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大畑沢・安蘇沢で夏の下刈りをしよう 

～渡良瀬川上流の足尾の森づくり～ 

 

 今年の夏の下刈りは、「足尾に緑を育てる会」の植樹地および安蘇沢植樹地両方で 

行います。 

 生き物たちが も活発に動く夏、是非生き物の力と息吹を感じながら目いっぱい汗 

を流しましょう。 

日時     7 月１9日（月）「海の日」 原則雨天決行（現地での判断） 

集合時間   午前 9時 30 分 

集合場所   大畑沢緑の砂防 

       ゾーン駐車場 

当日のスケジュール 

・午前 9時 30 分～12 時頃まで 

   「足尾に緑を育てる会」植樹 

  地大畑沢緑の砂防ゾーンに 

  て下刈り、鹿よけネット 

  補修などに参加。 

・12時頃 

    銅親水公園に移動して昼食 

・午後 1時～3時頃まで 

   「わたらせ未来基金」植樹地 

  安蘇沢にて下刈り、鹿よけ 

  ネット補修及び観察会・調査など。    （’03.7.21 安蘇沢 下刈り前） 

持ち物：カマ（雑草を刈ることのできる道具）、帽子、長袖シャツ、長ズボン、タオル、 

    軍手、弁当、飲み物（大量に）、雨具 

（注）当日は非常に暑いと予想されます。無理せず、水分は十分に補給しましょう。 

会が準備するもの：刈り払い機２台、燃料、ノコギリ（数丁：枝打ち用）、 

         水用ポリタンク（数個） 

申し込み：「わたらせ未来基金」と共に午後も行動する方は、7月 17 日までに参加者の 

         人数、名前、年齢等お知らせ下さい。メールでも結構です。参加者に対して 

        自動的に保険に入らせていただいております。 

連絡先 猿山弘子 0282-23-1078 

    谷 雅人 090-6116-3876   メール tani@eco-online.org 



とっておきのお知らせ 

 その１ 

   東大の保全生態学研究室を中心とした学校ビオトープの記録、わたらせ未来基金の 

   活動を内容とするＴＶ番組の放送が予定されています。 

    ８月７日（土） １１時～１１時４５分 ３チャンネル  

   「めざめよ命」（仮題） 

  ぜひご覧ください。 

 その２ 

    わたらせ未来基金とともに学校ビオトープ、ヨシ刈りとヨシズづくり、ドングリの苗の 
  育成と植樹をすすめてきた古河市第７小学校が、４月29日「いきもの環境づくり・みどり 
  部門」で環境大臣賞を受賞しました。 
   今後も、ともに息長く活動していきましょう。 

 

わたらせ未来プロジェクトに参加しての感想 
             JR 総連栃木県協議会 

                             （JR 東労組宇都宮支部）深津 哲  
 
 わたらせ未来プロジェクトに昨年の秋そして今年の春に参加し足尾の山にはいってき 
ました。足尾銅山からだされた煙害による山々の風景を見ると、資本化の利害のために 
自然が失われ、足尾周辺から渡良瀬川下流にいたるまで大きな被害をもたらされたことが 
頭をよぎり、失った自然を取り戻すことの重要性や大切さを足尾に入るたびに感じさせ 
られます。 
昨年の秋に参加した時には、どんぐりのまわりにヨシを敷き並べる作業をおこなってき

ました。春になってどんぐりの植樹にいった時に気づかされたことがありました。秋の時

に見た小さい苗木が、ネットを飛び越して侵入した鹿に食べられて、さらに小さくなって

いました。敷き並べたヨシの間にはさまれ小さくなっているどんぐりは、それでも枯れず

に育つとの説明をうけました。植え付けたどんぐりのたくましさや、山の自然と動物との

関係を感じとることが出来ました。普段の生活の中では、自然のサイクルを見過ごしてし

まい自分の感覚がズレてしまっていることにあらためて気づかされました。 
渡良瀬川の上流と下流を結ぶ工夫をした取り組みに興味を感じました。足尾のどんぐり

を育てた苗木をつくり、植樹の時に下流の土を少し入れてみたり、ヨシを混ぜたたい肥を

利用した植樹。下流地域である遊水池のヨシを刈り上流の足尾の山に敷き並べ足尾の森を

再生。足尾の山から渡良瀬川を通じて下流の遊水池に栄養分を運ぶという上流と下流の循

環へのこだわった発想や取り組みには魅力がありすばらしいと感じています。 
この取り組みを通じて、森づくりによる渡良瀬川の上流と下流の自然との共存や、自然

のサイクルによる人間への影響を考えさせられました。現代社会における自然と人間の関

係が崩れているために、自然災害による影響がでているのも事実です。自然を通じて豊な

心を育て、50 年後 100 年後の未来に緑を残すために、今出来る事を実践していきたいと思

います。 
 

 



今年も足尾に苗木５０本植樹 
                      石橋町 梁島 幹雄 
 わたらせ未来基金が主催する足尾・安蘇沢の植樹に参加してきた.。同基金は足尾に豊か

な自然を取り戻すために活動しているボランティア団体だ。 
 足尾町の山は、足尾精錬所の煙害によって草木が枯死してしまい、はげ山になってしま

った。その山にふるさとの森を復活させようと、ドングリを育てて大きくなったら植え戻

していくもの。また、渡良瀬

湿地帯の自然を再生し、自然

と人間の共存を目指して鳥

類の繁殖や飛来のできる環

境づくりを流域ぐるみで進

めようとしている。 
 今回の植樹は、昨年に次い

でミズナラとコナラの苗木

を植樹した。安蘇沢地区の山

の斜面は、岩石が多くあり、

苗木の穴を掘る作業では一

苦労したが、参加者で力を合

わせ、五十本の苗木を植樹す

ることができた。おかげで青

く澄み渡った空の下で、すが

すがしい汗をかいてきた。        （’04.4.29 安蘇沢での植樹） 
  (2004.5.7 下野新聞に掲載されたものをそのまま転記しました。) 
 

遊水池とわたし 
                          町田 順一 
 遊水池に通うようになって 4 年になります。野鳥を見たい、植物を知りたい、写真を撮

りたい。谷中村の跡地を訪ねたい。佐野の自宅から車で 20 分という便利さもあって幾度も

行きました。 
 名刺の表にはミズアオイ、裏にはハイイロチュウヒをカラーで印刷しました。 
 遊水池の大部分を占める現在の藤岡町は、旧藤岡町と三鴨・部屋･赤麻の三村が 1955 年

に合併したものです。わたしは、赤麻村大字大前の生まれで、赤麻小、中学校の卒業（1955
年）です。 
 わたしがガキだったころ（終戦直後から、およそ 10 年間）の遊水池は今よりずうっと自

然が豊かでした。赤麻地区の人たちは、まだまだ遊水池とおおきくかかわって生活してい

ました。 
 ほとんどの家には刈ったヨシが立てかけてあり、ヨシズ編みの光景は普通に見られまし

た。屋敷内につくられた室（ムロ）の中で女たちの菅笠編みも盛んでした。マコモは飼料、

肥料として、さらには簾用としても大いに利用していました。魚の行商人も少なからずい

ました。もっとも魚の仕入先は印旛沼あたりとか。 
 戦後の混乱期、経済的にもきわめて困難なときに、赤麻地区は周辺の農村にくらべて比

較的現金収入が得られる環境にあったと思う。 
 子どもたちも、ヨシ刈り、マコモ刈りなどにあたりまえのように動員されていました。



そうした合間に、子どもたちは魚やエビをつかまえ、鋭いトゲと戦いながら菱の実を取る

など、夢中に時をすごしたのです。 
 遊水池は赤麻遊水池と呼び、赤麻の人たちにとっては生活の糧を得るところでした。赤

麻寺あたりには、個人が持っていた船が沢山繋留されていました.。対岸の遊水池への往復

にはなくてはならない足でした。 
 川を渡ると、広大な遊水池にはところどころに大小の池が残っていました。沼ガキ、川

ガキにとって、そこが格好の遊び場であり、友だちにも知られたくない「秘密の基地」だ

ったわけです。 
 公害の原点としての歴史遺跡を守り、語り継いでいこう.。かけがえのない動植物の宝庫

であるこの素晴らしい自然を守ろう、と「遊水池」にこだわっていきます。 
 そして一日でも早く、「渡良瀬遊水池」をラムサール条約登録湿地に指定できるよう多く

のみなさんとともにがんばって行きたいと考えています。 
 

 

２００４年わたらせ未来基金総会について 

  6 月 13 日（日）  13:30～16:00  21 名の参加で古河東公民館会議室で開催 
１ 2003 年度活動報告（掲載略：過去及び今回の「通信」の活動日誌のとおり） 
２ 2004 年度会計報告 
 Ⅰ 収入の部           ４６９，１６６ 
    内訳）前年度繰越金     ３４１，１６６ 
       会費          ８１，０００（2,000×33、5,000×3） 
       どんぐり里親登録料   １５，０００（1,000×15） 
       カンパ         ３２，０００（４名） 
 
 Ⅱ 支出の部           １１６，２１１ 
    内訳）活動費         １９，２７５ 
       通信費         ３１，６８０ 
       印刷費          ６，１３０ 
       事務費・雑費      ４０，０１７ 
       どんぐり里親活動費   １９，１０９ 
 
 Ⅲ 差引残高           ３５２，９５５ 

２００４．３. ３１現在 
 Ⅳ その他（緑の羽助成金） 
   収入  緑の募金交付金  １，１００，０００ 
   支出          計１，１００，０００ 
       行動費等       ２３２，９５９ （ヨシ肥料化の試行のための機械借用等） 
       資材・資料費     １３７，９０９ （シカよけネット等） 
       機械等購入費     ３０７，８３３ （改造ヨシ刈り機等） 
       資材運搬費      １２９，０００ （足尾等へのヨシ運搬） 
       指導者経費       ５０，０００ （ヨシズ編み・他でのヨシ刈り等） 
       事務費等        ４２，８５４ （通信費・印刷費等） 
       その他        １９９，４４５ （ヨシ肥料分析費等） 
 



３ 2004 年度活動計画 
       ビオトープ・遊水池         上流・下流の交流 
  4 月  ビオトープ調査         25 日 大畑沢植樹デー参加、29 日 安蘇沢で植樹 
  5 月  植物観察会参加（9 月まで毎月） 
  6 月  ビオトープ調査 
   ７月                  19 日 大畑沢草刈りデー参加 安蘇沢で草刈り 
  8 月  ビオトープ調査         ヨシ肥料化への対策  
  9 月                   
  10 月  次年度ビオトープ準備      ドングリ拾い 
  11 月                  ドングリ発送、植え付け 
  12 月  ヨシ刈り 
   1 月 
   2 月   防火帯づくり 
   3 月  ヨシ焼き参加         植樹準備 
 
活動日誌（2003 年 12 月～2004 年 7月） 

 ’03.12.16  古河 7 小ヨシ刈り 5 年生 85 名（宮内、針谷、町田、千野、猿山） 
19 渡良瀬遊水地自然保全・利用連絡会（以下「遊水地利用連絡会」とする）環境学習部会  
    安島さん講演（学校ビオトープの提案） 
24 遊水池ヨシ刈り面積確認測定 申請書提出（猿山） 国交省の指示で翌年2月27日栃木県に8,780

円の支払い（足尾の緑化に使用するのに何故！） 
’04.1.11～14 足利南高校ビオトープづくり 総合学科1,2年生 計74名参加 
     取材：群像舎、下野新聞、渡良瀬通信（安島、後藤、東洋大生、足利工大生、谷、町田、千野） 
  18 田中正造２１世紀フォーラム講演会（谷） 

24 萱葺屋根保存協会ヨシ刈り協力 （東京都北区の住民、内田、千野） 
2. 2   古河7小ヨシズ編み 5年生85名で30枚作る（宮内、針谷、町田） 

      遊水地利用連絡会ヨシ環境対策部会(ヨシ焼きの日決定。防火帯への取組み要望も、連絡会としては 
    受け入れられず、協力のみ約束)（谷、千野、猿山、一色、町田） 
    遊水地利用連絡会事務局とビオトープについての打合せ（安島、谷、千野、猿山） 

3 野木町新橋小学校・遊水池学習会 5年生88名（針谷、町田、一色、千野、猿山） 
12 佐野市生涯学習課主催研修会 飯島氏の講演会（飯島、谷、猿山、町田） 
15 渡良瀬遊水池ヨシ焼き前、屋敷林防火帯づくり（18名 宮内、針谷、深井、内田、高橋、松本、 
  猿山、野本、塚田等） 

  20 遊水地利用連絡会環境学習部会（千野、谷、猿山、一色） 
  （学校ビオトープの実施を決定も、遊水池内でつくるという話あり。） 
21「渡良瀬遊水地学習研究発表会」参加（塚田） 

3.10 第4回遊水地利用連絡会（飯島、千野、猿山、町田、一色、高松） 
（学校ビオトープについて、湿地保全・再生検討委員会に委ねる方向） 

13 渡良瀬遊水地（谷中湖）干し上げ記念イベント（針谷、猿山、塚田） 
17 第9回遊水地利用連絡会ヨシ環境対策部会（千野、猿山） 
19 第3回渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会（飯島、針谷、千野、嶋津、高橋、松本、猿山） 

（金をかけた多くの調査を計画し、国主導の傾向） 
20 渡良瀬遊水池ヨシ焼き 交通規制に協力（15名） 
26 遊水地利用連絡会学習部会―副読本作成について―（アドバイザー：一色）（猿山） 



27 ヨシ堆肥化試験運転（深谷市へヨシ運搬）（千野、谷、塚田） 
 4.10 ヨシ堆肥化（家庭用チッパ―で実験）（深谷市）（谷、内田、町田） 
 13 ヨシチップ化試験 （宇都宮大学農場） （谷、千野） 

  20  新橋小学校学校ビオトープ調査（安島、後藤、東大生１、猿山、童二プランニング） 
 21 足利南高校学校ビオトープ調査（安島、後藤、東大生１、猿山） 
 24  クリーン作戦・谷中村跡地勉強会（講師：針谷）参加者20名 
      遊水池の土壌準備（足尾における植樹に使用）（内田、塚田、谷、有川、猿山） 
      足尾に緑を育てる会の植樹デー・前夜祭に参加（谷） 

25 足尾に緑を育てる会「春の植樹デー」参加（谷、野本、猿山、東電グループ50人、JR研修で60人） 
  27 「緑の羽根」助成金・会計報告書提出 
  29 「安蘇沢植樹デー」（41名参加） 
5.02 「渡良瀬遊水池植物観察会」（大和田氏による）に参加（会員８名） 
  19  古河市第３小学校授業(講師：飯島)（千野、猿山） 
  21 学校ビオトープ佐野高校・状況調査（谷） 
  28  足利南高校１年生授業(講師：谷)（猿山) 
6.06  「渡良瀬遊水池植物観察会」(大和田氏による)に参加（塚田、野本、谷、猿山） 
  14  野木町新橋小学校と古河市第７小学校の委員会の交流会（一色、谷、猿山） 
  15  新橋小学校学校ビオトープ調査(猿山) 
  16 足利南高校学校ビオトープ調査(谷、猿山) 

20 自然教室ネイチャーフレンドの遊水池で  
     の活動に、案内役として参加 

（栃木の若者のボランティア団体が、小中学

生の親子と共に栃木県内各地の自然に触れ、

考える）（田中、野本、内田、谷、塚田） 
  22 古河市第７小学校「足尾におけるドングリ  
    植樹」（飯島、千野、内田） 

30 古河市第３小学校生66名と足尾小学校生 
    13名の遊水池見学会（５年生)  

歴史の学習と自然観察（町田、千野、谷、 
塚田）                 

                       （‘04.6.30 谷中村役場跡での遊水池見学会） 
7.02  新橋小学校授業(講師：飯島 ) 
  04 「渡良瀬遊水池植物観察会」(大和田氏による)に参加（谷、猿山） 

07 新橋小学校授業(講師：安島) 
 

活動予定 

 次回世話人会  ８月８日(日)  13 時 30分から           古河東公民館 

 
編集後記 
 暑さのせいか、鉢植えのコナラの葉が枯れてきた。いつもより気を付けて水をやると、なんとか

葉柄の側から緑が戻りホッとするが過保護はいけないとも聞く。これも試練なんだろう。 
 ガンバレ、ドングリ達、足尾の山はもっと厳しいぞ。 
 


