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左上から時計回りに
☀ドナウ河口トゥル－チャの町
☀ドナウ河口の水路を行く
☀ドナウ湿地の白鳥の親子
☀ドナウからブカレストに向かう途中の村で
営巣するシュバシコウ
☀ブカレストからドナウ途上のひまわり畑
☀ラムサール会議会場の豊岡ブース
☀国民の館内本会議場
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コウノトリ湿地ネットの平成 24 年度活動計画
コウノトリ湿地ネット代表 佐竹 節夫
今、コウノトリ野生復帰は、また大きな一歩を踏み出しつつあります。
今シーズンの繁殖は６巣で成功（他に百合地巣塔で１羽孵化しまし
たが成育中に死亡）し、巣立ちした数はなんと計１４羽。もちろん過去
最多で、野外で暮らすコウノトリは一挙に５８羽という多数になりました。
加えて、３巣で野外第３世代
が生まれたこと、京都府京丹
後市という兵庫県外で初の
繁殖となり生息域が拡大した

6 月 7 日戸島巣立ち

ことは、野生化が順調に進展していることを示すと同時に、コウ
ノトリたちが私たちにこれまで以上の「取組む覚悟」を突き付け
京丹後市永留巣塔にて

ているかのようです。

現状では、ほぼ全員が豊岡盆地周辺で平穏に暮らしているように見えますが、各個体の生き抜こうと
する圧倒的な力を前にして、私たち人間の意図や行動が追い付かず、成り行き任せ、後追いのように感
じています。たかだか放鳥後数年しか経っていないのに、あたかも野生化成功のごとく「後はコウノトリ自
身に任せよう」などは、野生復帰の本旨ではなく責任放棄でしかありません。
また、野生復帰は多様な主体がそれぞれの立場で、現場で、連携して取り組むものです。例えば農業
を見ても、農家、行政、JA 等が連携しています。これをさらに見ていくと、例えば行政では国、県、市の縦
軸とそれぞれ内部の横軸が絡み合って、深化・発展されています。現状は、コウノトリに対してだけがこの
大原則が発揮されていないままです。「個体の扱いは郷公園の専門家がすること」は、そろそろ卒業する
時期かもしれません。これだけの数の増加と生息域の拡大という事態に、相変わらず数名の「専門家」に
委ねることは（懸命な努力にかかわらず）物理的にも無理が生じつつあるように感じます。
その観点から見ると、「エヒメ」ペアの繁殖失敗等、私たち郷公園部外者の力量不足を痛感した今シー
ズンでした。その点、市民グループだけで繁殖成功に導かれた京丹後市の例は大いに敬服するもので
す。
この後も幼鳥が次々と性成熟年齢に達していくので、おそらく来年には個体数が過去最多になるでし
ょう。市外に出ていった個体がほぼ全員帰って来てしまう現状の中では、今春に見られた近親婚の増加、
既存ナワバリへの侵入や闘争などがますます顕著になるでしょうし、市民との各種トラブルもありそうです。
増えたコウノトリたちとどう付き合ったらいいのか。毎日が未知の世界になりますので、真摯にコウノトリに
寄り添いながら学び、そして誘導し、かつ子どもたちに地道にコウノトリの生態知識を普及啓発する取組
み強化が必要です。
京丹後市での繁殖は、全国展開方針のないままの出来事でした。国内で一度野外絶滅した種の野生
復帰には、長いスパン（例えば１００年以上）での方針・対策が必要であることはもちろん、渡り鳥の場合は
市・県はおろか、国境を越えた広いエリアを対象としなければなりません。長い年月を経ることで健全な
地域個体群が各地で多く形成されていくのであり、そうして種の保存が持続可能となるまでは全個体の
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管理、定着や営巣等への誘導、各種サポート等の人的措置（介入）が生息環境整備と一体的に必要で
す。
そのため、これからますます前述の「野生復帰大原則」が重要です。国・県・市町村の行政、研究者、
コウノトリを飼育している動物園等と市民・ＮＰＯ・企業等による連携プレーが求められており、それぞれの
任務分担（責任）、お金、人的配置等に関する合意形成（ルール化）が必要です。日本のみならず、本来
の生息域である極東アジア全体の中でコウノトリという種を将来に渡って健全に生息させるための戦略
的議論も始めなければなりません。
当会は、これまで行ってきたコウノトリ生息に向けて取組まれている各地の人たちとの情報交換・連携
をさらに進めながら、大きなテーマの中で何が当会で担えるのかを見極めつつ積極的に行動していきま
しょう。
当会の基本行動は餌場になる湿地づくりです。個体数増加
の推移を冷静に見つめながら、ハチゴロウの戸島湿地、休耕
田を活用したビオトープ（ククヒ湿地のほか、法花寺で試行中）、
田結地区放棄田の湿地づくりを連綿と進め、コウノトリに直接的
な餌場を提供していきます。その中でコウノトリの動向を見なが
ら、給餌問題についても継続の是非を判断していきたいと思い
ます。部
外の方に野

田結、出来上がって行く湿地

生復帰を現場で理解してもらうために、来訪者に
はできるだけ作業への参加を促したいと思いま
す。
また、今年度末には国土交通省による加陽湿地
がほとんど完成となる見込みです。市内２つ目の大
規模湿地であり、市南部での餌場の拠点となりま
すので、管理団体との連携を深め、餌場ネットワー
クの形成に努めたいと思います。
田結湿地、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱにいそしむ台湾からのお客様

この７月には円山川下流域・周辺水田がラムサール条約湿地に登録されました。地味ですが、この登
録の意義はとても大きなものです。もう、後戻りや中途半端は許されません。常に、ずっと先の世代を見
据えつつ、しっかりと保全し、ひとつずつ再生していきましょう。
市では、生物多様性の地域戦略を今年度末に策定予定で、現在策定作業中です。当会は、これを機
に豊岡全体の生態系構築に向けた大小様々な生物ホット・スポットの更なる増設・配置や小さな自然再
生の取組みが進むよう、様々に働きかけを行っていきたいと思います。
今年度の具体的な活動計画につては、当会のＨＰに掲載していますので、ご覧ください。
活動するには、何と言っても体力です。一人ひとりは夏バテせずに、会は組織力を強くしながら、ともか
く継続的に、一つひとつステップを踏みながら進んでいきたいと思います。
※本稿は、６月 30 日の平成 24 年度総会で決まった「活動計画」の前半を一部加筆修正したものです。
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ラムサールＣＯＰ１１（ルーマニア）に参加して
（湿地ネット会員 宮村さち子）

２０１２年７月２日から１０日にかけ、ルーマニアで開かれたラムサール条約
締約国会議（ＣＯＰ１１）に参加してきました。湿地ネットメンバー３名、田結地区住民４名の７名での参加とな
りました。
ルーマニアに到着してからすぐに、ドナウデルタを訪問し、会議が開かれているブカレストに到着したのは５
日の夕方、そして翌６日、７日とＮＧＯ会議、登録認定証授与式、ブルーグローブ賞の授与式と参加してき
ました。
１９７１年、ラムサール条約が採択され、１９７５年に７カ国が締約国になってから、今年の締約国数は１６２
カ国、登録湿地は２０４０ヶ所、面積の合計は 193,411,417ha と拡大してきました。日本における登録湿地も
今回登録の９ヶ所を含めて４６ヶ所となりました。
今回、豊岡の「円山川下流域・周辺水田」が登録されるにあたって、応援団として参加したのですが初めて
参加する国際会議の様子に圧倒されっぱなしでした。
今回、豊岡の「円山川下流域・周辺水田」は、国際的に重要な湿地の条件
として、絶滅の恐れのある種や生態学的群集を支えている湿地であること、
魚類の食物源、産卵・生息場、漁業資源の回遊経路として重要な湿地である
という２点に当てはまるとして登録の運びとなりました。すでに、国内の条件も
クリアしており、登録を見届けるために参加しました。「円山川」と川の名前で
登録されたのは日本で始めて。これまでは環境省と、河川を管理する国交省
の管轄の違いから、ラムサール登録湿地に「川」の名前が含まれることは無か
ったとのこと。今回、両省の協力によって円山川が登録の運びとなりました。こ
のことは、コウノトリがもたらした成果と考えています。
今回の登録認定証授与式には国内の登録湿地９ヶ所のうち、７ヶ所から参加
がありました。それぞれに、各地域の代表者がスピーチをし、事務局長からの

円山川下流域・周辺水田

授与式に臨みました。豊岡市からも中貝市長が参加し、市民が見守る中受け取られました。
翌７日は国際湿地ネットワークが行うウェットランド・グローブ賞の授賞式がありました。この賞は湿地管理
の良い実践例となる湿地にブルー賞を、反対に脅威にさらされている湿地にグレー賞を与えます。世界中
からオンラインで投票を求め決定されるものです。今回はブルー賞を 6 ヶ所が、グレー賞を 5 ヶ所が受賞し
ました。アジアから唯一円山川が受賞したブルーグローブ賞の授賞式には豊岡から参加した私たち７名が
臨み、代表が賞を受け取りました。受賞に先立って、各湿地の動画が会場に大きく映し出され、円山川の
光景を目の当たりにして、思わず感動してしまいました。日本から遥か離れたルーマニアで評価をうける円
山川はとても美しいものでした。
６日の夜には晩餐会が開かれ世界各国の活動家の皆さんの熱気で広い部屋もとても狭く感じました。
今回の COP１１で決議された内容について注目すべきものが２つありました。決議として採択された議案
の一つが、湿地における持続可能なツーリズム、湿地のワイズユースの観点を盛り込むことです。もう一つ
は、農業と湿地の相互作用：水田と害虫管理、これは、従来、環境と相容れないものと受け止められていた
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農薬の使用を限定的に認め、適正な害虫管理を行っていくことを求めるものです。
これらの決議が今後どのような影響を各国に及ぼすか、注視していかなくてはならないと感じています。
今回、ラムサール条約に登録されたということは、「円山川下流域・周辺水田」が世界の中の湿地になったと
いうことです。地元での継続する環境保全の活動と共に、日本、そして世界における湿地としての意義を
意識していかねばならなくなったと言えるでしょう。

会場での各団体のブース

ラムサール条約登録を見届けに行きました
（田結地区

大島 克幸）

７月６日～１３日、ルーマニアの首都ブカレストに於いて、ラムサール条約の
第 11 回締約国会議（COP11）が開催され、「円山川下流域と周辺水田」が条約登録地として正式に認証さ
れ、その登録認定書の授与式が行われました。
授与式には中貝市長が出席され、条約事務局長から、日本国内では豊岡
市を含む７つの関係自治体へ登録認定証が授与されました。その後、中貝
市長は、プロジェクターを使い、約５分間程度の「コウノトリプレゼンテーショ
ン」を行われましたが、すべて英語のため私たちにはチンプンカンプン。詳
しくは豊岡市の HP をご覧ください。
講演する中貝市長

また、授与式が行われた会場の入口で配布された環境省作成の、日本のラムサール登録地 46 箇所を紹
介した冊子（英語版）の中の「円山川下流域とその周辺水田」のページに、その記述の約１０分の１を割い
て、田結の取り組みと「案ガールズ」が紹介してあったことに驚きを感じました。
COP11 は６日の夕刻のオープニングセレモニーとレセプションで始まり、この場で市長一行と合流しました
が、後の本会議はすべて非公開で論議の様子はわかりませんでした。詳しく知りたい方は環境省の HP を
ご覧ください。
この会議と並行して開催された、「世界湿地ネットワーク（WWN）」のサイドイベントに、コウノトリ湿地ネット
から３名が、田結地区からは島崎副区長以下４名の地区役員が参加しました。
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このサイドイベントでは、世界各国の湿地に対し、ウエットランド賞の授賞式が行われ、私たちの「円山川」は、
優れた湿地としてブルーグローブ賞（青い地球賞）が授与されました。今回授与されたブルーグローブ賞は
「円山川」を含め６ケ所で、危機に瀕した湿地に贈られたグレーグローブ賞（灰色の地球賞）は、湿地が大型
公共事業で乱開発された韓国を初め５ケ所の湿地が受賞（？）しました。
私たちはこの機会を利用し、せっかくのルーマニアですので若干の観光も行いました。そのひとつがドナ
ウ・デルタです。これはドナウ川が黒海に流れ込む際に出来た巨大な三角州で面積が３，４４６平方キロメー
トルとヨーロッパで最大の湿地です。私たちは、大型の遊覧船で約６時間のクルーズを行いましたが、ほと
んど人の手は入っておらず、多数の動植物の天国となっているそう
です。特にペリカンの乱舞は絶景でした。遊覧船の船長によれば、
これだけの乱舞は非常に珍しく、大変ラッキーだったそうです。
また、ドナウ・デルタから、ブカレストへの移動中多くのコウノトリ（シュ
バシコウ）の巣も見ることができました。多いところでは、半径５０m 程
度のエリアの電柱・給水塔・広告塔等に４個もの巣を見ることができ
ました。それぞれ子育ての真最中で、地域の住民からも大事にされ
給水塔の上のコウノトリ

ている様子が見取れました。

サイドイベントがすべて終わった後、ブカレストの市内観光の機会を持ち、歴史的建造物や、１９８９年の
ルーマニア革命の話にも触れることができました。 COP１１の会場となった「国民の館」（議会宮殿）はルー
マニア革命で処刑されたチャウセスク大統領が贅の限りを尽くし
て建てた、アメリカの国防総省（ペンタゴン）に次ぐ、世界第二位
の巨大な建物だそうですが、「国民の館」とは「国民の血と汗と憎
しみの館」であるとも感じました。他にも、多くの歴史的建造物を
見ることができましたが、まさに、町全体というより国全体が歴史
の博物館といった趣で、「この国がドラキュラ伯爵の故郷だよ」と
いう現地ガイドの言葉が胸にしみる旅行でした。
最後に、このような素晴らしい経験をさせていただいた、関係
国民の館を背景に

者のみなさんに心より感謝いたします。

ブカレスト市内で
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行ってきました ルーマニア！！

（湿地ネット会員 西村英子）

７月２日 22：30 に関西空港を飛び立って約１３
時間。イスタンブールで乗り換えてさらに約１時
間半、ようやくブカレストに到着です。出迎えてく
れたのは、現地在住の日本人ガイド、おのぎあ
つしさんとルーマニア人運転手のアディ（※）で
した。COP11 の日程の都合で、そのまま、ドナウ
デルタの玄関口トゥルチャへ車で移動すること半
日。長い旅でした。
途中の村のレストランでの昼食、初めての現
地での食事は、なんというボリュームでしょう。小
丼になみなみと入ったスープに始まり、メイン、デ
ザートもボリューム満点。とにかく、その量に驚きました。実際、ルーマニアにいる間、お腹が空くという感覚
を忘れました。食事の度にお腹は満杯で、空腹を感じる前に次の食事時間に
なる。そんな毎日でした。道行く若い男女はスリムな体型が多いけれど、３０歳
代になると太目の人が目立ちます。そりゃそうでしょうと思いますね。でも、この
量、ルーマニアの人々は以前はこの３倍の量を食べ、食事は３時間かけてゆ
っくりと楽しんだというのです。本当？ いつ仕事をしたの？ お腹が重くて仕
事にならなかっただろう！ と思いますが…。
ドナウデルタにはペリカンがたくさんいる。運がよければコウノトリも見られるかも、くらいの情報しか持たず、
でも、なぜか『コウノトリと出会う旅』の気分でいるメンバーたち。初日のトゥルチャへの移動の途中で、草地
に２羽のコウノトリを見つけたときの嬉しかったこと。その姿は日本のコウノトリそのままです。バスを止めても
らい、望遠で写真を撮り、さらに拡大して確認すると、やっと嘴が朱であると分かりました。シュバシコウです。
アディもおのぎさんも、何がそんなに珍しいのかという感じで、むしろ、コウノトリを見つけたメンバーたちの喜
びように驚いていましたが、私たちは、もう、これで旅の目的を果たしたような気分。皆々、大満足でした。
夕方に到着したトゥルチャは、目の前にゆったりとドナウが広がるひなびた雰囲気の町です。教えてもらっ
た片言のルーマニア語で、「ブナズィウァ（こんにちは）」「ブナデミニャーツァ（おはようございます）」等と話し
かけると、地元の人たちは笑顔で挨拶を返してくれます。
ルーマニアは６月と７月が夏ですが、２週間前から猛暑とのことで、暑かった。でも、雨に降られることはあ
りませんでした。北海道より緯度が高く、夜９時半まで太陽が沈みません。夕食を済ませた人々が、ドナウ川
沿いを夕涼みがてら散歩しています。家族連れ、友人、恋人たちも。時間がゆっくりと流れている気がしま
す。
翌日は、ドナウデルタ観光へ船で出かけました。デルタは一面に湿地が広がるのではなく、そこかしこに
大きな池や沼地があって、その間を水路がぬい、観光船は川くだりのように水路を進みます。魚捕りをする
漁民を見かけたり、家族でキャンプがたくさん風に舞ってきました。
そんな時、船の上空をたくさんの鳥影が、旋回したり縦列で飛翔する光景に出合いました。かなり高さは
ありますが、その大きさ、その姿はコウノトリ！！ やった！ 豊岡のコウノトリから連絡が来ていたのだと、い
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つもながらの解釈で大喜びしたところ、船長から、あれは
ペリカンとの知らせです。
何だとがっかりする私たちに、ガイドのおのぎさんは、
「みなさん、運がいいですよ！！ １週間前には探しても見
られなかったのです。それが、あんなに大群で舞うところ
を見られるなんて、本当に運がいいですよ！」と興奮気味
です。たしかに、数え切れない程のペリカンが空を舞う姿
は圧巻で、感動ものでした。
１０時から１５時までのクルーズでしたが、ホテルに戻っ
て地図で確認すると、黒海まで続くデルタの４分の１の距離でしかありませんでした。川沿いに多く見られた
鳥は小サギ、中サギで、他にも、青サギ、白鳥、カワセミ、川鵜、名前は分からない小鳥や、ゴイサギの仲
間、シギの仲間もいました。
トゥルチャでゆったりした時間を過ごし、７月５日の朝にはＣ
ＯＰ11 の会場であるブカレストへ出発です。復路は道を変え、
歴史博物館を見学したり、途中の村では教会に入らせてもら
ったり、黒海沿岸でバカンスを楽しむ人たちの様子も見まし
た。でも、一番興奮したのは、コウノトリの営巣を見つけた時
です。
前日にトゥルチャの町中で１箇所見た巣と同様に、クルー
チャ、ウルショバでも、村の中の人家のすぐ側の電柱上に巣
をかけています。さらにジョルジーニでは、煙突や水タンクの
上などにも巣があり、人間の身近で子育てしているのが分かりました。まるでツバメです。山といえるようなも
のはなく、高い木などの営巣場所がないからでしょうか？
この地方は見渡す限りの平地で、所々に遥か彼方まで続くひまわり畑、たまに、とうもろこし畑や牧草地
がありますが、耕作されていない土地が延々と続く風景で、私たちがコウノトリの餌場と考える湿地などはあ
りません。でも、ジョルジーニを離れて暫くして、遠目ながら、牧草地や草地で餌探しをしているコウノトリを
何羽も見つけました。豊岡でも秋にはバッタ等の昆虫を食べていますが、子育て中の親鳥はどんな餌を運
んでいるのでしょうか？
ブカレストは都会ながら、中世の建物が多く残り、ローマ時代の遺跡もあり、ルーマニア革命の痕跡もうか
がえる街です。国民の館でのＣＯＰ11 やＷＷＮの行事に参加した後は、市内観光に出掛け、帰路の中継
地、イスタンブールの観光もして、７月１０日 17：55 に無事、関西空港へ戻りました。
珍しい名所旧跡の素晴らしさに驚くとともに、参加メンバーの、コウノトリへの愛着を再
確認した旅でした。国際会議の場に参加するなど、準備段階から関係各位の皆様の支
援あっての旅で、得がたい体験でした。本当にありがとうございました。そして、持ち前
の交際術を駆使して休館中のオペラハウスにも入れてもらったり、配慮の行き届いた、
すばらしいガイドだった、おのぎあつしさん。オペラの独唱まで披露してもらいました。
心優しい運転手アディともども決して忘れません。
※私たちは親愛の情を込めてアディと呼んでいました
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２０１２年繁殖状況（8 月 6 日現在）
繁殖場所

メス

オス

戸島

J0294

J0391

伊豆

J0296

J0381

百合地

J0228

J0275

合計１４羽巣立ち（１羽巣立ち前に死亡）
孵化日（推定）
4月2日
4 月 12 日

４月 25 日

ヒナ数
２
２
１

5月8日
山本
福田

J0399
J0004

J0011
伊豆 B

３
5 月 15 日

１

5 月 24 日
京丹後市
永留

J0010

J0008

３

5 月 22 日
野上

J0001

J0362

J0426

３

個別巣立日

足環装着

6月7日

47（ﾒｽ）

6 月 10 日

未装着

6 月 11 日

51（ﾒｽ）

6 月中旬

52（ｵｽ）

死亡確認
（7 月 4 日）

備考
順調に産卵、孵化、巣立ちにいたる
１羽は巣立ち後片足を痛めたため、装着を見合わせる
順調に産卵、孵化、巣立ちにいたる。2 羽目の巣立ち日は確認出来な
かった。巣立ち日と番号の関係は不明
去年までに比べて今年は産卵が遅かった。孵化後生育していたが
巣塔内で死亡が確認される
武生の孫と、野外繁殖（2 世）のペア。昨年、一昨年と繁殖に失敗。巣立
ち日と番号の関係は不明

7月9日

53（ﾒｽ）

7 月 12 日

54（ｵｽ）

7 月 13 日

55（ﾒｽ）

7 月 16 日

未装着

共に野外繁殖（2 世）のペア

７月 16 日

56（ﾒｽ）

７月 30 日

未装着

７月 28 日

未装着

７月 29 日

48（ｵｽ）

７月 30 日

49（ﾒｽ）

７月 29 日

50（ﾒｽ）

共に野外繁殖（2 世）のペア
京都府にて繁殖。電柱に営巣を阻止され、すぐ横に立てられた巣塔に
て産卵する。
５６は巣立後、保護され、８月３日に放される
第 1 クラッチの卵は、抱卵中大風で巣が損傷しだめになる。第 2 クラッ
チで 4 羽孵化を確認するが、生育しているのは 3 羽。７月８日郷公園が
巣塔に上がり足環装着
4 月 3 日の大風で巣材ごと吹き飛ばされる。損傷しなかった卵を巣に戻
すが、親鳥は巣に戻らず。

産卵有、孵化せ
ず

三江小

J0017

袴狭

J0363
J0428

上野

J0009

J0013

姉弟のペア、繁殖を阻止するためオスの捕獲を試みるができず。その
後、愛媛県に行く。現在は出石に戻る

祥雲寺

エヒメ

J0405

営巣する場所が定まらず、繁殖なし

赤石

J0384

J0020

親子のペア。オスの捕獲を試みるができず。抱卵（？）放棄。

メス 2 羽で今年も抱卵していた模様
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２０１２年コウノトリ繁殖場所一覧

※ 赤丸・赤文字は産卵、孵化、巣立ちした巣塔
※ 赤丸・紫文字は産卵、孵化したが巣立ちに至らなかった巣塔（百合地）
※ 青丸は産卵、乃至は孵化に至らなかったペア
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ハチゴロウの戸島湿地だより (４月～７月編)

（戸島湿地管理棟

森 薫）

今年も、2 羽のヒナが順調に育ち６月７日と９日に巣立ちました
例年になく湿地上空に、たびたび他のコウノトリが飛来して巣塔
近くを旋回し、巣塔に降りようともするので、親鳥はそのたびに帰
巣して、そのためか 2 羽とも親鳥（J0391）が巣塔にいるときに巣立
ちました。
「親鳥が飛んだかと思ってシャッターを押さなかった」方や、「ヒ
ナが 2 羽で伏せてしまっていて、親鳥も巣に居るから今日の巣立
ちはなさそうだな」と帰られた方もあり、「えっ？」「飛んだのは
誰？」と私たち（人間）には『？』の多い巣立ちでした。親鳥は他のコウノトリの飛来に応じてヒナを守り、巣立
ちへと誘っていたのかな？と思っています。今までの経験か
ら「親鳥が巣塔にいるときには巣立たない」と思い込んでい
た私は大いに反省し、生き物の世界に『思い込み』は禁物と
いうことを肝に銘じた次第です。
昨年に続き早朝特別開館をして、ゆっくりとコウノトリの観
察をして頂けたことや、大勢の方が来館され、ヒナの成長を
気遣い「頑張れ、頑張れ」と声援を送られる姿を見つめられ
たこと、「巣立ちおめでとうございます」と多くの方から電話や
早朝特別開館

メールを頂いたことは、何度経験しても嬉しいことでした。

幼鳥Ｂの怪我について
５月２２日から、コウノトリの郷公園より足環付けのための給餌が行われ、人工巣塔の南側に仮設ケージが
建てられ、幼鳥 2 羽は順調に餌場で採餌を繰り返し６月２７日の早朝、幼鳥 A（６月７日巣立ち J0047♀）に
足環が付きました。幼鳥 B（９日巣立ち）は、１６日に湿地近くの拡声器に止まろうとしていて誤り左足を痛め
ているため、足環付けは延期となり回復を待って付けられることになりました。幼鳥Ｂの足は、少しずつよく
なり再度給餌が行われていましたが、徐々に行動範囲が広がり、７月９日には気比地区で、３１日には京丹
後市弥栄町で確認されています。コウノトリの郷公園の方の早朝からの給餌や、幼鳥Ｂのように巣立ち後に
アクシデントがあった場合など、足環付けの作業は本当に難しいことだと思います。増え続けるコウノトリに
対して、研究者・行政・NPO・市民が話し合いの場を設けることも、これからは必要になってくるのではない
でしょうか。
（８月５日現在、幼鳥Ｂには足環が付いていません。電柱に止まっているときには、左足が少し下がっている
のが特徴です。人間の足に例えるなら、「キオツケ」「ヤスメ」の「ヤスメ」の状態です。目撃された方は、管理
棟まで（℡0796-20-8560）までお知らせください。）

管理棟には
4 ヶ月で 5,350 名の方が来館されました。そのなかには、コウノトリの飛来先の西予市・越前市から。鳥ツア
ーではアミユーズトラベルから。海外からは、韓国（環境運動連合）・中国（JIKA トキプロジェクト）・台湾（鳥
類保護 NGO）などが含まれています。
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今年は、地元の城崎小学校１年生～５年生の皆さんが、繰
り返しコウノトリの観察に来られました。佐渡でトキのヒナが巣
立ったことがニュースなどで報道されていて関心が高まった
ようで、学校から歩いて数分のところに、コウノトリがヒナを育
てているところがあるから見に行こうと、各学年単位で「コウ
ノトリのヒナの観察」や「課題を見つけよう」など目的をもって
来館されました。こどもたちがコウノトリに関心をもち、自分達
で出来ることとしてゴミ拾いなどにも取り組んでおられます。
城崎こども園の５歳児のみなさんもお弁当もちで来られ、ゆっ
くりお話しする時間がもてました。年齢が小さいほど、滞在時

戸島を訪問の城崎小学校３年生

間を充分にとって頂くと深く交わることが出来るような気がします。

管理棟では、子供達にコウノトリの話しをする前に、みんなで自己紹介をします。恥ずかしくて自分では
名前が言えなくても、隣の人や後ろの人が紹介してくれます。ひとこと話すと質問や会話がはずみ、親しみ
が湧く時間なので大切にしています。ここでは、コウノトリ（生き物）のことで知っていることは何でも話せて、
なんでも質問できるところにしたいです。そして、一緒に考えて、共に行動するところでいたいと思っていま
す。管理棟で知り合ったことがきっかけとなって、思いがけなく「森さ～ん」と声をかけられ、「コウノトリは巣
立った？」「ヒナは戸島湿地におる？」など道端やスーパーで話し込むこともしばしばあります。このまま、中
学校でも関心を高めてもらうにはどうすればいいのかと考えているところです。学年ＰＴＡ活動や地域の育
成会や、部活動（生物部）のフィールドとして、ハチゴロウの戸島湿地をぜひご利用ください。

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

ＮＰＯコウノトリ湿地ネット

口座番号

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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コウノトリ湿地ネット賛助会員名簿（新規入会）
個人会員
京都府

亀井 博美

埼玉県

越前市

野村 みゆき

都築 降禎

広島市

河野 日出美

（2012 年 4 月 1 日～7 月 31 日）
有難うございました。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）

７月 28 日、豊岡市民会館でのわらび座の「おもひでぽろぽろ」を観ました。ジブリの同名アニメーションを
ミュージカルにしたものなので、内容はご存知の方も多いと思います。都会暮らしの女性が山形の農村を訪
れ、村人たちと触れあう中で自分自身を見つめ直していくものです。劇中には有機農業者と慣行栽培者と
の対立もあり、感動したり考えさせられた２時間でした。
実は、わらび座と豊岡・コウノトリ関係者との縁は長く、平成５年以来、何度も豊岡公演が行われています。
そして、その度に市民実行委員会が結成されるのです。もちろん、私も事務局長も委員です。「おもひでぽ
ろぽろ」は、現在、全国公演中です。お近くで公演があれば、ぜひ、わらび座の舞台芸術を堪能してみて
下さい。

編集後記
ハチゴロウが豊岡に飛来して今日（2012 年 8 月 5 日）で 10 年になる。生きていてくれたなら･･･今も、豊
岡の空を舞い続けているだろうか？ハチゴロウの雄姿を浮かべ、青空に向かって「ここが、ラムサール条約
に登録されたのよ」と話しかけてみる。登録後は、ハチゴロウ（コウノトリ）に恩返しをするつもりで、微力だが
(森)

出来ることから始めていきたいと思う。

ラムサール会議でルーマニアに行ってきました。とても遠い国ルーマニア。でも行ってみると人はどこでも
同じでした。同じものを見て笑い、喜び、感動するのです。人は世界中一緒だと、つくづく感じました。
（宮村）

左からトゥルーﾁｬ、ｼﾞ
ｮｳﾙｼﾞｰﾆ、ｸﾙｰﾁｬの３
か所で見かけたコウノ
トリ（ﾙｰﾏﾆｱにて）
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