
 1

 

わたらせ未来通信 18 号 わたらせ未来基金 
              ２００９.４.１３ 事務局 
                       〒328－0053 栃木県栃木市片柳町 4－16－1 

                       電話/FAX  0282-23-1078 （猿山方） 

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

                       HP  http://watarase-kyougikai.org/mirai-kikin/ 
                                             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 
 

春の行事予定  

○「湿地を守る日２００９」 

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９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 

     （栃木県下都賀郡藤岡町大字藤岡 1788 番地） 

講 師  植物等： 青木 章彦 氏（作新学院大学女子短期大学部教授・環境教育ネット 

ワークとちぎ代表・当会代表世話人） 

     昆 虫： 大川 秀雄 氏（「渡良瀬遊水地の昆虫図鑑」監修者） 

     野 鳥： 日本野鳥の会栃木県支部 

担当者 

観察場所 谷中村史跡保全ゾーン・第二調節池等 

   が候補地 

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       

  

 

○フォーラム 2009 

―渡良瀬の湿地は自然の宝庫 未来につながるミュージアム― 

主催  渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会  

わたらせ未来基金 

日 時  ７月４日(土) 午後１時３０分～４時３０分  

会 場  渡良瀬遊水池会館 2 階 会議室（予定。詳細は後日） 

講師等  「旧谷中村の自然と生活について」 
       佐々木 斐佐夫 氏（田中正造を後世に伝える会会長） 
                             （以下次ページに続く） 
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     「氾濫原の植物をどのように保全するか・渡良瀬遊水地の価値」 
     西廣  淳 氏（東京大学農学生命科学研究科保全生態学研究室） 
   「湿地性鳥類から見た渡良瀬遊水池」 
     平野 敏明 氏（バード・リサーチ研究所） 

     「いつまでも残したい湿地の風景」 
堀内 洋助 氏（東京新聞写真部） 

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」（安蘇沢等予定） 

 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。 

今回は当会で古河市内にお借りしている農地で地植えした比較的大きな苗を主として植樹 

します。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、土等の準備が必要です 

ので、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２４日（日） 予備日 ５月３１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 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 5 月 10 日までに下記に事前連絡をお願いします。特に電車利用者は、早

目に連絡をお願 

いします。 

申込・問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも上記事務局 

 

○ ’０９年度定期総会               

   日時 ７月４日 (土) 午前１０時～ （受付開始 午前９時４５分） 
 会場 渡良瀬遊水池会館２階 会議室（予定。詳細は後日） 
 議題  役員改選、前年度の活動報告・会計報告、今年度の活動計画・予算案の審議を 

主議題とします。 
 問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも上記事務局  

 

○ ヨシ腐茎土作り  

  昨年１２月のヨシ刈りデーで刈り採ったヨシで、今年の腐茎土作りの１回目の作業（ヨシ 

裁断と敷き詰め）を次のように行います。 

 日時 ５月３０日（土）午前９：００～１１：３０ 
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 場所 藤岡町（詳細は事務局に確認のこと） 

 

○ 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１８日(土) 午前９時開始（小雨決行） 予備日４月 19 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。 

４ページにあるように、ヨシ焼き前の３月８日、当会会員等によりゴミ拾いを行い 

ましたが、３月２１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。 

 

２ 足尾に緑を育てる会「春の植樹デー」 

日時 ４月２5 日(土)、２6 日（日）の両日 

  「わたらせ未来基金」としては、２６日 

（日）に参加します。 

集合 午前９時３０分～午後１時  

＊雨天決行 

銅（あかがね）親水公園（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  ムダな公共事業の徹底的見直しを実現する全国大会」（仮称） 

   主催 上記の大会実行委員会（水源開発問題全国連絡会、ラムネット他 10 団体） 

日時 ４月２5 日(土)午後２時～４時 

場所 日本教育会館８階 第１会議室(東京都千代田区一ツ橋２－６－２) 

 

４ 大和田真澄氏の植物観察会 

    開催日時は、5/2(土)他、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６弾 

昨年秋の「水沼～大間々」に引き続き、昨年１０月１２日（日）、第６弾として「大間々～

足利・葉鹿橋」間を歩きました。 

７名の参加者があり、やっと関東平野に入る約１５㎞のコースで、途中一部桐生の街中を

通ったほかは、土手沿いと河川敷を歩き、カワセミ他１３種の野鳥が観察できました。 

桐生では、私達一団の行程を聞いて地元の人が変に感心していました。 
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○「どんぐり拾い」と植樹地整備 

１０月１９（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２０名の参加者がありました。豊作の昨年ほどではありませんが、十分な量のどんぐ 

り拾いができました。 

 午後には安蘇沢植樹地の整備を行いました。植樹地の整備は１１月１６日にも行い、あわ 

せてヨシ腐茎土を利用した新たな土作りの試みも開始しました。 

 

○ヨシ刈りデー  

＜その１＞ 

前年以上に横堤のヨシの生育が悪いため、一昨年に引き続き史跡保全ゾーン駐車場北側 

のヨシ原において、１２月２１日（日）に実施しました。 

雨天により１週間順延したにもかかわらず３０名の参加者があり、近くで２名だけで 

ヨシ刈りをしていたプロの方にはかない 

ませんが、皆さんだんだん作業の要領を 

つかんできたように思います。 

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、好評を得ました。 

 

＜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名の参加者により１

月２５日（日）に行いました。 

 

＜その他＞ 

 例年依頼により実施している古河第七小学校生のヨシ刈り体験が昨年１２月１１日（木）

にありました。当日は、５年生８７名の参加があり、賑やかに行われました。 

２月には、当会会員の針谷不二男氏と宮内林造氏による七小職員向け講習と生徒のヨシズ

編み総合的学習が行われ、他の会員も助手として参加しました。 

 

○ヨシ焼き前のゴミ拾い 

 

 ３月８日（日）、例年通り写団渡良瀬、フォト

野鳥ネットワーク、その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。参加者は 

３１名で、徐々に活動の広がりを感じることが

できます。 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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ヨシ腐茎土 

○ヨシ腐茎土の活用について 

 一昨年、栃木市の大平山アジサイ坂、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、下記「栃木農業高校からのたより」にもあるとおり、同校及び同校の働きかけに 

よるイチゴ栽培農家での試験的使用も行われています。また、今年は花栽培農家による利用 

も予定されています。 

当会では、従来から足尾・安蘇沢の植樹地においてカットしただけの乾燥したヨシととも 

に腐茎土を利用してきましたが、昨年から現地においてヨシ腐茎土を利用した新たな土作り 

の試みも開始しました。 

  

実際に使ってみた方のご意見をお待ちしています。 

 

○ヨシ腐茎土作りについて 

 ヨシ腐茎土作りは、昨年からＮＰＯ法人渡良瀬エコビレッジと共同で行うようになりまし 

た。 

 皆さんの作業への積極的なご参加をお願いします。 

 ８ページに掲載の活動予定表にありますように、５月３０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詰める作業（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。 

 

○栃木農業高校からのたより 

 この３年間わたらせ未来基金のヨシ腐茎土作りに参加し、機動力を発揮していただいて 

いる栃木農業高校環境科学部から、その腐茎土（文中「ヨシ堆肥」）を利用したイチゴ栽培等 

について書いていただきましたので紹介します。 

 

        ヨシの土壌改良剤としての活用 

栃木農業高校 環境科学部 
     地域おこしプロジェクト班 
 

栃木県の特産品イチゴ作りは、近年炭そ病、ウイルス病などの連作障害と言われる病害の発

生が多くなっている。これはイチゴハウスが毎年栽培されることによって起こる土壌障害で

ある。これらの対策として土壌くん蒸剤が大量に使われ人畜に対する安全性が問題となって

いる。そこで、有機農法として堆肥や落葉の補給が行われているが畜産農業の減少や落葉な

どの有機物不足により土壌改善が求められてきた。そこでヨシ堆肥をイチゴ栽培に導入しよ

うと試みた。ヨシ堆肥は家畜の堆肥に比べＮ肥料要素は低いが、ヨシ堆肥特有の排水性の良

さが生かされ、イチゴは栽培期間の長い野菜なので、栽培後期の根づまりが防止できる。つ

まり有機物の種類の中でも腐食化が遅く長い間土壌で酸素の供給源の役割をする。イチゴ農

家での試作実験を行った結果１２月から収穫が始まったイチゴの収穫も、３月下旬になって

も写真のようにイチゴの茎葉が生育し、イチゴの品質形状も優れている。このようにヨシ堆

肥は米ヌカなどと混ぜ合わせた自然有機素材として、野菜作りに適応すると思われる。又、
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菊・バラ・盆栽など長期間の栽培となる作物にはヨシ堆肥の良さが生かされると思われる。 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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 

当会の青木代表世話人が委員として出席しています。 

第 6 回（昨年 11 月 28 日）テーマ 

① 植生再生実験の報告と説明 

② 環境保全再生を目指した掘削の考え方 

③ 渡良瀬遊水地の利活用に向けて 

第 7 回（3 月 6 日）テーマ 

① 植生再生実験の今年度の調査報告 

② 湿地保全・再生計画について 

③ 外来種（セイタカアワダチソウ）対策 

（青木代表世話人から） 

    植生再生実験は、掘削して湿地環境を

創出することによって行われています

（写真）。この時に、掘削後に地下水位

が変動することによる掘削地周辺の水

分条件の変化が気にかかります。そこで、

第６回検討会では私から、掘削後の周辺

の地下水の水位変動のデータの提示を

お願いしました。第７回検討会にデータ

の提示があり、掘削地から４０ｍの範囲

で地下水位の低下があるとの報告があ

りました。４０ｍ以遠の地下水位は変化

がないのかと質問したところ、４０ｍま

でしか調べていないとの返答であり、掘

削に伴う地下水位の低下はかなり広範に及ぶことが懸念されます。 
 第７回検討会の午後には、試験地の視察がありました。第７回では、過去の試験地（試

験地２（小山市下生井）、試験地３（藤岡町帯刀））を視察しました。どちらの試験地も、

掘削地は水を湛えているところです。しかし、掘削地周辺は、ヨシやオギ以外に、セイタ

カアワダチソウやツルマメが目立ち、乾燥化が示唆されていました。 
 近２年間の試験地は、水を湛えずに湿地状態を維持することを前提として、排水して

いることから、過去の試験地に増して、試験地周辺の乾燥化が懸念されます。これからも、

注意深くモニタリングを続けていく必要があると思います。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

その他のお知らせ 

○「とちぎのエコキーパーをさがせ！2008」で銅賞受賞 

昨年 12 月 13 日、地球温暖化防止の地域の活動を全国に発信する、環境省の取り組み・ 

栃木県大会において、当会は「ヨシの新たな利用・腐茎土づくりを通してヨシ原を保全し、 

腐茎土を足尾の植樹や農家のイチゴ作りに使うなどの取り組み」（「わたらせ未来プロジェ 

クト」）を発表しました。当日は栃木農業高校生も参加し、腐茎土とヨシを持って紹介役を 

務めていただきました。 

各地の熱心な取り組み３２団体の中で、私たちは銅賞を受賞しました。渡良瀬から足尾 

へ、高校生と共に歩む広がりを持った活動が評価されたとのことでした。 

 

○ 宇都宮市立陽東小学校から寄付金 

  毎年、陽東小学校生がアルミ缶を回収して得た代金を、「渡良瀬の環境を守る活動に役立 

てて下さい」と送ってくださっています。今年も 3 月末に振込みがあり、子どもたちの 

思いを受け止めて未来に繋がる活動を確かなものにしなければ、と強く思いました。 

 

○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。 

 

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

 

 

 
9.02  ヨシ腐茎土の切り返し（2 回目） 
9.28  ヨシ腐茎土切り返し（第 3 回） 
11.02 ヨシ腐茎土袋詰め 
12.07  ヨシ刈り準備 
12.13  ヨシ刈り準備 
1.06 「渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会」の説明につき意見交換（鷲谷研にて） 
2.14 「とちぎ環境まつり」栃木しみん会館―栃木農業高校が「腐茎土づくり」発表、腐茎土販売 
2.24   日光森林管理署へ腐茎土を届ける、「ボランテイア活動報告」 
2.28   新橋小「ビオトープ委員会の研究発表」―宇大 小久保さんによる指導 
2.29   腐茎土の袋詰め 
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編集後記 

  本州にトキが渡ってワクワク、佐渡に連れ戻そうとしていると聞いて怒りムラムラ、様子を見る 

ことになってホッとしている。一方で、ヨシ焼き後数週間の湿地帯は樹木の焼け跡が痛々しく、つ 

いに倒れてしまった木も目につき、巴波川沿いの柳も大量に切り倒され、風景が画一化されつつあ 

る。コウノトリや、数年前ヨシ焼き後のこの地に立ち寄ったマナヅルがまた戻って来たくなるよう 

な所になってほしいものだ。7 月 4 日の「フォーラム 2009」では、半世紀前のマガンやツルの話も 

聞けそうであり楽しみだ。（塚田） 

その他の活動日誌（2008 年 9 月～2009 年 3 月） 


