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この３か月というもの私たちの生

理事

山本麻希

きなくなるのです。人間は、上下水

リが鳴き、いつも通りの営みを淡々

き、タニウツギが咲き、オオヨシキ

は美しく咲き、山菜が溢れ、藤が咲

自然は人間のコロナ禍をよそに、桜

もしれません。また、グローバル化

はり、自然の摂理には勝てないのか

できる体制を築いてきましたが、や

も衛生環境を整え、都市でも生活が

技術によって人口密度が高くなって

活は一変してしまいました。しかし、 道やごみ処理体制の整備、高い医療

と続けています。

が進むことで、かつてのスペイン風

邪が地球に蔓延した時よりもずっと

速くコロナウィルスは世界中に広が

ったのではないでしょうか？もとも

とは、コロナウィルスは野生動物か

ら人間に感染が広がった人畜共通感

染症の１つといわれています。人間

が本来立ち入ることのなかった場所

まで開発を行い、そこで野生動物と

接触し、それをグローバル化によっ

て世界に蔓延させる。なんとも皮肉

なことです。

世界は現在、第６回目の大絶滅を

度以上生息密度が高くなると密度効

もそも、生態学的に、動物はある程

感染症の発生でよくわかります。そ

つのだということが、今回のような

とても危うい均衡の下でのみ成り立

生態系の食物連鎖から外れ、さらに、

農耕、畜産をはじめることで自然の

れて生きていたはずです。しかし、

頃は、生態系の食物連鎖に組み込ま

狩猟採集の生活を営んでおり、その

といわれています。人間はもともと

都市部に一極集中した人の生活は、 迎えており、その原因は人間活動だ

クサソテツ（山菜名はこごめ、こごみ）

果がかかり、本来は個体数が増加で
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コロナ禍と生態系と人間
さまざまな地方名を持つタニウツギ

いアライグマと少年の物語が日本で

てアライグマラスカルという愛らし

ようなショックを受けました。かつ

ったか！」と頭をバットで殴られた

話 を 聞 い た 時、「 つ い に、 来 て し ま

イグマの姿が撮影されました。その

とそこで集中的に捕食されるため、

両生類なども繁殖期に水辺に集まる

いるカメはほとんどがいなくなり、

河川に１匹入っただけでもその川に

野生化しました。彼らは雑食性で、

になり、その大部分が野に放たれ、

め、大きくなると飼育するのが困難

ょう。アライグマには何の罪もあり

マキノスミレ

綿毛に包まれたヤマナラシの種

日本海側に分布するユキグニミツバツツジ

オオバキスミレ

花の蜜が甘いヤマツツジ

日本海側に分布するケナシヤブデマリ

石油や石炭を使用することによって、
毎年太陽から作られる有機エネルギ

放映され、その人気が爆発的に高ま

壊滅的な打撃があるといわれていま

日本に持っていけばペットとして高

ませんが、彼らの個体数を管理する
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ーの循環の範囲を超えて過去の動物
によって貯蓄されたエネルギーを使
うようになりました。それでも、私
たちは地球という生態系のただ１種
の動物でしかないのです。どんなに
科学の力で安定した食物自給やエネ
ルギー供給の体制を整えようとも、
地球の生態系のバランスの中で生き
るしかないことを今回のコロナ禍は
改めて私たちに教えてくれているよ
うな気がします。
話はかわりますが、近年、上越市

った時期と、原産国のアメリカでア

す。また、増殖速度はイノシシ並み

に設置された自動撮影カメラにアラ

ライグマが害獣として大量駆除され

で、移動能力も高いため、早期に対

く売れるぞという話を持ち掛けたた

ことは、私たち生態学者の罪深き人
（長岡技術科学大学准教授）

め、外来生物法によって規制が行わ



間としての贖罪なのかもしれません。

始まりでした。心無いペット業者が、 策に着手しないと根絶は難しいでし

ていた時期が重なったことが悲劇の

アライグマ
（撮影／井上信夫氏 川崎市 夢見ヶ崎動物公園にて）

れるまで、大量に輸入されました。
アライグマは意外と気性が荒いた

コロナ禍でも自然はいつも通りの営みを続けています
里山の春

こしじ水と緑の会
公益財団法人

票を数える若人の姿を連想する人

する双眼鏡片手にカウンターで得

ＨＫ紅白歌合戦の最終場面で登場

「日本野鳥の会」と言えば、Ｎ



会員数は３００余名）
。各年の活

ら発展を続けてきました（現在の

状況、会員の構成等を反映しなが

部久氏に受け継がれ、時代や社会

の後、支部長は大島基氏を経て石

書 き 残 さ れ て い ま す（ 図 １）
。そ

リ版刷りの「支部だより№１」に

新潟県産鳥類目録、画像が語る野

小史、新潟県の自然環境と野鳥類、

その内容は、新潟県の野鳥相研究

し、目下編集が進められています。

県の野生鳥類は今」の出版に着手

な 刊 行 物「
（ 仮 題 ） 自 然 史・ 新 潟

と緑の会様から助成を得て、新た

この度、公益財団法人こしじ水

を重ねてきました（図３）
。

がいるかもしれません。自然保護
動は毎年事務局と役員が相談して

鳥の命と暮らし、希少鳥類の現状

声を上げました。当時の様子はガ

活動が盛んになり始めた昭和 年

計画し、総会での審議を経て実施

と変わる鳥たちの暮らし、今を生

日本野鳥の会新潟県の活動

代以降、日本野鳥の会は全国各地

に移されます。例年県内各地（佐

きる鳥たちの素顔等となっていま

晃（本会顧問）

に広がる支部と共に様々な規模で

渡と粟島を除く）の自然豊かな場

千葉

探鳥会を開催し、自然保護活動を

み、そのすばらしさを共有しなが

「野鳥の姿や声を自然の中で楽し

報」があり、前者は季刊のモノク

支部の情報誌には「鳥便り」
と
「会

探 鳥 会 が 行 わ れ ま す（ 図 ２）
。本

最後になりましたが、この度の

ジを盛り込む予定です。

用していただけるよう、メッセー

や自然教育を担う若い方々にも活

す。会員ばかりでなく一般の方々

ら、我が国の豊かな自然を守って

ロ印刷で各種連絡や鳥便り等が掲

助成に対し、厚く御礼申し上げま

進めてきました。会の創立理念は、 所や身近な公園等で年間 数回の

いこう」とするものです。本会本

載されています。一方後者はカラー

九州・沖縄地方）にはその地方の

一方、全国７ブロック（北海道～

提供まで幅広く行われています。

野鳥を楽しむ場や観察用グッズの

歴代会長の主導や監修で上梓され

が紹介されています
（図１）
。また、

れた〝目玉〟の野鳥画像や記事等

探鳥地ガイド、探鳥会等で観察さ

究の成果を主体に、保護関係資料、

新潟県の鳥・新潟県鳥類目録（２

す。

部の活動は、「野鳥と自然の保護」

支部が多数所属しており、組織規

た刊行物には、雪国の鳥を訪ねて

を中心課題とする調査研究を始め、 印刷（年２回発行）で、調査・研

模や活動内容には地域の特徴があ
新潟県には本支部の他佐渡支部

０ １ ０ 年・ 新 潟 雪 書 房 ）
、雪国の

（ １ ９ ９ ７ 年・ 新 潟 日 報 事 業 社 ）
、

があり、本支部（正式名：日本野

四季を生きる鳥・新潟県野鳥観察

ります。

鳥の会新潟県）は１９７８年（昭

ガイド（２０１８年・新潟日報事
年）４月
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笹ヶ峰探鳥会を終えて記念写真

図２.

40

日に加藤忠一氏

和

23

本会と関係者による刊行物

図３.

20

業社）
等があり、
県内外に情報発信

本会の各種情報誌（左が設立時のもの）
図１.

助成先紹介
（故人）を支部長として再興の産
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しただ郷自然くらぶの活動
中野貴史

城址、北五百川棚田、吉ヶ平、雨
カンジキ）他

栗山ウサギ巻狩り
（スノーシュー・

長野遺跡（サイクリング）

八木ヶ鼻～駒出川～北五百川～

生ヶ池、大池、八十里越え、北五
百川星空観察他

各種イベント２ ガイドツアー

各種イベント４

道の駅漢学の里悟空（しただの

自然素材でクリスマスリース作り）

勉強会

長禅寺高城城址自然歴史、北五

百川棚田植物勉強会、飯田・五十

嵐川・長沢地質勉強会、鼠薬師動

物勉強会、飯能市エコツーリズム

視察、高尾山ガイドツアー体験他

調査

高城城址、吉ヶ平、ヒメサユリ

開花情報提供他
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概要
しただ郷自然くらぶ（以下、自
然くらぶ）は２０１１年１月に約
名ほどのメンバーで設立された

しただ郷の自然・歴史などを伝え
るネイチャーガイドの会です。会
員は新潟県三条市しただエリアを
中心として、新潟県、群馬県、神
奈川県に在住しています。学術研
究的な面より、活動を通じて会員
がしただ郷について学び楽しむこ

して成果を外部にガイドし広報す

ることに重きを置いた活動になっ

ています。

活動エリア
しただ郷が活動エリアですが、
勉 強 会 な ど で 県 外（ 関 東 近 県 な
ど）へも出かけます。しただ郷内
では、高城城址、北五百川の棚田、
吉ヶ平・八十里越え方面などを中

北五百川棚田～嵐渓荘、北五百
川棚田～大久保の清水、遅場～冬

地域活動

高城城址草刈り、八十里越え草

自然写真教室

高城城址早春の植物撮影、大池

刈り、ヒメサユリ小学生ガイド、

各種イベント３

湿原植物・アマゴイルリトンボ等

道～吉ヶ平（ノルディックウォー
北五百川棚田～大久保の清水、

三条市へヒメサユリ開花情報提供

各種イベント１ ガイドツアー

高城写真教室

撮影、吉ヶ平・雨生ヶ池紅葉撮影

キング）他

をしながら）
ヒメサユリガイド、早春の高城

棚田植物観察
棚田スノーシュー

吉ヶ平ゲート～嵐渓荘、中野原や

（植物など生き物観察、天体観察

心にしています。

吉ヶ平雨生ヶ池写真教室
高城のヒメサユリ

30
とを第一義に目指し、その結果と

助成先紹介
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こしじ水と緑の会

８・９月のプログラムのご案内
☆みんなで楽しく自然体験！
募

ご家族向け野外活動プログラム

集：お子様とそのご家族15名／参加費：￥300（当会会員￥200）

①「子どもお魚博士教室」 8月9日㈰10：00～15：00
 お魚博士を目指して屋内、野外で川の生き物について学びます。夏休みの自由研究にもど
うぞ！
講 師：井上信夫 氏（生物多様性保全ネットワーク新潟）
会 場：緑の家・渋海川
対 象：小学３年生以上
申込締切：8月5日㈬
②「昆虫観察会」 8月30日㈰9：00～12：00
バッタなどの草地に棲む昆虫を採取して観察します。
講 師：鈴木誠治 氏（昆虫はかせネットワーク）
会 場：巴ヶ丘自然公園
申込締切：8月26日㈬

☆自然の知識をさらに深めたい方に 大人向け座学プログラム 里山自然教室
会
募

場：こしじ水と緑の会・緑の家
集：自然に興味のある方15名（中学生以上）／参加費：￥300（当会会員￥200）

①「秋の草花」 9月5日㈯10：30～12：00
講 師：桜井幸枝 氏（長岡市立科学博物館学芸員）
申込締切：9月2日㈬
②「里山・里川の生きもの」 9月5日㈯13：00～14：30
講 師：井上信夫 氏（生物多様性保全ネットワーク新潟）
申込締切：9月2日㈬
お申込
電話・ＦＡＸ、メールなどで、事務局まで参加される方のお名前、連絡先をお知らせくださ
い。後日、事前のご案内をお送りいたします。
※コロナウイルス感染拡大の状況により中止になる場合もございます。あらかじめご了承くだ
さい。
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嶋悌司氏がご逝去されました

当財団初代専務理事の嶋悌司氏が５月18日にご逝去されました。嶋氏は、昭和４年、新潟県新
発田市にお生まれになり、宇都宮農林専門学校（現 宇都宮大学）をご卒業されました。昭和52
年４月、新潟県醸造試験場長に就任され、新潟県産酒の「淡麗辛口」の礎を築かれました。その
後、昭和59年４月、朝日酒造株式会社に工場長として入社されました。入社後は、清酒「久保
田」の開発はもとより、新潟県ホタルの会事務局長としてご活躍されました。また、地元越路で
は「ホタルの里 越路町」の推進の先頭に立ち、自然環境の指標昆虫であるホタルの保全に力を
注がれました。平成 13年６月に当財団の専務理事に就任され、１期２年間お務めいただきまし
た。その後は理事として、平成29年11月まで新潟県内の自然環境保全に尽力されました。
平成14年１月発行の当財団会報に嶋氏は次のように書いていらっしゃいます。
「いま、この日本では、効率よく、楽に、金になることが大切としてきたことに
対して、自分の暮らし方、考え方を改めることが要求されているのだと気がつかな
ければならないのだと云うことのようですね。これは大変なことなのですね。」コ
ロナ禍の現在、考えさせられる一言です。嶋氏のご冥福を心よりお祈り申し上げま
（事務局）
す。

理事・自然保護助成基金選考委員長のＣ．Ｗ．ニコル氏がご逝去されました
当財団理事であり、自然保護助成基金選考委員長のＣ．Ｗ．ニコル氏が４月３日にご逝去され
ました。ニコル氏は、1940（昭和15）年に英国南ウェールズでお生まれになりました。17歳でカ
ナダに渡り、カナダ水産調査局北極生物研究所の技官として、海洋哺乳類の調査研究にあたりま
した。1967（昭和43）年より2年間、エチオピアにてシミエン山岳国立公園を創設し公園長を務
めました。その後、カナダの研究機関での業務を経て、1980（昭和55）年、長野県に居を定めま
した。1986（昭和61）年より森の再生活動を実践するため、荒れた里山を購入。
「アファンの森」
と名付け再生活動を始めました。2002（平成14）年、
「財団法人Ｃ.Ｗ.ニコルアファンの森財団」
を設立し理事長となりました。
当財団には2001（平成13）年に理事、助成基金選考委員長として
就任後、19年の長きに渡りご活躍いただきました。2014（平成26）
年の越路でのご講演で、自らを「ケルト系日本人」とおっしゃって
いたニコル氏。
「アジア系日本人」の私たちよりも日本の自然、人を
愛していることが伝わる講演だったと記憶しています。ニコル氏の
（事務局）
ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

編集後記
当財団にとって大切なお二人がご逝去されま
した。お二人の志を胸に、この大切な自然を次
の世代に引き継ぐ活動を継続して参ります。
コロナウイルスの影響で、今年は長岡花火の
無い夏になりました。
「普通」に生活できること
は、実は幸せなのだと実感しています。
「普通」
のことにも感謝の心を忘れずに歩みを進めたい
（拓）
と思います。

本誌は再生紙を使用しています

会 員 動 向

（2020年５月31日現在）

会員501名（個人435、法人66）
引き続き、ご支援のほど宜しくお願い致します。

〒949-5412 新潟県長岡市朝日595番地５ 電話・FAX 0258-92-5238
HP http://blog.koshiji.org
E-mail info@koshiji.org
2020
（令和２）
年７月１日
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