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≪≪≪≪私私私私がががが子子子子どもだったどもだったどもだったどもだった頃頃頃頃≫≫≫≫（（（（前編前編前編前編））））    西大道在住西大道在住西大道在住西大道在住    藤田啓次藤田啓次藤田啓次藤田啓次    

    私私私私はははは昭和昭和昭和昭和１６１６１６１６年年年年にににに横須賀横須賀横須賀横須賀のののの船越船越船越船越
ふ な こ し

でででで生生生生まれましたまれましたまれましたまれました。。。。国国国国がががが防空防空防空防空
ぼ う く う

壕壕壕壕
ご う

をををを掘掘掘掘
ほ

るというのでるというのでるというのでるというので家家家家がががが立立立立ちちちち

退退退退
の

きにきにきにきに遭遭遭遭
あ

いいいい、、、、父親父親父親父親がががが海軍海軍海軍海軍
か い ぐ ん

工廠工廠工廠工廠
こうしょう

にににに勤勤勤勤
つ と

めていためていためていためていた関係関係関係関係でででで３３３３歳歳歳歳のののの頃頃頃頃ここにここにここにここに引引引引っっっっ越越越越してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。車車車車

のないのないのないのない時代時代時代時代でしたからでしたからでしたからでしたから、、、、船越船越船越船越からからからから乳母車乳母車乳母車乳母車
う ば ぐ る ま

にににに乗乗乗乗ってきたとってきたとってきたとってきたと聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。一番上一番上一番上一番上のののの兄兄兄兄はははは九州九州九州九州

でででで特攻隊特攻隊特攻隊特攻隊
と っ こ う た い

のののの飛行機飛行機飛行機飛行機のののの整備員整備員整備員整備員
せ い び い ん

をやっていましたをやっていましたをやっていましたをやっていました。。。。次次次次のののの兄兄兄兄はははは、、、、浜松浜松浜松浜松からからからから満州満州満州満州
まんしゅう

にににに渡渡渡渡ったったったった後後後後にににに終戦終戦終戦終戦

になりになりになりになり、、、、ソソソソ連連連連のののの捕虜捕虜捕虜捕虜
ほ り ょ

になりになりになりになりシベリアシベリアシベリアシベリアにににに３３３３年年年年くらいくらいくらいくらい抑留抑留抑留抑留
よくりゅう

されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその兄兄兄兄がががが外国外国外国外国からからからから帰帰帰帰っっっっ

てくてくてくてくるというのでるというのでるというのでるというので、、、、おおおお土産土産土産土産
み や げ

をををを期待期待期待期待してしてしてして、、、、大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校のののの先先先先までまでまでまで迎迎迎迎
む か

えにえにえにえに行行行行ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、帰帰帰帰っっっっ

てててて来来来来たたたた時時時時のののの兄兄兄兄のののの姿姿姿姿はははは、、、、乞食乞食乞食乞食
こ じ き

のようでのようでのようでのようでガッカリガッカリガッカリガッカリししししましたましたましたました。。。。    

私私私私たちがたちがたちがたちが引引引引っっっっ越越越越してしてしてして来来来来たたたた時時時時はははは、、、、田田田田んぼがんぼがんぼがんぼがかなかなかなかな

りりりり残残残残っていましたっていましたっていましたっていました。。。。田田田田んぼにはんぼにはんぼにはんぼには、、、、自噴式自噴式自噴式自噴式
じ ふ ん し き

のののの井戸井戸井戸井戸

がありがありがありがあり孟宗孟宗孟宗孟宗
も う そ う

竹竹竹竹
ち く

のののの筒筒筒筒
つ つ

からからからからジャージャージャージャージャージャージャージャー水水水水がががが吹吹吹吹きききき

出出出出していましたしていましたしていましたしていました。。。。今今今今からからからから考考考考えるとえるとえるとえると上総上総上総上総
か ず さ

掘掘掘掘
ぼ

りりりりでででで掘掘掘掘

ったったったった井戸井戸井戸井戸だったとだったとだったとだったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

私私私私のののの家家家家のすぐのすぐのすぐのすぐ近近近近くにくにくにくに侍従川侍従川侍従川侍従川がががが流流流流れていますれていますれていますれています

がががが、、、、横浜屋横浜屋横浜屋横浜屋のののの方向方向方向方向にににに川川川川がががが曲曲曲曲がるがるがるがる手前手前手前手前のののの一段低一段低一段低一段低くくくく

なったところになったところになったところになったところに水門水門水門水門がありましたがありましたがありましたがありました。。。。渇水期渇水期渇水期渇水期
か っ す い き

にににに田田田田

んぼにんぼにんぼにんぼに水水水水をひくためにをひくためにをひくためにをひくために水水水水をををを溜溜溜溜
た

めてあったのでめてあったのでめてあったのでめてあったので

すすすす。。。。横浜屋横浜屋横浜屋横浜屋のののの隣隣隣隣
となり

はははは今今今今はははは駐車場駐車場駐車場駐車場ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその頃頃頃頃はははは

田田田田んぼでんぼでんぼでんぼで、、、、そこまでそこまでそこまでそこまでUUUU字字字字
じ

溝溝溝溝
こ う

でででで侍従川侍従川侍従川侍従川のののの水水水水をひいをひいをひいをひい

マハゼマハゼマハゼマハゼ（（（（真鯊真鯊真鯊真鯊、、、、真沙魚真沙魚真沙魚真沙魚））））    

学名学名学名学名：：：：Acanthogobius flavimanusAcanthogobius flavimanusAcanthogobius flavimanusAcanthogobius flavimanus    

東東東東アジアアジアアジアアジアのののの内湾内湾内湾内湾やややや汽水域汽水域汽水域汽水域にににに生息生息生息生息すすすす

るるるるハゼハゼハゼハゼでででで、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアややややカリフォカリフォカリフォカリフォ

ルニアルニアルニアルニアでもでもでもでも見見見見られるがられるがられるがられるが、、、、自然分布自然分布自然分布自然分布ではではではでは

ないらしいないらしいないらしいないらしい。。。。都市部都市部都市部都市部でもでもでもでも見見見見られられられられ、、、、食用食用食用食用

やややや釣釣釣釣りのりのりのりの対象対象対象対象魚魚魚魚としてとしてとしてとして人気人気人気人気があるがあるがあるがある。。。。全全全全

長長長長はははは15cm15cm15cm15cmほどだがほどだがほどだがほどだが、、、、25cm25cm25cm25cmほどにほどにほどにほどに達達達達

するものもいるするものもいるするものもいるするものもいる。。。。寿命寿命寿命寿命はははは1111年年年年だがだがだがだが、、、、2222

年年年年でででで成熟成熟成熟成熟・・・・産卵産卵産卵産卵するものもいるするものもいるするものもいるするものもいる。。。。    

金沢区金沢区金沢区金沢区はははは昔昔昔昔からからからから秋秋秋秋になるとになるとになるとになるとハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣

りでりでりでりで知知知知られていたがられていたがられていたがられていたが、、、、1980198019801980年代頃年代頃年代頃年代頃はははは

水質水質水質水質もひどくもひどくもひどくもひどく、、、、チチブチチブチチブチチブしかしかしかしか釣釣釣釣れなかっれなかっれなかっれなかっ

たりしたがたりしたがたりしたがたりしたが15151515年年年年ほどほどほどほど前前前前からからからから再再再再びよくびよくびよくびよく

釣釣釣釣れるようになりれるようになりれるようになりれるようになり嬉嬉嬉嬉しくしくしくしく思思思思うううう。。。。    

解説解説解説解説：：：：山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治    
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ていましたていましたていましたていました。。。。三浦屋三浦屋三浦屋三浦屋のののの方方方方にもにもにもにも水路水路水路水路がありましたがありましたがありましたがありました。。。。川幅川幅川幅川幅はははは、、、、今今今今とととと変変変変わりませんがわりませんがわりませんがわりませんが深深深深さはさはさはさは子子子子どどどど

もがもがもがもが潜潜潜潜
も ぐ

ってしまうくらいありましたってしまうくらいありましたってしまうくらいありましたってしまうくらいありました。。。。そこにはそこにはそこにはそこには、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの生生生生きききき物物物物がががが棲棲棲棲
す

んでいてんでいてんでいてんでいて、、、、夏夏夏夏になになになにな

るとるとるとるとヘビヘビヘビヘビとととと一緒一緒一緒一緒にににに泳泳泳泳ぐようなぐようなぐようなぐような感感感感じでしたじでしたじでしたじでした。。。。水門水門水門水門をををを開開開開けたけたけたけた時時時時にはにはにはには、、、、うなぎうなぎうなぎうなぎ、、、、フナフナフナフナ、、、、ドジョウドジョウドジョウドジョウ

がががが沢山沢山沢山沢山
た く さ ん

捕捕捕捕れましたれましたれましたれました。。。。    

場合場合場合場合によによによによってはってはってはっては石石石石でででで流流流流れをせきれをせきれをせきれをせき止止止止めてめてめてめて、、、、カイボカイボカイボカイボ

リリリリをやってをやってをやってをやってフナフナフナフナなどをなどをなどをなどを捕捕捕捕まえることもありましまえることもありましまえることもありましまえることもありまし

たたたた。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの遊遊遊遊びびびび場場場場はははは上流上流上流上流がががが中心中心中心中心でででで、、、、中流中流中流中流やややや下流下流下流下流

にはにはにはには、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど行行行行きませんでしたきませんでしたきませんでしたきませんでした。。。。侍従川侍従川侍従川侍従川はははは、、、、台台台台

風風風風シーズンシーズンシーズンシーズンになるとになるとになるとになると溢溢溢溢
あ ふ

れることがありましたれることがありましたれることがありましたれることがありました。。。。私私私私

のののの家家家家のののの床上床上床上床上
ゆ か う え

までまでまでまで水水水水はははは来来来来ませんでしたがませんでしたがませんでしたがませんでしたが、、、、床下床下床下床下
ゆ か し た

浸水浸水浸水浸水
し ん す い

はよくありましたはよくありましたはよくありましたはよくありました。。。。    

西大道西大道西大道西大道にはにはにはには、、、、防火防火防火防火
ぼ う か

用水用水用水用水
よ う す い

がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん作作作作ってありってありってありってあり、、、、

私私私私のののの家家家家のまわりにものまわりにものまわりにものまわりにも３３３３つくらいありましたつくらいありましたつくらいありましたつくらいありました。。。。深深深深さがさがさがさが1111メートルメートルメートルメートルもありもありもありもあり、、、、夏夏夏夏になるとそこでになるとそこでになるとそこでになるとそこで

もももも泳泳泳泳ぐこともぐこともぐこともぐことも出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。冬冬冬冬になるとになるとになるとになると侍従川侍従川侍従川侍従川でででで捕捕捕捕まえたまえたまえたまえたフナフナフナフナをををを逃逃逃逃がしてがしてがしてがして飼飼飼飼っていましたっていましたっていましたっていました。。。。

そのそのそのその防火用水防火用水防火用水防火用水はははは、、、、年年年年にににに一度一度一度一度、、、、水水水水をををを抜抜抜抜
ぬ

いていていていて近隣近隣近隣近隣
き ん り ん

のののの人人人人たちがたちがたちがたちが掃除掃除掃除掃除
そ う じ

をしていましたをしていましたをしていましたをしていました。。。。当時当時当時当時はははは、、、、全全全全

部部部部のののの家家家家にににに水道水道水道水道があったわけでなくがあったわけでなくがあったわけでなくがあったわけでなく、、、、４４４４軒軒軒軒
け ん

でででで一一一一つのつのつのつの共同水道共同水道共同水道共同水道をををを使使使使っていましたっていましたっていましたっていました。。。。そのそのそのその水道水道水道水道でででで

防火用水防火用水防火用水防火用水をををを一杯一杯一杯一杯
い っ ぱ い

にするにはにするにはにするにはにするには一晩一晩一晩一晩
ひ と ば ん

かかりましたかかりましたかかりましたかかりました。。。。防火用水防火用水防火用水防火用水はははは、、、、消火消火消火消火
し ょ う か

栓栓栓栓
せ ん

のののの代代代代わりにわりにわりにわりに爆弾爆弾爆弾爆弾
ば く だ ん

がががが落落落落ちちちち

たたたた時時時時にすぐにすぐにすぐにすぐ消消消消せるようにせるようにせるようにせるように海軍海軍海軍海軍
か い ぐ ん

工廠工廠工廠工廠
こうしょう

がががが作作作作ったもののようですったもののようですったもののようですったもののようです。。。。    

私私私私たちはたちはたちはたちは西大道西大道西大道西大道からからからから朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈
あ さ ひ な

にかけてのにかけてのにかけてのにかけての山山山山でよくでよくでよくでよく遊遊遊遊びましたびましたびましたびました。。。。太太太太いいいいツルツルツルツルにぶらにぶらにぶらにぶら下下下下がってがってがってがってタタタタ

ーザンーザンーザンーザンごっこをしたりごっこをしたりごっこをしたりごっこをしたり、、、、おおおお正月正月正月正月になるとになるとになるとになると門松門松門松門松
か ど ま つ

をををを取取取取りにりにりにりに行行行行ったりしましたったりしましたったりしましたったりしました。。。。竹馬竹馬竹馬竹馬もももも山山山山のののの竹竹竹竹をををを

使使使使ってってってって自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで作作作作ってってってって遊遊遊遊びましたびましたびましたびました。。。。正月正月正月正月になるとになるとになるとになると凧凧凧凧
た こ

揚揚揚揚
あ

げもげもげもげもよよよよくやりましたくやりましたくやりましたくやりました。。。。夢中夢中夢中夢中になっになっになっになっ

てててて凧凧凧凧をををを揚揚揚揚げていてげていてげていてげていて肥肥肥肥
こ え

だめにだめにだめにだめに落落落落っこちたこともありましたっこちたこともありましたっこちたこともありましたっこちたこともありました。。。。凧凧凧凧はははは電線電線電線電線がないところをがないところをがないところをがないところを狙狙狙狙
ね ら

ってってってって、、、、

近近近近くのくのくのくの畑畑畑畑からからからから朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈にににに向向向向かってかってかってかって西向西向西向西向きにきにきにきに飛飛飛飛ばしていましたばしていましたばしていましたばしていました。。。。近近近近くにくにくにくに凧凧凧凧のののの名人名人名人名人がいてがいてがいてがいて、、、、飛飛飛飛ばばばば

なくなるとなくなるとなくなるとなくなると持持持持ってってってって行行行行ってってってって調整調整調整調整
ちょうせい

してもらっていましたしてもらっていましたしてもらっていましたしてもらっていました。。。。    

ベーゴマベーゴマベーゴマベーゴマ、、、、メンコメンコメンコメンコ、、、、ビービービービー玉玉玉玉ももももよよよよくやりましたくやりましたくやりましたくやりました。。。。ベーゴマベーゴマベーゴマベーゴマはははは桶桶桶桶
お け

をををを逆逆逆逆
さ か

さにしてさにしてさにしてさにして、、、、そこにそこにそこにそこにケンケンケンケン

パスパスパスパス布布布布をををを敷敷敷敷
し

いていていていて戦戦戦戦わせるわせるわせるわせる場所場所場所場所をこしらえましたをこしらえましたをこしらえましたをこしらえました。。。。ケンパスケンパスケンパスケンパスではではではでは、、、、布布布布のののの目目目目にににに入入入入ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと

ベーゴマベーゴマベーゴマベーゴマがががが動動動動かなくなってしまうことがあるのでかなくなってしまうことがあるのでかなくなってしまうことがあるのでかなくなってしまうことがあるので、、、、家家家家にあったにあったにあったにあったゴムゴムゴムゴムののののカッパカッパカッパカッパをををを使使使使うこともうこともうこともうことも

ありましたありましたありましたありました。。。。遊遊遊遊びにびにびにびに夢中夢中夢中夢中
む ち ゅ う

になってになってになってになってカッパカッパカッパカッパにににに穴穴穴穴をををを開開開開けてよくけてよくけてよくけてよく怒怒怒怒られましたられましたられましたられました。。。。    

夏夏夏夏のおのおのおのお祭祭祭祭りになるとりになるとりになるとりになると各町内各町内各町内各町内からおからおからおからお神輿神輿神輿神輿
み こ し

がががが出出出出ましたましたましたました。。。。けんかけんかけんかけんか神輿神輿神輿神輿ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、町内町内町内町内

のおのおのおのお神輿神輿神輿神輿がががが小小小小
こ

競競競競
ぜ

りりりり合合合合いをやっていましたいをやっていましたいをやっていましたいをやっていました。。。。追浜追浜追浜追浜
お っ ぱ ま

ののののナタギリナタギリナタギリナタギリからもからもからもからも来来来来ていてていてていてていて、、、、そのおそのおそのおそのお神輿神輿神輿神輿がががが

古古古古くてくてくてくて一番良一番良一番良一番良いものでしたいものでしたいものでしたいものでした。。。。西大道西大道西大道西大道にはにはにはには屋台屋台屋台屋台
や た い

がありませんでしたのでがありませんでしたのでがありませんでしたのでがありませんでしたので、、、、東大道東大道東大道東大道のののの屋台屋台屋台屋台でででで町町町町
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内内内内のおじさんたちがのおじさんたちがのおじさんたちがのおじさんたちが、、、、ひょひょひょひょっとこのっとこのっとこのっとこの面面面面をかぶってをかぶってをかぶってをかぶって踊踊踊踊
お ど

ったりったりったりったり、、、、太鼓太鼓太鼓太鼓
た い こ

をををを叩叩叩叩
た た

いたりするのをいたりするのをいたりするのをいたりするのを羨羨羨羨
うらや

まままま

しくしくしくしく思思思思いながらいながらいながらいながら見見見見ていましたていましたていましたていました。。。。    

朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの人人人人たちとはたちとはたちとはたちとは、、、、普段普段普段普段
ふ だ ん

のののの交流交流交流交流はははは少少少少なかったのですがなかったのですがなかったのですがなかったのですが、、、、おおおお百姓百姓百姓百姓
ひゃくしょう

さんがさんがさんがさんがリヤカーリヤカーリヤカーリヤカーでででで野野野野

菜菜菜菜をををを売売売売りにりにりにりに来来来来ていましたていましたていましたていました。。。。相武相武相武相武
そ う ぶ

隧道隧道隧道隧道
ず い ど う

のののの先先先先のののの本郷本郷本郷本郷
ほ ん ご う

からもからもからもからも来来来来ることがありましたることがありましたることがありましたることがありました。。。。私私私私がががが中学生中学生中学生中学生

になるになるになるになる頃頃頃頃までまでまでまで来来来来ていましたていましたていましたていました。。。。朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの野菜野菜野菜野菜をををを食食食食べてべてべてべて育育育育

ちましたがちましたがちましたがちましたが、、、、私私私私はははは、、、、大麦大麦大麦大麦
お お む ぎ

をををを炒炒炒炒
い

ってってってって挽挽挽挽
ひ

いたいたいたいた粉粉粉粉
こ な

にににに砂糖砂糖砂糖砂糖
さ と う

をまをまをまをま

ぶしておぶしておぶしておぶしてお湯湯湯湯でこねたでこねたでこねたでこねた、、、、麦麦麦麦
む ぎ

こがしというこがしというこがしというこがしという食食食食べべべべ物物物物がががが好好好好きできできできで

したしたしたした。。。。    

大晦日大晦日大晦日大晦日
お お み そ か

のののの夜夜夜夜はははは、、、、１０１０１０１０時時時時ころになるとになるところになるとになるところになるとになるところになるとになると、、、、子子子子どどどど

もたちもたちもたちもたちはははは朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈峠峠峠峠
とうげ

をををを越越越越えてえてえてえて鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉のののの八幡八幡八幡八幡
は ち ま ん

様様様様
さ ま

までまでまでまで歩歩歩歩いていていていて

初詣初詣初詣初詣
はつもうで

にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。夜夜夜夜のののの朝比奈峠朝比奈峠朝比奈峠朝比奈峠はははは恐恐恐恐
こ わ

かったですねかったですねかったですねかったですね。。。。

朝比奈峠朝比奈峠朝比奈峠朝比奈峠のののの頂上頂上頂上頂上
ちょうじょう

をををを越越越越してしてしてして熊野神社熊野神社熊野神社熊野神社へのへのへのへの分分分分かれかれかれかれ道道道道のののの先先先先

のののの右側右側右側右側にににに平平平平らならならならな土地土地土地土地がありますががありますががありますががありますが、、、、そこにそこにそこにそこに番屋番屋番屋番屋
ば ん や

がありがありがありがあり

ましたましたましたました。。。。井戸井戸井戸井戸がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので昔昔昔昔はははは人人人人がががが住住住住んでいたとんでいたとんでいたとんでいたと

思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、廃家廃家廃家廃家
は い か

になっていましたのでになっていましたのでになっていましたのでになっていましたので私私私私たちはおたちはおたちはおたちはお化化化化

けけけけ屋敷屋敷屋敷屋敷
や し き

とととと呼呼呼呼んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。そのそのそのその家家家家のののの辺辺辺辺りにりにりにりに門門門門がありまがありまがありまがありま

したしたしたした。。。。昔昔昔昔はははは朝比朝比朝比朝比奈峠奈峠奈峠奈峠をををを歩歩歩歩くくくく人人人人をををを検問検問検問検問
け ん も ん

していたのでしょしていたのでしょしていたのでしょしていたのでしょ

うううう。。。。またまたまたまた、、、、朝比奈峠朝比奈峠朝比奈峠朝比奈峠をををを越越越越してしてしてして大大大大
た

刀刀刀刀
ち

洗洗洗洗
あらい

のののの方方方方にににに曲曲曲曲がるがるがるがる道道道道のののの

左側左側左側左側にににに立派立派立派立派なななな三重塔三重塔三重塔三重塔
さんじゅうのとう

がががが残残残残っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    

鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉霊園霊園霊園霊園
れ い え ん

はははは、、、、そのそのそのその頃頃頃頃はははは本物本物本物本物のののの大砲大砲大砲大砲
た い ほ う

がががが置置置置かれたかれたかれたかれた砲台山砲台山砲台山砲台山
ほ う だ い や ま

でででで、、、、今今今今のようにのようにのようにのように整備整備整備整備
せ い び

されたされたされたされた道道道道はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。東東東東

京湾京湾京湾京湾のののの方向方向方向方向からからからからアメリカアメリカアメリカアメリカ軍軍軍軍ののののＢＢＢＢ２９２９２９２９がががが攻攻攻攻
せ

めてめてめてめて来来来来るとるとるとると

砲台山砲台山砲台山砲台山のののの高射砲高射砲高射砲高射砲
こ う し ゃ ほ う

でででで防戦防戦防戦防戦
ぼ う せ ん

しましたしましたしましたしました。。。。私私私私のののの家家家家のまわりにものまわりにものまわりにものまわりにも

高射砲高射砲高射砲高射砲のののの破片破片破片破片
は へ ん

のようなものがのようなものがのようなものがのようなものがバラバラバラバラバラバラバラバラとととと落落落落ちてくるちてくるちてくるちてくる

ことがありましたことがありましたことがありましたことがありました。。。。砲台山砲台山砲台山砲台山になるになるになるになる前前前前はははは、、、、逗子逗子逗子逗子
ず し

のののの財閥財閥財閥財閥
ざ い ば つ

のののの

人人人人がががが古古古古いいいい仏像仏像仏像仏像
ぶ つ ぞ う

などをなどをなどをなどをコレクコレクコレクコレクションションションションしてしてしてして飾飾飾飾っておくよっておくよっておくよっておくよ

うなうなうなうな場所場所場所場所だったようですだったようですだったようですだったようです。。。。今今今今でもでもでもでも、、、、鎌倉霊園鎌倉霊園鎌倉霊園鎌倉霊園にににに行行行行くとくとくとくと

おおおお宮宮宮宮
み や

さんのようなものがさんのようなものがさんのようなものがさんのようなものが残残残残っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、それがそれがそれがそれが名残名残名残名残
な ご り

ですですですです。。。。終戦後終戦後終戦後終戦後はははは、、、、そのそのそのその砲台山砲台山砲台山砲台山のののの地下地下地下地下にににに掘掘掘掘られたられたられたられた地下地下地下地下
ち か

壕壕壕壕
ご う

でよくでよくでよくでよく遊遊遊遊びましたびましたびましたびました。。。。鎌倉霊園鎌倉霊園鎌倉霊園鎌倉霊園がががが出来出来出来出来たのはたのはたのはたのは、、、、昭和昭和昭和昭和４０４０４０４０

年代年代年代年代になってからですになってからですになってからですになってからです。。。。    

（（（（つづくつづくつづくつづく）））） 
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侍従川河川管理協力員侍従川河川管理協力員侍従川河川管理協力員侍従川河川管理協力員についてについてについてについて                    細川細川細川細川    一雄一雄一雄一雄    

中山中山中山中山さんからさんからさんからさんから侍従川河川管理協力員侍従川河川管理協力員侍従川河川管理協力員侍従川河川管理協力員をををを引引引引きききき継継継継いでいでいでいで３３３３年目年目年目年目になになになにな

りますりますりますります。。。。河川管理協力員河川管理協力員河川管理協力員河川管理協力員とはとはとはとは、、、、神奈川県横浜川崎治水事務所神奈川県横浜川崎治水事務所神奈川県横浜川崎治水事務所神奈川県横浜川崎治水事務所からからからから

依頼依頼依頼依頼されてされてされてされて 1111 年任期年任期年任期年任期でででで河川河川河川河川にににに関関関関するするするする色色色色々々々々なななな情報情報情報情報をををを収集収集収集収集しししし、、、、報告書報告書報告書報告書

にまとめてにまとめてにまとめてにまとめて年年年年にににに４４４４回報告回報告回報告回報告するするするする役目役目役目役目をををを持持持持っていっていっていっていますますますます。。。。    

    現在現在現在現在、、、、治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所はははは横浜市内横浜市内横浜市内横浜市内のののの 5555 つのつのつのつの川川川川（（（（鶴見川鶴見川鶴見川鶴見川、、、、帷子川帷子川帷子川帷子川、、、、大大大大

岡川岡川岡川岡川、、、、柏尾川柏尾川柏尾川柏尾川、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川））））のののの管理管理管理管理をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、5555 名名名名のののの協力員協力員協力員協力員がいがいがいがい

ますますますます。。。。    

    治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所がががが管理管理管理管理するするするする侍従川侍従川侍従川侍従川のののの区域区域区域区域はははは平潟橋平潟橋平潟橋平潟橋からからからから上流上流上流上流のののの大道大道大道大道

橋橋橋橋までのまでのまでのまでの間間間間でででで、、、、大道橋大道橋大道橋大道橋からからからから上流上流上流上流とととと途中途中途中途中のののの支流支流支流支流はははは横浜市横浜市横浜市横浜市のののの管理管理管理管理になりますになりますになりますになります。。。。上流上流上流上流からからからから河口河口河口河口まままま

でわずかでわずかでわずかでわずか４４４４ｋｍｋｍｋｍｋｍほどのほどのほどのほどの川川川川をををを県県県県とととと市市市市でででで分担管理分担管理分担管理分担管理していますしていますしていますしています。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに毎年補助金毎年補助金毎年補助金毎年補助金をををを貰貰貰貰っていっていっていってい

るのはるのはるのはるのは横浜市横浜市横浜市横浜市からでからでからでからで、、、、大道橋大道橋大道橋大道橋からからからから上流上流上流上流のののの間間間間のののの年年年年２２２２回回回回のののの草刈草刈草刈草刈りとりとりとりと毎月毎月毎月毎月のののの清掃清掃清掃清掃をををを行行行行うとのうとのうとのうとの契約契約契約契約

でででで今今今今までまでまでまで年間年間年間年間 12121212 万円万円万円万円のののの補助金補助金補助金補助金をををを貰貰貰貰っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、メンバーメンバーメンバーメンバーのののの老齢化老齢化老齢化老齢化とととと共共共共にににに草刈草刈草刈草刈りりりり作業作業作業作業

がががが契契契契約約約約どおりどおりどおりどおり実施実施実施実施できないためできないためできないためできないため、、、、本年本年本年本年はははは毎月毎月毎月毎月のののの清掃清掃清掃清掃のみのみのみのみ実施実施実施実施するするするする事事事事にしてにしてにしてにして年間年間年間年間６６６６万円万円万円万円のののの補補補補

助金助金助金助金をををを申請申請申請申請しましたしましたしましたしました。。。。会会会会にとってはにとってはにとってはにとっては大大大大きなきなきなきな痛手痛手痛手痛手となりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、必要必要必要必要なななな器具器具器具器具やややや材料材料材料材料をををを節約節約節約節約しししし、、、、

何何何何とかとかとかとか乗乗乗乗りりりり切切切切ろうとろうとろうとろうと思思思思いますいますいますいます。。。。皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    今年今年今年今年はははは４４４４月月月月 28282828 日日日日にににに治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所（（（（横浜駅横浜駅横浜駅横浜駅からからからから天王町方面天王町方面天王町方面天王町方面へへへへ歩歩歩歩いていていていて１５１５１５１５分程分程分程分程））））でででで河川管理河川管理河川管理河川管理

協力員協力員協力員協力員のののの依頼状交付式依頼状交付式依頼状交付式依頼状交付式ががががあああありりりり出席出席出席出席しましたしましたしましたしました。。。。依頼状依頼状依頼状依頼状のののの交付式交付式交付式交付式のののの後後後後、、、、新新新新しくしくしくしく治水事務所長治水事務所長治水事務所長治水事務所長にににに

就任就任就任就任されたされたされたされた網倉所長網倉所長網倉所長網倉所長のののの話話話話ががががあああありりりり、、、、河川管理協力員河川管理協力員河川管理協力員河川管理協力員からからからから得得得得られるられるられるられる情報情報情報情報がががが非常非常非常非常にににに役役役役にににに立立立立っていっていっていってい

るとのるとのるとのるとの事事事事でしたでしたでしたでした。。。。続続続続いていていていて昨年昨年昨年昨年のののの治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所のののの事業事業事業事業内容内容内容内容（（（（護岸工事護岸工事護岸工事護岸工事、、、、草刈草刈草刈草刈りりりり、、、、廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの撤去撤去撤去撤去

等等等等））））のののの報告報告報告報告がありがありがありがあり、、、、１１１１年間年間年間年間でででで川川川川やややや河川敷河川敷河川敷河川敷にににに放置放置放置放置されたされたされたされた自転車自転車自転車自転車ややややバイクバイクバイクバイクがががが 50505050 台以上台以上台以上台以上、、、、ゴミゴミゴミゴミ

がががが１３２１３２１３２１３２㎥㎥㎥㎥、、、、重重重重さにしてさにしてさにしてさにして１３７１３７１３７１３７トントントントンというというというという膨大膨大膨大膨大なななな量量量量ののののゴミゴミゴミゴミがががが河川河川河川河川にににに捨捨捨捨てられているてられているてられているてられている実態実態実態実態がががが

分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。さらにさらにさらにさらに今年度今年度今年度今年度のののの事業予定内容事業予定内容事業予定内容事業予定内容のののの報告報告報告報告がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川についてはについてはについてはについては昨昨昨昨

年年年年からからからから実施実施実施実施しているしているしているしている河口域河口域河口域河口域のののの浚渫工事浚渫工事浚渫工事浚渫工事をををを実施実施実施実施するとのするとのするとのするとの話話話話でしたでしたでしたでした。。。。続続続続いていていていて各管理協力員各管理協力員各管理協力員各管理協力員からからからから

のののの報告報告報告報告がありがありがありがあり、、、、地元地元地元地元のののの商店会商店会商店会商店会、、、、自治体自治体自治体自治体やややや小学校小学校小学校小学校とととと協力協力協力協力してしてしてして川川川川のののの一斉清掃一斉清掃一斉清掃一斉清掃をををを行行行行ったりったりったりったり、、、、筏筏筏筏やややや

ボートボートボートボートでででで川川川川くだりをくだりをくだりをくだりを体験体験体験体験しているしているしているしている等等等等のののの報告報告報告報告がありがありがありがあり大変参考大変参考大変参考大変参考になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

    最後最後最後最後にににに質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答がありがありがありがあり、、、、治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所がががが必要必要必要必要としているとしているとしているとしている情報情報情報情報ののののポイントポイントポイントポイントはははは投棄投棄投棄投棄されたされたされたされたゴミゴミゴミゴミ

のののの情報情報情報情報とととと修理修理修理修理やややや修繕修繕修繕修繕、、、、清掃清掃清掃清掃やややや川川川川のののの安全安全安全安全にににに係係係係るるるる情報情報情報情報とととと、、、、川川川川とのとのとのとの触触触触れあいれあいれあいれあい情報情報情報情報（（（（川川川川にににに親親親親しむしむしむしむ））））

がががが欲欲欲欲しいとのしいとのしいとのしいとの事事事事でしたでしたでしたでした。。。。今年神奈川県今年神奈川県今年神奈川県今年神奈川県のののの治水治水治水治水にににに関関関関するするするする方針方針方針方針がががが出出出出されされされされ、、、、そのそのそのその中中中中にににに自然環境自然環境自然環境自然環境にににに

配慮配慮配慮配慮したしたしたした治水治水治水治水をををを行行行行うとうとうとうと言言言言うううう考考考考ええええ方方方方がががが示示示示されたされたされたされた結果結果結果結果だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、私私私私たちたちたちたち侍従会侍従会侍従会侍従会にはにはにはには大変大変大変大変
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ありがたいありがたいありがたいありがたい事事事事ですですですです。。。。    

    侍従川侍従川侍従川侍従川についてのについてのについてのについての報告報告報告報告はははは、、、、毎月毎月毎月毎月１１１１回平潟橋回平潟橋回平潟橋回平潟橋からからからから大道橋大道橋大道橋大道橋までのまでのまでのまでの間間間間をををを歩歩歩歩きききき、、、、護岸護岸護岸護岸のののの亀裂亀裂亀裂亀裂やややや廃廃廃廃

棄物棄物棄物棄物などのなどのなどのなどの写真写真写真写真をををを撮撮撮撮りりりり添付添付添付添付してしてしてして報告報告報告報告するとするとするとすると共共共共にににに、、、、毎月行毎月行毎月行毎月行われるわれるわれるわれるクリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ（（（（管理区域管理区域管理区域管理区域

はははは違違違違いますがいますがいますがいますが））））のののの実施実施実施実施状況状況状況状況もももも一緒一緒一緒一緒にににに報告報告報告報告していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、侍従会侍従会侍従会侍従会でででで主催主催主催主催するするするするハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りりりり大大大大

会会会会、、、、葦葦葦葦船船船船作作作作りりりり・・・・筏筏筏筏くだりくだりくだりくだり、、、、川川川川でででで見見見見かけるかけるかけるかける鳥鳥鳥鳥やややや魚魚魚魚やややや花花花花やややや虫虫虫虫などのなどのなどのなどの写真写真写真写真もももも撮撮撮撮りりりり、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川がとてがとてがとてがとて

もももも自然自然自然自然がががが豊富豊富豊富豊富なななな川川川川であることをであることをであることをであることをアピールアピールアピールアピールしていますしていますしていますしています。。。。さらにさらにさらにさらに昨年昨年昨年昨年はははは近隣近隣近隣近隣のののの４４４４つのつのつのつの小学校小学校小学校小学校

（（（（大道大道大道大道・・・・高舟高舟高舟高舟台台台台・・・・六浦六浦六浦六浦・・・・瀬瀬瀬瀬ヶヶヶヶ崎崎崎崎））））にににに各小学校各小学校各小学校各小学校でででで侍従川侍従川侍従川侍従川とのとのとのとの触触触触れあいれあいれあいれあい活動実績活動実績活動実績活動実績がががが有有有有ればればればれば是非是非是非是非

情報提供情報提供情報提供情報提供をおをおをおをお願願願願いしますとのいしますとのいしますとのいしますとの文書文書文書文書をををを送付送付送付送付したところしたところしたところしたところ、、、、３３３３つのつのつのつの小学校小学校小学校小学校からからからから活動情報活動情報活動情報活動情報をををを頂頂頂頂きききき年年年年

度末度末度末度末のののの報告書報告書報告書報告書にににに添付添付添付添付しましたしましたしましたしました。。。。    

    治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所がががが最優先最優先最優先最優先でででで行行行行うのはうのはうのはうのはそそそそのののの名名名名ののののとおとおとおとおりりりり「「「「治水治水治水治水」」」」ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその中中中中にににに如何如何如何如何にににに自然自然自然自然をををを

多多多多くくくく残残残残していくかもしていくかもしていくかもしていくかも治水治水治水治水にににに課課課課せられたせられたせられたせられた仕事仕事仕事仕事とととと思思思思いますいますいますいます。。。。これからもこれからもこれからもこれからも治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所とととと協力協力協力協力しししし、、、、

安全安全安全安全でででで自然自然自然自然のののの豊富豊富豊富豊富なななな侍従川侍従川侍従川侍従川にしていくためにもにしていくためにもにしていくためにもにしていくためにも、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの情報交換情報交換情報交換情報交換やややや意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通のののの機会機会機会機会をををを多多多多

くくくく持持持持ちちちち、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの侍従侍従侍従侍従川川川川にににに寄寄寄寄せるせるせるせる思思思思いといといといと、、、、建設的建設的建設的建設的なななな意見意見意見意見をををを発信発信発信発信するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

侍従川侍従川侍従川侍従川フォトギャラリーフォトギャラリーフォトギャラリーフォトギャラリー    

アオサギアオサギアオサギアオサギ    西澤西澤西澤西澤博厚博厚博厚博厚氏撮影氏撮影氏撮影氏撮影 
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全国行事研で発表してきました。           伊藤伊藤伊藤伊藤    憲生憲生憲生憲生    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ８８８８月月月月４４４４日日日日～～～～５５５５日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、小学校学校行事研究全国大会小学校学校行事研究全国大会小学校学校行事研究全国大会小学校学校行事研究全国大会がががが京都京都京都京都でででで開催開催開催開催されされされされ、、、、神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

をををを代表代表代表代表してしてしてして「「「「侍従川清掃侍従川清掃侍従川清掃侍従川清掃のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」についてについてについてについて提案提案提案提案してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。    

トンボトンボトンボトンボ池池池池がつくられたことをきっかけにがつくられたことをきっかけにがつくられたことをきっかけにがつくられたことをきっかけに１９１９１９１９年間年間年間年間にわたってにわたってにわたってにわたって、、、、地域地域地域地域とととと学校学校学校学校、、、、保護者保護者保護者保護者がががが

一体一体一体一体となってとなってとなってとなって築築築築きききき上上上上げてきたげてきたげてきたげてきた取取取取りりりり組組組組みであることやみであることやみであることやみであることや、「、「、「、「ふるさとふるさとふるさとふるさと侍従川侍従川侍従川侍従川にににに親親親親しむしむしむしむ会会会会」」」」のののの存存存存

在在在在がががが子子子子どもとどもとどもとどもと地域地域地域地域のののの方方方方々々々々とのとのとのとの結結結結びつきをびつきをびつきをびつきを深深深深めていることをめていることをめていることをめていることを話話話話しましたしましたしましたしました。。。。    

１９年前トンボ池づくり 

年２回行っている 

全校侍従川清掃 

ふるさと 

大道村づくり 

 

平成２２年～ 
地域で川づくり 

    葦の植え付け 

川へ流れ出た 

メダカを追って 

始まった 

地域みんなで葦船・いかだで川遊び 

よい水 

よい人 

よいまちづくり 

再び、原点にもどって トンボ池整備

侍従川をもっと身近に感じてほしいと

話す地域の方  

さあ、分別してみよう 
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    ６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））１７１７１７１７時時時時からからからからのののの会員会員会員会員のつどいはのつどいはのつどいはのつどいは、、、、相相相相

川会長川会長川会長川会長のあいさつにのあいさつにのあいさつにのあいさつに始始始始まりまりまりまり、、、、平成平成平成平成 22222222 年度会計報告年度会計報告年度会計報告年度会計報告・・・・

平成平成平成平成 23232323 年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案・・・・活活活活動計画動計画動計画動計画・・・・22222222 年度年度年度年度クリーンアクリーンアクリーンアクリーンア

ップップップップ報告報告報告報告・・・・活動報告活動報告活動報告活動報告とととと続続続続きましたきましたきましたきました。。。。最後最後最後最後にはにはにはには侍従会会侍従会会侍従会会侍従会会

員員員員でもあるでもあるでもあるでもある松本議員松本議員松本議員松本議員、、、、国吉議員国吉議員国吉議員国吉議員のあいさつをいただきのあいさつをいただきのあいさつをいただきのあいさつをいただき

ましたましたましたました。。。。このあいさつのこのあいさつのこのあいさつのこのあいさつの前前前前にににに行行行行われたわれたわれたわれた学生部調査学生部調査学生部調査学生部調査活動活動活動活動

報告報告報告報告にはにはにはにはドラマドラマドラマドラマがありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、そこをそこをそこをそこをクローズアクローズアクローズアクローズア

ップップップップしますしますしますします。。。。    

学生部学生部学生部学生部のののの発表発表発表発表はははは高校高校高校高校１１１１年生年生年生年生のののの金子君金子君金子君金子君のののの予定予定予定予定でしたでしたでしたでした

がががが、、、、発熱発熱発熱発熱のためのためのためのため欠席欠席欠席欠席。。。。ピンチヒッターピンチヒッターピンチヒッターピンチヒッターとなったとなったとなったとなった高校高校高校高校３３３３

年生年生年生年生のののの島村島村島村島村さんとさんとさんとさんと高校高校高校高校１１１１年生年生年生年生のののの金野金野金野金野君君君君はははは・・・・・・・・・・・・・・・・((((----____----;);););)・・・・・・・・。。。。

どうしようどうしようどうしようどうしよう・・・・・・・・・・・・どうやろうどうやろうどうやろうどうやろう・・・・・・・・・・・・何話何話何話何話そうそうそうそう・・・・・・・・・・・・。。。。    

そんなそんなそんなそんな時時時時、、、、島村島村島村島村さんのさんのさんのさんの下下下下ににににメールメールメールメールがががが着信着信着信着信。。。。悩悩悩悩めるめるめるめる二二二二

人人人人をををを救救救救ったのはったのはったのはったのは、、、、なんとなんとなんとなんと！！！！熱熱熱熱にうなされるにうなされるにうなされるにうなされる金子君金子君金子君金子君。。。。携携携携

帯帯帯帯メールメールメールメールでででで原稿原稿原稿原稿をををを送送送送ってくれたのですってくれたのですってくれたのですってくれたのです。。。。素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい友友友友

情情情情・・・・連携連携連携連携にににに感動感動感動感動したしたしたした一場面一場面一場面一場面でしたでしたでしたでした。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとう。。。。    

ホタルホタルホタルホタル観察会観察会観察会観察会はははは雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、中身中身中身中身のののの濃濃濃濃いいいい学生学生学生学生

部部部部のののの発表発表発表発表にににに感動感動感動感動したしたしたした夜夜夜夜でしたでしたでしたでした。。。。    

 

 

 

 

６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））にににに大道中学校大道中学校大道中学校大道中学校ででででホタルホタルホタルホタルのののの観察会観察会観察会観察会がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。前日前日前日前日のののの観察会観察会観察会観察会がががが雨雨雨雨でででで

中止中止中止中止となってしまったためとなってしまったためとなってしまったためとなってしまったため天気天気天気天気がががが心配心配心配心配でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、当日当日当日当日はははは晴晴晴晴れてれてれてれて無事無事無事無事にににに行行行行うううう事事事事ができましたができましたができましたができました。。。。 

観察会観察会観察会観察会のののの参加人数参加人数参加人数参加人数はははは１５０１５０１５０１５０人人人人でしたでしたでしたでした。。。。ホタルホタルホタルホタルをををを見見見見にににに行行行行こうとこうとこうとこうと思思思思うううう人人人人がたくさんいることはがたくさんいることはがたくさんいることはがたくさんいることは

とてもとてもとてもとても素晴素晴素晴素晴らしいことだとらしいことだとらしいことだとらしいことだと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。 

子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちにオスオスオスオスととととメスメスメスメスのののの違違違違いないないないなどをどをどをどを説明説明説明説明するとすぐにおするとすぐにおするとすぐにおするとすぐにお母母母母さんやおさんやおさんやおさんやお父父父父さんにさんにさんにさんに教教教教えてえてえてえて

いましたいましたいましたいました。。。。自分自分自分自分がががが説明説明説明説明したことをしたことをしたことをしたことを吸収吸収吸収吸収してもらえてしてもらえてしてもらえてしてもらえて良良良良かったですかったですかったですかったです。。。。 

大道中大道中大道中大道中ででででホタルホタルホタルホタルがいつまでもがいつまでもがいつまでもがいつまでも見見見見られるようにこれからもられるようにこれからもられるようにこれからもられるようにこれからも活動活動活動活動していきたいですしていきたいですしていきたいですしていきたいです。。。。 

学生部学生部学生部学生部のののの活動報告活動報告活動報告活動報告    

ホホホホ    タタタタ    ルルルル    観観観観    察察察察    会会会会                                                    【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告２２２２】】】】    

６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））    １９１９１９１９：：：：００００００００～～～～２０２０２０２０：：：：３０３０３０３０    

                                    大道中学校大道中学校大道中学校大道中学校                                            島村島村島村島村    眞依眞依眞依眞依    

会会会会    員員員員    のののの    つつつつ    どどどど    いいいい                                                    【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告１１１１】】】】    

６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））    １７１７１７１７：：：：００００００００～～～～１１１１８８８８：：：：００００００００    

                                    大道小大道小大道小大道小コミュニティハウスコミュニティハウスコミュニティハウスコミュニティハウス                    寺尾寺尾寺尾寺尾    勝廣勝廣勝廣勝廣    

相川会長相川会長相川会長相川会長からからからから第第第第 22222222 回回回回「「「「みどりみどりみどりみどり

のののの愛護愛護愛護愛護」」」」功労者国土交通大臣表功労者国土交通大臣表功労者国土交通大臣表功労者国土交通大臣表

彰彰彰彰受賞受賞受賞受賞のののの報告報告報告報告    
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ホタルホタルホタルホタル調査報告調査報告調査報告調査報告                                    瀧本宏昭瀧本宏昭瀧本宏昭瀧本宏昭 

６６６６月月月月４４４４日日日日からからからから７７７７月月月月２２２２日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、大道中学校大道中学校大道中学校大道中学校においてにおいてにおいてにおいてホタルホタルホタルホタルのののの個体数調査個体数調査個体数調査個体数調査をををを行行行行いまいまいまいま

したしたしたした。。。。１１１１日日日日のののの発生数発生数発生数発生数がががが最最最最もももも多多多多かったのはかったのはかったのはかったのは６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日でででで、、、、２２３２２３２２３２２３匹匹匹匹をををを記録記録記録記録しましたしましたしましたしました。。。。まままま

たたたた、、、、時間時間時間時間ごとにごとにごとにごとに見見見見てててて見見見見るとるとるとると、、、、全調査日全調査日全調査日全調査日でででで１９１９１９１９時時時時４５４５４５４５分分分分がががが最大最大最大最大のののの発生数発生数発生数発生数をををを記録記録記録記録しましたしましたしましたしました。。。。

来年来年来年来年はははは、、、、ぜひこのぜひこのぜひこのぜひこの記録記録記録記録をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにしてホホホホタルタルタルタルのののの観察観察観察観察をををを、、、、よりよりよりより楽楽楽楽しいものにしてくださいしいものにしてくださいしいものにしてくださいしいものにしてください。。。。

来年度来年度来年度来年度のののの同時期同時期同時期同時期ににににホタルホタルホタルホタルのののの調査調査調査調査をををを行行行行うううう予定予定予定予定なのでなのでなのでなので、、、、ぜひぜひぜひぜひ調査調査調査調査にもごにもごにもごにもご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。 

今年度調査今年度調査今年度調査今年度調査にごにごにごにご協力頂協力頂協力頂協力頂いたいたいたいた方方方方々々々々にはにはにはには、、、、厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 

時間毎時間毎時間毎時間毎のののの平均頭数平均頭数平均頭数平均頭数    

調査日毎調査日毎調査日毎調査日毎のののの合計頭数合計頭数合計頭数合計頭数    
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参加参加参加参加者者者者：：：：長野政治長野政治長野政治長野政治、、、、長橋輝明長橋輝明長橋輝明長橋輝明、、、、西澤博厚西澤博厚西澤博厚西澤博厚、、、、村田章夫村田章夫村田章夫村田章夫、、、、角田繁角田繁角田繁角田繁、、、、八木場紀元八木場紀元八木場紀元八木場紀元、、、、廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫、、、、

高木之靖高木之靖高木之靖高木之靖（（（（パタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニア））））、、、、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計９９９９名名名名））））    

梅雨独特梅雨独特梅雨独特梅雨独特のののの湿気湿気湿気湿気とととと暑暑暑暑ささささ、、、、おまけにおまけにおまけにおまけに小雨小雨小雨小雨がががが降降降降るるるる中中中中のののの１１１１日日日日でしたでしたでしたでした。。。。村田村田村田村田さんがさんがさんがさんが休日休日休日休日にににに（（（（里野里野里野里野

橋橋橋橋～～～～青木製作所間青木製作所間青木製作所間青木製作所間））））のののの草刈草刈草刈草刈りをしてくれましりをしてくれましりをしてくれましりをしてくれましたのでたのでたのでたので、、、、今回今回今回今回はははは青木橋青木橋青木橋青木橋からからからから下流下流下流下流のののの大道橋大道橋大道橋大道橋にににに向向向向

かってのかってのかってのかっての作業作業作業作業となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

今年初今年初今年初今年初のののの出番出番出番出番となったとなったとなったとなった草刈草刈草刈草刈りりりり機機機機をををを久久久久しぶりにしぶりにしぶりにしぶりに倉庫倉庫倉庫倉庫かかかか

らららら引引引引きききき出出出出してしてしてして燃料燃料燃料燃料がががが無無無無いのにいのにいのにいのに気気気気づきあわててづきあわててづきあわててづきあわててトンカチトンカチトンカチトンカチ

でででで混合燃料混合燃料混合燃料混合燃料をををを購入購入購入購入しししし作業開始作業開始作業開始作業開始ですですですです。。。。名人名人名人名人クラスクラスクラスクラスのののの腕前腕前腕前腕前のののの

西澤西澤西澤西澤さんがさんがさんがさんが大道橋大道橋大道橋大道橋のののの上流上流上流上流５０５０５０５０ｍｍｍｍのののの地点地点地点地点からからからから作業作業作業作業をををを始始始始めめめめ、、、、

草刈草刈草刈草刈りりりり機機機機をををを巧巧巧巧みにみにみにみに操操操操りりりり高高高高くくくく伸伸伸伸びたびたびたびた草草草草をををを刈刈刈刈りりりり取取取取っていきっていきっていきっていき

ますますますます。。。。    

他他他他ののののメンバーメンバーメンバーメンバーはははは青木橋青木橋青木橋青木橋からからからから下流下流下流下流にににに向向向向かってかってかってかって、、、、草刈草刈草刈草刈りりりり作作作作

業業業業とととと刈刈刈刈りりりり取取取取ったったったった草草草草をををを紐紐紐紐でででで束束束束ねるねるねるねる作業作業作業作業とととと、、、、ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを夫夫夫夫々々々々

分担分担分担分担してしてしてして行行行行いますいますいますいます。。。。途中途中途中途中、、、、１０１０１０１０ｃｍｃｍｃｍｃｍほどのほどのほどのほどの堰堰堰堰のののの下下下下がががが砂地砂地砂地砂地

になっているになっているになっているになっている場所場所場所場所にににに、、、、小小小小さなさなさなさな魚魚魚魚がががが沢山沢山沢山沢山いいいいまままましたしたしたした。。。。今今今今までまでまでまで

あまりあまりあまりあまり魚魚魚魚ががががいないいないいないいないとととと思思思思っていたっていたっていたっていた上流上流上流上流ですがですがですがですが、、、、里野橋里野橋里野橋里野橋あたあたあたあた

りのりのりのりの砂地砂地砂地砂地とととと同同同同じようにじようにじようにじように砂砂砂砂があるがあるがあるがある場所場所場所場所にはにはにはには魚魚魚魚がががが住住住住みみみみ着着着着いいいい

ているようですているようですているようですているようです。。。。会会会会としてもこのようなとしてもこのようなとしてもこのようなとしてもこのような場所場所場所場所にににに魚魚魚魚がががが隠隠隠隠れれれれ

るるるる場所場所場所場所をををを石石石石などでなどでなどでなどで確保確保確保確保してやるともっとしてやるともっとしてやるともっとしてやるともっと沢山沢山沢山沢山のののの魚魚魚魚がががが住住住住

むようになるとむようになるとむようになるとむようになると思思思思いますいますいますいます。。。。    

１０１０１０１０時時時時１０１０１０１０分頃分頃分頃分頃にににに小休止小休止小休止小休止をををを取取取取りりりり、、、、近近近近くのくのくのくのススススーーーーパーパーパーパーからからからから

カキカキカキカキ氷氷氷氷アイスアイスアイスアイスとととと冷冷冷冷たいおたいおたいおたいお茶茶茶茶をををを買買買買ってってってって来来来来てててて、、、、乾乾乾乾いたいたいたいた喉喉喉喉とととと暑暑暑暑

くなったくなったくなったくなった体体体体をををを冷冷冷冷やしますやしますやしますやします。。。。蚊蚊蚊蚊がががが身身身身のののの回回回回りをりをりをりをププププ－－－－ンプーンンプーンンプーンンプーン

とととと飛飛飛飛びびびび回回回回ってゆっくりってゆっくりってゆっくりってゆっくり休休休休めませんめませんめませんめません。。。。１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分からからからから作作作作

業業業業をををを再開再開再開再開しししし、、、、今回今回今回今回はははは草草草草をををを回収回収回収回収するするするする事事事事ができませんのでができませんのでができませんのでができませんので、、、、

束束束束ねておいてねておいてねておいてねておいて川川川川のののの両側両側両側両側にににに立立立立てててててててて置置置置きききき、、、、次回次回次回次回ののののクリーンアクリーンアクリーンアクリーンア

ップップップップ時時時時にににに回収回収回収回収しますしますしますします。。。。    

６６６６月定例月定例月定例月定例クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ                                                【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告３３３３】】】】    

６６６６月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

青木橋青木橋青木橋青木橋～～～～二二二二のののの橋橋橋橋                                                細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    

青木橋下流青木橋下流青木橋下流青木橋下流でででで草刈草刈草刈草刈りりりり・・・・ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いいいい    

堰堰堰堰のののの下下下下のののの砂地砂地砂地砂地にににに小小小小さいさいさいさい魚魚魚魚がががが

沢山沢山沢山沢山いましたいましたいましたいました    

青木橋近辺青木橋近辺青木橋近辺青木橋近辺のののの草刈草刈草刈草刈りりりり後後後後のののの状態状態状態状態    
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今回今回今回今回はははは、、、、ゴミゴミゴミゴミのののの量量量量がががが少少少少なくなくなくなく（（（（大大大大きなきなきなきなゴミゴミゴミゴミがががが無無無無かったかったかったかった？）？）？）？）

２２２２袋袋袋袋ののののゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋でででで済済済済みましたみましたみましたみました。。。。１２１２１２１２時時時時にちとせにちとせにちとせにちとせ園園園園でででで喉喉喉喉をををを潤潤潤潤

おしおしおしおし道具道具道具道具をををを掃除掃除掃除掃除してしてしてして解散解散解散解散しましたしましたしましたしました。。。。今回今回今回今回ももももパタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニアのののの

高木高木高木高木さんがさんがさんがさんが遠路参加遠路参加遠路参加遠路参加してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました（（（（ありがとありがとありがとありがとうございうございうございうござい

ますますますます））））。。。。    

    

    

    

    

晴晴晴晴れれれれ空空空空のもとのもとのもとのもと、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川大調査大調査大調査大調査がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。    

侍従川侍従川侍従川侍従川のののの下流下流下流下流からからからから川川川川のののの始始始始まりまでまりまでまりまでまりまで川川川川のののの中中中中をををを歩歩歩歩きききき、、、、下流下流下流下流・・・・中流中流中流中流・・・・上上上上

流流流流といったといったといったといった川川川川のののの区分区分区分区分によるによるによるによる環境環境環境環境のののの違違違違いをいをいをいを知知知知ってもらうとってもらうとってもらうとってもらうと共共共共にににに、、、、侍従侍従侍従侍従

川川川川のののの生物調査生物調査生物調査生物調査もももも併併併併せてせてせてせて実施実施実施実施（（（（調査結果調査結果調査結果調査結果はははは２７２７２７２７～～～～２８２８２８２８ページページページページ））））。。。。さらさらさらさら

にににに、、、、毎年行毎年行毎年行毎年行われているわれているわれているわれている横浜市横浜市横浜市横浜市ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ一斉一斉一斉一斉調査調査調査調査もももも実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

このこのこのこの日日日日はははは大潮大潮大潮大潮でででで潮潮潮潮がかなりひいていてがかなりひいていてがかなりひいていてがかなりひいていて、、、、下流下流下流下流のののの汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋からからからから降降降降りまりまりまりま

したしたしたした。。。。    

汐見橋付近汐見橋付近汐見橋付近汐見橋付近はははは海水海水海水海水がががが入入入入ってってってっていいいいるためるためるためるため、、、、アサリアサリアサリアサリ、、、、タテジマイソギンタテジマイソギンタテジマイソギンタテジマイソギン

チャクチャクチャクチャクなどなどなどなど海海海海のののの生生生生きききき物物物物もももも見見見見られますられますられますられます。。。。大橋大橋大橋大橋こうたろうこうたろうこうたろうこうたろう君君君君がががが、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川

初発見初発見初発見初発見となるとなるとなるとなる『『『『フタバカクガニフタバカクガニフタバカクガニフタバカクガニ』『』『』『』『ソトオリガイソトオリガイソトオリガイソトオリガイ』』』』をををを捕捕捕捕まえましたまえましたまえましたまえました。。。。

大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋をををを過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると、、、、海水海水海水海水もももも混混混混ざらなくなりざらなくなりざらなくなりざらなくなり中流中流中流中流とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる場所場所場所場所にににに

なりなりなりなり、、、、アシアシアシアシ以外以外以外以外のののの植物植物植物植物もももも増増増増えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。    

今年今年今年今年ははははアユアユアユアユがたくさんがたくさんがたくさんがたくさん遡上遡上遡上遡上してしてしてしていいいいるのでるのでるのでるので何匹何匹何匹何匹もとれましたもとれましたもとれましたもとれました。。。。対対対対しししし

ててててハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボはははは、、、、今年今年今年今年はかなりはかなりはかなりはかなり少少少少なかったですなかったですなかったですなかったです。。。。    

昼食後昼食後昼食後昼食後はさらはさらはさらはさらにににに川川川川をををを遡遡遡遡ってってってって行行行行きますきますきますきます。。。。    

横浜屋横浜屋横浜屋横浜屋をををを過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると、、、、三面三面三面三面コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート護岸護岸護岸護岸になりますになりますになりますになります。。。。生生生生きききき物物物物かかかか

全全全全くくくく見見見見られないられないられないられない…………とととと、、、、思思思思われましたがわれましたがわれましたがわれましたが、、、、川川川川のののの中中中中にあるにあるにあるにある石石石石ややややゴミゴミゴミゴミのののの下下下下

ににににウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリがたくさんいましたがたくさんいましたがたくさんいましたがたくさんいました。。。。    

途中途中途中途中、、、、環状環状環状環状 4444 号号号号のののの下下下下をくぐるをくぐるをくぐるをくぐるトンネルトンネルトンネルトンネルをををを抜抜抜抜けたりけたりけたりけたり、、、、木木木木のののの根根根根ののののブラブラブラブラ

ンコンコンコンコでででで遊遊遊遊んだりんだりんだりんだり、、、、カブトムシカブトムシカブトムシカブトムシをををを見見見見つけたりつけたりつけたりつけたり…………ギボウシギボウシギボウシギボウシのののの仲間仲間仲間仲間もももも発発発発

見見見見！！！！    そしてそしてそしてそして、、、、源流源流源流源流までたどりまでたどりまでたどりまでたどり着着着着きききき、、、、このこのこのこの川川川川たんけんもたんけんもたんけんもたんけんも終了終了終了終了となりとなりとなりとなり

ましたましたましたました。。。。    

侍従川大調査侍従川大調査侍従川大調査侍従川大調査～～～～横浜市横浜市横浜市横浜市ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ一斉調査一斉調査一斉調査一斉調査                            【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告４４４４】】】】    

７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００                    山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治    
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参加参加参加参加者者者者：：：：長野政治長野政治長野政治長野政治、、、、長橋輝明長橋輝明長橋輝明長橋輝明、、、、西澤博厚西澤博厚西澤博厚西澤博厚、、、、村田章夫村田章夫村田章夫村田章夫、、、、角田繁角田繁角田繁角田繁、、、、八木場紀元八木場紀元八木場紀元八木場紀元、、、、石渡博石渡博石渡博石渡博、、、、    

外川忠志外川忠志外川忠志外川忠志、、、、寺尾勝廣寺尾勝廣寺尾勝廣寺尾勝廣、、、、高木之靖高木之靖高木之靖高木之靖（（（（パタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニア）、）、）、）、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計１１１１１１１１名名名名））））    

台風台風台風台風６６６６号号号号がががが四国四国四国四国のののの手前手前手前手前でででで 90909090 度右回転度右回転度右回転度右回転しししし紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島、、、、東海東海東海東海、、、、関東地方関東地方関東地方関東地方をををを掠掠掠掠めるようにめるようにめるようにめるように移動移動移動移動

しししし、、、、房総半島沖房総半島沖房総半島沖房総半島沖にににに去去去去ったったったった影響影響影響影響でででで、、、、気温気温気温気温がががが下下下下がりがりがりがり猛暑猛暑猛暑猛暑がががが一休一休一休一休みしたのもつかのみしたのもつかのみしたのもつかのみしたのもつかの間間間間、、、、当日当日当日当日はははは久久久久

しぶりのしぶりのしぶりのしぶりの猛暑日予想猛暑日予想猛暑日予想猛暑日予想でしたでしたでしたでした。。。。    

今回今回今回今回はははは、、、、先月先月先月先月にににに続続続続きききき、、、、上流域上流域上流域上流域でででで唯一草刈唯一草刈唯一草刈唯一草刈りりりり作業作業作業作業がががが終終終終わっていないわっていないわっていないわっていない大道橋大道橋大道橋大道橋のののの上流上流上流上流（（（（横浜屋横浜屋横浜屋横浜屋

駐車場横近辺駐車場横近辺駐車場横近辺駐車場横近辺））））でででで作業作業作業作業をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。このあたりはこのあたりはこのあたりはこのあたりは土土土土のののの部分部分部分部分がががが広広広広くてくてくてくて且且且且つつつつ平平平平らなためらなためらなためらなため草刈草刈草刈草刈

りりりり機機機機によるによるによるによる作業作業作業作業がががが行行行行えるえるえるえる場所場所場所場所のためのためのためのため作業作業作業作業がががが捗捗捗捗りますりますりますります。。。。西澤西澤西澤西澤さんがさんがさんがさんが上流上流上流上流からからからから草刈草刈草刈草刈りりりり機機機機をををを使使使使っっっっ

てててて作業作業作業作業をををを開始開始開始開始するとするとするとすると、、、、他他他他ののののメンバーメンバーメンバーメンバーはははは夫夫夫夫々々々々下流方面下流方面下流方面下流方面からからからから上流方面上流方面上流方面上流方面にににに向向向向かいかいかいかい適当適当適当適当なななな草草草草むらかむらかむらかむらか

ららららカマカマカマカマをををを入入入入れていきますれていきますれていきますれていきます。。。。    

しかししかししかししかし、、、、やはりやはりやはりやはり猛暑日猛暑日猛暑日猛暑日のののの作業作業作業作業はははは体力体力体力体力をををを消耗消耗消耗消耗しますしますしますします。。。。9999 時時時時 45454545 分分分分にににに日陰日陰日陰日陰でででで休憩休憩休憩休憩をををを取取取取りりりり、、、、事事事事

前前前前ににににグルックグルックグルックグルックでででで購入購入購入購入してしてしてしてクーラーボックスクーラーボックスクーラーボックスクーラーボックスにににに入入入入れておいたおれておいたおれておいたおれておいたお茶茶茶茶とととと氷氷氷氷でででで体体体体をををを冷冷冷冷やしますやしますやしますやします。。。。汗汗汗汗

をかいたをかいたをかいたをかいた時時時時のののの冷冷冷冷たいたいたいたい飲飲飲飲みみみみ物物物物はさすがにはさすがにはさすがにはさすがに美味美味美味美味しくしくしくしく、、、、何杯何杯何杯何杯もおかわりをしますもおかわりをしますもおかわりをしますもおかわりをします。。。。    

休憩後休憩後休憩後休憩後、、、、外川外川外川外川さんがさんがさんがさんが参加参加参加参加してくれましたのでしてくれましたのでしてくれましたのでしてくれましたので、、、、先月刈先月刈先月刈先月刈りりりり取取取取ってってってって束束束束ねておいたねておいたねておいたねておいた草草草草からからからから上上上上にににに

上上上上げてげてげてげて軽軽軽軽トラックトラックトラックトラックでででで、、、、県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地にににに搬送搬送搬送搬送してもらいますしてもらいますしてもらいますしてもらいます。。。。台台台台

風風風風６６６６号号号号のののの雨雨雨雨でででで流流流流されてしまうかされてしまうかされてしまうかされてしまうか心配心配心配心配していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、思思思思ったよったよったよったよ

りりりり雨量雨量雨量雨量がががが少少少少なくなくなくなく、、、、川川川川のののの両側両側両側両側にににに立立立立てててて掛掛掛掛けてけてけてけて置置置置いたいたいたいた草草草草はははは枯枯枯枯れているれているれているれている

ためためためため、、、、軽軽軽軽くしかもくしかもくしかもくしかも嵩嵩嵩嵩がががが小小小小さくなってさくなってさくなってさくなって回収作業回収作業回収作業回収作業もももも楽楽楽楽でしたでしたでしたでした。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、当日刈当日刈当日刈当日刈りりりり取取取取ったったったった草草草草はははは、、、、水分水分水分水分もあるためやはりもあるためやはりもあるためやはりもあるためやはり持持持持ちちちち上上上上げるのげるのげるのげるの

はははは非常非常非常非常にににに大変大変大変大変でしたでしたでしたでした。。。。    

軽軽軽軽トラックトラックトラックトラックでででで５５５５回分回分回分回分のののの草草草草をををを回収回収回収回収しししし11111111時時時時30303030 分分分分にににに作業作業作業作業をををを終了終了終了終了

しししし、、、、ちとせちとせちとせちとせ園園園園でででで喉喉喉喉をををを潤潤潤潤おしておしておしておして 12121212 時前時前時前時前にににに解散解散解散解散しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    

    

    

７７７７月定例月定例月定例月定例クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ                                                【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告５５５５】】】】    

７７７７月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

大道橋上流大道橋上流大道橋上流大道橋上流～～～～二二二二のののの橋橋橋橋                                    細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    
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※※※※ＨＥＰＨＥＰＨＥＰＨＥＰ（（（（Human Environmental ProjectHuman Environmental ProjectHuman Environmental ProjectHuman Environmental Project））））とはとはとはとは関東学院大学関東学院大学関東学院大学関東学院大学のののの環境環境環境環境サークルサークルサークルサークル    

★★★★８８８８月月月月６６６６日日日日（（（（土土土土））））にににに、、、、大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校にてにてにてにて『『『『いかだいかだいかだいかだづくりづくりづくりづくり』』』』がががが行行行行われわれわれわれ、、、、

翌日翌日翌日翌日のののの７７７７日日日日（（（（日日日日））））にはにはにはには、、、、快晴快晴快晴快晴のののの夏空夏空夏空夏空のもとのもとのもとのもと『『『『侍従川侍従川侍従川侍従川いかだいかだいかだいかだ下下下下りりりり大大大大

会会会会』』』』がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。    

侍従川侍従川侍従川侍従川でのでのでのでのいかだいかだいかだいかだ下下下下りはりはりはりは、、、、８８８８年年年年くらいくらいくらいくらい前前前前にににに始始始始まりまりまりまり、、、、今今今今ではではではではこのこのこのこの

地域地域地域地域のののの夏夏夏夏のののの風物詩風物詩風物詩風物詩となってとなってとなってとなっていますいますいますいます。。。。取取取取りりりり組組組組みがここまでみがここまでみがここまでみがここまで成長成長成長成長したしたしたした

秘密秘密秘密秘密とととと、、、、魅力魅力魅力魅力はいったいはいったいはいったいはいったい何何何何なのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか。。。。    

★★★★私私私私がはじめてがはじめてがはじめてがはじめて参加参加参加参加したしたしたした２００４２００４２００４２００４年年年年はははは、、、、大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校のののの裏山裏山裏山裏山からからからから竹竹竹竹    

ををををノコギリノコギリノコギリノコギリでででで切切切切ってきてってきてってきてってきて、、、、それをそれをそれをそれを組組組組みみみみ上上上上げてげてげてげていかだいかだいかだいかだをををを    

つくりましたつくりましたつくりましたつくりました。。。。緩緩緩緩まないまないまないまないロープロープロープロープのののの締締締締めめめめ方方方方などなどなどなど、、、、若若若若かりしかりしかりしかりし

侍従会侍従会侍従会侍従会のおのおのおのお父父父父さんたちにさんたちにさんたちにさんたちに叱咤激励叱咤激励叱咤激励叱咤激励をうけつつをうけつつをうけつつをうけつつ作業作業作業作業しししし、、、、数数数数

日間日間日間日間にわたりにわたりにわたりにわたり朝朝朝朝からからからから夕方夕方夕方夕方までまでまでまで時間時間時間時間がかかったことをがかかったことをがかかったことをがかかったことを思思思思

いいいい出出出出しますしますしますします。。。。    

近年近年近年近年ののののいかだいかだいかだいかだはははは、、、、浮力浮力浮力浮力のののの大大大大きいきいきいきい発砲材発砲材発砲材発砲材をををを、、、、薄薄薄薄いいいいベニヤベニヤベニヤベニヤ

板板板板でででで挟挟挟挟むむむむタイプタイプタイプタイプとなっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、毎年毎年毎年毎年ののののメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスがががが非非非非

常常常常にににに簡単簡単簡単簡単になりましたになりましたになりましたになりました。。。。時間短縮時間短縮時間短縮時間短縮できたできたできたできた分分分分、『、『、『、『いかだいかだいかだいかだデデデデ

ザインコンテストザインコンテストザインコンテストザインコンテスト』』』』なるものがなるものがなるものがなるものが行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、自分自分自分自分たちたちたちたち

でつくったでつくったでつくったでつくったいかだいかだいかだいかだにににに、、、、絵絵絵絵のののの具具具具でででで絵絵絵絵をををを描描描描きききき、、、、ゴールゴールゴールゴール後後後後にはにはにはには、、、、

審査員審査員審査員審査員からからからからベストデザインベストデザインベストデザインベストデザインがががが表彰表彰表彰表彰されるというされるというされるというされるという新新新新しいしいしいしい

取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。    

またまたまたまた、、、、大大大大きなきなきなきな怪我怪我怪我怪我やややや事故事故事故事故ももももななななくくくく、、、、安全安全安全安全にににに開催開催開催開催されていされていされていされてい

るようにるようにるようにるように思思思思われますわれますわれますわれます。。。。今今今今までまでまでまで、、、、安全安全安全安全にににに開催開催開催開催されてきたのされてきたのされてきたのされてきたの

はははは、、、、侍従会会員侍従会会員侍従会会員侍従会会員やややや、、、、大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校のののの教職員教職員教職員教職員、、、、関係者近隣関係者近隣関係者近隣関係者近隣のののの

賛同企業賛同企業賛同企業賛同企業、、、、そしてそしてそしてそして子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの父母父母父母父母さんなどさんなどさんなどさんなど、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの力力力力

添添添添えがあったからだとえがあったからだとえがあったからだとえがあったからだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

最後最後最後最後にににに、、、、今回今回今回今回のののの成功成功成功成功にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない役割役割役割役割をををを担担担担ったったったった、、、、４４４４名名名名

のおのおのおのお兄兄兄兄さんをごさんをごさんをごさんをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。浅井浅井浅井浅井さんとさんとさんとさんと瀧本瀧本瀧本瀧本さんはさんはさんはさんは陸上陸上陸上陸上

部隊部隊部隊部隊。。。。山下山下山下山下さんとさんとさんとさんと鈴木鈴木鈴木鈴木さんはさんはさんはさんは水上部隊水上部隊水上部隊水上部隊としてとしてとしてとして、、、、参加者参加者参加者参加者のののの

安全安全安全安全とととと、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみのスムーズスムーズスムーズスムーズなななな進行進行進行進行をををを支支支支えましたえましたえましたえました。。。。    

≪≪≪≪特特特特別寄稿別寄稿別寄稿別寄稿≫≫≫≫    

２８２８２８２８歳歳歳歳ＨＥＰＨＥＰＨＥＰＨＥＰ初代会長初代会長初代会長初代会長がががが語語語語るるるる侍従川侍従川侍従川侍従川いかだいかだいかだいかだ下下下下りのりのりのりの魅力魅力魅力魅力とととと秘密秘密秘密秘密！！！！        福田誠一郎福田誠一郎福田誠一郎福田誠一郎    
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・・・・浅井浅井浅井浅井さんさんさんさん（（（（侍従会学生部初期侍従会学生部初期侍従会学生部初期侍従会学生部初期メンバーメンバーメンバーメンバー。。。。３２３２３２３２歳歳歳歳））））    

・・・・瀧本瀧本瀧本瀧本さんさんさんさん（（（（横浜横浜横浜横浜自然観察自然観察自然観察自然観察のののの森森森森ののののレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー。。。。２５２５２５２５歳歳歳歳））））    

・・・・山下山下山下山下さんさんさんさん、、、、鈴木鈴木鈴木鈴木さんさんさんさん（（（（０４０４０４０４年時年時年時年時にににに小学小学小学小学６６６６年生年生年生年生。。。。１９１９１９１９歳歳歳歳））））    

★★★★このようにこのようにこのようにこのように、、、、長年続長年続長年続長年続いているいているいているいている背景背景背景背景はははは、、、、よりよりよりより良良良良くするたくするたくするたくするた

めのめのめのめの侍従会内侍従会内侍従会内侍従会内でのでのでのでの言言言言いいいい争争争争いのようないのようないのようないのような真剣真剣真剣真剣なななな議論議論議論議論やややや、、、、侍従侍従侍従侍従

川川川川をををを中心中心中心中心にににに金沢金沢金沢金沢というというというという地域地域地域地域をををを愛愛愛愛するするするする気持気持気持気持ちがちがちがちが芽生芽生芽生芽生えてえてえてえて

いるからだいるからだいるからだいるからだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

私私私私がががが、、、、大学大学大学大学をををを卒業卒業卒業卒業してしてしてして社会人社会人社会人社会人になりになりになりになり、、、、５５５５年年年年たったたったたったたった今今今今もももも、、、、

参加参加参加参加してみたいというしてみたいというしてみたいというしてみたいという気持気持気持気持ちになるのはちになるのはちになるのはちになるのは、、、、忘忘忘忘れかけられれかけられれかけられれかけられ

ているているているている人情愛人情愛人情愛人情愛がががが今今今今もももも息息息息づいておりづいておりづいておりづいており、、、、魅力魅力魅力魅力となっているかとなっているかとなっているかとなっているか

らだとらだとらだとらだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

ｐｐｐｐ....ｓｓｓｓ....    でもでもでもでも、、、、若者若者若者若者のののの参加参加参加参加がががが少少少少ないとないとないとないと思思思思いいいい、、、、気気気気になってになってになってになって参参参参

加加加加したしたしたした感感感感もありますもありますもありますもあります。。。。２０２０２０２０代代代代、、、、３０３０３０３０代代代代、、、、たまにはたまにはたまにはたまには、、、、ふるふるふるふる

さとにさとにさとにさとに戻戻戻戻ってみようってみようってみようってみよう★★★★    

    

    
トピックストピックストピックストピックス    

◎◎◎◎６６６６////１１１１１１１１（（（（土土土土））））源流源流源流源流のののの森探検森探検森探検森探検＆＆＆＆虫捕虫捕虫捕虫捕りりりり    雨天雨天雨天雨天のためのためのためのため中止中止中止中止    

◎◎◎◎６６６６////１８１８１８１８（（（（土土土土））））ホタルホタルホタルホタル観察会観察会観察会観察会    雨天雨天雨天雨天のためのためのためのため中止中止中止中止    

◎◎◎◎６６６６////３０３０３０３０（（（（木木木木））））六浦小学校六浦小学校六浦小学校六浦小学校３３３３年生年生年生年生    まちまちまちまち探検探検探検探検のののの一環一環一環一環でででで侍従川探検侍従川探検侍従川探検侍従川探検…………相川会長相川会長相川会長相川会長、、、、山田山田山田山田がががが対対対対

応応応応    午後午後午後午後はははは、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川のののの源流源流源流源流～～～～海海海海ををををプロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクターででででレクチャーレクチャーレクチャーレクチャー…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

◎◎◎◎７７７７////２３２３２３２３（（（（土土土土））））六浦小学校親子六浦小学校親子六浦小学校親子六浦小学校親子ふれあいふれあいふれあいふれあい教室教室教室教室でででで侍従川侍従川侍従川侍従川コースコースコースコースをををを佐野佐野佐野佐野、、、、坂巻坂巻坂巻坂巻（（（（東海大東海大東海大東海大）、）、）、）、

山田山田山田山田ががががガイドガイドガイドガイド    

◎◎◎◎７７７７////３０３０３０３０（（（（土土土土））））,,,,３１３１３１３１（（（（日日日日））））ジュニアキャンプジュニアキャンプジュニアキャンプジュニアキャンプｉｎｉｎｉｎｉｎ野島野島野島野島    雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延        

→→→→    8/228/228/228/22（（（（月月月月））））,,,,23232323（（（（火火火火））））もももも大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報のためのためのためのため中止中止中止中止    

◎◎◎◎８８８８////１５１５１５１５（（（（月月月月））））ＪＣＮ（ＪＣＮ（ＪＣＮ（ＪＣＮ（金沢区金沢区金沢区金沢区、、、、栄区栄区栄区栄区、、、、戸塚区戸塚区戸塚区戸塚区、、、、港南港南港南港南    

区区区区ののののケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビ）『）『）『）『こどもかいぎこどもかいぎこどもかいぎこどもかいぎ inininin 侍従川侍従川侍従川侍従川』』』』撮影撮影撮影撮影    

…………侍従川調査侍従川調査侍従川調査侍従川調査とととと、、、、こどもかいぎこどもかいぎこどもかいぎこどもかいぎインタビューインタビューインタビューインタビューをををを撮影撮影撮影撮影    

参加者参加者参加者参加者…………重田綾優重田綾優重田綾優重田綾優、、、、長崎光則長崎光則長崎光則長崎光則、、、、深沢大地深沢大地深沢大地深沢大地、、、、遠藤遠藤遠藤遠藤かんじかんじかんじかんじ、、、、    

池田周矢池田周矢池田周矢池田周矢、、、、石黒勇次石黒勇次石黒勇次石黒勇次、、、、徳竹風樹徳竹風樹徳竹風樹徳竹風樹、、、、村田奈央村田奈央村田奈央村田奈央        

サポートサポートサポートサポート    重田重田重田重田まさこまさこまさこまさこ、、、、山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治    9/19/19/19/1 よりよりよりより放送放送放送放送されましたされましたされましたされました。。。。    

◎◎◎◎８８８８////１８１８１８１８（（（（木木木木））））大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校はまっこふれあいはまっこふれあいはまっこふれあいはまっこふれあいスクールスクールスクールスクールのののの侍従川侍従川侍従川侍従川    川遊川遊川遊川遊びをびをびをびを遠藤遠藤遠藤遠藤（（（（よここよここよここよここ

ネットネットネットネット）、）、）、）、山田山田山田山田ががががガイドガイドガイドガイド    
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8888 月月月月 10101010 日日日日からからからから 12121212 日日日日にかけにかけにかけにかけ私私私私たちはたちはたちはたちは大人大人大人大人 4444 人人人人、、、、高校生高校生高校生高校生 5555 人人人人、、、、中学生中学生中学生中学生 2222 人人人人のののの総勢総勢総勢総勢 11111111

人人人人でででで学生部夏季合宿学生部夏季合宿学生部夏季合宿学生部夏季合宿のためにのためにのためにのために愛川愛川愛川愛川ふれあいのふれあいのふれあいのふれあいの村村村村までまでまでまで行行行行きましたきましたきましたきました。。。。    

初日初日初日初日、、、、電車電車電車電車ととととバスバスバスバスをををを乗乗乗乗りりりり継継継継ぎおよそぎおよそぎおよそぎおよそ 4444 時間時間時間時間かけてやっとかけてやっとかけてやっとかけてやっと愛川愛川愛川愛川にににに着着着着きましたきましたきましたきました。。。。愛川愛川愛川愛川にににに着着着着くくくく

とさっそくとさっそくとさっそくとさっそく川川川川にににに行行行行くくくく準備準備準備準備をしますをしますをしますをします。。。。今年今年今年今年もももも、、、、中津川中津川中津川中津川にてにてにてにて活動活動活動活動しましたしましたしましたしました。。。。    

川川川川ではではではでは初初初初めにめにめにめに、、、、スローロープスローロープスローロープスローロープをををを使用使用使用使用したしたしたした、、、、おぼれたおぼれたおぼれたおぼれた人人人人のののの救助方法救助方法救助方法救助方法とおぼれたとおぼれたとおぼれたとおぼれた時時時時のののの対処法対処法対処法対処法

をををを学学学学びましたびましたびましたびました。。。。さてさてさてさて、、、、川川川川でのでのでのでの安全講座安全講座安全講座安全講座がががが終終終終わるとわるとわるとわると、、、、各自各自各自各自でででで釣釣釣釣りやりやりやりや川流川流川流川流れをれをれをれを楽楽楽楽しんだりしんだりしんだりしんだり、、、、生生生生

物採集物採集物採集物採集などをしますなどをしますなどをしますなどをします。。。。気気気気がががが付付付付けばもうけばもうけばもうけばもう夕方夕方夕方夕方ですですですです。。。。帰帰帰帰りりりり支度支度支度支度をしをしをしをし、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで帰帰帰帰りますりますりますります。。。。夕飯夕飯夕飯夕飯

までのまでのまでのまでの間間間間はははは各自自由各自自由各自自由各自自由なななな時間時間時間時間でしたでしたでしたでした。。。。そしてそしてそしてそして、、、、夕飯夕飯夕飯夕飯はははは大変大変大変大変おいしいおいしいおいしいおいしいバイキングバイキングバイキングバイキングでしたでしたでしたでした。。。。風呂風呂風呂風呂

にににに入入入入ったったったった後今度後今度後今度後今度はははは夜夜夜夜のののの昆虫昆虫昆虫昆虫観察観察観察観察ですですですです。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが泊泊泊泊まったまったまったまったロッジロッジロッジロッジからからからから少少少少しのぼったところにしのぼったところにしのぼったところにしのぼったところに

あるあるあるあるクヌギクヌギクヌギクヌギなどのなどのなどのなどのドンドンドンドングリグリグリグリがががが生生生生えているえているえているえている場所場所場所場所ににににライトライトライトライトととととケースケースケースケースをををを片手片手片手片手にににに行行行行くとくとくとくと、、、、ミヤマクミヤマクミヤマクミヤマク

ワガタワガタワガタワガタややややノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタ、、、、カブトムシカブトムシカブトムシカブトムシまでがまでがまでがまでがザクザクザクザクザクザクザクザクいますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最近最近最近最近ではほとんではほとんではほとんではほとん

どどどど見見見見られていなかったられていなかったられていなかったられていなかったシロスジカミキリシロスジカミキリシロスジカミキリシロスジカミキリもももも捕獲捕獲捕獲捕獲しましたしましたしましたしました。。。。とそんなこんなであっというとそんなこんなであっというとそんなこんなであっというとそんなこんなであっという間間間間

にににに 1111 日日日日はははは過過過過ぎてしまいましたぎてしまいましたぎてしまいましたぎてしまいました。。。。    

2222 日目日目日目日目、、、、朝食朝食朝食朝食をとるとをとるとをとるとをとると、、、、またまたまたまた、、、、今日今日今日今日もももも中津川中津川中津川中津川にににに行行行行きますきますきますきます。。。。今日今日今日今日はははは初初初初めからめからめからめから各自各自各自各自でででで自由自由自由自由にににに

遊遊遊遊びますびますびますびます、、、、やはりやはりやはりやはり内容内容内容内容はははは昨日昨日昨日昨日とあまりとあまりとあまりとあまり変変変変わらずわらずわらずわらず釣釣釣釣りやりやりやりや生物採集生物採集生物採集生物採集、、、、水切水切水切水切りなどなどですりなどなどですりなどなどですりなどなどです。。。。おおおお

昼昼昼昼になるとみんなでになるとみんなでになるとみんなでになるとみんなで「「「「はなやはなやはなやはなや食堂食堂食堂食堂」」」」というというというという食堂食堂食堂食堂でおいしいでおいしいでおいしいでおいしいラーメンラーメンラーメンラーメンやややや定食定食定食定食をををを食食食食べましたべましたべましたべました。。。。

そこではそこではそこではそこでは去年去年去年去年○○○○○○○○くんがくんがくんがくんが忘忘忘忘れっていったれっていったれっていったれっていった道具道具道具道具がががが見見見見つかるというつかるというつかるというつかるというハプニングハプニングハプニングハプニングもありましたもありましたもありましたもありました。。。。

昼食昼食昼食昼食をとりまたをとりまたをとりまたをとりまた川川川川にににに戻戻戻戻りりりり、、、、しばらくしばらくしばらくしばらく活動活動活動活動しているとしているとしているとしていると徐徐徐徐々々々々にににに雲行雲行雲行雲行きがきがきがきが怪怪怪怪しくなりましたしくなりましたしくなりましたしくなりました。。。。とととと

思思思思っているうちにっているうちにっているうちにっているうちに雨雨雨雨がががが降降降降りりりり出出出出しましたしましたしましたしました。。。。まだまだまだまだ遊遊遊遊びびびび足足足足りないりないりないりない気気気気もしましたがもしましたがもしましたがもしましたが、、、、危険危険危険危険がががが伴伴伴伴うのうのうのうの

でででで撤収撤収撤収撤収しましたしましたしましたしました。。。。    

3333日目日目日目日目ついについについについに最終日最終日最終日最終日ですですですです。。。。朝食朝食朝食朝食ののののバイキングバイキングバイキングバイキングをとるとをとるとをとるとをとると、、、、

またまたまたまた川川川川にににに行行行行くくくく準備準備準備準備をしますをしますをしますをします。。。。今日今日今日今日はははは荷物荷物荷物荷物もまとめてもまとめてもまとめてもまとめて川川川川にににに

行行行行きましたきましたきましたきました。。。。そしてそしてそしてそして最終日恒例最終日恒例最終日恒例最終日恒例となっているとなっているとなっているとなっている飛飛飛飛びびびび込込込込みをみをみをみを

しましたしましたしましたしました。。。。電柱電柱電柱電柱ほどもあるほどもあるほどもあるほどもある高高高高さをさをさをさを怖怖怖怖いながらもいながらもいながらもいながらも井上井上井上井上、、、、戸戸戸戸

井田井田井田井田、、、、古寺君古寺君古寺君古寺君たちたちたちたちがががが飛飛飛飛びびびび込込込込みみみみ、、、、瀧本瀧本瀧本瀧本さんはさんはさんはさんは恐恐恐恐れもなくれもなくれもなくれもなく飛飛飛飛

びびびび、、、、なんとなんとなんとなんと中学生中学生中学生中学生ののののソガソガソガソガ君君君君もももも飛飛飛飛びましたびましたびましたびました。。。。    

あっというあっというあっというあっという間間間間にににに 3333 日日日日ともともともとも過過過過ぎぎぎぎ、、、、ささささすがにすがにすがにすがに私私私私もももも含含含含めみなめみなめみなめみな

疲疲疲疲れがれがれがれが出出出出ててててバスバスバスバスのののの中中中中ではみんなではみんなではみんなではみんな爆睡爆睡爆睡爆睡でしたでしたでしたでした。。。。疲疲疲疲れることれることれることれること

もももも多多多多かったかったかったかった学生部夏季合宿学生部夏季合宿学生部夏季合宿学生部夏季合宿 inininin 愛川愛川愛川愛川でしたがでしたがでしたがでしたが充実充実充実充実したしたしたした活活活活

動動動動ができましたができましたができましたができました。。。。    

学生部夏期合宿学生部夏期合宿学生部夏期合宿学生部夏期合宿ｉｎｉｎｉｎｉｎ愛川愛川愛川愛川                                            【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告７７７７】】】】    

８８８８月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））                            金子英司金子英司金子英司金子英司    
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大道大道大道大道コミュニティハウスコミュニティハウスコミュニティハウスコミュニティハウス、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと大道大道大道大道のののの風景風景風景風景をつくるをつくるをつくるをつくる会会会会、、、、横浜子横浜子横浜子横浜子どもとどもとどもとどもと自然自然自然自然ネットワークネットワークネットワークネットワーク    共催共催共催共催    

８８８８月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土））））にににに、、、、大道大道大道大道小学校小学校小学校小学校のののの校庭校庭校庭校庭とととと、、、、大道大道大道大道コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティハウスハウスハウスハウスでででで、「、「、「、「夏休夏休夏休夏休みみみみ野外野外野外野外

教室教室教室教室」」」」がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。おおおお盆期間中盆期間中盆期間中盆期間中のののの暑暑暑暑いいいい日日日日でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、およそおよそおよそおよそ６０６０６０６０人人人人のののの参加参加参加参加がありましたがありましたがありましたがありました。。。。

工作工作工作工作やややや生生生生きものふれあいきものふれあいきものふれあいきものふれあい体験体験体験体験、、、、科学教室科学教室科学教室科学教室などなどなどなど、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまなブースブースブースブースがががが出出出出されされされされ、、、、とてとてとてとてもももも楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、

またまたまたまた学学学学びのあるびのあるびのあるびのある野外教室野外教室野外教室野外教室となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

    竹竹竹竹とんぼづくりではとんぼづくりではとんぼづくりではとんぼづくりでは、、、、羽羽羽羽ののののバランスバランスバランスバランスをとることにをとることにをとることにをとることに悪戦苦悪戦苦悪戦苦悪戦苦

闘闘闘闘しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、大道大道大道大道のののの竹竹竹竹をつかったをつかったをつかったをつかった、、、、小小小小さなさなさなさな竹竹竹竹とんぼをつとんぼをつとんぼをつとんぼをつ

くることができましたくることができましたくることができましたくることができました。。。。どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり工作工作工作工作はははは、、、、どんぐりやどんぐりやどんぐりやどんぐりや小枝小枝小枝小枝、、、、

どんぐりぼうしなどをどんぐりぼうしなどをどんぐりぼうしなどをどんぐりぼうしなどを組組組組みみみみ合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、かわいいかわいいかわいいかわいい置物置物置物置物をををを作作作作りりりり

ましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり発電発電発電発電ででででモーターモーターモーターモーターがががが回回回回ったときはったときはったときはったときは、、、、

大大大大きなきなきなきな歓声歓声歓声歓声があがりましたがあがりましたがあがりましたがあがりました。。。。バードコールバードコールバードコールバードコールはははは穴穴穴穴をををを空空空空けたけたけたけた木木木木

ににににネジネジネジネジをををを入入入入れるだけでれるだけでれるだけでれるだけで作作作作るのはるのはるのはるのは簡単簡単簡単簡単でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、いざいざいざいざ鳥鳥鳥鳥のののの声声声声

をををを出出出出そうとそうとそうとそうと挑戦挑戦挑戦挑戦してもしてもしてもしても、、、、なにかなにかなにかなにか音音音音のののの外外外外れたれたれたれた鳥鳥鳥鳥のののの声声声声らしいらしいらしいらしい音音音音

がががが、、、、教室教室教室教室にににに響響響響いていましたいていましたいていましたいていました。。。。練習練習練習練習がががが必要必要必要必要みたいでみたいでみたいでみたいですすすす。。。。    

    生生生生きものふれあいきものふれあいきものふれあいきものふれあいコーナーコーナーコーナーコーナーではではではでは、、、、カエルカエルカエルカエルやへびのやへびのやへびのやへびの迫力迫力迫力迫力にににに

最初最初最初最初ははははおっかなおっかなおっかなおっかなビックリビックリビックリビックリでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、すこしずつすこしずつすこしずつすこしずつ触触触触れるれるれるれる子子子子がががが増増増増えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウやややや

イトトンボイトトンボイトトンボイトトンボなどなどなどなど、、、、水辺水辺水辺水辺にににに住住住住むむむむ生生生生きもののきもののきもののきものの展示展示展示展示ではではではでは、、、、昆虫昆虫昆虫昆虫のかっこよさにのかっこよさにのかっこよさにのかっこよさに、、、、多多多多くのくのくのくの人人人人がががが水槽水槽水槽水槽

をををを真剣真剣真剣真剣なななな目目目目つきでのぞきこんでいましたつきでのぞきこんでいましたつきでのぞきこんでいましたつきでのぞきこんでいました。。。。干物釣干物釣干物釣干物釣りではりではりではりでは、、、、普段食普段食普段食普段食べるなじみのあるべるなじみのあるべるなじみのあるべるなじみのある魚魚魚魚からからからから、、、、

初初初初めてめてめてめて見見見見るようなるようなるようなるような変変変変わったわったわったわった形形形形のののの魚魚魚魚までまでまでまで、、、、様様様様々々々々なななな生生生生きものをきものをきものをきものを釣釣釣釣りましたりましたりましたりました。。。。竿竿竿竿をををを使使使使ってってってって魚魚魚魚をををを釣釣釣釣

りりりり上上上上げるとげるとげるとげると、、、、ずっしりとしたずっしりとしたずっしりとしたずっしりとした重重重重さをさをさをさを感感感感じることができましたじることができましたじることができましたじることができました。。。。    

    そのほかそのほかそのほかそのほか、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと大道村大道村大道村大道村のののの井戸井戸井戸井戸のののの見学見学見学見学やややや、、、、顕微鏡顕微鏡顕微鏡顕微鏡をををを使使使使ったったったった土壌生物観察土壌生物観察土壌生物観察土壌生物観察、、、、葉葉葉葉っっっっぱぱぱぱ図鑑図鑑図鑑図鑑

づくりづくりづくりづくり、、、、ザリガニザリガニザリガニザリガニ釣釣釣釣りりりり教室教室教室教室などがなどがなどがなどが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。    

    生生生生きものとのふれあいきものとのふれあいきものとのふれあいきものとのふれあい方方方方やややや遊遊遊遊びびびび方方方方などをなどをなどをなどを、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな視点視点視点視点からからからから、、、、学学学学ぶことができましたぶことができましたぶことができましたぶことができました。。。。

今後今後今後今後のののの自由研究自由研究自由研究自由研究やややや、、、、野外活動野外活動野外活動野外活動などになどになどになどに生生生生かせるかせるかせるかせる体験体験体験体験ができたのではないでしょうかができたのではないでしょうかができたのではないでしょうかができたのではないでしょうか。。。。    

【【【【出展出展出展出展ブースブースブースブース】】】】    竹竹竹竹とんぼとんぼとんぼとんぼ作作作作りりりり教室教室教室教室（（（（蒲谷蒲谷蒲谷蒲谷さんさんさんさん））））、、、、バードコールバードコールバードコールバードコール作作作作りりりり教室教室教室教室（（（（前原前原前原前原さんさんさんさん））））    

ドングリドングリドングリドングリ工作教室工作教室工作教室工作教室＆＆＆＆ドングリドングリドングリドングリ発電実演発電実演発電実演発電実演コーナーコーナーコーナーコーナー（（（（寺内寺内寺内寺内さんさんさんさん））））    

干物釣干物釣干物釣干物釣りりりり教室教室教室教室（（（（藤巻藤巻藤巻藤巻さんさんさんさん、、、、尾上尾上尾上尾上さんさんさんさん、、、、遠藤遠藤遠藤遠藤））））、、、、井戸見学井戸見学井戸見学井戸見学（（（（相川会長相川会長相川会長相川会長））））    

生生生生きききき物展示物展示物展示物展示コーナーコーナーコーナーコーナー    →→→→カエルカエルカエルカエル（（（（松下松下松下松下さんさんさんさん））））・・・・ヘビヘビヘビヘビ（（（（竹内竹内竹内竹内さんさんさんさん））））    

ザリガニザリガニザリガニザリガニ釣釣釣釣りりりり教室教室教室教室（（（（寺尾寺尾寺尾寺尾さんさんさんさん））））、、、、虫捕虫捕虫捕虫捕りりりり教室教室教室教室＆＆＆＆水棲昆虫展示水棲昆虫展示水棲昆虫展示水棲昆虫展示（（（（佐野佐野佐野佐野さんさんさんさん））））    

顕微鏡顕微鏡顕微鏡顕微鏡…………土壌生物観察教室土壌生物観察教室土壌生物観察教室土壌生物観察教室（（（（瀧本瀧本瀧本瀧本さんさんさんさん））））、、、、葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ版画図鑑作版画図鑑作版画図鑑作版画図鑑作りりりり教室教室教室教室（（（（石黒君石黒君石黒君石黒君、、、、山田山田山田山田さんさんさんさん））））    

夏休夏休夏休夏休みみみみ野外教室野外教室野外教室野外教室                                                                                【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告８８８８】】】】    

８８８８月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００                            遠藤友章遠藤友章遠藤友章遠藤友章    
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参加参加参加参加者者者者：：：：白井麻裕白井麻裕白井麻裕白井麻裕、、、、重田優香重田優香重田優香重田優香、、、、重田重田重田重田あゆあゆあゆあゆ、、、、重田重田重田重田まさまさまさまさ子子子子、、、、前畑由紀子前畑由紀子前畑由紀子前畑由紀子、、、、前畑光矢前畑光矢前畑光矢前畑光矢、、、、    

岡野恵子岡野恵子岡野恵子岡野恵子、、、、本間千恵子本間千恵子本間千恵子本間千恵子、、、、長﨑光則長﨑光則長﨑光則長﨑光則、、、、深沢大地深沢大地深沢大地深沢大地、、、、徳竹風樹徳竹風樹徳竹風樹徳竹風樹、、、、埜田匡埜田匡埜田匡埜田匡、、、、廣田結衣廣田結衣廣田結衣廣田結衣、、、、    

渡辺泉渡辺泉渡辺泉渡辺泉、、、、平塚健一平塚健一平塚健一平塚健一、、、、小泉啓治小泉啓治小泉啓治小泉啓治、、、、伊藤憲生伊藤憲生伊藤憲生伊藤憲生、、、、押田健押田健押田健押田健、、、、相川澄夫相川澄夫相川澄夫相川澄夫、、、、長野政治長野政治長野政治長野政治、、、、    

角田繁角田繁角田繁角田繁、、、、八木場紀元八木場紀元八木場紀元八木場紀元、、、、西澤博厚西澤博厚西澤博厚西澤博厚、、、、村田章夫村田章夫村田章夫村田章夫、、、、長橋輝明長橋輝明長橋輝明長橋輝明、、、、外川忠志外川忠志外川忠志外川忠志、、、、石渡博石渡博石渡博石渡博、、、、    

寺尾勝廣寺尾勝廣寺尾勝廣寺尾勝廣、、、、山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治、、、、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計３０３０３０３０名名名名））））    

当日当日当日当日 8888 時時時時 30303030 分分分分ににににスタッフスタッフスタッフスタッフがががが集合集合集合集合しししし、、、、事前説明事前説明事前説明事前説明のののの後後後後、、、、会場準備会場準備会場準備会場準備とととと備品備品備品備品のののの据付据付据付据付等等等等をををを行行行行いいいい参参参参

加者加者加者加者をををを待待待待ちますちますちますちます。。。。9999 時時時時 10101010 分分分分からからからから開会式開会式開会式開会式をををを行行行行いいいい、、、、相川会長相川会長相川会長相川会長のののの

挨拶挨拶挨拶挨拶とととと実施責任名者実施責任名者実施責任名者実施責任名者のののの細川細川細川細川からからからから注意事項等注意事項等注意事項等注意事項等のののの説明説明説明説明のののの後後後後、、、、第第第第１１１１

班班班班からからからから第第第第３３３３班各班班各班班各班班各班のののの班長班長班長班長・・・・副班長副班長副班長副班長をををを紹介紹介紹介紹介してしてしてして参加者参加者参加者参加者のののの班分班分班分班分けけけけ

をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。開会式終了後開会式終了後開会式終了後開会式終了後、、、、各班各班各班各班のののの班長班長班長班長・・・・副班長副班長副班長副班長をををを先頭先頭先頭先頭にににに

各活動場所各活動場所各活動場所各活動場所にににに移動移動移動移動しましたしましたしましたしました。。。。    

＜＜＜＜第第第第 1111 班班班班のののの清掃風景清掃風景清掃風景清掃風景＞＞＞＞・・・・・・・・新川橋新川橋新川橋新川橋～～～～諏訪諏訪諏訪諏訪のののの橋橋橋橋    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第１１１１班班班班のののの分担分担分担分担エリアエリアエリアエリアはははは、、、、通常清掃通常清掃通常清掃通常清掃をををを行行行行わないためわないためわないためわないため、、、、多多多多くのくのくのくのゴミゴミゴミゴミがががが回収回収回収回収できましたできましたできましたできました。。。。またまたまたまた、、、、

自動車自動車自動車自動車ののののバッテリーバッテリーバッテリーバッテリーやややや掃除機掃除機掃除機掃除機、、、、ラジカセラジカセラジカセラジカセ等等等等、、、、環境環境環境環境にににに大大大大きなきなきなきなダメージダメージダメージダメージをををを与与与与えるえるえるえるゴミゴミゴミゴミがががが多多多多くくくく見見見見

られまられまられまられましたしたしたした。。。。回収予定回収予定回収予定回収予定のののの廃棄自転車廃棄自転車廃棄自転車廃棄自転車はははは、、、、なくなっていましたなくなっていましたなくなっていましたなくなっていました。。。。    

拡拡拡拡大大大大クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ                                                        【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告９９９９】】】】    

８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０                        細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    

新川橋近辺新川橋近辺新川橋近辺新川橋近辺（（（（ヘドロヘドロヘドロヘドロがががが深深深深くくくく足足足足をををを取取取取られますられますられますられます））））    

ヘドロヘドロヘドロヘドロにににに隠隠隠隠れているれているれているれているゴミゴミゴミゴミがががが多数見多数見多数見多数見つかりましたつかりましたつかりましたつかりました。。。。 

汐見橋上流汐見橋上流汐見橋上流汐見橋上流    

（（（（奥奥奥奥はははは三艘橋方面三艘橋方面三艘橋方面三艘橋方面）））） 

高橋下流高橋下流高橋下流高橋下流 諏訪諏訪諏訪諏訪のののの橋下流橋下流橋下流橋下流 諏訪諏訪諏訪諏訪のののの橋下流橋下流橋下流橋下流（（（（回収回収回収回収したしたしたした    

ゴミゴミゴミゴミをををを引引引引きききき上上上上げていますげていますげていますげています）））） 
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＜＜＜＜第第第第２２２２班班班班のののの清掃風景清掃風景清掃風景清掃風景＞＞＞＞・・・・・・・・諏訪諏訪諏訪諏訪のののの橋橋橋橋～～～～二二二二のののの橋橋橋橋    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    一番生一番生一番生一番生きききき物物物物ががががいいいいるるるるエリエリエリエリ

アアアアですですですです。。。。子子子子どもどもどもども達達達達ががががゴミゴミゴミゴミ

をををを拾拾拾拾いながらいながらいながらいながら魚魚魚魚をををを捕捕捕捕まえまえまえまえ

ていましたていましたていましたていました。。。。鮎鮎鮎鮎をををを２２２２匹捕匹捕匹捕匹捕

まえたようですまえたようですまえたようですまえたようです。。。。    

    

    

    

    

＜＜＜＜第第第第３３３３班班班班のののの清掃風景清掃風景清掃風景清掃風景＞＞＞＞・・・・・・・・二二二二のののの橋橋橋橋～～～～朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋    

    

    

    

    

    

    

    

                

川底川底川底川底ががががコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートでででで固固固固められているためめられているためめられているためめられているため魚魚魚魚やややや昆虫昆虫昆虫昆虫はあまりはあまりはあまりはあまり多多多多くくくく見見見見られませんられませんられませんられません。。。。    

約約約約１１１１時間半時間半時間半時間半のののの作業作業作業作業のののの後後後後、、、、１１１１１１１１時時時時にににに各班共各班共各班共各班共ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを終了終了終了終了しししし、、、、県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地にににに順次集合順次集合順次集合順次集合。。。。

土嚢袋土嚢袋土嚢袋土嚢袋でででで３５３５３５３５袋分袋分袋分袋分ののののゴミゴミゴミゴミがががが回収回収回収回収されされされされましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、自動車自動車自動車自動車ののののバッテリーバッテリーバッテリーバッテリー３３３３個個個個ややややラジカセラジカセラジカセラジカセ、、、、

掃除機掃除機掃除機掃除機、、、、塩塩塩塩ビパイプビパイプビパイプビパイプ、、、、大大大大きなきなきなきな網網網網などなどなどなど大大大大ゴミゴミゴミゴミやややや産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物などがなどがなどがなどが多多多多くくくく回収回収回収回収されましたされましたされましたされました。。。。    

長島橋近辺長島橋近辺長島橋近辺長島橋近辺ででででゴミゴミゴミゴミをををを    

回収回収回収回収していますしていますしていますしています。。。。    

小小小小さなさなさなさな子子子子どもどもどもども一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命ゴミゴミゴミゴミをををを拾拾拾拾ってくれましたってくれましたってくれましたってくれました。。。。 
長島橋近辺長島橋近辺長島橋近辺長島橋近辺 山王橋下流山王橋下流山王橋下流山王橋下流 

山王橋上流山王橋上流山王橋上流山王橋上流 

地蔵前地蔵前地蔵前地蔵前のののの橋橋橋橋からからからから川川川川にににに降降降降りてりてりてりて

いきますいきますいきますいきます。。。。 ブックオフブックオフブックオフブックオフのののの下下下下をををを掃除掃除掃除掃除 朝比奈橋下流朝比奈橋下流朝比奈橋下流朝比奈橋下流 

侍従川侍従川侍従川侍従川    

清掃清掃清掃清掃マップマップマップマップ 

朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋のののの下流下流下流下流 
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川川川川ををををゴミゴミゴミゴミ箱箱箱箱とととと考考考考えてえてえてえて確信犯的確信犯的確信犯的確信犯的ににににゴミゴミゴミゴミをををを捨捨捨捨てているようですがこれはてているようですがこれはてているようですがこれはてているようですがこれは犯罪犯罪犯罪犯罪ですですですです。。。。    

１１１１１１１１時時時時２０２０２０２０分分分分からからからから県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地のののの緑地緑地緑地緑地にににに移動移動移動移動しししし、、、、閉会式閉会式閉会式閉会式をををを開催開催開催開催。。。。ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを終終終終わってわってわってわって集集集集

まったまったまったまった人人人人たちにたちにたちにたちに、、、、アイスキャンデーアイスキャンデーアイスキャンデーアイスキャンデーとととと冷冷冷冷たいたいたいたい飲飲飲飲みみみみ物物物物をををを配配配配ってってってって一息一息一息一息ついてからついてからついてからついてから、、、、閉会式閉会式閉会式閉会式をををを行行行行

いましたいましたいましたいました。。。。長野副会長長野副会長長野副会長長野副会長からからからから参加者参加者参加者参加者にににに川川川川がががが非常非常非常非常にきれいになったとのおにきれいになったとのおにきれいになったとのおにきれいになったとのお礼礼礼礼のののの言葉言葉言葉言葉でででで閉会式終閉会式終閉会式終閉会式終

了了了了。。。。続続続続いていていていて回収回収回収回収したしたしたしたゴミゴミゴミゴミをををを囲囲囲囲みみみみ参加者全員参加者全員参加者全員参加者全員でででで記念写真記念写真記念写真記念写真をををを撮撮撮撮ってってってって解散解散解散解散しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

閉会式閉会式閉会式閉会式 

回収回収回収回収されたされたされたされたゴミゴミゴミゴミ 

＜＜＜＜参加者参加者参加者参加者のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと回収回収回収回収されたされたされたされたゴミゴミゴミゴミ＞＞＞＞ 

回収回収回収回収されたされたされたされたゴミゴミゴミゴミ（（（（裏側裏側裏側裏側からからからから撮影撮影撮影撮影）））） 

アイスアイスアイスアイスでででで一息一息一息一息 

～～～～生生生生きききき物発見記録物発見記録物発見記録物発見記録～～～～    

学生部学生部学生部学生部のののの金子金子金子金子・・・・古寺古寺古寺古寺・・・・鈴鈴鈴鈴

木木木木がががが侍従川流域侍従川流域侍従川流域侍従川流域のののの森森森森でででで、、、、

神奈川県絶滅危惧神奈川県絶滅危惧神奈川県絶滅危惧神奈川県絶滅危惧ⅡⅡⅡⅡ類類類類のののの

ヒラタクワガタヒラタクワガタヒラタクワガタヒラタクワガタをををを採集採集採集採集。。。。

60mm60mm60mm60mm をををを超超超超えるえるえるえる大型大型大型大型なななな

個体個体個体個体はははは初初初初めてですめてですめてですめてです。。。。    
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だより      
    

昨年昨年昨年昨年９９９９月月月月にににに掘掘掘掘りりりり始始始始めためためためた希望希望希望希望のののの井戸井戸井戸井戸はははは、、、、このこのこのこの７７７７月末月末月末月末にににに４８４８４８４８ｍｍｍｍのののの

深深深深さにさにさにさに達達達達しましたのでしましたのでしましたのでしましたので、、、、受水槽受水槽受水槽受水槽をををを設置設置設置設置してしてしてして完成完成完成完成しましたしましたしましたしました。。。。毎分毎分毎分毎分

７７７７リットルリットルリットルリットル以上以上以上以上のののの冷冷冷冷たいたいたいたい（（（（水温水温水温水温１７１７１７１７℃℃℃℃））））よいよいよいよい水水水水がこんこんとがこんこんとがこんこんとがこんこんと湧湧湧湧

きききき出出出出ていますていますていますています。。。。    

これでこれでこれでこれで、、、、一連一連一連一連のののの大道村大道村大道村大道村のののの整備活動整備活動整備活動整備活動はははは完了完了完了完了しましたのでしましたのでしましたのでしましたので、、、、今後今後今後今後

のののの「「「「大道村大道村大道村大道村」」」」のののの活動活動活動活動はははは、、、、このあたりにこのあたりにこのあたりにこのあたりに伝伝伝伝わるわるわるわる昔話昔話昔話昔話をををを地域地域地域地域のののの方方方方にににに

語語語語っていただきっていただきっていただきっていただき残残残残していくしていくしていくしていく活動活動活動活動やややや、、、、歴史資料館歴史資料館歴史資料館歴史資料館のののの充実充実充実充実などなどなどなど、、、、ソフトソフトソフトソフトのののの面面面面でもでもでもでも、、、、活動活動活動活動をををを続続続続けけけけ

ていきますていきますていきますていきます。。。。ぜひぜひぜひぜひ、、、、みなさんいっしょにみなさんいっしょにみなさんいっしょにみなさんいっしょに取取取取りりりり組組組組んでいきましょうんでいきましょうんでいきましょうんでいきましょう。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第１回「「「「大道大道大道大道よもやまよもやまよもやまよもやま話話話話」」」」    

８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土））））にににに大道大道大道大道コミュニティハウスコミュニティハウスコミュニティハウスコミュニティハウス和室和室和室和室にてにてにてにて開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    

第第第第１１１１回目回目回目回目のののの語語語語りりりり手手手手はははは、、、、三艘町内会会長三艘町内会会長三艘町内会会長三艘町内会会長    大川大川大川大川    基義基義基義基義    様様様様におにおにおにお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。    

三艘三艘三艘三艘のののの地名地名地名地名のののの由来由来由来由来やややや二宮金次郎二宮金次郎二宮金次郎二宮金次郎とととと白梅公園白梅公園白梅公園白梅公園のつのつのつのつ

ながりなどながりなどながりなどながりなど、、、、興味深興味深興味深興味深いおいおいおいお話話話話をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていた

だきましただきましただきましただきました。。。。侍従川沿侍従川沿侍従川沿侍従川沿いにはいにはいにはいには大大大大きなきなきなきな商家商家商家商家がががが並並並並びびびび、、、、関関関関

東大震災前東大震災前東大震災前東大震災前まではまではまではまでは舟舟舟舟でででで品物品物品物品物をををを運運運運んでいたこともわんでいたこともわんでいたこともわんでいたこともわ

かりましたかりましたかりましたかりました。。。。    

よもやまよもやまよもやまよもやま話話話話はははは、、、、毎月第四土曜日毎月第四土曜日毎月第四土曜日毎月第四土曜日にににに開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。

ぜひぜひぜひぜひ、、、、みなさんもみなさんもみなさんもみなさんも参加参加参加参加してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 夜、トンボ池のまわり

でおおおお月見月見月見月見ができたらい

いな。笛や琴の演奏が出

来る人はいないかな？ 

「金の澤」というくらい

だから、「たたら」もさ

かんだったのでしょう。

「炭焼炭焼炭焼炭焼きききき」をして鉄をつ

くる活動はできないか

なぁ 

井戸の中からこんにちは 

ご支援ありがとうございました 
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佐野真吾佐野真吾佐野真吾佐野真吾がががが語語語語るるるる侍従会侍従会侍従会侍従会のののの思思思思いいいい出出出出    ～～～～天才少女天才少女天才少女天才少女がとったがとったがとったがとったハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ～～～～    

大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校のあるのあるのあるのある部屋部屋部屋部屋ににににシャーレシャーレシャーレシャーレにににに入入入入ったったったった１１１１匹匹匹匹のののの““““ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ””””のののの標本標本標本標本がががが置置置置いてありいてありいてありいてあり

ますますますます。。。。当時中学生当時中学生当時中学生当時中学生であったであったであったであった私私私私はそのはそのはそのはその標本標本標本標本をををを見見見見てててて、「、「、「、「かつてはかつてはかつてはかつては侍従川侍従川侍従川侍従川にもにもにもにもハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボがいがいがいがい

たのかたのかたのかたのか！」！」！」！」とととと思思思思いをいをいをいを膨膨膨膨らませましたらませましたらませましたらませました。。。。皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは““““ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ””””をごをごをごをご存知存知存知存知でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？ハハハハ

ネネネネがががが黒黒黒黒くくくく、、、、オスオスオスオスはははは体体体体ががががメタリックグリーンメタリックグリーンメタリックグリーンメタリックグリーンなななな色色色色をしたをしたをしたをした美美美美しいしいしいしいトンボトンボトンボトンボですですですです。。。。またまたまたまた、、、、昔昔昔昔からからからから身身身身

近近近近にいるにいるにいるにいるトンボトンボトンボトンボとしてとしてとしてとして、、、、““““おおおお歯黒歯黒歯黒歯黒とんぼとんぼとんぼとんぼ””””、、、、““““神様神様神様神様とんぼとんぼとんぼとんぼ””””、、、、““““仏仏仏仏とんぼとんぼとんぼとんぼ””””とととと言言言言ったったったった呼呼呼呼びびびび方方方方でででで

親親親親しまれたしまれたしまれたしまれた地域地域地域地域もあるそうですもあるそうですもあるそうですもあるそうです。。。。現在現在現在現在のののの侍従川侍従川侍従川侍従川ではではではでは６６６６月中旬月中旬月中旬月中旬からからからから１０１０１０１０月月月月にかけにかけにかけにかけてててて多多多多くみらくみらくみらくみら

れれれれ、、、、会会会会ののののイベントイベントイベントイベントでもでもでもでも毎年毎年毎年毎年““““ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ調査調査調査調査””””がおこなわれるほどのがおこなわれるほどのがおこなわれるほどのがおこなわれるほどのシンボルシンボルシンボルシンボル的存在的存在的存在的存在でででで

すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、かつてかつてかつてかつて侍従川侍従川侍従川侍従川はおろかはおろかはおろかはおろか横浜市内横浜市内横浜市内横浜市内でででで絶滅絶滅絶滅絶滅したとしたとしたとしたと言言言言われたわれたわれたわれた時期時期時期時期がありましたがありましたがありましたがありました。。。。今今今今

回回回回はそんなはそんなはそんなはそんなハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボのおのおのおのお話話話話ですですですです。。。。    

１９９５１９９５１９９５１９９５年夏年夏年夏年夏、、、、““““侍従川侍従川侍従川侍従川ででででハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ発発発発

見見見見！！！！””””というというというという記事記事記事記事がががが新聞新聞新聞新聞にににに載載載載りましたりましたりましたりました。。。。かつかつかつかつ

てはてはてはては普通種普通種普通種普通種であったであったであったであったハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボですがですがですがですが、、、、９９９９

００００年代年代年代年代にはにはにはには横浜市全域横浜市全域横浜市全域横浜市全域からからからから姿姿姿姿をををを消消消消したのでしたのでしたのでしたので

すすすす。。。。理由理由理由理由はははは定定定定かでありませんがかでありませんがかでありませんがかでありませんが、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく９９９９

５５５５年年年年にににに侍従川侍従川侍従川侍従川でででで見見見見つかったつかったつかったつかった 1111 匹匹匹匹ののののハグロトハグロトハグロトハグロト

ンボンボンボンボはははは大大大大きなきなきなきな話題話題話題話題となったのですとなったのですとなったのですとなったのです。。。。当時小学当時小学当時小学当時小学

校低学年校低学年校低学年校低学年でででで侍従会幽霊部員侍従会幽霊部員侍従会幽霊部員侍従会幽霊部員であっであっであっであったたたた私私私私はははは、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降ハハハハ

グロトンボグロトンボグロトンボグロトンボをををを意識意識意識意識してしてしてして探探探探すようになりましたすようになりましたすようになりましたすようになりました。。。。そしてそしてそしてそして

月日月日月日月日はははは流流流流れれれれ２００２２００２２００２２００２年年年年（（（（私私私私はははは中学中学中学中学２２２２年生年生年生年生））））のあるのあるのあるのある日日日日、、、、

私私私私はははは尾上先生尾上先生尾上先生尾上先生ととととハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボについてについてについてについて話話話話すすすす機会機会機会機会があがあがあがあ

りましたりましたりましたりました。「。「。「。「佐野佐野佐野佐野ちゃんさぁちゃんさぁちゃんさぁちゃんさぁ？？？？あれあれあれあれ以来以来以来以来（（（（９５９５９５９５年以来年以来年以来年以来））））

侍従川侍従川侍従川侍従川ででででハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボはははは見見見見ないないないない？」？」？」？」尾上先生尾上先生尾上先生尾上先生のののの問問問問いにいにいにいに

私私私私はははは首首首首をををを振振振振りましたりましたりましたりました。「。「。「。「９５９５９５９５年年年年ののののハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボはははは尾上尾上尾上尾上

先生先生先生先生がががが採採採採ったんですかったんですかったんですかったんですか？」「？」「？」「？」「違違違違うようようようよ！！！！当時当時当時当時まだまだまだまだ幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園

生生生生くらいのくらいのくらいのくらいの女女女女のののの子子子子がががが採採採採ったんだよったんだよったんだよったんだよ！！！！あのあのあのあの子子子子はははは凄凄凄凄かっかっかっかっ

たたたた！！！！人材人材人材人材だっただっただっただった！」。！」。！」。！」。尾上先生尾上先生尾上先生尾上先生のののの話話話話からからからから、、、、当時当時当時当時のののの興奮興奮興奮興奮

ととととハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボをををを採採採採ったというったというったというったという謎謎謎謎のののの天才少女天才少女天才少女天才少女のののの偉大偉大偉大偉大さがさがさがさが印象印象印象印象にににに残残残残ったのったのったのったのでしたでしたでしたでした。。。。    

そのそのそのその後後後後ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボがががが再再再再びびびび確認確認確認確認されたのはされたのはされたのはされたのは、、、、そんなそんなそんなそんな話話話話をしてをしてをしてをして間間間間もないもないもないもない同年同年同年同年７７７７月月月月のののの侍従川侍従川侍従川侍従川

定例調査定例調査定例調査定例調査でのことでしたでのことでしたでのことでしたでのことでした。。。。川川川川にににに入入入入りいつもりいつもりいつもりいつも通通通通りりりり魚類調査魚類調査魚類調査魚類調査をしているとをしているとをしているとをしていると、、、、長島橋長島橋長島橋長島橋のののの下下下下にににに繁茂繁茂繁茂繁茂

したしたしたしたマコモマコモマコモマコモのののの葉葉葉葉からからからから２２２２匹匹匹匹のののの黒黒黒黒いいいいハネハネハネハネののののトンボトンボトンボトンボがががが飛飛飛飛びびびび立立立立ったのですったのですったのですったのです。。。。まさかまさかまさかまさか！！！！とととと思思思思いいいい、、、、私私私私はははは
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急急急急いでいでいでいでトンボトンボトンボトンボをををを追追追追いかけいかけいかけいかけ、、、、持持持持っていたっていたっていたっていたタモタモタモタモ網網網網をををを被被被被せてせてせてせて捕獲捕獲捕獲捕獲しましたしましたしましたしました。。。。もうもうもうもう１１１１匹匹匹匹はははは逃逃逃逃げられげられげられげられ

てしまいましたがてしまいましたがてしまいましたがてしまいましたが、、、、なんとかなんとかなんとかなんとか捕獲捕獲捕獲捕獲したしたしたした１１１１匹匹匹匹はまぎれもないはまぎれもないはまぎれもないはまぎれもない正真正銘正真正銘正真正銘正真正銘ののののハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボでしたでしたでしたでした。。。。

私私私私がががが興奮興奮興奮興奮しているとしているとしているとしていると山田山田山田山田さんがさんがさんがさんが写真写真写真写真をををを撮撮撮撮りながらりながらりながらりながら言言言言いましたいましたいましたいました。「。「。「。「おぉおぉおぉおぉ！！！！ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボだだだだ！！！！

９５９５９５９５年年年年ににににアヤコアヤコアヤコアヤコちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが採採採採ってってってって以来以来以来以来だだだだ！」「！」「！」「！」「アヤコアヤコアヤコアヤコちゃんってちゃんってちゃんってちゃんって確確確確かかかか当時幼稚園生当時幼稚園生当時幼稚園生当時幼稚園生くらいだくらいだくらいだくらいだ

ったっていうったっていうったっていうったっていう？」「？」「？」「？」「そうそうそうそうそうそうそうそう！！！！確確確確かそのかそのかそのかその子子子子のおのおのおのお姉姉姉姉ちゃんはちゃんはちゃんはちゃんはサノシンサノシンサノシンサノシンとととと同同同同いいいい年年年年くらいじゃなくらいじゃなくらいじゃなくらいじゃな

かったかなぁかったかなぁかったかなぁかったかなぁ？？？？朝比奈小学校出身朝比奈小学校出身朝比奈小学校出身朝比奈小学校出身だしだしだしだし知知知知ってるんじゃないってるんじゃないってるんじゃないってるんじゃない？」「？」「？」「？」「えっえっえっえっ！？」！？」！？」！？」こうしてこうしてこうしてこうして、、、、山山山山

田田田田さんのさんのさんのさんの話話話話からからからから““““天才少女天才少女天才少女天才少女アヤコアヤコアヤコアヤコちゃんちゃんちゃんちゃん””””がががが私私私私のののの幼馴染幼馴染幼馴染幼馴染のののの妹妹妹妹““““近所近所近所近所ののののアヤコアヤコアヤコアヤコちゃんちゃんちゃんちゃん””””であであであであ

ることがることがることがることが発覚発覚発覚発覚したのでしたしたのでしたしたのでしたしたのでした。。。。    

こうしてこうしてこうしてこうして、、、、このこのこのこの年年年年をををを境境境境にににに侍従川侍従川侍従川侍従川ではではではでは毎年数匹毎年数匹毎年数匹毎年数匹ののののハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボがががが確認確認確認確認されるようになりまされるようになりまされるようになりまされるようになりま

したしたしたした。。。。２００３２００３２００３２００３年年年年７７７７月月月月にににに１１１１匹匹匹匹、、、、２００４２００４２００４２００４年年年年 7777 月月月月にににに１１１１匹匹匹匹、、、、２００５２００５２００５２００５年年年年７７７７月月月月にににに３３３３匹匹匹匹、、、、そしてそしてそしてそして同同同同

年年年年１１１１１１１１月月月月にはにはにはには初初初初めてめてめてめて幼虫幼虫幼虫幼虫もももも発見発見発見発見されましたされましたされましたされました。。。。またまたまたまた、、、、時時時時をををを同同同同じくしてじくしてじくしてじくして２００５２００５２００５２００５～～～～６６６６年年年年くらいくらいくらいくらい

からからからから横浜市内横浜市内横浜市内横浜市内のののの各地各地各地各地からからからから目撃情報目撃情報目撃情報目撃情報がががが多発多発多発多発するようになりますするようになりますするようになりますするようになります。。。。こうしてこうしてこうしてこうして今今今今ではではではでは横浜市内全横浜市内全横浜市内全横浜市内全

域域域域にににに復活復活復活復活したしたしたしたハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボですがですがですがですが、、、、結局結局結局結局、、、、かつてかつてかつてかつて何何何何がががが原因原因原因原因でででで絶滅絶滅絶滅絶滅しししし、、、、数年間数年間数年間数年間というというというというスピースピースピースピー

ドドドドでででで市内全域市内全域市内全域市内全域にににに広広広広がったがったがったがった理由理由理由理由はははは未未未未だにだにだにだに明明明明らかではありませんらかではありませんらかではありませんらかではありません。。。。横浜横浜横浜横浜のののの河川環境河川環境河川環境河川環境がががが改善改善改善改善されされされされ

たからたからたからたから復活復活復活復活したというしたというしたというしたという人人人人もいますがもいますがもいますがもいますが、、、、過去過去過去過去とさほどとさほどとさほどとさほど変化変化変化変化のないのないのないのない現在現在現在現在ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボがががが生息生息生息生息すすすす

るるるる横浜各地横浜各地横浜各地横浜各地のののの河川河川河川河川をみてをみてをみてをみて、、、、果果果果たしてたしてたしてたして本当本当本当本当にそうなのかにそうなのかにそうなのかにそうなのか？？？？というというというという疑問疑問疑問疑問もももも持持持持たれますたれますたれますたれます。。。。    

話話話話はははは戻戻戻戻りりりり、、、、２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年、、、、私私私私はははは久久久久しぶしぶしぶしぶ

りにりにりにりにアヤコアヤコアヤコアヤコちゃんとそのちゃんとそのちゃんとそのちゃんとその一家一家一家一家にににに会会会会いいいい

ましたましたましたました。。。。アヤコアヤコアヤコアヤコちゃんはもうちゃんはもうちゃんはもうちゃんはもう大学生大学生大学生大学生でででで

すすすす。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、このこのこのこの一家一家一家一家こそこそこそこそ私私私私をををを侍従侍従侍従侍従

会会会会にににに紹介紹介紹介紹介してくださったしてくださったしてくださったしてくださった家族家族家族家族なのでなのでなのでなので

すすすす（（（（ダボハゼダボハゼダボハゼダボハゼ通信通信通信通信１１１１号号号号をみてくださをみてくださをみてくださをみてくださ

いいいい）。）。）。）。そしてそしてそしてそして、、、、アヤコアヤコアヤコアヤコちゃんにちゃんにちゃんにちゃんにハグロハグロハグロハグロ

トンボトンボトンボトンボ再発見再発見再発見再発見のののの時時時時のののの話話話話をををを聞聞聞聞いてみるいてみるいてみるいてみる

とととと、、、、なんとなくなんとなくなんとなくなんとなく覚覚覚覚えているようでしたがえているようでしたがえているようでしたがえているようでしたが、、、、あまりあまりあまりあまり実感実感実感実感はないようでしたはないようでしたはないようでしたはないようでした。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその当当当当

時時時時同行同行同行同行していたしていたしていたしていたアヤコアヤコアヤコアヤコちゃんのおちゃんのおちゃんのおちゃんのお母母母母さんはこのようにさんはこのようにさんはこのようにさんはこのように語語語語ってくださいましたってくださいましたってくださいましたってくださいました。。。。    

「「「「珍珍珍珍しいのかどうかしいのかどうかしいのかどうかしいのかどうか分分分分からなかったけどからなかったけどからなかったけどからなかったけど、、、、アヤコアヤコアヤコアヤコががががハネハネハネハネのののの黒黒黒黒いいいいトンボトンボトンボトンボをををを採採採採ったらったらったらったら尾上先尾上先尾上先尾上先

生生生生がががが大喜大喜大喜大喜びしてびしてびしてびして褒褒褒褒めてくれてめてくれてめてくれてめてくれて！！！！皆皆皆皆さんあのさんあのさんあのさんあの後後後後もずっともずっともずっともずっと覚覚覚覚えていてくださってえていてくださってえていてくださってえていてくださって、、、、尾上先生尾上先生尾上先生尾上先生にににに

ももももやまちゃんやまちゃんやまちゃんやまちゃん（（（（山田山田山田山田さんさんさんさん））））にもにもにもにも挨拶挨拶挨拶挨拶にににに行行行行かなきゃねかなきゃねかなきゃねかなきゃねアヤコアヤコアヤコアヤコ☆☆☆☆」」」」    

是非是非是非是非またまたまたまた侍従会侍従会侍従会侍従会にににに遊遊遊遊びにきてほしいものですびにきてほしいものですびにきてほしいものですびにきてほしいものです。。。。        

『『『『佐野真吾佐野真吾佐野真吾佐野真吾がががが語語語語るるるる侍従会侍従会侍従会侍従会のののの思思思思いいいい出出出出』』』』つづくつづくつづくつづく    
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                                侍従川生侍従川生侍従川生侍従川生きききき物図鑑物図鑑物図鑑物図鑑    ＮｏＮｏＮｏＮｏ....１３１３１３１３    
    

（（（（カミキリムシカミキリムシカミキリムシカミキリムシ科科科科））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

学名学名学名学名：：：：Glenea relicta PascoeGlenea relicta PascoeGlenea relicta PascoeGlenea relicta Pascoe    体長体長体長体長：：：：８８８８～～～～１３１３１３１３ミリミリミリミリ    分布分布分布分布：：：：上流域上流域上流域上流域のののの山地山地山地山地    

羽羽羽羽にににに散散散散りばめたりばめたりばめたりばめた白白白白いいいい点点点点とととと背中背中背中背中ののののストライプストライプストライプストライプ模様模様模様模様がおがおがおがお洒落洒落洒落洒落ななななカミキリムシカミキリムシカミキリムシカミキリムシのののの仲間仲間仲間仲間でででで流域流域流域流域

ではではではでは 6666 月月月月からからからから7777 月頃月頃月頃月頃、、、、上流上流上流上流のののの沢伝沢伝沢伝沢伝いにいにいにいに生生生生えているえているえているえているタマアジサイタマアジサイタマアジサイタマアジサイのののの葉葉葉葉のののの上上上上でででで見見見見ることがでることがでることがでることがで

きますきますきますきます。。。。♂♂♂♂はははは♀♀♀♀よりよりよりより小型小型小型小型でででで色色色色もももも少少少少しししし白白白白みがかっていますみがかっていますみがかっていますみがかっています。。。。    

琉球生琉球生琉球生琉球生きききき物紀行物紀行物紀行物紀行    ～～～～美美美美らららら島島島島のののの生生生生きききき物物物物たちたちたちたち～～～～    

                                （（（（イモリイモリイモリイモリ科科科科））））    

学名学名学名学名：：：：Tylotoriton andersoniTylotoriton andersoniTylotoriton andersoniTylotoriton andersoni    

体体体体長長長長：：：：１４１４１４１４～～～～２０２０２０２０センチセンチセンチセンチ    

分布分布分布分布：：：：奄美大島奄美大島奄美大島奄美大島、、、、沖縄島沖縄島沖縄島沖縄島、、、、瀬底島瀬底島瀬底島瀬底島、、、、    

渡嘉敷島渡嘉敷島渡嘉敷島渡嘉敷島    

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物。。。。古古古古いいいい時代時代時代時代かかかか    

らららら生生生生きききき残残残残ってきたってきたってきたってきた両生類両生類両生類両生類のようでのようでのようでのようで、、、、    

体体体体はははは鎧鎧鎧鎧のようなのようなのようなのような皮膚皮膚皮膚皮膚にににに覆覆覆覆われわれわれわれ、、、、恐竜恐竜恐竜恐竜    

をををを思思思思わせるわせるわせるわせる姿姿姿姿をしていますをしていますをしていますをしています。。。。乾燥乾燥乾燥乾燥にににに    

強強強強いいいい完全完全完全完全なななな陸生種陸生種陸生種陸生種でででで、、、、幼生幼生幼生幼生はははは水中水中水中水中でででで    

生活生活生活生活しますがしますがしますがしますが、、、、成体成体成体成体へへへへ変態変態変態変態してからはしてからはしてからはしてからは、、、、繁殖期繁殖期繁殖期繁殖期までまでまでまで殆殆殆殆どどどど水水水水にににに入入入入らないでらないでらないでらないで生活生活生活生活しますしますしますします。。。。    

～～～～    シラホシカミキリシラホシカミキリシラホシカミキリシラホシカミキリ    ～～～～ 

～～～～    イボイモリイボイモリイボイモリイボイモリ    ～～～～ 

沖縄県大宜味村沖縄県大宜味村沖縄県大宜味村沖縄県大宜味村    2010. 3. 12010. 3. 12010. 3. 12010. 3. 1    

監修監修監修監修：：：：熊井熊井熊井熊井（（（（沖縄在住沖縄在住沖縄在住沖縄在住））））    

シラホシカミキリシラホシカミキリシラホシカミキリシラホシカミキリのののの交尾交尾交尾交尾    

横浜市金沢区横浜市金沢区横浜市金沢区横浜市金沢区にてにてにてにて    

沖縄県名護市沖縄県名護市沖縄県名護市沖縄県名護市    
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朝夷奈朝夷奈朝夷奈朝夷奈のののの森通信森通信森通信森通信    ～～～～風風風風のののの忍者忍者忍者忍者よりよりよりより～～～～                                                飯村優介飯村優介飯村優介飯村優介    

盛夏盛夏盛夏盛夏はははは朝比奈周辺朝比奈周辺朝比奈周辺朝比奈周辺のののの低低低低いいいい山山山山ははははキノコキノコキノコキノコもももも少少少少ないないないない時期時期時期時期があるがあるがあるがある。。。。    

涼涼涼涼しいしいしいしい高高高高いいいい山山山山でででで過過過過ごすあるごすあるごすあるごすある日日日日のののの通信通信通信通信。。。。    

今回今回今回今回はははは高高高高ささささ 2000200020002000ｍｍｍｍからからからから 2500250025002500ｍｍｍｍのののの南南南南アルプスアルプスアルプスアルプス周辺周辺周辺周辺。。。。    

コメツガコメツガコメツガコメツガややややシラビソシラビソシラビソシラビソのののの森森森森、、、、モミモミモミモミのののの木木木木にににに似似似似たたたた感感感感じをじをじをじをイメージイメージイメージイメージしてしてしてして、、、、林林林林のののの中中中中はははは深深深深いいいいコケコケコケコケでででで覆覆覆覆

われているわれているわれているわれている。。。。雲雲雲雲ができるためができるためができるためができるため湿湿湿湿っていてっていてっていてっていて気温気温気温気温はははは 10101010℃℃℃℃～～～～15151515℃℃℃℃のののの夏夏夏夏であるであるであるである。。。。    

7777 月月月月からからからから9999 月月月月ががががキノコキノコキノコキノコのののの季節季節季節季節、、、、美味美味美味美味しいしいしいしいキノコキノコキノコキノコもまとめてもまとめてもまとめてもまとめて出出出出るるるる。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

オオツガタケオオツガタケオオツガタケオオツガタケ    

旨旨旨旨みがみがみがみが濃濃濃濃くぬめりもあくぬめりもあくぬめりもあくぬめりもあ

りりりり、、、、歯切歯切歯切歯切れもれもれもれも良良良良いいいい。。。。ツガタツガタツガタツガタ

ケケケケごごごご飯飯飯飯やややや湯湯湯湯がいてさしみがいてさしみがいてさしみがいてさしみ

風風風風などもいいなどもいいなどもいいなどもいい。。。。 

ハナイグチハナイグチハナイグチハナイグチ    

ぬめりがぬめりがぬめりがぬめりが強強強強くくくく味噌汁味噌汁味噌汁味噌汁がががが

最高最高最高最高。。。。長野長野長野長野、、、、山梨山梨山梨山梨でででで大人気大人気大人気大人気。。。。    

 

ショウゲンジショウゲンジショウゲンジショウゲンジ    

さわやかなさわやかなさわやかなさわやかな風味風味風味風味でででで歯切歯切歯切歯切

れれれれ良良良良くどんなくどんなくどんなくどんな料理料理料理料理にもにもにもにも合合合合

うううう。。。。日光日光日光日光のうどんのうどんのうどんのうどん屋屋屋屋でででで食食食食べべべべ

たのがたのがたのがたのが最初最初最初最初だっただっただっただった。。。。 

アカジコウアカジコウアカジコウアカジコウ    

ソテーソテーソテーソテー、、、、焼焼焼焼きききき物物物物がががが特特特特にににに美美美美

味味味味いいいい。。。。どんなどんなどんなどんな料理料理料理料理にもにもにもにも向向向向くくくく

万能品万能品万能品万能品。。。。    

 

マスタケマスタケマスタケマスタケ    

フライフライフライフライにするとにするとにするとにすると名名名名のののの通通通通

りりりりマスマスマスマスややややサーモンサーモンサーモンサーモンののののフラフラフラフラ

イイイイのようなおもしろいのようなおもしろいのようなおもしろいのようなおもしろい食食食食

味味味味がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる。。。。    

 

ククククロカワロカワロカワロカワ    

湯湯湯湯がいてさしみがいてさしみがいてさしみがいてさしみ風風風風やややや焼焼焼焼

きききき物物物物。。。。ほろほろほろほろ苦苦苦苦さがさがさがさが日本酒日本酒日本酒日本酒とととと

良良良良くくくく合合合合うううう。。。。 
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参加者参加者参加者参加者：：：：山田山田山田山田・・・・荒牧荒牧荒牧荒牧・・・・瀧本瀧本瀧本瀧本・・・・成島成島成島成島・・・・佐佐佐佐野野野野    

去年去年去年去年のののの秋秋秋秋のののの話話話話であるであるであるである。。。。午後午後午後午後８８８８時時時時をまわったをまわったをまわったをまわった頃頃頃頃、、、、筆者佐野筆者佐野筆者佐野筆者佐野とととと成島氏成島氏成島氏成島氏はははは““““蔵寿司蔵寿司蔵寿司蔵寿司””””をををを訪訪訪訪れたれたれたれた。。。。

そこにはそこにはそこにはそこには、、、、いつものようにいつものようにいつものようにいつものように生生生生きききき物好物好物好物好きのきのきのきの面面面面々々々々がががが・・・・・・・・・・・・    

佐野佐野佐野佐野「「「「どうもどうもどうもどうもーーーー！！！！遅遅遅遅くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。」。」。」。」    

山田山田山田山田「「「「おぉおぉおぉおぉ！！！！待待待待ってたよってたよってたよってたよ！」！」！」！」    

荒牧荒牧荒牧荒牧「「「「サノシンサノシンサノシンサノシン久久久久しぶりしぶりしぶりしぶり☆☆☆☆」」」」    

前座談前座談前座談前座談会会会会にもにもにもにも登場登場登場登場したしたしたした荒牧荒牧荒牧荒牧氏氏氏氏であるであるであるである。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに今回今回今回今回のおのおのおのお話話話話はははは、、、、前座談会前座談会前座談会前座談会よりよりよりより１１１１年年年年もももも前前前前にににに

おこなわれたおこなわれたおこなわれたおこなわれた会会会会であるであるであるである。。。。なぜなぜなぜなぜ１１１１年前年前年前年前のののの話話話話をををを今更引今更引今更引今更引っっっっ張張張張りりりり出出出出すのかすのかすのかすのか？？？？それはそれはそれはそれは、、、、このこのこのこの時時時時のののの座談座談座談座談

会会会会ががががマニアックマニアックマニアックマニアック過過過過ぎてぎてぎてぎて、、、、筆者佐野筆者佐野筆者佐野筆者佐野がまとめるのにがまとめるのにがまとめるのにがまとめるのに時間時間時間時間がかかったからであるがかかったからであるがかかったからであるがかかったからである。。。。そんなそんなそんなそんなマニマニマニマニ

アックアックアックアックなななな座談会座談会座談会座談会をををを心心心心してしてしてして読読読読んでいただきたいんでいただきたいんでいただきたいんでいただきたい。。。。    

山田山田山田山田「「「「メンバーメンバーメンバーメンバーがががが揃揃揃揃ったところでったところでったところでったところで皆皆皆皆にににに聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい！！！！ズバリズバリズバリズバリ一番一番一番一番カッコイイカッコイイカッコイイカッコイイとととと思思思思うううう生生生生きききき物物物物

はははは！？」！？」！？」！？」    

佐野佐野佐野佐野「「「「僕僕僕僕はなんだかんだはなんだかんだはなんだかんだはなんだかんだ言言言言ってもやっぱりってもやっぱりってもやっぱりってもやっぱり““““タガメタガメタガメタガメ””””かなぁかなぁかなぁかなぁ～」～」～」～」    

佐野佐野佐野佐野はははは甘甘甘甘エビエビエビエビをををを頬張頬張頬張頬張りながらりながらりながらりながら、、、、子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃からからからから追追追追いいいい続続続続けたけたけたけたタガメタガメタガメタガメをををを挙挙挙挙げたげたげたげた。。。。    

山田山田山田山田「「「「でたでたでたでた！（！（！（！（笑笑笑笑））））相変相変相変相変わらずだのぉわらずだのぉわらずだのぉわらずだのぉ（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

佐野佐野佐野佐野「「「「じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁ山田山田山田山田さんはさんはさんはさんは何何何何なんですかなんですかなんですかなんですか？」？」？」？」    

山田山田山田山田「「「「““““ノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタ””””！！！！････････････」」」」    

荒牧荒牧荒牧荒牧・・・・佐野佐野佐野佐野「「「「ええぇぇええぇぇええぇぇええぇぇーーーーーーーーーーーーっっっっ！？」！？」！？」！？」    

山田山田山田山田「「「「嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘！！！！ウソウソウソウソだよだよだよだよ！（！（！（！（笑笑笑笑）」）」）」）」    

いつもながらいつもながらいつもながらいつもながら読者読者読者読者のののの皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは何何何何がががが「「「「えぇえぇえぇえぇ？」？」？」？」なのかなのかなのかなのか疑問疑問疑問疑問にににに思思思思われたであろうわれたであろうわれたであろうわれたであろう。。。。子子子子どもやどもやどもやどもや

ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした生生生生きききき物好物好物好物好きにはきにはきにはきには人気者人気者人気者人気者ののののノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタだがだがだがだが、、、、ノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタ専門専門専門専門ののののママママ

ニアニアニアニアをををを除除除除いたいたいたいた一般一般一般一般のののの生生生生きききき物屋物屋物屋物屋のののの評価評価評価評価はははは決決決決してしてしてして高高高高いものではないいものではないいものではないいものではない。。。。採集難易度採集難易度採集難易度採集難易度やややや飼育人気度飼育人気度飼育人気度飼育人気度

はははは初級初級初級初級とととと言言言言えるえるえるえる。。。。ゆえにゆえにゆえにゆえに、、、、生生生生きききき物屋物屋物屋物屋がががが集集集集うこのうこのうこのうこの場場場場においてにおいてにおいてにおいて山田氏山田氏山田氏山田氏のののの回答回答回答回答はははは非難非難非難非難をををを浴浴浴浴びたのびたのびたのびたの

だだだだ。。。。    

山田山田山田山田「「「「冗談冗談冗談冗談だよだよだよだよ（（（（笑笑笑笑））））俺俺俺俺はやっぱりはやっぱりはやっぱりはやっぱり““““ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウ””””だなだなだなだな！！！！あんなにあんなにあんなにあんなにデカデカデカデカくてくてくてくて水中水中水中水中にににに特化特化特化特化

したしたしたした虫虫虫虫はいないよはいないよはいないよはいないよ☆☆☆☆ちなみにちなみにちなみにちなみにナルナルナルナル（（（（成島成島成島成島））））ちゃんはどうちゃんはどうちゃんはどうちゃんはどう？」？」？」？」    

虫虫虫虫のきょういくのきょういくのきょういくのきょういく座談会座談会座談会座談会    ～～～～カッコワルイカッコワルイカッコワルイカッコワルイけどけどけどけどカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイ生生生生きききき物物物物～～～～    
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成島成島成島成島「「「「うううう～～～～んんんん････････････私私私私はははは生生生生きききき物物物物ををををカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイってってってって感覚感覚感覚感覚でみてないのよねぇでみてないのよねぇでみてないのよねぇでみてないのよねぇ。。。。カッコイイカッコイイカッコイイカッコイイよよよよ

りりりりカワイイカワイイカワイイカワイイ生生生生きききき物物物物がががが好好好好きだなぁきだなぁきだなぁきだなぁ♪♪♪♪」」」」    

なるほどなるほどなるほどなるほど。。。。成島氏成島氏成島氏成島氏はははは女性女性女性女性としてとしてとしてとして男性陣男性陣男性陣男性陣とはとはとはとは違違違違うううう感覚感覚感覚感覚をををを持持持持っているようだっているようだっているようだっているようだ。。。。    

成島成島成島成島「「「「私私私私はははは““““キアゲハキアゲハキアゲハキアゲハ””””のののの幼虫幼虫幼虫幼虫がががが一番一番一番一番カワイイカワイイカワイイカワイイとととと思思思思うううう♪♪♪♪」」」」    

山田山田山田山田「「「「えっえっえっえっ！？！？！？！？毒毒毒毒々々々々しいしいしいしい模様模様模様模様がちょっとがちょっとがちょっとがちょっと気持気持気持気持ちちちち悪悪悪悪いじゃんいじゃんいじゃんいじゃん？（？（？（？（笑笑笑笑）」）」）」）」    

成島成島成島成島「「「「それがいいんじゃないですかそれがいいんじゃないですかそれがいいんじゃないですかそれがいいんじゃないですか！！！！毒毒毒毒々々々々しくしてしくしてしくしてしくして強強強強がってるけどがってるけどがってるけどがってるけど、、、、実実実実はははは毒毒毒毒がないってがないってがないってがないって

いういういういうギャップギャップギャップギャップがががが！」！」！」！」    

荒牧荒牧荒牧荒牧「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど！！！！ギャップギャップギャップギャップねぇねぇねぇねぇ！」！」！」！」    

山田山田山田山田「「「「難難難難しいなぁしいなぁしいなぁしいなぁ…………」」」」    

山田山田山田山田「「「「じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁ次次次次、、、、タッキータッキータッキータッキー（（（（瀧本瀧本瀧本瀧本）！」）！」）！」）！」    

““““タッキータッキータッキータッキー””””とはとはとはとは、、、、ごごごご存存存存じのじのじのじの方方方方もももも多多多多いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、現在現在現在現在、、、、侍従会侍従会侍従会侍従会のののの若手若手若手若手のののの主力主力主力主力としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍

中中中中のののの瀧本氏瀧本氏瀧本氏瀧本氏であるであるであるである。。。。彼彼彼彼とととと荒牧荒牧荒牧荒牧氏氏氏氏はははは大学時代大学時代大学時代大学時代のののの同期同期同期同期だそうだだそうだだそうだだそうだ。。。。    

瀧本瀧本瀧本瀧本「「「「僕僕僕僕ははははカッコカッコカッコカッコよさならよさならよさならよさなら““““カマキリカマキリカマキリカマキリ””””がががが一番一番一番一番ですねぇですねぇですねぇですねぇ！！！！種類種類種類種類でででで言言言言ったらったらったらったら““““オオカマキオオカマキオオカマキオオカマキ

リリリリ””””かなぁかなぁかなぁかなぁ。」。」。」。」    

荒牧荒牧荒牧荒牧「「「「““““コカマキリコカマキリコカマキリコカマキリ””””じゃじゃじゃじゃダメダメダメダメなのなのなのなの？（？（？（？（笑笑笑笑）」）」）」）」    

瀧本瀧本瀧本瀧本「「「「やっぱやっぱやっぱやっぱデカイデカイデカイデカイ方方方方がいいがいいがいいがいい！（！（！（！（笑笑笑笑）」）」）」）」    

佐野佐野佐野佐野「「「「カマキリカマキリカマキリカマキリかぁかぁかぁかぁ～。～。～。～。確確確確かにかにかにかにカマキリカマキリカマキリカマキリはははは僕僕僕僕もももも好好好好きだしきだしきだしきだしカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイとはとはとはとは思思思思うんだけどうんだけどうんだけどうんだけど…………

いまいちいまいちいまいちいまいち集集集集めたりめたりめたりめたり、、、、調調調調べたりしようとはべたりしようとはべたりしようとはべたりしようとは思思思思わないんだよなぁわないんだよなぁわないんだよなぁわないんだよなぁ…………なんでだろねなんでだろねなんでだろねなんでだろね？？？？

（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

成島成島成島成島「「「「種類少種類少種類少種類少ないしないしないしないし、、、、標本標本標本標本にしてもにしてもにしてもにしても綺麗綺麗綺麗綺麗じゃないからじゃないのじゃないからじゃないのじゃないからじゃないのじゃないからじゃないの？」？」？」？」    

佐野佐野佐野佐野「「「「それはあるかもそれはあるかもそれはあるかもそれはあるかも…………（（（（笑笑笑笑））））うううう～～～～んんんん…………外見外見外見外見ののののカッコカッコカッコカッコよさはいいんだけどねよさはいいんだけどねよさはいいんだけどねよさはいいんだけどね。」。」。」。」    

話話話話がだいぶがだいぶがだいぶがだいぶマニアックマニアックマニアックマニアックなななな方向方向方向方向にににに進進進進んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、飽飽飽飽きずにきずにきずにきずに読読読読んでいただきたいんでいただきたいんでいただきたいんでいただきたい。。。。いよいよいよいよいよいよいよいよ

読者読者読者読者のののの皆様皆様皆様皆様をををを““““変人変人変人変人のののの森森森森””””へといざなおへといざなおへといざなおへといざなお

うとうとうとうと思思思思うううう。。。。    

山田山田山田山田「「「「言言言言いたいことはいたいことはいたいことはいたいことは分分分分からなくもなからなくもなからなくもなからなくもな

いかないかないかないかな。。。。じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁ最後最後最後最後にににに荒牧荒牧荒牧荒牧くんにくんにくんにくんに

聞聞聞聞こうこうこうこう！」！」！」！」    

荒牧荒牧荒牧荒牧「「「「難難難難しいなぁしいなぁしいなぁしいなぁ～～～～…………カッコワルイカッコワルイカッコワルイカッコワルイのののの

がががが逆逆逆逆ににににカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイ生生生生きききき物物物物もいるもいるもいるもいる

しなぁしなぁしなぁしなぁ～」～」～」～」    
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山田山田山田山田「「「「えっえっえっえっ？？？？どういうことどういうことどういうことどういうこと？？」？？」？？」？？」    

荒牧荒牧荒牧荒牧「「「「例例例例えばえばえばえば僕僕僕僕ははははノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタのもののもののもののもの凄凄凄凄くくくく小小小小さいさいさいさい個体個体個体個体はははは逆逆逆逆ににににカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイとととと思思思思うんでうんでうんでうんで

すよすよすよすよ！」！」！」！」    

山田山田山田山田「「「「えぇえぇえぇえぇ？？？？ペンチノコペンチノコペンチノコペンチノコがががが？？（？？（？？（？？（小型個体小型個体小型個体小型個体のののの大大大大あごはあごはあごはあごは、、、、短短短短くくくく、、、、ペンチペンチペンチペンチにににに似似似似ていることかていることかていることかていることか

らこのようならこのようならこのようならこのような呼呼呼呼びびびび方方方方をされるをされるをされるをされる）」）」）」）」    

荒牧荒牧荒牧荒牧「「「「そうですそうですそうですそうです！！！！でもでもでもでもペンチノコペンチノコペンチノコペンチノコのののの中中中中でもさらにでもさらにでもさらにでもさらに小小小小さくてさくてさくてさくて、、、、ペンチペンチペンチペンチ型型型型をををを極極極極めたようなめたようなめたようなめたような小小小小

さいさいさいさい個体個体個体個体ってなかってなかってなかってなかなかなかなかなか見見見見なくないですかなくないですかなくないですかなくないですか？？？？そのそのそのその小小小小ささをささをささをささを極極極極めためためためたカッコカッコカッコカッコ悪悪悪悪さがさがさがさが逆逆逆逆にににに

カッコイイカッコイイカッコイイカッコイイんですよんですよんですよんですよ！」！」！」！」    

山田山田山田山田「「「「ナルナルナルナル（（（（成島成島成島成島））））ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの言言言言ったったったったギャップギャップギャップギャップにににに近近近近いねいねいねいね！」！」！」！」    

荒牧荒牧荒牧荒牧「「「「そうですねそうですねそうですねそうですね☆☆☆☆」」」」    

まさにまさにまさにまさに荒牧荒牧荒牧荒牧氏氏氏氏はははは““““変人変人変人変人のののの森森森森のののの住人住人住人住人””””とととと言言言言えようえようえようえよう。。。。多多多多くのくのくのくの人人人人にはにはにはには伝伝伝伝わりにくいわりにくいわりにくいわりにくい話話話話だだだだ。。。。しかしかしかしか

しししし、、、、奇奇奇奇しくもこのしくもこのしくもこのしくもこの話話話話をををを誰誰誰誰よりもよりもよりもよりも理解理解理解理解できてしまったのができてしまったのができてしまったのができてしまったのが筆者佐野筆者佐野筆者佐野筆者佐野であったであったであったであった…………。。。。    

佐野佐野佐野佐野「「「「分分分分かるかるかるかる！！！！凄凄凄凄いいいい分分分分かるかるかるかる！！！！！！！！そのそのそのその話話話話をなぞるとをなぞるとをなぞるとをなぞると、、、、ノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタノコギリクワガタとかとかとかとかカマキリカマキリカマキリカマキリはははは確確確確

かにかにかにかにカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイんだけどんだけどんだけどんだけど、、、、普通普通普通普通ににににカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイだけなんだよだけなんだよだけなんだよだけなんだよ！」！」！」！」    

山田山田山田山田「「「「おっとおっとおっとおっと！（！（！（！（笑笑笑笑）」）」）」）」    

佐野佐野佐野佐野「「「「僕僕僕僕ははははギャップギャップギャップギャップにににに加加加加えてえてえてえて意外性意外性意外性意外性もももも魅力魅力魅力魅力ポイントポイントポイントポイントだねだねだねだね！！」！！」！！」！！」    

荒牧荒牧荒牧荒牧「「「「ワカルワカルワカルワカル！！！！！！！！☆☆☆☆（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

佐野佐野佐野佐野「「「「さっきのさっきのさっきのさっきのカマキリカマキリカマキリカマキリのののの話話話話だけどだけどだけどだけど、、、、カマキリカマキリカマキリカマキリはははは確確確確かにかにかにかにカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイんだよんだよんだよんだよ！！！！けどすごくけどすごくけどすごくけどすごく

稀稀稀稀にににに、、、、““““ピンクピンクピンクピンク色色色色ののののハラビロカマキリハラビロカマキリハラビロカマキリハラビロカマキリ””””がいるんですよがいるんですよがいるんですよがいるんですよ☆☆☆☆」」」」    

成島成島成島成島「「「「なにそれなにそれなにそれなにそれ！！！！！！！！カワイイカワイイカワイイカワイイ！！」！！」！！」！！」    

瀧本瀧本瀧本瀧本「「「「確確確確かにそうかにそうかにそうかにそう言言言言われるとわれるとわれるとわれると分分分分かるかるかるかる気気気気がするがするがするがする。。。。それはそれはそれはそれは見見見見てみたいてみたいてみたいてみたい！！」！！」！！」！！」    

佐野佐野佐野佐野「「「「でしょでしょでしょでしょ？？？？☆☆☆☆カマキリカマキリカマキリカマキリはははは確確確確かにかにかにかに普通普通普通普通ににににカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイんだけどんだけどんだけどんだけど、、、、それにそれにそれにそれにギャップギャップギャップギャップとかとかとかとか意意意意

外性外性外性外性がががが加加加加わることでわることでわることでわることで、、、、例例例例ええええ外見外見外見外見ががががカッコワルカッコワルカッコワルカッコワルくてもくてもくてもくても魅力魅力魅力魅力がががが増増増増すってわけですよすってわけですよすってわけですよすってわけですよ☆☆☆☆」」」」    

山田山田山田山田「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど！！！！カッコワルイカッコワルイカッコワルイカッコワルイけどけどけどけどカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイっていうのはそういうっていうのはそういうっていうのはそういうっていうのはそういう意味意味意味意味かかかか！！」！！」！！」！！」    

    座談会座談会座談会座談会一行一行一行一行はようやくはようやくはようやくはようやく全員全員全員全員““““変人変人変人変人のののの森森森森”””” にににに入山入山入山入山できたできたできたできた。。。。5555 人人人人がががが““““カッコイイカッコイイカッコイイカッコイイけどけどけどけどカッカッカッカッ

コワルイコワルイコワルイコワルイ生生生生きききき物物物物””””についてについてについてについて考考考考えをえをえをえを共有共有共有共有できたのだできたのだできたのだできたのだ。。。。読者読者読者読者のののの皆皆皆皆さんともきっとさんともきっとさんともきっとさんともきっと““““カッコイイカッコイイカッコイイカッコイイ

けどけどけどけどカッコワルイカッコワルイカッコワルイカッコワルイ生生生生きききき物物物物””””についてのについてのについてのについての考考考考えをえをえをえを共有共有共有共有できたにできたにできたにできたに違違違違いないいないいないいない。。。。そんなそんなそんなそんな中中中中、、、、楽楽楽楽しくなしくなしくなしくな

ってきてしまったってきてしまったってきてしまったってきてしまった佐野佐野佐野佐野はははは次次次次なるおなるおなるおなるお題題題題をををを皆皆皆皆にににに持持持持ちかけるちかけるちかけるちかける。。。。    

佐野佐野佐野佐野「「「「じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁ次次次次はははは自分自分自分自分のののの分野外分野外分野外分野外のののの生生生生きききき物物物物でででで、、、、やってみたいやってみたいやってみたいやってみたい分野分野分野分野をををを発表発表発表発表しようよしようよしようよしようよ☆☆☆☆僕僕僕僕ははははネネネネ

クイハムシクイハムシクイハムシクイハムシ、、、、ハンミョウハンミョウハンミョウハンミョウ、、、、あとはやはりあとはやはりあとはやはりあとはやはり水昆屋水昆屋水昆屋水昆屋としてはとしてはとしてはとしてはカタビロアメンカタビロアメンカタビロアメンカタビロアメン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

…“…“…“…“変人変人変人変人のののの森森森森””””にににに出口出口出口出口はないはないはないはない…………。。。。                                                                        （（（（おおおおわりわりわりわり））））    
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７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（土土土土））））        

参加者参加者参加者参加者：：：：大森礼子大森礼子大森礼子大森礼子・・・・もももももももも夏夏夏夏・・・・みみかみみかみみかみみか、、、、西田美保西田美保西田美保西田美保・・・・智也智也智也智也、、、、重田重田重田重田まさまさまさまさ子子子子・・・・優香優香優香優香・・・・綾綾綾綾優優優優、、、、    

浅井優喜浅井優喜浅井優喜浅井優喜、、、、入江美由紀入江美由紀入江美由紀入江美由紀・・・・つばさつばさつばさつばさ、、、、長崎光則長崎光則長崎光則長崎光則、、、、大橋康太郎大橋康太郎大橋康太郎大橋康太郎    、、、、山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治、、、、金子英司金子英司金子英司金子英司（（（（記録記録記録記録））））    

満潮満潮満潮満潮 00004:42 18:294:42 18:294:42 18:294:42 18:29    干潮干潮干潮干潮 11:4111:4111:4111:41    23:5623:5623:5623:56    

【【【【汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋～～～～大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋】（】（】（】（下流下流下流下流域域域域））））10:2310:2310:2310:23～～～～11:4411:4411:4411:44    

塩分濃度塩分濃度塩分濃度塩分濃度：：：：汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋 26262626‰‰‰‰、、、、高橋高橋高橋高橋16161616‰‰‰‰ ( ( ( (‰‰‰‰====1/1000)1/1000)1/1000)1/1000)    気温気温気温気温：：：：30.730.730.730.7℃℃℃℃    

生生生生きききき物物物物：：：：アサリアサリアサリアサリ 5555、、、、アシハラガニアシハラガニアシハラガニアシハラガニ 5555、、、、アラムシロガイアラムシロガイアラムシロガイアラムシロガイ 1111、、、、マメコブシガニマメコブシガニマメコブシガニマメコブシガニ 1111、、、、マハゼマハゼマハゼマハゼ 2222、、、、    

ゴカイゴカイゴカイゴカイ sp2sp2sp2sp2、、、、タカノケフサイソガニタカノケフサイソガニタカノケフサイソガニタカノケフサイソガニ 3333、、、、クロベンクロベンクロベンクロベンケイガニケイガニケイガニケイガニ 3333、、、、テナガエビテナガエビテナガエビテナガエビ 6666、、、、    

チゴガニチゴガニチゴガニチゴガニ 3333（（（（目視目視目視目視によるによるによるによる確認確認確認確認はもっといたはもっといたはもっといたはもっといた））））、、、、フジツボフジツボフジツボフジツボspspspsp、、、、チチブチチブチチブチチブ 13131313、、、、    

ビリンゴビリンゴビリンゴビリンゴ 19191919（（（（目視目視目視目視によるによるによるによる確認確認確認確認はもっといたはもっといたはもっといたはもっといた））））、、、、タテジマイソギンチャクタテジマイソギンチャクタテジマイソギンチャクタテジマイソギンチャク 4444、、、、    

クサフグクサフグクサフグクサフグ 1111（（（（目視目視目視目視））））、、、、フタバカクガニフタバカクガニフタバカクガニフタバカクガニ 1111、、、、ホソウミニナホソウミニナホソウミニナホソウミニナ、、、、ウミニナウミニナウミニナウミニナ多数多数多数多数、、、、    

チチュウカイミドリガニチチュウカイミドリガニチチュウカイミドリガニチチュウカイミドリガニ2222、、、、ソトオリガイソトオリガイソトオリガイソトオリガイ1111、、、、ミズクラゲミズクラゲミズクラゲミズクラゲ2222、、、、オオヘビガイオオヘビガイオオヘビガイオオヘビガイ((((殻殻殻殻)1)1)1)1、、、、    

アオダイショウアオダイショウアオダイショウアオダイショウ 1111、、、、マガキマガキマガキマガキ多数多数多数多数（（（（目視目視目視目視によるによるによるによる））））、、、、コウロエンカワヒバリガイコウロエンカワヒバリガイコウロエンカワヒバリガイコウロエンカワヒバリガイ、、、、    

ユビナガホンヤドカリユビナガホンヤドカリユビナガホンヤドカリユビナガホンヤドカリ 1111、、、、イシマキガイイシマキガイイシマキガイイシマキガイ7777（（（（泥牛橋付近泥牛橋付近泥牛橋付近泥牛橋付近のみのみのみのみ））））    

ゴミゴミゴミゴミ：：：：鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆、、、、ライターライターライターライター、ＣＤ、、ＣＤ、、ＣＤ、、ＣＤ、灰皿灰皿灰皿灰皿、、、、防犯防犯防犯防犯ブザーブザーブザーブザー    

備考備考備考備考：：：：アナアオサアナアオサアナアオサアナアオサがががが大量大量大量大量にあったにあったにあったにあった。。。。海藻海藻海藻海藻がもうがもうがもうがもう一種類一種類一種類一種類あったあったあったあった。。。。    

今今今今までまでまでまでホソウミニナホソウミニナホソウミニナホソウミニナがががが多多多多かったがかったがかったがかったが、、、、今回今回今回今回のののの調査調査調査調査ではではではではウミニナウミニナウミニナウミニナがががが多多多多かったかったかったかった。。。。    

侍従川初記録侍従川初記録侍従川初記録侍従川初記録→→→→フタバカクガニフタバカクガニフタバカクガニフタバカクガニ、、、、ソトオリガイソトオリガイソトオリガイソトオリガイ…………発見者発見者発見者発見者はともにはともにはともにはともに大橋康太郎君大橋康太郎君大橋康太郎君大橋康太郎君。。。。    

【【【【大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋～～～～大道橋大道橋大道橋大道橋】（】（】（】（中流中流中流中流域域域域））））11:4411:4411:4411:44～～～～14:24(12:4514:24(12:4514:24(12:4514:24(12:45～～～～13:1013:1013:1013:10 までまでまでまで昼食昼食昼食昼食))))    

塩分濃度塩分濃度塩分濃度塩分濃度：：：：大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋6666‰‰‰‰、、、、長島橋長島橋長島橋長島橋 0000‰‰‰‰    気温気温気温気温：：：：31.231.231.231.2℃℃℃℃    

生生生生きききき物物物物：：：：ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ 25252525、、、、テナガエビテナガエビテナガエビテナガエビ1111、、、、オオシオカラトンボオオシオカラトンボオオシオカラトンボオオシオカラトンボ 5555、、、、チチブチチブチチブチチブ 16161616、、、、    

ウナギウナギウナギウナギ 1111（（（（目視目視目視目視））））、、、、アユアユアユアユ 4444、、、、ウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリ 2222、、、、アオサギアオサギアオサギアオサギ 1111（（（（調査時間外調査時間外調査時間外調査時間外））））    

ゴミゴミゴミゴミ：：：：ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル3333 本本本本、、、、ビニールビニールビニールビニール袋袋袋袋、、、、バースデーカバースデーカバースデーカバースデーカードードードード    

【【【【大道橋大道橋大道橋大道橋～～～～金金金金のののの橋橋橋橋】（】（】（】（上流上流上流上流域域域域））））14:2514:2514:2514:25～～～～15:1715:1715:1715:17    

生生生生きききき物物物物：：：：ウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリ約約約約50505050、、、、スミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリ 2222（（（（確認不足確認不足確認不足確認不足なのでもっといたかもなのでもっといたかもなのでもっといたかもなのでもっといたかも））））、、、、    

ガガンボガガンボガガンボガガンボsp2sp2sp2sp2、、、、ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ 7777、、、、ミゾレヌマエビミゾレヌマエビミゾレヌマエビミゾレヌマエビ 1111、、、、ヤマサナエヤマサナエヤマサナエヤマサナエ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫））））1111、、、、    

シマアメンボシマアメンボシマアメンボシマアメンボ    

 7777 月度侍従川生物調査月度侍従川生物調査月度侍従川生物調査月度侍従川生物調査＆＆＆＆横浜市横浜市横浜市横浜市ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ一斉調査一斉調査一斉調査一斉調査    学生部学生部学生部学生部 
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備考備考備考備考：：：：三面三面三面三面コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート護岸護岸護岸護岸のためのためのためのため生物生物生物生物はあまりはあまりはあまりはあまり見見見見られないがられないがられないがられないが、、、、草草草草がががが川川川川にににに覆覆覆覆いいいい被被被被さってさってさってさって

るところるところるところるところ、、、、石石石石ややややゴミゴミゴミゴミのののの下下下下ににににウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリ類類類類がががが多数多数多数多数いたいたいたいた。。。。中流域中流域中流域中流域ではではではではチチブチチブチチブチチブがががが優先種優先種優先種優先種でででで

ウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリははははチチブチチブチチブチチブをををを避避避避けてけてけてけて上流域上流域上流域上流域にににに生息地生息地生息地生息地をずらしているのだろうかをずらしているのだろうかをずらしているのだろうかをずらしているのだろうか？？？？    

三面三面三面三面コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート護岸護岸護岸護岸でもでもでもでも環境環境環境環境がががが整整整整えばえばえばえば生物生物生物生物がががが棲棲棲棲めることをめることをめることをめることを示唆示唆示唆示唆しているとしているとしているとしていると思思思思

われるわれるわれるわれる    。。。。    

植物植物植物植物がががが繁茂繁茂繁茂繁茂しているところではしているところではしているところではしているところではハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボがががが見見見見られたられたられたられた。。。。    

水水水水がががが汚汚汚汚かったかったかったかった。。。。ここのところここのところここのところここのところ気温気温気温気温がががが高高高高くくくく、、、、またまたまたまたコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートのののの照照照照りりりり返返返返しのためしのためしのためしのため藻藻藻藻

類類類類（（（（？？？？））））がががが水底水底水底水底をををを覆覆覆覆ってしまうほどってしまうほどってしまうほどってしまうほど繁茂繁茂繁茂繁茂するためかするためかするためかするためか？？？？    

【【【【金金金金のののの橋橋橋橋～～～～】（】（】（】（源流源流源流源流域域域域）））） 15:17 15:17 15:17 15:17～～～～16:3016:3016:3016:30    

生生生生きききき物物物物：：：：シマアメンボシマアメンボシマアメンボシマアメンボ（（（（多数多数多数多数））））    

備考備考備考備考：：：：時間時間時間時間がなくなったためがなくなったためがなくなったためがなくなったため、、、、調査調査調査調査ができませんでしたができませんでしたができませんでしたができませんでした。。。。    

金金金金のののの橋上流橋上流橋上流橋上流のののの岩壁岩壁岩壁岩壁ににににギボウシギボウシギボウシギボウシ類類類類がががが一株花一株花一株花一株花をををを咲咲咲咲かせていたかせていたかせていたかせていた。。。。    

ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボはははは合計合計合計合計でででで 32323232 匹匹匹匹でしたでしたでしたでした。。。。    

    

    

    

◆◆◆◆１０１０１０１０～～～～１２１２１２１２月月月月のののの活動予定活動予定活動予定活動予定◆◆◆◆    

☆☆☆☆１０１０１０１０////    ２２２２((((日日日日) ) ) ) 秋秋秋秋のののの朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの森探検森探検森探検森探検    9:009:009:009:00大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校集合集合集合集合    

☆☆☆☆１０１０１０１０////２３２３２３２３((((日日日日) ) ) ) 定例定例定例定例クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ    毎回毎回毎回毎回9:009:009:009:00ちちちちとせとせとせとせ園集合園集合園集合園集合    雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延    

☆☆☆☆１０１０１０１０////２２２２２２２２((((土土土土))))，，，，２３２３２３２３((((日日日日))))    大道大道大道大道コミュニティハウスコミュニティハウスコミュニティハウスコミュニティハウス文化祭文化祭文化祭文化祭    

        ２２２２２２２２日日日日はははは魚魚魚魚とりとりとりとり((((9:009:009:009:00大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校集合集合集合集合))))、、、、13:0013:0013:0013:00～～～～侍従川侍従川侍従川侍従川ミニミニミニミニ水族館水族館水族館水族館づくりづくりづくりづくり    

        ２３２３２３２３日日日日((((9:009:009:009:00～～～～17:0017:0017:0017:00))))はははは侍従川侍従川侍従川侍従川ミニミニミニミニ水族館水族館水族館水族館のおのおのおのお店番店番店番店番＆＆＆＆解説解説解説解説ですですですです。。。。    

☆☆☆☆１１１１１１１１////２７２７２７２７((((日日日日) ) ) ) 定例定例定例定例クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ        

☆☆☆☆１２１２１２１２////１１１１１１１１((((日日日日))))    冬冬冬冬のののの森森森森たんけんたんけんたんけんたんけん＆＆＆＆リースリースリースリース作作作作りりりり    

    9:009:009:009:00大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校集合集合集合集合    

☆☆☆☆１２１２１２１２////２５２５２５２５((((日日日日) ) ) ) 定例定例定例定例クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ        

☆☆☆☆１２１２１２１２////２５２５２５２５((((日日日日) ) ) ) 侍従川定例調査侍従川定例調査侍従川定例調査侍従川定例調査～～～～カモカモカモカモ調査調査調査調査～～～～    13:0013:0013:0013:00大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校集合集合集合集合    

    

    

≪≪≪≪編集後記編集後記編集後記編集後記≫≫≫≫    今年今年今年今年のののの夏夏夏夏はははは、、、、猛暑猛暑猛暑猛暑のののの割割割割にはにはにはには雨雨雨雨がががが多多多多くくくく、、、、ジュニアキャンプジュニアキャンプジュニアキャンプジュニアキャンプがががが雨雨雨雨でででで順延順延順延順延、、、、中中中中

止止止止になってしまいましたになってしまいましたになってしまいましたになってしまいました。。。。夏夏夏夏ののののメインイベントメインイベントメインイベントメインイベントのののの一一一一つなのにとてもつなのにとてもつなのにとてもつなのにとても残念残念残念残念でしたでしたでしたでした。。。。((((ＭＫＭＫＭＫＭＫ))))    

    
事務局運営委員事務局運営委員事務局運営委員事務局運営委員    長橋長橋長橋長橋    輝明輝明輝明輝明 

 事事事事    務務務務    局局局局    だだだだ    よよよよ    りりりり     

侍従会侍従会侍従会侍従会はははは「「「「2010201020102010 年全労済地域貢献助成事業年全労済地域貢献助成事業年全労済地域貢献助成事業年全労済地域貢献助成事業」」」」のののの対象団体対象団体対象団体対象団体ですですですです。。。。 

★★★★活動活動活動活動のののの詳細詳細詳細詳細（（（（持持持持ちちちち物物物物などなどなどなど））））はははは    

ホームページホームページホームページホームページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://jijyukai.web.fc2.com/http://jijyukai.web.fc2.com/http://jijyukai.web.fc2.com/http://jijyukai.web.fc2.com/    


