
今年も各地から山開きの便りが聞かれ、尾
瀬でも5月20日に片品村「大清水登山口」で
尾瀬の山開きが、7月4日に桧枝岐村御池登山
口では燧ケ岳の山開きとにぎやかなシーズン
の到来です。
本年も 5月 28日より 10月 11日までの全

6回福島側での会津バス添乗解説等の入山指導
および裏燧入り口での定点指導、自然解説等
を実施致します。
さて、研修会では尾瀬を源とする会津地方

最大の河川、只見川をさかのぼる計画を立て
てみました。尾瀬からの１滴が創りだすわが
国最大級の水力発電地帯と渓谷沿いの秋を楽
しみながら尾瀬への路をたどります。

只見町と桧枝岐村は地図で見る限りでは隣
接し、隣村と言ってよいでしょう。しかし、直
接行き来する道路は１本もありません。人が歩
いて通る路さえも無い、山険しく、谷深く、近
くて遠い隣同志です。私は以前釣りに熱中する
釣りバカを２０年、その間一貫して只見田子倉
湖に通いました。船で大鳥ダムの下まで行き、
鯉、ウグイ、サクラマスそしてイワナを追い続
けた日々でした。
通い続けた理由は釣りばかりではなく、尾

瀬に劣らぬ大自然の魅力が沢山あったからです。
釣り糸をたらして、眺める浅草岳、晴れた日に
は山頂より佐渡島まで、さらに会津朝日岳・蒲
生岳と山頂からは会津の名峰磐梯山までの大展
望です。
研修会の泊まりは人情味あふれる会津の宿

となります。山菜料理と田子倉産のサクラマス
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の塩焼き、イワナの刺身と盛り沢山です。田
子倉湖は船で渡ります。船長は私が務めます
が、ご心配なく。安全運航でまいります。
かつての村人たちは役立たずのただ見るだ

けの川が只見川の名の由来だそうです。谷底
深く流れるため利用価値が無く、そのまま名
称になったのでしょう。
今では電源開発の手によってダム、発電所

が連なる一大水力発電地帯となっています。
田子倉発電所をはじめ、わが国最大の出力62
万キロワットの大鳥発電所の増設工事が昨年
終わり、日本一の水力発電所となりました。
今、必要不可欠な電力、地域首都圏の多様な
電力を補い、さらに広大な新潟平野の稲作地
帯を潤す母なる水の１滴は尾瀬に源を発しま
す。
私たちは尾瀬入山には裏燧以外は全て峠越

えで尾瀬に入ります。すり鉢のただ１ヵ所の
割れ目、それが只見川です。平滑、三条の滝
をへて奥只見ダム、大鳥ダム、田子倉ダムへ
と流れ、多くの発電所をへて阿賀川となり、
さらに新潟県に入り阿賀野川となります。
今回予定している研修会はその一滴を求め

て只見町からスタートします。9月18日午後
4時半に只見駅に集合し、ユビソヤナギ絶滅危
惧種自生地の観察を行います。翌19日は田子
倉ダム、大鳥ダム、奥只見ダム、小沢平をへ
て桧枝岐村へ向かいます。20日は尾瀬御池に
てバス添乗解説、裏燧入り口にて定点指導、
自然解説等を行う日程です。
なお、研修会では電源開発の専用道路の通

行となるため現在交渉中です。通行許可が下
りない場合には変更もあります。
この機会にぜひ只見さ、きられゃ。

(磯部 義孝)

2004年 4月 10日、大宮ソニックシティに
て NPO認定後初の総会が開催されました。
最初に各担当理事より 2003 年度の活動報

告が行われました。活動報告の中で、各現地
活動の参加者が固定化されてきてしまってい
ること、またそれに伴い参加者の平均年齢が
上がっていることが報告されました。自然保
護活動は長い年月継続して行う必要があるこ

とからも、尾瀬ネットの活動の歩みを止めるわ
けにはいきません。現地活動を継続させるには、
参加者が固定化されずに毎回新たなメンバーが
参加することで活動にも活気が出てくるのでは
ないでしょうか。今後は当会が主催する尾瀬自
然保護指導員養成講座を受講した方々が講座修
了で終わるのではなく、現地活動で養成講座で
得た知識を活用することが望まれます。

部制導入を承認
2003年12月10日発行の会報紙にて提案さ

れた部制の導入について審議されました。高橋
理事長より「本会も 2003 年 9月 4 日より
NPOとなり、今後は以前のように担当者が１
人ということではなく、責任もって対外的な活
動を行うにあたり、複数人による対応が必要」
と説明がありました。部制の導入にあたり反対
意見が出ることなく、全員一致で部制導入が承
認され、下記の者が各部へ配属されました。

調査・指導部 永島副理事長(責任者)、
 松前雅明氏、棚橋収氏
普及・事業部 磯部副理事長(責任者)、
 佐藤理事、山本理事、
 棚橋収氏
財政部 高橋理事長(責任者)、
 大橋理事、赤塚耐三氏
広報部 若松理事(責任者)、
 島上健氏

また、財政部内の会計担当が今まで大橋理
事が一人で担当していましたが、会計を同様に
強化するために赤塚耐三氏が加わることが承認
されました。
尾瀬ネットの活動は現地活動以外にも自宅

等でできる活動があります。現地活動に参加が
難しい会員の方は、各部へ参加してください。

ネームプレートとワッペンの
取り扱いについて

現地活動を行う際にいままで利用してきた
ネームプレートとワッペンの今後の取扱につい
て確認報告が行われました。概要は以下のとお
りです。

◎活動時に着用するネームプレートは写真
入りの形式に変更する。活動前にネーム
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プレート作成担当の若松に写真を送付し、
活動時に担当理事より配布する。

◎ワッペンは在庫がある間利用を継続する。
在庫がなくなった段階で再検討を行う。

現地活動希望者は最初の現地活動前に余裕
をもって若松まで必ず写真を送付し、新ネー
ムプレートの作成依頼をしてください。旧ネー
ムプレートは利用することがなくなりました
が、回収することはありません。くれぐれも
旧会のネームプレートを付けて活動すること
の無いようにお願い致します。

２００４年度活動計画
総会にて承認された本年度の現地活動およ

び日程は下記のとおりです。現地活動参加希
望者は担当理事までお申し込みください。

福島側入山指導 (担当理事:磯部、佐藤 (信))
第１回 ㈮ ㈰５月２８日　～３０日　
第２回 ㈮ ㈰６月１１日　～１３日　
第３回 ㈮ ㈰７月１６日　～１８日　
第４回 ㈮ ㈰７月２３日　～２５日　
第５回 ㈯ ㈪９月１８日　～２０日　
第６回 ㈯ ㈪１０月９日　～１１日　

群馬側入山指導 (担当理事:山本)
第１回 ㈮ ㈰７月９日　～１１日　
第２回 ㈮ ㈰９月２４日　～２６日　

尾瀬ヶ原シカ調査 (担当理事:坂本)
第１回 ㈯７月１０日　夜半
第２回 ㈯９月２５日　夜半

至仏山東面登山道、笠ヶ岳登山道調査
(担当理事:永島)

㈮ ㈰７月９日　～７月１１日　

指導員養成講座 (担当理事:永島)
室内研修 ㈯７月２４日　１３時～１７時
 東京都で開催
現地研修 ㈮ ㈰８月２０日　～２２日　
 尾瀬ヶ原で開催

全修協指導員派遣
㈪ ㈬５月３１日　～６月２日　、高橋 (喬)、田

中が担当予定

(若松 真)

2004年２月19日から23日にかけて東南ア
ジア最高峰の「キナバル山」(標高4,095ｍ)に
登頂し、世界遺産としてどのように整備され､
管理されているのかをかいま見てきたので報告
する。この報告が、ひるがえって、わが尾瀬の
現状はどうかを考えるうえで他山の石ともなれ
ば幸いである。
なお、ツアーのメンバーは 6人で、うち４

人は親族のグループ、残りの女性１人と私が単
独参加。それに添乗の女性を加えて全員で７人
だった。

<はじめに>
キナバル山は、マレーシアのサバ州 (ブルネ

イ)にあり、同国の「キナバル国立公園」(面積
7万5,400㌶　) の山岳地帯。ちなみにマレーシ
アには国立公園が10ヵ所、その他の公園およ
びオランウータン、テングザル、ウミガメなど
の保護区が12ヵ所ある。
位置を説明しておくと、フィリッピンの南、

北緯5°東経115°あたりの見当で、赤道が近
いため平地での気温は27℃～30℃と高温多湿。
標高900ｍまでの低地多雨林を中心に、哺乳
類約 200 種類、鳥類約 600 種類、昆虫約
3,000種類、植物7,900種類以上が生息してい
るという。

<２月１９日>
13:30に成田空港からマレーシア航空の直行

便(週２便)で、サバ州の州都「コタ・キナバ
ル(マレーシアでは首都クアラルンプールに次
いで第２の都市)」まで約 6時間飛び、19:30
(現地時間18:30)頃到着。市内のホテルに宿泊。

<２月２０日>
翌20日は6:30にベンツの大型バンでホテ

ルを出発、「キナバル国立公園」に向かう。コ
タ・キナバルのコタとは「町」と言う意味で、
「キナバル山の町」。日本で言えば「富士市」
とか「黒部市」といったところであろうか。
コタ・キナバルから 1時間ほど走ると、車

窓から「キナバル山塊」が見え隠れしてくる。
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なかでもキナバル公園をかすめてサンダカン
に至るこのルートのビューポイント「ラナウ
集落」からの「キナバル山塊」はスケールが
大きく、「ほんとうに明日登れるの？」といっ
た感じだった。
ラナウには、みやげ物屋が10軒ほど軒を並

べているが、取扱商品はほとんど同じ。した
がって、どこまで値引きするかが商売の決め
手のようだった。マレーシアの物価は、日本
のほぼ3分の1といわれ、モンキーバナナは
10～15本ほど実の付いた1房が1～2RM(リン
ギット、1RMは約 30円)くらい。完熟したの
を収穫するため非常に甘く、そのうえ衛生的
なので、こればかりおやつにした。
さらに 1 時

間ほど走って、
午前 9 時ごろ
コタ・キナバル
から北東へ約
88Kmのキナバ
ル国立公園管理
事務所 (標高
1,540ｍ)のゲー
トをくぐる。
管理事務所で予約を確認し、国籍、氏名、パス
ポート番号などを記入して入山料を支払い、グ
ループ認証番号、個人番号、氏名をプリントし
たIDパスを受取る。このパスは安全確認のた
めのもので、首から下げて山頂までのチェック
ポイント(2ヵ所) で登下山の際に提示する。登
山者は公園入園料15RMと登山許可料100RM
のほか、ガイド料とポーター料が必要。8人ま
でのグループ(1人でも)につきガイドを1人つ
けることが義務付けられており、9人以上 18
人までだと2人のガイドを依頼しなければなら
ない。もし25人のツアー登山なら 4人のガイ
ドを依頼しなければならない。1泊2日で下山
する場合、7～8 人グループで 1 人あたり
70RM。ポーター料は、1人10Kgまでで60RM。
管理事務所でガイドとポーター3人を紹介

される。いずれも山の民族ともいうべきドウ
ソン族の男性で、ガイドはガイド暦26年とい
うベテラン。「もう何回登ったか」と質問す
ると「数え切れないので覚えていない」との
こと。ガイドは総勢146人いるということだっ
た。ポーターはいずれもハイティーンと思わ
れ、今の日本の少年たちと比べてしまう。日

本ならいわゆる3Ｋ職場だといって、敬遠さ
れることだろう。
この日の目的地であるラバン・ラタ・レス

トハウスまでは登りずくめの約６ｋｍ。6～7
時間かかるので、11:00 過ぎるとガイドによっ
ては安全のため案内を断るそうだ。
ここにはキナバルに生息する動植物や地質

に関する展示のある国立歴史ギャラリー、キナ
バルの植物を集めた植物園があり、1日3回英
語またはマレー語のガイドがある。このほかネ
イチャー・ガイドウォークとか、スライドショー
などかなり活発に活動しているようだった。

(次号へ続く)

会費納入のお願い
2004年度の会費納入が確認できていない会

員には振込用紙を同封させていただきましたの
で、2004年度の会費(正会員3,000円・賛助個
人会員5,000円)振り込みをお願いいたします。
NPOとなり、利用口座を変更しております。
振り込み時には同封の振込用紙を利用してくだ
さい。
また、会費納入と同時にスポーツ保険 (年額

1,500円) 加入希望者の申し込みを受け付けて
おります。現地活動参加者はなるべく加入をお
願い致します。スポーツ保険に未加入で現地活
動にて怪我等された場合は自己負担にて処置を
お願い致しますのであらかじめご承知おきくだ
さい。スポーツ保険に関する問い合わせは事務
局までお願いします。

(会計理事 大橋文江)
新入会員
赤塚耐三(東京都)、坂本正英(千葉県)、
佐久間初枝 (福島県)、細山元 (福島県)

尾瀬自然保護ネットワークとは、既に解散した尾瀬
の自然を守る会の自然保護指導員の有志が１９９７
年３月に設立した「尾瀬の自然保護活動を実践」し
ている民間のボランティア団体です。２００３年９
月４日にＮＰＯとなり、改称されました。
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キナバル公園管理事務所
ここでIDパスをもらう


