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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≫≫≫≫（（（（後後後後編編編編））））    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    

六浦駅六浦駅六浦駅六浦駅のところからのところからのところからのところから久木久木久木久木
ひ さ ぎ

のあたりまでのあたりまでのあたりまでのあたりまで、、、、今今今今ははははバラバラバラバラ線線線線になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、山山山山のののの尾根尾根尾根尾根
お ね

伝伝伝伝
づ た

いにいにいにいに

万万万万
ま ん

年年年年
ね ん

塀塀塀塀
へ い

がずっとありましたがずっとありましたがずっとありましたがずっとありました。。。。青青青青いいいい色色色色をしていたのでをしていたのでをしていたのでをしていたので、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは青壁青壁青壁青壁
あ お か べ

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。。。。塀塀塀塀

をををを隔隔隔隔
へ だ

てたてたてたてた池子側池子側池子側池子側
い け ご が わ

にはにはにはには米軍米軍米軍米軍のののの兵隊兵隊兵隊兵隊がががが鉄砲鉄砲鉄砲鉄砲をををを持持持持ってってってって巡回巡回巡回巡回
じゅんかい

していましたしていましたしていましたしていました。。。。池子池子池子池子のののの森森森森はははは、、、、人人人人がががが入入入入らららら

ないのでないのでないのでないので良良良良いいいい自然自然自然自然
じ ね ん

薯薯薯薯
じ ょ

がががが沢山沢山沢山沢山
た く さ ん

あったそうですあったそうですあったそうですあったそうです。。。。朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈をををを中心中心中心中心ににににプロプロプロプロのののの芋掘芋掘芋掘芋掘
い も ほ

りたちがりたちがりたちがりたちが山山山山にににに入入入入っっっっ

ていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、ここだけはここだけはここだけはここだけは聖域聖域聖域聖域
せ い い き

でしたでしたでしたでした。。。。    

今今今今のののの青木製作所青木製作所青木製作所青木製作所のののの奥奥奥奥にはにはにはには高梨牧場高梨牧場高梨牧場高梨牧場があってがあってがあってがあって牛牛牛牛をををを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。。。。そこにそこにそこにそこにもももも自噴式自噴式自噴式自噴式
じ ふ ん し き

のののの大大大大きききき

なななな井戸井戸井戸井戸があってがあってがあってがあって、、、、段段段段々々々々になったになったになったになったプールプールプールプールのようなのようなのようなのようなコンクリコンクリコンクリコンクリのののの水槽水槽水槽水槽
す い そ う

にににに水水水水をををを溜溜溜溜
た

めていましためていましためていましためていました。。。。そそそそ

のののの水槽水槽水槽水槽でででで金属製金属製金属製金属製のののの入入入入りりりり口口口口がががが丸丸丸丸いいいい大大大大きなきなきなきな容器容器容器容器にににに入入入入ったったったった搾搾搾搾
し ぼ

りりりり立立立立てのてのてのての牛乳牛乳牛乳牛乳をををを冷冷冷冷やしていましたやしていましたやしていましたやしていました。。。。

そのそのそのその牛乳牛乳牛乳牛乳をををを一升一升一升一升
いっしょう

瓶瓶瓶瓶
び ん

をををを持持持持ってってってって買買買買いにいにいにいに行行行行かされましたかされましたかされましたかされました。。。。    

環状環状環状環状
かんじょう

４４４４号線号線号線号線はははは砂利砂利砂利砂利
じ ゃ り

道道道道
み ち

でででで所所所所々々々々
ところどころ

ががががコンクリコンクリコンクリコンクリでででで固固固固めたようなめたようなめたようなめたような道道道道でしたでしたでしたでした。。。。でもでもでもでも、、、、私私私私がががが中学中学中学中学のののの頃頃頃頃

にはにはにはにはバスバスバスバスがががが走走走走っていましたっていましたっていましたっていました。。。。バスバスバスバスとととと言言言言ってもってもってもっても煙突煙突煙突煙突
え ん と つ

からからからから煙煙煙煙
けむり

をををを吐吐吐吐
は

きききき出出出出しながらしながらしながらしながら走走走走るるるる木炭木炭木炭木炭
も く た ん

バスバスバスバスでででで

したしたしたした。。。。発展発展発展発展
は ん て ん

途上途上途上途上
と じ ょ う

国国国国
こ く

のののの写真写真写真写真にあるようににあるようににあるようににあるようにバスバスバスバスのののの後後後後にににに人人人人がぶらがぶらがぶらがぶら下下下下がってがってがってがって乗乗乗乗るようなるようなるようなるような状態状態状態状態でしたでしたでしたでした。。。。    

ジョウビタキジョウビタキジョウビタキジョウビタキ（（（（尉鶲尉鶲尉鶲尉鶲、、、、常鶲常鶲常鶲常鶲））））    

学名学名学名学名：：：：Phoenicurus auroreusPhoenicurus auroreusPhoenicurus auroreusPhoenicurus auroreus    

日本全国日本全国日本全国日本全国でででで冬鳥冬鳥冬鳥冬鳥としてとしてとしてとして観察観察観察観察することがすることがすることがすることが

できるできるできるできる。。。。暖暖暖暖かいかいかいかい時期時期時期時期はははは、、、、中国東北部中国東北部中国東北部中国東北部ややややロシロシロシロシ

アアアア東部沿岸東部沿岸東部沿岸東部沿岸でででで繁殖繁殖繁殖繁殖をしているをしているをしているをしている。。。。特徴特徴特徴特徴はははは、、、、オオオオ

ススススはははは頭上頭上頭上頭上がががが灰白色灰白色灰白色灰白色でででで腹部腹部腹部腹部ががががオレンジオレンジオレンジオレンジ色色色色、、、、メメメメ

ススススはははは全体的全体的全体的全体的にににに灰褐色灰褐色灰褐色灰褐色であるであるであるである。。。。雌雄共通雌雄共通雌雄共通雌雄共通のののの特特特特

徴徴徴徴ととととしてしてしてして、、、、翼翼翼翼にににに白斑白斑白斑白斑があるがあるがあるがある。。。。林縁林縁林縁林縁やややや田畑田畑田畑田畑なななな

どでどでどでどで比較的比較的比較的比較的みることができるみることができるみることができるみることができる。。。。    

解説解説解説解説：：：：瀧本宏昭瀧本宏昭瀧本宏昭瀧本宏昭    
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兄兄兄兄のののの話話話話をををを聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、船越船越船越船越
ふ な こ し

からからからから金沢八景金沢八景金沢八景金沢八景にににに泳泳泳泳ぎにぎにぎにぎに行行行行くくくく時時時時はははは、、、、国道国道国道国道１６１６１６１６号線号線号線号線をををを通通通通るのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなくて

海海海海のののの方方方方をををを歩歩歩歩いていていていて行行行行っていたようですっていたようですっていたようですっていたようです。。。。そのそのそのその頃頃頃頃はははは、、、、横浜横浜横浜横浜のののの三渓三渓三渓三渓
さ ん け い

園園園園
え ん

からからからから杉田杉田杉田杉田、、、、富岡富岡富岡富岡、、、、八景八景八景八景のののの海海海海

岸岸岸岸はははは海水浴場海水浴場海水浴場海水浴場としてとしてとしてとして賑賑賑賑
に ぎ

わっていましたわっていましたわっていましたわっていました。。。。杉田杉田杉田杉田まではまではまではまでは、、、、キリンビールキリンビールキリンビールキリンビールのののの工場工場工場工場があるがあるがあるがある生生生生
な ま

麦麦麦麦
む ぎ

からからからから

市電市電市電市電がががが通通通通っていましたっていましたっていましたっていました。。。。川崎川崎川崎川崎大師大師大師大師
だ い し

にににに行行行行くくくく線線線線がががが京浜急行京浜急行京浜急行京浜急行、、、、日日日日のののの出町出町出町出町ののののトンネルトンネルトンネルトンネルをををを境境境境にににに横須賀横須賀横須賀横須賀

側側側側がががが湘南電車湘南電車湘南電車湘南電車でしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのその後後後後、、、、全全全全てのてのてのての線線線線がががが京浜急行京浜急行京浜急行京浜急行になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

私私私私はははは、、、、大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校のののの１０１０１０１０期期期期のののの卒業生卒業生卒業生卒業生ですがですがですがですが、、、、当時当時当時当時のののの校舎校舎校舎校舎はははは木造木造木造木造
も く ぞ う

でででで田舎田舎田舎田舎
い な か

のののの学校学校学校学校というというというという感感感感じじじじ

でしたでしたでしたでした。。。。今今今今、、、、井戸掘井戸掘井戸掘井戸掘りをやっているりをやっているりをやっているりをやっている辺辺辺辺りにりにりにりに用務員室用務員室用務員室用務員室やややや食堂食堂食堂食堂がありがありがありがあり、、、、給食給食給食給食ではではではでは米軍米軍米軍米軍
べ い ぐ ん

がががが配給配給配給配給
はいきゅう

しししし

たたたた脱脂脱脂脱脂脱脂
だ っ し

粉乳粉乳粉乳粉乳
ふんにゅう

ををををよよよよくくくく飲飲飲飲まされましたまされましたまされましたまされました。。。。衛生衛生衛生衛生
え い せ い

状態状態状態状態
じょうたい

がががが悪悪悪悪くくくく、、、、当時当時当時当時のののの小学生小学生小学生小学生はみんなはみんなはみんなはみんな虱虱虱虱
しらみ

をををを持持持持っていっていっていってい

ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、駆除駆除駆除駆除
く じ ょ

のためにのためにのためにのためにＤＤＤＤＤＤＤＤＴＴＴＴのののの白白白白いいいい粉粉粉粉をををを背中背中背中背中やややや頭頭頭頭にかけられていましたにかけられていましたにかけられていましたにかけられていました。。。。野菜野菜野菜野菜のののの肥料肥料肥料肥料

はははは、、、、化学肥料化学肥料化学肥料化学肥料でなくでなくでなくでなく人糞人糞人糞人糞
じ ん ぷ ん

でしたのででしたのででしたのででしたので、、、、回虫回虫回虫回虫
かいちゅう

駆除駆除駆除駆除
く じ ょ

のためにのためにのためにのために、、、、ひましひましひましひまし油油油油をををを下剤下剤下剤下剤
げ ざ い

としてとしてとしてとして飲飲飲飲まされまされまされまされ

ましたましたましたました。。。。きたないきたないきたないきたない話話話話ですがですがですがですが、、、、２０２０２０２０センチセンチセンチセンチもあるもあるもあるもある長長長長いいいい回虫回虫回虫回虫がががが肛門肛門肛門肛門
こ う も ん

からからからから出出出出てくることもありまてくることもありまてくることもありまてくることもありま

したしたしたした。。。。栄養状態栄養状態栄養状態栄養状態がががが良良良良くなかったのでくなかったのでくなかったのでくなかったのでクジラクジラクジラクジラのののの脂脂脂脂
あぶら

でででで作作作作ったったったった不味不味不味不味
ま ず

いいいい肝油肝油肝油肝油
か ん ゆ

もももも飲飲飲飲まされましたまされましたまされましたまされました。。。。そそそそ

のののの頃頃頃頃はははは、、、、クラスクラスクラスクラスはははは５５５５組組組組くらいあってくらいあってくらいあってくらいあって、、、、ひとひとひとひとクラスクラスクラスクラス６０６０６０６０人人人人くらいのくらいのくらいのくらいの生徒生徒生徒生徒がいましたがいましたがいましたがいました。。。。それでそれでそれでそれで

もももも教室教室教室教室がががが足足足足りなくてりなくてりなくてりなくて、、、、二部授業二部授業二部授業二部授業にしたりにしたりにしたりにしたり、、、、近近近近くのくのくのくの寮寮寮寮
りょう

をををを借借借借りたりしてりたりしてりたりしてりたりして勉強勉強勉強勉強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。。。。    

大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校のののの運動会運動会運動会運動会はははは盛大盛大盛大盛大
せ い だ い

でしたでしたでしたでした。。。。西大道西大道西大道西大道、、、、大道大道大道大道、、、、川川川川、、、、南川南川南川南川、、、、三双三双三双三双などなどなどなど町内町内町内町内ごとにごとにごとにごとに応援応援応援応援

席席席席がががが別別別別れていましたれていましたれていましたれていました。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの町内町内町内町内のののの小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年、、、、２０２０２０２０代代代代、、、、３０３０３０３０代代代代、、、、４０４０４０４０代代代代のののの選手選手選手選手にににに

よるよるよるよる町内対抗町内対抗町内対抗町内対抗ののののリレーリレーリレーリレーはははは、、、、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としてとしてとしてとして大変大変大変大変なななな盛盛盛盛りりりり上上上上がりでしたがりでしたがりでしたがりでした。。。。    

六浦中学六浦中学六浦中学六浦中学はははは、、、、大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校よりさらによりさらによりさらによりさらに生徒生徒生徒生徒がががが多多多多くてくてくてくて１０１０１０１０組組組組をををを越越越越えていましたえていましたえていましたえていました。。。。そのそのそのその頃頃頃頃、、、、六六六六

浦中学浦中学浦中学浦中学はははは、、、、金沢八景金沢八景金沢八景金沢八景のののの横浜市立大学横浜市立大学横浜市立大学横浜市立大学ののののキャンパスキャンパスキャンパスキャンパス

のののの中中中中にありましたにありましたにありましたにありました。。。。当時当時当時当時のののの六浦中学六浦中学六浦中学六浦中学のののの近近近近くにはくにはくにはくには東東東東

急車両急車両急車両急車両、、、、爆発爆発爆発爆発
ば く は つ

があったがあったがあったがあった東洋東洋東洋東洋
と う よ う

化工化工化工化工
か こ う

などがありましたなどがありましたなどがありましたなどがありました

がががが、、、、戦時中戦時中戦時中戦時中はははは軍軍軍軍のののの施設施設施設施設
し せ つ

があったのでがあったのでがあったのでがあったので地下地下地下地下ににににケーブケーブケーブケーブ

ルルルルがががが埋設埋設埋設埋設
ま い せ つ

されていてされていてされていてされていて電柱電柱電柱電柱はほとんどありませんはほとんどありませんはほとんどありませんはほとんどありません

でしたでしたでしたでした。。。。そのそのそのその地下地下地下地下ケーブルケーブルケーブルケーブルののののトンネルトンネルトンネルトンネルにもぐってにもぐってにもぐってにもぐって

遊遊遊遊んでいたところをんでいたところをんでいたところをんでいたところを先生先生先生先生にににに見見見見つかってつかってつかってつかって、、、、よくよくよくよく怒怒怒怒
お こ

らららら

れましたれましたれましたれました。。。。    

今今今今はははは、、、、学校学校学校学校のののの教育教育教育教育についてについてについてについて親親親親がががが先生先生先生先生にににに文句文句文句文句
も ん く

をををを言言言言

うことがうことがうことがうことが多多多多いようですいようですいようですいようです。。。。私私私私たちがたちがたちがたちが育育育育てたてたてたてた子子子子どもがどもがどもがどもが

親親親親になってやっていることなのでになってやっていることなのでになってやっていることなのでになってやっていることなので、、、、大大大大きなことはきなことはきなことはきなことは

言言言言えませんがえませんがえませんがえませんが、、、、それはそれはそれはそれは少少少少しししし考考考考ええええ違違違違いをしているのいをしているのいをしているのいをしているの

ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。本来本来本来本来、、、、子子子子どもはどもはどもはどもは学校学校学校学校ではではではでは 山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治    
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なくなくなくなく、、、、親親親親がががが育育育育てるものだとてるものだとてるものだとてるものだと思思思思いいいいますますますます。。。。細細細細かいかいかいかい勉強勉強勉強勉強はははは学校学校学校学校のののの先生先生先生先生にににに教教教教えてもらうえてもらうえてもらうえてもらう必要必要必要必要がありがありがありがあり

ますがますがますがますが、、、、普通普通普通普通のののの生活生活生活生活をするためのをするためのをするためのをするための基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方やややや躾躾躾躾
しつけ

などはなどはなどはなどは親親親親がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと教教教教えるべきですえるべきですえるべきですえるべきです。。。。

私私私私なんかなんかなんかなんか、、、、悪悪悪悪いことをしていことをしていことをしていことをして、、、、学校学校学校学校のののの先生先生先生先生にににに怒怒怒怒られたことをられたことをられたことをられたことを親親親親にににに言言言言うとうとうとうと、「、「、「、「おおおお前前前前がががが悪悪悪悪いんだいんだいんだいんだ」」」」

とととと、、、、またまたまたまた、、、、怒怒怒怒られるのでられるのでられるのでられるので家家家家にににに帰帰帰帰ってもってもってもっても、、、、親親親親にはにはにはには何何何何もももも言言言言いませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした。。。。    

またまたまたまた、、、、鉛筆削鉛筆削鉛筆削鉛筆削
え ん ぴ つ け ず

りりりり機機機機がががが悪悪悪悪いとはいとはいとはいとは言言言言いませんがいませんがいませんがいませんが、、、、いざとなったらいざとなったらいざとなったらいざとなったらナイフナイフナイフナイフでででで削削削削
け ず

れるくらいのこれるくらいのこれるくらいのこれるくらいのこ

とはとはとはとは、、、、子子子子どものうちにどものうちにどものうちにどものうちに身身身身につけてもらいたいとにつけてもらいたいとにつけてもらいたいとにつけてもらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ナイフナイフナイフナイフでででで指指指指をををを傷傷傷傷つけてもつけてもつけてもつけても落落落落としとしとしとし

てしまうわけではないのですからてしまうわけではないのですからてしまうわけではないのですからてしまうわけではないのですから、、、、刃物刃物刃物刃物のののの扱扱扱扱
あ つ

いをいをいをいを誤誤誤誤
あやま

るとるとるとると痛痛痛痛くてくてくてくて血血血血がががが出出出出ることくらいのことることくらいのことることくらいのことることくらいのこと

はははは、、、、子子子子どものうちにどものうちにどものうちにどものうちに経験経験経験経験させておいたさせておいたさせておいたさせておいた方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。勉強勉強勉強勉強はははは、、、、いくつになってもいくつになってもいくつになってもいくつになっても、、、、

やろうとやろうとやろうとやろうと思思思思えばできますがえばできますがえばできますがえばできますが、、、、子子子子どもどもどもども時代時代時代時代にみんなとにみんなとにみんなとにみんなと遊遊遊遊ぶことぶことぶことぶこと、、、、色色色色々々々々なななな体験体験体験体験をすることはをすることはをすることはをすることは、、、、

そのそのそのその時時時時にしかできませんにしかできませんにしかできませんにしかできません。。。。勉強勉強勉強勉強ばかりしてばかりしてばかりしてばかりして家家家家のののの中中中中にひきこもっているのではなくにひきこもっているのではなくにひきこもっているのではなくにひきこもっているのではなく、、、、みんなみんなみんなみんな

でででで侍従川侍従川侍従川侍従川でででで魚魚魚魚をとったりをとったりをとったりをとったり、、、、海海海海のののの公園公園公園公園でででで泳泳泳泳いだりしていだりしていだりしていだりして、、、、多少多少多少多少のことではへこたれないのことではへこたれないのことではへこたれないのことではへこたれない、、、、たくたくたくたく

ましいましいましいましい子子子子どもにどもにどもにどもに育育育育ってってってって欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。    

おわりおわりおわりおわり    

    

神奈川県横浜神奈川県横浜神奈川県横浜神奈川県横浜川崎川崎川崎川崎治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会    

侍従川侍従川侍従川侍従川のののの護岸工事護岸工事護岸工事護岸工事とととと堆積土堆積土堆積土堆積土のののの除去除去除去除去（（（（掘削掘削掘削掘削））））工事工事工事工事をををを治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所がががが行行行行うとのうとのうとのうとの事前情報事前情報事前情報事前情報をををを

得得得得てててて、、、、侍従会侍従会侍従会侍従会としてのとしてのとしてのとしての要望事項要望事項要望事項要望事項をまとめをまとめをまとめをまとめ、、、、10101010 月月月月 3333 日日日日にににに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治治治治

水事務所水事務所水事務所水事務所とととと話話話話しししし合合合合いをいをいをいを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

出席者出席者出席者出席者    治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所：：：：工務部工務部工務部工務部    河川第二課河川第二課河川第二課河川第二課    春原課長春原課長春原課長春原課長、、、、菅原副技幹菅原副技幹菅原副技幹菅原副技幹    

侍従会侍従会侍従会侍従会：：：：    相川会長相川会長相川会長相川会長、、、、長橋長橋長橋長橋、、、、細川細川細川細川、、、、廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬、、、、伊藤伊藤伊藤伊藤、、、、押田押田押田押田    

要望事項要望事項要望事項要望事項はははは以下以下以下以下のののの５５５５項目項目項目項目ですですですです。。。。    

１１１１．．．．工事工事工事工事はははは生生生生きききき物物物物にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響がががが一番少一番少一番少一番少ないないないない 11111111 月月月月～～～～2222 月月月月にににに実施実施実施実施してしてしてしていただいただいただいただきたいきたいきたいきたい    

２２２２．．．．葦原葦原葦原葦原はははは是非残是非残是非残是非残してしてしてして置置置置いていていていていただいただいただいただきたいきたいきたいきたい    

３３３３．．．．護岸護岸護岸護岸・・・・河床河床河床河床はははは生生生生きききき物物物物たちたちたちたちがががが生存生存生存生存・・・・繁殖繁殖繁殖繁殖できるできるできるできる環境環境環境環境にしてにしてにしてにしていただいただいただいただきたいきたいきたいきたい    

４４４４．．．．侍従川侍従川侍従川侍従川とととと地域小学校地域小学校地域小学校地域小学校のののの環境教育環境教育環境教育環境教育とのとのとのとの関係関係関係関係にににに配慮配慮配慮配慮いただいただいただいただきたいきたいきたいきたい    

５５５５．．．．工事計画案工事計画案工事計画案工事計画案のののの作成作成作成作成にににに当会当会当会当会ののののメンバーメンバーメンバーメンバー参画参画参画参画、、、、もしくはもしくはもしくはもしくはキーポイントキーポイントキーポイントキーポイントでででで計画案計画案計画案計画案をををを開開開開

示示示示いただいただいただいただきたいきたいきたいきたい    

意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会のののの内容内容内容内容はははは、、、、次号次号次号次号でででで報告報告報告報告させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    
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トピックストピックストピックストピックス    

◎◎◎◎９９９９／／／／８８８８（（（（木木木木））））高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校５５５５年生年生年生年生へへへへ、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川のののの源流源流源流源流～～～～海海海海までまでまでま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    

◎◎◎◎９９９９／／／／９９９９（（（（金金金金））））大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    侍従川清掃侍従川清掃侍従川清掃侍従川清掃…………相川会長相川会長相川会長相川会長、、、、長野副会長長野副会長長野副会長長野副会長、、、、細川細川細川細川さんさんさんさん、、、、村田村田村田村田さんさんさんさん、、、、

石渡石渡石渡石渡さんさんさんさん、、、、山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

    

    

    

    

    

    

    

◎◎◎◎９９９９／／／／１３１３１３１３（（（（火火火火））））高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校５５５５年生年生年生年生がががが侍従川侍従川侍従川侍従川でででで体験授業体験授業体験授業体験授業…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

◎◎◎◎９９９９／／／／２６２６２６２６（（（（月月月月））））高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校５５５５年生年生年生年生のののの総合学習総合学習総合学習総合学習・・・・侍従川侍従川侍従川侍従川へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

    

    

    

    

    

    

    

◎◎◎◎１０１０１０１０／／／／１１１１（（（（土土土土））））パタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニア・・・・ベイサイドベイサイドベイサイドベイサイド・・・・アウトレットアウトレットアウトレットアウトレット『『『『グラスルーツグラスルーツグラスルーツグラスルーツ』』』』ふるさとふるさとふるさとふるさと侍侍侍侍

従川従川従川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PRPRPRPR（（（（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・・・・ワークショップワークショップワークショップワークショップ））））…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

★★★★★★★★★★★★    パタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニア    《Ｖ《Ｖ《Ｖ《Ｖ....ＹＹＹＹ....Ｃ》（Ｃ》（Ｃ》（Ｃ》（ボイスボイスボイスボイス・・・・ユアユアユアユア・・・・チョイスチョイスチョイスチョイス））））助成金交付決定助成金交付決定助成金交付決定助成金交付決定    ★★★★★★★★★★★★    

パタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニア・・・・ベイサイドベイサイドベイサイドベイサイド・・・・アウトレットアウトレットアウトレットアウトレットでででで実施実施実施実施したしたしたした「「「「ボイスボイスボイスボイス・・・・ユアユアユアユア・・・・チョイスチョイスチョイスチョイス Fall  Fall  Fall  Fall 

2010201020102010」」」」によりによりによりにより、、、、助成額助成額助成額助成額 150,000 150,000 150,000 150,000 円円円円をいただくことになりましたをいただくことになりましたをいただくことになりましたをいただくことになりました。。。。    

「「「「ボイスボイスボイスボイス・・・・ユアユアユアユア・・・・チョイスチョイスチョイスチョイス」」」」ははははパタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニアにににに来店来店来店来店されるおされるおされるおされるお客客客客さまがさまがさまがさまが地元地元地元地元のののの環境問題環境問題環境問題環境問題

によりかかわることができるようにとによりかかわることができるようにとによりかかわることができるようにとによりかかわることができるようにと、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの地域地域地域地域でででで活動活動活動活動するするするする環境保護団体環境保護団体環境保護団体環境保護団体をををを来来来来

店店店店されるおされるおされるおされるお客客客客さまにさまにさまにさまに紹介紹介紹介紹介しししし、、、、各団体各団体各団体各団体がががが取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる問題問題問題問題にににに焦点焦点焦点焦点をあてをあてをあてをあて、、、、各各各各ストアストアストアストアのののの

環境助成金環境助成金環境助成金環境助成金のののの予算予算予算予算のののの使使使使いいいい道道道道をおをおをおをお客客客客さんにもさんにもさんにもさんにも考考考考ええええてもらうてもらうてもらうてもらうプログラムプログラムプログラムプログラムですですですです。。。。    
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◎◎◎◎１０１０１０１０／／／／４４４４（（（（火火火火））））高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校５５５５年生年生年生年生のののの総合学習総合学習総合学習総合学習・・・・侍侍侍侍

従川従川従川従川へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

◎◎◎◎１０１０１０１０／／／／６６６６（（（（木木木木））））大師高校大師高校大師高校大師高校のののの侍従川侍従川侍従川侍従川でのでのでのでの体験授業体験授業体験授業体験授業    ⇒⇒⇒⇒    

…………飯村飯村飯村飯村さんさんさんさん、、、、細川細川細川細川さんがさんがさんがさんが対応対応対応対応    

◎◎◎◎１０１０１０１０／／／／２２２２２２２２（（（（土土土土））））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（（（（大道大道大道大道ココココ

ミュニティハウスミュニティハウスミュニティハウスミュニティハウス文化祭文化祭文化祭文化祭）～）～）～）～侍従川侍従川侍従川侍従川でででで魚捕魚捕魚捕魚捕りりりり～～～～はははは雨雨雨雨

天中止天中止天中止天中止…………水族館展示水族館展示水族館展示水族館展示はははは実施実施実施実施    

◎◎◎◎１１１１１１１１／／／／２２２２２２２２（（（（火火火火））））高舟台高舟台高舟台高舟台なかよしなかよしなかよしなかよしフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル（（（（高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校））））５５５５年生年生年生年生がががが侍従川侍従川侍従川侍従川

へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを発表発表発表発表    

◎◎◎◎１１１１１１１１／／／／２２２２２２２２（（（（火火火火））））笠間小学校笠間小学校笠間小学校笠間小学校４４４４年生年生年生年生のいたちのいたちのいたちのいたち川川川川のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川ををををモデルモデルモデルモデルにににに川川川川のののの

環境環境環境環境についてについてについてについて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    

◎◎◎◎１１１１１１１１／／／／３０３０３０３０（（（（水水水水））））六浦小学校六浦小学校六浦小学校六浦小学校３３３３年生年生年生年生のののの侍従川侍従川侍従川侍従川へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにアドバイスアドバイスアドバイスアドバイス…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

◎◎◎◎１２１２１２１２／／／／１０１０１０１０（（（（土土土土））））大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    大道大道大道大道ふれあいふれあいふれあいふれあい学習発表会学習発表会学習発表会学習発表会でででで４４４４年生年生年生年生がががが侍従川侍従川侍従川侍従川へへへへのののの取取取取りりりり組組組組

みをみをみをみを発表発表発表発表    

◎◎◎◎１２１２１２１２／／／／１０１０１０１０（（（（土土土土））））六浦小学校六浦小学校六浦小学校六浦小学校    六浦六浦六浦六浦フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルでででで３３３３年生年生年生年生がががが侍従川侍従川侍従川侍従川へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを

発表発表発表発表    

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    

    イソヒヨドリイソヒヨドリイソヒヨドリイソヒヨドリ    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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本誌連載本誌連載本誌連載本誌連載「「「「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～～～～」」」」でおでおでおでお馴馴馴馴染染染染みのみのみのみの飯村飯村飯村飯村さんのさんのさんのさんの

個展個展個展個展がががが１２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日ににににウィーンウィーンウィーンウィーンでででで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。。。。 

≪≪≪≪さかさかさかさかななななクンクンクンクン？？？？    いえいえいえいえいえいえいえいえ、、、、ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウくんですくんですくんですくんです！！！！≫≫≫≫    

７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日((((土土土土))))からからからから１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日((((日日日日))))までまでまでまで、、、、小田原小田原小田原小田原にあにあにあにあ

るるるる神奈川県立生命神奈川県立生命神奈川県立生命神奈川県立生命のののの星星星星・・・・地球博物館地球博物館地球博物館地球博物館でででで特別展特別展特別展特別展「「「「およおよおよおよ

げげげげ！！！！ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウくんくんくんくん～～～～水辺水辺水辺水辺にににに生生生生きるきるきるきる虫虫虫虫たちたちたちたち～」～」～」～」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。。。。    

このこのこのこの特別展特別展特別展特別展ではではではでは、、、、ごごごご存知存知存知存知ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウ博士博士博士博士のののの佐野佐野佐野佐野さんさんさんさん

がががが解説員解説員解説員解説員としてとしてとしてとしてゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウくんくんくんくんにににに扮扮扮扮しししし、、、、ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウをををを

始始始始めとするめとするめとするめとする水生昆虫水生昆虫水生昆虫水生昆虫のののの魅力魅力魅力魅力やややや危機的状況危機的状況危機的状況危機的状況をををを、、、、多多多多くのくのくのくの来来来来

場者場者場者場者にににに分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく説明説明説明説明しましたしましたしましたしました。。。。    
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毎年恒例毎年恒例毎年恒例毎年恒例『『『『侍従川侍従川侍従川侍従川ハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りりりり大会大会大会大会』』』』がががが 9999 月月月月11111111 日日日日にににに行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。参加者参加者参加者参加者はははは 51515151 人人人人。。。。    

このこのこのこの日日日日はははは運悪運悪運悪運悪くくくく干潮干潮干潮干潮でででで、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの子子子子がががが釣釣釣釣れずれずれずれず、、、、またまたまたまた、、、、アクシデントアクシデントアクシデントアクシデント（（（（入江入江入江入江さんさんさんさん、、、、西田西田西田西田

さんさんさんさん、、、、石渡珠羽石渡珠羽石渡珠羽石渡珠羽ちゃんちゃんちゃんちゃん、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました））））もももも

ありありありあり、、、、早早早早めにめにめにめに調理調理調理調理するするするする場所場所場所場所（（（（ちとせちとせちとせちとせ園園園園））））へへへへ移動移動移動移動。。。。そこそこそこそこ

でででで釣釣釣釣りにりにりにりに再挑戦再挑戦再挑戦再挑戦。。。。するとするとするとすると、、、、チチブチチブチチブチチブがががが大部大部大部大部分分分分ですがですがですがですが 100100100100

匹匹匹匹ぐらいぐらいぐらいぐらい釣釣釣釣れましたれましたれましたれました！！！！    

早速調理開始早速調理開始早速調理開始早速調理開始。。。。小柴小柴小柴小柴のののの漁協漁協漁協漁協でででで働働働働いてるいてるいてるいてる遠藤遠藤遠藤遠藤さんにさんにさんにさんに指指指指

導導導導してもらいながらしてもらいながらしてもらいながらしてもらいながら一緒一緒一緒一緒にににに捌捌捌捌くくくく子子子子どもどもどもどもたちたちたちたち。。。。下流下流下流下流でとでとでとでと

れたれたれたれたマハゼマハゼマハゼマハゼ、、、、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とととと合合合合わせてわせてわせてわせて天天天天ぷぷぷぷ

らにらにらにらに。。。。学生部学生部学生部学生部ＯＢＯＢＯＢＯＢのののの飯村飯村飯村飯村さんがさんがさんがさんが近隣近隣近隣近隣のののの森森森森からからからからタマゴタタマゴタタマゴタタマゴタ

ケケケケととととノウタケノウタケノウタケノウタケをををを採採採採ってきてくれたのでってきてくれたのでってきてくれたのでってきてくれたので、、、、かなりかなりかなりかなり豪華豪華豪華豪華にににに

なりましたなりましたなりましたなりました。。。。評判評判評判評判がががが良良良良かったのでかったのでかったのでかったので、、、、今後恒例今後恒例今後恒例今後恒例になるかになるかになるかになるか

もしれませんねもしれませんねもしれませんねもしれませんね((((笑笑笑笑))))    

一番釣一番釣一番釣一番釣れたれたれたれた人人人人はははは、、、、昨年昨年昨年昨年にににに引引引引きききき続続続続きききき相川樹相川樹相川樹相川樹くんくんくんくん、、、、おめおめおめおめ

でとうございますでとうございますでとうございますでとうございます。。。。そしてそしてそしてそして子子子子どもどもどもどもたちたちたちたちにににに竿竿竿竿((((矢竹矢竹矢竹矢竹))))をををを採採採採

ってきてくれたってきてくれたってきてくれたってきてくれた細川細川細川細川さんさんさんさん、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

 

 

 

９９９９／／／／１８１８１８１８（（（（日日日日））））慶應義塾大学日吉慶應義塾大学日吉慶應義塾大学日吉慶應義塾大学日吉キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスでででで行行行行われたわれたわれたわれたＲＡＣＲＡＣＲＡＣＲＡＣ全国大会全国大会全国大会全国大会にににに参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。 

侍従会侍従会侍従会侍従会はははは「「「「都市都市都市都市をををを流流流流れるれるれるれる３３３３ｋｍｋｍｋｍｋｍにににに満満満満たないたないたないたない小小小小さなさなさなさな都市河川都市河川都市河川都市河川のののの魅力魅力魅力魅力」」」」というというというという主旨主旨主旨主旨のもとのもとのもとのもと源流源流源流源流

のののの森森森森からからからから海海海海までのまでのまでのまでの日頃日頃日頃日頃のののの活動活動活動活動についてについてについてについて発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。 

発表者発表者発表者発表者はははは、、、、大森大森大森大森もももももももも夏夏夏夏・・・・石松未紗紀石松未紗紀石松未紗紀石松未紗紀・・・・長崎光則長崎光則長崎光則長崎光則・・・・深沢深沢深沢深沢

大地大地大地大地・・・・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・・・・金子英司金子英司金子英司金子英司・・・・金野金野金野金野

光流光流光流光流・・・・山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治・・・・島村眞依島村眞依島村眞依島村眞依でしたでしたでしたでした。。。。 

練習時間練習時間練習時間練習時間があまりとれないがあまりとれないがあまりとれないがあまりとれない中中中中でのでのでのでの発表発表発表発表でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、しっしっしっしっ

かりとかりとかりとかりと発表発表発表発表することがすることがすることがすることが出来出来出来出来たのでたのでたのでたので良良良良かったですかったですかったですかったです。。。。 

またまたまたまた、、、、他団体他団体他団体他団体のののの発表発表発表発表をををを聞聞聞聞いたりいたりいたりいたり分科会分科会分科会分科会にににに参加参加参加参加したりとしたりとしたりとしたりと

いいいいいいいい経験経験経験経験もできましたもできましたもできましたもできました。。。。 

これからもここれからもここれからもここれからもこのようなのようなのようなのような活動活動活動活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加してしてしてして勉強勉強勉強勉強していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。 

ハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りりりり大会大会大会大会                                                        【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告１１１１】】】】    

９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００                重田重田重田重田まさまさまさまさ子子子子    

RACRACRACRAC 全国大会全国大会全国大会全国大会ｉｎｉｎｉｎｉｎ鶴見川流域鶴見川流域鶴見川流域鶴見川流域                                    【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告２２２２】】】】    

９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（日日日日））））    慶應義塾大学日吉慶應義塾大学日吉慶應義塾大学日吉慶應義塾大学日吉キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス                島村眞依島村眞依島村眞依島村眞依    
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参加参加参加参加者者者者：：：：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、、、、西澤博厚西澤博厚西澤博厚西澤博厚、、、、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、、、、村田章夫村田章夫村田章夫村田章夫、、、、石塚正夫石塚正夫石塚正夫石塚正夫、、、、

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）、）、）、）、金子英司金子英司金子英司金子英司、、、、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計１０１０１０１０名名名名））））    

台風台風台風台風１５１５１５１５号号号号がががが浜松浜松浜松浜松にににに上陸上陸上陸上陸しししし、、、、東海東海東海東海・・・・関東関東関東関東・・・・東北東北東北東北とととと

本州本州本州本州をほぼをほぼをほぼをほぼ縦断縦断縦断縦断してしてしてして大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をををを出出出出してしてしてして去去去去ったったったった４４４４

日後日後日後日後ののの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。。。。９９９９月月月月のののの残暑残暑残暑残暑もももも台風台風台風台風のののの影響影響影響影響

でででで漸漸漸漸くくくく収収収収まってまってまってまってききききてててて久久久久しぶりにしぶりにしぶりにしぶりに空気空気空気空気がががが爽爽爽爽やかにやかにやかにやかに感感感感

じられますじられますじられますじられます。。。。    

９９９９月月月月もももも末末末末となりとなりとなりとなり秋秋秋秋のののの気配気配気配気配がががが感感感感じられるじられるじられるじられる季節季節季節季節になになになにな

るとるとるとると虫虫虫虫たちもたちもたちもたちも活動活動活動活動をををを止止止止めるめるめるめる頃頃頃頃ですですですです。。。。今月今月今月今月はははは、、、、生生生生きききき物物物物

がががが一番多一番多一番多一番多くくくく活動活動活動活動してしてしてしているいるいるいる区間区間区間区間ののののためためためため春春春春からからからから夏夏夏夏のののの間間間間

手手手手をををを着着着着けなかったけなかったけなかったけなかった二二二二のののの橋橋橋橋からからからから上流上流上流上流のののの大道橋大道橋大道橋大道橋までのまでのまでのまでの

草刈草刈草刈草刈りとりとりとりとゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

会長会長会長会長とととと副会長副会長副会長副会長のののの両巨頭両巨頭両巨頭両巨頭がががが二二二二のののの橋橋橋橋からからからから上流上流上流上流にににに向向向向かかかか

ってってってっ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、、、、残残残残りのりのりのりのメンバーメンバーメンバーメンバーはははは大道橋大道橋大道橋大道橋かかかか

らららら川川川川にににに降降降降りりりり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作業作業作業作業をををを開始開始開始開始しますしますしますします。。。。降降降降りりりり

口口口口にはにはにはには、、、、先日先日先日先日のののの台風台風台風台風のののの風風風風でででで落落落落ちたちたちたちた銀杏銀杏銀杏銀杏のののの実実実実がががが沢山落沢山落沢山落沢山落

ちていましたちていましたちていましたちていました。。。。    

今今今今までのまでのまでのまでの様様様様なななな猛暑猛暑猛暑猛暑のののの中中中中のののの作業作業作業作業とととと違違違違いいいい、、、、作業作業作業作業をしてをしてをしてをして

もももも滝滝滝滝のののの様様様様なななな汗汗汗汗はははは出出出出ませんませんませんません。。。。久久久久しぶりにしぶりにしぶりにしぶりに快適快適快適快適なななな環境環境環境環境のののの

中中中中でででで作業作業作業作業ががががはかどはかどはかどはかどりますりますりますります。。。。途中途中途中途中でででで１１１１回休回休回休回休みをみをみをみを取取取取りりりり、、、、

今回今回今回今回はははは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回収回収回収回収せずにせずにせずにせずに次月次月次月次月にににに回収回収回収回収するするするする

ことにしてことにしてことにしてことにして作業作業作業作業をををを終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。    

今回今回今回今回はははは台風一過後台風一過後台風一過後台風一過後のののの作業作業作業作業のためのためのためのため、、、、大大大大きなきなきなきなプラスチプラスチプラスチプラスチ

ックックックック製製製製のののの屋根板屋根板屋根板屋根板やややや大大大大きなきなきなきな発泡発泡発泡発泡スチロールスチロールスチロールスチロールのののの箱箱箱箱・・・・傘傘傘傘なななな

どをどをどをどを回収回収回収回収しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、生生生生ゴミゴミゴミゴミがががが入入入入ったったったったビニールビニールビニールビニール

袋袋袋袋もももも回収回収回収回収しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに家庭家庭家庭家庭ごみでしたごみでしたごみでしたごみでした。。。。    
回収回収回収回収したしたしたしたゴミゴミゴミゴミ（（（（プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製製製製のののの

屋根板屋根板屋根板屋根板、、、、発泡発泡発泡発泡スチロールスチロールスチロールスチロールのののの箱箱箱箱、、、、    

傘傘傘傘２２２２本本本本、、、、土嚢袋土嚢袋土嚢袋土嚢袋６６６６袋袋袋袋、、、、ポールポールポールポール等等等等））））    

大道橋下流大道橋下流大道橋下流大道橋下流のののの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作業作業作業作業    

加倉橋下加倉橋下加倉橋下加倉橋下のののの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作業作業作業作業    

９９９９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】】】】    

９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０    

大道大道大道大道橋橋橋橋～～～～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    
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１０１０１０１０／／／／２２２２（（（（日日日日））））秋秋秋秋のののの源流源流源流源流のののの森森森森たんけんたんけんたんけんたんけん＆＆＆＆キノコキノコキノコキノコ観察会観察会観察会観察会をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

参加者参加者参加者参加者はははは、、、、幼児幼児幼児幼児２２２２、、、、小学生小学生小学生小学生８８８８、、、、中学生中学生中学生中学生３３３３、、、、大人大人大人大人６６６６のののの計計計計１９１９１９１９人人人人。。。。    

今回今回今回今回ののののガイドガイドガイドガイドはははは、、、、本紙本紙本紙本紙でもおなじみでもおなじみでもおなじみでもおなじみ、、、、初代学初代学初代学初代学

生部部長生部部長生部部長生部部長でもありでもありでもありでもあり、、、、キノコキノコキノコキノコにとてもにとてもにとてもにとても詳詳詳詳しいしいしいしいイイイイイイイイ

ムラムラムラムラ画伯画伯画伯画伯ですですですです。。。。    

イイムライイムライイムライイムラ隊長隊長隊長隊長をををを先頭先頭先頭先頭にいざにいざにいざにいざ！！！！大道中学校裏大道中学校裏大道中学校裏大道中学校裏

山山山山へへへへ…………がががが、、、、キノコキノコキノコキノコらしいらしいらしいらしいキノコキノコキノコキノコはほとんどはほとんどはほとんどはほとんど見見見見らららら

れませんでしたれませんでしたれませんでしたれませんでした(>_<)(>_<)(>_<)(>_<)…………イイムライイムライイムライイムラ隊長曰隊長曰隊長曰隊長曰くくくく「「「「先先先先のののの

台風台風台風台風１５１５１５１５号号号号がががが海水海水海水海水をををを巻巻巻巻きききき上上上上げげげげ、、、、それによってそれによってそれによってそれによって塩塩塩塩

分分分分のののの含含含含まれたまれたまれたまれた雨雨雨雨がががが降降降降りりりり注注注注がれたがれたがれたがれた影響影響影響影響でででで大打撃大打撃大打撃大打撃

をををを受受受受けけけけ、、、、キノコキノコキノコキノコがががが見見見見られなくなったのだろうられなくなったのだろうられなくなったのだろうられなくなったのだろう」」」」…………とのこととのこととのこととのこと

でしたでしたでしたでした。。。。    

がががが、、、、キノコキノコキノコキノコはなくともはなくともはなくともはなくとも、、、、秋秋秋秋のののの恵恵恵恵みはあるみはあるみはあるみはある…………山山山山にににに普通普通普通普通ののののクククク

リリリリよりよりよりより小小小小さいがさいがさいがさいが美味美味美味美味しいしいしいしいヤマグリヤマグリヤマグリヤマグリがあるがあるがあるがある…………とととと、、、、思思思思ってってってって行行行行っっっっ

たらまだたらまだたらまだたらまだ木木木木についたままについたままについたままについたまま…………((((----____----;);););)（（（（自然自然自然自然はははは人間人間人間人間のののの都合通都合通都合通都合通りにりにりにりに

はならないのですねはならないのですねはならないのですねはならないのですね…………））））    

そこでそこでそこでそこで、、、、常林寺常林寺常林寺常林寺にににに行行行行きききき、、、、イヌガヤイヌガヤイヌガヤイヌガヤのののの実実実実をををを拾拾拾拾いいいい、、、、炒炒炒炒ってってってって食食食食

べましたべましたべましたべました。。。。    

「「「「おいしいおいしいおいしいおいしい！」！」！」！」とととと、、、、子子子子どもたちからのどもたちからのどもたちからのどもたちからの声声声声。。。。渋皮渋皮渋皮渋皮をしっかをしっかをしっかをしっか

りとるとりとるとりとるとりとると本当本当本当本当にうまいにうまいにうまいにうまい！！！！シイシイシイシイととととギンナギンナギンナギンナンンンンのののの間間間間みたいなみたいなみたいなみたいな味味味味

かなかなかなかな？？？？    

あとあとあとあと、、、、ヤマノイモヤマノイモヤマノイモヤマノイモのののの蔓蔓蔓蔓をををを探探探探してしてしてしてムカゴムカゴムカゴムカゴをををを採取採取採取採取するするするする。。。。ムカムカムカムカ

ゴゴゴゴををををバターバターバターバター醤油醤油醤油醤油でででで炒炒炒炒めてめてめてめて食食食食べるとこれまたべるとこれまたべるとこれまたべるとこれまた美味美味美味美味(^O^)(^O^)(^O^)(^O^)    

秋秋秋秋のののの味覚味覚味覚味覚をををを楽楽楽楽しめましたしめましたしめましたしめました。。。。    

子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが自発的自発的自発的自発的にににに調理調理調理調理したりしたりしたりしたり、、、、小小小小さなさなさなさな子子子子ををををねぎらねぎらねぎらねぎらっっっっ

たりたりたりたり、、、、大人大人大人大人にもにもにもにも気遣気遣気遣気遣いしたりといしたりといしたりといしたりと…………子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの成長成長成長成長もももも見見見見らららら

れたようなれたようなれたようなれたような気気気気がしましたがしましたがしましたがしました。。。。    

おなかもおなかもおなかもおなかも心心心心もももも、、、、恵恵恵恵みをいただいたみをいただいたみをいただいたみをいただいた秋秋秋秋のののの一日一日一日一日でしたでしたでしたでした。。。。    

秋秋秋秋のののの源流源流源流源流のののの森森森森たんけんたんけんたんけんたんけん＆＆＆＆キノコキノコキノコキノコ観察会観察会観察会観察会                                【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告４４４４】】】】    

１０１０１０１０月月月月２２２２日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００                        山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治    
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池掃除池掃除池掃除池掃除にうってつけのにうってつけのにうってつけのにうってつけの好天好天好天好天にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた秋秋秋秋のののの一日一日一日一日、、、、

４６４６４６４６人人人人ののののボランティアボランティアボランティアボランティアがががが大道小大道小大道小大道小ののののトンボトンボトンボトンボ池池池池にににに集集集集いいいい

ましたましたましたました。。。。    

まずはまずはまずはまずは、、、、４４４４年生年生年生年生がががが中心中心中心中心になってになってになってになって、、、、小魚小魚小魚小魚ををををすくすくすくすくいあいあいあいあ

げげげげ、、、、池底池底池底池底にたまったにたまったにたまったにたまったヘドロヘドロヘドロヘドロををををどんどんかきだしましどんどんかきだしましどんどんかきだしましどんどんかきだしまし

たたたた。。。。ザリガニザリガニザリガニザリガニはははは大小含大小含大小含大小含めてめてめてめて１００１００１００１００匹近匹近匹近匹近くもくもくもくも捕獲捕獲捕獲捕獲するするするする

ことができましたことができましたことができましたことができました。。。。大収穫大収穫大収穫大収穫ですですですです。。。。    

大人大人大人大人もももも子子子子どももどももどももどもも泥泥泥泥だらけになってだらけになってだらけになってだらけになって作業作業作業作業がががが進進進進んでんでんでんで

いきますいきますいきますいきます。。。。昼時昼時昼時昼時にはにはにはには豚汁豚汁豚汁豚汁とおにぎりでとおにぎりでとおにぎりでとおにぎりで一休一休一休一休みしみしみしみし、、、、午午午午

後後後後からはからはからはからは葦船葦船葦船葦船のののの解体作業解体作業解体作業解体作業もももも平行平行平行平行してしてしてして行行行行いましたいましたいましたいました。。。。作作作作

業業業業がががが終終終終わるころにはわるころにはわるころにはわるころには、、、、すいとんのすいとんのすいとんのすいとんの差差差差しししし入入入入れれれれ。。。。体体体体がぽがぽがぽがぽ

かぽかかぽかかぽかかぽか温温温温まりましたまりましたまりましたまりました。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく子子子子どもたちのはたらどもたちのはたらどもたちのはたらどもたちのはたら

きぶりときぶりときぶりときぶりと、、、、大人大人大人大人もももも子子子子どもにどもにどもにどもに負負負負けじとけじとけじとけじと力力力力をををを出出出出しししし切切切切ってってってって

汗汗汗汗をかいていたのがをかいていたのがをかいていたのがをかいていたのが印象的印象的印象的印象的でしたでしたでしたでした。。。。    

次次次次のののの日日日日、、、、大人大人大人大人はははは筋肉痛筋肉痛筋肉痛筋肉痛におそわれましたがにおそわれましたがにおそわれましたがにおそわれましたが、、、、子子子子どどどど

もたちはもたちはもたちはもたちは平然平然平然平然とととと外外外外でででで遊遊遊遊んでいてんでいてんでいてんでいて子子子子どものどものどものどもの回復力回復力回復力回復力にににに

驚驚驚驚かされましたかされましたかされましたかされました。。。。    

リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュしたしたしたしたトンボトンボトンボトンボ池池池池はははは静静静静かにかにかにかに冬冬冬冬をををを越越越越しししし、、、、にににに

ぎやかなぎやかなぎやかなぎやかな春春春春のののの訪訪訪訪れをれをれをれを待待待待ちますちますちますちます。。。。    

    

    

 

 

 

参加参加参加参加者者者者：：：：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、、、、八木場紀元八木場紀元八木場紀元八木場紀元、、、、村田章夫村田章夫村田章夫村田章夫、、、、石渡博石渡博石渡博石渡博、、、、廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫、、、、成島成島成島成島みゆきみゆきみゆきみゆき、、、、    

細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計８８８８名名名名））））    

肌寒肌寒肌寒肌寒いいいい日日日日がががが続続続続きききき秋本番秋本番秋本番秋本番をををを思思思思わせるわせるわせるわせる日日日日からからからから一転一転一転一転、、、、夏日夏日夏日夏日をををを思思思思わせるわせるわせるわせる当日当日当日当日、、、、先日先日先日先日からからからから降降降降りりりり続続続続いいいい

１０１０１０１０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６６６６】】】】    

１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０    

朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈橋橋橋橋～～～～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    

とんぼとんぼとんぼとんぼ池池池池エコアップエコアップエコアップエコアップ（（（（大掃除大掃除大掃除大掃除））））                                【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告５５５５】】】】    

１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土土土土））））    ８８８８：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０                    押田押田押田押田    健健健健    
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ていたていたていたていた雨雨雨雨がががが作業開始前作業開始前作業開始前作業開始前にににに上上上上がりがりがりがり、、、、暑暑暑暑くもくもくもくも寒寒寒寒くもないくもないくもないくもない絶好絶好絶好絶好のののの日和日和日和日和となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬さんにさんにさんにさんに上流域上流域上流域上流域（（（（朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋～～～～二二二二のののの橋間橋間橋間橋間））））ののののゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを担当担当担当担当してもらいしてもらいしてもらいしてもらい、、、、他他他他ののののメンバーメンバーメンバーメンバー

ははははちとせちとせちとせちとせ園園園園からからからから川川川川にににに下下下下りりりり、、、、中野橋中野橋中野橋中野橋～～～～二二二二のののの橋下流橋下流橋下流橋下流までのまでのまでのまでの草刈草刈草刈草刈りりりり作業作業作業作業をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

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生先生先生先生からからからから授業授業授業授業でででで「「「「じゅずっこじゅずっこじゅずっこじゅずっこ」」」」のののの実実実実をををを使使使使うのでうのでうのでうので完全完全完全完全にににに実実実実がががが乾乾乾乾くまでくまでくまでくまで残残残残してしてしてして

置置置置いてほしいといういてほしいといういてほしいといういてほしいという要請要請要請要請がありがありがありがあり、、、、先月刈先月刈先月刈先月刈りりりり取取取取らなかったらなかったらなかったらなかった「「「「じゅずっこじゅずっこじゅずっこじゅずっこ」」」」のののの草草草草をををを刈刈刈刈りりりり取取取取りまりまりまりま

すすすす。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

またまたまたまた、、、、水深水深水深水深がががが深深深深くくくく先月草刈先月草刈先月草刈先月草刈りがりがりがりが出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった第二山王橋上流第二山王橋上流第二山王橋上流第二山王橋上流のののの草草草草をををを胴長胴長胴長胴長をををを着着着着けてけてけてけて川川川川にににに入入入入

りりりり刈刈刈刈りりりり取取取取りますりますりますります。。。。羽板羽板羽板羽板からからからから外外外外れるとれるとれるとれると更更更更にににに深深深深いためいためいためいため羽板羽板羽板羽板からからからから落落落落ちないようにちないようにちないようにちないように慎重慎重慎重慎重にににに作業作業作業作業をををを行行行行

いますいますいますいます。。。。このこのこのこの場所場所場所場所はははは川川川川のののの流流流流れがれがれがれが澱澱澱澱んでいるためんでいるためんでいるためんでいるため水水水水がががが

流流流流れずれずれずれず、、、、刈刈刈刈ったったったった草草草草がががが下流下流下流下流にににに流流流流れていかないためれていかないためれていかないためれていかないため回収回収回収回収

できないのでできないのでできないのでできないので、、、、長長長長いいいい棒棒棒棒でででで草草草草をををを下流側下流側下流側下流側にににに押押押押していきましていきましていきましていきま

すすすす。。。。このこのこのこの作業作業作業作業はははは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか力力力力がががが要要要要るるるる作業作業作業作業でででで、、、、しばらしばらしばらしばら

くくくくするとするとするとすると腰腰腰腰がががが痛痛痛痛くなるくなるくなるくなる状況状況状況状況でしたでしたでしたでした。。。。    

やっとやっとやっとやっと、、、、集集集集めためためためた草草草草ををををビニールビニールビニールビニール紐紐紐紐でででで束束束束ねねねね、、、、次月次月次月次月にににに回回回回

収収収収するためするためするためするため川川川川のののの中州中州中州中州とととと両側両側両側両側のののの陸地陸地陸地陸地においておきまにおいておきまにおいておきまにおいておきま

したしたしたした。。。。    

    

    

    

    

    

    

第二山王橋上流第二山王橋上流第二山王橋上流第二山王橋上流＜＜＜＜草刈草刈草刈草刈りりりり後後後後＞＞＞＞    第二山王橋上流第二山王橋上流第二山王橋上流第二山王橋上流＜＜＜＜草刈草刈草刈草刈りりりり前前前前＞＞＞＞    

回収回収回収回収したしたしたした刈刈刈刈りりりり取取取取ったったったった草草草草    

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束束束束ねていますねていますねていますねています    

回収回収回収回収したしたしたしたゴミゴミゴミゴミ９９９９袋袋袋袋（（（（事前事前事前事前にににに回収回収回収回収したしたしたしたゴミゴミゴミゴミ３３３３袋含袋含袋含袋含むむむむ））））    
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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文化祭文化祭文化祭文化祭にににに、、、、今年今年今年今年もももも参加参加参加参加させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。    

展示展示展示展示するするするする生生生生きものをきものをきものをきものを集集集集めるためのめるためのめるためのめるための魚魚魚魚とりはとりはとりはとりは雨雨雨雨でででで中止中止中止中止となったためとなったためとなったためとなったため、、、、1111 日目日目日目日目はははは山田山田山田山田さんさんさんさんがががが、、、、

2222 日目日目日目日目はははは佐野佐野佐野佐野さんさんさんさん、、、、埜田埜田埜田埜田（（（（たすくたすくたすくたすく））））くんくんくんくん、、、、山田山田山田山田さんさんさんさんがががが色色色色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捕獲捕獲捕獲捕獲しましたしましたしましたしました。。。。    

展示展示展示展示したしたしたした生生生生きものはきものはきものはきものは、、、、アユアユアユアユ、、、、ウナギウナギウナギウナギ、、、、ホトケホトケホトケホトケ

ドジョウドジョウドジョウドジョウ、、、、メダカメダカメダカメダカ、、、、マハゼマハゼマハゼマハゼ、、、、チチブチチブチチブチチブ、、、、ウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリ、、、、

スミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリ、、、、ビリンゴビリンゴビリンゴビリンゴ、、、、コシボソコシボソコシボソコシボソヤンマヤンマヤンマヤンマ（（（（ヤヤヤヤ

ゴゴゴゴ）、）、）、）、ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ（（（（ヤゴヤゴヤゴヤゴ）、）、）、）、コオニヤンマコオニヤンマコオニヤンマコオニヤンマ（（（（ヤヤヤヤ

ゴゴゴゴ）、）、）、）、テナガエビテナガエビテナガエビテナガエビでしたでしたでしたでした。。。。またまたまたまた、、、、ミシシッピーミシシッピーミシシッピーミシシッピー

アカミミガメアカミミガメアカミミガメアカミミガメののののタッチングコーナータッチングコーナータッチングコーナータッチングコーナーもももも開開開開きまきまきまきま

したしたしたした。。。。    

展示展示展示展示ではではではでは、、、、こんなにたくさんのこんなにたくさんのこんなにたくさんのこんなにたくさんの種類種類種類種類のののの生生生生きもきもきもきも

のがいるとはのがいるとはのがいるとはのがいるとは思思思思わなかったとわなかったとわなかったとわなかったと驚驚驚驚かれることがかれることがかれることがかれることが

多多多多かったですかったですかったですかったです。。。。またまたまたまた、、、、アユアユアユアユややややウナギウナギウナギウナギ、、、、大大大大きなきなきなきなテテテテ

ナガエビナガエビナガエビナガエビがががが話題話題話題話題でででで、、、、みなさんからみなさんからみなさんからみなさんから「「「「美味美味美味美味しそうしそうしそうしそう」」」」

というというというという感想感想感想感想もちらほらいただきましたもちらほらいただきましたもちらほらいただきましたもちらほらいただきました。。。。これをこれをこれをこれを

機機機機にににに、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川やややや侍従川侍従川侍従川侍従川のののの生生生生きものにきものにきものにきものに興味興味興味興味をををを持持持持っっっっ

てててて頂頂頂頂けたらけたらけたらけたら嬉嬉嬉嬉しいなしいなしいなしいな、、、、とととと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

応援応援応援応援にににに来来来来てててて下下下下さったさったさったさった細川細川細川細川さんさんさんさん、、、、廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬さんさんさんさん、、、、ああああ

りがとうございましたりがとうございましたりがとうございましたりがとうございました。。。。    

    

    

    

    

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、、、、西澤博厚西澤博厚西澤博厚西澤博厚、、、、長橋輝明長橋輝明長橋輝明長橋輝明、、、、石渡博石渡博石渡博石渡博、、、、石塚正夫石塚正夫石塚正夫石塚正夫、、、、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）、）、）、）、

廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫、、、、寺尾勝廣寺尾勝廣寺尾勝廣寺尾勝廣、、、、長﨑光則長﨑光則長﨑光則長﨑光則、、、、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計１０１０１０１０名名名名））））    

地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化ののののためためためためかかかか分分分分かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、11111111 月下旬月下旬月下旬月下旬にしてはにしてはにしてはにしては暖暖暖暖かいかいかいかい日日日日がががが続続続続きましたきましたきましたきました。。。。先月先月先月先月

草刈草刈草刈草刈りりりり作業作業作業作業がががが一通一通一通一通りりりり終終終終わったこととわったこととわったこととわったことと、、、、11111111 月月月月 14141414 日日日日～～～～16161616 日日日日までのまでのまでのまでの３３３３日間日間日間日間、、、、治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所がががが

行行行行ったったったった草刈草刈草刈草刈りりりり（（（（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までまでまでまで、、、、護岸護岸護岸護岸をををを含含含含めめめめ））））作業作業作業作業によりによりによりにより、、、、草草草草がががが綺麗綺麗綺麗綺麗にににに刈刈刈刈りりりり取取取取られられられられ、、、、

地表地表地表地表がががが露出露出露出露出したためしたためしたためしたため今回今回今回今回ははははゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを重点的重点的重点的重点的にににに行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

１１１１１１１１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８８８８】】】】    

１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０    

                            大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋～～～～朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋                                    細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    

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文化祭文化祭文化祭文化祭    ～～～～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～～～～            【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告７７７７】】】】    

１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００                成島成島成島成島みゆきみゆきみゆきみゆき    



13／24 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

メンバーメンバーメンバーメンバーをををを３３３３手手手手にわけにわけにわけにわけ、、、、1111 グループグループグループグループはははは大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋からからからから上流上流上流上流にににに向向向向かいかいかいかい、、、、２２２２グループグループグループグループはははは二二二二のののの橋橋橋橋

（（（（ちとせちとせちとせちとせ園園園園からからからから上流上流上流上流にににに向向向向かいかいかいかい、、、、３３３３グループグループグループグループはははは地蔵前橋地蔵前橋地蔵前橋地蔵前橋からからからから川川川川にににに下下下下りりりり、、、、朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋までまでまでまで遡遡遡遡ってってってって

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ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

今回今回今回今回はははは山王橋上流山王橋上流山王橋上流山王橋上流ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製製製製のののの大大大大きなきなきなきな蓋蓋蓋蓋やややや板板板板、、、、加倉橋下流加倉橋下流加倉橋下流加倉橋下流のののの発泡発泡発泡発泡スチロールスチロールスチロールスチロールのののの箱箱箱箱

ややややコンビニコンビニコンビニコンビニ袋袋袋袋にににに入入入入ったったったった状態状態状態状態ののののゴミゴミゴミゴミなどなどなどなど大型大型大型大型ののののゴミゴミゴミゴミががが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。。。。    

治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所がががが行行行行ったったったった草刈草刈草刈草刈りのりのりのりの結果地表結果地表結果地表結果地表がががが大大大大きくきくきくきく露出露出露出露出したためしたためしたためしたため、、、、今今今今までまでまでまで見見見見つからなかったつからなかったつからなかったつからなかった

ガラスガラスガラスガラス片片片片がががが非常非常非常非常にににに多多多多くくくく見見見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。。。。小学生小学生小学生小学生がががが裸足裸足裸足裸足でででで川川川川にににに入入入入るるるる時時時時があるためがあるためがあるためがあるため、、、、足足足足をををを切切切切らららら

ないようにないようにないようにないように小小小小さなさなさなさなガラスガラスガラスガラス片片片片もももも見逃見逃見逃見逃さないようにさないようにさないようにさないように回収回収回収回収しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、傘傘傘傘がががが５５５５本本本本とととと植木用植木用植木用植木用にににに

使使使使うううう支柱支柱支柱支柱がががが何本何本何本何本もももも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。。。。傘傘傘傘はははは家家家家にににに帰帰帰帰るるるる途中途中途中途中でででで壊壊壊壊れたものをれたものをれたものをれたものを、、、、支柱支柱支柱支柱はわざわざはわざわざはわざわざはわざわざ川川川川

にににに持持持持ってきてってきてってきてってきて捨捨捨捨てるてるてるてる事事事事ももももなななないといといといと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、川川川川にににに面面面面したしたしたした家家家家からからからから捨捨捨捨てられるのかてられるのかてられるのかてられるのか、、、、いずれいずれいずれいずれ

にしろにしろにしろにしろ地元地元地元地元をををを流流流流れるれるれるれる川川川川ををををゴミゴミゴミゴミ箱箱箱箱とととと思思思思っているっているっているっている人人人人がががが多多多多いのはいのはいのはいのは非常非常非常非常にににに残念残念残念残念でででで自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの無力無力無力無力

感感感感をををを覚覚覚覚えますえますえますえます。。。。    

大道橋大道橋大道橋大道橋のののの下下下下でででで見見見見つけたつけたつけたつけた空空空空きききき缶缶缶缶をををを拾拾拾拾ってってってって水水水水をををを切切切切っているとっているとっているとっていると、、、、中中中中でごそごそとでごそごそとでごそごそとでごそごそと動動動動くものがあくものがあくものがあくものがあ

りますりますりますります。。。。見見見見るとるとるとると中中中中にににに魚魚魚魚がががが入入入入っていましたっていましたっていましたっていました。。。。小小小小さなさなさなさな隙間隙間隙間隙間でもでもでもでも魚魚魚魚がががが棲棲棲棲みかみかみかみかにしているにしているにしているにしている事事事事がががが分分分分かかかか

りましたりましたりましたりました。。。。出来出来出来出来たらたらたらたら、、、、小小小小さなさなさなさな隙間隙間隙間隙間ががががいっぱいいっぱいいっぱいいっぱいあるものあるものあるものあるもの（（（（コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートなどなどなどなど））））をををを川川川川にににに沈沈沈沈めるめるめるめる

とととと魚魚魚魚がががが増増増増えてくるかもえてくるかもえてくるかもえてくるかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。    

    

    

    

    

    

    

    回収回収回収回収したしたしたしたゴミゴミゴミゴミ９９９９袋袋袋袋（（（（大大大大きなきなきなきなプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製製製製のののの

蓋蓋蓋蓋とととと板板板板、、、、植木植木植木植木のののの支柱支柱支柱支柱とととと傘傘傘傘））））    
大道橋下流大道橋下流大道橋下流大道橋下流ののののゴミゴミゴミゴミ（（（（確信犯確信犯確信犯確信犯？）？）？）？）    

加倉橋加倉橋加倉橋加倉橋のののの掲示掲示掲示掲示    長島橋長島橋長島橋長島橋のののの草刈草刈草刈草刈りりりり（（（（治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所））））11111111 月月月月 14141414 日日日日～～～～16161616 日日日日    



14／24 

    

    

    

12121212／／／／11111111 日日日日にににに「「「「冬冬冬冬のののの源流源流源流源流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」」」」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。。。。参加者参加者参加者参加者はははは 28282828 名名名名（（（（幼児幼児幼児幼児３３３３、、、、小学生小学生小学生小学生 14141414、、、、学生学生学生学生２２２２、、、、

大人大人大人大人９９９９））））そのそのそのその内内内内、、、、初参加初参加初参加初参加はははは 18181818 名名名名ととととフレッシュフレッシュフレッシュフレッシュなななな顔顔顔顔ぶれぶれぶれぶれ！！！！    

大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校をををを出発出発出発出発してしてしてして朝夷奈切朝夷奈切朝夷奈切朝夷奈切りりりり通通通通しにしにしにしに到着到着到着到着。。。。するとすぐするとすぐするとすぐするとすぐ

ににににアリジゴクアリジゴクアリジゴクアリジゴクややややアライグマアライグマアライグマアライグマのののの足跡足跡足跡足跡がががが発見発見発見発見されされされされ、、、、みんなみんなみんなみんな夢中夢中夢中夢中にににに

なってなってなってなって観察観察観察観察していましたしていましたしていましたしていました。。。。    

次次次次ににににアオキアオキアオキアオキのののの実飛実飛実飛実飛ばしばしばしばし。。。。男男男男のののの子子子子たちがものすごいたちがものすごいたちがものすごいたちがものすごい飛距離飛距離飛距離飛距離をををを

飛飛飛飛ばせばばせばばせばばせば、、、、初参加初参加初参加初参加ののののガールスカウトガールスカウトガールスカウトガールスカウトたちはたちはたちはたちは美美美美しいしいしいしい放物線放物線放物線放物線をををを描描描描

いていていていて…………。。。。飛飛飛飛んでいくんでいくんでいくんでいく実実実実ひとつひひとつひひとつひひとつひとつにとつにとつにとつに個性個性個性個性がががが感感感感じられましたじられましたじられましたじられました。。。。    

三郎三郎三郎三郎のののの滝滝滝滝ではではではでは、、、、ホトケドジョウホトケドジョウホトケドジョウホトケドジョウややややカワトンボカワトンボカワトンボカワトンボ

ののののヤゴヤゴヤゴヤゴなどなどなどなど、、、、水棲生物水棲生物水棲生物水棲生物もももも観察観察観察観察しましたしましたしましたしました。。。。中中中中でもでもでもでも

ハリガネムシハリガネムシハリガネムシハリガネムシはははは（（（（あるあるあるある意味意味意味意味？）？）？）？）大人気大人気大人気大人気でしたでしたでしたでした。。。。    

    即席即席即席即席でででで作作作作ったったったった竹笛竹笛竹笛竹笛をををを吹吹吹吹きながらきながらきながらきながら頂上頂上頂上頂上にににに着着着着くくくく

とととと、、、、そこにそこにそこにそこに待待待待っていたのはっていたのはっていたのはっていたのはパノラマパノラマパノラマパノラマのののの景色景色景色景色とととと綺綺綺綺

麗麗麗麗なななな富士山富士山富士山富士山！！！！ひたすらひたすらひたすらひたすらカメラカメラカメラカメラののののシャッターシャッターシャッターシャッターをををを

切切切切りりりり続続続続けるけるけるける人人人人、、、、目目目目にににに焼焼焼焼きききき付付付付けるようけるようけるようけるよう静静静静かにじっかにじっかにじっかにじっ

とととと眺眺眺眺めめめめ続続続続けるけるけるける人人人人。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの形形形形でででで、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの

アルバムアルバムアルバムアルバムにににに残残残残していましたしていましたしていましたしていました。。。。    

そんなそんなそんなそんな素敵素敵素敵素敵ななななロケーションロケーションロケーションロケーションでででで昼食昼食昼食昼食をおいしをおいしをおいしをおいし

くくくく食食食食べたべたべたべた後後後後はははは、、、、全員全員全員全員でででで協力協力協力協力してしてしてして集集集集めためためためたドングリドングリドングリドングリ

（（（（アラカシアラカシアラカシアラカシ））））やややや、、、、つるをつるをつるをつるを使使使使ってってってってリースリースリースリース作作作作りをりをりをりを開開開開

始始始始。。。。    

もうもうもうもう一方一方一方一方ではではではでは石黒勇次君指導石黒勇次君指導石黒勇次君指導石黒勇次君指導のののの下下下下、、、、弓矢作弓矢作弓矢作弓矢作りりりり。。。。

子子子子どもどもどもどもたちがたちがたちがたちが横一列横一列横一列横一列にににに並並並並んでんでんでんで、、、、一斉一斉一斉一斉にににに弓弓弓弓をををを構構構構ええええ

るるるる光景光景光景光景はははは、、、、まるでまるでまるでまるで戦国時代戦国時代戦国時代戦国時代ににににタイムスリップタイムスリップタイムスリップタイムスリップしたようなしたようなしたようなしたような迫力迫力迫力迫力がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

帰帰帰帰りりりり道道道道、、、、フユイチゴフユイチゴフユイチゴフユイチゴややややアラゲキクラゲアラゲキクラゲアラゲキクラゲアラゲキクラゲなどなどなどなど面白面白面白面白いいいい物物物物をををを発見発見発見発見しつつしつつしつつしつつ、、、、一部滑一部滑一部滑一部滑りりりり落落落落ちながらちながらちながらちながら

もももも（？）（？）（？）（？）全員無事全員無事全員無事全員無事にににに下山下山下山下山するするするする事事事事がががが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。    

常連常連常連常連のののの子子子子たちがたちがたちがたちが、、、、自分自分自分自分からからからから進進進進んでみんなにんでみんなにんでみんなにんでみんなに教教教教えたりえたりえたりえたり気遣気遣気遣気遣ったりったりったりったり…………。。。。    

とてもとてもとてもとても頼頼頼頼もしくもしくもしくもしく見見見見えたえたえたえた一日一日一日一日でしたでしたでしたでした。。。。参加者参加者参加者参加者のののの皆様皆様皆様皆様、、、、おおおお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした。。。。    

冬冬冬冬のののの源流源流源流源流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                        【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告９９９９】】】】    

１２１２１２１２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００                西井洋一西井洋一西井洋一西井洋一    
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だより      
    

≪≪≪≪おおおお月見月見月見月見のののの会会会会≫≫≫≫    

１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））夜夜夜夜、、、、１５０１５０１５０１５０人人人人をををを数数数数えるえるえるえる地域地域地域地域のののの方方方方々々々々がががが、、、、和和和和ろうそろうそろうそろうそくでくでくでくでライトアップライトアップライトアップライトアップささささ

れたれたれたれたトンボトンボトンボトンボ池池池池のののの周周周周りにりにりにりに集集集集まっておまっておまっておまってお月見団子月見団子月見団子月見団子をいただきながらをいただきながらをいただきながらをいただきながら、、、、おおおお囃子囃子囃子囃子やややや歌歌歌歌をををを楽楽楽楽しみましたしみましたしみましたしみました。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

≪≪≪≪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≫≫≫≫    

    大道村大道村大道村大道村はははは、、、、ほぼほぼほぼほぼ完成完成完成完成したのでしたのでしたのでしたので、「、「、「、「ソフトソフトソフトソフトのののの部分部分部分部分」」」」でででで地地地地

域貢献域貢献域貢献域貢献をとをとをとをと考考考考ええええ、「、「、「、「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」」」」がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。    

    地域地域地域地域にににに伝伝伝伝わるわるわるわる昔話昔話昔話昔話やややや言言言言いいいい伝伝伝伝えをえをえをえを記録記録記録記録してしてしてして残残残残していくしていくしていくしていく

活動活動活動活動ですですですです。。。。第第第第１１１１回回回回はははは、、、、三艘三艘三艘三艘のののの大川大川大川大川    基義基義基義基義さんにさんにさんにさんに、、、、第第第第２２２２回回回回

はははは、、、、川川川川のののの須藤須藤須藤須藤    忠忠忠忠さんにさんにさんにさんに、、、、第第第第３３３３回回回回はははは、、、、大道大道大道大道のののの青木青木青木青木    テツテツテツテツ子子子子

さんとさんとさんとさんと鈴木鈴木鈴木鈴木    スヱスヱスヱスヱさんにおさんにおさんにおさんにお話話話話しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました。。。。    

昔昔昔昔のののの大道六浦大道六浦大道六浦大道六浦のののの様子様子様子様子やややや侍従川侍従川侍従川侍従川のののの様子様子様子様子、、、、まちのまちのまちのまちの移移移移

りりりり変変変変わりやわりやわりやわりや年中行年中行年中行年中行事事事事などなどなどなど、、、、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をたくさをたくさをたくさ

んんんん伺伺伺伺うことができましたうことができましたうことができましたうことができました。。。。    

次回次回次回次回はははは、、、、１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土））））をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。    

是非是非是非是非、、、、みなさんみなさんみなさんみなさん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。。。。    

第２回 須藤さん 

第３回 青木さんと鈴木さん    
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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    
じじぃじじぃじじぃじじぃ会会会会シリーズシリーズシリーズシリーズ①①①①    －－－－キャロットキャロットキャロットキャロットのののの謎謎謎謎はははは事務局長事務局長事務局長事務局長がががが握握握握るるるる！？－！？－！？－！？－    

皆皆皆皆さんもよくごさんもよくごさんもよくごさんもよくご存存存存じのじのじのじの通通通通りりりり、、、、今今今今のののの侍従会侍従会侍従会侍従会がががが２０２０２０２０年近年近年近年近くくくく、、、、衰衰衰衰えることなくえることなくえることなくえることなく活動活動活動活動できているできているできているできている

のはのはのはのは、、、、一一一一つのつのつのつの理由理由理由理由としてとしてとしてとして元気元気元気元気でででで強力強力強力強力なおじさんたちのなおじさんたちのなおじさんたちのなおじさんたちの存在存在存在存在があったからこそですがあったからこそですがあったからこそですがあったからこそです。。。。そしてそしてそしてそして

そんなそんなそんなそんな元気元気元気元気でででで強力強力強力強力なおじさんたちのなおじさんたちのなおじさんたちのなおじさんたちの存在感存在感存在感存在感からからからから、、、、侍侍侍侍

従会従会従会従会はははは、、、、一部一部一部一部のののの人人人人たちからたちからたちからたちから““““じじぃじじぃじじぃじじぃ会会会会””””とととと呼呼呼呼ばれてばれてばれてばれて

いるそうですいるそうですいるそうですいるそうです。。。。私私私私はははは個人的個人的個人的個人的にこのにこのにこのにこのネーミネーミネーミネーミングセンスングセンスングセンスングセンス

をををを気気気気にいっているのでにいっているのでにいっているのでにいっているので、、、、今回今回今回今回からからからから““““じじぃじじぃじじぃじじぃ会会会会シリーシリーシリーシリー

ズズズズ””””ということでということでということでということで、、、、私私私私がががが印象印象印象印象にににに残残残残っているおじさんっているおじさんっているおじさんっているおじさん

たちとのたちとのたちとのたちとの思思思思いいいい出話出話出話出話をををを少少少少しずつしずつしずつしずつ紹介紹介紹介紹介していこうとしていこうとしていこうとしていこうと思思思思

いますいますいますいます。。。。    

昔昔昔昔、、、、六浦駅六浦駅六浦駅六浦駅のののの近近近近くにくにくにくに““““キャロットキャロットキャロットキャロット””””というというというという子子子子どもどもどもども

たちにたちにたちにたちに大人気大人気大人気大人気のののの駄菓子屋駄菓子屋駄菓子屋駄菓子屋さんがありましたさんがありましたさんがありましたさんがありました。。。。そこにそこにそこにそこに

行行行行くといつもくといつもくといつもくといつも、、、、気気気気さくでさくでさくでさくで明明明明るいおばさんがいましたるいおばさんがいましたるいおばさんがいましたるいおばさんがいました。。。。

またまたまたまた、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの間間間間ではではではでは、「、「、「、「キャロットキャロットキャロットキャロットでででで売売売売ってってってって

いるいるいるいるパチンコパチンコパチンコパチンコのののの威力威力威力威力はははは最強最強最強最強だだだだ！」！」！」！」というというというという噂噂噂噂やややや「「「「おばおばおばおば

さんがさんがさんがさんがサービスサービスサービスサービスしてくれたしてくれたしてくれたしてくれた！」！」！」！」というようなというようなというようなというような自慢自慢自慢自慢がががが

話題話題話題話題になるほどになるほどになるほどになるほど近隣学区近隣学区近隣学区近隣学区ではではではでは有名有名有名有名なななな駄菓子屋駄菓子屋駄菓子屋駄菓子屋さんさんさんさん

でしたでしたでしたでした。。。。しかししかししかししかし、、、、キャロットキャロットキャロットキャロットはははは、、、、私私私私にとにとにとにとってってってって不思議不思議不思議不思議

なななな点点点点がいくつかありましたがいくつかありましたがいくつかありましたがいくつかありました。。。。一一一一つはつはつはつは稀稀稀稀ににににフナフナフナフナややややハゼハゼハゼハゼ

がががが入入入入ったったったった水槽水槽水槽水槽がががが展示展示展示展示されることされることされることされること。。。。もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、なぜなぜなぜなぜ

かかかか侍従会侍従会侍従会侍従会にににに入会入会入会入会するするするする場合場合場合場合ははははキャロットキャロットキャロットキャロットにににに行行行行かなけかなけかなけかなけ

ればればればれば入会申込書入会申込書入会申込書入会申込書がががが手手手手にににに入入入入らないことでしたらないことでしたらないことでしたらないことでした。。。。キャロキャロキャロキャロ

ットットットットのおばさんとのおばさんとのおばさんとのおばさんと侍従会侍従会侍従会侍従会はどういうはどういうはどういうはどういう繋繋繋繋がりがあるがりがあるがりがあるがりがある

のだろうかのだろうかのだろうかのだろうか？？？？私私私私はそのはそのはそのはその接点接点接点接点がまったくがまったくがまったくがまったく分分分分かりませかりませかりませかりませ

んでしたんでしたんでしたんでした。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその謎謎謎謎がががが解解解解けるけるけるける前前前前にににに、、、、残念残念残念残念ながながながなが

ららららキャロットキャロットキャロットキャロットはおはおはおはお店店店店をををを閉閉閉閉めてしまったのですめてしまったのですめてしまったのですめてしまったのです。。。。    

さてさてさてさて、、、、話話話話はははは 2002200220022002 年年年年のののの夏夏夏夏にににに移移移移りますりますりますります。。。。このこのこのこの年年年年、、、、

中学中学中学中学２２２２年年年年生生生生であったであったであったであった私私私私はははは、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ中中中中、、、、タガメタガメタガメタガメのののの研究研究研究研究

（（（（研究研究研究研究とととと言言言言えばえばえばえば聞聞聞聞こえがいいがこえがいいがこえがいいがこえがいいが実際実際実際実際のところのところのところのところ趣味趣味趣味趣味

であるであるであるである））））にににに没頭没頭没頭没頭しししし、、、、理科理科理科理科ののののコンクールコンクールコンクールコンクールでででで横浜市長賞横浜市長賞横浜市長賞横浜市長賞
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をををを受賞受賞受賞受賞したのでしたしたのでしたしたのでしたしたのでした。。。。当初本人当初本人当初本人当初本人はあまりはあまりはあまりはあまり実感実感実感実感がありませんでしたががありませんでしたががありませんでしたががありませんでしたが、、、、侍従会侍従会侍従会侍従会のおじさんたのおじさんたのおじさんたのおじさんた

ちはすごくちはすごくちはすごくちはすごく喜喜喜喜んでくれましたんでくれましたんでくれましたんでくれました。。。。おじさんたちにおじさんたちにおじさんたちにおじさんたちに褒褒褒褒められるとめられるとめられるとめられると私私私私もももも段段段段々々々々とととと嬉嬉嬉嬉しくなりしくなりしくなりしくなり満更満更満更満更でででで

もなくなってきたのですがもなくなってきたのですがもなくなってきたのですがもなくなってきたのですが、、、、このこのこのこの時時時時のことがきっかけでのことがきっかけでのことがきっかけでのことがきっかけで、、、、侍従会発足当時侍従会発足当時侍従会発足当時侍従会発足当時からごからごからごからご活躍活躍活躍活躍されされされされ

ているおじさんたちともているおじさんたちともているおじさんたちともているおじさんたちとも顔見知顔見知顔見知顔見知りになりりになりりになりりになり、、、、可愛可愛可愛可愛がっていただけるようになりましたがっていただけるようになりましたがっていただけるようになりましたがっていただけるようになりました。。。。そしそしそしそし

てそのてそのてそのてその中中中中でもでもでもでも特特特特によくによくによくによく声声声声をかけてくれたのがをかけてくれたのがをかけてくれたのがをかけてくれたのが事務局長事務局長事務局長事務局長のののの長橋長橋長橋長橋さんでしたさんでしたさんでしたさんでした。。。。    

長橋長橋長橋長橋さんはさんはさんはさんは、、、、口調口調口調口調やややや雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気がなんとなくがなんとなくがなんとなくがなんとなくダンディダンディダンディダンディでちょっとでちょっとでちょっとでちょっとカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイおじさんでしたおじさんでしたおじさんでしたおじさんでした。。。。

ちなみちなみちなみちなみにににに成島成島成島成島さんにさんにさんにさんに言言言言わせるとわせるとわせるとわせると““““今今今今までまでまでまで会会会会ったったったったダンディダンディダンディダンディななななオジオジオジオジ様様様様ランキングランキングランキングランキング””””ののののベストベストベストベスト３３３３

にににに入入入入っているそうですっているそうですっているそうですっているそうです。。。。しかししかししかししかし、、、、子子子子どもどもどもどものののの頃頃頃頃にににに友達友達友達友達とととと女風呂女風呂女風呂女風呂をををを覗覗覗覗きにきにきにきに行行行行ってってってってバレバレバレバレたたたた話話話話をしをしをしをし

てくれたりてくれたりてくれたりてくれたり、、、、４４４４コマコマコマコマ漫画漫画漫画漫画（（（（侍従会侍従会侍従会侍従会ストーリーストーリーストーリーストーリー））））にもにもにもにも登場登場登場登場するようなおするようなおするようなおするようなお茶目茶目茶目茶目なななな一面一面一面一面があったがあったがあったがあった

りりりり、、、、子子子子どものどものどものどもの私私私私からすればおからすればおからすればおからすればお話話話話しするのがとってもしするのがとってもしするのがとってもしするのがとっても楽楽楽楽しいおじさんのしいおじさんのしいおじさんのしいおじさんの一人一人一人一人でしたでしたでしたでした。。。。    

ところがところがところがところが、、、、ひょんなことからひょんなことからひょんなことからひょんなことから衝撃衝撃衝撃衝撃のののの事実事実事実事実がががが発覚発覚発覚発覚するのですするのですするのですするのです。。。。あるあるあるある時時時時、、、、偶然帰偶然帰偶然帰偶然帰りのりのりのりの電車電車電車電車のののの

中中中中でででで長橋長橋長橋長橋さんさんさんさんとととと会会会会ってってってって、、、、一緒一緒一緒一緒にににに帰帰帰帰ってってってって来来来来たことがありましたたことがありましたたことがありましたたことがありました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、六浦駅六浦駅六浦駅六浦駅でででで一緒一緒一緒一緒にににに降降降降

りりりり、、、、少少少少しししし歩歩歩歩いたいたいたいたところところところところでででで突然突然突然突然、「、「、「、「じゃまたじゃまたじゃまたじゃまた！」！」！」！」とととと言言言言いながらいながらいながらいながら駄菓子屋駄菓子屋駄菓子屋駄菓子屋キャロットキャロットキャロットキャロットにににに入入入入ってってってって

行行行行ったのですったのですったのですったのです。。。。私私私私はははは驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。長橋長橋長橋長橋さんのさんのさんのさんの

家家家家ってってってってキャロットキャロットキャロットキャロットなのなのなのなの？？？？じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁキャロットキャロットキャロットキャロット

のおばさんってのおばさんってのおばさんってのおばさんって長橋長橋長橋長橋さんのさんのさんのさんの奥奥奥奥さんなのさんなのさんなのさんなの？？？？翌翌翌翌

日日日日、、、、私私私私はははは、、、、学校学校学校学校ででででタクマタクマタクマタクマ（（（（同級生同級生同級生同級生でででで侍従会侍従会侍従会侍従会のののの

仲間仲間仲間仲間））））にそのにそのにそのにその話話話話をしましたをしましたをしましたをしました。。。。するとするとするとすると、、、、知知知知らならならならな

かったのかったのかったのかったの？？？？というようなというようなというようなというような顔顔顔顔をされてをされてをされてをされて少少少少しししし悔悔悔悔

しいしいしいしい思思思思いをしましたいをしましたいをしましたいをしました。。。。こうしてこうしてこうしてこうして、、、、なぜなぜなぜなぜフナフナフナフナやややや

ハゼハゼハゼハゼのののの入入入入ったったったった水槽水槽水槽水槽とととと侍従会侍従会侍従会侍従会のののの入会申込書入会申込書入会申込書入会申込書がががが

キャロットキャロットキャロットキャロットにににに置置置置いてあったのかいてあったのかいてあったのかいてあったのか、、、、謎謎謎謎がががが解解解解けたけたけたけた

のでしたのでしたのでしたのでした。。。。それはそうですそれはそうですそれはそうですそれはそうです。。。。キャロットキャロットキャロットキャロットがががが侍侍侍侍

従会従会従会従会のののの事務局事務局事務局事務局だったんですからだったんですからだったんですからだったんですから。。。。    

先日先日先日先日、、、、このこのこのこの話話話話をををを書書書書くにあたりくにあたりくにあたりくにあたり、、、、長橋長橋長橋長橋さんにさんにさんにさんに「「「「今回今回今回今回のののの連載連載連載連載のののの中中中中でででで、、、、長橋長橋長橋長橋さんのさんのさんのさんの話話話話をををを書書書書いていていていて

いいですかいいですかいいですかいいですか？」？」？」？」ととととメールメールメールメールをををを送送送送りましたりましたりましたりました。。。。するとするとするとすると、「、「、「、「私私私私のののの話話話話ってどういうのってどういうのってどういうのってどういうの？？？？私私私私がががが書書書書くのでくのでくのでくので

はなくてはなくてはなくてはなくて佐野佐野佐野佐野くんがくんがくんがくんが書書書書くのくのくのくの？」？」？」？」というというというというメールメールメールメールがががが返返返返ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。いきなりいきなりいきなりいきなり佐野佐野佐野佐野がががが書書書書くとくとくとくと言言言言

いいいい出出出出してしてしてして心配心配心配心配されたのかもしれませんがされたのかもしれませんがされたのかもしれませんがされたのかもしれませんが、、、、変変変変なことはなことはなことはなことは書書書書いていませんよいていませんよいていませんよいていませんよ（？）。（？）。（？）。（？）。    

というわけでというわけでというわけでというわけで、、、、今回今回今回今回はじじぃはじじぃはじじぃはじじぃ会会会会シリーズシリーズシリーズシリーズ第第第第１１１１段段段段ということでということでということでということで、、、、事務局長事務局長事務局長事務局長    長橋長橋長橋長橋さんのおさんのおさんのおさんのお

話話話話でしたでしたでしたでした。。。。    

『『『『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....１１１１４４４４    
    

（（（（コガネムシコガネムシコガネムシコガネムシ科科科科））））    

学名学名学名学名：：：：Blitopertha orientalisBlitopertha orientalisBlitopertha orientalisBlitopertha orientalis    

体長体長体長体長：：：：８８８８～～～～１１１１３３３３．．．．５５５５ミリミリミリミリ    

分布分布分布分布：：：：中流域中流域中流域中流域からからからから上流域上流域上流域上流域    

初夏初夏初夏初夏からからからから出現出現出現出現するするするする小小小小さなさなさなさな

コガネムシコガネムシコガネムシコガネムシでででで、、、、成虫成虫成虫成虫はははは多多多多くのくのくのくの

種類種類種類種類のののの広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの葉葉葉葉をををを食食食食べまべまべまべま

すすすす。。。。一見地味一見地味一見地味一見地味ですがですがですがですが、、、、背中背中背中背中のののの

模様模様模様模様にはにはにはには様様様様々々々々なものがありなものがありなものがありなものがあり

ますますますます。。。。夜間住宅地夜間住宅地夜間住宅地夜間住宅地のののの街灯街灯街灯街灯などなどなどなど

にににに多数飛多数飛多数飛多数飛んできているんできているんできているんできている姿姿姿姿をををを

見見見見かけますかけますかけますかけます。。。。    

幼虫幼虫幼虫幼虫ははははシバシバシバシバ、、、、農作物農作物農作物農作物、、、、苗木苗木苗木苗木のののの根根根根をををを食食食食べべべべ、、、、害虫扱害虫扱害虫扱害虫扱いされるようですいされるようですいされるようですいされるようです。。。。    

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～～～～    

（（（（トンボトンボトンボトンボ科科科科））））    

学名学名学名学名：：：：Rhyothemis Rhyothemis Rhyothemis Rhyothemis variegata variegata variegata variegata imperatrix imperatrix imperatrix imperatrix SelysSelysSelysSelys    

体体体体長長長長：：：：♂♂♂♂    ３８３８３８３８ミリミリミリミリ    ♀♀♀♀    ３３３３３３３３ミリミリミリミリ    

分布分布分布分布：：：：沖縄諸島沖縄諸島沖縄諸島沖縄諸島、、、、先島諸島先島諸島先島諸島先島諸島、、、、大東諸島大東諸島大東諸島大東諸島    

ベッコウベッコウベッコウベッコウ色色色色のののの羽羽羽羽をををを持持持持ったったったったトンボトンボトンボトンボでででで、、、、別別別別

名名名名““““ベッコウチョウトンボベッコウチョウトンボベッコウチョウトンボベッコウチョウトンボ””””ともともともとも呼呼呼呼ばればればればれ

ていますていますていますています。。。。沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島ではではではでは３３３３月月月月～～～～１１１１１１１１月月月月まままま

でででで見見見見られられられられ、、、、時期時期時期時期によってによってによってによって群群群群れでれでれでれで飛行飛行飛行飛行したしたしたした

りりりり、、、、オスオスオスオスがががが単独単独単独単独でででで縄張縄張縄張縄張りをりをりをりをパトロールパトロールパトロールパトロール飛飛飛飛

行行行行していることがありますしていることがありますしていることがありますしていることがあります。。。。    

繁殖期繁殖期繁殖期繁殖期ににににオスオスオスオスはははは水面水面水面水面にににに卵卵卵卵をををを産産産産みみみみ落落落落とととと

すすすすメスメスメスメスのののの周囲周囲周囲周囲をををを飛飛飛飛びびびび、、、、無事産卵無事産卵無事産卵無事産卵できるようできるようできるようできるよう警護警護警護警護するするするする習性習性習性習性がありますがありますがありますがあります。。。。    

～～～～    セマダラコガネセマダラコガネセマダラコガネセマダラコガネ    ～～～～ 

～～～～    オキナワチョウトンボオキナワチョウトンボオキナワチョウトンボオキナワチョウトンボ    ～～～～ 

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））））    

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    

名護市名護市名護市名護市にてにてにてにて    
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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    

本年本年本年本年、、、、９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日のののの台風台風台風台風１５１５１５１５号号号号はははは強強強強いうえいうえいうえいうえ海水混海水混海水混海水混じりのじりのじりのじりの暴風雨暴風雨暴風雨暴風雨でででで周辺周辺周辺周辺のののの森森森森はさまざまはさまざまはさまざまはさまざまなななな

影響影響影響影響がががが出出出出たたたた。。。。    

キノコキノコキノコキノコ観察会観察会観察会観察会でもでもでもでも少少少少なさになさになさになさに驚驚驚驚かれたようですかれたようですかれたようですかれたようです。。。。１０１０１０１０月月月月１５１５１５１５日頃日頃日頃日頃、、、、数回数回数回数回のののの雨雨雨雨でででで土土土土がががが回復回復回復回復しししし、、、、

豊作豊作豊作豊作になりますになりますになりますになります。。。。    

クリフウセンタケクリフウセンタケクリフウセンタケクリフウセンタケややややウラウラウラウラ紅紅紅紅ホテイシメジホテイシメジホテイシメジホテイシメジもももも沢山出沢山出沢山出沢山出

てててて、、、、紫紫紫紫シメジシメジシメジシメジはははは１２１２１２１２月月月月でもでもでもでも出出出出ていますていますていますています。。。。    

朝比奈周辺朝比奈周辺朝比奈周辺朝比奈周辺のののの雑木林雑木林雑木林雑木林はははは種類種類種類種類もももも多多多多くくくく、、、、秋秋秋秋キノコキノコキノコキノコもももも何回何回何回何回

にもわけにもわけにもわけにもわけ紹介紹介紹介紹介になりますになりますになりますになります。。。。    

ハダイロガサハダイロガサハダイロガサハダイロガサははははコナラコナラコナラコナラややややスダジイスダジイスダジイスダジイ下下下下ににににクリフウクリフウクリフウクリフウやややや

ウラウラウラウラ紅紅紅紅のののの始始始始まりのまりのまりのまりの頃出頃出頃出頃出てててて、、、、味味味味はさらりとしてはさらりとしてはさらりとしてはさらりとして万能品万能品万能品万能品だだだだ。。。。    

畑畑畑畑シメジシメジシメジシメジはははは道道道道やややや畑畑畑畑やややや公園公園公園公園のへりなどのへりなどのへりなどのへりなど、、、、土土土土にににに埋埋埋埋もれたもれたもれたもれた

枯枯枯枯れれれれ木木木木やややや枝等枝等枝等枝等につくにつくにつくにつく。。。。だからだからだからだから人工栽培品人工栽培品人工栽培品人工栽培品もでてきたもでてきたもでてきたもでてきた。。。。    

もちろんもちろんもちろんもちろん最高級最高級最高級最高級のののの歯切歯切歯切歯切れとれとれとれと味味味味のしめじであるのしめじであるのしめじであるのしめじである。。。。    

スギスギスギスギ枝枝枝枝タケタケタケタケはははは杉林杉林杉林杉林のののの数少数少数少数少ないないないないキノコキノコキノコキノコででででエノキタケエノキタケエノキタケエノキタケ

のようなのようなのようなのような食味食味食味食味でででで利用価値利用価値利用価値利用価値があるがあるがあるがある。。。。    

スッポスッポスッポスッポンタケンタケンタケンタケははははササササササササやぶやぶやぶやぶ内内内内にににに出出出出るるるる。。。。グレバグレバグレバグレバというというというという悪悪悪悪

臭臭臭臭のするのするのするのする胞子胞子胞子胞子のののの塊塊塊塊ははずしてもちかえりははずしてもちかえりははずしてもちかえりははずしてもちかえり、、、、中華料理中華料理中華料理中華料理のののの

具具具具にににに利用利用利用利用されているされているされているされている。。。。    

コテングタケモドキコテングタケモドキコテングタケモドキコテングタケモドキはははは雑木林雑木林雑木林雑木林でででで夏夏夏夏～～～～秋秋秋秋よくみられよくみられよくみられよくみられ

るるるる。。。。天狗天狗天狗天狗タケタケタケタケのののの仲間仲間仲間仲間のののの危危危危ないないないない毒毒毒毒キノコキノコキノコキノコなのでなのでなのでなので間違間違間違間違えなえなえなえな

いよういよういよういよう見分見分見分見分けらけらけらけら れるとよいですねれるとよいですねれるとよいですねれるとよいですね。。。。    
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参加者参加者参加者参加者：：：：山田山田山田山田・・・・西井西井西井西井・・・・佐野佐野佐野佐野    

2011201120112011 年年年年12121212 月月月月 11111111 日日日日、、、、このこのこのこの日日日日はははは侍従会侍従会侍従会侍従会でででで““““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””””がおこなわれたがおこなわれたがおこなわれたがおこなわれた。。。。そしそしそしそし

てててて終了後終了後終了後終了後、、、、佐野佐野佐野佐野はははは子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを送送送送りりりり、、、、18:4518:4518:4518:45 分頃大道分頃大道分頃大道分頃大道のののの““““COCOSCOCOSCOCOSCOCOS””””にににに入店入店入店入店したしたしたした。。。。そしそしそしそし

てててて、、、、入入入入りりりり口口口口にににに一番近一番近一番近一番近いいいい席席席席にににに二人二人二人二人のののの男男男男がががが座座座座っているのをすぐにっているのをすぐにっているのをすぐにっているのをすぐに見見見見つけたつけたつけたつけた。。。。    

佐野佐野佐野佐野「「「「どうもどうもどうもどうも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「「「「おおおお疲疲疲疲れれれれ～」～」～」～」    

佐野佐野佐野佐野「「「「どうもどうもどうもどうも西井西井西井西井さんおさんおさんおさんお待待待待たせしましたたせしましたたせしましたたせしました。。。。もうもうもうもう話話話話はははは盛盛盛盛りりりり上上上上がっちゃってますかがっちゃってますかがっちゃってますかがっちゃってますか？」？」？」？」    

今日今日今日今日ののののゲストゲストゲストゲストはははは横浜市戸塚区横浜市戸塚区横浜市戸塚区横浜市戸塚区ににににおおおお住住住住まいのまいのまいのまいの西井氏西井氏西井氏西井氏であるであるであるである。。。。西井氏西井氏西井氏西井氏はははは今日初今日初今日初今日初めてのめてのめてのめての参加参加参加参加でででで

あるあるあるある。。。。    

山田山田山田山田「「「「今今今今までまでまでまで環境教育論環境教育論環境教育論環境教育論とととと今後今後今後今後のののの侍従会侍従会侍従会侍従会ととととＰＰＰＰくんくんくんくん（（（（西井氏西井氏西井氏西井氏のあだのあだのあだのあだ名名名名））））のののの生生生生いいいい立立立立ちについちについちについちについ

てててて熱熱熱熱くくくく語語語語りあってたよりあってたよりあってたよりあってたよ！」！」！」！」    

西井西井西井西井「「「「ええええ？？？？そうでしたっけそうでしたっけそうでしたっけそうでしたっけ？（？（？（？（笑笑笑笑）」）」）」）」    

佐野佐野佐野佐野「「「「環境教育論環境教育論環境教育論環境教育論とかわざととかわざととかわざととかわざと難難難難しくしくしくしく言言言言ってないですかってないですかってないですかってないですか？（？（？（？（笑笑笑笑）」）」）」）」    

今回今回今回今回ののののゲストゲストゲストゲスト西井氏西井氏西井氏西井氏はははは、、、、動物園関係動物園関係動物園関係動物園関係のののの仕事仕事仕事仕事をををを希望希望希望希望されているそうでされているそうでされているそうでされているそうで、、、、動物全般動物全般動物全般動物全般にににに興味興味興味興味をををを

持持持持たれているたれているたれているたれている。。。。気気気気さくでさくでさくでさくで誠実感誠実感誠実感誠実感あるあるあるある方方方方でででで、、、、山田氏山田氏山田氏山田氏がががが侍従会侍従会侍従会侍従会ににににスカウトスカウトスカウトスカウトしようとしようとしようとしようと企企企企んでいるんでいるんでいるんでいる

ことをことをことをことを佐野佐野佐野佐野はははは感感感感じじじじ取取取取ったったったった。。。。そしてそしてそしてそして佐野佐野佐野佐野ははははエッグハンバーグプレートエッグハンバーグプレートエッグハンバーグプレートエッグハンバーグプレートととととドリンクバードリンクバードリンクバードリンクバーをををを注文注文注文注文

したあとしたあとしたあとしたあと早速話題早速話題早速話題早速話題をををを切切切切りりりり出出出出したしたしたした。。。。    

佐野佐野佐野佐野「「「「そういえばそういえばそういえばそういえば今月今月今月今月のののの会報会報会報会報にににに載載載載せるせるせるせる座談会座談会座談会座談会やらなきゃならないんですよやらなきゃならないんですよやらなきゃならないんですよやらなきゃならないんですよ！！！！今回今回今回今回はははは是非是非是非是非

西井西井西井西井さんにさんにさんにさんに参加参加参加参加してもらいましょうしてもらいましょうしてもらいましょうしてもらいましょう！！」！！」！！」！！」    

西井西井西井西井「「「「座談会座談会座談会座談会ってなんですかってなんですかってなんですかってなんですか？」？」？」？」    

山田山田山田山田「「「「よしやるかよしやるかよしやるかよしやるか！Ｐ！Ｐ！Ｐ！Ｐくんさっきくんさっきくんさっきくんさっき渡渡渡渡したしたしたした会報会報会報会報みてみてみてみてみてみてみてみて！！！！そこにそこにそこにそこに書書書書いてあるからいてあるからいてあるからいてあるから☆☆☆☆」」」」    

こうしてこうしてこうしてこうして座談会座談会座談会座談会がががが始始始始まったまったまったまった。。。。筆者佐野筆者佐野筆者佐野筆者佐野はははは、、、、せっかくせっかくせっかくせっかく西井西井西井西井さんにさんにさんにさんに来来来来ていただいたのだからていただいたのだからていただいたのだからていただいたのだから、、、、

動物動物動物動物やややや佐野佐野佐野佐野もももも最近興味最近興味最近興味最近興味をもっているをもっているをもっているをもっている野生哺乳類野生哺乳類野生哺乳類野生哺乳類のののの座談会座談会座談会座談会にしたかったにしたかったにしたかったにしたかった。。。。しかししかししかししかし…………話題話題話題話題はなはなはなはな

ぜかぜかぜかぜか““““ダンゴムシダンゴムシダンゴムシダンゴムシ””””のののの話話話話になっていったになっていったになっていったになっていった…………。。。。    

西井西井西井西井「「「「コシビロダンゴムシコシビロダンゴムシコシビロダンゴムシコシビロダンゴムシはははは普通普通普通普通にいるにいるにいるにいるオカダンゴムシオカダンゴムシオカダンゴムシオカダンゴムシみたいにおみたいにおみたいにおみたいにお尻尻尻尻がががが三角三角三角三角じゃないんじゃないんじゃないんじゃないん

ですですですです。」。」。」。」    

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        ～～～～とりあえずとりあえずとりあえずとりあえずフナムシフナムシフナムシフナムシがががが優勝優勝優勝優勝～～～～    
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山田山田山田山田「「「「三角三角三角三角ってどういうことってどういうことってどういうことってどういうこと？？？？おおおお尻尻尻尻ってどってどってどってど

ここここ？」？」？」？」    

西井西井西井西井「「「「このこのこのこの部分部分部分部分ですですですです！（！（！（！（西井氏絵西井氏絵西井氏絵西井氏絵をををを書書書書くくくく）」）」）」）」    

佐野佐野佐野佐野「「「「あぁあぁあぁあぁ確確確確かにかにかにかに！！！！オカダンゴムシオカダンゴムシオカダンゴムシオカダンゴムシはははは三角三角三角三角

かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない！」！」！」！」    

山田山田山田山田「「「「うううう～～～～んんんん…………よくよくよくよく分分分分からないかもからないかもからないかもからないかも…………。。。。とととと

ころでころでころでころでコシビロダンゴムシコシビロダンゴムシコシビロダンゴムシコシビロダンゴムシってってってって珍珍珍珍しししし

いのいのいのいの？」？」？」？」    

西井西井西井西井「「「「コシビロダンゴムシコシビロダンゴムシコシビロダンゴムシコシビロダンゴムシのののの中中中中でもまたでもまたでもまたでもまた

色色色色々々々々なななな種類種類種類種類がいるそうですよがいるそうですよがいるそうですよがいるそうですよ。」。」。」。」    

佐野佐野佐野佐野「「「「へぇへぇへぇへぇ～！～！～！～！僕僕僕僕ははははハマダンゴムシハマダンゴムシハマダンゴムシハマダンゴムシ（（（（海辺海辺海辺海辺のののの砂浜砂浜砂浜砂浜にいるにいるにいるにいる種種種種））））がががが好好好好きですよきですよきですよきですよ。。。。初初初初めてみためてみためてみためてみた

時時時時ははははデカデカデカデカくてくてくてくて感動感動感動感動しましたしましたしましたしました☆☆☆☆なんかなんかなんかなんかエビエビエビエビ・・・・カニカニカニカニ以外以外以外以外のののの脚脚脚脚がががが８８８８本以上本以上本以上本以上のののの生物生物生物生物ってわりってわりってわりってわり

かしかしかしかし苦手苦手苦手苦手なんですけどなんですけどなんですけどなんですけど、、、、ダンゴムシダンゴムシダンゴムシダンゴムシだけはだけはだけはだけは可愛可愛可愛可愛いといといといと思思思思いますいますいますいます☆☆☆☆」」」」    

山田山田山田山田「「「「俺俺俺俺はははは背中背中背中背中がががが丸丸丸丸いいいい生生生生きものよりきものよりきものよりきものより平平平平べったいべったいべったいべったい生生生生きもののきもののきもののきものの方方方方がががが好好好好きだからきだからきだからきだからダンゴムシダンゴムシダンゴムシダンゴムシよよよよ

りりりりワラジムシワラジムシワラジムシワラジムシのののの方方方方がいいながいいながいいながいいな！」！」！」！」    

佐野佐野佐野佐野「「「「出出出出たたたた！！！！前前前前からからからから言言言言ってますよねってますよねってますよねってますよね？（？（？（？（笑笑笑笑））））じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁ甲殻類甲殻類甲殻類甲殻類だったらだったらだったらだったら何何何何がががが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

ですかですかですかですか？」？」？」？」    

山田山田山田山田「「「「フナムシフナムシフナムシフナムシ！！Ｐ！！Ｐ！！Ｐ！！Ｐくんどうくんどうくんどうくんどう思思思思うううう？」？」？」？」    

西井西井西井西井「「「「いやぁいやぁいやぁいやぁ…………（（（（苦笑苦笑苦笑苦笑いいいい））））僕僕僕僕ははははグソクムシグソクムシグソクムシグソクムシとかがとかがとかがとかが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いますいますいますいます。」。」。」。」    

佐野佐野佐野佐野「「「「僕僕僕僕はははは結構結構結構結構ヨコエビヨコエビヨコエビヨコエビとかとかとかとか好好好好きですよきですよきですよきですよ！」！」！」！」    

山田山田山田山田「「「「ヨコエビヨコエビヨコエビヨコエビはははは大地大地大地大地にににに足足足足をををを付付付付けてないからけてないからけてないからけてないからダメダメダメダメだだだだ！！！！だったらまだだったらまだだったらまだだったらまだミズムシミズムシミズムシミズムシのののの方方方方がいがいがいがい

いいいい！」！」！」！」    

こうしてこうしてこうしてこうして座談会座談会座談会座談会ははははグダグダグダグダグダグダグダグダなななな方向方向方向方向にににに進進進進んでいったんでいったんでいったんでいった。。。。そしてそしてそしてそしてグダグダグダグダグダグダグダグダ感感感感にににに気付気付気付気付いたいたいたいた山田氏山田氏山田氏山田氏

がががが、、、、いつものごとくいつものごとくいつものごとくいつものごとく話話話話をまとめにをまとめにをまとめにをまとめに入入入入るるるる。。。。    

山田山田山田山田「「「「じゃぁとりあえずじゃぁとりあえずじゃぁとりあえずじゃぁとりあえずフナムシフナムシフナムシフナムシがががが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ってことでってことでってことでってことで書書書書いといていといていといていといて！（！（！（！（笑笑笑笑）」）」）」）」    

佐野佐野佐野佐野「「「「分分分分かりましたかりましたかりましたかりました（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

「「「「いいんかいいいんかいいいんかいいいんかい！」！」！」！」読者読者読者読者のののの皆様皆様皆様皆様のあきれたのあきれたのあきれたのあきれたツッコミツッコミツッコミツッコミがががが聞聞聞聞こえてきそうであるこえてきそうであるこえてきそうであるこえてきそうである…………。。。。そしてそしてそしてそして初初初初

参加参加参加参加のののの西井氏西井氏西井氏西井氏がががが訳訳訳訳もももも分分分分からないままからないままからないままからないまま、、、、座談会座談会座談会座談会にににに参加参加参加参加させられさせられさせられさせられ、、、、まさかこのまさかこのまさかこのまさかこの会報会報会報会報にそのにそのにそのにその時時時時のののの

グダグダグダグダグダグダグダグダなななな会話会話会話会話がががが載載載載せられたせられたせられたせられたとはとはとはとは夢夢夢夢にもにもにもにも思思思思うまいうまいうまいうまい。。。。是非是非是非是非これにこれにこれにこれに懲懲懲懲りずりずりずりず、、、、次回次回次回次回もももも参加参加参加参加していしていしていしてい

ただけることをただけることをただけることをただけることを願願願願うばかりであるうばかりであるうばかりであるうばかりである。。。。    

（（（（おわりおわりおわりおわり））））    
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９９９９月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））    晴晴晴晴れれれれ    

【【【【二二二二のののの橋橋橋橋～～～～長島橋長島橋長島橋長島橋】（】（】（】（中中中中流流流流域域域域））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:11:11:11:00000000    

生生生生きききき物物物物：：：：アユアユアユアユ、、、、チチブチチブチチブチチブ、、、、ウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリ、、、、ビリンゴビリンゴビリンゴビリンゴ、、、、クロベンケイガニクロベンケイガニクロベンケイガニクロベンケイガニ、、、、テナガエビテナガエビテナガエビテナガエビ、、、、コヤマコヤマコヤマコヤマ

トンボトンボトンボトンボ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、コオニヤンマコオニヤンマコオニヤンマコオニヤンマ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、コシボソヤンマコシボソヤンマコシボソヤンマコシボソヤンマ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、カワニナカワニナカワニナカワニナ    

備考備考備考備考：：：：大道小学校侍従川清掃実施時大道小学校侍従川清掃実施時大道小学校侍従川清掃実施時大道小学校侍従川清掃実施時にににに捕獲捕獲捕獲捕獲したしたしたした生生生生きききき物物物物    

９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（火火火火））））    晴晴晴晴れれれれ    

【【【【大道橋大道橋大道橋大道橋～～～～大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋】（】（】（】（中流域中流域中流域中流域））））9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

    生生生生きききき物物物物：：：：ヒバカリヒバカリヒバカリヒバカリ、、、、スズキスズキスズキスズキ、、、、チチブチチブチチブチチブ、、、、ウウウウキゴキゴキゴキゴ

リリリリ、、、、スミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリ、、、、ビリンゴビリンゴビリンゴビリンゴ、、、、クロクロクロクロ

ベンケイガニベンケイガニベンケイガニベンケイガニ、、、、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、、、、ミミミミ

ゾレヌマエビゾレヌマエビゾレヌマエビゾレヌマエビ、、、、コオニヤンマコオニヤンマコオニヤンマコオニヤンマ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、

コヤマトンボコヤマトンボコヤマトンボコヤマトンボ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、ガガンボガガンボガガンボガガンボ（（（（幼幼幼幼

虫虫虫虫）、）、）、）、アメンボアメンボアメンボアメンボ、、、、カワニナカワニナカワニナカワニナ    

備考備考備考備考：：：：高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校５５５５年生年生年生年生のののの侍従川侍従川侍従川侍従川でのでのでのでの活動時活動時活動時活動時にににに捕捕捕捕ったったったったたたたた生生生生きききき物物物物    

９９９９月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月））））    曇曇曇曇りりりり    

【【【【大道橋大道橋大道橋大道橋～～～～大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋】（】（】（】（中流域中流域中流域中流域））））9:009:009:009:00～～～～11:4511:4511:4511:45    

生生生生きききき物物物物：：：：アユアユアユアユ、、、、モツゴモツゴモツゴモツゴ、、、、マハゼマハゼマハゼマハゼ、、、、チチブチチブチチブチチブ、、、、ウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリ、、、、スミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリ、、、、ビリンゴビリンゴビリンゴビリンゴ、、、、シマヨシマヨシマヨシマヨ

シノボリシノボリシノボリシノボリ、、、、モクズガニモクズガニモクズガニモクズガニ、、、、テナガエビテナガエビテナガエビテナガエビ、、、、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、、、、カワトンボカワトンボカワトンボカワトンボ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、

ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、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）、）、）、）、コシボソヤンマコシボソヤンマコシボソヤンマコシボソヤンマ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫））））、、、、アメンアメンアメンアメン

ボボボボ、、、、カワニナカワニナカワニナカワニナ、、、、モノアラガイモノアラガイモノアラガイモノアラガイ        

備考備考備考備考：：：：高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校５５５５年生年生年生年生のののの侍従川侍従川侍従川侍従川でのでのでのでの活動時活動時活動時活動時にににに捕捕捕捕ったったったった生生生生きききき物物物物    

１０１０１０１０月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））    曇曇曇曇りりりり    

参加者参加者参加者参加者：：：：埜田埜田埜田埜田、、、、佐野佐野佐野佐野、、、、山田山田山田山田    

【【【【大道橋大道橋大道橋大道橋～～～～大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋】（】（】（】（中流域中流域中流域中流域））））9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00    

生生生生きききき物物物物：：：：アユアユアユアユ、、、、メダカメダカメダカメダカ、、、、ウナギウナギウナギウナギ、、、、マハゼマハゼマハゼマハゼ、、、、チチブチチブチチブチチブ、、、、ウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリ、、、、スミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリ、、、、ビリンゴビリンゴビリンゴビリンゴ、、、、

 

侍従川定例調査報告    学生部学生部学生部学生部 
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モクズガニモクズガニモクズガニモクズガニ、、、、クロベンケイガニクロベンケイガニクロベンケイガニクロベンケイガニ、、、、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、、、、テナガエビテナガエビテナガエビテナガエビ、、、、ハグロトンボハグロトンボハグロトンボハグロトンボ

（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、コヤマトンボコヤマトンボコヤマトンボコヤマトンボ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、コオニヤンマコオニヤンマコオニヤンマコオニヤンマ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、コシボソヤンマコシボソヤンマコシボソヤンマコシボソヤンマ（（（（幼幼幼幼

虫虫虫虫）、）、）、）、カワニナカワニナカワニナカワニナ    

備考備考備考備考：：：：捕捕捕捕ったったったった生生生生きききき物物物物はははは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でででで、、、、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としてとしてとしてとして展示展示展示展示    

★★★★特別調査特別調査特別調査特別調査『『『『アユアユアユアユ産卵状況産卵状況産卵状況産卵状況＆＆＆＆産卵場所調査産卵場所調査産卵場所調査産卵場所調査』』』』    

12121212 月月月月5555 日日日日（（（（月月月月））））晴晴晴晴れれれれ 15:45 15:45 15:45 15:45～～～～16:4016:4016:4016:40    二二二二のののの橋橋橋橋～～～～大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋（（（（中流域中流域中流域中流域））））    

12121212 月月月月7777 日日日日（（（（水水水水））））晴晴晴晴れれれれ 15:30 15:30 15:30 15:30～～～～16:3016:3016:3016:30    二二二二のののの橋橋橋橋～～～～大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋（（（（中流域中流域中流域中流域））））…………大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校４４４４

年生有志年生有志年生有志年生有志（（（（アユチームアユチームアユチームアユチーム））））とととと    

調査方法調査方法調査方法調査方法…………投網投網投網投網とととと目視目視目視目視    

結果結果結果結果…………両日両日両日両日ともにともにともにともに確認確認確認確認できずできずできずできず    

備考備考備考備考：：：：産卵場所産卵場所産卵場所産卵場所はははは、、、、淡水域淡水域淡水域淡水域のののの瀬瀬瀬瀬でででで底底底底がががが砂利砂利砂利砂利であることがであることがであることがであることが条件条件条件条件なのでなのでなのでなので、、、、底底底底がががが砂砂砂砂かかかか礫礫礫礫がほとがほとがほとがほと

んどのんどのんどのんどの侍従川侍従川侍従川侍従川ではではではでは産卵産卵産卵産卵していないしていないしていないしていない可能性可能性可能性可能性もあるもあるもあるもある（（（（あるとしたらあるとしたらあるとしたらあるとしたら礫礫礫礫のののの場所場所場所場所かかかか））））。。。。    

『『『『森森森森のののの遊遊遊遊びびびび人人人人・・・・やまだようじのやまだようじのやまだようじのやまだようじの自然遊自然遊自然遊自然遊びびびび教室教室教室教室』』』』    そのそのそのその４４４４「「「「ブーブーブーブーブーブーブーブー笛笛笛笛」」」」    

竹竹竹竹はははは真真真真っっっっ直直直直ぐぐぐぐでででで、、、、中中中中がががが空洞空洞空洞空洞なななな性質性質性質性質のためのためのためのため、、、、昔昔昔昔からからからから様様様様々々々々なななな楽器楽器楽器楽器にににに利用利用利用利用されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。    

このこのこのこのブーブーブーブーブーブーブーブー笛笛笛笛はははは、、、、フィールドフィールドフィールドフィールドでででで簡単簡単簡単簡単にできるにできるにできるにできる笛笛笛笛ですですですです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

〔〔〔〔豆知識豆知識豆知識豆知識〕〕〕〕タケノコタケノコタケノコタケノコからからからから成長成長成長成長してしてしてして、、、、皮皮皮皮がががが落落落落ちてなくなっていくのがちてなくなっていくのがちてなくなっていくのがちてなくなっていくのがタケタケタケタケ。。。。皮皮皮皮がいつまでもがいつまでもがいつまでもがいつまでも

残残残残っているのをっているのをっているのをっているのをササササササササとととと区別区別区別区別するがするがするがするが、、、、今回使用今回使用今回使用今回使用したしたしたした篠竹篠竹篠竹篠竹（（（（メダケメダケメダケメダケ））））はははは、、、、竹竹竹竹とととと名前名前名前名前がついてがついてがついてがついて

いいいいるがるがるがるが、、、、皮皮皮皮がついたままなのでがついたままなのでがついたままなのでがついたままなのでササササササササですですですです(^_ ;̂)(^_ ;̂)(^_ ;̂)(^_ ;̂)    
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◆◆◆◆１１１１月月月月～～～～３３３３月月月月のののの活動予定活動予定活動予定活動予定◆◆◆◆    

◎◎◎◎葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校    

「「「「葦選別葦選別葦選別葦選別・・・・葦束葦束葦束葦束づくりづくりづくりづくり作業作業作業作業」」」」    

☆☆☆☆１１１１////２２２２１１１１((((土土土土) ) ) ) 、、、、１１１１////２２２２２２２２((((日日日日))))    

両日両日両日両日ともともともとも 9 9 9 9:00:00:00:00～～～～16:0016:0016:0016:00    大道小学大道小学大道小学大道小学校校校校    

「「「「葦船建造葦船建造葦船建造葦船建造」」」」    

☆☆☆☆１１１１////２８２８２８２８((((土土土土))))    8888:00:00:00:00～～～～16:0016:0016:0016:00    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    

    

◎◎◎◎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    １１１１////２２２２２２２２((((日日日日))))、、、、２２２２////２６２６２６２６((((日日日日))))、、、、    

３３３３////２５２５２５２５((((日日日日) ) ) ) 9:009:009:009:00    ちとせちとせちとせち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    

◎◎◎◎２２２２////１２１２１２１２((((日日日日) ) ) ) 『『『『ネイチャークラフトネイチャークラフトネイチャークラフトネイチャークラフト教室教室教室教室～～～～つるでかごつるでかごつるでかごつるでかご作作作作りりりり～～～～』』』』    9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

◎◎◎◎第第第第２６２６２６２６回横浜回横浜回横浜回横浜のののの水辺水辺水辺水辺とととと緑緑緑緑をををを考考考考えるえるえるえる子子子子どもどもどもども会議会議会議会議    

日時未定日時未定日時未定日時未定…………子子子子どもたちによるどもたちによるどもたちによるどもたちによる実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会もももも事前事前事前事前にににに開催開催開催開催（（（（日時未定日時未定日時未定日時未定））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

≪≪≪≪編集後記編集後記編集後記編集後記≫≫≫≫    今年今年今年今年はははは３３３３月月月月のののの東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに９９９９

月月月月のののの台風台風台風台風１５１５１５１５号号号号とととと災害災害災害災害のののの多多多多いいいい１１１１年年年年でしたでしたでしたでしたがががが、、、、侍侍侍侍

従会従会従会従会のののの活動活動活動活動もほぼもほぼもほぼもほぼ予定予定予定予定どおりどおりどおりどおり行行行行ううううことができことができことができことができ、、、、

会報会報会報会報のののの編集編集編集編集もももも無事無事無事無事にににに終終終終わわわわってってってって、、、、何何何何とかとかとかとか年年年年をををを越越越越せせせせ

そうですそうですそうですそうです。。。。来年来年来年来年はいいはいいはいいはいい年年年年にしたいですねにしたいですねにしたいですねにしたいですね。。。。皆皆皆皆ささささ

ままままどうぞどうぞどうぞどうぞよいおよいおよいおよいお年年年年をおをおをおをお迎迎迎迎えくださいえくださいえくださいえください。。。。((((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     

★★★★    学生部学生部学生部学生部のののの活動活動活動活動はははは別途別途別途別途おおおお知知知知らせらせらせらせ

しますしますしますします。。。。    

★★★★    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））））ははははホホホホ

ームページームページームページ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/    

≪≪≪≪生生生生きききき物物物物（（（（魚魚魚魚、、、、昆虫昆虫昆虫昆虫、、、、鳥鳥鳥鳥））））のののの写真募集写真募集写真募集写真募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ≫≫≫≫    

侍従会侍従会侍従会侍従会はははは、、、、来年度来年度来年度来年度２０２０２０２０周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えますえますえますえます。。。。    

２０２０２０２０周年周年周年周年記念事業記念事業記念事業記念事業としてとしてとしてとして、、、、侍従川生侍従川生侍従川生侍従川生きききき物図物図物図物図

鑑鑑鑑鑑をををを作成作成作成作成しますしますしますします（（（（図鑑図鑑図鑑図鑑はははは、、、、ホームページホームページホームページホームページでででで公公公公

開開開開しますしますしますします）。）。）。）。そこでそこでそこでそこで、、、、侍侍侍侍従川従川従川従川図鑑図鑑図鑑図鑑にににに載載載載せるせるせるせる生生生生

きききき物物物物のののの写真写真写真写真をををを募集募集募集募集しますしますしますします。。。。    

ジャンルジャンルジャンルジャンルはははは、、、、魚魚魚魚、、、、昆虫昆虫昆虫昆虫、、、、鳥鳥鳥鳥ですですですです。。。。    

以下以下以下以下のののの送送送送りりりり先先先先までどしどしまでどしどしまでどしどしまでどしどし送送送送ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

    送送送送りりりり先先先先：：：：jijyukai@gmail.comjijyukai@gmail.comjijyukai@gmail.comjijyukai@gmail.com    

去年去年去年去年のののの葦船葦船葦船葦船    

ふるさとふるさとふるさとふるさと侍侍侍侍従川従川従川従川にににに親親親親しむしむしむしむ会会会会    事務局事務局事務局事務局    

金沢区六浦金沢区六浦金沢区六浦金沢区六浦５５５５－－－－２３２３２３２３－－－－２６２６２６２６    

長橋長橋長橋長橋    輝明輝明輝明輝明    

TEL&FAXTEL&FAXTEL&FAXTEL&FAX：：：：781781781781----4042404240424042    

eeee----mailmailmailmail：：：：jrjrjrjr----nagahashi@seaple.nagahashi@seaple.nagahashi@seaple.nagahashi@seaple.icc.icc.icc.icc.ne.jpne.jpne.jpne.jp    


