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1999年度の活動について

　総会は２年に一度開催のため今年は総会を行わない年となります、よって昨年
の活動内容についてはこの尾瀬ネットワーク通信により報告させていただくこと
といたします。
　不景気の波に まれてしまったためか予定していた1999年度の活動が全て行え
なかったことが反省点とはなりますが、会員数が少ないながらも尾瀬のために活
動が行えたのではないかと思います。まだまだ幹事の行き届かない点が多々あろ
うかと思いますが、尾瀬のために会員の皆様の声を反映しつつ、幹事一同いっそ
うの努力をしてまいりたいと思います。会に対してご意見のある方は、事務局ま
たは活動時に参加している幹事までご意見をいただければ幸いです。

尾瀬自然保 指導員ネットワーク
1999年度活動報告

《１９９９年》

浅草にて第１回総会開催
会津バス田島営業所所 を表敬訪問( 橋(喬)、磯 )
東京で幹事会。( 橋(喬)、磯 、佐藤(信)、椎名、永島、本戸、
若松 が出席)
「尾瀬ネットワーク通信No.6」を発送(若松)
全修協に指導員派 ( 橋(喬)、椎名が参加)

第１回会津バス添乗 説(佐藤(信)(班 )、磯 、斎藤、坂本、
武、 若松の６名が参加)
第２回会津バス添乗 説(山本(班 )、磯 、斎藤、坂本、
佐藤(信)、 佐藤(英)、牧野、松村、深山の９名が参加)

第３回会津バス添乗 説(佐藤(信)(班 )、磯 、河野、斎藤、

森田の５名が参加)

第４回会津バス添乗 説(磯 (班 )、牛木、小野寺(利)、

小野寺(典)、 斎藤、坂本、武、松前、深山、山本、若松の

１１名が参加)

全修協に指導員派 (永島、本戸、若松が参加)

第５回会津バス添乗 説(若松(班 )、磯 、河野、斎藤、

佐藤(信)、 牧野、山本の７名が参加)

４月　３日
２８日
５月８日

８日
５月２６~

２８日
２８~
３０日

６月２５~
２７日

７月　９~

１１日

１６~

１８日

２８~

３０日

９月２４~

２６日
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第６回会津バス添乗 説(山本(班 )、坂本、佐藤(信)、

佐藤(英)、 橋(喬)、本戸、深山の７名が参加)

東京で幹事会。( 橋(喬)、磯 、牛木、小野寺(利)、椎名、

佐藤(信)、 永島、山本、若松が出席)

１０月　１~

３日

１２月１１日

《２０００年》
　

環境庁「シカ問題説明会」に参加(坂本、清水、永島、山本が出

席)

東京で幹事会。( 橋(喬)、磯 、牛木、小野寺(利)、椎名、

佐藤(信)、 永島、山本、若松が出席)

１月２２日

３月１１日

2000年度の活動 画について

　本年度の活動 画および日程が幹事会にて承認されましたのでご連絡いたしま
す。活動内容は以下を 画しております。本年度も各活動への参加のほどよろし
くお いいたします。

・福島県会津バス添乗 説
・群馬県側定点指導、観察会
・至仏山東面道実態調査
・第１回指導員養成講座開催
・桐生市教育委員会への指導員派
・全国修学旅行協会への指導員派

◎福島県会津バス添乗 説
　例年通り福島県側の活動として会津バス添乗 説およびアイドリング調査・ア
イドリングストップの呼び掛け活動を行います。本年度の活動日程は以下のとお
りです。

①　５月２６日(金)夜 ~ ２８日(日)昼
②　６月２３日(金)夜 ~ ２５日(日)昼
③　７月　７日(金)夜 ~ 　９日(日)昼
④　７月２０日(金)夜 ~ ２２日(日)昼
⑤　９月２９日(金)夜 ~ １０月１日(日)昼
⑥１０月１３日(金)夜 ~ １５日(日)昼

　福島県側の活動に参加いただける方は５月１２日(金)までに以下の項目を担当幹

事 磯 宛お知らせください。
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①参加が可能かどうか
②可能な場合

・参加可能な日
・それぞれの回の現地到着時間と到着日の夕 希望の有無

　宿泊場所は檜枝岐村、ひのきや(☎ 0241-75-2115) です。

■参加申し込み連絡先
〒962-0402 　 賀川市仁井田字大谷地371
磯 　義孝
☎　0248-76-4319　　 　0248-72-5865

◎群馬県側定点指導、観察会
　本年度から群馬県側でも定点指導を基本とした活動を行うことになりました。
設立総会時に承認いただいたように、会員の数が少ないために福島県側の活動に
注力してまいりました。しかし、群馬県側にお住まいの会員には参加が日程的に
厳しく、福島県側の活動へ参加を断念されていた方も多いと思われます。
　その様な方々にも今年より参加していていただけるものと期待しております。
活動日程は以下の４回を予定しております。

①　６月１６日(金)夜~１８日(日)昼
②　７月１４日(金)夜~１６日(日)昼
③　９月１５日(金)夜~１７日(日)昼
④１０月　６日(金)夜~　８日(日)昼

　活動内容は 待峠、大清水入山口での入山者向け入山指導、一般入山者への定
点ガイドや自然観察会、夜には最 問題視されているシカ問題の対応のために生
態調査を予定しております。
　群馬県側の活動に参加いただける方は５月１２日(金)までに以下の項目を担当

幹事 山本宛お知らせください。

①参加が可能かどうか
②可能な場合

・参加可能な日
・それぞれの回の現地到着時間と到着日の夕 希望の有無

　宿泊場所は片品村、第２回がプチホテル(☎ 0278-58-7052)、第２回以外が
一仙(☎ 0278-58-7005) です。

■参加申し込み連絡先
〒379-0129 　安中市下磯 274-4
山本　誠剛
☎　027-385-5458

◎至仏山東面道実態調査

　本年度の至仏山東面登山道実態 査は８月４日(金)~５日(土)の日程で行いま

す。別紙参照の上、担当幹事 永島宛にお申し込みください。
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■参加申し込み連絡先
〒367-0212　　埼玉県児玉郡大字児玉1324-8

永島　勲
☎/ 　0495-73-1032

◎第１回指導員養成講座開催

　昨年度も みましたが、準備不 により断念をしました指導員養成講座を本年

度は今から準備を整えて、開催し、私たちの仲間を増やしていきたいと思いま
す。募集要項は新聞、 誌への掲載を予定しております。問い合わせいただいた

方へ送付する案内を同封いたしましたので、お知り合いの方で私たちの活動にご

賛同いただき、ご協力いただける方に配布していただけると幸いです。

◎桐生市教育委員会への指導員派
　本年度も桐生市教育委員会より尾瀬入山前の中学生への事前学習のため、講師
の派 依頼が来ております。本年度は下記の日程で１校への講師派 となりま
す。

６月１７日(木)　14:00~15:00
広沢中学校 生徒数約８０名

現在上記１校ということなので、講師は担当幹事である永島を予定しておりま
す。

◎全国修学旅行協会への指導員派
　本年度も全修協より指導員派 の要請が来ております。現時点では日程、編成
される班の数が確定していないため、指導員派 要請に応じる旨を全修協へ回答
したことだけをご報告させていただきます。詳細がわかり次第、担当幹事の本戸
より連絡させていただきます。
　全修協は の い現地ガイドができる方を希望されているので、幹事の判断に
より依頼者を選ばせていただきます。現地での活動に参加していない方で、幹事
が力量の判断ができない方を全修協の講師に依頼することは難しいことを、ご了
承ください。

１９９９年度の活動費の補助について

　1999年度の活動に参加していただいた方々へ活動費の一 を補助することを予
定しておりましたが、会費以外の活動資金の手当てが予定していた額を満たせな
かったため補助費を捻出することが難しい状況となっております。よって1999年
度の活動費補助は一 に限ることを幹事会で決定しました。ご了承ください。
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２０００年全労済助成事業環境問題活動助成の応募について

　全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)は、1992年から共済事業の成果の
一 を広く社会に役立てたいとして、地球環境と生態系を守るという目的に沿っ
た民間の活動に対して助成を実施しています。
　今回、(財)日本自然保 協会　→　武　繁春氏　→　尾瀬ネットのルートで同助
成事業の応募案内、申込書を入手したので、必要事項を記入の上、２月１５日に
提出させていただきました。
　そのあらましについて報告しておきます。

・助成金の総額 ４０００万円
・１件あたりの上限 １００万円
・助成事業の実施期間 原則として１年間
・審査結果の通知 ６月中旬の予定
・助成金の交付 ８月の予定
・助成を希望した尾瀬ネットの事業

リーフレットの作成費 ２０万円
会津バス添乗 説参加者の自宅と現地間の交通費 ４５万円

　今後も活動に幅を持たせるためにも助成していただける団体へ援助の申し込み
を行っていこうと考えております。会員の方の中で有益な情報をお持ちの方は、
事務局までお知らせください。

会費納入のお い

　本年度の会費(3,000円)の納入は、同封の郵便振替用紙で早めにお いいたしま
す。
　尾瀬ネットでは尾瀬において活動中の事故に対して保障をする余裕がありませ
んので、本年度も「スポーツ安全保 (別紙参照)」に加入することにしました。希
望者は年会費振込時に年間保 料1,400円を添えて申し込んでください。なお、振
替用紙の通信欄に「生年月日」「年齢」を明記してください。

尾瀬自然保 指導員ネットワークのメイリングリスト開設のご案内

　最 では私たちのようなNGOの活動にインターネットの利用が増えてきてお
り、インターネットによる活動の成功例も聞かれるようになってきました。私た
ちの活動人数では活動範囲にも限りがあり、会員相互の情報交換が になってき
ていると感じております。尾瀬の情報は福島県側の活動の参加時に得られること
が多いのですが、現地活動への参加が難しい方々にはインターネットを利用する
ことで手軽に尾瀬の情報収集、現地活動をした方々が得た情報提供ができると確
信しております。
　インターネットの利用は尾瀬ネット設立時にすでに着目しており、会員相互の
情報交換の場としてメイリングリストの開設を考え、会員の方々がすでに取得さ
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れているメイルアドレスをお聞きしたところ、残念ながら一人という結果とな
り、インターネットの利用を断念しておりました。しかし、最 では数人の方が
メイルアドレスを取得していることをうかがっており、ついに尾瀬ネットのメイ
リングリストを活用する時期に至ったと判断し、運用を開始いたしました。
　尾瀬ネットのメイリングリストのメイルアドレスは以下のところになっており
ます。

oze_net@mac.com

　メイルアドレスをお持ちの方はぜひご参加いただき、情報収集、情報交換の場
として利用していただけることを っております。
　メイリングリスト参加希望者は若松まで 子メイルにてお申し込みください。
現在インターネットを利用されていない方で興味のある方、ご 問等お受けいた
します。

■尾瀬ネットメイリングリスト参加申し込み連絡先
〒146-0085　　大田区久が原4-19-15-202

若松　真
☎　03-5748-5017
E-mail:　makoto@sm.sony.co.jp

使用済みテレフォンカード送付のお い

　緑の地球 基金(大石　武一会 )が使用積みテレフォンカードを集め、植林の
費用の一 に活用しています。当ネットワークでも緑の地球 基金の活動に協
力するために使用済みテレフォンカードを集めることにいたしました。最 では
携帯 話の普及によりテレフォンカードの収集が難しくなってきておりますが、
ぜひ使用済みテレフォンカードを担当幹事である 橋(喬)へお送りください。

■使用済みテレフォンカード送付先
〒265-0061　　千葉市若葉区 根町934-4

橋　喬
☎/ 　043-228-1448

事務局からのお い

　個人で尾瀬に入山をする場合、尾瀬自然保 指導員のワッペン、ネームプレー
トを着用し、他の団体への活動に参加することは避けるようにしてください。
　事務局へ当ネットワークのネームプレートをつけた方で入山者への接し方に問
題があるとクレームが寄せられております。他の団体で活動を希望される方で尾
瀬ネットのワッペン、ネームプレートの利用を希望される方は事前に幹事へ連絡
の上、了 を得るようにしてください。

(発行人： 橋　喬、広報担当：若松　真)
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