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何度か入浴しておりました︒
研 修会は︑ 岩手大教 授土 井先生

好天に恵まれた八甲田
の峰々は錦繍の衣を纏い

﹁４地区ＰＶ合同研修会に参加して﹂

田村 正美

ジターセンターに於いて︑４地区合同研

日︑岩手県雫石町の網張ビ

演で︑私達の活動場所 である八甲

修会が開催されました︒

・

容姿を競い合った草原は草紅葉

田山も火山ですから︑ 活動度が違

十 和 田 八 甲 田地 区

８月

で黄金色に染まっています︒

うとしても︑かなりの 興味を持っ

仙台事務所や各地区保護官事務所８名を

の﹁秋田駒ヶ岳火山の お話﹂の講

十和田八甲田地区は全国で指

て拝聴しました︒あの 悲劇的な火

名の他︑環境省

折りの秋の行楽地ですから︑今秋

含め︑計

名が参加しました︒

１０

日午後からは︑岩手大学教授の土井

湯ＩＣでのお客様への案内や説

んが満足して頂ける為にも酸ヶ

では︑どのような警戒 態勢を作れ

の収集体制が完璧と云 えない現状

して講演してくださいました︒

宣夫氏が﹁秋田駒ヶ岳・火山の話﹂と題

て下さいますようお願い申し上

健康に留意され︑積極的に参加し

すから会員の皆様には︑日頃より

寒暖の差が激しくなる季節で

◆交流会は隣接の休暇 村で行われ

て支援している事でした︒

区の学校登山にＰＶが ガイドとし

れていて︑特に注目し たのは︑地

創意工夫でもって連絡 会が運営さ

次 に各地区 の活動発 表が 有り︑

後解散となりました︒

雨で中止となり︑休暇村前で記念撮影の

観察会が予定されていましたが朝からの

各地区の活動報告の後︑宿泊先の休暇

い解説もあり︑とても勉強になりました︒

御岳山噴火にも触れ︑公表されていな

げます︒

ました︒地酒をたしな みながらの
情報交換でしたので盛会でした︒

きました︒次回は八幡平地区で開催予定

今回は他地区の参加率の高いことに驚

翌日は岩手山裾野の鞍掛山８９７ｍで

村で交流会が実施されました︒

■十和田八幡平国立公園ＰＶ合同

翌 日は鞍掛 山登山の 計画 でした

研修会・交流会
今年度は︑岩手山地区ＰＶ連絡

が︑残念ながら雨天中 止になりま

ですので︑奮って参加しましょう︒
協議会が担当で実施され︑私達の

来 年度は︑ 当地区か らの 参加が

した︒しかし︑収穫が 沢山の研修
◆合同研修会は網張ビジターセ

もっと多くなることを お願いした

地区からは︑十名が三台の車に分

ンターで行われました︒私は︑こ

いと存じます︒
︵事務局︶

会でした︒

ております︒

るのか考えさせられました︒

憶もあり︑火山活動に 対する情報

山活動を起こした木曽 御嶽山の記

始め︑高山植物の花々が

３０

も沢山の旅行客が訪れる事でし

２９

明等の活動は貴重なものと考え

ょう︒当地へおいでになった皆さ

７５

乗して参加しました︒

このビジターセンターは初めて
訪れましたが︑隣の温泉施設には

･

-1-

２９
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﹁井戸岳植生復元作業報告﹂
雅之

■今回のＰＶ合同研修会は︑秋田駒
ヶ岳火山活動についての講演で︑と
ても興味深い内容であった︒
山︵

2009

気象庁火山噴火予知連絡会では︑
日 本 の活 火山 の 中か ら

■□
･･
月

・

月以降の活動予定 □■

日︵日︶

◆﹁薬師沢・田代湿原ロープ撤去﹂
★

･･･

分 酸ヶ湯ＩＣ集合

日まで

９時 八甲田温泉前駐車場集合

★薬師沢ロープ撤去 ８時

★田代湿原 〃

月

周年を祝う会﹂

月７日︵土︶ 会場・酸ヶ湯温泉

矢板︑杭の打ち直しグループに分

調査作業開始︒調査区と実験区︑

和である︒全員が揃ったところで

に出ると風も無く︑絶好の調査日

うだ︒小休止して汗を拭う︒鞍部

山者はこの時期にしては少ないよ

は出発︒毛無岱経由ですれ違う登

羽の国︵十和田湖を指す︶から灰が

ては西暦
915年に京都延歴寺の僧
侶の歴史書﹁扶桑略記﹂の中で︑出

いて︑十和田湖の火山活動記録とし

山と恐山がＣランクに分類されて

山︶と十和田湖がＢランク︑八甲田

◆青森県では岩木山︵※常時観測火

３ランクに分類している︒

石ヶ戸〜子ノ口までの歩き

★奥入瀬石ヶ戸 ９時集合〜

お待ちしております︒

お祝いする会です︒会員の皆さん多数の参加を

周年を記念 ･

かれて現場に向かう︒調査区毎に

降ってきて︑二寸積もったと記録さ

２０

★

月

日︵土︶

時終了

月８日まで

ーン作戦の中止連絡の対応につきまして︑参加予定

事務局まで連絡願います※

日酸ヶ湯クリ

最 近 では 平成 年 ︵ 3.11
︶ 震 災以
降︑八甲田周辺及び大岳山頂直下付

の皆様にご迷惑をおかけし︑お詫びいたします︒

１２

１７

☆ 新規 で欲し い 方は

円︶
500

︵上張 りシ ール で作成 中 ※無料

日井戸岳植生復元作業及び

ている区も見られた︒風の影響︑

近等で微小な火山性地震が増加し︑

態であるという︒

★９月

土壌の安定への配慮が課題と思わ

★ＰＶ連絡会のネームプレートについて︑更新が必要

︻事務局から︼

■ 各活動参加申し込みは各地区連絡担当係まで

★申込み締め切り

１２

◆﹁奥入瀬クリーンハイキング！﹂︵自然公園財団主催︶

★詳細は同封案内文書をご覧下さい

植生状況を調べてメモしていく

１４
山体の膨張を示す地殻変動が観測

れる︒

の調査区では流失して種が半減し

１１

１１

なため現在作成中です︒後日配布いたします︒

明らかな区がある反面︑西側斜面

れている︒また︑北八甲田山におい

★秋季研修会に併せＰＶ連絡会発足

★

◆﹁秋季研修会＆ＰＶ連絡会発足

★申込み締め切り

３０

畑
８月８日 土
( ︑
) 県南から小雨模
様の曇り空を抜けて酸ケ湯ＩＣ
分集合︒酸ケ湯は暖かい日

年選定︶を対象とし︑今後 100
年程
度の中長期的な噴火の可能性およ

１５

８時
差しで大岳にも雲はない︒環境省
から４人︑ＰＶから６人の参加︒

１０

が︑ミヤマヤナギ︑ミヤマハンノ

び社会的影響を踏まえ︑Ａ Ｂ
･ Ｃ
･の

１１

キ︑タカネノガリヤスなど繁茂が

分に

２０

１０

１８

ては過去 6000
年間に少なくとも８
回の噴火活動があったとされるが︑

挨拶と作業内容の確認後

４７

されていたが︑現在は落ち着いた状

晴れた空︑東下に雲海が広がり︑
穏やかな日和の作業日でした︒
◇
･◆ ◆
･ ◇
･◆ ◇
･◆ ◇
･◆ ･

２３
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３５

１０

１１

３０

