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特定非営利活動法人山の自然学クラブ  平成 27 年度 事業計画書 

      （平成 27年 1月 1日～平成 27年 12月 31日） 
 

 昨年 5 月、国会に於いて国民の祝日｢山の日｣の制定がなり、来年度の 8 月 11 日実施されます。

本年度は、山の日プレイベントとして多くの活動が様々行われるようですが、私共の活性化にも大

いに弾みがつくものと思います。会員相互の更なる活躍を期待しています。 

 以下、今年度の活動予定をそれぞれの担当理事より申しあげます。 

 

1．通常総会・記念講演 

 開催年月日： 平成 27年 2月 21日(土) 

 開催場所： 日本山岳会 会議室（東京都千代田区） 

 記念講演： 小泉武栄氏 「山の自然学 最近の知見」 

 

2．活動部会 

 ・インタープリター活動（奥志賀）  担当：長谷川博文 担当理事：大森弘一郎 

 ・インタープリター活動（首都圏）  担当理事：石井誠治・中村華子 

 ※さえずり館→2014年 12月閉館・今後は丸の内エコッツェリアでセミナー開催が可能 

 ・富士山森林復元活動    担当理事：中村華子 

 ・御宿里山保全活動    担当理事：中村華子 

 ・木曽駒長期植生モニタリング活動  担当理事：下野綾子 

 ・北上・三陸活動    担当理事：中村華子 

  ＞ 十三浜プロジェクト 日本工学院八王子専門学校との協働活動 

  ＞ 海浜植物の調査・保護事業 海べの森をつくろう会との共同事業 

 

3．現地講座・室内講座 

 基礎講座となる「山の自然学講座」、フィールドや現場を見ながら日本の自然や山の自然について

学ぶ現地講座、室内講座を開催します。各活動の中でも適宜現地講座を行います。 

 ・山の自然学講座 2015 （旧名称・集中講座） 担当理事：大蔵喜福・室村 聰 

 室内講座 7回と日帰りの現地講座 3回の全 10回を春期と秋期に分けて実施 

 ・現地講座（山の自然学講座） 

 信州講座 担当理事：池田昌史・権藤司 

 首都圏  担当理事：傍島夏生・秦和寿 

 三陸  担当理事：中村華子    そのほか、随時開催 

 ・室内講座（山の自然学講座） 

 ・ツアー型現地講座（旅行会社主催）  ※旅行会社へ催行依頼して実施 

 2015年は 4回実施予定 

（5月 16日・富士山 6月 20～21日・浅間山 8月・志賀高原 9月 6日・上高地） 

 

4．四季の行事と会員懇談会   担当理事：吉川正幸 

 ※信州散策会を実施 （担当：池田昌史・権藤司） 

 

5．会報の発行  担当理事：池田昌史・権藤司・中村華子 

 ・年会報 「山から始まる自然保護 第 14号」の発行 

 

6．その他の事業 

 ・全国「山の日」協議会への協力  担当理事：大蔵喜福 

 ・ホームページの運営   担当理事：下野綾子 

 ・メーリングリストの運営（会員連絡用メールとは別、参加申込み制）  
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活動部会の事業内容と平成 27（2015）年の日程予定 

志賀高原インタープリテーション活動    担当理事：大森弘一郎 担当者：長谷川 博文 

 自然はいつでも私達に語りかけています。自然の声を聞こえるように翻訳する自然解説がインタ

ープリター活動です。志賀高原を舞台に夕食後のミニトークや昼間のガイドを行います。  

募集）インタープリテーション経験者及び体験希望者を募ります。学んだ知識や新しい発見、 

感動した事などを表現して下さい。テーマ・内容などはお任せします。共に楽しみましょう。 

2015年実施日程：8月 1－15日 

 対象）奥志賀のペンション シャレークリスチャニアに宿泊のお客様ほか 

  人数）1日 2名 内容）昼：ガイドウォーク／夕：ミニトーク・プロジェクタ有 

自然再生活動部会             担当理事：中村 華子 

 森林は様々な形で私たちに恩恵を与えてくれる緑の社会資本だと考えています。森にも様々な形

がありますが、それぞれを大切にする取り組みを行います。今年度も下記の 2つを中心に活動を続

けていきます。2011年から三陸南部を中心とした現地活動・現地講座も始めました。有機物の現地

リサイクル・活用、自然を活かした振興、インタープリター活動などに取り組みます。 

(1) 富士山協定林 森林復元活動：富士山の国有林で自然の森づくりを進めています 

「人工林荒廃地→天然林」へ戻していく取り組みです。受け入れ団体のさらなる拡大、新しい植林

地の検討を行います。小動物（齧歯類）やトワダオオカの生息状況の調査を行います。 

(2) 御宿協定林 里山保全活動：森林の手入れなどを通じて里地・里山を保全していく取り組みで

す。現地は典型的な谷戸地形と伝統的な農法の水田が残る地域です。20年以上放置された造成地跡、

斜面（人工林、二次林、自然林）、水田跡、湿地周辺の山林が主な対象地です。イノシシの水田への

被害が深刻なため、食害対策を兼ねた刈払い作業を中心に活動します。 

(3) 北上・三陸の活動：地域の自然を掘り下げ、再生・保全に取り組みます 

 地域の自然とともに暮らす人々に寄与することを目的とします。 

・三陸現地講座の連続実施 

 地域の自然を掘り下げ、理解を進める講座を行います。地元の団体・地域の方との協働、共催を

増やすことを目指します。旅行会社主催のツアーも企画できれば行います。 

・石巻市十三浜「十三浜プロジェクト」有機資材の有効利活用による地域への貢献活動 

 日本工学院八王子専門学校との協働で、地域のみなさんが必要としている建築を製作し、現地へ

設置・改良することにより周辺の山林から生産される木材の活用を図ります。 

・自然再生活動／三陸 

 気仙沼の海岸林再生のお手伝いを始めました。地域性種苗生産などに協力しています。 

高山植生の長期モニタリング     担当理事：下野 綾子 

 木曽駒ケ岳で高山植生の長期モニタリングを行っています。ここでいう長期モニタリングとは、

自然の定期健診です。できるだけ長く同じ方法で記録することで、自然の変化を知り、悪い兆候が

あれば早めにとらえることを目的としています。2014年に浅間山に新しくプロットを設置しました。

木曽駒での現地調査には、独立行政法人国立環境研究所の委託研究費を受け実施する予定です。  

ネパールでの普及活動       担当者：長谷川 博文 

 ヒマラヤに抱かれた自然環境で、違う民族の、違う生活様式での彼等の暮らし振りを見ながら、

生活向上への寄与を目的としたボランティア活動です。 

四季の行事と懇談会 ／ 信州散策会           担当者 吉川 正幸（ほか） 

 季節を感じ、会員相互の交流を深める行事として、四季の行事と懇談会などを実施します。 
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以 上 

2015年度　行事計画（おもな活動および講座の日程）

山の自然学講座2015

3月10日から12月1日　　室内7回・現地3回　全10回実施 室村・大蔵

現地講座

4月4日（土） 山の自然学講座2015・現地(1) あきる野(東京にカタクリのある不思議ほか) 辻村 千尋

4月18日（土） 山の自然学講座2015・現地(2) 高尾山(世界一登山者の多い山の不思議) 石井 誠治

5月16日 現地講座（ツアー） 富士山の不思議・グランドキャニオンと幻の滝を見よう！ 案内：中村華子 催行：アトラストレック

6月20日～21日 現地講座（ツアー） 浅間山の高山植物と現在進行形中の植生遷移 案内：下野綾子 催行：アトラストレック

8月9日～数日 現地講座（ツアー）
夏涼しい、グリーンシーズンの志賀高原を歩き、自然の成り

立ちや仕組みを考えよう

9月6日 現地講座（ツアー） 崩れる北アルプス：上高地で学ぶ地質時代の深層崩壊 苅谷愛彦 催行：アトラストレック

9月中旬 三陸現地講座 気仙沼周辺・海べの地質と海浜植物 中村

11月15日(日) 山の自然学講座2015・現地(3) 紅葉の三頭山・東京都檜原都民の森(三頭山のブナの行く末) 増澤 直

数回 現地・首都圏講座 秦、傍島

室内講座

3月10日(火) 山の自然学講座2015・室内(1) 「自然観察の視点」と「氷河時代について」 小泉 武栄

3月17日(火) 山の自然学講座2015・室内(2) 大地の変動と日本列島の地質の形成 目代 邦康

4月7日(火) 山の自然学講座2015・室内(3) 日本の植生 増澤 直

4月21日(火) 山の自然学講座2015・室内(4) 植物の生存と繁殖の戦略・したたかな植物たち 多田 多恵子

10月27日(火) 山の自然学講座2015・室内(5) 日本の動植物相の起源 池田 明彦

11月10日(火) 山の自然学講座2015・室内(6) 日本の山地の雪と氷 紺屋 恵子

12月1日(火) 山の自然学講座2015・室内(7) 辺境のアウトドアで考えた「人類と自然学」 大蔵 喜福

12月 室内講座 会員の活動発表会

インタープリター活動

8月1日～15日 インタープリター 志賀高原クリスチャニア「夏休み自然教室」 長谷川／大森

自然再生活動部会

5月16日～17日 富士山森林復元 ツアー旅行の案内／協定林の現地活動 兼・現地講座／インタープリター 中村

6月13 or 14日 富士山森林復元 マメザクラ種子採取

8月～ 富士山森林復元 下刈りと枝払い・ツタきり

10月3～4日 富士山森林復元 種子採取および樹木の観察会（１） 兼・現地講座

10月24～25日 富士山森林復元 種子採取および樹木の観察会（２） 兼・現地講座

随時 富士山森林復元 現地調査・小動物調査と保育作業

11月～12月 御宿里山保全 刈り払いと四方竹の筍とり

高山植生モニタリング活動

7月31日～8月3日 木曽駒植生調査 調査プロットの温度計データの回収・植生の調査 下野

日程未定 浅間山植生調査 調査プロットの植生調査など 下野

北上・三陸

3月 十三浜プロジェクト 現地で建築の設置・組み立て 日本工学院との連携事業 中村

5月 十三浜プロジェクト 北上春祭り／大室南部神楽 中村

7月 海浜植生再生活動 海浜植物の植生調査と観察会 海べの森をつくろう会との協働 中村

8月 十三浜プロジェクト 夏祭りのお手伝いと樹木の伐採 自治会のみなさんとの連携活動 中村

9月 海浜植生再生活動 種子採取と植物の観察会 海べの森をつくろう会との協働 中村

10月 自然再生活動 植樹祭の実施と種子採取 海べの森をつくろう会との協働 中村

四季・懇談

4月上旬 お花見の会 井の頭公園 吉川

初夏（予定） 信州の散策会 池田（昌）・権藤

11月下旬予定 季節の行事 紅葉散策 吉川

関連団体の行事

3月28日～29日 「山の日」フォーラム　主催：全国「山の日」フォーラム実行委員会 東京国際フォーラムにて開催 大蔵

案内：志賀高原インタープリター

催行：アトラストレック




