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尾瀬が尾瀬でなくなる日 

～減少する最深積雪と乾燥化～ 

副理事長 大山 昌克 

当会では毎年 5 月早々には尾瀬に入り、尾瀬の

「積雪動向」やシカの入り込み（足跡）状況のモ

ニタリングなどを行っています。真冬の尾瀬地域

は偏西風が吹き荒れ、時にマイナス 30℃以下とな

る厳寒地であり、例年の積雪は 3ｍ近くとなる日

本有数の豪雪地帯です。この豪雪は尾瀬の水資源

の源となります。 

【年 6～7 ヶ月間は雪の中】 

雪が積もり始めてから雪解けまでの期間は、半

年以上の日数（約 200 日）がかかります。厳しい

環境ですがこの雪が植物はじめ尾瀬の景観を守っ

てきました。雪のふとんをかけているように、雪

の中には強風は入り込まず、温度は0℃に保たれ、

かつ保水がなされ、植生は春の芽吹きを待ちます。

またこの降り積もった雪は半年以上に渡り、尾瀬

に水の供給を続けます。豊かな水資源が母体とな

り多くの生物をはぐくむ尾瀬。この貴重な水資源

は、冬期の積雪と降雨で成り立っています。雪解

け水および雨水は、河川を通じ尾瀬沼に流れ込み、

また地下に浸透・滞留した水は、地中を巡りなが

ら植生を育み、湧水、地下水に姿を変え河川に流

入します。尾瀬の場合は尾瀬沼から発した融雪水

の流路は、尾瀬ヶ原、福島側の只見川、阿賀川、

阿賀野川を経て新潟県に入り阿賀野川となり日本

海へと流れるものです。 

【少雪は尾瀬の乾燥化】 

山岳地域の長期間にわたる気象観測は、ほとん

ど事例がありません。国土交通省関東地方整備局

（利根川ダム統合管理事務所）専門官氏のお取り

計らいで、貴重な 60年以上にわたる尾瀬沼積雪深

データ（1955年～本年）を見せていただくことが

できました。 

尾瀬沼（標高 1660ｍ）の、昭和 40年代（1965～

1974年）積雪深 10年平均は 317.9ｃｍ、平成 20年

代（2008-2017 年）10 年平均は 267ｃｍとその差 50

ｃｍあまりも減少しています。積雪量の減少によ

り消雪日も 5月 31日平均から、5月 20日へと 11

日間ほど早まりました。また 2016年（平成 28年）

の最深積雪は 172ｃｍであり 62年間の観測史上最

低値を記録しました。（消雪日は 4月 28日） 

 
 2016年は極端な少雪―大江湿原（撮影：2016-5/3鍋山理事） 

一方尾瀬と隣接している桧枝岐村（標高 973ｍ）

の積雪深は逆に大幅な増加傾向であり、標高差 700

ｍほど低い桧枝岐が、2017年はついに尾瀬沼より

積雪が多いという逆転現象が起こりました。尾瀬

沼の雪が少ないから温暖化だと、一言で原因を片

付けるわけには行かず、そのメカニズムは解明さ

れていません。 
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沼における積雪深の逓減傾向が顕著になる中、

少雪が湿原にとって「乾燥化」という大きな痛手

の原因となるにもかかわらず、未だに尾瀬沼の大

量取水が継続されています。潤沢な水がなければ

湿原が持続できないことは言うまでもなく、湿原

生態系にと

っては致命

傷を与えま

す。 

 

 

 

2017 年は平年並みの積雪-大江湿原（撮影 2017-5/4） 

このままでは遠くない将来に、湿原は乾燥化を

早め、取り返しの付かないほどの壊滅的な打撃を

受け尾瀬が尾瀬でなくなってしまいます。生き物

にとっての「命の水」を管理することが、国立公

園尾瀬の生命線です。『保護』と『利用』という言

葉を幾度となく聞きます。尾瀬沼からの取水は、

堰堤工事を含めれば既に約 70 年以上におよんで

います。尾瀬沼は発電や産業経済、農業灌漑、飲

料水のために天然資源を供給するという働きを通

じ、大いに社会に恩恵を与えてくれました。私た

ちは十分にそれを『利用』をさせてもらったはず

です。遅ればせながら、次は『保護』に軸足を置

いた運営が必要です。 

取水は湿

原を弱体化

させる環境

破壊そのも

のです。湿

原面積の縮

小、泥炭層

の幅（厚み）

の縮小、池塘数の減少などが顕在化する前に、科

学的根拠に基づく保全策を講じることを強く望み

ます。国立公園内の管理責務として、自然の復元

も大きな仕事の一つです。尾瀬沼から尾瀬ヶ原へ

と流れる沼尻川の流水量復元を強く望みます。 

■福島側（第 1 回）活動報告 

         指導員 疋田 正博  

実施日 2017年 5月 19日（金）～21日（日） 

 尾瀬国立公園誕生 10 周年、当会設立 20 周年の

節目の年、福島側の第 1 回活動が、尾瀬の玄関口

の御池で行われた。 

 5月 19日（金）快晴 群

馬側の登山口、大清水か

ら尾瀬沼を越えて、檜枝

岐村の定宿「ひのき屋」

に向かう。尾瀬沼は氷に

閉ざされ、大江湿原の木

道も雪に埋もれ見渡す限

りの雪原で、大江川の一

筋だけが口を開けている。

目を転じると尾瀬のランドマーク、燧ケ岳が青空

に映えている。 

夜のミーティングで大山副理事長から、「尾瀬を

科学する」をテーマに尾瀬沼と檜枝岐村の最大積

雪深、最大積雪日、消雪日などについて過去数十

年のデータを分析し、今後の積雪の見通しの解説

があった。 

5月 20日

（土）快晴 

シャトルバ

ス発着広場

に活動拠点

を設け、入

山案内や当

法人の資料配布及び活動への協力支援の広報を行

う。併せてバスの中で、尾瀬の魅力や美しい自然

が抱えている課題を分かりやすく説明する添乗解

説を実施する。 

除雪の遅れ等からシャトルバスの運行開始日が

直前に決定されたことも影響したのか、ハイカー

の出足は低調だ。バスの乗車率も低いので、昨年

導入した携帯型拡声器の出番は少なかった。入山

者に残雪の状況を説明のうえ注意を促し、スニー

カーなど足元が軽装のハイカーには、沼山峠の売
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店でレンタルの長靴があることを案内する。 

国立公園指定 10 周年を記念して浅草駅から沼

山峠へ直通バスが今日から運行する。東武鉄道の

特急リバティと、会津バスとの連携を図った運営

である。広場では檜枝岐村あげての歓迎式典の準

備が慌ただしい。午前 11時に入山指導等の活動を

終了して、自然観察会に切り替える。燧裏地域の

ブナ林の高

度限界や雪

の傾斜湿原

等を観察す

る。檜枝岐

村に戻り、

厳しい自然

と共に生きた軌跡「檜枝岐村百年の歩み」の展示

会で村と尾瀬の歴史を学ぶ。 

5月 21日（日）快晴 午前 7時、昨日に続き御

池にて活動を開始する。吹く風が心地よい日曜日

の朝、入山者の動きは静かで、小鳥のさえずりが

聞こえる。午前 11時、すべての活動を終了する。 

（参加者 11名）磯部義孝、伊藤佳美、伊藤広志、 

大山昌克、小鮒 守、佐藤秀雄、 

菅野文子、円谷光行、鍋山智之、 

疋田正博、藤田隆美、 

 

■群馬側（第 1 回）活動報告   

担当理事 小鮒 守  

実施日：2017年 6月 3日（土）～4日（日） 

（1日目）鳩待峠：曇り 気温４℃  

今年度の最初の群馬側活動を開始しました。昨

年の初日は気温 15℃晴天の中で行われましたが、

今年は気温が極端に低く、昨日からの悪天候が回

復しないまま、風も吹き荒れている中での初日と

なりました。ガイドの桜井さんによると、昨日は

尾瀬ヶ原で雹が降り、強風にあおられ木道から転

落する人が見られたとの報告もあり、入山指導に

もより細かな情報提供が求められました。 

今年から定宿が龍宮旅館となり、宿内には古き

尾瀬の歴史を感じさせられる写真や絵画があり、

とても懐かしい思いを感じます。宿では京都から

のご夫婦と知り合いになり、お話によると尾瀬は

２回目の訪問であり、龍宮小屋のご主人にお礼に

行くとのこと。一昨年尾瀬ヶ原で怪我をされて助

けていただいた御礼とのことです。尾瀬は毎年５

０件におよぶヘリの救助が行われ、群馬の山岳事

故ワースト１と言われています。あまりの寒さの

ため入山指導は終了。 

9 時を過ぎると鳩待峠は、尾瀬ヶ原に向かう毎

年恒例の『尾瀬渋滞』となります。入口から 300

人ほどの行列の後ろに並び、ゆっくりと進んでい

くと突然空間が大きく開かれ、そこには巨大なブ

ナが切り倒され木道の脇に切り刻まれていました。

何が原因なのか定かではありませんが、我々が尾

瀬を利用することにより自然が壊れていく、そん

な気がします。 

 今年は残雪が多く、注意深く林間を進むとテン

マ沢に到着。ここは残雪の上からミズバショウも

間近に見られるベストポイント。しばらく写真を

撮り続けました。山ノ鼻では、宿でご一緒した京

都のご夫婦と再会。下ノ大堀川で至仏山とミズバ

ショウを鑑賞、木道沿いにはショウジョウバカマ、

リュウキンカ、ワタスゲが咲き春本番です。天候

は回復せず気温 4℃の中、龍宮小屋前のベンチで

昼食。小雨交じり強風でおにぎりを持つも手は凍

えてしまいました。沼尻川橋周辺の行者ニンニク

の群落に感心しながら、下田代でザゼンソウ探し

を試みました。しかし未だ早かったようで葉芽が

みられるだけでした。急ぎ帰路につき初日は終了。 

（2日目）6月 4日（日）小雨/強風 気温４℃ 

昨日

同様天

候は思

わしく

ないが

7 時 15

分鳩待

峠着に 

鳩待峠入山口に長蛇の列 （2017-6/4-9時撮影） 
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て活動を始めるも、強風のため鳩待峠休憩所を

借り入山指導開始。休憩所はもちろん風雨の広場

もツアー客でごった返している状態です。鳩待峠

から出発するにも並ばねばならない状態です。 

雨具も持たず、軽装で来た登山客は雨具や防寒

着を求め開店前の売店に走っていた。関西方面か

ら来られた女性はあまりの寒さに入山は諦めると

のこと。シャトルタクシーの運転手さんも、こん

な寒いのは初めてだと話されていました。9 時 30

分入山指導を終え下山。帰路の途中、川場村の吉

祥寺（花寺）へ九輪草・壺珊瑚が見ごろとのこと

で訪問。江戸千家流 お茶室 清泰庵で抹茶を頂

く。なぜか心が洗われたような気がしました。 

（参加者 5名）大山昌克・小鮒 守・坂本敏子 

桜井 博・長島睦世  

パンフレット配布数 570枚 ピンバッジ 3個 

 

○2017群馬側（第 1 回活動）に参加して 

指導員 坂本 敏子 

6 月 3 日（土）尾瀬ネットのメンバーたちとと

もに、人であふれる山の鼻を経て尾瀬ヶ原に向か

いました。目の前に広がる湿原は、未だ枯れ野原

です。ところが色どりに乏しい景色の中を上田代、

中田代方面へ進んでいくと、周囲が雪解け水であ

ふれるほどの流れの中に、ミズバショウが見応え

のある群落をつくっています。一つ一つの花は小

型ですが、数で勝負の戦略を試みているようです。

その最大となる群落は、下ノ大堀川です。まるで

白い銀河の

ような眺め

で、大勢の

ハイカーた

ちがその足

を止めてい

ました。一

方同じ中田代では、野生ジカによる真新しい掘り

起し跡も一か所に留まりません。 

 シカという外敵が周りに蠢めく厳しい状況にも

かかわらず、何年振りかという美しい春の景色が、

よくぞ出現したものだと首をかしげてしまいます。

その訳は例年より遅い雪解けにありました。ヨッ

ピ川へと向かう多くの支流を、一気にあふれさせ

た雪解け水により、ミズバショウの幼芽はシカの

蹄からしっかり守られていたのです。 

山の環境、特に積雪量や早春の気温変化、蓄え

られた栄養分量、そして外敵の存在は植物にとっ

て生存、繁殖にかかわる大きな意味を持ちます。

早春に花期を迎えたミズバショウにとって、今年

はこれらの最適な条件が揃ったのでしょう。 

翌 4 日（日）、昨日降り始めた雨は、さらに強ま

り気温も大きく下がりました。尾瀬の夏はまだ先

になりそうです。 

 

○2017群馬側（第 1 回活動）に参加して 

指導員 長島 睦世 

尾瀬に向かう途中の沼田で、とても素敵な虹を

見ることが出来ました。何か良いことがある前触

れかなと感動しながら龍宮旅館へ入りました。 

2 泊 3 日の活動は余裕をもってできたのではな

いかと思います。初日の夕食時、大山さんが用意

してくれた資料、加えて当日尾瀬に入った櫻井さ

んから尾瀬ヶ原情報を通じ事前学習をしました。 

2 日目、昨日はスカスカの駐車場が満車の状態

です。すごい！入山者がかなり多いことを確認し

て鳩待峠に向かいました。入山規制中の至仏山入

口には未だかなりの残雪があります。木道での転

倒事故を予想されたのか、警察や救助隊が早朝よ

り出動していました。しかしながら事故の未然防

止にはならず、山の鼻まで行く間で 2 人ほど救助

隊に運ばれヘリも出動する始末でした。尾瀬の中

は雪も解

け『ミズ

バショウ

がきれい

に咲いて

いる』と

の情報もあり、入山者が殺到したようです。やは

りツアーのお客さんが多く目立ちました。机など
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をセッティング、パンフレット配りを開始。昨夕

宿でご一緒の京都のご夫妻は龍宮小屋泊まりとの

ことで、坂本さんと二人でご案内しながら同行し

ました。坂本さんのガイドを聞いていると私もか

なり参考になります。私は後方よりゴミを拾いな

がらついていきました。飴の袋など小さなゴミが

多く、変わったものとしてストックの先を 3 本ほ

ど見つけ、湿原に刺さっていた 1 本は回収でき、

持ち帰り処分しました。  

今回とても印象に残ったのが、シカのぬた場や

シカ道です。はっきりと確認がとれ、また広範囲

であることに驚きました。今後の尾瀬はどうなっ

ていくのかと心配になります。 

3 日目は雨、強風、寒い････。強風と雨のため休

憩所内でパンフレット配布。やはりツアーの入山

者が多く、入山口から行列状態。谷川岳警備隊の

方が出動し、入山者に転倒注意や声掛けをしてい

ました。雨天の尾瀬にもかかわらず、全く不向き

な履物の入山者も多く、特に履物に指をさしなが

ら注意喚起をしていました。また雨具の用意をし

ていない入山者も多く、強風や雨天に躊躇されて

いる入山者が休憩所にあふれていました。あまり

無理をされぬようにと、指導に努めました。 

宿泊場所である龍宮旅館は部屋の畳が入れ替え

てあり、広く良かったと思います。特に温泉がと

ても良いです。久しぶりにミズバショウの時期に

ゆっくり尾瀬を観られたことはとても幸せでした。 

 

■福島側（第 2 回）活動報告 

          指導員  刀 光夫 

 実施日：2017 年 6 月 9（金）～11（日） 

5 月に行われた第 1 回活動計画は、豪雪の影響

で除雪作業が進まず通行止めとなり、入山活動を

中止した。 

６月９日（金）ひのき屋に前泊。明日の活動予

定の打ち合わせを夕刻行う。6 月 25 日（日）に行

なわれる 桧枝岐トレイルランが登山道に自生す

る高山植物が受ける影響は、どうなるのであろう

かと、心配するところであった。打ち合わせでは、

大山副理事長より入山指導および添乗解説に使え

る入山指導メモが配布された。夕食は地場産の山

菜をメインにした料理が、テーブルに所狭しと並

び、ひのき屋さんよりおいしい地酒の差し入れを

いただく。明日への活力剤か！ 

6/10（土）御池駐車場内の両側は、分厚い雪の

壁となっていた。午前 7 時よりオープンすべくブ

ースの設営、拡声器、リーフレットの準備を行い

一連の活動に万全を期す。リーフレットの配布や

コースおよび行程の説明、駐車場ゴミの回収など

を実施する。シャトルバスや路線バスに添乗し、

車内で自然解説や事故防止とマナー指導の啓発活

動を行う。7 便/150 名前後のハイカーへの添乗解

説を分担しておこなう。初谷理事、疋田、佐久間

両指導員はキリンテから大津岐峠方面に登りツバ

メオモト生育・定点調査を行う。昼食後スモウト

リ田代から出発して自然観察会が行われた。やは

り湿原の中心に座するのは、ミズバショウである。

リュウ

キンカ

の黄色

の輝き

がアク

セント

となり、 

角力田代-小沼田代-うさぎ田代で春を満喫（2017-6/10撮影） 

尾瀬は湿原植物たちの春を実感できる季節である。 

6 月 11 日（日）今日もいい天気だ。本日も二手に

分かれての活動。磯部理事長、永島相談役一行 6

名は御池に向かい、大山副理事長、刀指導員の 2

名は大津岐

峠方面を目

指し、キリ

ンテ登山口

に 向 か う

（6:45登山

開始） 

若い葉の中に花芽が用意（2017-6/11 撮影） 

ツバメオモト群落の生育状況の観察がメインテー
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マである。高木層は未だ開葉していないため、林

床まで光が差し込んでいる。新芽の息吹が全山を

覆っているようだった。足元にシラネアオイ、斜

面にはタムシバ、オオカメノキの花が盛りである。

残雪を越えつつ登り初めより約 2 時間、ツバメオ

モトの自生地に到着する。芽吹いて日が浅いせい

か、花はまだつけていない、枯れ葉の中から出て

いる緑色の厚い葉がみずみずしく新鮮である。ま

た中にはつぼみの状態のものなど、すこぶる元気

に成長しているように思える。トレイルランニン

グが行われたあとは、如何なものか気になるとこ

ろだ！9:00 下山開始する。新緑の中を降りてくる

と、山が笑っている、そんな感じがした。10:50

御池駐車場に到着し、理事長一行と合流し 11：00

過ぎ解散する。（参加者 10 名：磯部義孝・大山昌

克・佐久間治光・円谷光行・刀 光夫・永島 勲・

鍋山智之・初谷 博・疋田正博・横田 隆） 

 

 

 

 

 

 

 

生まれたばかりのミズバショウ （2017/6/10撮影） 

 

地球温暖化調査レポート 

■「ツバメオモト定点観察」報告書 

担当理事  初谷 博 

１.はじめに 

 本調査のきっかけは２００８年７月６日の会津

駒ヶ岳研修からの下山ルートで大津俣峠からキリ

ンテに降りる際、白い可憐な「ツバメオモト」の

群落に遭遇したことから始まる。 

 この地域には多くのツバメオモトが生育し、そ

の個体群は登山道に沿って多く分布している。こ

のため登山道を登りながら最下部に生育する群落

と最上部に生育する群落の分布状況を記録し、そ

の植生変化を観察することで環境変化（気温、降

雪量など）がそれらに及ぼす影響を経年にわたり

調査することになった。 

２.調査方法 

 ２０１０年の総会で本調査の承認が得られてか

ら、現在まで８年間に１１回、延べで３２人が調

査にあたった。第２回目から登山道を登りツバメ

オモトの個体数を確認し、同地点の緯度、経度、

標高を SONY・NV-U37で測定、記録することとした。 

3.今までの調査でわかったこと 

 第２回で発見された標高１３３２ｍ、緯度３７

度００分１０秒、経度１３９度２１分２４秒地点

の個体は、翌年以降では観察されていない。また、

１５６０ｍ付近の大きな群落は年を追うごとに少

なくなり、大株の群落は１６００ｍ以上に多く観

察されている。 

 昨年の調査では、新たに１８００ｍ付近にも２

株が観察されている。 

4.今回の調査で分かったこと 

 今年は６月２５日に同調査エリアで「トレラン」

が計画されていたため、４月の総会で本調査をト

レラン前、後の２回に分けて行うこととした。 

 ２０１７年６月１０日（土）の第１０回調査に

は、初谷（主担当）、疋田（撮影記録）、佐久間（観

察）の３名で行った。 

 予想通り残雪量が多くあり、群落スタートの１

５６０ｍ付近では開花が終わっていたが、１６５

０m 付近の残雪か所では、ツバメオモトの芽吹き

から開花までの観察が行われた。 

 また、雪の影響で熊笹や他の植物の繁茂が遅れ

たために、登山道の山側、谷側の斜面にも多くの

ツバメオモトの群落が観察できたこともこの時期

だけの特徴といえる。 

 さらに高度を上げ、１７００ｍ地点の雪解け直

後の群落が多く、分布が濃い様子が観察された。

１７２０ｍ以上には多くの雪が残っているため、

調査は断念し下山した。 

 ２０１７年７月１５日（土）の第１１回調査に

は、初谷（主担当）、疋田（撮影記録）、刀（観察）

の３名で行った。 
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 この間に行われた「トレラン」の影響について

は別紙でご報告する。 

第 11回ツバメオモト調査では、群落が始まる１

５６０ｍから１６００ｍ付近の株はすでに結実し

ているものも多くあり、さらに１７００ｍから１

７５０ｍには大株の群落が多く見られ、また昨年

観察された１８００ｍ付近の株にも開花が見られ

た。さらに登山を続け、１８００ｍ以上にはツバ

メオモトの生育はなかった。 

 今年は残雪が多く、大津俣峠直下や峠付近には

雪があり、１９００ｍ地点で「シラネアオイ」が

３株開花していた。６月の時点では１２００ｍ付

近の登山道に「シラネアオイ」が開花していたの

で、１か月で標高差７００ｍまで上がったことに

なる。 

5.今回の調査のまとめと今後の取り組み 

 地球温暖化が「ツバメオモト」の生育に与える

影響調査を始めて、足掛け１０年になるが、１年

で２回の調査は２０１２年６月、１０月と２０１

３年７月、１０月に続き３回目となる。いずれも

１０月になると霜害で株の観察は不正確になるが、

今回は６月の残雪期、７月の開花期の調査２回を

実施したので、大変興味深い様子が観察できた。 

 今までは相対的に１６００ｍ付近に群落が多く

見られていたが、今回は１７００～１７５０ｍ付

近に多くの群落が見られ、かつ雪解け直後とみら

れる地点に群落が集中している傾向が確認された。

これは遅霜による発芽後の株のダメージが少なか

ったことも考えられる。また周辺環境の春から初

夏の温度上昇を残雪がカバーした可能性も否定で

きない。 

一般的に高山植物の開花時期は雪解け後の気温

５度（生育ゼロ点）からの温度の累計で定められ

るといわれており、北海道大学の工藤教授による

と、『風衝地と雪田の環境傾度の影響も大きい』と

している。（注１） 

 かねてから地域周辺の温度影響を中心に観察を

していても、群落地点の正確な温度は測定できな

いので、なかなか相関を求めることができていな

い。しかしながら、残雪との群落の関係は比較的

調査が容易ではないかと思われる。 

 年間の降雪量は大きく変動している。少ない年

には早めに、多い年にはやや遅めの時期を選ぶこ

とで、残雪期の登山道上の雪分布と消雪期のツバ

メオモトの群落がマッピングされると面白い傾向

がみられるかもしれない。 

 来年は可能であるなら６月、７月の２回の調査

を行い、残雪マップと群落マップを作成し、それ

らのマップの重ね合わせをしてみたいと思う。 

（注 1）「大雪山のお花畑が語ること」.北海道大学.工藤岳著. 

京都大学学術出版会.（引用文献） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1. ツバメオモト開花状況（2017/6） 

 

写真 2. ツバメオモト群落  （2017/6） 

 

写真 3.大津岐峠～大杉岳稜線の残雪（2017/6） 
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写真 4. １７２０ｍ地点の登山道残雪 （2017/6） 

 

写真 5.  ツバメオモトの結実    （2017/7） 

 

写真 6. １７５０ｍ付近の大群落   （2017/7） 

 

写真 7.    大津岐峠      （2017/7） 

 

 

     

   
●今後の活動予定 

8/25（金）～

8/27（日） 

特別研修（群馬側）：夜空の尾瀬を散策（龍

宮小屋宿泊）（詳細は小鮒まで） 

9/2（土）～ 

9/3（日） 

特別研修（福島側）：安達太良山登山と 

自然観察 

9/9（土）～ 

9/10（日） 

入山指導/チョウの生態学的調査/ 

携帯トイレ/外来種（詳細は小鮒まで） 

9/30（土）～

10/1（日） 

入山指導/携帯トイレ/外来種/尾瀬ヶ原-

草紅葉観察（詳細は小鮒まで） 

10/7（土）～

10/8（日） 

入山指導/バス添乗解説/ブナ林観察-尾

瀬沼周辺-自然観察（詳細は藤田まで） 

※2017 第 1 回尾瀬アカデミーは群馬、福島側でそ

れぞれ開催され、5 名のメンバーが受講されまし

た。第 2 回は 10/7～10/8 にかけて合同研修を尾瀬

沼にて行います。 

活動は後半に入りました。涼しい尾瀬での活動

にぜひご参加ください。 
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