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春の行事予定  

○「干潟・湿地を守る日２００８」干潟・湿地保護 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１０日(土) 午前９時～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（作新大学教授・環境教育ネットワークとちぎ代表 

・当会世話人） 

     昆 虫： 大川 秀雄 氏 （「藤岡町史自然編」編纂委員） 

     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       

                    

 

○シンポジウム「みんなで考えよう！渡良瀬遊水池の賢明な利用」 

主催  渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会 

日本野鳥の会栃木県支部 

共催 財団法人日本野鳥の会 

日 時  ５月１８日(日) 午後１時３０分～５時  

会 場  小山市立化センター大ホール 小山市役所隣 

パネラー等 柳生博（日本野鳥の会会長） 千葉俊朗（蕪栗ぬまっこくらぶ理事長） 

花輪伸一（ＷＷＦＪ） 田所正（利根川上流河川事務所長） 

河地辰彦（日本野鳥の会栃木県支部長） 

問い合わせ先：浅野正富法律事務所  電話 ０２８５－２５－６５７７       

 

○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。 
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今回は小山市のはくつるセンターで足尾のどんぐりを育てていただいた苗５０本があり 

ますが、ドングリの里親さん等育てた苗を提供していただける方は、土等の準備の都合上、 

苗の本数を事前に連絡お願いします。 

なお、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２５日（日） 予備日 ６月１日（日） 

集合時間・場所 

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

       遅れると、安蘇沢に入るゲートが開きません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。参加申し込み時に「電車 

利用」とお伝えください。 

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。） 

活動時間 昼食を含め約５時間の予定 

参加申込 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、集合地調整の 

ため余裕をもって連絡をお願いします。 

また、ゲートから安蘇沢植樹地に入る車は車種・ナンバーが事前登録制のため、

乗入れ予定車の連絡は４月末までにお願いします。５月の参加申込の場合は 

他車に相乗りしていただくことになります。 

申込・問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも上記事務局 

 

○ ’０８年度定期総会               

   日時 ６月２２日 (日) 午後２時～４時 （受付開始 午後１時４５分） 
 会場 古河東公民館２階 会議室（予定）（変更の場合は、おって通知します） 

茨城県古河市東３－７－１９ 
     （ＪＲ古河駅東口から徒歩１０分） ＴＥＬ０２８０－３２－５５３３ 

 
 議題  前年度の活動報告・会計報告と今年度の活動計画・予算案の審議が主議題 

です。 
 問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも上記事務局  
                            

○ 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１９日(土) 午前８時３０分～１１時  予備日４月２０日（日） 

集合場所 谷中湖子供広場売店前（史跡保全ゾーン駐車場近く） 

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。 

３ページにあるように、ヨシ焼き前の３月９日、当会会員等によりゴミ拾いを行い 

ましたが、３月１６日のヨシ焼き後、隠れていたゴミが顔を出しています。 

きれいにしましょう。 
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２ 足尾に緑を育てる会「春の植樹デー」 

日時 ４月２６日(土)、２７日（日）の両日 

    「わたらせ未来基金」としては、２６日（土）に参加します。 

集合 午前９時３０分～午後１時  ＊雨天決行 

大畑沢緑の砂防ゾーン（駐車場は足尾ダム横のゲートの先）  

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、5/3(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。 

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

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５弾 

昨年秋の「神戸～水沼」に引き続き、昨年１０ 

月２０日（土）、第５弾として「水沼～大間々」 

を歩きました。１２名の参加者があり、関東平野 

に入る一歩手前の約１０㎞のコースで、上神梅 

から桐原を通り、銅（あかがね）街道の名残を 

探りました。                            桐原の郷蔵 

 

○「どんぐり拾い」と植樹地整備 

 「ウォーク the わたらせ」の翌日の１０月２１（日） 

例年どおり足尾・銀山平から舟石峠方面のどんぐり 

拾いを行いました。当日は、野鳥の会栃木県支部が 

案内するＪＴＢエコツアーのグループを含め５２ 

名の参加者がありました。一昨年は拾い集めるのに 

苦労しましたが、昨年は対照的に豊作で、苦もなく 

どんぐり拾いができました。自然の力を感じさせら 

れます。 

                       どんぐり拾い 

 

 なお、午後には安蘇沢植樹地の整備とあわせ、栃木

農業高校生徒と共に同校考案のカラシ入りロープを

シカ除け用として試験的に張る作業を行いました。 

３月２日にも同作業を行っています。 

    

←カラシ入りロープ張り 
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○ヨシ刈りデー 

＜その１＞ 

渡良瀬湿地帯（遊水池）史跡保全ゾーン駐車場 

北側のヨシ原において、５０名の参加により１２ 

月９日（日）に行いました。例年行っている横堤 

はヨシの生育状況が悪いため、ヨシの活用（ヨシ 

腐茎土作り等）を目的としたヨシ刈りとなりまし 

た。ヨシ刈り前には、一昨年刈り採ったヨシから 

作った腐茎土（腐葉土）を希望者に配布しました。 

 

 

                               ヨシ刈り 

＜その２＞                        

 横堤の屋敷林の保護のため、ヨシ焼き前の防火帯作りを３０名により１月２７日（日）に

行いました。                 

  

○ヨシ焼き前のゴミ拾い 

 ３月９日（日）、写団渡良瀬、ネイチャーフォトク

ラブ及び他の有志とともに、渡良瀬湿地帯のゴミ拾

いを行いました。活動予定が東京新聞、読売新聞に

掲載され、これを読んだ方を含めた３６名で行い、

２ｔ車で３台分のゴミが集まりました。 

 

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

ヨシ腐茎土 

○ヨシ腐茎土の活用について 

 昨年１２月、栃木市のアジサイ坂、桜並木、大覚寺のしだれ桜に試験的に使用しました。 

その他、栃木農業高校、農家その他の個人利用者により使用されています。 

今年の足尾・安蘇沢の植樹地においても、カットヨシのマルチング材としての利用と共に 

腐茎土を利用する予定です。 

 

○ヨシ腐茎土作りについて 

 今年のヨシ腐茎土作りから、ＮＰＯ法人渡良瀬エコビレッジと共同で腐茎土作りを行う 

ことになりました。 

 皆さんの作業への積極的なご参加をお願いします。 

 終ページに掲載の活動予定表にありますように、５月２４日（土）午前９時から、昨年 

ヨシ刈りデーで刈ったヨシの裁断と広く敷きつめる作業（延ばし）を行います。その後の 

ヨシの積み上げと切り返し作業は、ヨシの発酵の具合により作業日を決定しますので、参加 

ご希望の方は、時期が近付きましたら当会ホームページの「ブログ」をご覧ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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＜淡海環境保全財団主催のヨシ研究会参加記＞ 

ヨシ研究会に参加して 
内田孝男 

平成１９年１０月１４日（滋賀県長浜市）と平成２０年２月１７日（滋賀県近江八幡市）

の２回にわたり、淡海環境保全財団主催のヨシ研究会に参加してきました。滋賀県はヨシに

関する資料・情報がたくさん有り、実際に講演や情報交換、イベントの催しなども数多く実

施されています。見聞きして私たちの活動の参考にしたいと思いました。 
昨年１０月の研究会の講演では、近江八幡市にある私設ヨシ博物館館長の西川氏より琵琶

湖・内湖（西の湖）のヨシという植物、ヨシと人々の係わり、これから期待すること 
等について。長浜市（旧びわ町）の元びわ中学校ＰＴＡ会長川瀬氏より生徒・ＰＴＡ・学

校と協働し始めて試みたヨシ原の保全のための植栽の顛末とその後の継続的環境教育につい

て。そしてヨシ・ネットワーク事務局長の鳥飼氏は、ヨシとの身近なふれあいの１つとして

実践してきたヨシ笛（ヨシと風船を使った簡単なもの）と一輪挿しの作成を参加者全員と行

いました。 
平成２０年２月は、岩手県立大学准教授の山田氏から

｢日本のヨシ原と利用について｣、と題し日本におけるヨシ

原のある主な場所の紹介とヨシ原がもたらす様々な恩恵、

ヨシの浄化作用を利用した人口湿地による水質浄化シス

テム等の講演。琵琶湖ヨシ環境事業協同組合理事長の川嶋

氏より｢ヨシと商い｣について、ヨシズ、簾等の昭和３０年

代の大需要からヨシ不足による高騰、そして中国産の参入

に加え電化や代替の多様化での急速な需要減少と価格暴

落により将来性はなく、今のままではヨシ業者はいなく      川嶋氏の講演 
なるであろうという予測。そしてよし笛作成と演奏活動を 
行っているご夫婦[はなちゃんず]のヨシ笛演奏と癒し、についての講演がありました。  

                               
滋賀県では、平成４年３月に[滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例]を制定し、ヨシ

群落を積極的に保全し、その多様な機能を発揮させることにより、琵琶湖の環境保全を図り、

もって県民の生活環境の向上に寄与することを目的とし取り組んでいる。そのため官民が一

体となって継続的にいろいろな面からヨシと係わっている。この度の講演を始め実際に琵琶

湖博物館、ヨシの腐葉土作成作業場、前述の川嶋氏宅の作業場、ヨシ博物館、刈り跡地等見

聞して肌で強く感じられました。 

日本におけるヨシの利用は、ヨシズ、簾、衝立、イベント用（たいまつ）、ヨシ紙（工芸品、

便箋、封筒、名刺、器）、ヨシペン、ヨシ笛、帯、腐葉土、土留め材等いろいろとありますが、

現況では大量の需要はなく教育・文化の継承の範囲で、産業としては年々細々で衰退の道を

辿っています。屋根葺きに関してはオランダをはじめとしたヨーロッパの一部では、生計を

立てるに値する職業としてヨシ葺き職人が存在する、と聞きました。ただ向こうの気候や建

築法により、そのまま日本にはあてはまらないようです。 

 

わたらせ未来基金では、渡良瀬遊水池のヨシ原保全活動の１つとして、腐茎土作りを３年

前より始めています。ボランティアによるヨシ刈りで得たヨシを裁断し半年かけて製品にし

ています。利用をＰＲしている甲斐もあり少しずつ話題が広まってうれしい限りですが、現

状では需要が増えても増産はむずかしく、もっと地域の人たちに関心を持っていただき作業

に参加していただきたいと思います。また商いとして成り立つところまで来ていませんが近

い将来が期待されます。 
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裁断したヨシのマルチング利用は足尾での植樹等に役立てています。まさに足尾と遊水池

の仲立ちをしています。身近な田畑や公園でも充分活用可能という話もあり調査方法とデー

タの積み重ねが必要と思います。 

渡良瀬遊水池とヨシ、観察会をはじめヨシズ編みや学校ビオトープをとおしての環境教育

も要望に応じ実施しています。行政側としても色々なイベント、ヨシによる和紙作り体験コ

ーナー等行っているようですが、ヨシ研究会での鳥飼氏のように、工作で子供たちに触れ合

ってもらうのも１つの方法と思いました。 

今後も東西の交流を積極的に深め、日本のヨシの未来を見つけて行きたいと思います。 
 

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

その他のお知らせ 

○宇都宮市立陽東小学校の環境部から、昨年と同様に１万円のご寄付をいただきました。 

空き缶回収から得た代金を“わたらせの環境保全”に使ってくださいとのことです。 

ありがたく活用させていただきます。 

○年会費 2,000 円の納入をお願いします。年度途中の入会者は、入会月で結構です。 

 

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

 

 

 
8.19 ヨシ切り返し 
9.1 ツバメの塒入り観察会参加 
9.15 ヨシ切り返し（栃農生 5 名とともに） 
9.16 カスリーン台風メモリアル６０in おやま フォーラム参加 
10.14 ヨシ研究会に参加ほか視察（長浜市） 
10.20 ウォーク・ザ・わたらせ第５弾 
10.21 足尾・ドングリ拾い （ＪＴＢエコツアー38 名とともに） 
    安蘇沢のシカ対策－シカ避けロープ張り（栃木農業高校生 7、教師２とともに） 
11.18 ヨシ腐茎土の袋詰め 
12.9 ヨシ刈りデー 参加者 50 名 
12･27 腐茎土試験使用（大平山アジサイ坂、桜並木、ほか大覚寺のしだれ桜の根元に使用） 

（栃農生 9 名とともに） 
1.11 古河第 7 小ヨシ刈り体験 5 年生 79 名、教員 5 名 
1.27  横堤防火帯づくり（参加者 30 名） 
2.05 ヨシズ編み職員研修会（古河 7 小） 
2.17 「ヨシ研究会」－日本のヨシ原と利用について―（近江八幡市） 
3.02 足尾シカ除けロープ張り 
3.09 ゴミ拾い（参加者 36 名） 
3.16 渡良瀬遊水池ヨシ焼きにおいて、5.18 のシンポジウムのチラシ配布 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

編集後記  昨秋豊岡のコウノトリを見てきました、大きくて迫力ありました。ミサゴやチュウヒ、

アオサギのように、いつか遊水池の大空舞う姿を期待。（内田） 去年まで、ヨシ焼き後 
コゴミが採れた所で今年は収穫ゼロ。作業用土砂堆積のある場所はともかく、昨年のヨシ

の生育の悪さと関係あるか？しかしどこかで育っているはずで、来年は是非・・・（塚田） 

活動日誌（2007 年 8 月～2008 年 3 月） 


