
　土京川のホタルといえば皆さんすでに良くご存じの事、今更とお思いでしょうが改めて
「若槻自然遺産」の候補地登録のための評価という視点から見てみたい。
　遺産委員会ではホタルの飛翔時期に合わせて視察見学会を実施しました。

　実際には２回に分けて行いまし
た。６月20日早朝、１時間ほどかけ
て、観賞路に予定されている川沿い
の農道を夜では気がつかない地形、
樹木、川の形状や特長等を説明しな
がら一巡し、ホタルの棲息環境の理
解を深めました。
　ホタルウイーク期間中の７月１日
は夜、実際にホタルが飛翔している
状況を視察。一般の来場者も同行し
て観賞路沿いに移動しながら、飛翔
の始まりから同時明滅のピーク時をたっぷりと観察し、土京川のホタルの
歴史と特長等を紹介しました。
　周りの来場者も含め、淡い黄緑の光が目の前をフワリフワリと舞い行き
かう様に、皆一様に感嘆の声を漏らしていたのが何時までも心に残ってい
ます。

（積極的にご参加ください）今後の行事予定今後の行事予定
行　　　事　　　名 月　　日 時　　間 場　　　　　　　所 関連部会等

マジックショーと落語を聞く夕べ 8月18日（火） 19時～20時 コミュニティセンター大会議室 市立若槻公民館
若槻地区人権研修会「子どもたちの人権を考えよう」 8月22日（土） 13時30分～15時30分 コミュニティセンター大会議室 人権教育部会
ぴっかり教室（音楽療法） 8月26日（水） 10時～11時30分 コミュニティセンター大会議室 健康部会
お母さんの何でもトーク 保育士さんと遊ぼう 8月28日（金） 10時～12時 コミュニティセンター三登山ホール 民協・福祉部会
コミわか土曜朝市 8月29日（土） 8時30分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
若槻自然遺産候補地見学会「湯の里（鉱泉）の跡を巡る」 8月29日（土） 8時30分～ コミュニティセンター集合 自然環境部会
コミわか土曜朝市 9月5日（土） 8時30分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
地区民大運動会 9月6日（日） 開会式9時～ 若槻小学校 公民館部会
若槻子ども文庫おはなし会 9月18日（金） 10時30分～12時 コミュニティセンター三登山ホール 福祉部会
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「コミわか露地販売」
スタート

　昨年発足した「若槻の農業振興策のビジョンを考える会」（代表 板倉幸男）では
若槻地区を通行するお客様に、畑で採れたてのリンゴ・野菜等を直接販売する露地
販売の支援を始めることと致しました。
　当地区には県道長野荒瀬原線という幹線道路がりんご畑を縦断しています。ここ
を通る皆さんから、リンゴ等を販売して欲しいとの要望が多く寄せられています。
このため、今後畑で積極的に販売、顧客の獲得につなげていこうという企画です。
　この露地販売をアピールするために、「コミわか露地販売のぼり旗」を作成しまし
た。希望者に次の条件で販売致します。
　販売は 8 月 20 日から申込み順で、売切れ次第終了します。
＊１本　1,000 円（ひとりで２本以上も可）
＊使用手数料は無料です。
＊「コミわか露地販売」のルールに従って販売して頂きます。
　・「のぼり旗」は販売者が農園に在園しているときのみ掲げる。
　・顧客の車について路上駐車とならないよう誘導する。
　・ 販売時、顧客に生産者の名前・住所・電話番号を記載したメモを手交する。
　・ 販売者は年度末に「若槻の農業振興策のビジョンを考える会」宛に商品別

の件数・金額を報告する。

「若槻の農業振興策のビジョンを考える会」
お申込みは　コミわか事務局（TEL　026-266-0034）まで
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日　時　H27年９月６日（日）
場　所　若槻小学校グラウンド
　　　　　 （雨天時は当日 AM６時に実施可否判

定をします。実施時は煙火打ち上げを
AM６時30分にします。)

● AM８時40分（予定）より北部中学校吹奏楽部による演奏
● AM９時（予定）開会式
　～中略～
● PM12 時頃（予定） 若槻音頭をおこないます。
　一般の方から子供さんまでどなたでも自由参加です !!
● 屋台もあり、当日に先着順にお楽しみ券と引き換えにプレゼントがあります !!
　時間は当日放送にて。
●自由参加競技もありますので、是非ご参加をお願いします。
● PM２時40分（予定）閉会式
● 駐車場は若槻コミュニティの駐車場かアイテクノ矢嶋様の駐車場を使用して

下さい。

第64回 若槻地区大運動会 秋祭り情報

第6回 若槻自然遺産候補地見学会報告

土京川はホタルの理想郷

　南面はケヤキなどが生い茂った急峻な斜面、その下の小
さなせせらぎ。対岸は開けた台地。夜になると、せせらぎ
が観賞路まで届き、そのリズムに合わせるかのようなホタ
ルの乱舞が見られます。
　まさに自然の光と音のコラボレイションです。

　小川の上には庇のように覆うケヤキな
どの茂み。適度な暗闇を作り雨風を防ぐ
枝葉の下は、恋をささやきあうホタルの
天国なのです。

～連載～　「若槻自然遺産」登録候補の紹介

（其の１）土京川とホタル
　改めて説明の必要もない土京川とホタルのこと、なぜ「若
槻自然遺産」の候補なのかを皆さんにお話ししたいと思い
ます。
　土京川は、三登山山麓に源を持つかに沢と土京山山麓の
鐘撞き堂池からの流れを合わせて、田中と上野の区境を東
西に流れ、三才との境で田子川に合流する川です。
　土京川とホタルがどのような状況と関連を持っているの
か、何故これほどに見る人の心を和ませ豊にするのか、土
京川で毎年これほど沢山のホタル（ゲンジボタル、ヘイケ
ボタル併せても）が優雅な輝きと舞いを披露してくれるの
か等は別項の記事（第６回自然遺産見学会報告）の中で、
また毎年ホタルウイーク期間中に観賞路内で案内するス
タッフなどから繰り返し語られています。
　そもそも、「若槻自然遺産」というアイディアは平成 22
年６月、市の地域やる気支援補助金の交付を頂いて、土京
川沿いに「観賞路」を整備しその完成式典の際、当時の住
自協会長との立ち話に端を発しているのです。
　現地を案内しているとき、会長が「これは若槻の宝だね、
コミわか挙げて守る価値のあるものだ」と言って下さった
のを受けて、私が「実はこれ（土京川とホタル）を『若槻
自然遺産第１号』として、住自協が継続的な保護保全に取
り組める仕組みを構築したい」と返し、意気投合したので
した。
　以来、時間を掛けて構想を練り、いくつもの段階を経て平
成 25 年から若槻自然遺産登録事業をスタートさせました。

　土京川には現在ゲンジボタルとヘイケボタルが仲良く共
存しています。長く光の尾をなびかせながらゆったりと舞
うゲンジに対し、少々気短な点滅を繰り返しせわしげな飛
び方をするヘイケ。
　ホタルの一生を支える土京川の流れと周辺の環境、地形、
景観など、一つ一つの要素が程良いバランスでホタルが生
息するための最高の環境条件を形成しているというのが、
これまでの調査を通しての評価です。
　人の暮らしと自然の接点として、身近な土京川の自然環境
は、まさしくホタルだけでなく私たち人間にとっても、好ま
しい自然環境なのです。この環境とホタルを地域挙げて守る
ことは、若槻地区に住む私たちの大きな責務と思います。
　若槻自然遺産に登録する意味と価値を是非皆さんもご理
解下さい。　　　　　　　　　　　　　（文責・大村道雄）

夜の土京川：幻想的なゲンジボタルの乱舞

婚活相談、まずはお電話を!

なんでも福祉相談　9月の予定
●場所　コミわかハウス　●時間　13時～16時

日程 内　　　容 相　談　員

16（水） 精神保健に関する相談 ライフサポートりんどう職員

※相談は無料で秘密は固く守られます。
※ 原則予約制です。あらかじめお電話などでお申

し込みください。
※日程などが都合に合わない場合はご相談下さい。

●婚活相談の予約・問い合わせは
　⇒（月・水・金 10：00 ～ 16：00　宮澤まで）
　　☆対象…25 ～ 40 歳位まで
　　応援隊の活動は…
　　♡出会いや結婚に関するお世話やアドバイス
　　♡出会いに関するイベントの企画、実施
　　☆ お電話をいただいた時に相談の日時を調整いた

します。ご希望の日程をお伝えください。

ぞうきん縫い
ボランティア

ぞろ目の会

今後の予定
　　９月９日（水）
　　10月20日（火）

Let's ボランティア
お出かけ！ ぞろ目の会
　ライフサポートりんどうでぞろ目の会をやっ
ちゃいます。たまには場所を変えてみるのも楽
しいですよ。見学希望の方もぜひご一緒にどう
ぞ。コミュニティハウスから送迎の車が出ます
のでご希望の方は申し込んでくださいね。

鈴虫お分けします。
　昨年は中止した鈴虫交換会ですが、今年は下記の通り
行います。
場　所　第２ボランティア室　（平日 10時～16時）
持ち物　鈴虫を入れる容器（虫かごなど）
　注意　�こちらに容器の予備はありません。ご協力お願

いします。
　ご希望の方に無料でお分けします。おうちの鈴虫の交
換にもどうぞ。
　毎年８月下旬から９月中
旬に実施していますが、念
のためお電話でご確認くだ
さい。また、先着順のため
鈴虫が終わり次第終了とな
りますのでご了承ください。 このページに関するお問い合わせ・申し込みは

若槻第２ボランティア室（渡辺・宮澤）　電話２９５－９５５０

　「夜、爪を切ってはいけない」「夜爪を切ると親の死に

目に会えない」などを聞いたこと、ありますか。これは

かつて照明器具がろうそくや行燈などの時代、にぎりば

さみやナイフのような刃物で爪切りをすると、うっかり

怪我ををしてしまうから気を付けるようにとの戒めだっ

たということのようですね。今でも夜に爪を切らなけれ

ばならないときは妙な罪悪感が。そんな時、最近これを

唱えると夜爪を切っても大丈夫、という言葉を聞きまし

た。その言葉とは「拙者、旅の者でござる」だそうです。

「この爪を切るのは本当の私ではない、仮の私だから親の

死に目とは無関係にしてね」という意味でしょうか。そ

れからは唱えながら切っています。皆さんもこのような

話ご存じでしたらぜひ教えてくださいね。（み）

地区名 日　　時 場　　所

檀　　田
9/23（水）
9/24（木） 秋祭り 若月神社

地区内

11/22（日） 新嘗祭 若月神社

稲　　田 9/22(火）
9/23（水）

村舞い
子ども神輿

神事
稲田神社

若槻東条 9/26(土） 蚊里田八幡宮
秋の例祭

蚊里田
八幡宮

上　　野 9/19（土）
9/20（日）

秋祭祭典
神楽巡行

子ども神輿

上野区内
粟野神社

田　　中 9/12（土）
9/13（日） 9/13本祭り 瀧宮神社

吉
9/19(土)
9/20(日） 秋の祭礼

諏訪社

11/13（金） 神明社

若槻団地
9/22(火） 神楽　花火 諏訪神社

9/23（水） 子どもみこし 団地内

【日　　時】
　９月９日（水）集合時間 1：30
　解散時間（予定）3：00

【集合場所】
　若槻コミュニティセンター駐車場

【申し込み】
　しめ切り　９月７日（月）


