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偶脚
流大学の存続を要望
rti

生から今後の源流大学のあり方
について提案があり'今年度で文

部科学省の財政支援が終わる源
流大学について'隆夫小菅村村

大学を存続するよう要望書を

長から東京農業大学として源流

成二十年度の活動計画'予算案

大沢学長へ手渡した｡

大学の体験講座の地元講師とし

｢東京農業大学の源流大学存続について｣

などを審議し了承した｡宮林先

東京農業大学学長へ
源流大学の運営委員会が'八
月七日'午後二時から東京農業
大学十五号館で開催された｡東
京農業大学から大沢学長'清水
副学長'宮林先生､牧先生'小林

要望書 (要旨)

しの知恵や技が学生の成長に役

の中で自らが身につけてきた暮ら

先生'学習支援課の平出課長'
源流大学GP室の杉野さん'小

現代GPによって'多摩川源流大

に立っていることに目覚めました｡

とによって'源流の生活や暮らし

学が開校したことは'小菅村と

また'長作地区で三十五年振り

て名乗りを上げ'活動を開始し
たことです｡学生達と接するこ

日本山林会の原さんなどが出席

菅村から隆夫村長'佐藤源流振
興課長'小泉先生'中村所長'全
国水環境交流会の山道さん'大

えてくれました｡開校以来'源流

村民に大きな励ましと希望を与

に学生達が水田を復活したこと

平成十九年五月二十日'小菅

した｡運営委員会では'平成十九

は'長作地区の住民に大きな励

村白沢地区に東京農業大学の

年度の活動報告'決算報告や平

大学による森林体験'農業体験'

すが'小菅村の源流再生に大き

今年度で終了すると聞いていま

現代GPとしての源流大学は'

ましを与えています｡

五回に達しています｡さらに研究

名にのぼり､その体験講座は五十

室による調査活動も三十三回

く貢献しているこの事業の意義

と切望しています｡

とその効果を理解していただき'

を数え百二十名の学生が自主的
に源流を訪れるなど小菅村の活

東京農業大学としてこの取組推
進体制を存続していただきたい
とりわけ'私どもにとって嬉し

性化へ大きく貢献しています｡

いことは'村民四十九名が源流

小菅村としても'白沢キャンパ

希望となっています｡是非とも小

組みは'全国の源流へも大きな

想いをご理解いただけますよう

菅村民の源流大学存続の願いと

スの維持管理に関して'大学と

協議して地元負担を検討する

重ねてお願い申し上げます｡

など'最大限の誠意をもって望み

たいと考えています｡東京農業
大学と連携した小菅村のこの取

源流大学の学生達が､七月から九月にかけて'

耕作放棄地の開墾や水田や山葵田の再生'援農･

ている｡七月には'実習で各農家に出向いて'維草

お祭り･文化復興にと大活躍Lt村民から喜ばれ

抜き'ジャガイモ掘り'ワサビ田の整備に汗を流し

た｡学生達は橋立地区で耕作放棄地の開墾に取り

組み'雑草に覆われていた畑を鍬で開墾した｡鍬の

使い方も最初は不慣れであったが､地元の住民のや

り方を盗み少しずつ上達していった｡また'そばの

種まき'木帯体験'お祭り体験にも挑戦した｡

大きな木の根を掘り出す

開墾にいとむ

みんなで力を合わせ

おばあちゃんと一緒に

源流文化体験などの体験学習に
参加した学生は'千八百七十六
源流大学運営委員会(8月7日∴東京農業大学)

聴/･fLの四季◎2 ◎

小菅村に
天然の冷蔵庫完成

の一環として'村内で生産した野
菜などの長期保存施設として天
然の冷蔵庫｢室｣をこのたび完成

.,.〜

源流元気再生プロジェクトを開始

小菅村温泉の黒川文一総支配

ロジエク‑の四本を柱に事業を村

させた｡室の中は'年間を通して

人は'｢源流元気再生プロジエクー｣

小菅村と源流研究所は'村民とともに山積する課題を前向きに打開していこうと'この度内閣

けた｡

民ぐるみで展開しよう｣と呼びか

運営委員会に参加した宮林

先生'渋沢先生'神谷先生の三名

みんなでこの村を経営すること｡｣

の方向性を示す仕事をやること｡

て作り上げた｡

歴史がある｡この先人の知恵と
工夫を復活させようとこのほど
温泉が中心となり'加藤亀吉名
誉村民の指導を受けゆうゆうク
ラブや源流大学などの協力を得

のアドバイザーが'発言｡宮林先

とアドバイス'神谷先生は｢この事

生は｢村民全参加型の新しい風

｢源流プラットホーム｣と

事業内容の説明に立った源流
研究所の中村所長は｢この事業
では'なによりも源流資源の循

づかい研究室tBt源流産業開発

続いて'佐藤課長がtAt源流木

され認知されてきた01緒にやり

んなことは滅多にない｡段々評価

業がよくとれた｡おめでとう｡こ

のは村民の皆さん｡この村の未来

が一番｣と指摘'渋沢先生は｢やる

をつくる'自らの風をつくること

｢源流元気ラボ｣構築へ

十五度前後に保たれており'昔
小菅村では冷蔵庫が普及する前
は食糧の備蓄に室が活用された

府が募集した地方再生に向けた｢元気再生事業｣(年問予算約二千五百万円)に応募｡その結果
激しい競争にうち勝ち見事小菅村の提案が採択された｡

小菅村は'この源流再生事業
を村民ぐるみ･村ぐるみの取組
として必ず成功させたいと'九月

十二日'小菅村役場で｢源流元

環と活用を通して地域産業の振

研究室tct源流健康づくり研究

を開催'村民五十人が参加した｡

たい｣と激励した｡

興と交流人口の拡大を図り'流

室tDt源流森林再生研究室tEt

佐藤源流振興課長の司会で

気再生プロジエク‑｣運営委員会

て小菅村の活性化と自立を目指

域の市民や源流大学等と連携し

を提案し'運営委員が希望に添っ

源流文化研究室の五つの研究室

てそれぞれの研究室に所属した｡

を述べた｡

最後に'運営委員会の役員を次

す｣と源流元気再生事業の目標
さらに､中村所長は'｢小菅村

始められた運営委員会では､降
矢英昭村長が｢十倍の難関を突
破して国に採択されたこの事業
は､村民が主役の取り組みで小

は､具体的に何をやるのかといえ

菅村の新しい村づくりの第一歩に

したい｡新たな歴史を踏みだす

の通り選出した｡

守

ば'①源流プラットホームと﹃源流

小泉

元気ラボ﹄の設置'②源流資源の
運営委員長

英昭

力をお願いしたい｣と決意を語っ

循環･活用プロジェクト'とくに源

正直

◎3◎源流の四季

ため一人一役･全員参加をめざし
たい｡皆さんの特段の理解と協
た｡続いて'国の主任調査員の立

流の木で家を作る取り組み'木

降矢

づかい保健室づくり'新商品の開

古菅

発と流通網確立'③源流森林再

副委員長

再生事業を進めて欲しいと激励

生プロジエクー④源流文化再生プ

場から京浜河川事務所の柳沢
河川環境課長が先進的な元気
した｡

天然の冷蔵庫｢室｣ (小菅村)
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清瀬売貫雫隻胃青手持会

､方昔をてす1

広がる感動と笑顔

源流体験の輪

平成十三年より続けてきている源流体験｡今年度も二十二の団体が小菅村を訪れ'五感で本物の自
然と源流を知り味わった｡広がる感動と笑顔の源流体験｡その輪が大きく広がったのが今年の特徴だ｡

るとどろぎ水辺の楽校の鈴木さ

割が河口の都市からやってきたこ

なんと九十一名､小菅村の人口の一

きた｡鈴木真智子さんを先頭に

七月二十六日に川崎のとどろ
ぎ水辺の楽校が小菅村にやって

お母さんは

来られた｡子供と一緒に参加した

腰部さんを中心に源流体験に

体験に取り組んでくれ'今年も

れた白石さんが力を入れて源流

ティー｡多摩市は'昨年亡くなら

ら感謝｡感謝｡

んを始め関係者の皆さんに心か

の美しさと怖さをまるごと体験

流の谷に響く｡源流に触れ'自然

とになる｡菅田校長'河村さん'

はころびます｡痛い目に遭います｡

で怖さを知ると'不思議と怪我

柳沢課長さんなど多くのお馴染

木戸副所長さん'菱田課長さん'

京浜河川事務所の鈴木所長さん'

た｡体が思うように動かず'水

かった｡水が澄んでいて綿寛だっ

･｢水が冷たかった｡水の流れが速

八月一日は'多摩リバーコミュニ

し'自立や責任感を自覚し'自然

遠藤さん'御前さん'山下さん'

源流に触れ怖さを知り自然を理解

る｡小さな危険に向き合うこと

のすごさや素晴らしさを理解す

転んだら自分で立ち上がってく
体験の原点である｡

や事故はなくなる｡これが源流

｢今日は怪我をします｡今日

ださい｡痛かったら我慢してくだ

に'中村所長と'望月撤さん'中

幼児班で二十名連れて白糸の滝

源流体験では'佐藤英敏課長が

みさんの顔を見ることができた｡

と感想を語っていた｡今年は'

思い出になりました｡｣

み三人でチャレンジできて夏の

と思います｡娘も一緒に飛び込

の力に驚きました｡また来たい

さい｡源流を歩き出したら'君た

ちの後ろにいる親も先生も'誰

ちは源流にはいると'イキイキ'

がそれぞれガイドした｡子供た

川撤君が指導者として'それぞ

の源流体験教室を実施した｡訪
れたのは'昭島市の啓明学園の

七月二十二日に今年度初めて

がありました｡(一番は子どもが

･｢今まで生きて二番目にスリル

は｢源流に来ると流域全体を意

流を駆けめぐっていた｡鈴木さん

子供たちは'生き生きとして源

淵､のぞき淵'瞳淵を案内した｡

れの班を引き連れて'戯れ淵'釜

察会にも参加された｡

子供達を激励'夜のムササビ観

加されわざわざ小菅村を訪問し'

源流体験に渡辺幸子市長も参

い｡人生で一番大切なことは'自

も今日は君たちをサポートしな

喜んでおられた｡

キラキラ｡お母さんや先生達も

分の安全は自分で守ること｡すべ

四年生十六名と親･教師併せて

ければ'けっして入っていけない

生まれた時)ガイドさんがいな

識できる｡源流は流域の宝｡みん

いきなり中村文明所長の声が源

三名｡奥秋さんは'前教育長で
退職されて今年から源流体験

中川撤君'それに奥秋利一さんの

ための素晴らしい体験となりま

川の源流の美しさを忘れない

とがどんなにラッキーか｡今後も'

･｢この清流に身を浸すと言うこ

を募集して'毎年参加してくれ

流を深めた｡河口から､百名近く

と野菜'焼きそばを沢山戴き'交

盛大なバーベキュー｡美味しいお肉

からは'玉川キャンプ場で恒例の

次は親の感想です｡

三十八名｡鈴木先生を先頭に元
気で活発な親子が参加した｡食

ところにいけたことが'印象に

なに知って欲しい｡｣と語る｡夕方

人生の原点を今日は体験します｡｣

てを自分でやり通すこと｡この

事の後'早速源流に向かう｡ガイ
ドは'中村所長と小菅村職員の

残りました｡｣

を手伝って頂くことになった｡二

した｡｣

班に分かれて'中村所長と撤君

流れに逆ってのぼる

岩にはばまれながら

源流の四季◎4◎

した｡鼻から吸うマイナスイオン

さがとても賛沢なものに感じま

になった｡

学は雷雨のため残念ながら中止

明してもらった｡夜のムササビ見

こうした感想に触れるたびに源

が今年初めて源流体験にやってき

八月四日'青梅市の青年会議所

いうか'なにしろ天気がクルクル

午後からは夕立というか､雷雨と

源流研究所で昼食を食べたあと'

スタッフともども元気にやってきた｡

ので'大人も子どもも大喜びであっ

験の経験がない人々が圧倒的な

機会は少なくなっている｡源流体

舎に暮らしていても､自然体験の

同で源流体験に挑んだ｡日頃田

野球クラブが選手と保護者会合

八月三日'山梨県上野原市の

水の味はありのままの綿麗な味

･｢水の冷たいこと'自然の厳しさ'

象的｡｣

水が非常に椅麗だったことが印

を実感することができたこと｡

はいえ'自然のなせる力の大きさ

られたりしているのを見て'水と

･｢大きな石'岩が削られたり'割

流体験にやってきた｡河村さんや

崎市の宮内中学校が今年も源

8/3

上野原野球チーム

8/4

青梅青年会議所

矢口小学校

8/10

港区港南地区委員会

8/17

港区青山地区委員会

8/21

世田谷アドベンチャー

8/21

狛江多摩川探検隊

8/22

多摩川流域協議会

小菅小学校

9/6

稲城市向陽台

喜んでもらえてよかった｡

8/10

‑｡こちらは中村所長と中川撤

君で対応した｡今年は､時々雷雨

く'一時的な雨がつづくので川の

や落雷がある割には雨量は少な

水量が増すほどではない｡そのた

るところがあり'いろいろ思案し

自分の力を信じて

で頂いたようで本当に良かった｡

みなさん大いに源流を楽しん

探しても面白いかなと思う｡｣

してみたかったです｡沢ガことか

ないと思った｡もう少し長い散策

き生きする顔はなかなか見られ

たちの顔'普段の生活であんな生

･｢最後の飛び込みで見せた子供

て冒険を楽しみました｡｣

も楽しかったです｡子どもに返っ

た｡とても印象深い体験でとて

で感じ､源流の流れの強さに驚い

･｢岩や川を渡りながら自然を肌

実施した｡参加したお母さんは

と大人四十二名で源流体験を

視線を送ってくれている｡子ども

ど市の職員も熱心で源流へ熱い

や課長や渡辺さん､中田さんな

体験で源流と連携している｡なご

源流と連携Lt武蔵野市は源流

組は熱心で昭島は環境フェスタで

ある｡それだけに環境問題の取

市民の水道を運営しているので

市には水道局がある｡地下水で

域で羽村市と昭島市と武蔵野

源流体験にやってきた｡多摩川流

八月六日'武蔵野市水道局が

をたくさん含んだ空気は身体に

流体験をやってきて良かったと思う｡

しみわたり大変幸せでした｡｣

八月は'多摩川流域から源流

源流の自然を楽しんだ｡参加者は

た｡中学生六名と大人二十名で

体験を希望する団体による親
れている｡八月二日は'立川水辺

･｢清流の水の冷たさ'透明度'心

子連れがぞくぞく小菅村を訪
の楽校の四十五名｡柴会長や影

地よさ'木々の種類の多さが印

中に休験を始めるため出来るだ

変わるので天気が安定した午前

た｡源流体験終了後'玉川キャン

象に残った｡｣

山さん'大迫さん'竹内さんなど'

け早く源流へ向けて出発する｡

プ場のバーべ‑キューに招待され

八月五日'近藤先生率いる川

りも爽やかなことが嬉しい｡こん

三鷹市社会教育会館

遠藤さんがいつものようにサボ1

体験したお母さん達の顔が何よ

7/31

みんなが自然を楽しんでいた｡

だった｡空気が美味しかった｡｣

狛江水辺の楽校

た｡特別参加した所長の孫の莫

8/8

･｢原生林の縁の優しさ'川近く

武蔵野市水道部

な感想を書いてくれた｡

成長の家

をしていた｡

8/6

緒も悠真もとても元気に水遊び

7/27

に下りて吹き上げた風の爽やか

9/4

め'中学生には少々迫力に欠け

て'途中からは川の中心を遡るコー

スで源流に挑んだ｡それでも子

供たちはドンドン挑戦し疲れを

知らない元気さで'最後の飛び込

みも活発であった｡途中の説明の

ところで河村さんに溺れた人を

助けるにはどうすればいいか説

◎5◎源流の四季

福生水辺の楽校(雨で中止)
8/24

川崎水辺の楽校
8/23‑24

宮内中学校
8/5‑6

立川水辺の楽校
8/2‑3

多摩リバーコミュニティ
8/1‑3

調布市環境政策課
8/1

ととろぎ水辺の楽校
7/26‑27

啓明学園初等部
7/22

｢全国源流シンポに七百名参加｣

発言｡巾崎さんは'高校生に森の

文化を教えた経験を披露｡揮頭

先生は｢木祖村は'中仙道の街
道文化やお六櫛･木の文化を育

んできた｡ここは'東西文化の接

点｡旅人をもてなす心が根付い

第九回全国源流シンポジウム(現地実行委員会主催)が'八月三十日'三十一日の両日'長野

県木祖村の木祖小学校体育館など木祖村を会場に開催され'講演や基調提言'特別報告な
どで交流を深め合い'流域連携を強め源流資源の循環を通して新たな源流再生を誓い合った｡

けでは人は来ない｡観光にはイメー

山萱さんは'｢源流という名前だ

そ原点であり'源流の豊かな環

マに開催されたが'足元の環境こ

基調提言した高橋先生は'｢治
水や防災を考える上で流域全

繋ぐことが大切｣と強調した｡

日本人の暮らしの知恵や文化を

である｡政治家ももっと源流に

る時代になり､源流は川の原点

通省河川局河川環境課の中嶋
章雅課長'名古屋市の山田雅雄
副市長'揮頭実行委員長'森の

当日は､滞頭修自実行委員長
が｢シンポジウムは森は水の源･水

来賓の挨拶では'全国源流の

西川ダム工事事務所の佐藤寿延

観光活性化実験｣を栃木県湯

源流にどんな思いをもってどん

生が｢まずバネリスーの皆さんが'

換が行われた｡はじめに宮林先

文化と日本人の暮らし｣と題し

マにしたパネルディスカッションでは'

｢源流の魅力は流域の宝｣をテー

村の共生の時代をめざそう｣と

した｡山田副市長は｢都市と山

の基礎にしていきたい｡｣と強調

これを今後の川づくりの運動論

ジが大事｡自分は何故木祖村に

ている｣と木祖村の特性に触れた｡

しを体験させ'記録に残している｡

こない'ありのままの生活や暮ら

シンポジウムには'地元木祖村

境を後世に受け継いでいくこと

流域連携による源流再生推進へ
や木曽川流域をはじめ'五ヶ瀬
が私達の使命です｣と主催者を

曽川の水を生む源流の村です｡

目を向ける必要がある｡｣と源

名手･名人の巾崎理一さん､株式

ある｡流域で川のあり方を考え

体を視野に入れることが大切で

多摩川源流'荒川源流など全国

が欠かせません｡このシンポをきっ

水が生まれるためには森林整備

会社農協観光大阪支店の山登

代表して挨拶'続いて木祖村の
粟屋徳也村長が｢私達の村は木

川源流'緑川源流'高津川源流'
旭川源流'四万十川源流'紀ノ川

吉野川源流'熊野川源流'矢作

各地から七百四十名が参加'会

で取り組むことを強調した｡特

流問題の解決のために流域全体

由紀子さんtNPO法人全国源

川源流'千曲川源流'相模川源流'

場は参加者で溢れ盛大なシンポ

かけに流域全体で環境を守る気

流ネッ‑ワークの中村文明代表が'

ジウムになった｡

運が広がることを祈念します｣

別報告では'｢大都市と山村との

バネリス‑を務め活発な意見交

郷協議会を代表して'会長の隆

所長が'｢紀ノ川･吉野川源流

しい｣と述べた｡

な活動をしているか紹介して欲

と歓迎の挨拶を行った｡

博村長が'｢水陸両用バスによる

連携｣を山梨県道志村の大田昌

は命の源･川は命のつながりをテ‑

夫英昭小菅村長が｢源流は流域

水源地の村づくり｣を奈良県川

した｡

それぞれ先進的な事例を紹介

上村の坂口泰一企画財政課長が

の要であり'国土保全'環境保
全の最前線に位置している｡源
流を保全することは流域全体

るため'①繋がりを大切にする｡

が大切になっている｡良い川を創

中嶋課長は｢多自然川づくり
訴えた｡

を良くすることに繋がる｡｣と

て基調講演を行なった｡塩野先

がコーディネータとなり'国土交

東京農業大学の宮林茂幸教授

②活動を広げる｡③環境を学ぶ｡

生は'｢高校生と一緒になって森の

続いて塩野米松先生が｢木の

名手･名人からの聞き取りをお

の参加者で盛り上がった｡

と郷土料理の集いが開かれ大勢

と呼びかけた｡夜には'伝統芸能

川村に来年は是非来て下さい｣

村長が｢修験道の聖地である天

で確認した｡最後に'次回開催
地の奈良県天川村の車谷重信

里宣言｣を参加者の大きな拍手

続いてシンポジウムは､｢源流の

が大切である｣と発言した｡

め協働で源流の資源を守ること

の恩恵に浴する人々が連携を強

時代になった｡源流の人々と源流

源は源流の人だけでは守れない

大事になるが'こうした源流の資

きる｡水や森などは'これから益々

で活用すれば源流の森が再生で

クーを進めようとしている｡流域

摩川では'木づかい保健室プロジエ

資源は'深い眠りについている｡多

中村代表は｢今'源流の森林

と指摘した｡

来るか｡人との繋がりである｡｣

伝統芸能と郷土料理の集い

相の四季◎6◎

多摩川流域セミナー開催
多摩川流域懇談会主催の第二十八回多摩川流域セtt(ナ‑が六

続いて小菅村の三名が話題提供'

河川の最上流の自治体で構成

当日は'午前十一時に奈良県の

期待されている取り組みである｡

鳩感

大橋式路網の現 地研修会問催

川源流猟師の民俗知｣'北都留
森林組合の中田無双さんは｢源

する全国源流の郷協議会は'森

猟師の青柳万寿男さんは｢多摩

流の森林再生について｣'小菅村

木祖村'根羽村､天川村の担当者'

川上村役場に'道志村'小菅村'

東京農業大学の宮林先生'林野

内路綱の設置･普及に取り組も

うと'七月三十日tlll十1日に大

林再生の基盤整備事業である林

阪府の指導林家である大橋慶三

庁森林整備部の原課長補佐'同
じく整備課の川戸課長補佐､そ

源流にこだわった村づくり｣をテー

源流の森にも地球温暖化の影響

マに話した｡猟師の青柳さんは

郎先生と吉野林業の岡橋社長

の佐藤源流振興課長は｢多摩川

行こう｣をテーマに実施された｡流域の市民や川の関係者など五

が見られること､昔西日本しか

月二十一日､二十二日の二日間｢源流‑多摩川の最初の一滴を見に
十l名が参加し'源流の役割や重要性を確認し合った.

京浜河川事務所の鈴木所長が挨

さんが司会を務め'中村所長と

甲州市塩山一ノ瀬高橋の作場
平で行われた開会式では､安元

最初の一滴を見てもらえてほっと

てこない｡それでも時間をかけて

ることは出来たが'なかなか落ち

時に到着した｡最初の一滴は'見

頭で昼食をとり'水干に午後二

前十一時三十分に出てヤブ沢の

長がそれぞれガイドをした｡午

長と小菅村の佐藤源流振興課

いるとの報告に大きな拍手が起

人も盛れる｣との口伝を残して

が盛れば獣が盛り､獣が盛れば

声が上がった｡東北のマタギが｢山

を聞いたときは'会場から驚きの

流産し繁殖しないと森がいう話

ては､山の実が少ないとしには'

的な動向にふれた｡また熊につい

り増加していることなどの全国

が少なくなって淘汰されなくな

第に北上していること'シカは雪

生息していなかったイノシシが次

流地域において'その普及が最も

土保全の最前線に位置する源

る機能を持ち合わせており､国

的な路綱で'水土保全に寄与す

は'拡水工法を取り入れた画期

研修会を開催した｡大橋式路網

をお招きして大橋式路網の現地

研修を行った｡上多古の小所では'

山三箇所で大橋式路網の現地

の指導で清光林業の岡橋社長の

午後から大橋先生'岡橋社長

を表敬訪問した｡

が集結'参加者二十名で川上村

社長'模本さんら現地指導の方々

して大橋先生'清光林業の岡橋

4滴をめざヰノ

拶した｡鈴木所長は'川を管理

した｡午後四時三十分に作場平

源流の果たす役割は大きい

きい'源流の森や川の大切さを体

デリカで駆け上ると､参加者から

する上で源流の果たす役割は大

こった｡中田さんは'源流の森を

最大傾斜三十度の路綱を三菱

を出て'広瀬屋旅館に五時四十

事務所の工藤調査課長と源流

ディスカッションでは京浜河川

修した｡

大阪府にある大橋先生の山を研

地で指導された｡七月三十一日は'

が大橋式の神髄であることを現

定することに心血を注ぐこと｣

をどうつくるか'その路線を選

度から判断して'山を壊さない道

地質､土壌'傾斜などあらゆる角

の大切さを繰り返し指摘'｢地形'

現地研修会で｢現場を見ること｣

驚きの声が上がった｡大橋先生は､

再生する取り組みを紹介'佐藤
課長は小菅村が源流にこだわっ

分に着いた｡

た村づくりを二十二年追求して

め交流人口を増やすことで村の

いる姿を紹介'上下流連携を進

行われた｡セミナーでは'小菅村

研究所の中村所長がコ‑ディネ‑

全国各地から参加(7月3 1日､大阪府大橋山にて)

験して欲しいと強調した｡

当日は二班に分かれ'中村所

r山が盛れば群が盛り､
獣が盛れば･<も盛れる｣

二日目は第二十八回多摩川

の降矢英昭村長が'｢源流の現

ー'参加者から質問や提案が活

活性化を図りたいと訴えた｡

流再生にとりくみたい'皆さんの

発に出された｡

状は厳しいが水や森を守り'源
協力をお願いしたいと｣挨拶した｡

◎7◎源流の四季

流域セミナーが､小菅村役場で

第28回多摩川流域セミナー(6月22日､小菅村役場)

声を′‑1耳鼻こ人定
鍔山英次と中村文明の世界
多摩川を愛する二人の写真家が心を込めて 撮り続けてきた多摩川の四季
悠久の流れと幻想的な多摩川源流の庁まいを ここにお届けする

通らず中村文明

日時:11月20日0‑30日◎ 【20日午後2時オープン】
会

場:(入場無料)

調布市文化会館

たづくり1 1階皆の広場(京王線調布駅下車

5分)

主 催/多摩川流域懇談会(多摩川流域懇談会設立1 0周年記念事業)
協 力/小菅村･多摩侶源流研究所 多摩川流域ネットワーク 多摩川源流大学

多摩川流域懇談会1 0周年記念シンポジウム
テーマ

｢多摩川の歴史これまでの1 0年これからの1 0年｣
日
会

時:11月29日◎ 12:30‑16:30
場:調布市文化会館

たづくり2階

くすのきホール

基調講演
｢川はいのちの宿り｣

柴田

敏隆(日本自然保護協会顧問)

パネルディスカッション

柴田

隆行(多摩川の自然を守る会)柴田

鈴木真智子(とどろき水辺の楽校)
主

催

多摩川流域懇談会

問い合わせ

栗原

敏隆
秀人(元京浜河川事務所長)

NPO法人多摩川エコミュージアム

電

話

044‑922‑1025

