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わたらせ未来通信 １１号 わたらせ未来基金 
               ２００５.９.１９      代表世話人 飯島博 
                       〒328－0053 栃木県栃木市片柳町 4－16－1 

                       電話/FAX  0282-23-1078 （猿山弘子方） 

                       E-mail    watarase@cc9.ne.jp（同上） 

                       ﾎ―ﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://eco-online.org/watarase/ 
                       郵便振替口座  

                          わたらせ未来基金 00160－１－12481 

                          編集 塚田啓一 内田孝男 

秋からの行事予定  

○「ウォーク the わたらせ ー源流から渡良瀬湿地帯へー」 第２弾 

 のお知らせ 

 昨年の久蔵沢から阿世潟峠に引き続き、第２弾として足尾ダムから足尾の町までを歩く 

計画をたてました。足尾銅山の名残の施設や、車では見逃しがちな足尾を歩いてみません 

か。今回も目に映る光景が心に焼き付きますよ！ 

日 時  １０月２２日（土曜日） 

集合時間 午前１１時３０分 

集合場所 足尾・銅親水公園駐車場 

（電車の方は、わたらせ渓谷鉄道間藤駅に１１時５分集合で車送迎しますので、事前に 

連絡願います。） 

コース  足尾ダムから通洞駅まで 

所要時間 見学等含め約４時間 

見 所  足尾ダム、大畑沢植樹地、龍蔵寺、鉱山神社、各跡地（本山坑・精錬所・銅山 

従業員社宅・発電所・廃線）、足尾の町並 

 

○引き続き「どんぐり拾い」のお知らせ 

 「ウォーク the わたらせ」の翌日、例年どおり下記により足尾のどんぐり拾いを行います。 

日 時  １０月２３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） 

 

両イベントの参加申込連絡・問合せ先 

     ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２８２－２３－１０７８ （猿山弘子） 

     Ｅ－ｍａｉｌ  ｗａｔａｒａｓｅ＠ｃｃ９．ｎｅ．ｊｐ（同上） 

 上記２つのイベントの一方のみ参加ももちろんＯＫです。なるべく前日（１０月２１日） 

まで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９日（日曜日）までにお申し込みください。 

  宿泊地 琴乃家（足尾町久良沢４２５１） ＴＥＬ ０２８８－９３－２８５５ 

    １泊２食付 大人９，６００円 子供７，７１０円 
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○ ヨシ刈りデー 

今年も渡良瀬湿地帯（遊水池）において、１２月の第２日曜日（１２月１１日）に行いま

す。（予備日 １２月１８日） 

午前９時３０分 藤岡町遊水池会館駐車場集合 

     

○ 他団体等の活動への参加と観察会のご案内        

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］が開かれています。 
   今年の 終回は、１０月１日（土曜日）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 

無料です。 

    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/  

「ニュース」のページをご覧ください。 

 

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

主な活動の報告 

○わたらせ未来プロジェクト「足尾植樹デ

ー」 

 ４月３０日（土曜日）、今年も安蘇沢で４１名 

の参加により植樹が行われました。 

 シカ対策として、植樹地の周囲にネットを張っ

ていましたが、昨年までに植えていた苗が、越冬

したシカの被害を受けていました。がっかりした

方もかなりいたようですが、めげずに、今年は新

たな実験として苗の周りにヨシをまき付け、幹の 

皮を食べられないよう試みました。 

 

○わたらせ未来プロジェクト「足尾草刈り

デー」 

 ８月２８日（日曜日）、安蘇沢の植樹地の草刈

りが、７名の参加により行われました。シカに食

われていた春の状況より、苗木が元気になってお

り、今のところ幹にヨシをまいた効果があるよう

です。これが来年までもつことを期待しましょう。 
 残暑厳しい中、参加された皆さん、ご苦労様でした。   （草刈り撮影：野本定司） 
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○ 渡良瀬遊水池・自然観察会   

                                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 

干潟･湿地保全全国キャンペーンの一環として、４月１７日(日曜日)渡良瀬湿地帯におい

て行われました。 

 当日は、約１３０名の参加者があり、植物グループ、昆虫グループ、野鳥グループに別れ

て、それぞれ講師の案内のもと、ヨシ焼き後３週間の谷中村跡地等をゆっくり観察しました。 

 

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

渡良瀬湿地帯に関する情報等 

「渡良瀬遊水地自然保全・利用連絡会の活動一時停止」について 
                                 猿山弘子 

会の名のとおり、遊水池の自然を保全しながら賢く利用することを目的として遊水地連絡

会（略称）は、２００２年１月に発足しました。 
国土交通省はじめ、周辺２市４町の行政担当者と自治会、及び市民団体が構成員で、他学

識経験者がアドバイザーです。年間２回の全体会の他、４つの部会が具体的に活動していま

す。ヨシ環境対策部会、ゴミ対策部会、環境学習部会と治水対策部会がそれです。 
私たちも各部会に属し、ヨシ焼き、クリーン作戦、小学生対象に副読本作成（発行直前ま

で作業すすむ）と積極的に活動してきました。 
ところが、今年６月突然、「遊水地連絡会の活動一時停止について」という文書が事務局か

ら会員全員に郵送されてきました。理由は「渡良瀬遊水地の治水事業が棚上げ状態となって

いる現状では、連絡会の議論も大切でありますが、何よりも治水事業を優先すべきであり、

その後に利用連絡会の目的へ進展すべきと考えて、板倉町長、北川辺町長、藤岡町長から脱

会の届出があったからです。」との説明です。事務局としては主要な構成員である自治体が脱

会され、活動が出来ないため、活動を一時停止にするといいます。 
あまりに突然で一方的な連絡に戸惑っていますが、活動は停止しています。背景には、確

実に、「治水容量確保のため遊水地を大規模掘削する計画」を推進している動き（下野新聞９

月１６日）が見られます。 
治水を重視する立場は変わりませんが、「大規模掘削が本当に必要か否か」に目を向けて、

今後気をひきしめていかねばならないと強く感じています。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

その他のお知らせ 

○嶋津暉之さんが田尻賞を受賞 
 本会世話人の嶋津暉之さんが、去る７月１０日第１４回田尻賞を受賞しました。田尻賞は、

環境および労働衛生をはじめとした様々な分野で社会的不正義をなくすために、熱意ある取

り組みをしている個人・団体を顕彰するものです。 
 嶋津さんは、全国のダム反対運動をデータ分析で支援して、脱ダム社会の土台を築いたこ

とが評価されました。「水資源開発問題全国連絡会共同代表」として、八ツ場ダム、渡良瀬遊

水池などの問題の先頭に立って奮闘されています。 
 私たちも嶋津さんの受賞を励みにさせて頂き、受賞を心からお喜びいたします。 
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○わたらせ未来基金が自然保護功労賞を受賞 

 わたらせ未来基金は、日本野鳥の会栃木県支部と読売新聞社が主催する「第 20 回栃木県自

然保護功労賞・奨励賞」の審査会で、功労賞に選ばれました。渡良瀬湿地帯と足尾及びその

流域を念頭に置いた活動が評価されたものと思いますが、まだまだという声もあります。こ

の受賞を励みとして、流域に豊かな自然を取り戻すため、さらなる飛躍を遂げましょう。 

                

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

総会・講演会 

７月９日 （土曜日）、わたらせ未来基金の定期総会が開催され、前年度活動報告、会計報

告、今年度活動計画案、予算案及び役員改選案が承認されました。 

また、総会に先立ち、滋賀県の（財）淡海環境保全財団 田井中文彦氏を講師とし、「ヨシ

原は地域の財産 ―わたらせの未来―」というタイトルの講演会を開催しました。 

○ 講演会        

田井中氏の講演を聞いて         内田孝男 

プログラムの１部で、淡海財団からお越しいただいた田井中氏から、琵琶湖河畔における

ヨシの活用と再生をお聞きしました。関係する皆さんがいろいろと工夫してヨシの利用を研

究、実践している事がよくわかりました。何よりヨシに関わる人たちが、何をすれば前に進

むのかを考え行動しているか、がよくわかりました。 

遊水池のヨシもヨシズばかりでなく何に利用できるのかを、利用している地元の人たちを

中心に積極的に考え、進めていく事が大切であると思いました。 

○ 総会 

・主な改選役員 

代表世話人  飯島 博   

        事務局長   猿山 弘子  

        会  計   寺島 陽子 

        会計監事   高橋 蕙子  松本 淑江 

・２００５年度、総会以後の活動計画 

2005 年     

７月１８日 足尾・大畑沢の草刈りデー参加 

     ７月    ビオトープ管理マニアル作成 

     ８月    ビオトープ調査 

     ８月２８日 足尾グリーンフォーラムに参加 

     ９月 ３日 植物観察会に参加 

     ９月    わたらせ未来基金チラシ作成 

    １０月 １日 植物観察会に参加 

        １０月       足尾ドングリ拾い、ウォーク the わたらせ 

ＷＷＦ助成活動報告書作成 

    １１月    ビオトープ管理めぐり 

    １２月    わたらせヨシ刈りデー（屋敷林防火帯づくり等） 
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2006 年   

1 月        古河小学校ヨシ刈り 

         ２月       ワシ・タカ調査に参加、 

足尾・安蘇沢植樹準備（ドングリ里親への連絡） 

     ３月    ヨシ焼きに協力、足尾植樹ボランテア報告 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

その他 

・わたらせ未来基金年会費の納入のお願い 

郵便振替の用紙を同封しますので、今年度未納の方は納入お願いします。（中途入会者

は、入会１年後にお願いします。） 

・わたらせ未来プロジェクトのホームページを今年４月１日から正式に公開しました。 

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、watarase@cc9.ne.jp（猿山弘子）にお申し込みください。 

・第２８回定例会 

    １０月８日（土曜日） 午後１時３０分から   古河東公民館 

 

＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 
3.16 古河３中ビオトープづくり（安島、後藤、谷、猿山）  

3.17 日本工業大学へヨシの実験結果を聞きに行く、古河３中ビオトープ（谷） 

3.21 古河３中へヨシを運搬（内田） 

3.23 栃木女子高校ビオトープ（谷） 

3.24 栃木女子高ビオトープ土砂採取報告書提出（猿山） 

3.26 ラジオ栃木放送 取材（谷） （３月２７日 午後１：１５分放送）  

3.27 ヨシ焼き協力（猿山・内田・谷・塚田・嶋津） 

4. 1 わたらせ未来プロジェクトのホームページ正式公開 打ち合わせ（谷・戸叶・古郡） 

3.29～4.2 どんぐりの苗木手入れと 30 日植樹準備（谷・山本） 

4. 2  第 25 回定例会 古河東公民館 

4. 5  国府町農園どんぐり植え付け作業、栃木女子高校打ち合わせ（谷・松居 他学生） 

4.13 古河３中打ち合わせ（谷） 

4.17 渡良瀬遊水池・自然観察会 植物・昆虫・野鳥（猿山・内田・谷・千野・塚田・野本） 

   ドングリ里親宅（栃木塩田氏）より依頼訪問（谷・千野） 

4.18  森林管理署年間計画書申請（谷・千野） 

   安蘇沢植樹地下見、「足尾に緑を育てる会訪問」（谷・千野） 

4.20･22 ＮＨＫとの打ち合わせ（谷） 

4.23  渡良瀬遊水池・クリーン作戦 ＮＨＫ取材（猿山・内田・塚田・田中・谷） 

   「足尾に緑を育てる会」植樹デー前夜祭（谷） 

4.24  「足尾に緑を育てる会」 植樹デー （猿山・内田・塚田・谷 他） 

活動日誌（2005 年 3 月～2005 年 9 月） 
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   安蘇沢植樹地下見（谷・内田・塚田）松木沢下見（谷・内田・塚田） 

4.25 ビオトープ関連打ち合わせ東大（谷・千野・安島・後藤） 

4.26 古河 7 小授業 NHK 宇都宮取材（谷） 

4.28 ＨＰ春バージョンオープン（戸叶・古郡） 

4.29 ヨシ業者池貝さん宅見学 NHK 宇都宮取材(谷・千野)  

   植樹デー前日準備（猿山・内田・谷・千野） 

4.30  「わたらせ未来プロジェクト」足尾植樹デー  NHK 宇都宮取材 

     松木下見、ネイチャーフレンド下見案内、安蘇沢植樹木調査（谷） 

5. 2 朝 7 時 30 分頃 NHK「おはよう日本」の首都圏情報で「わたらせ未来プロジェクト」の紹介あり。 

5. 6 古河３中、３、４、７小ビオトープめぐり（内田） 

   ヨシの分析結果 2 検体分が送付される（テクノクローバーより）。 

5. 7 渡良瀬遊水池 大和田真澄氏主催 植物観察会（内田 ほか）      

5.10. 足利南・佐野・栃木女子高ビオトープ調査(安島・後藤・猿山・谷) 

   栃木女子高 7 月 5 日の講演会打ち合わせ 

5.11 古河第３小学校授業（飯島・猿山・安島・谷）ビオトープマニュアルについて打ち合わせ 

5.19 古河 7 小ビオトープ管理作業（内田・谷・猿山・小林：東洋大・松居・山本・山崎・八谷：宇

都宮大） 古河 3 中 授業＆観察会の打ち合わせ（猿山・谷・小林：東洋大） 

5.22 古河 3 中 2 年生総合的学習 授業＆渡良瀬遊水池観察会 （谷・塚田・一色・猿山・田中） 

5.25 栃木女子高打ち合わせ（谷） 

5.26 新橋小ビオト－プ調査（安島氏・猿山・谷・山本氏・山崎氏：宇都宮大学・伏木氏：野木在住） 

   古河３中ビオト－プ調査（安島氏・猿山・谷・山本氏） 

5.28 「森びとプロジェクト」足尾植樹地でパネル展示（猿山・谷） 

5.29 第 26 回定例会  古河西公民館 

6.19 ネーチャーフレンド活動支援（谷、田中） 

7. 5  栃木女子高校特別授業 講師：安島美穂、飯島博（谷、猿山） 

7. 8  古河第３中学校講演会 講師：田井中文彦氏（谷、内田、塚田、猿山） 

   古河５、６小ビオトープめぐり（塚田） 

7. 9  わたらせ未来基金講演会 講師：田井中文彦氏（淡海環境保全財団） 参加者４１名 

      わたらせ未来基金総会 30 名 

7.18  足尾に緑を育てる会・草刈りデーに参加（谷、内田、塚田、立石２名） 

8     古河３中に足利南高のメダカを移す（谷） 

8.21 第 27 回定例会   古河東公民館 

8.23 古河１小ビオトープめぐり（塚田） 

8.28 足尾・安蘇沢植樹地の草刈り（谷、猿山、千野、野本、伏木他２名） 

9. 3 ﾂﾊﾞﾒの塒入り観察会 

 

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

編集後記 

  秋の花ツリフネソウ、大和田氏が話していたように学会で発表され新聞に掲載、去年感激の水辺 

の楽園を見事に形成したミズアオイは又眠ってしまい、ツバメの塒も変わった。自然は変わる、しか 

し人が又遊水池を大きく変えようとしている、これは大変。（内田） 

   「ウォーク the わたらせ」の下見で足尾へ。いつも見る足尾とはちょっと違った風景や発見がありま 

した。（塚田） 


