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《お願い》－「もっと！青い空」の充実にご協力を！－
　「練馬区民環境行動連絡会」は区民・事業者が策定した「練馬区民環境行動方針」に提案されたプロジェク
トを具体化するため、平成17年４月に結成された組織です。練馬区の支援を受け、環境にやさしい取組や環境に
配慮した生活を進めるために活動しています。
　当会の活動報告と皆さんが身近でできる環境行動について、年2回発行の広報紙「もっと！青い空」で提言し
ています。さらに充実した内容とするため、下記のご協力をお願いします。
　①「巻頭インタビュー」で取り上げて欲しい方　②練馬区内で先駆的な環境活動や実践をされている個人、
企業、団体を、ご紹介または情報をお知らせください。編集会議で検討のうえ、取材に伺います。

連絡先：練馬区石神井町2‒14‒1 消費者団体活動室内・練馬区民環境行動連絡会
電話・FAX：03‒3996‒6351　URL:http://nerima-kankyo.tokyo/

区民環境行動連絡会プロジェクト報告

巻頭インタビュー「この人に聞く！」

野鳥の居心地がいい場所は、
人も居心地がいい

野鳥の居心地がいい場所は、
人も居心地がいい

日本野鳥の会東京
探鳥会リーダー

たかはし よしあき

高橋　嘉明

平成３０（２０１８）年 ２ 月

○編集・発行

　練馬区民環境行動連絡会

　練馬区石神井町２-1４-１

　石神井公園区民交流センター内

　会長　大島　いずみ

　URL:http://nerima-kankyo.tokyo/

○協力

　練馬区環境部環境課

　練馬区豊玉北６-１２-１

　電話　０３-５９８４-４７０２

第 26 号
= 通刊第 31 号

　平成14年から光が丘公園で、春と秋に探鳥会（野
鳥を中心とした自然観察会）が行われています。開
始から15年にもなる光が丘公園の探鳥会ですが、今
回は、そのリーダーである高橋嘉明さんに探鳥会の
楽しさ、野鳥の魅力を伺いました。

★探鳥会への参加
―探鳥会へは、いつから参加なさいました？
　きっかけは、1980年、夏の明治神宮探鳥会に参加
したことです。以来、明治神宮の森に通うようにな
りました。
　当時の探鳥会のリーダーである方々は、みな若
く、一般の人にも教えられるほど野鳥や自然に詳し
く、また素晴らしい観察眼も持っていました。その
うえ、「自然保護」に対する意識が高く、公害や秩
序なき開発に対して、しっかりとした意見を持って
いました。
　「東京にも、自然保護活動の輪を広げていかなけ
ればならない」と考える学生や社会人になったばか
りの若い人が、こうした集まりに参加していたので
す。私もその一人でした。
　自然観察が目的の会ですが、自然保護への意識を
持った会で、いわゆるカルチャースクールとは一線
を画していたと思います。

―昔から鳥類や自然に
詳しかったのですか？
　鳥は飛べます。声も綺
麗です。人間は、飛べる
ということに対して、憧
れがありますよね。トン
ボや蝶も飛びますけれ
ど、鳥は特に好きでし
た。また、昔から図鑑を
見ることが好きでしたし、テレビ放送で鳥が出てく
ると「これはなんだろう？」と調べ、名前を覚えて
いました。
　ただ、東京に住んでいる限り、そういった図鑑で
見るような鳥とは出会えないものと思っていまし
た。出会えたとしても、庭先で、スズメやキジバト
を見るくらいだろうと考えていたのです。しかし、
探鳥会に参加してみると、東京にも、たくさんの鳥
がいること、それも少し郊外に行くだけで、その機
会は増えるということを知ることができました。こ
うなると面白くて仕方なくなるのです。

★光が丘公園は、生き物に居心地がいい
―野鳥の会について教えてください
　「日本野鳥の会」は、各地域で多くの観察会を開
催しています。東京に限っても、毎週日曜日、どこ
かで観察会が開催されています。参加は自由で、事

高橋　嘉明 氏
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巻頭インタビュー ●野鳥の居心地がいい場所は、人も居心地がいい 私たちが取り組むエコ活動

前申込みはありません。会員でなくても参加できま
す。それは、多くの人に、自然の大切さを知って欲
しいという趣旨からです。

―練馬ならでは、という特徴はありますか？
　私は、主に明治神宮と光が丘において、活動して
いますが、光が丘公園は素晴らしい場所だと思いま
す。それは自然度が深いというより、生き物にとっ
て居心地がいい場所、言い換えれば人間にも居心地
のいい場所だということです。
　公園の周りは住宅地ですが、北側には荒川や白子
川があり、その川に向かってなだらかな河岸段丘が
続き、雑木林が点在しています。また、バードサン
クチュアリという植生管理された場所まであり、そ
こには水鳥もやってきます。生態系の頂点にいるタ
カの仲間も定着しています。
　一方で、池にはたくさんの水鳥がいましたが、タ
カ類などの影響を受け、見ることが少なくなってき
ています。

★練馬の野鳥
―練馬にいる鳥にも特徴はありますか？
　私の住んでいる石神井川近くには、普通に街中に
いる、スズメ、ヒヨドリ、キジバト、ムクドリ、オ
ナガ、それからゴミ箱を漁るハシブトガラス、ハシ
ボソガラスがいます。今、ハシボソガラスが増えて
います。頭のいい鳥で、線路に置き石をしたり、く
るみを車に轢かせて割ったりします。
　それらに混じってアオゲラ、コゲラ、猛禽類のツ
ミの声が近所で聞こえます。
　やはり、練馬は鳥にとって、気持ちのいい場所
だと思います。気流がいいことが理由かもしれま
せん。

　我が家には、ムク
ドリが戸袋に巣を
作っています。昨夏
は、キジバトも庭の木
に巣を作りました。

―野鳥を見つける
コツはあるのです
か？
　まず、動くものを
気にすることです。
電線から何かが動いた、道を横切った、空を飛ん
だ、そうしたことを気にすると鳥が目に入ってきま
す。関心を持つことが大切なのです。関心がなけれ
ば、鳥の声がしても耳に入ってきません。たとえ、
すぐそばに鳥がいたとしても、見つけることはでき
ないのです。関心を持てば、見つける苦労はありま
せん。また、探鳥会に３、４回通えば、大体の鳥の
名前を覚えることができます。
　鳥はアイコンタクトをする生き物です。目を合わ
せなければ、道端の鳥は飛び立たないこともありま
すよ。

―餌付けなどはしないのですか？
　しません。人間の食べ物は鳥に良くありません
し、鳥の自然な成長を阻害し、餌付けで人に慣れて
しまうことで、危険な目に合う可能性もあるのです。

★これからの探鳥会
―今後、望むものは？
　近年の探鳥会は、家族連れの姿がめっきり少なく
なりました。子どもたちは関心を持っていると思い
ますが、その親世代に関心がないのかもしれませ
ん。
　少子化という面もありますし、生き物と接する場
面が少なくなってきていることもあると思います。
自然に無関心な人間が増えれば、私たちに素晴らし
い経験を与えてくれる自然生物の危機を招くことに
繋がらないかと気がかりです。
　探鳥会に家族で来て頂き、鳥を目で見て、声を聞
いていただけると嬉しく思います。

（文：國島　良臣）

光が丘公園での探鳥会

オオタカ（光が丘公園で撮影）



3

巻頭インタビュー ●野鳥の居心地がいい場所は、人も居心地がいい 私たちが取り組むエコ活動

エコライフチェック開始から12年
環境部　環境課　地球温暖化対策係

★「エコライフチェック」とは？
　「生活の中のちょっとした工夫でCO２を減らせ
る」ことを実感していただくため、平成18年度から
始めた事業です。今回で12年目を迎えました。
　毎年10月にエコライフに取り組む日（エコライフ
デー）を決めていただきます。普段の日とエコライ
フデーを12個の項目で比較し、CO２削減量を練馬
区として集計しています。項目は、「メモをするな
ら、裏紙を使う」「掃除機をかける前に軽くモップ
をかける」など、日常生活の中の簡単な取り組みで
CO２を減らせることを理解していただける項目で
す。取り組むことでCO２だけでなく、電気料金を減
らすことができることも魅力の一つです。
　なお、10月に実施する理由ですが、区内の小、中
学生が参加しやすい時期であることと冷暖房機器の
利用率の低い秋に実施することによって、通年の平
均的な値を出すことができるためです。平成29年度
も４万人以上の区民の方にご参加いただきました。

★今後の課題
　CO２が若干減りつつ
あった2011年（平成23
年）に東日本大震災があ
り、CO２排出量の多い火
力発電所が再稼働しました。このことで、練馬区の
電気使用量は増えていないにも関わらず、CO２が増
えるといった結果になっています。
　「エコライフチェック」は12年も継続してきたこ
とで認知度はかなり上がっています。課題は参加者
数の増加とエコライフデーの取り組みが日常化して
いく仕組みづくりです。
　学校には木が吸収するCO２量を記した樹木用プ
レートを配付しています。結果の概要版と共に環
境教育に利用していただいていますが、一般参加の

方々には、区HPでの結
果の公表に加えて、更
なるフォローが今後の
課題と捉えています。
（文：大島　いずみ）

野鳥（自然）観察に思う
公園の自然を楽しむプロジェクト代表

國島　良臣

★きっかけは身近な動物たち
　田舎育ちの私に
とって、子どもの頃
の遊び相手は、野
鳥・川魚・昆虫・カ
エルなど、身近な動
物たちでした。中学
時代には、野鳥の巣
から卵を採集し、夏
休みの研究として観
察記録を作成し、優秀賞を受賞したこともありま
す。しかし、就職とともに、これらの遊びは出来な
くなり、仕事一筋の人生となりました。
　その後、定年退職を機に、「日本野鳥の会」と地
域の「野鳥の会」に入会して、野鳥観察を始めまし
た。今思えば、野鳥をはじめとする動物たちと遊ん
だ楽しさが、ずっと頭の中に残されていたからかも
しれません。

★渡り鳥にパワーを感じて
　気がつけば、光が丘公園にいる野鳥を見続け、15
年もの歳月がたちました。これまで139種もの野鳥
を見ています。その中でも、特に強烈なパワーを感
じているのは渡り鳥です。春を感ずると命がけで海
を越え、繁殖地に渡って種の繁栄を図り、秋になる
と再度命がけで海を越えて越冬地に渡り、翌年の繁
殖期を待つ渡り鳥。こうしたパワフルな活動を観察
し、記録を残し続けています。

★楽しい野鳥（自然）観察のすすめ
　生態系から見れば、人も動物も植物も、すべて地
球の仲間です。そして、身近にある都市公園にはそ
の生物の仲間が溢れているのです。
　公園に出て仲間たちと出会い、観察を楽しみ、
ウォーキングにより適度な運動とストレスを解消す
ること。このようなことも野鳥がもたらす恩恵の
ひとつです。皆さまも、私たちと一緒に光が丘公園
で、野鳥たちと触れ合ってみませんか？　ご参加を
お待ちしております。

花輪主事、中板主事
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　経済活動が活発である現代、価値を持つものは
「お金」と考えられています。しかし、貨幣の価値に
左右されない時代の財産は里山でした。今だからこ
そ、里山に目を向け、自然を活かし、自然と共生し得
る未来を考える必要があるのではないでしょうか。
　講師の澁澤氏は農学博士であり、循環型都市「ハ
ウステンボス」の取締役も務められました。現在
は、NPO法人共存の森ネットワーク理事長とし
て、日本各地の里山に出かけられています。
　なお、曽祖父は日本近代経済界の重鎮であった澁
澤栄一氏です。

《　区民環境行動講演会のお知らせ　》
講演名

『里山の暮らしから未来を考える』

講 師：澁澤 寿一 氏
（NPO法人 共存の森ネットワーク理事長）

日 時： 平成30年３月1日（木）
 午後６時～８時
場 所： 練馬区役所地下
　　　 多目的会議室
定 員： 100名（先着順）
主 催： 練馬区民環境行動連絡会
 練馬区環境課
申込方法
ハガキ、FAX、または電子メールで、
①講演名　②住所　③氏名（ふりがな）
④電話番号を明記のうえ、平成30年2月26日
（必着）までにお申し込みください。

申込先
〒176−8501　練馬区豊玉北６丁目12番１号
練馬区役所本庁舎18階環境課環境計画推進係
電　話：5984−4702　FAX：5984−1227
メール：kankyou02@city.nerima.tokyo.jp

●練馬グリーンエネルギー
　練馬グリーンエネルギーと協力関係にある「元気
力発電所」が、市民発電所８号機のための寄付を募
集中です。

●江古田ミツバチ・プロジェクト
①講演会のお知らせ
　講演会：ミツバチとハチミツの「効果」
　講　師：田中淳夫さん・前田京子さん
　日　時：平成30年２月18日（日）
　　　　　午後１時30分～４時
　場　所：武蔵大学１号館1101教室
②新商品開発
�　当プロジェクトのハチミツと練馬の農産物をコラ
ボさせた新商品を開発中です。

●ねりま・ごみフォーラム
　10月の「ねりま・エコスタイルフェア」
　11月の「JA東京あおば主催の農業祭」
に出展しました。共に雨天でしたが、参加された
方々にフードマイレージゲーム（地産地消をゲーム
で学べる）を楽しんでもらいました。

●公園の自然を楽しむプロジェクト
　光が丘バードサンクチュアリで、NPO法人生態
工房が16年ぶりにかいぼりを実施中です（平成29年
11月19日～平成30年３月３日）。目的や池の生きも
のの変化などを紹介しています。

●練馬まち環境倶楽部
　月１回石神井公園駅で駅前清掃をしています。
＊最新の活動やお問い合わせは

練馬区民環境行動連絡会 検索


