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「雪解けの尾瀬」を見て思う
～雪解け水とその行方～
理事長

磯部

義孝

全国各地で夏山開きが行われています。ここ尾

の平均値（295cm）より 50cm 近く少なく、昨

瀬においても 5 月 24 日に『尾瀬山開き』が御池

年と比しても 40cm ほど少ない状況です。それ

で開催されます。また 6 月 30 日に会津駒ヶ岳、7

でも尾瀬沼は雪解け水を満々と蓄え、沼あけも

月 1 日に燧ヶ岳と続きます。今までは『尾瀬山開

進み一部はシャーベット状で残っていました。

き』には当ネットワークとして参加していません

本来ならばこれらの水すべてが尾瀬ヶ原に

でしたが、今年度

流れ、湿原全

は地元尾瀬ガイ

体を潤すこと

ド協会の要請も

により乾燥化

あり、山開き式典

防止に寄与し

に参加する予定

ていました。

です。当日は地元

残念なことに

ガイド協会のメ

尾瀬沼の水の

ンバーと共に式

80 ％ 近 く が

典終了後に沼山

本来の水系と

登山口付近の除

は違う利根川

雪ボランティア

水系（片品川）

としても参加し

へと導かれて

ます。
年間活動計画に基づき、指導員研修を兼ねた残
雪調査を大江湿原、尾瀬沼周辺で 5 月 3～4 日に
実施しました。この調査開始以来の最高の 11 名

います。そして小さな発電用水となり、関東平
野を潤し、最後は利根川を経て太平洋へと注ぎ
ます。
こうした分水嶺を無視したダムや発電所の

にご参加いただき、積雪の状況を確認しました。

国策的事業は、全国に戦前、戦後を通して数多

大江湿原の融雪は例年より早く進み、ミズバショ

く造られました。すべてが戦後日本の復興と高

ウやニッコウキスゲの幼葉が少しだけ顔を出し

度成長期に向けた電力不足解消事業です。しか

始めたところでした。

し今ではその需給バランスは大幅に改善され

尾瀬沼の今季最大積雪は 248cm であり過去

ています。
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7 年前 2011 年 3 月の東日本大震災発生時に
は、東京電力福島第一原子力発電所の事故によ

■ご案内―『尾瀬の今』
―新しい投稿手段として―

監事

り首都圏への送電が全面遮断されました。しか

須賀

邦雄

しながら、首都圏における電力供給は、電力各
社の連携のもと、短期間の内に送電網を駆使し

Teacup.レンタル掲示板を開設致しました。

た十分な対応ができました。震災直後には一部

【尾瀬の今】です。

計画停電の実施もありましたが、火力発電など
の補充で瞬時に対応されていました。

情報を発信するには、ツイッター・フェイ
スブック・ライン等有りますが、個人情報を

その後各種の発電設備（風力・ソーラー・バ

登録しなくともスマートフォン・パソコン・

イオマス発電）、家庭用ソーラーなどの普及も

タブレットで利用できます、皆さんで利用し

高まり、今や電力オーバーの時代に入っていま

ていただく掲示板です、アドレス、ＱＲコー

す。国では補助金を交付しソーラー発電、小型

ド、尾瀬自然保護ネットワークホームページ、

風力発電を奨励しています。さらに異業種参入

から掲示板を開いて下さい。

による発電量オーバーとなれば、買取り価格を

【尾瀬の今―アドレス】

値下げしています。加えて電力販売の自由化に

http://6814.teacup.com/oze/bbs

より大手電力会社は、いわば電気の卸売業者と

尾瀬に関すること、会の活動のこと、尾瀬

して販売業者に小売りを行い、膨大な利益を計

山行の仲間集めに利用できると思います、ぜ

上しています。今後も LED 照明器具や消費電

ひ投稿、閲覧をお願い致します。又インター

力の少ない家電の普及も手伝い、電力量は十分

ネットで検索も出来るため多くの人に見てい

間に合うと思います。

ただけます。

1949 年（昭和 24 年）より尾瀬沼は本来の流

会の活動速報、情報交換、情報共有などの

路を無理やりに変更させられ、貯水池として働

ツールの一つになれば

かされてきました。「尾瀬沼貯水池」として、

と思います。特にスマホ

既に 70 年近くになります。もう十分働いてく

をお持ちの方、左記「Ｑ

れたと思います。ぜひ尾瀬沼にも「働き方改革」

Ｒコード」を登録いただ

をしてあげて欲しいものです。

き、尾瀬訪問時にはどん

こんな屁理屈を並べてでも、尾瀬の水を本来

どん発信してください。

の流れに戻してほしいと願っているのは私だ

なお 2018 年 5 月 3～4 日の行われた大江湿

けではありません。流れを元に戻すことにより

原-尾瀬沼残雪調査の模様は既に投稿しまし

尾瀬沼の水質悪化を防ぐこともできます。きれ

たのでご覧ください。

いな尾瀬沼を（国民に）返してください。
（※写真は 2018 年 5 月 4 日撮影）

またスマホをお持ちの方のみならず、みな
さんが尾瀬探訪された際には、ぜひ「尾瀬情
報」の投稿をお願いします。
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■2018年度-（第15期）-通常総会
理事/事務局長 円谷光行

○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（群馬側担当補佐）

○ご 報 告

円谷光行（事務局長）

下記のとおり2018年度の活動報告・会計報告・役

小鮒守（群馬側担当）

員改選で1名空席だった副理事長等が選出承認され、 伊藤佳美（会計担当）
2018年度活動計画（案）、予算（案）、定款の一部

鍋山智之（福島側担当補佐）

改正が可決されましたので、主な内容をご報告いた

佐藤秀雄（会計補佐）

します。（敬称・役職名省略）

○重任監事

1.日時：2018年4月7日(土)13：10～14：25

長島睦世

2.場所：大宮ソニックシティビル/902会議室

須賀邦雄

3.出席者：29名、委任状：47名（正会員数：94名）
4.出席者氏名：伊藤（ア）、伊藤（佳）、伊藤（広）

※Web（HP）担当は鈴木誠一氏に再依頼
第４号議案 2018年度活動計画

磯部、飯沼、牛木、大山、大橋、川、小鮒、坂本、

1.入山指導：福島側/藤田隆美

佐藤（秀）、佐久間、椎名、庄司、鈴木（誠）

2.入山指導：群馬側/小鮒守

鈴木（理）、須賀、田中、髙橋（絹）、円谷、刀、

3.調査/研究

藤田、永島、長島、初谷、藤澤、村串、横田.

地球温暖化影響調査・外来植物調査・至仏山

5.開会宣言：初谷博

携帯トイレ調査：初谷博/小鮒守/佐久間治光

議長：磯部義孝

4.尾瀬アカデミー2018（インタープリター養成講座）

書記：円谷光行
議事録署名人：大橋文江、飯沼巳好

：円谷光行
第5号 議案2018年度予算案：伊藤佳美

6.理事長挨拶：磯部義孝

第6号 議案 定款の一部改正：円谷光行

7.議題

・NPO法改正に係る定款第54条（公告の方法）の

第１号議案 2017年度活動報告
1.事業活動報告：磯部義孝
2.諸活動報告：磯部義孝・大山昌克

規定を追加＝「貸借対照表の公告についてはこの
法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う」
8.閉会宣言：大山昌克

第２号議案 2017年度会計報告
1.2017年度会計報告：伊藤佳美
2.2017年度会計監査報告
須賀邦雄・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2018.4.1～至2020.3.31)
・退任理事：藤田隆美
藤田氏は平成12年4月から６年間に渡り、福島
側担当理事として現地活動に取り組まれ、当会の発

☆総会終了後、
副理事長大山昌克氏よる「特別講演」を開催
テーマ「尾瀨の保護活動と最近のシカ問題動向」

展と尾瀬の自然保護に多大な貢献をされました。
・理事長：磯部義孝（重任理事）
・新副理事長：初谷 博（重任理事）
・新任理事：佐久間治光(福島側担当)、
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■大江湿原-尾瀬沼積雪調査報告（2018）
福島側担当理事 佐久間治光

バス 2 台準備、送迎いただいたことに感謝申し上げ

１．調査日：５月４日（金）晴時々雪あられ

４．参加者（11 名）

２．調査地点：大江湿原、尾瀬沼

安部晃樹、飯沼己好、磯部義孝、伊藤アケミ、大山

３．調査概要：

昌克、佐久間治光、須賀邦雄、高橋絹江、刀光夫、

ます。

今年度最初の活動である積雪調査が参加者 11 名 円谷光行、鍋山智之.
により行われた。午前 8 時 20 分、マイクロバス 2

事務局だより

台に分乗して出発。途中道沿いの雪解けの速さに驚

きながらも、眼下に広がるブナ平の芽吹きの美しさ ●今後の活動予定です。ご参加をお待ちしています。
に歓声が上
った。

【5 月】

福島側

5/19～20

小雪舞う

【6 月】

中、沼山峠登

群馬側

6/2

山口 8 時 40

群馬側

6/8

分出発。残雪

福島側

6/9～10

の樹林帯を

群馬側

6/30

登り足元に注意しながら大江湿原に到着。
入口のシカ柵は支柱のみであり、ネットはまだ張
られていない状態。雪解けが早い分、シカの侵入も
早まるのではないかと懸念される。
眼前に広がる大江湿原に雪は無く、晩秋を思わせ

入山指導/バス添乗解説/自然観察会

入山指導/外来種 調査 /至 仏山 携帯 トイ レア
ンケート/アヤメ平観察
尾瀬環境調査（外来植物調査/自然観察）
入山指導/バス添 乗解 説/ 尾瀬 自然 ガイ ド実
践/ツバメオモト生育調査
入山指導/外来種 調査 /至 仏山 携帯 トイ レア
ンケート/チョウの生態観察

【7 月】

群馬側

7/6

群馬側
福島側

7/7～8
7/14～15

福島側

7/14～15

る光景であった。昨年の調査では、大江湿原で 120

【8 月】

ｃｍの残雪であったことから、例年にない早さで雪

福島側

8/11

解けが進んだと思われる。雪が頬を叩く天候ではあ

群馬側

8/11

ったが、湿原に目を凝らすと、ワタスゲ、リュウキ

群馬側

8/12

尾瀬ヶ原 動植 物調 査（ チョ ウの 生態 学的
調査/外来種調査）
群馬側第1回「尾瀬アカデミー」開講
福島側第1回「尾瀬アカデミー」開講
入山指導/バス添 乗解 説/ ツバ メオ モト 生育
調査/尾瀬沼周辺-自然観察

山の日企画＝福島コース：尾瀬沼方面-無料ガ
イド入山指導/バス添乗解説
山の日企画＝群馬コース：至仏山orアヤメ平
or尾瀬ヶ原-無料ガイド/チョウの生態観察
尾瀬環境調査（笠ヶ岳植生調査）

ンカ、ヒメシャクナゲ、ミズバショウなどが芽吹き
始め春の息吹がしっかり感じられた。尾瀬沼周辺は
50ｃｍほどの残雪があり、沼の解氷も進んでいた。
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青空も顔をだし、沼越しに燧ケ岳が美しい姿を見
せてくれて

発行人

：磯部

義孝

いるが、ビジ

編集担当：大山

昌克

ターセンタ

Web 担当：鈴木

誠一

2018 年 5 月 20 日

ーの建替え

■本部事務所（事務局）

工事現場で

〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町旭町 19 円谷様方

は、土が深く
えぐられ無残な姿をさらけ出していた。現場に置か

電話/FAX

0248-94-5003

info@oze-net.com<info@oze-net.com

れた大型重機と美しい尾瀬沼の景色、何故か大きな

■群馬支部

違和感を覚える。この光景を燧ケ岳はどう見ている

〒371-0846 前橋市元総社町 2－21－12 小鮒様方

のであろうか。
最後になりますが、御池ロッジ様のご協力により

電話/027-251-1089
http://www.oze-net.com/
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