
２００５.３　P１九頭竜川水系情報誌

第11号2005年3月発行九頭竜川水系情報誌

河

原版

河

原版 今号のメニュー
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・川への想い ４面
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がんばれ！エコ活動
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カッパ調査隊より

“世界で一番美しい魚”と、釣り人を魅了してやまないサクラマス。九頭竜川はサクラマスの聖地と

して、全国的にも有名なところ。川でジャンプした姿は銀鱗がとてもきれいで、まるで白銀そのも

のなんだって。桜の咲く頃に帰ってくるサクラマスは、まさに春のおくりものだね。NPO法人 ドラゴンリバー交流会編集・お問い
合わせ先 発行

福井河川国道事務所

本誌掲載記事などは、自主取材のほか、原著作権者の許諾を得て掲載しております。いずれも無断転載はできません。

思い出のモノローグ

　以前携わった幼児教育の園外活動では、“あ
の辺りの川にはメダカがいる”、“この方向はザリガニが捕れる”といった知識が
強く求められたものです。山間の川でイモリの群生を発見した時の子どもたちの
驚きと歓声！懐かしくも鮮明に思い出されます。
　再度の計画で同じ場に携わった時。そこが、全く別の景色だった事態に愕然…。
“残念”としか言いようがありませんでした。最近、人々の努力によって自然を取
り戻すといったビオトープ作りが盛んだと聞きます。お金をかけずに、あるがま
まの自然を残せたらどんなにいいだろうにね…。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　（丸岡町　野に咲く花ノンノン）

　以前金沢に住んでいたころ、休日の川のほとりにはのんびりと人々がいた記憶
がある。パリでもセ－ヌ川の岸辺には多くの人々が集いゆったりとした時間を楽
しんでいるとか。福井にも、行きやすい場所に川があるのに花見の時以外（整備
されたグラウンドの利用を除けば）そんなに人が集まるという印象がない…。気
持ちの余裕なのか、歩きたくなる周辺の環境なのか、違いはわからないけど、本
や飲み物を持ってふらりと川に向かい気持ちのいい土や草の上でごろんとする、
そんな時間を春こそ楽しんでみたいなぁと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福井市　ひだまり好き）

　　　　[撮影：長賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー撮影：長賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]　　[撮影：長賢治　福井市在住のネイチャーフォトグラファー]
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編 集 後 記

「足羽川への思い」 佐藤　辰雄

　私は足羽川沿いで農業をしています。少しの田んぼ　自給野菜をつく

っています。水田に必要な用水は現在改築中の足羽川堰堤から酒生用水

を通って来ます。

　この用水路に変化があります。昭和50年頃までは鮎がいっぱい流れ込

んでいました。しかしこの頃は足羽川に度々おこる渇水のためか全然い

ません。そのかわり水藻やゴミ（ナイロン袋等）が特に番水（足羽川が渇水

の時は東郷用水等も分流するため3日に1度程度用水路に水を流さない）の

後は、特に多くなり水口がつまってしまいます。

　足羽川上流にダムが出来るとどのようになるでしょう。時々九頭竜川

流域委員会を傍聴しますが、慣行水利権（昔々からある水利権）を認めた

ダムは大きくなります。そして水質も悪くなるかもしれません。しかし

足羽川流域で農業をやっている人は大変助かると思います。

　洪水だけを考えるとダムは小さくなり、今ではいろいろなダム型式が

あり水質に影響は少ないようです。これからの足羽川ダムがどのように

変化するか、足羽川流域の恩恵を受ける人、被害を受ける人それぞれの

考えが問われると思います。

　サクラマスを知ることで、九頭竜川を見直す結果になった今回の取材。
世界中の釣り人が愛する川を、私たちはもっともっと誇りに思い、大
切にしてもいいかも。それから、エッセイを書いてくれた天谷菜海さ
んのH.Pは九頭竜川の写真がとてもキレイで思わず行きたくなりますよ。
おすすめです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鍋屋　祥代）

　春。天気もポッカポッカ。気持ちもポッカポッカしてきますね。今回特集したサクラマスは、
誰もが口を揃えて“美しい”と惚れ込んでしまう魚のようで…。あ～あ、なんてカッパとは違う
のでしょう。カッパも一度でいいから“きれいだね”と言われてみたい！

　　　　　　　　　　　　　（カッパ／坂口　よし子）

　子どもの頃、家でも、毎年秋祭りになると、母が鱒寿司を作ってくれました。もちろんサク
ラマスの高級品ではないですけど…。ここ数年、油桐の葉を探すのが大変だとかで作っていな
かった家では、最近とうとう庭に油桐の苗木を植えたそうです。でも葉が大きくなるのはまだ
まだ先のこと…早く食べたいな～。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小林 　桂子）

　恥ずかしながら、生粋の福井県人だというのに「サクラマス」がこんなにスゴイ魚だと知りま
せんでした。調べていくにつれて、その不思議な生態や息を呑むほど美しい容姿に惹きこまれて、
今では誰かれ構わず「サクラマス」うんちくを講じている次第です。いつか、溯上する姿を見て
みたい！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（谷川　みどり）

〒910-0006　福井市中央3-3-28（敦賀セメントビル）TEL&FAX　0776-23-7004
h t t p : / / w ww . d o r a g o n . o r . j p   E m a i l : i n f o @ d o r a g o n . o r . j p

国土交通省近畿地方整備局

ドラゴンリバー交流会理事

　「ホタルを取り戻し、川を美しくしよう！」
と、学校の生徒会を中心に始めたのが、校
舎の前を流れる浄土寺川の清掃活動です。
浄土寺川からホタルの姿が減ってきたのを
きっかけに、29年も前から生徒たちが自主
的に取り組んでいます。
　毎年5月下旬、河川敷およそ300ｍをク
ラスごとに場所を割り当て、一斉にゴミを

拾い集めます。食べ歩きをして捨てられたと思われるお菓子の袋や空き缶、
また自転車などの粗大ゴミなどなど…。その量は、２tトラック２台ほどに
もなるそうです。中には、生ゴミも捨てられていて、臭くてゴミの分別も大
変！でも、川の中に実際に入り、その環境を体感することによって、生徒た
ちの川への美化意識は高まってきているそうです。
　生徒たちの地道な活動が認められ、平成13年には、『緑化推進運動功労者
内閣総理大臣賞』を受賞しました。また、市内の警察官や消防署の方々など、
地元の大人たちも清掃に協力してくれるようになり、活動は地域全体に広ま
っています。
　現在、ホタルの数も年々増えており、
清掃の合間にもホタルの幼虫を発見する
など、活動の成果が実感できるようにも
なりました。まずは、“ゴミを捨てない”
という意識を持ち、この活動の輪がさら
に広がることを期待して、これからも続
けていきたいということです。

～勝山中部中学校～

流域の皆さんの川へのさまざまな想いをまとめてみました。

今立郡今立町粟田部39-4
0778-43-0005
AM8：00～PM8：00
火曜日、第3水曜日

住 所
Ｔ Ｅ Ｌ
営業時間
定 休 日

　今立を流れる鞍谷川沿いに位置するカフ
ェ万修。自家焙煎のコーヒーと手作りパンが
自慢のお店です。バナナやオレンジをトッピ
ングした一口サイズのミニパンシリーズは
とても好評。空気中に漂う酵母や乳酸菌を利
用して自然に発酵させて焼いた ルヴァンナ
チュレル”は金、土、日だけの限定品でオスス
メ。酸味がほんのりときいています。店の奥
は写真ギャラリーになっていて、店主の撮っ
た四季折々の写真が飾られています。展示す
る写真は季節ごとにテーマを決めて変えて
います。春は「花」がテーマの予定らしいです。

写真愛好家や文化人なども多く集い、
地元の人達にも親しまれているカ
フェ万修。ちょっと頑固（？）な店主
の煎れるコーヒーを飲みながら、ゆ
ったりと写真を眺めて過ごすのも
贅沢なひとときかも…。

「カフェ万修」

“
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アンリミテッド の

※日程・内容等が変更になる場合がありますので御確認の上お出かけ下さい。

　水源となる山や川、海など様々な環境の影響を受けることはもちろん、海での漁などを乗り越え過酷な旅をこなすことから生存する確率
が低いサクラマス。貴重な魚といえることから、資源保護のため捕獲が禁止される期間を設けるなど各県が取り組みをを続けています。
　そんな中、ここ福井県にはサクラマスアンリミテッドなるボランティア団体が存在していました。全国のサクラマスファンの思いを受けて地
元のボランティアが後を引き継ぐ形でサクラマスを守る活動を続けています。昨年10周年を迎えた彼らにサクラマスへの思いを聞きました。

　春を告げる魚ともいわれるサクラマス。日本海側の山口県よ
り北および太平洋側の千葉県より北に分布し、桜が咲くころ沿
岸部に姿を見せます。このサクラマス、実はおなじみ「渓流の女
王」ヤマメと同じ種で、一生淡水で暮らすものをヤマメ、一時期
海に下って暮らすものをサクラマスと呼ぶのです。
　海で暮らすおよそ一年の間に全身銀白色になり、体重はヤマ
メのなんと約100倍、60センチ前後の大きさに。
産卵期には鮭のような婚姻色も出るとか。
　なぜ海に向かうものと川に残るものに分かれるのか、その不
思議な生態に魅かれるファンも多いですが、奇妙な法則がある
との声も。雌は海に向かうと言われていますが、雄のうち、餌
取り競争を勝ち抜いて十分食べて成長し、夏までに8センチを越
えると川に残る…つまり川に残った雄のほうが「勝ち組」だとい
うのです。それが本当なら海に向かい川に戻ってから釣り人の
憧れの的となるサクラマスは、まさに負けるが勝ち！かも…。（ち
なみに九頭竜川など日本の河川で釣れるサクラマスはほとんど
が雌と言われています。）

　しかし、ファンの羨望の的であるサクラマス、とにかく釣れ
ないのが当たり前。
　厳寒期の釣りだけに釣り人には厳しさもありますが、1尾のた
めに5年、10年…というような話もあるそうです。それだけに
ますます釣り人の気持ちを駆り立てるのかもしれませんね。

福井県内水面総合センター館内では、
サクラマスに関するビデオの視聴ができます。
「北海道　清流の四季　変身する魚サクラマス」（45分）は、サク
ラマスの一生を、北海道の大自然とともに分かりやすく美しい映
像で観せてくれます。
オフシーズンには1週間以内のレンタルも可能。（身分を証明で
きるものと、印鑑を持って行ってね）
福井県内水面総合センター：福井市中ノ郷町34－10
　　　　　　　　　　　　　10776－53－0476

“自分の竿になら、サクラマスがかかるかも！”と、腕試し、または運試し!?にチャレ
ンジしてみたいと思った方もいるのでは？
でも、釣りに関するさまざまな規則があるので、マナーを守って楽しみたいですね。

●サクラマス漁解禁期間
　2月1日（一部区域 2月16日）～5月31日まで
●釣法
　さお釣り（ルアー、フライ）
●『雑魚遊漁承認証』の所持必要
　・年券（１年間有効）6,000円　　・日券（１日有効）1,500円
　※年券、日券については70歳以上、身障者手帳所持者、婦人、小中学生は半額。
　※釣具店で購入可。
●遊漁や遊漁証に関するお問い合わせ先
　九頭竜川中部漁業協同組合　10776－61－0246

従来の生態系の中で、サクラマスの敵は、卵を
食べるウグイや成魚を食べる鳥などでした。も
ちろん釣り人だって敵となってしまうのも事実
です。でも現在問題になっているのは、ここ数
年の間に著しく増えているブラックバスやブル
ーギルといった外来種が、生態系に大きな影響
を及ぼしていることなのです。生命力が強く、
繁殖力がある外来種の増加を防ぐため、外来種
を釣ったら、川に返さず、持ち帰り美味しく食
べるなどしてくださいね。

▲撮影に協力していただいた
　大阪府の上田忠雄さん

ビデオ紹介ビデオ紹介ビデオ紹介

「夢の魚　サクラマス」「夢の魚　サクラマス」「夢の魚　サクラマス」「夢の魚　サクラマス」「夢の魚　サクラマス」「夢の魚　サクラマス」「夢の魚　サクラマス」

どんな活動をしているの？

活動を通して伝えたいことは？

皆さんもサクラマス釣りは
するの？　魅力はどこ？

　九頭竜川流域の村々では、昔からお祭りなど晴れの日
のご馳走にマスの押し寿司を作ります。ここ松岡町近辺
では、「油桐（あぶらきり）の葉」でお寿司を包み「葉っぱ
寿司」と呼んでいて、民家の庭にはよく油桐の木を見か
けるんですよ。マスは今では、海で捕れたものや養殖も
のを塩漬けにした「塩マス」を使っていますが、本来は、「川

マス」と呼ぶ川に上がってきたサクラマスを使っていたんです。川に上
がってきたマスは、産卵のために十分な栄養を蓄えているのでとても美
味しいんですね。

　そんな興味深い話をしてくれたのは、天谷調理師専門学校、専務理事
の天谷菜海さん。
　あの有名な富山名産「ますの寿司」も、本来は神通川で捕れたサクラマ
スを主に素材としていたそうです。
　そして天谷さんは、自身で九頭竜川に関するホ－ムぺ－ジを開設する
など九頭竜川を愛する一面も。

　サクラマスのアングラー（釣り人）と話をするといつも驚かされます。
九頭竜川のことを本当によく知っているんです。水の深さ、温度、流れ方、
濁り方、川底のこと、石のこと、人工構造物、草や木、太陽、月、風…。サクラ
マスに出会うためには、とても大切なことなのです。この釣りは、のんび
りと釣り糸を垂れるといった「太公望」の
イメージからは程遠いですね。ルアー、フ
ライによる釣りは、自然が相手の「感性の
スポーツ」、そして魚との「フェアな知恵
比べ」だと思います。釣れない日にも自然
が教えてくれることの偉大さを、アング
ラーたちはよく知っている。だからこの
釣りが止められないのではないでしょうか。

天谷菜海さんのH.P
「ドラゴンリバーより愛を込めて」 http://www.amaya.ac.jp/kuzuryu

長カメラ
マンの

感動感動! ! 興奮興奮!! !! 撮影便り撮影便り感動感動! ! 興奮興奮!! !! 撮影便り撮影便り感動感動! ! 興奮興奮!! !! 撮影便り撮影便り感動! 興奮!! 撮影便り
　前日に雨が降り、川は濁っている。快晴といえる程の青空が広がっ
ているが、この分では無理か、と早くもあきらめムード…。後押しす
るかのように、釣る瞬間を撮影したいとお願いしていた大阪からの
釣り人、上田忠雄さんからも「釣れるかわからんぞ。」の声。チョコレ
ートでも食べながらのんびり待つとしよう…。
　サクラマスにはなかなか出会えない。いままで二回、もちろん一日
中狙っているがすべて空振り、それだけに会いたい気持ちが強くなる。
　3時間ほど過ぎたころ静かなヒット。過去8年間で5匹釣り上げた
という上田さんはいつもならぐぐっとくるはずのヒットの瞬間があ
まりにも静かでナマズかも…という思いになったようだ。水面下で
静かな静かな格闘が続いている。と思った瞬間、

「サクラマスだ！！！」の叫び。
水から上がる瞬間にひと暴れしたその姿の美しさ…。逆光の中ピカ
ピカ光るサクラマスは風格をも感じさせ本当に美しい。他の魚では
あり得ない感動と釣り人との一体感が身体を包む。およそ10分間フ
ァインダーからは目が離せず、とにかく大興奮。
　体長68センチ、大人の男性の腕程もあるサ
クラマスは尾びれと腹びれがほのかに桜色で
尾びれの斑点がヤマメらしさを思い出させて
くれた。
　いまでも川にファインダーを向けるとこの
瞬間が目に浮かんでしまう。やっぱりサクラ
マスは人々を魅了する特別な存在だと実感し
た一日だった。座談会

　地元では一部の人達が趣味で漁を楽しんでいたんですが、全国のアング
ラー（釣り人）が、こんなに釣れるよい漁場は日本中他にない、と…。
　永遠に釣れるように管理と保護が必要だということで地元は逆に九頭
竜川のすばらしさを県外の釣りファンから教えられる結果になったんです。
　実はルア－やフライでの釣りが楽しめるようになったのは福井県、九頭
竜川が全国で初めて。鮎のことばかりが言われますがサクラマスに関して
も全国に、そして世界に誇れるブランドリバ－なんです。

　その頃の九頭竜川にはまだ釣りの文化
がなくて漁というスタイルだったんです。
ルア－やフライなど擬似餌を使っての駆
け引きを楽しむスポ－ツフィッシングも
ここから始まったわけで釣り文化にも大
きな役割を果たしたといえます。

　現在運営スタッフは7人。ただ思いが同じなら誰もがメンバ－なんです。
活動資金は寄付やステッカ－の売上代金、協賛各社からのオ－クションで
の売上代金ですが、これで毎年春には稚魚、秋に成魚を合わせて2万匹放流
出来るんです。放流会には全国から70人前後が集まるんですよ。

　もちろん！！ 精神的にも（なかなか釣れな
いから）肉体的にも辛い釣りなんですが、光
と鱗の加減で白銀に輝いて、世界でいちばん

美しいと思います。釣れた時の感動
は他の魚では味わえない！！ 感動
のひと言だし、まさに「夢と浪漫」
です。
　ちなみに釣果はよく釣れたとい
われる10年以上前からトライし
ているメンバーで30尾、あとのメ
ンバーはわずか…とか（笑）。

　釣りは楽しんでも私たちは「キャッチ＆リリース」を推進しています。
　出会えたことに、ただ「ありがとう」という気持ちだけ（笑）。釣り上げた
サクラマスが傷ついてなければ川に返してあげてほしいのです。自己申告
してもらえればステッカーもお渡ししています。
　そして、もうひとつ本当に大切なのは川をきれいにするということ。私
たちも釣り人にも呼びかけて川の清掃をしていますが、ゴミを捨てること
によって川の水が汚れる、海の水が汚れる・・・私たちが口にする食物にも
繋がる、とにかく巡り巡ってすべてが繋がっていて自分たちにもかえって
くるということを意識してほしいと思います。

…貴重な魚サクラマスと世界に誇れるサクラマスの漁場、九頭竜川
を守っていきたいと頑張っているアンリミテッドの皆さん。活動資
金となるステッカ－は１枚1050円で購入出
来ます。また今年は5月1日（日）に九頭竜
川五松橋付近で放流会が開催されます。
詳しくは　サクラマスアンリミテッド
　http://www.sakuramasu.org

▲放流会の様子

▲アンリミテッドを代表して
　渡辺さん、吉村さん、中村さん

▲全国から参加

4月10日（日）
　場所 ： 太陽の広場（武生市安養寺町）

太陽の広場・桜まつり

4月29日（金）（祝日 みどりの日）
　場所 ： 芦原温泉街

芦原まつり

4月17日（日）
　場所 ： 浄法寺山青少年旅行村（永平寺町上浄法寺）

浄法寺山 山開き

4月3日（日）～10日（日）
　場所 ： 花筐公園（今立町粟田部）

はながたみまつり

4月8日（金）～9日（土）
　場所 ： 古墳公園（越前町朝日）

古墳公園花まつり
4月29日（金）（祝日 みどりの日）
　場所 ： 鯖江市片上公民館

文殊の里の春まつり「かたかみ春たんぼ」

4月上旬～中旬
　場所 ： 勝山弁天桜堤

勝山弁天桜まつり

3月20日（日）
　場所 ： 大野市七間通り

越前大野七間朝市開き

4月1日（金）～20日（水）
　場所 ： 霞ヶ城公園及びふれあい広場（丸岡町霞町）

丸岡城桜まつり

4月1日（金）～10日（日）
　場所 ： 福井城址～足羽川左岸九十九橋付近

第20回ふくい春まつり「越前時代行列」

雪どけの九頭竜川・足羽川をきれい雪どけの九頭竜川・足羽川をきれいにしましょう！にしましょう！雪どけの九頭竜川・足羽川をきれいにしましょう！雪どけの九頭竜川・足羽川をきれいにしましょう！
平成17年3月20日（日）AM8：00～AM10：00（雨天決行）
永平寺町河川公園～北島鮎大橋上流800m（左岸側）
永平寺町 町民生活課 30776-63-3111
上志比村 住民税務課 30776-64-2211
ドラゴンリバー交流会高志流域会議事務局（商工会館内）30776-63-3117

九
頭
竜
川

ところ
と　き

問い合わせ

平成17年3月27日（日）AM8：00～AM10：00（雨天決行）
大瀬橋～足羽橋
NPO法人ドラゴンリバー交流会
3・50776-23-7004

足
羽
川

ところ
と　き

問い合わせ

活動のスタートは地元じゃなく全国にいるサクラ
マスファンだったとか？


