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第 4次尾瀬学術調査報告書の斜め読み 

～尾瀬好きにとっては興味津々～ 

                            副理事長 大山 昌克 

2022 年 4 月、第 4 次尾瀬学術調査の報告書が「北

海道大学低温科学第 80 巻」として刊行されました。

40 編以上の論文（総ページ数 602）という分厚い

ものです。（併せて Web 登録）この報告書は論文

とそのデータ集であり尾瀬に関する真新しい知見

集です。 

尾瀬の植物相 893 種の分類は終了し報告されて

いますが、生息する植物相の全体像ではありませ

ん。未完成のために「仮目録」として公表しまし

た。単独の国立公園化に伴い併合した福島側地域

（会津駒ヶ岳や帝釈山など）の調査が未了のため

です。 

【植物分類上の整理】 

今まで発表されていた尾瀬の植生分類に対し、

研究者は改めて標本や現地確認を通じ再検証を行

い、専門家間で議論を重ね再分類しました。 

たとえばオゼトウヒ、エゾマツはトウヒのシノ

ニム（同物異名）として取り扱い、また同じくマ

ツ科の「ヒメコマツ」と称していた樹木は「キタ

ゴヨウ」と取り扱います。理由は尾瀬を含む群馬

県北部や会津地方のキタゴヨウは，種子の翼が本

体より明らかに長いためとのことです。「ヤマト

リカブト」、「オゼトリカブト」と称されていた種

は「オクトリカブト」の集団内変異と判断されま

した。トウダイグサ科の「オゼ（ヌマ）タイゲキ」

は「ハクサンタイゲキ」に、サクラソウ科の「コ

ツマトリソウ」は「ツマトリソウ」の種内変異と

判断され二つを区別せず、統一されることになり

ます。このような事例は数十種以上におよびます

ので、尾瀬の植物相にご関心のある方はぜひご覧

ください。過去に付けられた種名には、シノニム

（同物異名）が相当数あるようです。 

植物相の分類は APG 分類法により、分類体系自

体が大きく変わりました。これは分子系統学（DNA

の塩基配列やアミノ酸配列の違いを基に分類）の

発展によるものです。尾瀬に分布する個々の種に

おいても、大きな影響があります。たとえばニッ

コウキスゲはユリ科と記載されているポケット図

鑑も多いですが、ワスレグサ科に変更されていま

す。今後出版される図鑑は、順次 APG 分類法に沿

ったものに代わることになると思います。 

 

【オゼコウホネ（当会のシンボルフローラ）】 

当会のシンボルフローラである絶滅危惧 II 類

「オゼコウホネ」について興味深いことが書かれ

ています。 

① ＜変種から別種の可能性＞ 

『オゼコウホネは，雌蕊の柱頭盤が赤いこと
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を特徴とし て，ネムロコウホネの変種とし

て記載された（Hara, 1951）。現在も変種と

して扱われているが（志賀,2015）、尾瀬では

尾瀬ヶ原で同所的に生育しているため（大森

ほか、2022b）、集団内変異か隔離が確立し

た別種の可能性がある』（1950～1953 年の尾瀬

ヶ原総合学術調査研究以後の尾瀬における植物相

研究史 P166） 

② ＜ヒツジグサの進出とオゼコウホネの消失＞ 

第 2 次調査結果（1982）と第 3 次調査を

比較したところ，上田代におけるヒツジグサ

の進出とオゼコウホネの消失が著しいこと

がわかったため、第 4 次調査で継続追跡調査。

特に上田代では、引き続きヒツジグサの進出

とオゼコウホネの消失が著しい。 

上田代湿原 池塘数 ヒツジグサ オゼコウホネ 

1996第3次調査 286 60.4％ 15.0％ 

2022第4次調査 251 77.0％ 11.0％ 

（尾瀬ヶ原の池溏における 大型水生植物の分布と長期変

化 P309-327） 

③ ＜尾瀬沼に誰かが移植？＞ 

『尾瀬の植物に関する文献では尾瀬沼のオゼコ

ウホネに関する記録はない。福島大学貴重植物標

本室 FKSE-40610 は 1975 年に尾瀬沼南側で採集

されたものであるが，この標本以外に尾瀬沼から

のオゼコウホネの確実な記録はない。しかし、こ

の標本が採取された 2 年前の栗田ほか（1974）の

尾瀬沼の水生植物分布調査でもオゼコウホネは確

認されていない。さらにこの標本は開花個体であ

るが、浮葉の形やサイズから若い個体と推定され

る。そのため、少数個体が短期間自生していた可

能性のほか、アヤメ平（原・水島 1954）や大峰沼

（鈴木ほか 2016）で行われたように移植された可

能性なども考えられる。（尾瀬沼及び周辺湿原の大型水

生植物相 P225-235） 

 

【帰化植物】 

尾瀬に生息する帰化（外来）植物として 20 種以

上が特定されています。特に特別保護地区の奥深

くまで侵入を許した 2 種について、『最も尾瀬の生

態系に悪影響を与えていると考えられているのは、

沈水植物のコカナダモ』と指摘しています。 

オランダガラシとコカナダモの 2 種は、『計画

的・組織的な駆除活動や、生態系への影響の軽減

策の実施が望まれる』と改めて駆除にまで言及。

また欧州原産のコテングクワガタについては、『テ

ングクワガタと同種の種内分類群であること，生

育地では両者の中間型と思われる個体も確認され

ることから、交雑の可能性が心配される（大森

2019b）』と雑種の形成いわゆる「遺伝子汚染」

の状況を説明しています。 

（尾瀬産維管束植物相とその再検討P183） 

論文は植物相のみならず、動物（魚、コウモリ、

ミジンコ、昆虫他）シカの採食の影響、湿原生態

系における温暖化の影響など様々です。興味深い

研究の成果が多々掲載されていますので、web 論

文をぜひ覗き込んで見てください。 

低温科学 = Low Temperature Science (hokudai.ac.jp) 

 

参考文献 低温科学第 80 巻 

・1950-1953 年の尾瀬ヶ原総合学術調査研究以後の尾瀬に

おける植物相研究史 P163-173 

・尾瀬産維管束植物相とその再検討P175-197  

・尾瀬の維管束植物目録の見直しP199- 223 

・尾瀬沼及び周辺湿原の大型水生植物相 P225-235 

 

   2022/0331 低温科学 第 80 巻 発行 

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/journals/index.php?jname=173
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福島側活動報告 

  御池田代周辺の残雪調査 

       福島側担当理事 佐久間治光 

 

活動日 2022 年 5 月 14 日(土) 雨のち曇 

 

 この冬、檜枝岐村では 3 メートルを超す豪雪に

見舞われた。5 月 1 日に計画されていた大江湿原

と尾瀬沼の残雪調査も中止を余儀なくされていま

したが、除雪が進み 14 日御池まで開通との情報を

得て、急遽御池田代の残雪調査を実施することに

致しました。 

 生憎冷たい雨の降りしきる朝となりましたが、

今年最初の尾瀬に心躍らせながら活動開始です。 

 御池駐車場には除雪された雪が高く積まれてい

て、この冬の降雪量を物語っていました。御池田

代の積雪は中心部で、1.25ｍと例年より多くの残

雪に覆われていましたが、小沢の入り込む周辺に

は雪解けとともに水芭蕉の花が流れに沿って咲き

始め、春の訪れを感じさせます。 

 5 月 28 日には沼山峠まで開通して、尾瀬の山開

きとともに本格的なシーズン到来です。 

 

参加者（5 名） 磯部義孝、佐久間治光、 

円谷光行、刀 光夫、鍋山智之 

 

 

 

福島県側第２回活動 

  福島側担当理事 鍋山 智之 

・活動実施日 6/11（土）～12（日） 

・参加者（9 名） 磯野、磯部、佐久間、佐々木、

佐藤（伸）、高橋（絹）、円谷、刀、鍋山 

・活動 御池周辺および帝釈山で実施 

 

〇1 日目＜6/11 日（土）7 時半 12℃/曇り＞ 

7 時から御池バス停付近でいつものように机に

資料を並べ入山者を迎えた。 

御池駐車場周囲は雪も消えかけ、南側の斜面に

はショウジョウバカマなどの高山植物が顔を出し、

車道のゲート近くの水たまりにはサンショウウオ

の卵が見られた。この時間帯（8 時頃）の駐車場

は 6 割程度埋まっていた、思ったより少ない。 

新型コロナ感染の影響で入山者がここ 2、3 年少

なかったが、最近感染者数も少し減少傾向がみら

れ入山者が戻りつつある。尾瀬沼往復の家族連れ

や高齢者、そして燧ケ岳を目指す若者など様々で

あった。中には、前日は雨の中を登ったが、今日

もう一度挑戦という強者もいた 

ネットワークが設置した机上には、写真やピン

バッジやリーフレットが並べられ、立ち寄った入

山者は興味深そうに手に取っていた。我々の活動

内容や、尾瀬についての予備知識などを提供した。 

新型コロナ感染拡大で中断していたシャトルバ

ス車内での「添乗解説」も復活。久々にメンバー

が乗車して、尾瀬についての簡単な解説をした。   

シャトルバスが御池を出て、すぐに路面に握り

こぶしより少し大きめの黒いものが、なんとクマ

の糞であった。平らなところで気持ちよく落とし

ていったらしい。 

入山案内の合間に、駐車場でのごみ拾いや御池

田代及びスモウトリ田代での植物観察を行う。水

芭蕉をはじめ、リュウキンカやエンレイソウなど

の高山植物が咲き出し、ヒメザゼンソウも見られ

た。 
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11 時頃入山案内を終了し、七入まで「御池古道」

を植物観察しながら下山。途中で植物に詳しい磯

部理事長がその都度解説、大いに勉強になった。

その後途中から雨。雨具着用で「モウカケの滝の

展望台」へたどり着き昼食休憩。この時期の滝の

水量は、当然ながら多かった。 

  

〇2 日目＜6/12 日（日）小雨 気温⒓℃＞ 

宿舎を 8 時出発。林道を約 12K 先の馬坂峠へ向

かい帝釈山のオサバグサ調査を行う。天気のせい

か駐車数は少なく、「山開き」当日にしては静かで

あった。村関係者が、入山口のテントで記念のバ

ッジを配っていた。 

霧と小雨の中を登山開始。以前は、入山口から

山頂手前までの登山道脇と樹林帯の中にオサバグ

サが密生していたが、あまり見られない。まばら

で小さいものがみられた。2019 年の台風 19 号に

よる倒木や、それに伴う日照量の変化などが影響

しているとの見方もある。山頂近くまで進んだが、

天候も回復せず視界も悪いので下山。入山者は少

なかった。 

〇観察された主な植物などは、水芭蕉・リュウ

キンカ・エンレイソウ・ショウジョウバカマ・オ

サバグサ・ギンリョウソウ・ヤグルマソウ・ツク

バネソウ・ワタスゲ（花）・タムシバ・ムラサキヤ

シオツツジ・オオカメノキ・タテヤマリンドウ・

サンショウウオの卵・クマの糞 

〇感 想 

・今年度福島県側二回目の活動。参加者は 9 名

であったが、前泊の 10 日は宿の都合もあり 4 名が

宿泊。5 名は翌 11 日御池へ直接集合し活動。 

・新型コロナ感染も減少傾向がみられ、御池へ

やってくる入山者も増えつつあり通常に近い感じ

で活動が出来た。この冬は雪が多く、沼山峠まで

のシャトルバスも運行が例年より遅れ、5 月 28 日

からであった。 

・梅雨入り前の不安定な天気の中、無事故で活

動を終えることができ、ほっとしている。久々の

添乗解説も実施でき、我々ネットワークの活動も

軌道に乗り出した。帝釈山のオサバグサの回復を

望み活動を終了した。 

 

 

〇群馬側（第 2回）活動報告 

群馬側担当理事 小鮒 守 

群馬側担当理事 須賀邦雄 

・活動日 2022 年 5 月 27～28 日 

・天候 薄くもり  降水量 0mm 

・気温（山の鼻）最高 12.4℃、最低 4.1℃ 

・参加者 大山、小鮒、須賀、高谷 

 

5/27 は 70 ミリ/日を超える豪雨のため「木道冠

水」が発生、尾瀬ヶ原はほぼ水没。原の川上橋か

ら先は、全面通行止めとなりましたが、一夜明け

ると水も引き、なんとか通行可能となりました。

木道をひたすら上田代、中田代、下田代、赤田代

へと動きました。 

 
カメラ持参で、ひたすら赤田代に向け歩く 

 

【希少種/トガクシソウ】 

小鮒理事の情報を基に、希少種である「トガク
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シソウ（写真）」の観察のため、早朝より片道約

12Km をひたすら歩きました。雪解け跡のぬかる

みや残雪の山道でしたが、小鮒理事の情報通り、

畦畔のり面にトガクシソウは可憐に咲いていまし

た。（生息地の情報は盗掘の恐れがあるため会員の

み口頭で）キンポウゲ目メギ科トガクシソウ属 

花期は 5 月下旬～6 月上旬 花 2.5～3cm。多雪地

帯の落葉広葉樹の林床に生息。 

 

一属一種/日本の固有種/環境省準絶滅危惧種 

 

今回幸運にも撮影が出来ましたが、尾瀬の中で

はごく限られたところで生息。最近ではシカの食

害ダメージも大きいと聞きます。 

 

【違和感の見晴周辺】 

見晴周辺では、さまざまなものを眼にしました。 

たとえば山小屋の軒先で、居酒屋風の食事処が

ありました。メニューはフレンチ風で、レア―ス

テーキ（1300）、スペイン産生ハム盛り合せ（1000）、

カルパッチョ、シカ肉ボロネーゼパスタ（1800）、

グラスワイン（赤/白/500）、ソーセージ 3 種盛り

合せ（1000）もあります。（数字は料金）6 月から

は、合鴨のパストラミ、シカ肉ジビエ餃子など新

メニューの予定表も出ています。後日、知り得た

ことですが、これは環境省が推し進める尾瀬国立

公園利用アクションプランの「魅力的プロモーシ

ョン実施プログラム」の一環であり公表されてい

ました。 

また木道脇に千切れた排水管があり、その排管

よりかなりの水量が湿原に流されていました。場

所は見晴分岐を 15ｍほど温泉小屋方面に進んだ

左側です。思わず「動画」で記録したほどです。

かつて「排水は湿原には流さず」、地中パイプで河

川に直接流す「約束ごと」がある旨を聞いたこと

があるため強い違和感があります。余りにも不適

切な「排水管」の取扱いに驚かせられます。まし

てや排水管が道端に露呈したままです。中からか

なりの水量が湿原に流れていますが、一体何が流

れているのか。問題のない水質の排水と思いたい

ですが、水質を調べる手段がないため、疑念を持

ちつつ見晴をあとにしました。私には尾瀬にはふ

さわしくない景観に思えます。ハイカーから、つ

まらぬ疑念を抱かれないよう対応して欲しいもの

です。 

 

＜写真はいずれも特別天然記念物地区＞ 

 

排水は何が流れる？ 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%AE%E7%A7%91
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〇群馬側（第 3回）活動報告 

群馬側担当理事 小鮒 守  

・活動日 2022 年 6 月 17～18 日 

・天候 晴  降水量 0mm 

・気温（山の鼻）最高 20.5℃、最低 7.8℃ 

・参加者 3 名 /上原、大山、小鮒  

 

至仏山の山腹は、ブナの芽吹きが終わり、新緑

に染まる鮮やかな色彩、そして残雪に降り注ぐま

ぶしいほど反射の光を生み出していました。山岳

地域だけで味わえる景観です。 

【少なめのハイカー】 

2 年間に

わ た る 感

染 症 の 影

響は、入山

者 数 を 半

減（対 2019

年比）させ

ました。今

年は行動制限をされず尾瀬を楽しみたい気分です。

入山アドバイス用のブース周りには、明るい顔の

ハイカーが集まってきます。しかし天候、気温、

開花状況などベストの時期なのですが、例年と比

べ人数面はやや少なめの感じがします。声掛けし

ながら約 150 部のパンフレットを配布して、怪我、

事故の未然防止を訴えました。 

 

【外来植物調査】 

第 4 次尾瀬学術調査では、至仏山山頂のセイヨ

ウタンポポや湿原のオランダガラシ、尾瀬沼のコ

カナダモが報告されています。 

尾瀬の入山口である鳩待峠の「種子落としマッ

ト」の回りには、セイヨウタンポポの花とシロツ

メクサがハイカーを出迎えていました。外来植物

のコテングクワガタ（オオバコ科）は欧州原産の

草丈 10～15cm の小さな植物です。例年この時期、

尾瀬ロッジ前には薄紫色の花の絨毯がありました

が、今年は全く確認できませんでした。 

＜外来植物がお出迎え＞ 

 

【百花繚乱】 

どの花々から順に撮ればいいのか悩むほど、ま

さに尾瀬は花盛り、至福の時間です。 

 

 

 

シロバナエンレイソウ（上）シラネアオイ（下） 
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〇群馬側（第 4回）活動報告 

群馬側担当理事 小鮒 守 

理事      大山昌克  

・活動日 2022 年 7 月 8～9 日 

・天候 晴  降水量 0mm 

・気温（山の鼻）最高 26.6℃、最低 6.3℃ 

・参加者 4 名 /小鮒、大山、須賀、高谷  

 

植生保護のため至仏山登山道は閉鎖されていま

したが、7月1日より解禁され、早朝より至仏山登

山を試みるハイカーが散見されます。大半の入山

者は「入山届」を記入、Boxに投函しています。

入山届で事故が減るわけではありませんが、入山

届は登山する者の最低限のマナーと思います。 

 

【携帯トイレアンケート】 

尾瀬国立公園の主峰である至仏山、燧ケ岳には、

トイレがありません。当会として、かつて環境省

自然保護官事務所や片品村にトイレブース設置の

申し入れを行いましたが、一向に改善の兆しはあ

りません。また行政は「携帯トイレ」は鳩待峠の

みやげもの屋で販売している旨を主張しています

が、売店の開店時刻が朝8時などと、課題は多々残

っています。今年も引き続きハイカーの意見を求

めるため「至仏山携帯トイレアンケート」を実施

しました。 

（仮）至仏山登山/携帯トイレアンケート集計結果 

回答者数 21名 

・登山歴（至仏山） 初めて67％（14名） 

・登山の入山口 
鳩待峠 62％（13名） 

山の鼻 38％（8名） 

・「トイレ無し」周知度 周知 95％（20名） 

・携帯トイレ持参者 
持参 14％（3名） 

持参せず 86％（18名） 

・トイレブースの設置要望 要望 95％（20名） 

2022/0709実施      鳩待峠7：15～8：15分 

至仏山往復には 6～7 時間が必要ですので、ヒトの

生理現象としてトイレブースは必要不可欠と思い

ます。 

 

＜快くアンケート記入を引き受けるハイカー＞ 

 

【尾瀬の散策】 

尾瀬ヶ原では、ハッチョウトンボや青いイトト

ンボが驚ろくほどの頭数で飛翔していました。片

手にゴミ拾い用のトングと袋を持ちながら、尾瀬

ヶ原の開花状況を観察です。「逆さ燧ケ岳」の地

塘には、当会のシンボルフローラであるオゼコウ

ホネが5つも顔を出していました。ここにもイトト

ンボがちょこんといました。 

 

 

【国立公園満喫プロジェクト実践の開始】 

 ご存じの方は多いと思いますが、「国立公園満

喫プロジェクト」とは、全国の国立公園に1000万

人の外国人を呼び込み、消費金額の最大化を狙う

環境省のプロジェクトです。 

 コロナ禍であっても、尾瀬ではビジターセンタ

ーの新築や誘導案内標識（英語併記）など作業を

着々と進めていました。また環境省は今年3月に

「利用アクションプラン（素案）」を公表しまし
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た。＜「第20 回 尾瀬国立公園協議会（令和３年度）」

Webで見ることは可能＞ 

0-1_R3次第_第20回尾瀬協議会_220309 (env.go.jp) 

ここには、たくさんの尾瀬の「外国人誘致策」

が披露されています。ぜひ資料をご覧ください。 

 

・鳩待山荘改築（～2024年）（協議会資料P27より） 

至仏山がよく見えるように『鳩待山荘建替えに

伴い、至仏山が眺望できるウッドデッキ等を設置』

と、報告記載されています。国立公園満喫プロジ

ェクト費用＜国立公園利用拠点滞在環境等上質化

事業（環境省）＞を活用されるようです。 

このほか未公表ですが、尾瀬沼にカヤック競技

施設の設置計画や沼山峠周辺の修景伐採（オオシ

ラビソ林）なども耳にします。いよいよポストコ

ロナインバウンド誘客事業プランが、尾瀬の核で

ある特別保護地区、特別天然記念物に向かって走

り始めました。 

 

＜ブナ林が邪魔して、至仏山が見えづらい鳩待山荘＞ 

 

鳩待峠宿泊施設改築工事の次は、山の鼻地区に

ある山小屋の工事が始まるのかもしれませんね。 

尾瀬は1万年前のたたずまいを残す、貴重な国民

の共有財産です。多額の税金＜利用拠点滞在環境

等上質化事業（環境省）＞を使い、国宝級である

尾瀬の自然や絶滅危惧種を犠牲にしてまで行う

「満喫プロジェクト」は国立公園を舞台にした事

業であり、一体だれのためになる事業なのでしょ

うか。 

 

〇尾瀬の野鳥調査（2022 年 4 月～7 月） 

指導員 高谷秀史 

１． 調査内容 

雪解けに合わせて営巣が始まる 4 月末から

幼鳥が巣立ちを迎える 7 月までの期間で、以

下の地図に示す森林・渓畔林・湿原・湖沼一

帯の標高 1400m-1600m の範囲で野鳥の分布

を俯瞰した。 

 

２． 調査方法 

残雪期を除くと目視による確認が難しいた

め、囀りや地鳴きを聴くことで野鳥種を判断

した。聴き取りの経験不足を補う意味で、IC

レコーダー（TASCAM DR-05）に一旦録音し

て帰宅後に聞き返しを行った。判別に利用し

たのは、BirdNET（コーネル大学鳥類学研究

所とケムニッツ工科大学、AI による音声解析

だが日本版の精度は今一つという印象）、さえ

ずりナビ（電気通信大学 笠井研究室、バード

リサーチ）、日本の野鳥さえずり・地鳴き図鑑

（バードリサーチ・植田睦之著）である。ま

た、集計方法は日本野鳥の会神奈川支部年報

である BINOS（2013 年）に掲載された報告

書を参考にした。 

 

３． 調査結果 

のべ６日間の歩行調査により確認できたのは

41 種、457 羽である。以下の通り整理した。 

 

https://www.env.go.jp/park/oze/oze20_siryou.pdf
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４． 考察とまとめ 

4 月から７月までの約 3 か月の間で、ペア

探し→営巣→子育て→巣立ちという一連のイ

ベントが野鳥の囀りや表情に緊張感の変化と

して表れていた印象です。７月には、カラ類

の幼鳥が餌をねだる鳴き声（カウント外）、巣

立ったばかりのコサメビタキが何とか枝につ

かまっている姿、親子で木道に佇むノビタキ

の姿を見ることができたのは最高です。地域

を俯瞰してみると、鳩待峠→山の鼻、見晴→

沼尻の渓畔林は野鳥種も多く、豊かな自然環

境が背景にあると思いますし、托卵する鳥が

多いこともそれらを証明しているはずです。 

 一方、湿原域はホオアカが他を圧倒してお

り、いささか特異に感じました。森林域に比

べて湿原域は環境の変化が表れやすく、特に

乾燥化と野鳥の関係は時間軸で見ていく必要

があると感じます。その他、尾瀬ヶ原の池塘

や尾瀬沼は種類も数も限られており、これは

標高による餌量の制約からくるものと考えら

れる。 

このような調査を継続して行うことで自然

環境の変化が見えてくるはずであり、尾瀬の

環境保全の目的としても必要と考えます。 

 

2022/5/29  05:52  樹上で囀るオオルリ 

「尾瀬への誘い」 ご案内 

尾瀬『賛助会員とご家族の 

皆さまご一緒に』 

賛助会員のみな様へ 

日頃より皆さま方の温かいご支援に、あらた

めて心より厚く御礼申し上げます。ご支援に対し

私たちの感謝の気持ちとして、『尾瀬歩き-賛助会

員とご家族ご一緒に』企画を行います。尾瀬歩き

の最大の効用は、心身ともに癒され、リフレッシ

ュがなされることです。 

8 月 11 日「山の日」の一日を、亜高山帯に立

地する涼しい尾瀬をいっしょに楽しみませんか。

私どもスタッフが精いっぱいエスコート致します。

ぜひご参加ください。 

 

開催日程 8 月 11 日（祝日/木） 

集合地 
群馬側-鳩待峠 

福島側-御池 

集合/解散 8：00～15 時解散予定 

費用 無料 

お申込み先 
当会ホームページ 

  https://oze-net.com 

お申込み 8/2（火）最終 

 

留意点 

① 保険加入：スポーツ保険 

（1day 保険など 500 円前後）の各自加入 

② 昼食持参 

（駐車料金、バス乗車賃は各自お支払い） 

※お申込みはＨＰまたは下記のメール、電話をご

利用ください。 

【連絡先】大山昌克 

【メール】 oh-yah-mm@jcom.home.ne.jp 

【携帯】090-3110-7968 ℡048-622-1907 

（＝FAX） 

なお、賛助会員の皆様へは事前に案内文書を致しました。 

 

分類 主な野鳥 確認割合

シジュウカラ科 ヒガラ、コガラ

ゴジュウカラ科 ゴジュウカラ

ウグイス科 ウグイス 14%

ヒタキ類
コルリ、キビタキ、コマドリ、コサメビタキ、

オオルリ、ノビタキ
14%

ムシクイ類 メボソムシクイ、エゾムシクイ、センダイムシ 12%

ツバメ科 イワツバメ 10%

カッコウ科 カッコウ、ジュウイチ、ホトトギス 7%

ホオジロ科 ホオアカ、アオジ、カシラダカ 6%

その他
キセキレイ、コゲラ、アカゲラ、アオゲラ、

カルガモ、アオサギ、ミソサザイなど
20%

合計 100%

17%

https://oze-net.com/
mailto:oh-yah-mm@jcom.home.ne.jp
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特別研修（２０２２） ご案内 

『磐梯山と雄国沼』 

～火山地形を訪ねて～ 

福島側主催で磐梯山/雄国沼で特別研修を開催

します。日本百名山登山、ニッコウキスゲで有名

な雄国沼を訪問予定です。ぜひご参加ください。 

 

日程/９月 10 日（土）～１１日（日） 

集合地/ 磐越西線 『猪苗代駅』 集合出発 

 

① 行動予定 

第 1 日目 雄国沼訪問（散策）→宿泊先 

第 2 日目 磐梯山登山（往復 7Km） 

②宿泊先住所 

福島県耶麻郡猪苗代町磐根字佐賀地２５５７ 

Tel 0242-65-2515 

●国民宿舎 さぎの湯旅館   

国民宿舎さぎの湯ホームページ (burari.biz) 

留意点 

 1.初日の昼食はご用意ください 

2.少雨は決行します。天候不順で磐梯登山が不 

可能の場合は、五色沼遊歩道散策や磐梯山噴火 

記念館を検討しています。 

 

※申し込みは 9 月 1 日（木）までに 

本部事務局へメールでお願いします 

【メール】 oh-yah-mm@jcom.home.ne.jp 

【携帯】090-3110-7968 ℡048-622-1907 

（＝FAX） 

事務局だより 

 

尾瀬のフィールド活動は、後半に入ります。 

 

各人のスケジュールと調整を試みていただき 

ぜひご参加ください。お待ちしています。 

 

●コロナ禍のため延期が続きましたが、3 年ぶり

の「特別研修」を 9 月に開催します。今回は磐梯

朝日国立公園に位置する日本百名山の一つである

磐梯山 1816ｍに登頂します。 

 

●次回の会報発行は、11 月予定です。2022 尾瀬

アカデミー（合同）研修や活動状況の報告記事を

予定しています。 

 

日程 主な内容

8/11（木） 福島側
「賛助会員の日」「山の日」制定記念事業

尾瀬自然ガイド

8/11（木） 群馬側 「賛助会員の日」アヤメ平/入山指導

8/12（金） 群馬側 笠ヶ岳高山植物調査（野鳥の基礎調査）

9/10（土）～11（日） 特別研修 「磐梯山と雄国沼」火山地形を訪ねて

9/16（金）～17（土） 群馬側
尾瀬ヶ原/尾瀬沼環境調査

アヤメ平植生回復観察/野鳥の基礎調査/シカ食害

10/8(土)～９（日） 福島側
オオハンゴンソウ調査（シャトルバス添乗解説）

入山指導/自然保護活動）

10/8(土)～９（日） 事務局 第2回尾瀬アカデミー（合同研修）
開催日程 9/10（土）～11（日） 

集合地 
磐越西線 『猪苗代駅』 

10：30 出発します 

宿泊先 
押立温泉  

国民宿舎「さぎの湯旅館」 

費用/宿泊費など 約 10000 円 

解散 
9/11（日）15：30 ころ  

磐越西線 『猪苗代駅』 
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