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酒井秀夫教授や
安藤直人教授が指導
小菅村･多摩川源流研究所と源流

元気再生･森林再生研究室は'平成
2 1年8日1 7日〜1 9日'東京大学大学

研究室の安藤直人教授を指導教官
設させていく上で'避けて通れない事

る丸太を掘り出した｡この取り組み

合計五箇所の路綱から埋設されてい

目の木製構造物の強度実験のために'

には'小菅村の黒川文1源流振興課長'

せていくことである｡東京大学の酒井

北都留森林組合小菅事業所の木下

業が森林作業道の設置基準を確立さ

仰ぎ'今回の事業を通して森林作業

秀夫教授と安藤直人教授の指導を

栄行所長､多摩川源流研究所の中村

として'奈良県吉野郡上北山村消光

道の木製構造物の強度に関する科学

事務局員､源流大学の学生2名らが

文明所長､源流大学の石坂異悟現地

林業の林地(岡橋社長の協力)におい

施した｡

て大橋式路網の科学的検証実験を実

的データを明らかにLtあるべき設置

会で発表の予定｡

｢

月に予定されている全国作業道研究

同行した｡この取り組みの成果は'十

基準の内容と方向を検討することに

当日は､上北山村の清光林業の林

している｡

地において'岡橋社長の協力を得なが

大橋式路網の
科学的検証実験の実施
木材価格の大幅な

製品を生産することは'｢木づかいエコ

l

スクールプロジエク‑｣においても'大き

･ 1 ■ 長 一 l

｢太陽熱利用木材乾燥装置｣が完成車

ら'大橋式路網1 0年目'20年目'28年

下落･低迷から益々林
業が裏返し'手入れが
加している｡伐期を迎

行き届かない森林が増
えている山をこのまま

放置すれば'風倒木や

山崩れなどの災害の
地元ゆうゆうクラブや小菅村･源流

な課題になっており､木材の循環･利

危険が増大する｡さら

に､深刻化する地球温

研究所は'間伐材の有効利用を図る

して､安定した木材生産が可能とな

で太陽熱利用木材乾燥装置を導入

暖化対策からも早急

術指導により'含水率1 5パーセント以

用を図る前提になっている｡この分野
下の最良乾燥木材生産を目指して｢太

ため東京農業大学の菅原泉准教授と

れていることは'森林

陽熱利用木材乾燥装置｣を試験的に

高橋建設事務所の高橋信書さんの技
整備の基盤ともいえる

る｡この太陽熱利用の試験事業は､菅

れば'新しい商品開発の可能性が広が

れている｡今最も急が

水土保全型の大橋式

十日に完成した｡

導入し､その施設が平成二十一年九月

森林資源や水資源の宝庫である源

心に'ゆうゆうくらぶ､源流大学､源

仰ぎながら､｢木づかい研究室｣を中

当たる予定である｡

て推進体制を確立して事業の推進に

流研究所'民間企業などが一体となっ

制が遅れていることか

木材を乾燥させて安定した優良な

線に位置しており'太陽光･小水力･

原准教授･高橋設計事務所の指導を

であるが'国の支援体

路網を開設すること

な森林整備が求めら

の重点課題のlつにかかげているへ一

流地域は､国土保全･環境保全の最前

発･利用を｢源流元気再生プロジエク‑｣

風力･バイオマスなど自然エネルギー開

されたもの｡

水土保全型の森林

ら'今回の事業が企画

作業道を全国的に開

青野調査団

院農学生命科学研究科森林利用学
研究室の酒井秀夫教授'木質材料学

大橋式路網の検証実験(8月1 7日)

森林･農業･文化などの体験学習
なるステップアップを目指す応用コース

約3 0名の学生が源流大学に参加して

源流大学では今年も多くの学生が

実習で小菅村に訪れた｡本年度は基
いる｡

と前年度までに基礎コースで学び'更

このマコモダケが小菅村の新たな産業

になるとうれしい｣といった感想も多
く聞かれた｡

他には'農業･景観コースとして村の

有志の方々とともに焼畑を実施する

しかし'残念ながら今年度は天候に恵

予定で'予定地の整備などを行った▲
基礎コースでは'前年度と同様'森

学生達も'自分達の切り開いた土地

農家に学生を3‑4人のグループに

て焼畑をしたいとリベンジに燃えてい

残念であったが､来年度も小菅村に来

の焼畑を大変楽しみにしていたため､

分けて預け､ジャガイモ掘り'畑の開墾､

きた｡学生は今年の秋に開催される

決め課題に取り組む実習が行われて

ステップアップとして自分達でテーマを

村で基礎コースを受けた学生が'その

応用コースでは'前年度までに小菅

くそば畑が見られることを願う｡

た｡来年には一面に白い可憐な花の咲

催した｡農業のコースでは小菅村の各

現在までに農業と文化のコースを開

まれず'そのまま中止となってしまった｡

農業体験

林･農業･文化のコースが開催されるが'

地元講師の話を聞く
キノコのホダ打ちなどの体験を行った｡

この実習メニューは学生にも大変好評
で､｢村の人々とじっくり話せるのでよ

かった｣｢受け入れ先の方が大変親切
でうれしかった｣などの声が多く聞か
れた｡また､同コースでは村の人々とと

源流大学展の展示品を作成する｢源

温泉施設小菅の湯のメニューを開発す

流大学展展示コース｣'小菅村にある

る｢小菅の湯メニュー開発コース｣'源

営を考える｢白沢原始村経営コース｣'

流大学がある白沢地区の原始村の経

小菅村の文化･伝統を保存'継承する

そして小菅村にあるキャンプ場にツリー

ことを目的とした｢伝統･文化コース｣'

ハウスを作成する｢子供の遊び場作成

などを行っている｡調査では地元の方々

コース｣の5つの班に分かれ調査･活動

に意見を間いたり'自分達で試作品

なにが出来るかを村の方々と一緒に考

を作成したりと､自分達が小菅村で

活動に参加している学生たちは'自

えながら学んでいる｡

分達の力で小菅村と関わることによっ

｢小菅村のために何が出来るか｣｢自

て'より小菅村に愛着をもてたようで､

分達は今後どのように関わっていくか｣

といったことを真剣に考える姿が見ら

れた｡この応用コースの学生達の最終

発表が1 1日に行われる予定なので､多

を願う｡

くの村民の方が参加してくれること

◎3◎源流の四季

もに､新たな村の産業開発である､マコ

モダケ､タラの芽などの栽培をお手伝

分達が役立てたことがうれしかったよ

いした｡学生達は村の産業開発に自
うで'アンケ‑‑には｢自分達が植えた

小菅のために何ができるか検討

礎的な体験を行う基礎コース約7 0名

農業体験

騰野川源流絵回天之川版が完成

野川源流絵図｣を作成した｡源流絵

クが住民の協力を得ながら協働で｢熊

と参詣道｣として､1300年の歴史

平成1 6年7月に｢紀伊山地の霊場

2日に完成し村民や天川村を訪れた全国シンポジウム参加者に配布された｡

どの｢神仏習合｣の聖地としても信仰

する本来の神道と大陸伝来の仏教な

を刻む霊場｢吉野大軍｣と参詣道｢大

1年9月1

0回全国源流シンポジウムに向けて制作作業が進められていた熊野川源流絵図天之川版

近畿の最高峰である八経ケ岳(標高

図作成に当たり､神橋さんをはじめ

草奥駈道｣は'高野山'熊野三山とと

が'平成2

第1

1915メ1‑ル)や弥山(標高189

を集めるようになるなど日本人の魂

たくさんの地元の方々に大変お世話

抱甥過産大軍臭駐道

5メ1‑ル)､山上ケ岳等の大峯山系か

の故郷として発展してきた｡

2日

講婆世宿､石休宿､一の多和'行者還り'

七曜岳､稚児泊'弥靭岳'笠の窟､普賢

岳'第6 8喪の浄心門まで1 9のなびきが

岳､脇の宿'阿弥陀森'小篠の宿､山上ケ

連なっている｡なびきは'擬死再生の願

たのだ｡また､弥山には､天河大難財

いを込めた人々の魂の修練の道場だっ

ての信仰も篤かった｡

天の奥宮が配られており'水の源とし

神童子谷と

を持った山である｡斉明朝元年(65

は､｢大軍山は我が国で最も古い歴史

｢日本百名山｣を記した深田久弥

阿弥陀ケ森'大普賢岳'行者還岳など

稲村ケ岳､大日山'山上ナ岳'竜ヶ岳'

谷である｡神童子谷は'バリゴヤノ頭'

熊野川源流の最奥の谷は'神童子

グ阪田峡･"'タライ渓谷

で苦行したというから'これを登山記

5年)'役ノ小角は2 2歳で大草山の上

今なお女人禁制である｡大峯山の代

きな本堂がある｡そしてこの峰だけは

上には金剛蔵王権現を本尊とする大

を現わす多くの石碑が建ち並び'頂

のは'その中の山上ケ岳であって'信仰

多数の人が大峯詣りとして登山する

地頭滝'滝の肩を往来できる馬頭滝'

感のあるノウナシ滝'人の進入を拒む

居所といえよう(ノウナシ谷には'存在

さに水の神と森の神が語らう聖なる

他に例を見ない品格を備えており'ま

にある滝壷の大きさと深さにおいては'

谷の合流する釜滝は､標高の高い位置

備えた渓谷である｡ノウナシ谷と犬取

表と見なしてもいいだろうo｣と紹介

ある｡

思わず手を合わせたくなる千手滝が

天川村の魅力の一つにミタライ渓谷

びいた｣といわれ'そう呼ばれている｡

廉とは'役行者の験力により草木も｢な

びき)と呼ばれる霊所･行場がある｡

間である｡

みに垣間見る事の許された天空の空

熊野川源流をこよなく愛する人々の

絶壁の仙人岩に囲まれた双門大滝は'

な淵を橋の上から展望できる｡断崖

ミタライ渓谷では'青々とした神秘的

や双門峡などの雄大な自然がある｡

ら八経ケ岳'古今宿'朝鮮ケ岳'弥山､

天川村周辺には第5 0歴の明星ケ岳か

｢大軍奥駈道｣の山中に大軍75廉(な

縦帽行者と門の赤

している｡

録と見れば日本最古であろう｡いま

に囲まれた'実に不思議なる魅力を

れた｡

もにユネスコ世界文化遺産に登録さ

2009年9月1

になった｡心から感謝したい｡

ら流れ下る熊野川は､三重･和歌山の
私たちは'熊野川源流の自然や文化'
歴史に着目し､源流域にある淵や滝'

県境沿いを貫流し183キロを旅し

て紀伊半島の先端に注ぐ｡熊野川源

この事業は河川環境管理財団の支

奈良県天川村

修験道や山岳などの名称と由来の調

力

査を実施し'記録と保存に努めると

協

として'役行者や空海をはじめ様々な

NPO法人全国源流ネットワーク

流蒜冊は'日本古来の山岳信仰の聖地

援を受けて実施した｡

行

共に'次の世代に継承するために'天

発

代表

高僧達がこの地で修業を重ねた｡また'

多摩川源流研究所副運営委員長

川村とNPO法人全国源流ネッ‑ワ‑

絵図担当

神谷
NPO法人全国源流ネットワーク

八百万の神を敬う自然信仰を原点と

･ノ∵↑

悼

中村文明
企画制作

源流の四季◎4◎

I

.鯖野洲源流絵図
すが'現代人の責務として取り組ん

手にとって見せていただいたときに'

した｡滝や瀬'岩や木にそれぞれ相

この素晴らしい源流絵図は地域

中村所長と歩いた｢山･川･谷｣の全

応しい'そして想像力の高い名前が
しかし'時が経つと共に'関わりが

の記憶を留めるのみならず'多くの

でいかなければならない問題だと思

希薄になると共に'それぞれの名前

てが思い出されます｡

熊野川源流絵図の発行にあたり'

や｢いわく｣の伝承が途絶え､人々の

方々に喜んで頂き'かつ'有効に活用

るにあたって'中心となってご尽力い

最後に､この源流絵図を作成す

わくわくしながらお付き合いをさ

めて分け入る谷や沢もあり､毎度'

資源調査で'地元に住みながらはじ

この絵図を作成するための源流

この度'全国源流ネットワーク(代

ただきましたtNPO法人全国源

ており'私は大学を卒業してすぐに'

表の中村文明氏)の永年の現地踏

中村所長はお歳(失礼!)にもか

郷里に帰り家業を継ぎました｡こ

かわらず'ふくらはぎが発達して'山

せていただきました｡

源流研究所副運営委員長の神谷博

歩き'沢歩きが強くさすがに全国の

流ネッ‑ワーク代表の中村文明様を

達が次世代へ伝えなければならない

様や'現地踏査等にご協力いただき

源流を歩き回っているだけのことは

はじめ'絵図を担当された多摩川

大切なものの一つがこの絵図ではない

ました関係の皆様方に心より敬意

之川版の完成に際して'正に'今私

かと確信致します｡

査が結実した熊野川源流絵図･天

い自然の営みや景観に深く感動を
覚えておりました｡

また､昔は人と源流地域の接点

あると感心しておりました｡

のご提言をちょうだい致しました｡

は熊野川の最源流とも言うべき村

上り詰めたときでした｡ノウナシ谷

時代の営みを記録に残す作業は

天川村には歴史的な独特の背景が

内で最長の河川です｡水源は世界

はごく近いもので'自然の恵みを得

一連の調査の中で'最も過酷であっ

それ程'山の魅力にとりつかれて

ある中で源流をどうするというスター

遺産である大草奥駈道が通る竜ヶ

たのが神童子谷遡行でノウナシ谷を
いる｡大自然の中に身をおいた時の

ーラインに立てたように思います｡

議な山でIt725mの標高の頂上

岳となっております｡竜ヶ岳は不思

上げます｡

無力感は言葉では言い表せない｡

会のためだけでなく'動物'植物､生

この先は自然環境を守り'人間社
ております｡文明さんの源流をこよ

間となるよう､叡智を結集して未

きとし生けるものの快適な生活空

の霊所として重要な｢小篠の宿｣の

直下で水が湧き出しており'修験道

さん｣にガイドをお願いして標高

る先達であり猟師でもある｢神橋

この山域を子供の頃からよく知

なく愛する情熱に敬意と感謝を申

申し上げます｡

さらなる御支援をよろしくお願い

水源地ともなっておりました｡

はるばるとご参集を頂き'たくさん

ウムが天川村で開催され'遠方より

この度'第10回全国源流シンポジ

し上げます｡

来を切り拓いていくべきと思います｡

今'中村文明さんの自然と会話
流絵図を前にしみじみと思いにふけっ

地道で根気のいる事柄ではありま

山と付き合いだしてもう'かれこ

登るんだと言われたら'使い古され

れ半世紀になります｡何故に山に

を楽しみながら描いた天川村の源

るためにどんどん分け入っておりま

を表すると共に'深く感謝を申し

足を踏み入れ'その度に'素晴らし

ります｡

されることと思います｡

います｡

天川村役場

記憶から忘れ去られようとしてお

つけられておりました｡

充

永瀬

れらの大草の山々には幾度となく

私の家は'代々､林業を家業とし

柿坂輔寿麿

井頭東洋

たフレーズだが'山があるからとしか
答えようがない｡

900m付近の林道終点から歩きは

じめたのですが'最初は"へっついさ

ん" "赤鍋の滝〟 "釜滝"と景観の優

ですが'落差4 0mのノウナシ滝からい

れた場所を順調に通過していったの

よいよ厳しい道のりとなり'地蔵沌'

馬頭滝'千手滝と越えていくのに滝

のサイドを高巻きしていくのですが'

斜度が4 5度を越える場所もあり'

カチとなって変な所に力が入って'ど

すべりやすい足場の中で'体がカチ

うにもこうにも疲れ果ててしまい

ました｡二人は年長のガイドの神橋

さん(7 0歳)に付いていくのがやっと

で'くたくたになりながら奥駈道に

ところでした｡

到達したのが午後6時半を廻った

そこから宿泊予定の山上ケ岳宿

坊までは約1時間の距離ですが'辺

一時間半を要して山上ケ岳に到達い

りが真っ暗に日が落ちたこともあり､

危険は感じてはいませんでしたが'

たしました｡

りました｡一応ノウナシ谷には敗退し

ちょっと無茶な源流資源調査であ

とリベンジしようと約束しています｡

た結果となりましたので'中村所長

際細かく書き込みが行われています｡

絵図の中でノウナシ谷については'一

中村所長'大変ご苦労様でした｡

そして有難うございました｡
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天川村長
天川村教育長

(全国源流ネットワーク会員)

天之川版

源流絵図五部作一
完成によせて.

ている｡源流絵図'そこには人がなかな

多摩川源流絵図との出合いから始まっ

道を辿っていた｡そして'予てからの関

程は権力制覇に破れた南朝の悲哀の

心事であった山岳信仰･修験道の拠点

れて､逸る心を抑えながら市販地図

か立ち入れない聖域が描かれている｡

業が必要であろうことは想像に難く

を頼りに天川村の川筋を廻ってから'

とも言うべき大挙山麓に足を踏み入

ない一)実際､その苦労を語る文明さん

手にしたのが｢天之川‑源流絵図｣

大会会場へ急いだ｡そこで'思わず

それを一枚の絵図にするには膨大な作

れていた｡そんな強烈な印象を人々に

の言葉には想像以上の内容が込めら

その絵図を私が描く機会が来ると

循環する天水の道でもある｡沢筋

収まり､すべての名称が温もりのある

複雑な地形の全容が微妙なまでに

だった｡

りである｡この思いは'2002年の

後次々とつくられてきた｡どれも楽し

伝えることができる源流絵図がその

小菅版'2004年の奥多摩版とな
り､多摩川源流三部作へとつながる｡
そして作者は'役ノ小角(えんのおづ

は思いもよらないことだった｡熊野川

に付記された名称は長い時間の中で'

く見飽きない｡

版｣(2006年)､｢熊野川源流絵図

作目｢紀ノ川'吉野川源流絵図川上川

源流絵図｡源流の中でも特別な場所

人がその自然界との相克によって体験

ぬ)に魅入られたか紀伊国に跳び'4

天之川版｣となる｡この川々の源流は'

見てきた中でも'ここは格別と思わせ

である源流天川村｡各地の山や川を

もまた一際'親しみをもって魅入った｡

手書きで付記されていて'今回の絵図

数の林業地域である｡とくに今回､大

古来からの山岳信仰の聖地であり'有

したものが名称として語りつがれて定

てるのが'｡中村文明流の源流絵図⁚の

る何かがある'聖なる何かがある｡ピン

特徴で'天之川版でも余人をもって成

峯奥駈道(おおみねおくがけどう)早

ことになった｡微力ながら絵図を通し

1999年に完成した｢多摩川源

もの尾根‑この絵図は中村文明氏が

て多摩川が導いた源流つながりの一助

り起こし'源流の谷筋に現代の光を当

日本の源流に遺された自然や文化

着したものだ｡それらを実踏して掘

が絵図となって遺されることは'日本

し得ない異才振りを発揮した｡千年

チヒッターとはいえ､迂閥にも引き受け

た沢や滝の地名を追いかけているうち

ている｡独特の絵のなかに書き込まれ

になれれば嬉しい限りである｡

てしまったことでその何かと向きあう

るということは'そこに人の生活があっ

人の魂や命をつなぐことに他ならない｡

圧巻である｡

たということを物語る｡今日のように

に'これは命がけの絵図だと総毛立っ

全国の源流でこの絵図と作者の思い

磨(なびき)と呼ばれる行場の記載は

海外から輸入された食料やエネルギー

たのである｡少ない文献を調べ､古老

を引き継ぐ事業が拡がることを願い

塩山･丹波山編｣を最初に

に依存せず､自然の生長量のなかで暮

に聞き'そして作者が自らの足で沢を

たい｡

見たときの感動は今でも鮮明に憶え

らしていた時代､源流の森と川が私た

のぼり確認していく｡加えて'新たな

法政大学講師

天之川版を見て

写真家

野山から川上村を経て天川村へ｡道

した｡近鉄八木駅からレンタカーで苫

この程'天川村の源流シンポに参加

鍔山英次

はない｡

写真描写でも異才であり'脱帽の外

ち去ることができなかった｡源流の

回もまた'双門大滝の写頁の前で立

源流一ノ瀬川の写真の前だった｡今

作者と初めて出会ったのが多摩川

しているものと言えるだろう｡

生の展開に不可欠の存在価値を創出

ある｡いま問われている全国源流再

のを忘れるほど興味尺､きないものが

し合わせて見入るうちに時間の経つ

できた山河だけあって'解説と照ら

にも及んで日本人の精神構造を育ん

ちの暮らしを支えてきた｡豊富な水､

発見をしていったのである｡傭降して

神谷 博
3 5年以上経つが'源流との関わりは

I

田畑に入れる肥料'食料'材や粗菓､

みると'源

源流絵図5部作

熊野川源涜絵図

燃料'繊維や首買そして薬‑グローバル

つひとつが何

流の沢ひと

ろうか｡源

流と人々の
暮らしがこ

であったのか

れほど濃厚
と驚くばか

源流絵図にかかわって

経済の発展が'結局安心も夢も'もた

に基盤をおいた社会のみが持続可能
な社会のモデルと成り得るならば､こ

の絵図からは'天川に暮らした人々の
性根と謙虚さ'知恵と覚悟､そして新
しい暮らしのヒン‑が見えてくる｡この

絵図は名も無い人々の暮らしの尋茶
羅に他ならない｡

と豊穣であ

らさなかった事に気づいた今､生態系

流絵図

山道省三

の話に耳を傾けて作られた｡名前があ

NPO法人

実際に自身の足で踏破し､土地の古老

全国水環境交流会

源流絵図

渋沢寿‑

いくつもの谷'いくつもの淵'いくつ

樹木･環境
ネットワーク協会
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㌔

本エコミュージアム研究会
･第1 5回全国大会‑n小菅＼
ヱ009年9月5･6日(土日)に
㌔

混流の村=小菅村=日本村〜生物文

Ⅷ多様性を紡ぐ｣を〒マに開催さ
れました.会員'村民､スタッフ含め的

Too人が参加し,熱気ある大会とな
りました｡1日目は､村民が案内人と
なり､エクスカーションを行いました｡

｢源流の景観と食体験｣､｢民話七不
思議｣､｢森の癒し｣､｢雑穀オコジュウ｣､

｢多摩川源流エコツアー｣､｢伝統工芸｣
の6コースで､ゆったりと小菅村に触

れていただけたと思います｡交流会で
は小菅の幸を堪能し､大いに語り合い､

木下善婿さんの笛も一層､会場を盛り
上げてくださいました｡小永田神楽の

鑑賞を通じて､伝統文化を守る様子
も紹介でき､夜なべ談議は深夜まで､
熱く交わされました｡2日目は､早朝

からの野鳥観察に多くの方が参加さ

l ＼ . † ′

もともとの三窪高原の

4'5年前

ていたが'

からシカの

姿に戻ったようだ

甲州市､奥多摩町'丹波山村､小菅

食害がひ

通会長)は'8日1 2日､小菅村の小島

村で構成する多摩川源流協議会(田

力氏(山野草の研究者)'志村功氏(大

菩薩観光協会顧問)'古屋甲州市観

どくなり､

菩薩を代

昨年は大

に'三窪高原を対象にした第2回シカ

確認できないなどシカによる食害が急

野草であるヤナギランは殆どその姿が

表する山

個体保存のために平成1 9年度に設置

の食害実態調査を行った｡山野草の

照的にアキノキリンソウ'ワレモコウ'シ

などの再生をめざして'実態調査に基

調査においては'レンゲツツジや山野草

多摩川源流協議会は'三窪高原の

モツケソウ､クガイソウ'ノアザミ'ヤマオ

することが目的であり､地元大菩薩

づくシカの食害防止策を検討･実施

観光協会の協力を得て調査を継続し

ダマキ'シシウド'ヒヨドリバナ'ノコギリ

小島さんは｢もともとの三窪高原の

査や対策も関係機関との連携'調整

甲斐国立公園に指定されており'調

大菩薩･三窪高原闇辺は'秩父多摩

ている｡

がこれほどまでに上がるとは思わなかっ

り大きく成長した｡食害対策の効果

中桐秀晴

樹木医
山野草研究家

山梨県森林総合研究所

協

力

力

力

小島

川村晃一

多摩川源流協議会事務局

協

大菩薩観光協会
環境省奥多摩自然保護官
事務所

(多摩川源流研究所所長)

中村文明

ている｡

を踏まえて'実態調査チームを編成し

解決策が求められる｡こうした視点

的なデータに基づく説得力ある提言･

が必要となる｡いずれの場合も科学

ぞれの花が背丈も伸びて茎も太くな

姿に戻ったような印象を持った︹)それ

ソウなど3 2種類の花々が確認できた｡

された試験地では'試験地外とは対

速に進んでいる｡

光課長'中村源流研究所長をメンバー

花々の咲く試験地
た｣と目を細めていた｡

勢的な調査に基づき
対策を実施

現在'三窪高原のドウダンツツジやレ

ンゲツツジ'山野草などが'シカの食害

直面しているo特にレンゲツツジは､広

によって激減するなど深刻な事態に

ている｡また､三窪高原や大菩薩周辺

い範囲に渡って壊滅的な被害を受け

では､数十種をこえる花々が咲き誇っ

◎7◎源流の四季

れ､小島力さんと加藤源久さんが村の
植生や野鳥などを解説しました｡ワー

クショップでは村民から取り組みの紹

､､1､､㌦､‑I‑̲I̲.̲.

̲瞳皇三二三ヰ筆国大会の様子

｢自然に抱かれ､そして恵みに感謝しながら生きる｣をテーマに｢第10回全国源流シンポジウム｣
(現地実行委員会主催)が､九月十二日､十二百の両日､奈良県天川村で開催され､｢わたしたちは､

水の源である源流地域がその恩恵を広く国民が享受できるよう環境の保全と再生に取り組み､情
報を発信し続けます｣との｢天川宣言｣を全国にむけて宣言した｡

験道の根本道場として'今なお厳しい

仁氏は｢全ての生命が潔く'健やかに

基調講演に立った映画監督の龍村

かったことに気付き'自分で暮らしを

感銘与えた
基調講演と基調提言
修行が行われている｡自然との一体化

これこそこれからの社会にとって最も

方々は'自分で生活を造られている｡

シンポジウムには､地元天川村をは

る｡弥山の山頂で水が湧いているこの

じめ五ヶ瀬川流域'縁川流域'旭川流

不思議｡人間はこうした自然に生か

大切なことの一つである｡源流は'自然

造ることの大切さを学び'高校生達が

ウムを通して'水と水を育む環境や源

されている｡今地球は危機的状況に

出来る人を育ててくれる貴重なフィー

の中で生きる力を教えてくれ､何でも

生き続けるために｣と題して｢地球は

流の歴史や文化を再認識し､源流の

あるがこれを乗りこえる想像力'未来

ルドである｣と強調'大きな拍手に包

がらりと変わる姿を見てきた｡源流の

資源や価値を広く社会に発信し､﹃自

への思いからベス‑を尺､くすことが大

人間と同じように大きな生命体であ

多摩川流域､千曲川流域'荒川流域な

然に抱かれ'そして恵みに感謝しなが

切｡変えられないことを受け入れる

礎ともなったものである｡このシンポジ

ど全国各地から四百名が参加し､会

ら生きる﹄ことを皆さんと共に考えた

まれた｡

を目指した祈りは日本人の精神性の

場の天川小学校の講堂は活気に溢れ

い｡この二日間'天川村の自然と文化

落ち着き｡変えることを変える勇気

木曽川流域'矢作川流域'相模川流域'

主催者を代表して天川村の柿板禰

を満喫して欲しい｣と歓迎の挨拶を行っ

があれば変えられる.この二つを見分

た｡

毒麿村長が挨拶'柿坂村長は｢天川
た｡

適である｡特に大きな滝のあるところ

がいい｡だからこの地が修験道の道場

発な討論の後､高橋先生は｢源流シン

になったのであろう｣と指摘した｡活

求してきたが'ここに政治家やマスコミ

ポジウムは'源流の価値と可能性を探

欲しい｣と前置きLt｢国には川を流

がいて欲しい'日本を動かす人がいて

域全体から見る総合的な視点が欠落

している｡源流から河口までを繋ぐ横

の組織もない｡横に繋げる仕組みがな

いという弊害が源流にもっとも顕著に

表れている｡今川の上流がおかしくなっ

れていくであろう｡上流や源流をどう

ているが'源流が崩壊したら下流は崩

文化や歴史の価値を認識できなかった｡

するか､国には哲学がなかった｡源流の

かが大きな課題である｣とまとめを行っ

今後これを行政にどう反映していく

た｡格調高い｢天川宣言一が発表され

た後'次期開催地の山梨県道志村の

長い交流の歴史がある｡来年は是非

大田村長が｢道志村では横浜市との

する中'その存在意義は益々増大する｡

どの資源は､地球環境問題が深刻化

に位置している｡源流域の水や森林な

であり'国土保全･環境保全の最前線

英昭小菅村村長が｢源流は流域の要

の郷協議会｣を代表して会長の隆夫

続いて来賓の挨拶では'｢全国源流

に基調提言したNPO法人樹木･環境

かした地域づくりへの提言｣をテーマ

づくりについて報告した｡｢源流を生

森づくり'特産品づくり､元気なムラ

村の黒川源流振興課長が地域づくり'

山県新庄村の笹野村長'山梨県小菅

では'長野県根羽村の小木曽村長'岡

大きな拍手がわき起こった｡特別報告

ける賢さを持とう｣と述べて会場から

通省河川局河川環境課の安田事業調

支援センターの高田常務理事'国土交

考古学研究所の菅谷所長､森林再生

としたパネルディスカッションには､橿原

テーマに高橋裕先生をコーディネーター

I)大草山

大会二日目はt

各地からの自慢話が披露され'明るく

わいながら天川の山伏の問答や全国

ンポジウムの開催に向けて準備をされ

支援体勢の整備を求めていきたい｡シ

ちがお金を通した生き方しか知らな

あらゆるものを作る姿に触れ'自分た

校生達は'森の名人が暮らしに必要な

を8年間続けている活動を紹介'｢高

ことに記憶力を養う場所としては最

谷所長は｢山奥や水源地は'不思議な

代表がパネリストとして出席した｡菅

po法人全国源流ネッ‑ワークの中村

スカーションが行われた｡

のそれぞれのコースによる天川村エク

4)座学メニュー

3)天川村名所旧跡はや周りツアー

2)熊野川最源流探訪ツアー

山伏一日修行

元気な交流会となった｡

加者が集まり'地元の郷土料理を味

め全国各地から200名を超える参

た｢全国源流の集い｣には'地元を始

天川村山村開発センターで開かれ

手入れの行き届かない人工林を健全

ネッ‑ワークの渋沢理事長は'高校生

整官'天河大所財天杜の柿坂禰宜tN

道志村に来て下さい｣と挨拶した｡
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