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表彰が行われています︒

会員へのＰＶ継続

年功労の感謝

来 賓 挨拶 の 後︑ 環 境省か ら 猪 狩

を楽しくやって来ました︒

方々と共に︑ＰＶ活動

自然をこよなく愛する

十和田八甲田地区の

︻事務局を担当する事になりました︒
︼

の皆さんも残雪を

猪 狩さ んは連 絡会 の理事 とし ても

今般︑諸般の事情がありましたが︑福

５月連休に入り

頂く春山や︑県内

活躍されていますが︑これからも

村会長や各役員の皆さんの推薦を受け

穏やかな日が続い

外の行楽地へと足を延ばしている

当 会の リーダ ーと して︑ よろ しく

ていますが︑会員

ことと思います︒

を 担当 して下 さっ た日下 さん の進

総会 の議事 進行 につい ては 議長

泉宿であった谷地温泉に前泊して︑髙田

十八年の晩秋でした︒薄暗いランプの温

八甲田山に初めて登ったのは昭和三

て就任しました︒

行 の下 ︑スム ーズ に各案 件の 審議

大岳︑小岳︑大岳と縦走した記憶があり

お願いいたします︒

早咲きを観測し︑青森県においても

年度におけ

今年の桜前線は各地で記録的な
日以上も早く咲き終わ

が行われ︑その中で

ます︒以来︑登山や︑山スキーで楽しん

れ︑順調に運営できればと願ってい

今年度のＰＶ活動も天候に恵ま

ったと聞きます︒

例年より

る 活動 計画・ 予算 など︑ 全て の項

でまいりました︒
年度定時

年度ＰＶ定時総会﹂

日︵日︶︑平成

ます︒

然を身近に体感出来る私達は︑本当に幸

は存じますが︑これだけの素晴らしい自

承 認を 得まし たこ とを報 告い たし
◇ 今年 度の活 動が いよい よ５ 月か

せだと思っております︒
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どうか宜しくお願いします︒

尽くして参る所存です︒

ＰＶ活動が円滑に進むように︑微力を

口案内も重要だと認識しております︒

事を願っております︒酸ヶ湯ＩＣでの窓

さらずに︑体調を最優先して活動される

あっての事だと存じます︒決して無理な

皆様の活動は貴重でありますが︑健康

ら 開始 されま すが ︑昨年 以上 に会

会員の皆様も常々実感されていると

目 にお いて総 会出 席の皆 さん から

ます︒
◆﹁平成
４月

名の会員が出

員 の皆 さんの ご協 力︑お 願い いた
◇
･･◆ ◇◆ ･･

席し︑欠席の７名の方からは委任状
います︒今年度も会場を提供してい
ただいた酸ヶ湯温泉様には心より
感謝いたします︒
総会は福村会長挨拶に続き︑十和
田自然保護官事務所から新しく赴
任された田畑上席自然保護官と酸
ヶ湯温泉様からは間山常務にお言
葉をいただきました︒
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します︒

今年の参加者は

総会を予定通り開催しました︒
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﹁自主研修会に参加して﹂

◆◇ ５・６月の活動予定 ◇◆
･･

の 体制 と活 動連 絡方 法を 充実 させ る必 要が

センターで行われました︒その中で︑事務局

蔦温泉駐車場 ８時

５月

時

★ 蔦野鳥の森歩道整備︵環境省主催︶

平成 年３月 日 日
( に
)
青森市中央市民センターで
あるとの意見が出されました︒今回︑会の活

５月

分〜

★ 田代平湿原ロープ張り作業

日︵日︶９時

日迄

分

６月

時

◇青森・弘前周辺地区担当﹁福村 誠﹂

薬師沢ロープ張り作業・途中除雪作業

日︵土︶８時

日迄

分〜

時

日迄

日に窓口案内の説明会を行

◇﹁十和田八甲田地区パークボランティア﹂ＨＰ検索

お知らせ願います︒

◆事務局へ携帯番号とメールを使う方はアドレスを

ップと会報発送用封筒の手直し作業も協力願います︶

います︒多数の参加願います︒︵当日は自然観察マ

お願いします︒５月

︻事務局からのお知らせ ︼ ･･
･･
◆酸ヶ湯ＩＣが開館しました︒今年も会員のご協力を

◆ 参加希望者は各地区連絡担当者まで︵ FAX
利用可︶

申し込み６月

酸ヶ湯ＩＣ前集合︵悪天候時は後日へ調整︶

６月

★ 井戸岳植生復元作業︵第一回目︶

分〜

◇青森・野辺地周辺地区担当﹁髙田 光明﹂

酸ヶ湯ＩＣ前集合 申し込み６月

常々 ︑皆 様方 の八 甲田 に対 する 情熱 を感

日︵土︶８時

講 話いただ いた内容 は雪 中行軍の 様子や 隊

◇十和田・八戸周辺地区担当﹁前田 愛子﹂

い︑行ってきました︒こ

じ︑又︑そのような皆様と一緒に活動できる

日迄

員の 出身地・幸 畑墓苑にあ る史跡につい てな

八甲田が大好きで︑特にこの季節︑雪をか

伝いさせて頂く事となりました︒
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★連絡

映画 ﹃八甲田山 ﹄の情景を 思い浮かべた りし
なが ら研修して いるうちに 時間になって しま
いました︒
◇先 日天気の良 い日に︑研 修したことを 思い
出し馬立場の後藤伍長像

の地で百十三年前︑百九

事を感謝しております︒人と人のつながりを

ぶった山々を見るとワクワクいたします︒

十九名の犠牲者を出した

大 切に 仲良 く活 動し てま いり たい と思 いま
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と八甲田山を見たいと思

大惨事があった自然の驚

小笠原 のり子

す︒とても天然な私ですが︑どうぞよろしく
お願い致します︒

異を忘れないために︒
◇
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く研究されていると敬服しました︒また︑時々

ど今 まで知らな かったこと がほとんどで ︑良

★ 残雪期登山道パトロール

申し込みは

方法の説明会を実施します︒︵昼食を準備願います︶

◇ ロープ張り終了後︑酸ヶ湯ＩＣへ移動し窓口案内

時

分集合 申し込みは
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◆ ＰＶ事務局の体制について ◆ ･･
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４月 日︵日︶
︑役員会が十和田ビジター

時から開催された自主研

性化を図るため︑新しく事務局に小笠原さん

英徳

名参加し︑山本

八甲田温泉前駐車場集合

三浦

修会には

を迎え︑連絡体制については地区連絡担当係

日︵木︶９時〜

正教さんの﹃青森歩兵第５
を設けることとしました︒

活 動 へ 参加 希望 す る場合 ︑ 各 地区 担当 の
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連隊雪中行軍﹄について研
山 本 さ ん は 他 の 予定 カ
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当 日 試合 も
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