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―みんなの尾瀬を、みんなで守る― 

           就任のご挨拶     

理事長  磯部 義孝 

 

日ごとに春めき、雪解けも急速に速まり、いよ

いよ尾瀬のシーズンがやって参りました。 

会員の皆様をはじめ、関係機関の皆様におかれ

ましては、ご健勝にてご活躍のこととお喜び申し

あげます。 

さて、このたび 4月 9日開催の NPO法人 尾瀬

自然保護ネットワーク通常総会において、理事長

の大役を仰せつかりました。戸惑いもございます

が、「尾瀬の自然を守るため」をモットーとして、

更なる精進を致す所存です。皆様がたのご協力と

ご指導を、よろしくお願い申しあげます。 

私と尾瀬への係わりについて少し触れさせて

いただきます。「尾瀬の自然を守る会」会員、そ

の後指導員となり活動を続けて参りました。しか

しながら「尾瀬の自然

を守る会」が、25 年間

の活動に終止符を打ち、

突然の解散に至ってし

まいました。それに伴

い今までの活動の場を

失った指導員有志や数

名の仲間とともに、尾

瀬自然保護指導員ネッ

トワークの立ち上げに参画し、以来当会の活動に

携わり続けています。ネットワークの初代理事長 

高橋 喬氏、前理事長の永島 勲氏のもとでご指

導をいただき、のちに NPO尾瀬自然保護ネットワ

ーク副理事長として、活動・運営を継続しており

ました。 

近年の尾瀬は動物による食害、山間部のトイレ

問題など、今まで以上に問題が山積しております。 

地方自治体や関係団体との連携を、より一層密

にして取り組まなければなりません。この素晴ら

しい尾瀬を後世に繋いでいくため、「みんなの尾

瀬をみんなで守る」運動を継承して参ります。 

また活動スペースやテントなどのご提供をい

ただいている桧枝岐村、添乗解説の機会など、多

くのご協力をいただ

いている会津バス田

島営業所様には、永年

のご支援に感謝を申

し上げます。会員およ

び指導員の皆様には、

「積極的な活動参加」

をお願い致し、就任の

挨拶と致します。 
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興味つきない豊かな自然に感謝 
～尾瀬に行けば、仲間に会える～ 

 
                               

 

 

   退任のご挨拶 
 

                         前理事長  永島 勲 

 

会員並びに役員の皆様には４期８年の理事長在任中に多大なご協力をいただき、衷心よ

り感謝申し上げます。また、公益財団法人緑の地球防衛基金様並びに株式会社セディナの

地球にやさしいカード様には、当会の活動に長期間にわたりご支援・ご指導を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 
 

思い起こせば私が最初に尾瀬と出会ったのは、

１９６５年残雪の会津駒ヶ岳からだった。それ

以来尾瀬の自然に魅せられて、半世紀以上にわ

たり尾瀬に通い続けてきました。 

２００８年４月に２代目理事長に推挙され、

“貴重な尾瀬の自然を後世に伝えよう”をモッ

トーに、理事長就任時に「尾瀬の抱える課題」

として携帯電話基地局問題、至仏山の保全対策、

ニホンジカの食害など九つの課題を指摘しまし

た。 

２０１０年に主たる事務所を東京から尾瀬の

地元である福島県の鏡石町に移転し（事務局は

その２年後に福島県に移転）、高崎市に群馬支部

を設置しました。２０１１年３月の東日本大震

災では、会員の安否確認や震災直後の対応に追

われた会員も多く、活動の維持は厳しい状況が

続きました。 

８年間の主な活動を振り返ってみると、当会

の基本的活動である入山指導（バス添乗解説）

を重視。携帯電話基地局設置反対運動「静かな

尾瀬を守ろう」で５千名の署名を獲得。福島第

一原発事故では尾瀬国立公園の東京電力所有地

の国有化の要望書を環境省に提出。大江湿原の

ニホンジカによるニッコウキスゲの食害を調査。

地球温暖化に伴う影響調査として、高山植物・

外来植物・蝶の調査等を実施し、白砂湿原のオ

ランダガラシを除去。当会発足時から取り組ん

できた至仏山登山道荒廃の継続調査と関係機関

へ保全要望書を提出。その他に尾瀬の負の遺産、

シカ問題、鳩待峠の一極集中入山の問題等々の

指摘も行いました。 

また、指導員養成講座を尾瀬インタープリタ

ー養成講座（尾瀬アカデミー）にリニューアル

し群馬と福島で開講。現地のアンケート調査で

は、入山料に関する意識調査及び至仏山携帯ト

イレ利用実態調査を実施。広報面ではＨＰを大

幅に刷新して、インターネットによる情報発信

力を高めました。 

 

尾瀬には依然として課題が山積しています。今回４名の新役員が加わり、磯部新理事

長による新しい組織体制が整いました。会員各位の積極的な活動参加により、尾瀬国立

公園の自然保護が一層進展するとともに当会の更なる発展をお祈りいたします。  
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■2016 年度－第 13 期－通常総会  
ご 報 告 （敬称・役職名省略） 

 

下記のとおり 2015 年度の活動報告・会計報告・

役員改選で新理事長等を選出承認され、2016年度活

動計画（案）・予算（案）は可決されましたので主

な内容をご報告いたします。 

 

1.日時：2016年 4月 9日(土)13：10～15：15 

2.場所：大宮ソニックシティビル/902会議室 

3.ご出席：26名、委任状：46名（正会員数：91名） 

4.出席者氏名：伊藤（ア）、伊藤（佳）、磯部、飯沼、

牛木、大山、川、小鮒、坂本、佐藤（秀）、椎名、

庄司、清水、鈴木（誠）、須賀、田中、円谷、刀、

鍋山、藤田、永島、長島、初谷、深山、横田、若

松 

5.開会宣言：初谷 博 

  議長： 磯部義孝 

書記：円谷光行 

  議事録署名人：鍋山智之、佐藤秀雄 

6.理事長挨拶：永島 勲 

7.議題 

第１号議案 2015年度 活動報告 

1.事業活動報告 ：永島 勲 

2.諸活動報告 ：永島 勲 

第２号議案 2015年度会計報告 

1.2015年度会計報告：伊藤アケミ 

2.2015年度会計監査報告 

深山美子・長島睦世 

第３号議案 役員改選 

定款第 16条の任期満了に伴う理事交代に関 

する事項(自 2016.4.1～至 2018.3.31) 

・退任理事：永島 勲、清水博之 

・退任監事：深山美子 

 永島氏、深山氏は平成 9年 3月の当会発足にあ

たり設立発起人として尽力を頂きました。永島

氏は副理事長を就任後に 2代目の理事長として、

さらに平成 22 年から 2 年間事務局長を兼ねて

の 8年間努められました。深山氏は発足当時か

ら重要な財政管理を長く努められました。清水

氏は群馬側担当理事として現地活動を積極的

に取り組まれました。 

それぞれ永年にわたり当会の発展と尾瀬の

自然保護に多大な貢献をされました。 

・新理事長：磯部義孝（重任理事） 

・新任理事：鍋山智之(福島側担当)、佐藤秀雄（群 

馬側担当）、伊藤佳美（会計担当）理事 1 名補

充  

・新任監事：須賀 邦雄 

・重任理事/監事 

重任理事：大山昌克（副理事長：会報担当/尾

瀬を守る会事務局長）、伊藤アケミ（会計担当）、

円谷光行（事務局長）、初谷 博（福島側担当）、   

 

藤田隆美（福島側担当）、小鮒 守（群馬側

担当）、重任監事：長島睦世、 

※Ｗｅｂ（ＨＰ）担当は鈴木誠一氏に再依頼    

第４号議案 2016年度活動計画 

1.入山指導：福島側/藤田隆美 

2.入山指導：群馬側/小鮒 守 

3.調査/研究 

地球温暖化影響調査・外来移入植物調査・ 

チョウ調査・至仏山携帯トイレ導入促進・ 

アヤメ平周辺環境調査：初谷 博/小鮒 

守/藤田隆美 

4.尾瀬アカデミー2016（インタープリター 

養成講座）：円谷光行 

第５号議案 2016年度予算案：伊藤アケミ 

8.閉会宣言：大山昌克 

 

☆総会終了後、刀 光夫氏による特別講演を開催 

 

■特別講演＜要旨＞ 

尾瀬の岩石を考える 

      刀  光夫 

（環境省自然公園指導員/栃木県生物多様性アドバイザー） 

尾瀬で一番古い山と言えば至仏山です。2 億 3 千

万年前、蛇紋岩の岩体が隆起しこれが山体になりま

した。地質年代では中生代の三畳紀からジュラ紀の

頃ですので、恐竜たちと遭遇していたかもしれませ

ん。 

蛇紋岩はもともと地球内

部のマントルや、海洋プレー

トの下の部分を構成してい

る岩石だと考えられていま

す。蛇紋岩は超塩基性の岩石

で、鉄とマグネシウムを多く

含みます。「マグマ」が地下の深いところで、ゆっ

くりと、冷えて固まったのち海水の影響を受けて、

変化したものと考えられます。この様な、特殊な環

境でできた石ですから、至仏山特有の高山植物が成

長しました。超塩基性の蛇紋岩地の為、他の植物の

侵入から守られ、生き残った植物がカトウハコベ、

オゼソウ、イワシモツケなどです。これらの高山植

物を「蛇紋岩残存種」と言います。他の地域で生存

していた植物が、蛇紋岩地入り土壌に変形しながら

適応したものに、ホソバヒナウスユキソウ、シブツ

アサツキ、ジョウシュウアズマギクなどがあります。

それらの植物を「蛇紋岩変形種」と言います。 
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蛇紋岩地に生育する植物たちには厳しい環境と

思いますが、私が考えるには，住みにくい環境を逆

手にとった戦略ではないかと考えます。まさに、適

者生存を地でいく、したたかな生き様ではないでし

ょうか。今ではこれらの生き残った植生が、入山者

の目を楽しませてくれています。蛇紋岩は石の表面

が蛇の紋様に見えることから、命名されたようです。

主要な岩石の一つに安山岩があります。日本語の様

な響きがありますが、名前の由来は南米のアンデス

山脈の石です。アンデスのアンを『安』の字を当て

字として安山とした訳です。ちなみに安山岩を噴出

する火山は爆発的な噴火を起こしますが、燧ケ岳は

その良い例です。３５万年前に噴火を始め、その後

も火山活動を繰り返し現在の形になっています。柴

安嵓を最高峰にマナイタ嵓、ミノブチ岳、赤ナグレ

岳、御池岳の５つの峰を総称して燧ケ岳と呼びます。

火山活動のたびに様々な溶岩を流し、それぞれが個

性的な山容をしております。これは溶岩の粘り具合

に起因するものです。燧ケ岳周辺において多く見か

ける石は、溶岩質安山岩です。 

入山して見かける石や、山の地形、景観などじっ

くりと観察すると、何かが見えてくると思います。

今までと違った視点で観察する事で、自然に対する

理解を深め、楽しみの幅を拡大させ、山旅の味が豊

かになれば幸いです。 

 

 

 

■2016年度活動計画（概略/詳細 HP参照） 
①福島県側入山指導等（担当：藤田、鍋山） 

第１回目 5/21(土)～22(日) 

第２回目 6/11(土)～12(日) 

第３回目 7/16(土)～17(日) 

第４回目 8/11(木)  

第５回目 10/8(土)～9(日) 

 ※入山指導はシャトルバス内で添乗解説、午後は調

査活動や観察会など 

②群馬県側入山指導等（担当：小鮒、佐藤）  

第１回目 6/4(土)  

第２回目 7/9(土)  

第３回目 8/11(木) 

第 4回目 9/3（土） 

 ※入山指導は鳩待峠にて実施、午後は調査活動 

 

や自然観察会など 

③特別研修（担当：鍋山・佐藤） 

 5/5（木）：大江湿原（終了） 

9/10（土）～11（日）：月山登山 

10/1（土）～2（日）：芳ヶ平湿地群 

④尾瀬アカデミー（指導員養成講座） 

（担当：大山・鍋山） 

 群馬側第 1回：7/9（土）～10（日） 

 福島側第 1回：7/16（土）～17（日） 

    第 2回（合同研修）：10/8（土）～9（日） 

⑤「山の日」企画（担当：円谷） 

群馬・福島 8/11（木）：尾瀬の無料ガイド 

 

事務局だより 

編集後記 

 当会を牽引していただいた、永島さん、清水さん、

深山さんの 3 人のリーダーが退任されました。長きに

渡たるご尽力に深く感謝します。 

※※※ 

今年の鳩待峠の消雪日は、4 月 21日でした。昨年の

消雪日より何と 20日間も早い雪解けでした。4月中に

根雪がなくなることはなく、昨年の 4月 21日は、峠の

残雪はまだ 128ｃｍもありました。鳩待峠の最近の「最

速」消雪記録は、5 月 5 日（2004 年）です。また今年

は極端に少雪であり、最大積雪深 159ｃｍ（＝2/10）、

昨年の最大値（3月 1日＝286ｃｍ）の約 6割水準。懸

念される水不足は、湿原の植生に厳しい試練となりま

す。（大山） 

NPO 法人 
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■本部事務所（事務局） 

〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町旭町 19 円谷様方 

電話/FAX 0248-94-5003 

■群馬支部  

〒371-0846 前橋市元総社町 2－21－12 小鮒様方 

電話/027-251-1089 

Web: http://www.oze-net.com/ 

お問い合わせ info@oze-net.com<info@oze-net.com 
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