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へ繋がす事業への第4辞

施等を通して'林業経営の基盤づ

設本部長'大川宗男狛江市いかだレー

ス実行委員長'笛木裕二東京電力環

本木紀彰川崎市交通局高速鉄道建

･文化再生の木下室長は｢源流古道

境部課長'久米雅雄本田技研工業社

くりが進んだ｣と発言'

調査や現地踏査を実施し資源マッ

評価･期待に触れながらアドバイスし

会活動推進センター担当が'取組への

農事記の作成'伝統芸能の保存な

ディネーターに意見交換会を行い'村

造方法の調査･研究'炭俵の作り方､

どが進んだ｣と述べた｡

プを作成した｡また'炭焼き窯の製

木づかいの保健室が完成したこと'

続いて'小泉守運営委員長が'｢源

･木づかいの古屋室長は｢小中学校に

流域の学校へ営業を実施し'来年

民や村役場から積極的な意見'感想､

元気再生最 終矧告会を開催｣
なり'下流域とも連携しながら地域

提案が出された｡小島力運営委員の

らかになったこと'緑黄色野菜の栽

｢今回の事業は未来へと繋がる取組だ｣

との発言に参加者は大きく誘いていた｡

な元気さというのは出てきたけど'経

課題｡そういう意味では今の掘り起こ

済的な所をどうするかがこれからの

繋ぐということも大事だ｡みんなで商

経済面の新たな
展開が課題

アドバイザーの矧針酪介

業大学教授'神谷博法政大学講師'

最終報告会では'宮林茂幸東京農

今後の取組への抱負を述べた｡

報告を受けて'中村文明所長をコー

参加者を激励した｡

資源を活かした多様な取組みを展開

度への確かな手応えがあったことへ

流元気再生に取り組んで｣と題して､

･亀井室長は｢新商品の開発として

今回の事業の全体的な評価と課題'

山葵味噌や小菅弁当の試作づくり

づくりが今後の課題｣と述べ､

成二十二年度以降も取組を継続的に

が進んだこと､源流水の販路拡大が

村内の木の提供や加工などの休制

展開するための基盤として'下流域と

できる｡平成二十一年度においては'平

源流地域との人的･資金的な連携を一

広がっていること'商品開発は主体

する総合的な取組であり'高く評価

層強固にする枠組みを整備すべきで

となる業者の体制づくりが今後の
課題｣と発言'

ある｡｣と指摘している｡

培など農業と連携した食生活の改

現状や食生活の課題や問題点が明

･守垂室長は｢村民の健康づくりの

報告会では､木づかい研究室の古屋

善など方向性が明らかになった｣と

︻鮎醐鑓絹が成果と︼
金男室長'産業開発研究室の亀井雄

品を納得して'これなら出せるぞとい

からこういう会合の場とか､輪のつなが

斐を持つということと同時に'村は昔

クレジット､C02の固定のクレジッ‑化

新しい動きとしましては'カーボン

して'どれぐらいの吸収固定があって'

がスターーする｡ここをモデルケースに

かというのを計算Ltこのデータをも

年間どれぐらいの金銭で交換できる

とに下流域の企業と連携する｡その

各研究室の報告を聞きまして､よ

活動は元気再生ということで'内面的

くここまでやったと申し上げたい｡この

戻していると思う｡

りがあって'まさに小菅はそれを取り

ぞれの研究室が出しているモノを横に

磨き上げないといけないだろう｡それ

してきちっと出せる'そういったモノに

平成二十1年度の元気再生継続､お

と思う｡

うものを出して行く必要があろうか

しているモノを下流に向かって'商品と

のはどういうことかというと､生き甲

めでとう｡私たちが元気を出すという

宮林茂幸

東京農業大学教授

次室長'健康づくり研究室の守垂広

木下正之室長

︻鵬紙鮒絹SJr鑓朋へ︼

報告'

･木下森林再生室長は｢大橋式路網

子室長､森林再生研究室の木下栄行
室長'文化再生研究室の木下正之室

の普及のためのDVDソ7‑や普及

木下栄行室長

小菅村･源流研究所は､｢源流元気

長がそれぞれ活動の成果や到達点､

用テキストの作成､現地研修会の実

文化再生研究室

再生プロジエクー運営委員会｣と共同

来年度に向けた課題を報告した｡

森林再生研究室

で'平成二十一年三月七日､源流元気

守垂広子室長

た｡挨拶に立った隆夫英昭村長は'｢昨

⊥̲

亀井雄次室長

再生プロジェクト最終報告会を開催し

年より源流元気再生事業に取り組ん
できたが'タイミング良く内閣府から

健康づくり研究室
産業開発研究室

守室長
小泉
古屋金男室長

来年度もこの事業が継続できるとの

プロジェクト運営委員長
木つかい研究室

知らせが入った｡この機会を小菅村の
さんと共に頑張りたい｣と発言'大き

新たな発展の基礎作りと位置づけ皆
な拍手に包まれた｡

内閣府の総合評価によると'｢本取
組は､源流地域の住民と行政が1体と

元気再生最終報告会(3月7日)
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品につけていったらどうか'というアイ

ということになると思います｡また､一

時にクレジッ‑化をうまく使っていく

建て替えるときには少し増築して､例

作って'壊して'また建て替える｡その

る｡とりあえず小さなあずまやを一日一

いうことすら出来ない時代になってい

と学校生活を送れる'そういう環境を

達が自然の材木の中で健康に'のびのび

校にも是非使わせていただいて'子ども

本格的に､改修だけではなく'新設の学

作っていきたいなと思っています｡

自然学校の取組を
小菅でやりたい

横の繋がりを
串刺しにして

んあるんだということを今日は再確

形･無形のすぼらしい宝ものがたくさ

りがとうございました｡この村には有

先はどすばらしい報告を本当にあ

でその材料の間伐材をいただいて'社

境保護という子ども向けのプログラム

で'こちらにお世話になっています｡環

しますが'それと共に私の方は別の形

このホンダの森は今年から私が担当

私どもに何ができ
るか考えたい

認した次第でございます｡東京電力

ますと紹介しながら使わせていただい

こちらの森は後二年ぐらいで植林の

てます｡

き続き'せっかく､苗木を植えてその木

方は終わるんですが'実はこの後も引

を使って将来を担う'次の代を教育す

ものを始めさせていただきました｡こ

が育つわけですから'ここでさらに木の

るということで'自然環境教育という

方もやらせていただければなと思って

かけで､取り敢えず先ずは源流さんに

の人たちと一緒にさせてもらえればあ

の取り組みは是非今年はこの村で'村

る人間は､最後まで大きくなるまでは

と'本木ちゃん'これから行くから｣と

実はもう一つ'東京電力は自然再生

けど'これからはなるべく子どもさん

見られないんじゃないかなと思います

次のステップ､段々盛り上がりが出て

協議会のメンバーに加えさせていただ

いますo育ちも見ながら｡多分やってい

きました｡当初､これは村への支援だ

ます｡先ほどの研究が一つ弓が繋がるよ

なんか入れながらやって来たいと思い

りがたいなと思っております｡

てきた｡そして小菅村とのお付き合い

いる人たちの大切さというのが分かっ

よねと自分では思っていたんですが'

の大切さ'大事さ環境を守って頂いて

非常にいい話なんで'十二月二十四

実はふと気がついたら東京電力にも九

委員会'市も含めてですけども'源流

日に川崎市の担当者で小菅村にきま

流を通して協定まで結ばせていただい

がいよいよ本気になりまして'住民交

と言ったら'｢保健室だよ'保健室｣と｡

を議論しても良い時期に来ているんじゃ

れませんが'少し長い展望'先のこと

して'製材所とか先ほどお話のあった

すので'是非宮林先生が言ったように'

うな仕組みが最終的にでると思いま

を進めたほうがいいのかなと思います｡

横の繋がりを串刺しにして考えること

千ヘクタールの森がございます｡場所が

分転活用できるんですね｡

変わればここで学んだことは他へ随

大橋式路綱の現場も全部見せていた

私どもに何ができるかというと'や

た｡

兆しがあるんだと思う｡

よう'とにかくやろうということで'補

だいた｡そこで今年度､私ども実施し

るよ｡水を含めて小菅にいったらいつで

はり小菅にはこれがあるよ'あれがあ

私も木づかいのプロジエクーの中で一

ムを実施することに｡今年はそういう

いと思います｡

れる'そういうことを是非やってみた

も買える｡必要な時には取り寄せら

修費の中の'多目的教室の壁のリフォー

ます｡出来れば'非常に良いお話なので

今私ども'新設と改修もやっており

意味では試行実験です｡

ということだけではなくて'伝統的な

員として明日'東屋の建前をすること

ないかなと｡そういう意味でも変化の

電話がかかってきまして､｢何ですか｣

その中で私達､いかだレースの実行

付き合いの始まりだと思う｡

声をかけたというのが小菅村とのお

保全をしております尾瀬などの緑地

長が'これは小菅村からいただいてい

推進センター担当

いう制度を発足いたしました｡当社が

久米雅雄

は昨年四月に'東京電力自然学校と

本田技研工業社会活動

つの方向として'源流ライセンスを商

にするとか'いろいろ活用すればいい

えば木の展示'即売というような場所

と思っている｡

最後に源流のライセンスという話で

だったんですけど'ライセンスの方が'い

すが'ブランド化ということもその一つ

いのかなと思ってずっと聞いていた｡

健康でのびのびと
学校生活を送れる

.申

実は狛江市制十周年でいかだレース

東京電力環境部課長

うものを考えてみようというのがきっ

大川宗男

｣二.̲.専7‑‑:
笛木裕二

を始めましたが'いかだレースに源流

狛江市いかだレース
実行委員長

と河口が入るといいなあと'流域とい

d508l

ディアを考えている｡

新たな大きな変化
の兆し

顔ぶれを見るだけで大分違ってき
たな､盛り上がりが出てきたと感じた｡

りが出てきていて'これがとても素晴

特に自主性という意味での盛り上が

らしい｡大きな変化の兆しだと思う｡
若い方が発言をされるようになってき

￠

くるとへその先はどうするのか.今ま

実は'去年十一月の終わりごろ'｢ちょっ

本木紀彰

では当面のことで手一杯だったかも知

ているというのがとてもいい.

川崎市交通局
高速鉄道建設本部長

になっている｡今回は地元の木を使う

軸組､作り方'そういうものを学ぶ｡こ

こでは当たり前のことが'今の世の中
では､木をまともに組んで家を造ると

3⑳錬流の四季

i A

十二時を越える会議でした｡次の
日は朝早く出発をして､石丸峠を
越え､狼平を越えて最初の尾根か

た｡消灯時間が九時だったんですが

しました｡夜作戦会議を開きまし

知恵を出し楽し‑真剣に
組織をつくり材の供給を
船木教育長
どこへ行っても､部長さんや教育
長さんに対応して頂いてありがたい

青柳

諭課長

小菅バージョンを作って
いきたい

たんですが､特に今回ははっきりし
た形になって現れてきて､先ほどの
木づかいなんかでも､未来に向かっ

小菅に加工施設が欲しい

で見て､感動しました｡小菅の山に

道を造り生きた森を

横瀬勝行さん

私も森林再生研究室に入ってい

を見せて頂いて､たいへんすぼらしい

まして､大阪に行って大橋先生の山

出して､小菅でもそんなことができ

と思いました｡路網を活かして木を

るかなとそんな感じがしました｡小⁝

菅では加工できる施設がないんです⁝
が､その施設が欲しいと思いました.山

感性を刺激する取り組み

船木朝子さん

私は食品開発部に入っていまして､

取り組んでいるわけです｡その中で
観光協会の方が女将さん会という
のを発足されまして､地域の方が食

ワサビ味噌とか､小菅汁というのに

森林作業道の研修会にも出て､

材をそれぞれ持ち寄って､本当に楽
しく作りました｡これから何回も

古家成勝さん

きた山にして欲しいなと｡何とか予

意見を言ったんですが､間伐が進ん
でいない｡早く路網を整備して､生

算付けを国､県にしていただいて､生

なと思います｡

なと山主としてお願いしたいと思う｡

守重敏雄さん

大橋式を小菅にいっぱい
入れたい

大橋式路網の研修で､大阪に連

れていっていただきまして､あまりに

急な傾斜を上るんで､これが大橋
先生の作業道なんだなと話には聞
いていたんですが､改めて自分の目

石坂真情さん

ますのでよろしくお願いします｡

くということでいろいろ皆様のご期
待に応えられるよう､源流大学､私
も村内を駆け回って行きたいと思い

来年度も源流大学が続くことにな
りまして､この元気再生事業も続

頑張りたい

村内を駆け回って

きた森を一日も早く作って頂きたい

試行錯誤をしていくうちにおいしい
お弁当なりワサビ味噌が出来るか

一日も早く

いっぱい入れたいなと思いました｡

ているなという感じがとてもしてい

ます｡そういう意味で来年度も補
助が頂けるようなんで､本当に僕た

ちの未来に繋がる方向へみんなで

シカ肉の活用等の研究を

います｡

力を合わせてやっていければなと思

青柳万寿男さん

大橋式路網で道を尾根に入れて､

考えが流れているんですが､四万十

崩れない強い道づくりを基本に学
んでいく中で根底には大橋先生の
式というのは､木組みをやらないで'

縮憲に食べられちゃう｡手を焼いて

家の庭先の野菜はシカにみんな

います｡何とかこのシカ肉の活用等

ら道なき道を下りまして､途中諦

盛土工法でいく｡実は四万十の土
質と小菅の土質は若干違う｡地質

についても今後元気再生の中でも

なと思ったのが感想です｡とにかく

が｢ヒノキがあったぞ｣と大きい声

を考えると'出来るところと出来

めかけた時もありましたが､石坂君

をあげまして､みんなで走り寄った

これから下流の皆さんに本気になっ
ていただくには､こちらも真剣にな
って､組織を作って､ちゃんと供給で

力さん

研究できたらなと思っています｡

ないところがある｡しっかり勉強し

古屋亮弥さん

小島

報告書が出て終わりというのが多かっ

大体補助事業というのは､一冊の

力を合わせ

未来に繋がる方向へみんなで

そんな思いです｡

でもワクワクする､心が元気になる､

将来のことを聞くと､すごく自分

いるんですけど､いろんな人の企画､

頂きたくて､この会議にも参加して

私の会社にも少し元気を分けて

元気になる

将来の事を聞くと心が

かなと思っています｡

バージョンの形を作っていけたらいい

ていけたらいいのかなと思う｡小菅

ながら､両方うまく組み合わせてやっ

と記憶しています｡

木下さとみさん

感激したことなんです｡

こと､そういう現場の話が私が一番

あげるということは､とても大変な

お話だったんです｡今､山で収益を

番感激したのは､藤原造林さんの

大橋式作業道の話ですが､私が‑

木下純子さん

藤原さんのお話に感動

たいなと感じました｡

材料をこちらで使って頂いてありが

大田区の源流の木で家を作るプ
ロジェクトで聖フランシスコの研修
に行かせて頂いて､先ず､玄関に入っ
て､小菅の森林にいるような香りが
してすごく感動しました｡小菅の

香りに感動

小菅村の森林にいる

きるような体制を頑張って作ろう
とそんな思いであります｡

ヒノ手を下流に広めたい
木下拓郎さん
最初は大菩薩からヒノキが小菅
に伝わったというのは全く知りませ

んで､猟師の青柳一男さんから場所
を聞きまして､その場所に行ったら
そこにヒノキがありまして､本当に
感動をしたのを覚えております｡こ
れからヒノキを源流のヒノキという

ことで命名しましたので､これを下
流の方にたくさん売っていけたらい
いなと思います｡

夜遅くまで作戦会議
守重裕和さん
大菩薩峠の頂上の介山荘で一泊
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源流大学フォーラム開催
平成十八年度より行われている､多摩川源流大学は山梨県小菅村と東京農

流に対する小菅村の期待は大きい｡

長である'小菅村降矢英昭村長は｢源

采を浴びたのは第1部の学生による

本フォーラムで一番注目を集め'喝

力となった｡

は熱気に包まれ'今後の活動の原動

のフォーラムは決して最後のまとめで

最初の一滴ではないですか｡今後も源

はない'これがまさしく源流大学の

またそれによって元気になっていく村

流大学に期待し'活動が続くことを'

民と学生の笑顔を期待します｡｣と

いう声を多くの方からいただいた｡源

流の一滴がいずれ大海に注ぐように'

源流大学も今後さらなる発展を目
指したい｡

座を開講した｡

業大学が協力し地域再生･農環境教育を行う'文部科学省の現代的教育ニー

最初に源流大学の学長であり'東

村長というより一村民として継続を

田んぼ再生の話であろう｡この学生

ということで､源流大学で一般･社会人向けに2009年1月17･18日の1泊2日で｢猟｣講

ズ取組支援プログラム(現代G P)である｡今年度はその最終年度でその集大成

京農業大学/東京農業大学短期大
お願いしたい｡｣と述べられるなど'

に付き合ってきた｡様々な知恵や知識があ

として平成二十l年1月三十‑日土曜日､東京農業大学百周年記念講堂で､｢現

学部の学長であられる大洋貫寿学
源流大学への期待の高さが十分に感

け'その後自主的に小菅村で様々な

達というのは'源流大学の実習を受

菅村の方々は山の恵である生き物連と上手

代GPフォーラム‑多摩川源流域における地域再生と農環境教育‑｣が開催さ

長より挨拶があった｡この中で大揮

じられた｡その後'東京農業大学の

小菅村には｢鉄砲′うこち｣と いう方々がいる｡

二百名が会場に足を運んでくださり､会場内は大変温かな雰囲気に包まれた｡

先生は｢このような活動はぜひ続け

宮林茂幸教授による源流大学の活

鉄砲′さこちと は猟師さんのことだ｡山深い小

れた｡この日はあいにくの雨であったが､七十名近い小菅村村民とl般･学生約

るべきだ｣と述べられるなど､今後の

動実施概要や東京農業大学職員の

活動をしている学生達で'本年度'小

また'次に挨拶された源流大学副学

田んぼを再生した｡このことは非常
に小菅村を元気にし'村民と学生と

菅村の長作地区に三十五年ぶりに

の距離が一気に縮まった出来事でもあっ

石坂真情氏による体験実習のカリキュ

また'小菅村役場の佐藤英敏氏より

た｡学生達の発表中は何度も村民や

ラムと評価についての発表が行われた｡

課題などについての話があり'参加者

学が目指し'願っていた人と人とのつ

会場の方から拍手が起こり'源流大

受入側から見た源流大学の効果や

るよい機会となった｡

ながり'都市と農村の交流など､そ

にとってはこれまでの活動を振り返

フォーラム第2部は今後の源流大

であった｡がんばってくれた多くの学

れらは源流大学の一つの大きな成果

生に感謝するとともに'さらに多く

学の課題､展望などについて木俣美

小泉守氏'植村春香氏､学生代表で

ことを願う｡

の学生がこの活動に参加してくれる

◎5◎源流の四季

樹男先生'山道省三氏'中村文明氏'

のバネリス‑で討論｡様々な立場の方

フォーラムが終了した後'会場で｢こ

中村淳美さん'霜田紗江さんら8名

から様々な意見が飛び出し'会場内

一般講座｢猟｣

体験報告する中村さん･霜田さん(1月31日)

訪れることを約束して小菅村を後にした｡

と杉田一夫氏を講師として招き､貢やウ

明氏がインタビュアーと

源流大学の継続について話された｡

源流大学フォーラム(1月31日)

源流大学体験報告会場( 1月31日)

1日目は東京農業大学の松林尚志先生による講義の後､実際に山の中に入り青柳

万寿夫氏､奥秋‑俊氏､船木書庫氏等鉄砲′∋こちの皆さんと動物連の足跡を探し歩い

た｡また､動物達の生活､行動についてのお話を伺った｡その後､源流研究所の中村文

マ猟などについてお話を伺った｡先生方のお話はもちろん､テンの解体や猟の際､摘

影した写真などを参加者達は大変熱心に見学していた｡

2日目は､仕掛け貢の名人である酒井某氏を講師に招き､仕掛け貢の実演を行っ

た｡最後貢がうまく作動したのを見て､参加者からは歓声と拍手が起こった｡その後

も先生を囲んで小菅村を離れるまで話は尽きなかった｡

小菅村に残る文化に触れ､小菅村の温かさに触れ､参加者の皆さんはまた小菅村を

野政五郎氏は､道下の木を路面の

当初丸太で保っているが'もし腐って

せてしまう｡それから路体の強度は

てくる｡芯が残っていれば'その芯が

高さに合わせ伐って'この間に倒し

周りの土との間に粘着力'摩擦力

きても芯材が残っている｡丸太が腐っ

れる｡大橋氏の山は'花園岩のマサ

を生じて'土自体に強度が生じてく

た木をいれて土砂をかぶせている｡

土地帯である｡花岡岩のマサ土とい

る｡すなわち'芯材が残っていれば'

てくれば周囲の土の性質も変わっ

うのは､ちょうど研いだお米のよう

今度は丸太ではなくて土そのもの

大橋慶三郎氏は丸太を組んでおら

小菅村と多摩川源流研究所は'三月四日〜五日､作業道の第一人

にぽろぽろとして粘りがない｡盛ろ

が路体を保持するようになる｡あ

酒井教授が作業道のあり方を提案
者の酒井秀夫東京大学教授'箕輪光博東京大学名誉教授､菅原泉東

うとしても盛れない｡そこで丸太を

持たせている｡そして大事なことは'

えすれば上から土を補給すれば､

年は保つことができ'芯が残っていさ

当面腐らないとすれば'あと数十

る実験では'丸太が土に埋められて

路体を支える土留め工を盛土の下

百年とか､そういう単位で強度を保

を造っておられる｡道路の進行方向

につくり'土留め工でこの全体の盛

たせることが出来るのではないか｡

は落ちてはいなかったという｡そこで'

土を保持している｡この土留め工を

十七年経っても'まだ芯材の弾性率

しないと幾ら丸太を組んでも丸太

て'このアンカー材で上からの荷重を

組んでその間に土石を入れて路体

田無双参事をお招きして'小菅村役場で森林作業道研修会を開催し

た｡この研修会には､林野庁整備課の川戸課長補佐も参加した｡研
修会では､｢森林作業道の歴史と課題｣をテーマに酒井教授が､｢道

なので'主伐しながらも間伐もしな

丸太組は水はけも良いので､降った

つくりの哲学｣をテーマに箕輪先生が講演､林道行政から作業道行

土の破砕帯地帯で編み出され'徳

組ごと落ちてしまうことになる｡こ

政への転換を図ることなど作業道のありかたを学び合った｡また､藤

島県の橋本光治氏の秩父帯変成土

なってくるo木が成熟化しているので'

ければいけない｡そこで道が必要と

工法として開発されたものである

く異なる地質でそれにふさわしい

変成帯､というようにそれぞれ全

の満潮源樹氏の全切工法は三波川

て砕土がレキ質の四万十帯'高知県

十の片切片盛･全盛工法は地層が立っ

また'技術者が足りない､逆に優秀

ういう葛藤が現場では始まっている｡

将来大型化しなければいけない､そ

とりあえずは間伐したいけれども'

格化に対して'小型機械を入れて

作業の大型化'あるいは路綱の高規

をつくったときの遺構が最近完全な

かつて仙台藩が'東京湾に船着き場

らないかという心配があるかと思う｡

丸太組を組んだ場合'木材が腐

らあふれることはない｡平たい大皿

スープをお皿にあけても'受け皿か

構容量がある｡たとえばどんぶりの

う.

送水能力というのは'大変高いと思

したがって'丸太組は､全部土でかぶ

かなりの期間保存されると思う｡

土中にあって空気に触れなければ'

を組んでいる｡木材が水中あるいは

の下に材木を置いて'この上に石垣

状態ででてきたが'船着き場の石垣

は容積が大きいので'この水を送る

水を流している｡お皿というのは結

形の凹面の窪んだ排水路をつくって

‑舗装しておられる｡断面がお皿の

大橋氏は'幹線だけはコンクリ1

雨も分散排水される｡

壌にふさわしく'また高知県四万

に見て'アンカーとなる横木を入れ

京農業大学准教授'藤原造林の藤原正志専務､北都留森林組合の中
森林作業道研修会(3月4･5日)

の土留め工には全部土をかぶせる｡

ことが理解できると思う｡このこと

る場所がない'そういう状態が混在

盛土の方法として'静岡県の天

している｡

な技術者はいるけれども活躍でき

なる｡しかし一方半分は要間伐林分

いつ主伐してもおかしくない状態に

になる｡日本の人工林の頒布異常は'

すると'半分以上が五十年生以上

日本の人工林は'あと七年ぐらい

作設するのは大変こわいことである｡

抜きに他の地域で見よう見まねで

原専務が｢大橋式路網と林業経営｣と題して経験事例を発表した｡

今日お話しする大阪府の大橋慶
三郎氏の丸太組工法は'花岡岩マサ

講演する酒井先生(3月4日)
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開催の趣旨
日本エコミュージアム研究会では､毎年エコミュー

ジアム実践地域において全国大会を開催している｡

小菅村では､平成18年､ミューゼス研究会が結成

され秩父多摩甲斐国立公園でのエコミュージア
ムづくりについて議論が行われている｡昨年11月

に奈良県明日香村で開催された全国大会で､今
年度の小菅開催が決定された｡小菅では､この
大会を契機にエコミュージアムづくりを促進するこ
とにしている｡
小菅村全景

‑テーマ‑

『源流の村=小菅村=日本村一生物文化多様性を紡ぐ〜 』
日

場

時

所

平成21年9月5日〜6日

主

催

山梨県小菅村中央公民館他

日本エコミュージアム研究会

第15回実行委員会

第一日目(9月5日)エクスカーション(6コース)と夜の交流会

連絡先

第二日目(9月6日)各地実践紹介･パネルディスカッション

小菅村中央公民館内｢植物と人々の博物館｣
電話･ファクス

0428‑87‑0165

3分間トーク形式によるワークショップ

償還募ティア募集
多摩川源流域では､木材価格の低迷によ
り､間伐などの手入れが行き届かず､密閉し
た暗い森が広がるなど森林の荒廃が進んで
います｡私たちは､こうした事態を改善しようと
平成15年から｢森林再生プロジェクト｣を開
始し､間伐や大橋式路網の開設､ ｢木づかい
保健室プロジェクト｣等に取り組んでいます｡

今年度､多摩川源流大学と連携し北都留
森林組合の協力を得て､緑のボランティアに
よる間伐や枝打ちを実施し､みんなで源流の

森を育て､流域全体の自然環境を良くしたい
と思っています｡流域の市民､団体､企業､大
学など多くの人々の協働でいい森･いい水･
いい川を育てていきましょう｡

◆主

催

小菅村役場･多摩川源流研究所
◆共

催

多摩川源流大学
◆協

力

北都留森林組合小菅事業所

◆年間活動日
(定員はいずれも30名･募集対象は健康で元気な方)

第1回

第2回10月17日(土)18日(日)
第3回11月28日(土)29日(日)

･X･この事業は､山梨県緑化推進機構の助成をうけて実施します.

㊨ 7◎凍泡の四季

9月26日(土)27日(日)

◆参加費
7000円保険･宿泊･食事
(学生6000円)申し込み多数の場合は先着順

◆参加申込先
小菅村役場 源流振興課
電話0428‑87‑01 ll

‑/

｢自然に抱かれそして感謝しながら生きる｣
日時:平成21年9月12日(土)〜13日(日)
場
会

所:奈良県･熊野川最源流｢天川村｣
場:シンポジウム会場｢天川小学校｣
交流会｢天川村山村開発センター｣

開催の趣旨
2 1世紀は環境の世紀です｡豊かな森林に覆われている源流地域は､私たちに命の恵みを与える
と共に､生活や文化と密接にかかわり､人間の生き方や自然観にも大きな影響を与えています｡水は
命の源であり､ ｢天と地｣ (あめつち)の交わる山岳は古くから信仰の対象とされてきました｡

天J冊寸は山岳信仰の聖地として､今なお厳しい修行が行われており､その大峯の峰々からは､清列

な水が湧き出ています｡水を育む環境と培われてきた歴史と文化を再認識し､源流地域がもつ資源
とその価値を広く全国に発信し､ ｢自然に抱かれ､そして感謝しながら生きる｣ことの大切さを次の世
代に伝えていきたいと思います｡そのために､地元住民が先頭に立ち､企業､団体､行政がともに連携
して､このシンポジウムに取り組み､源流地域が未来に存続し､輝き続けることの出来る社会の構築を
目指します｡

◆

9:30

◆13:00

地球交響楽｢ガイヤシンフォニー｣上映
シンポジウム開会

記念講演

基調提言

パネルディスカッション

天川宣言

◆大草山一日修行(男性) ◆洞川温泉郷名所めぐり

次期開催地挨拶

◆みたらい･川迫川渓谷探訪

◆みたらい渓谷と天河大弁財天社 ◆鞘野川最源流探訪ツアー
主

催:第1 0回全国源流シンポジウム実行委員会
事務局

天川村役場

地域政策課内

〒638‑0392

全国源流の集い

奈良県吉野郡天川沢谷60番地

電話0747‑63‑0321ファクス0747‑63‑0329

共

催:天川村/全国源流の郷協議会/NPO法人全国源流ネットワーク

協

力:天川村村議会/天川村区長連合会/天川村女性の会/天川村交通安全協会/天川村森林組合/大室山

協

賛:平城遷都1 300年記念事業協会(予定)

後

援:国土交通省/環境省/林野庁/奈良県(予定)

洞川温泉観光協会/天川を学ぶ会/天川の空気を育む会/洞川民芸保存会/ふるさと天川の会協議会

