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▼皆さんの参加をお願いいたします。事務局へご連絡を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 25 日、東京の日本科学未来館において「日本水大賞」の表彰式がありました。五泉トゲソの会

は 6 つある大臣賞のうち、農林水産大臣賞を受賞することができました。 

この受賞はひとえに会員の皆様、そして五泉市民の皆様からのご支援のお陰と感謝申し上げます。ト

ゲソの会では、これまでも日本水大賞には 2回応募をいたしました。3回目にて、大臣賞という素晴らしい

賞をいただくことができました。 

受賞したテーマは「ＥＳＤ学習-捨てられていた魚は環境の見張り番」というものでした。トゲソは地元で

は「トゲがあり食べられない魚」「冷水性のため飼えない魚」「小さくて売れない魚」として捨てられていまし

た。そんなトゲソが、実は環境が悪くなると真っ先に死んでしまう「環境の見張り番」でした。その事をテー 

     マとして応募しました。 

当日は、秋篠宮皇嗣殿 

下がご臨席のもと表彰を 

受けました。 

表彰式には中村理事  

長、坂田副理事長、樋口  

事務局長の他、東京の会  

員である松田二郎（千葉  

市）さん、真田正規（所沢 

市）さんの 5名が出席しま 

した。 

なお、プレゼンテーショ 

ンでは受賞した活動につ 

いて、22 年間の取り組み 

を紹介させていただきまし 

た。 

8 月 20 日には新潟県 

知事に報告に参ります。 

 

 

 

２０１９年８月 

ＮＰＯ法人 

五泉トゲソの会 
 

5月～7月 通算74号 

■ ８月２５日(日) 9時半～15時半まで 

早出川夏休み親子探検隊2019 

場所:五泉市善願地区 早出川善願橋下 

 

■ 2か所のお魚調査支援（新潟市南区） 

白根地区 地元の夏休み子ども活動 

 

🔶8/9-小林みどり会 
9時から 水路調査 

 
🔶8/23-根岸地区 
8時半から水路調査 

 
※見学・支援者募集  

今後の活動予定 

 

AM生き物採取と調べ 

PM魚捕り・カヌー体験 

〇昼食・水着持参 

－共催事業－ 

 

 

 

 

▲写真上段左：表彰を受ける。右：出席者記念撮影  ▲下段左：記念発表 右：玄関にて記念撮影 



- 2 - 

 

◆ 学校は夏休みに入り、トゲソの会の学習支援が一区切りと 

なりました。トゲソの会では毎年市内小学校６校で４年生を中 

心に総合学習の支援をしています。 

今年は 5 月 21 日の五泉小学校を皮切りに 7 月 16 日の東                

小学校まで 27 回の学校支援を行いました。 

 総合学習では 1回目トゲソと水の学習、2回目土堀の生息地 

訪問、3 回目水の循環と COD 調べ、4 回目は学校に近い川調 

べを行っています。 

この他、今年は７月 5 日に大蒲原小学校より依頼があり「五 

部一川（ごぶいちがわ）」という珍しい川の生き物調査支援を行  

いました。（写真）。今年トゲソの里で行った「ザリガニ」駆除は 

６小学校で 477 匹でした。昨年 2018 年は 302 匹、2017 年 899 

匹でした。毎年、皆さんから手伝って駆除をしていますがなか 

なか減らない現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 五泉市村松地区にある日本シエムケイ㈱蒲原工場さん 

にトゲソの移動募金箱が設置されました。 

これは「トゲソの移動募金箱」の第 2 弾として取り組んだ 

ものです。日本シィエムケイ(株)さんは一部上場の大きな 

会社さんです。 

 ６月は環境月間、６月 5 日は環境の日です。その期 

間にあわせてトゲソの移動募金箱を１ケ月間、食堂など 

に置いていただけました。蒲原工場さんは自動車の様 

々なコントロール基盤を作っている会社です。 

地域の社会貢献ＣＳＲ活動については一所懸命で積極的 

に取り組んでおられます。五泉で有名なこやすくんが大好きな「アロニアクッキー」と当会の「しそ南蛮」

（甘口・辛口）を販売し、寄付が回るシステムで協力していただきました。地元のトゲソを守る活動がこん

なふうに、輪が広がってくれること願っております。  

 

７月２日に、五泉中学生の1年生がトゲソの見学で坂田家に来てくれました。生徒12人と先生が来ら 

 ２、日本ＣＭＫ㈱蒲原工場でトゲソの移動募金箱設置 （６月４日）  

 

 ３、五泉中学１年生がトゲソの見学に来てくれました。（７月２日）  

 1、今年の総合学習支援。前半で 26 回の支援を行う。（５月～７月）  

  

▲五部一川調査(大蒲原小 5/30)   

 

▲日本ＣＭＫさん食堂で募金活動   

 

 

▲トゲソの里にて(五泉小 6/14)   

 

 学習した日 回数 

五泉小学校 5/21・6/14・6/21Ｗ・6/28Ｗ ６回 

五泉川東小学校 6/19・6/26・6/26 ３回 

五泉東小学校 6/4・6/10・6/27・7/16 ４回 

五泉村松小学校 6/3・6/6・6/13 ３回 

五泉南小学校 5/24・5/31・6/12Ｗ・6/20Ｗ ６回 

計（6校） 5月21日～7月16日 26回 

（※Ｗとは同日に2回に分け支援したもの） 

▲五部一川の支援(大蒲原小 7/5)   
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れました。この催しは「地域巡検」という総合学習の一環だそうです。「地域を知る」ということで、遠くから 

自転車で来ていただきました。 

トゲソの会では、トゲソとともに地域の宝として3つの宝があ 

ることを話させてもらいました。 

一つ目は湧水に棲む魚トゲソです。二つ目は地域の登録文 

化財の坂田家です。三つめは五泉で唯一自噴している湧水で 

す。 

 この宝をいつまでも残すために会は活動していることを話させ 

ていだきました。生徒は小学生時代、トゲソの学習を学んでくれ 

た子どもたちでした。 

新しい中学生としてトゲソに再会してどうだったでしょうか。今 

後、力強い応援団ができました。ご苦労さまでした。 

 

                           

トゲソ生息水路の江浚い作業が猿和田地区で行われました。この活動は2004年から続いており15回 

目となりました。一時、会単独の江さらいが困難となりました。地元の川東中学校と加茂農林高校、新津

高校の生徒さんなどの若い方が支援に来てくださるようになり

継続ができています。 

本当に遠いところからご支援ありがとうございました。 

  当日は曇り空で、作業には適した天候でした。その他には学  

 校の先生グープ、企業のボランティアさん、日本環境専門学校  

 の学生さんなど30名あまりの皆さんから手伝っていただきまし 

 た。 

 また、東京から旅行中の子どもさんも参加してくれました。 

この猿和田水路は、一昨年にコンクリート水路工事が脇に行 

われました。昨年は渇水で生息調査に7匹しか確認されません 

でした。しかし、当日は予備調査をしたところ今年の春に産まれ 

た多くの稚魚を確認することができました。 

これで、今年の生息は大丈夫であると思われます。終了後

は、坂田家において簡単な昼食とトゲソの報告をいたしまし

た。皆さん、ありがとうございました。 

トゲソの生息地は徐々に悪化しています。 

地元の中学生が地域の宝としてトゲソを保護してくれること 

は大変ありがいことです。今後とも、このような支援が広がって

いくことを願っています。 

 

 ◆ トゲソの会は7月に日本水大賞農林水産大臣賞を 

受賞しました。その表彰について、7月22日、五泉市長に 

トゲソの会理事の皆さんと共に報告に参りました。 

市長からは長年の活動をねぎらうとともに、これからも 

環境活動やトゲソの保護に努めてくれるよう励ましの言葉 

をいただきました。 

会としては、これまでの市からの支援を感謝するとともに 

 

 

５、五泉市長へ、日本水大賞大臣賞を受賞の報告へ（７月２２日）  

 

 ４、猿和田江ざらい作業実施。中学生、高校生の応援に感謝（７月１４日）  

 

▲どばしつこ清水を見る生徒たち 

 

▲ 上：水路の清掃活動中 

  下：終了後の生き物確認と説明 
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さらに活動を進めていくことを報告いたしました。これからもトゲソが市の環境シンボルとなることを願っ

ております。 

 

新津高校理科部の皆さんがトゲソの生息水路を調査をしています。この場所は、トゲソの会の力量

では、なかなか管理できない所にあります。 

 先生の熱心な指導で、前任校を含めると６年間も生息状況を調べてもらっています。先日、隣の空き

地が穴掘りを始め、危ない状態になっていると連絡がありました。行ってみたら、確かに重機が穴堀りを

していました。砂利取りをしているのでしょうか。幸い泥水は水路に入りこんでいませんでした。 

昨年はなかなかトゲソの確認ができないと言われていました。生息危機感をもって見守りました。幸

いトゲソが 10ｍ区間に８匹ほど捕れました。ほぼ、体長が 2～3㎝の小さいものでした。今年生まれた個

体でした。とりあえず、安心いたしました。 

しかし、隣の掘削を始めとして、トゲソの生息が危ない状況に変わりありません。また、頑張っている

新津高校生徒さんの活動が評価してもらえるよう応援したいものです。地道に活動していただいている

高校生に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

             

★８月 18 日（日） 生涯学習フェスティバル代表者会議  総合会館  13 時 30 分～ 

★８月 20 日（火） 「新潟県知事」を表敬訪問・日本水大賞受賞の報告  14 時 30 分～ 

★８月 25 日（日） 生物多様性保全ﾈｯﾄﾜｰｸ新潟  早出川「夏休み親子探検隊」9 時半～ 

★8 月 28 日（水） 川東小学校支援  新江川生き物調べ 10 時 30 分～            

  

▲ スタッフからの説明を聞く皆様 

▲  
 ６、新津高校トゲソの調査を進める。（７月２２月） 

▲ 

や
っ
と
ト
ゲ
ソ
の
生
息
が 

確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 

 

 

🔷トゲソの会は生涯学習フェスティバルの企

画委員をしています。7/3（写真右）に１回目の

打ち合わせがありました。今年は10月6日とな

りました。日曜日です。 

🔶そのほか、新潟ろうきん福祉財団さんの「

巡回講座」（講師田中元子さん）などに出席

してきました。 

 ■ 特定非営利活動法人 五泉トゲソの会  理事長 中村吉則 

       自宅 956-0862    新潟市秋葉区新町2丁目8-10-1  

       電話・FAX 0250-22-0271  メール：togeso@beige.plala.or.jp  

■ 事務所 959-1643 五泉市土堀295 スタッフ月・金午後に在勤  

           電話・FAX 0250-47-4440  メール togeso@jewel.ocn.ne.jp 

         ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://togeso.web.fc2.com/ 

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ https://www.facebook.com/togeso   

     

今後の行事


