
1／24 

ふるさとふるさとふるさとふるさと侍従侍従侍従侍従川川川川にににに親親親親しむしむしむしむ会会会会    会報会報会報会報    だぼはぜだぼはぜだぼはぜだぼはぜ通信第通信第通信第通信第１２１２１２１２号号号号        発行発行発行発行２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日    

 

 

 

 

 

  

≪≪≪≪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（（（（後編後編後編後編））））≫≫≫≫        会長会長会長会長    相川相川相川相川    澄夫澄夫澄夫澄夫    

    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校がががが学年学年学年学年８８８８クラスクラスクラスクラス約約約約４００４００４００４００名以上名以上名以上名以上いていていていて低学年低学年低学年低学年のときはのときはのときはのときは２２２２部授業部授業部授業部授業でででで、、、、早番早番早番早番
は や ば ん

、、、、遅番遅番遅番遅番
お そ ば ん

があがあがあがありりりり私私私私たちにとってはたちにとってはたちにとってはたちにとっては遊遊遊遊ぶぶぶぶ時間時間時間時間がいくらでもありましたがいくらでもありましたがいくらでもありましたがいくらでもありました。。。。何何何何をしてをしてをしてをして遊遊遊遊んだかんだかんだかんだか思思思思いいいい出出出出しなしなしなしな

がらがらがらがら書書書書いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。    

    春春春春はははは侍従川侍従川侍従川侍従川でめだかでめだかでめだかでめだか、、、、ふなふなふなふな、、、、どじょどじょどじょどじょうううう、、、、たんぼではおたまじゃくしたんぼではおたまじゃくしたんぼではおたまじゃくしたんぼではおたまじゃくし、、、、ザリガニザリガニザリガニザリガニをををを捕捕捕捕まえまえまえまえ、、、、

ザリガニザリガニザリガニザリガニのののの身身身身でまたでまたでまたでまたザリガニザリガニザリガニザリガニをををを釣釣釣釣りりりり、、、、麦麦麦麦
む ぎ

のののの畑畑畑畑ではあおいではあおいではあおいではあおい麦麦麦麦のののの穂穂穂穂
ほ

をとってをとってをとってをとって中中中中のののの実実実実をををを噛噛噛噛
か

んでんでんでんでチチチチ

ュウインガムュウインガムュウインガムュウインガムだなんてだなんてだなんてだなんて言言言言っていましたっていましたっていましたっていました。。。。山山山山にににに行行行行ってはってはってはってはサクランボサクランボサクランボサクランボやややや桑桑桑桑
く わ

のののの実実実実をををを食食食食べべべべ、、、、口口口口のののの周周周周
ま わ

りをりをりをりを紫色紫色紫色紫色
むらさきいろ

にしてにしてにしてにして夕方家夕方家夕方家夕方家にににに帰帰帰帰ったものでしたったものでしたったものでしたったものでした。。。。    

夏夏夏夏はははは町内町内町内町内にあったにあったにあったにあった防火防火防火防火
ぼ う か

用水用水用水用水
よ う す い

のののの水水水水をををを消防団消防団消防団消防団
しょうぼうだん

のおじのおじのおじのおじ

さんたちがさんたちがさんたちがさんたちが入入入入れれれれ替替替替
か

えてえてえてえて即席即席即席即席
そ く せ き

ののののプールプールプールプールをつくりをつくりをつくりをつくり、、、、町町町町

内内内内ののののガキガキガキガキ大将大将大将大将
だいしょう

をはじめみんながをはじめみんながをはじめみんながをはじめみんなが遊遊遊遊びましたびましたびましたびました。。。。    

    暑暑暑暑いいいい盛盛盛盛
さ か

りになるとあちこちでりになるとあちこちでりになるとあちこちでりになるとあちこちで赤痢赤痢赤痢赤痢
せ き り

がはやったりがはやったりがはやったりがはやったり

日本日本日本日本
に ほ ん

脳炎脳炎脳炎脳炎
の う え ん

がががが発生発生発生発生
は っ せ い

したりしたりしたりしたり、、、、親親親親たちたちたちたちにはにはにはには汚汚汚汚いいいい川川川川にはにはにはには

絶対絶対絶対絶対
ぜ っ た い

入入入入ってってってって遊遊遊遊んではいけないとんではいけないとんではいけないとんではいけないと言言言言われたものでしわれたものでしわれたものでしわれたものでし

たたたた。。。。たしかにたしかにたしかにたしかに今思今思今思今思いいいい出出出出してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、    

下水下水下水下水
げ す い

もなくもなくもなくもなく生活生活生活生活
せ い か つ

排水排水排水排水
は い す い

のたれのたれのたれのたれ流流流流しのしのしのしの川川川川だっただっただっただった侍従川侍従川侍従川侍従川

はははは草草草草ぼうぼうでぼうぼうでぼうぼうでぼうぼうで、、、、汚汚汚汚
きたな

くくくく臭臭臭臭
く さ

いどぶいどぶいどぶいどぶ川川川川だったとだったとだったとだったと思思思思いまいまいまいま

ホソミオツネントンボホソミオツネントンボホソミオツネントンボホソミオツネントンボ    

学名学名学名学名：：：：Indolestes peregrinusIndolestes peregrinusIndolestes peregrinusIndolestes peregrinus    

「「「「ホソホソホソホソ・・・・ミオツミオツミオツミオツ・・・・ネンネンネンネン？」？」？」？」「「「「ホソホソホソホソ

ミオツミオツミオツミオツ・・・・ネンネンネンネン？」？」？」？」…………このこのこのこの名前名前名前名前をををを聞聞聞聞いいいい

てててて何何何何のこっちゃのこっちゃのこっちゃのこっちゃ？？？？？？？？とととと思思思思われるわれるわれるわれる人人人人

はははは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。。。。    

このこのこのこのトンボトンボトンボトンボはははは成虫成虫成虫成虫でででで越冬越冬越冬越冬するするするする変変変変

わったわったわったわったトンボトンボトンボトンボですですですです。。。。そのためそのためそのためそのため漢字漢字漢字漢字でででで

『『『『細身越年蜻蛉細身越年蜻蛉細身越年蜻蛉細身越年蜻蛉』』』』とととと書書書書きますきますきますきます。。。。つまつまつまつま

りりりりオツネンオツネンオツネンオツネンとはとはとはとは「「「「年年年年をををを越越越越すすすす」」」」というというというという

意味意味意味意味なのですなのですなのですなのです。。。。    

ということでということでということでということで、、、、答答答答えはえはえはえは「「「「ホソホソホソホソミミミミ((((細細細細

身身身身))))・・・・オツネンオツネンオツネンオツネン((((越年越年越年越年))))・・・・トンボトンボトンボトンボ((((蜻蛉蜻蛉蜻蛉蜻蛉))))」」」」

ですねですねですねですね！！！！    

解説解説解説解説：：：：佐野佐野佐野佐野    真吾真吾真吾真吾    
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すすすす。。。。それでもそれでもそれでもそれでも隠隠隠隠
か く

れてれてれてれて川川川川やたんぼにやたんぼにやたんぼにやたんぼに行行行行ってってってってカエルカエルカエルカエルをををを捕捕捕捕
つ か

まえてまえてまえてまえて、、、、おしりにおしりにおしりにおしりに麦麦麦麦
む ぎ

のののの茎茎茎茎
く き

ややややストローストローストローストローをををを

刺刺刺刺
さ

しておもいっきりしておもいっきりしておもいっきりしておもいっきり息息息息
い き

をををを吹吹吹吹
ふ

きききき込込込込
こ

みみみみカエルカエルカエルカエルのおのおのおのお腹腹腹腹
な か

がががが風船風船風船風船みたいにみたいにみたいにみたいに膨膨膨膨
ふ く

らみらみらみらみパパパパ－－－－ンンンンとととと破裂破裂破裂破裂
は れ つ

させさせさせさせ

たりたりたりたり、、、、アカガエルアカガエルアカガエルアカガエルのののの身身身身はははは焼焼焼焼くとうまいとくとうまいとくとうまいとくとうまいと聞聞聞聞きききき、、、、捕捕捕捕まえてたきまえてたきまえてたきまえてたき火火火火でででで焼焼焼焼いていていていて食食食食べたりべたりべたりべたり、、、、へびのへびのへびのへびの

しっぽをしっぽをしっぽをしっぽを持持持持ってぐるぐるってぐるぐるってぐるぐるってぐるぐる振振振振
ふ

りりりり回回回回してみたりしてみたりしてみたりしてみたり、、、、トカゲトカゲトカゲトカゲのしっぽをちょんのしっぽをちょんのしっぽをちょんのしっぽをちょん切切切切ったりったりったりったり、、、、毎日毎日毎日毎日がががが新新新新

しいしいしいしい発見発見発見発見でででで楽楽楽楽しいしいしいしい体験体験体験体験でしたでしたでしたでした。。。。    

今今今今ののののスーパースーパースーパースーパー横浜屋横浜屋横浜屋横浜屋のところがのところがのところがのところが大堰大堰大堰大堰
お お ぜ き

のとのとのとのと

ころまでころまでころまでころまで田田田田んぼでんぼでんぼでんぼで、、、、夜夜夜夜にはにはにはには蛍蛍蛍蛍
ほたる

がいくらでもがいくらでもがいくらでもがいくらでも

飛飛飛飛んでいてんでいてんでいてんでいて、、、、うちわでうちわでうちわでうちわで叩叩叩叩
た た

くとおもしろいほくとおもしろいほくとおもしろいほくとおもしろいほ

どどどど捕捕捕捕まえられまえられまえられまえられ、、、、家家家家にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり蚊帳蚊帳蚊帳蚊帳
か や

のののの中中中中にににに放放放放
は な

してしてしてして遊遊遊遊んだりもしましたんだりもしましたんだりもしましたんだりもしました。。。。    

トンボトンボトンボトンボどろとどろとどろとどろと言言言言っていたっていたっていたっていたオニヤンマオニヤンマオニヤンマオニヤンマをとをとをとをと

ることがることがることがることが自慢自慢自慢自慢
じ ま ん

だったりだったりだったりだったり、、、、セミセミセミセミ、、、、かぶとむしかぶとむしかぶとむしかぶとむし、、、、

クワガタクワガタクワガタクワガタ、、、、カミキリムシカミキリムシカミキリムシカミキリムシなどなどなどなど昆虫昆虫昆虫昆虫
こんちゅう

はいくらはいくらはいくらはいくら

でもでもでもでも身身身身のののの回回回回りにいましたりにいましたりにいましたりにいました。。。。    

知知知知りりりり合合合合いのいのいのいの若若若若いいいい衆衆衆衆
しゅう

がががが川川川川のののの上流上流上流上流ででででトラックトラックトラックトラックののののバッテリーバッテリーバッテリーバッテリーのののの電極電極電極電極をををを水水水水のののの中中中中にににに入入入入れてれてれてれて魚魚魚魚をををを

感電感電感電感電
か ん で ん

させてうなぎをさせてうなぎをさせてうなぎをさせてうなぎを捕捕捕捕まえていたのをまえていたのをまえていたのをまえていたのを見見見見たこともありましたたこともありましたたこともありましたたこともありました。。。。    

秋秋秋秋にはにはにはには山山山山ではあけびではあけびではあけびではあけび、、、、栗栗栗栗
く り

もぎもぎもぎもぎ    栗栗栗栗のののの渋渋渋渋
し ぶ

をむいてをむいてをむいてをむいてコリコリコリコリコリコリコリコリしたしたしたした生生生生
な ま

のののの実実実実をををを食食食食べたりべたりべたりべたり、、、、民家民家民家民家
み ん か

のののの

柿柿柿柿
か き

がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん実実実実りどこのりどこのりどこのりどこの家家家家のののの柿柿柿柿がががが渋渋渋渋
し ぶ

いかいかいかいか甘甘甘甘
あ ま

柿柿柿柿
が き

かよくかよくかよくかよく知知知知っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    

秋秋秋秋のののの十五夜十五夜十五夜十五夜
じ ゅ う ご や

のおのおのおのお月見月見月見月見にはにはにはには、、、、線路線路線路線路でででで電車電車電車電車にににに轢轢轢轢
ひ

かせてかせてかせてかせて平平平平
たいら

になったになったになったになった５５５５寸寸寸寸
す ん

くぎをくぎをくぎをくぎを竹竹竹竹のののの棒棒棒棒
ぼ う

のののの先先先先にににに着着着着けたけたけたけたモリモリモリモリでででで、、、、暗暗暗暗くくくく

なってからよそのなってからよそのなってからよそのなってからよその家家家家のおのおのおのお月見月見月見月見のおのおのおのお団子団子団子団子
だ ん ご

やおやおやおやお供供供供
そ な

えのえのえのえの果物果物果物果物

などそおっといただきになどそおっといただきになどそおっといただきになどそおっといただきに行行行行きききき、、、、ときにはときにはときにはときには失敗失敗失敗失敗してしてしてして見見見見つつつつ

かってどなられたりかってどなられたりかってどなられたりかってどなられたりスリルスリルスリルスリル満点満点満点満点
ま ん て ん

のののの遊遊遊遊びでしたびでしたびでしたびでした。。。。    

冬冬冬冬はははは12121212月月月月もももも暮暮暮暮
く

れがれがれがれが近近近近くなるとくなるとくなるとくなると原原原原っぱでっぱでっぱでっぱで凧凧凧凧
た こ

揚揚揚揚
あ

げにげにげにげに夢夢夢夢

中中中中でしたでしたでしたでした。。。。よりよりよりより高高高高くながいくながいくながいくながい時間飛時間飛時間飛時間飛ばせるかばせるかばせるかばせるか、、、、こまこまこまこま回回回回しししし、、、、

竹竹竹竹うまうまうまうま、、、、などなどなどなど年長年長年長年長ののののガキガキガキガキ大将大将大将大将
だいしょう

からからからから教教教教えてもらいましたえてもらいましたえてもらいましたえてもらいました。。。。                                    

めんこめんこめんこめんこ、、、、ビービービービー玉玉玉玉、、、、ベーゴマベーゴマベーゴマベーゴマ、、、、ちゃんばらちゃんばらちゃんばらちゃんばら、、、、戦争戦争戦争戦争ごっごっごっごっ

ここここ、、、、等等等等々々々々
と う と う

、、、、書書書書いているといているといているといていると子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃のあののあののあののあの子子子子このこのこのこの子子子子とととと

顔顔顔顔やややや名前名前名前名前がががが浮浮浮浮かびかびかびかび、、、、今今今今はははは６０６０６０６０からからからから７０７０７０７０歳歳歳歳になるになるになるになる皆皆皆皆
み な

がながながながな

つかしくつかしくつかしくつかしく思思思思いいいい出出出出されますされますされますされます。。。。    
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参加者参加者参加者参加者 50 50 50 50 名名名名    

厳厳厳厳しいしいしいしい残暑残暑残暑残暑のののの中中中中、「、「、「、「ハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りりりり大会大会大会大会」」」」がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。

今回今回今回今回のののの参加者参加者参加者参加者はほとんどがはほとんどがはほとんどがはほとんどが初参加初参加初参加初参加ということでということでということでということで、、、、ドキドキドキドキ

ドキドキドキドキ・・・・ワクワクワクワクワクワクワクワクなななな気持気持気持気持ちでいっぱいだったとちでいっぱいだったとちでいっぱいだったとちでいっぱいだったと思思思思いますいますいますいます。。。。    

午前中午前中午前中午前中はははは汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋でででで早速早速早速早速、、、、釣釣釣釣りりりり開始開始開始開始。。。。竿竿竿竿はははは細川細川細川細川さんがさんがさんがさんが

山山山山でででで切切切切りりりり出出出出してしてしてして用意用意用意用意してくれたしてくれたしてくれたしてくれた竹竹竹竹とととと、、、、侍従川侍従川侍従川侍従川でででで切切切切りりりり出出出出

したしたしたしたセイタカヨシセイタカヨシセイタカヨシセイタカヨシをををを使使使使いいいい、、、、仕掛仕掛仕掛仕掛けはけはけはけは竹内竹内竹内竹内さんがさんがさんがさんがレクチレクチレクチレクチ

ャーャーャーャーをしてくれましたをしてくれましたをしてくれましたをしてくれました。。。。        

みんなでみんなでみんなでみんなで山田山田山田山田さんのさんのさんのさんのハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りりりり大会大会大会大会のののの説明説明説明説明やややや竹内竹内竹内竹内さんのさんのさんのさんのレクレクレクレク

チャーチャーチャーチャーをををを真剣真剣真剣真剣にににに聞聞聞聞きききき、、、、実際実際実際実際にににに自分自分自分自分たちたちたちたちでででで竿竿竿竿にににに仕掛仕掛仕掛仕掛けをけをけをけを一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命

取取取取りりりり付付付付けていましたけていましたけていましたけていました。。。。始始始始めはめはめはめは緊張緊張緊張緊張していたしていたしていたしていた子子子子どもどもどもどもたちたちたちたちもももも徐徐徐徐々々々々にににに

慣慣慣慣れれれれ、、、、楽楽楽楽しくしくしくしくハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りをしていてりをしていてりをしていてりをしていて、、、、釣釣釣釣れたれたれたれた魚魚魚魚をををを持持持持ってってってって「「「「みてみみてみみてみみてみ

てててて!!!!釣釣釣釣れたよれたよれたよれたよ!!!!」」」」とととと大喜大喜大喜大喜びびびび！！！！    

みんなでみんなでみんなでみんなで見見見見せあいっこしてせあいっこしてせあいっこしてせあいっこして楽楽楽楽しんでいましたしんでいましたしんでいましたしんでいました。。。。    

今回釣今回釣今回釣今回釣れたれたれたれた魚魚魚魚はははは…………    

マハゼマハゼマハゼマハゼ((((約約約約7777 センチセンチセンチセンチ)40)40)40)40～～～～50505050 匹匹匹匹、、、、チチブチチブチチブチチブ100100100100 匹匹匹匹ぐらぐらぐらぐら

いいいい、、、、ビリンゴビリンゴビリンゴビリンゴ 7777 匹匹匹匹、、、、コトヒキコトヒキコトヒキコトヒキ 10101010 匹匹匹匹、、、、チチュウカイミチチュウカイミチチュウカイミチチュウカイミ

ドリガニドリガニドリガニドリガニ2222 匹匹匹匹、、、、ヤマトオサガニヤマトオサガニヤマトオサガニヤマトオサガニ１１１１匹匹匹匹、、、、道道道道をををを歩歩歩歩いていたいていたいていたいていた

ベンケイガニベンケイガニベンケイガニベンケイガニ１１１１匹匹匹匹    

たくさんたくさんたくさんたくさん釣釣釣釣れてれてれてれて大満足大満足大満足大満足でしたでしたでしたでした！！！！    

そしてそしてそしてそして、、、、今回今回今回今回ののののハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りりりり最多賞最多賞最多賞最多賞はははは相川相川相川相川いつきいつきいつきいつき君君君君ですですですです。。。。    

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！    

ハゼハゼハゼハゼ釣釣釣釣りのりのりのりの後後後後はおはおはおはお昼昼昼昼をををを挟挟挟挟んでんでんでんで、、、、魚魚魚魚のののの捌捌捌捌きをきをきをきを井上君井上君井上君井上君・・・・私私私私    加加加加々々々々美美美美ののののレクチャーレクチャーレクチャーレクチャーのもとのもとのもとのもと、、、、子子子子

どもどもどもどもたちたちたちたちみんなでみんなでみんなでみんなで魚魚魚魚をををを捌捌捌捌きましたきましたきましたきました。。。。最初最初最初最初はははは「「「「気持気持気持気持ちちちち悪悪悪悪いいいい！」「！」「！」「！」「怖怖怖怖いいいい」」」」とととと言言言言っていたっていたっていたっていた子子子子どもどもどもども

たちたちたちたちもももも、、、、たくさんたくさんたくさんたくさん捌捌捌捌いているうちにいているうちにいているうちにいているうちにプロプロプロプロ並並並並みにみにみにみに達達達達しましたしましたしましたしました。。。。みんなでいっぱいみんなでいっぱいみんなでいっぱいみんなでいっぱい魚魚魚魚をををを釣釣釣釣ったったったった

ためためためため捌捌捌捌くのはくのはくのはくのは凄凄凄凄くくくく大変大変大変大変でしたがでしたがでしたがでしたが保護者保護者保護者保護者のののの方方方方々々々々もももも子子子子どもどもどもどもたちもみんなでたちもみんなでたちもみんなでたちもみんなで協力協力協力協力しあいしあいしあいしあい見事見事見事見事すすすす

べてべてべてべて捌捌捌捌ききりましたききりましたききりましたききりました。。。。    

やったやったやったやったーーーー    

                                            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そのそのそのその１１１１】】】】    

９９９９月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０    

於於於於：：：：汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋、、、、ちとせちとせちとせちとせ園園園園        記記記記））））加加加加々々々々美雄也美雄也美雄也美雄也    
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最後最後最後最後にににに、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで捌捌捌捌いたいたいたいた魚魚魚魚をををを天天天天ぷらにしてぷらにしてぷらにしてぷらにして食食食食べるためにべるためにべるためにべるために、、、、荒川荒川荒川荒川さんのさんのさんのさんの指導指導指導指導ののののもともともともと調理調理調理調理をををを

しましたしましたしましたしました。。。。自分自分自分自分たちたちたちたちでででで釣釣釣釣ったったったった魚魚魚魚はははは格別格別格別格別にににに美味美味美味美味しかったようでしかったようでしかったようでしかったようで、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに完食完食完食完食してしまいまししてしまいまししてしまいまししてしまいまし

たたたた。。。。    

普段普段普段普段のののの生活生活生活生活のののの中中中中でででで、、、、このようなこのようなこのようなこのような体験体験体験体験はなかなかはなかなかはなかなかはなかなかでででで

ききききないとないとないとないと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、今回今回今回今回のののの様様様様にみんなでにみんなでにみんなでにみんなで協力協力協力協力しあいしあいしあいしあい

一緒一緒一緒一緒にににに自然自然自然自然のののの中中中中でででで遊遊遊遊ぶというのはぶというのはぶというのはぶというのは本当本当本当本当にににに気持気持気持気持ちがちがちがちが

良良良良かったですかったですかったですかったです。。。。私私私私のののの楽楽楽楽しいしいしいしい思思思思いいいい出出出出のののの一一一一つとなりましつとなりましつとなりましつとなりまし

たたたた。。。。それとそれとそれとそれと沢山魚沢山魚沢山魚沢山魚をををを釣釣釣釣ったったったった侍従川侍従川侍従川侍従川をいつもをいつもをいつもをいつも掃除掃除掃除掃除などなどなどなど

管理管理管理管理してくれているしてくれているしてくれているしてくれている侍従会侍従会侍従会侍従会のののの方方方方々々々々にもにもにもにも感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持

ちでいっぱいですちでいっぱいですちでいっぱいですちでいっぱいです。。。。おかげでみんなおかげでみんなおかげでみんなおかげでみんな沢山釣沢山釣沢山釣沢山釣ることがることがることがることが

できましたできましたできましたできました。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます！！！！    

    

    

    

    

参加参加参加参加者者者者：：：：長野政治長野政治長野政治長野政治、、、、長橋輝明長橋輝明長橋輝明長橋輝明、、、、西澤博厚西澤博厚西澤博厚西澤博厚、、、、角田繁角田繁角田繁角田繁、、、、八木場八木場八木場八木場紀元紀元紀元紀元、、、、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、、、、    

河本充雄河本充雄河本充雄河本充雄、、、、山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治、、、、米塚友理米塚友理米塚友理米塚友理、、、、金子英司金子英司金子英司金子英司、、、、古寺航輝古寺航輝古寺航輝古寺航輝、、、、埜田匡埜田匡埜田匡埜田匡、、、、高舟台小高舟台小高舟台小高舟台小５５５５年年年年、、、、    

細川細川細川細川    一雄一雄一雄一雄（（（（１５１５１５１５名名名名））））    

漸漸漸漸くくくく猛暑猛暑猛暑猛暑がががが落落落落ちついたがちついたがちついたがちついたが、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ暑暑暑暑いいいい日曜日日曜日日曜日日曜日午前午前午前午前 9999 時時時時、、、、前日前日前日前日のののの山田山田山田山田さんのさんのさんのさんのクリーンアクリーンアクリーンアクリーンア

ップップップップ参加参加参加参加へのへのへのへの案内案内案内案内メールメールメールメールがががが功功功功をををを奏奏奏奏しししし、、、、子子子子どもどもどもどもたちたちたちたちがががが多多多多くくくく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。。。。    

カマカマカマカマをををを使使使使えなえなえなえないいいい子子子子どもたちにはどもたちにはどもたちにはどもたちには、、、、下流下流下流下流のののの大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋からからからから大道橋大道橋大道橋大道橋までのまでのまでのまでのゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いといといといとカナムカナムカナムカナムググググ

ララララのののの引引引引きききき抜抜抜抜きききき除去除去除去除去をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、、、、大人大人大人大人たちたちたちたち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。。。。    

猛暑猛暑猛暑猛暑のためのためのためのため草刈草刈草刈草刈りがりがりがりができできできできなかったなかったなかったなかった青木橋付近青木橋付近青木橋付近青木橋付近はははは半年分半年分半年分半年分のののの

草草草草がががが伸伸伸伸びびびび放題放題放題放題、、、、しかもしかもしかもしかも川底川底川底川底がががが斜斜斜斜めにめにめにめに傾斜傾斜傾斜傾斜していてしていてしていてしていて濡濡濡濡れているれているれているれている

斜面斜面斜面斜面ではうっかりするとではうっかりするとではうっかりするとではうっかりすると滑滑滑滑ってってってって転転転転んでしまうのでんでしまうのでんでしまうのでんでしまうので、、、、足元足元足元足元にににに注注注注

意意意意しながらしながらしながらしながら作業作業作業作業をををを進進進進めますめますめますめます（（（（カマカマカマカマをををを持持持持ってのってのってのっての作業作業作業作業ですのでですのでですのでですので変変変変

なななな転転転転びびびび方方方方をするとをするとをするとをすると大怪我大怪我大怪我大怪我をしてしまいますをしてしまいますをしてしまいますをしてしまいます）。）。）。）。    

久久久久しぶりにしぶりにしぶりにしぶりに人数人数人数人数がそろってがそろってがそろってがそろって、、、、草刈草刈草刈草刈りりりり作業作業作業作業もはかどりますもはかどりますもはかどりますもはかどります。。。。

作業開始後作業開始後作業開始後作業開始後 1111 時間時間時間時間ほどでほどでほどでほどで休憩休憩休憩休憩をとりをとりをとりをとり、、、、日陰日陰日陰日陰にににに避難避難避難避難してしてしてして冷冷冷冷たいたいたいたい

飲飲飲飲みみみみ物物物物でででで喉喉喉喉をををを潤潤潤潤おしおしおしおし15151515 分程休分程休分程休分程休んでからんでからんでからんでから、、、、作業再開作業再開作業再開作業再開。。。。    

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、、、、道路上道路上道路上道路上にににに運運運運ぶぶぶぶ作業作業作業作業もももも草草草草

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そのそのそのその２２２２】】】】    

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

                                            於於於於：：：：大道橋大道橋大道橋大道橋～～～～青木橋青木橋青木橋青木橋                記記記記））））細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    
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刈刈刈刈りりりり以上以上以上以上にににに体力体力体力体力をををを使使使使いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回もももも外川外川外川外川さんがさんがさんがさんが参加参加参加参加

してくれましたのでしてくれましたのでしてくれましたのでしてくれましたので、、、、最後最後最後最後のののの力力力力をををを振振振振りりりり絞絞絞絞りりりり、、、、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ねねね、、、、車車車車にににに積積積積みみみみ込込込込みみみみ県営住県営住県営住県営住宅跡地宅跡地宅跡地宅跡地にににに置置置置いていていていて

12121212 時過時過時過時過ぎにぎにぎにぎに作業作業作業作業をををを終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。    

県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地ではではではでは、、、、大道町内会大道町内会大道町内会大道町内会のののの人人人人たちがたちがたちがたちが草刈草刈草刈草刈りりりり

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。。。。    

千歳園千歳園千歳園千歳園でででで汗汗汗汗をををを乾乾乾乾かしかしかしかし、、、、再度冷再度冷再度冷再度冷たいたいたいたい飲飲飲飲みみみみ物物物物（（（（生生生生きききき返返返返

りますりますりますります））））でででで体体体体をををを冷冷冷冷やしてからやしてからやしてからやしてから草草草草々々々々にににに解散解散解散解散しましたしましたしましたしました。。。。    

    

    

    

    １０１０１０１０月月月月３３３３日日日日にににに秋秋秋秋のののの朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの森探検森探検森探検森探検をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。秋秋秋秋

のののの長雨長雨長雨長雨のののの後後後後ということもありということもありということもありということもあり多多多多くのくのくのくのキノコキノコキノコキノコをををを見見見見るこるこるこるこ

とがとがとがとができできできできましたましたましたました。。。。今回今回今回今回はははは、、、、飯村優介飯村優介飯村優介飯村優介さんもさんもさんもさんもアドバイザアドバイザアドバイザアドバイザ

ーーーーとしてとしてとしてとして同行同行同行同行してしてしてして下下下下さったさったさったさった事事事事もありもありもありもあり、、、、多多多多くのくのくのくのキノコキノコキノコキノコのののの

ことをことをことをことを学学学学ぶことがぶことがぶことがぶことができできできできるるるる探検探検探検探検になりましたになりましたになりましたになりました。。。。参加参加参加参加してしてしてして

くれくれくれくれたたたた子子子子どもどもどもどもたちたちたちたちはもちろんそのはもちろんそのはもちろんそのはもちろんその親御親御親御親御さんさんさんさん方方方方もももも初初初初めめめめ

てててて見見見見るるるるキノコキノコキノコキノコにににに興味津興味津興味津興味津々。々。々。々。 

突突突突くとくとくとくと煙煙煙煙のようにのようにのようにのように胞子胞子胞子胞子がががが中中中中からからからから出出出出てくるてくるてくるてくるツチグリツチグリツチグリツチグリ、、、、

パンパンパンパンのようにふっくらとまんまるほわほわののようにふっくらとまんまるほわほわののようにふっくらとまんまるほわほわののようにふっくらとまんまるほわほわのノウタノウタノウタノウタ

ケケケケ、、、、赤赤赤赤いいいい大大大大きなきなきなきなカサカサカサカサがががが目立目立目立目立ってってってって食食食食べるとおいしいべるとおいしいべるとおいしいべるとおいしいタマタマタマタマ

ゴタケゴタケゴタケゴタケ、、、、少少少少しししし黄色黄色黄色黄色がかったがかったがかったがかった猛毒猛毒猛毒猛毒ののののドクツルタケドクツルタケドクツルタケドクツルタケなどそなどそなどそなどそ

のののの他他他他にもたくさんのにもたくさんのにもたくさんのにもたくさんのキノコキノコキノコキノコをををを観察観察観察観察しましたしましたしましたしました。。。。森森森森をををを回回回回っっっっ

たたたた後後後後はははは、、、、おおおお弁当弁当弁当弁当とととと採集採集採集採集してきたしてきたしてきたしてきたキノコキノコキノコキノコをををを調理調理調理調理してしてしてして腹腹腹腹ごごごご

しらえしらえしらえしらえ。。。。とってきたとってきたとってきたとってきたキノコキノコキノコキノコはそれぞれがはそれぞれがはそれぞれがはそれぞれが味味味味にににに特徴特徴特徴特徴があがあがあがあ

りりりり、、、、全種類全種類全種類全種類おいしくいただきましたおいしくいただきましたおいしくいただきましたおいしくいただきました。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも、、、、好好好好

評評評評だったのはだったのはだったのはだったのは、、、、タマゴタケタマゴタケタマゴタケタマゴタケでしたでしたでしたでした。。。。 

昼食後昼食後昼食後昼食後はははは、、、、森森森森のののの中中中中でででで引引引引きききき続続続続きのきのきのきのキノコキノコキノコキノコ探探探探しとしとしとしと、、、、ターターターター

ザンザンザンザン遊遊遊遊びでおもいっきりびでおもいっきりびでおもいっきりびでおもいっきり森森森森をををを満喫満喫満喫満喫しまししまししまししましたたたた。。。。 

大人大人大人大人もももも子子子子どもどもどもどももももも学学学学べるべるべるべる大大大大きなきなきなきな森森森森をこれからもをこれからもをこれからもをこれからも大切大切大切大切

にしていかなければいけないなとにしていかなければいけないなとにしていかなければいけないなとにしていかなければいけないなと感感感感じましたじましたじましたじました。。。。 

秋秋秋秋のののの朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの森森森森たんけんたんけんたんけんたんけん                                    【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告そのそのそのその３３３３】】】】    

１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～                                記記記記））））瀧本宏昭瀧本宏昭瀧本宏昭瀧本宏昭    
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参加参加参加参加者者者者：：：：八木場紀元八木場紀元八木場紀元八木場紀元、、、、西澤西澤西澤西澤博厚博厚博厚博厚、、、、長橋長橋長橋長橋輝明輝明輝明輝明、、、、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、、、、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    

（（（（８８８８名名名名））））    

１０１０１０１０月月月月もももも後半後半後半後半となるととなるととなるととなると、、、、メンバーメンバーメンバーメンバーをををを悩悩悩悩ませていたませていたませていたませていた

蚊蚊蚊蚊のののの大群大群大群大群もあまりもあまりもあまりもあまり出出出出なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、またまたまたまた気温気温気温気温もももも湿度湿度湿度湿度もももも低低低低

くなってくなってくなってくなって、、、、草刈草刈草刈草刈りりりり作業作業作業作業がががが大分楽大分楽大分楽大分楽になってきましたになってきましたになってきましたになってきました。。。。    

虫虫虫虫たちがたちがたちがたちが冬眠冬眠冬眠冬眠のののの準備準備準備準備をををを始始始始めるめるめるめる時期時期時期時期となったとなったとなったとなった今月今月今月今月

からからからから、、、、今今今今までまでまでまで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っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった中流域中流域中流域中流域

（（（（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））））のののの作業作業作業作業をををを開始開始開始開始しましたしましたしましたしました。。。。    

大道橋大道橋大道橋大道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、、、、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約約約約７７７７ヶヶヶヶ月間月間月間月間

延延延延びびびび放題放題放題放題になっていたになっていたになっていたになっていた草草草草をををを刈刈刈刈りりりり始始始始めましためましためましためました。。。。特特特特にににに数数数数

珠珠珠珠っこっこっこっこ、、、、ススキススキススキススキ、、、、背高泡立背高泡立背高泡立背高泡立ちちちち草草草草やややや蒲蒲蒲蒲などなどなどなど１１１１ｍｍｍｍ以上以上以上以上にににに

育育育育ったったったった草草草草ややややカナムグラカナムグラカナムグラカナムグラなどがなどがなどがなどが密集密集密集密集しししし、、、、まるでまるでまるでまるで開墾地開墾地開墾地開墾地

にににに入入入入っているようでしたっているようでしたっているようでしたっているようでした。。。。    

毎年今頃毎年今頃毎年今頃毎年今頃はははは加倉橋加倉橋加倉橋加倉橋のののの下下下下にににに銀杏銀杏銀杏銀杏のののの実実実実がががが落落落落ちていてちていてちていてちていて、、、、

作業終了後作業終了後作業終了後作業終了後にににに拾拾拾拾いいいい集集集集めておめておめておめてお酒酒酒酒のつまみにしていまのつまみにしていまのつまみにしていまのつまみにしていま

したがしたがしたがしたが、、、、今年今年今年今年はははは誰誰誰誰かがかがかがかが先先先先にににに拾拾拾拾ってしまったってしまったってしまったってしまった様様様様でででで橋橋橋橋のののの

下下下下にににに銀杏銀杏銀杏銀杏のののの皮皮皮皮だけがだけがだけがだけが沢山捨沢山捨沢山捨沢山捨てられていましたてられていましたてられていましたてられていました。。。。そのそのそのその

為橋為橋為橋為橋のののの周周周周りにりにりにりに銀杏特有銀杏特有銀杏特有銀杏特有のののの異様異様異様異様なななな臭臭臭臭いがいがいがいが立立立立ちちちち込込込込めてめてめてめて

いましたいましたいましたいました。。。。    

中野橋中野橋中野橋中野橋までまでまでまでゴミゴミゴミゴミ拾拾拾拾いといといといと草刈草刈草刈草刈りをりをりをりを行行行行いいいい、、、、下下下下っていきっていきっていきっていき

ますますますます。。。。刈刈刈刈りりりり取取取取ったったったった草草草草はははは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、、、、車車車車がががが手配手配手配手配

できないためできないためできないためできないため、、、、次回次回次回次回ののののクリクリクリクリーンアップーンアップーンアップーンアップのののの時時時時にににに引引引引きききき上上上上

げられるようにげられるようにげられるようにげられるように橋橋橋橋のののの近近近近くにまとめておいてくにまとめておいてくにまとめておいてくにまとめておいて置置置置きまきまきまきま

したしたしたした。。。。    

途中草途中草途中草途中草のののの中中中中からからからからコンビコンビコンビコンビニニニニ袋袋袋袋にににに入入入入れられたれられたれられたれられた家庭家庭家庭家庭ゴミゴミゴミゴミととととキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードをををを回収回収回収回収してしてして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。。。。カードカードカードカードはははは念念念念のためのためのためのため寺尾寺尾寺尾寺尾さんがさんがさんがさんが交番交番交番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。。。。またまたまたまた沢山沢山沢山沢山のののの数珠数珠数珠数珠っこをっこをっこをっこを

寺尾寺尾寺尾寺尾さんがおさんがおさんがおさんがお土産土産土産土産にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰りましたりましたりましたりました。。。。    

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                                                    【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告そのそのそのその４４４４】】】】    

１０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

於於於於：：：：大道橋大道橋大道橋大道橋～～～～中野橋中野橋中野橋中野橋            記記記記））））細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    
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最近最近最近最近トンボトンボトンボトンボ池池池池からからからから水水水水がががが漏漏漏漏れてきてれてきてれてきてれてきて困困困困っていましっていましっていましっていまし

たたたた。。。。トンボトンボトンボトンボ池池池池ににににブルーギルブルーギルブルーギルブルーギルがいるとのがいるとのがいるとのがいるとの情報情報情報情報もありもありもありもあり、、、、

５５５５年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに水水水水をかきをかきをかきをかき出出出出してしてしてして生物調査生物調査生物調査生物調査とととと修復作業修復作業修復作業修復作業にににに

とりかかることにしましたとりかかることにしましたとりかかることにしましたとりかかることにしました。。。。    

おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで当日当日当日当日はははは、、、、子子子子どもたちやどもたちやどもたちやどもたちや先生先生先生先生、、、、まちのまちのまちのまちの

人人人人などたくさんのなどたくさんのなどたくさんのなどたくさんの人手人手人手人手がががが集集集集ままままりましたりましたりましたりました。。。。懸案懸案懸案懸案だっただっただっただった

ザリガニザリガニザリガニザリガニととととブルーギルブルーギルブルーギルブルーギルをををを駆除駆除駆除駆除しししし、、、、粘土粘土粘土粘土でででで池池池池のののの土手土手土手土手をををを

固固固固めることができましためることができましためることができましためることができました。。。。おおおお昼昼昼昼とととと作業後作業後作業後作業後にはにはにはには、、、、おいおいおいおい

しいしいしいしい豚汁豚汁豚汁豚汁とすいとんをとすいとんをとすいとんをとすいとんを味味味味わうことができましたわうことができましたわうことができましたわうことができました。。。。生生生生

いいいい茂茂茂茂っていたっていたっていたっていた葦葦葦葦はははは適度適度適度適度にににに刈刈刈刈りりりり込込込込まれまれまれまれ、、、、全体的全体的全体的全体的にすっにすっにすっにすっ

きりとしたきりとしたきりとしたきりとした池池池池となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが、、、、またまたまたまた春春春春にはたくさんにはたくさんにはたくさんにはたくさん

のののの生生生生きききき物物物物やややや水草水草水草水草でにぎわうことでしょうでにぎわうことでしょうでにぎわうことでしょうでにぎわうことでしょう。。。。    

＜＜＜＜捕捕捕捕れたれたれたれた生生生生きききき物物物物＞＞＞＞    

メダカメダカメダカメダカ：：：：１６００１６００１６００１６００匹匹匹匹（（（（金曜日分金曜日分金曜日分金曜日分５００５００５００５００匹含匹含匹含匹含むむむむ））））、、、、モモモモ

ツゴツゴツゴツゴ：：：：５０５０５０５０匹匹匹匹、、、、ギンブナギンブナギンブナギンブナ：：：：25cm25cm25cm25cm ぐらいぐらいぐらいぐらい３３３３匹匹匹匹、、、、ドジドジドジドジ

ョウョウョウョウ：：：：４０４０４０４０匹匹匹匹、、、、ナマズナマズナマズナマズ：：：：60cm60cm60cm60cm ぐらいぐらいぐらいぐらい１１１１匹匹匹匹、、、、ブルーブルーブルーブルー

ギルギルギルギル：：：：15151515～～～～20cm20cm20cm20cm ぐらいぐらいぐらいぐらい４４４４匹匹匹匹、、、、5cm5cm5cm5cm 以下以下以下以下１２０１２０１２０１２０

匹匹匹匹    、、、、ヨシノヨシノヨシノヨシノボリボリボリボリ：：：：２５２５２５２５匹匹匹匹、、、、コシアキトンボコシアキトンボコシアキトンボコシアキトンボ：：：：３０３０３０３０

匹匹匹匹、、、、シオカラトンボシオカラトンボシオカラトンボシオカラトンボ：：：：１５１５１５１５匹匹匹匹、、、、ギンヤンマギンヤンマギンヤンマギンヤンマ：：：：１１１１匹匹匹匹、、、、

ヌマヌマヌマヌマエビエビエビエビ：：：：２０００２０００２０００２０００匹匹匹匹、、、、アメリカザリガニアメリカザリガニアメリカザリガニアメリカザリガニ：：：：６０６０６０６０匹匹匹匹、、、、

カワニナカワニナカワニナカワニナ：：：：３３３３匹匹匹匹、、、、インドヒラマキガイインドヒラマキガイインドヒラマキガイインドヒラマキガイ：：：：１５１５１５１５匹匹匹匹    

ブルーギルブルーギルブルーギルブルーギル、、、、アメリカザリガニアメリカザリガニアメリカザリガニアメリカザリガニ、、、、インドヒラマキガイインドヒラマキガイインドヒラマキガイインドヒラマキガイはははは外来生物外来生物外来生物外来生物のためにのためにのためにのために除去除去除去除去（（（（残残残残りはりはりはりは

保護保護保護保護したしたしたした後後後後にににに池池池池にににに戻戻戻戻しますしますしますします））））、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、ブルーギルブルーギルブルーギルブルーギルはははは外来生物法外来生物法外来生物法外来生物法（（（（日本日本日本日本のののの在来在来在来在来のののの自然自然自然自然にににに

影響影響影響影響をををを及及及及ぼしていたりぼしていたりぼしていたりぼしていたり、、、、恐恐恐恐れがあるれがあるれがあるれがある生生生生きききき物物物物をををを規制規制規制規制・・・・防除防除防除防除するするするする目的目的目的目的でででで制定制定制定制定））））にににに指定指定指定指定されたされたされたされた特特特特

定外来生物定外来生物定外来生物定外来生物でででで、、、、生生生生きたままきたままきたままきたまま移動移動移動移動やややや売買売買売買売買、、、、飼育飼育飼育飼育したしたしたした場合場合場合場合はははは懲役懲役懲役懲役３３３３年以下年以下年以下年以下、、、、３００３００３００３００万円以下万円以下万円以下万円以下のののの

罰金刑罰金刑罰金刑罰金刑にににに処分処分処分処分されますされますされますされます。。。。特定外来生物特定外来生物特定外来生物特定外来生物だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、国内在来生物国内在来生物国内在来生物国内在来生物でもでもでもでも、、、、他地域他地域他地域他地域のののの生生生生きききき物物物物はははは

（（（（国内国内国内国内））））外来生物外来生物外来生物外来生物とととと呼呼呼呼ばれますばれますばれますばれます。。。。むやみなむやみなむやみなむやみな生生生生きききき物物物物のののの放流放流放流放流はやめましょうはやめましょうはやめましょうはやめましょう。。。。（（（（山田山田山田山田））））    

とんぼとんぼとんぼとんぼ池池池池のののの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そのそのそのその５５５５】】】】    

１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（日日日日））））    ８８８８：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０        

於於於於：：：：大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校                    記記記記））））押田押田押田押田    健健健健    
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    11/2111/2111/2111/21（（（（土土土土））））、、、、翌日翌日翌日翌日のののの「「「「金澤金澤金澤金澤水水水水のののの日日日日」」」」でのでのでのでの侍従川水侍従川水侍従川水侍従川水

族館族館族館族館にににに向向向向けてけてけてけて、、、、ジュニアメンバージュニアメンバージュニアメンバージュニアメンバーとととと魚捕魚捕魚捕魚捕りをしましたりをしましたりをしましたりをしました。。。。    

午前中午前中午前中午前中はははは中流域中流域中流域中流域でででで川川川川にににに入入入入ってってってって魚捕魚捕魚捕魚捕りりりり。。。。午後午後午後午後はははは下流域下流域下流域下流域でででで

魚釣魚釣魚釣魚釣りりりり。。。。    

晴晴晴晴れてるとはいえれてるとはいえれてるとはいえれてるとはいえ、、、、水水水水はははは冷冷冷冷たかったですたかったですたかったですたかったです。。。。皆皆皆皆さまおさまおさまおさまお

疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした。。。。捕捕捕捕れたれたれたれた魚類魚類魚類魚類はははは調査調査調査調査データデータデータデータにににに記載記載記載記載。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

侍従川魚捕侍従川魚捕侍従川魚捕侍従川魚捕りりりり                                                        【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告そのそのそのその６６６６】】】】    

１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～                                記記記記））））山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治    

トピックストピックストピックストピックス    

◎◎◎◎9/139/139/139/13((((月月月月) ) ) ) 神奈川神奈川神奈川神奈川県横浜治水事務県横浜治水事務県横浜治水事務県横浜治水事務所所所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…………長橋長橋長橋長橋、、、、細川細川細川細川、、、、山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

◎◎◎◎9/249/249/249/24((((金金金金))))    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「「「「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」」」」スタッフスタッフスタッフスタッフ

説明会説明会説明会説明会…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

◎◎◎◎10/1810/1810/1810/18((((月月月月))))    大師高校大師高校大師高校大師高校    体験授業体験授業体験授業体験授業でででで侍従川来訪侍従川来訪侍従川来訪侍従川来訪…………相川会長相川会長相川会長相川会長、、、、飯村飯村飯村飯村がががが対応対応対応対応    

◎◎◎◎10/3110/3110/3110/31((((日日日日))))    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校とんぼとんぼとんぼとんぼ池大掃除池大掃除池大掃除池大掃除…………ブルーギルブルーギルブルーギルブルーギル捕獲捕獲捕獲捕獲    ※※※※詳細詳細詳細詳細はははは別途記載別途記載別途記載別途記載    

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、、、、とんぼとんぼとんぼとんぼ池池池池でででで捕捕捕捕れたれたれたれた生生生生きききき物物物物をををを展示展示展示展示    

◎◎◎◎11/211/211/211/2((((火火火火))))    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    侍従川侍従川侍従川侍従川グループグループグループグループがががが    

侍従川調侍従川調侍従川調侍従川調べべべべ…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応        

◎◎◎◎11/1411/1411/1411/14((((日日日日))))    金沢自然探検金沢自然探検金沢自然探検金沢自然探検グループグループグループグループ    朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの森森森森    

探検探検探検探検…………山田山田山田山田ががががガイドガイドガイドガイド    

◎◎◎◎11/1911/1911/1911/19((((金金金金))))    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    アウトレッアウトレッアウトレッアウトレッ    

トトトトでででで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発表会発表会発表会発表会    

＆＆＆＆交流会交流会交流会交流会…………江崎江崎江崎江崎、、、、山田山田山田山田がががが参加参加参加参加    

◎◎◎◎12/1312/1312/1312/13((((月月月月))))    笠間小学校笠間小学校笠間小学校笠間小学校 4444 年生年生年生年生にににに侍従川侍従川侍従川侍従川のののの森森森森からからからから海海海海までをまでをまでをまでを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    

◎◎◎◎12/1712/1712/1712/17((((金金金金))))    業者業者業者業者によるによるによるによる草刈草刈草刈草刈りがりがりがりが行行行行われたわれたわれたわれた（（（（ちとせちとせちとせちとせ園園園園～～～～大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋））））    

◎◎◎◎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 年生年生年生年生総合学習総合学習総合学習総合学習    

9/109/109/109/10((((金金金金) ) ) ) 侍従川探検侍従川探検侍従川探検侍従川探検…………瀧本瀧本瀧本瀧本、、、、山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

9/219/219/219/21((((火火火火) ) ) ) 侍従川下流調査侍従川下流調査侍従川下流調査侍従川下流調査…………山田山田山田山田がががが対応対応対応対応    

9/149/149/149/14((((火火火火),),),),    9999/24(/24(/24(/24(金金金金),),),),    9/299/299/299/29((((水水水水),),),),11110/12(0/12(0/12(0/12(火火火火),),),),10/2110/2110/2110/21((((木木木木),10/27(),10/27(),10/27(),10/27(水水水水))))    

        「「「「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    

10/2910/2910/2910/29((((金金金金))))「「「「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」」」」発表会発表会発表会発表会    
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１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日((((日日日日))))にににに野島公園野島公園野島公園野島公園でででで第第第第１７１７１７１７回金澤水回金澤水回金澤水回金澤水のののの日日日日がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。侍従会侍従会侍従会侍従会はははは侍従川水侍従川水侍従川水侍従川水

族館族館族館族館としてとしてとしてとして、、、、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展示展示展示展示しましたしましたしましたしました。。。。    

小学生小学生小学生小学生をををを中心中心中心中心にににに展示展示展示展示されたされたされたされた生物生物生物生物をををを説明説明説明説明したりしたりしたりしたり、、、、生生生生きききき物物物物にさわりたいおにさわりたいおにさわりたいおにさわりたいお客客客客さんにさわってさんにさわってさんにさわってさんにさわって

もらったりともらったりともらったりともらったりと積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加できできできできたのではないかとたのではないかとたのではないかとたのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

おおおお客客客客さんもさんもさんもさんも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興味深興味深興味深興味深くくくく見見見見たりたりたりたり、、、、熱心熱心熱心熱心にににに説明説明説明説明をををを聞聞聞聞いたりしていましたいたりしていましたいたりしていましたいたりしていました。。。。    

そのそのそのその他他他他のののの参加団体参加団体参加団体参加団体ははははペットボトルロケットペットボトルロケットペットボトルロケットペットボトルロケットややややソラークッキングソラークッキングソラークッキングソラークッキング、、、、工作教室工作教室工作教室工作教室などをやってなどをやってなどをやってなどをやって

いましたいましたいましたいました。。。。    

どれもどれもどれもどれも楽楽楽楽しくしくしくしく参加参加参加参加するするするする事事事事がががができできできでき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、、、、地域地域地域地域のののの人人人人たちにたちにたちにたちに侍従会侍従会侍従会侍従会をををを紹介紹介紹介紹介するするするする事事事事はははは侍従川侍従川侍従川侍従川をよりをよりをよりをより身近身近身近身近にににに感感感感じてもらういいじてもらういいじてもらういいじてもらういい機会機会機会機会

だとだとだとだと思思思思うのでこのようなうのでこのようなうのでこのようなうのでこのようなイベントイベントイベントイベントにもにもにもにも積極積極積極積極的的的的にににに参加参加参加参加していきたいですしていきたいですしていきたいですしていきたいです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

金金金金    澤澤澤澤    水水水水    のののの    日日日日                                                【【【【活動報告活動報告活動報告活動報告そのそのそのその７７７７】】】】    

１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００                記記記記））））島村眞依島村眞依島村眞依島村眞依    

≪≪≪≪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≫≫≫≫    

☆☆☆☆ミシシッピーアカミミガメミシシッピーアカミミガメミシシッピーアカミミガメミシシッピーアカミミガメ…………11/27 11/27 11/27 11/27 泥牛橋泥牛橋泥牛橋泥牛橋（（（（侍従川中流域侍従川中流域侍従川中流域侍従川中流域））））山田特派員山田特派員山田特派員山田特派員    

☆☆☆☆ヒドリガモヒドリガモヒドリガモヒドリガモ１１１１♂♂♂♂    ３３３３♀♀♀♀…………11/27 11/27 11/27 11/27 新川橋新川橋新川橋新川橋（（（（侍従川下流域侍従川下流域侍従川下流域侍従川下流域））））山田特派員山田特派員山田特派員山田特派員    

☆☆☆☆コオイムシコオイムシコオイムシコオイムシ採捕採捕採捕採捕…………11/211/211/211/2８８８８    ちとせちとせちとせちとせ園付近園付近園付近園付近（（（（侍従川中流域侍従川中流域侍従川中流域侍従川中流域））））河本特派員河本特派員河本特派員河本特派員    

《《《《特派員募集特派員募集特派員募集特派員募集！》！》！》！》侍従川流域侍従川流域侍従川流域侍従川流域のののの生生生生きききき物発見情物発見情物発見情物発見情

報求報求報求報求むむむむ！！！！初見初見初見初見やややや初鳴初鳴初鳴初鳴きなどのきなどのきなどのきなどの情報情報情報情報、、、、貴重貴重貴重貴重なななな

生生生生きききき物物物物のののの情報情報情報情報をおをおをおをお寄寄寄寄せくださいせくださいせくださいせください。。。。    

侍従川侍従川侍従川侍従川らくらくらくらくらくらくらくらく連絡網連絡網連絡網連絡網にににに登録登録登録登録してあるしてあるしてあるしてある方方方方    

jijuugawa@ra9.jpjijuugawa@ra9.jpjijuugawa@ra9.jpjijuugawa@ra9.jp 侍従川侍従川侍従川侍従川らくらくらくらくらくらくらくらく連絡網連絡網連絡網連絡網へへへへ    

登録登録登録登録してないしてないしてないしてない方方方方    

yohjiyohjiyohjiyohji----yyyy@ezweb.ne.jp@ezweb.ne.jp@ezweb.ne.jp@ezweb.ne.jp 山田山田山田山田へごへごへごへご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    
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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、、、、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、、、、廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫廣瀬隆夫、、、、河本充雄河本充雄河本充雄河本充雄、、、、山田山田山田山田陽治陽治陽治陽治、、、、埜田埜田埜田埜田匡匡匡匡、、、、    

金子金子金子金子かほかほかほかほ、、、、金子金子金子金子はやとはやとはやとはやと、、、、金子金子金子金子つばさつばさつばさつばさ、、、、細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄（（（（計計計計１１１１１１１１名名名名））））    

先月先月先月先月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でででで刈刈刈刈りりりり取取取取ってってってって束束束束ねてそのねてそのねてそのねてその

まままままままま川川川川のののの中中中中にににに置置置置いてあるいてあるいてあるいてある草草草草のののの回収回収回収回収をををを行行行行うためうためうためうため、、、、軽軽軽軽トトトト

ラックラックラックラックをををを金沢文庫金沢文庫金沢文庫金沢文庫ののののトヨタレンタカートヨタレンタカートヨタレンタカートヨタレンタカーからからからからレンタレンタレンタレンタ

ルルルルしししし、、、、今月今月今月今月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でででで刈刈刈刈りりりり取取取取ったったったった草草草草とととと共共共共にににに

回収回収回収回収しましたしましたしましたしました。。。。    

先月分先月分先月分先月分のののの草草草草をををを回収回収回収回収するするするする班班班班、、、、草刈草刈草刈草刈りをするりをするりをするりをする班班班班とととと下流下流下流下流

のののの葦葦葦葦をををを刈刈刈刈りりりり取取取取るるるる班班班班のののの３３３３班班班班にににに分分分分かれてかれてかれてかれて作業作業作業作業をををを行行行行いまいまいまいま

したしたしたした。。。。草草草草のののの回収班回収班回収班回収班はははは加倉橋加倉橋加倉橋加倉橋とととと中野橋中野橋中野橋中野橋からからからから草草草草をををを回収回収回収回収しししし、、、、

県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地県営住宅跡地にににに運運運運びますびますびますびます。。。。作業作業作業作業がががが終終終終わるとわるとわるとわると草刈草刈草刈草刈りにりにりにりに

合流合流合流合流。。。。葦葦葦葦をををを刈刈刈刈るるるる班班班班はははは、、、、来月来月来月来月からからからから県県県県のののの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

うううう大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋～～～～二二二二のののの橋間橋間橋間橋間のののの草刈草刈草刈草刈りのりのりのりの前前前前にににに大道東橋上大道東橋上大道東橋上大道東橋上

流流流流のののの葦葦葦葦をををを葦葦葦葦船船船船用用用用にににに確保確保確保確保してしてしてして置置置置くくくく為為為為にににに事前事前事前事前にににに刈刈刈刈りりりり取取取取

りましたりましたりましたりました（（（（山田山田山田山田さんさんさんさんとととと子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち））））。。。。    

草草草草をををを刈刈刈刈るるるる班班班班はははは、、、、中野橋中野橋中野橋中野橋～～～～第二山王橋第二山王橋第二山王橋第二山王橋～～～～二二二二のののの橋間橋間橋間橋間のののの

枯枯枯枯れれれれ草草草草とととと水草水草水草水草をををを刈刈刈刈りましたりましたりましたりました。。。。    

今回今回今回今回はははは第二山王橋上流左岸第二山王橋上流左岸第二山王橋上流左岸第二山王橋上流左岸のののの深深深深みにみにみにみに入入入入りりりり今迄刈今迄刈今迄刈今迄刈

りりりり取取取取れなかったれなかったれなかったれなかったススキススキススキススキ等等等等もももも刈刈刈刈りりりり取取取取りましたりましたりましたりました。。。。    

ススキススキススキススキやややや数珠数珠数珠数珠っっっっこはこはこはこは枯枯枯枯れてくるとれてくるとれてくるとれてくると茎茎茎茎がががが非常非常非常非常にににに硬硬硬硬

くなりくなりくなりくなり、、、、カマカマカマカマををををナタナタナタナタのようにのようにのようにのように大大大大きくきくきくきく振振振振りりりり回回回回さないとさないとさないとさないと

切切切切れませんれませんれませんれません。。。。またまたまたまた、、、、一杯一杯一杯一杯にににに茂茂茂茂ったったったったススキススキススキススキもももも同同同同じようじようじようじよう

にににに力任力任力任力任せにせにせにせにカマカマカマカマをををを打打打打ちちちち下下下下ろしてろしてろしてろして刈刈刈刈りりりり取取取取りますりますりますります。。。。そのそのそのその

為為為為、、、、カマカマカマカマのののの刃刃刃刃がががが欠欠欠欠けたりけたりけたりけたり、、、、曲曲曲曲がったりがったりがったりがったり折折折折れたりしてしまいますれたりしてしまいますれたりしてしまいますれたりしてしまいます。。。。今回今回今回今回もいくつかのもいくつかのもいくつかのもいくつかのカマカマカマカマがががが

壊壊壊壊れれれれ、、、、まるでまるでまるでまるで消耗品消耗品消耗品消耗品のののの様様様様ですですですです。。。。    

またまたまたまた、、、、千歳園前千歳園前千歳園前千歳園前のののの枯枯枯枯れたれたれたれた水草水草水草水草をををを刈刈刈刈りりりり取取取取るとるとるとると下下下下からからからからヘドロヘドロヘドロヘドロのののの様様様様なななな土土土土がががが出出出出てきててきててきててきてヘドロヘドロヘドロヘドロ特有特有特有特有

のののの臭臭臭臭いがしましたいがしましたいがしましたいがしました。。。。大道幼稚園裏大道幼稚園裏大道幼稚園裏大道幼稚園裏のののの枯枯枯枯れたれたれたれた水草水草水草水草をををを刈刈刈刈りりりり取取取取ったったったった時時時時もももも同同同同じようなじようなじようなじような臭臭臭臭いがしましいがしましいがしましいがしまし

たたたた。。。。原因原因原因原因をををを調調調調べるべるべるべる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。    

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そのそのそのその８８８８】】】】    

１１１１１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１３１３１３１３：：：：００００００００    

                        於於於於：：：：中野橋中野橋中野橋中野橋～～～～第二山王橋第二山王橋第二山王橋第二山王橋～～～～二二二二のののの橋橋橋橋        記記記記））））細川一雄細川一雄細川一雄細川一雄    
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    参加者参加者参加者参加者：：：：30303030 名名名名    

恒例恒例恒例恒例のののの冬冬冬冬のののの森探検森探検森探検森探検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。。。。予報予報予報予報ではではではでは寒寒寒寒くくくく

なるとなるとなるとなると言言言言われていたのですがわれていたのですがわれていたのですがわれていたのですが、、、、ぽかぽかとしたぽかぽかとしたぽかぽかとしたぽかぽかとした日差日差日差日差

しのしのしのしの中中中中、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく朝比奈朝比奈朝比奈朝比奈のののの森森森森をををを歩歩歩歩いてきましたいてきましたいてきましたいてきました。。。。    

リースリースリースリースのののの材料材料材料材料になりそうなどんぐりやになりそうなどんぐりやになりそうなどんぐりやになりそうなどんぐりや木木木木のののの実実実実をををを

拾拾拾拾ったりったりったりったり、、、、小小小小さなさなさなさな流流流流れやれやれやれや水水水水たまりにたまりにたまりにたまりに網網網網をををを入入入入れてれてれてれて生生生生きききき

物物物物をををを探探探探したりしたりしたりしたり、、、、紅葉紅葉紅葉紅葉をををを楽楽楽楽しんだりしんだりしんだりしんだり（（（（真真真真っっっっ赤赤赤赤なもみじなもみじなもみじなもみじ

がががが太陽太陽太陽太陽にににに透透透透けてけてけてけて、、、、とてもきれいでしたとてもきれいでしたとてもきれいでしたとてもきれいでした！）！）！）！）……………………それそれそれそれ

ぞれぞれぞれぞれ好好好好きなきなきなきな事事事事をしながらをしながらをしながらをしながら三郎三郎三郎三郎のののの滝滝滝滝までまでまでまで歩歩歩歩きましたきましたきましたきました。。。。

滝滝滝滝のあたりではのあたりではのあたりではのあたりでは水水水水のののの冷冷冷冷たさにもたさにもたさにもたさにも負負負負けずけずけずけず、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで生生生生

きききき物物物物をををを探探探探しましたしましたしましたしました。。。。ヒラテテナガエビヒラテテナガエビヒラテテナガエビヒラテテナガエビ、、、、ホトケドジホトケドジホトケドジホトケドジ

ョウョウョウョウ、、、、ダビドサナエダビドサナエダビドサナエダビドサナエののののヤゴヤゴヤゴヤゴなどなどなどなど、、、、12121212 種類種類種類種類のののの生生生生きもきもきもきも

のがのがのがのが観察観察観察観察できましたできましたできましたできました。。。。またまたまたまた、、、、竹竹竹竹をををを採採採採ってきてってきてってきてってきて竹笛竹笛竹笛竹笛をををを

作作作作ってってってって遊遊遊遊びましたびましたびましたびました。。。。    

そのそのそのその後後後後もももも山山山山をををを登登登登ってってってって十二所果樹園十二所果樹園十二所果樹園十二所果樹園をををを通通通通りりりり抜抜抜抜けけけけ、、、、頂頂頂頂

上上上上にににに到着到着到着到着！！！！少少少少しししし遅遅遅遅めのおめのおめのおめのお昼昼昼昼ごごごご飯飯飯飯となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。ごごごご飯飯飯飯

のあとはのあとはのあとはのあとは竹弓作竹弓作竹弓作竹弓作りやりやりやりやリースリースリースリース作作作作りをしましたりをしましたりをしましたりをしました。。。。作作作作ったったったった

竹弓竹弓竹弓竹弓をををを飛飛飛飛ばしっこするばしっこするばしっこするばしっこする子子子子、、、、拾拾拾拾ってきたってきたってきたってきた木木木木のののの実実実実をたくをたくをたくをたく

さんさんさんさん使使使使ってってってってリースリースリースリースをををを作作作作るるるる子子子子、、、、木登木登木登木登りをしてりをしてりをしてりをして遊遊遊遊ぶぶぶぶ子子子子なななな

どなどどなどどなどどなど、、、、自分自分自分自分のののの好好好好きなきなきなきな事事事事をををを楽楽楽楽しんでいましたしんでいましたしんでいましたしんでいました。。。。    

少少少少しししし風風風風がががが冷冷冷冷たくたくたくたく感感感感じるじるじるじる頃頃頃頃になってになってになってになって、、、、下山下山下山下山をををを開始開始開始開始。。。。

途中寄途中寄途中寄途中寄りりりり道道道道をしてをしてをしてをして、、、、子子子子どもどもどもどもたちはたちはたちはたちはツルツルツルツルののののターザンターザンターザンターザンでででで

遊遊遊遊びましたびましたびましたびました。（。（。（。（それをそれをそれをそれを見守見守見守見守りつつりつつりつつりつつ、、、、うらやましいとうらやましいとうらやましいとうらやましいと

思思思思っているであろうっているであろうっているであろうっているであろう、、、、大学生大学生大学生大学生やややや大人大人大人大人たちたちたちたち……………………））））遊遊遊遊びびびび

足足足足りないながらもりないながらもりないながらもりないながらも、、、、暗暗暗暗くなってしまうくなってしまうくなってしまうくなってしまう前前前前にににに急急急急いでいでいでいで帰帰帰帰

路路路路にににに！！！！……………………あれあれあれあれ、、、、もしかしてもしかしてもしかしてもしかして道道道道をををを間違間違間違間違えたかもえたかもえたかもえたかも？？？？とととと

いいいいううううアクシデントアクシデントアクシデントアクシデントがありつつもがありつつもがありつつもがありつつも、、、、最後最後最後最後までまでまでまで楽楽楽楽しくしくしくしく歩歩歩歩

きつづけることができましたきつづけることができましたきつづけることができましたきつづけることができました。。。。みなさんおみなさんおみなさんおみなさん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    ～～～～自然観察自然観察自然観察自然観察＆＆＆＆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そのそのそのその９９９９】】】】    

１２１２１２１２月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～                            記記記記））））成島成島成島成島みゆきみゆきみゆきみゆき    
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 だより    もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐ完成完成完成完成だよだよだよだよ    

今後の主な予定（１２月～） 

 井戸の深さは現在１９ｍを越えました。さらに掘れるところまで掘り進めて次に、

井戸周りの整備を行っていきます。また、間伐材を利用したベンチやテーブルづくりも土・

日を中心に行い、２月１３日(日)の午前中には、「大道村完成のお祝い式」を盛大に

行いたいと考えています。侍従会の会員のみなさん、力を貸してください。  

土曜、日曜は学校へ行こう！ 村づくりをみんなでしよう！ 

 

 

 

 

水

門

の

整

備

ポンプも順調に始動。井戸から水車小屋ま

で全長約９０ｍの水道管が通りました。 

水車小屋が完成しました。 

掘り鉄管のサイ

ズを小さく細く

して岩盤を砕い

ています。 

岩盤が硬いと 

１日に１㎝も掘

れない日もあり

ます。 

夢 
が 
形 
に 
な 
る 

! 



13／24 

                                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....１０１０１０１０    

    

（（（（ブッポウソウブッポウソウブッポウソウブッポウソウ科科科科））））    

学名学名学名学名：：：：Alcedo Alcedo Alcedo Alcedo atthis atthis atthis atthis     

体長体長体長体長：：：：１７１７１７１７センチセンチセンチセンチ    

見見見見られるられるられるられる場所場所場所場所：：：：中流域中流域中流域中流域    

青青青青いいいい頭頭頭頭とととと赤赤赤赤いいいい腹腹腹腹がががが特徴特徴特徴特徴でででで野鳥野鳥野鳥野鳥

愛好家愛好家愛好家愛好家のののの間間間間ではかなりのではかなりのではかなりのではかなりの人気物人気物人気物人気物

のののの野鳥野鳥野鳥野鳥ですですですです。。。。    

侍従川侍従川侍従川侍従川ではではではでは中流域中流域中流域中流域のののの川沿川沿川沿川沿いのいのいのいの

木木木木のののの枝枝枝枝にににに止止止止まっているまっているまっているまっている姿姿姿姿をををを見見見見るるるる

ことができますことができますことができますことができます。。。。    

餌餌餌餌はははは主主主主にににに魚魚魚魚やややや水生昆虫水生昆虫水生昆虫水生昆虫でででで狩狩狩狩りりりりはははは水中水中水中水中にににに直接飛直接飛直接飛直接飛びびびび込込込込んだりしてんだりしてんだりしてんだりして行行行行いますいますいますいます。。。。    

    

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～～～～    

    

学名学名学名学名：：：：pitecops corvuspitecops corvuspitecops corvuspitecops corvus    

前翅長前翅長前翅長前翅長：：：：１１１１１１１１ミリミリミリミリ内外内外内外内外    

分布分布分布分布：：：：沖縄本島北部沖縄本島北部沖縄本島北部沖縄本島北部、、、、西表島西表島西表島西表島    

西表島西表島西表島西表島とととと沖縄本島北部沖縄本島北部沖縄本島北部沖縄本島北部のののの深深深深いいいい山山山山

のののの沢沢沢沢にににに生息生息生息生息しているしているしているしている珍珍珍珍しいしいしいしいシジミシジミシジミシジミ

チョウチョウチョウチョウのののの仲間仲間仲間仲間でででで、、、、日本最小日本最小日本最小日本最小のののの蝶蝶蝶蝶ですですですです。。。。    

羽羽羽羽のののの裏裏裏裏にあるほくろのようなにあるほくろのようなにあるほくろのようなにあるほくろのような黒黒黒黒

いいいい点点点点があるのががあるのががあるのががあるのが和名和名和名和名のののの由来由来由来由来でででですすすす。。。。    

林道際林道際林道際林道際にににに生生生生えるえるえるえるモクタチバナモクタチバナモクタチバナモクタチバナ、、、、タタタタ

チアワユキセンダンソウチアワユキセンダンソウチアワユキセンダンソウチアワユキセンダンソウのののの花花花花をををを訪訪訪訪

れますれますれますれます。。。。    

シジミチョウシジミチョウシジミチョウシジミチョウのののの仲間仲間仲間仲間はほとんどがはほとんどがはほとんどがはほとんどが小型小型小型小型ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの種類種類種類種類はそのはそのはそのはその中中中中でもでもでもでも最小最小最小最小でででで林林林林のののの暗暗暗暗いいいい場場場場

所所所所をををを飛飛飛飛ぶのでぶのでぶのでぶので見見見見つけるのにはつけるのにはつけるのにはつけるのには一苦労一苦労一苦労一苦労しましたしましたしましたしました。。。。    

～～～～    カワセミカワセミカワセミカワセミ    ～～～～ 

～～～～    リュウキュウウラボシシジミリュウキュウウラボシシジミリュウキュウウラボシシジミリュウキュウウラボシシジミ    ～～～～ 

監修監修監修監修））））熊井熊井熊井熊井    
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参加者参加者参加者参加者：：：：山田山田山田山田、、、、井上井上井上井上、、、、濱田濱田濱田濱田、、、、坂巻坂巻坂巻坂巻、、、、成島成島成島成島、、、、佐野佐野佐野佐野        

    今回今回今回今回のののの座談会座談会座談会座談会はははは某小学校某小学校某小学校某小学校のののの会議室会議室会議室会議室にておこなわれたにておこなわれたにておこなわれたにておこなわれた。。。。大大大大きなきなきなきな机机机机をををを囲囲囲囲むようにむようにむようにむように５５５５人人人人がががが座座座座りりりり、、、、

別別別別にににに何何何何てことはないのだがてことはないのだがてことはないのだがてことはないのだが、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ座談会座談会座談会座談会がががが始始始始まるというまるというまるというまるという緊張感緊張感緊張感緊張感がががが漂漂漂漂っていっていっていっていたたたた。。。。    

一同一同一同一同：：：：「「「「････････････」」」」    

佐野佐野佐野佐野：：：：「「「「なんかなんかなんかなんか初初初初めてめてめてめて『『『『座談会座談会座談会座談会』』』』ってってってって雰雰雰雰

囲気囲気囲気囲気になったねになったねになったねになったね（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

筆者佐野筆者佐野筆者佐野筆者佐野はははは目目目目のののの前前前前にににに座座座座るるるる濱田氏濱田氏濱田氏濱田氏とととと左隣左隣左隣左隣

のののの坂巻氏坂巻氏坂巻氏坂巻氏をををを見見見見たたたた後山田氏後山田氏後山田氏後山田氏とととと目目目目をををを合合合合わせてわせてわせてわせて

笑笑笑笑ったったったった。。。。濱田氏濱田氏濱田氏濱田氏とととと坂巻氏坂巻氏坂巻氏坂巻氏はははは佐野佐野佐野佐野がががが通通通通うううう大学大学大学大学

のののの先輩先輩先輩先輩とととと後輩後輩後輩後輩であるであるであるである。。。。会議室会議室会議室会議室のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気とととと昼昼昼昼

間間間間さんざんさんざんさんざんさんざん佐野佐野佐野佐野にににに連連連連れれれれ回回回回されたされたされたされた疲疲疲疲れでれでれでれで

（？）（？）（？）（？）非常非常非常非常にににに静静静静かであるかであるかであるかである。。。。    

佐野佐野佐野佐野：：：：「「「「じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁ････････････まずはまずはまずはまずは自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介からやからやからやからや

りましょうかりましょうかりましょうかりましょうか（（（（笑笑笑笑））））ムードーメーカームードーメーカームードーメーカームードーメーカーのののの山田山田山田山田さんからおさんからおさんからおさんからお願願願願いしますいしますいしますいします！」！」！」！」    

山田山田山田山田：：：：「「「「俺俺俺俺からからからから？（？（？（？（笑笑笑笑）」）」）」）」    

    こうしてこうしてこうしてこうして自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介がががが始始始始まったまったまったまった。。。。山田山田山田山田→→→→濱田濱田濱田濱田→→→→成島成島成島成島→→→→佐野佐野佐野佐野→→→→坂巻坂巻坂巻坂巻→→→→井上井上井上井上のののの順順順順であるであるであるである。。。。    

山田山田山田山田：：：：「「「「坂巻坂巻坂巻坂巻さんってさぁさんってさぁさんってさぁさんってさぁ？？？？サカマキガイサカマキガイサカマキガイサカマキガイ（（（（淡水淡水淡水淡水にににに住住住住むむむむ巻巻巻巻きききき貝貝貝貝のののの 1111 種種種種））））ってってってって言言言言われたこわれたこわれたこわれたこ

とないとないとないとない？」？」？」？」    

坂巻坂巻坂巻坂巻：：：：「「「「前前前前にににに佐野佐野佐野佐野さんさんさんさんにもにもにもにも言言言言われましたわれましたわれましたわれました（（（（笑笑笑笑））））サカマキガイサカマキガイサカマキガイサカマキガイってすごくってすごくってすごくってすごく汚汚汚汚いいいい環境環境環境環境でもでもでもでも住住住住

めるめるめるめる貝貝貝貝ですよねですよねですよねですよね？？？？････････････（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

    こういったこういったこういったこういった感感感感じでじでじでじで途中山田氏途中山田氏途中山田氏途中山田氏のののの知的知的知的知的なななな質問質問質問質問（？）（？）（？）（？）をををを挟挟挟挟みつつそれぞれみつつそれぞれみつつそれぞれみつつそれぞれ自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介はははは終了終了終了終了しししし

たたたた。。。。    

佐野佐野佐野佐野：：：：「「「「ではではではではではではではでは！！！！実実実実はははは今日今日今日今日はははは話話話話したいしたいしたいしたい話題話題話題話題があるんですよがあるんですよがあるんですよがあるんですよ！！！！今日今日今日今日はそれぞれみなさんはそれぞれみなさんはそれぞれみなさんはそれぞれみなさん

がががが生生生生きききき物物物物をどのようにみているかををどのようにみているかををどのようにみているかををどのようにみているかを聞聞聞聞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！！！！生生生生きききき物物物物のどういうのどういうのどういうのどういう所所所所

がどんなふうにがどんなふうにがどんなふうにがどんなふうに好好好好きなのかをきなのかをきなのかをきなのかを話話話話しましょうよしましょうよしましょうよしましょうよ☆☆☆☆」」」」    

    するとするとするとすると山田氏山田氏山田氏山田氏がすぐにがすぐにがすぐにがすぐに反応反応反応反応をををを示示示示したしたしたした。。。。    

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        ～～～～生生生生きききき物好物好物好物好きがきがきがきが語語語語るるるる～～～～ 
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山田山田山田山田：：：：「「「「おぉおぉおぉおぉ！！！！！！！！それだよそれだよそれだよそれだよ！！！！！！！！実実実実はははは俺俺俺俺もももも同同同同じことじことじことじこと考考考考えてたんだよえてたんだよえてたんだよえてたんだよ！！！！！！！！ちょっとちょっとちょっとちょっとズレズレズレズレるかるかるかるか

もしれないけどもしれないけどもしれないけどもしれないけど、、、、大人大人大人大人になっになっになっになってからてからてからてから生生生生きききき物物物物をををを好好好好きになれるのかなきになれるのかなきになれるのかなきになれるのかな？？？？もっともっともっともっと言言言言えばえばえばえば

生生生生きききき物物物物をををを対象対象対象対象にににに活動活動活動活動しているしているしているしている人人人人ってってってって元元元元々々々々生生生生きききき物好物好物好物好きなのかきなのかきなのかきなのか、、、、大人大人大人大人になってからになってからになってからになってから好好好好

きになったのかきになったのかきになったのかきになったのか？」？」？」？」    

    会議室会議室会議室会議室のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気にににに応応応応えてかえてかえてかえてか、、、、珍珍珍珍しくしくしくしく山田氏山田氏山田氏山田氏はそれぞれにはそれぞれにはそれぞれにはそれぞれに考考考考えさせるえさせるえさせるえさせる話題話題話題話題をををを振振振振ってきたってきたってきたってきた。。。。    

山田山田山田山田：：：：「「「「濱田濱田濱田濱田くんはくんはくんはくんはミズスマシミズスマシミズスマシミズスマシ（（（（水面水面水面水面をををを泳泳泳泳ぐぐぐぐゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウにににに近近近近いいいい水生昆虫水生昆虫水生昆虫水生昆虫））））をををを研究研究研究研究していしていしていしてい

るんだよねるんだよねるんだよねるんだよね？？？？濱田濱田濱田濱田くんもくんもくんもくんも子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃からからからから生生生生きききき物物物物がががが好好好好きだったのきだったのきだったのきだったの？」？」？」？」    

濱田濱田濱田濱田：：：：「「「「いえいえいえいえ、、、、まぁまぁまぁまぁクワガタクワガタクワガタクワガタとかとかとかとかキンギョキンギョキンギョキンギョとかとかとかとかトカゲトカゲトカゲトカゲをををを飼飼飼飼ったりしましたけどったりしましたけどったりしましたけどったりしましたけど、、、、わざわわざわわざわわざわ

ざざざざ虫虫虫虫をををを採採採採りにりにりにりに出出出出かけることまではしませんでしたかけることまではしませんでしたかけることまではしませんでしたかけることまではしませんでした。。。。それをそれをそれをそれを始始始始めたのはめたのはめたのはめたのは大学大学大学大学のののの研究研究研究研究

室室室室にににに所属所属所属所属してからですねしてからですねしてからですねしてからですね。。。。ですからですからですからですから生生生生きききき物物物物をををを始始始始めたのはめたのはめたのはめたのは大人大人大人大人になってからですになってからですになってからですになってからです。」。」。」。」    

山田山田山田山田：：：：「「「「へぇへぇへぇへぇ～。～。～。～。採採採採ったりはしなかったんだったりはしなかったんだったりはしなかったんだったりはしなかったんだ？？？？なるほどねぇなるほどねぇなるほどねぇなるほどねぇ。。。。じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁ坂巻坂巻坂巻坂巻さんはさんはさんはさんは？」？」？」？」    

坂巻坂巻坂巻坂巻：：：：「「「「私私私私はむしろはむしろはむしろはむしろ虫虫虫虫はははは最近最近最近最近までまでまでまで苦手苦手苦手苦手でしたでしたでしたでした。。。。触触触触れるようになったのはれるようになったのはれるようになったのはれるようになったのは最近最近最近最近ですよですよですよですよ。。。。でででで

もももも今今今今はははは生生生生きききき物物物物とかとかとかとか自然自然自然自然にににに関係関係関係関係するするするする活動活動活動活動をしたいってをしたいってをしたいってをしたいって思思思思っていますっていますっていますっています。」。」。」。」    

山田山田山田山田：：：：「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど！！！！それがそれがそれがそれがサカマキガイヒストリーサカマキガイヒストリーサカマキガイヒストリーサカマキガイヒストリーかかかか！」！」！」！」    

坂巻坂巻坂巻坂巻：：：：「「「「はいはいはいはい････････････（（（（笑笑笑笑）」）」）」）」    

一同一同一同一同：：：：「「「「････････････」」」」    

井上井上井上井上：：：：「「「「はいはいそういうくだらないことはいいからはいはいそういうくだらないことはいいからはいはいそういうくだらないことはいいからはいはいそういうくだらないことはいいから！（！（！（！（笑笑笑笑）」）」）」）」    

山田山田山田山田：：：：「「「「じゃぁじゃぁじゃぁじゃぁ井上井上井上井上くんはくんはくんはくんは子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃どうだったのどうだったのどうだったのどうだったの？」？」？」？」    

井上井上井上井上：：：：「「「「ウチウチウチウチはははは千葉県千葉県千葉県千葉県のののの長南町長南町長南町長南町だったからだったからだったからだったから、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ生生生生きききき物物物物もいたしもいたしもいたしもいたし、、、、裏山行裏山行裏山行裏山行ったりったりったりったり川川川川

行行行行ったりしたよったりしたよったりしたよったりしたよ。」。」。」。」    

山田山田山田山田：：：：「「「「ちなみにちなみにちなみにちなみに井上井上井上井上くんくんくんくん今今今今はははは何飼何飼何飼何飼っているのっているのっているのっているの？」？」？」？」    

井上井上井上井上：：：：「「「「ええええ？？？？まぁまぁまぁまぁトゲチョウチョウオトゲチョウチョウオトゲチョウチョウオトゲチョウチョウオ等等等等のののの海水魚海水魚海水魚海水魚ににににギバチギバチギバチギバチとかとかとかとかオヤニラミオヤニラミオヤニラミオヤニラミとかとかとかとか淡水魚淡水魚淡水魚淡水魚なななな

どなどどなどどなどどなど････････････」」」」    

山田山田山田山田：：：：「「「「ほぉほぉほぉほぉ～。～。～。～。まぁまぁだなまぁまぁだなまぁまぁだなまぁまぁだな。」。」。」。」    

話話話話がずれるのもがずれるのもがずれるのもがずれるのも毎回毎回毎回毎回のことであるのことであるのことであるのことである････････････。。。。    

ごごごご紹介紹介紹介紹介がががが遅遅遅遅れたがれたがれたがれたが、、、、井上氏井上氏井上氏井上氏はははは生生生生きききき物屋物屋物屋物屋としてとしてとしてとして侍従会侍従会侍従会侍従会にににに長長長長くくくく貢献貢献貢献貢献してくださってきたしてくださってきたしてくださってきたしてくださってきた会員会員会員会員

のののの一人一人一人一人であるであるであるである。。。。主主主主にににに海水魚類海水魚類海水魚類海水魚類のののの分野分野分野分野でででで活躍活躍活躍活躍されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。    

佐野佐野佐野佐野：：：：「「「「話話話話をををを戻戻戻戻してですねぇしてですねぇしてですねぇしてですねぇ！（！（！（！（笑笑笑笑））））山田山田山田山田さんのさんのさんのさんの議題議題議題議題もももも興味深興味深興味深興味深いんですがいんですがいんですがいんですが、、、、僕僕僕僕がががが話話話話したしたしたした

かったのはそういうかったのはそういうかったのはそういうかったのはそういう話話話話じゃないんですよじゃないんですよじゃないんですよじゃないんですよ！！！！人人人人によってによってによってによって生生生生きききき物物物物をどういうをどういうをどういうをどういう主観主観主観主観でででで

観観観観ているかているかているかているか？？？？ということをということをということをということを聞聞聞聞いてみたかったんですいてみたかったんですいてみたかったんですいてみたかったんです。。。。例例例例えばえばえばえばナルナルナルナル（（（（成島成島成島成島））））はははは生生生生きききき

物物物物をををを『『『『可愛可愛可愛可愛いいいい』』』』というというというという魅力魅力魅力魅力でででで観観観観ているけどているけどているけどているけど、、、、山田山田山田山田さんはさんはさんはさんは『『『『格好格好格好格好いいいいいいいい』』』』ってってってって魅力魅力魅力魅力でででで
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観観観観ているでしょているでしょているでしょているでしょ？」？」？」？」    

成島成島成島成島：：：：「「「「それはやっぱりそれはやっぱりそれはやっぱりそれはやっぱり男男男男のののの人人人人とととと女女女女のののの人人人人ではではではでは違違違違うとうとうとうと思思思思うううう！！」！！」！！」！！」    

坂巻坂巻坂巻坂巻：：：：「「「「あっあっあっあっ！！！！それそれそれそれ私私私私もももも思思思思いますいますいますいます！」！」！」！」    

佐野佐野佐野佐野：：：：「「「「そうなんですよそうなんですよそうなんですよそうなんですよ。。。。今回女性今回女性今回女性今回女性２２２２人人人人いるからそのいるからそのいるからそのいるからその話話話話をしたかったんだよねをしたかったんだよねをしたかったんだよねをしたかったんだよね！」！」！」！」    

濱田濱田濱田濱田：：：：「「「「なるほどなるほどなるほどなるほど！！！！確確確確かにかにかにかに男男男男のののの人人人人とととと女女女女のののの人人人人のののの生生生生きききき物物物物のののの見方見方見方見方はははは違違違違うかもねうかもねうかもねうかもね！！！！情情情情のかけかたのかけかたのかけかたのかけかた

とかとかとかとか、、、、可愛可愛可愛可愛いといといといと思思思思うううう視点視点視点視点とかとかとかとか、、、、思思思思いもよらないいもよらないいもよらないいもよらない違違違違いがありそうだよねいがありそうだよねいがありそうだよねいがありそうだよね。」。」。」。」    

山田山田山田山田：：：：「「「「なるほどねぇなるほどねぇなるほどねぇなるほどねぇ～！！～！！～！！～！！････････････ところでもうところでもうところでもうところでもう２０２０２０２０時過時過時過時過ぎてるけどぎてるけどぎてるけどぎてるけど時間大丈夫時間大丈夫時間大丈夫時間大丈夫？？」？？」？？」？？」    

一同一同一同一同：：：：「！！」「！！」「！！」「！！」    

こうしてこうしてこうしてこうして本座談会本座談会本座談会本座談会はははは未未未未だかつてないほどだかつてないほどだかつてないほどだかつてないほど切切切切りのりのりのりの悪悪悪悪いいいい終終終終わりわりわりわり方方方方をしたをしたをしたをした。。。。話話話話はははは最初最初最初最初からからからから最後最後最後最後

までまでまでまで何一何一何一何一つまとまらなかったつまとまらなかったつまとまらなかったつまとまらなかった。。。。    

成島成島成島成島：：：：「「「「次回必次回必次回必次回必ずずずず続続続続きをやりましょうねきをやりましょうねきをやりましょうねきをやりましょうね！！」！！」！！」！！」    

    こうしてこうしてこうしてこうして一同一同一同一同はははは渋渋渋渋々々々々解散解散解散解散したのであったしたのであったしたのであったしたのであった。。。。    

    

    

『『『『森森森森のののの遊遊遊遊びびびび人人人人・・・・山田陽治山田陽治山田陽治山田陽治のののの自然遊自然遊自然遊自然遊びびびび講座講座講座講座』』』』    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

アオキアオキアオキアオキ    トピックストピックストピックストピックス…………ミズキミズキミズキミズキ科科科科のののの常緑低木常緑低木常緑低木常緑低木（（（（冬冬冬冬でもでもでもでも葉葉葉葉っぱのっぱのっぱのっぱの枯枯枯枯れないれないれないれない、、、、2m2m2m2m ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの低低低低

いいいい木木木木））））でででで、、、、手入手入手入手入れのされていなれのされていなれのされていなれのされていないいいい森森森森のののの中中中中でででで繁茂繁茂繁茂繁茂してしてしてしているいるいるいる姿姿姿姿がががが見見見見られるられるられるられる。。。。藪藪藪藪はははは生生生生きききき物物物物のののの隠隠隠隠れれれれ

家家家家になるがになるがになるがになるが、、、、日日日日ががががささないためにささないためにささないためにささないために林床林床林床林床にににに植物植物植物植物がががが生生生生えにくくなってえにくくなってえにくくなってえにくくなって単調単調単調単調なななな環境環境環境環境となりとなりとなりとなり、、、、単調単調単調単調

なななな生態系生態系生態系生態系につながるにつながるにつながるにつながる。。。。またまたまたまた保水力保水力保水力保水力のののの低下低下低下低下にもつながることもにもつながることもにもつながることもにもつながることも....。。。。    

新新新新    連連連連    載載載載    

第第第第１１１１回回回回    アオキアオキアオキアオキのののの実実実実とばしとばしとばしとばし 
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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    ～～～～中中中中 1111 のののの冬冬冬冬、、、、虫屋佐野真吾始動虫屋佐野真吾始動虫屋佐野真吾始動虫屋佐野真吾始動～～～～    

    ２００１２００１２００１２００１年年年年２２２２月月月月のとあるのとあるのとあるのとある寒寒寒寒いいいい日日日日のののの夕方夕方夕方夕方、、、、私私私私はははは学生部隊長学生部隊長学生部隊長学生部隊長のののの山田山田山田山田さんとさんとさんとさんと二人二人二人二人でででで朝比奈小学朝比奈小学朝比奈小学朝比奈小学

校校校校にいましたにいましたにいましたにいました。。。。遡遡遡遡ることることることること１１１１年間前年間前年間前年間前、、、、朝比奈小学校朝比奈小学校朝比奈小学校朝比奈小学校ではではではではビオトープビオトープビオトープビオトープ造造造造りのりのりのりの話話話話しがしがしがしが持持持持ちちちち上上上上がっがっがっがっ

たのですたのですたのですたのです。。。。そのそのそのその当時小学当時小学当時小学当時小学６６６６年生年生年生年生でででで卒業間近卒業間近卒業間近卒業間近であったであったであったであった私私私私はははは、、、、ビオトープビオトープビオトープビオトープののののイメージイメージイメージイメージ図図図図だけをだけをだけをだけを

描描描描かせてもらいかせてもらいかせてもらいかせてもらい完成完成完成完成をををを待待待待たずしてたずしてたずしてたずして卒業卒業卒業卒業したのでしたしたのでしたしたのでしたしたのでした。。。。そしてそしてそしてそして本日本日本日本日はははは、、、、ビオトープビオトープビオトープビオトープ作成時作成時作成時作成時にににに

中心中心中心中心になってになってになってになって携携携携わっていたわっていたわっていたわっていた山田山田山田山田さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに様子様子様子様子をををを見見見見にににに来来来来ていたのでしたていたのでしたていたのでしたていたのでした。。。。    

““““山田山田山田山田さんさんさんさん””””「「「「今日今日今日今日はこれからちょっとはこれからちょっとはこれからちょっとはこれからちょっとアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーにににに来来来来てもらうてもらうてもらうてもらう予定予定予定予定なんだなんだなんだなんだ！！！！俺俺俺俺のののの高校高校高校高校

時代時代時代時代のののの同級生同級生同級生同級生でねでねでねでね。。。。トンボトンボトンボトンボのののの専門家専門家専門家専門家なんだよなんだよなんだよなんだよ。。。。侍従会侍従会侍従会侍従会のののの創設創設創設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もあるよでもあるよでもあるよでもあるよ。。。。

サノシンサノシンサノシンサノシンともきっとともきっとともきっとともきっと話話話話しがしがしがしが合合合合うとうとうとうと思思思思うようようようよ。」。」。」。」    

    それからそれからそれからそれから待待待待つことつことつことつこと１５１５１５１５分分分分、、、、トンボトンボトンボトンボのののの専門家専門家専門家専門家ののののＵＵＵＵさんがやってきましたさんがやってきましたさんがやってきましたさんがやってきました。Ｕ。Ｕ。Ｕ。Ｕさんはさんはさんはさんはビオトビオトビオトビオト

ープープープープをををを観観観観るなりるなりるなりるなり、、、、すぐにすぐにすぐにすぐにビオトープビオトープビオトープビオトープのののの現段階現段階現段階現段階のののの状態状態状態状態やややや、、、、やってくるであろうやってくるであろうやってくるであろうやってくるであろうトンボトンボトンボトンボのののの種類種類種類種類、、、、

ビオトープビオトープビオトープビオトープにににに入入入入れるれるれるれる水草水草水草水草のののの選選選選びびびび方方方方などなどなどなど的確的確的確的確ににににアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをしてくださいましたをしてくださいましたをしてくださいましたをしてくださいました。。。。正直正直正直正直そのそのそのその

当時当時当時当時のののの私私私私にはにはにはにはチンプンカンプンチンプンカンプンチンプンカンプンチンプンカンプンでしたがでしたがでしたがでしたが、、、、すごいなぁとなんとなくすごいなぁとなんとなくすごいなぁとなんとなくすごいなぁとなんとなく感感感感じましたじましたじましたじました。。。。それからそれからそれからそれから

一通一通一通一通りりりり視察視察視察視察がががが終終終終わりわりわりわり、、、、山田山田山田山田さんとさんとさんとさんとＵＵＵＵさんさんさんさん、、、、私私私私でででで、、、、雑談雑談雑談雑談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。。。。    

““““山田山田山田山田さんさんさんさん””””「Ｕ「Ｕ「Ｕ「Ｕくんくんくんくん紹介紹介紹介紹介するよするよするよするよ。。。。彼彼彼彼がががが中学中学中学中学 1111 年生年生年生年生のののの佐野佐野佐野佐野くんくんくんくん！！！！ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウとかとかとかとか遠遠遠遠くまでくまでくまでくまで

採採採採りにりにりにりに行行行行ってってってって飼育飼育飼育飼育もしてるんだよもしてるんだよもしてるんだよもしてるんだよ。」。」。」。」    

““““ＵＵＵＵさんさんさんさん””””「「「「へぇへぇへぇへぇ～～～～すばらしいねぇすばらしいねぇすばらしいねぇすばらしいねぇ！！！！僕僕僕僕もももも昔昔昔昔ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウやってたよやってたよやってたよやってたよ。。。。ゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウゲンゴロウははははレバーレバーレバーレバー

をあげるとよくをあげるとよくをあげるとよくをあげるとよく卵産卵産卵産卵産むよむよむよむよ！」！」！」！」    

    こうしてこうしてこうしてこうして３３３３人人人人はははは虫虫虫虫のののの話話話話しでしでしでしで盛盛盛盛りりりり上上上上がっていきましたがっていきましたがっていきましたがっていきました。。。。    

““““ＵＵＵＵさんさんさんさん””””「「「「佐野佐野佐野佐野くんはくんはくんはくんはヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチってってってって見見見見たことあるたことあるたことあるたことある？？？？あのあのあのあの虫虫虫虫はははは、、、、普通普通普通普通ののののタイコウチタイコウチタイコウチタイコウチ

とととと違違違違ってってってって体体体体もももも小小小小さいしさいしさいしさいし呼吸管呼吸管呼吸管呼吸管もももも短短短短かくてかくてかくてかくて不恰好不恰好不恰好不恰好なんだけどなんだけどなんだけどなんだけど、、、、それがそれがそれがそれが逆逆逆逆ににににカッコイイカッコイイカッコイイカッコイイんだんだんだんだ

よよよよ！！！！！！！！いいいいいいいい虫虫虫虫だよだよだよだよ！！！！ぜひぜひぜひぜひ探探探探しにしにしにしに行行行行ってってってって

みるといいよみるといいよみるといいよみるといいよ。」。」。」。」    

ヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチはははは図鑑図鑑図鑑図鑑にににに載載載載っているっているっているっている

のをのをのをのを見見見見たことはありましたがたことはありましたがたことはありましたがたことはありましたが、、、、実物実物実物実物はもはもはもはも

ちろんちろんちろんちろん見見見見たことがなくたことがなくたことがなくたことがなく、、、、図鑑図鑑図鑑図鑑にもにもにもにも詳詳詳詳しいしいしいしい

説明説明説明説明がががが書書書書いてないためいてないためいてないためいてないため、、、、私私私私にとってはにとってはにとってはにとってはミミミミ

ステリアスステリアスステリアスステリアスなななな昆虫昆虫昆虫昆虫でしたでしたでしたでした。。。。しかししかししかししかし、Ｕ、Ｕ、Ｕ、Ｕささささ

んのんのんのんの話話話話しがしがしがしがヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチののののミステリミステリミステリミステリ

アスアスアスアス感感感感ををををリアルリアルリアルリアルにしにしにしにし、、、、私私私私のののの虫虫虫虫とりとりとりとり魂魂魂魂にににに火火火火

をををを付付付付けたのでしたけたのでしたけたのでしたけたのでした。。。。    
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日日日日がががが落落落落ちてちてちてちて、、、、気温気温気温気温がががが下下下下がるがるがるがる小学校小学校小学校小学校のののの裏庭裏庭裏庭裏庭でででで、、、、私私私私ははははガタガタガタガタガタガタガタガタ震震震震えながらえながらえながらえながら胸胸胸胸のののの底底底底からからからから湧湧湧湧いていていていて

くるくるくるくるゾクゾクゾクゾクゾクゾクゾクゾクするようなするようなするようなするようなワクワクワクワクワクワクワクワク感感感感をををを感感感感じていましたじていましたじていましたじていました。。。。もはやこのもはやこのもはやこのもはやこの震震震震えがえがえがえが寒寒寒寒さなのかさなのかさなのかさなのか嬉嬉嬉嬉しししし

さなのかさなのかさなのかさなの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。。。。世界世界世界世界はははは本当本当本当本当にににに広広広広いいいい、、、、こんなこんなこんなこんな人人人人がががが世世世世のののの中中中中にはいるんだにはいるんだにはいるんだにはいるんだ！！！！そしてそしてそしてそして今今今今すすすす

ぐぐぐぐ虫虫虫虫にににに会会会会いにいきたいいにいきたいいにいきたいいにいきたい！！！！私私私私ははははＵＵＵＵさんとのさんとのさんとのさんとの出会出会出会出会いといといといと、、、、これからこれからこれからこれから出会出会出会出会いにいにいにいに行行行行くくくく虫虫虫虫たちにたちにたちにたちに心心心心からからからから

喜喜喜喜びをびをびをびを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。このこのこのこの日日日日のののの会話会話会話会話はははは今今今今でもでもでもでも忘忘忘忘れませんれませんれませんれません。。。。こうしてこうしてこうしてこうして若若若若きききき日日日日のののの佐野少年佐野少年佐野少年佐野少年はははは期待期待期待期待

とととと希望希望希望希望をををを胸胸胸胸にににに暗暗暗暗いいいい夜道夜道夜道夜道をををを飛飛飛飛びびびび跳跳跳跳ねながらねながらねながらねながら帰宅帰宅帰宅帰宅しましたしましたしましたしました。。。。そしてそしてそしてそして帰帰帰帰るなりるなりるなりるなり““““ただいまただいまただいまただいま””””もももも言言言言

わずにわずにわずにわずに「「「「ヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチ採採採採りにりにりにりに行行行行きたいきたいきたいきたい！！」！！」！！」！！」とととと叫叫叫叫んだのでしたんだのでしたんだのでしたんだのでした。。。。    

    このこのこのこの日日日日のこのこのこのことがきっかけとなりとがきっかけとなりとがきっかけとなりとがきっかけとなり    ““““虫屋佐野虫屋佐野虫屋佐野虫屋佐野

真吾真吾真吾真吾””””はははは破竹破竹破竹破竹のののの勢勢勢勢いでいでいでいで活動活動活動活動をををを開始開始開始開始したのですしたのですしたのですしたのです。。。。

ＵＵＵＵさんからさんからさんからさんからヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチのののの話話話話しをしをしをしを聞聞聞聞いたいたいたいた１１１１

かかかか月後月後月後月後のののの３３３３月月月月、、、、両親両親両親両親にににに頼頼頼頼んでんでんでんで愛知県愛知県愛知県愛知県までまでまでまで連連連連れてれてれてれて

行行行行ってもらいってもらいってもらいってもらいヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチヒメタイコウチをををを採採採採りましたりましたりましたりました。。。。ヒヒヒヒ

メタイコウチメタイコウチメタイコウチメタイコウチはははは、、、、形形形形もももも不恰好不恰好不恰好不恰好でででで翅翅翅翅があるのにがあるのにがあるのにがあるのに飛飛飛飛

べないべないべないべない虫虫虫虫でででで、、、、水生昆虫水生昆虫水生昆虫水生昆虫なのになのになのになのに水水水水のののの中中中中にはいないにはいないにはいないにはいない

というというというという非常非常非常非常にににに変変変変わったわったわったわった虫虫虫虫でしたでしたでしたでした。。。。そしてそしてそしてそして、Ｕ、Ｕ、Ｕ、Ｕささささ

んがんがんがんが言言言言ったったったった通通通通りりりり本当本当本当本当にににに魅力的魅力的魅力的魅力的なななな虫虫虫虫でしたでしたでしたでした。。。。さらさらさらさら

にににに、、、、このこのこのこの年年年年はははは私私私私にとってもうにとってもうにとってもうにとってもう１１１１種類憧種類憧種類憧種類憧れのれのれのれの虫虫虫虫とととと

出会出会出会出会えたえたえたえた年年年年でしたでしたでしたでした。。。。それはそれはそれはそれは５５５５年前年前年前年前からからからから探探探探しししし続続続続けけけけ

てきたてきたてきたてきたタガメタガメタガメタガメですですですです。。。。こうしてこうしてこうしてこうして佐野少年佐野少年佐野少年佐野少年はよりいはよりいはよりいはよりい

っそうっそうっそうっそう虫虫虫虫のののの世界世界世界世界へとへとへとへと踏踏踏踏みみみみ込込込込んでいくのですんでいくのですんでいくのですんでいくのです。。。。    

    話話話話はははは１０１０１０１０年後年後年後年後のののの今今今今にににに戻戻戻戻しししし、、、、２３２３２３２３歳歳歳歳のののの現在現在現在現在のののの私私私私はははは、、、、当時憧当時憧当時憧当時憧れていたれていたれていたれていた虫虫虫虫のほとんどをのほとんどをのほとんどをのほとんどを採集採集採集採集しししし

ましたましたましたました。。。。しかししかししかししかし、、、、採採採採ればればればれば採採採採るほどさらなるるほどさらなるるほどさらなるるほどさらなる採集難易度採集難易度採集難易度採集難易度のののの高高高高いいいい虫虫虫虫がががが現現現現れれれれ、、、、今今今今はははは１０１０１０１０年前年前年前年前とはとはとはとは

違違違違うううう憧憧憧憧れのれのれのれの虫虫虫虫がいますがいますがいますがいます。。。。しかししかししかししかし、、、、憧憧憧憧れのれのれのれの虫虫虫虫をををを探探探探しているしているしているしている時時時時ののののゾクゾクゾクゾクゾクゾクゾクゾクとととと湧湧湧湧きききき起起起起こるこるこるこる感情感情感情感情とととと

採採採採ったったったった時時時時のののの震震震震えるようなえるようなえるようなえるような喜喜喜喜びはびはびはびは今今今今でもまったくでもまったくでもまったくでもまったく変変変変わりませんわりませんわりませんわりません。。。。またまたまたまた、、、、自分自分自分自分とととと同同同同じじじじ匂匂匂匂いのすいのすいのすいのす

るるるる人人人人とととと出会出会出会出会えることもえることもえることもえることも私私私私にとってこれほどにとってこれほどにとってこれほどにとってこれほど嬉嬉嬉嬉しいことはありませんしいことはありませんしいことはありませんしいことはありません。。。。今今今今ではではではではＵＵＵＵさんのようさんのようさんのようさんのよう

にににに自分自分自分自分よりよりよりより何十倍何十倍何十倍何十倍もももも知識経験知識経験知識経験知識経験をををを持持持持ったったったった人人人人がたくさんいることをがたくさんいることをがたくさんいることをがたくさんいることを知知知知りましたりましたりましたりました。。。。またまたまたまた、、、、自分自分自分自分とととと

同同同同じじじじ匂匂匂匂いにないにないにないになりそうなりそうなりそうなりそうな人人人人とととと出会出会出会出会うことがあることもうことがあることもうことがあることもうことがあることも知知知知りましたりましたりましたりました。。。。そんなそんなそんなそんな人人人人たちたちたちたち、、、、虫虫虫虫たちとたちとたちとたちと

出会出会出会出会えてえてえてえて心心心心がががが動動動動くというのはくというのはくというのはくというのは幸幸幸幸せなことですよねせなことですよねせなことですよねせなことですよね。。。。    

““““虫屋佐野真吾虫屋佐野真吾虫屋佐野真吾虫屋佐野真吾””””がががが進進進進むむむむ広広広広いいいい世界世界世界世界はまだまだこれからですはまだまだこれからですはまだまだこれからですはまだまだこれからです。。。。    

『『『『佐野真吾佐野真吾佐野真吾佐野真吾がががが語語語語るるるる侍従会侍従会侍従会侍従会のののの思思思思いいいい出出出出』』』』つづくつづくつづくつづく    
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朝夷奈朝夷奈朝夷奈朝夷奈のののの森森森森通信通信通信通信    ～～～～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    

    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までまでまで身近身近身近身近なななな侍従川侍従川侍従川侍従川。。。。海辺海辺海辺海辺ののののクロマツクロマツクロマツクロマツ林林林林がまたおいしいがまたおいしいがまたおいしいがまたおいしい。。。。    

春春春春～～～～梅雨梅雨梅雨梅雨、、、、初秋初秋初秋初秋～～～～晩秋晩秋晩秋晩秋とととと２２２２回発生回発生回発生回発生ピークピークピークピークがあるがあるがあるがある。。。。    

シロハツシロハツシロハツシロハツ    

ベニタケベニタケベニタケベニタケ科科科科のののの食用食用食用食用キノコキノコキノコキノコでででで傘傘傘傘はははは径径径径９９９９～～～～１３１３１３１３㎝㎝㎝㎝特大特大特大特大２０２０２０２０㎝。㎝。㎝。㎝。丸山形丸山形丸山形丸山形からじょうごからじょうごからじょうごからじょうご形形形形にににに開開開開くくくく。。。。    

白色白色白色白色～～～～クリームクリームクリームクリーム色色色色。。。。柄柄柄柄はかはかはかはかすかにすかにすかにすかに

空色空色空色空色がかるがかるがかるがかる。。。。    

海辺海辺海辺海辺ののののクロマツクロマツクロマツクロマツ下下下下にににに梅雨頃梅雨頃梅雨頃梅雨頃とととと秋秋秋秋

雨頃雨頃雨頃雨頃のののの２２２２期期期期。。。。味味味味はおだやかでよいだはおだやかでよいだはおだやかでよいだはおだやかでよいだ

しがしがしがしが出出出出るるるる。。。。    

雑木林雑木林雑木林雑木林にににに出出出出るるるる近似種近似種近似種近似種はははは辛辛辛辛くてくてくてくて食食食食

べられないべられないべられないべられない。。。。    

海辺海辺海辺海辺ののののクロマツクロマツクロマツクロマツ下下下下ののののシロハツシロハツシロハツシロハツのみのみのみのみ食食食食。。。。    

ハツタケハツタケハツタケハツタケ    

ベニタケベニタケベニタケベニタケ科科科科。。。。傘傘傘傘はははは５５５５～～～～１０１０１０１０㎝、㎝、㎝、㎝、傷傷傷傷つくとつくとつくとつくと

肉肉肉肉がががが緑青色緑青色緑青色緑青色にににに変色変色変色変色していくしていくしていくしていく。。。。    

濃濃濃濃いいいい環紋環紋環紋環紋がががが傘傘傘傘にあるのがにあるのがにあるのがにあるのがハツタケハツタケハツタケハツタケでででで、、、、全全全全

体体体体ががががオレンジオレンジオレンジオレンジ色色色色でででで環紋環紋環紋環紋のうすいのがのうすいのがのうすいのがのうすいのがアカアカアカアカ

ハツハツハツハツ。。。。    

大変香大変香大変香大変香りがりがりがりが良良良良くくくく、、、、旨味旨味旨味旨味ととととコクコクコクコクのあるのあるのあるのある良良良良いいいい

だしがだしがだしがだしが出出出出るるるる。。。。初茸初茸初茸初茸ごごごご飯飯飯飯からからからから煮込煮込煮込煮込みみみみ料理料理料理料理などなどなどなど

特特特特にににに美味美味美味美味だだだだ。。。。    

アカハツアカハツアカハツアカハツ    

ベニタケベニタケベニタケベニタケ科科科科。。。。傘傘傘傘はははは５５５５～～～～１０１０１０１０㎝、㎝、㎝、㎝、傷傷傷傷つくとつくとつくとつくと

緑青色化緑青色化緑青色化緑青色化するするするする。。。。美味美味美味美味しいしいしいしい食用食用食用食用キノコキノコキノコキノコ。。。。    

ハツタケハツタケハツタケハツタケにににに似似似似たたたた味味味味、、、、両種食両種食両種食両種食べべべべ比比比比べればべればべればべれば、、、、

違違違違いもあるいもあるいもあるいもある。。。。きざんできざんできざんできざんでオムレツオムレツオムレツオムレツややややピザピザピザピザのののの具具具具、、、、

シチューシチューシチューシチュー等洋風等洋風等洋風等洋風にににに良良良良くくくく合合合合うううう。。。。    
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チチアワタケチチアワタケチチアワタケチチアワタケ    

イグチイグチイグチイグチ科科科科。。。。傘傘傘傘はははは４４４４～～～～１０１０１０１０㎝、㎝、㎝、㎝、表面表面表面表面はははは栗色栗色栗色栗色

～～～～黄土色黄土色黄土色黄土色でででで強強強強いいいい粘性粘性粘性粘性があるがあるがあるがある。。。。管孔管孔管孔管孔はははは黄色黄色黄色黄色のののの

ちちちち黄褐色黄褐色黄褐色黄褐色、、、、若若若若いいいい時黄白色時黄白色時黄白色時黄白色のののの乳液乳液乳液乳液をををを分泌分泌分泌分泌。。。。柄柄柄柄

はははは密密密密にににに粒点粒点粒点粒点があるがあるがあるがある。。。。    

食用食用食用食用となりとなりとなりとなり、、、、ぬめりがぬめりがぬめりがぬめりが強強強強くくくくナメコナメコナメコナメコのようのようのようのよう

にににに汁物汁物汁物汁物にににに良良良良くくくく合合合合うううう。。。。柄柄柄柄はははは歯切歯切歯切歯切れれれれ良良良良くくくく、、、、別別別別にににに

してしてしてして焼焼焼焼いてもいてもいてもいても良良良良いいいい。。。。消化消化消化消化はははは良良良良くないのでくないのでくないのでくないので、、、、

古古古古いものやいものやいものやいものや食食食食べべべべ過過過過ぎにぎにぎにぎに注意注意注意注意。。。。    

ショウロショウロショウロショウロ    

ショウロショウロショウロショウロ科科科科でででで美味美味美味美味なななな食用食用食用食用キノコキノコキノコキノコ。。。。卵卵卵卵

形形形形～～～～扁球形扁球形扁球形扁球形、、、、白色白色白色白色でででで径径径径 1.1.1.1.5555～～～～３３３３㎝、㎝、㎝、㎝、手手手手

でこするとでこするとでこするとでこすると淡赤褐色淡赤褐色淡赤褐色淡赤褐色にににに変色変色変色変色するするするする。。。。肉肉肉肉はははは

白色白色白色白色のちのちのちのち黄褐色黄褐色黄褐色黄褐色、、、、さわやかなさわやかなさわやかなさわやかな香香香香りがありがありがありがあ

るるるる。。。。    

歯歯歯歯ざわりはざわりはざわりはざわりは干干干干ししししリンゴリンゴリンゴリンゴにににに似似似似ておりておりておりており、、、、

おおおお吸吸吸吸いいいい物物物物やややや炒炒炒炒めめめめ物物物物、、、、焼焼焼焼きききき物物物物などなどなどなど味味味味わいわいわいわい

がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる。。。。    

春春春春とととと秋秋秋秋のののの 2222 度度度度クロマツクロマツクロマツクロマツのののの砂地砂地砂地砂地にににに発発発発

生生生生するするするする。。。。    

テングタケテングタケテングタケテングタケ    

傘傘傘傘はははは径径径径４４４４～～～～２５２５２５２５㎝、㎝、㎝、㎝、生長生長生長生長すればすればすればすれば平平平平ららららとなりとなりとなりとなり、、、、

ついにはついにはついにはついには中央部中央部中央部中央部がくぼむがくぼむがくぼむがくぼむ。。。。    

つぼつぼつぼつぼ、、、、つばつばつばつば、、、、いぼいぼいぼいぼ、、、、をををを有有有有しししし、、、、テングタケテングタケテングタケテングタケ科科科科

のののの特徴特徴特徴特徴をををを知知知知るのにるのにるのにるのに良良良良いいいい。。。。金沢区金沢区金沢区金沢区ではではではではクロマツクロマツクロマツクロマツ

のののの落葉落葉落葉落葉のたまったのたまったのたまったのたまった場所場所場所場所にににに夏夏夏夏～～～～秋発生秋発生秋発生秋発生するするするする。。。。    

けいれんけいれんけいれんけいれん、、、、嘔吐嘔吐嘔吐嘔吐、、、、幻覚幻覚幻覚幻覚、、、、視聴覚障害等視聴覚障害等視聴覚障害等視聴覚障害等をををを起起起起

こすこすこすこす強強強強いいいい毒毒毒毒キノコキノコキノコキノコであるであるであるである。。。。    
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１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））    晴晴晴晴れれれれ    

大大大大潮潮潮潮●●●●満潮満潮満潮満潮 04:5904:5904:5904:59（（（（181181181181cmcmcmcm））））16:0416:0416:0416:04（（（（182182182182cmcmcmcm））））    ●●●●干干干干潮潮潮潮 10:2810:2810:2810:28（（（（95959595cmcmcmcm））））22:45(722:45(722:45(722:45(7cmcmcmcm））））    

参加者参加者参加者参加者：：：：幼児幼児幼児幼児３３３３名名名名、、、、小学生小学生小学生小学生７７７７名名名名、、、、中学生中学生中学生中学生４４４４名名名名、、、、大人大人大人大人４４４４名名名名、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフ２２２２名名名名    

【【【【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）～）～）～）～長島橋長島橋長島橋長島橋】（】（】（】（中流域中流域中流域中流域））））10:2010:2010:2010:20    

水水水水のののの色色色色：：：：透明透明透明透明    底質底質底質底質：：：：礫礫礫礫、、、、砂砂砂砂    

生物生物生物生物：：：：クサガメクサガメクサガメクサガメ♂♂♂♂、、、、メダカメダカメダカメダカ、、、、ボラボラボラボラ、、、、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、、、、マハゼマハゼマハゼマハゼ、、、、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、、、、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）、）、）、）、    

ギンヤンマギンヤンマギンヤンマギンヤンマ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫）、）、）、）、シオカラトンボシオカラトンボシオカラトンボシオカラトンボ（（（（幼虫幼虫幼虫幼虫））））    ※※※※手網手網手網手網によるによるによるによる採捕採捕採捕採捕    

備考備考備考備考：：：：テナガエビテナガエビテナガエビテナガエビがちとせがちとせがちとせがちとせ園前園前園前園前でもたくさんとれたでもたくさんとれたでもたくさんとれたでもたくさんとれた。。。。    

（（（（普段普段普段普段はははは汽水域汽水域汽水域汽水域…………大道東橋大道東橋大道東橋大道東橋～～～～汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋でとれるでとれるでとれるでとれる））））    

【【【【汐見橋汐見橋汐見橋汐見橋】】】】（（（（下流域下流域下流域下流域））））13:3513:3513:3513:35    

水水水水のののの色色色色：：：：透明透明透明透明    底質底質底質底質：：：：砂砂砂砂、、、、ヘドロヘドロヘドロヘドロ    

生物生物生物生物：：：：チチブチチブチチブチチブ、、、、ビリンゴビリンゴビリンゴビリンゴ、、、、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    ※※※※釣釣釣釣りによるりによるりによるりによる採捕採捕採捕採捕    

備考備考備考備考：：：：侍従川水族館展示侍従川水族館展示侍従川水族館展示侍従川水族館展示のためののためののためののための魚捕魚捕魚捕魚捕りりりり時時時時ののののデータデータデータデータ。。。。    

    

 侍従川定例調査報告    学生部学生部学生部学生部 
 

侍従川定例調査報告    学生部学生部学生部学生部 

『『『『大道中学校大道中学校大道中学校大道中学校    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調査調査調査調査』』』』        報告報告報告報告者者者者：：：：竹内久登竹内久登竹内久登竹内久登    

調査日調査日調査日調査日：：：：２０１２０１２０１２０１００００年年年年１０１０１０１０月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（土土土土））））    ９９９９::::３０３０３０３０～～～～１２１２１２１２::::００００００００    天気天気天気天気：：：：曇曇曇曇    

気温気温気温気温：：：：１４１４１４１４....５５５５℃℃℃℃    水温水温水温水温：：：：１４１４１４１４....００００℃℃℃℃    ｐＨ：ｐＨ：ｐＨ：ｐＨ：７７７７....６６６６    

ＤＯ（ＤＯ（ＤＯ（ＤＯ（溶存酸素量溶存酸素量溶存酸素量溶存酸素量）：）：）：）：５５５５....９２９２９２９２ｍｇ／ｌｍｇ／ｌｍｇ／ｌｍｇ／ｌ    流量流量流量流量：：：：００００....５５５５㍑㍑㍑㍑／／／／秒秒秒秒    

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採補尾数採補尾数採補尾数採補尾数：：：：35353535    

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平均体長平均体長平均体長平均体長：：：：３９３９３９３９....５４５４５４５４ｍｍｍｍｍｍｍｍ    

そのそのそのその他他他他のののの生物生物生物生物：：：：カラゲラカラゲラカラゲラカラゲラ spspspsp 幼虫幼虫幼虫幼虫22222222 匹匹匹匹、、、、カワニナカワニナカワニナカワニナ 19191919 匹匹匹匹、、、、ヤゴヤゴヤゴヤゴ類類類類 146146146146 匹匹匹匹、、、、    

サワガニサワガニサワガニサワガニ5555 匹匹匹匹、、、、ヘビトンボヘビトンボヘビトンボヘビトンボ spspspsp 幼虫幼虫幼虫幼虫 9999 匹匹匹匹、、、、カゲロウカゲロウカゲロウカゲロウ spspspsp 幼虫幼虫幼虫幼虫8888 匹匹匹匹    

感想感想感想感想：：：：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尾数尾数尾数尾数がががが夏夏夏夏にににに比比比比べてかなりべてかなりべてかなりべてかなり減少減少減少減少していましたしていましたしていましたしていました。。。。    

原因原因原因原因としてはとしてはとしてはとしては、、、、夏調査後夏調査後夏調査後夏調査後にににに水路水路水路水路がががが干上干上干上干上がってしまったかがってしまったかがってしまったかがってしまったか、、、、水温水温水温水温がががが上昇上昇上昇上昇してしてしてして多多多多

数数数数のののの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がががが死死死死んでしまったのではないかとんでしまったのではないかとんでしまったのではないかとんでしまったのではないかと考考考考ええええてててていますいますいますいます。。。。    

調査実施者調査実施者調査実施者調査実施者：：：：日本大学日本大学日本大学日本大学    生物資源科学部生物資源科学部生物資源科学部生物資源科学部    

海洋生物機能化学研究室海洋生物機能化学研究室海洋生物機能化学研究室海洋生物機能化学研究室（（（（病理学病理学病理学病理学グループグループグループグループ）））） 6 6 6 6 名名名名    
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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（（（（１１１１））））◆◆◆◆    

『『『『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～～～～森森森森のつるでかごのつるでかごのつるでかごのつるでかご作作作作りりりり～』～』～』～』    

1/91/91/91/9（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00ぐらいぐらいぐらいぐらい    集合集合集合集合 9:00 9:00 9:00 9:00    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    

『『『『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～～～～アシアシアシアシ刈刈刈刈りりりり～』～』～』～』    

1/1/1/1/23232323（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00    集合集合集合集合 9:00 9:00 9:00 9:00    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））））    

    ※※※※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    

★★★★葦船学校葦船学校葦船学校葦船学校★★★★    大道大道大道大道小学校共催小学校共催小学校共催小学校共催    

☆☆☆☆『『『『葦刈葦刈葦刈葦刈りりりり（（（（1111月度侍従川定例月度侍従川定例月度侍従川定例月度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）』）』）』）』    

1/231/231/231/23（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00    上記記載上記記載上記記載上記記載    

☆☆☆☆『『『『葦選別作業葦選別作業葦選別作業葦選別作業』』』』    

1/231/231/231/23（（（（日日日日））））13:0013:0013:0013:00～～～～16:0016:0016:0016:00ぐらいぐらいぐらいぐらい        

場所場所場所場所    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    

☆☆☆☆『『『『葦選別束作葦選別束作葦選別束作葦選別束作りりりり＆＆＆＆葦笛教室葦笛教室葦笛教室葦笛教室』』』』    

1/291/291/291/29（（（（土土土土））））9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00ぐらいぐらいぐらいぐらい        

場所場所場所場所    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    

・・・・篳篥篳篥篳篥篳篥（（（（しちりきしちりきしちりきしちりき））））教室教室教室教室…………9:159:159:159:15～～～～14:4514:4514:4514:45    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    

・・・・篠笛篠笛篠笛篠笛＆＆＆＆パンフルートパンフルートパンフルートパンフルート教室教室教室教室…………13:0013:0013:0013:00～～～～15:00 15:0015:00 15:0015:00 15:0015:00 15:00～～～～17:0017:0017:0017:00    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    

☆☆☆☆『『『『葦選別束作葦選別束作葦選別束作葦選別束作りりりり＆＆＆＆葦笛教室葦笛教室葦笛教室葦笛教室』』』』    

1/301/301/301/30（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～16:016:016:016:00000ぐらいぐらいぐらいぐらい    場所場所場所場所    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    

葦笛教室葦笛教室葦笛教室葦笛教室…………9:009:009:009:00～～～～11:0011:0011:0011:00    13:0013:0013:0013:00～～～～15:0015:0015:0015:00     

☆☆☆☆『『『『葦船建造葦船建造葦船建造葦船建造』』』』    

2/52/52/52/5（（（（土土土土））））9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00ぐらいぐらいぐらいぐらい        

場所場所場所場所    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    

☆☆☆☆『『『『葦船建造葦船建造葦船建造葦船建造～～～～完成式完成式完成式完成式～』～』～』～』    

2/62/62/62/6（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00ぐらいぐらいぐらいぐらい        

場所場所場所場所    大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    

☆☆☆☆『『『『侍従川侍従川侍従川侍従川    川川川川びらきびらきびらきびらき～～～～葦船乗船会葦船乗船会葦船乗船会葦船乗船会～』～』～』～』    

4444月予定月予定月予定月予定    

    
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     
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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（（（（２２２２））））◆◆◆◆    

『『『『第第第第6666回子回子回子回子どもどもどもどもエコフォーラムエコフォーラムエコフォーラムエコフォーラム』』』』横浜市環境創造局横浜市環境創造局横浜市環境創造局横浜市環境創造局・・・・横浜市教育委員会横浜市教育委員会横浜市教育委員会横浜市教育委員会    共催共催共催共催    

2/262/262/262/26（（（（土土土土））））9:009:009:009:00～～～～15:0015:0015:0015:00    場所場所場所場所    西西西西公会堂公会堂公会堂公会堂    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にににに出展出展出展出展    

『『『『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～～～～ホタルホタルホタルホタル生息地保全生息地保全生息地保全生息地保全＆＆＆＆粗朶作粗朶作粗朶作粗朶作りりりり～』～』～』～』    

2/272/272/272/27（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00    集合集合集合集合 9:00 9:00 9:00 9:00    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））））    

場所場所場所場所    大道中学校大道中学校大道中学校大道中学校    ※※※※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    

『『『『侍従川定例調査侍従川定例調査侍従川定例調査侍従川定例調査＆＆＆＆粗朶入粗朶入粗朶入粗朶入れれれれ～～～～魚類魚類魚類魚類のののの住処作住処作住処作住処作りりりり～』～』～』～』    

2/272/272/272/27（（（（日日日日））））13:0013:0013:0013:00～～～～15:3015:3015:3015:30ぐらいぐらいぐらいぐらい    集合集合集合集合 13:00 13:00 13:00 13:00大道小学校大道小学校大道小学校大道小学校    ※※※※雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止    

『『『『青少年青少年青少年青少年    自然自然自然自然・・・・社会体験活動社会体験活動社会体験活動社会体験活動    見本市見本市見本市見本市（（（（仮称仮称仮称仮称）』）』）』）』    

3/63/63/63/6（（（（日日日日））））10:0010:0010:0010:00～～～～15:0015:0015:0015:00    場所場所場所場所    野島青少年研修野島青少年研修野島青少年研修野島青少年研修センターセンターセンターセンター    

主催主催主催主催    （（（（財財財財））））横浜市青少年育成協会横浜市青少年育成協会横浜市青少年育成協会横浜市青少年育成協会    共催共催共催共催    横浜市横浜市横浜市横浜市こどもこどもこどもこども青少年局青少年局青少年局青少年局（（（（予定予定予定予定））））    

『『『『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～～～～花見花見花見花見～』～』～』～』    

3333/2/2/2/27777（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～12:0012:0012:0012:00    集合集合集合集合 9:00 9:00 9:00 9:00    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））））    

終了後終了後終了後終了後、、、、ちとせちとせちとせちとせ園園園園でででで花見花見花見花見（（（（予定予定予定予定））））※※※※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    

キンクロハジロキンクロハジロキンクロハジロキンクロハジロ    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 

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    
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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（（（（３３３３））））◆◆◆◆    

▼▼▼▼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▼▼▼▼    

主催主催主催主催    横浜横浜横浜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実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    

▽▽▽▽『『『『第一回実行委員会第一回実行委員会第一回実行委員会第一回実行委員会』』』』    

1/101/101/101/10（（（（月月月月））））9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00ぐらいぐらいぐらいぐらい    場所場所場所場所    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    

集合集合集合集合 8:30 8:30 8:30 8:30    京急京急京急京急「「「「金沢文庫金沢文庫金沢文庫金沢文庫」」」」駅改札口駅改札口駅改札口駅改札口（（（（現地集合可現地集合可現地集合可現地集合可））））    

▽▽▽▽『『『『第二回実行委員会第二回実行委員会第二回実行委員会第二回実行委員会』』』』    

2/112/112/112/11（（（（金金金金））））9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00（（（（予定予定予定予定））））    

▽▽▽▽『『『『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』』』』    

3/273/273/273/27（（（（日日日日））））9:009:009:009:00～～～～17:0017:0017:0017:00ぐらいぐらいぐらいぐらい        

場所場所場所場所    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    

集合集合集合集合 8:30 8:30 8:30 8:30    京急京急京急京急「「「「金沢文庫金沢文庫金沢文庫金沢文庫」」」」駅改札口駅改札口駅改札口駅改札口（（（（現地集合可現地集合可現地集合可現地集合可））））    

≪≪≪≪運営会議運営会議運営会議運営会議≫≫≫≫    

毎月第四土曜毎月第四土曜毎月第四土曜毎月第四土曜18:0018:0018:0018:00～～～～20:0020:0020:0020:00    場所場所場所場所    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    

＊＊＊＊運営会議運営会議運営会議運営会議はははは、、、、どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。    

【【【【シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ】】】】    

『『『『みつけようみつけようみつけようみつけよう！！！！緑緑緑緑ののののライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル～～～～フィールドフィールドフィールドフィールドのあるのあるのあるのある暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの提案提案提案提案～』～』～』～』    

2/122/122/122/12（（（（土土土土））））14:0014:0014:0014:00～～～～16:0016:0016:0016:00    場所場所場所場所    港北公会堂港北公会堂港北公会堂港北公会堂    主催主催主催主催    横浜市環境創造局横浜市環境創造局横浜市環境創造局横浜市環境創造局    

    「「「「侍従川侍従川侍従川侍従川のののの話話話話をするのでをするのでをするのでをするので、、、、ごごごご都合都合都合都合のつくのつくのつくのつく方方方方はぜひおはぜひおはぜひおはぜひお越越越越しくださいしくださいしくださいしください」（」（」（」（山田山田山田山田））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

≪≪≪≪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暖冬暖冬暖冬暖冬かとかとかとかと思思思思いきやいきやいきやいきや、、、、ようやくようやくようやくようやく冬冬冬冬らしくなってきましたらしくなってきましたらしくなってきましたらしくなってきました。。。。１１１１月月月月～～～～３３３３月月月月

のののの活動活動活動活動はははは、、、、盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさんですですですです。。。。寒寒寒寒さにさにさにさに負負負負けずにけずにけずにけずにたくさんのたくさんのたくさんのたくさんの参加参加参加参加をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。((((ＭＫＭＫＭＫＭＫ))))    

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

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

別途配布別途配布別途配布別途配布のののの活動予定又活動予定又活動予定又活動予定又ははははホホホホ

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/    

【【【【助成金助成金助成金助成金のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ】】】】    

パタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニア全全全全16161616店舗店舗店舗店舗からからからから助成対象団体助成対象団体助成対象団体助成対象団体をををを選出選出選出選出しししし、、、、店舗顧客店舗顧客店舗顧客店舗顧客がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ「「「「支援支援支援支援したしたしたした

いいいい」」」」とととと思思思思うううう団体団体団体団体パタゴニアパタゴニアパタゴニアパタゴニア全全全全16161616店舗店舗店舗店舗からからからから助成対象団体助成対象団体助成対象団体助成対象団体をををを選出選出選出選出しししし、、、、店舗顧客店舗顧客店舗顧客店舗顧客がそれぞがそれぞがそれぞがそれぞ

れれれれ「「「「支援支援支援支援したいしたいしたいしたい」」」」とととと思思思思うううう団体団体団体団体にににに投票投票投票投票、、、、助成金額助成金額助成金額助成金額がががが決定決定決定決定するというするというするというするという『『『『ボイスボイスボイスボイス    ユアユアユアユア    チチチチ

ョイスョイスョイスョイス』』』』プログラムプログラムプログラムプログラムがががが、、、、9/289/289/289/28～～～～10/3010/3010/3010/30行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。    

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店店店店からからからから、、、、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選出選出選出選出

されされされされ、￥、￥、￥、￥150150150150,,,,000000000000のののの助成金助成金助成金助成金ををををいただけることになりましたいただけることになりましたいただけることになりましたいただけることになりました。。。。 


