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今年も巣立ちました。
（７月末現在で戸島・野上・伊豆・祥雲寺の４ヶ所の巣から７羽が巣立ちました。）
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５月から３ヶ月間のできごとです。ラムサールに向けた
活動、湿地の整備、生き物調査等、コウノトリの住める
環境つくりに励んできました。そして、今年もヒナの巣
立ちの時を迎えることができました。
６月１９日、戸島会館にて第３回コウノトリ湿地ネット総会
が開かれました。内容は HP をご覧ください。
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今年のコウノトリの繁殖

（コウノトリ湿地ネット会員 宮村さち子）
左の写真は、今年百合地の巣塔での、赤石ペアメスの
J0384 と百合地ペアの様子である。ペアの巣塔を掠める様
に J0384 が突っ込んできている。ペアのオス J0389 を亡くし
た後だ。一昨年、孵化に失敗した赤石ペアが、戸島のヒナ
を襲った事件を思い出させる光景だ。
（撮影 澤田氏）

今年のコウノトリの繁殖について、まず触れなければならないのは、豊岡でのコウノトリの死亡である。日撫
ペアのオス J0408 と、赤石ペアのオス J0389 の２羽が死亡した。大雪の中、入り込んだ場所から出られなくなり
死亡したJ0408は、体重が 3.5ｋｇ近くまで減っていた。厳しい冬を生き抜くことが出来なかったのだ。J0389 はド
ジョウ池の糸に引っかかり死亡した。こうして、豊岡盆地のペアは、百合地、戸島、伊豆、野上、祥雲寺の５ペア
となって今年の繁殖期を迎えることとなった。今年は昨年末からの鳥インフルエンザの影響（西公開での給餌
中止）があり、また、豊岡盆地では近年にない大雪の冬で、繁殖期の３月を迎えても雪が降り、水温は低く、魚
の遡上、植物の生育も遅かった。このように餌生物が少ない中での繁殖の開始となる。
１、百合地ペアについて。（J0228♂、J0275♀）
百合地のペアはこれまで他のペアに先駆け、早い時期から産卵を始めていた。今年も産卵が確認されたの
は２月下旬である。そのまま抱卵に入ったペアは、途中で孵化したヒナの死亡などがある中、残った卵を長期
間抱卵し続けた。普通約１ケ月で孵化するが、孵化可能な期間を過ぎた５月下旬まで、抱卵し続けた。つまり、
丸３ヶ月間抱卵し続けたわけである。その後、再度産卵が確認されたのが６月下旬である。７月２７日現在、第２
クラッチのヒナ３羽が孵化したことが確認されている。このまま、順調に成長すると巣立ちは９月になる。このペ
アはこれまでも生育率が悪く、昨年も巣立ちした３羽のうち、２羽が巣立ち直後に死亡した。原因については丌
明である。今年も第１クラッチの卵は全て育たなかった。原因究明が望まれる。
２、戸島ペアについて。（J0391♂、J0294♀）
戸島ペアは４年連続の巣立ちを迎えることが出来た。３月初旬に初卵が確認され、６月中旬に２羽が無事巣
立ちした。確認されたのは４卵で、孵化も３羽が確認されているが、成長、巣立ちしたのは２羽となった。戸島は
順調な経過をたどったといえよう。
３、野上ペアについて。（J0001♂、J0362♀）
野上のペアは昨年繁殖に失敗している。繁殖する巣の位置が安定
せず、次々と移動し、最終的に現在の位置の巣塔で産卵したが、巣
立ちにまでは至らなかった。今年は 3 月末から順調に産卵し、４月下
旬には無事、４羽のヒナが孵化した。４羽を育てることが出来るのかと
心配したが、熱心な子育てのせいか、４羽とも無事に成長を続けた。
しかし、５月末の大雨で、４羽のヒナのうち３羽が死亡するという事態
になってしまう。残った１羽は無事成長を続け、７月２日に巣立ちした。自

7 月 2 日、巣立ち後の幼鳥を心配し
て集まるメンバー、夜の 7 時前です。

然現象によるものだが、順調に子育てが進んでいる中での死亡はとても残念である。
巣内で死亡したヒナの処遇や、人の丌用意な接近による巣立ちなど、いろいろ問題をはらんだ野上の繁殖と
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いえよう。
４、伊豆ペアについて。（J0381♂、J0296♀）
伊豆ペアも、野上ペアと同様、昨年は繁殖に失敗した。（理由につい
てははっきりしていない）今年は４月中旬に産卵が確認された。３羽のヒ
ナが孵化したが、野上の事態同様、５月末の大雨で１羽のヒナが死亡。
このヒナの死亡原因は野上同様、圧死とのこと。親鳥が、大雨と寒さか
ら守るため、強く抱きしめたのが原因らしい。残ったヒナ 2 羽は順調に成
長し、７月中旬に巣立ちした。
７月１７日巣立ち直後の伊豆のヒナ、草を
咥える（撮影 中野氏）

このペアの特徴は、ペアの周りに常に他のメス J0382がいることである。
常に一定の距離から離れない。今年はついに、J0381 と交尾までしてしま

った。放鳥時、J0381 とペアになることが予想された J0382 だが、ここまで離れることが出来ないのはなぜだろ
う？それに、それを許している伊豆ペアも丌思議である。
５、祥雲寺ペア（J0405♂、野生個体エヒメ♀）
祥雲寺のペアについては、郷公園の非公開ゾーンで繁殖活動をしているため、直接観察することが出来な
かったが、２羽が無事に育ち、７月中旬に巣立ちした。
このペアの問題点は、巣立ちした幼鳥が、第３クラッチの産卵によるものであることだと思う。最初の産卵（第
１クラッチ）は３月中旬に確認されているが、親鳥が巣を離れるため、すぐにカラスに捕食される。次に３月下旬
に次の産卵（第２クラッチ）をするが、またすぐにカラスに捕食された。巣立ちした幼鳥は４月中旬からの産卵
（第３クラッチ）で生まれたものである。このように第３クラッチまで産卵することは、母体の衰弱を招くことになる。
骨も弱くなると思われ、母鳥の体が心配だ。このメスは、飼育個体の中にはない違う血統を持つ野生個体であ
り、貴重な存在といえる。またこのペアは、郷公園西公開の給餌に依存する割合が高い。
６、山本ペア（仮称 J0011♂?、Jo399♀）
今年、山本の人工巣塔で、交尾、産卵しているのが確認された。産卵した卵は抱卵されることなく、巣外に出さ
れた。ペアとして持続するかどうかは、来年の様子を見なければならない。しかし、このペアには幾つかの注
目点がある。まず、ペアのオス（J0011）が野外で繁殖した放鳥２世であること（野外繁殖コウノトリのペアは初め
て）、メスの J0399 は山本で放鳥されたが、なかなか、放鳥地点に戻ってこなかったにも関わらず、最終的に巣
作りに山本を選んだこと。そして、この鳥は「武生」の孫でもあるという血統上の貴重さも持っている。新しいペ
アができ、コウノトリの生息範囲も広がることが期待される。
豊岡での野生復帰にいたる現在までの道筋を見てくると、放鳥以降、５年連続で野外での繁殖が成功して
いることは大きな成果といえよう。最初の放鳥のときに、今の状況を誰も予測していなかったと思う。人間の取
組以上にコウノトリの繁殖の勢いは強かった。あれよあれよと言う間に、コウノトリたちは先へ進んでしまった。環
境整備はまだまだ追いつかず、今年のような自然災害に対する対応も決められないままに。またそのことを別
の面から考えると、今年２ペアがオスの死亡で解消した。また、鳥インフルエンザも猛威を振るった。ヒナの生
育率もとても悪い。何時、現在の繁殖状況が壊れるか分からないのである。以前のようにコウノトリが絶滅する
危険は常にある。まだまだ進んでいない環境の整備（コウノトリの餌場の確保）、コウノトリの生態の研究、自然
災害等に際してのコウノトリへの支援（給餌等）等、私たちが取り組まねばならない課題は山積みである。
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ラムサール条約について聞きました （Ⅱ）

(パタパタ編集部)

前回に引き続き、ラムサール条約についてお聞きしました。
今回は、海岸部を含む気比地区の区長さんと、ラムサール登録湿地内の観光地となる城崎温泉の観光協
会会長のおふたりにインタビューを試みました。
インタビュー日時 ７月４日・１４日

気比区長（川口紳一郎さん）に伺いました
気比区は、山間の耕作地と、山陰海岸の海水浴場という、２つの環境
を抱えている。従来から耕作地は獣害に悩まされてきた。耕作地を囲む
ネットを張り、
イノシシ捕獲用の檻を設置して対応してきた。
このため、
野生動物の保護に対する反感が根強くある。しかし、気比地区も他と同
様、高齢化が進み、放棄田も増えてきた。今回、区としての賛同が得られたのは、役員世代がサラ
リーマン化していて、抵抗がそれほどなかったこと、これからの区のことを考えたときに、だんだ
ん数が減ってくる地元の子供たちに、ラムサール登録湿地となることを、地元の誇りとして考えら
れるよう意義を教えていきたいとの気持ちからだった。
気比区は円山川によって他地域から隔てられ、長い間孤立してきた。閉鎖的な雰囲気が色濃く残
る地区である。干渉を嫌い、地区内で静かに暮らしたいという人が多い。ラムサール登録湿地にな
ることで、積極的に外部の人間を取り込み活かしたいという方向にはまだ行っていないが、少しず
つでも区にとっていい方向へ持っていけたらいいのではと考えている。
区の考えとしては、今回の合意で何らかのメリットが区にあることを望んでいる。区内の水田は圃
場整備が初期にあったので１区画の面積が狭く、水路も整備する必要がある。農業制度を利用する
ことで区に何らかのメリットを引き出したい。

その隣で奥さまも同席されていました。ハチゴロウが飛来していた当時の戸島で、咲き誇るミズ
アオイを見て、とても感動されたそうです。今もてはやされるべきは「取り残されたもの」であり、
自然を取り戻すことがとても重要だとおっしゃっていました。不便になってもいい、無駄が嫌い、
必要のないものは使いたくない、とすっきりした考えの持ち主でした。現在、節電、無駄を省く、
と世間ではかしましいですが、
時流とは関係なく、
筋の通った考えを持ってこられた方のようです。
今回の取材を通して感じたのは、区長さんの熱意が役員、区民を動かしたということでした。若
い頃から自然に親しみ、環境問題にも興味を持っておられ
たとのこと。
お邪魔したのは、経営しておられる喫茶店でしたが、昔
の民家風の、吹き抜けを生かしたとてもステキなお店でし
た。梁を見上げて、思わず、我が家のにゃんこを連れて来
たい・・・と思ってしまいました。
（宮村）
７月４日 気比地区の田んぼに
飛来する戸島親子 ４羽
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城崎温泉観光協会会長（柴田誠さん）に伺いました
ラムサール条約登録湿地になることは、まちづくりに関わってくることと
思う。昔は山陰海岸国立公園の中の城崎温泉と言う意識があった。現在
は言われなくなっているが、しかし、忘れてはいけない。
ラムサールの候補地になっていることは、地元にとってありがたいことで
あり、コウノトリも戻ってくれ、自然を取り戻すという動きはいいことである。

城崎温泉街

特に観光地城崎としては、環境にやさしい城崎を売り出したい。条約登録によって規制がかかり、建物や街
並みなどにも規制がかかってくると思うが、そのこと自体を観光に生かしたい。自然をそのまま活用した地
域を作っていくことが、観光にとってもいいものとなる。
「湿地」という言葉自体が、自分にとってはどうしてもネガティブに思える。もともと、ここらは、低湿地であ
った。この暗いイメージを、しっとり、癒しとか明るいものへと変えていく必要があると思う。
また、ラムサールに関心を持った観光客に対する説明がちゃんとできるようにすることが必要。
自分は、最近ボートに乗り、楽々浦湾で遊ぶことがある。カモや時には
コウノトリにも遭遇し、陸地の乗り物の中から眺めるだけではなく、円山川、
楽々浦などの水上から城崎を見ると新しい良さを発見できると思う。朝
早く、靄のかかった水面で、カモやサギが遊んでいる。水面から見える景
色は全く違っていてとても素晴らしい。
その他、湿地整備体験、田植えから稲刈りまでの体験、湿地作業など、
楽々浦湾

田舎の暮らしを体験させることがいいのでは。ラムサールを、体験する観
光として位置付けてはどうだろうか。

都会へ出た地元出身の人間は、帰ってきてふるさとの良さを感じ、都会からの観光客は、昔あったであ
ろう、田舎の暮らしを感じることができるような観光地にしたい。

但馬国府・国分寺館でコウノトリに
関する速報展が開催されています
今年大阪府で、弥生時代の田んぼの跡から人の足跡と一緒にコウノトリの足跡が見つかりました。
また、足跡の特徴などから、弥生時代の銅鐸に描かれている鳥が、コウノトリではないかといわれて
います。但馬国府・国分寺館で現在、この足跡と、銅鐸が展示されています。
一見の価値があるのでは。
また、コウノトリ（ハチゴロウ）のはく製も展示されるとのこと。
ぜひ、足を運んでみてください。
■会期 ： 平成 23 年 7 月 14 日（木）～8 月 30 日（火）
■会場 ： 但馬国府・国分寺館 企画展示室
（企画展「但馬の弥生土器」会場の一部を使用）
（兵庨県豊岡市日高町祢布８０ ℡ 0796-42-6111）
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重箱の隅のコウノトリ学（番外編）

～ロシアのコウノトリの営巣環境～
（コウノトリの郷公園獣医師 三橋 陽子）

今回はちょっと番外編にします。
かつての但馬盆地では、ジル田を利用し、里山で営巣するコウノトリがいました。
そして今、私たちは現代の人の居住域に放たれ、その環境で生きているコウノトリを、見ています。
放鳥事業が本格化した郷公園の開園当時、
但馬盆地（豊岡）で、コウノトリが生きていくにはど
のような環境がよいか、そもそも野生のコウノトリと
はどのような生態なのか、私たちには参考にしよ
うにも古い記録しか持ち合わせていませんでした。
そこで、２００１年から２００２年に、ロシアのコウノト
リが生息する地域へと、現地調査へ行きました。
私も２００２年６月から７月にかけて２週間ほど現地
へ派遣され、貴重な体験をしてきました。今回は
そこで見てきた営巣地の環境をご紹介します。
【ロシアでのコウノトリの生息環境】
コウノトリ（Ciconia boyciana ）は日本では里山
の鳥でした。ロシア西部やヨーロッパに住む近縁
種のシュバシコウ（Ciconia ciconia ）は、さらに人
と近く、家の屋根や煙突に巣を作ります。しかしロ
シアのコウノトリが住む場所は、人里離れた場所
でした。
そこは、地平線まで続く大湿地で、日本の大
湿地、釧路湿原とも比較にならない広さでした。

湿原では川が大きく蛇行し、三日月湖が点在
していました。また、湿地ですから地盤も悪いの
で大きな木は少なく、所々川沿いや、島状にわ
ずかに木が生えていますが、そこがコウノトリやア
オサギ、カワウなどの貴重な営巣場所となってい
ました。そこに松は生えておらず、営巣する木は、
モンゴリナラなどの広葉樹です。
【コウノトリの営
巣場所と巣】
営巣場所は大
き く分 け ると ２つ
のパターンがあり
ました。
１つは、前述の
島状の林に作る
パ タ ーン 。 （ 営 巣
地①の巣 右写真）

そして２つ目は周囲に何もない孤立した木に
作るパターンです（営巣地④）。

（ハバロフスク地方 ボロン自然保護区）
（ボロン自然保護区 営巣地②）

この２つのパターンについて、現地の鳥類学者
は、孤立した場所の方をコウノトリはどちらかとい
うと営巣場所として好み、その理由の一つは虫だ
と言っていた記憶があります。
虫は蚊やブヨの事ですが、これらが短い夏の
間大量発生します。吸血され過ぎるとヒナに影響
があるそうで、そのため虫が多く発生する林より、
風通しの良い孤立した木の方が好むと言ってい
ました。同じ理由で林でも片縁に作ることが多い
とのことです。

（ボロン自然保護区 営巣地①）
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また、観察した巣には、他にもそれぞれに特徴
があり面白かったのですが、例えば林に作られた
営巣地①では、巣はアオサギやカワウのコロニー
の中にありました。但馬でも昔の鶴山で、コウノト
リの巣の周りにアオサギがコロニーを作っていま
したが、それを彷彿させました。
ただこのようにコロニー化すると、どうしても多
量の鳥の排泄物で木が弱ってしまいます。ここも
木はほとんど枯れていました。
営巣地②の巣は、長い間利用されているため、
とても厚みがあり立派でした。ここが大変面白い
事になっていて、コウノトリの巣の近くに、複数の
カラスの巣があったのです。

巣をかけていました。中には落雷で途中から折
れたような木（営巣地④）にも巣を作っている場
合もあり、まるで人工巣塔のようでした。

（営巣地③の巣）

（営巣地④の巣）

【ロシアの過酷な生息環境】
ロシアで営巣する木が貴重だと言うことは、こ
の調査でとても良く分かりました。そして偶然にも、
その環境を脅かす脅威にも遭遇することが出来
ました。滞在期間中に、落雷による自然発火で
野火が起きたのです。

（ボロン自然保護区 営巣地②）

（野火で焼け焦げた湿原）

（営巣地②のヒナ、死んだふりをしている）

カラスと言うと、コウノトリの卵や雛にとっては驚
異となる存在だと思います。しかし、距離が近くな
りすぎると、共闘体制となることがあり、猛禽類な
どの外敵を、カラスが追い払ったりするそうです。
この時も無事にコウノトリのヒナが３羽、育っていま
した。営巣地③では利用され始めの新しい巣が、
川沿いの細い木に作られていました。
この巣の現地研究員の評価は低く、木が巣の
重さに耐えられなくなって、数年でダメになるだろ
うと予想されていました。
このように、ロシアの営巣地は日本と違い松が
ない環境ですが、コウノトリは少ない木を利用し、
６

自然発火だけでなく、ロシアでは毎年のように
タバコやたき火の丌始末で野火が発生し、問題
となっていました。このような野火があると、湿原
では谷地坊为（ヤチボウズ：湿原に見られるイネやスゲ
が作る隆起） が燃え尽きることなく残るため、すぐに
草は再生するようです。しかし木は燃えてしまうと
再生には時間がかかります。この調査でわかった
ことは、ロシアの生息環境と日本の環境は単純
には比較出来ない大きな違いがあり、そしてロシ
アでもコウノトリは厳しい環境で生きているという
ことでした。しかし最近の豊岡のコウノトリを見て
いると、環境に適応して繁殖・生活スタイルを臨
機応変に変化させる事が出来る適応力のある鳥
だとも思います。コウノトリが現代の日本で、どの
ような生活スタイルをとり、また変化していくのか、
比較しながら見守っていきたいと思っています。
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豊岡とわたし
（豊岡市コウノトリ共生課 環境のまちづくり専門員

中島美香）

この写真は、豊岡で生息するニホンザルであ
る。
兵庫県では、６つの地域におよそ１３群の野生
ニホンザルの集団が確認されているが、各地域
個体群に含まれる集団が１～４群と少なく、かつ
お互いに孤立している。その一方で、全ての集
団が深刻な農作物被害を発生させているため、
地域個体群の存続しながら被害軽減を図ること
が喫緊の課題となっている。
私は豊岡に来るまでの３年間、兵庫県のニホ
ンザルを研究対象として各群れを追っていた。こ
のままサルの研究を続けるつもりでいたが、昨年から豊岡市の職員として働いている。
理由は簡単で、豊岡市のコウノトリ野生復帰にかける姿勢や考え方に惹かれたからである。長年、市は、
コウノトリという種はもちろん、コウノトリを取り巻く生息地や文化、歴史、経済にまで目を向けて野生復帰
に取り組んできた。そして、その延長線上の１つに専門職を設立。こんなことは、全国の地方自治体では
希少中の希少である。当時、私と同じような立場にいた若手の研究者たちは、豊岡市の発表を聞き、「や
っと地方自治体も動き出したか！きっとこれが日本の野生動物行政を動かすきっかけになるのでは」と沸
き立っていた。
正直、コウノトリそのものに惹かれていたわけではないため、転職するに当たりいろいろと悩んだが、大
好きな野生動物に関わりながらも、保護や被害対策だけでなく、まち
づくりという観点で行政に携わることができる仕事はここでしかでき
ないと思い、受験を決めた。
入庁すると、これでもかというほど幅広い仕事が待っており、課長
を含めて６名しかいない職場で、よくまぁ倒れずに業務をこなしてい
るなと何度も思った。けれど、１つ１つの仕事が、地域の人と深く関わ
り、豊岡の歩みを知るための過程でもある。かつて県の職員をして
いた私にとって、「地元のためにってこういうことか」と、改めて考えさ
せられる上司の行動を多々目にした。
環境のまちづくり専門員、という名前がついているからには、豊岡
の環境や文化を深く知り、仕事をしなければならない。赴任して１年
半。まだわからないことの方が多いが、豊岡に住む方たちが気構え
ることなく自然と隣り合わせに生き、そのことによって美しい円山
子どもたちと川で調査

川や山や里や海がさらに輝き、頭上にはコウノトリが舞う、そんな
まちにするため、周りの人たちの行動を見習いながら、この地に

関わり続けたいと思う。また、趣味として続けている野生動物の調査やアウトドアも将来は、お腹にいる子
どもと一緒に豊岡で挑戦したい。仕事だけではなく、家族で豊岡人になりたいと思う。
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古きをたずねて新しきを知ろう

戦後の保護運動（３）
（コウノトリ湿地ネット代表

佐竹節夫）

戦後まもない昭和２７年頃、大阪の研究者たちがコウノトリ調査に豊岡を訪れ、地元の行政や住民にコウ
ノトリ保護を訴えるも反応は散々で、彼らは地元の保護意識のなさを大いに嘆いたらしい。その後、昭和３０
年に兵庫県知事以下の関係者が地元に乗り込んで説得するも、当初の反応は従来と変わらず冷ややかだ
った。にもかかわらず、同年１１月に豊岡市長を会長とする「コウノトリ保護協賛会」が発足する。
なぜ、急展開できたのか？ 残念ながら、当時のいきさつを知る方は誰もおられなくなってしまった。しか
し、「あの人に聞けば何かわかるのではないか？」 その人とは、長く「但馬コウノトリ保存会」（昭和３３年に
改称）の実務に携われ、総務部長として熱烈な保護運動を指揮・実行された友田英彌氏（８１歳・元豊岡市
役所職員）である。
早速、７月５日、パタパタ編集部３人で友田邸を訪れた。以下は、その時の要約である。
当初は、県の出先機関が事務局を持った


昭和３０年当時、あれほどコウノトリ保護に消極的だった地元で保護協賛会の組織が設立できた理由
は？
「私がコウノトリ保護の仕事を担当したのは昭和３８年からなので、最初のいきさつにはタッチしていない。

しかし、３８年当時はまだ阪本勝知事の影響が大変強く（※１）、日常的に知事の意向が語られていたので、
当初の組織化の経緯も大まかには承知している」
「コウノトリ保護は知事の直接指令だったので、実務は当然、県が行った。事務局が豊岡市内にある北但
農林事務所に置かれ、その所長である松本利明氏（敀人）が担当することとなった。
組織的には、地元の豊岡市長を会長に据え、知事自身は名誉会長となることで、県と地元とのバランス
を考慮されたのだろう」
「当時は、但馬地域どこでもコウノトリへの意識は低かった。いくら山階先生や阪本知事が保護の必要性
を説いても、現実の生活の方が優先されてピンとこなかったのだろう。とくに農協は農業の近代化＝農薬・
化学肥料の使用の課題があったが、市長が会長になったので、組織の発足に納得されたのだと思う」


松本利明事務局長の印象は？
「松本さんは仕事としてだけでなく、元々個人的にも生きものが好きで、小鳥も自宅で飼われていた。公

私の区別なくコウノトリを愛し、保護の取り組みを貫かれた方だ」
この後、話題は友田さん自身が取り組んだ「但馬コウノトリ保存会」、コウノトリの魅力、そして現在の我々
に対する期待などに移り、熱い思いを聞かせていただいた。この内容は、次号で紹介したい。
友田さんの話を基に、私の推測も交えて昭和３０年当時の様子を整理してみよう。
戦後ようやく１０年が経過した時代、経済復興・近代化の波の中で、地元行政や住民が「害鳥・コウノトリ」
の保護に抵抗感があったことは当然だったろう。いかに山階博士や阪本知事の要請であったとしても・・・。
そこで、知事はまず行政の実行部隊を組織することを当面の目標とされる。県が直接執行しても地元に
は浸透しない。かと言って、全てを地元に任せては混乱が生じるだろう。結果、実務は県の出先機関が執り、
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組織の代表者には市長に就任してもらう。神戸にいる知事は名誉会長となって最終責任をとる。誰もが納
得できる図式だった。
こうして、昭和３０年１１月１４日に会則を整えた「コウノトリ保護協賛会」が正式発足した。
ここまでが、行政の手立てが何もなかった当初段階のともかくの大仕事。したがって、保護活動第一歩も
「資料の収集、習性の研究、保護育成の対策、愛鳥精神の振興（愛護の精神を喚起するための標柱、制札
の設置など）、国・県に対する連絡など（※２）」が基本であった。（※３）
意地悪く考えれば、このような「誰もが納得する行政組織」はややもすれば役人仕事に陥りやすい。しかし、
保護協賛会は３年後に官民が一体となった組織「但馬コウノトリ保存会」に発展する。見事に前哨戦がクリア
できたのはなぜか？ 多くの方の保護への熱意があったことは間違いないが、私は前号で触れた阪本知事
同様に、（友田氏も述べられているように）松本利明氏の個人力が非
常に大きいと思っている。氏のコウノトリへの思いは跳び抜けており、お
そらく今でも、天国で「私が一番コウノトリを愛している」と豪語されてい
るのではないか。
そして昭和３８年から友田氏が登場される。残念ながら、もう松本氏
に聞くことはできない。だから、もっともっと友田さんには語ってもらいた
い。
※１ 阪本勝氏は、昭和３７年１１月に知事を退任された。

友田英彌氏

※２ 阪本勝「コウノトリ」神戸新聞社
※３ ※２では、害鳥コウノトリの冤罪を晴らすために、サギを駆除したことも記されている。

コウノトリ湿地ネット入会のご案内
湿地ネットでは、
「正会員」
「賛助会員」となり、活動を支えてくださる方を募っています。
※正 会 員

入会金２０００円、年会費２０００円 （積極的に、会の活動を支えてくださる方）

※賛助員会

年会費２０００円 （年４回ニュースレターをお送りします。その他自由に活動にご
参加ください）

会の趣旨にご賛同いただける方は、ぜひご入会をお願いいたします。
振込先
郵便振替 加入者名
口座番号

ＮＰＯコウノトリ湿地ネット
００９００－０－１９４１２８

※ 継続会員の方で今年度の振込みがまだの方は、会費の納入をお願いします。
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ハチゴロウの戸島湿地便り

５月～７月編
４年連続で、ヒナが巣立ちました。
ハチゴロウの戸島
湿地では、戸島ペア
（J0391♂と J0294♀）
が４年連続で繁殖し、
２羽のヒナを巣立ちさ
せました。このペアは、これで合計９羽のヒナを巣立させたこ
とになります。
６月１１日飛立つ２羽目のヒナ 戸島湿地（里見氏撮影）

思い出せば、１年目はまだ湿地工事の途中で、工事関係者はコウノトリの様子を横目で窺いながら工事
するという状況でした。無事３羽（J0007・J0008・J0009）が巣立ちましたが、ヒナが巣上で一生懸命ジャンプ
する姿を初めて見たときの感動は忘れられません。
２年目は、ヒナが別のコウノトリペアに襲われて死亡するという、予想もしなかったことが起こりました。そ
の翌日からは、生き残ったヒナを守るために当会と豊岡市コウノトリ共生課が共同で当番を組み、巣立つま
での間、早朝から日没まで監視を続けました。そのときの日誌を見ると、朝４時半から駆けつけていた人、
イラストで説明が添えられているものもあります。
「ヒナ２羽仲良くお互いにちょっかい出し合っている」「ヒナたちは巣塔で嬉しそうにジャンプ」とか、「ヒナ（赤）
はヒナ（青）の羽づくろいを手伝う。かわいらしい。しかし、ヒナ（青）からヒナ（赤）へはない」など。
管理棟でひとり静かにコウノトリを見つめていた時間は、見守り当番の役を越えてかけがえのないひとと
きでもあり、観察者が代わると見方にも個性が出るという面白い記録です。
３年目は順調に育ち、巣立つ瞬間を映像に残したいと、早朝より駆けつけビデオ撮影に意気込んでいま
した。丌手際があり映像には残せませんでしたが、巣立つ瞬間までの時間をヒナ（J0022・J0023）と一体に
なったような丌思議な感覚を味わいました。
４年目になる今年の巣立ちは、これまでの経験からこんなにも心に刻まれる瞬間を市民の方と分かち合
いたいと思い、『早朝特別開館』（9 日～12 日の予定）を行い、５名の方にお越しいただきました。
初日の９日はご両親と高校生の娘さんが通学前に来られ、フールドスコープを覗いてずっと観察され、ジ
ャンプの練習をするヒナに「すごい！」「頑張れ！」と声援を送っておられました。後日、そのときの写真と新
聞記事をラミネート加工にして記念にと持ってきてくださいました。２時間ほどの時間を共に過ごしただけで、
ずんぶん前からの知り合いになれたような気持ちになりました。
１１日には、母娘のお二人が来られ、ヒナがジャンプするたびに涙を浮かべて祈っておられました。早朝よ
り正午まで観察され、再び午後にも来られ巣立ちしたことを伝えると大そう喜ばれ、早朝から 6 時間観察さ
れていたにも係らず、湿地で遊ぶヒナを飽きずにじっと見つめられている姿を見ていると、
お二人の心にはすっかりコウノトリが住み着き、もう気になってしょうがないという感じがしました。
早朝特別開館は、私にとっても特別な日となりました。
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５月１日～６月３０日の間に 3,037 名の方が管理棟にお越しくださいました。
ボランティア活動では
農
楽
（
の
ー
ら
）
の
皆
さ
ん

『農楽（のーら）』の皆さんが来てくださり、巣塔近く
の山の斜面に蔓延るモウソウチクの伐採作業を
してくださいました。（６月３０日）日頃から農業体験
をされている方は、粘り強く優しい方でした。

コウノトリの飛来先からは


倉敶コウノトリの会の为催による『J0006 の飛来の地域の方とのバスツアー』（５月１５日）



越前市より 『水辺と生き物を守る農家と市民の会』（６月１２日）



西予市からは、野鳥が生息するまちづくりを進めようと昨年発足された『園ロマンの里づくり推進委員
会』の皆さまがお越しくださいました。（７月６日）



また、京丹後市久美浜町農業委員で『農地・水・環境保全向上対策』に取り組まれ方は、コウノトリが飛
来して嬉しい。「農業をしながら生きものを増やし、冬季溜水などに取り組みたい」（６月１２日）と話され、
皆さんの願いは共通していることを改めて思いました。

環境学習では
NPO シニア大学校（６月１７日）・豊岡市城崎小学校３年生（５月１４日）・豊岡市日高町静修小学校 2 年生・3
年生（６月９日）・城崎こども園『ゾウ組』（６月１７日）皆さんで賑わいました。
６月９日に来られた豊岡市日高町静修小学校２・３年生の皆さんに、巣立つ瞬間を観察していただけたこと、
喜びを分かち合えたことは何より嬉しいことでした。
『ひたすら待ち望むとき』『感動の共有』は、生きも
のも人も育み、歳を重ねてもこの心を忘れないでい
たいと思う、今年の巣立ちでした。
（
静
修
小
学
校
の
子
供
た
ち
）

来年も、再来年も・・・コウノトリの巣立ちが見守れますよ
うに。
（戸島湿地管理棟
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コウノトリ湿地ネット賛助会員名簿
＜新規入会＞
個人会員

三木市

戸田耿介

豊岡市

椿野仁司

南島原市

朝長多賀子

（２０１１年４月２１日～２０１１年７月２７日）
ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
思うこと
（コウノトリ湿地ネット代表 佐竹節夫）
現在、豊岡市で「いのちへの共感に満ちたまちづくり条例」の策定作業が進んでいます。私も委員の一人
として参加しています。
この条例は、一つひとつの限りある「いのち」の重さは当然として、人間を含めた全ての生きものの「いの
ち」は、それぞれが３８億年もの長きにわたって引き継がれて今にあることを根っこに置いています。つまり、
横にも縦にも時間的にも「つながっている」ことを重視しようとするものです。
先日、市民との意見交換会が６会場で順次開催されましたが、多くの方から「なぜ、わざわざ策定する必
要があるのか?」と疑問の声が出ました。そんな中で一人の方の発言。「福島では、多くのいのちの連鎖が
失われた。未来までいのちがつながる地域にするために、今だからこそ、この条例をつくる必要がある」
前文＋本文１０条あまりという短い条例ですが、心の中に静かに居続けるようになってほしいと願っていま
す。
「編集後記」
この季節になると、２００９年６月１０日に来館された、『盧佳代』さんの CD を聞く。
♪ 神様 私に不えてください
変えられないことを 受け入れる 落ち着きを
変えられることを 変えていく 勇気を
そして このふたつのことを 見分けるかしこさを

♪

詩 ラインホールド・ニーバーの祈りより
（森 薫）

最近、たくさんの農家の方と話をする機会があった。今まで
農家の方と話をすることは、ほとんどなかった。田舎に住んでい
て周りはたんぼだらけなのに。ほとんどが６０歳を超えた方たち
だが、その元気の良さにまずびっくり。みなさんお若いのだ。そ
して、「コウノトリ育む農法」で無農薬、減農薬をやっている方達
の姿勢にまたびっくりだ。これらの皆さんは、「収支は赤字」「手
間がたいへん」と言いながら、意気軒高な方が多いのである。
「自分たちだけ無農薬のコメを食べることなどできない」という
言葉に、その苦労を考えると、頭が下がるばかりです。
（宮村）

１２

７月１７日
伊豆巣塔から巣立ち、
田んぼに降立ったヒナ（撮影 中野氏）

