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ミクマリ通信  

福井県面積の約 7割を占め、7市 4町と岐阜県郡上市の一部を含む九頭竜水系は、霊峰白山を頂とする山々

を源に油坂峠（717m）に発し、冠山（1,257ｍ）を源とする足羽川水系、南越前町夜叉ヶ池（1,100m）を源とする

日野川水系と合流し、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」という山から海につながる一つの生態系の中で暮らし、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。 

「第３回ふくいミクマリ会議」を開催します 

２０１１年３月５日（土） 
１３：００～ 開場 

１３：３０～１４：４０ 基調講演 

１４：５０～１６：１５ パネルディスカッション 

会場：三国商工会館 

  
１部 基調講演 

「里山と奥山、人との関わり方」 
～自然のすばらしさ、自然との共生～ 

北岡明彦氏 

 

２部 パネルディスカッション 

「この土地にずっと暮らしてゆこう」 
～心に決めた時、初めて見える風景がある～ 

司会進行  井上和治 氏  NPO法人 ラピュタ創造研究所 理事 

パネリスト  北岡明彦 氏  豊田市 産業部 森林課主幹 

      松村忠祀 氏  大湊神社神主 

      山崎一之 氏  NPO法人 三国湊魅力づくり PJ副理事長 

 第３回目の今回は、町づくりに関わるパネリストも迎え、「九頭竜川流域」という舞台で、皆さんと一緒に

人の暮らしと自然環境について考えて行きたいと思います。 

●豊田市産業部 森林課主幹 北岡明彦（きたおか あきひこ） 

1954 年生まれ。名古屋大学農学部林学科卒。長年、県の林務課に勤める。

2005年度より新設された豊田市森林課へ出向。2007年より市に移籍し現

在、豊田市森林課主幹。昆虫大好き少年が、虫から植物・野鳥などへと得意

分野を広げ、日本自然保護協会の自然観察指導員となり各種の観察会の

エキスパートとして活躍。フィールドでの活動を重視し、観察会では自然の

不思議さ、奥深さ、美しさ、楽しさを体感させ、自然の素晴らしさ、自然との

共生を見出させ、参加者を感動させている。「森林・林業に関わるさまざま

な人材の育成と一般市民への普及」を目的とした「とよた森林学校」にも

深くかかわる。 
動植物全般の博学さに加え、森林・林業の専門家として現在の森林問題に

がっちりと取り組む実力者でもある。「中部の湿原」「中部の山々Ⅰ」「中部

の山々Ⅱ」(東海財団)「日本どんぐり大図鑑」(偕成社)など執筆・編集も多

い。 

 



 

 

 

  

 

お問合わせ 

〒910-2512 今立郡池田町稲荷 35-4  

ＴＥＬ：0778-44-8004  環境パートナー池田  （池田町役場総務政策課内 事務局） 

ホームページ： http://ikedanosato.jp/ 池田の郷水と土を守る会  

メール： koppoi@angel.ocn.ne.jp  (環境パートナー池田 理事 長谷川浩） 

今後の池田町内での主な活動予定 

２/６（日）  第８回池田環境町民集会 （池田町開発センター） 

     テーマ 温故知新 ～懐かしい未来へ～ ９時～１２時 

     主催：環境パートナー池田 協力：環境Ｕフレンズ・まちおこし 21 

３/１３（日） 資源回収 （池田町内） 

      主催：環境パートナー池田・環境Ｕフレンズ・まちおこし 21・ファーマーズ倶楽部 

３/27（日） 河川クリーン大作戦（池田町内） 

           主催：池田の郷水と土を守る会・まちおこし 21 

 

深靴 

堀口家の茅葺き 

山に降った雪はゆっくりと地下に染みこんで福井の豊な

水資源になります。雪国である福井県内でもほとんど降らな

い地域もあれば、多い所では積雪２ｍを超える豪雪地もあり

ます。池田町はその後者、冬は不便であろうそこでの暮し

や、先人達の知恵には興味深いものがあります。 

 

毎年２月１５日に池田町の鵜甘神社に奉納される「水海の田楽能舞」は、鎌倉時代（１２５０年）北条時頼

の一行が、雪深いこの地に訪れ立ち往生し一冬を滞在。その時、村人との異文化交流が元で生まれ、継

承されてきたと言われています。この事から７００年以上前も池田は豪雪地だった事、そこで人が暮らせ

てきた事が解ります。しかし自動車も除雪車も無いゴム長靴もスコップも石油ストーブも電気も無い時

代にどうやって？。それら文明の利器が普及したのは長い歴史か

ら見ればつい最近ですから、昔は雪に埋もれた家の中で薪や炭で

暖を取り、草鞋や深靴を編み、手作りした保存食を食べて過ごして

いたのです。自然に逆らわず、今ほど負荷もかけず、困った時は家

族や近所で助け合い、必要な物のほとんどを身近なもので調達し

作ってきた。そんな先人の技や考え方は今となっては貴重な財産

です。持続可能な社会を考えるとき、昔のあたりまえの中に今に活

かせる事もたくさんありそうです。池田の高齢化率県下一位も逆

手に取って、今こそ活かしたいものです。（長谷川浩） 

堀口家住宅の茅葺 

http://ikedanosato.jp/
mailto:koppoi@angel.ocn.ne.jp
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郷川つなぎ響遊プロジェクト 

 故郷の川は繋がり、太古の昔から川と共に、人、物、情報などは繋がってきた。 
 今、福井に暮らす私は、どこにいる人とでも便利になった情報網で繫がり、無数にある交通手段で行き来する。

川で地域が繋がっていたことには気づいていなかった。 
 ミクマリ会議の呼び掛けで「ハッ」とし、ミクマリ通信を手にいろいろな人と話し合った。全く川から遠ざか

った生活を送る私たちが、福井の川のことをじっくり考えてみたい。 
普段あまり“川”のことを意識せずに暮らす人たちと、心を開いて、“故郷の川”を感じ合ってみたい。こうし

て、「九頭竜川水系を感じるコンサート“かなでうた”」は企画された。 
 
九頭竜川水系を感じるコンサート“かなでうた”報告 

 

■オープニングスライド 

 九頭竜川水域で環境活動をされている団体の活動写真とメッセー

ジを流しました。 
 九頭竜川周辺でサンプリングした、川の音、鳥のさえずりなどの

響きに合わせ、印象的に各団体の活動風景が映し出されました。川

を想いそのフィールドで働きかけている方々の姿や風景に心を奪わ

れました。 
■映像 

 映像作家・田村薫氏による「かなでうた九頭竜川編」は一滴のし

ずくから始まります。 
しずくは川となり、人の暮らしの中を流れ、人の暮らしもまた川の

恵みとともに在る。 
 田村氏が九頭竜川を求め続け、撮り続けた映像には、自然と人と

をつなぎ流れる川の雄大さ、やさしさ、脅威、不思議、神秘、など

などが織り込まれ、気が付くと、その世界に引き込まれていました。 
■音楽 

 サンポ―ニャ＆ケーニャ奏者・瀬木貴将氏と、ピアノ奏者・榊原大氏が繰り広げる音楽もまた、大地が奏でて

いるような響きに満ち溢れています。１曲目は田村氏の映像にのせてゆっくりと始まり、後は音楽が表現する川

と自然を、その圧倒的な演奏に身を任せ感じ続ける、というコンサートでした。 
 アンコールに合わせ、再び映像「かなでうた池田編」。池田エコキャンドルに人の温かさを感じ、山々を照ら

す朝日に悠久を感じる映像と、叙情的な音色にしばし涙でした。 
■コンサートを終えて 

 音楽と自然の情景で“こころ”が開き、開き会った心で“つながり”を感じ合える時間を共有し、あたたかな

未来が見えてくるような気がしました。 
 コンサート後、たくさんの人が川に対する自分の想いを語り合っていたことが印象的でした。今まで関心がな

かった人が“何かを意識する”きっかけに出会

うことが大切で、先ず、わたしたち実行委員会

メンバー、この企画に関わり深く川について考

えることができました。 

郷川つなぎ響遊プロジェクト 

〒910-0852  

福井県福井市松城町１０－７（”たねと、はっぱ。”内） 

ＴＥＬ：0776-52-8835 e-mail：taneha＠infofukui．com 

事務局  後藤 ひろみ 

 



「福井きのこ会」の紹介（Ⅱ） 
 

福井きのこ会は、「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」を目的として発足した。 

発足から 20 数年を経過した現在では、観察会や交流会等の開催などの活動によって、一般県民

にあまり知られていなかった生態系の一員である菌類（きのこ）が果たしている役割やその存在意

義も徐々に理解されてきており、本県の野生きのこフロラ作成を目標に活動している今日である。 

現在把握されている 2011 年の活動計画（予定）は、下記のとおりである。 

 

 
○平成 23 年度の活動計画（予定） 

・植菌体験・技術研修会 3 月 21 日（月） 越前町姉崎シイタケ園 

・観察会  7 月 18 日（月） 福井市文殊山 「上文殊もんじゅ会」（電話 0776-41-0641） 

・相談会  10 月 2 日（日） ﾌﾗﾜｰ・ｸﾞﾘｰﾝﾌｪｱ 2011 福井県総合ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ（電話 0776-67-0002） 

・観察会  10 月 2 日（日） 坂井市三国町「ラーバンの森」 

・観察会  10 月 9 日（日） 鯖江市上河内 河和田自然に親しむ会（電話 0778-65-0308） 

・観察会  10 月 10 日（月） 越前市別印 八ツ杉千年の森（電話 0778-42-3800） 

・観察会  10 月 13 日（木） 花と緑の教室 福井県総合ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ（電話 0776-67-0002） 

・観察会  10 月 16 日（日） 福井市足羽山 福井市自然史博物館（電話 0776-35-2844） 

・観察会  10 月 23 日（日） おおい町鹿野 「きのこの森」（電話 0770-78-1713）  

・観察会  10 月 30 日（日） 福井市文殊山 「上文殊もんじゅ会」（電話 0776-41-0641） 

 （注）：開始時間等については、付記してある主催者あて電話で確認をしてください。 

 
○事務所所在地 

住 所    〒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   

 

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


「三国湊の路 2010」で樋口裕一氏が制作した作品「湊文庫」が、期間限定でオープンしています！

	
�    会期　2010 年 10 月 16 日 (土 )〜2011 年 3 月 31 日 ( 木 )を予定

	
�    時間　だいたい、朝 10 時頃〜夕方 18 時頃まで

	
�    場所　旧森田銀行のある広小路に面した 3階建て倉庫の 1階部分

「湊文庫」って何？　こんなことを試みるスペースです。

○	
�   三国についての本などが読めるスペースです。

○	
�   北前船の寄港地に縁のある本などが読めるスペースです。

○	
�   日本や世界の「湊を感じる」本などが読めるスペースです。

○	
�   みなさまから寄贈いただく本などが置かれています。

○	
�   この場で出会い集う人々によってどんどんつくられていくスペースを試みます。

○	
�   平日は「無人」、週末は「なんとなく管理人ボランティア」が居ます。

○	
�   どなたでもご自由にお入りいただけます（平日は無人ですが⋯、寒いですが⋯どうぞおくつろぎ下さい）

「運営」について
運営状況により、平日はクローズさせていただくこともございます！

地域にあるお地蔵様や野菜の無人販売所のように、みなさまの善意によっての運営されています！

いつでもお気軽に「湊文庫」へ

お越し下さい！

NPO 法人三国湊魅力づくり PJ
www.mikuni-minato.jp/art
info@mikuni-minato.jp
〠913-0046
　福井県坂井市三国町北本町 4-5-5
☎0776-81-3921（三國湊座内）

　お知らせ 1．
  「湊文学」を寄贈してくださいませんか。

「湊文庫」はみんなでつくるスペースを試みますので、

平日は無人です。もしかしましたら寄贈頂きました

本などが紛失してしまうかもしれません。ご了承の上、

それでもよろしければ是非寄贈くださいませんか。

詳細は、「湊文庫」または、ウェブサイト　

www.mikuni-minato.jp/art/2809 へ

　お知らせ 2．
  湊文庫で何かしませんか。！？

月一度、湊文庫の空間で何かをしようと試みています。

今までに湊を描く会、湊を読む会、湊を観る会といっ

た小さなイベントを開催してきてきました。

湊文庫で「こういうことしたら面白いな」と興味を持っ

て下さった方、どうぞお気軽にお問い合せください。

　「湊文学」とは ?

三国湊に縁のある文学や作品・資料

全国の北前船の寄港地に縁のある文学や作品・資料

日本や世界の、あなたが「湊を感じる」文学や作品・資料

「湊を感じる」音楽や写真なども大歓迎です。

先日、水仙を
どなたかが
寄贈してくださいました！

先日、湊を描く会を
開催しました。
みんなで描いた絵！



笠原先生に、ラーバンの森の

きのこの観察会の結果をま

とめてもらいました！ ！   

 

 

緑のリレープロジェクトでは月に一回活動日を決めて、三国町の里山（ラーバンの森周辺）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、キノコの観察会などのイベント開催なども行いました。環境の保全と利用をバランスよく

行って行く事により、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。 

今後の予定は   ２月１９日・２０日  ワークキャンプ  

３月５日（土曜日）  「第３回ふくいミクマリ会議」 
 

 

里山など身近な森でとれた材料で何かできないだろうか。日々の暮らしのなかでい

つも考えています。みどリレー活動でも、里山の手入れをすると共に、きのこを植菌

したり、炭焼きをしたり、薪拾い・山菜とり、クラフト展などをしてきました。色々な

事を一つずつ企画し・実行してゆくにつれ、参加者の意識・知識も高くなってきま

した。今はみどリレーも成長段階でとにかく一つ一つのことをチャレンジしてゆく段階

だと思います。 

実は私が温めてきたプランに「一家に一台、間伐材の家具づくり」があります。森の

手入れで出てきた、木材を利用して、家具を作ろうというものです。間伐材利用

がいわれる中、実は家庭の中になかなか入り込んでいません。自分の日々の生

活の中に、自分で森の整備をして切り出した木材を使って、自分で家具を作れた

ら楽しいと思いませんか？  
 

 愛知県の豊田市に「とよた森林学校」という面白い活動があると聞いたのは４年ほど前。私自身愛知県に暮

らしている頃に友人のＭ君が、色々な講習会を受けに行っていた。すごく目を輝かせ、楽しそうに、森の話をし

てくれた。その当時の私は、休日になると、バイクで出かけたり、山登りや渓流釣りなどに出かけて楽しんでいた

ので、Ｍ君が休みのたびに、講習会を受けたり、間伐ボランティアに行っている事は実はあまり理解ができなか

った。ある時,のちの妻となる彼女と、上高地に遊びに行きビジターセンターの人達を見て「おれも自然に関わっ

た仕事がしたいなぁ～」と話した覚えがある。その一言から始まり、何かの縁で、福井に引っ越し、現在「みどリ

レー」の事務局をさせてもらっている。始めは山登りや渓流釣りの影響もあり、天然林にしか興味がなかったが、

山、川、海に囲まれ自分の暮らしと自然がつながった瞬間、今まで休みのたびに旅に出たり、山や川に行き求

め続けていた物が見えてきた気がする。人に教わる事が苦手で、やりたい事は、独学で好きにやって生きてい

たＭ君が、すごく素直に、純粋に森林を学び、ついには山の仕事についたのは、「とよた森林学校」に通い、北

岡明彦先生に出会ったかららしい。私の友人の人生を変えるきっかけにもなった、北岡先生はどんな人何だ

ろ？と「北岡ゼミ」を受講してみた。話に引き込まれてしまった。こんなに面白い人なら、ぜひ第３回ふくいミクマ

リ会議で基調講演お願いしようと、連絡をとってみたら、あっさり「いいですよ。」と言っていただけた。打ち合わせ

で愛知を訪れた時、時間も忘れ色々な事を話していただけた。早くも「北岡ファン」に仲間入りしてしまった私

は「ふくいミクマリ会議」が楽しみでしょうがない。 

 「とよた森林学校」は、「森林・林業に関わるさまざまな人材の育成と一般市民への普及」を目的として、森

林活動に関わる人材の育成コース、広く市民を対象とした、森林･林業の理解者「森の応援団」育成コース

の二つに分かれている。豊田市が窓口となり、森林組合が実践講座を行う。ただ学ぶだけではなく、その後も

学んだ事をいかしていこうとするとき、地域の方々やNPＯなどもサポートもしてくれる。この取り組みは非常に興

味深く今後福井県でも何かできないか考えてゆきたい。 

 

 

                          

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  

みどりれーのつぶやき 

〒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（携帯０９０－８３２４－４９１８）    

 



類 科 属 種 生理・生態 採集年

ハラタケ類 ヒラタケ科 マツオウジ属 マツオウジ 木材腐朽菌 22

スエヒロタケ属 スエヒロタケ 　〃 22

キシメジ科 スギヒラタケ属 スギヒラタケ 　〃 21

マツカサキノコ属 スギエダタケ 　〃 21

ヒダサカズキタケ属 ヒダサカズキタケ 　〃 22

クヌギタケ属 クヌギタケ 　〃 21.22

アカチシオタケ 　〃 21

ビロードツエタケ属 ツエタケ 　〃 22

キツネタケ属 カレバキツネタケ 菌根菌 22

シロホウライタケ属 シロホウライタケ 木材腐朽菌 22

モリノカレバタケ属 モリノカレバタケ 落ち葉分解菌 22

テングタケ科 テングタケ属 テングタケ 菌根菌 22

シロタマゴテングタケ 〃 21

テングツルタケ 〃 22

ハラタケ科 シロカラカサタケ属 アカキツネガサ 木材腐朽菌 22

ヒトヨタケ科 ナヨタケ属 イタチタケ 〃 22

ムササビタケ 〃 21

キララタケ属 イヌセンボンタケ 〃 22

キララタケ 〃 22

ヒトヨタケ属 ヒトヨタケ 〃 22

モエギタケ科 ニガクリタケ属 ニガクリタケ 〃 22

フウセンタケ科 チャツムタケ属 チャツムタケ 菌根菌 22

イグチ科 イグチ属 コウジタケ 〃 22

ヒダナシタケ類 タコウキン科 シロサルノコシカケ属 ヒメシロカイメンタケ 木材腐朽菌 22

オシロイタケ属 オシロイタケ 〃 21

オシロイタケの仲間 〃 22

カワラタケ属 カワラタケ 〃 21.22

カイガラタケ属 チャカイガラタケ 〃 22

シハイタケ属 ハカワラタケ 〃 21.22

タマチョレイタケ属 ハチノスタケ 〃 21

カンバタケ属 シロカイメンタケ 〃 22

ニカワオシロイタケ属 ニクウスバタケ 〃 22

マンネンタケ科 マンネンタケ属 マンネンタケ 　〃　 22

キクラゲ類 キクラゲ科 キクラゲ属 アラゲキクラゲ 〃 21.22

シロキクラゲ科 シロキクラゲ属 ハナビラニカワタケ 〃 21

シロキクラゲ 〃 21

腹菌類 スッポンタケ科 スッポンタケ属 スッポンタケ 腐生菌 21.22

ホコリタケ科 ホコリタケ属 ホコリタケ 〃 21

タヌキノチャブクロ 木材腐朽菌 21

クロサイワイタケ科 マメザヤタケ属 マメザヤタケ 〃 22

○「雄島」：ヤブニッケイ、シイ、カシ林

ハラタケ類 キシメジ科 ヌメリツバタケ属 ヌメリツバタケ 木材腐朽菌 22

ヒダナシタケ類 カンゾウタケ科 カンゾウタケ属 カンゾウタケ 〃 22

タコウキン科 シハイタケ属 ハカワラタケ 〃 22

ニカワオシロイタケ属 ニクウスバタケ 〃 22

マンネンタケ科 コフキサルノコシカケ属コフキサルノコシカケ 〃 22

「ラーバンの森」のきのこ（Ⅱ）

○坂井市三国町「ラーバンの森」：スギ、コナラ等混交林

注）採集年：22は、平成22年10月2日（土）　種数＝40種

　　　採集年：21は、平成21年11月14日（土）　種数＝16種

　平成２２年は、広葉樹ブナ科に菌根を作る「ニセマツタケ」が7～8年ぶりに豊作となったほか、同じ

仲間で針葉樹マツ科に菌根を作る「マツタケ」もきのこ観察会で採集されました。とくに8月が猛暑で9

月に入り降雨がしっかりと続いたことから菌根菌をはじめとして木材腐朽菌や落ち葉分解菌、腐生菌の

発生が見られ、きのこに興味をもった人の中で野生きのこを賞味された方が多い年だったと思います。

　さて、ラーバンの森も昨年に引き続いての観察会で下表のとおり多くの種が採集されましたが、県内で

は近年中毒例のなかった「ニガクリタケ」による食中毒があるなど、今年はきのこに関する記事が新聞紙

上をにぎわした年でもありました。

　過去2カ年間の採集一覧（下表参照）とともに、毒きのこの「ニガクリタケ」について概説します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

概説

　昨年（11月中旬）に比べて、今回の観察は10月上旬であり9月に降雨があった影響から多くの種数が

採集され、菌根菌、木材腐朽菌、落ち葉分解菌、腐生菌など多く採集された。とくに継続して採集された

種は、代表的な材腐朽菌4種（クヌギタケ、カワラタケ、ハカワラタケ、アラゲキクラゲ）、腐生菌であ

るスッポンタケ1種の5種である。

　今後も調査・観察会等が継続されることによってきのこの発生消長が明らかとなり、生態系の一員であ

るきのこの果たしている役割等が一層普及できるものと期待している。

　

　・ ニガクリタケ　Naematoloma  fasciculare

  早春～晩秋、ほぼ一年を通して、さまざまな広葉樹～針葉樹の倒木や切り株などに多数群生する小型

菌。傘の表面は平滑で淡色～鮮黄色。ひだは湾生～上生し、初め硫黄色のち帯オリーブ緑色から暗紫褐

色、密。柄は傘と同色、表面は繊維状で暗紫褐色、不完全なクモの巣状のつばをつける。肉には強い苦み

があり菌食すると区別できる。

　但し、本種は有毒物質が存在することが知られ、東北地方で1件死亡例が記録されている。ところが、

今年秋本県できのこ汁にして喫食、中毒事件があったところである。（同定した子実体：下記写真参照）

    ○傘：淡色～鮮黄色　○肉：強い苦み　○ひだ：硫黄色のち帯オリーブ緑色から暗褐色

    ○つば：クモの巣状　○発生：材上生（各種樹）個体によっては、微妙に色合いが違うことがある

 
            （ニガクリタケ：コナラ倒木上）　    （きのこ汁に入っていた子実体＝同定）



 
 



「ふくいミクマリ通信」を読んで感じたこと 
 九頭竜川流域といった場合、なぜか九頭竜川本流域である奥越+福井+三国を前提に話しが進んでしまう。「ふくいミクマリ通信」や「ふくいミ

クマリ会議」のチラシの内容もその前提で、夜叉ケ池に源を発し、武生を通り、九頭竜川に合流する日野川流域は関心の埒外である。 

  

以下、少し、日野川流域のアピールである。 

  

その昔、三国と武生の間には船便があったのをご存知だろうか。三国からの船は、武生の帆山の渡し付近（現、日野川帆山橋付近）までさ

かのぼってきていた。船が武生から三国へ下るときはいいとして、逆に三国から武生にさかのぼるときにはどうやって流れに逆らって船を運んでい

たかご存知だろうか。この船便を利用して、米をはじめとする多くの荷が運び出され、運び込まれた。経済的規模で言えば、多分、奥越地域

からよりも南越地域からの方が大きかったと推定される。自然、三国と武生の間で人の交わりも頻繁になり、婚姻関係も、今よりもズット多か

った。 

  

人それぞれ考えが異なるかも知れないが、朝鮮新羅文化は、三国から九頭竜川をさかのぼって今庄まで達したのではなく、若狭・敦賀近辺

に渡来した朝鮮人や朝鮮文化が木の芽峠を越えて今庄から日野川・九頭竜川経由で三国に達したというのが本当だと思う。朝鮮新羅文

化というがその基盤は稲作のための農業土木（技術）で、当時最先端の彼らの農業土木技術をもってしても、坂井平野のような大き氾濫原

での土や水のコントロールはできず、今庄や南条の山間の谷や、せめて武生くらいの盆地が、彼らのテリトリーであったと思われる。 

  

1970 年代に金達寿（キムタルス）さんという作家が「日本の中の朝鮮文化」というシリーズものを出版していたが、早い時期から彼は今庄や武

生を訪ねてルポを残している。「あれも朝鮮や、これも朝鮮や」と、我々が日本固有の文化風習遺物だと思っていたものを次々に"朝鮮化"し

ていった。彼が朝鮮文化を尋ねて歩いた地域は、九頭竜川下流域ではなく、日野川上流域であった。 

  

さて、ミクマリ（水配）についてである。 

  

最近、越前市が水道料金の大幅値上げを発表し、市民が反発している。値上げの理由は、越前市がいままで頼っていた水源である地下

水が枯渇する恐れがあり、代わりに農水省と福井県が多目的で日野川最上流部につくった枡谷ダムから水を分けてもらうことにした（ミクマ

リ？）からである。このダムの建設費は膨大で、そこから水を買わないといけないから水価が高くなってしまうのだという。この話し、これだけ聞い

ているとなるほどそうか、もっともだと思ってしまう。県の手先である市長と、勉強しない市会議員が妙な連合を組んで、反発する市民の説得

に回っている。 

  

昔からズット、極最近まで、武生は地下水の豊富な町であった。今庄の奥深くに降った雨や雪は、日野川上流に集まり、水量を増しながら

下り、やがて、日野山のふもとの松ヶ鼻というところ（武生の南部）で武生盆地に流れ出すのでここには大きな扇状地が形成されていた。この

扇状地の先端が武生の町で、私の子供の頃（1950年代）には、水がこんこんと湧き出す小清水（おしょうず）がここかしこにあった。市役所が

言うには、その後武生に進出した工場群が大量の地下水を汲み上げ、あるは何故か知らないけれど地下水位が下がり、水道の水源として

頼れなくなった、というのである。これは嘘である。 

  

私の小さい頃、小清水に水が溢れ、日野川本川にも滔々と水が流れていた。この水を絶った張本人は、ダムそのもである。福井県は今庄の

山奥に広野ダムと枡谷ダムという二つの大きなダムを作り、日野川の水をダムでせき止めたのが、武生の地下水低下の一番の原因である。そ

の地下水を下げた張本人のダム建設に金がかかったから水道代を上げる、というのが市役所の言い分である。自分たちの地下水を盗人され

て、さらに盗まれた水を買うのに高い金を払う。アホとしか言いようがない。本当の問題はこれからである。それでは福井県（および農水省）は、

なぜ、そんな武生にとっては迷惑なダムを作ったのだろうか。今度は私が福井県知事になったつもりで答えるとこうなる。  

 

これまでは日野川上流に降った雨や雪は、自然に、多く降れば多く流れ、少なく降れば少なく流れていた。流下の過程でも扇状地では本川

から漏れ出るように漏水が多く、武生の小清水では使いもしない水が昏々と湧き出ていた。こんな水資源の無駄使いをしていてはダメだ。降

った雨や雪を極力漏らさないようにするために巨大な水甕（ダム）が必要だ。流下の過程での漏水をなくすには、そうだ、地下埋設パイプライン

にして一滴の水のムダも無くそう。そうすれが、より多くの県民に日野川上流の貴重な水資源を有効に使ってもらえるではないか。だいたい、武

生の人たちは、「武生は地下水が豊かで、美人が多いまち.....」と泉鏡花に言われて、地下水がいくらでも自由に使えるのが当たり前だと思っ

ていやがるのだ。あいつ等アホやから、20 年くらいの長期戦略を組んで、ダムを作り、パイプライン網を構築していけば、何が何やらわからんよう

になって、反対もせんだろう。そうそう、土建業者には武生の近くでたくさんの公共事業が発生するゾ、と撒き餌をしとかなあかんな。 

  

こうして出来あがったのが現在の広野ダム・枡谷ダム+パイプライン配水網である。これらの施設のおかげで、それまでは武生近辺に限られてい

た日野川の水利用が、鯖江市や福井市までに広がることになった。福井県はしてやったりであり、武生はしてやられたり、である。その結果、

武生は「自分たちの地下水を盗人されて、さらに盗まれた水を買うのに高い金を払う」はめになってしまったのである。夜叉ケ池のミクマリ（水配）

が決めた太古のからの配水機構を、農水省と福井県の役人が変えてしまったのである。本当に夜叉ケ池にミクマリがいるなら、そいつ等に祟っ

てやれ。うちの願い寺の坊さんが言っていた「Ｉさん、ご先祖が決めたことを変えるとき、それはＩ家がより発展するときか、没落するかのどちらかで

すよ」と。ミクマリが決めたルールを変えた我々は、発展しているの、没落しているの？ 

  

外は大雪です。今庄の奥に降る雪が広野ダムや枡谷ダムなんか問題にならない自然の超大型ダムだと知っている人は何人いるだろう。比較

的夏暑く、冬は大量の雪が降るからこそ、それを自然のダムとして福井の米作りは栄えてきた。米経済が終焉して久しい今は、やっぱり雪は

邪魔者か。さて、家の前の雪除けしてこよう、と。                                         

 越前市 Ｌ・Ｉ 



実は今まで使っていたナタは、私が小学生の頃、親父が買ってきて、私が竹を割ったり木を削ったりと工作など

でずっと使ってきたものです。そろそろいいナタが一本欲しくなり、友人に聞いてみると、林業の道具のナタやトビ

などは全国的にも土佐打刃物を使っている人が多いとのこと。しかし、せっかくだから地元福井の越前打刃物が

ほしい。昔ながらの町の鍛冶屋さんみたいな所で手にとって、職人さんと話をしながら買いたいと、さっそく武生

へ行きました。武生の街中で「越前打刃物卸問屋」の看板は見かけるが売っている感じでもない。やっぱり有名

どころかと、「武生×××」と「越前×××」を覗きに行きました。組合で力をあわせていて、展示や販売・体験な

どをやっています。しかし「越前打刃物」の他に、県外産？や外国産？ホームセンターで売っている様な品質で

安価な物が共に並び本物を見つけるのに苦労しました。店員さんに詳しく聞いてみたのですが、あまりよく分か

らない様子で、「ほしい大きさ、形で注文受けますよ」と親切に言ってくれたけど、それなら通販で買えば済みま

すし、バランスも握り心地もわかりません。結局一度家に帰りインタ

ーネットで作者の名前を調べ、どんな人がどんなふうに作っているか、

本当に「越前打刃物」か確認してから再び買いに行きました。 

県内・外からの観光客や、ホームセンターで買って一年でだめになる

様な物ではなく「本物の越前打刃物」を通販サイトではなく、一度手

にとって吟味して買いたい人は多くいると思います。妻も春が来たら

本物のずっと使える草刈り鎌がほしいそうです。どこで「越前打ち刃

物」は買えるのでしょう？？ 

  

その後、武生の人に聞いてみたら。面白いお話を聞きました。 

 

「もともと越前打ち刃物の鍛冶屋さんによる直販はありませんでした。資本家商社問屋が零細鍛冶屋職人に製

造注文を出し、出来た打ち刃物製品を問屋に全部納めさせ、問屋は自分の店の焼印とラベルを貼って小売店に

卸す、というのが越前打ち刃物の製造販売システムでした。したがって、まちの鍛冶屋は刃物を直販できません

でした。 

戦後になってこのシステムが崩れ、鍛冶屋職人が商社問屋に反旗を翻して郊外に共同作業団地を作ったのが

武生×××であり、越前×××です。  

「ふん、職人分際が、やれるもんならやってみろ」と言っていた打ち刃物の商社問屋の多くは消えました。一方、

街中から郊外に移動した武生×××などの職人さんたちも苦しい経営が続いています。職人さんは問屋と違っ

て販売ノウハウがないので、「低品質で安価な物が共に並ぶ」ことになってしまうのです。」 

 

との事。一本のナタから、初めて訪れた武生という町の歴史に少しふれました。 

世の中には常に本物があり、その裏側には本物ではない物が存在する。しかも本物でない物たちは、お手頃価

格で、手に入れやすく、以外にも使いやすい。しかし、しばらくすると、その差は現れ、結局は本物を買い直す事

になる・・・・。わかっているはずがホームセンタ－大好きな私は、ついつい買ってしまい、結局は物足りなくな

る・・・。本物を自分の目と手で見抜ける力を身につけばいいのだが、まだまだ修行が足りないようだ・・・・・。 

                                                    坂井市 M．T 



 
 

環境パートナー池田 

ＴＥＬ：0778-44-8004 環境パートナー池田 

（池田町役場総務政策課内事務局） 

HP： http://ikedanosato.jp/ 池田の郷水と土を守る会  

e-mail： koppoi@angel.ocn.ne.jp   

(環境パートナー池田 理事 長谷川浩） 

 

小原ＥＣＯプロジェクト 
HP：www.ｋatsuyama-ohara.com 

e-mail： ohara-eco＠nifty.ｃｏｍ 

ＴＥＬ： 090-2834-9244   

 

三国湊こどもエコスクール実行委員会   
電話 0776-82-8128   

e-mail： ecoschool@mikuni-minato.jp 

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

 

サクラマス・レストレーション 

HP：http://sakuramasu-r.org 

e-mail： nami@amaya.ac.jp 

事務局 天谷 菜海 

（090-8095-3273） 

 

福井きのこ会 

電話・FAX 0776-41-0831 (会長 笠原英夫宅） 

e-mail：m-ad133@mx2.fctv.ne.jp （同上） 

HP：http://www.geocities.jp/fukuikinokokai/（同上） 

庶務担当者名      幹事 黒田真奈美   

 

NPO法人ラピュタ創造研究所 

電話 0778-21-3190  

FAX0778-21-0676 

e-mail：info@laputa21.com   

HP： http://laputa21.com/ 

 

漁師と友だち 

(雄島漁業協同組合米ヶ脇支所) 

Nan's Sea Natureschool 

Tel.0776-82-6918   

e-mail：kanpei7hiromaru@wit.ocn.ne.jp 

担当 松田 泰明（090-3290-7695） 

 

郷川つなぎ響遊プロジェクト 
ＴＥＬ：0776-52-8835     

e-mail：taneha＠infofukui．com 

事務局  後藤 ひろみ 

 

ＮＰＯ法人三国湊魅力づくりＰＪ  

緑のリレープロジェクト 
ＴＥＬ：0776-81-3921（三國湊座内）  

HP：http://www.mikuni-minato.jp/midorelay     

e-mail：midorelay@mikuni‐minato.jp  

事務局 竹内 英樹（090-8324-4918） 

 

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 

 

  

 

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。 
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