やまぐち自然共生ネットワーク会員活動情報誌
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やまぐち自然共生ネットワークは、県内で自然環境の保全活動や自然とのふれあい活
動などを行っているグループや個人のネットワークです。
私たちは自然環境との共生によって、すばらしい自然環境を次世代に伝えていきます。

■ 年の始めに
あけましておめでとうございます。
今年の年明けは、雪の舞う寒空だった。地
球温暖化に不安を持っている者にとって何と
なく心安まる良き新春だった。
正月早々、山口県の自然地図を見ながら、
自然保護地域が結構たくさん指定されている
のに感心し、私たちにできることは何かを考
えた。国や県が指定した自然公園(国立公園や
国定公園、県立公園など）や鎮守の森の樹林
を保護すべしとした自然記念物、地域の天然
記念物に指定された巨木・巨樹も結構多い。
私も、自然の大切さを知るようになってもう 30 年になるが、研究すればするほど自
然の偉大な姿が鮮明に見えてくる。自然には 命を生み出し、また命を育くみ、そして
命を次代につなぎ、命がつきると優しく自然に帰してくれる実態が見えてくる。地球
46 億年の歴史を通して、自然は太陽の力を借りて生きずき、果てしなく進化し、壮大
な力を蓄えてきた。この自然は私たちを優しく包む母親、いや神様のように偉大な存在
になっている。
人類は、自然を利用して、より豊かな暮らしを求め続けてきた。その過程で、何より
も大切な自然を図らずも壊すことだってあった。その時、自然から厳しいしっペ返しを
受けなければならなかった。悲惨な出来事も起こった。そのなかで、人類は自然との共
生の道を選ぶ方が賢明だということを知った。
いま私たちは、世界中の人々と共に自然を大切にする文化を
築いている。【人が自然と共生して生きる】思想（環境中心主
義）を広め、心豊かな暮らしを楽しむことを選ぶ。これは人類
が誕生して以来、求め続けてきた生き方だ。
皆さん、山口の自然を生きいきとした自然にしようではない
か。方法は身近な所で、自分たちにできることから始めるのが
いい。余裕ができれば、少しずつ前進させてゆく。10 年先を見
通して、気長に取り組もう。1 年 1 年がとても楽しくなるだろ
う。自然は私たちの心を知っており、敏感に反応するからだ。
やまぐち自然共生ネットワーク会長
トラ古代文字
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■ 行事の実施概要
○秋の自然体験会 如意岳・桂木山の桂を体験する
◇実施日：10 月 25 日（日）10 時〜15 時
天候：曇り
◇参加者：13 名
◇場所：日吉神社、如意岳、桂の大木（美祢市天然記念物）
創建は 802 年といわれる古社、日吉神社を参拝した後、
標高 545.4ｍの如意岳へ登山。登山道はよく整備されてお
り、植物の観察をしながら登山道入口から約 50 分で全員登
頂。山頂からの眺望はすばらしく、秋吉台全域が遠望でき
るほか、眼下には十南台と嘉万地区が一望できました。雄
大な景色を堪能しながら昼食を取った後下山。最後の目的
地、桂の大木に向かいました。
桂はまさに大木で、昭和 61 年に秋芳町の天然記念物に指
定されており、説明板によると、目通り周囲８ｍ、樹高 36
ｍ、株立ちが多い他の桂の大樹に比べ、この木のように主
幹がはっきりしているものは稀であると書かれていました。
この木は見る者を圧倒し、神々しさを感じました。時間
の取れる方は、ぜひ一度足を運ばれることをお奨めします。

○第６回リレーミーティング in 周防大島
◇実施日：11 月 7 日（土）〜8 日（日） 天候：晴
◇参加者：51 名
◇場所：周防大島町（逗子が浜、嵩山、延命の滝 等）
11 月開催ということで気温が心配でしたが、両日とも好天に恵まれ、穏やかな天候
のもとで周防大島の魅力を体感することができました。概要は次のとおりです。
１日目：周防大島文化交流センターで日本を代表する民俗学者（故）宮本常一氏と自
然環境について学習した後、ボランティアガイドの
説明を聞きながら美しい海岸線を通って、地引き網
体験場所へ移動。地引き網１回目は網を引く呼吸が
合わず失敗。船頭さんの計らいで２度目の網を引き、
中にはアオリイカ５杯ほか小魚が少々入っていまし
た。皆が力を合わせての釣果に皆感動していました。
夜の交流会では、椎木町長を始め、地元の方も多
く参加され、参加者全員の自己紹介などで大変盛り
上がりました。
２日目：午前中は大島富士と呼ばれる嵩山（標高
618.5ｍ）登山。周防大島自然体感クラブほか地元
の方によりきれいに整備された登山道を森林インス
トラクター山口会の橋本順子さんによる植物観察会
を行いながら登りました。山頂では、展望台から瀬
戸内海の美しい景色を堪能しました。
午後の延命の滝と再生された棚田については、団
体紹介と併せて次ページで紹介します。
今回のリレーミーティングでは、周防大島の豊か
な自然と魅力を体感することができました。来年は萩地域で開催予定です。お楽しみに。
- 2 -

■ 会員団体の紹介
○NPO 法人 ふるさと里山救援隊
（所在地：周防大島町、活動場所：周防大島町）
「延命の滝」棚田再生に着手したのは平成 17 年初春の頃。
江戸期に造られた棚田は滝から流れ込む津原川支流に沿って、
全 16 段 30 アールの広さになります。
初めて見た棚田上部は、竹に完全に覆われて昼なお暗い状
態でした。棚田地主の小川さんを始め、ボランティアのメン
バーと、１本ずつ１段ずつ竹の伐採を進め、上から５段目が
終了した時、久賀の町並みと瀬戸内海が眼下に見えた時には
大いに感動しました。
以来「延命の滝記念樹の森」造りと農地の再
生を目指して、棚田ごとに伐採、草刈作業を重
ね、竹、こうぞ、セイタカアワダチソウ、イタ
ドリ、カズラ、キウイなどと悪戦苦闘の日々で
したが、石垣積みが１段ずつ姿を現すたびに、
久賀地区先人達の石工技術の高さ、素晴らしさ
を感じていました。
再生４年目を迎えた平成 21 年夏、初年度に植
えた紅葉、桜が目に見えて大きくなり、２年目
に植えたブルーベリーが沢山の実をつけるよう
になって、ようやく将来へ向けての棚田全体像
が見えてきました。
それは、再生した棚田で記念樹や花が１年中
楽しめる様に、つばき、梅、桃、菜の花（予定）、
山桜、ソメイヨシノ、八重桜、御衣黄、ひとつ
ばたご、つつじ（予定）、紫陽花、さるすべり
（予定）、キンモクセイ（予定）、秋桜、紅葉な
どを植えていくことです。
そのために棚田再生５年目を迎える今春３月
には、より多くの人に参加していただき予定樹
木を中心に「植樹祭」を計画中です。
農地としては、ブルーベリー、わらび、わさび、春蕎麦（予定）、豆茶（予定）など
棚田ごとに楽しみながら栽培する予定です。「延命蕎麦を延命の滝の水で蕎麦打ちし、
延命わさびで食べる。」是非やってみたいですね。
また来年からは、米寿にちなんで 8 月 8 日を毎年恒例行事として、収穫の最盛期を迎
えるブルーベリーの「収穫祭」とマイナスイオンあふれ
る延命の滝での「そうめん流し」を計画中です。
以上の様に、延命の滝と再生した棚田で観光客や住民
が一年中楽しめる憩いの場として、さらに地域内外の子
供達が里山での環境学習や、久賀の石工の高い技術や偉
業に触れられる総合学習の場として整備していくことが
我々ふるさと里山救援隊の目標です。
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情報コーナー
■ ２・３月の行事予定
２月

行

事

名

岩国地区探鳥会

生見川ダムのオシドリを訪ねて
6

土

※雨天中止
山口地区探鳥会

維新公園の冬鳥
※雨天中止、小雨決行

周南地区探鳥会
※雨天中止

7

日
宇部市常盤公園探鳥会
※雨天中止

ヒゼンマユミがたいへんだ
（県指定天然記念物「蓋井島のヒゼン
マユミ群落」を守るために竹を一緒に
切りませんか）
※小雨決行
※３月６日（土）にも行います

13

土

14

日 曽根干潟の冬鳥たち

下関地区探鳥会
※雨天中止
山口地区探鳥会

亀山公園の野鳥
※雨天中止、小雨決行

21

日 美祢地区探鳥会
※雨天中止

山陽小野田地区探鳥会

厚狭川河口の冬鳥を訪ねて
※雨天中止

第69回講演会『秋吉台の自然』
28

日 ※申込期限：２月27日（土）

※参加希望者は携帯かメールで申し込
んでください

３月

行

事

場所・時間等
時間：9時〜12時
場所：岩国市生見川ダム
集合時間等：8時30分に岩国市ＪＲ岩徳
線西岩国駅に集合、または9時に現地集
合
時間：9時30分〜12時
場所：山口市吉敷維新公園
集合時間等：9時30分に維新公園児童セ
ンター前に集合
時間：8時30分〜12時
場所：島田川中流小周防と『周防の森
ロッジ』
集合時間等：8時30分に下松市岩徳線久
保駅に集合
時間：9時〜12時
場所：宇部市常盤湖
集合時間等：9時に常盤スポーツ広場駐
車場（ウェルサンピア宇部下）
日程：8時45分吉見港集合、9時35分蓋
井島漁港着、11時〜13時40分保全活
動、15時蓋井島漁港発、15時45分吉見
港解散
持参物：水筒、昼食、タオル、軍手、
雨具、防止、竹切り鋸（ある方）
時間：8時〜12時
場所：福岡県北九州市曽根干潟
集合時間等：8時に下関市ＪＲ新幹線新
下関駅に集合
時間：9時30分〜12時
場所：山口市亀山町亀山公園
集合時間等：9時30分に亀山公園博物館
側噴水前に集合
時間：8時30分〜12時
場所：美祢市秋芳町下郷厚東川上流域
集合時間等：8時30分に美祢市秋芳町下
郷小学校に集合
場所：山陽小野田市厚狭川河口
集合時間等：9時30分に山陽小野田市厚
陽公民館前に集合
定員：60名
時間：13時30分〜15時30分
場所：山口県セミナーパーク一般研修棟２
階の研修室２０１
参加費：無料

名

場所・時間等
定員：90名

自然共生手づくり事業体験発表会 時間：講演会（10時30分〜12時）
14

日

（講演会（盛口 満氏）及び手づくり事
発表会（13時〜15時）
業実施団体による体験発表会）
場所：セミナーパーク研修室103号室
※申込期限：３月６日（土）
参加費：無料

連絡先
日本野鳥の会山口県支部
岩国地区 村中幹事
(0827-52-4484)
日本野鳥の会山口県支部
山口地区 岩井幹事
(083-925-2225)
日本野鳥の会山口県支部
周南地区 中島幹事
(0833-46-0781)
日本野鳥の会山口県支部
県支部担当
(083-929-0838)

山口県自然観察指導員協議
会第５支部長 植田髙弘
(083-258-2706)

日本野鳥の会山口県支部
下関地区 上野幹事
(090-6838-5165)
日本野鳥の会山口県支部
山口地区 岩井幹事
(083-925-2225)
日本野鳥の会山口県支部
美祢地区 鹿間幹事
(0837-52-4151)
日本野鳥の会山口県支部
山陽小野田地区 笹尾幹事
(0836-72-2766)
山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com
※平日は18時以降、土曜・
日曜・休日は9時以降

連絡先
(財)山口県ひとづくり財団
県民学習部 環境学習推進
センター
(083-987-1110)

やまぐち自然共生ネットワークでは、みなさまからの情報をお待ちしています。
活動報告、活動予定等がありましたら、下記までご連絡ください。
〔事務局〕〒753-0811 山口市吉敷上東二丁目４番５−２０１ 田中 浩（℡ 090-7971-6843）
〔広報担当〕〒753-8501 山口市滝町 1-1 山口県自然保護課 内田 修（℡ 083-933-3060）
E-mail h-tanaka43@ni fty.com URL http://www.g otjp .com/yama-kyou/
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