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つるシンポジウム in 四万十 
－環境、学び、集い、産業。ツルがもたらす地域の発展－ 

日時：平成２６年１１月２８日（金）１３：００～１７：４５ 

場所：中村地区建設協同組合会館 

主催:つるシンポジウム in四万十実行委員会 

目的： 

・高知県四万十市中筋川流域では、地域住民と行政が協力し、湿地や水辺の希少な野生動植物を

保全し、ツル類の渡来地としての湿地環境整備を行っています。 

・その結果、昨年、河川内に人工的に整備した「ツルのえさ場・ねぐら」としては全国で初めて

マナヅルが飛来・越冬しました。 

・今後、より安定してツル類が越冬できる環境づくりを進めるとともに、それらの活動を地域の

発展につなげていくため、ツル類や絶滅が危惧される鳥類の保護に取り組んでいる各地域の

方々と情報交換を行うシンポジウムを開催いたします。 

プログラム： 

○実行委員長開会挨拶 四万十つるの里づくりの会 会長 武田正 

○開催地挨拶 四万十市副市長 和賀正光 

○来賓挨拶 四国地方整備局 河川部長 今井一之  

○特別講演「自然豊かな地域づくりに向けて」 

国土交通省顧問・元四国地方整備局長 足立敏之 

○基調講演「里地・里山・里海 生物多様性がもたらす生態系サービス」 

ＮＰＯ法人黒潮実感センター長 神田優 

○事例紹介 

＜四万十市＞四万十ツルの里づくりの会事務局 平石英正 

＜愛媛県西予市＞西予市環境衛生課 高岡伸次 

＜豊岡市＞豊岡市コウノトリ共生部コウノトリ共生課長 三笠礼子 

○パネルディスカッション 「ツルがもたらす地域の発展」 

コーディネータ：兼松方彦（ＮＰＯ法人 環境の杜こうち理事長 

パネリスト：西岡武美（ＮＰＯ法人 ナベヅル環境保護協会長 山口県周南市） 

山下慎吾（魚と山の空間生態研究所代表） 

佐伯達雄（四万十つるの里づくりの会事務局長） 

石田和敏（国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長） 

○開催地からメッセージ 佐田末喜副会長 

○閉会挨拶 自然再生協議会 会長 西尾正 

内容： 

13:02～13:05 実行委員長開会挨拶 四万十つるの里づくりの会 会長 武田正         

・豊岡市から、西予市から、遠いところ、四万十市にお越しいただいた。 

・行政のみなさまにもたくさん、また地元各団体、つるの里づくりの会の会員のみなさま、一般

のみなさまにお集まりいただき、シンポジウムが開けること喜んでいます。 
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・日夜努力されている先進地の事例発表など、これまでにないシンポ。また、パネルディスカッ

ションでは意見交換がなされ、当会の糧になると思っています。 

・長時間のシンポとなりますが、よろしくお願いいたします。 

 

13:05～13:08 開催地挨拶 四万十市副市長 和賀正光                    

・国土交通省、豊岡市、西予市など遠方よりお越しいただき、ありがとうございます。 

・安全な生息地が減少したことから、鶴の姿が見えなくなっていた。 

・市内３０の民間団体や区長会が連携し、湿地の整備が行われ、昨年マナヅルのツガイが越冬。 

・ツルを始め、絶滅が危惧されている鳥類に取り組む各団体の情報交換が行われる。 

・足立元整備局長、神田様から講演いただく。情報を共有し、それぞれの地域の発展に寄与でき

ればと願う。 

 

13:08～13:13 来賓挨拶 四国地方整備局 河川部長 今井一之                

・当会の開催にお喜び申し上げます。各地から、当地からの参加にお礼申し上げます。 

・治水対策にしっかり対応していきたい、また、自然環境にもしっかり対応していきたい。 

・ここまで対応いただき、感謝申し上げる。 

・ツルの里づくり、浅瀬の再生など、地域の防災に加え、自然環境にも取り組んでいる。地域の

みなさまの協力のもと取り組んでおり、地域の活性化につながればと願う。 

・地元の商工会議所を始め、民間機関が共同して取り組まれていることに感謝。越冬地として定

着するよう取り組んでいきたい。 

・澤田佳長先生 中筋川ダムのミサゴの人工繁殖、環境モニタリング委員会などお世話になって

きた。ご冥福をお祈りする。 

 

13:13～13:56 特別講演「自然豊かな地域づくりに向けて」                  

○講師：国土交通省顧問・元四国地方整備局長 足立敏之 

○はじめに 

・平成２１、２２年に四国地方整備局長。そのころにナベヅルが当地に来て、澤田先生に見させ

ていただいたことがある。 

・河川法の改正に携わり、「河川環境の保全」を河川法に位置づけることを担当、アセスメントの

技術指針を作成する際も担当の専門官として、鳥類の専門家の方々ともやりとりをさせていた

だき、今回のご招待（講演）につながったかな。 

 

○講演内容 

①変化する河川環境 

②河川環境復元に向けた取り組み 

③迫り来る地球温暖化の驚異 

④守りたい豊かな河川環境 
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＜①変化する河川環境＞ 

○人々の暮らしと川 

・昔は、人々の暮らしと川、自然は調和がとれていた。 

・川で洗濯、川で泳ぎ、舟運、鮎釣り、シジミ漁など、我々の生活に恵み 

・都市化の進展に伴って、河川の汚濁が進行 

 お金のない中で、洪水を流すための河川整備により、河川の直線化、河床の平坦化など、人と

河川が隔てられていった。 

 

＜②河川環境復元に向けた取り組み＞ 

・河川環境を学術的に把握したうえで、これからの河川環境をどうするか考えていった。 

・これらの成果は自然再生へと。 

・法律も改正 河川法 

・平成１４年には「自然再生推進法」を制定 

 

○河川水辺の国勢調査 

・５年サイクルで、様々な項目を調査し、川のある状態を把握。 

・場と生き物の関係も明らかになってきた 瀬や縁と生き物の関係など 

 

○河川生態学研究 

・インパクトとレスポンスの関係を研究 

・全国の８カ所で研究を展開 

◇多摩川研究グループ 

・１９７４年は河原が発達し、植生がない。１９９５年には、外来種により植生が繁茂、洪水が

発生しても河床は固定化された。 

・本来のここの川の姿は「河原」 

 

・多自然型川づくり 

・魚が登りやすい川づくり 

 

○多自然川づくりのポイント 

・可能な限りその川の自然特性やメカニズムを活用する。 

・その川らしさを自然環境、景観、歴史、文化等の観点から把握する。 

・アダプティクマネジメント 順応的管理 

 

○河川における自然再生の取り組み ３つのポイント 

・流域の観点から計画を策定する。 

・順応的、段階的な事業の実施 

・ＮＰＯ等との連携 
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○釧路川における自然再生の取り組み 

・湿原の復元 

・タンチョウヅルも生息 

 

○円山川における自然再生の取り組み 

・閉鎖性湿地の場の整備 ← 災害復旧の工事の中で実施 

・これを契機に、全国で自然再生が。 

・関東、利根川流域でも取り組みがスタート。 

 

＜③迫り来る地球温暖化の脅威＞ 

○進行する地球温暖化 

・１９９０年頃から、この１００年で平均気温が１度上昇。 

・厳しい温暖化対策をとった場合 ０．３℃～ 

 厳しい温暖化対策をとらなかった場合 ３．９℃～４．７℃上昇 

①海面上昇、沿岸での高潮被害によるリスク 

②大都市部への洪水による被害のリスク 

③極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク 

・降水量の増加 

 

○新たなステージへの対応が必要 

・大規模な災害に対して具体的にどのような備えをすべきかを検討 

 ①命を守る 

 ②社会経済の壊滅的な被害を回避 

 

＜④守りたい豊かな河川環境＞ 

○四万十川の自然再生事業（ツルの里づくり） 

・生息域を多数化し、伝染病による絶滅のリスクから回避できるよう整備。 

・国交省だけではだめで、地域のみなさまとの協力戦が必要。 

 

13:56～14:58 基調講演「里地・里山・里海 生物多様性がもたらす生態系サービス」      

○講師：ＮＰＯ法人黒潮実感センター長 神田優 

○プロフィール 

・１９６６年高知市生まれ。高知大学農学部栽培漁業学科卒業後、東京大学海洋研究所で大学院

博士課程修了。農学博士。専門は魚類生態学。高知大学客員准教授、神戸大学非常勤講師兼任。 

・四国の西南端、高知県大月町柏島に“島が丸ごと博物館”という構想の元、海のフィールド・

ミュージアムを作ろうと９８年に単身柏島に乗り込み、２００２年ＮＰＯ法人黒潮実感センタ

ーを立ち上げる。島の自然と人の暮らしが両立する、持続可能な里海づくりに挑戦中。 

・２０１０年第６回エコツーリズム大賞、２０１２年第５回海洋立国推進功労者表彰（内閣総理
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大臣賞）受賞など。 

 

○はじめに 

・子供の頃から生物学者になりたく、特に魚類の学者になりたかった。 

 

○島全体を丸ごと博物館 

・持続可能な里海 

 

○生物多様性とは 

・３千万種ともいわれる生物種 

・「豊かな個性と、そのつながり」を、生物多様性と呼んでいる。 

◇３つのレベルの多様性 

・生態系の多様性 

・種の多様性 

・遺伝子の多様性 

 

○生態系サービス 

・生物多様性を基盤とする生態系から得られる恵みを「生態系サービス」と呼んでいる。 

・供給サービス：食べ物や木材など 

・調整サービス：大気や気温、水質、土壌の流出調整など 

・生息・生育地サービス： 

 文化的サービス：自然と共生してきた知恵と知識 

 

○柏島 

・平均透明度２０ｍ 

・日本最多の１，０００種を越える魚類が生息 

・北極、南極に近づくと種類は少ないが個体数が多い。その他の地域では、種類数が多いと、個

体数が少ないのが普通だが、柏島は種類数も個体数も多い。 

 

○チャンバラ貝 

・新鮮な貝を２～３日塩水に入れて砂を吐かせ、鍋に塩水を入れ、弱火で煮ると、ツノを出した

まま湯であがる。 ← 文化である 

 

○カンパチの真水消毒 

・肌虫を駆除するために、真水浴をさせる。月に１～２回行う。 ← 文化である 

 

○里海 

・人の手が加わることにより、生産性と生物多様性が高くなった沿岸海域 ← 柳哲夫先生 
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＜柏島における生態系保全と持続可能な生態系づくり＞ 

○ダイビング 

・島内に１２軒、本土に５軒のダイビングショップ ショップごとの争いと、たくさんのお客様

によるオーバーユーズにより生態系が破損。 

・サンゴへの、アンカーリング 

・漁場とのバッティング 

   ↓ 

・漁業とダイビング業との関係悪化 

◇対応策 

①共存のためのルールづくり 

 漁民：海は俺らの物だ 

 ダイバー：海はみんなの物だ → 最初は昔から海を使っていた漁民の思いを大事にし７：３ 

しだいに５：５へ ← 互いにおもしろくない 

②レジャー客と地元住民（漁民）との交流促進 

③漁業者とダイビング業との共働作業 

 

・ダイバーを追い出しても自分たちの暮らしが豊かになるわけでないのなら、ダイバーをお客に

出来るようにする。 

・ダイバーといっしょにアオリイカの増殖事業 → 間伐材の枝による藻場の再生作業 

 

○子供を核にする環境学習 

・森・川・海と様々な主体をつなぐ海の中の森づくり 

・１４年間の取り組み 

・規模が大きくなるにつれて、ダイバーの負担が大きくなってきた。水深２０ｍでの水中作業は

リスクが伴う。日当を払おうにも、補助金は一度限り。 

・全国各地の人に「アオリイカの里親」になってもらう。 → 全国にファンを作る、柏島の良

さを知ってもらう 

 

○海の中の森づくりｐａｒｔ２ 

・磯焼けにより失われる藻場の再生が必要。 

・温暖化によって海藻が成長しにくい環境に。藻食性のウニの存在がさらに藻の成長を阻害する。 

・客観的な数字を出すことで、モニタリングをすることが大事。 

 

○柏島里海憲章 

・柏島の貴重な水のことを知ってもらう 

 

○持続可能な里海を作っていく 

・支援を実感 → 質の高いガイダンスの提供 → オーバーユーズにならないよう地域活性化 
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→ モニタリングにより受け入れ体制を作る → ルールづくり → 資源を目減りさせない

仕組みづくり、自然環境が維持されていることをアピール 

・エコツーリズムによる循環する仕組みづくり 

 

・ツルだけでなく、ツルをシンボルにしながら、地域をまとめ、地域のグランドデザインをして

いくことが大事。 

・経済活動も関係していく 

・ツルの効果で地域の人たちの心が穏やかになり、地域が元気になっていくことを願う。 

 

14:58～15:10 休憩 

 

15:10～16:03 事例紹介                                  

＜四万十市＞四万十ツルの里づくりの会事務局 平石英正 

○会の主な活動 

①鳥類保護の先進地視察 

②ツルのえさ場・ねぐらづくり 

③ツルの飛来状況や行動の監視 

④子どもたちを対象とした「ツルの自然体験学習会」の開催 

⑤「四万十つるの里祭り」の開催 明日で６回目 

⑥米のブランド化の検討 

 

＜愛媛県西予市＞西予市環境衛生課 高岡伸次 

○田園ロマンの里づくり推進事業 

・推進委員会は、有識者、農協、行政各関係部課で構成。 

・ツルやコウノトリと人の共生できる、豊かな生態系を持続し得る農村空間の構築を目的に、田

園ロマンの里づくり推進事業を進めていく。 

 

○これまでの取り組み 

・生きもの調査 

・水田魚道の設置 

・ツルやコウノトリを守ることは、地域の財産、文化を守ることにつながる、また、心の豊かさ

をもたらす。 

 

＜豊岡市＞豊岡市コウノトリ共生部コウノトリ共生課長 三笠礼子 

○豊岡市は 

・人口８５，０００人 

・温泉で有名な町。円山川が流れる町。 

・平成１６年１０月２０日台風２３号の被害 
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○コウノトリ 

・肉食で、植物は食べない。 

・留鳥（りゅうちょう） 大きな松の木で営巣 

・室内で９５羽、野外で８２羽 この野外のコウノトリが全国、海外（韓国）にも飛来している。 

 

○コウノトリのえさ場を再生 

・田圃と水路の間に１１０カ所に魚道整備 

・コウノトリを育む農法 

 

○田結地区 

・コウノトリが田圃でえさをとっていたのがスタート 

・多くの研究者、多くの人が興味を持ってくれた。 

・案ガールズ結成 田結地区の良いところを案内しようと結成。年間に千人以上の人が入るよう

になった。 

 

○コウノトリの野生復帰の取り組み 

・コウノトリファンクラブ 

・起業、研究者 

 

○コウノトリに気づかされたこと 

・自分遅らす地域のことを知っているか？ 

  暮らしの知恵や工夫、 

・自然とのつき合い方はこのままでいいの？ 

・次の世代に引き継ぐべき大切なものは？ 

・今私たちが出来ることは？ 

 

・コウノトリから始まった活動で、地域が元気に！ 

・コウノトリも住める町を目指して豊岡の挑戦はまだまだ続きます。 

 

16:03～16:20 休憩 

 

16:20～17:34 パネルディスカッション 「ツルがもたらす地域の発展」            

○コーディネータ 兼松方彦（ＮＰＯ法人 環境の杜こうち理事長） 

・２０００年から物部川流域で活動 

・土木出身 生き物を知らずに仕事をしてきた。西日本科学の社長と鏡川

のことをするようになって、生き物を考えるようになった。 

・東京で多自然型の川づくりをやるようになり、高知に戻ってきた。 
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○西岡武美（ＮＰＯ法人 ナベヅル環境保護協会長 山口県周南市） 

・山口県の広島県側に位置する周南市 標高３５０ｍの盆地。 

・昔は３００羽も来ていたのに、今年は６羽のナベヅルが飛来。 

・明治２０年に鳥獣保護を全国一で制定した地。 

 

○山下慎吾（魚と山の空間生態研究所代表） 

・専門は魚類学、水域の生態学 

・私は生物を専攻していて、自然を調べる仕事をしていて、その後土木研究所にいた。 

・四万十流域謙の端っこに住んでいて、テナガエビの保全を考えている。 

・「はたのうと」 おもしろい研究をしている人に発表をしてもらったりしている。 

・自然再生に取り組んできているので、二つの事例を紹介させていただく。 

 

○佐伯達雄（四万十つるの里づくりの会事務局長） 

・四万十川の自然を再生しようと平成１８年に立ち上げ、民間から立ち上げた会。まだまだ９年

目で、課題が多く、みなさんのアイデアを。 

 

○石田和敏（国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長） 

・幡多地方の道路と河川の管理をしている。河川管理者の立場から。 

 

兼松： 

・二つのフェーズでディスカッションし

たい。「ツルがもたらす地域の発展」と

のテーマで、四万十をめぐる課題、そ

のあと、ツルをどう地域の発展に活か

していくのか。 

・今の世の中、人口は増やせない、観光

客を呼び込みたい、ジレンマ。パート

ナーとしてツルをどうとらえるか、四

万十市の課題は。 

佐伯： 

・地域を活性化するには、四万十川の昭和３０年代の自然を取り戻そうとの活動がスタート。 

・ツルの餌となる２番穂が少なくなった。えさ場とねぐらを作ろう。 

・地域の方々の協力を・・・ 

・今年は２週間ちょっとだが、ナベヅルが１２羽飛来。 

・平成２０年には、８羽のツルが越冬。間（はざま）の地域。 

・それ以前には、河口やいろいろな地域に飛来。 

・毎年場所が変わることから、活動がやりにくくなっていることが課題。 

・今年は台風が何度も来て、モミをまいたが洪水で流され、えさ場が生成できなかった。 
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兼松：えさ場、ねぐら、鳥によって違う。「越冬」と「飛来」と二つの言葉が出てきた。コウノトリ

は「営巣地」、ツルは子どもを連れてくるので営巣はない。 

西岡：昨年からえさ場とねぐら、家族ごとに固定化してきた。縄張り争いや神経質な鳥なので、自

然との共生の難しさを感じている。 

 

兼松：個体が少ないと縄張り行動がでるが、個体数が多くなると団体行動をするらしい。 

西岡：幼長が少なく、成鳥が多いので、縄張り争いが多いのかも。 

 

兼松：整備の取り組みを 

石田： 

・河川環境悪化、コンクリート護岸 → 河川環境の保全にポイントが移ってきた 社会ニーズ

となってきた 

・河川法改正 自然再生推進法成立 →  

・四万十川自然再生事業 昭和４０年代の四万十川の原風景を取り戻そう 

兼松：「多自然型」を言い始めた頃にはデータがなく、「魚ののぼれる魚道づくり」なんてことがい

われたように、土木屋の視点の魚道であって、魚の目線の魚道でなかった。 

石田：外からの目線、つるの里づくりの会の方からの目線はありがたい。 

 

山下： 

・佐伯さんからは、平成１２年を最後に越冬してくれない、定点に来てくれない。西岡さんから

は、行動パターン。 

・ツルがいつも来てくれるのは、生活環境（ハビタット）なのか、内的行動なのか？ 調査、検

証を続けないとわかってこない。 

・継続していくためのキーワードとしては、データを公開してしまうこと。市民主動でプロジェ

クトをやってしまうこと。主動でやると、ああでもない、こうでもないと、自分で工夫してい

くことが、とても楽しく、何年も続く。 

 

兼松：（ツルの行動についての）仮説を、一般の方々に話したことはありますか？ 

佐伯：会が出来８年で、どこで餌をとり、どこで寝ているかがわかった。データを非公開にしてい

る。公開にすると、すぐにカメラマンが集まってしまう。 

 

兼松：公開とは、どんな公開ですか？ 

山下：とても大切な論点です。リアルタイムではなく、一年間のデータを集めて、時差を持って公

表し、保護を考えて公表を。観察者のいろんな仮説を出してみるのはいいと思う。 

 

兼松：ツルのためにやっているわけではない、人間の営みと共にやっていきたい。 

佐伯： 

・地域の方の理解を促進することが大事と取り組んでいる。農家の方の理解、協力も得られるよ
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うになってきた。しかし、毎年地域が変わるので、協力を得にくい。 

・休耕田が進んでいる地区では、休耕田のためにも田を借りえさ場を整備しているが、来てくれ

ない。 

・田を管理、耕作するのは大変なことで、ブランド化を研究しているが、大変。 

 

兼松：西岡さん、住民の盛り上がりやブランド化は？ 

西岡： 

・やしおも同じ問題を抱えている。ツルを守るには田を守らなければならない。 

・住民とのコンセンサスを得るためにワークショップ形式で「ツルの里再生構想」をまとめた。

住民のコンセンサスを得るしかない。場所を選ぶのはツル。来たところでずっと続けていく必

要がある。 

 

兼松：続けることが重要。３人いれば、広がっていき、続けていける。 

佐伯：「１０年、２０年やっていくんだ」と、長い目で考えている。「５年、１０年やっていれば来

てくれるんだ」と、昨年、やりがいを感じた。 

 

西岡：ツルがどこでも降りられるように、豊岡さんのノウハウを使って、ブランド米としたい。ま

だ、出発したばかり。 

 

兼松：一番穂を人が食べ、二番穂をツルが食べる。それをしっかり伝えていくことか。 

西岡： 

 

兼松：高知は早い米を出すことで競っているが、それが問題になることがあるが。 

佐伯： 

・餌になる二番穂が少なくなった。お盆が来る前に稲刈りしてしまう。過去より、耕耘が早くな

ってしまい、ツルが来る頃までに二番穂がなくなっている。 

・雨の関係で、耕耘が出来ずに二番穂が残り、多くのツルが越冬してくれた。 

 

兼松：農業者の方々との協力体制はどうですか？ 

佐伯：有機農法をしてくれている人が今日も来ている。しかし、二人と人数が少ない。 

 

兼松：お米だけで地域の活性化とはならない。何か良い事例を。 

山下： 

・楽しいことに 人と知が集まる 長く続けていける。 

・そのために「データ公開」「市民主動」 

・耕作放棄地を借りて準備をしているのに、ツルは来てくれないことも公表しては。 

◇データ公開 

・データは前のデータと後のデータがないと検討できない。 



H26.11.28 つるシンポジウム in 四万十 

 １２ 

・見学者は年間３０万人いて、お金が動く。 

・データ公開（失敗事例も公開） 

 フィールドラボ 

・フロリダ州エバーグレイス 

 

◇はたのおと 

・探求・記録する「ノート」 情報発信する「の音」 

・手作り魚道を作る前に、１年間しっかりと毎月、現地調査をした。 

・「はたのおと２０１５」 平成２７年１月２３日 三原村 

・市民主導で、行政参加のプロジェクトだったので、うまくいっている。 

 

兼松：市民主導は良いけれど、研究、専門家の存在が大事なのでは。 

山下：連邦政府とフロリダ州が戦って、いくらのお金を出すか争った。フロリダ州に水を綺麗にし

ろと連邦が訴えた。 

 

兼松：市民主導で行政参加 ひょっとすると市民主導をとってしまうということは・・ 

石田： 

・今の役所は、舞台さえ用意できれば、動ける素地がある。 

・段階施工 ＰＤＣＡでやっていく 

・保護活動のモチベーションアップ 納税者の理解が得られるのでは 

・ツルを含めて、地域のブランドにつながっていけば、地域の創世につながるのでは。 

 

兼松：周南市では行政参加はどんな感じですか。 

西岡：行政と一体となって。ツルの減少の原因は、ネグラの減少が考えられる。ネグラの公表をし

てこなかったので、ネグラの整備が出来なくなったからでは。 

 

兼松：知らせることで、しっかり意識してもらう。知らないことで、荒らしてしまうとか。 

西岡：マスコミがネグラに入って写真を撮ったりしたことがあり、非公開としている。 

 

兼松： 

・ツルも住める ”も” 人も住めないといけない。 

・開発はどっかをぶちきってしまう。ならどこかをつないであげないといけない。 

・主張するからには、権利に対する義務を。恩恵と貢献。恵みと義務。セットで活動していくこ

とが必要。 

・ツルも来てくれることで貢献してくれているので、人がツルに貢献出来たらいいな。 

・長く続けること、市民主導で、行政は手助けで出過ぎない、専門家を巻き込んで。 
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17:36～17:40 開催地からメッセージ 佐田末喜副会長                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:41～17:45 閉会挨拶 自然再生協議会 会長 西尾正                   

・自然再生事業の方針、全国の事例。 

・柏島での活動について講演。 

・事例紹介では、 

・パネルディスカッションでは、活発なディスカッションをいただき、遠

方から来ていただき、熱心な会、ありがとうございました。 

・明日のフィールドツアー、つるの里祭りへも参加を。 

・ツルの飛来する里づくりにがんばっていくことを誓い挨拶とします。 

 

－ 以上 － 
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シンポジウムでの配付資料など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

翌日の「つるの里祭り」での「朝がゆ」お接待の様子 


