
第２９号 (1)

    平成２５年３月２０日発行 ( 201３)

　日本ボーイスカウト新潟連盟
　　スカウトフェローシップ委員会

編集長 　杉山　剛
〒９５９－２６５８胎内市西条６０２－１１

TEL & FAX ０２５４－４３－４８７９
  　　　　事務局  〒951-8052　新潟市中央区下大川前通４の町

　　　　TEL 025-229-5454 FAX 025-229-5446

県コミッショナーに就任して
新潟連盟　県コミッショナー　本間　清

　皆様健やかに、新春をお迎えの事と存じます。

　昨年は、健康、日常の生活がいかに尊いものか、改めて考

えさせられました。

　親友であり、敬愛する前県連盟コミッショナー故藤田義夫さ

んが昨年10月27日、行年64才でお亡くなりになりました。

　永年のお勤めに一区切りを付け、これから地域社会の奉仕

や落ち着いて家庭生活を楽しもうと言う矢さきに・・・大変残念

で無念であります。

　温厚で荒げた声を聞いたことが無く、井上理事長が弔辞で述べたように、「着実に、確実に、誠実に」スカ

ウティングに取り組まれました。加茂第一団を県内有数の雄団に育て、中越（蒲原）地区、県連盟の各役職

を歴任され、その業績は多大であります。

　一方、酒席での陽気で人なつこい笑顔は忘れる事ができません、只々ご冥福をお祈り申し上げる次第で

す。

　藤田さんは私と同じ旧蒲原地区の出身で、地区行事や地区の役務など常に私の前任を務めていまし

た。今回、県連盟コミッショナーを引き受けるにあたり何か、因縁を感じている次第です。

　図らずもコミッショナーに就任する事となりましたが、もとより、浅学薄才の身であります、皆様から支援、協

力をいただかなければ何事もできません。何卒宜しくご支援の程お願い申し上げます。

「充実したプログラム」の提供と「よい指導者」の育成

　さて、新潟連盟の現状を見ますと、登録数32団。ビーバー76名、カブ170名、ボーイ200名ベンチャー

100名、ローバー40名、指導者481名、合計1.067名です。

　10年前の平成14年度では　合計2.029名（41団）、5年前の平成20年度は合計1.478名（41団）です。

（下記、登録員数の推移参照下さい）

　5年前から比べると411名の減少となっています。少子高齢化とは言え、このままの推移で行くと、千名を

割る事も考えられます、4桁と3桁の構成員では社会的なインパクトが違い、広く社会で認知してもらうため

にも、現行の1.067名以上を維持しなければなりません。

　少子化や沈滞する経済状況は複雑な社会要因がありますが4桁維持のため、少なくとも私達が努力すれ

ば解決できる事があるはずです。

　子供が少なくなったとは言え、スカウティングに関心を持っている保護者や子供達は沢山います。その子

供達に楽しく、“わくわく”するような興味が持てる「充実したプログラムの提供」をする事です。
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14年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

ＢＶＳ 144 131 97 88 89 76

ＣＳ 450 281 251 238 208 170

ＢＳ 437 297 256 225 221 200

ＶＳ 184 109 117 119 114 100

ＲＳ 76 68 58 48 45 40

指導者 738 592 550 528 507 481

計 2,029 1,478 1,329 1,246 1,184 1,067

　そして、その充実したプログラムを提供できる資質の高い「良い指導者」の育成が４桁の構成員の維

持に必要に事ではないでしょうか。

　今年４月から指導者訓練体系が変わり、研修所・実修所の期間が短縮され、より参加し易くなりまし

た。これを契機に各部門の隊長は研修所に満足せず是非、実修所に入所し「充実したプログラムの提

供」ができるよう研鑽に努めて欲しいと思います。

　私たちは、入団希望する子供達や保護者の期待に添えるよう、常に研鑽努力し魅力あるプログラムを

提供する責務があります。

第16回日本ジャンボリーに向けて

　今年は、第16回日本ジャンボリーが開催され新潟連盟からは94名のスカウト・指導者が参加致します。

このジャンボリーを是非、各団の活性化の材料として活用してください。

　参加資格は二級以上ですがジャンボリー不参加のスカウトと共に進級を促すプログラムを促進して下

さい。参加者は8泊9日の長期に渡る野営生活をしなければなりませんが、ほとんどのスカウトが未経験

と思われます、特に6年生スカウトには長期キャンプに向け、技能・心構えを原隊隊長の責任で“シッカ

リ”と教えてください。

　また、県連プロジェクトとして「朱鷺プロジェクト」を推進します。

　各団で朱鷺の折り紙を作ってもらい、トキの野生復帰に向け自然環境の保全に関心を持つプログラム

と致します。そして、ジャンボリー期間中に作成したトキの折り紙と合わせて「千羽朱鷺」として帰路、広

島記念公園に寄贈する予定です。

思いがけず、県連盟コミッショナーに就任致しました。

　先輩コミッショナーや前任者の藤田コミッショナーのようには行きませんが自分なりに　ひとつひとつ、

前向きに、緊張感を持って取り組んでいきたいと思います。

　重ねて、皆さんのご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。

（平成２５年正月）
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<訃報>
小出準市氏 元新潟連盟コミッショナー　

平成２５年２月６日　お亡くなりになられ、２月８・９日に通夜・葬儀が

行われました。（享年６６歳）

長い闘病生活であったと伺いました。団・地区・県連での長年のご

功績を思い、ご冥福をお祈りいたします。

＜県連理事会報告＞ 

藤田前県コミご逝去に伴い、県連各役職の移動が承認されました。

新潟連盟コミッショナー 本間　清　氏　（西蒲原７）

新潟連盟副コミッショナー 捧　裕一郎　氏　（燕１）

大野　嘉彦　氏　（新潟５） 新任

平田　則之　氏　（新潟１５） 新任

指導者養成委員長　　代行 関川　憲司　氏　（阿賀野１） （西山好英氏（長岡１）退任）

野外活動委員長　　　　代行 関　憲一郎　氏　（新潟５・学識経験理事）

トレーニングチームディレクター 佐藤　文明　氏　（新潟１１）

ＹＮＷアドバイザー 吉澤　徹　氏　（長岡１０）

ＹＮＷ副アドバイザー 小林　裕人　氏　（長岡１）

新潟連盟トレーニングチームも紹介します。

ディレクター （ＡＬＴ） 佐藤　文明　氏　（新潟１１） ＢＶＳ隊長

副ディレクター （ＬＴ） 近藤　修　氏（長岡１） ＶＳ・ＲＳ隊長

（ＬＴ） 関川憲司氏（阿賀野１） 団委員長

（ＬＴ） 池　良弘　氏（新潟１５） 団委員

（ＡＬＴ） 後藤　十司雄　氏（阿賀野１） ＢＶＳ隊長

（ＡＬＴ） 平田　則之　氏　（新潟１５） ＢＶＳ隊長副長

（ＡＬＴ） 大澤　久弥　氏　（長岡１） 新任 ＣＳ隊長

（ＡＬＴ） 牧島　宏之　氏　（新潟１５） 新任 ＣＳ隊長

組織拡張委員会

２月２・３日弥彦文化会館で『スカウトを減らさないための広報講座』を開催しました。参加者の報告を

別ページに掲載します。

＜１６ＮＪ情報＞ 
千羽ときプロゼクト

各団で精力的に活動中です。既に事務局へは折りあがった朱鷺が

たくさん届けられています。まだの団もお早めにお願いします。

* １６ＮＪ特別委員会副委員長の清水修氏（新潟１６）からこの活動に

かける思いを戴きました。４頁でご確認ください。

* 更に、阿賀野市瓢湖の”白鳥を守る会”の事務局長としても活躍さ

れている佐藤巌氏（阿賀野１）より生物との共存の立場から貴重な

一文(7・8頁）をいただきました。指導資料として活用下さい。
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１６NJ関連日程

３月３０日 Ｌ・ＶＳ準備訓練 （長岡カトリック教会）

３月３１日 トキ折り紙締め切り

４月１７日 １６ＮＪ特別委員会

４月２１日 みつき沢野営場開き

５月１１・１２日 派遣団準備キャンプ （みつき沢）

５月１５日 １６ＮＪ特別委員会

６月２日 第１回隊集会　　（１隊：新潟　　２隊：長岡） 県連総会

６月１２日 １６ＮＪ特別委員会

６月２３日 派遣団結団式・ＢＳラリー （中越地区　加茂山公園）

７月７日 第２回隊集会　 （１隊：新潟　　２隊：長岡）

７月１０日 １６ＮＪ特別委員会

７月中旬（１３～１５日？） ＪＲコンテナ　荷物積み込み

７月２９日（月） ＩＳＴ出発（２８日になる可能性あり）

７月３１日（水） 派遣団本体出発

８月１日（木） 開会式

８月７日（水） 閉会式

８月８日（木） 派遣団本体帰県

８月９日（金） ＩＳＴ帰県（８日になる可能性あり）

８月中旬（１８日？） ＪＲコンテナ　荷物引き取り

＜ＳＦＳ委員会活動情報＞
* 下越地区ＢＰ祭で募集活動

３月１０日（日）に新発田市五十公野公園で下越地区

ＢＰ祭が開催されました。式典は午後に行われまし

た。午前中は大ゲーム大会です。

一般参加を増やそうと、新潟日報にお願いし、予告

記事を掲載していただきました。さらに、弥彦での研

修を活かして、新しいタイプの説明資料も作りました。

しかし、あいにくの悪天候、一般参加はゼロでした。

がっかりでしたが、旧交を温めることが出来ました。

参加者は高橋剛氏・西方俊弥氏・丸山光男氏・川瀬

鎮夫氏（新発田１）　杉山剛（中条１）の５人。

* 新入会員紹介

佐藤　巌氏　　６９歳

〒959－２０１５　阿賀野市北本町５－３７　　　（下越地区　阿賀野第１団　団委員）　

”瓢湖の管理人”としてラジオやテレビで紹介されています。また版画もなかなかのものです。

紹介を兼ねて、今号のリレー寄稿をお願いしました。千羽ときプロゼクト関連情報でもあります。

現時点で判明している日程をご紹介します。各団の活動予定に組み入れてください。
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                      16ＮＪT特別委員会副委員長

「千羽とき」の願い 　進歩委員長

                              清水　修（新潟１６）

  16ＮＪ参加を目前に県代表スカウト達には実践的訓練が始まる季節が訪れました。

　「千羽とき」については、県下スカウト・保護者の方々には、すでに「ときプロジエクト」の一環として作成協力

を依頼してまいりしたが、この機会に今一度その主旨と16NJ特委会の隠れた願いを説明してご理解ご協力を

頂きたいと考えております。

　16ＮＪはプレ23ＷＳＪとしての意義付けを含むことから大会プロもWOSMが定めるガイドラインに沿ったものと

なり、新潟県には地球規模の多くの問題と重要性に対して「環境」の視点から意識を高めその改善に向けた

活動への動機付けを目標としたプログラムを提供するようにとの依頼がなされ、県特委会では一連の「ときプロ

ジエクト」として、県下各位のご協力を頂きながら企画準備推進中でありますことはご承知のとおりであります。

　ＢＳの目標は「ちかい」と「おきて」に基づく活動を日常生活の中で実践し、自ら選択した社会奉仕や自然体

験活動を通じて自分の理想を追い求め、同時に社会のために役立っていくような人間になることであります。

　昨年春に３６年ぶりに野生復帰したトキと「トキと人間が共生できる自然環境作り」を目標に公共団体と連携

しながら自然界でのトキ定着と環境教育の大切さを地道な活動を通じて発信している佐渡を中心とした各種グ

ループの存在が報道されました。

　私達が注目したのはトキの野生復帰事業そのものではなく、活動の底辺を支えているのが佐渡島ボランティ

ア実習として東京工科大学の学生を中心に八王子市にある２３の大学の学生が手弁当で地域社会共生を

テーマに自主的に始めた活動支援（現在は新潟の大学も参加）であったことでした。

　しかも、奉仕活動と言えばゴミ拾い位しか考え付かなかった学生がビオトープ作りやトキの餌作りや自然観

察を通じた水辺の生物との触れ合いを通じ食物連鎖の重要性を体験して楽しみ、自主選択による目標を持ち

自ら何らかの結果を確実に生み出して、自主的活動に満足しさらにリピーターとして仲間を連れて継続参加し

ている現実にありました。

　また、地元の人々はこれを快く受け入れて「佐渡はトキを育てるだけでなく１０年２０年のレンジでこの活動を

通じて若者を育てる発信地となりたい」として相互支援のサポート的立場に変化した地域活動が生まれている

ことでありました。

　本県もスカウト人口減少の深刻化が叫ばれており、現実としてＮＪ参加スカウト減少も寂しいものがあります。

この点で16ＮＪ特委員会の一員としても、何か過去に忘れてきた基本的ＢＳテーマを見る思いいがしてなりませ

んでした。

　16ＮＪ特委員会の会議では「折角のジャンボリーなのに参加スカウトが自ら楽しんで選択できるプログラム提

供がされているのだろうか？」「県下各団も含めて環境問題への意識高揚や環境改善へ向けた継続活動は

残念ながら実施されていないが、この活動の動機付けを目標にしたプログラムを広く展開できないだろうか？」

との検討から始まり、現在の「ときプロジエクト」が展開されました。  　16NJの現場では導入部分で鳴き声・映

像・パネル・羽や巣等分かりやす展示やゲーム形式も取り入れ「トキと人間が共生できる自然環境作り」を理解

して貰い、次に問題点等を簡単なクイズ形式で提起して参加者のパネルデスカッションへ導き、後半では環

境問題への意識高揚や環境改善へ向けた自らのメッセージを「千羽とき」の折り紙に記載してもらい、全員の

思いをに「千羽とき」というクラフトに託し、しかも世界恒久平和の象徴である広島の平和記念公園に参加スカ

ウトの思いとして届ける企画であります。

　今回のJNではジョイン・イン・ジャンボリーとしてJNに会場参加できないスカウトや関係者も一緒に活動でき

るプログラムも求めており、16NJ特委会では①「千羽ときを県下の全員で折りJN会場参加の作成した「千羽と

き」と一緒に広島平和記念公園に届けよう②新潟県ＢＳとして環境省・県・佐渡市が推進している「トキ募金活

動」（佐渡を中心に実施検討中）への積極的参加を提案してご協力をお願いしているところであります。

　またこれら活動を積極的に報道投げ込み等して広報依頼すると共に、活動参加のスカウトには各隊長を通

じて「環境バッチ」「環境章」の取得に結びつけて頂き、スカウト人口の増員と、スカウトの技能向上意欲へ貢

献できる活動にしたいと考えておりますので、なにとぞこの点をご理解頂きましてさらなるご協力ご支援をお願

い致します。
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2013.2.02弥彦総合文化会館でスカウトを減らさないための広報講座が開催されました。受講者38名の熱気のある時間が流れて
行きました。
理事長挨拶の通り、現登録1064名を底に、かつての姿を取り戻すには、”この運動の価値に目覚め、自らを高め、世に知らしめて
行くこと”に取り組まなければなりません。

その通りに、①講座は福島連盟副連盟長赤城良一氏による”価値に目覚め自らを高めよ”との永く深い体験談やご自身の長岡１

隊との関わりなどＢＳ黎明期に近づくお話をうかがうと共に、数多くの先達が残された至言を紹介されました。これについては細部

にわたる報告は難しく、受講者の胸に残った火をいかに大きくしそれを次につなげていくか受講者自身の活動に待つことにしたい
と思います。
②講座は石川県白山市松任第１団カブ隊隊長若林邑雄氏による５時間にわたり、いかに世に知らしめるかご指導をいただきまし
た。目からうろこの広報講座でした。しかも実行への壁は低いものでした。ぜひ皆様にお伝えしなくてはいけないし、お伝えできる
のではと思います。ただし若林先生からはＡ４－１７頁の資料をいただいていますので、この紙面ではとてもお伝えすることはでき
ません。編集子個人の掬いとり能力以上のものは所詮・・・・と諦めていただくようお願いするほかありません。

スカウトを減らさないための広報講座 若林　邑雄氏

石川県白山市松任第１団カブ隊隊長

　皆さんの大きな勘違いは、ボーイスカウトは知られていないというこ 広報・宣伝のプロ　日連や石川県連でプロ

とに気が付いていないということです。人同士が初対面で会う時どう グラムや広報の改善活動に取り組む。石

しますか？自己紹介をするでしょう。自己紹介もしない人は、相手に 川県地場産業界でもアドバイザーとして活

されません。ボーイスカウトも相手にされていないのです。 躍中。現在フェイスブックで実践広報講座

　ボーイスカウトを知らない人にどのように挨拶（自己紹介）するので を実施中

すか？その前にだれと知り合いになるのか、なりたいのか考えた事ありますか？あなた方が入団を望むお

子さんは何歳ですか？その保護者の年代は？保護者の内、子供をスカウトに入れるという決定権を持って

いるのは誰ですか？もちろんお母さんですね。

　そうです。皆さんがターゲットにするのは、ビーバー年齢のお子さんを持つ若いお母さんです。この層の琴

線に触れる広報が必要なのです。

　では若いお母さんが仮にパソコンやスマートフォンで検索するとき、どんなキーワードを使うと思いますか？

ここが一番大切なところです。お母さんの子供に対する願いはどんなことでしょう。マーケティングでは顧客

が何を考えているか、何を望んでいるかは最重要のテーマです。それに対して皆さんは何を提供できるの

ですか？若いお母さん方が皆さんの顧客なのですよ。その方たちはボーイスカウトを知っていますか？

殆ど知らないのですよ！！

　お母さんが使うキーワードはたくさんあります。子育て、子育て支援、習い事、友だちつくり、仲間作り、ア

ウトドア・・・・・・。仮にみなさんの団がホームページを開いても見に来てくれるのは同じボーイスカウトの

リーダーでしょう。お母さんはほんの僅かです。今のポスター・チラシ・広報紙・ＨＰでは反応は期待できま

せん。ボーイスカウトを知らない人に業界用語を使って説明しているのですから。

　もう一つ、お母さんが子供をカブスカウトに入れたいという提案をお父さんにどのようにするのでしょう。そ

の時お母さんが口にする言葉をみなさんは提供していますか？この点を団会議で話し合い広報に活かす

のです。

　しつけ・規律はお母さんに訴える力を持っています。スカウトの約束と定めが子供の生活外面に現れるの

はなかなか難しいですが、しつけや規律はひと目で分かります。靴を揃えたり挨拶したり、きちんと整列す

るというレベルのしつけは大切です。これらのことはスカウトのお母さんからのクチコミに乗りやすいもので

す。スカウトのお母さんの目に訴える、それをクチコミしていただく、この方針でやりましょう。

　まずプログラムですよ。オープニングセレモニー～導入ゲーム～活動～クロージングセレモニーとなります

が、これら全部がプログラムです。魅力的なプログラムをやりたいですね。規定に書いてあることを守るので

す。制服の着方、徽章類のつけ方、敬礼の仕方、整列の仕方、歌の指揮の仕方など日本全国金太郎飴の

ように統一しているのは大きな魅力です。セレモニーやゲームに保護者を巻き込むのも効果的です。

きちんとしたプログラムを実行することこそ、広報なのです。クチコミのネタを提供するのです。

　またお母さんたちは、安全や費用、時間、服装などに関心が高いですよ。それらに関する情報を提供して

いますか？
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その他、たくさん指導いただきました。はたして箇条書きでお伝えできるでしょうか？

外部広報は、ボーイスカウトを知らない人向けであるということを意識して行うこと。

ＢＳの業界用語に頼らないこと。

写真は生き生きした子供の顔が効果的。

ボーイスカウト臭を薄め、３０歳のお母さんたちを想定し、子育てを支援しますよというスタンスで話しか

ける。

内部広報は重要です。保護者のお母さんのクチコミの材料です。

活動の趣旨や活動の様子、指導者の熱い思いなどを理解していただけると、そのままクチコミの材料

になる。

インフラ整備が必要です。

入隊案内所（表示があり必要なパンフレットが置いていある。理解ある担当の方がいる。）

必要な情報が書かれているパンフレットがある。（日蓮のパンフレットは補足説明が必要）

活動時間　月あたりの回数　　費用　制服　　友達の有無　　スカウトの構成情報

数ヶ月の活動予定表

ポスターは定期的に張替える。（３～４ヶ月）

活動予定表が付いていると良い。

飛び込み体験でも受け入れられること。

きちんとしたプログラムを持っていれば問題ありません。

毎回の活動日に近くで遊んでいる子供を誘えますか？遊びを通して仲間に入れられますか？

県連ＨＰに団の問い合わせ先などが入っている。

団全体で入団を強く願っている。

それぞれ役目を自覚し、努力している。

団およびその活動を説明できる情報を整理している。

体験入隊を効果的に使おう。

お土産があればいい。

楽しかった。　自分で苦労して作った工作。（手とり足取りの工作物は効果少）

学校で自慢できる工作物はベスト。

帰宅時話し合えること。

イベント参加の保護者にも該当団の直近の活動内容や連絡先が書いてあるものを渡す。

日連のパンフレットのみでは、全く不十分。

数ヶ月の活動予定表を渡すのもいいです。

仲間に入ったという気持ちを持ってもらいたい。

チーフ　、リングや名札などを着用させ、活動後に例えばチーフと名札を返してもらう。

チーフへの憧れがあれば、次につながる。

すぐ入団に結びつかなくても良い。リピーター歓迎の立場を取る。

保護者への説明の仕方を考えておく。

現在のスカウト数が多くても、少なくても前向きにその時のメリットを答える。

少ない時・・・・ひとりひとり丁寧に指導できる。

多いとき・・・・子供同士のふれあいは大きな効果を生む。

チーフの先を結ぶことも良い材料。

セレモニーを見てもらいゲームに参加してもらえば保護者の気持ちは大きく近づく。、

やはり、プログラムしだい。

ホームページやブログのことも教えていただきましたが、報告者には荷が重いので省略します。 以上
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～阿賀野川河川敷は鳥の聖地～ 

「蒲原平野は野鳥の聖地」 

阿賀野第１団 団委員 佐 藤  巌 

 

ＳＦＳ機関紙の編集長杉山さんから、“白鳥と

関わってきた体験をテーマに”と、原稿依頼が

ありました。県内自然保護の仲間や福島潟の

友と、「阿賀野川の自然を守る」「生物多様性を

考える」をテーマに、フォーラムを開催。そこで

発表してきた内容を基に、私見を述べさせてい

ただきます。 

 

１．はじめに…白鳥の湖 

私が関わっている瓢湖水きん公園は、４つ

の湖から成り、水面積計約１５ｈａ弱。全体で

30ｈａ程の、小さな水鳥の公園です。 

こんな狭いところに、毎年１０月上旬から３

月末にかけ、約４０００羽～６０００羽のハクチ

ョウとカモ類が１～２万羽も越冬する超過密

の湖です。自然保護団体から、よく「瓢湖は

狭すぎる」と批判されますが、ハクチョウたち

は、自分で好きな所へやって来る訳で、当方

に過密と言われても困ってしまいます。 

なぜ、ハクチョウたちはこんな狭い瓢湖に、

集中するのでしょうか？それは瓢湖が安全で、

周りに豊富な餌場となる水田があること。そし

て、ねぐらや餌場になる河川敷が多いこと、

などが理由として挙げられます。 

 

２．越後平野全体が飛来地…豊かな自然 

新潟県湖沼ネットワークは、福島潟・瓢

湖・鳥屋野潟・佐潟で、毎週金曜の早朝に

白鳥のセンサス（渡り鳥の飛来数調査）を

しているグループ（結成後、１２年経過）で

す。そこの調査結果で、ハクチョウたちが

降雪時などは県内の湖沼を移動している

ことが分かりました。県内全体の飛来数は

変わらないが、個々の湖でのハクチョウ飛

来数の増減が一致したのです。 

センサスだけで判断するのは早計かも

しれませんが、１２年間の調査結果を見る

と、“越後平野全体が、ハクチョウやカモの

飛来地”と考えることができます。 

―写真 瓢湖自然観察会でのガイドー 

    越後平野は、秋の収穫後、来春まで田

を耕しません。白鳥の、豊富な餌場になり

ます。（太平洋側は二毛作が多く、耕起し

ます）。また、広大な河川敷には、人工的

な構造物や障害になるものが少なく、河

川林やヨシ原は安全な隠れ家や餌場とな

り、瓢湖の様な狭いところから分散した安

全なねぐらになります。 

ハクチョウや夏の小鳥などの渡り鳥は北

や南から餌を求め、命がけの旅をして渡っ

てきます。広々として見晴らしの良い新潟

平野は、安全なねぐらと豊富な餌場があっ

て、渡り鳥の聖域になっております。そして

豊富な餌があるところは、生物多様性が豊

か（植物が豊富で、生物が沢山棲んでい

る）で、人間にとっても良い環境であると言

えます。 

 

３．何も無い景観…金で換算できない財産 

1) 身近過ぎ、瓢湖の良さを感じない阿賀

野市民。朝晩、街の上空をハクチョウが飛

び交う風景が普通になっていて、価値を知

らない。 

 2) 市外や県外からの来訪者は、みんな足 

元まで寄って来るハクチョウやカモに驚きま

す。ある秋、友人の神奈川県央のＢＳリーダ

ーが、ＣＶリーダーの横浜女子大生を新潟に

連れて来ました。彼女は初めて広い黄金色

の田んぼを見て「うゎあー、お米の畑だぁ！」

と叫び、感動していました。 
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ハクチョウが飛ぶ五頭連峰や二王子を写真

に撮ると、背景に送電線や携帯電話の電波塔

などが写っていて、がっかりすることがあります。

いま童謡・抒情歌で歌われる原風景が、激滅し

ています。映画のロケ地で、時代劇や明治・大

正・昭和の背景が本当に少なく、そういう景観

そのものが価値のある時代になりました。そこ

に有って（あるいは住んで）当たり前のものが、

ありません。世界文化遺産は、国際的な財産

で憧れの的です。 

 国は山を削り、海や川を埋め立て道路や橋、

ダムなどを造って高度成長を続けてきました。

結果、全国的に画一的になった、都市景観。

郊外商業地帯、ＪＲ駅構内、街並。 

一昨年 11 月、神戸に用があり、京都と万博

以来の大阪の街中を歩きました。高層ビルが

立ち並び、古い街並みや寺院が見えた昔の面

影がありません。新潟市も都会になり、高層建

築に景観が遮られています。しかし、街の真ん

中に信濃川があって、他所に比べると、まだ良

いかなと思いました。 

 一度失うと、二度と戻らないもの。回復するの

に時間や金が掛かるものが多過ぎます。（例・

東京日本橋の上に掛かる高速道路＝発想の

貧困、文化の低さ。５０年ぶりに高速道路を地

下に移動する構想が、近年再び注目をされて

いる）。 

 

４．おわりに…白鳥やトキの視野で考えよう 

 阿賀野川の河川敷利用を考える場合、阿賀

野川本川だけでなく支流や川の両岸・上流下

流・河口と、地域全体を視野に考える必要があ

ります。 

 兵庫県と京都の県境にある豊岡市・円山川は、

コウノトリが生息する広大なヨシ原が残されてい

ます。東京都江戸川区の水元公園は、大場川

（中川の支流）にあり、都内で随一の水郷公園

です。モデルは、他にも事例がいっぱいありま

す。 

 自然には法則があって、“どんな動植物や地

層も、そこに無くてはならないもの”であることを

忘れてはいけないと思います。 

 また、害虫とか雑草などと決めつけるのは人

間の都合であって、田んぼや畑のように一種類

の品種しか育てないのは、本来自然の法則か

ら外れています。虫や草は迷惑を被っているの

ではないでしょうか。 

 例えば、河川林のヤナギ。物が引っかかって

困るといわれ伐採されます。しかし、引っかかる

ものは、ビニールの紐や袋など。捨てるのは人

間です。もともとヤナギは、どんな大水になって

も残って、水流の調整や土を守り、植物が生き

る場所を確保する役割を果しています。人間の

都合で動植物や昆虫、などの善悪を決めてよ

いのでしょうか？ 

 とかく人間は、一部の人たちの都合で考えが

ちですが、ハクチョウやトキが生息できる環境を

視野に入れて、整備を考えてほしいと思いま

す。 

 まず地元の人が納得できる、地の利にあった

施設、どうしても必要、維持管理費がかからな

い、環境に良い、景観が優れている、皆に賛同

が得られる…整備でありたい。 

 自然との共生を図り、蒲原平野の原風景を再

生・保全するために、官と民が一体となって、

知恵と技術と力を結集する活動を進めることが、

今後の阿賀野川を後世に伝えるキイワードに

なると考えます。 

               

 

        （待ってた雪解け） 
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千羽トキのこれから

３月末までに、県連事務局に折りあがった朱鷺が約３０００羽届きます。

それからの仕事は、千羽トキの形にまとめることです。

目標日程は６月末です。

お手伝いしていただける方、大募集中です。

材料は提供します。事務局まで連絡ください。
折り朱鷺はやく３０００羽です。１０００羽ずつに分けますので、３人の方にお願いできればと思います。

簡単ですので、是非、ご自身の体験活動として如何でしょうか。

詳しい作り方は、ネット上にたくさん掲載されています。（下記に一例を示します）

県連事業予定（案）（抜粋）

４月 ＃１理事会（７日） ＢＳ講習会（７日） ＧＡＴ（２７／２８日）

新潟市クロスパル 下越地区　水原公民館 みつき沢

５月 ＷＢ（ＣＳ）研修所（３－５日）

五頭少年自然の家

６月 ＃２理事会（２日） ＢＳラリー（２３日）

県連総会（２日） 中越地区　加茂山公園

上越市

７月 ＢＳ講習会（７日）

上越地区


