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コウノトリ野生復帰と減災・防災とを一体に
コウノトリ湿地ネット 代表 佐竹 節夫

２月に、東京で開催された「2017 世界湿地の日記念シンポジウム」に参加してきました。今年のテーマ
「湿地と防災・減災」。参加の皆さん、防災をハード整備一辺倒から脱却して、もっと根本の所から捉え
ようと意欲的で、大いに感化されてきました。
言葉の学習から
いろんな横文字が溢れていました。横文字ということは、このテーマは
西洋から来た概念なのだな。で、まだ日本語にこなれていないんだなと
想 像 さ せ ま す 。 そ う だ と し て も 、 「 Ecosystem-based Disaster Risk
Reduction」の日本語訳「生態系を基盤とした減災・防災（災害リスクの軽
減）」を読むだけで、なんとなくイメージが伝わってきます。
そこで、ついでに「Ecosystem 生態系」という言葉のおさらいから。いく
つかの説明書きをまとめると、「ある地域に生息するすべての生物群集
とそれを取り巻く環境がつくりだす機能的なまとまり」となります。もうひと

環境省のパンフレット表紙

つ、「Resilience レジリエンス」という言葉も。直訳すると、強靭なとか回復
力ですが、今回のテーマに合わすと、災害への抵抗力、緩和力、回復力を指し、災害リスクに対する脆
弱性を減少させるもの、回復力が強く持続可能性が高いというものらしい。さらにもうひとつ、「Green
Infrastructure グリーンインフラ」という言葉も。「自然力や自然の仕組みを賢く活用し社会と経済に寄与
する国土形成手法」と定義するらしいです。私は 3 年ほど前にこの言葉を教えてもらいましたが、その後
各界に少しずつ浸透しているようです。ともかく、これらの言葉が今回のキィです。
Eco-DRR とは
当日講演された島谷幸宏氏（九州大学）の資料によれば、2 つの定義があるとのことです。１つは、生
態系が持つ多面的な機能を活用した地域づくり（グリーンインフラ計画）に防災計画を包含させ、それ
によって地域のレジリエンスを高める取り組み。もう１つは、防災計画に生態系が持つ防災機能を活用
し、グリーンインフラ計画を包含させて、地域のレジリエンスを高める取り組みです。要するに、立場や
主体によって手法の違いはあるものの、同じ到達目標「生態系を活用して地域のレジリエンスを高める」
に向かっていこうということでしょう。私たちの立場で言えば前者です。「コウノトリと共生する地域づくり
に防災計画を包含させ、地域を強靭にしていく取り組み」になります。
コウノトリ野生復帰の取り組みはグリーンインフラだけど
コウノトリ野生復帰の話題の中で、よく「かつては人と自然が共生していたのだから、その姿を取り戻そ
う」というのが出てきます。でも考えてみたら、当時は豊かな水辺のおかげで生物は多様性に富んだが、
農作業は過酷で、洪水は常襲していました。一方が喜び、一方は我慢を強いられる図式です。戦後の
効率化優先のハードによるまちづくりは、反対に、人間側を裕福にしたかわりに生きものを絶滅にまで
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追いやりました。じゃあ、今日の状況はどうなのか。
人と自然の共生を目指す野性復帰の取り組みを振り返ってみましょう。 1)コウノトリ野生復帰推進計
画（H14 策定、H24、2 期計画策定）、2)コウノトリグランドデザイン（H23 策定）、3)円山川水系自然再生
計画（H17 策定）、4)豊岡市環境経済戦略（H16）等々が樹てられ、矢継ぎ早に実行されてきました。総
合的で、グリーンインフラの取り組みそのものです。画期的で多くの成果があり、まちづくりの方向を相
当に変えたと思います。
問題は、洪水対策だけが別世界とばかりに最優先され、盆地全体の地形や生態系を基盤とした発
想が希薄だったことです。だから、いつもどこかで治水事業が継続実施され、無堤地対策としてコンクリ
ート壁が並び、遊水池機能を有する水田は嵩上げされて開発されていきます。
やはり、分けて考えてはダメなんでしょうね。限定し
た考えでは、事業は対処的になり、全体像への切実
感は希薄になります。せっかくここまで進めてきたの
に、放鳥わずか 10 年ほどで 8 組もの繁殖ペアがで
き、常時４～50 羽が定着しているのに、いのちや生
活・コミュニティを丸ごと喪失してしまう災害を防ぐとい
う土台のところがぐらついているので生業も治水も生
きものも不安材料が一杯で先が見えない状態になっ
ています。
赤石地区 土砂置き場で採餌する赤石ペア

コウノトリのまち・豊岡こそ Eco-DRR の日本モデルに
解決策は明白です。かつて、日本各地のコウノトリ生息地が次々と機能を失っていく中で、唯一最後
まで生息地であり続けた豊岡盆地。戦後のハード整備（各種開発、水田の嵩上げ、河川・水路のコンク
リート化、農薬散布等）で環境はかなりの程度まで痛めつけられたのに、少し頑張れば短期間で多数の
コウノトリが回復する豊岡盆地。こんな地は、ほかに見当たらないでしょう。この盆地が、今後も次々と実
施される開発によってついには限度を越え壊れてしまう前に、まさに Eco-DRR を導入すべきです。
特徴的な豊岡盆地の地形・地質、気候、
風土、生態系が持続可能となるよう、そして
七転び八起きのごとくに回復力を発揮して
くれる地域にしていくには、まず、私たち自
身が強靭な精神と体力を持つ必要がある
のでしょう。

放棄田のビオトープづくりも小さな Eco-DRR
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今年の豊岡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
今年の豊岡の冬は厳しいものになった。1 月、2 月と 2 度の大雪に見
舞われ、2 月末まで豊岡市内は雪に覆われていた。多いときは 80 セン
チ近くの積雪となり、鳥インフルエンザの影響でコウノトリの郷公園西公
開ケージも閉鎖され、コウノトリたちは採餌できているのだろうかと大変
心配だった。
しかし、3 月になり雪が融けて、巣塔を覆っていた雪がなくなるとコウ

20170213 積雪の中の赤
石巣塔 J0043

ノトリたちは戻ってきた。例年より遅れているが確かに今年の繁殖は始
まっている。各巣塔で産卵し、間もなく孵化を迎えるペアもいる。今年の繁殖の様子を下記に簡単にま
とめてみた。
●戸島ペア（J0294♀ J0391♂）
3 月 16 日に 1 個の産卵が確認された。22 日には 3 個が確認される。
●赤石ペア（J0017♀ J0426♂）
3 月中旬には産卵したもよう。抱卵中。
●野上ペア（J0362♀ J0001♂）
3 月半ばを過ぎて、産卵、抱卵を始める。
●福田ペア（0010♀ 0020♂）
今年の繁殖の先頭を走っているようだ。3 月初めには抱卵行動が
見られた。
●庄境ペア（J0476♀ J0055♂）
このペアも繁殖活動開始は早かった。3 月に入り間もなく抱卵行動がみられた。
●祥雲寺ペア（J0012♀ J0021♂）
3 月半ばを過ぎて産卵。４卵確認、抱卵中
●百合地ペア（J0016♀ J0025♂）
3 月半ばを過ぎて抱卵を始めた模様。一昨年、河谷の電柱巣塔で繁殖、巣立ちまでいった。昨年、
旧百合地ペアとの闘争に勝って百合地巣塔での繁殖を試みるが成功しなかった。
●伊豆ペア（J0296♀ J0381♂）3 月末現在、産卵には至っていない。この巣塔近辺には常に複数のコウ
ノトリがいる。今年はまた、その数が増え、ペアの子育てが脅かされそうだ。
●袴狭ペア（J0428♀ J0500♂）
3 月中旬過ぎに産卵したもよう。昨年は新規のペアとなったが繁殖までは至らなかった。今年は初め
ての繁殖に成功するか、また、常に近くにいる J0363♀との関係はどうなるか？
●山本ペア（J0399♀ J0011♂）
順調に繁殖を続けていたが、昨年は繁殖できなかった。今年は 3 月末になり、抱卵に入った気配が
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ある。この巣塔の近くではメスメスペア（J0006・J0015）が常に気配をうかがっている。
●三木ペア（J0064♀ J0057♂）
今年新たにペアとなった。これまで使われることのなかった三木巣塔で交尾・巣作りしている。今年の
繁殖に成功するか、見守っていきたいところである。

野外で生まれたコウノトリたちの多くが繁殖年齢に達してきた。ペアがいる巣塔の周りには、頻繁に若
いコウノトリたちが出没している。現在の繁殖ペアも野外生まれのペアが増えてきている。ペアの新旧交
代が進んでいくのだろう。

今年は市外の繁殖へと一気に拡大か？（豊岡市外での繁殖状況：3 月末現在）
★京丹後市久美浜町永留で抱卵中

J0050♀ 足環なし(戸島 B と思われる）

★徳島県鳴門市で孵化確認（４羽）

J0480♀ J0044♂

★「島根県雲南市で 3 月 30 日産卵確認

J0047♀ J0118♂

★福井県越前市ケージ上巣で抱卵中

J0041♀ J0481♂

五葉アケビの花
（ゴヨウアケビ）
アケビの花を見たことのある人は少ないと思う。地味で目
立たないこともその理由であるが、よく見ると可憐でかわ
いい花である。平地では、四月から五月の上旬にかけて
咲き、直径１㎝にも満たないが房状に垂れ下がっている。
クリーム色の花びらの中に紫色のおしべとめしべが付い
ている。五葉アケビと違い三葉アケビの花は、濃い紫色
で黒に近い花で開花も少し遅い。
一般的に、アケビは同じ株の花では受粉しにくく、別の
株や別の種類のものが近くにあったほうが実がよくつく。
里山や農道、林道の脇の雑木の中に小さく微笑んでい
るので、ぜひ、見つけてみては。
画・文 池上 晃
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越前市のコウノトリ談義
越前市エコビレッジ交流センター

指導員 野村みゆき

平成 23 年 12 月 10 日、ふっくん（J0218）とさっちゃん（J0238）ご夫婦をお預かりしてから「コウノトリ見
守り隊」隊長を仰せつかっておりましたが、もう５年にもなり、昨年末、辞任させていただきました。本業
は越前市エコビレッジ交流センターという市の環境施設で指導員をしております。
当センターでは、毎年市内の小学校４年生の「市内施設めぐり」と称して、施設見学や環境の話の受
入れをしていたのですが、平成２７年度より全小学校が当センターで「コウノトリについて」の話を聴き、
「コウノトリ飼育ケージ周辺」の環境に配慮された田んぼや魚道などの見学が必須となりました。市教委
より「市がコウノトリについて取り組んでいて、夏休みにコウノトリの絵を描こうという課題まであるのに、子
ども達がコウノトリについて知らんのでは話にならない」ということで、当センターに「コウノトリ学習」の依
頼が来たわけです。
それまで、コウノトリを観たことも聞いたこともない子ども達が、コウノトリについてピンときた瞬間があり
ました。それは私の話ではなく、遠く離れたケージの中にいる「ふっくん」「さっちゃん」の姿でもありませ
ん。それは実際に目の前に舞い降りたコウノトリ、電柱やケージの上に止まったコウノトリを観た瞬間だっ
たのです。
平成 28 年 3 月 25 日、みほとくん（J0481）がケージ周辺に舞い降りました。平成２５年朝来市の三保
放鳥拠点からソフトリリースされた個体です。
それまでも、戸島湿地の巣塔で巣立った J0028 を始め、足環のない個体の飛来など、目撃情報が頻
繁になってきていました。でも、いずれも定着はせず、みほとくんに期待していたところ、4 月 25 日、2 羽
のメスのコウノトリ飛来、J0041 と J0078 です。そのうち、J0041 がいなくなって、みほとくんと J0078 がうま
くいくのかなと思っていたのに、J0078 がいなくなり、J0041 が戻ってきたのです。ゆきちゃんです。
みほとくんとゆきちゃんは、托卵によって産まれたゆうきくんのケージの上で、巣作りまで始めました。
残念ながら、産卵まで至らなかったのですが、それ以上の効果を子ども達にもたらしてくれました。
市内施設めぐりでやってきた子ども達、17 校のうち 15 校の子どもたちが、目の前に舞い降りるのを見
たり、電柱に止まるのを見たり、・・・その感動たるや、大声出したらダメ、シーっと言い合いながら、それ
でも抑えきれない感動を表現したくて身振り手振り、それはそれは、劇的なご対面となったのです。
農道を歩いているみほとくんを見て見学コースを急きょ変更したり、ふっくんたちのケージの近くに止
まったゆきちゃんを「写生していいですか？」と突然写生大会になったり、百聞は一見に如かずといいま
すが、野外のコウノトリが飛び交っている姿こそが、真の環境教育になるのでしょうね。
昨年 9 月 25 日、当センター東側にてハードリリースした「たからくん（J0138）」と「さきちゃん（J0139）」
も元気で各地を訪れており、その地の子ども達にコウノトリが舞う環境について考える教材になってくれ
ていることを信じながら、再会を待ちたいと思います。
みほとくんは、2 ヶ月ほど留守にしていましたが、また戻ってきて、今年 3 月には、ゆきちゃんと仲良く
なり、産卵まで至りました。ますます子供たちにいい刺激を与えてくれるでしょう。
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ゆきちゃんの写生大会

鳴門コウノトリの観察を通して
コウノトリ湿地ネット会員

浅野 由美子

こんにちは。鳴門コウノトリの見守り＆観察を続けている鳴門市大麻町に在住の浅野です。観察は、
2015 年 5 月 24 日から始めて現在に至っています。最初は地元メディアのニュースで鳴門コウノトリと
呼んでいる J0044(オス)、J0480(メス)のペアの存在を知りました。ちょうど、当時保育園に通っていた娘
の送迎時に立ち寄るようになったのがきっかけでした。大きく優雅な姿を目の当たりにして虜になり、そ
れからほぼ毎日のように足を運んでは、2 羽の姿をカメラで撮影したり記録をつけるなどしてコウノトリの
追っかけをする日々が始まりました。
コウノトリの観察を通して、人との交流が広がるようになり、私を取り巻く環境が大きく変わり始めまし
た。毎日観察に行くうちに、私と同じようにコウノトリの虜になり見に来ている人たちがたくさんいることを
知り、話をしたり情報交換したりするようになっていきました。コウノトリが好きな人の集まりの中で、様々
なジャンルの幅広い年齢層の方々と出会うことができます。コウノトリ談義に花を咲かせる楽しい時間を
過ごしているうちに、コウノトリの魅力をたくさんの人に伝えたいと思うようになりました。コウノトリの観察
記録は私の財産であり、コウノトリのおかげで交流が広がっていったといっても過言ではありません。人
とのつながり、人との関わりあい方をコウノトリに教えてもらった気がします。
鳴門コウノトリの歴史はまだまだ始まったばかりです。コウノトリの観察は自分のためにも今後も続けて
いきたいと思っています。

お陰様で鳴門コウノトリ、J0044・J0480 に待望のヒナが誕生しました。3 月 21 日、数時間単位で夫婦
交代で採餌に行き、定期的に吐き出し行動を繰り返し、ヒナに給餌している様子が見受けられました。
（3 月 27 日には、4 羽のヒナを確認）親鳥の姿が何とも胸熱で終始感動しっぱなしでした。しかし、孵化
したからと言って喜んでばかりもいられないため、引き続きペアの様子と、ヒナの成長過程を見守ってい
きたいと思います。ヒナが無事成長し、巣立ちまで見届けていけるように、今後もマナーを守って観察を
するようご協力をよろしくお願いいたします。
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コウノトリ育む農法の仕組みを聞く（２）
成田市雄氏から聞き取り（編集部）

安全安心な農産物と生きものを同時に育てる「コウノトリ育む農法」。コウノトリをシンボルにして高額
で取引されることも特徴です。農家にとって魅力的に思えますが、2016 年で豊岡の田んぼ全体の 13％
と、まだ浸透しきれていないのが実態です。成田市雄氏に育む農法のこれまでの成果、今後の戦略に
ついてお聞きしました。前号の記事に続き第 2 部を掲載します。聞き手は当会の佐竹です。
2016 年 11 月 9 日、成田氏農業倉庫にて
冬期湛水
佐竹： 次に冬期湛水（ふゆみず田んぼ）についてお尋ねします。なぜ、行うかから。
成田： 農業の視点にたてば冬みず田んぼの目的は紋枯れ菌の越冬阻止、イトミミズを増やすこと、水
を溜めることにより春の田植え以降の田んぼの水持ちを良くすること。そして湿潤な豊岡において春に
田んぼを乾かすためです。水を溜めているのになぜ乾くか。水を溜めるとイトミミズがトロトロ層を作って
くれる。翌年の春に水を落とせばトロトロ層が乾き、田んぼ全体を乾かせてくれる。
佐竹： かつて、田んぼは冬の間に乾かしておかないと春の荒起こしが練りこんでしまって困った経験
がある。暗渠排水して乾かそうとしても、豊岡の田んぼはジル田で困っていた。それをトロトロ層ができる
と、膜ができるんですね。
成田： その膜が乾くんです。トラクターで走行しても、沈まない。冬の間にトロトロ層を作っておかないと、
豊岡の田んぼはトラクターをいれると沈んでしまう。
佐竹： ５～６㎝のトロトロ層の下はやわらかい土・・。
成田： 下の土はゆっくりと乾いていけばいい。上の膜さえ乾けば、山間の田んぼでもいける。
佐竹：水を張る時期は秋起こし直後？
成田： 順序としては、稲刈りが終わったら畦塗りをします。済んだら、自然に湛水できるよう水口を閉め
ます。その後でたい肥（鶏糞）を振ります。もし、雨が降っていれば湛水状態になっているけど、構いま
せん。水が溜まっていた方が防臭になるので。これらが終わると、ドライブハローという浅く掻く機械で耕
耘します。この機械は柔らかい土専用なので、早めから湛水しておく必要があるのです。だから、畦塗り
が済んだら、一刻も早く湛水できるようにしておくんです。
佐竹： 土が柔らかくなると、トラクターが練り込んでしまいませんか。
成田： 練り込むのは、タイヤに土がひっついてタイヤの山がなくなり、坊主になるからだ。湛水しとくと、
タイヤのゴムと土の間に水が入って土離れがよくなり、前に進む。例えば、稲刈りでもジルいと水をたくさ
ん入れればいい。そうすればコンバインは動きやすくなる。先程、春に田んぼが乾かないと言われたで
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しょ。秋に深く起こして春に乾かそうとしても乾くはずがない。そんなときにトラクターを入れるから、練り
込んでしまう。
佐竹： なんか、みんな逆ですね。冬期湛水は微生物活性化のためだと言われているので、そうなら、
何も冬中溜めなくても 3 月初旬からの早期湛水でいいんでは・・と思っていましたが、早目から溜めるの
は乾かすためだったのですね。
成田： 最初はみんなから笑われていたけどね。僕は大豆でもふゆみず田んぼします。しなければ、ジ
ルくて種が蒔けない。ジルかったら大豆は生えてこない。ふゆみず田んぼすることによって春に大豆が
蒔けるようになる。みんな同じ理屈です。
佐竹： 早目に水を張ることは、育む農法の人たちに浸透していますか？
成田： 今、300 人ほどいるけど、徹底されているかは疑問です。こういう話は、マンツーマンでじっくりと
話さないとね。会の規模が大きくなると役員を通じて降ろすことになるし、大きな会議ではここまで中味
の話はできない。
佐竹： 年が明けてから湛水する人には、最初からの歯車がかみ合わず効果がない？
成田： 秋起こしして水も張らずに放置しておけば、春には草だらけになる。湛水田を耕耘した分（層）
がトロトロ層に変わると思えばいい。
また、秋起こしも何もしないと草は生えない。土を触っていないから。（減農薬田なら）表面の草は除草
剤で枯れているのだから。
佐竹： 全く耕耘しない不耕起栽培も環境保全型農法ですが。
成田： 琵琶湖の周辺では、代掻きの泥水を琵琶湖に流さないよう、不耕起栽培が盛んです。稲を見た
ことがあるけど、いい稲でした。
佐竹： でも、耕さないのでトロトロ層はできないのでは・・。
成田： 不耕起での冬みず田んぼはトロトロ層が薄いように感じている。土は耕耘すると細かく粉砕され
目が詰まるが、不耕起の状態だと常に空気が通る道が残っている。
佐竹： なぜ、道が？
成田： 稲株が残っており、それが枯れるので空洞になり道になっている。その状態で稲を植えるので、
酸欠にはならない。
佐竹： なるほど。どちらもその筋道があるので、どちらかを選ぶと最後までその方法を貫徹すること、い
いとこ取りはダメということですね。
成田： そうです。初期の頃、僕もそうだったが「できることしかしない」「これならできる」「それ以外のこと
は慣行でやる」だった。今から思えば、成功するわけがない。だから、生産部会では「つまみ食いはダメ
だよ」としつこく言っている。
佐竹： これからやろうと思っている人には、ある種の覚悟が要りますね。
成田： また、僕の言うとおりにしても僕と同じ稲になるとは限らないとも言っている。なぜなら、僕の田ん
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ぼとその人の田んぼでは気温、水温、土質など気候風土が違うから。
佐竹： それは豊岡市の中でも違うと。
成田： もちろん。結局、自分に合った方法を自分で見つけることだ。
佐竹： だけど、時間もかかるし難しい。やはり、兼業では無理ですか？
成田： 大丈夫だと思いますよ。うちの村にも病院に勤めながら無農薬を２反している人がいるが、いい
稲を作っています。やっと僕の話を聞いてくれた。田植えを遅くしてと言っても、ずっと 5 月中頃には植
えて、毎年、草まみれにしていた。1 週間遅くしてと。そうすると草の出方が全然違う。
佐竹： でも、長年言い伝えでやってきたものは、なかなか変えられない。
成田： 「ゴールデンウイークに代掻きして田植えをしなければならない」と思ってやっている限りは、い
つまでたっても無農薬は無理だ。それこそ（1 反に）３俵、４俵の世界だ。何故なら田植えをしてから草が
発生しやすい水温・気温になるから、日曜日はまだあるのだから、ともかく五月の最後の日曜日に田植
えをする。１週間遅らせと。それだけで成功する。
佐竹： 今までの話は、「冬期湛水はコウノトリ、生きもののため」とは単純には言えないということですね。
成田： う～ん、ただ基本的には、有機農業（育む農法を含む）は目には見えない微生物も含めて生態
系を保全して生物多様性を向上させることによって成り立つものだと考えている。田んぼが白く乾けば
ほとんどの微生物は絶えると聞いたことがある。微生物が絶えればコウノトリの餌となるドジョウなどの動
物（土中・水中生物）も絶える。有機農業の成功は田や畑に多くの生きものがいるから成しえるものだと
考えている。水中の生きものの活動により水が濁り、生えた草は光合成が遮断され、生育が鈍化する。
作物によってくる虫たちは捕食者たちにより数が減る。ふゆみず田んぼは、生きものを増やす手段の一
つだと考えている。
佐竹： ありがとうございました。次回は、冬季湛水の続きから春の耕耘以降について伺いたいと思いま
す。
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ハチゴロウの戸島湿地便り(１～３月編)
戸島湿地管理棟 森 薫

■■ ３月１６日に初卵を確認しました。
3 月 15 日の夕刻 J0294♀が帰巣してすぐに犬座になりました。そこ
へＪ0391♂も帰巣し、いつものように交尾行動をしようとしましたが、Ｊ
0294 は立ち上がることなく、ずっと伏せています。翌 16 日の朝もＪ
0294 が伏せていました。「この間に産卵したのだろう」と確信めいた
感覚を持ちました。これだけ時間を限定して推測するのは初めての
ことです。16 日午後に巣塔近く
の 山 に 登 っ て巣 内 を 観 察 す る
と、「やはり」推測どおり卵が１つありました。その後、22 日には 3 個
になっていました。
今冬は 2 回大雪となり、餌を獲れないのではと心配しましたが、
４月の中頃にはかわいいヒナが生まれると期待しています。このま
ま順調にいけば、今年はこの夫婦の巣塔での繁殖連続 10 年、巣
立ちヒナ 20 羽目の記念の年となります。何か、お祝の行事を計画
2017 年 3 月 22 日
戸島ペア産卵確認

したいと思っています。

■■ げんきくん（Ｊ0118：越前市放鳥）とＪ0047♀（2012 年 4 月戸島人工巣塔生まれ）が
ペアになっています。
3 月 16 日、島根県雲南市でげんきくんが豊岡生まれのメスと巣作りをしているニュースが入りました。
「そのコウノトリは誰だろ、誰だろ？」・・・と調べてもわかりません。Ｊ0047 と聞いたときには、もぅ嬉しくて。
戸島巣塔生まれのメスは８羽いますが、Ｊ0047 が初めて母鳥になれそうです。それも、父鳥は『げんきく
ん』。申し分のないお相手で、まるで娘が玉の輿にのったような気分です。早速、越前市の皆さんに電
話し「親戚になるねぇ～」「ほゃねぇ～」と、喜びを分かち合いました。住宅街の電柱に営巣しているとの
ことで、迷惑をかけないかと心配ですが、何とか雲南市で繁殖して、越前・戸島ペアの孫の誕生を心待
ちにしています。（3 月 30 日、産卵が確認されました）

■■ 今年もボランティア活動に来てくださいました。
毎年、3 月になると『こころ豊かな 500 人会』の方が「何か、お手伝いすることはな
いですか」と訪ねてくださいます。もう、すっかり顔なじみとなり、すぐに現場へと向か
われます。今年も、山際湿地の清掃作業をしてくださいました。作業の後にはコウノ
トリの繁殖についてお話しさせていただき、「また来年」とお見送りしました。4 月に
は水路掃除から始め、順調に湿地作業もスタートします。

■■ 全国から、コウノトリ目撃情報が寄せられています。
2002 年から宮村会員により目撃情報の収集・発信・分析が行われ、当会のホームページができてか
らは毎日更新されています。私も戸島湿地勤務になってから仲間に入れていただき、リアルタイムで送
られてくるコウノトリの様子や、観察者の想いと共感することが多く、微笑んだり、心配したり、あたたかな
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気持ちになっています。市民による目撃情報は、この気持ちのつながりが広がり、たくさんの情報が集
まるのだと思います。個体識別用足環の見間違いなどにこだわらず、おおらかな気持ちでつながること
が、コウノトリも人も幸せになれるような気がします。
コウノトリの移動に伴い、全国からの飛来情報が
寄せられるようになってきました。ＨＰの問い合わせ
や、戸島湿地のＰＣ・電話へは、コウノトリを見つけ
たときの喜びや、観察されている方の想いなど寄せ
られています。3 月 10 日には越前・野田・豊岡生ま
れのコウノトリ 3 羽が琵琶湖横の東近江市に一緒に
いるのが確認されました。コウノトリたちも集ってい
ます。私は、コウノトリを観察されている方の和の中
に入れていただくことで、たくさんの方のやさしい心
に触れ、自分にも微かに残る『やさしさ』を見つけて
います。

2017 年 3 月 15 日 東近江市にて
J0131・J0139・J0116 の 3 羽 川上勉氏撮影

コウノトリ湿地ネット賛助会員名簿（新規入会）
（豊岡市） 守山道子

山田勉

（池田市） 康村勝子
（2017 年 1 月 1 日～3 月 20 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。

編集後記

上田市では凛々しく暮らしていた「ゆきちゃん」（Ｊ0041）が、越前市で母鳥となる日が近い。父鳥となる
朝来市三保生まれのＪ0481 は「みほとくん」と名付けられた。いい名前だと思う。以前、越前の若い飼育
員さんとお話している時、「ゆうきくんのケージに・・・」と話されたかと思うと、「あっ、すみません。ゆうきの
ケージに・・・」と言い直されたことがあった。思わず笑ってしまったけど、なんだかとても羨ましかった。越
前市に掲げられている看板はとても優しく、「コウノトリ見守り隊」の活動も地域ぐるみで続けておられる。
野外での繁殖の夢が、叶いますようにと、毎晩「ゆきちやん、みほとくん、頑張ってね」と手を合わせてか
ら眠っている。

（森）

今年の冬はよく雪が降った。それにしても最近は雪が少なくなっていたのでちょっと舐めていたのかも。
水路の中までぎっしり埋まった雪をみて、しばし呆然としてしまった。コウノトリたちは一体どこで餌を捕
っているのだろう。人間は家の周りの雪かきに躍起となっている。姿が見えないコウノトリたち。心騒ぎな
がらも何もできない、何もしない。3 月には元気な姿を見せてくれてほっとしたが、何かできたのでは、と
いう後ろめたい気持ちが離れない。

（宮村）
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