
永い歴史の中で 

すでに 

すべてが調和 

していた 

時代があった 

その時代に習おう 

私たちの住んでいる 

地域から変わって 

いこう 

－自然に感謝できる人が育ってゆくためにこの本がうまれました－ 

縄文楽校縄文楽校縄文楽校縄文楽校    

（このテキストは浜松市緑化推進の補助を受けて作成いたしました。） 

いのちのつながりを学ぼう 

そのためには地元の 

目の前にあるもの
．．．．

の 

すばらしさに気づこう 

すべてが輝くいのちで 

つながっている 

山から海までの 

自然から教えてもらうことの 

何と多いことか… 

生活に役立つ知恵を 

身につけよう！ 

自分の生きている 

意味も解って 

くるはずだ。 



 

仲間の木がたくさん切られ 

残された 1本の木が、それを見ながら 

寒空に震えているのを 

見たことがありますか？ 

なぜ、涙が流れたのか、なぜ…？その疑問を解きたくて 

森に問いかけながら、はるかなる古代の声を聞きながら 

こんな活動をはじめることになりました。 

木が切られてゆく時 

痛いと感じたことありますか？ 

森が亡くなってゆく時 

いっしょになって涙したことはありますか？ 

そんな体験をしたわたし達は、いつの間にか 

なくなる森から、小さな苗木を助け出していたのです。 

 

自然界へのはじめの一歩 

宇宙は 愛です 

地球は おおきなギャラリーです 

山は 循環型多機能浄化装置です 

川は 血液です 

里は 生きる知恵の豊庫です 

海は いのちの源です 

食物は 薬です 

火は 生活の始まりです 

木は 生活の柱です 

水は 情報伝達といのちの糧です 

石は いのちの記憶です 

土は いのちを産み出す母体です 

はじめのはじめのはじめのはじめの一歩一歩一歩一歩    



 

意識が知識に、知識が意識に変化するとき 

いったい何がおきるのだろう 

まず、知るを楽しみ、価値が分かると意識が変わり、行動が変化する 

目次目次目次目次    
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 山山山山～～～～海海海海までをまでをまでをまでを    

資源資源資源資源としてとしてとしてとして見見見見たたたた絵図絵図絵図絵図    

天竜川水系（諏訪湖～佐鳴

湖）の水で繋がったわたし達

の住む山～海までを絵にし

てみました。 

三方原台地 

（丈夫な岩盤） 

日本 2位の 

日照率の浜松 

 

以前は魚類の 

種類の多さは 

日本一であった 

天竜美林 

（良質の杉材） 

人が縄文時代 

より住んでいた 

磐田台地 

日
本
屈
指
の
水
・
土
・
砂
流
出
量
の
多
い
天
竜
川 

日本の中央

に位置する

 

日本で一番長い直線海岸 

日本三大砂丘 

アカウミガメの産卵 

日本を二分する中央構造線 

（大陸側からの地層と太平洋側から

の地層がドッキングした。 

又、ここは、フォッサマグナとで挟

まれた特異な地域だ。） 



 自然自然自然自然とととと調和調和調和調和していたしていたしていたしていた    

縄文弥生縄文弥生縄文弥生縄文弥生絵絵絵絵図図図図    

紀元前 1万 5千年～紀元 0年頃自然

を大切に敬っていた時代。自ずと人

と物と自然は調和されていた。 

ＤＮＡこれはいのちのつながり 

人と人のつながり 

動物と植物と鉱物と人の従のつなが

り時と歴史の時空のつながり 

すべてのつながりの環（和）を称して 

縄文と言っていたのかも知れない。 

縄文時代より、山を神として祭

っていた、御柱祭。現在でも大

晦日に諏訪湖と佐鳴湖がつな

がっている行事が行われてい

る。水でつながった時代からの

山の神 

海の神 

縄文のムラと貝塚 

全国の中でもヤマト

シジミが 90％以上は

珍しい貝塚 

銅鐸はここ以東は

いきなり少なくな

っている 

1万 5千年前の人骨発見 

（浜北人） 

川が道であった 

銅鐸の出土地の数は

日本一多く全国的に

注目されている 

 

 

 

海のものと 

山のものを交換 

日本全国の中で古代の人骨発見地

はここ浜名湖の北部石灰岩層に集

中している。 

（約 2億年前恐竜時代の地層であ

る）他に三ケ日人（1 万年前）牛

川人（豊橋市牛川）が出土 



 

現在現在現在現在のののの社会問題社会問題社会問題社会問題絵絵絵絵図図図図    

山の中のゴミ処分場の山を見

て、最後までボールペンを使い

切るようになった。 

これからのゴミはすべて資源

に活用してゆく必要がありま

す。 

天竜川水系に無数に点在する産

業廃棄物最終処理場や廃棄焼却

場の存在を知っている人は少な

いのではないだろうか。ほとん

どが水源や山の谷を埋めている

事実を知ろう。 

売れない地

元 の 森 林

（外国の安

い木材が使

わ れ て い

る） 

人間がつくった

ものは人間が管

理しなければな

らない。 

植林の山もダム

も。 

生物の少なくな

った川も湖も。 

あふれるゴミの

山も。 

何とかしなくて

は…。 

ダムにより砂の流れない川 

これまで天竜川からの砂は、

西は伊良湖岬、東は御前崎ま

で流れ運ばれていた。 

年々少なくなる魚介類 

絶滅した佐鳴湖のヤマトシジミ 

採れなくなった弁天島のアサリ。 

河川の埋め立てによる 

洗浄力の減少 

生物の住めない河川の 

三面コンクリートによる弊害 

三方原台地からでる 

湧水の減少 

佐鳴湖に入る 

水量の減少 

汚染対策は、広範囲な流域

を考えながらにしよう 

工場、住宅建設ラッシュで 

年々きえゆく雑木林 

ゴミ一般 

産業廃棄物処理場 

秋葉ダム 

佐久間ダム 

平岡ダム 

吉瀬ダム 

洋式建築による柱を隠す住宅ブ

ームによって日本の木材が売れ

ない理由の 1つになっている 

テクノポリス建設で

消失した河岸段丘 

年々減少する砂浜、三大

砂丘を誇る砂の山は、ほ

とんど見られない。 

ダムにたまる土砂 



 

高効率ゴミ発電を 

熱を利用した 

(救急、災害、環境教育など） 

土、石、木などの

自然素材の建物 

 

進歩と自然とのバランスを持った 

人づくり教育と都市を目指して。 

「朽ちるものは美しい」をテーマに 

２０年後の理想の姿を書いてみました 

これからのこれからのこれからのこれからの社会社会社会社会    

    理想絵図理想絵図理想絵図理想絵図    

廃校、廃家の活用 

研修、宿泊、食事処などに 

諏訪湖 

私達日本人は流域という運命共同体 

の文化を忘れていた 

流域で１つの文化は自ずと清らかな

水を下流へながそうという意識と上

流への感謝が生まれ、人と自然と物が

調和した人々の心と社会が築かれる

であろう 

ゴミ処分場は止め 

自動選別と 

各地に展開 

温水プール 
娯楽施設を併設 

木材を運ぶ 
輸送ヘリ 

民間飛行場 

第２東名 

ダムは止めて緑のダム普及ビ

オトープ田んぼをつくろう 

エネルギーの確保

は各自治体で供給、

ソーラー発電 

川 の 護 岸
近自然工法に変える 

休耕地はクライ 

ガルテンとして利用 

円盤型１人太陽

光＆人力ヘリコ

プター 

自動制御装置自動車 

引佐 J.C.T 

佐久間Ｉ．Ｃ 

至中央自動車道 

木造老稚園の普及 

（老人の家と幼稚園の合体） 

インテリア 

日本建築を見直そ

う。利点 

アトピー、シック

ハウス解消、健康

人生と山の活性化 

環境問題の解決に 

 

 

湧き水はビオトープ

田んぼに活用。緑の

ダム又は、生物保護

区とする 

 

学校は木造建築 
水源の森を作る 

道路は 

雨水浸透道路へ変更 

ダムを止めたことで 

魚貝類の種類日本一 

美しい景色の中で 

自然と調和した都市を目指

ガーデンパーク 

 

新型セスナやヘリ 

コプター発信基地 

自衛隊は 不要になり 

民間飛行場に 

滑走路に降った雨は 

佐鳴湖へ流す 

三面コンクリートは 

近自然工法に変わる 

佐鳴湖は 

シジミの復活で 

美しい湖に変身 

交通渋滞を緩和し、健康と

自然を愛する心を育むこと

を目的とした２階立体周遊

サイクルロード 

LRTとサイクルステーション 

LRT 

会議施設（国、県、市共有） 

風力発電、バイオ発電 

落ち葉、生ゴミ、堆肥化、

地域への還元 

海水を真水に変換 

ダムは止めて砂丘、砂浜復元 

木を切る 

木を使う 

木を植える 

（循環型社会） 



 

昔、昔、縄文時代の人々は 

食べ物を狩猟採取していました 

だから、自然をありがたいものだと 

自ずと思っていたのです。 

 

今では、食べ物をお金で買い 

自然からいのちの糧をいただいていること 

自然がないと、人間が生きていけないことを 

忘れがちになってきました。 

 

縄文楽校では、各活動を共室として 

それぞれの共室で、自然と触れ合い、学び、楽しむことで 

人間と、自然や生き物、ものづくりのあり方のバランスある社会 

の姿を、模索しながら体験して行きたいと思います。 

 

私たちの住む、浜松は、山あり、川あり、湖あり、海あり、と自然の機能

がすべて備わっています。この地は、「波万万津」と昔の本に紹介されてい

る様に、黒潮に乗って海外からも様々な人々や文化が遠州灘や天竜川を逆上

って来たことでしょう。 

今、社会は古代すでにやっていたであろうネットワーク社会に向かってい

ます。１つの大きなクニが出来、県、市が山並や川の流れを横切って管轄さ

れているので、自然のいのちのつながりが意識されなくなっています。山と

川は１つのつながりであり、その地域の大切な生態系をつくっています。 

現地に降り立ち様々ないのちと出会い、感性を磨く旅をこれからいっしょ

にして参りましょう。 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

地球地球地球地球をををを凝縮凝縮凝縮凝縮してしてしてして探探探探ってみようってみようってみようってみよう    



都田川ここはホタル

の群生する所。現在こ

の川は埋め立てられ

別な所に川が流れて

いる。川にすむ貝を助

け出している所 

 

 

１３年前 

豊根村の山へ移住した人や地元の

方々の協力でドラゴンプロジェク

トが開催された。初めて木を切る

体験に出会う 

当時浜名湖はアオコがひどくアサリが

採れなくなっていた。浜名湖に浮かぶ

バブルストリーマー。民間で浄化装置

を浮かべる山本さんに出会った。そこ

から佐鳴湖のヤマトシジミ復活の活動

となっていった。 

    

    

「「「「森森森森のののの開発開発開発開発」」」」    

「「「「川川川川のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて」」」」    

「「「「海海海海のののの砂砂砂砂のののの侵食侵食侵食侵食」」」」    

数年前にこれらの木は 

すべて切られてしまった。 

ここから移植が始まった。 

 山を神と崇めていた昔の人々の気持ちになってみよう。 

現在を生きる私たちの体にも同じＤＮＡが受け継がれているから。 

そもそも動き出したのには理由がある。１０年前、目の前の山も川も

海も 

移植されて現在きらりタウンの。 

楠の木の大木だけは 

公園内にある。 

「「「「湖湖湖湖のののの汚汚汚汚れれれれ」」」」    

活動活動活動活動のきのきのきのきっかけっかけっかけっかけ    

海岸侵食が著

しくカメの産

卵などにソダ

を使い砂丘復

元を実験して

いる所 

私達の便利な暮らしのために設けるダムのた

めに砂は海岸に流れなくなった。生態系に悪

影響が出て来た。毎日観察する加藤さんと出

会う。 

きらりタウン建設の為 

近隣の森が亡くなって

ゆくというそれを聞い

て何かしたいとみんな

が動き出した 

加藤さん 



龍山村森林組合の皆様よ

り、山のお話などを学ぶ 

森森森森のののの共室共室共室共室    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの活動活動活動活動    

 ププリの森づくり ―佐鳴湖の源流の台地に― 

ププリの森とは下図の の部分、160ha にかつて広がっていた自然

の森（内野の森）から苗木を移植した防風林内の林の名称です。 

     （三方原防風林組合の協力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、移植、植林した主な所 

①①①①豊根豊根豊根豊根村村村村（（（（ドラゴンプロジェクトドラゴンプロジェクトドラゴンプロジェクトドラゴンプロジェクト）））） ―天

竜川中流に 1998年― 

都市から山村へ移住した方が立ち上げました。

地元の方々が中心になり第 2 回目のドラゴンプロ

ジェクトで記念樹の森づくりがおこなわれました。

（縄文楽校はまだ生まれていなく、現在のメンバ

ーが参加） 

②②②②秋葉山秋葉山秋葉山秋葉山中復中復中復中復    2001年 10月 

内野の森の苗木を天竜川に沿

った秋葉山中復へ移植しまし

た。秋葉山は 3000m 級の山々

が連なる南アルプスの南端。風

水で言う穴
ケツ

にあたります。 

秋葉信仰が起きた理由も理解できます。植林が終わ

るとたちまち「もや」が広がり、その「もや」は秋葉山の本殿の裏山

から立ちのぼっておりました。まるで、ごほうびを頂いた様な気持ち

でした。 

苗木移動作業 2002年 苗木移動作業 2003年 苗木移動作業 

2010年 

7年後 

大原浄水場 

医大 浜工高 

しんしん 

テ
ク
ノ 

 

ロ
ー
ド 

三幸会館前 

肉市場Mam 

ププリの森 

縄文楽校 



水系水系水系水系のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの森森森森づくりづくりづくりづくり    

③諏訪湖、御柱祭の山－天竜川の源流の山に－ 

 

 

上下流の交流

をいたしまし

た。 

めったに源流の山へは人

を入れないとの事。この日

は諏訪大社の神主さん若

者集 30人が協力して下さ

いました。 

御柱祭に切り出すもみ

まだ、柱のみの小屋で団欒 

現在でも上流との交流は続いてい

ます。 

2009年 10月 

④豊岡小学校で 

 宮脇先生と森づくり 

諏訪湖 

天竜川下流であり、佐鳴湖の上流でも

ある。浜松市北区豊岡町にある豊岡小

学校全校生徒達 760人による 800 本

の森づくり 

 

 

 

八ヶ岳 御小屋山にて

植樹 2003年 10月 2002年 4月 

長野県諏訪から加藤

さんグループ（環境

を主に活動）が縄文

楽校を訪れて下さい

ました。 

佐鳴湖 



 

ププリの森 そのⅡ 「未来へつなぐＤＮＡの森」 

ププリの森 そのⅠ 「しだれ桜公園とスイセンの小道」 

ププリの森案内図 



四季四季四季四季をををを通通通通してしてしてして    

ププリの森へ、三方原中学校

で植林 2005～2008年 

 

 

 

春 

3 月の終わり頃になると一斉に木々は新しい芽を出し

ます。一番早く葉をみせてくれるのはハンノキです。そ

して、コナラの新芽はビロードのような光沢を持ってい

ます。ププリの森を歩いて様々な芽を楽しみましょう。 

夏 

宮脇方式で植林した苗木は、3年間下草を刈るなど保

護してあげないと、草に負けてしまいます。草を刈る

ことで、植えた木に対して愛情が伝わり、人々の豊か

な心を育むことでしょう。 

秋 

＜どんぐりを拾おう＞ 

9月末～10月中旬の間、虫が入らない時期に、コナラ、

マテバシイ、スダジイ、カシなどを拾おう。 

＜どんぐりを植えよう＞ 

拾ったどんぐりを 30 時間水につけ、沈んだもの

をポットに浅めに入れます。その上から薄く土をか

ぶせ、水をやります。 

＜どんぐりを食べよう＞ 

拾ったどんぐりは、なるべく早く（時間が経つと

硬くなるからです）調理しましょう。フライパンで炒る→殻をとり、すりこ

ぎでつぶす→水、砂糖、小麦粉を入れて練る→オーブンで焼く 

 

 

 

 

 三兄弟の伊平家は、全員、研究家です。 

ププリの森の中におにいちゃんが種から 

育てたどんぐりを家族で植えて、 

観察日記をつくってくれています。 

「僕は縄文楽校で森作りに参加しています。 

大きく成長していくのが楽しみです。」 

伊平悠一郎君（高２） 

伊平家の森づくりと観察 

年間の二酸化炭素排出

量と二酸化炭素吸収量 

資料林野庁 

弟のまさし君、けんじ君も一緒に観察 



林業林業林業林業のののの専門家紹介専門家紹介専門家紹介専門家紹介    

青山有一さん（元森林組合長）、 

本戸三保子さん（２６歳、林業家） 

森に関する役割として３通りある。 

木を植える、木を切る、木を使うの３

つが循環してこそ安定した社会が出来

る。右頁の森の大切さ、木を植える大

切さを説く、宮脇先生のような役割と、

ここにご紹介する青山さん、本戸さん

のように先代の人達が植林した木を切

り、生かす役だ。実はこの仕事に従事

する人が激減している。日本の木の価格があま

りにも低いからだ。日本の国土に余りある宝が

生かされていないのだ。かたや、熱帯雨林の乱

伐は日本がほとんどからんでいるという。 

政治とは、現在ある、国土の宝をいかに生かす

か、それが基本であろう。 

人っ子一人いない奥深い山の中で、２人は木を

切る。命を懸けた仕事だ。日本の伝統ある技術

の伝承に先生役と生徒役のみごとなコンビネ

ーションが山を生き返らせる。現実と未来を見

つめた本物の人達だ。 

 

木木木木やややや木皮木皮木皮木皮、、、、竹竹竹竹をををを生生生生かそうかそうかそうかそう    

＜杉 皮 は ぎ＞杉皮はこれまで、屋根に利用されてきた。どんな木も美し

い白い肌を持っている。その肌を保護しているのが“木の皮だ”。皮の保護

力をもっと知り、生かそう。（宮田リーダーのもと、切ったばかりの杉の木の皮をはぎ、
5年越しで縄文楽校のシンボル小屋の屋根をふいた） 

＜木 工 共 室＞ププリの森の鳥の巣箱、ベンチなどをつくっている。みん

なで楽しもう。 

＜炭焼き共室＞縄文時代から行われてきた炭焼き。火と土と木のコラボレ

ーションで木や竹が万能の炭に生まれ変わる。 



２００４年６月縄文楽校庭にて 

２００７年 8月 

大原町ププリの森を歩く 

２００９年１０月 

浜松豊岡小学校７６０本

の植樹指導される 

横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授、、、、国際生態学国際生態学国際生態学国際生態学センターセンターセンターセンター研究所長研究所長研究所長研究所長    

植物生態学者植物生態学者植物生態学者植物生態学者    宮脇宮脇宮脇宮脇    昭昭昭昭さんのさんのさんのさんの言葉言葉言葉言葉    

    著書著書著書著書「「「「木木木木をををを植植植植えよえよえよえよ！」！」！」！」新潮選書新潮選書新潮選書新潮選書よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋    
    新刊書紹介新刊書紹介新刊書紹介新刊書紹介「「「「三本三本三本三本のののの植樹植樹植樹植樹からからからから森森森森はははは生生生生まれるまれるまれるまれる」」」」祥伝社祥伝社祥伝社祥伝社    
われわれ日本人はおよそ４０００年以上前から、さま

ざまな自然災害に耐え、この小さな島国に生き延びてき

ました。その細い細い遺伝子が、今の私をあなたを生か

しているのです。そして、その遺伝子を守り、命を支え

ている唯一具体的なものが、地球上のあらゆる生物の生

存の根源である「森」なのです。ここ数万年の人類の歴

史を顧みると、守り神であったはずの森は文明が発達す

るにつれ邪魔者とされ、ときには開発を阻む「敵」と

みなされてきました。（Ｐ３） 

「遺跡」とは、そこにかつて反映した文明があった証

だけではありません。森が破壊し尽くされたときに、そ

の文明は滅び、都市も疲弊します（Ｐ７５） 

われわれ日本人も森を伐り開き、焼き畑も水田もつく

ってきましたが、世界の文明国、先進国の中で唯一、い

わゆる「皆殺し」をしてきませんでした。日本古来の神

道はあらゆる自然を神とした多神教です。しかし、ここ

数百年、とくに第２次世界大戦後の半世紀は、残された

最後の森や自然も破壊し、利用できるものは徹底的に利

用し尽くして、人工環境、人工都市の形成に狂奔してい

ます。これほどの物質文明の中に暮らしながらどこか物

足りなさを感じ、未来に対して夢を失いかけています。

今こそ、日本人の 4000年来の森と共生する生き方を見

直し、本物のふるさとの森を、未来に向かってつくって

ゆくときなのです。（Ｐ４，５） 

それには生態系の基本的な原則を現場で目で見、手

で触れ、舌で舐め、自分の体を測定器にして知ることが

必要です。（Ｐ８８） 

重ねて言いますが、この地球上で、生産者は動物で

はなく植物です。私達を含めた動物は植物に寄生する

存在に過ぎません。その事実を私たちは正しく知るべ

きです。（Ｐ８６） 

そして、「木を植えたい」とお願いするのではなく、

「そこに住む人たちが心身ともに健康に生きてゆくた

め、また災害を未然に防ぐために木を植える必要があ
．．．．

るのだ
．．．

」と言うべきなのです。（Ｐ８５） 

 

その他、心に残る言葉 野田道子著「植物は考える生き

もの」P１０５より 

 わたしは「植物にはこころがある」という話を聞きました。どうやらこれからは人間

が生き残るための方法を聞く相手は植物だと思えてなりません。 



    

里山里山里山里山のののの共室共室共室共室    田田田田んぼんぼんぼんぼとはとはとはとは、、、、人人人人とととと自然自然自然自然がががが長長長長いいいい長長長長いいいい時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて    

    創創創創りりりり上上上上げてげてげてげてききききたたたた産物産物産物産物ですですですです。。。。    

    不思議不思議不思議不思議とととと人人人人のののの姿姿姿姿がががが似合似合似合似合うところですうところですうところですうところです。。。。    

＜＜＜＜6666つのつのつのつの力力力力をををを持持持持つつつつ田田田田んぼんぼんぼんぼ＞＞＞＞    

① 主食であるお米をつくる力 

② 洪水や土砂くずれを防ぐ力 

③ 粘土で土を浄化する力 

④ 空気を浄化し、気温を下げる力 

⑤ 生態系を豊かにする力 

⑥ 心を豊かにする力 

＜＜＜＜あらましあらましあらましあらまし＞＞＞＞    

森の大切さが分かったら、おのずとププリの森のある台地から湧き出る清らか

な水の流れをいただく、人の生活圏に入ってくる。水を活用し洪水を緩和し、

日本人の社会の主食であり続けている、田んぼのあり方を学ぶ格好の場に出会

う。すぐそばまで開発が迫り、かろうじて残った森からしみでてくる湧水を活

用して 2004年夏から手づくりの田んぼが始まった。 

 

 

 

 

 

 

 8月、休耕田を機械で起こす 10月次に湧水を溜める池をつくる 

生きものもお米も両方大切に出来る方法はないか？と、思っている矢先、不耕起

栽培の岩沢信夫さんが TV に出ているのを見る。これだ！と思い、その方法を取

り入れる。 

※この土地の持ち主は、近隣に在住の桑原さんです。もう高齢の為、10年程前か

ら田んぼはやられていないとの事、どうぞ使ってくださいと言って下さいました。

又、近隣の小栗さん、池谷さん、川上さんが参加者の駐車場に（快く）協力して

くださいました。皆様のご好意で、田んぼづくりがスタートいたしました。あり

がとうございます 



 

 

    湧水湧水湧水湧水によるによるによるによる不耕起栽培不耕起栽培不耕起栽培不耕起栽培    

    冬水冬水冬水冬水田田田田んぼんぼんぼんぼでででで古代米古代米古代米古代米づくりのづくりのづくりのづくりの 1111年年年年    

１） 田づくり 

冬の間水を張っていた田んぼには、様々

な生物がすむ。普通の田んぼは何回も田

んぼを耕すが、ここは、耕さない。壊れ

た「あぜ」を直し、水の通りを確認する。

ワラや切り株が残った田んぼのみ、アオ

ミドロという藻が発生する。その藻が、

水を浄化し、酸素を供給し、プランクト

ンを生み、自然生態を呼び戻す。 

２） 塩水選 

充実した種籾
もみ

を選ぶ作業を塩水選とい

う。お米づくりは田うえからではなく 1

粒の種籾選びから始めよう。塩水（また

は硫安）に浮かべ、沈んだ籾のみを使う。

1 週間網袋に入れ、水につけておく。籾

から白い小さな芽が生えてくる。 

比重１．１＝水１０ℓに塩１．６kg（硫

安２kg） 

（もち米は比重 1.06＝塩 900ｇ（硫安

1100ｇ） 

３） 苗代づくり 

 
 

まず、田うえの準備からスタートだ 

苗半作
なえはんさく

と言って、昔から苗を上手

く作ることは、稲作を成功するた

めの半分を占めるそうだ。 

種は苗箱に土を詰めてま

く、寒さから守るために

ビニールハウスをつくっ

て、覆う。毎日の水やり

がとても大切だ。幼葉が

2 枚くらい出たら、ビニ

ールをとる。 

塩水選より 1週間後、 

苗代をつくる 

それから、2週間後のハウスの中 

塩水選後はよく水で洗う 

（田んぼをつくっている村上通夫さ

んより、教えていただく。） 



４４４４））））田田田田うえうえうえうえ    

 田植えは楽しい。なぜだろう。 

土と水と太陽とお米と子供たちの祭典なのだろう。 

なぜか歌を口づさみたくな

る。 

わたし達の体を流れるＤＮ

Ａの仕業なのだろうか 

子供たちもはしゃいでやっ

て来る。こっちもはしゃぎた

くなる。 

それが自然。里山の自然の風

景なのだ。 

 

田植田植田植田植えにえにえにえに寄寄寄寄せてせてせてせて 縄文エコクラブリーダー 

 村松早千子さん（上島小教諭） 

五月、水面が陽を受けて鏡のように光っている。今日は、待ちに待っ

た田植えだ。田んぼに、子どもたちの元気な声が響き渡る。老いも若き

も子どもたちも、にわか早乙女となる。軟らかい土のぬめりを足の裏に

感じ、一苗ずつ丁寧に植えていく。真っすぐ植えたつもりなのに、いつ

の間にか、ジグザグ模様だ。 

私の一番のお気に入りは、田楽だ。ここの田楽は、フルートの調べで

ある。ときには太鼓も加わって、実ににぎやかだ。米作りを生業とされ

ている方々には申し訳ないが、楽しく行っている。 

昼すぎ、あちらこちらからいいにおいがする。鈴木さんが大きななべ

で作った豚汁がふるまわれ、重箱のおはぎやあめやクッキーの袋も回っ

ている。大人たちに囲まれ、子供たちは笑いの渦の中にいる。 

三時、そろそろ作業も終わりだ。畔道に立つと、緑の風が吹きわたる。

なんとも心地よいひとときだ。子どもたちが帰り、田んぼはまた静かに

なる。上を向いて真っすぐ苗が顔を出している。 



５５５５））））草草草草とりとりとりとり    ２２２２～～～～３３３３回回回回    

ふつうの田んぼは代かきと言って田うえの前に、耕す。ここの田うえは、

耕さず、昨年の切り株が残ったまま苗を植えてゆく。耕さないから、何年も

前から土の中で眠っている雑草の種はいつまでも眠ったままだ。除草剤を使

わなくても草が生えにくい方法だ。しかも田んぼの中は様々な命の循環が出

来る。 

但し、あぜや周りは、草花の宝庫となるので、年２～３回の草刈りは必要

だ。田んぼにしかはえない草花も多い。図鑑で名前を調べながら、手入れし

よう。 

 

「田んぼに立っていると地球の中に居るって感じがするんだなあ」 

「草をとろうとすると疲れるよ。どうせ草には勝てないのだから、草に勝とうと思わ

ず、草と対話し、草にどいてもらう気持ちが大切かなあ」と笑いながら話す黒柳さん。

12,3 年前から黒米をつくり始め、これまで縄文田んぼの種もみを分けていただいてき

ました。 

そんな黒柳さんですが、これまでに様々な苦労があったそうです。 

「思えば他県からゆずってもらった黒米を4～5人で共同で育てたところから始まった

なあ。一時は 14人まで増えたけど、最後は 1人になってしまった。最初は苗と草とい

っしょに育って情けなくなってしまったよ。それでも悩みながら続け、他の人達の協

力をもらい、今ではすばらしい色の黒米が出来ました。 

みんなに感謝しています。ありがとう」…と。 

何でもまず自分でやってみる。そして、どうしても解らない時に先輩に聞く。この姿

勢がすばらしいですね。聞いたことは忘れるけど、やったことは忘れない。縄文楽校

の大切な心得ですね。 

草刈りは大切だ 田んぼのそばで 

  流しソーメンを楽しむ 

サギゴケ 

夏の代表的な草 

コナギ 

ヒエ 
黒米をつくっている 

黒柳繁夫さんに聞く。 



 

６６６６））））稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり    

はさはさはさはさづくりづくりづくりづくり（（（（稲架稲架稲架稲架づくりづくりづくりづくり））））    

刈り取った稲を束にして干す「はさ」を作

りましょう。近くの竹林から切り出した青

竹はのこぎりで気持ちよく切れます。先を

とがらせ、３本の竹

を地面に突き刺し縄

で力一杯束ねます。 

 

稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり    

 黄色に実った稲穂を見るとこれ

までの自然の営みや共にお米づく

りにたずさわった人たちの顔が浮

かんできます。それから、お米づく

りを助けてくれた小さな虫たち、太

陽さん、水さん、土さんに感謝。風

に吹かれながら稲刈りを楽しみましょう。 

 

去年残ったわらを水に浸して稲束をまとめるひもの代わりにします。

思ったよりも丈夫でしなやかです。 



 

７７７７））））脱穀脱穀脱穀脱穀    

縄文楽校では、できるだけ機械を使わない様にしています。文明の利器を

使いすぎることで体が弱くなったり、自然の営みが見えにくくなることが多

いからです。それでも、脱穀やもみすりは手では時間がかかりすぎます。昔

の人たちが考えたとても楽しくしかも木で作った機械のすごさを体験して

みましょう。２～３週間はさに干した稲を脱穀する時期です。 

 

 

脱穀に参加した朝、まず驚いたことは、トウミが壊れていたこと。1年ぶりだろうし、もう古いの

で、今日は使えないだろうと思ったけど、縄文楽校の方が、直してしまった。さすが、アナログ。 

脱穀する稲は、干してある。当たり前かもしれないが、コンバインで、刈り取ると、そのまま脱

穀すると、干さずに、脱穀するらしい。この、干すという手間が、お米をおいしくするようだ、き

っと何か糖分が増える化学反応をしているのだろう。 

で、その稲を脱穀するには、足踏み脱穀機で、稲からモミの部分をとる。実際にやってみると、

モミが飛び散る。昔はどうやっていたのだろう。普通にちらかして、ほうきで集めたのだろうか。

そして、コンバインにいきついたのだろうか。 

進化するときは、何かを捨てるそうです。そんなことをどこかの本で読んだ記憶があります。あ

あ、刈り取ったり、集めたりする効率を得て、干したりする手間を捨てたのか。 

飛び散ったモミを集める姿を思い出して、捨てたものも拾いなおさないといけないのか、と思い

ました。 

吉川 良平 

脱穀 



 

 

 

 

絶滅危惧生物絶滅危惧生物絶滅危惧生物絶滅危惧生物    

オオタカ（森） 

タガメ 

ホトケドジョウ（小川） 

絶滅危惧植物絶滅危惧植物絶滅危惧植物絶滅危惧植物    

サクラバハンノキ 

シラタマホシクサ（市川さん復元） 

そのそのそのその他生物他生物他生物他生物、、、、植物植物植物植物    

ホタル、サギゴケ、カモメヅル 

ユスリカ、ノアザミ 

サワエビ（小川） 

アメリカザリガニ、クモ 

シマドジョウ（小川） 

タイコウチ 

イナゴ、ヤゴ、カマキリ、シオカラトンボ 

オタマジャクシ、ツチガエル 

シュレーゲルアオガエル 

トノサマガエルなど。 

縄文田縄文田縄文田縄文田んぼのんぼのんぼのんぼの特徴特徴特徴特徴（（（（静岡県農林研究所静岡県農林研究所静岡県農林研究所静岡県農林研究所    松野松野松野松野さんさんさんさん調査調査調査調査よりよりよりより））））    

右の表のように不耕起無肥料無農薬栽培

の縄文体験水田と農家慣行水田の害虫の発

生率を比較してみても害虫発生量に差はな

いことから、害虫の発生源とならないと考え

られる。 

特に、この田んぼは害虫（ウンカ、ヨコバイ類等）天敵のクモ（コ

モリグモ、アシナガグモ等）が大変多いのが特徴です。 

縄文田縄文田縄文田縄文田んぼのんぼのんぼのんぼの生生生生きききき物調査結果物調査結果物調査結果物調査結果    



 

 

 

 

５頁の縄文弥生図を見てください。

日本の中でも特にここ、浜名湖のま

わりは古代から住みやすかったことが伺えます。銅鐸の出土地の数は日本一

多く、全国的に注目されています。縄文時代のまつり跡が残っているところ

も、浜名湖周辺には多く、引佐に巨石を組み、政
まつ

りをしていたと見られる天

伯遺跡があります。縄文田んぼの近くも古墳が多いところで、きっと古代の

人々が行き交っていたことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もみすりを終えて、ようやく、収穫のお祝いの日がやってきました。1年

の苦労が実る日です。初めて参加の子供たちも家族も一緒に元気にやって参

りました。 

やはり、お米づくりを数回体験した子供達は自分が手で植えた小さな苗が、

こうしてお餅になって美味しく食べられることに感動です。きっと、古代の

おまつりもこんな風景だったにちがいありません。 

まつりまつりまつりまつり    



あらまし

日本の国は山の傾斜率が世界一であるため平ら

な土地が少ない。したがって草原がどうしても少ない。天竜川が運

んで出来た三方原台地は笹原の草原を人々が肥沃な土地へと開拓し

た。絶滅危惧の草花が見つかった一角は

防風林として地元の人々が耕すことなく

管理し守ってくれていたところだ。古く

からの土が残り、野生の草花がそのまま

残っていたことが、現在の保護活動へつ

ながった。

防風林組合長のお話

三方原開拓の防風林

1945 年．日本が戦争に敗けたあと、陸軍の爆撃演

習場だった 1000 ヘクタールの土地に、復員兵や戦災

者など約 600 戸が入植して開墾を始めました。私も

その一人でした。

しかし、からっ風の遠州。防風林をつくらなくて

は、さつま藷も育ちません。初代の入植者たちが 68 万本もの松を植

えました。松が育つと、下草刈りをしなくてはなりません。下草刈

りは、505 戸の人たちが 50 年続けています。

そして、今。松くい虫にやられた三方原の防風林を、“都市の緑”

として、どのように保全すべきか。浜松市と防風林委員会が協議を

進めています。

草原の共室



絶滅危惧Ⅱ類 キキョウ 絶滅危惧ⅠB 類 ナガボナツハゼ

村上美代子さん 画

ハルリンドウ タチツボスミレ ヤマツツジ

ノアザミ ナガボナツハゼ キキョウ

準絶滅危惧 キンラン オミナエシ

写真

宮崎一夫さん

他

絶滅危惧種を含む、ききょうの園の主な野生の花々

2010 年 10 月、国際レベルの生物多様性条約会議が日本を議長国として名古

屋で開かれる。全国で様々な連絡会、勉強会が開かれている。



ききょうの園案内図



発見者安発見者安発見者安発見者安藤藤藤藤京子京子京子京子さんとさんとさんとさんと地元地元地元地元のののの方方方方々々々々のののの声声声声    

 この草原の発見者である安藤京子さんは、声を大

にして語る。「生物多様性の種の保全を、今、やって

行かねばなりません!!」と。 

 生物多様性とは、多様な個性を持つ生きものがつながりあって、生きるこ

とを言う。 

 特に、森、里山、草原、湿原、川、湖、海とすべてがそろっている日本は、

恵まれた国の代表だろう。私たちは、多様な生物から大気、水、食料、薬、

木材などの恵みを受け取ることで、これまでに豊かな文化を育んできた。恵

まれている故に、その恩恵に気づかず、無謀な生態系の破壊を許してきてし

まった。 

 現在、草原や森などの破壊による年間損害額は、約

6 兆 7500 億円に上ると、国際研究グループが発表し

た。又、国内の絶滅危惧種は、現在 3,155種と、年々

増え続けている。ここ、私たちの地元浜松も同様、や

っとみつけた貴重な生物の保護、生かし方も一般の方々にはまだ遠い存在な

のである。「世界規模の自然遺産、ナガボナツハゼなどのある草原の保護、活

用の仕方を、是非これから地域で学び、行政や専門家の方々と共に守って行

きましょう。」と熱っぽく語ってくれました。そして、今日も地元の宝物の草

花の観察、保護をしてくれています。 

 

地元の方の声 

 地元の三方原は農業に従事されている方が多く自然と深く関ってい

ます。只、これまで経済社会の中を邁進して来た時代から、今や心の豊

かさを望む時代へと変化しているように思われます。 

「防風林と原野が並ぶ自然の中、自宅に居ながら季節を感じる良い環境

の中で生活してきました。大木の松枯れを目にするにつけ、絶滅の危惧

が廻りの草木に及んでいる現実に気づかされます。 

新緑の中の春りんどう、わらび、つつじ、すすきの間に桔梗、おみなえ

し、春を彩り秋風にそよぐ春の光景が変わらぬことを願い、年を重ねて

おります。 

ききょうの園のお隣に住まわれる 柏木 雅子さんより 

安藤さん宅の庭 

どの植物も丹念に 

育てられている 



＜花期又芽期＞ ＜手入れ＞(安藤さんより)

春 スゲ ハルリンドウ タチツボスミレ

ヒメハギ ヤマツツジ キンラン(準絶滅危惧)

トンボソウ コウゾリナ ナツハゼ

ナガボナツハゼ(絶滅危惧ⅠB 類) ノイバラ

アカマツ コナラ ヒサカキ リョウブ ムラサキ

シキブ

夏 オカトラノオ ノアザミ

シャシャンボ シオデ クチナシ

キキョウ(絶滅危惧Ⅱ類)

秋 オトギソウ サワヒヨドリ

ツリガネニンジン

オミナエシ メドハギ

ハギ オカルカヤ

晩秋 アキノキリンソウ

ノコンギク スズカアザミ

センブリ ヤマラッキョウ

フユノハナワラビ

三方原台地ができたのは 12
万年前です。

4 月初旬から

キキョウの芽探し

ナガボの芽探し

5 月下旬～11 月

・ 太陽が当たるように草刈

（草刈りは手鎌で） 
・ 笹・コナラ・松の葉、枝で

マルチング

・ 原野にはえる菌根菌植物

は土の中でネットワーク

をやっていると聞いてい

る。土が他と違ってミミズ

によってかモコモコして

いる。（ミミズは菌根菌を

食べると本に書いてあっ

た。）

・ 11 月末～12 月

に草刈りをするとハルリ

ンドウの芽が出やすい。

四季を通して手入れ観察

2007 年 秋 絶滅危惧種野生のキキョウ発見

（安藤京子さん）

以後毎週～毎月 1,2 回の手入れ

2008 年 冬 野生のキキョウ他、絶滅危惧種の勉強会

（地元の方々と） 

2008 年 春 絶滅危惧種ナガボナツハゼを専門家調査

2009 年 秋 ナガボナツハゼの勉強会（地元の方々と） 

機能性のことが話題となる



専門家専門家専門家専門家のののの方方方方々々々々よりよりよりより    

    

鈴木満帆鈴木満帆鈴木満帆鈴木満帆さんさんさんさん（（（（遠州自然研究会副会長遠州自然研究会副会長遠州自然研究会副会長遠州自然研究会副会長））））    

キキョウキキョウキキョウキキョウのののの園園園園をををを大切大切大切大切にににに    

多くのキキョウが残っていたこの地は、幸い 2つの条件が揃って

いたので残ったと考えます。一つは人の入らない草原であったこと、

一つはマツが枯れて日が当たる
．．．．．

様になったこと。この付近では、殆

どの所で木が繁ったために小さな丈の草が枯れてしまい、人が入り込んで開拓したり踏み荒

らしたりしたので、多くの植物は絶滅に瀕してきましたが、ここは、荒れた様に見える草原

であったため、人も入らなかったのが幸いしたと思います。昔の三方原台地やその周辺の多

くはこのような土地でしたが、開拓が進んで植物には大災難をもたらしました。幸いこの土

地は残り、ある意味で三方原台地の原風景を残していると考えられます。植物も絶滅危惧種

が何種類かありますが、それの保存もさることながら、昔の三方原台地や周辺の様子を偲ぶ

一つの風景として大切にしたいところだと思います。保存のためには、前述の二つの条件を

維持して行くことが大切だと考えます。 

 

Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ宮崎一夫宮崎一夫宮崎一夫宮崎一夫さんさんさんさん（（（（元環境省絶滅危惧植物調査員元環境省絶滅危惧植物調査員元環境省絶滅危惧植物調査員元環境省絶滅危惧植物調査員））））    

Ｑ：絶滅危惧種ってなんですか？ 

Ａ：ある地域から生物としての個体が、なくなってしまう恐れがあ

る生き物の種類です。キキョウは国内でも県内でも、自然の状

態で生育している個体数が激減しています。 

Ｑ：どうして絶滅危惧（植物ができるの）種となるの？ 

Ａ：全ての生きものは自らの生存を、脅かすなんらかの要因を受けています。キキョウは草

原だけに生育する性質を持った植物です。 

Ｑ：（なぜ）保存しなければいけないの？ 

Ａ：生き物同士は人が解っていないところでも、共に影響し合って生きています。良い影響

も悪い影響も受けなくては、生物は強くなれないのです。キキョウの花は人の心を癒し

ますし、根は薬にもなります。 

Ｑ：保護するときに気をつけることは？ 

Ａ：保護しようとしている生物のことを、思って保護行動することです。キキョウは 100

個を鉢の中で育てられるよりも、1個だけでも野に咲いているほうが喜ぶはずです。 



図 ナガボナツハゼの分布と個体数

静岡県農林技術研究所森林・林業研究センターより

山本茂弘さん・山田晋也さん

浜松市におけるナガボナツハゼの分布・DNA 解析・組織培養

○ナガボナツハゼの現状

ナガボナツハゼ（写真１）は、静岡県浜松市の三方原台

地から愛知県田原市の渥美半島までの限られた地域に分布

し、静岡県および愛知県において絶滅危惧種のIB類とIA類

にそれぞれ指定されています。近年、宅地造成等の開発に

より、本種の生育に適した土地が減少しています。

○ナガボナツハゼの保全のための取り組み

１.ナガボナツハゼの分布とDNA解析による個体管理

聞取り等によりナガボナツハゼの分布地域を調

査しました。その結果、市内の５箇所に分布し、合

計９８個体が生育していました（図）。さらに、DNA

解析を行い、全てのナガボナツハゼについて遺伝子

型を決定しました。このことにより、盗掘後に流通

した個体の由来を特定することや、外来種や近縁種

の植栽等による遺伝子汚染などの調査が可能になり

ました。

２．組織培養技術等による苗木の増殖

わき芽を容器内で無菌的に培養し、

伸長や発根に適した条件を検討しま

した。その結果、多くのシュートが

伸長し（写真２）、さらにそのシュ

ートから発根させて植物体を再生さ

せることができました。また、秋に

果実から種を取り出し、春に育苗土に蒔き付けました。発芽は 10 月以降、芽が伸びだすの

は翌年の春からとなることが分かりました（写真３）。このほか、ナガボナツハゼの枝を

ブルーベリーに３月頃を適期として接ぎ木できることも分かりました。種まきや接ぎ木は

だれでもできる増殖方法です。

写真１ ナガボナツハゼ

写真２ 組織培養による

シュートの伸長 写真３ ナガボナツハゼの芽生

E地域 3個体

A地域 26個体

B地域 44個体

C地域 1個体

D地域 24個体

Ⓒ2010 Google - 地図データ Ⓒ2010 ZENRIN - 利用規約



▲ 2008 年 7月 平井博士

2009 年 9月

國武博士と小島さん

―ききょうの園にてー

浜松市北区三幸町の通称｢ききょうの園｣に発見者である安藤さんのご

紹介で、お二人の学者さんが訪れてくださいました。平井博士から｢町中

で、これだけ多くの野生ききょうがある所はめずらしい。｣と、お聞きい

たしました。又、國武博士からは「ナガボ

ナツハゼは貴重な遺伝資源です。果実中の

ポリフェノールが豊富であり、おそらく成

人病予防にも効果的と思われます。」との

事。野生のキキョウや野生のブルーベリー

のナガボナツハゼは地元の宝ですね。

下図の様に、ナガボナツハゼは世界の中で、しかも日本で、渥美半島～遠

州の限られた範囲にしか生息しない希少な植物だそうです。

國武博士

持参資料より

京都府立大学大学院農学研究所 農学博士 平井正志さん

宮崎大学農学部 学術博士 國武久登さん



理想を夢みた佐鳴湖岬

20 年も前のこと、人と自然と物との調和した社会とはどんな姿だろうと試みたことが、

佐鳴湖との出会いの始まりだった。その頃、佐鳴湖は一見、身近にある調和した自然の代

表風景にふさわしく見えた。自然を佐鳴湖に、物の代表を、手作りのものとして選んだ。

調和した社会の実現なのだから、その場は欲得なく金銭のやり取りをしない人々の集いの

場にしなければと、物物、物心、心心交換の物と

した。当日 500 人程の方々が気持ち良く集ってく

れた。遠方より歌手も訪れ、お金ではなく物と心

であたたかな手作り品が交換された。手作りケー

キとまつぼっくりを交換した男の子が、笑顔であ

りがとうと駈けて行った。幸せな一日はいつまで

も脳裏に焼きついている。

ワースト１の湖

それから何年が経っただろう。気がついたら、物々交換がきっかけになったのか、縄文

楽校ができていた。それもワーストの湖に絶滅したシジミを復活しようというスローガン

である･･･。調和した風景はまぼろしだったのか、いや甘い夢を見ているなと、おしかりを

受けたのか･･･。シジミとの出会いはそもそも 10 数年前のこと、浜松市の人々が出した下

水処理物の最後の処理物質をおとなり県の三河湾の埋め立てに運んでいるという話を聞い

たときと同時期だった。三河湾で水産会社を営む山本さんと出会い、あさりやシジミの危

機を知った。

それからまもなくのこと、アサリの多量の死がいの壁

が 1ｍ以上の高さに三河湾の波うち際に連なっている

のを目の前にすることとなった。佐鳴湖にシジミ復活

を･･･夢をとなり県に託して山本さんはシジミを持っ

てきた。

1992 年 青空市場

湖のシジミ復活共室



塩分の含まれた水にしか生息しないヤマトシジミなど 2 枚貝の浄化能力が

高いことを知った縄文楽校会員 10数名が 2002年夏、都田川に集まりました。

現在かろうじて生息している所は、市内で汽水域を

持つ都田川河口と聞いたからです。ザルに大型スコ

ップで砂を入れ、砂金でも探すかのようにシジミを

探しました。｢見つけた!｣｢シジミだ!｣ひとつ見つかる

ごとに歓声が上がりました。黒光りするヤマトシジ

ミは同じ都田川水系の佐鳴湖をどんどん浄化してく

れそうな期待を持たせてくれました。

ヤマトシジミは雌雄別体で放卵と放精の水中合体で、条件がよければ 2 固体か

ら 1 万固体の稚貝誕生が可能だそうです。合体時の塩分濃度が重要で、濃すぎ

ても薄すぎてもいけません。押し潰されたり、爆発したりするそうです。(塩

分 1%前後が良好)

ヤマトシジミは古来から、日本中で汽水域の河川湖泥に沢山生息していました。

縄文時代の蜆塚遺跡では貝塚の 90%が

ヤマトシジミだそうです。

河川改修などの環境変化で数量も生息地

も激減しました。昭和 33 年頃まで、佐

鳴湖でも沢山取れましたが絶滅しました。

都田川も激減しています。(文・鈴木信行)

(2002 年)

写真 都田川での調査(2004 年)

なぜヤマトシジミなの？



足で移動します

入水管

出水管

ヤマトシジミについて

� とにかく美味しいです。

アサリ顔負けの大きさと味にびっくりします。

（4 月~6 月の産卵前のもの）

塩分によりシジミの｢うま味｣成分が増加します。(うま味成分は、コハク酸、グルタミ

ン酸など)

� シジミは肝臓の守護神といわれています。

体に良い、あらゆるミネラルが豊富に含まれています。(必須アミノ酸、カルシウム、

鉄、ビタミン B12 など)

� 浄化能力が高く、2g のシジミ 1 個で、1 時間に 340ml(牛乳

瓶約 2 本分)の水を浄化します。

� 生きた教育施設になります。

� 地域の産業になる可能性があります。

同じ汽水湖の穴道湖では漁業家 300軒の生計が成り立ってい

ます。

この 5拍子そろったヤマトシジミを 50年前には砂利の様に採れたという佐鳴湖に復活させ

ようというのは並大抵ではないですよネ！！それにはヘドロが砂に変わらなければいけま

せん。その為には浜松市民が一丸になって、その気、本気になるしかありませんよね。

シジミ博士を呼んで勉強会 2003 年

穴道湖のシジミ漁は有名です。島根県シジミ研究所のシジミ博士中村幹夫さんを招いて

佐鳴湖を見ていただくバスツアーを計画いたしました。佐鳴湖へ注ぐ 2 つの川、新川と段

子川、特に段子川はほとんどがコンクリートで埋められ、生態系が貧しく川本来の浄化機

能が失われていました。ビオトープ工法を取り入れられないものか･･･？

佐鳴湖水系の学校で紙芝居

｢シジミ村のシンジミ村長｣のお話の紙芝居を創作いたしました。学校などで上演してお

り、好評です。縄文学校で貸し出ししております。又、依頼があればどこでも参上いたし

ます。



シジミの歴史

浜松市博物館編集発行「縄文貝塚につどう」より

それでは、なぜ縄文人は長い期間にわたり、貝を積み上げつづけたのでし

ょうか。シジミ塚遺跡の場合、干潟から貝を船で運び、大地の斜面を高さ 30
ｍも登って環状に貝殻を積んだと考えられます。丘の上の貝塚には、縄文人が

生命の再生の祈りを託しているように思えます。多くの例で、墓地や貝殻が環

状にめぐるよう、意図しています。環状の貝塚が完成するのは時代を超えた結

果で、当初の設計者はそれを見ることができませんでした。

この思想は千年もの間、先祖から子孫へ世代を超えて引き継がれていったので

す。貝塚郡全体でとらえるなら縄文時代約一万年を貫く設計思想だったといっ

ても良いでしょう。縄文時代は人々と自然が等身大で向き合っていた時代です。

貝塚は一族がつどって祖先をしのんだり、情報を交換したりする場のひとつだ

ったのです。

シジミプロジェクトチーム誕生

2008 年春、これまで個々に調査や活動をしていた団体や学校を１つにまと

めようと、市主導、民学産官のプロジェクト

が発足しました。

佐鳴湖の北岸と南岸の 2 ヶ所に実験物を設

け、それぞれ役割分担を決め、縄文楽校は実

験所のシジミ生存調査の役です。

2 年の調査の結果、佐鳴湖の中でシジミが産

卵でき稚貝が誕生し育つまで確認できました。

ただ、生態系復活に至るまでには、まだまだ調査

研究の必要があります。それと共に市民の意識改

革が同様に必要でしょう。



佐鳴湖ヤマトシジミ復活の活動は 2002 年から 9 年目に入ります。

5 年前から縄文楽校事務局水槽で、佐鳴湖水と砂だけでシジミを生育していま

す。

4 年前から少ないながら稚貝も誕生しています。2 年前から浜松市環境保全課

主体のシジミプロジェクトで、規模を広げた佐鳴湖内生息実験に協力していま

す。

昨年 9 月、11 月の観察で、佐鳴湖水の汚れ原因の 1 つと、夏場に佐鳴湖内で

シジミが大量死するのは動物性プランクトンのニホンイサザアミと推測しま

した。

イサザアミは大きいのは１cm ぐらい、小さいのは数 mm で、エビの赤ちゃん

のようです。大量死すると悪臭が周囲一面に広がり、死骸はヘドロ状に湖底に

堆積します。

イサザアミの天敵はゴカイだそうですが、

透明度の低い佐鳴湖に生息していないよう

です。11 月観察で、小さいシジミ（稚貝

18mm）の生存率が高く、大きいシジミ（親

貝 23mm 以上）は極端に低かったです。

シジミはイサザアミ死骸のヘドロ状堆積物

で窒息死？が考えられます。

都田川のシジミを捕った時、腐敗土が堆積

してヘドロ状になった場所では巨大シジ

ミしか捕れませんでした。

今後の調査では、網戸レベルの網で覆うか、

堆積物の溜まらない流れのある場所か、イ

サザアミ大量発生時に速やかに除去？す

るか検討したいです。（文 鈴木信行）

小さい貝は、佐鳴湖の中で生まれたヤマトシジミです。↑

実験場から



佐鳴湖シジミプロジェクト協議会 会長 戸田三津夫さん（静岡大学 工学部 准教授）

水の生態系：敏感で正直な水環境

私たちは、天竜川の水を使っています。天竜川は浜松がひでりになっても水がかれませ

ん。信州や北遠に降った雨が天竜川の水源だからです。この水が水道の水になり、私たち

の毎日の生活が成り立っています。食べ物は、外国からの輸入や日本のほかの地域で作ら

れたものが運ばれてきます。浜松では農業が盛んですが、人口が多いのでとれる米の量も

必要な量の四分の一ほどです。私たちが生活をすると、水も食べ物もやがて廃棄物になり

ます。ほとんどは下水道に流れていって、処理をしたあと海に捨てられます。循環はなく、

使って捨てる一方通行なので、わたしたちは水や食べ物のことをあまり考えずに暮らして

います。

陸地に雨が降ると川になり、地下水にもなります。くぼんだ土地には水がたまります。

そうやって湖ができます。人が住むと汚れた水も湖にすぐに入り、その影響がまもなく出

てきます。湖の中では、流れ込んだ栄養（リンやチッソ）を使って植物プランクトンがほ

かの生き物のエサとなる有機物（生物が消化できるもの：おいておくとくさるもの）を作

ります。イネが米を実らせ、人間の食べ物になるのと同じです。食べ物を作ることのでき

るのは植物プランクトンだけで、ほかの生物はみなこれにたよって暮らします。どのくら

いの量の生物が暮らしていけるかを決めているのは、植物プランクトンの活動の強さで、

それを決めるのは水の中の栄養の量です。佐鳴湖のまわりには人がたくさん住むようにな

り、栄養が増え、有機物がたくさん作られるようになりました。すべての汚れた水が下水

道に入るわけではなく、２割くらいが川に流されるからです。それで、住める生物の量が

増えましたが、有機物が多すぎて人間にとっては汚れた水になってしまいました。佐鳴湖

は海水が入ってくるのでアオコがでませんが、淡水だときっと夏は緑色の粉に覆われてい

ることでしょう。

佐鳴湖では植物プランクトンを出発点として、エビやカニ、魚、鳥などがたくさん生息

しています。春にはアユもたくさん入ってきますし、ウナギ漁も行われています。魚は５

０種類以上が確認されています。佐鳴湖の水をきれいにするには、まず、日ごろから水や

食べ物のことをよく考えて生活することです。そんなこと考えなくでも便利な生活ができ

ることは幸せなことですが、地球環境のこと、佐鳴湖、私たちの将来のことを考える上で

必要なことです。

専門家の方より



 

○○ 

元豊岡小学校校長 

鈴木儀一さん 

地元小学校、校長先生と生徒の対話 



縄文楽校案内縄文楽校案内縄文楽校案内縄文楽校案内    

    

定款定款定款定款    

自然と人と物とが調和した社会を目指し、自然環境を取り戻すことにより、人間性回復を図り、

人々の豊かな心を育むことを目的とする。 

活動活動活動活動のきっかけのきっかけのきっかけのきっかけ    

自然と人と物の調和した社会とはどういう姿だろう、それにはどんなことをしてけばいいだろう

と話し合いを始め、一万年以上も平和が続いた縄文時代から知恵とヒントを頂こうと、２００２年

２月に発足しました。 

活動内容活動内容活動内容活動内容    

環境編と生活編にわけ、会員制ですので、自由な雰囲気の中で選択活動をしています。環境編で

は植林、絶滅危惧種生物などの保全、ヤマトシジミの佐鳴湖での生息実験。生活編では１年を通し

て古代米づくり、炭づくり、土器づくり、木工づくり、石窯でのパンづくりなど。 

会員募集会員募集会員募集会員募集    

年会費 正会員（個人、家族共） 3,000円 自主的に活動に参加される方 

 田んぼのみ会員（〃） 2,000円 1年 8回古代米づくりを楽しみます 

 賛助会員（〃） 5,000円 活動は出来ないが主旨に賛同協力 

    してくださる方 

 団体会員（〃） 10,000円（教育、ボランティアは 5,000円） 

連絡先連絡先連絡先連絡先 TEL 053-439-5847  Ｅメール a03@lemon.plala.or.jp 

地図地図地図地図 

遠鉄バス 56系統 

「市役所・萩丘住宅・テクノ都田」行き 

大原南下車徒歩 10分 

東名西インターから車で 20分 
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自然自然自然自然と人人人人と物物物物とが調和した社会を目指す 

NPO 法人 縄文楽校縄文楽校縄文楽校縄文楽校 

〒433-8702 静岡県浜松市北区大原町 188 番地の４ 

TEL,FAX：053-439-5847 

http://blogs.yahoo.co.jp/joumongakkou 会員募集中 
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