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隆夫村長インタビュー
小菅村源流景観計轟（案）を確定
玄関口ワークショップを開催
多摩川源流大学のすべて！

「地域づくり研修会」を実施
小菅村体育館落成式
多摩川源流ミュージアム公開
第25回多摩源流まつl）など

源流インストラクター養成事業の案内
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小菅川渓谷（撮影中村文明）

したが︑室長さん達は︑それ以上

されました︒村の職員も頑張りま

之室長は︑2年間にわたって活躍

張りと小菅村と源流研究所が総力

村長

したね︒

に取り組んで本当に元気になりま

を挙げて取り組んで︑内閣府から

元気再生事業は︑村民の頑

の頑張りがありましたね︒

できました︒初年度の最終報告会

も高く評価される取り組みを展開

﹁リーマンショック以来︑日本は

で東京農業大学の宮林教授から︑

ひ生まれた1．

室長はじめ運営委員の皆さ

挑戦する意欲と夢が育った
村長

大変寂しくなってきております

元気のあるのは小菅村ではなかろ

が︑小菅村はものすごい元気があ

うか﹂とお褒め頂いたことが本当

ん︑元気再生に参加された多くの

います︒内閣府からのソフト事業

に嬉しく思いました︒

るということで︑今世界中で一番

としては思いがけない規模の予算

中村

でにない盛り上がりがあったと思

がありましたからね︒

村民の皆さんの活発な活動は今ま

中村

周周潤瀾瀾瀾憎
中村

見えになりましたね︒

すね︒財務省の主計官も視察にお
展開があると︒

事業でも予算の関係でなかなかで

村長

域づくりに取り組んでいる事例と

の執行調査で自治体が主体的に地

嶋主計官が地方の元気再生事業

村長

基本が生まれた

が示した村の基本方向と将来像が

年度が2000万円という予算規

村長

元気再生ではやりたいことができ

きなかったことがありましたが︑

嬉しくありがたい励ましで

中村 平成22年3月に小菅村は︑

模でしたね︒

は︑木づかい研究室︑産業開発研

して︑小菅村の視察にこられまし

初年度が2500万円︑次

第4次総合計画を策定しました︒

﹁源流元気再生プロジェクト﹂ の

生まれた背景には︑村民ぐるみの

いますね︒

るむらづくり〜がテーマになって

究室︑健康づくり研究室︑森林再

た︒いい取り組みと評価されての
れました︒その研究室に多くの村

やればできるという確信や新しい

村民にやる気が生まれましたし︑

んどん活動の輪が広がりました︒

やりたいとアイデアが出てきてど

した︒

大きな支援を頂きありがたく思いま

いたと聞いていますが︑国からも

の事例として小菅村を推薦して頂

ことで内閣府から元気な取り組み

平成21年の5月︑財務省川

村長

なこともやりたい︑あんなことも

ました︒それぞれの研究室でこん

ドバイザーも参加し関わって頂い

民が関わり︑村外からの多くのア

ことへ挑戦する意欲と未来への夢

日頃やりたいと思っていた

く幸せに暮らしていける温かい村

の源流元気ラボ ︵研究室︶ が生ま

生研究室︑文化再生研究室の5つ

に生きていくのか︑小菅村の村づ

ように小菅村がこれからどのよう

た︒参加した方々が生き生きと活

そうです︒元気再生事業で

をつくることがみんなの願いで

政の運営にとって大変大事なこと

くりの基本を描いていくことが村

動された︒村民の皆さんが何より

■カー

も一曽

です︒その意味から言えば︑平成

中村 木づかいの古屋金男室長︑

中村 ﹁元気再生プロジェクト﹂

一番元気な村だ

が育ちましたね︒

産業開発の亀井雄次室長︑健康づ

でした︒

多くの人々が関わり村民ぐるみで

くりの守重廣子室長︑森林再生の

も楽しく活動できたことが印象的

事業展開できましたし村づくりの

木下栄行室長︑文化再生の木下正

20年︑21年の内閣府の支援事業で

収穫になったと考えています︒

基本が作れたことが︑一番大きな

ある﹁地方の元気再生事業﹂は︑

小菅村の村民が健康で明る

す︒第4次総合計画が示している

なるほど︒第4次総合計画

〜源流を誇りに︑みんなが協働す

﹁元気で温かい源流の郷こすげ﹂

元気再生で村つく町の

源流の四季 冬 号 の イ ン タ ビ ュ ー で 小 菅 村 の 降 矢 英 昭 村 長 よ り 地 元 産 の 木 を 利 用 し た
小菅村体育館建設と村の財政健全化をテーマとする話を伺いました︒第二弾では︑元気
再生事業の取り組みや小菅村の様々な資源を活用した景観計画づくりに関する話を伺い
ました︒︵文責中村文明︶

尊
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¶村づくりの基本になった

二刀気再生の取組の成果＝

まれた感想はいかが

中村

景観計画を読

られるように村肝いりのNPO

中村

人間は︑美しいものへ

景観計画ができました︒

期待した通りの

観計画を策定しました︒その事業

の強い憧れがあります︒

村長

ですか︒

法人が生まれ︑下流域との強固な

憧れるものです

ではの特産品の開発・普及・販売︑

人は︑不思議なことに

による交流人口の増加や源流なら

連携の枠組みづくり︑上下流交流

森林作業道の開設・健全な森づく

いで︑NPO法人多摩源流こすげ

を外部のコンサルタントに任せな

小菅村は︑平成23年度に景

中村

りなどの協働の村づくりの先頭に

こうした2年間にわたる元

気再生の大きな取り組みの全体の

立って頑張って頂いております︒

美しいところに集まり

成果が村づくりの基本になり総合

に事業委託しましたね︒

思いますが︑まず風景

いろんな見方があると

ます︒美しいとは何か︒

村長

で︑ここに頼れば小菅村の特色を

人多摩源流こすげができましたの

が美しいこと︑景色が

せっかく力のあるNPO法

源流まつり﹂からはじまり︑﹁多

中村

摩源流クリーンクリーン作戦﹂︑

活かした景観計画が生まれると期

この間小菅村では︑﹁多摩

村長

が︑この元気再生事業を通して地

﹁森林再生プロジェクト﹂︑﹁源流

輝いていることは魅力

大学の開校﹂から﹁源流元気再生

待しました︒

りへの参加から一歩進んで村民と
活かした村づくりが

事業﹂ へと源流にこだわり源流を

村民も来訪者も

また︑地域に根

を穏やかにしてくれます︒何より

められたものになっています︒こ

ますね︒村民の願いと気持ちが込

かしていくことが大切です︒これ

れをこれからの景観村づくりに活

玄関口ワークショップ（2月4日小永田地区）

流の郷こすげを作ることができ

美しく魅力的な︑元気で温かい源

が訪れ︑住んでみたくなるような

をみんなで実現していくとだれも

は︑村民のそうした気持ちが込め

各地区の景観懇談会で様々

ると思います︒

各地区のいい景観や新しい

魅力がよく反映された地域密着型

村長

いました︒︵取材は平成24年2月

中村

28日に行いました︒︶

貴重なお話ありがとうござ

の景観計画になっています︒神谷

ストマップもとても良くできてい

先生に描いて頂いた各地区のイラ

な意見や提言が出されました︒

中村

られています︒

しいことが大切です︒景観計画に

もそこに住む人の心や気持ちが美

醸しだす景色も人の心

ざした文化や暮らしが

村長

張ったと思います︒

ことを願ってみんな頑

んな景観づくりが進む

気持ちや心が温まるそ

中村

的ですね︒

の協働の村づくりが基本であると

域づくりの基本は︑村民の村づく

そうですね︒村づくりで村

民の参加が一番と思っていました

計画へ反映されたわけですね︒

緑のボランティア活動参加者（小菅村）

痛感しました︒また︑事業内容や
源流を誇りに村民と

継続的に取り組まれ︑

働する村づくりの基

流域市民など皆が協

さる村外の様々な方々とともにつ

くる︑そのアイデアや意見を計画

事業計画を村民や村を応援して下

段階から反映させていくことが基
と言えますね︒

本が確立されてきた

村長 そうですね︒

みんなが協働するむらづくり﹂を

行政は継続性が命で

本であると思い︑﹁源流を誇りに

えたわけです︒

です︒幸いなことに

段を登ることが大切

むこと︑一段一段階

す︒一歩一歩前に進

村づくり・地域づくりの基本に据

NPO法人
多摩源流こすげ誕生

小菅村では︑下流

その成果を受け継ぐ組織が

中村

励ましやアドバイス

域の大勢の方々から

そうですね︒地方の元気再

誕生したと︒

に外れないように見

を頂き︑監視し横道

村長

はいけないと︑その受け皿として

これは大変な財産だ

守って頂いています︒

生事業の成果をここで終わらせて

NPO法人多摩源流こすげを立ち

と思っています︒

皆さんが知恵と力を振り絞って
あげました︒所長がよく言ってお
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NPO法人多摩源流こすげと小菅村源流景観計画策定委員会は︑3月15甲
第10回景観計画策定委員会を開催︒昨年6月以来検討を重ねてきた小菅村源流
景観計画︵案︶を最終的に確定し︑今年度末に小菅村降矢村長に提出することを
確認しました︒計画︵案︶の詳細は次号で紹介します︒

継いでいきたい︒

次の世代に引き

果と実績を踏まえて︑小菅

の郷づくりなどの取組の成

ンクリーン作戦﹂︑花と緑

まつりや﹁多摩源流クリー

和62年以来開始の多摩源流

今回の景観計画では︑昭

出された計画にスピーディ

活かしたい︒国や県と共に︑

村の景観づくりに

これを是非今後の

た計画が生まれた︒

域の声を反映させ ︹

を聞いて本当に地

は規制法である︒いろいろ

谷先生から﹁景観法は本質

ポイントの報告があり︑神

から景観計画の

続いて︑事務局

い﹂と挨拶した︒

ものに仕上げた

すのでよりいい

最後の委員会で

村の景観づくりの将来像と
に対応することが大切だと

﹁四季折々に花が朕き︑源流の景観
暮らしが息づく村﹂を将来像へ

して﹁四季折々に花が咲き︑

厳しい規制が盛り込まれて
観を守るためである︒外か

考えており︑三月議会で源

ら常識では考えられないこ

源流の景観と暮らしが息づ

の条例を作った︒この計画

とが持ち込まれたときの防

いるが︑それは小菅村の景

をもう一度村民にバックし

御のために必要な規制であ

流景観保全基金創設のため

と美しさが満喫できる村〜

しっかり練り上げながら小

く村﹂〜源流本来の豊かさ

をテーマに一人一役を合い

菅らしい景観実現に皆さん

る︒全ての人が景観に配慮

が咲きほこる小菅村をめざ

と一緒に取り組みたい﹂と

言葉にみんなで育てる花々
すことになった︒

するよう考え方の方向を示

とめていたが今回は皆さん

様々な計画はコンサルがま

課長が駆けつけ﹁これまで

なったことから︑黒川文一

当日は︑最後の委員会に

源流の暮らしが育んできた

み︑成果をあげていきたい︒

歩一歩小さなことでも取組

いた餅にならないように一

画ができ上がった︒絵に措

んのおかげで素晴らしい計

合った︒

けて奮闘することを誓い

年度に景観計画実現に向

行い︑それぞれの立場で来

参加者全員で記念撮影を

スがあった︒景観委員会は︑

したもの﹂とのテドバイ

挨拶した︒

が繰り返し道や森や川を歩

景観は︑小菅村の宝であり︑

木下正之委員長が﹁皆さ

スピーディに対応
することが大切

き︑各地区から意見や要望

ロ参勤宮部

NPO法人多摩源流こすげと小菅村景観計画策定委員会は︑2月48︑よりよい景観形成をめざし

て玄関口ワークショップを実施したQワークショップには︑神谷愕先生をはじめ木下正之委員長︑守

重康子副委員長︑NPO法人多摩源寧Jすげの望月徳男事務局長ら15名が参加した︒一行は︑大月方

歩き︑意見交換したPワークショップでは以下のとおり様々なアイデアが出された︒

面からの玄関口である松姫トンネル入り日周辺と上野原方面からの玄関口にあたる長作地区を丹念に

昏﹁トンネルの出口は︑小菅村らしいイメージがいい﹂▲

◎﹁国選下のコンクリートの壁を曝す植栽を施し修景する︒間伐し明るい森へL

e﹁小永田トンネルの大月僻の入り口周辺は春歌の淘季折々の色が楽しめる桜やモミジを植えるといい﹂

a r集落跡の石積みがいい︒草をかり石壊みが見えるといい﹂

い
い
︼

守r海路右側の高いスギを間伐し︑見通しがきくようにする︒事桝の風景を復活し活かしたい︒由来も分かると

クリートに色をふくなど修崇したい﹂

￠﹁左挙の法面がコンクリートだけで寂しい︒ふじものを垂らす︑常緑の蔓物を植える︑さっきを植える︑コン

勘F左手の草色い発電級のあるところに︑小菅村と分かる標識︑丸太を用意する︒そこに駐車スペースを用意する﹂

￠r集会所と消防の置き場︑ちょっとした買い物や休憩場ができる施設があるといいし

＄﹁親伐して社を見え志ようにして神栄の郷のイメージをつくり出す﹂

魯﹁涼義の物産館とリンクさせることも大事だし大きな課題だ﹂

︿凱rトンネルと温泉を績ぶ道をつくるといいし︑物産館を連の薪へ﹂

㊥﹁小永田の民家の保存と屋根の色の統一あるものへ﹂

●r消防小靂跡の石垣は風格があり是非残したいJ

①﹁小永田の屋根の色の優柔を村のモデルへ﹂

啓﹁電柱の地中化を訝り景観のレベルを高める﹂

㊥﹁か永田の屋根の塗り警えに補助できる仕租みづくりがほしい﹂

や﹁神社の小湊を周辺と調和する色へ﹂

長作関係のアイデアや要望

￠﹁こんなワークショップを地区ととにどしどしやって﹂

●﹁桜の近くの看板を撤去するとすきっとする﹂

●r看板を改善し︑上野原市と小菅村を一つにする﹂

●r年会桜の周辺を障伐し明るい森へ整備する﹂

●﹁年会桜と典にある桜も連結して見えるようにするし

②﹁境橋跡に塀干らしきものがあるといい﹂

●﹁西原との境に﹃境構﹄が苦あったので復活させたいし

②r牛会桜と御臆神社を連続した景観にしていく﹂

㊥﹁周辺に牛会桜に立ち産れる駐車場があるといいし

や︻大羽椙峠への鐘畠癌も興味ある散策ル1卜J

痙﹁首切沢という沢の名前もあった﹂

●﹁境界ということで︑西原側になってし琴つが︑そちらも協力をしてもらい蘭伐︑枝打ちを進めたいし

●﹁境の家の土留めがガードレールでされているので︑それを木棚などにかえられないかJ
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び名⁚いぐね︶などの配置構造が

ど︑実現に向けた実務的なやり取

関しては再考の余地があることな

を︑ニーズのある源流域に赴き地

中世から変わらず存在し︑景観的

域の方々と共に︑知恵を出しなが

りも行なってきました︒

その本寺地区で﹁学生向けの体

にも日本の原風景をとどめた貴重

験プログラム﹂のプレ実施と﹁体

学﹂を見つけ出し︑魅力あふれる

らその地域ならではの

な史跡の地区です︒

てきました︒体験できる地域資

験後の住民意見交換会﹂を行なっ

施していきたいと思います︒

源流域に成長させるお手伝いも実

技術や知恵をその日で手で自分なりに感じられたこと、それはとても大きな財産になりまし

源は多く︑活かし方次第でとても

頭では知っていてもとっさに出てこないたくさんの知識があると思います。そういう知識
が使える技として身につく瞬間を感じることができました。普段目にすることのないような

魅力的なプログラムが開発できる

ができる貴重な出会いを与えてくれました。

が︑まだ体験内容や日程づくりに

かせるのかを実践してみる機会があることです。自分が考えたことや学んだことを試すこと

いる施設で︑実際に大森の歴史の
レクチャーや﹁海苔つけ体験﹂を

せんでした。1年間で特に感じたことは普段の大学での講義で学んだことが本当に自分で生

多摩川全体

習など普段から子ども達に水辺体

経験することで川の恵みで海苔が

験を実施している団体の方を講師

育っている現状を学んできました︒

源流大学では︑源流域の生活

に招き︑﹁水辺の危険︑安全な水

フィールドキャンパス

や文化︑住人から知恵や技を学

遊び﹂ についての講習会も実施し

〜川がつなぐ体験実習〜

ぶことをメインに活動を展開し

また︑中流域では︑水辺の安全講

てきました︒参加者にとっては︑

ました︒

くことで様々な体験をし︑身に

全国の源流地域へ
〜領流大モデルで

源流域という非日常空間へ赴

つけることができ︑多摩川の中

下流に目を向けてみると︑多く

源流大学は学生の実習と合わ

地域を活かす〜

せて︑その地域ならではの資源

の市民団体や川を教材とした施

これら身近な多摩川を知ること

に光を当て︑住民の方々と共に

設で体験活動を行なっています︒

で源流から河口まで︑多摩川全

成長する
﹁地域活性化﹂を目指

割︑意義を考えることのできる

体を傭隙し︑その中で源流の役

一例として昨年度は︑中尊寺の

荘園として中世からの農村風景が

しています︒

﹁大森海苔

人材を育成していくことを進め

大田区紹介にある

区にお邪魔しました︒本寺地区は︑

色濃く残る︑岩手県一関市本寺地

ております︒

の羽田沖で生産される ﹁海苔づ

水田の畦や家︑屋敷林︵地域の呼

のふるさと館﹂ は︑多摩川河口

くり﹂ の歴史や体験を行なって

学外の実習の少なさにがっかりしていた自分にとってはまさにぴったりの授業でした。実

習で単位は出るし、「源流で学ぶ」に代表される実学主義の考え方。受講せずにはいられま

た。生きた知恵を学ぶことのできる数少ない講義だと思います。

今年度、わたしは源流大学の応用コース竹ザルづくりを履修しました。全3回の実習でし
たがザルの材料であるスズタケを取りに行くところから始まり、材料調達も自分でやるとこ

ろが楽しかったです。村の方に材料の選び方、刈り取りの方法を教えてもらいましたが、自
分で刈り取ったスズタケの良し恋しは、中々自分ではわかりませんでした。村の方が選んで

材料の加工も村の方に教わりながら行い、ザル一枚つくるのに材料づくりに大変な手間が
かかることを初めて知りました。アジロ編みや継ぎ足しの方法を村の方に習い実際に自分
で編み上げた竹ザルはちょっとガタガタで形がいびつになりました。村の方が編んだザルは、
すごくきれいに仕上がっていました。

多摩川流域の実習にも参加しました。川の安全講習会に行き多摩川で救命ロープの投げ方
や川で流されそうになったらどうやって岸まで行くかなどを実際に川の中で学びました。川
で遊ぶことは海よりも安全であると思いがちですが、川にも思わぬ危険があり、勉強になり
ました。

（東京農大食料環境経済学科2年草川梢）

今回で4回連載の「源流大学のすべて」は連載終了ですが、これが本当に「すべて」なの
かと言ったら…・。まっ、全てではなくても、読者の皆さんが少しは源流大学を理解し、
少しは参加してみたくなったなら4回頑張って書いた自分を褒めたいと思います。そんな自

己陶酔気味な事務局ですが、「ウチの地域に来て欲しい情報」も待ってます。地域の食、食
べ歩きしたい！
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﹁源流大

くれ、やっぱり材料の良し悪しが一目でわかる村の人はすごいなあと思いました。

今後はこの様に源流大学モデル

（東京農大森林総合科学科1年田辺厚大）

、ヽ、、Jナ、こす、￣1

てNPO法人多摩源流こすげ主

2月25日 ︵土︶ に小菅の湯に

﹁ひと・もの・しげん﹂を活かし

NPO法人多摩源流こすげは︑

の森づくりやマコモタケの販路拡

た上下流連携がスムーズに進むこ

大・イベント出店︑農業体験など

催﹁地域づくり研修会﹂が開催さ
め︑第1部としてNPOと源流大

を実施した︒昨年度は小菅村景観

で実施した﹁天神山の山道整備﹂

告があり︑その中でも地区と協働

土︑文化それらの宝を活かした村

つ多様な知恵や技︑自然資源︑国

やすには？﹂﹁農産物の販路拡大

流事業に協力してくれる人を増

﹁協力隊についてどう思う？﹂﹁交

小菅村と小菅村教育委員会が建設を進め

ていた小菅村体育館が︑このたび完成し3

月14日に関係者が出席して盛大に落成式が

行なわれた︒落成式では︑はじめに降矢村

部恒彦所長︑小菅中学校の石井晃校長ら6

長や山梨県富士・東部林務環境事務所の岡

カットが行なわ

名によるテープ

表示することができます︒

動情報で︑これらは︑地図上で検索・

境財団の研究成果︑市民グループの活

多摩川流域の水質情報︑とうきゆう環

流域の情報︑小菅村の地名とその由来︑

ています︒地理情報は︑多摩川源流や

環境保全の輪を広げることを目的とし

共有することで︑源流をはじめ流域の

インターネットを通じて様々な人々と

然環境︑歴史︑文化などの地理情報を

梨県小菅村︶を中心に流域に関する自

このシステムは︑多摩川源流域 ︵山

〜多摩川源流ミュージアムについて〜

多摩川源流ミュージアム公開

工事担当者に感謝の言葉を贈った︒

を期待する﹂と述べ︑協力を頂いた関係者や

ンボルとして村内外で大いに利用されること

ヒノキをふんだんに利用し木づかい文化のシ

願の小菅村体育館が完成した︒地元のスギや

村長や関係者が
挨拶︑村長は﹁念

れ︑続いて隆夫

小菅村体育館のテープカット（3月14日）

とを目的として設立され︑企業

ら活動している地域おこし協力
民による景観計画づくりを行なっ

計画策走を受託し︑村に合った村

学の活動報告および昨年4月か

その後︑東京農大宮林教授による

隊6名の成果報告が行なわれた︒

第2部では︑参加者を7つの

た︒源流大学からは︑学生受け入

テーマ設定したテーブルに分かれ

が地域や参加大学にとても好評で︑

れの状況と実習の内容について報

てもらい所定の時間がきたら席を

来年度は各地区に拡げていきたい

た講演が行なわれた︒

移動する﹁ワールド・カフェ方式﹂

との提案があった︒地域おこし協

﹁源流は日本再生の原点﹂と題し

のワークショップを実施した︒

んの考える源流大学のこれから﹂

ワークショップでは︑﹁皆さ

﹁住民講師をふやすには？﹂﹁地

年間を振り返り︑村の印象や今後

力隊の6名からは︑各自がこの1

て報告があった︒

づくりを進めていく事が︑国民の

について﹂ の7テーマについて︑

﹁N■POの2年間を振り返って﹂

区での協働作業を増やすには？﹂

取組んでいきたい事業などについ
以上の報告を受けて東京農業大

財産としての源流︑新しい小菅づ

どの活気のあるワークショップ

時間が来ても話が止まらないほ

宮林教授は﹁小菅村の︑人々の持

につながる﹂と記念講演し︑参加

となった︒

くりへ繋がる︒それは日本の再生
者は熱心に聞き入っていた︒

http：〟tamagen．info／gen／index．html

≡≡薫等宰琴等

小菅村体育館

［］アドレス

t■川

i 亨JR■岳；

れた︒当日は60名近い参加者を集

記念講演を行なう宮林教授

地域づくり研修会の様子

源流の四季（、6

●インフォメーション

軸電熱一拍亀も絹も鷺暴露 H・雷もⅠ

霹劉亘幽亘膵蘇指摘亜l詔提認昭詔
日時10月20日（土）〜10月21日（日）
場所 四万十川源流・高知県津野町
■記念講演「四万十川源流における多自然川づくり」

■基調提案「源流は日本の希望日本の未来」
■サミット・パネルディスカッション

テーマ「四万十川源流の魅力」
〜源流新時代四万十川源流から〜

コーディネータ宮林茂幸東京農業大学教授
■第3回全国源流サミット四万十川源流からのアピール
■次期開催地挨拶群馬県みなかみ町

岸

町長

■第二日目 源流点など四万十川源流の魅力を探る
体験型イベント

■主

催

第3回全国源流サミット現地実行委員会

■共

催

津野町・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・林野庁・高知県（予定）

｝連絡先 第3回全国源流サミット現地実行委員会
津野町役場〒402−0209高知県津野町
℡0889−55−2311

FAXO889−55−2312

一露親書も一拍亀有粕も電熱一拍竃も絹も亀嵩梢も★暴一拍竃もⅠ軸貴もⅠ柏★亀

源流の森林再生基金

毎年好評を頂いております多摩川源流体験の

お買い上げ頂いた「多摩源流水」1本分の料金のうち、
10円が「源流の森再生基金」として下記の活動に役立っ

受け付けを開始しております。

ています。
・源流域のスギ・ヒノキなど人口林の間伐、枝打ち

・シカの食害防止対策
・その他源流を守るための活動

昨年は、流域の自治体や水辺の楽校、
市民団体など26団体の参加がありました。
子ども達に本物の自然を知ってほしい、

そしてその素晴らしさを体験し

篭縫

習

てほしいと思い源流体験教室を

大地の恵
多摩源流水
岩と木と緑を支配する聖なる多摩
源流の大地からわき出す「多摩源
流水」は、のどを潤すのはもちろ

開催しています。また、マスの

つかみ取りなどの体験活動もあ
ります。

キャンプ場などの宿泊施設も
ありますので、まずはお問い合わせ下さい。

ん、こころまでも和らげます。

多摩源流水
500ミリリットル・・120円
■お問い合わせ
多摩源流 小菅の湯
℡0428−87−0888

＼− ′
■期間

1．5リットル…・210円

FAXO428t87−0926

源流体験

7月〜9月

■体験場所小菅川源流体験ゾーン

トゲ

ト■

■お問い合わせ
多摩源流
NPO法人多摩源流こすげ
℡0428−87−0880

FAXO428−87−7057

事象亀★懇書象暴亀嵩事象暴竃藷キ′婁豪雪も手蔓も竃整一婁鵜奮懇書露亀電熱事象亀電熱事象熱傷懇′
／ノ
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指導者が育てば、源流の森が良くなる
『多摩川源流に広がる民有林は、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。

私達は、流域の協力を得て、これにストップをかけようと平成15年「森林再生プロジェクト」を始めました。健康な森林
をつくるために、東京農業大学や森林組合、流域のボランティアの協力を得ながら、間伐や枝打ちなどに取り組み徐々に
成果を上げていますが、継続的に参加しているボランティアの資質と技術を向上させ、緑のボランティアの指導者として
の役割を果たせるよう、源流インストラクターの養成事業を開始します。多くの指導者が育てば、森林再生プロジェクト

の輪がより一層広がり、源流の森が良くなります。

座学と森林体験を通して「森の番人」を育てる
■源流域の水資源や森林資源は、流域社会全体の共有の宝であり財
産です。流域の様々な主体と連携し、源流域の貴重な資源を守り育
てる仕組み作りが重要です。専門家による座学と森林体験を通して、
たくさんの「森の番人」を育てていきます。この源流インストラク

ター養成事業は、環境に優しい地域づくりに大きく貢献するものと

確信します。

≡■l駈■創■飢■貞l椚童回目璧嗣況卓

じ■！■■Ⅷ

・第1回研修会 5月19日（土）〜20日（日）
・第2匝暮研修会 6月16日（土）〜17日（日）（チェーンソー講習会）

・第3匝‡研修会 7月 7日（土）〜 8日は）刈払い機講習会）

・9月22日（土）〜23日（日）線のボランティア活動の講師実習
・10月 6日（土）〜 7日（臼）線のボランティア活動の講師実習

・11月17日（土）〜18日は）線のボランティア活動の講師実習

｝参加対象者 源液みどりのボランティア参加者でこの事菜に賛同する方
■定

員

インストラクター15名

ボランティア25名

義主

催

山梨県小菅村

■協

力

NPO法人多摩源流こすげ・多摩川源流研究所・北都留森林組合

東京農業大学・多摩川源流大学
義申し込み先

山梨県小菅村源渡振興課0428−87−0111

この事業は全国モーターボート競走施行者協議会の拠出金を受けて実施するものです。

