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はじめに 

 ラムサール条約は、1971 年 2 月 2 日にイランのカスピ海沿いのリゾート地であるラムサールで

採択されました。その日を記念して、毎年 2 月 2 日を「世界湿地の日 World Wetlands Day (WWD)」

とすることが、1996 年に条約事務局（在：スイス・グラン）によって定められました。世界湿地

の日は、より多くの人々に湿地から受ける恵みやその重要性に関心をもってもらうための、国際

的なキャンペーンです。ラムサール条約や条約湿地（条約加盟国が国際的に重要な湿地として事

務局に登録した自国内の湿地）を含む湿地について、一般の人々に知ってもらえるよう、展示、

講演会、ワークショップ、観察会などのさまざまなイベントが、世界中で行われています。 

 条約事務局は、毎年、世界湿地の日記念イベントの報告を集め、そのホームページ上で公開し

ています。各国で開催されるイベントの一つ一つが、世界湿地の日を形づくっています。 

 世界湿地の日は、ラムサール条約の CEPA 活動の一つでもあります。CEPA は、英語の

Communication, Education, Participation and Awareness（伝え、学習し、参加し、気づきが広

がる）の頭文字をとったことばで、条約では、湿地の保全とワイズユース（将来の世代も湿地か

らの恵みを利用できるよう配慮しながら湿地を利用すること）を進めていくツールとされていま

す。湿地の保全と利用には、地域住民をはじめとする人々が、湿地の価値を認識することが、欠

かせません。 

 日本国際湿地保全連合は、ラムサール条約の CEPA の日本の NGO 担当窓口となっています。

この報告集を通して、国内のラムサール条約湿地をはじめとする現場の活動が世界に発信され、

CEPA の一端になれば幸いです。 

 

2013 年「世界湿地の日」と本報告集について 

 世界湿地の日には、毎年、異なるテーマが設定されます。2013 年のテーマ・スローガンは「湿

地と水～湿地は水を育む」（Wetlands and Water―Wetlands Take Care of Water）でした。 

 この報告集には、ラムサール条約登録湿地関係市町村会議の会員市町村を含む、国内の湿地に

関係する自治体、団体、施設から寄せられた 2013 年「世界湿地の日」記念イベントの報告を掲

載しています。各イベントの報告は、2013 年 3 月、先に挙げた団体等を対象として行った「2013

年世界湿地の日記念イベント 実施状況アンケート」の回答を元に作成しました。全部で 23 件が

集まりました。ぜひ、来年（2014 年）の記念イベント開催の参考にしてください。 

 

 ラムサール条約事務局への報告は、2013 年５月中に英語版を作成し、送付します。送付された

結果は、条約事務局の「世界湿地の日 2013 報告ページ」（下記 URL）に掲載され、世界に発信さ

れます。http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-wwds-wwd2013activities/main/ramsar/1-63-78%5E26083_4000_0__ 
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イベント名 湿地名（* は条約湿地） 主催者名 ページ

1 真冬の湿原散策サロベツスノーシューハイク サロベツ原野* NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク 1

2 ショートプログラム「冬を楽しむミニツアー」 ウトナイ湖* ウトナイ湖野生鳥獣保護センター（苫小牧市） 2

3 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター世界湿地の日記念イベント ウトナイ湖* 環境省　北海道地方環境事務所
苫小牧自然保護官事務所

3

4 世界湿地の日記念　冬のエコツアー2013 釧路湿原* 釧路国際ウェットランドセンター 4

5 世界湿地の日展示と工作コーナー 谷津干潟*  谷津干潟自然観察センター 5

6 世界湿地の日 エコアクション 全国湿地一斉クリーン作戦 谷津干潟* 習志野市、谷津干潟自然観察センター 6

7 弥陀ヶ原ウォーク＆自然解説セミナー 立山弥陀ヶ原・大日平* 立山黒部アルペンルート広域観光圏協議会 7

8 片野鴨池がんかもまつり 片野鴨池* 加賀市　鴨池観察館友の会 8

9 矢並湿地学習会の開催
東海丘陵湧水湿地群*

（矢並湿地）
豊田市 9

10 びわ湖一斉水鳥観察会 琵琶湖* 琵琶湖ラムサール条約連絡協議会、
（財）淡海環境保全財団

10

11 琵琶湖から国際湿地の日を祝おう！ 琵琶湖（湖北）* 湖北野鳥センター、琵琶湖水鳥・湿地センター 11

12 自然観察会「水鳥のサンクチュアリを探検しよう！」 中海* （財）中海水鳥国際交流基金財団 12

13 世界湿地の日エコアクション　全国湿地一斉クリーン作戦 中海* （財）中海水鳥国際交流基金財団 13

14 子どもラムサールクラブ「湿地の生きものを粘土で作ろう！」 中海* （財）中海水鳥国際交流基金財団 14

15 子どもラムサールクラブ「中海の恵みを味わおう会！」 中海* （財）中海水鳥国際交流基金財団 15

16 世界湿地の日2013に関する展示 宍道湖* （公財）ホシザキグリーン財団 16

17 宍道湖グリーンパークわくわくGPひろば①

鳥のマスコットづくり
宍道湖* （公財）ホシザキグリーン財団 17

18 宍道湖グリーンパークわくわくGPひろば②

ミニヨシズづくり
宍道湖* （公財）ホシザキグリーン財団 17

19 ラムサール条約登録記念フォーラム 宮島* 廿日市市 18

20 荒尾干潟のワイズユースを考えるシンポジウム 荒尾干潟* 環境省九州地方環境事務所、
荒尾干潟保全・賢明利活用協議会

19

21 世界湿地の日エコアクション 漫湖* 漫湖水鳥・湿地センター 20

22 名蔵アンパル自然観察会 名蔵アンパル* 環境省那覇自然環境事務所 21

23 冬のブナ里みてあるき　～歌才ブナ林と水～ 歌才湿原と朱太川水系 黒松内町 22
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イベント名：真冬の湿原散策サロベツスノーシューハイク  

湿地名：サロベツ原野  
 

主催： NPO 法人サロベツ・エコ・ネットワーク  

共催： 環境省稚内自然保護官事務所 

報告者：NPO 法人サロベツ・エコ・ネットワーク 吉原 努 

開催日：2013 年 2 月 10 日  

場所： サロベツ湿原センター 

概要： 世界湿地の日を記念し、豊富町円山地区にて、スノーシュー（西洋かんじき）を履いて

散策しながら、雪上の野生動物の足跡や木々の冬芽、樹間を飛び交う小鳥などを観察した。当地

区はサロベツ原野の中でも樹木が多いことが特徴なので、樹木の観察や見分け方などをレクチャ

ーした。また、自然とより親しむためにネイチャーゲームを行いながら森を散策した。 

 

 

林内で自然観察  サロベツ原野で積雪調査 
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イベント名：ショートプログラム「冬を楽しむミニツアー」 

湿地名：ウトナイ湖 

 
主催： ウトナイ湖野生鳥獣保護センター（苫小牧市） 

共催： 環境省 

報告者：中村 聡（日本野鳥の会）  

開催日：2013 年 2 月 2 日、3 日、9 日、10 日、11 日、16 日、17 日、23 日、24 日 

場所： ウトナイ湖野生鳥獣保護センター、および周辺の自然観察路 

概要： 冬の湿地の自然を楽しむ約 30 分間のミニ観察会。日本野鳥の会のレンジャーおよび野生

鳥獣保護センターのボランティアがフィールドを案内しながら、雪上に残るエゾリスやエゾユキ

ウサギといった動物の足跡、樹木の冬芽、開水面で採食するオオハクチョウやヨシガモ、氷上に

たたずむオオワシやオジロワシ、湖岸を歩くキタキツネやエゾシカなどを観察した。 

 

 

 

ハンノキの雄花などを観察  湖岸でオオハクチョウを観察 
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イベント名：ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 世界湿地の日記念イベント 

湿地名：ウトナイ湖 
 

主催： 環境省 北海道地方環境事務所 苫小牧自然保護官事務所  

共催： 野鳥の会、苫小牧市 

報告者：平 尚恵 

開催日：2013 年 2 月 2 日～2013 年 2 月 28 日  

場所： ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 

概要： 世界湿地の日を記念して、ポスター展示及びクイズを実施した。 

ポスター展示は、湿地とは何かを理解し、湿地が人間の生活にもたらす恵みや、生き物の生息

に重要な役割を果たしていることを理解し、湿地環境の保全の重要性に気づく事が出来ることを

目的としている。また、展示物を読み込まないと回答できないクイズを使用する事で、展示物の

内容の理解を深める意図がある。最終的なクイズの集計は 60 枚と、冬期で来館者が少ないにもか

かわらず多くの参加があり、来館者に対し湿地の保全とワイズユースについての普及啓発が行え

た。 

この他にも湿地に関連する保護官事務所のアクティブレンジャーによる、アクティブレンジャ

ー日記（環境省 HP の 1 コンテンツ：http://hokkaido.env.go.jp/blog/）のリレーを行い、それぞ

れの所管地の湿地やワイズユースについての紹介をすることで、インターネットを利用した広域

な普及啓発を行った。 

 

 

ポスター展示全体図と詳細図  上：クイズの景品の折り紙とクイズ用紙 

下：湿地の日に関するメッセージボードとイベン

トの紹介記事 

 

  



4 
 

イベント名：世界湿地の日記念 冬のエコツアー2013 

湿地名：釧路湿原 
 

主催： 釧路国際ウェットランドセンター  

報告者：研究員 齊藤 さゆり  

開催日：2013 年 2 月 2 日  

場所： 塘路湖畔（北海道標茶町） 

概要： 世界湿地の日に、釧路湿原の塘路湖を訪れる「冬のエコツアー」を実施した。24 名が参

加し、全面凍結した湖面を散策した。エゾシカなどの野生動物の足跡や樹木の種を見つけたり、

雪や氷の断面や亀裂の様子から湖が凍っていく過程を推理したりと、雪や氷に残された自然から

のメッセージの読みときに挑戦した。湖面には人が乗ってもびくともしない厚い氷が張る一方で、

湖畔の一角には 7℃の温かな湧水が流れ込み、開いた浅瀬で小魚が泳いでいるのが見られた。散

策後は湖で捕れたワカサギの天ぷらを味わい、湖で皆が見つけたものをビンゴゲーム形式でふり

かえった。 

 真冬日のツアーだったが、水・氷・雪と、釧路湿原の「水」のいろいろな姿にふれ、多くの新

たな発見を得て、今年の世界湿地の日のテーマ「湿地は水を育む」を実感した一日であった。 

 

   

塘路湖での散策  湧水の観察 
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イベント名： 世界湿地の日展示と工作コーナー 

湿地名：谷津干潟  
 

主催： 谷津干潟自然観察センター 

報告者：井坂 紗弓（谷津干潟自然観察センター指定管理者（社）ｱｰﾊﾞﾝﾈｲﾁｬｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ ） 

開催日：2013 年 2 月 1 日～2013 年 3 月 1 日  

場所： 谷津干潟自然観察センター 

概要： 「世界湿地の日」や 2013 年のテーマとともに、谷津干潟などの湿地がどのような役割

を果たしているのかを、身近なものを湿地の役割に例えたハンズオン展示で紹介した。そのほか、

2013 年の世界湿地の日記念キャラクターの工作コーナーを設け、工作を楽しんでもらった。 

 

  

 

工作コーナー「トム＆ティナとオッティーをつくろう」  展示にて「世界湿地の日」や湿地の役割を紹介 

 

  

ハンズオン展示「湿地をものにたとえると？」   

  



6 
 

イベント名：世界湿地の日 エコアクション 全国湿地一斉クリーン作戦 

湿地名：谷津干潟 
 

主催： 習志野市、谷津干潟自然観察センター 

報告者：木下 武（習志野市環境部環境政策課） 

開催日：2013 年 2 月 11 日  

場所： 谷津干潟 

概要： 「世界湿地の日」にちなんで、谷津干潟のその他国内のラムサール条約登録湿地で一斉

にゴミ拾いを行い、藤前干潟、中海、漫湖とインターネットで湿地活動の報告会を行った。拾っ

たゴミを種類分けし、ランキング付けをした結果を各湿地で報告し合った。 

 

 

干潟の中でのゴミ拾い  暮らしをテーマに、拾ったゴミを分別 

 

 

一番多かったゴミは食品パッケージ  他の湿地との活動報告会 
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イベント名：弥陀ヶ原ウォーク＆自然解説セミナー 

湿地名：立山弥陀ヶ原・大日平  
 

主催： 立山黒部アルペンルート広域観光圏協議会 

報告者：立山町商工観光課  

開催日：2012 年 7 月 1 日～7 月 2 日  

場所： 立山駅～弥陀ヶ原～室堂（立山黒部アルペンルート） 

概要： 立山弥陀ヶ原・大日平のラムサール条約登録記念イベント。登山者や観光客の安全を祈

願する立山夏山開きの日に併せて行われ、約 60 名が参加した。講演会で立山弥陀ヶ原・大日平に

ついて学習した後、立山の自然と歴史の語り部、立山りんどう会（ボランティアガイド）の解説

のもと弥陀ヶ原をウォーキングした。参加者は、様々な高山植物や池塘（ガキ田）など独特の景

観を観察した。 

 

〈1 日目〉 

立山夏山開き式典 → 講演会「立山弥陀ヶ原・大日平湿原の魅力」 → 国立登山研修所視察

→ 昼食 → 称名滝展望後、弥陀ヶ原までトレッキング＆自然観察会 → 弘法の清水見学、

弥陀ヶ原散策→夕食 → 友香「立山こころの歌」コンサート → まんだら絵解きの夕べ 他 

 

〈2 日目〉 

参加者の希望コースごとに実施。①室堂周辺散策コース②立山登拝のコース③写真撮影コース 

 

 

弥陀ヶ原の木道散策  ガキ田と呼ばれる池塘を観察 
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イベント名：片野鴨池がんかもまつり 

湿地名：片野鴨池 
 

主催： 加賀市 鴨池観察館友の会  

報告者：加賀市地域振興部環境課 副参事 山村 嘉康 

開催日：2013 年 2 月 24 日  

場所： 加賀市鴨池観察館 

概要： 片野鴨池のラムサール条約登録 20 周年記念イベントとして開催。日本でいちばん小さな

ラムサール条約湿地『片野鴨池』を楽しく遊び、楽しく知ろう！をコンセプトに記念講演会、カ

モ笛や観察館キャラクター『ともえちゃん』のグラフィグペーパークラフトの工作教室、坂網猟

体験教室などのプログラムを実施したほか、国内の他のラムサール条約湿地や生物多様性保全に

関するパンフレットを展示、参加者から好評を得た。また、片野鴨池に飛来するガン・カモ類の

餌場確保を目的とした『ふゆみずたんぼ』のお米のおにぎりやサブレも販売。ガン・カモ類保全

の取り組みについての理解を深めた。約 300 人の参加者が来館、盛会裏にイベントを終了した。 

 

  

坂網猟体験教室 坂網を構える参加者： 

坂網猟は藩政期より伝承される伝統猟法。

ラクノスのラケットの様な Y 字型の網を投げ

上げカモを捕獲する、獲物を一網打尽にしな

い持続可能な猟法である。坂網猟師は森林の

下草刈りや植樹など片野鴨池周辺の環境保全

にも尽力している。 

 カモ笛づくり： 

塩化ビニールパイプを利用したカモ笛づくり。

カモの鳴き声そっくりの音が鳴ることから、子ど

も達も興味深げに笛づくりに励んだ。 
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イベント名：矢並湿地学習会の開催 

湿地名：東海丘陵湧水湿地群（矢並湿地） 
 

主催： 豊田市 

共催： 矢並湿地保存会、豊田市自然愛護協会、豊田市自然観察の森 

報告者：豊田市 環境政策課 黒田 剛  

開催日：2013 年 2 月 2 日  

場所： 豊田市矢並町内 矢並湿地 

概要： 矢並湿地の地元、豊田市立矢並小学校の児童は、地域の貴重な湿地の保全活動を体験し

た。児童は、湿地全体の枯れ草を刈り取り、刈った草を湿地の外へ運び出す作業を地元保存会の

会員らと一緒に行った。児童は、この作業を通して湿地の富栄養化を防ぎ、湿地特有の植物相を

保つことができることを学んだ。作業終了後、参加した全員に保存会が用意した豚汁が振舞われ、

冷えた手と体を温めながら交流を深めた。 

 

  

矢並湿地の全景（春）   湿地観察会の様子（秋） 

  

保全作業の風景   作業終了後の様子 
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イベント名：びわ湖一斉水鳥観察会 

湿地名：琵琶湖 
 

主催： 琵琶湖ラムサール条約連絡協議会、（財）淡海環境保全財団 

共催： 東近江市能登川博物館、近江八幡市市民自然観察会、小中之湖地域環境保全会、滋賀自

然環境保全・学習ネットワーク 

報告者：琵琶湖ラムサール条約連絡協議会事務局 堀池 知祥  

開催日：2013 年 2 月 2 日、3 日 

場所： 膳所城跡公園、西の湖、伊庭内湖、烏丸半島、犬上川河口、湖北野鳥センター、マキノ

サニービーチ、新旭水鳥観察センター 

概要： ラムサール条約湿地の琵琶湖で冬を過ごす水鳥たちを観察することを通じて、自然の素

晴らしさや琵琶湖の美しさ、生き物の大切さ、などを考える機会とした。近年、増加傾向にある

オオバン、定番のキンクロハジロなどを中心に、県の鳥であるカイツブリやパンダガモとして人

気のあるミコアイサなど、たくさんの水鳥を観察した。 

 2日間で約300名の参加があり、初心者からベテランまで楽しく自然にふれあうことができた。

これをきっかけに琵琶湖にたくさんの水鳥がいることを知り、自然環境の保全の大切さを考えて

もらいたい。 

 

西の湖で“パンダガモ”などを観察 遠くの桟橋で休む水鳥を観察 

 

観察会終了後のふりかえり 指導員と熱心に水鳥を観察 
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イベント名： 琵琶湖から国際湿地の日を祝おう！ 

湿地名： 琵琶湖（湖北） 
 

主催： 琵琶湖水鳥・湿地センター、湖北野鳥センター 

共催： 長浜アメニティ会議、長浜市 

報告者：植田 潤（琵琶湖水鳥・湿地センター、湖北野鳥センター）  

開催日：2013 年 2 月 3 日  

場所： 琵琶湖水鳥・湿地センター、湖北野鳥センター 

概要： 滋賀県と共催で行う県下一斉水鳥観察会とともに、国際湿地の日を祝う行事を行った。 

 2013 年は琵琶湖がラムサール条約湿地になって 20 年にあたるため、20 歳を祝おう！という企

画の元、ラムサールと琵琶湖とに深く関わりのある 3 名をパネリストに迎え講演いただいた。 

 

（下記のページに当日の詳細な様子を掲載） 

 

 センターのブログ 

 http://blogs.yahoo.co.jp/kohokunio/31512782.html 

 

 WWD の報告 

 http://homepage2.nifty.com/Larus/WWD2013inKohokuJ.htm 

 

  

 

センター周辺で水鳥の観察会    世界湿地の日のコーナー 

 

（このイベントについては、報告者から別途、ラムサール事務局へ直接報告を行っている。） 
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イベント名：自然観察会「水鳥のサンクチュアリを探検しよう！」 

湿地名：中海 
 

主催： （財）中海水鳥国際交流基金財団 

報告者：桐原 佳介 

開催日：2013 年 2 月 9 日 

場所： 米子水鳥公園 

概要： 普段は野鳥保護区として立ち入りを制限している場所に特別に入り、職員が自然解説を

行った。米子水鳥公園の野鳥保護区内にある観察小屋に入って水鳥の観察をしたほか、観察小屋

までの往復の過程でみられた生きものの解説を行った。子どもたちは野鳥保護区内で鳥の羽根を

拾うのが楽しかったようで、クイナ Rallus aquaticus の羽根が見つかって喜んでいた。 

 参加人数は、大人 3 名・小学生 7 名・幼児 1 名だった。 

 

   

観察小屋の中から鳥を観察  観察小屋の周りで鳥の羽根を拾う子どもたち 

 

   

中海の鳥を観察  記念撮影 
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イベント名：世界湿地の日エコアクション 全国湿地一斉クリーン作戦  

湿地名：中海 
 

主催： （財）中海水鳥国際交流基金財団 

報告者：神谷 要 

開催日：2013 年 2 月 11 日  

場所： 米子水鳥公園 

概要： これまでに湿地交流してきたラムサール条約登録湿地と一緒に一斉ゴミ拾いを行いまし

た。その後、ゴミ拾いの活動報告会をインターネット回線（Skype）で行い、各湿地間の連携を深

めました。 

 

参加湿地 

 中海（鳥取県）、宍道湖（島根県）、谷津干潟（千葉県）、藤前干潟（愛知県）、漫湖（沖縄県） 

 

   

湖岸でゴミを拾う子どもたち  ゴミを分類する拾う子どもたち 

 

   

小型のトラック一台分のゴミを拾いました  テレビ電話での交流会の様子 
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イベント名：子どもラムサールクラブ「湿地の生きものを粘土で作ろう！」 

湿地名：中海 
 

主催： （財）中海水鳥国際交流基金財団 

報告者：桐原 佳介 

開催日：2013 年 2 月 10 日  

場所： 米子水鳥公園  

概要： 月に一度集まって自然観察をする「子どもラムサールクラブ」の活動の 11 回目で、これ

までの活動で観察した湿地の生きものを紙粘土で作った。生きものを正面、横、上から見た姿を

スケッチして、それを設計図として紙粘土で生き物を作った。紙粘土に絵の具を混ぜて着色しな

がら自分が好きな湿地の生きものを仕上げた。参加人数は、大人 7 名・小学生 19 名・幼児 5 名

だった。 

 

   

設計図を制作中  キンクロハジロを制作中 

 

   

完成した生きもののお披露目会  記念撮影 
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イベント名：子どもラムサールクラブ「中海の恵みを味わおう会！」 

湿地名：中海 
 

主催： （財）中海水鳥国際交流基金財団 

報告者：桐原 佳介 

開催日：2013 年 2 月 17 日  

場所： 米子水鳥公園 

概要： 中海に関連した食材を採集したり調理したりして、4 品目を料理した（スズキとサルボ

ウガイのパエリア、スズキの塩釜焼き、サルボウガイの味噌汁、スジエビの素揚げ）。食事の後、

米子水鳥公園ができた経緯や食物連鎖、中海の環境について説明して終了とした。参加人数は、

大人 3 名・子ども 3 名だった。 

 

 

 

サルボウガイを調理中  中海で獲れる魚介類の料理が完成 

 

  

 

中海の幸をみんなで味わう  記念撮影 
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イベント名：世界湿地の日 2013 に関する展示  

湿地名：宍道湖  
 

主催： 公益財団法人ホシザキグリーン財団 

報告者：足立 容子  

開催日：2013 年 2 月 8 日～4 月 1 日 

場所： 宍道湖グリーンパーク 

概要： 世界湿地の日 2013 のテーマ「湿地と水」について紹介する展示を行った。 

 

   

ラムサール条約での湿地の定義、湿地の水管

理における役割や水危機問題などについて紹

介するパネル 

 いくつかの食べ物の waterfootprint を表示 
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イベント名：宍道湖グリーンパークわくわく GP ひろば① 

湿地名：宍道湖 
 

主催： 公益財団法人ホシザキグリーン財団 

報告者：足立 容子 

開催日：2013 年 2 月 3 日 

場所： 宍道湖グリーンパーク 

概要： 鳥のマスコット作りを行った。 

 

 

完成した鳥のマスコット  同左 

 

イベント名：宍道湖グリーンパークわくわく GP ひろば② 

湿地名：宍道湖 
 

主催： 公益財団法人ホシザキグリーン財団 

報告者：足立 容子 

開催日：2013 年 3 月 3 日 

場所： 宍道湖グリーンパーク 

概要： 宍道湖岸に生えているヨシを使ったミニヨシズ作りを行った。 

 

 

オギとヨシのちがいを解説  グリーンパークボランティアの指導によるヨシ

ズづくり 
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イベント名：ラムサール条約登録記念フォーラム  

湿地名：宮島  

 
主催： 廿日市市 

共催： 環境省、広島県 

報告者：廿日市市 

開催日：2012 年 11 月 23 日 

場所： 廿日市市立宮島小学校体育館 

概要： ラムサール条約登録を記念して、基調講演やパネルディスカッションを開催した。 

 基調講演では、まず、阪南大学国際観光学部の森重昌之准教授が、「ラムサール条約登録地の環

境資源の保全とエコツーリズム活動」について、続いてミヤジマトンボ保護管理保護管理連絡協

議会の坂本充会長が「ミヤジマトンボ 宮島に生き残ったわけ」と題し講演を行った。 

 続いてのパネルディスカッションでは、パネラー5 名が加わり、それぞれの方面の専門家が、「ラ

ムサール条約登録による宮島の環境管理と賢い活用に向けて」と題して、観光との共有、次世代

の担い手育成など、登録地の環境管理と活用に向けての意見交換を行った。 

 フォーラムのあとには船上から現地を見てもらうため、サンセットクルーズを企画し、参加者

のみなさんとともに楽しく過ごした。 

 

 

 

パネルディスカッションの様子  ミヤジマトンボ（廿日市市撮影） 
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イベント名：荒尾干潟のワイズユースを考えるシンポジウム 

湿地名：荒尾干潟 
 

主催： 環境省九州地方環境事務所、荒尾干潟保全・賢明利活用協議会  

協力： ラムサールセンター  

開催日：2013 年 2 月 2 日  

場所： シティホール（あらおシティモール 2 階） 

概要： 昨年の 7 月にラムサール条約湿地に登録された荒尾干潟を今後どう保全し、利活用して

いくかを、市民を交えて考えるシンポジウムを開催した。 

プログラム 

○講演 

「ラムサール条約のねらい」 岩間 徹（西南学院大学法学部教授） 

「有明海の価値と干潟の生きもの」 山口 敦子（長崎大学水産学部教授） 

○全国のラムサール条約湿地からの報告 

「風蓮湖の活用と保全」 松原 政勝（北海道・風蓮湖流入河川連絡協議会） 

「漫湖水鳥・湿地センターと市民参加」 賀数 弘（沖縄県那覇市環境保全課） 

○子ども特別報告 

「ESD のための KODOMO ラムサール<藤前干潟>に参加して」 荒岡 優花・荒木 琴海 

（荒尾市立荒尾第一小学校 6 年） 

○パネルディスカッション 

「荒尾干潟の保全と賢明な利用」 

パネリスト 

矢野 浩治（荒尾漁業協同組合代表理事組合長） 

山代 秀徳（荒尾市観光協会会長） 

西島 美明（清里地区協議会会長） 

安尾 征三郎（日本野鳥の会熊本県支部荒玉地区幹事） 

 

  

会場の様子  パネリストのみなさん 
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イベント名：世界湿地の日エコアクション 

湿地名：漫湖 
 

主催： 漫湖水鳥・湿地センター 

共催： 谷津干潟自然観察センター、藤前干潟活動センター、中海水鳥公園 

報告者：上原 行雄 

開催日：2013 年 2 月 11 日  

場所： 漫湖水鳥・湿地センター 

概要： 各湿地で清掃活動を行い、活動状況を報告し、交流と連携を図った。  

 

（写真挿入枠）   

清掃活動参加者  テレビ会議風景 
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イベント名：名蔵アンパル自然観察会 

湿地名：名蔵アンパル 
 

主催： 環境省那覇自然環境事務所 

報告者：石垣自然保護官事務所 本田 師久 

開催日：2013 年 2 月 10 日 

場所： 沖縄県石垣市 名蔵アンパル 

概要： 日本野鳥の会石垣島支部と西表石垣国立公園パークボランティアの協力のもと当該湿地

のマングローブ林、干潟に生息する底生生物や飛来する水鳥を観察する自然観察会を実施した。

21 名の参加があった。 

 

  

底生生物観察風景  水鳥観察風景 
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ブナセンター学芸員によるハンノキの解説

イベント名：冬のブナ里みてあるき ～歌才ブナ林と水～  

湿地名：歌才湿原と朱太川水系 
 

主催： 黒松内町  

協力： ブナセンター、歌才自然の家 

報告者：ブナ北限の里ツーリズム（企画・運営） 

開催日：2013 年 2 月 2 日  

場所： 歌才ブナ林周辺の湿地帯 

概要： 黒松内町は、朱部川水系の清流、北海道で最も古い湿原の一つとされる歌才湿原、緑の

ダムと呼ばれ雨や雪をたっぷりと保水する北限のブナ林など水資源の豊かさを身近に感じること

のできる里山地域である。本イベントでは雪に覆われた歌才ブナ林周辺の湿地帯をかんじきで歩

き、野鳥や動物の足跡を探しながら林内を散策し、水の大切さを考えるきっかけづくりを行なう

ことを目的に開催した。 

 

イベントの詳細 

 当日は、町内外から 23 名がイベントに参加した。 

 ブナ、ホウノキ、ノリウツギ、オオカメノキなどの

冬芽観察や雪上に残されたエゾリスの足跡、コガラ、

カケスなどの野鳥も見ることができた。 

 観察会後の昼食では地場産食材を活かした特製シ

チュー、手打ち蕎麦、おからのでない豆腐など趣向

を凝らした「湿地の日スペシャルランチ」を堪能し

た。 

 昼食後のふりかえりでは、「ミズバショウの咲く季節にまた訪れたい」「夏にホタル観察をやって

みたい」といった声も聞かれた。また、ラムサール条約や世界湿地の日に関する解説や湿地保全

に関する啓蒙が行なわれた。 

 

 

昼食後のふりかえり  イベント集合写真 

 


