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ミクマリ通信  

福井県面積の約 7 割を占める九頭竜水系は、霊峰白山を頂とする山々を源に発し、コシ

ヒカリのふるさと福井平野を流れながら、サクラマスや鮎を育み、日本海へと注いでい

ます。この大流域を舞台とした水と緑の交通は、彼方の大陸までを環内に人・モノを活発

に行き来させ、豊かさを運び、独自の文化を育んできました。 

 ミクマリとは水配り、田の神・山の神と深い関わりを持ち、水源や分水嶺に祀られてい

る神の名です。いのちと暮らしの源である水は豊かさの源泉。その分配を考えることは

将来にわたって環境を考えることだと考えています。 

 九頭竜川流域で多様な環境活動をしている団体や住民の方々とゆるやかなネットワ

ークをつくり、時には協力しあい、時には刺激をうけあいながら、より一層の活動の充実

と、その広がりに期待したいと、九頭竜川流域ネットワークを築いていきたいと考えてお

ります。 

 情報交換と各活動の報告、そして流域に住む住民の方々に楽しく広報していければと、

各団体が原稿を持ち寄り、一冊の通信にまとめました。 

広がり 

九頭竜川流域で環境活動をされているグループ・団体で、我々「ミクマリ通信」に御賛同

していただける方参加しませんか？皆様の日ごろの活動を紹介してください。掲載費用

はかかりませんが、共有データを各々の団体にて、フリーペーパーの印刷・配布、ホーム

ページに掲載等広報活動をお願いします。参加ご希望の団体は事務局まで御連絡くだ

さい。次回 Vol.５は１月頃の発行を予定しています。 

 

暑かったですね 

２０１０．８．５(木)福井県の坂井市三国町で、その日の最高気温

日本一となりました。そして３８．６℃で福井県観測史上８８年

ぶりの記録更新となったそです。大正１１年に福井市で記録さ

れた３８．５度がこれまでの最高気温。そして９月８日に台風９

号が、１１時すぎ福井県敦賀市付近に上陸し、夜には東海や関

東に進み、９日にかけ列島を横断し各地に大きな被害をもた

らした。 台風の北陸上陸は、1951 年の統計開始以来初めての事。台風は熱帯の地域で

発生するのですが、ここ最近日本付近でも発生するそうです。今年の夏は各地で様々な

記録が更新されました。過去数十年、大きな規模の災害は起きなかったのにこんな事は

初めて・・・というようなテレビのニュースのインタビューを聞きました。今まで大丈夫だか

ら、自分は大丈夫・・・。ほんの少しの条件や偶然が、重なれば、災害はテレビの中の世界で

はなく、いつどこで起きてもおかしくない、身近な出来事です。そして、一度災害が起き

てしまえば、自然の大きな力の前では人間は無力です。少しでも被害を少なくするため

に、普段の生活から、災害に対しての対策や心構え、をしっかりすることが大切でしょう。

そして、我々の活動にできる事はいったい何でしょう。 

 





「福井きのこ会」の紹介 

 

福井きのこ会は 1989 年（平成元年）8 月に、「きのこを通じて自然に親しみ、きのこの調査・研

究・栽培・保護・情報交換等を行って会員相互の親睦を図るとともに、生態系におけるきのこの役

割の啓蒙と菌学の発展に寄与すること」を目的に発足した。 

このような組織が県内にはないため本会の今日までの活動によって、それまで一般県民にあまり

知られていなかった野生きのこの存在意義も徐々に理解されてきている。 

発足 6 年目には、きのこの同定・分類と発生分布等を明らかにして、広く県民に対してきのこへ

の関心とその知識をさらに高めていくため、当会幹事が中心となって観察会等で採集されたきのこ

を中心に纏めた、「福井のきのこ」を（編著「福井きのこ会」・発行「福井新聞社」）発行したことは

記憶に新しいところである。 

現在 137 名の会員が、年間約 10 回のきのこ観察会（協賛も含む）や石川県・富山県との交流会、

スライド会、総会を開催し、会報「しもこし」を年１回発行している。今までに本県で採集された

中では、現在のところ敦賀半島が北限であるアキノアシナガイグチ、また、敦賀市天筒山で採集さ

れて和名がつけられた「ヒョウモンクロシメジ」、「ワカクサウラベニタケ」がある。ほか珍しいも

のでは、ルリハツタケの群生などが確認されている。 

会報の名称「しもこし」は、霜越しの義で、もともと北陸地方での呼称であり、本県では、海の

幸の越前カニ漁が始まる晩秋から初冬の霜の降りる頃まで発生することから名付けられたものであ

る。越前海岸北部の一体では１２月頃まで見られ、県内でもとくに親しまれた野生きのこであるこ

とから、会報の名称としたものである。 

今後も本会員の知識・技術の向上を図るため、きのこ観察会等を実施して野生きのこのフロラを

まとめて、近年にはその集大成を図ることを目標に活動している今日である。 

 

１．今後の活動予定（平成２２年度） 

・フラワー・グリーンフェア２０１０ 「きのこ相談」 

日時・場所：2010 年 10 月 1 日（日） 福井県総合グリーンセンター （電話 0776-67-0002）   

・きのこ観察会 

日時・場所：2010 年 10 月 10 日（日）鯖江市上河内 河和田自然に親しむ会（電話 0778-65-0308） 

・きのこ観察会 

日時・場所：2010 年 10 月 11 日（月）  越前市八ツ杉千年の森（電話 0778-42-3800） 

・みどりの教室「野生きのこの見分け方」 

 日時・場所：2010 年 10 月 13 日（水）  福井県総合グリーンセンター（電話 0776-67-0002） 

・きのこ観察会 

日時・場所：2010 年 10 月 16 日（土） 福井市文殊山 県民生協代表者大西年男（電話 0776-52-0626） 

・第１３１例会・きのこ観察会 

日時・場所：2010 年 10 月 17 日（日） 福井市足羽山 福井市自然史博物館（電話 0776-35-2844） 

・きのこ観察会 

日時・場所：2010 年 10 月 23 日（土） おおい町鹿野 きのこの森（電話 0770-78-1713） 

 



・きのこ観察会 

日時・場所：2010 年 10 月 31 日（日） 福井市文殊山 「上文殊もんじゅ会」（電話 0776-41-0641） 

・第１３２例会・きのこ観察会 

 日時・場所：2010 年 11 月 6 日（土）～7 日（日） 「スキージャム勝山」ほか 

・第１３３例会・通常総会（２０１１年度） 

日時・場所：2011 年 1 月 22 日（土）  ユー・アイふくい 会議室（予定） 

 

２．連絡先 

事務所所在地 〒919-0303 福井市岩倉町 8-19-2（会長 笠原英夫宅） 

電話・FAX         0776-41-0831 （同上） 

e-mail（非公開）    m-ad133@mx2.fctv.ne.jp （同上） 

HP アドレス      http://www.geocities.jp/fukuikinokokai/ 

庶務担当者名      幹事 黒田真奈美   

 

   

アキノアシナガイグチ Boletellus longicollis            ヒョウモンクロシメジ Tricholoma pardinum 

今のところ福井県敦賀半島が北限と考えられている。  敦賀市天筒山で採集されて初めて和名がつけられた珍種。  

マツの混じったシイ・カシ林内に発生。        マツ・コナラなどが混じった尾根筋に発生。 

 

       

ワカクサウラベニタケ Entoloma incanum                   ルリハツタケ Lactarius indigo 

敦賀市天筒山で採集され和名がつけられた珍種。    おおい町大島半島、敦賀市天筒山で採集されているが全  

マツ・コナラ等が混じった尾根の林道際に発生。    国的に稀れ。マツ・コナラ等が混じった尾根筋に発生。 

mailto:m-ad133@mx2.fctv.ne.jp
http://www.geocities.jp/fukuikinokokai/


三国湊 

こどもエコスクール 2010 
～ご報告～ 

 
 

 

 

えちぜん鉄道と JR越美北線を利用して、九頭竜川の源流近くの九頭竜湖までいって 

きました！九頭竜湖では、九頭竜自然楽校の方々に教わりながら、全て木でできた手 

造りのカナディアンカヌーに挑戦してきました。 

最初は、うまく漕ぐことの出来なかった子供たちも慣れてくると、広大な湖の中をすぃー 

っと気持ちよさそうでした! 

柿ヶ島では、JAS ファーム大野の高見氏を中心に、食についてのお話をして頂いたり、 

有機栽培の野菜の収穫体験をしその場でかぶりついたり、田んぼに水をはって泥んこ 

遊びをしたりとふだん出来ない体験をさせて頂き、土や水の大切さ、安全でおいしい食 

について学んできました。柿ヶ島駅のすぐ近くに九頭竜川が流れています。 

その少し下流の川で、天谷菜海氏に、紙芝居で川と海とをつなぐサクラマスのお話をして頂きました。すぐ近くに流れ

る川の温度と、遠く離れた海の温度を同時に計り、水温の差を確かめ、水温についてもお話頂きました。 

 

 

 

 

三國湊の旧市街地を散策してきました。途中、駄菓子屋さんに寄って、お菓子やジュースを買って、松ヶ下の西光寺

さんで昔遊び体験をしました。その後、日和山を通って、細い道を抜け、昔ながらの銭湯「滝の湯」に入ってきました。

別の日には、元お茶屋さんで、三味線の先生と太鼓持ちの方をお呼びして、こども御膳を頂きながら、座敷について

のお話や、食事のマナーを学びます。お座敷遊びにもチャレンジしてきました。格式ある小料理屋さん、子供たちの 

意識も変わるようで、きちんと正座をして背筋を伸ばして食事を頂きました。 

海からも、町並み体験をしてきました。サンセットクルージングです。川から海へとつながった三国の町並み。龍翔館 

は、場所は違ったけれど小学校だったこと。家のつくりの事。船から一望できる町並みに子供たちも身を乗り出してい

ました。 

 

 

 

夜の水族館では、ナイトイルカショーを見学したり、大きな水槽の前で宿泊しました。暗くな 

るとイワシの群れを俊敏にサメが襲います。梶浦漁港では、出嶋氏に教わりながら釣り体験 

をしたり、昔の伝馬船に乗りました。サンセットビーチでは、磯トレッキングをしてきました。 

箱メガネを使って、海の生き物を観察します。小さなカニやフグ、貝もみたり触ったりしまし 

た。捕まえたカニはまた海へと戻してあげます。この日は、波があり絶好のボディーボード日和。 

ナンシーネイチャースクールの大井氏と小見山氏に教わりながら、まずは砂浜で練習です。怖いと言っていた子もいっ

たん海に入ると歓声を上げながら何度も何度も挑戦していきます。 

 

 

 

 

1週間という長期プログラムを通して、子供たちは様々な体験や人に触れ強くなっていきます。来

たときの顔と帰るときの顔が全く違うのです。その、顔に毎年毎年出あうことができるのは幸せかも

しれません。「また、来年ねー」と言って帰る子たちのために、来年もまた楽しい企画を準備して待

ちたいと思います。 

三国湊こどもエコスクール実行委員会 
 

〒913-0052福井県坂井市三国町運動公園 3-5-13 

TEL 0776-82-8128 Mail ecoschool@mikuni-minato.jp 

HP http://mikuni-minato.jp/eco-ws 

山・川・湖 

街中散策 

海体験 

1 週間 



 

 

 

緑のリレープロジェクトでは毎月第一日曜日を活動日とし、三国町の里山整備をしています。不定

期ながら平日のみどリレー活動も行っています。会員制や固定メンバーでの活動ではなく、参加自

由のボランティア活動なので、気楽にお問合わせ・御参加してください。今年度は森の整備をしな

がら、遊具を作ったり、森のクラフト展（10月 31日）、キノコの観察会（10月２日）などのイベント開催

などの企画もしています。里山の手入れ・利用を通して、森の活性化・地域の活性化に繋がり、少し

でも多くの人々が森と接し、自然を学び、自然との暮らしを楽しめればと思います。 
 

 

８月の終わりころ、毎回参加してくれている、Ｓ君から電話があった。仕事中に熱中症になって病院

に担がれて行ったとの事。手足がしびれてかなり危なかったらしい。Ｓ君は森で仕事をしていて、毎

日３Ｌくらいのスポーツドリンクをもって行くらしいのですが、その日は、スポーツドリンクが飽きたの

で、お茶にしたそうです。どうもそれが良くなかったらしく、お茶や水だけ飲んで体内の塩分濃度

が薄まり逆効果となったそうです。水分と一緒に塩分も適量とる必要があります。その日の食事や

体調や睡眠時間等様々な関係もあるとは思いますが、飲物の種類によって違いが出る様な、そん

なにギリギリのところで人の体がバランスをとっている事にも驚きです。もう少し、命というものは、

余裕のある上に成り立っていると思っていましたが、ちょっとしたきっかけ、バランスの崩れにより、

危険が迫るものだと感じました。朝夕は少しずつ秋の風に変わりつつあり、夏の間にやりきれなか

った仕事を無理して頑張ってしまい、バテてしまっている人も多いと思います。自分の体とよく対

話し、体調を良く整え、無理をさせないで残暑を乗り切りたいものです。そんな私も、夏になかなか

行けなかった鮎釣りに行き、夏を取り戻すかの様に１日中釣りをしていたら、次の日にダウンしてし

まいました・・・・・・・。 

 

 
８月に、アラスカのデナリ国立公園に行ってきました。北米最高峰

マッキンリー山６１９４ｍを擁し広さは日本の四国の面積に匹敵する

広さです。グリズリー・ブラックベア・ムース・カリブー・ビーバー・ド

ールシープ・リス・・・・・ツンドラやタイガ、独特な自然環境に様々な野

生生物と色とりどりの高山植物など見どころいっぱいでした。遥か

昔から、自然の本来の姿、弱肉強食の世界があり、３６０度人間の作

り出したゴミがなく、全てが土に戻る、本当の自然がそこにありま

した。人間もその自然のサイクルのほんの一部でしかありません。 

デナリ国立公園では「人間は大自然にとって闖入者
ちんにゅうしゃ

である」という考えを基本に人間が入り込む

事によって自然が破壊される事がないように、数多くの規則が制定され、入園者には様々な義務

があります。デナリの壮大な自然を満喫しようと旅行者はすべてこの規則を遵守する事により貴

重な大自然のドラマを、存分に肌で感じる事が出来きます。 

我々の日々の暮らしで、慌ただしく働いている時、その同じ瞬間、グリズリーベアがサーモンを捕え、

海ではクジラが飛び上がっているかもしれない。星野道夫さんの本の中にあった言葉が頭に浮か

びました。「ぼくたちが毎日を生きている同じ瞬間、もう一つの時間が確実にゆったり流れている。

日々の暮らしの中で、心の片隅にその事を意識できるかどうか、それは天と地の差ほど大きい。」 
 

 

 

 

 

 

 

※次ページに去年の１１月１４日(土)現在活動中のラーバンの森付近のきのこの観察会の観察デー

タを、きのこ会会長の笠原先生がまとめてくれました。今年は１０月２日です。                             

ＮＰＯ法人三国湊魅力づくりＰＪ 

緑のリレープロジェクトです！ 
 

里山のコラム 

みどリレーのつぶやき ～もう一つの時間～ 

みどりれーのつぶやき 

お問合わせ         

〒913-0046 福井県坂井市三国町北本町 4-5-5  ＴＥＬ：0776-81-3921（三國湊座内）  

ホームページ：http://www.mikuni-minato.jp/midorelay    メール：midorelay@mikuni‐minato.jp  

事務局 竹内 英樹 

 



「ラーバンの森」のきのこ 

 きのこは、養分のあるものにくっついて、養分をとり生活しています。 

きのこの生えている木や土を良く見ると、木がぼろぼろになっていたり、土の中に腐った木がうずもれてい

たりするので、きのこは腐ったものから生えるのでなく、植物などのいらなくなったものを食べて腐らせ、土

に戻しているのです。そして、生きた樹木の根の表面にまとわりついて助け合って生きているのです。 

 そこで、昨年の観察会で採集されたきのこを概説すると次のとおりである。 

・採集年月日、場所 ： 平成２０年１１月１４日（土） ラーバンの森（カシ、コナラ等混交林） 

・採集されたきのこ ： １６種（下表のとおり）         

目 科 属 種 特徴 

ハラタケ 

キシメジ 

スギヒラタケ スギヒラタケ 針葉樹材上に発生。毒 

マツカサキノコ スギエダタケ 針葉樹材上（スギ）に発生。食 

クヌギタケ 
クヌギタケ 広葉樹材上に発生。食 

アカチシオタケ 広葉樹や落葉上に発生。不食。P-1 

テングタケ テングタケ シロタマゴテングタケ 針・広葉樹林内に発生。猛毒 

ヒトヨタケ ナヨタケ ムササビタケ 広葉樹材上に発生。不食 

ヒダナシタケ タコウキン 

カワラタケ カワラタケ 針・広葉樹材上に発生。不食 

シハイタケ ハカワラタケ 広葉樹材上に発生。不食 

オシロイタケ オシロイタケ 針・広葉樹材上に発生。不食 

タマチョレイタケ ハチノスタケ 広葉樹材上に発生。不食 

ホコリタケ ホコリタケ ホコリタケ 
ホコリタケ 有機物上に発生。幼菌は食 

タヌキノチャブクロ 針・広葉樹材上に発生。幼菌は食 

スッポンタケ スッポンタケ スッポンタケ スッポンタケ 有機物上に発生。食 

キクラゲ 
シロキクラゲ シロキクラゲ 

ハナビラニカワタケ 広葉樹材上に発生。食 

シロキクラゲ 広葉樹材上に発生。食 

キクラゲ キクラゲ アラゲキクラゲ 広葉樹材上に発生。食。P-2 

               

     P-1 アカチシオタケ Mycena crocata            P-2  アラゲキクラゲ Auricularia polytricha 

概説 今回の観察会が１１月中旬であったことから、菌根菌は１種（生きている木の根から養分をもらってで

るきのこ）シロタマゴテングタケのみ。木材腐朽菌は１３種（枯れた木に取りついて出るきのこ。または弱っ

た木について、その木を枯らしてしまうこともある。）スギヒラタケ、スギエダタケ、クヌギタケ、アカチシオ

タケ、ムササビタケ、カワラタケ、ハカワラタケ、オシロイタケ、ハチノスタケ、タヌキノチャブクロ、ハナ

ビラニカワタケ、シロキクラゲ、アカゲキクラゲ。落ち葉分解菌は２種（落ち葉や小枝、動物のフンや死がい

などから出るきのこ）ホコリタケ、スッポンタケが採集された。 

 以上、１カ年間のみの観察記録ではきのこの発生消長は明らかにならないので、今後の継続した調査を期待

したいものである。 

文責 きのこアドバイザー 笠原 英夫 

   （福井きのこ会会長、福井きのこアドバイザー会代表） 



 

このページでは、ミクマリ通信に参加している団体からのメッセージや、問い合わせ先、活

動予定を紹介します。 

 

これまでにミクマリ通信に参加してくれた団体のお問合わせ先です。気楽にお問合わせして 

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒910-1142   福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島 34 

ホームページ：http://sakuramasu-r.org    メール： nami@amaya.ac.jp 

事務局 天谷 菜海   携帯 ０９０－８０９５－３２７３ 

 

  

 

〒９１０－０８５２ 福井県福井市松城町１０－７  （”たねと、はっぱ。”内） 

ＴＥＬ：０７７６－５２－８８３５    メール：taneha＠infofukui．com 

事務局  後藤 ひろみ 

 

(雄島漁業協同組合米ヶ脇支所) 

Nan's Sea Natureschool 

〒913-0057  福井県坂井市三国町米ヶ脇 4-4-28 

Tel.0776-82-6918  fax.0776-82-6021 

Mobile.090-3290-7695    メール：kanpei7hiromaru@wit.ocn.ne.jp 

担当 松田 泰明 

 

 

ＨＰ：www.ｋatsuyama-ohara.com   メール： ohara-eco＠nifty.ｃｏｍ 

ＴＥＬ： ０９０－２８３４-９２４４    代表 國吉 一實 

  

 

http://sakuramasu-r.org/
mailto:nami@amaya.ac.jp
mailto:kanpei7hiromaru@wit.ocn.ne.jp
http://www.katsuyama-ohara.com/


 

 

 

九頭竜川水系の流域面積は福井

県の約７割を占め、大きな恵みを与

えています。 

さまざまな形で関わりあう私たちは、

流域ネットワークの未来に向けて活

動を広げていきたいと考えています。 

 

 

ふくいミクマリ通信事務局 

NPO法人三国湊魅力づくり PJ 

緑のリレープロジェクト 

〒９１３－００４６ 

福井県坂井市三国町北本町 4-5-5 

Tel：0776-81-3921（三國湊座内） 

メール：midorelay@mikuni‐minato.jp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




