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尾のドングリ拾い、渡良瀬遊水池のヨシ刈り行われる 

 昨年 10 月 25 日、足尾でドングリ拾いが

われ、37 名が参加しました。まずまずの天

の下、前年と同じくかじか荘から舟石峠に

かう林道で、庚申川対岸の紅葉を見ながら、

端のミズナラ、コナラのドングリを拾いま

た。前年、第 1回目のドングリも成長して

るでしょうが、「足尾のドングリによる足

本来の緑の再生」を目指すため、当日来ら

なかった方も引き続きドングリの苗を育

ましょう。 

絡お待ちしています。 

連絡先 千野繁  なるべくＥ－ｍａｉｌ（ｈ

          ｂｏａｔ．ｚｅｒｏ．ａ

          又は、電話（０９０－８

安蘇沢植樹地のシカよけネット

  

 なお、当日は、午

アグリ」（テレビ朝

した場所のシカよけ

の敷き詰め作業等を

「わたらせ未来基金

 

 

  

12 月 14 日、晴天の下渡良瀬遊水池でヨシ刈

が行われました。当初予定の 11 月３０日は

雨のため順延となり、前年と同じく谷中村跡

駐車場の北側で行われ、６０名近くの参加が

りました。第３回目であり、作業も順調に進

、予定より早く、昼過ぎには刈り取り作業は

了しました。このヨシが、今年も春の足尾の

樹やたい肥づくり等に活用されます。 
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  足尾道路側溝でのどんぐり拾い 

ａｒｒｉｅｒ＠ 

ｄ．ｊｐ）に 

０２０－０２９０）  

後から、農水省提供の「おしえて！

日）の取材があり、4月 27 日に植樹

ネットの補修作業、前回残ったヨシ

行いました。11 月 30 日の同番組で、

」の活動が紹介されました。 
 

    渡良瀬遊水池でのヨシ刈り 
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 ボランティアはすばらしい 
                                                   高橋蕙子 
 12 月 14 日の日曜日、渡良瀬遊水池で葦刈りが行われました。私はとても戦力でないの
で迷いましたが、でも出来るだけのことはやってみようと参加しました。 
 当日はすばらしい晴天に恵まれ、澄み渡った空に日光連山が輝き、風もなく、60人を越
す人々と一緒に作業を続けるころが出来ました。新聞を通しての呼びかけに応じて、時間

があったから来てみたけれどという人も含め働きざかりの男性の多いのにびっくり。午前

10時から午後３時までという予定が１２時頃には大方の作業も終了しました。 
  鋏や鎌を使って一つかみずつの葦を切る。それを一定の量に束ねる。縛る。長さを揃え
る。そして車に積み込むという可成りの重労働に気持ちよい汗を流しました。自主的に集

まった人々ですからどんどん作業も進みます。この作業を撮影にきたカメラマンのグルー

プもいて大にぎわ

いです。刈られた

葦は来年、荒廃し

た足尾のドングリ

の植樹の時、山の

元に戻されます。

この日の作業面積

は、大葦原の中の

ほんの小さな片隅

の出来ごとです。

しかし、大切な国

民の財産の遊水池

の為に力を結集し

て本州最大の葦原

を守っていきたい、足尾を復活させたいという思いで、初対面の方々とも次の機会又ここ

でお会いしましょうと再会を約束しました。 

 

   渡良瀬遊水池ヨシ刈りの後参加者とともに（平成１５年１２月１４日） 

 この日までの準備やら後始末やら、私のわからない所での蔭のお力に感謝して、本当に

皆さんありがとう。お世話になりました。 

  ヨシ刈り通し足尾再生の輪 
                                             宇都宮市 人見 淑子 

    先日、藤岡町にある渡良瀬遊水地のヨシ狩りに参加した。三ﾒｰﾄﾙを超えるヨシを根

元からかまで刈り束ねるという初めての体験だったが、とても楽しく気持ちのよい汗

を流すことができた。 

    渡良瀬川上流の足尾の山は、足尾銅山からの煙害で草木は枯れてはげ山になり、下

流の肥えた土地は鉱毒の流出のため作物は育たず廃村になった歴史がある。刈り取っ

たヨシは足尾の山の栄養分になるたい肥をつくり、また植樹したドングリの根元に雑

草よけとして敷くなど役立てられる。 

   東日本旅客鉄道労働組合（JR 東労組）には「ふるさとの森づくり」の活動があり、

毎年家族で参加し、自然の大切さを学んでいる。今回のヨシ刈りも「わたらせ未来基

金」の呼び掛けで、いろいろな団体や個人が参加していた。これからも関心を持ち続

けるとともに活動の輪を広げる呼び掛けをしていきたい。 

   （２００３．１２．２８ 下野新聞投書欄掲載をそのまま転記したものです。） 
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 自然界の一員として行える事 
                                  鈴木 康司 
 栃木県足利市にて生まれ育ち、清掃業を営む三十代であります。予てより自然にふれる

ことを好み、殊に山へは親しみをもっていました。今になって思うと、大きくは山、空、

天候、小さくは岩、木々、動植物と、日本民族のもつ多神思想に基づくそこここの精霊達

の偉大さ、華やかさに、無意識であっても魅了されていたのでしょう。 
 平素より、社会人として新聞、書籍等見聞きするようにしています。行政、企業の情勢、

企業、民間としての活動等、私自身も何か努力、協力できるものはないものか。そこで是

非参加させて頂きたく思ったのが、この緑化再生プロジェクトです。この切っ掛けを与え

てくれた新聞、冊子等の力には感謝致します。 
 早速、連絡をとり、数日後には手元に団栗が届きました。実に可愛らしく、まるで雛を

孵すように気を配り、かなり過保護に土に植えた次第です。 
 いよいよ、行事に馳せ参じました。春の植樹です。現地駐車場に入りきれぬ程で、それ

らしい出で立ちの方々が大勢いらっしゃいました。近県だけでなく遠方から多数の方々が

来られている情景には大変感動致しました。本当に素晴らしい方々です。 
 現地にて感じたも

う一つは、余りにも

荒涼とした風景で、

まるでグランドキャ

ニオンのようだと思

いました。採石で削

られた山は時折目に

しますが、それとは

異質なものを感じま

した。それについて

の説明を受け、大変

勉強になりました。

大多数の人は記憶の

片隅に知識としてあ

る程度で、この現状

は知らないでしょう。

又、肉眼で見ないと

解からないと思います。

 色々手解きしてもら

楽しく参加させて頂き

るようになったと先日ふ

 さて、我家の団栗君

りしているのと、少々

す。いずれは山に帰る

かもしれませんが、里親

 緑化再生事業に参加

費やされていると思い

人レベルから、社会、国

 

 

         足尾安蘇沢植樹地での植樹作業（平成１５年４月２７日） 

い植付けを真剣に行い、夏には草刈り、秋には観察及び補足、実に

ました。その後の変化とすると、今まで目に入らなかったものを見

と気付きました。 
達は、背丈１５センチ位、一段と二段伸びの者があり、茎のしっか

細いのとあります。同条件なのに何故でしょう。とにかく可愛いで

のでしょうが、生涯私の木として見守りたく思います。趣旨が違う

の親心です。 
されている方々には、時間的、経済的、労力的にも、エネルギーを

ます。人として、実に尊く、優しく、思慮深いと思います意志が個

家規模で意識改革できたら、真の豊かさに到達するのでしょう。 
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 渡良瀬遊水池とわたらせ未来基金 
                              埼玉県久喜市   田中昭男  
 １０数年前遊水池を初めて訪れた時、谷中湖はある程度出来上がっていたが、まだ中に入る事は

かなわず、入るとすればフェンスを乗り越えてしか入れなかった時代、また旧谷中村の地にも入れ

ずいつかはこの地にという思いでいて、初めて旧谷中村及び延命院の跡地に立ったときは、いろい

ろな事を思い胸の詰まる思いがした。 
 その後鷹見台（第二調整地）に通い続ける中で、ある時シルバーメタリックの大きな双眼鏡を使

用している人がいた。はじめの内は声もかけずお互い自分だけでワシタカを見ている状態が続いて

いた。ある日その人と言葉を交わす時があり、名は澁谷さんという人で私の住まいの隣町の人とい

うことを知り、鷹見台で会う度毎に色々な事を話すようになった。又ある時佐野市の荒川さんとい

う人と知り合いになりいろいろな人を紹介されたり、ご夫婦で来られる人や恋人同士の人や、いろ

いろな人と出会うことが出来た。出会った人達からいろいろな言葉を貰いながら、この人達から得

た事を、自分が生きて行く中で生かして行きたいと思う。 
 この地に通うようになって、田中正造翁の事、渡良瀬川

の事、また流域の事を自分ながらに勉強し、足尾や佐野、

足利などに足を運び鉱毒の事などを学び、色々な所で田中

正造関係や、鉱毒等の講演があるのを知ると、その地を訪

れ色々な事を学び人と出会った。そして今足尾の山で植樹

のボランティアをするように至った事に、感謝の気持ちと

体の続く限り環境ボランティアを続けられたら…との思い

でいっぱいです。又このような活動が出来る事に家族に対

しても感謝の気持ちがいっぱいです。 
        遊水池のミサゴ 

 遊水池に関わるようになって十数年が経過した今、足尾

の地に植樹（ドングリ）をしている自分を見つめると、渡

良瀬の地から足尾の地に、以前子供達と一緒に訪れ、この

様になってしまった足尾の山々の事、渡良瀬川の事、田中

正造の事などを話した事が昨日の事の様に思われます。 

     遊水池のチョウゲンボウ 

 先日の植樹地の手直しと観察のＴＶ取材の時、猿山さん

からＪＲの方々が午後に来られるとの事を聞き、或いは知

った人達ではないかと思う気持ちがあり、作業の合間にそ

の方々と立ち話をした所旧知の話が出来、その中で一人の

方が病気にて数年前に他界した事をお聞きし胸の詰まる思

いになりました。 
 又、今まで一緒に活動してきた下坂さんが今年いっぱい

で秋田に帰る事が確実であるし、旧知の人が亡くなっていたり…、仲間が減っていく事は私にとっ

ても、一緒に活動をしている人たちにとっても寂しい事である。でもこの活動はやめる事も、一時

的にしろ休むことなく進めて行かなければならないと思う。この活動が継続的に進められるには私

達を支えて下さっている方々がいる事により出来ると思っているし、そういう方々がいる事で皆と

一緒になって出来る事だと思う。 
 この方々に感謝の気持ちと今後ともご支援をして頂ける様、一生懸命頑張ってやっていきたいと

思います。      
    （ミサゴとチョウゲンボウの写真は、文中の下坂氏撮影のもの（転写）です） 
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 佐野高校で講演とパネルディスカッション開催！！ 

                                 谷 雅人 

 平成１５年１２月４日（木）、栃木県立佐野高校の旭城ホール（約１５０名収容）におきまして

講演とパネルディスカッションが行われました。 

 佐野高校は今年で創立１０３年目を迎えます。また、平成２０年には県立学校としてはじめて中・

高一貫教育が実施されることになっています。今後、栃木県南部地域（すなわち渡良瀬川流域）に

おいての中軸を担っていく学校となっていきます。私も佐野高校出身なのですが、同校の同窓会誌

（「旭城だより」第１０号）に座談会「これからの高校教育」が掲載されていました。この中で「開

かれた学校づくり」というキーワードとともに、地域社会に根ざした学校づくりを将来に向かって

おこなっていくという話がありました。 

 このような中、生物担当の菊地久雄氏の働きによって、昨

年２月に「わたらせ未来基金」と東京大学で進めている「お

宝探しプロジェクト：ビオトープ池」が高校として始めて、

佐野高校に作られました。そして、今回、ビオトープ設置に

実際に携わった３年生がいるうちにこのような機会を持て

たことは非常に意義のあることでした。 

当日は、まず、東京大学保全生態学研究室安島美穂氏が約

45分講演を行いました。内容は渡良瀬遊水池の「お宝探しプ

ロジェクト」の背景になっている、「保全生態学」という学

問分野について。昨年制定された「自然再生推進法（平成１

５年1月1日施行）」の基本理念となっている「・地域における

生態系の微妙な均衡を踏まえて、科学的知見に基づいて実施。

の状況を監視し、その結果に科学的な評価を加え、これを事業

基本となるデータを「お宝探しプロジェクト」のビオトープ池か

それらのデータが実際に「渡良瀬遊水池」の自然再生事業に使

遊水池」の植物相はレッドデータブックに記載されているもの

域遺伝子保存。今年1年の佐野高校ビオトープ池から出てきた

次に関連して同研究室の後藤章氏がビオトープ池に集まって

て最新の研究成果を話しました。 

「わたらせ未来基金」の飯島博氏は「わたらせ未来プロジェ

池」の自然再生は「市民主導」であるべきということ、再生に

は足尾（緑化）から下流は霞ヶ浦（アサザ基金：飯島氏が代表

重要性、流域において40年後

が生息できる環境にしていく

私からは渡良瀬川流域にお

の重要性と足尾での植林、中

リ」を使った環境教育、世界

中正造」生誕地である佐野の

その後、パネルディスカッ

「ビオトープで発芽した植物

「100年後トキが住めるよう

たのではないか？」「市民主導の取り組みが重要ということで

「ドングリの帽子はどのような役割を持っているのか？」など

 

特に「トキ」に関しては、10月10日に最後の日本産「トキ：キ

佐野高校に「トキ」の剥製があるということ、地域遺伝子の保
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自然環境の特性、自然の復元力及び

・事業の着手後においても自然再生

に反映。」の中の「科学的知見」の

ら取得しているということ。また、

用されていくということ。「渡良瀬

が非常に多いということ。植物の地

貴重な植物紹介などが話されました。 

     安島美穂氏講演の様子 

くるトンボの種類とその生態につい

クト」の概要として、「渡良瀬遊水

は「流域」の繋がりが必要で、上流

を兼ねる。）をつないだ取り組みの

に「コウノトリ」100年後に「トキ」
ということなどが話されました。 

ける「ドングリ」を主体とした森林

流域の里山での森づくりと「ドング

で最も早く「環境問題」を唱えた「田

役割などを話しました。 

ションが行われました。生徒からは

を今後どのようにしていくのか？」

にするというが、トキは既に絶滅し

あるが、行政は何をしているのか？」

様々な質問・意見がありました。 

ン」が亡くなって直後ということ、

存という観点からも話が盛り上がり



ました。「佐渡トキ保護センター」での取り組み、最近の研究によって遺伝子的に中国産「トキ」

と日本産「トキ」に遺伝子の相違はないということ、「兵庫県立コウノトリの郷公園」での取り組

み、「トキ」や「コウノトリ」はよりよい湿地生態系の象徴であるということが話されました。こ

れを受けて、生徒は「私もトキが戻る100年後まで生きます。」と答えてくれました。当初、質問時

間を30分と考えていましたが、約1時間以上長くなりました。 

今回の参加者は3年生の生物選択者、および1・2年生希望者で142名。この他、本年ビオトープ設

置予定の足利南高校関係者、宇都宮大学教育学部関係者なども参加して、約150名収容可能な、階段

式の「旭城ホール」が一杯になりました。今後は、担当の菊地氏らと地域の市民も交えた企画をつ

くっていきたいと話しております。佐野高校関係者の皆様には大変お世話になりました。 

偶然ですが、昨年末、佐野市教育委員会生涯学習課から飯島氏へ講演の依頼がありました。2月12

日（木）に佐野市役所で行われる予定です。また、本年は総合学科である「足利南高校」でもビオ

トープ池の設置が行われます。渡良瀬川中流域との繋がりができてきます。渡良瀬遊水池―佐野―

足利―足尾といった渡良瀬川流域のネットワークは、世界に訴えることができる繋がりだと信じま

す。「田中正造」は世界で始めて環境問題を訴えた人なのですから。 

関連ウェブサイト 「栃木県立佐野高校」http://www.tcg-sano-h.ed.jp/

         「自然再生推進法」http://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/

         「アサザ基金」http://www.kasumigaura.net/asaza/

         「佐渡トキ保護センター」http://www4.ocn.ne.jp/~ibis/

         「兵庫県立コウノトリの郷公園」http://www.whitestork.jp/

 注）「わたらせ未来プロジェクト」では現段階の達成目標を４０年後の「コウノトリ」としており、  

  「アサザプロジェクト」では１００年後の「トキ」を目指しています。 

 

活動日誌（2003 年 9月～12 月） 

 ９．０６ 大和田真澄氏主催の「渡良瀬遊水地 秋の観察会」（内田、下坂、谷、猿山） 

 ９．０８ 学校ビオトープを中心とした話合い・東大（飯島、嶋津、内田、町田、谷、千野、猿山） 

１０．０１ 学校ビオト－プとわたらせ未来プロジェクトの状況説明・古河市教育長（安島、猿山） 

１０．０７ 古河７小 3年生 遊水池で野外観察と授業（一色） 

１０．２４ 古河 7小 足尾見学、ドングリ拾い（飯島、谷、千野） 

１０．２５ 未来基金ドングリ拾い・足尾（37 名） テレビ取材（「おしえて！アグリ」）・足尾安蘇沢 

１１．１３ ヨシ環境対策部会（千野、町田、猿山） 

１１．２１ 野木新橋小ビオトープ事前授業、教員研修（講師：後藤、飯島、安島 その他：内田、 

      千野、猿山）、埼玉県鷲宮町上内小 ドングリ里親授業と植え付け（田中春昭） 

１１・２５ 渡良瀬遊水池湿地保全・再生検討委員会（嶋津、高橋、松本、千野、猿山、安島、大和田、

    孝口） 

１２．０４ 佐野高講演会・パネルディスカッション（講師：安島 パネラー：後藤、飯島、千野、谷

    その他：町田、猿山）、足利南高 ビオトープ作成現場打合せ 

１２．０７ 野木新橋小ビオトープ池原型造り、土運搬、土撒き出し（安島、後藤、千野、猿山、稲葉） 

１２．１１ 遊水池学習研究会（千野、一色、猿山） 

１２．１４ 未来基金ヨシ刈り（56 名 団体参加のＪＲ東日本労組、東電グループを含む） 

１２．１６ 古河 7小ヨシ刈り 

編集後記 

 今回は、投稿を含め文章が盛沢山になりました。皆さんの意欲があふれ出ており、これからの活動が

さらに盛り上がることが期待されます。他の会員からの投稿も歓迎します。 
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http://www.tcg-sano-h.ed.jp/
http://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/
http://www.kasumigaura.net/asaza/
http://www4.ocn.ne.jp/~ibis/
http://www.whitestork.jp/

