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巻頭言 

代表世話人になって 
青木章彦 

 
 この度、飯島博氏の後任として代表世話人に選出されました青木章彦です。 
 皆ままご存じのように、わたらせ未来基金の目的は、「渡良瀬湿地帯に氾濫

原の生態系を再生させ、40 年後にコウノトリを生息させることを目標として、

渡良瀬エコミュージアム・プランの実現を図り、自然と調和した流域社会シ

ステムの構築を行う。」（会則より）です。また、具体的には、①プロジェク

ト開始～10 年埋土種子からの植生復元、目標はチュウヒの繁殖、② １０年

～２０年目標はハクチョウ、③２０年～３０年目標はマガンとオオヒシクイ、④４０年～赤

麻寺の屋根にコウノトリが巣をつくるとなっています。この遠大な目的の実現のため、少し

でもお役に立てればと思います。 
 さて、未来基金が発足したのは、２００１年３月ですから、８年が経過したことになりま

す。この間、様々なプロジェクトに取り組んで参りました。１０年目標はどの程度達成され

たでしょうか？これまでの活動を概観しておきたいと思います。 
 「渡良瀬お宝探しプロジェクト」（渡良瀬湿地帯再生のための埋土種子発掘事業）は、１０

を超える学校に、条件の異なるビオトープを造成し、東京大学鷲谷研究室が埋土種子からの

出芽状況を調査しました。その結果として、埋土種子について様々な知見が得られました。

東大からの詳細な報告が待たれるところです。この成果を、渡良瀬湿地帯の湿地再生に生か

していきたいと思います。なお、東大の調査は終わりましたが、各校のビオトープをどのよ

うに活用していくかは、今後の課題です。 
 また、未来基金では、野鳥の塒などになっている樹林帯を守るための防火帯作りを兼ねて

ヨシ刈りを実施してきました。この取り組みは、４０年後にコウノトリを呼び戻すための営

巣地確保の礎にもなると思われます。しかし、ヨシ原で営巣するチュウヒにとっては、ヨシ

焼きされないヨシ原の存在が不可欠ですので、ヨシの計画的管理は今後とも大きな研究課題

です。 
 ヨシズ以外の「ヨシの新たな利用法」を検討する中で、「腐茎土づくり」にたどり着きまし

た。防火帯作りで刈られたヨシは、腐茎土の原料として活用されています。ヨシの腐茎土は

試行錯誤の末に、良好な品質のものが作れるようになりました。これまでの活動の大きな成

果です。また、刈られたヨシは、足尾での植樹地で表土流出防止のマルチとして活用された

り、シカの食害防止のために苗木に巻いたりしました。現在では、腐茎土を植樹に活用でき

るようになりました。また、行政が足尾で行っている緑化事業に、腐茎土を活用するように

今後とも働きかけていく必要があります。 
 足尾での植樹に関しては、足尾に緑を育てる会や営林署の協力をいただいて、毎年続けて
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きました。渡良瀬川の上流と下流の連携という面からも、これからも継続していくべき活動

です。未来基金では、足尾にもとからあった樹木

をドングリから育てて、足尾に植え戻しています。

現在は、ミズナラが多いのですが、樹種を増やし

て足尾の緑化に少しでも寄与できればと思います。

これらについては、これまでの成果を生かして、

今後とも精力的に活動を続けていきたいと思いま

す。 
 未来基金の会則には、活動事業として７項目が

挙げられています。その中で、今後、特に力を入

れていくべきと思われる項目が３つあります。①

渡良瀬湿地帯を通して、未来に展望を持つ青少年

の育成を行う事業、② チュウヒ等の繁殖が可能と

なるように湿地帯においてヨシの計画的管理を進

める事業、③渡良瀬川流域全体を視野に入れた活

動を通して流域管理の実現をめざす、の３項目で

す。 
 ①については、早急に取り組みたいと思います。

未来基金の活動を担う若い世代の育成が是非とも    
必要です。さらに、渡良瀬湿地帯の環境保全の     
サポーターとなる人々を増やしていく必要があり 
ます。そのためには、体験活動を伴った参加型の     「干潟・湿地を守る日 2008」渡良瀬湿地帯 
プログラム、すなわち、環境教育的な背景を持った     植物観察会で講師を務める青木氏 
取り組みが必要です。例えば、湿地再生に関する 
気づきが得られる自然観察会を定期的に開催しながら協力者を増やしていくことなどが考え

られます。 
 ②と③については、世話人の皆さまや会員の皆さまのご意見を伺いながら、方向性を見定

めて着実に取り組んでまいりたいと思います。なお、７月３１日（木）に、第５回渡良瀬遊

水地湿地保全・再生検討委員会が遊水池会館で開催されました。実に、３年ぶりのことです。

今回から、私が委員として、わたらせ未来基金を代表して参加します。今度の検討会は、国

交省の河川整備計画と連動してきますので、湿地再生が何らかの形で動き出すのは必定です

が、誤った方向に進まないように、「渡良瀬お宝探しプロジェクト」や「防火帯づくりを兼ね

たヨシ刈り」の成果を踏まえて、「渡良瀬エコミュージアム構想」が実現できるように努力し

たいと思います。 
 不慣れな代表世話人ですが精一杯頑張りますので、皆さまのご協力を何とぞよろしくお願

い申し上げます。 
                                       
 
 昨年の飯島博氏辞任に伴い不在となっていた代表世話人に、２００８年度総会において 

上記のように青木章彦氏が選出されました。 

  青木氏は、作新学院大学女子短期大学部教授で、専門は環境教育、環境保全、植物学、 

幼児教育です。また、当基金の世話人を長く務めてきました。 

新代表世話人のもと、新たな気持で「わたらせ未来基金」の活動に取り組んでいきま 

しょう。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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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６弾 

昨年秋の「水沼～大間々」に引き続き、第６弾として「大間々～桐生市広沢町」を歩く 

計画をたてました。いよいよ関東平野に入る１０㎞のコースです。高津戸峡を通り桐生市 

広沢町まで歩きます。 

日  時 １０月１２日（日曜日） 

集合時間 午前９時２０分 

集合場所 わたらせ渓谷鉄道 大間々駅前 

（１）車の方：大間々駅前は有料駐車場。無料駐車場は、駅の裏（東側）、徒歩 

 ５分位の渡良瀬川寄り、高津戸橋手前に「ながめ北駐車場」と 

「ながめ西駐車場」あり。 

（２）電車の方：桐生発８:５８   相老発９:０７  大間々着９:１４ 

解散時間 午後３時頃の予定。大間々に車を置いた方は送迎します。 

 

○「どんぐり拾い」 

 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１９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）  

電車の方：桐生発８:０８   相老発８:１４  通洞着９:２６ 

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つのイベントに参加される方は、保険の登録の関係で「ウォーク」は１０月１日 

（水曜日）、「どんぐり拾い」は１０月８日（水曜日）までに連絡をお願いします。 

 

○ ヨシ刈りデー 

今年も渡良瀬湿地帯（遊水池）において、１２月１４日（日曜日）（第二日曜日）に行い 

ます。（予備日 １２月２１日）      午前９時３０分 藤岡町遊水池会館駐車場集合  

樹木の保護のための防火帯作りとヨシの利用を目的としたヨシ刈りです。当日、昨年刈り 

採ったヨシから作った腐茎土（腐葉土）の配布を予定しています。 

 

○ 他団体・個人の観察会等のご案内        

大和田真澄氏の植物観察会 

   今年の最終回は、１０月４日（土曜日）１０時～１２時です。集合場所は、谷中村史跡 

保全ゾーン（谷中湖の北側）駐車場付近。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。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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主な活動の報告 

○ 「干潟・湿地を守る日２００８」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     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 

５月１０日(土曜日)渡良瀬湿地帯において実施されました。 

 当日はあいにくの雨でしたが、４１名の参加者が植物・昆虫・野鳥グループに別れ、それ

ぞれ講師の案内のもと、谷中村跡地等の湿地帯を巡り観察しました。 

 

○わたらせ未来プロジェクト「足尾植樹デー」 

５月２５日（日曜日）、２１名の参加により、午前中は「足尾に緑を育てる会」の管理す

る上桐久保沢の植樹地で植樹を行い、午後からは当会の管理する安蘇沢の植樹地で植樹と

シカ除けネットの補強を行いました。今回の植樹は、小山市のはくつる会・山中農園で育

てていただいたものを初め、会員が４、５年かけて足尾のドングリから育てたコナラ・ミ

ズナラ他の苗木計９０本を持ち寄って行ったもので、昨年作ったヨシ腐茎土（腐葉土）を

植樹に活用し、今後効果が現れることが期待されます。 

                               

○わたらせ未来プロジェクト「足尾草刈りデー」      

 ７月２１日（月曜日）、午前中「足尾に緑を育てる会」の草刈りデーに参加後、安蘇沢の植

樹地のシカよけネット点検と苗の手入れ、植樹後の生育調査と草刈りを行いました。 

  

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

総会報告 

 ６月２２日（日曜日）、古河東公民館で定期総会が開催され、会議室の席が足りなくなる 
大勢の会員の参加があり、代表世話人に青木章彦氏が選出されました。 

前年度活動報告、会計報告、今年度活動計画案及び予算案の審議では活発な議論が展開さ 
れ、活動については、「わたらせ未来プロジェクト」の９年間の評価と今後の展開について、 

以後の定例会等でつめたうえで報告することを条件とし、ほぼ原案どおり承認されました。 

 

＜２００８年度総会以後の主な活動計画＞ 

2008 年  ７月２１日 足尾植樹地生育観察と草刈り 

７月～８月 学校ビオトープ観察・管理 

     ７月～１０月 ヨシ腐茎土作り 堆積・切り返し（３回）・袋詰め 

    １０月１２日 ウォーク the わたらせ 第６弾 

        １０月１９日 足尾ドングリ拾い、安蘇沢植樹地整備 

    １２月１４日 ヨシ刈りデー、防火帯作り、腐茎土配布 

 2009 年  １月     古河小学校ヨシ刈り体験 

                                                                           

総会で提起された問題点とその後の取り組み 

 総会での会場からの発言は予定時間を越えるほどで、全部ご報告できないのが残念ですが、

提起された問題を絞って、その後の対応をお知らせします。 
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問題点１．「学校ビオトープ」で行った埋土種子調査では、渡良瀬遊水池の湿地再生に役立つ、

貴重なデータが得られたと思うが、今後、「学校ビオトープ」をどのように管理し、

活用したらよいと考えているのか。 

 対応―研究者（東大）に、調査後の学校への対応と今後の扱いについて問い合わせて、「調査の終

了」を確認しました。そこで東大から、各学校と教育委員会に「調査が終わったことと、今後

のビオトープの扱いについて」文書を出してもらいます。その後どうするか、本会としても学

校と話し合っていくことになります。 

問題点２．「わたらせ未来プロジェクト」に、会の発足以来８年間取り組んできたが、１０年

ごとの目標（チュウヒを繁殖させる）に対して、どれだけ成果を上げることが出来

たか。 

 対応―ヨシ原を計画的に管理・維持していく必要があるが、そのために「ヨシの新たな利用法」を探

ってきました。その結果「ヨシ腐茎土（腐葉土）づくり」に成功し、これからその量的拡大をどう

進めていくかが課題になっています。 

      また、「渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会」で委員の青木代表世話人から、野鳥の

営巣を視野に入れたヨシ刈りとヨシ焼きの方法について提案してきたいと考えています。 

問題点３．足尾の植樹はどのような成果を上げているか。ドングリ里親との連絡は取れている

か。 

 対応―活動報告で７年間の植樹本数等の報告をしましたが、その後の生育状況の調査が不十分で

した。そこで草刈デーに合わせて７月２１日に、安蘇沢の植樹地の調査を行いました。今後

も調査を続け、足尾に適した樹種を選択して成果を上げていきたいと考えています。 

      ドングリ里親とは緩やかな連絡しか取れませんが、里親の申し込みがぼつぼつありますので、

今後も「通信」を通して連絡をとっていきます。 

問題点４．若い人にどう活動を広げていったらよいか。 

 対応―今後、活動の内容、方法等を考えていかねばなりません。会員の皆様にもそのためのアイデ

アをお願いしたいと思います。 

      ８月「とちぎのエコキーパーをさがせ２００８」(栃木県地球温暖化防止活動推進センター主

催：環境省後援)に応募しました。取り組みがテレビ、ラジオ、新聞等で広報されるのだそう

です。 

 

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

ヨシ腐茎土（腐葉土）作り  

本格的に腐茎土を作り始めて３年目を迎えま

した。 

作業場所を借用し、刈り取ったヨシや腐茎土

の保管をお願いしている町田武士氏が理事長を

務めるＮＰＯ法人渡良瀬エコビレッジから、共

同製作の申し入れがあり、検討の結果、今年度

から共同で作ることになりました。 

 ＜作業経過＞  

５月から９月までに、①ヨシ裁断と延ばし

（カットしたヨシを広く敷きつめる）②ヨシ上

下返し（水分を含んだ下部と乾いた上部を切り

返して混ぜる）③積み上げ（水分を含んだヨシ

を積み重ねてシートを掛け、発酵を開始させる）      積み上げ 
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④切り返し（積み上げたヨシを切り返してまぜる）（２回実施） 

＜今後の作業＞ 

   ３回目の切り返しを９月２８日（日）９時から行います（参加希望者は、事務局まで）。 

１０月にはできあがり、１１月に袋詰めの予定です。 

 

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

渡良瀬湿地帯に関する情報等 

○渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会 
７月３１日に約２年ぶりに再開し、当会から青木代表世話人が委員として出席しました。 

 今後の動向が注目されます。 
 

○国交省利根川上流河川事務所（利根上）の植生再生実験計画  
 ５月１０日の「干潟・湿地を守る日２００８」の観察会の後、今年度の実験地を確認し、

利根上の所長等の説明を受けました。昨年の場所とは別に第２調節池内で掘削が行われ、

掘削前の表土を撒き出す区画と遊水池内他の場所の地上種子を撒き出す区画を設け行って

いるとのことです。 
 
○いきもの情報 

この秋もサクラタデが清楚な色合いで、ワタラセツリフネソウとともに、顔を見せてい

ます。若いツバメ達も、南への旅たちを控え数万が集結、その生命の力強さと迫力に、圧

倒されます。 （内田（孝）） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

その他 

○ホームページ（HP）アドレスの変更について  
「わたらせ未来プロジェクト」の HP アドレスが変更になりました。移行がスムーズで

なく、検索ソフトからは見られない状態が１ヶ月以上続き、皆さまにご不便をかけ申し訳

ありませんでした。「わたらせ未来基金」をヤフーで検索すると、やっとトップで見られる

ようになりました。他の検索ソフトや「わたらせ未来プロジェクト」の文字での検索では、

２～４番目位に HP のトップ画面又は次の画面が見られるようになったところです。検索

によって見つからない方は、ご面倒でも次のアドレスを入力してアクセスしてください。 
         http://watarase-kyougikai.org/mirai-kikin/ 

 

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

   

   （既掲載情報を除く） 

4.19  渡良瀬遊水池クリーン作戦に参加 

4.21 日光森林管理署（治山課）へ腐茎土を届けて、話し合い 

4.26 「足尾植樹デー」（足尾に緑を育てる会）に参加。足尾安蘇沢植樹地の下見 

5. 8  国土緑化機構の助成決定の通知  

5.18  シンポジュウム「みんなで考えよう 渡良瀬遊水池の賢明な利用」－柳生 博氏をむかえて 

7～8 月 古河１小、３小、５小、６小、７小、古河 3 中、栃木女子高校、足利南高校のビオトープ

観察、話し合い 

 8.24 足尾グリーンフォーラム（足尾に緑を育てる会主催）に参加 

 8.30 渡良瀬遊水池ツバメの塒入り観察会に参加（日本野鳥の会栃木県支部主催）    以上 

活動日誌（2008 年 4 月～2008 年 8 月） 


