士宮市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９
８年＝平成 10 年６月 26 日付「富士宮市・行政資料」）
「市指定文化財『袖日記』第２集を発刊

富士宮市教委」〔『駿州大宮町横関家 袖日記（五

番・六番）』富士宮市教育委員会編・発行、１９９８年〕（『岳南朝日』１９９８年＝平
成 10 年６月 26 日付）
「地名となった十三仏

富士宮市粟倉

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10

年６月 27 日付「シリーズ〈１９２〉歴史を旅した石たち」）
「市行政から見たオウムの記録〈４〉（つづく）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富
士宮市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９
８年＝平成 10 年６月 30 日付「富士宮市・行政資料」）
「環境研

五湖のたい積物調査

河口、山中湖で顕著

人的なヘドロの可能性」（『岳南

朝日』１９９８年＝平成 10 年７月１日付「峡南・富士五湖」）
「１９９８・７・１（水）富士山お山開き
シー 牧野酒造

浅間大社 ひのや

富士急ホテル

篠原タク

大頂寺」〔共同広告〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月１日付）

「市行政から見たオウムの記録〈５〉（つづく）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富
士宮市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９
８年＝平成 10 年７月１日付「富士宮市・行政資料」）
「富士山の“夏”盛大に幕開け
浅間大社会場

富士山５合目

富士宮市

安全祈願式など多彩に

３会場で山開き行事

村山浅間神社」〔富士山入山式〕（『岳南朝日』１９９８

年＝平成 10 年７月２日付）一部▲▲
「登山客へ手紙をプレゼント

富士宮市立大富士小の６年生児童たち」（『岳南朝日』１

９９８年＝平成 10 年７月２日付）
「大石寺正本堂解体問題『口はさむ余地なし』保存求める陳情審査

当局の対応を了承

市

議会総務委」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月３日付）
「市行政から見たオウムの記録〈６〉（つづく）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富
士宮市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９
８年＝平成 10 年７月３日付「富士宮市・行政資料」）
「スラッジリサイクル施設建設問題

当局の詰めの甘さ指摘

地元の反対陳情を継続扱い

市議会総務委」〔産廃〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月４日付）
「静岡営林署の存置を

厚生経済委が陳情を採択」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10

年７月４日付）
「98'夏

火と水の祭典

富士山お山開き」〔富士山入山式〕（『岳南朝日』１９９８年＝
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平成 10 年７月５日付）
「今年の豊作を祈願

浅間大社でお田植え祭」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月

９日付）
「登山者にサービス

浅間大社木の花会

売店をオープン

来月 11 日まで」
（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年７月 10 日付）
「富士山２つの道標

富士宮市村山」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 11 日付

「シリーズ〈１９３〉歴史を旅した石たち」）
「郷土史同好会『月の輪』13 号発刊 多彩な活動を描く」〔富士宮市郷土史同好会〕（『岳
南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 11 日付）
「富士山自然の森づくり

広葉樹植栽後の下刈りなど」〔西臼塚駐車場〕（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年７月 11 日付）
「監視活動の成果を報告

廃棄物不法処理防止連絡会

未然防止へ活路見込む」（『岳南

朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 14 日付）
「市行政から見たオウムの記録〈７〉（つづく）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富
士宮市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９
８年＝平成 10 年７月 14 日付「富士宮市・行政資料」）
「富士山天母の湯が落成

式典に２００人が出席

きょうから一般オープン」（『岳南朝

日』１９９８年＝平成 10 年７月 16 日付）
「富士山山室

衛生管理の徹底へ

富士健康福祉センター

10 施設を点検、指導」〔山室

衛生〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 16 日付）
「広域基幹林道富士山麓線

今年度中の完成目指す

建設推進協が総会

地権者との交渉

に努力」〔天照教林道〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 17 日付）
「富士山と琵琶湖のうまいもの詰合せセット

富士山特産品振興会

近江八幡観光物産教

会」〔共同広告〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 17 日付）
「市行政から見たオウムの記録〈８〉（つづく）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富
士宮市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９
８年＝平成 10 年７月 18 日付「富士宮市・行政資料」）
「夏山臨時交番を開所

名前も親しみやすく

登山客の安全を守り」〔臨時警備派出所〕

（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 18 日付）
「郷土の自然に理解深め

西小

全校児童が富士登山」〔西臼塚コース〕〔宝永遊歩道コ

ース〕〔宝永火口コース〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 18 日付）
「登山者の安全守る

富士山衛生センター

24 日からオープン」（『岳南朝日』１９９８

年＝平成 10 年７月 22 日付）
「来月８日からマイカー乗り入れ規制

17 日まで スカイライン登山区間」〔マイカー規

制〕〔西臼塚駐車場〕〔水ケ塚駐車場〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 24 日
付）
「市行政から見たオウムの記録〈９〉（おわり）」〔『市行政から見たオウムの記録』（富
士宮市オウムの記録編纂委員会編、富士宮市発行、１９９８年）.〕（『岳南朝日』１９９
８年＝平成 10 年７月 24 日付「富士宮市・行政資料」）
「富士山で植物散策楽しもう

来月９日に観察会
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市水とみどりの課が実施」〔スカイラ

イン新五合目～高鉢駐車場〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 25 日付）
「保全、開発状況把握などへ

富士山の自然と環境を守る会総会

事業計画決める」（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年７月 26 日付）
「産廃処理法違反などで３人を逮捕

富士宮署ほか」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10

年８月１日付）
「エコ・トイレ勉強会発足

富士山の環境保全へ

バイオトイレを実証実験

登山組合な

ど」〔宮崎善旦〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月２日付）
「親子で山頂征服の喜び

北山小 PTA 家族１００人が富士登山」〔親子富士登山〕（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月５日付）
「マイカー規制を開始

富士山スカイライン登山区間

シャトルバスなども運行」（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月９日付）
「宮駅－天母の湯間路線バス

途中の乗降も可能

利用を呼びかけ

富士急静岡」（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月９日付）
「御中道見晴らし台
びかけ

岸壁４００立方㍍が崩落

さらに崩落のおそれ

登山者らに注意呼

砂防事務所」〔大沢崩れ〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９８年＝

平成 10 年８月９日付）
「“心のふるさと”富士山へ

日本 JC 会頭の新田氏

地元メンバーと登山」〔日本青年会

議所〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月９日付）
「天母の湯・開設後の利用状況

16 日間で６１７８人が入場

一日平均３８６人

日曜日

に人気が集中」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月 11 日付）
「緑の少年団が交流

富士山麓山の村で」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月 11

日付）
「決められたルートで富士登山を

御殿場口落石事故受け

市が呼びかけ」〔遭難〕（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月 13 日付） ▲▲
「富士山一斉清掃

ゴミ１６６５㌔を収集

昨年比で減少

富士宮、御殿場、須走

１４

８団体、２９００人が参加」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月 18 日付）
「富士開拓農協が創立 50 周年 26 日、盛大に記念式典

開拓一世夫婦も招き」（『岳南

朝日』１９９８年＝平成 10 年８月 19 日付）
「馬の像を刻む馬頭観音

富士宮市北山・高田」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８

月 22 日付「シリーズ〈１９９〉歴史を旅した石たち」）
「登山者は６万２千人

富士山夏山臨時交番調べ

外国人の増加目立つ

７月 18 日から

８月 20 日まで」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月 23 日付）
「硫黄酸化物
％の減少
「大雨

排出量は年間３１３㌧（推定）ばい煙発生施設調査結果

前年度比２・２

富士宮市」〔大気汚染〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月 28 日付）
住民生活を直撃

通行止めや落雷による停電など

巻狩りまつりも中止に」〔豪

雨〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年８月 29 日付）
「富士山８合目衛生センター

26 日間で８６２人を診療

前年対比で 44 人増加 高山病

が 74％占める」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年９月６日付）
「富士山の“夏”閉じる

浅間大社で閉山式

関係者 50 人が出席」（『岳南朝日』１９９

８年＝平成 10 年９月８日付）
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「白糸の滝等保全対策協議会

安全確保へ落石壁面など視察」〔落木事故〕（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年９月９日付）
「地下水かん養量

１日当たり１９４万㌧

利用可能量は 78～98 万㌧ 富士宮市」（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年９月 11 日付）
「富士宮市

ダイオキシン類大気汚染調査

市内５カ所の測定平均

環境指針の３分の

１」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年９月 13 日付）
「富士宮市

御殿場・小山のごみ受け入れ

処理施設の改良で」（『岳南朝日』１９９８

年＝平成 10 年９月 13 日付）
「パラグライダー・カヌーin 朝霧“空中散歩”など楽しむ

県内から若者ら 40 人参加」
〔朝

霧野外センター〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年９月 15 日付）
「冨知神社（朝日町・宝町）１２００年の歴史に崇敬集め

拝殿・本殿などを改修

浅間

大社とのきずな深く【冨知神社の由緒】佐藤正憲」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10
年８月 18 日付「信仰と宗教」）
「冨知神社

きょう改修奉告祭盛大に

社殿補修、整備が完了」（『岳南朝日』１９９８

年＝平成 10 年９月 19 日付）
「富士山ろくクリーン作戦展開

宮農２年生１７５人が奉仕に汗」〔富士宮農業高校〕〔清

掃登山〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年９月 19 日付）
「日本一のフライト満喫

パラグライダーで江本さんら３人

富士山頂からテイクオフ」

〔第一興商ＤＫスカイジム朝霧〕〔江本崇〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年９月
20 日付）
「富士宮自然観察の会

朝霧の野草を確認しながらゴミ調査も」（『岳南朝日』１９９８

年＝平成 10 年９月 22 日付）
「冨知神社の修復盛大に祝う

総代、氏子ら関係者」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10

年９月 22 日付）
「山ろくの森林がピンチ

管理放置で荒廃化拡大」〔風倒木被害 96 年９月〕（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年９月 25 日付）
「滝ノ上不動尊と石仏群

富士宮市杉田」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年９月 26

日付「シリーズ〈２０３〉歴史を旅した石たち」）
「西臼塚で自然観察会

奇石博物館 参加者を募集（無料）」（『岳南朝日』１９９８年

＝平成 10 年 10 月１日付）
「宇賀神と弁財天

富士宮市大岩・出水」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月３

日付「シリーズ〈２０４〉歴史を旅した石たち」）
「来春の市長選

小室氏が出馬表明

第３の候補、手嶋氏も意欲

市議選と絡み動き活発」

〔小室直義〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月９日付）
「外神字和田・江柏地区中心に
録的な長雨が原因

地表から異常出水

床下浸水、畑の冠水など被害続出

記

半世紀ぶりの大異変に」〔地下水〕〔異常湧水〕（『岳南朝日』１９

９８年＝平成 10 年 10 月 13 日付）
「富士地域緑化推進協議会など主催 種子拾いなどの作業に汗

ミスとミセスの森づくり

女性ら２００人が参加」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 13 日付）
「富士山自然の森づくり

25 日にドングリ拾いと苗場植え
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西臼塚駐車場に集合」（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 14 日付）
「照葉樹林の貴重さ学ぶ

富士山文化講演会

渡辺さんの話に興味深く」
〔渡辺定元〕
（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 20 日付）
「設立 30 周年盛大に祝う

岳南排水路管理組合

記念式典に関係者２００人」（『岳南朝

日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 23 日付）
「富士山頂に初冠雪

例年より 17 日遅く」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月

23 日付）
「池谷本家古文書から

大宮町の誕生記録（１）佐野十三郎」（『岳南朝日』１９９８年

＝平成 10 年 10 月 23 日付「ふるさと再発見」）
「さんぽ道

茶畑と壮快な展望と

杉田～久沢地先

市境界の風物変化」（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年 10 月 23 日付）
「森林の保養機能で研修

富士山の森再生活動も視察

全国森林リクリエーション協会」

（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 24 日付）
「和田・江柏異常湧水

対応策検討のため

土氏（静大名誉教授）が現地視察

渡辺市長

も同行」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 24 日付）
「富士川断層

東海地震に備え『全力で調査を』恒石氏が講演

政府調査結果に見解」〔恒

石幸正〕〔富士川断層観測を支援する会〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 27
日付）
「企業排水

ＳＳなど許容範囲内

水質分析クロスチェック

16 団体が検討報告」〔富士

宮商工会議所〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 27 日付）
「異常湧水対策

水椚など４カ所

地下水をくみ上げ

１カ月間継続

湧水位観測し効果

見る」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 28 日付）
「池谷本家古文書から

大宮町の誕生記録（２）佐野十三郎」（『岳南朝日』１９９８年

＝平成 10 年 10 月 28 日付「ふるさと再発見」）
「異常湧水被災状況の把握に努める

災害認定で県が視察

用水対策も本格化」（『岳南

朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 30 日付）
「不法投棄の現状訴える

県と環境パト隊が意見交換」〔産廃〕〔富士山ろく環境パトロ

ール隊〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 10 月 30 日付）
「富士急行

富士山５合目

散策と天母の湯

参加者募る」（『岳南朝日』１９９８年＝

平成 10 年 11 月１日付）
「朝霧ジャンボリー

スノーボード場がオープン

初日にワンメイク大会

来場者でにぎ

わう」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 11 月３日付）
「社領の石造物群

富士宮市粟倉

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 11

月６日付「シリーズ〈２０９〉歴史を旅した石たち」）
「自然林復元へ植林活動『まなびの森』実行委

２００人参加し富士山ろくで」〔住友林

業〕〔風倒木被害 96 年９月〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 11 月６日付）
「半世紀ぶりの異常湧水

外神・淀師地区」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 11 月

７日付「カメラの目」）
「富士山ふれあうウオーク

初日は２コースに３００人

む」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 11 月８日付）
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ブナ林散策

深まりゆく秋楽し

「異常湧水

養鱒場にも被害『ガス病』でニジマスが大量死

前島代議士が視察

災害認

定に向け努力」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 11 月 12 日付）
「富士山登山区間

時間制限の通行止めへ

路面凍結で」〔スカイライン〕〔冬季閉鎖〕

（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 11 月 12 日付）
「『写真に写るのは“生き方 ”。作品で見てもらえる人生を』レンズ通し富士山と対峙
ャラリー喫茶を営む写真愛好家

ギ

青木明正さん」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年

11 月 12 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「種子の採取などに協力を

富士山自然の森づくり」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10

年 11 月 12 日付）
「砂防工事の安全策を

富士砂防と静岡営林署

施工業者らと現地視察」（『岳南朝日』

１９９８年＝平成 10 年 11 月 19 日付）
「オーミケンシ工場跡地など

計画推進へ市が庁内にプロジェクトチーム設置」（『岳南

朝日』１９９８年＝平成 10 年 11 月 25 日付）
「小室市議が会派離脱『新世紀の会』から」〔小室直義〕（『岳南朝日』１９９８年＝平
成 10 年 11 月 25 日付）
「産廃知る業者ら逮捕

全国初

名義貸しの禁止違反で」（『岳南朝日』１９９８年＝平

成 10 年 11 月 26 日付）
「富士山は日本の象徴

佐野栄代（編集局長）」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年

11 月 29 日付「岳朝茶論」）
「富士川町『川の科学館』（仮称）着工

２０００年４月オープン

地域振興の“要”と

して期待」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月２日付「庵原・峡南」）
「富士山の恵み

ふるさと贈ろ

ここずらよ

富士山特産品振興会」〔広告〕（『岳南朝

日』１９９８年＝平成 10 年 12 月２日付）
「身延線高架化期成同盟会設置へ

当局が吉川氏の質問に答える

11 月定例会一般質問

始まる」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月３日付）
「富士山自然の森づくり

森への理解深める

３回にわたり教室

受講者募る」（『岳南

朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月３日付）
「富士山自然の森づくり

植えつけ稚樹のワラ敷き」（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10

年 12 月５日付）
「富士山で洞くつ探検

12、13 の両日」〔ホールアース自然学校〕（『岳南朝日』１９９

８年＝平成 10 年 12 月６日付）
「富士山環境パトロール監視実績

不法投棄 14 カ所を発見」〔産廃〕（『岳南朝日』１９

９８年＝平成 10 年 12 月 10 日付）
「水供給の沿革を紹介

富士宮市水道部『事業のあらまし』出版

水源探しも課題に」
〔『富

士宮市水道事業のあらまし』〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月 11 日付）
「異常湧水鎮静化へ

富士宮市

水位観測記録など集約（10 日現在）」（『岳南朝日』１

９９８年＝平成 10 年 12 月 12 日付）
「異常湧水

年内にほぼ終結へ

土隆一静大名誉教授

調査結果など踏まえ見通し」
（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月 16 日付）
「富士山自然の森づくり

富士山の生態系など学ぶ
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会員、市民 50 人が参加

渡辺代表が

講義」〔渡辺定元〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月 20 日付）
「富士砂防事業に 7 億 1 千万円

国の第３次補正予算」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』１９

９８年＝平成 10 年 12 月 20 日付）
「異常湧水農林被害

国の激甚災害に認定

富士宮市 補助率の大幅アップに期待」
（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月 26 日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

浅間神社昇格の大運動（上）佐野十三郎」〔浅間大社〕（『岳

南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月 26 日付「ふるさと再発見」）
「富士急グリーンツアー

ご来光と初もうでなど楽しく

参加者を募る」〔水ケ塚駐車場〕

（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月 29 日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

浅間神社昇格の大運動（下）佐野十三郎」〔浅間大社〕〔山頂

気象観測所〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10 年 12 月 29 日付「ふるさと再発見」）
「身延線高架化早期実現めざす

期成同盟会を旗揚げ

富士宮市

来月 29 日に設立総会」

〔富士宮駅付近身延線鉄道高架建設促進期成同盟会〕（『岳南朝日』１９９８年＝平成 10
年 12 月 31 日付）

■１９９９年＝平成 11 年
「天頂へ挑戦の飛翔

撮影者

岡田静夫」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年１月１日

付）
「富士山こどもの国

いよいよ５月オープン

まるごと遊び冒険国（ワンダーランド）」

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年１月１日付）
「大宮司邸跡と芙蓉館の碑

富士宮市宮町

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９９年＝平成

11 年１月９日付「シリーズ〈２１６〉歴史を旅した石たち」）
「98 年度不法投棄量

２市１町で２１２㌧

不況を反映し増加傾向

目につく一般廃棄

物」〔産廃〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年１月 21 日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

浅間神社奥宮改築事業の達成

佐野十三郎」〔明治 40 年登山物

価〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年１月 29 日付「ふるさと再発見」）
「身延線鉄道高架化期成同盟会を設立

関係団体から１００人が出席

中心市街地整備へ

期待 会長に渡辺市長」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年１月 29 日付）
「廃棄物不法投棄
機関と連携

ヘリと車両使い

空・陸からパトロール

富士宮署、市などが県関係

昨年は不法投棄 14 カ所発見」〔産廃〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11

年２月４日付）
「林野火災など十分注意を

空気乾燥受け

消防組合が呼びかけ」（『岳南朝日』１９９

９年＝平成 11 年２月７日付）
「変ぼうする田子の浦地方

海岸線は延々と防波堤

河川改良や街づくりも進む」（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年２月 10 日付「さんぽ道」）
「国民休暇村

来年７月オープン

自然塾で体験、交流活動

整備概要まとまる

滞在型

観光で地域活性化へ」〔田貫湖〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年２月 18 日付）→
「公的宿泊施設『休暇村富士』が着工」（６月 12 日付）に続報。
「富士市の浮島沼周辺

たい積物調査を実施

通産省地質調査所が３日間で
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富士川断層

帯活動

地震津波の影響など探る」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年２月 18 日付）

「富士市立博物館館蔵

富士山資料を展示

江戸期の山姿や登山絵図など

５月 16 日ま

で」〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年２月 19 日付）
「みそ塗り地蔵

富士宮市粟倉

沢田正彦」〔『富士山麓石造物総集』富士宮北高郷土研

究部編・発行、１９６８年〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年２月 20 日付「シリー
ズ〈２２１〉歴史を旅した石たち」）
「常泉寺で大荒行帰山式

久保田副住職ら 10 人」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年

２月 21 日付）
「東海一のだるま市

毘沙門天大祭

初日から参拝客どっと」〔妙法寺〕（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年２月 23 日付）
「富士川の歴史、将来像探る

資料館建設構想に弾み

来月、舟運史フォーラム」（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年２月 24 日付「峡南・富士五湖」）
「富士川河口断層を学ぶ

科学技術庁主催

来月 23 日にシンポジウム」（『岳南朝日』１

９９９年＝平成 11 年２月 24 日付）
「小室氏が市議辞職」〔小室直義〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年２月 25 日付）
「あぐらの観音さん

富士宮市粟倉

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年２

月 27 日付「シリーズ〈２２２〉歴史を旅した石たち」）
「『まつりを継続させ、特技を生かしたまちづくりへ』かぐや姫絵巻をつくろう会会長
月秀晃さん

文・写真

望

吉田真理子」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年３月４日付「ヒ

ューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「池谷本家古文書に学ぶ

大宮町の明治維新

佐野十三郎」〔壬申戸籍〕（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年３月５日付「ふるさと再発見」）
「『生態系の循環の“お手伝い”が共生する人の努め』財産の『自然』次代へ継承
宮自然観察の会会長

仁藤浪さん

文・写真

富士

高橋留偉」（『岳南朝日』１９９９年＝平

成 11 年３月 11 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「富士根北中

ライブの醍醐味満喫

３年生を送るファイナル活動」（『岳南朝日』１９

９９年＝平成 11 年３月 11 日付）
「身延線跨線橋

北側上部工に着手

南側も橋脚基礎工事へ」（『岳南朝日』１９９９年

＝平成 11 年３月 14 日付）
「『歩く博物館』のコース整備

富士宮市教委

説明版や標柱を設置」（『岳南朝日』１

９９９年＝平成 11 年３月 17 日付）
「根北活性化に足がかり

粟倉農地

11 年目にして完成

事業費 13 億円を投入 隣接村

山では 80％ラインへ」〔粟倉農地保全事業〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年３月
18 日付）
「大悟庵で星山観音祭典

観音御影大画像を開帳

善男善女が開運祈願

」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年３月 19 日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

大宮町の明治維新

佐野十三郎」〔徴兵制度〕〔地租改正〕〔広

大な原野調査〕〔納税者に選挙権〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年３月 28 日付「ふ
るさと再発見」）
「“歯痛”の仏様

富士市大淵

沢田正彦」〔『歯の神様－民俗への旅』神津文雄著、銀
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河書房、１９９１年〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月３日付「シリーズ〈２２
６〉歴史を旅した石たち」）
「富士宮自然観察の会

11 日に野草観察とゴミ拾い

猪之頭地先で

気軽に参加を」
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 7 日付）
「西臼塚でケヤキの幼樹を植栽

富士山自然の森づくり

一般参加者募る」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年４月８日付）
「“世代交代”をアピール

小室直義後援会

文化会館で総決起大会」〔市長選挙〕（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 16 日付）
「野鳥保護を多方面から

野鳥の会南富士支部

99 年度事業など決める」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年４月 21 日付）
「ブナなど苗木６００本を植樹

ニッセイ富士の森（西臼塚近く）で

市民２００人が参

加」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 21 日付）
「富士宮市長選候補者の横顔
氏（68）無現

小室直義氏（50）無新 行革と職員の意識改革を

渡辺紀

構想の段階から具現化へ」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 21

日付）
「『富士川町の石造物』刊行

町教委 ４年がかりですべてを調査」〔『富士川町の石造

物』（富士川町文化財報告書第 22 号、富士川町教育委員会発行、１９９８年）〕（『岳南
朝日』１９９９年＝平成 11 年 4 月 21 日付）
「富士山積雪状況を調査

富士宮署 県警ヘリ使い上空から

遭難事故に備える」（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 22 日付）
「『富士山こどもの国』（富士市勢子辻）、26 日オープン
知事らテープカット

開園式に６００人出席 石川

オープニングイベントも多彩に」（『岳南朝日』１９９９年＝平成

11 年４月 23 日付）
「スカイラインきょう開通」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 23
日付）
「カタクリ再生テーマに

富士根北中 仁藤さん（自然観察の会）講師に総合学習」〔仁

藤浪〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 24 日付）
「富士山スカイライン再び閉鎖」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月
25 日付）
「富士宮市長選

渡辺氏３選果たす

小室氏善戦、小差で破れる」〔小室直義〕（『岳南

朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 26 日付）
「まるごと遊び冒険王国

富士山こどもの国

きょうオープン」（『岳南朝日』１９９９

年＝平成 11 年４月 26 日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

大宮町の明治維新

学校づくりの歩み（１）佐野十三郎」〔平

等寺〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 27 日付「ふるさと再発見」）
「富士宮署

富士山雪渓で救助訓練展開

迅速な対応図る

登山注意看板も設置」
〔遭難」〕

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年４月 29 日付）→次項が続報。
「遭難救助へ万全

富士宮署山岳救助隊

訓練で意欲新た

４月 27 日、富士山６合目」

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年５月１日付「カメラの目」）
「天照教春季祭典

一般参拝者が桜の花見楽しむ」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11
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年５月２日付）
「富士山国有林

ブナ、ケヤキなど植樹

首都圏などからも参加者

植林は群状施業を採

用」〔住友林業〕〔富士山まなびの森〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年５月 1 日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

大宮町の明治維新

学校づくりの歩み（２）佐野十三郎」〔岳

麓洞〕〔土屋勝太郎〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年５月４日付「ふるさと再発見」）
「浅間大社やぶさめ祭り

２日目に 15 万人が来場

ゴールデンウイーク総決算

入り込

み客のピークは３日【富士宮北部行楽地】」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年５月７
日付）
「ケヤキなど６３００本（苗木）を植樹
元作戦に７００人

県、関東森林管理局、富士宮市主催

自然林復

粟倉の国有林地内」〔富士山３７７６自然林復元大作戦〕（『岳南朝

日』１９９９年＝平成 11 年５月 11 日付）
「山宮小５年生が田植え

おいしいお米ができるといいな

米作りの楽しさ、苦労学ぶ」

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年５月 15 日付）
「富士山まつり日程決まる

推進委が初会合

11 万人余の人出見込む

富士宮市」（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年５月 26 日付）
「富士山をいつまでも美しくする会富士宮口支部が総会

新年度事業

８月 15 日に一斉

清掃」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年５月 21 日付）
「富士宮市立富士根北中学校 50 周年特集 カタクリのように立派に“芽”を出せ

生徒会

の取り組み『言葉の教育』のあゆみ

式後は

実行委員長・戦車学校の移築から出発して

記念誌作りに集中」〔『かたかご－創立 50 周年記念誌－』富士宮市立富士根北中学校編・
発行、１９９９年〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年５月 30 日付）
「奇石博物館と県森林インストラクター会

13 日にネーチャートレイル活動

富士山２

合目で」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月２日付）
「富士講開祖

角行の霊なぐさめる

供養祭に 50 人が参列」〔大日本富士教〕〔人穴浅間

神社〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月４日付）
「富士山自然の森づくり

倒木の整理と広葉樹の植栽展開

27 日に西臼塚で

協力者募

る」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月５日付）
「山岳事故ゼロへ決意

富士山など夏山シーズン控え

県山岳遭難防止協支部総会」
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月６日付）
「富士山憲章推進会議を設立

国、山静両県、15 市町村が連携

自然景観、環境保全し継

承」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月９日付）
「富士山５合目公衆トイレ

今夏からチップ制に

協力金を維持管理費に充当

運営協が

決める」〔富士山富士宮口五合目公衆トイレ維持管理運営協議会〕〔五合目トイレ〕（『岳
南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 11 日付）▼▼
「公的宿泊施設『休暇村富士』が着工 田貫湖西岸の集団施設地区内
留型へ

関係者集い起工式

来年７月にオープン

通過型観光から滞

利用客３万５千人見込む（年間）」
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 12 日付）
「富士登山の歴史と村山テーマに

富士根北公民館でフィールドワークなど」〔渡井正二〕

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 12 日付）
「山辻の石仏

富士宮市粟倉

沢田正彦」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 12
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日付「シリーズ〈２３５〉歴史を旅した石たち」）
「初夏の山野草楽しむ

自然観察の会

富士山５合目周辺を散策」〔富士宮自然観察の会〕

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 16 日付）
「『あまつばめ』オープン

富士砂防工事事務所内に設置

山村さん迎えテープカット

富

士山学ぶ総合学習の場に」〔山村レイコ〕〔アマツバメ〕（『岳南朝日』１９９９年＝平
成 11 年６月 18 日付）
「99 年度施業計画決める

富士宮市営林委員会

委員７氏に委嘱状交付も」〔富士宮市有

林〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 18 日付）
「富士山自然の森づくり

倒木の除去作業などに協力を」（『岳南朝日』１９９９年＝平

成 11 年６月 18 日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

大宮町の明治維新

産業発展の足跡

佐野十三郎」〔人口〕〔製

糸業〕〔富士茶〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 23 日付「ふるさと再発見」）
「米国マウント・レーニア国立公園１００周年記念
民に紹介

富士山とそっくり

レーニア山を市

市が来月 15 日から文化会館で絵画、写真など展示」（『岳南朝日』１９９９年

＝平成 11 年６月 23 日付）
「富士山お山開きの日程・行事決まる

浅間大社中心に多彩」（『岳南朝日』１９９９年

＝平成 11 年６月 25 日付）
「『人穴浅間神社』と『人穴』市文化財に指定

富士宮市

富士講発展など知る『遺跡』

に」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 26 日付）
「富士山富士宮口登山道交通規制解除

来月１日午前零時から

県土木部など」（『岳南

朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 27 日付）
「富士根北中で講演会

国際理解やボランティア活動に理解深める

ベトナム子どもの家

の小山さん招き」〔小山道夫〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 27 日付）→「夢
実現へまず行動」（７月１日付）に続報。
「７月１日

富士宮浅間大社、富士山５合目

富士山まつり開幕」〔村山浅間神社〕〔富

士山入山式〕〔村山婦人部〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 27 日付）一部▼
▼
「富士山でチップを

公衆トイレ」〔５合目トイレ〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11

年６月 27 日付）
「山の生活大いに満喫

海の子と山の子ら

農家などいっしょに訪問

山宮小・網代小交

歓会」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 27 日付）
「『富士山憲章』の石碑

お山開き式でお披露目

来月１日」（『岳南朝日』１９９９年

＝平成 11 年６月 29 日付）
「トイレ改善を歓迎

一部有料化に理解も

土橋百合子」〔富士山トイレ研究会〕（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 29 日付「東西南北記者の目」）
「富士山登山道

危険個所などチェック

富士宮署山岳救助隊員

山開き前に８合目まで

残雪も念入りに」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年６月 30 日付）
「きょうから夏の到来へ

きょう、富士山夏山開き」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11

年７月１日付）
「大雨で身延線のダイヤに乱れ

山間部４路線で雨量規制も
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29 日夕から 30 日」〔豪雨〕

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月１日付）
「夢実現へまず行動

ベトナムで子供の救援活動

小山氏招き講演会

生き方に深い感動

富士根北中」〔小山道夫〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月１日付）
「１９９９・７・1（木）富士山山開き
渡井 牧野酒造

浅間大社

ひのや

富士宮富士急ホテル

お茶の

大頂寺」〔合同広告〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年 7 月 1 日付）

「富士山の“夏”幕開け告げる

富士宮市

３会場で開山祝う

晴天の下で行事多彩に」

〔富士山入山式〕〔村山浅間神社〕〔聖護院〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕〔村山婦人
部〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月２日付）一部▼▼
「記者席」〔天母の湯往復バス廃止〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月２日付）
「倒木の整理などに汗流す

富士山自然の森づくり

先

富士宮ＬＣ」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月２日

環境保全ＰＲの横断幕

幼樹の植栽作業にも励む

西臼塚地

付）
「ようこそ富士山へ！

万野のバス停で大富士小６年生

一番乗りの登山客を歓迎」
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月２日付）
「99’夏

火と水の祭典

富士山お山開き」〔写真〕〔村山浅間神社〕〔聖護院〕（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月４日付）
「富士山５合目のトイレ

１日からチップ制スタート

５日に１万４千円余回収」〔五合

目トイレ〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７年７月７日付）
「富士山頂郵便局を 10 日開設

オリジナル切手や檜メールなど販売」（『岳南朝日』１９

９９年＝平成 11 年７月８日付）
「登山中の外国人を救助」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月８日付）▼
▼
「マイカー規制

来月７日から 10 日間 富士山スカイライン登山区間」（『岳南朝日』１

９９９年＝平成 11 年７月９日付）
「山室の衛生状態を検査

健康福祉センター富士宮支所

一斉監視指導」
〔山室衛生〕
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月９日付）
「富士山自然の森づくり

下草刈りのボランティア募る

集合場所は西臼塚駐車場」
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月 10 日付）
「山歩きの醍醐味を満喫

中央公民館趣味の講座『山歩き』現地活動（西臼塚）でさわや

かな汗」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月 10 日付）
「富士山こどもの国」入場者 10 万人を突破

夏休み前に早くも達成

10 万人目は地元小

学生」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月 11 日付）
「登山客用売店が開店

木花会

大社参詣客らをもてなし」（『岳南朝日』１９９９年＝

平成 11 年７月 11 日付）
「総括質疑

村山登山道の整備・保存に前向き姿勢」〔富士宮市議会〕〔渡辺利光〕〔村

山古道〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月 14 日付）一部▼▼→詳細は「富士宮
市議会６月定例会会議録

第８号

平成 11 年７月 13 日（火曜日）」（『富士宮市会議録

の閲覧と検索』）
《◆11 番（渡辺利光議員） …………７月１日の村山神社における京都から来た、聖護院
から来ての盛大な神事、これは本場の神事のすばらしさには目をみはるものがありました。
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しかし、少し神事が長過ぎた点もあったのかなというように思うのであります。１８６０
年、英国の公使ラザ・フォード・オールコックは、外人として初めて富士登山をしました。
幕府の拒むのを無理やり許可を得た彼は、政府の命を受けた神奈川奉行支配組頭以下、同
心、目付あるいは荷物運搬の馬 30 頭、人足など総勢１００人を超える大人数が同行し、公
使館員７名、インド海軍士官ロビンソン大尉、植物科学者ブァイッチ等を従えて、同年７
月 19 日江戸済海寺を出て、23 日東海道吉原宿に１泊し、翌 24 日、吉原まで出張っていた
大宮社人の要望により大宮浅間に立ち寄り、小休止の上、村山西見付を通り大鏡坊に到着、
ここに宿泊したとのことであります。ここで宿泊料２００文あるいは山役銭１３３文を徴
収されています。明けて 25 日早朝大鏡坊出仕の大先達３名を案内に村山を立ち、八幡堂で
馬を返し、徒歩にて約４時間、山中一の山室に泊まり、27 日頂上をきわめました。
オールコックが帰国後書いた彼の登山記に、山中の山室でノミに悩まされて安眠できな
かったこと等が書かれています。このとき村山の人たちから大変なもてなしを受けたとい
うことでありまして、私たちの先人が心の優しい人たちであったことを思いを寄せたわけ
であります。上は天照教林道が整備をされ、下は国道４６９号線が整備をされつつある今
日、今それを結ぶ村山登山道が必要であります。東には県立のこどもの国ができ、登山者
も多くなると思います。いや、多くしなければならないと思うのであります。昨年のお山
開きの前あたりに、富士市に住むＷ氏 85 歳が静岡新聞に投稿して「富士山登山道の村山登
山口を再開」と題して、このコースは歴史的な遺産や古跡や多く地域の活性化に役立つも
のであると書いています。５年ほど前に大岩の建設業者と村山の人たちが交互に弁当を持
って勤労奉仕により、村山からの登山道を整備をしましたが、その後手入れがないために
荒れ果ててしまっています。その登山道を再修理をして、歩ける状態にしていただきたい
と思うのであります。特に村山の神社から 10 キロぐらい先の札打ち場というところがあり
ますが、直径１メートル 50 センチぐらいのケヤキの老木があり、目通りのところに縄を張
り、その縄に村山神社で売っているこのお札でありますけれども、この札に「家内安全」
とか「交通安全」とかあるいは「合格祈願」とかを書いて吊り下げてくるわけであります。
そこに入る道路１００メートルぐらいあるのでありますが、大変通りにくい状態になって
いるのであります。そこに工夫を凝らした道路を、余りお金をかけずに改修、改良してい
く必要があると思いますが、当局の前向きな答弁をお聞きしたいと思うのであります。
健康増進のために、最近歩く人が多くなっています。昔に返って下から歩くことも、道
路がよくなれば多くなると思います。そのために下から歩く道路を整備する必要があると
思いますが、当局の所見を伺うものであります。元村山青年団や地域の人たちで組織した
富士山表口登山口村山登山道保存観光資源化推進協議会が、村山神社と旧登山道を中心と
した地域活性化事業を進めています。
…………
◎市長（渡辺紀君）

…………

渡辺議員に御答弁を申し上げます。最初に、７月１日のお山開きのときに、５合目から
帰りに村山浅間神社の方に寄りまして、英国の大使館の皆さん方と一緒にあそこでもって
オールコックゆかりの地でもって、村山浅間神社のお山開き式と村山登山道のお山開き式
と同時にイギリス大使館の歓迎式、昔のオールコックが来たころにちなんで、恒例になっ
ておりますけれども、臨んでいただいた所感を含め、そしてまたそれにまつわるところの
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大変な歴史の勉強も随分なさった上での御質問だというふうに伺ったところでございま
す。おっしゃるように、今子供が来て思い出しましたけれども、また余計なこと言うとあ
れですが、当時来ましたマイク・ノートン参事官から手紙が来まして、村山口の子供たち
が日の丸を振って歓迎してくれたことが大変うれしかったという手紙が来ていますので、
この際改めて報告させていただきます。
それはそれとしまして、村山登山口の歴史は大変古く、その開設時期が平安時代末期ま
でさかのぼるということは御案内のとおりでございます。それらについて、登山道として
あそこが富士山へ真っすぐ上る道としての価値は、新しい登山道ができてから急速に落ち
ましたし、札打ち場までの道の話がございますけれども、あれから上もずっと天照教林道
のところからさらに臼塚山の横まで道の跡は確認はされておりますけれども、真っすぐな
道でございますので、水道になってほとんど登山道としては使えないというふうな状況に
はございますが、中宮八幡の跡やあるいはまた女人堂の跡なんかもあるところでございま
すので、今後文化財としては貴重な価値があるというふうに考えております。札打ち場ま
での整備につきましては、地元でもって今村山の青年の皆さん方が一生懸命やってくれて
御案内のとおりでありますので、それらの皆さんにも話したところでございますけれども、
そういう意味で今後とも市が直接やるかどうかは別として、整備については努力をしたい
し、保存につきましても努力をしていきたいと思っております。
…………》
（「富士宮市議会６月定例会会議録

第８号

平成 11 年７月 13 日（火曜日）」

『富士宮市会議録の閲覧と検索』）
「富士山１周ウルトラマラソン
プレ大会に

11 月開催へ組織化

まず静岡県実行委を結成

今年は

山静の協力体制めざす」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月 16 日付）

「『夏山臨時交番』を開設

富士宮署 登山者の安全図る」（『岳南朝日』１９９９年＝

平成 11 年７月 18 日付）
「富士宮口登山道で２件の事故

高山病と転倒の負傷者救助

富士宮署」〔遭難〕〔高齢

者登山〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月 20 日付）▼▼
「富士山頂にチャレンジ

市教委主催親子富士登山

第１陣１０４人（小学６年生）が出

発」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月 27 日付）
「富士山頂で行方不明者

火口で遺体発見か

身元確認急ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』１

９９９年＝平成 11 年７月 27 日付）▲▲ ←続報見つからず。
「富士山７合目で男性が足に負傷

富士宮署員らが救助」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９

９年＝平成 11 年７月 27 日付）▲▲
「広葉樹周辺を下草刈り

富士山自然の森づくり

ボランティア活動」（『岳南朝日』１

９９９年＝平成 11 年７月 30 日付）
「富士山登山者が転倒し重傷」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年７月 31 日
付）▲▲
「相次ぐ事故で

高齢者登山客に注意促す

富士宮署 安全チェックや体操指導」〔遭難〕

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月１日付）
「親子富士登山

６割が山頂に立つ

助け合う姿、随所に『初の試みとしては成功』市教

委」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月５日付）
「江戸期の富士山道標

富士宮市舞々木

沢田正彦」〔富士山道〕（『岳南朝日』１９９

- 129 -

９年＝平成 11 年６月 12 日付「シリーズ〈２４２〉歴史を旅した石たち」）
「天母の湯

入湯者 10 万人を達成 清水市の杉山さんに記念品

開業１年余の早さで」

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月８日付）
「富士山をいつまでも美しくする会

15 日に富士山一斉清掃

富士宮から９００人」
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月８日付）
「マイカー規制始まる

富士山スカイライン登山区間

16 日まで」〔西臼塚駐車場〕〔水

ケ塚駐車場〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月８日付）
「富士根北部農業公園組合

地域の食材生かし加工品試作

婦人部組織が検討会」（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月８日付）
「富士宮夏まつり

大社周辺を熱気の渦に

盛夏の祭典に 12 万５０００人」
（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年８月 10 日付）
「富士山自然の森づくり

22 日に塒塚で自然観察会」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11

年８月 10 日付）
「富士山の環境大切に

富士山エコ・トイレ勉強会と研究会

トイレットペーパーなど」

配布 登山客にＰＲ」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月 10 日付）
「５合目駐車場など清掃

宮農高が『富士山麓クリーン作戦』」〔富士宮農業高校〕（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月 10 日付）
「宮署が富士登山者にアンケート
導に生かす

安全装備の持参率

低い照明具や応急薬品

今後の指

登山計画に休憩時間も」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月 11 日付）

「身延線高架化

早期実現へ署名８万７６１９人（16 日現在）県、国へ市民の声伝える

期

成同盟会」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月 19 日付）
「水難事故犠牲者を慰霊

釜口峡で川施餓鬼

遺族ら 80 人が参列」（『岳南朝日』１９９

９年＝平成 11 年８月 19 日付）
「県が富士山でし尿の運搬処理実証実験

適切なトイレの調査研究目的に」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年８月 19 日付）
「し尿の運搬処理を実験

県が実施

富士山の環境浄化

溶けにくい異物で手間どる」

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月 21 日付）▲▲
「富士宮地方に激しい雷雨

星山、馬見塚などで停電事故相次ぐ」〔豪雨〕（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年８月 21 日付）
「富士宮中央・芙蓉ＬＣ

５合目、宝永山稜線沿いを清掃

両クラブから 40 人が参加」
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月 25 日付）
「富士山御中道をぐるっと歩こう

インストラクターに今井さん

富士砂防 30 周年実行

委」〔お中道〕〔今井通子〕〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11
年８月 28 日付）→「富士砂防工事事務所」（９月１日付）に呼びかけ記事はあるが、本番
の記事は見つからず。
「旧登山道周辺の遺跡など探索

根北公民館で参加者募る」〔富士根北公民館〕〔道者道〕

〔渡井正二〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月 28 日付）
「芝川町の望月さん夫妻『日本百名山』を全山完登

苦難乗り越え 12 年で

最後は北海

道・利尻岳」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年８月 31 日付）→「日本二百名山を完
登

望月さん夫妻」（２００５年＝平成 17 年 11 月 22 日付）につづきあり。
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「富士砂防工事事務所

御中道をぐるっと歩こう

申し込みは６日まで」〔お中道〕〔今

井通子〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年９月１日付）
「『多くのことを教えてくれる自然。この経験を分かち合いたい』日本山岳会・山の自然
解説員

若林和司さん

文・写真

土橋百合子」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年９

月２日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「村山浅間神社

５日に富士山閉山護摩祭り」〔村山閉山式〕（『岳南朝日』１９９９年

＝平成 11 年９月３日付）▲▲
「釈迦堂の石仏

富士市穴原

沢田正彦」〔富士山道〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成

11 年６月 12 日付「シリーズ〈２４５〉歴史を旅した石たち」）
「今夏の富士山登山者数
時の悪天候など影響

24 万３千人が５合目に

昨年に比べ４８０００人減

ピーク

うち頂上に６万４千人（昨年比で１万５千人減）」
〔富士宮口〕
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年９月７日付）
「富士登山 15 万人割る

６年ぶり、週末の雨響く

７～８月」
〔吉田口〕
〔登山者数〕
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年９月８日付「峡南・富士五湖」）
「夏山シーズンに別れ

浅間大社で富士山閉山祭」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11

年９月８日付）
「富士山５合目のトイレチップ制

２カ月で 53 万５８００円

１人換算で５３５８人が

協力 利用者の１割程度」〔五合目トイレ〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年９月
10 日付）
「富士山８合目の衛生センター

今夏の受診者は６８８人」（『岳南朝日』１９９９年＝

平成 11 年９月 12 日付）
「自転車ツーリングとゲームを楽しもう

来月３日 富士宮ＪＣ」〔ツーリング富士山 in

富士宮 99〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年９月 15 日付）
「富士山登山中に心不全で急死」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年９月 15
日付）▲▲
「富士山の森づくり秋の陣

来月 10 日 広葉樹の種子拾いなど

県主催」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年９月 18 日付）
「豆力士１００人が熱戦

天満宮子供相撲大会“日本一高い土俵”で 上井出、芝山地区」

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年９月 21 日付）
「富士山トイレチップ制

今後、PR に努め定着図る」〔五合目トイレ〕〔富士宮市議会〕

〔望月光男〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年９月 28 日付）
「下草刈りなどに汗流す

富士山自然の森づくり

新たな苗場の設置も」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年９月 30 日付）
「宝永火口の壮大さに感動

大中里文化部

秋のお中道散策」（『岳南朝日』１９９９年

＝平成 11 年 10 月６日付）
「毒キノコで食中毒に

２人が入院 県が注意呼びかけ」（『岳南朝日』１９９９年＝平

成 11 年 10 月８日付）
「富士山で若い男性が凍死

９合目付近のブル道で」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９９年

＝
平成 11 年 10 月８日付）▲▲
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「富士山頂で初雪観測

昨年よりなんと 32 日遅く」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11

年 10 月 10 日付）
「富士山南ろくを視察

世界のトップオリエンティア

来年４月の国際大会へ向け」〔オ

リエンテーリング〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年 10 月 19 日付）
「フォレストアーク（粟倉）完成

富士山の森を守る拠点に

住友林業がオープン記念式

典」〔富士山まなびの森〕〔風倒木被害 96 年９月〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11
年 10 月 20 日付）
「富士山に初冠雪

例年より 21 日遅く」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年 10 月 21

日付）
「『Ｗ杯契機に広く地元への定着、スポーツ少年の野外活動へ』ＯＬ世界大会成功期す
杯ＯＬ大会実行副委員長

藤田錬三郎さん

文・写真

Ｗ

上地常視」〔オリエンテーリング〕

（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年３月 11 日付「ヒューマンストーリー人人人いきい
きライフ」）
「『富士山憲章』定着へ結束

ふじさんネットワークを設立

初代会長に土隆一氏

環境

保全運動に弾み」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年 10 月 26 日付）
「稚樹の採取など展開

富士山自然の森づくり

75 人が汗流す」（『岳南朝日』１９９９

年＝平成 11 年 10 月 27 日付）
「オリジナル企画の富士山カレンダー
か“富士百気”13 枚

㈱マグナプロセス

地元愛好家の作品だけ

鮮や

贈答用に発売」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年 10 月 29 日

付）
「かたかご祭盛大に

あす、富士根北中で」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年 10 月

30 日付）
「富士山頂火口へ転落し負傷

名古屋の男性」〔スノーボード〕〔遭難〕（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年 11 月２日付）▲▲
「富士山自然の森づくり

28 日に種子・稚樹の採取など

参加を呼びかけ」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年 11 月３日付）
「冬山遭難への対応協議

富士山周辺警察署が緊急連絡会

相つぐ事故に危機感

各署の

救援体制チェック」〔遭難〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年 11 月 10 日付）▲▲
「今夏シャトル利用など大幅減

マイカー客ら規制期間避ける

スカイライン渋滞対策協

で報告」（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年 11 月 12 日付）
「御中道の富士講碑

富士山大沢右岸

沢田正彦」〔お中道〕（『岳南朝日』１９９９年

＝平成 11 年６月 12 日付「シリーズ〈２５３〉歴史を旅した石たち」）
「きょう、遭難救助訓練

消防組合 県消防航空隊と初の連携

麓地先で」」（『岳南朝

日』１９９９年＝平成 11 年 11 月 17 日付）
「遭難救助訓練を展開

県消防航空隊と初の合同で

消防組合が麓地先で」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年 11 月 19 日付）
「『富士山との共生の知恵を後世に』富士砂防 30 周年記念式典
係者、市民１２００人出席

講演やシンポに耳傾ける

難事業の歩み振り返る 関

富士山への思いを語る

今井さん

らパネリスト」〔今井通子〕〔山村レイコ〕〔若林淳之〕（『岳南朝日』１９９９年＝平
成 11 年 11 月 19 日付）
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「スカイライン登山区間通行止め」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』１９９９年＝平成 11 年
11 月 25 日付）
「富士山自然の森づくり

ドングリの採取や稚樹の植えつけに汗流す」（『岳南朝日』１

９９９年＝平成 11 年 12 月１日付）
「法の華

教団本部など強制捜査

警視庁・県警

組織的詐欺容疑で」（『岳南朝日』１

９９９年＝平成 11 年 12 月２日付）
「大頂寺山門

１００年余にして復活

12 日に落成慶讃法要

風格と荘厳美を増し」
（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年 12 月４日付） →「盛大に山門落慶式」（12 月 14 日付）
に続報。
「法の華三法行

記者会見一問一答を追う『天には被害者はいない』と福永代表“天声”

を伝える立場に終始し強弁

マスコミを批判、捜査も宗教弾圧と」（『岳南朝日』１９９

９年＝平成 11 年 12 月 10 日付）
「かたくりの保護地

買い上げ陳情は継続審査に

「盛大に山門落慶式

大頂寺八脚門

厚生経済委」〔カタクリ〕〔富士根北

３００人の壇信徒出席」（『岳南朝日』１９９９年

＝平成 11 年 12 月 14 日付）
「冬の富士登山に注意を

県山岳遭難防止協宮支部

２合目に看板設置」（『岳南朝日』

１９９９年＝平成 11 年 12 月 17 日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

勝安芳と池谷七郎平翁〈上〉佐野十三郎」〔咸臨丸〕（『岳南

朝日』１９９９年＝平成 11 年 12 月 17 日付「ふるさと再発見」）
「池谷本家古文書に学ぶ

勝安芳と池谷七郎平翁〈下〉佐野十三郎」〔井伊直弼〕（『岳

南朝日』１９９９年＝平成 11 年 12 月 19 日付「ふるさと再発見」）
■２０００年＝平成 12 年
「命育む自然への帰趨

撮影者

岡田静夫さん（朝霧高原で）」〔写真〕（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年１月１日付）
「法の華が協定無視

正月早々悪夢が（高橋民江）」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12

年１月３日付「東西南北記者の目」）
「村名になった大岩

富士宮市大岩子安神社」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年１月

16 日付「シリーズ〈２５９〉歴史を旅した石たち」）
「富士山にかぐや姫がくっきり

伝説残る富士市吉永地区

地元の郷土研で話題」〔赫夜

姫〕〔雪形〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年１月 22 日付）
「大規模海浜公園実現へ
に進展

しゅんせつ土処分と環境整備両面で

富士海岸築堤工事が順調

18 年度から公園整備予定」〔ふじのくに田子の浦みなと公園〕（『岳南朝日』２

０００年＝平成 12 年１月 28 日付）
「富士宮市

届出を呼びかけ

ダイオキシン類対策特別措置」〔公害〕（『岳南朝日』２

０００年＝平成 12 年２月４日付）
「富士砂防

ビデオを貸し出し

30 周年記念講演など編集」〔富士砂防工事事務所〕〔大

沢崩れ〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年２月４日付）
「池谷本家古文書に学ぶ

安政大地震と復興①池谷七郎平翁と角田桜岳」（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年２月４日付「ふるさと再発見」）
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「池谷本家古文書に学ぶ

安政大地震と復興②池谷七郎平翁と角田桜岳」（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年２月９日付「ふるさと再発見」）
「オーミケンシ富士宮工場跡地

シンボル“煙突”も姿消す」（『岳南朝日』２０００年

＝平成 12 年２月 16 日付）
「富士浅間大社

富士神道宣徳本社

改築工事の無事祈る

上棟祭に関係者が参列」
（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年２月 16 日付）
「動物たちの冬の生活さぐる

自然観察の会

西臼塚周辺を散策」〔富士宮自然観察の会〕

（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年２月 16 日付）
「前市議の小室さん

自宅の一部を生涯学習の場に

無料で市民に開放」
〔小室直義〕
（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年２月 19 日付）
「栄光の記録とガイド『富士山に向かってジャンプ』西高ワンゲル部が出版」〔富士宮西
高等学校ワンダーフォーゲル部〕〔工藤誠志〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年３月
４日付）
「富士宮自然観察の会

12 日に春を待つ岩本山周辺を散策

一般の参加を呼びかけ」
（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年３月４日付）
「“柚野の棚田群”など見学

芝川町で棚田めぐりウオーキング

町内外から 23 人参加

水源かん養機能なども学ぶ」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年３月 22 日付）
「『富士川楽座』が完成

富士川町岩淵

地域活性化への期待担い

オープニングセレモ

ニー」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年３月 22 日付）
「富士根北中『笑顔文庫』設置
母親が在校生に寄贈

信盛君の“魂”永遠に

脳腫瘍で逝った息子の願い託す

関係者 20 人 信盛君しのびながら開設式」〔佐野真寿美〕（『岳南

朝日』２０００年＝平成 12 年３月 23 日付）
「富士川町岩淵

東名富士川 SA・道の駅に誕生『富士川楽座』27 日オープン」（『岳南

朝日』２０００年＝平成 12 年３月 23 日付「カメラの目」）
「地域広報誌『富士砂防だより』新名称『ふじあざみ』に決定

津田さん、寺本さんの作

品採用」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年３月 23 日付）
「歴史の中の自然災害

宝永噴火と安政大地震で企画展

先人の生き方学ぶ

富士市立博

物館」〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年３月 25 日
付）
「新たな森づくり事業にも着手

富士山自然の森づくりが総会

22 世紀見据え地道な活

動推進」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年３月 29 日付）
「自然観の会が総会

新年度活動計画決める」〔富士宮自然観察の会〕（『岳南朝日』２

０００年＝平成 12 年４月 11 日付）
「随想

雪形の話

てるしまやすひろ」〔岩科小一郎「富士の残雪」『あしなか』２５３

輯、１９９９年＝平成 11 年 11 月、山村民俗の会〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12
年４月 11 日付）▲▲←「随想

富士の農男」（１９９８年＝平成９年６月４日付）の続編、

「富士山にかぐや姫がくっきり」
（２０００年＝平成 12 年１月 22 日付）に関連記事。
山遭難防止へ

注意看板設置点検と救助訓練

「春

富士宮署が 26 日に」（『岳南朝日』２００

０年＝平成 12 年４月 11 日付）
「富士山自然休養林野草ハンドブック２を作成
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宝永山～高鉢山

ハイクコース周辺対象

保護管理協会」〔富士山自然休養林保護管理協会〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12
年４月 14 日付）
「『袖日記』（市指定有形文化財）８・９番を１０００部発行

富士宮市教委

入手希望

者に頒布」〔『駿州大宮町横関家 袖日記（八番・九番）』富士宮市教育委員会編・発行、
２０００年〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 14 日付）
「ワールドカップ２０００
どもの国周辺で

きょうから３日間

世界 16 カ国１４０人が参加

「富士山スカイライン

除雪作業始まる

オリエンテーリング日本大会

富士山こ

公認大会（日本ＯＬ協会）にも１０００

ゴールデンウイークまでに開通へ」〔冬季閉鎖〕

（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 15 日付）
「大沢扇状地の樹林帯育成

リサイクルポット（段ボールなど活用）で苗木育てる

キ、コナラなど 11 月ごろ扇状地へ植樹

市内７小中学校

ケヤ

富士山学習の一環で積極的に協

力」〔富士砂防工事事務所〕〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 15
日付）
「富士根北中富士山学習

カタクリの再生、保護活動を展開

河野京大名誉教授招き学習

今後の活動に大きな示唆」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年月 15 日付）
「ワールドカップ

オリエンテーリング日本大会

雨と霧の中で熱戦展開

富士山こども

の国周辺会場に」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 16 日付）
「富士宮署

富士山登山道

積雪状況など視察

県警ヘリで上空から

雪崩の危険個所に

目光らす」〔残雪〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 19 日付）
「富士山こどもの国初年度入場者

予想上回る 28 万８０００人

夏休み、後楽期中心に

２年目はソフト面で誘客へ」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 19 日付）
「富士山天母の湯

99 年度入場者は 10 万４千人

好調維持

夏場３カ月で 33％占める」

（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 23 日付）
「ニッセイ富士の森植樹祭

ヒノキ苗木１０００本を植樹

富士山西臼塚南側

関係者２

００人が汗流す」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 23 日付）
「山宮４区

天母山桜まつりが盛会

カラオケや舞踏など楽しむ

桜の植樹や育成認めら

れ 山宮郷愛会の表彰も」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 25 日付）
「広葉樹の植栽活動始める

富士山麓線沿い

富士山自然の森づくり

50 人が汗流す」

〔富士山緑の募金の森〕〔天照教林道〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 26 日
付）
「ゴールデンウイーク

遭難防止の看板設置

宮署の山岳救助隊員ら

富士山５合目駐車

場に 雪渓で救助訓練も展開」」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年４月 27 日付）
「『杉田子安神社』再建に地元が燃える

２００年の星霜重ね社屋が老朽化

地域の文化

財守ろうと資金集め」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年５月５日付）
「親子富士登山のサポートボランティア募集

富士宮市教委」（『岳南朝日』２０００年

＝平成 12 年５月５日付）→「市教委主催 親子で挑戦富士登山」（７月 19 日付）、「富
士山に登ったよ!!」に続報。
「富士山自然の森づくり

針葉樹林帯の風倒跡に着手

倒木の伐採などに汗流す」〔風倒

木被害 96 年９月〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年５月 12 日付）
「元富士大宮司館跡調査結果を報告

文化財調査第 24 集で発刊
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戦国期など郷土史物語

り

出土品や資料展示

郷土資料館に」〔幻の大宮城〕〔『元富士大宮司館跡』富士宮市

文化財調査報告書第 24 集、富士宮市教育委員会編、富士宮市教育委員会発行、２０００年〕
〔『大宮城と富士氏展』富士宮市立郷土資料館編・発行、２０００年〕（『岳南朝日』２
０００年＝平成 12 年５月 17 日付）
「フジアザミなど植栽

富士山植生復元植え付け会

参加者募る

来月 ７日」〔御殿場口

五合目〕〔富士山植生活動連絡会〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年５月 19 日付）
「富士山の環境保全推進

富士山頂上奥宮境内地使用者組合

本年度総会」〔富士山トイ

レ研究会〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年５月 23 日付）
「富士山国有林の森林の一部『富士山緑の募金の森』に設定

国土緑化推進機構

台風倒

木地の森林造成へ」〔風倒木被害 96 年９月〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年５月
24 日付）
「法の華問題

解散求め国へ要請

鈴木富士市長ら 26 人」（『岳南朝日』２０００年＝平

成 12 年５月 27 日付）
「大昭和製紙・日本製紙の事業統合

株式移転契約に調印

完全親会社『日本ユニパック

ホールディング』設立へ」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年５月 30 日付）
「富士登山者に注意呼びかけ

富士宮署など

女性滑落事故受け」〔遭難〕（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年５月 30 日付）▲▲
《富士登山者に注意呼びかけ
「富士山憲章推進会議

富士宮署など

女性滑落事故受け

合同キャンペーン期間

トイレ対策などＰＲ展開

環境教育事業

の充実も」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年５月 31 日付）
「富士森林組合

枝打ち、間伐など積極的に推進

総会で本年度事業決める

富士ひのき

銘柄化の定着図る」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年５月 31 日付）
「富士講開祖

角行の３５５年忌供養祭厳かに

人穴浅間神社に 65 人参列」〔大日本富士

教〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年６月６日付）「根北中で歯科講座
理解深める

歯の健康に

上杉校医が講座」〔富士根北中学〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年６

月６日付）
「急傾斜地の安全確保へ

土木事務所、行政、消防組合

管内パトロールを開始」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年６月７日付）
「懐かしの旧道でハイク、自然観察

11 日に『表富士・旧バス道を歩く

一般の参加を呼

びかけ』」〔富士宮自然観察の会〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年６月７日付）
「オーミケンシ跡地利用

ジャスコが事業計画の概要示す

核テナント面積は２万３５０

０平方㍍」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年６月 10 日付）
「富士山一斉清掃

８月 20 日に実施

美しくする会が本年度総会」〔富士山をいつまでも

美しくする会〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年６月 10 日付）
「富士山自然休養林保護管理協

ハイキングコースを踏査・点検

通行状況や安全性を確

認」〔富士山自然休養林ハイキングコース〕〔富士山自然休養林保護管理協議会〕（『岳
南朝日』２０００年＝平成 12 年６月 24 日付）
「富士山お山開き前夜祭

あす、文化会館小ホールで

まちの魅力再発見へ

富士に学ぶ

講演会やシンポなど開催」〔富士宮市観光協会〕〔富士山お山開き実行委員会〕（『岳南
朝日』２０００年＝平成 12 年６月 29 日付）

- 136 -

「富士山登山道規制情報

新６合目と山頂間通行止めに

御殿場口も同様に」
〔残雪〕
（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年６月 29 日付）
「公衆トイレチップ制に協力を

富士宮市

富士山５合目に看板設置」〔五合目トイレ〕

（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年６月 30 日付）
「田貫湖ふれあい塾

オープン（来月９日）祝いコンサートなど企画

来月 21 日から記念

事業」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年６月 30 日付）
「６合目までの危険個所チェック

夏山シーズンに備え

富士宮署」〔残雪〕（『岳南朝

日』２０００年＝平成 12 年７月１日付）
「富士山の“夏”幕開けを宣言
目

富士宮市３会場で盛大に開山式

浅間大社

富士山５合

村山浅間神社」〔富士山入山式〕〔聖護院〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年７

月２日付）一部▲▲
「山開き前夜祭・富士山シンポ

富士山への思い深める 来場者ら、講演や討論に耳傾け」

（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年７月２日付）
「家族の安全・健康を祈願

浅間大社で茅輪くぐり」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12

年７月２日付）
「２０００夏

火と水の祭典

富士山お山開き」〔写真〕（『岳南朝日』２０００年＝平

成 12 年７月５日付）
「富士登山

あすから頂上への通行止め解除

県土木部が発表」（『岳南朝日』２０００

年＝平成 12 年７月７日付）
「あすから『富士山頂郵便局』を開設

富士宮郵便局

記念の限定商品販売」（『岳南朝

日』２０００年＝平成 12 年７月９日付）
「消防組合

独自の山岳救助隊結成

遭難事故の増加に備える」〔富士宮市芝川町消防組

合〕〔消防組合山岳救助隊〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年７月 12 日付）▲▲→
「富士山で左足骨折の会社員救助」（８月 26 日付）が初仕事。
「富士山亜寒帯

針葉樹林を観察

富士山の自然を守る会

参加者募る」（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年７月 12 日付）
「富士山スカイライン登山区間

マイカー規制実施へ

来月 12 日から 21 日まで シャト

ルバス、タクシー乗り換え」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年７月 15 日付）
「視点

移民は棄民だったのか

厳しかった南米組

行政の手ぬかりに苦汁（佐野満）」

〔南米移民〕〔満蒙開拓義勇軍〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年７月 15 日付）
「市教委主催

親子で挑戦富士登山

29 日、８月１日実施」〔親子富士登山〕（『岳南朝

日』２０００年＝平成 12 年７月 19 日付）→「富士山に登ったよ!!」（８月 20 日付）に続
報。
「樹木の成長願い下草刈りに汗流し

50 人が植栽後の作業展開

富士山自然の森づくり」

（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年７月 27 日付）
「自然林復元作業など視察

国際植生学会議

関係者 41 人が富士山へ 富士砂防の実情

も見学」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月８日付）
「“信長の首塚”（西山本門寺）のなぞに迫る

芝川町文化講演会

小和田教授が講演

信

長側近と本門寺との関係など説く」〔小和田哲男〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12
年８月８日付）
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「マイカー規制スタート

富士山スカイライン登山区間

初日は順調な滑りだし

21 日

まで」〔水ケ塚駐車場〕〔西臼塚駐車場〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月 13
日付）
「10 月に富士山１周ウオーク
を踏破

山静両県の官民連携で初のイベント

６日間で１６５㌔

来月 22 日まで参加受付」〔富士山一周ビッグウオーク〕（『岳南朝日』２０００

年＝平成 12 年８月 18 日付）
「富士山をきれいに！

富士マウントライオンズクラブ

山頂や宝永山周辺などでゴミ拾

い」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月 18 日付）
「富士山をいつまでも美しくする会

あす、富士山一斉清掃

富士宮口には 50 団体、１０

００人参加」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月 19 日付）
「水難事故犠牲者を慰霊

芝川町

富士川の釜口峡で川施餓鬼」（『岳南朝日』２０００

年＝平成 12 年８月 19 日付）
「富士山に登ったよ!!

市教委主催

親子富士登山参加感想文

登頂の喜び胸にあふれ

挑戦の気概も育み」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月 20 日付）
「富士山エコレンジャー設立

自然保全へネットワークで対処

自然観察や森づくりの団

体有志で組織『富士山憲章』実効へルール提言など」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12
年８月 20 日付）
「富士山一斉清掃

ごみ５６０㌔（富士宮口）を収集

富士山をいつまでも美しくする会

60 団体、１１８６人が汗流す」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月 22 日付）
「富士山信仰

吉原宿の繁栄に寄与

宿場案内人養成講座

渡井さんが講演

県民カレッ

ジ」〔しずおか県民カレッジ〕〔渡井正二〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月
24 日付）
「富士山夏山臨時交番の業務結果

救護活動は３件

昨年と同数」〔遭難〕（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年８月 24 日付）▲▲
「不法投棄の疑いで逮捕

解体業者社長ら５人

富士宮署など」〔オオイワ重機〕〔産廃〕

（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月 24 日付）→「産廃の不法投棄容疑で解体業社
長ら逮捕」（10 月 25 日付）に続報。
「富士山で左足骨折の会社員救助

宮署と消防の山岳救助隊合同で」〔遭難〕（『岳南朝

日』２０００年＝平成 12 年８月 26 日付）▲▲
「地域防災の自覚新たに

富士根北中 初の夏季総合防災訓練

５００人参加」（『岳南

朝日』２０００年＝平成 12 年８月 29 日付）
「障害者の友人と富士山へ

アッパーズ富士の会

西臼塚で練習登山を展開」〔障害者登

山〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年８月 29 日付）▲▲
「ジャスコ出店（オーミケンシ跡地）計画概要説明

質疑交通渋滞問題に集中

出入口ゲ

ート設けず円滑な往来確保」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年９月５日付）
「富士山に初雪降る

平年より８日早く」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年９月５日

付）
「プラスチップ製品に関わる小粒の原料レジンぺレット
カ所で確認

６海岸 18 カ所対象に地元の現状把握図る

日』２０００年＝平成 12 年９月６日付）

- 138 -

富士海岸など海洋汚染調査

７

富士宮自然観察の会」（『岳南朝

「富士山がうっすらと雪化粧

５日朝、初冠雪も確認

平年より 24 日も早く」（『岳南朝

日』２０００年＝平成 12 年９月６日付）
「富士山５合目公衆トイレ

チップ集計額は１３５万５千円に

１人当たり昨年の２・58

倍」〔五合目トイレ〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年９月６日付）
「『21 世紀におくる郷土のお話－富士宮市』出版

根北小・宮沢教諭 地域の発展に尽く

した３氏を紹介」〔富士根北小〕〔宮沢悟〕〔恩智養宗〕〔渡辺登三郎〕〔伊藤義実〕（『岳
南朝日』２０００年＝平成 12 年９月６日付）
「今夏の富士登山者数

25 万２千人が５合目に

うち頂上に７万人」（『岳南朝日』２０

００年＝平成 12 年９月７日付）
「高山病５０８件で全体の８割

衛生センター利用」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12

年９月７日付）
「住友林業

来月 15 日に植林活動

富士山『まなびの森』内

広葉樹林復元めざす

参加

者募集」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年９月８日付）
「富士山森づくり

県が来月９日、ドングリ拾いなど

参加者 70 人募る」（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年９月８日付）
「夏山シーズンに別れを告げる

無事終えたことに感謝」〔浅間大社〕（『岳南朝日』２

０００年＝平成 12 年月日付）
「ミニ富士山
と

山頂土俵で熱戦展開

上井出の天満宮

奉納相撲大会

豪快な投げ技次々

子供 86 人が出場」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年９月 26 日付）

「トレーラーハウス定置規制関連

米国大使館関係者が来庁

条例制定の状況説明

目的

等把握し、一定の理解」〔富士山等景観保全地域〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12
年 10 月５日付）
「富士砂防 30 周年記念『御中道ぐるっと３６０度』大沢崩壊の実態に驚き

１００人が２

日間かけて踏査」〔富士砂防工事事務所〕〔御中道閉鎖〕〔貫田宗男〕〔安間荘〕（『岳
南朝日』２０００年＝平成 12 年 10 月６日付）▲▲
「富士山表富士宮口登山組合に感謝状

宮署が山岳遭難事故への長年の協力で」（『岳南

朝日』２０００年＝平成 12 年 10 月６日付）
「寄稿

水無村に地下水探索

大淵の秋山太三郎翁顕彰碑

斉藤馨之助（富士宮市外神在

住）」〔狐ケ窪〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 10 月 20 日付）
「四ツ溝柿の収穫始まる」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 10 月 25 日付）
「植栽用の稚樹育て

１００人参加し種子拾い

富士山自然の森づくり」（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年 10 月 25 日付）
「産廃の不法投棄容疑で解体業社長ら逮捕」〔ティアラ〕〔オオイワ重機〕（『岳南朝日』
２０００年＝平成 12 年 10 月 25 日付）
「自然林の復元作業にボランティア５６０人

住友林業が富士山２合目で

ブナなど４千

２百本植栽」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 10 月 25 日付）
「大沢崩れの歴史探り

富士山文化講演会

若林さん（静大名誉教授）講師に」〔若林淳

之〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 10 月 27 日付）
「人穴浅間神社本殿が完成

地元住民ら１００人が落成祝い『浦安の舞』奉納も」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 10 月 31 日付）
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「表富士旧バス道を散策

一般公募自然観察会

西臼塚から出発」〔富士宮自然観察の会〕

（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 11 月７日付）
「観測史上最大の土石流

富士山大沢崩れ

流出量 35 万立方㍍を記録 12 ㌔下流まで巨

岩流下」〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 11 月 22 日付） ▲
▲ →「富士山雪代の土砂、過去最大」（『山梨日日新聞』２０２１年＝令和３年４月 1
日付）によれば《〔３月〕21 日に発生したスラッシュ雪崩（雪代）による土石流で、静岡
県富士宮市の砂防施設に流れ込んだ土砂の量は約 47 万立方メートルに達し、富士山で１回
の降雨で発生した土石流としては過去最大だった》。
「富士山トイレ・チップ制

利用者に理解浸透

五合目トイレ維持管理運協

鍵変更など

盗難防止も協議」〔富士山富士宮口五合目公衆トイレ維持管理運営協議会〕（『岳南朝日』
２０００年＝平成 12 年 11 月 23 日付）
「郷土から見た山々①

文・写真

篠原弘（富士市天間在住）北岳

３１９２ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月１日付）
「郷土から見た山々②

文・写真

篠原弘（富士市天間在住）塩見岳

３０４７ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月２日付）
「韓日トイレフォーラムから（上）富士山トイレ対策に関心
ー

日本トイレ協会アドバイザ

小室直義」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月５日付）

「郷土から見た山々③

文・写真

篠原弘（富士市天間在住）聖岳

３０１３ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月５日付）
「韓日トイレフォーラムから（下）富士山トイレ対策に関心
ー

日本トイレ協会アドバイザ

小室直義」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月６日付）

「郷土から見た山々④文・写真

篠原弘（富士市天間在住）赤石岳

３１２０ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月６日付）
「郷土から見た山々⑤文・写真

篠原弘（富士市天間在住）荒川岳

３１４１ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月８日付）
「郷土から見た山々⑥文・写真

篠原弘（富士市天間在住）真富士山

１０４１ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月９日付）
「郷土から見た山々⑦文・写真

篠原弘（富士市天間在住）十枚山

１７３２ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 12 日付）
「随想

富士と琵琶湖の逢瀬

松本圭吾」（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 12

日付）
「富士山で滑落事故

女性が頭部打撲で救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０００年＝平成

12 年 12 月 12 日付）▲▲ ←《十日午後一時ごろ》事故を起こし《十一日午前五時二十一
分に携帯電話で》救助要請したという奇妙な事故。謎は「富士山での救助活動」（12 月 13
日付）で解ける。
「富士山での救助活動

３人が無事下山」〔遭難〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12

年 12 月 13 日付）▲▲
「郷土から見た山々⑧文・写真

篠原弘（富士市天間在住）八紘嶺

１９１７ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 16 日付）
「郷土から見た山々⑨文・写真

篠原弘（富士市天間在住）笊ケ岳
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２６２９ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 17 日付）
「郷土から見た山々⑩文・写真

篠原弘（富士市天間在住）浜石岳

７０７ｍ（『岳南朝

日』２０００年＝平成 12 年 12 月 19 日付）
「富士山道

首のない石仏の謎

廃仏毀釈運動の名残りか

小野田能三」〔賽ノ河原〕〔十

三仏〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 19 日付「ふるさと再発見」）
「富士山砂防 30 周年記念事業 22 日にシンポジウム『富士山の自然と保全』テーマに」
（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 20 日付）
「富士山自然の森づくり

あす、市役所で森づくり教室」（『岳南朝日』２０００年＝平

成 12 年 12 月 20 日付）
「郷土から見た山々⑪文・写真

篠原弘（富士市天間在住）大晦日の大榧」（『岳南朝日』

２０００年＝平成 12 年 12 月 20 日付）
「初日の出登山に注意喚起

富士宮署と消防組合本部

25 日に立て看板を掲出」〔遭難〕

〔正月登山〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 22 日付）
「富士山頂トイレ改善へ予算

大蔵原案に８７８万円計上」（『岳南朝日』２０００年＝

平成 12 年 12 月 22 日付）
「伊能忠敬の偉業を伝え

全国各地リレー方式で伊能図展」〔ロゼシアター〕（『岳南朝

日』２０００年＝平成 12 年 12 月 22 日付）
「郷土から見た山々⑫文・写真

篠原弘（富士市天間在住）岩淵山」（『岳南朝日』２０

００年＝平成 12 年 12 月 22 日付）
「冬山登山者の事故防止へ

県警が富士山遭難防止対策会議

関係者と連携強化図り」
〔正

月登山〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 26 日付）
「宮署と消防山岳救助隊

冬山をパトロール

広報の立て看板など設置」〔遭難〕〔正月

登山〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 26 日付）
「富士山の『自然』と『保全』を考える 富士山直轄砂防 30 周年記念（第３回）シンポジ
ウム ６人のパネリストが熱い意見
『中庸の徳』を見た

基調講演

今井通子さん（医師・登山家）御中道に

21 世紀へのメッセージ」〔お中道〕（『岳南朝日』２０００年＝平

成 12 年月日付）
「２０００年宮署管内３大ニュース

１位は富士山遭難事故救助」〔富士宮署〕（『岳南

朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 29 日付）→ 「富士登山者に注意呼びかけ」（５月 30
日付）、「富士山での救助活動」（12 月 13 日付）参照。
「郷土から見た山々⑬文・写真

篠原弘（富士市天間在住）白鳥山

５６７ｍ」（『岳南

朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 29 日付）
「郷土から見た山々⑭文・写真

篠原弘（富士市天間在住）思親山

１０３０ｍ」（『岳

南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 31 日付）
「駿河の大地主

松永家の百年

富士市立博物館

来月５日から館蔵品展」〔富士山かぐ

や姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２０００年＝平成 12 年 12 月 31 日付）
■２００１年＝平成 13 年
「新世紀へ変革の序章

撮影者

岡田静夫さん（山梨県・清八林道から）」〔写真〕（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年 1 月 1 日付）
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「10 月日ジャスコ富士宮 SC が駅南に

コミュニティ機能にも期待

周辺生活医環境への

配慮など要望」〔オーミケンシ跡地〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年１月３日付）
「富士山研究所の開設

県会議員

秋鹿博」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年１月５

日付）
「富士山頂直下で低周波地震頻発
から本格的検討

被害想定地図作製へ

万一の火山活動に備えて来年度

富士山の噴火履歴」〔静岡県防災局〕（『岳南朝日』２００１年＝平成

13 年１月 18 日付）
「農民市場が駅前に進出

市街地に『中央店』オープン

商店街と協調し活性化へ」（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年１月 23 日付）
「積雪で村山地域など停電」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年１月 23 日付）
「善男善女が招福願い

浅間大社

盛大に節分祭」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13

年２月６日付）
「将来の富士山噴火に備え新たな対応に着手

観測態勢の検討など予知に向け作業本格化

へ」〔火山噴火予知連絡会〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年２月７日付）
「岳排組合議会２月定例会

新年度予算８億９７０万円可決

管きょ更生工事（神田川町）

など充て」〔岳南排水路管理組合〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年２月７日付）
「『富士山世界遺産への道』植生から地下水、企業まで

環境保全訴え出版」〔静岡地理

教育研究会〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年２月７日付）
「カタクリの保護・保全へ

富士宮カタクリトラストの会

80 人賛同し設立総会

代表に

静大名誉教授・若林氏」〔若林淳之〕〔渡辺定元〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13
年２月 20 日付）
「富士山冬山遭難救助へ連携

宮署と消防組合の山岳救助隊

雪道歩行など初の合同訓

練」〔富士宮署山岳救助隊〕〔富士宮市芝川町消防組合山岳救助隊〕（『岳南朝日』２０
０１年＝平成 13 年２月 22 日付）
「オールコック初代駐日英国公使に献花

斉藤防衛庁長官が訪英

日英防衛会談終え墓前

へ」〔斉藤斗志二〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年３月９日付）
「11 日に自然観察会

参加者募る」〔富士宮自然観察の会〕（『岳南朝日』２００１年＝

平成 13 年３月９日付）
「曹洞宗大悟庵“精神世界”へ意識新たに

２００人が本堂など落慶祝い

観音像ご開帳

も盛大に」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年３月 20 日付）
「市教委

あす、富士山文化塾講演会」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年３月 20 日

付）
「富士山スカイライン登山道

除雪作業進む『ＧＷまでに開通させたい』県富士土木事務

所」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年３月 28 日付）
「日本野鳥の会南富士支部

来月 22 日 定例探鳥会 天照教社で」（『岳南朝日』２００

１年＝平成 13 年３月 28 日付）
「富士山麓線が全面開通

富士・富士宮市境でセレモニー

防火機能備え“観光林道”と

しても期待」〔天照教林道〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年３月 30 日付）
「郷土から見た山々⑮文・写真

篠原弘（富士市天間在住）富士川河口で箱根の山」（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年４月３日付）
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「郷土から見た山々⑯文・写真

篠原弘（富士市天間在住）人名の付いた所の多い伊豆の

山」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月４日付）
「郷土から見た山々⑰文・写真

篠原弘（富士市天間在住）富士宮市街の北にそそり立つ

天子山脈」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月 17 日付）
「春山の危険個所把握へ

富士宮署

県警ヘリに書院乗り込み

富士山の積雪状況を視

察」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月 19 日付）
「富士宮五業協組が総会

観光対策事業の推進など

新年度事業計画決め

新役員人事

も」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月 25 日付）
「富士山五合目の登山区間

27 日正午から冬期閉鎖解除」〔スカイライン〕〔冬季閉鎖〕

（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月 25 日付）
「先人の生活史探る昔話は『人から人への伝承が大切』地域の伝承を語り継ぎ
りべ 渡井正二さん

文・写真

郷土の語

高橋留偉」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月

26 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「山岳救助へ士気高め

春山遭難想定し訓練

事故防止へ『注意看板』も設置

富士宮署」

（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月 26 日付）
「郷土から見た山々⑰文・写真

篠原弘（富士市天間在住）幼いころからながめてきた富

士山へ」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月 28 日付）
「天照教本社で春の祭典

あす、露天も並び」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年４月

28 日付）
「自然の保全・創造へ

富士山３７７６自然林復元大作戦

広葉樹 13 種８０００本を植樹

富士山ろくブナ林創造事業

県内各地から１３００人参加」（『岳南朝日』２００１年

＝平成 13 年５月３日付）
「年内に土砂排出へ

土石流（昨年 11 月）でたい積の 28 万立方㍍ 富士砂防工事事務所

ほ場整備などに有効活用」」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年５月５日
付）
「市教委『親子富士登山』７、８月に実施

登山ボランティア募る」（『岳南朝日』２０

０１年＝平成 13 年５月５日付）→「市教委『親子富士登山』実施結果」（８月 11 日付）、
「市教委

親子富士登山感想文①②」（８月 12 日付・18 日付）に続報。

「富士山天母の湯

来場者きょうにも 30 満員突破 記念セレモニーを開催

利用が好調

に推移」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年５月 27 日付）
「来場者 30 万人を達成

富士山天母の湯 開設から２年 11 カ月

望月産夫妻が記念来場

者に」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年５月 29 日付）
「日本山妙法寺

平和祈念行脚が富士宮市内入り

非暴力など訴え」（『岳南朝日』２０

０１年＝平成 13 年５月 29 日付）
「富士山スカイライン登山区間

８月の『マイカー通行規制』日程決まる

県土木部」〔西

臼塚駐車場〕〔水ケ塚駐車場〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年６月８日付）
《富士山スカイライン登山区間

８月の『マイカー通行規制』日程決まる

県土木部

県土木部道路総室道路企画室は、富士山スカイライン（表富士宮口）登山区間（二合目
～五合目・延長約十三㌔）の渋滞解消と環境保全をねらいに今夏も「マイカー通行規制」
を実施するが、七日までに日程が決まった。
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規制実施期間は八月十一日午前零時から二十一日午前零時までの十日間。規制期間中は
一般車両の乗り入れができないため、マイカー利用者は西臼塚または水ケ塚無料駐車場で
シャトルバスまたはシャトルタクシー（ともに有料）に乗り換える。》（『岳南朝日』２
００１年＝平成 13 年６月８日付）
「富士宮市観光協会と富士宮歩け歩け協会

お山開きに合わせ一番登山

26 日まで申し

込み受け付け」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年６月 14 日付）
「随想

富士山の雪形

岡田収治」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年６月 16 日付）

「山岳救助の資質向上へ

消防山岳救助隊の米津隊長

国（文部科学省）の研修会に参加」

〔富士宮市芝川町消防組合〕〔米津常夫〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年６月 14
日付）
「７～８月、盛大に『富士山、まつり』お山開き式で幕開け」〔午後村山で富士山入山式〕
（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年６月 19 日付）
「寺本さん（豊橋創造大教授）が『一日所長』富士砂防工事事務所

土砂災害防止月間に

ちなみ」〔寺本和子〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年６月 19 日付）
「富士山山開きに合わせ登山道３路線の通行規制を解除

来月１日午前零時」（『岳南朝

日』２００１年＝平成 13 年６.月 23 日付）
「富士山頂で下山困難の大学生ら６人

無事に下山」〔遭難〕（『岳南朝日』２００１年

＝平成 13 年６月 26 日付）▲▲
「あす、富士山お山開き

神事や協賛事業など多彩に」（『岳南朝日』２００１年＝平成

13 年６月 30 日付）
「富士山夏山登山の安全を祈願

浅間大社など３会場でお山開き式」〔富士山入山式〕〔村

山浅間神社〕〔聖護院〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年７月３日付）一部▲▲
「２００１

富士山お山開き～神事や協賛事業など多彩～」〔写真〕（『岳南朝日』２０

０１年＝平成 13 年７月４日付）
「富士山の火山災害実績マップを作成

県土木部と富士砂防工事事務所

過去の溶岩流な

どまとめ」〔噴火〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年７月６日付）
「富士山森林対策など視察研修

日本環境議員の会

全国の市議 30 人が来宮」（『岳南朝

日』２００１年＝平成 13 年７月６日付）
「光化学オキシダント注意報発令

４日に続き、今シーズン２回目」〔公害〕『岳南朝日』

２００１年＝平成 13 年７月６日付）
「富士宮市

来月、富士山森林観察会

９日から申し込み受付」（『岳南朝日』２００１

年＝平成 13 年７月７日付）
「富士山のバイオトイレ

佐野栄代」〔富士山クラブ〕（『岳南朝日』２００１年＝平成

13 年７月８日付「岳朝茶論」）
「富士宮市

有害物質等調査委託の結果

環境基準値以下に適合」〔地下水汚染〕（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年７月８日付）
「鈴川海岸で水難事故

元吉原小１年生校外授業中に高波

児童１人行方不明

教諭１人

重体」〔鈴川海岸水難事故〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年７月８日付）▲▲
「夏休み事業の安全強化

鈴川海岸の事故を重視

指導員増強など内部協議

川海岸水難事故〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年７月 11 日付）
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市教委」
〔鈴

「富士山お山開き参列の駐日英国・政務参事官

大宮小・根北小児童の歓迎に感激

お礼

の文書寄せ大使館見学の招待も」〔富士根北小学校〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13
年７月 13 日付）▲▲
「木花会

登山客用に売店を開店

金剛づえやタオルなど販売」〔ここずらよ〕（『岳南

朝日』２００１年＝平成 13 年７月 13 日付）
「市と日本プラスト富士工場

公害防止協定に調印」〔北山工業団地〕（『岳南朝日』２

００１年＝平成 13 年７月 14 日付）
「富士山山室

食品衛生など目光らせ

富士保健所が一斉監視指導」〔山室衛生〕（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年７月 14 日付）
「『飯盛林道』に建設記念碑を建立

あす、関係者集い除幕式」（『岳南朝日』２００１

年＝平成 13 年７月 14 日付）▲▲
「富士山５合目

臨時交番を開設準備

宮署

登山の安全拠点に

山岳パトロールを実

施」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年７月 14 日付）
「富士市

行方不明児童の捜索活動を縮小

鈴川海岸の水難事故」〔鈴川海岸水難事故〕

（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年７月 15 日付）
「富士山を世界遺産に

なぜ、なれないかの理由

井出達也」〔北富士演習場〕〔東富士

演習場〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年７月 17 日付「東西南北記者の目」）
「アッパーズ富士の会

７合目まで練習登山

来月、障害者とともに山頂めざす」〔障害

者登山〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年７月 17 日付）
「夏山臨時交番を開設

富士山五合目へ

山岳事故防止呼びかけなど」（『岳南朝日』２

００１年＝平成 13 年７月 20 日付）
「富士山五合目公衆トイレ

チップ箱が破壊

署員の巡回強化を依頼」〔盗難〕（『岳南

朝日』２００１年＝平成 13 年７月 20 日付）
「富士山頂直下

低周波地震の活発化受け

国がハザードマップ作成へ

関係自治体に効

果的な防災対策義務づけ」〔噴火〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年８月２日付）
「寄稿

感動の『富士登山』富士教育訓練センター職員

高村隆」（『岳南朝日』２００

１年＝平成 13 年８月９日付）
「村山浅間神社大棟梁権現社
山信仰

建物跡など発見

写経石など出土遺物で鎌倉末期には富士

市教委文化課」〔『村山浅間神社遺跡』（富士宮市文化財調査報告書第 29 集、富

士宮市教育委員会編・発行、２００２年）〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年８月９
日付）
「富士山の眺望はやはり朝が一番

富士市昨年の観測記録まとめ」〔富士山が見えた日〕

（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年８月 10 日付）
「地域の川はきれいかな

河川水質調査教室

水生生物の観察など」〔環境教育〕（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年８月 10 日付）
「富士と琵琶湖を結ぶ会

近江八幡市の市民ら 50 人が富士登山など

お水返しの儀式も」

（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年８月 10 日付）
「市教委『親子富士登山』実施結果

児童登頂達成は 89・２％

保護者の登頂は 85・９％

万全の体制が励みに」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年８月 11 日付）
「富士山スカイライン登山区間

マイカー規制始まる」（『岳南朝日』２００１年＝平成
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13 年８月 12 日付）
「市教委

親子富士登山感想文①登頂の達成感かみしめ」（『岳南朝日』２００１年＝平

成 13 年８月 12 日付）
「常葉学園夏期研修『富士山三昧』シンポ『富士山と火山』より

基調講演『富士山と火

山』小山真人さん（静大助教授）素朴な質問あれこれ『富士山火山防災ハンドブック』富
士砂防工事事務所などと共同作成」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年８月 12 日付）
「市教委

親子富士登山感想文②苦難乗り越え登頂の喜び」（『岳南朝日』２００１年＝

平成 13 年８月 18 日付）
「昭和初期の私の富士登山と町の宿

深沢勝江（大宮町在住）」（『岳南朝日』２００１

年＝平成 13 年８月 19 日付「だんらん特集」）
「富士山環境保全へ一丸

三登山口で一斉清掃

富士宮口に１１００人

４２６㌔（可燃

物と不燃物合計）のごみを集積」〔富士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』２
００１年＝平成 13 年８月 21 日付）
「富士宮市『富士山火山防災ハンドブック』を全戸配布

26 日、小川教授招き講演会」〔小

山真人〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年８月 22 日付）
「97 歳の山本さん

５合目から自転車下山 自力登頂断念し夢実現」
〔変わり種登山〕
（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年８月 24 日付）
「富士登山満行供養塔

富士宮市大岩（沢田正彦）」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13

年８月 25 日付「シリーズ〈３２７〉歴史を旅した石たち」）←本文中《富士行は……須走
に下り》とあるが、正しくは《須山に下り》である。
「人穴富士講遺跡と村山浅間神社

確認調査を報告

市文化財保護審議会委員 15 人に委

嘱状交付」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月５日付）
「野草観察とゴミ調べ

富士宮自然観察の会

９日、小田貫湿原で

参加者募る」（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年９月５日付）
「かりがね堤築造

力尽くした古郡氏

資料や語り継ぎから

橋本務」〔雁堤〕（『岳南

朝日』２００１年＝平成 13 年月日付「ふるさと再発見」）
「富士山美しく心も磨く

人間性豊かな警察官へ

県警察学校学生２３４人がクリーン活

動」〔清掃登山〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月８日付）
「富士山知り防災強化へ

３００人が花岡氏の講演に耳傾け」〔富士宮市芝川町消防組合〕

〔富士砂防工事事務所〕〔花岡正明〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月８日付）
「富士山観光に感謝込め

夏山シーズン終え閉山祭

神事に 50 人参列」
〔浅間大社〕
（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年９月８日付）
「富士大宮司家墓所護持会

26 日に墓前祭 総会と県立大・高木教授の記念講演も」〔高

木桂蔵〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月８日付）
「富士山御中道ぐるっと自然学ぶ

11 日から三浦さん塾長に１泊２日で」〔三浦雄一郎〕

〔富士砂防工事事務所〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月９日付）
「小室なおよし

山の会のご案内」〔小室直義〕〔広告〕（『岳南朝日』２００１年＝平

成 13 年９月９日付）
「富士登山に７６，１４０人（７～８月）衛生センター診療実績４８０件で過去７年比べ
最低」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月 14 日付）

- 146 -

「台風 15 号出水状況

土石流の発生なし」〔富士砂防工事事務所〕〔豪雨〕（『岳南朝日』

２００１年＝平成 13 年９月 14 日付）
「旧村山登山道整備へ

富士山表富士遊歩道調査会

現地調査スタート」〔村山古道〕〔秋

鹿博〕〔渡井正二〕〔赤野竹司〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月 19 日付）▲
▲
「登山道で横転、転落

普通貨物の運転手が死亡」〔交通事故〕〔スカイライン〕（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年９月 22 日付）→「交通事故多発

登山道で現場診断」（10

月 23 日付）に関連記事。
「富士山に初冠雪

昨年より５日早く」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月 23 日

付）
「知念県警本部長がげき

硫酸ピッチ不法投棄の現場視察

全容解明へ捜査員に指示」
〔産

廃〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月 23 日付）
「富士山軽装登山に注意呼びかけ

新６合目の登山道分岐点へ看板を設置」（『岳南朝日』

２００１年＝平成 13 年９月 23 日付）
「歴代大宮司の霊慰め墓前祭

駿州赤心隊員遺品展なども

富士大宮司家墓所護持会」

（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月 27 日付）
「スバルライン奥庭から富士山御中道へ

富士市五十雀山歩会例会

文・写真

望月仁」

〔お中道〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年９月 29 日付）
「交通事故多発

登山道で現場診断

富士宮署と富士土木事務所

注意喚起手段など対策

を協議」〔曲線区間〕〔スカイライン〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 10 月 23
日付）
「富士山一周ビッグウオーク

全国から１６０人参加し出発」（『岳南朝日』２００１年

＝平成 13 年 10 月 24 日付）
「『富士山を眺め、マラソンの喜びを仲間と分かちたい』記録に挑みつつ底辺拡大へ
士楽走会発起人

金子俊一さん

文・写真

富

吉田真理子」〔霊峰富士月例マラソン〕（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年 11 月１日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライ
フ」）
「“浅間さんの宝物”公開

静岡市文化財資料館で 11 日まで」（『岳南朝日』２００１年

＝平成 13 年 11 月３日付）
「来年１月で長崎屋富士宮店が閉店へ

自社所有の土地・建物の今後は未定『中心市街地

の活力後退』の声も」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 11 月 13 日付）
「『富士山学会』立ち上げへ

環境シンポ『官・学・民で総合研究』確認」〔杉山恵一〕

〔土隆一〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 11 月 21 日付）→詳細は「シンポジウム
『富士山の環境を考える』」（11 月 23 日付）参照。
「市教委

24 日に歩く博物館探索会」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 11 月 21 日

付）
「シンポジウム『富士山の環境を考える』多様な議論
望求める

総合的追究を『富士山学会』に展

基調講演『考えるほど奥が深い』（土隆一）基調講演『「環境税」にも期待』

（山田辰美）基調講演『日本一問題の多い山』（杉山恵一）観光公害

汚れる富士五湖

エ

コツーリズム」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 11 月 23 日付）→「『富士学会』旗
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揚げへ」（２００２年＝平成 14 年 10 月 24 日付）に続報。
「旧村山登山道を歩こう

根北中

石畳周辺整備も」〔富士根北中学〕〔村山古道〕〔渡

井正二〕〔赤野竹司〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 11 月 25 日付「富士宮・芝川
ワイド学園」）▲▲
「カタクリの保護・保全へ

富士宮カタクリトラストの会

育成管理作業に汗流す」（『岳

南朝日』２００１年＝平成 13 年 11 月 27 日付）
「“初日の出登山”に注意を

宮署が看板設置

装備品の点検、登山計画書提出呼びかけ

パトロールで周辺積雪調査も」〔雪山登山〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 12 月
26 日付）
「静岡・山梨両県警合同会議

関係省庁含め対策協議

硫酸ピッチ不法投棄事件で

原状

回復や業者の行政処分など」（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 12 月 27 日付）
「豊かな生態系の森実現へ

富士山自然の森づくりの会

30 人が渡辺さんの講話に耳傾

け」〔渡辺定元〕（『岳南朝日』２００１年＝平成 13 年 12 月 27 日付）

■２００２年＝平成 14 年
「光再び『富岳元年』02 頌春」〔写真〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年１月１日
付）
「夢だが空想で終わらぬよう…新交通システムで新富士と富士を結ぶ

富士地域新世紀交

通ビジョン〈上〉」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年１月 12 日付）
「実現するのか!?念願の富士－新富士間

新駅設置し無人走行

富士地域新世紀交通ビジ

ョン〈下〉」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年１月 13 日付）
「21 日の豪雨

日雨量（１月）で史上最高 消防組合調べ

88 ㍉記録し、市町内に被害」

（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年１月 23 日付）
「富士山自然の森づくりの会

27 日に風倒木除伐など活動

ボランティア協力呼びかけ」

〔渡辺定元〕〔風倒木被害 96 年９月〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年１月 24 日付）
「間伐面積拡大へＰＲ強化

来月末まで県が森林所有者に呼びかけ

富士農林事務所

２

市１町にのぼり旗立て」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年１月 31 日付）
「産廃不法投棄の監視に“助っ人”『無人ヘリ』活用を検討

デモフライトに関係者の関

心」〔県環境部廃棄物対策室〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年２月８日付）
「富士山冬山遭難事故防止へ

富士宮署

署長らが県警ヘリ視察

登山道の積雪状況など

確認」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年２月８日付）
「厳寒の中山岳合宿
18 人が訓練

県警山岳遭難救助隊本部と富士宮、御殿場、静岡中央の各署

隊員

危険個所調査などいざに備え」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年２月

22 日付）→次項に詳報。
「県山岳遭難救助隊

危険な岩場でロープ救助活動

厳冬期が宿訓練

本部と３署合同で

取り組み」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年２月 26 日付）
「自然林回復へ意欲新た

富士山まなびの森実行委

懇談会と現地調査で」〔住友林業〕

（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年３月 17 日付）
「曹洞宗大悟庵

大布の『観音大画像』をご開帳
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法要に多くの善男善女」（『岳南朝日』

２００２年＝平成 14 年３月 19 日付）
「富士根北中

３年生が卒業記念に植樹

同窓会長寄贈の西洋シャクナゲ

２本に成長へ

の願い」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年３月 19 日付）
「風祭川上流域で炭化木群を発見

富士山噴火史にかかわる歴史遺産に

火山防災対策に

も大きな意味」〔『富士火山南西斜面の風祭川上流に見つかった直立炭化木群』（北垣俊
明・堀内一利・山本玄珠・輿水達司・内山高著、始生社、２００７年〕（『岳南朝日』２
００２年＝平成 14 年３月 23 日付）
「柚野地区・埋蔵文化財発掘調査

きょう、一般に現地説明会」〔大鹿窪遺跡〕（『岳南

朝日』２００２年＝平成 14 年３月 23 日付）
「自然林再生へ意欲新た

富士山自然の森づくりの会総会

事業計画決める」〔渡辺定元〕

〔仁藤浪〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年３月 26 日付）
「富士山スカイライン登山区間

除雪作業急ピッチ

富士土木事務所

GW 前の規制解除

に向け」〔スカイライン〕〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年３月 27 日
付）
「富士山まつり

新年度実施計画決める

推進委 アンケート結果の報告も（『岳南朝日』

２００２年＝平成 14 年３月 30 日付）
「岳南鉄道

貸切バス事業を廃止へ

鉄道と不動産のみに」〔岳南電車〕（『岳南朝日』

２００２年＝平成 14 年３月 31 日付）▲▲
「神仏混淆の鳥居

富士市今井・妙法寺」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年４月６日

付「シリーズ〈３５５〉歴史を旅した石たち」）
「木の花会総会

敬神活動へ輪広め

清掃奉仕など事業決める」〔浅間大社〕（『岳南朝

日』２００２年＝平成 14 年４月 12 日付）
「国際山岳年・富士山森づくり体験会

広葉樹など６７００本余植樹

益子さん（元女子

バレー日本代表）も特別参加」〔富士山緑の募金〕〔益子直美〕（『岳南朝日』２００２
年＝平成 14 年４月 16 日付）
「火を噴く恵みの山

縄文人と富士山（井出達也）」〔大鹿窪遺跡〕（『岳南朝日』２０

０２年＝平成 14 年４月 16 日付）
「富士山スカイライン

26 日から登山区間を規制解除」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』２０

０２年＝平成 14 年４月 21 日付）
「春山遭難事故防止へ

富士宮署

５合目に注意看板設置

救助訓練も」（『岳南朝日』

２００２年＝平成 14 年４月 27 日付）
「８月に富士山チャレンジ・ダブルマラソン『フル百回楽走会』15 周年行事

来月 15 日

まで参加者受け付け」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年５月５日付）
「７、８月に親子富士登山

参加者募集

一般の登山ボランティアも」（『岳南朝日』２

００２年＝平成 14 年５月５日付）→「親子富士登山

第１陣２４０人が山頂めざす」（８

月１日付）に続報。
「富士登山で救助要請

翌日、無事救出」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年５月８日

付）▲▲
「富士上人末代祭る 村山地区の氏神社『高嶺総鎮守』新築工事が着々
（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年５月９日付）▲▲
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関係者集い上棟式」

「パラグライダー空中散歩を初体験

とんぼクラブが講習会

33 人が基礎知識学び」
（『岳

南朝日』２００２年＝平成 14 年５月 15 日付）
「石の博物館

19 日に富士山自然観察会 西臼塚で火山巡りなど」（『岳南朝日』２００

２年＝平成 14 年５月 15 日付）
「『村山浅間神社』を市指定文化財へ
合

実現へ向け学術調査を委託『調査研究会』が初会

市教委」〔村山浅間神社調査研究会〕〔若林淳之〕（『岳南朝日』２００２年＝平成

14 年５月 16 日付）▲▲ →この研究会の報告書については「広く歴史文化掘り起こす
山浅間神社調査報告

村

古代から近代まで」（２００５年＝平成 17 年８月 28 日付「郷土史

特集」）を参照のこと。
「村山地区中心に局地的なヒョウ

ビニールハウスなど被害

作物直撃で農家に大きな痛

手」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年５月 28 日付）
「市の魅力ＰＲへ意欲

富士宮観光ガイドボランティアの会

総会で活動計画

山開き

（７月１日）から本番へ」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年５月 28 日付）
「来年の市長選挙に向け

小室氏（元市議）が出馬表明」〔小室直義〕（『岳南朝日』２

００２年＝平成 14 年５月 30 日付）
「トイレ問題の継続対応など

富士山頂奥宮境内地使用者組合総会

環境保全へ意欲新

た」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年５月 31 日付）
「富士山や毛無山など

パトロールを実施

山岳遭難防止対策協支部が総会

迅速・的確

な情報提供も」〔静岡県山岳遭難防止対策協議会富士宮支部〕（『岳南朝日』２００２年
＝平成 14 年６月６日付）
「溶岩球の甲子塔

富士宮市神成・石原」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年６月８日

付「シリーズ〈３６１〉歴史を旅した石たち」）
「富士山５合目公衆トイレ維持管理運営協

事業計画案など協議」（『岳南朝日』２００

２年＝平成 14 年６月９日付）
「富士宮自然観察の会

林野庁長官賞を受賞

動植物の保護活動など評価

仁藤会長らが

市長に報告」〔仁藤浪〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年６月 12 日付）
「富士山五口協議会

山開き控え

ポスター、パンフを作成」（『岳南朝日』２００２年

＝平成 14 年６月 12 日付）
「富士山で男性保護

下山中に道に迷っているところを発見」〔遭難〕（『岳南朝日』２

００２年＝平成 14 年６月 18 日付）▲▲←本文中《勺》とするところがすべて《尺》にな
っている。
「林道沿いに建築廃材や 一般ごみ発見

県下で統一パトロール

富士地区

不法投棄に

怒りの声」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年６月 19 日付）
「富士山スカイラインの登山区間

８月 10 日からマイカー規制」（『岳南朝日』２００２

年＝平成 14 年６月 22 日付）
「積雪通行規制

８合目～山頂部を除き解除」〔残雪〕（『岳南朝日』２００２年＝平成

14 年６月 22 日付）
「富士山まつり実施計画まとまる

富士山お山開き式から開幕」（『岳南朝日』２００２

年＝平成 14 年６月 23 日付）一部▲▲
「富士山が見えた日

昨年は最少を記録

全体と一部合わせて１７０日
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富士市

富士山

観測 01 年データ」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年６月 26 日付）
「『富士山ナンバー』創設を

佐野堯春氏が求める

当局、前向き姿勢に

富士宮市議会

６月定例会」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年６月 28 日付）
「本番さながらに山岳救助訓練

富士山で夏山登山を控え

傷者の捜索から搬送まで

消

防隊員が連携し」〔富士宮市芝川町消防組合〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年６月
29 日付）
「富士山登山ルート・富士宮口

通行規制解除

８合目以上も来月５日に」〔残雪〕（『岳

南朝日』２００２年＝平成 14 年６月 30 日付）
「あすから７月

富士山が お山開き 中体連も各種目で熱戦」（『岳南朝日』２００２年

＝平成 14 年６月 30 日付）
「記念事業奉賛会発足などを報告

浅間大社で総代会」〔浅間大社御鎮座千二百年記念事

業奉賛会〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年６月 30 日付）
「富士山夏山登山の安全祈願

市内３会場でお山開き式」〔村山浅間神社〕〔聖護院〕〔富

士根北中〕〔富士根北小〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年７月２日付）一部▲▲
「２００２富士山お山開き

神事や協賛事業で富士山まつりが幕開け」（『岳南朝日』２

００２年＝平成 14 年７月５日付）
「国際山岳年日本委

２００２年富士山エコ・フォーラム

次代へ引き継ぐ自然保護へ

登山家の田部井さん

排せつ物処理などで警鐘」〔田部井淳子〕（『岳南朝日』２００２

年＝平成 14 年７月９日付）
「エコレンジャー21 日発足

ふじさんネットワーク

富士山の環境保全へ登山者へマナ

ー呼びかけなど」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年７月 17 日付）
「芝川町大鹿窪・縄文時代草創期の集落跡『窪Ａ遺跡』範囲の確認へ調査

今月末まで５

カ所で実施」〔大鹿窪遺跡〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年７月 19 日付）
「富士山わくわく体験学習コース

今年度はガイド養成対策など協議

24 日に第１回検

討会」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年７月 19 日付）→「富士山わくわく体験学習
コース」（７月 28 日付）（８月 31 日付）（10 月 26 日付）に続報。
「富士山に臨時警備派出所

富士宮署が登山シーズン迎え山岳パトも実施」（『岳南朝日』

２００２年＝平成 14 年７月 20 日付）
「富士山３７７６自然林復元下刈り作戦

豊かな森林の創造図る

きょうから計４回粟倉

地内で」〔富士山自然の森づくりの会〕〔渡辺定元〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14
年７月 27 日付）
「富士山わくわく体験学習コース

コースガイド養成へ講座

10 月開講を目指し」〔山田

辰美〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年７月 28 日付）
「18 日に富士山一斉清掃

70 団体、１１００人が参加

ごみ持ち帰り啓発運動も」〔富士

山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月１日付）→「美
しい山姿いつまでも」（８月 20 日付）、「第 23 回富士山一斉清掃」（同）に続報。
「富士山スカイライン・登山区間

10 日からマイカー通行規制

シャトルバス・タクシー

利用を」〔マイカー規制〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月１日付）
「親子富士登山

第１陣２４０人が山頂めざす“挑戦”心に期し」（『岳南朝日』２００

２年＝平成 14 年８月１日付）
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「オゾン・キッズ・キャンプ in 富士山 県内小学生 50 人が麓山の村で
の軌跡など講演

加藤さんが挑戦

フリークライミングの魅力語る」〔フロンストップ全国連絡会〕〔富士

山麓山の村〕〔加藤保恵〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月１日付）
「近江八幡市から親善訪問団

45 人が来宮 浅間大社など訪れ」（『岳南朝日』２００２

年＝平成 14 年８月１日付）
「富士山山小屋バイオトイレ

県が須走口であすから運用」〔富士山トイレ研究会〕（『岳

南朝日』２００２年＝平成 14 年８月４日付）
「アッパーズ富士の山

31 日から障害者のための富士登山

ボランティア参加呼びかけ」

〔障害者登山〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年月日付）
「マイカー規制スタート

富士山スカイライン・登山区間

シャトルバスなど運行開始」

〔西臼塚駐車場〕〔水ケ塚駐車場〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月 11 日付）
「田貫湖のダイヤモンド富士撮影で

湿地帯に踏み入らないで！

市が保全で呼びかけ」

（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月 11 日付）
「富士山頂で採火実験

ＮＥＷ!!わかふじ国体

市教委国体推進事務局が３方法で

本番

は『火きり』を採用に」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月 11 日付）
「美しい山姿いつまでも
ごみ２８７㌔を回収

富士山一斉清掃

年々、減少傾向に

富士宮口は１４００人参加

不燃物・可燃物

ペットボトル多く」〔富士山をいつまでも美し

くする会〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月 20 日付）
「第 23 回富士山一斉清掃

富士宮口登山道で活動」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14

年８月 20 日付）
「富士山頂の郵便局どんな仕事を？米国の記者（ニューヨークタイムズ）らが取材

職員

の勤務や生活に視点」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月 23 日付）
「富士山わくわく体験学習コース

コースガイド 10 月に養成講座実施

第２回検討会」

（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年８月 31 日付）
「日英グリーン同盟
館主催

記念のオークを植樹

村山浅間神社での富士山閉山式で

英国大使

若者参加の草の根活動めざし」〔イングリッシュ・オーク〕（『岳南朝日』２０

０２年＝平成 14 年９月３日付）▲▲
「富士山富士宮口

登山者は８万１５００人

前年比５千人余増

好天に恵まれ５合目に

は 28 万人余訪れ」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年９月８日付）
「８合目・衛生センター

６５９人を診察

高山病が全体の 74％」（『岳南朝日』２００

２年＝平成 14 年９月８日付）
「冬山遭難への対応協議

富士山周辺警察署山岳救助隊連絡会

情報交換で連携図る」

（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 10 月 19 日付）
「小室氏次期市長選に出馬『変革』など重点に新しい政治訴える」〔小室直義〕（『岳南
朝日』２００２年＝平成 14 年 10 月 23 日付）
「『富士学会』旗揚げへ

富士山と周辺の地域環境を研究

富士一般まで広い分野も

来

月の富士学シンポで」〔西川治〕〔竹林征三〕〔杉山恵一〕（『岳南朝日』２００２年＝
平成 14 年 10 月 24 日付）▲▲←「シンポジウム『富士山の環境を考える』多様な議論

総

合的追究を『富士山学会』に展望求める」（２００１年＝平成 13 年 11 月 23 日付）が出発
点。
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「自然樹木の森創出へ

上井出財産区有林

うるおいの森植樹祭

１８０人が３０００本

植える」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 10 月 23 日付）
「ふじさんネットワーク森づくり部会など

西臼塚で森林環境整備

ボランティア活動

市内外から 40 人参加」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 10 月 23 日付）
「富士山わくわく体験学習コース

ガイド役を養成

講座、野外実習に意欲

２市１町か

ら 50 人参加」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 10 月 26 日付）
「『富士山』テーマに講演会

地下水の保全や利用など

ふじさんネットワーク主催

17

日、沼津市内で」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 11 月 10 日付）
「富士根北公民館まつり

展示などに意欲あふれ

きょうは青空市など」（『岳南朝日』

２００２年＝平成 14 年 11 月 10 日付）
「表口旧村山富士登山道

石畳の美しい景観復活へ

富士根北中フィールドワーク

全校

生で整備活動展開」〔道者道〕〔村山古道〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 11 月
15 日付）▲▲
「表口旧富士登山道

富士根北小の５年生

復活・保存に協力

整備作業に汗流す

石畳

の説明板なども立て」〔道者道〕〔村山古道〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 11
月 16 日付）▲▲
「市長選

深沢氏（星山）が出馬表明

市役所改革、情報公開など掲げ」〔深沢竜介〕（『岳

南朝日』２００２年＝平成 14 年 11 月 19 日付）
「富士山自然の森づくりの会

24 日に自生種の調査など活動

参加を呼びかけ」〔緑の募

金の森〕（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 11 月 21 日付）
「富士山の自然環境保全へ
問題解決へ組織化

表富士・須走・御殿場口組合中心に対策検討会が発会

ごみ

会長に宮崎氏」〔富士山表富士宮口登山組合〕〔宮崎善旦〕（『岳南

朝日』２００２年＝平成 14 年 11 月 22 日付）
「宮西高ワンゲル部が県教委表彰

登山競技の実績、地域への貢献評価

いきいき活動奨

励賞も」〔富士宮西高校ワンダーフォーゲル部〕〔工藤誠志〕（『岳南朝日』２００２年
＝平成 14 年 12 月３日付）
「冬山遭難防止へ立て看板

富士宮署 富士山２合目に設置

山岳救助隊がパトロールも

実施」（『岳南朝日』２００２年＝平成 14 年 12 月 27 日付）
■２００３年＝平成 15 年
「再生そして創造へ

03 頌春」〔写真〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年１月１日

付）
「富士登山と信仰テーマに講座

来月６日から３回日程

富士市立博物館」〔富士山かぐ

や姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年１月 12 日付）
「富士山を昇る日の出

稜線を踊るように移動

位置と時間を６年間記録

鈴木さんがデ

ータ化『愛鷹から昇る』発見も」〔鈴木泰好〕〔富士山日の出位置年間記録〕（『岳南朝
日』２００３年＝平成 15 年２月４日付）
「ダルマに開運願い

あすまで毘沙門天祭」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年２月８

日付）
「新富士駅とＪＲ富士駅を結ぶ

低床路面電車など５案提示
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拠点都市整備特別委

新駅

設置に厳しい意見も

富士市」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年２月９日付）

「富士市立博物館講座がスタート

富士登山と信仰

須山口の歴史探り

32 人が井上さ

んの講演に耳傾け」〔裾野市立富士山資料館〕〔井上輝夫〕（『岳南朝日』２００３年＝
平成 15 年２月９日付）
「富士山にバイオトイレ

雲海荘（６合目）と富士館（山頂）に整備

補正予算可決

世

界一清潔な山へ第一歩」〔富士宮市議会〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年２月 26
日付）
「遠州と富士山信仰

富士宮市村山（沢田正彦）」〔『浅間神社の歴史』富士の研究２、

宮地直一ほか著、名著出版、１９７３、古今書院、１９２８の復刻〕〔『豊田町史

別編

２民俗文化史』豊田町誌編さん委員会編、豊田町発行、２００１〕（『岳南朝日』２００
３年＝平成 15 年３月１日付「シリーズ〈３９５〉歴史を旅した石たち」）
「富士山天母の湯
「富士市吉原

来場 50 万人達成」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年３月 11 日付）

旧ヤオハンビル解体現場外壁落下事故

務上過失致死傷の疑いで調査

６人死傷の大惨事に

県警など業

国も原因究明へ現場検証」（『岳南朝日』２００３年＝平

成 15 年３月 15 日付）
「富士宮市

渡辺市長が異例のコメント

職員、事業者の注意喚起」〔渡辺紀〕〔ヤオハ

ンビル解体〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年３月 15 日付）
「富士山にバイオトイレ

富士宮口の５軒に設置へ

03 年度内に」（『岳南朝日』２００

３年＝平成 15 年３月 16 日付）
「富士山環境対策検討会が幹事会

バイオトイレや生ごみ処理

事業開始に向け協議」

（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年３月 16 日付）
「曹洞宗大悟庵

巨大な観音像をご開帳

参拝客でにぎわう」（『岳南朝日』２００３年

＝平成 15 年３月 18 日付）
「生徒がカタクリを案内

貴重な群生地保護図り

訪れる人に学習成果示し

富士根北

中」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年３月 29 日付）
「今年度４回目の有害物質調査

すべて基準値適合」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15

年３月 29 日付）
「富士山さくらの園

３００人集い開園祝う

桜の成長楽しみに記念植樹も」（『岳南朝

日』２００３年＝平成 15 年４月１日付）
「富士山も春の準備

除雪作業始まる

25 日までに全面開通」〔スカイライン〕〔冬季閉

鎖〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年４月５日付）
「富士山緑の募金の森造成事業
が参加

ヒノキなど５７００本を植樹

地元、近県から２５０人

粟倉の国有林で自然に親しみ、成長願い」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15

年４月 14 日付）
「カタクリの生育学ぶ

開花や繁殖条件など示し

河野京大名誉教授が講演

富士根北中

生徒、一般市民が聴講」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年４月 17 日付）
「富士山環境対策検討会
運用実験も

トイレ改善など推進

新年度から具体的取り組み

生ごみ処理

総会で事業計画」」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年４月 19 日付）

「富士宮の魅力を紹介

最新版観光ガイドと観光地図を発刊

施設などに配布

料配布も」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年４月 19 日付）
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地図は無

「親子富士登山

サポートボランティア募る

30 日まで市教委で受付」（『岳南朝日』２

００３年＝平成 15 年４月 19 日付）→「親子富士登山

引率者含め３５５人が挑戦」（８

月 13 日付）に続報。
「富士山登山区間開通

春山遭難防止へ

５合目に注意看板を設置

富士宮署

救助訓練

も展開」〔スカイライン〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年４月 27 日付）
「富士宮市長選

小室氏圧勝し初当選

４年間の活動で支持広げ」〔小室直義〕（『岳南

朝日』２００３年＝平成 15 年４月 28 日付）
「遭難事故へ万全の対応を

消防山岳救助隊

富士山６合目で救助訓練」〔富士宮市芝川

町消防組合〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年５月 13 日付）
「城山富士浅間大神で夏越祭」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年５月 16 日付）
「新埋蔵文化財は 13 カ所
Ⅱ』を編さん
査報告書

調査結果に考察加え整理『富士宮市の遺跡Ⅱ』『浅間大社遺跡

市教委が報告書 30 集、31 集」〔『富士宮市の遺跡Ⅱ』(富士宮市文化財調

第 30 集)富士宮市教育委員会編、富士宮市教育委員会発行、２００３年〕（『岳

南朝日』２００３年＝平成 15 年５月 20 日付）
「浅間大社遺跡

カワラケが多数出土」〔『浅間大社遺跡Ⅱ』(富士宮市文化財調査報告書

第 31 集)富士宮市教育委員会編、富士宮市教育委員会発行、２００３年〕（『岳南朝日』
２００３年＝平成 15 年５月 20 日付）
「富士学会がシンポ

若林名誉教授ら講演」〔若林淳之〕（『岳南朝日』２００３年＝平

成 15 年５月 23 日付）
「カタクリの花を咲かそう

根北小１年生と根北中３年生

種まきしながら楽しく交流」

〔カタクリの種まき交流会〕〔富士根北小〕〔富士根北中〕（『岳南朝日』２００３年＝
平成 15 年５月 24 日付）
「夏山シーズン迎え

遭難事故へ遭難事故へ万全図り

県警山岳救助隊が合宿訓練

富士

宮署員加わり 19 人が気力、技術向上へ」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年５月 28
日付）
「信長公４２１回忌追善供養祭

来月１日、西山本願寺で

特別拝観や特産品販売も」
（『岳

南朝日』２００３年＝平成 15 年５月 28 日付）
「富士講

人穴浅間で角行没後３５８年慰霊祭

全国から信者ら 50 人集い」〔大日本富士

教〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年６月５付）
「富士市大渕の林道

車中に４人の死体」〔自殺〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15

年６月７日付）→「大淵・山中の遺体発見」（６月８日付）に続報。
「朝霧高原の保護・再生へ

富士山の自然を守る会と市長が懇談『火入れ』など意見交わ

し」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年６月８日付）
「富士山信仰の歴史探り

小野さん（駿豆考古学会長）が講演

県文化財保存協支部が総

会」〔静岡県文化財保存協会〕〔小野真一〕〔神道考古学上からみた富士山信仰〕〔参照
『富士山信仰の歴史と文化』小野眞一著、文芸社、２０１４年〕（『岳南朝日』２００３
年＝平成 15 年６月８日付）▲▲
「大淵・山中の遺体発見

４人の身元判明」〔自殺〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15

年６月８日付）
「富士山６合目で負傷者救出想定

初動態勢確立へ
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消防組合山岳救助隊

県消防防災航

空隊と連携図り

山岳遭難へ対処

ヘリ使い合同訓練」〔遭難〕（『岳南朝日』２００３

年＝平成 15 年６月 12 日付）
「ＪＲ静岡―富士山５合目

来月から高速バスを運行」〔富士宮口５合目〕〔河口湖５合

目〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年６月 13 日付）
「大鏡坊家の墓所

富士宮市村山」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年６月 14 日付「シ

リーズ〈４０９〉歴史を旅した石たち」）
「富士山まつりが盛大に
ど

来月１日のお山開きで開幕

エコフォーラムや御神火まつりな

ＰＲポスターも配布」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年６月 20 日付）

「富士山登山道

来月１日から全面開通」〔スカイライン〕（『岳南朝日』２００３年＝

平成 15 年月日付）
「きょうから７月

富士山が夏山シーズン

11 日からは交通安全運動」（『岳南朝日』２

００３年＝平成 15 年７月１日付）
「富士山

夏山登山の安全祈り

浅間大社など３カ所でお山開き行事」〔富士根北中生徒

のみそぎ初めて〕〔村山浅間神社〕〔聖護院〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕〔村山婦人
部〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年７月２日付） 一部▲▲
「富士山エコフォーラム

環境などで意欲的に発表

山開きに合わせ初イベント

市長交

えパネル討論も」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年７月３日付）
「歴史散歩や会報発行など

郷土史同好会が総会

活動計画決める」（『岳南朝日』２０

０３年＝平成 15 年７月３日付）
「２００３富士山お山開き

神事や協賛事業が目白押し（１日、３会場で）」（『岳南朝

日』２００３年＝平成 15 年７月４日付）
「１７０人が下草狩り体験

富士山募金の森で森林再生に汗流す」〔富士山緑の募金の森〕

（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年７月 10 日付）
「富士曼荼羅割符・富士山登山証明書を発売

大社、奥宮参拝者に

宮おこし工房が企画

制作 豪華懸賞付きで」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年７月 11 日付）→「金・銀
富士山賞

当選者決まる」（９月 10 日付）に続報。

「絵入りはがき販売

富士山頂郵便局開設に伴い」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15

年７月 12 日付）
「山室の衛生状態チェック

冨士保健所

シーズン迎え一斉監視指導」〔山室衛生〕（『岳

南朝日』２００３年＝平成 15 年７月 18 日付）
「硫酸ピッチ

ドラム缶搬出始まる

24 時間監視は継続

搬出状況を毎日掲示

富士宮

市」〔産廃〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年７月 19 日付）
「富士山に自己完結型トイレ施設

県が整備事業着手

山頂までの５施設で」（『岳南朝

日』２００３年＝平成 15 年７月 19 日付）
「富士山５合目

臨時警備派出所を開所

富士宮署 パトロールも実施」（『岳南朝日』

２００３年＝平成 15 年７月 19 日付）
「ゴロ道と馬頭観音

富士宮市富士見ケ丘

沢田正彦」（『岳南朝日』２００３年＝平成

15 年７月 26 日付「シリーズ４１５」歴史を旅した石たち）
「秩父宮記念富士登山駅伝

富士宮ランニング

18 位入りと健闘

〔百姓一揆〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年８月８日付）
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来年に期待をつなぐ」

「富士山登山区間

マイカー規制始まる

シャトルバス運行スタート

荒天下に下山客乗

せ」〔スカイライン〕〔西臼塚駐車場〕〔水ケ塚駐車場〕〔台風 10 号〕（『岳南朝日』２
００３年＝平成 15 年８月 10 日付）
「国道４６９号整備など訴え

各期成同盟会が国へ要請行動」（『岳南朝日』２００３年

＝平成 15 年８月 10 日付）
「台風 10 号が風雨もたらし登山道など通行止めも」〔スカイライン〕〔豪雨〕（『岳南朝
日』２００３年＝平成 15 年８月 10 日付）
「ＪＲ身延線のダイヤに乱れ」〔台風 10 号〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年８月
10 日付）
「富士山頂上富士館

バイオトイレが完成

環境保全に効果期待」（『岳南朝日』２００

３年＝平成 15 年８月 13 日付）
「親子富士登山

引率者含め３５５人が挑戦

晴天に恵まれ登頂率 85・８％」（『岳南朝

日』２００３年＝平成 15 年８月 13 日付）
「第５回親子富士登山

親子で挑戦富士登山『共に語り励まし合い汗を流そう』苦しみ乗

り越え富士山の偉大さ知る」〔写真〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年８月 13 日付）
「遺跡が語る富士山信仰

郷土資料館 資料や出土品を展示」〔『富士山信仰遺跡展』富

士宮市立郷土資料館発行、２００３年〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年８月 19 日
付）
「体力気力の向上図る

富士宮署が富士山登山訓練」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15

年８月 24 日付）
「富士山防災マップ素案

ハザードマップ検討委

噴火の可能性領域示す」（『岳南朝日』

２００３年＝平成 15 年８月 29 日付）
「富士山バイオトイレを視察

望月政務官らが整備支援要望受け」〔望月義夫〕（『岳南

朝日』２００３年＝平成 15 年８月 30 日付）
「富士山バイオトイレ

望月政務官ら視察

小室市長が同行

環境問題の解決も訴え」
〔望

月義夫〕〔小室直義〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年９月３日付）
「富士山ハザードマップ

市役所や公民館などに

試作版完成受け掲出

市民に意見求め

る」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年９月４日付）
「富士山大沢崩れと御中道見学会

来生月８日開催

19 日まで参加受付

富士砂防工事

事務所」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年９月４日付）
「金・銀富士山賞

当選者決まる

ふじのみや本舗宮おこし工房

富士山登頂証明書で抽

選」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年９月 10 日付）←この記事は最後の何行かが行
方不明。
「富士山の魅力を冊子に

工藤さん夫妻が自らの登山活動などまとめ

全 18 コースの見

どころなど」〔『富士山

すそのの魅力』工藤誠志・紀代著、工藤誠志発行、２００３〕

（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年９月 21 日付）
「富士市立博物館

富士山信仰、中吉原など新コーナーで展示内容が充実」〔富士山かぐ

や姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 10 月１日付「紙上ギャラリー」）
「富士学会が初の研究発表会

富士山の自然、文化など

研究成果多彩に

士常葉大学で」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 10 月４日付）
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きょうから富

「村山浅間神社境内
り

竪穴式住居跡を確認

中世の『大棟梁権現社』跡も

市教委が調査

富士山信仰の“黎明期”物語

平安時代の建物発見は重要」〔『村山浅間神社調査報

告書－遺跡範囲確認調査編』富士宮市教育委員会編編、富士宮市教育委員会発行、２００
５年〕〔『村山浅間神社調査報告書』富士宮市教育委員会編、富士宮市教育委員会発行、
２００５年〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 10 月７日付）▲▲ →この２冊の報
告書は「広く歴史文化を掘り起こす」（２００５年＝平成 17 年８月 28 日付）で紹介され
ている。
「富士山を多面的にとらえ

富士学会が初の研究発表会

文化的側面や地質など

スタデ

ィーツアーも」〔「富士学会研究発表会－報告書－第 1 回」『富士学研究』２巻２号 March
２００４、富士学会事務局編・発行)〕『『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 10 月 11 日
付）
「富士山ハザードマップ試作版

各市町村からの意見集約

富士宮市では市民から６件」

（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 10 月 23 日付）
「“石積みの道”再生へ

根北中１、２年生

旧村山登山道を補修」〔道者道〕〔村山古

道〕〔富士根北中〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 11 月 16 日付）▲▲
「山宮の山中で男性の遺体発見」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 11 月 18 日付）
「静岡空港の愛称『富士山空港』に

富士宮商議所

県に提言書」（『岳南朝日』２００

３年＝平成 15 年 11 月 19 日付）
「富士山憲章制定５周年記念フォーラム
シンポ

技術的課題など探り

山のし尿処理を考える

初日に全国山岳トイレ

分科会でトイレのあり方など」（『岳南朝日』２００３年

＝平成 15 年 11 月 20 日付）
「不法投棄防止へ『地道に人の心を変える努力を続ける』富士山麓環境パトロール隊
林正信さん

荒れる富士山を美しく

文・写真

小

深沢税」（『岳南朝日』２００３年＝平

成 15 年 12 月４日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「冬山遭難事故防止へ

富士宮署

登山者へ広報看板設置

富士山２合目に」（『岳南朝

日』２００３年＝平成 15 年 12 月６日付）
「神代けやき

太古のロマン秘め

㈱マルダイ

入手し来年２月に一般公開」〔鳥海山〕

（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 12 月 26 日付）
「村山二区

来年元旦に水垢離で禊

旧登山道復活願い

参加者募る」〔初の元旦禊〕〔村

山浅間神社〕〔村山古道〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 12 月 26 日付）
「不法投棄防止へ目を光らせ

富士山ろくでパトロール

県、２市１町関係者

30 人が５

班で」（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 12 月 26 日付）
「富士山自然の森づくりの会

国有林で風倒跡の除伐など汗流し」（『岳南朝日』２００

３年＝平成 15 年 12 月 28 日付）
「年越し挟み多彩な行事

富士山本宮浅間大社

村山富士根本宮浅間神社」〔初の元旦禊〕

〔村山浅間神社〕〔村山古道〕（『岳南朝日』２００３年＝平成 15 年 12 月 31 日付）一部
▲▲
２００４年＝平成 16 年
「希望抱き輝く明日へ

04 頌春」〔写真〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年１月１
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日）
「行方不明者捜索活動

消防団員たちの労苦

自殺目的や軽率な行動を戒め

士山５合目で…悪天候の中、述べ３００人が山中駆け
員は地域活動に不可欠

昨年秋、富

家族の心情思い、危険な活動に

団

理解と協力なくては」〔遭難〕（『岳南朝日』２００４年＝平成

16 年１月４日）▲▲
「浅間大社仮殿がしゅん工

関係者 50 人が完成祝う

17 日には仮遷座祭」（『岳南朝日』

２００４年＝平成 16 年１月 10 日）
「新たな“観光富士宮”創造へ

浅間大社で

常駐で案内実践活動

富士宮市観光ボラン

ティアの会」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年２月 13 日）
「害獣イノシシの有効利用へ

栃木県田沼町から

むらづくり推進委が来宮し視察

富士

山麓猪出荷組合で飼育状況を熱心に」〔ジビエ〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年２
月 14 日）
「富士山西臼塚周辺で行方不明者を捜索」〔遭難？自殺〕（『岳南朝日』２００４年＝平
成 16 年２月 19 日）▲▲ →「行方不明者の捜索を打ち切り」（２月 20 日付）に続報。
「行方不明者の捜索を打ち切り」〔遭難？自殺〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年２
月 20 日）▲▲
「地域の人たちが氏神を大切する姿に伝統継承の決意
利香子さん

富士地区で唯一の女性神職

伊藤

神社中心の地域を支え」〔城山富士浅間大神〕（『岳南朝日』２００４年＝

平成 16 年３月４日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「04 年度予算の素顔４

事業

第２東名工事用道路

市道転用に買収費など

富士山ト

イレ施設整備も」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年３月６日）
「山斜面に巨大観音像

大悟庵（星山）でご開帳」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16

年３月 23 日）
「旧富士登山道

29 日に『村山道を歩く』10 日から参加受付」〔富士根北公民館〕〔村山

古道〕〔渡井正二〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年４月２日）▲▲→「旧富士登山
道

村山道の歴史を体感」（５月２日付）に続報。

「観光ボランティア案内所がオープン

ＪＲ富士宮駅前

日曜などに活動」〔富士宮市観

光ボランティアの会〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年４月６日）
「富士山５合目に

春登山の遭難防止へ立て看板

富士宮警察署

装備、計画を万全に」

（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年４月 27 日）
「富士山の自然を守る会総会『水と緑』の問題テーマに活動計画決める

稲葉さん（富士

山測候所）の講演も」〔稲葉和弘〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年４月 27 日）
「三峰神社と三峰講

富士宮・富知神社境内（沢田正彦）」（『岳南朝日』２００４年＝

平成 16 年５月１日付「シリーズ〈４４６〉歴史を旅した石たち」）▲▲
「自然林復元へ広葉樹植栽

富士山自然の森づくり

緑の募金の森で

１０３人参加しブ

ナなど」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年５月２日）
「旧富士登山道

村山道を体感

根北公民館で教養講座

70 人余がウオーキング」〔富士

根北公民館〕〔村山古道〕〔渡井正二〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年５月２日）
▲▲ ←掲載写真に参加した畠堀操八が写っている。
「親子で富士登山に挑戦

富士宮市教委が７月実施
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10 日から参加受付」
〔親子富士登山〕

（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年５月８日）→「親子富士登山」（８月１日付）に続
報。
「タウンミーティング『未来への森づくり』２市１町で来月８日から」（『岳南朝日』２
００４年＝平成 16 年５月 16 日）
「城山富士浅間大神で夏越祭」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年５月 16 日）
「森林整備の新システム構築へ
ーティングで周知

県森づくり百年の計委員会が審議内容を集約

県民協働や税負担挙げ

タウンミ

９月の県提出目指す」（『岳南朝日』２００

４年＝平成 16 年５月 26 日）
「いけにえ伝説と地蔵堂

富士市柏原（沢田正彦）」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16

年６月 12 日付「シリーズ〈４５０〉歴史を旅した石たち」）
「２００４年富士山お山開き

浅間大社

富士宮市観光協会

牧野酒造 ひのや

大頂寺

淀師農民市場」〔広告〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年６月 26 日）
「２００年の伝統

富士山へ鳥居奉納

来月 24、25 日に『岩淵鳥居講』２００人登り山頂

奉納」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年６月 26 日）→「岩淵鳥居講

富士山頂奥宮

に鳥居奉納」（７月 25 日付）に続報。
「山ろくの自然に健脚競う
目・22 部門

８月 22 日に富士山クロスカントリー

幅広い年齢層で４種

来月９日マデ受付」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年６月 29 日）

「富士山自然休養林ハイキングコースマップを作成

保護管理協

12 コースを紹介

関

係機関に配布」〔富士山自然休養林保護管理協議会〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16
年７月１日）
「きょうから７月

富士山が夏山開き

中体連も野球皮切りに」（『岳南朝日』２００４

年＝平成 16 年７月１日）
「富士山が“夏本番”登山シーズン開幕告げお山開き

３会場で行事

安全を祈願」〔村

山浅間神社〕〔聖護院〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕〔村山婦人部〕（『岳南朝日』２
００４年＝平成 16 年７月２日）一部▲▲
「熱く富士山お山開き

７月１日、３会場」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年７月４

日）
「富士宮郵便局

富士山頂郵便局を開設

来月 20 日まで」（『岳南朝日』２００４年＝平

成 16 年７月 11 日）
「人穴神社で例祭

太鼓の力強い音色響き」〔大日本富士教〕（『岳南朝日』２００４年

＝平成 16 年７月 13 日）
「富士山噴火の災害時に対処

防災対策協設立へ

準備会発足決める

山静両県の市町村

広域連携、情報交換図る」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年７月 17 日）
「登山客の安全へ

富士山５合目に臨時派出所開設

パトロールも開始

富士宮署」
（『岳

南朝日』２００４年＝平成 16 年７月 17 日）
「富士山の自然を守る会

24 日に公開フィールドワーク」（『岳南朝日』２００４年＝平

成 16 年７月 17 日）
「消防山岳救助隊

富士登山の事故に備え

宝永火口付近で訓練

負傷者搬送など」〔富

士宮市芝川町消防組合〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年７月 17 日）
「富士曼荼羅勘合符

富士山登頂証明書を発売
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宮おこし工房企画

来月 20 日まで限定

２００枚」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年７月 18 日）→「富士山登頂証明書」（９
月９日付）に続報。
「岩淵鳥居講

富士山頂奥宮に鳥居奉納

15 年に１度の伝統守り

富士川町民２００人

参加 浅間大社で登山修祓式」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年７月 25 日）
「ハザードマップ富士宮版が完成

検討委が策定

富士山噴火の影響や対策示す

一般家

庭での有効利用期待」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年７月 31 日）
「親子富士登山

１９６人が挑戦し、85・７％が登頂

写真提供・富士宮市教委」（『岳

南朝日』２００４年＝平成 16 年８月１日付「カメラの目」）
「電柱の姿消し商店街すっきり

神田・駅前通り

門前町風店構えや街路灯整備など景観

向上 街づくりへの夢も広がり」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年８月４日）
「富士山

もう一つの“戦争”犠牲となった巨木

若林和司（富士宮市郷土史同好会）」

（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年８月 10 日付「特別寄稿」）▲▲←この記事は若林
和司「戦争の犠牲となった富士山の巨木」（『月の輪』富士宮市郷土史同好会、17 号、２
００２年＝平成 14 年６月掲載）の、前半部分の再録である。オリジナル論文には当時の新
聞記事などが載っている。
「富士森林組合

広域基幹林道富士山麓線

19 日に草刈り奉仕

自然保全などへ決議も」

〔天照教林道〕〔富士宮市水とみどりの課〕〔国の補助なし〕（『岳南朝日』２００４年
＝平成 16 年８月 13 日）→「山に恩返しの気持ちで」（８月 24 日付）に続報。
「山に恩返しの気持ちで

防火林道で作業班など 35 人が参加

富士森林組合

草刈り奉

仕活動」〔天照教林道〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年８月 24 日）
「宮西ワンダーフォゲル部

富士山の恵みに感謝して

創部 20 周年記念し山頂に水を返

す」〔富士宮西高校ワンダーフォゲル部〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年９月５日）
「大沢崩れと御中道見学

富士砂防事務所

17 日まで受付」〔お中道〕（『岳南朝日』２

００４年＝平成 16 年９月５日）
「富士登山

シーズン終わり告げ

浅間大社で富士山閉山祭」（『岳南朝日』２００４年

＝平成 16 年９月８日）
「12 日

富士山防災サミット

一般向けにオープンフォーラム

富士常葉大学」（『岳南

朝日』２００４年＝平成 16 年９月９日）
「富士山登頂証明書『富士曼荼羅勘合符』金・銀賞当選者決まる

宮おこし工房」（『岳

南朝日』２００４年＝平成 16 年９月９日）
「富士山の高齢者登頂

最高齢は 98 歳、25 回目 岩手県の八重樫さん

７人 県別では神奈川トップ

静岡は２位に

70 歳以上は６７

浅間大社調べ」〔高齢者登山〕（『岳南朝

日』２００４年＝平成 16 年９月 18 日）
「登山道と国道１３９号交差部

車線レーン変更

車の流れ円滑に

22 日早朝から切り

替え」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年９月 19 日）
「岳南排水路

03 年度

排水量が０・５％の微増

工場減少の中にも明るい兆し」（『岳

南朝日』２００４年＝平成 16 年 10 月 20 日）
「仮称

高速バス新宿－新富士線

誘致へ向け現地視察

あす西東京方面へ

西麓会」

（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年 10 月 20 日）
「ノンフィクション『富士山の大研究』成り立ちや災害、住民生活など
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綿密な調査で多

角的に

江藤さん（児童文学作家）が出版

疎開で富士宮市と縁」〔『富士山の大研究』

江藤初生著、PHP 研究所発行、２００４年〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年 10 月
22 日）
「旧登山道復活へ石畳修復

根北中１、２年生

村山・山辻で流出防ぎ固定作業に励み」

〔富士根北中〕〔道者道〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年 11 月 17 日）
「身延線高架事業

財政悪化などで苦境

市議会 11 月定例会

一般質問終了」（『岳南朝

日』２００４年＝平成 16 年 12 月４日）
「富士山は『大変難しい山』自然環境の復元運動ますます活発化
士常葉大学環境防災部

再生推進法が後押し

富

杉山恵一教授」〔静岡県自然保護協会〕〔自然環境復元研究会〕

〔富士学会〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年 12 月４日付「富士常葉大学

研究の

現場から２」）
「冬山の遭難事故防止へ

富士宮署山岳救助隊

富士山二合目（高鉢ゲート）に立て看板

五合目などでパトロールも」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年 12 月 15 日）
「８合目以上富士山頂

浅間大社私有地に

正式に国から無償譲与手続き

30 年ぶり（最

高裁判決から）に決着」〔山頂裁判〕〔県境問題〕（『岳南朝日』２００４年＝平成 16
年 12 月 18 日）▲▲
「来年１月に初級雪山登山教室

参加を受付」〔富士宮山岳会〕（『岳南朝日』２００４

年＝平成 16 年 12 月 18 日）
「『富士宮やきそば』が商標登録

全国に手法示し地域ブランド確率

街おこしグループ

が活動成果」（『岳南朝日』２００４年＝平成 16 年 12 月 18 日）
「東名利用

東京駅－富士・富士宮地域

往復を予定

富士急静岡バス

中距離高速バス

来年３月下旬運行へ

１日７

他１社と共同で路線新設申請」（『岳南朝日』２００４年

＝平成 16 年 12 月 25 日）
■２００５年＝平成 17 年
「輝ける自然の“鼓動”05 頌春」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年１月１日付）
「時を知らせる鶏の神

富士山と琵琶湖

富士宮市社会教育指導員

渡井正二」（『岳南

朝日』２００５年＝平成 17 年１月１日付）
「酉のはなし

庚申と鶏

鶴芝の碑 役行者と富士塚

県民俗学会員

渡井一信」（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年１月１日付）
「随想

次郎長開墾はいま

山科はる」〔『清水次郎長(山本長五郎)の次郎長開墾の歩み』

田中惇一著、自費出版、２００４年〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年１月 18 日付）
「観光ガイドボランティア養成講座に 36 人参加 会員、活動域拡大目指し」〔富士宮市観
光ガイドボランティアの会〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年２月４日付）
「富士山国有林ボランティア連絡協議会設置へ

自然保護へ足並みそろえる

懇談会で合

意」〔風倒木被害 96 年９月〕〔静岡森林管理署〕〔富士山自然の森づくりの会〕〔仁藤浪〕
（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年２月 11 日付） →「富士山の森再生へ連絡協設立」
（５月 24 日付）に続報。
「富士山山室の自己完結型トイレ

静岡県側来年度で整備完了

（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年２月 13 日付）
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山梨県側も 06 年度内に」

「15 日から毘沙門天大祭

３日間にわたり富士市の妙法寺で

シャトルバスなど利用を」

（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年２月 13 日付）
「世界遺産登録で富士山の環境保全を

アルピニスト

野口さんが講演

『地元からも積極的参加を』野口さんに会費から寄付

清掃登山を展開

富士山環境の会」〔野口健〕（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年２月 13 日付）
「ＮＰＯ法人富士山クラブ
ジェクト始動へ

修験の道たどり富士山頂目指す

13 日に結団式

参加を呼びかけ

村山古道復活記念登山プロ

10 月まで全６回」
〔山樂カレッジ〕
〔村

山古道〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年３月 11 日付） ▲▲ →このツアーに参加
した富士市立博物館学芸員（当時）・井上卓哉氏の記録が「学芸員のひとりごと…富士山
完登プロジュクト２００５参加体験記

田子～村山浅間神社～西臼塚、そして山頂を目指

して」『博物館だより』（富士市立博物館、No.46、２００５年７月１日）、「富士山完登
プロジュクト２００５参加体験記②

西臼塚から新六合、そして山頂を目指して」『博物

館だより』（No.47、２００６年２月１日）に載っている。
「富士県行政センター
アンケート
は魅力的

外国人観光客誘致へ課題探る

4 カ国、16 人が回答

フジヤマ国際観光モニターツアー

大半が富士登山希望

案内人の説明も好評

富士地域

観光情報など不足」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年３月 12 日付）

「斜面に巨大観音像

大悟庵

布に描かれた姿を開帳」（『岳南朝日』２００５年＝平成

17 年３月 23 日付）
「富士市立博物館

27 日にさくら祭り

無料開放や体験活動」〔富士山かぎや姫ミュージ

アム〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年３月 23 日付）
「桜開花情報

浅間大社や宮北高

あすごろから５分咲き

商工観光課

市内名所 10 カ

所をチェック」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年４月１日付）
「富士山スカイライン

除雪作業が急ピッチ

登山区間で重機など駆使し

ゴールデンウ

イーク前開通へ」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年４月 15 日付）
「“早春の妖精”カタクリが開花
生地で

生徒が観察や見学説明

根北中前『かたくりの里』群

今月中旬まで」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年４月２日付）

「消防山岳救助隊

行楽シーズン控え

トで 危険個所確認も

救助技術向上へ訓練

18。21 日に毛無山登山ルー

無理のない登山計画を」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年４

月 16 日付）
「村山二区

旧登山道復活へ石畳設置

協力を呼びかけ」〔村山古道〕（『岳南朝日』２

００５年＝平成 17 年４月 19 日付）▲▲
「富士山ナンバーの創設求める

促進協（４市２町）が知事に要望書

山梨県側も同様の

動き」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年４月 21 日付）
「神田川シンボル道路近く着工

完成は来秋めどに

懸案の大鳥居も再建」〔富士急静岡

富士宮営業所跡地〕〔大鳥居再建〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年４月 21 日付）
→「浅間大社の大鳥居再建」（８月 13 日付）に続報。
「春風に泳ぐこいのぼり

朝霧高原の風物詩」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年４月

23 日付）
「27 日正午から全面開通

富士山登山道２～５合目間」
〔スカイライン〕
〔冬季封鎖〕
（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年４月 23 日付）
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「富士山スカイライン冬季封鎖を解除

２合目で開通式

１番乗りの鈴木さん（富士市）

に花束」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年４月 28 日付）
「富士宮署

遭難防止へ立て看板

富士山５合目に設置

登山者に注意訴え」（『岳南朝

日』２００５年＝平成 17 年４月 26 日付）
「親子富士登山

ボランティアを募集

市教委

８月に実施

高校生以上で９日から受

付」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年５月５日付）→「共に励まし合い

苦しみ乗り

越え」（８月 12 日付）に続報。
「観光客増に活路

開設された高速バスの今後」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年５

月 10 日付「東西南北記者の目」）→具体的データは「富士宮－東京間の高速バス」（７月
15 日付）にあり。
「市観光協会が社団法人に

来月初旬の認可取得へ設立総会

民間主導の独自性発揮」

（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年５月 17 日付）
「28 日に『歩く博物館探索会』」〔沢田正彦〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年５
月 17 日付）
「世界遺産登録は賛成だが 地元へ情報提供を

富士山の自然と環境を守る会

４市１町

で意見集約」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年５月 18 日付）
「富士山の森再生へ連絡協設立

関係 18 団体参加し総会

意見交換活動や共同事業へ」

〔富士山国有林森づくり連絡協議会〕〔風倒木被害 96 年９月〕〔仁藤浪〕（『岳南朝日』
２００５年＝平成 17 年５月 24 日付）
「富士登山誘客へポスター

富士山五口協議会

パンフレット併せ作製」（『岳南朝日』

２００５年＝平成 17 年６月８日付）
「来月１日

お山開きウオーク

25 日まで参加者募る」〔富士宮歩け歩け協会〕（『岳南

朝日』２００５年＝平成 17 年６月 11 日付）
「30 日夜から富士山まつり

開山祭やミス富士山コンテストなど

関連行事で表富士燈

回廊ほか」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年６月 21 日付）
「きょうから７月

富士山の夏山開き

県知事選挙なども」（『岳南朝日』２００５年＝

平成 17 年７月１日付）
「夏の登山シーズン開幕

富士山で山開き式

２会場で安全祈願など祭事」〔富士山入山

式〕〔村山浅間神社〕〔聖護院〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕〔石畳運動〕（『岳南朝
日』２００５年＝平成 17 年７月２日付）一部▲▲←これまでお山開き式は、浅間大社→新
五合目→村山浅間の順番におこなわれ、村山は午後になっていたが、この年から浅間大社
→村山→新五合の順になったようである。ちなみに予定されていた午後の新五合目セレモ
ニーは、雨のため中止となっている。
「富士山の“夏”本番
浅間大社

盛大にお山開き

富士宮市内２会場で開山祭

７月１日

富士宮

村山浅間神社」〔五合目セレモニーは雨で中止〕（『岳南朝日』２００５年＝

平成 17 年７月３日付「グラフ特集」）←写真説明に「富士山村山口登山道石畳に設置され
た石仏と関係者」とあるが石仏ではなく聖護院・宮城泰年師揮毫の道標である、石碑には
記されていないがこの年に設置されたものである。
「Feel THE Fuji 富士の大いなる魅力伝えるエコツーリズム時代到来のために
畏怖の心はぐくみ

自然への

山田辰美環境防災学部教授」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年７
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月 10 日付「富士常葉大学

研究の現場 から８」）

「富士宮－東京間の高速バス

１便平均 11・５人利用

４カ月で１万７千人余

東京方面

（観光目的）からは少なく」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年７月 15 日付）
「富士宮警察署

登山者の安全など確保へ

富士山五合目

臨時警備派出所を開設」
（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年７月 16 日付）
「ドイツ・リュ－ネブルク市

知的障害者グループ

富士登山の感動伝え

支援の富士シ

ビタンクラブメンバーと共に

鈴木助役と懇談」〔鈴木正勝〕〔障害者登山〕（『岳南朝

日』２００５年＝平成 17 年７月 21 日付）
「西臼塚で観光展

観光協会が初企画

来月９日から

マイカー規制期間に

シャトルバ

ス利用者に市をＰＲ」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年７月 27 日付）→「富士山

西

臼塚で観光案内」（８月 10 日付）に続報。
「村山修験の宝筐印塔

富士宮市村山浅間神社（沢田正彦）」（『岳南朝日』２００５年

＝平成 17 年８月６日付「シリーズ〈４７７〉歴史を旅した石たち」）▲▲
「保存指定の自然に関心寄せ

親子 26 人が参加

村山浅間神社や田貫湖など

樹木、ゆう

水を見学」〔親と子の保存指定地巡り〕（『岳南朝日付』２００５年＝平成 17 年８月６日）
「富士山スカイライン登山区間

マイカー乗り入れ規制開始

シャトルバス利用も好調な

滑り出し」〔西臼塚駐車場〕〔水ケ塚駐車場〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年８月
７日付）
「富士山

西臼塚で観光案内

街の魅力アピールし安全登山を啓発

市観光協会」（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年８月 10 日付）
「共に励まし合い苦しみ乗り越え

２００５年第７回

親子富士登山

登頂率 89・４％は

過去最高」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年８月 12 日付「カメラの目」）
「浅間大社の大鳥居再建

従前（駅前旧鳥居）しのぐ高さ 16 ㍍規模

神田川シンボル道路

工事用地に来夏には完成予定」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年８月 13 日付）→「浅
間大社

大鳥居が地鎮祭」（12 月 21 日付）、「富士宮のシンボル

四半世紀ぶりに復活」

（２００６年＝平成 18 年７月 11 日付）に続報。
「村山登山道
山

日独青年が石畳修復

ドイツの高・大生

古道復活へボランティア協力

友好親善交流 in 富士

山岳信仰に思い寄せ」〔村山古道〕〔富士山クラブ〕（『岳南朝

日』２００５年＝平成 17 年８月 14 日付）▲▲
「釜口峡川施餓鬼供養慰霊祭

水難事故犠牲者の冥福祈り

芝川町の富士川で１００人参

列」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年８月 19 日付）
「山之神社の石造物群

富士宮市杉田・丸塚」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年８月

20 日付「シリーズ〈４７８〉歴史を旅した石たち」）
「広く歴史文化掘り起こす

村山浅間神社調査報告

古代から近代まで」〔『村山浅間神

社調査報告書－遺跡範囲確認調査編』富士宮市教育委員会編編、富士宮市教育委員会発行、
２００５年〕〔『村山浅間神社調査報告書』富士宮市教育委員会編、富士宮市教育委員会
発行、２００５年〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年８月 28 日付「郷土史特集」）
▲▲
「随想

歩いて富士山

岡田収治（淀師在住）」〔村山古道〕（『岳南朝日』２００５年

＝平成 17 年８月 30 日付）
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「富士山

宝永山火口付近で遭難者救助

男女５人が下山中に道迷う」（『岳南朝日』２

００５年＝平成 17 年８月 30 日付）▲▲
「富士山大沢崩れと御中道見学会

富士砂防事務所

来月５日、19 日に

参加を呼びかけ

20 日まで受付」〔お中道〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年９月８日付）
「富士登山シーズンの終わり告げ

浅間大社で 50 人参列し閉山祭」（『岳南朝日』２００

５年＝平成 17 年９月８日付）
「今夏６万５０００人が富士登山

台風と『愛・地球博』に阻まれ前年比１万人の減」
（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年９月 10 日付）
「特産ギンナンの出荷開始

杉田中心に 15 軒で生産」（『岳南朝日』２００５年＝平成

17 年９月 23 日付）
「高齢者富士登山
０４人

浅間大社まとめ

最高齢は 99 歳（男性）女性は 88 歳

都道府県別神奈川がトップ

70 歳以上は９

登拝回数最多は３６５回」（『岳南朝日』２００５

年＝平成 17 年９月 28 日付）
「消防組合と県航空隊

空陸合同で山岳救助訓練

きょう、朝霧高原アリーナで」〔富士

宮費芝川町消防組合〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月６日付）
「天母の湯

依然低調に

上半期で５千人減

２年連続 10 万人割れか 富士宮市」（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月９日付）
「富士山が初冠雪

昨年と比べ１０日早く」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月

12 日付）
「第２東海道工事
最大 43 倍

建設用地でダイオキシン類検出

富士市天間の元工場敷地

中日本高速道路と東洋インキ製造が発表

基準値の

委員会設け対応協議」〔新東名高速

道路〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月 14 日付）
「富士山

水ケ塚から宝永山周遊

富士市五十雀山歩会例会

自然を訪ねて」（『岳南朝

日』２００５年＝平成 17 年 10 月 14 日付）
「富士川断層観測を支援する会総会
士が記念講演

東海地震のメカニズム

技術進歩で解明へ

溝上博

観測の現状など報告」〔溝上恵〕〔恒石幸正〕（『岳南朝日』２００５年

＝平成 17 年 10 月 18 日付）
「岳南排水路

04 年度

操業は 96 工場に減少

年間排水量は微減

下げ止まり感強まる」

（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月 18 日付）
「富士急静岡バス・ＪＲバス関東

乗車人員が順調な伸び

１便当たり 13・１人に

観光

客流入少なく課題」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月 20 日付）
「来年４月
画

自転車での登山競争大会

８区分

１０００人の参加枠で

実行委組織し計

地域活性化など狙いに」〔バイクナビ・グランプリ〕〔キング・オブ・ヒルクライム

富士山〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月 26 日付）
「山草舎蕎麦どあひ

富士宮市粟倉 ２７３５の 58

地元食材使い、こだわりのそば」
（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月 27 日付「街のプロムナード
「富士山

森の保全、育成へ活動

森づくり連絡協が視察研修

お店を訪ねて」）

32 人が参加、現状、課題

を理解」〔富士山国有林森づくり連絡協議会〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 10
月 27 日付）
「自然の森づくり

会員、市民が種子や稚樹採集
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植え付けにも励み」〔富士山自然の森

づくり〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 10 月 27 日付）
「下山中に道に迷った男性救助

富士山７合目で」〔遭難〕（『岳南朝日』２００５年＝

平成 17 年 11 月１日付） ▲▲
「石畳の修復に汗流し

富士山旧村山登山道

生徒が玉石並べ清掃も

富士根北中」〔道

者道〕〔村山古道〕〔一石運動〕（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 11 月 13 日付） ▲
▲
「富士山火山砂防計画検討委

土石流規模設定など

策定へ向け議論」（『岳南朝日』２

００５年＝平成 17 年 11 月 19 日付）
「富士山の自然を守る会

27 日に公開フィールドワーク

朝霧で開拓の歴史など」（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年月日付）
「日本二百名山を完登

望月さん夫妻（芝川町長貫）が挑戦続け

南ア・大無間山を最後

に『これからも体力続く限り』」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 11 月 22 日付）
「公の施設指定管理者
テルグループに

６件を原案通り可決

公募の『富士山天母の湯』富士宮富士急ホ

市議会環境厚生委」（『岳南朝日』２００５年＝平成 17 年 12 月 10 日付）

「富士山自然の森づくり

風倒木除伐などに汗流し

会員、一般参加者が国有林で」（『岳

南朝日』２００５年＝平成 17 年 12 月 10 日付）
「浅間大社

大鳥居が地鎮祭

神田川シンボル道路の一角に

完成は来年６月」（『岳南

朝日』２００５年＝平成 17 年 12 月 21 日付）
「富士山市誕生の合併構想に向けて

県議会議員

須藤秀忠」（『岳南朝日』２００５年

＝平成 17 年 12 月 27 日付）
「冬山を甘く見ないで

初日の出登山に注意

富士宮署」（『岳南朝日』２００５年＝平

成 17 年 12 月 28 日付）
２００６年＝平成 18 年
「06 頌春

挑戦と調和

「今年は戌年
し

夢を懸け」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年１月１日付）

郷土にまつわる干支の話“お犬様”とコレラ退治

最大級の狛犬と最古の狛犬

渡井正二

戌のはな

渡井一信」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年１月１

日付）
「富士山本宮浅間大社

渡辺新宮司に聞く

富士信仰の意味問い直す

世界遺産目指す運

動通じて」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年１月１日付）
「今年は御鎮座１２００年

10 月に記念大祭

整備事業も多彩に」（『岳南朝日』２００

６年＝平成 18 年１月１日付）
「富士山本宮浅間大社

知っていますか？浅間退社あれこれ」（『岳南朝日』２００６年

＝平成 18 年１月１日付）
「浅間大社１２００年の軌跡（抜粋）」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年１月１日付）
「㈱はとバスが富士宮市に

日帰り観光バスが乗り入れ

富士宮やきそば学会も要請」

（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年１月 14 日付）
「富士宮カタクリトラストの会

シーズン前に下草刈り

見事な開花を願い」（『岳南朝

日』２００６年＝平成 18 年１月 31 日付）
「浅間大社１２００年祭実行委

誘客図り新たな町づくりへ
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故事にちなみ『山宮御神幸

祭』を復興

春の菜の花・さくら祭りや自転車登山競走など」（『岳南朝日』２００６年

＝平成 18 年２月５日付）
「富士山の世界文化遺産登録へ

東部の自然保護団体

県民の会を設立

運動の盛り上げ

図り活動」〔ふじさんネットワーク〕〔富士山世界遺産県民の会〕（『岳南朝日』２００
６年＝平成 18 年２月 16 日付）
「富士宮やきそばが初代チャンピオンに

Ｂ－１グランプリ in 八戸

来年の開催権も獲

得」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年２月 21 日付）
「60 年余の歴史刻み

合同先祖供養祭 麓区 地区 12 世帯中心に継承」（『岳南朝日』

２００６年＝平成 18 年３月 24 日付）
「“早春の妖精”カタクリ

保護育成活動展開

根北中前『かたくりの里』で開花

訪れ

る人たちに生徒が案内説明」〔富士根北中〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年３月
24 日付）
「来月 29 日『旧富士登山道・村山道を歩く』根北公民館

あすから参加受付」〔村山古道〕

〔富士根北公民館〕〔渡井正二〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年３月 24 日付）
「富士山本宮浅間大社

御神体

修復の本殿へ

古式にのっとり遷座式

奉祝祝典で御

神楽や舞楽」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年３月 28 日付）
「浅間大社流鏑馬

保護管理へ調査進展

伝統の形失いつつある現状に

今後、内容の精

査に」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年３月 28 日付）
「『山宮御神幸祭』百数十年ぶりに祭事が復活
田村麻呂などにふんし

浅間大社御鎮座１２００年記念で

坂上

２００人が練り歩く」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年月日

付）
「９日に天母山桜まつり」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月２日付）
「山宮御神幸祭“浅間大神”が本殿へ

浅間大社御鎮座１２００年記念 厳かに里に戻る

儀式」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月４日付）
「富士山も“春”へ準備

スカイライン登山区間

除雪作業進む

昨年 11 月下旬から冬季

閉鎖 15 日に完了予定」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月５日付）
「芝川水系

８日に清流守るシンポ

自然環境資源の保全など

上野会館で」〔芝川のり〕

（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月５日付）
「富士宮－東京間
り 13 人

高速バス営業開始から １年

利用者は６万７５００人余

１車当た

初年度実績は『まずまず』東京方面からの観光流入課題」（『岳南朝日』２００

６年＝平成 18 年４月 11 日付）
「富士山の自然を守る会が総会」〔佐野貴司〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月
11 日付）
「Ｂ－１グランプリ受賞

富士宮やきそば学会『活動は新たなステージに』関係者集い祝

賀会 第２回大会へ気運高め」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月 11 日付）
「世界のカタクリに知識深め

富士根北中で河野名誉教授が講演

生徒たちが熱心に耳傾

け」〔河野昭一〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月 11 日付）
「24 日正午に開通

富士山スカイライン 冬季封鎖を解除」（『岳南朝日』２００６年＝

平成 18 年４月 20 日付）
「表富士自転車登山競走大会

バイクナビ・グランプリ
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富士山を世界にアピール

高低

差日本一のレース
園－西臼塚

全国から７２４人が参加

全面通行止め

西臼塚－５合目間 16・５㌔競う

亀山隆実行委員長に聞く

水ケ塚公

バイクトライアルショー楽しく」

〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月 21 日
付）
「バイクナビ・グランプリ
合目目指し

表富士自転車登山競走大会

雨中に 16・５㌔疾走

５８９人果敢に挑戦

富士山五

ほとんどが完走果たす」〔キング・オブ・ヒルクライ

ム富士山〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月 25 日付）
「富士山スカイライン開通

高鉢ゲート前で式典」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』２００６

年＝平成 18 年月日付）
「日本一の難コースに挑む

０６表富士自転車登山競走大会」〔キング・オブ・ヒルクラ

イム富士山〕〔バイクナビ・グランプリ〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年４月 25
日付「グラフ特集」）
「山岳事故防止の看板設置

富士山富士宮口五合目など２カ所に」〔富士宮署〕（『岳南

朝日』２００６年＝平成 18 年５月２日付）
「親子富士登山

参加者とボランティア募る

あすから受付開始

48 組 96 人」（『岳南

朝日』２００６年＝平成 18 年５月 14 日付）→「富士登山に親子 96 人が参加」（７月 19
日付）、「子供 41 人が山頂極める」（７月 28 日付）に続報。
「富士山まつり

お山開きや御神火まつりなど

４事業内容決まる

白糸の滝で４千個の

灯も計画」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年５月 25 日付）
「富士宮地区砂防事業連絡会

富士砂防事務所

本年度事業を説明」（『岳南朝日』２０

０６年＝平成 18 年５月 25 日付）
「トイレ整備の対応など協議

奥宮境内地使用者組合が総会」（『岳南朝日』２００６年

＝平成 18 年５月 28 日付）
「上野小改築に多額の寄付

大石寺が富士宮市へ」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18

年５月 28 日付）
「地域の環境を考える

粟倉分校が野草観察会」〔富士根北小〕〔伊藤君子〕（『岳南朝

日』２００６年＝平成 18 年６月６日付）
「登山客への啓発強化

県山岳遭難防止対策協

富士宮支部が総会」（『岳南朝日』２０

０６年＝平成 18 年６月６日付）
「カタクリの種をまき交流

富士根北中

小学１年生招き」〔富士根北小〕（『岳南朝日』

２００６年＝平成 18 年６月８日付）
「富士山を甘く見ないで

富士宮署・山岳遭難防対協

高鉢ゲートなどに看板設置」（『岳

南朝日』２００６年＝平成 18 年６月 11 日付）
「富士山本宮浅間大社

湧玉池を美しく

青年会が清掃活動展開

池中の藻除去に汗流

し」〔富士山本宮浅間大社青年会〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年６月 20 日付）
「アッパーズ富士山

障害のある人と共に富士登山にチャレンジ

８月に１泊２日で実施

ボランティア募る」〔障害者登山〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年６月 20 日付）
「富士登山ＰＲポスター完成

富士山五口協議会

観光案内所などに配布」（『岳南朝日』

２００６年＝平成 18 年６月 28 日付）
「大阪道頓堀

くいだおれ前で富士宮の観光などＰＲ」（『岳南朝日』２００６年＝平成
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18 年６月 28 日付）
「日本三大仇討

曽我伝説に光当て

富士市立博物館

浮世絵や写真などでたどり」〔富

士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年６月 28 日付）
「県防災ヘリと連携し、山岳救助訓練

きょう、ふじざくら球技場を指揮本部に」〔富士

宮市芝川町消防組合消防山岳救助隊〕〔静岡県消防防災航空隊〕（『岳南朝日』２００６
年＝平成 18 年６月 28 日付）
「富士山登山道

来月１日から通行規制一部解除

富士宮口は８合目まで」〔残雪〕（『岳

南朝日』２００６年＝平成 18 年６月 23 日付）
「きょう富士山お山開き

神事やフェスタなど繰り広げ」（『岳南朝日』２００６年＝平

成 18 年７月１日付）
「夏山シーズン開幕

浅間大社など３会場で安全祈願

新たなシンボル大金剛杖も登場」

〔グレアム・フライ英国大使〕〔村山浅間神社〕〔聖護院〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕
（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年月７日２付）一部▲▲
「富士山も“夏本番”登山シーズン開幕～６月 30 日～７月１日の行事を追って～」（『岳
南朝日』２００６年＝平成 18 年７月５日付「グラフ特集」）
「人為的な森林荒廃防ぐ

サポートスタッフが初日に啓発

静岡森林管理所

富士山国有

林でグリーンパトロール

９月まで休日などに」〔静岡森林管理署〕〔富士山グリーン・

パトロール事業〕「森林保護員」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７月７日付）
「富士山スカイライン富士宮口

マイカー規制

７、８月２回に分かれ」〔西臼塚駐車場

は廃止〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７月７日付）
「早乙女たちが『お田植舞』奉納

御神田に早苗投げ入れ豊作祈願

田長の田植え唄など

に参列者も注目」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７月９日付）
「県内の３登山道

通行規制を解除」〔残雪〕〔誘導サイン色分け〕（『岳南朝日』２０

０６年＝平成 18 年７月９日付）
「講演聴講と登山アスリートサポーター募る

29 日から３日間

富士山エコフォーラム」

〔チャレンジ富士山 in 富士山エコフォーラム〕〔細川佳代子〕〔障害者登山〕（『岳南朝
日』２００６年＝平成 18 年７月９日付）
「富士宮のシンボル
ぎ公園

四半世紀ぶりに復活

大鳥居しゅん工でくぐり初め

富士山せせら

13 日にオープン予定」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７月 11 日付）

「14 日から夏山臨時派出所を開設

富士山５合目

富士宮署」（『岳南朝日』２００６年

＝平成 18 年７月 12 日付）
「富士山せせらぎ広場が供用開始

中心市街地の活性化に期待」（『岳南朝日』２００６

年＝平成 18 年７月 14 日付）
「登山客の安全へ

臨時派出所開設

富士宮署

富士山五合目に」（『岳南朝日』２００

６年＝平成 18 年７月 15 日付）
「あすまでマイカー規制
と交通渋滞解消

富士宮口富士山スカイライン登山区間

水ケ塚駐車場からはシャトルバス

富士山の自然環境保全

今夏は『海の日』３連休も試行規制」

〔西臼塚駐車場は廃止〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７月 16 日付）一部▲▲
「夏の公開フィールドワーク

銭谷さんが現地案内やカメラ講座も」〔富士山の自然を守

る会〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７月 16 日付）
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「21 日に芝川のり調査

神田川など 14 地点で」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７

月 19 日付）
「富士登山に親子 96 人が参加 22 日に山頂目指す」〔親子富士登山〕（『岳南朝日』２
００６年＝平成 18 年７月 19 日付）
「防災を考える日
動

富士根北中

消防署員の指導の下

いざに備え防災訓練

地域の担い手として救護・消火活

６グループに分かれ」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７

月 21 日付）
「子供 41 人が山頂極める

親子富士登山 47 組がチャレンジ」（『岳南朝日』２００６年

＝平成 18 年７月 28 日付）
「富士登山 50 回記念の石碑除幕などで交流

富士と琵琶湖を結ぶ会

近江八幡から 52 人

来宮」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年７月 29 日付）
「食によるまちおこし

愛Ｂリーグ設立

第２回Ｂ－１グランプリ盛り上げへ

会長に渡

辺さん（やきそば学会会長）を選出」〔富士宮やきそば〕（『岳南朝日』２００６年＝平
成 18 年８月１日付）
「富士宮口登山区間

マイカー規制第２弾

一番バスに２７７人乗車

14 日までの 10 日

間」〔スカイライン〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年８月６日付）
「富士山を世界文化遺産に

県登録推進協あす啓発登山」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２

００６年＝平成 18 年８月９日付）
「富士山の素晴らしさＰＲ

富士山５合目で西高生がインターンシップ

市観光協会」
〔富

士宮西高校〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年８月 18 日付）
「富士山一斉清掃

６８６人が汗流す

２８５㌔のゴミ収集」〔富士山をいつまでも美し

くする会〕〔富士山一斉清掃富士宮登山口支部〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年８
月 18 日付）
「『富士登山とお鉢めぐり』１９６４年夏

撮影者 外記省吾さん（富士宮市阿幸地）」

（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年８月 18 日付「カメラアングル紙上写真展 わがま
ちセピア色の記憶」）
「富士山で一斉清掃

小さなごみも見逃さず

団体、個人が環境保全に汗」〔富士山一斉

清掃富士宮登山口支部〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年８月 20 日付「グラフ特集」）
「『お山開き』村山浅間神社

２００６年７月１日

篠原辰夫さん（富士宮市小泉）写友

『鷁』Geki 所属」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年８月 25 日付「カメラアングル紙
上写真展」）
「今夏の富士山富士宮口登山者数

５万８３６０人で９７３人の減（前年比）」（『岳南

朝日』２００６年＝平成 18 年９月 12 日付）
「富士山村山古道の体験ルポ
住民も協力

山岳ガイドの畠堀さん出版

登山歴史や開発の現実など」〔『富士山

２年がかりの探査成果

地元

村山古道を歩く』畠堀操八著、風

濤社、２００６年〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年９月 15 日付）
「白糸の滝

芝川右岸で土砂崩落

切り株と周辺で

幅、高さ各３㍍規模

危険区域へ立

ち入り禁止」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年９月 21 日付）
「天母の湯利用状況

８月末で２・３％増（前年同期比）要因に登山客立ち寄り依存」
（『岳

南朝日』２００６年＝平成 18 年９月 27 日付）
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「農業者年金加入が後退

富士宮市

05 年度は過去最少 52 人」（『岳南朝日』２００６

年＝平成 18 年９月 27 日付）
「富士学会研究発表会『富士山－遺産と創造－天と地・内と外に仲立ち』と題して
講演や現地見学会

基調

来月７、８日の両日、市民文化会館」〔富士学会第４回研究発表会〕

〔『富士学研究』Vol.5、No.2、富士学会、Sep.,2007〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18
年９月 29 日付）→「富士山の価値
「『水恵無尽』の記念碑

多面的に紹介」（10 月８日付）が続報。

富士宮市人穴（沢田正彦）」（『岳南朝日』２００６年＝平成

18 年 10 月７日付「シリーズ〈５０２〉歴史を旅した石たち」）
「富士山の価値

多面的に紹介

地元郷土史家らも発表

竹内教授（拓殖大）が基調講演」

〔富士学会第４回研究発表会〕〔竹谷靱負〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 10 月
８日付）
「２００６富士山頂奥宮登拝者

浅間大社まとめ

最高齢は１００歳の八重樫さん（岩手

県）70 歳以上９３７人で近年最多」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 10 月 13 日付）
「高遠石工の石橋

富知六所浅間神社境内（沢田正彦）」（『岳南朝日』２００６年＝平

成 18 年 10 月 21 日付「シリーズ〈５０３〉歴史を旅した石たち」）
「富士山本宮浅間大社御鎮座１２００年

盛大に奉祝祭

27～29 日 分社氏子らも参加」

（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 10 月 25 日付）
「青空にくっきり雪化粧

この秋一番の冷え込み」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18

年 10 月 26 日付）
「富士山の姥捨て伝説

高橋治巳」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年

11 月８日付「だんらん特集」） ▲▲
「日本人の大事な文化遺産
立へ 富士学会
学研究所

富士山は興味の尽きることなき不尽の山

さらなる魅力発掘へ

富士常葉大学環境防災学部教授

文理融合の学会設
大学附属風土工

竹林征三所長」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 11 月 17 日付「富士常葉

大学 研究の現場から 18」）
「郡内道と富士講道標

富士宮市上井出（沢田正彦）」〔若彦往還〕〔『史蹟人穴』富士

宮市教育委員会編・発行、１９９８年〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 11 月 18
日付「シリーズ〈５０６〉歴史を旅した石たち」）
「旧富士登山道を知ろう！

富士根北小３～６年

遺産〕〔畠堀操八〕〔『富士山

文化遺産登録に向け出前講座」〔世界

村山古道を歩く』風濤社、２００６年」〕（『岳南朝日』

２００６年＝平成 18 年 11 月 19 日付）▲▲
「旧村山登山道を修復

富士根北中 石畳を丁寧に並べ」〔道者道〕（『岳南朝日』２０

０６年＝平成 18 年 11 月 19 日付）▲▲
「旧大宮司冨士家の墓所

富士宮市光町」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 12 月２

日付「シリーズ〈５０６〉歴史を旅した石たち」）
「粟倉に大規模工業団地

小室市長行政報告

計画面積は 47 ㌶で 17 区画」〔富士宮南陵

工業団地〕（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 12 月 12 日付）
「富士宮市の観光について
糸の滝

市政モニターアンケート

ベスト３は富士山、浅間大社、白

交通の利便性求める声も」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 12 月 13 日付）

「富士山エコレンジャー

20 人応募し講習会スタート

- 172 -

地形・地質や動植物など理解深め

来年６月まで受講し認証」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 12 月 13 日付）
「富士宮―東京駅間

高速バス運行開始

ヤキソバ EXPRESS」〔富士宮やきそば〕（『岳

南朝日』２００６年＝平成 18 年 12 月 16 日付）
「富士山噴火で自然破壊？

溶岩だけの斜面もまた自然

富士常葉大学環境防災学部
月 22 日付「富士常葉大学

火山としての富士山に関心を

嶋野岳人助教授」（『岳南朝日』２００６年＝平成 18 年 12
研究の現場から 19」）

■２００７年＝平成 19 年
「07 年頌春

夢描く不朽不二の美

写真提供・国土交通省富士砂防事務所」〔写真〕（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年１月１日付）
「今年は亥年
し

郷土にまつわる干支の話

猪の多産にあやかり

渡井正二さん

亥のはな

渡井一信〔猪土手〕」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年１月１日付）

「今年は宝永噴火から丸３００年

富士山火山防災は大丈夫？

のシナリオは…東海地震と連動する富士山噴火

富士山の生い立ち

着々と進む防災体制

最悪

課題クリアにどう

挑む」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年１月１日付）
「環富士山火災防災シンポジウム

噴火災害を多角的に討議

11 月 25、26 日に富士宮市

で」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年１月１日付）→「富士山火山防災へ知識深め」
（11 月 27 日付）に続報。
「来月 18 日

第１回富士山検定（２級）富士会場の受験者は４４７人

４分の１が地元か

ら」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年１月 27 日付）
「『御鎮座１２０１年、大社と富士宮』と題し

渡辺宮司講師に

富士宮ＪＣ公開例会

来

月８日」〔渡辺新〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年１月 27 日付）→「『浅間大社
と富士宮』テーマに

渡辺宮司が講演」（２月 11 日付）に続報。

「西臼塚のトイレ対策など報告

富士宮市自然環境保全審議会

会長に土静大名誉教授」

〔西臼塚汲み取りトイレ廃止〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年１月 31 日付）
「富士山ナンバー実現へ

世界文化遺産ノミネートも弾みに」〔世界遺産〕（『岳南朝日』

２００７年＝平成 19 年２月３日付）
「郷土史家の遠藤さん『富士山の謎と奇談』発刊

多角的に山の逸話と歴史」〔『富士山

の謎と奇談』遠藤秀男著、静岡新聞社、２００７年〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19
年２月７日付）
「鈴川だるまを展示ＰＲ

24 日開幕の毘沙門天祭を前に

まちの駅『東木戸のくすりやさ

ん』『ほんちょうえき岳鉄プラザ』」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年２月７日付）
「文化課に世界遺産推進担当

富士宮市 07 年度機構改革

市長部局は 1 課減の 36 課に」

（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年２月９日付）
「『浅間大社と富士宮』テーマに

渡辺宮司が講演

富士宮ＪＣ公開例会

一般含め 60

人が聴講」〔渡辺新〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年２月 11 日付）
「村山の雑木林で火災」〔山火事〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年２月 15 日付）
「富士山かぐや姫学会

創造イベント春秋開催『雅へのいざない』伝説を広く周知」（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年２月 28 日付）
「富士山ナンバー正式決定

来年秋の導入を目指す」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19
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年３月３日付）
「富士砂防事務所

富士山大沢崩れ堆積土砂量調査

注意喚起

土砂 23 万立法㍍堆積」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年３月 10

谷底部

初めて結果を公表

大規模土石流に

日付）
「旧登山道・村山道を歩く

富士根北公民館

来月３日から受付開始」〔村山古道〕〔渡

井正二〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年３月 29 日付）→「旧富士登山道」（５月
８日付）に続報。
「富士山南鐐工業団地『森の中の工場に』自然環境保全審が結果を答申」（『岳南朝日』
２００７年＝平成 19 年４月１日付）
「根北中『かたくりの里』カタクリ開花

咲き誇る早春の妖精

見ごろは今月初旬まで」

〔富士根北中〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年４月１日付）
「城山のせんげんさん

鳥居と手水舎が完成

名称も『城山富士浅間神社』に変更

氏子

らしゅん工祝う」〔城山富士浅間大神〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年４月３日付）
▲▲
「富士土木事務所

復旧に全力

富士山スラッシュ雪崩被害

土砂撤去、調査進める」
〔富

士宮口砂走り〕〔キャンピングカー落石事故〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年４月
６日付）▲▲

←「新五合目になだれ

総合指導センター全壊」（１９８８年＝昭和 63

年４
月 15 日付）参照、「富士山総合指導センター

20 年ぶりに建て替え」（２００７年＝平

成 19 年６月 15 日付）に続報。
「表富士自転車登山競走大会実行委

スラッシュ雪崩の影響でゴール地点を５㌔短縮」
〔キ

ング・オブ・ヒルクライム富士山〕〔バイクナビ・グランプリ〕（『岳南朝日』２００７
年＝平成 19 年４月８日付）→「富士山の大自然舞台に」（４月 20 日付）、「大自然を舞
台にタイム競う」（４月 23 日付）、「バイクナビ・グランプリ表冨士自転車登山競走大会
結果」（4 月 26 日付）に続報。
「富士山エコレンジャー

講習会で資質向上

活動のレベルアップ図る」（『岳南朝日』

２００７年＝平成 19 年４月 10 日付）
「富士山境内地確定を記念し神事

浅間大社」〔山頂裁判〕（『岳南朝日』２００７年＝

平成 19 年４月 10 日付）
「多くの人が富士の地を訪れて、地域文化が語り継がれれば
トを立案

宮崎晃さん

富士山かぐや姫学会イベン

かぐや姫伝説をブランド化」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19

年４月 12 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「吉原宿・東木戸のくすりやさん

松栄堂薬局吉原本町駅前店

久保田保雄駅長

素晴ら

しいわが郷土を紹介する努力を」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年４月 13 日付「富
士市内『まちの駅』巡り

駅間タスキリレー吉原ブロック〈２〉」）

「富士山五合目～山頂で

県警山岳救助隊 20 人が雪山訓練

気力、体力の錬磨図る

Ｇ・

Ｗ中の遭難事故に備え」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年４月 15 日付）
「粟倉分校

桜の苗木１００本植栽

地域の協力得て景観取り戻す」（『岳南朝日』２０

０７年＝平成 19 年４月 18 日付）
「富士山の大自然舞台に

表富士自転車競走大会
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バイクナビ・グランプリ２００７

21、

22 日開催

全国から７５０選手が出場

ライン）水ケ塚－西臼塚

西臼塚－七曲区間 11・５㌔を競う（富士山スカイ

全面通行止め」〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年４月 20 日付）
「東京大学院生が自転車観光提言

日本一の高低差生かせ」（『岳南朝日』２００７年＝

平成 19 年４月 20 日付）
「富士宮市長選

小室氏再選果たす

市議選

現職 1 氏、新人４氏善戦及ばず」（『岳南

朝日』２００７年＝平成 19 年４月 23 日付）
「大自然を舞台にタイム競う

バイクナビ・グランプリ

表富士自転車登山競走大会

10

部門に７５０人がチャレンジ」〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２
００７年＝平成 19 年 4 月 23 日付）
「富士山かぐや姫学会

モデルのオーディション

10 代から 40 代まで 30 人参加」（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年 4 月 23 日付）
「バイクナビ・グランプリ表冨士自転車登山競走大会結果

筧さんが総合優勝

最高記録

は佐々木さん（オープン参加）」〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』
２００７年＝平成 19 年 4 月 26 日付）
「鯛屋旅禍『吉原本宿』水谷利江子駅長

変わらぬ笑顔と目的に合ったもてなしを」〔タ

ウンマネジメント吉原〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年４月 27 日付「富士市内『ま
ちの駅』巡り

駅間タスキリレー吉原ブロック〈５〉」）

「旧富士登山道

村山道の歴史を歩いて実感

47 人が５時間の道のりで」
〔村山古道〕
〔渡

井正二〕〔伊藤忠正〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年５月８日付）
「海抜ゼロ㍍から富士山頂へ

20 人が完登に挑戦 鈴川海岸出発し『村山古道』歩く ７

月まで３回で」〔富士山クラブ〕〔『富士山

村山古道を歩く』畠堀操八著、風濤社、２

００６年〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年５月 15 日付）▲▲
「一過性にとらわれぬ事業展開

観光協会総会

宮崎会長留任」〔富士宮市観光協会〕〔宮

崎善旦〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年５月 18 日付）
「吉原宿・西木戸

桝屋酒店・杉山英次駅長

小潤井川望む場所を開放スペースに」〔タ

ウンマネジメント吉原〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年５月 18 日付「富士市内『ま
ちの駅』巡り

駅間タスキリレー吉原ブロック〈８〉」）

「富士山まつりの日程決まる

お山開き

癒やしテーマに新規事業も」（『岳南朝日』２

００７年＝平成 19 年５月 26 日付）
「食で街おこし

思いも熱く

Ｂ－１グランプリ

あす開幕

浅間大社ふれあい広場で

全国から 21 団体が参戦」〔富士宮やきそば〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年６月
１日付）
「富士宮やきそば２連覇飾る

盛況だったＢ－１グランプリ

２日間で 25 万人の人出」

（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年６月５日付）
「夏山の事故ゼロ目指し

山岳遭対協富士宮支部が総会」〔静岡県山岳遭難防止対策協議

会〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年６月９日付）
「地下水保全を再確認

岳水協が創立 40 周年迎え」
〔岳南地域地下水利用対策協議会〕
（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年６月 10 日付）
「富士山お山開き要項決まる

来月１日中心に
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関連行事も多彩に」
〔富士山入山式〕
（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年６月 12 日付）
「３００年前の災害

歴史小説に『宝永噴火と伊那忠順』大平さん（富士宮市粟倉）が発

刊」〔大平栄一郎〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年６月 12 日付）
「天母の湯

入場者が５年ぶり増

テルグループ

前年比５・９％アップ

誘客働きかけ、宣伝が奏効

管理・運営 富士宮富士急ホ

06 年度８７６９５人が利用」（『岳南朝日』

２００７年＝平成 19 年６日 14 日付）
「富士山新５合目～新６合目

16 日から通行規制解除」〔積雪〕（『岳南朝日』２００７

年＝平成 19 年６月 14 日付）
「富士山総合指導センター

20 年ぶりに建て替え

完成は来月末を予定

富士宮市」〔ス

ラッシュ雪崩〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年６月 15 日付）
「歴史・文化的価値に認識新た

山静の浅間神社９カ所を視察

富士山世界文化遺産登録

活動指導」〔世界遺産〕〔富士宮市教育委員会〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年６
月 17 日付）
「多面的機能を有効活用

富士森林組合総代会

森林再生プロジェクトを推進」（『岳南

朝日』２００７年＝平成 19 年６月 21 日付）
「巻き枯らし間伐体験会

バーベキュー懇談会も」〔ふじのみや市民環境会議〕（『岳南

朝日』２００７年＝平成 19 年６月 21 日付）
「富士山世界遺産暫定リスト登載決定
遺産化実現までＰＲ図る

北斎のパネル絵と宣伝看板掲出

市役所正面玄関

環境問題含め意識向上を」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19

年６月 28 日付）
「富士山

きょう登山シーズン開幕

浅間大社などで多彩な イベント

頂上までの規制

解除は中旬ごろ」〔残雪〕〔富士山入山式〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月１
日付）
「新富士駅ステーションプラザ Fuji

大金剛杖を設置

夏山シーズンのムード盛り上げ」

（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 7 月 1 日付）
「きょうから７月

本格的な夏目前

富士山山開きや中体連」（『岳南朝日』２００７年

＝平成 19 年７月１日付）
「富士地区地学会

富士山の噴火史など学ぶ

伊藤会長が講演

会員らが熱心に聴講」
〔伊

藤彰彦〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月１日付）
「富士山お山開き『富士山ナンバー』レプリカ贈呈も

神事や開山宣言など多彩に

宣言

大社、富士山五合目、村山浅間神社で」〔聖護院〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕（『岳
南朝日』２００７年＝平成 19 年７月３日付）
「富士山国有林で巡視活動

富士山グリーン・パトロール」〔静岡森林管理署〕（『岳南

朝日』２００７年＝平成 19 年７月３日付）
「登山シーズン開幕

富士山お山開き

浅間大社、村山浅間、５合目で

７月１日

夏本

番迎えにぎわう！」〔村山浅間神社〕〔聖護院〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕〔村山婦
人部〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月３日付「グラフ特集」）
「大自然のドラマに感激する表情に、自らも新たな感動
長

難波清芽さん

富士山ネイチャークラブ事務局

富士山の魅力を子供たちに」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７

月５日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
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「富士山周辺の自然に感動

目標を掲げ粟倉キャンプ」〔富士根北小〕（『岳南朝日』２

００７年＝平成 19 年７月８日付）
「『神田の宮』で御田植祭
児姿の早乙女

厳かに苗を投げ入れ豊作祈願

田長の田植え歌に合わせ

稚

田植舞を奉納」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 10 日付）

「粟倉で全裸の変死体」〔自殺〕〔飯盛林道〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月
10 日付）→「自殺図りがけから転落か」（７月 11 日付）に続報。
「富士山御世界遺産化に向け

オールコックと富士登山（井出達也）」（『岳南朝日』２

００７年＝平成 19 年７月 10 日付「東西南北記者の目」）
「芝川のり調査

確認量０・２ﾎﾟｲﾝﾄ上昇 定点観測地点で『確認』４カ所増

前年比」
（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 11 日付）
「自殺図りがけから転落か

粟倉の変死」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 11

日付）
「日本製紙㈱富士工場鈴川

ばい煙県条例の協議値超過

ボイラー３基で改ざんなど」
〔公

害〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 12 日付）→「王子製紙でも改ざん」（７
月 15 日付）に類似事例。
「富士山本宮浅間大社

宝物 30 点を公開 富士宮 JC が『宮美の刻』28 日、大社祈祷殿で」

（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 13 日付）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿『絹本著色富士曼荼羅図』狩野元信作（郷土史研

究家・渡井正二）」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 13 日付「展示品紹介シリ
ーズ①」）
「15 日に田貫湖フェスタ

エコライフ、自然をキーワードに」（『岳南朝日』２００７年

＝平成 19 年７月 13 日付）
「夏山臨時警備派出所を開設

富士宮警察署

富士山５合目

再建の総合指導センター

内」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 14 日付）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿『紙本富士浅間曼荼羅図』作者・制作年代不明（郷

土史研究家・渡井正二）」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 14 日付「展示品紹
介シリーズ②」）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿『浅間大社古絵図』江戸時代（郷土史研究家・渡

井正二）」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 15 日付「展示品紹介シリーズ③」）
「王子製紙でも改ざん

ボイラーのばい煙

富士工場で協議値超過」〔日本製紙〕〔公害〕

（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 15 日付）
「マイカー規制スタート

富士山スカイライン表富士宮口登山区間

台風の影響で乗客減

登山を断念する姿も」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 15 日付）
「田貫湖フェスタ

丸太切りなど体験プログラムに挑戦

家族連れなど訪れ楽しく」
（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 18 日付）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿『青磁浮牡丹文香炉』南宋時代

県指定文化財（郷

土史研究家・渡井正二）」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 18 日付「展示品紹
介シリーズ④」）
「富士山登山道全面解除

昨年より 10 日遅く」〔残雪〕（『岳南朝日』２００７年＝平成

19 年７月 19 日付）
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「富士山憲章推進会議

共同事業で山頂キャンペーンやクリーン作戦」（『岳南朝日』２

００７年＝平成 19 年７月 19 日付）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿『青磁蓮弁文大壺』南宋時代

県指定文化財（郷

土史研究家・渡井正二）」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 19 日付「展示品紹
介シリーズ⑤」）
「ニホンジカによる農作物被害軽減へ
有林内で

対策研修会

被害状況を現地視察

上井出財産区

50 人参加し意見交換も」〔シカ食害〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年

７月 19 日付）
「登山客の衛生面の安全確保

富士山山室を監視指導」〔山室衛生〕（『岳南朝日』２０

０７年＝平成 19 年７月 20 日付）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿『人形手青磁大茶碗』中国明時代

県指定文化財

（郷土史研究家・渡井正二）」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 20 日付「展示
品紹介シリーズ⑥」）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿『虚空蔵菩薩懸仏』富士山頂出土（郷土史研究家

・渡井正二）」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 21 日付「展示品紹介シリーズ
⑦」）
「04 年度温室効果ガス

排出量が大幅増加 京都議定書基準年度比 42・３％増

富士宮市

環境審議会」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 22 日付）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿『富士山頂埋納経』（郷土史研究家・渡井正二）」

（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 22 日付「展示品紹介シリーズ⑧」）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿

紙本『乾坤生意』」（『岳南朝日』２００７年

＝平成 19 年７月 24 日付「展示品紹介シリーズ⑨」）
「富士山世界文化遺産登録に向け

気運盛り上げ

富士宮青年会議所がステッカー作成と

募金活動」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 25 日付）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿

絹本着色衝立『富士山』川合玉堂作」（『岳南

朝日』２００７年＝平成 19 年７月 25 日付「展示品紹介シリーズ⑩」）
「富士山

幻の滝と小富士

冷たい雪解けの水に…

富士市五十雀山歩会

文・写真

望

月まさし」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 25 日付）
「親子 48 組が山頂目指す

親子富士登山

来月２日」（『岳南朝日』２００７年＝平成

19 年７月 26 日付）
「宮美の刻

富士山本宮浅間大社宝物殿

太刀銘『備前国長船住景光』景光作」（『岳南

朝日』２００７年＝平成 19 年７月 26 日付「展示品紹介シリーズ⑪」）
「次郎長開墾の資料集め『吉原本宿』ギャラリーで歴史展」〔清水次郎長〕〔タウンマネ
ジメント吉原〕〔田中淳一〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 26 日付）▲▲
「環境パト

06 年度実績

不適正処理 20・47 ㌧に 目立つ家電製品や産廃

富士山ろく

への不法投棄」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 27 日付）
「浅間大社案内活動 06 年度実績

３２００人をガイド

中部・関東地域で 90％占める

観

光ガイドボランティア」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 29 日付）
「今夏２度目の光化学オキシダント発令」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年７月 29
日付）
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「郷土史特集

郷土の先覚者、町役人角田桜岳

新時代を先読み町民指導

幕末の生活と

世相が日記に

富士宮市教委が解読し出版」
〔『駿州富士郡大宮町 角田桜岳日記

一～五』

富士宮市教育委員会編・発行、２００４～２００９年〕（『岳南朝日』２００７年＝平成
19 年７月 31 日付）
「自然保護の大切さ実感

親子で保存指定地を巡る」〔親子保存指定地巡り〕〔村山浅間

神社大イチョウ〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年８月９日付） ←この記事は主催
など不明。
「マイカー規制第２弾スタート

１番バスに２００人

昨年並みの滑り出し」（『岳南朝

日』２００７年＝平成 19 年８月 12 日付）
「限定酒『富士山かぐや姫』発売

平安時代の御酒再現

富士山かぐや姫学会」〔富士高

砂酒造〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年８月 12 日付）
「富士山頂で子供が転倒しけが」〔遭難〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年８月 14
日付）
「富士山頂で２人の“旅立ち”佐藤雅也さん、由美さん

登山し念願の挙式

祝福受け感

謝と思い出」〔山頂結婚式〕〔変わり種登山〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年８月
23 日付）
「『富士山を世界遺産に』のぼり旗背に自転車で山頂へ
で願かけて

坪井さんと金沢さん

浅間大社

アピール一心で挑戦」〔変わり種登山〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19

年８月 24 日付）
「クイズで 砂防事業に理解

親子でウオーク

大沢扇状地自然観察会」
〔大沢崩れ〕
（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年８月 24 日付）
「07 年度の簡易水道整備事業

木伐山など４カ所で推進

村山は地震対策の一環として

富士宮市」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年８月 25 日付）
「海抜ゼロ㍍から富士山頂へ
回目の登頂

『日本スリーデーマーチ』の仲間と共に

近藤さんが 20

67 歳、さらに意気盛ん」〔近藤勝巳〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19

年８月 28 日付）→「『“生きているうち…”』」（９月 27 日付）に詳報。
「富士山について学び深め

世界遺産へ機運盛り上げ」〔富士市発！富士山を学ぶ市民フ

ォーラム〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年８月 28 日付）
「富士山５合目

夏山臨時警備派出所が閉所

取り扱い事案

地理案内５１０件でトップ

傷病人の救護は転倒など５件」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年８月 29 日付）
「富士山ろく舞台にエコサイクリング
を満喫

自然体験ワークショップなど

各種イベントで秋

10 月 13、14 日」〔河口湖自然楽校〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年８月

30 日付）
「大社で富士山閉山式

夏山シーズンの終わりを告げる

関係者参列し神事に臨む」
（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年９月８日付）
「富士山登山者前年比 62％増

推計で 11 万８３７７人

世界文化遺産暫定入りも影響か」

〔世界遺産〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年９月 11 日付）
「風祭り壇址（上）風祭川の護岸整備進展受け

遺跡保存を

渡辺賢一」（『岳南朝日』

２００７年＝平成 19 年９月 11 日付「ふるさと再発見」）
「風祭り壇址（下）風祭川の護岸整備進展受け
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遺跡保存を

渡辺賢一」（『岳南朝日』

２００７年＝平成 19 年９月 12 日付「ふるさと再発見」）→「『風祭壇跡』を後世に」（２
００９年５月 26 日付）に関連記事。
「富士山世界遺産登録活動に関心促し

大富士中で説明会

市教委

地元理解醸成へ」

（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年９月 15 日付）
「山宮小に出前講座

道路の役割に理解深め

富士南麓道路の見学も」〔国道４６９号〕

（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年９月 15 日付）
「環・ぐるり富士山風景街道アクションネットワーク

第 1 回会議 今年度活動など協議

12 月にシンポジウム開催」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年９月 20 日付）→「地域
の道風景から考える」（12 月 14 日）参照。
「イオン SC 増改築計画の概要示す

富士宮市議会９月定例会

一般質問スタート」〔深

沢竜介〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年９月 21 日付）
「富士山のクリーン作戦

２合目付近に変更へ

富士宮市議会９月定例会

一般質問スタ

ート」〔遠藤英明〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年９月 21 日付）
「宗教法人進出問題などただす

富士宮市議会９月定例会」〔白糸の滝〕〔無量寿寺〕〔村

山地区農地保全整備事業〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年９月 22 日付）
「富士山世界文化遺産登録に向け地元説明会

大宮・村山口登山道調査に理解求む」〔世

界遺産〕〔村山浅間神社社務所〕〔村山古道〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年９月
23 日付）▲▲→この地元説明会の１週間前にリークか特ダネか「『保存』『活用』揺れる
登山道

復活に世界遺産狙う行政『待った』富士山の麓『村山道』」（『日本経済新聞』

９月 14 日付静岡版「アングル静岡」）が報道される。つづいて「登山道復元『待った』住
民運動に世界遺産の壁

県と富士宮市『文化価値調査が先』」（『朝日新聞』９月 22 日付

静岡・伊豆岳南版）、「村山口登山道

地域住民の復元事業

県と富士宮市

世界遺産で

中断求め」（『富士ニュース』９月 23 日付）、「地元住民の『村山口登山道』石畳復元運
動

世界文化遺産調査で『待った』一時凍結」（『岳陽新聞』９月 27 日付）と荒れる説明

会の報道がつづく。
「『“生きているうち、働けるうち、日の暮れぬうち”信条に』海抜ゼロ㍍からの富士登
山 20 回達成

近藤勝巳さん“一生一山”で一途に歩み」（『岳南朝日』２００７年＝平成

19 年９月 27 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「富士山国有林で見学会

24 日開催 参加を受付」〔静岡森林管理署〕（『岳南朝日』２

００７年＝平成 19 年 10 月２日付）
「宗教団体進出計画に反対

富士宮市と市議会に

地元区長会が要望書」〔白糸の滝〕〔無

量寿寺〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 10 月５日付）
「富士山さくらの園を整備

富士宮中央ＬＣが芝桜を植栽」（『岳南朝日』２００７年＝

平成 19 年 10 月 10 日付）
「富士山頂奥宮

今夏の高齢者登拝者

９７０人訪れ、最高齢は山崎さん（森町）94 歳 ト

ップは神奈川県

最多登拝は１４７回（上位 20 人中）」（『岳南朝日』２００７年＝平成

19 年 10 月 12 日付）
「宗教団体進出計画

特別委の設置も視野に

富士宮市議会

対応方針を示す」〔白糸の

滝〕〔無量寿寺〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 10 月 14 日付）
「世界文化遺産

富士山登録へ向け盛り上げ

22 日まで富士山写真展“富士の湧水”給水
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器でサービス」〔富士市観光協会〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 10 月 18 日付）
「山頂がうっすら雪化粧

秋空にくっきりと富士山」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19

年 10 月 21 日付）
「富士山こどのもの国

放蝶のアサギマダラ

校・昆虫教室』で９月下旬に放つ

１００㌔を旅して愛知県内で発見『自然学

標識施して１匹が２週間後に」（『岳南朝日』２００

７年＝平成 19 年 10 月 23 日付）
「初冬の富士山ろくを歩く

富士山の自然を守る会がフィールドワーク」（『岳南朝日』

２００７年＝平成 19 年 11 月 11 日付）
「富士山検定

初の一級に１３７人（静岡会場）がチャレンジ

来月３日に合格発表」
（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年 11 月 13 日付）
「『富士山』と『泰山』の友好山提携調印

林副市長（中国泰安市）が来日

浅間大社を

視察 交流、協力を確認」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 11 月 14 日付）
「県東部高校登山部写真展

野草や山からの風景など

美化訴え、活動を紹介

富士市中

央図書館で」〔静岡県高等学校体育連盟登山部東部支部〕〔工藤誠志〕（『岳南朝日』２
００７年＝平成 19 年 11 月 14 日付）
「富士宮市

富士山南陵工業団地（粟倉）開発計画

今月中に開発を許可」（『岳南朝日』

２００７年＝平成 19 年 11 月 15 日付）
「『大鹿窪遺跡』が国指定史跡へ
期の集落跡

文科省文化審議会で答申

国内最古級

縄文時代草創

芝川町は整備計画策定へ」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 11 月 17

日付）
「富士山をさまざまな角度で

パネル展

富士宮市で」〔富士山を知るパネル展〕（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年 11 月 20 日付）→ 「富士山火山防災へ知識深め」（11 月
27 日付）に続報。
「富士山スカイライン

あす正午から登山区間閉鎖」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』２００

７年＝平成 19 年 11 月 25 日付）
「富士山火山防災へ知識深め
しシンポジウム

環富士山火山防災連絡会・富士砂防事務所

研究者ら参加

行政の連携、日常の備えなど挙げ」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19

年 11 月 27 日付）
「白糸滝レストセンター

富士山世界文化センター誘致

一般質問で市長が明示」〔白糸

の滝〕〔世界遺産〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 11 月 29 日付）
「日本熊森協会

クマの出没地点視察

芝川町

奥山の生態系保全へ」（『岳南朝日』２

００７年＝平成 19 年 12 月２日付）
「富士山さくらの園

あずまや完成

中央ＬＣ25 周年事業

市民の憩いの場に提供」
（『岳

南朝日』２００７年＝平成 19 年 12 月２日付）
「大沢の堆積土砂量 28 万５０００立方㍍ 富士砂防事務所

土石流発生に注意呼びかけ」

大沢崩れ（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 12 月 14 日付）
「地域の道風景から考える『富士山世界遺産』より地域的運動を展開

市民団体がフォー

ラム 中村名誉教授（東京工大）が基調講演と事例報告」〔中村良夫〕〔ぐるっと富士山
風景街道〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 12 月 14 日付）
「公害苦情

年を追って増加傾向

05 年度は１６３件でピークに
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過去 18 年間富士宮市

の統計」（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 12 月 19 日付）
「世界文化遺産センター誘致促進を

白糸の滝観光組合

小室市長に要望書提出」〔世界

遺産〕（『岳南朝日』２００７年＝平成 19 年 12 月 20 日付）
「『水垢離』に参加を

村山浅間神社 新成人に呼びかけ」（『岳南朝日』２００７年＝

平成 19 年 12 月 23 日付）
「富士山登山者急増で山岳救助隊大忙し
が１位

富士宮署 07 年３大ニュース

凶悪犯罪即解決

際立った 動物の遺失・拾得“猫の手も借りたい”１年」〔遭難〕（『岳南朝日』

２００７年＝平成 19 年 12 月 29 日付）
■２００８年＝平成 20 年
「08 頌春

輝きの嶺

雲海に凛と

写真提供・国土交通省富士砂防事務所」〔写真〕（『岳

南朝日』２００８年＝平成 20 年１月１日付）
「身延線鉄道高架事業が具体化
完成見通し

２カ所に新設道路も

ペニー踏切～羽衣跨線橋付近
富士宮市街地

７００㍍で２０１２年度

南北間交通渋滞解消へ」（『岳南朝日』

２００８年＝平成 20 年１月 1 日付）
「今年は子年

郷土にまつわる干支の話

新しい生命萌し

渡井正二

子のはなし

渡井

一信」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年１月１日付）
「富士山の世界文化遺産登録目指す動き本格化

管理計画策定に議論尽くせ

富士地域遺

産（コア）候補はこんなところ」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年１月
１日付）
「新年随想

富士山

篠原静恵」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年１月９日付）

「『勇気組』（定年帰農集団）が野菜の完全有機栽培

浅間大社で漬け物の試食会

来月

9 日参集所で５種類の『浅間漬け』」〔富士根北部農業公園組合〕〔新鮮組〕（『岳南朝
日』２００８年＝平成 20 年 1 月 23 日付）
「直立の大型炭化木群発見

火山噴火様式再検討の貴重な資料に

奇石博物館学芸員ら学

術雑誌に報告」〔風祭川〕〔北垣俊明ほか「富士火山南西斜面の風祭川上流に見つかった
直立炭化木群」『地球科学』61 巻６号、２００７年 11 月、地学団体研究会〕（『岳南朝
日』２００８年＝平成 20 年１月 23 日付）
「『検定事業通じ、富士山への関心をより多くの人に』NPO 富士山検定協会代表
治さん

小池義

富士山中心に魅力ある街へ」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年２月 14 日付

「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「富士山にふさわしい桜の名所を『桜で彩る富士の景観づくりを考える』世界文化遺産視
野に基調講演やパネルディスカッション」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２００８年＝平成
20 年２月 17 日付）
「“山を守る”原点忘れず

富士森林組合

大臣賞受賞記念祝賀会」（『岳南朝日』２０

０８年＝平成 20 年２月 23 日付）
「浅間大社流鏑馬

時代の折り目に盛衰刻み

郷土と一体で成長発展

富士宮市教委

調

査報告書を発刊」〔『富士山本宮浅間大社流鏑馬調査報告書―富士宮市指定無形民俗文化
財』富士宮市教育委員会編・行、２００７年〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年３月
７日付）
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「スラッシュ雪崩に注意を
７渓流で発生確認

降雨時は渓流に近づかないで

発生シーズン迎え呼びかけ

富士砂防事務所」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年３月 14 日付）

「星山大観音像を開帳

富士宮市の大悟庵

多くの参拝客でにぎわい」（『岳南朝日』２

００８年＝平成 20 年３月 18 日付）
「富士根北小粟倉分校で５人卒業

思い出や目標語り学びや巣立つ

厳粛ながらほのぼの

ムードで」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年３月 19 日付）
「富士山世界文化遺産センター誘致構想推進協を設置

会長に朝比奈氏選出

富士宮市議

会」〔朝比奈貞郎〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年３月 20 日付）
「悪質!!カーブミラー損壊

村山地区で９カ所

被害額は市管理分で 54 万円」（『岳南朝

日』２００８年＝平成 20 年３月 20 日付）
「早春の妖精

カタクリ開花

見ごろは来月初旬まで

富士根北中生徒が保護育成活動」

（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年３月 30 日付）
「宮バス・宮タク運行開始

交通弱者の利用に期待

総合福祉会館前で出発式

関係者が

テープカットで祝う」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年４月２日付）
「富士山頂付近の境界画定を

浅間大社

石川知事に早期協議求める」〔県境問題〕〔世

界遺産〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年４月２日付）▲▲
「強風吹き荒れる

最大瞬間風速 40・１㍍を記録」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20

年４月９日付）
「富士山に春の足音

富士宮口登山区間

除雪作業始まる」〔スカイライン〕（『岳南朝

日』２００８年＝平成 20 年 4 月 10 日付）
「桜花の下で交流深め

山宮区民が一堂に

天母山桜まつり」（『岳南朝日』２００８年

＝平成 20 年 4 月 15 日付）
「富士山ナンバー

11 月４日から交付へ 促進協が祝賀行事など計画」（『岳南朝日』２

００８年＝平成 20 年４月 16 日付）
「富士山テーマに歴史講座

富士市教委

21 日から受講受付」〔中尾堯〕〔飯田真〕〔竹

谷靱負〕〔中村洋一郎〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年 4 月 17 日付）
「表富士自転車登山競走大会
26、27 日開催

富士山の大自然を疾走

国内外から１０００選手が参加

バイクナビ・グランプリ２００８

西臼塚―５合目 16・５㌔競う（富士山ス

カイライン）」〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２００８年＝平成
20 年 4 月 25 日付）
「自転車を生かす観光・街づくり

田貫湖、朝霧で実績徐々に」（『岳南朝日』２００８

年＝平成 20 年 4 月 25 日付）
「バイクナビ・グランプリ２００８

表富士自転車登山競走大会

シニア部門参加

井出

久さん（59）達成感、そう快感味わいたくて」〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳
南朝日』２００８年＝平成 20 年 4 月 25 日付）
「８７６人が富士山を力走

大会終了後、スカイライン交通規制解除

バイクナビ・グラ

ンプリ」〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年 4
月 29 日付）
「富士美術館が閉館

35 年の歴史に幕

延べ６００万人が来館

収蔵品は東京冨士美術

館へ」〔創価学会〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年５月 20 日付）
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「富士山世界文化遺産
期間は２～３カ月

コア候補確認調査

浅間大社などで本格化

今後の調査に期待大

現場から土器片など発見」〔世界遺産コア調査〕（『岳南朝日』２０

０８年＝平成 20 年５月 27 日付）
「富士根北小・中

カタクリ種まき交流会

ペアになって種まき

クイズやゲームで理解

深める」〔富士根北中〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年６月４日付）
「山岳事故ゼロ目指し

県山岳遭難防対協富士宮市支部が総会

パトの実施や危険防止啓

発を」〔静岡県山岳遭難防止対策協議会〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年６月８日
付）
「農地転用面積が拡大『有効利用』に苦心の跡

件数で６・５％下回る

富士宮市農業委」

（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年６月 12 日付）
「富士山頂上奥宮境内使用者組合

総会

山を守り、観光開発を

ごみ減量運動など継続」

（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年６月 12 日付）
「富士山お山開き盛大に

30 日、来月 1 日 浅間大社・村山浅間神社・富士山５合目で英

国大使館公使ら来賓迎え

26 日から関連行事も多彩に

富士山ナンバー交付決定を祝う」

（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年６月 20 日付）
「登山道一部規制解除

来月 1 日から」〔残雪〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年６

月 29 日付）
「きょうから７月

本格的夏目前

富士山夏山開きや中体連」（『岳南朝日』２００８年

＝平成 20 年７月１日付）
「夏山シーズン開幕

浅間大社で開山・入山祝う祭事

３会場で安全祈願」〔村山浅間神

社〕〔富士山入山式〕〔聖護院〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕〔村山婦人部〕（『岳南
朝日』２００８年＝平成 20 年７月２日付）一部▲▲
「富士山に夏が来た!!開山祭にぎやかに

浅間大社、村山浅間、富士山５合目で」〔村山

浅間神社〕〔富士山入山式〕〔聖護院〕〔富士根北中〕（『岳南朝日』２００８年＝平成
20 年７月４日付「グラフ特集」）
「潤井川と星山放水路

富士宮市黒田（沢田正彦）」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20

年７月５日付「シリーズ〈５４０〉歴史を旅した石たち」）
「東京－富士宮間高速バス

市民の足として定着

利用者順調な伸び

１便平均 17・２人

（07 年度）」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年７月 11 日付）
「県埋蔵文化財調査研究所『護摩堂』と見られる遺構確認

規模は約 50 平方㍍

湧玉を見

下ろす絶好の位置」〔浅間大社〕〔世界遺産コア調査〕〔宝幢院〕（『岳南朝日』２００
８年＝平成 20 年７月 17 日付）
「マイカー規制拡大へ

３回に分け計 15 日間 今夏は来月 23、24 日も」（『岳南朝日』

２００８年＝平成 20 年７月 18 日付）
「夏山臨時警備派出所開設

富士山５合目

登山者への安全指導徹底

登山道のパトロー

ルも」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年７月 19 日付）
「マイカー規制第１弾スタート

シャトルバス、まずまずの滑り出し

渋滞のない安全で

快適な登山を…」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年７月 20 日付）
「仁藤さん

国土緑化推進機構会長賞に輝く

小室市長に受賞報告」〔仁藤浪〕（『岳南

朝日』２００８年＝平成 20 年７月 20 日付）
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「『はじめて写した富士宮』１９６３（昭和 38）年

撮影者

外記省吾さん」（『岳南朝

日』２００８年＝平成 20 年７月 25 日付「カメラアングル紙上写真展

わがまちセピア色

の記憶」）
「海抜ゼロから山頂目指す

福原さんが初のチャレンジ」〔福原順平〕〔千本浜－田子の

浦－浅間大社－スカイライン－富士山頂〕〔変わり種登山〕（『岳南朝日』２００８年＝
平成 20 年８月３日付）→「海抜ゼロ㍍から富士山頂へ」（８月 22 日付）に続報。
「日航社員が富士登山

静岡空港の無事開港など祈願

世界遺産登録も願い

ミス富士山

ら歓迎」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年８月３日付）
「防災の日

富士根北中で 会場型訓練

来月１日、本番さながらの体制で」（『岳南朝日』

２００８年＝平成 20 年８月 13 日付）
「富士山一斉清掃

65 団体が参加して 世界文化遺産登録へ気運盛り上げ

富士宮口」
〔世

界遺産〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年８月 16 日付）
「07 年度水源別浄水水質検査

全項目基準値以下で良好

富士宮市」（『岳南朝日』２０

０８年＝平成 20 年８月 22 日付）
「海抜ゼロ㍍から富士山頂へ
歩

福原さんが登頂成功

千本浜後援を出発

全行程 93 ㌔完

初挑戦で２日間かけ」〔変わり種登山〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年８月

22 日付）
「親子が森の重要性など体感

県富士農林事務所

富士山西臼塚で自然観察会」〔富士山

ふれあいの森林〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年８月 24 日付）
「富士山５合目

臨終派出所が閉所

出動増となった山岳救助隊」（『岳南朝日』２００

８年＝平成 20 年８月 27 日付）
「富士山初冠雪

平年より 53 日早く 今月９日に観測

94 年ぶり記録更新」（『岳南朝

日』２００８年＝平成 20 年８月 29 日付）
「今夏の表富士宮口登山者数
増

前年比 16％上回る 13 万６５００人

富士登山２年連続の

好天や世界文化遺産暫定リスト登載などが要因」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２００

８年＝平成 20 年９月９日付）
「夏山シーズンの終わり告げ

富士山閉山祭

関係者が浅間大社で」（『岳南朝日』２０

０８年＝平成 20 年９月９日付）
「富士五山の歴史学ぶ

沢田さん講師に

中央公民館で教養講座」〔沢田政彦〕（『岳南

朝日』２００８年＝平成 20 年９月９日付）
「上井出・天神さん祭り

50 人が奉納相撲展開」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年

９月９日付）
「ニジマスをメジャーに

にじます学会発足に向け

試作メニュー囲み熱い論議」（『岳

南朝日』２００８年＝平成 20 年９月 19 日付）
「大沢崩れ拡大防止
崩落土砂防ぐ

富士山源頭部調査工事

落石防護さくの能力実証

３００立方㍍の

ワークステージなど施設守り」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年９月

20 日付）
「『富士宮にじます学会』が発足

魅力発信、消費拡大狙いに

やきそば学会のノウハウ

学び“二番煎じ”でＰＲ」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年９月 30 日付）
「富士山ナンバー

来月４日から交付開始

交換イベント（来月 24 日）で盛り上げ」
（『岳
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南朝日』２００８年＝平成 20 年 10 月３日付）
「浅間大社

渡辺前宮司が勇退

慰労と決意と中村宮司の就任祝賀会も」〔渡辺新〕〔中

村徳彦〕（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年 10 月３日付）
「富士山ナンバー事前申請受付
市役所に長蛇の列

普通乗用車先着１５０台

軽自動車は１００台

富士宮

交換イベントは 24 日」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年 10 月３

日付）
「富士山世界文化遺産にふさわしい景観を

計画案の修正や素案を報告

都市景観審」

（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年 10 月８日付）
「富士宮市景観計画案まとまる

年度内に市民から意見聴取」（『岳南朝日』２００８年

＝平成 20 年 10 月 31 日付）
「ススキ草原の景観保全で

来春の『火入れ』へ向け防火帯作り

朝霧高原で根原区民ら

60 人が参加」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年 10 月 31 日付）
「市地域公共交通会議で
助上乗せ案検討

富士急静岡、山交タウン

バス 18 路線で維持困難表明 市は補

北部地区区長ら不安訴え」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年 11 月

13 日付）
「富士根北小

生活科・総合学習発表会

地域との交流も」（『岳南朝日』２００８年＝

平成 20 年 11 月 26 日付）
「『富士山ナンバー』２５０台に

出張交換イベント

公用車は 80 台」（『岳南朝日』２

００８年＝平成 20 年 11 月 27 日付）
「高速バス路線『富士宮・富士～横浜・羽田空港』線
静岡バス

運行開始記念し開業式典

富士急

利便性、地域振興に期待」（『岳南朝日』２００８年＝平成 20 年 12 月 17 日付）

■２００９年＝平成 21 年
「09 頌春

天翔る初春の光」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年１月１日付）

「牛頭観音

家畜として感謝と供養

全国的にも珍しい双体牛馬頭道祖神」〔渡井一信〕

〔『富士山麓石造物資料集』富士宮北高等学校郷土研究部編・発行、１９６９年〕（『岳
南朝日』２００９年＝平成 21 年１月３日付）
「富士山修験道・大宝院秋山家を紹介

資料１７０点を５つの構成で

富士市立博物館」

〔村山法印〕〔富士山かぐや姫ミュージアム〕〔「富士山の法印さん―大宝院秋山家資料
展」大高康正

https://researchmap.jp/ootaka/works/5363688〕（『岳南朝日』２００９年＝平

成 21 年１月８日付）▲▲
「紙と環境にこだわり“挑戦”続け

秋山工業（株）代表取締役

秋山一雅さん（64）」

〔紙平バンド〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年２月５日付「経営新時代」）
「『写真集

懐かしの富士宮』と題し

幕末から現代まで

家・遠藤さんが写真集を発刊」〔『写真集

街の姿変遷をとらえ

郷土史

懐かしの富士宮』遠藤秀男編著、羽衣出版、

２００９年〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年２月 15 日付）
「仮称世界文化遺産センター

レストセンター跡地

市が誘致構想断念か」〔世界遺産〕

〔無量寿寺〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年２月 25 日付）
「富士山世界遺産登録へ向け

辻林さんが講演」〔辻林浩〕（『岳南朝日』２００９年＝

平成 21 年３月５日付）
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「富士山信仰と村山浅間神社

富士山の自然を守る会

７日に公開学習会」〔植松章八〕

（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年３月５日付）→「富士山の自然を守る会公開学習」
（３月 15 日付）に続報。
「ニホンジカによる牧草“食害”酪農に大きな影響

急がれる有効な対策

富士宮市と山

梨県 猟友会が合同駆除」〔朝霧高原〕〔シカ食害〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21
年３月 12 日付）
「富士山の自然を守る会公開学習

植松さん講師に

富士山信仰の歴史学ぶ」〔世界遺産〕

〔植松章八〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年３月 15 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
繁治さん

吉原宿シリーズ（１）宿周辺を歩く

筆者

渡邉

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南朝日』２

００９年＝平成 21 年４月４日付「郷土再考」）
「富士山に春の足音

富士宮口登山区間

除雪作業始まる

今月下旬の開通めざす」〔ス

カイライン〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年４月９日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（２）漂砂で悩み抜く人々

筆者

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南朝日』

２００９年＝平成 21 年４月 18 日付「郷土再考」）
「バイクナビ・グランプリ２００９
人が出場

前日祭

～同 11 時 30 分

富士山の大自然舞台に健脚競う

イオンＳＣ会場に多彩な催し
水ケ塚公園－西臼塚

全国から１１００

目的に応じた車種を

26 日午前９時

全面通行止めに」〔キング・オブ・ヒルクライム

富士山〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年４月 24 日付）→「バイクナビ・グランプ
リ

積雪などの影響で中止」（４月 28 日付）に続報。

「富士山スカイライン登山区間の封鎖解除

旧高鉢ゲートでセレモニー

完全解除は来月

半ばの予定」〔冬季閉鎖〕〔夜間凍結〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年４月 28 日
付）
「バイクナビ・グランプリ

積雪などの影響で中止

ミス富士山交え抽選会」〔キング・

オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年４月 28 日付）
「郷土を学ぶ案内書に

富士宮市教委 各コースのテーマに沿って紹介『歩く博物館ガイ

ドブック』を発刊」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年４月 29 日付）
「『親子富士登山』ボランティアを募集

22 日まで 宮市教委」（『岳南朝日』２００９

年＝平成 21 年５月１日付）→「親子富士登山『共に語り

励まし合い』」（８月 13 日付）

に続。
「スキー登山の教授不明

県警ヘリが捜索」〔遭難〕〔内山太郎〕（『岳南朝日』２００

９年＝平成 21 年５月６日付）▲▲ →遺体発見の続報見つからず。
「慶大教授行方不明：富士山で不明、遺体で発見」
（『毎日ｊｐ』２００９年 09 月 29 日 22:54
「富士山通信」）、「nikkansports.com（2009 年 9 月 25 日 20 時 49 分）」など参照。イタ
チなど野生動物が遺体を運んだのであろうか。
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
者

渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（３）浮島沼の村

水との闘い 筆

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南

朝日』２００９年＝平成 21 年５月２日付「郷土再考」）
「富士山天母の湯

３年連続の伸び示す

08 年度の利用状況
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９万２９９１人が来場

回復傾向印象づける」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年５月 10 日付）
「富士山で足をけが

東京の男性、救助求め」〔遭難〕（『岳南朝日』２００９年＝平成

21 年５月 12 日付）▲▲
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
者

渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（４）津波で流された中吉原宿

筆

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南

朝日』２００９年＝平成 21 年５月 16 日付「郷土再考」）←本文中『田子乃古道』を引い
て“津波”としているが、引用個所の前後を読めば、地震による津波ではなく低気圧域の
異常による“高潮”であったことが分かる。
「かぐや姫の変遷を探る

芝川町郷土史研

植松さん講師に文化講演会」〔植松章八〕〔富

士山と〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年５月 20 日付）
「富士山麓山の村

利用人数１００万人達成

開所 21 年目の快挙」（『岳南朝日』２００

９年＝平成 21 年５月 21 日付）
「『風祭壇跡』を後世に

富士宮ワイズメンズクラブ・地域学習推進富丘地区協

北側に

原型とどめ郷土遺産を保存『架線歩道』で石群の探索も」（『岳

史跡案内板設置

富丘小

南朝日』２００９年＝平成 21 年５月 26 日付）
「富士山頂奥宮境内地使用者組合総会

登山客の増加予想

看板設置の安全対策などに協

力」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年５月 27 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
筆者 渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（５）災害から立ち直る宿の人々

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」〔『田

子乃古道』〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年５月 31 日付「郷土再考」）
「北部の野荒らしで 23 人検挙」〔山菜〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年６月２日
付）
「山岳事故ゼロ目指し

遭対協富士宮支部が総会

パトロール随時実施」〔静岡県山岳遭

難防止対策協議会〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年６月４日付）
「富士山が見えなかったら…『男前・べっぴん証明書』配布

富士山観光交流ビューロー」

〔新富士駅〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年６月７日付）
「富士山富士宮口登山道

新５合目から６合目

きょう、冬季閉鎖一部解除」（『岳南朝

日』２００９年＝平成 21 年６月 11 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
邉繁治さん

吉原宿シリーズ（６）苦しい宿場の財政

筆者 渡

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南朝日』

２００９年＝平成 21 年６月 14 日付「郷土再考」）
「シカの食害

想像以上

富士山の自然を守る会

上井出林道を現場視察」〔シカ食害〕

（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年６月 14 日付）
「山の上に輝く郷土愛

吉永北・風の宮まつりに思う（安江桂介）」〔桑崎・風神社〕（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年６月 16 日付「東西南北記者の目」）
「富士山山開き当日に宝永ウオーク

富士宮歩こう会」（『岳南朝日』２００９年＝平成

21 年６月 21 日付）
「近づく富士山お山開き
ズンを前に無事祈る

来月１日、開山祭

浅間大社、村山浅間、富士山で

登山シー

ミス富士山コンテスト最終審査も」〔富士山入山式〕（『岳南朝日』

２００９年＝平成 21 年６月 23 日付）
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「シンポ『富丘地区の伝統文化遺産を考える』風祭壇跡を後世に

基調講演やパネルディ

スカッション」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年６月 25 日付）
「開山日（来月１日）登山区間は８合目まで

マイカー規制の開始・解禁時間変更

富士

宮口登山道残雪調査」〔スカイライン〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年６月 25 日
付）一部▲▲

→本文中《規制開始・解除時刻》に関しては「富士山スカイライン

マイ

カー規制本格化」（２０１２年＝平成 24 年８月１日付）参照。
「小泉の田んぼにシカが出没

近隣の山に姿消す」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21

年６月 27 日付）
「毛無山で女性重傷

下山中に誤って転倒」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年６月

30 日付）
「夏山シーズン開幕

お山開き式・入山祝う祭事

浅間大社、村山浅間、富士山５合目で」

（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７月２日付）
「夏山シーズン開幕

村山浅間神社

古式にのっとり神事

富士根北中生 14 人がみそぎ」

〔富士山入山式〕〔聖護院〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７月２日付）▲▲
「富士山お山開き

オールコック記念碑に献花

富士山５合目

登山客の安全祈り」
（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年７月３日付）
「富士山に夏が来た！シーズンの無事祈る

７月１日 浅間大社

村山浅間神社

富士山

５合目」〔富士山入山式〕〔聖護院〕〔富士根北中〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21
年７月３日付「グラフ特集」）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（７）助郷村と宿場の争い

筆者

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南朝日』

２００９年＝平成 21 年７月４日付「郷土再考」）
「県知事選

川勝氏が初当選

坂本氏は東部地区の善戦実らず」（『岳南朝日』２００９

年＝平成 21 年７月７日付）
「富士山登山道富士宮口

きょうから９合目まで規制解除」〔残雪〕（『岳南朝日』２０

０９年＝平成 21 年７月 10 日付）
《富士山登山道富士宮口

きょうから９合目まで規制解除

富士土木事務所は８日、通行規制が敷かれている富士山登山道について規制区間の変更
を行ったことを明らかにした。
それによると、富士宮口は８合目までとしていた規制を 10 日午前０時から９合目まで、
須走口は山頂までそれぞれ解除する。御殿場囗の変更はなく、６合目まで。
富士宮囗、御殿場口の山頂までの規制解除は今後のパトロールの結果で知らせるという。
問い合わせは富士土木事務所維持管理課（電０５４５－65－２２３７）へ。》（『岳南
朝日』２００９年＝平成 21 年７月 10 日付）
「富士山で救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７月 14 日付）▲▲
「富士山５合目
安全確認を

落石がキャンピングカー直撃１人死亡

急がれる原因究明

現地調査で

発生場所は特定できず」〔遭難〕〔筒井良孝〕〔キャンピングカー落石事故〕

（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７月 15 日付）▲▲
「身延線沿線活性化促進協が総会

新富士駅への接続促進を運動目標に」（『岳南朝日』

２００９年＝平成 21 年７月 15 日付）
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「『富士山村山古道』全ルート登山地図が完成
成果踏まえ

修験道遺跡の最新情報など

ＮＰＯ法人シニア大楽山楽カレッジ

歴史研究の

畠堀操八さん」（『岳南朝日』２００

９年＝平成 21 年７月 16 日付） ▲▲
「富士山落石死亡事故

地質専門家が現地調査」〔遭難〕〔筒井良孝〕〔キャンピングカ

ー落石事故〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７月 16 日付） ▲▲
《富士山落石死亡事故

地質専門家が現地調査

富士山５合目の落石死亡事故を受け、事態を重く見た県建設部道路局道路保全室は 15
日、前日の職員調査に引き続き、地質関係の専門家４人による現地調査を行った。落石が
どの地点で、どのような形で発生したかを明らかにすることを目的にしたもの。落石が発
生した場所が７合５勺（標高約３０００㍍）付近であることは判明したが、具体的な場所
や落石のメカニズムは明らかになっていない。
県では事故で破損したフェンスの仮補修を近々、行う予定だが、今回の落石規模（大き
さ１立方㍍クラス）に対応する抜本的対策には専門家調査などを踏まえ、一定の検討時間
を要するとの認識を示している。
事故現場の検分と登山客の安全を確保するため、レストハウス駐車場に入る（一方通行
になる）手前で車両通行止めの措置が取られている。》（『岳南朝日』２００９年＝平成
21 年７月 16 日付）
「富士山５合目落石死亡事故受け

通行規制と応急対策報告

富士土木事務所

恒久対策

は委員会設置し検討」〔遭難〕〔筒井良孝〕〔キャンピングカー落石事故〕（『岳南朝日』
２００９年＝平成 21 年７月 17 日付） ▲▲
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
繁治さん

吉原宿シリーズ（８）助郷村の悩み

筆者

渡邉

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南朝日』２

００９年＝平成 21 年７月 18 日付「郷土再考」）
「『ここずらよ』改築工事

完成予定は 10 月上旬 店舗スペースも拡充

隣接して観光案

内所も」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７月 18 日付）
「夏山臨時警備派出所を開設

登山客への安全を呼びかけ」（『岳南朝日』２００９年＝

平成 21 年７月 18 日付）
「富士山５合目駐車場

フェンス沿いに大型土のう並べ」〔遭難〕〔筒井良孝〕〔キャン

ピングカー落石事故〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７月 18 日付）
「富士山頂で転倒、救助」〔遭難〕〔外国人登山〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21
年７月 18 日付） ▲▲
「地域ふれあい観光案内所オープン

富士川ＳＡに富士山観光のおもてなし」（『岳南朝

日』２００９年＝平成 21 年７月 19 日付）
「粟倉・村山地域を歩く

富士山の自然を守る会

23 日に公開例会」〔佐野真寿美〕（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年７月 19 日付） ▲▲
「富士山（富士宮口）落石対策検討委が初会合

ハード対策

防護策強化の方向確認」〔遭

難〕〔筒井良孝〕〔キャンピングカー落石事故〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７
月 24 日付） ▲▲
「海抜０㍍から富士山頂へ“心臓破り”の走破計画

26 日決行 富士宮走ろう会結成 25

周年記念」〔変わり種登山〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年７月 24 日付）
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「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
繁治さん

吉原宿シリーズ（９）富士山の魅力

筆者

渡邉

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南朝日』２

００９年＝平成 21 年８月１日付「郷土再考」）
「無理のない登山を

県遭対協

富士山パトを強化」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21

年８月２日付）
「特集『富士山タクシー』で楽々と新５合目へ定額運賃で新富士－富士山１万円（小型車）」
〔記事広告〕〔田子の浦タクシー〕〔芝川タクシー〕〔富士交通〕〔シンフジハイヤー〕
〔ホンダタクシー〕〔須走タクシー〕〔富士宮交通〕〔石川タクシー〕〔篠原タクシー〕
〔鷹岡タクシー〕〔岳南自動車〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年８月５日付）
「富士宮市芝川町消防組合・県消防防災航空隊
ながらに

山岳救助合同訓練

防災ヘリ使い本番さ

朝霧自然公園アリーナで」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年８月７日付）

「富士宮地区に震度５強の揺れ

駿河湾震源地にＭ６・５

屋根、石垣などに被害」（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年８月 12 日付）
「日本史に影響与えた外国人富士登山

市郷土史同好会

おもしろ教室で若林会長が講

演」〔富士宮市郷土史同好会〕〔若林和司〕〔オールコック〕〔ブレンワルド〕〔ニール〕
〔ポルスブルック〕〔パークス夫妻〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年８月 12 日付）
「親子富士登山『共に語り

励まし合い』親子、ボランティア１４０人が頂上めざし

登

頂率は 84・８％」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年８月 13 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
筆者 渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（10）吉原宿のにぎわい（その１）

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年８月 16 日付「郷土再考」）
「富士山を大切にする気持ちで

３市から 68 団体参加

富士山一斉清掃を展開

１１１

２人が環境美化に汗」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年８月 25 日付）
「被災個所に『土堰堤』構築

富士山富士宮口落成対策検討委

年内の完成目指す」〔キ

ャンピングカー落石事故〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年８月 27 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
筆者 渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（11）吉原宿のにぎわい（その２）

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年８月 29 日付「郷土再考」）
「日本鉄道山岳連盟全国登山大会

２８０人が参加し、開会式

富士山世界文化遺産登録

をＰＲ」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年８月 29 日付）
「大成富士山南陵開発

仮称『富士山環境プラザ』市に寄贈

12 月１日のオープン目指す」

〔富士山南陵工業団地〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年９月４日付）
「富士根北公民館

秋の道者みちを歩く

11 日から参加受付」
〔道者道〕
〔渡井正二〕
（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年９月６日付）
「夏山シーズンにお別れ

浅間大社 関係者ら出席して閉山式」（『岳南朝日』２００９

年＝平成 21 年９月８日付）
「富士山眺望点

整備方針案策定に着手

市景観市民懇話会 候補 10 カ所を選定」（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年９月９日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
邉繁治さん

吉原宿シリーズ（12）宿の本陣と脇本陣

筆者 渡

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南朝日』
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２００９年＝平成 21 年９月 12 日付「郷土再考」）
「富士山富士宮口

夏山臨時警備派出所まとめ

地理案内４６１件でトップ

山岳遭難救

助隊は 18 件の出動」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年９月 12 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
者

渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（13）脇本陣を利用した人々

筆

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳南

朝日』２００９年＝平成 21 年９月 26 日付「郷土再考」）
「富士山の標高９００㍍地点に採卵場建設計画（山宮）ただす

９月定例会一般質問」〔佐

野清明〕〔富士ポートリー〕〔養鶏場〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年９月 29 日
付）一部▲▲←「大規模ブロイラー養鶏場を計画」（１９８５年＝昭和 60 年 10 月 25 日付）
が息を吹き返す
「『ここずらよ』が完成

まちなかエリア

観光誘客施設とともに

商品の拡大充実に期

待」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 10 月６日付）
「地域公共交通

宮バス・宮タク拡大案示す

交通網の効率的連携図る」（『岳南朝日』

２００９年＝平成 21 年 10 月７日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
筆者 渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（14）吉原の名物『本市場の白酒』

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年 10 月 10 日付「郷土再考」）
「うるおいの森

31 日に植樹祭」〔富士山南陵工業団地〕（『岳南朝日』２００９年＝平

成 21 年 10 月 10 日付）
「山宮浅間神社

石川さんが鳥居奉納 先人の歴史を後世に伝承」〔石川完一〕（『岳南

朝日』２００９年＝平成 21 年 10 月 21 日付）
「富士山５合目駐車場『土堤工』工事に着手

長さ 66 ㍍、高さ４㍍

年内の完成目指す」

〔キャンピングカー落石事故〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 10 月 24 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
筆者 渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（15）吉原の名物『柏原のうなぎ』

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」（『岳

南朝日』２００９年＝平成 21 年 10 月 24 日付「郷土再考」）
「浅間大社

観光案内所とトイレが完成

きょうから本格運用」〔ここずらよ〕（『岳南

朝日』２００９年＝平成 21 年 10 月 24 日付）
「大沢扇状地

砂防施設がほぼ完成

40 周年迎え座談会

土石流の“防波堤”で威力 富

士砂防事務所」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 10 月 27 日付）
「富士山頂高齢登拝者

70 歳以上は８９２人

最高齢は男性 94 歳・女性 86 歳

神奈川県

が１４８人でトップ」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 10 月 29 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
筆者 渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（16）大地がゆれた日（その１）

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」〔安政

の地震〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 11 月７日付「郷土再考」）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
筆者 渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（17）大地がゆれた日（その２）

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」〔安政

の地震〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 11 月 21 日付「郷土再考」）
「富士山眺望点を整備へ

景観市民懇話会

浅間大社など５カ所を調査

南朝日』２００９年＝平成 21 年 11 月 26 日付）
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富士宮市」
（『岳

「富士山環境プラザ開館

環境保全と地域文化の振興図る」（『岳南朝日』２００９年＝

平成 21 年 12 月３日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
人々 筆者

渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（18）ロシア軍艦乗務員を助けた

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」

〔安政の地震〕（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 12 月５日付「郷土再考」）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
渡邉繁治さん

吉原宿シリーズ（19）吉原の昔話

その１

筆者

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉原宿歴史講座講師」〔安政の地震〕

（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 12 月 19 日付「郷土再考」）
「景観法に基づく『新たな景観計画』と『富士山景観条例』来年１月１日から施行へ

富

士宮市」（『岳南朝日』２００９年＝平成 21 年 12 月 26 日付）
■２０１０年＝平成 22 年
「2010 頌春

暁光に希望の出発

撮影者・大坂淳夫さん」〔写真〕（『岳南朝日』２０１

０年＝平成 22 年１月１日付）
「富士山世界文化遺産登録へ正念場の年に

推薦書原案

今夏、文化庁に提出へ

資産候

補の絞り込み課題に」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 1 月 1 日付）
「富士山世界文化遺産登録活動とは…郷土愛の意識高揚に期待
当

富士宮市教委世界遺産担

二又川直之主査」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 1 月 1 日付）

「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
士山と愛鷹山の背くらべ

筆者

吉原宿シリーズ（20）吉原の昔話

渡邉繁治さん

その２

◇富

富士市文化財審議会委員・富士ＴＭＯ吉

原宿歴史講座講師」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年１月 22 日付「郷土再考」）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
井正二さん

甲州往還〈１〉甲斐、駿河結ぶ幹線路

筆者

渡

富士宮市文化財振興委員（つづく）」〔中道往還〕（『岳南朝日』２０１０

年＝平成 22 年２月６日付「郷土再考」）▲▲
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて

甲州往還〈３〉大宮宿と門前町

筆者

渡井正二

さん 富士宮市文化財振興委員（つづく）」〔中道往還〕（『岳南朝日』２０１０年＝平
成 22 年２月 20 日付「郷土再考」） ←３月６日付で「甲州往還〈３〉」がありその後も〈４〉
〈５〉と続いているので、この回は「甲州往還〈２〉」ではないか
「『富士山の日』制定記念＝特集＝富士山から大いに学ぼう
富士市も多彩に記念行事

富士山に向かって歩こう

▲▲

浅間大社で『富士山の刻』

」（『岳南朝日』２０１０年＝平成

22 年２月 21 日付）
「祝 ２・23 富士山の日制定記念
ッチジャパン
Rihei

富士消防用品商会

富士山観光交流ビューロー

富士からだ回復堂
東海道表富士

おいしい水の宅配便
浅間大社

富士アサヒブロイラー

牧野酒造

深沢石材

ビデオキャ
大富士給食

富士山盆栽販売

組合 石原石材工業」〔共同広告〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年２月 21 日付）
「２・23『富士山の日』イベント

富士宮発『富士山の刻』祈願祭と祝賀祭世界遺産登録

などに決意新た」〔初の富士山の日〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年２月 24 日付）
「富士に向かって歩き観望

美しい富士を再認識」〔朝霧高原〕（『岳南朝日』２０１０

年＝平成 22 年２月 24 日付）
「マイタウンマップ・コン

富士根北小が文科大臣賞
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富士山学習『自然の再生を目指し

て』が評価され」」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年３月５日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
井正二さん

甲州往還〈３〉旅人、馬方休息の『若宮』筆者 渡

富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔富士根駅〕（『岳南朝日』２０

１０年＝平成 22 年３月６日付「郷土再考」）▲▲
「53 年の歴史に幕

盛大に芝川町閉町式『果てしない未来への第一歩』 町旗返還や功労

者表彰も」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年３月 16 日付）
「駅前ホテル建設事業の概要示す

地元業者との競合で慎重論も

市議会全協」〔大和ハ

ニーボウル跡地〕〔フジヤガバナンス〕〔くれたけインプレミアム富士宮駅前〕（『岳南
朝日』２０１０年＝平成 22 年３月 17 日付）→「㈱フジヤガバナンス

駅前ホテル計画を

断念」（３月 26 日付）の続報。
「景観市民懇話会開く

眺望点の整備など具体案示す」（『岳南朝日』２０１０年＝平成

22 年３月 17 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
ん

甲州往還〈４〉浅間神社社領

筆者

渡井正二さ

富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔坊と町方〕〔道者〕（『岳南朝日』２０

１０年＝平成 22 年３月 20 日付「郷土再考」）▲▲
「芝川町

53 年の歴史に幕『地域発展の出発点として』名残を惜しみ町旗降ろす」〔富士

宮市に合併〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年３月 23 日付）
「多くの参拝者訪れ

巨大十一面観音像を開帳

大悟庵で星山観音祭典」（『岳南朝日』

２０１０年＝平成 22 年３月 23 日付）
「新富士宮市の門出を祝う

合併式典に１２００人が出席

新たな街づくりに決意を」

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年３月 24 日付）
「㈱フジヤガバナンス

駅前ホテル計画を断念

当局は私有地売却を撤回

ホテル建設計

画は富士市へ」〔大和ハニーボウル跡地〕〔くれたけインプレミアム富士宮駅前〕（『岳
南朝日』２０１０年＝平成 22 年３月 26 日付）
「富士市立博物館企画展『富士山縁起の世界』５月 16 日まで

さまざまな角度から富士山

と信仰の世界紹介」〔『富士山縁起の世界 －赫夜姫・愛鷹・犬飼』富士市立博物館企画・
編集・発行、２０１０年〕〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２０１０年＝
平成 22 年３月 31 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
渡井正二さん

甲州往還〈５〉富士登山者のやってきた道

筆者

富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔村山への道〕（『岳南朝日』

２０１０年＝平成 22 年４月３日付「郷土再考」）▲▲←本シリーズ３月 20 日付〈4〉で紹
介した道祖神の説明につき訂正あり。
「ススキの原に火入れ

朝霧高原の自然・景観保全

52 ㌶の広さで２００人参加」（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年４月６日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて

甲州往還〈６〉大石寺道

筆者 渡井正二さん

富

士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔風祭壇跡〕〔大石寺〕（『岳南朝日』２０１０
年＝平成 22 年４月 17 日付「郷土再考」）▲▲
「富士山ろくへの不法投棄防止へ情報交換緊密に

ネットワーク推進会議

統一パトなど

事業決める」〔富士山麓不法投棄防止ネットワーク推進会議〕〔産廃〕（『岳南朝日』２
０１０年＝平成 22 年４月 22 日付）
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「特集

バイクナビ・グランプリ２０１０

富士山５合目へ８５０人疾走

あすから開催」

〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年４月 23 日
付）
「富士宮の景勝地と観光地を自転車で巡る

初の富士宮サイクリング実施」（『岳南朝日』

２０１０年＝平成 22 年４月 23 日付）
「富士山の大自然舞台にレース展開

バイクナビ・グランプリに８２０人参加」〔キング

・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年４月 27 日付）
「歓迎イベント和やかに

大会の無事祈り大社参拝も」〔バイクナビ・グランプリ〕〔浅

間大社〕〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年４
月 27 日付）
「富士山麓環境パト 09 年度実績

不法投棄 82 件を発見

処理量は 12・14 ㌧、タイヤ２９

４本」〔富士山麓環境パトロール隊〕〔産廃〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年４月
28 日付）
「富士山の自然を守る会総会

朝霧高原

県有地の火入れなど求める」（『岳南朝日』２

０１０年＝平成 22 年５月２日付）
「富士山スカイライン富士宮口

きょう午後１時

規制を解除

夜間は通行止め」〔冬季

閉鎖〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年４月 29 日付）
「富士山ネットワーク会議

富士山情報の一元化を」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22

年５月８日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
野風穴 筆者

渡井正二さん

甲州往還〈７〉標石『不二山御麓一心山窟』と万

富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔富士講〕〔東講〕

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年５月８日付「郷土再考」）▲▲
「富士山７合目でスノボー女性けが」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年５月
14 日付）▲▲
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて

甲州往還〈８〉間宿北山 筆者 渡井正二さん

富

士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔高遠石工〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22
年５月 22 日付「郷土再考」）▲▲
「旧芝川町指定の文化財を２年間で調査へ

富士宮市文化財保護審・郷土資料館運営協」

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年５月 22 日付）
「富士山富士宮口５合目

落石対策工事再開へ

来月末の完成目指す」〔キャンピングカ

ー落石事故〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年５月 21 日付）
「富士登山シーズン到来

五口協議会がポスターとパンフレットを配布」（『岳南朝日』

２０１０年＝平成 22 年５月 29 日付）
「ニホンジカ市街地に出没

北高敷地内で“追走劇”」〔シカ食害〕〔サル〕（『岳南朝

日』２０１０年＝平成 22 年５月 29 日付）
「富士山南陵の森フォレストセイバー立ち上げ

森林の環境活動を引き継ぐ」〔富士山南

陵工業団地〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年５月 29 日付）
「富士山世界遺産登録に協力推進

奥宮境内地使用者組合総会

新年度事業など決める」

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年５月 29 日付）
「天子ケ岳の郷保存の会（仮称）が設立

より良い農業基盤継承へ
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対策事業の活動組織」

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月１日付）
「事故ゼロへ緊密に連携

県山岳遭対協富士宮支部が総会

パトロールなど事業決める」

〔静岡県山岳遭難防止対策協議会〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月４日付）
「白糸小に気象庁から感謝状

地域気象観測システム『アメダス』36 年間の設置で」（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月４日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
二さん

甲州往還〈９〉北山用水と本門寺

筆者 渡井正

富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22

年６月５日付「郷土再考」）▲▲
「無理なく楽しく富士登山

来月、小学５年以上を対象に

18 日まで参加受付」（『岳南

朝日』２０１０年＝平成 22 年６月６日付）
「富士山を美しくする会支部が総会

８月 22 日に一斉清掃

１２００人が参加し実施

意見交換で一斉方式見直しの声も」〔富士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』
２０１０年＝平成 22 年６月８日付）→「富士山一斉清掃は会員のみで」（２０１１年＝平
成 23 年６月８日付）に関連記事。
「富士山南西ろくゆう水量は前年比 16％増

岳南地域地下水利用対策協議会

保全と適

正利用など協議」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月 13 日付）
「観察会、調査活動などで自然の楽しさや大切さを発信富士自然観察の会名誉会長
芳明さん

富士山ろくの豊かな環境守り

中山

文・写真 安江桂介」（『岳南朝日』２０１０

年＝平成 22 年６月 17 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「小室市長３選不出馬へ『気力の限界』など理由に『政治信条に従っての判断』と」（『岳
南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月 15 日付）
「富士山お山開き

みそぎ神事見直し

梅花藻の増殖などを考慮」〔湧玉池〕〔バイカモ〕

〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月 19 日付）▲▲
「キノコの森で整備と植樹

南陵の森フォレストセーバープロェクト」（『岳南朝日』２

０１０年＝平成 22 年６月 19 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて

甲州往還〈10〉上井出宿 筆者 渡井正二さん

富

士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔富士講〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22
年６月 19 日付「郷土再考」）
「『何が起きたのか』小室市長３選不出馬の反応」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22
年６月 22 日付「東西南北記者の目」）
「新緑の富士山の森を歩く

富士山の自然を守る会

27 日に公開フィールドワーク」
（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月 22 日付）
「湧玉池・神田川を一斉清掃

ごみや水草を除去」〔バイカモ〕〔オオカナダモ〕（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月 22 日付）
「二〇一〇年七月一日（木）富士山お山開き
野酒造合資会社

浅間大社

POTATO 和敬庵

大頂寺

牧

富士宮市観光協会」〔合同広告〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22

年６月 23 日付）
「富士山大沢川

ワイヤーセンサー切断

小規模な土石流が発生」〔大沢崩れ〕（『岳南

朝日』２０１０年＝平成 22 年６月 24 日付）
「きょうから『オールコックの富士登山』展

富士山環境交流プラザ」（『岳南朝日』２
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０１０年＝平成 22 年６月 25 日付）
「長谷川さんが仏画展

富士宮市の本光寺で

仏像なども展示」〔長谷川真弘〕（『岳南

朝日』２０１０年＝平成 22 年６月 25 日付）→「描く菩薩像で『人生に苦しむ人の心の救
いとなれば』と」（７月１日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）参照、
「富士宮市に

長谷川さんが寄付」（８月８日付）に続報。

「富士山に登山シーズン

来月１日にお山開き式

浅間大社、富士宮口５合目などで」
〔村

山浅間神社〕〔富士山入山式〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年６月 27 日付）
「二〇一〇年七月一日（木）富士山お山開き
宮理容組合

大頂寺

牧野酒造合資会社

浅間大社

東海道表富士

POTATO 富士

富士宮市観光協会」〔合同広告〕（『岳南朝日』

２０１０年＝平成 22 年６月 23 日付）
「描く菩薩像で『人生に苦しむ人の心の救いとなれば』と
さ心に浮かぶ仏の姿描き

文・写真

心描線術仏画師

長谷川真弘

千頭和真理」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22

年７月１日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）▲▲
「登山シーズンが開幕

富士山でお山開き

式典で祝う

浅間大社、村山浅間。５合目で」

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月２日付）
「村山浅間神社で

みそぎや護摩神事などで安全祈願」〔富士根北小〕〔富士根北中〕〔富

士山入山式〕〔聖護院〕〔石畳〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月２日付）▲▲
「観光案内所『寄って宮』がオープン

浅間大社境内に

市観光協会と県が協同で」（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月２日付）
「富士山富士宮口５合目

落石対策工事が完了

延長 62 ㍍、高さ４㍍の防護壁」〔キャン

ピングカー落石事故〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月３日付）→「表層雪崩で
防護柵や土堰堤など被害」（２０１２年＝平成 24 年４月 20 日付）に続報
「安全な登山に決意新た

富士山お山開き

オールコック記念碑に献花」（『岳南朝日』

２０１０年＝平成 22 年７月３日付）
「『農山村再生フォーラム』バスツアー開催

参加者を募る

申し込みは５日まで」〔東

京農業大学〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月３日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて

甲州往還〈11〉郡内道と人穴道

筆者

渡井正二

さん 富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔若彦路〕（『岳南朝日』２０１０年＝
平成 22 年７月３日付「郷土再考」）
「富士山お山開き式盛大に（１日）安全で楽しい夏山登山祈る」〔富士山入山式〕〔村山
浅間神社〕〔聖護院〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月４日付「グラフニュース」）
「富士山噴火の姿を眼前に
ンボリー盛り上げへ

赤色立体地図を公開

富士宮市役所市民ホールで

日本ジャ

溶岩の流れや噴火口など」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７

月８日付）
「富士登山

事前の準備をしっかりと！

相次ぐ遭難受け富士宮署などが注意呼びかけ

天候確認し、山小屋は予約を」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月９日付）
「巻枯らし間伐で森を再生

日本ジャンボリーに向け

リーダー養成講座」（『岳南朝日』

２０１０年＝平成 22 年７月 13 日付）
「夏山登山の安全呼びかけ

富士山５合目

臨時警備派出所が開所」（『岳南朝日』２０

１０年＝平成 22 年７月 17 日付）一部▲▲
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「『芝川のり』現地調査

年により、付着状況変化

石川准教授『実態つかむのは難しい』」

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月 18 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
二さん

甲州往還〈12〉遠原三里の孤尊村

筆者 渡井正

富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔若彦路〕（『岳南朝日』２０１０年

＝平成 22 年７月 17 日付「郷土再考」）
「富士山の世界文化遺産登録推薦書案提出へ
件

31 日までに文化庁へ

構成資産候補は 17

山静両県合同会議」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月 21 日付）

「『富士山の日』学校休業に“おひざ元の市”として率先ＰＲ

市教委」（『岳南朝日』

２０１０年＝平成 22 年７月 25 日付）
「富士山世界文化遺産推薦書原案

文化庁への提出延期

川勝県知事が明らかに」（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月 29 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて 甲州往還〈13〉新田四郎忠常の人穴探検と『人穴
双紙』 筆者

渡井正二さん

富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔若彦路〕（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年７月 31 日付「郷土再考」）
「日本ジャンボリー開幕

スカウト魂発揮し

相互理解と協調へ

皇太子さまが励ましの

言葉」〔徳仁天皇〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年８月３日付）
「富士山の壁取り払って

つまずいた世界遺産登録」〔富士五湖〕〔演習場〕（『岳南朝

日』２０１０年＝平成 22 年８月３日付「東西南北記者の目」）
「『まちなか探検隊』で人材発掘、地域資源の掘り起こし
地域の魅力再発見し活性化へ

文・写真

フジパク代表

山崎裕敏さん

高橋留偉」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22

年８月５日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「富士宮市に

長谷川さんが寄付

個展の販売益役立て

世界文化遺産登録構成資産『登

録活動などに』」〔長谷川真弘〕〔村山浅間神社〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22
年８月８日付）
「『富士山つながりの日』出発式

国際ロータリー第２６２０地区

川勝知事も登山初挑

戦」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年８月 10 日付）
「富士山世界文化遺産登録

推薦書提出

1 年延期を有効に

候補地のトイレ整備など推

進」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年８月 11 日付）
「海抜０㍍からの富士登山にチャレンジ
レー方式で

富岳館高 創立１１０周年を記念し 37 人がリ

ＯＢの近藤さんも参加」〔変わり種登山〕〔近藤勝巳〕（『岳南朝日』２０

１０年＝平成 22 年８月 12 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
正二さん

甲州往還〈14〉人穴と江戸の富士講

筆者

渡井

富士宮市文化保護審議会会長（つづく）」〔長谷川角行〕（『岳南朝日』２０

１０年＝平成 22 年７月 31 日付「郷土再考」）▲▲
「富士山１周ドリームウオーク

１９２㌔で全 12 回 10 月から開始 日本富士山協」
〔日

本富士山協会〕〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年８月 14 日付） →「富
士山一周ドリームウオーク」（２０１1 年＝平成 23 年８月 16 日付）に関連記事。
「富士市『富士山百景絵はがき』を販売

新富士駅観光案内所などで」（『岳南朝日』２

０１０年＝平成 22 年８月 14 日付）
「富士山が美しい姿に

８００人参加し一斉清掃
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富士宮口５合目付近で」〔富士山をい

つまでも美しくする会〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年８月 24 日付）
「２３００人余が大自然駆け

富士山こどもの国で

富士山クロスカントリー」（『岳南

朝日』２０１０年＝平成 22 年 8 月 25 日付）
「富士に生きる～南麓の歴史を訪ねて
二さん

甲州往還〈15〉駿甲国境の村根原

筆者 渡井正

富士宮市文化保護審議会会長（おわり）」〔長谷川角行〕（『岳南朝日』２０１

０年＝平成 22 年８月 28 日付「郷土再考」）
「富士宮市民立大学が地域課題講座

富士登山や山菜学ぶ

来月、環境交流プラザで」
（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年８月 28 日付）
「山宮浅間神社

鎮座１９００年奉祝祭

神楽、太鼓などで祝う」（『岳南朝日』２０１

０年＝平成 22 年８月 28 日付）
「日本百名山をゆく〈１〉最初に登った富士山
回以上

筆者

１９５８年８月９日登山

これまでに 16

高野秀人」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９月４日付「シリーズ寄

稿」）→「富士山登山道

大宮新道の復活を」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年５月

23 日付）に関連記事あり。
「次期観光基本計画策定作業が大詰め

ホテル誘致は盛り込まず

滞在時間の延長に力点

戦略会議」〔富士宮市観光地戦略推進会議〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９月８
日付）
「富士山の夏山シーズン終了

浅間大社で閉山祭

60 人が参列」（『岳南朝日』２０１０

年＝平成 22 年９月８日付）
「富士宮市民立大学・地域課題研究講座

山本さん（東大助教）が講演『登山者の関心を

山ろくへ向けさせることが課題』」〔山本清龍〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９
月８日付）
「７、８月の富士山富士宮口登山者

５合目観光含め 21 万人余

初登山者多く、若い世代

目立つ」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９月 10 日付）
「台風９号で被害

総雨量は１８３・５㍉（市役所）の記録的大雨」〔豪雨〕（『岳南朝

日』２０１０年＝平成 22 年９月 10 日付）
「日本一高い土俵の上で

豆力士が奉納相撲展開

天満宮相撲大会

高所ものともせず白

熱戦」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９月 14 日付）
「オールコックの富士登山

１５０年を記念して講演

時代背景やエピソードなど

富士

宮市の郷土史同好会の若林会長」〔富士宮市郷土史同好会〕〔若林和司〕〔富士根北公民
館〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９月 14 日付）
「『旧大宮町東地区をめぐる』来月９日開催

富士根北公民館

渡井さん講師に教養講座」

〔渡井正二〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９月 14 日付）
「富士山環境交流プラザ

入場１万人を達成に」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９

月 17 日付）
「山宮浅間神社御鎮座１９００年祭

奉祝行事に全国から参列

節目に地域の平安を祈念

先人の築いた歴史を後世に」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９月 21 日付）
「荒れた堤を地域住民の憩いの場に整備し保全
大岩堤を文化として次代へ

文・写真

NPO ビオトープ大岩代表

佐野護さん

田口若菜」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22

年９月 23 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
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「富士宮西高ワンゲル部

高校総体登山競技での輝かしい成果を報告

小室富士宮市長か

ら賞賛の言葉」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年９月 26 日付）
「富士宮市と近江八幡市

民間レベルで親善交流

来月、富士と琵琶湖を結ぶ会」（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月５日付）
「『かみつきサル』が出没

富士市などで住民がけが」（『岳南朝日』２０１０年＝平成

22 年 10 月５日付）
「第２次富士宮市観光基本計画

ホテル誘致復活へ『除く理由ない』と指摘

環境厚生委」

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月６日付）
「富士山大沢源頭域対策

ヘリコプターでブロック据え付け工事

富士砂防事務所」〔大

沢崩れ〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月６日付）
「富士宮やきそば学会設立 10 周年記念パーティー

各界の来賓迎えさらなる活躍誓う」

（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月９日付）
「工事の安全性など狙いに

大沢源頭部（標高２１００～２２００㍍）でヘリ活用

ブロ

ック据え付け工事」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月９日付）
「６年ぶりの異常湧水確認

淀師地先（富丘小南側）観測井戸の水位を注視」（『岳南朝

日』２０１０年＝平成 22 年 10 月 16 日付）
「西富士長野開拓団

開拓１世が解散式

入植から 65 年節目に次世代へ」〔『富士開拓

30 年史』富士開拓 30 年史編纂委員会編、富士開拓農業協同組合発行、１９７６年」〕（『岳
南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月 21 日付）
「富士宮市

異常湧水警戒本部を設置

湧玉池水位の高止まり傾向受け

小室市長が対応

策を指示」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月 22 日付）
「紅葉天満宮（山宮）が落成

心新たに伝承継続誓う」〔村山法印〕（『岳南朝日』２０

１０年＝平成 22 年 10 月 26 日付）▲▲

→紅葉天満宮のいわれについては「随想

紅葉天

神」（１９７９年＝昭和 54 年８月 18 日付）、「もみじ天神の碑」（１９９７年＝平成９
年 1 月 18 日付）に詳しい。
「富士山ネットワーク会議

新年度に住民意識調査

道州制見据え基礎資料に」（『岳南

朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月 27 日付）
「富士山頂奥宮高齢登拝者

富士山本宮浅間大社

70 歳以上は１２４３人

最高齢は 96

歳の山本さん（札幌市）」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月 27 日付）
「富士根北中で『生命の授業』佐野さんが講話
んだけは忘れないで』の言葉残し

故信盛さんの闘病生活など語る『お母さ

思い出、教えが生きる支えに」〔佐野真寿美〕（『岳

南朝日』２０１０年＝平成 22 年 10 月 29 日付）
「富士山世界文化遺産登録への壁を突き破れるか!?
り暗礁に

静岡県側

山梨県側

占有権（湖畔業者）めぐ

柿田川復活で見直しへ」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１０年＝

平成 22 年 11 月３日付）
「国の文化財『史跡富士山』が指定

富士山世界文化遺産登録の前提条件に

浅間大社、

山宮・村山浅間神社など」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 11 月 20
日付）
「天子ケ岳の郷保存の会

魅了ある環境づくりに励み

耕作放棄地の解消活動

草刈りなど」（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 11 月 30 日付）
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20 人が

「『不二吉祥図』を奉納

向笠さん（ギャラリー大蔵オーナー）が浅間大社へ」〔向笠友

子〕（『岳南朝日』２０１０年＝平成 22 年 12 月３日付）▲▲
「富士宮市

焼却灰の５分の４を外部委託処理へ

士山ろく）の環境保全を優先

自家処理原則の方針転換

水源地（富

ごみ処理経費の負担も軽減」（『岳南朝日』２０１０年＝

平成 22 年 12 月 17 日付「ズームアップ」）
■２０１１年＝平成 23 年
「２０１１頌春

孤峰に『新生』の光

撮影・外記省吾」〔写真〕（『岳南朝日』２０１

１年＝平成 23 年１月１日付）
「高速バス

やきそばエキスプレス

ンボリー開催で利用増

今年度

利用者数が過去最高となる勢い

日本ジャ

首都圏への足として定着」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23

年１月 13 日付）
「今年は『卯』年

干支の話

平等寺の三門

協力・渡井一信さん」〔兎の毛通し〕（『岳

南朝日』２０１１年＝平成 23 年１月 14 日付）
「今年は『卯』年

干支の話

人穴の富士講遺跡

協力・渡井一信さん」〔兎の毛通し〕

（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年１月 14 日付）
「富士山世界文化遺産登録推進講演会
峯山寺執行長）が基調講演

山岳信仰（自然崇拝）の復活を強調

田中氏（金

失われた精神性（宗教・自然観）説き」〔田中利典〕〔世界

遺産〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年１月 23 日付）
「富士山標高９００㍍ラインの養鶏場建設

富士山景観に危ぐの声

真価問われる景観指

導」〔富士宮市山宮字薯蕷穴（やまいもあな）〕〔富士ポートリー〕（『岳南朝日』２０
１１年＝平成 23 年１月 26 日付）
「冬の富士山麓・アニマルトレッキング

２月 13 日に実施

県富士農林事務所が募る」

（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年 1 月 28 日付）
「あすから毘沙門天祭

３日間

アイデアいっぱいにダルマ

吉原宿・東木戸のくすりや

さん コンテスト作品を展示」〔松栄堂〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年２月８日
付）
「信長公奉賛会が設立

名誉会長に庄司さん、会長に安部さん

信長公黄葉祭りの発展誓

う」〔庄司清和〕〔安部龍太郎〕「（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年２月９日付）
「富士山に向かって歩こう『富士山の日』関連イベント

23 日、朝霧高原で

きょうまで

参加受付」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年２月 17 日付）
「田子の浦築港 50 周年記念式典『港の意義を次世代に』緑地の愛称も決定」〔ふじのくに
田子の浦みなと公園〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年２月 20 日付）
「『富士山の日』特集
富士市

富士山を見つける 1 日を 富士宮市

学び、体験など楽しく

食から富士山の恵み考える

富士山の自然に理解深める講座に人気」（『岳南朝日』

２０１１年＝平成 23 年２月 20 日付）
「祝 ２・23 富士山の日
洋菓子店

浅間大社

カボスメディアワークス

百姓のパン工房

チキンハウス

TOKAI おいしい水の宅配便

冨士消防用品商会

富士山観光交流ビューロー

牧野酒造

東食品
深沢石材

東海道表冨士

花の湯

富士山盆栽販売組合

西原石材工業」〔共同広告〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年２月 20 日付）
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長崎屋

「世界遺産資産候補

大鹿窪遺跡が再浮上

来月中に、柿田川とともに結論」（『岳南朝

日』２０１１年＝平成 23 年２月 22 日付）
「富士山関連の文化財学び

富士宮市立中央図書館

渡井さん講師に講座」〔渡井正二〕

（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年２月 24 日付）
「『俺と富士山』－富士山の日をきっかけに

撮影者 外記省吾さん」（『岳南朝日』２

０１１年＝平成 23 年２月 25 日付「カメラアングル紙上写真展
「人穴小裏山

クマの目撃情報

わがまちセピア色の記憶」）

注意を呼びかけ」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23

年３月５日付）
「富士山南稜工業団地への企業誘致

推進プロジェクトチームを設置

来月 1 日から

市、静銀、大成が協力」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年３月 11 日付）
「富士山世界文化遺産構成資産候補

大鹿窪遺跡復活成らず

県学術委員会」〔世界遺産〕

（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年３月 11 日付）
「大きな揺れ、暗闇に包まれ
も停止

東北地方太平洋沖地震

富士・富士宮市内で停電

信号機

市民生活に大きな混乱」〔東日本大震災〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23

年３月 12 日付）
「節水・節電など呼びかけ

東北地方太平洋沖地震の影響

富士市の海岸部

津波に警戒

を」〔東日本大震災〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年３月 13 日付）
「東電発電施設の被害受け

今後も停電の可能性」〔東日本大震災〕（『岳南朝日』２０

１１年＝平成 23 年３月 13 日付）
「電力需給を調整『輪番停電』始まる

1 日３時間程度の停電

協力を呼びかけ」（『岳

南朝日』２０１１年＝平成 23 年３月 15 日付）
「震度６強富士宮襲う

県東部震源地にＭ６・４の地震

負傷者 34 人数え（16 日午後１

時段階）ブロック塀など倒壊」〔３・15 静岡県東部地震〕（『岳南朝日』２０１１年＝平
成 23 年３月 17 日付）
「カメラが追う

Ｍ６・４地震

各地で被害続々と

塀崩落やブロック塀倒壊、地割れ…」

〔写真〕〔３・15 静岡県東部地震〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年３月 17 日付）
「白糸の滝・音止めの滝

落石や土砂崩れが多発

巨石が展望台直撃」〔３・15 静岡県東

部地震〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年３月 17 日付）
「白糸の滝・村山浅間神社

川勝知事が被害視察

世界文化遺産候補

修復に協力する考

え強調」〔世界遺産〕〔３・15 静岡県東部地震〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年
３月 20 日付）
「巨大な十一面観音に祈り

大悟庵で星山観音祭典」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23

年３月 23 日付）
「カタクリの観賞に生徒が案内
り当番』を務め

保護活動に取り組む富士根北中

訪れる人に新聞使い

１、２年生が『かたく

花の特徴など伝え」（『岳南朝日』２０１１年＝

平成 23 年４月１日付）
「ススキの草原で火入れ

景観保全、自然保護へ

朝霧高原根原地区

52 ㌶で１７０人参

加」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年４月５日付）
「随想

バンバア穴

遠藤秀男」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年４月６日付）

「表富士自転車登山競走大会が中止

コース周辺の地震被害で」〔３・15 静岡県東部地震〕
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〔バイクナビ・グランプリ〕〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳南朝日』２０
１１年＝平成 23 年４月６日付）
「『まだまだ発展途上。年はとっても日々向上』モットーに
さん 富士山とレンズ介して対峙

文・写真

富士山写真家

西ケ谷広和

上地常視」（『岳南朝日』２０１１年＝平

成 23 年４月 14 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈１〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年４月 26 日付）
「絵はがき
演

発祥や歴史興味深く

富士市立博物館

山田さん（日本絵葉書会会長）が講

企画展（六所家コレクション）に合わせ」〔富士山かぐや姫ミュージアム〕〔六所家

旧蔵絵葉書コレクション〕〔山田俊幸〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年４月 22 日
付）
「スカイラインの登山区間

冬季閉鎖を延長

地震による道路破損補修で」〔３・15 静岡

県東部地震〕（『岳南朝日』平成 23 年４月 22 日付）
「市長選

須藤氏、接戦制し当選

市議選

現職１氏・新人３氏涙のむ」（『岳南朝日』

２０１１年＝平成 23 年４月 25 日付）
「須藤次期市長

仮称

中央公民館・駅前交流センター計画

見直す考え示す」〔駅前交

流センターきらら〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年 4 月 26 日付）
「富士山３７７６自然林復元大作戦

ボランティアが苗木を植栽

富士市大渕の国有林で

植樹完了し再生活動へ」〔風倒木被害 96 年９月〕〔シカ食害〕（『岳南朝日』２０１１年
＝平成 23 年 4 月 26 日付）
「富士山の自然を守る会が総会

富士山世界文化遺産

今後ん動き注視」（『岳南朝日』

２０１１年＝平成 23 年４月 26 日付）
「富士山天母の湯

10 年度利用実績

前年度下回る８万７０００人

県東部地震での休

止などが影響」〔３・15 静岡県東部地震〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年５月１
日付）
「随想

鹿の目

山本三千子」〔シカ交通事故〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年５

月 10 日付）
「富士山まつり

本年度事業計画決まる

推進委員会『富士山発元気祭り』組み入れ」
（『岳

南朝日』２０１１年＝平成 23 年５月 12 日付）
「富士山スカイライン

マイカー規制が 26 日間に ７月 15 日～８月 28 日

週末すべてを

対象に」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年５月 13 日付）
「富士宮市の茶

放射能調査

放射性セシウム

暫定規制値下回る」
〔東日本大震災〕
（『岳

南朝日』２０１１年＝平成 23 年５月 17 日付）
「鹿の一斉駆除（食害対策）など検討

富士山ネットワーク会議」〔シカ食害〕（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 23 年５月 19 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈２〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年５月 19 日付）
「第 50 代富士宮市議会議長に就任した朝比奈貞郎さん」（『岳南朝日』２０１１年＝平成
23 年５月 26 日付「人点描」）
「富士登山ポスターとパンフレット作製

富士山周辺の３市２町が PR 活動に乗り出す」
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（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年５月 29 日付）
「道者みちに歴史感じ

５㌔のコース歩く

富士根北公民館教養文化講座」〔道者道〕〔渡

井正二〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月１日付）
「遭難防止対策協富士宮支部総会

富士山でのパトロール

登山者増に備え強化」〔靜岡

県山岳遭難防止対策協議会富士宮支部〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月４日付）
「仮称・中央公民館及び駅前交流センター建設事業説明会『計画見直しを議決に基づき進
める』須藤市長」〔駅前交流センターきらら〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月
８日付）
「音止めの滝

崩落現場などを視察

白糸の滝等保全対策協

安全確保の抜本策課題に」

〔３・15 静岡県東部地震〕〔白糸の滝等保全対策協議会〕（『岳南朝日』２０１１年＝平
成 23 年６月８日付）
「富士山一斉清掃は会員のみで

富士山をいつまでも美しくする会

富士宮登山口支部総

会」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月８日付）
「10 年度観光客入り込み数

２年連続６００万人割れ

地震災害など影響

前年度対比

で０・26％微増」〔３・15 静岡県東部地震〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月
９日付）
「25 日に富士開山まつり

浅間大社で

ミス富士山コンテストを組み入れ

富士山お山

開きは来月１日」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月 12 日付）
「登山者の安全確保徹底を

富士山頂上奥宮境内地使用者組合が総会」（『岳南朝日』２

０１１年＝平成 23 年６月 14 日付）
「国指定の文化財『史跡富士山』整備基本計画策定へ

富士宮市

専門家６氏が委員に」

〔史跡富士山整備基本計画策定委員会〕〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23
年６月 16 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈３〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年６月 16 日付）
「白糸の滝『おびんすい』周辺の無断伐採

氏名不詳のまま告発

富士宮市」〔史跡名勝

天然記念物〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月 16 日付）
「13 年の世界遺産登録目指し

史跡富士山整備基本計画策定へ

委員会始まる

富士宮

市」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月 17 日付）
「浄水水質検査

全項目で基準値満たす

一部の項目でやや高めも

市水道部」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 23 年６月 19 日付）
「来月１日の開山予定

山頂までの規制解除不可」〔残雪〕（『岳南朝日』２０１１年＝

平成 23 年６月 23 日付）▲▲
「富士山に関する資料一堂に

来月 10 日まで『発掘が語る富士山信仰展』」〔富士山環境

交流プラザ〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月 26 日付）
「富士山の環境保全にひと役

ごみ減量大作戦」〔24 時間チャリティー委員〕（『岳南朝

日』２０１１年＝平成 23 年６月 26 日付）
「（仮称）県立富士山世界遺産センター

県が候補地検討に着手

富士宮市、市有地など

３カ所示す」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年６月 28 日付）
「盛大に富士開山祭り

ミス富士山グランプリに井出さん輝く」（『岳南朝日』２０１１
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年＝平成 23 年６月 28 日付）
「ニジマス等出荷魚

放射能検出されず

富士養鱒漁協が総会で報告」〔東日本大震災〕

（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月１日付）
「富士山でマイカー規制

15 日から計 28 日間実施」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23

年７月 1 日付）
「二〇一一年七月一日（金）富士山お山開き
宮理容組合

大頂寺

牧野酒造合資会社

浅間大社

東海道表富士

POTATO 富士

富士宮市観光協会」〔合同公告〕（『岳南朝日』

２０１１年＝平成 23 年７月１日付）
「富士山登山シーズンが開幕

盛大にお山開き式

浅間大社などで」〔３・15 静岡県東部

地震〕〔村山浅間神社〕〔富士山入山式〕〔富士山環境交流プラザ〕〔トム・バーン英国
大使館広報部長〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月２日付）→一部▲▲〔記事に
明記はしてないが、聖護院からの来村はなく護摩焚きは大日堂内で、静岡県東部地震で石
垣が緩んでいるため富士根北中生徒による禊は中止、交流会も富士山環境交流プラザで行
われた〕
「快適で安全な富士登山を！夏山シーズン開幕告げるセレモニー盛大に（１日付）」（『岳
南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月５日付「グラフ特集」）
「人穴地区

ニホンジカの捕獲効果実証試験『囲いわな』成果に結びつかず

本年度は防

護サクなど設置も」〔富士宮市鳥獣被害防止対策協議会〕〔靜岡県森林・林業センター〕
〔シカ食害〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月６日付）
「猪之頭でクマの目撃情報

注意を呼びかけ」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月

６日付）
「山岳救助へ連携体制整え

富士宮市消防本部が訓練

県消防防災航空隊と合同で

ヘリ

使い朝霧高原で」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月７日付）
「自然環境保全活動団体
然観察会

条例に基づき２団体に承認書

ギフチョウ保護の会

富士宮自

希少動植物保護に意欲」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月８日付）

「富士山富士宮口登山道

山頂までの規制解除は 14 日正午」〔残雪〕（『岳南朝日』２０

１１年＝平成 23 年７月８日付）
「光化学オキシダント

富士地域に『注意報』今年初の発令」（『岳南朝日』２０１１年

＝平成 23 年７月８日付）
「登山道の安全アピールへ

富士宮口で放射線量測定」〔東日本大震災〕〔富士宮市立病

院中央放射線科〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月 10 日付）
「人穴浅間神社で例大祭

神事や奉納太鼓繰り上げ」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23

年７月 12 日付）
「富士山富士宮口登山道

放射線量測定結果『健康に影響なし、安全』富士宮市」〔東日

本大震災〕〔富士宮市立病院中央放射線科〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月
13 日付）
「富士宮口登山道

きょう正午から全面規制解除」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23

年７月 13 日付）
「富士山に夏山臨時警備派出所を開設

富士宮署が来月 28 日まで パトロールや安全指

導など活動」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月 16 日付）
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「富士急静岡バス、来月から『富士山定期観光バス』を本格運行」（『岳南朝日』２０１
１年＝平成 23 年７月 17 日付）
「富士山表口５合目公衆トイレ維持管理運営協議会

５カ国語で富士登山の注意呼びかけ

５合目でチラシ配布」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月 17 日付）
「富士山の自然を守る会

24 日に『夏の富士山の森を歩く』参加呼をびかけ」（『岳南朝

日』２０１１年＝平成 23 年７月 17 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈４〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年７月 21 日付）
「富士山世界遺産『推薦書原案』決定へ

きょう、山静両県合同会議」（『岳南朝日』２

０１１年＝平成 23 年７月 22 日付）
「富士宮市内肉牛農家

汚染（放射性セシウム）稲わら使用

県が肉の流通状況など調査

へ」〔東日本大震災〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月 22 日付）
「富士山頂のトイレに利用を

信栄製紙、トイレットペーパーを寄贈」（『岳南朝日』２

０１１年＝平成 23 年７月 22 日付）
「サルが群れて出没

富士宮市稲子、内房など

夏野菜食い荒らす

農家

打つ手なく悪

戦苦闘」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月 28 日付）
「富士山富士宮口登山道新７合目付近

男性が転倒

負傷し救助」〔遭難〕（『岳南朝日』

２０１１年＝平成 23 年７月 28 日付）▲▲
「富士山頂で男性死亡」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年７月 30 日付）▲
▲
「富士宮市
ど求め

国の 12 年度予算編成に向け

富士山世界文化遺産関連事業

国直轄施行な

民主党議員と意見交換」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年８月

２日付）
「『富士山世界文化遺産登録推進本部』設置

全庁挙げて登録に備え

富士宮市

構成資

産の保全と活用など」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年８月 12 日付）
「21 日に富士山一斉雨清掃

富士山をいつまでも美しくする会

「富士山一周ドリームウオーク

１年かけて麓１周

各種団体は分散実施」

10 月１日出発

参加者募る」〔日本

富士山協会〕〔富士急トラベル〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年８月 16 日付）
（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年８月 16 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈５〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年８月 18 日付）
「有機塩素系溶剤・四塩化炭素
所で基準値以下
「汚染稲わら問題

地下水汚染調査（本年度第１回）10 カ所で未検出 ３カ

富士宮市」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年８月 20 日付）
肉牛農家（富士宮市）の出荷自粛要請を解除

県が 18 日に発表」〔東

日本大震災〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年８月 20 日付）
「放射線被害農家に支援を

富士宮市議会

あす県知事へ要望書」〔東日本大震災〕（『岳

南朝日』２０１１年＝平成 23 年８月 21 日付）
「富士山世界文化遺産

第１回登録推進本部会議開く

専門部会で課題検討へ」〔世界遺

産〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年８月 28 日付）
「富士山宝永遊歩道ハイキング

県生きがいづくり協会
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参加を受付」（『岳南朝日』２

０１１年＝平成 23 年８月 28 日付）
「レストラン長屋門

11 月末で閉店 富士宮市『今後の利活用を検討』」（『岳南朝日』

２０１１年＝平成 23 年９月１日付）
「天子ケ岳の郷保存の会と日大生物資源科学部『一社一村しずおか運動』認定

農山村環

境の保全・活性化に期待」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年９月２日付）
「文化庁文化審議会特別委

世界文化遺産富士山推薦を了承

今月中に暫定版提出へ」
〔世

界遺産〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年９月３日付）
「細野氏が原発事故担当・環境大臣に就任」〔細野豪志〕〔東日本大震災〕（『岳南朝日』
２０１１年＝平成 23 年９月３日付）
「富士宮口

７、８月の富士山登山者数

５合目観光含め 17 万人余

山頂登山者は６万８

７６４人」〔富士山衛生センター〕〔宝永山荘横カウンター〕（『岳南朝日』２０１１年
＝平成 23 年９月８日付）
「天子ケ岳の郷保存の会と日大生物資源科学部

一社一村しずおか運動認定

農村環境保

存活性化へ連携」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年９月 10 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈６〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年９月 15 日付）
「富士山麓の自然環境を育成

しずおか未来の森サポーター

３者が協定締結」〔テルモ

株式会社〕〔竹川将樹〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年９月 15 日付）〔自然体験
施設ふもとっぱら〕
「オールコック顕彰会を設立

11 月から本格始動

PR スライド上映を中心に」〔オール

コック卿顕彰会〕〔斉藤斗志二〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年９月 15 日付）
「２年連続で異常湧水

淀師地先など中心に確認

市が警戒本部設置」（『岳南朝日』２

０１１年＝平成 23 年９月 17 日付）
「社会の平穏、家内安全祈り

冨知神社で例祭」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年９

月 20 日付）
「台風 15 号

市北部で大きな被害

白糸の滝、滝つぼは通行止めに」〔豪雨〕（『岳南朝

日』２０１１年＝平成 23 年９月 25 日付）
「富士山が初冠雪

山頂は早くも冬支度へ…」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年９月

25 日付）
「身延線普及めど立たず

西富士宮駅-身延駅間

ＪＲ東海が災害現場公開

行政側の治

水対策求める」〔台風 15 号〕〔豪雨〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年９月 30 日付）
「今夏の富士山山岳救助出動

登山者減でも件数増加

無計画・無謀な登山防止へ」〔靜

岡県山岳遭難防止対策対策協議会富士宮支部〕〔遭難〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成
23 年 10 月６日付）▲▲
「新嘗祭献納の米を刈り

植松さんが育成

15 年ぶりに抜穂式」〔植松崇〕（『岳南朝日』

２０１１年＝平成 23 年 10 月６日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈７〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年 10 月 20 日付）
「台風 15 合災害から１カ月
内災害現場

身延線の西富士宮駅－内船駅間

来月中旬に運転再開

管

市が復旧工事急ぐ（土止め工事など）」〔豪雨〕（『岳南朝日』２０１１年
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＝平成 23 年 10 月 21 日付）
「地震・集中豪雨被害で

富士山登山道整備などで県に申し入れ

３市の関係機関・団体」

〔３・15 静岡県東部地震〕〔豪雨〕〔水ケ塚駐車場〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23
年 11 月２日付）▲▲
「第 12 回『信長公黄葉まつり』盛大に開催

13 日、西山本門寺で」（『岳南朝日』２０

１１年＝平成 23 年 11 月９日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈８〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年 11 月 17 日付）
「白糸の滝周辺

地質調査へ

11 月補正可決

売店通りの浸食など見据え

11 月定例会」

〔台風 15 号〕〔豪雨〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年 11 月 23 日付）
「給食の放射線調査実施へ

学校給食センター

月 1 回でペースで、芝川分含め」〔東日

本大震災〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年 11 月 23 日付）
「近く条件提示、移転交渉

白糸の滝滝つぼ売店

台風被災などで交渉加速」〔世界遺産〕

〔台風 15 号〕〔豪雨〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年 11 月 25 日付）
「村山にパパイアの実が…山縣さんの家庭菜園で」〔山縣政枝〕（『岳南朝日』２０１１
年＝平成 23 年 11 月 29 日付）
「２０１１年富士山高齢登拝者

70 歳以上１３１９人 前年より 76 人増

最高齢は蓑島

さんの 96 歳」〔蓑島兵衛〕〔高齢者番付〕〔浅間大社〕〔高齢者登山〕（『岳南朝日』２
０１１年＝平成 23 年 11 月 30 日付）
「富士山環境交流プラザ

開館２周年記念まつり

地元芸術家の作品展や新鮮野菜の販売

など」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年 12 月６日付「カメラの目」）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈９〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１１年＝平成 24 年 12 月 15 日付）
「淀師地区

異常湧水は越年か

住民 長びく事態に不安や疲れ

路面凍結で新たな問題

も」（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年 12 月 18 日付）
「大沢崩れ
㍍

１年間の土砂量を計測

赦免から 16 万立方㍍崩落

３・15 地震で６万立方

富士砂防事務所」〔３・15 静岡県東部地震〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年

12 月 18 日付）
「静岡県東部地域サミット

富士山世界文化遺産登録に向け環境整備など焦点に

川勝知

事と 10 市町首長が意見交換」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成 23 年 12 月
22 日付）
「１年を振り返って２０１１記者座談会

地震、台風の自然災害『かみのまち富士』に衝

撃日本製紙富士工場の生産設備一時停機

市の産業構造に課題

岳南鉄道の事業継続困難

富士山世界文化遺産登録運動は正念場へ」〔岳南電車〕（『岳南朝日』２０１１年＝平成
23 年 12 月 27 日付）
■２０１２年＝平成 24 年
「村山浅間神社・人穴富士講遺跡

地震前の姿に復元へ

修復工事着手年度内に完了

修

復周辺部の埋蔵物調査も」〔静岡県東部地震〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年１月
26 日付） ▲▲

- 208 -

「富士山世界文化遺産
環境整備など全力

ユネスコへ推薦書提出

来年夏の登録目指す

富士宮市

資産の

これまでの主な歩みと今後の動き」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０

１２年＝平成 24 年１月 28 日付）
「植竹さん（富士宮市麓）が自伝出版

開拓者の道のりつづり

１００人集い刊行を祝う

会」〔『私の歩んだ九十年』植竹一男著〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年１月 31
日付）
「富士山マイカー規制を強化

今夏は 34 日間実施へ 昨夏より８日間拡大

路上駐車な

ど解消図る」〔スカイライン〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年２月２日付）
「平成御神会が村山浅間神社に寄付

新年会で募金呼びかけ

災害復興の願いを込め」
〔静

岡県東部地震〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年２月２日付）▲▲
「富士南麓道路沿いでごみ減量大作戦

60 人参加」〔国道４６９号線〕（『岳南朝日』２

０１２年＝平成 243 年２月５日付）
「須藤市長『宮元気復活予算』と特徴づけ

富士宮市 12 年度当初予算

富士山世界文化遺

産史跡関連４億９０００万円投入」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年２日 11 付）
「白糸の滝（売店周辺）で地質調査

年度内に調査結果を公表」（『岳南朝日』２０１２

年＝平成 24 年２月 15 日付）
「富士山の湧水テーマに

土さんを講師に迎え

25 日にしずおかの文化講演会」
〔土隆一〕

（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年２月 15 日付）
「山部赤人『富士山を望む万葉歌碑』『ふじのくに田子の浦みなと公園』内に移設

来月

４日に除幕式」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年２月 16 日付）→「山部赤人の万葉
歌碑を除幕」（３月７日付）に続報。
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈11〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年２月 16 日付）
「ニホンジカの個体数管理へ

初の誘引捕獲試行

富士宮市鳥獣被害防止対策協

６回の

実施で 73 頭」〔シカ食害〕〔シャープシューティング法〕（『岳南朝日』２０１２年＝平
成 24 年２月 17 日付）
「井伊大老の首

遠藤秀男」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年２日 18 日付「読者の

ページ」）
「地方鉄道の危機

負のスパイラル解消を（井出達也）」〔岳南電車〕（『岳南朝日』２

０１２年＝平成 24 年２月 21 日付「東西南北記者の目」）
「『富士山の日』特集

自分にとっての『富士山』発見を！渡辺定元さんの講演から

状間伐で放置林の健全化を
記念事業

観光協会主催

列

オールコックの富士登山から『富士山の日』

太原勝世界遺産推進室長に聞く」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年２月

22 日付）
「外国人として初の富士登山

オールコック（英国公使）に理解深め

市観光協会などが

『富士山学習』日英交流の原点に思い寄せ」〔渡井一信〕（『岳南朝日』２０１２年＝平
成 24 年２月 24 日付）
「世界文化遺産候補

浅間大社、村山浅間神社など巡り

小学生 39 人が参加

富士山の恵

みにお点いて学ぶ」〔渡井正二〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年２月 24 日付）
「山部赤人の万葉歌碑を除幕

ふじのくに田子の浦みなと公園に移設『富士山を誇りにし
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大切に』」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年３月７日付）
「田貫湖周辺

クマの目撃情報」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年３月８日付）

「ニホンジカによる被害防止へ

全国の国有林で初

誘引捕獲を試行

１００人参加し成

果説明」〔シカ食害〕〔シャープシューティング法〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24
年３月 13 日付）
「田子の浦から村山浅間神社へ
り

フジパク富士博覧会

20 ㌔歩き参拝

村山古道など通

震災犠牲者を慰霊し」〔山崎裕敏〕〔村山道〕〔竹村健二〕〔藤本和弘〕（『岳南朝

日』２０１２年＝平成 24 年３月 13 日付）▲▲
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈12〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年３月 15 日付）
「文化庁『ふるさと文化財の森』根原財産区『朝霧高原茅場』を設定」〔火入れ〕（『岳
南朝日』２０１２年＝平成 24 年３月 17 日付）
「震災がれき試験焼却

現地視察に協力求め」〔東日本大震災〕（『岳南朝日』２０１２

年＝平成 24 年３月 17 日付）→「富士宮市『試験焼却』暗礁に乗り上げ」（５月 23 日付）
に関連記事。
「来月から西富士道路無料化

NEXCO 中日本

30 年の料金徴収期間満了」（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年３月 25 日付）
「『あさぎりフードバンク』がオープン

関係者集い 新たな観光拠点に期待」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年４月３日付）
「ススキの原に火入れ

国道１３９号線沿い・根原

１４５人で野焼き作業」（『岳南朝

日』２０１２年＝平成 24 年４月 10 日付）
「にぎやかに天母山桜まつり

演奏や踊り、歌などで交流の輪広げ」（『岳南朝日』２０

１２年＝平成 24 年４月 10 日付）
「白糸の滝

滝つぼ整備に明るい展望

須藤市長が近く無量寿寺訪問へ」（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年４月 11 日付）
「富士宮市

試験焼却へ向け現地視察と住民説明会」〔東日本大震災〕（『岳南朝日』２

０１２年＝平成 24 年４月 11 日付）
「２０１０年度版環境白書まとまる
合

大気の二酸化硫黄、二酸化窒素など

環境基準に適

富士宮市」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年４月 12 日付）

「第 26 代富士宮市教育長に就任した池谷真徳さん」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24
年４月 13 日付「人点描」）
「富士山富士宮口

登山パンフ完成

マイカー規制など

知識、情報を満載」（『岳南朝

日』２０１２年＝平成 24 年４月 13 日付）
「『街づくり再スタートの日』富士宮駅付近

ＪＲ身延線高架が完成

西富士宮駅で記念

式典 １番電車で高架走り初め」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年４月 15 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈13〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年４月 19 日付）
「表層雪崩で防護柵や土堰堤など被害

富士山５合目

県富士土木事務所が調査

スカイ

ラインの除雪は順調」〔キャンピングカー落石事故〕〔スラッシュ雪崩〕（『岳南朝日』
２０１２年＝平成 24 年４月 20 日付） ▲▲
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「崖下に転落

男性が死亡

パラグライダー生徒補助中に」（『岳南朝日』２０１２年＝

平成 24 年５月１日付）
「富士登山届の義務化など

県条例制定を要望

山岳遭難防止対策協支部総会」〔靜岡県

山岳遭難防止対策協議会富士宮支部〕〔山岳遭難防止条例〕（『岳南朝日』２０１２年＝
平成 24 年６月 12 日付）
「茅場生かしたまちづくりを

シンポジウム『朝霧高原の地域資源を考えるⅡ』講演やパ

ネルディスカッション」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年５月 15 日付）
「富士山クラブが『富士山植樹祭』ヤマザクラやイロハモミジなど

苗木１５００本植栽

園児から 70 代まで１００人参加」〔北山工業団地〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24
年５月 15 日付）
「学校給食放射性物質調査５月分

セシウム１３４など

いずれも検出されず」〔東日本

大震災〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年５月 15 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈14〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年５月 17 日付）
「ウルトラトレイル・マウントフジ

半周コース参加の１３００人

富士山こどもの国か

ら富士河口湖町目指しスタート」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年５月 20 日付）
「金環日食観察

富士登山客にチラシで注意促し

富士宮署・富士土木事務所」〔金環食

登山〕〔登山道閉鎖〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年５月 22 日付） ▲▲
「人穴でクマの目撃情報」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年５月 22 日付）
「富士宮市『試験焼却』暗礁に乗り上げ
開の糸口見えず

被災地がれき処理受け入れ問題その後

事態打

このままズルズルと推移か」〔東日本大震災〕（『岳南朝日』２０１２

年＝平成 24 年５月 23 日付「ズームアップ」）▲▲
「『金環日食』目的に富士登山

富士宮署山岳遭難救助隊など

会社員ら２人救出」〔金

環食登山〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年５月 23 日付） ▲▲
《『金環日食』目的に富士登山
「CO２削減

富士宮署山岳遭難救助隊など

森林整備の促進へ

白糸財産区

会社員ら２人救出

フィレストック認定受け」
〔東京スタイル〕

（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月３日付）
「富士学会『富士山を知る事典』発刊

富士山を多角的・合理的に理解」〔『富士山を知

る事典』富士学会企画、渡辺定元・佐野允編、日外アソシエーツ発行、２０１２年〕（『岳
南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月３日付）
「田子の浦海岸で清掃活動

NPO 法人富士山クラブ

川勝知事の協力参加」
（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年６月５日付）
「富士山麓環境パトロール隊

退任者に感謝状

隊員に委嘱状交付」（『岳南朝日』２０

１２年＝平成 24 年６月６日付）
「富士山自然の森
動

９月にオープニング式

ふじのみや市民環境会議が総会

情報発信活

ホームページ開設決める」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月６日付）

「『地域との関わりの中に幸福がある』との人生観を行動指針として
富士宮地区会長

長沢正義さん

県民の意志で再稼働の是非を

原発県民投票静岡

文・写真

深沢税」〔浜

岡原発〕〔青木平クラブ〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 24 年６月７日付「ヒューマン
ストーリー人人人いきいきライフ」
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「富士山世界文化遺産構成資産

人穴富士講遺跡

公衆トイレ壊される」（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年６月８日付）
「身延線高架促進期成同盟会総会

役割終え今月末で解散」（『岳南朝日』２０１２年＝

平成 24 年６月９日付）
「早期完成へ首長ら結束

国道４６９号建設促進期成同盟会総会」（『岳南朝日』２０１

２年＝平成 24 年６月９日付）
「８月 11 日の富士山一斉清掃

山静両県合同で実施

富士山をいつまでも美しくする会

登録（世界文化遺産））機運高め」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 10 日付）
「保全と適正利用を目指す

岳南地域地下水利用対策協が総会」（『岳南朝日』２０１２

年＝平成 24 年６月 10 日付）
「高校総体県予選

富士宮西高ワンゲル部が男女優勝

全国総体で優勝目指す」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 10 日付）
「富士登山届け義務化など

県条例制定を要望

山岳遭難防止対策協支部総会

県知事へ

の提出報告」〔山岳遭難防止条例〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 12 日付）
「富士山まなびの森（上）１００年後の森へ…撮影者・金森正己さん」〔写真〕〔住友林
業〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 15 日付「カメラアングル紙上写真展」）
→〔（下）は８月 31 日付〕
「富士山マイカー規制

スカイラインなど 34 日間 関係機関が周知徹底図る」（『岳南朝

日』２０１２年＝平成 24 年６月 16 日付）
「富士森林組合が総代会

施業集約化などに全力」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24

年６月 16 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈15〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 21 日付）
「二〇一二年七月一日（日付）富士山お山開き
登山組合

大頂寺

牧野酒造

浅間大社

POTATO 富士山表富士宮口

富士宮市観光協会」〔合同広告〕（『岳南朝日』２０１２

年＝平成 24 年６月 22 日付）
「富士山頂で活用して

芯なしトイレットペーパー

信栄製紙が寄贈」（『岳南朝日』２

０１２年＝平成 24 年６月 28 日付）
「富士宮市２０１１年度観光客入り込み状況
３３７人

３年連続で６００万人台割れ

５６４万３

前年度対比 94・47％」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 28 日付）

「富士山富士宮口登山道

規制解除は新７合目まで

７年連続

開山祭には間に合わず」

〔残雪〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 28 日付）
「盛大に富士山お山開き

来月１日の日程決まる

今年も英国大使館員ら迎え」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 29 日付）
「『ふじのみや再発見

富士宮の昔話と伝説』制作委員会

新訂版を寄贈

に２５０冊『子供たちに読んでほしい』と」〔『ふじのみや再発見

富士宮市教委

富士宮の昔話と伝説』

渡井正二採話・編著、「富士宮の昔話と伝説」製作委員会発行、２０１２年〕（『岳南朝
日』２０１２年＝平成 24 年６月 29 日付）
「富士山で発生する土石流調査報告会

富士砂防事務所と富士宮市」〔時田和広〕（『岳

南朝日』２０１２年＝平成 24 年６月 30 日付）
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「富士山で男性が滑落」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月１日付） ▲
▲
「米国人女性２人を救助

富士山８合目で」〔遭難〕〔外国人登山〕（『岳南朝日』２０

１２年＝平成 24 年７月１日付） ▲▲
「二〇一二年七月一日（日）富士山お山開き
山表富士宮口登山組合

大頂寺

牧野酒造

浅間大社

東海道表富士

POTATO 富士

富士宮市観光協会」〔合同広告〕（『岳南朝

日』２０１２年＝平成 24 年７月１日付）
「富士山がお山開き

盛大に式典ほか」〔ニック・メローズ書記官〕〔村山浅間神社〕〔富

士根北中〕〔富士根北小〕〔富士山入山式〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月３
日付）→部▲▲
「富士山夏山シーズン開幕を告げ

富士開山まつり

６月 30 日浅間大社

お山開き式

１日浅間大社・村山浅間神社」〔写真〕〔村山浅間神社〕〔富士根北中〕〔富士山入山式〕
（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月３日付「グラフ特集」）
「白糸の滝つぼで小規模な崩落

周辺にカミナリ音響く

観光客も驚き」（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年７月４日付）
「神田川などで芝川のり調査

減少傾向ながら６カ所で確認」（『岳南朝日』２０１２年

＝平成 24 年７月４日付）
「富士山のニホンジカ対策

効率良い捕獲方法確立へ

ＧＰＳ使い行動調査実施」〔靜岡

県森林・林業研究センター〕〔富士山ニホンジカ行動調査情報交換会〕〔シカ食害〕（『岳
南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月５日付）
「五穀豊穣祈り

浅間大社で御田植祭

小学生たちが早乙女に

御神田に苗投げ入れ」

（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 10 日付）
「『古谿荘に親しむ会』勉強会

建設動機

日本館の資材処分か

森さん（日本建築学会

員）が仮説示す」〔森祐司〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年 7 月 10 日付）
「『鱒の家』９月末で閉店

早い段階で業者公募へ」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24

年７月 11 日付）
「村山古道の復活」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 13 日付「読者のページ」）
▲▲
「富士山での遭難事故想定

富士宮署・消防救助隊

連携強化図り合同救助訓練展開」
〔遭

難〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 13 日付）
「『原発』県民投票静岡

署名活動終了

富士宮地区で１万２４１１人」
〔浜岡原発〕
（『岳

南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 14 日付）
「村山ニンジン植え付け

指導・講習 伝統野菜づくりプロジェクト

魅力発信し、次世

代へ」〔望月芳将〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 14 日付）
「富士山に夏山臨時警備派出所

富士宮署が開設

登山者への安全広報や救護など

山岳

遭難救助隊がパトロール」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 14 日付）
「富士山富士宮口登山道

山頂までの全面開通に

合わせ安全登山祈願祭」（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年７月 15 日付）
「富士山の自然を守る会

22 日に公開フィールドワーク

富士山２合目林道を歩く

加者募る」〔旧バス通り〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 18 日付）
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参

「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈16〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 19 日付）
「『村山ニンジン』普及へ

植え付け指導講習会

20 人が参加

畝作りや種植えなどを見

学」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 24 日付）
「富士山山室を一斉監視指導
扱いなど

県富士保健所

５合目以上の 10 施設で 食品や寝具取り

衛生管理をチェック」〔山室衛生〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月

19 日付）
「ロンドン五輪・パラリンピック

成功祈願とオールコック富士山初登頂１５０周年記念

し日英が富士登山」〔オールコック卿顕彰会〕〔斉藤斗志二〕〔変わり種登山〕（『岳南
朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 27 日付）
「富士と琵琶湖を結ぶ会

富士登山で交流図る」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７

月 27 日付）
「富士山で救助要請相次ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年７月 31 日付）
▲▲
「富士山スカイライン

マイカー規制本格化

水ケ塚は満車状態に

関係機関が収容能力

などチェック」〔規制前の路上駐車〕〔西臼塚駐車場〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成
24 年８月１日付）▲▲
「特集『史跡富士山』『白糸ノ滝』12 年度から整備基本計画が本格始動
遺産にふさわしい保護・保全を

富士山世界文化

短期・長期に分け整備推進」（『岳南朝日』２０１２年

＝平成 24 年８月８日付）一部▲▲
「日大生物資源科学部・天子ケ岳の郷保存の会
おか運動』認定

耕作地の草刈りなどに汗『一社一村しず

学生、会員が協働活動」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月９日

付）
「大王製紙

南陵工業団地に新工場

白紙報道否定し年内着工か」〔富士山南陵工業団地〕

（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月９日付）
「富士山お山開き

逢来投げ松明

富士川施餓鬼供養と併せ 15 日、
『水辺の楽校』に」
〔富

士宮市沼久保〕〔蓬莱投げ松明〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月９日付）
「富士山８合目で女性救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月９日付）
▲▲
「長谷川さんが安養寺で仏画展

仏像含め 60 点展示」〔長谷川真弘〕（『岳南朝日』２０

１２年＝平成 24 年８月 10 日付）▲▲
「浜岡原発再稼働を問う条例制定署名

有効署名１万２０２８人（富士市）」（『岳南朝

日』２０１２年＝平成 24 年８月 11 日付）
「富士山クリーン大作戦

20 団体４００人が活動

富士宮口

世界遺産登録に向けごみ

拾い」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月 12 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈17〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年８月 16 日付）
「イコモス調査

日程決まる

29 日から来月５日までの８日間

浅間大社など各構成資

産巡る」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月 22 日付）
「イコモス調査前に

違法広告物を撤去

遺産候補周辺の県道対象に」〔世界遺産〕（『岳
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南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月 22 日付）
「『柚野を囲む里山を広葉樹の森にして、ギフチョウが住めるようにしたい』ＹＵＮＯど
んぐりの会代表

松永泰然さん

ふるさとの山を昔の姿に

文・写真 千頭和真理」（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 24 年８月 23 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライ
フ」
「富士根北小・中の児童・生徒
開

富士山世界文化遺産登録へ向け ごみ拾いやＰＲ活動展

７人が自由研究で５合目から下り」〔富士根北中〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成

24 年８月 23 日付）
「『白糸ノ滝』整備

近く着工

あすから滝つぼへの通行規制」（『岳南朝日』２０１２

年＝平成 24 年８月 26 日付）
「イコモス調査きょう開始

世界遺産候補地

２～３日に富士宮市へ」〔世界遺産〕（『岳

南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月 29 日付）
「富士山まなびの森（下）１００年後の森へ…撮影者・金森正己さん」〔写真〕〔住友林
業〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年８月 31 日付「カメラアングル紙上写真展」）
「富士山信仰の中核施設

浅間大社など調査

イコモス調査員のディステファノさん

説

明に熱心に耳傾け」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年９月４日付）
「天子ケ岳の郷保存の会・日大生物資源科学部
励み 半野で畑作

１社１村しずおか運動

除草や種まきに

会員、学生らが協働活動」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年９月

５日付）
「海抜ゼロメートルからの富士登山

近藤勝己」〔阿部国治〕〔小田卯一〕（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年９月５日付「読者のページ」）
「登山シーズン終わり告げ富士山閉山祭

浅間大社で 60 人参列し」（『岳南朝日』２０１

２年＝平成 24 年９月８日付）
「近江八幡市訪問参加者募る

市観光協会」〔富士と琵琶湖を結ぶ会〕（『岳南朝日』２

０１２年＝平成 24 年９月８日付）
「富士山が初冠雪

昨年より 12 日早く“冬支度”」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24

年９月 13 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈18〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年９月 20 日付）
「今年７・８月
７７５５人

富士山富士宮口登山者数

５合目観光客含め 18 万人 山頂登山者は７万

前年度上回る」〔環境省８合目カウンター〕（『岳南朝日』２０１２年＝平

成 24 年９月 23 日付）
「富士宮市清掃センター

セシウム１３４、１３７を検出

数値は減少傾向に」〔東日本

大震災〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年９月 29 日付）
「キング・オブ・ヒルクライム富士山
リ２０１２特集

標高差日本一のレースに

あす、13 種目に９００人参戦

バイクナビ・グランプ

スタート地点下げ富士山さくらの園に」

（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年９月 29 日付）→「キング・オブ・ヒルクライム富
士山」（10 月２日付）にレース結果。
「全面通行止めに注意を

富士山スカイライン

周遊・登山区間で」〔キング・オブ・ヒ

ルクライム富士山〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年９月 29 日付）
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「希少植物の保全にひと役

県有地で草刈り作業に励む」〔富士宮自然観察の会〕〔富士

山ネットワーク〕〔外来種〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年９月 30 日付）
「枝打ちのボランティア募る

申し込みは来月 14 日まで」〔住友林業まなびの森〕（『岳

南朝日』２０１２年＝平成 24 年９月 30 日付）
「『富士山自然の森』が完成

登山道篠坂交差点北側に整備

70 人集いオープニング 市

民の憩いの場に」〔ふじのみや市民環境会議〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年 10
月２日付）
「キング・オブ・ヒルクライム富士山

選手８００人が脚力競い

富士山スカイライン 26

・５㌔走り抜き」〔富士山さくらの園〕〔バイクナビ・グランプリ〕（『岳南朝日』２０
１２年＝平成 24 年 10 月２日付）
「富士・富士宮地区県議と観光団体

表富士観光めぐり初の意見交換

仮称・表富士観光

活性化協議会設置を確認」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年 10 月５日付）
「20 日

富士山クリーンアップ登山大作戦 県が参加者募集」〔清掃登山〕（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年 10 月 10 日付）
「『ウオーキングを通して、健康増進、コミュニケーションの輪が広がっていけばいい』
富士宮歩こう会会長

桜井守さん

歩く楽しさをより多くの人に

文・写真

千頭和真理」

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 24 年 10 月 11 日付「ヒューマンストーリー人人人いきい
きライフ」
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈19〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年 10 月 18 日付）
「どうなる！富士山マイカー規制
山

議論は避けられず

各登山口でスタンスに違い

環境負担軽減・安全な登

積極姿勢は富士宮口のみ」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24

年 10 月 24 日付「ズームアップ」）▲▲
「白糸ノ滝等保全対策協

整備工事の状況を視察

滝周辺の景観大きく様変わり」（『岳

南朝日』２０１２年＝平成 24 年 11 月９日付）
「白糸自然公園

オープン祝い記念植樹

市民憩いの場に順次整備進める」（『岳南朝日』

２０１２年＝平成 24 年 11 月 15 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈20〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年 11 月 15 日付）
「『がれき受け入れはしない』須藤市長

別の方法で東北支援表明

富士宮市」〔東日本

大震災〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年 11 月 23 日付）
「富士山頂奥宮登拝
位 20 人

最高齢者は 94 歳の吉永さん（広島県） 70 歳以上は１５５６人

上

登拝回数最多は１１１回の村田さん（神奈川県）」〔高齢者番付〕〔高齢者登山〕

〔回数登山〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年 11 月 29 日付）
「曽我物語見つめ直し

史跡の解説など耳傾け

富士市商工会が観光活用目指し

琵琶の

演奏会も」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年 12 月５日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈21〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１２年＝平成 24 年 12 月 20 日付）
「被災がれき受け入れ

富士宮市は『断念』表明

富士市は本焼却へ動き出す」〔東日本

大震災〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年 12 月 28 日付「１年を振り返って２０１２
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年記者座談会」）
「富士山スカイラインマイカー規制

来夏 18 日間増の 52 日間に ７月 12 日から９月１日

まで連日」（『岳南朝日』２０１２年＝平成 24 年 12 月 29 日付）▲▲
「富士宮市鳥獣被害防止対策協

ニホンジカ

来月 11 日から捕獲作戦

給餌場に誘い込

み銃使用」〔シカ食害〕〔シャープシューティング法〕（『岳南朝日』２０１２年＝平成
24 年 12 月 30 日付）▲▲
■２０１３年＝平成 25 年
「２０１３頌春

生命の光

大地に注ぎ」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年１月１日

付）
「富士山世界文化遺産登録なるか！

ユネスコが６月頃に判断

国民的関心事として注目

『白糸ノ滝』『史跡富士山』の整備進む」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成
25 年１月１日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈22〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年１月 17 日付）
「北部地域

駿甲の国境争論など説明

市教委が歴史講座

古文書資料基に紹介」〔梶山

沙織〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年１月 22 日付）
「富士山世界文化遺産
ら意見募る

登録後の環境変化に対応

富士宮市行動計画案まとまる

市民か

来月 21 日まで」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年１月 23

日付）
「山宮浅間神社境内

階段状の遺構発見

遙拝所との関係に注目

富士宮市教委」（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年１月 30 日付）
「富士山の今夏マイカー規制

富士スバルラインも拡大

前年の２倍強、31 日間 一部に

懸念の声も」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月１日付）▲▲
「東泉院聖教の調査結果紹介

六所家総合調査シンポ

富士市立博物館」
〔阿部泰郎〕
（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月５日付）
「長屋門歴史の館（富士宮市大宮町）富士山信仰、登山の歴史など紹介」（『岳南朝日』
２０１３年＝平成 25 年２月９日付）
「富士山世界文化遺産登録可否に向けイコモスが追加情報要請

保存管理の手法、三保松

原除外など」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 14 日付）
「富士山世界文化遺産協議会作業部会

入山料問題など議論集中」〔世界遺産〕〔保全協

力金〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 14 日付）
「毘沙門天大祭が開幕

だるま求め多くの参拝者」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年２月 17 日付）
「白糸ノ滝の滝つぼ整備

工事車両通行できず中断

富士宮市、事態打開へ新ルート」
〔無

量寿寺〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 17 日付）
「白糸の滝集合売店化事業

土地開発公社、用地を先行取得へ

富士宮市議会」〔無量寿

寺〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 19 日付）
「白糸ノ滝整備工事の中断

年度内に新工事用道路整備

白糸・上井出の回遊通行路に

予定通り年内完工目指す」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 21 日付）
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「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈23〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 21 日付）
「富士山入山料

導入ありきより課題の整理を

富士宮市議会」〔保全協力金〕（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 24 日付）
「白糸ノ滝回遊新ルート

文化庁と協議」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 24

日付）
「観光事業スタートセレモニー開催

富士山世界文化遺産登録に期待」〔世界遺産〕〔富

士宮市観光協会〕〔富士宮商店街連盟〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 24 日
付）
「体験イベント『フジパク・富士山博覧会』ウオーキングや手芸教室など」（『岳南朝日』
２０１３年＝平成 25 年２月 24 日付）
「人知れず地域の環境美化に汗す。『これからもお地蔵様の掃除続けたい』六地蔵周辺の
清掃に励む

深沢富枝さん

郷土の平安、住民の幸福願い

文・写真

安江桂介」（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年２月 28 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライ
フ」
「山宮浅間神社・人穴富士講遺跡

トイレ兼案内所を新設」〔世界遺産〕〔史跡富士山整

備基本計画〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年３月２日付）
「富士山麓ニホンジカによる食害問題

12 回の誘引捕獲で１９９頭

市鳥獣被害防止対

策協」〔シカ食害〕〔シャープシューティング法〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25
年３月７日付）
「白糸ノ滝整備

新ルート開削に着手

宗教法人とも工事協力確認」〔無量寿寺〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年３月９日付）
「地域文化をほりおこす市民のつどい

村山浅間神社が題材の紙芝居上演

八木さんの講

演も」〔富士宮市地域女性連絡会〕〔土屋善江〕〔八木洋行〕（『岳南朝日』２０１３年
＝平成 25 年３月 12 日付）
「白糸ノ滝整備

市と宗教法人直接交渉に」〔無量寿寺〕（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年３月 15 日付）
「富士山世界文化遺産協議会

入山料問題本格検討へ

須藤市長らが必要性指摘」〔保全

協力金〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年３月 16 日付）
「シカの食害対策に認識深め

誘引捕獲の成果、課題を報告」〔シカ食害〕〔シャープシ

ューティング法〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年３月 17 日付）
「『古谿荘』について学ぶ

森さんが建設目的など講演

富士建築士会」〔森佑司〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年３月 19 日付）
「カタクリの花見頃に

富士根北中１、２年そろいの法被で案内役」（『岳南朝日』２０

１３年＝平成 25 年３月 24 日付「ワイド学園」）
「杉田雲切不動尊

地域で継承する祭典

区民が集い いわれ記す石碑除幕も」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年３月 26 日付）
「富士宮市内の道祖神３９８基

調査結果を展示

７月末まで」〔『富士宮市の道祖神

暮らしとの関わり含め

改訂版』（市制施行七〇周年記念事業

郷土資料館で
富士宮市石

造物調査報告書３、富士宮市教育委員会編・発行、２０１３年〕（『岳南朝日』２０１３
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年＝平成 25 年３月 26 日付）→「『富士宮市の道祖神

改訂版』を発刊」（５月 16 日）に

関連記事
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈24〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年３月 28 日付）
「白糸ノ滝に公衆トイレ、観光案内所オープン

富士山世界文化遺産登録に向け『登録を

起爆剤ににぎわいを』」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月３付）
「流竹を使って民芸品の花器作り。『世界遺産登録後は店頭に並べたい』村山古道を守る
荻田富美男さん“修験者の道”をアピールへ」〔村山ニンジン〕（『岳南朝日』２０１３
年＝平成 25 年４月４日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）▲▲
「白糸ノ滝整備工事

新ルート開削工事進む

今月下旬完成へ向け急ピッチ」〔無量寿寺〕

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月５日付）
「世界文化遺産登録見据え観光事業に力点、施設整備も」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２
０１３年＝平成 25 年４月６日付「２０１３年度予算の素顔
「山宮浅間神社

５」）

初申祭で本宮からの“里帰り”祝う」〔浅間大社〕（『岳南朝日』２０

１３年＝平成 25 年４月 13 日付）
「ススキ草原に火入れ

１８０人参加して

景観と自然保全狙いに」〔朝霧高原〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 16 日付）
「朝霧高原の茅場

文化庁『ふるさと文化財の森』設定受け

道の駅『朝霧高原』に看板

設置 文化財建造物修理の資材確保へ」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 17 日
付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈25〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 18 日付）
「富士宮歩こう会

ウオーク（富士山、構成資産めぐり）を前に『御神幸道』整備など汗

流し 会員が清掃や草刈り展開」〔道者道？〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月
20 日付）
「富士山スカイライン登山区間

26 日に冬季封鎖解除

夜間は当分、通行止め」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 20 日付）
「杉田子安神社で祭典

エンゼルパワースポット『行って良かった部門』１位

認定書な

どを地元に伝達」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 23 日付）
「富士山天母の湯

12 年度利用実績

利用者は８万６０３６人

４年ぶりに増加

夏場

に登山客が立ち寄り湯」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 24 日付）
「さまざまな活動で身近な自然の魅力や大切さを発信し、関心呼び起こす
全・復元に尽力

小林召二さん

富士山麓の自然を次代へ

文・写真

自然環境の保

安江桂介」〔富士

宮緑化事業協同組合〕〔富士宮カタクリトラストの会〕〔富士山南陵の森フォレスト・セ
イバー・プロジェクト〕〔朝霧地区景観形成ワークショップ会議〕〔文化財保護審議会〕
（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 25 日付「ヒューマンストーリー人人人いきい
きライフ」）
「富士山にも春の訪れ

スカイライン登山区間冬期閉鎖を解除

開通待ち多くの車両」
〔冬

季閉鎖〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 27 付）
「富士山麓の大自然

２２００人が駆け

ウルトラトレイル・マウントフジ
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２コースで

ランニングレース展開」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 28 日付）
「富士山で滑落事故相次いで発生

県警ヘリも出動し、女性 1 人を収容 男性 1 人は自力

で下山」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年４月 30 日付）▲▲
「『鱒の家』の食事提供業務

（株）さのや会館に決定

県猪之頭公園運営協」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年５月１日付）
「富士山が世界文化遺産登録へ前進
世界遺産委で

イコモスが登録勧告

三保松原は除外

正式決定は

来月開催」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月２日付）

「観光パンフレット問い合わせが急増

世界文化遺産富士山の登録勧告受け

市観光課」

〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月９日付）
「構成資産の保護・保全に一層の責任

富士山世界文化遺産

イコモス勧告が問うものは

何か 試練のとき、いよいよ本番へ 山・静両県の連携が不可欠に」〔世界遺産〕（『岳
南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月９日付「ズームアップ」）
「富士に『大砲』は似合わない

イコモス勧告後の様相（深沢税）」〔世界遺産〕〔軍事

演習〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月 14 日付「東西南北記者の目」）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈26〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年５月 16 日付）
「『富士宮市の道祖神

改訂版』を発刊

富士宮日教委

342 カ所の祭祀場、３９８基を

確認」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月 16 日付）
「富士山をいつまでも美しくする会

富士宮口支部総会

８月 24 日に一斉清掃実施」
（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月 17 日付）
「岡田紅陽没後 40 周年

富士川楽座で 25 日から回顧展

遺作 32 点を厳選し展示」（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月 18 日付）
「天子ケ岳の郷保存の会・日大生物資源科学部
耕作放棄地活用し焼酎作り

大学生と会員

１社１村しずおか運動

半野で協働活動

サツマイモ苗植える」（『岳南朝日』２０１

３年＝平成 25 年５月 21 日付）
「富士山世界文化遺産登録見据え

富士急静岡バス

ガイド養成へ研修会

日帰りで富士

宮市内の遺産巡る」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月 22 日付）
「富士山の景観阻害など懸念

須藤市長、メガソーラーなど設置規制要望」（『岳南朝日』

２０１３年＝平成 25 年５月 23 日付）
「安定した水の供給を

村山簡易水道組合が水神祭」〔富士根北部土地改良総合整備事業〕

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月 24 日付）
「『御神幸道』ウオーク楽しみ

富士宮歩こう会、富士山・構成資産めぐり」〔世界遺産〕

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年５月 26 日付）
「豆入り大福

土屋邦康」〔白髭神社〕〔村山道〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年５月 30 日付「読者のページ」）→「村山道漫歩」（６月 19 日付）につづき。
「朝比奈議長辞職願を撤回

臨時議会は波乱含みに」〔朝比奈貞郎〕（『岳南朝日』２０

１３年＝平成 25 年５月 31 日付）
「臨時会で議会混迷

議長の不信任可決したが……」〔朝比奈貞郎〕（『岳南朝日』２０

１３年＝平成 25 年６月１日付）
「紛糾の市議会臨時会

会派代表者会議で収拾」〔朝比奈貞郎〕（『岳南朝日』２０１３
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年＝平成 25 年６月２日付）
「防災、観光などで提言

富士学会が研究成果発表」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年６月４日付）
「富士宮市 12 年度観光客入り込み状況 回復基調だが６００万人台割れ（４年連続）」
（『岳
南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月５日付）
「富士山富士宮口登山道富士宮ルート

一部区間（５～６合目）の規制解除７日から」〔冬

季封鎖〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月５日付）
「『富士山を取り巻く物事を学び、伝え、多くの人とコミュニケーションを深めたい』ホ
ールアース自然学校スタッフ

津田和英さん

自然の魅力や不思議を発信

文・写真

安

江桂介」
（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月６日付「ヒューマンストーリー人人人」）
「富士宮市がホテル誘致策
の観光客増見込み

固定資産税（家屋・償却資産）など相当額補助

国内外から

９月１日から申請受付」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年６月７日付）
「山岳遭難防止対策協富士宮支部総会

富士山など登山者増加焦点に」〔靜岡県山岳遭難

防止対策協議会富士宮支部〕〔山岳遭難防止条例〕〔富士登山ガイドライン〕（『岳南朝
日』２０１３年＝平成 25 年６月 11 日付）
「富士山世界文化遺産

22 日に登録決定イベント

市庁舎前でカウントダウンセレモニ

ー」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 15 日付）
「朝比奈議長の議会運営で議論

議運委」〔朝比奈貞郎〕（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年６月 15 日付）
「山頂登山

今夏から協力金１０００円徴収へ

任意で 10 日間前後」〔保全協力金〕〔入

山料〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 16 日付）
「村山道漫歩

土屋泰邦」〔白髭神社〕〔興法寺大日堂〕（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年６月 19 日付「読者のページ」）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈27〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 20 日付）
「人穴富士講遺跡案内所

窓ガラスに投石

世界文化遺産登録直前の愚行に怒り」〔世界

遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 20 日付）
「世界文化遺産関連など論戦

富士宮市議会６月定例会」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２

０１３年＝平成 25 年６月 21 日付）
「世界文化遺産に登録決定

富士山世界の宝に

富士宮・富士市

喜びとともに責務も」

〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 23 日付）
「市民が富士山守る担い手に」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月
23 日付）
「登録祝い提灯行列

開山祭に合わせ」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年６月 23 日付）
「富士山世界遺産に祝福と期待
社宮司
「祝

須藤秀忠富士宮市長

鈴木尚富士市長

中村徳彦浅間大

市民からもコメント」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 23 日付）
富士山世界文化遺産登録

HotelGrandFuji

長崎屋洋菓子店

富士消防用品商会

東海道表富士
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朝霧カントリークラブ

朝日夢工房

富士養鱒漁業協同組合

富士宮商工会議所

マルモ食品工業

花の湯

富士の地酒４社

富士山本宮浅間大社

富

士宮農業協同組合

富士宮信用金庫」〔合同広告〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年６月 23 日付）
「世界文化遺産登録
まれる登山者

構成資産保護・保全に重い責任

受け入れ態勢は万全か？増加見込

パンク状態解消に抜本策を」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年６月 23 日付）一部▲▲
「祝 富士山世界文化遺産登録
ト・ヒルズ

静岡ホーチキ

西原石材工業

富士山盆栽販売組合

あさぎりフードパーク

まかいの牧場

もちや

フォレス

TOKAIDROUP

鈴木

産業」〔合同広告〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 23 日付）
「浅間大社第２大鳥居に

富士山世界文化遺産登録祝い懸垂幕掲出」〔世界遺産〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 25 日付）
「富士山世界文化遺産登録

喜び分かち合い

決定イベント 22 日富士宮市庁舎前」〔世界

遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 25 日付「グラフ特集」）
「富士山お山開き盛大に

来月１日の日程決まる

英国大使館員ら迎え」〔村山浅間神社〕

〔富士山入山式〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 26 日付）
「富士山資料館を切望

世界文化遺産登録受け

富士宮市郷土史同好会総会

鈴木さん

（浅間大社）が特別講演」〔世界遺産〕〔鈴木雅史〕〔木野戸勝隆〕〔『富士山頂上独案
内』←国会図書館デジタルアーカイブス〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 26
日付）
「富士根北中美術部

浮書３点を制作

富士山世界文化遺産登録

祝賀ムードを盛り上げ

入山式で英国大使館に贈呈」〔世界遺産〕〔村山入山式〕（『岳南朝日』２０１３年＝平
成 25 年６月 26 日付）
「富士山をいつまでも美しくする会総会

登山者増に対処

啓発活動強化を確認」（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 27 日付）
「富士山お山開き

２０１３年７月１日（月）祝富士山世界文化遺産登録

POTATO 富士山表富士宮口登山組合

牧野酒造

大頂寺

浅間大社

富士宮市観光協会」〔合同広

告〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 27 日付）
「『日本一の富士山が世界文化遺産』２００４（平成 16）年

富士宮市・村山浅間神社

撮

影者 外記省吾さん」〔写真〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 28 日付「カメ
ラアングル紙上写真展

わかまちセピア色の記憶」）

「火山・土砂災害の歴史学ぶ

富士山の自然を守る会

富士砂防事務所で学習会」（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年６月 28 日付）
「富士山の砂走り

遠藤秀男」〔須走口砂走り〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年６

月 29 日付「読者のページ」）
「富士山お山開き
海道表富士

２０１３年７月１日（月）祝富士山世界文化遺産登録

POTATO 富士山表富士宮口登山組合

牧野酒造

浅間大社

東

大頂寺 富士宮市観光協

会」〔合同広告〕〔使用写真は６月 27 付と同じ〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年
６月 30 日付）
「富士山登山シーズン開幕

盛大にお山開き式

浅間大社・村山浅間神社で」〔富士山入

山式〕〔富士根北中〕〔ロングボトム英国臨時代理大使〕（『岳南朝日』２０１３年＝平

- 222 -

成 25 年７月２日付）一部▲▲
《富士山登山シーズン開幕
護摩だきで安全を祈願

盛大にお山開き式

浅間大社・村山浅間神社で

中学生たちも「みそぎ儀式」

村山浅間神社では、村山登山道前での開山、護摩焚（だ）き、中学生によるみそぎなど、
富士登山の安全を祈願する古式ゆかしい「入山式」儀式が展開された。
登山道入り口では地域住民らが見守る中、川勝知事が、地域により守られていることに
感謝し、須藤市長が力強く開山を宣言。修験者が登山道前に張られたしめ縄を切って開山
となった。また初の外国人富士登山者オールコックの富士登山１５０周年記念碑に、ロン
グボトム英国臨時代理大使らが献花を行った。
大日堂前で行われた護摩焚きでは、富士宮市立富士根北中学校の１年生男子 18 人がふん
どし姿で水を浴びる「みそぎ儀式」に臨んだほか、修験者が四方に矢を放ち、宝剣やおの
などで『魔』を退散させたり、護摩壇に火をつけて一心不乱に経を唱（とな）え、登山期
間中の安全を祈願した。
英国大使の一行は、富士根北小・中学校の児童生徒とも交流。長谷川颯さん（富上根北
中）が流ちょうな英語で歓迎の言葉を述べ、児童生徒から合唱・合奏、手作りのプレゼン
トなどが贈られた。》（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月２日付）
「富士山世界文化遺産登録を祝う

お山開きにあふれる祝賀ムード

１日、富士宮市各所

で」〔写真〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月３日付「グラフ特集」）
「世界文化遺産登録を共に喜び合い

１０００人余参加し提灯行列

奉納手筒花火も勇壮

に」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月３日付）
「富士川楽座『世界遺産
までの３年間活用

富士山』情報発信ステーションが誕生

世界遺産センター完成

記念番組上映や歴史など伝え」〔２２３未来へつなぎ隊〕（『岳南朝

日』２０１３年＝平成 25 年７月７日付）
「『富士山憲章の精神を広めたい。環境保全に多くの人の積極的行動願う』富士山エコレ
ンジャー

海野哲朗さん

環境破壊から富士山守る

文・写真

深沢税」（『岳南朝日』

２０１３年＝平成 25 年７月 11 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「違反看板などを一斉撤去

富士山世界文化遺産登録受け

市・県が国道・県道沿いで」

〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月４日付）
「駅前空き地（大和ハニーボウル跡地）を無料駐車場に

原則土・日・休日

市観光協会」

〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月４日付）
「富士山景観保全目的に

メガソーラー等の抑止

山・静両県の自治体

広域連携で初の

勉強会」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 10 日付）
「富士宮市

富士登山者に携帯トイレ推奨」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月

10 日付）
「安全な登山・運行（マイカー規制）祈願

富士宮口登山道頂上への開通受け

市・観光

協会」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 13 日付）
「夏山臨時警備派出所

５合目に開設 富士宮署が来月末まで」（『岳南朝日』２０１３

年＝平成 25 年７月 13 日付）
「西臼塚－学校（旧村山登山道）をたどる

富士根北中１年生『かたかご学習』の一環」

〔村山古道〕〔鯛津勝良〕〔畠堀操八〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年月日付）
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「独自の視点で富士山の魅力に迫る

田代さん招き県民講演会」〔田代博〕（『岳南朝日』

２０１３年＝平成 25 年７月 14 日付）
「富士山マイカー規制

シャトルバス利用状況

富士宮口

前年と比べ２～３割増」
（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 16 日付）
「軽装富士登山？

富士宮口の現状」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 16 日付

「東西南北記者の目」）
「山宮浅間神社

富士山信仰の原点に感動

来訪者増加

遙拝所から参拝望む

大型バス

の駐車に問題」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 17 日付）
「富士山頂で男児が意識混濁」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 17 日
付）▲▲
「新スローガンを披露『いつまでも富士山を世界遺産に』山静両県合同会議と国民会議
録記念レセプション

登

保護・保全に決意新た」〔富士山世界文化遺産推進両県合同会議〕

〔富士山を世界遺産にする国民会議〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 18 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈28〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 18 日付）
「富士登山の注意事項

ガイドラインを策定

富士山における適正利用推進協」〔富士山

における適正利用推進協議会〕〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 21 日
付）
「富士山下山中に足滑らせる

負傷の会社員救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝

平成 25 年７月 23 日付）▲▲
「富士山頂で倒れ男性死亡」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 23 日付）
▲▲
「県立富士山麓山の村『家族向け開放日』で宿泊者募集

少人数対象に９月 28、29 日 創

作活動や天体観察なども」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 24 日付）
「絵本から専門書まで１６００冊
図書館に特設コーナー

富士山関連資料を集約

模型と共に切手なども

中央

世界遺産登録後のニーズに対応」〔富士宮市立中央図書館〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 25 日付）
「メガソーラー勉強会に山静 10 自治体

照会件数は富士宮市突出

連絡協設置提案し連

携強化へ」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 26 日付）
「富士山保全協力金

社会実験スタート

登山者から任意で１０００円

山静両県の４登

山口で」〔入山料〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 26 日付）
「『芝川のり』の現状を調査

市農政課職員らが市内 14 カ所で」（『岳南朝日』２０１３

年＝平成 25 年 7 月 26 日付）
「富士山の環境保全にひと役（株）アオノと（株）エコライフ TC 登山者に簡易トイレ配
布」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 26 日付）
「富士宮市と近江八幡市

富士と琵琶湖を結ぶ会

浅間大社訪れ富士登山も」（『岳南朝

日』２０１３年＝平成 25 年７月 26 日付）
「『富士山の単語帳』佐野充編著、田部井淳子監修、富士学会企画、世界文化社、２０１
３年」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 26 日付「新着図書」）
「富士山スカイライン

マイカー規制が本格化」〔水ケ塚駐車場〕〔西臼塚駐車場〕（『岳
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南朝日』２０１３年＝平成 25 年７月 28 日付）▲▲
「野生のサル出没

３人が軽傷」〔富士市神戸〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年７

月 31 日付）
「富士山５合目

チップ制トイレに誘導看板

常葉大造形学部学生によるデザイン」
（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月３日付）
「白糸ノ滝整備工事

10 月完成目指し急ピッチ

滝つぼ新橋が姿現す」（『岳南朝日』２

０１３年＝平成 25 年８月４日付）
「７月の富士山登山者数

３万３４７７人

一昨年対比 30・５％増」（『岳南朝日』２０

１３年＝平成 25 年８月４日付）
「富士山保全協力金

社会実験終える

３万４３２７人が協力

来夏導入で本格検討へ」

〔入山料〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月６日付）
「富士山で女性救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月６日付）▲▲
《富士山で女性救助
５日午前７時 43 分頃、富士山８合目富士山衛生センターで岐阜県高山市の女性（39）が
急病のため、医師から１１０番通報で救助要請があった。
頂上駐留中の県警山岳遭難救助隊員が女性を背負って下山し、同 10 時 50 分に救助隊に
引き継いだ。》（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月６日付）
「『白糸ノ滝』整備事業

13 日に公園供用開始

売店跡地の工事完了

富士山の眺望スポ

ットに」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月９日付）
「『富士宮湧水・坪庭まっぷ』作成

市街地観光に活用を

富士宮市」（『岳南朝日』２

０１３年＝平成 25 年月８日９日付）
「富士山の救護所勤務

清和江」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月９日付「投稿

特集 夏の思い出と平和〈１〉」）▲▲
「富士山マイカー規制

水ケ塚駐車場 混雑なく推移」（『岳南朝日』２０１３年＝平成

25 年８月 10 日付）
「富士山マイカー規制

水ケ塚駐車場

10 日も混雑なく」（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年８月 11 日付）
「富士山南陵工業団地

12 区画中５区画埋まる

食関連中心に粘り強く交渉」（『岳南朝

日』２０１３年＝平成 25 年８月 16 日付）
「闇に炎の乱舞繰り広げ

富士山お山開き逢来投げ松明」〔蓬莱投げ松明〕（『岳南朝日』

２０１３年＝平成 25 年８月 18 日付）
「富士山新７合目で男性救出」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 18 日
付）▲▲
「海抜０㍍から富士山頂へ

村山登山道巡礼体験ツアーがスタート

修験者、市民が村山

古道歩く」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 20 日付）▲▲
「富士山世界文化遺産登録
注目集まる

宗教的伝統見直され

かつて富士山に祭られた日蓮上人像に

現在は大泉寺（野中）位牌堂に」〔祖師堂〕（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年８月 21 日付）▲▲
「雲を眼下に登頂の喜び

富士宮市教委

小学生親子が富士登山」〔親子富士登山〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 21 日付）
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「『世界文化遺産』地域連携会議に加盟

景観保全へ特別法制定を

須藤市長

メガソー

ラー規制誘導へ提議」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 22 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈29〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 22 日付）
「水ケ塚駐車場

14 日以降も混雑なく

富士山マイカー規制周知の効果か」（『岳南朝日』

２０１３年＝平成 25 年８月 23 日付）
「富士山８合目で男性救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 23 日付）
▲▲
「富士山をいつまでも美しくする会富士宮登山口支部

登山マナーの向上願い 19 団体５

００人が一斉清掃」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 25 日付）
「ふじのくに領事館

富士登山などで県の魅力ＰＲ

中国副総領事らを招待

須藤富士宮

市長らと交流会も」〔静岡県大阪事務所〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 27
日付）
「富士山など描く鳥瞰図について学び

瀬戸教授が講演

富士市立博物館」〔関戸明子〕

〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 27 日付）
「世界遺産センター富士宮市に

浅間大社近く

県が近く正式発表」〔富士山せせらぎ広

場〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 28 日付）
「富士砂防事務所

キャンプ砂防 in 富士山

大沢崩れ対策の現場など見学

大学生たちが

知識深め」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 28 日付）
「富士山登山道富士宮ルート

６合目～頂上を冬季閉鎖

来月２日から」（『岳南朝日』

２０１３年＝平成 25 年８月 28 日付）
「宝永火口巡り神秘体験

ホテルグランド富士

来月 19 日、20 日に実施」〔変わり種登

山〕〔ホールアース自然学校〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 28 日付）
「『植物の実態に市民がしっかり目を向け、富士山の自然を守り、育てていかねば』富士
山地域の自然保護に尽力

佐野弘さん 植物の生育状況調査に従事

文・写真

深沢税」

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 29 日付「ヒューマンストーリー人人人いきい
きライフ」）
「仮称『富士山世界遺産センター』建設地

『富士山せせらぎ広場』周辺に

川勝知事が

発表 ２０１６年度中の開館目指す」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年８月 31 日付）
「センター核に中心市街地整備を

須藤市長」〔富士山世界遺産センター〕（『岳南朝日』

２０１３年＝平成 25 年８月 31 日付）
「仮称・埋蔵文化財センター

整備計画まとまる

来年４月オープンへ」（『岳南朝日』

２０１３年＝平成 25 年８月 31 日付）
「粟倉地区

火山噴火の恐れ想定し

レベル４で避難訓練」（『岳南朝日』２０１３年＝

平成 25 年９月３日付）
「天子ケ岳の郷保存会 ・日大生物資源科学部

農村環境の保全・向上へ

協働活動 種ま

き、草刈りなどに励み」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月４日付）
「仕事用の通知書にも富士山

内藤修次さん（83）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年９日４日付「富士山世界遺産と私①」）
「須藤市長、無量寿寺を訪問

白糸ノ滝整備で協力要請」（『岳南朝日』２０１３年＝平
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成 25 年９月５日付）
「富岡公民館で地域学講座『風』と人との関わり学び『風祭川の祭事とその歴史と題し

渡

井さん（郷土史研究家）が講話』」〔渡井正二〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９
月６日付）
「酪農守ることが景観維持に

松下克己さん（63）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年９日６付「富士山世界遺産と私②」）
「県立富士山麓山の村

日帰りイベント『山の村たいけん』創作活動やハイキングなど

参

加を受付」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月６日付）
「富士山富士宮口の登山者数（７～８月）昨夏（環境省調査・８合目）と比べ２７８３人
増

水ケ塚駐車場利用マイカー登山者は減少」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月

７日付）
「富士山衛生センター

４６９人を診療

高山病が７割超」（『岳南朝日』２０１３年＝

平成 25 年９月７日付）
「世界遺産富士山の環境を守る活動体験
再生の話にも耳傾け

鹿の食害対策で作業

樹木にテープ巻く

森林

県内から 39 人参加」〔富士山ネットワーク〕〔シカ食害〕（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年９月８日付）
「放送大学静岡学習センター
山の学習深め

県民１００人が参加

世界文化遺産登録の背景など

富士

枝打ち体験なども」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９

月８日付）
「屋外広告物適正化旬間

違法・放置看板を撤去」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年９月 10 日付）
「富士山への純粋な思い

世界文化遺産登録受け（井出達也）」〔富士山自然の森づくり〕

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 10 日付「東西南北記者の目」）
「富士山に似せ

頂上の土俵で熱い取組

元気いっぱいに奉納相撲
「日大生物資源科学部

上井出天満宮で奉納相撲

子供たちが声援受け

」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 10 日付）
全国農村サミット

ニジマス振興や鹿害対策など

富士宮市の活

性化へ連携図る」〔シカ食害〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 11 日付）
「自転車競走大会

29 日にキングオブヒルクライム富士山

標高差日本一の 26・５㌔走

る」〔富士山さくらの園〕〔バイクナビ・グランプリ〕〔キング・オブ・ヒルクライム富
士山〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 11 日付）
「大沢下部左

島田結いの女性を想起

植松政臣さん（67）」（『岳南朝日』２０１３年

＝平成 25 年９日 12 日付「富士山世界遺産と私③」）
「『すばらしいケイカン』育成プロジェクト
遺産構成資産で

村山浅間神社などで清掃

富士山世界文化

富士宮署員が活動」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年９月 12 日付）
「富士山世界遺産センター（仮称）とは…建設へ高まる市民の期待」（『岳南朝日』２０
１３年＝平成 25 年９月 15 日付「世界遺産トピックス」）
「弾丸登山で救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 19 日付）▲
▲
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈30〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南
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朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 19 日付）
「富士宮市議会９月定例会

一般質問スタート

世界遺産登録後の課題など」（『岳南朝

日』２０１３年＝平成 25 年９月 21 日付）
「北山用水路で小水力発電

28 日に実証実験スタート

地産地消型小水力発電による地

域活性化プロジェクト」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 24 日付）
「富士山世界文化遺産登録受け富士山文化課を名称変更」〔世界遺産課世界遺産室〕（『岳
南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 24 日付）
「標高差日本一のレースに熱き戦い
舞台に

13 クラスに１０００人が参戦

29 日、スカイライン

バイクナビ・グランプリ２０１３特集」〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 25 日付）
「全面通行止めに協力を

富士山スカイライン

周遊・登山区間で」〔キング・オブ・ヒ

ルクライム富士山〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 25 日付）
「宿泊施設と連携密に

大会実行委、出場者拡大に意欲」〔キング・オブ・ヒルクライム

富士山〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 25 日付）
「白糸ノ滝整備

売店集約化に強い意欲

９月定例会 須藤市長が考え示す」〔富士山ビ

ジターセンター〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 27 日付）
「石炭火力発電所

計画撤回申し入れ

共産党富士市委」〔鈴川エネルギーセンター〕〔公

害〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 27 日付）
「巨大なエネルギー秘め

佐藤尚吾さん（75）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９

月 28 日付「富士山世界遺産と私④」）
「富士山登拝道について解説

市民カレッジ教養講座

渡井課長（富士山文化課）が講演」

〔渡井一信〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 28 日付）
「富士氏の業績

子孫らが顕彰

富士大宮司家墓前祭」（『岳南朝日』２０１３年＝平成

25 年９月 28 日付）
「富士山入山料

任意による協力方式を採用

最終報告書は年内にまとめ」〔富士山の利

用者負担の在り方を検討している専門委員会〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月
28 日付）
「山宮浅間神社

来訪者がジワジワ増加

富士山信仰の原点に注目」〔世界遺産〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 29 日付）
「富士山に関する情報発信

富士山環境交流プラザ

山宮・村山ゾーンサテライト施設に」

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年９月 29 日付）
「小推力発電に期待寄せ

北山用水路で実証実験始まる」（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年 10 月 1 日付）
「１０００人が脚力と栄冠競う
「富士山の地質構造を把握

バイクナビ・グランプリ

キング・オブ・ヒルクライム」

富士砂防 ヘリ投入し山体物理探査」（『岳南朝日』２０１

３年＝平成 25 年 10 月２日付）
「『野性きのこ』６検体から放射性セシウム

採取・摂取、出荷は控えるように」〔東日

本大震災〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月３日付）▲▲
「宿泊客の対応に登山は必須

亀山隆さん（64）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年 10 月３日付「富士山世界遺産と私⑤」）
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「創作意欲くれる心の宝物

相原守さん（81）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年

10 月５日付）
「ありのままの自然を大切に

銭谷均さん（65）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年 10 月９日付「富士山世界遺産と私⑦」）
「富士山世界文化遺産

課題解決へ勉強会

望月市議会議長らが立ち上げ報告

初の記者

会見で発展的に議連も視野に」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 11 日付）
「私の知的欲求の源泉

石川明夫さん（65）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10

月 11 日付「富士山世界遺産と私⑧」）
「世界遺産登録後のまちづくりをどう進める!?
当記者座談会

富士宮市議会９月定例会を振り返る

担

見えぬ基本戦略の議論『県の顔』にふさわしい街に」（『岳南朝日』２０

１３年＝平成 25 年 10 月 13 日付）
「富士山大沢崩れに“人姿”『絹本著色富士曼荼羅図』から想起」〔橋本日出男〕（『岳
南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 14 日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈31〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 17 日付）
「富士山で初冠雪観測

７合目付近まで白く

平年より 19 日遅く」（『岳南朝日』２０１

３年＝平成 25 年 10 月 20 日付）
「大泉寺

山門落慶を盛大に祝う

法要や稚児万灯行列などで」（『岳南朝日』２０１３

年＝平成 25 年 10 月 22 日付）
「５００人動員しサル捕獲作戦

富士市で相次ぐ被害受け

追い込みも成果なく」〔富士

市吉永〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 23 日付）
「信長公黄葉まつり

来月 10 日、西山本願寺で

参道に『楽市楽座』」（『岳南朝日』２

０１３年＝平成 25 年 10 月 24 日付）
「富士市立博物館

東泉院と浅間神社五社（富士市）の資料展示

富士山世界文化遺産登

録記念テーマ展」〔富士山かぐや姫ミュージアム〕〔興法寺東泉院〕〔下方五社〕（『岳
南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 25 日付）
「富士山世界遺産登録記念講演会『世界遺産とまちづくり』テーマに」〔安田喜憲〕（『岳
南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 26 日付）→「富士宮は山岳信仰の聖地」（11 月７
日付）に続報。
「富士山世界文化遺産行動計画推進協が発足『守る』『活用』など推進とチェック」（『岳
南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 27 日付）
「富士講遺跡としての人穴と白糸の滝

文献を示し渡井さんが講話

富士宮市立西富士図

書館 郷土を知る講座」〔渡井正二〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 27 日付）
「富士山世界文化遺産構成資産に親しみ史跡ハイク

山宮１区区民が４㌔コース歩き」
〔世

界遺産〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 10 月 29 日付）
「雄大さと表情に魅せられ

渡辺行庸さん（70）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年 10 月 30 日付「富士山世界遺産と私⑨」）
「富士山景観保全に県境なし

山静 11 市町村、メガソーラー規制へ」（『岳南朝日』２０

１３年＝平成 25 年 10 月 31 日付）
「富士宮市観光ガイドボランティアの会

５月からの予約ガイド実績
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５９７３人で６・

６倍に（前年同期比）浅間大社が９割占め世界文化遺産登録が影響」〔世界遺産〕（『岳
南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月２日付）
「世界遺産活用のビジネスモデル

28 日に講演会

富士宮市教委」〔酒井綱一郎〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月２日付）
「山頂局の写真やポストなど展示

富士宮郵便局

オリジナル販売品も」
〔世界遺産〕
（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月３日付）
「富士宮は山岳信仰の聖地

品格あるまちづくりを

安田教授（「富士山世界遺産センタ

ー」アドバイザー）が講演」〔富士山世界遺産登録記念講演会〕〔安田喜憲〕（『岳南朝
日』２０１３年＝平成 25 年 11 月７日付）
「第 14 回『信長公黄葉まつり』盛大に開催

10 日、西山本門寺境内」〔織田信長サミッ

ト〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月８日付）
「信長公奉賛会

安部会長の直木賞祝う」〔信長公黄葉まつり〕〔安部龍太郎〕（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月８日付）
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈32〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月 21 日付）
「富士山入山料

来夏も任意で１０００円徴収

利用者負担専門委で確認」〔富士山保全

金〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月９日付）
「武者行列や火縄銃演武繰り広げ

多くの人出でにぎわい

信長公黄葉まつり」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月 12 日付）
「白糸ノ滝

整備工事が大詰め

来月下旬に完成

滝つぼが１年４カ月ぶり一般開放へ」

（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月 13 日付）
「市民が『心で見る』力を養い

秋鹿博さん（70）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年 11 月 14 日付「富士山世界遺産と私⑩」）
「富士山の眺望を守る

周辺自治体の思いは１つ（上地常視）」（『岳南朝日』２０１３

年＝平成 25 年 11 月 19 日付「東西南北記者の目」）
「富士山スカイライン登山区間２～５合目

積雪の影響で冬期閉鎖」〔冬季閉鎖〕（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月 19 日付）
「厳しさと優しさ併せ持ち

遠藤明男さん（62）」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25

年 11 月 20 日付「富士山世界遺産と私⑪」）
「山静 11 市町村、両知事訪問し要望

メガソーラー規制で国へ統一行動

川勝知事『全面

的に賛成する』」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月 22 日付）
「世界遺産・富士山構成資産

案内マップが完成

６万部を県内観光施設に配布」（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月 22 日付）
「県有形文化財の大石寺・御影堂

大改修終え落慶法要

全国から１千人参列

７年かけ

礎石から組み立て」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月 27 日付）
「アルピニスト・野口さんが講話『“富士山を守る”意識で活動の継続を』清掃活動の体
験から警鐘『』（不法投棄で）樹海から見る富士山は最低

富士地域労働者福祉協

福祉

とくらしのセミナー」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 11 月 29 日付）
「ＪＲ富士宮駅前民間会社所有地

ホテル誘致が具体化

１社に搾り『最終段階の詰め』」

〔大和ハニーボウル跡地〕〔くれたけインプレミアム富士宮駅前〕（『岳南朝日』２０１
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３年＝平成 25 年 11 月 30 日付）
「開山は７月 10 日を要望

富士宮市など関係３団体が知事に提出」〔７月 10 日開山日〕

〔富士宮市観光協会〕〔表富士宮口登山組合〕（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 12
月７日付）▲▲
「今夏の富士山頂奥宮高齢登拝者

70 歳以上は１６０７人

前年比 54 人増

最高齢 95

歳、最多は 52 回（上位 20 人中）」〔高齢登山番付〕〔高齢者登山〕（『岳南朝日』２０
１３年＝平成 25 年 12 月 10 日付）
「白糸ノ滝

滝つぼ周辺の整備工事が完了

21 日に規制解除

セレモニーで新橋渡り初

め」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25 年 12 月 13 日付）
「無量寿寺が記者会見

白糸ノ滝『引き続き市に協力』」（『岳南朝日』２０１３年＝平

成 25 年 12 月 13 日付） ←「『富士山』世界遺産の大事な土地を買い占めた謎の宗教『無
量寿寺』特集」（『週刊新潮』２０１３年＝平成 25 年 12 月 12 日号）に対する反論会見
「曽我物語

伝承の地を訪ねる〈33〉筆者

渡井一信 富士山文化研究会会員」（『岳南

朝日』２０１３年＝平成 25 年 12 月 19 日付）
「世界遺産白糸ノ滝、新たな歴史へ

滝つぼの景観一新

新ビュー・ポイント誕生」（『岳

南朝日』２０１３年＝平成 25 年 12 月 24 日付「グラフ特集」）
「世界文化遺産・富士山『自然を守る』をベースに」（『岳南朝日』２０１３年＝平成 25
年 12 月 27 日付「１年を振り返って２０１３記者座談会」）

■２０１４年＝平成 26 年
「２０１４頌春

至上の名峰暁光映し（富士市・ふじのくに田子の浦みなと公園から＝０

外記省吾さん撮影」〔写真〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月１日付）
「世界文化遺産富士山の構成資産
成目指す
「特集
ど

村山浅間神社

大日堂を保存解体修理

来年３月末完

他資産整備も本格化」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月１日付）
新生・白糸ノ滝の未来は?!『点』から『面』へ回遊性を

曾我兄弟のあだ討ちな

歴史ドラマ生かし」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月５日付）

「世界遺産富士山構成資産を歩く〈１〉６カ所の構成資産

構成資産と富士山信仰の諸相

筆者 渡井正二（郷土史研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月 16 日付）
「富士山表口村山登山道

千貫松市場」〔佐野淳〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26

年１月 16 日付「街のプロムナード
「ノルディックウオーキング

お店を訪ねて」）

村山浅間神社訪れ

13 人が参加

雄大な自然にも触れ」

〔富士山環境交流プラザ〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月 17 日付）
「枯れ草火災３件発生

粟倉、村山、北山で」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月

22 日付）
「エコレンジャー連絡会

20 人が救命救急講習受講

富士山来訪者守る知識習得」（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月 26 日付）
「須藤市長

観光ホテル積極誘致へ

総合計画と国土利用計画

策定作業で勉強会」
（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月 29 日付）
「中央図書館講演会の受講者募集

若林さんが『ゴッホと富士山』と題し」〔若林和司〕
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〔富士山の日〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月 29 日付）
「富士山の魅力を所蔵資料で

富士市立博物館で名品展

浮世絵や美術工芸品、古写真な

ど」〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年１月 30 日付）
「富士山関連の資料展示

富士宮市立中央図書館

画集や研究書、古地図など

他図書館

でも催し」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年２月２日付）
「北部で２週続きの大雪

雪かきに負われ

市民生活にも支障」（『岳南朝日』２０１４

年＝平成 26 年２月 16 日付）
「14～15 日の豪雪影響

転倒など死傷者５人

市議会で調査報告

牛舎崩壊（根原）し

50 頭死亡か」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年２月 18 日付）
「積雪による被害甚大“想定外”への対策必須」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年
２月日付）→「大雪被害 12 億円超で県内最大」（４月 22 日付）に続報。
「毘沙門天大祭（富士市今井）が開催

あすまで」〔妙法寺〕（『岳南朝日』２０１４年

＝平成 26 年２月７日付）
「村山浅間神社案内所、トイレが開所

情報発信、交流の場に期待」〔世界遺産〕（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年２月 11 日付）
「城山公園で遺跡確認

発掘調査

弥生時代の『方形周溝墓』公園整備工事を延期

完了

は５月中旬」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年２月 11 日付）
「狩猟の勉強会や深林保全を積極展開。『常に実践者でありたい』野生動物被害防止に務
める 浅子智昭さん

自然・地域共生の暮らしを

文・写真

安江桂介」（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年２月 13 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「世界遺産センター建設にかかる代替地

ＪＲ東海から取得へ

富士宮市議会２月定例

会」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年２月 20 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈２〉富士山本宮浅間大社①

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年２月 20 日付）
「『富士山の日』特集
画

富士山に学び、大いに楽しもう！構成資産の整備状況と今後の計

富士宮市立中央図書館＝浅間神社コーナー開設

富士川楽座＝ブロックで作る富士山

が人気」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年２月 21 日付）
「富士宮市

県の世界遺産センター建設事業『特別用地交渉』と位置付け

」（『岳南朝

日』２０１４年＝平成 26 年２月 21 日付）
「『富士山憲章の碑』と『富士山山開き句碑』相次いで除幕『世界の富士山』アピール」
〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年２月 25 日付）
「構成資産など巡る実施団体の育成・支援検討
拓１号線沿いの森林整備

ウオーキングコース設定へ

富士宮市議会２月定例会

登山道、開

総括質疑がスタート」〔世界遺産〕

（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年３月７日付）一部▲▲→「登山道沿いなど森林間伐
へ」（６月 13 日付）に続報。
「仮称

富士山世界遺産センター

建築工事設計業務公募型プリポーザル最優秀者を選定

『水の山』コンセプトに」〔坂茂建築設計〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年３月
13 日付）
「石炭火力発電所

建設撤回申し入れ

小長井冨士市長に義務・責任の明確化など求める」

〔鈴川石炭火力発電所建設に反対する会〕〔鈴川エネルギーセンター〕〔公害〕（『岳南
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朝日』２０１４年＝平成 26 年３月 13 日付）
「富士山はまだ雪景色

春の訪れは遠く

厳しい冷え込み続く」（『岳南朝日』２０１４

年＝平成 26 年３月 16 日付）
「春の縁日に大観音増像を開帳

大悟庵

地元住民が手を合わせ」（『岳南朝日』２０１

４年＝平成 26 年３月 18 日付）
「富士山麓の環境保全を推進

勉強会で富士山へ理解深め」〔富士山ネットワーク〕（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年３月 18 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈３〉富士山本宮浅間大社②

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年３月 20 日付）
「富士山まつり推進委

14 年度事業計画など決まる

富士山お山開きは７月 10 日」〔７

月 10 日開山〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年３月 26 日付）一部▲▲
「ニホンジカ、イノシシの捕獲促進『鳥獣被害対策実施隊』設置へ
足

県内初、来月１日発

年間２００頭目標に」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年３月 28 日付）

「富士山スカイライン登山区間

除雪作業が順調

試験的にロータリー除雪車導入」〔冬

季閉鎖〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年４月 11 日付）
「粟倉に桜のトンネル

富士山スカイライン入り口で満開

ドライバーを歓迎

登山期前

のスポットに」〔富士山さくらの園〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年４月 11 日付）
「国指定特別天然記念物

下馬桜が５分咲き

富士宮市内の桜

北部地域はこれからが見

頃」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年４月 12 日付）
「根原区民と市が協働

ススキ草原で火入れ

景観・自然保全目的に 52 ㌶を野焼き」〔朝

霧高原〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年４月 15 日付）
「自然観察の会が総会

30 周年節目に『浮島ガイドブック』の作製へ

新年度事業計画決

める」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年４月 15 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈４〉富士山本宮浅間大社③

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年４月 17 日付）
「富士山スカイライン登山区間

25 日に冬期閉鎖規制解除」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年４月 19 日付）
「大雪被害 12 億円超で県内最大（９日現在）被災農業者支援で説明会」（『岳南朝日』２
０１４年＝平成 26 年４月 22 日付）
「猪之頭のミツバツツジ

見頃は 25 日頃まで」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年４

月 22 日付）
「案内活動充実へ決意

観光ボランティアの会総会」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26

年４月 22 日付）
「世界遺産認定書を伝達

川勝知事らにレプリカ

須藤市長も出席」（『岳南朝日』２０

１４年＝平成 26 年４月 23 日付）
「富士山スカイライン開通

富士登山３ルートの冬季閉鎖解除」（『岳南朝日』２０１４

年＝平成 26 年４月 26 日付）
「山静 11 市町村

富士山１周、２７００人が挑戦

ウルトラトレイル・マウントフジ

２

コースに分かれ」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年４月 29 日付）
「親子富士登山に参加を

サポート役のボランティアも募集
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30 日まで受付」（『岳南朝

日』２０１４年＝平成 26 年５月６日付））→「夏こそチャレンジ！学習や体験に」（８月
10 日付）に続報。
「富士山世界文化遺産

構成資産に多くの観光客訪れ

登録後初のＧＷ

白糸ノ滝や山宮

浅間神社」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月８日付）
「世界遺産にふさわしいまちづくりを

推進員が初の連絡会議

渡辺さ（アドバイザー）

が理想像提起」〔渡辺英彦〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月８日付）
「富士山頂の滑落事故

天候不良で救助活動難航」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝

平成 26 年５月８日付）▲▲

→「富士山頂の滑落事故」（５月９日付）、「富士山でリュ

ックサックなど発見」（５月 13 日付）、「富士山登山道で倒れた登山者」（５月 29 日付）、
「富士山登山口」（５月 30 日付）、「富士山登山道 遭難者は行方不明男性と判明」（６
月１日付）に続報。
「富士山頂の滑落事故

１人を発見

死亡を確認」〔遭難〕（２０１４年＝平成 26 年５月

９日付）▲▲
「市埋蔵文化財センター
修

オープン（来月１日）に向け準備

旧芝川町保険センターを改

収蔵品や展示品などを整理」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 11 日付）

「17 日に朝霧高原富士山西麓会祭り

ふもとっぱらで」（『岳南朝日』２０１４年＝平成

26 年５月 11 日付）
「富士山でリュックサックなど発見

滑落事故で行方不明男性の所持品か」〔遭難〕（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 13 日付）▲▲
「富士山で滑落事故相次ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 13 日付）
▲▲
「富士山をいつまでも美しくする会富士宮登山口支部が総会

富士山一斉清掃は８月 23

日」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 14 日付）→「美しい姿を後世に 富士山
で一斉清掃」（『岳南朝日』８月 24 日付）に続報。
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈５〉富士山本宮浅間大社④

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 15 日付）
「『（富士山麓の）資源が活用されていない』。ローカルからの経済影響目指す『森のた
ね』を設立

井戸直樹さん

狩猟や里山保全に取り組み

文・写真

井出達也」（『岳南

朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 22 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「富士山の自然林再生で『中間報告』調査地点で確認

人の手入っても生育状況は変わら

ず」〔富士山自然の森づくり〕〔風倒木被害 96 年９月〕〔『富士山緑の森・植生（樹木）
調査中間報告』
（ＮＰＯ法人富士山自然の森づくり編・発行、２０１４年＝平成 26 年３月）〕
（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 22 日付）▲▲
「ＮＰＯ法人

鎮守の森を育てる会総会

里山整備や環境教育など計画」〔富士川町・明

見神社〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 22 日付）
「13 年度観光客入り込み状況
５・64％増

５年ぶり６００万人台回復

６２５万５３４２人、前年比

富士山の世界遺産登録効果」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 23

日付）
「富士学会春季学術大会『かぐや姫と富士山』テーマに調査・研究成果を発表」（『岳南
朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 27 日付）
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「村山浅間神社『大日堂』保存修理工事
明

来年３月中に完了

工事方法や作業日程など説

床下からは『向拝』の梁も」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 29 日付）▲

▲
「富士山登山道で倒れた登山者」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年５月 29
日付）▲▲
「『仮称歴史館』建設調査で説明

歴史・文化発信、観光振興拠点で『市に絶対必要』須

藤市長が 決意示す」〔歴史博物館〕〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年
５月 30 日付）
「富士山登山口

倒れていた登山者を収容」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26

年５月 30 日付）▲▲
「富士山登山道

遭難者は行方不明男性と判明」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平

成 26 年６月１日付）▲▲
「埋蔵文化財センターが開所

先人の歴史、文化を継承」（『岳南朝日』２０１４年＝平

成 26 年６月３日付）
「県山岳遭難防止対策協富士宮支部

富士山の冬山登山禁止の県条例制定要望へ」〔山岳

遭難防止条例〕〔登山禁止条例〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月７日付）▲▲
《県山岳遭難防止対策協富士宮支部
「カタクリの種まきで交流

富士山の冬山登山禁止の県条例制定要望へ

富士根北小・中

紙芝居やゲーム交え」（『岳南朝日』２０

１４年＝平成 26 年６月８日付）
「歴史の道

村山古道ウオーク

富士宮歩こう会

17 日まで参加受付」〔村山道〕（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 10 日付）→「歴史の道

村山古道を踏破」（６月 24

日付）に続報。
「登山道沿いなど森林間伐へ

富士森林組合を事業主体に

県補助を活用し、市が上乗せ」

（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 13 日付）
「富士山富士宮登山口登山道

５～６合目間通行止め解除

安全を確認 20 日から」〔残

雪〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 17 日付）
「富士山麓山の村

緑陰コンサートで癒やしの時を

22 日、展覧会と併せ」（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年６月 18 日付）
「元高校教諭の遠藤さん『村山の歴史』著し発刊
〔『世界遺産

67 年半版に新たな調査結果など加え」

富士山表口「村山」の歴史』〔村山古道〕遠藤秀男著、エース出版、２０

１４年〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 18 日付）
「世界遺産の源泉にある『自然』を大切にし、『恋心を富士山に寄せて…』。富士山の自
然を守る会会長

佐藤尚吾さん

富士山の偉大さ実践で学び

文・写真 深沢税」（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 19 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライ
フ」）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈６〉富士山本宮浅間大社⑤

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 19 日付）
「特集

世界遺産登録１周年を祝う

22 日に絆祭とセレモニー『強力くん』利用増へ 仮

称世界遺産センター設計作業が本格化

富士宮市行動計画推進協働会議

聞く」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 20 日付）
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渡辺英彦議長に

「富士山世界文化遺産登録１周年

きょう、記念イベント

市庁舎前で多彩に

市民の来

場呼びかけ」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 22 日付）
「富士山への思いを一つに

世界遺産登録１周年記念事業

認定書伝達やステージイベン

ト繰り広げ」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 24 日付）
「富士山の課題・問題考え

世界遺産登録を考える講演・シンポ

観光や環境など多岐に」

〔渡辺豊博〕〔宮崎善旦〕〔石川明夫〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 24 日
付）
「富士山

レーザー光線で見た火口、溶岩流紹介

千葉さん（アジア航測）が講演」〔富

士山の自然を守る会〕〔千葉達朗〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 24 日付）
「歴史の道

村山古道を踏破

富士宮歩こう会

故事にちなみ１００人が歩く」〔村山道〕

（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 24 日付）
「富士山お山開き

２０１４年７月 10 日（木）祝

POTATO 富士山表富士宮口登山組合

大頂寺

富士山世界遺産登録一周年

牧野酒造

浅間大社

富士宮市観光協会」（合同広

告）（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年６月 28 日付）
「きょうから７月

富士山に夏の季節到来」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月１

日付）
「山岳遭難に備え救助訓練

富士宮署、中央消防署 捜索から搬送まで」（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年７月１日付）
「富士山保全協力金

10 日（開山日）から任意徴収

県がポスター作製し呼びかけ

安全

対策の周知も」〔入山料〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月２日付）
「人工の富士山は必要か

白川均」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月２日付「私

の発言」）
「雲上かき氷

UNJYO COFFEE

富士宮市山宮３３６２の１

デザート感覚でフワフワ

かき氷」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月３日付「街のプロムナード

お店を訪

ねて」）
「13 年度水源別水質検査結果

浄水（飲用水）の安全強調

富士宮市」（『岳南朝日』２

０１４年＝平成 26 年７月４日付）
「先月１日オープン

埋蔵文化センター

１カ月で１７９人来場

土・日曜中心に」（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月４日付）
「12 カ国の技術者 15 人が視察研修

８日、大沢川扇状地で」〔大沢崩れ〕（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年７月４日付）
「シカ食害対策にネットや防護柵

営林委員会

52・74 ㌶に事業展開」〔富士宮市有林〕

〔森林景観〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月４日付）
「オールコック著『大君の都』１５０年記念碑を建立

顕彰会が村山浅間神社北西で 10

日除幕」〔オールコック卿顕彰会〕〔斉藤斗志二〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26
年７月５日付）▲▲→「夏山シーズンが本番」（７月１日付）に関連記事と写真「オール
コック著『大君の都』発刊１５０周年記念碑を除幕（村山）」あり。
「10 日の富士山お山開き

富士宮口ルート 規制解除は８合目まで」〔残雪〕（『岳南朝

日』２０１４年＝平成 26 年７月６日付）
「マイカー規制は９月 10 日まで」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月６日付）
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「下山中に転倒」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月８日付）▲▲
「富士山お山開き
東海道表富士

２０１４年７月 10 日（木）祝富士山世界遺産登録一周年

ＰＯＴＡＴＯ

富士山表富士宮口登山組合

牧野酒造

浅間大社

大頂寺

富士宮市

観光協会」〔合同広告〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月８日付）
「郷土史を率先的に調査研究。『学びは自分の宝。増えていくのが楽しい』芝川郷土史研
究会会長

芦沢幹雄さん

芝川の名を後世に伝え

文・写真

千頭和真理」（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年６月 19 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「夏山シーズンが本番

富士山お山開き式

登山の安全を祈願

浅間大社、村山浅間神社

で」〔富士山入山式〕〔聖護院〕〔富士根北小〕〔富士根北中〕〔オールコック卿顕彰会〕
〔７月 10 日開山〕〔中学生初の山伏問答〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月 11
日付）一部▲▲
「富士山お山開き式

10 日、浅間大社・村山浅間神社

夏山登山の無事を祈願

伝統の行

事や交流イベント」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月 12 日付「グラフ特集」）
「夏山シーズンの安全守り

富士宮署 富士山５合目に臨時派出所」（『岳南朝日』２０

１４年＝平成 26 年７月 12 日付）
「火柱夜空焦がし

遠州白糸原手筒花火保存会

富士山お山開きで奉納」（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年月日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈７〉富士山本宮浅間大社⑥

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月 17 日付）
「富士山富士宮口

山室を一斉監視指導

富士保健所 ５合目以上の９施設で

食堂や寝

具など衛生管理で

設置の AED も初点検」〔山室衛生〕（『岳南朝日』２０１４年＝平

成 26 年７月 18 日付）
「山開き

望月志津子」〔村山浅間神社〕〔富士山入山式〕〔中学生初の山伏問答〕（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年７月 19 日付）
「高山病の男性救助

富士山９合５勺で」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26

年７月 23 日付）▲▲
「浅間区初の区誌完成

成り立ちや歴史、行事など紹介

映画館・学校・製糸業…」〔『あ

さま区誌』あさま区誌編纂委員会編・発行、２０１４年〕（『岳南朝日』２０１４年＝平
成 26 年７月 23 日付）
「夏こそチャレンジ！学習や体験に

親子富士登山

５合目から山頂目指し

小学６年生

48 人と保護者ら参加」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年８月 10 日付）→「親子富士
登山の登頂率

児童、保護者とも 77・１％」（９月４日付）に続報。

「国道４６９号建設促進、富士治山治水同盟会

整備、事業促進を要望」（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年７月 24 日付）
「富士と琵琶湖を結ぶ会

浅間大社参拝や富士登山で交流

46 人来宮」（『岳南朝日』２

０１４年＝平成 26 年７月 25 日付）
「富士山で救助要請相次ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年８月６日付）
▲▲
「太陽光発電等『抑止地域』策の現状は…富士宮市が運用開始から２年 景観・森林機能
の保全

急がれる国の規制策」〔メガソーラー〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年８
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月 13 日付「ズームアップ２０１４」）
「富士山の自然を守る会

30 日公開フィールドワーク

23 日まで参加受付」
〔宝永山〕
（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年８月 18 日付）
「富士山衛生センターの診療実績

患者数が前年の 56％“弾丸登山”自粛啓発など奏功

登山者減も反映」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年８月 21 日付）
「ふじのみや市民環境会議

来月、富士山自然の森で観察会」（『岳南朝日』２０１４年

＝平成 26 年８月 21 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈８〉富士山本宮浅間大社⑦

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）（郷土史研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年８月 21 日付）
「美しい姿を後世に

富士山で一斉清掃

富士宮口５合目～宝永火口周辺など

21 団体、

４１１人が参加」〔富士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成
26 年８月 24 日付）
「村山浅間神社『大日堂』発掘調査『向拝』の礎石など発見

地元住民に説明」（『岳南

朝日』２０１４年＝平成 26 年８月 24 日付）▲▲
「富士山登山客をまちなかへ

誘客プロジェクトを展開

富士宮商議所青年部など

メン

バーがもてなし」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年８月 24 日付）
「富士山と研修医

衛生センターに思う

上地常視」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26

年８月 26 日付「東西南北記者の目」）
「富士砂防事務所

キャンプ砂防 in 富士山

大学生が現場学習

施設、対策に理解深め」

（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年８月 27 日付）
「富士山登山道富士宮ルート

６合目～頂上区間を冬季閉鎖

来月 10 日正午から」（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年８月 30 日付）
「海抜０㍍から富士山頂ヘ

村山巡礼体験ウオーク

毘沙門天妙法寺前を出発」〔聖護院

・富士山峯入り修行〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月２日付） ▲▲
「富士山で救助要請相次ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月２日付）
▲▲
「風祭川の祭事、歴史など理解深め渡井さんが講話

富丘公民館で地域学講座スタート」

〔渡井正二〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月４日付）
「親子富士登山の登頂率

児童、保護者とも 77・１％」（『岳南朝日』２０１４年＝平成

26 年９月４日付）
「県立富士山麓山の村

施設を体験 箸作りや自然観察、アートコンテストなど『静岡の

美』展も開催」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月６日付）
「仮称富士山世界遺産センター

県が職員募集

研究職で２人」（『岳南朝日』２０１４

年＝平成 26 年９月７日付）
「ウオーキングツアー

富士山世界遺産めぐりと宝永火山・御殿庭下山

来月 13 日実施

22 日まで参加受付」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月 10 日付）
「28 日に『キング・オブ・ヒルクライム富士山』富士山スカイラインで 26・５㌔のクライ
ムレース」〔バイクナビ・グランプリ〕〔富士山さくらの園〕（『岳南朝日』２０１４年
＝平成 26 年９月 10 日付）→「富士山舞台に標高差日本一のレース」（９月 25 日付）に続
報。

- 238 -

「読者からの便り

富士登山（富士市厚原

稲葉光典）」（『岳南朝日』２０１４年＝平

成 26 年９月 11 日付「心のかけ橋」）
「Ｊアラート運用から２度目『土砂災害警報情報』

山宮・粟倉で“ゲリラ豪雨”大きな

被害なく」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月 12 日付）
「富士山の県内３登山口
前年の 76％

登山者９万８８６４人

７月 10 日～８月末 天候など影響し

富士宮口は５万７１２５人、２６％減少」（『岳南朝日』２０１４年＝平成

26 年９月 12 日付）
「富士宮署

夏山臨時警備派出所

山岳救助隊出動は 36 回」〔遭難〕（『岳南朝日』２０

１４年＝平成 26 年９月 12 日付）
「夏山富士の終わり告げ

浅間大社で閉山祭

50 人参列し感謝ささげ」（『岳南朝日』２

０１４年＝平成 26 年９月 12 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈９〉富士山本宮浅間大社⑧

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月 18 日付）
「非常時の対応強化へ

富士宮支所消防本部、県消防防災航空隊

合同山岳救助訓練」
〔遭

難〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月 18 日付）
「富士山舞台に標高差日本一のレース
オブ・ヒルクライム

バイクナビ・グランプリ２０１４特集

10 クラスに６００人参戦

キング・

28 日、スカイライン舞台に」（『岳南朝

日』２０１４年＝平成 26 年９月 25 日付）
「望月環境大臣“お国入り”地元に感謝、国の仕事にまい進決意」（『岳南朝日』２０１
４年＝平成 26 年９月 28 日付）
「ニジマスの養殖

しずおか農林水産物認証

富士養鱒漁協

須藤市長に取得報告」
（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年９月 28 日付）
「富士山の今夏登山者数
口は６万４４９２人

４登山口で 28 万５４８４人

前年比２万５千人減少

富士宮

全体の 23％」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 10 月１日付）

「富士山周辺で採取の野性きのこ

放射性セシウム

５検体で基準値超

県が事業者に出

荷制限要請」〔東日本大震災〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 10 月５日付）▲▲
「富士山噴火に備え避難訓練

19 日に３県合同で実効性高め」（『岳南朝日』２０１４年

＝平成 26 年 10 月８日付）
「新・『滝見橋』がグッドデザイン賞

自然景観にマッチしたシルエットで」〔白糸ノ滝〕

〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 10 月８日付）
「市街地周辺でシカ目撃

万野原新田では捕獲」〔ニホンジカ〕（『岳南朝日』２０１４

年＝平成 26 年 10 月 10 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈10〉富士山本宮浅間大社⑨

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 10 月 16 日付）
「キングオブヒルクライム富士山
とめる

参加者の 97％が男性

初参加は４割強

実行委がま

80％以上が２時間半以内に完走」〔キング・オブ・ヒルクライム富士山〕（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年 10 月 16 日付）
「富士山に初冠雪

昨年より３日早く」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 10 月 17

日付）
「富士山火山３県合同防災訓練

噴火警戒レベルに応じ
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避難の課題課題など検証

根

原、富士丘、人穴、上井出対象に」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 10 月 21 日付）
「富士宮市・富士山頂上奥宮境内地使用者組合

環境省へ要望書提出

公衆トイレ（５合

目）、山頂危険箇所整備など個所」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 10 月 25 日付）
「富士山スカイライン登山区間

２～５合目を 10 日から冬期閉鎖」〔冬季閉鎖〕（『岳南

朝日』２０１４年＝平成 26 年 11 月２日付）
「華やかさ増す『信長公黄葉まつり』盛大に

９日、西山本門寺境内」〔安部龍太郎〕（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年 11 月７日付）
「信長公黄葉まつり

武者行列、火縄銃演武など展開

多彩な催しに多くの人出」〔西山

本門寺〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 11 月 11 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈11〉富士山本宮浅間大社⑩

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 11 月 20 日付）
「富士と琵琶湖を結ぶ会

24 回目の交流親善『お水返し』で両市の発展誓う」（『岳南朝

日』２０１４年＝平成 26 年 11 月 21 日付）
「『彩りある街道づくり』推進

富士宮富士公園線・登山道で

道路沿いにイロハモミジ

植栽」〔スカイライン〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 11 月 21 日付）
「浄土宗道心会研修会

浅間大社や高砂酒造で

神仏習合など学び」（『岳南朝日』２０

１４年＝平成 26 年 11 月 27 日付）
「観光ガイドボランティ養成講座

受講者募る

来月 14 日から総合福祉会館で」〔世界遺

産〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 12 月５日付）
「今年も元気に富士登山！富士山頂奥宮高齢登拝者
目）女性最高齢

男性最高齢は 96 歳の吉永さん（６回

北さん（86）は初登頂」〔高齢者登山〕〔高齢者番付〕（『岳南朝日』

２０１４年＝平成 26 年 12 月 12 日付）
「戦跡や開拓の里巡る

富士山の自然を守る会・里山めぐり

参加者募る」〔富士の巻き

狩り〕〔少年戦車兵学校〕（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 12 月 12 日付）
「キジョラン

富士山麓にもあった！発見（今回の執筆は山田高さん）」〔アサギマダラ〕

（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 12 月 17 日付「富士自然観察の会

楽しい自然リレ

ーシリーズ」）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈12〉富士山本宮浅間大社⑪

筆者 渡井正二（郷土史

研究家）
「世界遺産のまちづくりで必要なのは－富士山保全に市民意識高く
を公表

市民アンケート結果

地域活性化、受け入れ体制なども」（『岳南朝日』２０１４年＝平成 26 年 12 月

29 日付）
「富士山世界文化遺産協議会で

携帯トイレの処理など

須藤市長が４点を要望」（『岳

南朝日』２０１４年＝平成 26 年 12 月 29 日付）
■２０１５年＝平成 27 年
「２０１５頌春

黎明の光

名峰の地に（羽鮒山から富士宮市街地を望む＝外記省吾さん

撮影）」〔写真〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年１月１日付）
「仮称世界遺産センター年内着工へ
示部門の『実施計画』公表

富士山を未来へ引き継ぐ意義を考える場に

県が展

映像技術で臨場感演出」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27
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年１月１日付）
「富士山世界文化遺産構成資産の環境整備」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年１月３
日付）
「長者ケ岳遊歩道の眺望整備

休憩所から富士山くっきり

富士宮市

危険箇所改修し安

全確保」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年１月 16 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈13〉富士山本宮浅間大社⑫

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年１月 22 日付）
「富士山麓の環境・景観改善へ
し

県産業廃棄物協会富士支部

創設された県補助制度活用

不法投棄産廃物を撤去回収」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年１月 24 日付）

「世界遺産のまちづくり整備基本構想まとまる

浅間大社周辺をコアエリアに」（『岳南

朝日』２０１５年＝平成 27 年１月 25 日付）
「富士宮農協北部地区運営委

村山ニンジン収穫

独特の香りと強い味

３キロずつを読

者プレゼント」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年１月 30 日付）▲▲
「来月、富士山噴火机上演習

山静両県関係自治体『広域避難計画』策定後初」（『岳南

朝日』２０１５年＝平成 27 年１月 31 日付）
「国道４６９号道路改良事業
地収用法適用へ

２期事業区間早期開通目指し

県富士土木事務所

未整備区間の用地取得

土

20 日に市役所で事業説明会」（『岳南朝日』２０１

５年＝平成 27 年２月 13 日付）
「富士山保全協力金

現地徴収の時間延長

３登山口と水ケ塚駐車場

県が協力者の拡大

図り」〔入山料〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年２月 14 日付）
「『富士山の日』特集
目標額大幅に下回る

富士山の恵みに感謝し楽しい一日を！静岡県
徴収時間延長、功を奏すか

富士宮市

富士山保全協力金

イベント多彩に『富士山の

日』広域圏情報」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年２月 20 日付）
「富士山世界遺産センター（仮称）建設地
訪者の安全確保や通行アクセス

ふじさんせせらぎ広場

川勝知事が視察

来

須藤市長らと意見交換」（『岳南朝日』２０１５年＝平

成 27 年２月 18 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈14〉村山浅間神社と富士登山①

渡井正二（郷土史研

究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年２月 19 日付）▲▲
「村山浅間神社

大日堂保存修理工事が大詰め『向拝』復元存在感放ち」（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年２月 22 日付）
「富士山への思いなど『小泉八雲』を語る『富士山の日』協賛図書館講演会

若林さんが

講話」〔若林和司〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年２月 24 日付）
「ふじさんウオーキング

親子連れなど１５０人が健康づくりと環境美化

富士山の歴史

や自然も学び」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年２月 24 日付）
「富士市の妙法寺

毘沙門天大祭でだるま買い求め

大願成就など願い」（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年２月 26 日付）
「杉田子安神社

元区長の土屋さん

石碑『子安霊神』を奉納

冬の祭典で入魂式」（『岳

南朝日』２０１５年＝平成 27 年３月１日付）
「特別歴史講演会『信長公首塚の謎』小和田さん（静大名誉教授）が講演

安部さんと対

談も」〔小和田哲雄〕〔安部龍太郎〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年３月３日付）
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「富士山衛生センター

実施 30 日間目指す

富士宮市議会

予算審査特別委」（『岳南朝

日』２０１５年＝平成 27 年３月 13 日付）
「大悟庵

星山観音大祭

檀信徒らが手を合わせ」〔十一面観世音菩薩〕（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年３月 17 日付「寺院で大観音像をご開帳」）
「新豊院

大観音大祭

開運などご利益願い参拝」〔聖観世音菩薩立像〕（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年３月 17 日付「寺院で大観音像をご開帳」）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈15〉村山浅間神社と富士登山②

渡井正二（郷土史研

究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年３月 19 日付）▲▲
「村山・木伐山地区の農道整備

完成祝い歩き初め

富士根北中生らが健脚大会

県富士

農林事務所」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年３月 19 日付）
「富士山世界文化遺産行動計画推進協働会議

15 年度以降の活動方針

外国人のガイド

体制充実へ」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年３月 20 日付）
「富士山お山開きは７月 10 日 14 年度富士山まつり推進委事業報告

狩宿さくらまつり

に１万８０００人」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年３月 20 日付）
「カタクリ開花し案内スタート

富士根北中

春休み期間中

生徒が来訪者に説明『かた

くり新聞』も手渡し」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年３月 27 日付）
「村山浅間神社大日堂で 31 日、竣工式 保存修理工事が完了

テープカットなどで祝う」

〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年３月 28 日付）
「村山浅間神社の大日堂

保存修理工事完了祝い合う

関係者参列し竣工式」〔世界遺産〕

（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年４月１日付）▲▲
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈16〉村山浅間神社と富士登山③

渡井正二（郷土史研

究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年４月 16 日付）▲▲
「富士登山者の遭難防止対策
初代係員に杉山巡査部長

富士宮・御殿場２署に

富士登山対策係を新設

富士宮署

登山届チェックや山の情報提供」（『岳南朝日』２０１５年＝

平成 27 年４月 18 日付）
「富士宮市猪之頭のミツバツツジ（県指定天然記念物）『あすが一番の見頃』桃色の花美
しく咲き誇り」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年４月 18 日付）
「村山浅間神社の大日堂

保存修理終え開眼供養

仏像 10 体に魂入れる『碑伝木』の加持

法要も盛大に行われる」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年５月 16 日付）
「富士宮市観光ガイドボラの会

昨年度のガイド実績

前年度を大幅に下回る

要因は業

界の景気回復の遅れなど」〔富士宮市観光ボランティアガイドの会〕（『岳南朝日』２０
１５年＝平成 27 年５月 16 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈17〉村山浅間神社と富士登山④

渡井正二（郷土史研

究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年５月 21 日付）▲▲
「富士宮市

富士山麓緊急間伐対策事業

14 年度 登山道沿い 30 ㌶整備

本年度事業実

施に向け所有者に協力求め説明会」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年５
月 27 日付）
「市観光協会

富士登山、イベントへの誘客に力点置き

総会で新年度事業計画決める」

（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年５月 27 日付）
「大規模太陽光発電施設設置

景観等との調和で条例化

- 242 -

適用除外にもガイドライン

富

士宮市」〔メガソーラー〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年５月 29 日付）
「ホテル誘致で補助金要綱改正

客室面積要件を緩和

富士宮市

税率軽減の優遇措置

も」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年５月 29 日付）
「富士山世界遺産センター建設地

富士山せせらぎ広場－大駐車場間

県道

信号機、横

断歩道を新設“平面交差”で安全確保図る」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年６月６
日付）
「富士講開祖

角行しのび神事

富士教が御法家大祭」〔人穴〕（『岳南朝日』２０１５

年＝平成 27 年６月 10 日付）▲▲
《富士講開祖

角行しのび神事

富士教が御法家大祭

江戸時代に成立した民衆信仰のひとつ富士講の法脈を受け継ぐ富士教（勝間田孝一管長）
の御法家大祭（角行尊師大祭）が７日、富士宮市人穴の富士講遺跡で開かれた。市内外か
ら集まった関係者約 40 人が富士講開祖の藤原角行をしのんで神事を執り行った。
角行の命日は６月３日だが、世界文化遺産富士山の構成資産として遺跡を多くの人たち
に知ってもらおうと、２年前から６月の第１日曜日に開催している。
大祭には、御殿場や沼津、横浜の各市、山梨県大月、富士吉田両市、地元人穴、猪之頭
から多くの人たちが参列。供養塔前で古来の神道にのっとり、「二拝二拍手一拝」や「清
めばらい」、祭詞、御唱文奏上などの神事が執り行われ、関係者が玉串を奉てん。米を入
れた釜の音で吉凶を占う「釜鵈（かまなり）」や、「六根清浄（ろっこんしょうじょう）」
と唱えながら「御身抜（おみぬき）」と呼ばれる独特の護符の下をくぐる「お巻くぐり」
の儀式も行った。
また、仏式による祈とうも併せて実施した。》（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年６
月 10 日付）
「富士山８合目

衛生センター開設

来月 24 日から 29 日間

前年比４日延長

延長経費

は富士山保全協力金で」〔浜松医大〕〔大城和恵〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27
年６月 12 日付）
「大城医師（国際山岳医）が担当

23 日に講演会

総合福祉会館で」〔富士山表富士宮口

登山組合〕〔大城和恵〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年６月 12 日付）
「富士宮歩こう会

富士山お山開きウオーク

一般の参加受付」〔村山古道〕（『岳南朝

日』２０１５年＝平成 27 年６月 17 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈18〉村山浅間神社と富士登山⑤

渡井正二（郷土史研

究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年６月 18 日付）▲▲
「富士山世界遺産センター（仮称）建設

工事請負契約の入札不調

着工遅れで一般開放

先送りへ」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年６月 19 日付）
「『石の上に５年』。冷涼な気候の荒れ野を開拓し、新たな歴史の扉開く
世

松木圭吾さん

朝霧の酪農地帯を築き芝川の名を後世に伝え

文・写真

西富士開拓１
千頭和真理」

（『岳南朝日』２０１４年＝平成 27 年６月 25 日付「ヒューマンストーリー人人人いきい
きライフ」）
「７/10（金）富士山お山開き

浅間大社・東海道表富士・POTAYTO・富士山表富士宮口

登山組合・牧野酒造・大頂寺・富士宮市観光協会」〔合同広告〕（『岳南朝日』２０１５
年＝平成 27 年６月 25 日付
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「富士山富士宮口登山道

６合目～頂上

通行止め解除 10 日から」〔残雪〕（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年７月２日付）
「富士登山マイカー規制
山』抑制も

富士山スカイライン富士宮口

10 日から 63 日間実施『弾丸登

シャトルバス最終便発車時刻早める」〔夜山〕（『岳南朝日』２０１５年＝

平成 27 年７月３日付）
「親子で富士登山楽しもう

県山岳連盟

来月７、８日に教室」〔親子富士登山〕（『岳

南朝日』２０１５年＝平成 27 年７月８日付）
（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年７月８日付）
「登山者への情報伝達へ

県が初の『富士山火山防災訓練』」（『岳南朝日』２０１５年

＝平成 27 年７月９日付）
「富士山富士宮口５合目『夏山臨時警備派出所』を開設

登山者への公報や救護に」（『岳

南朝日』２０１５年＝平成 27 年７月 11 日付）
「夏山シーズンが開幕

『富士山お山開き』で安全登山祈願

関係者が集い」〔富士山入

山式〕〔聖護院〕〔富士根北中〕〔水垢離〕〔山伏問答〕（『岳南朝日』２０１５年＝平
成 27 年７月 11 日付）→部▲▲
「富士市『富士山登山ルート３７７６』オープニングチャレンジ
イーン）ら３人が出発

吉田さん（かぐや姫ク

富士塚から３泊４日の日程で山頂目指す」（『岳南朝日』２０１

５年＝平成 27 年７月 11 日付）
「富士登山の幕開け告げ

浅間大社と村山浅間神社で『富士山お山開き式』」〔写真〕〔富

士山入山式〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年７月 12 日付）
「山宮浅間神社の遺跡発掘調査

出土品や資料を展示

富士宮市埋蔵文化財センターで」

（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年７月 15 日付）
「富士山火山防災訓練を展開

県・国交省・気象台・山小屋など連携し登山者の安全図り

富士宮口登山道などで噴火情報伝達や呼びかけ」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年７
月 16 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈19〉村山浅間神社と富士登山⑥

渡井正二（郷土史研

究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年７月 16 日付）▲▲
「富士山富士宮口山室監視指導

県富士健康福祉センター

食中毒防止へ手洗い実践な

ど」〔山室衛生〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年７月 17 日付）
「望月環境大臣

公式来宮

富士山５合目６合目トイレ視察」〔望月義夫〕（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年７月 21 日付）
「富士登山客続々と…

保全協力金にも協力的」〔入山料〕（『岳南朝日』２０１５年＝

平成 27 年７月 21 日付）
「富士山で滑落、転倒相次ぐ

３人を救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27

年７月 22 日付） ▲▲
「伝統野菜『村山ニンジン』を種まき

JA 富士宮北部支店

北部地区運営委」（『岳南朝

日』２０１５年＝平成 27 年７月 25 日付）
「村山大日堂展

保存修理工事の竣工記念し

世界文化遺産への理解促す

市立郷土資料

館で」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年７月 29 日付）
「『世界遺産富士山のまち推進会議』行動計画・まちづくり構想を一元化」（『岳南朝日』
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２０１５年＝平成 27 年８月１日付）
「富士山保全協力金（７月 10 日～31 日付）現地、コンビニで１５９７万円余
増

現地は微

静岡県」〔入山料〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月６日付）

「ミス日本みどりの女神・佐野佳奈さんが『一日森林管理署長』に」〔入山料〕（『岳南
朝日』２０１５年＝平成 27 年８月６日付）
「浅間大社奥宮を正式参拝

ミス富士山グランプリの伊藤早希さん」
〔変わり種登山〕
（『岳

南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月７日付）
「村山巡礼体験ツアー『富士山峯入り修行』に同行

参加を受付」〔聖護院・富士山峯入

り修行〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 16 日付）
「朝霧高原根原地区

浸食作用で姿消す『東海自然歩道』自然の成り行きに任せる!?

対

応策に地元行政も苦慮」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 16 日付）
「村山浅間神社で大祭

祭神（コノハナサクヤヒメ）のみこし地域巡り

古式ゆかしい光

景繰り広げ」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 18 日付）▲▲
「富士山で遭難相次ぐ

２人が体調不良で」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月

18 日付）▲▲
《富士山で遭難相次ぐ

２人が体調不良で

15 日午前 10 時 40 分頃、富士山８合目で神奈川県秦野市平沢の無職男性（70）が胸の痛
みを訴え、富士山衛生センターから要請を受けた富士宮警察署山岳遭難救助隊と富士宮消
防署員が男性を救助した。
◇
16 日午前４時頃、富士山富士宮口９合目付近を下山中の大阪府泉北郡忠岡町馬瀬の会社
員女性（26）が腹痛と吐き気を催し、救助要請を受けた県警山岳遭難救助隊員が下山させ
た。高山病とみられる。》（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 18 日付）
「大淵の歴史など後世に伝え

大淵郷土史研究会『ふるさと大淵』発刊」
〔宮崎武頼〕
〔『ふ

るさと大淵』大淵郷土史研究会編著・出版、２０１５年〕（『岳南朝日』２０１５年＝平
成 27 年８月 19 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈20〉村山浅間神社と富士登山⑦

渡井正二」（『岳南

朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 20 日付）▲▲
「遠藤さん初の随想集（『富士山
た歴史などつづり」〔『随想集

南麓ものがたり』）を自費出版
富士山

思い出や自信が調べ

南麓ものがたり』遠藤英男著、エース出版、２

０１５年〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 22 日付）
「『世界遺産富士山の構成資産を知る』展

村山大日堂（保存修理工事）や山宮浅間神社

（発掘調査）の成果など紹介 29 日から環境交流プラザで『世界遺産グッズ』も展示」（『岳
南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 22 日付）
「富士山の自然を守る会

来月３日、公開学習会『村山大日堂』などに理解深め」〔渡井

一信〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 22 日付）
「富士山で救助相次ぐ

３件の山岳事故」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27

年８月 25 日付）▲▲
「富士山信仰に理解深め

巡礼体験ツアー

修験者らに同行」〔聖護院・富士山峯入り修

行〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 26 日付）
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「来月２、３日に表富士宮口感謝祭

大阪市のサンシャインツアー

９つの山小屋で１２

００人が１度に宿泊」〔変わり種登山〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 26 日
付）
「なくなった人（23・24 日）渡井正弘さん（74）舞々木町８４７」（『岳南朝日』２０１
５年＝平成 27 年８月 26 日付）
「富士山麓に８００種

観察の名所でコケに親しんで（今回の執筆は山田高さん」（『岳

南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 26 日付「富士自然観察の会・楽しい自然リレーシリ
ーズ」）
「富士山－信仰と芸術

静岡県立美術館

富士への思い源に信仰起点に生み出された芸術

富士宮市の資料も展示」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 28 日付「文化」）
「美しい環境を後世へ

富士山の一斉清掃を展開

富士山をいつまでも美しくする会

４

２０人がごみ拾いなどに励み」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年８月 30 日付）
「『一本一本の木と向き合いながら、豊かな自然を後世に引き継ぐ活動したい』日本初の
アー-ボリスト（樹護士）渡辺真威さん

樹形壊さず景観に配慮

文・写真

菅谷拓郎」
（『岳

南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月３日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライ
フ」）
「村山古道歩き

麓山の村で一泊

大岩３区

21、22 日に開催」〔富士山麓山の村〕（『岳

南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月３日付）→「旧跡訪ね村山古道で健康ウオーク」（９
月 27 日付）に続報。
「貴重な仏教遺産を後世に

富士山宝塔参拝纏奉納」〔日蓮〕〔大泉寺〕〔万灯講〕〔白

蓮會〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月４日付）▲▲
「富士山型の土俵上で奉納相撲

上井出・芝山子ども会」〔上井出天満宮〕（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年９月８日付）
「抜群の眺望で５００人力走

朝霧高原トレイルランニングレース」（『岳南朝日』２０

１５年＝平成 27 年９月８日付）
「27 日にキングオブヒルクライム富士山
８００㍍に挑む

全国から１０００人出場

自転車で標高差１

協賛イベント『富士三魂の響き』開催」〔バイクナビ・グランプリ〕〔キ

ング・オブ・ヒルクライム〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月 10 日付）
「浅間大社で神事

夏山シーズンの終わり告げ

関係者集い富士山閉山祭」（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年９月 12 日付）
「富士山診療センター診療実績

患者３１２人、うち高山病 67・６％」（『岳南朝日』２

０１５年＝平成 27 年９月 15 日付）
「登山者は８万８４２７人

７月 10 日～８月末」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年

９月 15 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈21〉村山浅間神社と富士登山⑧

渡井正二（郷土史研

究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月 17 付）▲▲
「富士宮市議会９月定例会

大鹿窪遺跡、史跡公園として整備へ」（『岳南朝日』２０１

５年＝平成 27 年９月 18 日付）
「標高差日本一の自転車レース！バイクナビ・グランプリ２０１５特集

キングオブヒル

クライム富士山

大会協賛イベン

10 クラスに８００人参戦 27 日、スカイライン舞台に
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ト『富士三魂の響き』開催」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月 25 日付）
「富士山スカイライン全面通行止めに」〔キング・オブ・ヒルクライム〕（『岳南朝日』
２０１５年＝平成 27 年９月 25 日付）
「旧跡訪ね村山古道で健康ウオーク

大岩３区

富士山信仰に理解深め」（『岳南朝日』

２０１５年＝平成 27 年９月 27 日付）
「難コースに脚力競い

バイクナビ・グランプリ

キング・オブ・ヒルクライム富士山

７

５０人が５合目目指し」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月 29 日付）
「ウルトラトレイル・マウントフジ

１０００人が富士山麓駆け抜け

世界各国から参加

し力走」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月 29 日付）
「ウオーク楽しみながら世界遺産に親しみ

山宮地区でノルディック

環境交流プラザ」

（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月 29 日付）
「富士山登山ナビゲーター設置事業

県費負担の申し入れ」〔富士宮市議会９月定例会〕

〔保全協力金〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月 30 日付）
「今夏の富士山登山者（７月１日～９月 14 日）前年比 17・９％減の 23 万４２１７人
士宮口は 10・２％減

富

天候の影響、箱根の噴火など要因か」（『岳南朝日』２０１５年＝

平成 27 年 10 月１日付）
「富士山西麓新観光ルートづくりへ

富士宮市と富士河口湖町が連携

公共交通利用者の

ニーズ対応」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月２日付）
「宝永火口トレッキングイベント

富士山の自然と景観を満喫

26 人がガイドの説明聴

き」〔大沢能孝〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月４日付）
「携帯トイレ

５合目に回収ＢＯＸ設置

おもてなしの心を形に

トレッキングやハイキ

ングに配慮」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月７日付）▲▲
《携帯トイレ

５合目に回収ＢＯＸ設置

おもてなしの心を形に

トレッキングやハイキ

ングに配慮
富士宮市は６日、富士山５合目に携帯トイレの回収ＢＯＸを設置した。登山者は「自分
の出したごみは自分で持ち帰る」というのが原則だが、利用者の心情や利便性を考慮し、
11 月中旬の富士山スカイライン登山区間の冬季閉鎖前までの設置を決めた。世界遺産・富
士山を後世に残すため、富士山の環境を守りつつ、おもてなしの心を形にした。
富士山の夏山シーズンは９月 10 日で終了したが、富士宮口は５合目から６合目に登り宝
永火口を周遊するコースをはじめ、富士山自然休養林のハイキングコースでは紅葉が楽し
めるなど、登山とは違った富士山の楽しみ方として人気のスポットとなっている。
一方でトイレについては、スタート地点の５合目レストハウスにはあるものの、10 月中
旬には６合目の山小屋が閉鎖され、環境省の公衆トイレも閉鎖されることから、登山途中
にはない状況となる。市では昨年から携帯トイレの持参を啓発してきた経緯がある。
昨年、須走口の５合目から６合目の間に屋外排せつ物が発見されるなど、富士山の環境
が脅かされている状況にもあることから、市は「持ち帰り」のルールーマナーを啓発しな
がらも、ハイキングやトレッキングコースの終着点となるブルドーザー発着場に回収Ｂｏ
ｘを設置することで、来訪者へのおもてなしの心を示した。
回収Ｂｏｘは幅１・８５５㍍、奥行き１・32 ㍍、高さ１・23 ㍍で景観に配慮してダーク
ブラウンに塗装。業者に委託し今月に１回、11 月に１回、Ｂｏｘ内の使用済み携帯トイレ
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を回収する。市の予算は約 15 万円となっている。》（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27
年 10 月７日付）
「富士宮西高社会研究部
究成果

全国高校郷土研究発表会で最優秀賞『静岡初の鉄道馬車』で研

静岡の“産業革命”支えた役割など『富士馬車鉄道』と『富士軌道』〈上〉」（『岳

南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月８日付） ▲▲ →「岳南地方の軌道馬車＝１＝～＝
５＝」（１９９５年＝平成７年７月 12 日～８月 15 日付）、『「郷土の交通－富士軌道」
展』（富士宮市郷土資料館、１９９９.１２.１～２０００.２.１９）参考。
「富士宮西高社会研究部

全国高校郷土研究発表会で最優秀賞

静岡の産業革命を支えた

静岡初の馬車鉄道〈下〉」〔富士馬車鉄道〕〔富士軌道〕（『岳南朝日』２０１５年＝平
成 27 年 10 月９日付） ▲▲
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈22〉村山浅間神社と富士登山⑨

筆者

渡井正二（郷

土史研究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月 15 日付） ▲▲
「三日市浅間神社（富士市浅間本町）２５０年ぶり新本殿造営事業が完了へ

本殿遷座祭

と大御饌祭執り行い」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月 16 日付）
「富士山麓山の村

31 日に富士山クリーン作戦

活動エリアを清掃」（『岳南朝日』２０

１５年＝平成 27 年 10 月 22 日付）
「杉の『ご神木』を発見
史ロマン秘め

宮本さん夫妻が自宅倉庫で

浅間大社境内

昭和初期に倒木

歴

祖父の慶次さんが残す」〔宮本雄好〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27

年 10 月 23 日付）
「ニホンジカ、イノシシ、サル

有害鳥獣対策を強化

上半期７７９頭を駆除

実施隊も

成果 富士宮市」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月 25 日付）
「スパーホテル富士宮

きょう、オープン

１２０人出席し竣工式、開業セレモニー

観

光振興支える施設として期待」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月 28 日付）
「山宮浅間神社

オリジナル御朱印帳を販売開始

キャパサービスと共同開発

表具に富

士ヒノキ活用」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 10 月 29 日付）
「富士山大沢川遊砂地などで親子見学会

砂防施設の役割を実感

富士砂防事務所」〔大

沢崩れ〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 11 月３日付）
「富士山茅葺きフォーラム

根本さんらが講演『共存共栄の植生を実現』草原の重要性語

る」〔根本正之〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 11 月３日付）
「富士塚をはじめ地域点在の史跡等を管理・保全。『歴史・文化を残していきたい』鈴川
区管理員会委員長

陣野原力さん

まちが誇る歴史を後世に

文・写真 菅谷拓郎」〔富

士山登山ルート３７７６〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年９月３日付「ヒューマン
ストーリー人人人いきいきライフ」）▲▲
「『富士下山』富士山の楽しみ方と規制」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 11 月 10
日付「東西南北記者の目」）
「山宮浅間神社発掘調査

貴重な発見に市民訪れ

中世（推定）の階段跡を公開

富士宮

教育委」〔世界遺産〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 11 月 10 日付）▲▲
「信長公黄葉まつり

武者行列や火縄銃演武、楽市楽食など繰り広げ」（『岳南朝日』２

０１５年＝平成 27 年 11 月 10 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈23〉村山浅間神社と富士登山⑩
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筆者

渡井正二（郷

土史研究家）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 11 月 19 日付）▲▲
「富士市立博物館など

富士山とかぐや姫のつながりに理解深め

有識者ら招きシンポ」

〔富士山かぎや姫ミュージアム〕〔西岡芳文〕〔菊池邦彦〕〔中村羊一郎〕（『岳南朝日』
２０１５年＝平成 27 年 11 月 19 日付）▲▲
「病魔と闘い通った学校生活

卒業後わずか数カ月で他界した佐野信盛りさん

根北中

母親が“命の授業”『笑顔文庫』寄贈も」〔富士根北中〕〔佐野真寿美〕（『岳南朝日』
２０１５年＝平成 27 年 11 月 22 日付）
「スズタケ

１００年に１度の一斉開花と枯死

周辺 ササ枯れの原因はシカの食害

行李やざるなど生活道具に利用

西臼塚

葉を食べられると枯れる（今回の執筆は斎藤久美恵

さん）」〔ササ枯れ〕〔ニホンジカ〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 11 月 25 日付
「富士自然観察の会・楽しい自然リレーシリーズ」） ▲▲
「富士山頂奥宮

高齢登拝者名簿

70 歳登拝者以上は１０８６人

浅間大社」（『岳南朝

日』２０１５年＝平成 27 年 12 月８日付）
「ＪＡ富士宮北部支部北部地区運営委
人にプレゼント

伝統野菜『村山ニンジン』を収穫

18 日まで受付」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 12 月 13 日付）

「世界遺産富士山構成資産を歩く〈24〉 村山浅間神社と富士登山⑪
道筆者

本誌読者 10

大宮・村山口登山

渡井正二（郷土史研究家）」〔村山古道〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27

年 12 月 17 日付）▲▲
「富士山本宮浅間大社

新年に向け破魔矢や幸矢など縁起物準備がピーク

巫女らが作業

に励み」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 12 月 22 日付）
「富士山世界遺産センター建設事業

年度内着工に見通し

増額３億円で工事費可決

県

議会 12 月定例会」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 12 月 23 日付）
「富士根北中が文科大臣表彰

池谷教育長に受賞報告

キャリア教育優良校で『周囲の連

係や協力あってこそ』（渡辺校長）」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 12 月 25 日付）
「１年を振り返って２０１５記者座談会

世界文化遺産・富士山構成資産巡る人の流れ構

築を『富士山登山ルート３７７６』に大きな期待

大日堂（村山浅間神社）の修理完了」

（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 12 月 27 日付）
「富士山火山噴火緊急減災対策砂防計画（基本編）策定
対策変策定

平時からの準備示す

17 年度に

富士砂防事務所と静岡・山梨両県」（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年

12 月 29 日付）
「富士山衛生センター開設・管理、登山ナビゲーター費用財源

保全協力金充当を要望

須

藤市長が川勝知事に」〔入山料〕（『岳南朝日』２０１５年＝平成 27 年 12 月 29 日付）
「富士根本宮元旦祭

31 日夜から 村山浅間神社で水ごりなど」（『岳南朝日』２０１５

年＝平成 27 年 12 月 29 日付）
■２０１６年＝平成 28 年
「雄雄しく誇り高く飛翔

渡辺行庸さん（富士宮市万野原新田）撮影＝撮影地・富士宮市

根原」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年１月１日付）
「世界文化遺産・富士山
される評価

来訪者管理など焦点に検討

５合目以上の登山者対象

保全・活用策をユネスコへ

注目

動態・意識調査を継続」（『岳南朝日』２０１６
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年＝平成 28 年１月１日付）
「富士市立博物館

４月にリニューアルオープン

富士山信仰やかぐや姫テーマに掲げ

展示内容一新し常設展観覧無料に」〔富士山かぐや姫ミュージアム〕（『岳南朝日』２０
１６年＝平成 28 年１月１日付）
「富士宮市

白糸ノ滝整備計画

売店集約へ移転用地取得」（『岳南朝日』２０１６年＝

平成 28 年１月９日付）
「歴史や自然楽しみノルディックウオーク

村山浅間神社など巡り

環境交流プラザ」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年１月 10 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈25〉村山浅間神社と富士登山⑫

渡井正二（郷土史研

究家）」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年１月 21 日付）▲▲
「山麓の景観向上へ森林伐採

富士山へのメーンルート約４㌔が対象

深林所有者１２１

人対象に説明会」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年１月 24 日付）
「昔日のふじのみや〈１〉『ガラス乾板写真』が語る街の姿」〔浅間大社〕〔「『昔日の
ふじのみや』写真展」（『富士宮市文化財年報

第６号』富士宮市教育委員会編・発行、

２０１７年＝平成 29 年３月）〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年１月 27 日付）一部
▲▲
「まちの駅のコンテストで『夢のあるだるま』を紹介し、まちづくりに貢献
木戸のくすりやさん駅長

久保田保雄さん『鈴川だるま』の歴史伝え

吉原宿・東

文・写真

菅谷拓

郎」〔開運！オリジナルだるまコンテスト〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年１月
28 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「昔日のふじのみや〈２〉『ガラス乾板写真』が語る街の姿

写真・富士山本宮浅間大社

所蔵」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年１月 29 日付）
「昔日のふじのみや〈３〉『ガラス乾板写真』が語る街の姿

写真・富士山本宮浅間大社

所蔵」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年１月 30 日付）
「昔日のふじのみや〈４〉『ガラス乾板写真』が語る街の姿

写真・富士山本宮浅間大社

所蔵」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年２月３日付）
「12 年に１度、申年の伝統行事『岩淵鳥居講』を紹介

新富士駅プラザでパネル展」（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年２月５日付）
「朝霧野活センター

21 日に『ふじさんウオーキング』富士山学び４㌔歩く」〔朝霧野外

活動センター〕〔富士山の日〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年２月５日付）
「昔日のふじのみや〈５〉『ガラス乾板写真』が語る街の姿

写真・富士山本宮浅間大社

所蔵」〔村山浅間神社〕〔興法寺大日堂〕〔村山大杉〕〔村山大銀杏〕（『岳南朝日』２
０１６年＝平成 28 年２月６日付）←『村山浅間神社調査報告書』（富士宮市教育委員会編
・発行、平成 17 年）の口絵「27

大正時代の大日堂」「28

浅間神社と大日堂を区切った

柵」の出典がこれである、正確な撮影年月日などが分かればいいのだが。
「『だるま市』にぎわう『毘沙門天大祭』で大願成就祈る

きょうまで妙法寺で」（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年２月 16 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈26〉人穴富士講遺跡①

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年２月 18 日付）
「『富士山の日』特集

富士山の恵み感じる楽しい一日を！来訪者管理
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登山者対象に意

識調査『御来光』に“神聖さ”64％ 23 日、富士宮市役所で

富士山の成り立ち学ぶ

小

山教授（静大）の講演など」〔富士山の日〕〔小山真人〕（『岳南朝日』２０１６年＝平
成 28 年２月 19 日付）
「『富士山の日』小山教授（静大防災総合センター）が記念講演『富士山は山体崩壊と火
山活動の「２つの顔」』」〔小山真人〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年２月 21 日
付）
「杉田雲切り不動尊祭典

地域の平安や幸福祈り

住民が親睦の輪広げ」（『岳南朝日』

２０１６年＝平成 28 年３月 15 日付）
「村山・山宮浅間神社コース歩く

野中３区がウオーキング

歴史や自然楽しむ」（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年３月 16 日付）
「『世代交代でも活動終えず、継続してリーダーシップ発揮できる受け皿に』山宮郷愛会
会長 石川武さん

桜の保護など愛郷心絶えず

文・写真

井出達也」〔天母山桜まつり〕

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年３月 17 日付「ヒューマンストーリー人人人いきい
きライフ」）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈27〉人穴富士講遺跡②

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年３月 17 日付）
「大観音像に祈りささげ

明星山大悟庵でご開帳

山斜面に高々と掲げ」（『岳南朝日』

２０１６年＝平成 28 年３月 22 日付）
「世界山センター起工

17 年度中のオープン目指す

川勝知事らあいさつ」（『岳南朝日』

２０１６年＝平成 28 年３月 25 日付）
「『富士郡北山村誌』復刻版を発行

郷土への愛着促し

北山区長会」〔『翻刻版

大正

九年 富士郡北山村誌』伊藤 忠正著、富士宮市区長会北山支部発行、２０１６年〕〔北山
村入会権〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年３月 27 日付）
「『カタクリ当番』スタート

富士根北中生が見学者を案内」（『岳南朝日』２０１６年

＝平成 28 年 4 月 1 日付）
「夫婦都市結ぶ古代豪族の縁

犬上家と村山大鏡坊」〔犬上勝夫〕（『岳南朝日』２０１

６年＝平成 28 年４月３日付）▲▲
「２０１６年度予算の素顔 4

世界遺産富士山①世界遺産整備事業が本格始動

モニュメ

ント一新や照明 LED 化も」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月７日付）
「富士宮市

14 年度版『環境白書』発刊 HP や公民館などで閲覧可」（『岳南朝日』２

０１６年＝平成 28 年４月７日付）
「２０１６年度予算の素顔５
と北側民有地

世界遺産富士山②食中心の商業集積『花と食の元気広場』

プロポーザル方式で提案募集

構成資産など紹介外国語ハンドブック

学生向けに作成へ世界遺産整備事業が本格始動

小

モニュメント一新や照明 LED 化も」
（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月７日付）
「白糸自然公園連絡通路整備が完了
般開放

休憩施設、芝生広場、白糸ノ滝と結ぶ

25 日から一

展望場から富士山一望に」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月８日付）

「『庚申信仰』を展示紹介

富士宮市立郷土資料館で

資料や市内の庚申塔など」（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月８日付）
「刀鍛冶・内田さんが『富士日本刀鍛錬所』開設
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関係者集め火入れ式」〔内田善基〕〔内

田義基〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月 10 日付）→「富士山麓に『富士日本
刀鍛錬所』開設。」（４月 21 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）に関
連記事。
「城山遺跡発掘調査

方形周溝墓３基と土器検出

弥生から古墳時代への移行示す」
〔『富

士宮市の遺跡５』富士宮市埋蔵文化財調査報告 第 51 集、富士宮市教育委員会編・著・発
行、２０１６年〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 4 月 10 日付「郷土の歴史を訪ね
て」）
「学区のシンボル

満開のカタクリに感激

富士根北小・中で交流観賞会」〔富士根北中〕

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 4 月 17 日付）
「富士山スカイライン登山区間

28 日に規制解除

県冨士土木事務所」〔冬季閉鎖〕（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月 17 日付）
「県天然記念物に指定

ミツバツツジが満開

猪之頭の高野さん宅で

見頃は 24 日頃ま

で」〔高野晃〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月 20 日付）
「写真家・岡田紅陽展

富士山の写真や貴重な資料など展示

富士川楽座で」（『岳南朝

日』２０１６年＝平成 28 年４月 20 日付）
「富士山麓に『富士日本刀鍛錬所』開設。『地域の文化に少しでも寄与したい』刀鍛冶
田義基さん

郷土の誇りとなる刀匠に

文・写真

内

井出達也」〔内田善基〕（『岳南朝日』

２０１６年＝平成 28 年４月 21 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）▲
▲
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈28〉人穴富士講遺跡③

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月 21 日付）
「富士山世界遺産センターの意義

秋鹿博」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 4 月

27 日付「私の発言」）
「富士山スカイライン登山区間を規制解除

県冨士土木事務所

ドライバーに花束など手

渡し」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年４月 29 日付）
「富士市立博物館がリニューアル『富士山かぐや姫ミュージアム』がオープン『富士山』
焦点に展示工夫」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月１日付）
「親子富士登山

参加者募る

31 日まで受付

富士宮市教委」（『岳南朝日』２０１６年

＝平成 28 年５月５日付）
「富士山大沢崩れ

土石流を確認

下流域での被害はなく

富士砂防事務所」（『岳南朝

日』２０１６年＝平成 28 年５月７日付）
「駿河郷土史研が総会

講演や研究など活動計画決める

加藤会長の記念講演も」（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 10 日付）
「山麓の春の息吹感じてウオーク＆カフェ

七草や食用野菜など学ぶ

富士山麓山の村」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 10 日付）
「富士山９合目で会社員救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 10 日
付）▲▲
「西麓エリアの観光振興へ

富士山西麓地域観光連絡会議が設立」（『岳南朝日』２０１

６年＝平成 28 年５月 11 日付）
「市観光ガイドボランティアの会

15 年度ガイド活動実績
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予約等『有料』が大幅減」
（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 11 日付）
「富士山と茶畑が共演するビューポイントとして『後世に残していきたい』大淵地区まち
づくり協議会長

小林忠幸さん『笹場』を地域一丸で保全

文・写真

菅谷拓郎」〔おお

ぶちお茶まつり〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 12 日付「ヒューマンストー
リー人人人いきいきライフ」）
「第５号『市文化財年報』発刊
め

村山大日堂、山宮浅間神社など

14 年度保護事業をまと

富士宮市教委」〔白糸ノ滝〕〔『富士宮市文化財年報 第５号 (平成 26 年度)』富士宮

市教育委員会編・著・発行、２０１６年〕〔世界遺産構成資産〕（『岳南朝日』２０１６
年＝平成 28 年５月 14 日付）
「富士根北公民館

村山浅間神社訪ねる講座」〔渡井正二〕〔大平義和〕（『岳南朝日』

２０１６年＝平成 28 年５月 14 日付）
「白糸ノ滝直近の交差点

ラウンドアバウト

24 日から試験導入へ」（『岳南朝日』２０

１６年＝平成 28 年５月 15 日付）
「『体験通じて自然の楽しさなどを伝えることは、未来の自然を守ることにつながる』富
士自然観察の会運営委員

斉藤久美恵さん

自然の魅力と尊さ発信

文・写真

安江桂介」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 19 日付「ヒューマンストーリー人人人いきい
きライフ」）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈29〉人穴富士講遺跡④

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 19 日付）
「富士山安全登山に向け講演会

30 日、ロゼシアターで

大城さん（国際山岳医）が講演

申し込み不要」〔大城和恵〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 25 日付）→「富
士山の安全登山に向け」（６月１日付）に続報。
「日本野鳥の会南富士支部

来月５日に探鳥会

麓山の家に集合」〔朝霧高原〕（『岳南

朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 25 日付）
「15 年度観光客入り込み状況まとめ
増加が要因

２年ぶり６００万人台回復

富士宮市

イベント

長淵剛コンサートが貢献」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年５月 28 日

付）
「富士山の安全登山に向け

高山病への予防や対処伝え

国際山岳医・大城さんが講演

富士宮・富士市など主催」〔大城和恵〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年６月１日付）
「富士山５～６合目間

10 日から冬季閉鎖解除

県冨士土木事務所」（『岳南朝日』２０

１６年＝平成 28 年６月２日付）
「富士山火山避難計画策定へ

市内避難の施設指定

北部で説明会

富士宮市」（『岳南

朝日』２０１６年＝平成 28 年６月４日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈30〉人穴富士講遺跡⑤

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年６月 16 日付）
「夏山開き前に山岳救助訓練

県警山岳遭難救助隊富士宮分隊

GPS 使った捜索も」
（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年６月 22 日付）
「富士山スカイライン富士宮口など
岡県『弾丸登山』抑制へ

お山開きに合わせ

来月９日からマイカー規制

静

上りシャトルバスは午後８時までに」〔夜行登山〕（『岳南朝

日』２０１６年＝平成 28 年６月 30 日付） ▲▲
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「市議会産業都市委

ラウンドアバウトの状況視察

安全への配慮現地で確かめ」（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年６月 30 日付）
「富士山登山道富士宮ルート

10 日（開山日）に規制解除

富士土木事務所」
〔残雪〕
（『岳

南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月２日付）
「お山開き控え行事盛大に

ミス富士山ＧＰに渡辺さん輝く」（『岳南朝日』２０１６年

＝平成 28 年７月５日付）
「10 日に山開きウオーク

きょうまで受付」〔富士宮歩こう会〕〔村山古道〕（『岳南朝

日』２０１６年＝平成 28 年７月５日付）
「夏山遭難・救助の迅速な対応へ

富士宮署・県警山岳救助隊・中央消防署」（『岳南朝

日』２０１６年＝平成 28 年７月８日付）
「きょう、『森の駅富士山』オープン

南麓の新たな観光拠点に」〔水ケ塚駐車場〕〔富

士急〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月９日付）
「富士山スカイライン登山区間

マイカー規制スタート

１番バスが出発

登山者への周

知徹底へ」〔弾丸登山〕〔夜行登山〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 10 日付）
「夏山登山シーズンの開幕告げ

浅間大社などで『富士山お山開き式』にぎわう

護摩だ

きや記念碑献花など」〔富士山入山式〕〔村山浅間神社〕〔富士根北中〕〔富士根北小〕
（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 12 日付）一部▲▲
《夏山登山シーズンの開幕告げ

浅間大社などで『富士山お山開き式』にぎわう

護摩だ

きや記念碑献花など
「富士山登山の安全祈願『富士山お山開き式』」富士山本宮浅間大社と村山浅間神社で

地

域で温かく歓迎（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 12 日付「カメラの目」）
「富士山富士宮口５合目に『夏山臨時警備派出所』を開設

８月末まで 登山の安全広報

や負傷者救護に努め」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 13 日付）
「きょう、富士山火山防災訓練

登山者への情報伝達確立へ

登山届専用アプリ活用も」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 15 日付）
「ラウンドアバウト周知へ

県・富士宮署など

通行者にチラシ配布」（『岳南朝日』２

０１６年＝平成 28 年７月 15 日付）
「世界遺産センター建設木材４０００本超

市有林他から『富士ひのき』調達」（『岳南

朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 16 日付）
「富士山火山防災訓練

登山者に噴火情報伝え

外国人向けにアプリも活用」（『岳南朝

日』２０１６年＝平成 28 年７月 16 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈31〉人穴富士講遺跡⑥

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 21 日付）
「富士山麓（静岡県側）でのコケモモ
勝県知事に協力得要請

採取・栽培目指す『藤太郎』がプロジェクト

川

検討へ前向き」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 26 日

付）▲▲
「夫婦都市・近江八幡市『富士と琵琶湖を結ぶ会』浅間大社参拝し富士登山

60 回節目に

富士宮市と交流」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年７月 27 日付）
「富士山本宮浅間大社氏子青年会

奥宮改築竣工記念し富士山頂で囃子奉納

23 人がこん身の演奏」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年８月３日付）
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氏子代表

「ミス富士山グランプリ渡辺さん、ミス富士山山田さん

富士登山に初挑戦

無事に登頂」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年８月３日付）
「８月５日は『タクシーの日』地域の発展に貢献
え

岳南自動車

タクシー

富士タクシー

須走タクシー

平和タクシー

鷹岡タクシー

市民の暮らしや観光、富士登山など支
芝川タクシー

富士宮交通 ホンダタクシー

田子の浦タクシー

富士交通

石川タクシー富士

シンフジハイヤー

篠原

トンボ交通

東海交通」〈合同広告記事〉（『岳南朝日』

２０１６年＝平成 28 年８月５日付）
「富士山頂へ鳥居

12 年に１度の奉納『岩淵鳥居講』浅間大社で登山修祓式」（『岳南朝

日』２０１６年＝平成 28 年８月７日付） ▲▲ →「富士山頂に鳥居奉納」（８月 11 日付）
に続報。
「富士山で３件の救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年８月９日付）
▲▲
《富士山で３件の救助要請
「富士山頂に鳥居奉納

岩淵鳥居講 申年迎えご利益願う」（『岳南朝日』２０１６年＝

平成 28 年８月 11 日付）
「海抜０㍍からの挑戦

富士山登山ルート３７７６の魅力（菅谷拓郎）」（『岳南朝日』

２０１６年＝平成 28 年８月 16 日付「東西南北記者の目」）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈32〉人穴富士講遺跡⑦

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年８月 18 日付）
「大泉寺の万灯講『白蓮會』富士山の題目宝塔前で纏囃子を奉納」（『岳南朝日』２０１
６年＝平成 28 年８月 19 日付）
「修験者と共に村山古道歩く

富士山村山巡礼体験ツアー

富士市から出発」〔聖護院・

富士山峯入り修行〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年８月 23 日付）▲▲
「富士山での救助３件」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年８月 23 日付）▲
▲
「富士登山の歴史などに理解深め

大宮・村山口登山道展

学芸員がギャラリートーク」

〔富士宮市立郷土資料館〕〔村山古道〕〔「『大宮・村山口登山道』展」（『富士宮市文
化財年報

第７号』富士宮市教育委員会編・発行、平成 30 年３月）〕（『岳南朝日』２０

１６年＝平成 28 年８月 23 日付）
「富士山大沢崩れ対策
ミ向けに見学会

ヘリ・無人化機械施工を導入

富士砂防事務所

リモコン操作で掘削作業

マスコ

安全重視の工事目指し『土石流を発生源で抑制』来年

度に完成予定」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年８月 27 日付）
「富士山の素晴らしさ後世に残し

５合目などで一斉清掃

富士宮・富士・裾野３市 21

団体３５４人が参加『富士山をいつまでも美しくする会』」（『岳南朝日』２０１６年＝
平成 28 年８月 28 日付）
「浅間大社奥宮竣工、頂上鳥居奉納…さる年の御縁年に花添え

11 日に富士登山閉山祭」

〔申年〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月４日付）
「メガソーラー設置規制の必要性訴え

世界遺産保存・整備で国に要望

須藤富士宮市長」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月４日付）
「夏山シーズン無事終了喜び合い

富士山本宮浅間大社
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富士登山の閉山祭

関係者 60

人が参列」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月 13 日付）
「富士錦酒造

富士山頂に純米酒貯蔵

来年７月までの越冬 10 カ月間『海中熟成酒』との

飲み比べ意図し」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月 14 日付）→「柚野の里から
蔵元だより」（９月 25 日付）に関連広告。
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈33〉人穴富士講遺跡⑧

渡井正二（郷土史研究家）」

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月 15 日付）▲▲
「標高差日本一の自転車レース！キング・オブ・ヒルクライム富士山
人が出場

あす、スカイライン舞台に

10 クラスに６００

富士山スカイライン全面通行止めに」〔バイクナ

ビ・グランプリ〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月 24 日付）
「県営村山地区農地保全整備事業

記念碑を除幕

関係者 30 人参列

長年の偉業後世に

伝え」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月 25 日付）
「柚野の里から蔵元だより～富士山頂

富士錦」〔広告〕（『岳南朝日』２０１６年＝平

成 28 年９月 25 日付）
「富士山８合目

衛生センターの 16 年度実績

38 日間で４２９人利用

１日当たり 11・

３人」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月 27 日付）
「キング・オブ・ヒルクライム２０１６

６００人が自転車でタイム競う」〔バイクナビ

・グランプリ〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年９月 27 日付）
「富士山麓の自然駆け抜け

ウルトラトレイル・マウントフジ２０１６」（『岳南朝日』

２０１６年＝平成 28 年９月 27 日付）
「全国高校総体で読図満点を記録し優勝に貢献。『全員で支え合った』県立富士高校山岳
部リーダー

勝亦恵未さん

登山の目標に向かって団結

文・写真

菅谷拓郎」（『岳南

朝日』２０１６年＝平成 28 年９月 29 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「ふるさと探訪

杉田狸寺と子安神社（上）」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10

月
１日付「『富士宮市歩く博物館』ウオーク①」）
「ふるさと探訪

杉田狸寺と子安神社（下）」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10

月
２日付「『富士宮市歩く博物館』ウオーク①」）
「山岳救助の功労たたえ

市職員２人（市川さん、中川さん）に署長感謝状

富士宮署」

〔遭難〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10 月６日付）▲▲
「麓山の村

30 日に富士山クリーン作戦 自然散策と清掃」〔富士山麓山の村〕（『岳南

朝日』２０１６年＝平成 28 年 10 月６日付）
「来月、富士山森づくり親子体験教室

白糸財産区有林で

参加者募る」〔富士森林組合〕

（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10 月 10 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈34〉人穴富士講遺跡⑨

渡井正二（郷土史研究家）」

〔扶桑教〕〔陸軍少年戦車兵学校〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10 月 20 日付）
▲▲
「富士山５合目
で岩に固定

登山者の携帯トイレ回収ボックス設置

富士宮市

冬季閉鎖前まで

景観配慮の色

快適な登山楽しんで」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10

月 13 日付）
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「ふるさと探訪

沼久保地区

渡船と舟運の跡をたずねる（上）」（『岳南朝日』２０１

６年＝平成 28 年 10 月 21 日付「『富士宮市歩く博物館』ウオーク②」）
「ふるさと探訪

沼久保地区

渡船と舟運の跡をたずねる（中）」（『岳南朝日』２０１

６年＝平成 28 年 10 月 22 日付「『富士宮市歩く博物館』ウオーク②」）
「『望ましい富士登山の在り方』指標設定へ概要示す

富士山世界文化遺産協作業部会

マ

イカー規制緩和などの意見も」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10 月 23 日付）
「国道４６９号線整備促進へ

自民党二階幹事長訪問し

早期ルート決定など訴え

須藤

市長」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10 月 23 日付）
「ふるさと探訪

沼久保地区

渡船と舟運の跡をたずねる（下）」（『岳南朝日』２０１

６年＝平成 28 年 10 月 23 日付「『富士宮市歩く博物館』ウオーク②」）
「山宮バイパス未供用区間
内の供用目指す

新設工事に着手

南陵工業団地へのアクセス順調に

今年度

静岡県」〔国道４６９号〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 10 月

26 日付）
「富士山で初冠雪

山頂にうっすれと雪化粧

平年より 26 日遅く」（『岳南朝日』２０１

６年＝平成 28 年 10 月 27 日付）
「特集

第 17 回『信長公黄葉まつり』盛大に

冶実演

黄葉まつりで初披露

13 日、西山本門寺境内

締めは火縄銃演武で豪快に

内田さんが刀鍛

総勢２００人の武者行列も必

見」〔内田義基〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 11 月９日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈35〉白糸の滝

渡井正二（郷土史研究家）」〔長谷川

角行〕〔栄行真山〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 11 月 17 日付）
「シカ食肉加工場（市内３カ所）整備へ

運営は鳥獣被害防対協担う

富士宮市」〔ニホ

ンジカ〕〔鳥獣被害防止対策協議会〕〔ジビエ〕（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年
11 月 26 日付）
「世界遺産富士山構成資産を歩く〈36〉自然に育まれる文化

渡井正二（郷土史研究家）

（おわり）」（『岳南朝日』２０１６年＝平成 28 年 12 月 15 日付）
■２０１７年＝平成 29 年
「富士地区の古代史探る

縄文草創期の集落跡示す大鹿窪遺跡

公園化向け再発掘調査」

（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年１月１日付）
「牧野酒造

東海補聴器センター

浅間大社

東海道表富士

創価学会 矢部商事」〔年

賀広告〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年１月１日付）
「わがまち

セピア色の記憶『村山・あの頃』１９７９（昭和（54）年 撮影者

外記省

吾さん」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年１月 27 日付「カメラアングル紙上写真館」）
「富士宮市

浅間大社近接用地取得へ

商店街のにぎわい創出

プロポーザルで民間活力

導入」〔世界遺産〕〔北條金物店〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年２月１日付）
「ICT 活用でシカ捕獲

県が初のモデル事業

麓に移動式わな設置」〔ニホンジカ〕（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年２月４日付）
「毘沙門天大祭にぎわう

あすまで 富士市の妙法寺で」（『岳南朝日』２０１７年＝平

成 29 年２月４日付）
「鳥獣被害対策などで論戦

富士宮市議会２月定例会
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一般質問を継続」（『岳南朝日』

２０１７年＝平成 29 年２月 19 日付）
「大観覧車からの眺望確認

富士川ＳＡ

オープン（23 日）前にプレス試乗会」〔ＥＸＰ

ＡＳＡ富士川〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年２月 19 日付）
「ＪＲ新富士駅の北口を改名『富士山口』誕生祝う

須藤市長ら集い記念セレモニー

富

士山観光の玄関口として魅力発信」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年２月 24 日付）
「大観覧車オープン

東名富士川ＳＡ

関係者がテープカット」（『岳南朝日』２０１７

年＝平成 29 年２月 24 日付）
「環境交流プラザでイベント

小学生が実験など通じ

富士山の自然などに理解深め」
〔酒

井恒輝〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年２月 25 日付）
「富士宮市立中央図書館で講座

富士山表口の登山史学ぶ

渡井さん（郷土資料館館長）」

〔渡井一信〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年２月 25 日付）
「富士山信仰などに見識深め

県考古学会がシンポジウム」〔『富士山信仰への複合的ア

プローチ－静岡県考古学会シンポジウム』静岡県考古学会 2016 年度シンポジウム実行委員
会編、静岡県考古学会発行、２０１７年〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年３月７日
付）
「国道４６９号山宮バイパス

21 日に全面開通

観光・物流ルートに期待」（『岳南朝日』

２０１７年＝平成 29 年３月 11 日付）
「大悟庵で館音大祭

開帳された観音像に祈りささげ

檀家、住民らが参訪」（『岳南朝

日』２０１７年＝平成 29 年３月 21 日付）
「山宮バイパス（国道４６９号線）全線開通

観光ルート、緊急輸送路なに期待」（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年３月 22 日付）
「『世界遺産富士山のまち』推進会議

来年度以降事業計画など報告

人穴富士講遺跡の

整備実施へ」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年３月 23 日付）
「増殖するカワウ捕食で魚減少
で深刻化

放流したニジマスが被害

湧玉池、神田川、潤井川など

駆除対策望む市民の声多く」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年４月 13 日

付）
「環境・景観の保全へ

朝霧高原根原地区でススキ草原火入れ

１６０人が延焼防止に努

め」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年４月 18 日付）
「パラグライダー墜落

男性が死亡」〔富士川河川敷〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成

29 年４月 18 日付）
「県天然記念物

ミツバツツジが満開迎え見頃

ピンク色の花鮮やかに

猪之頭の高野さ

ん宅」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 4 月 22 日付）
「『銅造虚空蔵菩薩像懸仏』（浅間大社の考古資料）『平野のエドヒガンザクラ』（上羽
鮒区平野町内会）諮問の２件『市文化財の指定が適当』保護審議会が答申」（『岳南朝日』
２０１７年＝平成 29 年４月 28 日付）
「16 年度富士山天母の湯利用実績

利用者は８万６２９３人

前年度比減」（『岳南朝日』

２０１７年＝平成 29 年４月 30 日付）
「登山シーズンに向け

山岳遭難救助隊員５人に指名書交付

富士宮署」（『岳南朝日』

２０１７年＝平成 29 年５月 12 日付）
「浅間大社西側近接の取得予定地

世界遺産センター開館に合わせ
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広場で暫定利用

富

士宮市」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年５月 23 日付）
「富士山登山道富士宮ルート５～６合目

９日に冬季閉鎖解除

県富士土木事務所」
（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年６月６日付）
「富士山かぐや姫ミュージアム（富士市立博物館）リニューアル１周年記念展
日まで

富士山の登山史

８月 27

歴史的人物に焦点当て」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29

年６月６日付）
「特別講演会や曼荼羅公開など

受講を受付」〔富士山かぐや姫ミュージアム（富士市立

博物館）〕〔草分俊顕〕〔末松美咲〕〔大高康正〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29
年６月６日付）
「富士山の自然を守る会

土石流災害など学ぶ

８日に公開学習会」（『岳南朝日』２０

１７年＝平成 29 年６月６日付）
「村山３区寄り合い処

発足式で活動スタート

地域のつながり、支え合い育み」〔渡辺

光政〕〔村山３区勢太鼓保存会〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年６月８日付）
「山岳遭難防止対策協富士宮支部

事故の未然防止へ

総会で事業計画決める」（『岳南

朝日』２０１７年＝平成 29 年６月 10 日付）
「富士山信仰のルーツを訪ねて

秋鹿博」〔聖護院〕〔光格天皇〕（『岳南朝日』２０１

７年＝平成 29 年６月 23 日付「読者のページ」）
「登山アドバイス兼ねた宿泊施設『ステーションワン』（富士宮市中央町）がオープン

ト

ラブル防止で快適な旅行を」〔三井涼介〕〔胸突山荘〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成
29 年６月 23 日付）
「『生きるとは、自分を磨いていくこと』佐野さんが体験談

芝川中で人権教育講演会」

〔佐野真寿美〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年６月 25 日付「ワイド学園」）
「富士山開山（10 日）に向け

現場さながらに山岳救助訓練

富士宮署・市消防本部

捜

索・搬送で連係」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月７日付）
「全容現す『静岡県富士山世界遺産センター』『逆さ富士をイメージ

木格子の展示棟が

存在感』」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月８日付）
「２０１７年７月 10 日（月）富士山お山開き
山表富士宮口登山組合

東海道表富士

ＰＯＴＡＴＯ 大頂寺

浅間大社

牧野酒造 富士

富士宮市観光協会」〔合同広告〕（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月８日付）
「富士宮市

放置竹林対策で竹破砕機導入

富士森林組合に２台配備

27 日に操作講習

会実施」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月９日付）▲▲
「あす、富士山お山開き式

浅間大社、村山浅間神社で盛大に」〔富士山入山式〕（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月９日付）
「富士山スカイライン登山区間

あすからマイカー規制

静岡県」（『岳南朝日』２０１

７年＝平成 29 年７月９日付）
「夏山シーズンの開幕告げ

盛大に『富士山お山開き式』」〔村山浅間神社〕〔聖護院〕

〔富士根北中〕〔富士根北小〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 11 日付）一部
▲▲→「夏山登山の無事安全願い
「身も心も軽く富士登山

富士山お山開き式」（同日付３面）に写真特集。

静岡と山梨のリンク（井出達也）」〔登山口荷物預かり〕（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 11 日付「東西南北記者の目」）
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「夏山登山の無事安全願い

富士山お山開き式（10 日）浅間大社、村山浅間神社で」（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 11 日付「カメラの目」）
「富士宮署『夏山臨時警備派出所』開設

富士山富士宮口５合目に」（『岳南朝日』２０

１７年＝平成 29 年７月 12 日付）
「富士山３登山口で火山防災訓練

噴火警戒の情報伝達

登山者に専用アプリで」（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 13 日付）
「寄稿
長

過去に思いをはせ

未来につなぐ２００回

富士宮駅前通り商店街振興組合理事

増田恭子」〔駅前十六市〕〔イオン〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 14

日付）
「登山者らの憩いの場に

敬神婦人会 木花会が売店奉仕

金剛杖や小物など販売

収益

を大社の桜保護に」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 14 日付）
「富士山９合目

山小屋滞在で現地取材

富士宮市『情報発信課ＭＩ９』開設し安全登山

へ情報発信」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 14 日付）
「富士市の道の駅

富士川楽座

来場者６０００万人を達成

大泉さん家族らがくす玉割

り」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 2 年７月 14 日付）
「随想

懐かしき昭和

農家の休日（馬鍬洗い）吉野富士男（富士宮市小泉）」（『岳南

朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 16 日付）▲▲
「一日署長

野中さん（ミス日本みどりの女神）らが

富士山５合目から山頂で

登山者に保全呼びかけ

21 日から

静岡森林管理署」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月

16 日付）
「情報発信課Ｍ19

第１陣職員

富士山（９合目）に向け出発」（『岳南朝日』２０１７

年＝平成 29 年７月 22 日付）
「富士宮市情報発信課Ｍ19

第１陣が取材活動終え

安全登山の重要性など実感」（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 26 日付）
「富士山から情報届け

富士宮市情報発信課Ｍ19 が現地取材

奥宮で山頂結婚式」（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 26 日付「紙上ギャラリー」）
「富士山御神火まつりに向け

８年ぶり山頂で採火

まつり実行委みこし部会が式に臨み

市制 75 周年の盛り上げへ」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 27 日付）
「日本初の国際基準森林認証取得

富士山世界遺産センターの『木格子』富士ヒノキの地

域ブランド使用」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 28 日付）
「国登録有形文化財
関連資料有し

旧東泉院宝蔵など登録へ

戦国～明治の真言密教寺院

富士山信仰

富士市」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年７月 30 日付）

「ミス富士山が登頂に挑戦

奥宮を正式参拝

観光大使への意欲高め

市観光協会」
（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月１日付）
「剣ケ峰で琵琶湖の水注ぎ『富士と琵琶湖を結ぶ会』一行が富士登山」（『岳南朝日』２
０１７年＝平成 29 年８月１日付）
「富士山の自然を守る会フィールドワーク

市民が再生した水と緑のハーモニー

夏の涼

を求め、柿田川（清水町）、源兵衛川（三島市）を行く」（『岳南朝日』２０１７年＝平
成 29 年８月２日付）
「富士山富士宮口５合目

ビジターセンター備えた施設整備を要望
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須藤市長が自民党、

関係省庁訪問」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月４日付）
「悪天候の富士山リアルに捉え

富士宮市『情報発信課Ｍ19』第２陣が取材敢行

雨対策

などの重要性認識」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月５日付「カメラの目」）
「富士山で救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月５日付）▲▲
「親子富士登山

富士宮市教委

登頂に挑み、自然の素晴らしさ体感」（『岳南朝日』２

０１７年＝平成 29 年８月 10 日付）
「登山者に富士ヒノキの金剛づえを無料配布

ＮＰＯ森のライフスタイル研究所

温室効

果ガス削減へ」〔カーボン・オフセット〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月 13
日付）
「仁藤さんが環境大臣表彰に輝く

富士山周辺の自然環境保全に尽力

須藤市長に喜び報

告」〔仁藤浪〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月 20 日付）
「富士山衛生センターの大城医師ら

登山者に高山病予防呼びかけ

バイタルチェックも

展開」〔大城和恵〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月 24 日付）
「富士宮署で富士山伝承塾

強力の仕事などに理解深め」〔岩見巧〕（『岳南朝日』２０

１７年＝平成 29 年８月 24 日付）
「外来種から富士山守ろう！

来月９日に撲滅大作戦

静岡県

駆除作業の参加者募る」

（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月 25 日付）
「郷土資料館

人穴富士講遺跡関連で講座

企画展に合わせ」〔『史跡富士山人穴富士講

遺跡調査報告書』富士宮市教育委員会編・著・発行、２０１７年〕（『岳南朝日』２０１
７年＝平成 29 年８月 25 日付）→「人穴富士講遺跡調査の成果報告」（９月 10 日付）に詳
細あり。
「富士山８合目で救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月 25 日付）
▲▲
「富士山で女性がけが」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月 26 日付）▲
▲
「富士山

景観保全へ一斉清掃

富士宮口で 22 団体・３４０人参加

ごみ拾いに朝流し」

〔富士山をいつまでも美しくする会〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月 27 日付）
「富士山で救助要請相次ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年８月 29 日付）
▲▲
《富士山で救助要請相次ぐ
「富士山９合目で男性救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月２日付）
▲▲
「富士山世界遺産センター開設準備事務所が開所

静岡県

広報活動や地元連携へ」
（『岳

南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月３日付）
「富士山で救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月３日付）▲▲
「富士山で山岳救助相次ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月５日付）
▲▲
《富士山で山岳救助相次ぐ
富士宮署山岳遭難救助隊と富士宮市消防本部救助隊は２～４日、５件の山岳救助活動を
行った。
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２日午後１時 35 分頃、富士山富士宮口８合目を登山中の和歌山県在住の男性（59）が体
調不良となり、両救助隊が男性を５合目まで搬送した。
同日午後１時 58 分頃、富士山富士宮口８合目を登山中の浜松市在住の男性（35）が体調
不良となり、両救助隊が男性を５合目まで搬送した。
３日午前８時 50 分頃、富士山富士宮口９合目と８合目の間を下山中の愛知県在住の男性
（71）が転倒して右足首を負傷し、同署山岳遭難救助隊が男性をブルドーザーで５合目ま
で搬送した。
同日午後 10 時 55 分頃、富士山山頂の山小屋「頂上富士館」に宿泊していた中国人国籍
の男子高校生（17）が高山病となったが、同署山岳遭難救助隊が９合目まで同行下山した
ところ、男子高校生は体力が回復し自力下山した。
４日午前８時 48 分頃、富士山富士宮口８合目を下山中の東京都在住の女性（40）が右足
を負傷し、同署山岳遭難救助隊が女性をブルドーザーで５合目まで搬送した。》（『岳南
朝日』２０１７年＝平成 29 年９月５日付）
「須藤市長が要望

富士宮口５合目施設

ビジターセンター整備を『適地含め検討する必

要ある』（川勝知事）」〔５合目レストセンター〕〔スラッシュ雪崩〕（『岳南朝日』２
０１７年＝平成 29 年９月６日付）
「富士山登山道

富士宮ルート６合目～頂上

10 日から冬期閉鎖」〔冬季閉鎖〕（『岳南

朝日』２０１７年＝平成 29 年９月６日付）
「人穴富士講遺跡調査の成果報告

富士講の活動など詳細解説」〔渡井一信〕〔増田亜矢

乃〕〔『史跡富士山人穴富士講遺跡調査報告書』富士宮市教育委員会編・著・発行、２０
１７年〕〔『史蹟人穴』富士宮市教育委員会編・著・発行、１９９８年〕（『岳南朝日』
２０１７年＝平成 29 年９月 10 日付）
「富士山本宮浅間大社

富士山夏山シーズンの終了告げ閉山祭

60 人が感謝の祈りささ

げ」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月 12 日付）
「マダニ媒介ウイルスに注意

県獣医師会がＱ＆Ａで啓発」（『岳南朝日』２０１７年＝

平成 29 年９月 20 日付）
「防災ヘリで負傷者救出へ

富士宮市消防本部と県消防防災航空隊

合同で山岳救助訓

練」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月 22 日付）
「富士山で救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月 22 日付）▲▲
「バイクナビ・グランプリ『キング・オブ・ヒルクライム富士山２０１７』24 日、富士山
スカイライン舞台に

標高差日本一のレースに挑む」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29

年９月 22 日付）
「バイクナビ・グランプリ２０１７

第 12 回キングオブヒルクライム富士山事務局」〔広

告〕〔キング・オブ・ヒルクライム〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月 22 日付）
「６００人が山麓で脚力競う『キング・オブ・ヒルクライム富士山』」〔バイクナビ・グ
ランプリ〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年９月 26 日付）
「海抜０㍍から富士山頂までの登山ルート上を清掃。『今後も地域に貢献したい』『富士
山クリーンルート３７７６』企画リーダー
文・写真

後藤雅博さん

清掃通じてまちの魅力発見

菅谷拓郎」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 10 月 12 日付「ヒューマンス

トーリー人人人いきいきライフ」）
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「天照教本社で秋の例祭

５代目教主・徳田さんの継承祝う

新鳥居の再建でくぐり初め」

（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 10 月 24 日付）▲▲
「富士山で初冠雪

気象台が発表

富士宮市側山頂の積雪は確認できず」（『岳南朝日』

２０１７年＝平成 29 年 10 月 24 日付）
「富士宮北中で『かたかご祭』文化の部

全校生徒が学習成果披露

英語暗礁、ソーラン

など」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 10 月 24 日付）
「県富士山世界遺産センター（12 月 23 日開館予定）初代館長に遠山氏（元文科大臣）」
〔遠山敦子〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 10 月 26 日付）
「田貫湖が『エクセレンス認証』アプリ等『トリップアドバイザー』世界の旅行者から注
目集め」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 10 月 27 日付）
「野焼き（来年４月）に向け火入れ

根原区民がススキ草原で」〔朝霧高原〕〔ふるさと

文化財の森〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 11 月 17 日付）
「特集

第 27 回信長サミット（あす、富士宮市民文化会館）・第 18 回黄葉祭り（12 日、

西山本門寺）盛大に“信長一色”の２日間に

フィナーレ飾る火縄銃演武

須藤市長がサ

ミット宣言」〔冨士日本刀鍛錬所・内田義基〕〔安部龍太郎〕〔小和田哲男〕（『岳南朝
日』２０１７年＝平成 29 年 11 月 20 日付）
「富士宮市で織田信長サミット

10 市町の首長らが交流推進“ゆかりの地”生かしたまち

づくりＰＲ」〔安部龍太郎〕〔小和田哲男〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 11 月
14 日付）
「火縄銃演武など繰り広げ

信玄公黄葉まつり盛大に」（『岳南朝日』２０１７年＝平成

29 年 11 月 14 日付）
「荒川化学富士工場（富士市厚原）で爆発
爆発音

死者１人、11 人が重軽傷 早朝に強い揺れと

周辺世帯に避難指示も」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 12 月２日付）

「荒川化学工業富士工場

爆発、火災受け記者会見『原因究明を徹底し、再発防止に全力』」

（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 12 月３日付）
「世界遺産センターと新富士駅を結ぶ新規バス路線
始

富士急静岡バス

23 日から運行開

センター開館に合わせ」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 12 月 13 日付）

「山麓周辺の産業廃棄物撤去

県産業廃棄物協会富士支部

世界遺産センター開館控え」

〔産廃〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 12 月 15 日付）
「世界遺産センター開館記念式典
ト

富士山の価値世界に広め

川勝県知事らがテープカッ

きょうから一般公開」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 12 月 23 日付）

「静岡県富士山世界遺産センター

きょう、盛大にオープン

場に 静岡県富士山世界遺産センター館長

富士山について楽しく学ぶ

遠山敦子」（『岳南朝日』２０１７年＝平成

29 年 12 月 23 日付）
「市、商店街が記念イベント」〔世界遺産センター〕（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29
年 12 月 23 日付）
「目で見る富士山世界遺産センター
風格あるまちづくりを推進

日本が世界に誇る施設に

富士宮市長

静岡県知事

川勝平太

須藤秀忠」（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29

年 12 月 23 日付）
「カウントダウンに長蛇の列

富士山世界遺産センターがオープン」（『岳南朝日』２０
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１７年＝平成 29 年 12 月 24 日付）
「６商店街で多彩なイベント

富士宮商店街連盟

世界遺産センターオープン記念祭」

（『岳南朝日』２０１７年＝平成 29 年 12 月 26 日付）
「非常時の迅速な対応図り

県警・富士宮署

冬山山岳遭難救助訓練」（『岳南朝日』２

０１７年＝平成 29 年 12 月 28 日付）
「電柱・電線撤去し富士山の景観向上

富士宮市

浅間大社東側鳥居の眺望で」（『岳南

朝日』２０１７年＝平成 29 年 12 月 29 日付）
■２０１８年＝平成 30 年
「暁光彩る祥雲

天を舞い

２０１８頌春（撮影者・渡辺行康）」（『岳南朝日』２０１

８年＝平成 30 年１月１日付）
「牛のふん尿によるバイオマス発電

プラントが完成間近

来年３月まで実証実験

富士

開拓のうきょう・富士宮市」〔畜産公害〕〔富士山朝霧バイオマスプラント〕（『岳南朝
日』２０１８年＝平成 30 年１月１日付）→「富士開拓農協など『富士山朝霧バイオマスプ
ラント』の完成祝う」（２月 18 日付）に続報。
「富士山世界遺産センターに魂を入れるのは市民だ！世界遺産センターオープン記念

２

０１８新春特別座談会①富士山保護・国際交流・教育文化・地域活性化…開設の意義問う
座談会出席者
ん

小川登志子さん

渡井一信さん

落合徹さん

佐藤尚吾さん

塩川祐子さん

渡井正二さ

渡辺英彦さん（つづく）」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年１月

１日付）
「富士山世界遺産センターに魂を入れるのは市民だ！世界遺産センターオープン記念
０１８新春特別座談会②『学び』が富士山を守る力に
会出席者

小川登志子さん

渡井一信さん

落合徹さん

センターで効率よく学習を

佐藤尚吾さん

塩川祐子さん

２
座談

渡井正二さん

渡辺英彦さん（つづく）」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年１月３付）

「世界遺産センター

三が日で５８６９人入館」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年１

月５日付）
「魂を入れるのは市民だ！世界遺産センターオープン記念
ンターは『学び』『交流』の拠点
志子さん

落合徹さん

２０１８新春特別座談会③セ

分野別研究者が“伝道師”に

佐藤尚吾さん 塩川祐子さん

座談会出席者

渡井正二さん

小川登

渡井一信さん

渡

辺英彦さん（つづく）」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年１月５日付）
「魂を入れるのは市民だ！世界遺産センターオープン記念
域の文化力を掘り起こす力に
ん

塩川祐子さん

座談会出席者

渡井正二さん

２０１８新春特別座談会④地

小川登志子さん

渡井一信さん

落合徹さん

佐藤尚吾さ

渡辺英彦さん（つづく）」（『岳南朝

日』２０１８年＝平成 30 年１月６日付）
「魂を入れるのは市民だ！世界遺産センターオープン記念
前講座で地域へ情報発信
落合徹さん

佐藤尚吾さん

郷土史への関心高める役割も
塩川祐子さん

２０１８新春特別座談会⑤出
座談会出席者 小川登志子さん

渡井正二さん

渡井一信さん

渡辺英彦さん

（つづく）」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年１月７日付）
「魂を入れるのは市民だ！世界遺産センターオープン記念
リーズで研究成果の発表を

地元市民が何度も足を運ぶ場に
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２０１８新春特別座談会⑥シ
座談会出席者

小川登志子

さん 落合徹さん

佐藤尚吾さん

塩川祐子さん

渡井正二さん

渡井一信さん

渡辺英

彦さん（おわり）」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年１月７日付）
「富士山南陵工業団地

全 12 区画を完売 税収増や雇用創出に期待」（『岳南朝日』２０

１８年＝平成 30 年１月 11 日付）
「村山三坊の一つ『大鏡坊』領地の境

土手らしき跡確認

関係者が現地確認

山宮から

村山にかけて」〔伊藤昌光〕〔犬上勝夫〕〔六所幸雄〕〔高橋菜月〕（『岳南朝日』２０
１８年＝平成 30 年１月 11 日付）▲▲
「ニジマス捕食

カワウによる被害深刻

鳥獣被害対策研修会

求められる早急な対策」

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年１月 21 日付）
「江戸後期の画家

麗山に理解深め『神戸麗山と富士宮』展に合わせ

富士宮市立郷土資

料館 渡井館長が絵馬など解説」〔渡井一信〕〔「『神戸麗山と富士宮』展配布資料」（『富
士宮市文化財年報 第８号 (平成 29 年度)』富士宮市教育委員会編・発行、２０１９年）〕
（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年１月 21 日付）
「富士山世界遺産センター

来館者 開館 1 カ月で６万人

来月中に 10 万人突破か」
（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年 1 月 24 日付）
「神田川

景観異なる上流部と下流部、その訳は…富士山襲った台風 20 号（１９７９年

10 月 19 日）に起因『負の遺産』立て看板設置で周知を

観光客らも納得」（『岳南朝日』

２０１８年＝平成 30 年２月７日付）←千百余戸が浸水

台風 20 号被害」（１９７９年＝

昭和 54 年 10 月 21 日付)「激甚災害指定を陳情」（10 月 26 日付）ほか１９７９年台風 20
号関係記事参照。
「『くれたけイン

プレミアム富士宮駅前』あす、オープン

滞留形観光の受け皿にも

夕

食は周辺の提携飲食店で」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年２月 14 日付）
「富士開拓農協など『富士山朝霧バイオマスプラント』の完成祝う

実証実験へ今月中に

稼働」〔畜産公害〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年２月 18 日付）→「富士山バイ
オマスプラント」（７月 19 日付）に続報。
「『富士山の日』特集
え

富士山の自然と恵みに触れる１日を！突発的な富士山噴火への備

進む監視・避難体制づくり

突発的噴火も想定し登山準備を

小林さん（国学院大学名誉教授）が講演

縄文時代の富士宮学ぶ

富士宮市 記念イベント多彩に展開」〔小林達

雄〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年２月 21 日付）
「県富士山世界遺産センター

来館者 10 万人達成 浜松市の夫妻に記念品贈り

オープ

ン２カ月で早くも」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年２月 24 日付）
「郷土の自然環境に理解深め

富士宮市立中央図書館 山田さん迎え講演会」〔静岡県の

自然環境－富士山から駿河湾まで〕〔ふじのくに地球環境史ミュージアム〕（『岳南朝日』
２０１８年＝平成 30 年２月 28 日付）
「大宮・村山登山道の歴史など学ぶ

駿河郷土史研が講演会」〔村山古道〕〔井上卓哉〕

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年２月 28 日付）
「『富士山学を拓く』ロゼで公開シンポジウム

川勝県知事が特別講演」〔ふじのくに地

球環境史ミュージアム〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年３月７日付）
「富士山スカイライン

一部で夜間通行止め

大雨に伴う土砂流出で」〔スカイライン〕

〔豪雨〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年３月８日付）
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「富士・富士宮市内のガン・カモ調査

特に富士川河口東岸で

種類数がやや減少傾向

日

本野鳥の会南富士支部」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年３月 10 日付）
「長屋門『歴史の館』今月末で役目終え

今後は外国人向け日本茶サロン展開」（『岳南

朝日』２０１８年＝平成 30 年３月 16 日付）
「白木綿の大観音像に祈りささげ」大悟庵で星山観音大祭」（『岳南朝日』２０１８年＝
平成 30 年３月 20 日付）
「県富士山世界遺産センター

信仰の対象などに焦点当て

映像シアター

新番組がスタ

ート」〔地の巻〕〔聖護院峯入り修行〕〔村山古道〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30
年３月 23 日付）
「地球温暖化防止普及・啓発部門学校等の部

富士根北中に県知事褒賞」（『岳南朝日』

２０１８年＝平成 30 年３月 25 日付）
「カワウの卵減らす方策決める

鳥獣被害対策研修会

コロニーなど現地調査へ

富士宮

市」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年３月 23 日付）
「富士根地区戦没者慰霊祭

２５６柱の御霊に祈りささげ

遺族らが平和への誓い新た」

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年３月 23 日付）
「身延線全線開通 90 周年

記念の臨時特急（富士駅～甲府駅）を運行

富士駅で出発式

関係者や市民ら感謝と一層の利用期待」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年３年３月
31 日付）
「大高準教授（富士山世界遺産センター）招き

21 日に記念講演会

一般の来場呼びかけ

富士山の自然を守る会」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年４月４日付）
「『歌声喫茶』で心弾ませ

ラジオｆと富嶽温泉花の湯

参加者が『身延線鉄道唱歌唱歌』

など歌い」〔身延線前線開通 90 周年〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年４月 14 日付）
「富士山れんげまつり

富士山のふもとの郷を守る邑で

22 日、ライブや抽選会など」

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年４月 14 日付）
「富士の巻狩り『狩宿さくらまつり』特産品販売や舞台楽しみ

きょうまで」〔下馬桜〕

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年４月 15 日付）
「21 日から富士山世界遺産センターで

小林さん（郷土史研究家）寄贈の資料を初公開

江戸期からの絵図、古文書など展示」〔小林兼光〕〔『富士山東口須走登山道資料解題普
及版』（小林謙光編・著、小林芙蓉堂、平成 19 年）参照〕（『岳南朝日』２０１８年＝平
成 30 年４月 15 日付）
「マックスバリュ東海

世界遺産センターに

四輪駆動車を寄贈

富士山の環境保全に生

かして」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年４月 18 日付）
「県指定天然記念物

ミツバツツジ（猪之頭）の開花に魅了

例年より早くピーク迎え」

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年４月 19 日付）
「フジパク富士山博覧会

岳南電車に乗り沿線の寺巡り

御朱印帳発売記念」（『岳南朝

日』２０１８年＝平成 30 年４月 26 日付）
富士山スカイライン登山区間（富士宮口２～５合目）の冬期閉鎖解除

開通式で車両に花

束など贈呈」〔冬季閉鎖〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年４月 28 日付）
「富士山で救助要請」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年５月１日付）▲▲
「登山案内人『強力』の活動紹介

郷土資料館で企画展
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９月まで」〔岩見巧〕〔「強力 ―

富士登山案内人の軌跡」（『富士宮市文化財年報 第９号 (平成 30 年度)』富士宮市教育委
員会編・発行、２０２０年）〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年５月４日付）→「富
士登山の現地案内人」（７月 11 日付）に続報。
「富士山かぐや姫ミュージアム『本土決戦と私たちの郷土』テーマに新展示
富士地域への影響知る資料など紹介

来年 1 月末まで

当時の暮らし

太平洋戦争

写真パネルで」

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年５月 10 日付）
「特別考古学展（来月７日まで）記念講演会
の黒曜石

富士宮市内の遺跡学び

大鹿窪遺跡で発見

広範囲な交流うかがわせ」〔芝川郷土史研究会〕〔永田悠記〕（『岳南朝日』

２０１８年＝平成 30 年５月 11 日付）
「パラグライダー落下で男性死亡」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年５月 15 日付）
「富士宮市教委が古文書調査報告書『旧北山村役場文書』刊行

江戸初期から明治期まで」

〔『旧北山村役場文書』富士宮市教育委員会編・発行、２０１８年〕〔北山用水〕（『岳
南朝日』２０１８年＝平成 30 年５月 17 日付）
「『富士山信仰とその歴史を学ぶ』富士根北公民館で講座」〔渡井正二〕（『岳南朝日』
２０１８年＝平成 30 年５月 17 日付）
「吉原宿の変遷『田子の古道』解説

福澤さんが講演

執筆者の特定に触れ

駿河郷土史

研」〔福澤清「植松蓮知・源七郎が『田子の古道』の作者」（『駿河』駿河郷土史研究会、
71 号、平成 29 年３月)〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年５月 18 日付）←左端何行
か読めず。
「愛鷹連山など

遭難事故防止へ

県山岳遭難防止対協富士支部」（『岳南朝日』２０１

８年＝平成 30 年月日付）
「新展示『本土決戦と私たちの郷土』貴重な資料で戦時伝え

平和富士市民の会

かぐや

姫ミュージアム（戦争とくらしコーナーの一画）で」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30
年５月 23 日付）←左端何行か読めず。
「富士山登山道

大宮新道の復活を

高野秀人」〔人穴口登山道〕〔上井出口登山道〕〔村

山古道〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年５月 23 日付「寄稿」）▲▲→高野秀人氏
の最近の登山活動については、 ヤマレコのハンドルネーム（fujinohide）のページなど参
照くださいhttps://www.yamareco.com/modules/yamareco/userinfo-3438-prof.html
「『海の散歩気分味わえる SUP（サップ）を田貫湖で普及させたい』ボランティアやスポ
ーツに挑戦

篠原和子さん

笑いと喜びを世界に！

文・写真

菅谷拓郎」（『岳南朝日』

２０１８年＝平成 30 年５月 31 日付「ヒューマンストーリー人人人いきいきライフ」）
「山宮小北側の山神社

新たな社の完成祝う

山宮１区２・３町内」（『岳南朝日』２０

１８年＝平成 30 年６月５日付）
「住民らが開祖・角行しのび

人穴富士講遺跡で供養大祭」〔大日本富士教〕（『岳南朝

日』２０１８年＝平成 30 年６月５日付）
「村山浅間神社の『大杉様』しめ縄作りの参加者募る」〔佐野孜〕（『岳南朝日』２０１
８年＝平成 30 年６月５日付）→「村山浅間神社

大スギでしめ縄奉納」（７月 11 日付）

に続報。
「２次的汚染物質

光化学オキシダント

監視強化期間で警戒強め」〔大気汚染〕（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年６月６日付）
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「富士山環境パトロール隊

隊員 18 人に委嘱状交付

退任者７人に感謝状贈る」〔産廃〕

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年６月６日付）
「富士山の安全登山へ講演会

国際山岳医の大城さん

高山病の対処法など語る」〔大城

和恵〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年６月７日付）
「富士山登山道富士宮ルート

５～６合目

８日に冬季閉鎖解除」〔残雪〕（『岳南朝日』

２０１８年＝平成 30 年６月７日付）
「富士山など遭難防止へ啓発強化

県山岳遭難防止対策協富士宮支部が総会

事業計画

パトロールや施設整備など」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年６月 10 日付）
「富士山世界遺産登録５周年祝う

湧玉池をライトアップ

日本酒２２３杯で“大カンパ

イ”」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年６月 19 日付）
「根原区、東京農大ＧＡなど

朝霧高原にユウスゲの苗植え

市民の手で環境整え」（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年６月 19 日付）
「県富士山世界遺産センター

来館者 半年で 30 万人（年間目標）達成

くす玉割りで祝

う」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月４日付）
「富士登山の魅力

広報で伝え

ＭＩ９滞在体験基に特集掲載

富士宮市」（『岳南朝日』

２０１８年＝平成 30 年７月４日付）
「お山開き前に山岳救助訓練

富士宮署、中央消防署

ＧＰＳによる捜索など」（『岳南

朝日』２０１８年＝平成 30 年７月５日付）
「一部整備完了の人穴富士講遺跡

30 日から一般公開

溶岩洞穴に見学用シェルター設

置」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月６日付）
「『神田の宮で御田植祭

湧き水への感謝と五穀豊穣祈り

稚児姿の児童が舞奉納」（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 10 日付）
「きょう、富士山お山開き

登山シーズンの幕開け宣言」（『岳南朝日』２０１８年＝平

成 30 年７月 10 日付）一部▲▲
「富士山御神火まつり神輿部会

登山隊が湧玉池で

数十年ぶりに『みそぎ』再開

富士

山頂での採火を前に」〔燧神事〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 10 日付）
「富士山お山開き

富士登山シーズンの幕開け告げ

英国大使館書記官ら歓迎

浅間大社

で安全祈願」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 11 日付）
「村山浅間神社で護摩だき、水ごりなど展開」〔聖護院〕〔富士宮北中〕〔山伏問答〕〔富
士山入山式〕」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 11 日付）▲▲
「富士宮署

夏山臨時警備派出所を開設

富士山富士宮口５合目に

来月末まで負傷者の

救護など」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 11 日付）
「富士登山の現地案内人

強力の歴史を紹介

富士宮市立郷土資料館

学芸員が展示資料

説明」〔岩見功〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 11 日付）
「内田さんが刀鍛冶代表で日露友好フェスタへ

出国前に須藤市長表敬」
〔内田善基〕
（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 11 日付）
「盛大に富士山お山開き

夏山登山の安全祈願し（10 日）浅間大社・村山浅間神社」（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 12 日付「カメラの目」）
「村山浅間神社

大スギでしめ縄奉納

登山者の安全など祈願」（『岳南朝日』２０１８

年＝平成 30 年７月 11 日付）
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「ふじの山献茶式

開山祭の一環で

富士宮市のお茶奉納

山頂献上茶など振る舞い」

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 12 日付）
「剣ケ峰で滑落」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 12 日付）▲▲
「登山者の安全図り情報伝達

富士山火山防災対策で訓練

専用アプリ活用して情報配

信」〔富士山火山防災対策情報伝達訓練〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 13
日付）
「鳥獣被害対策

カワウ駆除作戦実行

営巣地（上井出）ターゲットに卵の回収など」
（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 14 日付）
「港と富士山を一望

富士と港の見える公園（富士市）高さ 10 ㍍の展望台完成」（『岳南

朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 17 日付）
「浅間大社木花会

夏季売店コーナー

来月９日まで

登山客らもてなし」（『岳南朝日』

２０１８年＝平成 30 年７月 17 日付）
「富士根北地区社協が住民の集い

明るい地域社会目指し交流」（『岳南朝日』２０１８

年＝平成 30 年７月 18 日付）
「富士山で負傷の女性救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 18 日付）
▲▲
「県観光ボランティアガイド東部連絡協
研修会

12 団体参加し

富士宮市で

知識、資質向上へ

浅間大社などで案内受け」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 20 日付）

「富士山で負傷の男性救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 20 日付）
▲▲
「牧野酒造

近江八幡市と夫婦都市提携 50 周年記念酒を富士宮市に贈る

記念式典の出

席者用に」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 21 日付）
「富士山診療所の思い出

朝比奈高雄さん」〔診療所建設〕（『岳南朝日』２０１８年＝

平成 30 年７月 21 日付）
「近江八幡市『富士と琵琶湖を結ぶ会』来宮を歓迎

大社参拝で友好祈願

富士宮市」
（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 27 日付）
「山頂で永遠の愛誓い

小畑さんが大社奥宮で結婚式」
〔村山古道〕
〔変わり種登山〕
（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 28 日付）
「人穴富士講遺跡

碑塔群の修復など整備（一部）完了祝う

関係者集い記念式典」（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 31 日付）
「富士山神田川楽座

あす、ビアガーデンオープン

河川ライトアップに合わせ」（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 31 日付）
「富士山で救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年７月 31 日付）▲▲
「８月５日は『タクシーの日』暮らしや観光支え
献

お産応援タクシー

ー

第一交通

ー

田子の浦 タクシー

事前登録で安心感

鷹岡タクシー

岳南自動車

須走タクシー

シンフジハイヤー

活力ある安心な社会づくりへ幅広く貢
石川タクシー富士

芝川タクシー

富士タクシ

富士宮交通 ホンダタクシ

富士交通 トンボ交通

東海交通

平和タク

シー 静岡県タクシー協会富士・富士宮支部」〔合同広告記事〕（『岳南朝日』２０１８
年＝平成 30 年８月５日付）
「富士山の素晴らしさ 体感

富士宮市教委

80 人集い親子で登山」
〔親子富士登山〕
（『岳
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南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月７日付）
「富士山で救助相次ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月７日付）▲▲
「富士山で救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月９日付）▲▲
《富士山で救助要請
８日午前８時 30 分頃、富士山富士宮口登山道７合目付近を下山中の浜松山在住の会社員
男性（35）が歩行困難とな、別の登山者が救助を要請。富士宮警察署山岳遭難救助隊が男
性を５合目まで搬送し、救急隊に引き継いだ。》（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８
月９日付）
「田貫湖畔の『富士向くサムライ』斉藤郁」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月
11 日付「読者のページ」）
「10 年前の富士登山

遠藤靖子」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月 11 日付）

「インバウンド対策で効果
００人

台湾から宝永火口トレッキングに

今シーズンのツアー客６

富士宮市」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月 19 日付）

「世界遺産に相応しい美しい川づくり協議会

河川源流調査

住民や会員が身近な河川に

理解深め」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月 19 日付）
「富士山で救助相次ぐ」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月 21 日付）▲
▲
「25 日に富士山一斉清掃

富士山をいつまでも美しくする会

静岡県側の３登山口で」

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月 23 日付）
「『図録富士宮市の遺跡』発刊

市民に無料配布

先人の暮らしを紹介

富士宮市教委」

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月 30 日付）
「上野歩き戦国史ひもとく

上野・北山地域学習センター

来月８日に講座」〔吉野友勝〕

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年８月 30 日付）
「開山中の無事に感謝込め

村山浅間神社で富士山閉山祭

護摩だきなど行い」〔村山閉

山式〕〔村山修験〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年９月４日付）
「富士山で大学生救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年９月４日付）▲▲
「富士山で救助要請」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年９月８日付）▲▲
《富士山で救助要請
７日午前３時 36 分頃、富士山富士宮口８合目付近を登山中の大学生４人が低体温や高山
病で動けなくなり、自ら救助を要請。県警山岳遭難救助隊が学生たちを救助し、５合目ま
で同行下山した。》（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年９月８日付）
「富士山登山道富士宮ルート

６合目から頂上までを冬期閉鎖

県富士土木事務所」〔冬

季閉鎖〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年９月 11 日付）
「富士山で３人救助」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年９月 11 日付）▲▲
「富士山で男性死亡」〔遭難〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年９月 12 日付）▲▲
「県富士山世界遺産センター

秋季特別展『富士山絵画の正統』開幕

技法、構図追い『富士三保松原』など

狩野派絵師たちの

来月 14 日まで第１部」〔松島仁〕（『岳南朝日』

２０１８年＝平成 30 年９月 25 日付）
「富士根北小粟倉分校
余の歴史

旧校舎に感謝の思い

取り壊し前にお別れ会

住民建設し 60 年

児童、卒業生ら集い」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 10 月 10 日付）←
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「36 人の学童に恩恵

粟倉分校の校舎完成近し」（１９５６年＝昭和 31 年５月 15 日付）

に関連記事。
「富士山のカラマツ

富士登山のパイオニア植物

落葉後の姿捨てがたい魅力に（今回の

執筆は山田高さん）」〔色盲〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 10 月 10 日付「富士
自然観察の会

楽しい自然リレーシリーズ」）

「富士山がうっすら雪化粧

富士地域でも確認」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年

10 月 17 日付）
「毛無山などで山岳救助訓練

富士宮市消防本部と県消防防災航空隊

防災ヘリで連携

し」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 10 月 24 日付）
「岳南排水路の重要性再確認

管理組合が 50 周年記念式典

4 氏に感謝状」〔岳南排水路

管理組合〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 10 月 27 日付）
「富士山スカイライン

２～５合目来月６日から冬期閉鎖

県冨士土木事務所」〔冬季閉

鎖〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 10 月 27 日付）
「『これからも郷土の歴史発掘を』芝川郷土史研究会が 50 周年式典 半世紀の歩みを写真
などで振り返り

唐紙さん、芹澤会長に賞状」〔唐紙一修〕〔芹澤幹夫〕〔渡井正二〕（『岳

南朝日』２０１８年＝平成 30 年 10 月 30 日付）
「（仮称）北山陽水第 1 水力発電所
４月の稼働目指し

関係者が工事の安全祈願

30 人参列し起工式 来年

富士山スマートエナジー」〔小松快造〕（『岳南朝日』２０１８年＝

平成 30 年 11 月２日付）
「特集

第 19 回信長公黄葉まつり

縄銃演武

武者行列や刀鍛冶実演も

華やかに！

11 日西山本門寺で開催

迫力満点の火

大内佐智子実行委員長に聞く」〔信長首塚〕〔内田

義基〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 11 月９日付）
「富士宮市と近江八幡市

夫婦都市提携 50 周年で一層の発展・交流願い

お水返し式や記

念式典など」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 11 月 11 日付）
「富士山と自然を守る会が 30 周年『自然と文化
足跡振り返り新たな決意

岸本教授が記念講演

複合遺産的な視点で』記念式典 活動の
生物多様性の危機など訴え」〔岸本年郎〕

（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 11 月 29 日付）
「県富士山世界遺産センター

来館者 50 万人達成 魅力の幅広い発信が成果」（『岳南朝

日』２０１８年＝平成 30 年 12 月２日付）
「富士山文化遺産ガイドブック

５年ぶり改訂版発行

１０００部作成し出前講座に活

用」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 12 月 11 日付）
「富士山巡礼路を知る
報告書

15 日から企画展 須走登山道調査を速報」〔『富士山巡礼路調査

須走口登山道』静岡県富士山世界遺産センター編、岡県富士山世界遺産センター

・小山町発行、２０１８年〕〔青柳周一〕（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 12 月 15
日付）
「幕末維新

旧幕臣に」スポット当て

静岡ゆかりの資料展示『駿河会談』なども紹介

藤

枝市立博物館・文学館」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 12 月 15 日付）
「富士山を汚すな

富士市が『非常事態宣言』（深沢税）」（『岳南朝日』２０１８年＝

平成 30 年 12 月 18 日付「東西南北記者の目」）
「白糸ノ滝周辺の無電柱化完了

良好な富士山の眺望に
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電柱 10 本を撤去

震災・台風時

の安全確保も」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 12 月 22 日付）
「常葉大跡地の上物施設
宿泊施設に

時之栖に売却方針

原状回復の免除適用で承認申請

計画では

富士市」（『岳南朝日』２０１８年＝平成 30 年 12 月 27 日付）

「31 日に富士根本宮元旦祭」〔村山浅間神社〕〔元旦禊〕（『岳南朝日』２０１８年＝平
成 30 年 12 月 27 日付）
２０１９年＝平成 31 年
「今月から醸造開始『Mt.FujiBrewing』富士山の湧水で地ビール製造」〔マウントフジ

ブ

ウリューイング〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月１日付）
「富士山世界遺産センター

元日から開館

企画展も開催中」〔富士山と須走口〕（『岳

南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月１日付）
「『村山ニンジン』収穫始まる

JA 富士宮北部支店関係者が出荷

イオングループで販売

かき揚げ用など」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月８日付）
「県議選富士宮選挙区

望月氏（市議会副議長）出馬へ

吉川氏不出馬を受け自民県連公

認で」〔望月芳将〕〔吉川雄二〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月９日付）
「市長選は無風状態

市議選は 24 氏程度の激戦か」〔須藤秀忠〕（『岳南朝日』２０１９

年＝平成 31 年１月９日付）
「『村山ニンジン』のかき揚げ販売

イオンスタイル富士宮など

試食でも好評」（『岳

南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月 17 日付）
「富士川楽座

昨年 12 月 29 日～１月３日 13 万７０００人余来館」（『岳南朝日』２０

１９年＝平成 31 年１月 17 日付）
「観測井戸『警戒水位』下回る

被害報告なく終息へ推移」〔異常湧水〕（『岳南朝日』

２０１９年＝平成 31 年１月 18 日付）
「常葉大跡地活用で覚書締結

富士市と常葉大、時之栖

スポーツ交流施設に」（『岳南

朝日』２０１９年＝平成 31 年１月 18 日付）
「大鹿窪遺跡

史跡公園整備へ

基本計画まとめ意見募集

来月公開」（『岳南朝日』２

０１９年＝平成 31 年１月 19 日付）
「『富士宮市

歩く博物館』ウオーク⑪ふるさと探訪

北山地区

中道往還の旧道を歩く

コース（上）」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月 23 日付）
「『富士宮市

歩く博物館』ウオーク⑪ふるさと探訪

北山地区

中道往還の旧道を歩く

コース（中）」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月 24 日付）
「『富士宮市

歩く博物館』ウオーク⑪ふるさと探訪

北山地区

中道往還の旧道を歩く

コース（下）」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月 25 日付）
「富士山の日講演会

登山道などに理解深め

富士市立中央図書館

西川さん〈登山ガイ

ド〉講師に」〔西川卯一〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年１月 29 日付）
「気軽にウオーキング

原田・吉永地区①『かぐや姫・泉の里』コース（『岳南朝日』２

０１９年＝平成 31 年２月１日付「富士市内『歩く健康づくり１万歩コース』〈８〉」）
「気軽にウオーキング

原田・吉永地区②『かぐや姫・泉の里』コース（『岳南朝日』２

０１９年＝平成 31 年２月２日付「富士市内『歩く健康づくり１万歩コース』〈８〉」）
「気軽にウオーキング

原田・吉永地区③『かぐや姫・泉の里』コース（『岳南朝日』２
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０１９年＝平成 31 年２月３日付「富士市内『歩く健康づくり１万歩コース』〈８〉」）
「気軽にウオーキング

原田・吉永地区④

『かぐや姫・泉の里』コース（『岳南朝日』

２０１９年＝平成 31 年２月５日付「富士市内『歩く健康づくり１万歩コース』〈８〉」）
「火山噴火を想定し降灰量など調査訓練

冨士砂防事務所

整備局各機関から参加

職員

が技能向上に励み」〔浸透能測定〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年２月 10 日付）
「夫婦都市 50 周年記念
性探り

近江八幡市の魅力知るバスツアー企画

新たな観光資源の可能

ふじ観光プランニング」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年２月 20 日付）

「きょうから毘沙門天大祭

富士市の妙法寺で

縁起物『だるま』の露天が軒連ね」（『岳

南朝日』２０１９年＝平成 31 年２月 11 日付）
「朝霧草原環境保全フォーラム『茅場』の多面的機能や生物多様性に関心高め

根原区 昨

年の調査結果を報告」〔火入れ〕〔野焼き〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年月日付）
「『富士山の日特集』富士山の自然と恵みたっぷりと！
雑予想カレンダー

富士山頂の混雑解消なるか

混

利用者拡大で分散化期待」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年２月

20 日付）
「『富士山の日特集』富士山保全協力金

18 年度使途を公表」〔入山料〕（『岳南朝日』

２０１９年＝平成 31 年３月 20 日付）▲▲
「『富士山の日特集』久保さん（フリーアナ）迎え記念講演会」〔久保美智代〕（『岳南
朝日』２０１９年＝平成 31 年２月 22 日付）
「『富士山の日特集』富士宮市

記念イベント多彩に展開」（『岳南朝日』２０１９年＝

平成 31 年２月 22 日付）
「『富士山の日特集』無料・割引施設」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年２月 22 日
付）
「『富士山の日特集』富士市情報」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年２月 22 日付）
「富士山白糸平成棚田祭り

竹灯籠３７７６本の光堪能

野外コンサート、特産品販売も」

〔白糸の滝〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年２月 26 日付）
「各国の世界遺産紹介

富士宮市『富士山の日』記念講演

久保さんが“危機遺産”の姿

も」〔久保美智代〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年３月５日付）
「富士山周辺の動植物で作品

富士山環境展８」（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年３

月５日付）
「歩く博物館探索会

中道往還（北山地区）の史跡巡り

郷土資料館の展示会に関連し」

〔江戸時代の北山〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年３月 10 日付）
「大観音像をご開帳

17 日に大悟庵で大祭」〔星山観音大祭〕〔十一面観世音〕（『岳南

朝日』２０１９年＝平成 31 年３月 13 日付）
「浅間大社東側市有地
トフジ

地ビール飲めるレストラン

23 日にグランドオープン」〔マウン

ブウリューイング〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年３月 15 日付）

「白木綿の大観音像ご開帳

大悟庵で星山観音大祭」〔十一面観世音〕（『岳南朝日』２

０１９年＝平成 31 年３月 13 日付）
「県富士山世界遺産センター“龍”の視線で富士山眺め

きょうから新番組『宙の巻き』

上映」〔寺田数夫〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年月日付）
「郷土史研究の功績たたえ

寄贈資料目録作成完了受け
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故遠藤さんに感謝状」〔遠藤秀

男〕〔遠藤文雄〕〔須藤秀忠〕〔池谷眞徳〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31 年３月
24 日付）▲▲
「富士川舟運、吉原宿などの紹介

富士山かぐや姫ミュージアム

交流の歴史で企画展」

〔『富士が見守る交流の道―古代東海道と富士山ジャンクション』（第 56 回企画展、富士
山かぐや姫ミュージアム編・出版、２０１９年）〕（『岳南朝日』２０１９年＝平成 31
年３月 27 日付）
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