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村民の声を活かした景観計轟づくりへ………………2

小菅村は︑平成16年︑山梨県から景観行政団体の認定を受けた︒山
梨県からの指導と支援のもと平成23年度に小菅村景観計画を策定す

ることになった︒この間︑景観計画策定委員会の委員の公募︑景観学
習会︑源流大学と連携した景観資源調査︑群馬県川場村への先進事例

小菅村では︑特に集落景観︑河

町は変わる︒町は生きている︒

続いて山梨県土整備部の樋口

きたい︒自分たちは村をこうし

川景観︑森林景観を形成してい

わたされた︒

さんの思いが形になるよう予算

たいという思いに基づく行動が

室長補佐が﹁山梨県としても皆

面で支えたい︒﹂と参加者を激励︒

大事である﹂と指摘した︒

を考え︑景観計画を作ってこそ︑

︵土︶

の

6月4日 ︵土︶ は︑白沢︑中絶︑

両日に渡って︑源流大学と連携
して景観資源調査を実施した︒

4日︵土︶と7月2日

景観計画策定委員会は︑6月

■先進事例研修会

︼景観資源調査と

事務局の中村所長は︑﹁小菅村景

観計画策定基本方針﹂について

し︑担当を源流研究所とし︑3

した︒

生きた景観計画になる﹂と強調

研修などに取り組み︑何よりも実現可能で村民の声を活かした景観
計画づくりに邁進している︒

月2日に開かれたNPO法人多

説明︑﹁村民自身が景観のあり方

摩源流こすげ役員会で了承され
︒
た

麻生意教授と
⁝神谷博講師が講演
小菅村は︑この景観計画を策

体の景観構造をつかむこと︑②景

業大学の麻生恵教授が﹁①村全

ビューマップづくりに挑戦した︒

それぞれ対象に︑各地区の景観

は

︵土︶

定するに当たって︑広く村民の

観整備のポイントは伝統的なデ

さらに︑6月13日に群馬県川

景観計画審議会の
■委員を公募

本方針や源流大学のランドス

①自然再生協議会の源流景観基

意見や提言を計画に反映させる

あるデザインをめざすこと︑④何

ザインを活かすこと︑③方向性の

しないでNPO法人多摩源流こ

の事業を外部のコンサル任せに

4月30日までに確定した︒

推薦委員14名と公募委員6名が

なり︑村の各種団体を網羅した

村の魅力を高めること︑⑥外部の

るか︑⑤景観をよくすることが︑

を主役にするか︑何を脇役にす

客を集客することができるよう

に取り組み︑年間百万人の観光

農業と観光を融合した村づくり

宮内課長が講演し﹁この30年間︑

川場村では︑村づくり振興課の

い︒何よりもできあがった計画

すげに委託する方向で検討した

か﹂などをよくつかむことが大

が村づくりに生かせるようにし

生と4万名の区民が川場に足を

になった︒世田谷区と縁結び協

法政大学の神谷博講師は︑﹁一

■嚢員嚢喝と
景観学習会を開催
5月9日に開催された景観計

年では無謀のように思えるが︑

たい﹂と村の基本方針を述べた︒
NPO法人

は︑降矢英昭村長が︑﹁景観計画

画策定委員会の委員の委嘱式で

定を交わし︑毎年3万名の小学
多摩源流こ

かりやすく解説した︒

すげは︑事

運んでくれている︒区民が来た

切と川場村の事例を出して︑わ

方がどんな小菅を期待している

東部︑橋立︑長作︑田元を

ケープ計画などの取り組みの経

ために︑4月中に景観計画策定

川池︑小永田を︑7月2日

過があり︑これらの実績を生か

審議会の委員を公募することに

学習会では︑はじめに東京農

した景観計画をつくりたい︒②こ

場村に先進事例研修に出かけた︒

興課長は﹁これまで小菅村では︑

議を開いた︒席上︑黒川源流振

に景観計画策定に向けて検討会

小菅村は︑平成23年1月5日

■NPO法人多摩源流
⁝こすげが実施へ

先例事例研修会（6月13日川場村）

てこの事業

提案を受け

開き︑村の

務局会議を

薦委員14名︑公募委員6名を紹介︑

続いて司会の木下拓郎さんが推

るよう期待します﹂と挨拶した︒

が小菅村にふさわしい計画にな

代田区などの経験に基づいて︑

バイザーをしている新宿区や千

と前置きして︑自らが景観アド

実績があるので可能だと思う﹂

小菅村には今までの積み上げと

た﹂と強調した︒

して景観づくりに取り組んでき

も一つ一つよい村づくりを目指

庭﹄をモットーに小さいことで

くなる村づくり︑﹁我が村︑我が

﹁住民が頑張っているところでは︑

を受託する

方向で検討

委員を代表して木下正之議長に
降失村長より委員の委嘱状が手

小菅村景観計画策定委員会（5月24日）

源流の四季◎2◎

力を要するものであることを実

雷﹁森は自然のままの方がよく育

山菜の天ぷらが美味しかった

生き返ることを学んだ︒植栽の時︑

的に手入れをするだけで︑森が

の違いは一目瞭然だった︒定期

れのされていない森があり︑そ

感した︒NOSの森の横には手入

つと思っていたので︑日本の森

相棒が巧みにサポートしてくれ︑

健康な森へと進化しています︒

健康な森は︑地球温暖化を防止

の多くが人工林であることに驚

彼との杵が深まったような気が

感謝している﹂

小菅村の皆様︑NOSには本当に

いた︒又︑日本の森が増え続け

るだけが植林ではなく︑植えた

するC02の削減や水源滴養機

木が動物に食べられないよう対

能を高め綺麗な水を都会へ流し

策することも重要であることを

芽生えた︒いろいろな経験ができ︑

は地道な活動をみなさんと一緒

利用します︒これからも小菅村

知った︒村の食材を使用したお

する︒木を植えることで友情も

にやっていきたい︒NOSの百年

弁当をいただいたが︑特に山菜

ていることを知った︒木を植え

の森が益々成長することを︑さ

ていること︑森林蓄積量が増え

森林団地にある﹁NOSの森﹂

らに日本オフィスシステムの会

ていく大切な役割を果たしてい

に向かった︒バスの中では︑社

の天ぷらが美味しかった艮

ます︒この水を首都圏の人々が

に触れ質を知り田に学ぶ
−も㌔集計都江東区にある日本オフィスシステム株式会社︵NO
S︶の社会貢献活動としての環境保全活動・﹁NOSの森プロ

ジェクト﹂が成果を上げている︒今年で3年目を迎えるが︑
今年度は4月に第8回ボランティア活動を行い︑5月には
﹁新入社員研修﹂を︑6月には﹁第9回ボランティア活動﹂を

長室IR担当の安達敏子さんが

ます﹂と挨拶すると大きな拍手

社が大きく成長するよう祈念し

実施した︒その活動内容と参加者の感想を紹介する︒

実績を説明︑さらにこれまでの﹁N

NOSの社会貢献活動の目標︑
OS百年の森﹂活動を紹介した︒

クターの木下大書さん達が紹介

が起こった︒

は知らないことが多いと感じた︒

身近にありながら現状について

雷﹁森が大変だとは聞いていたが︑

活動がもっと広がって
いけばいい

のの︑知らないことばかりで驚

だった︒環境には関心があるも

私たちを歓迎してくれるよう

青空︑椅麗な水︑そのどれもが

切な水源︑源流︑未知の地に降

■﹁都民の使用する水を支える大

驚かされた

知らないことばかりで

5月20日︑NOS新入社員研修

梨県の1R上野原駅前にリュッ

され︑一人ひとりが植栽用のネー

まず︑関心を持つことが大切で

ない︑管理する資金がないこと

かされた︒森を管理する人がい

的状況にあることが感じ取れる

で起きていることに対して危機

﹃﹁NOSの森は︑周りの森と比

森が変化していくのが楽しみ

り立つ︒澄んだ空気︑透き通る

クを背負った作業服姿の新入社

小菅村に着くと源流大学でNP
O法人多摩源流こすげの望月徹

ムプレートと広葉樹の酉を持っ

ある︒関心を持つことで今周り

ードNOS新入社員
こ薫研修を実施

参加のため︑午前9時15分に山

員達とスタッフ ︵18名︶ が集結

男事務局長と小菅村役場の中川

て山の斜面を登り︑植栽活動を
の指導を受けながら︑なれない

ようになると思う︒こういう活

現地では︑地主でインストラ

し
た
︒

開始した︒新入社貞達は︑講師

社員達は︑小菅観光のマイク
を紹介した︒

仕草でクワで宙を植えるための

動がもっと広がっていけばいい﹈

が大変な問題であると思う︒﹂

シカの食害防止用のネットを設

穴を掘り︑苗を一つ一つ植え︑

べて︑地面に日の当たっている

を受けた︒これは今までの先輩

置︑ネットの上にめいめいのネー

手入れをするだけで︑
√
森
が
生
き
返
る

ができ︑同時に森がこれからど

方の活動の成果と見て取ること

伐採するまでに大変な時間と労

葉が最も強く残った︒木を植え︑

し
みだ
︒﹂

のように変化していくのかが楽

面積が広く︑非常に明るい印象
やり終えると満足げな様子で美

子が育て︑孫が伐る﹂という言

＋﹁おじいちゃんが木を植え︑息
ロジェクトが開始されて3年日

ムプレートを取り付けていた︒

でいたのが印象的だった︒

味しい空気を胸一杯に吸い込ん

ですが︑森林は年々整備され︑

村長は﹁首都圏からの参加︑本
当にご苦労様です︒NOSの森プ

に使った﹁山菜弁当﹂を食べた後︑
開会式では小菅村の降矢英昭村
長が歓迎の挨拶を行った︒降矢

昼食に地元の食材をふんだん

宣歓迎のあいさつ

三上降矢村長が

徹主任が﹁小菅村の取り組み﹂
や﹁小菅村や全国の森林の様子﹂

ロバスに乗り込み︑小菅村今川

新入社員研修の参加者（5月20日）

自分の手で作りあげる体験を通

材を借りて作られてきました︒

藁︑草など自然界から様々な素

にある﹁もの﹂は︑木や竹︑金属︑

みたい︑源流に触れたいと思っ

に興味を持ってもらい︑行って

いきたいです︒また︑積極的に
下流域や外へ飛び出して小菅村

とって︑意味のある活動をして

まずは知る︑知ってもらう︒何

きたいと思います︒そのために

できることからはじめます︒

分が小菅村で2年後足住生活を

作っていくか︑ということを考

始められる環境をどうやって

に参加し︑村民と交流していき

えながら地域活動︑イベント等

たいです︒

皆様はじめまして︒私が小菅

村に来たのは︑田舎で暮らす術

が互いを支え合い生活しているん

人は1人で生きていけない︑互い

ことに感謝し︑チャレンジ精神

んが︑このような機会を頂いた

ン・相互扶助の関わり合いに触れ︑

協力隊に応募いたしました︒こ

だと︑強く実感しています︒この

をもって活動していきます︒今

加﹂など︑多様なコミュニケーショ

の度の大震災で︑エネルギーへ

ヒントを無駄にせず︑地道に汗を

だきます︒

見つめ︑一から勉強させていた

を逆手にとって広い視野で村を

術はありません︒しかし︑それ

使えるような専門的な知識や技

思っています︒私は村起こしに

うに︑少しでも貢献できればと

てきたくなるような村になるよ

らすのが楽しくなるような︑帰っ

体で感じて︑村の人達がより暮

は小菅村に浸かり︑村の実状を

それは簡単なことではありませ

の関心が急速に高まっています

流し︑小菅という大地に少しずつ

を学び︑身につけるためです︒

が︑数ある自然エネルギーの中

ん

根を張っていきたいと思います︒

活用していく道を現場で探って
いけないかと︑村内外の方から
学ぶ日々を過ごしております︒
ネルギーの恩恵を享受する営み︒

源流域だからこそ出来る自然エ
そのような営みを︑源流域に住

興

がやりたいこと﹄を明確に持たず

・早いもので︑小菅村に移住して
2か月が経ちました︒﹃村で自分

ていくことで︑今後の幸せな未

む方々と共に語り合い︑実践し

おります︒

提示できずにおります︒まずは自

の方向に進んでいくのかはっきり

に来てしまったため︑自分でもど

来を創っていきたい︑と思って

常榔

でも日本で古来より付き合いの

ました関口です︒私は多摩源流
域に位置する小菅村の︑森林と

や﹁集落の催し・清掃活動への参

日常生活での ﹁助け合いの精神﹂

活動を行っています︒その中で︑

の文化を知る︑ことに重点をおき

を知る︑②小菅人を知る︑③小菅村

で心がけている視点は︑①小菅村

て︑私が小菅村で生活していく中

地域おこし協力隊の一員とし

井上善史さん

ある︑木質バイオマスと水力を

水という自然資源に魅せられ︑

はじめまして︑千乗から参り

関

謝とあそびごころを忘れずに︑

小菅村に新しい旋風を巻き起こそう
小菅村に新しい旋風を巻き起こそうと日本の三大都市圏から住民票を移
し︑人口減少や高齢化の進行の著しい小菅村に住み着いて︑都市との交流
や農林産物の加工品の開発や販路の開拓︑農林業の振興と提言などを任務

ヒトと自然の命の源を生むク源

して︑﹁物を大切にすること﹂ や

てもらえるように行動していき

の経験を活かして体験活動を展

活動ができるように︑これまで

をしたくて来たのか︑初心と感

菅井香波さん

とする小菅地域おこし協力隊が誕生し︑活発な活動を開始している︒協力

隊員の中で唯一︑小菅村出身

流″で活動する︑生きることの

隊具の今後の抱負や思いを自由に語ってもらった︒

の青柳です︒これまで自然学校の

意義に自分なりのやりがいと価

岡

スタッフとして︑主に﹁ものづく

﹁自分の手の持っている可能性﹂

農業や食を通して小菅村に

値を感じて小菅村へ移りました︒

など︑いろんなことを感じ取っ

しながら︑自分の道を作ってい

ます︒小菅村の大自然と人々か
ら毎日貪欲に学び︑経験し︑少
しずつ生きる知恵と技術を体得

開していきたいと思います︒

ていただけたらと思っています︒
いことがあると思われるような

小菅村に訪ねていけば何か楽し

てきました︒私たちの身の回り

り﹂を手段とした体験活動を行っ

本亮太さん

源流の四季◎4◎

全4回連載第2回

〜小菅村で村人と若者が共に学び成長する軌跡〜

かな設立の理念と、源流大学の実習を組立てる際に大切にしている
「3ヵ条」もご紹介します。

連載2回目の今回は、「源流大学の目指すもの」をテーマに、大ま

実習では、必ず、現地の住民・講師と共に作業を行う

討−．︑≡㌧で．−
7．−一㌧汗J
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けない﹂など実際に実習を行っ

別の

ログラム自体で地域の作業とは

情報が氾濫し︑その一部を知識

ま美︑情報化社会の中で多くの

失いかねない状況にあります︒

成に寄与すること︒

ことにつながり︑健全な国土形

だけでなく下流域の環境を守る

に保全していくことは︑源流域

の源流域を下流住民や学生と共

農林業の衰退や少子高齢社会

ちですが︑参加者にとっては住

純作業﹂はつまらないと思いが

なります︒例えば村の方は﹁単

すり合わせていくことが重要と

参加者のニーズと村のニーズを

工夫をする必要があるが︑特に

ツアーや体験ものでは時間で区

ないようにしています︒多くの

くのプログラムを詰め込みすぎ

策﹂などとしており︑1日に多

作業のお手伝い︶ 2日目森林散

日目農家体験︵各農家に何い農

成では︑大まかに作業内容を﹁1

3牝l泊2日のプログラム作

こともあります︒

住民講師からも理解が得やすい

の仕組みの方が︑作業がし易く︑

﹁偽物の体験﹂をしないよ

うにしているためです︒またこ

農山村の現場で︑その地域の

のです︒

自然や文化︑古老の生き方︑コ

てきた経験から生まれてきたも

ことを

しい作業﹂﹁楽しい時間﹂を過ご

1源流に学ぶ

べきものを現場で学ぶ﹂

として大切にすべきこと︑学ぶ
ミュニティのあり方など地域社

してもらえる様に組んでいます︒

今まで源流大学の活動は︑﹁人

第一に実践してきました︒現代
会全体について体験し学ぶ︒

楽しんでもらうためには様々な

として蓄えていますがそれを生

切るやり方が多いですが︑これ

・l敷実習内容は︑参加者に﹁楽

社会では大量生産システムによ

2源流を守る

活に活かせない状況も生まれて

い満足度を得ています︒学生は

民講師との話が出来ることで高

源流域の農山村には多くの資

3源流を生かす

ではその作業を体験したことに

のではないでしょうか︒実際に

はなるが︑物足りなさを感じる

現地の方は︑それほど時間に追

交流も大変楽しみに来ているの

ひとときも楽しんでいます︒

で草取り中の会話や休憩時間の

作業だけでなく︑住民講師との
る可能性のあるものも多い︒地

いないことが多く︑また消滅す

域資源の再発掘および新たな活

源がある︒しかし︑活用されて

や生活を︑多くの学生や下流住

として︑地域に根ざした自然と

民に体験し学習する機会を提供

われて作業していません︒その

用方法を検討し︑これらの資源

ため︑農作業が終わったとしても︑

その後のお茶飲みをして話をし

2旬野菜や食材にその土地の

て︑昔話や地元食材の話など︑

を次世代に受け継いでいくこと︒

﹁旬﹂があるように︑実習にも﹁旬﹂

その土地の時間の流れ方を感じ

特に学生は︑農山村や地域コ

という一般的な意味の他︑地

があります︒森林作業でいえば︑

ることが出来るようにしていま

※ここでいう﹁源流﹂とは︑﹁水源﹂
域の自然や森︑生活文化︑生業︑

す︒実際︑この﹁お茶飲み話﹂

を生かした文化や生業﹂に触れ
ることで︑多くの知恵や技を地

プログラムとして組み込んでい

でより深く地域を知る貴重な時

冬の時期に間伐をするのであれ
ば︑その時期に﹁間伐実習﹂を

間となっています︒

を含んだ言葉として使用して

のスケジュールを見ると︑春か

このように源流大学の実習で

ます︒そのため︑1年間の実習

人々の生活を含む広義な意味
います︒

ります︒これらの﹁本物の体験﹂
人材として成長するとともに︑

を経ることで環境の時代を担う

はその理念に沿い︑﹁地域と共に

∴

林散策﹂などのプログラムが多く︑

ら夏にかけては﹁農作業﹂や﹁森

創る実習﹂を実践しています︒

ご

の森林作業で構成されています︒

秋から冬にかけては﹁間伐実習﹂

ズ ー ∴ ∵

記の3ヵ条を常に念頭に置き作

流大学の理念に沿った実習を行

ことにこだわり︑また実習のプ

これは︑﹁本物の体験﹂という

実習を組み立てる際には︑下
成にあたっています︒これは﹁源

ひいては安全で健康的な生活を

化や地域の再生を進めていって

う﹂﹁地域に出来るだけ負担をか

体感しに来てください︒

創造し︑源流域の理解者となり
存続の危機にある源流域の活性
ほしいと考えています︒

皆さんもぜひ源流大学の授業を

正 占 −

域に住む住民から学ぶこととな

ミュニティが培ってきた﹁自然

しょうと活動を続けてきました︒

調和した源流域ならではの文化

ための知恵に昇華させる一方策

います︒そこで︑知識を生きる

当たり前の中で︑物の本質を見

る物に溢れた豊かな生活環境が

﹁

◎5◎源流の四季

1甲州市、丹波山村小菅、

ハ摩川源流協議会が
会を開く

る森林︑人々の生活文化を未来
に伝えていくための活動に︑皆

様のご協力をお願いする﹂と挨

ユーゼス研究会紹介

小菅村の魅力について探り︑そ

間続いていることになります︒

れらがどう小菅村の観光をはじ

前回は︑小菅村で展開されて

人々の博物館﹂ の事業について

アドバイザーの神谷講師は︑

拶した︒

取り上げました︒今回は︑その

いうことについて議論を重ねて

め産業︑経済に結び付くのかと

エネルギーの危険性と自然エネ

恐ろしさを感じている︒今︑核

﹁ミューゼス

毎回の研究会では︑﹁自然﹂
﹁人﹂ ﹁文化﹂などの観点から

た長い水守の歴史と実績がある︒

活動を支えている

いる東京学芸大学との地域連携

宝庫である︑多摩川源流域の重

今回の絵図は︑観光に新しい光

研究会﹂ について︑ご紹介をし

協定に関わる活動と︑﹁植物と

協議会は︑5月31日︑甲州市勝
要性にスポットが当たっている

を当てるとともに︑源流の果た

ます︒

﹁多摩川源流は︑首都圏の水瓶

沼防災センターで︑平成23年度
の＼ではないか︒昨年度以来新し

て︑新しい視点︑新鮮な切り口

してきたこの水守に焦点を当て

として人々の暮らしを支えてき

総会を開催し︑多摩川源流へ流
い取り組みとして︑多摩川源流

いる︒このことは︑この自然の

域や首都圏の観光客を誘致しよ
域の豊かな自然環境や人々の生

ルギーの重要性が再認識されて

うと今年度に4市町村合同マッ

ルできるものだと思う︒﹂と絵図

で首都圏の人々に源流をアピー
の内容を説明︑出席者から是非

くさんの活動団体が存在してい

流をする場です︒小菅村にはた

いる地域づくりについて意見交

内外の有志によって構成されて

ては︑小菅村の

全国大会i n小菅村﹂ にあたっ

研究会主催﹁エコミュージアム

成21年開催のエコミュージアム

きました︒それらを踏まえ︑平

プを作成することを決定した︒
信していくため︑4市町村の宝

活の息づかいを全国に向けて発

いいものを作ってくださいと激

ます︒これらの活動を︑﹁エコ

ロゴマークを決定

中心となって行いました︒

﹁宝さがし﹂を

りかかっているとお聞きしてい

物を絵地図にまとめる作成に取

励の言葉が寄せられた︒

法政大学講師︑事務局の中村文

︵＝地域まるごと

ミュージアム

自然環境計画課の平野明徳課長

います︒

質を高めていくことを目指して

ことで︑連携を促進し︑全体の

ることに力をいれて︑活動を

り村内の団体間の連携を促進す

を村民の青柳諭さんが務め︑よ

現在はミューゼス研究会代表

全国源流の郷協議会は︑五月

の大塚昌良山村振興室長が駆け

補佐︑林野庁森林整備部計画課

れを具体化するために︑﹁エコ

行っています︒昨年末には︑そ

総会では︑田辺会長が︑﹁東
日本大震災で犠牲になられた多

十八日︑東京都千代田区砂防会

﹁ミューゼス研究会﹂という

﹂という概念で捉える

と述べた後

くの方々に︑謹んでご冥福をお

名称は最初の呼びかけ人である

ミュージアム日本村﹂

平村長が ﹁全国のみなさんと連

あります︒

話の女神 ︵ミューズ︶ を掛けて

物館

に︑ギリシャ神

席した︒ま

大きな拍手が寄せられた︒

携してがんばりたい﹂ と挨拶︑

の小池剛課

河川環境課

会

通り︒

粟屋徳也木祖村長

飯干辰己五ヶ瀬町長

降矢英昭小菅村長

てきていて︑振り返ると︑6年

﹁民﹂ の力を大事に︑継続をし

開催してから︑有志による

平成17年に第1回の研究会を

︵ミュゼ︶

は︑国土交

総会で選出された役員は次の

た︑総会に
通省河川局

長︑環境省

副会長

副会長

長

自然環境局

源流の郷協議会

祈り申し上げる﹂

総会では︑降矢会長の挨拶に

によるもので︑フランス語の博

東京学芸大学の木俣教授の提案

＿岬＝こぶ㍍J

つけ激励の挨拶を行った︒

館で平成二十三年度総会を開催
した︒総会には︑宮崎県五ヶ瀬

続き︑新たに加入した奈良県上

多摩川源流協議会総会（5月31日）

町の原田俊平副町長︑高知県津

﹁福島原発による放射性物質の

から13町村の代表がそれぞれ出

野町の池田三男町長ら全国各地

イトのロゴマークを決定し︑

rTrニ

ます︒

しての周知を図るよう進めてい

﹁エコミュージアム日本村﹂と

のサテラ

漏洩は︑何万年もかけて作り上
げた自然環境が一瞬で崩れ去る

北山の福西村長と下北山村の上

博物館︶

明所長らが出席した︒

菅村長︑アドバイザーの神谷博

︵代理︶︑岡

部政幸丹波山村長︑降失英昭小

村文夫奥多摩町長
る︒多摩川源流の美しく緑溢れ

﹁ミューゼス研究会﹂は︑村

総会には︑田辺篤甲州市長︑河

奥多摩町で構成する多摩川源流

総多＿

丁
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惑轟恕彗彗空車ぬ予

多摩川の源流と
河口の写真展のご案内

にすげ訴散歩ゆ〜の蕗」
のお知らせ
9月18日（日）に小菅の

湯周辺および中絶地区にお
いて『こすげお散歩ゆ〜の
路』略して『ゆ〜ろ』が開催
されます。
このイベントは」地図を見 お散歩ゆ〜ろの様子
ながら源流の村ならではの、水神様を祭った石碑や清
流のワサビ田など地区の見所や民家の軒先休憩所など
を歩いてもらう散策型イベントです。 家族連れでもご

年配の方でも、楽しめる気軽な散歩コースになってお
ります。当日は多摩源流トレイルランも同時開催されま
すので、選手が帰ってくるまでの間、小菅を楽しんで
いってもらいたいと思います。

昨年には、古民家カフェや木工展示、木登り体験、
竹の水鉄砲づくりなどを実施しました。

多摩川の源流（はじまり）と河口（おわり）の写真
を見て、多摩川の豊かな自然環境と壮大さ、および河
川環境の現状について多摩川流域の住民である大田区
区民をはじめ流域市民に理解と関心を深めてもらうこと

を目的に写真展を開催します。
また、メッセージベンチとの共同展示となりますので、
多摩川に新しいベンチができることにより、より一層多
摩川に愛着を持ってもらえるよう企画しました。

開催日：9月18日（日）AMlO：00〜

受 付：小菅村物産館
主 催：NPO法人多摩源流こすげ

日

時

平成23年7月19日（火）〜28日（木）

場

所

大田区役所

一階イベントブース

主

催

（JR蒲田駅下車 徒歩5分）
大田区役所都市基盤整備部

共

催

山梨県小菅村

都市基盤管理課
この事業は、河川環境琶理財団の助成を受けて実施しております。
、、ノ

全国森林作業道研究会の
実施要項（案）
全国源流の郷協議会
会長

日

時

場

所

降矢

英昭

9月12日（月）〜13日（火）

長野県根羽村役場（開会12日

多摩川源流・緑のボランティア
多摩川源流に広がる民有林の多くは、木材価格の低迷
により、間伐などの手入れが行き届かず、森林の荒廃が
進んでいます。流域の市民で、力を合わせて、民有林の
間伐に汗をかき、源流の森に新しい命と希望の光を育て
ていきましょう。あなたの「優しさ」を待っています。

午後1時）

事業内容：講 演
「森林保全型路網と木材の活用」
「根羽村の森づくりと森林資源の利用」
先進事例の紹介

□主

催

NPO法人多摩源流こすげ・小菅村役場・

□協

多摩川源流研究所
力 北都留森林組合小菅支部・多摩川源流大学

□場

所

小菅村内の民有林他

□年間活動日（定員はいずれも20名・

募集対象は16歳以上の健康な方）

根羽村森林組合・愛知県・山梨県 他
第1回

参加予定講師

第2回10月

大久保憲一村長

酒井秀夫教授

9月17日（土）18日（日）

東京大学大学院農学生命科学
研究科森林利用学研究室

竹内典也先生 京都大学名誉教授

□日

程（1日目の昼食・飲み物及び着替え、タオル・
雨具は準備してください）

1日目

同橋清元会長

奈良県吉野郡川上村

竹内先生

明治用水土地改良組合

10時JR奥多摩駅集合（送迎バス有）

清光林業

13時〜16時
2日目

長野県根羽村産業振興課

℡0265−49−2111

9時〜14時

除伐・間伐作業
除伐・間伐作業

お箸づくり

14時半〜小菅の湯で入浴

榎本真一先生 壊れない道づくり研究会幹事
連絡先

8日（土）9日（日）

第3回11月19日（土）20日（日）

16時半JR奥多摩駅解散
口参加費 7，000円（保険加入・宿泊・食事その他含む）
□参加申込先

NPO法人多摩源流こすげ

℡0428−87−7055
国土線化推1蠣欄助成榊卜＿」

◎7◎溶液の四季

この事業はみどりの募金の助成を受けて実施しています。

ニ岩一触幽亀

掛￠開催要綱

回源流サミット開催の趣旨
第2固全図源流サミットでは、新庄村の歴史と暮らしに学びながら、全国の源流でどんな取り組
みが実践されているかを解明し、未来に向かって何が出来るかを真剣に議論し源流の価値と可能性
を共に探求していきたいと思います。是非ご参加下さい。

●日

時

2011年10月22日（土）23日（日）

●場

所

旭川源流の郷・岡山県新庄村

午後1時

開会

●あいさつ
第2回全国源流サミット実行委員長

笹野

寛新庄村長

全国源流の郷協議会会長

降矢英昭小菅村長

岡山県知事 他
●源流の郷からの事例報告
・森林資源を活かした村づくり
「トータル林業の村づくり」

長野県

板羽村

●サミット・パネルディスカッション

テーマ

「旭川源流の魅力とその可能性」（案）

＝源流新時代を担う方々の心意気＝

アドバイザー

黒田真路

国六株式会社新庄事業所長

佐藤君代

新庄の自然を守る会代表

笹野

新庄村長・全国源流の郷協議会

寛

竹原和夫

旭川流域ネットワーク代表

吉鷹一郎

岡山野生生物調査会代表

宮林茂幸

東京農業大学教授

小池

国土交通省河川局河川環境課長

剛

コーディネーター 中村文明

NPO法人全国源流ネットワーク代表

奪第2回全国源流サミット 新庄村からのアピール

●次期開催地挨拶

高知県津野町

池田三男町長

●サミット・ポスターセッション（全国源流の集い） 全国各地の流域の団体活動紹介

●第二日日

源流の碑建立など旭川源流の魅力を探る体験型イベント

●主

催

第2回全国源流サミット現地実行委員会

●共

催

新庄村・全国源流の郷協議会・NPO法人全国源流ネットワーク

●後

援

国土交通省・環境省・農林水産省・岡山県・岡山市（予定）

●連絡先

第2回全国源流サミット現地実行委員会
新庄村役場
電話

〒717−0201岡山県真庭都新庄村2008−1

0867−56−2626

FAX

0867−56−2629
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