そして公園などで番号の付いた
トンボを捕まえてどこから来た
トンボかを調べます。
僕はトンボが色々な所や遠い
所へ飛んでいくのがすごいと思
います。今度は、三ッ池公園と
かに行って僕もトンボを捕まえ
て、調査したいと思います。
鶴(見小学校４年 高木博乙 )

私がトンボ調査に参加したのは、夏真っ只中の８月中旬

図1. チャイロチビゲンゴロウ

工業地区である鶴見付近にトンボがいるのか不安でした。

図2. 東芝では幼虫も見つかった。

でした。お誘いを受けて参加しましたが、正直横浜の

２０１４年度︑京浜臨海部のビオトープ
で︑水生甲虫類 ゲ(ンゴロウ類やガムシ類
など お)よび水生半翅類 水(生のカメムシ類 )
を中心とした水生昆虫の調査をさせていた
だきました︒私が調査させていただいたの
は︑マツダ︑ＪＶＣケンウッド︑キリンビ
ール︑東芝︑北部第二下水処理場の５ヵ所
で︑ 種類の水生昆虫を確認することがで
きました︒
今回の調査で印象的だったのは︑横浜市
内では２例しか記録のなかったチャイロチ
ビゲンゴロウが︑４ヵ所
のビオトープから見つか
ったことです︵写真１︶︒
チャイロチビゲンゴロウ
は︑体長 ｍｍ程の小型
のゲンゴロウ類です︒神
奈川県内では真鶴半島や
三浦半島から多く記録さ
れており︑岩石海岸にで
きた水溜りを好むとされ
ています︒横浜市内ではこれまで鶴見区と
磯子区の２例しかなく︑岩石海岸のない横
浜市内での生息は難しいと思われていまし
た︒しかし︑今回の調査で４ヵ所の新産地
が見つかり︑それらはいずれも京浜臨海部
のビオトープであるということは大変興味
深いことだと思いました︒ちなみに︑市内
では２例しか記録がなかったと述べました
が︑２例目の記録も京浜臨海部にある企業
のビオトープから発見されたものです︒つ
まり︑岩石海岸のな
い横浜市内では︑京
浜臨海部のビオトー
プがチャイロチビゲ
ンゴロウにとって重
要な生息地となって
いることが考えら
れます︵写真２︶︒

3.5

ですが、公園や木々のある辺りにはトンボだけでは
なく、蝶や蝉、バッタなど多くの生き物が生息してお
りました。横浜・鶴見にて生き物の住処が、今尚残っ
ているのは市外出身の私にとって驚きでした。
またこの調査では、夏休みの子ども達も多く参加し
ていました。親子で自然や生き物と触れ合える貴重な
時間にもなったと感じます。
横浜にこのような場所が残っている事を改めて感じ
る事の出来た１日でした。 大(学生 山科一輝 )
このトンボはどこからやってきたのだろう。まちで
トンボを見かけると、そう思うようになった。捕まえ
る、観察する、記録する、空へ放す。大人から子供ま
で、調査中は誰もがトンボの研究者だ。企業緑地の存
在やエコロジカルネットワーク、生態系に関する様々
なことを、トンボを介して学ぶことができる。自然と
人をつなぐように、トンボは今日も京浜臨海部の空を
飛んでいる。 大(学生 小泉恒紀 )
トンボを追い掛けるのは久しぶりで、夢中で捕りま
した。トンボという誰もが知っている生物を通して森
づくりを進めるという手法は面白いと思いました。
大(学生 富田ひかる )
お誘いを受け、友達三人と、のんびりおしゃべりタ
イムくらいの気持ちで参加しました。ケンウッドのビ
オトープは、思っていたよりずっと小さく、綺麗に整
備された公園という感じでした。調査方法の説明を受
け、こんな方法で、トンボの生態、行動が把握できる
んだ？でもこんなところに飛んでくるのだろうか？？
ましてやこの炎天下に？？？などと思いつつの調査開
始。初めの一匹の飛来・・見つけはしたものの網には
入ってくれない 無(理もなし 。)その後、その日参加さ
れていた先生が、一匹捕まえマーキングをして放した。
その日は、３～４匹の飛来のみ。でも、こんな地道
な調査をしている活動を知ることができた一日でした。
そういえば、仕事をしているころ 小(学校勤務 一)年の
初めのプール清掃時、見つけたヤゴをばけつに入れク
ラスで飼い、羽化を観察し、子供たちと元気におくり
だしたことを思い出した。都会のプールに卵をうむ。
トンボの命の営みがあることを思い出した。その後、
報告書をいただき、川崎の夢見が崎辺りまで来ている
ことを知った。トンボから命の力強さにあらためて思
いを馳せることができました。 小(林淑子 )

13

真吾

佐野

東京都市大学

トンボの調査

所が分か る よ う に な っ て い ま す 。

トンボみちができた時、お
父さんから教えられて初めて行
ってからもう何年もたちます。
トンボみちファンクラブに入れ
てもらい活動するようになりま
した。
最初はヤゴの観察をしたり池
の掃除などをしました。ヤゴが
トンボになってから観察や調査
をしました。
調査の方法は、トンボを傷つ
けないように網でとります。と
ったトンボの羽に番号を書いて
逃がします。番号は捕まえた場

トンボ取りなど 年ぶりぐら
いでした。夏休みに祖父の家に
遊びに行くたびに新しい網と虫
かごとを買ってもらい意気揚々
と出かけたことを思い出しなが
当時何を捕まえたのか全く記

ら参加させていただいています。

憶はありませんが、もともと

いたり潰したり︵？︶等、かな
り詳しくはわかるようですが、
自然の中で、動物等傷つけずに
そのままの生態を根気よく観察
し続けることでわかることもた
くさんあるだろうし、より身近
な存在に感じられるようになる
などと、網を振り回し
のでは …
ながら感じています。
土(肥文枝 )

トンボ調査を行ってみて、とても楽
しく童心に返ることができました。現
代の子ども達は、テレビゲームの普及
などにより、遊びを通して自然とふれ
あう機会が少なくなっていると思いま
す。一緒に調査をした子ども達は、と
ても楽しそうに走り回っていました。
トンボを通した環境作りという意味
の他に、子ども達の教育という面でも
すばらしい調査だと思います。今回こ
の調査に関わることができて良かった
です。 大(学生 五十嵐貴之 )

♪

★
！
﹁虫好き﹂ だ っ た 私 は 、 ト ン
ボの生態研究のほんの一端にで
も参加しているという思いが、
おこがましい言い方ですがちょ
っと誇らしくも感じます
残念ながらまだ１匹しか捕ま
えられず、こんなに難しかった
かとちょっと気落ちしています
がこの年になって堂々と網を振
り回せるのが楽しくもっと捕ま
えられれば …
昨今動植物研究等、すべてが
遺伝子レベルになっているよう
で、組織の一部をとりだし、砕

４

60

参加者
の声
♪

京浜臨海部のビオトープから確認された水生昆虫

企業緑地講習会 開 催 報告
比較的大きいことから︑質の向

企業緑地はそれぞれの面積が
ありました︒

山的機能についてなどの講演が

づけ︑企業緑地が持っている里

その後︑鶴見﹁みどりのルー

上を図ることでいきものを呼び
戻すことや地域環境の改善に貢

日本全国みんな夏休み ？( と)い

遠くで確認されたアキアカネは福

秋には下界へ降りていって︑一番

℃のなかで︑アキアカネが群れ

山頂︒下界 の暑さを感じない気温

は︑標高１２１２ｍの御在所岳の

した︒ロープウェイで訪れた場所

こと︑凄い！ 宿では︑前回の開

で確認してみると目標クリアとの

マーキングおじさんを見つけたの

の晩は参加者の交流会︒先ほどの

などを教えてもらいました︒

域の歴史から緑化を進めようと

年

日︑横浜市鶴見公会堂会議

考えたきっかけ︑地域緑のまち

ついて考えるため︑平成
月
名︑行政

４名︑市民４名︑フォーラム関

調査から得られた地域住民の意

づくりの活動経緯︑アンケート

室にて︑企業関係者
名の参加のも

係者８名の合計

年

20

日︑

５

【全国トンボ市民サミットとは】
トンボをシンボルにかかげて、自然環境の大切さを考えていく年次大会で1990年に横浜市で始まりました｡それは自然との共生をめざして活動してい
る全国の市民団体の情報交換、交流の場でもあります。

﹁第 回 全国トンボ市民サミット

ｉｎございしょ﹂に参加して

日に夏休みをい

柴田芳宏

うことで︑７月

トンボみちファンクラブ

ただ いて三重県菰野町へ行ってきま

で 風に戯れるように飛んでいます︒

催地である長野県駒ケ根市から参

※高田房枝
ト１﹂をつくる会 の

リフトのロープにつかまって移動す

加した皆さんと同じ部屋になり︑

献できることが活動をとおして

井県敦賀市 約 ｋｍ であること
(
)
そ

るチャッカリしたトンボもいます︒

浴衣姿で車座になって楽しく情報

会長より︑﹁国道１号線沿線に

翅にマーキングしているおじさ

交換をしながら︑夜は更けてゆき

わかってきました︒

識と事業進捗に伴う事業者の緑

んに聞いてみると︑なんと今日の

ました︒そして翌日は町民センタ

企業緑地の持つ価値や役割に

と企業緑地講習会﹁ルート１の

化に対する意識の変化などが報

捕虫ア

ぶ緑化のメリット﹂と題し︑地

企業緑地に学ぶ〜小さな緑をつ

個人的な目標は７００頭

頭ほどのアキアカ

行われたのでした︒

ミの中には︑

ネがひしめいているではないですか︒

最後に横浜市みどりアップ推
進課より︑緑化を進めるための

開催されました︒
講習会では︑田口正男先生よ

さて︑２０１５年は７月

日に童謡あかとんぼの作詞者三

そして︑それらの翅に御在所岳を

示すＧ印をつぎつぎとマーキング

木露風の故郷である兵庫県龍野市

支援制度の話がありました︒
店舗の緑化が進むことで︑お

して放してゆくのです︒ おじさんの

ぜトンボなのか？﹂と題し︑生

客さんが喜んで行きたいと思う

物多様性の基本的な考え方やト

店が増え︑収益の改善や社員の

在所岳でのマーキング調査は

数は︑２９７３６頭と桁はずれ ︑)

れでも︑２０１３年のマーキ ング

昔の５分の１に減っていること そ(

目であること︑アキアカネの数は

43

山頂の案内所のお兄さんから︑御

その動きはまったく職人技です︒

で開催されます︒みなさんも参加

ンボを指標生物とし

労働意欲の向上に役立っている

首にはオス用︑メス用のそれぞれ

た環境の評価につい

という報告は興味深いものでし

して楽しみませんか！

て︑事務局より﹁企

境改善の一助となったことを期

た︒参加された方々の今後の環
役割﹂と題し︑横浜

待します︒
くる会については︑Ｐ７〜８の活

鶴
※見﹁みどりのルート１﹂をつ

市域の緑地の変遷を

業緑地の価値や機能︑

のカウンターがぶら下がっています︒

り﹁なぜ生物多様性なのか？な

ーで基調講演や 活動事例発表などが

告されました︒

75

26

ないでつくる生物多様性〜﹂が

12

背景にした京浜臨海

動紹介のページをご覧ください︒

ロープウェイとアキアカネ
( 大会パンフレットより )

32

部の企業緑地の位置

19

!!

48

26

26

おける企業敷地の緑化事例に学

25

30

10

浜

ボ博士になろ
う！

１２年間の活
動を通して、
を開催します
トンボとり大
作戦や調査で
。
わかったこと
同時開催する 今年の報告会は、 「横
浜水辺と緑を
の報告会
ことになりま
考える子ども
した。 友達
と、 家族と、
会議
遊びにきてね 」 と
！

参加費 ： 無料

）

など
会を進行して
13:30～14
話し合います
。
:3
トンボフォー 0
●場所：師岡 ラム報告会

も

13:30～15
:00
ワークショッ
プ
活動団体

師岡町700 コミュニティハウス(横浜
トレッサ横浜
市港北区
南棟３階)

ごと
環境について に展示ブースを出展、
こと、大事に 調べていること、楽し 生きものや
んで
ます。(横浜 している生きものなどを紹 きている
水辺と緑を考
介しあい
トンボはドコ
まで飛ぶかフ える子ども会議主催、
●場所：トレ
ォーラムも出
ッサ横浜
展します)
南棟2階
ガーデン前

m

のか、なぜトンボなのかに始まり今回の調査でわ

京浜臨海部にトンボネットワークは存在している

のお話がありました。フォーラムの活動の紹介、

中学の科学部の生徒から﹁舞岡川のハグロトン

などの興味深いお話もありました。その後舞岡

種構成やなぜ８月に赤とんぼが出なかったのか

た２階のワークショップの方は買い物な

時開催の意味合いを感じる一場面でした。

ボ﹂の調査結果の話もあり、子ども会議との同

の緑地は里山として
どの報告がありまし

息環境について学び、また顕微鏡でヤゴの観察

コーナーでした。トンボのぬり絵でトンボの生

どに来た来館者にも見てもらえ、人気の
た。また今回は６月

もしてもらいました。一般の市民の方にトンボ
調査を行ったことで

フォーラムのことを知っていただくよい機会に
ことも報告されまし

なった と思います。

10

新たな発見があった

から

月まで毎月の

機能していることな

ま

にとって企業や公園

かってきたことのお話がありました。トンボたち

た。シオカラトンボの急増、基本６種に偏った

みんなでトン

年の報告会は、はじめての試みとして﹁横
年間の活動を通してトンボと

の水辺と緑を考える子ども会議﹂と同時

開催をしました。
り大作戦や本調査でわかったことの報告会を実施
日︵日︶にトレッサ横浜という港北区

mboforum
.co

http://to

しました。
月

のショッピングセンターの中で開催されま

した。トレッサの中に師岡コミュニティハウスが
ありそこで報告会また南棟２階のガーデン前でワ
ークショップも実行しました。

10:00～12
：００
第29回「横
浜の水辺と緑
会議」
を考える子ど

子どもが主役
を、子どもた ！環境問題や生きもの
の大切さ
ち自身が

12

告会の内容は、まずはトンボ博士である田

主催：トンボ
はドコまで飛
問い合わせ：
ぶかフォーラ
トンボはドコ
ム
まで飛ぶかフ / 横浜の水辺と緑を考
える子ども会
ォーラム (TEL
議実行委員会
045-5347587 keihin
@tombofo
rum.c

ホームページ
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口正男先生より﹁トンボでつなぐ京浜の森﹂

３月29日（日
2015年

今
３
報

への
﹁かんきょう横浜﹂
寄稿を受けて

横浜市環境保全協議会は、市内の企業や事業所におけ

る環境保全活動を推進するため、環境保全に関する情報

の提供や講習会の開催、かんきょう横浜︵会報誌︶の発

行等、様々な活動を行っております。

こうした中、広報編集会議において、平成 年度の会

上げます。

きました貴フォーラムのご担当の方々へ改めて感謝申し

最後に、お忙しい中、かんきょう横浜へご寄稿いただ

になったものと思っております。

掲示したいとの意見が寄せられ、企業の環境活動の一助

。さらには、環境活動の参考にするために記事を社内に

環境に興味を持つ機会になったとの意見が聞かれました

立場の視点から書かれた﹁参加者の声﹂は読者や企業が

参考になったとの意見や、横浜市や企業などそれぞれの

地講習会など市や企業の環境保全活動に関連した記事は

また、会員企業からは、京浜の森づくり事業や企業緑

活動の参考になったのではないかと考えております。

生・創出活動は会員企業にとりまして生物多様性の保全

調査による生態系の把握をベースとした環境の保全・再

貴フォーラムの活動内容は大変興味深く、また、トンボ

かんきょう横浜に６回に亘ってご紹介いただきました

の意見があり、貴フォーラムへ寄稿をお願いいたしました。

っている団体に活動内容をご紹介いただいてはどうかと

境活動の参考になるよう、市内で積極的に環境活動を行

報誌の特集について検討していたところ、会員企業の環

26

︵横浜市環境保全協議会事務局︶

♪

６

トンボはドコまで飛ぶかフォー
ラム
報告会

トンボはドコまで飛ぶかフォーラム 報 告 会

みんなで トンボ博士 になろう！

om)

