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宮川のコイの放流中止（来春を最後に）

当会は 2017 年 10 月 23 日に高山市長に
対し「宮川へのコイ類の放流中止について
（提案）」として要望書（No.71 に掲載）を
提出し、それを受け 2018 年 2 月 19 日に
当会と宮川漁協、市の関係部局、宮川を美
しくする会等が集まり話し合いがもたれま
した。その中で、漁協（放流している主体）
側からは、コイが外来種である事は認識し
ている、放流を中止する事はやぶさかでは
ないが、
「義務放流」の枠内で宮川にコイを
放流しているものであり、殆どが居着かず
下流に流されていってしまうが、下流で採
ってもらえばよいというスタンスで放流を
続けている、今では春秋の高山祭りの前の
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年中行事になっている等の話がありました。
また、上の記事にもあるように「コイの生
産者の高齢化、後継者不足」でいずれ放流
できなくなる可能性もあると言う話もされ
ていました。しかし、この話し合いの後は
さしたる進展も無く時が過ぎていきました。
今回の中止は、「生物多様性の観点から、
宮川にコイの放流は間違い」、と言う私達の
主張に賛同しての中止ではないものの、長
年続いたコイの放流の中止が決まりました。
今後宮川（川上川、苔川も含む）のコイが
どのような状態になっていく（減っていく）
のか、注意深く見ていく必要があります。
今後も川を見続けていきましょう。

初めてのアサギマダラのマーキング
小田有公子
私は 3 年程前、自宅の庭で今まで見たことの
ない蝶を見つけ、後からそれがアサギマダラで
あることを知りました。その蝶は好む植物があ
り、我が家のフジバカマもその一つでした。
もう一度あの蝶を見てみたいという思いか
ら、今年の春、フジバカマを植えかえて、株を
増やし、今年は見ることが出来るかな、と思っ
ていたところ、新聞で、アサギマダラのマーキ
ングの会があることを知り、さっそく参加させ
ていただきました。なんの予備知識もなく集合
場所に行くと、蝶を捕獲しながらチャオ御嶽ま
で行くと聞き、ついて行けるだろうかと不安を
感じましたが、松崎様や奥様、会員の方たちの
優しい雰囲気の中、安心して参加することがで
きました。
初めてのマーキングや放蝶、60 才半ばにな
って網を持って蝶を追いかけたり、またアサギ
マダラの事だけではなく、可憐な花を咲かせる
山野草や、うぐいすの地鳴き声の事なども教え
ていただいたりと、心躍る楽しい一日となりま
した。
鈴木先生はじめ会員の皆様本当にありがとう
ございました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
森 晶子
国府町の瓜巣というところへ家を借りて 17
年。近くに畑も借りて野菜の世話、前の家主さ
んの植えた庭木の手入れと、瓜巣生活は今まで
やったことない仕事がいっぱい。雨が続く時期
は毎年泣きながら草取りをしていましたが、子
どもも大きくなり心に余裕ができたのか、以前
よりも生き物や植物の美しさに心を奪われるこ
とが多くなりました。
そんな時に地元のフリーペーパーで「アサギ
マダラマーキングの会」があると知って、未だ
見ぬアサギマダラを見たい！気持ちが一気に盛
り上がりました。
とはいえ、ひとりはやっぱり心細い。時間
のある時にひとりで行って蝶だけ見てこようか
な、とも。でも、やっぱり前日になって昆虫好
きのお友達、バイク乗りの Y 子さんに声をかけ

ました。しかし彼女は用事があって残念。次に
声をかけたのは、ご近所の N さんご夫妻。こう
いう誘いに乗ってくれそうなアクティブな人は
やっぱり予定がつまっていて、N さんご夫妻も
残念！しかし、ご主人が「前に乗鞍でやってな、
その冬に石垣島へ行って、アサギマダラがいて
ナンバリングしてあったので捕まえたら、自分
が乗鞍でマーキングしたアサギマダラだった」
、
という奇跡としか言いようのない話を聞かせて
くれました。さらに、「アサギマダラの羽にふ
れるだけでも感動するよ」
、と言われたので、
これはひとりでも行ってこよう！（この冬に南
の島へ行く予定はまるでないのだけど）と、参
加しました。集合場所の道の駅からは、「一人
なので乗せていただけませんか ?」と会長さん
ご夫妻に図々しくお願いして、行きも帰りもず
っとお世話になりました。
いよいよ、事前に捕まえていたというアサギ
マダラとの初対面。50 頭ほどと聞いていたの
で、どんな大きな虫籠が出てくるのかと思えば、
きれいに三角に折り畳まれた紙の間に蝶がいて
ビックリ！蝶博士の鈴木さんの腰には、それを
格納する三角の容れ物。こんな道具もあるのか
とまたビックリ。
雄・雌の見分け方、交尾痕、それを覚えるの
もまた楽しく、羽だけでなく独特の水玉の胴体、
マーキングした後に飛び立つ姿の美しさに惚れ
惚れしました。
自分では 1 頭も捕まえられませんでしたが
初めて参加した特権で、6 頭もの蝶にマーキン
グさせていただきました。すべて鈴木さんが捕
まえてくださった蝶です。捕虫網を手に確実な
足取りで蝶を捕まえる鈴木さん。「鈴木さんに
は、蝶の匂いがするのではないか」「蝶の声が
聞こえるのかも」と、周りの方と話すほどでし
た。残した記録の「備考」のところには全部「鈴
木さん」と書きました（笑）。
家へ帰って写真に撮った記録を見返してみる
と、標識者と場所との書く順番を間違えていて、
「チャオ」という人が「モリ」で捕まえたこと
になってしまっていました。「モリ」なんてそ
こら中にあるのに。記録をネットにアップして
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くださった方にはご迷惑をおかけしました。
蝶は捕まえられなくても、いろんな場所で植
物の名前もたくさん教えていただきました。こ
れがまたとてもうれしく、忘れないように写真
にとって名前をひたすらメモしました。さらに、
木苺を食べてみたり、シラタマノキの実の匂い
を嗅いでみたり、どなたかが見つけてくださっ
たものを楽しんで味わいました。全部ひとりで
行けば、わからなかったことです。
乗せていただいた車中でも、鷹の渡りなどい
ろんな話を聞かせていただき、本当に豊かな気
持ちになって山を降りました。あらためて考え
るとかなりの距離を乗せていただき、楽しい時
間を過ごせたことを心から感謝しています。帰
りに寄った、幻のヤマキチョウが好きなクロツ
バラの植林地帯。行きと帰りとは自分の見る目
が全く違っていて、いろんな植物が混在してい
るようすがとても美しく感じました。
いつかヤマキチョウにも会ってみたい！ワク
ワクしてきました。
皆さんと一日過ごさせてもらって、「自分以
外の生きものがどんなふうに生きているか知っ
ているほど、自分の人生が豊かになるなぁ」と
感じました。なので「生きているうちに一つで
も多く、生きもののことを覚えてみよう」と決
めました。
前日にお誘いしたバイク乗りの Y 子さんに、
「次は鷹の渡りに行くつもり！」と話したら、
「わ

再捕獲された個体
たしは毎年白樺峠に行っとるよ！アオイトトン
ボっていう綺麗なトンボがおるよ」と、これま
た魅力的な話を聞かせてもらいました。鷹の渡
りもアオイトトンボも、幻のヤマキチョウも見
てみたい。たくさんのお金と時間をかけて出か
けなくても、すぐそこにある面白い世界。みな
さんと一緒に 1 日過ごせたおかげで、覗くこと
ができました。ひとりで出かけなくてよかった
〜！楽しい 1 日をありがとうございました！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
☆アサギマダラの再捕獲情報☆
「チャオ 9/6 マミ 2」
（松崎まみさん捕獲個体）
9/19 日長野県大町市で再捕獲。3 日間で北
北西へ約 97km の移動となります。今季再捕獲
第一号です。
※ 10 月 15 日現在、再捕獲情報はこれだけ
です。

丹生川町石仏群探訪会
西 春彦
今回初めて、石仏探訪会に参加しましたが予
想を上回る面白さでした。自転車で飛騨の旧道
を走るようになって初めて見る石碑や石仏が、
目に留まるようになりましたがその背景までは
分からず、今回色々興味のあることに触れるこ
とができました。
まず石仏が多くみられる折敷地の部落の家並
みに初めて足を入れたとき、少し大げさですが
異界に迷い込んだような驚きを覚えました。そ
れは繰り返し再放送されている「寅さん」の昭
和の田舎の撮影現場に時を超えて迷い込んだ感
じです、それは「懐かしい」という感情です、
懐かしさというのはプラスの感情です、新しい
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大沼地区の木陰の石仏

の様子をのぞきに来ていた。
折敷地へは山際の旧道を入っていくと、秋の
花が咲き乱れ、西さんではないけれど「異世界」
へ迷い込んだよう。ミゾソバ、ツルボ、サラシ
ナショウマ、ツチアケビ、トチバニンジン、カ
リガネソウ、ヤマハッカ、白い茶の花も。家々
の庭にはシュウメイギクやシオンも花盛り。こ
れだけ豊富に花を咲かせているのでミツバチの
巣箱も置かれていた。
もう何年前になるのだろう。住壽美子さんに
誘われ、庚申講の数珠繰りの様子を見学に折敷
地を訪れたことがあった。地区の人が順に当番
を受け持ち当番の家に人々が集まっていた。床
の間に青面金剛の掛け軸をかけ、お供え物をし、
その前で輪になってお経を唱えながら大きな数
青面金剛
珠を廻していく。延々と唱えた後、料理が出さ
ものを見ても懐かしく感じることもあるし、古 れお酒を酌み交わす。私達までおよばれしてし
いものを見ても懐かしく感じない場合もありま まった。夜遅くなって道を下っていくとカーブ
す。折敷地の殆どの家は、広い庭に囲まれて瓦 の多い道路にキツネが飛び出し、山奥の地を訪
葺きの大きな家です、その庭には柿の木や栗の れたことを実感した。白井地区の住人も「おら
木があり、アケビの実が開いている庭も見るこ んちの地区もずっと数珠繰りをやってるぜ」と
とができました。
話してくれたことがあった。今も続いているだ
石仏が多いということは、当時からとても豊 ろうか？
だった証拠のようです。未だに庚申講の習慣が
今まで丹生川地区 3 ヶ所と旧平湯街道（漆垣
残り、民間信仰が残っていることも驚きでした。 内町）、旧江戸街道（江名子町）を訪れてきたが、
仏像の種類は多岐にわたっています。
素朴な信仰心篤い人々や石仏に見守られた山里
様々な如来「真実の世界から生まれてきた覚 が静かに残っていますように・・・。
者、衣を纏うだけで装身具つけていない」、様々
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
な菩薩「悟りを求める修行中の人、そのためか
過去に訪れた石仏の里については、以下に掲
装身具を多くつけている」、他の色々な神々な げる通信のバックナンバーを読んで下さい。当
ど、神仏習合の民間信仰が表れています。
会の Home Page で閲覧可能です。
中でも馬頭観音の多さはこの地方ならではの
No.57、No.61、No.67、No.70、No.79
ような気がします、
「青面金綱」という仏像は初
また No.58、No.59 には住壽美子さんによる
めて知りましたが、顔色が青い金剛童子で、病 紹介記事も掲載されています。
魔を払い除き、赤い三眼の憤怒相をしています。
庚申講の本尊のようです。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
松崎まみ
10 月 4 日、今回で 6 回目となる「里山こみち」
石仏探訪は 25 名の参加で大沼集落からスター
トでした。田口勝さんの案内で、城か砦があっ
たとされる山林まで登り、大原騒動の大沼久左
衛門さんに関わるお話も伺った。大沼家の子孫
の小学生のお嬢さんが、気になるのか私達一行
茶の花
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飛騨の峠【その 12】

木下喜代男
御坂峠（金山峠）―標高 1100m の峠らしい峠・日枝神社の神輿が越えた峠
筆者にとっての峠歩きは、今では異文化になっ 筆者は今まで山スキーなどで何回か登り目を凝
てしまった「日本人が自然を崇め、自然と共生 らして見てみたが、残念ながら未だ海を見てい
してゆったりと暮らしていたころの生活文化」 ない。
この山の下には自動車道になっている駒鼻峠
を再発見し、それを読み解いて味わうという楽
しい行為に他ならない。国土地理院の 25000 分 （1164m）があり、西の大雨見山のすぐそばには
の 1 の地形図を見ていると、旧丹生川村の北西 京大の飛騨天文台がある。以前からこの長い尾
部に国見山（1319m）と大雨見山（1336m）が 根の中ほどに、旧丹生川村の呂瀬金山集落と旧
あり、この 2 つの山を東西に長い尾根が結んで 上宝村の堂殿集落とを結ぶ点線（歩道）があり、
いることに気づく。旧上宝村境の標高約 1200m 村境が峠状になっているのが気になっていた（地
図）
。
調べてみると、
金山側では
「御坂
（みさか峠）
」
、
の山稜だ。
国見山の頂上からは飛騨山脈のすばらしい眺 堂殿側では「金山峠」と呼んでいることが分かっ
『斐太後風土記』には「御坂」とある。標高
望が得られるが、山麓の呂瀬集落では昔から頂 た。
上から日本海が望めると言われてきた。地図を 約 1100m の峠だ。10 月末の紅葉が始まった頃、
見ると、高原川がここから一直線に富山湾へ注 呂瀬金山集落に入る。昔は 23 軒あったというが、
いでおり、確かに地形的には遮るものがない。 今は 4 軒だけの限界集落だ。ここには江戸期か

←御坂峠（金山峠）
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写真 1
ら昭和にかけて金鉱山があり、今も鉱口などが
残っている（写真 1）。この森部金山は、金森
時代に茂住宗貞が開きたいへん繁栄していたが、
元禄あたりを境に出金高が減少したという。
大正 6 年高山町の資産家が合同で「飛騨鉱業」
を興し、200 以上の人を雇って 10 年間操業して
いる。大正 9 年に丹生川村役場が照会した時点
では、前年分金産額 1646 円、鉱夫 33 名、事務
員 5 名、代表は武田万蔵になっていた。昭和 4
年からは秋田の人が昭和 18 年まで操業していた
という（
『丹生川村史』
）
。
集落の入口におられた S さん（60 歳）に峠道
のことを尋ねると、
「今から 30 年くらい前まで
は、毎夏に双方の集落が峠道の草刈りをやって
登り、峠で酒を飲んで懇親をやっていたが、今
は途絶えてしまった。それまでは両村の子供が
遠足で歩いた。
」と、峠の位置を指さして言われ
た（写真 2）
。
そして近年歩く人はおらず、最近は熊が多い
ので集落以奧の入山はすすめない、先日も釣り
人に帰ってもらったとも。筆者は「わしは去年
北海道の大雪山でヒグマと闘った男だから大丈
夫だ（実際は遭遇したがむこうが逃げた）
」とは

写真 3
言わなかったが、熊撃退用唐辛子スプレーを持っ
ているから大丈夫だと言ったら S さんは折れて、
今はヤブに覆われていて歩きにくいだろうと言
いながら入口を教えてくれた。この人は農業の
かたわら猟師を兼ねていて、今年はすでに熊を
10 頭駆除したそうだ。林道に駐車し、枝林道を
少し歩いてから山道に入る。一部ヤブに覆われ
ていたが、しっかりした道が残っていた（写真
3）
。峠には、大きい杉の下の祠に地蔵様がさみ
しそうに鎮座しておられ、お参りをする（写真
4,5）
。堂殿側にもしっかりした道が残っていたの
で、林道まで下ってみたあと往路を戻る。堂殿
側も部分的にヤブに埋まっていた。幸いスプレー
を使うことなく林道へ降りたら、道端の罠のオ
リに大きな熊が入っていて、出ようとさかんに
もがいていた。開けて逃がそうと思ったが危な
いのでやめ、自分で逃げるかもしれないと思い、
S さんなど集落の人には黙っていた。
帰路集落最奥で、往時のたたずまいを残す民
家に一人住まいをしておられる T さん（90 歳）
に出会う。昔峠を越えて蔵柱の山の中にある「は
んそうぼう」へよくお参りにいったことや、自
給自足の田舎暮しの楽しさなどを話してくれた。
長年自然の中で暮らし、自然の一部になってお

写真 4

写真 2
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写真 5

写真 6

られるような老人と話すことはまことに楽しく、 担いできた。
」
心がなごむ。老子の「無為自然」の思想では、 「こちらからは蚕を高山へ運んだ。
」
自然の中で自然の摂理にのっとって自給自足の
「金山の人が、農作業の手伝いに峠越で堂殿へ
生活を行う農民を理想としているが、T さんのよ きていた。
」
うな人がそうかもしれない。なお、T さんが峠を
「昔峠の下で堆肥用のワラを刈り、道を滑らせ
越えてお参りに行った「はんそうぼう」とは「半 て下したが、重労働だった。
」
僧坊」のことで、以前神岡町から旧上宝村へ抜
「金山の人が半僧坊へのお参りに通った。
」
ける小萱峠を越えた時寄ったことがある（
『くら
「この尾根を貫通するトンネルの話があったが
がね通信』No.80 4p 参照）
。
立ち消えになった。
」
他日、反対側から登るべく旧上宝村堂殿集落
帰路旧上宝村の郷土資料館へ寄って村内の石
に入る。集落最上部、峠入口に N さん宅があり 仏を調べた資料を見ていたら、金山峠の石仏は
道を尋ねると、ご主人（83 歳）から「林道で寸 天明 3 年（1783）
、金山集落の蔵柱巴ほかが建
断され分かりにくいので案内してやる」と言っ 立したことが分かった。
ていただけ、
ありがたく甘える。家のそばには
「金
帰ってから上宝郷土研究会の川上会長に電話
山峠入口」と書いた古い木柱があった。峠道は で役行者の像のことを尋ねると、旧上宝村には、
10 年前くらいから手入れをしていないとのこと 峠道が険しく遭難があったところなどに安置し
であった。ここ堂殿側では、向こうの金山集落 てあると教えていただけた。そして「大雨見山
の名が峠名になっているし、金山側では、この が修験の山だと聞いたことはない。本郷地区あ
あたりの小字名「御坂」が付けられている。軽 たりでは、大雨見山に雨雲が湧くと必ず雨が降
トラックで未舗装の林道に入り、途中で天文台 ると言われてはいるが。
」とのことであった。
への道と別れて左折。所々で軽トラから降りて
（初出『斐太紀』第 24 号を改稿）
寸断された峠道を教わり、その道を少し歩いて （現地調査日；金山集落側 : 令和元年 10 月 27 日、
みて写真を撮り、また上部へ向かった（写真 6）
。 堂殿側 : 同年 11 月 4 日）
中間地点で駐車して尾根に登ると、役行者の
石像があった（写真 7）
。今まで歩いた峠道で多
くの石仏を見てきたが、役行者の像ははじめて
だった。この上に修験の山があったことを聞い
たことはないが、N さんに聞いてもよくわから
なかった。さらに崩壊がひどい林道を進むと、
終点が先日金山から降りてみた地点であった。
案内してくれた N さんから、道中いろんな話
を聞くことができた。
「明治期、高山日枝神社の古い神輿（みこし）
を堂殿の神社が譲り受け、皆でこの峠を越えて
写真 7
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第 19 回

ライチョウ会議ぎふ大会

ライチョウは岐阜の県鳥ですが、生息環境の悪化や生息数の減少で、絶
滅の危機にあります。
今年は 11 月 7 日〜 8 日に岐阜大学を会場に「ライチョウ会議」が開催
されます。シンポジウムやフォーラムなどが行われます。ライチョウがお
かれている現状の最新の情報が聴けるでしょう。詳しくは大会ホームペー
ジ（https://www1.gifu-u.ac.jp/~lar/ptarmigan/）をご覧下さい
また、ライチョウを県鳥に指定している岐阜県のライチョウに対する姿
勢は、お粗末の一言に尽きます。そのお粗末さが浮き彫りに見えてくると
思います。都合のつく方は是非とも出席をお奨めします。
****************************************
☆ライチョウシンポジウム☆
基調講演：中村浩志氏
11 月 7 日（土）pm13:00 〜 16:30
****************************************
☆ライチョウフォーラム☆
最新情報を知る事ができるライチョウ専門家による講演会
11 月 8 日（日）9:40 〜 16:00
****************************************
会 場：岐阜大学講堂（学内サテライト有り）
定 員：200 名（各日）
申し込み：大会ホームページから
（https://www1.gifu-u.ac.jp/~lar/ptarmigan/）
申し込み期間：10 月 7 日〜 26 日

■ 会員を募集しています！

年会費 = 個人 2,000 円 家族 3,000 円 団体 5,000 円

あなたの知人、友人に入会をおすすめください
・郵便振替 00800-8-129365

振込先

乗鞍岳の自然を考える会

くらがね通信 81 第号（秋号）2020 年 10 月 22 日 発行
発行者 乗鞍岳と飛騨の自然を考える会

〒 506-0055

岐阜県高山市上岡本町 4-218-3

飯田

洋

TEL：0577-32-7206・ FAX：0577-32-7207
下記 URL のページからくらがね通信のバックナンバーが閲覧できます。
★ http://iidalaw.net/norikura.html
編集室では皆さんからの原稿、ご意見等をお待ちしています。
■ 編集責任者 : 松崎

茂

E-mail : ponykun0428@hidatakayama.ne.jp
表紙写真提供 : 小池 潜
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