ユウパリコザクラの会のあゆみ
年代
1988
(昭和 63 年)

1989
(平成元年)

月別

活動・主なできごと

11 月 ○夕張岳スキー場計画明らかになる(国土計画)
3月

○夕張岳高山植物群落を天然記念物に指定するよう要望の為の署名活動(夕張
山岳会)

4月

○ユウパリコザクラの会発足

5月

○天然記念物指定の要望署名簿夕張市教育長へ提出(夕張山岳会)

7月

○夕張岳体験登山はじめる
○文化庁池田調査官夕張岳現地踏査

8月

○日本の森と自然を考える知床全国集会出席(夕張岳の危機を訴える)
○日本生態学会が夕張岳特殊立地の保護に関する要望書を提出

10 月 ○スキー場計画の白紙撤回及び天然記念物の要望書を各関係機関へ提出
11 月 〇八木健三氏(自然保護協会会長)、中田市長と会見
(市長は天然記念物指定の要望書を今年度中に文化庁へ提出すると明言)
12 月 ○「あすの夕張と自然を考えるシンポジウム」開催(ファミリースクールふれあい)
1990
(平成 2 年)

1月

○「夕張岳第 1 種特別地域においての開発は認められない」(道の見解)

3月

○夕張岳高山植物群落を国の天然記念物に指定する要望書を道に提出(夕張
市)
○第 2 回定期総会

4月

講演会「ヒマラヤから自然環境を考える」講師小野有五(北海道大学院教授)
5月

○天然記念物指定に関する第 2 回目の要望書を関係機 i 関へ提出
○国土計画に対し、スキー場計画の白紙撤回要望書を提出

6月

○ござくらだより号外市内全戸配付
○国土計画社長に対し、同社のスキー場計画のある秋田・山形、東京(日本自然
保護協会）
会)・道庁記者クラブ(夕張岳)の 4 ヶ所で同時にスキー場計画白紙撤回を声明

7月

○スキー場問題を考える交流登山会開催(自然を守る会(室蘭・大雪と石狩)・当
会)
○国土計画社長、夕張岳スキー場断念と記者会見

8月

○国土計画社長発言に対する会の見解を発表
○手作りパンフ登山道入口で配付

9月

反国土計画全国ネットワークに加盟し、全国のスキー場、ゴルフ場の開発中止の
要望書提出

年代

月別

1990
(平成 2 年)

9月

活動・主なできごと
○反国土計画全国ネットワーク第 1 回札幌例会開催

10 月 ○「ブナ・原生林・自然を守る全国集会」に参加(盛岡市)
11 月 ○講演会開催「地域再生とリゾートを考える」講師 保母武彦島根大学教授
1991

2月

○「夕張岳開発計画一・時休止」を発表(夕張市長)

4月

○第 3 回定期総会

(平成 3 年)
講演会「森林と上手につきあう方法」講師 渡辺惇 道営林局
5月

○森林探索会(滝の下広葉樹実験林) 講師

7月

○北海道教育委員会文化課・自然保護課訪問

渡辺惇道営林局

○夕張岳登山口にて手作りパンフ配付
○自然探索会(鹿島白金の沢)
8月

○北海道教育委員会、夕張岳調査に着手(植物・地質・動物各部門)

9月

○自然探索会(冷水山登山と化石探索)

10 月 ○講演会「文化財ってなあに?」講師俵浩三道自然保護協会副会長
○自然探索会(秋の鹿島明石林道)
11 月 ○講演会「夕張岳の移り変わり」講師鮫島惇一郎道自然保護協会副会長
12 月 ○ストップ・ゴルフ場全道集会に参加(札幌市)
1992
(平成 4 年)

2月

○夕張岳の現状を訴えるスライド行脚(夕張市教育委員会)

3月

○ 〃 〃 (空知支庁・夕張営林署)
○ 〃 〃 (夕張市教育委員会・夕張市議会議員団)

4月

○夕張市教育委員会訪問(文化財保護委員との視察登山を提言)
○国土計画に対し、スキー場計画の白紙撤回要望書を提出

6月

○第 4 回定期総会
講演会 講師 八木健三前道自然保護協会会長
○「夕張岳の総合植生調査報告書」発表(北海道教育委員会)

5月

○アポイ岳学習登山会実施

6月

○自然探索会(夕張岳崩壊地)
夕張市と初の合同視察登山実施

年代

月別

活動・主なできごと

1992
(平成 4 年)

6月

○嵯山登山会実施

9月

○夕張市と秋の合同視察登山実施
講演会「環境保全と内発的発展の展望」講師 宮本憲一 大阪市立大学教授

10 月 ○自然保護基金から助成(日本自然保護協会)
○夕張岳視察登山(日本自然保護協会自然保護基金事務局 森氏)
1993
(平成 5 年)

1月

○森林学習会参加(苫小牧演習林)

2月

○自然探索会(イーグルづくり日の出もえぎハウス)

4月

○第 5 回定期総会
講演会「夕張岳の植生と地形」講師 小野有五北海道大学院教授

5月

○夕張岳関係者協議会設置(座長河野教育長、構成団体 7 団体)

6月

○ガイドマップ「花の夕張岳へようこそ」発行
○夕張市教育委員会へ看板の文言について協力
○ラムサール条約締結国釧路会議 NGO フォーラムに参加(釧路市)

7月

○手作り看板・雨量計・気温計設置(高山帯)
○夕張市は夕張岳の緊急保護保全作業実施(コースロープ・看板設置に協力)
○夕張岳視察登山(夕張市教育長・道自然保護協会副会長・市文化財保護委員
長)
講演会「夕張岳と私」講師 野坂志朗 愛知教育大学教授
○夕張山岳会の木道設置作業に協力

10 月 ○「夕張岳から北海道の自然環境を考える」シンポジウム開催(札幌市)
11 月 ○データ回収及び登山道整備登山
○第 2 回夕張岳関係者協議会出席
12 月 ○札幌例会兼忘年会開催(札幌市)
1994
(平成 6 年)

1月

○故前田祐子さんお別れ会出席(札幌市)

2月

○道教育委員会文化課・道自然保護課・道自然保護協会訪問
○森林学習会参加(苫小牧演習林)

3月

○道営林局訪問(要請行動)
○南富良野町教育長・金山営林署訪問

年代

月別

活動'主なできごと一望

1994
(平成 6 年)

４月

○第 6 回定期総会
○5 周年記念音楽会「詩って歌う語らいコンサート」開催

５月

○夕張市の社会教育団体として認可される
○夕張岳関係者協議会出席
○南富良野町訪問(夕張岳の天然記念物指定問題について提言)
○「植樹祭」出席(夕張営林署主催)

６月

○南富良野町と交流(どんころ野外学校へ)

７月

○南富良野町教育長を「夕張岳に登らせよう会」縦走登山会実施

９月

○市営夕張岳ヒュッテお泊まり会
○夕張山岳会の木道設置作業に協力(2 回目)
○南富良野町「天然記念物指定の要望書」道に提出

１０月 ○第 1 回夕張岳縦走登山
○日野自動車グリーンファンド基金より助成
１１月 ○南富良野町教育委員会訪問(写真展について)
○道内移動写真展開催(夕張市・南富良野町・広島町)
○北海道新聞野性生物基金から助成
１２月 ○第 2 回夕張岳関係者協議会出席
1995
(平成 7 年)

2月

○南富良野町全町 PTA 研修大会で梅沢俊氏の「夕張岳スライド講演会」開催協
力
○道内移動写真展開催(札幌)

5月
○第 7 回定期総会
講演会「夕張の地質と活断層」講師中川充通産省北海道支所研究主任
○「植樹祭」に出席(夕張営林署主催)
○夕張岳関係者協議会出席
6月
○ICA 文化事業協会理事長夕張岳視察(同行登山)
○レンズセミナー開催講師 ICA 文化事業協会佐藤静代理事長
○手作りパンフ「花の夕張へようこそ」作成
7月
○手作りパンフ配付(登山口)
8月
○南富良野町教育長訪問(天然記念物指定とネットワークの集いの協力依頼、ど
んころ野外学校で町民と交流)

年代

月別

1995
(平成 7 年)

9月

活動・主なできごと
○夕張岳金山コース実測登山
○夕張岳縦走登山

10 月 ○「夕張岳の自然環境を考えるネットワークの集い」開催(南富良野町)
講師 中川充 通産省北海道支所研究主任・小野有五 北海道大学院教授
11 月 ○国の文化財審議会は、夕張岳の天然記念物指定を文部大臣に答申
○講演会「夕張岳を守る市民運動」の講師として参加(様似町図書館講座)
12 月 ○夕張岳の天然記念物指定報告会(札幌市・夕張市)
1996

2月

○夕張市教育長と夕張岳学習会

4月

○第 8 回定期総会天然記念物指定記念講演会

5月

「夕張岳・花のスライド会」講師 梅沢俊(植物写真家)
○夕張岳天然記念物指定記念絵葉書作成(北海道新聞野性生物基金から助
成)
○夕張岳関係者協議会出席

6月

○「夕張岳の高山植物群落及び蛇紋岩メランジュ帯」が国の天然記念物に指定

(平成 8 年)

○様似町図書館講座参加
7月

○アポイ岳ファンクラブと夕張岳交流登山
○夕張岳天然記念物指定記念事業実行委員会出席(夕張市・道教育委員会・南
富良野町文化財町・夕張市保護委員会・夕張山岳会・ユウパリコザクラの会)

9月

○「ほべつ銀河鉄道の夕べ」参加(穂別町)
○第 3 回夕張岳縦走登山会

11 月 ○夕張岳天然記念物指定報告会全道集会開催写真展とパネル展同時開催(夕
張市)
12 月 ○日野自動車グリーンファンド基金助成活動報告(日野市)
○穂別町サゥラァの帽子賞・忘年会出席(穂別町)
1997

2月

○穂別町訪問(夕張岳の保護活動の協力要請行う)

4月

○第 9 回定期総会

(平成 9 年)
講演会「文化財とまちづくり」講師様似町教育委員会課長・夕張市教育長
5月

○「植樹祭」出席(夕張営林署主催)

6月

○アポイ岳交流登山に参加(様似町)

年代

月別

活動・主なできごと

1997
(平成 9 年)

6月

○夕張岳関係者協議会出席

7月

○夕張岳交流登山会(穂別の仲間と夕張岳に登ろう会)

8月

○穂別と交流自然観察会(穂別町)

9月

○高山植物盗掘事件発生(夕張岳の高山植物 32 種 372 株)
○夕張警察署刑事課長訪問(盗掘問題)
○第 4 回夕張岳縦走登山会兼盗掘跡調査登山

10 月 ○高山植物盗掘防止のためのシンポの取り組みについてアポイ岳ファンクラブと
打合せ
○日野自動車グリーンファンド基金から助成
11 月 ○穂別町訪問(高山植物盗掘防止について協力依頼)
○札幌例会高山植物盗掘を告発する集い開催(札幌市)
○高山植物盗掘防止のためのシンポジウム第 1 回実行委員会開催(札幌市)
12 月 ○様似町図書館講座参加講師小野有五北海道大学院教授
○夕張警察署刑事課長訪問
穂別町サゥラァの帽子賞・忘年会出席(穂別町)
1998
(平成 10 年)

1 月 〇どんころ野外学校訪問(南富良野町)(夕張岳高山植物盗掘防止の協力依頼)
○空知支庁自然保護係訪問(盗掘防止シンポ協力依頼)
2 月 ○夕張岳関係者協議会出席
○高山植物スライド学習会(夕張市教育委員長)
○夕張岳をサポートする会と記念講演会(穂別町)
講師 小野有五北海道大学院教授
3 月 ○第 1 回高山植物盗掘防止のための全道集会開催(北海道大学学術交流会館)
(日野自動車グリーンファンド基金助成事業)
6 月 ○第 10 回定期総会
○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク設立(札幌市)
○高山植物保護対策事業打合せ会議出席(空知支庁)
○夕張岳関係者協議会出席
7 月 ○夕張岳監視登山協力(空知支庁主催)
○夕張岳学習交流登山会「穂別夕張岳をサポートする会・山歩集団青い山脈・
アポイ岳ファンクラブ」
○「夕張岳高山植物盗掘防止キャンペーン」に協力(空知支庁主催)

年代

月別

活動・主なできごと

1998
(平成 10 年)

8月

○空知支庁主催「夕張岳高山植物保護作業説明会」出席(夕張市)
○日本科学者会議夏の学校交流会出席(ファミリースクールふれあい)

9月

○東京シンポジウム「絶滅から救おう高山植物保護と盗掘防止を考える集会」に
出席(日本山岳会・北海道高山植物盗掘防止ネットワーク共催)
環境庁・文化庁・林野庁へ要請行動行う

10 月 ○夕張岳木道調査、秋の交流登山(「南富良野町ネイチャーシップ」の会)
○「植樹祭」出席(夕張営林署主催)
○夕張営林署と「森林パトロールボランティア協定」締結
(協定により夕張岳の高山植物盗掘防止パトロール登山を 8 回実施)
○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク委員会出席(札幌市)
11 月 ○ブナ林天然記念物指定 70 周年記念行事出席(黒松内町)
ネイチャーシップの会と交流会開催(どんころ野外学校南富良野町)
1999
(平成 11 年)

2月

○夕張岳関係者協議会出席
○第 2 回北海道高山植物盗掘防止シンポジウム全道集会出席(札幌市)

5月

○森林パトロールボランティア研修会開催(森林管理署夕張事務所協力)
講師 杉村管理官・中川充通産省北海道支所研究主任
○夕張岳関係者協議会出席

6月
7月

○講演会「岳を語る集い」講師文化庁池田啓調査官(夕張市教育委員会主催)
○文化庁池田啓調査官と夕張岳視察登山(高山植物盗掘防止キャンペーン実
施)
○高山植物盗掘の厳罰を求める請願行動を行う
(法務大臣へ署名提出、法務省・文化庁・林野庁へも請願)

8月
○「夕張岳高山植物盗掘防止キャンペーン」登山協力(空知支庁主催)
○全日本山草会連絡会東ブロック会議夕張会議と学習交流登山
○「夕張岳高山植物盗掘防止パトロール」登山協力
○「穂別夕張岳をサポートする会」と学習交流登山
○夕張岳森林パトロールボランティアによるパトロール登山」
10 月
○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク委員会出席(札幌市)
○「植樹祭」出席(空知森林管理署夕張事務所主催)
11 月
○第 1 回プレシンポ「高山植物を守るための制度をつくろう」に協力(札幌市)
○講演会「高山植物を考えるシンポジウム」出席(様似町図書館講座)
○穂別町サゥラァの帽子賞・まちの忘年会出席(穂別町)
12 月 ○第 2 回プレシンポ「高山植物を守るための制度をつくろう」に協力(札幌市)
○第 11 回定期総会

年代

月別

活動・主なできごと

2000
(平成 12 年)

1月

〇北海道森林管理局長と懇話会(札幌市)
○第 3 回プレシンポ「高山植物を守るための制度をつくろう」に協力(札幌市)

2月

○シューパロ塾と夕張岳の高山植物学習会(市内南部)
○嵯山スライド会参加(芦別市)
○「ほべつ銀河鉄道の里づくり事業」報告会出席(穂別町)
○第 3 回北海道高山植物盗掘防止シンポジウム協力(北海道大学学術交流会
館)

3月
○北海道森林管理局保全調整課長訪問(札幌市)
4月
○第 12 回定期総会講演会「夕張岳から見えるもの」
講師 佐藤謙 北海学園大学教授
5月
○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク委員会出席(札幌市)
6月
○夕張岳関係者協議会出席
○夕張岳森林パトロールボランティア
○夕張岳学習交流登山兼高山植物盗掘防止ネットワークキャンペーン登山
○夕張岳高山植物盗掘防止監視登山に協力
7月
○学習交流登山(アポイファンクラブ・穂別夕張岳をサポートする会)
○「夕張岳高山植物盗掘防止パトロール」に協力(夕張警察署主催)
○シューパロ塾と学習交流登山(講師中川充氏)
○「夕張岳高山植物盗掘防止キャンペーン」に協力(空知支庁主催)
8月
○交流登山(道央労山連盟と夕張岳高山植物盗掘防止キャンペーン)
○「夕張岳高山植物盗掘防止キャンペーン」に協力(空知支庁主催)
〇八木健三氏、夕張市教育長・森林管理署夕張事務所長を表敬訪問
9月
○「夕張岳高山植物盗掘防止監視登山」に参加(空知支庁主催)
(夕張ライオンズクラブより腕章 30 本寄贈受ける)
10 月
○金山コース縦走登山兼登山道整備作業(案内板・ロープ撤去など)
○「北海道希少野性動植物の保護に関する基本的な考え方」の説明会に出席
11 月 (道庁)
12 月 ○平成 12 年度(財)前田一歩園賞受賞表彰式(札幌ポールスターホテル)
○夕張岳関係者団体との懇話会ピ初会合開催「空知支庁・警察署・夕張ライオ
ンズクラブ・森林管理署夕張事務所・市教育委員会・文化財保護委員会・シュー
パロ塾・高山植物盗掘防止ネットワーク事務局」(ファミリースクールふれあい)
○穂別町サゥラァの帽子賞、まちの忘年会出席(穂別町)

月別
2001
(平成 13 年)

活動・主なできごと

2月

第 4 回高山植物盗掘防止のためのシンポジウム(北海道大学学術交流会館)

3月

○道は、富良野・芦別道立自然公園(嵯山・夕張岳)に「スノーモービル乗り入れ
規制」
○第 1 回冬のパトロール兼スノーモービル調査

4月

○平成 13 年度北海道新聞野性生物基金から助成

5月

○第 13 回定期総会
スライド講演会「極地から自然保護を考える」講師 藤井純一副代表

6月

○アポイ岳交流登山、ピンネシリ縦走と高山植物盗掘防止研修会参加(様似町)
○夕張岳森林パトロールボランティア
○「夕張岳高山植物盗掘防止監視登山」協力(空知支庁主催)
○清掃登山兼補修作業登山

7月

○「夕張岳高山植物盗掘防止キャンペーン」に協力(空知支庁主催)
○環境大臣に保護を要望「タウンミーティング」出席(旭川市)
○「夕張岳高山植物盗掘防止監視パトロール」に協力(夕張警察署主催)

8月

○北海道希少野性動植物保護条例制定、記念講演会と夕張岳キャンペーン登
山
講師 空知支庁自然環境係長
○「ほべつ夕張岳をサポートする会」と交流登山
○「北海道希少高山植物調査」さっぽろ自然調査館夕張岳調査に協力
○「夕張岳高山植物盗掘防止監視活動」登山、台風により中止(空知支庁主催)

9月
○日本百名山写真展・夕張岳と高山植物の現状について交流(穂別町博物館)
○市観光ボランティアの会と「夕張岳の高山植物」について講話会(福祉セン
10 月 ター)
○「シューパロ展」で夕張岳写真展示協力(南部体育館)
11 月 ○若菜中央小学校「ふれあい展」で夕張岳写真展示協力
○夕張市教育委員会訪問(夕張岳関係者協議会の構成団体見直し等について
12 月 提言)
○夕張岳関係者協議会出席
○夕張岳関係団体と懇話会兼納会スライド上映(中川充氏)
梅沢俊(山岳植物写真家)「夕張岳・花の絵葉書」発行

、
年代

月別

活動・主なできごと L ド

2002
(平成 14 年)

2月

○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク全体集会出席(札幌市)

3月

北海道自然保護連合会議出席(札幌市)
○冬のパトロール兼スノーモービル調査

５月
○北海道自然保護連合代表者会議に出席〔札幌市)
○第 14 回定期総会,
○特定希少野性動植物の指定に係る公聴会に出席(札幌市)
○雨竜沼湿原を愛する会と交流登山(雨竜沼)
6月
○夕張岳関係者協議会規約改正（夕張ライオンズクラブ・夕張中央ライオンズク
ラブ・警察署・市観光課・体育振興課・生涯学習課・空知支庁・空知森林管理署・
山岳会・
文化財保護委員長・ユウパリコザクラの会)
○第 1 回森林パトロールボランティア
○アポイ岳ファンクラブと学習交流登山会、
講師 佐藤謙北海学園大学教授・大和田収道環境室係長
7月

○官民合同パトロールに協力(空知支庁主催)
○北海道と「希少野性動植物盗掘防止パトロール」の請願協定
○官民合同パトロール登山台風の為中止(空知宰庁主催)
○官民合同パトロールに協力(夕張警察署主催〉

8月

○官民合同パトロールに協力(空知支庁主催)

9月

○官民合同パトロールに協力(空知支庁主催)
○第 9 回縦走登山
○納会登山・補修作業

10 月
○秋の研修会講師丹羽真一氏さっぽろ自然調査館(市民研修センター)
11 月
夕張岳関係者協議団体との懇談会兼納会
2003
(平成 15 年)

1月

○市教育委員会・助役訪問
平成 15 年度新成人に夕張岳絵葉書 150 組贈呈(会設立 15 周年記念事業)

2月

○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク委員会全体集会出席(札幌市)

3月

○北海道自然保護連合常務会出席(札幌市)
○第 3 回夕張岳冬のパトロール兼スノーモービル調査

5月

○第 15 回定期総会創立 15 周年記念事業(夕張岳写真展・波多野信子とタウバ
ンドコンサート)
○夕張岳関係者協議会に出席
○第 3 回アポイ岳交流(高山植物盗掘防止研修会・アポイ岳縦走登山参加)(様
似町)

年代

月別

2003
(平成 15 年)

6月

活動・主なできごと
○「高山植物パトロール」を委託協定(北海道環境生活課)
○「大平山の高山植物を守ろう」フォーラムと視察登山に参加(島牧村)
○第 1 回夕張岳森林パトロールボランティア
○市民研修会・学習交流清掃登山
講師 二井田高敏 2000 北海道エベレスト登頂隊副隊長(市民研修センター)
○官民合同パトロール・チラシ配布に協力(空知支庁主催)

7月

○北海道高山植物基礎調査(北海道)夕張岳調査登山に協力
○官民合同パトロール監視登山に協力(空知支庁主催)

8月

○夕張市長・教育長表敬訪問(小野有五北海道大学院教授・多田多恵子東京
農工大
教授・大森弘一郎山の自然学クラブ理事長)
○山の自然学講座「夕張岳の大自然を探る」講演会・巡視登山会開催
基調講演「氷河期時代からの夕張岳」小野有五氏
特別講演「山の花たちのワンダーランド」多田多恵子氏
○官民合同パトロール・チラシ配布協力(空知支庁主催)

9月

○官民合同パトロール監視登山協力(空知支庁主催)
○金山コース縦走登山

10 月 ○「シューパロ展」で夕張岳の写真展示協力(南部体育館)
○シンポジウムとアポイ岳視察登山に参加講師花井文化庁調査官(様似町)
○空知森林管理署「育樹祭」に参加
○夕張岳関係者協議会出席
11 月 ○夕張岳関係者団体との懇話会兼納会
2004

1月

(平成 16 年)

〇市教育長訪問新成人へ夕張岳の絵葉書 125 部贈呈(2 回目)
○北海道自然保護連合常務会に出席(札幌市)
○創立 15 周年記念写真展「花の夕張岳へようこそ!」開催(市立美術館)
(北海道生涯学習振興奨励補助を受ける)

2月

○夕張市長写真展を観覧・会場にて講話行う(市美術館)
「波多野信子とタウバンド」による記念コンサート開催清水沢学園園生を招待

5月

○トークと映画の夕べ「田んぼ de ミュージカル」上映会ゲスト穂別町制作スタッフ
○第 16 回定期総会

6月

○夕張市関係者協議会出席
○アポイ岳交流登山(縦走コース)兼高山植物盗掘防止研修会に参加(様似町)

○道環境室自然環境課から高山植物パトロール業務を受託
○第 1 回森林パトロールボランティア

年代
2004
(平成 16 年)

月別

活動・主なできごと

6月

○第 2 回大平山環境フォーラム集会に参加(島牧村)
主催北海道高山植物盗掘防止ネットワーク委員会
○学習交流・清掃登山・コースロープ補修作業・登山道の整備実施
○官民合同パトロール・チラシ配布に協力(空知支庁主催)
○道庁環境室夕張岳視察登山に同行

7月

○研修会「夕張岳安全登山について」(清水沢研修センター)
○第 9 回アポイ岳ファンクラブと学習交流登山
○緊急夕張岳関係者協議会に出席
○官民合同パトロール視察登山兼木柵・杭の設置作業に協力(空知支庁主催)
○金山コースパトロールの上川支庁関係者と頂上で合流、情報交換を行う

8月

○嵯山モニター登山研修会と学習交流登山参加(芦別市星の降る里百年記念
館)
○官民合同パトロール・チラシ配布協力(空知支庁主催)
○「夕張岳フォーラム」(シューパロ塾主催)兼夕張岳登山教室に協力
○鹿島林道ゲート 9 月 17 日から閉鎖、車両通行止めになったため、縦走登山や
納会登山
11 月 の行事は中止と決める
○藤井純一副代表第 46 次南極観測越冬隊遠征の壮行会(沼の沢)
(3 度の南極越冬隊(第 26 次・第 32 次)民間人で達成)
12 月 ○第 5 回夕張岳関係者団体と懇話会兼納会
市教育委員会訪問(平成 17 年度新成人へ夕張岳の絵葉書 130 組贈呈(3 回目))

2005
(平成 17 年)

2月

〇北海道高山植物盗掘防止ネットワーク全道集会出席

3月

○冬のパトロール兼スノーモービル調査登山(南部駐在所後方支援)

4月

○北海道自然保護連合会議出席(札幌市)

5月

○平成 17 年度定期総会
○嵯山・雨竜沼・夕張岳 3 団体の交流学習会開催
(嵯山自然保護協会・雨竜沼湿原を愛する会・ユウパリコザクラの会の自然保護グ
ル
ープ 3 団体が結束して保護活動を学ぶため、持ち回りで毎年開くことを申し合わ
せた。
本年度は 9 月に雨竜沼で学習登山を行うことを決める。)
○第 1 回「さくらまつりフェスタ」に協力
○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク現地集会 in 夕張岳 2005 年
講演会 みみをすましてみよう「氷河期からの伝言」
講師 小野有五 北海道大学院教授
現地報告 秦野公彦パトロール部長(会場市民研修センター)

5月

○夕張市長・教育長表敬訪問(小野有五氏)

年代
2005

月別

活動・主なできごと

6月

○小野有五北海道大学院教授・佐藤謙北海学園大学教授・中川充通産省北海
道支所
研究員の 3 者は連名で「夕張岳の保護に関する提言書」を、夕張岳関係者協議
会・市
教育委員会・空知支庁・空知森林管理署・南富良野町・夕張警察署へ提出
○夕張岳関係者協議会に出席
○アポイ岳交流登山・高山植物盗掘防止研修会に参加(様似町)
○「森林パトロールボランティア」林道車輌通行止めのため今年度の活動は中止
となる
○道環境室自然環境課と高山植物パトロール業務を受託
○第１回官民合同パトロールチラシの配布に協力(空知支庁主催)

7月

○高山植物パトロール兼補修作業

(平成 17 年)

(ゲート閉鎖でも登山客が多いのでコースロープと木杭の補修を行う)
○官民合同パトロールチラシ配布に協力(空知支庁主催)
8月

○大平山高山植物パトロール登山実施(島牧村)1

10 月 ○富良野芦別道立自然公園制定 50 周年記念行事夕張岳の講演会と映画上映
会を開催
記念講演「これからの夕張岳は国立公園を目指そう」
講師 俵 浩三 専修大学北海道短期大学名誉教授

記念映画上映「ラ・リズィエール田んぼ de ファッションショー」
(ほべつ田んぼ de ミュージカル委員会協力)
記念トーク 斉藤征義 穂別町教育委員会生涯学習アドバイザー
○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク交流会(札幌クリスチャンセンター)
○「滅びゆく高山植物を守るための市民フォーラム」に参加
(北海道大学学術交流会館大ホール)
主催 北海道高山植物盗掘防止ネットワーク委員会
11 月

夕張岳関係者団体と懇話会兼納会

12 月

2006

2月

(平成 18 年)

○夕張岳関係者協議会に出席
○市教育長訪問 平成１８年新成人へ夕張岳の絵葉書９０部贈呈（４回目）
○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク常任委員会出席(札幌市)
○北海道自然保護連合代表者会議(札幌市)

5月

○春山パトロール兼スノーモービル調査後方支援南部駐在所
○市教育委員会訪問(夕張岳が国の天然記念物指定 10 周年の活動について
要望)
○「日高山脈の魅力と国立公園化の可能性」の講演会参加(日高町)
○平成 18 年度定期総会
○夕張岳天然記念物指定 10 周年記念講演会「ユウパリヌプリのふもとについ
て」
講師 山影静子 働くものの歴史を記録する会

年代
2006
(平成 18 年)

月別
6月

活動・主なできごと
○夕張岳関係者協議会に出席(夕張市)
○道庁環境室自然環境課と高山植物パトロール業務を受託
○市教育委員会は夕張岳の国の天然記念物指定 10 周年記念のパネルを作
成・展示
(パネルの写真と資料の協力を行う)
○第 1 回森林パトロールボランティア登山道の補修作業

7月

8月

○官民合同パトロール・チラシ配布協力(空知支庁主催)
○雨竜沼・嵯山・夕張岳の 3 団体による学習登山、嵯山で学習交流登山を行う
○官民合同パトロール監視登山協力(空知支庁主催)
(道警航空隊合同登山に参加上川支庁。南富良野町は金山コースを監視登山、
頂上
にて合流し、全員で天然記念物指定 10 周年を祝した)
○森林パトロールボランティア笹刈作業を実施

9月

○夕張岳関係者協議会に出席
○官民合同パトロールチラシ配布協力(空知支庁主催)

10 月

○官民合同パトロール監視登山に協力(空知支庁主催)
○金山コース看板補修兼縦走登山

11 月

○納会登山 木道補修作業
○夕張岳関係者協議会出席
○木道調査登山

12 月

○道生活環境部地域文化振興課による「平成 18 年度北海道地域文化選奨」の
伝達打ち
合わせ会議に出席(市役所内)
○夕張岳国の天然記念物指定 10 周年記念講演会「南極から自然環境を考え
る」
講師 藤井純一副代表・第 46 次南極越冬隊(市民研修センター)
○夕張岳関係者団体と懇話会兼納会
○市教育長訪問平成 19 年度新成人へ夕張岳の絵葉書 110 組贈呈(5 回目))

2007
(平成 19 年)

1月

〇道庁地域文化振興課文化事業グループ主幹と打合せ(夕張市)
○平成 18 年度北海道地域文化選奨の受賞式典(ホテルシューパロ)
北海道知事より賞状授与副賞安田侃「天聖・天」(大理石彫刻)
活動発表スライド上映 秦野公彦パトロール部長
南部幌南太鼓獅子舞保存会ママさんコーラスコールポピー出演

4月

○北海道高山植物盗掘防止ネットワーク委員会に出席

5月

○夕張岳春山パトロール兼スノーモービル調査
空知森林管理署と夕張岳森林パトロールボランティア協定の更新

年代
2007
(平成 19 年)

月別

活動・主なできごと

5月

○北海道自然保護連合代表者会議出席(札幌市)
○第 19 回定期総会

6月

○アポイ岳の保護研修会、ピンネシリ縦走交流登山に参加(様似町)
○夕張岳関係者協議会出席
(市教育委員会は、財政再建団体になった為、ヒュッテの管理は夕張山岳会に委
託したいと提案あった)
○第 1 回夕張岳森林パトロールボランティア兼清掃登山
○第 48 回全国植樹祭北海道開催
(天皇・皇后両陛下ご臨席式典並び植樹祭に招待される)(苫小牧市)

7月

○官民合同パトロールチラシ配布に協力(空知支庁主催)
○夕張市長訪問夕張岳の保護活動と黄色いハンカチ基金についての要望行う
○空知支庁による監視パトロール及び現地検証作業に協力
○北海道山のメーリングリストより活動助成基金受ける
○「監視登山兼学習会」(夕張岳の現状について報告)(労山山岳連名主催)

8月

○官民合同パトロールチラシ配布に協力(空知支庁主催)
○森林パトロール登山道の笹刈作業等実施
○黄色いハンカチ基金・プレゼンテーション(市民研修センター)

2008

9月

○金山コース縦走登山・里程看板調査・森林パトロール登山道の笹刈作業等実
施
○日本地質学会主催夕張市民講演会「ゆれ動くゆうばりの大地と地球」
講師 木村 学 日本地質学会会長(文化スポーツセンター)
○官民合同バト[1 一ル監視登山に協力(空知支庁)
○雨竜沼学習交流登山は台風 15 号の影響の為延期となる
○講演会「夕張岳の高山植物は今!」(市民研修センター)
講師 小野有五 北海道大学大学院教授 現地報告 秦野公彦パトロール部
長
○視察交流登山アポイ岳ファンクラブ参加

10 月

○納会登山兼木道調査

11 月

○夕張岳関係者団体と懇親会兼納会

12 月

○夕張岳案内看板設置作業完了(幸せの黄色いハンカチ基金助成事業)

1月

○市営夕張岳ヒュッテの管理について、3 者打合せ会議出席

(平成 20 年)

(市教育委員会・夕張山岳会・、ユウパリコザクラの会)
2月

○夕張市長へ「市営夕張岳ヒュツテの存続を求める要望書」を提出
市教育長と市営ヒュツテの管理について 3 者打合せ会議出席

T
年代
2008
(平成 20 年)

月別

活動・主なできごと

3月

02008 年度黄色いハンカチ基金プレゼンテーション出席

4月

○日本ユニシスユニハート基金から助成
○春山パトロール兼スノーモービル調査

5月

○市教育委員会より市営ヒュッテ委託に関して説明される

6月

○平成 20 年度定期総会、夕張岳ヒュッテ管理運営委員会を設立
○市民講演会「夕張岳の登山管理を考える」(20 周年記念事業)
講師 長谷川雄助 日本山岳会前北海道支部長(文化スポーツセンター会議
室)
○市教育委員会との夕張岳ヒュッテ視察見聞会に参加
○夕張岳関係者協議会に出席
○夕張岳市営ヒュッテ受託協定
○ヒュッテ清掃、薪割等作業
○第 1 回森林パトロールボランティア
○夕張ヒュッテ開きアポイ岳ファンクラブと学習交流登山
○官民合同パトロールチラシ配布に協力(空知支庁主催)

7月

○官民合同パトロール監視登山に協力(空知支庁主催)
○高山植物調査登山に協力
○空知支庁、木道補修工事の説明会出席(夕張市役所)

8月

○官民合同パトロールチラシ配布に協力

9月

○故八木健三北海道自然保護元会長を偲ぶ会出席
○市民講演会「ジオパークってなあに?」(20 周年記念事業)
講師 中川 充 産総研北海道産学官連携センター
渡辺 真人 産総研地質情報研究部門
○官民合同パトロール監視登山に協力(道警ヘリコプター上空から監視を行う)
○金山コース縦走登山

10 月

○ロープ撤収作業・納会登山
○嵯山入山制限 10 周年フォーラムに参加(芦別市)
○秋の雨竜沼湿原学習交流登山会に参加
(雨竜沼を愛する会・嵯山自然保護協議会・ユウパリコザクラの会参加)
○ヒュッテ冬囲い作業

11 月

○伊佐屋ギャラリー訪問(記念誌への協力について)

