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ル管理組合の協力を得て、
五十八店舗が電灯の代わ
りに植物油製のエコキャ
ンドルや竹宵を飾るなど
してライトダウンを行い、
地球温暖化防止について
考えてもらうひと時を演
出した。
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竹宵三〇〇〇本で幻想的に

飯島町飯島

一番清水

製作した竹宵三〇〇〇本
が雪の中で幻想的な雰囲
気を醸し出し、中心市街
地内外では、商栄会やビ

越百の水

ると思いました。市内に
リレーメッセージ
は更に小型のマイクロ水
力発電の実験が数機行な
家中川小水力市民発電所を訪ねて
われています。
地球温暖化防止活動推進員 小澤敦子
私たちの暮らす南信州
は、幸いにも水が豊かに
りました。発電能力は最 流れています。一般河川
大で二〇ｋｗｈ、市庁舎 や農業用水路などから取
で使う電力量の約十五％ 水し、電力を二四時間生
を賄い、夜間及び休日に 産し続けるこのクリーン
は売電しているそうです。 な小水力発電の活用への
市役所の隣りには小学 期待に心が躍ります。
校があり、「元気くん１
皆様もぜひ一度元気く
号」を毎日見て育つ子ど んに会いにお出掛け下さ
もたちは、感性が磨かれ い。

編集・発行／南信州環境ネット企画編集委員会

今年の六月五日（土）
には、「環境」だけでな
く
「街のにぎわいづくり」
も念頭に「百万人のキャ 百万人のキャンドルナイ
ンドルナイト㏌南信州」 ト㏌南信州実行委員会総
実行委員会が中心となり、 会
南信州のりんごをモチー 【日時】
フに、蜜蜂の蜜ろうで作 三月二十五日（木）
ったローソク「蜜ろうア
午後六時から
ップル」を製作し、家庭 【場所】
やお店など、どこでも気 飯田市役所りんご庁舎
軽に取り組めるイベント
三階会議室
として、キャンドルナイ 【問合せ先】
トを実施するよう準備を 百万人のキャンドルナイ
進めている。
ト㏌南信州実行委員会事
開催に向けての総会を 務局
開催しま 谷口彰（長野県地球温暖
すので、 化防止活動推進員）
我こそは 電話
と思う方 〇二六五 二(四 四)八二一
は、下記 ファックス
事務局ま 〇二六五 五(六 三)七一二
で御連絡 Ｅメール

御代田町血ノ池

二月七日、飯田市美術 長の講演、希少野生植物
博物館科学工作室で「南 の保護活動などについて
信州・希少野生植物保護
対策会議」が開催され、
飯田、下伊那地域で自然
保護活動を行なう団体、
自然保護レンジャー、希
少野生動植物保護監視員、
市町村など関係者三〇名
が参加した。
当日は長野県環境保全
研究所の大塚自然環境部

編 集 後 記
一面には、飯伊地域か
ら 一｢番清水 が
｣信州の名
水・秘水に選ばれるとい
う、うれしいニュースを
お届けすることができま
した。また、記事にはで
きませんでしたが、南信
州レジ袋削減推進協議会
の取り組みが、環境省主
催の「平成二十一年度容
器包装３Ｒ推進環境大臣
賞」において「地域の連
携協働部門」で「奨励賞」
を受賞するというニュー
スもありました。これも
皆様の日頃からの努力が
一つの形となったもので
あると思います。
他面においても、各分
野からの提言等を掲載し
ましたので、参考にして
今後のそれぞれの活動に
生かしていっていただけ
たらと思います。
今後も、この環境ネッ
トが各推進員等の活動の
支えや、皆様の情報交換
の場になっていけるよう
努力していきたいと思い

の意見交換が行なわれた。
講演では、南信州にあ
る希少野生植物の状況や
最近問題となっているア
レチウリなどの外来植物
の広がりなどについての
話がされた。
また、意見交換ではヤ
シャイノデの保護活動の
状況、ササユリが咲く里
山の手入れ、ハナノキの
保全などについて、活動
をしている団体からの報
告をもとに、参加者らが
意見を述べた。
その中で、希少野生植
物を保全していくために
は、チラシの配布や市町
村の広報誌を活用して、
身近なところで希少野生
植物の紹介をするなど、
更なる啓発を積極的に行
なうとともに、保全活動
には地域の協力が必要と
の意見も出された。
また、今後の会の活動
について、「植物にだけ
限定するのでなく、動物
を保護している団体にも
声をかけ活動の輪を広げ
ていく必要がある」など
の意見が出された。
事務局では来年度も年
二回、対策会議を開催す
る方向で計画をしている。

ください。
ます。皆様からの投稿や、
takeyoi_fes@lion.ocn.
情報提供などをお待ちし
ne.jp
写真提供 桜井勝司氏
ています。

血ノ池、周辺湧水群と濁川

飯田・下伊那地域の
長野県地球温暖化防止
活動推進員のＯＪＴ等
実践強化型研修を兼ね
た「百万人のキャンド
ルナイト㏌南信州（二
〇〇九冬至）」が十二
月十九日（土）飯田市
の中心市街地
「丘の上」
を中心として、雪の降
る中、「愛＆結」をテ
ーマに実施された。
りんご並木では、若
者達が約三週間かけて

御代田町塩野

県が信州の名水 秘･水を選定

川上村梓山

大沼の池の湧水

飯伊からは「
一番清水」

千曲川源流

利用したイベントを行い、 庫の泉（飯田市羽場）」、
地域振興を図ろうと考え 平成の名水百選に選ばれ
ている。
た「観音霊水（飯田市南
「一番清水」のほか飯 信濃）」などの名水があ
田、下伊那地域には国の る。
名水百選に選ばれた「猿

所在地

南信州・
希少野生植物
保護対策会議開催

選定された「信州の名水・秘水」

山梨県都留市役所前に
流れる幅三メートルの家
中川。その豊かで力強い
流れを生かした直径六メ
ートルの水車「元気くん
１号」に会いに仲間と出
かけて来ました。
名前の通り元気よく回
っている水車に思わず目
を見張り、「活躍してく
れてありがとう！」と拍
手したい思いで一杯にな
りました。建設費約四千
万円のうち千七百万円を
市民が出資 鶴
( の恩返し
債の名称）し、平成十八
年四月から運転開始とな

〒395-0034 長野県飯田市追手町 2-678
下伊那地方事務所環境課内
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名称

三の池

阿智村下清内路にある「一番清水」が、この度、
「信州の名水・秘水」に選定された。
これは、長野県が良好な水質、美しい景観、歴史
的な価値を有し、地域の誇りとして守られてきた名
水の中から特に優れているものを「信州の名水・秘
水」と位置付けるもので、県下三六ヶ所の候補から
「一番清水」を含め十五ヶ所を選定した。
「一番清水」は、清内
近年では、この水を求
路平瀬地籍の国道二五六 めて近郊の飯田市はもと
号線沿いにある湧水で、 より、遠くは中京方面か
昔から地域住民の飲み水 らも多くの方が訪れ、休
として利用されているほ 日などは順番待ちをする
か、旅人の喉を潤す水と 光景も珍しくない。
しても大切にされてきた。 このように賑わいをみ
せる「一番清水」
の環境を守ってい
るのが「一番清水
の会」という地
域住民で構成され
るボランティア組
織。会では訪れる
方に気持ちよく利
用していただくた
め、定期的に草
刈や掃除などを行
なっている。
また、会ではこ
れを機に、更なる
環境整備を行なう
とともに、清水を
信州の名水・秘密に選定された「一番清水」

中野市赤岩
延命水
谷巌寺の井戸
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山の奥での保護活動

の再生を願っているので、 夏から秋にかけては、南
現地への植付けは最後の アルプス南部の山へ登る

これは、文部科学省に 史跡・遺跡調査、
等々で、
よる「社会人学び直しプ それぞれが大学院レベル
ログラム」の一つとして とくれば、今現在の寝ぼ
実施されました。私は中 けた様な頭脳には刺激が
高年のボケ防止にと全く 強烈すぎ、また、観察・
不純な動機から、また、 観測による事実のデータ
親として理系の息子達の ーの積み重ねから調査・
世代やその分野の学びの 分析する手法（例えばＤ
世界を垣間見、共有する ＮＡ解析による種の分岐
には良い機会だとも思い、 の歴史やその特定）など
平成二〇年度秋スタート は新鮮な驚きでした。
の後半コースから信州大
一番きつかった事は、
学理学部に通いました。 ほぼ毎週のレポート提出
その内容たるや、基幹 でした。私は仕事の都合
実習の野外・室内実習の もあり、さぼっていたの
組み合わせにより、各テ で、あの秋の週末は徹夜
ーマは地学、
気象、水質、 で三つテーマのレポート
湖沼、動植物生態調査、 を作成し、早朝の高速道

いかがなものか？
※「山滴る」は夏、
「山装う」は秋の季語

それは小さなゴミ？

環境課 環境管理員 吉澤由美

ササユリの現地視察をさせて頂いて

手段になります。いずれ ことが最近の楽しみとな
希少野生動植物保護監視員 熊谷久一
不法投棄監視連絡員 佐々木 洋子
にしても、長い取組にな っています。
りそうです。
道すがら、見つけた草
「ヤシャイノデ」の盗 他の植物も鹿の食害から
渓流が好きで、長い間、 花をカメラに収め、振り
不法投棄のパトロール 空ける方が居る。
掘事件前までは、日本鹿 守られることになるので、 谷底を這いずり回ってい 返っては遠くに見える故 は、皆さん日頃大変だと
それをなかなか注意が
による植林木や農作物の その影響も観察していく ましたが、先輩と叔父に 郷を確認し、山頂では、 感じながら、自分のパト 出来ない自分がもどかし
被害に目が向いていたの ことにしています。胞子 聖岳へ誘われ、山行きを 山の神に感謝し乾杯。幸 ロールの力不足を感じて いです。
ですが、深く遠い山奥で での培養にも取り組んで 再開。山野草をこよなく せなひとときです。
います。
一度クラクションを鳴
の盗掘事件が発端で、鹿 いますが、自然の状態で 愛する叔父の影響を受け、
大きなゴミではありま らし、注意を促したつも
食害や人の行為で希少植
せんが、未だに車で走っ りだったのですが、その
物がなくなっていく深刻
ていて窓からタバコを捨 方は何事もなかった様子
な状況をあらためて知る
路を居眠りしないように てる方がいて、とても残 で走り去りました。
「
信
州
大
学
自
然
環
境
診
断
マ
イ
ス
タ
ー
養
成
」
こととなりました。これ
理学部になんとか駆けつ 念です。それも火が付い
結局その方達にとって
を受講して
をきっかけにして、「ヤ
けたこともありました。 たままの状態で、ポイと は普通の事、悪い事をし
環境ウォッチャー 菅沼浩一
シャイノデ保全の会」が
やればできると少々自信 捨てられるのです。
たという気持ちが全くな
でき、入会しました。
にはなりましたが、その
道路は灰皿じゃないの いのです。
保全の会では、自生地
内容は先生方から看れば に、と思うのですが、そ
道路にはタバコだけで
に防鹿網を張り、かつて
推して知るべし。
の車の運転手を注意する なく色々なゴミが簡単に
群生していた「ヤシャイ
その一方で楽しかった ことも出来ない。走り去 捨てられています。
ノデ」の復活を試みてい
ことは、各地にある合宿 ってしまう。火の付いた
まずは幼いうちから、
ます。網での囲い込みで
所研究施設で先生方や学 タバコは火災の原因にも 地域のゴミゼロ運動など
生諸君をも交え、県外や なってしまう。
に参加し、ゴミのモラル
各地から集まったそれぞ
ひどい人は、信号待ち を勉強してもらいたいな
れの職業をもつ受講生達 の時に車の灰皿を道路に と感じています。
との一泊二日で行われた
交流会でした。交流は、 業証書と共に、分厚いレ プスを世界遺産に」でし
楽しくまた激しく激論が ポート集と資料集です。 たが、これからもこの様
飛び交い、寝たのが朝二 Ａ４版で製本された物だ なテーマに沿って、良き
時、三時、気がついたら けで、厚さ数センチ、重 「森の・自然の番人」た
ストーブの周りで目が覚 量数キロもある印刷物で る者に少しでも近づけた
めたこともありましたが。 した。
ら良いなと思います。
さてその結果は、春三
私の今回のポスター発 「それぞれの想いのある
月学長から手渡された卒 表のテーマは、「南アル 桜かな。」芭蕉

林道脇の植物
自然保護レンジャー 中島逍遙

たり、盗掘や無断採取を
防止する為の看板を立て
るなど、入念な作業と心
配りをされてこられたの
だと知りました。
その様な会の方々のお
骨折りがあるからこそ、
自然の中に美しく咲くサ
サユリを見る事ができる
のだと改めて思います。
みんなが、自然に対す
る当り前のマナーを持ち、
自然の中に足を踏み入れ
る事ができたらいいので
はないかと思います。美
しい自然を存続する為に。
大出前講座』で風車を作
って豆電球を点灯させる
講座を小学生と大人対象
に二回実施しました。
体験が大事と言われて
いますから、これはお勧
めの講座だと思います。
化学肥料や農薬の排出
するＣＯ２削減と地中に
固定されているＣ（炭素）
の排出を抑えるため、不
耕起栽培の『自然農法』
の勉強会をしました。ど
ちらも好評を得ています。
自然エネルギーと自然
農法研究会を発足させま みています。
したので、それを町の活
性化に繋げられたらと夢

私が下伊那地方事務所 地視察をさせて頂きまし
環境課に勤務させて頂き、 た。
一年が経とうとしていま
ササユリを見るのは初
す。
めてで、うすピンクのと
この一年の中で勉強さ てもきれいな花が、所々
せて頂いた事は数多くあ に見られました。立ち止
りますが、その中のひと まって見とれてしまう程
つに、六月にありました きれいな花でした。
希少野生植物保護対策会
その花を守られてきた
議に同行させて頂いただ 会の方々は、下草刈りや
いた事がありました。
立木の枝打ち、間伐、花
その時、ササユリの現 一本一本に添え木をされ

地球温暖化防止活動推進員
としての活動

会員数二百余名の自然
保護運動を趣旨とする
「自然愛護会」と「消費
者の会」の各々の年間行
事をきちんと行い、信頼
関係のもとに協力を得て
います。
省エネ普及宣伝は、小
学生を対象にしたエコラ
イフチェックシートでの
活動のみで、新エネルギ
ーと自然農法、地球緑化
活動が主です。特に『信

地球温暖化防止活動推進員 関島純子
温暖化問題をバックキ
ャストで考えるため、活
動のスタンスは①効率の
良い。②排出されるＣＯ
２を極力少なく。③既存
の組織との交流の活発化
です。
それで、資料は必要最
小限に連絡、情報と意見
交換はメール使用と、き
わめて効率的ですが、批
判もあって現在は定例会
を月二回しています。

写真提供
写真提供
小林正明氏
小林正明氏

アサギマダラと
サラシナショウマ

第11号②
第11号③

したた

よそお

月に二、三度、下伊那 っきり減り、その種
各地の林道に、見回りを 類が極めて少なく、
兼ねて自然を愛でに出掛 場所によっては全く
ける。
見かけなくなった。
四季折々の風情があり
その理由は、刈払
「山滴る」頃には「ツル 機の普及にあると思
ニンジン」の花が草むら う。全草一斉に根元
から顔を出すし、「山装 から刈り取れる。見
う」季節には、やや大型 栄えはよいし、作業
だが「タムラソウ」や「サ が楽。しかし、刈り
ラシナショウマ」
の花に、 取られた植物、特に
渡りチョウのアサギマダ 一年草は種子を落と
ラが群がっている。
す前に刈られたら、次の
ところが最近、道路脇 年から芽を出さない。宿
の日本古来の山野草がめ 根草も二、三年続けて刈
り取れば消滅し
てしまう。今に
絶滅危惧種の数
が増えるかもし
れない。
そうならない
ためには、除草
作業の折に、県
や市町村の、し
かるべき指導が
あってよいので
はと思う。草花
や花木の多い場
所は、手作業で
もよいと思う。
タムラソウ

