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今年は花の季節の 6 月 7 月に雨の多い年でした。来る日も来る日も「ジリ」と呼ばれ
る霧とも雨ともつかないような暗い日が続きました。私も広がりのある風景がなかなか
撮影できずに、露の飾りを付けた花ばかりをカメラに納めていました。でも私は雨がき
らいではないので、来年のフラワリー礼文カレンダーのレブンウスユキソウのような作
品も生まれました。
礼文島自然情報センターが NPO 法人になって 6 年がたちました。会員の皆様の応援
のお陰もあり、微力ながらも礼文島の環境保全の仕事を担ってきたと自負しています。
このまま組織を成長させて、安定的な経営ができるようにしたいと、新事業の開発など
に努力してきたのですが、昨年 11 月に私の体に異変が見つかりました。いろいろ迷っ
た末、杣田は NPO の実務から引退する事にいたしました。
ここ数年、次世代へバトンを渡すことが私の大きなテーマでしたので、少しスピード
を速めて、私が担当してきた実務を引き継いていきたいと思っています。私はスタッフ
が仕事をしやすいように、できることをお手伝いしながら見守っていきます。理事長と
してのお役目は他の理事たちと相談しながら、しばらくは勤めたいと思っております。
今後は体調を見ながら、生業としてきた写真やエッセイ、短歌などの作家的な仕事を中
心に行っていこうと思っています。
礼文 SJC の運営は次世代の村上と菊田が中心に担うこととなり、事業の内容も新生礼
文 SJC として変化してくると思います。しかし礼文島の自然を思う気持ちは変わりなく、

花丸の答案用紙見せるよに
ミヤマオダマキ種光らせる

その豊かさをまた次の世代
へと残していくために、努
力を重ねてまいります。今
後とも変わらぬ応援をどう
ぞよろしくお願いいたしま
す。
理事長
杣田美野里
（宮本栄子）

7 月 19 日撮影

ミヤマオダマキ

桃岩展望台にて
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コラム

礼文建設協会との協働作業

これまで、過去の道路工事等で持ち込まれた外来植物が貴重な植物群落に侵入する現
状を目にするなかで、工事関係者とこの問題について話し合いたいと考えていました。
この春、礼文建設協会の方と雑談をする機会があったので、当団体にとって千載一遇の
チャンスと「外来植物ワークショップ」開催の提案をしました。その後、とんとんと話
が進み、６月 29 日に当団体との共催で開催する運びとなりました。
当日は、島内外の建設関係者 14 名、行政関係者４名に
参加いただき、室内で外来生物の解説、礼文の主
な外来植物等の紹介をしました。室内の解説で

外来生物の解説

は、我々スタッフが一方的に話すだけで、重
たい空気となってしまいました。しかし、そ
の後の野外における外来植物の見分けや除去
作業では、野外の開放感からお互いに口数も増
え、少し距離感を縮めることが出来てホッと
しました。
礼文島では、今年から高山植生保全に向け
たササ群落の拡大防止対策が始動していま
す。これに関連して、桃岩展望台駐車場付近
の約 2,800㎡のササ刈りが検討されました。
しかし、ここのササ群落は、約３分の２が身

外来植物除去作業

長を越すほどの背丈で、刈払いと運搬には普
通のササ藪とは比べものにならない大変な労力を必要とする場所でした。そこで、９
月に礼文建設協会にご協力をお願いしたところ快諾を頂き、ササ刈りのイベントでも
一緒に作業することになりました。
ササ刈りの当日、礼文建設協会からは 39 名、行政機関や当団体職員、その他 11 名
の総勢 50 名の参加があり、労力の不安は一気に消えま
した。建設業の方々は現場での経験を活かし、作業
分担して効率良く作業を進めてくれて、半日で
予定の作業を終えることが出来ました。本当に
建設業の方々のパワーは凄いと感じました。こ
れまで、土木建設業というと自然保護とは対極
にあるように感じていましたが、今年の活動のな
ササ刈りと運搬作業
かで多くの方々が自然環境保全に
意識を向けてくれていた事がわか
り、勝手に壁を造っていた自分が
恥ずかしくなりました。今後も協
力して礼文の自然環境保全を目指
していきたいと思います。
ササ刈りイベント参加者
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（文

村上賢治）

コラム

自然歩道の協働管理

行政と民間が協働する
歩道の管理

これまで、歩道管理というと行政機関の仕事でした。

しかし、観光関係者など民間も管理に参加すれば、もっ
と利用者の視点に立ったきめ細やかな管理になるはずで
す。これの行政と民間の協働管理と呼んでいます。

当団体では、礼文島の魅力的な歩道をさらに良くするため、平成 26 年度より礼文町
からの委託を受け、この協働管理の実現に向けたコーディネートを行ってきました。

礼文島に合った協働管理の形とは？
この事業に先立ち、環境省によって礼文島の協働管理の骨組みが作られました *。
しかし、実際に取り掛かってみると「何を」「どのように」進めるべきか、手探り状態
* 平成 24 〜 25 年度 礼文島自然歩道協働管理体制構築検討会（環境省）
からのスタートとなりました。
協働管理シミュレーション

合同ウォーク

まず、管理の内容を具体的にし
ようと、ゴロタ岬の歩道で協働
管理のシミュレーションをしまし
た。補修や草刈り、歩道の点検な

春先の杭打ち作業

どの作業を、旅館民宿など様々な
方々と取り組み、できる事・でき
ない事を明確にしていきました。
意見交換会

礼文島の
現状に即した協働管理像
〜礼文スタイル〜
礼文島は春夏の短い観光シーズ
ンに仕事が集中します。なので、
その時期に野外で活動できる人は
ほとんどいませんでした。とはい
え、冬は厳しい気候のため野外作
業などできません。
礼文島の協働管理は、冬と観光
シーズンの間、早春と晩秋のわず
かな期間を上手に活用することが
重要とわかりました。平成 27 年
度、このことを踏まえて、礼文島
に合った協働管理像を作成して礼
文町に提案しました。
（文

菊田尚吾）

適宜の草刈り

具体的な活動の成果
平成 28 年度からは、協働管理の実践に取りかか
りました。思うように進まない事もありましたが、
徐々に目に見える成果があがってきました。

ゴロタ岬の階段設置

知床への看板設置

４年間の業務を通じて、様々な
問題を協働で解決できるようにな
りました。できる事が増えるにつれ、コーディネー
ターである当団体の役割が重要になっているように
感じます。今後もこの役割が果たせるように、難し
い課題にも粘り強く取り組もうと思います。

今後の展望
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活動報告

●自主事業

これらの活動は以下の助成を受けています
2)
1) 地球環境基金
セブンイレブン記念財団

外来植物問題への取り組み
外来植物の分布調査

調べる

1)

今年も、北海道の植物専門家である五十嵐博氏を招
いて、礼文島内の植生調査を行いました。在来と外
来の植物を含めて様々な発見がありました。来年度
には結果をまとめてお知らせします。
減らす 外来植物除去イベント

1)

7/26

奮部灯台付近の調査

今年は 4 回のイベントで、計 17 名の方にご参加いただきました。
イベントを通じてたくさんの外来植物を除去することができました。
来年度もイベントを開催し、多くの参加者と力を合わせて礼文島の外来植
物を減らしていきたいと思います。

7/30

礼文林道

8/5

礼文林道

礼文林道では自然観察と外来植物除去を組み合わせ、ガイドツアーを行いました。

増やす 礼文の花いっぱい運動

1) 2)

礼文島の在来種を増やす活動を通じて、
外来種を減らす取り組みを進めていま
す。今年から『礼文の花いっぱい運動』
は活動スケールを広げて進めています！

8/17 久種湖
オオアワダチソウを除去

● 車道わきの種まき試験
外来植物で覆われた車道沿い
を、礼文の花に置き換える試験
を行っています。今年は、空港
そばの車道に在来植物の種を播
きました。今後、モニタリング
していく予定です。

● 北のカナリアパークへの移植

9/16
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イベント後の集合写真

北のカナリアパークにも花を植
えました。4 回のイベントで計
24 名 の 協 力 の も と、 カ ナ リ ア
パークに 24 種 700 株の苗を移
植しました。

播種試験の様子

活動報告

●委託・請負事業（抜粋）

いきものつながりプロジェクト（礼文町）
観光情報等収集発信業務

請負事業（環境省）

礼文島の花や自然の情報を
発信する業務も 4 年目とな
り、HP『礼文花情報館』も
内容が充実してきました。
スタッフ村上の動画集もあ
りますので、ぜひご覧くだ
さい。
http://www10.plala.or.jp/
rebun-hana/

礼文高校

高山植物授業

外来植物除去 GW 事業
今年も桃岩展望台コースとゴロ
タ岬で外来植物除去業務を行い
ました。
レブンアツモリソウ試験区
モニタリング調査等業務
レブンアツモリソウの生育モニ
タリングや環境改善作業、保護
増殖の会議コーディネートなど
を行いました。

（礼文町教育委員会）

礼文の四季の移り変わりの観察から、多 S
くの驚きと発見をしてもらうことができ
礼文花情報館の HP

スタッフから

!

tch
cra

ました。生徒たちには、また新たな興味 アツモリソウの種が土に
落ちるよう、落ち葉など
関心が生まれたようです。
をかき取りました。

＊今年の業務内容については会報 No.10 もご覧ください

最近感じていた歩道沿いの花の減少について、昔と今の写真を比較することで
その現状が明らかになりました。それをきっかけとして今年から高山植物保全を
目指したササ対策が、桃岩展望台駐車場付近等で試験的に行われています。昔、
高山植物が咲いていた場所では、ササを刈り払うことで徐々に花の数が増えてく
ると考えられますが、花の減少の原因として地球温暖化による環境の変化が挙げ
られています。もしそうだとすれば、私たちの生活を見直さなければ根本的な解
決にはならないところにこの問題の難しさを感じています。
村上 賢治
昨年から、礼文島内の外来植物の詳しい調査をしています。なので、これまで
見分けを諦めていたイネ科やカヤツリグサ科の地味な植物たち（失礼）と嫌でも
向き合う時間が増えました。すると不思議なことに、だんだんと目が慣れてきて、
そんな植物を探しては図鑑とにらめっこするのが楽しくなってきました。実は、
鳥類でも同じ事が起こっています。もともと（恥ずかしながら）鳥に興味を持て
ませんでしたが、村上さんら大先輩に連れられているうちに、鳥を目で追ったり、
図鑑を見たりするようになりました。まだまだビギナーで楽しい時期なのもある
と思いますが、
「知ることでわかる楽しみ」を大いに満喫しています。菊田 尚吾
今年は礼文町地域おこし協力隊として働き、昨年とはまたひと味違う礼文島生
活となりました。そして、気づけば、礼文島での初めての冬がやって来ました。
出身地の旭川に比べたら礼文はそんなに雪も積もらないし寒くないよ！とよく言
われます。生活してみると、確かにこちらは、雪は少ないです。でも、やっぱり
風が常にあり、寒いです。なので、貼るカイロに頼りながらの生活を送っていま
す。今後、いかに無事この寒さを乗り越えるのかが、ちょっとした課題です。
浅野 美幸
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2018 年版のカレンダー販売中！！

ご支援ありがとうございます
●礼文エコプロジェクト協力店・宿泊所
中島商店 中村百貨店 武ちゃん寿司
ペンションう〜に〜 ホテル花れぶん
免田売店 （アイウエオ順）
●平成 29 年度の会員数（平成 29 年 11 月 15 日現在）
正会員 20 名
賛助会員 121 名
ボランティアスタッフとして、川口沙矢香さん、川
村賢司さん、徳間稔さん、中村豊さん、野村美幸さん、
鹿川美咲さんに外来植物の除去などの野外作業を手
伝っていただきました。奥野由貴代さん、柳谷聖人さ
ん、和多美里さんにはエコグッズの作成や展示物の作
成を手伝っていただきました。
昨年度より力を入れている外来植物除去ツアーや花
いっぱい運動のイベントにも、多くの方々にご参加い
ただきました。ありがとうございました。

フラワリー礼文カレンダー 2018
を販売中です。定価 600 円ですが、
会員の方は１割引の一部 540 円（送
料別）で販売しています。ご注文を
お待ちしております。ご注文の際、
お手数ですが、会員である旨をお知
らせください。
電話＆ FAX：0163-85-7830
メール：nature@rebun-sjc.org
（アドレスが変わりました）

会費納入のお願い
平成 29 年度の会費について、お
振込票を同封させていただきまし
た。今後ともスタッフ一同「花の島
よ永遠に」の思いを胸に努力してま
いりますので、ひきつづき応援をよ
ろしくお願いいたします。

礼文 SJC の活動や自然情報をお届けします
公式 HP
NPO 法人礼文島自然情報センター

Facebook を更新中です
https://www.facebook.com/rebunsjc

ネイチャー通信や会報、イベント情報
を公開しています
http://www17.plala.or.jp/rebunsjc

自然・トレイル情報など発信中
｜開花情報｜礼文ライブ花情報

｜歩道情報｜礼文島トレイルオフィシャルウェブ

リアルタイムの花情報を発信 !!
http://rebun-hanalive.sblo.jp/

｜自然情報｜礼文花情報館 2017
礼文島の花や風景を紹介
◎ 動画も充実 !!
http://www10.plala.or.jp/
rebun-hana/
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自然歩道の公式 HP
通行情報などはこちらから
http://rebun-trail.jp

「島風に花と」杣田美野里のふぉと短歌

礼文島より

写真・短歌・エッセイで
えがく礼文の自然
http://hananosima.exblog.jp/

