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＊はじめに．「ではのかみ」

…ｇ

や「人まねにはざる」…１
＊「弥生自然体験型跡地」
…２
観察会の報告
＊「第２７回東北自然保護
…４
の集いの報告」
＊第１３回写真展「私の岩
…Ｂ
木山」の報告
＊「弥生自然体験型跡地」
の活用法を考える住民集会
＊特別展示「〕石木山の野鳥」

の報告

展開催の案内…１０

…１０

…１０

…１０

＊「遺伝子組み換え植物の
恐怖・自然保護の視点から
考えるつどい」の案内
＊事務局から
＊編集後記

岩木山の東面・小杉沢へ
行く途中にある溜池…

も農業を甑０育てることと密接な関係にあるとおもうのだが…。

の水神さま」なのである。ところで山武下部に広がる水田は年々道路、宅
地、エ案団地となり少なくなっている。当然多くの溜池は整備されないま
ま放置され、沈殿した土石があふれ出る寸前の弥生跡地の「圏整池」と同
じ運命をたどることは想像に難くない。岩木山を甑ることは「観光」より

岩木山の山面にはたくさんの溜池が存在する。北麓の長平や建石地区
にはとりわけ多い。そこに溜まった水を利用することで、岩木山は『展家
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①

Ⅱ「ではのかみ」や「人まね
にはざる」Ⅱ

毎日新聞のコラムによると
「ではのかみ」とは二言目に
は「どこそこでは…」と他を

引き合いに出し、日本や（自
分の住むところや地域・所属

している団体など）の立ち遅
れを指摘する人たちのことを
言うのだそうだ。環境や福祉
では欧州出羽の守が多いとい
う。「では」は「にはのかみ」
として用いられることもある
だろう。出羽の守の多くはは、
自分の背後に後進性を背負っ
ていることに気づかず、自分
だけは進取性を持っていると
考えがちであるようだ。

ね「には・にもざる」がいる。
これと同じようなものに、人まね一には・にもざる」がいる’

》大企業による「同顔貌」な全
「には」も「にも」もいけない。大企業による「同顔貌」な全
や秋田駒ヶ岳に生えているコマ
国展開のスキー場開発や岩手山や秋田駒ヶ岳に生えているコマ
こいうことで植えたり種を蒔い
クサを岩木山「には」「にも」ということで植えたり種を蒔い

岩木山は岩木山であるというその自然的独自性について知ら

たりした人もしかりだ。

ないからこれが出来るのだろう。昔の人はこの「岩木山である
というその自然的独自性」を熟知して、それと向き合いながら
利用し、育ててきた。

以前「ミズバショウ沼」が農村公園として整備される時に、
現在芝地になっているところにラベンダーを植え、藤棚を造ろ
うとしたがこれも「あそこでは」こうだから「あそこにも」こ
れを植えていたからということによるものだろう。ミズバショ
ウの咲く招辺にラベンダーは明らかにミスマッチだろうし、何
よりも植生的に「外来種」を持ち込んでは生態系を壊してしま

うことになる。湯段地区にある「ミズバショウ沼」についての
地勢的、歴史的、植物的な「真の理解」がないからである。

ということで、本会は弾かれてしまった。

今年六月に青森県から本会に「ミズバショウ沼」を「あおも
り水辺の郷」事業として展開したいので常盤野（岳）町会と協
議会を組織して運営にあたってほしいとの要望があった。「ミ
ズバショウ沼」とはこれまで関わってきたので協議会を組織し
ようとしたが、町会が単独でやりたいと言って、本会との協議
会を拒否した。現地町会の「拒否」を、県も認めざるを得ない
町会主導では、どうも多数の「ではのかみ」や「にはのかみ」
が輩出して、いつの間にか「ミズバショウ沼」が「ラベンダー

メドハギ

■＄■、正

Ｉ

囚

隣灘

である。

８月２７日の実施について
陸奥新報記者が途中まで同
行取材をした。
観察に入る前に、「岩木山を
考える会」の提案する今後「跡
地」をどうするかについて事
務局長が説明をした。
第一は「環境評価の実施」。
第二は人工的な要素を極力省
いた「里山としての自然の回
復」を図ること。その基本は
「自然の回復力」を重視し、
本来の植生を大切にすること

⑫

持に努める。
めに餌場となるエリア全体の自然維
２、イヌワシを保 護するために餌場となるエリア全体の自然維
連鎖全体を復元できる施策を行う。
持が必要とするよ うに食物連鎖全体を復元できる施策を行う。
ったブナ植樹など兵庫県のブナ種苗
３、白神山地でも 最初に行ったブナ植樹など兵庫県のブナ種苗
子的には違うものに変化させてしま
を使っていた。こ れは遺伝子的には違うものに変化させてしま
もメドハギなど本来この場にない植
う撹乱破壊の一つ 。こ》」でもメドハギなど本来この場にない植
物が工事用道路の り面 植えられ、それが今やかなりの広い
範囲で生えている その に次の外来種である花を確認した。

治癒力を考えれば森林復元にし
第四は拙速は避け ること。自然治癒力を考えれば森林復元にし
ても何にしても急 ぐことはない。
本会のこの意向 は「環境緩和：ミティゲーション言は恩は○口
：自然保護の技術 」という思想をベースにして「現状を守るこ
とを優先する」と いう考え方に立っている。
（具体的には…）
１、自然保護は性 急に過去に戻すのではなく出来るだけ現状維

童で伝統的な財産 的景観である。

◎

この「岩木山東麓」は先人が
愛でることで残してくれた貴

ことである。弘前から見える

第三は「里山としての自然の
回復」を図る時には「岩木山
の景観的美しさは異物のない
山麓にある」を基本にすえる

Ｗ:Tｺﾞ蝋
■

沼」に変わってしまいそうに思えてならない。

「弥生跡地に森林の復元を」との声が聞こえる。このような時、
「森林を復元したという他所ではどうしたか」とか「あそこで
はこうした」「あそこにはこういう事例がある」としたり顔で
言う人がいるだろう。しかし、そういう前に「弥生跡地」と呼
ばれるようになる前の自然を、岩木山の自然を理解しなければ
いけない。そのためにはスキー場を計画した時に実施したアセ
ス結果を参考にすればいいのだが、残念ながらアセスはまった
く不備、使い物にならない。しかも「解散」した会社が所有し
ていたので現在あるかどうかも知れない。やはり完壁なアセス
をするつもりでの「岩木山についての学習と観察・調査」が先
決であり重要だ。本会が「弥生跡地」の観察や見学に取り組む
意味は「…では」ない「…には」ない岩木山を自分の側で確か
め知ることにある。観察は理解の出発点（原点）であるからだ。
それにしては「弥生跡地」観察会への会員の参加は少ない。

日々眼前に屹立しているから岩木山がそこにあることは知っ
ていても、「岩木山」とは何かと訊かれたら何と答えるか。岩
木山の意味は多面的であり、重層的であり、多質的であって容
易には答えられない。答えられない人ほど、あそこ出羽の守や

やはり「何々は…であるべきだ。」という自分の思想を持と

あそこ「には」というまね猿になるしかない。
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う。そう思うためには、何々について深い理解がないといけな
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い。観察会に参加することはそのためにもいい機会である。
注：「人まねにはざる」とは筆者の造語。
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４、そこだ

け守ればい
いのではな

につとめる。
５，復元時に総て人間の手により「
５，復元時に総て人間の手
造」するのではなく自然回復がで
造」するのではなく目然
る段階までに留める。
６、作り放しではなく、経年の変
６、作り放しではなく、
を観察して必要最低限度の回復の
を観察して必要最低限度
助けを行い自然の遷移を促す。
助けを行い自然の遷移を』
７、復元作業は、役人、業者に任
７、復元作業は、役人、
るだけでなく企画・計画
るだけでなく企画・計画段階から

誰団体も参画することで間違った
談団体も参画することで

向へ行くのを正す。
「自然再生一「自然の。
「自然再生」「自然の回復・復元
といって土建業者は少しでも沢山
工事を要求するだろうが無駄な税
を注ぎ込むことにも抑止力となら
ばならない。

上部の工事用道路沿いに観察を開始した。
「隣接する昔からの雑木林（ミズナラ、コナラ、イタヤカエデ
などが茂っている）」の中にも入り、林の中の気温差から「木

一義なのである。

あくまでも今ある自然を守ることが
を加えることではない、あくまでも今ある自然を守ることが第

助けをすることであり、総て人間が
基本は自然回復力の手助けをすることであり、総て人間が手

ね金の￣方保せ手化き模

く、そこに存在した環境 全体の回復
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の生えて

また、

や林のあ
入った。
取られた
この「
き出して
いる。そ）
さらにそ

の成長具
成長がす
の広場」
ら生育し
成長が極
山のもの

る。植え
「工事用
によって

鱗蕊

て観察地が
察地が「荒らされた土地・表土がはがされたりノ砕石が敷
かれたり、
たり、木々が伐採された場所」であることを示していた。
なお、本
トラップ数
残念ながら
穫？ゼロ。
木の残され
なお、今
お、今回の観察会には６０人の市会議員に文書を送付して
参加をお願
をお願いした。
それは「
れは「弥生地区自然体験型拠点施設建設予定計画」問題が
議員にとつ
にとっては重要な懸案事項（大方の計画実施賛成が全員計
画実施反故
施反故に変わった）であるだろうと考え、現状の実態をし
つかり「観
り「観察」した上で検討してほしいと思ったからである。

》報悌》』評》評却》昏淨』『研一》門》坪》峅諦》雑碑誰》州

これからもこの問題を協力して解決していきたいと考えるとこ
からもこの問題を協力して解決していきたいと考えるとこ

本会の要
会の要望にこたえて午前の部に４人の市会議員が参加して
くれた。午後の部にも１人参加した。
た。午後の部にも１人参加した。
ある市会議員に「他の方も来てくれませんかね。」とたずね
る市会議員に「他の方も来てくれませんかね。」とたずね
ると「賛成と言っていたのに（市長が替わり）反対にまわった
「賛成と言っていたのに（市長が替わり）反対にまわった
から（顔をあわせるのが）都合が悪くて来れないのでしょう。」
（顔をあわせるのが）都合が悪くて来れないのでしょう。」
と言っていた。おかしな話だ。それにしてもよく参加し、まじ
っていた。おかしな話だ。それにしてもよく参加し、まじ
めに質問などしてくれた。他の参加者と同様に心から感謝する。
質問などしてくれた。他の参加者と同様に心から感謝する。
ろである。

なお、この観察会をつうじて、本会に入会した方が数名いる。
お、この観察会をつうじて、本会に入会した方が数名いる。
岩木山を愛し、いつまでもあるがままの姿で残していくために
山を愛し、いつまでもあるがままの姿で残していくために
一緒に活動をしていきたい。

ニホンザリガニの生息を確認

ｇ月２３日の実施について

「跡地」には流水のある沢が２本と伏流で視認されないが下部
で湧き出したり、しみ出ている沢が数本ある。その中の一本の
沢で一一ホンザリガニの成体を一匹、幼体を一匹捕獲した。この
２匹は約５０ｃｍ四方という狭い範囲に生息していたものであ
る。おそらく、多数生息しているものと考えられる。

ｏ

一（体色は茶 褐色・確認後元に返した）

生良

の保全と自然林の再生こ

第２７回「東北自然
保護の集い・岩木山
大会（大会テーマ：水辺

鰄繍蕊電

など限られている。

などであろう。
：「ニホン
ザリガニ」日本の特産種で北海道
・東北地方北部（青森・秋田・岩手
各県の一部）にしかいない。秋田・
岩手各県はほんの一部であり、青
森県も津軽半島の山岳域、岩木山

～９ｍに成長している。）」

のハンノキなどがすでに７

たこと（近くに植樹された
ブナは２ｍにもなっていな
いが跡地のこの部分は野生

鰯鮒鋼澗塑 比較的早く日陰を作ってい

懲欝難

篭i:、

醗繍紬嫡硯蝿剛抽腱庄ざ醍歎鋤

大会の概要と感想
開会に際しては、 来賓として弘前相馬市長（代理・高畑幸
助役）から歓迎の挨 拶もあった。
記念講演は本会会 長阿部東氏の「岩木山の自然から－種の多
様性と保全」である
大会テーマの「水辺 の保全と自然林の再生」にそった、内容的
」にそった、内容的
にも質的にも非常に いい大会になったと事務局団体として、喜
務局団体として、喜
んでいる。発表も意
士地そのものの自然
環境を愛してやまな
な態度に満ちあふれ

：⑳繍青

鐸露、〆

ていた・
特に助言者の下北
下北野生生物研究所所長． 森治氏と秋田県自
然保護連合代表・奥
・奥村清明氏には、その的 確な助言に対して櫟
く謝意を述べたい。

④

森林が伐採されて表土をはがされた「跡地」の沢で生き延び
てきた理由は、きれいな湧水が流れるところ・水温が２０℃以

吐祉駄鮎鰄却匹、ト猟改吐枕糀壮研恥が柵蹴眺蜥鰔帽痙上比縦
に森林が残っていたこと」「この沢の周囲の森林の自然回復が

■

｡敷

それぞれ報道された。

iiii蟻霧ii:！；

なお、二日間をとおし

て協議の司会は「青森の
自然を守る連絡会議」代
表で県議会議員の鹿内
博氏がつとめ大会アピー

刮鮒瀞糠加繍嫌搬砥梛伽

して９０名を越えた。こ
の参加者数からもいい集

会になったととらえてい

行政やマスコミの関心

る。

も高く、弘前市はじめ各
マスコミの後援（名義）
をいただき、さらに弘前

市長の歓迎挨拶もいただ
いた。また、地元紙には
大会の案内も掲載され
た。なお、地元紙の東奥
日報、陸奥新報、デリー
東北（こちらは１７日午
後に電話取材。）とＮＨ
Ｋの取材（正午のニュー

スで放映された）があり、

煙事例報告の内容とその報告者の事前確定と事務局とし
約することが至難であったこと。

今 回事務局団体を引き受けて、大会開催のすべての事務的業
務を 担当したが、その中で感じたことは次項である。
第１ 住当該事務局である青森県内の各自然保護団体と実行委
百頁〈云 を結成することが大変難しかったということ。実行委員会
には 実質４団体しか結集出来なかった。

て第

は、参加者の確定とその把握。加えて参加者は、この大会
東北地方全体」をシフトしていることを考えると少なかつ
いうこと。前回よりも今回若干増えたが、それは事務局団
ある地元の「岩木山を考える会」会員の参加が多少あった

集２

ｶｺ体たが第

である。

らでと－３

拶

④

以上の点は来年の開催県であ
る岩手県のみならず、東北全県

が共通して抱える大会開催と運
営に関わる問題点だと思われ
る。是非、各県の自然保護団体
等と協力して実行委員会を結成
して、事例報告の集約や参加者
を増やすことに各県それぞれ努
力する必要があろう。

「事例報告と協議の記録文」は
９月２２日に発送した。記録は
「自然観察指導員の会」会員竹
浪氏の全面的な協力を得た。
「事例報告と協議の記録文」と
講演「岩木山の自然から－種の
多様性と保全」は膨大なので会
報では紹介出来ないが本会ホー
ムページで紹介しているので、
読むなりプリントアウトしてほ
ＩＩＬ：おｉ〒…
しい。なお、ホームページを見
－局に連絡してほしい。
られない方で必要な会員は事務局に連絡してほしい。
なお、講演「岩木山の自然から－種の多様性と保全」について

は簡単に次にまとめて報告する。

講演要旨

１．地球環境保全と自然保護は人類にとって緊急の課題。危機
はすべて人類がみずから招いたもの。人間の叡知こそ救い。
２．弥生時代以来、日本人は凶暴化してきた。
３．岩木山は新しい火山。１８６３年が最近の噴火。狭さと火
山の影響で生物の数も少ない。
４．岩木山は独立峰、頂上に行くほど、固体数も少なくなる。
５．自然界はモデル実験とか、シミュレーションにだけ頼る研
究ではとても把握することは出来ない。
６．生物には地方によって変異があり、その変異が遺伝子の多
様性を支えている。生物はその地方の天候、土壊などの条件に
よって、それにもっとも適した遺伝子を自然選択してきた。ブ

ではないか。

ナを植樹する場合も、その上地の条件に合わない苗を植えても
よく青だない。ブナの植樹運動について賛否両論ある根拠。自
然の遷移に任せるべきだという考え方もある。
７．イギリスで比較的自然がよく守られてきたことについて、
素人の自然観察者、自然研究者がたくさんいたことが重要だっ
た。岩木山にもプロの研究者はいない一般の人々の優れた自
然観察の積み重ねや研究が岩木山を守ことにつながっているの
大会を伝える東奥日報（９月１７日付）
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・灘蕊一識

東北自然保護の集い・岩木山大会アピール

岩木山の南麓に湯殿谷地があります。そこには毎春ミズバ
ショウが咲きほこり、ミズバショウ沼と呼ばれています。かつ
てここが農村公園計画によって、環境が著しく変えられようと
したことがありました。「岩木山を考える会」は「沼本来の自
然を壊さないように」と申し入れ、植生も在来種でまかない、
植える木種選定などを提案しました。その結果、従来どおり

の豊かな自然環境が残り、ゴマシジミ、ゲンジボタル、岩木山
麓から絶滅したセンフリなどが回復しています。さらに本会で
は「水源を確保する」「隣接する畑の影響を最少にする」「在来

鮒働剛繊胤匠琳花拡げ儲か宅齪謎覗噸肌迩馴畉吋ギー撚靴悶朏

として伐採された跡地は「もとの森林に復元」せよとの運動を
進めてきました。その結果、「もとの自然に復元されるらしい」

という光明が見えてきました。

ところで、青森県は緑が多く自然がいっぱいだとよく言わ
れます。見た目には都会よりも「緑」は多いのですが、その大
半はりんご園の緑です。特に岩木山を中心とする津軽地方の緑
はそれであり、農薬使用も全国で一番多いといわれています。

津軽地方からは「りんご園の開発」によっていわゆる「里山」
がほぼ消滅してしまいました。唯一残った「里山的な自然」は
岩木山麓だけです。
しかし、その貴重な山麓もりんご園や畑の開墾、スキー場、
ゴルフ場、ゴミ処分場、または人工物の建設で消滅しかかって
います。このような状況は東北各地でも同じではないでしょう
か。それでも農薬の使用を抑制することで「サワガニ」等の復
活が見られたという報告もあります。
今後の自然保護運動は、「これからどうするに主眼を置き、

撹乱と里山の関係に学びながら伐採と植樹をすすめ」、「農業・

漁業・林業」など第一次産業としっかり向き合っていくことが
肝要だと思います。
一方、ラムサール条約によって、生活環境を支える生態系と

して「湿地の保全・再生」が呼びかけられました。条約では、
産業や地域の人々の生活とバランスのとれた保全を進めるため

これらも今後の自然保護運動には必然的に取り込まれねばなり

に、湿地の「賢明な利用（湿地の生態系を維持しつつそこから
得られる恵みを持続的に活用すること）」を提唱しています。

ません。
特に「森林等の復元」に関しては…今ある自然を大切にする。
・特定の種だけではなく生物のつながりや生態系全体を復元す
る。・よその土地の種ではなく、もとあった種を回復する。・点
の回復ではなく、空間的な生態系のネットワークを回復する。
・人間がつくりあげてじまうのではなく、自然の回復力を助け

る。・自然の変化をモニタリングしながら、順応的な管理を実
施する。・行政だけでますめず、計画段階から積極的に地域の

市民参加を図る。…等に十分配慮しなければなりません。
る‐…等に十
以上を「第２７回東北自然保護の集い・岩木山大会（水辺の
２７回東北自

⑥

》

保全と自然林の再生どのアピールといたします。
大会に関わる決算報告
５４４，５００円

収入の部

・大会参加費５２２５００円》

２２，０００円

内訳宿泊・交流会４８名４８００００円
３００００円
交流会のみ６名
日帰り参加費２５名１２５００円
・寄付

４６。，１４５円

扇０００円

岩木山を考える会事務局長三浦章男氏書籍販売収入

５０００円
内訳栗駒の自然を守る会
岩木山を考える会会長阿部東氏１０，０００円

支出の部
６１２，９７５円

・宿泊・交流会・会場聾
１４８１１０円

・印刷
・印刷費・用紙代・名札ケース代・封筒代

内訳 （実行委員会資料２ 回分・大会開催要項・大会案内・犬
会資料 用封筒角２号など）

２８，７２０円
・通信 費
内訳 （実行委員会案内ｘ２回分・大会開催要項・大会案内送
付・大 会終了後の資料送付・事例報告と協議の記録集送付）

４７５円の赤字となった。幹事会
この結果、総額９２，４７５
，０００円の補助を決定していた
もってこの大会に１００，００
赤字分の詳細について会計監査 の土岐修平氏の監査を受け
承を得た上で補填した。

補填分９２，４７５円の内訳

．「岩木山の自然から１種の多嘩
．「岩木山の自然から１種の多様他壯榊罐珈肝岫

・交流会に津軽の地酒代４４７７円
・各種資料印刷代・用紙代６Ｂ，７９２円

大会そ の他について
本大 会のことについて助言者をして下さった奥村清明氏は
「秋田 県自然保護団体連合の連絡報」｜で次のように報告してい

、ので
了で前

Ｃ

た。

その冒頭部分を紹介する。

⑰

あ罰こと」を目的とし、市民参加型の写真展と位置づけて開催
した。その第十三回写真展も無事終わった。今回の特徴は何と
いっても一般からの出展者が多かったことだろう。
出展者は２０名、その中で一般（会員外）の方は６名であっ
た。作品総数６０点で一般の方のものは２１点、３３％を占め

写真展「私の岩木山」を、写真の「技術的・質的」なことに
関係なく「あなたの心の岩木山」写真を出展し、出展者お互い
が、また鑑賞者お互いがそれぞれの「心の岩木山風景を共有し

場所：ＮＨＫ弘前放送会館ギャラリー

日程：９月２９日（金）～１０月１日（日）

篭彌哉勵辱翼屡司瓢鰯嵩瀧職』吻翻鴬

勉強になった。…」

ろが大きい。
ろが大きい。参加要請は数百通近く出したという。そのうちか
なりの数が、宛て先不明で返されてきたというから、自然保護
団体の消長も激しいことがわかる。
「東北自然保護の集い」はゆるやかな交流の場であり、お互い
に交流するなかで、お互いに元気をいただき、自分たちの次の
活動につなげて市くための場でもある。政党や労働組合のよう
な決議や方針によるしばりはない。各県持ち回りという方式は
毎年、その県のカラーが集いに出ておもしろい。今回の集いで
は青森県の抱える自然保護の問題がズラリと提出されてとても

管は「岩木山を考える会」。この会はいまでは幸青森県内で
「主管は一岩
ともにもっとも力量のある自然保護団体である。。６年前、
質量ともにも
沢で開かれた第２１回東北自然保護の集いでは 「コクド」
鯵ヶ沢で開か
による鯵ヶ沢
る鯵ヶ沢スキー場建設のため、貴重な岩木山２ブナが伐採
されるという
るという問題が出ていて、「岩木山を考える会」」がその会
訴えようとしたにもかかわらずその発表も脇 へ追いやら
場で訴えよう
れる始末だっ た。この東北自然保護の集いを、その 時だけある
し、後は参加しませんという人も多いが、 それでは、
目的で利用し
集いの継続性 の意味は薄れてしまう。
今回の集会 の盛会は「岩木山を考える会」の努力 によるとこ

る
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写真屋の様子を報ずる東奥日報（９月３０日付）
・麹

リーでⅡ写真。

市民団体・岩木山塞えゑ頁阿部

熱会長）が主擁する士一面目の写糞露

慰れ書れの心の岩木山風殿を難有しよ
議凸いう園的で企画し、会貿や一般参
加護の紺七十塩震瀝示している。
加護の約七十毒鍾耀示している。
｝樺繼一円から鼠産四季折々の岩木山
樺繼一円から鼠産四季折々の岩木山
”察や、蕊山者、お山参詣の人々希
鰯鑿や、蕊山箸、お山参詣の人々希
騨に憩った植物イメワシなど、岩木
蝋の鐵然が蕊Ｃ灘奮れている。
蝋の鐵然が写し灘奮れている。

｜般参加者の作品
・弘前市の太田さん作品４４年

ぶりの懐かしさがこもる。

』

。つがる市の喝海さんの作品
。■の舞橋橋梁越しの岩木山。

ｑｂ

■■■画頚》客Ｌ

１，；

程：１０月２８日（土）１３，．３０～１５

「弥生スキー場跡地問題を考える市民ネットワーク」で開催。

その活用法を考える住民集会の報告

鰭

聯曇茨轆ｉＡ嚇熟蝋蝶醐辮雛鰹瀞躯墾鵜へ②贈噺脇蝉臆
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且

罰

匝鍬
匝鍬………
｡T■

》

Ｐ】

伊］

一一一
『》｜

それぞれが「私の岩木山」を共有しあうという開催の趣旨が
生きてくるためには次のことがらが条件となるだろう。
１．多くの人が出展する。２．多くの岩木山に関わる対象表現
（多くの撮影地と対象物）。３．多くの来場者。
岩木山の遠景写真が一番多かったが、それも撮影地の違い、
季節や時間の違い、切り取り方の違いなど色々な写真であった。
それは１００人いるとその１００人には１００の岩木山がある
ことを 示していた

亀

所Ｉ青森県武道館大会議室参加者・・
ガキで案内をしたが会員の参加は非常
心がないわけではないだろうが、「施設

伽郡躯山班鵬欧刊吐馴も誰比価鰄訓帷硯

－敬称略－

（岩木山を考える会）
蛾

「弥生スキー場跡地の現状をどう見るか」三浦音
三浦章男

していただくことを期待したい。

上人ｶﾖか
でが白つ

その 他に、岩木山と人々との関わりを主題とした「お山参詣」
の写真 も２人の方が出展した。例年い「岩木山と人占が少な

いので 心配していたがこれで救われた感じがした。
なお 、来場者総数は４５０名となった。聞くところによると、

ヶ所写真展を開催していたそうである。

同じ９ 月２９日～１０月１日という日程で弘前市内で、他に３

本会場ＮＨＫギャラリーの向かい、弘前市民文化センターで

もイトーョーカ堂カルチャーセンタⅦ写真教室の写真展を開い
ていた。そこで講師をしている栗形氏（弘前市市会議員）も来
場して、「楽しそうに写し、楽しそうに展示し、本当にみんな
の（私の岩木山）写真展ですね。普通の写真展では見られない

でっ建少０ ６
紙た設な名０

の送一に３

罰Ｓ月ＳＯＳ土曜日

ニーークなものです。いいですね。」と語ってくれた。
この写真展期間中に会員になった方は３名である。

・協多紙た
報議かに。事
告につな別前
；参たつ1こに
加のた関ハ場日

アー￣▲

●

０－－■■■PP-D〃□●9－－０

￣■年

蝋

騨鬮霞 ＆霞
●

Lざ舅竜二雲興茎二

・パネルディスカッション
コーディネーター今泉昌一『（弘前市を考える会）
・パネラ

●ﾆーー

（市民が主人公のみんなの会）

キー場跡地の現状をどう見るか」
用いて、スキー場用地造成のための森林伐採直後の
して、現在の植生の様子の解説をした。
在の植生の様子の解説をした。

戦を新村･てかといンは、２，Ｉこのす百地いたる国民示非なれ|灘と画弥
後し法女｜まけいうゴ弥働’二感計ば沢住空ち体の．唆常どた接比像生
、岩師性どなう点畑生く３ホ謝画ら桜民気に験財･くとにのブ地較をス
栄木でのうい意ではの場匹ンしにし林の・残型政らな違説ナのし 用
義山生立かよ味は１土所はザて真い近立水さ拠がしつ和明と雑て

。まとめ須藤宏

慨概評嫡子（一脚前赫銚縦勵｝茄椥韓男｛凱揃岫絵繍韻一
中き・農いめを下うり市ともしクこは・現なもえ・市のがいさ・子・弓

様

調にならなかったのは農
にならなかったのは岩木 山の山菜の恵。母は

⑲

山菜を食べて１０３歳まで生きた。スキー場開発が挫折し、そ
の後自然がたくましく回復している。市民の意見を聞き、コン
センサスを十分に得て進めることが大事。
自然保護の立場から
三浦章男
・弥生跡地について、「，次の点を考えてほしい。
（１）環境アセスをしっかりやるべきではないか。それが出発

点となる。（２）里山としての自然の回復力を重視してほしい。
（３）景観を傷つけないものであってほしい。弥生いこいの広
場の赤い屋根は違和感が大きい。

性赫雌紬舗概齢面部雌伽灘伽版削械塒鯨『鮒かⅧ哺赫獄伽剛禰

市は、

是非いろんな立場の意見を聞いてほしい。行政による

どんなものだろうか。

もしれない。フリーマーケットを開いて人を集めるというのも

ンの巨木の森で行われるようなクラシックコンサートもいいか

ない。

驫蒙杣辮縢識齪臥間川騨諮鶴叩期伽馴れ蝋彰

自由発言
（１）教育林はひとつの発想だと思う。自然の力は強いが時間が
かかる。ネイチャートレイルなど市民が憩う場所を作るのも良
い。環境アセスはものすごく金がかかる。実際は業者が机上で
作っており、効果は疑問。

とんど買ってもらえていない。地域の人たちがその自然に価値
を持って生きていけるような政策が必要なのではないか。

べき。

・市は現地の人たちの願いに必要以上にバラ色の夢を与えてい
たのではないか。鯵ヶ沢スキー場の建設によっても農産物はほ

施設での代替が可能と主張したが、市はきちんとした検証をす

跡地に自然に成長してきた樹木との樹勢の違
木山の景観上、弥生いこいの広場の赤い屋根
ある光景などが示され、今後の跡地利用法へ

竹谷マツ子
解けの形を見て種ま

（３）岩木山の存在そのものが我々に恵みを与えている。それを
自覚することが大切。何もしないのが一番だと考える。スキー
場の開発ですでにかなりの損害を被っている。もう損失は被る
べきでない。自然の営みの中で回復には２５０年かかる。その
位のタイムスパンで考えるべき。孫・子の世代を考えるのであ
ればそれが一番。地域住民にとってもそれが一番良い。ミズナ
ラの林になれば保水力が回復する。それが最大の活用方法。
（４）若者の立場から言えば、大金をかけて木を切ってしまった
以上は、せめてほんの少しでも活用してはどうか。スカイライ

し

姉旧跳銃匹椅浄欣函縛輌
旧跳銃匹椅浄欣函輝邨鱈 菜を食してきた。戦

ら
から

場から
野田千恵
も厳しくなっている折、税金の無駄遣いと言
設建設が中止となって良かった。我々が子ど
ればならないものは、豊かな自然と汚れてい
Ｑのは、豊かな自然と汚れてい
・弥生跡地は今の自然のままが一番良い。
丁の自然のままが一番良い。
ら
石田豪
住んでいる農家季として発言したい。桜林の朝
・弘前リゾート頤開発がとん挫後１１年になる。
から反対しストⅢツプに追い込んだネットワー
・弥生の開拓は催７０年前。当時は土器が出土
一一も１００～２】００匹もとれたものだ。今で
るが…弥生の方“々にどうすればいいかと聞く
しハとハう。右
いう。市は紬
く説明が必要。弘前
川は納得いく説明が必要。弘前
川で買ったことになる。近くの
ことになる。近くの
を１反歩５０万円で買っ
１反歩５０万円で買った
２０～３０万。とても高
歩２０～３０万。とて鴎
い買い物をした。そ
と二も高い買い物をした。そ
用な活用が第一。ブナ叶
な活用が第一。ブナはあ
ブナはあの辺にはない（植樹
の辺にはない（植樹
育迫も早いのかなと思う。金
いのかなと思う。金
）。山桜であれば青迄も
山桜であれば青迄も早
な自然に近いものを、お
自然に近いものを、ある
〉を、ある程度整備しながら進
程度整備しながら進
」復元するのもいいかもしれな
のもいいかもしれな
教育林として森を復元十
育林として森を復元する

と伐採跡地の違い、一オートキャンプ場の植林

失とま場｡うか有反地がとりいつ景く場・な点とのた感、伐木、
ほれガる向色にか±け施て立・の岩採林現

のだ。（野田）

検証の姿勢が大事ではないか。山はこのまま残していきたいも
地元の方々がいかに施設に期待したか。今後はソフト面を中
心に活性化させることを話し合っていくことになる。（石田）
やっぱりこのまま残すのが一番いいのかなと思った。長い目
で自然に帰るのが一番いい。（竹谷）
金のかかるアセスメントは要求しない。市民の手によって環
境調査をしたい。自然に親しみながらの観察会は出来る。ゴミ
拾いなどもボランティアで出来る。行政と共に、「岩木」とい
う名前が残るような取り組みを今後進めていきたい。（三浦）

な鐡泪篝喋塞蔓讓鑿露

このたび津峰農民組合が「遺伝子組み換え植物の恐怖」とい

したように、本会としては「遺伝子組み換え」問題についても
しっかりと向き合っていきたい考えます。

うＤＶＤ上映会と談話会を次の日程等で開催しますので多くの

会員の参加をお願いします。

榊鵬詫鯉卿脚側蜂剛湖細溺卵肌休肪（ユ川九柵肋肪叩伽繩臓ヤ

資料代４００円談話・交流会費６００円（飲み物持参大歓迎）

事議局鰯曇

まとめ

・岩木の人たちの思いが述べられ、また振興を考えたいという

脇辮醐の懸臓」員鵜牒護の掴歳

○－三七九一四＊振り込み先岩木山を考える会

⑭

会報「岩木山を考える」第四十号（二○○六年十二月一一十日発行）
発行・岩木山を考える会・会長阿部東・事務局長三浦章男・事務局
〒○’’’六－八○五四・弘前市田町四１一二１七
ｍ○’七二・’一一五・六八一九＊郵便振込口座番号○二三八○－

を切ったのだが、木は元通りにはならないよ。どうしてくれるの。（Ｍ）

＊昨冬本会の反対を無視して始めた岳の■上車運行、今年はやらないそ
うだ。客が少なく商売にならないのが理由らしい。そのためにかなり、木

いた。その報告を兼ねて会報四十号を十一月には発行しようと考えてい
た。ところがその後虚脱状態が続き、１２月になってしまった。人間ほどほ
どに忙しいのはいいが過ぎると大休止が必要らしい。

写真展「私の岩木山」、シンポジウム「弥生跡地をどうするか」の開催が続

としているいとまもなく「弥生跡地観察と見学会」（通算４回目）、第十三回

＊東北自然保護の集い、何とか「成功裏」に終わることが出来て（？）ほっ

編鬚後認

＊六月以降の活動日誌は次号または総会経過報告に掲載予定。

もの」シリーズが始まり、本会が担当します。

うございました。なお、２００７年は烏以外の「岩木山の生き

＊タウン誌「月刊弘前」表紙写真野鳥シリーズが１２月号をも
って終了しました。大好評でした。飛鳥さん菊地さんありがと

蕊蓬婁蕊露綴震鶏蕊

から来ております。正木前会長からも同様の案内がありました。
署名用紙を会報次号に同封いたします。よろしくお願いします。

清耐珊酬孔痙瑚勤刷叶雛耐礁総針紘匙欺、弘前市は検討してほ
しい。
・農村振興という名の下に、自然を破壊する大型開発をばらま

いてきたことは反省すべきだ。

か。こうした視点で施策を考えていこうではないか。

・自然の恵みを大事にすること。それが岩木山の価値を全国に
広め、この地域が活性化することにつながっていくのではない

祷鮒幽鴎示圃藏獺幽吻野菖習展鯛倒謄鋤蕊臘咄
》市民の方々に岩木山により深い関心を持ってもらう
｛展として一昨年はゼフィルス展（岩木山の蝶）を、
締のトンボ展を開催してきました。三年目の今年は会
う弘前野鳥の会のメンバーでもある飛鳥さん、菊地
さんなどが中心になり次の日程等で「岩木山の野鳥」

〉ます。
３月１６日（金）～１８日（日）

蝿抑頬醒輌轤制諏鐸噌館縦声ラ制御５時

讓灘王あはに会
:Ｌ岐繍雇

なお、詳 紬は２月末発行の会報次号でお知らせします。

展さ員昨た
をんで年め本

