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裏磐梯
エコツーリズム
協会の考え方
裏磐梯エコツーリズム協
会は、「人と自然」「人と
人」のつながりを取り戻
し、地域の自然や文化を
守りながら伝え地域全体
が元気になるような、新
しい観光と地域作りを進
めます。
たからびと

北塩原村の｢宝人｣
噂の“達人”今回の宝人
は、大久保地区に 4 世代
でお住まいの
さとし

｢五十嵐 怜 ｣さんです。

P．１
『地域協働モデル支援事業』
エコツーカフェ“じゅんさい”
ばんだいの宝発見講座報告
JES フォーラム
磐梯の宝人
P．2
ばんだいの宝発見講座
のご案内

『地域協働モデル支援事業』での活用を受けて
新たに北塩原村・北塩原商工会・裏磐梯観光協会・裏磐梯エコツーリズム協会による
『北塩原村地域活性化委員会』が発足しました。活動としては村内の各分野で活動する
様々な団体と連携して誘客事業や地域資源(人・物・文化)を繋げた観光商品を造成し、
村全体の地域経済活性化を図るものです。裏磐梯エコツーリズム協会では引き続き、地
域資源調査を行い村の『宝』を発見してまいります。

第１回 エコツーカフェ（じゅんさい）開催
６月１９日午後“裏磐梯産ジュンサイを知って･守って･食べよう！”と題したエコツ
ーカフェが約２０名の参加者を得て開催されました。地元の栽培農家・宿泊施設・役場(農
林課・商工課)からのご参加を頂き、ジュンサイの試食から始まったカフェは、ジュンサ
イ沼の水質検査の報告、摘み子(採集者)の高齢化や販路の不確実さなど、多くの活発な
意見が寄せられ問題点を明らかにしました。今回は、具体的な結論を得られませんでし
たが、以前の“特産品ジュンサイ”の復活を多くの方が望んでいる事が判りました。

第１回 ばんだいの宝発見講座 開催
大正のお生まれで、長
新緑の雄国沼を散策～荒井 勇（裏磐梯エコガイドの会）講師のもと参加者１７名で
い 間の教 員生 活を通 じ
雄国沼を存分に楽しんで来ました。満開のニッコウキスゲに雄国沼を知り尽くしておい
て、雄国の植物・昆虫・
での講師のお話は楽しく的確で興味が尽きませんでした。二次林のブナ林を吹き抜ける
気 象等を 調べ られて い
風を感じながら、体も心も大満足！とても有意義な散策となりました。
ます。村内では郷土史研
究家・社会教育指導員・
村 文連の 会長 を歴任 さ
れ、村内の文化財保護・
公 民館活 動の 支援な ど
昨年の震災以降、JES(日本エコツーリズム協会)はいろいろな形で裏磐梯を支援してく
本当にたくさんの『宝』 れています。７月１１日にも東京渋谷のモンベル(アウトドアーショップ)にて標記フォー
を ご自身 が生 み出し て
ラムが開催され、会長自らが各団体のパンフレットを持っていき、裏磐梯の良さをプレ
いらっしゃいます。『生
ゼンして来ました。当日は、学生・OL さん・取材記者など２０名程が参加し、アンケー
まれた里が一番良い』と
トには『裏磐梯に行ってみたい』
『裏磐梯に住むには？』などの質問が寄せられました。
PR 効果に期待です。今後も JES の支援の元 PR 活動を続けたいと思います。
い う何気 ない 語り口 に
深い感動を憶えました。
ま だまだ たく さんの 事
を 私達は 教わ りたい と 裏磐梯エコツーリズム協会
思 います ので お元気 で 〒９６９－２７０１福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川原１０９２-６５
TEL：０２４１-２３-７８６０ 携帯：０８０-２８２７-１６８７ FAX：０５０-７５４１-２４１１
いてください。
Mail info@urabandai.com http://www.eco-urabandai.com

ＪＥＳフォーラムで『夏の裏磐梯』をＰＲ

「ばんだいの
宝発見講座」
昨年度よりカレッジの名前
を新たに「ばんだいの宝発
見講座」といたしました。
皆さんと共に、磐梯の宝を
たくさん発見していきたい
と思います。
この講座では、観光地とし
ての魅力（自然・歴史・文
化・人材）を掘り起こし、
それを学び、守り、伝える
活動を通し、質の高いサー
ビス（おもてなし）の提供
を可能にする事を目的と
し、住民総ガイドを目指し
ています。
講座には、どなたでも参加
できます。ぜひ、一緒に磐
梯の宝を再発見・再認識い
たしましょう！

２０１２

今後の予定

8 月２０日
・特定外来種
9月 8日
・北山漆薬師について学ぶ
9 月 26 日
・資源調査による
里地里山ツアー大塩地区
10 月 12～14 日
・シンポジウム
10 月 25 日
・モニターツアー
11 月 22 日
・猪苗代歴史探訪ツアー
戊辰の役の戦跡を訪ねて
２月
・冬鳥に会いにいく
スノーシューツアー
・・・・・・・・・・・・

源流域裏磐梯の
水を守ろう！

「飲み残し
ゼロ運動」
展開中！
ペットボトル、缶コーヒー
など、日頃つい残してしま
う飲み物を流してしまう
と、きれいな水に戻すには
その数倍の水を必要としま
す。油に気を使うだけでな
く、ふだんの飲み物にも気
を使いたいですね･･･。
ご協力お願いいたします。

ばんだいの宝 発見講座
2012

8・9 月

第２回ばんだいの宝発見講座 ～特定外来種を学ぼう～
昆虫観察と外来植物セイタカアワダチソウの草木染め
日 時：２０１２年８月２０日（月）１０時００分～１６時００分まで
集 合：裏磐梯休暇村キャンプセンター駐車場
会 費：１，０００円 （染色材料費込み）
講 師：五十嵐 悟 氏 野沢 沙樹 氏 （ＮＰＯ法人わかば自然楽校）
生江 公敏 氏 （喜多方ほたる夢づくりかい）
持ち物：あみ、濡れても良い靴、昼食、飲み物、雨具、マイカップ、スプーン
※昼食時のスープ・楽しいおやつはこちらで用意いたします
裏磐梯で問題とされている特定外来種（ウチダザリガニ・オオハンゴンソウ・セイ
タカアワダチソウなど）の生態のお話や裏磐梯の昆虫を観察します。どんな虫がどこ
にいるかな？また、セイタカアワダチソウを採取してバンダナを草木染めします。ど
んな模様が浮き出るかな？

第３回ばんだいの宝発見講座 ～村の歴史を学ぼう～
北山漆薬師について学んでお参りしてみよう
日 時：２０１２年９月８日（土）９時００分～１４時００分まで（小雨決行）
場 所：北塩原村コミュニティセンター 集会室 １・２
会 費：１，０００円 （会員５００円）
講 師：石田 明夫 氏 （会津古城研究会）
持ち物：昼食、飲み物、雨具等は各自ご準備ください。
北山漆薬師如来は、ふたつご参りがおこなわれることで良く知られています。お祭
りの 9 月７・８・９日は、全会津から二歳の子供を持つ親たちがお参りに来て、参道
にある大きな石にお腹を当てて元気に育つようにお願いをします・・・。

＜参加申込み＞
必要事項をご記入の上、ファックス又はお電話にてお申し込みください。

裏磐梯エコツーリズム協会

■ＦＡＸ：050-7541-2411

■電話：0241-23-7860

※締切りは各講座の前日です。準備等ございますので予めお申込み頂きます様、お願い致します。

参加申込書

※ご希望の講座にチェックをご記入ください

ふりがな

名 前

(Ｓ・Ｈ

年

月

日

歳)

申込み
講座

８／２０ □ 特定外来種
９／８
□ 北山漆薬師

〒
住所

電話

ＦＡＸ
※ご記入いただきますと、次回からエコツー通信をメールにてご案内いたします。

Ｅ-mail
※ご記入いただきました個人情報は、当協会カレッジの案内に使用し、それ以外の目的で使用することはございません。
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