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Ol霊器志認許
活動を通じ水辺に親しみと関心を深めていこう
とするもの｡6月5日から1 3日を一斉調査期間と
し､県内河川･水辺259地点を95団体1 ,227

人が調査｡パックテストによる水質模査と透視
度･水生生物調査､水辺環境確認を実施｡

02監禁誓票≡Eiu蒜アップ.

03苦言莞悪習詔i;.苦い.

生活ゴミの減量化やポイ捨てをさせない仕組みづくりに役立てることを目的に､

｢拾う｣から｢捨てない｣への意識変換のため､

散乱ゴミの回収･調査を実施｡ 8月から1 1月に行われ､49団体､973人が参加｡
イベントコラボは3事業開催｡ ｢最上川環境マップ｣から取り組み情報を確認でき

捨てられる前にできる事は何かを考え､実行し
ていくことを目的とした活動です｡昨年度に引き

ます｡

続き､モデル地区を対象とした横討会を開催｡

http: //map.mogamlgaWa.gr.jp/
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1 1月7日に山形市の遊学館にて開催｡米沢中央高の佐

｢身近な川や水辺の健康診断｣に継続的に参加

藤五郎副校長が｢かわりものの最上川｣と畏し基調講演｡

し､水質改善活動や環境教育に柵極的に取り組
んだ3団体を表彰｡受賞団体:日本大学山形高等

県内の学生･一般合わせて約100人が参加｡日頃の水環
境向上活動や研究成果を口頭･ポスターセッション形式で

発表｡参加者同士が活発な意見交換をし､交流を深めた｡

学校生物部(山形市)ボランティア･カムロ(真室
川町)レインボープラン推進協議会(長井市)

06最上川夢の桜街嵐)づくり

07 …云誓書禁r水辺の四割

2002年に桜の植樹を始め､これまでに約
2,500本の植栽を行いました｡今年度は桜の
手入れ･維持管理活動を重視し､支援をしまし
た｡ ｢桜守｣の育成にも力を入れ､研修会なども

これまでに桜や水辺の四季をメインテーマに写
真コンテストを4回開催｡水辺の四季として第2
回目となる今回は｢身近な水辺と人々のいとな
み｣がテーマ｡受賞作写真展を1月8から12日
まで文糊館にて開催｡来場者数約380人｡

開催｡

08冨芸芸進都市̀まち'づく｡

09助成事業･委託事業･その他

最上川や海岸の流木削減を目指し､森林整
備と県産木材を利用拡大する環境先進都市
づくり促進のため､新たな公の協議会を定期
的に開催｡森と街を結ぶ山形発の新環境産

みちのく国づくり支援事業(社団法人東北建設協会)､山形県公募型雇用創
出事業(山形県)､県民運動推進方策の検討事業(山形県)､多摩川フォーラム
との連携事業､県海岸漂着物対策推進協議会への参画､第51回東北地方治
水大会･東北の川ワークショップ地域交流in北上川における意見発表｡

業を提言､発信する｡
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美しい山形･最上川フォーラム設立10周年記念対談
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美しい元気な山形づくりを考える
山から海､人から人､過去から未来へ流れる最上川を､美しい元気な山形づくり運動のシンボルに掲
げ､ ｢美しい山形･最上川フォーラム｣が平成13年7月26日に発足した｡県民､事業者､行政､大学､ N P

O等が連携･協同し活動して､今年で1 0周年を迎える｡会員4.847名(平成23年1月31日現在) ｡水環境

を守り育て､地域文化を発掘し､地域経済を活性化する1 00年プランを基に､全県で活動を展開中｡ 20

年度日本水環境学会｢水環境文化賞｣､21年度日本河川協会｢第12回日本水大賞奨励賞｣連続受賞｡

会長:美しい山形･最上川フォーラ
ム(以下フォーラム)が10周年を迎

どざいますo

会長:ありがとうどざいます.金融

水､県民の美味しいものをつくりた
い職人気質など､全部相まってでき

え､また､知事に顧問にど就任いた
だいたことを機関誌でご紹介させて

機関が大勢加入しているのが一番
びっくりされます｡一般的には経済

ていますから山形県産は美味しい,の
です｣と背景から申しあげていま

いただきたいと思い､お伺いしまし

活動で環境が悪くなると言われます
が､我々は経済活動と環境の両立を

す｡最上川はその水が集まってほと
んどの地域をめぐり､田畑を潤し､

目指した新しいタイプで､そこを各
方面から評価いただいているようで

県民の生活を支えている本当に大事

た｡フォーラムは70人位で始めまし
たが､現在はもう少しで5,000人にな

るところです.水環境向上のために

な川ですよね. 10年も活動を続けて
こられたというのが素晴らしいです

水質調査やゴミ拾い､地域経済活性
化のために桜を植えるなどを継続し
て実施してきましたが､それらが評

知事:私は首都圏などで県産物の

価され､一昨年水環境文化賞を頂き

おりますが､そのとき｢これが美味

し､美しい環境を維持している
フォーラムの活動に敬意を表したい
と思っております｡県民歌も｢最上

ました｡ 5,000人近くの活動や産学官

しいですよ｣っていうだけじゃ､ど

川｣ですからね｡ともすると世界文

公民組織が非常に珍しいようです｡

この県も同じでしょう｡だから私は

化遺産登録を断念したことで､どう

知事:産･学･官･民､金(融)普

いつも｢山形県は県土の7割以上が

でもいいのか､と思っている方がい

で入っていますよね｡その活動が10

森なので､空気は澄んでいるし､美
味しい水ができます.その美味しい

るかもしれませんが､逆なんです
よ｡世界からどう思われたとして

周年を迎えられ､本当におめでとう

す｡

トップセールスをさせていただいて
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リュ一に木屑が絡まって動かなく

く思っていますし､大事にしなきゃ
いけないと誰よりも考えている一人

なったんですよ｡港が近かったの
で､ゆっくりゆっくり進みました｡

し合い､国土交通省が掘割から支流

ですから､そこはど理解いただきた

上流からのゴミが､船などに影響を

に出るところに柵を作り､ゴミを引

いなと思います｡ですからフォーラ

与えていると実感しました.時間は
かかるかもしれませんが､やはり県

ムと一緒になり､環境も含めて､美

しい最上川､元気な山形を構築でき
るよう頑張っていきたいと思ってい

全体で取り組むべきことですね｡海
と森は密接に循環し関係しており､

ます｡

子供たちにとっても環境問題の勉強

環境も住む人も美しく､

持続可能なシステムを考える
会長:美しい山形をつくるには､ま

ず水をきれいにと活動している.塞
本はその水を使っている人ですoつ
まり日常生活が美しければ水はきれ

た｡エンドレスにお金がかかり､財

政的に厳しく難しくなっている｡そ
こで､例えば地元の建設業者の人た

会長:昨年度､朝日町の上郷ダムを

ちにゴミを拾ってもらい､その企業

視察し､そこで年間100トン以上の
ゴミが出ていると聞きました｡内訳

を地域貢献企業として認定し､公共

す｡まず流木を減らすことが重要だ
と考え､昨年度からゴミ発生源対策
の中のテーマとして検討していま

入札の時にポイントをつければ､お
互いに地域に喜ばれ､お金も余裕が

出ると｡そういう仕組みを市町村に

す.いろいろ聞くと､森を守るため

いになります｡

に間伐をするが､運び出すのに採算

富士山や四万十川など景観のきれい
なところは全国にありますが､そこ
に住んでいる人が美しくなると景観

がとれないのでそこに置いておくよ

も長くなります｡美しくするのは県

きあげています｡昔も柵を作りゴミ
を拾っていましたが､引きあげる人
がいないのでお金で解決していまし

になります｡

を聞くと､ 3‑4割が木材､流木で

うです｡それが雪崩などで流れるの

で､流木は減らない.木に価値を持
たせ､木を有効に使うにはどうした

民一人ひとりの生活がポイントだ
と｡でも人間そう簡単に変わりませ

らいいかと.ペレットに利用するな

んし､時間もかかりますので､美し
い地域をつくるには子供の時から環

を大事にする社会､街の中の木造に

境に関わっていくべきだと思うので

どうかということで､今研究会を

導入できないか､連携して検討して

す｡水質調査には小中学生も参加し
てもらい､長年継続している団体を

やっています｡街の中の建物などは

います｡

耐火や耐震の問題でコンクリートや

知事:是非それはやっていただきた
い｡県では､地域の消防活動や河川

どもありますが､森と街を結ぶ､木
よる落ち着いたまちづくりをしたら

小中高校生が地域の問題に関わり､

鉄でつくってきましたが､最近技術
が進んで､木造でも耐火と耐震に対

社会的に評価されることを知っても

応できるようになってきました｡公

らう､そこから変わると人々の生活

共建築物を木造にすれば､一般の人
達も街の中に木を使うようになりま

表彰しています.

ももっと良くなる｡

知事:そうですね｡やっぱり日常生

す｡ぜひ山形では､森を守るために

活からやっていかないと.私は知事

木を使おうという運動につながって
いけばいいなと思っています.

になる前､地域自治会で､馬見ヶ崎
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がら､大江町から上流の地域をモデ
ルにしてゴミを出さない仕組みを話

も､最上川は山形県の宝なんだと固

活動などをしてくれた事業者をポイ
ントに換算した入札制度に改正して
おります｡市町村もぜひ取り入れて
欲しいと思います.地元の業者さん
にも納得してもらいながら推進する
ことが重要ですね｡
会長:そうです｡地元だけでなく､

川原のゴミ拾いに何度か参加しまし
たが､結構ゴミが落ちています.ゴ
ミ拾いした人はゴミを捨てなくなる
のは本当にそうだなあと思います

知事:保育園やこども園､酒田の方
ですと特別支援学校など､木造建築

地域に貢献している企業ならポイン
トつけられます､という形で理解を

物がでてきております｡県として
は､あらゆる施策に環境問題という

得られるのでは｡地元企業で働いて
いる人は地元の人ですし､地元がき

ね｡拾うときの大変さが分かります
から｡昨年飛島に行ったのですが､

視点を入れ込んでいくようにと申し

れいになることが仕事の一環になれ

あげております｡今おっしゃったこ

ば嬉しいはず｡強制ではなく､話し

酒田から飛島‑行く時､ブカブカ
と木が浮いていました.それは最上

とと方向は一緒だと思います｡やは

合いで納得できたところからやろ

り､木材を利用するといった方向で

う､一律に決めないで､出来るとこ

川から流れてきていたのですね.飛

いきたいと思います｡

ろからやりたいと思います.そんな

島からの帰り､港に着く直前にスク

会長:上郷ダムのゴミの量を計りな

形が一番長続きするのでは｡環境間
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題は持続するシステムがないと難し

ば.それを含めて県下に広がってい

い｡

けば､地域の協力も得られやすいと

知事:そうですね｡やはり持続性は

思うんです｡

大事ですね｡

知事:ぜひ､子供たちも一緒にやっ
てもらいたいと思いますね.私は､

みんなで知恵を出し合って､

美しい元気な山形づくり

人は赤ちゃんのときから社会の一員
だって言うんですよ｡社会に出てか
らが社会人だっていうけど､私は違

かと｡上流でゴミ発生源対策運動を
していますが､全地域をカバーする
ような形で進めていければと考えて
います.

知事:そうですよね｡百聞は一見に
しかずで､ 1回見て､ 1回拾えば分か

るっていうかね､すどくインパクト

うと思います｡生まれたそのときか

が強いと思いますし､やはり体験と
いうのは大事ですよ｡

知恵が勝負です｡知恵を出し合え
ば､お金をかけないで持続可能な仕

ら社会人なんだと.特に小･中学校
という時は大事で､社会･自然を常
に意識しながら生きていかなければ

会長:また､過疎地の人たちと
フォーラム活動を協働しながら､
｢新たな公｣による地域づくりのモ

組みになる.フォーラムの特長はフ
ラットな組織で上下がないから､住

いけないと思うんです. ｢人間｣っ

デルづくりをここ2年間位やりまし

て､ ｢人の間｣と書きますでしょ

た｡レーきいきした生活ができるよう
バックアップしたいとoその仕組み

会長:ゴミ問題を通した環境問題は

民､企業も行政も同じ立場で話し､
みんな知恵を出し､行政の仕事だか
ら行政でやりなさいじやなく､自分
たちもやります､企業も経済的な
バックアップ資金を出しますなど､
それぞれができるものを出し合うと
うまく事業が進むのではと感じま
す｡

知手:そうですね｡やまがた社会貢
献基金なども活用しながら､みんな
で知恵を出し合うのがポイントかな
と思いますね｡フォーラム10周年の

今年は卯年｡私は年女で､卯生まれ
の守り本尊が文殊菩薩ですので､特
に今年申しあげています｡文殊菩薩
はど存知のとおり知恵を授けてくれ

う?人間社会の中で､いろんな活
動､社会の為のことをやりながら生
きていくことを教えなきゃいけない
と思います｡

会長:教えるのに加え､子供は責任
を負わせるとちゃんとやるし､小･

中学生が決めたことを大人もやると
なると､真剣に社会を見るんじゃな
いでしょうか｡子供たちが水質調査

を継続するのはなかなか大変なので
すが､それを表彰し､自分たちの活
動が大人の間でも評価されると子供
が育ってくる､責任感を持ってくる
し､地域の人も子供たちがやったこ
とで自分たちの社会が変わるとなる
と､子供を見る目も変わるんじゃな

を他地域にも広げていきたいと考え
ています｡

知事:そうですか｡ぜひ県民の皆さ
んが元気になるよう力を合わせてい

る菩薩様ですので､知恵を出し合っ
てこの難局を乗り切ろうと､話題に

いでしょうか｡知事がおっしゃった

ように､子供も大人もみんなで知恵

きましょう｡

しています.県も知恵を出して､
フォーラムと一緒になって最上川を

を出し合って社会をつくっていく､

会長:そういった形で今後とも活動
を進めてまいりますので宜しくお願
いします｡またいろいろとど報告し

そういう雰囲気の社会をつくること
にフォーラム活動が役立てばと願っ

きれいにする､ひいては県土全部を
きれいに､元気にする､とつながれ

ています｡

ばいいと思います｡

知事:こうなると､もう社会づくり

会長:子供たちが水質調査に参加す
ると､この川が汚いなどと分かる訳
です｡子供たちが調べたデータに基
づき､規則をつくる､補助金を出す
など箇所づけし事業化していくと､
子供たちは調査したものが自分たち
の地域を長くするのに生かせること
となり､社会に関する意識が高まり

ます｡子供たちが調べたデータは公
表しておりますので､その結果を得
て､モデル事業などを始めてもらえ

ますので､ぜひお知恵をいただける
と我々も一所懸命頑張っていけます

ですね｡

のゃo

会長:そうそう､我々は基本的に地
域づくりだと思うんです｡いろんな
人に参加してもらい､その中で自分
のアイデアを生かしながら地域づく

知事:今後とも頑張っていただきた

りをしていこうと｡先ほど出た海辺
のゴミについても､海岸の人たちが

いました.

拾うだけじゃなくて､上流の人たち
が最上川を通して､自分の捨ててい

いと思います｡一緒になって､ほん
とに｡

会長:今日はお時間ありがとうござ
知事:わざわざおいでいただきあり
がとうどざいました.

るゴミが海岸を汚していると分かれ
ば､少しはきれいになるんじゃない

l乱小山形･毛上川フォーラムF o4
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参加が大幅アップ!
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前年度に比べ､たくさんの参加が見られました｡水質調査に参加した高校
生からは｢昨年より水質が悪化しておりショック｡今後も調査を継続していきた

い｣といった環境改善に向けた積極的な意見が多数寄せられました!水質
調査に24団体349人(65地点調査)､クリーンアップは黒滝会とコラボ
フットパス沿い集めたゴミは120kg､ 14団体309人参加｡

最上川を触れて探して科学する
白鹿町に黒滝会誕生｡会の名は岩盤を開削した舟道に由来する｡最上川
のゴミ拾いを手はじめに､ ｢歴史掘り起し班｣は船頭を祖とする旧家から小鵜
飼船を操った｢とも擢(がい)｣を発見｡ ｢子どもは遊んで科学｣と､棄てられてい

た田んぼを見る間にビオトープに変身させたサイエンスクラブ｡活動内容は会
員自らの技を生かして自由自在に展開させている｡

Lj

03

もがふお×たまふおおおた商い観光展2010へ出展協力
我々の姉妹関係にある､多摩川フォーラムさんとの連携事業として10月
16,17日大田区産業プラザPiOで開催された｢おおた商い観光展201 0｣
(主催:大田区､大田観光協会ほか)に､出展協力をしました｡ダニエル･カール

さんの講演『夢の桜街道⑨がつなぐ多摩川と最上川』で白鷹町鮎貝語り部の
会の映像を放映した他､活動パネルや写真コンテスト作品を展示｡また､会場
で会長が県産米｢つや姫｣もPR !多くの来場者の方々に､山形を知ってもら
う機会となりました｡

ColumTl

長井市泉｢最上川を渡る獅子｣
最上川と白川が合流する地点､その左岸に開けたのが長井市･泉の里である｡言い伝えによれば､米沢より最上川を流れ下った観

書像を対岸の山懐に安置したのが､現在の里の産土神･羽黒神社の由来である｡昔､農耕馬の餌の草木や､炊事や冬場の暖を取る
薪は全て対岸の羽黒の山に頼らなければならず､それらは川舟で運んでいた｡

̀

薪を切る｢春山｣と呼ぶ山の作業を終え夕方､雪解けで水かさを増している最上川へ舟を出すには､ただ羽黒の大神に加護を念ずる
●
のみであった｡また川に馴染めぬ子どもがいると､ガキ大将は舟を本流に繰り出しその子を放り投げ､頃合を見て助け上げ強引に泳ぎを
覚えさせた｡こうして川舟を欠かせない道具として最上川に向かい合って生活してきた
のが､泉の土地柄であったと古老は振り返る｡

神社の秋まつりも､黒獅子が川を舟で渡り､家々の厄を払ってきた｡白装束の行列
が笛･太鼓に彩られ川原を進む光景は神々しくも勇壮なものであった｡しかし昭和36年

に神社は損壊､また､薪や炭が石油にとって代わるエネルギー革命といわれた時代に
入ると､里の人びとの暮らしの変化も手伝い､社殿は山から人里に移り､最上川を渡る
獅子も節目の年にしか見られなくなった｡

往時､稲作に欠かせない水と龍神を象徴する波がしらを紋様とする大薫をつけ､五

穀豊穣を祈願した獅子｡時は移り今､若者の生活の基盤となる里に立地した事業所
Lコ

で､天に吠える大きな口で厄難消除を念じ､あまたの災厄を呑み込んでいる｡
昭和63年9月3日

例大祭で獅子頭新調を記念し､27年ぶりに奥

書で獅子舞を奉納｡氏子の待つ泉の里へ向かうため､最上川を･X

本木勝利/協力･羽黒神社宮司

新野義窯

る｡ (昭和63年9月山形新阿掲載)
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朽画
地域別参加数ナンバーワン!
6月､新緑薫る大江町神通快をクリーンアップ｡観光しながら清掃する
というJTB東北の取り組みに協力｡参加者のみなさんは自然も気持ちも
すっきりの1日になった｡8月には水土里ネット三郷堰さんと中山町に

て活動｡当フォーラムでは初となる農業関連団体とのコラボレーション
を成功させた｡水質調査に35団体383人(96地点調査)､クリーンアッ

プに16団体288人と､4地域中最多の団体が参加｡

ようこそ(一一‑ ) J中学生のみなさん
11月12日にLLJ形市立第五中学校3年生(写真右)､12月3日に山形大ト

学附属中学校1年生(写真左)の生徒さんに総合学習への指導協力を行い

ました｡パックテストで水道水に顔の皮脂をつける実験では､きれいな川

に台所からの廃油が流されたイメージを理解していただけたよう｡水環境
問題を積極的に学んでいこうとする姿に､教える側も力がはいりました｡

し▲j

あなたがつくる､桜の名所

株式会社ヤマザワ主催､フォーラム村山地域部会協力にて行われた
03 ｢山形市西公園桜維持管理活動(10月11日)｣｡26名の参加者のみなさ
まには､園内約150本の桜の木に施肥･勢定をしていただきました｡肥

一二

料は株式会社丹野さんより原価で､山形市西公園からは緑茶の差し入れ
をいただきました｡維持管理活動のあとは､ヤマザワ特製の芋薫とおに
ぎりをご馳走になりました｡

t''lい1

I.

山形県に降る雨
水はpH7が中性です｡数値が小さくなると酸性､大きくなるとアルカリ性
になります｡酸性雨とは､ pH5.6よりも低くなった雨と定義されています｡
県では平成7年からと(第1次) ､平成14年から(第2次)の4カ年ず

つ､酸性雨調査を実施しています｡調査報告書によると､第1次から第2次ま
での間､県内のほとんどの地域でpHの低下が観測されました｡しかし､湖

沼のpHの低下は認められません｡これは土壌による緩衝作用が働いたため

ですが､土壌の緩衝能力には限界があり､このままでは将来湖沼は酸性化
し､植物も川も変わるでしょう｡

今年は生物多様性年､多様性が失われないよう地球上に住む私たちは､
もっと環境へ目を向けていくことが大切です｡
渡連恭一
酸性雨ネットワークでは､一般市民､大学の研究者､行政機関､企業が集まって､酸性雨について
の勉強をしています｡会費は無料､ 1 1月には県内一斉に降雨のpH測定をしますのでぜひご参加く
ださい｡お問い合わせ(0237‑52‑31 27)山形県環境科学研究センター

̲
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し｣クリーンアップ小学生も参加して

01

児童と先生一緒になって､学校からの道のりを歩いてクリーンアップ｡ ｢橋の

下に不法投棄はないか?｣ ｢バーベキューの跡の周りのゴミが目立つなあ｣環

境破壊が問題視されるこのご時世､ゴミへの関心は大人以上かもしれません｡
水質調査に20団体276人(55地点調査)､クリーンアップに6団体(うち

小学校2)90人参加｡

〝きれいな水は汚したくない汚れた水はきれいにしたい〝
最上地域部会では､水環境改善活動の中で日ごろ感じている問題点をリス
トアップし､今後の最上部会としての活動を検討するための基礎資料とするこ
とを目的とした｢川と湧水の診察会(1 1月29日)｣を開催｡バスで湧水マップに
掲載されている1 2箇所をまわり､現地踏査のうえ課題を確認しました｡当日は雪
の降る中でしたが､参加された皆さん､とても意欲的でした!

l

I

最上川と私〜川遊びの素晴らしさ〜
私は最上川のすぐそばで生まれ､少年の頃には､最上川を遊びの場として
育った｡夏にはふんどしのまま家を飛び出し､ほとんどの時間を最上川で過ご
す毎日であった｡

最上川は､遊びだけでなく生活そのもののフィールドであり､自然や仲間と
の触れ合いを通していろんな知恵を学ぶ場でもあった｡
しかし､今の子ども達は､川で遊ぶことや泳ぐことも少なくなってしまった｡

教員として､最上川の対岸にある古口小の外川分校､真室川小や安楽城
小､そして神室少年自然の家等に勤務した｡いずれも川の近くであり､子ども
達に川の素晴らしさを伝えようと､川との触れ合い活動を深めてきた0

ライフジャケットを身に付け流れに身を任せる泡の滝激流下り､最上川の
ボート下り､そして大沢川で思いっきり水泳ぎをする安楽城自然塾などの活動
を通して､現在の子どもにとっても､川遊びがいかに大事なものであるかを感
じ取ることが出来た｡

今も昔も､川は子ども達の感性を研ぎ澄ます場であり､感動を感じ取る場で
あり､そして､生きる力を育む場であると思う｡

b ヽ

｣

̲̲±鼻血

昭和47年に新接の地･戸沢村立古口小学校外川分校(昭和54年廉校)
で細ったものです｡分校は最上川を渡船で護った所にありました｡
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継続参加も増えるクリーンアップへ!

01

最上川の河口･海岸でのクリーンアップが盛んです｡毎年継続して行って
いるみなさんは､普段見過ごしてしまいそうな川べりの入り組んだところまで目
を光らせてくれています｡釣り人のみなさん､マナーもチェックしてますよ!
水質調査に16団体219人(43地点調査)､クリーンアップに13団体
286人参加｡

庄内全市町制市! ｢桜の維持管理研修会｣
庄内地域部会では､設立と同時に庄内地域の市町を対象に桜寺の育成に
力を入れてきましたo今年度の事業をもって､全市町への研修を終えました｡硬の

降る中の高車での作業､風吹き荒れる中の勢定作業‑‑すべては次の年､そ
してまた次の年美しい桜を見るために‑‑･ 5市町といえどもひとつひとつがとて

も広いので､今後も少しずつ取り組んで行ければと思っております｡これからも
我々の桜もぜひ守りたい!という方はぜひ､ご連絡ください｡

3月6日に三川町大字横山土橋町内会と連携し､町内赤川脇の桜並木で
実施｡

Column

春を彩るサクラマス

‑川にのぼったとき絶品卜･

庄内では桜とともに､銀白色に美しく輝く｢サクラマス｣が春の盛りを告げる｡名前の由来は､桜が咲く頃に漁獲され
るから､産卵期になると桜色を帯びる婚姻色からなどの説がある｡大半は海で獲られるが､酒田では最上川下流で獲られ
たものを川マスと呼んで珍重する｡大海を回遊してきたマスは､川口近くで停滞し淡水に身体を馴染ませてから川に入っ
てくる｡川に入った直後が一番美味だという｡酒田の趣味人･伊藤珍太郎氏は｢‑ ･海の時代にはみられない肌あいと
味とを備えさせはじめる｡ ‑ ･最上川下流で獲れるサクラマスは､ひとつの絶品の系列下にある食味と断言できる｡ ｣
と述べている｡

素焼き､煮付けが基本であるが､ ｢マスのあんかけうどん｣は､昔から5月の酒田祭りには欠かせないご馳走であるo
ゆでたうどんに薄醤油で煮たマスとゆで卵とをちらし､こしのあるあんをたっぷりかけ､ショウガを添える｡その彩り､

味わいは昔から変わらない郷土料理であり､今年も無事春を迎えられたという喜びでもある｡
さて､このサクラマスは､平成4年3月､ ｢山形の県魚｣に制定された｡海から最上川を遡り､各支流で産卵する｡川

にいるときの幼魚はヤマメである｡最上川での採補量は多い時には20トンもあった｡ヤマメの放流にも取り組んでいる
が､近年は減少し平成1 8年は2トンであった｡

最上川の豊かな自然を象徴する､そして庄内の食に欠かせない県魚の川獲りのピンチを救うため､何ができるか｡今後
の課題である｡

原田清廉
参考半附:山形gL内水面水産試験叫rサクラマスの生鮮と山形県における現状｣伊藤珍太郎箸｢庄内の昧｣

サクラマス:サケ目サケ科の魚で非常に美味｡幼魚のヤマメは渓流釣りの対象魚として
人気が高い｡水産業の振興を図り県民の水産への理解と親しみを深めるため1992年

3月9日､山形の県魚に制定される｡また､県内に広く分布する魚であり､豊かな自然を
イメージすると評価が高い｡
銀色(春)
写I捷供
.;=

荘内日報社

写克提供 山形県内水面水産武喰唱
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0【一般の部】最優秀賞/｢鮭漁｣戸塚喜八(新庄市) ○撮影場所:鮭川村
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◎【一般の部】優秀賞/｢花見時｣海谷定信(山形市) ○掘彩場所:遊佐町洗沢川

○【一般の部】優秀賞/｢北帰行の頃｣佐々木育治(酒田市) ○撮影場所:酒田市山居倉庫
f乱い山形･最上川フオーラ可10

0【一般の部】奨励賞/｢静寂｣佐藤潔(天虫市) ○掘影場所:遊佐町牛波川

○【一般の部】奨助岱/｢お母さん‑と｣山田正三(宮城爪) ○撮影喝所:金山町大堀

ll

○卜椴の部】奨励賞/｢じゅんさい摘み｣藤田正治(山形市) ○掘影場所:村山市大谷地

0【一般の部】奨励缶/｢渓軌こ春の訪れ｣避辺哲志郎価根市) ○抗はrlb拐所:西川町月山
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由節･.LrTlやまがた｢水辺のPq季｣写貞コンテスト人餌作品

審査員
阿部直美氏(山形県写真連盟会長)
前川孝子氏(フリーアナウンサー)
本間義衛氏(美し叫山形.最上川フ*‑ラム 最上川文化.地域経済活性化部会長)

講評
(阿部直美氏より)

◎晩秋の最上川の鮭漁を捉えた作品です｡木船の中で作業する人の
手元と鮭の跳ねる姿がスローシャッターで撮影したため､プレてお
り､そのことが作品に動きを与えています.また､早朝のためか画面
全休がモノトーンに仕上がり､その色合いが昔からの水と人々の営
みを効果的に表現しています｡

○遊佐町の洗沢川の土手の満開の桜と花見をする人々の姿を捉え
た作品です｡遠くに残雪の鳥海山と川を横断する鯉のぼりと花見の
人々､待ち望んでいた雪国の春を表現しています.土手の桜を愛で
る人々の姿は訪れた春を休いっぱいに受け止めているように感じ
られます｡

○うっすらと積もった雪の山居倉庫とにび色の雲の切れ間から射
す太陽の光に輝く屋根の雪の白きと逆V字型の白鳥の北帰行の姿
を捉えた作品ですo新井田川の水が暗く落ちている中で､屋根の上
の雪の白きと石垣と雪のコントラスト､空を飛ぶ白鳥の姿にEl本画
のようなしっとり感を感じます｡

0遊佐町の牛渡川での撮影とのことですが､捗の樹林がリズミカル
に配置されており､低木の緑の鮮やかさ､そして左下の水面に映る
樹の姿､タイトルの通り､静寂感にあふれた美しい作品です｡水と緑
の豊富な美しい国だと改めて感じる事のできる作品です.

0村山の通称じゅんさい沼である大谷地地のじゅんさい摘みを捉
えた作品です｡沼の水面に写った夏の青空と雲の姿が印象的な作品
です｡方舟に乗り､じゅんさいを摘む農家の人々を画面上に配置し､
作業の水音だけしか聞こえなへ静かに時が過ぎていく情景を捉え
た作品です｡

0金山町の大喝で鯉に餌をやる親子を捉えたものですが､お母さん
と子供の二人の表情が良く､まさに水辺の人々の営みを具現化した
ような作品です.水に親しみ､水と遊ぶという二人の楽しそうな感
情が伝わってくる作品です｡
0葦毛雪､ブナの新緑､雪解け水で水かさを増す渓谷の流れ､そして演
谷に咲く桜のピンクの花をポイントにした美しい作品です｡深い雪
に閉ざされていたLLlに遅い春が訪れ､樹々が一斉に芽吹く美しさ

は､雪国に育つ我々の待ち望む時であり､その春を迎えた歓びの一
瞬を捉えています｡

○鮭川村の庭月観音の灯龍流しを捉えた作品です｡水面に流れる灯
龍と先祖供養を行おうと岸辺で祈る多くの人々の姿を橋の上から
傭轍して捉えたものですo日没間もない暮色のブルーの色合いと灯
純のろうそくのオレンジの灯りが送り盆の静かな雰囲気を出して
vlる作品です.

0【一般の部】優秀'fi'/｢灯弧流し｣鬼島金二郎(山形市) ○撮影場所:睦川村庭月
当写員コンテストは､社団法人東北建設協会｢みちのく国づくり支援
事業｣の支援を受け開催いたしました｡

I乱い山形･最上川フォーラム1 12
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美しい山形･最上川フォーラムは
昏①希望

たくさんの方々のご協力により活動しています｡

②陽気と桜花に誘われて人々は集い､
欄漫の宴に心は和み､
何時しか楽しい会話で盛り上がるo
人それぞれに希望と意欲が湧いてくる･ ‑

今年度､私たちの事業に参加していただいたみなさんに､
フォーラムの要である〟さくら〟について

さくら大スキ!!

ひとこと伺いました｡

③奥山

一雄さん･黒滝会会長
(地域事業ど協力)

①あなたにとっで̀さくら''とは?

②なぜそのように思いますか管

③氏名･所属

『①たくさんの勇気を与えてくれるもの
②桜が咲きほこる姿を見ていると
色々な悩みや不安もふきとんで
…先に進む"勇気が湧きでてくるから
(卦上野

帆乃夏ちゃん･

七日町カルチャーチアダンスチーム､

勝子さん･ママ(水質調査参加者･事務局員)

たくさんC)

負象を与えて
くれうもq)
̲, ,r､P^

ii 二千三
1

■

』左

①はじまり
②.'桜が咲く‑4月"というイメージがあって､

4月から新しい生活がはじまるからです｡
③五十嵐

麻衣さん･山形大学人文学部4年

色石
(丑元気になる

②春になると不思議とやる気と元気がでるからです｡
色んなことに挑戦しようっていう気持ちになりますo
③及川 沙織さん･山形人文学部4年(ボランティアスタッフ)

也(彰高揚

②さくらは気持ちの高揚｡毎年春になると
開花の情報を集め､わくわくしながら各地の
さくらを撮影しています｡
③戸塚

喜八さん･NTT東日本一山形

営業担当(第二回やまがた｢水辺の四季｣写真
コンテスト最俸秀賞)

EF①笑顔のもと!

②四季折々の大切な思い出が詰まった桜｡
何処にいても､そのパワーで笑顔になれるんです!
③平野
13

沢果さん･モンベル(前事務局員)

ヽtlヽl lil llHヽり(ハ11lH
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炉(彰あたらしいスタ‑ト

②出会いと別れの時季で､悲しいことがあっても
桜を見ると､また頑張ろうと思えるから｡
@武蔵 花奈ちゃん･
七日町カルチャーチアダンスチーム､

育夫さん･ママ(水質調査参加者)

節(彰どきどき
②入園･入学･入社 新しいスタート･出会い･
いろいろな事が待っているときに咲いている花だから｡

̲一一一一′

(参本間

真由美さんと職員のみなさん･

一般財団法人山形県理化学分析センター(水質調査ビ協力)

也 ①旅立ち

⑧自分が山形で一人暮らしを始める直前､
実家の桜が椅膿に咲いていたのが
今でも印象に残っているから｡
③坂本浄さん･山形大学理学部3年
(ボランティアスタッフ)

<l＼合格

⑧高3の受験期､先生に
｢来年はどこで桜が見たいですか? ｣と
言われました｡山形大学の満開の桜を
見たとき､合格してよかったと心から思
えたから｡

③根本

遥加さん･山形大学理学部1年

(ボランティアスタッフ)

jiJl Jir

高校生以下の部入選)

(参あっという間に咲き､あっという間に散るからo

③大熊 諒さん･米沢工業高等学校1年
(第二回やまがた｢水辺の四季｣写真コンテスト

高校生以下の部入選)

Jトノ

rl｡万骨J/717,〜‑, L,r㌧＼ぅ

隻了詳調晶IL緒言打順古学〜J

l乱い山形･最上川7‑ラムl 14

部会長メッセージ

息

清流･
環境対策部会長

菅原幸司

くり｣の植栽も10年目を迎えます｡今まで県内

清流･環境対策部会では多くの方々と協力
しながら｢身近な川や水辺の健康診断｣ ､
｢美しいやまがたクリーンアップ･キャン

各地の多くの方々からご協力を頂きました事に

ペーン｣ ､ ｢もがみがわ水環境発表会｣等々

心より感謝申し上げます｡皆様の手によって植

の活動を行っており､フォーラム機関誌の
｢夢の桜街道さくら物語｣にもその一端を紹

やまがたを美しく､多くの人に感動を与えた
い｡そんな思いで始めた｢最上川夢の桜街道づ

えられた約2.500本以上の桜の苗木も大きく育

ち､花見が出来る様になった処もあります｡
昭和41年〜42年頃放映された木下慶介アワー

に｢記念樹｣と云うドラマがありますが､ 1本

の桜の木で結ばれた教師と子供たちの固い緋を

描いたドラマです｡皆さんが植えられた桜にも
いろいろな思い出やドラマがあると思います｡

A

置賜地域部会長

竹田

仁

桜の植栽を自治体や企業の義務にしてしま
えば､あっという間に最上川は桜でいっぱい
になるでしょう｡私たちは義務や使命感から
ではなく､日本一の桜並木を自分たちの手で
つくり上げるという､ロマンを抱いて活動し
ています｡つまり夢を持って､ということで

介させていただいておりますo
｢捨てない･すてさせないin最上川｣の活動

す｡川漣いも同じです. JHこ行った人がごみ

も含めて､最上川上流域と､河口域に住む
人々が連携して水辺環境を良くする取り組み

です｡

を進めていきたいと思います｡

を拾う仕組みをつくるなんて､夢のような話

それでも私たちは､今日もせっせと川に通
います｡夢があるからです｡義務でも教え説

美しい山形･最上川フォーラムの活動も､

くでもなく､一緒に夢を持って活動に参カロし

てくれる人たちが増えることを願っていま
す｡

からも皆様のご協力をよろしくお願い致しま

年とともに盛んになってきました｡多くの
方々の熱意の成果でございまして､地道に継
続することの大切さを改めて実感しながら､

す｡

大いに元気つけられています｡

川沿いのサクラ並木

きれいな桜街道と共に各地域に皆さんの桜物

語を創って頂ければこの上ない幸せです｡これ

澄んだ流れからは

すがすがしい空気が一

村山地域部会長

渡遠恭一
最上川をシンボルとした山形県の生態系の
保全･保護を､多くの方から知っていただく
ことがこのフォーラムの一つの目標です｡水

辺の健康診断や散乱ゴミの回収をとおして自

恩

最上地域部会

庄内地域部会長

虚空)原田清虞

川はかつて生活に密着した場所であり､さ
まざまな文化をはぐくむ場所となっていまし
た｡その川の有り様が､その地域の文化の度

庄内地域部会では､ ｢美しい山形･最上川
フォーラム｣の名前を広めるため､参加しても

合いを映すといっても過言ではありません｡
それゆえに､最上川が日本一の清流となる

らいやすい｢桜守り育成｣研修会に取り組んで

ならば､あらゆる分野の振興に対して大きな
よい影響を及ぼすことになるでしょう.

きました｡ 1 8年度の酒田市の新井田川を皮切

然環境への関心を深めました｡

りに､鶴岡市八沢川せせらぎ公園､庄内町最上

また西公園では桜の手入れを学びました.
来春にはひと喋違った桜花を楽しめそうで
す｡桜も川も人の手が大切o花を川を､もつ
と身近に感じることが環境に対する心を養う

川河畔･小出沼､遊佐町八ツ面JH ･ 7号線脇､

ことと思います｡

夢を持とう

2 2年度は三川町赤J棚臥各箇所の桜並木を現

場実習場所として実施してきましたC
庄内の2市3町を一回りしたので､次の活動
テーマは何がよいか､思案中です｡庄内地方は

最上地域部会は市内を流れる｢指首野川｣
をモデル地区とし､河川アダプト団体の方々

や地域住民､学校方と協力して､汚れの原因
がなにであるのか一斉診断を実施し､継続し
た美化が可能となるよう各分野に改善を働き
かける活動を予定しています｡

来年度は最上川の元であり､自然界を循環
する雨についても勉強してみたいと思ってい
ます｡生態系をはぐくみ､包容力のある水､

最上川流域から離れた地域が多く､どうしても

私たちの挑戦が､支流の水質改善を実現

最上川の名にこだわって､ ｢美しい山形｣づく

最上川は県民の宝です｡

みません｡

し､市民の手で自然環境という財産の価値を
さらに高める運動に発展することを願ってい
ます｡身近な改善から｢最上川を日本一の清

りという趣意の広まりや活動の輪の広まりが進
｢美しい山形｣づくりを合言葉として､活動の

流にする｡ ｣それが私たちの願いです｡

輪を広げていきたいと思っています.

編集後記
M川Ihl､【 ヽ nlLW.1川Il
ご川l＼りIlう

特熊に念願のビッグ対談を載せることができました｡吉村美栄子県知事に顧問になっていただき､会長との対談が実現しまし
た｡ 100年プランの10年目を節目として大きく一歩が踏み出された感がします｡

夢の桜街道㊥への桜の植栽もさらに前進されるものと思います｡桜守の重要性も今後強く意識されなくてほならないでしょう｡
そこここに植えられた苗木が美しい桜の成長した姿を写irdl.にして事務局へお寄せいただきたいと強く思います｡

フォーラムの事業に参加される方々の人数も大幅に増えてきていますC活動に参加されての感想やご意見ご要望など東上川や桜
へのあふれる思いを写fi.や文字に表現してみませんかo

会員の皆様のフレッシュな投稿･ご意見をお待ちしています｡
編粂長
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千成照美

^沢川せせらぎ公Eq愛等会

1

山形銘木市場
山形ワシントンホテル

杵屋本店

千門町蛍の会

山形銀行

キムラ建装

第一タクシー

荘内報行

協同組合山形流通団地

きらやか錦行

協立計装=美

山形借用金Jf

キリンビール山形支社

たかはLA蘭

書士鉱油

米沢借用金Lt

グリーンクアパーク

高実工務店

藤庄印刷互助会

ヤマザワ

+岡借用金Lt

クレオパトラ東北販売

プッシュ連投

やまリ

新庄借用金ヰ

黒滝会

田村測1設計事務所

ブナの森

ユーキセツサク

北郡借用組合

ケア･ワールド

立谷川工業団地協同組合

ブライダル大内

西崖旅館

山形中央借用組合

ゲンジ蛍とカジカ鍾愛杜会

丹野こんにゃく

ふるさと元気クラブ

ユーシン不動産

山形第‑1盲用組合

心のふるさと新井田川の会

JAバンク山形県

コバヤシ機工

小松建設

1.縮､ミ

葉山建設

乗沢ホタルの会

高島t機

東日本高速道島LLl形工事事務所

高梨製作所

福井建設

臼村技研工業

千歳学i保育クラブ
中央清掃

小松ゴム商会

㈱中央タクシー
中央タクシー㈱

本多アルミ

米沢酒溝販売

本間利雄設計事務所

秋保建設

近藤工業

月岡ホテル

朝日測t設計事務所

今野紙エ

つたや

アサヒビール山形支社

蔵王f備保障

アドバンビル

ザオー測t設計

1岡商=会弘前

安孫子会計ビジネスサービス

さがえ西村山A業協同組合

ディティール･ギャラリー

九十大屋

安孫子工務店

酒田建投

ディバイテック

丸太中村

有馬頼
アルス

清田商工会札所
横井建設

升川建設
松岡
丸市運送

テトラス

横田ボーリング

池内熊治商店

佐藤税務会計事務所

池田内科医院

佐藤松兵衛商店

石川建設産業

さのや

佐藤轍

テレサインターナショナル
出羽崖

t制

山寺観光タクシー

ユニカ技研

チュチュ

飯田内装
イガラシ機械工業

山幸建設

Lt山会

コマツ山形

T‑‑シーエスレツツコンピュータ学院

山崎商事

ボランティア･カムロ

ア一手ネット

土谷

山岸板金工業所

プロスパーマルイ

1

米沢商=会iL所

理研分析センター
【コーマン

ワイエム技研

丸江製作所

ワダ

マルコウ環境

渡辺商店

丸好典建

渡辺t気工事
渡辺頼子
稲毛=務店

水漸ヒ学工業水沢工場

寒河江川土地改良区

水戸久粥生計事務所･ともべ=務店

高島町商工会

南山形愛育会 商山形すくすく保育濁

LLl書建設

ミヤマ金属

山形タクシー

宮村産業開発

山形ロータリークラブ

天i商工会議所

ムラヤマ

山形経済同友会

天jE環境

いそのボデー

三共開発

天iライオンズクラブ

メイク美装

山形yR環境保全協溝会

井出コンタクトレンズ

三光社

でん六

メカニック

山形県観光物産協会

井上精工

三味会席転料理すず木

メディカルプラザ山口医院

山形県企業振興公社

イベントプロデュース ガッツ

三幸ソーイング

t上川土地改良区

山形県建設業協会

羽州かみのやま桜の会

三和技術コンサルタント

Jl上川故里ミュージアム

山形県砂防協会

うろこや総本店
エイコウ

三和フードサービス
J e s設計

エヌエス環境山形営業所

シェルター

エヌ･ティ･ティ･ドコモ剰山形支店

四季の住まい

東北綜合鞘保障山形支社

NIT東日本山形支店

悪心金

遠藤会計事務所

東部t機
東邦砕石ホテルサンチェリー

東北医療機器

門間医院

山形県治水協会

東北公益文科大学

矢萩土建

山形県商工会社所連合会

東北食杜

山形カシオ

山形県商工会連合会

山形ガス

山形県森林組合連合会

東北t化工業

山形ガス管工

山形県中小企業団体中央会

シベール

東北パイオニア

ヤマガタ共同

山形県内水面漁業協同組合連合会

遠藤産業

商=中金山形支店

音標菅工建設

山形県JAビジネス

山形泌尿器科

遠藤土建=#

庄司自動車工業

山形県医師会

荘鎖カード

大風印刷

庄内環境保全協同組合

太田建設

庄内測J設計舎

ドモス

オーディオ･ビジュアル･システム山形

暮蒲園

長井商工会社所

大沼

什報企画課親交会

井出眼科病院

大場印刷

白Bt町観光開発

岡崎医療

城西t工

荻野建設

新庄･ JL上環境会戦

小国ガスエネルギー

新庄建投

奥村油店

新庄砕石工業所

海it*材センタ一

新庄商=会社所

花開瞭鈴木医院

大和商会

柿崎建設工業

軍紅歯

東北建設協会山形支所

特定非営利法人

おいたまサロン

トプコン山形

山形県印刷工業組合
山形県頚髄監備事業協同組合
山形県計t協会計暮証明部

長岡造園

山形県浄化槽工業協会

ナカムラ

山形県商工会女性群連合会

中LLl町商工会

那須建設
ナチ東北精工
名取柵機

並木工務店

南風学園あおぞら幼稚園
西川企業

大江町商工会
東北t力山形支店

東洋柵機製作所
米沢商=会馳祈女性会
蜂谷建設

山形県借用保証協会

山形県

山形県水井保全協会

県内35市町村

山形県水井保全協会書年部

国土交通省山形河J l I国連事務所

山形県測t設計業協会

山形県土地改良事業団体連合会

山形県JL業機械工業協同組合
山形県A業協同組合中央会

国土交通省清田河川国道事務所
国土交通省新庄河川事務所
国土交通省長井ダム=+事務所

林野庁東北森林管理局
山形地方連絡部

カスタムロード

水瞳全

和美点

菅野測t設計

者JE運輸建設

菅藤学Fq

日東ベスト

山形酸素

山形森林菅理事Jt上支書

力トウ衛生企業

菅原工務所

日本環境科学

山形商工会社所

山形森林管理書新庄事務所

神主工業

スズキ印刷

日本地下水開発

山形ダイハツ販売鹿田店

川田さ酉店

鈴木測J事務所

A林中央金庫山形支店

山形中央水産

環境管哩センター

須藤会計事務所

野村琵券山形支店

菅製作所

瀬野製作所

カンベ

セブンズエクストロ

北日本エンジニアリング

仙英学園ゆりかご幼稚園

日弗製作所

ニッコウt機商会

野村俳社店

ハイテックシステム

白蝶ビル

山形県みどり推進機構

山形県理化学分析センター

1犠▲

庄内森林管理書

山形日産自動車
山形ひかりのくに社

山形冷唖

山形南生活総合センター
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最上川夢の桜街道=づくり
わたしたちは日本一の桜街道をめざし､桜の植栽や｢桜守｣の育成を通じた元気な地域づくりをすすめています｡
桜をきっかけとした､元気な地域づくり｢最上川夢のさくら街道㊥｣事業は､会員の

みなさまのご支援､地域のみなさんのご協力により支えられています0
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●平成1 5年度
0米沢市
0高畠町
0長井市
0東根市
0村山市
0新庄市
0酒田市

米沢総合公園東側
砂Jl佑岸糠野目

さくら橋付近
高崎地区石崎山
クアハウス碁点付近
本合海
最上川左岸丸沼

●平成1 6年度
EI米沢市

最上川右岸

米沢女子短期大学グラウンド
0高畠町 砂川右岸糠目
の長井市 最上川右岸金井神

D自席町 最上川右岸ヤナ公園
の東根市 高崎地区石崎山
0村山市 大久保地内北山
の新庄市 最上川右岸太平山
由酒田市 最上川左岸丸沼
田酒田市 最上川右岸遊摺部

の鶴岡市(旧温海町)温海川右岸温海

■平成1 7年度
の高島町
田川西町
田長井市
の戸沢村
◎鶴岡市

糠野日
上中松
九野本
古口
覚岸寺

⑫鶴岡市(旧羽黒町)松ケ岡

●平成1 8年度
⑰高畠町 砂J l J橋付近
ED川西町

ダリヤ園､新山遊園地

田長井市 草岡地区最上川埴防沿
田東根市 高崎地区石崎山
田尾花沢市 丹生川､新堀流域
田大石田町 最上川黒瀧橋下流
￠戸沢村 最上川右岸最上峡ふるさと村
ED鶴岡市
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はなみ町(都市公園)
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美しい山形･最上川フォーラム会員募集
みなさんの手で､美しい元気な山形に
ど入会いただくと､当フォーラムが行う会合やイ

ベント､その他各種情報などを随時お知らせしま
す｡きれいな川を守りたい､環境をよくしたい､

●平成1 9年度

●平成22年度

EE)高畠町

①村山市 名取農村公園
皿上山市 萱滝遊園
◎大石田町 最上川左右両岸
伍真室川町 新町地内の桜づつみ
①最上町 志茂地区内公園･滝沢小学校周辺
伍金山町 町道山崎･七日町線沿
田鮭川村 鮭川村エコパーク内
伍南陽市 烏帽子山公園
田川西町 美女木･ホッケー場･ダリヤ園･

西町西工業団地内公園緑地

田川西町

総合運動公園

EEI上山市

前川河岸

EZa天童市

田麦野天童高原ロッジ周辺

匂村山市

西郷地区長島地区三ケ瀬周辺

EZ)大石田町

最上川左岸さくらE)‑ド､

右岸桜墳
EZa最上町

法田最上白川渓流公園周辺

EZ)戸沢村

最上川右岸古口字沓嶋

田鶴岡市 八沢川せせらぎ公園
田庄内町 最上川右岸あまるめさくら回廊

●平成20年度
a)飯豊町

どんでん平ゆり園

田高島町
℡川西町

糠の日最上川砂川河川敷
諏訪峠､ダリヤ園

EE)天童市

田麦野

EE)村山市

写本地域湯野沢

EZ)大石田町

田庄内町

最上川両岸

最上川場防左岸

●平成21年度
ED高畠町 最上川･砂川河川敷
田川西町 玉庭放牧場周辺､置賜公園など
a)南陽市

金山山村広場､金山公民館､

八幡山桜公園など
田村山市 大久保､書並
a)大石田町
の最上町

にしたい･ ･ ･そんなあふれる想いをぶつけませ

んか?アイデアをみんなで形にしていきましょ

う!地域リポーターとしてHPや機関誌にど意見

や活動を掲載しましょう｡個人も団体も企業のみ
なさんも､ぜひ!ご参加､お待ちしております｡

置賜公園･下小松地内

◎高畠町 最上川･砂川河川敷
◎酒田市 丸沼地内
田遊佐町 旧･新吹浦小学校周辺

田庄内町 最上川左岸

○ホームページ内｢入会案内｣より申し込み用
紙をダウンロードし､必要事項を記入して投函
してください(切手は不要です) a

Oホームページを使っての申し込みが難しい場
合は､下記事務局までお問い合わせください｡

個人会員様1.000円

桜守に相談だ!

法人･団体会員様

3.000円

今年度は異常なまでの大雪で､桜の
被害も多かったようです｡それもき

ちんと維持管理ができていれば最
小限に食い止められたはず‑･｡私た
ち桜守の育成･維持管理に力を入れ

る最上川フォーラムが､春にきれい

な桜を咲かせるための相談に乗り
ます｡お気軽に事務局までお問い合
わせください｡

美しい山形･最上川フォーラム事務局
〒990‑0041山形市緑町119130緑町会館
TEL 023‑666‑3737

FAX 023‑666‑3738

E‑mai info@mogamlgaWa.grJP

最上川左岸さくらロード､

右岸桜づつみ
横川集落､志茂集落
美しい山形･最上川フォーラムの活動は､

匂戸沢村 神田
田鶴岡市

文化を守り子どもたちに継承したい､地域を元気

鶴岡銀座商店街､

ホームページに掲載しています｡

市道南町荒町大宝寺町線沿

事務局スタッフによるブログ

匂庄内町 最上川左岸あまるめさくらE)廊
由酒田市 新堀
む遊佐町 都市公園ふれあい広場

庄内地域事業｢桜見守り陳｣実技講座にて樹木医･
山田先帝先生(財団法人山形県みどり推進捜梢)の
講習を受ける様子

｢じむきょく日誌〜最上川はな唄J〜｣も

随時更新中です｡ぜひご覧ください｡
http://www.mogamigawa.gr.jp/
最上川フォーラム
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◎聞合せ/連絡先
美しい山形･最上川フォーラム事務局
〒990‑0041山形市緑町1‑か30線町会館
TEL 023‑66613737

HP

FAX 023‑66613738

E‑mail info@mogamigawa.gr･jp

最上川フォーラム

題字 原田種風<21年度山形県総合書道展｢山形県教育委員会井｣受賞者>
表紙 土屋弘美｢水辺の花びら｣(新庄市Jt上公園)

･Jサイクル遇性⑳
この印jI物lま.印d用の紙へ
リサイクルでき雷す｡

