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新インタ－プリタ－7 名誕生

2022 尾瀬 academy

研修初日＜10 月 8 日（土）＞の尾瀬は、薄日時々曇りの山岳地域独特の変りやすい天候でしたが、
尾瀬沼で 2022 年第 2 回尾瀬アカデミーを開催しました。群馬側は大清水 8 時発、福島側も御池を同
じく 8 時に出発、合流地点の三平下を目指して研修を開始しました。

＜撮影：2022/10/9

尾瀬沼-宿泊先にて＞

2022 尾瀬アカデミー第 1 回は、6 月に開講。尾瀬の成り立ち、生きもの生息、気象変動など主に自
然科学系の研修でした。秋期の合同研修は、尾瀬沼南岸を起点とした湖畔一周の研修です。湖沼の水
質維持に不可欠な浄化槽、また取水口、不法投棄（負の遺産）など観光ハイクとは異なる別の側面か
ら尾瀬を見ていただきました。豪雨の影響が大きかった南岸の木道は十分とは言えないものの、修復
はなされています。
「ササやぶのカーテン」を開けると「昭和の負の遺産」の景観に遭遇しました。全員が押し黙り、
茫然とした時間が流れました。
標高 1660ｍにある尾瀬沼。10 月 8～9 日の歩行中は快適な気温でしたが、朝方は 0.6℃まで下がり
ました。
（なお今年の燧ケ岳の初冠雪は 10 月 6 日と聞きました）お疲れさまでした。
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＜歩行ルート＞
群馬側（6/11～12）

福島側/群馬側合同（10/8～9）

6/11 開講（自己紹介/準備運動）

10/8 御池発（福島側）

鳩待峠発 8：30→山の鼻→上田代→竜宮

御池発⇒沼山峠登山口→大江湿原→三平下着

⇒（雷注意報発令）→山の鼻→研究見本園

（群馬側と合流）

⇒鳩待峠⇒宿泊地着（16：30/マルイ旅館）

10/8 大清水発（群馬側）

⇒風呂/夕食→座学（第 4 次尾瀬学術調査ビデオ

大清水⇒（シャトルバス）⇒一ノ瀬→（取水トン

視聴）→就寝

ネル排水口）→三平峠→三平下着（福島側と合
流）

6/12 アヤメ平方面

（合流後）

鳩待峠（入山届 7：15 分）→（残雪が極めて多

（自己紹介）→三平下発→（尾瀬沼南岸）→浄化

く、また落枝の危険性あり）→横田代 9：30

槽→取水口→沼尻（負の遺産）→沼尻平湿原

→鳩待峠⇒マルイ旅館着（解散）

→尾瀬沼ヒュッテ着（16：00）→（風呂/夕食）
→ミニ懇親会→就寝（21：00）
10/9
朝食→修了式→尾瀬沼周辺散策→尾瀬沼ビジター
センター→平野長蔵お墓→（群馬/福島側散会）
・大江湿原→登山口（バス）⇒御池⇒散会 13：00
・三平下→三平峠→一ノ瀬（シャトルバス）
⇒大清水→散会（14：30）

＜スナップ＞沼尻平にて
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〇新インタープリターご紹介
福島 明氏（東京都）

寺井美智子氏（東京都）

「修了証書をいただいて」

沼山峠から一歩足を踏み出し、森の木々が醸し出

花が好き、鳥が好き、尾瀬アカデミーへの参加

す甘い香りを嗅いだ時、
「ああ、かえってきたな～」と

は、尾瀬の自然をもっと知りたい私には願ってもな

いう気持ちがにじみ出てきて、普段の生活がいかに交

い研修でした。一回目は唯一無二の美しい尾瀬の自

感神経優位の張りつめたものなのかを思い知った次第

然について、二回目は人との関わりの中で傷つけら

です。自分にとっては久し振りの尾瀬で、本当に心が

れてしまった尾瀬の一面を教えていただきました。

洗われたのですが、一方で、今回の講習では尾瀬の陰

特に心に残っているのは、ゴミの層の上に空き缶

の部分に触れ、人と自然とが接する場面では必ず軋轢

のプルタブが突き刺さった根をあらわにして立つ木

が生まれるのだということを直面化させられました。

の痛ましい姿です。過去の過ちにふたをしてしまう

こうした機会を与えてくださった講師の皆様方に感謝

のでなく、知恵と力を出し合って本来のありのまま

しております。欲望と打算と自己保身が尾瀬を蝕んで

の姿の尾瀬を、未来の子供たちに手渡したいと切に

いると知り、胸が苦しくなりました。尾瀬をどのよう

願っています。「楽しくなければ続かない」という磯

な形でどう次世代にバトンタッチしていけるか、テー

部理事長の言葉通りの和やかで、けれど揺るがない

マは壮大で課題は山積ですが、
「何もかもはできなくて

活動の姿も見せていただき、今回メンバーに加えて

も、何かはきっとできる」と信じて、虚仮の一念で自

いただけたことを誇りに思います。最後に、毎回、

分のできることを真摯に謙虚にやっていこうと思いま

細やかな心配りでサポートしてくださったスタッフ

す。知識も経験も実践も不十分な自分ですが、皆様ど

の皆様、そして一緒に歩いた 2022 尾瀬アカデミ―

うぞよろしくお願い致します。

メンバーの皆様、本当にありがとうございました。
また尾瀬で会いましょう！

岩井美和子氏（東京都）

「本当の美しい尾瀬を」

この度の研修に際し、スタッフの方々そして
研修生の皆様には大変感謝いたします。尾瀬ネットワ
ークとの出会いは「エコプロ 2019」でした。オコジョ
のリーフレットを手に、尾瀬好きならば、
「ぜひ」にと
活動内容をお話しいただきました。世の中は SDGs を

大杉和子氏（静岡県）

2021 年の夏、2022 年の秋と 2 年越しでアカ

指標とした取り組みが浸透し、私も eco 検定（環境社

デミーに参加させて頂きました。 スタッフの皆

会検定試験）の資格を得て、尾瀬に対する思いだけで

様、お世話になりました。

なく知識も付けたいと受講に至りました。しかしなが

夏は、草花が咲き乱れ、木々の緑、鳥の鳴 き

ら理想と現実の違いに衝撃は大きく、人間のエゴや温

声 ･ ･ ･。 秋 は、 一面 の草 紅葉 、木 の 実、 色付 い た

暖化によって傷ついた環境は人の手で改善していくこ

葉･･･。美しいものに囲まれ、心がほぐされました。

とが急務だと実感しました。

先人も、尾瀬の道を往来した時にきれいだと思った

先日周年記念誌を送っていいただき、ご尽力された

事でしょう。そして子や孫の代にもこの感動を伝え

方々の歩みを拝見しました。１年に１ミリにも満たな

ていきたいと思います。美しい自然が、道路やダム

いほどの泥炭層のような地道な努力の積み重ねと感じ

の建設、ゴミやし尿問題など色々な危機を先輩方が

ました。遠く離れた美しい尾瀬や生き物たちを守るこ

守ってきたことを知り、感謝の気持ちでいっぱいで

と、私も生活の中で「環境への負荷の小さい持続可能

す。人の営みと自然が共存するのは、難しい事で

な社会生活（経済）
」に努めてゆきます。発見の連続の

す。来年春になったら活動に参加させて頂きたいと

尾瀬、いつかオコジョにも出会える時を楽しみに、お

思いますので、よろしくお願いします。

手伝いができたらと思っています。
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寺岡俊夫氏（埼玉県）
2022 年 6 月尾瀬アカデミーが開催されました。

今清水 晃（千葉） 「尾瀬アカデミーに参加して」
都合で２年に亘って講座を修了することができま

大山さんより「尾瀬の自然」解説の皮切りとしてブナ

した。この間スタッフの皆さまをはじめ、多くの参加

の説明です。「葉の特徴は、波状鋸歯というブナ独特

の皆さまにお世話になり、誠にありがとうございまし

の形」から始まりました。
「寒い地方のブナほど葉が

た。夏期は尾瀬の自然を中心に、秋期は尾瀬と人との

大きくなるんですよ」
「幹についている白黒の模様

係りを中心にということで、論点がとても明快で良か

は、苔と菌類が共生した地衣類という生きもので

ったと思っています。尾瀬を訪れるほとんどの方々

す。」ふぅ～ん、なるほどねって感じで最初は聞いて

は、日本で一番標高が高く、規模も大きい尾瀬沼の水

いたものの、ちょっと待てよ、この短い時間でこんな

質は、とても良いと思っているのではないでしょう

に多くの情報量、齢を重ねた私の脳ミソとしては、新

か。しかし沼から流れる水を、本来では流れてはいな

しい知識が 1 つ入ると古い知識が 1 つ出て行ってしま

い太平洋側に大量に流しているため、底に溜まった汚

いそうで、どうしたものかと思いつつ、一行は山ノ鼻

染物質が中和されることなく沈殿して水質は悪化を辿

を目指していきました。その後も、枯れた樹木の上に

り、しかも尾瀬ヶ原では池塘に生える浅瀬を好むヒツ

新たな樹木が成長している理由を尋ねたところ、暗色

ジグサは増えていても、深い水場を好むコウホネが激

雪ぐされ病菌の話や斜面の積雪グライド、林冠ギャッ

減していることなどに直結しているように思えてなり

プ（窓）などの解説もありました。森林や樹木の話で

ません。また南アルプスでも深刻のようですが、鹿の

約 2 時間以上を費やし山ノ鼻に到着しました。いつも

食害が進んでおり、ニッコウキスゲなども私が数十年

の 4 倍近くの時間が掛かったものの、どんどん話にひ

前に見た一面に咲き亘るような状態ではないようで

きこまれ、山ノ鼻に到着した時には、脳ミソの半分は

す。このような状況ですが、尾瀬を少しでも変わるこ

「尾瀬の自然」に置き換わっていたことは否めません

となく未来に渡していくことがとても大切であると改

でした。

めて感じております。

尾瀬ヶ原では、驚いたことに外来種のオランダガラ
シが、我がもの顔で咲き誇っていることや、在来種の
テングクワガタがヨーロッパ原産のコテングクワガタ
と禁断の愛で、在来種が絶命する恐れがあるとのこと
です。このように目の前にある実物を通じて、楽しく
かつ考えさせられる講義を次から次へと、尾瀬の周遊
中に聞くことが出来ました。
秋の研修（10/8～9）では、「自然保護運動の歴史」
や「尾瀬の保全状況」そして「国立公園特別保護地区
の課題」を学んだことで、私は脳ミソから足の裏の末
端の毛細血管まですべてが、＜尾瀬人「おぜんちゅ
う」：勝手な造語＞となりました。ただ、目指すはず
のインタープリターの道は、尾瀬の知識が日一日一日
と脳ミソから剥がれ落ちてしまいました。インタープ
リターになる近道としては、来年度に再び受講しよう
と密かにかつ真剣に思っています。
ご参加された皆さま、ならびに尾瀬ネットワークの
皆さま 4 日間ほんとうにありがとうございました。私
はインタープリターになります！（なれたら良いなで
はなく、なれるように頑張りま～す。
）

結城宏明氏（東京都）
2022 年度「尾瀬ンタープリター」を受講して
養成講座に参加して強く感じたことが三点あ
ります。一つ目は、尾瀬の自然のみならず、歴史、環
境などのさまざまな「引き出し」が増えたとことで
す。これから「引き出し」を増やし、中身も濃くでき
ればと思います。二つ目は、開発跡、負の遺産などを
見ることで、強いインパクトを受けたことです。自然
保護と人の営みのバランスの難しさを体感しました。
三つ目は、尾瀬を愛する講師や受講生の方々と接する
ことで、とても刺激を受けたことです。尾瀬を人に伝
えることができ、それで興味を持つきっかけになれ
ば、それは素晴らしいことだと思います。知識、経験
に加え、「興味を持ってもらえるように伝えるスキ
ル」が必要と、強く感じました。最後になりますが、
このような機会を頂いた尾瀬ネットのスタッフの皆
様、ご一緒頂いた皆様に心より感謝いたします。
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【植物相の調査】

□ご報告 笠ヶ岳高山植物調査

当会の笠ヶ岳高山植物調査は 2010 年より開始

群馬側担当理事

小鮒 守

され本年含め 7 回目、延べ 42 名の会員による高

理事

大山昌克

山植物相の定点確認調査です。調査方法は、1ｍ

調査日 2022 年 8 月 11 日（木）
時間 7：00～16：45 分/ 天候 霧のち晴

×1ｍのコドラート法です。
・①小笠ヶ岳南面（標高 1950ｍ）

笠ヶ岳（2057ｍ）は至仏山塊の南端に位置し

今回 13 種/450 本の植物相の確認

ています。小至仏山、悪沢岳（2043ｍ）、小笠、

主な確認された植物相

数量

笠ヶ岳は尾根で連なり、笠ヶ岳の東南面までが尾

イワイチョウ

136

瀬国立公園域内です。この一帯は第一種特別地域

（マルバ）モウセンゴケ

128

に指定された自然度の高い地域です。西面は群馬

ヒメノガリヤス

72

県の「至仏山・笠ヶ岳西面環境保全地域」に指定

チングルマ

44

されています。
【泥の海との格闘】

①

小笠ヶ岳南面-すがすがしい風の中

標高 1950ｍ

オヤマ沢田代分岐からは、尾根の歩きですが平
坦な箇所は少なく、ロープ使用の岩のミニ壁面も
あります。また冬期は強風の通り道となり尾瀬の
中では最も残雪も多く、雪解けが遅い箇所です。
今年の尾瀬は平年以上の積雪に見舞われました。
悪沢岳の積雪状況（国土交通省調べ）は、1 月末
で 509cm、2 月末 612cm、3 月には 678cm を記
録しました。大量な雪解け水の影響もあり、8 月
でも登山道は泥濘状態であり、くるぶしまで沈む
ほどでした。靴の水没を避けるためチシマザサの
「藪コギ」と、恐る恐る「泥沼渡り」を繰り返し

②

標高 2000ｍ/笠ヶ岳東肩

雪田草原にメージャーを設置

ながら調査地点である笠ヶ岳に向かいます。
【むしたちの歓迎】
泥の海の中で森林浴をしていると周りには「赤
とんぼ」が無数に飛びまわり、また目的地の笠ヶ
岳では人を全く恐れないチョウも寄ってきます。
ベニヒカゲ（準絶滅危惧種）

幼虫の食草は、ヒメノガリヤスなどイネ科やカヤツリグサ科
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・②笠ヶ岳東肩（標高 2000ｍ）

が確認されています。他の特別保護地区と同等の

今回 11 種/143 本の植物相の確認
主な確認された植物相

数量

密度が濃く傑出した亜高山植物相の宝庫と感じま
す。
尾瀬の特別保護地区は稜線が境となっています。

ヒメノガリヤス

60

イワイチョウ

40

この線引きを燧ケ岳・至仏山の両山を含む標高

キンコウカ

12

1400ｍライン（ブナ帯）まで特別保護地区の拡大

ミネウスユキソウ

10

指定を実施、より厳格な保護担保を要望します。
また先の提言書のように教育、学術の場としての

調査地点の一つ笠ヶ岳東肩（標高 2000ｍ）は、

利用を第一義にした地種変更、再評価を強く望み

笠ヶ岳山頂直下となります。斜面を見上げれば独

ます。こままでは脆弱な植物相は、トレイルラン

特の色彩を持った蛇紋岩質の巨岩が今にも落石す

による靴底の「餌食」となり第ニの至仏山になり

るが如く、大きくせり出し自然の雄大さを見せて

かねません。高低差 750ｍ、往復 13.5km、約 9 時

くれます。標高 2000ｍでは高木層、亜高木層の樹

間のハードな行程でしたが、レジャーランド化に

木は全くなく、低木層もチングルマを除けば、ほ

向かう尾瀬について考えさせられる調査でした。

ぼゼロであり、草本層中心の雪田植生です。
笠ヶ岳周辺は多様な植生に支えられ、またその

ホソバコゴメグサ

密度も濃く、まさに「尾瀬らしい尾瀬」と呼べる
ところです。高山植物が極めて品質の良い（質お
よび植物の多様性である量）状態で残された自然
です。調査年は違うものの、私たち「素人調査」
でさえも厚みのある多様性は十分認識できます。
種同定ができなかったものも相当数ありますが、
確認できた植物種だけで累計 43 種にも及びます。
まさに生物多様性そのものと感じます。また移入

【半寄生植物】

種や外来種は全く確認されませんでした。

葉緑体で光合成を行うが、水やミネラル分を宿主から吸収

【特別保護地区の拡大を】
「尾瀬の自然を守る会」による提言書『二十一

する植物。根を宿主に差し込む。

＜参加者/5 名＞
伊藤佳美、大山昌克、小鮒 守、須賀邦雄

世紀に引き継ぐために—尾瀬の保護についての提

高谷秀史

言―』（1985 年）では、この笠ヶ岳一帯（第一種
特別地域）を特別保護地区にするよう提言されて
います。しかし本年（2022 年）改定された「尾
瀬国立公園管理運営計画書」では、地種変更はな

＜参考資料＞
1.

―自然保護運動 25 年の歩み―上毛新聞社.1997.

されませんでした。
「至仏山・笠ヶ岳西域学術調査報告書」（群馬県

2.

本海要素、蛇紋岩地要素、北方系要素がフローラ
を構成し、この狭い範囲内でも二百数十種の植物

須藤志成幸.「笠ヶ岳（尾瀬地域）」尾瀬の自然保護
第 5 号.1982.群馬県.

/1990 年発行）や「尾瀬の自然保護第 5 号」によ
れば、全体的に至仏山のフローラと同じであり日

編著.尾瀬の自然を守る会.「尾瀬を守る」

3.

尾瀬国立公園管理運営計画書.（環境省 HP）

4.

第 20 回 尾瀬国立公園協議会（令和３年度）資料
（環境省 HP）
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■群馬側（最終）活動報告

【裸地化回復事業】
「アヤメ平」では 10 名ほどの作業員が移植し

担当理事 小鮒 守

た株や種まきをした土壌が流されぬように、ムシ

担当理事 須賀邦雄

ロを掛け、竹釘を土壌に差し込む作業も行ってい

2022 年 9 月 16～17 日/晴 最高気温 21.7℃

ました。毎年、群馬側担当理事にリードいただき、

群馬側活動の最終日は、植生の回復状況を観察

アヤメ平の状況をウオッチしていますが、今年も

するために「アヤメ平」に向かいました。アヤメ

引き続き作業を継続していました。

平は粘度の弱い溶岩により形成されたため、山頂
部分が平たんとなっており、成層火山の燧ケ岳と
は趣が全く違います。
【アヤメ平行き】

＜回復事業用の竹釘＞

植生復元は 1966 年に群馬県によって始められ、
今年で 56 年目です。1969 年からは主に尾瀬林業
が泥炭ブロック移植などを試みましたが、泥炭の
流失でなかなか回復は進みません（泥炭の堆積は
1957（昭和 32）年に、戸倉から富士見下まで

年 1ｍｍ）。尾瀬保護専門委員の大変なご努力の

直通バスが開通され「アヤメ平」は人気のコース

お陰で、破壊された湿地は回復途上であり「緑化」

となりました。アヤメ平を訪れるハイカーは、山

は進みました。しかしながら元の種の植生の戻る

頂景観を楽しみ、また尾瀬ヶ原方面（長沢新道）

には、まだ数十年はかかるとの見方もあります。

行き分岐として人気のコースでした。＜戸倉/鳩

アヤメ平の「破壊の主人公」であった当時 20

待峠間の車道完成は 1963（昭和 38）年＞

～30 代の若者男女は、いまは立派な高齢者とな

地塘、雄大な燧ケ岳、至仏山、高山植物の絨毯

っているのでしょうが、少なくとも数十年間の時

そして 360 度の視界は「天上の楽園」とも呼ばれ

間や莫大な回復事業費用という「環境負債」は今

ていました。当時「アヤメ平」では開放感の中、

の大人たちおよび次世代の人の「ツケ」となって

フォークダンス、草野球やビニールシート（当時

います。

の流行り）を敷いてランチに興じるなど（いま様

【環境負債】

の言葉で言うと）「多目的イベント会場」として

行政は尾瀬沼をカヤックの競技場にして、外国

自由に使っていました。

人を呼び込もうと目論んでいることを耳にしまし

入山者による植物の踏み付けによる裸地化が一

た。特別保護地区、特別天然記念物を道具（イベ

斉に始まります。泥炭の表層は雪解け水とともに

ント会場）にした「一発、賭けに出る」経済行為

流れ「天上の楽園」は、瞬く間に破壊され荒廃は

は昭和時代の発想です。ぜひ止めるべきであり、

加速度的に進みました。研究者によれば、過剰な

どうしてもカヤック事業をやりたいのであれば、

ハイカーにより泥炭上部は登山靴で踏まれ、雪解

どこかのダム湖でやっていただきたい思いです。

け水による泥炭流出が続き竜宮周辺約 20ｃｍ、

瞬時にして第ニのアヤメ平のようになることは経

アヤメ平 15ｃｍの土壌が削られたそうです。

験知として明らかです。環境負債という「ツケ」
7
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を子どもや孫に残すのではなく、尾瀬のすばらし
い自然をそのまま残してあげませんか。

〇福島側（第３回）活動報告

不法投棄のために穴を掘り土壌で覆ったものの、
豪雨で土壌は流され地表に露呈した「昭和の負の

福島側担当理事 鍋山 智之
７月９日（土）天気 曇り時々晴れ 気温 18℃

遺産」が未だ尾瀬の森には多々あります。観光資

（御池 7:30）

源でもある尾瀬の自然環境を破壊し、観光自体が

当日朝着となったメンバー３名を加え、御池バ

成り立たなくなる日は、そう遠くない将来やって

ス停付近でいつものように机を出し、入山案内・

来ると思います。（以下、写真は長沢新道）

自然観察・バス添乗解説などの活動開始。

＜長沢新道＞

散乱する古臭いガラスビン

ニッコウキスゲが咲きはじめた週末であり、入
山者の増加を期待したが、思ったほど 車も人も
増えない。駐車場は７時半の時点で４割程度であ
った。バスの乗車券を求める入山者が、ネットワ
ークの机の前であれこれと質問。メンバーは適切
なアドバイスをしていた。
入山者のほとんどは尾瀬沼往復の少人数のグル
ープ。一割程度が燧ケ岳と燧裏林道へ入っていっ
た。11 時近くには入山者も減り、机を片付け尾
瀬沼方面へと自然観察に移動。沼山峠バス停から、
オオカメノキ・ギンリョウソウ・ゴゼンタチバ
ナ・アカモノなどを観察しながら樹林帯を大江湿
原へ向かう。

樹木に食い込むボロボロのビニール

参加者 8 名
＜伊藤（ア）
、伊藤（佳）
、大山、小鮒、須賀、
鈴木（恵）、高谷、西田＞

緑一色の湿原へ入ると、ニッコウキスゲやレン
ゲツツジの黄や赤が鮮やかに目立った。足元には
タテヤマリンドウが日の光を浴び、一斉に花開き
入山者を歓迎。ニッコウキスゲはまだ湿原全体の
3 割程度。開花直前の花径がかなり立ち上がって
いた。よく見るとシカの食痕のある茎もあったが、
シカ柵の効果があるのか、ここ数年より確実に増
8
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えているように感じた。あと一週間後くらいには

【まとめ】

かなりの開花がみられそう。湿原では、トンボソ

大江湿原のニッコウキスゲが開花し多くの入山

ウ・サワラン・茎が伸びたショウジョウバカマ・

者を期待していたが、期待したほどの入山者はな

イワカガミ・ハクサンチドリ・ヒオウギアヤメ・

かった。駐車場のゴミも少なく、清掃活動は実に

カキツバタ・オゼヌマタイゲキなどがみられた。

簡単であった。

13 時に尾瀬沼ヒュッテ前で昼食、その後ビジ

新コロナ感染拡大で一時中断していたバス添乗

ターセンターを訪問。新しくなった館内をゆっく

解説も順調にこなすことができ、乗客に尾瀬につ

りと展示物を見て学習する。展示物や展示方法が

いての最新情報を伝えることができ「ほっ」とし

少し変わり、混雑を避けながら鑑賞できるように

ている。帰路の道の駅で、添乗解説を聞き尾瀬沼

工夫がしてあると感じた。

往復をした方が「入山前に聞いていてよかった」

14 時半に帰途につく。沼山峠の休憩ベンチ付

と感謝の気持ちを伝えていたのが印象的であった。

近で女性が木道に座り込み動けない状況。数人の

不安定な天気予報であったったものの、雨にも

グループで、85 歳の女性が尾瀬沼からの帰りに
転倒、怪我はしていないようであったがショック

会わずに無事故で活動を終えることができた。
我々ネットワークの活動も順調に軌道に乗り出

で歩けない。意識はきりしており仲間が救急手配

した。

をしたとのことで我々は下山続行。途中で迎えに

参加者 ７名 ＜磯野、磯部、佐々木、

行く救急隊とすれ違った。その後、隊員に背負わ

高橋（絹）、円谷、刀 、鍋山＞

れて下山してきた。我々は 15 時半ひのき屋着。
「燧の湯」は落雷で臨時休業、「駒の湯」で入浴。

〇感動と希望のニッコウキスゲ

７月 10 日（日）天気 曇り時々晴れ 気温 19℃
御池で 7 時活動開始。駐車場は４割程度埋まる。
昨日同様バス停付近に机を出し活動開始。バス添
乗解説も行った。活動の合間にスモウトリ田代や
御池田代で植物観察。５月 14 日の活動時には殆
ど残雪で覆われていたが、今は湿原植物が生い茂
り緑一色になった。その中でレンゲツツジの赤と
わずかなニッコウキスゲの黄色が目立った。
団体バスが 1 台入り、約 20 名がシャトルバに
乗り込む。その後入山者も少なくなり、片付けて
御池から下山する。途中「中土合公園」へ立ち寄
り、桧枝岐本村が一望できる中土合山へ登る。ひ
のき屋近くにありながらなかなか登る機会がなか
ったが、展望台もあり良い眺めであった。

指導員 高橋 絹江
お天気に恵まれた 7 月 9 日、10 日と福島側の
活動に参加しました。両日とも 7 時頃からテーブ
ルを広げリーフレット、子供たちに大人気のオコ
ジョの写真、ピンバッジ等を準備、駐車場付近の
ごみ拾い（少ない）。昨年はできなかったバス添
乗解説（私は、臆病でまだ未経験）やリーフレッ
ト配布などを行いました。
リーフレットを配りながら入山者からの照会に
対応、大半はバスの発車時刻や切符売場に関する
ものですが、親切に対応。そうは言っても、中に
は、燧ケ岳に今の時間から登り始めて大丈夫かと
か、尾瀬沼周辺について質問もあります。私一人
での回答に不安がある時は、先輩方に助けていた
だきます。木道の様子や咲いている花々について

12:30 桧枝岐の「道の駅」食堂で昼食・解散、
それぞれ帰途についた。

のお話で入山者とコミュニケーションが取れた時
は嬉しくなります。花の名前や尾瀬の知識を深め、
9
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いずれバス添乗解説もできるようになればと思い

でお会いした救急隊の方には、グループのおおよ

ます。

その場所（木道についている番号）や状況をお話

９日の活動で記憶に残る出来事がありました。
４人の中高年のグループの

ししました。３度救急隊の方にお会いしたので不

皆さんにリーフレッ

思議に思っていましたが、下山してみると救急車

トを配布したところ、お一人（後でわかったこと

が２台止まっており同一グループに関係するもの

ですがご高齢のご婦人）が、私に「お世話になり

とわかり納得。ご婦人は救急隊員におぶさり無事

ます」と何度もおっしゃっるので、大変恐縮して

下山。

いました。活動終了後、私たちも尾瀬沼まで散策
をしました。

登山できる年齢は、人それぞれだと思うが、平
坦な大江湿原や尾瀬沼まで行くのには、峠を越え
なければならないので人によっては簡単なハイキ
ングというわけにはいかないし、またいつもは元
気なのに体調が悪い場合もあるので、時には登山
を中止する勇気も必要かと思います。私は、この
ような場面に遭遇したのは初めてで、改めて山の
怖さを知るとともに、自分の健康管理、体力作り
の重要性を実感した出来事でした。

大江湿原に踏み入った途端に「ウワー、きれ
い！！」（木道は踏み外さず）、ワタスゲ、ニッコ

オオハンゴンソウ駆除活動報告

ウキスゲ、ヒオウギアヤメ、レンゲツツジのコラ

福島側担当理事 鍋山 智之

ボレーションに目を見張りました。特に花芽を付

日時 令和４年７月３０日（土）９時～正午

けたニッコウキスゲが近年になく多く、1 週間前

参加者５名/ 磯部、佐久間、刀 、鍋山、渡邊文子

に見ておられた円谷さんから話は伺っていたもの

〇活動内容

の、改めて私たちに未来への希望を与えてくれま

３０日（土）天気 曇り時々晴れ 気温 18℃

した。新しいビジターセンターを見学し、ニッコ

桧枝岐村小沢平登山口付近で除去作業

ウキスゲ復活の予兆に気持ちも高揚大満足の中、

7:30

桧枝岐「道の駅」に集合し、自家用車

復路沼山峠途中の休憩所まで来たところ、山道右

に４人が同乗して小沢平へ移動。鍋山は御池で別

側に男性、左側には朝お会いしたご婦人が座り込

グループの２名を乗せて現地へ。

んでいるではありませんか。私と目が合うとご婦

8:30

小沢平着（参加者は以下の約 50 人）

人は、挨拶をします。男性は、「女性が途中で転

尾瀬保護財団・福島県・環境省・森林管理署・尾瀬ビジ

び臆病になって歩けなくなり、男性 2 人で両脇を

ターセンター・桧枝岐村・尾瀬桧枝岐案内人の会・会津

抱えここまで来た。救急車を呼んだ」と説明。理
事長の「持病とか具合の悪いところはあります
か？」の問い掛けにご婦人は「身体のどこも悪い
ところはない」と言います。グループがまた少し
歩きだしたことから、ここはベテランの方（理事
長、鍋山さん、円谷さん）にお任せして、自分達

高原レジャーサービス（特非）ARS・尾瀬自然ネットワ
ーク・尾瀬パークボランティアなど。

9:00 駆除作業開始
事前に区分分けしたところを中心に、それぞれ
が移植ベラを持ち作業に取り掛かった。背丈も結
構伸びており、土も柔らかく根元を持てば抜きや
すかった。しかし、低いものは道具を使って根元

まで迷惑をかけることの無いよう歩き始め、途中
10
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から掘り起こさなくてはならず厄介であった。樹
林帯の中が多かったので、日差しが遮られ作業が
順調に進んだ。

11:00 シカ柵を見ながら大江湿原に入る。途中
でシカによる食害や、足元の高山植物など
説明をした。
11：30 作業終了。

12:10 ビジターセンター着。

最後に閉会式、そして記念撮影をして修了。

尾瀬沼ヒュッテテラスにて昼食。今回は参加者

〇

今年度あと二回駆除作業を予定しているが、

の昼食 25 名分は「ひのき屋」に依頼。昼食後、

参加者は「根絶させる」との気持ちで作業に当

元長蔵小屋付近の展望デッキにて燧ケ岳を眺め景

たった。一方では「セイタカアワダチソウ」同

観を楽しむ。その後ビジターセンター内を見学。

様にあちらこちらに広がるのではとも思いなが

参加者は尾瀬についての見聞を更に広めた。

ら・・・・・。ご苦労様でした。

13:30 尾瀬沼発、沼山峠駐車場へ戻る。
15:30 シャトルバスにて御池へ戻り解散。

参加者５名/磯部、佐久間、刀 、鍋山、渡邊文子

〇25 名の引率案内は、事故などを懸念したが無
事に下山できた。帰路にバテ気味の参加者 1 名

〇「賛助会員の日」山の日制定記念事業
尾瀬自然ガイド活動報告
福島側担当理事 鍋山 智之

出たが大事に至らなかった。この時期は紅葉に
はまだ早く、湿原は夏の名残や秋の草花が入り
乱れていた。リンドウ・シラタマノキ・アカモ
ノ・オタカラコウ・コオニユリ・トリカブト・

〇日 時 令和４年８月１１日（木/祝日）

ヤナギラン・ズダヤクシュ・サワギキョウなど

7:30 御池集合 通常活動開始 天気曇り 22℃

がみられた。

通常通り机を出して入山案内・清掃活動・自然観

〇25 名の参加者を迎えて 10 名が引率案内、
「山

察を行う。

の日」のネットワークの行事として安全に目的を

9:45 賛助会員 25 名を乗せた観光バスが到着。

達成できたことをうれしく思います。

3 班に分けてシャトルバスに乗り込む。車内では

〇＜参加者１０名＞

磯部理事長が尾瀬について添乗解説を行う。

磯野、磯部、佐久間、佐々木、佐藤（伸）、

10:15 沼山峠バス停到着。

庄司、高槻、円谷、刀 、鍋山

各班にネットワークメンバーを 3 名配置。準備体
操を終わった順に入山する。途中要所で説明を加
えながら大江湿原へ向かう。

〇特別研修活動報告
福島側担当理事 鍋山 智之
〇 ９月 10 日（土） 雄国沼へ
天気/晴れ 気温 28 度（猪苗代駅付近 10 時）
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・10:30 自家用車と磐越西線で、それぞれ参加

・10:00 弘法清水着。天気も良く、絶好の登

者が猪苗代駅に集合。自家用車三台に分乗し

山日和で大勢の入山者がいた。二つの山小屋売

「ばんだい道の駅」で昼食。その後雄国沼へ向け

店も営業していて賑わっていた。清水から山頂

て出発。順調に進んでいたが、シャトルバス運行

へは通常 20 分程度で行けるが登山道が狭く交

時の萩平駐車場の先へ進むとバリケードでなんと

差が困難、往復には大変時間がかかった。山頂

通行止め。シャトルバス運行終了後は林道終点の

も人でごった返しの状態であった。

金沢峠まで行けるはずだが、途中に通行止めの知
らせもなかった。
止む無く雄国沼での地形や自然観察を断念。裏
磐梯へ移動し五色沼散策に変更する。桧原湖畔の
五色沼散策路入り口から遊歩道を歩きはじめる。
車は毘沙門沼入口へ回送。約二時間程度かけ、散
策部隊は磯部理事長の解説を聞きながら自然観察
を行った。次に秋元湖の堰堤から自然観察を行っ
た。その後押立温泉「さぎの湯」へ移動
・17:30 夕食前、磐梯山や雄国沼などの火山に

山頂からは 360℃の大展望。残雪が見える飯豊

ついての勉強会。刀 光夫理事より資料を基に講

や朝日連峰、吾妻・安達太良・那須の山々。眼

義をしていただいた。

下には猪苗代湖や裏磐梯の湖沼群が目に飛び込

・18:30 夕食 食後にミニ懇親会を行う。明日

んできた。

の登山に備え 21 時に就寝。

弘法清水付近で昼食と休憩。充分に景観を堪能

９月 11 日（日）磐梯山登山（天気/晴 29 度）

した。

・6:15 早目の朝食。その後直ちに出発し猫魔

・13:00/下山開始・14:40/猫魔八方台駐車場着

八方台駐車場へ移動。予想していたように駐車

・15:30/猪苗代駅解散

場は沢山の車で埋まりつつあった。

□感 想

・7:30 登山開始、八方台出発。クマ注意の看

新コロナ感染でこの特別研修は二年連続中止、

板を見ながら樹林帯を進むとやがて中の湯跡。

三年目にしてようやく開催できた。感染も少し減

以前は山中の温泉宿として親しまれていたが、

少傾向がみられ、なんとか実施できることになっ

建物は朽ちはじめ廃墟となっている。温泉は湧

た。参加者は宿泊 10 名、日帰り 3 名であった。

きだしてはいるが、管理もなく荒れたままであ
る。1888 年の噴火前には磐梯山頂の北側に湯

雄国沼への通行止めは後日市役所に確認したと
ころ、8 月の大雨で通行止めになったとのこと。

治場が三か所あり、中の湯の南北に上の湯と下

研修実施に向けての直前の調査漏れであった。

の湯があったがあまり知られていない。噴火後

懸案だった特別研修は天候に恵まれ、全員元気に

は中の湯のみが営業を再開していたが現在は廃

磐梯山登頂を果たした。

業している。中の湯からは、火口壁の西側を登

〇＜参加者１３名＞

りやがて樹林帯を更に西側へ移動しながら弘法

磯部義孝、伊藤アケミ、大田原謙司、佐々木弘樹、

清水へ向かう。登山道の一部からは火口を望む

佐久間治光、庄司利則、円谷光行、刀 光夫、

ことができ、一部噴気も見えた。

高橋絹江、松前雅明、鍋山智之、
鈴木隼人（11 日参加） 鈴木友美（11 日特別参加）
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□今後の当会の活動日程

事務局だより

尾瀬のフィールド活動は終了したしました。ご

No

月

①

11 月

②

11 月

多忙の中ご参加いただきありがとうございました。

主な活動

11/6（日）第 1 回理事会
（Web 対応/18：30～）

11/11（金）緑の地球防衛基金「研
究・活動報告会」14：00～
「エコプロ」出店

〇2022 年尾瀬の「冬・夏」のふりかえり

③

12 月

＜12/6（火）資材搬入＞

「尾瀬沼」の降雪は 2021 年 12 月より始まり、

10：00～17：00

12 月末には積雪 172cm、2022 年 1 月末には 2ｍ
④

1月

した。そして 5/29 日が今季の消雪日となりまし
⑤

2月

⑥

4月

【単位：cm】

2022 寒侯年

最大積雪深

最低気温

降雪量

桧枝岐

303

-15.4℃

1200

鳩待峠

258

-15.2℃

欠測

尾瀬沼

332

欠測

欠測

夏季気温

ま」を伝える＞出展
期間 2023 年 1/21（土）～2 月中旬
群馬県立自然史博物館

た。
（鳩待峠の消雪日は 5/12）
降雪/積雪

東京ビックサイト東館

2022 年度＜『ぐんまの自然の「い

を超え（223cm）、3 月 7 日に 332cm を記録しま
した。平年より 1ｍ近く積雪の多い冬季となりま

開催期間：12/7（水）～9（金）

(富岡市)

第 2 回理事会
2 月上旬予定（開催地/未定）
2023 年度通常総会
2023 年 4 月中旬予定（開催地/未定）

編集後記
最近の 2 年間は、スケジュール通りに活動が出

気象庁の 9/1 発表によれば、2022 年日本の夏
季平均気温は統計開始（1898 年）以降、2010 年

来ず、隔靴搔痒の思いでしたが、2022 年は徐々に
ですがフィールド活動は進みました。

に次いで 2 番目に高い気温となりました（平年比

世間が感染症で苦しんでいる中でしたが、尾瀬

+0.91℃）。尾瀬の計測データも、同じく記録更新

の特別保護地区に国立公園満喫プロジェクトが土

に近い高温の状態が続きました。

足で入り込んできました。尾瀬国立公園協議会で
は、はっきりと「新しい滞在環境作りや、インバ

2022 年 6～9 月

夏日 25℃以上

真夏日 30℃以上

ウンド受け入れ体制拡充のため」と議事録に表記

尾瀬沼 1660ｍ

32 日

0日

されています。この会報が手元に届く11月には、

尾瀬ヶ原 1400ｍ

50 日

4日

一部の山小屋は改築工事が始まり、2024年度まで
にこの「滞在環境等上質化事業」を行うことが公

2022
最高気温

過去の記録（日数）
夏日

真夏日

最高気温

尾瀬沼 1660m

28.6℃

33

0

28.7℃

尾瀬ヶ原 1400m

32.2℃

52

16

33.2℃

表されました。うたい文句である「普遍的自然価
値」を損なわずに、大きな工事が出来るとでも思
っているのでしょうか。また沼尻の不法投棄物に
ついては、「知らぬ存ぜぬ」のようです。
（大山）
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2022 活動スナップ写真
残雪調査

2022 尾瀬アカデミー（スナップ写真）
撮影/0425

オオバン

ノビタキ
オオハンゴンソウ駆除

撮影/0730

撮影/尾瀬沼 2022/1009

NPO 法人

尾瀬の環境調査

撮影/0917
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2022 年 11 月 20 日

誠一

■本部事務所（事務局）
〒969-0402 福島県須賀川市仁井田字大谷地
378-1

info@oze-net.com

電話/0248-76-1365

Fax/0248-72-5865

＜電話番号が変更になっています＞
■群馬支部
〒371-0846 前橋市元総社町 2－21－12 小鮒方

また、尾瀬でお会いしましょう！

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