「2010 子ども文化祭」開催！
！
～水土里ネットかれがわが参画～
去る7月4日
（日）
桑名市民会館で「2010 子ども文化祭－

できるコーナー、

わくわくわなフェスティバル－」
が開催され、水土里ネット

ホトケドジョウ・

かれがわ
（嘉例川土地改良区）
も参画した。

カワムシ・ドンコ

水土里ネットかれがわでは、市の天然記念物であるヒメ

等の地区に生 息

タイコウチや絶滅危惧種に属するホトケドジョウなどの希

している生きもの

少生物が地区内に生息しているため、子どもたちに身近で

を観察できるコー

触れてもらい、さらに農業者が保全してきた水田の二次的

ナー、希少生物で

な自然としての多面的機能を認識してもらい、農業農村に

あるヒメタイコウチ・ホトケドジョウの生態や「かれがわふ

対する理 解 及び

る里活動隊」
の構成メンバーとして地区で環境保全活動の

環 境 教 育を通じ

取り組み状況等を紹介したパネルを展示したコーナーを

て地 域の活 性化

設けた。特にヒメタイコウチを直接手で触れるコーナーで

を目指している。

は、家族連れや子どもたちが絶え間なく立ち寄り、
ミニ湿地

当日、大ホール

帯からヒメタイコウチを直接採集し、自ら手のひらに載せ、

前ロビーの 一 角

水槽を観察する子どもたち

ミニ湿地帯で観察する子どもたち

目を凝らし観察していた。

に設けられたブー

水土里ネットかれがわでは、今後も地域住民への農業農

スには、ヒメタイ

村の必要性や環境教育・学習の場を提供するためにも
「子

コウチを 直 接 手

ども文化祭」
への参画を継続していき、水土里ネットを地域

で 触 れ ることの

住民にＰＲしていく予定である。

「かれがわ田んぼの生きもの観察会」開催
の川瀬主査より地域概要の説明、そして講師紹介の後、参
加者は現地へ移動した。
現地では、県で絶滅危惧種に認定され、桑名市でも天然
記念物として指定されているヒメタイコウチや国や県に絶
滅危惧種として指定されたホトケドジョウなど田んぼと水
路で暮らす身近な生きものについて講師より説明を受け、
ビオトープ、
水田、
湿生林の三ヶ所で採取、
観察等を行った。
参加した親子は、ビオトープや水路に入り希少生物のホ
トケドジョウやカエル
を、湿地帯でヒメタイコ

講師の説明を聞く参加者

ウチなどを採 取した。

去る7月24日
（土）
に水土里ネットかれがわの主催で「か

採取後、木陰の下で講

れがわ田んぼの生きもの観察会」
が開催され、親子併せて

師から珍しい生きもの

約180 人が参加した。

の説明や、なぜ、その場

この観察会は、地域に生息している希少生物
（ヒメタイコ

所で生きものが多く採

ウチやホトケドジョウ等）
の保護を目的として地域の適正な

取できたかなど分かり

管理・生息状況の把握・子どもたちへの学習の場の提供と

やすく丁寧な説明を受

併せ、農地・水・環境保全向上対策事業の生態系保全活動

けた。子どもたちにとっ

の一環として、
毎年行われており、
今回で7回目となる。

て夏休みの自由研究と

観察会に先立ち、主催者である水土里ネットかれがわの

なり、楽しいビオトープ

伊藤理事長より挨拶があり、引き続き桑名農政環境事務所

体験となった。
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生きものを採取する参加者

夏休みだ！
！親子で楽しもう農村体験 開催
～親子で水土里を学ぼう～

をかもし出し、
感動とともに歓声

去る8月2日
（月）
に多

を上げていた。

気町丹生の大師の里周

語り部の話を聞く参加者

辺で多気町勢和地域資

竹細工では、出来上がりの見

源保全・活用協議会が

本に目を移しつつ、接着に苦労

主催し、
水土里ネット立

しながら、額から落ちる汗も忘

梅用水が後援し、
「夏休

れて作っていた。なかには、お

みだ！！親子で楽しも

父さんや係の人に手助けしても

う農村体験」
が開催さ

らい、
やっと出来上がったセミを
自慢げに振りかざしている子ど

れ、
楽しい夏休みのひとときを過ごした。

ももいた。

このイベントは、農地・水・環境保全向上活動の一環とし

引き続き、参加者全員で休耕

て、夏休み親子で豊かな農村の自然に触れ、
「水・土・里」
の

田を利用したビオトープで生き

大切さを知ってもらおうと企画されたものである。

もの観察会があり、
おのおのがタ

当日は、
真夏の太陽が照りつける空の下、
県内の家族連れ
17 組 42 名が参加し、立梅用水路を利用したボート下り、セ

モ・バケツを片手に、水面

ミやカブト虫などの竹細工や農村のビオトープ体験を楽し

に目を凝らし、田んぼに生

んだ。

息するタガメ、
メダカ、
タイ

ボート下りでは、乗り場でまず地域でボランティアとし

コウチなどの生きものを

て活躍されている語り部の方から立梅用水の歴史や地域

すくっていた。今回は捕

の概要の説明を受け、その後先人たちの苦労を見ることの

獲する毎に缶バッチがも

できるノミの跡が残る

らえるとあって、捕獲する

素掘りトンネルを含む

毎に我先にと缶バッチを

約 250ｍの用水路での

ゲットしていた。

ボート下りを楽しむ参加者

ビオトープ体験

そして、東屋の前で子どもたちを対象とした農村クイズ

ボート下りを楽しんだ。

があり、
講師から用水路の大切さを学び、
終了した。

途中トンネル内に入る
と、
ひんやりとした冷気

最後に、
田んぼの生きもの図鑑や下敷き、
さらに養殖され

が漂い、薄暗く探検を

たオオクワガタなどがプレゼントされ、子どもたちは思わぬ

しているような雰囲気

プレゼントに大喜びで帰路に着いた。

竹細工を楽しむ参加者

夏休み
“ふるさと探訪バスツアー”川島土地改良区を見学
去る8月3日
（火） 山事務員より土地改良

桂山事務員の説明を聞く参加者

に四日市市が主催

区の概要や収穫されて

した夏休みふるさ

いる農作物の説明を受

と探訪バスツアー

けた。その後スイカの

が開催され、
39 名の

収穫体験をする予定で

参加者が楽しい夏

あったが、不作のため、

休みのひとときを

周り一面に咲き誇るヒ

過ごした。

マワリの剪定体験をし、

このツアーは 地

各自持ち帰ることに変更された。子どもたちは一斉にヒマ

元特産品であるお

ワリ畑に散り、気に入ったヒマワリを土地改良区で用意し

茶や野菜の生産現

た剪定鋏で切っていた。

場をバスで巡るも

またテントの下では、土地改良区の組合員による朝採れ

ので、午後から川島

のスイカ、
かぼちゃ、
きゅうりなどの夏野菜の即売があり、
持

土地改良区の現場

ちきれないほどの野菜を買っている家族もいた。
最後に土地改良区が用意したお土産の配付があり、参加

を見学した。
剪定するヒマワリを選ぶ参加者

野菜の品定めをする参加者

者は思わぬお土産に満足し、
帰路に着いた。

参加者は、まず桂
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「めだか祭り」開催！
！

たちがめだかクラブのスタッ
フから手渡されためだかの

去る8月8日
（日）
に水土里

ネットタケル（員弁川用水第

入った小さなバケツを持ち、

二土地改良区）
が主催し、
「自

桟橋から一気に放流した。

然と子供とのひとときを楽し

子供たちは、自分が放流した

もう」
をテーマに「第7回めだ

めだかが池の中を元気よく

か祭り」
が開催され、
地域の親

会場の様子

泳ぐ様子を目で追いつつ、
大

めだか池

きな歓声を上げていた。

子連れや子供たちが多数訪

また、会場付近に設けられ

れ、
楽しい時間を過ごした。
この「めだか祭り」
は、農業

たブースでは地元自治会や

経営総合対策事業の一環と

漁業組合が中心となりいろ

して計画された「子供たちの

いろな催し物が行われ、近隣

農業・農村体験学習推進事
業」
として、平成 16 年 5月に

散策する家族連れ

の員弁川用水第一土地改良

めだかの放流

区、
神田土地改良区も協賛し、
祭りを大いに盛り上げた
水土里ネットタケルでは、
「めだか祭り」
がより地域に密

開校した「めだかの学校」
を地域住民のふれあいの場とし

着し、強力な活動とし継続していき、水土里ネットを地域住

て提供し、
事業に対する理解を深めるために催された。

民にＰＲしていく予定である。

ビオトープ
（めだか池）
では、
めだかの放流が行われ、子供

ふるさとの水と土をいつまでも大切に！

第15回 大師の里メダカまつり 開催

～水土里ネット立梅用水が後援～

うまい米」
、
「しいたけせんべい」
等がプレ
ゼントされるとあって、
我劣らじと挙手し、
正解する毎に盛り上がっていた。
また、メダカ池周辺には相可高校食物
コンサート風景

調理科の学生による手作りのお菓子、五

農地・水・環境保全向上活動イメージ
ソング「水土里」の大合唱

平餅の模擬店や竹細工作り、
似顔絵、
メダ
生き 物を捕 獲 する
平成22年9月19日
（日）
多気町丹生の大師の里「メダカ池」 カの俳句などのブースが設けられた。
家族連れ
において、
農地・水・環境保全向上活動の一環として、
ふるさと
特に竹細工のブースでは、子供たちが思い思いに気に
の水と土をいつまでも大切に！をテーマに第15回大師の里

入ったものを選び、悪戦苦闘しつつ出来上がるごとに大き

メダカまつりが行われ、
水土里ネット立梅用水が後援した。

な歓声を上げていた。

当日は秋晴れのもと汗ばむ陽気であったが、町内外から

午後からの観察会では、メダカ・タガメなどの大物賞があ

およそ1，
000 人もの家族連れ、友達どうしらが訪れ、終日賑

り、さらにメダカが持ち帰れるとあって、小さな子どもから

わいをみせていた。

大人までがタモや小さなバケツを持って、一斉にメダカ池

ホテイアオイが咲き誇るメダカ池で行われた「田んぼの

周辺に集まり、遊歩道や田んぼのあぜから身を乗り出しつ

コンサート」
では、近隣地域で活躍する5組のアマチュアバ

つ、
水面に目を凝らし、
必死に水中の生き物を探していた。

ンドが特設ステージに代わる代わる立ち、日頃の成果を披

主催者は、このイベントを通じ水や土の大切さにおおき

露していた。散策に訪れた人たちは、時折心地よい風が吹

な関心が寄せられ、今後も地域交流の場を提供し、生態系
き抜ける木陰にたたずんだり、ベンチに腰をおろしたりし、 保全に努めていきたいと抱負を語っていた。
熱心に聞き入っていた。中には、歌に合わせて手拍子を
また、12月11日
（土）
10：30より多気町ふるさと交流館
（旧
打ったり、
口ずさんだりして楽しんでいる人もいた。

勢和村）で農地・水・環境保全向上活動の事例報告会を開

コンサートの合間には、
「みんなの環境、みんなで守ろう、 催します。そのなかで
「メダカ のコタロー劇団」
が公演する
みんなのために！」
を合言葉に農村 予定です。
環境の保全を訴え各地で精力的に
活動している
「メダカのコタロー劇
団」
のメダカの「コタロー」
、
「なでし
こ姫」
の進行のもと、立梅用水に関
「メダカのコタロー劇団」
メダカの「コタロー」
（右）
、
「なでしこ姫」
（左）

する
「田んぼのクイズ」
が実施され、
正解者には事務局より
「彦左衛門の

ビオトープでのメダカの観察会
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「第 5 回淡水魚保全シンポジウム 三重県明和町大会」開催
去る8月5日
（木）
、明

合学習の時間に活動し

和町中央公民館で、淡

た水生生物調査の報

水魚類の生態系を守る

告を行いました。

ことを考える
「第5回淡

その後、全国各地の

水魚保全シンポジウム

研究者が、それぞれの

明和町大会」
が開催さ

活動報告をポスター展

れました。
全国の研究者や地域

水土里ネットめいわ 南野理事長 挨拶

斎宮小 学 校 5 年生による水 生 生物調査
報告

示により発表を行い、
パネルディスカッショ

住民など約300名が参加し、
淡水魚保全研究会会員である秋

ンでは、農地・水・環境保全向上活動組織「むらおこし・さいく

篠宮さまも出席されました。

う・祓川」
代表の田所利郎氏も、パネリストとして参加し、
「生

シンポジウムでは、大会実行委員長である水土里ネットめ

物の保全と地域住民と

いわ理事長の南野光輝氏、
淡水魚保全研究会会長
（国立科学

の合意形成」
と題して、

博物館名誉研究員）
の上野輝彌氏、
三重県野呂昭彦知事の挨

淡水魚類の生態系保全

拶に続き、タイ国立カセサート大学のプラチャー・ムシカシン

に向け、地域住民が一

トーン博士が、
「タイの水田環境を巡る自然誌－魚を中心とし

体となって取り組むこ

て－」
と題して、
基調講演が行われました。

との重要性について、

話題提供として、絶滅危惧種であるネコギギやヒナモロコ

活発な意見交換が行わ

に関する研究報告、地元・祓川での環境美化活動の報告のほ

れました。

か、
斎宮小学校の5年生が、
「わたしたちの祓川」
をテーマに総

斎宮小学校 5 年生による水生生物調査
報告

野生獣による農林産物への被害について考えるフォーラム
会場内は、常時満席
状態で、踏み込んだ質
問も出るなど獣害に対
する関心の高さが伺え
ました。
三重県農水商工部 岩﨑総括室長

講演会と並行して、

客席

去る9月14日
（火） 屋外を中心に東京から

講演会の様子

に奥伊勢フォレスト

熊本までの 27 業者が

ピア
（大台町）
におい

一堂に会しての獣害対

て、
「野生獣による農

策資材展示が行われ、

林産物への被害に

来場者は熱心に担当者

ついて考えるフォー

の説明に耳を傾けてい

ラム」
を開催し、県内

ました。
また、会場内レストラ

を中心に500名の参

ン等では、
当日のみの特

加がありました。

講演会会場では、主催者である三重県の農水商工部・岩﨑

別メニューとして野生

光雄総括室長が挨拶を行った後、国・県の担当者が県内農林

獣肉を使った料理を提

産物被害の現状や獣害対策の取り組み等について講演を行

供していただきました。
三 重 県 で は、9 月を

いました。

午後からは、地元代表者による
「集落での取り組み」
に続 「野生鳥獣による農林
水産物への被害につい

き、環境学習情報センターから
「人の生活との共生から考え

獣害対策資材展示

る獣害対策」
や自然観察指導員三重連絡会から
「野生獣の保

て考える月間」
と定め、生産者だけではなく、より多くの人と

護から考える獣害対策」
について講演をいただき、多様な視

ともに、いかに野生獣と共生をしながら、農林水産物の被害

点から獣害対策について考えていただきました。

を軽減していけば良いのかを考えていきます。
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