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やまぐち自然共生ネットワーク会員活動情報誌          2010.5.30 発行 
 
 

やまぐち自然共生ニュース 
 

やまぐち自然共生ネットワークは、県内で自然環境の保全活動や自然とのふれあい活

動などを行っているグループや個人のネットワークです。 

私たちは自然環境との共生によって、すばらしい自然環境を次世代に伝えていきます。 

■ カタクリの花の受難 

大変なショックであった。寂地山の目的地へ着いたところ、お花畑に大型のシートを

敷き 20 名程の人数で昼食中であった。紅白の寄り添って咲く珍しいカタクリの花に目

印として立ててあった小枝は取っ払われ、その上にはザックが置いてあったのである。

ザックの下を確認したところ白花のつぼみは無惨にも折れていた。 

翌年の同時期にはその華麗な姿はなく心配したが、２

年後にはその白花が見事に開花し、再び紅白が寄りそっ

ていた。嬉しくなって友人に開花の話をしたところ、翌

日に写真を撮ると言って出かけた。帰ってきての報告で

は予想に反して紅白のカタクリの花は見あたらなかった

と言うのである。驚いてその翌日再確認に行ったところ、

跡形もなく消えていた。その場所の枯れ葉を除くと穴が

あいていて、情けない気持ちになった事が忘れられない。

その後も年々、山野草ブームや宣伝などが相俟って５月

のゴールデンウィークには県内外からの登山者が増加の

一途をたどりお花畑は荒廃し続けていった。 

この事を環境ミーティングで話したところ、地元が保

全活動に立ち上がってくれる事となった。３年前の冬、

県民協働型自然共生手づくり事業の採択を受け、30 名の

参加により 150 本の杭とロープでブナ原生林の間に広がる自生地を囲い、300ｍの侵入

防止柵や立ち入り禁止を呼びかける看板が設置された。

今年はシーズン前に切れたロープを補修したり、ロー

プの足りないところは倒木で保全域を拡張していった。

また、柵で囲ってしまうと休憩所が少なくなるので、

自然公園管理員の指導のもと笹を刈って広場を作った。

そしてカタクリ保護の啓蒙活動として寂地山の頂上付

近で自然公園管理員の方と始めた環境学習会が今年で

４回目だが、ハード面、ソフト面ともにまだ完全に改

善されたとは言い難く今後もしばらく続ける事とした。 

諸問題を抱えながら、性善説を信じ地道に活動を続けていけば春の妖精を育む環境は

必ず改善されると信じて、エンドレスに行っていく事が肝要だと思っている。            

山口県自然観察指導員協議会 黒田義則      

Ｎｏ.10 
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■ 会員団体の紹介 

○ヒュッテ桂谷ランプの宿 

（所在地：山口市、活動場所：山口市小郡地域） 

小郡の郊外、上郷桂谷集落に足を踏み入れたの

は、今から１５年前の平成７年のこと。ここの山

林のオーナーである山口県鴻城高等学校の小田譲

亮理事長と、管理人兼“季刊ふるさと紀行”の佐

伯清美発行人（当時東京在住）、そして、ランプ

の宿のマネージャー兼“ふるさと紀行”編集長の

畑山静枝（当時宇部在住）の３人が、荒れた森林

や里山をなんとかしようと、“ふるさと紀行”の

全国の愛読者によびかけたのが、そもそもの始ま

りです。 

まず手始めに、里山再生の拠点となるログハウ

スを作ろうと、平成９年から杉を間伐し、運搬、

皮むきと、すべてボランティアでやり、その延べ

人数約800人役、まさに汗と涙と情熱の結晶で、

４年半かけて、平成１３年９月に完成しました。 

それからは、荒れた森林や登山道の整備、棚田

の活用、雑木林に子どもの遊び場（アスレチック）設置など、

おもにハード面に力を注ぎました。また、国民文化祭子ども

夢プロジェクトに参画し、「弥生の里」事業、国の子育て支

援事業による「三世代交流スペースいろり庵」事業、県のき

らめき財団の助成事業として「里乃湯」事業や「水環境、住

環境整備」事業など、各種協働事業にも積極的に取り組んで

まいりました。おかげさまで、年間、県内外から老若男女

5,000人余りの来訪者をお迎えすることが出来、都会と地方

との交流施設として、豊かな自然の中で、かまどでのご飯炊

き、薪割り、五右衛門風呂などの昔の暮らし体験を楽しんで

いただいています。 

その一方で、少子高齢社会の抱える諸問題解決の一助にと、

里山母親クラブの運営、高齢者・中高年への「里山けんこ

う・いきがい講座」の開催、国際交流支援などにもがんばっ

ていますが、つい最近では、環境講座を開催し、

多くの参加者に昨年の豪雨災害の怖さを知って

もらいました。人間はもっと自然に触れ、学び、

感謝の心を育てないと、ほんとうの豊かな人生

は送れないのでは。 

ランプの宿では、自然と生き物たちが、共に

すこやかに生きていけるよう、これからも活動

していきますので応援してください。 

ヒュッテ桂谷ランプの宿 畑山静枝  
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yg-life.net/furusato/ 
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情報コーナー 

■ 【予告】第７回 リレーミーティング in 萩 

山口県の豊で美しい自然環境を将来の世代に継承していくために、山・川・海をつなぎ、

毎年、県下をリレーしてミーティングを開催しています。 

第７回目となる今年は、萩市で次のとおり開催する予定です。たくさんの方の参加を

お待ちしています。 

▽日にち 平成 22 年 10 月 23 日（土）～24 日（日）１泊２日 ※日帰り可 

▽宿泊地 萩ユースホステル（萩市堀内 109-22 ※萩城跡入口） 

▽内 容 毛利氏 36 万石の城下町として栄えた萩は、歴史の町であると同時に北長

門海岸国定公園内に位置する、自然の豊かな町でもあります。 

今回のリレーミーティングでは、みなさまに萩の歴史と自然を満喫してい

ただくために、次のようなメニューを検討中です。 

  １日目  ・萩博物館見学、萩についての学習 

       ・明神池、笠山、虎ヶ崎の散策  

  ２日目  ・菊ヶ浜、指月山の散策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 愛称を募集します！ 

「やまぐち自然共生ネットワーク」は、山口県の豊かな自然を次世代に引き継ぐために、

自然に関わる活動をしている団体及び個人がネットワークを形成し相互の情報交換や自然

の保全等の活動を強化し、より一層促進するため、平成１６年７月に設立され、今年で丸

６年を迎えます。 

そこで、さらにネットワークの輪を広げるために、呼びやすく、かつ親しみのある、愛

称を募集します。事務局宛にどんどん意見をお寄せ下さい。 

お寄せいただいたご意見のなかから理事会で愛称を決定させていただきます。 

博物館…萩まちじゅう博物館の中核施設として、萩開府 400 年の記念日である平成 16 年

11 月 11 日に開館した。萩の自然や歴史、民俗、文化などあらゆることが学べる

機能を備えている。 

明神池…国指定天然記念物。大池・中の池・奥の池の３部分からなる海跡湖で、外海の干

満に応じて池の水も増減する。池にはﾏﾀﾞｲ、ｸﾛﾀﾞｲ、ﾒｼﾞﾅ、ｽｽﾞｷ、ｲﾅ（ﾎﾞﾗ）、ﾒﾊﾞﾙ

ｲｻｷ、ｺﾉｼﾛ、ｶﾜﾊｷﾞ、ﾌｸﾞ、ｴｲイなどの磯付き魚類が生息している。また、水面に見

られるｼｵｱﾒﾝﾎﾞは日本海岸における唯一の産地で、明神池は本種の分布北限となっ

ている。 

笠 山…標高 112m。日本一小さい火山とも呼ばれる。北麓に自生しているコウライタチ

バナはわが国唯一の自生地として、国指定天然記念物に指定されている。また、ハ

マボウやコタニワタリ、ホソイノデの珍しい植物も自生している。 

虎ヶ崎…笠山から虎ヶ崎にかけて、約60種類、25,000本のヤブツバキの群生林が広がる。 

菊ヶ浜…環境省選定の「快水浴場百選」にも選定されている山口県を代表する海水浴場。

菊ヶ浜を日本一美しくする会など、市民により砂浜はいつも美しく保たれている。 

指月山…国指定天然記念物。城内林として保護されたため、温暖帯照葉樹林として日本で

もまれにみる成熟した森林で、周囲 6.4m もあるクスノキをはじめ、シイ・ツバ

キ・イスノキなどの常緑広葉樹に多少の落葉樹が混生している。このほかサザン

カの群生がみられ、その自生北限地となっている。 
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■ ６・７・８月の行事 

※ネットワークのホームページには、上記以外の行事も掲載していますのでご覧ください。

※行事の開催予定があればぜひお知らせ下さい。 

 
 
 
 

やまぐち自然共生ネットワークでは、みなさまからの情報をお待ちしています。 

活動報告、活動予定等がありましたら、下記までご連絡ください。 

〔事務局〕〒745-0816  周南市遠石２丁目6-22-302  岡谷政宏（℡ 0834-21-5822） 

〔広報担当〕〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県自然保護課 内田 修（℡ 083-933-3060）  
E-mail yama-kyou@gotjp.com URL http://www.gotjp.com/yama-kyou/ 

行　　事　　名 場所・時間等 連絡先

6/5 土
岩柳地区探鳥会
（深谷大橋・冠高原の野鳥を訪ねて）
※雨天中止

時間：9時～12時
場所：深谷大橋・冠高原
集合場所：7時30分に西岩国
駅、9時に深谷大橋駐車場

日本野鳥の会山口県支部
岩柳地区：村中幹事
(0827-52-4484)

三段峡のカタツムリの観察会
（三段峡はカタツムリも豊富で結構おもしろい
種類のカタツムリが観察できると思います。今
回は日本貝類学会会員の増野和幸氏のご指導で
観察会を行います）
※詳細はお問い合わせ下さい（平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降）
※雨天中止

時間：8時～16時30分
場所：羅漢山（岩国市）
集合場所：8時に山口市徳地
堀の交差点付近のローソン
参加費：大人一人3,500円、
18歳未満は3,000円

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

周南地区探鳥会
（秘密尾と氷見神社原生林の夏鳥）
※雨天中止、弁当持参

時間：8時～14時
場所：秘密尾と氷見神社原生林
集合場所：8時に寺山公園駐
車場（向道湖上流、大向）

日本野鳥の会山口県支部
周南地区：中島幹事
(0833-46-0781)

秋吉台の夏鳥をたずねて
（カルスト台地の夏鳥、カッコウ、ホトトギス
に会いに行こう）
※雨天中止、弁当持参

時間：9時～12時
場所：秋吉台
集合場所：9時に秋吉台長
者ヶ森駐車場

日本野鳥の会山口県支部
県支部担当
(0836-66-2030)

下関地区探鳥会
（狗留孫山の夏鳥たち）
※雨天中

時間：8時～
場所：下関市狗留孫山
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

宇部地区探鳥会
（霜降山探鳥会）
※小雨決行、弁当持参

時間：8時30分～13時
場所：宇部市霜降山
集合場所：8時30分に持世寺
温泉駐車場

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区：崖幹事
(0836-41-6472)

萩地区探鳥会
（むつみ地区探鳥会）
※小雨決行

時間：8時30分～12時
場所：萩市むつみ地区
集合場所：8時30分に伏馬山
昆虫王国駐車場

日本野鳥の会山口県支部
萩地区：三谷幹事
(0838-25-4753)

6/20 日
山陽小野田地区探鳥会
（江汐公園の野鳥とアジサイ観察）
※雨天中止

時間：8時～10時
場所：山陽小野田市江汐公園
集合場所：8時に江汐公園管
理棟前

日本野鳥の会山口県支部
山陽小野田地区：笹尾幹事
(0836-72-2766)

7/4 日

長門峡のクサレダマの観察会
※講師：宮田文子 氏
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：長門峡（山口市）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

7/11 日
下関地区探鳥会
（秋吉台の夏鳥たち）
※雨天中止

時間：8時～
場所：秋吉台
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

7/31 土

夏休みだー！ちびっこ集まれー！
（「昔あそび大会」お手玉、紙しばい、人形劇
竹馬、どんぐりゴマ　など）
※雨天中止

定員：なし（親子）
時間：10時～15時
場所：ヒュッテ桂谷ランプの宿
参加費：400円

ヒュッテ桂谷ランプの宿
(083-972-8848)
http://www.yg-
life.net/furusato/

8/4 水
瀬戸の滝のイワタバコの観察会
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：瀬戸の滝（広島県吉和）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

6/13 日

月日

6/6 日
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それからは、荒れた森林や登山道の整備、棚田

の活用、雑木林に子どもの遊び場（アスレチック）設置など、

おもにハード面に力を注ぎました。また、国民文化祭子ども

夢プロジェクトに参画し、「弥生の里」事業、国の子育て支

援事業による「三世代交流スペースいろり庵」事業、県のき

らめき財団の助成事業として「里乃湯」事業や「水環境、住

環境整備」事業など、各種協働事業にも積極的に取り組んで

まいりました。おかげさまで、年間、県内外から老若男女

5,000人余りの来訪者をお迎えすることが出来、都会と地方

との交流施設として、豊かな自然の中で、かまどでのご飯炊

き、薪割り、五右衛門風呂などの昔の暮らし体験を楽しんで

いただいています。 

その一方で、少子高齢社会の抱える諸問題解決の一助にと、

里山母親クラブの運営、高齢者・中高年への「里山けんこ

う・いきがい講座」の開催、国際交流支援などにもがんばっ

ていますが、つい最近では、環境講座を開催し、

多くの参加者に昨年の豪雨災害の怖さを知って

もらいました。人間はもっと自然に触れ、学び、

感謝の心を育てないと、ほんとうの豊かな人生

は送れないのでは。 

ランプの宿では、自然と生き物たちが、共に

すこやかに生きていけるよう、これからも活動

していきますので応援してください。 

ヒュッテ桂谷ランプの宿 畑山静枝  
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yg-life.net/furusato/ 
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情報コーナー 

■ 【予告】第７回 リレーミーティング in 萩 

山口県の豊で美しい自然環境を将来の世代に継承していくために、山・川・海をつなぎ、

毎年、県下をリレーしてミーティングを開催しています。 

第７回目となる今年は、萩市で次のとおり開催する予定です。たくさんの方の参加を

お待ちしています。 

▽日にち 平成 22 年 10 月 23 日（土）～24 日（日）１泊２日 ※日帰り可 

▽宿泊地 萩ユースホステル（萩市堀内 109-22 ※萩城跡入口） 

▽内 容 毛利氏 36 万石の城下町として栄えた萩は、歴史の町であると同時に北長

門海岸国定公園内に位置する、自然の豊かな町でもあります。 

今回のリレーミーティングでは、みなさまに萩の歴史と自然を満喫してい

ただくために、次のようなメニューを検討中です。 

  １日目  ・萩博物館見学、萩についての学習 

       ・明神池、笠山、虎ヶ崎の散策  

  ２日目  ・菊ヶ浜、指月山の散策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 愛称を募集します！ 

「やまぐち自然共生ネットワーク」は、山口県の豊かな自然を次世代に引き継ぐために、

自然に関わる活動をしている団体及び個人がネットワークを形成し相互の情報交換や自然

の保全等の活動を強化し、より一層促進するため、平成１６年７月に設立され、今年で丸

６年を迎えます。 

そこで、さらにネットワークの輪を広げるために、呼びやすく、かつ親しみのある、愛

称を募集します。事務局宛にどんどん意見をお寄せ下さい。 

お寄せいただいたご意見のなかから理事会で愛称を決定させていただきます。 

博物館…萩まちじゅう博物館の中核施設として、萩開府 400 年の記念日である平成 16 年

11 月 11 日に開館した。萩の自然や歴史、民俗、文化などあらゆることが学べる

機能を備えている。 

明神池…国指定天然記念物。大池・中の池・奥の池の３部分からなる海跡湖で、外海の干

満に応じて池の水も増減する。池にはﾏﾀﾞｲ、ｸﾛﾀﾞｲ、ﾒｼﾞﾅ、ｽｽﾞｷ、ｲﾅ（ﾎﾞﾗ）、ﾒﾊﾞﾙ

ｲｻｷ、ｺﾉｼﾛ、ｶﾜﾊｷﾞ、ﾌｸﾞ、ｴｲイなどの磯付き魚類が生息している。また、水面に見

られるｼｵｱﾒﾝﾎﾞは日本海岸における唯一の産地で、明神池は本種の分布北限となっ

ている。 

笠 山…標高 112m。日本一小さい火山とも呼ばれる。北麓に自生しているコウライタチ

バナはわが国唯一の自生地として、国指定天然記念物に指定されている。また、ハ

マボウやコタニワタリ、ホソイノデの珍しい植物も自生している。 

虎ヶ崎…笠山から虎ヶ崎にかけて、約60種類、25,000本のヤブツバキの群生林が広がる。 

菊ヶ浜…環境省選定の「快水浴場百選」にも選定されている山口県を代表する海水浴場。

菊ヶ浜を日本一美しくする会など、市民により砂浜はいつも美しく保たれている。 

指月山…国指定天然記念物。城内林として保護されたため、温暖帯照葉樹林として日本で

もまれにみる成熟した森林で、周囲 6.4m もあるクスノキをはじめ、シイ・ツバ

キ・イスノキなどの常緑広葉樹に多少の落葉樹が混生している。このほかサザン

カの群生がみられ、その自生北限地となっている。 
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■ ６・７・８月の行事 

※ネットワークのホームページには、上記以外の行事も掲載していますのでご覧ください。

※行事の開催予定があればぜひお知らせ下さい。 

 
 
 
 

やまぐち自然共生ネットワークでは、みなさまからの情報をお待ちしています。 

活動報告、活動予定等がありましたら、下記までご連絡ください。 

〔事務局〕〒745-0816  周南市遠石２丁目6-22-302  岡谷政宏（℡ 0834-21-5822） 

〔広報担当〕〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県自然保護課 内田 修（℡ 083-933-3060）  
E-mail yama-kyou@gotjp.com URL http://www.gotjp.com/yama-kyou/ 

行　　事　　名 場所・時間等 連絡先

6/5 土
岩柳地区探鳥会
（深谷大橋・冠高原の野鳥を訪ねて）
※雨天中止

時間：9時～12時
場所：深谷大橋・冠高原
集合場所：7時30分に西岩国
駅、9時に深谷大橋駐車場

日本野鳥の会山口県支部
岩柳地区：村中幹事
(0827-52-4484)

三段峡のカタツムリの観察会
（三段峡はカタツムリも豊富で結構おもしろい
種類のカタツムリが観察できると思います。今
回は日本貝類学会会員の増野和幸氏のご指導で
観察会を行います）
※詳細はお問い合わせ下さい（平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降）
※雨天中止

時間：8時～16時30分
場所：羅漢山（岩国市）
集合場所：8時に山口市徳地
堀の交差点付近のローソン
参加費：大人一人3,500円、
18歳未満は3,000円

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

周南地区探鳥会
（秘密尾と氷見神社原生林の夏鳥）
※雨天中止、弁当持参

時間：8時～14時
場所：秘密尾と氷見神社原生林
集合場所：8時に寺山公園駐
車場（向道湖上流、大向）

日本野鳥の会山口県支部
周南地区：中島幹事
(0833-46-0781)

秋吉台の夏鳥をたずねて
（カルスト台地の夏鳥、カッコウ、ホトトギス
に会いに行こう）
※雨天中止、弁当持参

時間：9時～12時
場所：秋吉台
集合場所：9時に秋吉台長
者ヶ森駐車場

日本野鳥の会山口県支部
県支部担当
(0836-66-2030)

下関地区探鳥会
（狗留孫山の夏鳥たち）
※雨天中

時間：8時～
場所：下関市狗留孫山
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

宇部地区探鳥会
（霜降山探鳥会）
※小雨決行、弁当持参

時間：8時30分～13時
場所：宇部市霜降山
集合場所：8時30分に持世寺
温泉駐車場

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区：崖幹事
(0836-41-6472)

萩地区探鳥会
（むつみ地区探鳥会）
※小雨決行

時間：8時30分～12時
場所：萩市むつみ地区
集合場所：8時30分に伏馬山
昆虫王国駐車場

日本野鳥の会山口県支部
萩地区：三谷幹事
(0838-25-4753)

6/20 日
山陽小野田地区探鳥会
（江汐公園の野鳥とアジサイ観察）
※雨天中止

時間：8時～10時
場所：山陽小野田市江汐公園
集合場所：8時に江汐公園管
理棟前

日本野鳥の会山口県支部
山陽小野田地区：笹尾幹事
(0836-72-2766)

7/4 日

長門峡のクサレダマの観察会
※講師：宮田文子 氏
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：長門峡（山口市）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

7/11 日
下関地区探鳥会
（秋吉台の夏鳥たち）
※雨天中止

時間：8時～
場所：秋吉台
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

7/31 土

夏休みだー！ちびっこ集まれー！
（「昔あそび大会」お手玉、紙しばい、人形劇
竹馬、どんぐりゴマ　など）
※雨天中止

定員：なし（親子）
時間：10時～15時
場所：ヒュッテ桂谷ランプの宿
参加費：400円

ヒュッテ桂谷ランプの宿
(083-972-8848)
http://www.yg-
life.net/furusato/

8/4 水
瀬戸の滝のイワタバコの観察会
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：瀬戸の滝（広島県吉和）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

6/13 日

月日

6/6 日
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やまぐち自然共生ネットワーク会員活動情報誌          2010.5.30 発行 
 
 

やまぐち自然共生ニュース 
 

やまぐち自然共生ネットワークは、県内で自然環境の保全活動や自然とのふれあい活

動などを行っているグループや個人のネットワークです。 

私たちは自然環境との共生によって、すばらしい自然環境を次世代に伝えていきます。 

■ カタクリの花の受難 

大変なショックであった。寂地山の目的地へ着いたところ、お花畑に大型のシートを

敷き 20 名程の人数で昼食中であった。紅白の寄り添って咲く珍しいカタクリの花に目

印として立ててあった小枝は取っ払われ、その上にはザックが置いてあったのである。

ザックの下を確認したところ白花のつぼみは無惨にも折れていた。 

翌年の同時期にはその華麗な姿はなく心配したが、２

年後にはその白花が見事に開花し、再び紅白が寄りそっ

ていた。嬉しくなって友人に開花の話をしたところ、翌

日に写真を撮ると言って出かけた。帰ってきての報告で

は予想に反して紅白のカタクリの花は見あたらなかった

と言うのである。驚いてその翌日再確認に行ったところ、

跡形もなく消えていた。その場所の枯れ葉を除くと穴が

あいていて、情けない気持ちになった事が忘れられない。

その後も年々、山野草ブームや宣伝などが相俟って５月

のゴールデンウィークには県内外からの登山者が増加の

一途をたどりお花畑は荒廃し続けていった。 

この事を環境ミーティングで話したところ、地元が保

全活動に立ち上がってくれる事となった。３年前の冬、

県民協働型自然共生手づくり事業の採択を受け、30 名の

参加により 150 本の杭とロープでブナ原生林の間に広がる自生地を囲い、300ｍの侵入

防止柵や立ち入り禁止を呼びかける看板が設置された。

今年はシーズン前に切れたロープを補修したり、ロー

プの足りないところは倒木で保全域を拡張していった。

また、柵で囲ってしまうと休憩所が少なくなるので、

自然公園管理員の指導のもと笹を刈って広場を作った。

そしてカタクリ保護の啓蒙活動として寂地山の頂上付

近で自然公園管理員の方と始めた環境学習会が今年で

４回目だが、ハード面、ソフト面ともにまだ完全に改

善されたとは言い難く今後もしばらく続ける事とした。 

諸問題を抱えながら、性善説を信じ地道に活動を続けていけば春の妖精を育む環境は

必ず改善されると信じて、エンドレスに行っていく事が肝要だと思っている。            

山口県自然観察指導員協議会 黒田義則      

Ｎｏ.10 
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■ 会員団体の紹介 

○ヒュッテ桂谷ランプの宿 

（所在地：山口市、活動場所：山口市小郡地域） 

小郡の郊外、上郷桂谷集落に足を踏み入れたの

は、今から１５年前の平成７年のこと。ここの山

林のオーナーである山口県鴻城高等学校の小田譲

亮理事長と、管理人兼“季刊ふるさと紀行”の佐

伯清美発行人（当時東京在住）、そして、ランプ

の宿のマネージャー兼“ふるさと紀行”編集長の

畑山静枝（当時宇部在住）の３人が、荒れた森林

や里山をなんとかしようと、“ふるさと紀行”の

全国の愛読者によびかけたのが、そもそもの始ま

りです。 

まず手始めに、里山再生の拠点となるログハウ

スを作ろうと、平成９年から杉を間伐し、運搬、

皮むきと、すべてボランティアでやり、その延べ

人数約800人役、まさに汗と涙と情熱の結晶で、

４年半かけて、平成１３年９月に完成しました。 

それからは、荒れた森林や登山道の整備、棚田

の活用、雑木林に子どもの遊び場（アスレチック）設置など、

おもにハード面に力を注ぎました。また、国民文化祭子ども

夢プロジェクトに参画し、「弥生の里」事業、国の子育て支

援事業による「三世代交流スペースいろり庵」事業、県のき

らめき財団の助成事業として「里乃湯」事業や「水環境、住

環境整備」事業など、各種協働事業にも積極的に取り組んで

まいりました。おかげさまで、年間、県内外から老若男女

5,000人余りの来訪者をお迎えすることが出来、都会と地方

との交流施設として、豊かな自然の中で、かまどでのご飯炊

き、薪割り、五右衛門風呂などの昔の暮らし体験を楽しんで

いただいています。 

その一方で、少子高齢社会の抱える諸問題解決の一助にと、

里山母親クラブの運営、高齢者・中高年への「里山けんこ

う・いきがい講座」の開催、国際交流支援などにもがんばっ

ていますが、つい最近では、環境講座を開催し、

多くの参加者に昨年の豪雨災害の怖さを知って

もらいました。人間はもっと自然に触れ、学び、

感謝の心を育てないと、ほんとうの豊かな人生

は送れないのでは。 

ランプの宿では、自然と生き物たちが、共に

すこやかに生きていけるよう、これからも活動

していきますので応援してください。 

ヒュッテ桂谷ランプの宿 畑山静枝  
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yg-life.net/furusato/ 
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情報コーナー 

■ 【予告】第７回 リレーミーティング in 萩 

山口県の豊で美しい自然環境を将来の世代に継承していくために、山・川・海をつなぎ、

毎年、県下をリレーしてミーティングを開催しています。 

第７回目となる今年は、萩市で次のとおり開催する予定です。たくさんの方の参加を

お待ちしています。 

▽日にち 平成 22 年 10 月 23 日（土）～24 日（日）１泊２日 ※日帰り可 

▽宿泊地 萩ユースホステル（萩市堀内 109-22 ※萩城跡入口） 

▽内 容 毛利氏 36 万石の城下町として栄えた萩は、歴史の町であると同時に北長

門海岸国定公園内に位置する、自然の豊かな町でもあります。 

今回のリレーミーティングでは、みなさまに萩の歴史と自然を満喫してい

ただくために、次のようなメニューを検討中です。 
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■ 愛称を募集します！ 

「やまぐち自然共生ネットワーク」は、山口県の豊かな自然を次世代に引き継ぐために、

自然に関わる活動をしている団体及び個人がネットワークを形成し相互の情報交換や自然

の保全等の活動を強化し、より一層促進するため、平成１６年７月に設立され、今年で丸

６年を迎えます。 

そこで、さらにネットワークの輪を広げるために、呼びやすく、かつ親しみのある、愛

称を募集します。事務局宛にどんどん意見をお寄せ下さい。 

お寄せいただいたご意見のなかから理事会で愛称を決定させていただきます。 

博物館…萩まちじゅう博物館の中核施設として、萩開府 400 年の記念日である平成 16 年

11 月 11 日に開館した。萩の自然や歴史、民俗、文化などあらゆることが学べる

機能を備えている。 

明神池…国指定天然記念物。大池・中の池・奥の池の３部分からなる海跡湖で、外海の干

満に応じて池の水も増減する。池にはﾏﾀﾞｲ、ｸﾛﾀﾞｲ、ﾒｼﾞﾅ、ｽｽﾞｷ、ｲﾅ（ﾎﾞﾗ）、ﾒﾊﾞﾙ

ｲｻｷ、ｺﾉｼﾛ、ｶﾜﾊｷﾞ、ﾌｸﾞ、ｴｲイなどの磯付き魚類が生息している。また、水面に見

られるｼｵｱﾒﾝﾎﾞは日本海岸における唯一の産地で、明神池は本種の分布北限となっ

ている。 

笠 山…標高 112m。日本一小さい火山とも呼ばれる。北麓に自生しているコウライタチ

バナはわが国唯一の自生地として、国指定天然記念物に指定されている。また、ハ

マボウやコタニワタリ、ホソイノデの珍しい植物も自生している。 

虎ヶ崎…笠山から虎ヶ崎にかけて、約60種類、25,000本のヤブツバキの群生林が広がる。 

菊ヶ浜…環境省選定の「快水浴場百選」にも選定されている山口県を代表する海水浴場。

菊ヶ浜を日本一美しくする会など、市民により砂浜はいつも美しく保たれている。 

指月山…国指定天然記念物。城内林として保護されたため、温暖帯照葉樹林として日本で

もまれにみる成熟した森林で、周囲 6.4m もあるクスノキをはじめ、シイ・ツバ

キ・イスノキなどの常緑広葉樹に多少の落葉樹が混生している。このほかサザン

カの群生がみられ、その自生北限地となっている。 
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■ ６・７・８月の行事 

※ネットワークのホームページには、上記以外の行事も掲載していますのでご覧ください。

※行事の開催予定があればぜひお知らせ下さい。 

 
 
 
 

やまぐち自然共生ネットワークでは、みなさまからの情報をお待ちしています。 

活動報告、活動予定等がありましたら、下記までご連絡ください。 

〔事務局〕〒745-0816  周南市遠石２丁目6-22-302  岡谷政宏（℡ 0834-21-5822） 

〔広報担当〕〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県自然保護課 内田 修（℡ 083-933-3060）  
E-mail yama-kyou@gotjp.com URL http://www.gotjp.com/yama-kyou/ 

行　　事　　名 場所・時間等 連絡先

6/5 土
岩柳地区探鳥会
（深谷大橋・冠高原の野鳥を訪ねて）
※雨天中止

時間：9時～12時
場所：深谷大橋・冠高原
集合場所：7時30分に西岩国
駅、9時に深谷大橋駐車場

日本野鳥の会山口県支部
岩柳地区：村中幹事
(0827-52-4484)

三段峡のカタツムリの観察会
（三段峡はカタツムリも豊富で結構おもしろい
種類のカタツムリが観察できると思います。今
回は日本貝類学会会員の増野和幸氏のご指導で
観察会を行います）
※詳細はお問い合わせ下さい（平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降）
※雨天中止

時間：8時～16時30分
場所：羅漢山（岩国市）
集合場所：8時に山口市徳地
堀の交差点付近のローソン
参加費：大人一人3,500円、
18歳未満は3,000円

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

周南地区探鳥会
（秘密尾と氷見神社原生林の夏鳥）
※雨天中止、弁当持参

時間：8時～14時
場所：秘密尾と氷見神社原生林
集合場所：8時に寺山公園駐
車場（向道湖上流、大向）

日本野鳥の会山口県支部
周南地区：中島幹事
(0833-46-0781)

秋吉台の夏鳥をたずねて
（カルスト台地の夏鳥、カッコウ、ホトトギス
に会いに行こう）
※雨天中止、弁当持参

時間：9時～12時
場所：秋吉台
集合場所：9時に秋吉台長
者ヶ森駐車場

日本野鳥の会山口県支部
県支部担当
(0836-66-2030)

下関地区探鳥会
（狗留孫山の夏鳥たち）
※雨天中

時間：8時～
場所：下関市狗留孫山
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

宇部地区探鳥会
（霜降山探鳥会）
※小雨決行、弁当持参

時間：8時30分～13時
場所：宇部市霜降山
集合場所：8時30分に持世寺
温泉駐車場

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区：崖幹事
(0836-41-6472)

萩地区探鳥会
（むつみ地区探鳥会）
※小雨決行

時間：8時30分～12時
場所：萩市むつみ地区
集合場所：8時30分に伏馬山
昆虫王国駐車場

日本野鳥の会山口県支部
萩地区：三谷幹事
(0838-25-4753)

6/20 日
山陽小野田地区探鳥会
（江汐公園の野鳥とアジサイ観察）
※雨天中止

時間：8時～10時
場所：山陽小野田市江汐公園
集合場所：8時に江汐公園管
理棟前

日本野鳥の会山口県支部
山陽小野田地区：笹尾幹事
(0836-72-2766)

7/4 日

長門峡のクサレダマの観察会
※講師：宮田文子 氏
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：長門峡（山口市）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

7/11 日
下関地区探鳥会
（秋吉台の夏鳥たち）
※雨天中止

時間：8時～
場所：秋吉台
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

7/31 土

夏休みだー！ちびっこ集まれー！
（「昔あそび大会」お手玉、紙しばい、人形劇
竹馬、どんぐりゴマ　など）
※雨天中止

定員：なし（親子）
時間：10時～15時
場所：ヒュッテ桂谷ランプの宿
参加費：400円

ヒュッテ桂谷ランプの宿
(083-972-8848)
http://www.yg-
life.net/furusato/

8/4 水
瀬戸の滝のイワタバコの観察会
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：瀬戸の滝（広島県吉和）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

6/13 日

月日

6/6 日
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やまぐち自然共生ネットワーク会員活動情報誌          2010.5.30 発行 
 
 

やまぐち自然共生ニュース 
 

やまぐち自然共生ネットワークは、県内で自然環境の保全活動や自然とのふれあい活

動などを行っているグループや個人のネットワークです。 

私たちは自然環境との共生によって、すばらしい自然環境を次世代に伝えていきます。 

■ カタクリの花の受難 

大変なショックであった。寂地山の目的地へ着いたところ、お花畑に大型のシートを

敷き 20 名程の人数で昼食中であった。紅白の寄り添って咲く珍しいカタクリの花に目

印として立ててあった小枝は取っ払われ、その上にはザックが置いてあったのである。

ザックの下を確認したところ白花のつぼみは無惨にも折れていた。 

翌年の同時期にはその華麗な姿はなく心配したが、２

年後にはその白花が見事に開花し、再び紅白が寄りそっ

ていた。嬉しくなって友人に開花の話をしたところ、翌

日に写真を撮ると言って出かけた。帰ってきての報告で

は予想に反して紅白のカタクリの花は見あたらなかった

と言うのである。驚いてその翌日再確認に行ったところ、

跡形もなく消えていた。その場所の枯れ葉を除くと穴が

あいていて、情けない気持ちになった事が忘れられない。

その後も年々、山野草ブームや宣伝などが相俟って５月

のゴールデンウィークには県内外からの登山者が増加の

一途をたどりお花畑は荒廃し続けていった。 

この事を環境ミーティングで話したところ、地元が保

全活動に立ち上がってくれる事となった。３年前の冬、

県民協働型自然共生手づくり事業の採択を受け、30 名の

参加により 150 本の杭とロープでブナ原生林の間に広がる自生地を囲い、300ｍの侵入

防止柵や立ち入り禁止を呼びかける看板が設置された。

今年はシーズン前に切れたロープを補修したり、ロー

プの足りないところは倒木で保全域を拡張していった。

また、柵で囲ってしまうと休憩所が少なくなるので、

自然公園管理員の指導のもと笹を刈って広場を作った。

そしてカタクリ保護の啓蒙活動として寂地山の頂上付

近で自然公園管理員の方と始めた環境学習会が今年で

４回目だが、ハード面、ソフト面ともにまだ完全に改

善されたとは言い難く今後もしばらく続ける事とした。 

諸問題を抱えながら、性善説を信じ地道に活動を続けていけば春の妖精を育む環境は

必ず改善されると信じて、エンドレスに行っていく事が肝要だと思っている。            

山口県自然観察指導員協議会 黒田義則      

Ｎｏ.10 
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■ 会員団体の紹介 

○ヒュッテ桂谷ランプの宿 

（所在地：山口市、活動場所：山口市小郡地域） 

小郡の郊外、上郷桂谷集落に足を踏み入れたの

は、今から１５年前の平成７年のこと。ここの山

林のオーナーである山口県鴻城高等学校の小田譲

亮理事長と、管理人兼“季刊ふるさと紀行”の佐

伯清美発行人（当時東京在住）、そして、ランプ

の宿のマネージャー兼“ふるさと紀行”編集長の

畑山静枝（当時宇部在住）の３人が、荒れた森林

や里山をなんとかしようと、“ふるさと紀行”の

全国の愛読者によびかけたのが、そもそもの始ま

りです。 

まず手始めに、里山再生の拠点となるログハウ

スを作ろうと、平成９年から杉を間伐し、運搬、

皮むきと、すべてボランティアでやり、その延べ

人数約800人役、まさに汗と涙と情熱の結晶で、

４年半かけて、平成１３年９月に完成しました。 

それからは、荒れた森林や登山道の整備、棚田

の活用、雑木林に子どもの遊び場（アスレチック）設置など、

おもにハード面に力を注ぎました。また、国民文化祭子ども

夢プロジェクトに参画し、「弥生の里」事業、国の子育て支

援事業による「三世代交流スペースいろり庵」事業、県のき

らめき財団の助成事業として「里乃湯」事業や「水環境、住

環境整備」事業など、各種協働事業にも積極的に取り組んで

まいりました。おかげさまで、年間、県内外から老若男女

5,000人余りの来訪者をお迎えすることが出来、都会と地方

との交流施設として、豊かな自然の中で、かまどでのご飯炊

き、薪割り、五右衛門風呂などの昔の暮らし体験を楽しんで

いただいています。 

その一方で、少子高齢社会の抱える諸問題解決の一助にと、

里山母親クラブの運営、高齢者・中高年への「里山けんこ

う・いきがい講座」の開催、国際交流支援などにもがんばっ

ていますが、つい最近では、環境講座を開催し、

多くの参加者に昨年の豪雨災害の怖さを知って

もらいました。人間はもっと自然に触れ、学び、

感謝の心を育てないと、ほんとうの豊かな人生

は送れないのでは。 

ランプの宿では、自然と生き物たちが、共に

すこやかに生きていけるよう、これからも活動

していきますので応援してください。 

ヒュッテ桂谷ランプの宿 畑山静枝  
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yg-life.net/furusato/ 
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情報コーナー 

■ 【予告】第７回 リレーミーティング in 萩 

山口県の豊で美しい自然環境を将来の世代に継承していくために、山・川・海をつなぎ、

毎年、県下をリレーしてミーティングを開催しています。 

第７回目となる今年は、萩市で次のとおり開催する予定です。たくさんの方の参加を

お待ちしています。 

▽日にち 平成 22 年 10 月 23 日（土）～24 日（日）１泊２日 ※日帰り可 

▽宿泊地 萩ユースホステル（萩市堀内 109-22 ※萩城跡入口） 

▽内 容 毛利氏 36 万石の城下町として栄えた萩は、歴史の町であると同時に北長

門海岸国定公園内に位置する、自然の豊かな町でもあります。 

今回のリレーミーティングでは、みなさまに萩の歴史と自然を満喫してい

ただくために、次のようなメニューを検討中です。 

  １日目  ・萩博物館見学、萩についての学習 

       ・明神池、笠山、虎ヶ崎の散策  

  ２日目  ・菊ヶ浜、指月山の散策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 愛称を募集します！ 

「やまぐち自然共生ネットワーク」は、山口県の豊かな自然を次世代に引き継ぐために、

自然に関わる活動をしている団体及び個人がネットワークを形成し相互の情報交換や自然

の保全等の活動を強化し、より一層促進するため、平成１６年７月に設立され、今年で丸

６年を迎えます。 

そこで、さらにネットワークの輪を広げるために、呼びやすく、かつ親しみのある、愛

称を募集します。事務局宛にどんどん意見をお寄せ下さい。 

お寄せいただいたご意見のなかから理事会で愛称を決定させていただきます。 

博物館…萩まちじゅう博物館の中核施設として、萩開府 400 年の記念日である平成 16 年

11 月 11 日に開館した。萩の自然や歴史、民俗、文化などあらゆることが学べる

機能を備えている。 

明神池…国指定天然記念物。大池・中の池・奥の池の３部分からなる海跡湖で、外海の干

満に応じて池の水も増減する。池にはﾏﾀﾞｲ、ｸﾛﾀﾞｲ、ﾒｼﾞﾅ、ｽｽﾞｷ、ｲﾅ（ﾎﾞﾗ）、ﾒﾊﾞﾙ

ｲｻｷ、ｺﾉｼﾛ、ｶﾜﾊｷﾞ、ﾌｸﾞ、ｴｲイなどの磯付き魚類が生息している。また、水面に見

られるｼｵｱﾒﾝﾎﾞは日本海岸における唯一の産地で、明神池は本種の分布北限となっ

ている。 

笠 山…標高 112m。日本一小さい火山とも呼ばれる。北麓に自生しているコウライタチ

バナはわが国唯一の自生地として、国指定天然記念物に指定されている。また、ハ

マボウやコタニワタリ、ホソイノデの珍しい植物も自生している。 

虎ヶ崎…笠山から虎ヶ崎にかけて、約60種類、25,000本のヤブツバキの群生林が広がる。 

菊ヶ浜…環境省選定の「快水浴場百選」にも選定されている山口県を代表する海水浴場。

菊ヶ浜を日本一美しくする会など、市民により砂浜はいつも美しく保たれている。 

指月山…国指定天然記念物。城内林として保護されたため、温暖帯照葉樹林として日本で

もまれにみる成熟した森林で、周囲 6.4m もあるクスノキをはじめ、シイ・ツバ

キ・イスノキなどの常緑広葉樹に多少の落葉樹が混生している。このほかサザン

カの群生がみられ、その自生北限地となっている。 
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■ ６・７・８月の行事 

※ネットワークのホームページには、上記以外の行事も掲載していますのでご覧ください。

※行事の開催予定があればぜひお知らせ下さい。 

 
 
 
 

やまぐち自然共生ネットワークでは、みなさまからの情報をお待ちしています。 

活動報告、活動予定等がありましたら、下記までご連絡ください。 

〔事務局〕〒745-0816  周南市遠石２丁目6-22-302  岡谷政宏（℡ 0834-21-5822） 

〔広報担当〕〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県自然保護課 内田 修（℡ 083-933-3060）  
E-mail yama-kyou@gotjp.com URL http://www.gotjp.com/yama-kyou/ 

行　　事　　名 場所・時間等 連絡先

6/5 土
岩柳地区探鳥会
（深谷大橋・冠高原の野鳥を訪ねて）
※雨天中止

時間：9時～12時
場所：深谷大橋・冠高原
集合場所：7時30分に西岩国
駅、9時に深谷大橋駐車場

日本野鳥の会山口県支部
岩柳地区：村中幹事
(0827-52-4484)

三段峡のカタツムリの観察会
（三段峡はカタツムリも豊富で結構おもしろい
種類のカタツムリが観察できると思います。今
回は日本貝類学会会員の増野和幸氏のご指導で
観察会を行います）
※詳細はお問い合わせ下さい（平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降）
※雨天中止

時間：8時～16時30分
場所：羅漢山（岩国市）
集合場所：8時に山口市徳地
堀の交差点付近のローソン
参加費：大人一人3,500円、
18歳未満は3,000円

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

周南地区探鳥会
（秘密尾と氷見神社原生林の夏鳥）
※雨天中止、弁当持参

時間：8時～14時
場所：秘密尾と氷見神社原生林
集合場所：8時に寺山公園駐
車場（向道湖上流、大向）

日本野鳥の会山口県支部
周南地区：中島幹事
(0833-46-0781)

秋吉台の夏鳥をたずねて
（カルスト台地の夏鳥、カッコウ、ホトトギス
に会いに行こう）
※雨天中止、弁当持参

時間：9時～12時
場所：秋吉台
集合場所：9時に秋吉台長
者ヶ森駐車場

日本野鳥の会山口県支部
県支部担当
(0836-66-2030)

下関地区探鳥会
（狗留孫山の夏鳥たち）
※雨天中

時間：8時～
場所：下関市狗留孫山
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

宇部地区探鳥会
（霜降山探鳥会）
※小雨決行、弁当持参

時間：8時30分～13時
場所：宇部市霜降山
集合場所：8時30分に持世寺
温泉駐車場

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区：崖幹事
(0836-41-6472)

萩地区探鳥会
（むつみ地区探鳥会）
※小雨決行

時間：8時30分～12時
場所：萩市むつみ地区
集合場所：8時30分に伏馬山
昆虫王国駐車場

日本野鳥の会山口県支部
萩地区：三谷幹事
(0838-25-4753)

6/20 日
山陽小野田地区探鳥会
（江汐公園の野鳥とアジサイ観察）
※雨天中止

時間：8時～10時
場所：山陽小野田市江汐公園
集合場所：8時に江汐公園管
理棟前

日本野鳥の会山口県支部
山陽小野田地区：笹尾幹事
(0836-72-2766)

7/4 日

長門峡のクサレダマの観察会
※講師：宮田文子 氏
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：長門峡（山口市）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

7/11 日
下関地区探鳥会
（秋吉台の夏鳥たち）
※雨天中止

時間：8時～
場所：秋吉台
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

7/31 土

夏休みだー！ちびっこ集まれー！
（「昔あそび大会」お手玉、紙しばい、人形劇
竹馬、どんぐりゴマ　など）
※雨天中止

定員：なし（親子）
時間：10時～15時
場所：ヒュッテ桂谷ランプの宿
参加費：400円

ヒュッテ桂谷ランプの宿
(083-972-8848)
http://www.yg-
life.net/furusato/

8/4 水
瀬戸の滝のイワタバコの観察会
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：瀬戸の滝（広島県吉和）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

6/13 日

月日

6/6 日
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やまぐち自然共生ネットワーク会員活動情報誌          2010.5.30 発行 
 
 

やまぐち自然共生ニュース 
 

やまぐち自然共生ネットワークは、県内で自然環境の保全活動や自然とのふれあい活

動などを行っているグループや個人のネットワークです。 

私たちは自然環境との共生によって、すばらしい自然環境を次世代に伝えていきます。 

■ カタクリの花の受難 

大変なショックであった。寂地山の目的地へ着いたところ、お花畑に大型のシートを

敷き 20 名程の人数で昼食中であった。紅白の寄り添って咲く珍しいカタクリの花に目

印として立ててあった小枝は取っ払われ、その上にはザックが置いてあったのである。

ザックの下を確認したところ白花のつぼみは無惨にも折れていた。 

翌年の同時期にはその華麗な姿はなく心配したが、２

年後にはその白花が見事に開花し、再び紅白が寄りそっ

ていた。嬉しくなって友人に開花の話をしたところ、翌

日に写真を撮ると言って出かけた。帰ってきての報告で

は予想に反して紅白のカタクリの花は見あたらなかった

と言うのである。驚いてその翌日再確認に行ったところ、

跡形もなく消えていた。その場所の枯れ葉を除くと穴が

あいていて、情けない気持ちになった事が忘れられない。

その後も年々、山野草ブームや宣伝などが相俟って５月

のゴールデンウィークには県内外からの登山者が増加の

一途をたどりお花畑は荒廃し続けていった。 

この事を環境ミーティングで話したところ、地元が保

全活動に立ち上がってくれる事となった。３年前の冬、

県民協働型自然共生手づくり事業の採択を受け、30 名の

参加により 150 本の杭とロープでブナ原生林の間に広がる自生地を囲い、300ｍの侵入

防止柵や立ち入り禁止を呼びかける看板が設置された。

今年はシーズン前に切れたロープを補修したり、ロー

プの足りないところは倒木で保全域を拡張していった。

また、柵で囲ってしまうと休憩所が少なくなるので、

自然公園管理員の指導のもと笹を刈って広場を作った。

そしてカタクリ保護の啓蒙活動として寂地山の頂上付

近で自然公園管理員の方と始めた環境学習会が今年で

４回目だが、ハード面、ソフト面ともにまだ完全に改

善されたとは言い難く今後もしばらく続ける事とした。 

諸問題を抱えながら、性善説を信じ地道に活動を続けていけば春の妖精を育む環境は

必ず改善されると信じて、エンドレスに行っていく事が肝要だと思っている。            

山口県自然観察指導員協議会 黒田義則      

Ｎｏ.10 
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■ 会員団体の紹介 

○ヒュッテ桂谷ランプの宿 

（所在地：山口市、活動場所：山口市小郡地域） 

小郡の郊外、上郷桂谷集落に足を踏み入れたの

は、今から１５年前の平成７年のこと。ここの山

林のオーナーである山口県鴻城高等学校の小田譲

亮理事長と、管理人兼“季刊ふるさと紀行”の佐

伯清美発行人（当時東京在住）、そして、ランプ

の宿のマネージャー兼“ふるさと紀行”編集長の

畑山静枝（当時宇部在住）の３人が、荒れた森林

や里山をなんとかしようと、“ふるさと紀行”の

全国の愛読者によびかけたのが、そもそもの始ま

りです。 

まず手始めに、里山再生の拠点となるログハウ

スを作ろうと、平成９年から杉を間伐し、運搬、

皮むきと、すべてボランティアでやり、その延べ

人数約800人役、まさに汗と涙と情熱の結晶で、

４年半かけて、平成１３年９月に完成しました。 

それからは、荒れた森林や登山道の整備、棚田

の活用、雑木林に子どもの遊び場（アスレチック）設置など、

おもにハード面に力を注ぎました。また、国民文化祭子ども

夢プロジェクトに参画し、「弥生の里」事業、国の子育て支

援事業による「三世代交流スペースいろり庵」事業、県のき

らめき財団の助成事業として「里乃湯」事業や「水環境、住

環境整備」事業など、各種協働事業にも積極的に取り組んで

まいりました。おかげさまで、年間、県内外から老若男女

5,000人余りの来訪者をお迎えすることが出来、都会と地方

との交流施設として、豊かな自然の中で、かまどでのご飯炊

き、薪割り、五右衛門風呂などの昔の暮らし体験を楽しんで

いただいています。 

その一方で、少子高齢社会の抱える諸問題解決の一助にと、

里山母親クラブの運営、高齢者・中高年への「里山けんこ

う・いきがい講座」の開催、国際交流支援などにもがんばっ

ていますが、つい最近では、環境講座を開催し、

多くの参加者に昨年の豪雨災害の怖さを知って

もらいました。人間はもっと自然に触れ、学び、

感謝の心を育てないと、ほんとうの豊かな人生

は送れないのでは。 

ランプの宿では、自然と生き物たちが、共に

すこやかに生きていけるよう、これからも活動

していきますので応援してください。 

ヒュッテ桂谷ランプの宿 畑山静枝  
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yg-life.net/furusato/ 
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情報コーナー 

■ 【予告】第７回 リレーミーティング in 萩 

山口県の豊で美しい自然環境を将来の世代に継承していくために、山・川・海をつなぎ、

毎年、県下をリレーしてミーティングを開催しています。 

第７回目となる今年は、萩市で次のとおり開催する予定です。たくさんの方の参加を

お待ちしています。 

▽日にち 平成 22 年 10 月 23 日（土）～24 日（日）１泊２日 ※日帰り可 

▽宿泊地 萩ユースホステル（萩市堀内 109-22 ※萩城跡入口） 

▽内 容 毛利氏 36 万石の城下町として栄えた萩は、歴史の町であると同時に北長

門海岸国定公園内に位置する、自然の豊かな町でもあります。 

今回のリレーミーティングでは、みなさまに萩の歴史と自然を満喫してい

ただくために、次のようなメニューを検討中です。 

  １日目  ・萩博物館見学、萩についての学習 

       ・明神池、笠山、虎ヶ崎の散策  

  ２日目  ・菊ヶ浜、指月山の散策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 愛称を募集します！ 

「やまぐち自然共生ネットワーク」は、山口県の豊かな自然を次世代に引き継ぐために、

自然に関わる活動をしている団体及び個人がネットワークを形成し相互の情報交換や自然

の保全等の活動を強化し、より一層促進するため、平成１６年７月に設立され、今年で丸

６年を迎えます。 

そこで、さらにネットワークの輪を広げるために、呼びやすく、かつ親しみのある、愛

称を募集します。事務局宛にどんどん意見をお寄せ下さい。 

お寄せいただいたご意見のなかから理事会で愛称を決定させていただきます。 

博物館…萩まちじゅう博物館の中核施設として、萩開府 400 年の記念日である平成 16 年

11 月 11 日に開館した。萩の自然や歴史、民俗、文化などあらゆることが学べる

機能を備えている。 

明神池…国指定天然記念物。大池・中の池・奥の池の３部分からなる海跡湖で、外海の干

満に応じて池の水も増減する。池にはﾏﾀﾞｲ、ｸﾛﾀﾞｲ、ﾒｼﾞﾅ、ｽｽﾞｷ、ｲﾅ（ﾎﾞﾗ）、ﾒﾊﾞﾙ

ｲｻｷ、ｺﾉｼﾛ、ｶﾜﾊｷﾞ、ﾌｸﾞ、ｴｲイなどの磯付き魚類が生息している。また、水面に見

られるｼｵｱﾒﾝﾎﾞは日本海岸における唯一の産地で、明神池は本種の分布北限となっ

ている。 

笠 山…標高 112m。日本一小さい火山とも呼ばれる。北麓に自生しているコウライタチ

バナはわが国唯一の自生地として、国指定天然記念物に指定されている。また、ハ

マボウやコタニワタリ、ホソイノデの珍しい植物も自生している。 

虎ヶ崎…笠山から虎ヶ崎にかけて、約60種類、25,000本のヤブツバキの群生林が広がる。 

菊ヶ浜…環境省選定の「快水浴場百選」にも選定されている山口県を代表する海水浴場。

菊ヶ浜を日本一美しくする会など、市民により砂浜はいつも美しく保たれている。 

指月山…国指定天然記念物。城内林として保護されたため、温暖帯照葉樹林として日本で

もまれにみる成熟した森林で、周囲 6.4m もあるクスノキをはじめ、シイ・ツバ

キ・イスノキなどの常緑広葉樹に多少の落葉樹が混生している。このほかサザン

カの群生がみられ、その自生北限地となっている。 
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■ ６・７・８月の行事 

※ネットワークのホームページには、上記以外の行事も掲載していますのでご覧ください。

※行事の開催予定があればぜひお知らせ下さい。 

 
 
 
 

やまぐち自然共生ネットワークでは、みなさまからの情報をお待ちしています。 

活動報告、活動予定等がありましたら、下記までご連絡ください。 

〔事務局〕〒745-0816  周南市遠石２丁目6-22-302  岡谷政宏（℡ 0834-21-5822） 

〔広報担当〕〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県自然保護課 内田 修（℡ 083-933-3060）  
E-mail yama-kyou@gotjp.com URL http://www.gotjp.com/yama-kyou/ 

行　　事　　名 場所・時間等 連絡先

6/5 土
岩柳地区探鳥会
（深谷大橋・冠高原の野鳥を訪ねて）
※雨天中止

時間：9時～12時
場所：深谷大橋・冠高原
集合場所：7時30分に西岩国
駅、9時に深谷大橋駐車場

日本野鳥の会山口県支部
岩柳地区：村中幹事
(0827-52-4484)

三段峡のカタツムリの観察会
（三段峡はカタツムリも豊富で結構おもしろい
種類のカタツムリが観察できると思います。今
回は日本貝類学会会員の増野和幸氏のご指導で
観察会を行います）
※詳細はお問い合わせ下さい（平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降）
※雨天中止

時間：8時～16時30分
場所：羅漢山（岩国市）
集合場所：8時に山口市徳地
堀の交差点付近のローソン
参加費：大人一人3,500円、
18歳未満は3,000円

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

周南地区探鳥会
（秘密尾と氷見神社原生林の夏鳥）
※雨天中止、弁当持参

時間：8時～14時
場所：秘密尾と氷見神社原生林
集合場所：8時に寺山公園駐
車場（向道湖上流、大向）

日本野鳥の会山口県支部
周南地区：中島幹事
(0833-46-0781)

秋吉台の夏鳥をたずねて
（カルスト台地の夏鳥、カッコウ、ホトトギス
に会いに行こう）
※雨天中止、弁当持参

時間：9時～12時
場所：秋吉台
集合場所：9時に秋吉台長
者ヶ森駐車場

日本野鳥の会山口県支部
県支部担当
(0836-66-2030)

下関地区探鳥会
（狗留孫山の夏鳥たち）
※雨天中

時間：8時～
場所：下関市狗留孫山
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

宇部地区探鳥会
（霜降山探鳥会）
※小雨決行、弁当持参

時間：8時30分～13時
場所：宇部市霜降山
集合場所：8時30分に持世寺
温泉駐車場

日本野鳥の会山口県支部
宇部地区：崖幹事
(0836-41-6472)

萩地区探鳥会
（むつみ地区探鳥会）
※小雨決行

時間：8時30分～12時
場所：萩市むつみ地区
集合場所：8時30分に伏馬山
昆虫王国駐車場

日本野鳥の会山口県支部
萩地区：三谷幹事
(0838-25-4753)

6/20 日
山陽小野田地区探鳥会
（江汐公園の野鳥とアジサイ観察）
※雨天中止

時間：8時～10時
場所：山陽小野田市江汐公園
集合場所：8時に江汐公園管
理棟前

日本野鳥の会山口県支部
山陽小野田地区：笹尾幹事
(0836-72-2766)

7/4 日

長門峡のクサレダマの観察会
※講師：宮田文子 氏
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：長門峡（山口市）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

7/11 日
下関地区探鳥会
（秋吉台の夏鳥たち）
※雨天中止

時間：8時～
場所：秋吉台
集合場所：8時にＪＲ新下関駅

日本野鳥の会山口県支部
下関地区：梶畑幹事
(083-245-0779)

7/31 土

夏休みだー！ちびっこ集まれー！
（「昔あそび大会」お手玉、紙しばい、人形劇
竹馬、どんぐりゴマ　など）
※雨天中止

定員：なし（親子）
時間：10時～15時
場所：ヒュッテ桂谷ランプの宿
参加費：400円

ヒュッテ桂谷ランプの宿
(083-972-8848)
http://www.yg-
life.net/furusato/

8/4 水
瀬戸の滝のイワタバコの観察会
※詳細はお問い合わせ下さい。平日は18時以
降、土曜・日曜・休日は9時以降

場所：瀬戸の滝（広島県吉和）

山口県自然観察指導員協議
会・第３支部長 赤間 正
(090-5375-3571)
E-mail akama@h.do-up.com

6/13 日

月日

6/6 日


