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行事予定  

たらせ未来プロジェクト「足尾植樹デー」 

も安蘇沢での植樹を行います。足尾に緑を育てる会の植樹デー（別に記載）とは 

です 

   ４月３０日（土曜日） 予備日５月１日（日曜日） 

所・時間 

用者 午前１０時 足尾・銅親水公園駐車場（大畑沢の先、車止めゲートの手前左下） 

   遅れるとゲートが閉まり入れなくなりますのでご注意ください。 

利用者 人数により、後日、集合場所・時間を決定しますので、下記参加申し込み 

時にその旨お伝えください。 

準備するもの：昼食、飲物、軍手、作業しやすい服装、帽子、雨具 
       （作業用具は未来基金の方で準備します。） 

間：昼食を含め約３時間の予定 

込：ゲートから安蘇沢植樹地まで入る車の台数を事前に報告しなければならないため、

参加者はなるべく下記に事前連絡をお願いします。 

  特に電車利用者は、早めに連絡をお願いします。 

問い合わせ先：事務局 TEL・FAX ０２８２－２３－１０７８（猿山弘子） 

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

良瀬遊水池・自然観察会    ──植物、 昆虫、 野鳥── 

･湿地保全全国キャンペーンの一環として、渡良瀬湿地帯において行われます。 

主催 渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会 

共催 日本野鳥の会栃木県支部 わたらせ未来基金 

以下、主催者のチラシより) 

  ４月１７日(日曜日) ９：３０～１２：００ 

  遊水池会館駐車場   東武日光線「藤岡駅」より徒歩１５分 

  植物： 大和田 真澄 氏 （藤岡町史「渡瀬遊水池の自然」編纂委員） 

  昆虫： 大 川 秀雄 氏 （藤岡町史「渡瀬遊水池の自然」編纂委員） 

  野鳥： 日本野鳥の会栃木県支部担当者 

定地 植物：谷中村跡地散策路付近    

   昆虫：谷中村跡地散策路付近    ＊観察予定地までは車に分乗して 

野鳥：谷中湖付近          移動します。 

http://eco-online.org/watarase/


  遊水池は啓蟄
け い ち つ

が過ぎ、ヨシ焼きを終えると植物たちの一斉の芽吹き、そして夏鳥の 

渡りのときを迎えて、命の輝きを強く感じる季節です。 

  遊水池の歴史におもいをよせながら、「この地の自然 

の恵みを守りたい」「ラムサール条約登録湿地にしよ 

う」、これが私たちの願いです。 

  今回は植物グループ、昆虫グループ、野鳥グループに 

わかれて、それぞれゆっくり観察します。新緑のヨシ原 

を歩きながら、どんな発見、驚きがあるのか、生きもの 

たちのいとなみを、そっとのぞかせてもらいましょう。 

                              

○ 他団体等の活動への参加と観察会のご案内       トネハナヤスリ 

１ 渡良瀬遊水地クリーン作戦 

日 時  ４月２３日(土曜日) ８時３０分～１１時  予備日４月２４日 

集合場所  谷中村遺跡手前駐車場 

  芽吹きの季節です。 

活動報告にもあるように、ヨシ焼き前の３月１３日に有志によるゴミ拾いがあり 

ましたが、ヨシ焼き後でないと見つけられないゴミ・ヨシ焼き後に出たゴミも片付 

けましょう。根気がいりますが・・・ 

２ 植物観察会 

     今年も大和田真澄氏主催の［渡良瀬遊水地・植物観察会］が開かれます。

     初回は５月７日（土）です。渡良瀬湿地帯内の自然を、映像のみでなく自分の

   五感で感じてみましょう。

    開催日時は、5/7(土) 6/4(土） 9/3(土） 10/1(土）です。 

    この観察会は、大和田氏個人の主催であり、どなたでも当日自由に参加でき、 

   会費は無料とのことです。 

   ５月７日（土曜日）の開催時間 １０時～１２時  

   集合場所 谷中村遺跡手前駐車場近くのポプラの木の下 
   詳細は、大和田氏のホームページ http://www.ryomonet.co.jp/mo/mo/ の 

「ニュース」のページをご覧ください。 

 

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

主な活動の報告 

○新イベント「ウォーク the わたらせ－源流から渡良瀬湿地帯へ－」第一弾 

 「ウォーク the わたらせ －源流から渡良瀬湿地帯へ－」第一弾が、昨年１０月２３日 

に行われました。 

「世界の環境問題の発端の場所である」渡良瀬川を、その源流部から中流、下流域ま 

で川沿いに実際に歩き、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こうというスローガンのもとに、１７名が参加しました。 
安蘇沢の植樹地を観察した後、足尾の中では緑化の進んでいる久蔵沢から阿世潟峠まで 
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を往復し、植林による緑の復元と、日光側の樹林の阿世潟峠を越えた繁殖を見ることが 

できました。 

 先人の苦労と、これからの緑化のあるべき姿を考える良い機会になったのではないか 

と思います。 

（ｐ４に阿部さんの参加記掲載あり） 

○ 足尾のどんぐり拾い 

「ウォーク the わたらせ」第１回目の翌１０月２４日、例年どおり足尾のどんぐり拾 

いを行いました。３２名の参加（うち子供６名）があり、銀山平から舟石峠方面でにぎや 

かに行われ、台風通過後の青空の下、大量のどんぐりを収穫できました。 

 (p５に山菅さんの参加記あり) 

○ 渡良瀬湿地帯でのヨシ刈り 
１２月１２日、横堤の屋敷林の防火帯作りを兼ねたヨシ刈りを行いました。当日は、「佐 

野ユネスコ子供クラブ」のグループ参加もあり、９９名（途中からの参加を含めて 100名 
を超えたと思われます）の参加があり、途中からのミゾレにもかかわらず、参加者の熱意 
で予定どおりのヨシ刈りができました。 
「佐野ユネスコ子供クラブ」の子供達は、ヨシ刈り体験後、当日、付近で野鳥の標識調 

査を実施中の鳥類標識調査協力調査員から実物の野鳥を見せてもらい、調査について説明 

を受けました。（野鳥は調査のための一時捕獲であり、標識を付けて後放ちました。） 

（p６に調査員の深井さんの標識調査に関する文章掲載あり） 

＜担当コメント＞うれしいですねー、大勢の人達が参加してくれました。おかげ様でずい分 

と刈る事が出来ました。今回は場所が場所だけにチョンボもしてしまいま 

した。遠回りをさせてしまった子供たちと一部の方々には、ご迷惑をおか 

けしました。 

 

学校ビオトープ池づくり、あちこちで 

○３月３日に栃木女子高でビオトープ池づくりが行

われました。 

＜参加会員コメント＞ 

１年生６クラス全員(280 名弱) が関わる。 

アフターでも何人かがいろいろと参加して 

くれましたので、ありがとう、活用してね 

と言いました。スコップを洗ってくれた彼女   

たちのスカートの裾の汚れが心配でした。   

 

○ ３月１６日には、古河３中でも、１・２年生６ク 

ラス約 200 名の参加でつくられました。 

渡良瀬湿地帯の土を使ったビオトープ池としては 

１２校目になります。（詳細は、わたらせ未来プロ 

ジェクトのブログ http://watarasem.exblog.jp  

で見られます。） 

 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊   上：栃女     下：古河３中 
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行事参加記等 

足尾の山に登って 

阿部一彦 

渡良瀬未来から新イベント｢ウォーク the わたらせ｣の案内が来た。昨年は植樹に参加した

ので行ってみようかと申し込んだところ、早速、ＯＫの返事が来た。日頃自然破壊による環

境の問題を心を痛めながら気をもんでいるのだが、ごみは持ち帰るぐらいのことでこのこと

に関しては特別行動に移しているわけではなかった。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歩いてみて、その流域にすむ人々の生活・文化・

自然にふれ、次の時代へのつながりを求めていこうという主旨であった。 

現役を引退した今、環境保全について行事には少しでも参画してみようと思って１０月２

３日足尾に向かった。 

朝早く小山の家をでたので八時半には現地に着いてしまった。誰も来ていないので、周囲

の山々を写真に撮ろうと思って見渡した。秋の紅葉が始まって気持ちが洗われる思いだ。が、

よくみると大きな木は殆ど見られない。岩がむき出しで何か凄みを感じる山もある。足尾銅

山が流した鉱毒がまだまだ引きずっていることがよくわかる。 

時間になったので集合場所に言ったところ２０名位のかたが集まっていた。 

主催者の方々の挨拶と紹介を終えると車で奥に入り、昨年植樹した場所へ案内されたが、殆

どの苗木の頭がちぎられている。中には枯れているのもある。鹿のせいだという。鹿の餌と

なるものがあるから彼らが戻って来たのだろうが、毎年こんないたちごっこを繰り返しなが

らもとの自然を取り戻すなんて、こりゃ孫子の代まで格闘しなければいけないなと心中愕然

とするものだった。一度失った自然は、二度と帰らないと思って間違いがない。最低百年、

二百年はかかるということが実感として納得できた。 

車を降り、塚田さんが先導してくれ、いよいよ阿世潟

峠を目指して登り始めた。途中、熊や鹿の糞を見た。熊

の糞には木の実が混じっており、くさぎの実だという。

小生少々たじろいだ。しかしいずれにしても山の動物が

戻ってきたわけで、なぜかうれしくなってくる。登るほ

どに険しくなってくる。こんな山には何十年振りである。

登っているうちにまたぞっとした。歩いている両脇の木

が殆ど枯れているのだ。笹も鹿に食われて茎だけしか残

っていない。谷さんの説明によると鹿が木の皮を冬の間

食べてしまうのだそうだ。これでは人間がいくら手を添      久蔵沢源流部 

えてもわずかな自然しか取り戻すことができない。誰のせいでもない、人間が破壊し別の人

間が元に戻そうとしている。これを根気よく手を添えて自然を取り戻す皆さん方に尊敬の念

と感動を覚えた。しかしそれならば少なくとも世間の人々全員が元に戻す考えを持つように

なれば良い。現場を見てはじめて理解できた小生だが、一般の人にどのように理解し、納得

してもらえるかその方法が簡単に見つからない。やはり根気よく自然保護を言い続けるしか

ないか。やっと阿世潟峠にたどり着いた。目の前は男体山がぐっと迫り、眼下には中禅寺湖

には真っ青な水をたたえその周囲の木々は淡く紅葉している。左手に社山、右手の奥は半月

峠という。小生にとってきつい山登りだったのでこの景色は素晴らしいの一語に尽きる。下

りはじめて間もなく渡良瀬川の源流というべき久蔵沢（水源）に寄った。とうとうと流れる

渡良瀬川とわずかに浸みでている沢の水との接点を思い巡らしているとなんともいえない感

慨に浸る。また谷さんはじめほかの方々にこんなことを教えていただいた。 
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今年はどんぐりが豊作だそうだ。最近各地で山に食べるものがなくなって熊が人里に現れ、

畑の作物を食い荒らし果ては人間を襲うことがメデアに頻繁に報道されているが、この足尾

ではどんぐりなどが豊富にあるので人家にはまったく近づかないそうだ。人と山の動物とが

うまく住み分けているのに少々うれしくなった。が、ただひとつ胸に引っ掛かることあった。

前日に降った雨のため道が川になっていて午前中は石を置いても靴を脱いで渡ったが帰りに

は石の上を歩いてこれた。水が大幅に引いているのだ。たった数時間にだ。このことにふと

考えさせられた。この山には降った雨を十分に蓄え保水する力はないのかなと。まだまだ木々

が足りないのだ。思い過ごしかも知れないが少し憂鬱になった。 

今晩はバーベキュウだそうだ。宿に着いて風呂に入り

部屋に戻ったとき物凄い揺れを感じた。ぎしぎしと木の

擦れる音がする。地震だ。しばらく揺れていたが間もな

く静かになった。テレビのスイッチをいれたら小千谷が

震源地とわかった。現地は大変だろうなと思いつつチャ

ンネルを回したが明確な情報が得られない。気になって

仕方がないがどうしようもない。取り敢えず自宅に電話

し、お互いの無事を確認した。 

本番は明日の「どんぐり拾い」なのに、急用ができ朝

早く帰らなければならない。後ろめたさを感じながらバ

ーベキュウの場所へと足を運んだ。来年もまた必ず来よ

う。                          １０月下旬の徒渉は冷たかったが 

                            気持ちも良かった 

             家族でドングリ拾い 

                               山菅勝人 

「日曜日、ドングリ拾いに行くぞ」パパの一言で、子供達は大はしゃぎ。最近、我が田沼町

にも、“どんぐり銀行”が、オープンし、小学生の娘は、「ドングリをたくさん拾って、貯金

する。」と、張り切っており、年長の息子は、「帰りに温泉にはいる。」と、大はしゃぎ・・・。

日曜日の天候を気にしながら、ジャンパーなどの用意をし、当日、お弁当・おやつ・ジュー

スを持って、ピクニックへ（いやいや、ドングリ拾いです）出発。友達と待ち合わせをし、

足尾へと車を走らせた。・・・実は、コンピューターでのやりとりでしか知らなかった“谷さ

ん”にお会いするのも楽しみの一つでした。お会いしてみると、ちょっぴり堅いイメージと、

反転。（あくまで想像ですが）“学童保育のお兄さん”児童館などの“自然や畑の先生”山を

愛する“山男”のような、子供が好きで、自然が好きで、今、地球のために、環境を守るた

めに、一生懸命何かをしようとしているような感じがしました。もちろん、ほかのスタッフ

の皆さんも、同じです。 

かじか荘前で、今日のスケジュールの発表、自己紹介

のあと、ドングリ拾いに出発。子供達のたわいのないお

しゃべりにも、真剣に耳を傾けてくれ、初めてあった人

達なのに、ごく自然に会話が出来ました。大きなドング

リを見つけては喜び、根を張っているドングリを見つけ

ては゛すごいな、生きているんだな゛と思い、いつの間

にか、子供より親の方が夢中になってしまいました。時

間がたつのが早く、もう少しドングリを拾いたい気持ち

でした。 

そのあと、ドングリの保存法など、説明がありました。本当は、ドングリはもとあった地

に戻すのが、望ましいとわかりました。苗木を育てて、植樹をして、下草の処理や枝打ち・・・
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やらなくてはいけない事がたくさんあります。単にドングリを拾っただけでなく、そこから、

少し考えさせられたように思います。本当は、このあとの活動もあったのですが、取りあえ

ず“どんぐりをたくさん拾う”という、今日の我が家の目的を達成したのと、“温泉に入る”

という次の目的のため、遠慮させていただきました。そして、念願のお昼ご飯。自然の中で

食べるお弁当は、美味しかったようで、子供達も随分食べました。 

現代は、今生きている人間にとって、過ごしやすい環境といえるでしょう。でも、乱開発、

動植物の輸出入・・・により、地球にとっては、居心地の悪いものになっているのかもしれ

ません。前日、土曜日の新潟中越地震、沢山の台風の日本列島直撃など、異常気象が続いて

います。オゾン層破壊、地球温暖化、ゴミ問題、人間の生活圏での動物の被害・・・。地球

からの警告なのかもしれません。“ドングリを拾い、育てる。植樹をし、下草の処理、枝打

ち・・・。”これは、小さな一歩かもしれません。でも、身近なことから始めてみようと思い

ます。明日のために、未来のために、そして、子供達のために・・・。 

最後になりましたが、本日の“ドングリを拾う”のため、前々から準備をしてこられたス

タッフの皆さんに感謝いたします。・・・楽しい一日を有り難うございました・・・ 

 

渡良瀬遊水池の鳥類標識調査について 

群馬県伊勢崎市 深井 宣男 

野焼きがすんで、ヨシの若芽が伸びてくると、賑やかな声でさえずるオオヨシキリがやっ

てきます。春から夏のヨシ原を代表する鳥の一つです。このオオヨシキリ、冬の間はどこに

いるのでしょうか。毎年同じ鳥がやってくるのでしょうか。そんな疑問をもったことはあり

ませんか。 

それを調べる方法の一つに、足環をつけて個体識別をする標識調査があります（鳥を捕ま

えなければならないので、訓練をして知識と技術を身につけ、環境省から特別の許可をもら

って調査を行います）。足環には通し番号が刻印されていて、もしその鳥が再び捕まったり、

運悪く事故などで死んで死体が拾われた時に、その番号から、いつ誰がどこで放した何とい

う鳥かがわかる仕組みになっています。それにより、

移動の様子や野外での寿命などに関するデータが得

られます。また、捕獲した時に、可能な限り性別と年

齢を識別して記録します。さらに、大きさや体重、皮

下脂肪の量、換羽の状況などのデータをとることもあ

ります。これらのデータを集積することで、野鳥の生

態に関する科学的な情報が集められます。 

では実際に何がわかるのでしょうか。私たちが渡良

瀬遊水池で標識調査を開始して 15 年、この間に 101

種 36294 羽に足環をつけて放鳥し、41 種 2284 羽が再

捕獲されました。得られたデータから、次のようなこ

とがわかってきました。 

冒頭でふれたオオヨシキリですが、2004 年春の調査では、 

調査地周辺になわばりを持っている雄成鳥を 5 羽捕獲しまし

環がついており、1997 年・1998 年・2003 年の春に同じ場所で

の 3 個体はピンポイントで繁殖地に戻ってきたことになりま

北の一部で繁殖するノゴマは、渡良瀬遊水池には渡りの途中

放鳥し数年後にここで再捕獲されたことが 2 例あります。彼

継地として、渡良瀬遊水池がいかに重要であるかがわかりま

また、海外との結びつきも明らかになってきました。ロシ
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鳥があばれてケガをしないように持ち、
専用のプライヤーで足環をつけます。 

た。そのうち 3 羽にはすでに足

放鳥した個体でした。つまりこ

す。また、日本では北海道と東

に立ち寄るだけですが、ここで

らにとって、繁殖地や渡りの中

す。 

アのカムチャツカ半島で放鳥さ



れたオオジュリンと、サハリンで放鳥されたアオジが当地で再捕獲され、逆に渡良瀬遊水池

で放鳥したアオバズクがフィリピンで、オオヨシキリが香港で再捕獲されました。鳥には国

境がありません。各種の繁殖地と越冬地、そして渡りの中継地を把握することは、それらの

鳥を保護する上で欠かせない情報となります。国内の移動経路でも興味深いことがわかって

きました。先のオオジュリンですが、北海道や東北各地から、太平洋岸を南下するルートが

ある一方、新潟県と当地を結ぶ回収例もあり、本種が本州を横断していることがわかりまし

た。ヨシ原の小鳥が、上越国境を越えて来るのでしょうか。また、留鳥と思われているホオ

ジロやシジュウカラの中には、北海道から移動してくる個体がいることも確かめられました。 

さらに、観察だけでは記録されにくい、夜行性・潜行性・識別が困難な鳥に関する情報も

得られています。渡りをするコノハズク・アオバズクやヨタカ、漂鳥のオオコノハズクなど

が少数ながら定期的に渡来することが確認されていますし、オオセッカやマキノセンニュウ

も近年毎年のように記録されています。また、当地では希少なオガワコマドリ、ツリスガラ、

コホオアカ、シベリアジュリン、アカマシコなどの記録も得られました。 

標識調査からわかったことはまだまだ書ききれませんが、いずれにしろ、渡良瀬遊水池が

鳥類にとっても、重要な場所であることは間違いありません。今後も良い状態で残されるこ

とを願ってやみません。 

 

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

 

活動日誌（2004 年 10 月～2005 年 3月）  

 
10.23  第１回ウォーク the わたらせ（参加者 17 名） 

   24 ドングリ拾い（参加者 32 名うち子供 6 名） 

   29 NHK ハイビジョンふるさと発「渡良瀬・次世代を育む市民たち」放映 

30  ＷＷＦ助成金報告書提出（千野・飯島） 

11.10  ヨシ刈り「一時使用許可願い」、ヨシ組合の同意書を提出（藤岡出張所）（内田、 

谷、猿山） 

10～12 ヨシバイオマス実験用資料刈り取り、発送（谷、内田、戸叶） 

14  足尾「秋の観察デー」、午後安蘇沢植樹地調査（谷、古郡、猿山） 

20 「自然と人間の森 おおひら」土曜塾  

ドングリ拾いとわたらせ未来プロジェクト説明（谷） 

23 「しあわせのコットンボール」収穫祭参加 

    （谷） 

12. 2   遊水地環境学習研究会（猿山） 

  5 「エコロジーって何だろう？」～EOL フェ 

スタ in 佐野～「わたらせ未来プロジェク 

ト」展示及び講演（谷・古郡） 

12.12  渡良瀬湿地帯でのヨシ刈り(ｐ３に詳細 

掲載) 栃木放送電話インタビュー 

     第２３回定例会 

2005.1.8 学校ビオトープの視察（足利南高に 18 

名）と打ち合わせ会（東洋大に 28 名） 
<進行役のコメント>                      東洋大にて 

今回は、初めて地域の大学（東洋大学・宇都宮大学）の研究室・学生の方を交えた 
会合でした。これから具体的な取り組みを皆さんと行っていきたいと思います。若 
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い人たちが楽しみながら参加できるような、そんな活動にしていきたいと思います。 
<別の進行役のコメント>                             

     若い人たちの視線がまぶしかったです。地域で、行政と一般の人々人が共存のために何が必要 
なのか、歩む道を確かめながらこれからも進みたいですね。 

1.14 遊水地学習研究会(谷、山本) 
1.21 宇都宮大学のゼミで「わたらせ未来プロジェクト」の説明 
1.24 古河 7小授業(飯島)、どんぐり植え付け（飯島、谷、千野） 
1.25 遊水地連絡会ヨシ環境部会 

  1.28 古河 7小ヨシ刈り 5年生 87名 東京新 
聞、古河ケーブルテレビの取材 

   ＜進行役のコメント> 
元気ですね、自転車で１時間走ったことも 

ものともせず、決めた範囲以上を刈ってしまった 

子供たちに脱帽。ボラで参加下さった皆さん、 

ありがとうございました。 
     （針谷、宮内、内田、谷、千野、猿山、 

栃木県福祉協会、経営者協会 5名） 
1.29 栃木県教育研究発表会県境部会参加・説

明（谷）                    古河 7小生のヨシ刈り 
2.2 足利南高授業（飯島） 

  2.4 遊水地連絡会ゴミ対策部会(谷) 
  2.10 遊水地環境学習研究会（谷、山本） 
  2.26 第１回「授業レッスン会」 （藤岡町遊水池会館 参加 17名） 
     対象を小学校４～５年生に設定して、「池に集まるトンボたち」「ドングリは 

森の主役」の２題で授業のレッスンを行いました。宇大・東洋大の学生や午 
前中にビオトープ池を見学させていただいた藤岡２中の先生も参加。 

  3.7 ＮＨＫ 地球・ふしぎ大自然シリーズ「人が育んだ日本の緑」 

「東京発１時間の大湿原 渡良瀬遊水地」放映 

3.13 有志による、ヨシ焼き前のごみ拾い（18名参加） 
 

その他のお知らせ 

・ わたらせ未来プロジェクトのウェブサイトを昨年１２月より試行的に公開しておりま 
したが、４月１日から正式に公開します。 
アドレスは http://eco-online.org/watarase/ です。ご覧ください。 

・ 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。 

 

編集後記 

  とうとう花粉症の皆さんの仲間に入ってしまいました、この時期野外はツライ、４月も 

心配です。（内） 

  ２月末に、我孫子に来ているというコウノトリを見に行きました。２メートル近い大き 

さで悠々と飛ぶ姿は、渡良瀬湿地帯にぴったりです・・・（塚田） 
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