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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≫≫≫≫    侍従会元侍従会元侍従会元侍従会元顧問顧問顧問顧問    廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬    一雄一雄一雄一雄    

これからこれからこれからこれから，，，，私私私私がががが覚覚覚覚えているえているえているえている昭和初期昭和初期昭和初期昭和初期のののの侍従川侍従川侍従川侍従川のののの様子様子様子様子をををを書書書書きききき綴綴綴綴ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

朝比奈峠朝比奈峠朝比奈峠朝比奈峠をををを水源水源水源水源としてとしてとしてとして、、、、大道大道大道大道をををを縦断縦断縦断縦断しししし、、、、川川川川、、、、三艘三艘三艘三艘をををを通通通通りりりり平潟湾平潟湾平潟湾平潟湾にににに注注注注ぐぐぐぐ清流清流清流清流がががが侍従川侍従川侍従川侍従川ですですですです。。。。

そのそのそのその昔昔昔昔、、、、照手照手照手照手というというというという高貴高貴高貴高貴なななな姫姫姫姫がががが盗賊盗賊盗賊盗賊にににに追追追追われこのわれこのわれこのわれこの金沢金沢金沢金沢のののの地地地地でででで行方知行方知行方知行方知れずになったときれずになったときれずになったときれずになったとき、、、、そそそそ

のののの乳母乳母乳母乳母のののの侍従侍従侍従侍従というというというという人人人人がががが嘆嘆嘆嘆きのあまりきのあまりきのあまりきのあまり、、、、このこのこのこの川川川川にににに身身身身をををを投投投投じたというじたというじたというじたという逸話逸話逸話逸話からからからから侍従川侍従川侍従川侍従川とととと付付付付けけけけ

られたというられたというられたというられたという伝説伝説伝説伝説がありますがありますがありますがあります。。。。侍従川侍従川侍従川侍従川はははは水水水水がががが清清清清くくくく絶絶絶絶えたことがなくえたことがなくえたことがなくえたことがなく、、、、おおおお陰陰陰陰でででで大道大道大道大道はははは大変豊大変豊大変豊大変豊

かなかなかなかな村村村村でしたでしたでしたでした。。。。現在現在現在現在はははは大道中学校大道中学校大道中学校大道中学校ののののバスバスバスバス停停停停のののの近近近近くにあるくにあるくにあるくにある、、、、岩岩岩岩にににに彫彫彫彫られたられたられたられた風化風化風化風化したおしたおしたおしたお地蔵地蔵地蔵地蔵ささささ

んはんはんはんは鼻欠地蔵鼻欠地蔵鼻欠地蔵鼻欠地蔵とととと言言言言いいいい、、、、相州相州相州相州（（（（今今今今のののの鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉））））とととと武州武州武州武州（（（（今今今今のののの金沢金沢金沢金沢））））のののの境境境境にににに肥肥肥肥えたえたえたえた土地争土地争土地争土地争いのいのいのいの仲裁仲裁仲裁仲裁

役役役役としてとしてとしてとして建立建立建立建立されたとされたとされたとされたと言言言言われていますがわれていますがわれていますがわれていますが、、、、争争争争いがなかなかいがなかなかいがなかなかいがなかなか絶絶絶絶えないのでおえないのでおえないのでおえないのでお地蔵地蔵地蔵地蔵さんがさんがさんがさんが見見見見せせせせ

しめにしめにしめにしめに、、、、自分自分自分自分のののの立派立派立派立派なななな鼻鼻鼻鼻をををを欠欠欠欠いてしまったといてしまったといてしまったといてしまったと言言言言いいいい伝伝伝伝えられていますえられていますえられていますえられています。。。。侍従川侍従川侍従川侍従川はははは、、、、うねうねうねうねうねうねうねうね

とととと曲曲曲曲がりくねりがりくねりがりくねりがりくねり、、、、自然自然自然自然のののの水水水水のののの流流流流れそのままのれそのままのれそのままのれそのままの姿姿姿姿をしておりをしておりをしておりをしており、、、、両側両側両側両側はははは大名竹大名竹大名竹大名竹がががが生生生生いいいい茂茂茂茂りりりり遠遠遠遠くくくく

からでもからでもからでもからでも一目一目一目一目でででで川川川川であることがわかりましたであることがわかりましたであることがわかりましたであることがわかりました。。。。    

川間川間川間川間ののののネコネコネコネコ柳柳柳柳がががが白銀色白銀色白銀色白銀色のののの芽芽芽芽をををを吹吹吹吹くくくく頃頃頃頃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にもにもにもにも春春春春がきますがきますがきますがきます。。。。大道大道大道大道のおのおのおのお庚庚庚庚申様申様申様申様のあるのあるのあるのある所所所所    

アサリアサリアサリアサリ（（（（浅蜊浅蜊浅蜊浅蜊、、、、蛤仔蛤仔蛤仔蛤仔、、、、鯏鯏鯏鯏））））    

学名学名学名学名：：：：Ruditapes philippinarumRuditapes philippinarumRuditapes philippinarumRuditapes philippinarum    

二枚貝二枚貝二枚貝二枚貝のののの一種一種一種一種でででで、、、、貝殻貝殻貝殻貝殻はははは様様様様々々々々でででで同同同同じじじじ

模様模様模様模様がないほどがないほどがないほどがないほど。。。。日本日本日本日本をををを始始始始めめめめ東東東東アジアアジアアジアアジア

にににに分布分布分布分布。。。。食用食用食用食用ととととしてしてしてして重要重要重要重要なななな貝貝貝貝でででで「「「「春春春春のののの

大潮大潮大潮大潮」」」」時時時時にはにはにはには潮干狩潮干狩潮干狩潮干狩りのりのりのりの光景光景光景光景がががが見見見見られられられられ

るるるる。。。。１１１１個体個体個体個体でででで１０１０１０１０ＬＬＬＬ////日日日日のののの水水水水をををを浄化浄化浄化浄化すすすす

るとるとるとると言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、近年近年近年近年、、、、乱獲乱獲乱獲乱獲、、、、生息域生息域生息域生息域

のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて、、、、青潮青潮青潮青潮などのなどのなどのなどの環境悪化環境悪化環境悪化環境悪化によによによによ

りりりり漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量はははは激減激減激減激減しているしているしているしている。。。。なおなおなおなお、、、、２２２２cmcmcmcm

以下以下以下以下ののののアサリアサリアサリアサリやややや１５１５１５１５cmcmcmcm以上幅以上幅以上幅以上幅のののの漁具漁具漁具漁具

によるによるによるによる捕獲捕獲捕獲捕獲をををを禁禁禁禁じているじているじているじている。。。。    

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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からからからから侍従川侍従川侍従川侍従川のののの間間間間のののの土地土地土地土地をををを川間川間川間川間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。。。。川川川川のののの土手土手土手土手にはにはにはにはツクシツクシツクシツクシ、、、、タンポポタンポポタンポポタンポポ、、、、スミレスミレスミレスミレ、、、、

レンレンレンレンゲゲゲゲ、、、、ナズナナズナナズナナズナなどなどなどなど色色色色々々々々なななな野草野草野草野草でおおわれますでおおわれますでおおわれますでおおわれます。。。。川岸川岸川岸川岸のののの竹薮竹薮竹薮竹薮ではではではではウグイスウグイスウグイスウグイスがががが鳴鳴鳴鳴きききき、、、、セキレセキレセキレセキレ

イイイイ、、、、カワセミカワセミカワセミカワセミ、、、、カワラヒワカワラヒワカワラヒワカワラヒワ、、、、アオジアオジアオジアオジがががが飛飛飛飛びびびび交交交交いいいい麦畑麦畑麦畑麦畑ではではではではヒバリヒバリヒバリヒバリがががが鳴鳴鳴鳴きはじめますきはじめますきはじめますきはじめます。。。。    

六月六月六月六月になるとになるとになるとになると西大道西大道西大道西大道にににに、、、、渇水期渇水期渇水期渇水期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ををを供給供給供給供給するためにするためにするためにするために川川川川をせきをせきをせきをせき止止止止めためためためた大堰大堰大堰大堰がががが作作作作

られますられますられますられます。。。。このこのこのこの頃頃頃頃からからからから川川川川のののの水水水水がががが減減減減ってってってって子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの川遊川遊川遊川遊びのびのびのびの時期時期時期時期になりますになりますになりますになります。。。。大堰大堰大堰大堰のののの下下下下のののの

水水水水たまりにはたまりにはたまりにはたまりにはエビエビエビエビ、、、、フナフナフナフナ、、、、ハヤハヤハヤハヤがががが沢山沢山沢山沢山いていていていて、、、、子子子子どもたちどもたちどもたちどもたちはわれはわれはわれはわれ先先先先にににに網網網網でとりますでとりますでとりますでとります。。。。川川川川のののの下下下下

流流流流ではではではでは、、、、かいかいかいかい堀堀堀堀りがりがりがりが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。これはこれはこれはこれは水水水水をせきをせきをせきをせき止止止止めてめてめてめて中中中中のののの水水水水をかいをかいをかいをかい出出出出してしてしてして魚魚魚魚をををを捕捕捕捕るるるる方法方法方法方法

ででででウナギウナギウナギウナギ、、、、ドジョウドジョウドジョウドジョウがよくがよくがよくがよく捕捕捕捕れましたれましたれましたれました。。。。七月七夕七月七夕七月七夕七月七夕がすぎがすぎがすぎがすぎ夏祭夏祭夏祭夏祭りがりがりがりが近近近近づくづくづくづく頃頃頃頃、、、、夜夜夜夜、、、、川岸川岸川岸川岸ででででホホホホ

タルタルタルタル取取取取りりりりがががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。夜露夜露夜露夜露でででで足足足足がびっしょりになりましたがびっしょりになりましたがびっしょりになりましたがびっしょりになりました。。。。    

八月末頃八月末頃八月末頃八月末頃、、、、大池大池大池大池のののの水水水水がががが抜抜抜抜かれますかれますかれますかれます。。。。池池池池のののの中中中中にはにはにはにはコイコイコイコイやややや大大大大きなきなきなきなウナギウナギウナギウナギがいっぱいいてがいっぱいいてがいっぱいいてがいっぱいいて大人大人大人大人

もももも子子子子どももどももどももどもも夢中夢中夢中夢中になってになってになってになって捕捕捕捕りますりますりますります。。。。これはこれはこれはこれは一年一年一年一年にににに一度一度一度一度のののの楽楽楽楽しみなしみなしみなしみな年中行事年中行事年中行事年中行事でしたでしたでしたでした。。。。秋秋秋秋になになになにな

ってってってって水水水水がががが不要不要不要不要になるとになるとになるとになると大堰大堰大堰大堰がががが開開開開けられけられけられけられ放水放水放水放水しますしますしますします。。。。水水水水のののの少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった川川川川ではではではではウナギウナギウナギウナギ釣釣釣釣りがりがりがりが

行行行行われますわれますわれますわれます。。。。十月頃十月頃十月頃十月頃、、、、大潮大潮大潮大潮にににになるとなるとなるとなると諏訪諏訪諏訪諏訪のののの橋橋橋橋のののの上上上上ででででハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りがりがりがりが行行行行われますわれますわれますわれます。。。。１０１０１０１０センチセンチセンチセンチくくくく

らいのらいのらいのらいのハゼハゼハゼハゼがよくがよくがよくがよく釣釣釣釣れましたれましたれましたれました。。。。このこのこのこのハゼハゼハゼハゼはははは竹串竹串竹串竹串にににに刺刺刺刺してしてしてして焼焼焼焼きききき、、、、おおおお正月正月正月正月のののの昆布巻用昆布巻用昆布巻用昆布巻用としてとしてとしてとして保保保保

存存存存しましたしましたしましたしました。。。。チンチンカエズチンチンカエズチンチンカエズチンチンカエズ（（（（黒鯛黒鯛黒鯛黒鯛のののの子子子子））））やややや白魚白魚白魚白魚もももも海海海海からからからから上上上上がってきましたがってきましたがってきましたがってきました。。。。秋秋秋秋もももも深深深深まりまりまりまり

稲刈稲刈稲刈稲刈りもりもりもりも終終終終わりわりわりわり、、、、雑木林雑木林雑木林雑木林にににに北風北風北風北風がががが吹吹吹吹きききき抜抜抜抜けるけるけるける頃頃頃頃、、、、川岸川岸川岸川岸にはにはにはには霜柱霜柱霜柱霜柱がががが立立立立ちちちち、、、、川面川面川面川面はははは薄氷薄氷薄氷薄氷におおにおおにおおにおお

われてわれてわれてわれて侍従川侍従川侍従川侍従川もももも冬支度冬支度冬支度冬支度にににに入入入入りますりますりますります。。。。                                                                                おわりおわりおわりおわり    

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とととと侍従川侍従川侍従川侍従川のののの改修工事改修工事改修工事改修工事にににに関関関関するするするする話話話話しししし合合合合いのいのいのいの詳細報告詳細報告詳細報告詳細報告    

細川細川細川細川    一雄一雄一雄一雄    

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日((((月月月月))))午後午後午後午後７７７７時時時時からからからから大道大道大道大道コミュニテコミュニテコミュニテコミュニティィィィのののの図書室図書室図書室図書室でででで治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所とととと侍従侍従侍従侍従

川川川川のののの改修工事改修工事改修工事改修工事にににに関関関関してのしてのしてのしての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のでいましたのでいましたのでいましたので、、、、そのそのそのその詳細詳細詳細詳細をををを報告報告報告報告しますしますしますします。。。。尚尚尚尚、、、、神奈川神奈川神奈川神奈川

県横浜川崎治水事務所県横浜川崎治水事務所県横浜川崎治水事務所県横浜川崎治水事務所のののの管轄範囲管轄範囲管轄範囲管轄範囲はははは、、、、平潟橋平潟橋平潟橋平潟橋～～～～大道橋迄大道橋迄大道橋迄大道橋迄のののの区間区間区間区間でありでありでありであり、、、、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轄管轄管轄管轄となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    侍従会侍従会侍従会侍従会からのからのからのからの要望事項要望事項要望事項要望事項はははは大大大大きくきくきくきく分分分分けてけてけてけて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。（。（。（。（詳細詳細詳細詳細はははは別添要望書別添要望書別添要望書別添要望書参照参照参照参照））））    

１１１１．．．．工事工事工事工事のののの実施時期実施時期実施時期実施時期はははは生物生物生物生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時期時期時期時期にににに実施実施実施実施していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい    

２２２２．．．．大道東橋下流大道東橋下流大道東橋下流大道東橋下流にあるにあるにあるにある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ただきたいいていただきたいいていただきたいいていただきたい    

３３３３．．．．護岸護岸護岸護岸・・・・河床河床河床河床についてはについてはについてはについては、、、、生生生生きききき物物物物たちがたちがたちがたちが生存生存生存生存・・・・繁殖繁殖繁殖繁殖できるようなできるようなできるようなできるような環境環境環境環境にしにしにしにしていただきたていただきたていただきたていただきた

いいいい    

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ついてごについてごについてごについてご配慮配慮配慮配慮をををを願願願願いたいいたいいたいいたい    

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をををを参画参画参画参画させていただくかさせていただくかさせていただくかさせていただくか、、、、計画作成計画作成計画作成計画作成ののののキーポインキーポインキーポインキーポイン

トトトトでででで工事工事工事工事のののの計画案計画案計画案計画案をををを開示開示開示開示していただけないかごしていただけないかごしていただけないかごしていただけないかご検討検討検討検討いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい    

 



3／28 

以上以上以上以上５５５５項目項目項目項目にににに対対対対しししし、、、、治水事務所側治水事務所側治水事務所側治水事務所側からはからはからはからは、「、「、「、「今今今今はははは治水一辺倒治水一辺倒治水一辺倒治水一辺倒ではなくではなくではなくではなく、、、、生生生生きききき物物物物のののの棲息棲息棲息棲息にににに

もももも配慮配慮配慮配慮したしたしたした環境環境環境環境をををを維持維持維持維持するようにするようにするようにするように工事工事工事工事のののの方法方法方法方法もももも変変変変わってきているわってきているわってきているわってきている。。。。ただしただしただしただし、、、、今回今回今回今回のののの東日本東日本東日本東日本

大震災大震災大震災大震災によるによるによるによる津波津波津波津波のののの被害被害被害被害やややや護岸護岸護岸護岸のののの老朽化等老朽化等老朽化等老朽化等のののの問題問題問題問題もももも含含含含めめめめ、、、、住民住民住民住民がががが洪水洪水洪水洪水のののの心配心配心配心配をしているのをしているのをしているのをしているの

でこのでこのでこのでこの機機機機にににに護岸護岸護岸護岸やややや堆積物堆積物堆積物堆積物のののの状況状況状況状況をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと調査調査調査調査・・・・確認確認確認確認しししし、、、、来年度来年度来年度来年度にににに予算予算予算予算をををを確保確保確保確保してしてしてして必要必要必要必要

なななな対策対策対策対策をををを取取取取りたいりたいりたいりたい。。。。またまたまたまた、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川をどのようなをどのようなをどのようなをどのような川川川川にするのかにするのかにするのかにするのか侍従会侍従会侍従会侍従会とととと一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えたいのでえたいのでえたいのでえたいので

是非是非是非是非アイデアアイデアアイデアアイデアをいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたい。。。。そのそのそのその為為為為にもにもにもにも侍従会侍従会侍従会侍従会とととと定期的定期的定期的定期的にににに話話話話しししし合合合合いをいをいをいを持持持持ちたいちたいちたいちたい。」。」。」。」とのとのとのとの

回答回答回答回答でしたでしたでしたでした。。。。    

    皆皆皆皆さんさんさんさん良良良良いいいいアイデアアイデアアイデアアイデアがあったらがあったらがあったらがあったら是非発信是非発信是非発信是非発信してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

以下以下以下以下にににに要望書要望書要望書要望書とととと議事録議事録議事録議事録をををを添付添付添付添付しますのでごしますのでごしますのでごしますのでご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。    

平成平成平成平成23232323 年年年年10101010 月月月月3333 日日日日    

神奈川神奈川神奈川神奈川県横浜川崎治水事務所県横浜川崎治水事務所県横浜川崎治水事務所県横浜川崎治水事務所    

所長所長所長所長    杉杉杉杉    山山山山    孝孝孝孝    一一一一    様様様様    

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    

会長会長会長会長    相川相川相川相川    澄夫澄夫澄夫澄夫    

〒〒〒〒236236236236----0033003300330033 横浜市金沢区東朝比奈横浜市金沢区東朝比奈横浜市金沢区東朝比奈横浜市金沢区東朝比奈1111----16161616----7777    

電話電話電話電話045045045045----785785785785----3838383838383838、、、、FAX 045FAX 045FAX 045FAX 045----786786786786----0039003900390039    

侍従川侍従川侍従川侍従川のののの護岸護岸護岸護岸・・・・河床改修工事河床改修工事河床改修工事河床改修工事にににに関関関関するするするする要望事項提出要望事項提出要望事項提出要望事項提出についてについてについてについて    

拝啓拝啓拝啓拝啓    初秋初秋初秋初秋のののの候候候候、、、、貴所貴所貴所貴所ますますごますますごますますごますますご清祥清祥清祥清祥のこととのこととのこととのことと、、、、おおおお慶慶慶慶びびびび申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。平素平素平素平素はははは当会当会当会当会のののの活動活動活動活動にににに対対対対しししし格別格別格別格別のののの

ごごごご高配高配高配高配をををを賜賜賜賜りりりり、、、、厚厚厚厚くおくおくおくお礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    さてさてさてさて、、、、先日貴所先日貴所先日貴所先日貴所にてにてにてにて侍従川侍従川侍従川侍従川のののの護岸及護岸及護岸及護岸及びびびび河床河床河床河床のののの調査調査調査調査をををを予定予定予定予定しているとのしているとのしているとのしているとの話話話話をををを伺伺伺伺いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、長年侍従川長年侍従川長年侍従川長年侍従川

をををを活動活動活動活動のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして川川川川のののの清掃清掃清掃清掃活動及活動及活動及活動及びびびび自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全・・・・保護活動保護活動保護活動保護活動、、、、河川河川河川河川のののの水質調査水質調査水質調査水質調査やややや生生生生きききき物調査物調査物調査物調査をををを行行行行っっっっ

ておりますておりますておりますております当会当会当会当会としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、調査調査調査調査のののの結果結果結果結果、、、、改修工事改修工事改修工事改修工事がががが必要必要必要必要とととと判断判断判断判断されされされされ、、、、実際実際実際実際にににに改修工事改修工事改修工事改修工事がががが行行行行われるわれるわれるわれる際際際際

はははは、、、、多種多種多種多種・・・・多様多様多様多様なななな沢山沢山沢山沢山のののの生生生生きききき物物物物がががが生息生息生息生息するするするする現在現在現在現在のののの侍従川侍従川侍従川侍従川のののの環境環境環境環境をできるをできるをできるをできる限限限限りりりり維持維持維持維持できるようなできるようなできるようなできるような工事工事工事工事をををを実実実実

施施施施していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、今後改修工事今後改修工事今後改修工事今後改修工事がががが実施実施実施実施されますときにはされますときにはされますときにはされますときには、、、、下記下記下記下記のののの内容内容内容内容にににに配慮配慮配慮配慮してしてしてして実施実施実施実施していただきたくしていただきたくしていただきたくしていただきたく

要望要望要望要望いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので何卒何卒何卒何卒ごごごご配慮配慮配慮配慮をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

敬具敬具敬具敬具    

記記記記    

１１１１．．．．工事工事工事工事のののの実施時期実施時期実施時期実施時期はははは生物生物生物生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時期時期時期時期にににに実施実施実施実施していただきたしていただきたしていただきたしていただきたいいいい    

(1) (1) (1) (1) 生生生生きききき物物物物のののの活動時期活動時期活動時期活動時期はそのはそのはそのはその種類種類種類種類によりによりによりにより多様多様多様多様でありでありでありであり、、、、１１１１年中年中年中年中がそのがそのがそのがその活動時期活動時期活動時期活動時期といえますがといえますがといえますがといえますが、、、、そのそのそのその中中中中でででで

もももも活動活動活動活動がががが停滞停滞停滞停滞するするするする冬冬冬冬のののの間間間間がががが生生生生きききき物物物物にににに一番影響一番影響一番影響一番影響がががが少少少少ないないないないとととと考考考考えますえますえますえます。。。。    

(2) (2) (2) (2) そのそのそのその為為為為、、、、できましたらできましたらできましたらできましたら11111111 月月月月～～～～２２２２月月月月のののの間間間間にににに工事工事工事工事がががが実施出来実施出来実施出来実施出来ないかごないかごないかごないかご検討頂検討頂検討頂検討頂きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

２２２２．．．．大道東橋下流大道東橋下流大道東橋下流大道東橋下流にあるにあるにあるにある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ただきたいいていただきたいいていただきたいいていただきたい    
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    (1) (1) (1) (1) 大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋のののの下流下流下流下流にににに生生生生えているえているえているえている葦葦葦葦はははは、、、、川川川川のののの水水水水やややや土壌土壌土壌土壌をををを浄化浄化浄化浄化するするするする作用作用作用作用があるといわれておりますがあるといわれておりますがあるといわれておりますがあるといわれております。。。。    

(2)(2)(2)(2)    さらにさらにさらにさらに、、、、そのそのそのその葦葦葦葦をををを利用利用利用利用してしてしてして毎年毎年毎年毎年、、、、横浜市立大道小学校横浜市立大道小学校横浜市立大道小学校横浜市立大道小学校とととと当会当会当会当会がががが主催主催主催主催してしてしてして、、、、小学校小学校小学校小学校のののの児童及児童及児童及児童及びびびび近隣近隣近隣近隣

のののの方方方方々々々々とととと一緒一緒一緒一緒にににに葦舟葦舟葦舟葦舟をををを作作作作っておりっておりっておりっており、、、、葦原葦原葦原葦原がががが無無無無くなるとくなるとくなるとくなると葦舟葦舟葦舟葦舟がががが作成作成作成作成できなくなってできなくなってできなくなってできなくなってしまいますしまいますしまいますしまいます。。。。    

(3)(3)(3)(3)    今今今今までまでまでまで、、、、毎年毎年毎年毎年１１１１月月月月からからからから２２２２月頃月頃月頃月頃にににに、、、、枯枯枯枯れたれたれたれた葦葦葦葦をををを刈刈刈刈りりりり取取取取りりりり、、、、3333 月月月月にそのにそのにそのにその葦葦葦葦をををを使使使使ってってってって葦舟葦舟葦舟葦舟をををを作成作成作成作成しししし、、、、５５５５

月及月及月及月及びびびび８８８８月月月月にににに葦舟葦舟葦舟葦舟のののの乗船会乗船会乗船会乗船会をををを開催開催開催開催しておりしておりしておりしており、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに非常非常非常非常にににに貴重貴重貴重貴重なななな体験活動体験活動体験活動体験活動をををを10101010 年近年近年近年近くくくく続続続続

けていますけていますけていますけています。。。。    

(4)(4)(4)(4)    今後今後今後今後もももも、、、、子子子子どもどもどもども達達達達にこのようににこのようににこのようににこのように貴重貴重貴重貴重なななな体験体験体験体験をををを継続継続継続継続させるためさせるためさせるためさせるためにもにもにもにも、、、、是非葦原是非葦原是非葦原是非葦原はははは残残残残してしてしてして置置置置いていたいていたいていたいていた

だきたいだきたいだきたいだきたい。。。。    

３３３３．．．．護岸護岸護岸護岸・・・・河床河床河床河床についてはについてはについてはについては、、、、生生生生きききき物物物物たちがたちがたちがたちが生存生存生存生存・・・・繁殖繁殖繁殖繁殖できるようなできるようなできるようなできるような環境環境環境環境にしていただきたいにしていただきたいにしていただきたいにしていただきたい    

(1)(1)(1)(1)    現在護岸現在護岸現在護岸現在護岸のののの隙間隙間隙間隙間ににににカニカニカニカニやうなぎやうなぎやうなぎやうなぎ等等等等がががが住住住住みみみみ着着着着くなどくなどくなどくなど、、、、生生生生きききき物物物物にとってにとってにとってにとって凹凸凹凸凹凸凹凸のあるのあるのあるのある場所場所場所場所はははは非常非常非常非常にににに住住住住みみみみ

やすいやすいやすいやすい場所場所場所場所となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。治水上治水上治水上治水上はははは護岸護岸護岸護岸にににに隙間隙間隙間隙間やひびやひびやひびやひび割割割割れがあることはれがあることはれがあることはれがあることは大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題であるであるであるである事事事事はははは

理解理解理解理解いたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、逆逆逆逆にににに生生生生きききき物物物物にとってはにとってはにとってはにとっては生生生生きるのにきるのにきるのにきるのに非常非常非常非常にににに快適快適快適快適なななな場所場所場所場所となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

(2)(2)(2)(2)    そのそのそのその為為為為、、、、護岸護岸護岸護岸をををを平平平平らならならならな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塗塗塗塗りつぶされてしまうとりつぶされてしまうとりつぶされてしまうとりつぶされてしまうと現在住現在住現在住現在住みみみみ着着着着いているいているいているいている生生生生きききき物達物達物達物達のののの行行行行

きききき場所場所場所場所がなくなってしまいますがなくなってしまいますがなくなってしまいますがなくなってしまいます。。。。つきましてはつきましてはつきましてはつきましては予算予算予算予算とのとのとのとの兼兼兼兼ねねねね合合合合いがあるかとはいがあるかとはいがあるかとはいがあるかとは思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これこれこれこれ

らのらのらのらの生生生生きききき物物物物がががが住住住住めてしかもめてしかもめてしかもめてしかも護岸護岸護岸護岸のののの役目役目役目役目をするをするをするをするカニパネルカニパネルカニパネルカニパネル（（（（鹿島建設鹿島建設鹿島建設鹿島建設でででで施工施工施工施工））））のようなのようなのようなのようなもののもののもののものの採用採用採用採用

をををを是非是非是非是非ごごごご検討検討検討検討いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

(3)(3)(3)(3)    環境教育環境教育環境教育環境教育のののの負負負負のののの教材教材教材教材になるになるになるになる虞虞虞虞のあるのあるのあるのある改修工事改修工事改修工事改修工事はははは是非避是非避是非避是非避けていただきたいとけていただきたいとけていただきたいとけていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

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ついてごについてごについてごについてご配慮配慮配慮配慮をををを願願願願いたいいたいいたいいたい    

(1)(1)(1)(1)    近隣近隣近隣近隣のののの小学校小学校小学校小学校（（（（大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校、、、、高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校、、、、六浦小学校六浦小学校六浦小学校六浦小学校、、、、瀬瀬瀬瀬がががが崎小学校等崎小学校等崎小学校等崎小学校等））））ではではではでは子子子子どもどもどもども達達達達のののの環境環境環境環境

教育教育教育教育のののの実践場所実践場所実践場所実践場所としてとしてとしてとして侍従川侍従川侍従川侍従川をををを活用活用活用活用していますしていますしていますしています。。。。侍従川侍従川侍従川侍従川はははは全長全長全長全長３３３３ｋｍｋｍｋｍｋｍとととと非常非常非常非常にににに小小小小さなさなさなさな川川川川ですがですがですがですが、、、、

逆逆逆逆にそのにそのにそのにその小小小小ささのおかげでささのおかげでささのおかげでささのおかげで他他他他のののの川川川川とととと違違違違ってってってって実際実際実際実際にににに川川川川のののの中中中中にににに入入入入ってってってって子子子子どもどもどもども達達達達がががが自然自然自然自然をををを実感実感実感実感できるできるできるできる

環境環境環境環境がありますがありますがありますがあります。。。。下流付近下流付近下流付近下流付近はははは汽水域汽水域汽水域汽水域のためのためのためのため海海海海のののの生生生生きききき物物物物がががが、、、、中流域中流域中流域中流域ではではではでは川川川川のののの生生生生きききき物物物物がががが沢山生息沢山生息沢山生息沢山生息しししし、、、、

それらのそれらのそれらのそれらの生生生生きききき物物物物をををを狙狙狙狙ってってってって鴨鴨鴨鴨、、、、白鷺白鷺白鷺白鷺、、、、青鷺青鷺青鷺青鷺、、、、カワセミカワセミカワセミカワセミなどのなどのなどのなどの鳥鳥鳥鳥がががが飛飛飛飛んできますんできますんできますんできます。。。。子子子子どもどもどもども達達達達がそれらがそれらがそれらがそれら

のののの生生生生きききき物物物物とととと触触触触れれれれ合合合合うううう事事事事ができるができるができるができる環境環境環境環境がががが侍従川侍従川侍従川侍従川にはありますにはありますにはありますにはあります。。。。    

(2)(2)(2)(2)    またまたまたまた、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川にににに生生生生えているえているえているえている葦葦葦葦をををを刈刈刈刈りりりり取取取取りりりり葦舟葦舟葦舟葦舟をををを作作作作ったりったりったりったり、、、、川川川川にににに入入入入ってってってって川川川川のののの清掃活動清掃活動清掃活動清掃活動やややや生生生生きききき物物物物をををを捕捕捕捕

獲獲獲獲してしてしてして川川川川のののの水族館水族館水族館水族館をををを作作作作るなどるなどるなどるなど、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川のののの現在現在現在現在のののの環境環境環境環境はははは非常非常非常非常にににに子子子子どもどもどもども達達達達のののの環境教育環境教育環境教育環境教育にににに有効有効有効有効なものとなものとなものとなものと

なっていますなっていますなっていますなっています。。。。    

(3)(3)(3)(3)    これらのこれらのこれらのこれらの活動活動活動活動をををを今後今後今後今後もももも継続継続継続継続するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、現在現在現在現在のののの侍従川侍従川侍従川侍従川のののの自然環境自然環境自然環境自然環境をををを出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけ保持保持保持保持できるようできるようできるようできるよう

にごにごにごにご配慮配慮配慮配慮いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

2011201120112011 年年年年9999 月月月月9999 日日日日・・・・・・・・大道小学校全校生徒大道小学校全校生徒大道小学校全校生徒大道小学校全校生徒によるによるによるによる侍従川侍従川侍従川侍従川のののの清掃清掃清掃清掃とととと生生生生きききき物採集物採集物採集物採集・・・・観察観察観察観察    

2011201120112011 年年年年9999 月月月月26262626 日日日日・・・・・・・・高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校高舟台小学校のののの５５５５、、、、６６６６年生年生年生年生がががが侍従川侍従川侍従川侍従川にににに入入入入りりりり生生生生きききき物採集物採集物採集物採集・・・・観察観察観察観察    

2011201120112011 年年年年10101010 月月月月6666 日日日日・・・・・・・・大師高等学校大師高等学校大師高等学校大師高等学校のののの生徒生徒生徒生徒30303030 人人人人がががが侍従川侍従川侍従川侍従川でででで清掃活動清掃活動清掃活動清掃活動とととと自然環境体験学習予定自然環境体験学習予定自然環境体験学習予定自然環境体験学習予定    
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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とのとのとのとの打合打合打合打合せせせせ議事録議事録議事録議事録    

・・・・開催日時開催日時開催日時開催日時    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月））））    １９１９１９１９時時時時～～～～２０２０２０２０時時時時３０３０３０３０分分分分    

・・・・開催場所開催場所開催場所開催場所    大道大道大道大道コミュニテコミュニテコミュニテコミュニティィィィ    図書室図書室図書室図書室    

・・・・出席者出席者出席者出席者        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((((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))))、、、、廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬、、、、伊藤伊藤伊藤伊藤、、、、押田押田押田押田    

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：：：：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    春原春原春原春原((((すのはらすのはらすのはらすのはら))))課長課長課長課長、、、、菅原副技幹菅原副技幹菅原副技幹菅原副技幹    

■■■■    議事内容議事内容議事内容議事内容    

１１１１．．．．細川細川細川細川がががが要望書要望書要望書要望書をををを説明説明説明説明（（（（添付資料参照添付資料参照添付資料参照添付資料参照：「：「：「：「侍従川侍従川侍従川侍従川のののの護岸護岸護岸護岸・・・・河床改修工事河床改修工事河床改修工事河床改修工事にににに関関関関するするするする要望書要望書要望書要望書」）」）」）」）    

２２２２．．．．治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所からのからのからのからの説明説明説明説明とととと回答回答回答回答    

 (4)  (4)  (4)  (4) 平成平成平成平成23232323 年年年年3333 月月月月にににに県土整備部河川課県土整備部河川課県土整備部河川課県土整備部河川課によりによりによりにより作成作成作成作成されたされたされたされた「「「「かながわのかながわのかながわのかながわの川川川川づくりづくりづくりづくり計画計画計画計画」」」」ののののハードハードハードハード対対対対

策策策策のののの中中中中のののの河川河川河川河川のののの整備整備整備整備にもにもにもにも記載記載記載記載されているされているされているされている＜＜＜＜多自然川多自然川多自然川多自然川づくりづくりづくりづくり＞＞＞＞にもありますがにもありますがにもありますがにもありますが「「「「河川河川河川河川はははは、、、、身近身近身近身近なななな自自自自

然然然然とふれあえるとふれあえるとふれあえるとふれあえる貴重貴重貴重貴重なななな公共空間公共空間公共空間公共空間でありでありでありであり、、、、人人人人々々々々にににに安安安安らぎやらぎやらぎやらぎや潤潤潤潤いをいをいをいを与与与与えるえるえるえる場所場所場所場所ですですですです。。。。こうしたこうしたこうしたこうした河川河川河川河川のののの

環境環境環境環境をををを整備整備整備整備・・・・保全保全保全保全するとするとするとすると共共共共にににに、、、、自然自然自然自然とのふれあいのとのふれあいのとのふれあいのとのふれあいの場場場場としてだけでなくとしてだけでなくとしてだけでなくとしてだけでなく、、、、環境学習環境学習環境学習環境学習のののの場場場場やややや人人人人々々々々のののの

交流交流交流交流のののの場場場場としてもとしてもとしてもとしても利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう、、、、治水対策治水対策治水対策治水対策とともにとともにとともにとともに、、、、地元市町村地元市町村地元市町村地元市町村やややや地域地域地域地域のののの方方方方々々々々とととと連携連携連携連携をををを図図図図りりりり、、、、

自然環境自然環境自然環境自然環境やややや社会環境社会環境社会環境社会環境、、、、景観景観景観景観やややや水質水質水質水質、、、、親水親水親水親水などになどになどになどに配慮配慮配慮配慮したしたしたした、、、、人人人人とととと自然自然自然自然にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい川川川川づくりづくりづくりづくりをををを進進進進めまめまめまめま

すすすす」」」」をををを是非実践是非実践是非実践是非実践していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

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をををを参画参画参画参画させていただくかさせていただくかさせていただくかさせていただくか、、、、計画作成計画作成計画作成計画作成のののの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工事工事工事工事のののの計計計計

画案画案画案画案をををを開示開示開示開示していただけないかごしていただけないかごしていただけないかごしていただけないかご検討検討検討検討いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい    

(1)(1)(1)(1)    誠誠誠誠にににに勝手勝手勝手勝手なななな提案提案提案提案ですがですがですがですが、、、、出来出来出来出来ましたらましたらましたらましたら改修計画案改修計画案改修計画案改修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をををを参画参画参画参画させていただくさせていただくさせていただくさせていただく

かかかか、、、、工事工事工事工事のののの仕様仕様仕様仕様をををを確定確定確定確定するするするする前前前前にににに、、、、各各各各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工事工事工事工事のののの計画案計画案計画案計画案をををを開示開示開示開示していただけないかごしていただけないかごしていただけないかごしていただけないかご検検検検

討討討討いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

(2)(2)(2)(2)    今回今回今回今回のののの本提案本提案本提案本提案はははは、、、、決決決決してしてしてして貴事務所貴事務所貴事務所貴事務所でででで計画計画計画計画されているされているされているされている改修計画改修計画改修計画改修計画をををを妨害妨害妨害妨害するものではありませんしするものではありませんしするものではありませんしするものではありませんし、、、、

そのそのそのその意思意思意思意思もありませんもありませんもありませんもありません。。。。ただただただただ、、、、改修工事改修工事改修工事改修工事をををを実施実施実施実施するするするする際際際際にににに、、、、工事工事工事工事のののの時期時期時期時期・・・・工事工事工事工事のののの方法方法方法方法（（（（護岸工事護岸工事護岸工事護岸工事をををを

片側片側片側片側づつづつづつづつ実施実施実施実施したりしたりしたりしたり、、、、数年数年数年数年にににに亘亘亘亘ってってってって実施実施実施実施しししし、、、、環境環境環境環境のののの自然治癒自然治癒自然治癒自然治癒をををを確認確認確認確認しながらしながらしながらしながら出来出来出来出来ないかないかないかないか？）？）？）？）・・・・工工工工

事事事事のののの材料材料材料材料のののの選択等選択等選択等選択等をををを多方面多方面多方面多方面にににに亘亘亘亘ってってってって検討検討検討検討していただきしていただきしていただきしていただき、、、、できればできればできればできれば現在現在現在現在のののの自然環境自然環境自然環境自然環境をををを出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけ壊壊壊壊

さないようにさないようにさないようにさないように出来出来出来出来ないかとのないかとのないかとのないかとの思思思思いのみでいのみでいのみでいのみで提案提案提案提案をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております事事事事をををを是非是非是非是非ごごごご理解理解理解理解いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

(3)(3)(3)(3)    またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの保全活動保全活動保全活動保全活動のののの草刈草刈草刈草刈りりりり等等等等のののの作業作業作業作業についてもについてもについてもについても事前事前事前事前にごにごにごにご連絡頂連絡頂連絡頂連絡頂ければければければければ、、、、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もももも参参参参

加加加加してしてしてして、、、、今今今今までのまでのまでのまでの様様様様にににに根根根根こそぎこそぎこそぎこそぎ刈刈刈刈りりりり取取取取ってってってって生生生生きききき物物物物をををを全全全全てててて排除排除排除排除するのではするのではするのではするのでは無無無無くくくく、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく生生生生きききき物物物物がががが

退避退避退避退避できるできるできるできる場所場所場所場所をををを作作作作ったりったりったりったり、、、、生生生生きききき物物物物にににに影響影響影響影響がががが少少少少なくなるようになくなるようになくなるようになくなるように、、、、刈刈刈刈りりりり取取取取るるるる場所場所場所場所やややや刈刈刈刈りりりり取取取取るるるる方法等方法等方法等方法等

についてについてについてについて現場現場現場現場でででで調整調整調整調整しながらしながらしながらしながら実施実施実施実施するするするする事事事事もももも可能可能可能可能ですのでですのでですのでですので是非是非是非是非ごごごご検討検討検討検討くださいくださいくださいください。。。。    

(4)(4)(4)(4)    更更更更にににに２２２２年前年前年前年前にににに実施実施実施実施しましたしましたしましたしました、、、、貴所貴所貴所貴所とととと当会当会当会当会とのとのとのとの情報交換会情報交換会情報交換会情報交換会をををを今後定期的今後定期的今後定期的今後定期的にににに開催開催開催開催しししし、、、、双方双方双方双方のののの意思意思意思意思のののの疎疎疎疎

通通通通をををを図図図図ることもることもることもることも有意義有意義有意義有意義とととと考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、是非是非是非是非ごごごご検討検討検討検討くださいくださいくださいください。。。。    

以上以上以上以上    
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(1) (1) (1) (1) 侍従川侍従川侍従川侍従川のののの護岸護岸護岸護岸はははは昭和昭和昭和昭和３０３０３０３０年代年代年代年代にににに作作作作られたものでられたものでられたものでられたもので老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる（（（（治水事務所説治水事務所説治水事務所説治水事務所説

明明明明）。）。）。）。    

(2) (2) (2) (2) 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの津波津波津波津波やややや異常気象異常気象異常気象異常気象のののの影響影響影響影響でででで、、、、住民住民住民住民がががが洪水洪水洪水洪水のののの心配心配心配心配をしているをしているをしているをしている（（（（治水事務治水事務治水事務治水事務

所説明所説明所説明所説明）。）。）。）。    

(3) (3) (3) (3) 侍従川侍従川侍従川侍従川はははは時時時時間当間当間当間当たりたりたりたり５０５０５０５０mmmmmmmm のののの降水量降水量降水量降水量にににに耐耐耐耐えられるようにえられるようにえられるようにえられるように設計設計設計設計されているがされているがされているがされているが、、、、土土土土がががが

堆積堆積堆積堆積しているのでしているのでしているのでしているので、、、、もっともっともっともっと少少少少ないないないない降水量降水量降水量降水量でででで氾濫氾濫氾濫氾濫するするするする可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある（（（（治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明）。）。）。）。    

(4) (4) (4) (4) 毎時毎時毎時毎時５０５０５０５０mmmmmmmm のののの雨雨雨雨のののの降降降降るるるる確率確率確率確率はははは６６６６....３３３３年年年年にににに１１１１回回回回、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその次次次次ののののレベルレベルレベルレベルのののの毎時毎時毎時毎時６０６０６０６０

mmmmmmmm のののの雨雨雨雨のののの降降降降るるるる確率確率確率確率はははは１０１０１０１０年年年年にににに１１１１回程度回程度回程度回程度のののの確率確率確率確率でででで発生発生発生発生するするするする（（（（春原課長春原課長春原課長春原課長のののの説明説明説明説明）。）。）。）。    

(5)  (5)  (5)  (5)  ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年３３３３月迄月迄月迄月迄にににに測量測量測量測量をををを行行行行いいいい、、、、今回今回今回今回のののの地震地震地震地震のののの影響影響影響影響によるによるによるによる護岸護岸護岸護岸のののの破損等破損等破損等破損等をををを調調調調べるべるべるべる

ことになっていることになっていることになっていることになっている。。。。そのそのそのその結果結果結果結果をををを基基基基にしてにしてにしてにして、、、、来年度来年度来年度来年度にににに予算予算予算予算をとってをとってをとってをとって侍従川侍従川侍従川侍従川のののの改修改修改修改修をををを考考考考

えているえているえているえている（（（（治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明）。）。）。）。    

(6) (6) (6) (6) 全面的全面的全面的全面的なななな改修改修改修改修でなくでなくでなくでなく、、、、生生生生きききき物物物物をををを絶滅絶滅絶滅絶滅させないようにさせないようにさせないようにさせないように部分的部分的部分的部分的にににに改修改修改修改修してしてしてして行行行行きたいきたいきたいきたい。。。。    昔昔昔昔

のようにのようにのようにのように治水治水治水治水だけがだけがだけがだけが目的目的目的目的でなくでなくでなくでなく、、、、環境環境環境環境にににに考慮考慮考慮考慮したしたしたした改修改修改修改修をするようにをするようにをするようにをするように制度制度制度制度もももも変変変変わってわってわってわって

きているきているきているきている（（（（治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明）。）。）。）。    

(7) (7) (7) (7) １１１１立米立米立米立米のののの汚泥汚泥汚泥汚泥をををを処分処分処分処分するのにするのにするのにするのに３３３３万円万円万円万円くらいかかるのでくらいかかるのでくらいかかるのでくらいかかるので一度一度一度一度にににに広広広広いいいい範囲範囲範囲範囲のののの工事工事工事工事ははははココココ

ストストストスト的的的的にもにもにもにも出来出来出来出来ないないないない。。。。部分的部分的部分的部分的なななな改修工事改修工事改修工事改修工事になるになるになるになる。。。。⇒⇒⇒⇒侍従会侍従会侍従会侍従会からのからのからのからの要望事項要望事項要望事項要望事項：：：：時期時期時期時期をををを

ずらすずらすずらすずらすなどしてなどしてなどしてなどして生生生生きききき物物物物にににに対対対対するするするする影響影響影響影響をををを最小最小最小最小にすることにすることにすることにすること等等等等もももも考慮考慮考慮考慮してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

(8) (8) (8) (8) 新新新新しいしいしいしい護岸護岸護岸護岸はははは、、、、生生生生きききき物物物物がががが棲棲棲棲めるようにしたいとめるようにしたいとめるようにしたいとめるようにしたいと考考考考えているえているえているえている（（（（治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明）。）。）。）。⇒⇒⇒⇒

侍従会侍従会侍従会侍従会からからからから鹿島建設鹿島建設鹿島建設鹿島建設ののののカニカニカニカニ護岸護岸護岸護岸パネルパネルパネルパネル（（（（護岸護岸護岸護岸がががが二二二二重重重重になっていてになっていてになっていてになっていて裏側裏側裏側裏側にににに生生生生きききき物物物物がががが生生生生

息息息息できるできるできるできる隙間隙間隙間隙間があるがあるがあるがある））））をををを紹介紹介紹介紹介。。。。    

(9) (9) (9) (9) 改修改修改修改修にににに際際際際しししし、、、、川川川川のののの中央部中央部中央部中央部をををを深深深深くしくしくしくし、、、、川岸川岸川岸川岸のののの近近近近くはくはくはくは、、、、子子子子どどどどもたちがもたちがもたちがもたちが川川川川にににに入入入入ってってってって歩歩歩歩けるけるけるける

ようなようなようなような浅浅浅浅いいいい部分部分部分部分をををを作作作作るということもるということもるということもるということも可能可能可能可能（（（（治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明））））。。。。    

(10) (10) (10) (10) 侍従会侍従会侍従会侍従会のののの人人人人たちとたちとたちとたちと侍従川侍従川侍従川侍従川をどのようにしていくかををどのようにしていくかををどのようにしていくかををどのようにしていくかを考考考考えてえてえてえて行行行行きたいきたいきたいきたい。。。。    侍従会侍従会侍従会侍従会からからからから

のののの要望要望要望要望ややややアイデアアイデアアイデアアイデアをををを出出出出してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい（（（（治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明））））。。。。    

(11) (11) (11) (11) 年年年年にににに２２２２回程度回程度回程度回程度、、、、定期的定期的定期的定期的にににに侍従会侍従会侍従会侍従会とととと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情報交換情報交換情報交換情報交換のためののためののためののための打打打打ちちちち合合合合わせをわせをわせをわせを

行行行行いたいいたいいたいいたい。。。。⇒⇒⇒⇒１１１１回目回目回目回目はははは、、、、測量測量測量測量がががが終終終終わったわったわったわった４４４４月月月月ごろにしたらどうかごろにしたらどうかごろにしたらどうかごろにしたらどうか（（（（双方双方双方双方でででで合意合意合意合意しましましましま

したしたしたした））））。。。。    

(12) (12) (12) (12) 草草草草のののの伐採伐採伐採伐採はははは、、、、自治体委託自治体委託自治体委託自治体委託というというというという制度制度制度制度もあるもあるもあるもある（（（（治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明））））。。。。    

(13) (13) (13) (13) 県営跡地県営跡地県営跡地県営跡地はははは、、、、かなりかなりかなりかなり深深深深くくくく掘掘掘掘らないとらないとらないとらないと遊水池遊水池遊水池遊水池にはならないにはならないにはならないにはならない（（（（治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明治水事務所説明））））。。。。    

(14) (14) (14) (14) 親水護親水護親水護親水護岸岸岸岸にしてにしてにしてにして、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川のののの生生生生きききき物物物物をををを観察観察観察観察できるようなできるようなできるようなできるような場所場所場所場所にしたらどうかにしたらどうかにしたらどうかにしたらどうか（（（（侍従侍従侍従侍従

会要望会要望会要望会要望））））。。。。    

以上以上以上以上
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日付 地名 ♂個体数 ♀個体数 卵塊数 確認者名 備考

20120206 朝比奈小学校 0 0 33 山田
20120208 大道小学校 2 1 0 山田・佐野 産卵は確認できなかった
20120209 十二所果樹園※ 0 0 0 山田・西井
20120209 朝比奈切り通し※ 0 0 2 山田・西井 水辺が70cm程度に縮小
20120209 朝比奈切通し入口湿地 0 0 0 山田・西井 乾燥化が進行。水辺がほとんどない
20120209 大道中学校裏山農地 0 0 0 山田・西井 水辺が数か所埋められた
20120209 大道小学校 0 0 0 山田・西井
20120210 大道小学校 0 0 2 伊藤
20120211 朝比奈小学校 0 0 34 佐野 6日から1卵塊増えた
20120211 朝比奈切通し入口湿地 0 0 0 佐野
20120221 朝比奈小学校 1 1 35 佐野 21日から1卵塊増えた
20120226 大道小学校 0 0 3 山田・佐野 9日から1卵塊増えた
20120307 大道中学校裏山農地 2 0 0 佐野 卵塊は確認できなかった
20120307 朝比奈切通し入口湿地 0 0 0 佐野
20120311 大道中学校裏山農地 1 0 1 佐野
20120321 大道中学校裏山農地 0 0 5 佐野 4卵塊増えた

※は侍従川の流域ではない

                                            ヤヤヤヤマアカガエルマアカガエルマアカガエルマアカガエルがががが危危危危ないないないない！！！！！！！！            山田山田山田山田・・・・佐野佐野佐野佐野    

    ヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルというというというというカエルカエルカエルカエルがいますがいますがいますがいます。。。。１１１１月月月月のののの終終終終わりわりわりわり頃頃頃頃からからからから３３３３月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて池池池池やややや田田田田んぼんぼんぼんぼ、、、、

湿地湿地湿地湿地、、、、水溜水溜水溜水溜りなどにりなどにりなどにりなどに卵卵卵卵をををを産産産産みますみますみますみます。。。。かつてかつてかつてかつて侍従川流域侍従川流域侍従川流域侍従川流域ではいくつかのではいくつかのではいくつかのではいくつかの生息地生息地生息地生息地がありましたがありましたがありましたがありました

がががが、、、、最近最近最近最近すごいすごいすごいすごい勢勢勢勢いでいでいでいで少少少少なくなっていますなくなっていますなくなっていますなくなっています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

侍従川流域侍従川流域侍従川流域侍従川流域ででででヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルがががが卵卵卵卵をををを産産産産むむむむ場所場所場所場所はははは２００５２００５２００５２００５年頃年頃年頃年頃まではまではまではまでは５５５５かかかか所程所程所程所程ありありありあり、、、、数数数数もももも

比較的多比較的多比較的多比較的多くみられましたくみられましたくみられましたくみられました。。。。しかししかししかししかし、、、、今年今年今年今年（（（（２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年））））調査調査調査調査をしたところをしたところをしたところをしたところ、、、、３３３３かかかか所所所所にににに減減減減っっっっ

てしまったことがてしまったことがてしまったことがてしまったことが分分分分かりまかりまかりまかりましたしたしたした。。。。そしてそのうちのそしてそのうちのそしてそのうちのそしてそのうちの２２２２かかかか所所所所はははは数数数数もももも少少少少なくまさになくまさになくまさになくまさに風前風前風前風前のののの灯火灯火灯火灯火

ですですですです。。。。ヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルのののの減少減少減少減少はははは、、、、ヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルをををを餌餌餌餌とするとするとするとするヘビヘビヘビヘビのののの仲間仲間仲間仲間やややや肉食肉食肉食肉食のののの水生生物水生生物水生生物水生生物

にとってもにとってもにとってもにとっても深刻深刻深刻深刻なななな問題問題問題問題ですですですです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

緊急報告緊急報告緊急報告緊急報告    

ヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエル    ゼリーゼリーゼリーゼリー状状状状のののの卵塊卵塊卵塊卵塊    

２００５２００５２００５２００５年頃年頃年頃年頃のののの生息状況生息状況生息状況生息状況    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年のののの生息状況生息状況生息状況生息状況    
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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、、、、角田繁角田繁角田繁角田繁、、、、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、、、、外川忠志外川忠志外川忠志外川忠志、、、、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、、、、高高高高橋橋橋橋のりみのりみのりみのりみ、、、、高木之靖高木之靖高木之靖高木之靖((((ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾀｺﾀｺﾀｺﾀｺﾞ゙゙゙ﾆｱﾆｱﾆｱﾆｱ))))、、、、山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治、、、、古賀古賀古賀古賀ﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰﾌｧﾐﾘｰ５５５５名名名名、、、、青柳亮祐青柳亮祐青柳亮祐青柳亮祐、、、、    

池田麻美池田麻美池田麻美池田麻美、、、、斉藤夏希斉藤夏希斉藤夏希斉藤夏希、、、、西井洋一西井洋一西井洋一西井洋一、、、、酒巻稜生酒巻稜生酒巻稜生酒巻稜生、、、、柴田真穂柴田真穂柴田真穂柴田真穂、、、、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計２３２３２３２３名名名名））））    

このこのこのこの冬一番冬一番冬一番冬一番のののの寒気寒気寒気寒気（（（（クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス寒気寒気寒気寒気））））がががが襲襲襲襲ってきたってきたってきたってきたクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスのののの朝朝朝朝、、、、やはりやはりやはりやはり空気空気空気空気はははは冷冷冷冷たたたた

くくくく先月先月先月先月のののの暖暖暖暖かさがかさがかさがかさが信信信信じられないじられないじられないじられない寒寒寒寒さですさですさですさです。。。。しかししかししかししかし幸幸幸幸いにもいにもいにもいにも風風風風がががが吹吹吹吹いていないのでいていないのでいていないのでいていないので手手手手がかじがかじがかじがかじ

かんでしまうかんでしまうかんでしまうかんでしまう程程程程ではではではでは有有有有りませんでしたりませんでしたりませんでしたりませんでした。。。。    

今日今日今日今日はははは、、、、今年最後今年最後今年最後今年最後のののの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、、、、来週来週来週来週はもうはもうはもうはもう元日元日元日元日ですですですです。。。。皆皆皆皆さんさんさんさん自宅自宅自宅自宅のののの大掃除大掃除大掃除大掃除にににに忙忙忙忙しししし

いいいい時期時期時期時期ですがですがですがですが、、、、沢山沢山沢山沢山のののの人人人人がががが参加参加参加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、、、、しかもしかもしかもしかもクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスのののの日日日日にににに！！！！！！！！有有有有りりりり難難難難いこいこいこいこ

とですとですとですとです。。。。遠路参加遠路参加遠路参加遠路参加してくれたしてくれたしてくれたしてくれた屏風屏風屏風屏風ヶヶヶヶ浦小学校浦小学校浦小学校浦小学校のののの酒巻君酒巻君酒巻君酒巻君、、、、柴田柴田柴田柴田さんさんさんさん、、、、東京東京東京東京コミュニケーショコミュニケーショコミュニケーショコミュニケーショ

ンンンン専門学校専門学校専門学校専門学校のののの斉藤斉藤斉藤斉藤さんさんさんさん、、、、西井西井西井西井さんさんさんさん、、、、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青柳青柳青柳青柳さんさんさんさん、、、、池田池田池田池田さんさんさんさん、、、、久久久久しぶりにしぶりにしぶりにしぶりに参加参加参加参加

してくれたしてくれたしてくれたしてくれた市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの高橋高橋高橋高橋のりみさんのりみさんのりみさんのりみさん、、、、心心心心からおからおからおからお礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

大道橋大道橋大道橋大道橋からからからから上流域上流域上流域上流域（（（（横浜屋横横浜屋横横浜屋横横浜屋横））））はははは、、、、年年年年にににに一度一度一度一度のののの草刈草刈草刈草刈りりりり作業作業作業作業だけではだけではだけではだけでは足足足足りないようでりないようでりないようでりないようで、、、、草草草草

がががが大分伸大分伸大分伸大分伸びてきてしまいびてきてしまいびてきてしまいびてきてしまい見苦見苦見苦見苦しくなってしくなってしくなってしくなって来来来来ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、今回今回今回今回はははは、、、、大道橋上流大道橋上流大道橋上流大道橋上流のののの草刈草刈草刈草刈りりりり・・・・ゴゴゴゴ

ミミミミ拾拾拾拾いといといといと治水事務所治水事務所治水事務所治水事務所のののの草刈草刈草刈草刈りがりがりがりが終終終終わったばかりのわったばかりのわったばかりのわったばかりの大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋～～～～大道橋間大道橋間大道橋間大道橋間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重点重点重点

的的的的にににに行行行行うううう事事事事にしましたにしましたにしましたにしました。。。。    

参加者参加者参加者参加者をををを下流域下流域下流域下流域ののののゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いいいいグループグループグループグループとととと、、、、上流域上流域上流域上流域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グループグループグループグループにににに分分分分けてけてけてけて、、、、

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。。。。またまたまたまた、、、、先月里野橋横先月里野橋横先月里野橋横先月里野橋横のののの駐車場脇駐車場脇駐車場脇駐車場脇のののの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することにしますることにしますることにしますることにしま

したしたしたした。。。。    

上流域上流域上流域上流域ではではではでは、、、、里野橋横里野橋横里野橋横里野橋横ののののゴミゴミゴミゴミ集積所集積所集積所集積所からからからからカラカラカラカラ

ススススがががが引引引引っっっっ張張張張りりりり出出出出してしてしてして突突突突っついたっついたっついたっついた？？？？大量大量大量大量のののの生生生生ゴゴゴゴ

ミミミミがががが川川川川のののの中中中中にににに散乱散乱散乱散乱していましたしていましたしていましたしていました。。。。バナナバナナバナナバナナのののの皮皮皮皮、、、、

カニカニカニカニとととと卵卵卵卵のののの殻殻殻殻などなどなどなど普段回収普段回収普段回収普段回収することのないすることのないすることのないすることのないゴゴゴゴ

ミミミミがががが多数多数多数多数ありましたありましたありましたありました。。。。普通普通普通普通カラスカラスカラスカラスがががが散散散散らかしてらかしてらかしてらかして

もももも道路道路道路道路のののの上上上上であればであればであればであれば皆皆皆皆でででで掃除掃除掃除掃除するのにするのにするのにするのに川川川川のののの中中中中

にににに入入入入ったらそのまんまったらそのまんまったらそのまんまったらそのまんま・・・・・・・・（（（（川川川川ははははゴミゴミゴミゴミ箱箱箱箱とととと一緒一緒一緒一緒？）？）？）？）・・・・・・・・・・・・、、、、こんなこんなこんなこんな考考考考えがえがえがえが住民住民住民住民のののの中中中中にあるかにあるかにあるかにあるか

らららら一向一向一向一向にににに川川川川ののののゴミゴミゴミゴミがががが減減減減らないのからないのからないのからないのか？？？？とついとついとついとつい邪推邪推邪推邪推してしまいしてしまいしてしまいしてしまいますますますます。。。。・・・・・・・・・・・・    

またまたまたまた、、、、橋橋橋橋のののの近近近近くにくにくにくに草草草草がががが生生生生えているとやはりえているとやはりえているとやはりえているとやはり多多多多くのくのくのくのゴミゴミゴミゴミがががが捨捨捨捨てられていましたのでてられていましたのでてられていましたのでてられていましたので、、、、青木青木青木青木

橋橋橋橋、、、、里野橋里野橋里野橋里野橋のののの下下下下のののの草草草草もももも刈刈刈刈りりりり取取取取ってってってって橋橋橋橋のののの下下下下にににに置置置置いていていていておおおおきましたきましたきましたきました。。。。    

１２１２１２１２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１１１１】】】】    

１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０    晴晴晴晴れれれれ８８８８℃℃℃℃    

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（（（（ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いいいい）、）、）、）、大道橋上流大道橋上流大道橋上流大道橋上流（（（（草刈草刈草刈草刈りりりり））））    細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    
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下流域下流域下流域下流域にはにはにはには山田山田山田山田さんをさんをさんをさんを先頭先頭先頭先頭にににに子子子子どもどもどもども達達達達がつがつがつがつ

いていきましたいていきましたいていきましたいていきました。。。。魚魚魚魚をををを採採採採ることがることがることがることが出来出来出来出来るとあっるとあっるとあっるとあっ

てててて張張張張りりりり切切切切ってってってって川川川川にににに下下下下りていきますりていきますりていきますりていきます。。。。川川川川のののの自然自然自然自然をををを

楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながらゴミゴミゴミゴミもももも沢山拾沢山拾沢山拾沢山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。。。。    

大道橋上流大道橋上流大道橋上流大道橋上流のののの草刈草刈草刈草刈りはりはりはりは、、、、大人大人大人大人グループグループグループグループががががメイメイメイメイ

ンンンンにににに活動活動活動活動しますしますしますします。。。。このこのこのこの区間区間区間区間はははは夏夏夏夏にはにはにはには２２２２ヶヶヶヶ月間月間月間月間かかかか

けてけてけてけて草草草草をををを刈刈刈刈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、、、、真夏真夏真夏真夏ほどほどほどほど草草草草がががが伸伸伸伸びびびび

ていないためていないためていないためていないため、、、、今回今回今回今回はははは１１１１日日日日でででで草刈草刈草刈草刈りをりをりをり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。。。。またまたまたまた、、、、草丈草丈草丈草丈がそれほどがそれほどがそれほどがそれほど長長長長くくくくないためないためないためないため

束束束束ねてねてねてねて回収回収回収回収せずにせずにせずにせずに、、、、自然自然自然自然にににに枯枯枯枯れてれてれてれて土土土土にににに戻戻戻戻るようにしておきましたるようにしておきましたるようにしておきましたるようにしておきました。。。。    

またまたまたまた、、、、先月先月先月先月とととと同同同同じようにじようにじようにじように里野橋里野橋里野橋里野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、、、、中中中中でででで

ごそごそとごそごそとごそごそとごそごそと動動動動くものがありますくものがありますくものがありますくものがあります。。。。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

みかにしているみかにしているみかにしているみかにしている事事事事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。。。。出来出来出来出来たらたらたらたら、、、、水水水水にににに流流流流されないようにされないようにされないようにされないように重重重重たいたいたいたいレンガレンガレンガレンガややややコンコンコンコン

クリートクリートクリートクリートでででで小小小小さなさなさなさな隙間隙間隙間隙間をいっぱいをいっぱいをいっぱいをいっぱい持持持持ったものをったものをったものをったものを川川川川にににに沈沈沈沈めるとめるとめるとめると水草水草水草水草やややや土土土土がががが少少少少ないないないない上流域上流域上流域上流域でででで

もももも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。。。。またまたまたまた、、、、相川会長相川会長相川会長相川会長をををを通通通通じてじてじてじて区政推進課区政推進課区政推進課区政推進課にににに侍従川上流域侍従川上流域侍従川上流域侍従川上流域のののの

堰堰堰堰にもにもにもにも、、、、魚道魚道魚道魚道をををを設設設設けてけてけてけて欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと申申申申しししし入入入入れをしてもられをしてもられをしてもられをしてもらいましたいましたいましたいました。。。。いつになるかいつになるかいつになるかいつになるか分分分分かりませんかりませんかりませんかりません

がががが、、、、こういうこういうこういうこういう要望要望要望要望があるんだとがあるんだとがあるんだとがあるんだと云云云云うううう事事事事をををを知知知知ってもらうだけでもってもらうだけでもってもらうだけでもってもらうだけでも、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの工事工事工事工事のののの時時時時にににに対応対応対応対応

してくれるかもしてくれるかもしてくれるかもしてくれるかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると上流域上流域上流域上流域ももももイタチイタチイタチイタチ川川川川のののの様様様様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川川川川にににに

生生生生まれまれまれまれ変変変変わるわるわるわる可能性可能性可能性可能性があるかもがあるかもがあるかもがあるかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。    

今回今回今回今回はははは古賀古賀古賀古賀さんがさんがさんがさんが、、、、ちとせちとせちとせちとせ園園園園ににににコンロコンロコンロコンロとととと鍋鍋鍋鍋をををを持持持持ちちちち込込込込みみみみ、、、、甘酒甘酒甘酒甘酒をををを作作作作ってってってって皆皆皆皆んなにごんなにごんなにごんなにご馳走馳走馳走馳走しししし

てくれましたてくれましたてくれましたてくれました。。。。作業終了後作業終了後作業終了後作業終了後のあたたかいのあたたかいのあたたかいのあたたかい甘酒甘酒甘酒甘酒はとてもはとてもはとてもはとても美味美味美味美味しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。特特特特にににに甘酒甘酒甘酒甘酒にににに入入入入れれれれ

たたたた生姜生姜生姜生姜はははは体体体体がががが温温温温まりまりまりまり大変美味大変美味大変美味大変美味でしたでしたでしたでした。。。。古賀古賀古賀古賀さんさんさんさん有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。是非今後是非今後是非今後是非今後もよろしくもよろしくもよろしくもよろしく

おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。またまたまたま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ジュージュージュージューススススとおとおとおとお菓子菓子菓子菓子をををを、、、、大人大人大人大人にはにはにはには喉喉喉喉をををを潤潤潤潤おすおすおすおす飲飲飲飲みみみみ物物物物をををを配配配配

りりりり、、、、作業終了後作業終了後作業終了後作業終了後のひとのひとのひとのひと時時時時をををを過過過過ごしてもらいましたごしてもらいましたごしてもらいましたごしてもらいました。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
甘酒甘酒甘酒甘酒をををを振舞振舞振舞振舞ってくれたってくれたってくれたってくれた古賀古賀古賀古賀さんさんさんさん    

コンロコンロコンロコンロとととと鍋鍋鍋鍋をををを持持持持ちちちち込込込込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    

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昔昔昔昔のののの侍従川侍従川侍従川侍従川のののの話話話話をををを    

聞聞聞聞くくくく学生学生学生学生さんさんさんさんたちたちたちたち    
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作業終了後作業終了後作業終了後作業終了後もももも子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは川川川川にににに入入入入ってってってって魚魚魚魚をををを一所懸命採一所懸命採一所懸命採一所懸命採っていましたっていましたっていましたっていました。。。。またまたまたまた、、、、学生学生学生学生さんはさんはさんはさんは

長老長老長老長老のののの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昔昔昔昔のののの侍従川侍従川侍従川侍従川のののの話話話話をををを熱心熱心熱心熱心にににに聴聴聴聴いていましたいていましたいていましたいていました。。。。今年最後今年最後今年最後今年最後ののののクリーンアックリーンアックリーンアックリーンアッ

ププププはははは久久久久しぶりにしぶりにしぶりにしぶりに大人数大人数大人数大人数でのでのでのでの賑賑賑賑やかなやかなやかなやかな活動活動活動活動になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

またまたまたまた、、、、清掃中横浜屋横清掃中横浜屋横清掃中横浜屋横清掃中横浜屋横のののの川川川川のののの中中中中でででで財布財布財布財布をををを拾拾拾拾いましたいましたいましたいました。。。。中身中身中身中身ははははポイントカードポイントカードポイントカードポイントカードとととと有効期間有効期間有効期間有効期間

中中中中のののの免許証免許証免許証免許証がががが入入入入っていましたのでっていましたのでっていましたのでっていましたので、、、、大道交番大道交番大道交番大道交番にににに届届届届けましたけましたけましたけました。。。。川川川川にはいろんなにはいろんなにはいろんなにはいろんな物物物物がががが落落落落ちていちていちていちてい

ますますますます。。。。    

本日本日本日本日たまたまたまたまたまたまたまたま参加参加参加参加でででできなかったきなかったきなかったきなかった方方方方もももも含含含含めめめめ、、、、改改改改めてごめてごめてごめてご協力協力協力協力いただいたいただいたいただいたいただいた皆様皆様皆様皆様におにおにおにお礼礼礼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。「。「。「。「一年間一年間一年間一年間ごごごご協力頂協力頂協力頂協力頂きききき有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。来年来年来年来年もももも是非是非是非是非ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。」。」。」。」    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

大道橋上流大道橋上流大道橋上流大道橋上流のののの草刈草刈草刈草刈りりりり作業作業作業作業    横浜横浜横浜横浜屋駐車場屋駐車場屋駐車場屋駐車場のののの上流上流上流上流    

回収回収回収回収したしたしたしたゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋：：：：１１１１１１１１袋袋袋袋    傘傘傘傘２２２２本本本本、、、、    

長柄箒長柄箒長柄箒長柄箒、、、、プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックのののの板等板等板等板等    

前月刈前月刈前月刈前月刈りりりり取取取取ったったったった里野橋脇里野橋脇里野橋脇里野橋脇のののの草草草草    

≪≪≪≪侍従川流域侍従川流域侍従川流域侍従川流域    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≫≫≫≫    

☆☆☆☆ツミツミツミツミ（（（（タカタカタカタカのののの仲間仲間仲間仲間：：：：神奈川県絶滅危惧種神奈川県絶滅危惧種神奈川県絶滅危惧種神奈川県絶滅危惧種））））    

…………１１１１////９９９９    東朝比奈東朝比奈東朝比奈東朝比奈    佐野特派員佐野特派員佐野特派員佐野特派員    

☆☆☆☆ふきのとうふきのとうふきのとうふきのとう…………２２２２////２６２６２６２６    大道小大道小大道小大道小    山田特派員山田特派員山田特派員山田特派員    

☆☆☆☆ヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルののののオタマジャクシオタマジャクシオタマジャクシオタマジャクシ…………    

２２２２////２６２６２６２６    大道小大道小大道小大道小    山田特派員山田特派員山田特派員山田特派員    

☆☆☆☆梅開花梅開花梅開花梅開花…………    ３３３３////４４４４    大道大道大道大道    廣瀬特派員廣瀬特派員廣瀬特派員廣瀬特派員    
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１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日からからからから２７２７２７２７日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて山田山田山田山田さんさんさんさん、、、、井上井上井上井上さんさんさんさん、、、、瀧本瀧本瀧本瀧本さんさんさんさん((((途中途中途中途中までまでまでまで参加参加参加参加))))、、、、佐野佐野佐野佐野

さんさんさんさん((((途中参加途中参加途中参加途中参加))))、、、、古寺君古寺君古寺君古寺君、、、、鈴木君鈴木君鈴木君鈴木君、、、、埜田埜田埜田埜田君君君君とととと私私私私のののの総勢総勢総勢総勢８８８８人人人人でででで『『『『学生部冬季合宿学生部冬季合宿学生部冬季合宿学生部冬季合宿 inininin 三浦三浦三浦三浦』』』』のののの

ためにためにためにために三浦三浦三浦三浦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。。。。    

八景八景八景八景からからからから電車電車電車電車でででで３０３０３０３０分分分分、、、、徒歩徒歩徒歩徒歩２０２０２０２０分分分分かけてかけてかけてかけて三浦三浦三浦三浦にににに行行行行きききき、、、、『『『『和和和和

田長浜田長浜田長浜田長浜((((わだなはまわだなはまわだなはまわだなはま))))海岸海岸海岸海岸』』』』にてにてにてにて昼食後昼食後昼食後昼食後、『、『、『、『三浦三浦三浦三浦ふれあいのふれあいのふれあいのふれあいの村村村村』』』』

にににに入村入村入村入村しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、昼食昼食昼食昼食ををををととととったったったった海岸海岸海岸海岸にににに行行行行きましたきましたきましたきました、、、、

今回今回今回今回はこのはこのはこのはこの海岸海岸海岸海岸でででで２２２２日間活動日間活動日間活動日間活動しますしますしますします。。。。メインメインメインメインのののの活動活動活動活動はははは釣釣釣釣りでりでりでりで

すすすす。。。。まずまずまずまず初初初初めにめにめにめに浜浜浜浜からからからからチョイチョイチョイチョイ投投投投げをしますげをしますげをしますげをします。。。。数分数分数分数分してもしてもしてもしても、、、、食食食食

べられないべられないべられないべられない『『『『タツナミガイタツナミガイタツナミガイタツナミガイ』』』』とととと『『『『クサフグクサフグクサフグクサフグ』』』』しかしかしかしか釣釣釣釣れませんれませんれませんれません。。。。

これではこれではこれではこれでは明日明日明日明日のののの昼昼昼昼ごごごご飯用飯用飯用飯用のののの食糧食糧食糧食糧がががが足足足足りませんりませんりませんりません。。。。なのでなのでなのでなので、、、、もうもうもうもう

少少少少しししし南側南側南側南側にあるにあるにあるにある岩場岩場岩場岩場とととと防波堤防波堤防波堤防波堤へとへとへとへと移動移動移動移動しましたしましたしましたしました。。。。岩場岩場岩場岩場ではではではでは山山山山

田田田田さんがさんがさんがさんが『『『『メゴチメゴチメゴチメゴチ』』』』((((リリースリリースリリースリリース))))をををを、、、、防波堤防波堤防波堤防波堤ではではではでは井上井上井上井上さんがさんがさんがさんが『『『『アアアア

カメフグカメフグカメフグカメフグ』』』』をををを釣釣釣釣りりりり上上上上げげげげ、、、、そのそのそのその後後後後みんなみんなみんなみんな『『『『ベラベラベラベラ』』』』をををを数匹数匹数匹数匹ずつずつずつずつ釣釣釣釣りりりり上上上上げましたげましたげましたげました。。。。あるあるあるある程度程度程度程度、、、、区区区区

切切切切りがついたところでりがついたところでりがついたところでりがついたところで昼間昼間昼間昼間のののの活動活動活動活動はははは終終終終わりですわりですわりですわりです。。。。ふれあいのふれあいのふれあいのふれあいの村村村村にににに戻戻戻戻りりりり、、、、しばらくしたらしばらくしたらしばらくしたらしばらくしたら夕夕夕夕

食食食食ですですですです。。。。メニューメニューメニューメニューはからはからはからはから揚揚揚揚げでしたげでしたげでしたげでした。。。。ここでここでここでここで残念残念残念残念ながらながらながらながら瀧本瀧本瀧本瀧本さんとはおさんとはおさんとはおさんとはお別別別別れでしたれでしたれでしたれでした。。。。    

夕食後夕食後夕食後夕食後、、、、夜夜夜夜のののの磯観察磯観察磯観察磯観察ですですですです。。。。ここからここからここからここから佐野佐野佐野佐野さんがさんがさんがさんが参参参参

加加加加しましたしましたしましたしました。『。『。『。『ダンゴウオダンゴウオダンゴウオダンゴウオ』』』』捕獲捕獲捕獲捕獲をををを目的目的目的目的にしたにしたにしたにした観察観察観察観察

会会会会でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、目的目的目的目的のののの『『『『ダンゴウオダンゴウオダンゴウオダンゴウオ』』』』はははは採採採採れませんでれませんでれませんでれませんで

したしたしたした。。。。山田山田山田山田さんさんさんさん曰曰曰曰くくくく「「「「まだまだまだまだ海藻海藻海藻海藻((((ののののウミウチワウミウチワウミウチワウミウチワなどなどなどなど))))

がががが生生生生えてきてないからえてきてないからえてきてないからえてきてないから採採採採れないのもれないのもれないのもれないのも仕方仕方仕方仕方ないないないない」」」」だそだそだそだそ

うですうですうですうです。。。。個人的個人的個人的個人的にににに調調調調べたところべたところべたところべたところ、『、『、『、『ダンゴウオダンゴウオダンゴウオダンゴウオ（（（（学学学学

名名名名：：：：cyclopteridaecyclopteridaecyclopteridaecyclopteridae））））はははは、、、、カサゴカサゴカサゴカサゴ目目目目カジカカジカカジカカジカ亜目亜目亜目亜目にににに所所所所    

属属属属すすすするるるる魚類魚類魚類魚類、、、、体長体長体長体長２２２２cmcmcmcm 未満未満未満未満、、、、２０２０２０２０mmmm までのまでのまでのまでの浅浅浅浅いいいい海海海海にににに生息生息生息生息しししし、、、、冬冬冬冬にはにはにはにはタイドプールタイドプールタイドプールタイドプール((((潮溜潮溜潮溜潮溜りりりり))))

にもにもにもにも見見見見られるられるられるられる。。。。ハゼハゼハゼハゼ科科科科などのなどのなどのなどの魚魚魚魚にもにもにもにも見見見見られるられるられるられる腹鰭腹鰭腹鰭腹鰭がががが変化変化変化変化したしたしたした吸盤吸盤吸盤吸盤をををを持持持持っているっているっているっている。。。。１２１２１２１２～～～～１１１１

月位月位月位月位のののの季節季節季節季節になるとになるとになるとになると、、、、体長体長体長体長１１１１....５５５５cmcmcmcm ほどのほどのほどのほどの成体成体成体成体がががが産卵場所産卵場所産卵場所産卵場所をををを求求求求めめめめ浅場浅場浅場浅場のののの海藻域海藻域海藻域海藻域にににに登登登登ってくってくってくってく

るるるる。』。』。』。』だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。これならこれならこれならこれなら、、、、山田山田山田山田さんがさんがさんがさんが言言言言っていたこともっていたこともっていたこともっていたことも納得納得納得納得できますできますできますできます。。。。    

このこのこのこの磯観察会磯観察会磯観察会磯観察会でででで一番珍一番珍一番珍一番珍しかったしかったしかったしかったののののはははは『『『『ミミズハゼミミズハゼミミズハゼミミズハゼ』』』』でしたでしたでしたでした。。。。佐野佐野佐野佐野さんさんさんさん曰曰曰曰くくくく「「「「ミミズミミズミミズミミズハゼハゼハゼハゼ

にはにはにはには種類種類種類種類がががが多多多多くくくく、、、、もしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたら貴重貴重貴重貴重なななな種類種類種類種類のののの可能性可能性可能性可能性もあるもあるもあるもある」」」」とかとかとかとか!?!?!?!?とととと、、、、このようなこのようなこのようなこのような感感感感じでじでじでじで

夜夜夜夜のののの磯観察磯観察磯観察磯観察はははは終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。入浴後入浴後入浴後入浴後、、、、少少少少しのしのしのしの雑談雑談雑談雑談をををを挟挟挟挟んでんでんでんで楽楽楽楽しいしいしいしい一日目一日目一日目一日目がががが終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。    

学生部冬季合宿学生部冬季合宿学生部冬季合宿学生部冬季合宿 inininin 三浦三浦三浦三浦                                                    【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告２２２２】】】】    

１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～２７２７２７２７日日日日（（（（火火火火））））                                金子英司金子英司金子英司金子英司    
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翌日翌日翌日翌日 7777:30:30:30:30 のののの朝食後帰朝食後帰朝食後帰朝食後帰りりりり支度支度支度支度がががが済済済済むとむとむとむと、、、、またまたまたまた『『『『和田長浜海岸和田長浜海岸和田長浜海岸和田長浜海岸』』』』にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。今日今日今日今日はははは、、、、

昼昼昼昼ごはんをごはんをごはんをごはんを自分達自分達自分達自分達でででで作作作作るるるるのでのでのでので、、、、ごごごご飯飯飯飯をををを炊炊炊炊くくくく係係係係とととと、、、、食糧調達班食糧調達班食糧調達班食糧調達班とにとにとにとに分分分分かれてかれてかれてかれて活動活動活動活動ですですですです。。。。火火火火はははは

野田君野田君野田君野田君がががが一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命おこしておこしておこしておこしてくれたそうですくれたそうですくれたそうですくれたそうです。。。。私私私私たちたちたちたち食糧調達班食糧調達班食糧調達班食糧調達班はははは昨日多昨日多昨日多昨日多くのくのくのくの魚魚魚魚がががが釣釣釣釣れたれたれたれた防防防防

波堤波堤波堤波堤へへへへ釣釣釣釣りにりにりにりに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。昨日昨日昨日昨日ははははベラベラベラベラしかしかしかしか釣釣釣釣れなかったのにれなかったのにれなかったのにれなかったのに今日今日今日今日はははは鈴木君鈴木君鈴木君鈴木君がががが『『『『カサゴカサゴカサゴカサゴ』』』』とととと

『『『『イシガニイシガニイシガニイシガニ』』』』をををを、、、、井上井上井上井上さんはさんはさんはさんは『『『『ベラベラベラベラ』』』』をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん釣釣釣釣りましたりましたりましたりました。。。。しかししかししかししかし残念残念残念残念なことになことになことになことに私私私私はははは何何何何

もももも釣釣釣釣れなかったですれなかったですれなかったですれなかったです。。。。なのでなのでなのでなので、、、、私私私私とととと古寺君古寺君古寺君古寺君はははは『『『『マツバガイマツバガイマツバガイマツバガイ』』』』やややや『『『『カメノテカメノテカメノテカメノテ』』』』をををを採採採採りりりりましたましたましたました。。。。    

２２２２時頃時頃時頃時頃にににに釣釣釣釣りはりはりはりは終了終了終了終了。。。。ごごごご飯飯飯飯をををを炊炊炊炊くくくく係係係係のののの山田山田山田山田さんさんさんさん、、、、野田君野田君野田君野田君がいるがいるがいるがいる岩場岩場岩場岩場へとへとへとへと行行行行きましたきましたきましたきました。。。。ささささ

てててて、、、、今日今日今日今日のののの昼昼昼昼ごはんはごはんはごはんはごはんは、、、、炊炊炊炊いたいたいたいたごごごご飯飯飯飯とととと『『『『日本風日本風日本風日本風ブイヤベースブイヤベースブイヤベースブイヤベース((((ごったごったごったごった煮煮煮煮))))』』』』ですですですです。。。。材料材料材料材料はははは『『『『イイイイ

セエビセエビセエビセエビ』』』』((((山田山田山田山田さんがさんがさんがさんが頂頂頂頂いたいたいたいた))))・・・・『『『『カサゴカサゴカサゴカサゴ』』』』((((鈴木君鈴木君鈴木君鈴木君がががが釣釣釣釣ったのとったのとったのとったのと山田山田山田山田さんがさんがさんがさんが頂頂頂頂いたいたいたいた))))・・・・『『『『ハマハマハマハマ

グリグリグリグリ』』』』((((古寺君古寺君古寺君古寺君がががが採採採採ったったったった))))・・・・『『『『ベラベラベラベラ』』』』((((みんなでみんなでみんなでみんなで釣釣釣釣ったったったった))))・・・・『『『『イシガニイシガニイシガニイシガニ』』』』((((鈴木君鈴木君鈴木君鈴木君がががが釣釣釣釣ったったったった))))・・・・『『『『ママママ

ツバガイツバガイツバガイツバガイ』『』『』『』『カメノテカメノテカメノテカメノテ』』』』((((古寺君古寺君古寺君古寺君がががが採採採採ったったったった))))・・・・『『『『アオサアオサアオサアオサ』』』』((((井上井上井上井上さんがさんがさんがさんが採集採集採集採集))))・・・・ヒジキヒジキヒジキヒジキ・・・・((((ネギネギネギネギ・・・・

味噌味噌味噌味噌))))とととと大変豪華大変豪華大変豪華大変豪華なものでしたなものでしたなものでしたなものでした。。。。味味味味はいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな魚貝類魚貝類魚貝類魚貝類からいいからいいからいいからいい感感感感じにじにじにじにだしだしだしだしがががが出出出出ていてていてていてていて大大大大

変変変変おいしかったですおいしかったですおいしかったですおいしかったです。。。。これですべてのこれですべてのこれですべてのこれですべての活動活動活動活動はははは終終終終わりわりわりわり、、、、私私私私たちたちたちたち学生部学生部学生部学生部はははは帰宅帰宅帰宅帰宅しましたしましたしましたしました。。。。    

今回今回今回今回のののの合宿合宿合宿合宿のののの目的目的目的目的であるであるであるである『『『『共同生活共同生活共同生活共同生活をををを通通通通してしてしてして絆絆絆絆をををを深深深深めるめるめるめる』『』『』『』『学生学生学生学生がががが自分自分自分自分たちでたちでたちでたちでプランニプランニプランニプランニ

ングングングングすることによってすることによってすることによってすることによって自主性自主性自主性自主性をををを育育育育むむむむ』』』』『『『『侍従川流域侍従川流域侍従川流域侍従川流域にないにないにないにない自然自然自然自然をををを知知知知るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、三浦半島三浦半島三浦半島三浦半島

のののの自然自然自然自然をををを知知知知るるるる』』』』のののの通通通通りりりり、、、、共同生活共同生活共同生活共同生活でででで新新新新しいしいしいしい人人人人ともともともとも知知知知りりりり合合合合えたしえたしえたしえたし、、、、自分自分自分自分たちなりにしっかりたちなりにしっかりたちなりにしっかりたちなりにしっかり

とととと活動活動活動活動できできできでき、、、、新新新新たなたなたなたな生生生生きききき物物物物とととと出会出会出会出会いもいもいもいも数多数多数多数多くありくありくありくあり、、、、このこのこのこの二日二日二日二日間間間間はははは大変充実大変充実大変充実大変充実したものでしたしたものでしたしたものでしたしたものでした。。。。    

    

    

    

トピックストピックストピックストピックス    

◎◎◎◎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をえをえをえを子子子子どもどもどもども会議会議会議会議（（（（３３３３////２５２５２５２５金沢自然公園金沢自然公園金沢自然公園金沢自然公園ののはなののはなののはなののはな館開催館開催館開催館開催

予定予定予定予定））））実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会がががが実施実施実施実施されるされるされるされる。。。。    

    １１１１////２９２９２９２９（（（（金沢自然公園金沢自然公園金沢自然公園金沢自然公園ののはなののはなののはなののはな館館館館））））石黒石黒石黒石黒、、、、長崎長崎長崎長崎、、、、    

深沢深沢深沢深沢、、、、廣田廣田廣田廣田、、、、遊佐遊佐遊佐遊佐、、、、山田山田山田山田がががが参加参加参加参加    

    ３３３３////４４４４（（（（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））））米塚米塚米塚米塚、、、、石黒石黒石黒石黒、、、、    

長崎長崎長崎長崎、、、、白石白石白石白石、、、、角井角井角井角井、、、、深沢深沢深沢深沢、、、、廣田廣田廣田廣田、、、、柴田柴田柴田柴田、、、、浅野浅野浅野浅野、、、、    

西井西井西井西井、、、、佐野佐野佐野佐野、、、、山田山田山田山田がががが参加参加参加参加    

    ３３３３////１８１８１８１８（（（（二二二二ツツツツ池池池池・・・・横溝屋敷横溝屋敷横溝屋敷横溝屋敷））））長崎長崎長崎長崎、、、、深沢深沢深沢深沢、、、、廣田廣田廣田廣田、、、、    

白井白井白井白井、、、、柴田柴田柴田柴田、、、、浅野浅野浅野浅野、、、、西井西井西井西井、、、、佐野佐野佐野佐野、、、、山田山田山田山田がががが参加参加参加参加    

◎◎◎◎大道二丁目大道二丁目大道二丁目大道二丁目 2507250725072507----2222（（（（大道小大道小大道小大道小のののの裏山裏山裏山裏山））））のののの緑地緑地緑地緑地がががが公売公売公売公売のののの動動動動きききき    

◎◎◎◎３３３３////１４１４１４１４（（（（木木木木）『）『）『）『““““つながりのつながりのつながりのつながりの森森森森””””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』』』』横浜市環境政策課主催横浜市環境政策課主催横浜市環境政策課主催横浜市環境政策課主催    栄区役所栄区役所栄区役所栄区役所…………

山根山根山根山根、、、、斎藤斎藤斎藤斎藤、、、、西井西井西井西井、、、、山田山田山田山田がががが参加参加参加参加    

◎◎◎◎平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度『『『『環境教育出前講座環境教育出前講座環境教育出前講座環境教育出前講座「「「「生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性でででで YES!YES!YES!YES!」」」」オーダーメイドオーダーメイドオーダーメイドオーダーメイド型型型型のののの講師講師講師講師    

（ｂ（ｂ（ｂ（ｂサポーターサポーターサポーターサポーター））））にににに、、、、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がががが登録登録登録登録（（（（担当担当担当担当…………山田山田山田山田））））    
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１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土））））にあしぶねがにあしぶねがにあしぶねがにあしぶねが２２２２艇完成艇完成艇完成艇完成

しましたしましたしましたしました。。。。夏場夏場夏場夏場にににに侍従川侍従川侍従川侍従川のののの葦葦葦葦がががが刈刈刈刈られてしられてしられてしられてし

まいまいまいまい、、、、あしぶねをあしぶねをあしぶねをあしぶねを作作作作るるるる葦葦葦葦がないがないがないがない！！！！というというというというアアアア

クシデントクシデントクシデントクシデントでででで完成完成完成完成がががが危危危危ぶまれていましたぶまれていましたぶまれていましたぶまれていました。。。。

ところがところがところがところが、、、、あしぶねあしぶねあしぶねあしぶね職人職人職人職人さんたちのさんたちのさんたちのさんたちの素晴素晴素晴素晴らららら

しいしいしいしいチームワークチームワークチームワークチームワークによりによりによりにより、、、、昨年昨年昨年昨年のののの葦船葦船葦船葦船をいをいをいをい

ったんったんったんったん解体解体解体解体しししし、、、、部位部位部位部位ごとにごとにごとにごとにラセンラセンラセンラセンをををを作作作作りりりり直直直直

してしてしてして組組組組みみみみ上上上上げるというげるというげるというげるというスーパーリサイクスーパーリサイクスーパーリサイクスーパーリサイク

ルルルル作戦作戦作戦作戦でででで見事見事見事見事にににに完成完成完成完成したのですしたのですしたのですしたのです。。。。    

小小小小さなころからさなころからさなころからさなころから葦船葦船葦船葦船づくりをづくりをづくりをづくりを見見見見てきたてきたてきたてきた子子子子たちはもうたちはもうたちはもうたちはもう５５５５年生年生年生年生となりとなりとなりとなり、、、、ロープワークロープワークロープワークロープワークはおはおはおはお手手手手

のもののもののもののもの。。。。ラセンラセンラセンラセン巻巻巻巻きもきもきもきも子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたち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スムーズスムーズスムーズスムーズにににに作業作業作業作業がががが進進進進みましたみましたみましたみました。。。。おおおお昼昼昼昼にはにはにはには

トントントントン汁汁汁汁がふるまわれがふるまわれがふるまわれがふるまわれ、、、、寒寒寒寒いからだがいからだがいからだがいからだが温温温温まりましたまりましたまりましたまりました。。。。    

まだまだまだまだ名前名前名前名前はははは決決決決まっていませんがまっていませんがまっていませんがまっていませんが、、、、４４４４月月月月にににに関東学院大学漕艇場関東学院大学漕艇場関東学院大学漕艇場関東学院大学漕艇場でででで乗船会乗船会乗船会乗船会がががが開開開開かれますしかれますしかれますしかれますし、、、、

夏場夏場夏場夏場のののの川下川下川下川下りでもこのりでもこのりでもこのりでもこの船船船船がががが大活大活大活大活躍躍躍躍することでしょうすることでしょうすることでしょうすることでしょう。。。。楽楽楽楽しみですしみですしみですしみです。。。。    

    

    

    

葦葦葦葦    船船船船    学学学学    校校校校                                                    【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告３３３３】】】】    

１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土））））        主催主催主催主催：：：：大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校                            押田押田押田押田    健健健健    
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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、、、、角田繁角田繁角田繁角田繁、、、、西澤博厚西澤博厚西澤博厚西澤博厚、、、、外川忠志外川忠志外川忠志外川忠志、、、、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、、、、    

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））））    

大寒大寒大寒大寒にににに入入入入りりりり、、、、当日当日当日当日もももも３３３３℃℃℃℃とととと手手手手がかじかむほどのがかじかむほどのがかじかむほどのがかじかむほどの寒寒寒寒いいいい朝朝朝朝（（（（しかもしかもしかもしかも曇曇曇曇りでりでりでりで日日日日がががが当当当当たらずたらずたらずたらず風風風風もももも

吹吹吹吹いていていていて寒寒寒寒さがさがさがさが身身身身にしみますにしみますにしみますにしみます））））、、、、いつものいつものいつものいつものメンバーメンバーメンバーメンバーがががが集合集合集合集合しましたしましたしましたしました。。。。倉庫倉庫倉庫倉庫にににに置置置置いてあったいてあったいてあったいてあった携携携携

帯型帯型帯型帯型カイロカイロカイロカイロををををポケットポケットポケットポケットにににに入入入入れれれれ暖暖暖暖をををを取取取取りますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、軍手軍手軍手軍手のののの上上上上ににににゴムゴムゴムゴム手袋手袋手袋手袋をつけをつけをつけをつけゴミゴミゴミゴミをををを拾拾拾拾っっっっ

てもてもてもても手手手手がががが濡濡濡濡れずしかもれずしかもれずしかもれずしかも冷冷冷冷えないようにえないようにえないようにえないように万全万全万全万全のののの態勢態勢態勢態勢ですですですです。。。。    

今回今回今回今回はははは、、、、新年最初新年最初新年最初新年最初のののの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、、、、年始年始年始年始のののの挨拶挨拶挨拶挨拶もそこそこにもそこそこにもそこそこにもそこそこに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。。。。大道大道大道大道

東橋東橋東橋東橋～～～～二二二二のののの橋橋橋橋はははは廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬さんにさんにさんにさんに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してもしてもしても

らいらいらいらい、、、、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伸伸伸伸びたままびたままびたままびたまま枯枯枯枯れたれたれたれた草草草草がががが多多多多くくくく

残残残残るるるる朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋～～～～青木橋青木橋青木橋青木橋のののの上流域上流域上流域上流域にににに向向向向かいかいかいかい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すいますいますいます。。。。    

廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬さんはさんはさんはさんは千寿園千寿園千寿園千寿園からからからから川川川川にににに入入入入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

ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いいいい開始開始開始開始、、、、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

入入入入りりりり上流上流上流上流にににに向向向向かってからかってからかってからかってから草刈草刈草刈草刈りとごみりとごみりとごみりとごみ拾拾拾拾いをいをいをいを下流下流下流下流

にににに向向向向かいながらかいながらかいながらかいながら開始開始開始開始しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの流域流域流域流域はははは年年年年にににに１１１１回回回回

のののの草刈草刈草刈草刈りをりをりをりを行行行行っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、草刈草刈草刈草刈りりりり後後後後にににに伸伸伸伸びたびたびたびたスススススススス

キキキキなどがなどがなどがなどが大分大大分大大分大大分大きくなっていますきくなっていますきくなっていますきくなっています。。。。    

またまたまたまた、、、、途中途中途中途中からからからから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してくれましたのしてくれましたのしてくれましたの

でででで、、、、数数数数ヶヶヶヶ月前月前月前月前からからからから汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋のののの下下下下にににに放置放置放置放置されていたされていたされていたされていた自自自自転転転転

車車車車をををを引上引上引上引上げにげにげにげに。。。。前前前前のののの日日日日にににに作作作作ったったったった引引引引っっっっ掛掛掛掛けけけけ金具金具金具金具をををを使使使使っっっっ

てててて何何何何とかとかとかとか引上引上引上引上げましたげましたげましたげました。。。。自転車自転車自転車自転車のののの処理処理処理処理についてはについてはについてはについては盗盗盗盗

難車難車難車難車がががが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可能性可能性可能性可能性があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、作業終了後作業終了後作業終了後作業終了後

念念念念のためのためのためのため大道交番大道交番大道交番大道交番にににに行行行行ってってってって事情事情事情事情をををを説明説明説明説明しししし警察官警察官警察官警察官にににに車車車車

台番号台番号台番号台番号をををを確認確認確認確認しししし、、、、遺失遺失遺失遺失・・・・盗難届盗難届盗難届盗難届けがけがけがけが出出出出ていないかていないかていないかていないか確認確認確認確認

してもらいましたしてもらいましたしてもらいましたしてもらいましたがががが、、、、いずいずいずいずれもれもれもれも無無無無いとのいとのいとのいとの結果結果結果結果でしたでしたでしたでした。。。。    

１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分頃分頃分頃分頃にににに作業作業作業作業がががが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にににに集集集集まりまりまりまり

ましたましたましたました。。。。毎月公園毎月公園毎月公園毎月公園でででで喉喉喉喉をををを潤潤潤潤おしてからおしてからおしてからおしてから解散解散解散解散していまししていまししていまししていまし

たがたがたがたが、、、、余余余余りのりのりのりの寒寒寒寒さにさにさにさに今回今回今回今回はそのままはそのままはそのままはそのまま即解散即解散即解散即解散しましたしましたしましたしました。。。。        

１１１１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４４４４】】】】    

１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４０４０４０４０    曇曇曇曇りりりり３３３３℃℃℃℃    

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（（（（ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いいいい）、）、）、）、朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋～～～～青木橋間青木橋間青木橋間青木橋間（（（（草刈草刈草刈草刈りりりり））））    細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    
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参加参加参加参加者者者者：：：：村田章夫村田章夫村田章夫村田章夫、、、、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計２２２２名名名名））））    

前日前日前日前日、、、、このこのこのこの冬久冬久冬久冬久しぶりのしぶりのしぶりのしぶりの雨雨雨雨がががが降降降降りりりり、、、、横浜市横浜市横浜市横浜市にはにはにはには南風南風南風南風がががが

吹吹吹吹いたいたいたいた２２２２月月月月７７７７日日日日、、、、村田村田村田村田さんからさんからさんからさんから葦原葦原葦原葦原のののの付近付近付近付近にににに多数多数多数多数ののののペッペッペッペッ

トボトルトボトルトボトルトボトルがががが流流流流れれれれ着着着着いているといているといているといているとのののの電話電話電話電話がががが入入入入りりりり、、、、急遽急遽急遽急遽８８８８日日日日にににに

ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

ついでについでについでについでに上流近辺上流近辺上流近辺上流近辺もももも一緒一緒一緒一緒にやってしまおうとにやってしまおうとにやってしまおうとにやってしまおうと、、、、早早早早めにめにめにめに

川川川川にににに入入入入りりりり朝比奈橋朝比奈橋朝比奈橋朝比奈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いかいかいかいゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを実施実施実施実施。。。。    

前前前前々々々々回回回回家庭家庭家庭家庭ごみがごみがごみがごみが散乱散乱散乱散乱していたしていたしていたしていた里野橋下里野橋下里野橋下里野橋下でででで、、、、スチールスチールスチールスチール

製製製製のののの椅子椅子椅子椅子がががが廃棄廃棄廃棄廃棄されているのをされているのをされているのをされているのを発見発見発見発見、、、、何処何処何処何処もももも壊壊壊壊れていなれていなれていなれていな

いいいい綺麗綺麗綺麗綺麗なななな椅子椅子椅子椅子ですですですです。。。。直直直直ぐぐぐぐ上上上上ががががゴミゴミゴミゴミ置置置置きききき場場場場ですのでですのでですのでですので、、、、ゴミゴミゴミゴミ

としてとしてとしてとして出出出出したものがしたものがしたものがしたものが回収回収回収回収されずされずされずされず、、、、そのままそのままそのままそのまま残残残残ったものをったものをったものをったものを

川川川川にににに捨捨捨捨てたかてたかてたかてたか？？。？？。？？。？？。またまたまたまた、、、、大道橋上流大道橋上流大道橋上流大道橋上流のののの土土土土がががが堆積堆積堆積堆積していしていしていしてい

るるるる場所場所場所場所でででで焚焚焚焚きききき火火火火のののの跡跡跡跡をををを２２２２箇所確認箇所確認箇所確認箇所確認しましたしましたしましたしました。。。。    

途中途中途中途中、、、、ちとせちとせちとせちとせ園園園園でごみでごみでごみでごみ袋袋袋袋とととと椅子椅子椅子椅子をををを置置置置いていていていて、、、、本日掃除予本日掃除予本日掃除予本日掃除予

定定定定のののの大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋にににに向向向向かいますかいますかいますかいます。。。。当日当日当日当日のののの大潮大潮大潮大潮のののの時間帯時間帯時間帯時間帯がががが１１１１１１１１

時時時時３０３０３０３０分分分分でしたのででしたのででしたのででしたので丁度潮丁度潮丁度潮丁度潮もももも引引引引きききき、、、、川川川川のののの水水水水がががが少少少少なくなっなくなっなくなっなくなっ

ていてていてていてていて日頃掃除日頃掃除日頃掃除日頃掃除できなかったできなかったできなかったできなかった場所場所場所場所までまでまでまで掃除掃除掃除掃除できましたできましたできましたできました。。。。    

大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋のののの下下下下にはにはにはには、、、、多数多数多数多数ののののタバコタバコタバコタバコのののの吸吸吸吸いいいい殻殻殻殻がががが固固固固まってまってまってまって

いましたいましたいましたいました、、、、またまたまたまた。。。。上流上流上流上流からからからから流流流流れてきたれてきたれてきたれてきた草草草草がいっぱいがいっぱいがいっぱいがいっぱい川川川川のののの

底底底底にににに澱澱澱澱んでいましたんでいましたんでいましたんでいました。。。。丁度川丁度川丁度川丁度川のののの流流流流れがれがれがれが弱弱弱弱くなりくなりくなりくなり、、、、上流上流上流上流かかかか

らららら流流流流れてきたれてきたれてきたれてきた物物物物がががが川底川底川底川底にににに沈沈沈沈んでいるんでいるんでいるんでいる場所場所場所場所のののの様様様様ですですですです。。。。    

大道大道大道大道東橋東橋東橋東橋からからからから今度今度今度今度はははは上流上流上流上流にににに向向向向かいかいかいかい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いまいまいま

したしたしたした。。。。    

１２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分頃分頃分頃分頃にににに千寿園千寿園千寿園千寿園にににに到着到着到着到着しししし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

ましたましたましたました。。。。前回前回前回前回、、、、ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋とととと自転車自転車自転車自転車をををを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置置置置いていていていて

いたらいたらいたらいたら、、、、ガスガスガスガス台台台台をををを捨捨捨捨てられてしまったのでてられてしまったのでてられてしまったのでてられてしまったので、、、、今回今回今回今回はははは、、、、ちちちち

とせとせとせとせ園園園園のののの階段階段階段階段のののの下下下下にににに置置置置いておきましたいておきましたいておきましたいておきました。。。。    

２２２２月臨時月臨時月臨時月臨時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】】】】    

２２２２月月月月８８８８日日日日（（（（水水水水））））    ９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１２１２１２１２：：：：５０５０５０５０    曇曇曇曇りりりり６６６６℃℃℃℃    

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（（（（ゴゴゴゴミミミミ拾拾拾拾いいいい））））                        細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    

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捨捨捨捨てててて    

られていたられていたられていたられていたガスガスガスガス台台台台    

大道橋上流大道橋上流大道橋上流大道橋上流のののの焚焚焚焚きききき火火火火のののの跡跡跡跡    
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２２２２月月月月１２１２１２１２日日日日、、、、つるでつるでつるでつるで編編編編むかごむかごむかごむかご作作作作りりりり教室教室教室教室がががが、、、、盛大盛大盛大盛大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。。。。    

まずはみんなでまずはみんなでまずはみんなでまずはみんなで材料材料材料材料のつるのつるのつるのつる採採採採りりりりへへへへ。。。。    

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地面地面地面地面をををを這這這這ったりったりったりったり、、、、崖崖崖崖のようなのようなのようなのような斜面斜面斜面斜面をををを進進進進んだりんだりんだりんだり‥‥‥‥‥‥‥‥。。。。    

みんながみんながみんながみんなが、、、、みんなのためにみんなのためにみんなのためにみんなのために協力協力協力協力してしてしてして、、、、たくさんのつるをたくさんのつるをたくさんのつるをたくさんのつるを集集集集めましためましためましためました。。。。    

採採採採れたつるはれたつるはれたつるはれたつるは、、、、オオツヅラフジオオツヅラフジオオツヅラフジオオツヅラフジ、、、、クズクズクズクズ、、、、アケビアケビアケビアケビでででで、、、、種類種類種類種類によってによってによってによって特徴特徴特徴特徴がありがありがありがあり、、、、単単単単にににに編編編編むむむむ

技術技術技術技術だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、そのそのそのその選選選選びびびび方方方方にもにもにもにも眼力眼力眼力眼力がががが問問問問われますわれますわれますわれます。。。。    

当初当初当初当初イイイイメージメージメージメージしていたしていたしていたしていた物物物物とととと徐徐徐徐々々々々にににに異異異異なるなるなるなる形形形形になっていくのもになっていくのもになっていくのもになっていくのも、、、、かごかごかごかご作作作作りのりのりのりの醍醐味醍醐味醍醐味醍醐味？？？？    

そんなこんなでそんなこんなでそんなこんなでそんなこんなで作作作作りりりり上上上上げたみなさんのげたみなさんのげたみなさんのげたみなさんの力作力作力作力作はははは、、、、写真写真写真写真をごをごをごをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。    

子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの表情表情表情表情もももも去去去去るるるる事事事事ながらながらながらながら、、、、十人十色十人十色十人十色十人十色のかごののかごののかごののかごの様様様様々々々々なななな表情表情表情表情にもにもにもにも注目注目注目注目ですですですです！！！！    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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                                            【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告６６６６】】】】    

２２２２月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～                                        西井洋一西井洋一西井洋一西井洋一    
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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、、、、八木場紀元八木場紀元八木場紀元八木場紀元、、、、角田繁角田繁角田繁角田繁、、、、村田章夫村田章夫村田章夫村田章夫、、、、西澤博厚西澤博厚西澤博厚西澤博厚、、、、外川忠志外川忠志外川忠志外川忠志、、、、廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫、、、、    

山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治、、、、高木之靖高木之靖高木之靖高木之靖((((ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾀｺﾀｺﾀｺﾀｺﾞ゙゙゙ﾆｱﾆｱﾆｱﾆｱ))))    、、、、佐野真吾佐野真吾佐野真吾佐野真吾、、、、山根美代山根美代山根美代山根美代、、、、金子英司金子英司金子英司金子英司、、、、米塚友里米塚友里米塚友里米塚友里、、、、白石匠白石匠白石匠白石匠、、、、

角井角井角井角井、、、、石黒勇次石黒勇次石黒勇次石黒勇次、、、、廣田結廣田結廣田結廣田結、、、、白井麻由白井麻由白井麻由白井麻由、、、、白石守白石守白石守白石守、、、、深沢大地深沢大地深沢大地深沢大地、、、、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計２１２１２１２１名名名名））））    

２２２２月月月月にににに入入入入りりりり厳厳厳厳しいしいしいしい寒寒寒寒さがさがさがさが続続続続いていましたがいていましたがいていましたがいていましたが、、、、下旬下旬下旬下旬にににに

なるとそのなるとそのなるとそのなるとその寒寒寒寒さがさがさがさが少少少少しししし和和和和らいできましたらいできましたらいできましたらいできました。。。。カイロカイロカイロカイロをつをつをつをつ

けなくてもそれほどけなくてもそれほどけなくてもそれほどけなくてもそれほど寒寒寒寒さをさをさをさを感感感感じずじずじずじず、、、、更更更更にににに風風風風もももも無無無無いためいためいためいため

体体体体をををを動動動動かしているとかしているとかしているとかしていると体体体体がすぐがすぐがすぐがすぐ暖暖暖暖かくなりかくなりかくなりかくなり作業作業作業作業にはにはにはには絶絶絶絶

好好好好のののの天気天気天気天気でしたでしたでしたでした。。。。    

９９９９時時時時１０１０１０１０分分分分までにまでにまでにまでに鋸鋸鋸鋸やややや高枝切高枝切高枝切高枝切りりりり、、、、枝切枝切枝切枝切りりりり等等等等のののの道具道具道具道具のののの

準備準備準備準備をををを終終終終わりわりわりわり一路大道中学校一路大道中学校一路大道中学校一路大道中学校にににに向向向向かいますかいますかいますかいます。。。。    

現場現場現場現場でででで、、、、山田山田山田山田さんからさんからさんからさんから「「「「ホタルホタルホタルホタルのののの飛翔飛翔飛翔飛翔のののの邪魔邪魔邪魔邪魔になるになるになるになる

枝枝枝枝やややや日光日光日光日光をををを遮遮遮遮るるるる枝枝枝枝とととと常緑樹常緑樹常緑樹常緑樹をををを切切切切りりりり、、、、子子子子どもどもどもども達達達達はははは切切切切られられられられ

たたたた枝枝枝枝やややや蔓蔓蔓蔓をををを渓谷奥渓谷奥渓谷奥渓谷奥にににに運運運運んでくださいんでくださいんでくださいんでください」」」」とのとのとのとの話話話話がありがありがありがあり、、、、

作業開始作業開始作業開始作業開始ですですですです。。。。    

今回今回今回今回ははははグランドグランドグランドグランドのののの奥奥奥奥ののののホトケホトケホトケホトケ泥鰌泥鰌泥鰌泥鰌がががが生息生息生息生息するするするする場所場所場所場所

もももも枝切枝切枝切枝切りをりをりをりを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。大人達大人達大人達大人達がががが高枝切高枝切高枝切高枝切りやりやりやりや鋸鋸鋸鋸でででで切切切切りりりり

落落落落としとしとしとし、、、、手斧手斧手斧手斧やややや鋸鋸鋸鋸でででで小小小小さくさくさくさく切断切断切断切断したしたしたした枝枝枝枝をををを子子子子どもどもどもども達達達達がががが山山山山

のののの奥奥奥奥にににに運運運運んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。１１１１１１１１時時時時１０１０１０１０分頃分頃分頃分頃にににに枝枝枝枝きりきりきりきり作業作業作業作業

をををを終終終終ええええ、、、、切切切切りりりり落落落落としたとしたとしたとした枝枝枝枝をををを山山山山のののの奥奥奥奥にににに運運運運ぶぶぶぶ作業作業作業作業とととと現場現場現場現場のののの

掃除掃除掃除掃除をしてをしてをしてをして、、、、１１１１１１１１時時時時３０３０３０３０分頃分頃分頃分頃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ましたしましたしましたしました。。。。    

そのそのそのその後後後後、、、、定例定例定例定例ののののゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行うためうためうためうためクリーンアップメンクリーンアップメンクリーンアップメンクリーンアップメン

バーバーバーバーはははは金金金金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りりり環状環状環状環状４４４４号線号線号線号線のののの暗渠暗渠暗渠暗渠をくぐってをくぐってをくぐってをくぐって

下流下流下流下流にににに向向向向かいますかいますかいますかいます。。。。セブンイレブンセブンイレブンセブンイレブンセブンイレブンのののの横横横横のののの橋下橋下橋下橋下にはにはにはには店店店店でででで買買買買

ったとったとったとったと思思思思われるおにぎりのわれるおにぎりのわれるおにぎりのわれるおにぎりのビニールビニールビニールビニール袋袋袋袋などがなどがなどがなどが大量大量大量大量にににに落落落落ちちちち

ていましたていましたていましたていました。。。。そのままそのままそのままそのまま二二二二のののの橋橋橋橋までまでまでまで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いいい、、、、３３３３袋分袋分袋分袋分

ををを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、、、、ジュニアジュニアジュニアジュニアとととと学生部学生部学生部学生部ののののメンバーメンバーメンバーメンバーがががが二二二二

のののの橋橋橋橋からからからから長島橋間長島橋間長島橋間長島橋間ののののゴミゴミゴミゴミをををを拾拾拾拾いいいい１１１１袋分袋分袋分袋分ののののゴミゴミゴミゴミをををを回収回収回収回収してしてしてして

くれましたくれましたくれましたくれました。。。。    

２２２２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７７７７】】】】    

２２２２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１４１４１４１４：：：：３０３０３０３０    曇曇曇曇りりりり７７７７℃℃℃℃    

大道渓谷大道渓谷大道渓谷大道渓谷（（（（枝枝枝枝切切切切りりりり、、、、ホタルホタルホタルホタル水路養生水路養生水路養生水路養生）、）、）、）、金金金金のののの橋橋橋橋～～～～長島橋長島橋長島橋長島橋（（（（ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いいいい））））細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    

グランドグランドグランドグランド奥奥奥奥のののの枝打枝打枝打枝打ちちちち    

ホタルホタルホタルホタルのののの水路水路水路水路のののの養生養生養生養生    

切切切切りりりり落落落落としたとしたとしたとした枝枝枝枝とととと枝打枝打枝打枝打ちちちち作業作業作業作業    
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２２２２月月月月８８８８日日日日のののの５５５５袋分袋分袋分袋分とととと合合合合わせわせわせわせ９９９９袋分袋分袋分袋分をををを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置置置置きききき１４１４１４１４時時時時３０３０３０３０分頃作業分頃作業分頃作業分頃作業をををを終了終了終了終了しししし

ましたましたましたました。。。。    

今年今年今年今年もももも沢山沢山沢山沢山ののののホタルホタルホタルホタルがががが見見見見られるとられるとられるとられると良良良良いですねいですねいですねいですね！！！！    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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    ～～～～侍従会侍従会侍従会侍従会とととと部活部活部活部活はどっちがはどっちがはどっちがはどっちが大事大事大事大事？～？～？～？～    

現在侍従会現在侍従会現在侍従会現在侍従会でででで活動活動活動活動しているしているしているしている小小小小・・・・中学生中学生中学生中学生のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの中中中中でででで、、、、中学生中学生中学生中学生になってもになってもになってもになっても侍従会侍従会侍従会侍従会はははは続続続続けけけけ

られるのかられるのかられるのかられるのか？？？？    やはりやはりやはりやはり部活部活部活部活にににに入入入入るとるとるとると侍従会侍従会侍従会侍従会にににに行行行行くくくく時間時間時間時間はないのではないかはないのではないかはないのではないかはないのではないか？？？？    侍従会侍従会侍従会侍従会とととと部部部部

活活活活のののの両立両立両立両立はできるのだはできるのだはできるのだはできるのだろうかろうかろうかろうか？？？？    そんなそんなそんなそんな心配心配心配心配をするをするをするをする人人人人がががが多多多多いのではないでしょうかいのではないでしょうかいのではないでしょうかいのではないでしょうか。。。。今回今回今回今回

はそんなはそんなはそんなはそんな心配心配心配心配をするをするをするをする人人人人のののの参考参考参考参考になるようにになるようにになるようにになるように((((？？？？))))、、、、私私私私のののの経験談経験談経験談経験談をををを踏踏踏踏まえておまえておまえておまえてお話話話話したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いいいい

ますますますます。。。。    

私私私私はははは中学生中学生中学生中学生のののの頃頃頃頃、、、、大道中学校大道中学校大道中学校大道中学校のののの陸上部陸上部陸上部陸上部にににに所属所属所属所属していましたしていましたしていましたしていました。。。。なぜなぜなぜなぜ陸上部陸上部陸上部陸上部にににに所属所属所属所属したかとしたかとしたかとしたかと

いうというというというと、、、、ただただただただ単単単単にににに足足足足がががが速速速速かったことやかったことやかったことやかったことや虫虫虫虫とりのためのとりのためのとりのためのとりのための体力体力体力体力をつけたかったというをつけたかったというをつけたかったというをつけたかったという理由理由理由理由でしでしでしでし

たたたた。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、入部入部入部入部するするするする前前前前のののの説明会説明会説明会説明会ではではではでは、、、、侍従会侍従会侍従会侍従会やややや虫虫虫虫にににに関関関関するするするする活動活動活動活動をををを優先的優先的優先的優先的にににに続続続続けるけるけるける中中中中でででで、、、、

陸上部陸上部陸上部陸上部にもにもにもにも入部入部入部入部させていただくことはできないかということをさせていただくことはできないかということをさせていただくことはできないかということをさせていただくことはできないかということを顧問顧問顧問顧問のののの先生先生先生先生にににに相談相談相談相談しにしにしにしに行行行行

ったったったった記憶記憶記憶記憶がありますがありますがありますがあります。。。。しかししかししかししかし、、、、先生方先生方先生方先生方のののの了承了承了承了承をををを得得得得られたとはいえられたとはいえられたとはいえられたとはいえ、、、、入部入部入部入部したてのしたてのしたてのしたての頃頃頃頃はははは先輩先輩先輩先輩

もいてやはりもいてやはりもいてやはりもいてやはり真面目真面目真面目真面目なななな姿勢姿勢姿勢姿勢をみせておかなければなりませんをみせておかなければなりませんをみせておかなければなりませんをみせておかなければなりません。。。。    

ところがところがところがところが、、、、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いますがいますがいますがいますが、、、、大道中学校大道中学校大道中学校大道中学校はははは自然自然自然自然にににに恵恵恵恵まれていてまれていてまれていてまれていてランニンランニンランニンランニン

ググググ中中中中もよくもよくもよくもよく生生生生きものときものときものときものと出会出会出会出会うのですうのですうのですうのです。。。。そのためそのためそのためそのため私私私私のののの真面目真面目真面目真面目なななな姿勢姿勢姿勢姿勢がががが続続続続いたのもいたのもいたのもいたのも僅僅僅僅かかかか１１１１かかかか月月月月

足足足足らずでしたらずでしたらずでしたらずでした。。。。先輩先輩先輩先輩たちとのたちとのたちとのたちとの練習中練習中練習中練習中にににに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をみつけてをみつけてをみつけてをみつけて、、、、先輩先輩先輩先輩もももも巻巻巻巻きききき込込込込んでんでんでんでヘビヘビヘビヘビ

探探探探しをしてしまったりしをしてしまったりしをしてしまったりしをしてしまったり、、、、走走走走っているっているっているっている途中途中途中途中ででででコースアウトコースアウトコースアウトコースアウトをしてをしてをしてをしてトンボトンボトンボトンボをををを追追追追っかけてしまっっかけてしまっっかけてしまっっかけてしまっ

たりたりたりたり…………、、、、中学中学中学中学２２２２年生年生年生年生になるになるになるになる頃頃頃頃にはにはにはには部活中部活中部活中部活中でもでもでもでもポケットポケットポケットポケットにににに三角紙三角紙三角紙三角紙ととととタッパータッパータッパータッパーをををを忍忍忍忍ばせばせばせばせ、、、、カバカバカバカバ

ンンンンにはにはにはには常常常常にににに捕虫網捕虫網捕虫網捕虫網がががが入入入入っているというっているというっているというっているという状態状態状態状態でしたでしたでしたでした。。。。こうしてこうしてこうしてこうして私私私私はいつしかはいつしかはいつしかはいつしか先生先生先生先生やややや部員部員部員部員たちたちたちたち

のののの間間間間でもでもでもでも““““虫好虫好虫好虫好きのきのきのきの佐野佐野佐野佐野””””としてとしてとしてとして認知認知認知認知されていったのですされていったのですされていったのですされていったのです。。。。    

回収回収回収回収したしたしたしたゴミゴミゴミゴミ    

（（（（土土土土のうのうのうのう袋袋袋袋９９９９袋袋袋袋））））        

ブックオフブックオフブックオフブックオフ裏撤去前裏撤去前裏撤去前裏撤去前のののの状態状態状態状態    

（（（（２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日））））    

←←←←ブックオフブックオフブックオフブックオフののののフェンスフェンスフェンスフェンスにににに

掛掛掛掛かっているかっているかっているかっているシートシートシートシート。。。。切切切切れれれれ

たたたた部分部分部分部分のののの糸糸糸糸がほつれてがほつれてがほつれてがほつれて川川川川にににに

大量大量大量大量のののの糸糸糸糸くずがくずがくずがくずが長長長長いいいい間落間落間落間落ちちちち

ていたていたていたていた。。。。再三対応再三対応再三対応再三対応をおをおをおをお願願願願いいいい

したがしたがしたがしたが善処善処善処善処されないためされないためされないためされないため、、、、

２２２２月月月月１３１３１３１３日副店長日副店長日副店長日副店長にににに直談判直談判直談判直談判

しししし即時撤去即時撤去即時撤去即時撤去してもらったしてもらったしてもらったしてもらった。。。。    
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そんなそんなそんなそんな中学中学中学中学２２２２年生年生年生年生のののの春頃春頃春頃春頃、、、、このこのこのこの日日日日はははは顧顧顧顧

問問問問のののの先生先生先生先生がががが二人二人二人二人ともともともとも練習練習練習練習にににに来来来来てくださるてくださるてくださるてくださる

ということでということでということでということで部員部員部員部員たちもたちもたちもたちも緊張緊張緊張緊張していまししていまししていまししていまし

たたたた。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、当時当時当時当時のののの陸上部陸上部陸上部陸上部にはにはにはには顧問顧問顧問顧問のののの

先生先生先生先生がががが二人二人二人二人いていていていて、、、、一人一人一人一人はははは若若若若くてくてくてくて綺麗綺麗綺麗綺麗なななな女女女女

のののの先生先生先生先生AAAA 先生先生先生先生、、、、そしてもうそしてもうそしてもうそしてもう一人一人一人一人はははは鬼鬼鬼鬼のよのよのよのよ

うにうにうにうに怖怖怖怖くくくく不良不良不良不良もももも震震震震ええええ上上上上がらせるがらせるがらせるがらせる DDDD 先生先生先生先生がががが

いましたいましたいましたいました。。。。    

こうしてこうしてこうしてこうして緊張感漂緊張感漂緊張感漂緊張感漂うううう中中中中、、、、外周外周外周外周ののののランニランニランニランニ

ングングングング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。。。。いつもよりいつもよりいつもよりいつもより皆皆皆皆ペーペーペーペー

ススススがががが速速速速くくくく３３３３周周周周もしたもしたもしたもした頃頃頃頃にはにはにはにはバテバテバテバテ気味気味気味気味ですですですです。。。。    

そしてそしてそしてそして４４４４周目周目周目周目にににに突入突入突入突入ししししようとしたようとしたようとしたようとした時時時時、、、、私私私私ははははコースコースコースコース沿沿沿沿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葉葉葉葉のののの上上上上ににににカワトンボカワトンボカワトンボカワトンボがががが

とまっているのをとまっているのをとまっているのをとまっているのを見見見見つけてしまったのですつけてしまったのですつけてしまったのですつけてしまったのです。「。「。「。「カワトンボカワトンボカワトンボカワトンボだだだだ！！！！採採採採らなければらなければらなければらなければ！」！」！」！」私私私私ははははランニランニランニランニ

ングングングング中中中中であることをであることをであることをであることを忘忘忘忘れれれれ、、、、反射的反射的反射的反射的ににににカワトンボカワトンボカワトンボカワトンボのののの方方方方にににに向向向向かってかってかってかって走走走走ってしまったのですってしまったのですってしまったのですってしまったのです。。。。すすすす

るとすぐにるとすぐにるとすぐにるとすぐに DDDD 先生先生先生先生のののの怒声怒声怒声怒声がががが飛飛飛飛んできましたんできましたんできましたんできました。「。「。「。「佐野佐野佐野佐野ぉぉぉぉーーーー！！！！虫虫虫虫かぁかぁかぁかぁーーーー！」！」！」！」DDDD 先生先生先生先生のののの怒鳴怒鳴怒鳴怒鳴りりりり声声声声

でででで我我我我にににに返返返返ったったったった時時時時、、、、私私私私はすでにはすでにはすでにはすでにカワトンボカワトンボカワトンボカワトンボをををを捕獲捕獲捕獲捕獲したしたしたした後後後後でしたでしたでしたでした。。。。そしてようやくそしてようやくそしてようやくそしてようやく「「「「やばいやばいやばいやばい…………」」」」

というというというという感覚感覚感覚感覚でででで体体体体がががが固固固固まったのでしたまったのでしたまったのでしたまったのでした。。。。DDDD 先生先生先生先生はははは怖怖怖怖いいいい顔顔顔顔をしながらをしながらをしながらをしながら私私私私のののの前前前前までまでまでまで来来来来ましたましたましたました。「。「。「。「今今今今

回回回回ははははヤバヤバヤバヤバいいいい！！！！これはこれはこれはこれは怒鳴怒鳴怒鳴怒鳴られるだけじゃすまないられるだけじゃすまないられるだけじゃすまないられるだけじゃすまない…………」」」」しかししかししかししかし、、、、少少少少しししし沈黙沈黙沈黙沈黙があったがあったがあったがあった後後後後 DDDD 先生先生先生先生

はははは、「、「、「、「トンボトンボトンボトンボ…………早早早早くしまってくしまってくしまってくしまって来来来来いいいい！」！」！」！」とだけとだけとだけとだけ言言言言ってってってって行行行行ってしまったのですってしまったのですってしまったのですってしまったのです。「。「。「。「はいっはいっはいっはいっ！」！」！」！」とととと

返事返事返事返事をしたをしたをしたをした私私私私のののの横横横横でででで、、、、もうもうもうもう一人一人一人一人のののの顧問顧問顧問顧問ののののAAAA 先先先先

生生生生がががが笑笑笑笑いながらいながらいながらいながら「「「「よかったわねよかったわねよかったわねよかったわね！！！！早早早早くしまっくしまっくしまっくしまっ

てててて戻戻戻戻りなさいりなさいりなさいりなさい！」！」！」！」とととと言言言言いましたいましたいましたいました。。。。    

こうしてこうしてこうしてこうして私私私私はおはおはおはお咎咎咎咎めもなくめもなくめもなくめもなく事事事事なきをえたなきをえたなきをえたなきをえた

のでしたのでしたのでしたのでした。。。。今思今思今思今思うとうとうとうと二人二人二人二人のののの先生先生先生先生のののの理解理解理解理解とととと優優優優しししし

さがさがさがさが身身身身にしみますにしみますにしみますにしみます。。。。    

しかししかししかししかし、、、、それからもそれからもそれからもそれからも私私私私はははは凝凝凝凝りもせずりもせずりもせずりもせず部活中部活中部活中部活中にににに虫虫虫虫とりをしましたとりをしましたとりをしましたとりをしました。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん先生先生先生先生のののの前前前前ではではではでは

真面目真面目真面目真面目なななな姿勢姿勢姿勢姿勢でいましたがでいましたがでいましたがでいましたが、、、、ポケットポケットポケットポケットにはにはにはには相変相変相変相変わらずわらずわらずわらず三角紙三角紙三角紙三角紙ととととタッパータッパータッパータッパーににににミニミニミニミニ捕虫網捕虫網捕虫網捕虫網をををを加加加加

えてえてえてえてランニングランニングランニングランニング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。。。。仲間仲間仲間仲間たちもたちもたちもたちもランニングランニングランニングランニング中中中中ににににタマムシタマムシタマムシタマムシややややクワガタクワガタクワガタクワガタをををを拾拾拾拾ったったったった

らららら私私私私にににに届届届届けてくれたりけてくれたりけてくれたりけてくれたり、、、、当時私当時私当時私当時私ががががハマハマハマハマっていたっていたっていたっていたアカシジミアカシジミアカシジミアカシジミというというというという蝶蝶蝶蝶のののの採集採集採集採集にもにもにもにも夕方夕方夕方夕方までまでまでまで付付付付

きききき合合合合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。。。。    

そしてそのそしてそのそしてそのそしてその年年年年のののの夏夏夏夏、、、、私私私私ががががタガメタガメタガメタガメのののの研究研究研究研究についてについてについてについて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受賞受賞受賞受賞するとするとするとすると、、、、最初最初最初最初にににに

褒褒褒褒めてくれたのがめてくれたのがめてくれたのがめてくれたのが部活部活部活部活のののの顧問顧問顧問顧問であるであるであるである DDDD 先生先生先生先生でしたでしたでしたでした。「。「。「。「佐野佐野佐野佐野！！！！賞賞賞賞もらったんだってなもらったんだってなもらったんだってなもらったんだってな！！！！凄凄凄凄いいいい    
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じゃねぇかじゃねぇかじゃねぇかじゃねぇか、、、、よかったなよかったなよかったなよかったな！」。！」。！」。！」。またまたまたまたAAAA 先生先生先生先生にはにはにはには「「「「部活部活部活部活

中中中中のののの虫虫虫虫とりもとりもとりもとりも役役役役にたっているのねにたっているのねにたっているのねにたっているのね（（（（笑笑笑笑））））おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう☆☆☆☆」」」」

とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。    

今今今今までまでまでまで大会出場大会出場大会出場大会出場ややややレギュラーレギュラーレギュラーレギュラーにににに選選選選んでいただいてんでいただいてんでいただいてんでいただいて

きたにもきたにもきたにもきたにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、期待期待期待期待にににに応応応応えずえずえずえず侍従会侍従会侍従会侍従会やややや虫虫虫虫にににに関関関関するするするする

活動活動活動活動をををを優先優先優先優先してきたしてきたしてきたしてきた私私私私はははは、、、、自分自分自分自分なりになりになりになりに先生方先生方先生方先生方にににに申申申申しししし訳訳訳訳

ないないないない気持気持気持気持ちをちをちをちを抱抱抱抱えていましたえていましたえていましたえていました。。。。しかししかししかししかし、、、、部活中部活中部活中部活中のののの虫虫虫虫とととと

りやりやりやりや受賞受賞受賞受賞したしたしたした時時時時にかけてくださったにかけてくださったにかけてくださったにかけてくださった言葉言葉言葉言葉はははは、、、、先生方先生方先生方先生方がががが

私私私私をををを理解理解理解理解してくれたようでしてくれたようでしてくれたようでしてくれたようで凄凄凄凄くくくく嬉嬉嬉嬉しかったのですしかったのですしかったのですしかったのです。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、それからそれからそれからそれから５５５５年以上年以上年以上年以上がががが経経経経ちちちち、、、、偶然偶然偶然偶然にもにもにもにもAAAA 先先先先

生生生生がががが、、、、侍従会侍従会侍従会侍従会のののの会報会報会報会報をををを編集編集編集編集してくださっているしてくださっているしてくださっているしてくださっている河本河本河本河本ささささ

んのんのんのんの娘娘娘娘さんのさんのさんのさんの担任担任担任担任であることがであることがであることがであること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（（（（それもそれもそれもそれも

今今今今からからからから数年前数年前数年前数年前のののの話話話話ですがですがですがですが）。）。）。）。AAAA 先生先生先生先生はははは私私私私のことをのことをのことをのことを覚覚覚覚ええええ

てくださっていててくださっていててくださっていててくださっていて、「、「、「、「佐野佐野佐野佐野くんはくんはくんはくんは部活中部活中部活中部活中にににに虫虫虫虫とりばかとりばかとりばかとりばか

りしていましたりしていましたりしていましたりしていました（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」とととと語語語語ったそうですったそうですったそうですったそうです。。。。そのそのそのその節節節節はははは

温温温温かくかくかくかく見守見守見守見守っていただきっていただきっていただきっていただき感謝感謝感謝感謝しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

さてさてさてさてさてさてさてさて、、、、侍従会侍従会侍従会侍従会とととと部活部活部活部活はははは両立両立両立両立できるのかできるのかできるのかできるのか？？？？というというというという

当初当初当初当初のののの話話話話にににに戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが、、、、私私私私がががが果果果果たしてたしてたしてたして侍従会侍従会侍従会侍従会とととと部活部活部活部活をををを

両立両立両立両立できていたかできていたかできていたかできていたか分分分分かりませんかりませんかりませんかりません。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその時時時時、、、、自自自自

分分分分のののの一番一番一番一番やりたいことがはっきりしていてやりたいことがはっきりしていてやりたいことがはっきりしていてやりたいことがはっきりしていて、、、、それをやそれをやそれをやそれをや

るべきこととしてるべきこととしてるべきこととしてるべきこととして納得納得納得納得できるまでやることができるまでやることができるまでやることができるまでやることが重要重要重要重要なななな

のだとのだとのだとのだと思思思思いますいますいますいます。。。。優先順位優先順位優先順位優先順位とととと言言言言ってしまえばってしまえばってしまえばってしまえば簡単簡単簡単簡単ですですですです

がががが、、、、当時当時当時当時のののの私私私私はははは両立両立両立両立とまでとまでとまでとまで言言言言わずともわずともわずともわずとも自分自分自分自分のののの一番一番一番一番やりやりやりやり

たいことをたいことをたいことをたいことを納得納得納得納得するするするする活動活動活動活動にできていたのではないかにできていたのではないかにできていたのではないかにできていたのではないか

とととと自負自負自負自負していますしていますしていますしています。。。。自分自分自分自分でででで決決決決めたことをめたことをめたことをめたことを納得納得納得納得するまでするまでするまでするまで

やるということはやるということはやるということはやるということは、、、、やりたくてやりたくてやりたくてやりたくて始始始始めたことでもめたことでもめたことでもめたことでも時時時時にはにはにはには

大変大変大変大変でででで辛辛辛辛いこともありますいこともありますいこともありますいこともあります。。。。現在中学生現在中学生現在中学生現在中学生のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、ここここ

れかられかられかられから中学生中学生中学生中学生になるになるになるになる皆皆皆皆さんはさんはさんはさんは、、、、侍従会侍従会侍従会侍従会でもでもでもでも部活部活部活部活でもでもでもでも自自自自

分分分分のののの一番一番一番一番やりたいこととしてやりたいこととしてやりたいこととしてやりたいこととして納得納得納得納得するするするする活動活動活動活動にすればにすればにすればにすれば、、、、

きっとどちらのきっとどちらのきっとどちらのきっとどちらの活動活動活動活動でもでもでもでも大切大切大切大切なななな経験値経験値経験値経験値となるのではとなるのではとなるのではとなるのでは

ないでしょうかないでしょうかないでしょうかないでしょうか。。。。    

『『『『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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だより      
    

≪≪≪≪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のののの活動活動活動活動はははは、「、「、「、「ソフトソフトソフトソフトのののの部分部分部分部分」」」」でででで地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献をとをとをとをと考考考考ええええ、、、、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えええ

ををを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「「「「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」」」」

がががが昨年昨年昨年昨年８８８８月月月月からからからから始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。第第第第４４４４回回回回はははは、、、、西大西大西大西大

道道道道のののの藤田義明藤田義明藤田義明藤田義明さんさんさんさん、、、、第第第第５５５５回回回回はははは朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの森勇二森勇二森勇二森勇二ささささ

んとんとんとんと森政一森政一森政一森政一さんさんさんさん、、、、３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日のののの第第第第６６６６回回回回はははは、、、、当会当会当会当会

のののの副会長副会長副会長副会長、、、、長野政治長野政治長野政治長野政治さんをおさんをおさんをおさんをお招招招招きしきしきしきし、、、、話話話話をしてをしてをしてをして

いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。    

長野政治長野政治長野政治長野政治さんはさんはさんはさんは、、、、昔昔昔昔「「「「ちょいちょいちょいちょい悪悪悪悪？」？」？」？」だったそうでだったそうでだったそうでだったそうで、、、、近隣近隣近隣近隣のののの崖崖崖崖をををを切切切切りりりり崩崩崩崩したしたしたした土土土土をををを運運運運ぶぶぶぶ「「「「トトトト

ロッコロッコロッコロッコ」」」」にににに乗乗乗乗ってってってって遊遊遊遊んだんだんだんだ話話話話やややや、、、、戦時中戦時中戦時中戦時中、、、、学徒動員学徒動員学徒動員学徒動員でででで働働働働きにきにきにきに出出出出かけたかけたかけたかけた先先先先でよくたたかれたでよくたたかれたでよくたたかれたでよくたたかれた話話話話、、、、

侍従川侍従川侍従川侍従川ののののウナギウナギウナギウナギはははは、、、、ウナギウナギウナギウナギ取取取取りをりをりをりを仕事仕事仕事仕事にしているにしているにしているにしている人人人人（（（（プロプロプロプロ））））もももも取取取取っていたといったっていたといったっていたといったっていたといった話話話話がががが次次次次々々々々

とととと飛飛飛飛びびびび出出出出しししし、、、、楽楽楽楽しいしいしいしい時間時間時間時間があっというがあっというがあっというがあっという間間間間にににに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。。。。    

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度はははは、、、、大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校のののの７０７０７０７０周年行事周年行事周年行事周年行事もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、次回次回次回次回はははは、、、、趣趣趣趣をちょっとをちょっとをちょっとをちょっと変変変変えてえてえてえて、、、、

第第第第１１１１期期期期のののの卒業生数名卒業生数名卒業生数名卒業生数名にににに集集集集まっていただいてまっていただいてまっていただいてまっていただいて座談会座談会座談会座談会をををを行行行行うことをうことをうことをうことを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。                                                                                        

≪≪≪≪３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日    菜菜菜菜のののの花花花花にににに囲囲囲囲まれてまれてまれてまれて大道村卒業式大道村卒業式大道村卒業式大道村卒業式≫≫≫≫    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日のののの朝日新朝日新朝日新朝日新

聞聞聞聞    朝刊朝刊朝刊朝刊「「「「神奈川版神奈川版神奈川版神奈川版」」」」

にににに記事記事記事記事がががが載載載載りましたりましたりましたりました。。。。

今年今年今年今年のののの菜菜菜菜のののの花花花花はよくはよくはよくはよく

育育育育ちましたちましたちましたちました。。。。    

    菜菜菜菜のののの花花花花のののの種種種種がとれがとれがとれがとれ

たらたらたらたら、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川のののの護岸護岸護岸護岸やややや

空空空空きききき地地地地にもにもにもにも種種種種をををを蒔蒔蒔蒔けけけけ

たらいいなとたらいいなとたらいいなとたらいいなと思思思思ってってってって

ますますますます。。。。そのそのそのその時時時時はははは、、、、よろよろよろよろ

しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

伊藤伊藤伊藤伊藤    憲生憲生憲生憲生    
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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....１１１１５５５５    
～～～～    ハヤシノウマオイハヤシノウマオイハヤシノウマオイハヤシノウマオイ    ～～～～（（（（キリギリスキリギリスキリギリスキリギリス科科科科））））    

        学名学名学名学名：：：：Hexacentrus hareyamaiHexacentrus hareyamaiHexacentrus hareyamaiHexacentrus hareyamai    

体長体長体長体長：：：：２８２８２８２８～～～～３６３６３６３６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    

童謡童謡童謡童謡「「「「虫虫虫虫のののの声声声声」」」」にににに登場登場登場登場するするするする鳴鳴鳴鳴くくくく虫虫虫虫のののの代表代表代表代表といえといえといえといえ

るるるる昆虫昆虫昆虫昆虫でででで、、、、夏夏夏夏からからからから秋秋秋秋にかけてにかけてにかけてにかけて住宅地住宅地住宅地住宅地のののの植植植植ええええ込込込込みやみやみやみや、、、、

空空空空きききき地地地地のののの草草草草むらなどでむらなどでむらなどでむらなどでスーイッチョンスーイッチョンスーイッチョンスーイッチョンッッッッ、、、、スーイスーイスーイスーイ

ッチョンッッチョンッッチョンッッチョンッとととと鳴鳴鳴鳴いているのをいているのをいているのをいているのを耳耳耳耳にしますにしますにしますにします。。。。見見見見たたたた目目目目    

にににに反反反反しししし意外意外意外意外とととと獰猛獰猛獰猛獰猛でででで幼虫幼虫幼虫幼虫のののの頃頃頃頃からからからから

小小小小さなさなさなさな昆虫昆虫昆虫昆虫ななななどをどをどをどを捕捕捕捕らえてらえてらえてらえて食食食食べまべまべまべま

すすすす。。。。そのためそのためそのためそのため前足前足前足前足とととと中足中足中足中足にはにはにはには獲物獲物獲物獲物

をををを抱抱抱抱ええええ込込込込んでんでんでんで逃逃逃逃がさないためのがさないためのがさないためのがさないためのトトトト

ゲゲゲゲがびっしりがびっしりがびっしりがびっしり生生生生えていますえていますえていますえています。。。。    

    

    

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～～～～    
～～～～    リュウキュウイノシシリュウキュウイノシシリュウキュウイノシシリュウキュウイノシシ    ～～～～（（（（イノシシイノシシイノシシイノシシ科科科科））））    

学名学名学名学名：：：：Sus scrofa riukiuanus KurodaSus scrofa riukiuanus KurodaSus scrofa riukiuanus KurodaSus scrofa riukiuanus Kuroda    

体体体体長長長長：：：：１１０１１０１１０１１０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、、、、徳之島徳之島徳之島徳之島、、、、沖縄島沖縄島沖縄島沖縄島、、、、石垣島石垣島石垣島石垣島、、、、西表島西表島西表島西表島    

沖縄本島北部沖縄本島北部沖縄本島北部沖縄本島北部でよくでよくでよくでよく見見見見かけるかけるかけるかける哺乳類哺乳類哺乳類哺乳類でででで、、、、大宜味村大宜味村大宜味村大宜味村なななな

どのどのどのどの集落集落集落集落のののの里山里山里山里山ではではではでは畑畑畑畑のののの農作物農作物農作物農作物ををををイノシシイノシシイノシシイノシシによるによるによるによる食食食食

害害害害からからからから守守守守るためるためるためるため、、、、長長長長いいいい距離距離距離距離にににに渡渡渡渡ってってってって山中山中山中山中にににに石垣石垣石垣石垣をををを積積積積んんんん

でででで進入進入進入進入をををを防防防防いだそうですいだそうですいだそうですいだそうです。。。。食食食食べべべべ物物物物はははは植物植物植物植物のののの木木木木のののの芽芽芽芽やややや実実実実    

からからからから昆虫昆虫昆虫昆虫、、、、両生類両生類両生類両生類、、、、ときにはときにはときにはときにはハハハハブブブブまでもたべてしまうことがまでもたべてしまうことがまでもたべてしまうことがまでもたべてしまうことが

あるそうですあるそうですあるそうですあるそうです。。。。写真写真写真写真ののののイノシシイノシシイノシシイノシシはまだはまだはまだはまだ子供子供子供子供でででで林道林道林道林道をををを兄弟兄弟兄弟兄弟でででで歩歩歩歩

いていていていていていていていて、、、、最初最初最初最初にににに遭遇遭遇遭遇遭遇したしたしたした子子子子イノシシイノシシイノシシイノシシはははは逃逃逃逃げてしまいましたげてしまいましたげてしまいましたげてしまいました

がががが、、、、もうもうもうもう一頭一頭一頭一頭はははは僕僕僕僕ののののオートバイオートバイオートバイオートバイをををを親親親親ののののイノシシイノシシイノシシイノシシとととと勘違勘違勘違勘違いしたいしたいしたいした

らしくらしくらしくらしく、、、、気気気気づくまではづくまではづくまではづくまでは向向向向こうからこうからこうからこうから近寄近寄近寄近寄ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。赤赤赤赤んんんん坊坊坊坊

らしいよちよちとらしいよちよちとらしいよちよちとらしいよちよちと歩歩歩歩くそのくそのくそのくその姿姿姿姿はとてもはとてもはとてもはとても可愛可愛可愛可愛らしかったですらしかったですらしかったですらしかったです。。。。    近近近近づいてくるづいてくるづいてくるづいてくるイノシシイノシシイノシシイノシシ    

大宜味村大宜味村大宜味村大宜味村    ５５５５月月月月    

横浜市金沢区横浜市金沢区横浜市金沢区横浜市金沢区    ７７７７月月月月    

羽化羽化羽化羽化したてのしたてのしたてのしたてのウマオイウマオイウマオイウマオイ    ウマオイウマオイウマオイウマオイのののの幼虫幼虫幼虫幼虫    

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））））    



23／28 

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        ～～～～早春早春早春早春のめぐみとのめぐみとのめぐみとのめぐみと天気天気天気天気～～～～                            飯村優介飯村優介飯村優介飯村優介    

    ヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルのののの産卵産卵産卵産卵、、、、フキノトウフキノトウフキノトウフキノトウ、、、、天然天然天然天然シイタケシイタケシイタケシイタケ春子春子春子春子のののの初初初初

ものとものとものとものと季節季節季節季節はははは朝比奈周辺朝比奈周辺朝比奈周辺朝比奈周辺でもでもでもでも春春春春にににに向向向向かいかいかいかい進行中進行中進行中進行中ですですですです。。。。    

２２２２月月月月２９２９２９２９日日日日はははは大道大道大道大道のののの平地平地平地平地でもでもでもでも大雪大雪大雪大雪となりとなりとなりとなり十二所山頂十二所山頂十二所山頂十二所山頂ではではではでは２２２２

００００㎝㎝㎝㎝のののの積雪積雪積雪積雪でしたでしたでしたでした。。。。３３３３月月月月１１１１日日日日にはにはにはには大大大大きくきくきくきく育育育育ったったったった径径径径２０２０２０２０㎝㎝㎝㎝のののの天然天然天然天然

シイタケシイタケシイタケシイタケにににに、、、、１１１１本本本本がががが小指小指小指小指ほどもあるほどもあるほどもあるほどもあるエノキタケエノキタケエノキタケエノキタケなどなどなどなど早春早春早春早春のののの天然天然天然天然

キノコキノコキノコキノコをををを味味味味わえたわえたわえたわえた。。。。    

キノコキノコキノコキノコやややや山菜山菜山菜山菜、、、、生生生生きききき物物物物たちのたちのたちのたちの動向動向動向動向をををを予知予知予知予知するにはするにはするにはするには、、、、天気天気天気天気のののの動動動動

きをきをきをきを知知知知ることがることがることがることが大大大大いにいにいにいに役立役立役立役立ちますちますちますちます。。。。    

図図図図１１１１    ははははヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルヤマアカガエルがががが産卵産卵産卵産卵するようなするようなするようなするような気温気温気温気温５５５５℃℃℃℃以上以上以上以上のののの雨雨雨雨

のののの夜夜夜夜がががが予想予想予想予想されるされるされるされるパターンパターンパターンパターン。。。。移動移動移動移動してきしてきしてきしてき

たたたた高気圧高気圧高気圧高気圧はははは日本日本日本日本のののの南東南東南東南東にににに去去去去りりりり、、、、日本日本日本日本をはをはをはをは

ささささむようにむようにむようにむように低気圧低気圧低気圧低気圧がががが通通通通るるるる。。。。あたたかいあたたかいあたたかいあたたかい空空空空

気気気気をををを北日本北日本北日本北日本までまでまでまで送送送送りこみりこみりこみりこみ、、、、関東地方関東地方関東地方関東地方はははは雨雨雨雨

でででで気温気温気温気温もももも下下下下がらないがらないがらないがらない。。。。    

図図図図２２２２    はははは大雪大雪大雪大雪パターンパターンパターンパターンでででで北日本北日本北日本北日本をををを高気高気高気高気

圧圧圧圧がががが通通通通りりりり、、、、後後後後をををを追追追追うううう低気圧低気圧低気圧低気圧がががが日本日本日本日本のののの南海南海南海南海

上上上上をををを進進進進むむむむ。。。。低気圧低気圧低気圧低気圧にににに向向向向かいかいかいかい上空上空上空上空のののの高高高高ささささ１１１１

５００５００５００５００ｍｍｍｍ以下以下以下以下のののの層層層層にににに北北北北からからからから冷冷冷冷たいたいたいたい気流気流気流気流

がががが流流流流れれれれ込込込込むむむむ。。。。大道大道大道大道あたりのあたりのあたりのあたりの町中町中町中町中でででで５５５５㎝㎝㎝㎝くくくく

らいのらいのらいのらいの雪雪雪雪になればになればになればになれば水源水源水源水源のののの山頂山頂山頂山頂ではではではでは１５１５１５１５

㎝㎝㎝㎝以上以上以上以上のことがのことがのことがのことが多多多多いいいい。。。。    

図図図図３３３３    はははは春一番春一番春一番春一番などなどなどなど南風南風南風南風のののの強風強風強風強風ののののパタパタパタパタ

ーンーンーンーン。。。。雨雨雨雨のののの量量量量はははは湿湿湿湿ったったったった気流気流気流気流がががが強強強強いいいい場合多場合多場合多場合多

いいいい時時時時もあればもあればもあればもあれば伊豆伊豆伊豆伊豆やややや箱根箱根箱根箱根、、、、富士山富士山富士山富士山ののののフェフェフェフェ

ーンーンーンーン現象現象現象現象でででで降降降降らないこともらないこともらないこともらないことも。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく南南南南

～～～～南西南西南西南西のののの強風強風強風強風がががが吹吹吹吹きあれきあれきあれきあれ気温気温気温気温もももも１５１５１５１５℃℃℃℃

以上以上以上以上２０２０２０２０℃℃℃℃位位位位までなりまでなりまでなりまでなり、、、、花粉花粉花粉花粉もひどくなもひどくなもひどくなもひどくな

るるるる。。。。春先春先春先春先のののの大大大大きくきくきくきく気温気温気温気温のののの上上上上がるがるがるがる原因原因原因原因でででで動動動動

植物植物植物植物のののの動向動向動向動向にににに働働働働きかけがきかけがきかけがきかけが大大大大きいきいきいきい。。。。    

２２２２月月月月２９２９２９２９日日日日十二所十二所十二所十二所稜線稜線稜線稜線 
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参加者参加者参加者参加者：：：：梅田梅田梅田梅田、、、、山田山田山田山田、、、、佐野佐野佐野佐野    

夜夜夜夜７７７７時半頃時半頃時半頃時半頃、、、、佐野佐野佐野佐野はははは上大岡上大岡上大岡上大岡にあるにあるにあるにあるステーキステーキステーキステーキ屋屋屋屋““““けんけんけんけん””””にににに向向向向かったかったかったかった。。。。入店入店入店入店するなりするなりするなりするなりサラダサラダサラダサラダ

バーバーバーバーののののコーナーコーナーコーナーコーナーにににに懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい人人人人がががが…………    

佐野佐野佐野佐野「「「「どうもどうもどうもどうも！！！！    ごごごご無沙汰無沙汰無沙汰無沙汰ですですですです☆☆☆☆」」」」    

梅田梅田梅田梅田「「「「あれっあれっあれっあれっ！！！！    サノシンサノシンサノシンサノシン来来来来たじゃんたじゃんたじゃんたじゃん！！！！    山田山田山田山田くんがくんがくんがくんが今日来今日来今日来今日来れなくなったってれなくなったってれなくなったってれなくなったって言言言言ってたかってたかってたかってたか

らららら！」！」！」！」    

梅田氏梅田氏梅田氏梅田氏はははは侍従会創設侍従会創設侍従会創設侍従会創設メンバーメンバーメンバーメンバーのののの一人一人一人一人ででででトンボトンボトンボトンボ類類類類のののの専門家専門家専門家専門家であるであるであるである。。。。佐野佐野佐野佐野のののの連載連載連載連載『『『『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』』』』にもにもにもにも何度何度何度何度かかかか登場登場登場登場しているしているしているしている。。。。そしてそしてそしてそして何何何何をををを隠隠隠隠そそそそうううう山田陽治氏山田陽治氏山田陽治氏山田陽治氏のののの学生時学生時学生時学生時

代代代代のののの同級生同級生同級生同級生でもあるでもあるでもあるでもある。。。。    

山田山田山田山田「「「「あっあっあっあっ！！！！サノシンサノシンサノシンサノシン来来来来たたたた！」！」！」！」    

佐野佐野佐野佐野「「「「あのあのあのあの…………僕僕僕僕、、、、来来来来れないなんてれないなんてれないなんてれないなんて言言言言ってないんですけどってないんですけどってないんですけどってないんですけど…………（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

梅田梅田梅田梅田「「「「全然全然全然全然コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションとれてないじゃんとれてないじゃんとれてないじゃんとれてないじゃん（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

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始始始始まったまったまったまった。。。。さてさてさてさてさてさてさてさて今日今日今日今日はどんなはどんなはどんなはどんなママママ

ニアックニアックニアックニアックなななな座談会座談会座談会座談会となるのやらとなるのやらとなるのやらとなるのやら…………    

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““““月刊月刊月刊月刊むしむしむしむし””””（（（（昆虫専門昆虫専門昆虫専門昆虫専門のののの雑誌雑誌雑誌雑誌））））

ににににベトナムベトナムベトナムベトナム産産産産ののののミナミヤンマミナミヤンマミナミヤンマミナミヤンマがががが載載載載っていたのっていたのっていたのっていたの見見見見まままま

したしたしたした？？？？    蝶蝶蝶蝶みたいなみたいなみたいなみたいな翅翅翅翅ででででカッコカッコカッコカッコよかったですよよかったですよよかったですよよかったですよ☆☆☆☆」」」」    

梅田梅田梅田梅田「「「「Chlologomphus papilioChlologomphus papilioChlologomphus papilioChlologomphus papilio    （（（（クロロゴンプスクロロゴンプスクロロゴンプスクロロゴンプス    パパパパ

ピリオピリオピリオピリオとととと読読読読むむむむ））））でしょでしょでしょでしょ？？？？☆☆☆☆    あれはいいねぇあれはいいねぇあれはいいねぇあれはいいねぇ～～～～♪♪♪♪    やややや

っぱりっぱりっぱりっぱりクロゴンクロゴンクロゴンクロゴン（（（（虫屋用語虫屋用語虫屋用語虫屋用語のののの略略略略））））はいいよねぇはいいよねぇはいいよねぇはいいよねぇ☆☆☆☆」」」」    

山田山田山田山田「「「「なになになになになになになになに？？？？    何何何何のののの仲間仲間仲間仲間なのそれなのそれなのそれなのそれ？？」？？」？？」？？」    

佐野佐野佐野佐野「「「「ミナミヤンマミナミヤンマミナミヤンマミナミヤンマですよですよですよですよ☆☆☆☆    オニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマとかにとかにとかにとかに近近近近いいいい仲仲仲仲

間間間間ですですですです☆☆☆☆」」」」    

山田山田山田山田「「「「ミナミヤンマミナミヤンマミナミヤンマミナミヤンマかぁかぁかぁかぁ～～～～日本日本日本日本だとだとだとだと沖縄沖縄沖縄沖縄とかとかとかとか奄美奄美奄美奄美にいるにいるにいるにいる

やつだよねぇやつだよねぇやつだよねぇやつだよねぇ？？？？    身近身近身近身近じゃないからじゃないからじゃないからじゃないからイマイチイマイチイマイチイマイチ親近感親近感親近感親近感

がががが湧湧湧湧かないなぁかないなぁかないなぁかないなぁ～～～～    そもそもそもそもそもそもそもそもオニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマのののの仲間仲間仲間仲間ってってってって

いうのがいうのがいうのがいうのがザコザコザコザコっぽいなぁっぽいなぁっぽいなぁっぽいなぁ！」！」！」！」    

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        ～～～～オニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマはははは奥奥奥奥がががが深深深深いいいい～～～～    

ミナミヤンマミナミヤンマミナミヤンマミナミヤンマ 
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このこのこのこの時点時点時点時点でででで山田氏山田氏山田氏山田氏のののの反応反応反応反応はははは通常通常通常通常なものであったのかなものであったのかなものであったのかなものであったのか

もしれないもしれないもしれないもしれない。。。。しかしここからはしかしここからはしかしここからはしかしここからは珍珍珍珍しくしくしくしく山田氏山田氏山田氏山田氏のののの意見意見意見意見がががが    

ことごとくことごとくことごとくことごとく覆覆覆覆されていくされていくされていくされていく。。。。    

梅田梅田梅田梅田「「「「出出出出たよたよたよたよ！！！！    まさにまさにまさにまさに素人素人素人素人のののの発言発言発言発言だよだよだよだよ！」！」！」！」    

山田山田山田山田「「「「梅田梅田梅田梅田くんはくんはくんはくんはオニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマ好好好好きなのきなのきなのきなの？」？」？」？」    

梅田梅田梅田梅田「「「「オニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマはははは実実実実にににに奥奥奥奥がががが深深深深いいいい！！！！！！！！    オニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマはははは

知知知知ってのってのってのっての通通通通りりりり日本全国日本全国日本全国日本全国にににに分布分布分布分布してるんだよしてるんだよしてるんだよしてるんだよ。。。。でもでもでもでも    

そのそのそのそのオニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマをををを日本全国日本全国日本全国日本全国でででで採採採採ってってってって北海道北海道北海道北海道からからからから西表島西表島西表島西表島までのまでのまでのまでの標本標本標本標本をををを並並並並べてみたべてみたべてみたべてみた？」？」？」？」    

山田山田山田山田「「「「いやいやいやいや…………（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

梅田梅田梅田梅田「「「「サイズサイズサイズサイズやややや形態形態形態形態、、、、生態生態生態生態までもがまでもがまでもがまでもが異異異異なってくるんだよなってくるんだよなってくるんだよなってくるんだよ！！！！    特特特特にににに北海道北海道北海道北海道とととと西表島西表島西表島西表島のののの個体個体個体個体をををを

比比比比べるとそのべるとそのべるとそのべるとその違違違違いはいはいはいは明白明白明白明白なんだよなんだよなんだよなんだよ！！！！    そうするとそのそうするとそのそうするとそのそうするとその間間間間にににに分布分布分布分布しているしているしているしているオニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマはははは

どうなんだろうなぁどうなんだろうなぁどうなんだろうなぁどうなんだろうなぁ～～～～ってってってって日本全国日本全国日本全国日本全国ののののオニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマをををを採採採採りたくなるじゃないかりたくなるじゃないかりたくなるじゃないかりたくなるじゃないか！」！」！」！」    

さすがさすがさすがさすが一流一流一流一流ののののトンボトンボトンボトンボ屋屋屋屋さんであるさんであるさんであるさんである。。。。山田氏山田氏山田氏山田氏はははは少少少少しししし圧倒圧倒圧倒圧倒されているようであるされているようであるされているようであるされているようである。。。。    

山田山田山田山田「「「「じゃぁやっぱじゃぁやっぱじゃぁやっぱじゃぁやっぱ梅田梅田梅田梅田くんはくんはくんはくんはオニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマがががが一番好一番好一番好一番好きなのきなのきなのきなの？」？」？」？」    

梅田梅田梅田梅田「「「「うううう～～～～んそうだなぁんそうだなぁんそうだなぁんそうだなぁ～～～～    MacromiaMacromiaMacromiaMacromia    もももも好好好好きかなぁきかなぁきかなぁきかなぁ～～～～♪♪♪♪」」」」    

山田山田山田山田「「「「えっなんてえっなんてえっなんてえっなんて？（？（？（？（笑笑笑笑））））マクロマクロマクロマクロ？（？（？（？（笑笑笑笑）」）」）」）」    

佐野佐野佐野佐野「「「「マクロミアマクロミアマクロミアマクロミア。。。。コヤマトンボコヤマトンボコヤマトンボコヤマトンボのののの仲間仲間仲間仲間ですねですねですねですね！」！」！」！」    

梅田梅田梅田梅田「「「「そうそうそうそうそうそうそうそう☆☆☆☆    昔昔昔昔、、、、山田山田山田山田くんともくんともくんともくんとも西表西表西表西表にににに探探探探しにしにしにしに行行行行ったじゃないったじゃないったじゃないったじゃない！」！」！」！」    

山田山田山田山田「「「「あぁあぁあぁあぁ！！！！    サキシマヤマトンボサキシマヤマトンボサキシマヤマトンボサキシマヤマトンボとかとかとかとかタイワンコヤマトンボタイワンコヤマトンボタイワンコヤマトンボタイワンコヤマトンボとかとかとかとか…………」」」」    

梅田梅田梅田梅田「「「「うんまぁうんまぁうんまぁうんまぁ、、、、サキシマヤマサキシマヤマサキシマヤマサキシマヤマはははは MacroMacroMacroMacrommmmmmmmeeeeeeeeddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa だけどねだけどねだけどねだけどね。」。」。」。」    

山田山田山田山田「「「「コヤマトンボコヤマトンボコヤマトンボコヤマトンボのののの仲間仲間仲間仲間かぁかぁかぁかぁ～～～～…………悪悪悪悪くないけどくないけどくないけどくないけど、、、、雌雌雌雌ががががズズズズドドドド～～～～ンンンンででででみみみみょょょょ～～～～んんんんってってってって感感感感じでじでじでじでカカカカ

ッコッコッコッコ悪悪悪悪くないくないくないくない？」？」？」？」    

正直山田氏正直山田氏正直山田氏正直山田氏のののの表現表現表現表現はははは佐野佐野佐野佐野にもよくにもよくにもよくにもよく分分分分からなかったからなかったからなかったからなかった。。。。しかししかししかししかし、、、、佐野佐野佐野佐野ががががツッコムツッコムツッコムツッコム前前前前にににに梅田氏梅田氏梅田氏梅田氏

がががが痛烈痛烈痛烈痛烈なななな発言発言発言発言でででで山田氏山田氏山田氏山田氏にとどめをにとどめをにとどめをにとどめを刺刺刺刺しにしにしにしに入入入入ったったったった。。。。    

梅田梅田梅田梅田「「「「そもそもそもそもそもそもそもそも俺俺俺俺がががが言言言言いたいのはいたいのはいたいのはいたいのはカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイとかとかとかとかカッコワルイカッコワルイカッコワルイカッコワルイとかじゃなくてとかじゃなくてとかじゃなくてとかじゃなくて、、、、トンボトンボトンボトンボのののの

こんなところがこんなところがこんなところがこんなところが面白面白面白面白いとかいとかいとかいとか、、、、興味深興味深興味深興味深いとかそういうことなんですよいとかそういうことなんですよいとかそういうことなんですよいとかそういうことなんですよ…………（（（（笑笑笑笑））））    

それをそれをそれをそれをズズズズドドドド～～～～ンンンンとかとかとかとかみみみみょょょょ～～～～んんんんとかよくとかよくとかよくとかよく分分分分からないことばっかからないことばっかからないことばっかからないことばっか言言言言ってってってって…………。。。。…………」」」」    

山田山田山田山田「「「「はいはいはいはい…………（（（（笑笑笑笑））））…………でもでもでもでもオニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマはははは奥奥奥奥がががが深深深深いことはいことはいことはいことは分分分分かりましたよかりましたよかりましたよかりましたよ？（？（？（？（笑笑笑笑）」）」）」）」    

梅田梅田梅田梅田「「「「はぁはぁはぁはぁ…………聞聞聞聞いたいたいたいたサノシンサノシンサノシンサノシン？？？？    これだよこれだよこれだよこれだよ…………（（（（苦笑苦笑苦笑苦笑）」）」）」）」    

そのそのそのその後後後後、、、、話話話話はははは山田氏山田氏山田氏山田氏のののの結結結結婚観婚観婚観婚観についてのについてのについてのについての話題話題話題話題へとへとへとへと変化変化変化変化したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその話話話話はまたのはまたのはまたのはまたの機会機会機会機会ににににしししし

たいとたいとたいとたいと思思思思うううう・・・・・・・・・・・・。。。。                                                                                                        （（（（おわりおわりおわりおわり））））    

オニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマ 
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１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））    カモカモカモカモ調査調査調査調査    晴晴晴晴れれれれ～～～～くもりくもりくもりくもり～～～～雪雪雪雪    13:0013:0013:0013:00～～～～14:0014:0014:0014:00    

調査調査調査調査者者者者：：：：西井西井西井西井、、、、酒巻酒巻酒巻酒巻、、、、柴田柴田柴田柴田、、、、山田山田山田山田    

【【【【大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋】】】】カルガモカルガモカルガモカルガモ１１１１１１１１、、、、ホシハジロホシハジロホシハジロホシハジロ１１１１♀♀♀♀    

【【【【汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋】】】】カルガモカルガモカルガモカルガモ１１１１、、、、オナガガモオナガガモオナガガモオナガガモ１７１７１７１７♂♂♂♂１０１０１０１０♀♀♀♀、、、、    

ヒドリガモヒドリガモヒドリガモヒドリガモ    １１１１１１１１♂♂♂♂７７７７♀♀♀♀、、、、ホシハジロホシハジロホシハジロホシハジロ７７７７♂♂♂♂１１１１♀♀♀♀    

２２２２月月月月２２２２１１１１日日日日（（（（火火火火））））    侍従川源流域臨時調査侍従川源流域臨時調査侍従川源流域臨時調査侍従川源流域臨時調査    

調査者調査者調査者調査者：：：：山根山根山根山根、、、、佐野佐野佐野佐野、、、、山田山田山田山田    

【【【【大道中学校大道渓谷大道中学校大道渓谷大道中学校大道渓谷大道中学校大道渓谷】】】】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、、、、カワトンボカワトンボカワトンボカワトンボ（（（（幼幼幼幼

虫虫虫虫））））、、、、ミルンヤンマミルンヤンマミルンヤンマミルンヤンマ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、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（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、

カワゲラカワゲラカワゲラカワゲラspspspsp（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、ユスリカユスリカユスリカユスリカ spspspsp（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、ミズムシミズムシミズムシミズムシ    

【【【【ホタルホタルホタルホタル谷戸谷戸谷戸谷戸】】】】ヤマトクロスジヘビトンボヤマトクロスジヘビトンボヤマトクロスジヘビトンボヤマトクロスジヘビトンボ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、    

ガガンボガガンボガガンボガガンボspspspsp（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、カワニナカワニナカワニナカワニナ    

【【【【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ししし入入入入りりりり口口口口】】】】湿地湿地湿地湿地のののの乾燥化乾燥化乾燥化乾燥化。。。。生物生物生物生物はははは発見発見発見発見されずされずされずされず。。。。    

２２２２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（日日日日））））    曇曇曇曇りりりり    

調査調査調査調査者者者者：：：：白石守白石守白石守白石守、、、、深沢深沢深沢深沢、、、、廣田廣田廣田廣田、、、、白井白井白井白井、、、、石黒石黒石黒石黒、、、、角井角井角井角井、、、、白石匠白石匠白石匠白石匠、、、、    

米塚米塚米塚米塚、、、、野田野田野田野田、、、、金子金子金子金子、、、、山根山根山根山根、、、、佐野佐野佐野佐野、、、、山田山田山田山田    

    中潮中潮中潮中潮    満潮満潮満潮満潮 06:5906:5906:5906:59（（（（173cm173cm173cm173cm））））19:2219:2219:2219:22（（（（158cm158cm158cm158cm））））    

干潮干潮干潮干潮 00:5700:5700:5700:57（（（（40cm40cm40cm40cm））））13:2313:2313:2313:23（（（（42cm42cm42cm42cm））））    

【【【【大道中学校大道渓谷大道中学校大道渓谷大道中学校大道渓谷大道中学校大道渓谷】】】】（（（（源流域源流域源流域源流域））））11:3011:3011:3011:30～～～～11:5511:5511:5511:55    

気温気温気温気温：：：：６６６６℃℃℃℃    水温水温水温水温 7.57.57.57.5℃℃℃℃    

生物生物生物生物：：：：ハリガネムシハリガネムシハリガネムシハリガネムシspspspsp１１１１、、、、カワニナカワニナカワニナカワニナ、、、、ミズムシミズムシミズムシミズムシ、、、、    

ユスリカユスリカユスリカユスリカsp(sp(sp(sp(幼虫幼虫幼虫幼虫))))、、、、クロスジギンヤンマクロスジギンヤンマクロスジギンヤンマクロスジギンヤンマ((((幼虫幼虫幼虫幼虫))))２２２２、、、、    

オニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマ((((幼虫幼虫幼虫幼虫))))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((((幼虫幼虫幼虫幼虫))))１１１１、、、、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３８３８３８３８    

【【【【ちとせちとせちとせちとせ園園園園（（（（大道一丁目緑地大道一丁目緑地大道一丁目緑地大道一丁目緑地）～）～）～）～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））））    13:1513:1513:1513:15～～～～14:2014:2014:2014:20    

気温気温気温気温：：：：９９９９℃℃℃℃    水温水温水温水温：：：：１０１０１０１０℃℃℃℃    

    生物生物生物生物：：：：カワニナカワニナカワニナカワニナ２２２２、、、、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））））２２２２、、、、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））））１１１１、、、、シオカラトンシオカラトンシオカラトンシオカラトン

ボボボボ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫））））１１１１、、、、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５５５５、、、、テナガエビテナガエビテナガエビテナガエビ６６６６、、、、チチブチチブチチブチチブ５５５５、、、、シマヨシノボリシマヨシノボリシマヨシノボリシマヨシノボリ１１１１、、、、

 

侍従川定例調査報告    学生部学生部学生部学生部 

カルガモカルガモカルガモカルガモ    酒巻稜生酒巻稜生酒巻稜生酒巻稜生    

オナガガモオナガガモオナガガモオナガガモ    西井洋一西井洋一西井洋一西井洋一    

ホシハホシハホシハホシハジロジロジロジロ    柴田真穂柴田真穂柴田真穂柴田真穂    

ヒドリガモヒドリガモヒドリガモヒドリガモ    山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治    
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ウキゴリウキゴリウキゴリウキゴリ４４４４、、、、スミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリスミウキゴリ３３３３、、、、カルガモカルガモカルガモカルガモ１１１１    

備考備考備考備考：：：：クリハラリスクリハラリスクリハラリスクリハラリス（（（（タイワンリスタイワンリスタイワンリスタイワンリス））））のののの死骸発見死骸発見死骸発見死骸発見    

平行平行平行平行してしてしてして、、、、ゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いもいもいもいも行行行行ったったったった    

【【【【大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋～～～～新川橋新川橋新川橋新川橋】】】】（（（（下流域下流域下流域下流域））））    15:0015:0015:0015:00～～～～15:4515:4515:4515:45    

○○○○大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋    カルガモカルガモカルガモカルガモ９９９９    

○○○○高橋高橋高橋高橋～～～～汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋    コサギコサギコサギコサギ１１１１（（（（電線電線電線電線にとまってにとまってにとまってにとまっていいいいたたたた））））、、、、    

カルガモカルガモカルガモカルガモ１１１１１１１１、、、、ヒドリガモヒドリガモヒドリガモヒドリガモ６６６６♂♂♂♂３３３３♀♀♀♀、、、、オナガガモオナガガモオナガガモオナガガモ１１１１♂♂♂♂２２２２♀♀♀♀、、、、ホシハジロホシハジロホシハジロホシハジロ１１１１♂♂♂♂２２２２♀♀♀♀    

○○○○新川橋新川橋新川橋新川橋    ハクセキレイハクセキレイハクセキレイハクセキレイ１１１１    ※※※※カモカモカモカモ類類類類はははは見見見見あたらずあたらずあたらずあたらず    

『『『『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５５５５「「「「草笛草笛草笛草笛」」」」    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

『『『『モリゾーモリゾーモリゾーモリゾー・・・・キッコロキッコロキッコロキッコロ森森森森へいこうよへいこうよへいこうよへいこうよ！』！』！』！』    

（（（（NHKNHKNHKNHKＥＥＥＥテレテレテレテレ））））土曜土曜土曜土曜am7:15am7:15am7:15am7:15～～～～7:307:307:307:30    

（（（（再放送再放送再放送再放送    木曜木曜木曜木曜pm3:45pm3:45pm3:45pm3:45～～～～4:004:004:004:00））））放送中放送中放送中放送中    

「「「「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ブログブログブログブログ」」」」

http://ameblo.jp/yohji46/http://ameblo.jp/yohji46/http://ameblo.jp/yohji46/http://ameblo.jp/yohji46/ 

春春春春はははは葉葉葉葉っぱがやわらかくっぱがやわらかくっぱがやわらかくっぱがやわらかく、、、、    

草笛草笛草笛草笛にににに向向向向いたいたいたいた季節季節季節季節。。。。    

最最最最もももも簡単簡単簡単簡単なななな吹吹吹吹きききき方方方方ですですですです。。。。 
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◆◆◆◆４４４４月月月月～～～～５５５５月月月月のののの活動予定活動予定活動予定活動予定◆◆◆◆    

    ☆☆☆☆４４４４////７７７７（（（（土土土土））））春春春春のののの草摘草摘草摘草摘みみみみ＆＆＆＆野草野草野草野草料理料理料理料理    ※※※※要申要申要申要申しししし込込込込みみみみ…………諸事情諸事情諸事情諸事情によりによりによりにより中止中止中止中止のののの場合場合場合場合ありありありあり    

    ☆☆☆☆４４４４////８８８８（（（（日日日日））））葦船修理葦船修理葦船修理葦船修理        

    ☆☆☆☆４４４４////１４１４１４１４（（（（土土土土））））    葦船乗船会葦船乗船会葦船乗船会葦船乗船会    ※※※※雨天雨天雨天雨天順延順延順延順延４４４４////１５１５１５１５（（（（日日日日））））    

    ☆☆☆☆４４４４////２２２２２２２２（（（（日日日日））））    侍従川定例侍従川定例侍従川定例侍従川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    ※※※※雨天延期雨天延期雨天延期雨天延期…………翌週日曜翌週日曜翌週日曜翌週日曜    

    ☆☆☆☆５５５５////６６６６（（（（日日日日））））    潮干狩潮干狩潮干狩潮干狩りりりり＆＆＆＆干潟干潟干潟干潟のののの生生生生きものきものきものきもの観察会観察会観察会観察会inininin野島野島野島野島    

    ☆☆☆☆５５５５////１９１９１９１９（（（（土土土土））））    侍従川大掃除侍従川大掃除侍従川大掃除侍従川大掃除（（（（前前前前ページページページページののののポスターポスターポスターポスターもごもごもごもご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。））））    

                                        ※※※※雨天雨天雨天雨天順延順延順延順延５５５５////２０２０２０２０（（（（日日日日））））    

    ☆☆☆☆５５５５////２７２７２７２７（（（（日日日日））））    侍従川定例侍従川定例侍従川定例侍従川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    

▲▲▲▲学生部学生部学生部学生部のののの活動活動活動活動▲▲▲▲    

    ◎◎◎◎４４４４////２１２１２１２１（（（（土土土土））））    新入生歓迎遠足新入生歓迎遠足新入生歓迎遠足新入生歓迎遠足inininin森戸川森戸川森戸川森戸川    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

≪≪≪≪編集後記編集後記編集後記編集後記≫≫≫≫    今回今回今回今回はははは、、、、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話話話話しししし合合合合いいいい詳細報告詳細報告詳細報告詳細報告（（（（２２２２～～～～６６６６ページページページページ、、、、ヤマアカガエヤマアカガエヤマアカガエヤマアカガエ

ルルルルのののの緊急報告緊急報告緊急報告緊急報告（（（（７７７７ページページページページ）、）、）、）、県絶滅危惧種県絶滅危惧種県絶滅危惧種県絶滅危惧種ののののツミツミツミツミ発見発見発見発見（（（（１０１０１０１０ページページページページ））））などなどなどなど注目情報注目情報注目情報注目情報がががが満満満満

載載載載ですですですです。。。。今年今年今年今年もももも侍従川周辺侍従川周辺侍従川周辺侍従川周辺のののの様様様様々々々々なななな情報情報情報情報をおをおをおをお伝伝伝伝えできたらとえできたらとえできたらとえできたらと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。((((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     

■■■■201201201201２２２２年度会費納入年度会費納入年度会費納入年度会費納入ののののおおおお願願願願いいいい    

４４４４月月月月からからからから新年度新年度新年度新年度になりますになりますになりますになります。。。。新年度分新年度分新年度分新年度分のののの会費会費会費会費のののの納入納入納入納入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。。。。現金現金現金現金でのでのでのでの    

支払支払支払支払いはいはいはいは間違間違間違間違いのもとになりますのでいのもとになりますのでいのもとになりますのでいのもとになりますので必必必必ずずずず同封同封同封同封のののの郵便局払込票郵便局払込票郵便局払込票郵便局払込票でででで支払支払支払支払いくださいいくださいいくださいいください。。。。    

口座記号番号口座記号番号口座記号番号口座記号番号：：：：00230002300023000230----5555----68634 68634 68634 68634 加入者名加入者名加入者名加入者名：：：：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    

年会費年会費年会費年会費：：：：学生部学生部学生部学生部・・・・ジュニアジュニアジュニアジュニア 1,5001,5001,5001,500 円円円円    大人大人大人大人 3,0003,0003,0003,000 円円円円    納入期限納入期限納入期限納入期限：：：：201201201201２２２２年年年年4444 月月月月28282828 日日日日    

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    事務局事務局事務局事務局    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.icc.ne.jpnagahashi@seaple.icc.ne.jpnagahashi@seaple.icc.ne.jpnagahashi@seaple.icc.ne.jp    

★★★★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メールマガジンメールマガジンメールマガジンメールマガジン【【【【びりんごびりんごびりんごびりんご通信通信通信通信】】】】がががが、、、、まぐまぐまぐまぐまぐまぐまぐまぐ！！！！からからからから配配配配

信信信信されていますされていますされていますされています。。。。http://mobile.mag2.com/mm/0001435471.htmlhttp://mobile.mag2.com/mm/0001435471.htmlhttp://mobile.mag2.com/mm/0001435471.htmlhttp://mobile.mag2.com/mm/0001435471.htmlからからからから登録登録登録登録できますできますできますできます。。。。    

☆☆☆☆『『『『侍従川侍従川侍従川侍従川かわらかわらかわらかわら版版版版』』』』１１１１....侍従川侍従川侍従川侍従川ののののカモカモカモカモ、、、、２２２２....侍従川流域侍従川流域侍従川流域侍従川流域ののののカエルカエルカエルカエル    ができましたができましたができましたができました。。。。ホーホーホーホー

ムページムページムページムページ    http://jijyukai.web.fc2.com/http://jijyukai.web.fc2.com/http://jijyukai.web.fc2.com/http://jijyukai.web.fc2.com/からごからごからごからご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

★★★★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））））もももも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。。。。    

☆☆☆☆FacebookFacebookFacebookFacebook「「「「グループグループグループグループ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」」」」ができましたができましたができましたができました。。。。    


