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７月

日︵土︶
︑

井戸岳植生復元作
業が予定通り昼で
終了する︒この日
は強風と大岳山頂

◆◇ 活動報告 ◇◆
･････

･････

一 つは︑ 登山道 に敷かれ た布製 のマ ッ

に結構長く敷かれていた︒ここはぬかるみ

がひどく︑登り始めに苦労させられる場所

安雄

日︵日︶︑大岳が厚く黒い雲で

だったが︑これで気持ちよくスタートでき

小堀

︵ロープ張り作業︶ ト︒酸ケ湯側から５００ｍあたりのところ

﹁残雪期の登山道パトロール﹂

６月

名の会員が参加

見 えな い中 ︑総 勢

もう一つは︑笹の刈り払い︒かなりの延

部分は濃いガスのため︑殆どの

ス コッ プ隊 が︑ まず ︑水 はけ が 悪

長でなされていた︒その中でも酸ケ湯側か

る︒

たが︑薬師沢のお花畑が気にな

く 歩くのに 難儀な 箇所を スコップ で

ら

し出発する︒

り︑大岳経由のルートで下山す

水 の流れを 良くす るなど の作業を 繰

に至る前のところと︑仙人岱に至る前のと

人は毛無岱経由で下山して行っ

る︒視界不良の大岳山頂をそこ

り 返しなが ら進み ︑いつ もの雪渓 箇

ｋ ｍに ある 雪渓 ︵道路 を 付け た所︶

そこに︑急いで薬師沢目指して

所 では

ころは払いのけながら 歩かなくてもよく

時過ぎ湿原に到着︒

海 戦術で雪 を削り 道路を 付けた︒ 作

ロ ープ 張り は︑ 視界 不良 の中 ︑ 下

今 年 は 雪 が 多 か っ た た めか ︑

だが︑ヒナザクラやイワイチョ

︵小岳への分岐あたり︶からと上︵山

業 中︑登山 の人達 が安心 して通っ て

ウなど︑湿原を代表する高山植

頂 側︶から と二班 に分か れて作業 を

薬師沢のお花畑の本番はこれか

物はまだ小ぶりで︑これから最

す る︒人数 の力も あり短 時間で終 え
る ︒この日 のよう な天候 の時は頼 り

なり良かった︒

下 りてき て駐車 場から振 り返る と依 然

今年も清水の湧水量は少なめに

を 下りた︒ チング ルマの 群落に会 え

今 回は 天候 の状 態か ら全 員来 た 道

として大岳は見えず︒

感じられるが︑北八甲田のオア

ず 残念であ り︑そ の他の 点検をし な

わせて張り直しを行い︑現在は例年通

になることを実感した︒

シスであり︑辰五郎清水として

がらの往復だった︒

り湿原前の登山道沿いに展張中︒

月

日︵日︶
︑ロープ撤収作業予定︶

◆薬師沢のロープは雪解けの進行に合
登山者に親しまれている清水が

◆ 今回の活 動参加 で︑私 は二つの 登
･

今年も枯れてしまうのでないか
◇･◆

︵
と ･･
とても心配だ︒

山道整備が目についた︒

Ｖの仲間と合流し︑休憩する︒

仙人岱清水で先に下山したＰ

盛期を迎えるようだ︒

行くのを確認できた︒

下り︑

個以上のスコップによる人

18

らのようだ︒チングルマは終盤

10

1.7
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﹁井戸岳植生復元作業︵第１回・２回︶
﹂
髙田

光明

日︵土︶︑２回目の作業が

日 木
( に
)行われました︒ ( 時〜

時

回秋田十和田湖ク リーンアップ大作戦

大野 花南

﹁秋田・十和田湖クリーンアップ大作戦﹂
第
が７月

参加者の皆さま︑お疲れさまでした︒

ずぶ濡れになりながらの作業でした︒

当日は︑大雨で中止になるかと思われる中︑

泥かきも行いました︒

所か水たまりが出来ていたので︑可能な範囲で

川岱〜和井内エリアの担当です︒道路脇に何ヶ

ごとで各エリアへバス移動︒ＰＶ・環境省は大

半 ︒
)ＰＶから３名︑環境省から２名参加しまし
た︒開会式での小坂町・細越町長の挨拶後︑班

10

忠澄
７月
名の他︑関係する団体か

行われ︑この日は環境省から２名︑
ＰＶから
ら３名の参加者がありました︒
時半に大岳

午前８時半︑酸ヶ湯を出発した後
毛無岱で休憩をとり︑

29

10

東島
日︵土︶
︑環境省から高橋さ

今年最初の井戸岳植生復元作業は
６月
ん︑畑中さん︑あおもり・自然公園
指導員の会の三上さん︑ウォチング
青森の阿部さん︑自然公園財団の下
久保さん︑ＰＶからは８人参加しま
作業は３班に分かれ︑実験区に於

避難小屋へ全員無事到着︒

今回は絶好の登山日和に恵まれ︑

ける植生状況の調査と︑新たに実験

した︒
毛無岱では木道の桟木に補修を行い

私は実験区の新設作業を担当し︑矢

区を一区画新設するものでした︒

の花に見とれました︒井戸岳では︑

板と杭で囲いを作り︑東島さんグルー

ながら︑列状に咲き揃うチングルマ
見ごろとなったミヤマキンバイなど

他の調査区のグループでは︑区域内

プが現場で採取したマルバシモツケ

を実施しました︒登山道沿いの木柵

に於ける植生の定着状況を前回と比

の高山植物を踏まないように慎重を

の倒壊・破損が著しく登山者に危害

較調査するもので︑それぞれの区域で

の種子を播種した後︑最後にマットで

を与える恐れがあり︑早急な改修が

られました︒しかし調査区以外で︑土

期して︑凍結で浮いた土留め杭の打

必要です 大(岳も同様 ︒)
昼食・解散後︑殆どのＰＶ会員は

留め柵がしっかりときいている場所

養生をする作業を行いました︒

イワウメ︑コメバツガザクラ︑イワ

では︑はっきりと植生が戻っている所

ち直し︑古い番線の回収などの作業

カガミなどが咲き競う大岳経由で薬

もあり︑驚きでした︒今回の作業に参

定着にバラツキがあるように見受け

師沢のロープ柵の手直しを行い酸ヶ

加して︑これまでの成果を確認するこ

-2-

11

26

とが出来てとても有意義でした︒

開会式の様子

10

湯へ下山しました︒
◇
･◆ ･
◇
◇◆ ◇
･◆ ◇
･◆ ･･
･◆ ･

作業の様子①

作業の様子②

第１回目（６月 21 日）
第２回目（７月 26 日）
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21
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﹁

年度ＰＶスキルアップ研修﹂
小笠原 のり子

敏光

﹁オオハンゴンソウ駆除作業﹂
宗前
分

◆◇ ＰＶ新役員の紹介 ◇◆
･････
■理事 田村 正美さん

･････

ＰＶを始めて９年目ですが今までは活動に参加し

日︵木︶︑宇樽部８時

集 合で ︑環境 省・ 青森県 ・十 和田

ても︑漫然と指示に従い作業していただけの様に思

７月

ビジターセンターで︑八戸
湖 中学 校・Ｐ Ｖ等 で︑船 着き 場周

日︵日︶︑十和田

工業大学バイオ環境工学科

人が参加しました︒

私は４回ほど参加しています

及推進に努める事を胆に銘じ︑より積極的に十和田八甲田と連絡

かつて仕事で八甲田山植生復元事業を担当してい

会発展のため頑張りたいと思います︒皆様のご指導とご協力をお

学 生２ 人で挑 むが ︑４本 もあ る太

た縁で︑故平井元会長の頃に参加させていただいて

が ︑十 和田湖 中学 校の生 徒さ んと

コケ研修では︑コケのグループ︑生態等につ

く て大 きな株 は抜 けませ ん︒ 根の

以来︑ＰＶの活動には幾多の思い出があります︒まだ現役なので︑

願いいたします︒

いてスライドを見ながら分りやすく説明を受け

周 りを 堀り︑ 共同 作業で やっ と抜

平日の活動参加は難しいですが︑これまで以上に多くの活動に参

一 緒に 作業し たの は初め てで す︒

た後︑各自外で見つけたコケを顕微鏡で見るこ

け たと 思い一 息つ いたと ころ ︑根

加して︑ＰＶ活動のお手伝いをしていきたいと考えていますので︑

■理事 猪狩 尚さん

とに︒皆さん不思議なコケの世界に楽しそうで

が ３分 の１残 って しまい ︑バ リで

今後十和田湖中学校の生徒さん

これまでのＰＶ活動を通して︑自然保護の活動は

皆様と同様に︑八甲田山の自然をこよなく愛しております︒八甲

地道ながらも大事な活動と認識しております︒私も

箇所だそうです︒ 守る人であれと︑大きな期待と託

が︑自然を愛し︑十和田湖を愛し︑

■監事 舘 章二朗さん

した︒中でも胞子体を持ったコケがあり︑緑色

ヶ所認定の内︑

ました︒

宜しくお願いします︒

は︑全国

◆﹁オオハンゴンソウ﹂

助言ご指導のほど︑よろしくお願い申し上げます︒

します︒

月の定年

を期に︑弘前から駆けつけたいと思いますので宜しくお願いいた

度はあまり参加出来ないと思いますが︑

会計を担当することになりました畠山です︒今年

■会計 畠山 弘子さん

国に定着している︒

は北海道から沖縄県まで日本全

治中期に導入さ野生化した︒今で

外来生物︒北米原産で日本へは明

キ ク科 の多年 草で 環境省 指定 特定

ており︑今後も活動に参加出来る事を喜びと致したく︑皆様のご

田山は他の山域と比較しても︑誠に素晴らしいものがあると感じ

種あると言
71

２０１３年・９月のデーターで︑蘚類︵せんる

19

い︶２０８種︑苔類︵たいるい︶
われる奥入瀬のコケ達︒渓流
や草木をより美しく見せてく
れます︒
コケの魅力に触れた時間︒
皆さんお疲れさまでした︒
･

しました︒

す気持ちを持ちながら作業を終了

貴重で︑景観上重要である奥入瀬のコケの森

森﹈に認定されました︒

奥入瀬渓流は昨年日本苔学会選定で︑﹇コケの

更 に深 く堀り 一連 の作業 が終 わり

オ オハ ンゴン ソウ の大き な株 に中

います︒今回の理事就任を機会に︑自然保護及び健全な利用の普

辺で駆除作業を行いました︒

開かれ︑ＰＶからは

で見た奥入瀬渓流﹂と題し

講師︑鮎川氏の﹁コケ目線

７月
24

の小さな胞子を見る事が出来て感動でした︒

催にあたっての︑お礼の挨拶を頂きました︒

初めに環境省・高橋首席自然保護官より︑開

12

◇
･◆ ◇
･
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20
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︻熱中症に注意しましょう！︼
テレビ・新聞では︑熱中症の症状を訴え
て救急搬送される人が急増しています︒皆

■□８・９月の活動予定 □■
･･
■ ８月９日︵土︶
分〜

日︵土・日︶

時

︻井戸岳植生復元作業︵第３回目︶
︼
★集合時間：８時
★集合場所：酸ヶ湯 ＩＣ

・

★申込み〆切：８月６日迄

■ ８月

日︼研修会及び交流会

︻十和田八幡平国立公園ＰＶ合同研修会・交流会︼
◆︻８月

★研修会場所：十和田ビジターセンター
時

分

･･
■ ９月

日︵水︶

分〜

時

︻井戸岳植生復元作業︵第４回目︶
︼

★集合時間：８時

★集合場所：酸ヶ湯ＩＣ

★申込み〆切：９月５日迄

■ 参加申込み連絡先

副会長 前田若しくは 事務局 髙田まで

◆◇ 事務局から ◇◆

窓口対応へのご協力をお願いいたします︒

夏の登山シーズンに入り︑酸ヶ湯ＩＣへ沢

時

６月末に予定していたＰＶの会報を発行す

時〜

★受付：十和田ビジターセンターにおいて
十和田荘の駐車場にマイカーを置いて︑
日︼奥入瀬渓流自然観察会

徒歩でビジターセンターへ移動願います︶
◆︻８月

時

★開催場所：渓流遊歩道のトレッキング
★時間：８時〜
◆参加費

■ 環境省・十和田自然保護官事務所から

これから本格的な夏山シーズンとなります

ので︑皆様も山に登られる機会が増えるかと

思います︒自主活動を含めて︑安全第一で楽

しみながら活動していただきたく思います︒

・研修会＋交流会参加：五千円

るようお願いいたします︒

合同研修会には︑皆様奮ってご参加くださ

・研修会＋交流会参加＋宿泊：七千円
◆参加申込み〆切 ８月

日迄

・翌日観察会：無料︵昼食はありません︶

・ ◇
◇◆ ◇
･◆ ◇･ ･･
･ ◇
･･◆ ◇
･ ･
◇
･◆ ◇･ ◇
･･◆ ◇･ ･

・研修会参加：無料

お詫びいたします︒

ることが出来ず︑皆さまにご迷惑をお掛けし︑

★交流会時間：

山の来館者が訪れています︒会員の皆さんの

分〜

３０

★研修内容：河井 大輔氏による奥入瀬のコケ

時

10

★交流会場所：ホテル十和田荘 ︵十和田湖休屋︶

★開催時間：

12

さん︑熱中症への備えは大丈夫ですか？
◆熱中症︵ねっちゅうしょう︶
高温・多湿な環境下でおこり︑めまい︑失
神︑頭痛︑吐き気︑体温の上昇︑異常な発
汗︵または汗が出なくなる︶等の症状があ

12
16

る︒室内でも発症し︑長時間の作業︑登山

３０

30

やスポーツ中における発症が多い︒幼児や
高齢者︑下痢 や発熱のある人︑睡眠不足の
人が発症しやすい︒重症では死に至る︒

30

時から受付開始︵参加者は︑ホテル

30

◆熱中症の予防法
・こまめに休憩を取り作業する︒
・通気性の良い衣類を着用し︑帽子を被る︒
・手や顔を洗ったり︑冷たいものを摂取し
て体内からも冷やす︒
・運動・就労前に水分を取り︑発汗によっ
て失った水分と塩分の補給を行う︒

31
30
31

-4-

13

18

12

︵スポーツドリンクや味噌汁・スープなども良
い︶
◆熱中症の応急措置

水やスポーツドリンクなどを飲ませ︑全
身を冷やす︒︵水を霧吹きでも良い︶症
状が重いと判断した

20

10

ら速やかに救急車を
呼ぶ︒ 図：冷やす箇所

13

