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○新イベント「ウォーク the わたらせー源流から渡良瀬湿地帯へー」 

 のお知らせ 

 わたらせ未来基金では、上流と下流の交流事業を通じて渡良瀬湿地帯（遊水池）の 

湿地再生とヨシの活用、足尾の森づくりを行ってきています。 

 今回、「世界の環境問題の発端の場所である」渡良瀬川（流路延長 107.6 キロメートル、 
流域面積 2621 平方キロメートル）をその源流部から中流、下流域まで川沿いに実際に 

歩いてみることにしました。歩きながら流域に住む人々の生活・文化・自然にふれ、 
楽しみながら、次の時代へのつながりを求めていきたいと思います。のんびり一歩 
一歩、歩いてみませんか？ 

 第一弾として、次のように計画しましたので、ご参加ください。 

日 時  １０月２３日（土曜日） 

集合時間 午前９時３０分 

集合場所 足尾・銅親水公園駐車場 

コース  久蔵沢から阿世潟峠まで（往復） 

所要時間 徒歩約３時間（途中まで車を利用します） 

見 所  植林による緑の復元状況（今後、松木沢・安蘇沢とも比較） 

     渡良瀬川水源の稜線から見る中禅寺湖と足尾・日光の山々 

 

○引き続き「どんぐり拾い」のお知らせ 

 「ウォーク the わたらせ」第１回目の翌日、下記により例年どおり足尾のどんぐり 

拾いを行います。 

日 時  １０月２４日（日曜日） 

集合時間 午前１０時 

集合場所 足尾・銅山観光駐車場（通洞駅から徒歩１０分） 

採取場所 銀山平から舟石峠（予定） 

その他  都合のつく方は、午後安蘇沢の植樹地へ 

参加申込連絡・問合せ先 

     ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２８２－２３－１０７８ （猿山弘子） 

     Ｅ－ｍａｉｌ  ｔａｎｉ＠ｅｃｏ－ｏｎｌｉｎｅ．ｏｒｇ （谷雅人） 

 上記２つのイベントの一方のみ参加ももちろんＯＫですが、なるべく前日（２２日） 

までに上記連絡先に連絡をお願いします。両方参加される方は、下記の宿泊が可能です。 

宿泊を希望される方は、１０月１２日（火曜日）までに氏名と宿泊希望施設の別（かじ 

か荘は夕食の有無を含む）を申し込んでください。夕食は、バンガロー宿泊者とともに 



バーベキューも可能です。大いに語り合いましょう。 

  宿泊地 国民宿舎かじか荘  ＴＥＬ ０２８８－９３－３４２０ 

    一泊朝食付き 大人５６９５円 中学生５５６５円 小学生以下４６２０円 

  夕食代は２１００円（大人子供とも） 

 

バンガロー利用の場合（銀山平キャンプ場 ＴＥＬ ０２８８－９３－４０９９） 

    棟借り（寝具付）ですので人数により若干の変動はありますが概ね 1人 2000 円 

入浴はカジカ荘で可。 

食費（バーベキュー）を入れて 3000 円～3500 円程あればいいと思います。 

 

○ ヨシ刈りデー 

今年も渡良瀬湿地帯（遊水池）において、１２月１２日（日曜日）に行います。 

（詳細は後日連絡します。） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

６月２２日、古河７小６年生が足尾で植樹を行いました。わたらせ未来基金からも 

４名が同行しました。その時の参加記です。 

 

未来の足尾は緑いっぱい        
    古河７小  六年  鹿倉 風香  
 足尾銅山にとうちゃく。去年と今日で二回目の足尾銅山です。去年は、ドングリを拾

って来て、ドングリをなえまで育てました。 
 今年は二回目ということで去年、なえにしたドングリを植えに行きました。 
 足尾銅山の斜面はもう、土がなくなっていて、がけ状態でした。私たちがなえを植え

る所は植樹したと思われるもの以外に、木がなく、草ばかりのところでした。 
 私は、自分のなえをしっかりと持ち、雨や風ぐらいでとばされないくらい、土を強く

かためました。これから何年後か何十年後か私の植えたなえがながされずに大きく育つ

ことを願います。 
 そして大きくなったドングリの木をまた、見に行きたいです。 

 －植樹を終えて思わずイエ～イ－        －神子内川で涼む－ 
 
  小さな命たち 
    古河７小  六年  加藤 史織  
 私たちは、先日、足尾銅山にどんぐりの苗を植えに行きました。植えた場所は、雑草

が多く、木が少なくて、急になっているところでした。じゃりが多くて、ほりづらく、

苗を植えても、足でふみかためなければいけませんでした。どんぐりの苗に、足尾の緑



がもどりますようにと、願いをこめて、植え、小学校にもどりました。 
 いつか、何十年、何百年たったら、私たちの植えた苗は、種を落とし、種が成長して、

また、大きな木になると思います。そう思うと、自分のしたことは、小さな事に思えて

も、とても大切なことをしたと分かります。 
 いつか、足尾に、行くことがあったら、少しでも、緑がもどっていると信じて、希望

を持ち、行こうと思います。 
 
 
  未来を救え足尾のドングリ 
    古河７小  六年  八木 叶子  
 私は、６月２２日、足尾銅山へ植樹に行きました。去年、私たちが拾ってきた、コナ

ラ、ミズナラのドングリを育て、苗を足尾へ持って行き、自分たちの手で植えました。 
 足尾の山々は、がけのような斜面が多く、木よりも草が多かったです。それでも多く

の人が植樹してくれたそうです。同の精錬所が今も残っています。 
 自分達の植えた、ドングリが大きくなって足尾の人々を救ってくれたらいいなと思い

ます。また、機会があれば、もう一度植樹をやってみたいなあと思っています。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

ヨシ原保全の先進地を視察！ 代表世話人：飯島 博 

 ９月９日、１０日と２日にわたって、わたらせ未来基金メンバーの内田、谷両氏とヨ

シ原保全の先進地琵琶湖に行ってきました。今回の視察の目的は、渡良瀬湿地帯（遊水

池）の広大なヨシ原を保全するために、未来プロジェクトの中で提案しているヨシの有

効活用の方法について、琵琶湖での取り組みを学ぶことでした。視察の案内は、以前か

ら交流のあった財団法人淡海環境保全センター（http://www.biwa.ne.jp/ohmi9）の田井

中文彦さんにお願いしました。 
 
 １日目は同財団の事務所にご挨拶に伺い、

そのままヨシの苗を育成している施設とヨ

シ腐葉土作成施設を案内していただきまし

た。ヨシの腐葉土は足尾山地での植樹に活

用することを以前から提案していましたの

で、財団の取り組みはたいへん参考になり

ました。その後は、琵琶湖に残る 大の内

湖である西の湖を見学。西の湖のほとりに

あるヨシ博物館を訪問しました。館長の西

川嘉廣さんはヨシを扱う老舗の１７代目の

当主とのこと。アサザプロジェクトについ

てもご存知で、初めてあった気がしない感じ      ヨシ腐葉土 
の気さくな方で、楽しいお話を聞かせていただきました。ヨシ博物館は西川さんが自宅

の蔵を利用したもので、中にはヨシに関するあらゆる分野の資料や文献類が納められて

います。西川さんには収蔵品ひとつひとつについて丁寧に解説をしていただきました。

西川さんと田井中さんは以前からのお知り合いで、お二人ともヨシ文化の復興を強く願

っています。ヨシについて熱く語り合うお二人を見ていると、地域の伝統と文化の重さ



を感じずにはいられませんでした。 
 
 ２日目は、琵琶湖西岸を北上、湖の中に

立つ白髭神社の鳥居を眺めてから、新旭町

の道の駅風車の里に展示されているヨシ葺

きモデルハウスを見学しました。このヨシ

葺きはオランダから職人さんを呼んで造っ

たそうです。近代的な家とヨシ葺きの組み

合わせが新鮮です。田井中さん達は、今年

ヨシ葺きの新築の住宅を造る計画も進めて

いるそうです。ぜひ、見に行きたいと思い

ます。 
                       ヨシ葺きモデルハウス 
 新旭町を出発してマキノ町の里山やビオトープを見学、さらに琵琶湖の北端をまわり

東岸へ、今度は南下しながらびわ町の中学校が生徒とＰＴＡの方々でヨシを植栽してい

る湖畔を見学。 後は、八日市市の河辺いきものの森を地元の関係の方に案内していた

だきました。実は、この前の週に八日市市でシンポジウムがあり、講演をしに行ったば

かりでした。その時に、この森の活動報告もあったので実際に見ることができてとても

参考になりました。 
 
 田井中さんには、お忙しい中２日間も案内していただき本当に感謝しています。本当

に勉強になりました。これからも、琵琶湖と渡良瀬湿地帯及び霞ヶ浦の交流をお互いに

深めていきたいと思います。 
 
 
今後の体制について 
                        臨時世話人会出席世話人一同 
 ８月８日の第２１回定例会の開催前に臨時世話人会を開催し、次のように役員の一部

変更を行いました。役員は、会則によって総会での承認が必要なところですが、すぐに

総会は開けないため、来年 6 月の総会まで暫定的にこの体制で行っていくこととしたい

と思いますので御了承をお願いします。 

役員    代表世話人：飯島 博  

事務局長：猿山 弘子・谷 雅人 

会計：猿山 弘子 

会計監事：高橋 惠子、松本 淑江 

 

なお、その他の役割分担もあわせて明確化しました。 

事務局（総務・会計）：猿山 弘子  

渡良瀬遊水池・学校ビオトープ チーフマネージャー：内田 孝男 

渡良瀬遊水地内での活動（観察会、ヨシ刈りなど） 補佐：田中 昭男 

学校ビオトープ 補佐：塚田 啓一 

 

ドングリ里親・渡良瀬川流域 チーフマネージャー：谷 雅人 

ドングリ里親（足尾への植樹・育林活動を含む）補佐：千野 繁 

渡良瀬川流域管理（バイオマスなど）補佐：町田 順一 



 
 

’04.7.10 ヨシ粉砕試験 (株)ログ(太田市)(谷) 

7.11 古河市第４小学校と第７小学校のビオトープ管理(内田) 

7.13 渡良瀬遊水地自然保全・利用連絡会（以下「遊水地連絡会」）ヨシ対策部会(猿山) 

7.16 栃木県助成事業ＮＰＯビジネス講座で「わたらせ未来基金の活動と課題」につい 
   て報告（栃木県シニアセンター） (猿山) 

7.18 バイオマス研究の実際・実践見学(日本工業大学・佐藤教授)（大学と宮代町の「新

しい村」の“畑の発電所”）（一見の価値あり）(田中、谷、内田、野本、塚田) 

 

7.19 足尾草刈デー(谷、内田、塚田、猿山、ＪＲグループ３名、東洋ＮＩＣＥ外７名) 

（参加者少なく、ＮＩＣＥの若い力に助けられた。感謝！） 

7.26  遊水地連絡会に参加(町田、高松、猿山) 

8.01 渡良瀬遊水地植物観察会に参加 

8.07  『目覚めよ小さな命』放映 ＮＨＫ教育 

8.08 今後の活動体制についての話し合い（詳細は別に掲載） 
 8.29 足尾グリーンフォーラム（谷） 
 9.05 渡良瀬遊水地植物観察会（田中、野本、猿山、塚田） 

9.10 東大の学校ビオトープ調査に同行（足利南・佐野高、古河 7･4･1･3･5･6 小、 
～14 野木新橋小、 藤岡二中）（猿山、谷、塚田） 

 

＊会費納入のお願い 
  振込用紙の送付が遅れましたが、今年度の会費を未納の方は、同封の振込用紙に 
  より、納入お願いします。 
 
＊次回定例会１０月１７日(日)１３：３０～  

古河西公民館（会場変更：東公民館ではありません）にて 

 
その他のお知らせ 
・ わたらせ未来プロジェクトのメーリングリストへの参加者を募集しています。未来

通信より早く、生の情報を交換し合いましょう。 
  メールアドレスは watarase-mirai-project@yahoogroups.jp ですが、参加ご希望

の方は,あらかじめＥメールで、tani@eco-online.org（谷雅人）にお申し込みくだ

さい。 

・ わたらせ未来基金のホームページをまもなく公開します。 
アドレスはhttp://eco-online.org/watarase/です。ご期待ください。 

 
編集後記 

 いよいよ新シリーズ渡良瀬川沿いを歩く「ウォーク the わたらせ」私もチャレンジ！！

今年の夏は、本当に暑かった。地球温暖化、異常気象による被害は、私達の日々の生活

が加害者として招いている事かもしれません。（内田）  

 久蔵沢から阿世潟峠まで、「ウォーク the わたらせ」の下見に行ってきました。予想

以上の緑に、天然林かと思ってしまったが、説明を受け、植樹の歴史に認識を新たにし

たところです。（塚田） 

活動日誌（2004 年 7 月～9 月） 


