年代
2013
（平成25年）

月別
1月

2月
3月

4月

5月

6月

7月

主な出来事
○ヒュッテへの林道道付け3名
○空知森林管理署訪問ヒュッテ建替・森林パトロール打合せ藤井・水尾
○役員会及び記念誌編集会議6名
○穂別斉藤征義氏文部科学大臣賞受賞祝賀会出席水尾君尾
○冬季ヒュッテ点検巡視雪下ろし10名
○熊谷・伊藤建設共同企業体夕張シューパロ作業所へ感謝状贈呈藤井
○25周年記念誌編集会議3名役員会9名
○平成25年度花博協会助成申請プレゼンテーション大阪杉浦
○ござくらだより第92号発行
○平成25年度黄色いハンカチ基金プレゼンテーション藤井・水尾
○冬季ヒュッテ点検巡視4名
○夕張岳春山パトロール9名
○エゾシカネットワーク高山植物食害対策事業報告（道庁）出席3名
○エゾシカネットワーク総会（かでる2・7）出席4名
○平成25年度花博協会助成活動決定2日事務局会議4名
○空知森林管理署、空知総合振興局訪問当年度の活動計画について事務局長
○夕張市・市教育委員会教育長訪問代表、事務局長
○役員会6名
○新ヒュッテ内装工事 延6名
○2013年度高山植物保護ネット総会・代表者会議出席4
○3～6日新ヒュッテ内装工事4名
○事務局会議4名
○ヒュッテへの林道巡視4名
○第25回定期総会ゆうばりホテルシューパロ15名
○新夕張岳ヒュッテ完成祝賀会ゆうばりホテルシューパロレースイの間
市長、森林管理署長他官民関係者、関係団体、会員、賛助会員等126名
祝電空知総合振興局長山根康徳様メッセージ北海道森林管理局長津元頼光様他
○ヒュッテへの林道巡視2名
○市教育委員会訪問祝賀会お礼報告
○北海道自然保護連合代表者会議出席札幌市区民センター1名
○新ヒュッテ内装工事2名
○役員会6名
○ござくらだより第93号発行
○アポイ岳ファンクラブ交流研修登山アポイ岳13名
○夕張岳関係者協議会3名
○新ヒュッテ内装作業・炊事テント・給水系設営11名
○NHK下見登山来訪へ対応
○安全登山研修会講師；長谷川雄助市民研修センター24名
○ヒュッテ開設準備清掃整理21名
○第1回森林パトロール兼登山道補修、杭、ロープ荷上げ16名
○編集会議6名
○ヒュッテ開き20名来賓；空知森林管理署長・夕張警察署長・市教育委員会
○高山植物パトロール・ロープ補修6名酪農大3名
○官民合同パトロール当会4名
○花博基全活動エゾシカ対策希少種調査登山7名
同上コースロープ補修・破損杭撤収3名新ヒュッテ作業5名
○役員会
○NHK「小さな旅」国井雅比古氏夕張岳登山案内藤井
○第2回森林パトロール3名
○空知森林管理署（夕張合同事務所）林道徒歩巡視当会2名
○新ヒュッテ作業3名官民合同パトロール（雨天中止）当会5名
○（道）エゾシカ食害対策電気柵設置道庁6名酪農大3名当会3名
○「さよなら大夕張ダム」イベント（南部）へ協力4名
○子ども交流事業打合せ6名
○第5回旧産炭地域子ども交流事業講師：田中正人・加藤聡美氏（共にアポイファンクラブ）
子ども21名、大人14名、スタッフ17名

年代
2013
（平成25年）

月別
7月

8月

9月

10月

11月

12月

主な出来事
○エゾシカ対策希少種調査登山佐藤’杉浦他7名
○編集会議6名
○鈴木市長夕張岳登山（中止）
○新ヒュッテ作業14名
○本山節彌氏、鳥嶋清嗣郎氏ヒュッテ見学公演下見代表対応
○新ヒュッテ作業延べ44名
○危険木調査登山～市教委へ報告2名
○「幸福の黄色いハンカチ基金」助成金交付申請提出
○第3回森林パトロール大雨中止
○エゾシカ対策希少種調査登山佐藤・杉浦他3名
○夕張岳ヒュッテ建替工事竣工届提出（夕張市）
○夕張市消防署新ヒュッテ査察市教育委員会同行事務局対応
○新ヒュッテ作業延べ39名
○夕張市建築課・財政課・教育長他7名新ヒュッテ査察対応事務局
○第4回森林パトロール8名
○新ヒュッテ完成記念こけら落とし
「賢治と遊ぶ夕張岳でユウパリコザクラと出会った」
菅村敬次郎、清水邦典、本山節彌、齋藤征義、鳥嶋清嗣郎、演劇集団「群‘73」
○コザクラだより第94号発行
○夕張署と高山植物パトロールタ張署3名当会6名
○旧ヒュッテ解体作業協力5名
○旧ヒュッテ解体工事発注者市教委
○エゾシカ対策電気柵撤収道庁6名
○エゾシカ対策物理柵・カメラ撤収酪農大杉浦ら4名
コースロープ撤収・ゴミ回収6名
○新ヒュッテ作業4名
○空知森林管理署ヘヒュッテ周辺継続使用許可申請
○ヒュッテ冬仕度新玄関部工事延26名
○ヒュッテ冬仕度尿汲み取り7名
○記念誌編集会議5名
○「幸福の黄色いハンカチ基金」助成事業不採択通知
○東京夕張会へ当会活動報告1名
○ヒュッテ冬仕度新玄関部工事延12名
○市払下げ原木玉切り作業2名
○玉切り木及びヒュッテ資材運搬・搬入延10名
○市払下げ原木玉切り作業・運搬・搬入、内装工事、資材・工具整理 延8名
○記念誌編集会議4名及び役員会6名
○新ヒュッテ巡視2名
○北海道高山植物ネット市民フォーラム
報告：杉浦「夕張岳に於ける防鹿柵を用いたエゾシカ被害対策」
○市払下げ原木玉切り作業2名
○記念誌編集会議4名
○丸太切り新ヒュッテへ搬送及びヒュッテ周辺巡視3
○平成25年当会忘年会ミーティングルーム25名
○新ヒュッテ木版画カレンダー発行
○夕張市長へ市営ヒュッテ建替事業報告書提出、
同報告：空知森林管理署、空知総合振興局・北洋銀行夕張支店・
市教育委員会、夕張市市議会議長、夕張市議会議員、

年代
2014
（平成26年）

月別
1月
2月
3月

4月

5月

6月

7月

主な出来事
○コザクラだより第95号発行
○記念誌編集会議 6名
○編集会議5名
○ヒュッテ雪おろし 8名
○幸せの黄色いハンカチ募金助成申請
○講習会「大雪山国立公園の地熱利用について」藤井代表出席
○記念誌編集会議 7名
○夕張岳春山パトロール兼スノーモービル痕跡調査 12名
○記念誌編集会議 5名
○記念誌編集会議 5名
○夕張市文化協会賞授与式典 20名 ホテルシューパロ
○ヒュッテ周辺パトロール 及び林道状況調査 5名
○記念誌編集会議 2回 延9名
○シューパロダム活用に関する意見交換会 1名
○コザクラ便り96号発行
○記念誌編集会議 5名
○役員会 6名 記念誌編集会議 5名
○高山植物保護ネットワーク代表者会議 出席2名
○創立25周年記念誌「ようこそ花の夕張岳へ-Ⅱ」発刊
○平成25年度 夕張岳における防鹿柵を用いたエゾシカ対策報告書発行
○夕張市役所・市教育委員会へ記念誌発刊報告
○平成26度定期総会 市民研修センター18名
○市民講演会「夕張岳日本山岳遺産認定記念件創立２５周年記念誌発刊報告会」
市民研修センター50名
○ヒュッテ用薪（常盤）運搬作業3名
○北海道自然保護連合代表者会議 藤井代表出席 札幌エルプラザ
○宮沢賢治セミナー 出席3名 苫小牧市民会館
○ヒュッテ資材運搬・搬入作業 炊事場運営 延15名
○役員会 8名
○ヒュッテ資材運搬・搬入作業 5名
○夕張岳関係者協議会出席 2名
○奨励賞受賞 全国森林リクレーション協会主催 地域美化活動コンクール
東京都内 林野会館 事務局長出席
○ヒュッテ資材運搬・搬入作業 3名 述べ6名
○道自然保護課訪問 記念誌贈呈200部 全道配布希望
○夕張中学校、夕張高等養護学校生とへ記念誌贈呈
○登山研修会「夕張岳の昆虫相と山のトイレを考える」
講師：福本昭男、中俣善雄 市民センター20名
○第1回森林パトロール コース補修整備 清掃登山 14名
同ヒュッテ作業・トイレ改修作業など 10名
○小林教育長訪問 夕張高校生徒へ記念誌贈呈
○空知教育局長、同教育長社会G、障害学習G訪問 記念誌贈呈 武田・水尾
○役員会6名
○ヒュッテ開き 市教育委員会出席 20名 新ヒュッテ看板セレモニー
ヒュッテ作業、トイレ改修作業
○官民合同キャンペーン監視登山に協力 監視登山 7名
ヒュッテ作業 指示灯基礎測量、窓枠、テラス、トイレ8名
○南富良野町教育委員会訪問 町内中高生へ記念誌贈呈
どろんこ野外学校 目黒義重校長訪問 秦野・水尾
○夕張市教育委員会訪問 夕張岳案内標識板設置要望
○ヒュッテテラス作業・炊事棟基礎準備5名 高山植物パトロール花観察3名
○第2回森林パトロール 3名
○官民合同パトロール協力 空知振興局(2)、森林管理署(4)、夕張署(6)、
夕張市、夕張市教育委員会（7）、当会（３）
○役員会5名
○エゾシカ・希少種調査、電気柵、簡易柵設置協力 酪農学園大(3)、道庁(5)、当会(4)
○役員会4名

年代

月別

8月

9月

10月

11月

12月

主な出来事
○第6回子供交流事業 総勢45名
○空知森林管理署署長と打合せ 藤井代表
○役員会5名
○希少種 電気柵 簡易柵調査 佐藤謙・杉浦
○ヒュッテ炊事棟建設作業 延15名
○会報「コザクラだより」97号 発行
○トイレ尿くみ取り搬出 尿専用タンク取り付け 3名
○25周年記念事業「賢治と遊ぶー２」講演 劇団「群’73」賢治と遊ぶ苫小牧実行委員会
市民研修センター 入場者65名
○第3回森林パトロール 体験登山10名 「北海道地域作り」 交付金申請
○炊事棟建設作業 延べ30名
○高山植物パトロール 2名
○第4回森林パトロール 山のトイレデーキャンペーン10名
○ヒュッテテラス・窓枠・炊事棟作業 延べ20名
○花と緑の博覧会協会基金 平成25年度全国報告会 静岡県三島市 杉浦出席
○第26次南極越冬隊員 14名来訪と登山 歓迎対応7名
○登山道の倒木処理 望岳台、馬の背 延べ5名
○炊事棟作業、薪搬入整理作業 延べ36名
○札幌夕張会出席 6名 夕張ホテルユーパロ
○第5回森林パトロール ロープ、電気柵撤収、会員6 学生2 道庁5 サポーター3 計16名
○ヒュッテ冬囲い 炊事棟テント撤収・薪整理等 延べ20名
○東京夕張会へ当会活動報告1名 グランド市ヶ谷
○ヒュッテ内装など作業 炊事棟新設作業等 延べ18名
○役員会10名
○夕張青年会議所創立45周年記念式典出席 藤井代表
○ヒュッテ内装・２階床補修作業 ８名
○会報「コザクラだより」第98号発行
○市民フォーラム「お花畑は、いま・・2014」出席 代表他５名 主催：高山植物保護ネット
○安全登山研修会 清水沢市民公民館 20名
○拡大役員会開催 13名
○林道～ヒュッテ パトロール、資材運搬 5名

