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春の当会の行事予定  

○湿地のグリーンウェイブ（昨年までの「湿地を守る日」） 

渡良瀬遊水池自然観察会    ──植物、 昆虫、 野鳥── 

共催 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 

                                  渡良瀬遊水池をラムサール条約登録地にする会 

日 時  ５月８日(日) 午前９時～１２時  小雨決行 

集 合  栃木市藤岡遊水池会館前駐車場 東武日光線「藤岡駅」より徒歩１５分 

栃木県栃木市藤岡町藤岡 1788 

講 師   

     野 鳥： 日本野鳥の会栃木 

     昆 虫： 大川 秀雄 氏、 

     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）  

観察場所 谷中村史跡保全ゾーン等 

観察方法 植物等、昆虫、野鳥のグループに 

     別れて観察 

   観察地までは車に分乗して移動         昨年の観察会後のヨシ笛演奏会 
 

☆午後も参加できる方へ 

第二調整池内湿地再生試験地（環境学習フィールド）のセイタカアワダチソウ、 

ヤナギ等の除去作業を行います。 

１３時、史跡保全ゾーン駐車場集合（１５時まで） 

  各自で準備する物 長靴、鎌又は剪定バサミ（当会で用意する鎌の使用も可） 
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○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。 

３、４年前に足尾で拾ったドングリを、当会で古河市内にお借りしている農地で育てた苗 

の植樹をします。各自の育てた苗の持ち込みも歓迎します。＊ 

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２２日（日） 予備日 ５月２９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（午前中のみも可） 

参加申込 ゲート内に入る車台数の事前報告のため、参加者は、５月８日までに事務局に 

事前連絡願います。特に電車利用者は、早目の連絡をお願いします。 

 

＊注）苗木持参の方 植樹に使用する土の準備があります。持ち込む本数を事前にお知らせ 

ください。 

申込・問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも p１の事務局 

 

○ 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の、今年の腐茎土作り第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２８日（土）午前９：００～１１：３０ 

 場所 栃木市藤岡町（詳細は事務局に確認のこと） 

 

○ ２０１１年度定期総会               

   日時 ６月１９日 (日) １３時３０分  （受付開始１３時１５分） 
  会場 栃木市藤岡遊水池会館 東武日光線「藤岡駅」より徒歩１５分 

栃木県栃木市藤岡町藤岡 1788 

  講演会を予定（講師交渉中） 
 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、その他の質疑 
 問い合わせ先：TEL･FAX･E-mail とも上記事務局  
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○ 他団体の活動への参加と観察会のご案内   

1 足尾に緑を育てる会「春の植樹デー」 

日時 ４月２３日(土)、２４日（日） 

  の両日 

   「わたらせ未来基金」として 

   は、２４日（日）に参加。 

集合 午前９時３０分（１３時まで）  

銅（あかがね）親水公園 

（駐車場は足尾ダム横のゲートの先） 

＊雨天決行 

 

  なお、前日4月23日 13時 30分より、

親水公園で「立松和平顕彰碑」の除幕式

があります。 

                           昨年の植樹デー 

２  大和田真澄氏の植物観察会 

    開催日時は、５/７(土)等、大和田氏個人の主催です。詳細は、同氏のウェブサイト 

   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 

○フォーラム 「渡良瀬遊水池をコウノトリの舞う湿地に 

              －ラムサール条約登録を目指して―」 

 昨年９月２０日(月)、合併後の栃木市で、250 名以上の参加者を迎え開催されました。 

 東京新聞の堀内洋助氏、兵庫県豊岡市長の中貝宗治氏、民間稲作研究所理事長の稲葉光國 

氏及びラムサール・ネットワーク日本共同代表の呉地正行氏の講演に続き、パネルディスカ 

ッションが行われました。渡良瀬湿地帯(遊水池)のラムサール条約湿地登録に向け、地元の 

方にもラムサール条約を知ってもらう良い切っ掛けになったと思います。 

 

○「どんぐり拾い」と植樹地整備 

昨年１０月１０日（日）、足尾・銀山平から舟石峠方面のどんぐり拾いを行い、２０名の 

参加者がありました。猛暑だった夏との関係があるのか不明ですが、ほとんどミズナラが 

ありませんでした。コナラは、育てて植樹するのに十分な量を拾うことができました。 

午後は安蘇沢植樹地のネット補修と草刈りを行いました。 

 

○「ウォーク the わたらせ ―源流から渡良瀬湿地帯へ―」 第８弾 

一昨年秋の「太田頭首工～足利・田中橋」に引き続き、昨年１１月２３日（火）、第８弾と
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して「田中橋～足利・南部クリーンセンター」間を歩きました。 

当日は雨上がりの晴天に恵まれ、岩井山を巡り、渡良瀬グリーンプラザ内の「わたらせ  
川のふれあい館」でカスリン台風の水害を勉強し、田中正造の分骨の地の１つである寿徳寺

を訪れました。昨年のコースに引き続き、水害及び鉱毒被害が広域に亙ったことが感じ取れ

るウォークでした。 

 

○ヨシ刈りデー  

＜その１＞ 

史跡保全ゾーン駐車場北側のヨシ原において、 

昨年１２月１２日（日）に実施しました。 

３４名の参加者があり、１００束以上のヨシ 

を刈り集め、滋賀県のヨシ刈りに学び内田孝男

氏が作製した“うさぎ”で、要領良く束ねるこ

とができました。今年も５月末から始まる腐茎

土（腐葉土）作りに使用します。  

当日は、一昨年刈り採ったヨシから作った腐 

 茎土を希望者に配布し、好評を得ました。  

                          ヨシ刈り参加者と“うさぎ”（右前） 

＜その２＞ 

 横堤の屋敷林の保護のため、１月２３日（日）、２２名の参加者によりヨシ焼き前の防火

帯作りを行いました。（結果的にはヨシ焼は中止になりました。） 

＜その他＞ 

 例年実施している、古河第七小学校生のヨシ刈

り体験が、２月１４日（月）にありました。当日

は、５年生７２名の参加があり、賑やかに行われ

ました。 

２月２８日（月）には、当会会員等による七小

職員向けヨシズ編み研修が行われました。 

 

                      

                       

○ヨシ焼き前のゴミ拾い          七小生が元気にヨシ刈り 

 

 ３月１３日（日）、今年も写団渡良瀬、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。当日は、東北地方太平洋沖地

震の直後にもかかわらず、２６名の参加者が

ありました。 

 なお、結果的にヨシ焼は中止となりました。

ヨシ焼を行わなかったことが、渡良瀬湿地帯

にどんな影響を与えるか、逆に言えば、ヨシ

焼の効用がどんなものかを知る良い機会にな

ると思います。観察していきましょう。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ヨシ腐茎土 

○ヨシ腐茎土の活用について 

昨年も、栃木市の太平山アジサイ坂で使用されました。その他、花栽培農家での試験的 

使用も引き続き行われていますし、会員はじめ利用者が増えています。 

当会では、従来から足尾・安蘇沢の植樹地において、カットした乾燥したままのヨシと 

ともに腐茎土を利用してきましたが、現地でのヨシ腐茎土を利用した新たな土作りの試みも 

行っています。 

 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、‘０８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。 

 ２ページに掲載のとおり、５月２８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（７月中旬頃）します。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。 

 

○会員からのおたより 

             腐茎土の根張りについて 
                               寺島陽子 

 

バラを 2 年ほど鉢で管理していましたが、抜き取ってみると根がたくさんでていました。

腐茎土を使った成果かと思います。 

 

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

渡良瀬湿地帯に関する情報 

○ラムサール条約湿地潜在候補地 

 ２０１０年９月３０日、環境省は１７２か所の潜在候補地を発表し、「渡良瀬遊水地」が 

リストアップされました。 終的には、６か所以上に絞り込まれます。 

 

○渡良瀬遊水地湿地保全・再生モニタリング委員会 

当通信２０号(２０１０年４月５日発行)でお知らせしましたように、従来の「渡良瀬遊水地

湿地保全・再生検討委員会」が一区切りとなりました。その後は、新たに「モニタリング委員

会」が、湿地保全・再生に関する中心的役割を担っていくことになり、当会の青木代表世話人

が委員として参加しています。 
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                               記  青木 章彦  

モニタリング委員会とは 

 平成 22年 3月に策定された「渡良瀬遊水池湿地保全・再生基本計画 -未来へつなげよう 渡

良瀬遊水池の豊かな自然と治水の働き-」には、モニタリング委員会も設置することになって

おり、非常に担保性の高い仕組みになっています。その目的は、湿地保全・再生基本計画に

基づくモニタリング項目の確認、モニタリング結果の評価を行い、その結果を適切に保全・

再生手法に反映していく、となっています。すなわち、モニタリング委員会は、湿地保全・

再生基本計画に謳われている順応的管理において中核的な役割を担うことになります。 

 

第１回 ２０１０年 10 月 25 日（月） 

 議題は、委員会規約、モニタリング計画（案）、環境調査の現況報告についてでした。利根

川上流河川事務所より、モニタリング委員会の委員および NPO と連携しながら、モニタリン

グを進めたい旨の発言がありました。利根川上流河川事務所に意見を言うためにも、未来基

金としてもしっかりしたモニタリングをする必要があります。 

 これを受ける形で、未来基金では、2011 年 1 月 10 日（月）に、第二調節池の環境学習フィ

ールドで、利根川上流河川事務所と意見交換を行いました。その結果、共通のフォーマット

でフィールドノートを作ることになり、青木が原案を作成しました。また、5 月の自然観察会

のときに、環境学習フィールドのセイタカアワダチソウとヤナギの駆除を行うことが話し合

われました。 

 
第２回 3 月 7 日（月） 

 委員会の冒頭、藤山所長からラムサール条約登録に関しての、利根川上流河川事務所のス

タンスの表明がありました。１．ラムサール条約登録に必要な国内法の担保は、環境省と国

交省の本省同士の検討で、河川法による環境保全と鳥獣保護区の普通地区による保全で担保
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する。２．利根川上流河川事務所としては、ラムサール条約登録に地元が賛成であれば協力

する。 

 現在の試験施工は、植物に主眼をおいているが、ステップアップした試験施工では、鳥を

ターゲットとした広い面積の試験施工の可能性もあることが表明されました。どうすればよ

いかを、未来基金から提案することも可能になると思いますので、ぜひ検討しましょう。 

 利根川上流河川事務所から、NPO、教育機関、学識者と連携してモニタリングをしたい旨の

発言があり、共同調査に関しては、実施方法等の具体的な詰めは今後の課題となります。 

 

未来基金によるモニタリング 

第１回 3 月 13 日（日） 

 ヨシ焼き前のゴミ拾いの後に、環境学習フィールドのモニタリングを行ないました。 

【調査結果】 

植物：ヤナギ、セイタカアワダチソウ、オヘビイチゴ、 

マツバイ、ミゾコウジュ、スカシタゴボウ、等 

鳥類：タヒバリ１５±、チョウゲンボウ（与良川沿い）、 

ノスリ、ミサゴ、トビ、ハシブトガラス、オオ 

ジュリン、カモ類（２種 類、胸羽）、等 

哺乳類：ニホンイタチ（目視、足跡）、イノシシ 

（足跡）、タヌキ（足跡） 

両生類：アカガエル（卵塊１８）（ニホンアカガエル 

と思われるが、種の同定は、オタマジャクシ 

で行う） 

魚類：モツゴ、メダカ 

【参加者の意見】 

 ・観察用のブラインドがあるとよい。 

 ・ブラインドに入るための進入路が必要 

 ・水位変動型試験地でも NPO によるモニタリングが 

必要 

（今後、利根川上流河川事務所と相談する予定。) 

                                                     モニタリングの様子 

 モニタリングは、今後も定期的に実施する予定です          （水たまりにアカガエルの卵） 

ので、ぜひ多くの方に参加していただきたいと思います。 

                               

 

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

 

 

 
'10. 9.04 ヨシ腐茎土の切り返し（2 回目）、ツバメの塒入り観察会 

10.9   ヨシ腐茎土切り返し（第 3 回） 
11.15 足尾・安蘇沢植樹地シカ除け辛子ロープ張り 
11.27 腐茎土袋詰め（2 回目は今年 2.19） 

’11. 1.10  湿地再生試験地（環境学習フィールド）見学と利根上藤岡出張所長との話し合い 

その他の活動日誌（2010 年 9 月～2011 年 3 月） 


