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2017 年度-フィールド活動を終え 

今年も多くの仲間に支えられて 

理事長 磯部 義孝 

                   

2017 年 4月 8日（土）大宮ソニックシティにて

総会が開催され、新年度活動計画の承認後、各拠点

で活動が開始されました。 

5 月 3～4 日に行われた残雪の大江湿原・尾瀬沼

の残雪調査は、前年とはまったく異なった景観でし

た。この時期に既に雪が消えていた昨年でしたが、

大江湿原では 120cmもの残雪

が確認されました。ひんやり

とした気持ちの良いこの時期

は、「沼あけ」がすすむ尾瀬沼

と湖面に映る真白き「逆さ燧」

の姿を見ることができます。

訪問者にとって格別の景観で

あり醍醐味と言えるものでしょう。 

本格的な活動スタートは福島側 5月 20日、群馬

側は 6 月 3 日からでした。福島側では尾瀬御池か

ら沼山峠登山口までのバス添乗解説などが主な活

動です。5 月～10 月までの活動で、新指導員（前

年アカデミー修了者）によるバス添乗解説の初デビ

ューは特に印象に残りました。先輩指導員の解説を

何回も聞きつつ、自分なりのキャラクターをもった

上でのデビューです。この添乗解説までに数年かか

る方や、写真や小道具などのグッズを準備され楽し

くまた素晴らしい解説をご披露される方までさま

ざまです。二十数年前の自分のデビュー当時を思い

出すと、何とお粗末なものかと恥ずかしくなります。 

群馬側では鳩待峠でハイカー向けのリーフレッ

ト配布を通じ、自然保護の啓発活動に取り組むとと

もに、至仏山登山者向けの「山岳地帯の携帯トイレ

アンケート」調査も実践していただきました。加え

て外来種調査、笠ヶ岳植生調査および尾瀬ヶ原での

チョウの吸蜜、食草調査も行いました。また福島側

では会津駒ヶ岳山腹でのツバメオモトの分布調査

とともに、桧枝岐村で実施されたトレイルランニン

グによる影響調査（植生踏み付けおよび走者による

登山道の拡幅など）も多くの

指導員のご参加をいただきま

した。なおこの調査は今後も

継続実施する予定です。 

今年で 2 回目となる「山の

日（8/11）」は、尾瀬自然（無

料）ガイド企画のイベントが

行われ、キャンセル待ちが出るほど多くの申し込み

がありました。参加48名-8班-指導員11名体制で、

尾瀬沼→沼尻間の往復ガイドをしました。参加者の

喜びの声に各指導員の方々も安堵されたと思いま

す。 

ご多用の中を年間通じ、活動にご参加いただいた

会員（指導員）の方々、また活動を支える裏方さん

（群馬/福島側担当理事、事務局、会報、会計、HP

担当者）に改めて御礼申し上げます。また永年にわ

たりご協力をいただいている会津バス（田島営業所）

の皆さま、宿泊先でお世話になっている民宿ひのき

屋さん、龍宮旅館さん、御池ロッジ、尾瀬沼ヒュッ

テさん、そして御池の「尾瀬ブナの森ミュージアム」

の渡邉章男様･･･等々。 

多くの皆さまのご支援に感謝申し上げます。会報

紙面をお借りしまして厚く御礼申しあげます。                
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■ 新指導員のご紹介  

藤澤一博さん         （千葉県） 

「尾瀬インタープリター養成研修」を終えて 

深い緑の森を抜けると、そこに広がる透き通

るような青空と湿原。ここは明らかに別世界。

初めて尾瀬に魅せられてから十数年、ずっとこ

の地のために何かできることはないかとモヤモ

ヤしていました。自然が自然のままでいること

がこんなにも難しいとは思いもしませんでし

た。今回の研修で、私の中の小さな歯車が動き

出したような気がします。４日間の研修はとて

も短い気がしました。指導員の皆様ありがとう

ございました。 

 

西條丈吉さん         （福島県） 

私は、毎年尾瀬に来る度に四季折々に移り変

わる自然の素晴らしさにいつも感動していまし

た。今回尾瀨アカデミーを受講し、初めて尾瀬

の歴史の説明を受け、その美しさは多くの先人

達の自然保護活動により守られていることを改

めて知り、自然の大切さをこの養成講座で体験

したことで、私自身もこの貴重なる尾瀬の自然

を大切に保護し守って行きます。 

 

高橋 絹江さん         （福島県） 

インタープリター養成講座を受講して 

大好きな尾瀬で、深い知識をお持ちの指導員の

方々から木道の歩き方に始まり、尾瀬の花や樹

木、尾瀬の成り立ちから現状について教えてい

ただきました。尾瀬の美しい景色の他にシカの

被害（食害・ヌタ場・シカ道）の甚大さ、過去

のゴミ捨て場跡などが印象に残っています。頂

戴した指導員の名札に恥じぬよう、活動を通し

て研鑽を積んでいきたいと思っています。 

 

鈴木恵理子さん       （神奈川県） 

 

研修に参加して、色々考えさせられました。

不法投棄などの環境問題は私の想像を超え、

自分の持っていた尾瀬のイメージとのギャッ

プにショックを受けました。満天の星空、紅

色に染まる夕焼け、湿原を包む柔らかい霧、

可愛らしい花々。一期一会の出会いに感動し

て尾瀬に通っていた頃を思い出し、尾瀬保護

の為には、単純に入山者が減ればよいわけで

は無く、尾瀬の美しさを知り大切に思い、よ

り深く知ろうとする人を増やす事も大いに必

要なのだと感じました。自分は先ずは勉強か

ら。最後に皆さんと時間を共有でき幸せでし

た。 

高橋 美帆さん        （福島県） 

「尾瀬アカデミー2017 に参加して」 

年に 1～２回ほど友人と尾瀬を訪れています

が、その度にかわいい動植物や素晴らしい景色

に、癒しをいただいています。尾瀬アカデミー

に参加し、尾瀬の歴史・自然保護の実態などを

教えていただき、今、私が目にしている尾瀬の

風景は先人たちが努力して作り上げた賜物だ

ということを学びました。私自身、これから尾

瀬を保護するために何ができるか、答えは出て

いません。しかし尾瀬の素晴らしさを自分なり

に探求していくことが、保護の一歩と考え、実

践していきたいと思います。この度は貴重な経

験をありがとうございました。 
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■2017尾瀬アカデミー研修（ルート＆スナップ） 

①群馬側 7/8～7/9 

7 月 8 日（土）天気：晴れ// 鳩待峠 9：15～至仏山（鳩待登山口）～鳩待峠 11：45～山の鼻 

～研究見本園～至仏山（山の鼻登山口）～山の鼻～鳩待峠 16：30（17：10 龍宮旅館-泊） 

7 月 9 日（日）天気：晴れ// 鳩待峠 7：20～山の鼻～牛首～下ノ大堀川～竜宮 

～山の鼻～鳩待峠 14：00（解散） 

  

 

 

②福島側 7/15～7/16 

7 月 15 日（土）天気：曇り//御池 8：30～沼山峠休憩所（開講式）～大江湿原・尾瀬沼～沼尻 

    ～見晴～竜宮往復 （14：10 燧小屋泊） 

7 月 16 日（日）天気：曇りのち晴れ//見晴 7：00～赤田代～東電小屋往復～段吉新道～横田代 

～13：00 御池（閉講式・解散） 
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③合同研修  

10 月 7 日（土） 天気：曇り 

群馬側：大清水 9：00～（旧沼田街道）～一の瀬～排水口～三平峠～三平下（A/B コース合流）13：00 

福島側：御池 9：00～沼山峠休憩所（開講式）～大江湿原・尾瀬沼～三平下（A/B コース合流）13：00 

～南岸～沼尻～北岸～尾瀬沼 （16：30 尾瀬沼ヒュッテ泊） 

10 月 8 日（日）天気：晴れ 

 尾瀬沼ヒュッテ 07：30～（記念撮影）～ヤナギランの丘（Ａ/Ｂ解散）9：30 

群馬側：～三平下～一の瀬～大清水（12：30 解散） 

福島側：～沼山峠休憩所～御池～尾瀬ミュージアム見学（12：00 閉講式・解散） 

  

 

 
 

 

新メンバーです、よろしくお願いします（2017/10/8-尾瀬沼湖畔にて） 
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■群馬側-活動報告（3）  

担当理事  小鮒 守 

 

実施日：2017 年 7 月 8 日（土）～9 日（日） 

鳩待峠：晴れ-気温 13℃  

 

7 月 1 日は至仏山、会津駒ケ岳および燧ヶ岳の山開

き。いよいよ夏山シーズンとなります。しかし今年

の至仏山は、残雪が多く山頂付近では軽アイゼンも

必要なほどです。また雨が多かったことも有り、登

山道の荒廃がかなり見受けられます。一方川上川・

テンマ沢湿原付近で、親子グマの目撃情報が多く寄

せられています。 

入山指導ではこれらのリスクを踏まえた上、木道

上の転倒・転落事故防止などを強く訴えました。ま

た至仏山トイレアンケート調査を継続し、携帯トイ

レの必要性について一人一人に話しかけをしました。 

この時期はミズバショウの季節は終わり、ニッコ

ウキスゲには早いため入山者はやや少なめです。 

一日目は、尾瀬ヶ原及び至仏山に分かれ自然観

察会を実施しました。至仏山では残雪の影響で高

山植物もまだ咲き初めです。笠ヶ岳分岐の通称「ト

イレ」と言われる箇所の状況を確認したところ、

残念ながら相変わらず、「良い隠れ場所」となって

いました。捨てられたティシュペーパーは、尾瀬

の魅力を台無しにしています。 

 

快晴の 2 日目。磯部理事長、円谷事務局長を交

え活動を行いました。大清水～一之瀬間の旧会津

街道を歩き、日光方面から侵入するシカ対策の現

場を確認しました。侵入防止用のシカネットは、

未だ地上に畳んだままに置かれています。7 月上

旬、もうシカは移動し、既に尾瀬に入っているだ

ろう･･･？ 

 

 

（追記）＜気になる新聞記事＞7月 29/朝日新聞 

※群馬県内の山岳事故は 46 件。尾瀬では 13 件と昨

年より 11 件増。残雪多く滑落事故が多発････。 

参加者（7 名）：磯部、小鮒、坂本、櫻井、椎名、 

円谷、永島 

パンフレット配布数：520 枚 ピンバッジ 1個 

カンパ 2000 円 

 

 

■福島側-第 3回活動報告 

2017年 7月 14日（金）～16日（日） 

担当理事 藤田 隆美 

 

7月 14日（金）ひのき屋に午後 5時集合し前泊

した。尾瀬アカデミーの講師 3 名と合同で懇親会

をした。ひのき屋では山菜料理と山椒魚の串焼な

ど、たくさんの美味しい料理に満足した。 
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翌 15日(月)は 2班に分かれ、第 1班は 4名が尾

瀬御池に移動して、朝 7 時より入山指導や活動資

金協力依頼などの活動とともに、御池から沼山峠

へ向かうシャトルバス内で添乗解説を行った。 

 バスの中ではハンドマイクを利用しながら、転

倒事故防止などの注意を訴えるとともに、大江湿

原の開花状況などを話した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜入山指導をしながら活動資金協力の依頼＞ 

添乗解説で開花に関する話として、今年のワタ

スゲが近年まれにみる豊作であり、今週は特に湿

原が綿毛で真っ白に見える中、しかもニッコウキ

スゲの黄色い花がポツリポツリと咲き出すという、

なかなか見られない景観、という内容であった。7

月の最盛期を迎え、沼山峠へと向かうバスはどれ

も満席の状態で次々と出発した。 

添乗解説や入山指導を終了し、大山、坂本、伊

藤の各指導員たちは、上田代、横田代方面に移動

し植物観察を実施した。藤田は広沢田代、熊沢田

代を経て、燧ヶ岳山頂に設置された「シカ侵入防

止柵」の設置状況を確認した。 

＜沼山峠へ向かうバスに乗り込む登山客の列＞ 

また大江湿原のニッコウキスゲは、湿原周辺を

取り囲むようにシカ侵入防止ネットを設置してあ

るため、シカ害が少なく順調に生育しているよう

に感じる。多くのつぼみが膨らみ一週間後には満

開になるように見えた。 

この日「大津岐峠」に向かった第 2 班（初谷、

疋田、刀の 3 名の指導員）は、キリンテ登山口よ

り大津岐峠に向かう登山道に群生するツバメオモ

トの生態調査を実施。ツバメオモトの順調な生育

を確認するとともに、6月 25日に開催された桧枝

岐サラマンダートレール 50 キロ（当日 35 キロに

短縮された）が開催された影響について、踏み付

け被害の状況や登山道拡幅について観察や確認を

行った。踏み付け跡と思われる場所を、写真撮影

記録として残した。 

 

＜御池バスの発着所には救急車が待機していた＞ 

このとき現地で初谷理事が考えられた仮説は、

ツバメオモトは冬期間の積雪の多い場所と、積雪

の少ない場所とを比較すると、積雪の多い場所ほ

どツバメオモトの密度が濃いということである。

この理由には、「遅霜による株のダメージが少なか

ったことも考えられ、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ている可能性も否定

できない。」との報告があった。 

この日は御池ロッジに 7 名が宿泊し、生ビール

を片手に懇親会は夜が更けるまで盛り上がった。 

翌 16日は晴天に恵まれ、早朝から多くの登山者

で賑わった。バスの出発が絶え間なく続き、バス

添乗解説は午前 7時～10時 30分まで 11回にわた

り大盛況で休む暇なく大忙しであった。 
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（参加者 8名）  

磯部義孝、伊藤アケミ、大山昌克、 坂本敏子、 

刀 光男、 初谷 博、疋田正博、藤田隆美   

    

■群馬側-活動報告（4） 

担当理事  小鮒 守 

 

実施日：2017 年 8 月 11 日（金） 

鳩待峠（7 時）：霧・曇りのち晴れ 気温 15℃ 

今日は山の日。この日は尾瀬自然（無料）ガイ

ドを計画していましたが変更し、かねてより気に

なっていた笠ヶ岳植生調査を実施しました。 

鳩待峠か

ら原見岩～

オヤマ沢田

代までは相

変わらずの

悪路が続き

ますが、原見岩では朝からの霧も晴れ尾瀬ヶ原が

一望となり、夏の花たちが迎えてくれているよう

です。気分はサイコウ!! 

オヤマ沢分岐~悪沢岳間は、雪解けの悪路（泥濘

状態）が続き、笠ヶ岳を諦めて戻ってくるハイカ

ー数名にも出会いました。笠ヶ岳までは泥に足を

取られぬよう慎重に進み、数回の上り下りを繰り

返し小笠へ到着しました。そして最後の樹林帯を

抜けやっと笠ヶ岳に到着。鳩待峠より最初の調査

地点まで約 3 時間半の長い道のりでしたが、休む

暇なく 2 か所の植生調査を実施しました。その調

査スポット

の急斜面を

見上げれば、

山頂付近に

へばりつく

ように置か

れた巨岩の

岩場であり、

わずかに残された土壌も毎年流される崩壊地にも

かかわらず、さまざまな高山植物が小さな花を咲

かせていました。（調査データは、別途作成予定） 

 

天候にも

恵まれ、尾

瀬で最後の

手つかずの

自然と称さ

れる笠ヶ岳

に触れることができました。貴重なこの場所

を大切にしたいと痛感しつつ下山を始めまし

た。 

参加者（4 名）：伊藤（ア）・大山・小鮒・坂本  

パンフレット配布数 520 枚 ピンバッジ１個 

 

■「山の日」制定記念事業 (福島側) 

尾瀬自然（無料）ガイド―参加者総勢６０名 

 理事 円谷光行 

 

 国民の祝日に関する法律が改正され、8 月 11 日

を「山の日」と 2016 年に制定されたことを記念

に、当ネットワークでは「尾瀬自然（無料）ガイ

ド事業」を企画しました。尾瀬の自然を親しむ個

人・グループを募集し、尾瀬の魅力・歴史・保護

の大切さなどを伝え、山岳地帯での自然とのふれ

あいを楽しむことを目的として行われます。 

 昨年度は初年度であったためか、１グループの

応募でしたが、今年はホームページの掲載と地元

紙「福島民報社」で開催記事を２回にわたりワイ

ド版で大きく取り上げていただき、約一週間で申

込者は５０名に達しました。 

 最終の申込みはメールと電話受付で５０名を超

えましたが、ガイド者（尾瀬ネット指導員）の人

数に限界があるため、７名ほどは次年度での申込

みをお願いしました。 

 受付手順・ガイドポイント・緊急時の的確な対

応連絡などがムーズに運ばれるよう、前夜１時間

をかけきめ細かく協議検討をいたしました。 



          NPO 尾瀬自然保護ネットワーク 

8 

 

 天気予報は雨でしたが、当日は薄曇りで快適な

気温となり尾瀬散策には絶好日となりました。ガ

イドから木道の歩き方・植物名･尾瀬の特徴・歴史

などに視点を置いた説明をいたしました。  

 沼山峠で準備運動・健康状態の確認・コース案

内や注意点の説明を順次行い、前のグループがス

タート後、約 5 分の間隔を明けグループ別の行動

を開始しました。 

 1 グループは 6 名から 7 名で 8 グループに編成

し指導員 11 名（サブガイド含む）で行われました。 

第1グループと最終グループの間隔は約35分と

なりました。７・８グループは午後３時に沼山峠

到着とするために、コース全体に時間調整・散策

時間の短縮が求められました。今後は所要時間、

参加者の満足度や疲労感について、更なる検討を

重ねより充実した事業にしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開会式 磯部理事長あいさつ：尾瀬御池道の駅前＞ 

このたびは会津バスの配慮で２台（チャーター

バス）が準備され送迎の協力をいただき、待ち時

間の無い時間配分が出来ました。 

コースの主な概要は、受付確認･開会式８:００

→集合出発８：２０→沼山峠８：４０→グループ

毎に準備運動・健康チェック・コースなどの説明

→沼山峠展望台→大江湿原→三本カラマツ（北岸

コース）→浅湖湿原→沼尻平（池塘）→昼食→三

本カラマツ→尾瀬沼ビジターセンター→大江湿原

→沼山峠展望台→沼山峠駐車場：最終グループ到

着１５:００→尾瀬御池到着１５：２０：（急に雨

が降る）：「尾瀬御池ブナの森ミユージアム」にて

閉会式：散会１５：３０ 

････････････ 

「山の日」尾瀬自然ガイド実施に当たり「福島

民報社」のご理解と温かい協力をいただきました。

開催当日には同行、取材の上、散策風景の記事掲

載をしていただきました。須賀川支社の谷口健斗

記者に深く感謝申し上げます。 

 

 ■群馬側-活動報告（5） 

       担当理事  小鮒 守 

 

実施日：2017 年 9 月 8 日（金）～11 日（日） 

鳩待峠（7：50 分）：快晴/気温 18℃ 

戸倉の第 2 駐車場の方は、8 月に入ると閉鎖す

る日が多く、尾瀬ヶ原は草紅葉の季節までは入山

者はかなり少なくなります。鳩待峠行きのタクシ

ー運転手さんから、親子グマを戸倉の入り口で見

かけた話を聞きました。エサ不足による人里への

侵入は、クマにとって悲劇的な結末となるケース

が多いです。ミズナラやブナなどの堅果の出来具

合を気にしながら歩いてみると、沢筋のトチノキ

にはほとんど実がついていないようでした。今年

も凶作なのだろうか･････。 

鳩待峠でブースを設置していると､キベリタテ

ハが飛び周り、ザックの汗を吸っています。急い

でカメラを手にするものの、ぼろぼろの羽を撮ら

れるのが嫌なのか森の中へ去ってしまいました。 

入山者はだい

ぶ少ないものの、

それぞれ尾瀬ヶ

原、アヤメ平、

至仏山へと向か

います。目を引

いたのが、台湾や中国など東南アジアからの団体

ツアーです。50 名ほどの団体が数組、ガイドも付

けず、日本語も通じないバスガイドと思われる付

き添人とともに、尾瀬ヶ原に向かっていく、不思 
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議な光景が目に飛び込んできました。 

入山指導後は、アヤメ平の再生事業を観察しま

した。残念なことに、アヤメ平の木道整備用の資

材を木道わきの草地に置いたため、カヤなどの植

物が資材の重さに圧迫され、黄色く変色した跡が

数ヶ所にわたり散見されました。湿生植物の再生

現場で思慮の浅い、配慮のない工事が行われてい

ました。大きな影響がなければよいのですが･････。

アヤメ平再生事業開始から 50 年を超えましたが、

道半ばの現状と見えます。 

帰路は富

士見下へと

下山しまし

たが、まさか

のバスが廃

止路線とな

っており、12Km も歩く羽目になってしまいまし

た。尾瀬の関係者は、「入山者の分散」と声あげて

いますが、富士見小屋の廃業とバス路線の廃止は、

このスローガンとかなり矛盾すると思われます。

これでは鳩待峠に向かう入山者が集中するのは避

けられないでしょう。 

長い下り坂の下山道でしたが、心を和ませてく

れたものは、アサギマダラの集団に出会えたこと

です。いつかここで、マーキングに挑戦したいと

思いました。 

参加者（4 名）：伊藤（ア）・大山・小鮒・中島 

パンフ配布数 380 枚、 ピンバッジ 0 個、 

携帯トイレ 3 枚、 

 

○入山指導『初参加』を終えて思うこと 

指導員 中島 周子 

 

アカデミー

が終了して、

一年が経過し

たところで、

入山指導の活

動に初参加させていただきました。 

 アカデミーで頭に詰め込んだことは、すっかり

抜けていたので、指導なんて本当にできるのかと

心配をしておりました。しかしながら若い方の多

くは「自分が歩く予定のコース」、「所要時間」、「お

天気」なんて、気にしちゃいないといった方が大

勢いることに驚くとともに、尾瀬が山岳地域にあ

るという意識をほとんど持ち合わせていないよう

にも思えました。挙句の果てに、ビーチに行くよ

うな“いでたち”の女性まで････。尾瀬に対する

認識を変えるには、

観光業に携わって

いる方のご協力が

必要と痛感しまし

た。 

 活動後は先輩方

とアヤメ平からの

富士見ルートを散策しながらの研修です。かつて

大勢のハイカーにより踏み荒されたアヤメ平には、

快晴にもかかわらず、私たちの他には人がほとん

ど見当たらず一人占めの様相です。時期はお花の

季節ではなく、何の植物か皆目見当が付かない枯

草のようなものが大半でしたが、天空からみる至

仏山、燧ヶ岳の姿を十分堪能できました。お天気

と先輩の皆さんに助けられ楽しい一日でした。 

【私の備忘録】 

① 富士見ルートを下ったところのバス路線は廃

止となっている。 

②「携帯トイレ」はおば様より、おじ様の方が素

直に購入いただける。 
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■群馬側-活動報告（6） 

担当理事  小鮒 守  

 

実施日：2017 年 9 月 30 日（土）～10 月 1 日（日） 

鳩待峠：晴れ/気温４℃  

今年度６回目の群馬側活動です。昨日は山ノ鼻

で初霜を観測するなど、かなりの冷え込みの中、

今年度最後となる活動となりました。早朝の鳩待

峠は登山者も少なく閑散状態。前回と違いチョウ

やその他の昆虫や野鳥たちも姿が見えません。入

山指導用のブースを、至仏山登山口側へ設置し登

山者への入山指導を実施しました。 

主な内容は、尾瀬ヶ原方面での木道での滑落防

止と熊の出没情報、至仏山登山者へは入山届とト

イレアンケートをお願いしました。アヤメ平方面

の登山者へは日没が早いので、余裕のある登山を

お話しました。 

入山指導後は、山小屋付近の移入植物の調査を

行いました。今回の調査では、鳩待峠や山ノ鼻 

周辺だけで、30 種以上の移入を確認しました。ま

た過去の尾瀬学術調査や尾瀬保護専門委員の確認

では、尾瀬への移入種はのべ 121 種以上見つかっ

ています。どのような植物がどのように入り込ん 

    ＜山小屋周辺は移入種の博物館＞ 

だのか、重視していく必要があります。 

紅葉の美しい尾瀬ヶ原を歩きながら、この美し

い尾瀬を大切に護り続けたいと思います。 

鳩待峠では休日にもかかわらず、ヘリがたくさ

んの建築資材をビジターセンターへと運んでいま

す。ベランダの修理用資材のようです。 

参加者（3 名）：大山・小鮒・坂本 

パンフレット配布数 370 枚、ピンバッジ 5個、  

携帯トイレアンケート 12 件、携帯トイレ 2枚 

   

■福島側-活動報告 

平成 29年 10月 6日～8日 

担当理事  藤田 隆美 

 

10月 6日（金）17時に桧枝岐村ひのき屋に集合し

た。翌日が尾瀬アカデミーの開催前日となったた

めにアカデミー講師 2 名と合同での懇親会となっ

た。この席で刀指導員が、昔の桧枝岐村の写真を

コピー対応して持参してくれた。この写真には村

の家の屋根はすべて茅葺であり、服装も今とは違

い、昔から身に付けていた和風のものです。写真

を通して良き時代の様子が感じられた。この夜は

昭和 30 年～40 年代の桧枝岐村の様子や尾瀬行き

の交通手段の話などで盛り上がった。椎名さんの

貴重な体験では、交通機関が発達していなかった
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時代に東京から桧枝岐村に行くには、五十里湖（鬼

怒川上流）までバスで行き、徒歩で峠越え。桧枝

岐村や七入に夕方到着宿泊。翌日に七入から沼田

街道を歩いて沼山峠まで登り、尾瀬沼方面に向か

ったそうである。  

 

 

 

 

 

 

＜赤い着物を着せてもらった六地蔵＞ 

翌 7 日（土）は朝 7 時 15 分より入山指導と添

乗解説などの活動をした。この日は 3 連休の初日

であり好天に恵まれた。前日村内に宿泊した人た

ちの車両と早朝に到着した登山者の車両で、420

台のキャパシティを持つ御池駐車場が朝 8 時 40

分には既に満車となった。この時間以降はシャト

ルバスの利用を余儀なくされる。続々とシャトル

バスが七入から御池に到着するため、バス添乗解

説が忙しく６回の添乗解説をした。活動を終了後

は全員（４名）で沼山峠登山口から七入まで旧道

を散策した。この登山道は沼田街道と呼ばれ、会

津と上州を結ぶ交

易の路として古く

から利用されてい

た。産品の取引を

尾瀬沼の三平下で

行う際に利用され

た道といわれてい

る。また昭和 45 年

に御池～沼山峠間

のバス専用道路が

開通するまでは、

尾瀬に入る登山道

として多くの人に

親しまれてきた。 

＜道行沢の清流も秋の気配が････＞ 

御池駐車場東側の登山道を下ると、たくさんの

ブナの木が黄色く色づいて、カエデは赤く染まり、

栗の実が地面に落ち秋本番の景色が待ち受けてい

た。 

下り始めておよそ 20 分で抱き返りの滝に到着

した。この滝は高さ 25 メートルほどあり、滝の下

から見上げると滝の飛沫が輝いていた。この近く

の木道で、宿で作ってもらったお弁当をほおばっ

た。この道は昔から利用されているので、踏み跡

もしっかりしており、道行沢の清流に沿って５つ

の橋がかけられ、秋の自然を楽しむことができた。 

椎名さんの案内で桧枝岐村役場近くにある「お

行塚」を見た。 

 

 

 

 

 

 

＜桜の根本にあるのがお行塚＞ 

お行塚の伝承は、「昔五穀を絶って諸国を遍歴

している一人の僧が村を訪れた。この僧はそば粉

をこねて一日に一椀食べるだけだった。さらに十

穀を断ち、木の実を断ち、ついに水だけしか口に

しなくなりやがて村人に、自分の死の近いことを

告げた。村人は僧侶の言葉に従って檜で棺を作り、

その中に安座させ、竹筒で息抜きを作り土の中に

埋めた。僧侶は棺の中で鉦（かね）を打ち続け 21

日間聞こえた。」ということである。 

＜村内にたくさんの板倉が残る＞ 

この近くにある六地蔵、石碑・石仏群や板倉集 
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落、歌舞伎舞台なども見学した。檜枝岐の歴史を

学びつつ、初秋の散策はとっても楽しかった。こ

の日の夜は、ひのき屋で料理とお酒と桧枝岐村の

話で大いに盛り上がった。 

翌 8 日（日）も引き続き好天に恵まれ、多くの

登山者でにぎわった。朝 7 時 10 分から活動開始。 

 次々とバスが出発する中で、添乗解説をして戻

るや否やすぐに乗車して出発をする状態。スタッ

フと話をする間も無いほどの大忙しだった。 

この日の添乗解説は延べ 11 回、乗車人員 270

人であった。このように休む間も無く添乗解説を

でき充実した活動であった。この日に伊藤佳美さ

んが添乗解説デビューをした。11 時発のバスでも

佳美さんが添乗解説をしてこの日の活動を締めく

くった。 

 

（参加者 5 名）伊藤広志、伊藤佳美、椎名宏子、 

刀 光男、藤田隆美 

 

 

 

 

山小屋の宿泊は 11月上旬が最終、尾瀬内にある

橋板の多くは、11/7までに撤去され通行止めとな

り、いよいよ尾瀬は大雪に閉ざされます。台風 22

号の影響で 10 月 30 日には、一面が銀世界に入り

ました。 

○当会のスケジュール 

11/7（火）第 1回理事会（東京） 

議題：平成２９年度の活動報告 

    会計の中間報告   

尾瀬を守る会の報告 

平成３０年度の活動計画(概案) 

平成３０年度の通常総会開催（案） 

1/20（土）第 2回理事会（予定） 

 

※福島/群馬では「新年会」が検討されています 

 

【編集後記】 

御池の案内板に、下記の注意事項が表示されています。 

「マナーは、かならず守ってネ。“自然はデリケート”」

国立公園は、自然公園

法に基づき、自然環境

を改変する行為が制

限され、また公園内の

特性により地種を決

めて規制基準を定めています。 

大きくは特別地域と普通地域に分けられ、特別地域は規

制の程度により①特別保護地区②第 1～3 種特別地区に分

けられます。尾瀬の地種は、すべてが特別地域に指定され、

開発が可能な普通地域はまったくありません。風致景観を

保護するために「強い保護規制」がかけられています。 

自然公園と運動公園をはき違えた利用行為が散見され

ます。尾瀬の中は、集団で駆け登ったり下ったりするとこ

ろではありません。つまり自然公園内は多くの人数でタイ

ムを競い合う運動公園ではなく、丁寧に節度を持って、徒

歩利用で使うことを求められているところです。ハイカー

とともに土地の管理者にもあえて申し上げたい。御池の案

内板にも書かれているように「自然はデリケート」なので

す。                   （大山） 
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