
                                

自然環境を考え 

暮らしを考え 

未来を考える仲間達と 

一冊の通信を作りました！ 

今号の掲載団体 
・農と食と緑の学校 

・環境パートナー池田 

・雑木林を楽しむ会 

・ZERO PROJECT 

・ふくい薪割倶楽部 

・NPO 法人三国湊魅力づくりＰＪ 

  緑のリレープロジェクト 

個人の投稿 
・「しだだみ貝」森岡千代子 

・生きる力「九頭竜自然学校」 

ブログのご紹介 

・「森の音」松村忠尚 

・「自然とエネルギー」奥村智代 

・ミクマリ通信 vol.10 を迎えて 

   ふくいミクマリ通信事務局 

この冊子は「2012 年度ドコモ市民活動団体への助成金」により作成しました。 

 



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など多くの支流と合流し、

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。そして、その活動を広く市民の皆様に知っていただく事により、活動を支えてくれる応援団と

なっていただければと考えております。 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・個人が原稿を持ち寄り、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・個人の方々で、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。環境を考え自然と共に

暮らしている人々の情報交換・ネットワーク形成につなげてゆきたいと思います。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。参加ご希望の方は事務局まで御連絡ください。 

ゴミ拾い 

近所の道沿いの草刈りやゴミ拾いをした。道にはクズのツルや様々な雑草達がはみ出していて、

ペットボトルや空き缶・弁当のゴミ・雑誌やテレビまである。地元の小学校の物で、子供の名前の

入ったノートや問題集などもごっそり捨ててある。住所や名前が書いてある携帯電話の明細書と一

緒に捨てられたゴミもあった。同じビールの銘柄の缶は同じつぶされ方をしてあちらこちら転々と

している。同じ人が週末に一本ずつ、運転しながら飲んで捨てているのだろうか？庭の剪定をした

枝葉の入ったゴミ袋がわざわざ道路脇に捨ててある。 

環境のためにコンビニやスーパーのレジ袋は生物分解性の物が使われるようになった。それはい

い考えだと思ってきたのだが、道端に捨てられたゴミを袋ごと持ち上げると、分解の進んだレジ袋

は粉々になり、中から自然分解しないような缶や瓶、たばこの吸い殻、発泡スチロールの容器など

が散乱する。ある一面から見ただけの「エコ」「環境のため」という言葉がすごく薄っぺらな物に

感じられる。そして、「ゴミを捨てないで！」「ゴミの不法投棄禁止！」の看板は、なんて力のない

メッセージなのだろう。そんなことは誰もが知っていることなのだ。 

何かおかしいぞ・・・・。ゴミを拾いながら様々な事が頭の中を駆け巡る。家に帰り保育園に

通いだしたばかりの娘の笑顔を見てやっと平常心に戻れた。通園路沿いがゴミだらけでは子供た

ちに本当に申し訳ないし、恥ずかしい。もう少し続けてみようかなと思う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

担当：中村将也 

私たち農と食と緑の学校は春と夏の年二回、一週間ほど三国町のおけら牧場に滞在、農

的生活、共同生活を体験させていただいています。東京から来た私たちにとっておけら牧

場での見るもの、触れるもの、聞くもの、食べるものそれぞれが都会とは違った感覚で、

毎日に新鮮さでいっぱいです。 

例えば時間。農作業をしているときは時計なんて気にしません。黙々と土や草と向き合

い、汗を流しながら作業しているとお腹がすいてきます。そこではっと時の流れに気づく

のです。私たちの日々の生活がいかに時間に縛られているかを感じる瞬間でした。 

私たちの農作業の大半はブルーベリー畑の管理に充てられています。 

もともと耕作放棄地となっていた畑を開墾し、畑を作って 

から今年で６年目。ブルーベリーの木は順調に育ち、昨年 

初めて実を付けました。今後は収穫量を増やし、収穫した 

実を商品化しようと思っています。では実の収穫に至り、 

ブルーベリー畑が安定してきた今、畑自体をどう位置付けて 

いけばよいでしょうか。 

私たちのブルーベリー畑は、単に農作業の体験の場というだけではありません。そこは

「実践的な学びの場」となっています。作業をする人それぞれが体験を通じて感じ取った

こと、考えたことについて意見を交わすことで、新しく見えてくることもあり、自らの生

活や生き方を再考するきっかけにもなります。 

今後は主に大学生に向けて開放していたこの「実践的な学

びの場」を、より多くの人に開放できたらと考えています。

例えば子どものいる親御さんの食への関心が強いことに着

目し、様々な土地の人や家族を呼び込めば、「都会」と「田

舎（農地、農村）」の交流の場ともなるのではないでしょう

か。 

私たちのブルーベリー畑で人がふれあい、自然に親しむことで様々な交流が行われる場

になればうれしく思います。 

～in ～ 

所属 早稲田大学ボランティアセンター 

メール：blueberry.mikuni@gmail.com 

メンバー：大学 1～4年生 12人 

 





雑木林を楽しむ会 結成“10 年目”を迎えて 

 雑木林は福井大学の南東にある小さな林です．2000 ㎡ほどの小さな林ですが，樹齢 100 年を超えるケヤキ・マツ・

モミジやカキ・アケビ・グミなどの実のなる木など 30 種類以上の樹木が存在する，福井市街地でも貴重な緑地です．2003

年に側を流れる川の河川工事に伴い駐車場になるのではないかと危機感を抱いた当時のメンバーが雑木林の保全と活用の

ために「雑木林を楽しむ会(略称：雑楽会)」が結成しました． 

雑楽会として今年“10 年目”という節目を迎えましたが，雑木林を“10 年先，20 年先，100 年先どうして行こう

か？”というところではやっとスタートラインに立ったところです．10 年間活動してやっとスタートラインなのかと思

われるかもしれません．しかし，結成当時の“とりあえずやってみよう”から始まり大学や地域住民を巻き込みながらイ

ベントを行ったり，時には雑木林からから飛び出して別の場所を使い他団体とのネットワークを広げたり，必要な知識が

あれば地域を巻き込んで勉強会をひらいたり，それ時々のメンバーが“今はこれが必要だ”と思って活動してきました． 

地味な活動だったかもしれませんが，周りを巻き込みながら，確実に知識を付け，そして次世代に伝えてきました．そ

れが今，大学の授業の一つとして雑木林が使われたり，下の記事を書いてくれた殿岡さんのような興味を持ってくれる新

メンバーだったり，いままで繋がってきた協力関係にある多く団体だったりします．こうやって 10 年間すこしずつ積み

重ねてきたことで今の雑楽会があり，そしてやっとスタートラインに立てたのではないかと思います． 

今年度は河川工事が終了する26年度に向けて，実際に林をどうするのか“100年先を見据えた具体的なプランづくり”

を地域住民と連携して考えていきます．そしてそれを行政に提案していかなければならない大切な年です． 

 

10 年先，20 年先，100 年先とどうなるか，私たちが想い描いたものとは姿・カタチは変わっているかもしれないけ

ど，想いはずっと変わらずに雑木林がずっと残っているといいな．．． 

(川端慎司) 

 

活動報告 学際実験実習中間発表会 

 今年度の学際実験実習では“雑木林の利用者は地域の方がほとんどで大学生の利

用者が少ない現状を変えるための案づくり”を行います．中間発表では雑木林の利

用状況や概要の説明から始まり，どうやって雑木林に学生を呼び込むかを発表しま

した．大勢の前で話すことはとても緊張して，良い発表をするにはもっと練習する

べきだったと痛感しました．次の最終発表では今回より良いものにし，雑木林を知

ってもらえる機会にもしたいです．福井大学にある“素敵なみどり”である雑木林

は私たち自身も学際実験実習を通してはじめて知りました．これから活動すること

で大学生の利用者も地域の利用者も増えてくれれば嬉しいです． 

(殿岡愛菜) 

 

※学際実験実習とは，学生が自主参加・自主企画・自主運営の 3 原則に基づいて自

発的に地域・社会などの身の回りで起こっている問題を調査・実践する授業です． 

 

 

雑木林を楽しむ会 





薪ストーブと虫と汚れと（ふくい薪割倶楽部） 

 

今回は、変なテーマで話をさせていただきます。 

これまで薪ストーブは、あったかいよ～、いいよ～、エコだよ～ などと良い事を話し

てきました。 

一方で、薪集めは、大変との話もさせていただいたところですが、もう一つ大変な？こ

とがあります。 

家の中で焚き火をする様なものですから、風雨にさらされている木（簡単な雨除け用の

屋根ぐらいはありますが）を家の中に入れる訳ですから、色んな物が一緒に入ってきます。

砂、ごみ、虫です。特に虫ですね。今季は、ひどい目に遭いました。順に話をします。 

よく言われるのは、カメムシです。薪の隙間なんかに隠れていらっしゃるんですね。薪

と一緒に家に入り、家の中はとても暖かいものですから、目覚めてしまうのですね。家の

中を飛び回ります。潰しちゃうと、ものすごーい臭いがしますので、そおーっと（ペット

ボトルの中に入って頂いて）家の外に出て行っていただきます。 

今年は、５月の連休になっても実は、薪ストーブを焚いていました。薪の中に、アリの

様な虫（アリに似ているのですが体は３つには、分かれていないです。）が、巣食っていた

んですね。その虫が、部屋のあちらこちらに現れ、そのうえ体に付きチクチクと刺すんで

す。刺された跡は、赤く腫れて痒くて治るのに一週間から１０日くらい掛かりました。そ

して、やっつけてもやっつけても次から次へと出てくるんです。しばらくの間は、大変で

した。黒い小さなゴミを見ても、その虫に見えてしまうほどでした。 

次は、ごみです。薪に付いて入って来る砂、ごみ、ほこりもあるでしょう。また、薪を

くべる時などストーブの扉を開けますが、灰がこぼれ出ます。時には燃えている薪が爆ぜ

て開けた扉から飛出し、床やカーペットを焦がします。そして汚れます。ストーブ扉前の

床は、いわゆる小汚い状態になります。 

ボタン一つポンと押すでは火も付かない、部屋だってなかなか温まらない、薪集めは大

変、虫が出る、部屋も汚れる、それなのに、それでも薪ストーブライフは、続きます。 

薪になる木の情報があれば、ご一報ください。 

 

ホームページ http://www7a.biglobe.ne.jp/~fki-woodchoppers/ 

（ふくい薪割倶楽部のブログ） 

事務局 藤野 博文（携帯 080-3742-8808） 

   



< 里山整備活動とラーバンの森里山樂校 > 
「NPO法人三国湊魅力づくり PJ」は町おこしから始まり、地域の活性化を行う上で「環境」は大き

な問題と考え、環境部門として「緑のリレープロジェクト」が立ち上がりました。現在、月に一回、

三国町の里地里山を整備をしています。森の整備と共に、原木きのこの栽培・森のクラフト展・キ

ノコの観察会・里山樂校なども行っています。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。 

第一回ラーバンの森里山樂校では参加者 30 人、スタッフ 7 人となり、子供だけではなく親達のに

ぎやかな声も里山に響きわたりました。耳を澄ますと、カッコーやウグイス・ホトトギスの声が聞

こえ、目が慣れてくるにつれ小さな虫たちや木の実なども見つけられるようになりました。虫の名

前や草花・木々の名前を図鑑で調べたり、森からの湧き水の水質調査や生き物調査などをしました。

そして今までにないほど一枚の葉や木の実、虫たちをじっくり観察しました。遠くから見ると「森」

なのですが、中に入ると文字通り「木木木」と一本一本の様々な木が集まり「森」になる事を感じ

ました。 

「実践活動」「里山樂校」「クラフト展」「観察会」「間伐材の家具づくり」「他団体とのネットワー

クづくり」などを行うことで、これまでの点であった活動が一つずつ線でつながりはじめ、これか

らは循環型・連鎖型の活動を目指して行けたらいいなあと考えています。 

今後の予定 （日程は変更する場合があります） 

・7月 21日（日）里山整備実践作業 

・7月 28日（日）ラーバンの森里山樂校 

・8月 25日（日）里山整備実践作業 

・9月 15日（日）里山整備実践作業 

・9月 22日（日） 第 4回森のクラフト展   

※出店・出展者募集中！！ 

 

 

 

 

〒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:// mikuni-minato.jp/midorelay/    メール：takeuchi@mikuni‐minato.jp  

事務局 竹内 英樹（携帯０９０－８３２４－４９１８）    

 

「福井県坂井市三国町に、小さな里地里山が残された所があります。そこでは森の中で自然

と共に暮らし 40 年「おけら牧場」が営まれてきました。少しずつ人々が集う場所なり、十

数年ほど前に、体験や研修施設として利用するために「ラーバンの森」というログハウスが

立てられました。毎月一回、その付近の里山を整備していて、荒れて人を寄せ付けなかった

里山が、散策できる身近な森になりつつあります。この素晴らしい空間を何か有効に活用し

たいと考えていました。 

そんな時「子供たちと里山を歩いて、木漏れ日の中、鳥の声を聴いたり、土の匂いやふわふ

わの腐葉土の感触を感じ、五感を使い自然を感じる機会がほしい。みんなで薪を拾い、かま

どでご飯を炊き、とれたての旬の食材を食べたら楽しいだろう。身近な生き物や植物などに

直接接する事により、自然・命の大切さを学んで行く機会を作りたい。」という話から始ま

り、「ラーバンの森里山樂校」は始まりました。 

 

 



しただみ貝 

安島では“しただん”と呼ぶ小さな巻貝“しただみ”は「５月、６月の“しただみ”は鯛の味」

とまで言われ美味。先日、旬の味をいただいた。爪楊枝でクルクルと身を引き出すのだ

がサザエのように尻尾が苦くなく、途中で切れてしまうとなんとも残念な思いをするくらい

尻尾が美味しい。尻尾は白と黒がありどちらが出てくるかも楽しみ。“しただん”がテーブ

ルに乗ると会話も弾む。その上、栄養豊富で肝臓にいいのでビールのつまみには最高。      

私でも採れるような比較的浅い海に生息しているがやはり地元のプロが採ってくる“しただ

ん”は、まさに鯛の味というほどに美味しい。 

この小さな貝の歴史は古く、能登の古代民謡の「島のしただみ」という歌は万葉集にも

収められている。歌の内容から古代調理の過程が伺われるが、現代とほぼ同じ。食し方

は今よりずっと丁寧に扱われていたようで、歌の中でも“高坏”に盛って机の上に乗せて

いただいている。やはり、鯛の味がする珍味で美味しい食べ物だったのだろう。 

 

この“しただみ”で思い出す話がある。１０年ほど前になるか・・・初めて朝倉氏遺跡を

訪れた。帰り際に、館長さんが「貴重な資料をお見せしましょう。」と言われ、朝倉家が京

都の公家を迎えるために準備した料理の「おしながき」を見せていただいた。 

１０品以上は軽くあったように記憶する。現代の懐石料理でもこれだけ多くはない・・と

感じたくらいだから・・・。驚いたのはその「おしながき」の多くが“海の幸”。旬の魚やアワビ、

サザエを使っている。そしてトップには“しただみ”と書かれていたのには驚きを超えて感

激した。初めてのお客様を迎えるときの緊張した空気を“しただみ”の登場が和やかにし

てくれるのは今も昔も同じだったのだろう。この小さな巻貝を前に戸惑う公家たちに当主

が名前から始まり、食べ方などを教え、それを口にした公家たちは“鯛の味”に驚く…一

気に和やかな空気が流れる様子が思い描かれる。そして次々に現れる新鮮な海の幸。

当時の流通を考えると、京の都とはいえ、公家たちが食していたものはこの朝倉家の膳

に比べたら貧しいものだったと想像できる。食の力は大きい。まして当時は権力を表すぐ

らいの力があったと思う。越前の山中の田舎大名にもてなされた料理の数々に公家たち

は驚いたに違いない。朝倉家は食の力を見事に外交に活かしていたと思われる。 

 

さて、言うまでもないが、山で新鮮な海の幸が採れるわけではない。海の幸はここ安

島周辺のものが運ばれ調理された。日本海の魚介類を九頭竜河口、九頭竜川、足羽

川を遡り朝倉の殿様の一大事とばかりに船頭たちは力の限り船を漕ぎその鮮度と美味を

届けたのだろう。川岸で待ち受ける朝倉家の料理人たちの嬉しそうな顔が目に浮かぶ。 

 

海に生きる人たち、山に生きる人たちはこうして川でしっかりと繋がっていた。“しただん”

に爪楊枝をたて、クルクルする季節になるといつもそんなことを思う。 

坂井市  森岡千代子 



2015年までは、あまり（継続的に）受益のないものでも（安ければ）消費行動が生まれる。 

2016年からは、ほんとうに（継続的に）受益があるものにしか消費行動が生まれない。 

と、読みかえて理解している。 

 

●モノ・コトに対する「見きわめ力」とでも言うのでしょうか。 

 

一般的にも増えてきた食品における原産国表示を確認する行動なんかは、その一例ではな

いかと思えるのです。多くの人が安いだけでは買わない状況になると、メーカーは作るこ

とをやめざるを得なくなります。こういった行動が進むと多々利権が絡む社会の基盤産業

においても世論の「見きわめ力」が働き出し、結果エコロジーを前提とした正しい社会環

境（消費活動）になっていくと考えるからです。 

 

ブログでは拙い編集で読みとれないかも知れませんが、こうした背景を理解しながら行動

をレポートとして更新を続けているつもりです。 

 

最後に最近のブログレポートはログハウスセルフビルドが多くなっていますが、これも「日

本の廃棄物の 70％は建築廃材」「20 年ほどしかもたない住宅が 3000 万円以上」という使

い捨て時代が生んだ事実に疑問を呈すとともに、白山が眺望できるフィールドの資質を活

かしていこうとする私なりの挑戦であり夢となっています。 

保田経ヶ岳登山道入り口付近に位置しますので、登山の折には覗いていただけたらと思い

ます。この投稿が九頭竜川流域の何がしかのネットワーク形成にお役に立てれば幸いです。 

 

▼ログハウス セルフビルド フィールド（勝山市鹿谷町保田）からの眺望 

   



生きる力『九頭竜自然樂校』ブログ のご紹介 

http://kuzuryu158.jimab.net/ 

 

はじめまして、2007 年 09 月より「生きる力『九頭竜自然樂校』ブログ」へ自身が係わっ

た活動レポートの掲載を続けている京都府亀岡市在住の中村光宏と申します。 

このブログではサブタイトルとして「1985 年に太陽光発電に興味を抱いてから、自分に還

元できる環境貢献行動をしています。」としています。 

 

自分に還元というのは、そう大それたものではなく簡単に表現すると、捨てない、転用す

る、再生するといった個人レベルの 3R行動で、結果受益の無いモノ・コトへの消費を控え

ていこうというもの。もっと単純に言うと「無駄遣いしない行動」といったところでしょ

うか。 

 

環境の話ですが、より人に係わり持たすため「問題」という語句を付けて「環境問題」と

してみます。すると、なにか危機感とかネガティブなイメージが出てきます。 

いわゆる環境問題としてよく取り上げられる水・空気・土壌等の「汚染」をイメージする

からですが、我々を取り巻く社会環境で起こる出来事も「環境問題」に他ならないと考え

ています。 

 

環境問題の起源は 18 世紀から 19 世紀にかけてイギリスで起こった産業革命ということに

なっていますが、本格的に環境問題が議論され出したのは戦後の復興に躍起になっている

時、つまり大量生産すなわち大量消費が進んできた時らしいです。どうも、衣食が足りた

ので礼節を考える余裕が生まれたと、ある環境ジャーナリスト表現があります。 

ただこれは、単なる過去と位置付けるのは早計でモノは人の手で作り出された途端、「い

つか廃棄物」のレッテルが貼られる訳で、後世に負の資産を残すことになり得るからです。 

 

もっとも一般的には、消費活動は活発になれば経済活性に繋がる図式なのですが、その内

容や質を問うているある環境ビジネスコンサルタントがいます。その方が言うには、 

 

●2015年までは「経済性（エコノミー）優先時代」 

●2016年からは「環境性（エコロジー）優先時代」 

 

大量消費（廃棄）優先時代は、2015 年までですよ！と言うこと。また、その頃までには多

くの人に礼節を考える余裕というか「チカラ」が生まれくるとの市場予測です。 

 

先のブログのサブタイトルにも関連するとして、非常に興味を示した予測ですが、 



「森の音」 
 

自然のなかに身を置き、そっと耳を澄ますと、何かが自分を超えて広がる感じがします。 

音楽、文学、芸術、料理も同じ感覚を覚えます。体を超えたり超えなかったり、そして時

間がのびたり縮んだり。 

そういう感覚をなんとなくタイム感と僕はよんでます。 

 

僕たちは、ほんの一秒の間に夢をみた気がしたり、永遠のような広がりを感じたり、いつ

もの日常だったり、その瞬間瞬間でのびたり縮んだり止まったり、伸縮性のある色とりど

りの時間を生きています。 

 

僕自身、一番それを感じるのは自然の中に身を置いているとき、とくに森です。 

森の中は、遠い、近い、高い、低い、やわらかい、かたい、平行、垂直な音等の四方八方

から聞こえる立体的な音空間。季節を知る色、リズミックな木々の動き、風が映す光の道 

。そして体の中にすっと入ってくる豊かなにおい。 

古代、音が豊かな場所に神社が出来たのではと考えます。なぜなら僕が思う、音が豊かな

場所は、様々な行いが循環している場所だと感じます。そして、その循環、もしくはその

原色のつよさに惑い、人ならざる力を感じるからだと思います。つまり、豊かな場所にか

みさまを感じたのだと思います。 

 

人の一生より、虫草花の一生は見えやすい。でもおそらくタイム感は変わらないとすると、

人の時間も、花の時間も一緒、命の縮図だと思えます。時間的に長くても、短くても感じ

る力。 

小宇宙とよんだり、神とよんだり。木をみて森を知る、水をみて大地を知る、葉っぱをみ

て宇宙を知る。 

そんなタイム感の中で僕たちは生きていると思います。 

 

今、森に惹かれています。そして森に、恒久的な循環型の世界を感じます。森の音に自分

自身を、宇宙をみます。そんな森の中でみる夢があります。森の音と僕たちによるオーケ

ストラ。木々の音や木々の力、風の音や風の力、人の音や人の力。それぞれの力を合わせ

た、森のオーケストラを実現出来たらと思います。 

                         松村忠尚（おんまえプロジェクト） 

サウンドクリエーター/ギター講師 

 http://onmae.info 

 
 

 

 

http://onmae.info/


森の学校 

 

                             あわら市  奥村智代 

 

６月２日、ラーバンの森の学校が開催されました。 

末子小学２年生の息子とのスキンシップに親の方が浮かれていたのか、数日前からお天気

ばかりが気になっていました。朝方、少し降った雨も開校式の頃にはすっかり晴れ、足元

も気にならず心もうろつき、いざ森へ出発です！ 

子供たちは、それぞれに虫眼鏡、望遠鏡、虫かご、植物図鑑を片手に格好だけは一人前。

いや、なんでもまずは格好が大切です。子供たちの様子に私も植物図鑑と虫眼鏡を持ち森

の中へと進みます。 

 森の中では落ち葉が動くと、子どもたちはすぐに駆け寄ります。虫をみつけたり、変わ

った木々をみつけたり、子供の敏感さに驚かされます。しばらくすると森の学校の英先生

から「この木は何の木でしょう～？」の質問がとびました。大慌てで植物図鑑を開き、葉

の形や落葉樹、常緑樹を調べて葉っぱから木の名前を見つけます。今まで上の子供３人そ

れぞれに、ラーバンの森の探検に付き合ったものの、森を子供と歩くことだけで満足して

いたことに気付かされました。全く森の魅力に気が付いていなかった。「ホーホケキョッ」

小鳥が鳴くと子供もそれに合わせて真似をします。緑の香りも、大きく深呼吸をして香り

ます。木々の間に差し込む太陽も今日は光を全身に浴びます。 

森の中での子供たちは、やりたいことがいっぱいです。私には分からない興味のあるも

のがいっぱいなのです。親の言うことを聞いていたら今やりたいこと、興味を持ったこと

が途中になってしまうのです。そんな子供たちを見ながら、初めて森の魅力と子供たちの

興味の広さを知ることができました。 

 この「ラーバンの森の学校」の本当に意味は、子供たちに森の魅力を感じてもらうと言

うことよりも、大人たちにいかに身近なものに興味を持って気付かせるか、と言うことが

本筋ではないのかと思わずにはいられません。道端の草一つ、木一本の名前さえ知らない

私たちにとって、森の中の自然はワンダーランドそのものでした。 

 生活に追われて、子育てに追われて忙しい事を口実にあらゆるものに興味を失っている

自分に気付かされました。これでは子育ても出来るはずがありません。 

 どこからどう手を付けてよいのか分かりませんが、今日の森の学校をきっかけに子育て

を根本から考えみようと思いました。 

１０年後の私と、１０年後の私に育てられた子供の姿を想像しながら頑張ります。 

                        



日本の国鳥は「キジ」、日本の花は「菊」と「桜」です。 

では皆さん、福井県の木・鳥・花・魚を知っていますか？ 

 

県木 

「マツ(松)」 

長寿を象徴する木として、古くからしたしまれてきました。 清楚(せい

そ)で、岩や砂地にもたくましく育つ生命力は、質実剛健(しつじつごうけ

ん)な県民性の象徴と言われています。 

 

県花 

「スイセン(水仙)」    

かおりのよい気品のある花です。 

日本海のきびしい風雪に耐えぬいて寒中に咲くこの花の忍耐

強さは、県民性に通ずるといわれています。  

 

県鳥 

「ツグミ」 

毎年10月頃、シベリアから渡ってくる代表的な冬鳥です。4月頃まで里

山や農耕地に生息しています。厳しい雪の中で懸命に生きる忍耐強さ

に、県民性を重ね合わせています。 

 

県の魚 

「越前ガニ」 

福井県の県の魚は越前ガニです。荒々しい日本海でつちかわれ、福井

の味として広く定着しており、冬の味覚の王者として親しまれています。  

 

おまけ 

福井県がくらべものにならないほど、壮大で厳しい自然環境のアメリカ・

アラスカ州の州花は何かわかりますか？ 

 

答えは「ワスレナグサ」。英語で forget-me-not。日本でも花壇などに植

えられています。いじらしいほど可憐な花が、荒々しい自然を内包する

アラスカ州の州花なのです。 

国や県のシンボルを生き物たちを見ると人々の暮らしが見えてきます

ね。 



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） 

携帯 090-8324-4918(竹内英樹) 

メール：takeuchi@mikuni‐minato.jp 

ミクマリ通信掲載

http://mikuni-minato.jp/midorelay/micmari/ 

 

  

 

ミクマリ通信 vol.10 を迎えて 

ミクマリ通信を初めて 3 年と 4 か月。当初、季刊誌として年 4 回発行を目指していた

のですが、現在は 7 月と 2 月頃の年二回発行で落ち着いてきました。一つ一つ積み重

ねて、やっと「つ抜け」達成です！事務局の努力不足!？もあり、ゆっくりとした広がりにな

っていますが、まずはお互い自分たちの地に足についた活動を行ったうえで無理の無い

範囲で緩やかなネットワーク形成を目指していきたいと考えています。 

私自身福井県に来て 4 年。自分の家でさえ車のナビがなければ帰れなかった頃に始

まり、地域の地名や町の様子、地域ごとの特色・文化などミクマリ通信を通じて知った事

も数多くあります。また NPO渓流釣りや、鮎・サクラマス釣りなどの趣味のために、どっぷり

と九頭竜川に触れています。これまで他地域で、釣りに行っていた私からすると、九頭竜

川独特の特徴、文化・ルールなど発見が多くありました。そして全国から鮎やサクラマス

ファンが「聖地九頭竜川」称し福井県に訪れてきます。天然遡上の鮎やサクラマス。そ

の姿は高貴でありとても美しく、力強い。地元の人たちが気付いていない素晴らしさを、

少しずつ再認識して守って行けるといいなあと感じます。これからもいい意味で「よそ者」

の視点も大切にして行きたいと思います。 

 

このような地道な活動では、すぐに成果はなかなか現れませんが、少しずつ形になって

きたこともあります。 

・ 参加者募集の案内を見て活動に参加し、それがきっかけでアーティストとして町おこ

し企画に参加し作品を残してくれた。 

・ 他団体と連携や交流を行い研修や体験を行うことができた。 

・ 興味のある活動をしている人同士で、連絡を取り合い交流や情報交換が始まった。 

・ 福井県や市など行政からの問い合わせもあり、少しずつ活動が認識し始められた。 

などがあります。 

もちろん様々な課題もまだまだ残っていますが、無理をせず地道に取り組んでいきたいと

思います。 

今後「ミクマリ通信」がどのよう発展してい

けるかはわかりませんが、続けてゆく事に

より少しずつ何か形が見えて来たことは確

かな様です。皆様の活動、活動地域、

人々が、他人事ではなくお互い何か繋がり

を感じていると思います。ミクマリ通信がな

ければ知り合うことがなかった人々との何

かの縁を大切にしていきたいものです。皆

様今後ともよろしくお願いいたします。 

mailto:takeuchi@mikuni‐minato.jp
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ふくい薪割倶楽部（福井県全域） 
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