
花会長312え主

ピリカのダム

札幌市高野県;二

水をそそぐと私は断崖絶壁をつくる。

すると崖がくびれて水がたまりピリカのダ

ムができた。

そこにアイヌの占老が鹿狩りにやってき

て、 ftい男女の悲しい恋の物語を夜、に聞か

せてくれる。

恋の:mはクロユ 1)にさまっている。

私はあのハイモ特有の臭いがして嫌いだ。

私がもしも古老であったならば、臭いのい

いエゾエンゴサクや、キパナノア7 ナにし

ょうかな。

いや、もっと豪勢にシロパナのシラネアオ

イがいいかもしれない。

ピリカのダムは渓流魚であふれでいる。

ヤマメ、ウグイ、アメマス、ニジマス、イ

ワナ、それに名前の知れないドジョウきん

も加わり、恋の季節は満杯である。そうい

えば、ここ数年春を台げる為、カッコウの

戸が聞こえない。どうしたのかな。

(2000，4.18) 

総会・スライド会

日時 1999 (平成 11)年 3月21LI (日)

午後 1時一 5時

場所かでる 2・7 520 B研修室

出席者 27名
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編集部

総会

・報告新種〈リシリアザミ〉を発見

4事j尺 f空

会 U本山草会連絡会東京大会に

ついて

高野英二

高山根物保護と盗拘i防止のため

の北海道シンポジウムについて

i司上

・お話植物版レ y ドリスト中の北海道

産情報不足種の現状について

高橋英樹

篠路福移淑地の公園化について

カラカネイトトンボを守る会

会長石井昌俊

スライド会

千島列島のt直物

北海道のアザミ

福移混地の生態

山草栽培講習会

高橋英樹

梅沢俊

円山富貴

各氏による

日時 5月23n (日) 午後 11時-4時

場所札幌市西区小g~il\丹征l明氏凶場

今回参加者は少なかったが、個人

的にこの凶場を訪れる会員が多く

なっている。珍しい洋種の花々につ

いてお話をきき、香りや美しさを楽
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しむことができた。(参加者 5名)

ゆりが原公箇と篠路指移湿地観察会

日時 7月 18FI (日) 午前9時

場所 (1)ゆりが似公園

山谷古j哉氏のご案内をいただき、

広い公園内に植栽している植物を観

察する。その栽I吾、管理のむずかし

さを痛感させられた。国内には種々

の花々の鉢植が売られていた。又育

てるための相談コーナーも設けられ

ていた。

閤l人!の食堂で揃って昼食をとり、

歓談のー時を楽しむことができた。

(2)篠路福移iNU也観察

午後拓北高校に集令する。当 11同

高校は学校祭で、理科室で生徒によ

る各種研究発表をみることができ

た。その中に福移湿地の展刀、もあり、

参考になった。又ホタノレの飼育など、

自然探究の窓気込みを感じた。

カラカネイトトンボを守る会の会

長石井呂俊氏及び役員の方々のご案

内で、福移湿地に向かう。ここには

42種以上の植物と 19種のトンボ等

が生息していることが調去で知られ

ている。しかし環境は恕像以上lこか

なり悪くなっていることがわかっ

た。

このi'~t山にはカラカネイトトンボ

(希少種・札幌市内ではここだけに生

息している)や絶滅危倶植物のオオ

ミズゴケやタヌキモの保全のために

も、 ifIf.i也公園化を札幌市に陳情して
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いる。(参加者 10名)

北方山草会誌第 17号発行

発行年月日 2000 (平成 12)年 3月 26日

第 3園 高山植物盗掘防止会道シンポジウ

ムの報告

と き 2000年 2月 27日

ところ 北海道大学学術交流会舘

フ。ログラム

第 I部 (10:00-12 : 30) 

第 1分科会「高山植物保護活動の成果

と課題J

(司 会)アポイファンクラフー 水野洋一

(報告者)アポイ岳 アポイファンクラ

ブ阿音I\;!jf.~・礼文島 レブン

クノレ同然館 ~9本誠一郎・大千

軒岳青い山脈大徳尚人・西

別岳標茶山岳会問代和

男・夕張岳 ユーノマリコザクラ

の会水尾若尾

第 2分科会 f高山植物の流通・販売規

制!とその問題点」

(司会)北海道大学小野有五

(報告者)北方山草会 高野英二・北海道

111草会木庄哲二・ JJ~岩国芸

統木忠治・ナーセリーアルム

丹征昭・弁護士 111本行雄

第2古1¥(13: 30-16 : 30) 

ノマネノレディスカッション(13:30-15: 30) 

「高山植物を盗掘から守るために」

(座長)北海道大学小野有五

(パネラー)アポイ 阿部雄一・大F軒岳

大徳尚人・夕張昔水尾若
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尾・北海道IIi草会本庄哲

二・ナーセリー 汁征昭・北

海学園大学佐勝謙・弁護上

山本行雄

スライドと講演(15: 45-16 : 30) 

「野生の誇りいつまでも・礼文の花」

(講師)柄物写真家布Ii問みのり

第 3回 高山植物盗掘防止全道シンポジウ

ム

アピール

北海道の高IIi植物は、数万年前の氷河WJ

から生きのび、この地球上で、この!じ海道

の特定の山にしか生育しない種類を多〈含

んでいます。それらが盗掘で消滅すれば、

この地球上からその高山植物は永遠に失わ

れます。府、たち北海道に住む者は、これら

の高山柄物を未来に引き継ぐ責任を自覚

し、行政や関連機関との緊密な協力のもと

に、北海道の高山組物を盗J屈から守ってい

くことを宣言します。日本を含め世界中の

人々が、一致してつくった「生物多様性条

約j の精神にのっとり、私たちは、一つ

つの高山植物の保護はもちろん、「高山植物

が生えている生育地そのものの保護J を強

〈訴えます。

1・北海道の山を訪れるすべてのみなき

ん、高山柄物のi制服は絶対にやめま

しょう。

2 高山柄物の大切きを子供のときからわ

かるような環境教育を充実きせましょ

70 

3 : IIi草愛好家、 IU草業者のみなさん、 IIi

←ー 138

採り品の栽培・売買は絶対にやめて下

きい。

4 : IIiを愛する長人のみなさん、踏みつけ

や休自主、キャンプ・ロッククライミン

グなどによって高山布眺討をいためない

ようにして下さい。

5 国有林・道有林・警察・司法にたずさ

わるみなさん、現地でのパトロールを

強化して盗掘を未然に防くことはもち

ろん、不幸にして盗娼が生じたときに

は徹底した捜奄によって盗tml者を検挙

し、現行の罰則規定を最大限に活用し

て、きびしい処分でのぞんで下さい。

6 行政は高山植物の{思議や主主掘防止に関

わるボランティア・ NGOへの支援と

協力体制を強化して下さい。

7 : ;It海道は、絶滅が危倶きれる動組物の

リスト(レッドデータ・ブック)の作

成を急ぎ、それにもとづいて、専門家、

市民、 IU草愛好家などの窓見を広〈聞

きながら最も実効性のある条例をつ

くってドきい。

8 道条例の策定にあたっては、「生物多様

性条約」の精神にもとづき、「高山梢物

の'CF.育地の保護」を強〈打ち出して下

さい。とくに、公有地の占める割合が

多い~tiJ年，ftの IU岳では、 i宜と国ヵワJ を

あわせて「生育I也の保護」地域を大幅

に拡大するとともに管理体制を強化し

て下さい。

9 i草条例においては、これまでの闘の「種

の保存法」ではきわめて少数の高山柄

物しか「稀少野生動植物種」に指定き

れなかったことが高山植物の危機を招
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いてきたことを十分に考慮し、採取・

談1肢が祭止きれる種の指定を大幅にI骨

やして下さい。

10 国の「種の保存法」では、 1111け1Mさえ

すれば栽培・流通・販売が許される「特

定稀少野生動植物種」が指定されてい

ますが、この制度は見直すべきです。

栽情・流通できる種を慎重に選定し

その栽培・流通にたずさわる業者に資

格制度を設けるなど、山採り品を売買

するような悪質な業者が淘汰されるよ

うな市1]度を導入して下さい。

11 絶滅危倶種の保護のための栽培・増硝

作業は公的機関が吸うものとし、優れ

139 

た栽培技術をもっ専門家の協力のもと

に、適1正な保護・増殖に努めて下さい。

増殖した伺休をもとの生育地にもどす

にあたっては、遺伝子レベルのi童いを

含む種の保護をはかるために、地域個

体群を遺伝子レベルの違いまで判断で

きる生態学・保全ザ:・分類学・遺伝学

など関連する専門家グループ。による検

討を十分に行い、生1iJ也のある自治体

との緊怯、な述携を重視して下さい。

2000年 2月27日

シンポジウム参加者一同
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