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カムバック！川ガキ

　都市化の進行により、川の自然環境は大きく変貌しました。水は汚れ、岸は護岸さ
れ、河原はグランドや駐車場など、人工的な利用が進みました。ダム湖や堰などにより
上流からの砂の流れが止まり、海岸線は侵食され、河口干潟は海の底に沈みました。ヤ
マトオサガニやウナギ、シロチドリやコアジサシなど、普通に見られた生き物が姿を消
しつつあります。

　川の自然の荒廃に伴い、川から人も遠ざかりました。身近な遊び場の消失やテレビゲ
ームの普及、危険な所には近寄らないという社会的風潮もあり、子ども達が外で遊ばな
くなりました。

　川で遊ぶ子供たちのことを「川ガキ」と呼びますが、今や絶滅危惧種になっており、
その姿を見ることはあまりありません。親達も同様で、子供の頃に自然遊びを十分に経
験していない人が多く、一時代前と生活様式が大きく変わったこともあって、かっての
大人達のように川遊びを楽しみません。

　こうしたことの反省から生まれたのが国土交通省が進める「水辺の楽校プロジェク
ト」です。市民や子供たちが川の自然と親しめる場を整備し、自然体験などの環境学習
活動を実施していこうというもので、地元の自治体の参画と運営に関わる市民団体があ
ることが条件になっています。

　平塚市では1997年頃から水辺の楽校の登録が検討され、市民との協働活動により
2001年4月15日に誕生しました。現在、全国で280校余が登録されていますが、相模川
では唯一の水辺の楽校です。以前は大部分が駐車場で、不法投棄や不法耕作が行われ、
人が近づけない場所でした。開校にあたってはゴミが撤去され、川の自然と親しめるよ
うにとワンドやトンボ池、カエル池など、水辺の自然環境が復元されました。運営は行
政との協働活動により市民組織である馬入水辺の楽校の会が実施しています。

　1４年経過し、豊かな自然環境が復元しました。原っぱにはノウサギや希少なカヤネズ
ミが生息している他、岸辺のアシ原にはアカテガニやクロベンケイガニなどが、川には
ハゼ類やウナギなど、多様な生き物が棲んでおり、本県でも有数の生物のホットスポッ
トになっています。

　環境学習活動も盛んに行われています。校内を一巡する「浜口哲一自然観察の路」沿
いには、自然観察ガイドや自然発見きっかけパネルが設置され、自然との触れ合いをサ
ポートします。会の主催による「川の自然楽校」や「野遊びの秋祭り」など、多様な環
境学習プログラムが毎月開催されている他、企業のCSR活動も実施されるなど、他団体
の利用も増加しています。まだまだ発展途上ですが、相模川で自然環境の保全活動や環
境教育の普及に力を入れている市民団体は少なく、当会の活動により、人口空間である
グランド等になることなく、自然の遊び場が残されていることを誇りとしています。

　目標は地域の環境学習活動の拠点になること。「休日の日にはどこかの団体が何かし
らの環境学習活動を展開している」そんな楽校になることを望んでいます。

　この冊子は会の活動の１４年の経過と課題をまとめたものです。水辺の楽校の魅力や
取り組みを知っていただき、川と人との関係を取り戻すきっかけになれば幸いです。

馬入水辺の楽校の会  会長　臼井 勝之　　2015年３月吉日

ようこそ！馬入水辺の楽校へ

草ぼうぼうの原っぱで・・・

「なんだ、何もないや」と思うかもしれないけれど

一歩踏み込むとチョウやバッタが飛び出してくる

公園と違って、でこぼこしていたり、川や池があったりで、危ない所もあるけれど

子ども達にとって、楽しいと思えることがいっぱい詰まっている

さあ！自然のワンダーランド、

馬入水辺の楽校の扉を明けてみよう

　馬入水辺の楽校は神奈川の母なる川「相模川」の下流
域に残された生き物いっぱいの自然の楽園です。広さは
７ha。川やワンド、原っぱや森など、多様な自然環境
が広がっています。河口部から３キロの地点にあること
から、海の生き物にも出会えます。
　四季を通して川の自然と触れ合えますが、整備された
都市公園ではありません。自己責任で遊ぶ場所です。川
は深くて、干満の差が大きく、野遊びの経験がなければ
大人も子ども楽しく遊べません。こうしたことから、馬
入水辺の楽校の会では川の自然楽校など、多様な環境学
習活動を展開しています。いっしょに遊びませんか！

人と自然の出会いの場
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ようこそ水辺の楽校へ
カムバック！ 川ガキ
活動報告書発行に寄せて
　平塚市長　落合克弘

　国土交通省　関東地方整備局　京浜河川事務所長　船橋昇治

　馬入水辺の楽校の会　初代会長　杉山喜一

水辺の楽校で子ども達を遊ばせよう
　馬入水辺の楽校の会　会長　臼井勝之

ぐるっと一巡！ 自然トリップ　水辺の楽校！
馬入水辺の楽校の会　活動の概要
　あの素晴らしい原っぱよ！もう一度
ACT1 環境保全活動

　いきものいっぱいの楽校づくり
　ビオトープ設置で生物多様性に配慮した街づくり
　　FORESTTHREE代表　三森典彰

　コラム　上流ワンドのエコアップ

　相模川のかわいいネズミ　－カヤネズミ－
　　日本哺乳類学会会員　青木雄司

ACT２　環境教育活動の拠点づくり

　自然観察の絶好のフィールドだ
　自然観察路「浜口哲一自然観察の路」
　トコロジストのすすめ　－その場所の専門家になろう－
　　浜口哲一

　四季の草花
　　馬入水辺の楽校の会副会長　露木正巳

　野鳥観察入門
　水辺の楽校野鳥記
　　岡根武彦

　コラム　生きて行くためにはアシ原が必要

ACT３　自然体験・環境教育の推進

　五感で感じる
　夏だ！ 川遊びだ！ 川の自然楽校　やぎ島探険
　上下交流事業　楽しかった夏　写真集
　　桂川・相模川流域協議会　相模川湘南地域協議会

　素晴らしいフィールドでのエコアップ隊の活動と環境教育
　　あおぞら自然共育舎　早川広美
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　オギの秘密基地作り
　水辺の楽校　野遊び図鑑
　馬入水辺の楽校　生き物調べの会
　　平塚市博物館

　コラム　オニグルミでクルミ餅

　馬入水辺の楽校が持つ本校実習地としての魅力
　　東京環境工科専門学校　加藤輝代子

　エコアップ隊　隊員からの報告
　コラム　農業体験にもチャレンジ

ACT４　生物多様性の保全

　水生生物の宝庫　馬入川
　　エコアップ隊員　舟山稟太郎

　二つの取り組みにチャレンジ
　コラム　原っぱの落とし物

　馬入水辺の楽校・お魚調査からわかったこと・2014年
　　NPO法人  神奈川ウォーター・ネットワーク（ＫＷＮ） 勝呂尚之

ACT５　相模川いい川づくり

　相模川のいい川づくりを目指して
　　相模川キャンプインシンポジウム　岡田一慶

　無くなった干潟
　　環境ボランティア育成講座「相模の国から自然塾」

　河口砂州、周辺海岸の後退
　カワラノギクの復活に取り組んでいます
　　桂川・相模川流域協議会  相模川湘南地域協議会　峯谷一好

　外来植物シナダレスズメガヤが猛威を振るっています
　　桂川・相模川流域協議会  相模川湘南地域協議会

　外から生き物を持ち込まないで
　コラム　馬との触れ合い　ホースセラピー

　ゴミはどこからやって来る
未来を担う子ども達のために
　馬入水辺の楽校の会　副会長　中村茂

あゆみ（概要）
あとがき
馬入水辺の楽校の会　入会のご案内
みんなの笑顔と生き物たち　未来へつなげよう自然の宝物

馬入水辺の楽校の会  2014活動報告書　目次



6 7

　このたび、馬入水辺の楽校の会の皆様のこれまでの歩
みをまとめた活動報告書が発行されることとなり、心か
らお喜び申し上げます。
　馬入水辺の楽校は、子ども達が川の魅力を満喫し、自
然の中でさまざまな体験ができる場の創出を目的に、平
成１３年４月に開校しました。以来、地域の自然体験の
場、遊びの場として広く市民の皆様にご利用いただいて
おり、開校から今日までの会の皆様の熱心な活動に深く
感謝申し上げます。
　日本の国土には無数の河川が存在し、私たちはその恵
みを享受する一方で、河川の氾濫など度々自然災害に見
舞われてきました。しかし、高度経済成長と人口増加に
伴う急激な都市化の進展によって、相模川をはじめとす
る多くの都市河川では、治水対策としての護岸や堤防の
整備、レクリエーション機能としてのグラウンド整備な
どが進み、河川の様相は大きく変わりました。同時に、
水質の悪化やごみの不法投棄などにより河川の自然環境
が低下し、また、少子化やライフスタイルの変化に伴
い、川で遊ぶ子どもの姿を見ることが少なくなってきま
した。
　こうした状況から生まれたのが、国土交通省による
「水辺の楽校」のプロジェクトです。河川敷の一部で、
自然をそのまま活かした管理を行い、環境について体験
したり学んだりする場として整備していこうというこの
試みは、環境教育や環境保全を推進する上で、非常に役
立つものであると思っております。
　本市では、平成９年頃から水辺の楽校の登録が計画さ
れ、松原地区自治会連合会をはじめ、相模川河口の自然

を守る会、桂川・相模川流域協議会など多くの市民団体
も参加した場でさまざまな検討が加えられ、この馬入水
辺の楽校が誕生することとなりました。
　以来、馬入水辺の楽校の会の皆様には、活動の中心的
な担い手として、施設内に整備された散策路やトンボ池
及びカエル池並びに給水用の風車や人工の入り江などを
活用し、自然環境保全を目的としたエコアップ活動や自
然探検ツアーなど、多様な行事を開催していただいてお
ります。このことは、参加される方々の生き物に対する
命の尊さや思いやりを育むと同時に、身近な自然環境へ
の気づきを促し、河川環境の良好な維持と水辺活動の普
及啓発にも大きく寄与するものとなっています。
　本市には、海、川、丘陵などの恵まれた多様な自然環
境があります。これらは平塚らしい景観の重要な要素で
あるとともに、様々な生き物の生息地、生育地として、
また、市民が身近に自然とふれあえる空間として重要な
役割を果たしています。
　そうした環境を活かし、緑あふれるまちづくりを進め
るには、生き物と調和した中で、市民や事業者などとの
協働により施策を進めていくことが必要であり、これか
らもこの環境を守り、育て、創るしくみを推進してまい
ります。
　今後も馬入水辺の楽校の自然の中で、子ども達が生き
生きと自然体験し、豊かな心を育むことができるよう、
引き続き、お力添えをいただくことをお願いするととも
に、馬入水辺の楽校の会のますますの御発展と、皆様の
御健勝及び御多幸を心より御祈念申し上げます。

活動報告書発行に寄せて

平塚市長　落合 克宏 馬入水辺の楽校の会  初代会長　杉山 喜一

　現代の子どもたちは、屋外で遊ぶことが少ないため、
自然体験ができなくなっていることから、子どもたちの
水辺の遊びを支えるため、地域の方々と連携し、河川を
子どもたちの身近な遊び場、自然体験の場として活用で
きるような仕組みづくりとして、「水辺の楽校」を国土
交通省（当時の建設省）が平成８年度より進めています。
　このような中、「馬入水辺の楽校」は、平成13年4月
に発足し、今年度で14年目を迎えられ、今日まで環境
保全活動、植物や魚類をはじめとする環境調査等を実施
され地域の子どもたちへ相模川の魅力を伝えています。
特に、生態系の保全活動を通じて生き物とのふれあいを
体験でき、啓発活動を盛んに取り組まれており、河川へ
の理解・利用を深める事が出来る貴重な場所となってお
ります。

　「馬入水辺の楽校」の活動している地区は、かつて駐
車場で、不法投棄などが行われていましたが、現在は、
環境学習の拠点となり多様な自然環境に生まれ変わりま
した。
　これも役員の方々をはじめ関係者の方々のご尽力の賜
であり、河川管理者としましても皆様のご尽力に感謝す
ると同時に、今後とも更なる活動推進のための支援をし
ていく所存であります。
　これからもこの活動が継続され、さらに活発となり、
多くの子どもたちの川の体験活動や環境学習として活用
され、相模川の「自然環境の豊かさ」、「水の大切
さ」、そして「水の恐ろしさ」を正しく理解できる機会
となりますことに期待しております。

平成26年11月

国土交通省  関東地方整備局  京浜河川事務所長　船橋 昇治

　平成12年頃、環境問題が地域でも問題となった時
期、建設省河川課において河川の浄化と市民の憩いの
場、そして、植物・昆虫・魚等の自然観察の場、レクレ
ーション広場を目的に、全国的に水辺の楽校が計画され
た。平塚市でも、自治会、市民団体等で協議し、馬入水
辺の楽校の立ち上げが決まった。

　河川課の案内で二子玉川や昭島等の水辺の楽校を見学
し、関係者と協議し、具体案を策定した。国からの予算
も決まり、工事に入った。我々自治会も草刈りや見学道
作りに取り組み、週に1回、10名前後で汗を流した。宮
が瀬ダムの森林組合へトラックで丸太をいただきに行
き、トンボ池に橋などを作ったり、粗大ゴミを撤去し
た。特に大変だったのは、古タイヤだった。重くて数も
多くてトラックで運び出した。

　風車が建設され、水辺の楽校の形が出来た。平成13
年4月に市長、役所関係者を始め、建設省の役員等が参
列して、馬入水辺の楽校が生まれた。活動拠点となる相
模リバーセンターを作っていただき、活動がスタートし
た。今年で15年目を迎え、ゴミ捨て場だったところが
エコアップされ、多種の動植物等、生き物の棲む環境に
生まれ変わった。市民利用もアップし、企画された行事
には子ども達の昆虫採りや水遊びの楽しそうな声が聞か
れ、良好な自然環境に進みつつあると伺え、水辺の楽校
を支える関係者の努力に感謝したい。

　しかしながら、今の馬入川は、私たちが昔遊んだ川と
は大きく違っている。相模川上流にはいくつものダムや
取水場などにより、水量が減り、流れも遅くなった。川
底には沈殿物が溜まり、水生昆虫の生息も少なく、魚類
が減少した。特に清流を好むアユ等が少なくなった。

　川と岸辺には現在のような段差は無く、川原で遊ぶに
も抵抗なく流れに入れた。水深も子どもの遊びに適した

深さであった。今の馬入川は陸と水流は勾配が急で、ほ
とんど垂直状態で、お花畑の岸辺はナイロン蛇籠で護岸
化されている。子ども達の水遊びは危険であり、「川は
危ない」「危険入るな」の看板が立った頃より、川から
子どもが消えたと思う。

　昔、昭和の始めの頃、大人も子どもも馬入川で釣りや
泳ぎをする人が増え、川による遭難事故が目立つように
なった。そのため、地域の町青年部の人達が、昭和9年
に川の中にロープを張り、子ども達の遊泳場を作った。
大人の監視下で行われたが、昭和12年に平塚市営プー
ルが海岸にできたのを機会に馬入川の遊泳場は中止とな
った。

　松原地区から海岸のプールまでは遠く、学校の時間に
先生に連れられ、半日がかりで行ったが、休日等は友達
グループで川遊びに行った。その頃は「ガキ大将」を筆
頭にした子どものグループがあり、野外でもっぱら、群
れて遊んでいた。川遊びは危険が伴うため、ガキ大将は
グループ、特に低学年には泳ぎ方や危険な場所、流れの
早い場所や砂利を採った深い場所を教えた。仲間を守る
こともガキ大将の条件だった。集団の中で子ども達は川
の楽しさと怖さ、自然との付き合い方を学びとっていた
のだと思う。

　その頃には「いじめ」は無かった。魚釣りでも、どの
魚はどこにいるか、どんな仕掛けをしたら良いのか、餌
は何を使うのか。夏の終わりには夜、川の浅瀬に来るハ
ゼを銛で刺し捕らえる方法や灯りに使うカーバイトのカ
ンテラの使い方、ウナギ、ナマズ等を捕らえる流し針の
仕掛けなど、高学年は低学年に広く教えた。

　今は野球、サッカーで、水泳はプールで、その他はス
マホ、テレビゲーム、塾等、子どもの生活が時代ととも
に、大きく変化してしまった。どちらの時代が良かった
のか？
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　日本の子どもは元気が無いと言われています。体力、運動能力、学力、意欲、対人関係
などが低下しています。象徴的なのは外遊びをしなくなっていることで、自然と触れ合う
機会が大幅に減少しています。要因は身近な遊び場の減少やテレビゲームの普及などによ
るものです。
　川村学園女子大学子ども調査研究チームの「子ども達の体験活動等に関する調査研究」
によれば、自然体験の項で、下記のような結果となっています。
（平成16年調査、東北地方から関東１都９県の小学４年生～中学３年生を対象に実施）

独立行政法人国立青少年教育振興機構の調査でも、同様な結果となっています。しかも
年々、自然離れが進んでいることがわかります。

子ども達が外遊びをしなくなったのは、
①生活圏の中に遊べる場所がない
②週に３～４の習い事で、遊ぶ時間がない
③一緒に遊べる子どもたちがいない

ことなどによります。一時代前と生活スタイルが大きく
変化し、テレビゲームなど、電子メデイアとの過剰な接
触も大きな要因となっています。

子ども達の遊び声が聞きたい
2001年春、馬入川の一画に自然の遊び場が生まれました。
自然が戻れば子ども達が遊びにやって来る。
そう思って開校しましたが、なぜだか遊び声が聞こえてきません。
都市住民の自然離れや子ども達の外遊びが減っていることを知りました。
子ども達を野に戻す。いつしかこれがテーマとなりました。

自然体験をしていない子ども達が増えています

３間（空間・時間・仲間）がない

　子ども達の外遊びが減少した要因の一つは身近な遊び
場の減少です。
　昔の子ども達は近所の空き地や道路で遊んでいまし
た。学校から帰ると「遊びに行ってきます」とランドセ
ルを放り投げて家を飛び出しました。空き地には生き物
がいっぱいいて、トンボ採りや三角ベースボールなど、
日が暮れるまで遊びました。リーダーはガキ大将、世代
を超えた仲間が友達でした。
　時代が変わり、空き地はなくなり、遊び場であった道
路は車に奪われました。公園があっても、生き物のいな
い整備された空間で、「野球」「穴堀」「木登り」な

ど、やってはいけないことばかりでした。
　こうして、子ども達の自然体験、集団体験、運動体験
の場がなくなりました。
　そして子ども達が外遊びをしなくなりました。
　私たちは子ども達が自然遊びを十分にしていないこと
を危惧します。
　幼少時の遊びや自然体験は豊かな人間形成に欠かせま
せん。このまま、大人になって社会の中枢を担っていけ
るのか、明日の日本を託せるのかと不安になるのは私た
ちだけでしょうか。

元気に遊べる空間を造ろう

　国に対して政策提言を行う日本学術会議が平成１９年
７月に「我が国の子どもを元気にする環境づくりのため
の国家的戦略の確立に向けて」を対外報告しています。
「我が国の子どもが近年、学力・体力・運動能力の低
下、肥満の増加、生活習慣病の増加、コミュニケーショ
ン能力の低下、意欲や向上心の低下、不登校・引きこも
りの増加、孤独感、いじめ、自殺等の極めて危機的な状
況にある」と指摘し、それに対する総合的、組織的、行
動的戦略の提言を行っています。

　さらに、平成２０年８月に「我が国の子どもの生育環
境の改善に向けて」を報告し８つの政策を提言。遊びの
重要性を説き、子どもたちが群れて遊べる公園・ひろ
ば、自然体験が可能な環境づくりが必要としています。
　安全性を担保するための措置として「公園の配置計
画、安全管理、維持管理、衛生管理、運営管理を住民の
立場に立って行うパークマネジメント」の実施、「プレ
イワーカー養成と専門職としての雇用」が必要としてい
ます。

地域全体で子ども達を元気にしよう

　私たちは自然環境の保全を基軸に、馬入水辺の楽校を
子ども達の自然の遊び場として育てようと努力してきま
した。まだまだ不十分ですが、自然の遊び場・環境学習
活動の拠点としての機能は一定度、整ったと思っていま
す。しかしながら、学校や子ども達の利用状況は低く、
目的を達成できていません。現状のままでは組織力も弱
く、長期にわたっての運営も困難です。
　前記の提言の中でも「子どもの成育空間は、時間、方
法、コミュニテイと密接に絡みながら生育環境を構成す
る。ゆえに子どもの生育環境改善の試みは総合的でなけ
ればならない。空間も、時間的、方法的、人的・社会的

条件が整わなければ機能する遊びや活動の場とならず、
これらの条件と関係の中で総合的にとらえられる必要が
ある」としています。まさに、そのとおりで、１４年の
活動の中で、そのことを実感しています。
　私たちの今の力ではほんの少数の子ども達を元気にす
ることはできても、本質的な問題解決にはなりません。
子ども達を元気にして行くためには、地域や行政と一体
となった取り組みが必要です。人、もの、資金に裏打ち
された推進態勢の構築が必要です。皆様のお力をお貸し
ください。

馬入水辺の楽校から子ども達の元気づくりを進めよう

海や川などで魚釣りを１回もしたことがない

47.4%

自分の身長より高い木に１回も上ったことがない

41.5%

木の実や野草などを採って食べたことが１回もない

57.4%

蝶やトンボを捕まえたことが１回もない

23.1%

日の出、日の入りを１回も見たことがない

50.7%

外で火を燃やしたことが１回もない

47.3%

水辺の楽校で子ども達を遊ばせよう
馬入水辺の楽校の会  会長　臼井 勝之
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会員になって川遊びを楽しもう
水が温んでくると浅瀬に生き物がやってきます。カニ
やハゼ類、テナガエビなどに加え、岸辺にはクロベン
ケイガニ（写真下左）やアカテガニ（右）が群れをな
します。
川遊びが楽しめるのは大潮の干潮時。
網一つあれば、いろんな生き物に出会えます。
ライフジャケットと指導者のサポートがあれば鬼に金
棒。川遊びを満喫できます。

トンボ池とカエル池で生き物を観察しよう
２月中旬、北風が冷たい或る日の水辺。カエル池を覗いてみると、何や
ら、ぶよぶよしたものが見えます。ヤマアカガエルの卵塊です。初夏に
は小さなアカガエルが池の周りを飛び跳ねています。夏になるとギンヤ
ンマやコシアキトンボ、オオシオカラトンボなどが見られます。

川やワンド、トンボ池やカエル池などの水辺の環境に加え、林
や原っぱなど、多様な自然環境が広がっています。クロベンケ
イガニやアカテガニ、アリアケモドキやハゼ類などの水生生物
が多数生息しています。海に近いので、クサフグやクロダイな
ども見られます。自然探求路が整備され、自然解説板が設置さ
れるなど、自然観察の絶好のフィールドになっています。

自慢は広がる原っぱ
こんなに広い原っぱは、も
う、どこを探しても見つかり
ません。
遮るものが何もなくって、青
空が大きくって、とにかく気
持ちがいいのであります。

川遊び

春 は池からやってくる

クレソンの花が咲き乱れる 川ガキたちの夏 夏は川ガキが元気だ！
おじさんたちの手助けがあれば、
川と友達になれるのだ。
写真下左：カワアナゴ、右：トンボのヤゴ

秋は鳴く虫から・・・
夏から秋の夕べ、
草原は虫たちの声であふれます。
圧巻はマツムシの大合唱！

チンチロリンが野原を覆います
写真下左：エンマコオロギ雄、右：カンタン

冬なんにもないようだけど
　　 よ〜く見ると・・・

冬の楽校は寒いけど、枯れ葉をそ～っとめくって見ると、冬
越しの生き物に出会えるよ！
写真は　❶モズのはやにえ　❷エノキの実　❸マルカメムシ
❹ナミテントウ　❺ゴマダラチョウの幼虫　❻クビキリギス

以前は大部分が駐車場で不法投棄や
不法耕作などが行われていました。
ワンドやトンボ池、カエル池など、
水辺の自然と親しめる環境を
つくりました。

ぐるっと一巡！  自然トリップ  水辺の楽校！

原っぱコンサート

コロコロコロ、りーりー

ジーッツ、ジーッツ

チンチンチンチンチンリーィ　リーィ　リーィ

シッチョン　シッチョン

リーン、リーン、リーン

1 2

3 4

5 6
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あの素晴らしい原っぱよ！もう一度
■エコアップ活動
日本の自然環境は活力が高く、放っておくとツル植物な
どが生い茂り、人が立ち入れなくなります。カエル池な
どのビオトープには、ガマやアシが生い茂り、アメリカ
ザリガニなどの外来生物が入り込みます。

エコアップ隊を組織し、環境保全活動
に取り組んでいます。草木を植えた
り、刈ったり、水の流れを良くした

り、生き物の隠れ場所を造ったりすると、トンボが集ま
り、魚が卵を産みにやってきます。

■カヤネズミの保護（オギ原の保全）
オギ原には希少なカヤネズミが棲んでいますが、クズや
外来植物のセイタカアワダチソウが侵入し、オギの勢力
が弱まっています。カヤネズミはオギの葉を利用し、巣
を作り、子育てするため、オギの減少はカヤネズミの減
少につながります。

クズや外来植物のセイタカアワダチソ
ウ、シナダレスズメガヤの除草に取り
組んでいます。いずれも刈り取っただ

けでは、すぐに復活してしまうため、根こそぎ除草する
必要があります。

■ビオトープづくり
川の自然と親しめるようにと、カエル池やトンボ池な
ど、ビオトープづくりに取り組んでいます。ビオトープ
は作ったらおしまいでなく、そこからが始まりです。

生き物の生息状況をモニタリングし、
それに対応した環境改善作業をして行
きます。ガマやアシの除草やアメリカ

ザリガニの駆除などです。自然と触れ合うことができる
ため、環境教育活動としても魅力的です。

■生物多様性の保全活動
相模川の下流域は護岸が整備され、アシ原などが少な
く、生き物がすみにくい環境になっています。

生き物のすみかづくりを始めました。
笹を束ね、水に沈めておくと、ウナギ
やカワアナゴ、テナガエビなどがすみ

つきます。柴漬け漁や笹浸し漁と言って、漁法の一つで
すが、楽校では生物多様性の保全策として設置を進めて
います。

そこで！

そこで！

そこで！

そこで！

馬入水辺の楽校の会　活動の概要 いきものいっぱいの楽校づくりACT1
環境保全活動

　昭和の中頃まで、身の回りのあちこちには原っぱがあって、子ども達の絶好の遊

び場となっていました。子ども達は群れになり、ガキ大将を筆頭にトンボやバッタ

捕り、かくれんぼや石蹴り、メンコや凧揚げ、隠れ家造りなどに熱中しました。経

済が成長し、身の回りから原っぱがなくなり、やがて、子ども達の遊び声も聞こえ

なくなりました。

　そこで原っぱを復活させたのですが、悲しいことに子ども達が戻ってきません。

　或る日のこと、原っぱの神様が昔の子ども達に言いました。

「お前たちには、随分と世話をしたが、礼がない。子ども達が戻って来るよう、努

力せい」と。どうやら、神様は独りでは寂しかったようです。そこで、野遊びの秋

祭りなど、「原っぱ回帰大作戦」が始まったのであります。
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　私はビオトープという概念、ツールを利用して、特に
都市部における自然環境の保全や再生を目指していま
す。都市部においては、とかく人間本位といいますか、
人間中心の視点で街づくりがなされ、それにより日常的
に触れられる自然環境や生物の多様性が諦められ、そし
て限定されています。

　「自然環境の保全や再生がしたいのに、なぜ都市部で
活動するの？」「自然や野生生物が好きなら、自然豊か
な場所に行けばいいのに」とおっしゃる方がいらっしゃ
いますが、僕自身が都会っ子なのもありますが、日常の
中に生物の生育・生息空間を創出し、都市部に暮らす
方々が多様な環境要素や生物たちと触れ合う機会を設け
ることで自然環境や野生生物への理解が深まり、関心を
強くしていただけたら良いなあと考えています。

　都市部で生物の生育・生息空間を創出するといって
も、いきなりそこら中の建造物や道路などを壊して広く
大きな空間を自然に戻すなんてことは無理です。そうい
った現状を打開するためにビオトープの世界では『ビオ
トープネットワーク』とか『エコロジカルネットワー
ク』と呼ばれる考え方を用います。

　ビオトープネットワークとは簡単に言えば生物の移動
経路のことです。これは、特に広い面積を必要とする動

物や、生活史（ある生きものが生まれてから死ぬまでの
人生）において異なる複数の環境を利用しないと生きて
いけないような動物にとって、大きなビオトープとなる
広大な緑地や水辺どうしを行き来し、餌や恋の相手、成
長段階ごとに必要な環境を求めて広く移動できる“生き
ものの道”が必要であるという考えに基づいてうまれた
用語です。また、都市部で保全・再生できるビオトープ
（生物の生育・生息空間）の大きさには限りがありま
す。しかしひとつひとつが小さい空間（点）でも、移動
可能な範囲にたくさん点在して“生きものの道”（線）で

つながっていればそれはひとまと
まりの大きな生育・生息空間
（面）として機能するのではない
か？という考え方に導いてくれる
用語でもあります。

　馬入水辺の楽校とその周辺に目
を向けてみると、その所在地は相
模川（馬入川）と相模湾の交わる
接点、河口域に位置し、また水域
と陸域の接点でもあります。こう
いった異なる環境が交わる場所と
いうのはビオトープネットワーク
の視点から見ると、とても重要な
拠点と言えるでしょう。馬入水辺
の楽校という名前に含まれる“水
辺”とは本来、水域だけを指す言葉
ではなく水域と陸域の交わる場所
のことであるので、ピッタリなネ
ーミングだと思っています。

FORESTTHREE代表　三森 典彰

　私が馬入水辺の楽校校内でエコアップ活動によく用い
ている場所にトンボ池とカエル池があります。それぞれ
エコアップ隊や東京環境工科専門学校の実習などで生物
調査や測量、そして環境整備をおこなっています。

　トンボもカエルもその生活史の中で水域と陸域の双方
を必要とする動物です。どちらも繁殖は水域、採餌や休
息は主に陸域を利用します。そして、種ごとに異なる生
息環境を持つことで同所的に複数種暮らせるように住み
分けていることから水辺環境の多様性の指標（ものさ
し）として適していると考えます。

　トンボについてはさらに①飛翔能力が高い②縄張りを
張る種が多く、縄張り争いに負けた個体は別天地を探す
必要があるために生息地を拡散しやすい③多くの日本人
になじみがある、などの理由も指標生物として適してい
ると言えるでしょう。

　最後に造成型水辺ビオトープの意義についてお話させ
ていただきます。

　まず、前述したようにある地域に多数設置すること
で、もしくは広大な生息空間の間に設置することでビオ
トープネットワークの拠点として機能し、ひとつひとつ
が小さくてもひとまとまりの大きな生息空間を創出する
ことが期待できることです。

　次に、これは草地ビオトープにも言えることですが、
年ごとに成果が見えることです。最低でも数年から数十
年、長ければ100年以上という長いスパンを必要とする
森林の保全・再生活動と比較して、水辺ビオトープでは
1年どころか数か月で成果が出ることもあります。これ
は様々な主体が自然環境の保全・再生活動に参加しやす
く、またモチベーションを維持するために必要な要素だ
と感じています。

　今後、平塚市において、馬入水辺の楽校を中心として
様々な場所に小さいながらも可能な限り多様な生物が暮
らせるビオトープができ、生息環境とともに設置主体間
の繋がりもできたら素敵だなあと夢見ております。

造成1年後のトンボ池

造成直後のトンボ池

エコアップ隊によるカエル池の調査

私が関わっている東京のビオトープネットワーク図

ギンヤンマの産卵が確認された

ビオトープ設置で生物多様性に配慮した街づくりACT1
環境保全活動

　2001年、造った当時はアシもヒメガマも生え
ていなかった上流ワンドだが、数年でご覧のよう
な状態になった。
ビオトープは作った後の管理が重要だと聞いてい
たが、その通りになった。ただ今、草刈りに奮闘
中。エネルギーがかかるのであります。

上流ワンドのエコアップ
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カヤネズミの生息地を守る 自然観察の絶好のフィールドだ
日本哺乳類学会会員　青木 雄司

■カヤネズミとは
　カヤネズミは日本最小のネズミです。胴体の長さは約
6cm、尾の長さは約7cm、そして、体重はわずか8g程
度しかありません。この小さく、軽い身体で、一生の大
半を草の上で過ごします。

　カヤネズミは、ススキなどイネ科植物などが繁茂して
いる草地に生息し、エノコログサの種子やバッタなどの
昆虫を食べています。そうした環境で、葉を細かく裂い
て、ソフトボール大の球状の巣を編み上げます。多くの
巣は地上から高さ70～150cmに造られているので、こ
の巣を見つけることによって、カヤネズミの生息を知る
ことが出来ます。

　全国的に草地が減少・分断化されていることもあり、
多くの都道府県でカヤネズミがレッドデータに記載され
ています。神奈川県でも例外ではなく、準絶滅危惧にラ
ンクされています。

■神奈川県の分布
　神奈川県のカヤネズミの分布を把握するために、
2006年から2009年にかけて調査を行いました。その
結果が右下の図です。●は生息の確認ができた場所、＋
は生息の確認ができなかった場所
です。県東部にはカヤネズミが生
息できる草地がほとんど無かった
ために、調査をしていません。

　河川に注目すると、相模川の河
川敷ではカヤネズミの生息が確認
できたのですが、多摩川の河川敷
では確認できませんでした。多摩
川の河川敷のほとんどがグラウン
ド・ゴルフ場・公園などに利用さ
れており、草地があっても小さな
面積しか残っていません。下流か
ら中流に草地が続いている相模川と
大きく違います。

　多摩川は、今後の相模川の環境を
考える上で、参考になるのではないの
でしょうか。

参考になる資料
「神奈川県におけるカヤネズミMicromys minutus の分布」青木雄司・柳川美保子・金田正人・黒田貴綱・秋山幸也・
鈴木藤子・二宮孝子・早川広美・繁田真由美・万行弘倫・荘司たか志・半場良一・藤吉敬子 (2010)．神奈川自然誌資
料(31):95-101

★そこはバッタの天国なのだ！

　写真は　❶トノサマバッタ　❷ウスイロ
ササキリ　❸コバネイナゴ　❹キリギリ
ス　❺シバスズ　❻ショウリョウバッタ

★鳴く虫の第一級のスポット！

　秋の夜はカンタン、マツムシなどの大合
唱が聞こえるよ！

★樹液を吸う❶サトキマダラヒカゲなどの
昆虫類やキノコの仲間、❷オニフスベが
見つかるかも！

★❸コムクドリ、❹シジュウカラなどの野
鳥の姿も。

★そうそう、校内では❺キタテハなど20種
類以上のチョウが見られるよ。

★❻ヒルガオ、❼カキドオシ、❽カラスウ
リなど250種類以上の植物も観察されて
います。

★池の中には、❶オオシオカラトンボ、❷
ショウジョウトンボ、❸アオモンイトト
ンボなどのトンボ類、 ❺アズマヒキガエ
ルなどがすんでいます。春先は❹卵の塊
が見られます。

■原っぱには

■林には

■池には

ACT1
環境保全活動

ACT2
環境教育活動の拠点づくり
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1 2 3

4 5 6

相模川のかわいいネズミ　－カヤネズミ－
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　自然や生き物を愛し、環境教育に尽力
された故浜口哲一先生（元平塚市博物館
館長）の功績を称え、2012年にオープン
しました。ワラジボードや花垣、自然案
内パネルなどを設置し、自然とのふれあ
いをサポートします。
　休日の日は、どこかの誰かが環境学習
活動を展開しています。
　そんな楽校になることを望んで、野外
生態園としての諸整備を進めています。

■花垣
　竹を組んで、ヤブカラシやガガイモをからませると花
に虫たちが集まってきます。

■ワラジボード
　ワラジボードはただの板ですが、地面に置くと、下に
は色々な生き物すみつきます。命名は浜口先生。ふたを
開けるとワラジムシやキセル貝などの生き物が見つかり
ます。いたずらしたり、移動したりしないようにしてく
ださい。

■自然ガイド
　路沿いには自然観察のきっかけをつくるパネルが設置されています。

ここは整備された都市公園ではありません。自然の遊び場です。
川や池があったり、デコボコしていたりで、危険なところもあります。

独りでは遊ばない。安全に気をつけて自己責任で遊ぼう！ ! ! !! ! !

自然観察路「浜口哲一自然観察の路」

浜口 哲一
　あなたは何の専門家ですか？私たちは、よくこういう
質問をしたり、されたりしています。「鳥が専門です」
とか、ちょっと気取って「トンボ屋です」と答えたりし
ているでしょう。職業研究者であれば、「チョウの生活
史が専門です」とか、「日本の植物相の起源を調べてい
ます」というような答えになるかもしれません。いずれ
にしても、専門という言葉は、学問分野や動植物の分類
群と結びつけられるのが普通だと思います。

　ところで、研究者かアマチュアかを問わず、動植物に
くわしい人に近年、こんな要請が来ることが多くなって
います。それはある場所の管理計画を立てるとか、その
ためのゾーニングをするとかといった仕事を手伝ってほ
しいというものです。たとえば、○○山一帯を公園とし
ていく上で、どこを保全し、どこを利用していくかの計
画を作るといったケースです。かっては、こうした仕事
は行政内部の仕事として、調査会社に委託して進められ
るのが普通でした。しかし、行政の公開が進み、こうし
た検討の場に、市民団体から代表が加わったり、専門家
が呼ばれたりすることがごく普通のことになってきたの
です。

　こうした仕事はたいへん大事なことですが、それを進
めようとすると一つ困ったことにぶつかります。それ
は、鳥の専門家、植物の専門家、水の専門家のように
個々の専門家の間で意見が合わないことがしばしば生じ
るということです。そこで、私が考えたのは、各分野の
専門家だけではなく、「その場所の専門家」と言える人
がいれば、コーディネート役として意見の調整に活躍で
きるのではないかということでした。その人は、動植物
だけではなく、その場所の歴史や地形についても広く浅
い知識を持っており、所有関係、地権者の意向、法的な
規制あるいは利用者の動向などについても積極的に情報
収集をしています。何よりも、足繁くその場所を歩き、
さまざまな情報を網羅した正確な地図が頭にインプット
されています。

　こういう「その場所の専門家」に名前をつけたいと考
えて、知人に呼びかけたことがありました。その反響の
一つが、大磯町にお住まいで、アオバト研究で知られる
田端裕さんからの「トコロジスト」という命名の提案で
した。和製英語を増やすのはいかがなものかという意見
もあろうかと思いますが、私はこの呼び名を広めていき
たいと考えています。

　トコロジストは、ある場所の専門家です。自分が興味
を持ち、その将来に関心を寄せている場所についてとこ
とんこだわってみる、そうした専門家がいてもよいので
はないでしょうか。山梨県の植原彰さんは、トコロジス
トに関して、その場所の専門家と各分野の専門家は、織
物の縦糸と横糸の関係にあって、それが織りなしていく
のが自然保護だというイメージを伝えてくださいまし
た。

　皆さんも、どこかの場所のトコロジストを目指してみ
てはいかがでしょうか。それはまた、分野の専門家とし
ての目にも新しい発想を加えるきっかけになるかもしれ
ません。

＜「今、自然史が面白い」　自然史系学会連合主催
　シンポジウム レジメ集／2006年＞

－その場所の専門家になろう－

ACT2
環境教育活動の拠点づくり トコロジストのすすめACT2

環境教育活動の拠点づくり

在りし日の浜口先生。
自然や生き物を愛し、水辺の楽校の運営にも尽力されました。
２０１０年５月に永眠されました。
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■春の草花

　春を迎えると、オニグルミの花が咲き始めます。
枝先の若い葉の間で赤く見えるのが雌花で、枝から
たくさん垂れ下っているのが雄花です。

　浜口哲一自然観察の路でたくさん咲いているの
は、ノイバラやオドリコソウです。背丈の低い草地
では、一面にコメツブツメクサが咲いています。

　夏にはたくさんの花が咲きます。スイカズラは、
低木に巻きついています。花は初め白色ですが、咲
いているうちに黄色に変わります。ヤブガラシもオ
ギなどの茎に巻きついています。どちらの花も溢れ
るほどの蜜が出るので虫たちが集まってきます。

　クズは、夏を迎えると旺盛にツルを伸ばします。
オギ原を覆い、オニグルミやヤマグワなどの木にも
はい上っていきます。花には甘い香りがあります。

　メマツヨイグサはオギ原のふちで、オギと背丈を
競うようにして伸びます。花は日が落ちて暗くなる
ころ咲き始めます。

　ユウゲショウは背丈の低い草地に咲く可憐な花で
す。一つひとつの花は一日でしぼんでしまいます
が、次々に花を咲かせます。ネジバナも背の低い草
地に咲きます。花がネジのように並んでいるのが特
徴で、下から順々に咲いていきます。

■秋の草花
　アキノノゲシは夏の終わり頃から咲
き始め、霜が降りるまで次々に花をつ
けていきます。花の少なくなる時期、
水辺の楽校を飾る花の一つです。

　クコも花の咲く期間が長いです。丈
夫な植物で、刈り取られても直ぐに枝
を伸ばして花を咲かせます。冬になる
と実が赤く熟して目立ちます。

　セイタカアワダチソウはオギ原に侵
入して、カヤネズミの営巣地を狭めて
しまうので、水辺の楽校では除去の対
象になっています。しかし、花はきれ
いです。

　秋は実のなる季節です。水辺の楽校
を代表する木の実として、オニグルミ
を挙げることができます。９月になる
と実が大きくなり、目立ってきます。
熟して落ちた実は、アカネズミなどの
餌になります。

　ツルマメは大豆の原種です。熟す前
の実を軽く湯がいて食べると、枝豆よ
り濃厚な味がします。

■冬の草花
　スイバなど多年生植物は、葉を地面
にぴったりつけたロゼットになって厳
しい冬を過ごします。枯れ草の中に葉
を広げたスイバのロゼットは、冬の水
辺の楽校の草原を彩っています。

　ノイバラやクコの実も色彩の少ない
季節、観察路の周辺などで彩りを添え
ています。

　厳しい寒さの中で咲いている花もあ
ります。シロバナタンポポは、寒くな
る11月頃から咲き始め、寒さの厳し
い１月から３月にかけて最盛期を迎え
ます。春の花の一つ、ホトケノザも
11月頃から咲き始め、寒い時期も陽
だまりで咲いています。

オニグルミの雌花（４月）

■夏の草花

スイカズラ（５～６月） ユウゲショウ（６～７月） ヤブガラシ（７～９月）

メマツヨイグサ（６～９月）

クズ（８～９月） ネジバナ（６～９月）

オドリコソウ（４月） コメツブツメクサ（５月）

アキノノゲシ（８～１１月）

クコ（８～１１月） セイタカアワダチソウ（１０～１２月）

スイバのロゼット（１１～２月） ノイバラの実（１１～１月）

シロバナタンポポ（１１～３月） ホトケノザ（１１～５月）

ツルマメの実（１０～１１月） クルミの実（９～１１月）

オニグルミの雄花（４月） ノイバラ（５月）

四季の草花
馬入水辺の楽校の会副会長　露木 正巳

ACT2
環境教育活動の拠点づくり
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●野鳥と友だちになるには
相手を驚かさないようにすることが大切です。大声を出したり、大きな足音
をたてたりすると、姿を隠してしまったり、小さな鳴き声（地鳴き）を聞き
逃してしまい、出会いのチャンスが減ります。

●双眼鏡と図鑑
双眼鏡（８～９倍程度）や望遠鏡（２０倍程度）があれば、野鳥を驚かさず
に、遠くから観察することができます。いろいろな種類の機材が販売されて
います。ベテランのバードウオッチャーに聞いてみるのがいいでしょう。

下流ワンド
一番の観察ポイントです。観察路
に陣取り、木々やアシ原にやって
くる野鳥をじっくり観察します。
夏はオオヨシキリ、冬季はオオジ
ュリン、アオジなどが、運がよけ
ればクイナ（冬）やカワセミも見
られます！

お隣のお花畑
春早くから、ヒバリのさえずりが
のどかです。秋にはコスモスにノ
ビタキがとまり、冬季にはカワラ
ヒワやヒバリ、ツグミやタヒバリ
などが見られます。

本流
やぎ島や周囲のアシ原、川面を覗
いてみましょう。常連のアオサギ
やコサギに混じり、冬期はコガモ
やヒドリガモ、オオバンやカイツ
ブリ、ユリカモメやダイサギなど
が観察できます。冬から春は上空
をミサゴが舞い、魚を穫る姿が見
られます。

草原と林
草原ではキジが元気です。ケーン
ケーンと良く鳴きます。夏、林縁
ではモズやシジュカラ、ウグイス
などが繁殖しています。冬期、キ
ツツキの仲間アリスイやシメ、ア
カハラなどが越冬します。

■珍客！クロツラへラサギ
５月２３日、土手に座っておにぎりを食べていたら、アオサギ？と思うような
鳥が川の中にたたずんでいました。顔がちょっと違うような気が・・・。
近づいて双眼鏡で見てびっくりしました。クロツラヘラサギでした。相模川で
見たのは初めてで、とても嬉しかったです。
こんなこともあるので、歩くのを止められませんね。
※くちばしの先がヘラのようになっています。本県では３例目の記録。世界で
１０００羽に満たない貴重な種です。

■アカゲラ
２０１２年１１月１日、馬入水辺の楽校のカエル池近くの木陰で休んでいた時
のことです。
６ｍほど離れたところにある樹の横枝にアカゲラのオスが飛んできたのです。
動くと驚いて逃げてしまうと思ったので、じっとして見ていました。アカゲラ
は横枝のあちこちを調べているようで、こちらのことは頭にないようでした。
「コンコン、コンコン」とあちこちをつつき、やっと一か所に決めたようでし
た。私もこれなら大丈夫と、そっとカメラを構えました。「コンコン、コンコ
ン」と一か所をつつきだしました。
しばらくすると白い小さな虫を捕らえていました。この小さな虫を食べ終える
と、しばらくの間横枝に止まっていましたが、もうこの枝には虫はいないので
しょう。少し離れた樹に飛び移ったのです。１０分間ぐらいの出来事でした。

■ツツドリ
２０１４年１０月１日、昨日水辺を歩いた時、帰る寸前にトケン類らしきが飛
ぶ姿を見ました。
少し雨が降っていましたが、気になるので探しに行きました。（好きですねぇ）
２周して見つからないので帰ろうかと思いましたが、最後の１周の積りで逆コ
ースを歩いてみました。暗がりの中に止まっていました。ツツドリの幼鳥のよ
うです。
雨の日はカメラマンの姿も無く、野鳥たちも落ち着いています、ゆっくり撮ら
せてくれました。雨もまたいいものです。

■見所紹介

足しげく通えば、100種類以上の野鳥に出会えるよ！
水辺の楽校は川や池、草原や樹林など、多様な自然環境が
広がっているため、野鳥観察のとっておきのフィールドです。

野鳥観察入門 水辺の楽校野鳥記

　気持ち良く飛ぶツバメの姿を見るといつも思い出
すのがメキシコ民謡のラ・ゴンドリーナ（ツバメ）
です。子供の頃、NHKのみんなの歌で覚えました。
『南のくにを離れて、ツバメはそよ風と共に、今年
も我がまちをめざして飛んできた。苦しみ、悩みを
耐え抜いた姿、おお、ツバメ、ラ・ゴンドリー
ナ・・・』です。「今年も・・」のフレイズが好き
で、思わず口ずさんでしまいます。

　当地で見られるのはツバ
メ、イワツバメ、コシアカツ
バメの３種です。コシアカツバメは渡りの時期、秋
に多く見られます。夏期、アシ原の中にツバメのね
ぐらができます。こんなにたくさんのツバメがいた
のかと思うほどの群れが見られます。ツバメは人家
に巣を作りますが、子育てを終わった親と若い個体
は集団ねぐらを作ります。ツバメが生きていくため
にはアシ原が必要なのです。　　　　　 　臼井 勝之

生きて行くためにはアシ原が必要

オオヨシキリ オオジュリン アオジ カワセミクイナ

ヒバリ ノビタキ

カワラヒワ

ツグミ

タヒバリ アオサギ コサギ

コガモ ヒドリガモ オオバン カイツブリ

ユリカモメ ダイサギ キジミサゴ モズ

シジュウカラ ウグイス シメ アカハラ

ACT2
環境教育活動の拠点づくり

ACT2
環境教育活動の拠点づくり

岡根 武彦

アリスイ
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■バッタの天国で遊ぶ
　秋祭りに、みんなでバッタ飛ばしを楽しみました。
先ずは捕まえたバッタの種類を調べました。足の先を虫眼鏡で観察するな
ど、バッタの形の不思議を探りました。
　最後に、記録証に選手の顔（バッタ）と名前を描き、飛ばして飛距離を
競いました。１位はツチイナゴ33ｍ（写真右下）、２位はトノサマバッタ
27m、３位もトノサマバッタ20mでした。当日はつるの輪投げや草笛教室
など野遊び満載。楽しい催しとなりました。

五感で感じる 夏だ！ 川遊びだ！ 川の自然楽校  やぎ島探険
熱い、冷たい、驚く、子供の頃、五感で感
じた体験はいつまでも心に残り、人間形成
に欠かせないと言われています。
自然との触れ合いは驚きと発見の連続で
す。多くの子ども達に自然体験をさせてあ
げたい。そう思っていろんな活動を展開し
ています。

・エコアップ隊による環境保全活動

・春の野遊び祭り（やぎ島探検）

・エコミュージアム展（秋）

 （野外展示、バッタ飛ばしなど）

・川の自然楽校

・幼稚園、学校等との連携活動

・展示会の開催etc

写真左上：アオダイショウと遊ぶ
写真左下：エコアップ隊  オギの隠れ家づくり
写真右 上から：クズの綱引き
　　　 　　　　やぎ島探険
　　　 　　　　自然観察
　　　 　　　　エコミュージアム展  屋外展示

川で遊ぶ子ども達のことを川ガキと呼びます
が、今や絶滅危惧種になっています。護岸の
整備や水質汚濁に加え、危険だから近寄らな
いという社会的風潮により、川遊びを楽しむ
子供たちがいなくなってしまいました。
子供の頃、夏といえば川遊び。魚をとった
り、泳いだりで、自然を友に遊びほうけてい
ました。
あの楽しさを今の子ども達にも味わってもら
いたい。そう思って、川遊びに力を入れてい
ます。

■川遊びは自己責任で遊びましょう。子ども達だけでは遊べま
せん、昔の川ガキ、数名のサポートが必要です。

■相模川下流域は深くて、干潮時にしか入れません。汐見表で
時間帯を調べ、入る時間、出る時間をチェックしましょう。降
りる場所、出る場所のチェックも忘れずに。

■水はだいぶきれいになりましたが、泳げる川ではありませ
ん。ライフジャケットは必携です。

■川に異物が落ちているため、磯タビやズックで入りましょう。

やぎ島は川の中に浮かぶ無人島です。大潮の時にしか渡れません。
以前、ヤギが放たれていたので、やぎ島と呼んでいます。
やぎ島探険はドキドキがいっぱい。
投網体験や魚取りなど、とっても楽しいのであります。
潮が満ちると帰って来られなくなります。子ども達だけでは渡れません。

ご注意

ACT3
自然体験・環境教育の推進

ACT3
自然体験・環境教育の推進
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山梨からも9時半には到着、

早速ライフジャケットを

身に着けて川辺へ

ライフジャケットを使って

浮いて救助を待つ練習

川遊びの安全指導の後は

川遊びを満喫

相模川下流右岸  馬入水辺の楽校  2014年7月26日  10～14時

参加者

山梨県  大人9人、子供6人

馬入水辺の楽校 エコアップ隊 大人15人、子供18人

スタッフ 水辺の楽校、三森先生 12人

 桂川・相模川流域協議会 4名

水に入る前にはしっかりと準備体操

神奈川県の川の安全見守り隊
山梨県の川の安全見守り隊

大人も遊び疲れでバスではグーグー

指導する三森先生

救援用に投げられたロープに捕まる練習

魚取り：うまくいくかな
５分後の笑顔

お昼だ食事だ

僕にもハゼが取れた

前もって川に設置してあった魚を集める為の

竹の束（ソダ）の下に網を入れる

上流・下流の子供たちが共同で

新しい竹の束（ソダ）を川に設置

　晴天に恵まれ、川遊びを満喫し、川の豊かさと大切さを学んだ一日になったようです。来年も実施してほ
しいとの要望も出されました。安全面から、人数を制限せざるを得ないのですが、下流部から上流部へ、上
流部から下流部へ子供たちの交流の機会を増やしていきたいと思います。

　最後に参加者を代表して上流部の河西さんから。当日は様々な点で配慮が行き届いていて、安全面には細
かく気を配っていただき、安心して参加することができました。内容も、大変充実していて子供たちも保護
者にとっても満足する内容だったと思います。水辺で楽しみながら水と安全な関わり方を学び、水辺の生物
と触れ合い、下流の子供たちとも交流できました。盛りだくさんの内容でありながら、受け入れ態勢を万全
にしていていただいたおかげで、三森先生・馬入水辺の楽校等とても勉強になりながら、充分楽しませても
らいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  　　 報告者　峯谷 一好

取れたお魚の勉強会

石をめくるとウナギの稚魚

水の石切り遊び

大人は投網の練習

ボラ テナガエビ ギンブナ

林で昆虫採取

カブトムシ
カナヘビ

上下流交流事業  楽しかった夏  写真集ACT3
自然体験・環境教育の推進
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素晴らしいフィールドでのエコアップ隊の活動と環境教育ACT3
自然体験・環境教育の推進 オギの秘密基地作りACT3

自然体験・環境教育の推進

あおぞら自然共育舎　早川 広美

　私は仕事柄あちこちの野外フィールドに出掛けます
が、馬入水辺の楽校は、ほかのフィールドにはなかなか
無い「魅力」が満載されています。私自身、エコアップ
隊の講師として年に数回の下見や本番当日での体験を通
して、その素晴らしさに４年経った今でもワクワクドキ
ドキしています。

　その魅力とは、相模川という大きな川があるというこ
とと、広い草はらがあるということに集約されます。

　陸地には、池もあります。そこにはトンボなどがやっ
てきてヤゴが棲みついています。

そして森があり、草はらがあり、森と草はらの間には笹
やぶやつる草、低木のある林縁環境があります。

　草はらは、公園などにありがちな一様な管理ではな
く、短く刈り込んだ所にはトノサマバッタなどが飛び交
い、背の高い草はらにはマツムシやスズムシなどの鳴く
虫や県内絶滅危惧種でもあるカヤネズミも棲んでいま
す。特に鳴く虫の多さには目を見張るものがあり、初め
て聞いた時にはたいへん興奮しました。神奈川県の街に
近い所で、これだけの鳴く虫の声を聞ける所はなかなか
無いのではないでしょうか。

　このような変化に富んだ自然環境が１か所に、しかも
広い面積であるということは、とても恵まれた環境であ
ると言えます。その素晴らしい自然環境を守り育てるに
は、私たち人間の関わりがどうしても必要です。それが
エコアップ隊の活動につながっているのです。

　エコアップ隊の活動では、変化に富んだ広い自然環境
を活かし、「自然と遊ぶ、自然を感じる」→「自然が好
きになる。大切に思う」→「もっと自然のことを知りた
いと思う」→そして「守る、育てるための管理活動を行
う」という一連の流れを包含しています。

　これは自然体験をベースとした環境教育としては、理
想的な形と言えるでしょう。

　知識から入って「自然を大切にしよう」と教え込むこ
とは、あまり効果がありません。自然と十分にふれあう
体験と、それによって心が動く体験がベースにあって初
めて、「自然を大切にしたい」という気持ちが生まれる
ことは、多くの人が経験していることと思います。

　エコアップ隊では小学生親子を中心に毎月１回の活動
を行っています。子どもも大人ものびのびとして、自分
たちでいろんな遊びを生み出したり、発見をしたりして
います。

　私は、この馬入水辺の楽校の自然の魅力をより多くの
人に体験から気づいてもらい、一人でも多くの人が自然
と謙虚に寄り添うことに、エコアップ隊の活動が寄与で
きるものと考えています。ただそれは、一朝一夕にでき
ることではなく、地道に継続することが大切になってき
ます。

　そして、エコアップ隊の活動だけではなく、馬入水辺
の楽校のフィー
ルドが近辺の小
中高校や幼稚園
などでの学習の
場にもなり、ま
た、近くにお住
いの方が気軽に
立ち寄り、老若
男女が憩う場で
もあってほしい
と願っています。

草はらの生きもの観察と保全作業

講師の話そっちのけ？カマキリの観察に夢中。

帰りに逃がすことに。

■オギのテントの作り方
道具：ノコギリ鎌、軍手、シュロ縄か麻ひも、
　　　剪定ハサミ

①なるたけ長いオギを、根元から刈り取る。
　鎌の使い方を指導する。

②両手で握れるくらいの束にし、上部をシュロ
縄などでしばる。

③束を４～５セット用意し、上端を縛り、裾を
広げると出来上がり。

④中でのお弁当は格別美味しい。

⑤副産物として、ほうき作り、弓なども遊べる。

人気のオギの秘密基地づくり。作り方はいたって簡単です。オギを刈り取り、束ねて、立てるだけ。
それだけのことですが、これが結構楽しくて、大人もはまるのであります。
忘れてならないのは、素材のオギや気兼ねなしに遊べる原っぱがなくてはできないことです。
原っぱに感謝であります。

●終わったら、後片付けを忘れずに！
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　草原を歩いていると、服やズボンにひっつき虫が付いていて落とすのが大変
です。ひっつき虫は、動物の体について遠くに運ばれれるしくみをもった実で
す。ふだんは迷惑なひっつき虫を使ってワッペンを作ってみましょう。
【用意するもの】フェルトなど厚めの布、安全ピン、はさみ
①作りたいものを決めて、厚めの布を切ります。
②ひっつき虫を貼って、絵を完成させます。
③安全ピンで服に付けるとワッペンになります。

■ヨシやオギの茎で遊ぶ

■ひっつき虫のワッペン

　セイタカアワダチソウは外来植物です。水辺の楽校でも草地に広がってオギ
原を侵食しているので、除去作業を行なっています。作業後の息抜きに抜き取
ったセイタカアワダチソウで遊んでみましょう。
【用意するもの】なし
①長くてしっかりした茎を選びます。地下茎が着いていて重い方がよく飛びます。
②根の方を先にして投げます。誰が遠くまで投げられるか競争しましょう。

■セイタカアワダチソウのやり投げ

　河原の石は様々な形をしているので見立て遊びに最適な素材です。頭を柔ら
かくして想像力を伸ばすとともに、すてきなインテリヤができます。
【用意するもの】ペン型水性ペンキかポスカ、スプレーニス
①手ごろな石を選び、何に見えてくるか考えます。この見立てが大事です。
②明るい色から塗っていきます。乾くのを待ってから次の色を塗ります。乾く
の待ちながら、次に塗る色を考えたり完成した絵のイメージを思い浮かべた
りします。
③そのままでもいいですが、スプレーニスをかけると一段とひきたちます。

■ストーンペインティング

　自然の中で見つけたいろいろな素材をたたいて音を出してみましょう。歌を
歌いながら、みんなでそれぞれ違った音を出して合わせていくと楽しくなります。
【用意するもの】のこぎり
①枯れ枝か竹を切ってバチを作ります。
②枯れ木や石など様々な素材をたたいて、どんな音が出るかためしてみましょう。
③枯れ木や枯れ枝などは太さや長さによって音の違いを比べてみましょう。
④歌に合わせて、みんなでそれぞれの「楽器」をたたいて楽しみましょう。

■自然の音遊び

　冬枯れしたヨシやオギの茎は軽くしなやかで、クラフト遊びの素材に適して
います。
●ヨシやオギのペン
【用意するもの】カッターナイフ、墨汁
　枯れた茎を適当な長さに切って、先をとがらせます。本物のペン先のように
先の部分に割れ目を入れると、インクの溜めがよくなります。インクには墨汁
を使うと良いでしょう。
　ペン先がつぶれたら、削り直して使うことができます。ペン先の削り方を変
えて、線の太さや書きやすさの違いを比べてみるのもよいでしょう。

●オギのコースター・花瓶敷き
　枯れた茎を使ってコースターや花瓶敷きを作ってみましょう。
【用意するもの】剪定ばさみ、はさみ、焼き豚用の凧糸
①作りたい作品の大きさを決めます。
②できるだけ真っすぐで太さの揃った茎を選び、決めた大きさより少し長めに
切って集めます。

②計画した大きさの２倍に切った凧糸を用意します。コースターなら４本、花
瓶敷きなら６本か４本使います。切った糸は、２本ずつ結んでおきます。

③図のように糸を掛けていきます。バインダーなど平らな物の上に置いて、２
ヶ所の糸を並行に掛けていくようにします。ゆっくり丁寧な作業が成功の秘
訣です。

④糸が掛け終わったら、糸をぎゅっとひいて茎どうしが密着するようにしてか
ら堅く結びます。

⑤不揃いになっている茎を剪定バサミで切りそろえてできあがりです。
　セイタカアワダチソウなど他の茎でも作れます。また、ちがう植物の茎を混
ぜて作ることもできます

●オギのフクロウ
　オギの穂を集めてフクロウを作ってみましょう。上手にできたらインテリア
になります。部屋の中で飾る時は、種が飛び散らないようにビニル袋に入れる
とよいでしょう。
【用意するもの】剪定ばさみ、凧糸、丸いシール(白か黄色)
①十分に熟した穂を集めます。
②穂を２、３本束ね、穂の部分を折り返して丸い頭を作って糸でしばります。
③その外側にさらに数本の穂を足して穂の付け根をしっかりしばります。
④穂を大きく折り返して胴体のふくらみをもたせてしばります。
⑤丸いシールにマジックインクで目をかいて貼ってできあがりです。紙などで
耳を作れば、ミミズクにもなります。

■クズのツルで遊ぶ
　かつてクズは有用な植物でしたが、今では利用されることもなくなり、旺盛
な生命力ではびこることから、邪魔者扱いされています。しかし、このクズの
ツルは様々な遊びの素材になります。
●ツルで遊ぶ
　切りとったクズのツルの葉を落とします。それだけで遊びが始まります。ま
ずは綱引き。短ければ一対一で、長ければ集団で遊べます。
　長縄とびも楽しいです。切りとったばかりのクズのツルはしなやかで、しか
も適度な重さがあるので長縄跳びにはぴったりです。

●フリスビー遊び、輪投げ遊び
【用意するもの】剪定ばさみ、ひも、竹用のノコギリ
　２ｍほどの長さに切りとったツルを、直径30㎝くらいの輪に丸めていきま
す。３重か４重になったところで、ほどけないように紐でしっかり結びます。
これを使ってフリスビーのようにして遊びます。
　竹や枯れ枝を切って地面にさして的にすれば、輪投げ遊びになります。

水辺の楽校　野遊び図鑑ACT3
自然体験・環境教育の推進
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馬入水辺の楽校　生き物調べの会ACT3
自然体験・環境教育の推進 馬入水辺の楽校が持つ本校実習地としての魅力

東京環境工科専門学校　加藤 輝代子

　数十年前まで、川は流域の子どもや大人たちにとっ
て、格好の遊びであり、仕事の現場であり、時には洪水
災害にみまわれ、自然の脅威を目の当たりにするなど
人々の暮らしに関わりの深い場所でした。
　近年、都市化の影響で各地の自然が失われ、人と川と
の関わりが稀薄になるなか、一級河川相模川の馬入水辺
の楽校周辺の環境は国土交通省や神奈川県、平塚市、そ
して故浜口哲一先生を中心とした水辺の楽校の皆さんな
どの活動で、多くの動植物の暮らしを支える空間がで
き、自然豊かな場所となりました。そして、現在では、
かつての環境がうかがえ、その活動を体験出来る学びの
場として優れた条件を有する場所となりつつあるように
感じています。
　馬入水辺の楽校での当校の活動は、昨年2013年から
カリキュラムのうち「流域保全管理実習」という科目と
して実施しており、当校講師三森典彰先生のご指導と楽
校の皆様のご協力により成り立っています。

　当実習の目標は、都市の中に存在する自然環境の生活
環境上の効果を確認するとともに、災害時には避難場所
としての重要な場となる現実を知り、都市河川周辺の広
大な土地を公共の緑地として維持管理することが、生物
多様性保全はもちろん、精神的に安心感をもたらす重要
な社会的事業であることを知る事にあります。
　毎回30名程の学生が年間4回の実習を実施し、環境調
査および草刈り（外来種除草を含む）、湾処の整備等生
物の生育・生息空間の復元・創出を行い、順応的管理の
実践とその必要性について学んでいます。
　馬入水辺の楽校が持つ“多種多様な環境要素を有して
いる”という特性は実習地として最大の魅力の１つで
す。これにより一か所で多種多様な実習内容、学びが可
能だからです。これは立地に恵まれていることに加え、
行政や専門家をはじめ、市民も含めた多様な主体による
継続的な保全活動の実績によるところが大きいと思いま
す。当校の実習もその一端を担いつつ、今後も学生のス
キルアップが図れたら嬉しく思います。

カエル池の生きもの調査 トンボ池の測量と生きもの調査

セイタカアワダチソウ幼草の除草 湾処整備（繁茂したアシの除草と泥上げ）

ACT3
自然体験・環境教育の推進

平塚市博物館

　戦後の日本は急激な成長を達成し、屈指の経済大国に
なりました。同時に都市部でのインフラ整備は「利便
性」と「安全性」の視点で推し進められ、自然環境に対
して積極的な介入を繰り返してきました。大きな河川は
流れを直線化され、川底は深く浚渫されました。河原は
平坦な土地として利用され、水辺はコンクリートで護岸
されていったのです。最後にはフェンスが設けられ、住
民と水辺は完全に隔てられてしまいました。
　しかし、工業地帯での公害問題やバブル経済の崩壊を
経験した私たちは、モノの豊かさのみを追求することに
疑問を持ち始めました。馬入水辺の楽校が開設された
2001年は、多くの人々が心の豊かさを求め始め、自ら
が暮らす環境について考え始めた時期と重なります。馬
入水辺の楽校は「自然と積極的にふれあうことを通じて
環境や生態系への理解を深める場」として開設されまし
た。平塚市博物館でも楽校をフィールドとして活動する
「水辺の楽校生き物調べの会」を立ち上げ、継続的に実
施してまいりました。
　相模川下流の右岸、河口から約3㎞地点にある馬入水
辺の楽校は、河川と河原が織りなす草原（土手・原っ

ぱ・オギ原・ヨシ原・草地）、樹林地（樹林・竹林）、
水湿地（相模川本流・ワンド・地下水源と水路・トンボ
池・水際）といった様々な環境を提供してくれます。こ
うした環境は植物や昆虫、魚類を豊かに育んでくれる、
生命の揺り籠と言えるでしょう。「水辺の楽校生き物調
べの会」では「生き物の観察」を軸にして生物や環境に
対する知識を紹介するとともに、「クモの網の標本作
り」や「バッタ飛ばし」などの遊びを採り入れることに
よって、自然に親しみを持ち自然とともに暮らすことの
楽しさを、小さいお子さんたちにも実感できるように工
夫してきました。
　今、私たちは温暖化やエネルギー問題など、地球規模
の環境課題を目の前にしています。こうした状況を改善
していくためには、一人一人が身の回りの環境や自然に
関心を持つことが不可欠です。しかし、自然や生き物と
の楽しい思い出を持たない人々にとって、環境の変化や
危機は身近な問題ではなく、切実なものと感じられない
かもしれません。水辺の楽校で学び、遊んだ経験を持っ
た未来の市民たちは、必ずや地球を救う戦士となってく
れるはずです。バッタとばし

ワンドの生き物調査

　水辺の楽校で収穫し
たオニグルミで、クル
ミ餅を作りました。鉄
の鍋で炒り、クルミ割
り器で割った後、針金
で中身を取り出しまし
た。これが子ども達に
大人気。大熱中であり
ました。

オニグルミでクルミ餅
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■下流ワンドの生き物調べ
2014年５月17日（土）天気：晴れ

　第１回の水辺の楽校で下流ワンドに仕掛けた柴漬けに
どんな生き物が住みついているか、専門家の先生方をお
迎えして調査を行なった。
　小学１年生の息子も子供用ウェーダーを着用し装備は
万全、やる気満々である。私も息子に続けとばかり勇ん
で現場に入ったが、ワンドは思った以上に深く、ぬかる
んでいたので思うように動けず、かなり苦戦し、成果は
なかなか上がらず…。
　子供達は泥濘など物ともせずに元気いっぱい作業に没
頭し、大物小物を次々にゲットしていた。難しいことは
考えず、自然の中で無心に生き物を追いかける子供達に
とって貴重な一時でした。　　　　 　　　（杉山 正尚）

そんな子供達の大まかな調査結果はこちら。

　ぼくは、さがみ川に行きました。パパがフナをつかま
えました。ぼくはエビをつかまえました。こんどは、男
の人が、ウナギをつかまえました。さわったら、ヌルヌ
ルしてぜんぜんつかまえられなかったです。たのしかっ
たです。こんど行くときは、大ものをとりたいです。

（小学２年 ひまた はるひ）

　きのうぼくは、アメンボとテナガエビとハゼをつかま
えました。

　アメンボはすばやくて、つかまえるのがたいへんでし
た。テナガエビは、３びきしかつかまえられなかったか
らくやしかったです。あみでハゼをつかまえたら。カニ
もいっしょにつかまったのでうれしかったです。ウナギ
はぬるぬるしてたので、テでつかまえるのがたいへんで
した。　　　　　　　　　　　（小学２年 山田 まこ人）

　ぼくは、水に入って感じました。あさい方はお日さま
が当たって少しぬるくなっていて、水がいっぱいあって
広い方はつめたかったです。せまい方からにげようとや
ってきた小魚が、広い所に行こうと泳いできた時に、あ
みの中に入ってつかまえました。これも教えてもらいま
した。
　魚とりがおわって、あるバケツを見ると、ウナギがい
て、ぬるぬるしていました。 川や海には、たくさんの
生きものがいるんだなあ～と、ぼくは思いました。

（小学３年 小林 けいじ）

■田植え体験（中井町）
2014年５月３１日（土）天気：晴れ

　今回はいつもの馬入河川敷を離れ、中井町にある水田
で田植え体験をさせていただいた。小学１年生の息子は
もちろんのこと、幼少期にカエルや水生昆虫を捕まえに
田んぼでよく遊んでいた私にとっても生まれて初めての
田植え体験である。
　息子は足袋を着用。私は長靴を履くか裸足で入るか迷
ったが、管理されている田んぼなので危険はないと判断
し、今回は素足で挑戦することにした。童心に戻ってさ
っそく田んぼに入ってみた。泥土の冷たさが心地よく、
普段あまり感じることができない感覚を足の裏に感じな
がら一列ずつ順々に苗を植えていく。一見単純な作業に
思えるが、その場所により土(泥)の状態が違うので、苗
の置き方を工夫しないと苗が浮いてしまったり、泥に埋
まってしまったりと意外と気を遣わなければならないこ
とが分かった。
　田植え後にいただいたカレーライスも大変美味しく、
息子曰く「ママのカレーよりおいしい」いや、「ママの
カレーと同じくらいおいしい」と、山盛りカレーをキレ
イに平らげていた。私も食べ過ぎてしまった。

ボラ
ニホンウナギ（大小）＊1
カワアナゴ（稚魚）＊2
ウロハゼ
アシシロハゼ
ゴクラクハゼ
アベハゼ
ミミズハゼ
ヒナハゼ
ヌマチチブ＊2
ウキゴリ＊2

ミナミメダカ
ギンブナ＊3
アリアケモドキ＊4
クロベンケイガニ＊5
モクズガニ
ミナミテナガエビ
ミゾレヌマエビ
イシマキガイ
ゴカイ
ナミアメンボ＊6

絵：アシシロハゼ ５才 太田 和磨

絵：小林 けいじ
＊1 水深500 から1000mの深海で産卵。
＊2 ハゼの仲間。
＊3 東日本ではメスだけしか見つからない。ドジョウなど他の

魚の精子の刺激で発生。
＊4 県内でも珍しいカニだが相模川河口には多い。お腹がオレ

ンジ色。
＊5 陸のカニ。ハサミが紫色。
＊6 カメムシの仲間。

エコアップ隊　隊員からの報告ACT3
自然体験・環境教育の推進

　今回植えた苗が大きく育ち、この秋に収穫するのが楽
しみだ。できれば収穫したお米を自分たちで脱穀、精米
して野菜たっぷりのカレーでいただきたいものだ。

（杉山 正尚）
　わたしは、はじめて　みずべのがっこうに　いきました。
　たんぼで、こめのなえを　うえました。どろだらけに　
なりました。さいしょは　きもちわるかったけど　さいご
まで　できました。 　　　　　　  （５才 ふじた なつき）

　田んぼで田うえをしました。
　田うえはさいしょはたのしかったけど、とちゅうでつ
かれました。やっているとき、ちょっといたいなと思っ
たら、足がきれていました。
　休けいしたあと、またありました。その田うえは、ぼ
くはできませんでした。
　そのあとカレーライスを食べました。カレーライスは
おいしくて、食べたことのないあじでした。
　そのあと友だちと外であそびました。足をきったとこ
ろを水べの楽校の先生があらってくれました。だから、
足はいたくなくなりました。

（小学１年 すぎやま そうた）

　ぼくは、田んぼで米のなえを植えました。どろだらけ
になりました。友達と植えました。
　とちゅうでカエルを見つけました。友達がさわった
り、自分でさわったりしました。さいごに、にがしてや
りました。でも、足がいたかったです。さいしょに入っ
たときは、もうグシャグシャでした。気もちわるかった
けど、がんばりました。３列ぐらいやりました。さいご
は、妹と田んぼのなえを植えませんでした。足がいたか
ったからです。　　　　　　　　（小学４年 藤田 将光）

■ヤギ島探検ツアー
2014年6月14日（土）天気：晴れ

　時期的には梅雨ですが、今日はものすごい晴天に恵ま
れたヤギ島探検ツアー日です。水辺の楽校のイエローテ
イル（風車）前に多くの参加者が集まりました。
 ヤギ島の名前の由来は、昔（15～16年ぐらい前）島で
ヤギを育てていた人がいたので、ヤギ島という名前がつ
いたようです。春・秋の大潮の時、干潮の時間をよく調
べておいて、川の水が少なくなったとき、渡るルートを
選択し、ライフジャケットを着用して渡るのです。（今
日は11：42が最大干潮）三森先生から、ライフジャケ
ットの着用方を再指導していただき、また数々の注意点
を話されました。
①帽子をかぶる（日が照って熱中症になるから）
②水を飲む（熱中症にならないため）
③川の中は走らない（足元にはいろいろな障害物があ
るから）
・自然は大変危険なので、川での遊びはルールを守っ
てください。
・川の中には上流から流されてきた危険なものがたく
さん点在しているので足元に注意すること。
・ヨシ・ガマ等の新芽もたくさん出てきているので注意。
・子供は冷えると身体が動かなくなるので、親は子供
の顔色をよく見て注意する。

　「大人や親たちは、子供さんたちが危険に遭遇しない
ようによく見張りをし、注意してください」と話されまし
た。みんなで列を作って川の浅瀬からヤギ島に無事上陸
しました。親子そろっていろいろな網で生き物の採取が
始まり、生き物が獲れた子供たちはあちこちでおおはし
ゃぎし、バケツやアクリル箱の中に入れていきました。
　子供たち何人かはカヌーに乗せてもらったり、大人は
投網体験をしたりで、ヤギ島探検を楽しく過ごしました。
　全員で上陸記念写真を撮り、浅瀬を渡って帰路に着き
ました。途中、下流ワンドに立ち寄り、先に仕掛けてあ
った「柴漬け」に住みついた生き物を調べるため、「柴
漬け」の下に網を入れて採取しました。事故もなく無事
全員で「ヤギ島探検ツアー」を楽しんだ一日でした。ス
タッフの皆さまお疲れさまでした。

水べの楽校のお魚たち（2014.5.10）
絵：かこ ひより

絵：すぎやま そうた

絵：山田 まこ人
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　やぎしまの　まわりでの　さかなとり。かわに　はいっ
て　おとうさんと　いっしょにつかまえました。つかまえ
たのは、ありあけもどき、はぜ、てながえび、やごです。
　さかなの　かんさつかい。みんなが　とった　さかな
をみました。こんどは、いろいろなしゅるいの　さかなや
　かにを　つかまえたいです。　  （５才 おおた かずま）

◎ヤギ島周辺での魚の採取
感想：うまく取れなくてくやしかった。次こそは絶対に
つかまえたい。
◎魚の観察会
みんなが取った魚を観察しました。
ぼくが、つかまえた魚：ハゼ１匹（ヒナハゼ）
みんながつかまえた魚：スズキ、ウナギ（黒子）、ボ
ラ、ヌマチチブ、ヒナハゼ、カワアナゴ、テナガエビ、
クロベンケイガニ、ハマガニ、ハグロトンボ（ヤゴ）、
キベリマメゲンゴロウ、コオイム（小学３年 太田 拓磨）

■柴漬けの設置
2014年4月12日（土）天気：晴れ

　今日は、柴漬け（川の生き物のすみか）の作り方と設
置について学びました。
　まずは河原に茂っている竹を伐採することからです。
竹伐り用のノコで竹を地面スレスレ水平に伐ることで
す。なぜなら、竹の切り口が斜めだと、歩く時、転んだ
時に竹に刺さり大怪我をすることがあるからです。
　大人の介添えで子供たちもノコで竹をたくさん伐り、
それを束ねて下流ワンドの流れのない水たまりに設置し
ました。
　続いて網を使って川の生き物をすくいあげました。す
くいあげた小さなカニ・エビ・ハゼ・アナゴ等をアクリ
ルケースに入れ、皆で観察しました。
　晴天に恵まれた河原では、ガビチョウが大きな声で天
高く響き渡れと誇らしげに鳴いていました。少々汗をに
じませた水辺の楽校での体験活動、楽しく過ごさせてい
ただきました。　　　　　　　　　　　　 （中村 勝弘）

　きょう　ひさしぶりにアリアケモドキを見ました。一
年生のとき、めずらしかったので　おうちでかいまし
た。でも、はん年ぐらいで　しんじゃいました。なので
きょう　ひさしぶりに見れてうれしかったです。

（小学校２年 山田 まこ人）
■柴漬けづくり
　なんのために作るか：魚のかくれがを作るため
　ざいりょう：竹
　作り方：①竹をのこぎりで切る
　②竹を１０本ぐらいでたばねる
　③竹の長さをそろえる
　④ひもを２かしょぐらいむすぶ　→かんせい

■生き物調べ
調べた場所：下流ワンド
見つけた生き物：アリアケモドキ、モズクガニ、
　クロベンケイガニ、スジエビ、ボラ、アベハゼ

（小学校３年 太田 拓磨）

　今日は、はじめてのエコアップかつどうで、しばづけ
作りをしました。あんなほうきみたいなかたちのもの
が、魚のすみかになるとは思いませんでした。竹をのこ
ぎりできるのが楽しかったです。竹に正しいきり方があ
ることもしりました。そして、作りおわったばしょに、
のこりくずがないようにきれいにすることもエコアップ
だとおしえてもらいました。
　しばづけをかわに入れたとき、アベハゼ、モクズガに
などをあみでとってみせてもらいました。

（小学校３年 か古 ひより）

　今日は、まず竹をきりました。竹はへいこうに、いち
ばん下からきります。たまあに、きったあとの竹の中に
アリがいっぱいいるからちゅうい。つぎに、さがみ川の
下りゅうにいくと、いろいろな生きものがいました。テ
ナガエビは、下りゅうにたくさんいるそうです。クロベ
ンケイガニはぜんたいが黒で、あしに毛がはえていま
す。Yellow tail は風車だとおもったけど、ほんとうは水
くみきかいだそうです。どうやって水をくんでいるのか
しりたいです。（きいろを青とか赤にかえたら、Blue 
tail などになるの？）　 （小学校３年 とくなが たくま）

　今日はさがみ川の川ぞいで、魚をさがしました。川の
きしの近くには、ガマのほがありました。ガマのほは、
むかし、まくらにつかわれていたそうです。
　魚をしらべてかんさつした帰りに、ヨモギをつみまし
た。ヨモギは、よもぎだんごにも、よもぎ天ぷらにも、
よもぎスープ、またはおふろにもつかえるそうです。ヨ
モギは土手に自生しています。もしみなさんの家の近く
に土手があったらさがしてみてください。

（小学校３年 ともの やす子）

下流ワンドの生き物　　絵：小林 けいじ

　クロベンケイガニというカニがいます。目や星のもよ
うがありました。足には毛がいっぱいで、手の先はぎざ
ぎざしていました。しかも大きいです。

（小学校３年 ほり内 ひとみ）

　今日は、はじめて馬入水辺の楽校に行きました。思っ
たよりも広くて楽しそうな所でした。
　そして、水の中の生きものたちのかくれがを竹で作り
ました。竹はそうぞうよりもずっとじょうぶでした。
そして、下流ワンドに行って、魚やカニ、エビを見せて
もらいました。エビはすきとおっていてきれいだし。ボ
ラは銀色でキラキラしていました。ぬかるみで大量のカ
ニを見つけたときはとてもおどろきました。

（小学校５年 徳永 愛菜）

■トンボ池とカエル池の生き物調査
2014年5月10日（土）天気：晴れ

　小学２年生以下はカエル池、それ以上のお兄さんお姉
さんはトンボ池に分かれて、それぞれの池にどんな生き
物が住み着いているか調査を行なった。私と小学1年生
の息子はカエル池へ。
　カエル池は最近、水を抜いて外来種の駆除を行なった
そうだが数えきれないほどのアメリカザリガニが捕獲さ
れた。泥底や穴に隠れて生き残ったザリガニが繁殖した
そうだが、比較的小さなザリガニが多かったように思え
る。中にはトンボのヤゴやドジョウを捕まえたご家族も
おられ、親子のチームワークと積極性がこの成果に繋が
ったのではと感じさせられた。
　余談ですが、カエル池チームとして皆で囲い込み捕獲
をしたらもっと他の生き物を捕ることができたかも知れ
ません。
三森先生のチェックによる今回の結果
【カエル池】オオアオイトトンボのヤゴ（５頭）、シオ
カラトンボのヤゴ（１頭）、アジアイトトンボのヤゴ、
アメリカザリガニ（多数）、クロベンケイガニ（５
匹）、ヒメタニシ、モツゴ（魚）、ドジョウ、ヤマアカ
ガエルのおたまじゃくし、シュレーゲルアオガエル（鳴
き声を確認）
【トンボ池】シオカラトンボのヤゴ、オオシオカラトン
ボのヤゴ、ギンヤンマのヤゴ、クロスジギンヤンマの抜
け殻、アジアイトトンボ、ヒメアメンボ、ヒメイトアメ

ンボ、クロベンケイガニ、ヒメタニシ、外国産のシジミ
の仲間、アズマヒキガエル（子）、ヤマアカガエル
（幼）、金魚（誰かが捨てた）
ハッとさせられた一言：トンボは恐竜より昔から生きて
いるので、まさに生きている化石と言えます。（三森先生
談）　　　　　　　　　　　　　　　　　 （杉山 正尚）

■カエルいけとトンボいけのいきものかんさつ
カエルいけにはいって　あみでいきものをつかまえた。
つかまえたいきもの
・あめりかざりがに、あおいととんぼ（ヤゴ）、ヤマア
カガエル（おたまじゃくし）もつご

（幼稚園年長 太田 かずま）

　ぼくは、トンボ池に入ってカニを見つけた。あみはあ
るが、地上に上がってきたところをすででつかまえた。
それから、あみで何回もすくっていたら、きんぎょが中
に入っていた。聞いたら、「トンボ池は川につながってい
ないはずだから、だれかが池に入れた」と言っていた。
　そして最大のみりょくは生きものの多さだ。クロベン
ケイガニ、ギンヤンマのヤゴ、キンギョ、ヒメダニシ、
モツゴなどおぼえきれない数にぼくは感動した。「すご
い。」　　　　　　　　　　 （小学校３年 小林 けいじ）

　カエルいけをしらべました。アメリカザリガニがいっ
ぱいとれました。タニシをちょっとだが２ことれまし
た。　　　　　　　　　（小学校１年 すぎやま そうた）

アメリカザリガニがいっぱいいた。小さいのも大きいの
もいた。だっぴしてからだがやわらかいザリガニもい
た。　　　　　　　　　　（小学校２年 赤木 たけぞう）

絵：すぎやま そうた

トンボ池の生き物　　絵：太田 拓磨絵：すぎやま そうた
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■川の自然楽校
2014年7月26日（土）天気：晴れ

　ぼくは、この場所でたくさんの魚を見ました。エコア
ップ隊の人が、「しおだまりと本流の方へとつながって
いる所は、魚がよく入るよ」と教えてくださったので、
やってみると、カニや小魚が何びきかとれました。
　休けいしようと、岸に上がろうとしたら、マハゼが草
のかげにかくれていたので、すぐにつかまえました。つ
かまえても、まだたくさんいるので、「ここは生き物の
楽園だなぁー」と思いました。（小学校３年：小林 惠慈）

■夕べの観察会
2014年9月13日（土）天気：曇りのち雷雨

　さいしょに野原からいろんな虫の声が聞こえてきまし
た。出発して、ヤブの中から「ヒイイイイ・・・」という声
がして、スズムシやエンマコオロギなどもいました。ほ
かにもカンタン、ハタケノウマオイ、マツムシなどの虫
の声もしました。それから、キリギリスは昼に鳴くとい
うことも教えてもらいました。その後、雷雨になって中
止になってしましたが、「いろいろな虫の声があるんだ
なぁ」と、ぼくは思いました。（小学校３年：小林 惠慈）

■草地の観察と保全作業
2014年11月8日（土）天気：晴れ

　カヤネズミの巣の調査、ジョロウグモの観察、草地の
観察および保全作業としてセイタカアワダチソウの除去
を行なった。
◇カヤネズミの巣の調査
　中井町での稲刈りの際にたくさんの巣があったので期
待しながら調査しましたが、早川先生が見つけてくださ
った１つだけした。例年２～３個あるそうなので、１つ

は少ないですね。個体数が減っているのでしょうか？　
来年、巣を見つけられるか心配です。
　巣は雄、雌どちらが作るの？　疑問に思ったのでイン
ターネットで調べてみると、「オスもメスも巣をつく
り、休憩用と子育て用と使い分ける」のだそうです。休
憩用というのが微笑ましいです。ちなみに冬は地下にト
ンネルを掘って過ごすのだそうです。
◇ジョロウグモの観察
　ジョロウグモはどのようにして、クモの巣に獲物がか
かったことを知るのでしょうか？　その一つの実験とし
て、クモの巣に音叉を触れさせてクモの反応を見まし
た。警戒していたためか、なかなか反応しませんでした
が、一度だけ音叉に襲いかかる行動が見られました。
　また、クモの巣にはネバネバする糸とネバネバしない
糸があるそうです。触って確かめると縦方向の糸はネバ
ネバしないで、横方向の糸がネバネバすることが分かり
ました。触手（触角）の先が太いのは雄、細いのは雌。
体が大きいのは雌。
　ジョロウグモに咬まれても毒はないから大丈夫と言わ
れていますが、本当なのかインターネットで調べてみる
と、正しくは毒を持っているそうです。但し、人が咬ま
れても麻痺を起こしたり異常を起こさせるほどの毒性は
ないので大丈夫なのだそうです。
◇その他の草地観察結果（抜粋）
カワラケツメイ：鞘がねじれて種が跳び出す。黒光りし
た種。（神奈川県では絶滅したと言われるツマグロキチョ
ウ＜絶滅危惧種＞の幼虫はカワラケツメイの葉しか食べな
いそうです。水辺の楽校にはカワラケツメイが自生してい
るので、そのうち見られる日が来るかもしれませんね）
ツボ：ナガコガネグモの卵が壺に守られている。
セイタカアワダチソウ＜キク科アキノキリンソウ属の多
年草で要注意外来種＞の除去作業。　　 　（杉山 正尚）

　ジョロウグモにはじめてさわりました。おなかがブニ
ョブニョしていました。おしりから出ている糸でクモつ
りをしました。ヨーヨーをしようとおもったけれど、糸
がきれそうだったので、すぐおろしました。あそんだあ
とは、にがしてあげました。　　（小学１年 杉山 奏太）

川の自然楽校　絵：小林 恵慈

夕べの観察会　絵：小林 恵慈

ジョロウグモ　絵：杉山 奏太

■自然の壁新聞

　観察会やエコアップ活動など、楽校で体験したことや
発見したことなどを壁新聞にまとめます。横で見ていて
いつも驚いてしまうのが子ども達の自由な発想と絵の上
手さ。大人と違って上手に描こうという邪念がないこと
から、素晴らしい作品となるのであります。

湘南里山コミュニテイファームと連携し、農業体験を
実施しています。同農場は地域農業の振興を図る中、
里山環境の保全や環境教育にも力を入れています。
里山と海・川はつながっています。水辺の楽校と里山
の楽校が連携することにより、農業体験や焚き火体
験、里山の自然との触れ合いなど、振り幅の広い環境
教育が展開
できます。

農業体験にもチャレンジ

川原 舞結子

川原 巧介

川原 千秋
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　今回の調査で見つかった生物は、魚類ではハゼ類が、
カワアナゴ（写真左）、ウロハゼ、ヌマチチブ、アシシ
ロハゼ、ゴクラクハゼ、アベハゼ、ミミズハゼ、ヒナハ
ゼ、ウキゴリ属の一種の合計９種類。その他には、ボ
ラ、ニホンウナギ、ギンブナ、ミナミメダカ、コイ科の
一種の稚魚の合計５種類。
　甲殻類では、アリアケモドキ、クロベンケイガニ、モ
クズガニ、ミナミテナガエビ、ミゾレヌマエビの５種
類。貝類では、イシマキガイ、タイワンシジミの２種類
が見つかりました。
　この中で、カワアナゴは、体長1.5cmくらいの稚魚が
26 匹も見つかりました。このカワアナゴは、河川の下
流域や海水が入ってくるような水域で見られ、大きくな
ると30cmくらいになります。しかし、現在神奈川県で
は数を減らしてしまっています。でも、今回の調査で
は、上記のとおり稚魚が26匹も見つかり、カワアナゴ

が馬入水辺の楽校の辺りで繁殖している可能性があり、
とても喜ばしいことと思います。
　また、神奈川県ではとても珍しく、腹部がオレンジ色
のカニ、アリアケモドキが180匹！も見つかり、相模川
は種の多様性が高い水域だと改めて感じました。
　しかし、一つだけ残念なことがありました。それはタ
イワンシジミが見つかったということです。タイワンシ
ジミは外国からやってきた外来種で、直接的に在来種を
襲うわけではありませんが、このまま増え続ければ、生
態系に影響がでてくることも否定できないからです。他
に感じたこととして、南方系の生物が多く採れたことで
す。今回の調査で見つかった南方系の生物は、ヒナハ
ゼ、ミナミテナガエビなどです。このような生物は、数
十年前は見つかることはなかったようです。
　数十年前は見つからなかった生物が見つかるというこ
とは、地球温暖化の影響かもしれません。

　相模川の下流域は護岸が整備され、アシ原などが
少なく、生き物が住みにくい環境になっています。
　そこで、生き物のすみかを増やそうと、柴漬けの
設置を進めています。
　柴漬＝柴漬け漁は笹浸し漁とも言われ、四国の四
万十川が有名です。笹を束ねて川に沈めておくとウ
ナギやカワアナゴ、テナガエビなどが住み着きま
す。結果は上々、たくさんの生き物が利用してくれ
ました。

■柴漬け設置による生き物のすみかづくり

　馬入川下流域の水生生物の調査は過去に平塚市博物館
が実施していますが、最近の調査が実施されていないこ
とから、現況調査を開始しました。その結果、多種のハ
ゼ類や甲殻類など見つかり、生き物のホットスポットで
あることが再確認されました。調査は勝呂尚之さん（写
真左）や御友人の方々の協力をいただきました。

　魚類の生息状況を調査する上で重要なのはどれだけ大
きな魚がいるのかではなく、幼魚の種類や生息密度。た
くさんの幼魚がいるということは、繁殖がうまくいって
いる証左で、良好な環境が維持されていることにつなが
ります。

■水生生物調査

■何と！アリアケモドキが180匹も（2014年５月17日）

水辺の楽校のトンボ池とカエル池を起点にした、市
民参加による「トンボのすむ街づくり」を進めよう
としています。
環境指標生物であるトンボの調査を通じて、生態系
のつながりや市内の自然環境の現況を知ろうという
試みです。
トンボ調べは「誰もが参加でき、地域全体で取り組
める」「市内の自然環境の現況を把握できる」「学
校や企業緑地等の価値の検証と質的改善が図れる」
「環境意識の啓発が図れる」等、多くの利点があり
ます。2014 年度は試行的に実施しました。
2015年度から地域で実施できるよう、行政や他団
体に実施の呼び掛けを行っています。

■チャレンジ！トンボの棲む街づくり

　平成２０年６月に施行された生物多様性基本法により、生物多様性の保全と持続可能な利
用に関する施策を総合的、計画的に推進することが求められています。

　目標は豊かな生物多様性を保全し、自然と共生できる社会の実現です。官民一体となった
推進が必要になっていますが、認知度が高くなく、普及啓蒙活動が必要になっています。

　市民がそのことを理解するためには、生き物と触れ合い、生き物のつながりや生態系の保
全の重要性を知る等、生物多様性に関心を持つことが欠かせないと考えます。

　当会では二つの取り組みにチャレンジしています。

自然環境を保全するため、植物、野鳥、水生生物などの調査活動を行っています。

エコアップ隊 舟山 稟太郎

水生生物の宝庫　馬入川ACT4
生物多様性の保全 二つの取り組みにチャレンジACT4

生物多様性の保全

　原っぱにはノウサギが棲んでいます。
姿を見るのは難しいですが、じっくり探すと、ご覧の
ようにその存在を知ることができます。
ウンコ、糞なのであります。草を食べているので臭く
ないのであります。

原っぱの落とし物
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■調査結果の概要
NPO法人  神奈川ウォーター・ネットワーク（ＫＷＮ） 勝呂 尚之

　昨年に引き続き、馬入水辺の楽校のワンドを中心に、
叉手網と手網を用いて観察会を兼ねた生物調査を行いま
した。調査は5月17日と8月24日の２回実施しています
（写真１・２）。
　5月の採集生物は、魚類はニホンウナギ、ギンブナ、
オイカワ属、ボラ、ミナミメダカ、カワアナゴ、ヒナハ
ゼ、ゴクラクハゼ、ヌマチチブ、ウロハゼ、ウキゴリ
属、アシシロハゼ、ミミズハゼ、アベハゼの14種、甲
殻類は、クロベンケイガニ、モクズガニ、アリアケモド
キ、ミナミテナガエビ、テナガエビ属、ミゾレヌマエビ
の5種、貝類がイシマキガイとタイワンシジミの2種、
水生昆虫がナミアメンボの1種が採集されました（稚魚
や稚エビなど、種が確定できないものは○○属とし、他
の出現種と重複する可能性がない場合だけ、種数にカウ
ントしています。）。

　8月の採集生物は、魚類はニホンウナギ、ウグイ、オ
イカワ属、テングヨウジ、ボラ、ミナミメダカ、シマイ
サキ、コトヒキ、クロサギ、クロホシマンジュウダイ、
カワアナゴ、ヒナハゼ、ヌマチチブ、アシシロハゼ、ア
ベハゼの15種、甲殻類は、クロベンケイガニ、モクズ
ガニ、オオヒライソガニ、ケフサイソガニ、ヒライソガ
ニ、アリアケモドキ、ミナミテナガエビ、テナガエビ、
テナガエビ属、ミゾレヌマエビ、不明稚エビの10種、
貝類がイシマキガイの1種、水生昆虫がコオニヤンマと
ヒラタドロムシの2種が採集されました。
　このうちニホンウナギとミナミメダカは環境省の絶滅
危惧種（ただしミナミメダカは在来の系統群か否か不
明）、カワアナゴは県の絶滅危惧種、ウグイとゴクラク
ハゼは県の準絶滅危惧種、テングヨウジは県の注目種と
なっており、水辺の楽校周辺が、レッドデータ種が多い
貴重な水域であることがわかります。また、生息地がほ
ぼ河口域周辺に限られる魚類や甲殻類が多く採集され、
健全な河口域の生態系を残した生物多様性の高い水域と
言えそうです。

■生物相の変化
　魚類（図１）は2013年と比較すると出現種数や採集
個体数が増え、ボラ、アシシロハゼ（写真３）、ゴクラ
クハゼなどが優占しました。甲殻類（図２）では、テナ
ガエビ属やヌマエビ属の他、本県では、相模川河口域に
特異的に出現する珍種、アリアケモドキが、毎回多く採
集されています。
　出現する生物をよく見ると、南方系の種が多いことに
気づきます。魚類では、テングヨウジ、コトヒキ、クロ
サギ、クロホシマンジュウダイ、カワアナゴ、ヒナハゼ
（写真４）、ウロハゼ（写真５）、甲殻類ではミナミテ

ナガエビ（写真６）とミゾレヌマエビ（写真７）、貝類
のイシマキガイなど、その分布の中心は南日本であり、
関東地方が北限なので、相模川の生息数は限られている
はずです。しかし、昔の記録と照らし合わせると、出現
種数や採集個体数が増加傾向にあり、地球温暖化の影響
が懸念されます。このような地球規模の気候変動との関
わりも考えながら、今後も定期的に生物調査を継続し、
生きもので賑わう豊かな、水辺の楽校の保全・復元対策
を考えていきましょう。

■ニホンウナギの稚魚も出現
　絶滅が心配されるニホンウナギ（写真８）ですが、水
辺の楽校では、毎回、成魚だけでなく稚魚の生息も確認
されています。本種の繁殖生態はこれまで謎に包まれて
いましたが、最近、東京大学や北里大学の調査で明らか
にされました。親ウナギは産卵のため、相模川を下って
海へ出ますが、その後も太平洋をどんどん南下して、な
んと赤道付近のマリアナ諸島西方で産卵します。ふ化し
た赤ちゃんウナギはレプトセファレスと呼ばれ、木の葉
のような形状をしています。この形状は酸素を取り込み
やすくするためと、黒潮に乗って移動しやすくするため
の適応と言われています。レプトセファレス幼生は、黒
潮の流れに沿って北上し、数千キロを旅した後、日本の
沿岸にやって来ます。そしてシラスウナギに変態し、一
般的には冬から春にかけて、川を遡上します。最近、実

施された調査では、相模川のシラスウナギの遡上は初夏
にも確認されています。これらの個体は、まる1年をか
け、南の海の深海から、長旅をしてきたことになりま
す。
　川に入ったニホンウナギは夜行性で、昼間は石や護岸
の間などに隠れていますが、夜になると活発に動きまわ
り、エビや小魚などを食べて約１ｍに成長します。
　ところで、あまり知られていませんが、ウナギは資源
保護のために、神奈川県内水面漁業調整規則や各漁協の
遊漁規則により、全長24㎝以下の小型個体の捕獲が禁
止されています。皆さんも小さなウナギが釣れてしまっ
たら、もっと大きくなった後の再会を期待して、川へと
戻してあげて下さい。もちろん、今回、網に入った小型
個体も、相模川へそっと放流しました。

写真１ 水生生物の採集風景 写真２ 調査と並行して行われた観察会

写真６ 県内で増加傾向にあるミナミテナガエビ 写真７ 小さいが良く見ると美しいミゾレヌマエビ

写真３ 水辺の楽校の代表種・アシシロハゼ 写真４ 南日本が分布の中心であるヒナハゼ

写真８ 絶滅危惧種となったニホンウナギ

写真５ ウロハゼも県内では稀に出現する南方種

図１ 馬入水辺の楽校の生物調査結果（魚類） 図２ 馬入水辺の楽校の生物調査結果（甲殻類・貝類他）

馬入水辺の楽校・お魚調査からわかったこと・2014年ACT4
生物多様性の保全



アレチウリ-カナムグ
ラ群落(17.3ha) オオ
ブタクサ群落(3.1ha) 
など

メヒシバエノコログサ
群落(4.9ha)カナムグ
ラ群落(2.1ha) オオブ
タクサ(2.0ha） など

カゼクサ-オオバコ
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ギシギシ-ギシギシ
群集(3.0ha) など

セイタカアワダチソウ
群落(7.7ha) ヨモギ-
メドギ群落(1.3ha) 
など
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■調査結果の概要
相模川キャンプインシンポジウム　岡田 一慶

　子どもの頃、毎日川で遊んだ思い出がある。早春の清
滝川は身を切るように冷たいが、川虫を餌にして、アマ
ゴを釣り上げた時のわくわくした気分は心地よかった。
そして、その年最初にゆらめく深い淵で泳ぐことは最も
自慢のできる誇れる出来事だった。夏には清冽な瀬に魚
を追って一日中水の中にいた。自作のヤスでアユを突く
技術は近所のお兄ちゃん達の技を見て覚えた。冷えた体
をたき火で暖めながら食べたアユの味は今でも体が覚え
ている。私は「水ガキ」だった。
　２０数年後、野田知佑氏の「日本の川を旅する」とい
うカヌーの旅を読んだ。「水ガキ」のわくわくした気分
が鮮明に甦ってきた。義父にホールディングカヤックを
作ってもらい、全国の川を旅した。川風に吹かれて川を
下り、好きな所でキャンプをする自由は他のものに代え
難い豊かな時間である。
　相模川でも何度も川を下ったが、川の中から見る相模
川は妙な緊張と冷たさを感じる旅になった。心から楽し
めない雰囲気が心に残った。１４０年前、イギリスの２
人の青年が相模川をカヌーで旅した記録が残っている。
そこに描かれた相模川は透き通る淵ときらめく瀬、白く
輝く河原が広がっている美しい大河の姿とは対照的であ
る。
　私が川の旅を始めて更に３０数年後、相模川はどう変
わったのだろう。宮が瀬ダム、相模大堰が完成して１６
年になる。私の目には中津渓谷や中津川が酷く変わって
しまったように思える。相模川もセッカやオオヨシキリ
がうるさいぐらいにさえずっていた広いヨシ原が姿を消
し、イカルチドリが群踊、相模川で最大のコアジサシの
コロニーも今は無い。河原にはきれいな玉石河原の変わ
りに土丹が現れ、外来種のシナダレスズメガヤやハリエ
ンジュなどの外来植物が繁茂している。そして、楽しげ
に遊ぶ水ガキが姿を消した。
　相模川をどのような川に甦らせることができるのであ
ろうか。現在、３０年後の相模川の姿を決める相模川河
川整備計画の策定作業が行われている。１年後には策定
が完了しているかも知れない。馬入水辺の楽校、相模川
倶楽部、NPO厚木の川の環境を良くする会、日本野鳥
の会神奈川支部、NPO愛・ふるさと、桂川・相模川流
域協議会、相模川キャンプインシンポジウムなどの市民
団体の他、多くの市民が「相模川ふれあい懇談会」を結
成して計画策定に参加している。
　検討されている課題を整理するとこの様な事柄が見え
てきた。

　先ず第一に、相模川には相模川特有の河原の生態系が
あるが、危機的な状況になっていて、保全する必要があ
ること。言い換えると水辺と河原の生態系を支えている
自然物を守ることだ。具体的には水辺の干潟、ヨシ群
落、湿地、たまり池、玉石河原、ワンド、伏流水など人
工的ではない自然の河原を守ることだ。そのためには必
要のない護岸工事や過剰なグラウンド整備などは見直し
が必要だ。
　また、車の性能が良くなって、河原に車が進入してい
る。無数の車の轍によって人工裸地が増加し、自然の河
原は無惨な姿になってしまった。違法な廃棄物投棄も発
生している。河原への車両の進入の規制が必要だ。
　第２には失われてしまった水辺と河原の再生と生態系
の連続性の再生だ。河口の干潟や砂浜はダム、堰によっ
て砂礫がせき止められ消滅してしまった。昭和３０年代
に河原の土砂が多量に採取され、相模川の河床が低下し
橋脚が露出する影響がでた。土砂採取が河口の干潟の消
滅や砂浜の後退、玉石河原の減少、土丹の露出の原因で
あるという人もいる。しかし、昭和４０年代、６０年
代、平成年代の航空写真を検討すると、ダム、堰の影響
が大きいことが判る。
　河口のヨシ原が消滅した原因は、マリーナ建設等人為
的な行為が原因で、ヨシ原の復元が必要だ。また、河原
にグラウンドが広がっているが、その整備によって玉石
河原が消滅し、伏流水も枯れてしまった。河原の一部を
掘り下げ、湿地を造成し、伏流水を復元しよう。礫間で
浄化された伏流水が作り出す細流は、透き通る水が流
れ、稚魚や底生動物のゆりかごになる。相模川の多様な
生態系の基盤の一つなのだ。絶滅が心配されている「水
ガキ」の生息適地でもある。

　第３には相模川の環境を守る活動している団体に対す
る支援体制を充実させることだ。ふれあい懇談会を整備
計画の策定後も存続させて、河川管理者と流域住民の意
見交換の場を作ろう。整備計画は言わば机上の計画だ。
計画が具体的に整備される時は現場でさまざまな問題が
発生することが予想できる。相模川の状態を良く知って
いる住民と施工者の調整は不可欠だ。
　最後に相模川の環境と河川の利用の調和を目標に策定
された「相模川水系環境管理計画、空間管理計画」につ
いて提案したい。この計画は昭和６３年、河原の高水敷
きの保全と利用のバランスを考慮して、過剰な人工的グ
ラウンド使用に歯止めをかけ、河川の生態系を保つため
に策定されたものだが、実は昭和６０年には既に計画案
が策定されていた。計画案は１５０ページを越える内容
があり、基本理念１は「豊かな自然を守り育てる」、基
本理念２は「川を生かしたふるさとづくり」、基本理念
３は「ゆとりある河原をめざす」を掲げている。この基
本理念を実現するため河口から小倉橋の間に１４カ所の
「生態系保全広場」を設定し、生態系の保全を位置づけ
ている。また、「河川の水の流れとその影響下にある生
態系がより豊かになる」ために河川回廊（コリドー）の
設置を位置づけている。更に、中水敷（高水敷と水路の
間の河原）の保全、高水敷の親水路、徒渉池、中水敷の
浅瀬の造成など、現在の整備計画の課題が既に３０年も

以前に検討されていた事実が明らかになった。
　しかし、昭和６３年に策定された「空間管理計画」に
はこれらの重要な事項は全く書き込まれず、たった７ペ
ージの抽象的な理念的な計画に変貌した。それが過剰な
人工的グラウンド使用を許すことに繋がっている。した
がって、現在策定中の整備計画では、６０年の「空間管
理計画」の趣旨を踏襲し、計画案に記載された具体的な
河川生態系保全対策を位置づけることによって、次世代
に相模川の自然の恵を引き継ぐことができると確信す
る。

玉石河原の経年変化

玉石河原が減り、草地となり、樹林化している

人工草地・グランド・人工構造物が増えている。ヨシ群落が減少している（湿地の減少）

群落面積の変化

中水敷　河川断面図

1978年1月

2014年10月

相模川

相模川相模川相模川

神
川
橋

神
川
橋

神
川
橋

神
川
橋

出典：国土地理院ホームページ出典：国土地理院ホームページ出典：国土地理院ホームページ

出典：京浜河川事務所出典：京浜河川事務所出典：京浜河川事務所

自然裸地

S56年 H22年
自然裸地

人工草地・グラウ
ンド・人工構造物

畑地雑草群落

人工草地・グラウ
ンド・人工構造物

畑地雑草群落

植林地・果樹園

ムクノキ-エノキ群集

メダケ、クズ群落

オギ群落

ヨシ群落
セイタカアワダチソウ群落など
メヒシバエノコログサ群落など

メダケ、クズ群落

オギ群落

ヨシ群落

コウボウムギ群落

カゼクサ-オオバコ群集など

アレチウリ-カナムグラ群落など

0

50

100

150

200

250
(ha)基本分類

沈水植物群落 コカナダモ-エビモ
群落

一年生草本群落

多年生草本群落

単子葉草本群落(湿性)
単子葉草本群落(陸性)
ヤナギ高木林
その他の低木林
落葉広葉樹林

植林地・果樹園

畑
人工草地・グラウ
ンド・人工構造物
自然裸地
合　計

塩沼植物群落
及び砂丘植物群落

群落名 実面積（ha）
S56 H22

203.4 215.3
18.1 7.0

52.4 100.7

18.8 11.7

10.5 4.0

2.0 7.7
6.1 23.4
0.6 0.6
22.6 30.2
36.2 7.0

13.1 9.0

21.8 13.7

1.1 0.2

0.1 0.0

S56 H22
オオカナダモ群落
ホザキノフサモ群落

コウボウムギ群落

オギ群落
タチヤナギ群集

メダケ群集、クズ群落
ムクノキ-エノキ群集

基本分類同様

クロマツ植栽(5.5ha)
植栽園群(2.9ha)など

ハリエンジュ群(2.2ha)
樹園地(0.9ha)など

ヨシ群落

※上記データは、直轄管理区間（河口～神川橋まで）を対象としたものである。

相模川のいい川づくりを目指してACT5
相模川いい川づくり
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環境ボランテイア育成講座「相模の国から自然塾」

　馬入水辺の楽校の会では、人と川との良い関係を取り
戻そうと、「いい川づくり」に取り組んでいます。

　その一環として、環境ボランティアの育成を目途とし
た「相模の国から自然塾」を試行的に実始しています。
2013年９月７日の第二回講座では河口域の自然環境の
現況を知る旅に出ました。

　この日は海岸線の浸食状況を知ろうと河口部を訪れま
した。案内してくれたのは相模川河口の自然を守る会
（2010年10月解散）の臼井勝之さん。

　ここにはかって、汐が引くと広さ５haの干潟がで
き、県下有数の渡り鳥の渡来地となっていました。周囲
には砂丘やクロマツ林、アシ原が広がり、ハマヒルガオ
やコウボウムギなど、海浜植物の大きな群落がありまし
た。干潟にはヤマトオサガニやゴカイなど、多くの底性
動物が生息し、春と秋の渡りの時期にはたくさんのシギ
やチドリが渡来しました。

　ここで記録された野鳥は43科196種（1975～1996
年）となっています。ここでは、1975年から相模川河
口の自然を守る会により、渡り鳥の来る干潟を守ろう
と、保護運動が展開されました。干潟の上にヘドロの試
験池が設置されることがきっかけでした。

　当時は列島改造論に象徴されるよう、高度経済成長の
中で、全国的に自然破壊が進み、当地でも、下水処理場
の建設や湘南大橋の架け替え、新湘南国道建設や平塚新
港建設など、開発計画が目白押しとなりました。当時は
現在とは異なり、環境保全に対する関心度は低く、運動
は困難を極めましたが、定例探鳥会やレンジャー活動、
展示会や署名活動など、勢力的な活動が展開され、不十
分ながらも干潟を残すことができました。

　運動の中で気づいたのは「開発に対応し、反対運動を
展開するのでは遅く、開発計画が持ち上がる前に保全策

を講じること」でした。その頃に、破壊された自然環境
を復元し、保全するビオトープのことを知り、運動の方
向が、反対から提案へと大きく変わりました。

　こうした考えに基づき、立案したのが野外博物館「相
模川河口エコミュージアム」構想でした。同案は神奈川
県が主催した「サーフ９０渚への提案」の中で、優秀賞
を受賞しました。これで干潟の保全が大きく進むと喜び
ましたが、何一つ手が打たれずに、干潟は浸食により、
2000年前後になくなりました。海岸線が大きく後退
し、干潟面積が激減し、汐が引いても干潟ができなくな
ってしまいました。

　写真（右上）は1970代後半の探鳥会の風景です。海
岸線に沿い、西に伸びた砂丘の上から、北側の干潟に来
る野鳥を観察しています。この松も砂丘に広がっていた
ハマヒルガオも干潟のカニたちも今や見ることができま
せん。原因は海岸線の地形の変化やダムの建設により上
流から土砂が流れて来ないことによるものです。

　現在、国土交通省は市民団体や有識者を集め、相模川
の海岸線の浸食を止めるため、ダムに堆積した土砂を川
に戻す手法を検討しています。川に土砂を積み、台風等
の出水で流す試みが試験的に実施され、生態系に悪影響
を与えないか等、モニタリングが行われています。かっ
てのような渡り鳥のいっぱい来る干潟が復活すればいい
なと心から望みます。

　現在の河口干潟（2012年５月）。砂丘が橋の近くまで押し寄せていま
す。潮が引いても泥が露出せず、干潟は形成されません。相模湾でたっ
た一つだった干潟。多くの渡り鳥が渡来した、生き物いっぱいのあの干
潟はもうどこにもありません。でも嘆くのは早急です。ここに来て、復
元しようという動きが出てきています。無理だという声が多勢ですが、
何も検証されていません。
　チャレンジする価値、大いにありです。

■いつの日か　干潟を復元したい

　河口干潟のことを知った後、塾生たちは、競輪場駐車場付近の干潟に
向かいました。小さな干潟ですが、一歩踏み込むと足下から小魚がたく
さん飛び出し、みんなドキドキ。水も澄んでおり、テッポウエビの仲間
や魚の稚魚、ヒイラギやコトヒキ、クロダイなど、たくさんの生き物が
見つかりました。ここには少ないながらもシギやチドリ、冬にはカモ類
も訪れます。新たな生き物観察のフィールドが見つかりました。

■小さな干潟が残っています

■相模川河口付近の変遷 出典：国土交通省京浜河川事務所

1954年

1985年

2014年

平塚海岸 茅ヶ崎
海岸

砂州

干潟 後退

砂州後退

干潟

後退

無くなった干潟ACT5
相模川いい川づくり 河口砂州、周辺海岸の後退ACT5

相模川いい川づくり



48 49

桂川・相模川流域協議会  相模川湘南地域協議会  峯谷 一好

カワラノギク復活プロジェクト
Ｑ：なぜ？
Ａ：カワラノギクはキク科の２年草で、鬼怒
川、多摩川、相模川でしか見られない絶滅危惧
種です。自然な状態の川に特化した植物であ
り、玉石河原でしか生息できません。
　川がどこまで本来の自然かを示す指標植物で
あり、少しでも河原を自然な状態に残しておき
たいと願う、私たちにとっての格好の取り組み
対象です。

Ｑ：どこに圃場はありますか。
Ａ：神川橋下の相模川左岸（寒川側）の河原、
寒川町と平塚市の境界付近にあります。2011
年に国土交通省の河川整備計画で堆積した土砂
が取り除かれ、昔
の河原が復元しま
した。そこに、上
流部から種をいた
だき、播種したの
が始まりです。そ
の後、年々面積が
拡張しています。

Ｑ：どんなところに生えていますか
Ａ：自然な状態では、玉石がごろごろと浮き上
がっている所に多く咲いています。種がたくさ
ん出来、良く発芽しますが、多くの植物が好む
肥沃な土地では、他の植物に負け、消えていき
ます。河原という一番過酷な生育環境に適応し
て、死地に活を求めることを選んだ、河原固有

植物という名の勇者たちのひとりです。
　前年に発芽したものが翌年10月頃に咲きま
す。葉は、他の野菊たちと比較すると細長く、
渇水時に余計な蒸散を抑え、増水の際に水の抵
抗を減らす特徴を備えています。2014年の記
録的な大水となった台風18号の後に訪れると、
大きなヨモギの上部にはたくさんの流れてきた
枯れ草が引っかかり、小さな雑草は倒れていま
したが、カワラノギクは太い茎と分枝した花に
よって流れに負けず、先端まで冠水しにも関わ
らず独り立ちしていました。

Ｑ：なぜ減っているのですか
Ａ：現在の河川はダムや取水堰により、水量管
理され、上流部の1/3程度の水しか流れてきま
せん。そのため、出水が減り、河原が草や木々
で埋まってしまいました。
　これに加え、グランド化などの人工的な利用
が進み、生息地である玉石河原が減少したこと
が大きな要因です。今は市民や行政が保護し
て、やっと生きています。

Ｑ：どのような苦労がありますか
Ａ：夏の暑い河原での水撒き、草取り、冬の種
取りなどをしています。なかでも、外来植物の
シナダレスズメガヤの除草には手を焼いていま
す。多くの人手が必要です。

Ｑ：いつ実施されていますか
Ａ： 毎月、第三日曜日9:00～10:30に実施して
います。雨天中止です。汚れても良い格好、軍
手、帽子、水筒持参でご参加ください。
（トイレはありません）

桂川・相模川流域協議会  相模川湘南地域協議会

　シナダレスズメガヤの繁茂は、河原固有植物
の生育適地を減少させるだけでなく、株元に土
砂を堆積させ、河床の上昇、それによる洪水時
の水位上昇を引き起こす可能性もあります。
　桂川・相模川流域協議会のHPによれば、『平
成13年~17年の河川水辺の国勢調査では、調査
された123河川の内87%の107河川でシナダレ
スズメガヤが確認され、全国で問題になってい
ます。流域協議会では、相模川中流域~河口域

の745ケ所でGPS測位を行って、シナダレスズ
メガヤの分布域の調査を実施しました。その結
果、神沢、猿ケ島、下依知、海老名運動公園
前、寒川神川橋下流左岸の各河原にシナダレス
ズメガヤの大きな分布域があることが判りまし
た。最も大きい群落は寒川神川橋下左岸にあ
り、一つの群落で3.5ha、寒川神川橋下河川敷
では在来の河原植物は大変少なくなって来てい
ます。』

■下流域の繁殖状況
　流域協議会は相模川の自然を守ろうと神奈川
県、山梨県の行政、事業者、市民により1998
年に発足し、地域協議会はその下流域の組織と
して、平塚・茅ヶ崎・寒川を中心に活動してい
ます。
　2010年、外来種であるシナダレスズメガヤ
の繁茂状況を河口部から200ｍごとに堤防から
水際までを調査し、図の×の地点でシナダレス
ズメガヤの繁茂を確認しました。

―シナダレスズメガ
ヤとは：南アフリカ
原産のイネ科草本。
乾燥に耐え、しっか
り根を張る性質から
土崩れ防止、のり面
の緑化等で戦後に導
入されました。（コ

ンクリートでの補強より、見た目が環境に良い
と判断？）―
　上の写真は100,000㎡以上の面積を持つ神川
橋寒川側下流側の河原の状況で、河原の堤防側
ほぼ全面に繁茂し、メドハギやオギなどの他の
植物はその中に点在しているという感じです。

　川側の玉石が残っ
ている河原はバーベ
キューなどに使われ
ている広場ですが、
そこにもシナダレス
ズメガヤが繁殖し始
めています。

　これらの河原は絶滅
危惧種のカワラノギク
なども生育していまし
た。（平塚博物館に
1979年の標本あり。
1988以降の調査では
確認されていない。）
　河原の自然は、洪水
などにより、石や砂が
撹拌され変化し、多様
な環境が維持されます
が、水が流れてこない
環境では、自然な河原
は失われて行きます。
相模川の水量は、ダム
などが造成され、都市
部へ大量の水が供給さ
れた結果、以前の1/3
～1/4程度の水量しか
なく、また洪水などに
よる撹拌も極端に減り
ました。その結果、河
原は土砂が堆積し、シ
ナダレスズメガヤに格
好の繁殖場所を与えた
ようです。
　水辺の楽校でも侵出
しており、駆除を実施
しています。

カワラノギクの復活に取り組んでいますACT5
相模川いい川づくり 外来植物シナダレスズメガヤが猛威を振るっていますACT5

相模川いい川づくり

カワラノギクの種取り
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　ウシガエル（特定外来生物）やアメリカザリガニ（要
注意外来生物）は、もともと日本にいなかった生き物で
す。ヤゴなどを食べてしまうなど、生態系に大きな影響
を与えます。
　実際、カエル池では両種が侵入し、駆除するまではヤ
ゴの発生はほとんど見られませんでした。（残念ながら
その後、アメリカザリガニは復活してしまいました）
　共に出身地はアメリカで、ウシガエルは1918年（大
正７年）に食用として、アメリカザリは1927年（昭和
２年）にウシガエルの餌として、鎌倉市のウシガエルの
養殖池に２０匹放されました。ちなみにブラックバスは
1925年にアメリカから箱根の芦ノ湖に放されました。
　特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬が原則禁止
になっており、違反すると罰金が取られます。要注意外
来生物は生態系に悪影響をおよぼすので、移動したりし
ないよう、取り扱いに注意が必要です。

　困ったことに、トンボ池の調査で、これらの２種に加
え、ミドリガメ（ミシシッピアカミミガメ・要注意外来
生物）やタイワンシジミ（？）も侵入していることがわ
かりました。在来種のモツゴも含め、誰かが放したもの
と思われます。

■困った外来種

外から生き物を持ち込まないでACT5
相模川いい川づくり ゴミはどこからやって来るACT5

相模川いい川づくり

相模川では桂川・相模川流域協議会の主催で「相模川クリーンキャンペーン」が行わ
れています。

以前と比べるとゴミは減っているとの声もありますが、台風の後の河口や浜辺に行く
とその量の多さに圧倒されます。これらは大部分が上流からやってきます。どうして
きれいな海や川にゴミを捨てて平気なのでしょうか。海岸に散らばるゴミやバーベキ
ューのゴミの山を見ていると、ゴミは心の中からやってくる。そう感じてしまいます。

●REFUSE（リフューズ）やめる。
　　例：ゴミになるものは使わない、買わない。
●REDUCE（リデユース）減らす。
　　例：スーパーバックを使用しない。
●REUSE（リユース）再使用する。
　　例：ペットボトルを何度も使う。
●RECYCLE（リサイクル）再利用する。

■ゴミ処理は４R

　ゴミを減らして行くためには、大量生産や大量消費等、経済や私
たち自身の暮らしの在り方を変えて行くことが必要です。
　市民参加による海岸清掃や河川の清掃活動などにより、市民意識
の変革を促していくことも欠かせません。相模川クリーンキャンペ
ーンの参加者は年々増加しています。市民の
皆さんのご参加お待ちします。

■清掃活動に参加しよう

　私達は長い間ゴミの問題に悩まされてきました。 特に、圃場への
入り口付近には、河原でBBQを楽しんだ後のゴミが、不法投棄を戒
める看板の下にうずたかく積まれ、腐臭を放っていましたが、10月
20日に寒川町による清掃が実施され、きれいになりました。BBQの
後に放置されるゴミは、此処ばかりでなく、湘南海岸全域の自治体
を悩ませ、自然を楽しむ人達にどれ程不快な思いをさせ、やっと根
付いたボランティアの清掃活動に参加する人達を失望させてきたこ
とでしょう。

　9月8日には、小田原の酒匂川河口部駐車場に投棄されたBBQゴミ
が出火するトラブルまで発生しています。 自然環境に投棄されたゴ
ミは、深刻な環境汚染をもたらすばかりでなく、清掃は多くの手間
と多額の経費負担を強いることになります。今後、ゴミ問題が多少
なりとも少なくなりますように。

（2014年カワラノギクの圃場から）

（桂川・相模川流域協議会   相模川湘南地域協議会HPより）

■ゴミを捨てないで

クリーキャンペーン参加者
平成21年度　34会場　18,445人
平成22年度　36会場　54,166人
平成23年度　28会場　22,319人
平成24年度　31会場　44,470人
平成25年度　36会場　40,949人

水辺の楽校に馬がやってきた。見慣れた風景が一変
した。馬の温かさ、優しさが辺りを包んだ。なんて
ったってみんなの笑顔が素敵だ。セラピー効果絶大
でありました。2014年4月9日

馬との触れ合い　ホースセラピー
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馬入水辺の楽校の会　副会長　中村 茂

　定年後、機会があり、馬入水辺の楽校の会に入会しました。自然観察やエコアップ活動
など、多様な体験を通じて、自然の大切さ、楽しさを知ることができました。

　そんな時、ある事を思い出しました。

　２５年程前のことです。仕事で農業用排水路の改修工事を行っている時、地元の小学生
から手紙をいただきました。「フナやエビ、カニさんのすみかを壊さないでください」と
いうものでした。早速、自宅にお伺いし、農家の水路維持管理の軽減や生産性、利便性の
向上の為と説明しました。今思うと、大人の都合優先で、小学生の純真な思いに応えてい
なかった。当時は、利便性の追求が主で、生態系の保全という観点が頭になかったと反省
しています。

　活動では、浜口哲一先生とごいっしょできたことが何よりの思い出です。先生は地域の
自然や生き物を愛し、やさしい、ソフトな語り口で、自然の不思議や自然観察の楽しさを
わかりやすく教えてくれました。当校の基礎も築いていただきました。　　

　2010年にお亡くなりになりましたが、先生が市内で設置しようとしていた「野外生態
園」を当地にと、2013年に「浜口哲一自然観察の路」をオープンさせました。まだ、ルー
ト整備ができたばかりで、中身はこれからですが、五感で感じる、自然と触れ合える自然
探求路にして行きたいと思っています。

　当会の大きな目標は環境教育活動の推進です。主役は子ども達です。川の自然楽校やヤ
ギ島探検、エコアップ活動やお魚調べなど、多様な活動を展開しており、子ども達の元気
な声が溢れます。

　「ぼくは、水に入って感じました。あさい方はお日さまが当たって、少しぬるくなって
いて、水がいっぱいあって、ひろい方はつめたかったです。（小学３年生）」

「柴漬けは魚のすみか。材料は敷地の竹。竹を切る体験。切っている時にアリを発見。ア
リに注意しながら切る。（小学３年生）」

　子ども達の感性の鋭さ、心の優しさを感じるではありませんか。

日本の子ども達は元気が無いと心配されています。自然離れも進んでいます。なんとかせ
ねばと思うのは私たちだけでしょうか。

　馬入水辺の楽校は自然との触れ合いの場、環境教育の場としての機能が整いつつありま
す。ここには子ども達を元気にするパワーが詰まっています。

　新しい船を動かすのは次世代を担う子ども達です。子ども達を元気にすることは住み良
い街づくりを作ることにつながります。ここに来れば、自然と触れ合え、みんなが元気に
なる。そんな場づくりを目指して、頑張って行きたいと思っています。

市民の皆様のご支援をお願いして、活動報告書発行の締めとさせていただきます。

2015年３月吉日

未来を担う子ども達のために
１９９７年　　春

　　　　　　６月

　　　　　１０月
　
　

　　　　　１２月　４日
　

１９９８年１０月１６日
　
　
　

１９９９年　３月３０日
　
　
　

　　　　　　７月
　

　　　　　　８月　６日
　
　

　　　　　　９月１４日
　
　

　　　　　１０月　４日

　　　　　１１月２６日
　
　

２０００年　２月　５日
　
　
　

　　　　　　２月１０日
　
　

　　　　　　２月２２日

　　　　　　４月２８日
　
　
　
　
　
　
　
　

相模川平塚市馬入地内の無堤部の改修工事が進む中、堤外地に30,000 ㎡の花畑が整備される

河川法の改正により、従来からの治水、利水に環境が加えられ、新しい川づくりが求められる。

河川環境について、建設省の河川環境保全モニターから、花畑のすぐ上流にヨシ、オギの群生
や樹木、さらには、アシハラガニなどの小動物や多くの野鳥の生息場所になっている旨の提言
がなされる。

平塚市が水辺の楽校プロジェクトへ参加検討
プロジェクト関連で第１回自然観察会開催（講師：平塚市博物館浜口哲一学芸員）参加１１名

相模川シンポジウム開催（於：ホテルサンルート玉姫殿）
地域、行政、事業者、相模川に関連する各団体４００名が参加し、川の在り方について話し合
う。花畑については人にやさしい川づくりという観点から賛同を得る。花畑の上流は多くの自
然が残されており、自然環境の保全を考えた整備が必要との提言がある。

第２回自然観察会（参加２５名）講師：浜口哲一学芸員、相模川河口の自然を守る会
参加者：桂川・相模川流域協議会、市民ネットワーキング相模川（後にNPO法人相模川倶楽
部）松原地区自治会連合会、平塚市教育委員会指導室、建設省京浜工事事務所（後に国土交通
省京浜河川事務所）、平塚市が参加

緊急経済対策地域戦略プランの中で、平塚市の要望に基づき、建設省、平塚市の共同事業とし
て「水辺の楽校プラン」を提出

水辺の楽校づくり準備検討会設立
現地見学を行う。水辺の楽校づくり推進協議会発足のための準備検討会設立について、各団体
の賛同を得る。（参加２０名）

「平塚市水辺の楽校プロジェクト」検討会開催
建設省京浜工事事務所、神奈川県港湾課、平塚市都市整備部により、平塚市水辺の楽校登録申
請に向け、基本的事項を協議

「平塚市水辺の楽校プロジェクト」登録申請所提出

「水辺の楽校」推進に伴う視察実施
推進に伴う準備協力団体等、１２団体、２６名による視察研修
①兵庫島（多摩川八景の一つ）　②狛江　③調布市

第３回自然観察会（参加２９名）講師：浜口哲一学芸員、相模川河口の自然を守る会
参加者：桂川・相模川流域協議会、市民ネットワーキング相模川、松原地区自治会連合会
相模川をきれいにする協議会、平塚市教育委員会指導室、建設省京浜工事事務所
平塚市が参加

荒川視察研修 ９団体、２０名参加
①荒川知水資料館、水生植物観察池　②多自然型川づくり（東四ツ木地区）
③市民で造る荒川五色池　④多自然型川づくり（足立区）

平塚水辺の楽校協議会開催

水辺の楽校推進協議会設立。
建設省、平塚市、教育委員会、博物館、市民団体によりプランづくり。
【プラン基本案】
①子ども達が自己責任のもとで、積極的に自然とふれあいながら、遊び、学び、冒険心、創造
性を育み、自然と接するマナーや感性を養う場の提供
②人々が四季を通じて豊かな自然に触れ合うことで、憩い、やすらぎを享受できる空間づくり
③相模川の自然との共生を目指し、自然の一部を負荷の少ない方法で、一定の安全性を確保し
つつ、遊び、学び、冒険心、創造性を育むことのできるよう整備する
④設置後は推進協議会をベースにした運営母体が運営管理する

あゆみ（概要）
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２００１年　３月２４日
　
　

　　　　　　４月１５日
　

　　　　　　４月１５日

　　　　　　４月１７日

　　　　　　４月２８日

　　　　　　５月　６日
　
　

　　　　　　５月３０日

　　　　　　６月　３日

　　　　　　７月　１日

　　　　　　８月２９日

　　　　　　９月　２日

　　　　　　９月　８日

　　　　　１１月　４日
　

２００２年　１月２３日

　　　　　　３月　１日
　

　　　　　　３月３１日

　　　　　　４月２８日

　　　　　　５月２５日
　
　

　　　　　　５月２８日

　　　　　　５月３０日

　　　　　　６月１９日

２００３年　２月　１日

　　　　　　４月

　　　　　　６月　１日

　　　　　　６月２２日

　　　　　　７月　１日

　　　　　１０月１８日
　
　

　　　　　１２月　７日

馬入水辺の楽校運営協議会設立。平塚市から助成金300,000円（2003年度までの３年間）。
平塚の自然を守る会、相模川河口の自然を守る会、NPO法人 相模川倶楽部、
松原自治会、平塚市（水辺課、博物館、教育委員会）国土交通省

開校：オープニングイベント　参加者４００人
平塚市長、松原小学校児童代表「開校宣言」、自然観察ビンゴゲーム、相州平塚七夕太鼓披露

第一回幹事会

FM ナパサ取材

地元会員によるパトロール開始（清掃、散策路の整備等）以降、月２回程度パトロールを実施

生き物調べの会スタート（主催：平塚市博物館）参加４４名
以降、２０１２年３月まで、月１回開催。塗り絵図鑑、オギのミミズクづくり、バッタ飛ばし
など、多様な環境教育を展開

八幡小学校２年生３クラス遠足で利用

レンジャー養成講座　参加１１名

馬入水辺のたより（第１号発行）

子供対象の観察教室（主催：中原、大原公民館）参加２９名

第１回野鳥観察会（参加１０名）以降、現在に到るまで、不定期に開催

水辺の楽校見学会（主催：桂川・相模川流域協議会）参加１８名

第１回秋祭り開催　参加者３００人
自然観察ビンゴゲーム、やり投げ、大宝探しなど。以降、現在に到るまで開催

平塚市小学校理科担当教師の見学会

馬入水辺のたより（第２号発行）
野鳥観察ウォール完成（２月）散策路整備（ベニヤを敷き詰める）

第１回馬入水辺の楽校運営協議会総会

第１回市民探鳥会

第１回川ガキ養成講座（主催：相模川倶楽部）参加７８名
以降、２０１０年３月までサマーキャンプ、カヌー体験、マダケのいかだづくり、リースづく
りなどを展開

柳島小学校来校　１６０名

湘南福祉センター来校　８０名

松原小学校４年生３１名、６月２０日：２年生６０名来校

平塚市博物館祭りに初参加（生き物調べの会）以降、２０１２年まで毎年参加

「馬入水辺の楽校の会」に名称変更。規約は協議会のまま。

第一回春祭り　凧揚げ大会（大凧）、グニャグヤ凧作り

花垣づくり

馬入水辺の楽校だより（第１号発行）

第３回秋祭り「秋の野遊び会」（参加４００名）
自然観察ビンゴゲーム、つるかご作り、コースター作り、草笛オカリナコンサート、
大凧揚げ、グニャグニャ凧作り、豚汁サービスなど

第１回冬祭り　クズのリース作り、けんちん汁など

２００４年　２月　１日

　　　　　　４月

　　　　　　４月　４日

　　　　　　５月１５日

　　　　　　５月１５日

　　　　　　６月　６日

　　　　　１０月１６日

２００５年　１月２３日

　　　　　　４月
　
　
　

　　　　　　５月２９日

２００６年　４月
　
　

　　　　　　６月１８日

　　　　　　８月２０日

２００７年　４月

　　　　　　５月２７日

　　　　　　７月　８日
　

　　　　　１０月１４日

　　　　　１０月２８日

　　　　　１２月　２日

２００８年　２月２４日

　　　　　　３月１５日～５月６日

　　　　　　３月２３日・４月５日・１２日

　　　　　　３月２９日

　　　　　　７月２６日

　　　　　１１月　１日
　

　　　　　１２月　７日

馬入水辺の楽校だより第２号発行

ルール看板設置、自然観察ガイド発行、農業体験開始（校内での畑作り）

第２回春祭り（カブトムシランドづくり、ヨモギ団子づくりなど）

馬入水辺の楽校だより第３号発行、第１回市民探鳥会スタート

第１回お魚調べ

バタフライガーデンづくり

秋祭り（参加２００名）これより参加費をいただく

冬祭り（参加７０名）冬の自然観察、餅つき、大豆のつかみどり当てゲーム

掲示板の設置（お知らせ、ルール掲示など）
アリーナの完成に伴い、散歩に訪れる市民が増加。
犬の放し飼い散歩、ゴルフ練習、ラジコンヘリを頭上で飛ばす人、オギに火をつける人、井戸
のポンプ盗難、オニグルミの実ほとんど採られる

春祭り　お花畑愛護会と共催　フランクフルト、手作り焼きそばなどを実施

活動５年経過　会員数９０名
自然環境の復元は図れたが、環境学習活動の継続、運営態勢の強化が課題
犬の放し飼い散歩目立つ

相模川小さな小さな資料館　於：リバーセンター

馬入の渡し参加

平塚市が国から占用

春祭り　竹馬遊びが人気　７８組、２００名参加

トンボ池（現カエル池生き物調査）
泥が堆積し、アメリカザリガニが多く、ヤゴは見つからなかった。改善に着手。

旧トンボ池　泥すくい隊による泥の除去作業

秋祭り　竹馬チャレンジ競技会、ツリークライミング

エントランス整備（入り口にアーチを設置）

環境ファンクラブパネル展へ参加

博物館春季特別展「水辺の楽校へようこそ」

博物館春季特別展関連行事「水辺の楽校で遊ぼう」

博物館春季特別展関連行事「水辺の楽校交流会」多摩川、荒川、江戸川の水辺の楽校と交流

上流ワンド生き物調査

秋祭り　ネイチャーゲーム、ハーモニカコンサート、カレーライス販売
オギのふくろうづくり、クズの輪投げ

相模川触れ合い懇談会参加。世話役として「いい川づくり」に取り組む
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２００９年　２月１５日・２２日・３月１日
　
　

　　　　　　６月　１日～５日
　

　　　　　　７月２３日～２８日
　

　　　　　　７月

　　　　　　８月１７日

　　　　　　８月３０日

　　　　　　９月

　　　　　　９月１３日

　　　　　１１月２８日・１２月１９日・２０１０年１月２３日
　
２０１０年　３月
　
　

　　　　　　４月

　　　　　　４月１８日～２５日

　

　　　　　　５月

　　　　　　６月２７日・７月２５日
　

　　　　　１１月２７日

２０１１年　３月　１日

　　　　　　６月２９日

　　　　　　８月

　　　　　１０月　８日～９日
　
　

２０１２年　４月

　　　　　　６月　２日～３日
　
　

　　　　　　８月　４日

　　　　　１０月２８日

　　　　　１２月１６日

２０１３年　１月

　　　　　　７月１１日

　　　　　　７月２０日９月７日・２０１４年１月１１日
　

　　　　　　５月１２日

　　　　　　３月　８日～９日
　

　　　　　１１月１４日

ビオトープ入門講座 三森典彰講師
野遊びリーダー募集開始

平塚市環境展へ参加

平塚市環境フェア

第一回自然環境エコアップ隊募集開始（８～１０月　３回）

関東・水と緑のネットワーク拠点百選に認定　助成金いただく

川遊び強化でライフジャケット購入

HP 開設

国土交通省主催「川の通信簿参加」

「水辺の楽校の自然観察入門講座」浜口哲一講師
自然観察路の延長整備（国土交通省）
自然案内の設置（１５箇所）基礎は国、パネルは相模川河口の自然を守る会から寄贈
NPO法人 相模川倶楽部への事務局委託終了

相模川河口の自然を守る会から活動資金寄付

エコミュージアム展　やぎ島探険、市民探鳥会、パネル展示

エコアップ隊結成

ラジコン注意喚起。改善されないことからラジコン禁止とする

浜口先生を偲ぶシンポジウム開催（主催：日本野鳥の会神奈川支部）

浜口哲一自然観察の路設置検討開始

落合市長と懇談

新トンボ池設置

馬入水辺の楽校の会水辺の楽校エコミュージアム展
浜口哲一自然観察の路プレオープン。自然発見きっかけパネル設置（５基）

東京ガス環境おうえん基金より助成金を受ける。平塚の自然を守る会から活動資金の寄付。

浜口哲一自然観察の路　オープニングイベント
「身近な自然を感じよう in 馬入水辺の楽校」

川の自然楽校「夏だ遊びまくるぞ水辺の楽校」開催

カワラノギク＆野鳥観察会

環境ボランティア育成「草地の管理現場講習会」

馬入水辺の楽校ガイドブック発行

東京環境工科専門学校の実習地として認定。第１回授業

環境ボランティア育成講座「相模の国から自然塾」開校（３回）

水生生物調査開始

第１回馬入水辺の楽校自然展開催

（株）ルミネCSR 活動サポート

２０１４年　４月

　　　　　　４月１２日
　

　　　　　　４月２６日
　

　　　　　　５月１２日

　　　　　　６月　９日
　

　　　　　　６月１４日

　　　　　　７月

　　　　　　７月１１日
　

　　　　　　８月　９日
　

　　　　　　５月３１日
　

　　　　　　７月２６日
　

　　　　　　９月１３日

　　　　　　９月２７日

　　　　　１０月１１～１２日
　
　
　
　　　　　１０月２５日

　　　　　１１月　８日

　　　　　１２月　７日
　
　　　　　１２月１３日

２０１５年　１月１７日
　
　　　　　　２月　７日

　　　　　　２月１８日
　
　　　　　　３月１４日

　　　　　　３月２５日
　

桂川・相模川流域協議会に加入

柴漬け設置開始（生物多様性の保全）
エコアップ隊隊員数。これまで最多の６５名

平塚市緑化祭りに参加。パネル展示、生き物展示、ストーンペインティング実施
多数の来場者でにぎわう

相模川クリーンキャンペーン参加（河口部の清掃）

「水辺の楽校に馬がやって来た」
ホースセラピー開催。参加３０人。共催：NPO法人 インフォーメーションセンター

やぎ島探険（これまで最多の参加１００名）

「子どもの水辺の楽校」に登録

HSBC社から活動支援金を受ける。
NPO法人 アクションポート横浜と連携。ボランティア育成の応援を受ける。

生物多様性の保全活動。環境ファンクラブ、行政に「トンボのすむ街作り」を提案
第一回トンボ調査（試行的実施）

初の農業体験　湘南里山コミュニテイファームと共催（於：中井町）
出張エコアップ隊　田植え体験（参加５４名）

上下交流事業「川の自然楽校」（参加６１名）
山梨の子ども達と交流（桂川・相模川流域協議会 相模川湘南地域協議会と共催）

夕べの観察会（参加３７名）

出張エコアップ隊　稲刈り体験　参加３５名

　
野遊びいっぱい秋祭り　来場者１５０名
パネル展示、ミニミニ水族館、草笛教室、自然の音遊び、クズのつる遊び、
ストーンペインティング、バッタ飛ばし、セイタカアワダチソウの引っこ抜き
上流ワンドのエコアップ（参加５名）

エコアップ隊　クラフトづくり（参加３１名）

桂川・相模川流域協議会 第２０回流域シンポジウム参加。於：寒川町民センター
当会の活動が多くの人に伝わるシンポジウムとなった。
エコアップ隊　オギの隠れ家＆ドリームキャッチャー作り（参加３０名）

エコアップ隊　展示会作品制作＆隊員交流会（参加３２名）
初の餅つき大会。水辺の楽校のオニグルミでクルミ餅
上流ワンドの草刈り（参加５名）

平塚市とひらつか環境ファンクラブに「とんぼの棲む街づくり」を提案
目的：①市民参加による生物多様性の保全活動　②子ども達を野に戻す
馬入水辺の楽校自然展　於：平塚市文化公園

神奈川県ボランタリー活動奨励賞受賞
馬入水辺の楽校の会　2014活動報告書発行



平塚市役所 相模
リバーセンター

馬入
ふれあい公園
馬入橋

堤町
交差点
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　馬入水辺の楽校は、馬入川にある生き物いっぱいの
自然の遊び場です。この素晴らしい自然環境を子ども
達や未来の人たちにつなげて行きたいと思っていま
す。みなさまのご参加お待ちしております。
■どんな活動をしているの
・馬入水辺の楽校の運営
・たくさんの生き物がすめる環境づくり
　トンボ池やカエル池など、自然環境の保全活動
・自然観察会など、多様な環境学習活動の展開
■年会費
　個人、家族会員　　１口1,500円　１口以上
　賛助会員　　　　　１口1,500円　10口以上
　エコアップ隊会費　個人会費　4,000円/年
　　　　　　　　　　家族会費　5,000円/年
■住所、氏名、年齢、電話番号、会費の区分、口数を書
き、会費を下記口座までお送りください。
♦郵便振込口座番号 馬入水辺の楽校の会
００２８０-５-３８５４７
■連絡先 〒254-8686 平塚市浅間町９-1
平塚市役所みどり公園水辺課・みどり水辺担当
電話0463-23-1111（内線2425）

当会、初の活動報告書になります。１４年間の活動の成果とこれからの思いをまとめてみました。
上手くできたこと、そうでないこと等、色々ありますが、ここまで続けて来れましたのも会員を始
めとする、多くの皆様のご支援の賜と改めて御礼申し上げます。次の活動報告書を発行するまでに
は、少しの時間がかかると思いますが、さらにスケールアップした活動を紹介できるよう頑張って
まいります。末永くご指導、ご支援いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

2015年度 馬入水辺の楽校の会 役員
会　長：臼井 勝之
副会長：中村 茂、露木 正巳
幹　事：金原 功、峯谷 一好、嶌田 靖忠、池澤 光彦、相原 直之、石本 隆史、石塚 直樹
監　事：池谷 武明、加藤 幸子

：松原地区自治会連合会
　東京ガス環境おうえん基金
　公益財団法人  日本環境協会
　一般社団法人  関東地域づくり協会
　公益財団法人  日本生態系協会
　HSBCグループ
　NPO法人  アクションポート横浜
　国土交通省関東地方整備局  京浜河川事務所
　平塚市みどり公園水辺課
：平塚市長　落合 克弘
　国土交通省関東地方整備局  京浜河川事務所所長　船橋 昇治
　馬入水辺の楽校の会  初代会長　杉山 喜一
　FORESTTHREE  代表　三森 典彰
　平塚市博物館
　あおぞら自然教育舎　早川 広美
　馬入水辺の楽校の会  エコアップ隊　舟山 稟太郎
　馬入水辺の楽校の会  エコアップ隊　隊員
　　　赤木 武蔵　　太田 拓磨　　太田 和麿　　加古 ひよ莉　　川原 千秋
　　　川原 巧介　　川原 舞結子　　小林 恵慈　　杉山 正尚　　杉山 奏太
　　　徳永 拓真　　徳永 愛菜　　伴野 泰子　　中村 勝弘　　日俣 晴陽
　　　藤田 将光　　藤田 夏妃　　堀内 ひとみ　　山田 誠人
　NPO法人  神奈川ウォーター・ネットワーク（KWN） 勝呂 尚之
　日本哺乳類学会  会員　青木 雄二
　馬入水辺の楽校の会　露木 正巳
　日本野鳥の会  会員　岡根 武彦
　相模川キャンプインシンポジウム　岡田 一慶
　桂川・相模川流域協議会  相模川湘南地域協議会　峯谷 一好
　東京環境工科専門学校　加藤 輝代子
　馬入水辺の楽校の会  副会長　中村 茂
　馬入水辺の楽校の会  会長　　臼井 勝之
　平塚市博物館元館長・馬入水辺の楽校の会  会員　浜口 哲一（故人）
：岩本勲　　馬入水辺の楽校の会　臼井 一枝
：日本野鳥の会　平田 寛重　　岡根 武彦

■電車でお越しの方
ＪＲ東海道線平塚駅北口下車
駅前から神奈川中央交通バス「茅ヶ崎駅」行きで
「馬入橋」（ばにゅうばし）下車、徒歩１２分
または神奈川中央交通バス「東八幡工業団地」行きで
「馬入ふれあい公園入口」下車、徒歩１０分
または神奈川中央交通バス「馬入ふれあい公園」行き
臨時シャトルバスで終点下車、徒歩５分

■車でお越しの方
国道１２９号線堤町交差点を東に直進
馬入ふれあい公園駐車場をご利用ください。

▶馬入お花畑の北側の風車が目印です。

馬入水辺の楽校の会馬入水辺の楽校の会馬入水辺の楽校の会

入会のご案内

あとがき

発　行：馬入水辺の楽校の会
連絡先：〒２５４-８６８６　平塚市浅間町９-１　平塚市役所　みどり公園水辺課
電　話：０４６３-２３-１１１１（内線２４２５）
ホームページ：http://banyumizube.info/
編集・制作：NPO法人  湘南NPOサポートセンター　　連絡先：http://snposc.org
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０１５年３月１日　５００部

協 　 　 力
　 　 　 　
　 　 　 　

原 稿 執 筆
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
イラスト提供
写 真 提 供

馬入水辺の楽校の会　2014活動報告書

地図イラスト：岩本 勲
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みんなの笑顔と生き物たち　未来へつなげよう自然の宝物



相模川の河口付近を馬入川と呼ぶ

暮らしの中に川があった頃

水は清く澄み

人々は泳いだり、魚を捕ったりして

川遊びを楽しんだ

ザクッと掘ると食べきれないほどのシジミが採れた

ウナギやハゼやモクズガニ

暮らしの近くに豊穣の海が広がっていた

干潟にはシギやチドリの声が響き

空にはコアジサシが舞い

秋には赤トンボで埋まった

子ども達は帰りの時間も気にせずに

群れて一日遊びほうけた

誰にとがめられることも無く

辺りが薄暗くなる頃、コウモリに下駄を投げながら

家路についた

・・・

そんな時代のいい川を

自然遊びを

子ども達に体験させたい

そう思って、いろんなことにチャレンジしている

この報告書は東京ガス環境おうえん基金の助成を受けて発行しました。

川と友達になる


