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インタープリターに期待！ 

6名の新インタープリター誕生（2016 尾瀬アカデミー） 

理事長 磯部 義孝 

                   

尾瀬インタープリター養成講座、今期は 6 名が

参加されました。かつて尾瀬自然保護指導員養成講

座の名称のもと、私自身も指導員を目指した受講生

の一人でした。指導員となった翌年より尾瀬御池か

ら沼山峠間のバス添乗解説が始まり現在に至って

います。 

2013 年より名称を尾瀬アカ

デミーに変更。2016 年までの 4

年間で 33 名のインタープリタ

ーが尾瀬自然保護指導員とし

て、また仲間として誕生しまし

た。 

活動拠点は群馬片品村（鳩待

峠）、福島桧枝岐村（尾瀬御池）の二つの入山口に

限られますが、ともにそれぞれの地域性に即した活

動を実施しています。入山者への自然解説は、最初

の第一声を踏み出すことに、多くの方は戸惑いが出

てしまいます。福島側のバス添乗解説では、事前に

先輩の話を乗客とともに聴くことから始まります。

その説明内容を理解しつつ、加えて自分なりのオリ

ジナリティを創りだすことが必要となります。バス

乗車 20 分程度の中で、尾瀬の説明をコンパクトに

分かり易く話すことはたやすいことではなく、新人

の解説デビューは勇気を伴います。またハイカーに

話しかけることも、慣れや得手不得手などがあると

思いますが、焦らずゆっくりデビューすれば良いの

ではないでしょうか。 

いろいろなタイプの指導員がいます。2 年目にし

てバス添乗解説デビュー。御池から沼山峠までの、

約 20分間の添乗解説が軌道にのった頃にはバスは

到着。最後は「尻切れトンボでした、すいません」

と謝るものの、乗客より戴いた大きな拍手に自信を

付けたのか、デビュー初日に何と 2回も添乗解説。

その後の活動にも積極的に参加され、楽しみながら

バス添乗解説をやっている仲間もいます。まさに本

物のインタープリターの誕生

です。 

2016 年入会の新指導員Ｓ氏

の大きな「夢」をご紹介します。

沼尻の「旧ゴミ捨て場」は研修

コースの一つです。この「旧ゴ

ミ捨て場」のゴミ回収作業は、

数年前に環境省、地元自治体およびボランティアに

より数回にわたり実行され、一応ひと区切りを付け

ました。しかし不法投棄物はまだまだ地表、地中に

たくさんありますが、これらをすべて掘り起して回

収すれば、周辺の樹木が倒れてしまうために終了と

するとのことでした。このことに対しＳ氏は「それ

では負の遺産が永久に残ったままとなってしまう。

周辺樹木はゴミを投棄したあとに芽生え育ったも

のであり、それらが仮に倒れたとしても 30～50 年

先には新たな植物が自然を取り戻してくれる。多額

の回収費用が掛かることは想像できるが、ボランテ

ィアを募れば労力は確保できる。除去作業の幕引き

ではなく、回収作業を継続するよう自治体や環境省

へ要請が必要」という。 

私たちが半ばあきらめかけてきた事案に対し、そ

れではダメと、「活」を入れられました。尾瀬を永
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久に守るという「夢」を持つ新メンバーの力強い声

に期待を持ち、今後とも活動を続けていきたいと思

います。 

■福島側活動報告 

 第 5回入山指導等の活動 

指導員 疋田 正博 

実施日：2016年 10月 7日（金）～9日（日） 

○10月 7日（金） 

午後 5時「ひのき屋」に集合。円谷事務局長

から「2016尾瀬アカデミー」の福島、群馬側の

合同研修が明日

から開催の報告。

藤田理事から明

日の入山指導と

バス添乗解説の

説明がある。 

 

○10月 8日（土）雨のち曇り  

シャトルバス発着広場に活動拠点を設け、本

年度最終の入山指導や

当法人の資料配布及び

活動協力金の依頼を行

う。併せてバスの中で、

尾瀬の自然の素晴らし

さや自然が直面してい

る課題などを分かりや

すく説明する添乗解説

を実施する。この添乗

では、今年度導入した

携帯型拡声器が効果を

発揮して、車内の後まで声が通るようになり、

説明に関心を持つ方が増え解説にも熱が入る。 

入山者が少なく雨も小降りになったので、午前

10 時に入山指導等の活動を終了して、自然観察

会に切替える。「紅葉のブナ林の観察」がテーマ

なので、沼山峠から七入に下る旧沼田街道を歩く。

「ふくしま遊歩道 50選」にも選ばれており、ブ

ナ林を渓谷に沿って歩くので、美しい景観は訪れ

る人に感動を与える。今年は暖かく長雨の影響で

ブナの色づきは遅いが、キノコは勢いよく生育し

ている。途中、末広がりに落ちる落差 25ｍの「抱

返ノ滝」を鑑賞する。道行沢五番橋から一番橋の

間の登山道は、沢に接しているので清流がブナの

木々の間を縫うようにして足元に流れてくる光

景は、自分が自然の中に溶け込んでいるように思

える。13時 30分七入到着。 

次に、会津駒ヶ岳の登山口に近い「ふくしま水 

辺 100選」に選ばれた「竜ノ門の滝」に向かう。

ブナ林の山道は階段状に設けられ、高度を上げ 

るとともに傾斜が増す。息遣いが荒くなり、息

が切れる寸前に滝見の展望台に着く。正面に落

差 50ｍ、2 段の「竜ノ門の滝」が白い帯のよう

に流れ落ちている。 

○10月 9日（日）雨  

昨日に

続き御池

で入山指

導等の活

動を午前

7 時から

開始する

ものの、雨の影響か入山者の出足は極めて鈍い。午

前 10時 30分にすべての活動を終了する。 

 

（参加者）安倍晃樹、飯沼巳好、磯部義孝、伊藤

アケミ、坂本敏子、刀 光夫、円谷光行、鍋山智之、

疋田正博、藤田隆美、横田 隆 （計 11名） 
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■2016 新会員ご紹介 

―尾瀬アカデミーに参加して― 

○牛込弘道さん（群馬） 

年間 30 万人に上

る人たちに愛される

尾瀬は、オーバーユ

ースでもある。 

八千年の長きにわ

たる奇跡の偶然が生み出した尾瀬の自然は、いとも

簡単に傷ついてしまう現状を目の当たりにした。 

訪れる人たちが尾瀬の美しさに触れ、癒されて帰

るだけでは、後世に残すことはできない。『負の遺

産』があること、簡単に壊れてしまうことなどを知

ってもらい、かけがえのない尾瀬をこれ以上壊さず

残すために何をすべきなのか、また、何をしてはい

けないのかを考えてもらうこと。そのために自ら何

ができるかを考える必要性を強く感じた。 

○櫻井純也さん（埼玉） 

昨年、至仏山から

みた尾瀬ヶ原の景色

に感動し、今回の研

修で、それがダムの

底になってしまった

かもしれないことを知りショックを受けました。 

他にもたくさん勉強させていただきました。尾瀬

でみられる針葉樹５種はオオシラビソ、コメツガ、

クロベ、カラマツ･･･。あれ？あと一つは何だっけ。

こんな記憶力の全くない私ですので、力仕事でお手

伝いができればいいなぁと考えています。これから

どうぞよろしくお願いします。 

○櫻井由美子さん（埼玉） 

初めて尾瀬ヶ原を

歩いた時には、そこ

に広がる自然と、早

朝から夜と変わる景

色に感動したことを

覚えています。夏・秋の研修を通して、尾瀬の自然

を保つ為には、多くの努力が根底にある事、様々な

問題がある事を「知る」きっかけとなりました。今

後は、メンバーの皆さんに教えていただきながら、

小さな１歩「活動する」ができるように頑張りたい

と思います。よろしくお願い致します。 

○中島周子さん（埼玉）  

4 日間の研修を通

し、生き物が地道に

種の保存の為にすさ

まじい努力と進化を

繰り返していること

を知り感動しました。 

 また知られざる「負の遺産」の存在を、どう受け

止め活動していくのか、もやもやしていましたが、

最後に「自分も楽しみながら活動していけばいい」

とのお話をいただきました。「これを求めていたの

だと！」と。色々教えていただきながら、楽しく活

動していきたいです。             

  ○佐久間治光さん（福島）      

はじめに、ご指導

いただきました磯部

理事長はじめ講師の

先生方に感謝いたし

ます。今回の講習を

通して、尾瀬沼東岸の焼却炉跡や、沼尻のゴミ大量

投棄現場など負の遺産の実態を知ることとなり、改

めて問題の大きさを痛感しました。 

昭和４６年夏に初めて尾瀬に入山したときに受

けた感動は今でも忘れません。正に、大自然は神々

の領域だと思っています。 

本会活動に参加するに当たり、自分自身なにがで

きるか考えたいと思います。 

○佐藤篤司さん（新潟）        

尾瀬は日本の自然

保護運動の発祥地と

言われている。先人

達の努力と犠牲を無

駄にしないよう、後

世に尾瀬の自然を残せるよう、まずは、入山指導が

出来るように、尾瀬を知り、自然との共生を考えた

いと思います。                          
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■尾瀬アカデミーサマリー 

第 2 回研修：群馬/福島合同研修（2016/10/8～10/9） 

【A コース】大清水出発 8：30→一之瀬→（尾瀬沼水の排水口＝トンネル）→三平下 12：30 着（休憩/昼食） 

【B コース】尾瀬御池発 9：00→スモウトリ田代ブナ林→尾瀬御池発 9：20→（沼山峠登山口） 

→尾瀬沼-三平下 12：30 着（休憩/昼食） 

 

【A/B合同 10/8】南岸回り＝浄化槽/取水口見学（13：30）→沼尻（ゴミ捨て場・火災跡・地唐見学） 

→北岸回り＝三本カラマツ→尾瀬沼ヒュテ（泊）着 16：00。休憩/風呂/夕食/座学/ミニ懇親会 

【A/B合同 10/9】閉講式（7：30～）修了証の授与等。⇒尾瀬沼ヒュテ出発（8：30） 

→尾瀬沼ビジターセンター見学⇒元長蔵小屋裏岸辺⇒ヤナギランの丘：解散（10：30） 

※課題はたくさん残っている尾瀬 

 

第 1 回アカデミー（群馬側＝A コース）研修 第 1 回アカデミー（福島側＝B コース）研修 

2016/07/09（土） 2016/07/16（土） 

鳩待峠 9：00 集合。鳩待峠発 9：30⇒山の鼻 11：10 

（昼食・休憩）11：50～12：20 研究見本園。12：20

発 至仏山（森林限界まで）14：40 山の鼻着。ビジ

ターセンター見学。山の鼻発 15：00～鳩待峠 16：00

着。（民宿アップル泊）《小屋到着後 入浴・座学・

ビデオ・夕食・ミニ懇親会》21：00 就寝 

御池 9：00 発（燧裏林道）～横田代～11：45 三条の滝

分岐(昼食・休憩)～三条ノ滝～平滑ノ滝展望台～温泉小

屋休憩所～14：45 赤田代東電小屋分岐～15：45 見晴十

字路（燧小屋泊） 《小屋到着後 入浴・座学・夕食・

ミニ懇親会》21：00 就寝 

2016/07/10（日） 2016/07/17（日） 

鳩待峠 7：20 発～山の鼻。上田代発 8：40～牛首着 9：

40（景鶴山、燧ヶ岳、至仏山など尾瀬の地史）牛首 9：

40～（下の大堀川）～竜宮着 10：30（休憩/昼食）竜

宮発 11：10～（植物観察、池塘、湿原の組成、山小

屋の歴史、生態系シカのヌタ場、木道）～山の鼻 12：

20～鳩待峠 14：10 着→閉講式～解散 

 

6：30 発 尾瀬ケ原竜宮方面。拠水林付近まで移動しな

がら、地形や植物観察し見晴へ戻る。7：30 

尾瀬沼方面へ出発。見晴～段小屋坂～9：20 白砂湿原～

沼尻～11：00 尾瀬沼着。尾瀬沼ヒュッテ(昼食・休憩)11：

30～12：00 尾瀬沼ビジターセンター見学。 

大江湿原～13：15 沼山峠山の駅～14：00 御池着。 

→閉講式～解散 

 

取水のため多くの沼の水は太平洋側へ 

 

未だに露呈する昭和 40～50 年代の負の遺産 
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新しい仲間です！        

 

前列左から、牛込氏、櫻井（由美子）氏、櫻井（純也）氏、佐藤氏、佐久間氏、中島氏（6 名＝新会員） 

◆フィールド研修風景 

 

 

 

 

 

 
【写真ご提供：鍋山智之氏、須賀邦雄氏】 

■2017 年 新年親睦会開催（ご報告） 

              指導員 伊藤 広志 

 新年親睦会（福島側）が郡山市内の月光温泉クア

ハイムにて、2017年 1月 14～15日に開催されました。 

参加者は最多人数となる１６名が参加。月光温泉

特有のまったりとした肌触りの湯につかった後、午

後６時よりいよいよ親睦会の開催です。冒頭に磯部

理事長からご挨拶をいただき、大山副理事長から乾

杯のご発声で賑々しく盛大に実施されました。 

2015 年尾瀬アカデミーの指導員も数名出席されま

した。ベテラン指導員からは、本会の発足当時の苦

労話やエピソードなど貴重な話もお伺いできました。 
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 美味しい料理と、会津の芳醇な銘酒を囲み大い

に盛り上がる

なか、参加者

全員の自己紹

介から始まり

ました。尾瀬

への熱き想いや、参加者の多種多様となるボランテ

ィア談、尾瀬の自然をテーマとした写真のご披露、

また野鳥の鳴き声を「指笛」で奏でるパフォマンス

の実演などもあり、夜が更けるまで、楽しく笑顔の

絶えないひと時が続きました。 

会員相互の交流を深めつつ、尾瀬の「自然の素晴

らしさを残す活動」の大切さが理解できた親睦会で

した。雪解け（５月上旬）尾瀬初入山での再会を誓

い合いました。 

    

■群馬県立自然史博物館 

ポスターセッションご案内 

今年も群馬自然史博物館で開催中の 2017「ぐんま

の自然の「いま」を伝える報告会」ポスターセッシ

ョンに参加しました。群馬県内の自然活動グループ

約 50 団体が参加するこのセッションは、当会の PR

にもつながるため、尾瀬ネットを紹介する展示物を

群馬側担当理事が作成しました。開催展示期間：

2017/1/14～2/19 

＜写真：賑わう展示会場＞ 

 

 

 

■尾瀬沼の水質（環境省） 2016年 12月公表 

―環境省/平成 27年度公共用水域水質測定結果― 

尾瀬沼 COD75%値は、4.0mg/Ｌ（昨年値 3.8mg/Ｌ） 

（全国湖沼 189中ワースト 40位） 

■2016尾瀬入山者数（環境省）2017年 2月公表 

対前年比 89.6％    【人数】 

年 総数 鳩待峠 沼山峠口 

2016 291,860 172,400 55,550 

2015 326,100 195,400 57,000 

2014 315,400 176,800 71,500 

■2017年度「総会」日程決まる 

2017年 1月 29日(日)第 2回理事会が開催され、 

総会日程が決まりました。 

○開催日：2017/4/8（土）13：10～ 

○場所：大宮ソニックシティ 803 号 

■メールアドレス（パソコン）をお知らせください！ 

事務局では事務作業の合理化を推進しております。

会報は現行の郵送対応を継続致しますが、ネットに

よる案内希望者へは、メール配信を致します。二者

択一の希望調査を行いますので、ご協力お願いしま

す。総会案内に同封いたします。 

 

 
編集後記 

山紫水明の尾瀬沼。なぜか最近は、この美しき

尾瀬沼の「水質」のことは話題に触れない。 

毎年群馬、福島両県の係官が解氷期の 5 月～10

月にかけ、測定深度：0ｍ、3ｍ、6ｍで採水を行い、

継続した水質調査をしている。COD75％値（化学

的酸素要求量）は湖沼水質測定の代表的な指標。

尾瀬沼の調査開始は 1976 年。この時の COD 値は

2.6mg/Ｌ。1980 年代から水質は急速に悪化。昨年

12 月に環境省より全国の湖沼（189 湖沼）水質調

査結果が公表され尾瀬沼 COD75%値は、4.0mg/

Ｌ（昨年値 3.8mg/Ｌ）。残念ながら未だに水質改善

はなされていない。調査は 40 年以上重ねるものの

対策はしない。特別保護地区-尾瀬沼は嘆いている。 

                 （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/ 
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