「里山ネットワーク世屋」は世屋地区の魅力ある里山風景を
後世に引き継ぐことを目的とした NPO 法人です
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ぼちぼちと京都 上世屋定点写真のいちねん

2010 年 9 月 24 日

2010 年 10 月 30 日

昨年１１月から坂田会員に撮っていただき、「ぼちぼちと
京都」http://www.bochibochikyoto.jp/index.php で公開
していただいている上世屋の定点写真。１年を迎えるのを
記念して写真を並べてみました。普段は何気なく見ている
風景も並べてみると変化が良く分かりおもしろいと思い
ませんか？今年はどんな冬がくるのでしょうか…。

祇園祭と連携した世屋のササ場復活プロジェクト 今年のササ出荷が終了しました！
８月８日に説明会を行い、８月２６日からスタートしたササ出荷。嬉しい事に今年は仲間が増えて、４人
の方を中心に１０月２５日まで２カ月採取＆出荷が行われました。約２８万枚出荷することが出来たと聞い
ています。昨年のなんと２．５倍！！「たかが１円、されど１円！」少しずつですが、仲間が増えて出荷実
績が増えていくと同時に、需要の広がりを実感出来るようになってきました。しかし、一方で世屋でも目に
つくようになっているササの開花と枯死についても気になります。注意深く見守っていきたいと思います。
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■□活動報告□■
【受入れ】インターンシップ
京都大学地球環境学舎 須田雄太さん
８月７日から１３日までの１週間、インターンシ
ップをさせていただきました。はじめに、このイン

ものであり、このような代物の作製に携わらせてい
ただけたことに使命感を感じました。

ターンシップ期間中、磯田さんをはじめ NPO 関係者

１３日には NPO

の方々、そして世屋にお住まいの方々にはご多忙中

が振興局から委託

にもかかわらず大変お世話になり、ありがとうござ

され実施している

いました。おかげさまで充実したインターンシップ

世屋川上流のモニ

となりましたので、今回このニュースレターの紙面

タリング調査の手

をいただき、活動内容を一部ではありますが報告さ

伝いをさせていた

せていただきます。

だきました。今回
私はこの１週
間、
「丹後山間地

は堰に堆積した土砂量の測定を行った後、堆積した
土砂の除去を行いました。

域における NPO

またインターンシップ期間中、上世屋にお住まい

の活動と、農業・

の方々から、上世屋地区に設置されている防火水槽

漁業に携われて

や消火栓の位置、台風などにより避難勧告や避難指

いる方々の暮ら

示が発令された際の避難場所など防災体制の現状

しを体験するこ

や、過去に上世屋地区で発生した災害の履歴、そし

と」と「今後、上世屋地区にて地域防災マップを作

て現在地滑りや土石流の危険性のある箇所、聞き取

成するための情報を収集すること」を目的にインタ

り調査の方法まで多くの情報を教えていただきま

ーンシップを行わせていただきました。

した。今後、教えていただきました情報を整理し、

まず、８日に行われた笹刈り講習会には、祇園祭

実際に上世屋地区で活用できる地域防災マップを

のちまきに使用されてきた花脊地区の笹がシカに

作成していきたいと考えています。ご多忙中にもか

よる食害や一斉開花の影響により不足していると

かわらず貴重な情報を提供していただきました区

いう背景から、世屋地区の笹を出荷することで祇園

長の井之本さんをはじめ、多くの方々に感謝いたし

祭を京都府下で支えよう、という NPO の熱い情熱に

ます。

興味を持たれたり、共感された方々が多数参加して

最後に誠に勝手ではございますが、来年の春

いらっしゃいました。NPO が持っている情報を地元

から夏にかけてもう１週間ほど世屋地区でイ

に発信し、それに地元の方々が答えるという状況に

ンターンシップをさせていただきたいと考え

一体感を感じ、この双方のやり取りが山間地域の活

ています。その際はまた世屋のことについてお

性化へ一つの重要なファクターになりうるのでは

話を伺うことがあるかと思います。NPO 関係者

と私は思いました。

の方々・世屋地区にお住まいの方々には大変ご

１０日には松尾地区の溝口さん宅にお世話にな

迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろ

りました。山で広葉樹をコマ切りにして家まで運び、 しくお願い申し上げます。
それを薪として使用できるよう細かく割る一連の
作業と、ジャガイモの収穫を体験させていただきま
した。薪は風呂のお湯を沸かすために必要不可欠な

須田ちゃんお疲れさまでした。１１日の交流会には多数
のご参加ありがとうございました。防災マップが出来る
のを楽しみに待ちたいと思います。
（事務局いそだ）
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■□会員さんの活動□■
９／１２（日）～１４（火）世屋ワークキャンプ in 畑

世屋ワークキャンプ実行委員会

NGO／NPO 日本国際ワークキャンプセンター（通称：ナイス）との共催で、２泊３日のワークキャンプが畑で行わ
れました。１２日オリエンテーションおよび村の散策、１３日ナルたんぼの溝掃除と住民との交流会、１４日旧
小学校のグラウンド跡の整備という内容で、宿泊（自炊）は畑の公民館でお世話になりました。畑では初めての
試みでしたが、井隼紀代男さんはじめ畑自治会の全面的な協力の元にぎやかに行われました。里山ネットワーク
世屋は協力団体として関わり、道具の貸出しを行いました。

参加者：松田彩希（おばちゃん）、下村真穂（まほ）、隅医駿介（しゅん）、上田麻央（まお） 以上立命館産業社会学部４名
石黒智絵（ともえ）ナイススタッフ１名、ミラクル・チェン（ミラクル）台湾 NGO スタッフ１名、
主

催：世屋ワークキャンプ実行委員会、日本国際ワークキャンプセンター

協

力：畑住民のみなさま、坂田正美（上世屋）、里山ネットワーク世屋、差し入れを下さった皆様
畑でのふれあい

松田彩希

くださったことに感謝しました。みなさんとたくさ

私たちは最初少し緊張しながら畑へ向かってい

んお話をしたり、カラオケをしたりととても楽しい

ました。でも畑へ着くと、温かく、優しく受け入れ

時間を過ごせました。3 日目は、廃校になった小学

てくださりとてもうれしかったです。私達の 3 日間

校のグラウンド整備をしま

の食料も、畑の皆さんが大切に作られたお野菜をく

した。いのししが土を掘り

ださったり、おかずを持ってきていただいたりして

起こすなんて、想像もつか

くださり、感謝感激でした。普段、大学などで日々

ず驚きました。グラウンド

時間を気にしながらバタバタと過ごしていますが、

が平らになってまた使える

畑では時間がまったりと流れており、ナルの溝さら

ようになってよかったです。

いから帰ってきてみんなで昼寝をしたり、普段では

そして、みなさんとのお別

できない貴重な時間を過ごさせていただきました。

れのときが…。3 日間私たち

溝さらいは今までしたことがなく、教えていただき

を受け入れてくださり、優し

ながらやっていて私たちでもやるのがきついなと

くしてくださり心が温かくなり、泣きそうになりま

思うのに、高齢者の方がやられるにはもっときつい

した。長期休暇の夏休みや春休みにしか行けないで

んだろうなと思いました。そして 2 日目に畑の方々

すが、できる限りまた畑に行きたいねと、車で話を

と交流会をし

していました。日本にはまだまだ自然がいっぱい残

ていただいて、

っていて、もっと大切にしなければならないし、こ

みなさんが参

れからの世代を背負う私たちが周りに伝えていか

加していただ

なければならないと思いました。私達のできる限り

き、おいしい料

で、またボランティアに行かせていただきたいです。

理を持ってき

普段生活をしていて経験できないことができまし

てくださった

た。畑の方々に感謝しています。この経験を生かし、

のはすごく嬉し

また大学で福祉の勉強を頑張りたいと思います。

かったです。私達の為に、お忙しい中料理を作って

-3-

９／２２（水） 第６回エコツーリズム優秀賞を受賞 宮津市エコツーリズム推進協議会
エコツーリズムに取り組む事業者、団体、自治体などを対象に、優れた取組を表彰し、広く紹
介するもので、全国のエコツーリズムに関連する活動の質的・量的向上並びに、情報交換等によ
る関係者の連帯感の醸成を図ることを目的に、環境省主催で行われているエコツーリズム大賞。
当団体も関わっている宮津市エコツーリズム推進協議会がみごと優秀賞を受賞しました！
「取組みは始まったはかり！実績を積み重ねる励みになれば」と事務局は話しておられました。

１０／５（火） 府中小イモ掘り体験会

おはよう農園（木子国営農地内）
ニュースレターNo.24 でもご紹介させていただいたおはよう農園の芋掘り体験。
「実りの喜びを
子供たちに感じてもらえたら…」と昨年から教育委員会に働きかけていた丹羽さん（下世屋）の
念願が叶って今年は宮津市府中小学校の１年生１４名が芋掘りにやってきました。
天気が心配されましたが、芋掘りの間だけは雨もあがって、
小さな慣れない手つきでにぎやかな芋掘りとなりました。小学
校で育てていたサツマイモが
イノシシに食べられてしまい
収穫できなくなったために、
おはよう農園に芋掘りに来る
事になったとか。「おっきい
～！」
「三つ子のおイモだ～」
と子供たちは約１時間真剣に
イモを掘っていました。この
日のために丹羽さんが水を引
いて用意した手洗い場でも「冷たい～」
「気持ちいい～」とおおはしゃぎの子供達でした。
「来年もやりたい」と話す丹羽さんは芋掘りだけでなくお手伝いいただける方も募集中～☆です。

■□イベント・会議のご案内□■
１１／７（日）１０：００～＠地区公民館
世屋地区運動会＆収穫祭
今年も早いもので運動会の季節がやってきま
した。恒例の昼食時のカレー販売（６日午後に
仕込み）ではお手伝いしてくださる方を募集中。
１３時からの収穫祭では、野菜の他に日用品や
古着などが並ぶフリーマーケットも開催予定。
出品者も募集中～♪みなさんお誘い合わせで
ご参加下さい！
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１１／１４（日）・２８（日）＠合力の家
伝統的民家の再生を学ぶ講座
「住まう心と職人の技」
８月より５回シリーズで開催されている講座
も１１月で終了予定。１４日は「建具」２８日
は「畳」がテーマ。合力の会が「つどう場所づ
くり」として進める家の再生に興味のある方や
建築に関心のある方におススメ。
時 間：両日とも 13 時から 16 時
申込み：合力の会 井之本泰 0772－27－1547
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