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編集 塚田啓一 内田孝男 

春の行事予定                                           

○「干潟・湿地を守る日２００７」干潟・湿地を守る全国キャンペーン 

渡良瀬遊水池自然観察会    ──植物、 昆虫、 野鳥── 

主催 渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会 

 日本野鳥の会栃木県支部 わたらせ未来基金 

日 時  ５月１２日(土) 午前９時３０分～１２時  小雨決行 

集 合  渡良瀬遊水池会館前駐車場 東武日光線「藤岡駅」より徒歩１５分 

講 師  植物等： 青木 章彦 氏 

     昆 虫： 大川 秀雄 氏  

     野 鳥： 日本野鳥の会栃木県支部担当者 

観察方法 植物等、昆虫、野鳥のグループに分かれて観察します。 

    観察予定地までは車に分乗して移動します。 

問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも上記事務局       

                    

 

○わたらせ未来プロジェクト「足尾植樹デー」（安蘇沢等） 

 今年も安蘇沢等での植樹を行います。足尾に緑を育てる会の植樹デー（他団体の活動案内 

欄に記載）とは別の日です。 

ドングリの里親さんは苗の提供を！  

土等の準備が必要です。植え付けを依頼する方も自身で植樹する方も、苗の本数を事前に 

ご連絡お願いします。 

なお、昨年までの状況から、小さい苗はシカに食べられてしまう可能性が強いため、比較 

的被害の少ない「足尾に緑を育てる会」の管理地に植樹（当日）する予定です。 

開催日 ５月２６日（土）予備日 ５月２７日（日） 

集合時間・場所 

車利用者  午前１０時 足尾・大畑沢緑の砂防ゾーン駐車場 

（昨年までの集合場所・銅親水公園の手前約 700ｍです）  

       遅れると、安蘇沢に入るゲートが閉まりますのでご注意ください。 

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

その旨お伝えください。 

各自で準備するもの：昼食、飲物、軍手、作業しやすい服装、帽子、雨具 
      （作業用具を準備しますが、なるべく各自使い慣れたものをお持ちください。） 
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活動時間：昼食を含め約５時間の予定 

参加申込：ゲートから安蘇沢植樹地に入る 

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。 

申込・問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも

       １ページ上部記載の事務局 

           

 

                                        

○ ’０７年定期総会                ＜昨年の久蔵沢植樹＞ 

     ６月２４日（日） 講演会を含め詳細は後日通知します。            
                            

○ 他団体等の活動への参加と観察会のご案内   

１ 渡良瀬遊水地クリーン作戦 

日 時  ４月１４日(土) 午前８時３０分～１１時   

集合場所 谷中村史跡保全ゾーン駐車場 

主 催  利根川上流河川利用者協議会 TEL 0480-52-3952 

ヨシ焼き後、約１ヶ月。芽吹きの季節です。 

活動日誌にもあるように、ヨシ焼き前の３月１１日、有志によるゴミ拾いがありました。 

しかし残念ながら、３月１７日のヨシ焼き後、隠れていたゴミが顔を出しています。 

さらにきれいにしましょう。 

２ 足尾に緑を育てる会「春の植樹デー」 

日時 ４月２１日(土)～２２日（日）の両日(初めて２日間となりました。) 

    「わたらせ未来基金」としては、２１日（土）に参加します。 

集合 午前９時３０分－午後１時  ＊雨天決行 

久蔵沢入口広場（昨年までの大畑沢の駐車場でなく、足尾ダム横のゲートの奥）  

詳細は、ウェブサイト http://www.ashio-midori.com/ をご覧下さい。 

３  大和田真澄氏の植物観察会 

    開催日時は、5/5(土)他で、大和田氏個人の主催です。詳細は、同氏のホームページ 

   http://www.ryomonet.co.jp/mo/mo/ 「ニュース」のページをご覧ください。 

 

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

昨秋から冬の主な活動の報告 

○「ウォーク the わたらせ－源流から渡良瀬湿地帯へ－」第４弾 

１０月２１日(土)６名の参加者で実施した２００６年の「ウォーク the わたらせ」 
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第４弾は、心地よい秋空の下わたらせ渓谷鉄道・神戸駅をスタートした。めったに見られ 

ないからと渡良瀬川を上流に少し歩き草木ダム下から上を見上げる。やはり巨大だ。ダム 

の下流は渓谷となっておりここに建設した事に納得。渡良瀬川左岸に沿ってテクテクと下 

っていく、谷間にのどかに広がる畑や家並み、見ているうちこの辺の家の構造に気がつい 

た。棟の中ほどに小屋根のついた換気のような通気口がある。そのうちに織物の話となり 

蚕を飼っていたためと理解、どおりで桑の木も多いわけだ。歩く途中あかがね街道、花輪 

での銅倉や鮮やかなお花畑、渓谷鉄道のトロッコ機関車がトンネルに入る光景、響く野鳥 

の囀り。渡良瀬川を覗けばヤマセミ、お昼を取った川原でのイカルやゴジュウカラの鳥達。 

そして水沼駅に全員が完歩して記念撮影。次回も大いに楽しみです。         

                          

○足尾のドングリ拾い 

１０月２２日(日)１３名の参加者でドングリ拾い、恒例になった行事は足尾かじか荘下 

のキャンプ場の駐車場で簡単な説明のあと、備前楯山へ登る山道へと拾い歩く。無い、 

探すが見つからない。今年のドングリは不作と聞いていたが本当だった。それでも色づき 

始めた足尾の山々の紅葉を楽しみながら、参加した人たちが拾ったドングリはレジ袋の底 

に少し集まった。里親としては数が足りないかもしれないが全てを拾ってしまうわけには 

いかない、山の動物達の食料でもある。駐車場に戻り植えつけ方などの説明があり、無事 

解散となった。来年は豊作を期待したい。 

 

○ 渡良瀬湿地帯でのヨシ刈りデー 

１２月１０日(日) 栃木農業高校生を含めた５２名の参加により、例年実施している 

横堤の屋敷林周辺の防火帯作りを兼ねて実施した。刈ったヨシは、今年の腐茎土（＊） 
作りと足尾での植樹に利用します。 
＊腐茎土：一般の腐葉土とやや性格が異なること、大部分が葉でなく茎にあたる部分であることから 

腐葉土と区別して名付けています。 
 

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

腐茎土（ヨシ腐葉土）作りについて 

地球の上に立ちて 

                          渡良瀬エコビレッヂ  町田 武士 

遊水池のどこまでも拡がるヨシ原を見ると、地上に生きる者として、または農業に従事 

する者として、ヨシの生命力の強さには驚嘆させられる。この大切な資源とじょうずにつき 

あってゆくことが、石油などの地下埋蔵資源に依存している、現代社会の様々な問題を解決

するひとつになるのではと期待しています。 

かつて遊水池は、今より沼や農地等が多かったので、ヨシ原としての面積はずっと少なか                   

ったようです。 

以前に、谷中村の遺跡を守る会の針谷氏に聞いた話では、近在の農家の人たちが燃料と 

してもかなり使っていたようです。私がだいぶ前に見た映像でも、絣のはん天とモンペ姿の 

農婦が「しょいばしご」に大きなヨシ束を担いで、土手の上を歩いている姿は、平野部の人 

たちが燃料を自給することの大変さを物語っていました。私の住む地元の人たちは、遊水池 

のことを「やんなか」といっていました。幼い頃はそれは谷中村のことをさしてそう言って 
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たのと思っていましたが、実は、ヨシ等が生えている水辺を「やんなか」というのが本当だ 

ったようです。ヨシを刈る鎌を「矢刈」と 

いうことからも推察することができます。 

この地域の人たちは「やんなか」とのつな 

がりがとっても深かったのです。 

ヨシが自生する場所は、地下水が高くかな 

り土に水分を含んだところです。長い間の 

浸水にも水中で耐える根と、グングン伸び 

る茎の姿は、自然が創ってくれた絶妙のバラ 

ンスです。そして、その茎は強力な耐水性を 

保持するようになるのです。昨年、ヨシの腐 

葉土作りを、淡海環境保全財団の田井中さん 

に指導してもらいました。その中で一番重要 

なことは、水分を充分に含ませること。外気 

温が上る時期に堆積して発酵をさせることが        ＜ヨシの裁断＞ 

ポイントであるとおっしゃっていました。また 

その土地の一番いいやり方を見つけて下さいとも。このご指導された言葉の中にすべてが含 

まれているようです。今までヨシが腐葉土や堆肥として使われなかった、腐りにくい、水を 

はじいてしまう等の難点をしっかりとクリアすれば、きっと他の植物にはない腐葉土が出来 

上がるのだと思います。 

そんなわけで、今年もヨシがもっと身近に感じられるように腐葉土作りをみなさんとやっ 

ていきましょう。そして、ヨシ原で生きる生き物も私たちも、同じ大地の上を共に生きてい 

ることを感じられたらうれしいです。 

 

<腐茎土作りボランティア 

募集のお知らせ> 

昨年は、機械によるヨシの裁断作業と延ばし、

その後の積み上げまでは複数の会員が参加しま

したが、切り返しは町田さんにお任せしました。

今年は昨年以上の量の腐茎土を作り、多くの方

にご利用いただきヨシの活用につながることを

期待しています。しかしヨシを発酵させること

は容易ではなく、何度かの切り返し作業が必要

であり人手がいります。 
そこで、作業のボランティアを募集します。     ＜試作品を野菜作りに使用＞ 
体力に自身のない方もある方も、興味と意欲 

のある方はぜひ御参加ください。申込を待っています。 
 まずは、ヨシの裁断と延ばし（畑に広げる）を５月下旬に予定しています。 
申込・問合せは事務局までお願いします。   

  

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

会員の声 
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「風をさがして」  

立石 京子 

「チッチッチッ」「ピーヨピーヨ」、鳥達の明るく元気な声に何故かほっとする今日この 

頃、記憶の奥底に眠っていたモノクロの映像・・『一本の雑草さえも見あたらないはげ山 

に、背負子で土を運ぶ長蛇の人の列』・・が、小学生の頃の授業風景とともにフラッシ 

ュバック・・強烈に印象に残っていたのでしょう・・鮮明に浮かび上がってきました。 

 渡良瀬遊水池で鳥見を楽しむようになって、トラフズクやハイイロチュウヒやツバメな 

どの多くの鳥達の『生きることへのひたむきさ』とそれを包みこんでいる遊水池の偉大な 

自然に惹かれました。そして、「渡良瀬遊水池にコウノトリを！」と掲げるわたらせ未来 

基金の活動を知りました。遊水池のごみ拾いやヨシ刈り、ドングリ拾いや苗木育て、足尾 

の山への植樹やシンポジュウムに参加しました。足尾銅山鉱毒被害地である渡良瀬遊水 

池・100 年の歴史の重みを強く感じるようになり、モノクロの映像と足尾の山への植樹が 

ひとつにつながりました。何ものかに導かれたようで本当に驚きました。 

 今年は、例年になく木の実が少なく日本各地で動物達が悲鳴をあげているというニュー 

スを耳にします。環境の汚染と破壊が進んできているのでしょうか？大学生の頃に読んだ 

レイチェル・カーソンの「沈黙の春」の冒頭を思い出します。「地球がしだいに毒に汚染 

されていく」というぞっとする主題を独創的な手法の短い寓話で紹介し、「生命の再生を 

沈黙させたのは、何もかも人間が自らまねいた災いだった」と締めくくっている話です。

なんとも恐ろしい寓話ですが、現在では、遺伝子レベルまで進んできているようで 

未来への不安で落ち着かなくなります。寓話の 

ままであって欲しいと痛切に願わずにはいられ 

ません。 

また、遺作となった「センス・オブ・ワンダー」 

も印象深いものでした。『生涯消えることのない 

神秘さや不思議さに目をみはる感性』を幼い子ど 

も時代に育むために、大人が子どもと一緒に自然 

を探検してこの土壌を耕すことの大切を訴えてい 

ます。21 世紀への警鐘とともに次世代を担う子 

どもの育成が、破壊と荒廃へと突き進む社会の 

ブレーキとなり、自然との共存という道を見いだす      ＜ノウルシ＞ 

ことができると確信していたのです。カーソンの 

理念は、未来基金の活動を支える理念にも通じているのではないでしょうか。 

わたらせ未来基金の小学校・中学校・高校へのビオトープ作りは、渡良瀬の土からの 

お宝発見とともに、21 世紀の未来を担う子ども達の育成に携わり『自然との共存という 

道』をめざしていると確信します！ 

2006 年 12 月 5 日の毎日新聞・埼玉版に「渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする 

会」が、『ラムサール条約登録地に指定するための要望書』を６市町村に提出したという 

記事が掲載されました。「本州最大の湿地で、鳥類、植物、昆虫が 2500 種以上が記録され、 

絶滅危惧種も多い世界的にも貴重な湿地」の生態系の積極的保存のために 2008 年の指定 

に向け、各市町村に「環境省への要請と積極的取り組み」を求めていきたいですね。 

『渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地に！』未来に向かって、大きく強い風が吹いて 

くれることを願わずにはいられません。小学生の頃の想いが、現在へとつながり、私の中 

にも爽やかな風が吹き始めました。わたらせ未来基金の皆様に感謝します。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

渡良瀬湿地帯に関する情報 

・３月８日 利根川水系河川整備計画策定に係る公聴会」（野木エニスホール） 
他、計１８ヶ所で開催。 

・「渡良瀬遊水池をラムサール条約登録湿地にする会」とその署名活動について 
   06.12. 4 ラムサール条約登録湿地に指定するための要望署名（7884 名）を藤岡町長に 

提出（小山市長にコピー提出、古河市・野木町・板倉町・北川辺町に通知） 
  07. 2.12 小山駅西口・東口 616 名、3.17 ヨシ焼きの渡良瀬湿地帯で 773 名の署名。 

  今後も 4.18 午後３時から板倉東洋大前駅、5.12 午後２時から古河駅前等で予定し、 

５月を第二次〆切として取組んでいます。 

 

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

その他のお知らせ 

・「わたらせ未来プロジェクト」のホームページアドレスは、http://eco-online.org/watarase/ 
とご案内しているところですが、行事案内を含め新しい情報は、すべてホームページ内

のブログにカテゴリごとに分類して掲載していますので、こちらもぜひご覧ください。 

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

 

     
9.9  映画会「赤貧洗うがごとし」への参加 
9.25 学校ビオトープ植生調査（東大 安島氏）。古河３中、足利南高校、栃木女子高 
9.29 腐茎土（ヨシ腐葉土）調査。腐茎土完成確認 
9.30 第 19 回市民講座「谷中村廃村１００年――足尾・渡良瀬に学ぶ」で活動報告 
11.5 腐茎土の袋づめ 
11.12 ヨシ刈り準備（駐車スペース確保のための道路の草刈ほか）。 
12.7 古河７小ドングリ植え付け（２年生）。 
12.9 シンポジウム「生物の目からみた渡良瀬遊水池の現状と未来」主催：日本野鳥の会栃木県支部 

    共催：わたらせ未来基金ほか  小山市文化センターにて 
12.20 古河７小ヨシ刈り（５年生９０名） 

07.2. 3 栃木県弁護士会シンポジウム「足尾・渡良瀬から諫早湾干拓まで続く負の遺産を断ち切る 
ために」 パネラー：堀良一、布川了、花輪伸一、坂原辰男、高松健比古、飯島博 

2.21「ヨシズ編み職員研修会」古河７小 講師：宮内林造氏、針谷不二男氏 
3. 8 「利根川水系河川整備計画策定に係る公聴会」（野木エニスホール）公述人 
3.11 有志による渡良瀬湿地帯ゴミ拾い（午前中）写団渡良瀬の防火帯作りのヨシ刈り手伝い（午後） 
3.15 古河７小より「環境学習奨励金」贈与される 
4. 4  古河７小ビオトープ補修 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

編集後記 

 冬季の暖かさはとうとう春まで続いてしまった、長い地球上の時の流れの中で問題が有るのか無い

のか、気になるところだ。（内田）ヨシ焼き後３週間、渡良瀬湿地帯はヨシをはじめとした植物の芽

吹きの真っ最中。見渡すと、湿地であることが一番実感できる季節です。（塚田） 

活動日誌（2006 年 9 月～2007 年 4 月） 


