
のと自然学校
ニュースレター

第 1号
平成 18年
12月 25日発行

能登半島　里山里海自然学校が開
校しました！
　平成１８年１０月９日，ついに能登半島里山里海自然学校が開

校しました．このプロジェクトは金沢大学が地域連携の一環とし

て , 三井物産環境基金の支援を受け , 石川県珠洲市に「能登半島 

　里山里海自然学校」を設立し , 奥能登地区の自治体 ( 輪島 , 珠

洲 , 能登 , 穴水 ) や地域活性化に取り組むリーダーと連携して , 環

境配慮型の地域振興策を提言していくものです．民間資金を導入

した新しいかたちの社会貢献事業と位置づけています．

 同日は午前 9時から , 廃校となった旧小泊小学校を再生した研

究拠点で , 橋本哲哉副学長らが看板かけのセレモニーを行い , 設

立を祝いました（写真）．その後 , 午前 10 時から会場を移して ,

設立記念シンポジウムを開催し , 総合地球環境学研究所長の日高

敏隆氏が「自然界のバランスとは何か」と題して基調講演を行い
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ました．生物の巧妙な生き方について

ユーモアを交えて話し , 市民ら 230 人

が聞き入りました。午後からは伝統芸で

ある「周防の猿まわし」を旧小学校の運

動場で催し , 地域の住民に自然学校の設

立をアピールしました．その後，第一回

運営委員会が開かれ，今後の指針につい

て話し合いがされました．

里山里海自然学校　代表　中村浩二教授

　珠洲市三崎地区の皆さん , こんにちは . ご縁があって

小泊小学校を本拠とする 「能登半島・里山里海自然学校」

の運営委員長をさせて頂いています . 私の専 門は生態学

です . これまでに京都の山奥 , 金沢 , インドネシアなどで

, いろいろな昆虫の野外調査を続けてきました . 最近は ,

里山を使った教育・研究をはじめ , 金沢大学「角間の里山自然学校」の代表も

つとめています . この三崎地区は里山 , 里海の豊かな自然に恵まれ , 本当にす

ばらしいところです . 私は農林業も水産業もわかりません .

皆さまに色々教えていただきながら一緒に活動 させて頂ければさいわいです .

今後ともよろしくお願いいたします .

里山里海自然学校　常駐研究員　赤石大輔

　皆さんこんにちは．私は大学で里山のキノコを研究

していました．キノコ博士です．珠洲はマツタケを始

め，里山のキノコの宝庫です．キノコを材料に研究や，

環境教育をこの自然学校で行っていきたいと考えていま

す．みなさんどうぞよろしくお願い致します．

自然学校スタッフ

沢谷わたえ　 皆さん，こんにちは．

小学校が閉校になり淋しくなっていましたが，

当自然学校が開校になり嬉しく思っています．

大学側や地域の活動のお手伝いができれば良い

なあと思っています．よろしくお願いいたします．

徳間由美子 この度お世話になることになりま

した伏見の徳間です．自然の中に居ながら良さ

を感じることなく過ごしてきましたが，これか

らは地域の皆様と共にお手伝いが出来ればと思

っています．どうぞよろしくお願い致します．

濱野葉子　ヒールのOL時代もありましたが、

2児の母となってからはヘルメットに作業服

で屋根の上が仕事場で ( 家は屋根工事業をして

います。屋根のことならお任せを (*^_^*)) 久々の

デスクワークについていけるか・・・頑張ります (^_^.)

自然学校　スタッフ紹介



自然学校を利用してみませんか？
　里山里海自然学校は，奥能登の研究，環境教育の拠点であるとともに，地域に開かれた施設を目指してい

ます．地元の皆さん，様々な活動にこの施設を利用してください．

現在利用できる施設

１．交流施設　（集会施設です．会議，打ち合わせ，持ち寄り会などに利用頂けます．）

２．体育館　（スポーツ，ダンス教室，演奏練習などにご利用頂けます．）

今後，改修を行い，より充実した施設にしていきます．そのためにも，多くの方に利用していただき，ご意

見を賜りたいと思います．

ご利用方法

このニュースレターに記載された問い合わせ先に，お電話か fax でお問い合わせ下さい．ご利用の１週間前

までにお問い合わせ下さい．ただし，営利目的での利用は現在できませんのでご了承下さい．

自然学校の応援団を募集しています！！
 里山里海自然学校では，今後，次の行事を開催する予定です．

１．自然体験学習：　地元や金沢，東京からの子供達を自然学校に集め，自然学校周辺の里海，里山を使っ　

た，体験プログラムを実施します（魚釣り，タコスカシ，昆虫採集など）．

２．歴史・自然史資料の展示：　珠洲の伝統文化である塩作り，瓦作り，漁業，農業で利用した道具，写真　

などの展示，ため池，海岸などの昆虫や魚など，生き物の展示，写真などを展示します．

現在，サポートスタッフを募集中です．地元の方々のご協力をお願い致します．

よし，それなら手伝ってやろう！私はこんなことが自然学校でやってみたい！

というかたは，ぜひ自然学校の応援団になって下さい．企画の持ち込みも歓迎します．

応援団募集のお問い合わせは，下記の連絡先にお願い致します．

問い合わせ先

能登半島　里山里海自然学校 事務局

住所　石川県珠洲市三崎町小泊３３－７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ
http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス
akadai@ad.kanazawa-u.ac.jp

【開館時間】

１０時から１６時

【休館日】
毎週日曜日・月曜日
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トピックス

１．今月のニュース
２．自然学校　活動紹介

３．自然学校を利用しませんか？
４．応援団募集中です！

自然学校　活動紹介
　先日は，小泊の住民の方々と，自然
学校周辺の里山を見て回りました．
自然学校周辺の里山里海を保全する活
動と，子供達への自然体験プログラム
を実施するためです．１月８日に，テ
レビでも紹介されました．皆さん見て
頂けましたか？　自然学校では，珠洲
の里山里海をいかに守っていくか？
三崎の皆さんと一緒に考え，行動していきたいと思います．私た
ちが金沢で行ってきた里山保全活動の記録をまとめたＤＶＤがあ
ります．興味のある方は自然学校事務局までお問い合わせ下さい．
※　最近，貴重なゲンゴロウなどを密猟する業者が三崎に出没し
ています．石川県条例違反となり 1年以下の懲役又は 50 万円以
下の罰金が課せられます．不振な車や人を見たら，自然学校まで
ご連絡下さい．

裏に続きます．．．

今月のニュース
　自然学校が開校して，３ヶ月が経ちますが，時々，三崎住民の
方が遊びに来てくれるようになりました．私たちの活動が，少し
ずつですが浸透してきているのを実感しています．先日は小泊の
子供達が遊びに来てくれました．かつての小泊小の生徒だった子
もいて，懐かしそうに校舎を見ていました．自然学校では，皆さ
んのおこしを心からお待ちしてます．
ぜひ気軽にお越し下さい．常駐研究員
の私，赤石大輔が珠洲での活動を記録
したブログを書いています．興味のあ
る方は，自然学校のホームページ
http://www.satoyama-satoumi.com
から，「「常駐研究員のブログ」をご覧
下さい．コメントお待ちしています！
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自然学校を利用してみませんか？
　里山里海自然学校は地域に開かれた施設を目指しています．三
崎の皆さん，様々な活動にこの施設を利用してください．
利用できる施設
１．交流施設
　集会施設です．会議，打ち合わせ，持ち寄り会などに利用頂け
ます．
２．体育館
　スポーツ，ダンスクラブ，演奏練習などにご利用頂けます．
ご利用方法：ニュースレターに記載された問い合わせ先に，お問
い合わせ下さい．ご利用の１週間前までにお問い合わせ下さい．
ただし，営利目的での利用は現在できませんのでご了承下さい．

自然学校の応援団を募集しています！！
里山里海自然学校では，次の行事を開催する予定です．
１．ビオトープ創設作業：
　休耕田，ため池，雑木林を希少な生き物のすみかに！．
２．歴史・自然史資料の展示：
　珠洲の伝統文化である塩作り，瓦作り，農具，漁具，写真の展示．
　里山里海の生き物の展示をします．
　現在，サポーターを募集中です．「よし，それなら手伝ってやろ
う！」「私は自然学校でこんなことがやってみたい！」そんな方は
ぜひ自然学校の応援団になって下さい．お待ちしております．
お問い合わせは，下記の連絡先にお願い致します．

問い合わせ先
能登半島　里山里海自然学校 事務局

住所　石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ
http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】
１０時から１5時３０分

【休館日】
毎週日曜日・月曜日
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裏に続きます．．．

里山里海メイト（仮称）の募集
　私たちと一緒に里山や里海を守りましょせんか . 自然学校では ,
美しい珠洲の里山や里海を保全する活動をおこないます .
活動内容 ： 自然観察会，雑木林の整備，ビオトープづくり，海岸
のゴミ拾いなど．その他，皆さんのアイディアで活動はどんどん
ふくらみます．クラブ活動の一環，健康作りのためなど，さまざ
まな形で参加できます．
活動への参加 ： メイトの定期活動は，月１回の予定です．年１回
からの参加も大歓迎です．どうぞ気軽にご参加ください．県内外
の大学生やボランティアなども参加し，交流の機会も広がります．
入会方法 ： 入会希望の方は，下記の申込用紙にご記入頂き，自然
学校，みさき小学校，各地区の公民館へお届け下さい．郵送，電話，
FAX，E-mail での受付もしています（宛先は裏面）．

きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書
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問い合わせ先
能登半島　里山里海自然学校 事務局

住所　石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ
http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】
１０時から１5時３０分

【休館日】
毎週日曜日・月曜日

今後の活動予定
　第一回総会：３月１８日（日曜日）午前９時
　集合場所：里山里海自然学校　校庭
　参加費：一人２００円（傷害保険です）．
　メイトの初顔合わせと第一回里山保全作業を行います．
　「美しい里山と人々の笑顔がたえない三崎にしていきましょう．」
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裏に続きます．．．

里山里海メイト , 活動開始！

いよいよ自然学校が大きな一歩を踏み出しました .3 月 18 日に里
山里海メイトの会が発足し , 第一回の里山里海保全活動が実施さ
れました .
 この日は雪もちらつく寒い日でした
が , 珠洲以外も奥能登各地 , そして金
沢からも多くの方々が駆けつけて頂
き , 総勢 50名で活動を行いました .
　今回の作業は，休耕田に作るビオ
トープまでの道作りとして，草刈り
をしました．また，かつてマツタケ
も出ていたという林の管理作業を行いました．
　今後も活動をつづけて，ゲンゴロウ，コウノトリ，マツタケな
どたくさんの貴重な里山の生き物たちが再び住めるような環境を
作っていきます．将来は貴重な生き物たちと珠洲の人々が集う，
三崎の美しい里山里海環境を作っていきたいと考えています．
　三崎の皆さんには，是非とも里山里海メイトの一員として参加
して頂きたいと思っています．どうぞよろしくお願い致します．

入会方法 ：

入会希望の方は，お名前，住所，お電話番号，メールアドレスを
自然学校事務局まで郵送，電話，FAX，E-mail のいずれかでご連
絡下さい（宛先は裏面）．



2

里山里海メイト　活動計画（４，５，６月）

６月１６日（土）：里山里海保全活動

　午前９時から　場所：里山里海自然学校．参加費２００円．

５月１２日（土）：　アサギマダラ調査説明会

午前１０時から　場所：里山里海自然学校．参加費無料．
講演者：松井正人先生（百万石蝶談会）
　アサギマダラは台湾や南西諸島から本州を渡り鳥の
ように旅をするチョウで，５-７月にかけて，珠洲の
海岸にもやってきます．
　全国で調査が行われています．珠洲の海岸でアサ
ギマダラの調査に参加しませんか？

【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528
ホームページ　
http://www.satoyama-satoumi.com
メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com
【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「皆さんのメイトへの参加をお待ちしております．」

４月 ①　１４日（土）：保全活動
　午前９時から　場所：里山里海自然学校．参加費：２００円．

②　２０日（金）：「日本海塾」　月尾嘉男先生　講演会．
　午後６時から　場所：里山里海自然学校．参加無料

【里山里海メイト登録フォーム】
メイトに登録される方は，「お名前，
ご住所，電話番号，メールアドレス」
をご記入の上，自然学校事務局ま

（QRコード）

で電話，ｆａｘ，メール
のいずれかでご連絡下さ
い．右の QR コードで，
携帯からメールが送信で
きます．
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以下の申請書にご記入頂き，自然学校に届けて頂くか，お電話，メールで

お問い合わせ下さい（といわせ先は裏面にあります）．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書
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ニュースレター
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4月 25日発行

裏に続きます．．．

里山里海メイトの会 , 第２回保全活動！

４月１４日 , 第二回の里山里海保全活動が実施されました .
 この日は天候が心配されましたが , なんとか雨は降らず，総勢
２１名で活動を行いました .

　今回の作業は，休耕田ビオトー
プの草刈りと，田んぼに溝を掘っ
て水をためました．
　すでにタニシ，カワニナ，ドジョ
ウ，イモリ，アカガエルの姿をた
くさん見ることが出来，将来はホ
タルやゲンゴロウなどたくさんの

貴重な里山の生き物たちが住める環境が出来そうです．貴重な生
き物たちと珠洲の人々が集う，三崎の美しい里山里海環境を作って
いきたいと考えています．三崎の皆さんには，是非とも里山里海メイ
トの一員として参加して頂きたいと思っています．どうぞご家族での
ご参加，よろしくお願い致します．
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里山里海メイト　活動計画（５，６月）

６月１６日（土）：里山里海保全活動

　午前９時から　場所：里山里海自然学校．参加費２００円．
　雑木林の整備と水田ビオトープの生き物調査．

５月１２日（土）：　アサギマダラ調査説明会

午前１０時から　
　場所：里山里海自然学校ランチルーム．
　参加費：無料 .
　講演者：松井正人先生（百万石蝶談会）
　アサギマダラは台湾や南西諸島から本州を渡り鳥の
ように旅をするチョウで，５-７月にかけて，珠洲の

【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528
ホームページ　
http://www.satoyama-satoumi.com
メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com
【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「皆さんのメイトへの参加をお待ちしております．」

【里山里海メイト登録フォーム】
メイトに登録される方は，「お名前，
ご住所，電話番号，メールアドレス」
をご記入の上，自然学校事務局ま

（QRコード）

で電話，ｆａｘ，メール
のいずれかでご連絡下さ
い．右の QR コードで，
携帯からメールが送信で
きます．

海岸にもやってきます．全国で調査が行われています．珠洲では，狼煙海岸，
高屋海岸，川浦海岸などで，たくさんのアサギマダラを見ることが出来ます．
是非お子さんとご一緒に，この貴重なチョウの調査にご参加ください！
ご家族での講演会の参加お待ちしております．
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「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい（問い合わせ先は裏面）．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

のと自然学校
ニュースレター

第６号
平成19年
５月 25日発行

５月１２日土曜日，　アサギマダラ調査説明会がありました．

　アサギマダラは台湾や南西諸島から本州を渡り鳥のように旅をする

チョウで，５－６月にかけて，珠洲の海岸にもやってきます．狼煙海岸，

高屋海岸，川浦海岸などで，たくさんのアサギマダラを見ることが出来

ます．講演会では，チョウの生態や，いつどこにやってくるのか？どの

ように調査をするのかを先生に教えて頂きました．

　今月からいよいよ調査スタートです．三崎では，高波の海岸や，みさ
き小学校前の海岸に，チョウの好きな

スナビキソウという植物が生えており，

チョウがたくさんやってきそうです．朝

６－８時の時間帯が最も多いようです．

調査に興味のある方は，是非自然学校ま

でご連絡下さい．

調査用具の貸し出しもしております．

トピックス
１．アサギマダラの調査スタート！　３．自然学校を利用しませんか？

２．６，７月の予定．
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自然学校を利用してみませんか？
　里山里海自然学校は，地域に開かれた施設を目指しています．地元の皆さん，様々
な活動にこの施設を利用してください．

現在利用できる施設：
１．交流施設　（集会施設．会議，打ち合わせ，持ち寄り会などに利用頂けます．）
２．体育館　（スポーツ，ダンス教室，演奏練習などにご利用頂けます．）
　今後，改修を行い，より充実した施設にしていきます．多くの方に利用していただき，
ご意見を賜りたいと思います．

ご利用方法：
下記の問い合わせ先に，お電話か fax でお問い合わせ下さい．ご利用の１週間前まで
にお問い合わせ下さい．メイトの方を優先したいと思いますので，登録をよろしくお
願い致します．ただし，営利目的での利用は現在できませんのでご了承下さい．

里山里海メイト　活動計画（６，７月）
６月１６日（土）：雑木林の整備と薪あつめ．

　午前９時から　場所：里山里海自然学校．参加費２００円．
　雑木林の整備と薪をあつめる作業を行います．集めた薪は，冬に薪ストーブ
に使ったり，お釜でご飯を作ったり，バイオマスを生かした活動に利用します．

７月２１日（土）：雑木林整備と昆虫採集
午前９時から　場所：里山里海自然学校．参加費２００円．
　雑木林の整備と，子供たちと一緒に昆虫採集も予定しています．

【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528
ホームページ　
http://www.satoyama-satoumi.com
メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com
【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「皆さんのメイトへの参加をお待ちしております．」
【里山里海メイト登録フォーム】
メイトに登録される方は，「お名前，
ご住所，電話番号，メールアドレス」
をご記入の上，自然学校事務局まで電

（QRコード）

話，ｆａｘ，メールのいず
れかでご連絡下さい．右の
QRコードで，携帯からメー
ルが送信できます．
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「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい（問い合わせ先は裏面）．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

のと自然学校
ニュースレター

第 7号
平成 19年
6月 25日発行

 ６月１０日と１７日に，アサギマダラ調査隊が，珠洲の海岸で調査を行

いました．調査隊には，みさき小の生徒さんはじめ，住民の方々，また

金沢から大学生が参加して下さいました．寺家，狼煙，川浦，高屋を朝

６－８時の間にまわり，海岸に生えているスナビキソウという植物の近

くを飛んでいるアサギマダラを捕まえます．このチョウは大型で緩やか

に飛ぶので，比較的簡単に捕まえることができます．捕まえたアサギマ

ダラを見て，子供たちは，「羽に黒い模様があるからこれはオスや！」と

蝶の見分け方も身につけたようです．

網で捉えたら，羽に油性ペンで日付，

場所，名前を書いて，再び放します．

今年は石川県の海岸に５２４頭のアサ

ギマダラが飛来しました．アサギマダ

ラ調査隊は，珠洲の海岸で述べ７４頭

確認しました．

トピックス
１．アサギマダラ調査結果　　　３．自然学校を利用しませんか？

２．７月の予定
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自然学校を利用してみませんか？
　里山里海自然学校は，地域に開かれた施設を目指しています．地元の皆さん，様々
な活動にこの施設を利用してください．

現在利用できる施設：
１．交流施設　（集会施設．会議，打ち合わせ，持ち寄り会などに利用頂けます．）
２．体育館　（スポーツ，ダンス教室，演奏練習などにご利用頂けます．）
　今後，改修を行い，より充実した施設にしていきます．多くの方に利用していただき，
ご意見を賜りたいと思います．

ご利用方法：
下記の問い合わせ先に，お電話か fax でお問い合わせ下さい．ご利用の１週間前まで
にお問い合わせ下さい．メイトの方を優先したいと思いますので，登録をよろしくお
願い致します．ただし，営利目的での利用は現在できませんのでご了承下さい．

里山里海メイト　７月の予定
７月２１日（土）：里山里海資料室　公開日

　自然学校に来られた方々に，「ゲンゴロウ，サンショウウオ，キノコ」など珠
洲の里山里海の生き物や，「塩作り」などひとびとの暮らしを紹介する資料展示
室を作る予定です．
７月２１日の公開日に合わせて，現在準備中です．
午前１０時から，里山里海資料室の公開を行います．
学校は夏休みに入りますので，皆さんぜひご家族で足をお運び下さい．
（なお，前回案内した昆虫採集は延期になりました．）

【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528
ホームページ　
http://www.satoyama-satoumi.com
メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com
【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「皆さんのメイトへの参加をお待ちしております．」

【里山里海メイト登録フォーム】
メイトに登録される方は，「お名前，
ご住所，電話番号，メールアドレス」
をご記入の上，自然学校事務局まで電

（QRコード）

話，ｆａｘ，メールのいず
れかでご連絡下さい．右の
QRコードで，携帯からメー
ルが送信できます．
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「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい（問い合わせ先は裏面）．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

のと自然学校
ニュースレター

第 8号
平成 19年
7月 25日発行

７月２１日．自然学校の一階に「里山里海学習館」がオープンしました．

この学習館は，珠洲の里山里海の素晴らしさを伝えるため，かつて里山

里海で生活した人々の農具・漁具，珠洲の里山里海に住むたくさんの貴

重な生き物たちの写真パネルや生態標本を展示してあります．希少なゲ

ンゴロウの展示もしています．今回は，瓦作りが盛んであった「三崎町

雲津の瓦工場の風景」と題して，写真展を開催しています．当時の工場

や作業風景の写真や，かつて実際に焼かれていた瓦を展示しています．

農具や漁具と合わせて，昭和の珠洲の

雰囲気が良く出ています．

夏休み期間中，火曜日から土曜日まで

毎日公開していますので，どうぞご家

族でご来場下さい．

珠洲の隠れた宝を，この学習館で発見

してみてください．

トピックス
１．「里山里海学習館」公開．　　　３．自然学校を利用しませんか？

２．７月の予定
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自然学校を利用してみませんか？
　里山里海自然学校は，地域に開かれた施設を目指しています．地元の皆さん，様々
な活動にこの施設を利用してください．

現在利用できる施設：
１．交流施設　（集会施設．会議，打ち合わせ，持ち寄り会などに利用頂けます．）
２．体育館　（スポーツ，ダンス教室，演奏練習などにご利用頂けます．）
　今後，改修を行い，より充実した施設にしていきます．多くの方に利用していただき，
ご意見を賜りたいと思います．

ご利用方法：
下記の問い合わせ先に，お電話か fax でお問い合わせ下さい．ご利用の１週間前まで
にお問い合わせ下さい．メイトの方を優先したいと思いますので，登録をよろしくお
願い致します．ただし，営利目的での利用は現在できませんのでご了承下さい．

里山里海メイト　８月の予定
８月４日（土）：親子の絆ジャンボリー

　テレビ金沢，珠洲市，里山里海自然学校の共催で，鉢ヶ崎広場にて，「親子の絆ジャ
ンボリー」が開催されます．当日は午後６時から音楽祭が開かれます．
　是非，ご参加下さい．
　日時：8月 4日 ( 土 )　18:00~20:00　鉢ヶ崎わくわく夢ランド特設ステージ
　アーティスト： 木村 弓，やなわらばー

お盆休み：自然学校は１４-２０日までお盆休みになります．

【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528
ホームページ　
http://www.satoyama-satoumi.com
メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com
【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「皆さんのメイトへの参加をお待ちしております．」

【里山里海メイト登録フォーム】
メイトに登録される方は，「お名前，
ご住所，電話番号，メールアドレス」
をご記入の上，自然学校事務局まで電

（QRコード）

話，ｆａｘ，メールのいず
れかでご連絡下さい．右の
QRコードで，携帯からメー
ルが送信できます．
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「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい（問い合わせ先は裏面）．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

のと自然学校
ニュースレター

第 9号
平成 19年
8月 25日発行

「食文化プロジェクト」
  奥能登でも地域の素材をベースにした家庭の味，あるいは伝統料理が

失われつつあるのではないかとの危機感を持っています． 祭り料理など

奥能登に伝わる郷土料理について，まず 100 アイテム集めてレシピをつ

くってみようと「奥能登の食文化プロジェクト」を立ち上げました．こ

のレシピの作成活動を通じて、奥能登の食文化を再生するきっかけにし

たいと思います．レシピは「能登半島 里山里海自然学校」のホームペー

ジで公開しています．プロジェクトとの

大きな目標は以下の 4つです．

①郷土料理 100 のレシピを作成

②料理研究家を招いて勉強会

③子どもたちとつくる郷土の料理

④コミュニティレストランを開こう！

トピックス
１．「奥能登食文化プロジェクト」３．自然学校を利用しませんか？

２．７月の予定
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自然学校を利用してみませんか？
　里山里海自然学校は，地域に開かれた施設を目指しています．地元の皆さん，様々
な活動にこの施設を利用してください．

現在利用できる施設：
１．交流施設　（集会施設．会議，打ち合わせ，持ち寄り会などに利用頂けます．）
２．体育館　（スポーツ，ダンス教室，演奏練習などにご利用頂けます．）
　今後，改修を行い，より充実した施設にしていきます．多くの方に利用していただき，
ご意見を賜りたいと思います．

ご利用方法：
下記の問い合わせ先に，お電話か fax でお問い合わせ下さい．ご利用の１週間前まで
にお問い合わせ下さい．メイトの方を優先したいと思いますので，登録をよろしくお
願い致します．ただし，営利目的での利用は現在できませんのでご了承下さい．

里山里海メイト　9月の予定
9月 29日（土）：里山里海学習館　見学会

　７月２１日に公開されました，「里山里海学習館」の見学会を行いたいと思いま
す．学習館の見学とともに，研究員の赤石から「自然学校が目指す未来」と題し
まして，トキやコウノトリが舞う美しい珠洲の里山里海を，そこに生きる人々と
作り上げていきたい，そんなお話を少しさせて頂きたいと思います．
日時：９月２９日 ( 土 )　10:00~12:00　
場所：里山里海自然学校　学習館．

【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528
ホームページ　
http://www.satoyama-satoumi.com
メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com
【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「皆さんのメイトへの参加をお待ちしております．」

【里山里海メイト登録フォーム】
メイトに登録される方は，「お名前，
ご住所，電話番号，メールアドレス」
をご記入の上，自然学校事務局まで電

（QRコード）

話，ｆａｘ，メールのいず
れかでご連絡下さい．右の
QRコードで，携帯からメー
ルが送信できます．



1

小路晋作（こうじ　しん
さく）です．博士（理学）
､6 年を東京で、13 年を
埼玉で、15 年を金沢で、
1 年半をケニアで育ちました。生き物の数の
変動に興味があり、林や畑で昆虫の数を数
えています。金沢ではアザミの葉を食べる
テントウムシを、アフリカではトウモロコ
シの害虫（イモムシ）を研究しました。能
登では水田、草原、ため池などに棲む生き
物の生態を、受講者のみなさんと一緒に調
べるつもりです。奥能登に生きる生物の豊
かさを知りたいと思っています。

のと自然学校
ニュースレター

第10号
平成19年
9月25日発行

開講迫る里山マイスター能登学舎
　金沢大学は 10 月より、自然学校の２、３階を活用して「里山マイスター能登学舎」を開講します。
５年間の予定で金沢大学、石川県立大学、奥能登２市２町がスクラムを組み、国からの支援も受
けて始める新しいプロジェクトです。全国的にも珍しいこの学校は、能登を元気にしていこうと
いう気概をもち、奥能登の豊かな里山里海を大切にする環境配慮型の農林水産業に賭けてみよう
という人材を養成していきます。受講生を募集したところ、さまざまなキャリアをもつ１６名（う
ち女性が２名）が第一期生として応募、新たな気持ちで勉強を始めることになりました。どうぞ
よろしくお願いします。なお、この学舎に常駐するスタッフも決まりました。赤石常駐研究員と
同じように、どうかよろしくお願いします。ここで簡単にスタッフのメッセージをお届けします。

北野慎一 ( きたの　しんい
ち ) です。博士（地球環境
学）、奈良県出身で、これ
まで農業に関連する環境問

題について研究してきました。一次産業は生産
物の供給以外に国土の保全、文化の伝承、レク
リエーションの場の提供など様々な機能を有し、
それは地域方々ひいては国民にとって貴重な財
産となっています。奥能登は後継者不足で、一
次産業そのものの存続が危ぶまれています。受
講生の方々とは一次産業が有する多面的機能を
再確認・再発見し、それらをいかにして地域の
活性化に結び付ければ良いかを考えたいです ｡

マイスター養成プログラム選任の助教2名

川畠平一（かわばた　へいいち）です ｡ 金沢大学客員教授・地域連携コー
ディネーター，博士（農学），６５才。県農業総合研究センター所長を勤
めた後 ､ 現職に就き中村教授等とともにこのプロジェクトを構想。能登の
自然と文化をこよなく愛する研究者。加賀の自宅は、稲作農家。直播きで
米づくりも実践中。多彩な受講生とこれからの能登を担う人づくりに頑張
ります。信条は、地域とともに歩む学風づくりです。

マイスター学舎長
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里山里海メイト　１０月の予定
10月 28日（日）：里山里海自然学校　一周年記念シンポジウム

　昨年 10 月に開校して，早一年がたちました．自然学校開校一周年を記念して，
シンポジウムを行います．シンポジウムでは能登から地球環境を考える

「地球環境問題と能登半島」というテーマで，5 人の方々に講演をしていただきます．
皆様ふるってご参加ください．
日時：10 月 28 日（日）午前 10 時から 15 時まで．
場所：里山里海自然学校　体育館
基調講演「黄河断流と日本海，そして能登」
　講演１「黄砂がつなぐアジア大陸と能登半島」
　講演２「能登から見た東アジアの大気汚染」
　講演 3「能登半島に時を呼び戻す」
　講演４「身近な自然を守るとはどういうことか」
主催：金沢大学　共催：総合地球環境研究所　後援：三井物産環境基金

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．
申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．メール，FAXでも受け付けています．

きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３−７
電話／ FAX　0768-88-2528
ホームページ　
http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス
info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5 時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日
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「里山マイスタースタッフ紹介２」
　10月 6日、いよいよ「能登里山マイスター」養成プログラムが開講しました。第一期生として集まっ

た 16名の受講者は、能登で働きながら環境配慮型の農林水産業を学び、奥能登の自然を生かした農業、

観光業、製炭業、生花業、養蚕業などへの就業や、自然と人のネットワークを生かした行政をめざします。

今後 2年間のカリキュラムを通して、生態学や農業経済などの理論に加え、農林業の実技について学び

ます。実務の指導や助言を行うのは、能登の各地で独自の事業を展開している「駐村研究員」の皆さんや、

大学の技術・教務補佐員です。今号では 3名の技術・教務補佐員からのメッセージをお届けします。

トピックス
１．里山マイスタースタッフ紹介２

２．キリコ祭りシンポジウム

石下哲雄 ( いしした てつお )，輪

島市三井町在住。昭和 30 年学業

を終えて以来、平成 6 年石川県

健康の森開設までの 40 年間、自
営の農林業に従事。これまで農林業に関わってきた

53 年間の生活信条として、日々前進を求め「より

多く読み、よく見て、よく語り合い、よく考え」確

かな情報を、自らの血肉とし積極行動するように努

めてきた。今、夢と希望と自信を失いかけている奥

能登の農林業に夢を託し、共に学び合ってゆきたい !

沢野哲朗 ( さわの てつろう ) で

す。県農業改良普及員として

38 年間、関係機関や農家と共

に地域農業の振興と農家所得の

向上に努力してきました。自宅では妻と 2ha の

果樹園を経営し、りんご・桃の直売を行っていま

す。受講生や講師さらに能登地域の農家のお役に

たてればと思っています。自宅は珠洲市正院町小

路、年齢 60歳。

宇都宮大輔 ( うつのみや だいすけ ) です。博士 ( 理学 )、32 才。生まれは愛媛県、育ちは大阪、和歌

山、タイ、京都を転々とし、大学入学時に金沢へ来て 13年が経ちました。植物と動物の関わり合い
に興味があり、どのような花にどのような昆虫が来るのかを研究していました。今

後、田畑の周りの環境が花粉を運ぶ昆虫に与える影響と、その結果、農作物の実り

が受ける影響を調べたいと考えています。また、生物の種類や数の多さにも興味が

あるので、能登の自然が育む生物の豊かさを知りたいと思っています。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書
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キリコ祭りフォーラム大盛況！！インターン生終了．
11 月 17 日，自然学校で「第一回すず再発見フォーラム　キリコ祭りを，知る」が開催され，
珠洲を始め県内各地より 100 名ほどの方々が参加され，盛大に幕を閉じました．
祭りとキリコは珠洲の人々の心に深く根ずく大切な文化でありながら，なかなか気づくこと
のない祭りの深い部分を，このフォーラムでは共有することが出来ました．参加者の皆さん
からも有意義だったと好評をいただきました．さて，9月から自然学校にインターン生とし
て来てくれていた石川高専の美作さんが，11 月 23 日で期間を終了されました．彼女から
ご挨拶いただいていますので，ここに紹介したいと思います．
「こんにちは、石川工業高等専門学校 専攻科生の美作羽衣です。先日のすず再発見フォーラ
ム「キリコ祭りを、知る。」には約 100 人の住民の方々の参加がありました。予想以上の人
出に驚かされましたが、パネリストの先生方のお話を熱心に聞き入り、活発に質問を投げか
ける会場の様子を見て、皆様のキリコ祭りに対する熱い思いを強く感じることができました。
また、当日の会場で回収したアンケートには、多くのご意見・ご感想が寄せられました。ア
ンケートの中には継続を望む声が多く、また、フォーラムに関していくつかの提案も頂いて
います。これらを生かして、次へ繋げていけるように考えています。

トピックス
１．キリコ祭りフォーラム大盛況！！インターン生終了．
２．「情報・資料室」のご案内

さて、11 月いっぱいで私の 3ヶ月に及ぶ里山里海自然
学校でのインターンシップは終了いたします。初めはな
んて長いのだろうと思ったものですが、終わってみれば
あっという間の 3ヶ月でした。フォーラムという大きな
舞台に立たせて下さった里山里海自然学校と、ご協力頂
いた地域の皆様に深く御礼申し上げます。」
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

「情報・資料室」のご案内
能登学舎 ( 旧・小泊小学校 ) では ,「能登里山マイスター養成プログラム」開講を機に

2階の「情報・資料室」が整備され , 能登の文化や産業に関する書籍類の収蔵がはじまっ

ています . 図書は専門書や技術書が中心ですが , 金沢大学付属図書館からの移設や新

規購入により今後充実していく予定です . どなたでも閲覧できます . ぜひ , お気軽にご

利用ください ( 休室日 : 日・月曜日 , 貸し出しは行っておりません ). 詳しくは自然学

校またはマイスターのスタッフまでお問い合わせください .

主な蔵書：
農業技術体系 ( 作物 , 果樹 , 花卉 , 野菜 , 土壌施肥 各編 )
農業総覧　病害虫防除資材編

　　　　　病害虫診断防除 ,

　　　　　花卉病害虫診断防除編

食品加工総覧，日本農書全集，

定書 柳田國男集 全 31 巻

現代生物学大系，

農業白書，環境白書，

各市町村郷土史
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里山里海食堂「へんざいもん」オープン！！
　12月 16 日，里山里海自然学校の施設内に，「里山里海食堂」がオープンしました．

自然学校の大きなテーマの一つである，「食文化の保存」と，「地産地消」の食育推進を目的

とした新しい形の食堂です．地元NPO「すず交流ビューロー」と連携し，地域のご婦人方を

中心に運営されます．「へんざいもん」とは，辺・採・物と書き，この辺りで採れた物という

意味です．地域の食材を使った安心安全な食事を提供しますという思いが込められています．

　オープン当日は，泉谷満寿裕市長が祝辞を述べられ，里山プロジェクトの研究代表者であ

る中村浩二教授が「郷土料理を安全で安心して食べることこそ本来の食のあり方で、地域の

振興にもつながる」とあいさつしました．この日の試食メニューは，けんぞう汁（おからの

お汁），野菜のかき揚げ，ブリ大根，カブラ寿司など郷土料理が 4品が出されました．

  正式オープンは，1月 12 日で，毎週土曜日のお昼に食堂が開かれます．里山マイスター養

成プログラムの受講生や，自然学校のスタッフが利用しますが，もちろん地域の方々にも気

トピックス
１．里山里海食堂「へんざいもん」オープン！！
２．シンポジウム『能登半島にトキが舞う日をめざして』

第 13号
平成 19年
12月 25日発行

軽にご利用していただきたいと思いま

す．一食　700 円，コーヒー　200 円，

予約制ですので，「２日前（木曜日）」ま

でにご予約ください．  ご飯，汁物，コー

ヒーはおかわりできます．

お問い合わせ先：里山里海自然学校

電話：０７６８-８８-２５２８

または，へんざいもん代表：沢谷わたえ

電話：０７６８-８８-２４７３

までご連絡ください．
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

シンポジウム『里地里山の生物多様性保全～能登半島にトキが舞う日をめざして～』
 日時 :2008 年 1月 26 日 ( 土 )10:30 ～ 17:00
 会場 : 能登空港 4階生涯学習センター
　金沢大学では、里地里山の再生モデル構築のため、能登半島をトキが生息できるような環
境にしようという取り組みを始めています。そこで今回、生態学関係者や地域づくりの活動
をしておられる方々に、コウノトリやトキの野生復帰に向けた活動の先進事例や、水田を重
要な生息場所とする鳥類や昆虫などの特徴について講演していただき、能登半島の里地里山
の再生・保全に向けた活動について今後の方向性を議論したいと思います．
◇　イントロダクション
「里地生態系と人間活動の歴史」   -- 湯本貴和 ( 総合地球環境学研究所 )
◇　基調講演
「コウノトリ野生復帰に向けた豊岡の取り組み」   -- 池田啓 ( 兵庫県大、コウノトリの郷公園 )
◇　講演
「地域社会と生態系サービス」   -- 佐藤哲 ( 長野大 )
「佐渡島のトキの野生復帰と地域づくり」   -- 竹田純一 ( 里地ネットワーク )
「トキ生息環境としての能登のポテンシャル」   -- 本間航介 ( 新潟大 )
「田んぼ生物と生き物ブランド米」    -- 日鷹一雅 ( 愛媛大 )
「鳥類調査からの水田環境評価」   -- 藤岡正博 ( 筑波大 )
「トキが生息できる環境をめざした取り組み」   -- 中村浩二 ( 金沢大 )



1

のと自然学校
ニュースレター

シンポジウム「能登半島にトキが舞う日をめざして」終了！！
　1月 26 日に，能登空港でシンポジウム『里地里山の生物多様性保全～能登半島にトキが舞

う日をめざして～』が，次いで 27日には里山里海自然学校にて「里なびミニシンポジウム＆

研修会が開催されました．26日のシンポでは，能登の地域再生に，トキやコウノトリが再び

野生復帰できるような環境づくりを目指してというテーマで，兵庫県立コウノトリの郷公園

の研究部長さん , 佐渡でトキの野生復帰計画に携わっている新潟大学の准教授などが講演さ

れ , 昨年 10 月に行なった能登での調査をもとに，「能登半島には再びトキが生息できるよう

な自然環境が潜在的に保たれている」と話しました。180 人の参加があり、会場は熱気に包

まれた雰囲気になりました。

　27日の研修会では，実際に珠洲の休耕田やため池などを参加者と周り，トキが再び生活で

きる場所はどういうところなのか，どんな生き物，どんな植物，どんな環境がそこに必要な

のか？ということを皆で学びました．ここでは，地元三崎の方々にもご参加いただき，かつ

トピックス
１．シンポジウム「能登半島にトキが舞う日をめざして」終了！
２．第 2回すず再発見フォーラム開催！

第 14号
平成 20年
1月 25日発行

ての，また現在の三崎の里山の様子につ

いてお話を伺いました．今回来ていただ

いた講師の先生はこれを，「地元学」と

読んでおられ，地元の方から学び，地元

の良さを再発見することが，地域再生に

とって最も大切なことだとお話いただき

ました．今回の研修会の資料など，自然

学校にいくつか用意してありますので，

どうぞ御気軽にご利用ください．みなさ

んも地元学を実践してみませんか？
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

第2回 すず再発見フォーラム「よみがえれキノコ山～奥能登の里山再生考～」開催！
 第１回すず再発見フォーラムは「キリコ祭りを，知る」をお送りしました．今回はマツタケ
をはじめとした能登の里山のキノコに注目し , お二人の講演者から現在の里山とキノコの状況
や先進技術を取り入れた増産手法 , さらにキノコを利用した自然再生の紹介をしていただきま
す.また,自然学校が取り組んできた里山のキノコ調査の報告と,能登地域でキノコ狩りツアー
やキノコ栽培の先進的な取り組みをされている方々をおよびして , 今後の能登の里山再生に向
けた活動についての方向性を議論したいと思います．みなさんどうぞご参加ください．

日時 :2008 年 2月 10 日 ( 日 )13:00~16:30　会場 : ラポルトすず 大ホール 【参加無料】．
           ----- プログラム -----
13:00 開会
13:10 基調講演 1 「マツタケ山を作るには」
   吉村文彦 (「国際環境微生物応用研究機構」代表 )
13:50 基調講演 2 「菌根菌がつくる未来の地球環境」
   岩瀬剛二 ( 鳥取大学 教授 )
14:30 調査報告 「奥能登のキノコの現状報告」
   赤石大輔 ( 能登半島 里山里海自然学校研究員 )
15:15 討論 :「能登で起こす ! キノコ産業の可能性」
16:20 総括 :「キノコから能登の再生を目指して」

司会 : 平見夕紀 ( フリーアナウンサー )

主催 :
金沢大学「能登半島 里山里海自然学校」
後援 :
　三井物産環境基金
   地域総合整備財団 ( ふるさと財団 )
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のと自然学校
ニュースレター

2008年度，第一回里山保全活動終了！！
　３月２２日日曜日午後 1時から，里山里海自然学校の周辺にある休耕田を利用した水辺の

ビオトープにて，保全活動を行いました．

　昨年 3月に初めて水辺のビオトープを作ってから一年，ゲンゴロウやメダカ・ドジョウ・

カエル・サンショウウオなど，様々な生き物たちが集まってきて，あっという間にすばらし

い生態系ができあがりました．夏にはホタルも発生し，美しい光を放ちながら飛来する姿が

確認されました．9月頃，雨が少なくて水辺が干上がってしまい，生き物たちも少なくなって

しまいましたが，現在は豊富に水が戻ってきていて，カエルやサンショウウオの卵が至る所

に見られました．今回の保全活動では，水路や水辺の掘り起こしをして，水の通りを良くす

る作業を行いました．一部，竹が侵入してきた部分もあったので，刈り取りを行ったり，た

め池の堤に階段を作ったり，増えすぎた草を刈ったりと，たくさんの作業をこなしました．

作業後に，「へんざいもん」で白玉ぜんざいを頂きました．作業後の疲れた体に，優しい甘さ

トピックス
１．2008年度，第一回里山保全活動終了！！
２．能登スーパーサイト構想！大気汚染観測プロジェクトスタート！！
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の小豆が，とても美味しかったです．　

　管理できなくなってしまった田んぼや

畑は，放置され荒れていきます．生き物

たちの住み場所も失われていきます．一

人では出来ないことでも地域の皆さんの

力で，たくさんのことが出来ることが今

回も実感することが出来ました．奥能登

の希少な生き物と，住民の皆さんが集い

憩えるようなビオトープにしていきたい

と考えています．
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

能登スーパーサイト構想！大気汚染観測プロジェクトスタート！！
　2008 年度 , 自然学校では新たなプロジェクトが動き出しました . 金沢大学の岩坂泰伸教授
をチームリーダーに「能登半島での大気環境モニタリングを通した東アジア域環境ガバナン
スへの貢献 : 能登スーパーサイト構想」というプロジェクトがスタートします．
　最近 , 大陸からのゴミが能登の海岸に漂着して大きな問題となっているように , 海の向こう
側のことと無視することが出来ないほど問題は大きくなってきています . 大気汚染に関して
は , 工場から排出される汚染物質や , 砂漠化が進む農村地域から飛来する黄砂など , 日本海を
越えてこの能登まで飛来してきています . 大気に含まれる様々な物質が , 人間や生態系へ与え
る影響などを調べる調査地として , 日本海に突き出た能登は非常に適している場所なのです .
　大気に含まれる化学物質や黄砂などをとらえる手法として , 気球を打ち上げて採集する方法
を採ります . 今後，自然学校から気球が上がる様子を , 皆さんにご覧いただけるかと思います .
 「スーパーサイト」とは，世界中の研究者が
集い最先端の研究を行う , 国際的観測サイト
のことです . 今後 , 自然学校のある能登学舎
に世界中の研究者が集い , 研究や議論を重ね ,
世界へ最先端の研究成果を珠洲から発信して
いきます . 新しい研究メンバーも決まりまし
たので，また後日皆さんにご挨拶したいと思
います．どうぞよろしくお願いいたします．
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里山マイスター2期生入学式！　4 月 19 日 , 平成 20 年度「能登里山マイスター」養
成プログラム開講式が挙行され , 新入生 20 名を含む 61 名が臨席しました。開講式では
金沢大学の中村信一学長 , 泉谷満寿裕珠洲市長 , 南 逸郎 JAすず代表理事 , 国連大学高等
研究所いしかわ・かなざわオペレーティングユニットのあん・まくどなるど所長が祝辞
を述べ , 受講生の挨拶 , スタッフ紹介に続いて歓迎アトラクションとして蛸島町の「雷神
旭太鼓」が披露されました . 最後に本プログラム代表の中村浩二教授が「大学の地域連

トピックス
１．里山マイスター二期生入学式！　　３．講演会「チョウの不思議」
２．桜祭り終了！　　　　　　　　
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携に対する地域の期待に応えるため , 地域との交流
を深めて活躍して欲しい」と挨拶しました . 新入生
には , 自治体・JA・森林組合などの若手職員に加え
て , 他県から転入された方も 5名ほど含まれ , 多様
な顔ぶれとなりました . 今年度は総勢 35 名の受講
生が「里山マイスター」を目指して能登学舎で学び

ます . 奥能登に限らず , 一次産業で自立していくことは簡単なことではありませんが , 賑
やかに , 楽しくやっていきたいと考えています .
＜＜新スタッフ紹介＞＞
　今年度から能登学舎に水産業の技術補佐員が加わりました . 定置網漁の船頭であり , か
つ農業・木工・竹細工・庭師など幅広い技能を併せ持つ「マイスター」です .

出村龍彦 (でむら たつひこ )：珠洲市三崎町在住 .
 学業を終え , 地元三崎町農協に営農指導員として勤務し , その後
( 有 ) 能登ふくたね , クボタ鉄工 ( 株 ), 定置網勤務 ,JA すずし経営
安定対策専任職員など色々な職業を体験いたしました．34 年間
培った経験を少しでも受講生のお役に立てたいと思います .
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

「桜祭り」盛大のうちに終了！！
　4月 20 日日曜日，里山里海自然学校のグラウンドにて，第 9回桜祭りが開催されました．
当日は少し風邪がありましたが，気持ちの良い天気で，婦人会など各グループからたくさん
の出店があり，来場のお客様も約 500 人と盛大に盛り上がりました．

講演「珠洲の自然を知ろう　～チョウについて～」 ！！
　今年もアサギマダラが飛来するシーズンがやってきました．南方から珠洲へ訪れる美しい
チョウを採りに行きませんか？全国の調査ネットワークと交流しませんか？アサギマダラを

　自然学校からは桜餅を作って販売したところ，200 個が午前中
で売り切れるほどの人気でした．保育園のお遊戯やヨサコイソー
ランなどで会場を彩り，素晴らしいお祭りになったと思います．
地域振興会の方々には，心より感謝申し上げます．今後も地域の
自然学校であり続けられるよう私たちも努力したいと思います．

はじめ，珠洲のチョウに関する講演会を「ラポルトすず」にて開催い
たします．チョウの採り方 , 標本の作り方を紹介します . 是非お子さ
んとご一緒にお越しください .
日時：5月 10( 土 ) 午前 10時から 12時まで . 
場所 : ラポルトすず 市民サロン .
参加費 : 無料 ．
講師 : 松井正人先生 (百万石蝶談会 ). 
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気球が上がりました！　
　5月 7日から 9日 , 岩坂泰信特任教授はじめ，金沢大学フロンティアサイエンス
機構のスタッフが自然学校を訪れ , 大気観測を行いました . 下の写真が大気観測をす
るための気球です . 長さ 4m, 最大直径 2.4mで中には 12立方メートルのヘリウムガ
スが入っています . 気球上がった当日は ,「あれは何だ ?」と不審に思われた方が多
数いらっしゃったようです . 大変ご迷惑をおかけしました . 大学の実験用の気球で ,
爆発することはありませんのでどうぞご安心ください .
 この気球を珠洲の上空 800mまで上げて , 大気に含まれる黄砂や大気汚染物質を採
集します . また黄砂の他に , 大気に含まれるバイオエアロゾル ( 花粉 , 微生物 , ウィ
ルスなど生物粒子 ) を調べる研究をされています . 年々多くなる黄砂は，中国の内陸
部の砂漠が広がっていることを示唆しています．また，近年工業化が著しい中国沿
岸部の工場から排出される汚染物質が，日本にどれだけ届いているか観測をしてい
ます．実は黄砂には良い部分もあり，黄砂に含まれる鉄分が，日本海の魚を育てて
いるという報告もあるそうです．このお話はまた後日お伝えいたします．
 大気観測チームは今後たびたび珠洲でこのようなサンプリングを続けます . 研究成

トピックス
１．気球が上がりました！　　３．講演会「ホタルの住む里を守る」
２．アサギマダラ調査隊スタート！　　　　　　　
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果を能登で発表会を開いたり ,市民の皆さんと
勉強会を開く予定です .将来は日本海を取り囲
む中国・韓国・ロシアと共同で能登に研究拠
点 ( スーパーサイト ) を設立する予定です . 最
先端の科学研究を珠洲から発信していきます
ので , 地域の皆さまにはご理解 , ご協力よろし
くお願いいたします .
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

アサギマダラ調査隊スタート！！
5 月 25 日，アサギマダラがついに珠洲へ飛来しました．当日は , 雨で天候に恵ま
れませんでしたが , １０時頃には雨も上がりアサギマダラの飛来をかくにんできま
した．全部で２５個体が採集され , マーキング後ふたたび放蝶されました . 三崎で

講演会「ホタルの住む里を守る」 
　そろそろホタルが飛び交う季節になりました . 自然学校では , ホタルについての
講演会を開催いたします.減少しつつあるホタルについて,どうしたら守れるのか,
どうしたら増やしていけるのか , 実物も見ながら楽しくお話をしたいと思います .

は高波，宇治，寺家の海岸に多く見られます．羽に
マークがされていますので，もしこのような蝶を発
見されましたら , 自然学校までご連絡ください . 今
後 6月中旬まで調査を続ける予定です . 興味を持た
れた方は是非一緒に調査をしましょう !　

講演会「ホタルの住む里を守る」
開催日 :6 月 21 日 ( 土曜日 ) 午後 7時～ 8時半
開催場所 : ラポルトすず 市民サロン
講師 : 舟本克之氏 ( 石川ホタルの会 )
参加費 :無料 (事前の申し込みは必要ありません .)
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ビオトープで田植え。
　6月 14 日、里山里海メイトの定期保全活動を行いました . 今回は , 自然学校の近
くにある水辺のビオトープで , 田植えの作業を行いました .
　昨年春に , 休耕田を利用して水辺ビオトープを創設し , ゲンゴロウ・トンボ類・カ
エル類・クロサンショウウオ・メダカなどたくさんの生物が住み着きました . 子供
達や大学生と , 珠洲の水辺の生き物観察の場として活用してきましたが , 将来はぜひ
田んぼを復活させて , 米作りをやりたいと思っていました . 里山里海メイトの活動も
2年目を迎え , 復田の取り組みを活動に加えることができ , 水辺ビオトープに小さな
田んぼ 2枚を復活させました .
　お米作りは八十八の手間がかかると言われています . この田んぼを使って , 田植え
や除草 , 刈り取りに , 水田にやってくる様々な生き物の観察 , そして餅つきと一年を
通して様々な活動が出来るように , 餅米を植えました .　最初の作業は , 代掻きの終
わった田んぼに , 田植えをするための目印をつけるため , コロガシを転がします . 裸
足で田んぼに入って , ぬるっという感触が気持ちよかったです . 今回は , メイトの他
に地域の小学生も参加してくれ , みんなで手植えをしました . 小さな田んぼですの

トピックス
１．ビオトープで田植え！　　３．自然学校活動のお知らせ
２．アサギマダラ調査隊終了！　　　　　　　
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で ,1 時間程度で作業は終了しました .
ビオトープには ,たくさんのメダカが群れて泳
いでいました .メダカやドジョウがたくさん住
む田んぼになればと思っています . 今後は、生
き物と共にお米を作るビオトープ田んぼを目
指して行きたいと思います。是非一度ご覧く
ださい。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

アサギマダラ調査隊終了！
　6月 7，8日をピークに、アサギマダラがたくさん飛来しました。今年は里山里
海メイトの他にみさき小学校、西部小学校の小学生の皆さんにお手伝いいただき、

自然学校活動のお知らせ
7月 12日（土曜日）13時　雑木林の保全活動
生き物が豊富で、キノコがたくさん出る山づくりを目指して、雑木林の保全活動

全部で 620 頭のチョウがマーキングされました。
遠く大分県姫島から飛来したチョウも確認され、大
移動するチョウの不思議を実感しました。子供達
には大好評で、珠洲の海岸とアサギマダラに愛着を
持ってもらえたようです。また来年も調査を行いた
いと思います。皆様是非ご協力ください。

を行っています。今回は、増えすぎた木々の伐採
作業と、キノコ山の地掻き作業を予定しています。
興味のある方は是非ご参加ください。
参加費：200 円（傷害保険、通信費）
服装：作業の出来る服装でお越しください。
メイトへの参加もお待ちしております。
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新しい仲間紹介　7月より、自然学校に新しい仲間が加わりました。奥能登の若
い担い手を養成する「里山マイスター養成プログラム」の教員として、農業経済を
学び、地産地消・グリーンツーリズムの研究をしている小柴有理江 ( こしば　ゆり
え ) 博士と、里山の植物について研究している伊藤浩二（いとう　こうじ）博士です。
どうぞよろしくお願いいたします。

トピックス
１．新しい仲間紹介　　　　３．珠洲アカデミーのお知らせ
２．保全林の整備進む。
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伊藤　浩二 (いとう こうじ )です。実家は愛媛県の西条です。
林業関係の公務員だった父親の影響で植物に興味を持ち、大
学生のときから植物の研究を 10 年近く行ってきて、今年博
士号 (農学 )を取得しました。特に土中に眠っている種子 (埋
土種子 ) の空間分布に関する研究が専門です。自然の中のど
のような場所にどのような埋土種子が存在するかをつきとめ
ることで、里山の植生復元に役立てたいと考えています。受
講生の方々と環境保全型農業を共に実践する中で、生産と生物保全の両立を目指し
て試行錯誤していきたいです。

小柴有理江 ( こしば ゆりえ ) です。博士 ( 地域政策学 )、群馬

県の出身です。専門は農業経済学、地域政策論です。地方分

権に対応した農業・農村政策のあり方を研究しています。特

に地産地消やグリーンツーリズムなど農産物の流通・販売や

それと関連する地域づくりについて研究しています。能登に

は農産物に加えて林産物や水産物も豊富に存在します。このような能登地域の多

様な地域資源を活用する仕組みを皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

保全林の整備進む！　7月 12 日に里山里海メイトの保全活動を行いました。内容
は、自然学校の保全林で行っているキノコ山づくりです。今回は、新たに金沢か
ら参加してくださったメイトの方をあわせて、10名で行いました。
 積もりすぎた腐植 ( 腐葉土 ) はマツタケなど美
味しいキノコが嫌うので、除去してあげる必要
があります。熊手で腐植をとっていくのですが、
木の根っこが縦横無尽に走っていて、なかなか
取り除くことが出来ません。10 人で取り組みま
したが、2時間で作業エリアの 1/3 がようやく終
わりました。作業中「マッタケのにおいがする !」
との声が上がりました。近づいて土のにおいをかいでみると、確かにキノコの良い
においが ! 果たしてマツタケのシロでしょうか ?正解は秋に解ると思います。これ
からはアミタケなど積極的なキノコの接種もどんどんしていきたいと思います。

珠洲アカデミー開催のお知らせ　金沢大学中村浩二教授や石川金沢オペレーティン
グユニット所長あん・まくどなるど氏らが、里山里海保全をテーマに、今後の奥能登、
珠洲の展望について議論します。ぜひご参加ください。
日時：8月 2日 13 時～ 14時 30 分　場所：里山里海自然学校　参加費：無料
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高校生が珠洲を体験　9月 20 日、金沢辰巳丘高校の生徒さん３２名が自然学校
を訪れ、珠洲の里山里海を体験していきました。辰巳丘高校は石川県の「人間とし
ての在り方生き方を考える教育」の実践研究校に選出され、自然の中で学び今後の
生き方を考えるをテーマに、夏休みに能登で実習することになったそうです。
　自然学校では研究員の赤石が地球環境問題、生態系や生物多様性について、そし
て能登の里山の現状について講義を行いました。お昼ご飯は、自然学校の食堂「へ

トピックス
１．高校生が珠洲を体験。　３．保全活動のお知らせ。
２．キリコ祭りを知る。
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んざいもん」で地域の食材を使った美味し
い料理を堪能してもらいました。地元のお
母さん方が作ってくれた伝統料理の味に多
くの生徒が感動していました。
　午後からは、小泊の漁師さんに協力して
いただき、海岸で生き物観察をしました。
海の中に入って泳いで魚を捕まえたり、貝
を捕ったり、能登の美しい海を堪能しても
らえたようです。
　多くの高校生にとっては能登、珠洲は初
めて訪れる土地であり、金沢と異なる風景
に新鮮さを感じたようです。能登の里山里
海や人々が培ってきた伝統文化に触れたこ
とで、彼らの今後の生き方について何かつ
かむことが出来たでしょうか？今後の彼ら
の活躍を期待しています。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

キリコ祭りを知る！　9月１６日に、ラポルトすずでキリコ祭りフォーラムを開催
します。地域の文化遺産であるキリコ祭りを題材に、地域が祭りを今後どのよう
に継続していくか？その可能性を住民の方々や研究者と共に考えていくフォーラ
ムです。ぜひご参加ください。
日時：9月１６日（火）１３：００～１５：００
場所：ラポルトすず　参加費：無料
珠洲の祭り紹介：美作羽衣さん（石川高専）
話題提供：高山哲典さん（羽黒神社宮司）、藤平朝雄さん（元キリコ会館館長）
堂下恵さん（金沢星陵大学専任講師）

保全活動再開！　9 月２７日より、自然学校の
保全林と水辺ビオトープの保全活動を再開しま
す。秋のきのこ狩りのシーズンには、たくさん
のキノコが出ることを期待して、キノコ山作り
を行いたいと思います。ぜひご参加ください。
日時：９月２７日（土）１３時～１５時
場所：里山里海自然学校　
参加費：２００円（傷害保険、通信費）。 自然学校の保全林で採れたシバタケ。
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インターン生紹介 9 月から自然学校にインターン研修に来ている京都大学大学
院地球環境学舎の奥山隼人を紹介します。
皆さんはじめまして。大学のインターン研修で 9月から 11 月までの 3ヶ月間、里
山里海自然学校のお手伝いをさせていただくことになりました。大学院で生態学を
学んでおり、その中で日本の里山というものを知りました。里山についての研究を
したいという思いから、こちらで研修させていただくことになりました。
 珠洲では今でも里山の自然が多く残っており、その豊かさに毎日驚かされています。
しかし、この珠洲でも放棄された水田やアカマツ林が増えてきているのが現状です。
里山の保全を進めなければなりませんが、単に自然のことばかり考えていても、そ
の土地で暮らす人々の生活の糧とならなければ、本末転倒になってしまいます。

トピックス
１．インターン生紹介。　３．稲刈りのお知らせ。
２．9月保全活動報告。
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 里山里海自然学校は地元の方々と協力して
里山の保全活動を行なっており、取り組み
はとても意義のあることだと思います。私
はこの自然学校での活動を通して、珠洲の
里山がどうあるべきか、どう利用していく
べきかを考えていくことができればと思っ
ています。
 珠洲に来て日が浅く分からないことだらけ
ですが、私を見かけたら気軽に声をかけて
ください。そして、珠洲の自然について聞
かせていただければ幸いです。どうぞよろ
しくお願いします。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

9月の保全活動報告。　9月 27 日に、自然学校の保全林とゲンゴロウのビオトー
プで保全活動を行いました。参加者は里山里海メイトの方 19名でした。保全林で
は、荒れ果てた林を切り開き、明るい雑木林に戻し、キノコのたくさん発生する
林作りを行っています。保全作業で伐採した木材を有効利用しようと、マキ作り
を行っています。石油の代わりにマキを使うことで、大気中の二酸化炭素（CO2)
の増加を減らすことが出来ます。なぜなら、樹木は大気中のCO2 を吸って育って
いるためです。木を燃やすことで一時的に大気
に CO2 が戻りますが、再び樹木が育つことで
大気中の CO2 を吸収するので正味の CO2 は変
わりません。現在、環境省の支援を受けて、珠
洲市内各地に薪ストーブを導入し、二酸化炭素
の削減と里山保全という循環型社会を目指して
います。
ビオトープの稲刈り　１０月４日土曜日に、水辺ビオトープの田んぼの稲刈りを行
います。無農薬でたくさんの生きものが生活している田んぼで作られたお米です。
ぜひ稲刈りにご参加ください。
日時：１０月４日（土）１３時～１５時　場所：里山里海自然学校　
参加費：無料。　
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アメリカザリガニ駆除作戦
10 月 18 日。野々江地区で外来種であるアメリカザリガニの駆除を行いました。
作業は里山里海メイト、地域の方々、高校生、NPO、自然学校関係者など、40名の
参加者がありました。石川県が環境相の「生物多様性保全推進支援事業」に採択され、
今回の駆除作業はこの事業の一環として行った物です。
　作業はグループに分かれ 5地点で行い、1時間ほどの作業で合計 360 個体のザリ
ガニを駆除することが出来ました。調査中に、大きなナマズなどが確認されました。

トピックス
１．アメリカザリガニ駆除作戦。　３．シンポのお知らせ。
２．１０月保全活動報告。
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珠洲でナマズを捕獲したのは初めてで、全
長 40cmほどあり、こんなに大きな個体は
始めてみました。
　ザリガニが侵入すると何が問題なのか ?
少し紹介します。ザリガニは、食欲旺盛で
珠洲の希少なゲンゴロウ類が生息するため
池などにはいると、そこにある水草などを
根こそぎ食べてしまい、短期間でため池の
生物相が貧困になってしまうと恐れられて
います。実際どの程度影響があるのか解っ
ておらず、自然学校と金沢大学の大学生が
調査をしているところです。後日、皆様に
今回の作業やこれまでの調査結果をまとめ
てお知らせしたいと思いますので、報告会
の際はまたぜひご参加ください。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

１０月の保全活動報告。自然学校が作っている水辺ビオトープで稲刈りをし、ハ
ザ干しした餅米を脱穀しました。隣の小泊保育所の園児達も参加してくれました。
昔ながら+環境配慮の手法として足踏み脱穀機 ( 動力 =人力 ) で脱穀です。
そして唐箕 ( トウミ ) で実の入った米と空の物を分けました。精米すると 30kg 程
度になるそうです。12 月に予定している収穫
祭で使います。収穫祭にはぜひご参加ください。
シンポジウム「SATOYAMAの生物多様性保
全～森・川・海のつながりを活かした人のいと
なみ～」開催のお知らせ。
日時 :2008 年 11 月 15 日 ( 土 )13:00 ～ 17:30
会場 : 金沢大学  自然科学系図書館 大会議室
　最近、里地里山そして里海の重要性に対する認識が深まってきました。森や川や
海は、それぞれ繋がりをもって、地域に恵み ( 生態系サービス ) をもたらしています。
このシンポジウムでは、森や海や川のつながりを活かすような人の営みについて議
論し、これからの地域社会づくりや生態系管理について考えてみたいと思います。
バス行程：9:00 珠洲市役所発、13:00 ～ 17:30 里山シンポジウム参加。
18:00 金沢大学角間キャンパス発、21:00 頃 珠洲市役所着となっています。
参加無料、バス代無料です。お問い合わせは自然学校までお願いします。
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地域と共にビオトープ作りの作業
11 月 22 日。先日、若山町にタンチョウズルが 3羽舞い降りました。珠洲は野鳥の
の飛来する素晴らしい土地だと言えます。今回は、環境省の生物多様性保全事業の
一環で、三崎町粟津にある休耕田でビオトープ創設のため、草刈りを行いました。
　休耕田を水鳥の生息地として活用するために、田んぼに常時水がたまっているよ
うな状態にします。そのため田んぼだったエリアを掘り起こし、一部は島にしたり
溝を掘ったり、様々な環境を作り出します。こういった休耕田を利用したビオトー

トピックス
１．アメリカザリガニ駆除作戦。　３．シンポのお知らせ。
２．１０月保全活動報告。
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プはトキの住む佐渡などでも行われていま
すが、まだ手法は確立されていないようで、
私たちも試行錯誤を繰り返しています。
　今回は、作業にご協力いただく能登建設
の方々 30 名が、ボランティアで草刈りの
作業に参加してくださいました。メイト 15
名を加え、総勢 45 名で草刈りをしました。
能登建設さん有難うございました。作業は
お昼までと考えていましたが、2時間足ら
ずでヨシ原が昔の田んぼの姿に戻ってしま
いました。
　今後は水路と畦の補修を行い、ごく一部
ですが、春にはここに水辺ビオトープが出
来ます。来年度、再来年度と作業を継続し、
立派なビオトープにする予定です。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

講演会のお知らせ。
12 月 7 日 ( 日曜日 ) に、珠洲で薪ストーブや循環型社会に向けた講演会を開催い
たします。自然学校の活動を応援してくれている珠洲のNPO法人「能登半島お
らっちゃの里山里海」が、環境省の「循環型社会地域支援事業」に採択されました。
この事業では、奥能登の荒廃した里山を整備し、
そこから出る木材を薪ストーブとして利用する
という取り組みです。整備によってキノコなど
里山の生物多様性を保全し、同時に里山から出
る木質バイオマスを暖房燃料として利用するこ
とで、二酸化炭素の少ない社会作りの一助とす
る。そんな取り組みが珠洲で始まっています。
この新しい取り組みを珠洲の皆さんに知っていただきたく、このたび薪ストーブと
環境に関する講演会を開催いたします。皆さん是非ご参加ください。
講演会 :「薪ストーブから見える里山と環境問題」
日時 :12 月 7日 ( 日 )14 時から 16時
場所 : ラポルトすず 市民サロン 「参加費 : 無料」
内容 :「薪ストーブが、環境に良い暖房器具 ?」というお話しを皆さんとしたいと
思います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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あけましておめでとうございます。自然学校も3年目を迎え、充実し
た活動をしております。今年もよろしくお願いいたします。

収穫祭　12 月 13 日　自然学校が開校して 2年、里山マイスター養成プログラム
開講から 1年が経ち、自然学校のある校舎は「能登学舎」と呼ばれるようになりま
した。今回は、能登学舎開校 2周年を記念して収穫祭を催し、メイトの皆さん、マ
イスター受講生、そして地域の皆さんをご招待しました。隣の保育所から、園児の
皆さんがお祝いにお遊戯を披露してくれました。とても可愛いお遊戯で、収穫祭を

トピックス
１．収穫祭。　　　　　　　　３．研究会のお知らせ。
２．１2月の活動報告。
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盛り上げてくれました。
　収穫祭のメイン行事は餅つきです。ビオトー
プ田んぼで作った餅米を使って餅つきをしま
した。無農薬、無化学肥料のお米はたくさん
の生き物と一緒に育ちました。あんこ、きなこ、
ごま、大根おろし、納豆といろいろと味付け
をして、たくさんのお餅が出来てくると、小
学生もどこからともなく現れて、ずいぶん賑
やかになってきました。へんざいもんからは
お汁が振る舞われました。つきたてのお餅は
とても美味しかったです。来年も米作りをや
りたいと思いますが、次回はビオトープ田ん
ぼで里山の生物多様性がどのくらい守られる
か、しっかりとデータを取って皆さんに伝え
られるようにしたいと思います。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３-７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

研究会のお知らせ。「木灰の有効利用を一緒に考えませんか ?」
12 月 7日　講演会「薪ストーブから見える里山と環境問題」を開催いたしました。
自然学校が取り組む里山保全活動の一環で、里山から出る木材を薪ストーブとし
て利用しようという取り組みが、珠洲市で始まっています。今回は、薪ストーブ
を利用することが環境にとってどう良いのかと
いう話を紹介しました。
　それに続いて、来る 1月 25 日 ( 日 ) に里山
里海自然学校にて「灰の再利用研究会」を開催
します。山菜のあく抜き、火鉢、海ぞうめん、
農地の土壌改良・・と昔から生活の様々な場面
で活用されてきた木灰ですが、最近はなかなか
手に入る機会が少なくなりました。薪ストーブの導入をきっかけに、自然学校では
灰の良さを見直すきっかけとして研究会を企画しました。灰の様々な利用方法につ
いて県の研究機関等の先生から話題提供をしていただくとともに、参加者の皆さん
から「こんな風に灰を利用していた ( している )」といった生活の知恵を披露して
いただければと思います。
日時：1月 25 日 ( 日 )13:00 ～ 15:30( 予定 )
場所：里山里海自然学校　参加費：無料。
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へんざいもん50回記念行事
　2 月 7 日　自然学校にあります里山里海食堂「へんざいもん」んざいもんがオー
プンして 1 年が過ぎ，営業 50 回を迎えたことを記念して，記念行事を開催しま
した．行事では，地域の方々に郷土料理を体験してもらおうと，豆腐作りを試
みました．海水を使った豆腐作りは，珠洲でも作ったことがない方が多いよう
で，多くの方に参加していただきました．隣の保育所の子供達が見学にきてく
れました．豆乳を作り，火にかけてそこに少しずつ海水を入れていきます．す

トピックス
１．へんざいもん50回記念行事。　３．保全活動のお知らせ。
２．三崎中学校生徒と対話。
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ると，あるところで豆乳が固まりだし，お
豆腐になります．ふわふわのお豆腐をお玉
で寄せて少しずつ味見してもらったところ，
皆さんから美味しいとの声をいただきまし
た．ちょっと手間もかかりますが，美味し
い豆腐を「うちでも作ってみよう！」といっ
ていただきました．
 お昼はいつも提供している郷土料理を食べ
ていただき，へんざいもんを一日楽しんで
いただきました．その日は，小泊地域振興
会の「かいもちコンテスト」も開催され，
とても賑やかな一日となりました．
　今後も，地域と協働して地域の食文化や，
食材を守っていけるような，食育イベント
を行っていきたいと思います．
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３−７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5 時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

三崎中学校生徒と対話
２月２０日　三崎中学校の特別授業にて、赤石研究員が講演しました。内容は、

研究員の生い立ちから子供の頃に興味を持ったこと、そして良く耳にする環境問

題や科学用語についての紹介を行いました。冒頭でフンコロガシの話をしました。

彼らがなぜ糞を転がすことになったかという話が、研究員の将来を決めたきっか

けになったのですが、生徒さんにそのおもしろさが伝わったでしょうか？来年度

も珠洲の学校授業に参加したいと思います。

保全活動のお知らせ ｡
2009 年第一回目の保全活動を行います。作業も 3年目に入り、保全エリアもず

いぶん広がりました。よみがえった里山を是非一度見ていただきたいと思います。

皆さんのご参加をお待ちしております。

開催日時：3月 21 日（土曜日）13時から 15時。

集合場所：里山里海自然学校

作業内容：ビオトープおよび雑木林の整備。

参加のご連絡は、自然学校まで。
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保全活動開始！
3 月 21 日　今年第一回の里山保全活動は、自然学校が管理している保全林で森
林整備を行いました。整備も 3年目を迎えて、かなり美しい林になってきまし
た。はじめは人が入ることすら出来なかった鬱蒼とした林でしたが、いまは気
持ちよく森林浴をしたり、植物観察をしたり、秋にはきのこ狩りも出来るくら
いきれいな林になっています。この自然学校の保全林を、三崎の地域の皆さん
に利用していただきたいと考えています。現在、自然学校はNPO法人「能登半

トピックス
１．保全活動開始！　　３．保全活動のお知らせ。
２．三崎中学校生徒と対話。
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島おらっちゃの里山里海」と共に環境省の
「生物多様性保全推進支援事業」に参加して
います。この補助によって、活動費の中か
ら保全活動の参加者全員に、里山里海食堂
「へんざいもん」でお昼を提供できるように
なりました。１食 700 円のところ無料でご
利用いただけます。里山の生物多様性保全
に参加して、地産地消の食堂で地元料理を
体験するという一日を、皆さんに体験して
いただけます。今年度は毎月第 2・第 4 土
曜日の午後から定期活動を予定しています。
4月は 11 日と 25 日を予定していますので、
皆さんぜひ参加してください。参加ご希望
の方は下記の問い合わせ先までご連絡くだ
さい。
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３−７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5 時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

里山マイスター第一期生卒業　３月１４日　里山マイスター養成プログラムの

第一期生 10 名が 2 年間の研修を終え、晴れて卒業の日を迎えました。修了式には、

金沢大学学長も来られ、受講生達にお祝い

の言葉をいただきました。式の後には「へ

んざいもん」でささやかなパーティーを開

き、皆で卒業をお祝いしました。能登学舎

で培った知識やネットワークを生かして、

今後は能登地域のリーダーとして活躍して

くれることを祈っています。

保全活動のお知らせ ｡　2009 年第 2回目の保全活動を行います。保全林とビオ

トープの整備を行いたいと思います。へんざいもんもご利用いただけますので、

皆様ぜひご参加ください。参加のご連絡は、自然学校まで。

開催日時：4月 11 日（土曜日）13時から 15時。

集合場所：里山里海自然学校。

作業内容：ビオトープおよび雑木林の整備。
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ビオトープ水田で田植え！　5 月 23 日（土）は、小泊のビオトープ水田で田植
えをしました．参加者は 10 名でした．さて，今年は全部で 5 枚の田んぼを作る
予定です．畦塗りは 5 月 9 日に行いました．今回植える稲は餅米のシンタイショ
ウモチで，80kg くらいの終了を見込んでいます．秋冬のイベントでお餅をたく
さん作りたいと思います．
　小泊のビオトープ水田は，一年中水が貼ってある田んぼで，生き物がたくさ
んいます．早春はアカガエルがたくさん産卵していましたが，今はあまり姿が

トピックス
１．さくら祭り！　　　　　　３．保全活動のお知らせ。
２．三崎中学校生徒と対話。
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見えません，もう上陸してしまったようで
す．そのかわり，シュレーゲルアオガエル
の卵塊が畦に生み付けてあったり，ちいさ
なオタマジャクシがおよいでいました．ま
た小さいゲンゴロウやオオコオイムシの赤
ちゃんが姿を見せています．日本のスイレ
ンの仲間であるヒツジグサも葉っぱが出て
きました．着々と生き物が増えてきている
ようです．また，一年間水をためっぱなし
だったので，雑草が少なく，楽に田植えが
出来ました．耕起をせず，昨年の稲株の横
に今年の稲を植えていきます．ぬかるんで
田植えは苦労しますが，除草の労力は省け
るようです．稲が元気に育つように見守っ
ていきたいと思います．
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【問い合わせ先】
能登半島　里山里海自然学校 事務局
石川県珠洲市三崎町小泊３３−７
電話／ FAX　0768-88-2528

ホームページ http://www.satoyama-satoumi.com

メールアドレス info@satoyama-satoumi.com

【開館時間】１０時から１5 時３０分
【休館日】毎週日曜日・月曜日

「メイト募集中！」　自然学校の活動に参加して頂くメイトを募集しております．

申込書にご記入の上，自然学校までお持ち下さい．
きりとり線

お名前 ご住所

電話番号

メールアドレス

里山里海メイト入会申込書

ワークショップ「能登半島　里山里海自然学校」の 3年間は地域を変えたか？
〜大学の地域貢献とは〜」開催　

本年６月末日をもって「能登半島・里山里海自然学校」は，三井物産環境基金の

ご支援による 3 年間の活動を完了しいたします．これを記念し，地域の皆さま

にこれまでの取り組み成果を報告し，今後の活動について討議するためのワーク

ショップを開催いたします．ふるってご参加下さい．

日時：平成 21 年 6 月 13 日（土曜日）午後 1 時から 4 時．

場所：能登半島・里山里海自然学校　体育館

報　告　( 午後 1 時〜）

　１）大学との連携，その手応えと今後：泉谷　満寿裕　氏（予定：15 分）

　２）里山里海自然学校の活動報告：赤石　大輔 (20 分 )

　３）NPO おらっちゃの里山里海の設立：北風　八紘（予定：10 分 )

　４）今後の運営について：中村　浩二（15 分）

意見交換（午後 2 時 15 分〜）

皆様のご参加をお待ちしております．詳細は下記の問い合わせ先まで．
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