十和田八甲田地区パークボランティア連絡会

2012 年 8 月 13 日

十和田八甲田地区

パークボランティア連絡会
第８６号 会報

事務局（発行者） 阿部幸子
青森市中佃 2-15-5
Tel・Fax 017-741-8068

E-mail pv.0514@ruby.plala.or.jp

◆◇ 活動報告 ◇◆
･････

明子︵十和田湖休屋︶

﹁夏休み予習企画！十和田湖プチ研究〜﹂
吉崎

･････
の感じ方︑見方に驚く︒

２つ目は﹁小鳥探し﹂︒小鳥のぬいぐ

るみ︵スズメ︑エナガ︑シジュウカラ等︶

をエリアに隠し︑徐々に距離を縮め︑５

日︵日︶︑十和田湖・生出キャンプ

場で開催された︑環境省主催による観察会

分間で探してもらう︒すぐ見つけられる
こでもそれぞれでした︒

へ︑サポート員として参加︒今回の参加者は
名で実施

人︑双眼鏡を使ってもなかなかの人︑こ

他︑環境省３名︑ＰＶ５名の総勢

マアカガエルを男の子が発見︒後方をサ

３つ目エリアの湖畔に向かう途中︑ヤ

当日の天気は﹁やませ﹂の影響で︑十和田

ポートしていたＭ氏？ の行動が気にな

されました︒

湖の外輪山はすっぽりと雲に覆われ肌寒か

れを見て逃げる人︑興 味を示す人あり

る︒やっぱりにっこり笑い捕まえた︒そ

十和田湖の風景であった︒

つ目は﹁十和田湖の成り立ち﹂で︑イラ

で︑また爬虫類ファンが誕生でした︒３

策開始︒参加人数が少なかったので一班編成

ストを使い順番を当てるクイズ︒カワウ

時 から散

とし︑講師は環境省ＡＲ種村さんが務め︑Ｐ

を見てもらうため設置 していたフィー

分 からの 開会式の 後︑

Ｖは補助員︒場内歩道をゆっくりと進みなが

ルドスコープに突然カ ワセミが登場し

９時

ら︑危険植物と類似植物︵ツタウルシとツル

賑わう︒続いて場内鎮守の森の説明︒

時半昼休憩︑炊事体験﹁ホットサン
ドつくり﹂
︒

時︑センターハウス内で
トラツグミ︶を見つけ︑鳴き声・生態等︑双

﹁まとめ○×クイズ﹂︒国立公園につい

バクロモジ︶の説明︒そして野鳥︵カケスと

アジサイ︶や︑香ばしい植物︵カツラとオオ

１０

ったけど︑そのうち陽も照り始め︑清々しい

１９

名︵小学生２名︑幼児２名含む︶で︑その

７月
２２

４０

眼鏡を使いしばらくの間観察する︒

１２
定され︑１つ目は場内樹林帯での﹁プチ植物

今回のアクティビテイ︵活動︶は３箇所設

てもらい

思う︒最後に感想とアンケートに記入し

ての問題もあり︑皆良く勉強頑張ったと

分閉会式︒身近な自然
調査﹂で︑１ｍ四方エリアの中の植物の葉の

に触れ楽しいひと時でした︒本日参加の

時
形４ケ以上を指定の紙に描いてもらった︒上

ＰＶの皆さん︑お疲れさまでした︒

１３
手・早い・エッ？︵アンパンマン︶それぞれ

１３

５０
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照子︵十和田市︶

日︵木︶
︑気温が高く蒸し暑い日︑環境省︑

氣田

﹁オオハンゴンソウ駆除作業に参加﹂
７月

﹁第２回井戸岳植生復元作業報告﹂
畑 雅之︵八戸市︶

他 の種数は 少なく ︑実験 区施工時 の植 生

把 握が十分 でない ことか ら︑今後 の調 査

の 基データ として 活用し ていくこ とに な

曇 り空 ︑風 の強 い肌 寒い なか での 調査

る︒

大岳上部は雲に覆われて全く

で した︒避 難小屋 で昼食 をとり︑ 午後 は

７月 日 金( ︑)酸ケ湯イン
フォメーション８時 分集合︒
姿が見えない︒環境省から挨

薬 師沢のロ ープ手 直しを しながら 下山 ︒

自然公園財団︑ＰＶの他︑十和田湖中学校の生徒さ
駆除場所は十和田湖畔宇樽部地区︒オオハンゴン

拶と作業内容の確認等があり

者は︑ウインドブレーカー︑

作業中︑どなたの顔も汗びっしょりでしたが︑中

打ち直しグループに分かれて現場へ︒強い風に煽

実験区の植生状況の調査グループと︑矢板︑杭の

◇◆ ◇
･･
･◆

年度の

％ に増 加 し て い る こ と が 確

認されました︒︵嶋村ＡＲ調査報告から︶

％ から

年度からの２年間で植物の分布面積が

調査では︑調査区面積８㎡においてＨ

は確実に現れてきています︒Ｈ

に 進ま ない 場合 もあ ります が︑ その 成果

場 所に 加え ︑天 候不 良等も あり 計画 通り

８ 年目 に入 りま した ︒作業 環境 が厳 しい

る 井戸 岳植 生復 元作 業︵調 査︶ は今 年で

◆ 私た ちが 重点 活動 として 取り 組ん でい

◇
･◆ ◇
･◆ ◆
･ ◇
･◆

名

ソウの株が大きく太く密集し︑作業開始時には︑
﹁今

まくって︑予定の時間より何と１時間も早く作業終

袖の長いシャツ姿である︒鞍部に出ると風が強く

学生の賑やかな声に元気を貰って作業する事が出来

られながら︑這いつくばうようにして︑植物の生

全員が揃ったところで作業開始︒昨年施工した

ました︒生徒さん達も汗を流し﹁部活より大変﹂だ

育を確認していく︒凍上で矢板・杭とも浮き上が
り︑地面との隙間が大きい︒固定に用いた角材︑

と笑顔で話されていました︒
中学生の参加はとても有意義な事と思う︒外来生

鉄杭も浮き上がり︑鉄杭に巻いた針金もスカスカ

から下を覗くと数株の緑が目に付く程度である︒

るがしっかり地面を覆っていた︒その僅かな隙間

実験区に用いた不織布養生マットは︑捲れはあ

した︒

に緩んでいる︒今回は取りあえず杭の打ち込みを

物駆除の必要性を家や他で話題にすることにより︑
駆除への裾
野が広まる
ものと期待
できます︒
暑い日の

タカネノガリヤス︑ヒメスゲ︑ミヤマキンバイ︑
シラネニンジン︑ハイマツなどを確認することが

さすがに下は暖かかった︒ 参加人数

毛無岱経由ですれ違う登山

分に出発︒

日中にはこの辺一帯の駆除は出来ないのでは ･･･
﹂と
人という人数で抜いて抜いて抜き
了です︒抜かれたオオハンゴンソウの束の山︑西洋

℃︑

大岳山頂︑井戸岳の上部も雲のなか︒気温は

人の参加者でした︒

３０

タンポポ始め︑種々の外来生物ってよくこんなに繁

思ったが︑総勢

んも初参加で総勢

２７

半袖では少々キツイ︒

４０

殖力が強いものだと︑いつもの事ながら感心したり︑

４０

あきれたりの作業でした︒

２０

１２

･

２１

２３

４０

出来た︒

７．５

作業︑お疲
れさまでし
た︒

３．１
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﹁南八甲田パトロール ︵７月

﹂
日︶

らぎ歩くことができた︒猿倉

◆新ＰＶ会員の和田さんから︑二日間活動に参加した感想を寄稿

南八甲田は厳しいコースと聞き︑
た が ︑途 中出 会っ た登山 者 は僅 か三 名

トップシーズン︑夏の好天の休日でし
７月

﹁ＰＶ活動に参加して﹂

していただきました︒ご協力ありがとうございます︒

不安ではあったが︑前々から一度は
︵駐車場で会った人を含めても四人︶だ

外来種の除去には︑種子の飛散前が最も有効で︑次回からは私も

温泉には五時半に無事到着︒

櫛ヶ峰へ登りたい希望があり︑思い
けでした︒自然保護と登山道整備につい

﹁根っこ﹂を掘り起こす用具として︑鎌・バール・小型のつるは

義昭︵平川市︶

切って︑櫛ヶ峰パトロールに参加し
ては︑いろいろ問題があるかと思います

し等を準備すべきと感じた︒いざ作業となると﹁よもぎ﹂との判

今井

た︒メンバーは六名︒私以外は南八
が︑今のままでは益々危険な道になり︑

別もつかず指導を受けながらの駆除作業でした︒

日︑
﹁オオハンゴンソウ駆除作業﹂に参加︒繁殖力の強い

§ §
§ ･･
§ ･･
･･
･･ §
･･ §
･･ §
･･ §
･･ ･･
和田 有平︵野辺地町︶

甲田へ何度も行ったことがあるベ

自然から︑人が閉め出されるのではと思

テランばかり︒

いました︒今回は同行の皆さんの協力・

スノートレッキングだけで︑夏場のコースは初めての経験でした︒

日は﹁井戸岳植生復元作業﹂に参加︒井戸岳登山は冬期の

猿倉温泉を午前七時に出発︒連日

支援のおかげで︑櫛ヶ峰初登頂という︑

酸ヶ湯の登山口から入山し︑やがて﹁毛無岱﹂の湿原に着くとそ

こは緑の絨毯が敷き詰められ︑環境保全のため木道が施設されて

翌

の晴天で︑ぬかるみも少なく︑矢櫃

貴重な経験をすることができました︒

後は道路を木や枝が塞ぎ︑木を跨い

り︑釘止めしたりしながら大岳避難小屋に到着︒早速ザックを置

おり︑途中の作業として︑この木道の滑り止めの木片を更新した

むと何度も木に頭をぶっつける︒樹

て仕事を進めたが︑雪等でほとんどの杭や砂礫止柵が抜けたり倒

されたりしており︑掛矢やハンマーを使って補修︒また︑植生復

元に使用されたネットは所々砂礫と共に流された部分もあった︒

作業中に登山客から﹁ご苦労様﹂と声を掛けて頂くと︑この補

修作業に理解を示されているのだなとの思いがして嬉しかった︒
◆好天の割には時々ガスがかかり︑あい

これまで登山道の木道や素晴らしい自然環境の維持管理に携わ

までロープの張り直しを行い酸ヶ湯ＩＣ前の登山口へ到着した︒

昼食後は大岳を経由し山頂で記念撮影︒下山途中︑仙人岱湿原
にくの登山となりましたが︑それでも

ラマの展望は無し︒ゆっくり昼食を
とり︑十二時四○分下山を開始︒

･

ってこられた諸先輩達の地道な活動に感謝し︑これから私がどれ

◇
･◆ ◇
･◆ ◆
･

途中見られた様々な高山植物に︑皆さ

して︑ご指導宜しくお願い致します︒

復路直後の急坂が肢に応えたのか︑

※ 若 杉さ んが 見つ けた地 獄 峠湿 原の 黄

だけお手伝い出来るかわかりませんが︑ＰＶの仲間と

アドバイスでペースを落とし︑休憩

色の花はトウゲブキかと思います︒

んとても癒されたと思います︒

念ながら山頂はガスのため︑大パノ

櫛ヶ峰山頂へ丁度十二時に到着︒残

れがピークに達するころ︑ようやく

こから山頂までは急勾配の山道︒疲

ッコウキスゲの群落に感動する︒こ

大きな湿原に︑木道が整備され︑ニ

き井戸岳の現場へと向かう︒各班それぞれの担当作業内容に従っ

本当に有難うございました︒
§
･･ §
･･ §
･･ §
･･ §
･･ §
･･ ･･

橋までは順調に進む︒しかし︑その

２６

木の密生している区間を過ぎると

だり︑潜ったり︒足元に注意して進

２７

筋肉痛で肢が痛みだす︒高田さんの

少し ガスってます

しながら進むとその後は痛みも和
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分〜

時

分

分

★９月
８時

分〜

時

分

分下山予定

日︵水︶酸ヶ湯ＩＣ前集合
時

分

時︵仙人岱〜大岳〜

日︵木︶酸ヶ湯ＩＣ前集合

分〜

写真を募集します！
･･

︻７月・８月の活動参加者︼ ･･･
･･･
◇７月 日︵日︶環境省主催観察会
日︵木︶オオハンゴンソウ除去作業

東島忠澄︑氣田貢︑山田賢一︑前田愛子︑吉崎明子
◇７月

夏堀四郎︑畑雅之︑東島忠澄︑氣田貢︑田村正美
馬渡和民︑和田有平︑氣田照子︑吉崎明子
日︵金︶井戸岳植生調査

前田愛子︑阿部幸子
◇７月

畑雅之︑猪股東策︑東島忠澄︑三浦英徳︑和田有平
日︵土・日︶櫛ヶ峰パトロール

下山順子︑前田愛子︑阿部幸子
・

日︶夏堀四郎︑福士昌武︑猪狩尚

◇７月
︵
︵

・

日︵土・日︶酸ヶ湯グリーンキャンプ

若杉隆彰︑髙田光明

日︶日下利明︑石渡武夫︑市川清一︑今井義昭
◇７月

夏堀四郎︑山本正教︑須藤良一︑小田川誠司
日︵土︶井戸岳植生調査

田村早苗
◇８月

畑雅之︑東島忠澄︑猪狩尚︑高橋昭憲︑田中定男

日︑平井憲治氏の逝去に

︻ＰＶ初代会長 故平井憲治氏を悼む︼

■然る７月

唖然とする︒

下さい︒

合掌

る氏の姿が偲ばれます︒

ら思慕する八甲田山を望み︑写真を撮

ました︒病に伏せる中︑県病の窓 か

Ｖ会報表紙に写真を提供して下さい

§
･･ §
･･ §
･･ §
･･ §
･･ §
･･ ･･
■今年２月︑闘病中にもかかわらずＰ

･･･前会長 大塚 晃

手をと思っています︒安らかにお眠り

で﹁平井先生﹂にお会い出来たなら握

決して遠くない将来︑霊界のどこか

あった︒

があり︑どことなく魅力のある人物で

の優れた持ち主であり︑独特なムード

職業柄ながら卓越した知識と独創性

であったように思える︒

うより︑
﹁平井先生﹂という存在の人物

ましたが︑会員の皆さんには会長と言

の逞しいナチュラリスト﹂と映ってい

倒見の良い人﹂﹁行動範囲が広く行動力

深めていたものです︒私の目には﹁面

頂き︑各所にお誘いを受けては親交を

任期当時は個人的にもよく目を掛けて

久しく疎遠になってはいたが︑会長

２０

◆◇ 環境省から ◇◆
･･

の上 を
) やＵＳＢ等で嶋村ＡＲまでお渡しください︒
もしくはＩＣ事務室内に置いていただいても結構です︒

︻提出方法︼写真データ タ(イトル・場所・撮影者を明記

あれば何でもＯＫです︒皆様のご協力をお願いいたします︒

９月に酸ヶ湯ＩＣにおいて︑パークボランティア写真展

時

■□ 九月の活動予定 □■ ･･
･･
◆ ﹁東北地区パークボランティア合同研修会﹂
〜

を開催したいと思います︒十和田八甲田エリアの写真で

時

・環境省研修会︵岩手県八幡平地区︶
★９月１日︵土︶
時

★開催場所 八幡平ロイヤルホテル
①講演会

時

時〜 交流会 ︵ロイヤルホテル宴会場︶

９時〜

★９月

◆ ﹁酸ヶ湯地区クリーン作戦﹂

８時

★９月７日︵金︶酸ヶ湯ＩＣ前集合

◆ ﹁井戸岳植生復元作業﹂

★参加費 6000
円 ︵一泊二食︶懇親会飲食代
★参加申し込み ８月 日 まで事務局へ

岩手山七滝コース 徒歩１時間

自然観察会︵八幡平地区ＰＶ主催︶

★９月２日︵日︶９時〜

④

③各地区活動報告

鹿角自然保護官事務所 福原自然保護官

②環境省による研修

岩手大学農学部 青井俊樹教授

﹁ツキノワグマと哺乳類﹂
︵仮題︶
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